
１　情報公開制度

令和３ 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 50 48 65 47 40 55 70 56 29 67 29 31 587

企画政策部 1 6 9 6 2 4 3 1 2 1 1 36

総務部 5 4 2 5 1 5 15 4 5 2 3 1 52

区民部 3 4 2 2 2 5 2 5 5 1 31

アカデミー推進部 1 1 6 1 6 2 17

福祉部 1 2 1 6 4 1 15

子ども家庭部 1 2 2 4 2 1 3 1 16

保健衛生部 8 6 13 7 11 10 10 11 6 12 7 11 112

都市計画部 7 12 10 11 2 6 5 2 6 7 3 71

土木部 12 12 23 14 17 13 32 18 8 23 9 15 196

資源環境部 7 1 2 1 1 3 2 1 18

施設管理部 3 3 3 2 1 4 1 2 19

会計管理者 2 1 1 4

全部公開 20 21 22 16 16 17 27 26 10 26 14 16 231

一部公開 22 20 31 18 17 33 38 28 16 30 12 13 278

非公開 8 7 12 13 7 5 5 2 3 11 3 2 78

未決定

教育委員会 請求 15 6 7 2 4 9 9 10 1 4 4 4 75

全部公開 4 4 1 3 5 5 2 2 2 28

一部公開 9 2 5 1 4 3 8 1 2 2 4 41

非公開 2 1 1 1 1 6

未決定

監査委員 請求 1 1

全部公開 1 1

一部公開

非公開

未決定

選挙管理委員会 請求 1 1 1 3

全部公開 1 1 2

一部公開 1 1

非公開

未決定

議会 請求 1 2 1 1 1 1 2 9

全部公開 2 1 3

一部公開 1 1 1 1 2 6

非公開

未決定

合計 請求 66 54 74 50 45 65 79 68 31 73 33 37 675

全部公開 24 25 25 17 19 23 32 30 10 28 16 16 265

一部公開 32 22 36 19 18 37 41 36 18 34 14 19 326

非公開 10 7 13 14 8 5 6 2 3 11 3 2 84

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。

令和４年 合計令和３年



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

03001 R3.4.1 R3.4.8 食品営業許可台帳の令和3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

03002 R3.4.1 R3.4.8 ・2021年03月31日時点の、文京区における食品営業許可済み・届出済み
の全施設の一覧

写しの交付 公開 生活衛生課

03003 R3.4.1 R3.4.1 2021-00016文京区立各小中学校プール内床組取り外し取付けその他工
事の金入り設計書。但し、代価は最下層まで、経費計算内訳を含む。

写しの交付 公開 学務課

03004 R3.4.1 R3.4.15 令和3年3月3日建設委員会（速報版）28頁において有坂住環境課長が答
弁で「建築相談員につきましても、あと関係者会議につきましても、それぞ
れ活用して」と記載があるところの、「建築相談員」及び「関係者会議」の
活用実績が分かる文書一式

写しの交付 一部公開 住環境課 ①②⑤～⑫は個
人情報（第7条第
2号）　③④⑬は
行政運営情報
（第7条第6号）

①住所②氏名③あっせ
ん議事録議事内容④関
係者会議議事録議事内
容⑤個人メールアドレス
⑥職業⑦勤務先郵便番
号⑧勤務先住所⑨勤務
先会社名⑩勤務先電話
番号⑪勤務先FAX番号
⑫勤務先URL⑬職員個
人メールアドレス

03005 R3.4.1 R3.4.1 令和3年3月3日建設委員会（速報版）28頁において有坂住環境課長が答
弁で「区民の方々からは、そういった制度があってよかったという趣旨の
御意見はいただいているところです」と記載があるところの「区民の方々
から」「そういった制度があってよかったという趣旨の御意見」があったこと
が事実であることを裏付ける文書一式

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

03006 R3.4.2 R3.4.8 2021年3月1日から3月31日の間に食品衛生法に基づき営業許可を新規
で取得した施設および許可を更新した施設の一覧
新規許可取得/許可更新した全業種
営業所名称（屋号）、営業所住所、営業所電話番号、営業者氏名、営業
者代表者名、営業者住所、営業者電話番号、業種、許可年月日、許可満
了日、許可番号
CD-R　Excel形式での写しの交付希望　郵送希望

写しの交付 公開 生活衛生課

03007 R3.4.2 R3.4.2 (1) 本年3月20日（祝日）に都民の健康と安全を確保する環境に関する条
例で規定する指定建設作業（以下、「指定建設作業」といいます。）を伴う
公共工事（以下、「本件公共工事」といいます。）がされたことについて環
境政策課の対応がわかる文書一式。決裁文書等を含む。
(2) 本件公共工事で指定建設作業を休日に行うように施工者以外の者が
要望したことを示す、施工者の主張ではない客観的証拠となる文書一
式。決裁文書等を含む。
CD-Rへの写しを希望します。

写しの交付 非公開 道路課 不存在（第12条
第2項）

⑵　情報公開請求内容



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

03007 R3.4.2 R3.4.2 (1) 本年3月20日（祝日）に都民の健康と安全を確保する環境に関する条
例で規定する指定建設作業（以下、「指定建設作業」といいます。）を伴う
公共工事（以下、「本件公共工事」といいます。）がされたことについて環
境政策課の対応がわかる文書一式。決裁文書等を含む。
(2) 本件公共工事で指定建設作業を休日に行うように施工者以外の者が
要望したことを示す、施工者の主張ではない客観的証拠となる文書一
式。決裁文書等を含む。
CD-Rへの写しを希望します。

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個人の印影②法人の
印影

03008 R3.4.2 R3.4.2 短区間の緊急道路障害物除去路線における無電柱化整備の調査及び
概略検討業務委託（概要版）

写しの交付 公開 道路課

03009 R3.4.2 R3.4.2 2021-00017　文京区立礫川小学校プール塗装その他改修工事の金入り
設計書。但し、代価は最下層まで、経費計算内訳を含む。

写しの交付 公開 学務課

03010 R3.4.2 R3.4.2 昭和56年に文京区長が東京都知事に提出した都道環状3号線について
の要望書の起案文書

写しの交付 公開 都市計画課

03011 R3.4.5 R3.4.9 住環境課内のメモ文書「（仮称）小日向2丁目マンション新築工事関係メ
モ」における令和3年3月22日以降、令和3年4月4日までの記録が記され
た文書

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

03012 R3.4.5 R3.4.9 （仮称）小日向2丁目マンション新築計画（小日向二丁目175番地）に関連
し、南側隣接敷地境界の「大谷石積み」の安全確保対策で、令和3年1月
25日に隣接区民と事業者（横山産業、福子工務店）らによる話し合いが行
われた以降、3月22日から4月3日までの動向が分かる文書（※区と地元
区民、区と事業者のやり取りの記録含む）

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

03013 R3.4.5 R3.4.5 令和３年３月１日から４月３日の文京区における議会事務局/都市計画部
/土木部）の各課長・係長級の人事異動の資料

写しの交付 公開 職員課

03014 R3.4.5 R3.4.16 １．令和３年度・協定書
２．第三者委託申請書
３．事業計画書
「肥後細川庭園」, 「目白台運動公園」両施設の指定管理者が所管課へ提
出分

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）

法人の印影

03015 R3.4.5 R3.4.16 １ BCP「事業継続計画」
「目白台運動公園」指定管理者が所管課へ提出分

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

03016 R3.4.5 R3.4.8 1　令和3年3月1日～令和3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一覧
2　令和3年3月1日～令和3年3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①施設名称、②施設所在地、③
施設電話番号、④開設者名、⑤代表者氏名（法人のみ）、⑥開設者住所
（法人のみ）、⑦開設者電話番号（法人のみ）、⑧確認年月日、⑨確認番
号

写しの交付 公開 生活衛生課



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

03017 R3.4.5 R3.4.16 令和２年度・モニタリング・チエックシート
「目白台運動公園」、「肥後細川庭園」

写しの交付 公開 みどり公園課

03018 R3.4.6 R3.4.6 東京都環境確保条例に基づく工場台帳一覧のうち、下記の事業場におけ
る許可日及び廃止日
①○○○○　　　　関口1-11-10
②○○○○　　　　関口1-12-1
③(有)満津本　　　関口1-12-2
④大栄製本（(有)　関口1-12-8
⑤リードジャパン　関口1-12-11

写しの交付 公開 環境政策課

03019 R3.4.8 R3.4.16 森鴎外記念館・指定管理者・丹青社
（１）令和２年度・評価検討会、評価委員会、資料一式・議事録要旨
（２）事業計画書、収支報告書（保存期限分）

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）②③法
人情報（第7条第
3号）

①業務を担当する職員
の氏名②指定管理者の
代表者印③事業者のノ
ウハウに関わる情報、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

03020 R3.4.8 R3.4.14 少年自然の家八ヶ岳高原学園・指定管理者・軽井沢フード(株)
（１）令和２年度・評価検討会、評価委員会、資料一式・議事録要旨
（２）事業計画書、収支報告書（保存期限分）

写しの交付 一部公開 学務課 個人情報（第7条
第2号）

施設使用における団体
名及び代表者氏名

03021 R3.4.8 R3.4.8 令和3年度自動車任意保険について、令和3年2月15日付2020文総契第
683号により見積書の提出依頼を行い、4社から見積書が提出された。見
積額を比較した結果、最低額を提示したあいおいニッセイ同和損保の自
動車任意保険に加入する。あいおいニッセイ同和損保㈱を除く3社の見積
金額が分かるもの（金額が分かる部分のみで良い。）

写しの交付 一部公開 契約管財課 法人情報（第7条
第3号）

提出事業者の代表者印

03022 R3.4.8 R3.4.12 １．森鴎外記念館・指定管理者・丹青社
２．少年自然の家八ヶ岳高原学園・指定管理者・軽井沢フード(株)
上記１，２の下記の文書
（１）令和２年度・評価検討会、評価委員会、資料一式・議事録要旨
（２）事業計画書、収支報告書（保存期限分）
※各指定管理者の公開文書は各指定管理者毎にCD-Rで開示をお願い
致します。

写しの交付 一部公開 契約管財課 行政運営情報
（第7条第6号）

評価委員会資料中、評
価シートにおける委員名

03023 R3.4.9 R3.4.20 平成31年4月10日付で平成30年度子ども・子育て支援交付金の事業実績
報告をした文書一式
令和元年5月10日付で平成30年度東京都子供・子育て支援交付金の事
業実績報告をした文書一式
それぞれ決裁文書等を含む。

写しの交付 一部公開 子育て支援課 個人情報（第7条
第2号）

委託事業者の職員の氏
名



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

03024 R3.4.9 R3.4.23 文京区教育委員会各課における
平成30年度～令和2年度の職員の事務分担がわかる文書
文京区教育委員会各課における
令和元年度と令和2年度の監査指摘事項を記録した文書
それぞれ決裁文書等を含む。

写しの交付 一部公開 教育総務課 個人情報（第7条
第2号）

調査票内の整理番号
（職員番号）、生年月日、
性別、休暇に関する情報

03024 R3.4.9 R3.4.23 文京区教育委員会各課における
平成30年度～令和2年度の職員の事務分担がわかる文書

文京区教育委員会各課における
令和元年度と令和2年度の監査指摘事項を記録した文書

それぞれ決裁文書等を含む。

写しの交付 一部公開 学務課 個人情報（第7条
第2号）

調査票内の整理番号
（職員番号）、生年月日、
性別、休暇に関する情報

03024 R3.4.9 R3.4.23 文京区教育委員会各課における
平成30年度～令和2年度の職員の事務分担がわかる文書
文京区教育委員会各課における
令和元年度と令和2年度の監査指摘事項を記録した文書
それぞれ決裁文書等を含む。

写しの交付 一部公開 教育指導課 ①個人情報（第7
条第2号）　②不
存在（第12条第2
項）

①平成30年度～令和2
年度事務分担表調査票
調査票内の整理番号
（職員番号）、生年月日、
性別、休暇に関する情報
②令和2年度定期監査
結果報告書

03024 R3.4.9 R3.4.23 文京区教育委員会各課における
平成30年度～令和2年度の職員の事務分担がわかる文書
文京区教育委員会各課における
令和元年度と令和2年度の監査指摘事項を記録した文書
それぞれ決裁文書等を含む。

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）

調査票内の整理番号
（職員番号）、生年月日、
性別、休暇に関する情報

03025 R3.4.9 R3.5.18 平成31年4月の文京区教育委員会児童青少年課における職員間の引継
ぎ事項がわかる文書
決裁文書等を含む。

写しの交付 一部公開 児童青少年課 ①個人情報（第7
条第2号）②犯罪
予防（第7条第4
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.庶務担当の引継書④
事務執行における検討
内容が記載された箇所
2.設備整備・補助金担当
の引継書①氏名・電話
番号②事務処理に係る
パスワード③事務執行に
おける未確定な情報が
記載された箇所④事務
執行における担当者個
人の私的な意見が記載
された箇所・事務執行過
程における検討内容が
記載された箇所
3.青少年係長の引継書
①個人名

03026 R3.4.9 R3.4.9 令和２年度学校（園）給食調理業務委託プロポーザルの二次審査に残っ
た提案書

写しの交付 一部公開 学務課 法人情報（第7条
第3号）

事業者名



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

03027 R3.4.9 R3.4.15 文京区関口一丁目の住宅表示台帳（GIS）の情報（フロンテージ、家屋形
状がわかる図面）

写しの交付 一部公開 区民課 個人情報（第7条
第2号）

所有者、管理者、占有者
氏名、建物名称

03028 R3.4.11 R3.4.23 「区民の声」に対する回答（2021文企企第10号）において「町会長等を含
む地域の方との意見交換会等を参考に検討を進めております」と記載が
あるところの、令和2年度末（令和3年3月末）までに進めた検討の中で「町
会長等を含む地域の方との意見交換会等」に関し、いつの意見交換会等
の何をどのように参考にしてきたか、その内容が分かる文書一式

写しの交付 一部公開 企画課 ①個人情報（第7
条第2号）②審
議、検討又は協
議に関する情報
（第7条第5号）

①意見交換会出席区民
の氏名②関東財務局打
合せ記録の議事概要、
主な見解等

03029 R3.4.12 R3.4.12 「私道下水施設工事図面（文京区西片二丁目1番先）」 写しの交付 一部公開 道路課 個人情報（第7条
第2号）

申請者氏名、住所、電話
番号、個人名

03030 R3.4.12 R3.4.12 (1) 以下の決裁に係る文書一式
・平成27年3月24日付「文教委規則第3号」の規則改正
・平成28年3月24日付「文教委規則第4号」の規則改正
・令和3年4月8日付「2021文教教総第65号」の裁決
(2) 文京区情報公開及び個人情報保護審査会令和3年3月26日付「令和2
年度（情審）答申第5号児童青少年課における行政情報一部公開決定処
分取消請求事件」に関連して文京区総務課が文京区教育委員会に回付
した東京都作成による令和元年6月19日議事録。通知文書、供覧文書等
を含む。
CD-Rへの写しを希望します。

写しの交付 一部公開 教育総務課 個人情報（第7条
第2号）

起案文書、決裁書（案）、
送付文（案）内の審査請
求人の氏名、住所,メー
ル本文内の氏名、住所、
メールアドレス

03031 R3.4.12 R3.4.12 文京区立中学校における過去10年間の免許外教科担任許可の申請に
係る文書（決裁文書等を含む。）および許可不許可の通知の文書（供覧
文書等を含む。）

写しの交付 非公開 教育指導課 不存在（第12条
第2項）

03032 R3.4.12 R3.4.12 私道下水施設工事「2契約第1096号」について本年4月以降に受注者との
間でやりとりした文書一式。
決裁文書等を含む。

写しの交付 非公開 道路課 不存在（第12条
第2項）

03033 R3.4.13 R3.4.20 児童青少年課の会計処理の手続き・方法の根拠となる手引き・マニュア
ル等の文書

写しの交付 公開 児童青少年課

03034 R3.4.13 R3.4.13 平成30年度の育成室委託契約に係る委託料142,232,133円の支払いが
遅れたことにより国と都からのその委託料に係る交付金が受けられない
ことについて職員に損害賠償を求めないことを協議・決定した文書。
決裁文書等を含む。

写しの交付 非公開 総務課 不存在（第12条
第2項）

03035 R3.4.13 R3.4.13 平成30年度会計処理が遅れることについて会計管理室が各部局から受
けた遅延理由書一式

写しの交付 一部公開 会計管理室 不存在（第12条
第2項）

平成30年4月から平成31
年3月までに提出があっ
た遅延理由書



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

03036 R3.4.12 R3.4.19 文京区内の食品営業許可台帳（新規許可施設）一覧
期間：2021年1月1日から2021年3月31日（廃業を除く）
開示請求項目：屋号・営業所所在地・（郵便番号・営業所所在地ビル名）・
営業所電話番号・営業者氏名（法人の場合は代表者氏名を含む）・営業
者住所（営業者ビル名）・営業者電話番号・営業の種類（飲食店営業・喫
茶店営業に限る、ただし特殊業態【移動・臨時・自動車・自動販売】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

03037 R3.4.13 R3.4.16 小石川一丁目4・5・8街区の住居表示台帳（個人情報を除く） 写しの交付 一部公開 区民課 個人情報（第7条
第2号）

所有者・管理者・占有者
氏名・建物名称

03038 R3.4.13 R3.4.14 工場台帳
文京区小石川2-14-3　小林美術印刷株式会社

写しの交付 公開 環境政策課

03039 R3.4.13 R3.4.22 会計処理の手続き・方法の根拠となる手引き・マニュアル等の文書 写しの交付 一部公開 会計管理室 ①法人情報（第7
条第3号）②犯罪
予防（第7条第4
号）

①システム操作画面イ
メージ②IPアドレス

03040 R3.4.14 R3.4.28 音羽中学校、令和3年度運動会平日開催決定について決定過程がわか
る文書すべて

写しの交付 非公開 教育指導課 不存在（第12条
第2項）

03041 R3.4.15 R3.4.20 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：令和3年1月1日～令和3年3月31日新規分

写しの交付 公開 生活衛生課

03042 R3.4.15 R3.4.28 文京区立中学校のうち、校則で下着に関して規定している学校の規則文
書の一切。

写しの交付 公開 教育指導課

03043 R3.4.15 R3.4.23 小日向台町小学校南東角の交差点コーナー部において「道路の傷んだと
ころを直します」との理由で4月15日(木)～31日(金)に文京区道路課／根
津建設が施工している工事の発注に関する文書一式及び警察署との協
議内容が分かる文書一式。それぞれ決裁文書等を含む

写しの交付 一部公開 道路課 法人情報（第7条
第3号）

法人印影

03044 取下げ
03045 R3.4.16 R3.4.20 電線共同溝整備工事（区道第889号）上記工事に関する①工事費総括書

②工事総括書③種別内訳書④代価表⑤材料品調書
写しの交付 公開 道路課

03046 取下げ
03047 R3.4.19 R3.4.19 情報公開条例に関連する解釈について　　　　　　　　　　　　　　　区議会か

ら総務課への問合わせの内容と総務課からの回答の内容がわかるも
の。決裁文書を含む。

写しの交付 一部公開 総務j課 不存在（第12条
第2項）

総務課からの回答がわ
かるもの

03048 R3.4.19 R3.4.19 3月24日および3月26日の予算審査特別委員会における委員の発言に関
連して
・区議会から文京区総務課への問合せの内容と文京区総務課からの回
答の内容がわかるもの
・3月24日および3月26日の予算審査特別委員会の会議録（速報版）の
ホームページの公開が遅れている事情がわかるもの

写しの交付 一部公開 区議会事務局 不存在（第12条
第2項）

総務課からの回答がわ
かるもの　3月24日およ
び3月26日の予算審査特
別委員会の会議録（速
報版）のホームページの
公開が遅れている事情
がわかるもの



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

03049 R3.4.19 R3.4.27 飲食店営業許可台帳一覧
・請求期間は請求日、請求日以前に営業許可を取得し営業をしている店
舗全て
・請求項目は可能な限りすべて開示希望(事業所名、住所、電話番号な
ど)
・営業の種類は飲食店営業、行商を開示希望
・業態は惣菜屋、仕出し屋、弁当屋のみ開示希望
エクセルデータのＣＤ-Ｒを交付希望

写しの交付 公開 生活衛生課

03050 R3.4.19 R3.4.20 令和3年4月6日付の「区民の声」（区が区民の土地を勝手に「目的地」とし
て図示できる根拠について）に対する回答（2021文土管第93号）の(1)にお
いて「区が通行認定の申請者から窓口にて口答で確認した内容を説明す
るために作成した」と書いてあるところの、「区が通行認定の申請者から
窓口にて口答で確認した内容」がうそ偽りない事実であることを裏付ける
客観的証拠となる記録文書

写しの交付 非公開 管理課 不存在（第12条
第2項）

03051 R3.4.20 R3.4.20 環境確保条例に基づく工場・指定作業場台帳許可日及び廃止日
(工場）1日星印刷本郷3-25-8後藤ビル
2㈱後藤製作所本郷3-25-8
3㈱数寄屋建木本郷3-26-8
4本郷精機㈱本郷3-26-11
5(合)三和印刷社本郷3-39-1
6㈱笹本製作所本郷3-40-3
（指定作業場）1三永食品本郷3-25-12

写しの交付 公開 環境政策課

03052 R3.4.22 R3.4.22 「文京宮下公園再整備計画」第3回意見交換会の開催日設定と決定に関
する企画案や稟議書、決裁書などの文書一式（特に蔓延防止等重点措
置適用期間の最中に於いて区民の安全・安心を蔑ろにし、感染リスクにさ
らすことを厭わない意見交換会の開催を正当化する合理的根拠が分かる
もの）

写しの交付 公開 みどり公園課

03053 R3.4.22 R3.4.27 学校法人京華学園における「老朽化した現在の一号館および二号館の
建て替えを検討し、女子中学・高等学校の施設等を移転して次世代型の
新キャンパスを創成する計画」あるいは「三校同一キャンパス構想」に関
連し、区において収受あるいは提出された文書

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）

①氏名、印影（個人）、担
当者連絡先②印影（法
人）

03054 R3.4.22 R3.4.22 2013-00244　文京区立礫川小学校給食室改修工事の金入り設計書。但
し、代価は最下層まで、経費計算内訳を含む。

写しの交付 非公開 整備技術課 不存在（第12条
第2項）

03055 R3.4.22 R3.4.28 2017-00350　文京区立昭和小学校給食室改修工事の金入り設計書。但
し、代価は最下層まで、経費計算内訳を含む。

写しの交付 一部公開 整備技術課 不存在（第12条
第2項）

文京区立昭和小学校給
食室改修工事の経費計
算内訳

03056 R3.4.22 R3.4.23 令和2年4月1日以降に提出された、建設リサイクル法に基づく届出書（様
式第一号）のうち別紙「対象住所一覧」の住所を工事の場所とするもの
公開請求の対象は様式第一号の「届出書」、いわゆる頭紙のA4用紙1枚
です。不随する別表や様式第2号の工程表などは不要です。　（弊社から
お客様へ解体工事会社をご紹介した解体工事現場に関して、実態把握
のため）

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公開文書中個人の印
影、発注者の氏名・住
所・電話番号・工事担当
者の携帯電話②公開文
書中法人の印影③関口
1-7-5、後楽2-18-7、春
日2-15-3他14件



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

03057 R3.4.23 R3.4.28 食品営業許可施設一覧のExcelデータ　　　　　　　　　　　　　　　　（屋号・
施設住所・申請会社名・代表者名・初回許可年月日・更新許可年月日）

写しの交付 公開 生活衛生課

03058 R3.4.23 R3.4.27 (1)文京区長が特定行政庁になる建築物事故が発生した際に国や都など
の関係機関にどのように報告するかを記した手引きの文書
(2)4月15日午後5時ごろ、新宿区下落合4丁目のマンション地下駐車場の
天井の張り替え工事を行っていた作業員が脱出できなくなった事故に関
連して、国や都などの関係機関からの連絡の内容がわかる文書一式。
それぞれ決裁文書等を含む。

写しの交付 一部公開 建築指導課 不存在（第12条
第2項）

4月15日午後5時ごろ、新
宿区下落合4丁目のマン
ション地下駐車場の天井
の張り替え工事を行って
いた作業員が脱出でき
なくなった事故に関連し
て、国や都などの関係機
関からの連絡の内容が
わかる文書一式。

03059 R3.4.23 R3.4.27 案件番号：2020-00399
工事件名：文京清掃事務所播磨坂清掃事業所空調設備改修工事
上記、案件の金入り工事内訳書の開示をお願い致します。
写しの交付はCD-Rを希望致します。

写しの交付 公開 整備技術課

03060 R3.4.23 R3.4.23 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例で規定する指定建設作
業を伴う公共工事について、建設業者ないし道路舗装の団体に指導した
内容がわかる文書一式。決裁文書等を含む。

写しの交付 公開 道路課

03061 R3.4.26 R3.4.30 令和2年度に提出された特定粉じん排出等作業実施届出書のうち、①吹
付け石綿に該当するものの表紙及び別紙（特定粉じん排出等作業の方
法）の写し

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申請書中の電話番号
②印影

03062 R3.4.27 R3.4.27 都の環境確保条例に基づく区内すべての工場及び指定作業場の一覧
で、以下の項目を含むもの。請求日において最新のものを希望。開示情
報は、可能であればエクセル又はPDF等の電子データで、メール又は
CD-ROM等による交付を希望。紙でも可。電子メール以外は、郵送を希
望。事前に費用を連絡願います。
・事業場名
・所在地
・工場／指定作業場の別
・業種
以下は、とりまとめデータをお持ちの場合
・有害物質使用届出の有無、有害物質の名称
・認可年月日
・廃止のものは年月日（不明のものは廃止情報だけでも可）

写しの交付 公開 環境政策課



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

03063 R3.4.28 R3.5.12 文京区の全て（154）の町内会・自治会について、各々の町内会・自治会
の管轄内に居住する全ての世帯数（会員になっている世帯と、なっていな
い世帯の両方を含む合計数）、もしくは世帯数がわかる文書。但し、下記
の８つの町内会・自治会は、2020年、区民課から提供されたので除く。
本郷弓一町会、本郷二丁目元一会、菊和会、三組弥生会、天一町会、西
片町会、蓬莱町会、神明上町会

写しの交付
閲覧

非公開 区民課 不存在（第12条
第2項）

03064 R3.4.30 R3.5.27 明化小学校、柳町小学校改築基本実施設計事業者選定プロポーザル関
する資料一式

写しの交付 一部公開 学務課 法人情報（第7条
第3号）

選定されなかった業者を
識別できる実績名及び
写真印影

03065 R3.5.6 R3.5.6 （仮称）小日向2丁目マンション新築計画（小日向二丁目175番地）に関連
し、南側隣接敷地境界の「大谷石積み」の安全確保対策で、令和3年1月
25日に隣接区民と事業者（横山産業、福子工務店）らによる話し合いが行
われた以降、4月4日から4月30日までの動向が分かる文書（※区と地元
区民、区と事業者のやり取りの記録含む）

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

03066 R3.5.6 R3.5.6 住環境課内のメモ文書「（仮称）小日向2丁目マンション新築工事関係メ
モ」における令和3年4月4日以降、令和3年4月30日までの記録が記され
た文書

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

03067 R3.5.6 R3.5.12 文京区の全て（154）の町内会・自治会について、各々の町内会・自治会
の管轄内に居住する全ての世帯数（会員になっている世帯と、なっていな
い世帯の両方を含む合計数）、もしくは世帯数がわかる文書。但し、下記
の８つの町内会・自治会は、2020年、区民課から提供されたので除く。
本郷弓一町会、本郷二丁目元一会、菊和会、三組弥生会、天一町会、西
片町会、蓬莱町会、神明上町会

閲覧
写しの交付

非公開 区民課 不存在（第12条
第2項）

03068 R3.5.6 R3.5.18 文京区の全て（154）の町内会・自治会について以下がわかる文書全て。
（１） 令和2年度の毎月の、文京区役所から各町内会・自治会への区報配
布部数（町内会・自治会が会員と会員以外に配布している部数の合計）
（２） 令和3年4月からの毎月の、文京区役所から各町内会・自治会への
区報配布部数（町内会・自治会が会員と会員以外に配布している部数の
合計）

閲覧
写しの交付

一部公開 広報課 不存在（第12条
第2項）

(1)令和2年度の毎月の、
文京区役所から各町内
会・自治会への区報配
布部数（町内会・自治会
が会員と会員以外に配
布している部数の合計）
(2) -1令和3年4月からの
毎月の、文京区役所から
各町内会・自治会への
区報配布部数
(2)-2町内会・自治会が
会員と会員以外に配布し
ている部数の合計



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

03069 R3.5.6 R3.5.18 文京区の全て（154）の町内会・自治会について以下がわかる文書全て。
（１）文京区役所が、各町内会・自治会に対し、令和3年4月からの区報配
布について「全戸に配布できるか否か」を問い合わせた文書と、各町内
会・自治会からの回答文書
（２）文京区役所広報課が、「『全戸に区報を配布しない』と言っている町内
会・自治会については、区がシルバー人材センターに委託して全戸配付
する予定だ」と言っているが、区が各町内会・自治会の全世帯数を数えた
上で、シルバー人材センターにその部数を委託するのかがわかる文書

閲覧
写しの交付

一部公開 広報課 個人情報（第7条
第2号）

(1)-2①区報配付調査票
（田町町会）に、個人の
住所・氏名・電話番号・
FAX番号が記載されてい
るための黒塗り

03070 R3.5.6 R3.5.12 食品営業許可台帳の令和3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

03071 R3.5.6 R3.5.6 案件番号：2021-00019
工事件名：文京区立茗台中学校ファンコイル更新工事(3期)
上記、案件の金入り工事内訳書の開示をお願い致します。

写しの交付 公開 整備技術課

03072 R3.5.6 R3.5.20 柳町小等の改築後にできる育成室の運営についての協議がわかるもの
一式

写しの交付 一部公開 児童青少年課 審議、検討又は
協議に関する情
報（第7条第5号）

事務執行における担当
者個人の私的な意見が
記載された箇所・事務執
行過程における検討内
容が記載された箇所

03073 取下げ
03074 R3.5.7 R3.5.18 令和3年4月末現在で許可等を受けた施設一覧すべて（食品営業許可施

設）ただし、自動車を利用して行う営業、または短期間や季節的、及び既
に廃業、失効した施設を除く、次の項目
1.施設電話番号2.施設住所3.開設者氏名（法人の場合は商号及び代表者
氏名）4.施設名称5.許可年月日6.業種実態

写しの交付 公開 生活衛生課

03075 R3.5.7 R3.5.18  文京区の全て（154）の町内会・自治会について、区がシルバー人材セン
ターに委託して区報を配布する場合の、各町内会・自治会ごとの配布部
数がわかる文書全て。
なお、文京区役所広報課から、区報の配布について、「（区報の全戸配布
が）できる町会には配付を行っていただき、できない町会の区域について
は区からシルバー人材センターに委託して全戸配付を行うことにより、区
内全域での全戸配付が可能となる仕組みとしました」と言われた。

閲覧
写しの交付

公開 広報課



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

03076 R3.5.7 R3.5.13 1　令和3年4月1日～令和3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一覧
2　令和3年4月1日～令和3年4月30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①施設名称、②施設所在地、③
施設電話番号、④開設者名、⑤代表者氏名（法人のみ）、⑥開設者住所
（法人のみ）、⑦開設者電話番号（法人のみ）、⑧確認年月日、⑨確認番
号

