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令和 2年度

渋谷区情報公開制度の実施状況

渋谷区個人情報保護制度の実施状況

問合せ先

渋谷区総務部文書課
（代表電話） 3463-1211 内線 7083
（ダイヤルイ九電話） 3463-1294 



〔概要〕

今回、公表する情報公開制度及び個人情報保護制度の実施状況は、令和2年4月

1日から令和3年3月31日までの 1年分である。

公表に当たっては、請求者や請求対象情報に係わる個人情報の保護等に特に留

意した。

I 情報公開制度について

(1) 情報公開請求は、 145件で、このうち33件が公開、 75件が部分公開、 3件が

非公開、 15件が不存在、 18件が取下げ、 1件が存否応答拒否であった。

(2) 公開の状況は、公開の33件と部分公開の75との合計108件のうち、閲覧が2

件、閲覧・写しの交付が16件、写しの交付が90件であった。

(3) 請求者145人の内訳は、区内在住者が57人、区内事業者・団体が8人、区内

在勤者が3人、残り77人が請求理由明示者（区外の者）であった。

(4) 実施機関別請求件数は、区長が125件、教育委員会が9件、選挙管理委員

会が1件、監査委員が5件、区議会が5件であった。

(5) 請求の内容は、区の契約に関する公文書が50件、公園に関する文書が23件、

公衆衛生行政に関する公文書が15件、職員の服務に関する公文書が6件、そ

の他多岐にわたる情報に関するものであった。

(6) 請求理由明示者の請求理由の内訳は、営業目的が16件、学問・調査・研究

等が35件、私的利害調整が11件、区政監視のためが7件、取材のためが8件

であった。

(7) 条例6条各号に該当し、非公開及び部分公開となった事例の理由別内訳（理

由が複数あるときは、それぞれの事項に計上する。）は、個人情報のためが42

件、事業活動に不利益を与えるためが50件、犯罪の予防、捜査等に支障を及

ぼすおそれがあるためが13件、その他が9件となっている。
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I1 個人情報保護制度について

(1) 自己情報に関わる請求は、開示請求は75件で、このうち31件が開示、 29件が

部分開示、 2件が不開示、 12件が不存在、 1件が取下げであった。

(2)請求の内容は、住民票関係請求書・戸籍証明書関係請求書等が42件と多く、

自己の住民票等の取得状況に関わる開示請求が目立っている。

． その他、特別区民税・都民税課税・所得・納税証明交付申請書、介護認定に

係る調査情報や自己の相談の記録などの請求があった。

(3)令和3年3月末現在、個人情報を取り扱う事務は743件登録されている。また、

そのうち、特定個人情報（マイナンバーを含む個人情報）を含む事務は226件登

録されている。

m 附属機関の審議状況について

(1) 個人情報の保護及び情報公開審議会は、 4回開催し、目的外利用、本人外収

集及び電子計算組織の結合について審議した。

(2) 個人情報の保護及び情報公開審査会は、 10回開催し、新たな諮問は2件、昨

年度からの継続審査分と合わせて8件について審議し、 2件の答申（答申第79

号、第80号）を行い、 1件の取下げがあった。
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I 情報公開制度の実施状況

1 情報公開請求と処理状況（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

請 請求者の区分 決定の状況 公開の状況
閲覧・

区分
求

区内 区内事 区内 区内 理由
部分 非公 不存 取下

存否 決定 閲覧・ 写し 写しの
件

在住
業者・ 在勤 在学 明示 公開

公開 開 在
却下

げ
応答 の延 閲覧 写しの の交 視聴 交付

数 団体 者 者 者 拒否 長中 交付 付 枚数

年度 57 8 3 77 

合計
145 33 75 3 15 18 1 2 16 90 19,644 

(10) (8) (3) (56) 

（）内は実人数

4月 7 3 1 3 1 5 1 6 1,331 

5月 5 1 4 1 2 2 3 147 

6月 7 1 1 5 2 1 2 2 3 229 

7月 15 6 1 8 4 7 1 1 2 2 ， 4,787 

8月 13 5 2 6 5 5 3 1 1 8 1,568 

9月 28 17 1 10 4 17 3 4 5 16 2,773 

10月 ， 4 2 3 2 7 2 7 3,308 

11月 11 6 1 4 5 5 1 1 2 7 3,059 

12月 13 5 8 1 ， 1 2 1 ， 1,265 

1月 15 3 12 5 6 1 1 2 1 10 534 

2月 12 5 7 1 5 3 2・ 1 1 5 310 

3月 10 2 1 7 2 6 2 l 7 333 

.3 



［実施機関別内訳】

決定の状況 公開の状況
閲覧・

実施機関
請求 写しの

件数 公開
部分

非公開 不存在 却下 取下げ
存否応 決定の

閲覧
閲覧・写 写しの

視聴 交付
公開 答拒否 延長中 しの交付 交付 枚数

区 長 125 28 68 1 13 15 1 15 80 18,726 

経営企画部 ， 2 7 3 6 1,987 

総務部 24 6 14 2 2 4 16 7,317 

財務部 7 3 3 1 6 2,463 

危機管理対策部 3 2 1 1 2 341 

区民部 14 7 7 14 2,239 

福祉部 4 2 1 1 1 2 159 

子ども家庭部 2 1 1 1 32 

健康推進部 12 3 1 2 6 3 1,014 

都市整備部 ， 1 7 1 2 6 585 

土木部 34 5 20 6 3 1 4 20 1,916 

環境政策部 7 4 3 4 673 

会計管理室

教育委員会 ， 2 4 1 1 1 1 5 427 

選挙管理委貝会 •l 1 

監査委員 5 2 1 2 1 2 452 

区議会 5 1 2 1 1 3 39 

合 計 145 33 75 3 15 18 1 2 16 90 19,644 
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【所管部別請求内容】

公開請求の内容 決定区分 所管部 件数

・ 「しぶや区ニュース」の制作に関する仕様書及び契約期間の情報
公開 ・経営企画部・現在の契約先業者名がわかる書類 ， 

ユーメイクシプヤクラウドファンディングに関する件
・ユーメイクシプヤクラウドファンディングと渋谷区との関わりが分か
る文書

公開
・ユーメイクシプヤクラウドファンディング実行委員会の設置要領
・ユーメイククラウドファンディングに関する渋谷区についての説明資
料

・令和2年度クラウドファンディングに補関助す金るな一ど切金の銭記的録関
•上記のうち、区と発注事業、工事、 与がある法人

部分公開
の一覧（クラウドファンディング寄付額10万円以上、対象事業年度：平
成30年度～令和2年度、契約金額10万円以上） ． 

不存在

•上記法人との契約書類、起案書

設立年度から令和元年度の00に対する
1毎年の事業報告
2令和元年の監査事務局へ提出した、帳財簿産、データー、文書、領収証、

部分公開
財産台帳、更にその際の控えやコピー 台綴の全ての文書
3監査事務局に提出した00に対するメモ、図面、メール、データなど
全て

00の令和元年度から 2年度の事業について
1、全ての委託料の契約書

部分公開
2、1に関する全ての起案
3、それぞれからの元年の事業報告

現存する全期間の中で、渋谷区基本構想に係る契約の一切 部分公開

00に対する発注業務、補助金に関して、
・契約書
•発注、契約に至った経緯がわかる起案書など、一連の文書等
・当該団体からの請求書

部分公開
・業務報告書等の成果物
・検査実施報告書
対象：全所管
対象期間：当該法人開設時～直近月

スクランプルスタジアム渋谷について、令和二年第三回定例会で長谷部
区長の答弁の中で「もちろん都はどういうふうに考えているのかです
ね、そういったことは区の職員を通して聞いている」とある。本件の構
想について 部分公開
1 ．渋谷区から東京都へ送付した全ての文書、•メモ、メール、図画、写 非公開
真、電磁記録など
2.東京都から渋谷区へ送付した全ての文書、メモ、
3. 1と2の起案文書、回閲記録

