
Ⅱ　行政情報公開制度の実施状況（平成２９年４月～平成３０年３月）

1 行政情報公開制度の処理状況

公開 部分公開 閲覧 写しの交付 視聴

第１四半期 85 4 28 61 14 (11) 5 84 0

第２四半期 76 6 29 44 5 (4) 2 71 0

第３四半期 84 5 31 47 4 (4) 0 78 0

第４四半期 79 2 28 51 4 (4) 0 79 0

合　　計 324 17 116 203 27 (23) 7 312 0

＊ 受付総件数と決定内容との数の相違は、1件の受付で複数の公開決定がなされたものがあったため

合　　      計 5,666

予算関係 81

契約関係 11

組織人事一覧、職員採用試験問題集、コピー利用関係、施設等総合案内、その他 3,168

食品衛生文書処理簿・環境衛生文書処理簿・医療機関名簿・薬局名簿 536

公開開示等の相談・申請 428

有償刊行物等領収書の発行 135

中高層建築標識設置届・建築物解体工事標識設置届・都市計画図 594

区 分 受 付 取下げ
決  定  内  容 公  開  方  法

非公開（うち不存在）

 参考　情報提供の件数 (行政情報コーナー取り扱い分）

行 政 情 報 の 名 称 件　　数

図書・資料の閲覧 713
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公 開 部分公開 閲 覧 写しの交付 視 聴

313 17 107 201 25 (21) 7 301 0

政 策 経 営 部 3 1 4 2 3

総 務 部 17 5 12 4 8 (5) 2 14

区 民 部 14 3 3 9 2 (1) 12

文 化 商 工 部 4 2 3 1 (1) 5

環 境 清 掃 部 11 2 10 1 11

保 健 福 祉 部 172 6 74 90 7 (7) 1 163

子ども家庭部 3 2 3 5

都 市 整 備 部 89 3 11 78 7 (7) 1 88

会 計 管 理 室

11 9 2 2 (2) 11

324 17 116 203 27 (23) 7 312 0

＊

＊

実施機関（区長）の受付合計と部別の内訳合計が異なるのは、１件の受付で複数の部にまたがる行政情報
が存在したため

受付件数と決定内容の合計件数が異なるのは、１件の受付で複数の公開決定がなされたものがあるため

公　開　方　法

非公開（うち不存在）

区 長

教 育 委 員 会

選挙管理委員会

監 査 委 員

合　　計

（1）　実施機関別内訳

実施機関 受 付 取下げ
決　定　内　容
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（第１四半期　４月～６月）

公 開 部分公開 閲 覧 写しの交付 視 聴

84 4 27 60 13 (10) 5 82 0

政 策 経 営 部 2 2

総 務 部 6 8 3 6 (4) 2 9

区 民 部 5 1 3 2 (1) 3

文 化 商 工 部 2 2 2

環 境 清 掃 部 5 6 1 5

保 健 福 祉 部 36 13 21 2 (2) 34

子ども家庭部 1 1 1 2

都 市 整 備 部 29 3 5 22 3 (3) 27

会 計 管 理 室

1 1 1 1 (1) 2

85 4 28 61 14 (11) 5 84 0

（第２四半期　７月～９月）

公 開 部分公開 閲 覧 写しの交付 視 聴

71 6 26 43 4 (3) 2 67 0

政 策 経 営 部 2 1 1 2

総 務 部 8 5 2 2 (1) 2

区 民 部 1 1 1

文 化 商 工 部 1 1 2

環 境 清 掃 部 1 1 1

保 健 福 祉 部 41 1 19 21 1 39

子ども家庭部

都 市 整 備 部 18 3 18 2 (2) 1 20

会 計 管 理 室

5 3 1 1 (1) 4

76 6 29 44 5 (4) 2 71 0

実施機関 受 付 取下げ
決　定　内　容 公　開　方　法

非公開（うち不存在）

区 長

区 長

教 育 委 員 会

選挙管理委員会

監 査 委 員

合　　計

実施機関 受 付 取下げ
決　定　内　容 公　開　方　法

非公開（うち不存在）

教 育 委 員 会

選挙管理委員会

監 査 委 員

合　　計
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（第３四半期　１０月～１２月）

公 開 部分公開 閲 覧 写しの交付 視 聴

80 5 27 47 4 (4) 0 74 0

政 策 経 営 部

総 務 部 2 1 1 2

区 民 部 4 1 1 2 3

文 化 商 工 部 2 1 1 (1) 1

環 境 清 掃 部 4 1 3 4

保 健 福 祉 部 48 4 23 22 2 (2) 45

子ども家庭部 1 1 1

都 市 整 備 部 19 18 1 (1) 18

会 計 管 理 室

4 4 4

84 5 31 47 4 (4) 0 78 0

（第４四半期　１月～３月）

公 開 部分公開 閲 覧 写しの交付 視 聴

78 2 27 51 4 (4) 0 78 0

政 策 経 営 部 1 1 1

総 務 部 1 1 1

区 民 部 4 1 2 3 5

文 化 商 工 部

環 境 清 掃 部 1 1 1

保 健 福 祉 部 47 1 19 26 3 (3) 45

子ども家庭部 1 1 1 2

都 市 整 備 部 23 3 20 1 (1) 23

会 計 管 理 室

1 1 1

79 2 28 51 4 (4) 0 79 0

教 育 委 員 会

実施機関 取下げ
決　定　内　容 公　開　方　法

非公開（うち不存在）

区 長

受 付

選挙管理委員会

監 査 委 員

合　　計

実施機関 受 付

監 査 委 員

合　　計

決　定　内　容 公　開　方　法

非公開（うち不存在）

区 長

教 育 委 員 会

選挙管理委員会

取下げ
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(2) 公開請求内容別内訳

(第１四半期　4月～6月）

受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
4月3日

4月7日
公にすることにより、犯罪の
発生を招くおそれのある情報
であるため
（条例第7条第4号該当）

4月3日

4月6日
公にすることにより、犯罪の
発生を招くおそれのある情報
であるため
（条例第7条第4号該当）

4月3日

4月14日

4月3日

4月7日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

4月3日

4月14日

4月3日

4月7日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

4月3日

4月13日

4月3日

4月14日

4月4日 個人の氏名

4月7日

4月6日

4月17日10
「児童給付業務等業務委託」につい
て　1.評価結果（点数表）　2.仕様
書

公開 写し
子育て
支援課

9

狭あい道路後退図（図面番号11-
405、07-407） 部分

公開
写し 建築課特定の個人が識別され、また

はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

7

平成29年3月1日から平成29年3月31
日までに新規に開設の届出をした施
術所一覧　①施設屋号②施設住所③
施設連絡先④申請者名⑤届出年月日

公開 写し 生活衛生課

8
不燃化特区における助成制度の平成
25年度から29年度までの利用状況
①助成件数　②内訳

取下
げ

－
地域まち
づくり課

6

平成29年3月1日から平成29年3月31
日までの新規に許可を取得した飲食
店一覧　①施設屋号②施設連絡先③
施設住所④申請者氏名⑤許可年月日

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

生活衛生課

5

平成29年3月1日から平成29年3月31
日までに新規に確認を受けている理
容所、美容所一覧　①施設屋号②施
設住所③施設連絡先④申請者氏名⑤
許可年月日

公開 写し 生活衛生課

3

平成29年3月1日から平成29年3月末
日までに収受した新規開設の理容
所、美容所一覧　①営業所名②営業
所所在地③営業所電話番号④申請者
名⑤確認年月日（申請者が法人の場
合は申請者住所、申請者電話番号、
代表者名及び役職）

公開 写し 生活衛生課

4

平成29年2月1日から平成29年3月31
日までの食品衛生法に基づく営業許
可申請処理簿　①施設名②施設所在
地③施設電話番号④登録者氏名⑤初
回許可年月日（自動販売機、移動店
舗、臨時営業及び露店を除く）

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

№ 請  求  内  容
決定
内容

公開
方法

担当課

2

境界石標設置図　2405

部分
公開

写し

図面を作成した土地家屋調査
士の印影

土木管理課

1

平成29年3月1日から平成29年3月末
日までの食品衛生法に基づく新規許
可の飲食店営業許可申請処理簿　①
業種②屋号③営業所所在地④営業所
電話番号⑤営業者名⑥代表者肩書⑦
代表者名⑧営業者住所⑨営業者電話
番号⑩初回許可年月日⑪許可満了日

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、住
所及び電話番号

生活衛生課
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受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

担当課

4月6日

4月17日
特定の個人が識別されるため
（条例第7条第2号該当）
法人等の正当な利益を害する
と認められるため
（条例第7条第3号該当）

4月7日

4月14日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

4月10日

4月14日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

4月10日 不存在

4月14日

4月14日

4月25日

4月14日

4月25日
区又は国等の事務又は事業に
関する情報で公にすることに
より事務の適正な執行に支障
を及ぼす情報であるため（条
例第7号第6号該当）

4月14日

4月25日
①区又は国等の事務又は事業
に関する情報で公にすること
により事務の適正な執行に支
障を及ぼす情報であるため
（条例第7号第6号該当）
②不存在

4月14日

4月20日

4月14日 不存在

4月27日

4月14日

6月5日

「（仮称）新区民センター増築に伴
う昇降機設備工事」について　1.工
事設計内訳書

公開 写し 施設整備課

14

「（仮称）新区民センター増築に伴
う昇降機設備工事」について　1.予
定価格調書　2.入札経過調書 公開 写し 契約課

「（仮称）新区民センター増築に伴
う昇降機設備工事」について　1.予
定価格及び最低制限価格

非
公開

－ 施設整備課

「（仮称）新区民センター増築に伴
う昇降機設備工事」について　1.見
積書または見積比較書　2.既存昇降
機メーカー名 非

公開
－

①見積書・見積比較書
②昇降機メーカー名

施設整備課

「（仮称）新区民センター増築に伴
う昇降機設備工事」について　1.見
積書または見積比較書　2.工事設計
内訳書 部分

公開
写し

①業者名および業者名を特定
できる記述　②単価及び金額

施設整備課

13

食品営業許可台帳（住所：豊島区東
池袋○丁目○○番○号 名称：○○
○）

非
公開

－ 生活衛生課

「（仮称）新区民センター増築に伴
う昇降機設備工事」について　1..
昇降機の基本仕様・付加仕様・意匠
仕様　2.昇降機改修の内容・改修範
囲

公開 写し 施設整備課

12

平成29年4月1日から平成29年4月10
日までの食品衛生法に基づく営業許
可申請処理簿　①物件名（屋号、商
号）②営業所所在地③連絡先

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

子育て
支援課

11

1.平成29年3月1日から平成29年3月
31日までの食品衛生法に基づく営業
許可申請処理簿　①屋号②営業所所
在地③営業所電話番号④申請者氏名
⑤業種⑥許可年月日⑦許可満了日等
2.平成29年3月1日から平成29年3月
31日までに営業許可を取得した美容
所一覧　①施設名称②施設所在地③
電話番号④開設者氏名⑤確認年月日

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

10

「児童給付業務等業務委託」につい
て　1.採択された企画提案書

部分
公開

写し

①個人の氏名　②法人の事業
活動に関する情報
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受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

担当課

4月14日

6月5日
区又は国等の事務又は事業に
関する情報で公にすることに
より事務の適正な執行に支障
を及ぼす情報であるため
（条例第7号第6号該当）

4月11日

4月19日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

4月11日 不存在

4月19日

4月12日

4月26日

4月12日

4月26日
①法人等の正当な利益を害す
ると認められるため
（条例第7条第3号該当）
②特定の個人が識別されるた
め（条例第7条第2号該当）

4月12日 不存在

4月26日

4月12日 審議、選定にかかわる事項

4月26日

4月12日

4月13日

4月12日

4月12日

4月13日 主任主事以下の職層の職員

4月16日

4月13日

4月27日

特定の個人が識別されるため
（条例第7条第2号該当）
法人等の正当な利益を害する
と認められるため
（条例第7条第3号該当）

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

1.公衆トイレ設置に関し民間資金等
を活用する関係の行政文書

部分
公開

閲覧

①個人に関する名前
②法人その他の団体の知的財
産等に関する情報

20

19

「平成２９年度総合窓口課窓口業務
委託」について
1.選定業者の企画提案書　2.審査時
における選定委員の議事録　3.全応
募団体の評価項目別得点表

取下
げ

－ 総合窓口課

1.職員名簿

部分
公開

閲覧 人事課

財政課

審議等に関する情報であっ
て、審議等の結果に基づいて
行わる事務の執行に著しい支
障を及ぼすもの
（条例第7条第5号該当）

18

工事37号「仰高小学校校庭改修工
事」（平成28年6月開札）　1.金入
り設計書（代価明細書含む）　2.諸
経費計算書

公開 写し 道路整備課

1.目白庭園指定管理者の区内業者優
先購入の実績がわかる資料　2.目白
庭園指定管理者の障害者の実績がわ
かる資料

非
公開

－ 公園緑地課

1.指定管理者制度マニュアル

部分
公開

写し 公園緑地課

17

1.目白庭園指定管理者応募時提案書

部分
公開

写し

①法人に関する情報、収支計
画 ②個人の画像

公園緑地課

16

営業許可台帳（住所：豊島区西池袋
○丁目○○番○号 、屋号：○○
○）

非
公開

－ 生活衛生課

1.目白庭園指定管理者応募要項

公開 写し 公園緑地課

施設整備課

15

営業許可台帳（住所：豊島区西池袋
○丁目○○番○号 、屋号：○○
○） 部分

公開
写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

14

「（仮称）新区民センター増築に伴
う昇降機設備工事」について　1.見
積書または見積比較書

部分
公開

写し

業者名及び業者名等を推測で
きる記述
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受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