写しの交付 公開 生活衛生課

03077 欠番
03078 R3.5.10 R3.5.10 平成29年度児童青少年課児童係事務分担表

平成30年度児童青少年課児童係事務分担表
令和元年度児童青少年課児童係事務分担表

写しの交付 公開 児童青少年課

03079 R3.5.10 R3.5.21  請求者が文京区役所広報課に対し、区報の配布について、昨年から今
年5月にかけて度々問い合わせをしたことについて、広報課や企画政策
部長大川秀樹などが内部で検討したことについての情報や文書全て（開
示対象となる情報や文書には、法令解釈や定義上、職員のEメールやメ
モ、ミーティングの資料などが全て含まれる）
（注）広報課は、建前上は「区報は全戸に配布する」と言っているが、全く
そうなっていないことが明らかになったにもかかわらず、大川部長は全く
対応せず、責任を放棄して、逃げ回っている状況が続いているため、開示
を請求する。

閲覧
写しの交付

公開 広報課

03080 R3.5.8 R3.5.13 令和3年2月1日から令和3年4月30日までの(固定店舗を持たない移動、
臨時、自動販売機は除く)
新規食品衛生関係営業施設一覧
・屋号・店舗所在地・店舗電話番号・申請者氏名(法人の場合は法人名及
び代表者氏名)・業種・許可年月日

写しの交付 公開 生活衛生課

03081 R3.5.10 R3.5.10  Bーぐる（車両番号：足立230い12-58）について
(1) 道路法第47条に基づく文京区道の通行の認定に関する文書一式
(2) 本年5月9日（日）15時頃に春日後楽園駅前地区第一種市街地再開発
事業の南街区と北街区との間の文京区道を通行したことについて、区民
から情報提供を受けた内容がわかるもの、および、日立自動車交通とや
りとりした内容がわかるもの
それぞれ、決裁文書等を含む。

写しの交付 非公開 管理課 不存在（第12条
第2項）



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

03081 R3.5.10 R3.5.10  Bーぐる（車両番号：足立230い12-58）について
(1) 道路法第47条に基づく文京区道の通行の認定に関する文書一式
(2) 本年5月9日（日）15時頃に春日後楽園駅前地区第一種市街地再開発
事業の南街区と北街区との間の文京区道を通行したことについて、区民
から情報提供を受けた内容がわかるもの、および、日立自動車交通とや
りとりした内容がわかるもの
それぞれ、決裁文書等を含む。

写しの交付 一部公開 区民課 不存在（第12条
第2項）

日立自動車交通とのや
りとりの内容

03082 R3.5.10 R3.5.21  先日、下記の情報公開を請求したが、開示請求には、区役所からシル
バー人材センターに区報の配布を委託した文書や、各町会・自治会の配
布部数を記載したセンターへの文書も含むので、念のため、申し添える
（シルバー人材センターへの文書自体は、センターが保有しているもの
が、この文書を起案した行政文書や、センターへの文書の複写を区が保
有しているはずである）。
「文京区の全て（154）の町内会・自治会について、区がシルバー人材セン
ターに委託して区報を配布する場合の、各町内会・自治会ごとの配布部
数がわかる文書全て」

閲覧
写しの交付

公開 広報課

03083 R3.5.10 R3.5.17 令和3年4月30日、文京区消費生活センターに興和のカイロが不良品と報
告し、区が公式にカイロの温度検査をするよう求めたが、職員（○○）が
検査をしないと回答した。この検査拒否の理由と、検査拒否の決定経緯
がわかる、文書全ての開示（公開対象の行政文書には職員のメモやE
メールや内部ミーティングの資料等も含む）
（カイロの使用期限は2021年4月と袋に記載があるが、使用期限後直ちに
温度が上昇しなくなるわけでなく、徐々に劣化するので、２，３か月後でも
温度上昇検査をする価値が十分ある）

閲覧
写しの交付

非公開 経済課 不存在（第12条
第2項）

03084 R3.5.10 R3.5.18 2021年4月1日から4月30日の間に食品衛生法に基づき営業許可を新規
で取得した施設および許可を更新した施設の一覧
新規許可取得/許可更新した全業種
営業所名称（屋号）、営業所住所、営業所電話番号、営業者氏名、営業
者代表者名、営業者住所、営業者電話番号、業種、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

03085 R3.5.12 R3.5.25 土木部管理課の○○係長をはじめとする数人の文京区職員が2021年5
月11日13時45分からの東京地裁703号法廷において傍聴していた件で、
文京区職員が勤務時間内に裁判を傍聴できる（あるいは傍聴して構わな
い）とする職員の職務規程等の法令的・手続き的な合理的裏付け根拠を
示す文書一式

写しの交付 一部公開 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原告氏名及び事件番
号、職員番号②指定代
理人の傍聴が公務であ
ることを裏付ける法令
的・手続的根拠

03085 R3.5.12 R3.5.25 土木部管理課の○○係長をはじめとする数人の文京区職員が2021年5
月11日13時45分からの東京地裁703号法廷において傍聴していた件で、
文京区職員が勤務時間内に裁判を傍聴できる（あるいは傍聴して構わな
い）とする職員の職務規程等の法令的・手続き的な合理的裏付け根拠を
示す文書一式

写しの交付 一部公開 管理課 個人情報（第7条
第2号）

職員番号

03086 R3.5.13 R3.5.13 柳町育成、柳町第二育成、柳町第三育成が国会公務員研修跡地に移る
ことを「新設」とした経緯、区民等に説明したことがわかるものすべて

写しの交付 公開 児童青少年課



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

03087 R3.5.13 R3.5.13 処分庁の弁明書（2021文都住第81号）の第3の3の(1)ウにおいて「最近で
は、オンラインで説明会を開催するといった提案もあり」と記載があるとこ
ろの、「最近」「オンラインで説明会を開催するといった提案」があったこと
が事実であることを裏付ける文書一式

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

03088 R3.5.13 R3.5.25 東京地裁民事2部に係属された文京区長らを被告とする行政訴訟の第1
回期日（2021年5月11日、東京地裁703号法廷）で被告である文京区長が
裁判所に提出した「答弁書」一式（書証の証拠含む）

写しの交付 一部公開 総務課 個人情報（第7条
第2号）

原告氏名及び事件番
号、乙第１号証及び乙第
2号証の回答先の氏名

03089 R3.5.17 R3.5.20 旧国家公務員研修センター解体工事　金額入り内訳書
（2019/11/28開札）
文京区立誠之小学校校舎解体工事　金額入り内訳書
（2017/8/1開札）
音羽地域活動センター解体工事　金額入り内訳書
（2017/10/25開札）
旧国家公務員小石川住宅解体工事　金額入り内訳書
（2017/10/31開札）
旧向丘地域活動センター外1施設解体工事　金額入り内訳書
（2016/5/6開札）
水道交流館（水道職員住宅）解体工事　金額入り内訳書
（2016/10/24開札）
旧国家公務員春日町宿舎解体工事　金額入り内訳書
（2016/10/24開札）
旧国家公務員千石宿舎解体工事　金額入り内訳書
（2016/10/24開札）

写しの交付 公開 整備技術課

03090 R3.5.17 R3.5.17 特別区道文第161号と同第163号の交差点（小日向台町小学校南東角）
の南東角地の私有地前の細街路拡幅整備事業などに伴う白の実線の新
たなペイントを令和3年3月7日以降にペイントし直したことに際し、どこから
どこまでどのようにペイントするかの判断に関する正当かつ合理的根拠を
裏付ける文書等

写しの交付 公開 道路課

03091 R3.5.17 R3.5.17 特別区道文第161号と同第163号の交差点（小日向台町小学校南東角）
の南東角地の私有地前の細街路拡幅整備事業などに伴う白の実線の新
たなペイントを令和3年3月7日以降にペイントし直したことに関する区から
事業者への発注書・仕様書等の文書等

写しの交付 一部公開 道路課 個人情報（第7条
第2号）

現場代理人印影

03092 R3.5.17 R3.5.17 住環境課内のメモ文書「（仮称）小日向2丁目マンション新築工事関係メ
モ」における令和3年5月1日以降、令和3年5月16日までの記録が記され
た文書

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

03093 R3.5.17 R3.5.17  （仮称）小日向2丁目マンション新築計画（小日向二丁目175番地）に関連
し、南側隣接敷地境界の「大谷石積み」の安全確保対策で、令和3年1月
25日に隣接区民と事業者（横山産業、福子工務店）らによる話し合いが行
われた以降、5月1日から16日までの動向が分かる文書（※区と地元区
民、区と事業者のやり取りの記録含む）

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

03094 R3.5.17 R3.5.25 路面下空洞調査委託の金入設計書 写しの交付 公開 道路課
03095 R3.5.17 R3.5.17 「公設公営」である柳町育成、柳町第二育成を国家公務員研修跡地に仮

移転することを機に、「新設育成」とし「公設民営」とする根拠となる「行財
政改革」等の文章すべて

写しの交付 公開 児童青少年課



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

03096 R3.5.17 R3.5.17 処分庁の弁明書（2021文土道第165号）の第3の2の(1)のアとイにおいて
それぞれ「～設置している」と記載があるところの、それぞれにおいて「～
設置している」とするところの法令的・手続き的裏付け根拠が書いてある
文書一式（公表されている場合は正式名称と条項号の情報提供で構わな
い）

写しの交付 非公開 道路課 不存在（第12条
第2項）

03097 R3.5.17 R3.5.17 令和2年度第2号事件の弁明書（令和2年7月9日付2020文土道第563号） 写しの交付 一部公開 道路課 個人情報（第7条
第2号）

審査請求及び区民の声
の請求人氏名、行政情
報公開請求の請求人氏
名、郵便番号、住所、電
話番号

03098 R3.5.17 R3.5.28  情報公開請求（受付番号02-725）において公開された「対応メモ」（2021
年3月12日企画政策部企画課）の【概要】に記載のある(1)平成28年4月6
日付27文企企第49号、(2)3つ目の「・」における段落最後の「～内部検討
を進めていた」と記載があるところの「進めていた」ところの「内部検討」の
具体的内容が分かる文書、(3)4つ目の「・」における段落最後の「要望書
は再度修正して（中略）準備を進めていた」と記載があるところの「要望
書」と「再度修正して提出することで準備を進めていた」という「要望書」

写しの交付 一部公開 企画課 不存在（第12条
第2項）

「内部検討」の具体的内
容が分かる文書、「再度
修正して提出することで
準備を進めていた」とい
う「要望書」

03099 R3.5.17 R3.5.28 「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施行規
則」の制定以降、本請求時点までにおいて「寮」に係る規則の変更・修正・
改正等が分かる文書一式

写しの交付 公開 住環境課

03100 取下げ
03101 R3.5.19 R3.5.19 令和2年度　新型コロナウイルスワクチン接種にかかるコールセンター運

営業務委託がわかるすべて
写しの交付 一部公開 予防対策課 法人情報（第7条

第3号）
法人印影

03102 R3.5.19 R3.5.19  文京区の以下の８つの町内会・自治会について、各々の町内会・自治会
の管轄内に居住する全ての世帯数（会員になっている世帯と、なっていな
い世帯の両方を含む合計数）、もしくは世帯数がわかる文書。
本郷弓一町会、本郷二丁目元一会、菊和会、三組弥生会、天一町会、西
片町会、蓬莱町会、神明上町会
（注）上の８つの町内会・自治会の世帯数は、2020年に区民課から提供さ
れたが、最新の世帯数を知る必要があるため開示請求をする。

閲覧
写しの交付

非公開 区民課 不存在（第12条
第2項）

03103 R3.5.19 R3.5.19  文京区役所が、建築基準法（第9条1項、第12条7項等）に基づき、文京区
本郷5―15―6の森田ビルの建物が建築基準法の基準に違反しているか
どうか調べる検査や、違反している場合に違反を是正するために必要な
措置をとることを命ずる指導等を行ったことに関する情報と文書全て（対
象期間は文書保存期間内全て）
（注）法令の解釈上、開示対象の文書に職員のミーティングの資料やE
メール等も含むが、令和2年7月6日付の開示請求の際、文京区役所が、
職員のメモやミーティング資料やEメール等の文書を開示しなかったこと
は違法である。

閲覧
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陳情者氏名、連絡先、
経過の内、陳情者氏名
及び関係者を識別できる
情報②当該建築物に係
る陳情内容



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

03104 R3.5.19 R3.5.19 令和元年台風第19号等を踏まえた高齢者等の避難のあり方を踏まえた
「災害対策基本法」改正を受け、文京区において「避難行動要支援者名
簿」の作成と災害時の避難支援等を実効性のあるものとするためには
「個別計画」の策定状況に関する本請求時点までの文書一式（※作成・策
定をしないことを決めたのであればその決定の経緯に係る文書、作成・策
定を検討するのであれば検討開始の決定から現時点までの経緯に係る
文書）

写しの交付 公開 防災課

03105 R3.5.20 R3.5.20 2021-00358　文京区立関口台町小学校給食室改修工事の金入り設計書 写しの交付 公開 整備技術課
03106 R3.5.20 R3.5.20 竹早公園平面図 写しの交付 公開 みどり公園課
03107 R3.5.21 R3.5.21  「目白台運動公園」指定管理者に対して発出された改善勧告、改善指示

の文書一式。
令和３年度分について

写しの交付 公開 みどり公園課

03108 R3.5.21 R3.5.21 職員名簿令和２年度版（全職員） 写しの交付 公開 職員課
03109 R3.5.21 R3.5.25 住環境課　別紙参照　第19-16号、第19-21号、第19-12号についての以

下の内容
ワンルームマンション等の建築及び管理に間する条例・施行規則
①計画概要書②ワンルーム条例12条、施行規則13条、建物使用規則等
に関しての全ての文書・図書

写しの交付 一部公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

第19-21号の請求内容に
相当する文書

03110 R3.5.24 R3.5.24 文京区小石川3丁目88番2の児童相談所建築計画について建築指導課
で縦覧に供している関係図書一式

写しの交付 公開 建築指導課

03111 R3.5.24 R3.5.24 （１）「目白台運動公園」改善指示書・シャワー室・改善指示書（写真部分
含む）※２９文土公第６８９号・平成２９年９月８日付
（２）「目白台運動公園」第二期・提案書
（３）「目白台運動公園」第三期・提案書
（４）「肥後細川庭園」第１期・提案書
（５）「肥後細川庭園」第２期・提案書

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、配属先、
担当業務、通算勤務期
間、保有資格

03112 R3.5.24 R3.5.24 （１）指定管理者交代に伴う引継ぎ時の原状回復確認等の手順書、書式
等一式
（２）指定管理費の人件費の積算に於いて上限額設定を認める根拠とな
る資料一式。
土木部みどり公園課所管の指定管理者のみが契約管財課作成の指定
管理者制度ガイドライン等に従って作成をしている。
契約管財課は不真正怠る事実はない、と回答をしている。
その疎明資料の全てを開示されたし。

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）



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

03113 R3.5.24 R3.5.24 (1)2020文都住第295号行政情報一部公開決定通知書、(2)令和2年度（情
審）諮問第5号における「説明会の終了に関する文書一部公開決定処分
取消請求事件」の処分庁の弁明書（証拠・資料等含む）、(3)「区民の声」
への回答（2020文都住第103号、同第105号、同第106号、同第110号）、
以上全て紙の写しで

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、郵便番号、住所、
電話番号

03114 R3.5.25 R3.6.7  政府が「まん延防止等重点措置」適用下において「日中も含めた不要不
急の外出・移動の自粛」を国民に求めている中であっても、文京区におい
て公園再整備計画の「意見交換会」を「まん延防止等重点措置」適用下で
開催し区民参加を促すことができる合理的裏付け根拠が記された資料・
記録や発言録等の文書

写しの交付 公開 みどり公園課

03115 R3.5.26 R3.5.26 2021年4月に実施された京華学園　景観に関する協議 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、電話番号

03116 R3.5.26 R3.5.26 オリンピックの学校ごとの観戦一覧 写しの交付 公開 教育指導課
03117 R3.5.26 R3.5.27 特別養護老人ホーム（広域型）直近5件の施設整備運営への応募法人一

覧。
（法人名、住所、施設名、定員、公募年度）

写しの交付 公開 介護保険課

03118 R3.5.31 R3.6.4 2021文都住第63号の行政情報一部公開決定で公開された「別紙」の1の
(2)乃至(6)における、建築相談員の発言内容が分かる文書一式

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行政
運営情報（第7条
第6号）③不存在
（第12条第2項）

①近隣住民の氏名②
あっせん議事録議事内
容（建築相談員の発言
内容を含む）③2021文都
住第63号の行政情報一
部公開決定で公開され
た「別紙」の建築相談員
の発言内容がわかる文
書

03119 R3.5.31 R3.6.4 大塚小学校　アクティア運営委員会　令和2年、3年度議事録等すべて 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）

令和2年度運営委員名
簿における、PTA会長・
大塚小学校長をの除く委
員の氏名
令和3年度大塚小学校
放課後全児童向け事業
運営委員会役員及び委
員案における、PTA会長
及び副会長、大塚小学
校長を除く委員の氏名

03120 R3.6.1 R3.6.14  「肥後細川庭園」、「目白台運動公園」指定管理者が所管課に提出をした
令和２年度分「収支報告書」、「修理、修繕実績一覧表」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）

個人の顔写真

03121 R3.6.1 R3.6.14 「目白台運動公園」令和元年10月24日実施モニタリング指摘事項
指定管理者による改善内容の作業報告書等一式
・樹林地内の除草等
・多目的広場の芝刈、不陸箇所の整備

写しの交付 公開 みどり公園課



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

03122 R3.6.1 R3.6.4 近直の建築審査会口頭審査議事録 写しの交付 一部公開 住環境課 氏名、審査請求
人の会社名、
FAX番号

個人情報（第7条第2号）

03123 R3.6.1 R3.6.7 食品営業許可台帳の令和3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

03124 R3.6.1 R3.6.7 ・食品営業許可施設一覧
・期間：2017年１月～2021年4月末の間に新規あるいは更新した施設およ
び廃業した施設
・飲食店（および可能であれば食品製造業含む）
・項目：施設名称、所在地、営業許可氏名、住所（法人のみ）、営業酒類、
区分、初回許可日、最新の許可日、廃業日（廃業者のみ）

写しの交付 公開 生活衛生課

03125 R3.6.1 R3.6.7 2021年5月1日から5月31日の間に食品衛生法に基づき営業許可を新規
で取得した施設および許可を更新した施設の一覧
新規許可取得/許可更新/廃止した全業種
営業所名称（屋号）、営業所住所、営業所電話番号、営業者氏名、営業
者代表者名、営業者住所、営業者電話番号、業種、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

03126 R3.6.2 R3.6.10 ①令和3年４月末時点で取得が可能な、旅館業の許可を受けている全施
設の保健所管轄内全域の、店舗名（屋号）、施設の住所（所在地）、施設
の電話番号、開設者情報（個人店であればオーナーの名前と連絡先、法
人であれば法人名と連絡先、保健所の確認年月日（許可年月日）、許可
番号
②令和3年4月末時点で取得が可能な、食品業の許可を受けている全施
設の保健所管轄内全域の、固定店舗のみの、（自動販売機、催事、イベ
ント、露店、自動車、列車、船舶を除く）、店舗名（屋号）、施設の住所（所
在地）、施設の電話番号、業種（飲食店営業、喫茶店営業、乳類販売、肉
類販売、魚介類販売など、開設者情報（個人店であればオーナーの名前
と連絡先、法人であれば法人名と連絡先）、初回の許可年月日、最新の
許可年月日、新規か更新か、許可番号

写しの交付 公開 生活衛生課

03127 R3.6.2 R3.6.2 「区民の声」に対する「回答」（2020文都住第855号）において、「事業者か
ら説明を聞き内容の把握ができた」と記載があるところの、「事業者から
聞き」「把握ができた」とする「内容」の具体的な中身が分かる文書一式

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

03128 R3.6.2 R3.6.2 文京区及び文京保険所が保有する、文京区内のボウリング場にて新型コ
ロナウイルス感染症（COVID）のクラスター（集団感染）が発生した事実が
記載された文書

写しの交付 非公開 予防対策課 不存在（第12条
第2項）

03129 R3.6.2 R3.6.15 2021文企企第111号において一部公開された資料（27文企企第49号と同
第540号）の別紙調書において、（１）「2 取得時期・取得方法」が「一括（予
定）」から「定期借地契約による貸付」に変わった理由と根拠、経緯が分か
る文書一式、（２）「3 利用用途」が「区立幼稚園の認定こども園化の転換」
が「区立幼稚園の移転設置等」に変わった理由と根拠、経緯が分かる文
書一式

写しの交付 一部公開 企画課 不存在（第12条
第2項）

「3利用用途」が「区立幼
稚園の設定こども園化
の転換が「区立幼稚園
の移転設置等」に変わっ
た理由と根拠、経緯が分
かる文書一式



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

03130 R3.6.2 R3.6.15 2021文企企第111号において一部公開された資料（27文企企第49号と同
第540号）の別紙調書において、「4 要望理由」の（３）ニの「事業に対する
地域住民の意見等」における具体的な「意見等」の内容が分かる記録や
文書一式（１） 平成27年5月1日時点、（２）平成27年5月1日～平成28年4
月6日、（３）平成28年4月6日以降現時点

写しの交付 一部公開 企画課 ①個人情報（第7
条第2号）②不存
在（第12条第2
項）

①旧大蔵省関東財務局
跡地（小日向神社上）利
用についての要望、令和
2年度意見交換会（第1
回、第2回）の区民氏名・
住所・電話番号②「4要
望理由」の（3）二の「事
業に対する地域住民の
意見等」における具体的
な「意見等」の内容が分
かる記録や文書一式の
うち（1）平成２７年5月1日
時点と（2）平成27年５月1
日～平成28年４月6日に
該当するもの。

03131 R3.6.2 R3.6.15 「区民の声」の回答（2021文企企第126号）において、「当初から予定して
いる特別養護老人ホームを建設しても、なお広い敷地が確保できること」
と書いてあるところの「当初から予定している特別養護老人ホーム」の規
模が分かる文書一式（おおよその収容人数や階数、延べ床面積、敷地面
積等）

写しの交付 一部公開 企画課 不存在（第12条
第2項）

「当初から予定している
特別養護老人ホーム」の
規模が分かる文書一式
のうち、階数、敷地面積
等

03132 R3.6.2 R3.6.15 「区民の声」の回答（2021文企企第126号）において、「現在の小日向２－
１８７－３にあたる範囲を計画地として検討している旨を区から国に伝え」
と書いてあるところの、まさにそのことを区が国に伝えた文書一式

写しの交付 非公開 企画課 不存在（第12条
第2項）

03133 R3.6.2 R3.6.15 「区民の声」の回答（2021文企企第126号）において、「現在の小日向２－
１８７－３にあたる範囲を計画地として検討している旨を区から国に伝え」
と書いてあるところの、区が「現在の小日向２－１８７－３にあたる範囲を
計画地として検討」したことを裏付ける文書や図面等

写しの交付 非公開 企画課 不存在（第12条
第2項）

03134 R3.6.4 R3.6.10 1　令和3年5月1日～令和3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
2　令和3年5月1日～令和3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①施設名称、②施設所在地、③
施設電話番号、④開設者名、⑤代表者氏名（法人のみ）、⑥開設者住所
（法人のみ）、⑦開設者電話番号（法人のみ）、⑧確認年月日、⑨確認番
号、以上の情報の提供を申し出ます。

写しの交付 公開 生活衛生課

03135 R3.6.4 R3.6.4 文京区小石川2-5-5先の文京区道818号線においてガードポールが損傷
する事故が起き、警察官への報告義務違反があったことについて、事故
関係者や警視庁とやりとりした内容がわかる文書一式。
決裁文書等を含む。

写しの交付 一部公開 管理課 ①個人情報（第7
条第2号）②犯罪
予防（第7条第4
号）

①事故当事者氏名、住
所、電話番号、対応業者
担当者氏名、印、別件通
報における通報者氏名、
保険会社担当者氏名②
警察官の氏名



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

03136 R3.6.4 R3.6.10 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）のうち令和2年４月1日課から令和3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①屋号、②営業所所在地、③営業所電話番号、④申
請者名、⑤営業の種類）、⑥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

03137 R3.6.7 R3.6.14 文京区における自動販売機取扱事業所（喫茶店営業）の一覧
期間：令和３年５月31日現在
項目：①屋号、②所在地、③申請者氏名、④法人代表者氏名、⑤法人代
表電話番号⑥許可番号

写しの交付 公開 生活衛生課

03138 R3.6.7 R3.6.9 2021年１月１日から2021年3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 一部公開 区民課 個人情報（第7条
第2号）

所有者、管理者、占有者
氏名、住所、申請者氏
名、住所、電話番号

03139 R3.6.7 R3.8.6 「目白台運動公園」、「肥後細川庭園」令和2年度総勘定元帳、専用口座
写し等一式

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）

施設職員氏名、支払い
対象者氏名。人件費のう
ち職員給与・職員賞与・
特別手当、社会保障事
業主負担分（職員）、人
件費支払（日本体育施
設立替え）金額及び消費
税額、月合計、累計。
人件費のうち、アルバイ
ト賃金の金額、月合計、
累計。個人の印影

03140 R3.6.7 R3.6.18 確認記録・令和３年４月1日～現在迄の分 写しの交付 公開 みどり公園課
03141 R3.6.7 R3.6.18 「目白台運動公園」自動芝刈り機設置時の申請書、確認図面等一式

前指定管理者・西武パートナーズ申請分
現指定管理者・目白台運動公園パークアップ共同体申請分

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

03142 R3.6.7 R3.6.8 小石川五丁目ショートステイ敷地借受候補者審査委員会の内容について 写しの交付 一部公開 介護保険課 法人情報（第7条
第3号）

事業活動（収支）計算
書、（資金）収支計算書、
財務指標（計算結果）、
費用対比の表

03143 R3.6.7 R3.6.18 「目白台運動公園」令和３年１月～５月迄のシフト表等一式 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）

個人の氏名

03144 R3.6.8 R3.6.8 文京区役所職員録・令和３年６月１日版 写しの交付 公開 職員課



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

03145 R3.6.8 R3.6.22 １．平成31年度台風被害報告書・目白台運動公園、肥後細川庭園
２．所管課と指定管理者と被害等に関するメール等一式
３．当時の台風発生から被害報告迄の確認記録
４．樹林地沿い園路のフェンス見積もり、工事報告書等一式
５．フェンス修理を2年間放置した件についての所管課の報告書、顛末書
等一式

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）

①1及び2の公開内容の
うち、個人の氏名、個人
のメールアドレス、個人
の携帯番号②5の公開
内容のうち、法人の印影
③職員の個人メールアド
レス④3.平成31年度の台
風発生から被害報告迄
の確認記録。4.樹木地沿
い園路のフェンス見積も
り、工事報告書等一式

03146 取下げ
03147 R3.6.8 R3.6.22 １．目白台運動公園「わんわん広場」設置ベンチの所在についての報告

書
２．「わんわん広場」水飲み場・損傷の事故報告書
３．上記案件について現指定管理者が放置した事実についての確認書,
報告書
４．上記案件に対する改善命令
５．備品記録等の修繕、抹消記録等一式

写しの交付 一部公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

1.目白台運動公園「わん
わん広場」設置ベンチの
所在についての報告書2.
「わんわん広場」水飲み
場・損傷の事故報告書3.
上記案件について現指
定管理者が放置した事
実についての確認書、報
告書

03148 R3.6.8 R3.6.22 １．目白台運動公園の現指定管理者が所管課に提出をした「月次報告
書」一式
※指定管理開始から現在迄の分

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

03149 R3.6.8 R3.6.8 小石川五丁目ショートステイ敷地　借受者変更の審査委員会の内容が分
かるもの

写しの交付 一部公開 介護保険課 法人情報（第7条
第3号）

事業活動（収支）計算
書、（資金）収支計算書、
財務指標（計算結果）、
費用対比の表

03150 取下げ
03151 取下げ
03152 取下げ
03153 取下げ
03154 取下げ
03155 取下げ
03156 R3.6.9 R3.6.14 令和3年５月31日現在の食品衛生関係施設名簿

項目：①業種、②営業所所在地・ビル名、③屋号④営業者氏名⑤営業所
電話番号、⑥許可日、⑦許可満了日

写しの交付 公開 生活衛生課

03157 R3.6.9 R3.6.9 政府が「まん延防止等重点措置」適用下において「日中も含めた不要不
急の外出・移動の自粛」を国民に求めている中であって、文京区において
公園再整備計画の「意見交換会」を「まん延防止等重点措置」適用下で
は開催しないとの判断をせず、開催することに決めるにあたっての判断根
拠が記された資料・記録や発言録等の文書

写しの交付 公開 みどり公園課

03158 R3.6.9 R3.6.9  文京区における公園再整備計画の「意見交換会」が対象となる「業種別
ガイドライン」の内容が分かる文書一式

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）



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

03159 R3.6.9 R3.6.22 「目白台運動公園」令和元年度実績
評価検討会提出・評価対象資料一式

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個人の顔写真、氏名、
携帯電話番号②法人の
印影

03160 R3.6.9 R3.6.15 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の改
正（6月1日施行）に関し、どうして改正することになったのか（改正しなけ
ればならなかったのか）の具体的な背景や経緯、理由・目的が分かる文
書一式（稟議書や決裁書等含む）

写しの交付 公開 住環境課

03161 R3.6.10 R3.6.22 「目白台運動公園」、「肥後細川庭園」両指定管理者、代表企業「公園財
団」と
所管課のメール等一式
期間（令和３年４月１日～現在迄の分）

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行政
運営情報（第7条
第6号）

①個人の氏名、メールア
ドレス、携帯番号②職員
の個人メールアドレス

03162 R3.6.10 R3.6.10 白山・小石川付近のマンション計画内容がわかること 写しの交付 公開 住環境課
03163 R3.6.10 R3.6.10 令和3年6月にメールで文京区立小中学校、幼稚園にあてて送った熱中症

や体育時のマスク着用に関するメールや通知文。
写しの交付 一部公開 教育指導課 行政運営情報

（第7条第6号）
職員の個人メールアドレ
ス

03164 R3.6.11 R3.6.24 「目白台運動公園」供用備品現在高調書・テラモト製折り畳み式長椅子
（ベンチ）
2018年～2021年迄の間に組み替え、廃棄処分に関する文書一式
※第3期募集要項では4台とされていたが，現在，1台となっている。
廃棄の際の産業廃棄物のマニフェスト関連書類一式
※所管課・担当係長○○○○は6月9日の架電の際，備品の在庫確認は
行っていないと
　回答をしている。（録音済み）

写しの交付 一部公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

廃棄の際の産業廃棄物
のマニフェスト関連書類
一式

03165 R3.6.11 R3.6.24 「目白台運動公園」わんわん広場・テラモト製折り畳み式長椅子（ベンチ）
１．指定管理者が廃棄をした際の産業廃棄物マニフェスト一式
２．所管課への破損、廃棄の報告書等一式
※同ベンチは現在，わんわん広場（小）に設置しているモノと同型。
４月１８日時点で区の備品シールの添付がなかった事は確認済みであ
る。

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

03166 R3.6.11 R3.6.15 文京区及び文京保健所が保有している新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶ
ＩＤ－１９）の感染者への積極的疫学調査の結果としてボウリング場へ行っ
たことが感染原因ではないかとの内容が記載されている報告書・ヒアリン
グシートなどの文書。

