
30 年度 ⑴  実施機関別行政情報の公開請求件数

実施機関 件数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

区長 請求 36 25 21 36 22 31 25 34 57 31 54 17 389

企画政策部 3 2 1 2 1 1 2 2 14

総務部 4 1 6 2 2 1 6 4 2 5 1 34

危機管理室 1 1

区民部 3 1 3 1 3 2 3 2 2 4 1 25

アカデミー推進部 1 3 2 2 7 1 6 2 1 25

福祉部 3 2 1 1 2 1 6 1 17

子ども家庭部 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 14

保健衛生部 13 10 6 11 7 6 9 5 12 5 11 5 100

都市計画部 1 1 1 1 2 10 10 10 5 41

土木部 6 7 3 10 4 6 5 6 12 5 8 1 73

資源環境部 1 1 3 2 1 2 8 2 3 2 25

施設管理部 3 1 1 4 3 3 1 2 1 19

会計管理者 1 1

全部公開 21 18 9 26 12 13 15 16 17 10 22 8 187

一部公開 14 7 12 5 7 17 10 17 37 17 26 7 176

非公開 1 5 3 1 1 3 4 6 2 26

未決定

教育委員会 請求 2 2 1 3 3 6 8 7 4 7 43

全部公開 1 1 2 2 5 1 1 1 3 17

一部公開 1 2 1 1 6 6 2 4 23

非公開 1 1 1 3

未決定

監査委員 請求 1 3 1 5

全部公開 1 1 2

一部公開 2 2

非公開 1 1

未決定

選挙管理委員会 請求 1 1

全部公開

一部公開

非公開 1 1

未決定

議会 請求 1 1 1 1 1 1 6

全部公開 1 1 1 3

一部公開 1 1 2

非公開 1 1

未決定

合計 請求 38 26 24 37 25 36 34 43 67 36 61 17 444

全部公開 22 19 10 27 14 16 21 18 18 11 25 8 209

一部公開 15 7 14 5 8 19 12 23 43 20 30 7 203

非公開 1 5 3 1 1 2 6 5 6 2 32

未決定

※　請求件数等は主管課別に捉えていますので、実際の請求書の枚数と一致しないことがあります。

30年 31年 合計

１　情報公開制度



番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30001 H30.4.2 H30.4.9 食品営業許可台帳の平成30年3月1日～3月末日まで
の新規許可分（飲食店営業施設のうち、自動販売機、
臨時、移動を除く）
項目：屋号、営業所住所、営業所電話番号、営業者
名、許可年月日、許可満了日

写しの交付 公開 生活衛生課

30002 H30.4.2 H30.4.10 平成30年3月1日から平成30年3月31日に、文京区内に
おいて、新規に許可を取得した飲食店、理美容の確認
を受けている施設、新規に許可を取得した施術所（あ
はき柔）の下記情報。（自販機を除く）
⑴施設屋号、⑵施設連絡先、⑶施設住所、⑷申請者
名、⑸許可年月日

写しの交付 公開 生活衛生課

30003 H30.4.2 H30.4.16 文京区内の平成30年3月1日から3月31日の間に受理
された下記の一覧
⑴「診療所（企業内診療所含む）」「歯科診療所」の開
設、廃止、休止、再開、名称変更
⑵「薬局」の新規開設、廃止、休止、再開、名称変更
⑶「麻薬小売業者」の業務廃止
必要な情報①施設名称、②所在地、③開設者名称、④
電話番号、⑤開設／廃止／休止／変更日、⑥受理さ
れた日
⑵の新規開設については、⑦許可番号、⑧有効期間
開始日、⑨有効期間終了日

写しの交付 公開 生活衛生課

30004 H30.4.2 H30.4.2 文京区千駄木二丁目36-6と無地番の土地との協議文
書

写しの交付 公開 契約管財課

⑵  情報公開請求内容
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30005 H30.4.3 H30.4.3 文京区向丘1-16先の前面下水管の図面
文京区向丘1-16～17番先の前面下水管の図面

写しの交付 一部公開 道路課 個人情報（第7
条第2号）

個人氏名、住
所、電話番号

30006 H30.4.4 H30.4.4 文京区立指ヶ谷小学校内装改修その他工事（Ⅰ期）
文京区立大塚小学校内装改修その他工事（Ⅰ期）
上記工事の積算内訳書一式

写しの交付 公開 整備技術課

30007 H30.4.5 H30.4.5 2017-00285文京区立文林中学校内外装改修その他工
事（１期）
2017-00454文京区立第九中学校内装改修その他工事
（１期）
2017-00360文京区立根津小学校内装改修その他工事
（２期）
2017-00311文京区立青柳小学校内装改修その他工事
（２期）
2017-00352文京区立大塚小学校内装改修その他工事
（２期）
2017-00353文京区立駕籠町小学校内装改修その他工
事（２期）
上記案件の役所単価が詳細まで記載されている工事
内訳書

写しの交付 公開 整備技術課

30008 H30.4.6 H30.4.6 係長、一般職の異動通知について
平成30年4月1日付

写しの交付 公開 職員課

30009 H30.4.6 H30.4.20 ⑴肥後細川庭園指定管理者・肥後細川庭園パークアッ
プ共同体が所管課へ提出した平成30年度・年次協定
書
⑵肥後細川庭園、目白台運動公園の両施設の指定管
理者の作成分

写しの交付 一部公開 みどり公園課 ①個人情報（第
7条第2号）、②
法人情報（第7
条第3号）

①印影、写真に
写る個人、②印
影

30010 H30.4.6 H30.4.6 3月27日に開催した陳情に関する都市計画部との勉強
会議事録

写しの交付 公開 都市計画課

30011 H30.4.9 43213 肥後細川庭園、目白台運動公園の両施設のモニタリン
グ結果（平成29年度第2回分）

写しの交付 公開 みどり公園課
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30012 H30.4.9 H30.4.11 平成30年3月1日～平成30年3月31日の間で飲食店営
業の新規許可を受けている全店舗（移動・簡易営業所
等を含む提供可能な情報すべて）の屋号、営業所所在
地、営業者氏名、営業所電話番号、業種、初回許可年
月日、許可満了日、許可番号、許可開始日、法人につ
いては本社所在地、申請者電話番号、代表者氏名に
ついての資料一覧

写しの交付 公開 生活衛生課

30013 H30.4.10 H30.4.10 区境21-106、27-189、財1899
いつ誰が対応したのか。
場所、立会日、合意日、立会者

写しの交付 一部公開 管理課 ①個人情報（第
7条第2号）、②
法人情報（第7
条第3号）

①土地所有者
の住所・氏名・
印影、作成者の
登録番号・住
所・氏名、申請
者の氏名、②土
地所有者（法
人）の印影

30014 H30.4.12 H30.4.12 平成29年度に実施された学校給食調理業務委託プロ
ポーザル審査結果について
⑴一次審査、二次審査の当社の点数

写しの交付 一部公開 学務課 ①法人情報（第
7条第3号）、②
行政運営情報
（第7条第6号）

①選定事業者
以外の事業者
名、②評価の基
準と配点

30015 H30.4.12 43202 一次審査での請求者の点数 写しの交付 公開 幼児保育課

30016 H30.4.16 H30.4.27 ⑴肥後細川庭園、目白台運動公園の両施設の指定管
理者と所管課の確認記録（平成３０年４月以降）
⑵①「目白台運動公園」指定管理者・西武パートナーズ
が事業系一般廃棄物の収集運搬を無許可業者「當間
園」に委託をしていた事実
②樹林斜面地に廃棄物を不法投棄をしていた事実
③産業廃棄物の委託契約書について法定記載事項不
記載の内容で締結していた事実
①～③の廃掃法違反の事実を区長へ報告した事実、
報告内容が分かる書類一式

写しの交付 一部公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

請求内容⑵に
該当する資料
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30017 H30.4.16 H30.4.18 飲食店営業許可施設一覧
【対象】2018年3月31日現在　営業の許可を受けている
飲食店施設のリスト（固定店舗を持たない臨時営業、
自動販売機、移動販売、露店を除く）
【内容】屋号、営業所所在地、営業所電話番号、営業
者氏名（法人の場合は代表者氏名も）、許可年月日、
許可業種（種目）

写しの交付 公開 生活衛生課

30018 取下げ

30019 H30.4.17 H30.4.19 戸籍住民課証明発行業務委託の受託業者との定期報
告の記録全て
平成28年度から平成29年度分

写しの交付 一部公開 戸籍住民課 ①個人情報（第
7条第2号）、②
法人情報（第7
条第3号）、③行
政運営情報（第
7条第6号）

①個人情報、②
議事録及び報
告書に記載され
ている内容、③
他の地方公共
団体名

30020 H30.4.18 H30.4.25 飲食店許可リスト　集団給食　2018年4月18日現在のも
の
屋号、住所、法人名、法人先の住所、電話番号（営業
所・法人）、許可年月日、業種

写しの交付 公開 生活衛生課

30021 H30.4.18 H30.4.25 2018年1月から現在までの新規に許可を得た飲食、理
美容店の許可名簿。必要な項目は、社名、代表者名、
電話番号、住所、許可年月日。移動販売等の臨時営
業のお店は除く。

写しの交付 公開 生活衛生課

30022 H30.4.18 H30.4.18 柳町小等の改築設計にかかる議事録すべて 写しの交付 公開 整備技術課
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30023 H30.4.19 H30.4.24 文京区における理容所台帳、美容所台帳、興行場台
帳、旅館台帳、公衆浴場業台帳、クリーニング所台帳
において、平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
に新規に営業を確認した施設（ただし、廃業を除く。）に
係る⑴施設名称、⑵施設所在地、⑶施設電話番号、⑷
営業者名、⑸確認年月日、⑹営業の種類、⑺業態（旅
館台帳のみ）に限る。ただし、上記期間内に新規施設
が存在した場合に限る。

写しの交付 一部公開 生活衛生課 不存在（第12条
第2項）

新規に公衆浴
場営業許可を受
けた施設の情報

30024 H30.4.19 H30.4.24 平成30年3月31日現在クリーニング所（一般・リネン）の
営業許可を取得している施設（取次店を除く）の⑴屋
号、⑵営業所所在地、⑶申請者氏名、⑷営業の種類、
⑸営業所電話番号、⑹確認年月日、⑺確認番号

写しの交付 公開 生活衛生課

30025 H30.4.19 H30.5.1 文京区における食品営業許可台帳（飲食店営業、喫茶
店営業、食肉販売業、食肉処理業、氷雪販売業）のう
ち、平成29年4月1日から平成30年3月31日までに新規
に営業の許可を受けた施設（ただし、臨時販売、移動
販売、自動車による販売、自動販売、露店販売、催
事、コンビニエンスストア等、廃業を除く。）の⑴屋号、
⑵営業所所在地、⑶営業所電話番号、⑷申請者名、
⑸営業の種類、⑹初回許可年月日に限る。ただし、上
記期間内に新規施設が存在した場合に限る。

写しの交付 公開 生活衛生課

30026 H30.4.19 H30.5.1 文京区内で営業許可処理（新規）を行った食品衛生関
係施設名簿一覧
期間：平成30年1月1日から平成30年3月31日まで
開示請求事項
営業所所在地・ビル名（所在地順・郵便番号含む）、屋
号、営業所電話番号、営業者氏名（法人である場合は
代表者氏名も）、営業者住所（法人に限る）、営業者電
話番号（法人に限る）、業種（「飲食店営業」・「喫茶店営
業」に限る。ただし「自動販売機」・「移動」は除く）、初回
許可年月日、直近許可年月日

写しの交付 公開 生活衛生課
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30027 H30.4.19 H30.5.2 文京区の保健所に届出、営業許可のおりた食品関係
の施設情報（全業種、全業態）
期間：平成29年4月1日～直近分
必要項目；施設名称、所在地、電話番号、営業者氏
名、法人営業者住所、業種・業態、各種許可年月日
また、上記期間での廃業リスト

写しの交付 公開 生活衛生課

30028 H30.4.20 H30.4.20 ⑴文京区から文京区心身障害者団体連合会に対し、
昨年度まで事業助成費が支払われていたが、本年度
になって支払われなくなった理由。
⑵もし予算編成を行う際に上記決定の意思形成の過
程等を記録した資料が存在するのであれば、これらの
資料も併せて開示されたい。

写しの交付 一部公開 障害福祉課 不存在（第12条
第2項）

⑴に該当する資
料

30029 H30.4.20 H30.4.20 文京区小日向〇丁目〇－〇「〇〇邸入居関連工事」
届出書一式

写しの交付 一部公開 環境政策課 ①個人情報（第
7条第2号）、②
法人情報（第7
条第3号）

①個人名、電話
番号、②印影

30030 H30.4.20 H30.4.20 子ども家庭支援センターの職員の名前のわかるもの
（H22～H30年度）

写しの交付 一部公開 職員課 不存在（第12条
第2項）

平成27年度以
前の職員名簿

30031 H30.4.20 H30.4.23 白山二・三丁目地区に関する安全・安心まちづくり事業
補助金の申請書・実施報告書一式

写しの交付 一部公開 危機管理課 個人情報（第7
条第2号）

氏名、住所、電
話番号、ＦＡＸ番
号、印影

30032 H30.4.20 H30.5.2 平成23年4月1日時点、民生委員と福祉事務所との職
務内容について、知りたい。
⑴協力要請の判断の運営資料
⑵保護世帯の割当の運営資料

閲覧 非公開 生活福祉課 不存在（第12条
第2項）

30033 H30.4.23 H30.4.24 ⑴「目白台運動公園」協定書一式
⑵「目白台運動公園」事業計画書一式
指定管理者西武パートナーズが所管課へ提出したも
の。（平成30年度分）

写しの交付 一部公開 みどり公園課 法人情報（第7
条第3号）

印影

6



番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30034 H30.4.23 H30.5.7 別紙福祉課発行チラシについて、⑴目的、⑵企画会議
議事録、⑶支払勘定科目、⑷配布先並びに配布方法、
⑸チラシ製作会社発注書　「生活福祉課だより」

写しの交付 一部公開 生活福祉課 不存在（第12条
第2項）

⑴、⑶、⑷、⑸
に該当する資料

30035 H30.4.24 H30.4.24 「区立小・中学校及び幼保育園等の職員腸内細菌検査
委託」について、落札した業者及び金額の公開

写しの交付 公開 学務課

30036 H30.4.24 H30.4.24 文京区勤労福祉会館の指定管理者によるプロポーザ
ル関連資料

写しの交付 一部公開 経済課 ①個人情報（第
7条第2号）、②
法人情報（第7
条第3号）

①事業者社員
の氏名及び役
職、②選定され
なかった団体
名、提案のあっ
た経費の内訳、
提案書における
アイデアや創意
工夫に該当する
情報

30037 H30.4.25 H30.5.9 平成30年1月1日から30年3月31日までに届出のあった
新築届及び住居表示台帳（個人情報を除く）

写しの交付 公開 区民課

30038 H30.4.26 H30.4.26 3月24日に発生した、文京総合体育館における中央階
段ガラス板ヒビ割れに関する指定管理者からの報告書

写しの交付 一部公開 スポーツ振興課 ①個人情報（第
7条第2号）、②
法人情報（第7
条第3号）

①指定管理者
従業員氏名、利
用団体代表者
氏名、②法人担
当者氏名及び
連絡先

30039 H30.4.27 H30.5.10 平成30年4月27日現在の全ての飲食店許可リスト（飲
食店営業の内自動販売機、臨時移動を除く）
営業所所在地、屋号、営業者氏名、電話番号、本社所
在地、社長（代表者氏名）、本社電話番号

写しの交付 公開 生活衛生課
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30040 H30.5.1 H30.5.10 食品営業許可台帳の平成30年4月1日～4月末日まで
の新規許可分（飲食店営業施設のうち、自動販売機、
臨時、移動を除く）
項目：屋号、営業所住所、営業所電話番号、営業者
名、許可年月日、許可満了日

写しの交付 公開 生活衛生課

30041 H30.5.1 H30.5.14 平成30年4月1日から平成30年4月30日に、文京区内に
おいて、新規に許可を取得した飲食店、理美容の確認
を受けている施設、新規に許可を取得した施術所（あ
はき柔）の下記情報。（自販機を除く）
⑴施設屋号、⑵施設連絡先、⑶施設住所、⑷申請者
名、⑸許可年月日

写しの交付 公開 生活衛生課

30042 H30.5.1 H30.5.14 平成30年4月1日～平成30年4月30日の間で飲食店営
業の新規許可を受けている全店舗（移動・簡易営業所
等を含む提供可能な情報すべて）の屋号、営業所所在
地、営業者氏名、営業所電話番号、業種、初回許可年
月日、許可満了日、許可番号、許可開始日、法人につ
いては本社所在地、申請者電話番号、代表者氏名に
ついての資料一覧