担当課

4月13日

4月27日

4月13日 不存在

4月27日

4月17日

4月28日

4月20日 個人の氏名

4月21日

4月21日 不存在

4月27日

4月24日 不存在

5月18日

4月24日

5月2日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

4月27日

5月9日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

5月1日

5月9日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

5月1日 個人の氏名

5月8日

5月1日

5月12日
30

平成29年4月1日から平成29年4月30
日までに新規に確認を受けている理
容所、美容所一覧　①施設屋号②施
設住所③施設連絡先④申請者氏名⑤
許可年月日

公開 写し 生活衛生課

29

狭あい道路後退図（図面番号00-
121）座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

28

平成29年4月1日から平成29年4月末
日までの食品衛生法に基づく新規許
可の飲食店営業許可申請処理簿　①
業種②屋号③営業所所在地④営業所
電話番号⑤営業者名⑥代表者肩書⑦
代表者名⑧営業者住所⑨営業者電話
番号⑩初回許可年月日⑪許可満了日

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

27

食品衛生営業許可台帳（所在地　豊
島区西池袋一丁目○○番○号、屋号
○○○） 部分

公開
写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

26

平成29年1月1日から29年3月31日ま
での間の住居表示（住居番号）の付
定状況がわかる資料　1.豊島区住居
表示に関する条例3条1項の届出の処
理状況を一覧表にした書類(新築届
出書の受付簿,住居表示付定通知一
覧等のいずれか。)。ただし, 平成
29年1月1日から29年3月31日までの
間に住居表示(住居番号)の付定が
あった物件にかかるもの。　2.平成
29年1月1日から29年3月31日までの
間に住居表示(住居番号)の付定が
あった物件箇所を含む住居表示台帳
(街区図)

部分
公開

写し

居住者名、方書、付定日、所
有者名

総合窓口課

24
日通アパート跡地と区民ひろばさく
ら第二の区民ひろば側にある擁壁の
構造図及び関連書類

非
公開

－
地域区民
ひろば課

25
豊島区高田3-50と新宿区の区境の位
置についての測量図を含む資料

非
公開

－ 総務課

23

狭あい道路後退図（図面番号93-
209）座標付 部分

公開
写し 建築課特定の個人が識別され、また

はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

1.「道路拡幅に伴う街路灯移設工事
（単価契約）」の図面　2.「街路灯
修理請負」の図面

非
公開

－ 公園緑地課

22

旅館業届出施設すべて　①施設名称
②所在地　③電話番号　④営業者名
⑤営業者住所　⑥種別　⑦許可年月
日　⑧許可番号

公開 写し 生活衛生課

21

1.「道路拡幅に伴う街路灯移設工事
（単価契約）」の仕様書図面　2.
「街路灯修理請負」の仕様書

公開 写し 公園緑地課
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受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

担当課

5月1日

5月9日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

5月1日

5月15日

5月2日

5月9日
①特定の個人が識別されるた
め（条例第7条第2号該当）
②犯罪を招くおそれのあるた
め（条例第7条第4号該当）

5月2日

5月10日

①特定の個人が識別されるた
め（条例第7条第2号該当）
②法人等の正当な利益を害す
ると認められるため
（条例第7条第3号該当）
③公にすることにより、犯罪
の発生を招くおそれのある情
報であるため
（条例第7条第4号該当）

5月2日 不存在

5月10日

5月8日

5月22日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

5月8日

5月12日

5月8日

5月22日

①特定の個人が識別され、ま
たはされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）及び
区又は国等の事務又は事業に
関する情報で公にすることに
より事務の適正な執行に支障
を及ぼす情報であるため（条
例第7号第6号該当）
②③公にすることにより、犯
罪の発生を招くおそれのある
情報であるため（条例第7条
第4号該当）

37

35

目白庭園に関する資料　1.拾得物、
遺失物の管理規定　2.拾得物、遺失
物の物件一覧表　3.警察署へ提出し
た拾得物件提出書　4.区内業者から
購入した物品、役務の提供に関する
発注書、領収書等の書類一式

非
公開

－ 公園緑地課

36

1.平成29年4月1日から平成29年4月
30日までの食品衛生法に基づく営業
許可申請処理簿　①屋号②営業所所
在地③営業所電話番号④申請者氏名
⑤業種⑥許可年月日⑦許可満了日等
2.平成28年4月1日から平成28年4月
30日までに営業許可を取得した美容
所一覧　①施設名称②施設所在地③
電話番号④開設者氏名⑤確認年月日

部分
公開

写し

食品衛生法に基づく営業許可
申請処理簿の許可申請者が個
人の場合、その住所、電話番
号

財政課における平成20年度から平成
29年度各4月分の行政文書すべて

部分
公開

閲覧

①個人に関する名前、連絡先
②法人代表者の印影　③銀行
口座に関する情報

財政課

生活衛生課

文書番号29豊総人発第163号にかか
る起案文書 公開 閲覧 人事課

34

中高層集合住宅建築物の建築に関す
る条例に基づく事前協議について
（回答）　受付番号：平成26年8月
○○日　第○○○号　敷地地番：豊
島区長崎六丁目○○

部分
公開

写し

①個人に関する氏名、図面中
の間取り　②住宅地図　③法
人に関する印影

環境保全課

33

有限会社○○○の倉庫に関する資料
1.土壌汚染状況調査報告書（計量証
明書を除く）　2.汚染拡散防止計画
書提出書

部分
公開

写し

①個人に関する氏名　②法人
印影

環境保全課

生活衛生課

32

平成29年4月1日から平成29年4月30
日までに新規に開設の届出をした施
術所一覧　①施設屋号②施設住所③
施設連絡先④申請者名⑤届出年月日

公開 写し 生活衛生課

31

平成29年4月1日から平成29年4月30
日までの新規に許可を取得した飲食
店一覧　①施設屋号②施設連絡先③
施設住所④申請者氏名⑤許可年月日

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

9



受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

担当課

5月10日

5月19日

5月10日 個人の氏名

5月11日

5月11日

5月17日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

5月15日 個人の氏名

5月23日

5月15日

5月16日
特定の個人が識別されるため
（条例第7条第2号該当）
犯罪を招くおそれのあるため
（条例第7条第4号該当）

5月15日 個人の氏名

5月24日

5月17日

5月30日

5月17日 不存在

5月30日

5月17日

5月26日

5月17日

5月26日

5月17日

5月23日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

契約課

45

平成29年4月末時点での食料品等販
売業（食販一般・包装・コンビニ）
に関する一覧　①業種②施設屋号③
営業所所在地④営業所電話番号⑤営
業者氏名⑥代表者氏名⑦代表者肩書
⑧営業者住所⑨営業者電話番号⑩初
回許可日⑪許可満了日

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

「豊島区防災行政無線（同報系）デ
ジタル化基本設計業務委託」「豊島
区防災行政無線（同報系）デジタル
化実施設計業務委託」について　1.
最低制限価格の算定方法にかかわる
書類

公開 写し 契約課

「豊島区防災行政無線（同報系）デ
ジタル化基本設計業務委託」「豊島
区防災行政無線（同報系）デジタル
化実施設計業務委託」について　1.
予定価格　2.最低制限価格

非
公開

－

区又は国等の事務又は事業に
関する情報で公にすることに
より事務の適正な執行に支障
を及ぼす情報であるため
（条例第7号第6号該当）

44

「豊島区防災行政無線（同報系）デ
ジタル化基本設計業務委託」「豊島
区防災行政無線（同報系）デジタル
化実施設計業務委託」について　1.
仕様書

公開 写し
防災

危機管理課

「豊島区防災行政無線（同報系）デ
ジタル化基本設計業務委託」「豊島
区防災行政無線（同報系）デジタル
化実施設計業務委託」について　1.
内訳書　2.内訳価格

非
公開

－
防災

危機管理課

43

狭あい道路後退図（図面番号89-
148）座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

42

有限会社○○○の倉庫に関する汚染
拡散防止計画書提出書

部分
公開

写し

①個人に関する氏名　②法人
に関する印影

環境保全課

生活衛生課

41

狭あい道路後退図（図面番号02-
226）座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

40

平成29年5月1日から平成29年5月11
日までの食品衛生法に基づく営業許
可申請処理簿　①物件名（屋号、商
号）②営業所所在地③連絡先

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

38

平成29年4月1日から平成29年4月末
日までに収受した新規開設の理容
所、美容所一覧　①営業所名②営業
所所在地③営業所電話番号④申請者
名⑤確認年月日（申請者が法人の場
合は申請者住所、申請者電話番号、
代表者名及び役職）

公開 写し 生活衛生課

39

狭あい道路後退図（図面番号93-
214）座標付 部分

公開
写し 建築課
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受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

担当課

5月17日

5月30日

5月17日

5月26日

5月17日

5月26日

5月18日

5月19日

5月18日 個人の氏名

5月22日

5月18日

6月1日

特定の個人が識別されるため
（条例第7条第2号該当）
法人等の正当な利益を害する
と認められるため
（条例第7条第3号該当）

5月19日 個人の氏名

5月23日

5月19日

5月29日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）51

平成29年5月15日までの一年間に食
品衛生法に基づく許可のあった飲食
店営業許可申請処理簿（仕出し、弁
当、総菜、臨時、移動、自動車、自
販を除く）　①業種②屋号③営業所
所在地④営業所電話番号⑤営業者名
⑥代表者肩書⑦代表者名⑧営業者住
所⑨営業者電話番号⑩初回許可年月
日⑪許可満了日⑫許可番号⑬申請日

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

建築課

50

狭あい道路後退図（図面番号14-
236） 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

49

東京都豊島区巣鴨四丁目○○番○○
他４筆について○○○株式会社が提
出している平成28年7月11日受付の
建築計画概要書の東京都建築安全条
例第4条第3項に関する認定申請書類

部分
公開

写し

認定申請書及び添付図面中の
氏名、印影、測量会社名・住
所・電話番号・測量者氏名、
建築敷地及び建築物各部分の
詳細寸法及び面積、室名、間
仕切り壁の一部、外部・内部
仕上げ仕様、建築物の面積・
高さ・日影・建築・構造・設
備・各室などの法規検討など
が記載された部分

47

「平成29年第1回豊島区議会定例会
第25号議案　特別区道路線の認定に
ついて」に関する資料　1.認定、区
域決定、供用開始の告示文書　2.位
置図、平面図（縮尺1/500～1/1000
の道路形状がわかるもの）

取下
げ

－ 土木管理課

48

狭あい道路後退図（図面番号91-
137） 部分

公開
写し 建築課

「豊島区防災行政無線２６０ＭＨｚ
デジタル移動通信機器（防災用備
品）の購入」　　1.予定価格　2.最
低制限価格

非
公開

－

区又は国等の事務又は事業に
関する情報で公にすることに
より事務の適正な執行に支障
を及ぼす情報であるため
（条例第7号第6号該当）

契約課

「豊島区防災行政無線２６０ＭＨｚ
デジタル移動通信機器（防災用備
品）の購入」　1.内訳書　2.内訳価
格　3.仕様書

公開 写し
防災

危機管理課

「豊島区防災行政無線２６０ＭＨｚ
デジタル移動通信機器（防災用備
品）の購入」　1.最低制限価格の算
定方法にかかわる書類

公開 写し 契約課
46
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受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

担当課

5月22日

6月5日

申請書を作成した法人の権
利、競争上の地位その他正当
な利益を害すると認められる
ため（条例第7条第3号該当）

5月23日 個人の氏名

5月29日

5月23日

5月29日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

5月23日

6月5日

5月29日 個人の氏名

5月31日

5月29日

6月6日
公にすることにより、犯罪の
発生を招くおそれのある情報
であるため
（条例第7条第4号該当）

5月31日

6月6日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

6月1日

6月14日

59

平成29年5月1日から平成29年5月末
日までに収受した新規開設の理容
所、美容所一覧　①営業所名②営業
所所在地③営業所電話番号④申請者
名⑤確認年月日（申請者が法人の場
合は申請者住所、申請者電話番号、
代表者名及び役職）

公開 写し 生活衛生課

生活衛生課

58

現在時点で許可されている食料品等
販売業（自動販売機）、飲食店営業
（集団給食、給食）に関する一覧
①屋号②施設住所③電話番号⑤営業
者氏名⑥初回許可日⑦許可満了日

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

57

平成29年6月1日現在で豊島区内の病
院、診療所（企業内診療所含む）、
歯科診療所、薬局、薬局製造販売医
薬品の製造販売業（製造業は含ま
ず）、毒物劇物一般販売業（特定品
目販売業含む）、店舗販売業、麻薬
小売業者、及び高度管理医療機器等
販売業貸与業者の一覧①施設名称②
所在地③開設者④電話番号、薬局以
下については⑤許可番号⑥有効期間
開始日⑦有効期間終了日

部分
公開

写し

毒物劇薬販売業（特定品目販
売業含む）の情報

55

平成28年4月1日から平成29年3月31
日までに新規に営業を確認した美容
所、理容所、興行場、旅館、公衆浴
場業、クリーニング所の各台帳　①
施設名称②施設所在地③施設電話番
号④営業者名⑤確認年月日⑥営業の
種類⑦業態（旅館のみ）

公開 写し 生活衛生課

56

狭あい道路後退図（図面番号98-
112）座標付 部分

公開
写し 建築課

54

平成28年4月1日から平成29年3月31
日までの食品衛生法に基づく新規許
可の飲食店営業許可申請処理簿（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）　①屋号②営業所所在地③営業
所電話番号④申請者氏名⑤営業の種
類⑥初回許可年月日

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

53

狭あい道路後退図（図面番号91-
137）座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

52

豊島区舞台芸術交流センターの指定
管理者公募の際の公益財団法人とし
ま未来文化財団の応募書類

部分
公開

写し

登記簿謄本、印鑑証明書、消
費税申告関係、豊島区舞台芸
術交流センター指定管理者事
業計画書、収支計画書、人員
配置・雇用条件等計画書、非
常勤給与表、臨時職員賃金単
価表、参考資料（業務マニュ
アル、危機管理マニュアル、
消防計画）

