
１　情報公開制度

令和２ 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 39 48 93 79 71 81 67 57 69 50 61 58 773

企画政策部 1 3 3 3 1 2 4 1 3 4 25

総務部 3 6 10 11 9 5 6 2 4 1 6 7 70

区民部 1 10 2 3 6 2 1 1 2 28

アカデミー推進部 2 1 6 2 2 13

福祉部 5 2 4 3 2 1 17

子ども家庭部 1 1 4 3 3 1 1 2 3 19

保健衛生部 8 9 10 9 7 11 9 6 9 10 8 10 106

都市計画部 4 16 28 24 30 25 14 10 21 13 17 12 214

土木部 17 15 31 20 13 13 26 28 22 15 20 17 237

資源環境部 3 1 2 4 4 1 7 6 2 2 32

施設管理部 2 2 1 1 2 1 3 12

会計管理者

全部公開 15 17 27 21 24 38 27 15 20 20 16 18 258

一部公開 18 20 33 44 27 23 24 34 21 22 31 25 322

非公開 6 11 33 14 20 20 16 8 28 8 14 15 193

未決定

教育委員会 請求 3 1 2 10 1 4 8 14 10 4 5 12 74

全部公開 1 1 1 4 1 2 3 2 1 1 1 5 23

一部公開 2 1 6 1 5 10 8 3 3 5 44

非公開 1 2 1 1 2 7

未決定

監査委員 請求 2 1 3 1 1 1 1 10

全部公開 1 1 1 3

一部公開 2 3 1 6

非公開 1 1

未決定

選挙管理委員会 請求 1 1

全部公開

一部公開

非公開 1 1

未決定

議会 請求 1 1 1 1 3 1 1 9

全部公開 2 1 3

一部公開 1 1 1 1 1 5

非公開 1 1

未決定

合計 請求 45 49 95 92 75 87 77 74 80 55 67 71 867

全部公開 16 18 28 25 25 41 31 19 21 21 18 24 287

一部公開 23 20 34 50 30 25 30 45 30 26 34 30 377

非公開 6 11 33 17 20 21 16 10 29 8 15 17 203

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３年 合計令和２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

02001 R2.4.1 R2.5.28 「肥後細川庭園」指定管理者「肥後細川庭園パークアップ共同体」の仕訳
帳、現金出納帳、預金出納帳、経費帳、固定資産台帳
平成28年度～平成30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不
存在（第12条第2
項）

①施設職員氏名、支
払対象者及び施設利
用者氏名、②仕訳
帳、経費帳、固定資
産台帳

02002 R2.4.1 R2.4.7 「食品衛生法に基づく営業許可施設台帳」
【地域】文京区内全域
【対象】飲食店（令和2年3月1日～令和2年3月31日の新規営業許可）（自
動販売機、移動店舗、臨時営業及び露店、廃業を除く）
【内容】屋号・営業所所在地・営業所電話番号・業種・申請者氏名・初許可
年月

写しの交付 公開 生活衛生課

02003 R2.4.1 R2.4.7 食品営業許可台帳の令和2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

02004 R2.4.1 R2.4.7 文京区立指ヶ谷小学校プール塗装その他改修工事
上記工事の役所単価が記載されている内訳書

写しの交付 公開 学務課

02005 R2.4.1 R2.4.7 2020年3月1日～3月末日の期間に新規で許認可を取得した飲食店一覧（臨時、
自動車、移動、自動販売機、集団給食を除く）
希望項目（業種、屋号、営業所在地、営業所電話番号、営業者氏名、許可年月
日）
令和2年3月１日から3月末日において、新たに理容所・美容所の検査確認を受け
た施設（廃止施設を除く。）のうち、次に掲げる事項
１　施設名称 ２　施設所在地 ３　施設電話番号 ４　営業者氏名５　検査確認日

写しの交付 公開 生活衛生課

02006 R2.4.1 R2.4.7 2020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

写しの交付 公開 生活衛生課

02007 R2.4.2 R2.4.8 令和2年4月1日現在で、文京区内にある「いきなりステーキ」の1所在地、
2施設電話番号、3営業者氏名、4営業者住所、5営業者電話番号、6許可
年月日

写しの交付 公開 生活衛生課

02008 R2.4.3 R2.4.3 コロナ対策委員会議長宛　D-サービス事業者調査事項A4　1枚
正式名　文京区新型コロナウイルス感染症対策本部の申し入れ書

写しの交付 公開 広報課

02009 R2.4.3 R2.4.3 根津神社境内護国寺公衆便所整備工事　GO-M1　GO-O1 写しの交付 公開 みどり公園課

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

02010 R2.4.3 R2.4.3 令和2年3月31日付及び同年4月1日付の人事異動がわかる文書（総務部
職員課が把握している異動のすべて）

写しの交付 公開 職員課

02011 R2.4.3 R2.4.3 文京区立柳町小学校・柳町こどもの森等改築その他工事の積算価格内
訳明細書

写しの交付 公開 整備技術課

02012 R2.4.6 R2.4.8 1　令和2年3月1日～令和2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2年3月1日～令和2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

02013 R2.4.8 R2.6.5 １　「肥後細川庭園」、「目白台運動公園」指定管理者の労働条件モニタリングの
結果報告書
２　「肥後細川庭園」、「目白台運動公園」モニタリング報告書（平成31年度第2
回）

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）

社会保険労務士氏
名、社会保険労務
士登録番号、従業
員氏名

02014 R2.4.8 R2.6.5 「肥後細川庭園」指定管理者「肥後細川庭園パークアップ共同体」の情報
公開規定

写しの交付 公開 みどり公園課

02015 R2.4.9 R2.4.16 令和2年3月1日から3月31日までに新規で開設した飲食店の下記項目（自動販
売機、自動車、移動、臨時を含む。）
屋号、施設所在地、施設電話番号、営業者氏名、許可年月日、業種（細目名）

写しの交付 公開 生活衛生課

02016 R2.4.13 R2.4.20 ⑴平成30年度の育成室委託契約に係る委託料の未執行の結果、国の子ども・
子育て支援交付金と東京都の子ども・子育て支援交付金の交付が認められず、
合計28,148,000円の交付金が不交付となったことについて、文京区議会が最初
に連絡を受けた文書一式。決裁文書を含む。
⑵文京区監査委員が令和2年3月31日付けで受け付けた住民監査請求について
連絡を受けた文書一式。決裁文書等を含む。

写しの交付 一部公開 区議会事務局 不存在（第12条
第2項）

⑴に相当する文書

02017 R2.4.13 R2.4.21 ⑴文京区監査委員が令和2年3月31日付けで受け付けた住民監査請求
（以下「令和2年3月31日付監査請求」という。）を令和2年4月8日付けで却
下することを決裁した文書一式
⑵令和2年3月31日付監査請求に係る委員協議への出席依頼の文書、委
員への配布資料、委員協議の議事録、委員協議出席の日当交通費等の
文書

写しの交付 一部公開 監査事務局 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）、③不存在
（第12条第2項）

①請求者の住所・
氏名・印影・組織
名・電話番号、監査
委員のメールアドレ
ス、②代理人弁護
士の印影、③委員
協議出席の日当交
通費等の文書

02018 R2.4.14 R2.6.12 １　「肥後細川庭園」指定管理者が平成28年3月30日に支出をした「宿舎
費」65,000円の
　見積書、請求書、契約書等一式。
２　平成28年7月29日「肥後細川庭園」指定管理者の専用口座から
218,080を支払ったとする宿舎契約時と専用口座に記載がある支出の見
積書、請求書、契約書等の使途が疎明出来る資料等一式

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

02019 R2.4.15 R2.4.15 文京区小・中学校外国人英語指導業務委託　公募型プロポーザル
⑴一次審査における各評価項目と弊社の得点結果（総合得点を含む。）
⑵一次審査に参加した企業名と各評価における得点結果（順位を含む。）
⑶その他一次審査に係る参考資料（評価基準、各評価項目の配点等）

写しの交付 一部公開 教育指導課 法人情報（第7条
第3号）

選定結果及び評価
結果の順位2位以
下の事業者名



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

02020 R2.4.15 R2.6.12 １　「肥後細川庭園」指定管理者の平成31年度・専用口座写し、総勘定元帳写
し、仕訳帳写し、決算書、損益計算書、等一式
２　「目白台運動公園」指定管理者の平成31年度・専用口座写し、総勘定元帳写
し、仕訳帳写し、決算書、損益計算書、等一式

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口座番号、お客さ
まコード、法人印影、
②肥後細川庭園及び
目白台運動公園指定
管理者の平成31年度
総勘定元帳写し、仕
訳帳

02021 R2.4.15 R2.6.12 １　「肥後細川庭園」、「目白台運動公園」の管理運営に対する質問について質問
内容を書面でしか受け付けないと区民、利用者に対して事前に周知をした文書
等一式
２　「目白台運動公園」指定管理者が所管課平田伸也係長から指示をされた樹
林地内のコンクリート片等の撤去に関する作業報告書、廃棄物処理の報告書等
一式

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法人印影、②「肥
後細川庭園」、「目白
台運動公園」の管理
運営に対する質問に
ついて質問内容を書
面でしか受け付けな
いと区民、利用者に
対して事前に周知を
した文書等一式

02022 R2.4.15 R2.4.21 １　平成29年度財政援助団体監査「肥後細川庭園」指定管理者「肥後細
川パークアップ共同体」の監査報告書、監査関連資料一式（平成30年1月
31日実施）

写しの交付 一部公開 監査事務局 法人情報（第7条
第3号）

法人印影

02023 R2.4.15 R2.6.12 １　「肥後細川庭園」指定管理者「肥後細川パークアップ共同体」の独自
経理分の決算書、損益計算書一式（第1期分の全ての期間）

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

02024 R2.4.15 R2.6.12 １　「肥後細川庭園」指定管理者「肥後細川パークアップ共同体」の人件費、本社
経費について所管課が行った事実確認、指定管理者の回答等を記録した報告
書、書類、メール等一式。
２　所管課課長吉本眞二が令和元年12月4日「建設委員会」で答弁をした人件費
に対して「協定給与」、本社経費に対して「協定原価」について答弁をした際、「協
定原価」、「協定給与」についての担当管理員からの報告書、確認資料等一式

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

02025 R2.4.16 R2.6.15 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
下記の書類
年度協定書、事業計画書、第三者委託申請書

写しの交付 一部公開 みどり公園課 法人情報（第7条
第3号）

法人印影

02026 R2.4.17 R2.6.15 １　「肥後細川庭園」指定管理者が専用口座から「シンエドガコウエンハ」と云う自
主事業等の管理を行っている口座の写し（第1期の期間全て、第2期令和2年3月
迄全て）
※名義は中途でシンエドガワコウエンからヒゴホソカワに変更の可能性あり
２　「肥後細和庭園」指定管理者「肥後細川庭園パークアップ共同体」が代表企
業「公園財団」構成企業「西武造園」と締結をした「一般管理業務委託契約書」
３　２の業務について所管課に提出をした第三者委託申請

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

02027 R2.4.20 R2.6.19 １　「肥後細川庭園」指定管理者が所管課に提出をした「職員現員表」※平成27
年度～平成31年度分
２　「肥後細和庭園」指定管理者「肥後細川庭園パークアップ共同体」が代表企
業「公園財団」構成企業「西武造園」と締結をした「一般管理業務委託契約書」
３　２の業務について所管課に提出をした第三者委託申請

写しの交付 一部公開 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

02028 R2.4.21 R2.4.30 ⑴2020年3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
⑵文京区において、2020年1月1日～2020年3月31日の間に新規に食品営業許
可又は届出があった全施設の一覧
⑶文京区において、2020年1月1日～2020年3月31日の間に廃業になった食品営
業許可又は届出施設の一覧
⑷文京区において、2020年1月1日～2020年3月31日の間に食品営業許可又は
届出の変更があった施設の一覧

写しの交付 公開 生活衛生課

02029 R2.4.21 R2.5.1 文京区が発注した各種工事（解体工事や準備工事等含む）に関し、新型
コロナウイルス感染症の拡大防止のため、工事を一時中止（あるいは一
時中断）することを決定した旨を記した全ての文書

写しの交付 一部公開 契約管財課 法人情報（第7条
第3号）

法人印影

02029 R2.4.21 R2.5.1 文京区が発注した各種工事（解体工事や準備工事等含む）に関し、新型
コロナウイルス感染症の拡大防止のため、工事を一時中止（あるいは一
時中断）することを決定した旨を記した全ての文書

写しの交付 公開 防災課

02029 R2.4.21 R2.4.30 文京区が発注した各種工事（解体工事や準備工事等含む）に関し、新型
コロナウイルス感染症の拡大防止のため、工事を一時中止（あるいは一
時中断）することを決定した旨を記した全ての文書

写しの交付 一部公開 整備技術課 法人情報（第7条
第3号）

法人印影

02030 R2.4.21 R2.4.22 令和2年2月7日に閣議決定された「都市再生特別措置法等の一部を改正
する法律案」を受け、文京区として「安全なまちづくり」（災害ハザードエリ
アにおける新規立地の抑制や災害ハザードエリアからの移転の促進、居
住エリアの安全確保）に関して調査・研究・検討していることが記載されて
いる関連各部・各課における文書

写しの交付 非公開 都市計画課 不存在（第12条
第2項）

02031 R2.4.23 R2.4.24 小日向児童遊園に設置余手の公衆トイレに関して、3月、請求者の情報公開に
際し、入札事由により4月1日以前の開示不可の回答があった。
現時点で土木部みどり公園課の令和2年度文京区における公共工事の発注見
込み一覧に掲載されていることに鑑み、当該公衆トイレに関する、図面を含む情
報のすべて、を開示請求する。
なお、4月以前に、当該図面は小日向台町町会役員会で○○区議会議員が説明
資料として開示している。

写しの交付 一部公開 みどり公園課 行政運営情報
（第7条第6号）

小日向児童遊園に
関する設計図書

02032 取下げ
02033 R2.4.24 R2.5.8 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの「特定粉じん排出等作業実

施届出書」のうち、「特定建築材料の種類」が①吹付け石綿又は②石綿を
含有する断熱材に該当するものの鑑及び特定粉じん排出作業の方法の
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電話番号、②法
人印影

02034 R2.4.24 R2.5.7 西片2丁目10番地505、506、507、1034における共同住宅新築工事に関
する全ての文書（建築主らの区への申請書等の書類、区から建築主らに
送付した書類等）

写しの交付 一部公開 住環境課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）、③犯罪予
防（第7条第4号）

①個人印影、②法
人印影、③平面図
の住戸内部

02034 R2.4.24 R2.5.8 西片2丁目10番地505、506、507、1034における解体工事に関する全ての
文書（建築主らの区への申請書等の書類、区から建築主らに送付した書
類等）

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電話番号、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

02035 R2.4.24 R2.6.5 西片2丁目10番地530における共同住宅新築工事に関する全ての文書
（建築主らの区への申請書等の書類、区から建築主らに送付した書類
等）

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印影、氏名、生
年月日、個人の住
所、隣接地の状況
に関する情報、②
資金計画書、見積
書、銀行預金の金
額

02035 R2.4.24 R2.5.7 西片2丁目10番地530における共同住宅新築工事に関する全ての文書
（建築主らの区への申請書等の書類、区から建築主らに送付した書類
等）

写しの交付 一部公開 住環境課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）、③犯罪予
防（第7条第4号）

①個人氏名、個人
印影、②法人印
影、③平面図の住
戸内部

02035 R2.4.24 R2.5.8 西片2丁目10番地530における解体工事に関する全ての文書（建築主ら
の区への申請書等の書類、区から建築主らに送付した書類等）

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電話番号、写
真、②法人印影

02036 R2.4.27 R2.4.28 埋蔵文化財調査票の確認
（文京区小日向2丁目1番29号、横山産業株式会社及び株式会社福子工
務店に該当するもの）

写しの交付 一部公開 教育総務課 個人情報（第7条
第2号）

担当者氏名

02037 R2.4.27 R2.4.27 私道下水道施設工事図面（文京区春日二丁目13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
人氏名

02038 R2.4.28 R2.4.28 保育園の臨時休園を6月末までに延長したことのプロセスが分かる文書
全て

写しの交付 公開 幼児保育課

02039 R2.4.28 R2.5.1 開発許可第2019-3-2号（西片二丁目10番530、10番1298の一部）に関連
し、文京区土木部が開発許可への同意を決裁した文書並びに建築主・事
業者らが沿道掘削を文京区に届出した文書

写しの交付 一部公開 管理課 ①法人情報（第7
条第3号）、②不
存在（第12条第2
項）

①法人印影、②建
築主・事業者らが
沿道掘削を文京区
に届出した文書

02040 R2.4.28 R2.5.12 小日向2丁目175番地（地番）のマンション建設工事に関連し、横山産業や
福子工務店が文京区に提出した工事車両等の「車両通行認定」の申請
書類並びに文京区が認定したことに関する文書一式（修正や補正、提出
し直しがあった場合は修正・補正・訂正後の文書）

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・印
影、運転手の運転
免許証、②法人印
影、車体番号

02041 R2.4.30 R2.6.19 １　「肥後細川庭園」指定管理者・代表企業「公園財団」の下記の資料一式
福利厚生規定、給与規程、報酬体系表、通勤、旅費規程、宿舎規程、赴任費支
払い規程
※上記の資料は収支報告書に計上された人件費が適正に計上をされているの
かを確認する為に必要な資料である。
※福利厚生費は本社と同等の福利厚生を付与する為に指定管理費からの支出
が認められている。
総勘定元帳の情報開示により支出の形跡も確認出来ている。

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

02042 R2.5.1 R2.5.13 食品営業許可台帳の令和2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



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

02043 R2.5.1 R2.5.13 2020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

02044 R2.5.7 R2.5.21 １　区の訴訟事案について、○○○○弁護士を訴訟代理人に選定した理
由
２　弁護士報酬を１件あたり30,000円とした根拠

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

①原告の氏名、相
手方氏名及び住
所、事件番号②弁
護士の印影

02045 R2.5.8 R2.5.21 1　令和2年4月1日～令和2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2年4月1日～令和2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

02046 R2.5.11 R2.5.21 2020年4月1日～4月末日の期間に新規で許認可を取得した飲食店一覧
（臨時、自動車、移動、自動販売機、集団給食を除く）
希望項目（業種、屋号、営業所在地、営業所電話番号、営業者氏名、許
可年月日）
令和2年4月１日から4月末日において、新たに理容所・美容所の検査確
認を受けた施設（廃止施設を除く。）のうち、次に掲げる事項
１　施設名称 ２　施設所在地 ３　施設電話番号 ４　営業者氏名５　検査
確認日

写しの交付 公開 生活衛生課

02047 R2.5.12 R2.5.18 熱田直道広報課長が「区民の声」に対する回答（2020文企広第197号）におい
て、「区内の危険な崖等の問い合わせ・陳情等については、現地を確認し、所有
者・管理者に適切な維持管理等を働きかけるとともに」と回答したところの、平成
31年1月1日～令和2年5月10日まの期間で(1)区内の危険な崖等の問い合わせ・
陳情等の文書、(2)いつ誰がどの現地を確認したかを記した文書、(3)所有者・管
理者に適切な維持管理等を働きかけたことを記した文書

写しの交付 一部公開 建築指導課 個人情報（第7条
第2号）

相談者名、土地・建
築物の住所、所有
者名及び関係者の
勤務先、氏名

02048 R2.5.12 R2.5.18 「区民の声」に対する熱田直道広報課長の回答（2020文企広第197号）におい
て、「区内の危険な崖等の問い合わせ・陳情等については、現地を確認し、所有
者・管理者に適切な維持管理等を働きかけるとともに」と回答したところの、平成
31年1月1日～令和2年5月10日の期間で、区から「所有者・管理者に適切な維持
管理等を働きかけ」たことに対する「所有者・管理者」からの回答文書または「所
有者・管理者」の対応を記した文書

写しの交付 一部公開 建築指導課 個人情報（第7条
第2号）

相談者名、土地・建
築物の住所、所有
者名及び関係者の
勤務先、氏名

02049 R2.5.12 R2.5.12 文京区道818号線の文京区小石川2丁目5（住居表示、○○○○、○○○
○）における沿道掘削の協議の内容が分かる文書一式（令和2年のもの。
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、携
帯電話番号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

02050 R2.5.12 R2.5.12 文京区春日一丁目、小石川二丁目付近再構築その2工事（発注者：東京
都下水道局北部下水道事務所建設課工事担当）について (1)工事内容を
周辺住民にどのように周知したかがわかる文書 (2)文京区道818号線の
工事計画の詳細がわかる文書

写しの交付 公開 管理課

02051 R2.5.13 R2.5.25 2020年1月1日～2020年3月31日に新規で食品衛生法に基づく営業許可を得た
施設（飲食店）の店名（屋号）、営業所在地、営業所電話番号

写しの交付 公開 生活衛生課

02052 R2.5.14 R2.5.19 ⑴文京区小石川2丁目8-14付近の文京区道に設けられたガードポールが工事
車両の衝突により損傷した事故で、事故状況を記録した文書一式、ガードポール
の修理に関する文書一式、修理の費用の求償に関する文書一式。決裁文書等
も含む。
⑵文京区小石川2丁目8-14付近から中央大学理工学部前交差点に至る文京区
道を通行する車両に減速させるための対策に文京区が取り組んでいることが分
かる文書一式。決裁文書等も含む。

写しの交付 一部公開 管理課 個人情報（第7条
第2号）

個人氏名、携帯電
話番号、メールアド
レス

02052 R2.5.14 R2.5.19 ⑴文京区小石川2丁目8-14付近の文京区道に設けられたガードポールが工事
車両の衝突により損傷した事故で、事故状況を記録した文書一式、ガードポール
の修理に関する文書一式、修理の費用の求償に関する文書一式。決裁文書等
も含む。
⑵文京区小石川2丁目8-14付近から中央大学理工学部前交差点に至る文京区
道を通行する車両に減速させるための対策に文京区が取り組んでいることが分
かる文書一式。決裁文書等も含む。

写しの交付 非公開 道路課 不存在（第12条
第2項）

02053 R2.5.14 R2.5.15 １　令和２年４月１日から令和２年５月１４日迄の「確認記録」みどり公園課
２　 所管課・みどり公園課が４月１日から３０日迄の情報公開請求分とし
て「公園財団」に資料、文書の提出を要請した事が明らかになる文書、電
子メール等の書類、記録一式

写しの交付 公開 みどり公園課

02054 R2.5.14 R2.5.20 小石川4丁目住友不動産建設予定マンションについて
景観協議に関する文書　すべて

写しの交付 一部公開 住環境課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）、③犯罪予
防（第7条第4号）

①担当者名②法人
印影③平面図の住
戸内部

02055 R2.5.15 R2.5.15 文京区目白台3-143-1ほか（地番）の長屋建築計画について
(1) 建築基準法の規定に基づく工事取止届
(2) 工事取り止めにあたり住環境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 住環境課 法人情報（第7条
第3号）

法人印影

02056 R2.5.15 R2.5.25 令和2年5月15日現在、文京区湯島の飲食店営業許可取得済法人名と店舗名
⑴店舗名称⑵店舗所在地⑶店舗電話番号⑷営業者氏名（法人・個人）

写しの交付 公開 生活衛生課

02057 R2.5.15 R2.5.25 文京区における喫茶店営業（自動販売機）の台帳情報の請求台帳に必
要な情報
屋号・営業所在地・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

02058 R2.5.15 R2.5.15 第11回新型コロナウイルス感染対策本部議事要旨
同本部員名簿

写しの交付 公開 危機管理課

02059 R2.5.15 R2.6.1 平成30年度　指定管理者公募選定における以下の施設の落札業者の提案書
・文京区立肥後細川庭園

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



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

02060 R2.5.18 R2.7.17 １　「肥後細川庭園」人件費　科目更生
平成27年度、平成30年度、平成31年度分
２　「目白台運動公園」人件費　科目更生
平成31年度分
上記１、２の書類一式

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職員氏名、給与額・
賃金額・労働保険料
額、人件費金額
②新江戸川公園を除く
部門の企業年金基金掛
金・手数料額

02061 取下げ
02062 R2.5.18 R2.5.25 理、美容店営業許可台帳

期間：令和元年11月1日～令和2年4月末分新規営業許可施設
項目：施設の名称、所在地、電話番号、開設者指名（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 公開 生活衛生課

02063 R2.5.18 R2.5.25 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の建築物リスト
建物名、建物所在地、所有者、所有者住所、延床面積、建物年月日、建
物用途

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不
存在（第12条第2
項）

①所有者の住所②
建築年月日の一部
分

02064 R2.5.18 R2.5.20 （仮）丸山町南住宅建替え計画の都市計画法第29条手続きに係る次の図
面現況図
土地利用計画図、北側擁壁の計画が分かる図面

写しの交付 一部公開 都市計画課 個人情報（第7条
第2号）

印影、氏名、土地
の所有者情報

02065 R2.5.19 R2.5.20 文京区目白台三丁目143-1、144-4、16（地番）の計3筆における「（仮称）
目白台3丁目長屋住宅新築工事」の計画中止・工事取止などに関する全
ての文書（事業者側から区への提出文書、区から事業者側への送付文
書の双方）

写しの交付 一部公開 建築指導課 法人情報（第7条
第3号）

法人印影

02066 R2.5.20 R2.5.22 目白台運動公園、肥後細川庭園、指定管理者と文京区との基本協定書、
各年毎の協定書
2019、2020年の事業計画書、収支報告書

写しの交付 一部公開 みどり公園課 法人情報（第7条
第3号）

法人印影

02067 R2.5.21 R2.5.29 文京区小日向二丁目１７５番地における（仮称）小日向２丁目マンション
（建築主：横山産業、設計・施工：福子工務店）の建築確認の確認申請書
一式

写しの交付 一部公開 建築指導課 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）

建築計画概要書以
外の確認申請書一
式

02068 R2.5.21 R2.6.4 「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」第3
条第1項の「文京区基本構想及びこれに基づく計画」とあるところの「これ
に基づく計画」の文書一式（文京区HPや例規集等で公開されているもの
は「計画」の正式名称だけで構わない）

写しの交付 公開 住環境課

02069 R2.5.22 R2.5.28 特別定額給付金の委託事業者との契約書一式 写しの交付 一部公開 契約管財課 法人情報（第7条
第3号）

法人印影

02070 R2.5.22 R2.5.28 東京都文京区目白台三丁目143-1、144-4、144-16（地番）の擁壁築造に
ついて文京区が土地所有者、設計者、施工者、および、指定確認検査機
関から受けた文書一式（決裁文書等を含む。）

写しの交付 一部公開 建築指導課 法人情報（第7条
第3号）

法人印影

02071 R2.5.26 R2.6.19 １　「肥後細川庭園」指定管理者「肥後細川パークアップ共同体」の共同
体運営委員会議事録　　平成２８年１月～現在迄の分
２　「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」の共同体運営委員会議事録　　平成３１年４月～現在迄の分
※　開園前の準備段階分が存在するのであれば含めて
上記１、２の書類一式

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

02072 R2.5.26 R2.6.19 １　「肥後細川庭園」指定管理者「肥後細川パークアップ共同体」の代表
企業が管理運営に対する質問について，事前に書面で質問を提出させる
事が可能とする法的根拠を示す書類
※「BBS」と云う言葉の意味を口頭で説明を求めている。
上記１、２の書類一式

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

02073 R2.5.26 R2.6.19 １　「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「業
務継続計画（BCP)」策定の為，所管課、防災課に申し入れをした事実の疎明資
料、策定案
２　「肥後細川庭園」、「目白台運動公園」指定管理者が事業計画書、応募時の
提案書に閉院した病院を緊急搬送先として記載をしていた事実に対して，謝罪、
説明、報告をした事実関係が疎明出来る書類一式
上記１、２の書類一式

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

02074 R2.5.27 R2.5.27 北区田畑１丁目２２２番４付近と東京都文京区千駄木４丁目２３９番３付近
の行政境界確認書

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

①測量士名②法人
印影

02075 R2.5.27 R2.6.10 小石川１丁目１－３街区の住居表示台帳（個人情報を除く） 写しの交付 公開 区民課
02076 R2.5.28 R2.5.28 小日向二丁目175番地における（仮称）小日向2丁目マンション（建築主：横山産

業、設計・施工：福子工務店）の建築に関わる工事車両の通行を巡り、令和2年5
月14（木）に大塚警察署の警察官6人が出動する騒ぎになったことを受け、大塚
警察署が文京区都市計画部各課並びに土木部管理課に事実経過等を報告した
内容を記録した文書（文京区職員によるメモ含む）及びそれに関し文京区が大塚
警察署に伝えた内容を記録した文書（同）

写しの交付 非公開 管理課 不存在（第12条
第2項）

02076 R2.5.28 R2.5.28 小日向二丁目175番地における（仮称）小日向2丁目マンション（建築主：横山産
業、設計・施工：福子工務店）の建築に関わる工事車両の通行を巡り、令和2年5
月14（木）に大塚警察署の警察官6人が出動する騒ぎになったことを受け、大塚
警察署が文京区都市計画部各課並びに土木部管理課に事実経過等を報告した
内容を記録した文書（文京区職員によるメモ含む）及びそれに関し文京区が大塚
警察署に伝えた内容を記録した文書（同）

写しの交付 非公開 都市計画課 不存在（第12条
第2項）

02076 R2.5.28 R2.5.28 小日向二丁目175番地における（仮称）小日向2丁目マンション（建築主：横山産
業、設計・施工：福子工務店）の建築に関わる工事車両の通行を巡り、令和2年5
月14（木）に大塚警察署の警察官6人が出動する騒ぎになったことを受け、大塚
警察署が文京区都市計画部各課並びに土木部管理課に事実経過等を報告した
内容を記録した文書（文京区職員によるメモ含む）及びそれに関し文京区が大塚
警察署に伝えた内容を記録した文書（同）

写しの交付 非公開 地域整備課 不存在（第12条
第2項）

02076 R2.5.28 R2.5.28 小日向二丁目175番地における（仮称）小日向2丁目マンション（建築主：横山産
業、設計・施工：福子工務店）の建築に関わる工事車両の通行を巡り、令和2年5
月14（木）に大塚警察署の警察官6人が出動する騒ぎになったことを受け、大塚
警察署が文京区都市計画部各課並びに土木部管理課に事実経過等を報告した
内容を記録した文書（文京区職員によるメモ含む）及びそれに関し文京区が大塚
警察署に伝えた内容を記録した文書（同）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02076 R2.5.28 R2.5.28 小日向二丁目175番地における（仮称）小日向2丁目マンション（建築主：横山産
業、設計・施工：福子工務店）の建築に関わる工事車両の通行を巡り、令和2年5
月14（木）に大塚警察署の警察官6人が出動する騒ぎになったことを受け、大塚
警察署が文京区都市計画部各課並びに土木部管理課に事実経過等を報告した
内容を記録した文書（文京区職員によるメモ含む）及びそれに関し文京区が大塚
警察署に伝えた内容を記録した文書（同）

写しの交付 非公開 建築指導課 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

02077 R2.5.28 R2.6.11 文京区都市計画部の高橋征博部長が「区民の声」の回答（2020文都住第60号）
で、「当該事業計画については、既に条例に規定する説明会等は終了しているも
のと考えております」と記載したところの「説明会等が終了していると考え」る合理
的根拠を示す文書一式（なお情報開示する文書は全て裁判所において証拠能力
を有する書証に限る）

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、建築物番号

02078 R2.5.28 R2.5.28 文京区都市計画部の高橋征博部長が「区民の声」の回答（2020文都住第60号）
で、「事業者に対しては今後も近隣住民等への丁寧な対応を指導してまいりま
す」と記載したところの、これまで（平成31年1月1日から令和2年5月27日まで）に
「事業者に対して」「近隣住民等への丁寧な対応を指導して」きた事実を裏付ける
記録文書（文京区職員によるメモやメール送受信の文書等含む）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02079 R2.5.28 R2.5.28 文京区都市計画部の高橋征博部長が「区民の声」の回答（2020文都住第60号）
で、「工事の中断を指導する考えはございません」と記載したところの、「指導する
考え」がない法令・条例・要綱・機運等に基づく行政手続き的根拠を示す文書一
式（なお情報開示する文書は全て裁判所において証拠能力を有する合理的根拠
を記した書証に限る）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02080 R2.5.28 R2.5.28 私道下水道工事（千駄木３－２０）の助成による負担金内訳 写しの交付 一部公開 道路課 個人情報（第7条
第2号）

申請代表者

02081 R2.5.28 R2.5.28 2019年3月～5月の区立保育園給食の食材購入実績額及び店舗数 写しの交付 公開 幼児保育課
02082 R2.5.28 R2.6.1 2019年3月～5月の学校給食食材購入実績額及び店舗数（小学校・中学

校）
写しの交付 公開 学務課

02083 R2.5.28 R2.5.28 区立明化小改築その他工事
区立八ヶ岳高原学園浴室棟改築その他工事
区立柳町小・こどもの森その他給排水工事
それぞれの工事契約についての契約委員会の記録全て

写しの交付 公開 契約管財課

02084 R2.5.28 R2.5.29 新型コロナウイルス感染症対策のために文京区役所で行われた事業継続計画
に基づく停止事業一覧と事業継続計画実施についての全記録

写しの交付 公開 危機管理課

02085 R2.5.29 R2.7.8 「肥後細川庭園」指定管理者が所管課に提出をした下記の「月次報告書」
１　平成29年10月度・平成29年11月10日付
　　表紙、目次、１葉、２葉
２　平成30年度3月分
３　平成31年度3月分
指定管理者が暦年、会計年度を誤記して表記をしている月次報告書が散見され
ています。
当方は会計年度を対象としています。
上記１、２の書類一式

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、施
設職員氏名

02086 R2.5.29 R2.5.29 千石緑地植栽台帳とその図面 写しの交付 公開 みどり公園課
02087 R2.6.1 R2.6.11 小日向二丁目175番地における（仮称）小日向2丁目マンション（建築主：横山産

業、設計・施工：福子工務店）の建築紛争を巡り、文京区中高層建築物の建築に
係る紛争の予防と調整及び開発事業の周知に関する条例第三条に基づき、文
京区長が「紛争を未然に防止するよう努め」た事実を具体的に記録した文書一式

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02088 R2.6.1 R2.6.11 小日向二丁目175番地における（仮称）小日向2丁目マンション（建築主：横山産
業、設計・施工：福子工務店）の建築紛争を巡り、文京区中高層建築物の建築に
係る紛争の予防と調整及び開発事業の周知に関する条例第三条に基づき、文
京区長が紛争発生後、「迅速かつ適正に調整するよう努め」た事実を具体的に
記録した文書一式

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）



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

02089 R2.6.1 R2.6.11 小日向二丁目175番地における（仮称）小日向2丁目マンション（建築主：横山産
業、設計・施工：福子工務店）の建築紛争を巡り、近隣関係住民若しくは近接住
民の一方から2回目の調整の申出があったにも拘わらず、文京区長が文京区中
高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整及び開発事業の周知に関する条例
第八条第2項に基づき、「相当な理由があると認め」ず、あっせんを行わなかった
経緯や理由、合理的根拠等を記した文書一式

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法
人情報（第7条第
3号）、③行政運
営情報（第7条第
6号）

①氏名、住所、②
法人印影、③あっ
せん議事内容

02090 R2.6.1 R2.6.11 小日向二丁目175番地における（仮称）小日向2丁目マンション（建築主：横山産
業、設計・施工：福子工務店）の建築紛争を巡り、文京区中高層建築物の建築に
係る紛争の予防と調整及び開発事業の周知に関する条例第八条第3項に基づ
き、文京区長が当事者間をあっせんにおいて、「双方の主張の要点を確かめ」た
ことを具体的に記録した文書一式