00に対し、区が委託をした2018年度から2020年度の事業に関する契約
書と仕様書、事業報告書、 00が再委託、外注をしている場合は、再委 部分公開
託、外注先への予算、事業内容に関する一切の記録

平成30年1月1日以降、渋谷区と弁護士との間で交わされた訴訟委任契約
部分公開 総務部書。 24 

1．区の訴訟事案について、 00を訴訟代理人に選定した理由。
部分公開

2．弁護士報酬額を1件あたり 30,000円とした根拠。

現庁舎建築にあたり、建築確認申請のため風洞実験および通行量調査を
行ったと考えられるが、それらの①発注先②発注金額③発注内容もしく 不存在'
は契約内容④当該発注先の他に相見積等の発注先選定にかかる客観情報
が分かる資料

区職員の不祥事に関する記録
部分公開

非違行為に対する懲戒処分（監督上の措置も含む）の内容とともに、そ
不存在

れに至る経緯が分かる一切の記録
処分の対象期間：平成27年4月から直近月まで

非公開
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【所管部別請求内容】

公開請求の内容 決定区分 所管部 件数

1．職員団体及び労働組合との交渉状況が分かる一切の記録
部分公開

2．職務専念義務免除申請．承認に関する一切の記録
不存在

対象期間：平成27年4月から直近まで

令和2年4月1日全職員分の職員名薄 公開
正規職員（再任用を除く。）

株式会社00との契約一切 不存在

「しぶや区議会だより」．（令和2年度）印刷に関する入札経過調書 公開

00と00の令和元年度から 2年度の事業について
1、全ての委託料の契約書と

部分公開
2、 1に関する全ての起案
3、それぞれからの元年の事業報告

職員の懲戒処分について報道発表、記者レク、ウェブサイト掲載等によ
り対外的発表を行った経緯を示す記録（報道機関から問い合わせ対応記 公開
録も含む）対象期間 平成27年4月～直近月

・職員の懲戒処分に関する指針及び対外公開に関する基準
•上記指針・基準を制定あるいは改正するに至った経緯を示す文害 部分公開
•上記指針・基準を適用した懲戒処分に関する一切の文書 不存在
対象期間平成30年4月～直近月

令和 2年 1月 1日から本日まで総務部輸送係について
1同係の全職員出勤簿
2、同係の全職員の乗務記録または運転日報、 部分公開
3、今週と今月の輸送予定表 不存在
4、同係の全職員の乗務前の健康、飲酒などの記録
4、 1から 3の総務課長の回議録

区役所1階の前飲食店の企画提案書 部分公開

｀ 
渋谷区庁舎総合管理業務委託仕様書 公開

渋谷区新庁舎の電力計の交換工事について
1．交換の原因、理由や調査などについてのすべての文書

部分公開
2．電力計の交換の契約や工期などの記載された文書
3. 1と2の起案または回議録

YOU MAKE SHIBUYAクラウドファンディングに出資した
別紙企業 (12 4社）について
・契約の件名、相手方、金額がわかる文書（契約締結通知書） 部分公開
•上記契約に関する起案
（令和元年度～令和 2年度）

渋谷区本庁舎飲食店舗の運営に関する事業者選定 00の企画書 部分公開

渋谷区の業務委託契約書契約条項の第3条2項の受託者は業務の一部を第
三者に委託しようとするときは委託する業務の範囲、委託先その他必要
な事項についてあらかじめ書面により、委託者に申し出て、委託者の書 部分公開
面による承諾を得なければならないで定められた書面のうち、 2020年12
月10日までの直近10件の契約についての書面

・区職員の不祥事に関する記録
・非違行為に対する懲戒処分（監督上の措置も含む）の内容とともに、
それに至る経緯が分かる一切の記録
・当該処分者に対する過去の懲戒処分歴があれば、それらの記録

取下げ
・懲戒免職処分が行われた職員に対する退職員支給の記録
・報道発表、報道機関からの質疑応答の記録
・当該事案に対する区民からの質疑応答の記録
処分の対象期間：令和2年9月1日から令和2年12月16日まで
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【所管部別請求内容】

公開請求の内容 決定区分 所管部 件数
J 

新宮下公園等整備事業について
1、令和 2年3月31日の00と渋谷区との不動産鑑定の契約害、起案
書、回諧録などの全ての文書 部分公開
2、1に対する00の意見書について、 00と渋谷区との意見書の契約
書、起案書、回議録などの全ての文書

渋谷区渋谷駅から原宿駅周辺を対象とし、地主の土地所有行動の実態と
その変遷から都市形成過程を明らかにすることを目的とする。土地所有

取下げ
の実態について時系列的な分析を行うため、筆および建築物単位の登記
簿情報をデータベース化することを目的に、公文書の公開を請求する。

最新の職員名癖 公開

令和 3 年度「渋谷区職員人事・給与•福利厚生関係業務委託」の受託者
決定に係る選定結果の詳細がわかる事項。

部分公開
受託事業者及び応札事業者の選定結果の明細、受託事業者名、受託事業
者の落札金額及び提案帯

職員名網最新のもの 公開

火災保険の保険料5万円以上の保険証券（共済を除く）保険の始期日
財務部2019 5月～現在までのものとする。 （自賠責、自動車保険、特別区じち 不存在 7 

たい総合賠償責任保険も除く）

平成31年～令和2年度の渋谷区が文化服装学院裏の国の代々木官舎跡地
の入札について
1、本地所の不動産鑑定書、鑑定の契約書、鑑定に提出した全ての図面
や資料
2、入札のために渋谷区が国へ送付した全ての文書や申請の写し

部分公開
3、入札に関して国から渋谷区へ送付されて来た全ての文書
4、渋谷区の入札価格や回数のわかる文書
5、国から渋谷区の入札価格が届かないために不調に終わった経緯の分
かる文害、その国からの通知
6、1から 6の全ての起案文書また供覧文書

下記工事の金入り設計書ー式及び特記仕様香、諸経費計算書
東北沢駅上部広場（仮称）新設工事 開札2020/8/6
長谷戸社会教育館外壁改修その他工事 開札20202/8/6

公開
神宮前小学校屋上プールサイド下架台改修工事 開札2020/8/4

不存在
登下校区域防犯カメラ設置工事 開札2020/7/20
大型街路灯建替工事（代々木神園町ほか） 開札2020/7/16
幡代小学校普通教室化改修工事開札2020/7/7