文化
デザイン課

12



受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

担当課

6月2日

6月8日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

6月2日 個人の氏名

6月6日

6月2日

6月8日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

6月2日

6月14日

6月2日

6月8日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

6月2日

6月14日

6月5日

6月19日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

6月6日

6月8日

6月8日

6月12日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

6月12日

6月26日

6月12日

6月23日
70

平成28年12月から平成29年5月まで
に新規に確認を受けている理容所、
美容所一覧　①施設名称②施設所在
地③申請者氏名④代表者氏名⑤収受
番号⑥収受年月日

公開 写し 生活衛生課

建築課

69

「平成29年度公園樹木剪定請負（単
価契約）」について　1.入札一覧表
2.単価内訳表 公開 写し 公園緑地課

67

調整計算図　駒込一丁目6番9、5番
1、7番6 取下

げ
－ 土木管理課

68

狭あい道路後退図（図面番号95-
622）座標付

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

66

1.平成29年5月1日から平成29年5月
31日までの食品衛生法に基づく営業
許可申請処理簿　①屋号②営業所所
在地③営業所電話番号④申請者氏名
⑤業種⑥許可年月日⑦許可満了日等
2.平成29年5月1日から平成29年5月
31日までに営業許可を取得した美容
所一覧　①施設名称②施設所在地③
電話番号④開設者氏名⑤確認年月日

部分
公開

写し

食品衛生法に基づく営業許可
申請処理簿において許可申請
者が個人の場合、その住所、
電話番号

生活衛生課

生活衛生課

65

平成29年5月1日から平成29年5月31
日までに新規に開設の届出をした施
術所一覧　①施設屋号②施設住所③
施設連絡先④申請者名⑤届出年月日

公開 写し 生活衛生課

63

平成29年5月1日から平成29年5月31
日までに新規に確認を受けている理
容所、美容所一覧　①施設屋号②施
設住所③施設連絡先④申請者氏名⑤
許可年月日

公開 写し 生活衛生課

64

平成29年5月1日から平成29年5月31
日までの新規に許可を取得した飲食
店一覧　①施設屋号②施設連絡先③
施設住所④申請者氏名⑤許可年月日

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

62

平成29年4月1日から平成29年5月31
日までの食品衛生法に基づく営業許
可申請処理簿　①施設名②施設所在
地③施設電話番号④登録者氏名⑤初
回許可年月日（自動販売機、移動店
舗、臨時営業及び露店を除く）

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

生活衛生課

61

狭あい道路後退図（図面番号14-
27）座標付 部分

公開
写し 建築課特定の個人が識別され、また

はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

60

平成29年5月1日から平成29年5月末
日までの食品衛生法に基づく新規許
可の飲食店営業許可申請処理簿　①
業種②屋号③営業所所在地④営業所
電話番号⑤営業者名⑥代表者肩書⑦
代表者名⑧営業者住所⑨営業者電話
番号⑩初回許可年月日⑪許可満了日

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

13



受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

担当課

6月12日

6月23日

6月12日 個人の氏名

6月14日

6月13日

6月27日

6月13日

6月27日

②特定の個人が識別されるた
め（条例第7条第2号該当）
③④法人等の正当な利益を害
すると認められるため
（条例第7条第3号該当）
①公にすることにより、犯罪
の発生を招くおそれのある情
報であるため
（条例第7条第4号該当）

6月13日 不存在

6月27日

6月13日

6月22日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

6月13日

6月16日

①特定の個人が識別されるた
め（条例第7条第2号該当）
②法人等の正当な利益を害す
ると認められるため
（条例第7条第3号該当）
③公にすることにより、犯罪
の発生を招くおそれのある情
報であるため
（条例第7条第4号該当）

6月13日

6月27日

特定の個人が識別されるため
（条例第7条第2号該当）
犯罪を招くおそれのあるため
（条例第7条第4号該当）

①個人に関する氏名　②法人
に関する印影　③案内図・配
置図・平面図等

西部
区民事務所

「中高層集合住宅建築物の建築に関
する条例に基づく事前協議について
（回答）」（受付番号：平成26年8
月21日　第2612号　敷地地番：豊島
区長崎六丁目4-12外）に関する文書

部分
公開

写し

①個人に関する氏名、図面中
の間取り　②住宅地図　③個
人及び法人に関する印影、法
人の管理対象名称・場所

建築課

75

74

平成29年6月1日から平成29年6月13
日までの食品衛生法に基づく営業許
可申請処理簿　①物件名（屋号、商
号）②営業所所在地③連絡先

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

庶務課

「豊島区立小学校用務業務委託プロ
ポーザル選定」における資料　1.受
注体制文書

非
公開

－ 庶務課

73

「豊島区立小学校用務業務委託プロ
ポーザル選定」における資料　1.仕
様書　2.募集要項　3.評価項目　4.
選定委員名簿　5.選定議事内容の記
録

公開 写し 庶務課

「豊島区立小学校用務業務委託プロ
ポーザル選定」における資料　1.企
画提案書　2.見積書　3.評価結果

部分
公開

写し

①受託業者の印影　②個人の
氏名、個人が特定される写真
画像　③提案内容、見積書記
載事項の一部　④評価結果の
一部

「中高層集合住宅建築物の建築に関
する条例に基づく事前協議について
（回答）」（受付番号：平成26年8
月21日　第2612号　敷地地番：豊島
区長崎六丁目4-12外）に関する文書

部分
公開

写し

72

狭あい道路後退図（図面番号04-
220）座標付 部分

公開
写し 建築課特定の個人が識別され、また

はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

71

平成29年5月31日時点での旅館業の
許可を受けている施設一覧　①施設
名称②施設所在地③電話番号④種別
⑤営業者氏名⑥代表者氏名⑦営業者
住所⑧営業者電話番号⑨初回取得日
⑩許可番号

公開 写し 生活衛生課
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受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

担当課

6月13日

6月26日

①特定の個人が識別されるた
め（条例第7条第2号該当）
②法人等の正当な利益を害す
ると認められるため
（条例第7条第3号該当）
③公にすることにより、犯罪
の発生を招くおそれのある情
報であるため
（条例第7条第4号該当）

6月14日

6月22日

6月20日

6月22日

①法人等の他正当な利益を害
すると認められる情報である
ため
（条例第7条第3号該当）
②公にすることにより、犯罪
の発生を招くおそれのある情
報であるため
（条例第7条第4号該当）

6月21日

6月26日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

6月22日

6月28日

特定の個人が識別されるため
（条例第7条第2号該当）
法人等の正当な利益を害する
と認められるため
（条例第7条第3号該当）

6月22日 個人の氏名

6月26日

6月23日

6月27日

6月26日 個人の氏名

6月29日 特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

81

「工事41号交通安全施設工事（区画
線その１）」に関する資料　1.工事
設計概括書　2.工事費総括書　3.工
事総括書　4.種別内訳書　5.代価明
細書　6.諸経費計算書

公開 写し 道路整備課

82

狭あい道路後退図（図面番号11-
578）座標付 部分

公開
写し 建築課

80

建築計画概要送付書（場所：豊島区
駒込六丁目○○番○○号） 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

79

1.南長崎スポーツセンターについ
て、豊島区が平成24年度の指定管理
者公募時に公表した募集要項　2.
南長崎スポーツセンターの指定管理
者（東京ドームグループ）が、平成
24年度の指定管理者公募時に提出し
た事業計画書、提案書及び収支予算
書等

部分
公開

写し

①個人が特定できる写真　②
事業計画概要のうち提案内容
の一部、提案内容の写真、提
案の中の見積額、提案の予定
金額、及び関連施設の実績の
一部　③収支計画書金額欄 学習・

スポーツ課

78

平成29年3月17日に環境保全課職員
が電話にて区民○○○に話した内容

部分
公開

閲覧

個人に関する氏名、電話番
号、住所等

環境保全課

77

指定作業場設置届出書（事業者名：
○○○、所在地：豊島区池袋二丁目
○○番○○号）

部分
公開

写し

①事業を営む個人の当該事業
に関する情報　②個人に関す
る印影

環境保全課

76

「平成28年度総合窓口課窓口業務委
託プロポーザル」に関し応募された
各団体（企業等）の企画提案書

非
公開

－

受託候補者との契約協議中の
ため（プロポーザル方式によ
る事業者選定情報公開基準該
当）

総合窓口課

75

「中高層集合住宅建築物の建築に関
する条例に基づく事前協議について
（回答）」（受付番号：平成26年8
月21日　第2612号　敷地地番：豊島
区長崎六丁目4-12外）に関する文書

部分
公開

写し

①個人に関する氏名、図面中
の間取り　②住宅地図　③法
人に関する印影

豊島
清掃事務所

15



受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

担当課

6月26日 個人の氏名

6月29日

6月30日

7月13日

法人等に関する情報であっ
て、公にすることにより、法
人の権利、競争上の地位その
他正当な利益を害すると認め
られる情報であるため（条例
第7条第3号該当）

6月30日 個人の氏名

7月5日
85

狭あい道路後退図　座標付
（図面番号02-0439、02-0440、04-
0427、91-0396、03-0096、05-
0040）

部分
公開

写し 建築課
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

84

「総合窓口課窓口業務プロポーザ
ル」　現受託事業者が提出した企画
提案書

部分
公開

写し

提案書のうち、業務に対する
基本的な考え・実施方針、事
業実績の活用・業務の効率
化・区民サービスの向上、適
正な人員確保の方策、研修等
の人材育成計画、人員配置の
考え方、配置する責任者の経
験・実績・役割、個人情報保
護についての考え方・体制・
指導、突発的に勤務不可能と
なった場合、自然災害等の緊
急時対応、業務効率化の提
案、新庁舎移転後の提案

総合窓口課

83

狭あい道路後退図（図面番号97-
120）座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）
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(第２四半期　7月～9月）

受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
7月3日

7月7日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

7月3日

7月13日

7月4日

7月14日

7月4日

7月7日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

7月4日

7月14日

7月5日

7月14日

7月5日

7月19日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

7月5日 法人及びその代表者の印影

7月19日

7月5日

7月13日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

86

平成29年6月1日から平成29年6月末
日までの食品衛生法に基づく新規許
可の飲食店営業許可申請処理簿　①
業種②屋号③営業所所在地④営業所
電話番号⑤営業者名⑥代表者肩書⑦
代表者名⑧営業者住所⑨営業者電話
番号⑩初回許可年月日⑪許可満了日

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

№ 請  求  内  容
決定
内容

公開
方法

担当課

89

平成29年6月1日から平成29年6月30
日までの新規に許可を取得した飲食
店一覧　①施設屋号②施設連絡先③
施設住所④申請者氏名⑤許可年月日

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

87

平成29年6月1日から平成29年6月末
日までに収受した新規開設の理容
所、美容所一覧　①営業所名②営業
所所在地③営業所電話番号④申請者
名⑤確認年月日（申請者が法人の場
合は申請者住所、申請者電話番号、
代表者名及び役職）

公開 写し 生活衛生課

88

平成29年6月1日から平成29年6月30
日までに新規に確認を受けている理
容所、美容所一覧　①施設屋号②施
設住所③施設連絡先④申請者氏名⑤
許可年月日

公開 写し 生活衛生課

92

1.平成29年6月1日から平成29年6月
30日までの食品衛生法に基づく営業
許可申請処理簿　①屋号②営業所所
在地③営業所電話番号④申請者氏名
⑤業種⑥許可年月日⑦許可満了日等
2.平成29年6月1日から平成29年6月
30日までに営業許可を取得した美容
所一覧　①施設名称②施設所在地③
電話番号④開設者氏名⑤確認年月日

部分
公開

写し

食品衛生法に基づく営業許可
申請処理簿において許可申請
者が個人の場合、その住所、
電話番号

生活衛生課

90

平成29年6月1日から平成29年6月30
日までに新規に開設の届出をした施
術所一覧　①施設屋号②施設住所③
施設連絡先④申請者名⑤届出年月日

公開 写し 生活衛生課

91

1.平成20年10月発注「豊島区新庁舎
室内プラン策定委託」業務報告書
2.平成25年度に委託された「新庁舎
移転プロジェクトマネジメント業
務」成果品（移転全体計画・什器転
用計画・実施レイアウト図面・サイ
ン計画）　3.「豊島区新庁舎室内プ
ラン策定委託」が翌年度以降も随意
契約などで業務継続している場合は
同様の業務報告書

公開 写し 庁舎運営課

94

豊島区内の飲食店営業許可施設（臨
時・露店・自販・移動を除く）に関
する一覧　①営業所名称②営業所所
在地③営業所電話番号④申請者氏名

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

93

豊島区が所有する美術品すべてを補
償する損害保険の証券

部分
公開

写し 区民相談課
公にすることにより、犯罪の
発生を招くおそれのある情報
であるため
（条例第7条第4号該当）

17



受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

担当課

7月6日

7月19日

7月7日 不存在

7月20日

7月7日 個人の氏名

7月11日

7月10日

7月12日

7月10日

7月12日

7月10日 市場単価

7月14日

7月11日

7月18日

7月14日

7月20日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

7月14日 個人の氏名

7月20日

7月18日 不存在

7月26日

7月18日

7月31日

97

狭あい事業協議記録（協議番号：
12-18） 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

95

平成29年7月6日現在で豊島区の旅館
業営業施設の一覧　①施設名称②施
設所在地③営業者名称④代表者氏名
⑤営業者住所⑥許可日⑦客室数⑧ホ
テル・旅館・簡易宿所・下宿の別

公開 写し 生活衛生課

96

豊島区教育委員会が所有する美術品
すべてを補償する損害保険の証券 非

公開
－ 庶務課

契約課

98

「工事38号さくら小学校校庭改修工
事」（平成29年6月22日開札、案件
番号2017-00314）に関する資料　1.
設計価格入り工事総括書と工事費総
括書　2.種別内訳書と代価明細書
3.機械器具調書　4.材料品調書　5.
諸経費計算書