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）

①氏名、②あっせ
ん議事内容

02091 R2.6.1 R2.6.11 小日向二丁目175番地における（仮称）小日向2丁目マンション（建築主：横山産
業、設計・施工：福子工務店）の建築紛争を巡り、文京区中高層建築物の建築に
係る紛争の予防と調整及び開発事業の周知に関する条例第八条第3項に基づ
き、文京区長が当事者間をあっせんにおいて、「紛争が解決されるよう努め」た事
実を具体的に記録した文書一式

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）

①氏名、②あっせ
ん議事内容

02092 R2.6.1 R2.6.11 小日向二丁目175番地における（仮称）小日向2丁目マンション（建築主：横山産
業、設計・施工：福子工務店）の建築紛争を巡り、文京区中高層建築物の建築に
係る紛争の予防と調整及び開発事業の周知に関する条例第九条に基づき、文
京区長が「当該紛争について、あっせんによっては紛争の解決の見込みがない
と認めた」ことに関し、経緯や理由、合理的根拠等を記した文書一式

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02093 R2.6.1 R2.6.11 小日向二丁目175番地における（仮称）小日向2丁目マンション（建築主：横山産
業、設計・施工：福子工務店）の建築紛争を巡り、文京区中高層建築物の建築に
係る紛争の予防と調整及び開発事業の周知に関する条例第四条第1項に基づ
き、建築主等が建築工事等を行うに当たって「周辺の生活環境に及ぼす影響に
十分配慮」していることを裏付けるような文京区保有の文書一式

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、建築物番号

02094 R2.6.1 R2.6.11 小日向二丁目175番地における（仮称）小日向2丁目マンション（建築主：横山産
業、設計・施工：福子工務店）の建築紛争を巡り、文京区中高層建築物の建築に
係る紛争の予防と調整及び開発事業の周知に関する条例第四条第1項に基づ
き、建築主等が建築工事等を行うに当たって「良好な近隣関係を損なわないよう
努め」ていることを裏付けるような文京区保有の文書一式

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、建築物番号

02095 R2.6.1 R2.6.11 小日向二丁目175番地における（仮称）小日向2丁目マンション（建築主：横山産
業、設計・施工：福子工務店）の建築紛争を巡り、文京区中高層建築物の建築に
係る紛争の予防と調整及び開発事業の周知に関する条例第四条第3項に基づ
き、「開発事業者及び開発事業者と請負契約をした者」が、「周辺の生活環境に
及ぼす影響に十分配慮」していることを裏付けるような文京区保有の文書一式

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02096 R2.6.1 R2.6.11 小日向二丁目175番地における（仮称）小日向2丁目マンション（建築主：横山産
業、設計・施工：福子工務店）の建築紛争を巡り、文京区中高層建築物の建築に
係る紛争の予防と調整及び開発事業の周知に関する条例第四条第3項に基づ
き、「開発事業者及び開発事業者と請負契約をした者」が、「良好な近隣関係を
損なわないよう努め」ていることを裏付けるような文京区保有の文書一式

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02097 R2.6.1 R2.6.1 「肥後細川庭園」指定管理者が所管課に提出をした下記の書類の受領日
時の疎明資料一式

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

02098 R2.6.1 R2.6.1 車両制限令第12条に基づき、文京区道の道路管理者である文京区が、特殊車
両の通行を認定するにあたっての審査基準、審査要領等を記した文書一式（要
綱、基準、要領等のタイトルが付かない非公式な審査マニュアル・手引き等を含
む）

写しの交付 非公開 管理課 不存在（第12条
第2項）

02099 R2.6.1 R2.6.1 道路法第47条の2第1項に基づき、文京区道の道路管理者である文京区が、特
殊車両の通行を許可するにあたっての審査基準、審査要領等を記した文書一式
（要綱、基準、要領等のタイトルが付かない非公式な審査マニュアル・手引き等を
含む）

写しの交付 非公開 管理課 不存在（第12条
第2項）

02100 R2.6.1 R2.6.1 みどり公園課作成・確認記録　令和２年５月１日以降の分 写しの交付 公開 みどり公園課
02101 R2.6.1 R2.6.4 食品営業許可台帳の令和2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

02102 R2.6.1 R2.6.4 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：R元年12月1日～R2年4月30日分新規

写しの交付 公開 生活衛生課

02103 R2.6.2 R2.6.4 2020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

02104 R2.6.2 R2.6.2 自動車シェアリング広域連合に関する基本協定書
自動車シェアリング広域連合に関する実施協定書
文京区自動車シェアリング事業基本協定書及び年度協定書

写しの交付 一部公開 管理課 法人情報（第7条
第3号）

法人印影

02105 R2.6.4 R2.6.10 1　令和2年5月1日～令和2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
氏名についての一覧
2　令和2年5月1日～令和2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

写しの交付 公開 生活衛生課

02106 R2.6.4 R2.6.10 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、平成31年4月1日から令和2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



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

02107 R2.6.4 R2.6.8 文京区における理美容台帳、興行場台帳、旅館台帳、公衆浴場業台帳、クリー
ニング所台帳において、平成31年4月1日から令和2年3月31日までに新規に営
業を確認した施設（ただし、廃業を除く。）に係る①施設名称、②施設所在地、③
施設電話番号、④営業者名、⑤営業の種類、⑥業態（旅館台帳のみ。）に限る。
ただし、上記期間内に新規施設が存在した場合に限る。

写しの交付 公開 生活衛生課

02108 R2.6.5 R2.7.6 イ平成16年4月28日・赴任旅費
ロ5月31日引越し作業代（日本通運）
ハ7月29日特定宿舎契約時精算
二11月30日未払金払出
ホ平成17年3月31日指定管理分損失負担
へ3月31日資金借入
上記の請求書、明細、支出内容の疎明資料一式。
所管課、総務課へ請求内容を明確にする資料を送信する。

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

02109 R2.6.5 R2.7.6 イ17年5月26日赴任旅費
ロ3月31日預り金
ハ4月1日資金借入精算
二5月2日特定宿舎精算
ホ5月31日引越作業代（アートコーポレーション(株)）
ヘ8月15日未払消費税振替
ト10月13日未払金精算、払出
チ3月31日資金借入
上記の支出等の請求書、明細等一式。支出内容が疎明出来る資料。
別途所管課、総務課に請求内容の明確になる資料を送信する。

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

02110 R2.6.5 R2.6.10 令和2年1月1日から令和2年5月31日までの食品営業許可台帳（新規届け
出分）
事項：①屋号、②店舗所在地、③申請者氏名（法人の場合、法人名）、④
営業の種類、⑤営業所電話番号、⑥許可年月日、⑦許可満了日

写しの交付 公開 生活衛生課

02111 R2.6.5 R2.6.9 コミュニティバス第三路線運行事業者選定委員会に応募事業者から提出
された提案資料及び選定に至るまでの会議録と選定結果が分かる資料

写しの交付 一部公開 区民課 審議、検討又は
協議に関する情
報（第7条第5号）

企画提案書の運行
に関する内容のう
ち、起終点、運行経
路に関する部分



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

02112 R2.6.8 R2.6.18 文京区の町内会・自治会の下記に関する情報の全て（対象期間は、平成
25年度から令和元年度までの各年度）
１）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
会の会員数（世帯数）がわかる文書
２）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
ない世帯の合計数）がわかる文書
３）文京区から菊和会に支出されている補助金・助成金等の費目（例え
ば、区報配付、活動助成金、資源回収など）と、費目ごとの毎年の支出金
額がわかる文書
５）文京区町会自治会連合会と文京区の相互協力協定に関する文書

閲覧
写しの交付

一部公開 区民課 不存在（第12条
第2項）

①文京区の全ての町内
会・自治会について、
各々の町内会・自治会
の会員数（世帯数）がわ
かる文書、②文京区の
全ての町内会・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
合計数）がわかる文書、
③文京区から菊和会に
支出されている補助金・
助成金等の費目のう
ち、資源回収に関する
費目ごとの毎年の支出
金額がわかる文書、④
文京区から菊和会に支
出されている補助金・助
成金等の費目と、費目
ごとの毎年の支出金額
がわかる文書（平成25
年度分）

02112 R2.6.8 R2.6.18 文京区の町内会・自治会の下記に関する情報の全て（対象期間は、平成
25年度から令和元年度までの各年度）
３）文京区から菊和会に支出されている補助金・助成金等の費目（例え
ば、区報配付、活動助成金、資源回収など）と、費目ごとの毎年の支出金
額がわかる文書
４）文京区から菊和会に配布を依頼している、区報の部数（世帯数）がわ
かる文書

閲覧
写しの交付

一部公開 広報課 不存在（第12条
第2項）

①「区報ぶんきょ
う」等の配付料の
支払について（平
成25年度上期分）、
②文京区から菊和
会に配布を依頼し
ている、区報の部
数（世帯数）がわか
る文書

02113 R2.6.9 R2.6.9 文京区立少年自然の家八ヶ岳高原学園浴室棟改築その他工事、文京区
立少年自然の家八ヶ岳高原学園浴室棟改築その他機械設備工事
低入札調査委員会の議事録一式、その他資料の全て

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）

調査基準価格

02114 R2.6.9 R2.7.31 「肥後細川庭園」総勘定元帳に計上された下記の書類等一式
１　2019年3月31日・科目更生（アルバイト賃金　指定管理→自主事業）自
主事業874-1
２　2019年3月31日平成30年度肥後細川庭園ライトアップ助成金その他会
計（技術）922-5
上記の請求書、明細、自主事業の受け入れ先口座の当該部分の写し
２については，助成金の申請書、決定通知等一式

写しの交付 一部公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

自主事業の受け入
れ先口座の当該部
分の写し、平成30
年度秋のライトアッ
プモデル助成費交
付決定通知書

02115 R2.6.9 R2.6.9 区公式LINEアカウント検討過程の資料一式 写しの交付 公開 広報課
02116 R2.6.9 R2.6.12 「特別定額給付金」給付事業の実施について　全て

「特別定額給付金」システム構築　保守まで
事業委託　業者指定依頼書　契約書　全て

写しの交付 一部公開 契約管財課 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

02116 R2.6.9 R2.6.12 「特別定額給付金」給付事業の実施について　全て
「特別定額給付金」システム構築　保守まで
事業委託　業者指定依頼書　契約書　全て

写しの交付 公開 緊急経済対策推
進室

02117 R2.6.9 R2.6.9 特別定額給付金事業の委託事業者を随意契約で選定したことが分かる
書類一式

写しの交付 公開 緊急経済対策推
進室

02118 R2.6.9 R2.6.9 特別定額給付金の委託事業の再委託についての協議書一式 写しの交付 一部公開 契約管財課 法人情報（第7条
第3号）

法人印影

02119 R2.6.9 R2.6.9 小日向二丁目175番地における（仮称）小日向2丁目マンションを巡り、横
山産業と福子工務店が「文京区中高層建築物の建築に係る紛争の予防
と調整及び開発事業の周知に関する条例」第四条第1項に基づき「紛争
を未然に防止するため」「建築を計画し、建築工事等を行うに当たって」
「周辺の生活環境に及ぼす影響に十分配慮」している（あるいは「十分配
慮」してきた）ことを裏付ける、あるいは裏付けると文京区都市計画部各
課（地域整備課除く）が考える文書（申請・提出文書、区役所内の職員が
作成したメモ、メールのやり取り等含む）

写しの交付 非公開 都市計画課 不存在（第12条
第2項）

02119 R2.6.9 R2.6.23 小日向二丁目175番地における（仮称）小日向2丁目マンションを巡り、横
山産業と福子工務店が「文京区中高層建築物の建築に係る紛争の予防
と調整及び開発事業の周知に関する条例」第四条第1項に基づき「紛争
を未然に防止するため」「建築を計画し、建築工事等を行うに当たって」
「周辺の生活環境に及ぼす影響に十分配慮」している（あるいは「十分配
慮」してきた）ことを裏付ける、あるいは裏付けると文京区都市計画部各
課（地域整備課除く）が考える文書（申請・提出文書、区役所内の職員が
作成したメモ、メールのやり取り等含む）

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、建築物番号

02119 R2.6.9 R2.6.9 小日向二丁目175番地における（仮称）小日向2丁目マンションを巡り、横
山産業と福子工務店が「文京区中高層建築物の建築に係る紛争の予防
と調整及び開発事業の周知に関する条例」第四条第1項に基づき「紛争
を未然に防止するため」「建築を計画し、建築工事等を行うに当たって」
「周辺の生活環境に及ぼす影響に十分配慮」している（あるいは「十分配
慮」してきた）ことを裏付ける、あるいは裏付けると文京区都市計画部各
課（地域整備課除く）が考える文書（申請・提出文書、区役所内の職員が
作成したメモ、メールのやり取り等含む）

写しの交付 非公開 建築指導課 不存在（第12条
第2項）

02120 R2.6.9 R2.6.9 小日向二丁目175番地における（仮称）小日向2丁目マンションを巡り、横
山産業と福子工務店が「文京区中高層建築物の建築に係る紛争の予防
と調整及び開発事業の周知に関する条例」第四条第1項に基づき、「建築
工事等を行うに当たって」「良好な近隣関係を損なわないよう努め」ている
（あるいは「努め」てきた）ことを裏付ける、あるいは裏付けると文京区都
市計画部各課（地域整備課を除く）が考える文書（申請・提出文書、区役
所内の職員が作成したメモ、メールのやり取り等含む）

写しの交付 非公開 都市計画課 不存在（第12条
第2項）

02120 R2.6.9 R2.6.23 小日向二丁目175番地における（仮称）小日向2丁目マンションを巡り、横
山産業と福子工務店が「文京区中高層建築物の建築に係る紛争の予防
と調整及び開発事業の周知に関する条例」第四条第1項に基づき、「建築
工事等を行うに当たって」「良好な近隣関係を損なわないよう努め」ている
（あるいは「努め」てきた）ことを裏付ける、あるいは裏付けると文京区都
市計画部各課（地域整備課を除く）が考える文書（申請・提出文書、区役
所内の職員が作成したメモ、メールのやり取り等含む）

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、建築物番号



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

02120 R2.6.9 R2.6.9 小日向二丁目175番地における（仮称）小日向2丁目マンションを巡り、横
山産業と福子工務店が「文京区中高層建築物の建築に係る紛争の予防
と調整及び開発事業の周知に関する条例」第四条第1項に基づき、「建築
工事等を行うに当たって」「良好な近隣関係を損なわないよう努め」ている
（あるいは「努め」てきた）ことを裏付ける、あるいは裏付けると文京区都
市計画部各課（地域整備課を除く）が考える文書（申請・提出文書、区役
所内の職員が作成したメモ、メールのやり取り等含む）

写しの交付 非公開 建築指導課 不存在（第12条
第2項）

02121 R2.6.9 R2.6.9 小日向二丁目175番地における（仮称）小日向2丁目マンションを巡り、横
山産業と福子工務店が「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」第五条に基づき、同マンションの「建築及び管理に当たり、
周辺環境への影響に配慮し、円滑な近隣関係の保持に努めるとともに、
良好な生活環境の維持に努め」ている（あるいは「努め」てきた）ことを裏
付ける、あるいは裏付けると文京区都市計画部各課（地域整備課を除く）
が考える文書（建築主、設計・施工会社の申請・提出文書、区役所内の
職員が作成したメモ、メールのやり取り等含む）

写しの交付 非公開 都市計画課 不存在（第12条
第2項）

02121 R2.6.9 R2.6.23 小日向二丁目175番地における（仮称）小日向2丁目マンションを巡り、横
山産業と福子工務店が「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」第五条に基づき、同マンションの「建築及び管理に当たり、
周辺環境への影響に配慮し、円滑な近隣関係の保持に努めるとともに、
良好な生活環境の維持に努め」ている（あるいは「努め」てきた）ことを裏
付ける、あるいは裏付けると文京区都市計画部各課（地域整備課を除く）
が考える文書（建築主、設計・施工会社の申請・提出文書、区役所内の
職員が作成したメモ、メールのやり取り等含む）

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、建築物番号

02121 R2.6.9 R2.6.9 小日向二丁目175番地における（仮称）小日向2丁目マンションを巡り、横
山産業と福子工務店が「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」第五条に基づき、同マンションの「建築及び管理に当たり、
周辺環境への影響に配慮し、円滑な近隣関係の保持に努めるとともに、
良好な生活環境の維持に努め」ている（あるいは「努め」てきた）ことを裏
付ける、あるいは裏付けると文京区都市計画部各課（地域整備課を除く）
が考える文書（建築主、設計・施工会社の申請・提出文書、区役所内の
職員が作成したメモ、メールのやり取り等含む）

写しの交付 非公開 建築指導課 不存在（第12条
第2項）

02122 R2.6.10 R2.6.10 「特別区道文第161号」の小日向1-18-15～16の南側と小日向1-10-8の
北側において同区道の両側にペイントしてある白い実線が何であり、それ
が何であるかを法令的（要綱・基準等含む）・手続き的に根拠付ける文書
一式（法令等は正式名称と条項号で構わない。ペイントするに際しての各
種庁議資料、申請資料等含む）。

写しの交付 非公開 道路課 不存在（第12条
第2項）

02123 R2.6.10 R2.6.22 １　「肥後細川庭園」指定管理者に対して，公園ゴミ（剪定枝、刈芝等）の
堆肥化について許可申請書類一式
２　東日本大震災後、目白台運動公園等で堆肥化を禁止した。その後、
文京区が解除をした日付等が分かる書類一式

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

02124 R2.6.10 R2.6.11 １　「肥後細川庭園」、「目白台運動公園」共同体経理規程一式 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

02125 R2.6.10 R2.6.22 １　「肥後細川庭園」、「目白台運動公園」の指定管理者が所管課に対し
て人件費は共同体の各構成企業から請求があった分のみを収支報告書
に計上している、と説明をした際の報告書、議事録、要旨概要書等一式
２　指定管理者から，上記事案の報告、報告書提出等を受けた事実が疎
明出来る資料。メール等一式

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

02126 R2.6.10 R2.7.14 １　「肥後細川庭園」指定管理者が所管課に提出をした管理運営費の収
支状況（平成30年度分）
本社経費・総務経理等人件費、支援要員人件費について、当該職員の単
価表、実際の支援実績、算出方法、算出根拠の疎明資料
２　支援要員の業務内容が明らかになる疎明資料

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本社経費・総務
経理等人件費、支
援要員人件費につ
いて、当該職員の
単価表、実際の支
援実績、算出方
法、算出根拠の疎
明資料、②支援要
員の業務内容が明
らかになる疎明資
料

02127 R2.6.10 R2.6.22 １　「肥後細川庭園」指定管理者の所長、副所長の給与が実際の支払額
ではなく共同体の会計に請求をした金額を計上すれば良いと云う根拠の
疎明資料一式
２　文京区の他の共同体で運営を行っている指定管理者は協定給与、協
定原価は用いていない旨の回答をされている。文京区の指定管理者が
共同体で行う場合に協定給与、協定原価を採用出来る根拠の疎明資料
３　指定管理業務に建設業会計の協定給与、協定原価を採用する事が
可能とする疎明資料一式

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

02128 R2.6.11 R2.6.11 令和元年度プレミアム付商品券事業、プレミアムお買物券事業の委託契
約及び委託先選定の書類

写しの交付 一部公開 契約管財課 法人情報（第7条
第3号）

法人印影

02128 R2.6.11 R2.6.11 令和元年度プレミアム付商品券事業の委託先選定に係る書類（業者指定
依頼書）

写しの交付 公開 経済課

02129 R2.6.11 R2.6.11 ネウボラ事業において配布する育児パッケージに関する平成29年度の業
者指定依頼書
入札で業者を決めなかったことが分かる資料及び会議録

写しの交付 一部公開 保健サービスセ
ンター

不存在（第12条
第2項）

入札で業者を決め
なかったことが分か
る資料及び会議録

02130 R2.6.11 R2.6.11 H29年度ネウボラ事業における育児パッケージ配布に関する契約書 写しの交付 一部公開 契約管財課 法人情報（第7条
第3号）

法人印影

02131 R2.6.11 R2.7.6 「肥後細川庭園」指定管理者の総勘定元帳の人件費の共同体会計への
請求伝票、明細等一式。※請求内容等の詳細が明らかになるもの
2018年4月1日～2019年3月31日分
別途、総務課、所管課に対して、請求範囲が明確になる様に総勘定元帳
の対象分を送信する。

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

02132 R2.6.11 R2.6.11 中小企業向け融資あっせん制度の信用保証料補助に関する検討過程に
係る資料

写しの交付 非公開 経済課 不存在（第12条
第2項）

02133 R2.6.12 R2.6.15 平成29年9月8日付「29文土公第689号」シャワー室及び更衣室の清掃に
ついて（指示）
2017　8　25現地確認の写真について、カラー写真での開示を申し出る。

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

02134 R2.6.12 R2.7.8 １　「肥後細川庭園」指定管理者・構成企業「西武造園」の経理規程
２　「目白台運動公園」指定管理者・構成企業「日本体育施設」の経理規
程
上記の指定管理者施設は独自の経理規程を設ける事を求められている
が構成企業の何れも代表企業の経緯理規に従うとして、独自の経理規程
を設けていない。
代表企業の経理規程に従うと上場企業の連結対象の子会社に於いては
齟齬が生じる可能性が高い。その検証が必要である。

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

02135 R2.6.12 R2.6.26 小日向二丁目175番地における（仮称）小日向2丁目マンションの建築に
関し、横山産業と福子工務店が「文京区中高層建築物の建築に係る紛争
の予防と調整及び開発事業の周知に関する条例施行規則」第九条第5項
に基づき、最終的な設計・施工計画における建築物の構造とその工法に
ついて両社が「説明会」で説明したことを裏付ける文書（横山産業と福子
工務店の申請・提出書類等含む）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02136 R2.6.12 R2.6.26 小日向二丁目175番地における（仮称）小日向2丁目マンションの建築に
関し、横山産業と福子工務店が「文京区中高層建築物の建築に係る紛争
の予防と調整及び開発事業の周知に関する条例施行規則」第九条第5項
に基づき、最終的な設計・施工計画における建築物の構造とその工法に
ついて両社が「説明会」で説明したことを文京区側が確認したことを裏付
ける文書（職員メモ、職員間のやり取り、上長への報告等含む）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02137 R2.6.12 R2.6.12 特別定額給付金の委託契約の変更に係る資料及び再委託に係る資料 写しの交付 一部公開 契約管財課 法人情報（第7条
第3号）

法人印影

02138 R2.6.15 R2.6.15 「道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るた
め、必要な場所に」「区画線を設けなければならない」とする道路法第四
十五条に基づき、道路管理者である文京区が小日向一丁目内の「特別
区道文第161号」に於いて、どこにどのような「区画線」を設けたかを示す
文書（地図や図面等を含む）

写しの交付 非公開 道路課 不存在（第12条
第2項）

02139 R2.6.15 R2.6.15 道路管理者である文京区が区道を通行する特殊な工事車両等に対し、
道路法第47条と車両制限令第12条に基づき「通行許可」や「通行認定」を
与えるに際して白い実線の区画線の幅の中央（例えば15cmであれば7
5cm）までを事実上の車道として軌跡図上、通行できれば許可あるいは認
定する法令的・手続き的根拠（要綱や指針、基準、要領等を含む）を記し
た文書や記録等（部課としての申し送り事項等含む）

写しの交付 非公開 道路課 不存在（第12条
第2項）

02140 R2.6.15 R2.6.25 令和2年1月1日から令和2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）

氏名、住所、電話
番号

02141 R2.6.15 R2.6.15 特別定額給付金事業委託に係る契約書の関係書類一式 写しの交付 一部公開 契約管財課 法人情報（第7条
第3号）

法人印影

02141 R2.6.15 R2.6.15 特別定額給付金事業の委託事業者を随意契約で選定したことが分かる
書類一式

写しの交付 公開 緊急経済対策推
進室

02142 R2.6.15 R2.6.15 文京区道の道路管理者である文京区が、車両制限令第9条に関し、(1)運
転手の技量等により路肩に進入車両もあることがやむを得ない理由とす
ることができ、(2)直ちに車両制限令の違反になると判断しないとする裁量
権があることを法令的・手続き的に根拠付ける文書（基準・指針・要領、庁
議資料、各部課職員のメモ等含む）または判例・判断等の記録文書

写しの交付 非公開 管理課 不存在（第12条
第2項）

02143 R2.6.17 R2.6.17 自転車シェアリング事業の協定に基づく資料一式 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

02144 R2.6.18 R2.7.1 全幼稚園・小学校・中学校
令和元年度学校関係者評価（関係者評価意見も含む）
令和元年度保護者アンケート調査

写しの交付 公開 教育指導課

02145 R2.6.19 R2.6.19 北区田畑1丁目222番4付近と東京都文京区千駄木4丁目239番3付近の
行政境界確認書

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

①測量士名、②法
人印影

02146 R2.6.19 R2.6.19 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項の規定に
よる届出

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担当者の電話番
号、②法人印影

02147 R2.6.22 R2.6.22 道路構造令第一条で、「道路管理者である地方公共団体の条例で都道
府県道及び市町村道の構造の技術的基準」とあるところの、文京区道の
構造の技術的基準を文京区が定めた条例（※文京区の例規集に掲載の
場合は正式名称の情報提供で構わない）

写しの交付 公開 道路課

02148 R2.6.23 R2.6.29 文京区教育委員会駐車場（文京区湯島4-7-10）設置のポールが令和元
年10月25日に交通事故により破損され、後日修復されている。破損され
たポールの時価を算出するため、設置年月日、設置費用及び原価償却
の年数の情報を求める。

写しの交付 一部公開 教育センター ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）、③不存在
（第12条第2項）

①氏名、印影、②
法人印影、③原価
償却の年数が記載
された文書

02149 R2.6.24 R2.6.24 文京区土木部道路課長が「区民の声」の回答として区民に送付した文書
（2020文土道第408号）において、特別区道文第161号の白線について
「幅員の狭い区道の交通安全対策として、車両と歩行者の通行位置の目
安とするために設置している」とするところの、なぜ道路法に基づいた区
画線として設置しなかったか判断の経緯等や判断根拠等を記録した文書
（業者への受発注書や地元区民へのお知らせ等の配布物含む）

写しの交付 非公開 道路課 不存在（第12条
第2項）

02150 R2.6.24 R2.6.24 文京区土木部道路課長が「区民の声」の回答として区民に送付した文書
（2020文土道第406号）において、「区道の白線」が「幅員の狭い区道の交
通安全対策として、車両と歩行者の通行位置の目安とするために設置」
することができる法令や条例・指針・基準等の裏付け根拠あるいは道路
管理者である文京区に何らかの裁量権があるのなら裁量権があることを
裏付ける法令や条例・指針・基準等の裏付け根拠（文京区の例規集にあ
れば情報提供としてその正式名称で構わない）

写しの交付 非公開 道路課 不存在（第12条
第2項）

02151 R2.6.24 R2.6.24 特別区道文第161号における路肩（あるいは路側帯）の部分に緑色で帯
状にペイントしてある部分（通称「グリーンベルト」とみられる）の⑴文京区
における呼称と定義を記した文書、⑵ペイントする際の法的あるいは手続
き的根拠（条例・基準・指針等含む）を記した文書、⑶施工の際の受発注
書等の文書、⑷地元区民に配布した施工の際のお知らせ等の文書。
（注）⑴～⑷とも特に小日向1-18-15～16南側、小日向1-10-8の北側の
特別区道文第161号

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

02151 R2.6.24 R2.6.24 特別区道文第161号における路肩（あるいは路側帯）の部分に緑色で帯
状にペイントしてある部分（通称「グリーンベルト」とみられる）の⑴文京区
における呼称と定義を記した文書、⑵ペイントする際の法的あるいは手続
き的根拠（条例・基準・指針等含む）を記した文書、⑶施工の際の受発注
書等の文書、⑷地元区民に配布した施工の際のお知らせ等の文書。
（注）⑴～⑷とも特に小日向1-18-15～16南側、小日向1-10-8の北側の
特別区道文第161号

写しの交付 非公開 道路課 不存在（第12条
第2項）

02152 R2.6.24 R2.6.24 文京区小日向二丁目175番地（地番）の「（仮称）小日向2丁目マンション」
の構造計算書の一部情報公開に当たり、横山産業（建築主）た福子工務
店（設計・施工）が文京区に提出した「意見書」等の文書

写しの交付 公開 建築指導課

02153 R2.6.24 R2.6.24 「肥後細川庭園」第２期拡張工事、受注者、工事期間が分かる資料
施工体系表等があれば，それを含める。

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

02154 R2.6.25 R2.6.26 佐佐木奉公会が文京区小石川2-6（住居表示）に建設中の神社について
指定確認検査機関から受けた文書一式
決裁文書等を含む。

写しの交付 一部公開 建築指導課 法人情報（第7条
第3号）

法人印影

02155 R2.6.25 R2.7.1 応募時に作文の提出が求められる公募委員について
現在任期中の者が提出した作文

写しの交付 一部公開 総務課 個人情報（第7条
第2号）

公募委員の氏名

02155 R2.6.25 R2.6.25 応募時に作文の提出が求められる公募委員について
現在任期中の者が提出した作文

写しの交付 公開 区民課

02155 R2.6.25 R2.6.25 応募時に作文の提出が求められる公募委員について
現在任期中の者が提出した作文

写しの交付 一部公開 生活衛生課 個人情報（第7条
第2号）

住所、自宅電話番
号、自宅以外電話
番号（携帯電話番
号等）、年齢、性別

02155 R2.6.25 R2.6.25 応募時に作文の提出が求められる公募委員について
現在任期中の者が提出した作文

写しの交付 公開 都市計画課

02155 R2.6.25 R2.6.25 応募時に作文の提出が求められる公募委員について
現在任期中の者が提出した作文

写しの交付 公開 住環境課

02155 R2.6.25 R2.6.25 応募時に作文の提出が求められる公募委員について
現在任期中の者が提出した作文

写しの交付 公開 環境政策課

02156 R2.6.25 R2.6.25 ビーグル第三路線の事業者の企画提案と事業者選定に当たっての資料
一式（事業者案内、マニュアルは除く。）

写しの交付 一部公開 区民課 審議、検討又は
協議に関する情
報（第7条第5号）

企画提案書の運行
に関する内容のう
ち、起終点、運行経
路に関する部分

02157 R2.6.26 R2.6.26 旧元町小学校の整備と元町公との一体的活用事業事業者公募型プロ
ポーザルにおける代表者が提出した事業収支報告書

写しの交付 公開 企画課

02158 R2.6.26 R2.7.6 新規食品衛生関係営業施設一覧
新規理容美容業旅館施設一覧

写しの交付 公開 生活衛生課

02159 R2.6.26 R2.8.21 １　「肥後細川庭園」の指定管理者が所管課・○○係長から許可を得て設
置した「集積場」から一般廃棄物として排出した一般廃棄物の排出記録
簿
※設置時から現在迄の分
２　目白台運動公園の一般廃棄物集積所から許可業者が搬出をした際
の排出記録簿
上記の１、２については，リサイクル清掃課が記録を残す様に立ち入り検
査時に求めているものである。不存在は有り得ない書類である。

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

02160 R2.6.26 R2.8.21 １　「肥後細川庭園」の施設占有者拾得物件（現金）一覧表（月毎）
２　「目白台運動公園」の施設占有者拾得物件（現金）一覧表（月毎）
１は，開園から現在迄の分
２は，現指定管理者の管理運営開始時期から現在迄の分

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）

指定管理者従業員
氏名

02161 R2.6.26 R2.6.26 後楽二丁目地区まちづくり整備指針改定版（地元案）一式 写しの交付 一部公開 地域整備課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）

①氏名、②法人印
影

02162 R2.6.26 R2.6.26 「（仮称）小日向2丁目マンション」（小日向二丁目175番地）の建設を巡り、
横山産業（建築主）と福子工務店（設計・施工会社）ら事業者側が文京区
に提出した、事業者らと区民や区議らとの会合の議事録や会議録等の文
書（※文京区からの要請等に基づくものか、自主的に提出したものである
かどうか、さらに条例・要綱等に基づくものであるか否かを問わない。ただ
し第1回説明会2019年12月12日、第2回説明回2020年1月11日、打合議
事録2020年2月17日を除く）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02163 R2.6.29 R2.6.29 2020文土道第406号において、土木部の橋本万多良道路課長が「区道の
白線は」「幅員の狭い区道の交通安全対策として、車両と歩行者の通行
位置の目安とするために設置しているものがあります」と記載したところ
の、道路管理者である文京区が道路法に基づいた区画線として設置して
いる白線と類似の形態（図柄等）の白線を設置できることを裏付ける法令
的あるいは手続き的根拠を記した文書（※例規集等で公表している場合
は正式名称で構わない）

写しの交付 非公開 道路課 不存在（第12条
第2項）

02164 R2.6.29 R2.6.29 2020文土道第408号において、土木部の橋本万多良道路課長が「特別区
道文第161号の白線については、幅員が狭い道路の交通安全対策とし
て、車両と歩行者の通行位置の目安とするために設置している」と記載し
たところの、道路管理者である文京区が道路法に基づいた区画線として
設置している白線と類似の形態（図柄等）の白線を設置できることを裏付
ける法令的あるいは手続き的根拠を記した文書（※例規集等で公表して
いる場合は正式名称で構わない）

写しの交付 非公開 道路課 不存在（第12条
第2項）

02165 R2.6.29 R2.6.29 指定管理者「労働環境モニタリング」について区と受託者の契約書一式 写しの交付 一部公開 契約管財課 法人情報（第7条
第3号）

法人印影

02166 R2.7.1 R2.7.9 ⑴　2020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
⑵　文京区において、2020年4月1日～2020年6月30日の間に新規に食品
営業許可又は届出があった全施設の一覧
⑶　文京区において、2020年4月1日～2020年6月30日の間に廃業になっ
た食品営業許可又は届出があった全施設の一覧
⑷　文京区において、2020年4月1日～2020年6月30日の間に食品営業許
可又は届出の変更があった全施設の一覧

写しの交付 公開 生活衛生課

02167 R2.7.1 R2.7.9 食品営業許可台帳の令和2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



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

02168 R2.7.1 R2.7.9 2020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

02169 R2.7.1 R2.7.1 西片1-14-7で計画されている介護付き有料老人ホームに関し、令和2年3
月6日～6月30日における建築主（コマイ商事）や設計者（松本建築設計
事務所）など事業者側からの都市計画部都市計画課、住環境課、建築指
導課への相談や問い合わせ、地元区民への事情説明や説明会開催等
の報告等、条例・要綱等の手続き（変更等含む）等に関して記載した全文
書（電話やメールによる相談記録や面会記録、事業者側から区への提出
資料等を含む）

写しの交付 非公開 都市計画課 不存在（第12条
第2項）

02169 R2.7.1 R2.7.1 西片1-14-7で計画されている介護付き有料老人ホームに関し、令和2年3
月6日～6月30日における建築主（コマイ商事）や設計者（松本建築設計
事務所）など事業者側からの都市計画部都市計画課、住環境課、建築指
導課への相談や問い合わせ、地元区民への事情説明や説明会開催等
の報告等、条例・要綱等の手続き（変更等含む）等に関して記載した全文
書（電話やメールによる相談記録や面会記録、事業者側から区への提出
資料等を含む）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02169 R2.7.1 R2.7.1 西片1-14-7で計画されている介護付き有料老人ホームに関し、令和2年3
月6日～6月30日における建築主（コマイ商事）や設計者（松本建築設計
事務所）など事業者側からの都市計画部都市計画課、住環境課、建築指
導課への相談や問い合わせ、地元区民への事情説明や説明会開催等
の報告等、条例・要綱等の手続き（変更等含む）等に関して記載した全文
書（電話やメールによる相談記録や面会記録、事業者側から区への提出
資料等を含む）