写しの交付 非公開 予防対策課 不存在（第12条
第2項）

03167 R3.6.11 R3.6.18 文京区内の①診療所（企業内診療所含む）②歯科診療所③薬局④薬局
製造販売医薬品の製造販売業（製造業は含まない）⑤店舗販売業⑥麻
薬小売業者⑦高度管理医療器械等販売業貸与業以上全ての1）施設名
称2）所在地3）開設者4）電話番号更に上記③～⑦許認可については5）
許可番号6）有効期間開始日7）有効期間終了日※2021.6.11現在データ

写しの交付 公開 生活衛生課

03168 R3.6.14 R3.6.14 学校図書館図書標準に対する区立小・中学校の全校学校毎の到達がわ
かる資料　　令和2年度末の分

写しの交付 公開 学務課



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

03169 R3.6.15 R3.6.29 令和3年5月31日、6月1日付の「区民の声」に対する回答（2021文都都第
64号）で、「その根拠をお示しした上での答弁となっており、邪推や憶測に
よるものではございません」と記載があるところの、「その根拠」なるもの
が具体的に明記された文書一式（※文書内における「その根拠」なる部分
の文章・文言を特定のこと）

写しの交付 公開 都市計画課

03170 R3.6.17 R3.6.24 有坂和彦都市計画部住環境課長名で令和3年6月15日に送られてきた、
令和3年6月11日付「区民の声」に対する令和3年6月15日付「回答」（2021
文都住第221号）において、「令和3年5月20日付けでいただいた区民の声
に対する回答者が不適切だとは考えておりません」と書いてあるところ
の、「回答者が不適切だ」と考えていない（あるいは考えない）とする正当
な理由や合理的裏付け根拠等が記された文書一式

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

03171 R3.6.17 R3.6.17 昭和39年2月26日～28日　第1回臨時区議会
昭和39年11月25日～12月7日　第4回定例会　議案第66号

閲覧　
 公開 区議会事務局

03172 R3.6.18 R3.6.29 「目白台運動公園」指定管理者・目白台運動公園パークアップ共同体が
応募時に提出した
企画提案書の（資料5.1)
※20頁の２)植物管理業務・芝生管理の記載部分から

写しの交付 公開 みどり公園課

03173 R3.6.18 R3.6.29 「目白台運動公園」指定管理者・目白台運動公園パークアップ共同体が
所管課に提出をした。
１．令和元年９月の台風１５号の被害報告書、メール、撤去費用等の見積
書、請求書等一式
２．令和元年１０月１３日付「台風１９号」の被害報告書、メール、撤去費用
の見積書、請求書等の一式
３．１、２の受付簿
※メールについてはヘッダー情報等の受信記録を含めて

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犯罪
予防（第7条第4
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報告書、メール及び
ヘッダー情報のうち、個
人の氏名・メールアドレ
ス・携帯番号②ヘッダー
情報のうち、IPアドレス③
メール及びヘッダー情報
のうち、職員の個人メー
ルアドレス④令和元年９
月の台風15号の被害に
伴う撤去費用等の見積
書、請求書。令和元年10
月の台風19号の被害に
伴う撤去費用等の見積
書、請求書。受付簿

03174 R3.6.21 R3.7.1 「竹早テニスコート」人工芝定期点検診断書、修繕時の報告書等一式
直近で存在するモノの開示を求める。

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施設報告書の担当者
氏名②調査レポートの法
人印影

03175 R3.6.21 R3.6.21 建築標識設置届　資料一式
文京区小日向二丁目11-36、-38

写しの交付 公開 住環境課



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

03176 R3.6.22 R3.6.30 文京区小日向2-10-3の位置指定道路内に建てられている違法な塀につ
いての行政の是正措置の経過（2007年から現在まで）

閲覧
写しの交付

一部公開 建築指導課 個人情報（第7条
第2号）

①建築主氏名、陳情者
氏名・連絡先、経過のう
ち、陳情者氏名及び関
係者を識別できる情報②
経過のうち、当該建築物
に係る陳情内容及び区
の判断・対応

03177 R3.6.22 R3.6.24 令和３年６月２２日現在の墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する
条例に基づき、経営許可を受けている墓地の一覧
・寺院名
・住所
・代表者氏名
・電話番号

写しの交付 一部公開 生活衛生課 不存在（第12条
第2項）

電話番号

03178 R3.6.23 R3.6.23 令和3年４月からこれまでに区長に寄せられたオリンピック・パラリンピック
連携観戦についての意見のすべて

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

03179 R3.6.23 R3.6.25 オリンピック・パラリンピック学校連携観戦について教育委員会に寄せら
れた意見・要望の全て（２０２１年5～6月分）

写しの交付 一部公開 教育指導課 個人情報（第7条
第2号）

区民の個人名・住所・電
話番号・メールアドレス

03180 R3.6.23 R3.7.7 文京宮下公園再整備計画に関する「第3回意見交換会」について延期の
措置を取った具体的理由と根拠が記載された文書（国や東京都の政策動
向や指針等を判断根拠とした場合は具体的な該当項目が分かるようにし
ていただくか、政策・指針・通知等の正式名称と該当項目の条項号やナン
バリング等の情報提供でも構わない）

写しの交付 公開 みどり公園課

03181 R3.6.23 R3.7.1 文京区における、過去３年間の喫茶店営業（自動販売機）の下記事項（廃
業は除く）（営業者名、屋号、営業場所（設置先）住所、許可日、許可満了
日）

写しの交付 公開 生活衛生課

03182 R3.6.25 R3.6.29 「目白台運動公園」指定管理者西武パートナーズが所管課に提出をした
平成27年度、28年度、30年度の「修理修繕報告書」

写しの交付 一部公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

平成２７年度修繕の一覧
表

03183 R3.6.28 R3.7.5 文京区消費生活センター（○○○○）が、請求者からの要望（興和（株）の
使いすてカイロの不正の件）を、勝手に、「区民の声」として出したと言って
いる。このセンターが出した「区民の声」の内容がわかる文書すべて。
また、○○○○は、「（「開示請求者に対し）区長決定による回答をしてお
ります」と言っているが、この区長の決定がある場合、それがわかる文書
すべて。

閲覧
写しの交付

一部公開 経済課 個人情報（第7条
第2号）

個人の氏名、個人のメー
ルアドレス

03184 R3.6.28 R3.6.28 行政情報非公開決定通知書（2021文都住第267号）の「2 非公開とする理
由及び根拠」の「理由」において、「本件については部長名で回答すること
が適切であると判断した」と記載があるところの、「適切であると判断した」
正当な理由あるいは合理的な裏付け根拠が分かる文書一式

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）



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

03185 R3.6.28 R3.7.12 令和3年6月4日付区民の声」に対する「回答」（2021文企企第190号）にお
いて、「近隣老朽施設の改築のための暫定的な利用や移転用地としての
活用も想定していたところです」と記載があるところの、(1)どのような「近
隣老朽施設」について「改築のための暫定的な利用や移転用地としての
活用を想定していたか、(2)その「想定」は結局のところどういう経緯を辿っ
たか、が分かる記録や文書一式

写しの交付 一部公開 企画課 不存在（第12条
第2項）

（2）その「想定」は結局の
ところどういう経緯を辿っ
たか、が分かる記録や文
書一式

03186 R3.6.28 R3.7.7 「目白台運動公園」管理棟機械警備の開始、終了時刻記録等一式
令和３年１月～現在迄の分

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

03187 R3.6.28 R3.7.7 「目白台運動公園」指定管理者「目白台運動公園パークアップ共同体」作
成写真付き備品管理台帳等一式

写しの交付 公開 みどり公園課

03188 R3.6.28 R3.7.2 タブレット端末を区議全員に配付することを審議検討した会議の記録一
式。決裁文書等を含む。

写しの交付 公開 区議会事務局

03189 R3.6.28 R3.7.12 ベネッセから平成30年度の学童保育の委託料の請求を受けた文書
ベネッセに平成30年度の学童保育の委託料を支払うことを決裁した文書

写しの交付 一部公開 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放課後児童支援員
キャリアアップ処遇改善
分請求書における対象
者名②請求書における
当該法人の印影

03190 R3.6.28 R3.7.5 2000年以降の学校事故に関する事故報告書
（教育委員会の会議への報告対象のもの。決裁文書等を含む。）

写しの交付 一部公開 教育総務課 個人情報（第7条
第2号）

被害者氏名及び住所

03191 R3.6.28 R3.7.12 旧元町小学校について
1）園庭（校庭）におけるジャングルジム、砂場、藤棚、攀登（はんとう）棒を
除却したが、どの組織といつどのような事前周知や協議をしたかがわか
るもの。
2）西側北側敷地内（体育館を含む）のどの部分を除却するのかその理由
詳細がわかるもの。
3）原状回復について　　建物自体を解体させる決定をいつしたのかその
根拠がわかるもの。
議事録、録音CD等、資料、公開すること。各協議参加者、町会役員、発
言者、事業者側の氏名は公開すること。

写しの交付 一部公開 企画課 不存在（第12条
第2項）

1）園庭（校庭）における
ジャングルジム、砂場、
藤棚、攀登（はんとう）棒
を除却したが、どの組織
といつどのような事前周
知や協議をしたかがわ
かるもの。

03191 R3.6.28 R3.7.12 旧元町小学校について
2）西側北側敷地内（体育館を含む）のどの部分を除却するのかその理由
詳細がわかるもの。
3）原状回復について　　建物自体を解体させる決定をいつしたのかその
根拠がわかるもの。
4）解体工事掲示について　　入札の経緯や施工会社との契約内容が分
かる資料一式。
6）旧元町小学校の設計および建築の経緯がわかるもの。
7）蓋をしたプール内部の構造内容物および資材搬入工事内容詳細がわ
かるもの。
議事録、録音CD等、資料、公開すること。各協議参加者、町会役員、発
言者、事業者側の氏名は公開すること。

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不存在（第
12条第2項）

①4）事業者の代表者
印、担当者個人名②2）
事業者の代表者印4）設
計者印影③3）区契約管
財課と借主順天同堂と
の賃貸契約書にある条
項文言で、区が原状回
復義務を遂行させない具
体的理由がわかるもの



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

03191 R3.6.28 R3.7.9 旧元町小学校について
4）解体工事掲示について入札の経緯がわかる資料一式
5）ボーリング（地質）調査、石綿使用状況（調査日2021年４月26日）わか
るもの。
議事録、録音CD等、資料、公開すること。各協議参加者、町会役員、発
言者、事業者側の氏名は公開すること。

写しの交付 一部公開 整備技術課 ①個人情報（第7
条第2号）②不存
在（第12条第2
項）

①4）業者指定依頼書の
うち、担当者氏名5）旧元
町小学校保全施設整備
等基本及び実施設計委
託アスベスト含有分析調
査報告書の該当箇所の
うち、担当者氏名
②5）ボーリング（地質）調
査について。

03192 R3.6.28 R3.7.2 1.工事件名：文京区立久堅保育園・児童館空調設備改修工事　　開札日：
2021年4月30日
2.工事件名：文京区立本駒込南保育園・児童館　外1施設空調設備改修
工事　　開札日：2021年4月30日
3.工事件名：文京区向丘高齢者在宅サービスセンター空調設備工事
開札日：2020年5月28日
以上3件の金入り設計書全部

写しの交付 一部公開 整備技術課 個人情報（第7条
第2号）

設計者印影

03193 R3.6.28 R3.6.28 工事件名：公園灯等改修工事（その1）　開札日：2021年6月15日
以上の金入り設計書全部

写しの交付 公開 みどり公園課

03193 R3.6.28 R3.7.2 ・工場件名：文京区立久堅児童館照明LED化工事　開札日：2021年5月31
日
・.工事件名：文京区立大塚小学校増築その他電気設備工事　開札日：
2020年12月21日
以上の金入り設計書全部

写しの交付 一部公開 整備技術課 個人情報（第7条
第2号）

設計者印影

03194 R3.6.28 R3.6.29 旧元町小学校について
5）ボーリング（地質）調査、現時点での埋蔵文化財調査の結果（プール部
分は除く）石綿使用状況（調査日２０２１年4月26日）がわかるもの。
議事録、録音CD等、資料、公開すること。各協議参加者、町会役員、発
言者、事業者側の氏名は公開すること。

写しの交付 一部公開 教育総務課 個人情報（第7条
第2号）

月報記入者氏名

03194 R3.6.28 R3.7.9 6）旧元町小学校の設計および建築の経緯がわかるもの。
7）蓋をしたプール内部の構造内容物および資材搬入工事内容詳細がわ
かるもの。
議事録、録音CD等、資料、公開すること。各協議参加者、町会役員、発
言者、事業者側の氏名は公開すること。

写しの交付 非公開 学務課 不存在（第12条
第2項）

03195 R3.6.29 R3.6.29 令和3年6月15日付の「区民の声」に対する回答（2021文都住第253号）に
おいて、有坂和彦都市計画部住環境課長が「～様のご意見として承りま
す」と記載したところの、どの部分が「～様のご意見」であると有坂和彦課
長が判断したのか具体的な文章・文言を特定した上でその文章・文言が
記録されている文書一式

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、
年歳、メールアドレス

03196 R3.6.30 R3.7.14 財務省関東財務局「小日向住宅跡地」の国有地を国が平成29年3月に分
筆したことを区がいつ把握したかが分かる文書及び区において分筆を把
握後、区が地元区民らに分筆された旨を公式・非公式を含めいつどのよ
うに伝えたかが分かる文書

写しの交付 非公開 企画課 不存在（第12条
第2項）



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

03197 R3.7.1 R3.7.8 食品営業許可台帳の令和3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

03198 R3.7.1 R3.7.1 令和3年6月1日現在の職員名簿 写しの交付 公開 職員課
03199 取下げ
03200 R3.7.2 R3.7.8 2021年6月1日から6月30日の間に食品衛生法に基づき営業許可を新規

で取得した施設および許可を更新した施設の一覧
新規許可取得/許可更新した全業種
営業所名称（屋号）、営業所住所、営業所電話番号、営業者氏名、営業
者代表者名、営業者住所、営業者電話番号、業種、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

03201 R3.7.1 R3.7.14 2021年6月30日時点の、文京区における食品営業許可済み・届出済みの
全施設の一覧

写しの交付 公開 生活衛生課

03202 R3.7.2 R3.7.16 令和3年3月3日の建設委員会で○○課長（当時）が令和3年2月5日第34
号の「請願」について「もっぱら紛争予防に特化したものというふうに解釈
するのが妥当かと、私、理事者としては考えております」（速報版30頁7～
8行目）と答弁したところの、同「請願」を「もっぱら紛争予防に特化したも
のというふうに解釈するのが妥当」であると「考え」る合理的な裏付け根拠
が分かる記録や発言録等の文書一式

写しの交付 非公開 都市計画課 不存在（第12条
第2項）

03203 R3.7.2 R3.7.16 令和3年3月3日の建設委員会で○○課長（当時）が令和3年2月5日第34
号の「請願」について「このような事例の抑止にはまちづくり基本条例が効
果的というようなことから、請願をされているというふうに読み取りました。
そういった文書になっていると思います」（速報版30頁1～3行目）と答弁し
たところの、同「請願」において「このような事例の抑止にはまちづくり基本
条例が効果的というふうに読み取れ」、「そういった文書になっている」と
断言できる合理的な裏付け根拠が分かる記録や発言録等の文書一式

写しの交付 非公開 都市計画課 不存在（第12条
第2項）

03204 R3.7.5 R3.7.9 令和3年6月17日付「区民の声」に対する「回答」（令和3年7月2日付2021
文企広第486号）で、「所管課の係長、課長、部長、副区長審議を経た区
長決定の過程の中で「回答者」及び「回答内容」の確認が行われておりま
す」と記載があるところの、(1)「不適切」でないことを確認をした裏付け証
拠、(2)確認の結果「不適切」でないと判断した合理的裏付け根拠をが分
かる記録や発言録等の文書一式

写しの交付 非公開 広報課 不存在（第12条
第2項）

03205 R3.7.5 R3.7.9 令和3年6月16日付「区民の声」に対する「回答」（令和3年7月2日付2021
文企広第471号）で、「所管課の係長、課長、部長、副区長審議を経た区
長決定の過程の中で内容の確認が行われております。改めて広報課に
おいてチェックをすることは考えておりません」と記載があるところの、(1)
「根拠なき主張」を送り付けていないことを確認をした裏付け証拠、(2)「回
答」において「根拠なき主張」がないと判断した合理的裏付け根拠をが分
かる記録や発言録等の文書一式

写しの交付 非公開 広報課 不存在（第12条
第2項）

03206 R3.7.5 R3.7.9 令和3年6月16日付「区民の声」に対する「回答」（令和3年7月2日付2021
文企広第471号）で、「改めて広報課においてチェックをすることは考えて
おりません」と記載があるところの、「チェックすることを考えていない」とす
る判断をした正当な理由あるいは合理的な裏付け根拠が分かる記録や
発言録等の文書一式

写しの交付 公開 広報課



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

03207 R3.7.5 R3.7.9 令和3年6月17日付「区民の声」に対する「回答」（令和3年7月2日付2021
文企広第486号）で、「改めて広報課において検証することは考えておりま
せん」と記載があるところの、「改めて広報課において検証することは考え
ておりません」とする判断をした正当な理由あるいは合理的な裏付け根拠
が分かる記録や発言録等の文書一式

写しの交付 公開 広報課

03208 R3.7.5 R3.7.19 文京区における「陳情受付台帳」の受付の仕組みや台長作成・保存等に
係る条例・要綱・基準・規則・要領・申し送り事項等の記録・発言録等の文
書一式（ネット上の例規集で公表されている場合は正式名称の情報提供
で構わない）

写しの交付 非公開 建築指導課 不存在（第12条
第2項）

03209 R3.7.5 R3.7.15 処分庁の弁明書（2021文都住第174号）の第3の2の(2)イにおいて、「当該
答弁に係る区民からの御意見は、令和2年10月5日に行われた（仮称）本
郷1丁目計画に関する関係者会議の際に、住民側から口頭で頂いたもの
である」と記載があるところの、「（仮称）本郷1丁目計画に関する関係者
会議」において「そういった制度があってよかったという趣旨の御意見」を
「住民側から口頭で頂」くに値すると客観的に判断できる合理的裏付け根
拠等が記された記録や発言録等の文書一式（区職員間、区と区民らとの
電磁的記録含む）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

03210 R3.7.5 R3.7.14 処分庁の弁明書（2021文都住第176号）の第3の2の(1)イにおいて、「本件
提案が行われることが増えている」と記載があるところの、(1)何を以て「増
えている」と客観的に判断したのか（できたのか）の合理的裏付け根拠等
が記された記録や発言録等の文書一式（区職員間、区と区民らとの電磁
的記録含む）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

03211 R3.7.5 R3.7.8 1　令和3年6月1日～令和3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一覧
2　令和3年6月1日～令和3年6月30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①施設名称、②施設所在地、③
施設電話番号、④開設者名、⑤代表者氏名（法人のみ）、⑥開設者住所
（法人のみ）、⑦開設者電話番号（法人のみ）、⑧確認年月日、⑨確認番
号

写しの交付 公開 生活衛生課

03212 R3.7.7 R3.7.14 ①2021年4月1日～2021年6月３０日に、旅館業の届出が出されている（許
可と廃止と変更を含む）全施設の保健所管轄内全域の、店舗名（屋号）、
施設の住所（所在地）、施設の電話番号、開設者情報（個人店であれば
オーナーの名前と連絡先、法人であれば法人名と連絡先、保健所の確認
年月日（許可年月日）、確認番号（許可番号）
②2021年4月1日～2021年6月30日に、食品衛生業の届出が出されている
（許可と廃止と変更を含む）全施設の保健所管轄内全域の、固定店舗の
みの、（自動販売機、催事、イベント、露店、自動車、列車、船舶を除く）、
店舗名（屋号）、施設の住所（所在地）、施設の電話番号、業種（飲食店営
業、喫茶店営業、乳類販売、肉類販売、魚介類販売など、開設者情報
（個人店であればオーナーの名前と連絡先、法人であれば法人名と連絡
先）、初回の許可年月日、最新の許可年月日、新規か更新か、確認番号
（許可番号）

写しの交付 公開 生活衛生課



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

03213 R3.7.7 R3.7.12 令和3年5月1日から令和3年6月30日までの(固定店舗を持たない移動、
臨時、自動販売機は除く)
新規食品衛生関係営業施設一覧
・屋号・店舗所在地・店舗電話番号・申請者氏名(法人の場合は法人名及
び代表者氏名)・業種・許可年月日

写しの交付 公開 生活衛生課

03214 R3.7.8 R3.7.8 コミュニティバス（B-ぐる）の使用車両（常用、予備車）の全車両一覧表、
（現有車及び過去車の書類の存在するもの）、全車両車検証の写し（現有
車及び過去車の書類の存在するもの）、新製時のボディメーカー発行製
作仕様書全ページの写し（図面類含む）、（現有車及び過去車の書類の
存在するもの）

写しの交付 非公開 区民課 不存在（第12条
第2項）

03215 R3.7.8 R3.7.14 政府が令和3年6月17日に「緊急事態宣言」解除の方針を固めて以降、7
月8日に再発令の方針を専門家に諮るまでの期間において、区が同期間
内において「文京宮下公園」再整備計画の「第3回意見交換会」開催に向
けた検討をどのようにしていたかが分かる記録や発言録等の文書一式
（区職員間のメールや区と事業者間のメールのやり取りなど電磁的記録
を含む）

写しの交付 公開 みどり公園課

03216 R3.7.9 R3.7.19 （仮称）文京区湯島3丁目プロジェクト
・工事完了届・管理規制・使用規則・使用細則

写しの交付 一部公開 住環境課 法人情報（第7条
第3号）

印影（法人）

03217 R3.7.12 R3.7.12 1.工事件名：文京区立久堅保育園・児童館空調設備改修工事　　開札日：
2021年4月30日
2.工事件名：文京区立本駒込南保育園・児童館　外1施設空調設備改修
工事　　開札日：2021年4月30日
3.工事件名：文京区向丘高齢者在宅サービスセンター空調設備工事
開札日：2020年12月21日
以上3件の特記事項、入札発注票

写しの交付 一部公開 契約管財課 不存在（第12条
第2項）

以上3件の特記事項

03218 R3.7.12 R3.7.12 １.工事件名：文京区立久堅児童館照明LED化工事
開札日：2021年5月31日
2.工事件名：公園灯等改修工事（その1）
開札日：2021年6月15日
3工事件名：文京区立大塚小学校増築その他電気設備工事
開札日：2020年12月21日
以上3件の特記事項、入札発注票

写しの交付 一部公開 契約管財課 不存在（第12条
第2項）

特記事項

03219 R3.7.13 R3.7.13 私道下水助成図面（向丘1-17付近） 写しの交付 一部公開 道路課 個人情報（第7条
第2号）

申請者氏名、住所、電話
番号、個人名

03220 欠番
03221 R3.7.14 R3.7.26 行政情報一部公開決定（2021文都建第198号）において開示された「平成

18年度陳情受付台帳No.16」において、陳情側区民が区に対し、位置指
定道路内に設置された「ブロック塀」について「措置命令」からさらに踏み
込んで「除却命令」を出してほしい旨求めていることについて、区が「除却
命令」を出さない（あるいは出せない）理由と根拠に係る記録や発言録等
の文書一式（区職員同士あるいは区と外部とのメールのやり取り等電磁
的記録含む。なお、公開されている法令等の場合は法令の正式名称と条
項号の情報提供で構わない）

写しの交付 非公開 建築指導課 存否応答拒否
（第11条第1項・
第12条第2項）



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

03222 R3.7.14 R3.7.20 投票所で投票者の名前を読み上げることや
名前を読み上げる際の配慮などを記載した
マニュアル等の文書

写しの交付 公開 選挙管理委員会
事務局

03223 R3.7.15 R3.7.15 文京区消費生活センター（○○○○）が、請求者からの要望（興和（株）の
使いすてカイロの件）を、無断で「区民の声」として報告したと言っている。
１）この報告された「区民の声」を、区長が自身で読んで確認したか否か
の情報や関連文書全て。
２）○○○○は区長の決定があったように言っているが、（区の職員の代
理ではなく）区長が自身で何かを決定したか否かの情報や関連文書全
て。また区長が自ら決定した場合は、その内容について情報や関連文書
全て。

うつしの交付
絵閲覧

一部公開 経済課 個人情報（第7条
第2号）

個人の氏名、メールアド
レス

03224 R3.7.15 R3.7.27 下記の情報や関連文書全て（期間は平成30年度から令和2年度まで）
１）各年度の「区民の声」に寄せられた報告の総数
２）上の１）のうち、区長に供覧されなかった報告の数（区民の声取扱要綱
などにより、区役所職員が「区民の声」として取り扱わないと決め、区長に
供覧しない場合があるが、その数）
３）上の１）のうち、区長が自ら読んだ報告の数（単に区長に供覧しただけ
でなく、実際に区長が自ら読んだことがわかる文書の提出も求める）
４）上の３）のうち、担当の職員が審議して決めた回答について、区長が自
ら違う決定を下した数

写しの交付
閲覧

一部公開 広報課 不存在（第12条
第2項）

「区民の声」に寄せられ
た報告のうち、（ア）区長
が自ら読んだ報告の数
（単に区長に供覧しただ
けでなく、実際に区長が
自ら読んだことがわかる
文書）及び（イ）担当の職
員が審議して決めた回
答について、区長が自ら
違う決定を下した数

03225 R3.7.15 R3.7.15 【情報公開請求】到達番号【1310520210715000001】の追加
文京区消費生活センター（○○○○）が、請求者からの要望（興和（株）の
使いすてカイロの不正の件）を、勝手に、「区民の声」として報告したと
言っている。この結果、○○は、「区長の回答の決定があった」と言ってい
るが、区役所の担当職員があらかじめ審議して決めた回答の案に、区長
が単に追従したのか、あるいは、区長自らが、案とは違う決定を下したの
か否かや、区長と担当者のやり取りの経緯などがわかる情報や関連文書
全て（回答のための決裁文書を含む）

写しの交付
閲覧

一部公開 経済課 個人情報（第7条
第2号）

個人の氏名、メールアド
レス

03226 R3.7.16 R3.7.30 東京都が「まん延防止等重点措置」適用に際し、都民に対して「日中も含
めた不要不急の外出・移動の自粛」を要請する中、みどり公園課におい
て「まん防」適用下であっても「公園再整備計画意見交換会を実施する」
（令和3年6月18日第25回新型コロナ感染症対策本部）ことを(1)発案（起
案）したのは誰か、(2)都民に対する「日中も含めた不要不急の外出・移動
の自粛」の要請があってなお区民の安全・安心を確保して実施できると判
断した正当な理由と合理的裏付け根拠が分かる記録・発言録等の文書
一式（メールのやり取りなど電磁的記録含む）

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）



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

03227 R3.7.16 R3.7.30 第25回新型コロナウイルス感染症対策本部（令和3年6月18日）の土木部
報告事項において「まん防」適用下でも「公園再整備計画意見交換会を
実施する」としておきながら、令和3年6月21日から7月11日までの「まん
延」適用下で「文京宮下公園」の「第3回意見交換会」を開催しなかった理
由や合理裏付け根拠が分かる記録や発言録等の文書一式（メールのや
り取りなど電磁的記録含む）

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

03228 R3.7.16 R3.7.30 区の「新型コロナウイルス感染症対策本部」等における「報告事項」等に
於いて、公園再整備計画の「意見交換会」の実施判断や実施可否に関す
ることが記載された記録や発言録等の文書一式（区職員間、区と事業者
等とのメールのやり取りなど電磁的記録含む）。令和3年4月1日以降（但
し6月18日の対策本部「報告事項」を除く）

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

03229 R3.7.16 R3.7.30 令和3年4月1日以降、本請求到着時点までにおける、「文京宮下公園」の
「第3回意見交換会」実施及び延期に関する、みどり公園課と虹設計事務
所のやり取りに係る文書一式（電磁的記録含む）

写しの交付 公開 みどり公園課

03230 R3.7.16 R3.7.30 政府が令和3年2月9日の閣議で「まん延防止等重点措置」の発令要件を
定めて以降、同年4月26日までの期間で、土木部みどり公園課において、
東京都で「まん防」が適用された（あるいは適用を受けた）場合の「公園再
整備意見交換会」開催可否やその判断等についてどのような検討をし、
どのように庁内で報告したかが分かる記録や発言録等の文書一式（区職
員間のメールのやり取りなど電磁的記録含む）

写しの交付 公開 みどり公園課

03231 R3.7.19 R3.7.26 行政情報一部公開決定（2021文都建第198号）において開示された「平成
18年度陳情受付台帳No.16」において、陳情側区民が位置指定道路内に
設置された「ブロック塀」の除去等を求め、区が「措置命令」を出している
ことに対し、「ブロック塀」を設置した区民側がどのような反論、弁明、釈明
等の主張をしているかが分かる記録や発言録、意見書等の文書一式（区
が区民から収受した文書含む。但し「平成18年度陳情受付台帳No.16」を
除く）

写しの交付 非公開 建築指導課 存否応答拒否
（第11条第1項・
第12条第2項）

03232 R3.7.19 R3.7.21 小日向台町第二育成が、公設公営と決まった経緯がわかるものすべて 写しの交付 非公開 児童青少年課 不存在（第12条
第2項）

03233 R3.7.20 R3.8.2 「目白台運動公園」維持管理費・植栽管理費
・2020年2月7日・第1～3四半期芝生管理費（日本体育施設立替分）943-1
・2020年3月31日・第4四半期芝生管理費（日本体育施設立替分）945-１
上記2件の請求書、明細書、立替費用明細等一式
別途所管課、総務課宛に総勘定元帳の写しを送信します。

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不存在（第
12条第2項）

H31年度　目白台運動公
園指定管理業務（4月～
3月）のうち①個人の印
影②法人印影、口座番
号③「目白台運動公園」
維持管理費・植栽管理
費の明細書、立替費用
明細

03234 R3.7.20 R3.8.2 １．「目白台運動公園」維持管理・植栽管理の第三者委託申請書
埼玉県東松山市「緑化園」、その他，全ての業者
２．副所長の変更届（令和３年申請分）

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）③不存在（第
12条第2項）

①2.の個人の氏名②１.
及び2.の法人印影③1.の
うち、「緑化園」の第三者
委託申請書



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

03235 R3.7.20 R3.8.2 １．「目白台運動公園」令和３年７月９日開催
評価検討会提出資料一式
２．「肥後細川庭園」令和３年７月９日開催
評価検討会提出資料一式

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個人の顔写真、氏名、
携帯電話番号②法人の
印影

03236 R3.7.20 R3.8.2 １．「目白台運動公園」令和３年３月３１日
遊具廻り人工芝改修作業一式の見積書、請求書、検収書
２．「目白台運動公園」令和３年度分月次報告書（４月～７月分）
３．所管課と指定管理者、代表企業とのメール一式（令和３年度分）

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）③行政運営
情報（第7条第6
号）④不存在（第
12条第2項）

①１のうち個人印影、3の
うち個人の氏名、個人の
メールアドレス、個人の
携帯番号②1のうち法人
の印影、口座番号③3の
うち職員の個人メールア
ドレス④1のうち見積書・
検収書、2のうち文京区
立目白台運動公園月次
報告2021年度7月

03237 R3.7.20 R3.7.20 今年3月に実施した後楽二丁目地区まちづくり整備指針（素案）に関する
アンケート回答（問3～問13について

写しの交付 一部公開 地域整備課 個人情報（第7条
第2号）

氏名、住所、建物名

03238 R3.7.20 R3.7.20 千葉県八街市の児童死傷事故を受け、首相が令和3年6月30日に「通学
路の総点検を改めて行い、緊急対策を拡充・強化して速やかに実行す
る」と表明し、警察庁が7月9日に文科省、国交省とともに通学路の合同点
検を実施することを全国の警察に通達したことに関連し、区道の道路管
理者である文京区において具体的に何を行い、何を行う予定であるかが
分かる文書一式