部分
公開

写し 道路整備課

市場単価は建設物価調査会及
び経済調査会2社の単価を利
用し、当該２社の公開期限が
１年間となっている。期間内
の著作権保護のため。
（条例第7条第3号該当）

98

「工事38号さくら小学校校庭改修工
事」（平成29年6月22日開札、案件
番号2017-00314）に関する資料　1.
最低制限価格計算式

公開 写し 契約課

98

「工事38号さくら小学校校庭改修工
事」（平成29年6月22日開札、案件
番号2017-00314）に関する資料　1.
この案件の最低制限価格

非
公開

－

区又は国等の事務又は事業に
関する情報で公にすることに
より事務の適正な執行に支障
を及ぼす情報であるため（条
例第7号第6号該当）

生活衛生課

101

狭あい道路後退図（図面番号02-
0027）座標付 部分

公開
写し 建築課特定の個人が識別され、また

はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

99

平成28年1月1日から平成28年12月31
日までに新規に開設の届出、または
廃止の届け出のあった歯科技工所の
一覧

公開 写し 生活衛生課

100

平成29年7月1日から平成29年7月13
日までの食品衛生法に基づく営業許
可申請処理簿　①物件名（屋号、商
号）②営業所所在地③連絡先

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

102

「豊島区新庁舎室内プラン策定委託
（平成20年公示）にかかる全参加者
の資料　1.企画提案書　2.見積書
3.審査結果

非
公開

－ 建築課

103

「目白小学校改築に伴う電気設備工
事」（平成24年1月4日開札、案件番
号：2012-00569）　１．予定価格の
金入り積算内訳書（下位内訳含む）

取下
げ

－ 施設整備課

18



受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

担当課

7月18日

7月31日

7月18日

7月31日

7月18日

7月31日

7月18日

7月31日

7月19日 個人の氏名

7月21日

7月25日

8月8日

7月25日

7月26日

市場単価は建設物価調査会及
び経済調査会2社の単価を利
用し、当該２社の公開期限が
１年間となっている。期間内
の著作権保護のため。（条例
第7条第3号該当）

104

1.「駒込地域文化創造館他大規模改
修に伴う電気設備工事」（平成27年
3月3日開札、案件番号：2014-
00710）の予定価格の金入り積算内
訳書（下位内訳含む）　2.「巣鴨体
育館・巣鴨図書館改修に伴う電気設
備工事」（平成26年3月6日開札、案
件番号：2013-00678）の予定価格の
金入り積算内訳書（下位内訳含む）

取下
げ

－ 施設整備課

105

1.「勤労福祉会館大規模改修に伴う
電気設備工事」（平成28年1月28日
開札、案件番号：2015-00597）の予
定価格の金入り積算内訳書（下位内
訳含む）　2.「池袋本町地区校舎合
併型小中連携校新築に伴う電気設備
工事」（平成26年7月1日開札、案件
番号：2014-00237）の予定価格の金
入り積算内訳書（下位内訳含む）

取下
げ

－ 施設整備課

108

狭あい道路後退図（図面番号02-
27）座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

106

1.「巣鴨地域文化創造館トイレ棟新
築その他改修に伴う電気設備工事」
（平成29年7月6日開札、案件番号：
2017-00335）の予定価格の金入り積
算内訳書（下位内訳含む）　2.「心
身障害者福祉センター大規模改修に
伴う電気設備工事」（平成29年5月
25日開札、案件番号：2017-00228）
の予定価格の金入り積算内訳書（下
位内訳含む）

取下
げ

－ 施設整備課

107

1.「（仮称）新区民センター増築に
伴う電気設備工事」（平成28年10月
20日開札、案件番号：2016-00407）
の予定価格の金入り積算内訳書（下
位内訳含む）　2.「豊島区役所別館
大規模改修に伴う電気設備工事」
（平成27年6月18日開札、案件番
号：2015-00297）の予定価格の金入
り積算内訳書（下位内訳含む）

取下
げ

－ 施設整備課

109

1.平成29年6月1日から平成29年6月
30日までの食品衛生法に基づく営業
許可申請処理簿　①屋号②営業所所
在地③営業所電話番号④申請者氏名
⑤業種⑥許可年月日⑦許可満了日等

公開 写し 生活衛生課

110

「工事38号さくら小学校校庭改修工
事」の入札における積算内訳書

部分
公開

写し

種別内訳書及び代価明細書に
おいて市場単価を使用する代
価

道路整備課

19



受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

担当課

7月31日

8月14日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

8月1日

8月14日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

8月1日

8月14日

8月2日

8月14日

8月2日

8月14日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

8月2日

8月15日

8月2日

8月14日

8月2日

8月16日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

8月2日 個人の氏名

8月4日

112

平成29年7月1日から平成29年7月末
日までの食品衛生法に基づく新規許
可の飲食店営業許可申請処理簿　①
業種②屋号③営業所所在地④営業所
電話番号⑤営業者名⑥代表者肩書⑦
代表者名⑧営業者住所⑨営業者電話
番号⑩初回許可年月日⑪許可満了日

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

111

平成29年4月1日から29年6月30日ま
での間の住居表示（住居番号）の付
定状況がわかる資料　1.豊島区住居
表示に関する条例3条1項の届出の処
理状況を一覧表にした書類(新築届
出書の受付簿,住居表示付定通知一
覧等のいずれか。)。ただし, 平成
29年4月1日から29年6月30日までの
間に住居表示(住居番号)の付定が
あった物件にかかるもの。　2.平成
29年4月1日から29年6月30日までの
間に住居表示(住居番号)の付定が
あった物件箇所を含む住居表示台帳
(街区図)

部分
公開

写し

①住居表示台帳の居住者名、
建物名称、付定情報　②付
定・廃止・変更受付整理簿の
登録名称、所有者名、備考

総合窓口課

115

平成29年7月1日から平成29年7月31
日までの新規に許可を取得した飲食
店一覧　①施設屋号②施設連絡先③
施設住所④申請者氏名⑤許可年月日

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

113

平成29年7月1日から平成29年7月末
日までに収受した新規開設の理容
所、美容所一覧　①営業所名②営業
所所在地③営業所電話番号④申請者
名⑤確認年月日（申請者が法人の場
合は申請者住所、申請者電話番号、
代表者名及び役職）

公開 写し 生活衛生課

114

平成29年7月1日から平成29年7月31
日までに新規に確認を受けている理
容所、美容所一覧　①施設屋号②施
設住所③施設連絡先④申請者氏名⑤
許可年月日

公開 写し 生活衛生課

118

1.平成29年7月1日から平成29年7月
31日までの食品衛生法に基づく営業
許可申請処理簿　①屋号②営業所所
在地③営業所電話番号④申請者氏名
⑤業種⑥許可年月日⑦許可満了日等
2.平成29年7月1日から平成29年7月
31日までに営業許可を取得した美容
所一覧　①施設名称②施設所在地③
電話番号④開設者氏名⑤確認年月日

部分
公開

写し

食品衛生法に基づく営業許可
申請処理簿において許可申請
者が個人の場合、その住所、
電話番号

生活衛生課

116

平成29年7月1日から平成29年7月31
日までに新規に開設の届出をした施
術所一覧　①施設屋号②施設住所③
施設連絡先④申請者名⑤届出年月日

公開 写し 生活衛生課

117

旅館業の一覧　①施設名称②施設所
在地③営業者名称④代表者氏名⑤代
表者住所⑥代表者連絡先⑦営業者住
所⑧許可日⑨申請者名⑩種別

公開 写し 生活衛生課

119

狭あい道路後退図（図面番号03-
181）座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

20



受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

担当課

8月2日

8月14日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

8月3日

8月16日

8月4日

8月14日

8月8日

8月17日
土地境界図の図面作成者及び
立会署名捺印者の氏名が特定
の個人が識別され、またはさ
れ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

8月8日

10月12日
土地境界図の図面作成者及び
立会署名捺印者の氏名が特定
の個人が識別され、またはさ
れ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

8月9日

8月15日

8月16日

8月24日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

8月16日

8月30日

②特定の個人が識別されるた
め
（条例第7条第2号該当）
③法人等の正当な利益を害す
ると認められるため
（条例第7条第3号該当）
①公にすることにより、犯罪
の発生を招くおそれのある情
報であるため
（条例第7条第4号該当）

8月16日

8月24日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

120

平成29年6月1日から平成29年7月31
日までの食品衛生法に基づく営業許
可申請処理簿　①施設名②施設所在
地③施設電話番号④登録者氏名⑤初
回許可年月日（自動販売機、移動店
舗、臨時営業及び露店を除く）

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

123

121

特定建築物一覧　①ビル名②所在地
③届出者④届出者住所（法人のみ）

公開 写し 生活衛生課

122

小中学校の延床面積・建築面積がわ
かる資料　1.目白小学校 2.池袋第
三小学校 3.旧朝日中学校 4.池袋中
学校 5.池袋第二小学校 6.文成小学
校 7.池袋第一小学校

公開 写し 学校施設課

公図（番号：992-150）に関する地
境の確定に関する資料すべて　1.土
地境界図

部分
公開

写し

図面作成者及び立会署名捺印
者の氏名

土木管理課

公図（番号：992-150）に関する地
境の確定に関する資料すべて

部分
公開

写し

図面作成者及び立会署名捺印
者の氏名

土木管理課

124

1.平成29年7月1日から平成29年7月
31日までの食品衛生法に基づく営業
許可申請処理簿　①屋号②営業所所
在地③営業所電話番号④申請者氏名
⑤業種⑥許可年月日⑦許可満了日等

公開 写し 生活衛生課

125

平成29年8月1日から平成29年8月15
日までの食品衛生法に基づく営業許
可申請処理簿（菓子製造、乳類販売
業、食肉販売業、魚介類販売業、自
動販売機は除く）

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

127

平成28年12月1日から平成29年8月16
日までの食品衛生法に基づく新規許
可の飲食店営業許可申請処理簿（臨
時販売、自動車販売、自動販売機、
露店、催事は除く）①屋号②営業所
所在地③営業所電話番号④代表者名
⑤営業種別

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

生活衛生課

126

「平成28年度小学校用務業務のプロ
ポーザル」にかかわる提案書

部分
公開

写し

①受託者の印影　②個人名・
個人が特定される写真画像
③提案内容の一部

庶務課

21



受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

担当課

8月16日

8月29日

8月17日

8月24日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

8月21日

8月24日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

8月22日

8月29日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

8月23日

8月29日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

8月24日

9月4日

8月28日

8月28日

8月28日 不存在

9月10日

8月30日

9月8日

8月30日

9月4日
特定の個人が識別されるため
（条例第7条第2号該当）
犯罪を招くおそれのあるため
（条例第7条第4号該当）

9月1日

9月7日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

生活衛生課

130

平成29年8月現在で菓子製造業の許
可を取得している施設一覧（自動車
を除く）　①営業施設名称②営業所
所在地③営業所電話番号④申請者氏
名⑤申請者所在地⑥申請者電話番号
⑦初回許可年月日⑧許可満了日⑨許
可番号

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

128

平成27年1月から平成29年8月16日ま
でに営業許可を取得した理容所、美
容所一覧　①屋号②営業所住所③営
業所電話番号④代表者氏名⑤営業の
種類

公開 写し 生活衛生課

129

平成29年8月1日から平成29年8月17
日までの食品衛生法に基づく営業許
可申請処理簿　①物件名（屋号、商
号）②営業所所在地③連絡先

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

132

自動販売機（食料品等販売業及び乳
類販売）に関する一覧　①施設屋号
②営業所所在地③営業所電話番号⑤
営業者氏名⑥初回許可日⑦許可満了
日

部分
公開

閲覧

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

131

営業許可台帳（施設名：○○○池袋
東口店）　①法人名②代表者氏名③
法人所在地④電話番号 部分

公開
写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

133

1.「街路灯改修工事（その１）」
（開札：平成29年8月10日）の金抜
設計書、金抜内訳書及び図面　2.
「街路灯改修工事（その２）」（開
札：平成29年8月24日）の金抜設計
書、金抜内訳書及び図面

公開 写し 公園緑地課

134

現時点で許可を受けている施設の台
帳すべて　1.理容所台帳 2.美容所
台帳 3.クリーニング所台帳（洗
濯・取次) 4.旅館業 5.薬局

取下
げ

－ 生活衛生課

135

「新庁舎移転プロジェクトマネジメ
ント業務委託プロポーザル」（平成
25年度公示）についての企画提案書
及び見積書

非
公開

－ 庁舎運営課

137

平成29年度定期健康診断における学
校別・学年別・男女別の気管支喘息
及びアレルギー疾患の児童生徒数 公開 写し 学務課

139

平成29年8月1日から平成29年8月31
日までの新規に許可を取得した飲食
店一覧　①施設屋号②施設連絡先③
施設住所④申請者氏名⑤許可年月日

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

138

1.有限会社○○○（所在地：豊島区
池袋本町四丁目○○番○○号）にか
かる工場設置認可申請書及び工場変
更認可申請書　2.○○○駐車場（所
在地：豊島区池袋本町四丁目○○番
○○号）にかかる指定作業場設置届
出書

部分
公開

写し

①個人の氏名、住所、電話番
号　②法人代表者の印影

環境保全課
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受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

担当課

9月1日

9月14日

9月1日

9月14日

9月1日

9月7日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

9月1日

9月1日
市場単価は建設物価調査会及
び経済調査会2社の単価を利
用し、当該２社の公開期限が
１年間となっている。期間内
の著作権保護のため。（条例
第7条第3号該当）