写しの交付 非公開 建築指導課 不存在（第12条
第2項）

02170 R2.7.1 R2.7.1 西片1-14-7で計画されている介護付き有料老人ホームに関し、令和2年3
月6日～6月30日における建築主（コマイ商事）など事業者側からの福祉
部介護保険課への相談や問い合わせ、地元区民への事情説明や説明
会開催等の報告等、条例・要綱等の手続き（変更等含む）等に関して記
載した全文書（電話やメールによる相談記録や面会記録、事業者側から
区への提出資料等を含む／区民からの相談・意見・要望等は含まない）

写しの交付 一部公開 介護保険課 個人情報（第7条
第2号）

氏名、住所、メール
アドレス

02171 取下げ
02172 R2.7.2 R2.7.2 令和2年6月29日開催の建設委員会における「請願」審議のために文京区

の関係各課が準備していた資料一式
写しの交付 非公開 都市計画課 不存在（第12条

第2項）
02172 R2.7.2 R2.7.2 令和2年6月29日開催の建設委員会における「請願」審議のために文京区

の関係各課が準備していた資料一式
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

02173 R2.7.2 R2.7.2 (1) （仮称）小石川二丁目計画新築工事（建築主：三井不動産レジデン
シャル株式会社、日本土地建物株式会社、建築敷地：文京区小石川2-5-
5（住居表示）、以下「本件マンション」といいます。）の西側の道路整備お
よび歩行安全改築について、都市計画部および土木部が建築主と協議し
た内容がわかる文書一式（決裁文書等を含む。）
(2) 本件マンションの建設のための工事車両が西側の一方通行道路を逆
走することについて、建築主と協議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 住環境課

02173 R2.7.2 R2.7.2 (1) （仮称）小石川二丁目計画新築工事（建築主：三井不動産レジデン
シャル株式会社、日本土地建物株式会社、建築敷地：文京区小石川2-5-
5（住居表示）、以下「本件マンション」といいます。）の西側の道路整備お
よび歩行安全改築について、都市計画部および土木部が建築主と協議し
た内容がわかる文書一式（決裁文書等を含む。）
(2) 本件マンションの建設のための工事車両が西側の一方通行道路を逆
走することについて、建築主と協議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 非公開 道路課 不存在（第12条
第2項）

02173 R2.7.2 R2.7.3 (1) （仮称）小石川二丁目計画新築工事（建築主：三井不動産レジデン
シャル株式会社、日本土地建物株式会社、建築敷地：文京区小石川2-5-
5（住居表示）、以下「本件マンション」といいます。）の西側の道路整備お
よび歩行安全改築について、都市計画部および土木部が建築主と協議し
た内容がわかる文書一式（決裁文書等を含む。）
(2) 本件マンションの建設のための工事車両が西側の一方通行道路を逆
走することについて、建築主と協議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 都市計画課 法人情報（第7条
第3号）

法人印影

02173 R2.7.2 R2.7.3 (1) （仮称）小石川二丁目計画新築工事（建築主：三井不動産レジデン
シャル株式会社、日本土地建物株式会社、建築敷地：文京区小石川2-5-
5（住居表示）、以下「本件マンション」といいます。）の西側の道路整備お
よび歩行安全改築について、都市計画部および土木部が建築主と協議し
た内容がわかる文書一式（決裁文書等を含む。）
(2) 本件マンションの建設のための工事車両が西側の一方通行道路を逆
走することについて、建築主と協議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法
人情報（第7条第
3号）、③不存在
（第12条第2項）

①担当者氏名、連
絡先②車台番号、
法人印影

02174 R2.7.2 R2.7.2 平成２８年４２３号のリサイクル届出書 閲覧 一部公開 建築指導課 法人情報（第7条
第3号）

法人印影

02175 R2.7.3 R2.7.3 令和2年6月23日～7月3日に国土交通省関東地方整備局が、「道の相談
室」に寄せられた文京区道の「通行認定」の審査及び「区画線（白線）」の
設置についての相談に関し、道路管理者である文京区に伝えた内容が記
録された文書（メールのやり取り等含む）

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

02176 R2.7.6 R2.7.6 有限会社坂巻商店の一般廃棄物（公園ゴミ）の許可申請日時、許可され
た日、期間が分かる書類一式

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



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

02177 R2.7.6 R2.11.13 １　「肥後細川庭園」指定管理者　平成31年度総勘定元帳
２　「目白台運動公園」指定管理者　平成31年度総勘定元帳

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・特別手
当・諸手当、社会保険
事業主負担分（職員）、
労働保険料（職員）、修
正仕分（企業年金基金
手数料修正）、人件費
支払（日本体育施設立
替）の金額

02178 R2.7.6 R2.7.9 1　令和2年6月1日～令和2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2年6月1日～令和2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

02179 R2.7.7 R2.7.14 納骨堂の各施設の基数、名称、経営者名、所在地、許可年月日 写しの交付 公開 生活衛生課
02180 R2.7.8 R2.7.9 １　「目白台運動公園」収支報告書

２　「肥後細川庭園」収支報告書
※平成３１年度分

写しの交付 公開 みどり公園課

02181 R2.7.8 R2.7.16 1　2019-00574　街路灯改修工事（その3）
2　2019-00582　街路灯改修工事（その4）
3　2019-00577　街路灯改修工事（その5）
4　2019-00681　街路灯改修工事（その6）
5　2019-00736　街路灯及び保安灯改修工事
6　2020-00010　街路灯及び保安灯維持修繕工事
上記6案件分　工事設計書　工事費総括書　工事総括書　種別内訳書
代価明細表　諸経費計算書

写しの交付 一部公開 道路課 行政運営情報
（第7条第6号）

文京代価、文京単
価、見積単価及び
掛率、カタログ単価
掛率、文京積算基
準の基づく経費補
正率

02182 R2.7.8 R2.7.21 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文書すべて（ミーティング
の資料やEメール等も含む（対象期間は平成29年度から令和2年7月6日
まで）

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氏名、連絡先、
関係者を識別でき
る情報②当該建築
物に係る陳情内容

02183 R2.7.8 R2.7.20 文京区役所及びその関係機関が、浅川造園土木株式会社（文京区本郷1
丁目31-11）と交わした契約、契約に至った理由・経緯がわかる文書、契
約内容の実施状況がわかる文書、その他関係の文書すべて（区役所内
外のミーティングの資料やEメール等も含む）

閲覧
写しの交付

一部公開 契約管財課 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

02183 R2.7.8 R2.7.22 文京区役所及びその関係機関が、浅川造園土木株式会社（文京区本郷1
丁目31-11）と交わした契約、契約に至った理由・経緯がわかる文書、契
約内容の実施状況がわかる文書、その他関係の文書すべて（区役所内
外のミーティングの資料やEメール等も含む）

閲覧
写しの交付

一部公開 防災課 法人情報（第7条
第3号）

法人印影

02183 R2.7.8 R2.7.20 文京区役所及びその関係機関が、浅川造園土木株式会社（文京区本郷1
丁目31-11）と交わした契約、契約に至った理由・経緯がわかる文書、契
約内容の実施状況がわかる文書、その他関係の文書すべて（区役所内
外のミーティングの資料やEメール等も含む）

閲覧
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

02183 R2.7.8 R2.7.22 文京区役所及びその関係機関が、浅川造園土木株式会社（文京区本郷1
丁目31-11）と交わした契約、契約に至った理由・経緯がわかる文書、契
約内容の実施状況がわかる文書、その他関係の文書すべて（区役所内
外のミーティングの資料やEメール等も含む）

閲覧
写しの交付

一部公開 区民課 法人情報（第7条
第3号）

法人印影、口座情
報

02183 R2.7.8 R2.7.20 文京区役所及びその関係機関が、浅川造園土木株式会社（文京区本郷1
丁目31-11）と交わした契約、契約に至った理由・経緯がわかる文書、契
約内容の実施状況がわかる文書、その他関係の文書すべて（区役所内
外のミーティングの資料やEメール等も含む）

閲覧
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

02183 R2.7.8 R2.7.22 文京区役所及びその関係機関が、浅川造園土木株式会社（文京区本郷1
丁目31-11）と交わした契約、契約に至った理由・経緯がわかる文書、契
約内容の実施状況がわかる文書、その他関係の文書すべて（区役所内
外のミーティングの資料やEメール等も含む）

閲覧
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個人印影②法人
印影

02183 R2.7.8 R2.7.22 文京区役所及びその関係機関が、浅川造園土木株式会社（文京区本郷1
丁目31-11）と交わした契約、契約に至った理由・経緯がわかる文書、契
約内容の実施状況がわかる文書、その他関係の文書すべて（区役所内
外のミーティングの資料やEメール等も含む）

閲覧
写しの交付

一部公開 高齢福祉課 法人情報（第7条
第3号）

法人印影

02183 R2.7.8 R2.7.17 文京区役所及びその関係機関が、浅川造園土木株式会社（文京区本郷1
丁目31-11）と交わした契約、契約に至った理由・経緯がわかる文書、契
約内容の実施状況がわかる文書、その他関係の文書すべて（区役所内
外のミーティングの資料やEメール等も含む）

閲覧
写しの交付

一部公開 介護保険課 法人情報（第7条
第3号）

法人印影

02183 R2.7.8 R2.7.21 文京区役所及びその関係機関が、浅川造園土木株式会社（文京区本郷1
丁目31-11）と交わした契約、契約に至った理由・経緯がわかる文書、契
約内容の実施状況がわかる文書、その他関係の文書すべて（区役所内
外のミーティングの資料やEメール等も含む）

閲覧
写しの交付

一部公開 子育て支援課 ①個人情報（第7条第
2号）、②法人情報
（第7条第3号）

①氏名、個人印影
②法人印影

02183 R2.7.8 R2.7.21 文京区役所及びその関係機関が、浅川造園土木株式会社（文京区本郷1
丁目31-11）と交わした契約、契約に至った理由・経緯がわかる文書、契
約内容の実施状況がわかる文書、その他関係の文書すべて（区役所内
外のミーティングの資料やEメール等も含む）

閲覧
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）、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氏名、線年月日、肖
像、携帯電話番号、資
格登録番号②法人印影
③保育所の平面図④
メールアドレス

02183 R2.7.8 R2.7.20 文京区役所及びその関係機関が、浅川造園土木株式会社（文京区本郷1
丁目31-11）と交わした契約、契約に至った理由・経緯がわかる文書、契
約内容の実施状況がわかる文書、その他関係の文書すべて（区役所内
外のミーティングの資料やEメール等も含む）

閲覧
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従業員の氏名②法人
印影

02183 R2.7.8 R2.7.21 文京区役所及びその関係機関が、浅川造園土木株式会社（文京区本郷1
丁目31-11）と交わした契約、契約に至った理由・経緯がわかる文書、契
約内容の実施状況がわかる文書、その他関係の文書すべて（区役所内
外のミーティングの資料やEメール等も含む）

閲覧
写しの交付

一部公開 保健サービスセ
ンター

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

02183 R2.7.8 R2.7.21 文京区役所及びその関係機関が、浅川造園土木株式会社（文京区本郷1
丁目31-11）と交わした契約、契約に至った理由・経緯がわかる文書、契
約内容の実施状況がわかる文書、その他関係の文書すべて（区役所内
外のミーティングの資料やEメール等も含む）

閲覧
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②法人印影

02183 R2.7.8 R2.7.20 文京区役所及びその関係機関が、浅川造園土木株式会社（文京区本郷1
丁目31-11）と交わした契約、契約に至った理由・経緯がわかる文書、契
約内容の実施状況がわかる文書、その他関係の文書すべて（区役所内
外のミーティングの資料やEメール等も含む）

閲覧
写しの交付

一部公開 管理課 法人情報（第7条
第3号）

法人印影

02183 R2.7.8 R2.7.20 文京区役所及びその関係機関が、浅川造園土木株式会社（文京区本郷1
丁目31-11）と交わした契約、契約に至った理由・経緯がわかる文書、契
約内容の実施状況がわかる文書、その他関係の文書すべて（区役所内
外のミーティングの資料やEメール等も含む）

閲覧
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

02183 R2.7.8 R2.7.20 文京区役所及びその関係機関が、浅川造園土木株式会社（文京区本郷1
丁目31-11）と交わした契約、契約に至った理由・経緯がわかる文書、契
約内容の実施状況がわかる文書、その他関係の文書すべて（区役所内
外のミーティングの資料やEメール等も含む）

閲覧
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

02184 R2.7.8 R2.7.22 文京区役所及びその関係機関が、浅川造園土木株式会社（文京区本郷1丁目
31-11）と交わした契約、契約に至った理由・経緯がわかる文書、契約内容の実
施状況がわかる文書、その他関係の文書すべて（区役所内外のミーティングの
資料やEメール等も含む）

閲覧
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氏名、印影②法人印影

02184 R2.7.8 R2.7.22 文京区役所及びその関係機関が、浅川造園土木株式会社（文京区本郷1
丁目31-11）と交わした契約、契約に至った理由・経緯がわかる文書、契
約内容の実施状況がわかる文書、その他関係の文書すべて（区役所内
外のミーティングの資料やEメール等も含む）

閲覧
写しの交付

一部公開 学務課 ①個人情報（第7条第2
号）、②法人情報（第7
条第3号）

①氏名、住所、生年月日、
顔写真、登録番号②法人
印影

02184 R2.7.8 R2.7.22 文京区役所及びその関係機関が、浅川造園土木株式会社（文京区本郷1
丁目31-11）と交わした契約、契約に至った理由・経緯がわかる文書、契
約内容の実施状況がわかる文書、その他関係の文書すべて（区役所内
外のミーティングの資料やEメール等も含む）

閲覧
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）

法人印影

02184 R2.7.8 R2.7.22 文京区役所及びその関係機関が、浅川造園土木株式会社（文京区本郷1
丁目31-11）と交わした契約、契約に至った理由・経緯がわかる文書、契
約内容の実施状況がわかる文書、その他関係の文書すべて（区役所内
外のミーティングの資料やEメール等も含む）

閲覧
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）

法人印影

02185 R2.7.8 R2.7.8 文京区役所及びその関係機関が、浅川造園土木株式会社（文京区本郷1
丁目31-11）と交わした契約、契約に至った理由・経緯がわかる文書、契
約内容の実施状況がわかる文書、その他関係の文書すべて（区役所内
外のミーティングの資料やEメール等も含む）

閲覧 非公開 選挙管理委員会
事務局

不存在（第12条
第2項）

02186 R2.7.8 R2.7.8 文京区役所及びその関係機関が、浅川造園土木株式会社（文京区本郷1
丁目31-11）と交わした契約、契約に至った理由・経緯がわかる文書、契
約内容の実施状況がわかる文書、その他関係の文書すべて（区役所内
外のミーティングの資料やEメール等も含む）

閲覧 非公開 監査事務局 不存在（第12条
第2項）

02187 R2.7.8 R2.7.8 文京区役所及びその関係機関が、浅川造園土木株式会社（文京区本郷1
丁目31-11）と交わした契約、契約に至った理由・経緯がわかる文書、契
約内容の実施状況がわかる文書、その他関係の文書すべて（区役所内
外のミーティングの資料やEメール等も含む）

閲覧 非公開 区議会事務局 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

02188 R2.7.8 R2.7.31 １　「目白台運動公園」情報公開規定、申請書式等一式
２　「肥後細川庭園」情報公開規定、申請書式等一式

写しの交付 公開 みどり公園課

02189 R2.7.8 R2.7.8 １ 公開請求に係る行政情報の件名又は内容 １　「男女平等センター」情
報公開規定等一式
２　「白山、千駄木交流館」情報公開規定等一式

写しの交付 公開 総務課

02189 R2.7.8 R2.7.17 １ 公開請求に係る行政情報の件名又は内容 １　「男女平等センター」情
報公開規定等一式
２　「白山、千駄木交流館」情報公開規定等一式

写しの交付 公開 区民課

02190 R2.7.8 R2.7.15 １ 公開請求に係る行政情報の件名又は内容 １　「少年自然の家八ヶ岳
高原学園」情報公開規定等一式
２　「本郷、水道端、千石、根津図書館」情報公開規定等一式
３　「小石川、本駒込、目白台、湯島、大塚公園みどりの図書室」
情報公開規定等一式

写しの交付 公開 学務課

02190 R2.7.8 R2.7.13 １ 公開請求に係る行政情報の件名又は内容 １　「少年自然の家八ヶ岳
高原学園」情報公開規定等一式
２　「本郷、水道端、千石、根津図書館」情報公開規定等一式
３　「小石川、本駒込、目白台、湯島、大塚公園みどりの図書室」
情報公開規定等一式

写しの交付 公開 真砂中央図書館

02191 R2.7.9 R2.7.9 「肥後細川庭園」指定管理者「肥後細川庭園パークアップ共同体」代表企
業「公園財団」の経理規程一式。

写しの交付 公開 みどり公園課

02192 R2.7.9 R2.7.9 １　文京区「個人情報保護制度事務要領」
２　文京区「情報公開制度事務要領」

写しの交付 公開 総務課

02193 R2.7.10 R2.7.22 平成29年度及び平成30年度分の文京区及び昭和小学校の『児童生徒の
問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査』

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行
政運営情報（第7
条第6号）

①②記入者のe-
mail

02194 R2.7.14 R2.7.14 １　「目白台運動公園」令和元年度3月分「月次報告書」
２　「目白台運動公園」平成30年度3月分「月次報告書」

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

02195 R2.7.15 R2.7.21 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高度管理医療機器等販売業賃貸業
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
※2020　7　15現在のデータ

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

02196 R2.7.17 R2.7.20 令和２年４月１日～令和３年４月１日期間の自動車保険の見積もり合わ
せ時の各社の見積もり提示金額の書類

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

02197 R2.7.20 R2.7.20 2020文土道第563号の「弁明書」において、文京区が「区画線は、車両制
限令（昭和36年政令第265号）第3条に規定された幅2　5mの車両が同法
第5条第1項及び第2項の規定を満たすことができる道路幅員を確保でき
る場合に設置している」と記載するところの「設置」に関する法令的あるい
は手続き的根拠が記載された文書（※職員間のメモ引き継ぎメモ等含
む。公開された法令等の場合は正式名称と該当する条項号の情報提供
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）

02198 R2.7.20 R2.7.20 2020文土道第563号の「弁明書」において、文京区が「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
行う交通安全対策として、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」と記載するところの「設置」に関する法令的あ
るいは手続き的根拠が記載された文書（※職員間の引き継ぎメモ等含
む。公開された法令等の場合は正式名称と該当する条項号の情報提供
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）

02199 R2.7.20 R2.7.20 2020文土道第563号の「弁明書」において、文京区が「区では白線意外に
も、カラー舗装、凹凸あり、破線等、法令の規定のない道路へのペイント
を交通安全対策の一つとして実施する場合がある」と記載するところの
「実施」に関する法令的あるいは手続き的根拠が記載された文書（※職員
間の引き継ぎメモ等含む。公開された法令等の場合は正式名称と該当す
る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）

02200 R2.7.20 R2.7.20 2020文土道第563号の「弁明書」において、文京区が「白線の設置には法
令的に必要な手続きはないため、根拠付ける文書は存在しない」と記載し
たところの、「法令的に必要な手続きはないため、根拠付ける文書は存在
しな」くても道路管理者として設置できる条例・要綱・基準・指針等あるい
は手続き的根拠が記載された文書（※職員間の引き継ぎメモ等含む。公
開されたている場合は正式名称と該当する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）

02201 R2.7.20 R2.7.20 現在の文京区建築審査会委員・専門調査員名簿 写しの交付 公開 住環境課
02202 R2.7.20 R2.7.20 移動支援時間数増量申請の判定にかかる事務管理上の文書一式

文京区として判定を出す際の審査に基づく規定となるすべての書類
写しの交付 公開 障害福祉課



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

02203 R2.7.20 R2.7.20 移動支援時間数増量申請において
2018年4月から2020年6月までの期間における
①当該月末日までに、必要な変更申請及びサービス支給量の変更決定
がなされた例に関しての、相談件数、その相談に基づく審査件数、その審
査結果
②当該月を過ぎて、移動支援時間数増量を求めた申請の、相談件数、そ
の相談に基づく審査件数、その審査結果
①②いずれに関しても、知的障害・身体障害・精神障害等、移動支援を利
用しているすべての障害者・障害児それぞれについてのもの。

写しの交付 非公開 障害福祉課 不存在（第12条
第2項）

02204 R2.7.20 R2.7.27 案件番号：2020-00393
件名：公園再整備工事（文京区立お茶の水公園）
上記案件のうち、以下の開示を希望致します。
1　特記仕様書、2　総括書、3種別内訳書、4　代価明細書、5　諸経費計
算書

写しの交付 一部公開 みどり公園課 行政運営情報
（第7条第6号）

文京単価、見積単価及び
掛率、カタログ単価及び掛
率、文京代価、機械運転
代価、特殊代価、特殊代
価根拠、共通仮設費対象
額、共通仮設費対象外
額、共通仮設費、現場管
理費、一般管理費

02205 R2.7.20 R2.7.20 本年6月1日から公開請求日までの「文京区立さしがや保育園」に登園し
た園児の数の推移が分かる文書

写しの交付 一部公開 幼児保育課 個人情報（第7条
第2号）

氏名、年齢

02206 R2.7.20 R2.7.20 H30特定保健指導業務委託　プロポーザルへの参加業者、提示価格 写しの交付 公開 健康推進課
02207 R2.7.21 R2.7.21 「区民の声」に対する回答（2020文都住第103号、第105号、第106号、第

110号）で「既に条例に規定する説明会等は終了しているものと考えてお
ります」と記載してあるところの、区において「条例に規定する説明会」が
「終了しているものと考え」ることに正当な理由と合理的根拠があることを
裏付ける文書

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、住所、電話
番号、建築物番号

02208 R2.7.21 R2.7.21 「区民の声」に対する回答（2020文都住第263号、2020文都住第266号）に
おいて「事業者に対して、近隣住民等への丁寧な対応を指導しておりま
す」と記載があるところ、住環境課が誰（あるいはどの事業者）に対し、ど
のような対応を指導をしたのか具体的な内容を記録した文書（※期間は
令和2年1月1日～7月20日、職員のメモ等含む）

写しの交付 一部公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02209 R2.7.21 R2.7.21 「区民の声」に対する回答（2020文都住第263号、2020文都住第266号）に
おいて「事業者に対して、近隣住民等への丁寧な対応を指導しておりま
す」と記載があるところ、区の指導に対する事業者の受け答えを記録した
文書（※期間は令和2年1月1日～7月20日、職員のメモ等含む）

写しの交付 一部公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02210 R2.7.21 R2.7.22 a)　文京全職員名簿（正規）令和２年６月１日現在のもの
b)　○○○○氏に係る退職日が分かる文書

閲覧 一部公開 職員課 不存在（第12条
第2項）

02211 R2.7.22 R2.8.5 「文京区立少年自然の家八ヶ岳高原学園浴室棟改築その他機械設備工
事」に係る工事積算内訳書意識（内訳明細書、代価表、別紙明細）

写しの交付 公開 整備技術課



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

02212 R2.7.22 R2.9.18 文京区建築審査会の「議事録」（あるいは「議事要旨」「発言録」等）、「裁
決書」（平成17年度以降で保存してあるもの。文書が大量の場合はＣＤ－
ＲＯＭ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、住所、印影、
建物名称

02213 R2.7.27 R2.8.4 「文京区は「申入書」「回答書」「意見書」「警告書」等を分析すべきである」
ことを求めた令和2年7月9日付「区民の声」に対する回答（2020文都住第
266号）において「ご質問の文書については、事業者からの情報提供を受
けております」と記載してあるところの、事業者から情報提供を受けた「申
入書」「回答書」「意見書」「警告書」等の文書

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

02214 R2.7.27 R2.7.27 横山産業が文京区に提出した「公開決定に係る意見書」（通知書番号
2020文都建第168号）に関し、行政情報公開請求（受付番号02-152）に伴
い、文京区が文京区情報公開条例に基づき、横山産業に対し「意見書」
を提出するよう求めた際の記録文書（メール、職員によるメモ、要点記
録、職員間のやり取りメモ等を含む）

写しの交付 一部公開 建築指導課 個人情報（第7条
第2号）

照会先及び備考欄
の氏名

02215 R2.7.27 R2.7.29 全区立中学校の校則及び生徒指導内規 写しの交付 公開 教育指導課
02216 R2.7.29 R2.7.29 文京区立少年自然の家八ヶ岳高原学園浴室棟改築その他工事の工事

内訳書
写しの交付 公開 整備技術課

02217 R2.7.29 R2.7.29 小日向2丁目9番の小日向児童遊園（その付近も含む）トイレ設置に関す
る協議内容のすべて。及び予算額と予算要求するための稟議書並びに
見送りとした理由

写しの交付 一部公開 みどり公園課 ①行政運営情報
（第7条第6号）、
②不存在（第12
条第2項）

①協議内容②見送
りした理由

02218 R2.7.29 R2.9.9 文京保健所に対して提出された新型コロナウイルス感染症発生届（別記
様式6-1）原本（2020年2月1日から7月29日までの提出分）
文京保健所が新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査
を実施したうえで記入した基本情報・臨床情報調査票、行動（感染源）調
査票、行動（接触者検索）調査票、接触者リスト、接触健康観察票（2020
年2月1日から7月29日までの実施分）
文京区第一PCRセンター、第二PCRセンター、地域外来・検査センターに
おける日次での検査数、うち陽性者数（2020年2月1日から7月29日までの
実施分）

写しの交付 一部公開 予防対策課 個人情報（第7条
第2号）

発生届、積極的疫
学調査票（基本情
報・行動調査・接触
者リスト）、接触者
健康観察票

02219 R2.7.30 R2.8.4 小・中学校図書館支援担当者連絡会要点記録
令和元年７月以降のもの

写しの交付 一部公開 真砂中央図書館 個人情報（第7条
第2号）

学校図書館支援担
当者の氏名

02220 R2.7.30 R2.7.30 （仮称）小石川二丁目計画新築工事（建築主：三井不動産レジデンシャル
株式会社、日本土地建物株式会社、建築敷地：文京区小石川2-5-5（住
居表示））の建設工事現場における漏電について、東京都都市整備局等
の関係行政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 公開 建築指導課



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

02221 R2.7.30 R2.8.4 「区民の声」に対する回答（2020文企広第711号）において、都市計画部
住環境課として、条例に基づき「中立的な立場で、住民、事業者双方の意
見を聴きながら、紛争の調整に努めております」と記載したところの、住環
境課において「住民」の「意見」を「聴」いたことが事実であることを裏付け
る記録やメモ等の文書（住環境課の誰がどこの住民の誰にいつどのよう
な「意見」を「聴」いたのか。期間は令和2年4月1日～情報公開請求時点
まで）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02222 R2.7.30 R2.8.4 「区民の声」に対する回答（2020文企広第711号）において、都市計画部
住環境課として、条例に基づき「中立的な立場で、住民、事業者双方の意
見を聴きながら、紛争の調整に努めております」と記載したところの、住環
境課において「事業者」の「意見」を「聴」いたことが事実であることを裏付
ける記録やメモ等の文書（住環境課の誰がどの事業者いつどのような「意
見」を「聴」いたのか。期間は令和2年4月1日～情報公開請求時点まで）

写しの交付 一部公開 住環境課 個人情報（第7条
第2号）

氏名

02223 R2.7.30 R2.8.4 「区民の声」に対する回答（2020文企広第711号）において、都市計画部
住環境課として、条例に基づき「中立的な立場で、住民、事業者双方の意
見を聴きながら、紛争の調整に努めております」と記載したところの、住環
境課において「紛争の調整に努めた」ことが事実であることを裏付ける文
書やメモ（期間は令和2年4月1日～同年4月30日）

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

02224 R2.7.30 R2.8.4 「区民の声」に対する回答（2020文企広第711号）において、都市計画部
住環境課として、条例に基づき「中立的な立場で、住民、事業者双方の意
見を聴きながら、紛争の調整に努めております」と記載したところの、住環
境課において「紛争の調整に努めた」ことが事実であることを裏付ける文
書やメモ（期間は令和2年5月1日～同年5月31日）

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

02225 R2.7.30 R2.8.4 「区民の声」に対する回答（2020文企広第711号）において、都市計画部
住環境課として、条例に基づき「中立的な立場で、住民、事業者双方の意
見を聴きながら、紛争の調整に努めております」と記載したところの、住環
境課において「紛争の調整に努めた」ことが事実であることを裏付ける文
書やメモ（期間は令和2年6月1日～同年6月30日）

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

02226 R2.7.30 R2.8.4 「区民の声」に対する回答（2020文企広第711号）において、都市計画部
住環境課として、条例に基づき「中立的な立場で、住民、事業者双方の意
見を聴きながら、紛争の調整に努めております」と記載したところの、住環
境課において「紛争の調整に努めた」ことが事実であることを裏付ける文
書やメモ（期間は令和2年7月1日～同年7月30日）

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

02227 R2.7.30 R2.8.12 「区民の声」に対する回答（2020文企広第711号）において、総務部職員
課が「適材適所の職員配置に努めているところです」と記載したところの、
現住環境課長が「適材適所」の配置であるとの回答が事実であることを裏
付ける正当な理由や合理的根拠を記した文書

写しの交付 非公開 職員課 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

02228 R2.7.31 R2.8.12 「区民の声」に対する回答（2020文企広第711号）において、総務部職員
課が「管理職の人事異動について」「実施に当たっては」「職員の適性を
考慮した」と記載したところの、現住環境課長の配置に当たり、具体的に
どのような「適性」を「考慮し」、そしてこの回答が事実であることを裏付け
る正当な理由や合理的根拠を記した文書

写しの交付 非公開 職員課 不存在（第12条
第2項）

02229 R2.7.31 R2.8.12 「区民の声」に対する回答（2020文企広第711号）において、総務部職員
課が「管理職の人事異動について」「実施に当たっては」「本人の希望」を
「考慮した」と記載したところの、現住環境課長において「本人」が「希望」
したことが事実であることを裏付ける正当な理由や合理的根拠を記した
文書

写しの交付 一部公開 職員課 個人情報（第7条
第2号）

職員が自己申告書
に記載する部分

02230 R2.7.31 R2.8.12  「区民の声」に対する回答（2020文企広第711号）において、総務部職員
課が「管理職の人事異動について」「実施に当たっては」「専門性」を「考
慮した」と記載したところの、現住環境課長において「専門性」があること
を裏付ける正当な理由や合理的根拠を記した文書

写しの交付 非公開 職員課 不存在（第12条
第2項）

02231 R2.7.31 R2.8.5 柳町小学校令和２年７月１３日～７月３１日まで各日の欠席児童数 写しの交付 公開 教育指導課

02232 R2.7.31 R2.7.31 平成29年度と平成30年度の「公園再整備ニュース」 写しの交付 公開 みどり公園課

02233 R2.8.3 R2.8.14 下記に関する情報全て（対象期間は平成25年度から令和２年度まで）
本郷弓一町会、三組弥生会、本郷二丁目元一会、両門町会、天一町会、
蓬莱町会、神明上町会
2）文京区から上記の町内会に支出されている補助金・助成金等の費目
（例えば区報配布、活動助成金など）と、費目ごとの毎年の支出金額
3）文京区から上記の町内会に依頼している区報の配布部数（世帯数）
4）上記の町内会の部数が決まった経緯や理由がわかる文書（区役所内
の文書の他、区役所と町内会の間で交換した文書（区役所から町内会へ
の問い合わせ、町内会から区役所へ提出した部数の確認書等）、区役所
と町内会長と部数について協議を行った場合はその資料や結果の文書
も含む）（注：協議とは、町内会長は毎年度区役所に「区報等配布の確認
書」を提出するが、その確認書の様式の「（2）上記のほか、ここに定めな
い事項については、文京区と協議のうえ決定します。」の協議を指す）
5）住民が直接区役所に配布不要の連絡をして、区役所が部数を変更し
た場合は、その部数の変更がわかる文書

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個人の金融機
関・電話番号・住
所、②区報等の配
付料の支払につい
て（H25上期～H26
上期分）、区報の配
付部数（世帯数）、
区報等配布の確認
書（H25～H30、R2）

02233 R2.8.3 R2.8.14 下記に関する情報全て（対象期間は平成25年度から令和２年度まで）
本郷弓一町会、三組弥生会、本郷二丁目元一会、両門町会、天一町会、
蓬莱町会、神明上町会
2）文京区から上記の町内会に支出されている補助金・助成金等の費目
（例えば区報配布、活動助成金など）と、費目ごとの毎年の支出金額

閲覧
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）

①防災訓練の写
真、代表者の氏名・
住所・印影・クレ
ジットカード番号、
②法人印影、法人
口座情報



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

02233 R2.8.3 R2.8.14 下記に関する情報全て（対象期間は平成25年度から令和２年度まで）
1）文京区の下記の町内会・自治会（以下、「町内会」と言う）について、
各々の町内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合計数）
本郷弓一町会、三組弥生会、本郷二丁目元一会、両門町会、天一町会、
蓬莱町会、神明上町会
2）文京区から上記の町内会に支出されている補助金・助成金等の費目
（例えば区報配布、活動助成金など）と、費目ごとの毎年の支出金額

閲覧
写しの交付

一部公開 区民課 不存在（第12条
第2項）

会員になっている
世帯数と、なってい
ない世帯数の内訳
が分かるもの、H25
年度、H26年度及
びR2年度分文書

02233 R2.8.3 R2.8.17 下記に関する情報全て（対象期間は平成25年度から令和２年度まで）
本郷弓一町会、三組弥生会、本郷二丁目元一会、両門町会、天一町会、
蓬莱町会、神明上町会
2）文京区から上記の町内会に支出されている補助金・助成金等の費目
（例えば区報配布、活動助成金など）と、費目ごとの毎年の支出金額

閲覧
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代表者名、②団
体の口座情報、③
H25年度分及び
H26年度分文書

02233 R2.8.3 R2.8.14 下記に関する情報全て（対象期間は平成25年度から令和２年度まで）
本郷弓一町会、三組弥生会、本郷二丁目元一会、両門町会、天一町会、
蓬莱町会、神明上町会
2）文京区から上記の町内会に支出されている補助金・助成金等の費目
（例えば区報配布、活動助成金など）と、費目ごとの毎年の支出金額

閲覧
写しの交付

一部公開 リサイクル清掃
課

不存在（第12条
第2項）

H25年度分及び
H26年度分文書

02234 R2.8.3 R2.8.3 下記に関する情報全て（対象期間は平成25年度から令和２年度まで）
⑴文京区役所は、区内の町内会の菊和会に区報等の配布を委託してい
るが、各年度の配布部数が決まった経緯や理由が分かる文書（区役所内
の文書の他、区役所と町内会の間で交換した文書（区役所から町内会へ
の問合せ、町内会から区役所へ提出した部数の確認書等）、区役所と町
内会長と部数について協議を行った場合はその資料や結果の文書も含
む。）
⑵菊和会の区域に住む住民が直接区役所に配布不要の連絡をして、区
役所が部数を変更した場合は、その部数の変更が分かる文書

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個人の氏名・住
所、②区報等配布
の確認書（H25～
H30、R2）、請求内
容⑵

02235 R2.8.3 R2.8.5 食品営業許可台帳の令和2年○月1日～○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

02236 R2.8.3 R2.8.3 竹早公園・教育の森の最新の平面図 写しの交付 公開 みどり公園課
02237 R2.8.3 R2.8.17 令和2年6月29日の建設委員会の建設委員会会議録（速報版）で、有坂住

環境課長が「こちらの物件につきましては、説明会を開催するという規模
には達しておりません」と答弁したところの、「（仮称）小日向2丁目マンショ
ン」（小日向二丁目175番地）が「説明会を開催するという規模には達して」
いないことが事実であることを裏付ける文書一式（規模が記載された文書
と、その規模において説明会を開催しなくていいという条例等の正式名称
と該当条項号）