下記工事の金入り設計書ー式及び特記仕様書、諸経費計算書
広尾中学校庭球場整備工事 開札2020/6/22
広尾小学校トイレ洋式化改修その他工事 開札2020/6/8
幡代小学校外壁改修その他工事 開札2020/6/5 公開
西原小学校外壁改修及び屋上防水その他工事 開札2020/6/5
笹塚防災職員住宅（仮称）建設工事 開札2020/5/15
二子玉川区民運動施設庭球場復旧工事 開札2020/5/14

平成25年～令和2年度の渋谷区財産台帳について
1、宮下公園の土地、価格、地積、地番、所属、名称のある全ての年の

公開
ページ
2、1の部分に付随する図面や資料など全て

（仮称）神宮前三丁目障がい者施設建設工事基本設計業務委託公募型プ
部分公開

ロポーザルの当選案、採点表など

2017年度旧千駄ケ谷出張所解体工事における積算内訳書・諸経費計算書 部分公開
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【所管部別請求内容】

公開請求の内容 決定区分 所管部 件数

2020年3月27日付「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う臨時休 危機管理対策部 3 
館・休業の施設」に関連して
1)東京都から各市区町村に対し施設の利用自粛要請がきた場合の日
時・内容がわかる文書
2)渋谷区新型コロナウイルス感染症対策本部が臨時休館・休業を決め 公開
たならその日時・内容及び配布資料と議事録 不存在
3)渋谷区新型コロナウイルス感染症対策本部の設置に関する文書及び
構成メンバーが分かる文書
4)渋谷区新型コロナウイルス感染症対策本部の毎回の議事録及び配布
資料

1) 『夜間のバー、ナイトクラプ、ライプハウスなどへの出入り自粛の
お願い』を出すに至った経緯、議論、送付先が分かる文書（含む原義）
2)上記文書を渋谷区ウェプに記載する際の依頼文書
3)上記文書を見たバー、ナイトクラブ、ライプハウスの問い合わせ内 公開
容及び日時が分かる文書 不存在
4)上記自粛のお願いをした夜間のバー、ナイトクラブ、ライプハウス
などに対しての渋谷区による補償金や協力金の額及びその内訳が分かる
文書

渋谷駅前ハチ公広場に於ける、クラスターデモに関する地域からの陳情
部分公開

についての書面及び記録

平成26年～令和元年度渋谷区立河津さくらの里しぶやの事業報告と起案 部分公開
区民部文書また供覧文書 不存在 14 

平成26年～令和2年度の渋谷区立河津さくらの里しぶやについて
部分公開

1渋谷サービス公社への公共財産使用許可書と起案文書また供覧文書
不存在

2上記期間の同施設の委託契約書と指定管理者契約書の起案文書

平成30年度に公募された「渋谷公会堂」の指定管理者である「渋谷区公会堂プ
部分公開

ロジェクトチーム」が提出した事業計画書及び収支計画書ー式

2020年1月1日から2020年3月31日までに新築新設届の届出、付番があ
り、住居表示台帳に新設建物を記載した当該住居表示台帳（個人名・建 公開
物名を除く）

渋谷区文化総合センター大和田の指定管理者が区に提出した下記の書類
ー式。
•平成29年度に実施した指定管理者公募の際に現指定管理者が提出した

部分公開
事業計画書及び収支計画書
•平成30年度から令和2年度までの事業計画書及び収支予算書
•平成30年度から令和元年度までの事業報告書及び収支決算書

2020年4月1日から2020年6月30日までに新築新設届の届出、付番があ
り、住居表示台帳に新設建物を記載した当該住居表示台帳（個人名・建 公開
物名を除く）

河津さくらの里について令和元年度から 2年度について
1、全ての委託料の契約書と補修、改修の契約書

部分公開
2、1に関する全ての起案
3、渋谷区サービス公社についての元年の事業報告

00の令和元年度から 2年度の事業について
1、全ての委託料の契約書と

部分公開
2、1に関する全ての起案
3、渋谷区サービス公社についての元年の事業報告

2020年7月1日から2020年9月30日までに新築新設届の届出、付番があ
り、住居表示台娠に新設建物を記載した当該住居表示台帳（個人名・建 公開
物名を除く）

（仮称）千駄ケ谷区民複合施設建設工事基本・実施設計業務委託に関す
公開

る業者選定のための公募型プロポーザルの当選案、採点表など

8
 



【所管部別請求内容】

公開請求の内容 決定区分 所管部 件数

（仮称）千駄ヶ谷区民複合施設建設工事基本・実施設計業務委託公
募型プロポーザル方式設計者選定の第2次審査における下記の資料につ
きまして 公開
・選定事業者の業務実施方針及び課題提案書
・提案事業者各 5社の評価項目の点数配分

2020年10月113から2020年12月31日までに新築新設届の届出、付番があ
り、住居表示台帳に新設建物を記載した当該住居表示台帳（個人名・建 公開
物名を除く）

渋谷本町第ニグラウンド複合施設プロポーザル（基本設計）
部分公開

・採点表、提案書（選定案）、審査員役職、評価基準 (1次、 2次）

・渋谷本町学園第ニグラウンド複合施設（仮称）建設工事基本設計業務
委託プロポーザル選定業者の提案書ー式

公開
・ （仮称）千駄ヶ谷区民複合施設建設工事基本・実施設計業務委託プロ
ポーザル選定業者の提案書ー式

高齢者マッサージサービス事業に関し、施術者を派遣している事業者と
公開 福祉部業務業務委託契約内容の詳細および事業者選定の基準・方法の詳細 9 4 

平成28年度から令和2年度まで過去5年間、 （厚生労働省へ提出した実績
報告書 別紙15にある）生活困窮者自立支援事業 (a)および被保護者終
了支援事業 (b)のうち、 「就労支援」に関する事業について、以下の文
書を開示されたい

部分公開
①委託先ごとの契約額（および人件費などの内訳）
②委託契約の内容がわかる文書

不存在

③委託先の活動実績がわかる文書
※年計また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
示百

令和元年度の生活保護にからむ扶養照会に関連して、以下の点がわかる
文書
①生活保護開始決定件数（新規） 公開
②扶養照会した件数 不存在
③その結果、えられた援助の件数（援助により得られた金額）
④扶養照会の文書（ひな型）

令和元年度の生活保護にからむ扶養照会に関連して、以下の点がわかる
文害
①扶養照会をした親族 (3親等内）の人数（または扶養照会の手紙の送 不存在
付件数）
②扶養照会後、親族からの返答件数

保育園、幼稚園、認定こども園とその園の給食受託会社の情報 子ども家庭部 2 
・保育園、幼稚園はいずれも公立、私立ともに。 取下げ
・保育園は、認可、認証、無認可に関わらず全ての保育園。

以下の認可保育所が設立された際の提案書
・ 00 (2020年開設） （具体的には、①法人運営に関する基本的な考え 部分公開
方、②運営に当たってのの考え方、③園便り、クラス便り、地域や家庭 不存在
向けの情報紙等）