写しの交付 公開 道路課

03239 R3.7.20 R3.7.20 後楽二丁目地区まちづくり整備指針（素案）に対する土地・建物の権利者
へのアンケート調査（令和3年３月）の結果（問3～13）

写しの交付 一部公開 地域整備課 個人情報（第7条
第2号）

氏名、住所、建物名

03240 R3.7.21 R3.8.2 （仮称）中央大学茗荷谷キャンパスにおける私立許可保育所の整備・運
営事業者選定に係る応募書類一式

写しの交付 一部公開 幼児保育課 ①個人情報（第7
条第2号）②法人
情報（第7条第3
号）

①在籍園児の写真、事
務担当者の氏名等②職
員採用状況、職員育成・
配置計画、保育計画等

03241 R3.7.21 R3.8.2 現在文京区子ども家庭部幼児保育課においてプロポーザル選定中の
「（仮称）中央大学茗荷谷キャンパスにおける私立許可保育所の整備・運
営事業者公募」の第一次審査（選定日：令和3年7月6日）において契約交
渉順位第1位となった株式ソラスト（東京都港区港南1-7-18　A-PLACE品
川東6階）が作成・提出された申請書類のうち下記書類。
・事業計画書（別記様式第5号）

写しの交付 一部公開 幼児保育課 個人情報（第7条
第2号）

在籍園児の写真

03242 R3.7.26 R3.7.26 令和3年度の文京区職員名簿 写しの交付 公開 職員課
03243 R3.7.28 R3.8.10 「目白台運動公園」園内暗渠、排水管等の高圧洗浄の第三者委託の見

積書、請求書等一式
令和元年～令和３年実施分について

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見積書、請求書のうち
個人の印影②法人の印
影、口座番号

03244 R3.7.28 R3.7.28 令和3年7月9日付「区民の声」に対する回答（2021文都都第100号）にお
いて、「請願制度に関して、主張したことはございませんので、その理由と
根拠をお示しすることは致しかねます」と書いてあるところの、区民が「請
願制度」に関して「理由と根拠」を示すよう求めたことが事実であることを
裏付ける記録や文書一式

写しの交付 一部公開 都市計画課 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



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

03245 R3.7.28 R3.8.11 文京区が契約者になっている保険契約の保険証券および明細。そのうち
現在有効なもの

写しの交付 一部公開 教育総務課 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印影②証券番号

03246 R3.7.28 R3.8.11 文京区が契約者になっている保険契約の保険証券および明細。そのうち
現在有効なもの

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）③行政運営
情報（第7条第6
号）

①被保険者の氏名、性
別、年齢及び連絡先②
法人の印影③証券番号

03247 R3.7.28 R3.8.3 CD-Rにて飲食店（移動、臨時を除く）営業許可リスト（現在許可があるの
も全て）
屋号、営業所所在地、申請者氏名、申請者住所、申請者電話番号、営業
所電話番号

写しの交付 公開 生活衛生課

03248 R3.7.29 R3.8.3 関東財務局小日向住宅（小日向二丁目）跡地の国有地における測量や
地質調査に関する文書一式（8月上旬から実施されると聞いているものに
ついて、目的や期間、工程などが分かるもの

写しの交付 公開 道路課

03249 R3.8.2 R3.8.12 文京区土木部道路課維持係が根津建設に発注した小日向一丁目10番
先の「道路維持（緊急施工等）工事」において、「Ｌ形前の車道舗装を位置
一部やり直」さなければならない理由と根拠等が記載された文書一式（区
職員間、区と事業者間のメールのやり取りなど電磁的記録含む）

写しの交付 一部公開 道路課 法人情報（第7条
第3号）

法人印影

03250 R3.8.2 R3.8.2 私道下水助成図面（文京区千石3-30～32） 写しの交付 一部公開 道路課 個人情報（第7条
第2号）

申請者氏名、住所、電話
番号、個人名

03251 R3.8.2 R3.8.12 食品営業許可台帳の令和3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

03252 R3.8.2 R3.8.4 2021年7月1日から7月31日の間に食品衛生法に基づき営業許可を新規
で取得した施設および許可を更新した施設の一覧
新規許可取得/許可更新した全業種
営業所名称（屋号）、営業所住所、営業所電話番号、営業者氏名、営業
者代表者名、営業者住所、営業者電話番号、業種、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

03253 R3.8.3 R3.8.3 音羽児童遊園平面図 写しの交付 公開 みどり公園課
03254 R3.8.3 R3.8.12 2021年8月3日げ現在の集団給食事業者（許可事業者のみ）のデータ

内容：営業所在地、屋号、営業者氏名、許可年月日、備考（営業の種類）
写しの交付 公開 生活衛生課

03255 R3.8.3 R3.8.3 「目白台運動公園」指定管理者が所管課に協議申入れをした「シャワー
室の指定管理者職員の利用方法」の申入書等一式

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）

法人の印影



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

03256 R3.8.3 R3.8.12 ①2021年6月1日～2021年7月３1日に、旅館業の届出が出されている（許
可と廃止と変更を含む）全施設の保健所管轄内全域の、店舗名（屋号）、
施設の住所（所在地）、施設の電話番号、開設者情報（個人店であれば
オーナーの名前と連絡先、法人であれば法人名と連絡先、保健所の確認
年月日（許可年月日）、確認番号（許可番号）
②2021年6月1日～2021年7月31日に、食品衛生業の届出が出されている
（許可と廃止と変更を含む）全施設の保健所管轄内全域の、固定店舗の
みの、（自動販売機、催事、イベント、露店、自動車、列車、船舶を除く）、
店舗名（屋号）、施設の住所（所在地）、施設の電話番号、業種（飲食店営
業、喫茶店営業、乳類販売、肉類販売、魚介類販売など、開設者情報
（個人店であればオーナーの名前と連絡先、法人であれば法人名と連絡
先）、初回の許可年月日、最新の許可年月日、新規か更新か、確認番号
（許可番号）

写しの交付 公開 生活衛生課

03257 R3.8.3 R3.8.3 「旧元町小学校の整備と元町公園の一体的活用に関する基本協定」 写しの交付 公開 企画課
03258 R3.8.5 R3.8.16 1　令和3年7月1日～令和3年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一覧
2　令和3年7月1日～令和3年7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①施設名称、②施設所在地、③
施設電話番号、④開設者名、⑤代表者氏名（法人のみ）、⑥開設者住所
（法人のみ）、⑦開設者電話番号（法人のみ）、⑧確認年月日、⑨確認番
号

写しの交付 公開 生活衛生課

03259 R3.8.6 R3.8.18 1.文京区施術所（柔道整復、あはき）廃止一覧
(1)作成基準日等　平成28年4月1日から令和3年3月31日までに廃止され
た施術所
(2)一覧表の項目　施設名、所在地、方書、電話番号、開設者氏名、開設
日、廃止日、業種種別
(注)所在地は、施設の所在位置のみ開設者は、法人の場合は法人名の
み業種種別は、柔道整復・あはきの区分

写しの交付 公開 生活衛生課

03260 R3.8.10 R3.8.24 文京区消費生活センター（逆井美千子）が、本件開示請求者からの質問
（興和のカイロの件やその後の逆井の不適切な対応の問題に関して）に
ついて、上司の区民部長や経済課長に報告したり、請求者への回答をど
うするかについてやり取りした文書や情報全て。
なお、逆井は、「区民部長や経済課長に（開示請求者の）メール全文を転
送または紙の文書を区民部長、経済課長に示し報告し、彼らと協議して、
回答内容の決定を経て、回答している」と、本件開示請求者に言ってい
る。この報告や協議や回答内容の決定に関する文書や情報全ての開示
を請求する。

閲覧
写しの交付

一部公開 経済課 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個人の氏名②個人の
メールアドレス、事業メー
ルアドレス

03261 R3.8.10 R3.8.10 住所：文京区湯島3-39-7MARUZEN湯島3F-A　屋号：九州　力　個室別
邸　営業者株式会社EOSの許可決定に係る検査日

写しの交付 公開 生活衛生課

03262 R3.8.10 R3.8.11 白山一丁目児童遊園平面図二種類 写しの交付 公開 みどり公園課



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

03263 R3.8.11 R3.8.11 令和3年4月1日以降、本書受理日までに提出された、建設工事に係る資
材の再資源化等に関する法律第10条第1項（建設リサイクル法）の規定に
よる解体等の届出書（様式第一号）のうち、別紙「対象住所一覧」の住所
を工事の場所とするもの。なお、「対象住所一覧」の全てにおいて届出書
が提出されているとは限りません。届出のあるものを請求するものです。
また、対象物件の「工事の種類」は全て、。「建築物の解体」です。公開請
求の対象は様式第一号の「届出書」、いわゆる頭紙のA4用紙1枚です。
不随する別表や様式第2号の工程表などは不要です。
対象住所一覧：・文京区春日1-15-9・文京区小石川2-25-16-2F・文京区
白山5-33-14・文京区弥生2-19-4

写しの交付 非公開 建築指導課 不存在（第12条
第2項）

03264 R3.8.11 R3.8.25 「目白台運動公園」指定管理者が行った「遊具廻り人工芝改善作業一式」
について
１．大嘉産業株式会社が発行した見積書、請求書、領収書、送金、入金
が確認出来る書類一式。及び工事報告書、写真帳等一式
２．所管課との協議文書
３．３０万円を超える工事でありながら区が行わず、指定管理者が行った
事に対する
疎明資料一式。区の手続きを遵守せずに行える理由を明かに出来るも
の。
令和２年度修繕履歴一覧表記載分

写しの交付 一部公開 みどり公園課 ①法人情報（第7
条第3号）②不存
在（第12条第2
項）

①法人の印影②1.大嘉
産業株式会社が発行し
た見積書、請求書、領収
書、送金、入金が確認出
来る書類2.所管課との協
議文書

03265 R3.8.11 R3.8.25 「目白台運動公園」指定管理者が四半期毎に構成企業・日本体育施設に
支払った芝生管理費に関する下記の文書。
１．支出に対する作業明細一覧、作業日報、請求書
２．東松山市等の「緑化園」等の所管課に対して第三者委託申請を行わ
ずに行った作業が明らかになる文書一式。
３．緑化園が日本体育施設に発行した請求書、明細書、作業日報等一式
４．第三者委託申請を行わず作業を行わせた業者一覧表
５．日本体育施設、公園財団の安全衛生マニュアル、作業時安全教育に
関する資料一式

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不存在（第
12条第2項）

①1.（3）公開資料のうち、
個人の印影5.個人の氏
名、個人の携帯番号②
1.(2)公開資料のうち法人
の印影、口座番号③
1.(1)芝生管理費の支出
に対する作業明細書一
覧、作業日報2.東松山市
等の「緑化縁」等の所管
課に対して第三者委託
申請を行わずに行った
作業が明らかになる文
書一式3.緑化園が日本
体育施設に発行した請
求書、明細書、作業日報
第一式4.第三者委託申
請を行わず作業を行わ
せた業者一覧表



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

03266 R3.8.11 R3.8.23 １．
「目白台運動公園」、「肥後細川庭園」の指定管理者の代表企業、構成企
業からの支援人員の実績、支援内容の疎明資料一式。
２．
また，指定管理者と代表企業、構成企業との支援に関する協定書、契約
書等一式
※令和元年度から令和３年度分

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

03267 R3.8.11 R3.8.11 行政視察一覧表年度別
※平成30年度から令和3年度分

写しの交付 一部公開 区議会事務局 不存在（第12条
第2項）

行政視察一覧表年度別
令和2年度、令和3年度
分

03268 R3.8.11 R3.8.11 区立小・中学校の特別教室についての施設調査報告書 閲覧 公開 学務課
03269 R3.8.12 R3.8.12 2021年8月11日付にて、東京都環境確保条例に基づく㈱ローヤル企画の

指定工場・作業場の廃止届、また受理証明の写し。
写しの交付 一部公開 環境政策課 個人情報（第7条

第2号）
代表者印

03270 R3.8.13 R3.8.25 小日向二丁目15番外の急傾斜地の対策に関する株式会社オオバとの調
査・設計業務委託費の全体費用及び測量調査、地質調査、都市計画法
に基づく開発行為の要件に該当しないよう整理、法面及び基礎工の検
討、最適な施工方法、施工計画など項目別費用が分かる文書一式

写しの交付 公開 道路課

03271 R3.8.16 R3.8.16 文京区小石川2-5-5先の文京区道818号線においてガードポールが損傷
する事故が起き、警察官への報告義務違反があったことについて、事故
関係者や警視庁とやりとりした内容がわかる文書一式。
決裁文書等を含む。

写しの交付 一部公開 管理課 ①個人情報（第7
条第2号）②犯罪
予防（第7条第4
号）

①事故当事者氏名、住
所、電話番号、対応業者
担当者氏名、印、別件通
報における通報者氏名。
保険会社担当者氏名。
復旧請負業者の社印、
担当者氏名、携帯電話
番号②警察官の氏名

03272 R3.8.16 R3.8.16 文京区道第207号線（通称「堀坂」）の白線や道路標示が薄くなっているこ
とについて関係機関とやりとりした内容がわかるもの
2021年のもの。決裁文書等を含む。

写しの交付 非公開 道路課 不存在（第12条
第2項）

03272 R3.8.16 R3.8.16 文京区道第207号線（通称「堀坂」）の白線や道路標示が薄くなっているこ
とについて関係機関とやりとりした内容がわかるもの
2021年のもの。決裁文書等を含む。

写しの交付 非公開 管理課 不存在（第12条
第2項）

03273 R3.8.16 R3.8.18 東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例に基
づく標識について東京都から送付を受けた文書一式
(1)（仮称）小石川二丁目マンション（建築敷地の地名地番：文京区小石川
2-3-1）
(2)（仮称）文京区小石川二丁目計画新築工事（建築敷地の地名地番：文
京区小石川2-11-2）
決裁文書等を含む。

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）③不存在（第
12条第2項）

①氏名、印影（個人）、担
当者連絡先②印影（法
人）③（1）に係る標準設
置届及び変更届で平成
22年度から平成29年度
までに提出だれたもの



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

03274 R3.8.16 R3.8.16 文京シビックセンターの建築のための計画通知の申請書、および、添付
図書のうち配置図と付近見取図。
決裁文書等を含む。

写しの交付 一部公開 施設管理課 個人情報（第7条
第2号）

個人の印影

03275 R3.8.16 R3.8.23 【対象】令和3年7月末日までに食品営業許可をとった飲食店営業、改正
前の飲食店営業、喫茶店営業の施設（自動販売機を除く）【項目】施設名
称、営業施設所在地、営業の種類、業種、営業者名（法人の場合は法人
名、代表者名）、営業者住所（法人の場合のみ）

写しの交付 公開 生活衛生課

03276 R3.8.20 R3.8.20 「旧元町小学校の整備と元町公園の一体的活用事業」に関する「応募事
業提案書」（選定された事業者グループの物）

写しの交付 一部公開 企画課 ①法令秘（第7条
第1号）②法人情
報（第7条第3号）
③犯罪予防（第7
条第4号）④行政
運営情報（第7条
第6号）

①法令秘情報に該当す
る箇所②法人のノウハウ
に係る情報や内部管理
に属する情報等が記載
されている箇所③設計上
のセキュリティに係る箇
所④公にすることで競争
が阻害されるおそれがあ
る箇所

03277 R3.8.20 R3.8.23 文京区立湯島小学校の現校舎の建築図面（各階平面図、立体図） 写しの交付 公開 整備技術課
03278 R3.8.25 R3.9.2 肥後細川庭園・指定管理者・勤務シフト表

平成３１年４月～令和３年８月分
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）
個人の氏名

03279 R3.8.25 R3.9.6 理容店、美容店営業許可台帳（現在営業しているもの）
項目：施設の名称、郵便番号、所在地、電話番号、開設者氏名（法人の
場合は代表
者名、会社所在地、会社電話番号）

写しの交付 一部公開 生活衛生課 不存在（第12条
第2項）

施設電話番号、会社電
話番号の一部分

03280 R3.8.26 R3.9.9 五輪学校連携観戦事業、文京区教育委員会が中止決定についての過程
がわかる文書すべて。

写しの交付 非公開 教育指導課 不存在（第12条
第2項）

03281 R3.8.26 R3.8.30 文京区管轄の医薬品・医療機器等の品質・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（直近のもので、日付の記載を
お願いします）薬局、店舗販売業　必須項目：許可業種、店舗名称、店舗
所在地、店舗電話番号、開設者氏名
※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

03282 R3.8.27 R3.8.27 文京区情報公開および個人情報保護審査会の答申書（諮問番号：令和2
年度（情審）諮問第4号／答申番号：令和3年度（情審）答申第2号）の「第4
処分庁の主張」の(1)で「区画線は、（中略）幅2.5mの車両が（中略）の規
定を満たすことができる車道幅員を確保できる場合に設置している」とい
う主張の法令的・手続き的根拠が分かる文書一式（公表されている場合
は正式名称と条項号の情報提供で構わない）

写しの交付 非公開 道路課 不存在（第12条
第2項）



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

03283 R3.8.27 R3.8.27 文京区情報公開および個人情報保護審査会の答申書（諮問番号：令和2
年度（情審）諮問第4号／答申番号：令和3年度（情審）答申第2号）の「第4
処分庁の主張」の(1)で「区画線の設置により、前述の車道幅員を確保で
きない狭い道路においてな、道路管理者の行う安全対策として、車両と歩
行者の通行一の目安として必要に応じて白線を設置している」という主張
法令的・手続き的根拠が分かる文書一式（公表されている場合は正式名
称と条項号の情報提供で構わない）

写しの交付 非公開 道路課 不存在（第12条
第2項）

03284 R3.8.27 R3.8.27 2021年文京区立小学校内で特別支援学級在籍のため越境率を計算した
際の児童本来の学校がわかる数字

写しの交付 公開 教育指導課

03285 R3.8.27 R3.8.27 林泉寺が運営する納骨堂の所在地（東京都文京区小日向4-7-2と認識し
ています。）、納骨堂経営許可取得年月日、施設名称及び納骨堂の基数
についてご開示ください。

写しの交付 公開 生活衛生課

03286 R3.8.30 R3.8.30 文京区情報公開および個人情報保護審査会の答申書（諮問番号：令和2
年度（情審）諮問第4号／答申番号：令和3年度（情審）答申第2号）の「第4
処分庁の主張」の(1)で「区画線は、（中略）幅2.5mの車両が（中略）の規
定を満たすことができる車道幅員を確保できる場合に設置している」とい
う主張において、なぜ車両の幅が「幅2.5m」であるのかについての法令
的・手続き的根拠が分かる文書一式（公表されている場合は正式名称と
条項号の情報提供で構わない）

写しの交付 公開 道路課

03287 R3.8.30 R3.8.30 文京区情報公開および個人情報保護審査会の答申書（諮問番号：令和2
年度（情審）諮問第4号／答申番号：令和3年度（情審）答申第2号）の「第4
処分庁の主張」の(1)で「区画線の設置により、前述の車道幅員を確保で
きない狭い道路においては、道路管理者の行う安全対策として、車両と
歩行者の通行位置の目安として必要に応じて白線を設置している」という
主張するところ、どのような「必要」があると「設置」するのか法令的・手続
き的根拠が分かる文書一式（公表されている場合は正式名称と条項号の
情報提供で構わない）

写しの交付 非公開 道路課 不存在（第12条
第2項）

03288 R3.8.30 R3.9.2 2021年4月1日から2021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）

写しの交付 一部公開 区民課 個人情報（第7条
第2号）

所有者・管理者・占有者
氏名、住所　申請者氏
名、住所、電話番号

03289 R3.8.31 R3.9.3 マジオひまわり保育園本郷の許可申請書、施設の概要、平面図、資金計
画

写しの交付 一部公開 幼児保育課 ①個人情報（第7
条第2号）②法人
情報（第7条第3
号）

①個人の氏名、生年月
日、住所が特定出来る
情報②法人の印影、当
該法人の資金計画、財
務諸表

03290 R3.8.31 R3.8.31 (仮称）中央大学茗荷谷キャンパスにおける私立許可保育所の整備・運営
事業者選定におけるプロポーザルで提出された資料

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
情報及び内容管理情報

03291 R3.8.31 R3.9.1 区立小中学校の特別教室改修基礎調査の結果報告書のうち、写真台帳
デジタルデータで

写しの交付 公開 学務課



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

03292 R3.8.31 R3.9.3 令和3年8月19日に送った「区民の声」（件名：管理職職員に対するリテラ
シー教育を徹底していただきたい）に対する回答（2021文総職第1072号）
において、多田栄一郎総務部職員課長が「今回いただきました内容につ
きましては（中略）ご意見として承りました」と書いたところの「ご意見」なる
ものが具体的に何であるか分かる文書一式（文書の場合、「ご意見」なる
部分が分かるようにマーカーで印すなど特定すること）

写しの交付 一部公開 職員課 個人情報（第7条
第2号）

お名前、ご住所、電話番
号、年齢、メールアドレス

03293 R3.9.1 R3.9.6 食品営業許可台帳の令和3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

03294 R3.9.2 R3.9.7 2021年8月1日から8月31日の間に食品衛生法に基づき営業許可を新規
で取得した施設および許可を更新した施設の一覧
新規許可取得/許可更新した全業種
営業所名称（屋号）、営業所住所、営業所電話番号、営業者氏名、営業
者代表者名、営業者住所、営業者電話番号、業種、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

03295 R3.9.3 R3.9.9 1　令和3年8月1日～令和3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一覧
2　令和3年8月1日～令和3年8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①施設名称、②施設所在地、③
施設電話番号、④開設者名、⑤代表者氏名（法人のみ）、⑥開設者住所
（法人のみ）、⑦開設者電話番号（法人のみ）、⑧確認年月日、⑨確認番
号

写しの交付 公開 生活衛生課

03296 R3.9.3 R3.9.15 建物名（仮称）千石4丁目プロジェクト　住居表示　千石4-9-11建主㈱　伸
和技研
ワンルーム条例工事完了届及び検査チェックリスト、管理規約、使用規
則、使用細則

写しの交付 一部公開 住環境課 法人情報（第7条
第3号）

印影（法人）

03297 R3.9.3 R3.9.13 ①2021年7月1日～2021年8月３1日に、旅館業の届出が出されている（許
可と廃止と変更を含む）全施設の保健所管轄内全域の、店舗名（屋号）、
施設の住所（所在地）、施設の電話番号、開設者情報（個人店であれば
オーナーの名前と連絡先、法人であれば法人名と連絡先、保健所の確認
年月日（許可年月日）、確認番号（許可番号）
②2021年7月1日～2021年8月31日に、食品衛生業の届出が出されている
（許可と廃止と変更を含む）全施設の保健所管轄内全域の、固定店舗の
みの、（自動販売機、催事、イベント、露店、自動車、列車、船舶を除く）、
店舗名（屋号）、施設の住所（所在地）、施設の電話番号、業種（飲食店営
業、喫茶店営業、乳類販売、肉類販売、魚介類販売など、開設者情報
（個人店であればオーナーの名前と連絡先、法人であれば法人名と連絡
先）・初回の許可年月日・最新の許可年月日、新規か更新か・確認番号
（許可番号）以上のうち開示可能な情報の提供

写しの交付 公開 生活衛生課



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

03298 R3.9.6 R3.9.15 令和3年8月25日に送った「区民の声」（件名：課の施策のPDCAサイクル
やEBPMに役立つ情報は記録していただきたい）に対する回答（2021文都
住第433号）において、有坂和彦都市計画部住環境課長が「（「区民の声」
投稿者）のご意見として承ります」と送り付けてきたところの「ご意見」なる
ものが具体的に何であるか分かる文書一式（文書の場合、「ご意見」なる
部分が分かるようにマーカーで印すなど特定すること）

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、
年齢、メールアドレス

03299 R3.9.6 R3.9.15 令和3年8月24日付「区民の声」（件名：令和3年5月21日付「区民の声」に
対し改めて妥当かつ健全な回答をいただきたい）に対する回答（2021文
都住第432号）において、有坂和彦都市計画部住環境課長が「令和3年6
月1日付2021文企広第309号にて回答したとおりです」と送り付けてきたと
ころの「2021文企広第309号にて回答」なるものが、令和3年8月24日に
送った「区民の声」におけるどの回答であるかが具体的に分かる文書一
式（「回答としたとおりです」という「回答」に対応する部分をマーカーで印
すなど特定すること）

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、
年齢、メールアドレス

03300 R3.9.6 R3.9.9 令和3年7月1日から令和3年8月31日までの(固定店舗を持たない移動、
臨時、自動販売機は除く)
新規食品衛生関係営業施設一覧
・屋号・店舗所在地・店舗電話番号・申請者氏名(法人の場合は法人名及
び代表者氏名)・業種・許可年月日

写しの交付 公開 生活衛生課

03301 R3.9.6 R3.9.6 柳町小学校の改築後にできる育成室の運営についての協議がわかるも
のの一式

写しの交付 公開 児童青少年課

03302 R3.9.7 R3.9.13 令和3年9月7日現在における飲食営業・理美容固定店舗のすべて事項：
屋号名・営業所住所・申請者氏名・初回許可年月日・業種（細分まで）

写しの交付 公開 生活衛生課

03303 R3.9.8 R3.9.8 平成31年3月文の京「文京区のみどり」資料内の第8次文京区緑地実態
調査におけるP95の図V-2樹木被覆地分布図、およびP123の図V-24樹
木被覆地の変化図のデータ（元データ）

写しの交付 公開 みどり公園課

03304 R3.9.8 R3.9.8 肥後細川庭園・目白台運動公園・指定管理者の令和２年度分評価検討
会議事録
令和３年開催

写しの交付 公開 みどり公園課

03305 R3.9.9 R3.9.9 中央大学茗荷谷キャンパスにおける私立認可保育所の事業者選定過程
に関する資料

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

03306 R3.9.10 R3.9.10 令和3年8月31日に送った「区民の声」（件名：都市計画課長（当時、現都
市計画部長）は理事者答弁のあり方を猛省していただきたい」に対する回
答（2021文企広第870号）において、総務部職員課が「今回いただきまし
た内容については」「ご意見として承りました」と送り付けてきたところの
「ご意見」なるものが具体的に何であるか分かる文書一式（文書の場合、
「ご意見」なる部分が分かるようにマーカーで印すなど特定すること）

写しの交付 一部公開 職員課 個人情報（第7条
第2号）

お名前、ご住所、電話番
号、年齢、メールアドレス



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

03307 R3.9.10 R3.9.24 令和3年8月31日に送った「区民の声」（件名：都市計画課長（当時、現都
市計画部長）は理事者答弁のあり方を猛省していただきたい」に対する回
答（2021文企広第870号）において、都市計画部都市計画課が「これまで
回答させていただいたとおりの回答でございます」と書いたところの「これ
まで回答させていただいた」とするこれまでの回答文書一式

写しの交付 一部公開 都市計画課 個人情報（第7条
第2号）

氏名

03308 取下げ
03309 R3.9.10 R3.9.15 文京区本駒込3-27-8桜ヒルズ本駒込（全12戸）のうち、営業店舗（戸数、

業態、営業許可等）に係る開示請求
写しの交付 非公開 生活衛生課 不存在（第12条

第2項）
03309 R3.9.10 R3.9.15 文京区本駒込3-27-8桜ヒルズ本駒込（全13戸）のうち、営業店舗（戸数、

業態、営業許可等）に係る開示請求
写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条

第3項）
03310 R3.9.13 R3.9.13 文京区が所有する美術品をカバーする損害保険（大抵、動産総合）の証

券を公開していただきたい
写しの交付 一部公開 施設管理課 法人情報（第7条

第3号）行政運営
情報（第7条第6
号）

法人の印影、証券番号

03311 R3.9.13 R3.9.27 目白台運動公園パークアップ共同体が指定管理料を管理する専用口座
の写し
平成31年度～令和2年度（3年度分）

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個人の印影②法人の
印影、法人の口座番号

03312 R3.9.13 R3.9.27 肥後細川庭園パークアップ共同体が指定管理料を管理する専用口座の
通帳の写し
平成27年度～30年度（4年度分）平成31年度～令和2年度（3年度分）

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個人の印影、氏名②
法人の印影、口座番号、
お客様コード

03313 R3.9.13 R3.9.13 白山交流館外3交流館の指定管理者の評価資料一式 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住所、氏名②法人代
表者印影

03314 R3.9.13 R3.9.13 前期未支払資金残高の取崩し協議書及び積立資産取崩し（目的外使用）
協議書　令和1年度と2年度分

写しの交付 一部公開 幼児保育課 法人情報（第7条
第3号）

法人の印影

03315 R3.9.13 R3.9.22 文京総合体育館外6スポーツ施設の指定管理者の評価資料一式 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従業員の氏名及び電
話番号、利用者氏名②
法人の印影

03316 R3.9.13 R3.9.17 森鴎外記念館の指定管理者の評価資料一式 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業務を担当する職員
の氏名②指定管理者の
代表者印、事業者のノウ
ハウに関わる情報、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

03317 R3.9.13 R3.10.1 第一中学校、第三中学校、第八中学生、第九中学校、第十中学校、音羽
中学校で2020年度Ⅰ年間に行われた定期テストの全て。
学年：中1、中2、中3
教科：国語、数学、社会、理科、英語、技術家庭、保健体育、音楽、美術
の全ての教科

写しの交付 一部公開 教育指導課 個人情報（第7条
第2号）

教員の氏名及びその配
偶者の氏名



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

03318 R3.9.14 R3.9.28 文京区本郷の宝生ハイツマンション建替えにつき、業者（日建ハウジング
システム）（コンサル会社））が区に提出した文書（図面等も一式）

写しの交付 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申請書及び事業計画
概要書中、氏名②委任
状中、法人の印影

03319 R3.9.14 R3.9.14 令和2年度、決算審査議事録及びそのために要した資料 写しの交付 公開 監査事務局
03320 R3.9.15 R3.9.28 肥後細川庭園・目白台運動公園・指定管理者が管理運営に使用している

物品購入、役務の提供、工事等の契約書、請求書等の雛形等一式
写しの交付 一部公開 みどり公園課 不存在（第12条

第2項）
請求書の様式

03321 R3.9.15 R3.9.28 「目白台運動公園・指定管理者が行った遊具廻り人工芝工事（令和３年３
月３０日）
見積書表紙、１頁（A案記載）、３頁以降～最終P迄
紙で開示を求める。

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）

個人の氏名

03322 R3.9.15 R3.9.15 文京区男女平等センターの指定管理者の評価について（検討会の会議
録・資料など評価の結果につながるもの）

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文京区女性団体連絡
会の代表者及び事務長
を除く役員の氏名②文京
区女性団体連絡会会長
の印影

03323 R3.9.15 R3.9.15 白山交流館外3交流館の指定管理者の評価資料一式 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住所、氏名②法人代
表者印影

03324 R3.9.15 R3.9.17 森鴎外記念館の指定管理者の評価結果について、検討会の会議録、資
料など評価の結果につながるもの

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業務を担当する職員
の氏名②指定管理者の
代表者印、事業者のノウ
ハウに関わる情報、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

03325 R3.9.15 R3.9.22 文京総合体育館外6スポーツ施設の指定管理者の評価結果について、検
討会の会議録資料など評価結果につながるもの

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従業員の氏名及び電
話番号、利用者氏名、個
人情報管理状況②法人
の印影