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、建築物番号

02238 R2.8.3 R2.8.17 令和2年6月29日の建設委員会の建設委員会会議録（速報版）で、有坂住
環境課長が「そういったものを説明すれば、説明として終了するということ
になっております」と答弁したところの、「説明として終了」することを規定し
た文京区の条例・施行規則・要綱等の文書（※条例等の正式名称と該当
条項号で構わない）

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

02239 R2.8.3 R2.8.17 令和2年6月29日の建設委員会の建設委員会会議録（速報版）で、有坂住
環境課長が「こちらの建物につきましては、そもそもが個別説明でいいと
いう規模の物件になっております」と答弁したところの、「（仮称）小日向2
丁目マンション」（小日向二丁目175番地）が「個別説明でいいという規模
の物件になって」いることが事実であることを裏付ける文書一式（規模が
記載された文書と、その規模において個別説明でいいという条例等の正
式名称と該当条項号）

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、建築物番号

02240 R2.8.3 R2.8.17 令和2年6月29日の建設委員会の建設委員会会議録（速報版）で、有坂住
環境課長が「あくまでも条例で規定している規模といたしましては、個別
説明でいいと、説明会の開催まで求めていない」と答弁したところの、
「（仮称）小日向2丁目マンション」（小日向二丁目175番地）が「条例で規定
している規模」とては「個別説明でいい」「説明会の開催まで求めていな
い」ことが事実であることを裏付ける文書一式（規模が記載された文書と、
その規模において「個別説明でいい」「説明会の開催まで求めていない」
という条例等の正式名称と該当条項号）

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、建築物番号

02241 R2.8.3 R2.8.17 令和2年6月29日の建設委員会の建設委員会会議録（速報版）で、有坂住
環境課長が「警察の方からもよく話し合うようにというような御指導をいた
だいた」と「認識」した顛末を記録した文書（職員間のメモ・要点記録、メー
ル等含む）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02242 R2.8.3 R2.8.5 2020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

02243 R2.8.4 R2.8.17 令和2年6月29日開催の建設委員会会議録（速報版）で、有坂住環境課長
が「警察の方からもよく話し合うようにというような御指導をいただいた」と
いう「認識」を答弁で明らかにしたところの、その後、有坂住環境課長が
「よく話し合うように」、事業者（横山産業／福子工務店）、区民ら双方に対
して具体的にいつ、誰に対して連絡を取り、何を促したか等を記録した文
書

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02244 R2.8.4 R2.8.18 １　「目白台運動公園」令和元年度「評価検討会」議事録
２　「肥後細川庭園」　令和元年度「評価検討会」議事録

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

02245 R2.8.5 R2.8.7 文京区内の歯科技工所の所在地、名称の一覧 写しの交付 公開 生活衛生課
02246 R2.8.5 R2.8.12 1　令和2年7月1日～令和2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2年7月1日～令和2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



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

02247 R2.8.5 R2.8.18 調査・研究のため、下記、区有地の「貸付情報（定期借地契約書等の写
し）」及び「貸付料算定の根拠資料」を請求いたします。
主な貸付情報としては、契約の種類、賃料、契約面積、契約期間、一時
金等で、貸付料については減額されていると思いますので、減額前と減
額後の情報をお願いします。
①　春日二丁目115番2（地番）　特別養護老人ホームの敷地
②　音羽一丁目501番3、501番8（地番）　文京福祉センター跡地

写しの交付 一部公開 介護保険課 法人情報（第7条
第3号）

法人印影

02248 R2.8.5 R2.8.12 文京区立第九中学校外1施設土校庭保守整備工事の金入り設計書一式
（図面を除く）

写しの交付 公開 学務課

02249 R2.8.6 R2.8.6 「（仮称）小日向2丁目マンション」（小日向二丁目175番地）計画に関し、建
築主（横山産業）や設計・施工会社（福子工務店）が「ワンルームマンショ
ン等の建築及び管理に関する条例・同条例施行規則」に基づき、「説明
会」での「説明すべき事項」を全て説明したことを裏付ける記録が記載さ
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、住所、電話
番号、建築物番号

02250 R2.8.6 R2.8.6 「（仮称）小日向2丁目マンション」（小日向二丁目175番地）計画に関し、建
築主（横山産業）や設計・施工会社（福子工務店）が「ワンルームマンショ
ン等の建築及び管理に関する条例・同条例施行規則」に基づき、「説明
会」で「説明すべき事項」を全て説明したと文京区が認識したことに相当
の合理的根拠があることを裏付ける記録が記載された文書

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、住所、電話
番号、建築物番号

02251 R2.8.6 R2.8.6 「（仮称）小日向2丁目マンション」（小日向二丁目175番地）計画に関し、そ
の敷地上に計画されている都市計画道路に関する文書一式

写しの交付 公開 都市計画課

02252 R2.8.6 R2.8.11 「（仮称）小日向2丁目マンション」（小日向二丁目175番地）計画に関し、建
築主（横山産業）や設計・施工会社（福子工務店）が文京区に提出した建
築確認申請において、構造計算が最終的な設計図面に基づき為されたこ
とを立証できる合理的根拠が記載された文書

写しの交付 非公開 建築指導課 不存在（第12条
第2項）

02253 R2.8.6 R2.8.11 文京区における新築マンション計画に於いて、その敷地内に都市計画道
路が計画されており、計画実現の際にはその新築マンションが既存不適
格になることが明らかであったとしても、建築確認済証を交付できる法令
的あるいは手続き的根拠が記された文書（※王令の正式名称と条項号の
情報提供でも構わない）

写しの交付 公開 建築指導課

02254 R2.8.6 R2.8.6 小日向児童遊園トイレの設置についての経緯（7.30付）に関連する資料
平成28～令和2年7月

写しの交付 公開 みどり公園課

02255 R2.8.7 R2.8.7 平成27年度と平成28年度の「公園再整備ニュース」や「意見交換会かわ
ら版」等の文書（カラーの場合はモノクロコピーで構わない）

写しの交付 公開 みどり公園課

02256 R2.8.7 R2.8.7 一部公開決定（2020文都住第339～343号）された4枚の文書における
「R2.4.13」より以前の文書と、R2.7.31以降R2.8.6までの文書

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

02257 R2.8.7 R2.8.11 平成15年度文京区告示第95号
平成17年度文京区告示第17号

写しの交付 公開 管理課

02258 R2.8.11 R2.8.11 令和2年8月5日に実施された口頭審査会の建築審査委員と専門調査委
員の名簿

写しの交付 公開 住環境課

02259 R2.8.11 R2.8.14 最新の定期監査の各部各課の定期監査調書（非財務情報一式）
例月出納検査直近5か年分
重点監査調書直近3か年分

写しの交付 一部公開 監査事務局 ①個人情報（第7
条第2号）、②不
存在（第12条第2
項）

①委託事業者担当医の
氏名、②非財務情報に
係る監査を実施してい
ない課の定期監査調書
及び定期監査結果



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

02260 R2.8.11 R2.8.12 平成23年度文京区告示第83号特別区道路線区域変更及び供用開始図・
求積図
平成28年度文京区告示第230号特別区道路線区域変更及び供用開始
図・求積図

写しの交付 公開 管理課

02261 R2.8.11 R2.8.12 ①定期監査調書
②定期監査に係る監査委員からの事前情報提供依頼
企画課・防災課・生活福祉課

写しの交付 一部公開 監査事務局 不存在（第12条
第2項）

定期監査調書（非
財務情報）生活福
祉課

02262 R2.8.12 R2.8.14 目白台運動公園及び肥後細川庭園の令和2年度の指定管理者評価検討
会の資料一式

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、職員
氏名、再委託事業者担
当者氏名、安全衛生管
理体制メンバー氏名、
個人の携帯電話番号、
②法人印影

02263 R2.8.12 R2.8.21 ○年○月○日付住民票の写し等職務上請求書（№B-○○）において真
実に反する記載があった。○年○月○日に文京区が請求者に対し、住民
票を発行した区民部戸籍住民課証明係○○○○氏らの説明によると、請
求書に間違いがあっても個人が特定できれば文京区長の判断として住民
票を発行しても問題ないとの説明であったが、その根拠となるものが示さ
れていない。請求者は文京区に対して「住民票の写し等の発行制限につ
いての申出をし、何かあったら請求者に連絡する様に求めている。正しく
ない情報が示された第三者からの請求について、区が情報を開示した理
由を示す文書の開示を求める。

写しの交付 非公開 戸籍住民課 不存在（第12条
第2項）

02264 R2.8.12 R2.8.21 ○年○月○日に区民部戸籍住民課○○○○氏、○○○○氏らの説明で
は、○年○月○日及び○年○月○日に請求者の住所・氏名を含む情報
を発行した模様である。同発行は同年○月○日及び○月○日の「住民票
の写し等職務上請求書」に記されている「裁判上の○○○○事件」による
ものであるが、請求者は同居人であるが、裁判上の事件と無関係であ
る。申請人は区に対し「住民票の写し等の発行制限についての申出書」
を提出している。たとえ弁護士からの請求であっても、裁判上の事件に関
係のない請求者の情報を開示する理由に至った経緯を示す根拠となる区
保有の文書の開示を求める。

写しの交付 非公開 戸籍住民課 不存在（第12条
第2項）

02265 R2.8.12 R2.8.25 令和2年7月1日から令和2年7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

02266 R2.8.14 R2.8.17 住環境課における「新渡戸稲造旧居跡の共同住宅建築計画について」と
題した課内文書において「H31　2　1」のところに「区より住民の要望を伝
え、丁寧な対応を指導」と記載があるところの、区が伝えた「住民の要望」
とは具体的に何であったかが分かる文書

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02267 R2.8.14 R2.8.21 株式会社電通と文京区の間で結ばれた契約に関わる一切の文書 写しの交付 一部公開 スポーツ振興課 ①個人情報（第7
条第2号）、②不
存在（第12条第2
項）

①担当者氏名、②
契約書



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

02268 R2.8.17 R2.8.17 住環境課における「新渡戸稲造旧居跡の共同住宅建築計画について」と
題した課内文書において「H31　1　22」のところに「千石4丁目の方が作成
した文書だと言われ」「渡され」た「H31　1　5付の『新渡戸稲造旧居跡にお
ける小日向2丁目ワンルームマンション建設計画』という文書」と書いてあ
る文書

写しの交付 公開 住環境課

02269 R2.8.17 R2.8.17 住環境課における「新渡戸稲造旧居跡の共同住宅建築計画について」と
題した課内文書において「R1　6　4」のところに「区より、住民らの意見、要
望を伝え、丁寧な対応を指導」と記載があるところの、区が伝えた「住民ら
の意見、要望」とは具体的に何であったかが分かる文書

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02270 R2.8.17 R2.8.17 「区民の声」に対する回答（2020文都住第375号）において、「大塚警察署
からよく話し合うよう指導を受けたのは、事業者及び近隣住民であり、区
が指導を受けた事実はありません」と記載したところの、住環境課におい
て「大塚警察署からよく話し合うよう指導を受けたのは、事業者及び近隣
住民であ」ったと住環境課が認識するに至った裏付け根拠を記録した文
書等

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02271 R2.8.17 R2.8.17 「区民の声」に対する回答（2020文都住第375号）において、「区は「中高
層建築物の建築に係る紛争の予防と調整及び開発事業の周知に関する
条例」等に基づき、紛争の調整に努めている」と記載したところの、「あっ
せん」の申し出に基づき「あっせん」の場を提供し、事業者・近隣住民らの
意見を聴いた以外に、「紛争の調整に努め」たことを裏付ける根拠を記録
した文書等

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02272 R2.8.17 R2.8.17 「区民の声」に対する回答（2020文都住第380号）において、「区は「中高
層建築物の建築に係る紛争の予防と調整及び開発事業の周知に関する
条例」等に基づき、紛争の調整に努めている」と記載したところの、区が
「中立的な立場で」「住民」の意見について、誰にいつどのような意見を聴
いたのかを記録した文書等

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02273 R2.8.17 R2.8.17 「区民の声」に対する回答（2020文都住第374号）において、「説明会に代
えて個別説明で資料を配布し、質問等があればお答えするという内容
は、適切だと判断いたしました」と記載したところの、近隣住民らがあくま
で「第3回説明会」の開催を求めていたにも拘わらず、事業者側の判断が
適切であり、結果として住民らの要望が不適切だと判断したことの正当な
理由あるいは合理的裏付け根拠を示した文書等

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02274 R2.8.17 R2.8.17 住環境課長の任命に関し、区民から見て「適材適所」になっていない事実
を示した令和2年7月30日付及び同年7月31日の「区民の声」に対する回
答（2020文企広第787号、第797号）で、総務部職員課が「適材適所の職
員配置に努めている」と回答したところの、区民が「適材適所」になってい
ないと指摘しているにも拘わらず、区において「適材適所」に「努め」た結
果であることを裏付ける合理的根拠が記載された文書等

写しの交付 非公開 職員課 不存在（第12条
第2項）

02275 R2.8.17 R2.8.17 2020年2月28日の文京区の「文京区小石川二丁目計画新築工事に対す
る要望書」への事業者の回答

写しの交付 公開 都市計画課

02276 R2.8.17 R2.8.17 東京都環境確保条例に基づく以下事業所の指定作業場の台帳の写し
住所：東京都文京区本郷6丁目8-16
作業場名：武（○○○）駐車場
用途地域：1住
業種名：2駐車場

写しの交付 一部公開 環境政策課 個人情報（第7条
第2号）

届出者の氏名、住
所、電話番号



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

02277 R2.8.17 R2.8.18 令和元年度定期監査の各部各課の定期監査調書（非財務情報一式）
重点監査調書直近3か年分

写しの交付 一部公開 監査事務局 ①個人情報（第7
条第2号）、②不
存在（第12条第2
項）

①委託事業者担当医の
氏名、②非財務情報に
係る監査を実施してい
ない課の定期監査調書
及び定期監査結果

02278 R2.8.18 R2.8.18 住環境課長の人事に関し、区民から見て「適材適所」になっていない事実
を示した令和2年7月13日の「区民の声」に対する回答（2020文企広第661
号）で、総務部職員課が「適材適所の職員配置に努めている」と回答した
ところの、区民が「適材適所」になっていないと指摘しているにも拘わら
ず、区において「適材適所」に「努め」た結果であることを裏付ける合理的
根拠が記載された文書

写しの交付 非公開 職員課 不存在（第12条
第2項）

02279 R2.8.18 R2.8.18 住環境課長及び同課職員の人事に関し、区民から見て「適材適所」に
なっていない事実を示した令和2年7月8日の「区民の声」に対する回答
（2020文企広第630号）で、総務部職員課が「適材適所の職員配置に努め
ている」と回答したところの、区民が「適材適所」になっていないと指摘して
いるにも拘わらず、区において「適材適所」に「努め」た結果であることを
裏付ける合理的根拠が記載された文書

写しの交付 非公開 職員課 不存在（第12条
第2項）

02280 R2.8.18 R2.8.18 １　「目白台運動公園」令和元年度「評価検討会」議事録の決裁手続き供
覧書
２　「肥後細川庭園」　令和元年度「評価検討会」議事録の決裁手続き供
覧書
３　１、２の決裁権者、起案者の8月4日～8月18日迄の出勤状況が分かる
書類等一式

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区職員の休暇取
得状況、年休取得
日数、年休累計日
数、年休残日数、
②請求内容1及び2

02281 R2.8.18 R2.8.18 本郷四丁目15～17番先における私道下水施設工事に関する図面 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
人氏名

02282 R2.8.18 R2.8.25 ⑴　飲食店営業関係
令和2年4月1日～令和2年7月31日までに新規に開設した文京区内の飲
食店（自動車、自動販売機、臨時営業を除く。）
事項：屋号、営業所所在地、営業者氏名、営業所電話番号、初回許可年
月日、法人については本社所在地、申請者電話番号、代表者氏名
⑵　理容・美容業関係
令和2年4月1日～令和2年7月31日の間に理容・美容業の確認を受けた
全施設
事項：施設名称、施設所在地、施設電話番号、開設者名、許可年月日の
一欄

写しの交付 公開 生活衛生課

02283 R2.8.19 R2.8.19 令和2年6月1日現在　職員名簿 写しの交付 公開 職員課
02284 R2.8.19 R2.8.19 文京区立明化小学校等改築工事の工事内訳書 写しの交付 公開 整備技術課
02285 R2.8.19 R2.8.19 文京区における都市計画部住環境課長の（１）職務内容（組織管理／作

業管理、折衝／調整、問題対応、人材育成、リーダーシップ等）と（２）住
環境課長に求められる行動・能力・要件等を記載した文書

写しの交付 一部公開 職員課 不存在（第12条
第2項）

文京区における都市計
画部住環境課長の職務
内容（組織管理／作業
管理、折衝／調整、問
題対応、人材育成、
リーダーシップ等）を記
載した文書

02286 R2.8.19 R2.8.19 令和2年6月1日現在　職員名簿 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

02287 R2.8.20 R2.8.20 「区民の声」に対する2020文企広第630号と同第661号の両「回答」におい
て「適材適所の職員配置に努めている」と記載したところの、現住環境課
長が「適材」であることを以て住環境課長に起用したことを客観的かつ合
理的根拠をもって裏付ける文書

写しの交付 非公開 職員課 不存在（第12条
第2項）

02288 R2.8.20 R2.9.3 １　「目白台運動公園」令和元年度「評価検討会」開催要項、検討会資料
一式
２　「肥後細川庭園」　令和元年度「評価検討会」開催要項、検討会資料
一式
３　2020文土公第548号の決裁の供覧書一式（一部公開決定通知書）
４　2020文土公第541号の決裁の供覧書一式（非公開決定通知書）
５　2020文土公第509号の決裁の供覧書一式（公開決定等延長通知書）

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個人の顔写真、
氏名、携帯電話番
号、②法人印影

02289 R2.8.20 R2.8.20 職員防災行動マニュアル 写しの交付 公開 防災課
02290 R2.8.24 R2.8.24 「はーとピア2」「ふる里学舎本郷」の各施設着工までに開催された住民説

明会の議事録
写しの交付 公開 障害福祉課

02291 R2.8.24 R2.8.24 向丘一丁目4番先における私道下水施設工事に関する図面 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
人氏名

02292 R2.8.24 R2.9.7 令和2年8月5日開催の「文京区建築審査会」の速記録や議事録等の審査
会の記録文書

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、審査請求人
の会社名、FAX番
号

02293 R2.8.24 R2.8.24 2019年度　検収調書 写しの交付 公開 財政課
02294 R2.8.25 R2.9.1 令和2年8月25日現在、営業中の飲食店、喫茶店、乳類販売業に関する

下記の情報。ただし、自動販売機、自動車、移動、臨時等固定店舗を持
たない営業を除く。
項目：屋号、営業所所在地、営業所電話番号、営業者氏名（法人の場合
は、法人代表者氏名、法人住所、法人電話番号）

写しの交付 公開 生活衛生課

02295 R2.8.26 R2.9.10 令和2年6月29日開催の建設委員会で有坂住環境課長が「そもそもが個
別説明でいいという規模の物件になっておりますので、個別説明できっち
り皆さんに資料を配布して、必要があれば、御質問等あればお答えしま
すというような内容も付けていた」「十分な対応が図られているというふう
に考えております」（速報版52～53頁）と答弁したところの事業者が最終
決定した計画について「個別説明できっちり皆さんに資料を配布して、必
要があれば、御質問等あればお答えしますというような内容も付けてい
た」ことが事実であることを立証する文書

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、審査請求人
の会社名、FAX番
号

02296 R2.8.27 R2.8.27 １　「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、代表企業・公園財団と所管課がBCP（業務継続計画）の作成確認、進
捗状況についてのやりとりについて
全てのメールの開示を求める。
２　１の内容について所管課と指定管理者が協議をした事実について確
認が出来る書面等一式

写しの交付 一部公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

請求内容1



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

02297 R2.8.27 R2.9.10 令和2年6月29日開催の建設委員会で有坂住環境課長が「先ほども御答
弁いたしましたが、この現場におきましては、特に事業者が強行して工事
に着手するとか、そういったことはございませんで、こちらの指導をしてい
るとおり、丁寧な対応に当たっているというふうに考えております」（会議
録速報版44頁）と答弁したところの、「こちらの指導」が具体的にどのよう
な指導であり、事業者がその「指導をしているとおり」にしていることが嘘
偽りでない事実であることを裏付ける記載のある文書

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、審査請求人
の会社名、FAX番
号

02298 R2.8.27 R2.9.9 令和2年6月29日開催の建設委員会で有坂住環境課長が「まだこの制度
自体は使われておりませんが、（中略）今後、そういったものを活用しなが
ら、より円滑にお話合いを進めていくことができればというふうに考えてお
ります」と答弁したところの、「（仮称）小日向2丁目マンション」（小日向二
丁目175番地）問題において住環境課が「関係者会議」や「建築相談員」
の活用に向けて動いていることを裏付ける文書

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02299 R2.8.28 R2.9.9 一部公開決定（2020文都住第367号）された文書における「R2　8　6」の
「情報公開請求（02-250）」以降、令和2年8月27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

02300 R2.8.28 R2.9.8 （仮称）目白台駐車場新設工事
建築主：港区西新橋3-11-1 三協商事株式会社 03-3432-0918
敷地：文京区目白台3-2（住居表示）
敷地面積：400　95平方メートル
について
(1)擁壁の設置その他崖地の安全対策がわかる文書一式

写しの交付 公開 建築指導課

02300 R2.8.28 R2.8.28 （仮称）目白台駐車場新設工事
建築主：港区西新橋3-11-1 三協商事株式会社 03-3432-0918
敷地：文京区目白台3-2（住居表示）
敷地面積：400　95平方メートル
について
(2)文京区景観づくり条例に基づく文書一式

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02301 R2.8.31 R2.8.31 2020年3月3日の建設委員会において有坂住環境課長が「これまでも、現
行の制度を使って紛争要望、紛争対応ということに当たってきた」「今回の
業務改善を機に、またさらに一歩踏み込んだ紛争要望・紛争対応を行っ
ていければというふうに考えてあります」と答弁したところの「紛争要望」と
は具体的にどのような「要望」であるかを記録した文書（課内のメモ等含
む）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02302 R2.8.31 R2.9.11 「区民の声」への回答（2020文都住第413号、2020文都住第426号）におい
て、区が事業者に対して「再検討を依頼しています」と記載したところの、
誰に対しいつ「再検討を依頼し」たかを記録した文書（都市計画部内、住
環境課内のメモ、メール等のやりとり含む）

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

02303 R2.9.1 R2.9.1 文京区小石川3-21-5（有）西ヶ谷製本紙工における工場廃止届一式 写しの交付 一部公開 環境政策課 法人情報（第7条
第3号）

法人印影

02304 R2.9.1 R2.9.3 食品営業許可台帳の令和2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



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

02305 R2.9.1 R2.9.1 自社にかかわる工場・特定施設台帳 写しの交付 公開 環境政策課

02306 R2.9.1 R2.9.3 2020年8月1日から8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

02307 R2.9.2 R2.9.2 令和元年度決算審査意見書を作成するにあたり、各課から提出させた資
料

写しの交付 公開 監査事務局

02308 R2.9.3 R2.9.3 １ 公開請求に係る行政情報の件名又は内容 １　「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、代表企業・公園財団と所
管課がBCP（業務継続計画）の作成確認、進捗状況についてのやりとりに
ついて
全てのメールの開示を求める。（令和元年6月発覚時から現在迄の分）
２　１の内容について所管課と指定管理者が協議をした事実について確
認が出来る書面等一式

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

02309 R2.9.3 R2.9.3 １　「目白台運動公園」、「肥後細川庭園」の評価検討会議事録（令和2年7
月開催）
２　上記議事録の決裁の供覧書一式

写しの交付 公開 みどり公園課

02310 R2.9.3 R2.9.3 １　「目白台運動公園」指定管理者が所管課に提出をした収支報告書
令和元年度分（訂正前、訂正後分）
２　訂正箇所について請求者から指摘を受けて訂正を行った件について
の顛末書

写しの交付 一部公開 みどり公園課 法人情報（第7条
第3号）

法人印影

02311 R2.9.3 R2.9.3 小日向1-243-1（地番）における○○○○様邸にかかわる文書一式（各条
例・要綱等に基づく協議文書や届け出、報告書、回答等含む）

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住所、郵便番号、印
影、電話番号、担当者
名、携帯電話番号、②
法人印影

02311 R2.9.3 R2.9.7 小日向1-243-1（地番）における○○○○様邸にかかわる文書一式（各条
例・要綱等に基づく協議文書や届け出、報告書、回答等含む）

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）

印影、電話番号

02311 R2.9.3 R2.9.7 小日向1-243-1（地番）における○○○○様邸にかかわる文書一式（各条
例・要綱等に基づく協議文書や届け出、報告書、回答等含む）

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

02311 R2.9.3 R2.9.17 小日向1-243-1（地番）における○○○○様邸にかかわる文書一式（各条
例・要綱等に基づく協議文書や届け出、報告書、回答等含む）

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犯罪予防（第
7条第4号）

①個人名、印影、
住所、電話番号、
建物番号、②平面
図の住戸内部



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

02311 R2.9.3 R2.9.17 小日向1-243-1（地番）における○○○○様邸にかかわる文書一式（各条
例・要綱等に基づく協議文書や届け出、報告書、回答等含む）

写しの交付 一部公開 建築指導課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）、③犯罪予
防（第7条第4号）

①印影、担当者氏
名、②法人印影、
③面積表、仕上
表、各階平面図、
立面図、断面図、
基礎断面図、基礎
伏図

02312 R2.9.3 R2.9.8 １　「目白台運動公園」指定管理者と所管課とのメール全て
２　「肥後細川庭園」指定管理者と所管課とのメール全て
３　一般財団法人公園財団と所管課とのメール全て
1から3は平成31年11月～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）
③不存在（第12
条第2項）

①氏名、メーアドレ
ス、携帯電話番
号、②メールアドレ
ス

02313 R2.9.3 R2.9.7 区議会に関する意見・問合せ・回答
文の京施設予約ネットで予約の取れる施設に関する意見・問合せ・回答
（2020年6月～9月）

写しの交付 非公開 総務課 不存在（第12条
第2項）

02313 R2.9.3 R2.9.7 区議会に関する意見・問合せ・回答
文の京施設予約ネットで予約の取れる施設に関する意見・問合せ・回答
（2020年6月～9月）

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

02313 R2.9.3 R2.9.9 区議会に関する意見・問合せ・回答
文の京施設予約ネットで予約の取れる施設に関する意見・問合せ・回答
（2020年6月～9月）

写しの交付 一部公開 区民課 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

02313 R2.9.3 R2.9.4 区議会に関する意見・問合せ・回答
文の京施設予約ネットで予約の取れる施設に関する意見・問合せ・回答
（2020年6月～9月）

写しの交付 非公開 経済課 不存在（第12条
第2項）

02313 R2.9.3 R2.9.8 区議会に関する意見・問合せ・回答
文の京施設予約ネットで予約の取れる施設に関する意見・問合せ・回答
（2020年6月～9月）

写しの交付 非公開 アカデミー推進
課

不存在（第12条
第2項）

02313 R2.9.3 R2.9.11 区議会に関する意見・問合せ・回答
文の京施設予約ネットで予約の取れる施設に関する意見・問合せ・回答
（2020年6月～9月）

写しの交付 一部公開 スポーツ振興課 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

02313 R2.9.3 R2.9.11 区議会に関する意見・問合せ・回答
文の京施設予約ネットで予約の取れる施設に関する意見・問合せ・回答
（2020年6月～9月）

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、行政運営情
報（第7条第6号）

①氏名、住所、電話番
号、メールアドレス、所
属団体名、②メールアド
レス

02313 R2.9.3 R2.9.11 区議会に関する意見・問合せ・回答
文の京施設予約ネットで予約の取れる施設に関する意見・問合せ・回答
（2020年6月～9月）

写しの交付 非公開 障害福祉課 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

02313 R2.9.3 R2.9.8 区議会に関する意見・問合せ・回答
文の京施設予約ネットで予約の取れる施設に関する意見・問合せ・回答
（2020年6月～9月）

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氏名、住所、電話番
号、メールアドレス、所
属団体名、②メールアド
レス

02314 R2.9.3 R2.9.9 区議会に関する意見・問合せ・回答 写しの交付 一部公開 区議会事務局 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

02315 R2.9.3 R2.9.4 平成29年、30年、令和元年、令和2年9月までの清掃車による事故数（年
度毎）

写しの交付 公開 文京清掃事務所

02316 R2.9.4 R2.9.9 令和元年度教育センター
研修室１・２・３、ICT研修室、大学連携推進室、科学実験室
上記、各室の利用状況

写しの交付 一部公開 教育センター ①個人情報（第7
条第2号）
、②不存在（第12
条第2項）

①氏名

02317 R2.9.4 R2.9.9 コインランドリー名簿
2020年９月４日時点
営業所所在地、施設名、営業者、電話番号、届出日

写しの交付 公開 生活衛生課

02318 R2.9.4 R2.9.4 学校図書館図書標準に対する区立小学校・中学校の学校ごとの到達度
が分かる資料５年分

写しの交付 公開 学務課

02319 R2.9.4 R2.9.4 西片1-14-7で計画されている介護付き有料老人ホームに関し、令和2年7月1日
～9月3日における建築主（コマイ商事）や設計者（松本建築設計事務所）など事
業者側からの都市計画部都市計画課、住環境課、建築指導課への相談や問い
合わせ、地元区民への事情説明や説明会開催等の報告等、条例・要綱等の手
続き（変更等含む）等に関して記載した全文書（電話やメールによる相談記録や
面会記録、事業者側から区への提出資料等を含む）

写しの交付 非公開 都市計画課 不存在（第12条
第2項）

02319 R2.9.4 R2.9.4 西片1-14-7で計画されている介護付き有料老人ホームに関し、令和2年7月1日
～9月3日における建築主（コマイ商事）や設計者（松本建築設計事務所）など事
業者側からの都市計画部都市計画課、住環境課、建築指導課への相談や問い
合わせ、地元区民への事情説明や説明会開催等の報告等、条例・要綱等の手
続き（変更等含む）等に関して記載した全文書（電話やメールによる相談記録や
面会記録、事業者側から区への提出資料等を含む）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02319 R2.9.4 R2.9.4 西片1-14-7で計画されている介護付き有料老人ホームに関し、令和2年7月1日
～9月3日における建築主（コマイ商事）や設計者（松本建築設計事務所）など事
業者側からの都市計画部都市計画課、住環境課、建築指導課への相談や問い
合わせ、地元区民への事情説明や説明会開催等の報告等、条例・要綱等の手
続き（変更等含む）等に関して記載した全文書（電話やメールによる相談記録や
面会記録、事業者側から区への提出資料等を含む）

写しの交付 非公開 建築指導課 不存在（第12条
第2項）



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

02320 R2.9.4 R2.9.4 西片1-14-7で計画されている介護付き有料老人ホームに関し、令和2年7
月1日～9月3日における建築主（コマイ商事）など事業者側からの福祉部
介護保険課への相談や問い合わせ、地元区民への事情説明や説明会
開催等の報告等、条例・要綱等の手続き（変更等含む）等に関して記載し
た全文書（電話やメールによる相談記録や面会記録、事業者側から区へ
の提出資料等を含む／区民からの相談・意見・要望等は含まない）

写しの交付 非公開 介護保険課 不存在（第12条
第2項）

02321 R2.9.4 R2.9.15 1　令和2年8月1日～令和2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2年8月1日～令和2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

02322 R2.9.4 R2.9.4 児童相談所移管検討委員会についての直近の議事録 写しの交付 公開 子ども家庭支援
センター

02323 R2.9.4 R2.9.4 白山交流館外３交流館の指定管理者評価結果がわかる資料及び会議録
（利用者アンケート及び広報物は除く）

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

①住所、氏名、②
印影

02324 R2.9.4 R2.9.7 勤労福祉会館の指定管理者評価結果のわかる資料及び議事録 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個人該当情報②
印影

02325 R2.9.4 R2.9.4 アカデミー文京外6施設の指定管理者評価結果がわかる資料及び会議
録

写しの交付 一部公開 アカデミー推進
課

02326 R2.9.4 R2.9.4 総合体育館外6スポーツ施設の指定管理者評価結果がわかる資料及び
会議録

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氏名、電話番号
②印影

02327 R2.9.8 R2.9.8 西片1-14-7における駐車場整備計画に関し、令和2年1月1日以降、コマ
イ商事やカシワバラ・コーポレーションなど事業者側からの都市計画部都
市計画課、住環境課、建築指導課への相談や問い合わせ、地元区民へ
の事情説明や説明会開催等の報告等、条例・要綱等の手続き（変更等含
む）等に関して記載した全文書（電話やメールによる相談記録や面会記
録、事業者側から区への提出資料等を含む）

写しの交付 非公開 都市計画課 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

02327 R2.9.8 R2.9.8 西片1-14-7における駐車場整備計画に関し、令和2年1月1日以降、コマ
イ商事やカシワバラ・コーポレーションなど事業者側からの都市計画部都
市計画課、住環境課、建築指導課への相談や問い合わせ、地元区民へ
の事情説明や説明会開催等の報告等、条例・要綱等の手続き（変更等含
む）等に関して記載した全文書（電話やメールによる相談記録や面会記
録、事業者側から区への提出資料等を含む）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02327 R2.9.8 R2.9.8 西片1-14-7における駐車場整備計画に関し、令和2年1月1日以降、コマ
イ商事やカシワバラ・コーポレーションなど事業者側からの都市計画部都
市計画課、住環境課、建築指導課への相談や問い合わせ、地元区民へ
の事情説明や説明会開催等の報告等、条例・要綱等の手続き（変更等含
む）等に関して記載した全文書（電話やメールによる相談記録や面会記
録、事業者側から区への提出資料等を含む）

写しの交付 非公開 建築指導課 不存在（第12条
第2項）

02328 R2.9.8 R2.9.15 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：R2年5月1日～R2年8月31日新規分

写しの交付 公開 生活衛生課

02329 R2.9.9 R2.9.10 2020年4月1日から2020年9月8日までに廃止が確認された文京区内の美
容所一覧
(施設名称、施設所在地、施設電話番号、開設者名、許認可日、廃止日）

写しの交付 公開 生活衛生課

02330 R2.9.9 R2.9.9 2020文企広第901号において住環境課が「説明すべき事項」が「説明会等
により説明されていることは」「説明会等報告書で確認しています」と記載
したところのワンルーム条例施行規則第8条第2項(4)の「入居後の管理体
制等」を完成後別の企業に一棟売りするにも拘わらず、管理体制に責任
を持てない事業者による説明が正しい「説明すべき事項」であることを住
環境課においていかに確認したかを裏付ける根拠が記録された文書（課
内のメモ等含む）

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、建築物番号

02331 R2.9.10 R2.9.11 文京福祉センターの指定管理者の評価結果が分かる会議録と資料 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印影

02332 R2.9.11 R2.9.11 「新渡戸稲造旧居跡の共同住宅建築計画について」と題された住環境課
内のメモの「R1　6　4」のところに記載されている「説明会の日程調整」と
あるところの「説明会」に関する文書一式（事業者／区民双方からの資料
やメール等、部課内及び部課職員と事業者／区民双方とのやり取り等含
む）