9月4日

9月14日

9月4日

9月14日

9月5日

9月14日

9月4日

9月7日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

9月4日

9月7日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

9月5日 個人の氏名

9月8日

9月7日

9月15日

140

平成29年8月1日から平成29年8月31
日までに新規に確認を受けている理
容所、美容所一覧　①施設屋号②施
設住所③施設連絡先④申請者氏名⑤
許可年月日

公開 写し 生活衛生課

141

平成29年8月1日から平成29年8月31
日までに新規に開設の届出をした施
術所一覧　①施設屋号②施設住所③
施設連絡先④申請者名⑤届出年月日

公開 写し 生活衛生課

143

「工事38号さくら小学校校庭改修工
事」（平成29年6月22日開札）に関
する資料　1.代価明細書を含む金入
り設計書　2.諸経費計算書 部分

公開
写し

種別内訳書及び代価明細書に
おいて市場単価を使用する代
価

道路整備課

142

平成29年8月1日から平成29年8月末
日までの食品衛生法に基づく新規許
可の飲食店営業許可申請処理簿　①
業種②屋号③営業所所在地④営業所
電話番号⑤営業者名⑥代表者肩書⑦
代表者名⑧営業者住所⑨営業者電話
番号⑩初回許可年月日⑪許可満了日

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

144

平成29年8月1日から平成29年8月末
日までに収受した新規開設の理容
所、美容所一覧　①営業所名②営業
所所在地③営業所電話番号④申請者
名⑤確認年月日（申請者が法人の場
合は申請者住所、申請者電話番号、
代表者名及び役職）

公開 写し 生活衛生課

145

平成29年8月1日から平成29年8月31
日までに新規で開設した施術所一覧
①施設名称②施設所在地③電話番号
④開設年月日⑤開設者氏名⑤業務種
類

公開 写し 生活衛生課

146

平成29年8月1日から平成29年8月31
日までに営業許可を取得した美容所
一覧　①施設名称②施設所在地③電
話番号④開設者氏名⑤確認年月日

公開 写し 生活衛生課

147

平成29年8月1日から平成29年8月31
日までの食品衛生法に基づく営業許
可申請処理簿　①屋号②営業所所在
地③営業所電話番号④申請者氏名⑤
業種⑥許可年月日⑦許可満了日等

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

149

狭あい道路後退図（図面番号14-
71） 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

生活衛生課

148

食品衛生法に基づく許可のあった飲
食店営業許可申請処理簿（移動、自
動車、臨時、自動販売機、船を除
く）　①業種②施設屋号③営業所所
在地④営業所電話番号⑤申請者氏名
⑥初回許可日⑦許可満了日

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

150

小学校道徳教科書採択に関する資料
1.調査部会調査資料 2.選定委員会
議事録 3.選定委員会選定資料 4.教
科書展示会におけるアンケートのま
とめ 5.採択時の投票結果

公開 写し 指導課
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受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

担当課

9月8日

9月20日

9月8日

9月20日
①法人等の他正当な利益を害
すると認められる情報である
ため
（条例第7条第3号該当）
②公にすることにより、犯罪
の発生を招くおそれのある情
報であるため
（条例第7条第4号該当）

9月8日 不存在

9月20日

9月8日

10月11日

9月11日 個人の氏名

9月12日

9月12日

9月15日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

9月13日 契約書の印影

9月25日

9月15日

9月22日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

9月15日 個人の氏名

9月20日

9月20日 個人の氏名

9月21日

9月25日 個人の氏名

9月28日

	南池袋公園カフェ・レストラン設置
管理運営業務に係る書類。　1.募集
にあたって募集要項、図面　2.評価
項目・配点に関する書類

公開 写し 公園緑地課

南池袋公園カフェ・レストラン設置
管理運営業務に係る書類。　1.募集
にあたって仕様書等、質疑応答　2.
選定にかかる議事内容の記録。　3.
管理許可申請および意思決定にかか
る稟議及び付属書類。　4.検討過程
の議事録、配布書類など企画決定ま
での流れや現在の運営・検証方法を
把握するに足る資料

非
公開

－ 公園緑地課

南池袋公園カフェ・レストラン設置
管理運営業務に係る書類。　1.プロ
ポーザルに関する事業提案に関する
書類一式。　2.意思決定にかかる稟
議及び付属書類

公開 写し 公園緑地課

151

南池袋公園カフェ・レストラン設置
管理運営業務に係る書類。　1.プロ
ポーザルに関する事業提案に関する
書類一式。　2.選定後の協定書

部分
公開

写し

①法人に関する情報　②法人
代表者の印影

公園緑地課

153

平成29年8月1日から平成29年8月12
日までの食品衛生法に基づく営業許
可申請処理簿　①物件名（屋号、商
号）②営業所所在地③連絡先

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

152

狭あい道路後退図（図面番号95-
105）座標付 部分

公開
写し 建築課特定の個人が識別され、また

はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

155

平成29年9月1日から平成29年9月15
日まで新規で許可を受けた施設の食
品衛生法に基づく営業許可申請処理
簿（菓子製造、乳類販売業、食肉販
売業、魚介類販売業、自動販売機は
除く）

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

154

1.南池袋公園委託契約　2.南池袋公
園に関する過去3年間の支出状況
（内容） 部分

公開
閲覧 公園緑地課

公にすることにより、犯罪の
発生を招くおそれのある情報
であるため
（条例第7条第4号該当）

157

狭あい道路後退図（図面番号95-
253、91-355）座標付 部分

公開
写し 建築課特定の個人が識別され、また

はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

156

狭あい道路後退図（図面番号95-
210、13-523）座標付 部分

公開
写し 建築課特定の個人が識別され、また

はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

158

狭あい事業協議記録（協議番号：
12-18）に関し行政が苦情対応した
内容及び日付の記録がわかる一連の
資料

部分
公開

写し 建築課特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）
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受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

担当課

9月25日 図面作成者の印影

10月2日

9月26日

10月5日

9月26日

10月19日

9月26日

10月19日

特定の個人が識別されるため
（条例第7条第2号該当）
法人等の正当な利益を害する
と認められるため
（条例第7条第3号該当）

9月26日 個人の氏名

10月3日

9月28日

10月11日

公開

159

境界石標設置図（支給願№143、原
図番号№2365）

部分
公開

写し 土木管理課
公にすることにより、犯罪の
発生を招くおそれのある情報
であるため
（条例第7条第4号該当）

写し
学習・

スポーツ課

162

生活衛生課の環境衛生担当における
墓地等の許可業務において納骨堂の
区分にて認可された施設一覧　①施
設名②所在地③認可先生者氏名④認
可年月日⑤認可番号⑥基数

公開 写し 生活衛生課

161

狭あい道路後退図（図面番号91-
1008）座標付 部分

公開
写し 建築課特定の個人が識別され、また

はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

160
前回の雑司が谷体育館指定管理者選
定に関する資料　1..現運営団体が
提出した事業計画書または予算書
2.選定理由が記載された資料 3.平
成28年度の事業報告書

部分
公開

写し

①個人が特定できる写真　②
事業報告書の職員配置状況、
利用人数、自主事業の教室
名、自主事業報告、年度活動
報告、防災避難訓練報告書、
年度計画実施状況、年間作業
実施状況、コンプライアンス
活動報告

学習・
スポーツ課

前回の雑司が谷体育館指定管理者選
定に関する資料　1.選定理由が記載
された資料

公開 写し 行政経営課

前回の雑司が谷体育館指定管理者選
定に関する資料　1.募集要項 2.業
務仕様書に準ずる資料 3.その他公
募時に配布された資料　4.質疑回答
5.行政の評価が記載された資料（平
成26年度から平成28年度まで）.
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(第３四半期　10月～12月）

受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
10月2日

10月6日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

10月2日

10月13日

10月2日

10月16日

10月2日

10月6日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

10月2日

10月13日

10月3日

10月6日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

10月4日

10月11日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

10月4日

10月13日

10月4日

10月16日

10月5日

10月11日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

172

平成29年10月時点での飲食店営業
（自動販売機・給食施設）に関する
一覧 部分

公開
写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

170

平成29年9月1日から平成29年9月30
日までに営業許可を取得した美容所
一覧　①施設名称②施設所在地③電
話番号④開設者氏名⑤確認年月日

公開 写し 生活衛生課

171

平成29年9月1日から平成29年9月30
日までに新規で開設した施術所一覧
①施設名称②施設所在地③電話番号
④開設年月日⑤開設者氏名⑤業務種
類

公開 写し 生活衛生課

生活衛生課

169

平成29年9月1日から平成29年9月30
日までの食品衛生法に基づく営業許
可申請処理簿　①屋号②営業所所在
地③営業所電話番号④申請者氏名⑤
業種⑥許可年月日⑦許可満了日等

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

167

平成29年9月1日から平成29年9月末
日までに収受した新規開設の理容
所、美容所一覧　①営業所名②営業
所所在地③営業所電話番号④申請者
名⑤確認年月日（申請者が法人の場
合は申請者住所、申請者電話番号、
代表者名及び役職）

公開 写し 生活衛生課

168

平成29年8月1日から平成29年9月30
日までの食品衛生法に基づく営業許
可申請処理簿　①施設名②施設所在
地③施設電話番号④登録者氏名⑤初
回許可年月日（自動販売機、移動店
舗、臨時営業及び露店を除く）

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

166

平成29年9月1日から平成29年9月末
日までの食品衛生法に基づく新規許
可の飲食店営業許可申請処理簿　①
業種②屋号③営業所所在地④営業所
電話番号⑤営業者名⑥代表者肩書⑦
代表者名⑧営業者住所⑨営業者電話
番号⑩初回許可年月日⑪許可満了日

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

164

平成29年9月1日から平成29年9月30
日までに新規に確認を受けている理
容所、美容所一覧　①施設屋号②施
設住所③施設連絡先④申請者氏名⑤
確認年月日

公開 写し 生活衛生課

165

平成29年9月1日から平成29年9月30
日までに新規に開設の届出をした施
術所一覧　①施設屋号②施設住所③
施設連絡先④申請者名⑤届出年月日

公開 写し 生活衛生課

163

平成29年9月1日から平成29年9月30
日までの新規に許可を取得した飲食
店一覧　①施設屋号②施設連絡先③
施設住所④申請者氏名⑤許可年月日

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

№ 請  求  内  容
決定
内容

公開
方法

担当課
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受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

担当課

10月6日

10月19日

10月6日 法人の印影

10月12日

10月10日

10月16日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

10月10日

10月20日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

10月10日

10月17日

法人等に関する情報であっ
て、公にすることにより、法
人の権利、競争上の地位その
他正当な利益を害すると認め
られる情報であるため（条例
第7条第3号該当）

10月12日

10月17日178

豊島区千早○丁目の有害物質取扱事
業場の周辺井戸水質分析について平
成23年度から28年度までの結果 公開 写し 環境保全課

部分
公開

写し 環境保全課

177

平成28年度に公募型プロポーザル方
式により選定した「総合窓口課窓口
業務委託」において契約締結候補者
第１位となった事業者の企画提案書

部分
公開

写し

提案書のうち、業務に対する
基本的な考え・実施方針、事
業実績の活用、各業務を実施
するに当たっての人員確保、
研修について、各業務を実施
するための人員配置の考え
方、各業務に配置する責任者
の経験・実績・役割、個人情
報保護について、突発的な事
態におけるバックアップ体
制、サービス水準を達成する
ための取り組み、従業員の定
着率を上げるための工夫

総合窓口課

生活衛生課

176

平成29年7月1日から29年9月30日ま
での間の住居表示（住居番号）の付
定状況がわかる資料　1.豊島区住居
表示に関する条例3条1項の届出の処
理状況を一覧表にした書類(新築届
出書の受付簿,住居表示付定通知一
覧等のいずれか。)。ただし, 平成
29年7月1日から29年9月30日までの
間に住居表示(住居番号)の付定が
あった物件にかかるもの。　2.平成
29年7月1日から29年9月30日までの
間に住居表示(住居番号)の付定が
あった物件箇所を含む住居表示台帳
(街区図)

部分
公開

写し

①住居表示台帳の居住者名、
建物名称、付定情報　②付
定・廃止・変更受付整理簿の
登録名称、所有者名、備考

総合窓口課

175

平成29年10月1日から平成29年10月
10日までの食品衛生法に基づく営業
許可申請処理簿　①物件名（屋号、
商号）②営業所所在地③連絡先

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

公にすることにより、犯罪の
発生を招くおそれのある情報
であるため（条例第7条第4号
該当）

173

確認を受けている旅館・ホテル営業
施設、公衆浴場（銭湯を除きスー
パー銭湯を含む）及び特定建築物
（区立小・中学校は除く）の一覧
①施設名称②施設住所③建物高さ
（階数）③延べ面積

公開 写し 生活衛生課

174

工場廃止届（名称：○○製作所　所
在地：豊島区高田一丁目○○番）
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受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

担当課

10月13日

11月8日

法人等に関する情報であっ
て、公にすることにより、法
人の権利、競争上の地位その
他正当な利益を害すると認め
られる情報であるため
（条例第7条第3号該当）
審議等に関する情報であっ
て、審議等の結果に基づいて
行わる事務の執行に著しい支
障を及ぼすもの
（条例第7条第5号該当）

10月13日

10月24日

10月13日

10月13日

10月16日 個人の氏名

10月17日

10月18日 個人の氏名

10月19日

10月18日

10月25日

10月19日 個人の氏名

10月20日

10月19日

10月24日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

186

平成30年度小学校道徳教科書採択に
関する資料　1.調査委員会資料 2.
選定審議会資料など 公開 写し 指導課

184

豊島区と特定非営利活動法人○○○
との間で締結された契約書

公開 写し
地域区民
ひろば課

185

狭あい道路後退図（図面番号06-
578）座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

183

狭あい道路後退図（図面番号89-
182） 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

181

最新の豊島区内の町丁目別の０歳か
ら５歳までの人口を男女別、１歳刻
みでわかる統計資料

取下
げ

－
区民活動推

進課

182

狭あい道路後退図（図面番号90-
268）座標付 部分

公開
写し 建築課

庁舎運営課

180

平成29年10月1日現在、高度管理医
療機器等販売業許可証を取得してい
る施設（販売業のみ）の一覧　①許
可番号②営業者氏名③営業所名称④
営業所の郵便番号⑤営業所所在地⑥
営業所電話番号⑦許可年月日⑧許可
満了日

