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横浜市情報公開・個人情報保護審査会答申第2235号から第2237号までについて 

横浜市情報公開・個人情報保護審査会（会長 藤原 靜雄）は、本日、次の３件の答申

を行いました。 

答申第2235号では、横浜市教育委員会が行った一部開示決定は妥当でなく、開示範囲

を拡大すべきであると判断しています。 

答申第2236号では、横浜市教育委員会が行った一部開示決定は妥当であると判断して

います。 

答申第2237号では、横浜市長が行った個人情報一部開示決定は妥当でなく、開示範囲

を拡大すべきであると判断しています。 

１ 答申の件名  

(1)  「平成29年２月13日 面談を申し入れた経緯について（写し）」の一部開示決定に対す

る審査請求についての答申 

【答申第2235号】 

(2)  「平成29年５月31日に横浜市長が謝罪した件に係る市民の声の全て」の一部開示決定に

対する審査請求についての答申 

      【答申第2236号】 

(3)  「平成30年10月23日に請求人より相談のあった医療法人社団Ａクリニック甲についての相

談記録」の個人情報一部開示決定に対する審査請求についての答申 
                                 【答申第2237号】 

 

２ 諮問までの経過等  

答申

番号 
開示請求日 決定通知日 審査請求日 諮問日 請求者 実施機関 

2235 平成29年６月１日 平成29年６月19日 平成29年８月25日 平成29年11月28日 個人 教育委員会 

2236 平成29年６月１日 平成29年６月19日 平成29年８月25日 平成29年11月28日 個人 教育委員会 

2237 平成30年11月５日 平成30年11月14日 平成30年11月30日 平成30年12月14日 個人 市長 

 

 

 

令 和 ２ 年 ２ 月 2 0 日 
市 民 局 市 民 情 報 課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 
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３ 対象行政文書（対象保有個人情報）、原処分の決定内容、審査会の結論  

答申 
番号 

対象行政文書 
（対象保有個人情報） 

原処分の決定内容･主な理由(概要) 
審査会 
の結論 

  一部開示  

2235 

 

「平成 29年２月 13日 面談を申し入

れた経緯について（写し）」（以下「本

件審査請求文書」という。） 

横浜市の保有する情報の公開に関する条

例（平成12年２月横浜市条例第１号。以下

「情報公開条例」という。）第７条第２項

第２号に該当 

・申入内容 

（個人の見解、主張等、内心の秘密に関わ

る問題が具体的に記載されており、開示す

ることにより個人の権利利益を害するお

それがあるため） 

情報公開条例第７条第２項第４号に該当 

・代理人弁護士印の印影 

（開示することにより当該弁護士の財産

権が侵害されるおそれがあるため） 

開示範

囲を拡

大すべ

き 

  一部開示  

2236 

 

 

「平成29年５月31日に横浜市長が謝

罪した件に係る市民の声の全て」（以下

「本件審査請求文書」という。） 

情報公開条例第７条第２項第２号に該当 

・到達番号及び問合せ番号 

（個人に関する情報であって、組み合わせ

ることにより特定の個人が識別されるた

め） 

・氏名、ふりがな及びメールアドレス 

（個人に関する情報であって、開示するこ

とにより特定の個人が識別されるため） 

・提案内容の一部 

（投稿者の見解、主張等、内心の秘密に関

わる問題が具体的に記載されており、開示

することにより個人の権利利益を害する

おそれがあるため） 

原処分 

妥当 

 

  個人情報一部開示  

2237 

 

 

「平成30年10月23日に請求人より相

談のあった医療法人社団Ａクリニック

甲についての相談記録」（以下「本件保

有個人情報」という。） 

横浜市個人情報の保護に関する条例（平成

17年２月横浜市条例第６号。以下「個人情

報保護条例」という。）第22条第７号に該

当 

（審査請求人からの医療機関に関する相

談が寄せられたことに基づき医療機関の

任意の協力を得て実施された対応であり 

、強制力はないため、対処方針及び医療機

関との対応記録を開示すると、今後、医療

機関からの任意の協力が得られなくなり、

医療指導事務に支障をきたすおそれがあ

るため） 

開示範

囲を拡

大すべ

き 
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４ 審査会の判断の要旨  
 

答申 
番号 

判断の要旨 

 

 

 

 

 