写しの交付 公開 生活衛生課

30043 H30.5.1 H30.5.14 文京区内の平成30年4月1日から4月30日の間に受理
された下記の一覧
⑴診療所（企業内診療所含む）、歯科診療所の開設、
廃止、休止、再開、名称変更
⑵薬局の新規開設、廃止、休止、再開、名称変更
⑶麻薬小売業者の業務廃止
必要な情報①施設名称、②所在地、③開設者名称、④
電話番号、⑤開設／廃止／休止／変更日、⑥受理さ
れた日
⑵の新規開設については⑦許可番号、⑧有効期間開
始日、⑨有効期間終了日

写しの交付 公開 生活衛生課
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30044 H30.5.1 H30.5.10 旅館業の許可を受けた者に係る下記情報の全部又は
一部が記載されている一切の行政文書。
施設名称、施設所在地、営業者名（代表者名）、営業
者住所、種別、許可及び許可番号

写しの交付 公開 生活衛生課

30045 H30.5.1 H30.5.11 文京区管内歯科技工所一覧（最新のもの）
文京区管内歯科技工所廃業（2013.1～2018.4）
必要な情報⑴名称、⑵郵便番号、⑶所在地、⑷電話番
号

写しの交付 公開 生活衛生課

30046 H30.5.2 H30.5.16 平成23年4月5日から平成26年11月28日までの間に、
文京区福祉事務所長が行うケース診断記録票又は世
帯台帳記載内容について、知りたい。
⑴訪問類型A・B・C・Dの定義

閲覧 公開 生活福祉課

30047 H30.5.2 H30.5.2 文京区民生委員の活動実態について知りたい。
⑴定例会日程（5年分）
⑵費用弁償（起案）

閲覧 公開 福祉政策課

30048 H30.5.7 H30.5.8 街路灯及び保安灯維持修繕工事（平成30年3月9日開
札）
街路灯改修工事（その1）（平成30年5月2日開札）
街路灯改修工事（その2）（平成30年5月2日開札）
街路灯改修工事（その3）（平成30年5月2日開札）
以上4件の設計図面

写しの交付 公開 道路課

30049 H30.5.9 H30.5.9 次の3工事の金入りの工事内訳書、代価・単価明細書
・街路灯改修工事（その1）
・街路灯改修工事（その2）
・街路灯改修工事（その3）

写しの交付 一部公開 道路課 行政運営情報
（第7条第6号）

文京代価、文京
単価
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30050 H30.5.9 H30.5.17 平成30年4月1日～平成30年4月30日の間で理容・美容
業の新規許可を受けている全施設（廃業してるものを
除く）の
⑴施設名称、⑵施設所在地、⑶施設電話番号、⑷開
設者名、⑸代表者氏名（法人のみ）、⑹開設者住所（法
人のみ）、⑺開設者電話番号（法人のみ）、⑻確認年月
日、⑼確認番号

写しの交付 公開 生活衛生課

30051 H30.5.9 H30.5.9 蘭の会が平成30年6月15日に実施する伝統芸術文化
力声のフェスティバルに係る後援名義申請書類のう
ち、他の共催、後援団体について記載された部分

写しの交付 一部公開 アカデミー推進課 個人情報（第7
条第2号）

氏名、住所、電
話番号

30052 H30.5.9 H30.5.17 文京区総合体育館における現指定管理者の
⑴公募時の事業計画書写し
⑵直近の収支報告書写し
⑶直近の事業報告書写し

写しの交付 一部公開 スポーツ振興課 ①個人情報（第
7条第2号）、②
法人情報（第7
条第3号）

①顔が写ってい
る写真、②法人
印影

30053 H30.5.9 H30.5.10 千駄木二丁目8番6付近の細街路資料 写しの交付 公開 管理課

30054 H30.5.11 H30.5.11 平成27年度街区調査成果　本郷二丁目 写しの交付 公開 管理課

30055 H30.5.17 H30.5.31 ⑴第三者委託の申請書（前回に開示された以降の分
について）
⑵確認記録(前回に開示された以降の分について）
「目白台運動公園」指定管理者西武パートナーズが所
管課へ提出したもの。

写しの交付 一部公開 みどり公園課 法人情報（第7
条第3号）

印影
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30056 H30.5.17 ⑴⑵H30.5.17 ⑶⑷H30.5.31⑴指定管理者評価検討委員会の議事録「目白台運動
公園」二次評価
⑵１の開催日時、出席者の分かる資料一式
⑶平成２９年７月の「目白台運動公園」評価検討会の
議事録
⑷⑶の評価検討会で評価の対象とされた書類
①一覧表５の落とし物の取り扱いについて
②一覧表１１の苦情対応報告書
③一覧表２５モニタリング調査結果に対する改善報告
書
「目白台運動公園」の指定管理者の評価検討会、評価
検討会へ所管課が提出した文書、評価検討会が評価
検討委員会へ提出した文書

写しの交付 ⑴⑵公開 ⑶⑷一部公開⑴⑵契約管財課
⑶⑷みどり公園課

個人情報（第7
条第2号）

個人の氏名

30057 H30.5.17 H30.5.17 2018-00331文京区立第三中学校内装改修その他工事
（1期）
2018-00336文京区立文林中学校内外装改修工事（2
期）
上記案件の役所単価が詳細まで記載されている工事
内訳書

写しの交付 公開 整備技術課

30058 H30.5.17 H30.5.23 平成30年1月1日から30年3月31日までに付定のあった
住居表示台帳（個人情報を除く）

写しの交付 公開 区民課

30059 H30.5.18 H30.5.29 文京区内の①病院、②診療所（企業内診療所含む）、
③歯科診療所、④薬局、⑤薬局製造販売医薬品の製
造販売業（製造業は含まない）、⑥毒物劇物一般販売
業（特定品目販売業含む）、⑦店舗販売業、⑧麻薬小
売業者、⑨高度管理医療器等販売業貸与業
以上全ての⑴施設名称、⑵所在地、⑶開設者、⑷電話
番号
更に上記④～⑨の許認可について
⑸許可番号、⑹有効期間開始日、⑺有効期間終了日
※H30.5.18現在のデータ

写しの交付 一部公開 生活衛生課 ①犯罪予防（第
7条第4号）、②
不存在（第12条
第2項）

①病院に関する
情報、②毒物劇
物一般販売業
に関する情報

11



番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30060 H30.5.18 H30.5.22 ⑴平成25年度公募の「文京総合体育館外6スポーツ施
設」について現指定管理者が提出した応募書類のう
ち、様式6と様式7
⑵同施設の直近3年の事業報告書、収支報告書

写しの交付 一部公開 スポーツ振興課 ①個人情報（第
7条第2号）、②
法人情報（第7
条第3号）

①顔が写ってい
る写真、②法人
印影

30061 H30.5.24 H30.5.28 飲食店営業許可施設一覧
【対象】2018年4月1日～2018年4月30日の期間に営業
の許可を受けた飲食店施設のリスト（新規、更新分）
（固定店舗を持たない臨時営業、自動販売機、移動販
売、自動車販売、露店を除く）
【内容】屋号、営業所所在地、営業所電話番号、営業
者氏名（法人の場合は代表者氏名も）、許可年月日、
許可業種（種目）

写しの交付 公開 生活衛生課

30062 H30.5.25 H30.5.25 平成30年1月31日　文京区議会全員協議会会議録 写しの交付 公開 区議会事務局

30063 H30.5.25 H30.6.5 文京区内で下記の期間に新規届出、および廃止届出
のあった歯科技工所の名簿一覧
期間：平成29年1月1日～平成29年12月31日まで
必要項目：施設名称、郵便番号を含む所在地、電話番
号、開設者名、開設年月日及び廃止年月日

写しの交付 公開 生活衛生課

30064 H30.5.29 H30.5.29 本郷一丁目地籍成果（網図、図根点成果簿） 写しの交付 公開 管理課

30065 H30.6.1 H30.6.8 食品営業許可台帳の平成30年5月1日～5月末日まで
の新規許可分（飲食店営業施設のうち、自動販売機、
臨時、移動を除く）
項目：屋号、営業所住所、営業所電話番号、営業者
名、許可年月日、許可満了日

写しの交付 公開 生活衛生課
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30066 H30.6.1 H30.6.11 文京区内の平成30年5月1日から5月31日の間に受理
された下記の一覧
⑴「診療所（企業内診療所含む）」「歯科診療所」の開
設、廃止、休止、再開、名称変更
⑵「薬局」の新規開設、廃止、休止、再開、名称変更
⑶「麻薬小売業者」の業務廃止
必要な情報　①施設名称、②所在地、③開設者名称、
④電話番号、⑤開設／廃止／休止／変更日、⑥受理
された日
⑵の新規開設については、⑦許可番号、⑧有効期間
開始日、⑨有効期間終了日

写しの交付 公開 生活衛生課

30067 H30.6.1 H30.6.8 平成30年5月1日から平成30年5月31日に、文京区内に
おいて新規に許可を取得した飲食店、理美容の確認を
受けている施設、新規に許可を取得した施術所（あは
き柔）の下記情報。（自販機を除く）
⑴施設屋号、⑵施設連絡先、⑶施設住所、⑷申請者
名、⑸許可年月日

写しの交付 公開 生活衛生課

30068 H30.6.1 H30.6.8 平成30年5月1日～平成30年5月31日の間で飲食店営
業の新規許可を受けている全店舗。
（移動、簡易営業所等を含む提供可能な情報すべて）
の屋号、営業所所在地、営業者氏名、営業所電話番
号、業種、初回許可年月日、許可満了日、許可番号、
許可開始日、法人については本社所在地、申請者電
話番号、代表者氏名についての資料一覧

写しの交付 公開 生活衛生課

30069 H30.6.1 H30.6.15 都バス大塚支所跡地の活用で、区が都交通局へ提出
した要望書を含め都交通局との交渉で提出した全資
料、協議の日時とそれに伴う資料

写しの交付 公開 企画課

30070 欠番

30071 H30.6.4 H30.6.4 平成30年度文京区立小・中学校における尿検査委託
の受託事業者名、一次及び二次検査の各単価、仕様
書

写しの交付 一部公開 学務課 法人情報（第7
条第3号）

印影
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30072 H30.6.5 H30.6.8 平成30年5月1日～平成30年5月31日の間に理容・美容
業の新規許可を受けた全施設（廃業してるものを除く）
の⑴施設名称、⑵施設所在地、⑶施設電話番号、⑷
開設者名、⑸代表者氏名（法人のみ）、⑹開設者住所
（法人のみ）、⑺開設者電話番号（法人のみ）、⑻確認
年月日、⑼確認番号

写しの交付 一部公開 生活衛生課 不存在（第12条
第2項）

理容業に関する
情報

30073 H30.6.7 H30.6.7 東京労働局庁舎跡地について、国と区が交わした確認
書及び資料

写しの交付 公開 企画課

30074 H30.6.7 H30.6.7 文京区道の告示図面の写し
告示番号平成6年1月6日153号
文京区大塚6丁目30－7の対面側（○○邸）

写しの交付 公開 管理課

30075 取下げ

30076 H30.6.13 H30.6.27 ⑴別紙訴訟委任状の元になった訴訟委任契約書（3
件）及びその起案書。
⑵別紙訴訟委任状に押印された公印の使用のための
起案書及び承認書。

写しの交付 一部公開 総務課 ①個人情報（第
7条第2号）、②
法人情報（第7
条第3号）

①原告の氏名、
住所、電話番
号、ＦＡＸ番号、
印影、事件番
号、委任者個人
の氏名、住所、
印影、被告人個
人の氏名、②訴
訟委任契約にお
ける費用、受任
弁護士の印影
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30077 H30.6.13 H30.6.13 ⑴音羽地域活動センター跡地における私立認可園、育
成室の整備、運営事業者選定プロポーザル資料
⑵（仮称）音羽育成室運営業務委託に係るプロポーザ
ル選定資料

写しの交付 一部公開 ⑴幼児保育課、⑵
児童青少年課

①個人情報（第
7条第2号）、②
法人情報（第7
条第3号）

①氏名、顔写
真、②事業者の
特定につながる
情報、評価書中
の選定されな
かった事業者
名、事業者のノ
ウハウに係る情
報、内部管理情
報

30078 H30.6.18 H30.6.19 文京区の旅館業営業施設一覧（営業施設の名称、営
業施設の所在地、営業許可主体の名称（会社名）、営
業許可主体の代表者名、営業許可主体の住所（会社
住所）、営業許可の日付、客室数、ホテル・旅館・簡易
宿所・下宿の区分）

写しの交付 一部公開 生活衛生課 個人情報（第7
条第2号）

個人事業者の
住所

30079 H30.6.19 H30.6.19 平成29年3月10日に実施された文京スポーツセンター
改修その他電気設備工事の工事費内訳明細書（起工
書）

写しの交付 公開 整備技術課

30080 H30.6.20 H30.6.20 ⑴H28.2.18と3.29に都交通局へ特養待機者の状況、今
後の見込み、整備計画、必要床面積など、特養整備の
必要性を説明した際に区が使用した文書と資料の全て
⑵H28.8.29に都交通局からの「土地の一体活用」の提
示で使用された文書と資料の全て
⑶H28.8.29に都交通局から「福祉インフラ整備事業の
減額にあたらない」の説明で使用された文書と資料の
全て
⑷H28.12.26とH29.2.23に都交通局から「事業用定期借
地」に関して提示された文書と資料の全て
⑸H30.1.26に都交通局が事業用定期借地の検討状況
の説明で使われた文書と資料の全て

写しの交付 一部公開 企画課 不存在（第12条
第2項）

請求内容②、
③、⑤に該当す
る資料及び④の
うちH28.12.26の
文書と資料

30081 H30.6.22 H30.7.6 平成24年～平成28年度分の「目白台運動公園」評価
検討会の議事録等一式

写しの交付 一部公開 みどり公園課 個人情報（第7
条第2号）

氏名
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30082 H30.6.22 H30.7.6 ⑴平成29年度分「目白台運動公園」利用者アンケート
分析結果報告書
⑵平成30年5月、6月分の指定管理者との確認記録
⑶指定管理者が所管課へ提出した第三者委託申請書
（樹木管理等）

写しの交付 一部公開 みどり公園課 法人情報（第7
条第3号）

印影

30083 H30.6.25 H30.6.27 アスベストばく露事件における東京地裁・和解条項の
写し

写しの交付 一部公開 総務課 ①個人情報（第
7条第2号）、②
法人情報（第7
条第3号）

①事件の表示、
原告の住所及
び氏名、②文京
区以外の被告ら
の社名、代表取
締役氏名、住
所、見舞金等振
込先銀行口座

30084 H30.6.25 H30.7.9 文京区民センター改修工事にかかる工事契約書一式 写しの交付 一部公開 契約管財課 ①個人情報（第
7条第2号）、②
法人情報（第7
条第3号）、③行
政運営情報（第
7条第6号）

①法人担当者
氏名、電話番
号、②法人印
影、③低入札調
査価格制度にお
ける調査基準価
格

30085 H30.6.27 H30.6.27 昭和37年12月7日、昭和39年2月28日及び昭和39年12
月7日区議会本会議録の住居表示に関わる部分

写しの交付 公開 区議会事務局

30086 H30.6.27 H30.6.27 職員のための個人情報保護ハンドブック 写しの交付 公開 総務課

30087 H30.6.28 H30.7.12 （平成30年1月1日から現在まで）
⑴平成30年度中に、○○○弁護士に支払った報酬等
の支出決定兼命令書又はそれに類するもの
⑵平成30年度中に、○○○弁護士を指定業者とする
業者指定依頼書

写しの交付 一部公開 総務課 ①個人情報（第
7条第2号）、②
法人情報（第7
条第3号）

①相手方の住
所、氏名、事件
番号、②金額、
弁護士の印影
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30088 H30.6.29 H30.7.2 文京区根津2丁目○‐○で現在建設中の物件（○○邸）
における確認証の発行について。
ハウスメーカーの○○○○○側が近隣の住民に対して
行った聞き取りそれを建築指導課に提出した書類