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

02333 R2.9.11 R2.9.11 行政情報公開請求（受付番号02－258）における請求内容と公開文書一
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、電話番号

02334 R2.9.11 R2.9.23 １　「目白台運動公園」駐車場の管理について
　　駐車場の設置業者との管理に関する契約書一式
２　「目白台運動公園」駐車場の保守点検契約書一式

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）、③犯
罪予防（第7条第
4号）

①印影、口座番
号、②電話連絡
先、釣銭準備金の
額

02335 R2.9.11 R2.9.15 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
薬局、求薬種商販売業、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、休止情報
※店舗販売業に関しては上記に加え、管理者氏名、管理者資格

写しの交付 公開 生活衛生課

02336 取下げ
02337 R2.9.14 R2.9.14 コンシェリア後楽園（文京区小石川2丁目22-8）の建築にかかわる法令、

条例、指導要綱に基づく文書、道路敷地関係の調査、文京シビックセン
ター周辺地区まちづくり基本計画の協議等、都市計画部各課が保有する
文書一式。台帳、決裁文書等を含む。

写しの交付 非公開 都市計画課 不存在（第12条
第2項）

02337 R2.9.14 R2.9.14 コンシェリア後楽園（文京区小石川2丁目22-8）の建築にかかわる法令、
条例、指導要綱に基づく文書、道路敷地関係の調査、文京シビックセン
ター周辺地区まちづくり基本計画の協議等、都市計画部各課が保有する
文書一式。台帳、決裁文書等を含む。

写しの交付 一部公開 住環境課 個人情報（第7条
第2号）

氏名

02337 R2.9.14 R2.9.24 コンシェリア後楽園（文京区小石川2丁目22-8）の建築にかかわる法令、
条例、指導要綱に基づく文書、道路敷地関係の調査、文京シビックセン
ター周辺地区まちづくり基本計画の協議等、都市計画部各課が保有する
文書一式。台帳、決裁文書等を含む。

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

①担当者氏名②印
影

02337 R2.9.14 R2.9.14 コンシェリア後楽園（文京区小石川2丁目22-8）の建築にかかわる法令、
条例、指導要綱に基づく文書、道路敷地関係の調査、文京シビックセン
ター周辺地区まちづくり基本計画の協議等、都市計画部各課が保有する
文書一式。台帳、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）

02338 取下げ
02339 R2.9.14 R2.9.14 「情報公開請求（02-229）」において一部公開決定（2020文都住第491号）

された文書における「R2　8　27」以降、令和2年9月13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



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

02340 R2.9.14 R2.9.14 行政情報一部公開決定（2020文都住第497号）において事実上公開され
た（対象行政情報）で「住民らが車両通行の運行阻止を行った場合も住民
らがケガをするようなことのないよう注意するよう指導」と記載があるとこ
ろの、文京区住環境課が「住民らが車両通行の運行阻止を行った」（ある
いは「行おうとした」「行う」）との認識を持つに至った根拠が記載された文
書

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02341 R2.9.15 R2.9.15 「肥後細川庭園」令和元年度４月～２月分の「月次報告書」の下記の部分
１　各月の表紙、廃棄物の頁のみ

写しの交付 公開 みどり公園課

02342 R2.9.15 R2.9.17 文京区本郷7-2-3で食肉販売業を営んでいた鳥山商店（屋号）、（営業
者：○○○○）について、平成23年頃になされた廃業に関する記録（例え
ば、廃業日、廃業届の受理日など。）

写しの交付 公開 生活衛生課

02343 R2.9.16 R2.9.29 令和2年6月29日開催の建設委員会で有坂住環境課長が「十分な対応が
図られているというふうに考えております」（速報版53頁2行目）と答弁した
ところの、横山産業／福子工務店ら事業者が建築計画の説明において
「十分な対応が図られてい」たことが事実であることを立証できる文書（※
すでに公開済みであれば文書番号／受付番号と内容／項目等の説明書
きの行政情報の提供で構わない）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02344 R2.9.16 R2.9.16 小日向台町小学校の南東角の交差点付近（小日向1-243-1（地番）の○
○○○様新邸建設予定地前）の区道の状況等について、（１）文京区が令
和2年9月14日頃に現地において測量するに至った経緯等、（２）測量の実
施状況等、（３）測量結果に関する文書一式（※３の結果がまとまるのに
時間がかかるなら、１と２だけ先に公開し、３は延長でも可）

写しの交付 一部公開 管理課 不存在（第12条
第2項）

02345 R2.9.16 R2.9.16 白山交流館外３交流館の指定管理の評価に係る資料一式 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氏名、住所、②
印影

02346 R2.9.16 R2.9.16 総合体育館外6施設の指定管理者評価に係る資料一式 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）、③犯
罪予防（第7条第4号）

①氏名、電話番
号、②印影、③個
人情報管理状況

02347 R2.9.17 R2.9.23 １　「肥後細川庭園」利用者満足度アンケート調査の委託先との契約書等
一式
請求明細、領収書等一式（保存年限分）
２　「目白台運動公園」利用者満足度アンケート調査の委託先との契約書
等一式
請求明細、領収書等一式（昨年度分）

写しの交付 一部公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）



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

02348 R2.9.18 R2.9.24 平成28年度実施の「有線テレビにおける広報番組制作業務委託」の事業
者選定における審査内容（全審査対象者の採点結果一覧）及び契約交
渉順位第１位企画提案書

写しの交付 一部公開 広報課 法人情報（第7条
第3号）

法人のノウハウに
係る情報

02349 R2.9.23 R2.10.7 令和2年8月26日開催の「文京区建築審査会」の速記録や議事録等の審
査会の記録文書

写しの交付 公開 住環境課

02350 R2.9.23 R2.9.25 「（仮称）小日向2丁目マンション」（小日向二丁目175番地）の建設を巡る
工事車両の「通行認定」状況に関する文書（認定証や申請書、取消や変
更等の通知等を含む）で、令和2年9月23日時点で（1）認定されている車
両（2）認定無効や取消、見直し・変更等になっている車両（3）9月1日以
降、新たに認定申請された車両又は9月23日以降に認定証が交付される
見通しの車両

写しの交付 一部公開 管理課 ①個人情報（第7
条第2号）
、②不存在（第12
条第2項）

①氏名、連絡先、
印影

02351 R2.9.23 R2.9.23 国の第一次・第二次補正予算に対応し、国へ提出した文京区の臨時交付
金実施計画

写しの交付 公開 企画課

02352 R2.9.23 R2.9.23 スポーツ施設の利用者アンケート用紙
利用者懇談会設置要綱

写しの交付 公開 スポーツ振興課

02353 R2.9.23 R2.9.23 目白台、根津交流館の指定管理者であるワカーズコープの指定管理者
評価結果がわかる資料及び会議録（利用者アンケート及び広報物は除
く）

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

①氏名、住所、②
印影

02354 R2.9.24 R2.9.28 公共下水道枝線整備工事（文京区小石川二丁目付近再構築工事）の積
算内訳書

写しの交付 公開 道路課

02355 R2.9.25 R2.10.7 令和2年6月29日開催の建設委員会で有坂住環境課長が「先ほども御答
弁いたしましたが、この現場におきましては、特に事業者が強行して工事
に着手するとか、そういったことはございません」（会議録速報版44頁）と
答弁したところの、横山産業と福子工務店の事業者側が「この現場にお
いて」「工事に着手するとか、そういったことは」していないとの事実認識を
区が持つに至った裏付け根拠等が記載された文書（事業者や区民とのや
り取り文書や提出資料、画像等含む）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02356 R2.9.28 R2.9.28 建築指導課における「小日向共同住宅計画　福子工務店とのやり取り記
録」の令和元年11月27日以降の記録文書（横山産業とのやり取り記録も
あれば同じく令和元年11月27日以降の記録文書）

写しの交付 一部公開 建築指導課 個人情報（第7条
第2号）

担当者名



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

02357 R2.9.28 R2.9.28 「情報公開請求（02-339）」において一部公開決定（2020文都住第510号）
された住環境課内のメモ文書における「R2　9　12」以降、令和2年9月25
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

02358 R2.9.28 R2.10.12 こども宅食に係る一切の文書。
開設準備から現在（2020年9月）に至るまで。

写しの交付 一部公開 子育て支援課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）

①氏名、住所、電
話番号、金額②印
影

02359 R2.9.28 R2.9.28 2020年2月27日に小中学校の休校を決定した決裁書一式 写しの交付 公開 教育総務課

02360 R2.9.28 R2.9.28 平成30年度（2018年4月1日～2019年3月31日）において、文京区民から
文京区長宛てに情報公開請求があり非公開決定となったものの、公開請
求人から審査請求が提出された後に、決定内容に誤りがあり決定が取り
消されたことによる「行政情報非公開決定取消通知書」

写しの交付 非公開 総務課 不存在（第12条
第2項）

02361 R2.9.28 R2.9.28 平成31年度及び令和元年度（2019年4月1日～2020年3月31日）におい
て、文京区民から文京区長宛てに情報公開請求があり非公開決定となっ
たものの、公開請求人から審査請求が提出された後に、決定内容に誤り
があり決定が取り消されたことによる「行政情報非公開決定取消通知書」

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

02362 R2.9.28 R2.10.12 ○○年に○○育成室に入室した○○○○に関係する入室申請書類、○
○年○月に継続申請した際に提出された書類及び保育料口座の引き落
としに関する書類（○○年と○○年）一式

写しの交付 非公開 児童青少年課 存否応答拒否
（第12条第2項）

02363 R2.9.29 R2.9.29 管理職員等に係る自己申告実施要綱（13文総職第398号） 写しの交付 公開 職員課

02364 R2.9.29 R2.9.29 処分庁による「弁明書」（2020文総職第1078号）の3頁の19行目に記載の
ある、文京区における「人事管理」が「公正かつ科学的」であることが虚偽
ではなく事実であることを合理的根拠を以て裏付ける文書（※例規集等で
公開されている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 職員課 不存在（第12条
第2項）

02365 R2.9.29 R2.9.29 2019年度に実施したがけ調査の現地調査一覧と配点表 写しの交付 公開 保全技術課

02366 R2.9.29 R2.10.7 食品営業許可取得施設一覧
（集団給食　許可および届出一覧）

写しの交付 公開 生活衛生課

02367 R2.9.29 R2.10.7 文京区内の食品営業許可台帳（許可施設）一覧
期間：2020年8月31日時点で有効なもの全て（廃業を除く）

写しの交付 公開 生活衛生課

02368 R2.9.29 R2.10.7 文京区内の廃業処理（廃業届の受付、営業許可有効期間満了、保健所
職員による現地確認等）を行った食品衛生関係施設名簿一覧
期間：2020年1月1日～2020年8月31日まで

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

02369 R2.9.30 R2.9.30 平成31年4月に実施された避難所運営訓練及びその準備等の全記録
令和元年5月に実施された避難所運営訓練及びその準備等の全記録
令和元年6月に実施された避難所運営訓練及びその準備等の全記録
令和元年7月に実施された避難所運営訓練及びその準備等の全記録
令和元年8月に実施された避難所運営訓練及びその準備等の全記録
令和元年9月に実施された避難所運営訓練及びその準備等の全記録
令和元年10月に実施された避難所運営訓練及びその準備等の全記録
令和元年11月に実施された避難所運営訓練及びその準備等の全記録
令和元年12月に実施された避難所運営訓練及びその準備等の全記録
令和2年1月に実施された避難所運営訓練及びその準備等の全記録
令和2年2月に実施された、もしくは実施予定だった避難所運営訓練及びその準備等の全記録
令和2年3月に実施予定だった避難所運営訓練及びその準備等の全記録

閲覧 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）

①氏名、住所、印
影②印影

02370 R2.9.30 R2.9.30 「（仮称）小日向2丁目マンション」（小日向二丁目175番地）における文京
区ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例及び同条例施行
規則に基づく「事前協議」の別記様式第5～8号（第9条関係）の文書一式

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法人情
報（第7条第3号）、
③犯罪予防（第7条
第4号）

①印影、担当者
名、②印影、③平
面図の住戸内部

02371 R2.9.30 R2.9.30 東京都環境確保条例に基づく工場の届出書類一式
株式会社後藤製作所　文京区本郷3-25-8

写しの交付 公開 環境政策課

02372 R2.9.30 R2.10.13 ７月９日から２７日までに数十名の新型コロナウイルス要請がわかった区
立認可保育園について
・行政がどのような対応をしたかわかる書類一式
・上記対応にかかる協議の議事録など一切
・どのように公表するか話し合った会議議事録一切
・状況を都や国に報告した書類一切

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保育園名、保育
園を特定しうる情報
②印影

02373 R2.10.1 R2.10.7 食品営業許可台帳の令和2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

02374 R2.10.1 R2.10.1 文京区本郷3丁目25番8号「日星印刷」の工場・指定作業場に関わる、設
置・変更・廃止の鑑及び添付資料一式

写しの交付 非公開 環境政策課 不存在（第12条
第2項）

02375 R2.10.1 R2.10.2 30人学級への対応が難しい学校判断に当たった全て 写しの交付 公開 学務課
02376 R2.10.1 R2.10.1 東京都環境確保条例に基づく工場の台帳の写し

有限会社篠崎製本所　東京都文京区後楽2丁目22-14
写しの交付 公開 環境政策課

02377 R2.10.1 R2.10.7 2020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



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

02378 R2.10.2 R2.10.13 ⑴　2020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
⑵　文京区において、2020年7月1日～2020年9月30日の間に新規に食品
営業許可又は届出があった全施設の一覧
⑶　文京区において、2020年7月1日～2020年9月30日の間に廃業になっ
た食品営業許可又は届出があった全施設の一覧
⑷　文京区において、2020年7月1日～2020年9月30日の間に食品営業許
可又は届出の変更があった全施設の一覧

写しの交付 公開 生活衛生課

02379 R2.10.2 R2.10.2 令和2年度上半期（2020年4月1日～2020年9月30日、取消通知書の付日
ベース）において、文京区民から文京区長宛てに情報公開請求があり非
公開決定となったものの、公開請求人から審査請求が提出された後に、
決定内容に誤りがあり決定が取り消されたことによる「行政情報非公開決
定取消通知書」

写しの交付 一部公開 建築指導課 個人情報（第7条
第2号）

個人氏名

02379 R2.10.2 R2.10.2 令和2年度上半期（2020年4月1日～2020年9月30日、取消通知書の付日
ベース）において、文京区民から文京区長宛てに情報公開請求があり非
公開決定となったものの、公開請求人から審査請求が提出された後に、
決定内容に誤りがあり決定が取り消されたことによる「行政情報非公開決
定取消通知書」

写しの交付 一部公開 住環境課 個人情報（第7条
第2号）

個人氏名

02380 R2.10.2 R2.10.12 特定建築物の届出（2020年102日現在）
主な特定用途、施設名称、施設所在地、届出者氏名、法人代表者氏名、
届出日、延床面積、施設電話番号

写しの交付 一部公開 生活衛生課 不存在（第12条
第2項）

届出日、施設電話
番号の一部分

02381 R2.10.5 R2.10.19 戸籍住民課が共有する未成年者の住民票異動に係る事務マニュアル。
同居する未成年者が親権を持つ実親の居所から異動する場合に、戸籍
住民課が実親の同意書を得るという運用が記載されたもの、あるいは、
そのように記載されているが、同意書を取らなくてもいい場合の規定がさ
れているもの。

写しの交付 公開 戸籍住民課

02382 R2.10.5 R2.10.5 区内小中学校を対象に実施されている給食調理業務委託について、令
和2年度の実施対象校、喫食予定数、年間給食予定回数、受託者名、年
間契約金額（税抜）

写しの交付 公開 学務課

02383 R2.10.5 R2.10.6 区内保育園を対象に実施されている給食調理業務委託について
【令和2年度】
・実施対象園名・給食予定数（1日）
・受託業者名・年間契約金額（税抜）
※契約開始年度が令和2年以前であり継続契約中の保育園も対象としま
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）

営業担当者氏名

02384 R2.10.5 R2.10.5 令和3年度　全小学校各学年学級予測　各校対応可能学級数 写しの交付 公開 学務課
02385 R2.10.5 R2.10.8 令和2年4月1日から令和2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



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

02386 R2.10.5 R2.10.13 1　令和2年9月1日～令和2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2年9月1日～令和2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

02387 R2.10.6 R2.10.6 平成27～29年度（2015年4月1日～2018年3月31日、取消通知書の付日
ベース）の3年度分において、文京区民から文京区長宛てに情報公開請
求があり非公開決定となったものの、公開請求人から審査請求が提出さ
れた後に、決定内容に誤りがあり決定が取り消されたことによる「行政情
報非公開決定取消通知書」

写しの交付 非公開 総務課 不存在（第12条
第2項）

02388 R2.10.6 R2.10.7 「（仮称）小日向2丁目マンション」（小日向二丁目175番地）の建設を巡る
工事車両の「通行認定」状況に関する文書（認定証や申請書、取消や変
更等の通知等を含む）で、令和2年10月6日時点で（1）認定されている車
両（2）認定無効や取消、見直し・変更等になっている車両（2020文土管第
915号と同じであれば、同じであるその旨を対象行政情報に記載するだけ
で構わない）

写しの交付 一部公開 管理課 不存在（第12条
第2項）

（2）認定無効や取
消、見直し・変更等
になっている車両

02389 R2.10.6 R2.10.6 液体ミルク及びほ乳器の購入についての仕様書、契約書、製品指定理由
書など全て

写しの交付 一部公開 防災課 法人情報（第7条
第3号）

法人印影

02390 R2.10.6 R2.10.6 2020文都住第554号にて一部公開された、住環境課の「新渡戸稲造旧居
跡の共同住宅建築計画について」と題したメモで、「R2　9　17」に「区より、
工事再開時に近隣住民らの阻止行動があったとしても事故などないよう、
丁寧な対応をするよう指導」と記載があるところの、住環境課において「近
隣住民らの阻止行動」があった（あるいは「ある」）と認識するに至った合
理的な裏付け根拠等が記載されている全ての文書（※メールのやり取り、
電話のやり取り記録等含む）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02391 R2.10.6 R2.10.7 最新の区内、東京都環境確保条例に基づく工場、指定作業場の届出廃
止一覧表若しくは台帳

写しの交付 公開 環境政策課

02392 取下げ
02393 R2.10.6 R2.10.9 旅館業一覧（文京区全域、10月6日現在）

営業所名・営業所在地・営業所の電話番号・営業者氏名（法人にあっては
法人名、法人代表者）・営業者住所（法人のみ）・営業者電話番号（法人
のみ）・許可年月日・許可番号・客室数

写しの交付 一部公開 生活衛生課 不存在（第12条
第2項）

営業所の電話番
号・営業者電話番
号（法人のみ）の一
部

02394 R2.10.6 R2.10.6 2019年度当初予算の編成に当たり、液体ミルクの導入・活用について検
討した情報の全て

写しの交付 公開 財政課

02395 R2.10.7 R2.10.7 「（仮称）小日向2丁目マンション」（小日向二丁目175番地）の建設を巡る
工事車両の「通行認定」に関し、10月1日以降、新たに認定申請された車
両の申請書と認定証の写しの文書

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担当者の氏名、
連絡先、運転手の
運転免許証、②法
人印影、車台番号



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

02396 R2.10.7 R2.10.21 職員の内部管理に関わる情報の公開等の取扱いについて定めた「勤怠
関係書類の取扱いについて」の文書一式

写しの交付 公開 職員課

02397 R2.10.7 R2.10.7 特殊車両通行認定書（2020文土管占第11323号）の文書一式 写しの交付 一部公開 管理課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）

①担当者の氏名、
連絡先、運転手の
運転免許証、②法
人印影、車台番号

02398 R2.10.8 R2.10.8 情報公開請求（受付番号02－395）に対する一部公開決定（2020文土管
第990号」で公開された「経路図」と同じように（あるいは似たように）、建設
現場までの「目的地」を分けて「通行認定」を出したケースの経路図（※経
路図が付いておらず、文字による経路説明文書だけの場合はその文書）

写しの交付 公開 管理課

02399 R2.10.8 R2.10.22 「区民の声」への回答（2020文企広第1018号）において、「話し合いや説
明会の開催が難しいという理由も確認しております」「計画の再検討につ
いても難しいとの回答を受け、その理由も当然に確認しております」と記
載したところの、住環境課が「確認」した「理由」が記載されたすべての文
書

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02400 R2.10.13 R2.10.16 文京区議会におけるペーパーレス会議システムの導入に関わる関係業
者との打合せが分かるもの

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

①氏名、住所、電話番
号、メールアドレス、所
属団体名、②メールアド
レス連絡先電話番号、
メールアドレス、②法人
の技術・営業情報（添付
ファイル等）

02401 R2.10.14 R2.10.15 １　「肥後細川庭園」指定管理者応募者一覧表、選考結果点数表（保存年
限分）
２　「目白台運動公園」指定管理者応募者一覧表、選考結果点数表（保存
年限分）

写しの交付 公開 みどり公園課

02402 R2.10.14 R2.10.20 １　確認記録（令和２年８月～現在迄の分）
みどり公園課保有
２　「目白台運動公園」、「肥後細川庭園」モニタリング結果報告書（令和２
年度分）

写しの交付 公開 みどり公園課

02403 R2.10.14 R2.10.14 液体ミルク及びほ乳器の購入についての製品指定依頼書の全て（2019年
度中の分）

写しの交付 公開 契約管財課

02404 R2.10.14 R2.10.14 車両制限令第12条に基づく通行認定を受けた車両について、2020文土
管第202号において「認定した車両が通行する際に、危険回避や運転手
の技量等の理由により路肩に進入したとしても、直ちに車両制限令の違
反とはなりません」と主張したところの、「違反とはな」らないとする主張の
根拠となる法令や通達・通知、条例・要綱・要領・基準・内部手続き等の文
書

写しの交付 非公開 管理課 不存在（第12条
第2項）

02405 R2.10.14 R2.10.20 集団給食施設一覧（最新のもの）
屋号・所在地郵便番号・営業所所在地・営業所電話番号・営業の種類・営
業者氏名・法人代表者氏名・営業者住所・営業者電話番号

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

02406 R2.10.15 R2.11.13 「目白台運動公園」、「肥後細川庭園」指定管理者公募時に指定管理料に
係る助言額を設定した際，所管課みどり公園課が財政課に要求した指定
管理料の提出資料資料一式。
算出根拠等が明らかになる書類も含む。

写しの交付 公開 みどり公園課

02407 R2.10.15 R2.10.29 文京区まちづくり推進連絡調整会議要綱に基づく協議の文書一式。台
帳、決裁文書等を含む。
①春日・後楽園前地区第一種市街地再開発事業施設建築物　南街区
②春日・後楽園前地区第一種市街地再開発事業施設建築物　北街区
③（仮称）小石川二丁目マンション（建築主：NIPPO、神鋼不動産、地番：
小石川2-3-1）

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）、③不存在
（第12条第2項）

①氏名、②法人印
影、③台帳

02407 R2.10.15 R2.12.14 文京区宅地開発並びに中高層建築物の建設に関する指導要綱の協議
の文書一式。台帳、決裁文書等を含む。
①春日・後楽園前地区第一種市街地再開発事業施設建築物　南街区
②春日・後楽園前地区第一種市街地再開発事業施設建築物　北街区
③（仮称）小石川二丁目マンション（建築主：NIPPO、神鋼不動産、地番：
小石川2-3-1）
文京区ワンルーム形式集合建築物の建築に関する指導要綱の協議の文
書一式。台帳、決裁文書等を含む。
①春日・後楽園前地区第一種市街地再開発事業施設建築物　南街区
②春日・後楽園前地区第一種市街地再開発事業施設建築物　北街区
景観事前協議の文書一式。台帳、決裁文書等を含む。
①春日・後楽園前地区第一種市街地再開発事業施設建築物　南街区
②春日・後楽園前地区第一種市街地再開発事業施設建築物　北街区
③（仮称）小石川二丁目マンション（建築主：NIPPO、神鋼不動産、地番：
小石川2-3-1）

写しの交付 一部公開 住環境課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）、③犯罪予
防（第7条第4号）

①個人名、個人印
影、建築士登録番
号、②法人印影、
③平面図の住戸内
部

02407 R2.10.15 R2.10.29 文京区みどりの保護条例に基づく文書一式。台帳、決裁文書等を含む。
①春日・後楽園前地区第一種市街地再開発事業施設建築物　南街区
②春日・後楽園前地区第一種市街地再開発事業施設建築物　北街区
③（仮称）小石川二丁目マンション（建築主：NIPPO、神鋼不動産、地番：
小石川2-3-1）
④コンシェリア後楽園（建築主：クレアスライフ、住居表示：文京区小石川
2-22-8）

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担当者の氏名・
印、②建築主の
印、③コンシェリア
後楽園の緑化計画
書

02408 R2.10.16 R2.10.16 指定管理者の収支報告書作成の実施要領一式 写しの交付 非公開 契約管財課 不存在（第12条
第2項）

02409 R2.10.16 R2.10.16 「こども宅食事業に係る一切の文書」
期間：2017(平成29)年の準備期間～2020(令和2)年9月

写しの交付 一部公開 子育て支援課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）

①納税者の氏名・
住所・連絡先電話
番号・金額、②法人
印影

02410 R2.10.19 R2.10.19 「情報公開請求（02-357）」において一部公開決定（2020文都住第554号）
された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「R2　9　26」以降、令和2年10月18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

02411 R2.10.19 R2.10.19 紛争予防条例の説明会等報告書配布資料の部分（文京区千駄木○-○-
○）

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

02412 R2.10.19 R2.10.19 令和2年10月5日付けの「区民の声」への回答に於いて、土木部管理課が
「小日向台町小学校南東角に面する角地の建築工事に伴い、道路形状
が変更となることについては、事業者に通行方法の検討を依頼したとこ
ろ、角地の敷地を目的地にした経路の変更申請が提出されたため、これ
を認定しております」と記載したところの、区が事業者に対して「通行方法
の検討を依頼した」ことが事実であることを裏付ける文書一式（検討依頼
に関する相談や質問含む）

写しの交付 非公開 管理課 不存在（第12条
第2項）

02413 R2.10.19 R2.10.19 令和2年10月5日付けの「区民の声」への回答に於いて、土木部管理課が
「小日向台町小学校南東角に面する角地の建築工事に伴い、道路形状
が変更となることについては、事業者に通行方法の検討を依頼したとこ
ろ、角地の敷地を目的地にした経路の変更申請が提出されたため、これ
を認定しております」と記載したところの、「角地の敷地を目的地にした経
路の変更申請が提出された」ことが事実であることを裏付ける文書

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担当者の氏名、
連絡先、②法人印
影

02414 R2.10.19 R2.10.19 令和2年10月5日付けの「区民の声」への回答に於いて、土木部管理課が
「小日向台町小学校南東角に面する角地の建築工事に伴い、道路形状
が変更となることについては、事業者に通行方法の検討を依頼したとこ
ろ、角地の敷地を目的地にした経路の変更申請が提出されたため、これ
を認定しております」と記載したところの、「角地の敷地」が福子工務店に
とってどのような「目的」の「地」であるのか、また「目的地」とすることの合
理的根拠に関する文書一式（※区と福子工務店の「目的地」に関する相
談や質問、やり取り等含む）

写しの交付 非公開 管理課 不存在（第12条
第2項）

02415 R2.10.19 R2.10.19 小日向○－○番地に係る10月1日以降に申請された通行認定申請書 写しの交付 一部公開 管理課 個人情報（第7条
第2号）

担当者の印影

02416 R2.10.20 R2.10.20 平成27年度～令和2年度（2020年10月20日まで。非公開決定通知書の付
日ベース）のにおいて、文京区民から文京区長宛てに情報公開請求があ
り公開決定又は一部公開決定としたものの、公開請求人から審査請求が
提出された後に決定内容に誤りがあり決定が取り消されたことによる「行
政情報公開決定取消通知書」又は「行政情報一部公開決定取消通知書」
と、「行政情報非公開決定通知書」

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

02417 R2.10.20 R2.10.20 小日向台町小学校南東の角地（特別区道文第163号と特別区道文第161
号の交差点）の近藤和子氏新邸建設地内の車両の通過（あるいは通行）
に関する（１）近藤和子氏新邸建設地所有者と横山産業又は福子工務店
との使用（あるいは通行）許可に関する文書、（２）近藤和子氏新邸建設
地所有者と文京区との道路等としての提供・使用等に関連した文書

写しの交付 非公開 管理課 不存在（第12条
第2項）

02418 R2.10.20 R2.10.26 令和2年10月20日時点における文京区内の歯科技工所の所在地・名称・
開設者の一覧

写しの交付 公開 生活衛生課

02419 R2.10.21 R2.10.21 私道下水工事（小石川○丁目○番）の求積図 写しの交付 一部公開 道路課 個人情報（第7条
第2号）

個人氏名

02420 R2.10.22 R2.10.28 食品衛生関係施設名簿
業種：飲食店営業（すし店・固定店舗のみ）
項目：①営業所所在地、②屋号、③営業者氏名（法人の場合は、代表者
氏名）、④営業所電話番号、⑤業種

写しの交付 公開 生活衛生課

02421 R2.10.23 R2.10.23 小日向○-○番地に係る10月1日以降に申請された通行認定書 写しの交付 一部公開 管理課 個人情報（第7条
第2号）

担当者の氏名、連
絡先、印影

02422 R2.10.26 R2.10.26 2019年の6月から8月の監査委員の出勤状況及び業務内容が分かるもの 写しの交付 公開 監査事務局



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

02423 R2.10.26 R2.11.9 2019年8月から10月の教育委員会事務局の職員の出勤状況が分かるも
の

写しの交付 一部公開 教育総務課 個人情報（第7条
第2号）

職員番号、休暇等取得
情報（年休・病休・産休・
育休・職務免除等）、休
暇取得日数

02423 R2.10.26 R2.11.9 2019年8月から10月の教育委員会事務局の職員の出勤状況が分かるも
の

写しの交付 一部公開 学務課 個人情報（第7条
第2号）

職員番号、休暇等取得
情報（年休・病休・産休・
育休・職務免除等）、休
暇取得日数

02423 R2.10.26 R2.11.9 2019年8月から10月の教育委員会事務局の職員の出勤状況が分かるも
の

写しの交付 一部公開 教育指導課 個人情報（第7条
第2号）

職員番号、休暇等取得
情報（年休・病休・産休・
育休・職務免除等）、休
暇取得日数

02423 R2.10.26 R2.11.9 2019年8月から10月の教育委員会事務局の職員の出勤状況が分かるも
の

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）

職員番号、休暇等取得
情報（年休・病休・産休・
育休・職務免除等）、休
暇取得日数

02424 R2.10.26 R2.10.30 ①街路灯改修工事（その2）（令和2年度）
②街路灯改修工事（その3）（令和2年度）
以上2件の施工体系図、下請負者一覧表

閲覧 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現場責任者の氏名、
②①街路灯改修工事
（その2）（令和2年度）の
施工体系図、下請負者
一覧表

02424 R2.10.26 R2.10.26 公園灯等改修工事（令和2年度）の施工体系図、下請負者一覧表につい
て

閲覧 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

02425 R2.10.26 R2.10.26 内部統制課別リスク評価シート 写しの交付 公開 総務課
02426 R2.10.26 R2.11.4 「区民の声」への回答において、土木部管理課が「道路法の適用を受ける道路以

外を通行する部分に対しては車両制限令の対象外となります」（2020文企広第
1106号）と主張したところの、車両の片側車輪の一部でも「道路以外を通行する
部分に対しては車両制限令の対象外とな」ることが文京区の恣意的な解釈や嘘
偽りでないことを裏付ける文書（※法令等で記載されている場合は正式名称と条
項号の行政情報の提供で構わない）

写しの交付 公開 管理課

02427 R2.10.26 R2.11.4 「区民の声」への回答において、土木部管理課が「道路の区域外の私有地に進
入する場合は、車両制限令の対象外となります」（2020文企広第1102号）と主張
したところの、車両の片側車輪の一部でも「道路の区域外の私有地に進入する
場合は、車両制限令の対象外とな」ることが文京区の恣意的な解釈や嘘偽りで
ないことを裏付ける文書（※法令等で記載されている場合は正式名称と条項号
の行政情報の提供で構わない）

写しの交付 公開 管理課

02428 R2.10.26 R2.10.26 西片○丁目○-○先のガードポールが欠損している事情が分かる文書一
式（添付写真）（決裁文書等を含む。）

写しの交付 一部公開 管理課 個人情報（第7条
第2号）

個人氏名、携帯電
話番号、個人住所

02429 R2.10.27 R2.10.27 「（仮称）小日向2丁目マンション」（小日向二丁目175番地）に関連し、令和
2年3月16日における住環境課と横山産業／福子工務店ら事業者側との
やり取りに関する記録やメモ等の文書

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

02430 R2.10.27 R2.10.27 令和2年6月29日開催の建設委員会で有坂住環境課長が「先ほども御答弁いた
しましたが、この現場におきましては、特に事業者が強行して工事に着手すると
か、そういったことはございませんで、こちらの指導をしているとおり、丁寧な対応
に当たっているというふうに考えております」（会議録速報版44頁）と答弁したとこ
ろの、「こちらの指導」が具体的にどのような指導であったかが分かる記録やメモ
等の文書

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02431 R2.10.27 R2.10.28 東京都保育士等キャリアアップ補助金に係るモデル賃金等公表様式提出
書類すべて（文京区への提出分）

写しの交付 公開 幼児保育課



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

02432 R2.10.28 R2.11.4 「区民の声」への回答において、土木部管理課が「目的地1（小日向1丁目10番7
号地先）に示す特別区道文第161号と163号の交差点は、認定の対象となってお
りません」（2020文土管第1035号）と記載したところの、「通行認定」の申請をしな
くても福子工務店の工事車両が通行しているのを文京区が放置（あるいは黙認
／容認）しても行政の不作為に当たらないとする法令的・手続き的な裏付け根拠
が記された文書

写しの交付 公開 管理課

02433 R2.10.28 R2.11.4 「区民の声」への回答において、土木部管理課が「本件で認定しているのは、特
殊車両通行認定書の条件書のとおり、特別区道文第158号、161号、163号のう
ち、通行経路図に示す申請区間のみとなっております」（2020文土管第1035号）
と記載したところの、申請区間以外の通行経路を「通行認定証」の交付を得ずに
福子工務店の工事車両が通行しているのを文京区が放置（あるいは黙認／容
認）しても行政の不作為に当たらないとする法令的・手続き的な裏付け根拠が記
された文書

写しの交付 公開 管理課

02434 R2.10.28 R2.11.4 「区民の声」への回答において、土木管理課が「図面の白線につきましても、事
業者が縮尺1/500の区の道路台帳を縮尺1/60に拡大し、これに道路境界からの
離隔をとって白線を作図しているため、縮尺により現地との誤差が生じているも
のと考えられます」（2020文企広第1079号）と記載したところの、（１）文京区にお
いて縮尺により生じる「誤差」とは何cm程度までを言い、（２）今回生じた「誤差」
が何cmであったのかが分かる文書

写しの交付 一部公開 管理課 不存在（第12条
第2項）

（１）文京区におい
て縮尺により生じる
「誤差」とは何cm程
度までか

02435 R2.10.28 R2.11.11 行政情報一部公開決定取消通知書（2020文都住第621号）において「令和2年9
月10日付2020文都住第497号による行政情報一部公開決定通知書について決
定内容に誤りがありました」と記載があるところの「誤り」があったとされる「決定
内容」なるものが具体的にどの部分であったかが分かる文書（※対象行政情報
の提供でも構わない）

写しの交付 公開 住環境課

02436 R2.10.28 R2.10.28 令和2年6月29日開催の建設委員会で有坂住環境課長が「先ほども御答弁いた
しましたが、この現場におきましては、特に事業者が強行して工事に着手すると
か、そういったことはございませんで、こちらの指導をしているとおり、丁寧な対応
に当たっているというふうに考えております」（会議録速報版44頁）と答弁したとこ
ろの、事業者が文京区の「指導をしているとおり、丁寧な対応に当たっているとい
うふうに考え」た合理的な裏付け根拠等が記載されている文書