03326 R3.9.15 R3.9.28 令和3年9月1日付「区民の声」（「必要に応じて」の「必要」性の基準は何
か明らかにしていただきたい）に対する回答（2021文土道第1182号）にお
いて、「警察にも協議の上、設置する」と書いてあるところの、平成31年4
月1日以降、本請求到着日までに行われた警察との「協議」に関する文書
一式

写しの交付 公開 道路課

03327 R3.9.15 R3.9.15 令和3年9月1日付「区民の声」（「必要に応じて」の「必要」性の基準は何
か明らかにしていただきたい）に対する回答（2021文土道第1182号）にお
いて、「道路の交通状況から歩行者の安全を図る必要がある場合におい
て、交通管理者である警察にも協議の上、設置することとなります」と書い
てあるところの、警察との「協議」に係る手順や取り決め、区と警察のどの
レベルで「協議」するか等を定めた（あるいは記した）文書一式

写しの交付 非公開 道路課 不存在（第12条
第2項）



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

03328 R3.9.15 R3.9.15 男女平等センターの指定管理者の評価資料の一式 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文京区女性団体連絡
会の代表者及び事務長
を除く役員、事務局職員
並びに監査委員の氏名
及び印影。事業受託者
の氏名②文京区女性団
体連絡会会長の印影

03329 R3.9.16 R3.9.28 令和3年9月1日付「区民の声」（「必要に応じて」の「必要」性の基準は何
か明らかにしていただきたい）に対する回答（2021文土道第1182号）にお
いて、「警察にも協議の上、設置する」と書いてあるところの、一番直近に
おいて行われた警察との「協議」に関する文書一式

写しの交付 公開 道路課

03330 R3.9.16 R3.9.17 オリンピック・パラリンピック観戦中止、また令和3年度小中学校の始業式
を変更し、幼稚園の登園を控えるようにした決定までの過程がわかるす
べて。

写しの交付 公開 教育指導課

03330 R3.9.16 R3.9.17 オリンピック・パラリンピック観戦中止、また令和3年度小中学校の始業式
を変更し、幼稚園の登園を控えるようにした決定までの過程がわかるす
べて。

写しの交付 公開 教育総務課

03331 R3.9.16 R3.9.16 文京区営住宅の指定管理者の管理運営に対する評価について①利用者
アンケート結果②評価表

写しの交付 公開 福祉政策課

03332 R3.9.17 R3.9.17 保険所応援体制、職員流動体制の具体的内容、いつ、どこから、何人流
動したか、わかる資料一式、時系列で

写しの交付 公開 職員課

03333 R3.9.17 R3.9.17 子育て世帯応援事業についての事業者指定資料一式 写しの交付 公開 健康推進課
03334 R3.9.17 R3.9.17 文京区子育て世帯応援事業業務委託に係る契約内容がわかる書類一式

（仕様書含む）
写しの交付 公開 健康推進課

03334 R3.9.17 R3.9.17 文京区子育て世帯応援事業業務委託に係る契約内容がわかる書類一式
（仕様書含む）

写しの交付 一部公開 契約管財課 法人情報（第7条
第3号）

事業者の印影

03335 R3.9.21 R3.11.19 １．専用口座写し（指定管理業務、自主事業）過去５年分
２．総勘定元帳（令和１、２年度分）
３．共同事業体経理規程等一式
４．共同事業体協定書
５．本社経費を計上しない旨の区への申入書
指定管理者「東京ドームグループ・ミズノ共同事業体」について

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）③不存在（第
12条第2項）

①利用者氏名、従業員
氏名、1名分の経費金額
②法人印影、口座番号
③自主事業に係る専用
口座写し及び総勘定元
帳、共同事業体経理規
程等一式、本社経費を
計上しない旨の区への
申込書

03336 R3.9.21 R3.10.5 １．専用口座写し（指定管理業務、自主事業）過去５年分
２．総勘定元帳（令和１、２年度分）
３．経理規程等一式
指定管理者「軽井沢フード株式会社」について

写しの交付 一部公開 学務課 ①個人情報（第7
条第2号）②不存
在（第12条第2
項）

①総勘定元帳中、施設
使用料取引における口
座②経理規定等一式



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

03337 R3.9.21 R3.11.19 １．専用口座写し（指定管理業務、自主事業）※令和２年分
２．総勘定元帳（令和２年度分）
３．共同体経理規程等一式
４．共同体協定書
５．収支報告書等一式
指定管理者「ヴィアックス・紀伊国屋書店共同事業体」、「図書館流通セン
ター」について

写しの交付 一部公開 真砂中央図書館 ①法人情報（第7
条第3号）②不存
在（第12条第2
項）

①銀行口座番号、光熱
水費及び通信費以外の
引き落としの内容及び金
額、人件費、事業費及び
管理費の内容及び金
額、印影、施設維持費、
提案事業費、本社経費
の内訳②共同体経理規
程等一式

03338 欠番
03339 R3.9.21 R3.9.24 令和3年度・全国学力学習状況調査結果すべて 写しの交付 公開 教育指導課
03340 R3.9.21 R3.9.29 令和元年度、2年度、3年度の保健衛生部予算の内訳がわかる資料一式

（補正含むB表）
閲覧
写しの交付

一部公開 予防対策課 行政運営情報
（第7条第6号）

未契約の予算単価

03341 R3.9.22 R3.9.22 文京区の全て（154）の町内会・自治会について、各町内会・自治会ごとの
世帯数。（区民課は、私に対して、いい加減な世帯数を出したが、区民課
が保有する住民基本台帳と、各町内会・自治会の正確な地区の区切りの
情報を合わせれば、各町内会・自治会ごとの正確な世帯数は出せるはず
である。）

閲覧
写しの交付

公開 区民課

03342 R3.9.22 R3.10.6 広報課が区報の全戸配布のために、区内の全町内会・自治会の会長と
やり取りした内容がわかる文書全て（文書のやり取りだけではなく、個別
の電話のメモやEメールも含む）。
広報課は「（区報の全戸配布が）できる町会には配付を行っていただき、
できない町会の区域については区からシルバー人材センターに委託して
全戸配付を行うことにより、区内全域での全戸配付が可能となる仕組みと
しました」と言う。しかし、広報課は町内会・自治会ごとの正確な世帯数を
把握していないため、「全戸配付が可能」にはなっておらず、配布されてい
ない世帯がある。

閲覧
写しの交付

一部公開 広報課 ①個人情報（第7
条第2号）②不存
在（第12条第2
項）

①個人の住所・氏名・電
話番号・現町会・自治会
会長でないため会長名・
電話番号②町会長・自
治会の会長とのEメール
のやりとり。平成27年度
以前の文書



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

03343 R3.9.22 R3.9.22 文京区の全て（154）の町内会・自治会について、各会の住所の区切り（ど
の範囲の住所が、各会の範囲かがわかる区切り）

閲覧
写しの交付

公開 区民課

03344 R3.9.22 R3.9.22 交流館の指定管理者であるオーエンス、ワーカーズコープが行った利用
者満足度調査

写しの交付 一部公開 区民課 個人情報（第7条
第2号）

氏名

03345 R3.9.22 R3.9.30 令和2年度から現在における、個人番号カードの普及の促進の施策に関
する一切の文書。（例えば普及促進活動のマニュアル、国・都からの通知
等）

写しの交付 一部公開 企画課 行政運営情報
（第7条第6号）

東京都職員の個人メー
ルアドレスに該当する部
分及び自治体専用ペー
ジのID及びパスワード

03346 R3.9.24 R3.9.24 森鴎外記念館収蔵資料にかけている保険証券を公開していただきたい 写しの交付 一部公開 アカデミー推進
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保険契約者の代表者
印②保険証券番号

03347 R3.9.24 R3.9.24 元町公園の平面図、及び植栽のわかる図面 写しの交付 公開 みどり公園課
03348 R3.9.27 R3.9.27 旧元町小学校の整備と元町公園との一体的活用事業に関する基本協定

書第2条（33）「本件譲渡契約」に書かれている文京区及び代表事業者が
別途凍結する譲渡契約書、資料一式。

写しの交付 一部公開 企画課 不存在（第12条
第2項）

区と代表事業者が締結
した譲渡契約書

03349 R3.9.28 R3.11.22 ・児童相談所基本計画策定支援業務委託
・児童相談所基本及び実施設計委託
（募集要領、提案資料、採点表（選定基準）、応募状況、選定法人、選定
理由）

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担当者の氏名、職歴、
業務経歴等並びに印影
②業務実績や企画提案
書等のうち当該法人のノ
ウハウに係る内容、当該
法人以外の法人に係る
情報及び事業者選定結
果に係る落札業者以外
の法人の順位が判明で
きる情報

03350 R3.9.29 R3.10.7 「目白台運動公園」遊具下廻り人工芝工事に関する下記の文書等一式
令和３年３月３０日施工
１．廃材処分について・産業廃棄物マニフェスト関連書類一式
２．残余の人工芝の処分先を明らかに出来る文書一式
３．工事入構車輛の駐車場受付、利用料金免除関連書類等一式
３．人工芝搬入時の運送料明細等一式

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

03351 R3.9.29 R3.10.11 １．「目白台運動公園」、「肥後細川庭園」指定管理者の自主事業につい
て
・専用口座写し
・総勘定元帳
２．自主事業の収支内訳明細

写しの交付 一部公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

目白台運動公園及び肥
後細川庭園指定管理者
の自主事業に係る・専用
口座写し・総勘定元帳

03352 R3.9.29 R3.10.7 「目白台運動公園」指定管理者が構成企業・日本体育施設(株)発注した
　遊具廻り人工芝工事について（令和３年３月３０日施工）下記の書類
・一括下請負を承諾した文書等一式

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

03353 R3.9.29 R3.10.7 文京区立第一中学校職員室その他改修工事の工事内訳書 写しの交付 公開 学務課



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

03354 R3.9.29 R3.10.1 広報番組制作の業務委託について
（1）業務委託の契約内容がわかるもの（直近）
（2）プロポーザルの仕様書と結果がわかるもの（過去10年間）

写しの交付 一部公開 企画課 ①法人情報（第7
条第3号）②不存
在（第12条第2
項）

①選定されなかった事業
者名②平成28年度分よ
り前のプロポーザル契約
に係る資料

03355 R3.9.29 R3.10.12 （仮称）根津第二、第三育成室運営業務委託事業者の募集（プロポーザ
ル選定）についての
（1）参加事業者の企画提案書
（2）選定結果がわかるもの

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）

①法人印影②評点表の
うち選定されなかった法
人の名称③企画提案書
のうち法人のノウハウ、
内部管理に関する情報

03356 R3.9.29 R3.10.6 児童相談所開設に向けてのすべてのPTの協議がわかるもの令和2年度
から現在まで

写しの交付 一部公開 子ども家庭支援
センター

①審議、検討又
は協議に関する
情報（第7条第5
号）②行政運営
情報（第7条第6
号）

①令和3年度児童相談
所の運営検討PT第1回
資料3、第2回資料1及び
令和2年度一時保護所
の運営の検討PT第3回
資料2②検討の途中の
情報、他自治体の取組
状況及び職員の意見に
関する情報

03357 R3.10.1 R3.10.7 令和3年8月1日～令和3年9月30日までに新規開業された、飲食店の店舗
名、店舗住所、店舗の電話番号、代表者名（代表が法人の場合は、法人
社名とその法人の代表者名）の情報

写しの交付 公開 生活衛生課

03358 R3.10.1 R3.10.5 公園再整備工事（文京区立神明都電車庫跡公園）　案件番号　2021－
00671
この工事の予定価格算出の根拠資料となる下記資料の公開をお願いい
たします。
・特記仕様書　・工事総括書　・内訳書　・代価表

写しの交付 公開 みどり公園課

03359 R3.10.1 R3.10.7 食品営業許可台帳の令和3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

03360 R3.10.1 R3.10.25 一部公開（2021文都都第169号）された資料（区民の声回答文（2021文都
都第64号））が、令和3年8月31日付「区民の声」（件名：都市計画課長（当
時、現都市計画部長）は理事者答弁のあり方を猛省していただきたい」の
どの部分に対する回答であったか具体的に分かる文書一式（※具体的に
その部分をマーカーで印すなど特定すること）

写しの交付 一部公開 都市計画課 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

03361 R3.10.1 R3.10.25  一部公開（2021文都都第169号）された資料（区民の声回答文（2021文都
都第112号））が、令和3年8月31日付「区民の声」（件名：都市計画課長
（当時、現都市計画部長）は理事者答弁のあり方を猛省していただきた
い」のどの部分に対する回答であったか具体的に分かる文書一式（※具
体的にその部分をマーカーで印すなど特定すること）

写しの交付 一部公開 都市計画課 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



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

03362 R3.10.1 R3.10.4 令和○年（○○）第○○号住民訴訟請求事件の被告準備書面(1)におい
て「道路端からこの白線の中心線までを路肩とみなして審査」（16頁13～
14行目）し、「申請者にとってはより厳しい基準となる」（17頁16行目）こと
を合法的に可能とする法令的あるいは内部手続き等の根拠が記載され
た文書一式（公表・公開されている場合は正式名称と条項号等の情報提
供で構わない）

写しの交付 公開 管理課

03363 R3.10.1 R3.10.1 令和○年（○○）第○○号住民訴訟請求事件の被告準備書面(1)におい
て「道路端から0.5メートルの路肩よりも車道寄りに白線を設置することが
ある」（16頁9～10行目）、「道路端から0.5メートルの路肩よりも車道寄りに
設置した」（17頁9～10行目）ことを合法的に可能とする法令的あるいは内
部手続き的根拠が記載された文書一式（公表・公開されている場合は正
式名称と条項号等の情報提供で構わない）

写しの交付 非公開 管理課 不存在（第12条
第2項）

03364 R3.10.4 R3.10.11 2021年9月1日から9月30日の間に食品衛生法に基づき営業許可を新規
で取得した施設および許可を更新した施設の一覧
新規許可取得/許可更新した全業種
営業所名称（屋号）、営業所住所、営業所電話番号、営業者氏名、営業
者代表者名、営業者住所、営業者電話番号、業種、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

03365 R3.10.4 R3.10.18 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する
法律（平成二十五年法律第二十七号）第七条２項の規定により、個人番
号の変更を行い、または行わなかった事例、その統計、及び個人番号の
変更に関する基準がわかる文書。

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不存
在（第12条第2
項）

①起案内容のうち、氏
名、生年月日、性別、住
所、届出年月日、紛失し
た年月日、紛失場所、届
出を行った警察署の名
称、その他個人の権利
利益を侵害するおそれ
がある情報
②個人番号の変更を行
わなかった事例、統計、
起案内容（平成27年度
から平成29年度までの
分）

03366 R3.10.4 R3.10.14 1.「肥後細川庭園」指定管理者の人件費科目更生に関する文書
２０１９年度、２０２０年度分
２．太陽造園土木(株)との維持管理契約書等一式
３．(株)福住庭園との契約書等一式
※２、３何れも１９年、２０年

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不存在（第
12条第2項）

①職員氏名、人件費金
額②法人の印影③㈱福
住庭園との契約書一式
（2019年～2020年）



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

03367 R3.10.4 R3.10.14 1.「目白台運動公園」指定管理者と「藤田観光公営」との維持管理契約書
等一式
※高木管理
２．藤田観光公営の見積り、請求書等一式
３．樹木診断の報告書
※２，３何れも１９年、２０年

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不存在（第
12条第2項）

①個人の印影、個人の
氏名、樹木医登録番号、
個人の顔写真②法人印
影、法人口座番号③目
白台運動公園指定管理
者と藤田観光公営との
高木管理に係る維持管
理契約書等一式

03368 R3.10.4 R3.10.11 ①旅館業の許可施設：2021年8月1日～2021年9月30日に、旅館業の届
出が出されている（許可と廃止と変更を含む）全施設の保健所管轄内全
域の、店舗名（屋号）、施設の住所（所在地）、施設の電話番号、開設者
情報（個人店であればオーナーの名前と連絡先、法人であれば法人名と
連絡先、保健所の確認年月日（許可年月日）、確認番号（許可番号）
②食品衛生関係の許可施設：2021年8月1日～2021年9月30日に、食品
衛生業の届出が出されている（許可と廃止と変更を含む）全施設の保健
所管轄内全域の、固定店舗のみの、（自動販売機、催事、イベント、露
店、自動車、列車、船舶を除く）、店舗名（屋号）、施設の住所（所在地）、
施設の電話番号、業種（飲食店営業、喫茶店営業、乳類販売、肉類販
売、魚介類販売など、開設者情報（個人店であればオーナーの名前と連
絡先、法人であれば法人名と連絡先）・初回の許可年月日・最新の許可
年月日、新規か更新か・確認番号（許可番号）以上のうち開示可能な情
報の提供

写しの交付 公開 生活衛生課

03369 R3.10.4 R3.10.13 2021年9月30日時点の、文京区における食品営業許可済み・届出済みの
全施設の一覧

写しの交付 公開 生活衛生課

03370 R3.10.5 R3.10.5 1.「目白台運動公園」多目的広場内の倉庫横の物置の第三者に貸与した
際の所管課への協議申入書。
2.1の占用料の契約緩解の文書等一式
3.園内町内会防災倉庫の存否、所管課への設置許可申入書

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

03371 R3.10.5 R3.10.8 ①街路灯改修工事（その1）②街路灯改修工事（その2）
③街路灯改修工事（その3）④街路灯改修工事（その4）
上記の施工体系図。下請負人者一覧表について
ただし、下請負者の代表者名、現場責任者等の氏名など個人情報及び
印影は、本請求の対象外とする。

閲覧 公開 道路課

03371 R3.10.5 R3.10.8 ①街路灯改修工事（その1）②街路灯改修工事（その2）③街路灯改修工
事（その3）④街路灯改修工事（その4）
上記の施工体系図。下請負人者一覧表について
ただし、下請負者の代表者名、現場責任者等の氏名など個人情報及び
印影は、本請求の対象外とする。

閲覧 公開 みどり公園課

03372 R3.10.5 R3.10.5 コピー用紙の購入に関わる仕様書　令和3年度（3契約643号「複写機用紙
の購入」）

写しの交付 公開 契約管財課



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

03373 R3.10.6 R3.10.11 1　令和3年9月1日～令和3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、代表者氏名についての一覧
2　令和3年9月1日～令和3年9月30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①施設名称、②施設所在地、③
施設電話番号、④開設者名、⑤代表者氏名（法人のみ）、⑥開設者住所
（法人のみ）、⑦開設者電話番号（法人のみ）、⑧確認年月日、⑨確認番
号

写しの交付 公開 生活衛生課

03374 R3.10.6 R3.10.18 「区民の声」に対する回答（2021文土公第770号）が、9月17日付「区民の
声」（再要望）区民を感染リスクにさらさず「デルタ株」の感染の脅威からい
かにして守れると判断したのかご説明いただきたい）の文面において、同
「回答」のどの部分が上記「区民の声」のどの部分に対する回答であるの
かが分かる文書一式（文書の場合、具体的にその部分が分かるように文
章・文言をマーカー等で印すこと）

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）

個人の氏名・住所・電話
番号・年齢・メールアドレ
ス

03375 R3.10.6 R3.10.20 旧元町小学校について
3）原状回復費用について○○○○氏から契約管財課が、相当する除去
費用等を順天堂に負担させると聞いている。区が設置したもの以外の造
作動物産空調の原状回復詳細とその費用等がわかるもの。

写しの交付 非公開 契約管財課 行政運営情報
（第7条第6号）

03375 R3.10.6 R3.10.20 旧元町小学校について
1）10月9日（土）開催の説明会を町会の掲示板や校門に掲示しない根拠
と理由がわかるもの。7町会連合に掲示しないこととした理由と根拠
2）9月17日町会長埋文C1工区見学会の周知方法ならびに区民には広報
しなかった理由がわかるもの。9月22日、○○町会長　○○○○氏は同見
学会も知らされず、説明会すら不知と電話口頭で私に公言した。上記見
学会の内容がわかるもの資料一式
4）樹木医の診断内容（○○氏曰く88本？）東側および北西部分は完全に
除却したが、その根拠と理由と費用がわかるもの。移管する樹木の一覧
（ケヤキ　ヒマラヤ杉、ビワの木等）を残すかどうかの診断内容と移植先お
よび移植理由を公開すること。
5）2021年7月10日開催の解体説明会の議事録

写しの交付 一部公開 企画課 不存在（第12条
第2項）

1）10月9日（土）開催の
説明会を町会の掲示版
や校門に掲示しない根
拠と理由がわかるもの。
7町会連合に掲示しない
こととした理由と根拠。
2）9月17日町会長埋文
C1工区見学会の周知方
法ならびに区民には広
報しなかった理由がわか
るもの。9月22日、○○
町会長　○○○○氏は
同見学会も知らされず、
説明会すら不知と電話
口頭で私に公言した。上
記見学会の内容がわか
るもの資料一式
4）樹木医の診断内容
（○○氏曰く88本？）東
側および北西部分は完
全に除却したが、その費
用がわかるもの。

03376 R3.10.6 R3.10.6 本郷小学校の令和2年4月の学校配置の平面図 写しの交付 公開 学務課
03377 R3.10.6 R3.10.6 令和3年4月の、本郷小学校の教室配置の平面図 写しの交付 非公開 学務課 不存在（第12条

第2項）



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

03378 R3.10.7 R3.10.15 帝都復興事業による復興小公園（2園）にまつわるもので以下に該当する
もの
・過去複数回の改修それぞれの竣工図面　一般図（配置図、平面図、断
面図）付加情報として、遊具や植栽、防災倉庫、隣接施設の仮設物に関
する資料公園施設現況図や公園台帳平面図などの場合は、改修年度が
別途分かる資料
・附瞰図
・写真記録
・その他、改修の方針に影響を及ぼした助言や民意について関連のある
資料（意見交換会やアンケート資料、事業報告書や管理敷地の変更に関
する資料）

写しの交付 一部公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

①過去の竣工図、意見
交換会やアンケートの資
料②隣接施設の仮設物
に関する資料、俯瞰図、
事業報告書

03378 R3.10.7 R3.10.15 帝都復興事業による復興小公園（2園）にまつわるもので以下に該当する
もの
・過去複数回の改修それぞれの竣工図面　一般図（配置図、平面図、断
面図）付加情報として、遊具や植栽、防災倉庫、隣接施設の仮設物に関
する資料公園施設現況図や公園台帳平面図などの場合は、改修年度が
別途分かる資料
・附瞰図
・写真記録
・その他、改修の方針に影響を及ぼした助言や民意について関連のある
資料（意見交換会やアンケート資料、事業報告書や管理敷地の変更に関
する資料）

写しの交付 公開 管理課

03379 R3.10.7 R3.10.8 学校給食調理業務委託（明化小学校）における現在の受託業者名及び
落札金額、評価点

写しの交付 公開 学務課

03380 R3.10.8 R3.10.8 1.「目白台運動公園」指定管理者・代表企業「公園財団」構成企業「日本
体育施設」が所管課に提出した遊具廻り人工芝工事の大嘉産業(株)への
一括再下請負に関する顛末書等一式

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）

法人の印影

03381 R3.10.8 R3.10.8 令和2年8月26日付「区民の声」に対する回答（2020文企広第901号）にお
いて、総務部職員課が「～様のご意見として承りました」と書き送ってきた
ところの、「～様のご意見」なるものが分かる文書一式（文書の場合、具体
的に「～様のご意見」なるの部分を文章・文言をマーカー等で印し特定す
ること）

写しの交付 一部公開 職員課 個人情報（第7条
第2号）

お名前、ご住所、電話番
号、年齢、メールアドレス

03382 R3.10.11 R3.10.13 区発注工事の設計図書のデジタルデータでの配布を希望します。
2021年7月　下水道施設整備工事（文京区西片二丁目付近管渠整備工
事）
2021年7月　電線共同溝設置工事(区道第870号)

写しの交付 公開 道路課

03383 R3.10.11 R3.10.21 1.「目白台運動公園」有料駐車場の減免利用者の名簿・令和3年3月、4月
分
2.作業関係者の入構申請書

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

03384 R3.10.11 R3.10.11 大塚6丁目200番2、200番4及び200番6の行政境界確認書 写しの交付 一部公開 総務課 法人情報（第7条
第3号）

法人印影



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

03385 R3.10.12 R3.10.12 令和3年9月24日付「区民の声」に対する回答（2021文企広第996号）にお
いて、都市計画部都市計画課、総務部総務課、総務部職員課の3課が
「～様のご意見として承りました」と書き送ってきたところの、それぞれの
課における「～様のご意見」なるものが具体的に何を指し示しているのか
分かる文書一式（文書の場合、具体的に「～様のご意見」なる部分が具
体的に分かるよう文章・文言をマーカー等で印し特定すること）

写しの交付 一部公開 総務課 個人情報（第7条
第2号）

お名前、ご住所、電話番
号、年齢、メールアドレス

03385 R3.10.12 R3.10.12 令和3年9月24日付「区民の声」に対する回答（2021文企広第996号）にお
いて、都市計画部都市計画課、総務部総務課、総務部職員課の3課が
「～様のご意見として承りました」と書き送ってきたところの、それぞれの
課における「～様のご意見」なるものが具体的に何を指し示しているのか
分かる文書一式（文書の場合、具体的に「～様のご意見」なる部分が具
体的に分かるよう文章・文言をマーカー等で印し特定すること）

写しの交付 一部公開 職員課 個人情報（第7条
第2号）

お名前、ご住所、電話番
号、年齢、メールアドレス

03385 R3.10.12 R3.10.12 令和3年9月24日付「区民の声」に対する回答（2021文企広第996号）にお
いて、都市計画部都市計画課、総務部総務課、総務部職員課の3課が
「～様のご意見として承りました」と書き送ってきたところの、それぞれの
課における「～様のご意見」なるものが具体的に何を指し示しているのか
分かる文書一式（文書の場合、具体的に「～様のご意見」なる部分が具
体的に分かるよう文章・文言をマーカー等で印し特定すること）

写しの交付 一部公開 都市計画課 個人情報（第7条
第2号）

お名前、ご住所、電話番
号、年齢、メールアドレス

03386 R3.10.12 R3.10.12 「区民の声」の「【ご意見・ご要望の件名】及び【ご意見・ご要望の内容】に
記載のあった全てについて、ご要望・ご意見その他の文章表現の如何を
問わず、包括的に1つのご意見として承っております」という総務部総務課
の主張を裏付ける合理的根拠が記された条例・要綱・要領・基準等の法
令的あるいは手続き的根拠を示す文書一式（公開されている場合は正式
名称と条項号の情報提供で構わない）

写しの交付 一部公開 総務課 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

03387 R3.10.12 R3.10.25 令和3年4月から令和3年9月末までに受け取った、文京区、文京区長、文
京区教育長あての陳情等の要望書すべて、CD-Rで受け取りを希望しま
す。

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

①申出者の氏名、住所、
電話番号、メールアドレ
ス②印影

03388 R3.10.12 R3.10.25 令和3年4月から令和3年9月末までに受け取った、文京区、文京区長、文
京区教育長あての陳情等の要望書すべて、CD-Rで受け取りを希望しま
す。

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法人
情報（第7条第3
号）

①郵便番号、住所、氏名
②印影

03389 R3.10.13 R3.10.27 元町公園整備（案）、旧元町小学校の整備と元町公園との一体的活用事
業（案）について、文京区文化財保護審議委員に渡した内容と経過につ
いて

写しの交付 公開 みどり公園課

03389 R3.10.13 R3.10.27 旧元町小学校の整備と元町公園との一体的活用事業（案）について、文
京区文化財保護審議委員に渡した内容と経過について

写しの交付 公開 企画課

03390 R3.10.13 R3.10.13 令和3年9月27日付「区民の声」に対する回答（2021文企広第1003号）に
おいて、総務部総務課、総務部職員課の2課が「～様のご意見として承り
ました」と書き送ってきたところの、両課における「～様のご意見」なるもの
が具体的に何を指し示しているのか分かる文書一式（文書の場合、具体
的に「～様のご意見」なる部分が具体的に分かるよう文章・文言をマー
カー等で印し特定すること）

写しの交付 一部公開 総務課 個人情報（第7条
第2号）

お名前、ご住所、電話番
号、年齢、メールアドレス



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

03390 R3.10.13 R3.10.13 令和3年9月27日付「区民の声」に対する回答（2021文企広第1003号）に
おいて、総務部総務課、総務部職員課の2課が「～様のご意見として承り
ました」と書き送ってきたところの、両課における「～様のご意見」なるもの
が具体的に何を指し示しているのか分かる文書一式（文書の場合、具体
的に「～様のご意見」なる部分が具体的に分かるよう文章・文言をマー
カー等で印し特定すること）

写しの交付 一部公開 職員課 個人情報（第7条
第2号）

お名前、ご住所、電話番
号、年齢、メールアドレス

03391 R3.10.13 R3.10.21 令和2年度に文京区が所有、リース、借受等、管理していた全車両の台数
と、車両運行記録。
CD-Rで受け取りを希望します。

写しの交付 一部公開 総務課 個人情報（第7条
第2号）

運転日誌中、運転手（委
託業者）、氏名、印影

03391 R3.10.13 R3.10.18 令和2年度に文京区が所有、リース、借受等、管理していた全車両の台数
と、車両運行記録。
CD-Rで受け取りを希望します。

写しの交付 公開 危機管理課

03391 R3.10.13 R3.10.19 令和2年度に文京区が所有、リース、借受等、管理していた全車両の台数
と、車両運行記録。
CD-Rで受け取りを希望します。

写しの交付 公開 防災課

03391 R3.10.13 R3.10.20 令和2年度に文京区が所有、リース、借受等、管理していた全車両の台数
と、車両運行記録。
CD-Rで受け取りを希望します。

写しの交付 公開 区民課

03391 R3.10.13 R3.10.25 令和2年度に文京区が所有、リース、借受等、管理していた全車両の台数
と、車両運行記録。
CD-Rで受け取りを希望します。

写しの交付 公開 生活衛生課

03391 R3.10.13 R3.10.21 令和2年度に文京区が所有、リース、借受等、管理していた全車両の台数
と、車両運行記録。
CD-Rで受け取りを希望します。

写しの交付 一部公開 予防対策課 個人情報（第7条
第2号）

運転手氏名、運航経路
内の住所

03391 R3.10.13 R3.10.18 令和2年度に文京区が所有、リース、借受等、管理していた全車両の台数
と、車両運行記録。
CD-Rで受け取りを希望します。

写しの交付 一部公開 管理課 個人情報（第7条
第2号）

運転者氏名及び印影

03391 R3.10.13 R3.10.27 令和2年度に文京区が所有、リース、借受等、管理していた全車両の台数
と、車両運行記録。
CD-Rで受け取りを希望します。

写しの交付 公開 道路課

03391 R3.10.13 R3.10.26 令和2年度に文京区が所有、リース、借受等、管理していた全車両の台数
と、車両運行記録。
CD-Rで受け取りを希望します。

写しの交付 公開 みどり公園課

03391 R3.10.13 R3.10.21 令和2年度に文京区が所有、リース、借受等、管理していた全車両の台数
と、車両運行記録。
CD-Rで受け取りを希望します。

写しの交付 公開 文京清掃事務所

03392 R3.10.13 R3.10.27 令和2年度に文京区が所有、リース、借受等、管理していた全車両の台数
と、車両運行記録。
CD-Rで受け取りを希望します。

写しの交付 一部公開 教育総務課 個人情報（第7条
第2号）

運転者名、印影

03393 R3.10.14 R3.10.14 令和元年度及び2年度に支出された五大まつり助成金に対する、各まつ
り実行委員会から提出された収支報告書

写しの交付 公開 アカデミー推進
課



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

03394 R3.10.14 R3.10.26 ・肥後細川庭園と目白台運動公園の平成30年度・令和元年度の各年度
の未払金額と内訳、各年度前年の未払金清算の月・日と金額
・肥後細川庭園の平成30年度収支状況、未払金額と内訳、総勘定元帳、
未払金清算月・日と金額
・目白台運動公園の平成30年度収支状況、専用口座残高、未払金と内
訳、総勘定元帳、未払金精算月・日と金額
・目白台運動公園　区職員の指導記録（令和2、3年）