写しの交付 一部公開 住環境課 ①個人情報（第
7条第2号）、②
犯罪予防（第7
条第4号）

①氏名、住所、
②建築物番号

30089 H30.6.29 H30.7.10 昭和40年　町名変更に対する行政訴訟 写しの交付 一部公開 総務課 ①個人情報（第
7条第2号）、②
法人情報（第7
条第3号）

①事件の表示、
原告の住所及
び氏名、②原告
等代理人弁護
士の印影

30090 H30.7.2 H30.7.9 食品営業許可台帳の平成30年6月1日～6月末日まで
の新規許可分（飲食店営業施設のうち、自動販売機、
臨時、移動を除く）
項目：屋号、営業所住所、営業所電話番号、営業者
名、許可年月日、許可満了日

写しの交付 公開 生活衛生課

30091 H30.7.2 H30.7.9 平成30年6月1日から平成30年6月30日に、文京区内に
おいて、新規に許可を取得した飲食店、理美容の確認
を受けている施設、新規に許可を取得した施術所（あ
はき柔）の下記情報。（自販機除く）
⑴施設屋号、⑵施設連絡先、⑶施設住所、⑷申請者
名、⑸許可年月日

写しの交付 公開 生活衛生課

30092 H30.7.3 H30.7.9 文京区内の平成30年6月1日から6月30日の間に受理
された下記の一覧
①「診療所（企業内診療所含む）」「歯科診療所」の開
設、廃止、休止、再開、名称変更
②「薬局」の新規開設、廃止、休止、再開、名称変更
③「麻薬小売業者」の業務廃止
必要な情報　⑴施設名称、⑵所在地、⑶開設者名称、
⑷電話番号、⑸開設／廃止／休止／変更日、⑹受理
された日
②の新規開設については、⑺許可番号、⑻有効期間
開始日、⑼有効期間終了日

写しの交付 公開 生活衛生課
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30093 H30.7.3 H30.7.3 文京区小日向二丁目346－3に係わる寄付願い及び移
転登記について

写しの交付 公開 管理課

30094 H30.7.3 H30.7.10 平成30年6月1日～平成30年6月30日の間で飲食店営
業の新規許可を受けている全店舗
（移動・簡易営業所等を含む提供可能な情報すべて）
の屋号、営業所所在地、営業者氏名、営業所電話番
号、業種、初回許可年月日、許可満了日、許可番号、
許可開始日、法人については本社所在地、申請者電
話番号、代表者氏名についての資料一覧

写しの交付 公開 生活衛生課

30095 H30.7.3 H30.7.4 平成30年6月1日～平成30年6月30日の間に理容・美容
業の新規確認を受けた全施設（廃業しているものを除
く）の⑴施設名称、⑵施設所在地、⑶施設電話番号、
⑷開設者名、⑸代表者氏名（法人のみ）、⑹開設者住
所（法人のみ）、⑺開設者電話番号（法人のみ）、⑻確
認年月日、⑼確認番号

写しの交付 公開 生活衛生課

30096 H30.7.4 H30.7.12 ⑴無許可業者への事業系一般ごみの収集運搬委託
⑵産業廃棄物の委託契約書の法定記載事項不記載
⑶区のごみ処理券を利用して事業系一般廃棄物の排
出（指定管理者制度運用マニュアル、業務要求水準書
の違反）
⑷「當間園」の作業日報不備
⑸不適切会計による金銭保管
⑹樹林地への刈芝、伐採枝、剪定枝等の不法投棄
上記の事実に対する所管課が指定管理者に行った改
善指示書一式

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

30097 H30.7.4 H30.7.6 目白台運動公園の管理棟の設計図書一式 閲覧 公開 みどり公園課
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30098 H30.7.4 H30.7.4 根津・千駄木地区の中学校に特別支援学級の設置を
求める「区民の声」で平成28年度以降提出されたもの

写しの交付 一部公開 広報課 個人情報（第7
条第2号）

氏名、住所、電
話番号、年齢、
メールアドレス、
その他個人を特
定しうる情報

30099 H30.7.4 H30.7.17 次の3工事の施工体系図、下請負者一覧表
⑴街路灯改修工事（その1）（平成26年度）
⑵街路灯改修工事（その5）（平成26年度）
⑶街路灯改修工事（その3）（平成29年度）

写しの交付 一部公開 道路課 個人情報（第7
条第2号）

現場責任者等
の氏名及び印
影

30100 H30.7.5 H30.7.11 食品営業台帳の平成30年6月末日の施設情報一覧
（許可満了日が平成30年6月末日以降かつ飲食店営業
施設のみ）
項目：屋号、営業所住所、電話番号、営業者名、許可
年月日、許可満了日、申請者が法人の場合には、法人
住所、電話番号、代表者氏名、飲食店営業の種類及び
従業種

写しの交付 公開 生活衛生課

30101 H30.7.9 H30.7.9 平成30年6月1日職員名簿 写しの交付 公開 職員課

30102 H30.7.9 H30.7.10 2017年11月15日文京総合体育館指定管理者が複数
の利用者の目の前で、金品の授与、利益供与を一部
の利用者から受けている現場で目撃され通報された件
の記録（指定管理者の報告書等）
また、それ以前にも同様の件を度々通報されてきた事
の記録

写しの交付 非公開 スポーツ振興課 不存在（第12条
第2項）

30103 H30.7.9 H30.7.10 2017年4月17日、公共交通手段を名目に交通費を申請
し、支給されているはずの指定管理者水泳コーチによ
る区民利用者のための駐車場バイクスペースへの駐
車問題を通報した件の記録（指定管理者からの報告書
等）
また、それが発覚した直後、東京大学に無断駐車をし、
警察に通報された件の記録

写しの交付 非公開 スポーツ振興課 不存在（第12条
第2項）
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30104 H30.7.11 H30.7.17 平成30年1月1日から申請日現在までの文京区管轄下
における食品営業許可施設（全業種）の一覧。特殊業
態（移動・臨時・自動車・自動販売機）と廃業を除く。
情報項目：屋号、営業所所在地、営業者氏名（法人に
あっては法人名のみ）、営業所の電話番号、営業者住
所（法人のみ）、営業者の電話番号（法人のみ）、営業
の種類、許可申請日、許可年月日、許可満了日、許可
番号

写しの交付 公開 生活衛生課

30105 H30.7.11 H30.7.17 食品衛生法に基づく営業許可施設台帳（文京区内）
対象：H30.4.1～H30.6.30の新規許可施設
業種：全業種・業態（自動販売機や移動販売等特殊業
態も含む）
項目：施設名称・所在地・電話番号・営業者氏名・法人
営業者住所・法人営業者電話番号・業種・業態・各種
許可年月日

写しの交付 公開 生活衛生課

30106 H30.7.11 H30.7.11 江戸川公園の現況平面図 写しの交付 公開 みどり公園課

30107 H30.7.17 H30.7.17 清掃事務所が受け付けた目白台運動公園・指定管理
者・西武パートナーズ等が排出した粗大ごみの受付記
録。（保有期間全て）

閲覧 非公開 文京清掃事務所 不存在（第12条
第2項）

30108 H30.7.17 H30.7.17 文京区内で営業許可処理（新規）を行った食品衛生関
係施設名簿一覧
期間：平成30年4月1日から平成30年6月30日まで
開示請求事項
営業所所在地・ビル名（所在地順・郵便番号含む）、屋
号、営業所電話番号、営業者氏名（法人である場合は
代表者氏名も）、営業者住所（法人に限る）、営業者電
話番号（法人に限る）、業種（「飲食店」・「喫茶店」に限
る。ただし「自動販売機」・「移動」は除く）、初回許可年
月日、直近許可年月

写しの交付 公開 生活衛生課
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30109 H30.7.18 H30.7.18 本郷保育園、こひなた保育園、藍染保育園、駒込保育
園に関する給食調理委託の提案書及び選定結果に関
する資料

閲覧 一部公開 幼児保育課 法人情報（第7
条第3号）

選定されなかっ
た事業者名並び
に事業者のノウ
ハウに係る情報
及び内部管理
情報

30110 H30.7.19 H30.7.19 ぶんきょう未来　平成28年度予算要望書、平成29年度
予算要望書、平成30年度予算要望書

写しの交付 公開 広報課

30111 H30.7.19 H30.7.19 文京区立第一中学校トイレ改修その他工事工事内訳
書

写しの交付 公開 整備技術課

30112 H30.7.20 H30.8.1 昭和40年、町名変更に対する行政訴訟
告示第41号・第3号弥生町住民説明議事録

写しの交付 公開 区民課

30113 H30.7.20 H30.7.20 平成30年度、下記入札案件の仕様書及び入札結果調
書
⑴文京区立本駒込地域センター外1か所冷暖房空調
設備等保守点検委託
⑵教育センター（青少年プラザ併設）総合管理委託
⑶区民センター設備管理業務等の委託
⑷図書館等区有施設清掃等業務委託
⑸保健サービスセンター本郷支所技術管理業務委託
平成29年度、下記入札案件の仕様書及び入札結果調
書
⑹文京区立不忍通りふれあい館外1か所冷暖房空調
設備等保守点検委託

写しの交付 公開 入札結果調書…
契約管財課、
仕様書…⑴⑹保
全技術課、⑵教育
センター、⑶区民
課、⑷施設管理
課、⑸保健サービ
スセンター

30114 H30.7.24 H30.7.27 ⑴平成30年4月1日から30年6月30日までに付定のあっ
た新築届及び住居表示台帳（個人情報を除く）
⑵千駄木5丁目4番街区　住居表示台帳

写しの交付 公開 区民課

21



番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30115 H30.7.24 H30.7.24 文京区立アカデミー茗台空気調和設備改修に伴う電気
設備工事
文京区立礫川小学校内装改修その他電気設備工事
（Ⅰ期）
工事内訳書（金入り）等

写しの交付 公開 整備技術課

30116 H30.7.24 H30.7.27 次の3工事の工事内訳書等（金入り）
・街路灯及び保安灯維持修繕工事（H30）
・街路灯改修工事（その5）（H30）
・街路灯改修工事（その6）（H30）

写しの交付 一部公開 道路課 行政運営情報
（第7条第6号）

文京代価、文京
単価、見積単価
及び掛率、カタ
ログ単価掛率、
文京積算基準
に基づく経費補
正率

30117 H30.7.24 H30.7.24 平成28年度　地籍調査成果
地籍図根点成果簿（MM2148-1、MM2148-2、MM2148-
3）

写しの交付 公開 管理課

30118 H30.7.25 H30.7.25 文京区へ届出し、営業している旅館業の施設一覧　平
成30年7月25日現在
施設名称、施設所在地、施設電話番号、種別、経営者
名、許可年月日

写しの交付 公開 生活衛生課

30119 H30.7.27 H30.7.27 新江戸川公園の平面図 写しの交付 公開 みどり公園課

30120 H30.7.30 H30.7.30 「目白台運動公園」、「肥後細川庭園」の指定管理者評
価検討会議事録（開催日：平成30年7月25日、平成30
年7月26日）

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

30121 H30.7.31 H30.8.7 窪町東公園内公衆便所、播磨坂公衆便所設備改修工
事　工事内訳書

写しの交付 一部公開 みどり公園課 法人情報（第7
条第3号）

工事積算単価
の根拠
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30122 H30.8.1 H30.8.1 ⑴「目白台運動公園」指定管理者・西武パートナーズが
リサイクル清掃課の立ち入り検査後に撤去を求められ
た樹林地の剪定枝を撤去した事実を確認した書類（リ
サイクル清掃課）
⑵所管課・みどり公園課が撤去事実を確認した書類。
⑶指定管理者が撤去事実を所管課に提出した報告
書。
（写真等も含めて撤去の事実が確認出来るモノ）

写しの交付 一部公開 ⑴リサイクル清掃
課
⑵⑶みどり公園課

①個人情報（第
7条第2号）、②
法人情報（第7
条第3号）

①立会者名、②
印影

30123 H30.8.1 H30.8.1 開発行為変更許可（第25－4－6号）文書 閲覧 一部公開 都市計画課 ①個人情報（第
7条第2号）、②
法人情報（第7
条第3号）

①担当者名、②
印影

30124 H30.8.1 H30.8.9 文京区内の平成30年7月1日から7月31日の間に受理
された下記の一覧
⑴診療所（企業内診療所含む）、歯科診療所の開設・
廃止・休止・再開・名称変更
⑵薬局の新規開設・廃止・休止・再開・名称変更
⑶麻薬小売業者の業務廃止
必要な情報　①施設名称、②所在地、③開設者名称、
④電話番号、⑤開設／廃止／休止／変更日、⑥受理
された日、⑵の新規開設については⑦許可番号、⑧有
効期間開始日、⑨有効期間終了日

写しの交付 公開 生活衛生課

30125 H30.8.1 H30.8.8 食品営業許可台帳の平成30年7月1日～7月末日まで
の新規許可分（飲食店営業施設のうち、自動販売機、
臨時、移動を除く）
項目：屋号、営業所住所、営業所電話番号、営業者
名、許可年月日、許可満了日

写しの交付 公開 生活衛生課
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30126 H30.8.1 H30.8.8 平成30年7月1日～7月31日に、文京区内において、新
規に許可を取得した飲食店、理美容の確認を受けてい
る施設、新規に許可を取得した施術所（あはき柔）の下
記情報。（自販機を除く）
⑴施設屋号、⑵施設連絡先、⑶施設住所、⑷申請者
名、⑸許可年月日

写しの交付 公開 生活衛生課

30127 H30.8.1 H30.8.8 食品営業許可一覧（ただし自動販売機のみ。廃業除く）
平成30年8月1日現在
喫茶店業、乳類販売業、飲食店営業、食料品等販売
業
屋号、営業所所在地、営業所の電話番号、営業の種
類、許可申請日、許可年月日、許可満了日、許可番
号、（法人の場合）営業者氏名、営業者住所、営業所
の電話番号、営業の種類

写しの交付 公開 生活衛生課

30128 H30.8.2 H30.8.8 平成30年7月1日～7月31日の間で飲食店営業の新規
許可を受けている全店舗。
（移動・簡易営業所等を含む提供可能な情報すべて）
の屋号、営業所所在地、営業者氏名、営業所電話番
号、業種、初回許可年月日、許可満了日、許可番号、
許可開始日、法人については本社所在地、申請者電
話番号、代表者氏名についての資料一覧

写しの交付 公開 生活衛生課

30129 H30.8.2 H30.8.2 平成30年7月1日～平成30年7月31日の間に理容・美容
業の新規確認を受けた全施設（廃業しているものを除
く）の⑴施設名称、⑵施設所在地、⑶施設電話番号、
⑷開設者名、⑸代表者氏名（法人のみ）、⑹開設者住
所（法人のみ）、⑺開設者電話番号（法人のみ）、⑻確
認年月日、⑼確認番号

写しの交付 非公開 生活衛生課 不存在（第12条
第2項）
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30130 H30.8.6 ⑴⑵
H30.8.8
⑶H30.8.6

平成28年度に実施された「文京区立森鴎外記念館」指
定管理者の募集に係る⑴質問回答、⑵応募者（2社）の
事業計画書（ア～ク）一式、⑶指定管理者選定委員会
の一次、二次における議事録

写しの交付 ⑴⑵一部
公開
⑶公開

⑴⑵アカデミー推
進課
⑶契約管財課

①個人情報（第
7条第2号）、②
法人情報（第7
条第3号）

①職員の氏名、
役職、実務経
験、顔写真、②
ノウハウに係る
情報、内部管理
情報、収支計画
書の支出におけ
る人件費及び事
業費の内訳、2
位の事業者名
が特定される情
報

30131 H30.8.7 H30.8.7 電気工事入札結果調書（平成29、28、27年度）
空調工事入札結果調書（平成29、28、27、26、25年度）

写しの交付 公開 契約管財課

30132 H30.8.8 H30.8.14 文京区管内で現時点開設している歯科技工所名簿一
覧
（必須項目）歯科技工所名称、郵便番号含む所在地、
電話番号、開設者氏名、開設年月日

写しの交付 公開 生活衛生課

30133 H30.8.8 H30.8.8 東京都環境確保条例
工場・指定作業場名簿

写しの交付 公開 環境政策課

30134 H30.8.15 H30.8.17 昭和39年4月6日　根津住居表示説明会資料等
住居の個別通知の日付・お知らせ
根津地区住居への説明会通知

写しの交付 非公開 区民課 不存在（第12条
第2項）

30135 H30.8.17 H30.8.30 文京区湯島○－○－○　○○○○○ビル5階にて行わ
れている住宅宿泊事業の届出書類一式及び定期報告
書

写しの交付 一部公開 アカデミー推進課 ①個人情報（第
7条第2号）、②
法人情報（第7
条第3号）、③犯
罪予防（第7条
第4号）

①届出者の生
年月日、本籍地
又は国籍を証す
る書類、印影、
②印影、賃料
等、振込口座、
③住宅宿泊事
業実施住宅の
図面
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30136 H30.8.17 H30.8.31 平成26年7月25日に募集された文京区立図書館の指
定管理者応募の提案資料（Ａグループ、Ｂグループ選
定業者　2事業者分）
⑴一次審査の提出書類一式、⑵二次審査の配布資料