旅館業法に関する保健所内部で使用している運用基準や指導基準の要 健康推進部 12 綱、事務取扱要領等に関する害類ー式（各種雛形や別紙を含む）で、旅
不存在

館業に関して保健所の担当が許可及び行政指導等に関して根拠となって
いるもの（渋谷区WEBで公開されている物を除く）

令和2年5月1日から令和2年6月31日までの新規食品営業施設一覧
令和2年5月1日から令和2年6月31日までの新規美容所・理容所・旅館の 取下げ
営業施設一覧

，
 



【所管部別請求内容】

公開請求の内容 決定区分 所管部 件数

1)渋谷区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）

2)渋谷区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
査を実施した上で記入した基本情報・臨床情報調査票、行動（感染源） 非公開
調査票、行動（接触者探索）調査票、接触者リスト、接触者健康観察票 不存在
(2020年2月1日から7月29日までの実施分）

3)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（設
置日から7月29日までの実施分）

住宅宿泊事業届出書住所0 0 部分公開

食品営業許可取得施設一覧のうち、集団給食許可および届出一覧 取下げ

00について、渋谷区が作成•取得した一切の文書
部分公開
不存在

以下事業所のクリーニング所の届出書類、管理台帳等のデータ
所在地 00  
事業者 00  取下げ
設置昭和0年0月
廃止平成0年0月

1 2019年度末 (2020年3月31日）時点の理容所・美容所の件数はそれ
ぞれ何件ですか？
2 2020年4月～12月まで (9か月間）の理容所・美容所の新規確認数と 取下げ
廃止確認数はそれぞれ何件ですか？
3 今までに異動理美容室車の届出および確認はそれぞれ何件ですか？

00の美容所申請関係書類ー式（なければ台帳ー式） 部分公開

区内で飲食店として営業許可を得ている店舗の名前と詳しい住所が一覧
取下げ

として記された資料

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（変更届出書）およびその添付書類のうち0 0という文字列を 不存在
含むもの（添付書類も含めて）

区内の医科・歯科の診療所のリスト。必要項目は以下の通り。
診療所名・郵便番号・住所・電話番号・ FAX番号・診療科目・開設者・ 取下げ
管理者・設立年月日

建築基準法第6条の 2第5項の規定による確認審査報告書
部分公開 都市整備部H30確認建築CIASO号 ， 

建築基準法第 15条第1項の規定による「建築工事届」 （全体（第一面
から第四面））
ただし、以下のアからエの全ての条件に該当するもの。
ア 建築主（第二面の 1)の種別が「会社」
イ 敷地の位置（第二面の 2)が、 「渋谷区」
ウ 工事予定時期（第二面の 3)の始期（一段目）が「平成27年4月1 不存在
日」～「平成28年3月31日」
工利用関係（第三面の 1のへ）が「貸家」 （ただし、文書保存期間の
関係で、文書が保存されていない場合は、上記のウは、 「平成28年4月1
日」～「平成29年3月31日」のもの、それも保存されていない場合は、
「平成29年4月1日」～「平成30年3月31日」のもの）

100（住所） 0 0駐車場における00（日付）時点の「路外駐車場管
理規定」 公開
2仮に00（日付）時点のものがなければ、現時点の管理規定

道路調査資料00 確定図 部分公開

00マンション耐展診断費用助成申請に関する以下書類ー式 部分公開

00組合の組合設立申請書のうち、組合設立に関する権利者の同意書
部分公開

（印鑑証明、法人事項証明等添付書類を含む）

10 



【所管部別請求内容】

43条許可申請書 (00)
00（住所）

公開請求の内容

通路協書、道路協定図について

笹塚・幡ヶ谷•初台地区まちづくり推進業務委託について
契約先として株式会社00を選定する過程で、複数社から相見積もりを
徴する等の方法で政策遂行上の経済性を検討した経緯が分かる資料。
具体的には、業者選定方法に関する起案書、業者に対する見積依頼書、
仕様書、業者が提出した見積書など

①標識設置届出日 00 
（仮称） 00

地番 00 
住居 00 
用途共同住宅・店舗 0戸 〇区画
建主 00 
②標識設置届出日 00 
（仮称） 00

地番 00 
住居 00 
用途共同住宅 0戸
建主 00 
①②に関しての渋谷区中高屈紛争予防条例施行規則、指導要綱に関する
全ての文書、図書について

特別区道「第1079号線」 「第1080号線」にかかる以下の資料
・区域決定告示、共用開始告示
・位置図
•平面図（縮尺1/500~1/2500程度の道路形状がわかるもの）

渋谷区コミュニティサイクル実証実験に関する00との協定書

渋谷区コミュニティサイクル実証実験に関する00との委託契約書とそ
の仕様書

平成29年からの渋谷区コミュニティサイクル実証実験に関する00との
委託契約に関する書類（契約書、仕様害などすべて）

令和2年6月22日に入札締切り及び開札「九号通り公園設計委託」につい
て、委託総括書及び種別内訳書の各項目に金額が入った金額入り設計書

・令和2年3月31日付00事務所『不動産鑑定評価書』に関する契約書、
依頼内容が分かる文書、受取原義、供覧文書
•平成27年12月時点の新宮下公園等整備事業における基本設計書に関す
る全ての文書
•平成27年12月の事業者の提案価格235億2100万とある。事業者提案価
格に関する全ての文書
•平成29年6月時点の新宮下公園等整備事業における基本設計書及び
『不動産鑑定評価書』及び契約書と仕様書
•平成30年1月 00の『新宮下公園等整備事業における基本設計書』に
関する全ての文書
・令和2年6月29日付乙31の2として提出の『基本設計図（平面図）に基
づく図面』に関する全ての文書

00（日付）に一般市民が渋谷区立宮下公園の立体都市公園制度による
渋谷区との事業用定期借地権設定契約での施設占有権を理由とした「渋
谷区立宮下公園利用者の選別及び公園への往来を阻害」した事案に関し
て、 00株式会社、 00株式会社、 00株式会社の 3社が実行可能とし
た法的根拠の分かる一切の文書。

11 

決定区分

部分公開

部分公開

部分公開

不存在

取下げ

取下げ

I部分公開

公開

部分公開
不存在

不存在

所管部 件数

土木部 34 



【所管部別請求内容】

公開請求の内容

1)渋谷区告示269号「特別区道路線の区域決定及び供用開始に関する告
示」に関する全ての文書
2)渋谷区告示270号宮下公園の公園区域一部変更に関する全ての文書
3)公園台帳に記載された宮下公園の2015年の面積
4)公園台帳に記載された宮下公園の2017年の面積
5)公園台帳に記載された宮下公園の2020年8月25日現在の面積

新宮下公園等整備事業及び事業用施設の一体的整備に係る事業におけ

決定区分

公開

る、施設の維持及び管理等に関する協定書（定期借地権設定契約第一条 I部分公開
3に記載があるもの）

・渋谷区と00の契約書、仕様書
•新宮下公園の開園時間、集会、デモの発着、それぞれについての検
討・決定の文書

•宮下公園及び新宮下公園整備事業にいるガードマンと渋谷区の契約関
係の文書
・00（日付）に宮下公園に行こうとした来場者とガードマンがもめた
との情報がある。その報告書
•宮下公園リニューアルセレモニーの式次第及び参加者がわかる文書