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02437 R2.10.29 R2.10.29 文京区建築審査会における「2文建審・請第1号審査請求事件」の裁決書
の写し（※作成中の場合は延長とし、裁決書が作成でき次第の公開で構
わない）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02438 R2.10.29 R2.10.29 令和2年10月26日夕、文京区役所内において佐久間土木部管理課長らと
小日向の住民らの面談記録など面談にかかわる文書一式

写しの交付 非公開 管理課 不存在（第12条
第2項）

02439 R2.10.29 R2.10.29 特別区道文第163号と特別区道文第161号が交差する小日向台町小学校の南東
角の十字路において、令和2年10月27日頃から29日頃にかけて文京区土木部管
理課などの職員らが現地にて測量等の作業等をしていることに関し、（１）何のた
めに、（２）何をするためのものであり、（３）その工程はどのようなものであるかが
分かる文書一式（※文書が大量の場合、カラーが含まれる場合は要相談）

写しの交付 非公開 管理課 不存在（第12条
第2項）

02440 R2.10.29 R2.10.30 2020年8月7日に実施された文京区立明化小学校等改築電気設備工事
の工事費内訳明細書

写しの交付 公開 整備技術課

02441 R2.10.29 R2.10.29 2020年10月19日に実施された文京シビックセンター大ホール・小ホール
等特定天井他改修電気設備工事の工事費内訳明細書

写しの交付 公開 保全技術課

02442 R2.10.30 R2.11.4 文京区児童館指定管理者の評価書類一式 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、
生年月日等



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

02443 R2.10.30 R2.11.5 2020年8月に行われた東京都環境局区市連携課長と資源環境部との面
談議事録

写しの交付 非公開 環境政策課 不存在（第12条
第2項）

02444 R2.11.2 R2.11.2 文京区建築審査会における「2文建審・請第1号審査請求事件」の裁決書 写しの交付 一部公開 住環境課 個人情報（第7条
第2号）

氏名、住所、印影

02445 R2.11.2 R2.11.2 「2020文土管第202号」の文書 写しの交付 一部公開 管理課 個人情報（第7条
第2号）

回答先氏名

02446 R2.11.2 R2.11.2 車両制限令第12条に基づく「通行認定」に関する区民からの照会や問い
合わせ、「区民の声」等において、認定した車両が通行する際に「危険回
避や運転手の技量等の理由により路肩に進入したとしても、直ちに車両
制限令の違反とはならない」といった趣旨の回答を文京区としてした文書
（令和2年1月1日以降、情報公開請求日まで。ただし2020文土管第202号
を除く）

写しの交付 一部公開 広報課 個人情報（第7条
第2号）

氏名

02446 R2.11.2 R2.11.2 車両制限令第12条に基づく「通行認定」に関する区民からの照会や問い
合わせ、「区民の声」等において、認定した車両が通行する際に「危険回
避や運転手の技量等の理由により路肩に進入したとしても、直ちに車両
制限令の違反とはならない」といった趣旨の回答を文京区としてした文書
（令和2年1月1日以降、情報公開請求日まで。ただし2020文土管第202号
を除く）

写しの交付 一部公開 管理課 個人情報（第7条
第2号）

回答先氏名

02447 R2.11.2 R2.11.11 住環境課における「新渡戸稲造旧居跡の共同住宅建築計画について」の
メモにおいて、H31　1　8に「区より丁寧な説明を行うよう指導」した後、横
山産業／福子工務店の事業者において、区の指導により「丁寧な説明」
が「行われた」ことを裏付ける文書一式（これまでの情報公開等において
公開あるいは対象行政情報として提供している場合はそれぞれの文書の
件名やタイトル名で構わない）

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

02448 R2.11.2 R2.11.9 食品営業許可台帳の令和2年10月1日～10月末日までの新規許可分（飲
食店営業施設のうち、自動販売機、臨時、移動を除く）
項目：屋号、営業所住所、営業所電話番号、営業者名、許可年月日、許
可満了日

写しの交付 公開 生活衛生課

02449 R2.11.2 R2.11.10 2020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（廃止施設の場合、廃業年月日）、許可番号

写しの交付 公開 生活衛生課

02450 R2.11.2 R2.11.6 令和２年７月１日から令和２年８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
氏名及び住所、申請者
氏名、住所、電話番号



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

02451 R2.11.4 R2.11.30 文京区のスポーツ施設開放（屋外運動場や体育館等）をしている小学
校、中学校、高等学校の学校別、１日の利用者数（１０年分）
・１０年分ない場合、過去何年分まであるかの開示お願いします。

写しの交付 一部公開 学務課 個人情報（第7条
第2号）

会場使用における責任者
氏名、住所、電話番号
申請者氏名、住所、電話
番号、印影

02452 R2.11.4 R2.11.4 文京区のスポーツ施設開放（屋外運動場や体育館等）をしている小学
校、中学校、高等学校の学校別の利用可能スポーツ

写しの交付 非公開 学務課 不存在（第12条
第2項）

02453 R2.11.4 R2.11.30 団体の年間スポーツ実施回数
・各団体ごとであること
・各小、中、高校ごとであること
・スポーツ種目がわかること
（例）団体Ａ、～小学校、サッカー、年間３０回利用
　　　団体Ｂ、～中学校、バスケ、年間５０回利用

写しの交付 一部公開 学務課 個人情報（第7条
第2号）

会場使用における責任者
氏名、住所、電話番号
申請者氏名、住所、電話
番号、印影

02454 R2.11.4 R2.11.4 文京区学校体育施設の１日の利用可能時間
・個人向け、団体向けの利用時間であること
・各小、中、高校の施設ごとであること
・平日、土日、祝日、夏休み、冬休みの項目で分けられていること
（例） ～小学校体育館、平日１８時～２１時、土日１０時～１８時、祝日開
放無し

写しの交付 公開 学務課

02455 R2.11.4 R2.11.4 令和2年10月26日夕、文京区役所内において佐久間土木部管理課長らと
小日向の住民らの面談記録など面談にかかわる文書一式

写しの交付 非公開 管理課 不存在（第12条
第2項）

02456 R2.11.4 R2.11.4 2020文企広第1153号において、土木部管理課が「悪質な違反者に対して
警察と協力しながら対応してまいります」と回答したところの、「悪質な違
反者」における「悪質」の認定要件等を記した文書一式

写しの交付 非公開 管理課 不存在（第12条
第2項）

02457 R2.11.4 R2.11.4 2020文企広第1153号において、土木部管理課が「道路の区域外の私有
地に進入する通行経路となっており、この部分に対しては車両制限令の
対象外となります」と回答したところの、「道路の区域外の私有地に進入
する通行経路となって」いる場合、「この部分に対しては車両制限令の対
象外とな」る法令的あるいは手続き的根拠が記されている文書一式

写しの交付 公開 管理課

02458 R2.11.4 R2.11.4 文京区小石川３－１１－１５の旧道路台帳図 写しの交付 公開 管理課
02459 R2.11.4 R2.11.4 １　「肥後細川庭園」空間線量測定結果報告書等一式・令和2年7月1日実

施
２　「肥後細川庭園」内の落葉溜めの土壌分析結果報告書等一式・契約
書等も含む

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担当者・責任者
氏名②法人印影、
口座番号

02460 R2.11.5 R2.11.5 私道下水施設工事
文京区千駄木５丁目31番先
女性による負担金内訳

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

02461 R2.11.5 R2.11.9 特別支援学級を作る際、目標としている２クラス。
指ヶ谷学区で来年度特別支援学級に入学する見込みのある児童は３～
５人とした根拠となるすべて

写しの交付 非公開 教育指導課 個人情報（第7条
第2号）

02462 R2.11.5 R2.11.10 1　令和2年10月1日～令和2年10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2年10月1日～令和2年10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

02463 R2.11.6 R2.11.11 「国土交通省と文京区への建議」並びに「2文建審・請第1号審査請求事
件」について認容を求める請願」を巡る令和2年10月28日の建築審査会で
の審議内容とその結果に関する資料や記録の文書

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02464 R2.11.6 R2.11.13 アカデミー文京6施設の指定管理者候補者選定結果に係る資料会議録 写しの交付 公開 アカデミー推進
課

02465 R2.11.6 R2.11.13 森鴎外記念館の指定管理者の評価結果に係る資料及び会議録 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氏名②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

02466 R2.11.6 R2.11.11 小石川2-19-8、小石川2-18-8、小石川2-17-30～31辺りの特別区道文第
818号の両側にペイントされた幅15cmの白い実線が区画線であるか、区
画線ではない白い実線であるか、いずれかであることを識別するための
根拠となる文書

写しの交付 非公開 道路課

02467 R2.11.9 R2.11.9 2020文企広第1174号において土木部管理課が「道路法の適用を受ける
道路区域外を通行する部分については、「出入り」や「通行」に関わらず、
車両制限例の対象外となる」と記載したところの、特別区道文第161号と
第163号の交差点（小日向台町小学校南東角）を通行する特殊工事車両
が「通行認定」を区に申請せず、「通行認定証」の交付を受けず通行する
ことを区が容認（あるいは黙認）できる法令的・手続き的根拠を記した文
書（※法令等の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 管理課

02468 R2.11.9 R2.11.17 生活保護法に基づく保護費の葬祭扶助の支払先、件名、金額内訳（令和
元年度分）（94件分）（支払命令書）

写しの交付 一部公開 生活福祉課 個人情報（第7条
第2号）

被葬者の氏名、住
所及び葬祭扶助費
の金額内訳



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

02469 R2.11.10 R2.11.19 １　「肥後細川庭園」落葉溜め設置の申請書、承認書
２　１の設置を認めた際の供覧書一式
３　設置場所の現地確認を行った際の日時、所管課担当者の疎明資料

写しの交付 一部公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

02470 R2.11.10 R2.11.19 １　みどり公園課・係長平田伸也の出席した会議、打合せ、現場調査等の
日程の記録　疎明資料一式
２　みどり公園課・課長吉本眞二の出席した会議、打合せ、現場調査等の
日程の記録　疎明資料一式
（令和２年９月から１１月までの分）

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）

休暇、私事に係る
内容

02471 R2.11.10 R2.11.24 みどり公園課・係長平田伸也作成、区民の声「回答」の供覧書一式　令和
２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 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、
年齢に関する内容

02472 R2.11.10 R2.11.19 １　みどり公園課⇔肥後細川庭園指定管理者、目白台運動公園指定管
理者、代表企業「公園財団」とのメール一式　令和２年７月１日～現在迄
の分
２　確認記録　令和２年７月１日から現在迄の分

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氏名、メールアド
レス②職員の個人
メールアドレス

02473 R2.11.10 R2.11.10 令和2年10月26日夕、文京区役所内において佐久間土木部管理課長らと
小日向の住民らの面談記録など面談にかかわる文書一式

写しの交付 一部公開 管理課 個人情報（第7条
第2号）

氏名

02474 R2.11.10 R2.11.13 文京区立千石児童館の指定管理者候補者の選定の書類一式 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個人名②法人の
ノウハウ、内部管
理情報、決算報告
書

02475 取下げ
02476 R2.11.11 R2.11.11 議会のICT化の推進状況（予算を含む。）が分かる文書 写しの交付 公開 区議会事務局

02477 R2.11.11 R2.11.25 株式会社日本保育サービスへの平成30年度の学童保育の委託料の支
払いに係る事故の概要と原因、事故に対する対応の措置と将来にわたっ
ての予防に関して記載された文書（いわゆる事故報告書）一式

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）、③行政運
営情報（第7条第
6号）

①個人名、メールアドレ
ス、事故者、管理監督者及
び育成事務担当者の氏
名、所属、担当事務、個人
メールアドレス並びにその
他個人を識別できる情報
②法人印影③職員の個人
メールアドレス

02478 R2.11.11 R2.11.17 （仮称）小石川二丁目計画新築工事（建築主：三井不動産レジデンシャル
株式会社、日本土地建物株式会社、建築敷地：文京区小石川2-5-5（注
居表示）、以下「本件マンション計画」といいます。）の建築敷地と前面道
路との間の段差を軽減させることについて、本件マンション計画の事業者
との間でやりとりされた文書一式。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法
人情報（第7条第
3号）、③犯罪予
防（第7条第4号）

①法人印影②印
影、氏名、電話番
号③1階平面図宅
内



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

02479 R2.11.11 R2.11.11 文京区小石川○丁目○番○（地番）の一戸建ての住宅（建築主：〇〇〇
〇氏）の建築について、文京区都市計画部建築指導課および土木部管
理課が受けた文書一式。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）

02479 R2.11.11 R2.11.17 文京区小石川○丁目○番○（地番）の一戸建ての住宅（建築主：〇〇〇
〇氏）の建築について、文京区都市計画部建築指導課および土木部管
理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 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氏名、印影②法
人印影

02480 R2.11.13 R2.11.13 シビックセンター大・小ホールの特定天井の建築・電気・機械工事の内訳
書

写しの交付 公開 保全技術課

02481 R2.11.13 R2.11.16 文京区議会の今後の議会運営に係る懇談会（第19期）に関わる記録と資
料

写しの交付 公開 区議会事務局

02482 R2.11.16 R2.11.30 令和元年５月１日～令和２年９月まで
⑴　パーソナルコンピューターの購入及びリース代を全額政務活動費で
使った人数、２分の１政務活動費で使った人数
⑵　タブレット型端末の購入及びリース代を全額政務活動費で使った人
数、２分の１政務活動費で使った人数
⑶　インターネット接続料について　月々
議員控室等、全額使用する会派数
議員控室等以外のインターネット接続料、２分の１を使用している人数
⑷　携帯電話料金等　月々　２分の１を使用している人数

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住所、氏名、電話番
号、口座情報、メールア
ドレス、利用者情報、政
務活動費の支出以外に
係る記載部分②法人印
影、振込先金融機関
名、口座番号

02483 R2.11.16 R2.11.16 文京区営住宅等指定管理者の一次評価に関する資料 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氏名、部屋番号
②法人印影

02484 R2.11.16 R2.11.20 文林中学校第二育成室運営事業者選定に係る書類資料一式 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氏名②法人のノ
ウハウ、内部管理
情報、決算報告書

02485 R2.11.16 R2.11.16 平成21年度に実施された公園等利用実態調査に関する資料（元町公園
と新花公園の調査結果に関する資料一式）

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）

担当者氏名、資格登録
番号

02486 R2.11.17 R2.11.24 令和２年１１月１７日現在の食品営業許可台帳
業種：給食施設（許可・届出）、病院、社会福祉施設、社員寮等
項目：営業所名、営業者氏名、住所、電話番号、許可年月日、業種

写しの交付 公開 生活衛生課

02487 R2.11.18 R2.11.18 文京区立児童館指定管理者の評価に関わる文書 写しの交付 一部公開 児童青少年課 個人情報（第7条
第2号）

氏名、住所、生年
月日



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

02488 R2.11.18 R2.11.18 ⑴　（仮称）小石川二丁目計画新築工事（建築敷地：文京区小石川2-5-5
（住居表示）、以下「本件マンション工事」といいます。）の建設重機の公道
走行（下記写真）について、文京区の調査結果及び文京区が警視庁とや
りとりした内容がわかる文書。決裁文書等も含む。
⑵　建設重機の公道走行について、本件マンション工事の事業者の対応
の文書。決裁文書等も含む。

写しの交付 一部公開 管理課 個人情報（第7条
第2号）

氏名

02489 R2.11.18 R2.11.20 八ケ岳高原学園の指定管理者の１次評価に関する資料一式 写しの交付 一部公開 学務課 個人情報（第7条
第2号）

団体名、代表者氏
名

02490 R2.11.18 R2.11.18 八ケ岳高原学園の指定管理者の２次評価に関する資料一式 写しの交付 一部公開 契約管財課 審議、検討又は
協議に関する情
報（第7条第5号）

委員名

02491 R2.11.18 R2.11.18 千石児童館の指定管理者の決定に関する資料一式 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氏名②法人のノ
ウハウ、内部管理
情報、決算報告書

02492 R2.11.18 R2.11.25 行政情報公開決定通知書（2020文都住第691号）で公開された文書の「4
原決定の取消理由」において、「非公開とする旨の記載が漏れてしまっ
た」という「請求内容に相当する文書が一部存在しない」とする部分が、具
体的にどの部分に当たるのか分かる文書（※その部分を分かる対象行政
情報の提供でも構わない）

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

02493 R2.11.18 R2.11.26 行政情報公開決定通知書（2020文都住第691号）で情報公開された文書
の「4 原決定の取消理由」において、「補足で具体的な内容を記載したう
えで一部公開決定としたが、文書には具体的な内容は記載しておらず、
（中略）、改めて非公開決定とする」と記載があるところの「文書には具体
的な内容は記載して」以内にも拘わらず、2020文都住第497号にて対象
行政情報として公開した部分が分かる文書（※その部分を分かる対象行
政情報の提供でも構わない）

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

02494 R2.11.19 R2.11.19 平成23年度文京区告示第83号 写しの交付 公開 管理課
02495 R2.11.19 R2.11.19 肥後細川庭園、白山公園、元町公園、礫川公園、教育の森公園の現況

平面図　最新年度のもの
写しの交付 公開 みどり公園課

02496 R2.11.19 R2.11.19 9/8と9/28の契約委員会の記録（大塚小学校増築その他工事に関する）
一式

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

02497 R2.11.20 R2.12.3 １　「肥後細川庭園」大谷清運(株)との廃棄物収集運搬処理契約書等一
式　令和元年８月１日排出分・伝票一式（最終処分受入れ先、搬入量等
の疎明資料一式
２　「目白台運動公園」(株)東武清掃・廃棄物収集運搬契約書等一式

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氏名、印影②法
人印影

02498 R2.11.20 R2.11.30 平成29年度実施「保健サービスセンター・健康センター管理業務及び健
康づくり事業業務委託」プロポーザルにおいて、事業者が提出した企画提
案書の写しの交付

写しの交付 一部公開 保健サービスセ
ンター

個人情報（第7条
第2号）

氏名、写真

02499 R2.11.20 R2.11.20 令和2年11月17日午後、文京区小石川2-5-5先の文京区の区道におい
て、ナンバープレートのない工事車両が通行したことについて文京区から
事業者に宛てて報告を求めた文書及び事業者から文京区に報告した文
書等、この件に係る文書一式

写しの交付 一部公開 管理課 個人情報（第7条
第2号）

氏名

02500 R2.11.20 R2.11.24 令和２年１１月２０日時点における文京保健所に開設届出済みの歯科技
工所一覧（施設名、施設所在地、電話番号、開設日、開設者名）

写しの交付 公開 生活衛生課

02501 R2.11.20 R2.11.20 (1)令和2年2月14日付「2019文土道第1617号」（決裁文書等を含む。）
(2)(1)に対する回答文書一式（決裁文書等を含む。）

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

①担当者名②法人
印影

02502 R2.11.24 R2.11.24 （仮称）小石川二丁目計画新築工事（住居表示：文京区小石川2-5-5、施
工者：川口土木建築工業株式会社）に係る、道路法第47条の認定、ない
し、同法第47条の2の許可に関する文書一式。決裁文書等を含む。

写しの交付 一部公開 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、代理人
氏名、連絡先②車台番
号が記載されている部
分、法人印影

02503 R2.11.24 R2.11.25 緑化計画書　平成30年8月31日付　30-40
文京区○○〇丁目〇番〇号　共同住宅

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）

①担当者氏名、
印、電話番号②建
築主の印③図面上
の間取り位置

02504 R2.11.25 R2.11.25 文京区営住宅等に関する評価が分かる資料 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氏名、部屋番号
②法人印影

02505 R2.11.26 R2.12.9 １　「肥後細川庭園」樹木管理図面等一式※敷地内の管理樹木等が明ら
かになる書類
２　「肥後細川庭園」、「目白台運動公園」可燃物、不燃物、集草、枝等の
排出記録簿、作業台帳一式（令和２年７月～現在迄の分）

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

02506 R2.11.26 R2.11.26 「（仮称）小日向2丁目マンション」（小日向二丁目175番地）の建設を巡り、
横山産業や福子工務店の事業者が工事車両の「通行認定」申請に関連
して、特別区道文第163号と特別区道文第161号の交差点（小日向台町
小学校南東角）の角地の所有者である〇〇〇〇氏／〇〇〇〇氏と交わ
した「合意書」等、文京区に提出した文書

写しの交付 非公開 管理課 不存在（第12条
第2項）

02507 R2.11.27 R2.11.27 2021年度の重点施策の企画書（重点からはずれた事業も含めて） 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

02508 欠番
02509 R2.11.27 R2.12.8 社会的養護の検討PTの資料一式について 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審議、
検討又は協議に関
する情報（第7条第
5号）、③行政運営
情報（第7条第6号）

①民間企業社員の氏
名②会議要旨③各自
治体の取組状況

02510 R2.11.27 R2.12.8 区立図書館のシステム更新のプロポーザル選定結果一式 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）

選定されなかった
事業者名

02511 R2.11.27 R2.12.8 区立図書館のシステム更新のプロポーザルの２次選考に提出された提
案書一式

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）

システムの機能、
セキュリティに係る
もの

02512 R2.11.27 R2.12.8 「区民の声」に対する回答（2020文都住第741号）において、「窓口や電話
で区が区民から直接聞いた要望」とあるところの、それらの要望とは具体
的にどのようなものであったかを記録した文書

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02513 R2.11.27 R2.12.8 「区民の声」に対する回答（2020文都住第731号）において、「住民の要望
や意見について、その一切を記録していない訳ではありません」と書いて
あるところの、「住民の要望や意見について、その一切を記録」した文書

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02514 R2.11.27 R2.12.8 「区民の声」に対する回答（2020文都住第731号）において、「弁明書で「記
録していない」と記載したのは、同様の住民の要望について、既に記録さ
れたものがあるためです」と書いてあるところの、「同様の住民の要望に
ついて、既に記録された」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、住所、電話
番号、建築物番号

02515 R2.11.30 R2.11.30 R２年夏頃に実施された本駒込〇-〇-〇所在共同住宅解体工事に係る
・標識設置報告書
・説明会等報告書
・建設リサイクル届出書、分別解体等の計画書

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電話番号、試験管理
者名、試験管理者印
影、解体建物名称誤記
分（個人名）②分析会社
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

02515 R2.11.30 R2.11.30 R２年夏頃に実施された本駒込〇-〇-〇所在共同住宅解体工事に係る
・標識設置報告書
・説明会等報告書
・建設リサイクル届出書、分別解体等の計画書

写しの交付 一部公開 建築指導課 個人情報（第7条
第2号）

印影、氏名、住所、電
話番号、携帯番号

02516 R2.11.30 R2.11.30 2020-00706　文京区立第八中画工プールサイド改修工事
上記工事の役所単価が記載されている内訳書

写しの交付 公開 学務課

02517 R2.12.1 R2.12.8 食品営業許可台帳の令和2年11月1日～11月末日までの新規許可分（飲
食店営業施設のうち、自動販売機、臨時、移動を除く）
項目：屋号、営業所住所、営業所電話番号、営業者名、許可年月日、許
可満了日

写しの交付 公開 生活衛生課

02518 R2.12.1 R2.12.1 アカデミー文京外6施設に係る指定管理者候補者・選定の資料一式 閲覧 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

02519 R2.12.1 R2.12.1 森鴎外記念館の指定管理者の評価結果に係る資料一式 閲覧 公開 アカデミー推進
課

02520 R2.12.1 R2.12.8 2020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　および　2020年11月までに廃業し
た施設一覧
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（廃止施
設の場合、廃業年月日）、許可番号

写しの交付 公開 生活衛生課

02521 R2.12.2 R2.12.14 2020年12月2日現在の最新の飲食店営業台帳、集団給食営業台帳
項目：業種・屋号・営業者氏名（法人の場合、法人住所・代表者氏名）・営
業所電話番号

写しの交付 公開 生活衛生課

02522 R2.12.2 R2.12.3 2020文土管第1176号で公開された「小日向2丁目の車両制限令に関する
面談概要」の1頁において「明日、現地を確認し、必要に応じて業者にもヒ
アリングを行ったうえで、適切な対応を内部で検討する」と書いてあるとこ
ろの、(1)「ヒアリング」の内容、(2)内部で検討している（あるいはした）適切
な対応に関する文書一式

写しの交付 一部公開 管理課 ①個人情報（第7
条第2号）、②不
存在（第12条第2
項）

①送信メールに記
載されている宛先
氏名、➁ヒアリング
の内容

02523 R2.12.3 R2.12.8 令和元年11月1日から令和2年10月31日までに新規で食品営業許可を取
得した、自動車営業（全業種）のものの下記事項
※現在も解説しているものに限る。
屋号・営業所電話番号・営業者名・代表者名・営業者住所・営業者電話番
号・許可決定日・業種

写しの交付 公開 生活衛生課

02524 R2.12.3 R2.12.17 11月議会・文教委員会での説明のために各課が用意した文章（管理職の
手持ちメモを含む。）

写しの交付 一部公開 教育総務課 不存在（第12条
第2項）

管理職の手持ちメ
モ

02524 R2.12.3 R2.12.17 11月議会・文教委員会での説明のために各課が用意した文章（管理職の
手持ちメモを含む。）

写しの交付 一部公開 学務課 不存在（第12条
第2項）

管理職の手持ちメ
モ

02524 R2.12.3 R2.12.17 11月議会・文教委員会での説明のために各課が用意した文章（管理職の
手持ちメモを含む。）

写しの交付 一部公開 教育指導課 不存在（第12条
第2項）

管理職の手持ちメ
モ

02524 R2.12.3 R2.12.17 11月議会・文教委員会での説明のために各課が用意した文章（管理職の
手持ちメモを含む。）

写しの交付 一部公開 児童青少年課 不存在（第12条
第2項）

管理職の手持ちメ
モ



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

02524 R2.12.3 R2.12.17 11月議会・文教委員会での説明のために各課が用意した文章（管理職の
手持ちメモを含む。）

写しの交付 一部公開 真砂中央図書館 不存在（第12条
第2項）

管理職の手持ちメ
モ

02524 R2.12.3 R2.12.17 11月議会・文教委員会での説明のために各課が用意した文章（管理職の
手持ちメモを含む。）

写しの交付 一部公開 教育センター 不存在（第12条
第2項）

管理職の手持ちメ
モ

02525 取下げ
02526 R2.12.3 R2.12.17 2020文都住第532号の「弁明書」5頁の第2の3の(2)オにおいて「従前から

処分庁が建築主等へ伝えていた住民の要望が必ずしも反映されたもの
ではなかったため、改めて住民の要望として伝えた」とあるところの、(1)
「従前から処分庁が建築主等へ伝えていた住民の要望」、(2)「改めて」
「伝えた」「住民の要望」－－がそれぞれ具体的にどのような要望であった
かが分かる文書

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、住所、電話
番号、建築物番号

02527 R2.12.3 R2.12.3 「区民の声」への回答（2020文土管第1157号）で「道路法の適用される区域を超
えて通行する車両に対しては、車両制限令の対象とすることが出来ず、審査や
認定もすることが出来ない」とあるところ、福子工務店の工事車両が特別区道文
第163号と同第161号の交差点を道路法の適用される区域を超えて違法に通行
（私有地所有者の許諾なく進入）しているにも拘わらず、区が「車両制限令の対
象とすることが出来ず、審査や認定もすることが出来ない」法令的・手続き的根
拠が記された文書（※法令名と条項号でも構わない）

写しの交付 非公開 管理課 不存在（第12条
第2項）

02528 R2.12.3 R2.12.14 令和2年9月1日から令和2年11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

02529 R2.12.4 R2.12.14 1　令和2年11月1日～令和2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2年11月1日～令和2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

02530 R2.12.4 R2.12.18 11月議会・建設委員会での議案・請願、報告事項、一般質問等のために
各課が用意した文章

写しの交付 非公開 都市計画課 不存在（第12条
第2項）

02530 R2.12.4 R2.12.18 11月議会・建設委員会での議案・請願、報告事項、一般質問等のために
各課が用意した文章

写しの交付 非公開 地域整備課 不存在（第12条
第2項）

02530 R2.12.4 R2.12.18 11月議会・建設委員会での議案・請願、報告事項、一般質問等のために
各課が用意した文章

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02530 R2.12.4 R2.12.18 11月議会・建設委員会での議案・請願、報告事項、一般質問等のために
各課が用意した文章

写しの交付 非公開 建築指導課 不存在（第12条
第2項）

02530 R2.12.4 R2.12.18 11月議会・建設委員会での議案・請願、報告事項、一般質問等のために
各課が用意した文章

写しの交付 非公開 管理課 不存在（第12条
第2項）

02530 R2.12.4 R2.12.18 11月議会・建設委員会での議案・請願、報告事項、一般質問等のために
各課が用意した文章

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

02530 R2.12.4 R2.12.18 11月議会・建設委員会での議案・請願、報告事項、一般質問等のために
各課が用意した文章

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

02530 R2.12.4 R2.12.18 11月議会・建設委員会での議案・請願、報告事項、一般質問等のために
各課が用意した文章

写しの交付 非公開 環境政策課 不存在（第12条
第2項）

02530 R2.12.4 R2.12.18 11月議会・建設委員会での議案・請願、報告事項、一般質問等のために
各課が用意した文章

写しの交付 非公開 リサイクル清掃
課

不存在（第12条
第2項）

02530 R2.12.4 R2.12.18 11月議会・建設委員会での議案・請願、報告事項、一般質問等のために
各課が用意した文章

写しの交付 非公開 文京清掃事務所 不存在（第12条
第2項）

02531 R2.12.7 R2.12.7 １　「目白台運動公園」指定管理者へのリサイクル清掃課の立入検査の
記録一式
平成30年4月～平成31年3月迄の分

写しの交付 公開 リサイクル清掃
課

02532 R2.12.7 R2.12.11 旧元町小学校及び元町公園について
⑴2016年10月以降開催された有効活用検討会や協議内容が分かる資料
一式
令和元年12月17日を最後に企画政策課担当が変わったとのことだが、こ
の日に町会などとどのような協議であったかが分かる記録議事録資料
⑶各市民団体からまた区民からの意見要望が分かる資料
⑷区議が参加した2度の見学会が分かる資料
⑸事業計画者を選定した理由と根拠が分かる資料

写しの交付 一部公開 企画課 ①法令秘（第7条
第1号）、②個人
情報（第7条第2
号）、③法人情報
（第7条第3号）、
④犯罪予防（第7
条第4号）、⑤行
政運営情報（第7
条第6号）

①法令情報に該当する
箇所、②会長の氏名・
住所・連絡先、③法人
のノウハウ・内部管理
情報、法人が特定され
るおそれのある個所、
契約交渉順位第1位以
外の事業者名及び住
所、④設計上のセキュ
リティに係る箇所、⑤競
争が阻害されるおそれ
がある箇所

02532 R2.12.7 R2.12.11 旧元町小学校及び元町公園について
⑵基本構想に至った経緯に関して
2010年頃からと推定するが区契約管財課と順天堂との賃貸借契約書全
て（更新も含む。）
順天堂の退去日がいつかまたその後の状況が分かる資料

写しの交付 一部公開 契約管財課 ①法人情報（第7
条第3号）、②不
存在（第12条第2
項）

①法人印影、②そ
の後の状況が分か
る資料

02533 R2.12.7 R2.12.7 2020文土管第1285号で公開された「メール」で「口頭による注意を行いま
した」とあるところの、令和2年10月30日以降12月7日までの間に「口頭に
よる注意を行」った通りに事業者において是正あるいは改善された、ある
いは是正も改善もされていないことを区が確認したことを示す文書一式

写しの交付 非公開 管理課 不存在（第12条
第2項）

02534 R2.12.7 R2.12.7 （仮称）小石川二丁目計画新築工事（建築敷地：文京区小石川2-5-5（住
居表示））の工事車両（幅員2　9メートル）が文京区道を通行したことにつ
いて、文京区都市計画部住環境課および土木部管理課が事業者に指導
した内容がわかる文書一式。事業者からの返答の文書一式。決裁文書
等を含む。

写しの交付 一部公開 住環境課 個人情報（第7条
第2号）

氏名、住所、メール
アドレス、年齢

02534 R2.12.7 R2.12.7 （仮称）小石川二丁目計画新築工事（建築敷地：文京区小石川2-5-5（住
居表示））の工事車両（幅員2　9メートル）が文京区道を通行したことにつ
いて、文京区都市計画部住環境課および土木部管理課が事業者に指導
した内容がわかる文書一式。事業者からの返答の文書一式。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法
人情報（第7条第
3号）

①問合せ者氏名・
住所・年齢・メール
アドレス、要望者氏
名、担当者氏名、
➁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

02535 R2.12.7 R2.12.7 文京告示第45号　H9　8　1 写しの交付 公開 管理課

02536 R2.12.8 R2.12.8 令和2年度における文京区教育委員会による林町小学校に対する視察
の記録及びその後の検討内容

写しの交付 非公開 教育指導課 不存在（第12条
第2項）

02537 R2.12.8 R2.12.8 令和2年11月12日付お問合せについて（回答）の回答に関わる決定過程
並びにその過程における検討内容について過去に寄せられた「区民の
声」ホームページ掲載決定過程について

写しの交付 一部公開 教育指導課 個人情報（第7条
第2号）

申請者氏名

02538 R2.12.8 R2.12.8 「（仮称）小日向2丁目マンション」（小日向二丁目175番地）の建設を巡る
工事車両の「通行認定」に関し、特別区道文第163号と同第161号の交差
点（小日向台町小学校南東角）角地の私有地の所有者（近藤氏）が「目的
地１」としての工事車両の通行を令和2年11月18日に拒否して以降の「通
行認定」に関連した区と福子工務店ら事業者側との照会・確認・聴取等の
やり取りに関する文書

写しの交付 非公開 管理課 不存在（第12条
第2項）

02539 R2.12.8 R2.12.8 ・令和2年11月21日付のお問合せについて（回答）の回答に関わる決裁過
程並びにその過程における検討内容について
・過去に寄せられた「区民の声」ホームページ掲載決定過程

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氏名、住所、連絡先、
②過去に寄せられた
「区民の声」ホームペー
ジ掲載決定過程

02540 R2.12.8 R2.12.9 「（仮称）小日向2丁目マンション」（小日向二丁目175番地）の建設を巡る
工事車両の特別区道文第163号と同第161号の交差点（小日向台町小学
校南東角）角地の右左折の通行に関連し、令和2年12月1日時点におい
てこの工事車両が「道路区域を超えて通行する」（2020文土管第1252号）
と文京区が認識した裏付け根拠となる文書一式

写しの交付 公開 管理課

02541 R2.12.8 R2.12.9 「区民の声」に対する回答（2020文企広第1284号）において「本件のように
車両が道路を走っているように認識される場合であっても、車両制限令は
道路区域にしか適用されない」と書いてあるところの、「車両が道路を走っ
てい」ても（走っているから走っているように認識される）「車両制限令は道
路区域にしか適用されない」とする法令的・手続き的根拠が記された文書
（※法令等の名称と条項号の情報提供でも構わない）

写しの交付 公開 管理課

02542 R2.12.8 R2.12.9 「（仮称）小日向2丁目マンション」（小日向二丁目175番地）の建設を巡る
工事車両の特別区道文第163号と同第161号の交差点（小日向台町小学
校南東角）角地の右左折の通行に関連し、令和2年12月2日時点におい
てこの工事車両が「道路区域を超えて通行する」（2020文企広第1284号）
と文京区が認識した裏付け根拠となる文書一式