写しの交付 公開 真砂中央図書館

30137 H30.8.22 H30.8.22 認可保育所のキャリアアップ補助金の財務情報等の公
表（平成29年度実績）
私立認可園の巡回指導の記録（平成29年度4～6月
分）

写しの交付 一部公開 幼児保育課 個人情報（第7
条第2号）

氏名、年齢、症
状、行動、病
気、通所履歴、
保護者の相談
内容、指導職員
の心象、指導職
員の特定保育
士等への指導
や指導に先立つ
保育士の行動、
保育士の氏名

30138 H30.8.24 H30.8.24 ⑴「目白台運動公園」指定管理者・西武パートナーズ
「肥後細川庭園」指定管理者・肥後細川庭園パークアッ
プ共同体
平成29年度分の評価検討会議事録一式
⑵「目白台運動公園」指定管理者・西武パートナーズと
所管課との確認記録一式
平成30年7月～8月分

写しの交付 一部公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

⑴の請求資料
について

30139 H30.8.24 H30.8.24 「肥後細川庭園」指定管理者・肥後細川庭園パークアッ
プ共同体が所管課へ提出した
⑴事業系計画書
⑵収支報告書
（平成27年度～29年度分）

写しの交付 公開 みどり公園課
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30140 H30.8.27 ⑴
H30.8.31
⑵
H30.8.27

⑴事故、事件の公表の基準、運用を定めたマニュア
ル、書式等一式
⑵障害者差別解消法、障害者雇用関連法等の除外施
設として障害者の雇用を免除されている事を疎明する
資料一式
「目白台運動公園」指定管理者・西武パートナーズが運
営する施設について

写しの交付 ⑴公開
⑵非公開

⑴広報課
⑵みどり公園課

⑵不存在（第12
条第2項）

30141 H30.8.29 H30.8.29 文京区立小・中学校における学校給食調理業務委託
について、平成30年度の受託業者名、契約金額（年
額）、予定食数、給食提供日数

写しの交付 公開 学務課

30142 H30.8.30 H30.8.30 誠之小学校既存擁壁図面及び同校敷地内ボーリング
データ

写しの交付 一部公開 学務課 個人情報（第7
条第2号）

調査業者従業
員名

30143 H30.8.31 H30.8.31 東京都環境確保条例に基づく工場の届出書類一式
事業所名：星野製本株式会社
所在地：文京区大塚3丁目40番4号

写しの交付 公開 環境政策課

30144 H30.9.3 H30.9.3 2018－00324文京区立関口台町小学校内装改修その
他工事（Ⅰ期）
2018－00336文京区立文林中学校内外装改修工事
（Ⅱ期）
2018-00348文京区立第九中学校内装改修その他工事
（Ⅱ期）
上記工事の役所単価が記載されている内訳書

写しの交付 公開 整備技術課

30145 H30.9.3 H30.9.3 食品営業許可台帳の平成30年8月1日～8月末日まで
の新規許可分（飲食店営業施設のうち、自動販売機、
臨時、移動を除く）
項目：屋号、営業所住所、営業所電話番号、営業者
名、許可年月日、許可満了日

写しの交付 公開 生活衛生課
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30146 H30.9.3 H30.9.10 文京区内の平成30年8月1日から8月31日の間に受理
された下記の一覧
⑴「診療所（企業内診療所含む）」「歯科診療所」の開
設、廃止、休止、再開、名称変更
⑵「薬局」の新規開設、廃止、休止、再開、名称変更
⑶「麻薬小売業者」の業務廃止
必要な情報　①施設名称、②所在地、③開設者名称、
④電話番号、⑤開設、廃止、休止、変更日、⑥受理さ
れた日
②の新規開設については、⑦許可番号、⑧有効期間
開始日、⑨有効期間終了日

写しの交付 公開 生活衛生課

30147 H30.9.3 H30.9.6 明化小・柳町小の実施設計にかかる議事録等すべて 写しの交付 公開 整備技術課

30148 H30.9.4 H30.9.6 平成30年8月1日～平成30年8月31日の間で飲食店営
業の新規許可を受けている全店舗（移動・簡易営業所
等を含む提供可能な情報すべて）の屋号、営業所在
地、営業者氏名、営業所電話番号、業種、初回許可年
月日、許可満了日、許可番号、許可開始日、法人につ
いては本社所在地、申請者電話番号、代表者氏名に
ついての資料一覧

写しの交付 公開 生活衛生課

30149 H30.9.4 H30.9.11 私道下水工事図面　千石○－○番先 写しの交付 一部公開 道路課 個人情報（第7
条第2号）

氏名、住所、電
話番号

30150 H30.9.6 H30.9.6 誠之小学校既存擁壁図面 写しの交付 公開 学務課

30151 取下げ
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30152 H30.9.10 H30.9.12 食品営業許可台帳
項目：営業所の屋号、所在地、電話番号、申請された
方の氏名（法人の場合は代表者の氏名、所在地、電話
番号）、業種、業態、最初の許可年月日、許可満了日
（自動販売機、移動販売など特殊な業種も含めた全
データ）
期間：2018年7～8月末分新規

写しの交付 公開 生活衛生課

30153 H30.9.11 H30.9.18 誠之小学校体育館周囲ボーリングデータ 写しの交付 一部公開 学務課 個人情報（第7
条第2号）

従業員名

30154 H30.9.11 H30.9.12 ○○○ビル（文京区小石川○-○）の解体工事につい
て
(1) 解体計画を環境政策課に提出した文書一式
(2) 工事車両の通行について事業者ないし関係行政機
関と協議した内容がわかる文書一式
（決裁文書を含む。）

写しの交付 ⑴公開
⑵一部公
開

⑴環境政策課
⑵管理課

①個人情報（第
7条第2号）、②
法人情報（第7
条第3号）

①担当者の氏
名、連絡先、②
印影、車台番号

30155 H30.9.12 H30.9.12 「目白台運動公園」指定管理者募集の際の応募予定
者の質問に対する回答集。（平成25年募集、平成30年
募集分）

写しの交付 一部公開 みどり公園課 法人情報（第7
条第3号）

質問者名

30156 取下げ

30157 H30.9.14 H30.9.14 平成31年度から委託する水道保育園の給食調理業務
について、区が行った説明と意見・質問、回答の記録

写しの交付 公開 幼児保育課

30158 H30.9.14 H30.9.14 白山交流館外3交流館の指定管理者の評価結果に関
する記録等一式。（利用者アンケート及び交流事業チラ
シは除く）

写しの交付 一部公開 区民課 ①個人情報（第
7条第2号）、②
法人情報（第7
条第3号）

①氏名、住所、
②印影
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30159 H30.9.14 H30.9.19 文京総合体育館外6スポーツ施設の指定管理者の評
価検討に関する記録・資料一式

写しの交付 一部公開 スポーツ振興課 ①個人情報（第
7条第2号）、②
法人情報（第7
条第3号）

①従業員氏名、
電話番号、利用
者氏名、②印影

30160 H30.9.14 H30.9.19 森鴎外記念館の指定管理者の評価結果に関する記
録、資料等一式
評価に使用した資料一式と評価検討委員会当日の会
議録

写しの交付 一部公開 アカデミー推進課 ①個人情報（第
7条第2号）、②
法人情報（第7
条第3号）

①職員の氏名、
資料寄贈者の
氏名、②印影

30161 H30.9.14 H30.9.20 アカデミー文京外6施設の指定管理者の評価に使用し
た資料一式と評価検討会当日の会議録

写しの交付 公開 アカデミー推進課

30162 H30.9.14 H30.9.19 文京区立肥後細川庭園の指定管理の評価をするにあ
たって使用した書類・情報のすべて

写しの交付 一部公開 みどり公園課 ①個人情報（第
7条第2号）、②
法人情報（第7
条第3号）

①顔写真、氏
名、電話番号、
経歴、②印影

30163 H30.9.14 H30.9.20 文京区立目白台運動公園の指定管理者の評価をする
にあたって使用した書類・情報のすべて

写しの交付 一部公開 みどり公園課 ①個人情報（第
7条第2号）、②
法人情報（第7
条第3号）

①顔写真、氏
名、電話番号、
経歴、②印影、
マニュアル

30164 H30.9.18 H30.9.18 児童相談所開設に伴う基本計画策定支援業務のプロ
ポーザルにおける選定委員会設置要領、審査基準、選
定結果、選定事業者からの提出書類

写しの交付 一部公開 子ども家庭支援セ
ンター

①個人情報（第
7条第2号）、②
法人情報（第7
条第3号）

①当該事業者
の人事情報、②
印影、当該事業
者のノウハウに
係る情報
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30165 H30.9.18 ⑴H30.9.18 ⑵⑶⑷H30.9.19⑴白山交流館外3交流館指定管理者（オーエンス、
ワーカーズ）の運営実績に関わる資料一式
⑵文京区立アカデミー文京外6施設指定管理者（公財・
文京アカデミー）の運営実績に関わる資料一式
⑶森鴎外記念館指定管理者（丹青社）の運営実績に関
する資料一式
⑷文京総合体育館外6スポーツ施設の指定管理者（東
京ドーム・ミズノ共同事業体）の運営に関する資料一式

閲覧 一部公開 ⑴区民課
⑵⑶アカデミー推
進課
⑷スポーツ振興課

①個人情報（第
7条第2号）、②
法人情報（第7
条第3号）

①住所、氏名、
電話番号、利用
者氏名、資料寄
贈者氏名②法
人代表者印影、
法人印影、個人
情報管理状況

30166 H30.9.20 H30.9.20 平成29年度白山交流館外3施設の指定管理者の評価
資料一式

閲覧 一部公開 区民課 ①個人情報（第
7条第2号）、②
法人情報（第7
条第3号）

①氏名、住所、
②印影

30167 H30.9.20 H30.9.20 平成29年度文京総合体育館外6スポーツ施設の指定
管理者の評価一式

閲覧 一部公開 スポーツ振興課 ①個人情報（第
7条第2号）、②
法人情報（第7
条第3号）

①従業員の氏
名、電話番号、
利用者氏名、②
印影、個人情報
管理状況

30168 H30.9.20 H30.9.20 ⑴平成29年度文京区立アカデミー文京外6施設の指定
管理者の評価検討会資料一式及び検討会の会議録
⑵平成29年度森鴎外記念館の指定管理者の評価検
討会資料一式及び検討会の会議録

閲覧 一部公開 アカデミー推進課 ①個人情報（第
7条第2号）、②
法人情報（第7
条第3号）

①職員氏名、資
料寄贈者氏名、
②印影

30169 H30.9.20 H30.9.25 青柳保育園の実施設計に基づきすすむ工事において
設計変更のために移動が可能な壁と移動できない壁
について

写しの交付 公開 整備技術課

30170 H30.9.25 H30.9.25 ○○○ビル（文京区小石川○-○）の除却について周
辺の学校教育機関にどのように説明がされたかがわ
かる文書一式（供覧文書、決裁文書等を含む。）

写しの交付 公開 教育総務課
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30171 H30.9.25 H30.9.25 ⑴○○○ビル（文京区小石川○-○）の除却について
近隣住民にどのように説明がされたかがわかる文書一
式
⑵○○○ビルの前面道路向かい側のガードポールを
着脱式に変えたこと（現在抜かれたまま）について事情
がわかる文書一式
（供覧文書、決裁文書等を含む。）

写しの交付 ⑴非公開
⑵一部公
開

⑴環境政策課
⑵管理課

⑴不存在（第12
条第2項）
⑵①個人情報
（第7条第2号）、
②法人情報（第
7条第3号）

①個人名、携帯
電話番号、②印
影、口座名称及
びコード

30172 H30.9.25 H30.10.9 本年9月21日（金）開催の文京区議会建設委員会での
請願の審査において住環境課長が答弁に用いていた
資料一式

写しの交付 公開 住環境課

30173 取下げ

30174 H30.9.26 H30.9.28 ⑴平成29年度の文京区長の公用車運行記録
⑵平成29年度の文京区議会議長の公用車運行記録

写しの交付 一部公開 総務課 個人情報（第7
条第2号）

委託業者氏名、
印影

30175 H30.9.26 H30.10.18 平成29年度文京区議会日本共産党を除く全会派の政
務活動費における視察費用に関わる資料すべて

写しの交付 一部公開 区議会事務局 ①個人情報（第
7条第2号）、②
法人情報（第7
条第3号）

①氏名、住所、
クレジットカード
番号、口座番
号、口座残高、
従業員氏名、政
務活動費に充
当した経費以外
の支出に係る記
載、個人が所有
するカードに係
る記載部分
②印影、振込先
金融機関名、口
座番号

30176 H30.9.26 H30.9.26 子ども家庭について
定期監査資料・調査のすべて

写しの交付 公開 監査事務局

30177 H30.9.27 H30.10.9 文京区の歯科技工所リスト
技工所名または会社名、住所、電話番号、ファックス番
号、代表者名または開設者名（社名可）

写しの交付 公開 生活衛生課
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30178 H30.9.28 H30.9.28 理・美容店の営業許可台帳
項目：施設の名称、所在地、電話番号、開設者氏名
（法人の場合は代表者氏名、所在地、電話番号）、開
設年月日
期間：平成30年9月28日現在の全データ

写しの交付 公開 生活衛生課

30179 H30.10.1 H30.10.15 文京区春日臨時保育所選定に関わる書類一式 写しの交付 一部公開 幼児保育課 法人情報（第7
条第3号）

選定されなかっ
た事業者名並び
に事業者のノウ
ハウに係る情報
及び内部管理
情報

30180 H30.10.1 H30.10.3 食品営業許可台帳の平成30年9月1日～9月末日まで
の新規許可分（飲食店営業施設のうち、自動販売機、
臨時、移動を除く）
項目：屋号、営業所住所、営業所電話番号、営業者
名、許可年月日、許可満了日

写しの交付 公開 生活衛生課

30181 H30.10.2 H30.10.2 平成28年度及び平成29年度旧区立特養及び在宅サー
ビスセンターの収支が分かる資料一式

写しの交付 公開 福祉政策課

30182 H30.10.2 H30.10.9 施工体系図、下請負者一覧表
街路灯改修工事（その1）から街路灯改修工事（その6）
（H30）

写しの交付 一部公開 道路課 ①個人情報（第
7条第2号）、②
法人情報（第7
条第3号）

①氏名、②印影

30183 H30.10.2 H30.10.3 平成30年9月1日～平成30年9月30日の間に理容・美容
業の新規許可を受けている全施設（廃業しているもの
を除く）の⑴施設名称、⑵施設所在地、⑶施設電話番
号、⑷開設者名、⑸代表者氏名（法人のみ）、⑹開設
者住所（法人のみ）、⑺開設者電話番号（法人のみ）、
⑻確認年月日、⑼確認番号

写しの交付 一部公開 生活衛生課 不存在（第12条
第2項）

理容業に関する
情報
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30184 H30.10.2 H30.10.4 平成30年9月1日～平成30年9月30日の間で飲食店営
業の新規許可を受けている全店舗（移動、簡易営業所
等を含む提供可能な情報すべて）の屋号、営業所在
地、営業者氏名、営業所電話番号、業種、初回許可年
月日、許可満了日、許可番号、許可開始日、法人につ
いては本社所在地、申請者電話番号、代表者氏名

写しの交付 公開 生活衛生課

30185 H30.10.2 H30.10.3 源覚寺納骨堂「小石川墓陵」（所在地：東京都文京区
小石川2－23－8）についての墓地等経営許可申請書

写しの交付 一部公開 生活衛生課 法人情報（第7
条第3号）

印影

30186 H30.10.2 H30.10.2 ⑴平成29年度b-Lab月別登録者数及び来館者数
⑵平成29年度b-Lab登録実績内訳
⑶平成29年度b-Lab来館実績内訳

写しの交付 公開 児童青少年課

30187 H30.10.3 H30.10.3 区有施設のトイレの実態調査結果 写しの交付 公開 保全技術課

30188 H30.10.3 H30.10.10 現時点での新規及び更新で飲食店営業の許可を取得
しているリスト（屋号、屋号所在地（郵便番号含む）、屋
号電話、営業の種類、許可年月日、新規許可年月日
法人については、申請者名、本社所在地（郵便番号含
む申請者住所）、本社電話番号（申請者電話番号）、代
表者氏名）
ホテル旅館、そうざい店、集団給食、自動車、自動販売
機、てんぷら屋、屋形船、船舶、コンビニ、有効期間が1
年未満及び廃業者は対象外。

写しの交付 公開 生活衛生課

30189 H30.10.3 H30.10.3 福祉部および保健衛生部についての定期監査資料・
調査のすべて

写しの交付 公開 監査事務局
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30190 H30.10.3 H30.10.3 福祉部、子ども家庭部、保健衛生部を除く各部の定期
監査資料・調査のすべて