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不存
在（第12条第2
項）

①個人の氏名
②・2018年度未払金・内
訳書_目白台運動公園・
2018年度前年分未払金
清算資料（総勘定元帳）_
目白台運動公園・2019
年度前年度分未払金清
算資料（総勘定元帳）_目
白台運動公園・2018年
度専用口座残高_目白台
運動公園

03395 R3.10.15 R3.10.15 来年度の保険契約に関する入札に参加希望の為、区で契約している最
新の自動車保険証券の写しを請求いたします。

写しの交付 一部公開 総務課 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法人の印影②証券番
号

03396 R3.10.16 R3.10.18 令和2年度発注工事施工体系図交付
文京区立指ヶ谷小学校プール塗装その他改修工事

写しの交付 一部公開 学務課 個人情報（第7条
第2号）

担当技術者の個人名

03397 R3.10.18 R3.10.28 １.「肥後細川庭園」指定管理者が第三者委託に於いて大洋造園土木(株)
との複数年契約について、所管課への協議申入書等一式
２．１の第三者委託について、事業計画書の提出、確認を行わず複数年
契約を認めた際の所管課と契約管財課の打合せ記録
（令和２年度から５年度迄の複数年契約）
※第三者委託については，指定管理者制度に於いて複数年契約は行え
ない。

写しの交付 一部公開 みどり公園課 ①法人情報（第7
条第3号）②不存
在（第12条第2
項）

①法人の印影②第三者
委託について、複数年契
約を認めた際の所管課
と契約管財課の打合せ
記録

03398 R3.10.18 R3.11.1 １.「肥後細川庭園」指定管理者が第三者委託に於いて大洋造園土木(株)
との維持管理契約（複数年契約）の見積書、業務範囲、内容の分かる文
書等一式
２．１の契約の履行状況、支出状況の分かる文書等一式
※令和２年度から３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）

法人の印影

03399 R3.10.18 R3.10.18 私道下水施設工事
文京区千駄木五丁目31番先の図面

写しの交付 一部公開 道路課 個人情報（第7条
第2号）

申請者氏名、住所、電話
番号、個人名

03400 取下げ
03401 R3.10.20 R3.11.1 １.「目白台運動公園」指定管理者が維持管理費（管理諸費）として支出し

たガソリン代
総勘定元帳の下記の領収書等一式※利和２年度分
61-1、68-1、81-1、141-1、157-1、184-1、209-1、240-1、321-1、359-1、
393-1、442-1
600-1
２．ガソリン携行缶等の支出明細

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個人の印影、個人の
氏名②法人の印影、法
人の口座番号



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

03402 R3.10.20 R3.11.1 １.「目白台運動公園」指定管理者の下記の日の作業安全指示書、日報
令和３年７月１３日、８月１１日
令和２年４月２８日、８月２７日、９月１７日、９月２４日、１０月２７日、１２月
２４日

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）

個人の印影、氏名

03403 R3.10.21 R3.10.21 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会における学校連携観戦プ
ログラムへの参加取り止めに関する起案文書が複数の者による審査・審
議などを経て決定されたことがわかる資料

写しの交付 公開 教育指導課

03404 R3.10.21 R3.10.21 文京区就学援助費補助要綱に規定されている援助対象者にかかる平成
20年、平成24年、平成26年の文書

写しの交付 公開 学務課

03405 R3.10.22 R3.10.22 文京区大塚3-44-5筑波製本所に係る工場廃止届 写しの交付 一部公開 環境政策課 個人情報（第7条
第2号）

住所、携帯電話番号、印
影

03406 R3.10.22 R3.11.5 １.「肥後細川庭園」指定管理者の人件費、事業管理費の請求書、請求明
細等一式
総勘定元帳(人件費）147-1,355-1,570-1,733-1(事業管理費)146-1,354-
1,600-1,741-1

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）

請求書のうち、法人の印
影及び法人の口座番号

03407 R3.10.22 R3.11.5 １.「肥後細川庭園」指定管理者の維持管理費（植物管理費）の請求書、請
求明細等一式
総勘定元帳(植物管理費）68-1～3,109-1～3,182-1～3,254-1～3,309-1
～3,381～3,459-1～3,528-1～3, 598-1～3, 675-1～3,715-1～3,816-1～4

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）

請求書のうち、法人の印
影及び法人の口座番号

03408 R3.10.22 R3.11.5 １.「肥後細川庭園」指定管理者の維持管理費（植物管理費）の請求書、請
求明細等一式
総勘定元帳(植物管理費）301～1,359-1, 396-1, 461-1,740-1～2,817-
1(大洋造園土木(株)支払い分）
２．672-1樹木調査・東邦レオ支出分、調査報告書

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個人の氏名、個人の
生年月日、樹木医登録
番号、個人の顔写真②
法人の印影、法人の口
座番号

03409 R3.10.22 R3.10.26 (1) 現在、文京区道207号線（通称「堀坂」、両端の文京区道205号線、818
号線の部分を含む）で実施されている道路工事施行承認の期間、承認に
係る道路の範囲、管理体制が分かる文書一式。決裁文書等を含む。
(2) 現在、文京区小石川2-8-13付近の富士ハイツで行われている補修工
事が文京区道にはみでて工事されていることについて文京区に申請され
ている内容、文京区が指導している内容が分かる文書一式。決裁文書等
を含む。
CD-Rへの写しを希望します。

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対応担当者氏名、印、
メールアドレス、携帯電
話番号、保有資格、問い
合わせメールの問い合
わせ者氏名、住所、電話
番号、メールアドレス②
法人印

03410 R3.10.25 R3.11.4 2016年4月1日～2021年10月25日までに廃止届のあった診療所の施設
名、所在地、開設者名、廃止届出日、発生日の一覧（企業内診療所、特
別養護老人ホーム内診療所、コロナのための職域接種診療所を除く）

写しの交付 公開 生活衛生課

03411 R3.10.26 R3.11.8 １.「肥後細川庭園」指定管理者代表企業の業務委託の際、見積り依頼者
に対して熟読を求めている「見積心得」等一式

写しの交付 公開 みどり公園課



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

03412 R3.10.26 R3.11.8 １.「目白台運動公園」指定管理者、代表企業に対して構成企業・日本体
育施設(株)から請求のあった人件費、芝生管理費等の請求書、明細等一
式
２．人件費、芝生管理費の総勘定元帳の該当部分
令和３年度分

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個人の氏名、人件費
のうち、職員給与の金
額、月合計、累計、翌月
繰越額、個人の印影②
法人の印影、口座番号

03413 R3.10.26 R3.10.26 文京区情報公開条例において、都市計画課庶務担当の○○を名乗る職
員が区民に送り付けてきたメール（2021年10月25日14時49分）に書いて
あるように、公開文書とは別の付箋メモの情報提供による文章・文言の特
定が「行政情報への加筆」に当たり「いたしかね」るとする法令的あるいは
内部手続き的根拠を記載した文書一式（公開されている文書の場合は正
式名称と条項号等の情報提供で構わない）

写しの交付 非公開 総務課 不存在（第12条
第2項）

03414 R3.10.26 R3.11.9 都市計画課庶務担当の○○氏なる職員の都市計画課への配置が文京
区における「人事管理」が「公正かつ科学的」に行われ、「適材適所」で
あったことを裏付ける合理的根拠を示す文書一式

写しの交付 公開 職員課

03415 R3.10.26 R3.10.26 都市計画課庶務担当の○○氏なる職員による区民宛メール（2021年10
月25日14時49分）において「行政情報への加筆はいたしかねます」と通告
したところの、この区民が「行政情報への加筆」を要求したことが事実であ
ることを裏付ける直前のメール文書

写しの交付 一部公開 都市計画課 個人情報（第7条
第2号）

03416 R3.10.26 R3.10.27 本郷小学校　施設図　平成28年―令和2年 写しの交付 公開 学務課
03417 R3.10.26 R3.11.1 令和3年10月26日時点で文京区の飲食業許可を取得し営業している業者

の郵便番号、住所、事業者名、電話番号、事業者が法人の場合は、法人
の住所、代表者名、代表者電話番号

写しの交付 公開 生活衛生課

03418 R3.10.28 R3.10.28 都市計画課庶務担当の○○氏からの2021年10月27日17:09の区民に宛
てたメール（件名：RE: 文京区　行政情報公開請求に伴う情報提供つい
て）において、「お送りしています内容につきましては、都市計画課として
のご連絡です」と書いてあるところの、同氏からの同件名における2021年
10月25日14:49のメール、10月22日17:14のメール、10月15日17:24 のメー
ルについて、「都市計画課としてのご連絡」という組織としての連絡である
ことを裏付ける合理的根拠やその手続き的経緯などを示す文書一式

写しの交付 一部公開 都市計画課 個人情報（第7条
第2号）

お名前

03419 R3.10.28 R3.10.28 文京区が道路管理者である区道や区道の工事車両等の通行を巡り、
2020年1月1日～12月31日に国土交通省関東地方整備局の「道の相談
室」、国土交通省の「ホットラインステーション」に入ってきた苦情・要望等
について、同省及び同局からどのような連絡を受け、どのように対応・対
処・解決したかなどが分かる文書一式

写しの交付 一部公開 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相談者氏名、年齢、性
別、住所、電話番号、
メールアドレス②・2020
年1月1日～12月31日に
国土交通省の「ホットライ
ンステーション」に入って
きた文京区道に関する
苦情・要望等について、
文京区が国土交通省か
ら連絡を受けた内容が
分かる文書・区が国土交
通省及び国土交通省関
東地方整備局から連絡
を受け、どのように対応・
対処・解決したかなどが
分かる文書



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

03419 R3.10.28 R3.11.1 文京区が道路管理者である区道や区道の工事車両等の通行を巡り、
2020年1月1日～12月31日に国土交通省関東地方整備局の「道の相談
室」、国土交通省の「ホットラインステーション」に入ってきた苦情・要望等
について、同省及び同局からどのような連絡を受け、どのように対応・対
処・解決したかなどが分かる文書一式

写しの交付 一部公開 管理課 ①個人情報（第7
条第2号）②行政
運営情報（第7条
第6号）③不存在
（第12条第2項）

①相談者の氏名、年齢、
性別、住所、電話番号、
メールアドレス②国職員
の個人メールアドレス③
文京区が国土交通省及
び国土交通省関東地方
整備局から連絡を受け、
どのように対応・対処・解
決したかなどが分かる文
書

03420 R3.11.1 R3.11.4 業種　飲食業の新規開業店
期間　令和３年９月１日から令和３年９月３０日
開示希望項目　店舗名　店舗電話番号　店舗住所　法人運営の場合は
法人社名とその代表者名
希望形態：エクセルファイルをCDRに焼いたものを郵送での受取希望で
す。

写しの交付 公開 生活衛生課

03421 R3.11.1 R3.11.4 食品営業許可台帳の令和3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

03422 R3.11.1 R3.11.10 臨時災害FM放送に関して
1　潜在電界調査結果（防災計画本編2項）
2　臨時災害FM放送整備機器購入契約書
3　同上取扱マニュアル及び職員訓練結果
4　令和3年訓練委託契約書及び成果物
5　上記に関する総務省への申請書及び許可書一式

写しの交付 一部公開 防災課 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総務省関東綜合通信
局への申請書等中、避
難所運営協議会役員の
氏名、所属町会名②総
務省関東綜合通信局へ
の申請書等中、当該組
織の写し証明印の印影
③総務省関東綜合通信
局への申請書等中、臨
時災害FM放送用空中線
の設置位置詳細

03423 R3.11.1 R3.11.1 土地借用賃借契約書 写しの交付 公開 みどり公園課
03424 R3.11.2 R3.11.10 2021年10月1日から10月31日の間に食品衛生法に基づき営業許可を新

規取得した施設及び許可を更新した施設の一覧
新規許可取得/許可更新した施設の一覧
営業所名称（屋号）、営業所住所、営業所電話番号、営業者氏名、営業
者代表者名、営業者住所、営業者電話番号、業種、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



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

03425 R3.11.4 R3.11.10 ①旅館業の許可施設：令和3年9月1日～令和3年10月31日に、旅館業の
届出が出されている（許可と廃止と変更を含む）全施設の保健所管轄内
全域の、店舗名（屋号）、施設の住所（所在地）、施設の電話番号、開設
者情報（個人店であればオーナーの名前と連絡先、法人であれば法人名
と連絡先、保健所の確認年月日（許可年月日）、確認番号（許可番号）
②食品衛生関係の許可施設：令和3年9月1日～令和3年10月31日に、食
品衛生業の届出が出されている（許可と廃止と変更を含む）全施設の保
健所管轄内全域の、固定店舗のみの、（自動販売機、催事、イベント、露
店、自動車、列車、船舶を除く）、店舗名（屋号）、施設の住所（所在地）、
施設の電話番号、業種（飲食店営業、喫茶店営業、乳類販売、肉類販
売、魚介類販売など、開設者情報（個人店であればオーナーの名前と連
絡先、法人であれば法人名と連絡先）・初回の許可年月日・最新の許可
年月日、新規か更新か・確認番号（許可番号）以上のうち開示可能な情
報の提供

写しの交付 公開 生活衛生課

03426 R3.11.4 R3.11.4 文京区の生活保護受給者及び生活保護申請者に対して文京区福祉事務
所職員及び民生委員が行っている生活保護制度の説明の内容が分かる
文書（窓口における説明のためのマニュアル、職員への教育資料を含
み、これに限らない。）。ただし、「生活保護のしおり」についてはすでに請
求人において入手済みのため、公開請求対象から除外する。

写しの交付 公開 生活福祉課

03427 R3.11.4 R3.11.4 2021年10月29日付、大型建築物等に関しての区からの事業主に対する
「要望書」一式。事業主は、宝生ハイツ管理組合

写しの交付 公開 都市計画課

03428 R3.11.5 R3.11.8 勤労福祉会館の指定管理者の評価結果に係る資料、会議録 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本事業に係る業務体
制及び個人情報に該当
する情報②事業者の印
影に係る情報

03429 R3.11.5 R3.11.11 森鴎外記念館の指定管理者の選定経過と結果に関する資料、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業務を担当する職員
の氏名、事業参加者等
の画像②事業者のノウ
ハウに関わる情報、内部
管理情報、収支計画書
の支出における人件費
の内訳

03430 R3.11.5 R3.11.9 豊島岡墓地遺跡に関わる文書　届出と立会報告 写しの交付 一部公開 教育総務課 法人情報（第7条
第3号）

遺跡発見通知提出者印
影

03431 R3.11.5 R3.11.11 1　令和3年10月1日～令和3年10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一覧
2　令和3年10月1日～令和3年10月30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①施設名称、②施設所在地、
③施設電話番号、④開設者名、⑤代表者氏名（法人のみ）、⑥開設者住
所（法人のみ）、⑦開設者電話番号（法人のみ）、⑧確認年月日、⑨確認
番号

写しの交付 公開 生活衛生課



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

03432 R3.11.5 R3.11.10 令和3年10月末時点で許可を受けた施設一覧（食品営業許可施設）既に
廃業、失効した施設を除く。食品に関しては、自動車、自動販売機、露店
形態、臨時的な営業、季節的な営業を除く。（1⑴施設電話番号、⑵施設
住所、⑶開設者氏名（法人の場合は商号及び代表者氏名）⑷施設名称、
⑸許可年月日、⑹業種業態

写しの交付 公開 生活衛生課

03433 R3.11.5 R3.11.17 ・文京区営住宅等指定管理者申請書類
　（・団体概要・区営住宅等の管理運営事業計画書・収支決算書・労働条
件セルフチェックシ－ト・法人等経営実績等説明書）
・専門部会の会議録及び選定結果
・R2年度の評価におけるモニタリング結果、利用者アンケ－トに関する資
料

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

①団体概要の担当者名
及び電話番号、FAX番
号、メールアドレス②1.事
業報告書・事業報告付
属明細書、計算書類・計
算書類付属明細書の代
表取役印2.事業報告3.
キャッシュフロ－計算書
3.株主資本等変動計算
書、個別注記表の損益
計算書に関する注記、株
主資本等変動計算書に
関する注記、追加情報、
計算書類付属明細書4.
独立監査人の監査報告
書5.納税証明書の納付
すべき額、納付済額、QR
コード

03434 R3.11.8 R3.11.8 (1) 本年10月から文京区小石川2-6-19付近で行われている木造建築物
の解体工事（以下、「本件解体工事」といいます。）について建築指導課、
環境政策課が受けた文書一式。決裁文書等を含む。
(2) 本件解体工事に使用する大型建設重機の搬入・搬出に係る文京区道
818号線の車両通行について、事業者ないし富坂警察署とやりとりした内
容がわかる文書一式。決裁文書等を含む。

写しの交付 一部公開 建築指導課 個人情報（第7条
第2号）

公開文書中個人の印
影、発注者の氏名・住
所・電話番号、代理者の
携帯番号

03434 R3.11.8 R3.11.8 (1) 本年10月から文京区小石川2-6-19付近で行われている木造建築物
の解体工事（以下、「本件解体工事」といいます。）について建築指導課、
環境政策課が受けた文書一式。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氏名、住所、携帯電話
番号②印影

03434 R3.11.8 R3.11.9 (2) 本件解体工事に使用する大型建設重機の搬入・搬出に係る文京区道
818号線の車両通行について、事業者ないし富坂警察署とやりとりした内
容がわかる文書一式。決裁文書等を含む。

写しの交付 公開 管理課

03435 R3.11.8 R3.11.18 区立小中学校のICT教育において、児童生徒が使用しているタブレット端
末について。
・利用ログを取っている業者と交わした仕様書・契約書等一式（特に、取
得内容、個人情報の管理について）。
・利用ログをどのように、何を取得し、どう活用していくか、教育委員会の
検討経過がわかる資料。

写しの交付 公開 学務課



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

03436 R3.11.8 R3.11.10 令和3年9月1日から令和3年10月31日までの(固定店舗を持たない移動、
臨時、自動販売機は除く)
新規食品衛生関係営業施設一覧
・屋号・店舗所在地・店舗電話番号・申請者氏名(法人の場合は法人名及
び代表者氏名)・業種・許可年月日

写しの交付 公開 生活衛生課

03437 R3.11.9 R3.11.10 情報公開請求（受付番号02－175）で一部公開決定（2020文土道第569
号）した文書一式

写しの交付 一部公開 道路課 個人情報（第7条
第2号）

相談者氏名、年齢、性
別、住所、電話番号、
メールアドレス

03438 R3.11.9 R3.11.11 森鴎外記念館の指定管理者選定に関する資料一式 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業務を担当する職員
氏名、事業参加者等の
画像②指定管理者の代
表者印、事業者のノウハ
ウに関わる情報、内部管
理情報、収支計画書の
支出における人件費の
内訳

03439 R3.11.9 R3.11.10 小石川ここわ保育園の許可申請書 写しの交付 一部公開 幼児保育課 ①個人情報（第7
条第2号）②法人
情報（第7条第3
号）

①個人の氏名、連絡先
が特定出来る情報②法
人等の印影、当該法人
の資金計画、財務諸表

03440 R3.11.9 R3.11.9 ・文京区で保存されている委員会会議録及び本会議会議録のワードデー
タ
（委員会記録は10年分、本会議記録は平成19年以降のもの）

写しの交付 公開 区議会事務局

03441 R3.11.9 R3.11.11 森鴎外記念館指定管理者選定資料一式 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業務を担当する職員
の氏名②指定管理者の
代表者印、事業者のノウ
ハウに関わる情報、内部
管理情報、収支計画書
の支出における人件費
の内訳

03442 R3.11.10 R3.11.10 １.「目白台運動公園」指定管理者の偽装請負について，所管課が土木部
長・吉田雄大に対して報告した日時、決裁過程が分かる文書等一式
２．指定管理者に対しての偽装請負の改善命令、指示が何処で決裁が止
まっているのか
　　行われていないのか，明らかになる文書等一式
令和３年度分

写しの交付 公開 みどり公園課

03443 R3.11.10 R3.11.24 １.「目白台運動公園」駐車場のアマノマネジメント発行の普通車、減免
車。定期車のジャーナル。令和３年３月、４月分

写しの交付 公開 みどり公園課



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

03444 R3.11.10 R3.11.10 ヴィアックス・紀伊國屋書店共同事業体の指定管理者の管理運営に対す
る評価報告書の仕様書との関係について、詳しい内容について（特に人
件費に対する所）ここ5年くらいの図書館流通センターとヴィアックス・紀伊
國屋書店共同事業体の職員の退職状況について

写しの交付 一部公開 真砂中央図書館 法人情報（第7条
第3号）

ヴィアックス・紀伊國屋書
店共同事業体の令和2
年度年次報告書のうち
人件費の地区館別内訳

03445 R3.11.11 R3.11.25 １.「目白台運動公園」「肥後細川庭園」の産業廃棄物委託契約書
２．１の施設の産業廃棄物の排出記録、請求書等一式（令和元年～現在
迄の分）

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個人のメールアドレ
ス、携帯番号、印影②法
人の印影、口座番号

03446 R3.11.11 R3.11.25 １.「目白台運動公園」のU字溝、側溝、排水桝、清掃、高圧洗浄の業務委
託契約書
２．１の工事写真（令和元年～現在迄の分）
３．各年度の履行の確認の出来る検収書等一式
４．請求書等一式

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不存在（第
12条第2項）

①個人の印影②法人の
印影、法人の口座番号
③各年度の履行を確認
できる検収書等一式

03447 R3.11.12 R3.11.18 1.少年自然の家八ヶ岳高原学園の指定管理者の評価結果について
2.少年自然の家八ヶ岳高原学園の市営管理者候補者の選定結果につい
て

閲覧 一部公開 学務課 法人情報（第7条
第3号）

事業者名、代表者氏名、
役員名、他施設の管理
実績の名称、印影

03448 R3.11.12 R3.11.15 区立児童館指定管理者の評価結果についての一式（根津児童館及び目
白台第二児童館）

閲覧 一部公開 児童青少年課 個人情報（第7条
第2号）

個人氏名、住所、生年月
日、顔写真等

03449 R3.11.12 R3.11.25 豊島岡墓地遺跡（93-2）に関わる文書届出と立合報告 写しの交付 公開 教育総務課
03450 R3.11.13 R3.11.17 １.「目白台運動公園」指定管理者が東京都の廃掃法違反（産業廃棄物）

の不法投棄について
所管課に対して提出をした文書、メール等一式
２．上記の文書等について，区長、吉田雄大土木部長、吉本眞二みどり
公園課長に対して状況報告を行った事を確認出来る文書、メール等一
式。

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行政
運営情報（第7条
第6号）③不存在
（第12条第2項）

①個人の氏名、印影②
個人のメールアドレス③
目白台運動公園指定管
理者が東京都の廃掃法
違反（産業廃棄物）の不
法投棄について所管課
に対して提出をした文書
等について、区長、吉田
雄大土木部長、吉本眞
二みどり公園課長に対し
て状況報告を行ったこと
を確認できる文書、メー
ル等一式

03451 R3.11.15 R3.11.29 １.「肥後細川庭園」指定管理者が複数年契約を行った第三者委託（高木
植栽管理）の施工体制台帳、年間管理計画書等一式
２．植栽管理の作業内容の疎明資料一式。
日報、請求明細（詳細な作業内容が記載された文書）、作業検収書等一
式
※令和２年度、３年度分

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）

個人の氏名、印影

03452 R3.11.15 R3.11.29 １.「肥後細川庭園」月次報告書
※平成３１年４月～令和３年１１月分
２．「目白台運動公園」月次報告書
※令和３年６月～１１月分

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不存
在（第12条第2
項）

①個人の氏名、顔写真、
障碍者情報②令和3年
11月分の肥後細川庭園
及び目白台運動公園月
次報告



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

03453 R3.11.15 R3.11.16 鴎外記念館の指定管理者選定に関する資料全て但し、丹青社提出資料
を除く

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）

委員名

03454 R3.11.15 R3.11.15 2021年7月1日から2021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（個人情報を除く）

写しの交付 一部公開 区民課 個人情報（第7条
第2号）

所有者・管理者・占有者
氏名、住所　申請者氏
名、住所、電話番号

03455 R3.11.16 R3.11.17 森鴎外記念館指定管理者の選定に関し1375点の内容がわかる審査項目
と配点、各項で取得した点数がわかる資料一式

写しの交付 公開 アカデミー推進
課

03456 R3.11.16 R3.11.29 １.「目白台運動公園」構成企業・日本体育施設(株)パークマネジメント事
業部部長○○○○の「目白台運動公園」での芝生作業に従事した記録、
作業日報等一式。
※所管課○○○○係長、申請者が作業の従事を確認済
２．品川区の公園に維持管理スタッフとして従事する日本体育施設(株)の
○○○○なる者について
（１）「目白台運動公園」勤務の辞令等一式
（２）「目白台運動公園」での作業従事記録、日報
※全て令和３年度分

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

03457 R3.11.16 R3.11.18 2021年10月末日現在の食品関係営業許可施設一覧（新規・更新施設）。
露店、自動車販売、自販機を除く固定店舗
事項：屋号、営業所所在地、営業者氏名（営業者が法人の場合は、法人
名及び代表者名）営業所電話番号、初回許可日、許可年月日、許可満了
日

写しの交付 公開 生活衛生課

03458 R3.11.17 R3.11.17 文京区道第818号線（通称「六角坂」）の通行に係る道路法第47条の認定
に関する文書一式。令和3年度のもの。決裁文書等を含む。

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、
印影②車体番号

03459 R3.11.17 R3.11.17 令和3年度勤労福祉会館の指定管理者の評価資料一式 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本事業に係る業務体
制及び個人情報に該当
する情報②事業者の印
影に係る情報②事業者
の印影に係る情報

03460 R3.11.17 R3.11.17 「区民の声」に対する回答（2021文総総第1106号）において、久保孝之総
務課長が「ご意見として承りました」と回答したところの、区が区民のから
の「意見」として具体的に何を「承」ったのかが分かる文書一式（なお、文
書内に「意見」以外のものが含まれている場合、「意見」なるものを特定し
て情報提供すること）

写しの交付 一部公開 総務課 個人情報（第7条
第2号）

お名前、ご住所、電話番
号、年齢、メールアドレス

03461 R3.11.17 R3.11.17 令和3年4月13日付「区民の声」に対する回答（2021文総職第125号）にお
いて、多田栄一郎職員課長が「今回いただきましたその他の内容につき
ましては、○○○様のご意見として承りました。今後も区民サービス向上
に向け、職員育成に努めてまいります」と回答したところの、その後、6カ
月余りの間に、どのような「区民サービス向上に向け、職員育成に努め
て」きたかが具体的に分かる文書一式

写しの交付 公開 職員課



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

03462 R3.11.17 R3.11.22 ⑴区立図書館の指定管理者の評価資料のうち、令和2年度利用者アン
ケート集計結果、実施結果、意見要望等に関するもの
⑵令和2年度から現在までの小中学校図書館支援員担当者連絡会の要
点記録

写しの交付 一部公開 真砂中央図書館 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学校図書館支援員連
絡会要点記録の学校図
書館支援員氏名②学校t
所支援員連絡会要点記
録（令和3年3月22日開
催）のうちBグループ業
務責任者の発言

03463 R3.11.18 R3.11.19 文京福祉センターの指定管理者の評価の対象とした資料及び会議録
（業務要求水準書、広報物、備品台帳、個人情報保護規定、環境対策へ
の取組を除く）

写しの交付 一部公開 高齢福祉課 ①個人情報（第7
条第2号）②法人
情報（第7条第3
号）

①氏名、電話番号②法
人の印影

03464 R3.11.18 R3.11.18 １.「目白台運動公園」指定管理者に対して発出した。
　　改善指示書、改善命令書等一式
　　令和３年１０月～現在迄の分

写しの交付 公開 みどり公園課

03465 R3.11.18 R3.11.19 文京区永住宅指定管理者選定に関する資料一式 写しの交付 公開 福祉政策課
03466 R3.11.18 R3.11.18 文京福祉センターの指定管理者に対する評価について資料一式（①利用

者アンケート②会議録）
写しの交付 公開 高齢福祉課

03467 R3.11.18 R3.11.29 【平成29年に実施された勤労福祉会館　指定管理者公募時の下記資料】
・募集要項を含む公募資料（仕様書/付属資料/説明会配布資料/質問回
答等）
・選定事業者の事業計画書（収支計画書を含む）
・選定委員会時の議事録
【勤労福祉会館における下記資料】
[平成30年度～令和2年度]事業計画書/収支決算書類
[令和3年度]事業計画書/収支予算書

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本事業に係る業務体
制、情報セキュリティ対
策等の内部管理に関す
る情報②選定されなかっ
た団体名、提案のあった
経費の内訳、事業者の
提案書における事業者
独自のアイデアや創意
工夫に該当する情報

03468 R3.11.19 R3.11.22 八ヶ岳高原学園指定管理者選定に関する資料一式
文京区HPで公開していないもの

写しの交付 一部公開 学務課 法人情報（第7条
第3号）

事業者名、代表者名、役
員名、他施設の管理実
績の名称、印影

03469 R3.11.19 R3.11.19 根津児童館、目白台第二児童館指定管理者評価に関する資料一式 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）

個人氏名、住所、生年月
日、顔写真等

03470 R3.11.19 R3.11.22 文京区区立図書館の指定管理者評価検討会資料一式 写しの交付 一部公開 真砂中央図書館 法人情報（第7条
第3号）

令和2年度事業計画書
等の事項、金額及び説
明

03471 R3.11.19 R3.11.19 指定障害児相談支援事業所　業務委託　事業者選定に関する資料一式 写しの交付 一部公開 障害福祉課 法人情報（第7条
第3号）

選定されなかった事業者
名

03472 R3.11.19 R3.11.29 食品営業許可台帳一覧
2021年1月1日～2021年10月31日までに新規で営業許可を取得した飲食
店（自動車・テント・自動販売機・既に閉店した店舗・更新を除く。）
事項：施設名称、施設所在地、営業者氏名、営業者住所、営業の種類、
施設電話番号、許可年月日、許可満了日、許可番号、営業者電話番号、
代表者氏名

写しの交付 公開 生活衛生課



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

03473 R3.11.19 R3.11.26 ・公園遊具の安全点検結果（大塚公園）今年度から5年分
・工事設計図面のうち、滑り台に関する図面一式

写しの交付 公開 みどり公園課

03474 R3.11.21 R3.12.6 平成30年度の国の子ども・子育て支援交付金及び東京都の子供・子育て
支援交付金について東京都に令和元年5月10日までに送付した実績報告
の文書一式（令和元年5月10日より後に差し替える前のもの）。決裁文書
等を含む。