「恵比寿南二公園改修工事」の工事設計書（工事費総括書、工事総括
書、種別打合書）

00（日付）に実施、 00（日付に渋谷区に許可申請（デモの解散）受
けた行動において渋谷区立宮下公園の立体都市公園制度による渋谷区と
の事業用定期借地権設定契約での施設専有権を理由として「横断幕等の
掲示の禁止」を当日指導行った事案に関して、 00株式会社、 00株式
会社、 00株式会社の3社が当日プラカード等（渋谷区及び指定管理者
名の明記なし）で掲示禁止を当日指導した渋谷区の行政処分の判断、決
定、行使に関わる一切の文書。

渋谷区立宮下公園内に、お知らせとして案内している禁止事項の告知
（添付別紙）に関して、告知者が「00」とあるが「渋谷区」及び「渋

谷区の指定管理者」であることが明記及び指定されていないことによる
この告知行為が、都市公園条例に基づき渋谷区が、はり紙をし、表示し
た正式な管理告知であることの事実及びその告知内容に都市公園条例
第11条との差異（以下補足①～②)が見受けられる内容に関して、渋谷
区が都市公園条例に基づき、正式な管理告知としてはり紙をし、表示を
したことが分かる一切の文書（渋谷区が判断した際の会議資料、議事録
等を含む）。
補足：①渋谷区立都市公園条例 第11条→公園を損侮し、又は汚損する
こと。を「施設を損侮し、または汚損する行為」と表記され、条例文の
「公園」を「施設」と言い換えているが、渋谷区立宮下公園においては

施設だけに限定しているのか。②「ビラは物品、飲食物を配布」 「寝転
がるなど、来場者や歩行者の妨げになる行為」 「長時間のベンチ等の仕
様」という条例には明記されていない内容に関して、内容そのもの及び
来場者、歩行者が「渋谷区立官下公園」の利用者、往来者である等、条
例に不記載の文書であること。

渋谷区と00との間「THE TOKYO TOILET」プロジェクトに関する全て
の文書

Miyashita parkの内覧会に関する一切の文書
00と渋谷区との一切の文書

渋谷区と00とのザトウキョウトイレットプロジェクトの企画提案書。
渋谷区庁舎の検討内容が分かる文書。渋谷区の許可文書及びプロジェク
トに関する契約書。 トイレの設置許可及びトイレの設置場所に賃貸借契
約書ないし減免措置関係文書。契約期間終了後のトイレの扱いについて
の文書。渋谷区議会への報告文書。渋谷区公衆トイレネーミングライツ
との関係が分かる文書。各公園へのトイレの設置場所、及び面積が分か
る文書。
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部分公開
不存在

不存在

公開

不存在

不存在

取下げ

部分公開
不存在

部分公開

所管部 件数



【所管部別請求内容】

＇公開請求の内容 決定区分 所管部 件数

• 2011年に株式会社00から寄付された渋谷区宮下公園施設物品の現在
の保管状況が分かる文書並び美竹公園に存在したジョーダンコートの現
在の保管状況が分かる文書。
・渋谷区立宮下公園の公園施設であるスケート場、ボルダリングウォー 部分公開
ル、多目的運動施設、カフェ、パークセンターの建設費用及び渋谷区に 不存在
寄付された日時や内容が分かる文書。
• 2011年に株式会社00から寄付された宮下公園施設物品を渋谷区立宮
下公園に移築しなかったならばその理由が分かる文書。

宮下公園の土地賃貸借契約で、区の権益を守る競点からリーガルチェッ
部分公開

クを行った経緯を占める文帯等

渋谷駅前ハチ公前広場のクラスターデモについての庁内討職資料ー式
渋谷駅前ハチ公前広場のあり方検討会準備に関する資料及び同所閉鎖に 不存在
ついての協諧資料

境界図00の承諾書 部分公開

東北沢駅上部公園（仮称）新設工事
恵比寿南二公園改修工事
道路植栽工事（千駄ヶ谷四丁目）

公開
歩道改修工事（神南二丁目）
上記工事の設計金額の工事設計書（工事費総括書・工事総括書・種別内
訳書・代価明細書それぞれ金額入り）

都0における0の承諾書 部分公開

「魅力ある公園整備計画策定業務委託」の選定事業者である株式会社0
0の公募提案時の下記書類
ア 業務実施体制（様式 6) 部分公開
イ 企画提案書（様式 7)
ウ 見積書及び内訳書（任意様式）

・渋谷スクランブル交差点を中心とする年末カウントダウンイベントの
中止に関する文書及ぴ議事録
• 12月31日の年末カウントダウンを目的とする来街自粛のお願いをウェ
プに載せる際の議事録及び決裁原義 部分公開
・渋谷スクランプル交差点付近の大型ビジョンの時短要請の文書及び事 不存在
業者の回答文
スクランブル交差点を中心とする年末カウントダウンイベントの替察へ
の替備依頼文書

案件名： 1渋谷区立北谷公園 2渋谷区立宮下公園
部分公開

・事業計画書または提案書

令和2年ハロウィンでの渋谷駅周辺替備の委託に関する書面ー式 部分公開

渋谷駅ハチ公前広場に設罹された点字プロックの設置理由を明確にする
公開

書類ー式
不存在

土木部管理課内の行政文書目録もしくは、ファイル基準表

新宮下公園整備事業について
1、建物維持管理の関する協定締結書と公園施設、駐車場の管理の費用
負担に関する全ての書類
2、工事終了後、公園や駐車場など部分醸渡または、譲渡された日、そ 部分公開
れらの譲渡した日また予定日することが記載された全ての書類。
2、1に対する00の意見書について、 00と渋谷区との意見書の契約
書、起案書、会議録などの全ての文書

新宮下公園整備事業について
1、南駐車場と北駐車場の渋谷区分と00分のそれぞれの権利台数の分
かる文書 部分公開
2、渋谷区と00のそれぞれの駐車場面積が分かる文書
3、1に契約書、起案書、回議録などの全ての文書
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【所管部別請求内容】

公開請求の内容 決定区分 所管部 件数

00の道路区域確認手続きにおける立会い及び確認についての調整がわ
部分公開

かる文書

宮下公園（ミヤシタパーク）におけるBCPについて区が作成、または0
部分公開0等が作成して区に提出した文帯すべて

新宮下公園施設の「引渡し日変更に関する合意書」について
1、第4条（公正証書）にある公正証書 部分公開
2、1を作成するための起案、回議録など関連する全ての書類

新宮下公園施設の「建物引渡書」の記載について
1、表題にある。令和 2年7月20日付け前払賃料と宮下公園等の引渡
しに関する覚書第 2条第 1項に基づきにある「覚書」 部分公開
2、1を作成するための起案、回議録など関連する全ての書類
3、本施設に関するその他の「覚書」全て。

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 環境政策部 7 届出書」のうち、 「特定建築材料の種類」が①吹付け石綿または②石綿
部分公開