写しの交付 一部公開 監査事務局 ①個人情報（第
7条第2号）、②
審議、検討又は
協議情報（第7
条第5号）

①年齢及び給
料月額、指定業
者担当者名、②
建築紛争調停
委員会実施状
況一覧中の議
題

30191 H30.10.4 H30.10.4 ⑴平成29年度学校図書館支援員について各小中学校
別アンケート結果
⑵平成29年度各地域図書館ごとの利用者アンケート結
果、各図書館の利用者懇談会の記録

写しの交付 公開 真砂中央図書館

30192 H30.10.4 H30.10.4 平成27、28年度の各地域図書館ごとの利用者アンケー
ト結果及び利用者懇談会の記録

写しの交付 公開 真砂中央図書館

30193 H30.10.5 H30.10.9 区立八中へ特別支援学級を設置することを求める要望
等（件名及び受付日時のみ）及びそれへの区の対応
（決裁文書）等

写しの交付 一部公開 広報課 個人情報（第7
条第2号）

氏名、住所、電
話番号、年齢、
メールアドレス、
その他個人を特
定しうる情報

30194 H30.10.5 H30.10.5 SOGI及びLGBTに関わる区民の声及び回答 写しの交付 一部公開 広報課 個人情報（第7
条第2号）

氏名、住所、電
話番号、年齢、
メールアドレス、
その他個人を特
定しうる情報

30195 H30.10.5 H30.10.5 区立八中へ特別支援学級を設置することを求める請願
に対する回答に関する書類一式（教育委員会委員との
やり取りの記録及び決裁書を含む。）

写しの交付 公開 教育総務課

30196 取下げ
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30197 H30.10.9 H30.11.15 ⑴自由民主党区議団、ぶんきょう未来、文京永久の
会、三会派の政務活動費報告書等一式（平成29年度
分）※領収書等総て
⑵自由民主党区議団、ぶんきょう未来、文京永久の
会、三会派の視察申請書
平成28年度から平成30年度分

写しの交付 一部公開 区議会事務局 ①個人情報（第
7条第2号）、②
法人情報（第7
条第3号）

①氏名、住所、
クレジットカード
番号、口座番
号、口座残高、
従業員氏名、政
務活動費に充
当した経費以外
の支出に係る記
載、個人が所有
するカードに係
る記載部分
②印影、振込先
金融機関名、口
座番号

30198 取下げ

30199 H30.10.9 H30.10.15 文京区内の旅館業取得済施設一覧
⑴施設名称、⑵施設所在地、⑶施設電話番号、⑷経
営者名、⑸営業の種別、⑹許可年月日、⑺許可番号、
⑻客室数

写しの交付 公開 生活衛生課

30200 H30.10.10 H30.10.11 平成31年使用文京区中学校教科用図書審議会委員
名簿
平成31年使用文京区中学校教科用図書調査研究委
員
平成31年度使用中学校用教科用図書審議会会議録
（第1回～第4回）

写しの交付 公開 教育指導課

30201 H30.10.10 H30.10.10 平成30年1月22日付「29文土管占第12748号」で承認し
た道路工事について本年9月26日以降に文京区と清水
建設との間でやり取りされた文書一式（決裁文書を含
む。道路工事の承認条件を遵守するよう指導した文書
を含む。）

写しの交付 一部公開 管理課 法人情報（第7
条第3号）

法人印影
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30202 H30.10.11 H30.10.16 平成29年10月1日～平成30年9月30日の間で飲食店営
業の新規許可を受けている全店舗（移動、簡易営業所
等を含む提供可能な情報すべて）の
屋号、営業所所在地、営業者氏名、営業所電話番号、
業種、初回許可年月日、許可満了日、許可番号、許可
開始日、法人については本社所在地、申請者電話番
号、代表者氏名

写しの交付 公開 生活衛生課

30203 H30.10.11 H30.10.11 保育園等福祉施設清掃等業務委託
図書館等区有施設清掃等業務委託
子育て広場清掃等業務委託

写しの交付 公開 施設管理課

30204 H30.10.11 H30.10.11 石心堂（株）工場台帳の写し 写しの交付 公開 環境政策課

30205 H30.10.15 H30.10.29 平成30年7月1日から30年9月30日までに付定のあった
新築届及び住居表示台帳

写しの交付 公開 区民課

30206 H30.10.16 H30.10.16 文京区湯島○－○－○　○○○○○ビ6階にて行われ
ている住宅宿泊事業の届出書類一式
ただし、建物の全部事項証明書及び記載のないページ
等は除く。

写しの交付 一部公開 アカデミー推進課 ①個人情報（第
7条第2号）、②
法人情報（第7
条第3号）、④犯
罪予防（第7条
第4号）

①生年月日、本
籍地又は国籍を
証する書類、印
影、②印影、賃
料等、振込口
座、③住宅宿泊
事業実施住宅
の図面

30207 H30.10.16 H30.10.16 平成30年度各学校の一学期末の不登校児童生徒の
各学年ごとのそれぞれの数

写しの交付 非公開 教育センター 不存在（第12条
第2項）

30208 H30.10.22 H30.11.5 文京区立目白台運動公園の現在の指定管理者の提
案書（事業計画書）

写しの交付 一部公開 みどり公園課 ①個人情報（第
7条第2号）、②
法人情報（第7
条第3号）

①識別可能な顔
写真、②印影

30209 H30.10.26 H30.11.9 平成30年4月1日から30年9月30日までに付定のあった
住居表示台帳

写しの交付 公開 区民課
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30210 H30.10.26 H30.11.1 文京区内で営業許可処理（新規）を行った食品衛生関
係施設名簿一覧
期間：平成30年7月1日から平成30年9月30日まで
営業所所在地・ビル名（所在地順・郵便番号含む）、屋
号、営業所電話番号、営業者氏名（法人である場合は
代表者氏名）、営業者住所（法人に限る）、営業者電話
番号（法人に限る）、業種（「飲食店営業」・「喫茶店営
業」に限る。ただし「自動販売機」・「移動」は除く）、初回
許可年月日、直近許可年月日

写しの交付 公開 生活衛生課

30211 H30.10.29 H30.11.1 飲食許可台帳の現在有効な許可すべて
地区：文京区全域
業種：飲食に携わる全業種（移動販売車等特種業態も
含む）
台帳の情報：屋号、営業所所在地、営業所の電話番
号、営業者氏名、営業者住所（法人のみ）、営業者の
電話番号（法人のみ）、営業の種類、許可申請日

写しの交付 公開 生活衛生課

30212 H30.10.30 H30.10.30 環三さくら通り整備工事
竣工図　植栽工　1/4～4/4

写しの交付 公開 道路課

30213 H30.10.30 H30.11.8 平成30年度路面下空洞調査調査委託の工事内訳書、
代価、単価明細書（金入り）

写しの交付 一部公開 道路課 行政運営情報
（第7条第6号）

文京代価、文京
単価、見積単価
及び掛率
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30214 H30.10.30 H30.10.30 2018－00325文京区立金富小学校内装改修その他工
事（Ⅰ期）
2018－00331文京区立第三中学校内装改修その他工
事（Ⅰ期）
2018－00323文京区立駒本小学校内装改修その他工
事（Ⅰ期）
2018－00347文京区立礫川小学校内装改修その他工
事（Ⅰ期）
2018－00349文京区立根津小学校内装改修その他工
事（Ⅲ期）
2018－00350文京区立第一中学校トイレ改修その他工
事
2018－00351文京区立指ケ谷小学校外壁サッシ及び
育成室改修工事
上記工事の役所単価が記載されている内訳書

写しの交付 公開 整備技術課

30215 H30.11.1 H30.11.5 食品営業許可台帳の平成30年10月1日～10月末日ま
での新規許可分（飲食店営業施設のうち、自動販売
機、臨時、移動を除く）
項目：屋号、営業所住所、営業所電話番号、営業者
名、許可年月日、許可満了日

写しの交付 公開 生活衛生課

30216 H30.11.1 H30.11.1 平成30年度ストレスチェック業務委託仕様書 写しの交付 公開 職員課

30217 H30.11.2 H30.11.7 平成30年10月1日～平成30年10月31日の間に飲食店
営業の新規許可を受けている全店舗（移動・簡易営業
所等を含む提供可能な情報すべて）の屋号、営業所在
地、営業者氏名、営業所電話番号、業種、初回許可年
月日、許可満了日、許可番号、許可開始日、法人につ
いては本社所在地、申請者電話番号、代表者氏名

写しの交付 公開 生活衛生課
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30218 H30.11.2 H30.11.7 平成30年10月1日～平成30年10月31日の間に理容・美
容業の新規確認を受けた全施設（廃業しているものを
除く）の⑴施設名称、⑵施設所在地、⑶施設電話番
号、⑷開設者名、⑸代表者氏名（法人のみ）、⑹開設
者住所（法人のみ）、⑺開設者電話番号（法人のみ）、
⑻確認年月日、⑼確認番号

写しの交付 一部公開 生活衛生課 不存在（第12条
第2項）

理容業に関する
情報

30219 H30.11.2 H30.11.7 飲食店営業許可施設一覧
【対象】2018年4月1日～2018年10月31日の期間に新
規、更新の許可を得た飲食店施設のリスト（固定店舗
を持たない臨時営業、自動販売機、移動販売、露店を
除く）
【内容】屋号、営業所所在地、営業所電話番号、営業
者氏名（法人の場合は代表者氏名も）、許可年月日、
許可業種（種目）

写しの交付 公開 生活衛生課

30220 H30.11.13 H30.11.13 誠之小学校新築工事の入札前に開催された契約委員
会の資料全て

写しの交付 公開 契約管財課

30221 H30.11.14 H30.11.14 大塚一丁目　茗荷谷駅前地区　地区計画に伴う区域変
更及び整備等についての区域変更現況図

写しの交付 公開 管理課

30222 H30.11.14 H30.11.28 ⑴「目白台運動公園」指定管理者と所管課との確認記
録
ア平成３０年１月から３月末
イ平成３０年９月から現在迄の分
⑵次期指定管理者応募検討事業者と所管課の質疑応
答集
肥後細川庭園、目白台運動公園（再公募分）

写しの交付 一部公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

⑴アに該当する
資料

30223 H30.11.14 H30.11.21 白山交流館、千駄木交流館の指定管理者候補の選定
経過及び結果がわかる資料及び会議録全て

写しの交付 一部公開 区民課 法人情報（第7
条第3号）

財務分析評価
表の各項目の
点数及び評価
内容
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30224 H30.11.14 H30.11.21 根津総合センター、目白台総合センター指定管理者候
補の選定の経過と結果がわかる資料・会議録全て

写しの交付 一部公開 児童青少年課 法人情報（第7
条第3号）

財務分析評価
表の各項目の
点数及び評価
内容

30225 H30.11.14 H30.11.26 総合体育館外6スポーツ施設の指定管理者候補選定
経過と選定結果がわかる資料及び会議録全て

写しの交付 一部公開 スポーツ振興課 ①個人情報（第
7条第2号）、②
法人情報（第7
条第3号）

①社員氏名、個
人の顔が写って
いる写真、②選
定されなかった
団体（事業者）
名、財務諸表評
価表のうち安全
性・収益性・効
率性・成長性の
評価点及び評
価内容

30226 H30.11.15 H30.11.15 平成29年10月27日に選定された文京福祉センターの
指定管理者選定時の会議議事録

写しの交付 公開 高齢福祉課

30227 H30.11.19 H30.11.19 ㈲○○印刷　工場・特定施設台帳 写しの交付 公開 環境政策課

30228 H30.11.20 H30.11.20 文京区立誠之小学校改築その他工事
文京スポーツセンター改修工事

写しの交付 公開 契約管財課

30229 H30.11.20 H30.11.21 区立根津児童館目白台第二児童館の指定管理者の
選定に関する資料

写しの交付 一部公開 児童青少年課 法人情報（第7
条第3号）

財務分析評価
表の各項目の
点数及び評価
内容

30230 H30.11.21 H30.11.21 文京区道第818号線（通称「六角坂」）
六角坂口から中央大学理工学部前交差点までの区間
のガス工事の完了に伴う復旧工事の現状がわかるも
の。

写しの交付 一部公開 管理課 個人情報（第7
条第2号）

写真内の個人
の顔部分
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30231 H30.11.21 H30.11.21 ⑴旧○○○ビル解体工事について　建設リサイクル法
に基づく文書一式（文京区小石川○－○）
⑵河合塾本郷校の北隣の敷地の仮設建築物について
（文京区小石川○－○）都市計画部建築指導課が保
有する文書一式
（決裁文書等を含む。）

写しの交付 一部公開 建築指導課 ①個人情報（第
7条第2号）、②
法人情報（第7
条第3号）、③不
存在（第12条第
2項）

①携帯電話番
号、②印影、③
⑵に該当する資
料

30232 H30.11.21 H30.11.21 文京区小石川○-○　河合塾本郷校の北隣の敷地の
建築計画に係る本年1月15日付の確認処分の取止め
に関する文書一式
（決裁文書等を含む。）

写しの交付 一部公開 建築指導課 ①個人情報（第
7条第2号）、②
法人情報（第7
条第3号）

①個人の印影、
②法人の印影

30233 H30.11.21 H30.11.22 文京区立誠之小学校改修その他工事（建築）
文京スポーツセンター改修工事（建築）
設計内訳書

写しの交付 公開 整備技術課

30234 H30.11.21 H30.11.21 区が警察からの要請に対して、本人の同意なく、その
本人確認情報を提供する制度の導入、運用に関する
状況のわかる文書（但し、法律、条令に基づかないも
の）

写しの交付 非公開 総務課 不存在（第12条
第2項）

30235 H30.11.22 H30.12.6 ⑴次期指定管理者の提案書一式
肥後細川庭園、目白台運動公園（再公募）
⑵肥後細川庭園、目白台運動公園
選考委員一覧表（専門部会）
⑶肥後細川庭園、目白台運動公園
選考委員会議事録（専門部会）

写しの交付 一部公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

⑶に該当する資
料
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30236 H30.11.22 H30.11.26 文京総合体育館外6施設の指定管理者の指定に係る
資料、議事録など一式

写しの交付 一部公開 スポーツ振興課 ①個人情報（第
7条第2号）、②
法人情報（第7
条第3号）

①応募団体社
員氏名・住所・
生年月日、個人
の顔が写ってい
る写真、②選定
されなかった団
体名、財務諸表
評価表のうち安
全性・収益性・
効率性・成長性
の評価点及び
評価内容、法人
印影

30237 H30.11.26 H30.11.26 白山交流館及び千駄木交流館の指定管理者の指定に
ついての資料の一部と会議録

写しの交付 一部公開 区民課 法人情報（第7
条第3号）

財務分析評価
表の各項目の
点数及び評価
内容

30238 H30.11.26 H30.11.26 春日臨時保育所運営業務委託事業者選定の資料一
式

写しの交付 一部公開 幼児保育課 法人情報（第7
条第3号）

評価表中の選
定されなかった
事業者名並びに
事業者のノウハ
ウに係る情報及
び内部管理情
報

30239 H30.11.26 H30.11.26 千石児童館の指定管理者の評価に関わる資料一式 写しの交付 一部公開 児童青少年課 個人情報（第7
条第2号）

氏名

30240 H30.11.26 H30.11.26 根津・目白台第二児童館の指定管理者の評価に関す
る資料

写しの交付 一部公開 児童青少年課 個人情報（第7
条第2号）

氏名

30241 H30.11.26 H30.11.28 区立図書館の指定管理者の平成29年度運営実績の
評価結果（2次評価含む）の資料一式

写しの交付 公開 真砂中央図書館
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30242 H30.11.26 H30.11.27 八ヶ岳高原学園指定管理者委託の評価結果に関する
資料