公開 写し 生活衛生課

179

平成29年7月19日に公示された「豊
島区役所本庁舎総合案内業務請負」
に関する資料　1.選定業者の企画提
案書　2.審査時における選定委員の
議事録　3.全応募団体の評価項目点
数表別得点表

部分
公開

写し

①提案書の事業に対する理解
度、事業実績及びその活用、
提案の実効性、従事者の確保
策・定着策・人材育成、人員
配置体制、個人情報保護・危
機管理体制、独自の提案　②
会議録の委員氏名、委員発言
において事業者が特定できる
部分③第一次審査事務局案の
共同運営サービス登録状況、
共同運営格付、上場、企画提
案記述項目、３事業実績及び
その活用、６人員配置体制、
１０提示価格
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受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

担当課

10月20日

10月30日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

10月20日

11月1日

10月24日 個人の氏名

10月26日

10月24日

10月31日

10月24日

11月6日

10月25日 個人の氏名

10月27日

10月26日

10月31日

10月27日 個人の氏名

10月31日

10月31日

11月14日

特定の個人が識別されるため
（条例第7条第2号該当）
法人等の正当な利益を害する
と認められるため
（条例第7条第3号該当）
公にすることにより、犯罪の
発生を招くおそれのある情報
であるため
（条例第7条第4号該当）

195

平成30年4月1日開設予定である（仮
称）目白ちとせ保育園及び（仮称）
椎名町ちとせ保育園について提出さ
れた「認可保育所運営事業者募集」
に記載する応募申込に必要な提出書
類

部分
公開

写し

①個人の氏名・印影・住所
②採用計画の一部、事業概要
の一部、提案事項、指導検査
結果の一部、第三者評価の一
部、既存施設の運営について
の一部及び法人の財務状況に
関する書類の一部　③法人の
印影、実測図、平面図

保育課

194

狭あい道路後退図（図面番号97-
69）座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

193

１.平成29年度小学校教科用図書
（道徳）の採択に関する資料　2.平
成26年度小学校教科用図書の採択に
関する資料　3.平成27年度中学校教
科用図書の採択に関する資料　それ
ぞれ選定委員会、調査委員会の資料

公開 写し 指導課

191

平成27年度から28年度に届出を確認
した美容所一覧　①届出年月日②施
設名称③施設所在地④電話番号④申
請者氏名

公開 写し 生活衛生課

192

狭あい道路後退図（図面番号95-
474、06-332）座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

190

平成30年度小学校道徳教科書採択に
関する資料　1.調査報告書 2.会議
議事録等 公開 写し 指導課

188

平成29年7月から平成29年9月までに
営業許可を取得した理容所、美容所
一覧　①業種②施設名称③施設所在
地④電話番号⑤営業者氏名⑤代表者
氏名

公開 写し 生活衛生課

189

狭あい道路後退図（図面番号95-
622）座標付 部分

公開
写し 建築課

187

食品衛生法に関わる営業許可台帳
（営業者または代表者：○○○）

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

29



受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

担当課

11月1日

11月8日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

11月1日

11月14日

11月1日

11月9日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

11月1日

11月14日

11月1日

11月16日

11月2日 不存在

11月16日

11月2日 個人の氏名

11月6日

11月2日

11月9日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

11月2日

11月14日

11月2日

12月14日

11月6日

11月9日

①特定の個人が識別されるた
め（条例第7条第2号該当）
②犯罪を招くおそれのあるた
め（条例第7条第4号該当）

206

指定作業場既設届及び承継届出書
（事業者名：○○○、所在地：豊島
区高田三丁目○○番○○号）

部分
公開

写し

①個人の氏名、住所、電話番
号、印影　②法人代表者の印
影

環境保全課

204

平成29年10月1日から平成29年10月
31日までに営業許可を取得した美容
所一覧　①施設名称②施設所在地③
電話番号④開設者氏名⑤確認年月日

公開 写し 生活衛生課

205

平成29年10月1日から平成29年10月
31日までに新規で開設した施術所一
覧　①施設名称②施設所在地③電話
番号④開設年月日⑤開設者氏名⑤業
務種類

取下
げ

－ 生活衛生課

203

平成29年10月1日から平成29年10月
31日までの食品衛生法に基づく営業
許可申請処理簿　①屋号②営業所所
在地③営業所電話番号④申請者氏名
⑤業種⑥許可年月日⑦許可満了日等

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

202

狭あい道路後退図（図面番号10-
509、06-553、93-450）座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

200

平成29年10月1日から平成29年10月
31日までに新規に開設の届出をした
施術所一覧　①施設屋号②施設住所
③施設連絡先④申請者名⑤届出年月
日

取下
げ

－ 生活衛生課

201

豊島区西巣鴨三丁目○○番○○号所
在の昭和32年から33年頃新築された
建屋について確認申請されたかどう
かわかる資料（所有者：○○　家屋
番号：○○）

非
公開

－ 建築課

生活衛生課

199

平成29年10月1日から平成29年10月
31日までに新規に確認を受けている
理容所、美容所一覧　①施設屋号②
施設住所③施設連絡先④申請者氏名
⑤確認年月日

公開 写し 生活衛生課

197

平成29年10月1日から平成29年10月
末日までに収受した新規開設の理容
所、美容所一覧　①営業所名②営業
所所在地③営業所電話番号④申請者
名⑤確認年月日（申請者が法人の場
合は申請者住所、申請者電話番号、
代表者名及び役職）

公開 写し 生活衛生課

198

平成29年10月1日から平成29年10月
31日までの新規に許可を取得した飲
食店一覧　①施設屋号②施設連絡先
③施設住所④申請者氏名⑤許可年月
日

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

196

平成29年10月1日から平成29年10月
末日までの食品衛生法に基づく新規
許可の飲食店営業許可申請処理簿
①業種②屋号③営業所所在地④営業
所電話番号⑤営業者名⑥代表者肩書
⑦代表者名⑧営業者住所⑨営業者電
話番号⑩初回許可年月日⑪許可満了
日

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課
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受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

担当課

11月6日 個人の氏名

11月8日

11月13日

11月13日

11月13日

11月27日

11月13日 個人の氏名

11月14日

11月15日

11月21日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

11月17日 ①個人の氏名　②法人の印影

11月29日

11月22日

12月1日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

11月22日 不存在

12月1日

11月24日

12月7日

11月27日 個人の氏名

11月29日

11月28日 個人の氏名

11月30日

11月28日

12月4日217

グループホーム○○○に対する、平
成26年4月1日から本日までの行政指
導の内容記録

公開 写し 介護保険課

216

狭あい道路後退図（図面番号90-
689）座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

215

狭あい道路後退図（図面番号97-
0426、93-0138、98-0338、02-
0228）座標付

部分
公開

写し 建築課特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

介護保険サービス事業者における事
故等報告書のうち死亡事故の報告書
（平成25年度）

非
公開

－ 介護保険課

214

理容所及び美容所で平成29年10月31
日現在営業している施設一覧　①施
設名称②施設所在地③電話番号④営
業者氏名⑤確認年月日

公開 写し 生活衛生課

213

介護保険サービス事業者における事
故等報告書のうち死亡事故の報告書
（平成26年度以降）

部分
公開

写し

事故報告書のうち、利用者の
氏名、被保険者番号、性別、
年齢、要介護度、家族、病名
及び関係機関従業員等の氏名 介護保険課

212

有限会社○○○工場の倉庫に関する
汚染拡散防止措置完了届

部分
公開

写し 環境保全課
①特定の個人が識別されるた
め（条例第7条第2号該当）
②犯罪を招くおそれのあるた
め（条例第7条第4号該当）

211

平成29年11月1日から平成29年11月
15日までの食品衛生法に基づく営業
許可申請処理簿　①物件名（屋号、
商号）②営業所所在地③連絡先

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

210

狭あい道路後退図（図面番号13-
349、12-151、97-75）座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

208

○○○氏に関する平成24年から死亡
までの間になされた要介護認定及び
要支援認定にかかる資料　１認定調
査票（概況・基本調査、特記事項）
2.主治医意見書

取下
げ

－ 介護保険課

209

文書番号27豊文図発第1945号「予算
の流用について（上池袋図書館　委
託料→役務費」についての文書 公開 写し 図書館課

207

狭あい道路後退図（図面番号97-388
～391）座標付 部分

公開
写し 建築課特定の個人が識別され、また

はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

31



受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

担当課

11月28日

12月4日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

11月28日 不存在

12月4日

11月28日

12月7日

11月28日 個人の氏名

11月30日

11月29日 個人の氏名

12月1日

11月29日 個人の氏名

11月30日

11月30日

12月3日
立ち会った地権者について個
人が特定されるため。（条例
第7条第2号該当）

12月1日

12月7日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

12月1日

12月7日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

12月1日

12月14日

12月1日

12月12日

225

平成29年11月1日から平成29年11月
30日までに新規に確認を受けている
理容所、美容所一覧　①施設屋号②
施設住所③施設連絡先④申請者氏名
⑤確認年月日

公開 写し 生活衛生課

226

平成29年11月1日から平成29年11月
30日までに新規に開設の届出をした
施術所一覧　①施設屋号②施設住所
③施設連絡先④申請者名⑤届出年月
日

公開 写し 生活衛生課

224

平成29年11月1日から平成29年11月
30日までの新規に許可を取得した飲
食店一覧　①施設屋号②施設連絡先
③施設住所④申請者氏名⑤許可年月
日

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

223

平成29年11月1日から平成29年11月
末日までの食品衛生法に基づく新規
許可の飲食店営業許可申請処理簿
①業種②屋号③営業所所在地④営業
所電話番号⑤営業者名⑥代表者肩書
⑦代表者名⑧営業者住所⑨営業者電
話番号⑩初回許可年月日⑪許可満了
日

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

222

境界石標設置図（図面番号617）

部分
公開

写し

図面に記載されている地権者
の氏名

土木管理課

221

狭あい道路後退図（図面番号89-
0189、10-0339、96-0481、96-
0202）座標付

部分
公開

写し 建築課
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

220

狭あい道路後退図（図面番号15-
657、08-81）座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

218

1.旅館業の許可申請に係る審査基準
2.旅館業の許可要件該当性を判断す
るにあたり職員が参照する書類

取下
げ

－ 生活衛生課

219

狭あい道路後退図（図面番号06-
266） 部分

公開
写し 建築課

介護保険課

グループホーム○○○に対する、平
成24年度から平成25年度までの行政
指導の内容記録

非
公開

－ 介護保険課

グループホーム○○○に対する、平
成26年4月1日から本日までの行政指
導の内容記録

部分
公開

写し

実地指導結果通知・監査結果
通知・改善状況報告書のう
ち、利用者・家族・従業者の
氏名、性別、年齢、被保険者
番号、要介護度、病歴

217
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受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

担当課

12月1日 個人の氏名

12月6日

12月4日

12月11日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

12月4日

12月14日

12月4日 個人の氏名

12月7日

12月6日

12月18日

12月11日

12月25日

12月11日

12月14日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

12月12日

12月18日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

12月12日

12月25日

12月13日

12月25日

12月15日 個人の氏名

12月21日

12月18日 不存在

12月26日
238

郷土資料館研究紀要第16号（2006）
2005年度年報記載の「郷土資料館日
記抄」について空襲研究会にかかる
資料のすべて（研究会のレジュメや
報告書等）

非
公開

－
文化

デザイン課

237

狭あい道路後退図（図面番号90-
0201）座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

235

平成29年8月1日から平成29年11月30
日までに新規に営業を確認した理容
所及び美容所一覧　①施設名称②施
設所在地③電話番号④営業者氏名⑤
確認年月日⑥業種⑦代表者氏名

公開 写し 生活衛生課

236

平成29年12月1日現在において休止
届が届けられている診療所、歯科診
療所及び薬局の一覧　①施設名称②
施設所在地③開設者名称④収受日

公開 写し 生活衛生課

生活衛生課

234

平成29年8月1日から平成29年11月30
日までの食品衛生法に基づく営業許
可申請処理簿　①施設名②施設所在
地③施設電話番号④営業者氏名⑤許
可年月日⑥業種⑦代表者氏名（自動
販売、移動販売、屋台販売を除く）

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

232

平成29年12月11日現在、開設届が提
出され、休止届または廃止届が提出
されていない歯科診療所及び歯科技
工所の一覧　①施設名称②住所③施
設電話番号④施設開設日⑤開設者名

公開 写し 生活衛生課

233

平成29年12月1日から平成29年12月
11日までの食品衛生法に基づく営業
許可申請処理簿　①物件名（屋号、
商号）②営業所所在地③連絡先

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

231

平成29年11月1日から平成29年11月
末日までに収受した新規開設の理容
所、美容所一覧　①営業所名②営業
所所在地③営業所電話番号④申請者
名⑤確認年月日（申請者が法人の場
合は申請者住所、申請者電話番号、
代表者名及び役職）

公開 写し 生活衛生課

229

平成29年11月1日から平成29年11月
30日までに営業許可を取得した美容
所一覧　①施設名称②施設所在地③
電話番号④開設者氏名⑤確認年月日

公開 写し 生活衛生課

230

狭あい道路後退図（図面番号09-
309）座標付 部分

公開
写し 建築課

228

平成29年11月1日から平成29年11月
30日までの食品衛生法に基づく営業
許可申請処理簿　①屋号②営業所所
在地③営業所電話番号④申請者氏名
⑤業種⑥許可年月日⑦許可満了日等

