
横浜市情報公開・個人情報保護審査会制度運用調査部会 第56回会議議事録 

日 時 令和３年２月18日(木） 午後４時00分～午後５時40分 

開催場所 市庁舎18階なみき13会議室 

出 席 者 
藤原部会長（WEB会議システムによる出席）、金子委員（WEB会議システムに

よる出席）、松村委員（WEB会議システムによる出席） 

欠 席 者 なし 

開催形態 非公開 

議 題 

１ 横浜市情報公開・個人情報保護審査会制度運用調査部会第55回会議議事

録の承認 

２ 行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議 

議事及び 

決定事項 

開会にあたり、部会長が、WEB会議システムによる開催及び会議の非公開を

確認した。 

１ 横浜市情報公開・個人情報保護審査会制度運用調査部会第55回会議議事

録の承認 

２ 行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議 

(1) 諮問第1955号ほか別紙の１の案件（照会の回答についてのうち回答文

ほか）について 

ア 諮問第3234号ほか別紙の１(9)の案件について、事案の概要を説明し

た。 

イ 別紙の１(9)の案件について、別紙の１(1)から(8)までの案件と併せ

て審議することとした。 

ウ 答申たたき台を検討した。 

エ 次回、答申案を検討することとした。 

(2) 諮問第2141号ほか別紙の２の案件（特定審査請求案件に係る起案文書

ほか）について 

ア 答申たたき台を検討した。 

イ 次回、答申案を検討することとした。 

特記事項 次回：令和３年３月18日（木） 市庁舎18階なみき13会議室 

本議事録は、会議に出席した委員の承認を得て確定した。 

横浜市情報公開・個人情報保護審査会制度運用調査部会 部会長 藤原 靜雄 



別紙 

 

諮問番号一覧 

１ 諮問第 1955 号（照会の回答についてのうち回答文）ほか関係 

 (1) 財政局償却資産課：諮問第 2257 号（計１件） 

 (2) 市民局市民情報課：諮問第 1961 号、諮問第 2130 号、諮問第 2236 号から第 2238 号まで、諮問

第 2385 号（計６件） 

 (3) 環境創造局地籍調査課：諮問第 1955 号、諮問第 1975 号、第 1976 号、諮問第 1995 号、諮問第

2085 号、諮問第 2158 号から第 2163 号まで、諮問第 2180 号、諮問第 2181 号、諮問第 2184 号から

第 2186 号まで、諮問第 2256 号、諮問第 2341 号、諮問第 2347 号から第 2350 号まで、諮問第 2383

号、諮問第 2384 号、諮問第 2397 号、第 2398 号、諮問第 2452 号から第 2454 号まで、諮問第 2458

号、諮問第 2459 号、諮問第 2461 号、諮問第 2462 号、諮問第 2528 号、諮問第 2590 号、諮問第

2606 号から第 2608 号まで、諮問第 2622 号から第 2629 号まで、諮問第 2636 号、諮問第 2645 号、

諮問第 2678 号、諮問第 2679 号（計 50件） 

 (4) 建築局情報相談課：諮問第 2665 号、諮問第 2666 号、諮問第 2683 号、諮問第 2684 号（計４

件） 

 (5) 建築局建築指導課：諮問第 2577 号から第 2588 号まで、諮問第 2599 号、諮問第 2600 号、諮問

第 2616 号、諮問第 2632 号、諮問第 2633 号、諮問第 2635 号、諮問第 2643 号、諮問第 2661 号、

諮問第 2667 号から第 2677 号まで（計 31 件） 

 (6) 道路局総務課：諮問第 2145 号、諮問第 2190 号、諮問第 2441 号、諮問第 2589 号（計４件） 

 (7) 道路局路政課：諮問第 1958 号から第 1960 号まで、諮問第 2134 号から第 2140 号まで、諮問第

2170 号から第 2177 号まで、諮問第 2191 号から第 2194 号まで、諮問第 2239 号から第 2254 号まで、

諮問第 2413 号から諮問第 2421 号まで、諮問第 2442 号、諮問第 2444 号から第 2449 号まで、諮問

第 2593 号から第 2596 号まで、諮問第 2611 号から第 2613 号まで、諮問第 2648 号から第 2658 号

まで、諮問第 2662 号(計 73 件） 

 (8) 道路局道路調査課：諮問第 2443 号、諮問第 2450 号、諮問第 2451 号、諮問第 2592 号、諮問第

2644 号（計５件） 

 (9) 旭区旭土木事務所：諮問第 3234 号から第 3359 号まで、諮問第 3362 号から第 3391 号まで 

（計 156 件） 

  合計 330 件 

 

２ 諮問第 2141 号（特定審査請求案件に係る起案文書）ほか関係 

 (1) 環境創造局地籍調査課：諮問第 2182 号、諮問第 2183 号 

 (2) 道路局路政課：諮問第 2141 号から第 2144 号まで 

 (3) 道路局道路調査課：諮問第 2527 号 

 

  合計７件 

 

 