写しの交付 一部公開 学務課 個人情報（第7
条第2号）

利用者情報

30243 H30.11.26 H30.11.26 いだてん×ぶんきょう企画展の会場設営等の委託の仕
様書

写しの交付 公開 アカデミー推進課

30244 H30.11.27 H30.11.27 文京区内　指定作業場台帳 写しの交付 公開 環境政策課

30245 H30.11.27 H30.11.27 私道下水工事図面（文京区本郷○－○先） 写しの交付 一部公開 道路課 個人情報（第7
条第2号）

氏名、住所、電
話番号

30246 H30.11.27 H30.12.11 文京区立肥後細川庭園の指定管理者の選定にかかる
資料一式（議事録を含む）

写しの交付 一部公開 みどり公園課 ①個人情報（第
7条第2号）、②
法人情報（第7
条第3号）

①氏名、住所、
生年月日、経
歴、顔写真、②
法人の印影

30247 H30.11.27 H30.11.27 文京総合体育館外6施設の指定管理者の指定にかか
る資料、議事録など一式

閲覧 一部公開 スポーツ振興課 ①個人情報（第
7条第2号）、②
法人情報（第7
条第3号）

①社員氏名、住
所、生年月日、
写真、②選定さ
れなかった団体
名、財務分析評
価表の各項目
の点数及び評
価内容

30248
30249

H30.11.27 H30.11.27 文京区立根津総合センター及び文京区立目白台総合
センターの指定管理者の選定に係る議事録を含む資
料一式

写しの交付 一部公開 児童青少年課 法人情報（第7
条第3号）

財務分析評価
表の各項目の
点数及び評価
内容

30250 H30.11.27 H30.11.27 文京区立白山交流館及び千駄木交流館の指定管理者
の選定にかかる資料一式（議事録を含む）

写しの交付 一部公開 区民課 法人情報（第7
条第3号）

財務分析評価
表の各項目の
点数及び評価
内容
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30251 H30.11.28 H30.11.28 いだてん×ぶんきょう企画展の会場設営等の委託の仕
様書

写しの交付 公開 アカデミー推進課

30252 H30.11.28 H30.12.7 文京区管轄の医薬品・医療機関等の品質・有効性及び
安全性の確保等に関する法律に基づく下記許可業者
一覧
薬局、旧薬種商販売業、店舗販売業、特例販売業
必要項目：許可業種、店舗名称、店舗所在地、店舗電
話番号、開設者氏名、休止情報
※店舗販売業に関しては上記に加え、管理者氏名、管
理者資格

写しの交付 公開 生活衛生課

30253 H30.11.28 H30.11.28 今後の議会運営に係る懇談会要点記録　53回・54回に
ついて

写しの交付 公開 区議会事務局

30254 H30.11.28 H30.11.29 平成31年度重点施策の事業企画書 写しの交付 一部公開 企画課 審議、検討又は
協議情報（第7
条第5号）

30255 H30.11.28 H30.11.28 男女平等センターの指定管理者評価検討会における
資料

写しの交付 公開 総務課

30256 H30.11.28 H30.11.28 カウンセリングについてのインフォームド・コンセントに
関わる資料
カウンセリングを受けたことによって、関係機関と連携
はしないことを正当化する根拠の資料

写しの交付 非公開 教育センター 不存在（第12条
第2項）

30257 H30.11.28 H30.11.28 男女平等センターの指定管理者評価結果に関する会
議録、資料

写しの交付 公開 総務課

30258 取下げ

45



番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30259 H30.11.30 H31.1.29 2018年11月30日時点で文京区内で届出申請を受理さ
れた住宅宿泊事業者の事業者名（法人の場合は、法
人名と代表者名）・事業者住所・届出事業施設住所・電
話番号・メールアドレス・届出番号

写しの交付 一部公開 アカデミー推進課 ①個人情報（第
7条第2項）、②
法人情報（第7
条第3項）

①個人の生年
月日、性別、②
事業者の印影、
個人事業者の
生年月日、性
別、住所、メー
ルアドレス

30260 H30.12.3 H30.12.3 ⑴「目白台運動公園」指定管理者・西武パートナーズに
対して、樹林地に不法投棄をした剪定枝等の撤去につ
いての質問書一式
⑵⑴の質問書に対する回答書
⑶「目白台運動公園」指定管理者の第三者委託先「當
間園」対してリサイクル清掃課が送付をした質問書等
一式

写しの交付 一部公開 リサイクル清掃課 法人情報（第7
条第3号）

印影

30261 H30.12.3 H30.12.10 食品営業許可台帳の平成30年11月1日～11月末日ま
での新規許可分（飲食店営業施設のうち、自動販売
機、臨時、移動を除く）
項目：屋号、営業所住所、営業所電話番号、営業者
名、許可年月日、許可満了日

写しの交付 公開 生活衛生課

30262 H30.12.4 H30.12.6 平成30年11月1日～平成30年11月30日の間に理容・美
容業の新規確認を受けた全施設（廃業しているものを
除く）
⑴施設名称、⑵施設所在地、⑶施設電話番号、⑷開
設者名、⑸代表者氏名（法人のみ）、⑹開設者住所（法
人のみ）、⑺開設者電話番号（法人のみ）、⑻確認年月
日、⑼確認番号

写しの交付 一部公開 生活衛生課 不存在（第12条
第2項）

理容業に関する
情報

30263 H30.12.4 H30.12.10 平成30年11月1日～平成30年11月30日の間で飲食店
営業の新規許可を受けている全店舗
（移動・簡易営業所等を含む提供可能な情報すべて）
の屋号、営業所在地、営業者氏名、営業所電話番号、
業種、初回許可年月日、許可満了日、許可番号、許可
開始日、法人については本社所在地、申請者電話番
号、代表者氏名

写しの交付 公開 生活衛生課
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30264 H30.12.4 H30.12.6 2018‐00657文京区立文林中学校体育館屋根塗装改
修工事
上記工事の役所単価が記載されている内訳書

写しの交付 公開 学務課

30265 H30.12.4 H30.12.7 ・平成29年度・30年度、区内備蓄倉庫棚卸し及び非常
食再整備委託仕様書
・上記業務に関する報告書

写しの交付 公開 防災課

30266 H30.12.5 H30.12.5 平成30年11月26日以降に提出された、根津・千駄木地
域の中学校に特別支援学級の設置を求める要望の全
て（個人・団体）

写しの交付 一部公開 広報課 個人情報（第7
条第2号）

氏名、住所、電
話番号、年齢、
メールアドレス、
その他個人を特
定しうる情報

30267 H30.12.5 H30.12.10 明化小等、柳町小等の建築確認申請に係るすべて 写しの交付 公開 整備技術課

30268 H30.12.7 H30.12.20 ⑴「目白台運動公園」指定管理者公募の応募者一覧
表
⑵⑴の応募者の選考委員会の採点表

写しの交付 公開 みどり公園課

30269 取下げ

30270 H30.12.7 H30.12.7 工事台帳（○○活版製造所） 写しの交付 公開 環境政策課

30271 H30.12.12 H30.12.12 本年9月の文京区議会建設委員会での住環境課長の
答弁について練馬区から受けた文書（供覧文書等を含
む。）

写しの交付 公開 住環境課
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30272 H30.12.12
⑴H30.12.26 ⑵H31.2.1 ⑶H30.12.12

区長、教育委員会外実施機関の長（課長、部長等）を
契約者とする平成29年12月1日から平成30年12月12日
までの間に契約した損害保険証券の写し（明細書、特
約等その契約条件が分かる資料を含む。）

写しの交付 ⑴⑵一部
公開
⑶非公開

⑴総務課、契約管
財課、防災課、区
民課、経済課、ア
カデミー推進課、
スポーツ振興課、
高齢福祉課、障害
福祉課、幼児保育
課、生活衛生課、
健康推進課、予防
対策課、保健サー
ビスセンター、住
環境課、道路課、
みどり公園課、環
境政策課、リサイ
クル清掃課、文京
清掃事務所、施設
管理課、会計管理
室
⑵教育総務課、学
務課、教育指導
課、児童青少年
課、教育センター
⑶監査委員会事
務局、選挙管理委
員会事務局、区議
会事務局

①個人情報（第
7条第2号）、②
法人情報（第7
条第3号）、③行
政運営情報（第
7条第6号）、④
不存在（第12条
第2項）

①氏名、住所、
担当社印、②印
影、③証券番
号、契約番号、
申込番号等、

30273 H30.12.12 H30.12.12 ○○○○○印刷（関口○－○－○）
㈲○○○○本所（関口○－○－○）
㈱○○製本所（関口○－○－○）の工事台帳

写しの交付 公開 環境政策課
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30274 H30.12.12 H30.12.14 ⑴文京区道第818号線（通称「六角坂」）のガス工事の
復旧工事について、本年11月に事業者に宛てて注意し
た文書
⑵六角坂の上富坂教会前の交差点への点灯式の鋲
の設置計画に関する文書
⑶文京区道第207号線（通称「堀坂」）中腹で現在行わ
れている「モルタル復旧中」の工事について、工事を行
う事情がわかる文書、および、警視庁や堀坂の開発事
業者との調整の内容がわかる文書
（それぞれ決裁文書等を含む。）

写しの交付 一部公開 ⑴⑶管理課
⑵道路課

①個人情報（第
7条第2号）、②
不存在（第12条
第2項）

①氏名、電話番
号、②⑶に係る
請求のうち、警
視庁や堀坂の
開発事業者との
調整の内容が
分かる文書

30275 H30.12.13 H30.12.13 新渡戸稲造旧居跡（文京区小日向2丁目）の共同住宅
建築計画について中高層建築物の建築に係る紛争の
予防と調整及び開発事業の周知に関する条例の規定
に基づき収受した文書一式（供覧文書を含む。）

写しの交付 公開 住環境課

30276 H30.12.13 H30.12.13 紅屋オフセット株式会社跡地（文京区小石川2丁目5-
5）の解体工事について建築指導課、環境政策課が収
受した文書一式（供覧文書を含む。）

写しの交付 一部公開 建築指導課
環境政策課

①個人情報（第
7条第2号）、②
法人情報（第7
条第3号）

①携帯電話番
号、②印影

30277 H30.12.13 H30.12.13 新渡戸稲造旧居跡（文京区小日向2丁目）の共同住宅
建築計画について景観法の規定に基づき収受した文
書一式（供覧文書を含む。）

写しの交付 一部公開 住環境課 ①個人情報（第
7条第2号）、②
法人情報（第7
条第3号）

①設計担当者
氏名、②印影

30278 H30.12.13 H30.12.13 指定管理者制度において、指定管理機関「平成31年
（2019年）4月1日から平成36年（2024年）3月31日」まで
の文京区立目白台運動公園指定管理者候補者に選定
された目白台運動公園パークアップ共同体の応募時の
提出書類のうち、事業計画書と収支計画書一式

写しの交付 一部公開 みどり公園課 個人情報（第7
条第2号）

個人の顔写真
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30279 H30.12.14 H30.12.14 目白台運動公園」指定管理者・西武パートナーズの第
三者委託先「當間園」が許可を得ず廃棄物の収集運搬
を行った事実について廃掃法18条に基づいてリサイク
ル清掃課へ提出をした回答書一式。

写しの交付 一部公開 リサイクル清掃課 ①個人情報（第
7条第2号）、②
法人情報（第7
条第3号）

①担当者名、②
印影

30280 取下げ

30281 取下げ

30282 H30.12.14 H30.12.14 ⑴「目白台運動公園」指定管理者応募者・公園財団、
日本体育施設が現指定管理者西武パートナーズのHP
「公園だより」からイベント参加者、利用者の承諾をなく
応募者に対して画像利用の許諾をしていた事実に対し
て、所管課が調査、報告を指示した事実が分かる文書
等一式

写しの交付 一部公開 みどり公園課 個人情報（第7
条第2号）

氏名

30283 H30.12.14 H30.12.26 ⑴「目白台運動公園」指定管理者・西武パートナーズが
樹林地へ不法投棄していた剪定枝等のリサイクル清掃
課の指導により再撤去した際の報告書。
⑵樹林地整備の計画書（指定管理者作成）
⑶台風被害による公園内の倒木撤去費用等の見積も
り

写しの交付 一部公開 みどり公園課 ①個人情報（第
7条第2号）、②
法人情報（第7
条第3号）、③行
政運営情報（第
7条第6号）、④
不存在（第12条
第2項）

①担当者印、②
法人の印影、③
単価、金額、④
⑴⑵に該当する
資料

30284 H30.12.17 H30.12.17 文京区大塚4‐33
細街路拡幅整備　測量委託　現況図

写しの交付 公開 管理課
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30285 H30.12.18 H30.12.25 飲食店営業許可施設一覧
【対象】2018年11月1日～2018年11月30日の期間に新
規、更新の許可を得た飲食店施設のリスト（固定店舗
を持たない臨時営業、自動販売機、移動販売、露店除
く）
【内容】屋号、営業所所在地、営業所電話番号、営業
者氏名（法人の場合は代表者氏名も）、許可年月日、
許可業種（種目）

写しの交付 公開 生活衛生課

30286 H30.12.18 H30.12.26 平成30年12月18日時点で、区長の許可を受けている
店舗販売業について、店舗名称、店舗住所、店舗電話
番号、開設者・事業者名、店舗管理者がわかる一覧

写しの交付 公開 生活衛生課

30287 H30.12.19 H30.12.19 文京区道第207号線（通称「堀坂」）の中腹で道路工事
施工承認を受けた事業者が本年12月に行った補修工
事がどのように行われたがわかる文書

写しの交付 公開 管理課

30288 H30.12.19 H30.12.19 新渡戸稲造旧居跡の共同住宅建築計画（建築敷地の
地名地番、文京区小日向2-175）について建築指導課
が保有する文書（決裁文書等を含む。）

写しの交付 公開 建築指導課

30289 H30.12.19 H30.12.19 堀坂の開発事業、建築計画について平成30年度に事
業者ないし東京都から受けた文書（決裁文書等を含
む。）

写しの交付 一部公開 ⑴都市計画課
⑵住環境課

①個人情報（第
7条第2項）②法
人情報（第7条
第3号）

印影

30290 H30.12.19 H30.12.19 ⑴新渡戸稲造旧居跡の案内板の撤去および再設置に
ついて関係者と協議した内容がわかるもの
⑵新渡戸稲造旧居跡の埋蔵物調査について関係者と
協議した内容がわかるもの
（決裁文書等を含む。）

写しの交付 一部公開 教育総務課 ①個人情報（第
7条第2号）、②
不存在（第12条
第2項）

①担当者氏名、
携帯番号、②再
設置について協
議した内容

30291 H30.12.19 H30.12.25 特定保健指導業務委託事業者の募集（プロポーザル
選定）に参加した業者の提案書一式

写しの交付 公開 健康推進課
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30292 取下げ

30293 H30.12.25 H31.1.8 平成30年1月から現在までの期間の間に新規開設をし
た薬局・店舗販売業の下記の内容
店舗名称・所在地・許可年月日・開設者名・連絡先

写しの交付 公開 生活衛生課

30294 H30.12.25 H30.12.28 ・災害用備蓄医薬品の入替え及び新規配備の委託
・災害用医療資機材の組替え、新規配備及び更新の
委託
上記2件の契約に係る仕様書、落札業者の納入デー
タ、写真等

写しの交付 公開 生活衛生課

30295 H30.12.26 H30.12.26 文京区道第818号線（通称「六角坂」）の上富坂教会前
交差点の発光鋲について、施工者に指示した内容、周
辺住民に周知した内容がわかるもの（決裁文書等を含
む。）

写しの交付 一部公開 道路課 法人情報（第7
条第3号）

印影

30296 H30.12.26 H30.12.26 新渡戸稲造旧居跡の共同住宅建築計画（建築敷地の
地名地番、文京区小日向2-175）について
⑴周辺住民への建築計画の説明資料、および、文京
区に説明状況を報告した文書
⑵指定確認検査機関から受けた文書、および、文京区
の返答の文書
⑶工事車両の通行経路がわかるもの、および、文京区
の指導内容がわかるもの
（決裁文書等を含む。）

写しの交付 非公開 ⑴住環境課
⑵建築指導課
⑶管理課

不存在（第12条
第2項）

30297 取下げ

30298 H31.1.4 H31.1.11 平成27年1月12日「はたちのつどい」来場者の転倒事
故について
・聞き取り報告書
・その他本件に関する報告書など

写しの交付 一部公開 区民課 個人情報（第7
条第2号）

氏名、年齢
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30299 H31.1.7 H31.1.8 「目白台運動公園」の指定管理者が評価検討委員会
へ提出をした修繕一覧表（平成29年度分）

写しの交付 公開 みどり公園課

30300 H31.1.7 H31.1.7 文京区小石川○丁目○-○（地番）の共同住宅建築計
画に係る平成24年5月21日付「大規模建築物等の協議
について」、および、その回答の文書
（決裁文書等を含む。）

写しの交付 一部公開 都市計画課 個人情報（第7
条第2号）

担当者名

30301 H31.1.7 H31.1.7 ○○○○○旧居跡の共同住宅建築計画（建築敷地の
地名地番、文京区小日向○-○）について
(1) 都市計画道路予定地に関する協議の内容がわか
る文書
(2) 景観事前協議の内容がわかる文書
(3) 周辺住民への建築計画の説明資料、および、文京
区に説明状況を報告した文書
（決裁文書等を含む。）