写しの交付 一部公開 子育て支援課 個人情報（第7条
第2号）

委託事業者職員の氏名

03475 R3.11.22 R3.11.22 鴎外記念館の指定管理者と区の定期連絡会の記録
2019年度、2020年度分の全て2021年度分の4～10月分

写しの交付 公開 アカデミー推進
課

03476 R3.11.22 R3.11.22 令和4年度重点施策の企画書 写しの交付 一部公開 企画課 審議、検討又は
協議に関する情
報（第7条第5号）

事業経費積算内訳

03477 R3.11.22 R3.12.6 2019年4月21日執行の文京区長選挙にかかる選挙運動費用収支報告書
の写し（本体のみ。立候補者全員のもの）

写しの交付 公開 選挙管理委員会
事務局

03478 取下げ
03479 R3.11.24 R3.11.24 2021-00682

後楽公園少年野球場グラウンド整備工事
金額入り内訳設計書一式

写しの交付 公開 道路課

03479 R3.11.24 R3.11.24 目白台運動公園ダッグアウト等維持修繕工事の金額入り内訳設計書一
式（予定価格を算出するのに必要な処理全て）

写しの交付 公開 みどり公園課

03480 R3.11.25 R3.11.25 １.「目白台運動公園」前指定管理、現指定管理者が側溝内の堆積物を下
記の場所に積み置き埋め立てについて区に許可申請、協議を求めた文
書等一式
※積み置き・西側テニスコート田中邸境界付近
埋め立て・西側テニスコート横の樹林帯入口から崖下部分

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）



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

03481 R3.11.29 R3.12.6 ライフコンシェルジュ株式会社（法人番号；4010401114162）（本店；東京都
文京区本郷2丁目39番6号大同ビル8階）に関する消費生活相談その他の
相談に関する一切の文書

写しの交付 一部公開 経済課 個人情報（第7条
第2号）

⑴消費生活相談情報①
受付番号②受付年月日
③相談者属性：個人氏
名・住所・連絡先・年齢・
県コード・地域コード・性
別等・職業等④契約者
属性：住所・年齢・県コー
ド・値域コード・性別等・
職業等⑤相談概要：会
員者・日付・金額⑥契約
年月日・販売購入形態・
販売購入金額・既支払
額⑦受付完結日・完結
年月日・結果完結日⑵ラ
イフコンシェルジュ株式
会社ご契約の内容①ご
契約年月日・会員番号・
ご契約者氏名・ご登録口
数

03482 R3.11.29 R3.12.6 食品営業施設一覧の営業許可及び廃業情報
必要事項：「営業施設名称、屋号又は商号」「営業施設所在地住所」「営
業施設電話番号」「営業の種類」「業態」「法人名」「法人住所」「法人電話
番号」「初回許可年月日」「許可開始日」「許可満了日」「廃業年月日」「申
請区分必要データの期間：全期間、最過去から最新までも含む。（システ
ム上で保管されているものに限る・）

写しの交付 公開 生活衛生課

03483 R3.11.30 R3.12.6 文京区の旅館業営業施設一覧（以下が記載されたもの）
1.営業施設の名称2.営業施設の所在地3.営業許可主体の名称（会社名）
4.営業許可主体の代表者名5.営業許可主体の住所（会社住所）※個人経
営の場合、個人情報保護に該当し開示できない場合は不要）6.営業許可
の日付7.客室数8.ホテル・旅館・簡易宿所・下宿の区別

写しの交付 公開 生活衛生課

03484 R3.11.30 R3.12.3 １.「目白台運動公園」指定管理者・構成企業の日本体育施設(株)の緑化
園に対する偽装請負の件について、所管課・係長○○○○が作成した報
告書。勧告書の起案の際に別添等を行った文書も含む。
２．区長、副区長、土木部長、みどり公園課長の報告書を確認した事実、
日付が明らかになる文書。供覧書等一式

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不存
在（第12条第2
項）

①個人の氏名②区長、
副区長の報告書を確認
した事実、日付が明らか
になる文書。供覧書等一
式

03485 R3.11.30 R3.11.30 2018年5月1日（火）開札区内備蓄倉庫棚卸及び非常食再整備業務委託
に関わる契約書

写しの交付 一部公開 防災課 法人情報（第7条
第3号）

契約事業者の社判

03486 R3.12.1 R3.12.6 食品営業許可台帳の令和3年11月1日～11月末までの新規許可分（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



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

03487 R3.12.1 R3.12.6 業種　飲食業の新規開業店
期間　令和３年１０月１日から令和３年１１月３０日
開示希望項目　店舗名　店舗電話番号　店舗住所　法人運営の場合は
法人社名とその代表者名
※法人運営の場合、法人の代表者名の記載がない場合は、法人社名の
み可。

写しの交付 公開 生活衛生課

03488 R3.12.1 R3.12.10 2018年5月1日(火)開札「区内備蓄倉庫棚卸し及び非常食再整備業務委
託に関わる成果物一式

写しの交付 公開 防災課

03489 R3.12.1 R3.12.6 2021年11月1日から11月30日の間に食品衛生法に基づき営業許可を新
規で取得した施設および許可を更新した施設の一覧
新規許可取得/許可更新した全業種

営業所名称（屋号）、営業所住所、営業所電話番号、営業者氏名、営業
者代表者名、営業者住所、営業者電話番号、業種、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

03490 R3.12.1 R3.12.6 ①旅館業の許可施設：令和3年10月1日～令和3年11月30日に、旅館業
の届出が出されている（許可と廃止と変更を含む）全施設の保健所管轄
内全域の、店舗名（屋号）、施設の住所（所在地）、施設の電話番号、開
設者情報（個人店であればオーナーの名前と連絡先、法人であれば法人
名と連絡先、保健所の確認年月日（許可年月日）、確認番号（許可番号）
②食品衛生関係の許可施設：令和3年10月1日～令和3年11月30日に、
食品衛生業の届出が出されている（許可と廃止と変更を含む）全施設の
保健所管轄内全域の、固定店舗のみの、（自動販売機、催事、イベント、
露店、自動車、列車、船舶を除く）、店舗名（屋号）、施設の住所（所在
地）、施設の電話番号、業種（飲食店営業、喫茶店営業、乳類販売、肉類
販売、魚介類販売など、開設者情報（個人店であればオーナーの名前と
連絡先、法人であれば法人名と連絡先）・初回の許可年月日・最新の許
可年月日、新規か更新か・確認番号（許可番号）以上のうち開示可能な
情報の提供

写しの交付 公開 生活衛生課

03491 R3.12.2 R3.12.16 １.「目白台運動公園」指定管理者・構成企業の日本体育施設(株)の緑化
園に対する
発注書、契約書等一式

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注文書のうち、個人の
氏名②注文書・注文請
書のうち、法人の印影

03492 R3.12.2 R3.12.16 １.「目白台運動公園」指定管理者・構成企業の日本体育施設(株)が大嘉
産業(株)に発注した
遊具廻り人工芝工事の発注書、請求書、契約書等一式

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注文者及び請求書の
うち、個人の印影②注文
書及び請求書のうち、法
人の印影、法人の口座
番号



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

03493 R3.12.3 R3.12.16 １.会派・文京永久の会の政務活動費・領収書等の申請文書等一式
※令和１年度分から現在迄の間
２．○○○・○○○○の公用車利用履歴、タクシーチケット利用履歴
※令和３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）③不存在（第
12条第2項）

①氏名、住所、クレジット
カード番号、口座番号、
従業員氏名、政務活動
費に充当した経費以外
の支出に係る記載部分
及び個人が所有する
カードに係る記載部分②
法人印影③○○・○○
○○の公用車利用履
歴、タクシーチケット利用
履歴※令和3年4月から
11月分

03494 R3.12.3 R3.12.3 公文書管理条例の検討状況がわかる文書
決裁文書等を含む。

写しの交付 非公開 総務課 不存在（第12条
第2項）

03494 R3.12.3 R3.12.3 「文の京」パブリックコメント手続要綱の改訂の検討状況がわかる文書
決裁文書等を含む。

写しの交付 非公開 広報課 不存在（第12条
第3項）

03495 R3.12.6 R3.12.6 大塚六丁目10番エクセレントシティ文京大塚敷地と区道に関する文書を
一式

写しの交付 一部公開 道路課 法人情報（第7条
第3号）

依頼書中、印影

03496 R3.12.8 R3.12.13 1　令和3年11月1日～令和3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一覧
2　令和3年11月1日～令和3年11月30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①施設名称、②施設所在地、
③施設電話番号、④開設者名、⑤代表者氏名（法人のみ）、⑥開設者住
所（法人のみ）、⑦開設者電話番号（法人のみ）、⑧確認年月日、⑨確認
番号

写しの交付 公開 生活衛生課

03497 取下げ
03498 R3.12.8 R3.12.8 (1) 文京区小石川2-3-16先の道路陥没への対応が分かる文書一式。

(2) 平成27年8月7日付「受付番号27-道51」で申請を受付した道路工事施
工承認に関連して本年6月3日以降に申請者と連絡した内容がわかる文
書一式。
それぞれ決裁文書等を含む。

写しの交付 一部公開 管理課 法人情報（第7条
第3号）

申請業者の印影

03499 R3.12.8 R3.12.8 （仮称）小石川二丁目マンション（地番：文京区小石川2-3-1）について、都
市計画課が令和3年度に作成し、または取得した文書一式。決裁文書等
を含む。

写しの交付 一部公開 都市計画課 法人情報（第7条
第3号）

届出書中、届出者の印
影

03500 R3.12.8 R3.12.8 「ル・サンク小石川後楽園」に関連し、神鋼不動産、NIPPOから区への情
報・資料提供や連絡等（両社関係者と区とのメールのやり取りの電磁記
録含む）及び区から両社への問い合わせ・照会等に関する文書一式（令
和3年1月1日以降、本件請求到達日まで）

写しの交付 一部公開 都市計画課 法人情報（第7条
第3号）

届出書中、届出者の印
影



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

03500 R3.12.8 R3.12.10 「ル・サンク小石川後楽園」に関連し、神鋼不動産、NIPPOから区への情
報・資料提供や連絡等（両社関係者と区とのメールのやり取りの電磁記
録含む）及び区から両社への問い合わせ・照会等に関する文書一式（令
和3年1月1日以降、本件請求到達日まで）

写しの交付 一部公開 住環境課 個人情報（第7条
第2号）

印影（個人）メールアドレ
ス

03500 R3.12.8 R3.12.10 「ル・サンク小石川後楽園」に関連し、神鋼不動産、NIPPOから区への情
報・資料提供や連絡等（両社関係者と区とのメールのやり取りの電磁記
録含む）及び区から両社への問い合わせ・照会等に関する文書一式（令
和3年1月1日以降、本件請求到達日まで）

写しの交付 一部公開 管理課 法人情報（第7条
第3号）

申請業者の印影

03501 R3.12.10 R3.12.10 文京区大塚○－○－○、○○○○方解体工事に伴い、文京区に提出さ
れた文書の一切

写しの交付 一部公開 環境政策課 個人情報（第7条
第2号）

申請書中の電話番号、
個人氏名

03502 R3.12.10 R3.12.10 弥生児童遊園の図面（平面図） 写しの交付 公開 みどり公園課
03503 R3.12.15 R3.12.21 最新年度版の「コインオペレーションクリーニングの統計」と「公衆浴場の

統計」をお願いします。

頂きたい項目は、「文京区全域のコインランドリーの名称・住所・営業者
名・開設日（もしくは申請届出日、認可日でも可）」と「文京区全域の公衆
浴場の名称・住所・営業者名・営業種別（銭湯やスポーツ施設など）」で
す。

一部の統計は区役所で公開していることを承知していますが、１つにまと
まったデータが欲しいので申請をお願いいたします。

写しの交付 公開 生活衛生課

03504 R3.12.16 R3.12.17 平成25年11月12日付25教地管理第2205号東京都教育委員会からの文
書他

写しの交付 一部公開 教育総務課 法人情報（第7条
第3号）

通知者印影

03505 R3.12.17 R3.12.21 （仮称）中央大学茗荷谷キャンパスにおける私立認可保育所の整備運営
事業者の選定に係る契約交渉順位第一位事業者の事業計画書など、提
案内容が記載された書類の開示を希望いたします。

写しの交付 一部公開 幼児保育課 個人情報（第7条
第2号）

園児の写真

03506 R3.12.20 R3.12.22 処分庁の弁明書（2）（2021文都住第523号）の第3の2で「要望であると主
張する内容も含めて意見として判断した」と主張するところの、区民が「区
民の声」で要望したことを区において「要望」として判断せず、「意見として
判断」できるとする内部手続き等の判断根拠を記した文書や発言録・議
事録等の文書一式（職員間における電磁的やり取り記録を含む）

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、住所、電話番号、
メールアドレス、年齢

03507 R3.12.20 R3.12.20 春日自転車駐車場の完成図
（1）位置図（2）全体平面図（3）縦断図（4）構造一般図（5）本体構造図（6）
出入口構造図

写しの交付 公開 管理課

03508 R3.12.21 R3.12.23 ①令和2年度施工の道路改修工事（区道第904号外）
②令和3年度施工の道路改修工事（区道第213号）の施工図面、工事設
計書、施工計画書内の主要機械一覧

写しの交付 公開 道路課

03509 R3.12.24 R3.12.24 令和4年度　重点施策「小学校の教室増設対策」の概算要求の内訳、根
拠等がわかるすべて

写しの交付 一部公開 企画課 行政運営情報
（第7条第6号）

事業経費積算内訳

03510 R3.12.27 R3.12.27 文京区長が被告となっている東京地裁での令和3年（○○）○○○○住民
訴訟請求事件において被告側が令和3年12月21日の期日に向けて提出
した準備書面などの書面や書証など文書一式

写しの交付 一部公開 総務課 個人情報（第7条
第2号）

対象行政情報⑴及び⑵
のうち、原告氏名及び事
件番号



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

03511 R3.12.27 R3.12.27 （仮称）小石川二丁目マンション（地番：文京区小石川2-3-1）について、本
年12月6日以降に、都市計画課ないし住環境課が、作成しまたは取得し
た文書一式。決裁文書等を含む。
CD-Rへの写しを希望します。

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個人印影②法人印影

03511 R3.12.27 R4.1.7 （仮称）小石川二丁目マンション（地番：文京区小石川2-3-1）について、本
年12月6日以降に、都市計画課ないし住環境課が、作成しまたは取得し
た文書一式。決裁文書等を含む。
CD-Rへの写しを希望します。

写しの交付 一部公開 都市計画課 法人情報（第7条
第3号）

・申請書中、申請者の印
影・確認書中、被承継者
及び承継者の印影・納税
（課税）証明書中、本税
以外の区分、納税すべき
税額、納付済額、未納
額、法廷納期限等及び
QRコード

03512 R3.12.28 R4.1.11 処分庁の弁明書（2021文総総第1216号）で、審査請求人において「本件
処分の取消しにより回復される法律的利益がない」「請求の利益を欠」く
と、処分庁が断定した（あるいは断定できる）健全で妥当かつ合理的裏付
け根拠等が記された文書一式

写しの交付 非公開 総務課 不存在（第12条
第2項）

03513 R3.12.28 R4.1.11 処分庁の弁明書（2021文総総第1216号）9頁3～4行目において「処分庁
は、対象行政情報を包括的に一つの意見であると解釈している」と主張す
るところの、処分庁においてそのような「解釈」を合法的・適法的・合理的
かつ手続き的に正当で妥当であることを裏付ける根拠を記した文書一式

写しの交付 一部公開 総務課 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

03514 R4.1.4 R4.1.18 １.「目白台運動公園」指定管理者が所管課へ提出をした「目白台運動公
園」芝生広場水飲み場の止水栓漏水の修繕工事の協議申入書、報告
書、工事見積書等一式
２．東京都産業廃棄物対策課へ提出した顛末書、報告書。指定管理者が
所管課へ提出した文書（東京都へ提出した文書も含む。）。東京都へ所管
課が提出した文書等一式

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個人の氏名、メールア
ドレス、印影
②法人印影

03515 取下げ
03516 R4.1.4 R4.1.18 １．「目白台運動公園」指定管理者が藤田観光公営(株)に発注した高木

植栽管理関連の見積書、請求書等一式
※令和３年度分

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個人の印影
②法人印影、口座番号

03517 R4.1.4 R4.1.6 １．「目白台運動公園」、「肥後細川庭園」指定管理者のモニタリング結果
報告書、改善報告書等一式
※令和３年度分

写しの交付 公開 みどり公園課

03518 R4.1.4 R4.1.18 １．「目白台運動公園」、「肥後細川庭園」指定管理者の指定管理期間の
植栽管理計画（芝生維持管理も含む）
２．樹林帯の長期維持管理計画
３．「肥後細川庭園」の高木植栽管理の複数年契約を所管課へ協議、説
明を行った際の承諾者の氏名が明らかになる確認記録等一式
※令和３年度分

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）



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

03519 R4.1.4 R4.1.18 １．「目白台運動公園」遊具下廻り人工芝工事、日本体育施設(株)作成Ａ
案と表紙
２．大嘉産業(株)作成の見積書
３．日本対区施設(株)、大嘉産業(株)の現地調査の明らかになる文書等
一式
※日付の確認出来るモノ

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）

個人の氏名

03520 R4.1.4 R4.3.2 ・区議会、区議会議員に関わる外部委託業務で令和元・２年度を含む仕
様書、プロポーザル資料、契約書、起案文書、請求書等の全ての文書
・令和元・２年度の政務活動費の領収書、請求書、添付文書等関連文書
全て

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個人情報（（住所、電
話番号（公開していない
もの）、金融機関名・口座
番号・クレジットカード番
号・カード情報、車種・車
両番号、政務活動費に
充当した経費以外の情
報）
②法人情報（印影、振込
先金融機関名、口座番
号、担当者氏名）

03521 R4.1.4 R4.3.31 ・教育委員会の令和２年度の１件当たり50万円以上の支出に関わる仕様
書、プロポーザル資料、契約書、起案文書、請求書等の全ての文書
・各図書館の建設、改修に関する仕様書、プロポーザル資料、契約書、起
案文書

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法人
情報（第7条第3
号）③行政運営
情報（第7条第6
号）

①保護者名、法人担当
者名②法人印影、口座
情報、プロポーザル非選
定事業者名③図書館シ
ステムの機能及びセキュ
リティに係るもの、学校
施設の機械警備セン
サーの位置に関する情
報

03522 R4.1.4 R4.2.21 令和２年度の１件１億円超の支出に関する（区政全体）仕様書、プロポー
ザル資料、契約書、起案文書、請求書等の全ての文書

写しの交付 一部公開 情報政策課 ①法人情報（第7
条第3号）②法人
情報（第7条第3
号）③犯罪予防
（第7条第4号）

①法人担当者氏名、印
影②法人印影、口座情
報（銀行名、支店名、口
座種別、口座番号、口座
名義）③リモート監視対
象機器一覧（装置呼称、
ホスト名、機種モデル、
インストールOS、死活監
視の対象IPアドレス、機
器管理番号（システム
コード）、監視項目）、
データーセンター所在
地）

03522 R4.1.4 R4.2.7 令和２年度の１件１億円超の支出に関する（区政全体）仕様書、プロポー
ザル資料、契約書、起案文書、請求書等の全ての文書

写しの交付 公開 総務課

03522 R4.1.4 R4.2.28 令和２年度の１件１億円超の支出に関する（区政全体）仕様書、プロポー
ザル資料、契約書、起案文書、請求書等の全ての文書

写しの交付 一部公開 契約管財課 法人情報（第7条
第3号）

事業者の印影



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

03522 R4.1.4 R4.2.18 令和２年度の１件１億円超の支出に関する（区政全体）仕様書、プロポー
ザル資料、契約書、起案文書、請求書等の全ての文書

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事業者の担当者氏名
②法人印影

03522 R4.1.4 R4.2.28 令和２年度の１件１億円超の支出に関する（区政全体）仕様書、プロポー
ザル資料、契約書、起案文書、請求書等の全ての文書

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）

①法人従業員氏名②法
人印影、法人及び事業
を営む個人の技術等の
情報

03522 R4.1.4 R4.2.3 令和２年度の１件１億円超の支出に関する（区政全体）仕様書、プロポー
ザル資料、契約書、起案文書、請求書等の全ての文書

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）

法人印影

03522 R4.1.4 R4.2.24 令和２年度の１件１億円超の支出に関する（区政全体）仕様書、プロポー
ザル資料、契約書、起案文書、請求書等の全ての文書

写しの交付 一部公開 スポーツ振興課 法人情報（第7条
第3号）

法人印影

03522 R4.1.4 R4.2.22 令和２年度の１件１億円超の支出に関する（区政全体）仕様書、プロポー
ザル資料、契約書、起案文書、請求書等の全ての文書

写しの交付 一部公開 高齢福祉課 ①個人情報（第7
条第2号）②法人
情報（第7条第3
号）

①区からの申し入れ通
知及び指定管理者から
の回答中の氏名②協定
書及び請求書中の法人
の印影

03522 R4.1.4 R4.2.22 令和２年度の１件１億円超の支出に関する（区政全体）仕様書、プロポー
ザル資料、契約書、起案文書、請求書等の全ての文書

写しの交付 一部公開 障害福祉課 ①法人情報（第7
条第3号）②犯罪
予防（第7条第4
号）

①法人印影②施設内見
取り図及び鍵の種別

03522 R4.1.4 R4.2.28 令和２年度の１件１億円超の支出に関する（区政全体）仕様書、プロポー
ザル資料、契約書、起案文書、請求書等の全ての文書

写しの交付 一部公開 幼児保育課 ①個人情報（第7
条第2号）②法人
情報（第7条第3
号）

①個人の氏名、住所、生
年月日、連絡先が特定
出来る情報②法人等の
印影、見積積算内訳書、
取引先情報、口座情報、
補助金に関わらない私
契約の内容

03522 R4.1.4 R4.2.22 令和２年度の１件１億円超の支出に関する（区政全体）仕様書、プロポー
ザル資料、契約書、起案文書、請求書等の全ての文書

写しの交付 公開 健康推進課

03522 R4.1.4 R4.2.28 令和２年度の１件１億円超の支出に関する（区政全体）仕様書、プロポー
ザル資料、契約書、起案文書、請求書等の全ての文書

写しの交付 一部公開 予防対策課 法人情報（第7条
第3号）

請求内容に該当する法
人の印影

03522 R4.1.4 R4.2.28 令和２年度の１件１億円超の支出に関する（区政全体）仕様書、プロポー
ザル資料、契約書、起案文書、請求書等の全ての文書

写しの交付 一部公開 道路課 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契約書、請求書、完了
届、保証書中の印影、預
託金融機関②単価契約
工事に関する工事設計
書中（工種別単価内訳
書、工種別内訳書中の
単価、条件値、単価明細
表、代価明細表中の、数
量、諸経費、金額、条件
値）



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

03522 R4.1.4 R4.2.28 令和２年度の１件１億円超の支出に関する（区政全体）仕様書、プロポー
ザル資料、契約書、起案文書、請求書等の全ての文書

写しの交付 一部公開 みどり公園課 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（公園再整備工事）・
契約書・請求書、保証
書、工事完了届中 印影
（公園樹木等維持管理
委託）・契約書・請求書、
委託完了届中 印影
②（公園再整備工事）・
起工書・変更起工書中、
見積価格の取扱いに関
する箇所
（公園樹木等維持管理
委託）・起工書中、見積
価格の取扱いに関する
箇所

03522 R4.1.4 R4.2.15 令和２年度の１件１億円超の支出に関する（区政全体）仕様書、プロポー
ザル資料、契約書、起案文書、請求書等の全ての文書

写しの交付 公開 リサイクル清掃
課

03522 R4.1.4 R4.2.9 令和２年度の１件１億円超の支出に関する（区政全体）仕様書、プロポー
ザル資料、契約書、起案文書、請求書等の全ての文書

写しの交付 一部公開 文京清掃事務所 法人情報（第7条
第3号）

契約書及び請求書のう
ち、法人印影

03522 R4.1.4 R4.2.28 令和２年度の１件１億円超の支出に関する（区政全体）仕様書、プロポー
ザル資料、契約書、起案文書、請求書等の全ての文書

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

①担当者名、印影、携帯
電話番号②代表者印
影、法人印影、振込口座
情報

03522 R4.1.4 R4.2.28 令和２年度の１件１億円超の支出に関する（区政全体）仕様書、プロポー
ザル資料、契約書、起案文書、請求書等の全ての文書

写しの交付 一部公開 保全技術課 個人情報（第7条
第2号）

設計者印影

03522 R4.1.4 R4.2.28 令和２年度の１件１億円超の支出に関する（区政全体）仕様書、プロポー
ザル資料、契約書、起案文書、請求書等の全ての文書

写しの交付 一部公開 整備技術課 個人情報（第7条
第2号）

設計者印影

03523 R4.1.4 R4.3.1 ・文京区選管に保管されている区長選、区議選の収支報告書、関連文書
全て
・直近、区長選、区議選の実施に関わる委託業務の仕様書、プロポーザ
ル資料、契約書等の全ての文書

写しの交付 一部公開 選挙管理委員会
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不存在（第
12条第2項）

①立候補届出書類、戸
籍謄本、本籍地、住所、
生年月日、職業、印影
②委託業務契約書、仕
様書、法人印影③プロ
ポーザル資料

03524 R4.1.4 R4.1.18 コミュニティーバスの検討段階を含めた全ての文書 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法人の担当者氏名
②法人印影

03524 R4.1.4 R4.1.18 児童相談所設置に向けての（検討も含めた）全ての文書 写しの交付 一部公開 子ども家庭支援
センター

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平成31年度第1回委
員会資料6の一部
②平成28年度第1回委
員会資料2　外21か所

03524 R4.1.4 R4.1.18 キッズゾーンに関連する（検討等も）全ての文書 写しの交付 公開 幼児保育課
03525 R4.1.4 R4.1.17 「崖等整備資金助成事業」における以下事例「崖等整備工事助成」の「崖

等の安全性が向上するものとして区長が認める工事」の対象となった件
における住所、工事金額、工事事業者（令和2年度以降分）

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、担当者氏
名
②法人印影



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

03526 R4.1.5 R4.1.13 食品営業許可台帳の令和3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

03527 R4.1.6 R4.1.13 業種　飲食業の新規開業店
期間　令和３年１２月１日から令和３年１２月３１日
開示希望項目　店舗名　店舗電話番号　店舗住所　法人運営の場合は
法人社名とその代表者名
※法人運営の場合、法人の代表者名の記載がない場合は、法人社名の
み可。

写しの交付 公開 生活衛生課

03528 取下げ
03529 R4.1.6 R4.1.18 １．「目白台運動公園」供用備品台帳

※修正日付の確認出来るモノ
写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条

第2項）
03530 R4.1.7 R4.1.13 2021年12月1日から12月31日の間に食品衛生法に基づき営業許可を新

規で取得した施設および許可を更新した施設の一覧
新規許可取得/許可更新した全業種
営業所名称（屋号）、営業所住所、営業所電話番号、営業者氏名、営業
者代表者名、営業者住所、営業者電話番号、業種、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

03531 R4.1.7 R4.1.17 ①旅館業の許可施設：令和3年11月1日～令和3年12月31日に、旅館業
の届出が出されてた（許可と廃止と変更を含む）管轄内全施設の以下の
項目
店舗名（屋号）・施設所在地・施設電話番号・開設者情報（個人店であれ
ばオーナーの名前と連絡先、法人であれば法人名と連絡先）・保健所の
確認年月日（許可年月日）・確認番号（許可番号）
②食品衛生関係の許可施設：令和3年11月1日～令和3年12月31日に、
食品衛生業の届出が出されている（許可と廃止と変更を含む）固定店舗
のみ（自動販売機、催事、イベント、露店、自動車、列車、船舶を除く）の、
店舗名（屋号）・施設の住所（所在地）・施設の電話番号・業種（飲食店営
業、喫茶店営業、乳類販売、肉類販売、魚介類販売など）・開設者情報
（個人店であればオーナーの名前と連絡先、法人であれば法人名と連絡
先）・初回の許可年月日・最新の許可年月日・新規か更新か・確認番号
（許可番号）

写しの交付 公開 生活衛生課

03532 R4.1.7 R4.1.17 1　令和3年12月1日～令和3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一覧
2　令和3年12月1日～令和3年12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①施設名称、②施設所在地、
③施設電話番号、④開設者名、⑤代表者氏名（法人のみ）、⑥開設者住
所（法人のみ）、⑦開設者電話番号（法人のみ）、⑧確認年月日、⑨確認
番号

写しの交付 公開 生活衛生課

03533 R4.1.11 R4.1.11 文京区都市マスタープランの見直しに関する事業者への委託に際しての
仕様書に関する文書一式

写しの交付 公開 都市計画課



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

03534 R4.1.11 R4.1.11 令和3年9月24日の建設委員会において下笠都市計画課長が「区民の方
からの御意見を募集することにつきましては、例えばＩＣＴを活用してとか
いうことでも電子申請でできますので、その辺広く御意見は承っていきた
い」と答弁したところの答弁内容の進捗状況に係る文書一式

写しの交付 非公開 都市計画課 不存在（第12条
第2項）

03535 R4.1.11 R4.1.11 令和3年9月24日の建設委員会において有坂住環境課長が「条例等に都
市マスを踏まえることと書くことと紛争が起こること」「直接的な関係はない
と考えておりまして」と答弁したところの「直接的な関係はない」とする合理
的裏付け根拠に関する文書一式

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

03536 R4.1.11 R4.1.11 令和3年9月24日の建設委員会において有坂住環境課長が「書いていな
いにかかわらず紛争というものは起こったり起こらなかったりということで
状況が変わるということで、直接的な関係はない」と答弁したところの「直
接的な関係はない」とする合理的裏付け根拠に関する文書一式

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

03537 R4.1.11 R4.1.11 令和3年9月24日の建設委員会において橋本道路課長が「区道の工事に
おいて白線を設置する場合につきましては、道路管理者として、まず内部
で検討した後に、交通管理者である地元の警察署とともに協議をして決
定しているというようなプロセスでございます」と答弁したところの「プロセ
ス」の適正手続き等を定めた文書一式

写しの交付 非公開 道路課 不存在（第12条
第2項）

03538 R4.1.11 R4.1.12 令和3年9月24日の建設委員会において橋本道路課長が「結局はそれが
法令にのっとった区画線であるのか、はたまたそうではないのかというの
は、法令の下、解釈すれば分かる話」と答弁したところのどの法令をどの
ように解釈すれば「分かる話」であるかに関する裏付け根拠を示す文書一
式（公表されている法令等や要領・逐次解説等の場合は正式名称と該当
する条項号等の情報提供で構わない）

写しの交付 公開 道路課

03539 R4.1.11 R4.1.13 大塚公園遊具（滑り台）について検討資料一式 写しの交付 公開 みどり公園課
03540 R4.1.12 R4.1.12 １．「目白台運動公園」、「肥後細川庭園」評価検討会議事録

・平成３１年度、令和２年度分・令和２年、３年開催
写しの交付 公開 みどり公園課

03541 R4.1.12 R4.1.12 試掘報告書　平成23年9月12・15・16日　大塚5-41-10 写しの交付 一部公開 教育総務課 個人情報（第7条
第2号）

土地所有者氏名

03542 R4.1.13 R4.1.18 飲食店営業台帳
【照会項目】屋号、営業所所在地、申請者氏名、申請者住所、申請者電
話番号、営業の種類、初回許可日、許可年月日、営業所電話番号
【対象期間】令和3年12月1日現在許可のある施設

写しの交付 公開 生活衛生課

03543 取下げ
03544 R4.1.13 R4.1.13 埋蔵文化財試掘調査報告書 写しの交付 公開 教育総務課
03545 R4.1.14 R4.1.14 １．「目白台運動公園」の廃掃法に基く立入検査票