を含有する断熱材に該当するもののかがみ及び特定粉じん排出等作業の
方法の写し

渋谷区長長谷部健、渋谷区議会鏃長下島倫朗宛「都心に低空飛行の中止
部分公開

を国に求める要望帯」及びこの要望書の取扱いについて分かる文書。

最新の区内、東京都現境確保条例に基づく指定工場、指定作業場の届出
廃止台帳

取下げ

00（住所）
陳00 部分公開
・指定作業場廃止届 不存在
・土壌汚染調査報告書

現境整備課が保有する神宮前六丁目地区第一種市街地再開発事業に伴う
部分公開

解体工事にかかわる一切の文書

都の環境確保条例に基づく区内すべての工場及び指定作業場の一覧。請
求日において最新のもので、以下の項目を含むもの。
・事業場名
・事業場所在地
・工場／指定作業場の別 取下げ
・業種
・有害物質使用届出の有無、及び有害物質の名称
・認可年月日
・廃止のものは年月日（年月日不明のものは廃止情報だけでも可）

下水道法に基づく区内すべて届出事業場の一覧。請求日において最新の
もので、以下の項目を含むもの。

｀ 
・事業場名
・事業場所在地
・業種又は産業分類等

取下げ•特定施設の番号
・有害物質使用届出の有無
・有害物質の名称
・認可年月日
・廃止のものは年月日（年月日不明のものは廃止情報だけでも可）

令和3年度使用中学校教科利用図書採択において作成された採択事務要
取下げ

教育振興部 5 
綱、日程、調査選定資料およびその作成委員の名簿、各会誰の会議録等

令和3年度使用中学校教科書採択
公開教科用図書調査研究委員会名薄
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【所管部別請求内容】

公開請求の内容 決定区分 所管部 件数

令和2年4月から運営委託が開始された渋谷区放課後クラプ「クラブ事業
コーディネート」業務委託を受けた事業者、株式会社00の企画提案書 部分公開
ー式。

00学校0年、 00の「いじめ重大事態」に関する文書。
存否応答

拒否

00学校0年の「いじめ重大事態」に関する文書。 不存在

令和2年度の渋谷区立図書館の図書館業務等委託契約書 部分公開 生涯学習・ス 4 
ポーツ振興部

1 区でスポーツ施設開放（屋外運動場や体育館等）をしている小学
校、中学校の学校別、 1日単位の利用者数※1日単位がなければーか月単
位、一年単位でも可 公開
2 区でスポーツ施設開放をしている小学校、中学校の学校別の利用可 非公開
能スポーツ
3 区のスポーツ施設開放施設の1日の開放時間

案件名：渋谷スポーツセンター
1事業計画書、または提案書（現指定管理者公募時のもの）
2事業報告書（収支明記）※現指定管理者管理期間
3前回の指定管理者公募要項
4建築・設備（空調・衛生含む）各種図面
（平面図、立面図、仕様書、特記仕様書など）

部分公開
（※改修工事があり、施設の仕様が変わっていた場合は、その最新版図

面）
5修繕履歴（指定管理者枠分（修繕費）、入札枠分）
※現指定管理者管理期間

6現在維持管理業者が再委託をしている協力会社リスト（業者名、依頼
業務）

案件名：猿楽トレーニングジム、渋谷区代官山スポーツプラザ、渋谷区
部分公開

ひがし健康プラザ ・事業計画書または提案書

• 2020年7月5日に実施された東京都知事選挙に係る投票所別の有権者 選挙管理委員会 1 数•投票者数•投票率データが分かる資料
•および比較のために、前回の東京都知事選挙 (2016年7月 31 日実施）

取下げ

に係る投票所別の有権者数•投票者数•投票率データが分かる資料

令和元年度の00に対する監査報告のために 監査委員事務局 5 1、応酬した、または提出させた、帳簿、データー、文書、領収証、財
産台帳、更にその際の控えやコピー財産台帳の全ての文書

部分公開

2、監査事務局の00に対するメモ、図面、メール、データなど全て

一部開示された00の監査報告書について
1令和元年11月20日の公認会計士00から「提出資料に対する質問およ
び書類提出のおねがい」にある 公開
1、1から 14の提出のもの、全ての書類 不存在
2、1のコピー全て
3、決算書

宮下公園に対する住民監査請求について平成30年6月21日の甲第5号証と
公開

不動産鑑定評価書と甲第6号証不動産鑑定評価書 1

平成30年8月17日の新宮下公園の事業用定期借地権設定契約に関する渋
谷区職員措置請求及び監査結果の中にある。請求者らが入手した、都市

非公開
鑑定アドバイザー株式会社による『不動産鑑定評価書』 （甲13、以下
『鑑定3』)

2018年6月21日に渋谷区監査委員宛に出された渋谷区職員措置請求書の
非公開

別紙甲13号証不動産鑑定評価書

羽田空港新飛行ルートの再考を国に求める意見書を作成するにあたって
部分公開

の論議が分かる文書及び決裁文書 区議会事務局 5 

令和 2 年度「しぶや区議会だより」制作•印刷に関する入札仕様書 取下げ
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【所管部別請求内響】

公開請求の内容 決定区分 所管部 件数

・令す和2年8月19日付渋谷区鏃会議長下嶋倫朗あて「羽田新ルート撤回に
関 る要望書」及びこの要望書の取扱いについて分かる文書
・令和2年5月12日付渋谷区長長谷部健並びに渋谷区議会議長下島倫朗あ 部分公開
て「都心に低空飛行の中止を国に求める要望書」及びこの要望書の取扱
いについて分かる文書。

00が調査のために提出した宮下公園の不動産鑑定書 不存在

令和元年9月19日総務委員会資料（富山臨海学園跡施設サウンディング
公開

型市場調査について）

請求件数合計 145 
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【理由明示者の請求理由別件数及び事例】

請求理由 件数 主な事例

◆住居表示台帳
営業目的のため 16 ◆委託業者選定書類

◆契約関係書類

◆事業計画書・収支計画書
学問・調査・研究等のため 35 ◆企画提案書

◆金入り設計書・積算内訳書・諸経費計算書

私的利害調整のため 11 
●住宅宿泊事業届出書
◆クリーニング所届出書類

区政監視 7 
◆教科書採択関係書類
◆ハロウィン対策関係書類

取材のため 8 
◆生活保護•生活困窮者自立支援事業関係書類
◆契約関係書類

合 計 77 
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【非公開理由別内訳】

非公開理由 件数 主な事例

第6条第1号 法令秘情報

゜

第6条第2号 個人情報 42 
法人担当者の氏名、印影／個人の氏名、住所、生年月日、電話
番号、経歴、個人が写った写真の顔部分

第6条第3号事業活動情報 50 
法人・法人代表者の印影／提案書の事業者独自の手法に関す
る記載／法人の内部管理情報／法人の配置図

第6条第4号犯罪予防、捜査等情報 13 個人の印影

第6条第5号 審議、検討等情報 1 関係機関との協議に関する内容

第6条第6号 行政運営情報 8 入札予定の積算根拠

ムロ 計 114 

（注1)部分公開の場合の理由を含む。

（注2)1件中、非公開理由が複数あるときは、それぞれの理由に計上。
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1[ 個人情報保護制度の実施状況