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

227

狭あい道路後退図（図面番号93-
128）座標付 部分

公開
写し 建築課特定の個人が識別され、また

はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

33



受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

担当課

12月19日

12月26日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

12月19日

12月26日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

12月19日

12月26日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

12月21日

12月22日

12月22日

12月28日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

12月22日

1月4日

12月25日

12月27日

12月27日

1月9日

245

平成30年度「特別の教科　道徳」の
教科用図書採択に関する資料　1.調
査委員会運営規定  2.調査委員会会
議録 3.調査委員会会議参加者名簿

公開 写し 指導課

246

現在営業確認を受けている理容室及
び美容室の一覧　①施設名称②施設
所在地③電話番号④確認年月日⑤申
請者氏名⑥申請者住所

公開 写し 生活衛生課

生活衛生課

244

旅館業営業施設（簡易宿所と下宿を
除くホテル及び旅館）の一覧　①施
設名称②施設所在地③営業者氏名④
許可年月日⑦客室数⑧種別

公開 写し 生活衛生課

242

指定管理を含み区が管理している施
設で通信カラオケを契約導入してい
る施設について　1.入札見積合わせ
の結果がわかる資料　2.使用料金
（情報料金）、ﾚﾝﾀﾙ量、契約期間が
記載された書類（契約書等）

公開 写し 契約課

243

1.食品衛生法に基づく営業許可台帳
（住所：豊島区西池袋一丁目○番○
号、店舗名：○○○）　2.食品衛生
法に基づく営業許可台帳（住所：豊
島区南池袋一丁目○○番○号、店舗
名：○○○）　それぞれ①屋号②営
業所所在地③営業所電話番号④営業
者氏名または法人名⑤代表者氏名⑥
代表者電話番号⑦初回許可年月日⑧
最新許可年月日⑨許可番号⑩食品衛
生責任者氏名⑪廃止年月日⑫申請者
氏名⑬申請者住所

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

241

食品衛生法に基づく営業許可台帳
（住所：豊島区北大塚二丁目○番○
号、店舗名：○○○）　①代表者氏
名②代表者住所③営業許可番号

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

生活衛生課

240

食品衛生法に基づく営業許可台帳
（住所：豊島区北大塚二丁目○番○
号、店舗名：○○○）　①代表者氏
名②代表者住所③営業許可番号

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

239

食品衛生法に基づく営業許可台帳
（住所：豊島区北大塚三丁目○番○
号、店舗名：○○○）　①代表者氏
名②代表者住所

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号
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(第４四半期　1月～3月）

受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
1月4日 不存在

1月17日

1月4日

1月11日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

1月4日

1月17日

1月4日

1月18日

1月5日

1月12日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

1月5日

1月12日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

1月5日

1月17日

1月9日

1月12日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

1月9日

1月22日

1月9日

1月23日

№ 請  求  内  容
決定
内容

公開
方法

担当課

生活衛生課

249

平成29年12月1日から平成29年12月
31日までに新規に確認を受けている
理容所、美容所一覧　①施設屋号②
施設住所③施設連絡先④申請者氏名
⑤確認年月日

公開 写し 生活衛生課

247

戦時中の畜犬や畜猫の献納運動、供
出運動にかかわる文書。東京府の
「畜犬取締規則」「畜犬取締規則執
行心得」や戦況悪化に基づいて行わ
れた「畜犬の徘徊停止」「畜犬の供
出」などを住民に求める区や警察署
からの文書

非
公開

－ 生活衛生課

248

平成29年12月1日から平成29年12月
31日までの新規に許可を取得した飲
食店一覧　①施設屋号②施設連絡先
③施設住所④申請者氏名⑤許可年月
日

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

252

平成29年12月1日から平成29年12月
末日までの食品衛生法に基づく新規
許可の飲食店営業許可申請処理簿
①業種②屋号③営業所所在地④営業
所電話番号⑤営業者名⑥代表者肩書
⑦代表者名⑧営業者住所⑨営業者電
話番号⑩初回許可年月日⑪許可満了
日

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

250

平成29年12月1日から平成29年12月
31日までに新規に開設の届出をした
施術所一覧　①施設屋号②施設住所
③施設連絡先④申請者名⑤届出年月
日

公開 写し 生活衛生課

251

平成29年10月1日から平成29年12月
31日までの食品衛生法に基づく営業
許可申請処理簿　①施設名②施設所
在地③施設電話番号④登録者氏名⑤
初回許可年月日（自動販売機、移動
店舗、臨時営業及び露店を除く）

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

255

平成29年12月1日から平成29年12月
31日までに営業許可を取得した美容
所一覧　①施設名称②施設所在地③
電話番号④開設者氏名⑤確認年月日

公開 写し 生活衛生課

253

平成29年12月1日から平成29年12月
末日までに収受した新規開設の理容
所、美容所一覧　①営業所名②営業
所所在地③営業所電話番号④申請者
名⑤確認年月日（申請者が法人の場
合は申請者住所、申請者電話番号、
代表者名及び役職）

公開 写し 生活衛生課

254

平成29年12月1日から平成29年12月
31日までの食品衛生法に基づく営業
許可申請処理簿　①屋号②営業所所
在地③営業所電話番号④申請者氏名
⑤業種⑥許可年月日⑦許可満了日等

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

256

「総合窓口課窓口業務委託」に関す
る資料（2014年度、2015年度、2016
年度、2017年度契約）　1.業務マ
ニュアル 2.「事務改善等の報告」

公開 写し 総合窓口課
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受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

担当課

1月9日

1月23日

①特定の個人が識別されるた
め（条例第7条第2号該当）
②法人等の正当な利益を害す
ると認められるため
（条例第7条第3号該当）

1月9日

1月23日

1月9日

1月23日

①特定の個人が識別されるた
め（条例第7条第2号該当）
②犯罪を招くおそれのあるた
め（条例第7条第4号該当）

1月9日

1月23日

1月9日 法人代表者の印影

1月22日

1月9日 不存在

1月23日

1月10日 個人の氏名

1月12日

1月10日 個人の氏名

1月15日

256

「総合窓口課窓口業務委託」に関す
る資料（2014年度、2015年度、2016
年度、2017年度契約）　1.契約書
（仕様書、特記事項などを含む）
2.事故報告書 部分

公開
写し

①事故報告書のうち、第三者
及び事業者の個人名が記載さ
れた部分　②契約書及び事故
報告書のうち、法人代表者の
印影

257

公にすることにより、犯罪の
発生を招くおそれのある情報
であるため
（条例第7条第4号該当）

「健康推進課窓口業務委託」に関す
る資料（2014年度、2015年度、2016
年度、2017年度契約）　1.事故報告
書

非
公開

－ 健康推進課

「健康推進課窓口業務委託」に関す
る資料（2014年度、2015年度、2016
年度、2017年度契約）　1.業務マ
ニュアル

公開 写し 健康推進課

「健康推進課窓口業務委託」に関す
る資料（2014年度、2015年度、2016
年度、2017年度契約）　1.契約書
（仕様書、特記事項などを含む）

部分
公開

写し

「国民健康保険課窓口業務委託」に
関する資料（2014年度、2015年度、
2016年度、2017年度契約）　1.契約
書（仕様書、特記事項などを含む）
2.経緯報告書

部分
公開

写し

①経緯報告書のうち、個人の
氏名　②契約書及び経緯報告
書のうち、法人の印影

国民健康
保険課

総合窓口課

「国民健康保険課窓口業務委託」に
関する資料（2014年度、2015年度、
2016年度、2017年度契約）　1.業務
マニュアル

公開 写し
国民健康
保険課

健康推進課

260

狭あい道路後退図（図面番号95-
161、95-259、06-329、07-537） 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

259

狭あい道路後退図（図面番号04-
403、00-262、10-477）座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

258

36



受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

担当課

1月10日

1月24日

①特定の個人が識別されるた
め（条例第7条第2号該当）
②法人等の正当な利益を害す
ると認められるため
（条例第7条第3号該当）
②③公にすることにより、犯
罪の発生を招くおそれのある
情報であるため
（条例第7条第4号該当）

1月12日

1月17日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

1月15日 個人の氏名

1月17日

1月16日 個人の氏名

1月19日

1月16日 個人の氏名

1月17日

1月16日

1月22日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

1月16日

1月24日
特定の個人が識別されるため
（条例第7条第2号該当）
犯罪を招くおそれのあるため
（条例第7条第4号該当）

262

食品衛生法に基づく営業許可台帳
（住所：豊島区池袋本町一丁目○番
○号、店舗名：○○○）　①営業者
氏名②営業者住所号

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

261

○○○の旅館業営業の許可申請書一
式（許可を決裁した文書を含む）

部分
公開

写し

①旅館業営業許可申請書の法
人代表者の生年月日、登記事
項証明書（添付書類）の法人
代表者の住所②建物配置図・
各階平面図・正面図・側面図
（いずれも添付資料）の図、
証明設備系統等図面・給排水
系統等図面・機械換気系統等
図面の図③旅館業営業許可申
請書の受領印の印影、定款
（添付書類）の印影、申告書
（添付書類）

生活衛生課

264

狭あい道路後退図（図面番号11-
102、11-145） 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

263

狭あい道路後退図（図面番号15-
502） 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

266

平成29年1月1日から平成29年12月31
日までの食品衛生法に基づく新規許
可の飲食店営業許可申請処理簿　①
業種②屋号③営業所所在地④営業所
電話番号⑤営業者氏名⑥初回許可年
月日⑦許可満了日⑧許可番号⑨許可
開始日、法人については⑩本社所在
地書⑪代表者氏名⑫申請者電話番号

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

265

狭あい道路後退図（図面番号03-
155） 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

267

1.境界石標設置図（原図番号：
2361） 2.境界石標設置図（原図番
号：1332）. 部分

公開
写し

①関係土地地権者の氏名　②
図面作成者の印影

土木管理課

37



受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

担当課

1月24日

2月1日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

1月26日

2月1日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

1月29日 個人の氏名

1月31日

2月1日

2月14日

2月1日

2月8日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

2月1日

2月8日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

2月1日

2月14日

2月1日

2月13日

2月1日 個人の氏名

2月2日

2月1日

2月8日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

2月2日

2月15日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

268

平成30年1月24日現在までの食品衛
生法に基づく許可のあった飲食店営
業許可申請処理簿（臨時、移動、自
動車、自動販売を除く）　①営業の
種類②屋号③営業所所在地④営業所
電話番号⑤営業者氏名⑥代表者肩書
⑦代表者名⑧営業者住所⑨営業者電
話番号⑩許可年月日⑪許可満了日⑫
許可番号⑬申請年月日

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

270

狭あい道路後退図（図面番号88-
0844）座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

269

平成29年12月1日から平成29年12月
31日までの食品衛生法に基づく新規
及び更新許可の飲食店営業許可申請
処理簿　①屋号②営業所所在地③営
業所電話番号⑤営業者氏名⑥許可年
月日⑪業種

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

生活衛生課

273

平成30年1月1日から平成30年1月31
日までの新規に許可を取得した飲食
店一覧　①施設屋号②施設連絡先③
施設住所④申請者氏名⑤許可年月日

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

271

平成30年1月1日から平成30年1月31
日までに営業許可を取得した美容所
一覧　①施設名称②施設所在地③電
話番号④開設者氏名⑤確認年月日

公開 写し 生活衛生課

272

平成30年1月1日から平成30年1月31
日までの食品衛生法に基づく営業許
可申請処理簿　①屋号②営業所所在
地③営業所電話番号④申請者氏名⑤
業種⑥許可年月日⑦許可満了日等

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

274

平成30年1月1日から平成30年1月31
日までに新規に確認を受けている理
容所、美容所一覧　①施設屋号②施
設住所③施設連絡先④申請者氏名⑤
確認年月日

公開 写し 生活衛生課

275

平成30年1月1日から平成30年1月31
日までに新規に開設の届出をした施
術所一覧　①施設屋号②施設住所③
施設連絡先④申請者名⑤届出年月日

公開 写し 生活衛生課

277

平成30年1月1日から平成30年1月末
日までの食品衛生法に基づく新規許
可の飲食店営業許可申請処理簿　①
業種②屋号③営業所所在地④営業所
電話番号⑤営業者名⑥代表者肩書⑦
代表者名⑧営業者住所⑨営業者電話
番号⑩初回許可年月日⑪許可満了日

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

276

狭あい道路後退図（図面番号16-
111） 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

278

豊島区保健所に寄せられる苦情相談
をまとめて管理している文書のう
ち、平成26年4月1日以降に処理され
た○○○院に対する苦情が記された
文書①苦情申出者氏名②苦情申出日
時③苦情の内容

部分
公開

写し

個人の氏名、連絡先、住所、
その他特定の個人を識別でき
る記述

生活衛生課

38



受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

担当課

2月2日

2月8日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

2月2日

2月14日

2月5日

2月15日

2月7日

2月21日

2月8日

2月15日

2月8日

2月15日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

2月8日 個人の氏名

2月13日

2月9日

2月16日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

2月10日

2月22日

2月13日

2月16日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

279

平成30年1月1日から平成30年1月31
日までの食品衛生法に基づく営業許
可申請処理簿　①屋号②営業所所在
地③営業所電話番号④営業者氏名⑤
業種⑥許可年月日

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

280

平成30年1月1日から平成30年1月末
日までに収受した新規開設の理容
所、美容所一覧　①営業所名②営業
所所在地③営業所電話番号④申請者
名⑤確認年月日（申請者が法人の場
合は申請者住所、申請者電話番号、
代表者名及び役職）

公開 写し 生活衛生課

281

1.開設の届出があった施術所の直近
の一覧　①施設名称②施設所在地③
電話番号④開設者氏名⑤管理者氏名
⑥休止情報　2.区薬品・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許可のあった
薬局及び店舗販売業 ①施設名称②
施設所在地③電話番号④解説者氏名
店舗販売業については加えて⑤管理
者氏名⑥第一類医薬品の取扱の有無
⑦取り扱う医薬品の区分⑧薬剤師の
有無

公開 写し 生活衛生課

284

食品衛生営業許可台帳（所在地　豊
島区南大塚二丁目○○番○号、店舗
名：○○○）　①屋号②営業所所在
地③営業所電話番号④運営者氏名⑤
運営者住所⑥運営者の連絡先⑦営業
許可に関する情報