リサイクル清掃課が実施
※交付令和４年１月

写しの交付 公開 リサイクル清掃
課

03546 R4.1.14 R4.1.14 （仮称）小石川二丁目マンション（地番：文京区小石川2-3-1）について
(1) 昨年12月28日以降に、住環境課が作成しまたは取得した文書一式
それぞれ決裁文書等を含む。

写しの交付 公開 住環境課

03546 R4.1.14 R4.1.14 （仮称）小石川二丁目マンション（地番：文京区小石川2-3-1）について
(2) 昨年12月9日以降に、管理課が作成しまたは取得した文書一式
それぞれ決裁文書等を含む。

写しの交付 公開 管理課



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

03546 R4.1.14 R4.1.14 （仮称）小石川二丁目マンション（地番：文京区小石川2-3-1）について
(3) 今年度に、地域整備課が作成しまたは取得した文書一式
それぞれ決裁文書等を含む。

写しの交付 非公開 地域整備課 不存在（第12条
第2項）

03547 R4.1.14 R4.1.20 文京区全域のクリーニング所廃止済施設一覧（過去3年間）
（項目）施設名称、施設所在地、Ｔｅｌ、営業者、許可（確認）番号、許可年
月日、廃止年月日、営業形態（一般、取次）

写しの交付 一部公開 生活衛生課 不存在（第12条
第2項）

施設電話番号の一部

03548 R4.1.17 R4.1.17 １．「目白台運動公園」、「肥後細川庭園」月次報告書
※令和３年１１月、１２月分

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）

個人の氏名、顔写真

03549 R4.1.18 R4.1.26 令和2年11月の山崎医師の出勤状況 写しの交付 公開 生活福祉課
03550 R4.1.18 R4.1.18 街路灯及び保安灯改修工事（令和3年度）

上記の施行体系図、下請負者一覧表について
ただし、下請負者の代表者名、現場責任者等の氏名などの個人情報及
び印影は、本件請求の対象外とする。

閲覧 公開 道路課

03550 R4.1.18 R4.1.18 公園灯等改修工事（その2）（令和3年度）の施行体系図、下請負者一覧
表について

閲覧 公開 みどり公園課

03551 R4.1.19 R4.1.31 １．「目白台運動公園」多目的広場・側溝清掃・工事写真帳等一式
２．側溝内堆積物の「産業廃棄物」として処分をした事を明らかに出来る
疎明資料等一式

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個人の氏名、印影
②法人印影

03552 R4.1.19 R4.1.19 平成30年度会計処理が遅れることについて会計管理室が各部局から受
けた遅延報告書および遅延理由書一式

写しの交付 非公開 会計管理室 不存在（第12条
第2項）

03553 R4.1.21 R4.1.25 住民税非課税世帯に対する臨時特別給付事業の業者指定依頼書 写しの交付 公開 経済課
03554 R4.1.24 R4.2.3 １.「目白台運動公園」指定管理者若しくは代表企業・公園財団が構成企

業・日本体育施設(株)に支出した人件費、芝生管理費（令和３年１０月以
降分）

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

03555 R4.1.24 R4.1.27 飲食関連の新規開業施設の情報開示請求
内容・施設名・電話番号・住所・代表者
2021以降から現在の日付までの情報

写しの交付 公開 生活衛生課

03556 R4.1.25 R4.1.27 2021年10月1日から2021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）
また、同期間に住居表示を実施した区域がある場合は、当該区域の住居
表示台帳・住居表示案内図・住居新旧対照表

写しの交付 一部公開 区民課 個人情報（第7条
第2号）

所有者・管理者・占有者
氏名、住所　申請者氏
名、住所、電話番号
住所、申請者氏名、住
所、電話番号

03557 R4.1.25 R4.2.7 １．「目白台運動公園」指定管理者が汚泥の収集運搬、処分を委託した小
川商会、太陽油化の請求書等一式
２．マニフェスト等一式
管理運営開始から此れ迄の分

写しの交付 一部公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

「目白台運動公園」指定
管理者が汚泥の収集運
搬、処分を委託した小川
商会、太陽油化の請求
書等一式

03558 R4.1.26 R4.1.26 昨日（2022年1月25日）文京区小石川2丁目9番12号先で起きた交通事故
について文京区が保有する文書一式。決裁文書等を含む。周辺住民から
寄せられた要望の内容も含む。

写しの交付 一部公開 管理課 ①個人情報（第7
条第2号）②犯罪
予防（第7条第4
号）

①事故当時者氏名、住
所、電話番号
②警察官の氏名

03558 R4.1.26 R4.1.26 昨日（2022年1月25日）文京区小石川2丁目9番12号先で起きた交通事故
について文京区が保有する文書一式。決裁文書等を含む。周辺住民から
寄せられた要望の内容も含む。

写しの交付 公開 道路課



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

03559 R4.1.27 R4.2.9 ・３１文文生医第４００号の東京衛生検査所（運営会社　株式会社Ｈｕｍａｎ
Ｉｎｖｅｓｔｏｒ）の衛生検査所登録申請書及び登録申請書添付書類（検査案
内書、標準作業書）の書類全て
・３１文文生医第４００号の東京衛生検査所（運営会社　株式会社Ｈｕｍａｎ
Ｉｎｖｅｓｔｏｒ）の監視指導履歴の書類全て

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）

①衛生検査所登録申請
書中、衛生検査所の管
理者（氏名・資格）、検査
業務を指導監督する医
師の氏名と医籍番号と
登録年月日、精度管理
責任者（氏名・資格）、遺
伝子関連・染色体検査
の精度の確保に係る責
任者（氏名・資格）。検査
案内書中、個人の印影
および担当者氏名。衛生
検査所立入検査結果表
中、管理者氏名
②衛生検査所登録申請
書中、法人印影。衛生検
査所立入検査結果表
中、判定測定値、内容

03560 R4.1.27 R4.1.27 西方公園の平面図 写しの交付 公開 みどり公園課
03561 R4.1.27 R4.1.31 文京区発注工事について、予定価格の内訳が分かる資料が知りたいで

す。電子入札サイトより、案件番号は、以下3つになります。2021-00353、
2021-00354、2021-00420

写しの交付 一部公開 整備技術課 行政運営情報
（第7条第6号）

契約案件番号2021-
00353文京区立駒込保
育園ブロック塀改修工事
の内訳書における単価
及び金額

03562 R4.1.28 R4.2.2 食品衛生営業許可施設一覧（全業種）
1月26日現在届出が出ているもの全件
施設名（屋号）、所在地、申請者が判るもの（法人・個人電話番号なし）

写しの交付 公開 生活衛生課

03563 R4.1.28 R4.2.7 ①平成○○年○月○○日〇○荘（○○区○○○－○－○）の○○さん
宅に家庭訪問に来た職員名の記録
②令和○年○月○日〇○荘の○○さん宅に家庭訪問に来た職員名の記
録

写しの交付 非公開 生活福祉課 不存在（第12条
第2項）

03564 R4.1.31 R4.1.31 林町小、指ケ谷小、本郷小、湯島小
今後の児童数の推計が分かるもの
Ｒ4年度区立小中各校の入学児童生徒数の推計が分かるもの

写しの交付 公開 学務課

03565 R4.1.31 R4.2.9 １．「目白台運動公園」指定管理者が東京都から受領した産業廃棄物の
立入検査通知
２．東京都から建設廃棄物は法令違反に該当しない、との見解を受けた
事を証明出来る疎明資料・文書等一式

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）



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

03566 R4.2.1 R4.2.2 １.「目白台運動公園」指定管理者が自己点検（内部監査）での指摘事項
の文書。
　　その改善報告書。指定管理開始時～
２．「肥後細川庭園」指定管理者が自己点検（内部監査）での指摘事項の
文書。
　　その改善報告書。指定管理開始時から
３．内部監査（自己点検委員会）の議事録
　　指定管理開始時～

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第3項）

03567 R4.2.1 R4.2.7 食品営業許可台帳の令和4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

03568 R4.2.1 2022年1月1日から1月31日の間に食品衛生法に基づき営業許可を新規
で取得した施設および許可を更新した施設の一覧
新規許可取得/許可更新した全業種
営業所名称（屋号）、営業所住所、営業所電話番号、営業者氏名、営業
者代表者名、営業者住所、営業者電話番号、業種、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

03569 R4.2.3 R4.2.3 令和3年6月28日第1回第2検討部会A（人事関係）
7月16日第1回第1検討部会A（運営全般）
8月3日第1回児童相談所移管検討委員会
8月25日第1回連絡会（児童相談所設置市事務）
10月15日第2回第1検討部会A(運営全般）
10月25日第2回児童相談所移管関東委員会
11月19日第2回第2検討部会A（人事関係）
12月13日第2回連絡会（児童相談所設置市事務）
12月14日第3回第1検討部会A（運営全般）
12月21日第3回第2検討部会A（人事関係）
令和4年1月14日第3回児童相談所移管検討委員会
上記の検討部会等にかかる文書すべて

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行政
運営情報（第7条
第6号）

①他自治体の職員に関
する情報②・他の自治体
の公表していない情報・
連絡会（児童相談所設
置市事務）の資料

03570 R4.2.3 R4.2.10 業種　飲食業の新規開業店
期間　令和３年１２月１日から令和３年１２月３１日
開示希望項目　店舗名　店舗電話番号　店舗住所　法人運営の場合は
法人社名とその代表者名
※法人運営の場合、法人の代表者名の記載がない場合は、法人社名の
み可。

写しの交付 公開 生活衛生課



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

03571 R4.2.3 R4.2.15 １.「目白台運動公園」側溝清掃、雨水枡、U字溝清掃の見積書、請求書等
一式
　　※令和３年１２月２９，３０日実施分
２．「目白台運動公園」警備システムのセキュリティ開始、解除時間の疎
明資料
　　※令和３年１２月分
３．「目白台運動公園」令和３年１２月勤務表

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犯罪予防
（第7条第4号）④
不存在（第12条
第2項）

①個人の印影、氏名②
法人の印影、口座番号
③「目白台運動公園」警
備システムのセキュリ
ティ開始、解除時間の疎
明資料※令和3年12月
分④「目白台運動公園」
側溝清掃、雨水枡、U字
溝清掃の見積書

03572 R4.2.3 R4.2.10 1　令和4年1月1日～令和4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一覧
2　令和4年1月1日～令和4年1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①施設名称、②施設所在地、③
施設電話番号、④開設者名、⑤代表者氏名（法人のみ）、⑥開設者住所
（法人のみ）、⑦開設者電話番号（法人のみ）、⑧確認年月日、⑨確認番
号

写しの交付 公開 生活衛生課

03573 R4.2.9 R4.2.9 令和3年度文京区学校給食調理業務委託の選定について、二次審査に
進んだ業者の提案書（弊社の提案書を除く）

写しの交付 一部公開 学務課 法人情報（第7条
第3号）

事業者名

03574 R4.2.4 R4.2.10 ①旅館業の許可施設：令和3年12月1日～令和4年1月31日に、旅館業の
届出が出されてた（許可と廃止と変更を含む）管轄内全施設の以下の項
目
店舗名（屋号）・施設所在地・施設電話番号・開設者情報（個人店であれ
ばオーナーの名前と連絡先、法人であれば法人名と連絡先）・保健所の
確認年月日（許可年月日）・確認番号（許可番号）
②食品衛生関係の許可施設：令和3年12月1日～令和4年1月31日に、食
品衛生業の届出が出されている（許可と廃止と変更を含む）固定店舗の
み（自動販売機、催事、イベント、露店、自動車、列車、船舶を除く）の、店
舗名（屋号）・施設の住所（所在地）・施設の電話番号・業種（飲食店営
業、喫茶店営業、乳類販売、肉類販売、魚介類販売など）・開設者情報
（個人店であればオーナーの名前と連絡先、法人であれば法人名と連絡
先）・初回の許可年月日・最新の許可年月日・新規か更新か・確認番号
（許可番号）

写しの交付 公開 生活衛生課

03575 R4.2.4 R4.2.4 後楽園二丁目北・北西地区しゃれ街等検討
第1、第2回検討会資料

写しの交付 公開 地域整備課

03576 R4.2.9 R4.2.18 ・2021年1月25日実施　小石川1丁目4~8街区の街区区域変更
・2020年6月23日実施　本郷2丁目36・37街区の街区区域変更
についての変更内容の分かる資料図面（告示資料）と
・小石川1丁目4・5・8街区
・本郷2丁目36・37街区の住居表示台帳

写しの交付 一部公開 区民課 個人情報（第7条
第2号）

所有者・管理者・占有者
氏名・建物名称



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

03577 R4.2.9 R4.2.17 2021-00357　文京区立本郷小学校普通教室及び音楽室整備その他工事
2021-00341　文京区立第三中学校内外装改修工事
上記2工事の予定金額算出に関する数量書(共通仮設費積上部分含む)、
経費計算書、特記仕様書、図面

写しの交付 一部公開 整備技術課 個人情報（第7条
第2号）

設計者印影

03578 R4.2.9 R4.2.15 2020-00017　文京区立各小中学校プール内床組取り外し取付けその他
工事
上記1工事の予定金額算出に関する数量書(共通仮設費積上部分含む)、
経費計算書、特記仕様書、図面

写しの交付 公開 学務課

03579 R4.2.10 R4.2.17 本郷小学校、普通教室の創出にあたり要した費用、約６憶円の内訳 写しの交付 公開 学務課
03580 R4.2.10 R4.2.24 １.「目白台運動公園」植栽管理費として支出した費用の全ての請求書、領

収書等一式
　　平成３１年度、令和２年度、令和３年度
２．「目白台運動公園」芝生管理費として支出をしている。
　　日本体育施設(株)と有限会社フラットターフの契約書等一式

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不存在（第
12条第2項）

①請求書・領収書のう
ち、個人の氏名、印影、
メールアドレス、住所、電
話番号、口座番号、口座
名義
②請求書・領収書・注文
書のうち法人の印影、口
座番号

03581 R4.2.10 R4.3.7 １.「目白台運動公園」の「芝生広場」、「多目的広場」の捕植作業の人件
費、資材購入費の請求書、領収書等一式
２．「目白台運動公園」の「多目的広場」のエアレーション作業の契約書、
請求書等一式
※令和３年４月～６月に実施・所管係長と現地に於いて日本体育施設
(株)以外の作業者を確認している。

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個人の印影、メールア
ドレス、携帯電話番号②
法人の印影、口座番号
③目白台運動公園芝張
替え工事・芝生維持管理
_請求書R3.5.31の基とな
る契約書

03582 R4.2.14 R4.2.14 ２．「目白台運動公園」の指定管理者がリサイクル清掃課に提出をした改
善報告書

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

03582 R4.2.14 R4.2.15 １.「目白台運動公園」令和４年１月分月次報告書 写しの交付 公開 みどり公園課
03583 R4.2.14 R4.2.16 ・食品営業許可台帳

項目：営業所の屋号・所在地・電話番号・申請者名（法人の場合は代表者
の氏名・会社の所在地・会社の電話番号）・業種・業態・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：R3年4月1日～R4年1月31日新規分

写しの交付 公開 生活衛生課

03584 R4.2.15 R4.2.28 １.「目白台運動公園」令和３年度・修理、修繕の見積書、請求書等一式 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個人の氏名、印影②
法人の印影、口座番号

03585 R4.2.15 R4.2.15 総務部契約管財課が所有している、昭和50年6月9日に作られた千石図
書館敷地の測量図面

写しの交付 一部公開 契約管財課 法人情報（第7条
第3号）

測量事業者法人印影

03586 R4.2.15 R4.2.15 防災アプリの仕様書 写しの交付 公開 防災課
03587 R4.2.16 R4.2.16 区立公園の指定管理者への勧告文書、7件分 写しの交付 公開 みどり公園課



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

03588 R4.2.16 R4.2.16 文京区立住宅あり方検討会の資料、議事録一式 写しの交付 公開 住環境課
03589 R4.2.16 R4.2.16 以下の事業所が届け出ている

「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」の「第116条のただし
書き」の届出の全て

事業所名：鈴木医療器(株)
所在：文京区白山２丁目３８番４

写しの交付 非公開 環境政策課 不存在（第12条
第2項）

03590 R4.2.17 R4.2.17 2017年度以降、市が生活保護業務に関連して民間に委託している業務
で、労働者派遣法または職業安定法に基づき、労働局から是正指導、勧
告、その他是正措置を講じるよう助言されたことがわかるすべての記録、
文書

写しの交付 非公開 生活福祉課 不存在（第12条
第2項）

03591 R4.2.17 R4.2.28 １.「目白台運動公園」指定管理者が再作成をした事業継続計画（BCP）素
案
所管課へ提出した最新のもの

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犯罪
予防（第7条第4
号）

①個人の氏名②鍵の保
管場所

03592 R4.2.17 R4.2.24 保健衛生部予防対策課あてに、区民の声で寄せられた意見・要望2021年
度分（2月まで）

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

03593 R4.2.18 R4.2.18 総務部契約管財課が管理する土地目白台一丁目276-37（目白台保育
園）土地276-29土地との境界について、昭和50年に取交した土地境界確
認書に添付されている測量図面

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）

①境界協議相手方印影
②測量事業者印影

03594 R4.2.22 R4.2.22 文京区立住宅あり方検討会　すべて 写しの交付 公開 住環境課
03595 R4.2.24 R4.2.28 食品営業の許可施設の一覧をexcel形式でいただきたいです 写しの交付 公開 生活衛生課
03596 R4.2.28 R4.2.28 神明公園の平面図 写しの交付 公開 みどり公園課
03597 R4.2.28 R4.3.3 貴教育委員会が設置する学校運営協議会が、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第47条の5第6項に基づき、2015年4月1日から2021年3
月31日までの期間に貴教育委員会に対して述べた学校運営等に関する
意見について保有している文書全てと、それら意見に関する対応が分か
る文書全て

写しの交付 一部公開 教育指導課 不存在（第12条
第2項）

文京区教育委員会が設
置する学校運営協議会
が、地方教育行政の組
織及び運営に関する法
律第47条の5第6項に基
づき、2015年4月1日から
2021年3月31日までの期
間に、文京区教育委員
会に対して述べた学校
運営等に関する意見に
関する対応が分かる文
書

03598 R4.3.1 R4.3.1 私道下水施設工事図面（千駄木3-37～38） 写しの交付 一部公開 道路課 個人情報（第7条
第2号）

申請者氏名、住所、電話
番号、個人名

03599 R4.3.1 R4.3.3 食品営業許可台帳の令和4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



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

03600 R4.3.1 R4.3.3 2022年2月1日から2月28日の間に食品衛生法に基づき営業許可を新規
で取得した施設および許可を更新した施設の一覧
新規許可取得/許可更新した全業種
営業所名称（屋号）、営業所住所、営業所電話番号、営業者氏名、営業
者代表者名、営業者住所、営業者電話番号、業種、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

03601 R4.3.1 R4.3.16 「令和３年度(仮称）根津第二・第三育成室運営業務委託」のプロポーザ
ルについて、各事業者から提出された以下の資料
企画提案書（別記様式第５号）
人員配置計画書（別記様式第６号）
勤務予定表（別記様式第７号）
見積書（別記様式第９号）

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）

印影

03602 R4.3.3 R4.3.9 1　令和4年2月1日～令和4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一覧
2　令和4年2月1日～令和4年2月28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①施設名称、②施設所在地、③
施設電話番号、④開設者名、⑤代表者氏名（法人のみ）、⑥開設者住所
（法人のみ）、⑦開設者電話番号（法人のみ）、⑧確認年月日、⑨確認番
号

写しの交付 公開 生活衛生部

03603 R4.3.4 R4.3.8 業種：飲食業の新規開業店
期間：令和４年２月１日から令和４年２月末日
開示希望項目：店舗名、店舗電話番号、店舗住所、業種、代表者（法人
運営の場合は法人社名とその代表者名）
希望形態：ExcelファイルをCD-Rに焼いたものを郵送での受取希望。

写しの交付 公開 生活衛生課

03604 R4.3.3 R4.3.9 ①旅館業の許可施設：令和4年1月1日～令和4年2月28日に、旅館業の
届出が出されてた（許可と廃止と変更を含む）管轄内全施設の以下の項
目
店舗名（屋号）・施設所在地・施設電話番号・開設者情報（個人店であれ
ばオーナーの名前と連絡先、法人であれば法人名と連絡先）・保健所の
確認年月日（許可年月日）・確認番号（許可番号）
②食品衛生関係の許可施設：令和4年1月1日～令和4年2月28日に、食
品衛生業の届出が出されている（許可と廃止と変更を含む）固定店舗の
み（自動販売機、催事、イベント、露店、自動車、列車、船舶を除く）の、店
舗名（屋号）・施設の住所（所在地）・施設の電話番号・業種（飲食店営
業、喫茶店営業、乳類販売、肉類販売、魚介類販売など）・開設者情報
（個人店であればオーナーの名前と連絡先、法人であれば法人名と連絡
先）・初回の許可年月日・最新の許可年月日・新規か更新か・確認番号
（許可番号）

写しの交付 公開 生活衛生課

03605 R4.3.4 R4.3.4 随意契約ガイドライン 写しの交付 公開 契約管財課



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

03605 R4.3.4 R4.3.7 ・3月補正予算感染症対策追加（感染予防・医療対策費及び感染症発生
疫学調査）の契約書類及び仕様書一式
・3月補正予算予防接種追加の契約書類及び仕様書一式

写しの交付 一部公開 予防対策課 法人情報（第7条
第3号）

契約関係書類の法人の
印影

03606 R4.3.4 R4.3.9 旧元町小学校保全施設について企画政策部・施設管理部・清水建設との
設計事務所との打ち合わせ記録　すべて

写しの交付 一部公開 整備技術課 個人情報（第7条
第2号）

個人の氏名

03607 R4.3.7 R4.3.8 東京都環境確保条例に基づく別紙に記載の5事業所について、工場（あ
るいは指定作業場）の台帳、廃止届出書、土壌汚染状況調査報告書、汚
染拡散防止計画書、汚染拡散防止借置完了届出書

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氏名②印影

03608 R4.3.8 R4.3.8 区議会委員のタブレットPCについての契約書一式 写しの交付 一部公開 区議会事務局 法人情報（第7条
第3号）

印影、担当者氏名

03609 R4.3.8 R4.3.8 区議会委員のタブレットリース契約書類一式 写しの交付 一部公開 区議会事務局 法人情報（第7条
第3号）

印影

03610 R4.3.14 R4.3.14 1.　「目白台運動公園」指定管理者が産業廃棄物（汚泥）撤去の為新たに
依頼をした業者との契約書、区への承諾書等一式
2.　前指定管理者西部造園（株）と所管課係長の面談記録、報告書等
一式、産業廃棄物関連の事情聞き取り記録

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個人の氏名②法人の
印影

03611 R4.3.14 R4.3.14 ・「文京区のみどり第8次文京区緑地実態調査報告書」P.7の7-3、樹林・
公園緑地調査の結果のGISデータ（P.77「樹林分布図」のGISデータ）
・「文京区のみどり第8次文京区緑地実態調査報告書」P.9の7-4、緑被調
査の結果のGISデータ（文京区のみどり第8次文京区緑地実態調査報告
書概要版の「緑被等分布図」のGISデータ）

写しの交付 公開 みどり公園課

03612 R4.3.15 R4.3.24 下記2件の金入りの工事内訳参考資料等
・案件番号：2021-00459　開札日2021/6/7公共下水道枝線整備工事（文
京区弥生二丁目付近再構築その3工事）
・案件番号：2021-00557　開札日2021/7/20下水道施設整備工事（文京
区西片二丁目付近菅渠整備工事）

写しの交付 公開 道路課

03613 R4.3.15 R4.3.24 下記3件の金入りの工事内訳参考資料等
・案件番号：2021-00014　開札日2021/03/11
・案件番号：2021-00013　開札日2021/03/11
・案件番号：2021-00624　開札日2021/09/27

写しの交付 公開 道路課

03614 R4.3.16 R4.3.16 西片公園の写真 写しの交付 公開 みどり公園課
03615 R4.3.16 R4.3.16 大塚公園平面図 写しの交付 公開 みどり公園課
03616 R4.3.17 R4.3.29 １.「目白台運動公園」指定管理者が産業廃棄物（汚泥）撤去工事の為

近隣住民に説明、告知文書
２．「目白台運動公園」指定管理者が産業廃棄物（汚泥）不法投棄の謝罪
文書
近隣住民配布分、区民、利用者周知分

写しの交付 公開 みどり公園課



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

03617 R4.3.22 R4.4.5 １．新型コロナウィルスの存在を証明する科学的根拠、論文等
２．新型コロナウィルスワクチンがコロナウィルス感染症予防に効果があ
るという科学的根拠、論文等
３．マスクの着用が新型コロナウィルスの感染防止に効果があるという科
学的根拠、論文等
４．ＰＣＲ陽性判定の無症状者が、他者に新型コロナウィルスを感染させ
るという科学的根拠、論文等

写しの交付 非公開 予防対策課 不存在（第12条
第2項）

03618 R4.3.23 R4.3.23 「目白台運動公園」、「肥後細川庭園」指定管理者が所管課に提出をした
１．令和４年度事業計画書
２．第三者委託申請書

写しの交付 一部公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

第三者委託業務計画申
請

03619 R4.3.23 R4.3.29 「目白台運動公園」樹木管理番号１９２番キササゲについて
１．「伐採」に関する緊急工事申請書、工事報告書、工事明細等一式
２．所管課から指示をされ指定管理者が行った樹木診断の報告書等一式
※受領年月日等の疎明資料も含む。

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個人の印影、氏名、樹
木医登録番号②法人の
印影

03620 R4.3.23 R4.5.20 「目白台運動公園」芝生管理費・令和１年度分～現在迄
１．芝生管理費・構成企業・日本体育施設(株)に支出分について。
全額の支出の疎明資料等一式。
※協力企業支出分は見積もり、請求書、振込明細等の疎明資料。資材、
重機等の購入、レンタル費用についても請求書、振込明細等の疎明資
料。
２．協力企業の作業内容、作業日時等の疎明資料等一式
※日報、作業報告書等一式
※受領年月日等の疎明資料も含む

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個人の印影、氏名、
メールアドレス、携帯電
話番号②法人の印影、
金融機関名・口座番号

03621 R4.4.23 R4.4.6 「目白台運動公園」産業廃棄物（汚泥）不法投棄分除去工事立会につい
て
１．前指定管理者・西武造園(株)、側溝清掃委託先・藤建ビルテクノス立
会い要請通知、メール等一式
２．藤建ビルテクノスの電話録取調書、報告書等一式

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不存
在（第12条第2
項）

①聞き取り調査報告書
のうち、個人の氏名②前
指定管理者・西武造園
㈱、側溝清掃委託先・藤
健ビルテクノス立会い要
請通知、メール等一式

03622 R4.3.24 R4.3.24 (2021－00456)（仮称）文京区児童相談所建設予定地ひろば解体工事(地
名地番:東京都文京区文京区小石川三丁目88番2号)
上記工事における、積算資料一式

写しの交付 公開 整備技術課

03623 R4.3.24 R4.4.5 ・新型コロナウイルスが存在することを証明した化学論文又はそれに準ず
るもの
・製作者が「ウイルス検査に使用出来ない」と断言したPCR装置を新型コ
ロナ検査で使用する根拠を示した科学論文又はそれに準ずるもの
・PCR検査で新型コロナ陽性者がインフルエンザ患者ではないと判断する
根拠を示した科学論文、又はそれに準ずるもの（他29件）

写しの交付 一部公開 予防対策課 不存在（第12条
第2項）

公開情報以外は行政情
報として不存在

03624 R4.3.28 R4.3.29 東京都文京区湯島３丁目３７－１１TSツインビルの営業許可を出した営業
中の施設一覧と廃業している施設一覧

写しの交付 公開 生活衛生課



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

03625 R4.3.24 R4.4.11 2022年3月24日現在、文京区内における食品衛生関係、環境衛生関係及
び医務・薬事衛生に関する全営業種別の営業許可又は届出に係る、下
記の項目が分かる一覧表（営業卯種別に関しては別紙に詳細を記載）①
営業者名（法人の場合は法人名と代表者名）②営業者住所（法人の場合
は法人所在地）③営業所名称④営業所所在地⑤営業種別⑥許可又は届
出番号⑦許可又は届出年月日⑧許可又は届出の別

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麻薬小売業に関する
情報②住宅宿泊施設に
関する情報・墓地、火葬
場、納骨堂の廃止に関
する情報・貯水槽水道施
設（貯水槽10トン以下）に
関する情報

03626 R4.3.29 R4.3.30 「目白台運動公園」、「肥後細川庭園」施設管理者変更願(令和４年度）
所長、副所長、主任分
　

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）③不存在（第
12条第2項）

①個人の氏名②法人印
影③肥後細川庭園にお
ける令和4年度の施設長
変更協議書

03627 R4.3.30 R4.4.5 2020年3月31日現在「食品営業許可施設・・全施設」
※臨時的な営業、自動販売、露店は除く
①施設住所②施設電話番号③屋号④許可日⑤営業日（法人の場合は商
号、代表者を含む。

写しの交付 公開 生活衛生課

03628 R4.3.31 R4.3.31 「目白台運動公園」、「肥後細川庭園」総勘定元帳、専用口座写し等一式
(令和４年度)

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

03629 R4.3.31 R4.4.14 １．「目白台運動公園」、「肥後細川庭園」年度協定書(令和４年度)
２．「目白台運動公園」、「肥後細川庭園」第三者委託申請書
３．１の指定管理者提出日、区の許可決定迄の決裁過程（日付等）の疎
明資料等一式

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）

法人印影

03630 R4.3.31 R4.4.14 令和元年度、令和2年度、令和3年度の会計処理が遅れることに係る遅延
報告書および遅延理由書一式。決裁文書等を含む。

写しの交付 一部公開 会計管理室 ①個人情報（第7
条第2号）②不存
在（第12条第2
項）

①個人の氏名、金額②・
平成31年4月から令和2
年3月までに提出があっ
た「調定額通知書及び支
出命令書遅延報告書」・
遅延理由書・決裁文書

03631 R4.3.31 R4.4.14 日本保育サービスの指定管理料について「平成30年7月に平成30年度第
1四半期の指定管理料を支払おうとしたところ、同社の代表者が平成30年
に変わっているにもかかわらず、同社が必要な手続きをしていないことが
判明したため、同手続きを督促したという経緯があり、実際に代表者変更
手続がなされたのは、同年9月であった」ことがわかるもの。電磁的記録を
含む。

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）

当該法人の印影、振込
口座の口座情報

03632 R4.3.31 R4.4.14 2019年3月5日（火）に児童青少年課が日本保育サービスに宛てた「キャリ
アアップに係る請求書について」のメールと、それに対する日本保育サー
ビスからの返信のメール

写しの交付 一部公開 児童青少年課 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個人名、個人メールア
ドレス②職員の個人メー
ルアドレス



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

03633 R4.3.31 R4.4.14 平成30年度の日本保育サービスの5育成室委託料の支払いに関する各
月の事業実績報告書と請求書

写しの交付 一部公開 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実績報告書における
「⑨事故発生（月日・負
傷者・負傷の程度等）・
全欠事由等」の負傷者
名②請求書における当
該法人の印影

03634 R4.3.31 R4.4.6 １．「目白台運動公園」指定管理者が園内に産業廃棄物（汚泥）を不法投
棄して東京都から除去する様に指導をされた事について、町内会役員に
配布をした説明書等一式

写しの交付 公開 みどり公園課



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 0 264 516 0 780

5月 0 253 524 0 777

6月 0 294 608 0 902

7月 0 283 591 0 874

8月 0 222 526 0 748

9月 0 296 577 0 873

10月 0 271 606 0 877

11月 0 275 572 0 847

12月 0 244 515 0 759

1月 0 199 490 0 689

2月 0 242 512 0 754

3月 0 254 531 0 785

計 0 3,097 6,568 0 9,665

⑶  行政情報センター利用状況（令和３年度）