1個人情報の開示等請求と処理状況（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

請求者の区分 決定の状況 開示の状況 閲覧・

区分
請求 写しの

件数 目的外 部分 不開 不訂 不存 取下
存否 閲覧・ 交付

開示 訂正 削除 利用等 開示 応答 閲覧 写しの 写しの
視聴 枚数

中止 開示 ホ 正等 在 げ
拒否 交付

交付

年度
75 75 31 29 2 12 1 15 45 861 

合計

4月 1 1 ・ 1 1 2 

5月 4 4 3 1 1 2 14 

6月 ， ， 3 5 1 2 6 39 

7月 3 3 1 2 1 ， 
8月 2 2 1 1 1 6 

9月 7 7 l 1 5 2 14 

10月 12 12 6 4 2 3 7 111 

11月 6 6 4 2 1 5 30 

12月 10 10 6 3 1 2 7 28 

1月 3 3 1 2 1 2 4 

2月 8 8 5 2 1 1 6 164 

3月 10 10 4 5 1 3 6 440 
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【実施機関別内訳】

請求の区分 決定の状況 開示の状況

実施機関
請求

閲覧・
件数 目的外 部分 不開 不訂 不存 取下

存否 閲覧・
写しの 写しの

開示 訂正 削除 利用等 開示
開示 ホ 正等 在 げ

応答 閲覧 写しの
交付

視聴
交付

中止 拒否 交付
枚数

区 長 75 75 31 29 2 12 1 15 45 861 

経営企画部

総務部

財務部

危機管理対策部

区民部 51 51 13 24 2 11 1 12 25 225 

福祉部 19 19 14 4 1 3 15 530 

子ども家庭部 2 2 2 2 22 

健康推進部 3 3 2 1 3 84 

都市整備部

士木部

環境政策部

会計管理室

教育委員会

選挙管理委員会

監査委員

区鏃会

A ロ 計 75 75 31 29 2 12 1 15 45 861 
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【所管部別開示請求内容個人情報】

請求の内容 決定状況 所管部 件数

住民粟関係請求書(R2.1.5~R2. 4. 21) 開示 区民部 51 

住民票関係請求書(H30.4.1 ~R2. 5. 12) 部分開示

住民票関係請求書(H31.4.1～現在）
部分開示

印鑑登録証明書交付申請書(H31.4.1～現在）

住民票関係請求書(H31.4.l~R2. 3. 31) 不開示

戸籍証明関係請求書(H30.1.l~R2. 5. 27) 部分開示

令和2年4月の00クリニックの診療報酬明細書のすべての写し 取下げ

住民票関係請求書(H31.3.1 ~R2. 3. 31) 部分開示

住民票関係請求書(H31.4.1 ~R2. 6. 9) 
部分開示

戸籍証明関係請求書(H29.l.1 ~R2. 6. 9) 

戸籍証明関係請求書(H29.1.l~R2. 6. 17) 開示

住民票関係請求書(H31.4.1 ~R2. 6. 17) 
部分開示

戸籍証明関係請求書(H30.3.1 ~R2. 6. 17) 

住民票関係請求書(R2.4.I ~R2. 6. 19) ． 
戸籍謄本除籍(R2.4.1 ~R2. 6. 19) 部分開示
戸籍附票除籍(R2.4.1 ~R2. 6. 19) 

住民票関係請求書(H31.4.1 ~R2. 6. 25) 部分開示

住民票関係請求書(Rl.1.ll~R2.7.3)
印鑑登録証明書交付申請書(Rl.11~R2.7.3) 部分開示
戸籍証明関係請求書(Rl.11~R2.7.3) 

住民票関係請求書(R2.6.19～申請日まで） 不存在

住民票関係請求書(H31.4.l~R2. 7. 31) 不存在

戸籍証明関係諸求書(R2.5. 27~R2. 8. 4) 不開示

住民票関係請求書(H31.4.1 ~R2. 8. 19) 
部分開示

戸籍証明関係請求書(H29.1.l~R2. 8. 19) 
... 

戸籍証明関係請求書(H29.1. 4~R2. 9. 4) 不存在

住民票関係請求書(Rl.9.13~R2.9.4) 
不存在

印鑑登録証明書交付申請書(Rl.9.13~R2.9.4) 

住民票関係請求書(Rl.9.13~R2.9.4) 
部分開示

印鑑登録証明書交付申請書(Rl.9.13~R2.9.4) 

特別区民税・都民税課税・所得・納税証明書交付申請書
不存在

Rl年9月13日～R2年9月3日まで

特別区民税・都民税課税・所得・納税証明書交付申請害
不存在

Rl年9月13日～R2年9月3日まで

住民票関係請求書(R2.9.28~R2.9.30) 
不存在

印鑑登録証明書交付申請書(R2.9.28~R2.9.30) 

住民票関係請求書(31.4.1 ~R2.10.7) 部分開示

戸籍証明関係諸求書(R2.3.11~R2.10.15) 開示

00病院令和元年7月から令和2年8月分
00病院令和元年7月

開示00 令和元年7月
診療報酬明細害及び調剤報酬明細書のすべての写し

住民票関係請求書(R2.7. l~R2. 10. 22) 
不存在

（ただし、本人請求分は除く。）

住民票関係請求書(R2.8. 24~R2. 10. 27) 
部分開示

印鑑証明書交付申請書(R2.8. 24~R2. 10. 27) 
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【所管部別開示請求内容個人情報】

請求の内容 決定状況 所管部 件数

令和元年11月23日から令和2年11月24日までに提出された
・住民票関係請求書
・戸籍証明関係請求害
・住民異動届 部分開示
•印鑑証明書交付申請書
・課税証明関係請求書
（本籍地：00)

戸籍謄・抄本等請求害
開示

(0年0月0日）の金銭借用書の写し

住民票関係請求書(H31.4. l~R2. 11. 30) 
部分開示

戸籍証明関係請求書(H31.1. 1 ~R2. 11. 30) 

平成27年7月から平成27年12月までの00クリニックの診療報酬明細書の全て
開示

の写し

住民票関係請求書(H31.4. 1 ~R2. 12. 1) 
部分開示

戸籍証明関係請求書(H31.1. 1 ~R2. 12. 1) 

その他（印鑑登録申請書） 開示

令和2年7月から令和2年10月までの00クリニック、 00の診療情報明細及び
開示

調剤報酬明細書のすべての写し

令和2年12月1日以降に、渋谷区立消費者センターに相談した内容がわかる記
開示

録

戸籍証明関係請求書(H29.1. 1 ~R2. 12. 14) 不存在

戸籍証明関係請求書(2020.9. 29~2020. 12. 14) 開示

住民栗関係請求害(R2.8. 11 ~R2. 12. 17) 開示

住民票関係請求書(H31.4. 1 ~R2. 12. 14) 部分開示

住民票関係請求書(2019.4. 1 ~2020. 12. 28) 
部分開示

戸籍証明関係請求書(2017.1. 4~2020. 12. 28) 

戸籍証明関係請求書(H29.4. 20~H30. 7. 19) 部分開示

R2年9月診療分のレセプト全て 開示

住民票関係請求書(R2.9. 1 ~R2. 12. 31) 
部分開示

戸籍証明関係請求書(R2.9. 1 ~R2.12. 31) 

住民粟関係請求書(H31.4.l~R3.2.10) 
部分開示

戸籍証明関係請求書(H29.1.1~R3.2.10) 

住民票関係請求書(R2.7.14~R3.2.18) 不存在

印鑑登録証明書交付申請書(R2.5.29~R3.3.4) 開示

住民票関係請求書(Rl.4.1~R3.3.15) 
部分開示

戸籍証明関係請求書(H30.1.1~R3.3.15) 