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

02543 R2.12.8 R2.12.9 「区民の声」に対する回答（2020文土管第1253号）において、「既存の道
路法や車両制限令では道路区域を超えて通行する車両に対して制限を
かける法的根拠がないため、車両制限令の対象とすることが出来ない」と
判断したところの、本件工事車両の特別区道文第163号と同第161号の交
差点（小日向台町小学校南東角）角地の右左折の通行に関し、令和2年
12月1日時点においてこの工事車両が「道路区域を超えて通行する」と文
京区が認識した裏付け根拠となる文書一式

写しの交付 公開 管理課

02544 R2.12.8 R2.12.8 令和元年7月10日付「2019文教教児第240号」の起案文書（起案部分の
み）

写しの交付 公開 児童青少年課

02545 R2.12.8 R2.12.8 令和元年7月10日付「2019文教教児第240号」を総務部長が受けた際の
供覧文書（報告書本体を除く。）

写しの交付 公開 職員課

02546 R2.12.9 R2.12.16 2020年12月9日現在の乳類販売、食料品販売、カップ式販売等自販機営
業登録の全て
項目：業種、営業所所在地、営業所電話番号、申請者屋号（氏名）

写しの交付 公開 生活衛生課

02547 R2.12.10 R2.12.15 １　「目白台運動公園」、「肥後細川庭園」月次報告書（令和2年11月分）
※表紙、廃棄物処分量の記載頁のみ。

写しの交付 公開 みどり公園課

02548 R2.12.11 R2.12.11 2020文土管第1285号で公開された「メール」で「口頭による注意を行いま
した」とあるところの、「口頭による注意」なるものが具体的にどのような内
容であったかが分かる文書一式

写しの交付 非公開 管理課 不存在（第12条
第2項）

02549 R2.12.11 R2.12.24 過去5年における同一事業者が隣接する区域において、継続して事業を
行った件数及び物件名、紛争の有無、紛争の内容

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個人名、電話番
号、住所、印影、建
築士登録番号、②
法人印影

02550 R2.12.14 R2.12.15 １　「肥後細川庭園」指定管理者が利用者を警察に通報した際の「事故報
告書」一式
２　「目白台運動公園」指定管理者が利用者を警察に通報した際の「事故
報告書」一式
３　公園利用者に対する過去の通報件数が分かる書類一式
開園から現在迄の分

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

02551 R2.12.14 R2.12.14 第2回平和を願う文京写真展・漫画展の区後援申請についての決裁文書
一式

写しの交付 一部公開 総務課 個人情報（第7条
第2号）

申請者氏名・住所・連絡
先・印影、会員名簿内
の氏名・住所・電話番号



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

02552 R2.12.14 R2.12.24 「区民の声」に対する回答（2020文企画広第1317号）において、都市計画
部住環境課が「事業者に状況を確認し、角地所有者の意向を尊重した丁
寧な対応を行うよう指導いたしました」と書いてあるところの、（１）住環境
課が「確認し」た「状況」なるものが具体的にどのような状況であったかが
分かる文書一式、（２）区の「指導」通りに事業者が対応したか否かが分か
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）

02553 R2.12.14 R3.2.15 「情報公開請求（02-410）」において一部公開決定（2020文都住第645号）
された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「R2　10　16」以降、令和2年12月13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

02554 R2.12.14 R2.12.24 「区民の声」に対する回答（文企広第1327号）において、都市計画部住環
境課が「住環境課として、でき得る対応は行っています」と書いたところ
の、平成31年1月1日～令和2年12月13日において、住環境課として具体
的にどのような対応を行ってきたか「でき得る対応」なるものの具体的内
容が分かる文書一式

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02555 R2.12.14 R2.12.14 「区民の声」に対する回答（2020文土管第1296号」において「なお、本件の
申請では（中略）道路区域内のみを通行するのであれば交差点部分の通
行認定を別途、取得するように指導しております」と記載があるところ、土
木部管理課が事業者と角地所有者の双方に対し、通行に関する事柄に
ついて状況を事実確認（あるいは聴取）した際の内容が分かる文書一式

写しの交付 非公開 管理課 不存在（第12条
第2項）

02556 R2.12.15 R2.12.24 令和3年4月から運営委託期間が開始される茗台育成室の委託事業者、
株式会社日本保育サービスの企画書類一式、（仮称）文林中学校第二育
成室の委託をされた株式会社ベネッセスタイルケアの企画書類一式

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）

個人が写っている
写真

02557 R2.12.15 R2.12.16 「区民の声」に対する回答（2020文土管第1296号」において「なお、本件の
申請では（中略）道路区域内のみを通行するのであれば交差点部分の通
行認定を別途、取得するように指導しております」と記載があるところ、土
木部管理課が実際に指導したという事実を裏付ける合理的根拠が記され
た文書（どの事業者の誰に対し、いつどのような具体的内容の指導をした
のか等）

写しの交付 一部公開 管理課 個人情報（第7条
第2号）

送信メール宛先氏
名

02558 R2.12.15 R2.12.24 「区民の声」に対する回答（文企広第1327号、同第1320号、2020文都住
第802号）において、都市計画部住環境課が「事業者に対して、良好な近
隣関係と住環境の維持に努めるよう継続的にしています」と書いたところ
の、（１）平成31年1月1日～令和2年12月15日において、住環境課として
具体的にどのような指導を行ってきたか、「指導」なるものの具体的内容
が分かる文書一式、（２）その「指導」の結果、事業者において是正や改善
が為されたか為されなかったかが分かる文書一式

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

02559 R2.12.16 R2.12.16 ①湯島プロジェクト工事　住所：湯島3-25-10
特定建設作業実施届出一式
②湯島3-25-9　解体工事届一式

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

①試験責任者氏
名・印影、②法人印
影

02560 R2.12.16 R2.12.16 住所：湯島3-25-10
湯島三丁目プロジェクト工事（開発工事）
解体工事の中で規模が一番大きなものと新築工事のリサイクル法による
リサイクル届出一式

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担当者の電話番
号、平面図中住戸
内部、②法人印影

02561 R2.12.16 R2.12.21 2020年1月から現在（12月16日時点）までの期間に新規開設をした薬局・
店舗販売業の下記の内容
（施設名、施設所在地、許可年月日、開設者名、連絡先）

写しの交付 公開 生活衛生課

02562 R2.12.16 R2.12.22 湯島3-25-10の建築基準法第12条5項に基づく建築工事施工計画報告書
一式

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

①個人印影、担当者、
②法人印影、コンクリー
ト配合報告書、コンク
リート打設計画図、工事
工程表、品質管理報告
書、構造設計標準仕
様、軸組図

02563 R2.12.16 R2.12.22 住所：湯島3-25-10
事業名称：（仮称）文京区湯島三丁目プロジェクト
紛争予防条例、ワンルーム条例、中高層指導要綱に関する全ての文書

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）、③犯罪予
防（第7条第4号）

①氏名、個人印
影、建築物番号、
②法人印影、③平
面図の住戸内部

02564 R2.12.17 R2.12.17 １　「確認記録」令和２年１１月～現在迄の分
２　所管課と指定管理者のメール一式・令和２年１１月～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）

個人氏名、メール
アドレス

02565 R2.12.17 R2.12.17 文京区議会の今後の議会運営に係る懇談会（第19期・第23回から第26
回まで）に関わる記録と資料

写しの交付 一部公開 区議会事務局 不存在（第12条
第2項）

今後の議会運営に
係る懇談会（第19
期・第26回）要点記
録

02566 R2.12.18 R2.12.18 文京区内の建築紛争において、成澤廣修区長が都市計画部各課と土木
部各課に対し、事業者に対してのみ事情を聞き、地元区民からは一切事
情を聞く必要なく、事業者の主張を右から左に鵜呑みにすることを指示し
た（あるいは命じた）記載のある文書、あるいはそのような区民差別を促
す発言が記載された庁議等の議事録等の文書（平成31年1月1日～情報
公開請求日まで）

写しの交付 非公開 都市計画課 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

02566 R2.12.18 R2.12.18 文京区内の建築紛争において、成澤廣修区長が都市計画部各課と土木
部各課に対し、事業者に対してのみ事情を聞き、地元区民からは一切事
情を聞く必要なく、事業者の主張を右から左に鵜呑みにすることを指示し
た（あるいは命じた）記載のある文書、あるいはそのような区民差別を促
す発言が記載された庁議等の議事録等の文書（平成31年1月1日～情報
公開請求日まで）

写しの交付 非公開 地域整備課 不存在（第12条
第2項）

02566 R2.12.18 R2.12.18 文京区内の建築紛争において、成澤廣修区長が都市計画部各課と土木
部各課に対し、事業者に対してのみ事情を聞き、地元区民からは一切事
情を聞く必要なく、事業者の主張を右から左に鵜呑みにすることを指示し
た（あるいは命じた）記載のある文書、あるいはそのような区民差別を促
す発言が記載された庁議等の議事録等の文書（平成31年1月1日～情報
公開請求日まで）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02566 R2.12.18 R2.12.18 文京区内の建築紛争において、成澤廣修区長が都市計画部各課と土木
部各課に対し、事業者に対してのみ事情を聞き、地元区民からは一切事
情を聞く必要なく、事業者の主張を右から左に鵜呑みにすることを指示し
た（あるいは命じた）記載のある文書、あるいはそのような区民差別を促
す発言が記載された庁議等の議事録等の文書（平成31年1月1日～情報
公開請求日まで）

写しの交付 非公開 建築指導課 不存在（第12条
第2項）

02566 R2.12.18 R2.12.18 文京区内の建築紛争において、成澤廣修区長が都市計画部各課と土木
部各課に対し、事業者に対してのみ事情を聞き、地元区民からは一切事
情を聞く必要なく、事業者の主張を右から左に鵜呑みにすることを指示し
た（あるいは命じた）記載のある文書、あるいはそのような区民差別を促
す発言が記載された庁議等の議事録等の文書（平成31年1月1日～情報
公開請求日まで）

写しの交付 非公開 管理課 不存在（第12条
第2項）

02566 R2.12.18 R2.12.18 文京区内の建築紛争において、成澤廣修区長が都市計画部各課と土木
部各課に対し、事業者に対してのみ事情を聞き、地元区民からは一切事
情を聞く必要なく、事業者の主張を右から左に鵜呑みにすることを指示し
た（あるいは命じた）記載のある文書、あるいはそのような区民差別を促
す発言が記載された庁議等の議事録等の文書（平成31年1月1日～情報
公開請求日まで）

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

02566 R2.12.18 R2.12.18 文京区内の建築紛争において、成澤廣修区長が都市計画部各課と土木
部各課に対し、事業者に対してのみ事情を聞き、地元区民からは一切事
情を聞く必要なく、事業者の主張を右から左に鵜呑みにすることを指示し
た（あるいは命じた）記載のある文書、あるいはそのような区民差別を促
す発言が記載された庁議等の議事録等の文書（平成31年1月1日～情報
公開請求日まで）

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

02567 R2.12.22 R2.12.22 一部公開決定（2020文都住第837号）された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」の「R2　12　7」で、横山産
業社員から「角地所有者とのやり取りについて説明を聞く」とあるところの
「説明」内容に関する記録文書（庁内各部課間における伝達・連絡や情報
共有メモ、メール等含む）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02568 R2.12.23 R2.12.23 東京都環境確保条例にかかる以下事業所の届出書（設置・変更・承継・
廃止）
※届出書の保存がない場合は台帳等データ
事業所：合資会社塩田クリーニング
所在地：大塚三丁目23-3
業種名：19洗濯施設
確認年月日：1993　4　15

写しの交付 公開 環境政策課

02569 R2.12.23 R2.12.23 以下クリーニング所の届出書（開設・変更・承継・廃止）
※届出書の保存がない場合は台帳等データ。但し個人上法を除く。
事業所：合資会社塩田クリーニング店
所在地：大塚三丁目23-3

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犯
罪予防（第7条第
4号）

①個人印影、従業
員情報、②施設平
面図

02570 R2.12.23 R3.1.5 旧元町小学校の整備と元町公園との一体的活用事業について
⑴2020年12月13日（日）に区民センター3-A会議室で開催された区民説
明会に関して議事録
⑵区と清水建設との協議資料
ボーリング調査等の工程表と工事内容詳細が分かる資料
⑶除却解体工事中における避難場所、投票所、町会等使用に支障がな
いことが分かる協議資料、それをどのように区が周知していくかが分かる
協議資料

写しの交付 一部公開 企画課 不存在（第12条
第2項）

ボーリング調査等の工
程表と工事内容詳細が
分かる資料、除却解体
工事中における避難場
所、投票所、町会等使
用に支障がないことが
分かる協議資料、それ
をどのように区が周知し
ていくかが分かる協議
資料

02571 R2.12.24 R2.12.24 情報システム委員会　議会のICT化推進についてが分かる全て 写しの交付 一部公開 情報政策課 行政運営情報
（第7条第6号）

所要経費、物件費、金
額換算効果表及び開発
経費の内訳書中の金額



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

02572 R2.12.25 R3.1.5 「情報公開請求（02-553）」において一部公開決定（2020文都住第837号）
された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「R2　12　11」以降、令和2年12月25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

02573 欠番
02574 R2.12.28 R2.12.28 「肥後細鵜川庭園」への廃掃法に基く「立入検査」に関する書類等一式

※検査実施時期、内容等の詳細が分かるものすべて
写しの交付 公開 リサイクル清掃

課

02575 R2.12.28 R2.12.28 令和2年12月17日付け「区民の声」に対する12月24日付け回答（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
あるところの、（１）事業者から聞いた「説明」の具体的中身、（２）「把握が
できた」とする「内容」の具体的中身が何であるか分かる記録あるいは文
書

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02576 R2.12.28 R2.12.28 最新の職員名簿 写しの交付 公開 職員課
02577 R3.1.4 R3.1.18 宮下公園再整備計画に関し、令和2年10月19日の第2回意見交換会以

降、令和2年12月末までにおける、「意見交換会ニュース」作成及び第3回
意見交換会開催に向けたみどり公園課職員と虹設計事務所社員間のや
り取りに関する記録文書（メール等含む）

写しの交付 一部公開 みどり公園課 個人情報（第7条
第2号）

氏名

02578 R3.1.4 R3.1.4 「（仮称）小日向2丁目マンション新築工事」を巡り、平成30年12月12日か
ら令和2年12月31日までの間で成澤廣修区長が都市計画部住環境課に
対し、事業者と地元区民との紛争に関しては事業者からの説明は常に真
実であって疑う必要がなく、当事者である地元区民から話を聴く必要はな
いと指示あるいは命令したり、仄めかしたりした発言（区報、庁議議事録
等含む）の記録

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02579 R3.1.4 R3.1.4 令和2年12月17日付「区民の声」に対する回答（2020文都住第855号）に
おいて、都市計画部住環境課が「角地所有者の意向を尊重した丁寧な対
応を行うよう指導いたしました」と書いたところの、「角地所有者の意向」な
るものが具体的にどのようなものであるか分かるメモや記録等の文書

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02580 R3.1.4 R3.1.4 令和２年６月１日付の職員名簿 写しの交付 公開 職員課
02581 R3.1.4 R3.1.7 文京区内の食品営業許可台帳（許可施設）一覧

期間：2020年12月31日時点で有効なもの全て（廃業を除く）
写しの交付 公開 生活衛生課

02582 R3.1.4 R3.1.4 令和2年12月21日付け「区民の声」に対する回答（2020文土管第1427号）
において、土木部管理課が「申請者に確認を行った」と書いて寄こしたと
ころの、土木部管理課が申請者に「確認」した具体的内容が分かるメモや
記録などの文書

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

02583 R3.1.5 R3.1.7 食品営業許可台帳の令和2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

02584 R3.1.5 R3.1.13 2020年12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

02585 R3.1.6 R3.1.7 2020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/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（廃止施設の場合、廃業年月日）、許可番号

写しの交付 公開 生活衛生課

02586 R3.1.6 R3.1.6 文京区監査委員が令和2年11月30日付で受け付けた住民監査請求の審
議に係る文書一式。
決裁文書、区長部局とやりとりした文書を含む。

写しの交付 一部公開 監査事務局 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）

①氏名、住所、メー
ルアドレス、郵便番
号、印影
②印影

02587 R3.1.7 R3.1.13 1　放射性物質測定の結果報告書
2　1の契約書、見積もり、請求書等一式
3　廃棄物処分の契約書、見積り、請求書、マニフェスト等一式
※林町小学校、誠之小学校の落葉溜め処分・令和２年３月頃実施

写しの交付 一部公開 学務課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）
③不存在（第12
条第2項）

①検査責任者、営
業担当者及び測定
者の氏名②印影

02588 R3.1.7 R3.1.7 （仮称）小石川二丁目計画新築工事（住居表示：文京区小石川2-5-5、以
下、「本件建築工事」といいます。）について事業者が周辺住民に配布し
た文書。
本件建築工事の延べ面積が13491　06平方メートルに変更されたことにつ
いて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に基づ
き提出を受けた文書。
各決裁文書等を含む。

写しの交付 公開 住環境課

02589 R3.1.7 R3.1.13 ⑴請求文書　食品営業許可施設一覧（食品関係営業に係る全業種）特殊
業態（移動、臨時、自動販売機等）を除く、飲食に関わる業種すべて
⑵　請求期間　2021年1月7日現在の有効な許可すべて
⑶　必要な情報項目　屋号、営業所所在地、営業所電話番号、営業の種
類、許可年月日

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

02590 R3.1.7 R3.1.18 1　令和2年12月1日～令和2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2年12月1日～令和2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

02591 R3.1.13 R3.1.26 令和2年12月24日に中立・公平・公正であるべき高橋征博都市計画部長
と有坂和彦住環境課長が、横山産業の手先として「（仮称）小日向2丁目
マンション」（小日向二丁目175番地）の建設地隣接住民に同社に代わっ
て「マンション事業に対する弊社の考え方」を配布した（１）経緯、（２）地方
公務員が同社の営業の片棒を担ぐことができる法令的・手続き的根拠が
記された文書、（３）庁内における指示・命令、稟議、起案書等の文書

写しの交付 一部公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02592 R3.1.13 R3.1.26 令和2年12月24日に中立・公平・公正であるべき高橋征博都市計画部長
と有坂和彦住環境課長が、横山産業の手先として「（仮称）小日向2丁目
マンション」（小日向二丁目175番地）の建設地隣接住民に対し、同社に代
わってマンション完成予想模型の画像を配布した（１）経緯、（２）地方公務
員が同社の営業の片棒を担ぐことができる法令的・手続き的根拠が記さ
れた文書、（３）庁内における指示・命令、稟議、起案書等の文書

写しの交付 一部公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02593 R3.1.13 R3.1.26 中立・公平・公正であるべき文京区都市計画部長と住環境課長が、本来
は事業者が責任をもって説明し、隣接住民の理解を求めるべき「境界塀
越境是正について」「工事に当たっての近隣住民等への配慮について」の
文書を、横山産業の手先として「（仮称）小日向2丁目マンション」（小日向
二丁目175番地）の建設地隣接住民に対し、同社に代わって配布した（１）
経緯、（２）地方公務員が同社の営業の片棒を担ぐことができる法令的・
手続き的根拠が記された文書、（３）庁内における指示・命令、稟議、起案
書等の文書

写しの交付 一部公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02594 R3.1.13 R3.1.26 文京区都市計画部長及び有坂和彦住環境課長が「（仮称）小日向2丁目
マンション」（小日向二丁目175番地）を巡り、横山産業や福子工務店の事
業者らによる「マンション事業に対する弊社の考え方」や「マンション完成
予想模型の画像」「境界塀越境是正について」「工事に当たっての近隣住
民等への配慮について」をいつ誰から誰がどのような経緯で入手したの
かが分かる記録や文書一式

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

02595 R3.1.13 R3.1.13 環境確保条例に基づく工場台帳一覧
設置認可日及び廃止届日
①吉本製本所　白山１－２－１０　②(有)光鈴堂第一工場　白山１－３－６
③(有)光鈴堂第第二工場　白山１－３－６　④長島製作所　白山１－５－
１　⑤(有)仲沢製本所　白山１－５－１　⑥東京製版印刷(株)　白山１－５
－１　⑦浦商印刷(株)　白山１－５－１　⑧文研工業(株)　白山１－５－１９
⑨日美印刷(株)　白山１－５－１９

写しの交付 公開 環境政策課

02596 R3.1.13 R3.1.26 10月以降の感染症対応の保健師等の増員の内容について
10月以降の感染症対応の保健師の残業時間について

写しの交付 一部公開 予防対策課 個人情報（第7条
第2号）

職員番号、出勤整
理欄

02597 R3.1.13 R3.1.13 東京都環境確保条例に基づく工場の届出書類一式
事業所　有限会社三春印刷
所在地　本郷4-16-8

写しの交付 公開 環境政策課

02598 R3.1.14 R3.1.20 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：R２年９月１日～R２年12月31日新規分

写しの交付 公開 生活衛生課

02599 R3.1.14 R3.1.20 平成28年度から令和２年度まで過去５年間の生活困窮者自立相談支援
事業及び被保護者就労支援事業のうち「就労支援」に関する事業につい
ての文書
①委託先ごとの契約額（及び人件費などの内訳）
②委託契約の内容が分かる文書
③委託先の活動実績が分かる文書ｘ
※年計又は月ごとの数値が記載されたもの。個人情報が記載された個票
は不要。

写しの交付 一部公開 生活福祉課 不存在（第12条
第2項）

02600 R3.1.15 R3.1.15 リサイクル報奨金　過去5年間分　本郷4丁目21自治会 写しの交付 公開 リサイクル清掃
課

02601 R3.1.15 R3.1.15 文京区地域福祉保健計画中間まとめについての区民意見全部 写しの交付 公開 福祉政策課

02602 R3.1.15 R3.1.20 審査請求（令和2年度第32号事件）における処分庁の弁明書（2020文土
管第1404号）第3の2の(4)のイで「本件区道では、交通安全対策として道
路の片側又は両側に車両と歩行者の通行位置の目安とする白線が設置
されている」と主張するところの、このような「白線」を区において設置でき
る法令的・手続き的根拠を示した文書

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

02603 R3.1.15 R3.1.20 審査請求（令和2年度第32号事件）における処分庁の弁明書（2020文土
管第1404号）第3の2の(4)のイで「本件区道では（中略）、車両制限令第12
条の規定による通行認定を行う際は、白線の中心から路端までの0　5～
1　0m程度を路肩とみなしている」と主張するところの、文京区において通
行認定の際に「白線の中心から路端までの0　5～1　0m程度を路肩とみ
な」すと定めた法令的・手続き的根拠を示した文書

写しの交付 公開 管理課

02604 R3.1.18 R3.1.25 「情報公開請求（02-572）」において一部公開決定（2020文都住第880号）
された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「R2　12　25」以降、令和3年1月17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

02605 R3.1.18 R3.1.18 １　「肥後細川庭園」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」
※令和２年１２月１１日実施・廃掃法１９条に基づく立入検査に対して提出

写しの交付 一部公開 リサイクル清掃
課

①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）

①立会者名②印影

02606 R3.1.18 R3.1.25 春日・後楽園駅前地区第一種市街地再開発事業において文京区道の上
部に建築物が造られることについて文京区の許可に係る文書一式。
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）

法人担当者の氏名

02606 R3.1.18 R3.1.26 春日・後楽園駅前地区第一種市街地再開発事業において文京区道の上
部に建築物が造られることについて文京区の許可に係る文書一式。
決裁文書等を含む。

写しの交付 一部公開 管理課 個人情報（第7条
第2号）

発起人氏名、住所
及び印影

02606 R3.1.18 R3.1.29 春日・後楽園駅前地区第一種市街地再開発事業において文京区道の上
部に建築物が造られることについて文京区の許可に係る文書一式。
決裁文書等を含む。

写しの交付 一部公開 地域整備課 個人情報（第7条
第2号）

住所、氏名及び印
影

02607 R3.1.18 R3.1.18 ⑴　（仮称）小石川二丁目計画新築工事（建築敷地：文京区小石川2-5-5
（住居表示）以下「本件マンション工事」という。）のカタピラ付工事車両の
搬出（下記写真）に係る文書。決裁文書等を含む。
⑵　⑴記載のカタピラ付工事車両が昨年11月に国道と文京区道を通行し
たことについて、本件マンション工事の対応が分かる文書。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氏名②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

02608 R3.1.20 R3.1.20 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
る認可日及び廃止日
①大西畳店　　　水道２－１－６
②藤本綜合印刷(株)　　水道２－１－８
③(株)ル・アートワタナベ工場　　水道２－１－８ウィステリア文京2,4,5階
④石岡製版　　水道２－１－８
⑤ (株)皐月プロセス　　 水道２－１－８
⑥ (有)朝香工務店　　水道２－１－１０
⑦ (有)殖産堂　　水道２－４－２
⑧ (株)ジービーワン　　水道２－４－１１
⑨慶昌堂印刷(株)　　水道２－４－２６
⑩二光印刷(株)　　 水道２－４－２８
東京都環境確保条例に基づく指定作業場台帳一覧のうち、下記の事業
場における設置日及び廃止日
① (株)太洋社　　               水道２－４－５

写しの交付 公開 環境政策課

02609 R3.1.21 R3.1.25 １　「肥後細川庭園」指定管理者代表企業「公園財団」と構成企業「西武
造園」との管理運営に関する会議、打合せ等の「議事録」、「確認記録」等
一式。
２　「目白台運動公園」指定管理者代表企業「公園財団」と構成企業「日
本体育施設」との管理運営に関する会議、打合せ等の「議事録」、「確認
記録」等一式。
※指定管理全期間

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

02610 R3.1.22 R3.1.22 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
平成23年度第550号に関する台帳

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

02611 R3.1.25 R3.3.3 情報公開処分の審査請求の処分庁による弁明書（2020文都住第810号）
8頁の第3の3(4)のアにおいて、処分庁が「同年12月12日に、任意で説明
会（以下「第1回説明会」という。）を開催した」と記載があるところの「第1
回説明会」が「任意」であったことが事実であることを裏付ける根拠となる
法令的・手続き的等の文書（条例・要綱等の場合は正式名称と条項号の
対象行政情報の提供で構わない）

写しの交付 公開 住環境課

02612 R3.1.25 R3.1.25 令和3年1月15日に選定された文京区自転車活用推進計画等策定支援
業務委託に係る参加各社の各評価基準項目に対する選考結果内容

写しの交付 一部公開 管理課 法人情報（第7条
第3号）

選定されなかった
団体名

02613 R3.1.25 R3.2.4 2020年9月1日から2020年12月31日までに付定のあった新築届及び住居
表示台帳（個人情報を除く）

写しの交付 一部公開 区民課 個人情報（第7条
第2号）

所有者・管理・占有者氏
名、住所
申請者氏名、住所、電
話番号



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

02614 R3.1.26 R3.1.26 認可保育園指導検査文書一式　令和２年度 写しの交付 一部公開 幼児保育課 ①法人情報（第7
条第3号）②行政
運営情報（第7条
第6号）

①設置者名②検査
対象施設名

02615 R3.1.26 R3.1.27 幼小中PTA要望書と回答一式 写しの交付 一部公開 広報課 個人情報（第7条
第2号）

氏名等個人を特定
しうる情報

02616 R3.1.27 R3.1.28 元町公園再整備に伴う設計事務所への委託の内容（仕様書）
基本設計・実施設計の区の委託への区の意向について（仕様書）

写しの交付 公開 みどり公園課

02617 R3.1.27 R3.2.1 喫茶店営業（全業態）の直近５年間のデータ
項目：営業所の屋号、所在地、電話番号、申請者氏名（法人の場合は代
表者氏名、会社の所在地、会社の電話番号）、業種、業態

写しの交付 公開 生活衛生課

02618 R3.1.27 R3.1.29 学校環境衛生基準に基づく調査結果2019年度分
根津小、汐見小、誠之小、千駄木小、駒本小、第八中、第六中、文林中

写しの交付 一部公開 学務課 不存在（第12条
第2項）

02619 R3.1.27 R3.2.5 １　令和元年６月１３日付・タクシー代（新宿中央公園打合せ）・摘要129-1
２　令和元年６月２１日付・令和元年度自治会町会費支払・摘要159-１
３　令和元年９月　８日付・祭礼奉納金支払・摘要854-1
上記１～３の支出伝票、領収書等一式

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印影②印影

02620 R3.1.28 R3.2.5 １　「肥後細川庭園」指定管理者が所管課に提出をした。
　　リサイクル清掃課の廃掃法違反の立入検査についての報告書。
２　令和2年12月「月次報告書」１の立入検査についての記載部分

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職員の氏名②印
影③不存在（第12
条第2項）

02621 R3.1.28 R3.1.28 処分庁の弁明書（2020文土道第1690号）の第3の2の(1)において「処分庁
では、交通安全対策の一つとして、カラー舗装、凹凸あり、破線等法令に
規定のない道路へのペイントを実施する場合がある」と書いてあるところ
の、文京区がそれらを「実施」できる法令的・手続き的な合理的裏付けが
記載された文書（※公開文書の場合は正式名称と条項号の対象行政情
報の提供で構わない）

写しの交付 非公開 道路課 不存在（第12条
第2項）

02622 R3.1.28 R3.1.28 処分庁の弁明書（2020文土道第1690号）の第3の2の(1)において「処分庁
では、交通安全対策の一つとして、カラー舗装、凹凸あり、破線等法令に
規定のない道路へのペイントを実施する場合がある」と書いてあるところ
の、「等」の中に区画線と外観上全く同じ白色の実線も含まれることを法
令的・手続き的に裏付ける記載がされた文書（※公開文書の場合は正式
名称と条項号の対象行政情報の提供で構わない）

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

02623 R3.1.28 R3.1.28 処分庁の弁明書（2020文土道第1690号）の第3の2の(1)において「一方
で、（中略）道路管理者の行う交通安全対策として、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」と書いてあるところ
の、文京区においていかに「必要」性を判断し、いかなる庁内手続きにお
いて「設置」することができるか等、法令的・手続き的な合理的裏付けが
記載された文書（※公開文書の場合は正式名称と条項号の対象行政情
報の提供で構わない）

写しの交付 非公開 道路課 不存在（第12条
第2項）

02624 R3.1.29 R3.1.29 東京都文京区小日向〇-○-○　○○宅
建設リサイクル法に基づく届出書一式

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住所、氏名、電
話番号、電話番号
②印影

02625 R3.1.29 R3.1.29 東京都環境確保条例に基づく適正管理化学物質の使用量等報告書一式
事業所名：穴水(株)
住所：文京区本駒込5丁目72-10

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メールア
ドレス、印影

02626 R3.1.29 R3.2.2 令和３年１月29日時点において開局している「文京区内の薬局」の一覧
（①施設名②施設所在地③電話番号④開設者⑤許可番号⑥許可開始日
⑦許可終了日⑧取り扱う医薬品区分（要指導医薬品、第一類医薬品））

写しの交付 公開 生活衛生課

02627 R3.1.29 R3.1.29 平成22年度私道下水施設工事図面（文京区千石二丁目14～13番先） 写しの交付 一部公開 道路課 個人情報（第7条
第2号）

氏名、住所、連絡
先

02628 R3.1.29 R3.2.4 学校環境衛生基準に基づく調査結果のうち空気検査の結果
2019年度分
※根津小、汐見小、誠之小、千駄木小、駒本小、第八中、第六中、文林
中以外の小中学校の分すべて

写しの交付 公開 学務課

02629 R3.1.29 R3.2.4 学校環境衛生基準以外の法令に基づいて
学校の衛生検査を行った記録のうち
空気検査の結果すべて

写しの交付 一部公開 学務課 個人情報（第7条
第2号）

実施者氏名、補助者氏
名、管理技術者氏名、
測定者氏名

02630 R3.2.1 R3.2.3 食品営業許可台帳の令和3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

02631 取下げ
02632 取下げ



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

02633 R3.2.1 R3.2.3 2021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/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（廃止施設の場合、廃業年月日）、許可番号

写しの交付 公開 生活衛生課

02634 R3.2.2 R3.2.2 「肥後細川庭園、「目白台運動公園」指定管理者の共同企業体協定書第
８条（運営委員会）の運営委員会の開催日時の疎明資料、議事録等一式

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

02635 R3.2.2 R3.2.15 文京区発注公共工事24件の金入り設計書、特記仕様書及び諸経費計算
書（共通費算定書）

写しの交付 公開 道路課

02635 R3.2.2 R3.2.9 文京区発注公共工事24件の金入り設計書、特記仕様書及び諸経費計算
書（共通費算定書）

写しの交付 一部公開 みどり公園課 行政運営情報
（第7条第6号）

見積価格の取扱い
に関する箇所

02635 R3.2.2 R3.2.15 文京区発注公共工事24件の金入り設計書、特記仕様書及び諸経費計算
書（共通費算定書）

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

02635 R3.2.2 R3.2.15 文京区発注公共工事24件の金入り設計書、特記仕様書及び諸経費計算
書（共通費算定書）

写しの交付 一部公開 保全技術課 ①個人情報（第7
条第2号）、②不
存在（第12条第2
項）

①設計者印影、②文京
シビックセンターアス
ファルト塗装工事の諸
経費計算書（共通費算
定書）

02635 R3.2.2 R3.2.16 文京区発注公共工事24件の金入り設計書、特記仕様書及び諸経費計算
書（共通費算定書）

写しの交付 一部公開 学務課 ①法人情報（第7
条第3号）、②不
存在（第12条第2
項）

①法人印影、②共
通費算定書

02636 R3.2.3 R3.2.4 １　令和2年5月26日付「公開請求02-071」の供覧書。
２　１の「情報公開決定書」

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）

個人氏名、郵便番
号、住所、電話番
号に関する内容

02637 R3.2.3 R3.2.4 区内の医科・歯科の診療所一覧をExcelデータでお願いします。
記載項目は以下の通りです。
・診療所名　・郵便番号　・住所　・電話番号　・FAX番号
・診療科目　・開設者　・管理者　・設立年月日

写しの交付 一部公開 生活衛生課 不存在（第12条
第2項）

FAX番号

02638 R3.2.4 R3.2.10 １　「目白台運動公園」指定管理者・施設長、副施設長の配置、変更届
２　「肥後細川庭園」指定管理者・施設長、副施設長の配置、変更届
指定管理業務開始時から現在迄の分

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変更理由及び後
任者略歴、②法人
印影

02639 R3.2.4 R3.2.5 東京都環境確保条例に基づく工場廃止届出書
事業者名：山元印刷工場
住所：文京区小石川2-25-3

写しの交付 一部公開 環境政策課 個人情報（第7条
第2号）

届出者印影



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

02640 R3.2.4 R3.2.10 1　令和3年1月1日～令和3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3年1月1日～令和3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

02641 R3.2.4 R3.2.9 令和2年12月1日から令和3年1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

02642 R3.2.5 R3.2.5 住所：湯島3-25-10　事業主：㈱神和技研
中高層指導要綱第20条・第23条に関する全ての文書

写しの交付 一部公開 住環境課 犯罪予防（第7条
第4号）

平面図の住戸内部

02643 R3.2.5 R3.2.5 上富坂教会（文京区小石川2-17-33）南東角（特別区道文第818号と同第
234号の交差部分の角）の区道にペイントされた白線が直線から曲線に
変更された経緯等に関する文書一式

写しの交付 公開 道路課

02644 R3.2.5 R3.2.5 （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）に伴
い、福子工務店が工事車両を通行させるに当たり、「通行認定」の申請に
おいて「目的地1」となっている場所の「目的」とは何かが具体的に分かる
文書

写しの交付 非公開 管理課 不存在（第12条
第2項）

02645 R3.2.5 R3.2.5 （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）に伴
い、福子工務店が工事車両を通行させるに当たり、同社が「通行認定」の
申請書において「目的地1」の場所が分かる文書