写しの交付 ⑴非公開
⑵⑶一部
公開

⑴建築指導課
⑵⑶住環境課

①個人情報（第
7条第2号）、②
犯罪予防（第7
条第4号）、③不
存在（第12条第
2項）

①設計担当者
名、②各階平面
図の一部、③⑴
及び⑶に該当す
る資料

30302 H31.1.7 H31.1.9 食品営業許可台帳の平成30年12月1日～12月末日ま
での新規許可分（飲食店営業施設のうち、自動販売
機、臨時、移動を除く）
項目：屋号、営業所住所、営業所電話番号、営業者
名、許可年月日、許可満了日

写しの交付 公開 生活衛生課

30303 H31.1.8 H31.1.8 文京区千石○丁目○番地○号の細街路拡幅整備協
議の申請書類一式

写しの交付 非公開 地域整備課 不存在（第12条
第2項）

30304 H31.1.8 H31.1.10 平成30年12月1日～平成30年12月31日の間で飲食店
営業の新規許可を受けている全店舗（移動・簡易営業
所等を含む提供可能な情報すべて）の屋号、営業所在
地、営業者氏名、営業所電話番号、業種、初回許可年
月日、許可満了日、許可番号、許可開始日、法人につ
いては本社所在地、申請者電話番号、代表者氏名に
ついての資料一覧

写しの交付 公開 生活衛生課
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30305 H31.1.8 H31.1.9 平成30年12月1日～平成30年12月31日の間に理容・美
容業の新規確認を受けた全施設（廃業しているものを
除く）の⑴施設名称、⑵施設所在地、⑶施設電話番
号、⑷開設者名、⑸代表者氏名（法人のみ）、⑹開設
者住所（法人のみ）、⑺開設者電話番号（法人のみ）、
⑻確認年月日、⑼確認番号

写しの交付 一部公開 生活衛生課 不存在（第12条
第2項）

理容業に関する
情報

30306 H31.1.9 H31.1.9 文京区千石○丁目○番地○号の細街路拡幅整備協
議の申請書類一式

写しの交付 一部公開 地域整備課 ①個人情報（第
7条第2号）、②
法人情報（第7
条第3号）

①氏名、住所、
電話番号、個人
の印影、担当者
名、担当者の携
帯電話番号、②
法人の印影

30307 H31.1.9 H31.1.9 【文京区ワンルームマンション等の建築及び管理に関
する条例及び同施行規則、並びに中高層建築物の建
築に係る紛争の予防と調整及び開発事業の周知に関
する条例及び同施行規則に基づく区担当課との事前
相談の記録文書一式の開示請求】東京都文京区千石
○丁目○-○（地番）／東京都文京区千石○丁目○番
地○号における建築計画

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

30308 H31.1.9 H31.1.15 平成17年度に文京区建築審査会がビューローベリタス
ジャパンが行った白山4丁目の共同住宅建築計画の建
築確認を取り消す裁決を行った審査請求事件の口頭
審査の筆記録（決裁文書等を含む。）

写しの交付 一部公開 住環境課 個人情報（第7
条第2号）

氏名

30309 H31.1.11 H31.1.11 礫川公園及び切通公園の喫煙所周辺図 写しの交付 公開 みどり公園課
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30310 H31.1.15 H31.1.16 【文京区ワンルームマンション等の建築及び管理に関
する条例及び同施行規則、並びに中高層建築物の建
築に係る紛争の予防と調整及び開発事業の周知に関
する条例及び同施行規則に基づく文京区都市計画部
住環境課との事前相談及び／又は事前協議の記録文
書一式の開示請求】東京都文京区小日向○丁目○番
（地名地番）／東京都文京区小日向○丁目○-○（住
居表示）におけるマンション新築工事

写しの交付 一部公開 住環境課 ①個人情報（第
7条第2号）、②
法人情報（第7
条第3号）、③犯
罪予防（第7条
第4号）

①氏名、印影、
②印影、③住戸
内部

30311 H31.1.15 H31.1.18 誠之小学校及び本郷小学校のいじめの件数（過去10
年分）と概要
区、都、全国の学力調査の誠之小学校及び本郷小学
校における結果（平均だけでなく、学力分布を含む）
区の学力調査の問題文（全教科、過去6年分）

閲覧 一部公開 教育指導課 ①行政運営情
報（第7条第6
号）、②不存在
（第12条第2項）

①各学校別の
いじめの件数、
正答数、問題
文、②都の学力
調査の結果

30312 H31.1.15 H31.1.15 文京区内で下記住所の住居表示台帳の図面の写し
文京区大塚6丁目10番、文京区小石川3丁目26番、小
日向2丁目2番、関口2丁目5番、関口2丁目6番、千駄
木2丁目1番、白山1丁目25番、本郷6丁目10番

写しの交付 公開 区民課

30313 H31.1.15 H31.1.21 食品営業許可台帳
項目：営業所の屋号、所在地、電話番号、申請された
方の氏名（法人の場合は代表者の氏名、所在地、電話
番号）、業種、業態、最初の許可年月日、許可満了日
（自動販売機、移動販売など特殊な業種も含めた全
データ）
期間：2018年9月1日～12月末分新規

写しの交付 公開 生活衛生課

30314 H31.1.15 ⑴H31.1.18 ⑵H31.1.15 ⑴区内小学校別の学力調査結果が把握できるもの
⑵文京区内の小学校別の進学状況が分かるもの、比
較できるもの
※私立中学校への受験率、受験生徒数、合格率、合
格者数など

写しの交付 ⑴一部公
開
⑵非公開

⑴教育指導課
⑵学務課

①行政運営情
報（第7条第6
条）、②不存在
（第12条第2項）

①各学校別の
正答数等、②⑴
のうち平成30年
度の調査結果、
⑵に該当する資
料
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30315 H31.1.16 H31.1.16 工事台帳 写しの交付 公開 環境政策課

30316 H31.1.16 H31.1.21 飲食店営業許可施設一覧
【対象】2018年12月1日～2018年12月31日の期間に新
規、更新の許可を得た飲食店施設のリスト（固定店舗
を持たない臨時営業、自動販売、移動販売、露店を除
く）
【内容】屋号、営業所所在地、営業所電話番号、営業
者氏名（法人の場合は代表者氏名も）、許可年月日、
許可業種（種目）

写しの交付 公開 生活衛生課

30317 H31.1.16 ⑴⑵⑶
H31.1.17
⑷
H31.1.30

1.本郷二丁目計画について、平成30年12月14日に開
催された新築計画説明会について
A）区側に提出された説明会議事録並びに資料
B）同場所において現在解体工事が行われている。環
境政策課に提出された届書
2.平成30年度中及び平成31年1月現在までに開催され
た元町公園及び旧元町小学校の保全・有効活用につ
いて
A）上記検討会における検討会の資料全て。出席者名
発言が分かるもの。
B）役員名簿、検討会の議事録及び録音
3.第2回旧元町小学校避難所運営協議会について
A）送達した理由（どのような事前協議がなされたのか
がわかる資料）
B）姓が誤記であるので、どのような町会名簿を誰から
知ったのか。また救護衛生班とあるがその理由並びに
一方的に日程を選出した経緯及び理由。
4.順天堂（仮称）第3教育棟新築工事について（本郷二
丁目15）平成30年11月11日（日）に説明会が開催され
た。
A）区に提出された説明会議事録資料及び録音
B）現在建築標識が外され、更地になっているがその理
由。

写しの交付 ⑴非公
開、⑵⑶
⑷一部公
開

⑴企画課、⑵防災
課、⑶環境政策
課、⑷住環境課

①個人情報（第
7条第2号）
②法人情報（第
7条第3号）
③不存在（第12
条第2項）

①氏名、住所、電話
番号、建築物番号、
発言者が特定される
情報、②印影、③請
求内容4のA)の録音
データ、4のB)に該当
する資料
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30318 H31.1.18 H31.1.18 平成31年度重点施策の事業企画書 写しの交付 一部公開 企画課 審議、検討又は
協議情報（第7
条第5号）

事業経費及び
積算内訳

30319 H31.1.22 H31.1.22 地番調査報告書（平板載荷試験報告書）等 閲覧 公開 保全技術課

30320 H31.1.22 H31.2.4 文京区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整
及び開発事業の周知に関する条例
（仮称）小日向2丁目マンション新築工事の建設につい
ての説明会等報告書

写しの交付 一部公開 住環境課 個人情報（第7
条第2号）

氏名、住所、電
話番号

30321 H31.1.23 H31.1.23 「目白台運動公園」指定管理者が所管課へ提出をした
収支報告書（平成29年度分）訂正に係る顛末書

写しの交付 一部公開 みどり公園課 法人情報（第7
条第3号）

印影

30322 H31.1.24 H31.1.31 政務活動費収支報告書及び政務活動費現金出納帳
2015から2017年の期間全会派分

閲覧 一部公開 区議会事務局 個人情報（第7
条第2号）

氏名

30323 H31.1.29 H31.2.5 教育相談、面接相談、電話相談における個票（記録）
の様式（書式）

写しの交付 公開 教育センター 公開

30324 H31.1.30 H31.1.30 子ども・子育て支援法に基づく保育施設等に対する指
導検査実施結果について（平成29・30年度）

写しの交付 一部公開 幼児保育課 ①法人情報（第
7条第6号）、②
行政運営情報
（第7条第6号）

①②検査対象
施設名、設置者
名、代表者名

30325 H31.1.30 H31.1.30 平成27年度～平成29年度の障害者計画に記載されて
いる事業の中で障害福祉課の知的障害者支援係が担
当している事業の予算及び決算の内訳が分かる資料

閲覧 一部公開 障害福祉課 不存在（第12条
第2項）

障害者向け講
座に係る予算及
び決算の内訳
が分かる資料
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30326 H31.1.30 H31.1.30 ⑴「目白台運動公園」指定管理者の評価検討会（議事
録等一式）平成28年度～平成29年度分
⑵評価委員会・議事録等一式
⑶指定管理者西武パートナーズとの確認記録平成31
年1月分

写しの交付 ⑴⑶一部
公開
⑵公開

⑴⑶みどり公園課
⑵契約管財課

①個人情報（第
7条第2号）、②
不存在（第12条
第2項）

①氏名、②平成
29年度分の⑴
に係る資料

30327 H31.1.30 H31.1.31 私道下水施設工事図面
本駒込○丁目○番～○番地先
湯島○町名○～○番先

写しの交付 一部公開 道路課 個人情報（第7
条第2号）

氏名、住所、電
話番号

30328 H31.2.1 H31.2.7 食品営業許可台帳の平成31年1月1日～1月末日まで
の新規許可分（飲食店営業施設のうち、自動販売機、
臨時、移動を除く）
項目：屋号、営業所住所、営業所電話番号、営業者
名、許可年月日、許可満了日

写しの交付 公開 生活衛生課

30329 H31.2.1 H31.2.7 文京区内で営業許可処理（新規）を行った食品衛生関
係施設名簿一覧
期間：平成30年10月1日から平成30年12月31日まで
開示請求事項：営業所所在地、ビル名（所在地順・郵
便番号含む）、屋号、営業所電話番号、営業者氏名（法
人である場合は代表者氏名も）、営業者住所（法人に
限る）、営業者電話番号（法人に限る）、業種（「飲食
店」、「喫茶店」に限る。ただし「自動販売機」、「移動」は
除く）、初回許可年月日、直近許可年月日

写しの交付 公開 生活衛生課

30330 H31.2.1 H31.2.1 子育てひろば西片及び私立認可保育所整備・運営事
業者選定にかかるものすべて

写しの交付 一部公開 幼児保育課 法人情報（第7
条第3号）

選定されなかっ
た事業者名並び
に事業者のノウ
ハウに係る情報
及び内部管理
情報

30331 H31.2.1 H31.2.8 区立各小中学校特別支援学級に入学予定児童生徒へ
の就学通知発送状況　各校ごと1月31日現在

写しの交付 公開 学務課

58



番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30332 H31.2.1 H31.2.6 平成30年9月29日～平成30年12月31日の間に理容・美
容業の新規確認を受けた施設の⑴施設名称、⑵施設
所在地、⑶施設電話番号、⑷開設者名、⑸代表者氏
名（法人のみ）、⑹会社所在地（法人のみ）、⑺会社電
話番号（法人のみ）

写しの交付 一部公開 生活衛生課 不存在（第12条
第2項）

理容業に関する
情報

30333 H31.2.4 H31.2.14 平成30年10月1日から30年12月31日までに付定のあっ
た新築届及び住居表示台帳（個人情報を除く）

写しの交付 公開 区民課

30334 H31.2.5 H31.2.5 平成31年1月1日～平成31年1月31日の間に理容・美容
業の新規確認を受けた全施設（廃業しているものを除
く）の⑴施設名称、⑵施設所在地、⑶施設電話番号、
⑷開設者名、⑸代表者氏名（法人のみ）、⑹開設者住
所（法人のみ）、⑺開設者電話番号（法人のみ）、⑻確
認年月日、⑼確認番号

写しの交付 非公開 生活衛生課 不存在（第12条
第2項）

30335 H31.2.5 H31.2.7 平成31年1月1日～平成31年1月31日の間で飲食店営
業の新規許可を受けている全店舗
（移動・簡易営業所等を含む提供可能な情報すべて）
の屋号、営業所所在地、営業者氏名、営業所電話番
号、業種、初回許可年月日、許可満了日、許可番号、
許可開始日、法人については本社所在地、申請者電
話番号、代表者氏名についての資料一覧

写しの交付 公開 生活衛生課

30336 H31.2.6 H31.2.8 2018年11月以来の特別支援教育振興委員会に関する
資料一式

写しの交付 一部公開 教育指導課 審議、検討又は
協議情報（第7
条第5号）

会議資料におい
て、今後の審議
で中立性が保た
れない部分

30337 H31.2.6 H31.2.6 平成28年6月に文京区長が文部科学大臣宛に提出し
た学校法人文京学園に関する要望書に関わる書類の
全て

写しの交付 一部公開 アカデミー推進課 法人情報（第7
条第3号）

印影
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30338 H31.2.7 H31.2.7 共同住宅建築計画（文京区千石4丁目240番47（地
番）、文京区千石4丁目35-13（住居表示））について
(1) 指定確認検査機関から受けた文書一式、および、
指定確認検査機関に宛てた文書一式（決裁文書等を
含む。）
(2) 細街路拡幅整備協議の申請書類一式

写しの交付 ⑴非公開
⑵一部公
開

⑴建築指導課
⑵地域整備課

①個人情報（第
7条第2号）、②
法人情報（第7
条第3号）、③不
存在（第12条第
2項）

①氏名、住所、
電話番号、個人
の印影、担当者
名、担当者の携
帯電話番号、②
法人の印影、③
⑴に関する資料

30339 H31.2.8 H31.2.8 ⑴「目白台運動公園」指定管理者が所管課へ提出した
「わんわん広場」複数頭利用規約改正の報告書
⑵他の施設への現地調査報告書
⑶指定管理者が提出をした平成29年度分の修繕一覧
表訂正分

写しの交付 一部公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

⑴⑵に関する資
料

30340 H31.2.12 H31.2.19 文京区内において営業している旅館業法の営業許可
に関して、⑴施設名称、⑵施設所在地、⑶営業所電話
番号、⑷種別、⑸代表者氏名の情報（平成31年2月8日
現在）

写しの交付 公開 生活衛生課

30341 H31.2.12 H31.2.12 文京区音羽1‐2‐1の土地境界図（土地境界図区境15‐
5）

写しの交付 一部公開 管理課 ①個人情報（第
7条第2号）、②
法人情報（第7
条第3号）

①個人の印影、
②法人の印影

30342 H31.2.12 H31.2.21 住居表示台帳 写しの交付 公開 区民課

30343 H31.2.13 H31.2.13 千石4丁目240-47（地番）／千石4丁目35番地13号にお
ける建築物の建築確認申請にかかわる記録文書一式
（建築確認業務に関わる道路・敷地状況の照会につい
てを含む）

写しの交付 非公開 建築指導課 不存在（第12条
第2項）

30344 H31.2.13 H31.2.13 LSAの方の活動日誌
シルバーピア大塚と湯島（2018年12月分又は2019年1
月分）

写しの交付 一部公開 福祉政策課 個人情報（第7
条第2号）

氏名、部屋番号
等個人が識別で
きる部分
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30345 H31.2.15 H31.2.15 「井戸情報」（下記事項を網羅した資料）
⑴所在地
⑵設置者名
⑶掘削年月
⑷揚水量データ
⑸掘削深度
⑹ストレーナ位置と本数
⑺利用用途