住民票関係請求書(H31.4.1~R3.3.22) 本人請求分以外 不存在

住民票関係請求書(H31.4.1~R3.3.22) 本人請求分は除く 部分開示

全部 部分開示

女性相談への相談記録 開示 福祉部 19 

故 000年0月0日生
渋谷区西原2-19→けやきの苑西原に係る介護認定審査会資料（調査情報、主

開示
治医意見書情報の写し）平成0年0月0日、平成0年0月0日、平成0年0
月〇日申請分

生活保護のケース記録(R2.3.1~R2.10.5) 部分開示
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【所管部別開示請求内容個人情報】

請求の内容 決定状況 所管部 件数

生活福祉課の相談記録 開示

令和元年に生活福祉課の女性相談にて相談した際の記録(8月、 10月の2回
開示

分）

前年12月27日から今年1月17日までの電話相談(1月17日に至っては、直接相
開示

談）。主に00さん担当。

介護度の判るもの(00のもの） H24~25年 不存在・

2018年に生活保護受給中にケース記録（本籍、本籍地、戸籍、年金番号） 開示

平成27年度介護認定審査会資料（調査情報、主治医意見書情報）の写し 開示

被保険者番号00
00に係る平成27年度以降の申請書の写し及び認定審査会資料（認定調査情 開示
報、主治医意見書の写し）

対象者：000.0.0生まれ
部分開示

渋谷区立介護保険施設の利用期間中における介護記録及び面会記録

故000年0月0日生
00に係る介護認定審査会資料（調査情報、主治医意見害）の写し平成0年 開示
0月0日、平成0年0月0日、平成0年0月0日申請分

故000年0月0日生 00に係る介護認定審査会資料（調査資料）（主治
医意見害情報）の写し 開示
令和0年0月0日申請分

上記請求者本人に係る介護認定審査会資料（調査情報・主治医意見書情報）
の写し 開示
平成0年0月〇、平成0年0月0日、令和0年0月0日申請分

子ども女性相談に相談した内容 開示

生活保護のケース記録
開示(R2.10.6~ R3.3.2) 

00の地域包括支援センター（せせらぎ）で保管された記録ー式及び区立介護
部分開示

保険施設の利用期間中における生活の記録が分かるもの

子ども女性相談主査への相談記録の全て
開示

2019年に00からの紹介の記録（相談開始の経緯）を含む

ケース記録、 2016年4月～生活福祉第一係分 部分開示

発達相談の記録 開示 子ども家庭部 2 

夫が子供にDVをしている内容子供家庭センター(00さん、 00さん）など 開示

恵比寿保健相談所において長女00に関し相談した一切の記録 部分開示 健康推進部 3 

恵比寿保健相談所の相談記録 開示

渋谷区中央保健相談所地区担当保健師への相談履歴・記録の全て 開示

請求件数合計 75 
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2 個人情報取扱い事務の登録状況

＼実 施機関類
事務の登録 （うち特定個人情報）

区 長 588 177 

経営企画部 10 2 

総務部 64 24 

財務部 5 3 

危機管理対策部 19 2 

区民部 73 16 
と

スポーツ部 11 3 

福祉部 166 53 

子ども家庭部 52 27 

健康推進部 83 24 

都市整備部 64 17 

土木部 23 2 

環境政策部 16 3 

会計管理室 2 1 

教育委員会 116 44 

選挙管理委員会 17 2 

監査委員 、 3 1 

区識会 19 2 

ムロ 計 743 226 

3 審議会の同意答申に基づく例外取扱いの状況

諮;;；---」竺-
令和2年度 平成31年度まで 累計
諮問・答申 の諮問・答申 (2年度末）

第7条第2項第2号
5 5 

収集禁止事項の例外収集

第9条第2項第7号
1 35 36 

本人外収集

第14条第2項第3号
2 89 91 本人同意を得ない目的外利用

第15条第2項第4号
35 35 ，本人同意を得ない外部提供

第17条第1項第2号
10 43 53 電子計算組識の外部結合

ムロ 計 13 207 220 
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m附属機関の審議状況

1渋谷区個人情報の保護及び情報公開審議会

開催年月日 審議内容

・子育て世帯臨時特別給付金給付事業実施に伴う個人
情報の目的外利用について

第87回
令和2年5月 ・渋谷区ボランティア人材管理システムに係る電子計算
（書面開催） 組織の結合について

・高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に係る電
子計算組織の結合について

・区有施設に設置するサーマルカメラによる個人情報
（画像情報）の本人外収集について

•ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業実施に伴う個
人情報の目的外利用について

第88回 令和2年6月29日
・ICT教育推進事業に伴う保護者連絡機能との電子計
算組織の結合について

・渋谷区ICT基盤とAI-OCRサービスの電子計算組織の
結合について

•新型コロナウイルス感染者等状況把握・管理支援シス
テム導入に伴う電子計算組織の結合について

・大量帳票印字委託のファイル伝送方法変更に伴う電
子計算組織の結合について

・コンビニエンスストア等収納業務委託代行業者の変更
に伴う電子計算組織の結合について

・渋谷区住民情報システムに係る管理運営に関する重

令和2年12月 要事項について
第89回

（書面開催） ・公金収納ネットワークサービス導入に伴う電子計算組
織の結合について

・後期高齢者医療システムのICT基盤への移行に伴う電
子計算組織の管理運営に関する重要事項について

・個人情報取扱事務の登録状況について

・食品衛生申請等システムの導入に伴う電子計算組織
9 の結合について

•ICT教育推進事業に伴う教育コンテンツ配信サービスと

令和3年2月 の電子計算組織の結合について
第90回

（書面開催） ・学校納付金システムの導入に伴う電子計算組織の結
合について

・KDBシステムにおける区市町村を跨ぐ情報提供機能
の利用に伴う電子計算組織の結合について
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2 渋谷区個人情報の保護及び情報公開審査会

開催年月日 審議内容

第261回 令和2年6月8日
諮問（第93号）の審査
答申文の伝達（諮問第93号）

第262回 令和2年7月6日
実施機関意見聴取（諮問第95号、第96号）
諮問（第95号、第96号）の審査

’ 

第263回 令和2年8月24日 諮問（第95号、第96号）の審査

第264回 令和2年9月28日 諮問（第95号、第96号）の審査

第265回 令和2年10月19日 諮問（第95号、第96号）の審査

第266回 令和2年11月16日 諮問（第95号、第96号）の審査

第267回 令和2年12月14日
諮問文の伝達（諮問第102号）
諮問（第96号）の審査

第268回 令和3年1月25日 諮問（第95号、第96号）の審査

第269回 令和3年2月22日
諮問（第95号、第96号、第99号）の審査
答申文の伝達（諮問第96号）

諮問文の伝達（諮問第103号）
第270回 令和3年3月29日 諮問取下げの伝達（諮問第99号）

諮問（第95号、第100号）の審査
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wその他

区民への制度の PR

(1)渋谷区ニュースによる広報一令和3年6月15日号で令和2年度実施状況

の公表と制度の概要を紹介

(2)渋谷区ホームページ掲載 ー制度の概要、年度別実施状況、

●‘ 

る一

,• 
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