写しの交付 公開 管理課

02646 R3.2.8 R3.2.22 「情報公開請求（02-604）」において一部公開決定（2020文都住第943号）
された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「R3　1　15」以降、令和3年2月7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

02647 R3.2.8 R3.3.31 （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、（1)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
行われるに至った経緯が分かる文書（※区と地元区民、区と事業者のや
り取りの記録含む）、(2)話し合いの内容を記録した文書

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行
政運営情報（第7
条第6号）

①氏名、メールアドレ
ス、職業、勤務先郵便
番号、勤務先住所、勤
務先会社名、勤務先電
話番号、勤務先FAX番
号、勤務先URL、②職
員個人メールアドレス、
議事内容



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

02648 R3.2.8 R3.3.31 （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、（1)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、2月7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 公開 住環境課

02649 R3.2.8 R3.2.8 令和2年12月16日から令和3年1月8日にわたる「区民の声」への回答状況 写しの交付 一部公開 広報課 個人情報（第7条
第2号）

氏名等個人を特定
しうる情報

02650 R3.2.8 R3.2.8 目白台運動公園整備工事（一期）
施設平面図-3、施設詳細図-9

写しの交付 公開 みどり公園課

02651 R3.2.8 R3.2.8 文京区の白図 写しの交付 公開 管理課
02652 R3.2.8 R3.2.8 特定建設作業実施届出　一式

建築主：伸和技研
住居表示：文京区千石4-9-11
①（新築）仮称千石4丁目プロジェクト新築工事（騒音）
②（解体）千石4丁目既存建物解体工事（騒音・振動）

写しの交付 一部公開 環境政策課 個人情報（第7条
第2号）

届出者印影、現場
担当者名、携帯電
話番号

02653 R3.2.8 R3.2.8 建築リサイクル法届出一式
建築主：伸和技研
仮称千石4丁目プロジェクト新築工事
（新築）千石4-9-11
（解体）千石4丁目既存建物解体工事

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担当者の電話番
号、住戸内、②法
人印影

02654 R3.2.8 R3.2.8 仮称千石4丁目プロジェクト新築工事　千石4-9-11
建築主：伸和技研
施工者：内野建設
①ワンルーム条例、中高層紛争予防条例標識設置届一式
②説明会等報告書一式
③ワンルーム条例計画概要書（3枚）
④ワンルーム・中高層指導要項の協議事項（決裁分含む。）

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

①個人名、建築物
番号、②法人印影

02655 R3.2.8 R3.2.16 令和2年9月15日以降に調剤薬局または店舗販売業から保健所に提出さ
れた変更届（変更届書）およびその添付書類のうち「○○○○」という文
字列を含むものを、添付書類も含めて開示してください。

写しの交付 非公開 生活衛生課 不存在（第12条
第2項）

02656 R3.2.8 R3.2.8 （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、事業者（横山産業／福子工務店）の工事車両の「通行認定」申請にお
いて、「目的地1」なる場所が特別区道文第161号と第163号の交差点角の
「本件私有地」の三角形をした「隅切り部」であることを裏付ける証拠とな
る文書

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

02657 R3.2.8 R3.2.8 弁明書（2020文土管第1538号）第3の3の(4)イ及びウの処分庁の主張を
前提に、「片側車輪でも道路区域」外に進入する場合、もう片側車輪が
「道路区域」内を通行し、かつ路肩をどれだけ踏んで通行しても、車両制
限令の対象外あるいは「通行認定」の審査対象外となる法令的・手続き
的・参酌・忖度すべき等の根拠等が記された文書

写しの交付 非公開 管理課 不存在（第12条
第2項）

02658 R3.2.8 R3.2.8 令和2年度12月16日から令和3年1月8日にわたる「区民の声」への回答状
況

写しの交付 非公開 教育指導課 不存在（第12条
第2項）

02659 R3.2.9 R3.2.15 １　みどり公園課作成「確認記録」令和３年１月１日～現在迄の分
２　「肥後細川庭園」、「目白台運動公園」、「公園財団」と所管課職員との
メール。
令和２年１０月～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

02660 R3.2.9 R3.2.10 ①街路灯改修工事（その2）（令和2年度）
②街路灯改修工事（その4）（令和2年度）
③街路灯及び保安灯改修工事（令和2年度）
以上3件の施工体系図、下請負者一覧表

写しの交付 一部公開 道路課 個人情報（第7条
第2号）

現場責任者の氏名

02660 R3.2.9 R3.2.9 公園灯等改修工事（令和2年度）の施工体系図、下請負者一覧表につい
て

写しの交付 公開 みどり公園課

02661 R3.2.9 R3.2.9 情報公開請求（受付番号02－643）にて公開決定（2020文土道第1900号）
された「指示書」の「指示事項」において「復旧された白線が施工前と異
なっているため」と記載があるところの、この「白線」が区画線であるかそう
でないかが分かる記録や文書

写しの交付 非公開 道路課 不存在（第12条
第2項）

02662 R3.2.10 R3.2.16 令和3年度当初予算に至る予算編成過程が分かるものすべて 写しの交付 公開 財政課

02663 R3.2.12 R3.2.12 令和2年度に実施した監査に伴う資料一式 写しの交付 公開 監査事務局

02664 R3.2.15 R3.2.15 処分庁による弁明書(2)（2020文都住第956号）の2頁29行目で「住民から
処分庁へ直接寄せられた住民の要望」なる「要望」の具体的内容が分か
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、建築物番号

02665 R3.2.15 R3.2.15 請求者が開示請求を行った令和２年１１月１１日付情報公開手続きに対し
て指定管理者代表企業「公園財団」が区に対して文書提供を拒み，再延
長となりその時点で区（所管課）に対して，請求文書を一枚も提供をしな
かった事実について所管課に対して提出をした弁明書、顛末書一式

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

02666 R3.2.16 R3.2.22 令和2年7月31日に行われた「特定保健指導業務委託」事業者選定委員
会の議事録及び添付資料の全て及び令和2年8月21日に行われた「特定
保健指導業務委託」第二次審査の議事録及び評価結果に関する資料全
て

写しの交付 一部公開 健康推進課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）

①担当者氏名、②
選定事業者以外法
人名その他法人が
特定される情報



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

02667 R3.2.16 R3.2.16 以下の文京区児童相談所移管検討委員会の資料と記録
1　令和2年度第1回（令和2年8月4日）
2　令和2年度第2回（令和3年1月19日）

写しの交付 一部公開 子ども家庭支援
センター

審議、検討又は
協議に関する情
報（第7条第5号）

第2回の会議要旨
の一部

02668 R3.2.17 R3.2.17 2019文総契第509号（令和２年２月１０日）「令和２年度自動車任意保険見
積りについて（依頼）」における各保険会社（および代理店）ごとの見積り
金額の結果（令和２年３月３日（火）午後５時まで見積り提出期限分）

写しの交付 公開 契約管財課

02669 R3.2.17 R3.2.17 行政境界の確認できる図書
対象地：豊島区巣鴨一丁目115番22、文京区本駒込六丁目415番

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測量士名、②法
人陰影

02670 R3.2.17 R3.3.3 「文京区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整及び開発事業の
周知に関する条例施行規則」第九条第1項二において、「説明会」が「任
意」であるとする手続き的規定あるいは基準、合理的解釈等を記した文
書

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02671 R3.2.17 R3.3.3 「文京区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整及び開発事業の
周知に関する条例・同条例施行規則」第九条第1項二において、「説明会
の開催、戸別訪問その他の方法」とあるところの「その他の方法」につい
ての規定や具体的な方法等に関する説明した記録や文書

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02672 R3.2.18 R3.2.18 令和2年1月以降に開催した文京区子どもの貧困対策庁内連絡会の資料
と記録（インターネット上で誰でも閲覧できる環境にあるもの及び冊子とし
て一般的に公開されているものを除く。）

写しの交付 公開 子育て支援課

02673 R3.2.19 R3.2.19 直近の学校図書館　各校の蔵書数 写しの交付 公開 学務課

02674 R3.2.22 R3.2.24 「区民の声」に対する回答（2020文土管第1540号）において、土木部管理
課が「車両を通行させようとする者から」「その理由を確認したものです」と
あるところの、管理課が「車両を通行させようとする者から」「確認した」
「理由」が何であるかが分かる記録や文書等

写しの交付 非公開 管理課 不存在（第12条
第2項）

02675 R3.2.22 R3.3.8 「区民の声」の回答（2020文都住第989号）において、「現状、住民と事業
者が直接話し合うことが困難であることから」と記載があるところ、区にお
いて「現状、住民と事業者が直接話し合うことが困難であること」が事実で
あると判断した裏付け根拠となる記録・文書等

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02676 R3.2.22 R3.3.31 「区民の声」の回答（2020文都住第987号）において、「住民の方が気にか
けていることを少しでも払拭できればという思いから行った」と書いてある
ところの、区において把握した「住民の方が気にかけていること」なるもの
が何であるかが具体的に分かる記録・文書等

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

02677 R3.2.22 R3.3.8 「区民の声」への回答（2020文都住第876号）において、(1)「事業者に確認
した内容」を示す記録や文書等、(2)「区から具体的な内容の開示はいた
しません」と書いたところの、区において「具体的な内容の開示」をしなくて
いいとする法令的・手続き的な合理的裏付け根拠を示した文書等（※公
開されている法令条例等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 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02678 R3.2.22 R3.3.8 「区民の声」への回答（2020文都住第939号）において、「車両の前に立
ち、要求をのまなければ退かないという行為は車両通行の阻止行為であ
ると思われます」と記載したところの、区において地元区民らが「車両の前
に立ち、要求をのまなければ退かないという行為」が事実としてあったと
認識した裏付け根拠になり得る記録や文書等

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02679 R3.2.22 R3.3.8 「区民の声」への回答（2020文都住第939号）において、「大塚警察署か
ら、住民らの車両通行の阻止行為は違法行為に当たるので、住民代表に
やめるよう注意したということを聞いております」と記載したところの、区が
大塚警察署から「聞い」たことが事実であることを裏付ける証拠となり得る
記録や文書等

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02680 R3.2.22 R3.3.8 「区民の声」に対する回答（2020文都住第957号）において、「近隣住民か
ら事業者に宛てた文書についても確認しております」とし、「そこには工事
車両の運行が違法であるため、違法行為を阻止する行動を行う旨が記載
されていました」と書いてあるところの、「違法行為を阻止する行動を行う
旨が記載されてい」た「事業者に宛てた文書」

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02681 R3.2.22 R3.3.8 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「R3　2　7」以降、令和3年2月21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

02682 R3.2.22 R3.3.31 （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、2月8日から21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 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氏名、メールアドレ
ス、職業、勤務先郵便
番号、勤務先住所、勤
務先会社名、勤務先電
話番号、勤務先FAX番
号、勤務先URL、②職
員個人メールアドレス

02683 R3.2.22 R3.2.24 2020文総総第1451号令和3年2月18日付通知文 写しの交付 一部公開 総務課 個人情報（第7条
第2号）

個人氏名

02684 R3.2.22 R3.3.2 2020文総総第1451号令和3年2月18日付文書に関する起案文書一式 写しの交付 一部公開 総務課 個人情報（第7条
第2号）

個人氏名、住所、電
話番号、裁判事件番
号、主義・主張等



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

02685 R3.2.22 R3.3.5 文京区小日向2丁目関東財務局小日向住宅の土地について
平成27年5月　文京区が関東財務局に提出した要望書
平成28年4月　定期借地スキームになって出し直した要望書
その後、区で活用検討した経過の全て

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区民氏名、住
所、電話番号、②
打合せ記録の議事
概要、主な見解

02686 R3.2.24 R3.3.1 件名：給食施設の一覧（許可および届出）
対象施設：病院、老人福祉施設、学校、保育園、事業所、工場、寮、等の
集団給食施設（廃業した施設は除く）
開示を希望する項目：営業所名称または屋号、営業所所在地、営業所電
話番号、営業者氏名、営業者住所、代表者名、業種、最新の許可年月
日、最新の有効期限

写しの交付 公開 生活衛生課

02687 R3.2.24 R3.3.8 ●2015年度
・文京区本駒込南交流館解体その他改修工事
●2016年度
・旧向丘地域活動センター外１施設解体工事
・水道交流館（水道職員住宅）解体工事
・旧国家公務員春日町宿舎解体工事
・旧国家公務員戦国宿舎解体工事
●2017年度
・文京区立誠之小学校校舎解体工事
・音羽地域活動センター解体工事
・旧国家公務員小石川住宅解体工事
●2019年度
・旧国家公務員研修センター解体工事

上記工事における、積算内訳書・諸経費計算書の情報提供をご依頼申し
上げます。

写しの交付 一部公開 整備技術課 不存在（第12条
第2項）

一部工事に関する
諸経費計算書

02688 R3.2.24 R3.2.26 令和2年度学校（園）給食調理業務委託プロポーザルにおける業者選定
に係る資料一式

写しの交付 一部公開 学務課 法人情報（第7条
第3号）

選定事業者以外の事業
者名、評価の着眼点、
提案書の事業運営上保
護されると認められる情
報

02689 R3.2.25 R3.2.25 令和3年2月18日付2020文総総第1451号「2021年2月9日付け及び同月15
日のお問合せについて（回答）」

写しの交付 一部公開 総務課 個人情報（第7条
第2号）

個人氏名

02690 R3.2.25 R3.2.25 2020文総総第1451号　令和3年2月18日付 写しの交付 一部公開 総務課 個人情報（第7条
第2号）

個人氏名



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

02691 R3.2.26 R3.3.9 請求者が開示請求を行った令和2年11月11日付情報公開手続きに対して
・「目白台運動公園」「わんわん広場」複数頭利用試験運用の申請書一式
・複数頭利用の利用者要望確認の為の懇親会議事録
・試験運用結果報告書一式

写しの交付 一部公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）

「目白台運動公園」
「わんわん広場」複
数頭利用試験運用
の申請書一式、試
験運用結果報告書
一式

02692 R3.2.26 R3.3.9 令和3年2月5日に入札／開札された「公園再整備工事（文京区立西片公
園）」の工事積算資料（内訳書及び代価表）、設計書

写しの交付 一部公開 みどり公園課 行政運営情報
（第7条第6号）

見積価格の取扱い
に関する箇所

02693 R3.2.26 R3.2.26 令和2年度学校給食調理業務委託（全校分）
令和2年度学校給食調理業務委託における提案書（1グループ）

写しの交付 一部公開 学務課 法人情報（第7条
第3号）

選定事業者以外の
事業者名

02694 R3.3.1 R3.3.1 文京区　面会交流に関する回答文書　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020文
総総第1451号

写しの交付 一部公開 総務課 個人情報（第7条
第2号）

個人氏名

02695 R3.3.1 R3.3.4 御茶ノ水ファミリークリニックのX線装置が備え付けられた年月日 写しの交付 公開 生活衛生課
02696 R3.3.1 R3.3.4 食品営業許可台帳の令和3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

02697 R3.3.2 R3.3.4 2021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

02698 R3.3.2 R3.3.2 土地境界図　区堺20-45 写しの交付 一部公開 管理課 ①個人情報（第7
条第2号）、②法
人情報（第7条第
3号）

①個人情報、②法
人印影

02699 R3.3.3 R3.3.17 １ 公開請求に係る行政情報の件名又は内容 １　「肥後細川庭園」指定管
理者の所長、副所長の勤怠管理簿等一式
(残業時間を把握出来るモノ）
２　「目白台運動公園」指定管理者の所長、副所長の勤怠管理簿等一式
（残業時間を把握出来るモノ）
３　「目白台運動公園」、「肥後細川庭園」の雇用契約書、労働条件通知
書等一式
１、２については，過去5年分

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

02700 R3.3.5 R3.3.5 　2020　文総務第1451号　令和3年２月18日
文京区総務部総務課長　久保　孝之
文京区総務部副参事（法務担当）　山田　智
「2021年２月９日付け及び同日15日のお問合せについて（回答）

写しの交付 一部公開 総務課 個人情報（第7条
第2号）

個人氏名

02701 R3.3.5 R3.3.10 1　令和３年２月1日～令和３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３年２月1日～令和３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 生活衛生課

02702 R3.3.5 R3.3.9 令和2年度第二四半期の文京区議会
・政務活動費現金出納簿（別記様式第７号（第８条関係））
・政務活動費収支状況報告書（別記様式第１号（第８条関係））
全会派分

写しの交付 公開 区議会事務局

02703 R3.3.8 R3.3.8 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

02704 R3.3.8 R3.3.8 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 ①法人情報（第7
条第3号）②個人
情報（第７条第２
号）

①法人印影　②申
請者氏名、立会者
氏名、連絡先

02705 R3.3.8 R3.3.22 監査のため文京区教育委員会の各課が準備した資料一式（令和元年度
および令和2年度）。
決裁文書等を含む。

写しの交付 公開 教育総務課

02705 R3.3.8 R3.3.22 監査のため文京区教育委員会の各課が準備した資料一式（令和元年度
および令和2年度）。
決裁文書等を含む。

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

①施設使用におけ
る代表者氏名②協
定書における印影

02705 R3.3.8 R3.3.22 監査のため文京区教育委員会の各課が準備した資料一式（令和元年度
および令和2年度）。
決裁文書等を含む。

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）

基本協定書等にお
ける、指定管理者
の印影

02706 R3.3.8 R3.3.9 令和元年4月から令和3年3月8日までに区長に提出された予算要望、そ
の他要望書（議会・各種団体）

写しの交付 一部公開 広報課 個人情報（第7条
第2号）

氏名、住所、電話
番号、年齢、メール
アドレス、その他個
人を特定しうる情報



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

02707 R3.3.8 R3.3.10 令和3年度、区立小中学校各校の児童・生徒の予測と、予測に向けて
使った資料一式

写しの交付 公開 学務課

02708 R3.3.8 R3.3.12 子ども子育て支援法に基づく保育施設等に対する指導検査結果通知書
（令和元年10月2日以降実施～令和3年3月8日決定分）

写しの交付 一部公開 幼児保育課 ①法人情報（第7
条第3号）②行政
運営情報（第7条
第6号）

①②指導検査結果
通知書中・検査対
象施設名、設置者
名

02709 R3.3.9 R3.3.15 (1)飲食事業者の営業許可更新リスト（2021年４月１日～２０２２年４月３０
日）（２）令和２年３月１日から令和３年３月９日の間に新規に飲食店の営
業許可を受けた事業者のリスト（３）令和２年３月１日から令和３年３月９
日の間に廃業した飲食店営業者リスト（４）令和２年３月１日から令和３年
３月９日の間に新規に大量（給食）施設の営業許可を得た事業者及び届
け出た事業者のリスト

写しの交付 公開 生活衛生課

02710 R3.3.9 R3.3.9 2020文総務第1451号　令和3年2月18日　文京区総務部副参事（法務担
当）
2021年2月9日付け及び同月15日のお問い合わせについて（回答）

写しの交付 一部公開 総務課 個人情報（第7条
第2号）

個人氏名

02711 R3.3.9 R3.3.22 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2月22日以降、令和3年3月7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

02712 R3.3.9 R3.3.31 （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、2月22日から3月7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 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氏名、個人メー
ルアドレス、個人宅
配置図②職員個人
メールアドレス

02713 R3.3.9 R3.3.10 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
たなペイントが「区画線」であるか、「区画線」とは異なる何かの法令的・手
続き的根拠等に基づくものであるかが判断できるメモや文書等

写しの交付 公開 道路課

02714 R3.3.9 R3.3.9 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
たなペイントに関して一部情報公開（2020文土道第2096号）された資料で
「※12/14 大塚警察と協議のうえ決定」とあるところの「協議」内容や経緯
等にかかわる文書一式

写しの交付 非公開 道路課 不存在（第12条
第2項）

02715 R3.3.10 R3.3.15 ・食料品等販売業（一時販売）の営業許可施設一覧・２０１６年１月１日～
２０２１年３月１０日・新規、更新、廃業のすべて　　　　　　【事項】屋号、営
業所所在地、営業者氏名、営業の種類、営業所電話番号、許可年月日、
許可満了日、廃業年月日

写しの交付 公開 生活衛生課

02716 R3.3.10 R3.3.24 文京区内のすべての区立小学校における小学校の全学年の年3回の健
康診断について。
2019年4月1日から2021年3月10日に実施されたすべての健康診断に関
し、それぞれの学校、学年と年月日を明示した上で、それぞれ担当した医
師の氏名、その性別、その所属する医療機関の名、その医師を推薦した
医師会の名。もし児童の性別などにより異なる医師が担当した場合は誰
がどのように担当したかわかるように希望します。

写しの交付 一部公開 学務課 ①個人情報（第７
条2号）②法人情
報（第7条３号）③
不存在（第１２条
２項）

①学校医の生年月
日及び自宅住所②
推薦団体の印影③
学校医の性別、学
校医以外の医師が
担当した記録



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

02717 R3.3.11 R3.3.24 文京区内の全ての区立中学校における内科検診について。2020年に実
施された内科検診に関し、それぞれ担当した医師の名前、その所属する
医療機関の名。もし2020年に実施されていない学校があれば2019年のも
のを。それも実施されていなければ順に1年ずつ遡る。実施年がわかるよ
う。医師が校医であれば、校医であることがわかるよう。各校について複
数の医師が担当したのであれば明示し、さらにどのような区別（生徒の学
年、性別等）で担当を分けたのかを区が把握している範囲で。2週間程度
で公開可能の見込みであれば公開時期の連絡は不要

写しの交付 一部公開 学務課 不存在（第12条
第2項）

02718 R3.3.11 R3.3.23 2020年1月１日～2021年２月28日間の飲食店営業台帳（新規・更新）。た
だし、移動、臨時、自動車、自販機を除く。　必要な事項①屋号、②店舗
所在地、③申請者氏名、④営業の種類、⑤営業所電話番号、⑥許可の
有効期間の始期、⑦法人代表者の氏名、⑧新規・更新の別

写しの交付 公開 生活衛生課

02719 R3.3.11 R3.3.22 横山産業や福子工務店が中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整
及び開発事業の周知に関する条例施行規則第九条に基づき、L字型擁
壁の底板を隣接区民側の地中に設置する計画を「説明会」に先立つ戸別
訪問で説明したことを住環境課が確認したことの裏付け証拠となり得るメ
モや文書等

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02720 R3.3.11 R3.3.11 文京区告示１３１号（H15年１月２８日） 写しの交付 公開 管理課
02721 R3.3.11 R3.3.15 令和３年3月１１日現在の飲食店営業（移動、臨時、自動車、自販機を除

く。）及び集団給食施設（許可・届出）のデーター　必要な事項①屋号、②
営業所取材地、③営業所方書、④業種（業態９、⑤営業者氏名、⑥許可
年月日、⑦許可満了日

写しの交付 公開 生活衛生課

02722 R3.3.12 R3.3.19 令和３年度、区長査定までに準備された文書、査定の理由がわかるもの
一式・地球温暖化対策実行計画推進費　　学級編制対応施設整備　　学
校快適性向上

写しの交付 一部公開 財政課 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契約事務に関す
る情報

02723 R3.3.12 R3.3.12 平成30年度子ども・子育て支援交付金および平成30年度東京都子供・子
育て支援交付金の事業実績報告書類の差替えについて区長部局とやり
とりした内容がわかるもの。
決裁文書等を含む。

写しの交付 一部公開 児童青少年課 行政運営情報
（第7条第6号）

東京都及び文京区
職員の個人メール
アドレス

02723 R3.3.12 R3.3.19 平成30年度子ども・子育て支援交付金および平成30年度東京都子供・子
育て支援交付金の事業実績報告書類の差替えについて区長部局とやり
とりした内容がわかるもの。
決裁文書等を含む。

写しの交付 公開 学務課

02724 R3.3.12 R3.3.24 (1)2019文子支第241号の事業実績報告書類の差替えを決裁した文書一
式
(2)2019文子支第251号の事業実績報告書類の差替えを決裁した文書一
式

写しの交付 公開 幼児保育課

02725 R3.3.15 R3.3.29 特養ホーム用地として検討されている小日向2丁目国有地の活用方針に
ついて、敷地全体の7182平方mから6700平方mに減った経緯と減った正
当な理由及び合理的裏付け根拠が端的に分かる文書一式

写しの交付 公開 企画課



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

02726 R3.3.15 R3.3.29 特養ホーム用地として検討されている小日向2丁目国有地の活用方針に
ついて、北側（小日向２－１８７－１地番、２２２　９１平方ｍ）の活用方針及
びその活用方針にかかわる正当な理由及び合理的裏付け根拠が端的に
分かる文書一式

写しの交付 非公開 企画課 不存在（第12条
第2項）

02727 R3.3.15 R3.3.15 文京区小石川２丁目２０-１３付近の交差点内の自発光道路鋲の設置しな
おしと白線の引きなおしに関する文書一式。決済文書等を含む。

写しの交付 一部公開 道路課 ①個人情報（第7
条２号）②不存在
（第12条第2項）

①現場代理人印影
②自発光道路鋲の
設置についての文
書

02727 R3.3.15 R3.3.15 （1）文京区小石川２丁目９-１２付近の文京区道に設けられたガードポー
ルが車両の衝突により損傷した事故で、事故状況を記録した文書一式、
ガードポールの修理に関する文書一式、修理の費用の求償に関する文
書一式。決済文書等を含む。

写しの交付 一部公開 管理課 個人情報（第7条
第2号）

事故当事者氏名、住
所、電話番号、対応業
者担当者氏名　別件通
報における通報者氏
名、住所、電話番号、対
応業者担当者氏名、保
険会社担当者氏名

02728 R3.3.15 R3.3.15 千駄木小学校改築基本構想検討委員会に関する記録 写しの交付 非公開 学務課 不存在（第12条
第2項）

02729 R3.3.15 R3.3.22 令和2年度から請求時点までに発行された職員報（文京区職員向けの広
報物）

写しの交付 一部公開 職員課 個人情報（第7条
第2号）

職員氏名、写真、イ
ンタビュー内容

02730 R3.3.15 R3.4.15 H29年からR3年2月末までの間
特定教育・保育施設等における事故についての報告書等一式

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園児・保護者・施設代
表者・施設及び事業者
職員・診断医・納品業者
の担当者・製造業者の
担当者の氏名他49項目
②納品業者・製造業
者、法人印影、商品名

02731 R3.3.17 R3.3.17 礫川小学校について　　周辺マンション建設等の動向を加味し、児童数の
推計、及び必要な学級数を推計したことがわかるすべて

写しの交付 非公開 学務課 不存在（第12条
第2項）

02732 取下げ
02733 R3.3.17 R3.3.19 令和３年度　就学相談を受けた児童に、３月１７日時点で、就学通知を未

送付の人数
令和３年3月１７日現在、各区立小学校、中学校３年度１学年特別支援学
級入学予定児童数

写しの交付 公開 教育指導課

02733 R3.3.17 R3.3.19 令和３年3月１７日現在　各区立小学校、令和３年度１学年　通常学級入
学予定児童数

写しの交付 公開 学務課

02734 R3.3.18 R3.3.18 区有施設における電力契約、電力会社からの見積もり、打合せ記録がわ
かるすべて

写しの交付 一部公開 契約管財課 ①法人情報（第7
条第3号）②不存
在（第１２条第２
項）

①事業者の印影②
打合せ記録

02735 R3.3.18 R3.3.18 「肥後細川庭園」、「目白台運動公園」指定管理者に対して行った，情報
公開請求手続きに関する「改善勧告」関連書類一式。

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

02736 R3.3.18 R3.3.18 東京都豊島区南大塚二丁目１５４５番１、１５５９番１及び１５５９番３６東京
都文京区大塚四丁目４１番１６、４１番１０６、４１番１４７、４１番１５４及び４
１番１５６との間の行政境界確認書

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

①実務担当者  資
格・登録番号②法
人印影

02737 R3.3.19 R3.3.22 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９条１項及
び２項の適用除外について定めた同条例施行規則第１０条６項１号の「一
つの法人等の施設である寮」の該当・非該当に関し、文京区都市計画部
住環境課の作成ないし使用している運用基準に関する文書

写しの交付 公開 住環境課

02738 R3.3.22 R3.3.22 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8日以降、令和3年3月21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

02739 R3.3.22 R3.3.31 （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8日から3月21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 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氏名、個人メー
ルアドレス②職員
個人メールアドレス

02740 R3.3.22 R3.3.30 地域安心生活支援事業の委託契約書　　平成３０年度、平成３１年度、令
和２年度分の写し

写しの交付 公開 予防対策課

02741 R3.3.23 R3.5.21 １　「肥後細川庭園」の従事者の残業申請書一式。
２　「目白台運動公園」の従事者の残業申請書一式。
３　休業期間中に要請を行った従事者への休業要請書
※令和２年３月１日から令和３年２月末迄の間
※個人識別情報を排除して残業時間数のみを求める。
※常勤雇用、非常勤雇用を整理して開示をされたし。

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第１２条
第２項）

02742 R3.3.23 R3.5.21 １　「肥後細川庭園」指定管理者の所長、副所長の勤怠管理簿等一式
　（残業時間を把握出来るモノ）
２　「目白台運動公園」指定管理者の所長、副所長の勤怠管理簿等一式
（残業時間を把握出来るモノ）
３　「目白台運動公園」、「肥後細川庭園」の雇用契約書、労働条件通知
書等一式
１、２については過去5年分

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第１２条
第２項）

02743 R3.3.23 R3.3.23 区政についての意見交換会（町会）資料一式 写しの交付 公開 区民課
02744 R3.3.23 R3.3.23 文京区福祉事務所長の運営している生活保護法による保護制度の開始

申請に行う事務処理に用いる現在の生活保護法施行細則準則の定める
備付書類について、知りたい。
1　受付簿（様式第６号）　2　保護申請書受理簿（様式第９号）

写しの交付 非公開 生活福祉課 不存在（第12条
第2項）

02745 R3.3.23 R3.3.23 処分庁が審査庁に提出した弁明書（2020文都住第920号）5～6頁におい
て「処分庁が横山産業に対して行った指導の対応状況について確認して
いるが、処分庁の指導のとおり対応していなかった」と記載があるところ
の、処分庁が具体的に何を「確認」し、横山産業が具体的に何をどのよう
に「指導のとおり対応していなかった」かが分かる文書一式

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

02746 R3.3.23 R3.3.23 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を伴う公共工事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。

写しの交付 非公開 環境政策課 不存在（第12条
第2項）

02746 R3.3.23 R3.3.31 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を伴う公共工事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。

写しの交付 一部公開 道路課 ①個人情報（第7
条第2号）②法人
情報（第７条第３
号）③行政運営
情報（第７条第６
号）

①個人名及び個人
の連絡先、個人の
印影②法人印影③
警察職員の氏名

02747 R3.3.23 R3.4.6 １　「肥後細川庭園」指定管理者が所管課へ提出をした，コロナ感染症拡
大防止対策の為，休園等を行った事による損失補填の為の請求根拠とな
る書類等一式
２　「目白台運動公園」指定管理者が所管課へ提出をした，コロナ感染症
拡大防止対策の為，休園等を行った事による損失補填の為の請求根拠
となる書類等一式
３　１，２の実際の損失補填額の分かる文書

写しの交付 一部公開 みどり公園課 法人情報（第7条
第3号）

覚書のうち、法人
の印影

02748 R3.3.23 R3.3.26 令和３年３月２３日時点における文京区内のホテル、旅館の・施設名称・施設所
在地（ビル名称含む）・施設電話番号・法人代表者名（法人のみ）・申請者住所
（ビル名称含む、法人のみ）・申請者電話番号（法人のみ）・申請者FAX番号（法
人のみ）・部屋数・最大収容人数（定員数）・営業種類・許可日・許可番号ただし、
文京区が有する情報に限る。

写しの交付 一部公開 生活衛生課 不存在（第12条
第2項）

02749 R3.3.24 R3.3.24 住環境課職員（課長含む）が文京区職員行動指針「チーム文京スピリッ
ト」のアクションＶの「私は、「」します」のカギカッコ内に書いた具体的内容
が分かる文書一式（職員各個人が何を書いたかは分からなくて構わな
い）

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02750 取下げ
02751 R3.3.25 R3.3.25 処分庁が審査庁に提出した弁明書（2020文都住第920号）5頁の第3の

3(3)本件第2処分についてで「本件事業者等が処分庁の指導したとおり対
応したか否かについて、本件第2情報公開請求のあった令和2年12月14
日までに確認していない」と記載したことに関し、令和3年3月25日までに
「確認」したかどうか、また「確認」した内容が分かるメモ・発言録等の文書

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02752 R3.3.29 R3.3.29 文京区配偶者からの暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準
ずる行為の被害者支援に関する住民基本台帳事務取扱要綱

写しの交付 公開 戸籍住民課

02753 R3.3.29 R3.3.29 ２０２０年３月３日付けで環境政策課へ提出した共同印刷（株）の特定施
設の種類ごとの数量変更届出書　１式

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

①担当者名　　②
法人の印影

02754 R3.3.29 R3.4.6 ①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②計
画概要書③ワンルーム条例第12条施行規則第10条～第１４条に関して
の文書、図書他別紙

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個人の印影　②
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

02755 R3.3.29 R3.3.30 処分庁が審査庁に提出した弁明書（2020文都住第920号）5～6頁におい
て「令和2年12月17日、横山産業に対して、同月7日に処分庁が横山産業
に対して行った指導の対応状況について確認しているが、処分庁の指導
のとおり対応していなかった」と記載があるところの、処分庁が横山産業
に対して「同月7日に」具体的に何を「指導」したのかが分かる文書一式

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02756 R3.3.29 R3.3.30 １　「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
に提出をした情報公開請求手続きに関する「顛末書」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

02757 R3.3.30 R3.3.30 （仮称）小日向2丁目マンション」（小日向二丁目175番地）に関する住環境課内の
メモの「R2　12　7」で「角地所有者とのやり取りについて説明を聞く」と記載がある
ところの、住環境課が横山産業より受けた「角地所有者とのやり取り」の「説明」
内容が分かるメモや文書、発言録等一式

写しの交付 非公開 住環境課 不存在（第12条
第2項）

02758 R3.3.30 R3.4.13 １ 「肥後細川庭園」, 「目白台運動公園」両施設の指定管理者と所管課間
のメール一式
２　所管課作成「確認記録」
３　所管課、指定管理者代表企業の面談日程、面談の際の議事録等一
式
期間：令和３年１月～３月迄の間

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、個人の
メールアドレス、個人の
携帯番号②職員の個人
メールアドレス③所管
課、指定管理者代表企
業の面談日程、面談議
事録等一式

02759 R3.3.30 R3.3.30 環境省が令和3年3月29日に配布・公表した「人とペットの災害対策ガイド
ライン　災害への備えチェックリスト」に対する文京区としてのチェック状況
に関する最新情報の文書一式

写しの交付 非公開 防災課 不存在（第12条
第2項）

02760 R3.3.31 R3.3.31 １　「肥後細川庭園」, 「目白台運動公園」両施設の指定管理者が行った
工事で土木施工管理技士、造園施工管理技士の実務経験となる工事の
内容が明らかになる
発注書、請求書、工事明細等一式
指定管理全期間

写しの交付 非公開 みどり公園課 不存在（第12条
第2項）



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 60 143 5 208

5月 0 0 0 0 0

6月 0 191 473 13 677

7月 0 324 682 29 1,035

8月 0 245 604 22 871

9月 0 290 685 40 1,015

10月 0 301 815 22 1,138

11月 0 270 692 26 988

12月 0 298 678 15 991

1月 1 237 557 4 799

2月 0 256 604 0 860

3月 0 331 746 0 1,077

計 1 2,803 6,679 176 9,659

⑶  行政情報センター利用状況（令和２年度）
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