写しの交付 一部公開 環境政策課 ①個人情報（第
7条第2号）、②
法人情報（第7
条第3号）

①個人名、井戸
の所在地、電話
番号、②印影

30346 H31.2.15 H31.3.1 「専用水道台帳」（下記事項を網羅した資料）
・専用水道の名称
・設置住所
・確認申請年月日
・竣工年月
・給水開始年月日
・給水量（一日最大給水量および一日平均給水量）
・水源の種別（上水道の受水のみ　or 自己水源　or 併
用型）
・取水地点および状況
・水源の水量の概算及び水質試験の結果（原水・処理
水とも最新版）
・浄水方法（処理フロー）
・水道施設の規模、構造フロー図（取水から給水まで）
・水道施設の位置及び水源、浄水場の周辺状況地図
・給水人口

写しの交付 一部公開 生活衛生課 ①個人情報（第
7条第2号）、②
法人情報（第7
条第3号）、③犯
罪予防（第7条
第4号）、④不存
在（第12条第2
項）

①担当者氏名、
②印影、③取水
地点及び状況、
構造フロー取水
から給水まで、
水道施設及び
水源配置図、周
辺地図が分かる
資料

30347 H31.2.15 H31.2.15 子育てひろば西片及び私立保育園整備・運営事業者
選定に関わる書類一式

閲覧 一部公開 幼児保育課 法人情報（第7
条第3号）

選定されなかっ
た事業者名並び
に事業者のノウ
ハウに係る情報
及び内部管理
情報
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30348 H31.2.15 H31.2.15 平成31年度区立保育園給食調理委託業者の選定に関
わる書類一式

写しの交付 一部公開 幼児保育課 法人情報（第7
条第3号）

選定されなかっ
た事業者名並び
に事業者のノウ
ハウに係る情報
及び内部管理
情報

30349 H31.2.18 H31.3.4 平成21～28年度に使用していた相談に関わる記録の
様式の全て（教育センター）

写しの交付 一部公開 教育センター 不存在（第12条
第2項）

平成21年度から
平成26年度まで
に使用していた
相談に関わる記
録の様式のう
ち、相談票の様
式及び生育歴
の様式

30350 H31.2.18 H31.2.22 平成21～28年度に使用していた相談に関わる記録の
様式の全て（教育委員会教育指導課）

写しの交付 一部公開 教育指導課 不存在（第12条
第2項）

平成21～22年
度に使用してい
た相談に関わる
記録の様式

30351 H31.2.18 ⑴
H31.2.28
⑵⑶⑷
H31.2.18

1.本郷2丁目計画について
平成30年12月14日（金）並びに平成31年1月16日（水）
に開催された新築計画説明会について
区側に提出された説明会等報告書及び議事録
2.旧元町小学校について
ア現在有効となっている区との建物貸付契約書
イ現在の町会長並びに町会連合の代表者名、その所
在地がわかる資料
ウ現在までに、7町会、町会連合会との旧元町小学校
の有効活用に関するすべての協議日、協議内容、発言
者のわかる議事録、記録、メモ

写しの交付 ⑴⑵一部
公開
⑶公開
⑷非公開

⑴企画課
⑵契約管財課
⑶区民課
⑷住環境課

①法人情報（第
7条第3号）、②
不存在（第12条
第2項）

①法人印影、②
1に該当する資
料、2ウのうち、
町会連合会との
協議日が分かる
資料及び協議
議事録
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30352 H31.2.15 H31.2.21 飲食店営業許可施設一覧
【対象】2019年1月1日～2019年1月31日の期間に新
規、更新の許可を得た飲食店施設のリスト（固定店舗
を持たない臨時営業、自動販売、移動販売、露店を除
く）
【内容】屋号、営業所所在地、営業所電話番号、営業
者氏名

写しの交付 公開 生活衛生課

30353 H31.2.18 H31.2.19 （仮称）小日向2丁目マンション新築工事（建築主：横山
産業株式会社、建築敷地：文京区小日向2丁目1-29
（住居表示））の事業者が文京区土木部管理課に提出
した特殊車両通行認定に係る文書一式

写しの交付 一部公開 管理課 ①個人情報（第
7条第2号）、②
法人情報（第7
条第3号）

①担当者氏名、
連絡先、運転免
許証、②印影、
車台番号

30354 取下げ

30355 H31.2.19 H31.2.19 株式会社○○○○○○○○○○から提出された代理
人弁護士○○○○○名で提出された給与支払報告書
の内容（提出された各年分すべて）

写しの交付 一部公開 税務課 ①個人情報（第
7条第2号）、②
行政運営情報
（第7条第6号）

①個人番号、氏
名、住所、生年
月日、受給者番
号、給与支払
額、所得控除
額、源泉徴収
額、②特別徴収
義務者指定番
号

30356 H31.2.20 H31.2.20 小日向2丁目マンション新築工事に係る「特殊車両通行
許可の協議に関する文書一式」小日向2‐1‐29新渡戸
稲造邸跡

写しの交付 一部公開 管理課 個人情報（第7
条第2号）

担当者の氏名、
連絡先

30357 H31.2.21 H31.2.21 平成30年分給与支払報告書対象者　市区町村別 写しの交付 公開 職員課
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30358 H31.2.21 ⑴H31.3.6
⑵
H31.2.21

⑴千石4丁目240-47（地番）／千石4丁目35番地13号に
おける建築物の建築確認申請にかかわる記録文書一
式（指定確認検査機関から受けた文書一式、文京区の
回答の文書一式含む）及び上記建築計画に関連した
道路敷地関係調査票と添付書類一式
⑵上記建築物の工事に関わる車両認定や特殊車両通
行許可に関する文書一式

写しの交付 ⑴一部公
開
⑵非公開

⑴建築指導課
⑵管理課

①個人情報（第
7条第2号）、②
不存在（第12条
第2項）

①担当者名、印
影、②⑴のうち
文京区の回答
文書一式、⑵に
関する資料

30359 H31.2.25 H31.3.27 ⑴文京区の道路占用料算定における考え方
⑵国と同じ考え方で道路占用料を算定している場合、
以下の数値及び当該数値の算定根拠
・道路価格、使用料率、使用料率の構成要素である
「土地価格」及び「年額賃料」、修正率
⑶国とは異なる考え方で道路占用料を算定している場
合、その考え方、算定式、算定式の構成要素、各構成
要素の数値及び算定根拠
⑷⑴～⑶の検討・決定を行った際の議事

写しの交付 一部公開 管理課 審議、検討又は
協議情報（第7
条第5号）

特別区土木主
管課長会の資
料で、外部から
の干渉等により
意思決定の中
立性が不当に
損なわれるおそ
れがある部分

30360 H31.2.25 H31.2.25 ○○○○○○○　文京区本郷○－○－○
○○○○様の事業者住所、電話番号

写しの交付 一部公開 生活衛生課 個人情報（第7
条第2号）

電話番号

30361 H31.2.25 ⑴⑵⑷
H31.3.11
⑶H31.3.6

「文の京」ハートフルプラン
文京区地域福祉保健計画　平成24～29年度
各分野別計画事業の予算額、決算額、利用者等実施
規模が分かる資料

閲覧 ⑴⑵一部
公開
⑶⑷公開

⑴障害福祉課
⑵福祉政策課
⑶高齢福祉課
⑷子育て支援課

①個人情報（第
7条第2号）、②
法人情報（第7
条第3号）、③不
存在（第12条第
2項）

①参加者氏名、
写真、②レシ
ピ、手順書、③
障害者向け講
座に係る予算及
び決算の内訳
が分かる資料、
平成24年度の
社会福祉協議
会に対する補助
金の予算額等
が分かる資料
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30362 H31.2.26 H31.3.5 本年度設置された特別支援教育振興委員会の議事
録、参考資料等すべて

写しの交付 一部公開 教育指導課 ①個人情報、②
審議、検討又は
協議情報（第7
条第5号）、③不
存在（第12条第
2項）

①児童・生徒の
居住地の分布、
②在籍児童・生
徒数の推移、児
童数の推移、議
事録要旨の委
員の意見、③知
的障害特別支
援学級部会（第
2回）の議事録
要旨

30363 H31.2.26 H31.3.5 本郷二丁目計画について
平成30年12月14日（金）ならびに平成31年1月16日
（水）に開催された新築計画説明会について
区側に提出された説明会等報告書および議事録

写しの交付 一部公開 住環境課 ①個人情報（第
7条第2号）、②
法人情報（第7
条第3号）

①印影、氏名、
住所、電話番
号、建築物番
号、②印影

30364 H31.2.27 H31.2.27 ○○印刷、○○○ビル、○○○○○○（小石川2丁目）
の解体工事について騒音、振動の規制に係る文書一
式（決裁文書等を含む。）

写しの交付 一部公開 環境政策課 ①個人情報（第
7条第2号）、②
法人情報（第7
条第3号）

①現場代理人
氏名、②印影

30365 H31.2.27 H31.2.27 小日向2丁目6番における解体工事に関する「文京区建
築物の解体工事の事前周知等に関する指導要綱」に
基づく事業者との協議に関する資料一切（標識設置報
告書及び説明会の報告書を含む。）

写しの交付 公開 環境政策課

30366 H31.2.27 H31.3.12 小日向2丁目6番の築計画に関する「文京区宅地開発
並びに中高層建築物等の建設に関する指導要綱」に
基づく事業者との協議に関する資料の一切（事前協議
に関する届出等を含む。）
※別途請求の「協力書」を除く。

写しの交付 一部公開 住環境課 ①個人情報（第
7条第2号）、②
法人情報（第7
条第3号）、③犯
罪予防（第7条
第4号）

①氏名、②法人
印影、③平面図
の住戸内部

30367 H31.2.27 H31.2.27 小日向2丁目6番における建築計画に関する「文京区み
どりの保護条例」に基づく事業者との協議に関する資
料の一切（緑化計画書を含む）

写しの交付 一部公開 みどり公園課
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30368 H31.2.27 H31.2.27 平成31年2月定例議会の委員会での請願の審議のた
め所管課が説明用に作成した資料一式

写しの交付 ⑴公開、
⑵非公開

⑴総務課、戸籍住
民課、障害福祉
課、予防対策課、
生活衛生課、介護
保険課、都市計画
課、住環境課、み
どり公園課
⑵税務課

不存在（第12条
第2項）

30369 H31.2.27 H31.2.27 平成31年2月定例議会の委員会での請願の審議のた
め所管課が説明用に作成した資料一式

写しの交付 公開 学務課、真砂中央
図書館

30370 H31.2.27 H31.3.7 小日向2丁目6番の建築計画に関する「文京区宅地開
発並びに中高層建築物等の建設に関する指導要綱」
に基づく文京区と事業者の間の「協力書」

写しの交付 一部公開 住環境課 ①個人情報（第
7条第2号）、②
法人情報（第7
条第3号）、③犯
罪予防（第7条
第4号）

①氏名、個人印
影、②法人印
影、③平面図の
住戸内部

30371 H31.2.27 H31.2.27 旧元町小跡地の資料 写しの交付 公開 企画課

30372 H31.3.1 H31.3.1 三信ビル（住居表示：文京区小石川2-8-14）の解体、
建替に関する文書一式（決裁文書等を含む。）

写しの交付 一部公開
（環境政
策課、建
築指導
課）
非公開
（住環境
課）

環境政策課
建築指導課
住環境課

①個人情報（第
7条第2項）、②
法人情報（第7
条第3項）、③不
存在（第12条第
2項）

①氏名、個人印
影、電話番号、
②建替に関する
文書、③住環境
課で所管する条
例、要綱に関す
る文書

30373 H31.3.1 H31.3.6 食品営業許可台帳の平成31年2月1日～2月末日まで
の新規許可分（飲食店営業施設のうち、自動販売機、
臨時、移動を除く）
項目：屋号、営業所住所、営業所電話番号、営業者
名、許可年月日、許可満了日

写しの交付 公開 生活衛生課
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30374 H31.3.6 H31.3.7 平成31年2月1日～平成31年2月28日の間で飲食店営
業の新規許可を受けている全店舗（移動・簡易営業所
等を含む提供可能な情報すべて）の屋号、営業所在
地、営業者氏名、営業所電話番号、業種、初回許可年
月日、許可満了日、許可番号、許可開始日、法人につ
いては本社所在地、申請者電話番号、代表者氏名に
ついての資料一覧

写しの交付 公開 生活衛生課

30375 H31.3.6 H31.3.6 平成31年2月1日～平成31年2月28日の間に理容・美容
業の新規確認を受けた全施設（廃業してるものを除く）
の⑴施設名称、⑵施設所在地、⑶施設電話番号、⑷
開設者名、⑸代表者氏名（法人のみ）、⑹開設者住所
（法人のみ）、⑺開設者電話番号（法人のみ）、⑻確認
年月日、⑼確認番号

写しの交付 公開 生活衛生課

30376 H31.3.6 H31.3.6 商品テスト報告書（浴室マットの商品テスト報告書） 写しの交付 一部公開 経済課 法人情報（第7
条第3号）

商品製造事業
者名、製品名、
価格

30377 H31.3.7 H31.3.7 平成31年度当初予算編成過程で「福祉避難所及び妊産婦・
乳児救護所整備」の審議のために所管課が説明用に作成
した資料一式

写しの交付 一部公開 防災課 ①個人情報（第7
条第2項）、②法
人情報（第7条第3
項）、③行政運営
情報（第7条第6
項）

①事業者の担当
者名、②事業者
の印影、③単価
及び小計

30378 H31.3.7 H31.3.13 東京都建築安全条例の運用の明確化に対する意見
文京区建築指導課に寄せられたもの

写しの交付 公開 建築指導課

30379 H31.3.8 H31.3.8 曙町会館の土地に関わる契約書 写しの交付 公開 契約管財課

30380 H31.3.13 H31.3.13 特別区道文第137号認定廃止資料 写しの交付 公開

30381 H31.3.14 H31.3.14 平成31年3月13日付けで本郷ハイツマンション建替組合より
提出された「本郷ハイツマンション建替事業　権利変換計画
の軽微な変更に伴う報告書」のかがみ

写しの交付 一部公開 地域整備課 法人情報（第7条
第3号）

法人の印影
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番号 請求日 公開日 行政情報件名(内容) 公開方法 決定 主管課 非公開理由等 備考

30382 H31.3.18 H31.3.20 平成31年3月15日現在における飲食店・喫茶店営業されて
いる固定店舗すべて（但し、季節営業、自動車営業等の特
殊営業は除く）
屋号名、営業所住所、申請者氏名、営業所電話番号、法人
代表者氏名、申請者住所（法人のみ）、業種（種目まで）

写しの交付 公開 生活衛生課

30383 H31.3.18 H31.3.20 ⑴「目白台運動公園」次期指定管理者候補者「日本体育施
設」が杉並区に於いて1月25日付で完了報告書の署名、押
印を偽造した件で指名指名取消処分となった事を所管課へ
報告をした顛末書
⑵⑴の事実の所管課の確認記録

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条第
2項）

30384 H31.3.18 H31.3.20 飲食店営業許可施設一覧
【対象】2019年1月1日～2019年2月28日の期間に新規、更
新の許可を得た飲食店施設のリスト（固定店舗を持たない
臨時営業、自動販売機、移動販売、露店・廃業施設を除く）
【内容】屋号、営業所所在地、営業所電話番号、営業者氏
名（法人の場合は代表者氏名も）、許可年月日、許可業種
（種目）

写しの交付 公開 生活衛生課

30385 取下げ

30386 H31.3.20 H31.3.22 協議番号平成30年度第137号に係る細街路拡幅整備協議
の申請書

写しの交付 一部公開 地域整備課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第3
号）

①電話番号、個
人の印影、担当
者名、担当者の
携帯電話番号

30387 取下げ

30388 H31.3.27 H31.4.5 2019年度文京区高校生世代等学習支援事業業務委託にお
けるプロポーザルの下記内容
⑴1位事業者に特定された採点項目、並びに採点結果（配
点等）の内容
⑵1位事業者に選定された企画提案書一式

写しの交付 一部公開 生活福祉課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第3
号）、③審議、検
討又は協議に関
する情報（第7条
第5号）、④行政
運営情報（第7条
第6号）

①個人が識別で
きる写真、②事業
者の使用するア
セスメントシート、
③第一次審査及
び第二次審査の
委員名、④拠点
型会場の住所、
地図

30389 取下げ

30390 取下げ
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月 資料貸出
コピー
利用者

資料閲覧者
インターネッ
ト利用者

合計

4月 0 351 820 42 1,213

5月 2 379 852 53 1,286

6月 0 383 790 37 1,210

7月 1 348 862 45 1,256

8月 3 430 844 37 1,314

9月 3 344 776 26 1,149

10月 3 378 847 41 1,269

11月 0 413 872 35 1,320

12月 1 353 717 26 1,097

1月 1 354 749 35 1,139

2月 0 346 845 36 1,227

3月 0 352 785 35 1,172

計 14 4,431 9,759 448 14,652

⑶  行政情報センター利用状況（平成30年度）
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