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

282

保健所に提出された衛生検査所組織
運営規定（組織名：○○○）

公開 写し 生活衛生課

283

平成26年度、27年度、28年度及び29
年度における豊島区の出産育児一時
金の支払い件数がわかる資料すべて
①総数②国籍別件数③国内海外別件
数④海外件数の国籍別内訳など

取下
げ

－
国民健康
保険課

286

1.平成29年10月1日から平成29年12
月31日までの食品衛生法に基づく新
規施設の営業許可申請処理簿　①屋
号②営業所所在地③営業所電話番号
④営業者氏名⑤営業者住所⑥営業者
電話番号⑦業種⑧初回許可年月日

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

285

狭あい道路後退図（図面番号93-
290）座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

生活衛生課

287

平成30年2月9日現在、営業している
理容所、美容所一覧　①営業所名②
営業所所在地③営業所電話番号 公開 写し 生活衛生課

288

平成30年2月1日から平成30年2月13
日までの食品衛生法に基づく営業許
可申請処理簿　①物件名（屋号、商
号）②営業所所在地③連絡先

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

39



受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

担当課

2月13日

2月23日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

2月14日

2月27日

2月15日

2月15日

2月16日 個人の氏名

2月21日

2月19日 不存在

2月20日

2月19日 再委託先との契約金額

2月27日

2月19日

2月22日

2月20日 個人の氏名

2月21日

2月20日

2月21日

289

平成29年10月1日から29年12月31日
までの間の住居表示（住居番号）の
付定状況がわかる資料　1.豊島区住
居表示に関する条例3条1項の届出の
処理状況を一覧表にした書類(新築
届出書の受付簿,住居表示付定通知
一覧等のいずれか。)。ただし, 平
成29年10月1日から29年12月31日ま
での間に住居表示(住居番号)の付定
があった物件にかかるもの。　2.平
成29年10月1日から29年12月31日ま
での間に住居表示(住居番号)の付定
があった物件箇所を含む住居表示台
帳(街区図)

部分
公開

写し

①住居表示台帳の居住者名、
建物名称、付定情報　②付
定・廃止・変更受付整理簿の
登録名称、所有者名、備考

総合窓口課

292

狭あい道路後退図（図面番号04-
359）座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

290

1.開設届が提出された最新の歯科技
工所の一覧　①施設名称②施設所在
地③施設連絡先　2.平成25年から現
在までに廃止された歯科技工所の一
覧　①施設名称②施設所在地③施設
連絡先

公開 写し 生活衛生課

291

「池袋大橋アプローチぶ耐震補強工
事」についての官積金入り内訳書

公開 写し 道路整備課

293

豊島区にあった介護事業所○○○に
関する介護保険料等の不正もしくは
過大請求の事実または返還に関する
資料

非
公開

－ 介護保険課

294

目白庭園に関する資料　1.所管課へ
提出された第三者委託の申請書　2.
事業系一般廃棄物、産業廃棄物の委
託契約書 部分

公開
写し 公園緑地課

296

狭あい道路後退図（図面番号89-7）
座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

法人等に関する情報であっ
て、公にすることにより、法
人の権利、競争上の地位その
他正当な利益を害すると認め
られる情報であるため（条例
第7条第3号該当）

295

平成30年度使用の道徳の教科書採択
に関する資料　1.要綱、スケジュー
ル 2.調査報告書、選定審議会報告
書又は答申書 3.採択に関わった委
員の名簿（調査委員・選定委員など
の構成員  4.各学校の意見書

公開 写し 指導課

297
平成29年度分（平成30年度提出）給
与支払報告書　区市町村別人数 公開 写し 人事課

40



受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

担当課

2月20日

3月5日

2月21日 法人代表者の署名及び印影

3月6日

2月26日

3月2日

2月26日

3月5日

3月1日

3月14日

3月1日

3月7日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

3月1日

3月7日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

3月1日

3月7日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

3月1日

3月14日

299

豊島区長名で契約している自動車保
険の証券　①契約者名②保険会社名
③保険期間④適用料率等 部分

公開
写し 区民相談課

公にすることにより、犯罪の
発生を招くおそれのある情報
であるため
（条例第7条第4号該当）

298

美容所開設届　1.名称：○○○　住
所：豊島区駒込三丁目○○番○○号
2.名称：○○○　住所：豊島区巣鴨
一丁目○○番○○号 3.名称：○○
○　住所：豊島区南池袋二丁目○○
番○○号 4.名称：○○○　住所：
豊島区南池袋二丁目○○番○○号
5.名称：○○○　住所：豊島区南池
袋二丁目○○番○○号 6.名称：○
○○　住所：豊島区目白三丁目○○
番○○号 7.名称：○○○　住所：
豊島区西池袋三丁目○○番○○号
8.名称：○○○　住所：豊島区西池
袋五丁目○○番○○号 9.名称：○
○○　住所：豊島区池袋二丁目○○
番○○号

公開 写し 生活衛生課

300

都市計画道路補助173号線道路整備
工事に関する資料　1.平成28年度
工事第36号　街築工平面図（３工
区） 2.平成28年度　工事第36号
基準点網図（28.1） 3.平成28年度
工事第36号　境界点図

公開 写し 道路整備課

301

1.省エネ法に基づく定期報告書（平
成27年度から29年度） 2.東京都環
境確保条例に基づく定期報告書（平
成27年度から29年度）

公開 写し 環境政策課

302

平成30年2月1日から平成30年2月28
日までに営業許可を取得した美容所
一覧　①施設名称②施設所在地③電
話番号④開設者氏名⑤確認年月日

公開 写し 生活衛生課

303

平成30年2月1日から平成30年2月28
日までの食品衛生法に基づく営業許
可申請処理簿　①屋号②営業所所在
地③営業所電話番号④申請者氏名⑤
業種⑥許可年月日⑦許可満了日等

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

305

平成30年2月1日から平成30年2月28
日までの新規に許可を取得した飲食
店一覧　①施設屋号②施設連絡先③
施設住所④申請者氏名⑤許可年月日

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

生活衛生課

304

平成30年2月1日から平成30年2月末
日までの食品衛生法に基づく新規許
可の飲食店営業許可申請処理簿　①
業種②屋号③営業所所在地④営業所
電話番号⑤営業者名⑥代表者肩書⑦
代表者名⑧営業者住所⑨営業者電話
番号⑩初回許可年月日⑪許可満了日

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

306

平成30年2月1日から平成30年2月28
日までに新規に確認を受けている理
容所、美容所一覧　①施設屋号②施
設住所③施設連絡先④申請者氏名⑤
確認年月日

公開 写し 生活衛生課
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受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

担当課

3月1日

3月8日

3月5日 個人の氏名

3月7日

3月5日 関係土地地権者名

3月7日

3月7日

3月13日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

3月8日

3月9日

3月8日 個人の氏名

3月9日

3月8日

3月15日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

3月9日

3月15日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

3月9日

3月22日

3月12日

3月15日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

3月14日 ①関係土地地権者名　②印影

3月27日

308

狭あい道路後退図（図面番号96-
0047） 部分

公開
写し 建築課特定の個人が識別され、また

はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

307

平成30年2月1日から平成30年2月28
日までに新規に開設の届出をした施
術所一覧　①施設屋号②施設住所③
施設連絡先④申請者名⑤届出年月日

公開 写し 生活衛生課

310

飲食店営業許可施設の平成30年3月7
日現在の食品台帳一覧（臨時、移
動、自動車、自動販売を除く）　①
営業の種類②屋号③営業所所在地④
営業所電話番号⑤申請者氏名⑥代表
者名⑦営業者住所⑧営業者電話番号
⑨初回許可年月日⑪許可満了日

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

309

道路敷境界石標設置図（図面番号：
617） 部分

公開
写し 土木管理課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

311

飲食店営業許可施設の平成30年3月8
日現在の食品台帳一覧（臨時、移
動、自動車、自動販売、露店、催
事、許可のある集団給食及び廃業を
除く）　①営業の種類②屋号③営業
所所在地④営業所電話番号

取下
げ

－ 生活衛生課

312

狭あい道路後退図（図面番号04-
133）座標付 部分

公開
写し 建築課

公園緑地課

314

飲食店営業許可施設の平成30年3月9
日現在の食品台帳一覧（臨時、移
動、自動車、自動販売、露店、催
事、許可のある集団給食及び廃業を
除く）　①営業の種類②屋号③営業
所所在地④営業所電話番号

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

313

1.「街路灯改修工事（その１）」
（平成29年度）の施工体系図及び下
請業者一覧表　2.「街路灯改修工事
（その４）」（平成29年度）の施工
体系図及び下請業者一覧表　3..
「街路灯改修工事（その５）」（平
成29年度）の施工体系図及び下請業
者一覧表

部分
公開

写し

下請業者の代表者名、現場責
任者等の氏名及び印影

315

平成30年2月28日時点での旅館業の
許可を受けている施設一覧（ホテ
ル、旅館、簡易宿泊所を含む）　①
施設名称②施設所在地③施設電話番
号④業種⑤営業者氏名⑥営業者住所
⑦総部屋数⑧許可年月日

公開 写し 生活衛生課

316

平成30年3月1日から平成30年3月12
日までの食品衛生法に基づく営業許
可申請処理簿　①物件名（屋号、商
号）②営業所所在地③連絡先

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

317

豊島区が保有する豊島区池袋三丁目
992番地15の土地について　1.「公
地整理」図面（隣接する道路部のわ
かるもの） 2.図面に付帯する資料
すべて

部分
公開

写し 土木管理課
特定の個人が識別されるため
（条例第7条第2号該当）
犯罪を招くおそれのあるため
（条例第7条第4号該当）
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受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

担当課

3月15日

3月22日
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

3月15日

3月27日
特定の個人が識別されるため
（条例第7条第2号該当）
犯罪を招くおそれのあるため
（条例第7条第4号該当）

3月15日 不存在

3月27日

3月20日 個人の氏名

3月26日

3月23日 個人の氏名

3月28日

3月26日

4月8日

3月26日

4月17日
①特定の個人が識別されるた
め（条例第7条第2号該当）
②犯罪を招くおそれのあるた
め（条例第7条第4号該当）

3月27日

3月27日

3月29日

4月6日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

3月30日

4月12日

318

平成30年2月1日から平成30年2月28
日までの食品衛生法に基づく営業許
可申請処理簿（固定店舗を持たない
臨時営業、自動販売機、移動販売、
露店を除く）　①屋号②営業所所在
地③営業所電話番号④営業者氏名⑤
業種⑥許可年月日

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

321

狭あい道路後退図（図面番号94-
337、02-5）座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

狭あい事業協議記録（協議番号：
12-18）に関する資料　1.自主整備
計画書 2.自主整備用構造図集 3.平
面図 4.自主整備完了届 5.施工写真
豊島区雑司が谷二丁目451番地の確
認申請にかかる書面すべてのうち建
築確認申請図書（実施時期：平成24
年）

非
公開

－ 建築課

320

狭あい道路後退図（図面番号94-
390）座標付 部分

公開
写し 建築課

319

豊島区雑司が谷二丁目451番地の確
認申請にかかる書面すべてのうち建
築確認業務にかかわる道路敷地状況
の照会及び確認処分等に関する報告
書（実施時期：平成24年）

部分
公開

写し

①個人の氏名、住所、電話番
号、印影　②法人の印影

建築課

保育課

323

「池袋大橋アプローチ部耐震補強工
事」についての資料　1.工事費総括
表 2.工事総括書 3.種別内訳書 4.
代価明細書（S代価含む） 5.諸経費
計算書

公開 写し 道路整備課

1.特定非営利活動法人○○○代表○
○○の過去豊島区における委員会等
（委員会のみならず豊島区における
すべての行事を含む）での活動状況

公開 写し 子ども課

1.東京都認証保育園○○○保育園へ
指導・監督を行った過去の日付等が
確認できる資料及び当該指導・監督
内容が確認できる資料　2.特定非営
利活動法人○○○及び東京都認証保
育園○○○保育園の基本情報及び財
務状況、交付金の交付状況等に関わ
る資料

部分
公開

写し

①個人の氏名　②法人代表者
の印影322

325

理容所、美容所、クリーニング所の
施設一覧　①屋号②営業所所在地③
営業所電話番号④申請者氏名⑤許可
番号　廃業施設を除く

公開 写し 生活衛生課

324

1.平成29年3月1日から平成30年2月
28日までに新規に許可した食品衛生
法に基づく営業許可申請処理簿（自
動販売機、臨時営業、移動などは除
く）　①施設名称②施設所在地③申
請者氏名④施設電話番号⑤許可証交
付年月日⑥許可申請番号　2.平成29
年3月1日から平成30年2月28日まで
に届出のあった理容所、美容所一覧
①施設名称②施設所在地③電話番号
④開設者氏名⑤確認年月日

部分
公開

写し

営業許可申請処理簿について
許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

43


	(29-1-１)表紙課長○
	
	(29-2)目次課長○

	
	(29-3)Ⅰ概要１行政情報課長○

	
	(29-4)個人情報概要登録票・審議会○

	
	(29-5)Ⅰ概要(3)苦情なし○

	
	(29-5-1)個人_苦情申し出○

	
	(29-7)実施機関内訳○

	
	(29-8)四半期集計○

	
	(29-9)データ（第1四半期）課長○

	
	(29-10)データ（第2四半期）課長○

	
	(29-11)データ（第3四半期）課長○

	
	(29-12)データ（第4四半期）課長○

	
	(29-13)個人情報ﾌｧｲﾙ○

	
	(29-16)実施機関内訳○

	
	(29-17～20)四半期集計○

	
	(29-21)開示請求課長○

	
	(29-22)訂正等請求○

	
	(29-23)裏表紙○

	
	(29-23)裏表紙課長○

	
	(29-23)裏表紙課長○

	
	(29-21)開示請求課長○