2235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《横浜市いじめ問題専門委員会に係る事務について》 

横浜市いじめ問題専門委員会は、実施機関の附属機関として設置され、いじめ防止対策推

進法（平成25年法律第71号）第28条第１項に規定するいじめの重大事態に係る調査及び再発

防止に資する対応策の審議を行う。 

教育委員会事務局指導部人権教育・児童生徒課（平成29年当時。現在は、教育委員会事務

局人権健康教育部人権教育・児童生徒課）は、横浜市いじめ問題専門委員会に関する事務を

行う。 

《本件審査請求文書について》 

本件審査請求文書は、横浜市いじめ問題専門委員会で調査を行った特定のいじめ問題（以

下「本件いじめ問題」という。）について、被害を受けた児童（以下「被害児童」という。）

の代理人弁護士が横浜市長に対して面談を申し入れた際に提出された文書であり、「面談を

申し入れた経緯について」（以下「文書１」という。）、被害児童の気持ちを表した文書（以

下「文書２」という。）及び「御手紙自体の補足資料」（以下「文書３」という。）で構成

されている。 

実施機関は、文書１のうち「記」以下の申入れについて説明等する部分（以下「非開示部

分１」という。）及び文書３のうち「記」以下の補足内容の部分（以下「非開示部分２」と

いう。）は情報公開条例第７条第２項第２号に、文書１及び文書３のうち代理人弁護士印の

印影は情報公開条例第７条第２項第４号に該当するとして、非開示としている。なお、文書

２は開示している。 

《情報公開条例第７条第２項第２号の該当性について》 

ア 実施機関は、非開示部分１及び非開示部分２の全体について、面談を申し入れた経緯と

して、被害児童の率直な心情、意向、事案に関わる具体的な事実関係等が記載されている

ため、特定の個人が識別されるおそれがあり、特定の個人を識別することができないとし

ても、特定の個人の内心という個人の人格に密接に関わる情報を公にすることにより、な

お個人の権利利益を害するおそれがある情報であるとして、非開示としている。 

イ 当審査会で令和元年８月22日に実施機関から事情聴取を行ったところ、次のとおり説明

があった。 

(ｱ) 非開示部分１及び非開示部分２については、被害児童の率直な心情や、意向、具体的

な事実関係等が記載されるなど、文書全体に被害児童の意向を反映した情報が記載され

ている。このため、これを開示すると、特定の個人が識別されるか、個人が識別されな

いとしても、個人の内心等の個人の人格に密接に関わる情報であり、個人の権利利益を

害するおそれがある。 

(ｲ) 非開示部分２の内容の一部と同じ情報が新聞記事として掲載されているとは認識して

いるが、非開示部分２そのものを引用し掲載されているものではなく、代理人弁護士が

被害児童本人の意向を確認し、その意思を反映して作成された非開示部分２が、一般に

公表されているものとは判断できなかった。 

 (ｳ) 非開示部分１及び非開示部分２は、被害児童本人の意向を反映して代理人弁護士が作

成したものと解される。したがって、その一部に、市会の議事録ほか仮に一般に入手可

能な情報が記載されていたとしても、どのような情報を用いて、どのような方法や記述

で主張をするかも含めて、被害児童本人の内心を反映した情報であって、全体が非開示

として保護すべき情報であると判断した。 

ウ また、当審査会で代理人弁護士宛てに本件審査請求文書を開示することの可否について

意見を求めたところ、次の回答があった。 

  弁護士印の印影以外は、被害児童本人が広い情報公開を望んでいたことに鑑みて、開示

を望む。 

エ 当審査会は、以上を踏まえ、次のように判断する。 
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答申 
番号 

判断の要旨 

 

 

 

 

2235 

(ｱ) 本件審査請求文書は、代理人弁護士が被害児童の意向を反映し、作成した文書である

として、実施機関は非開示部分１の全体を非開示としている。しかし、被害児童の意向

そのものについては、文書２の全文が既に新聞報道されている。また、本件いじめ問題

に関して、墨塗部分はあるが横浜市いじめ問題専門委員会の答申（いじめ防止対策推進

法第28条第１項にかかる重大事態の調査報告書）が公にされ、教育委員会や市会での議

論に係る議事録及び会議資料（以下「報告書等」という。）も公表されている。 

(ｲ) 当審査会において非開示部分１を見分したところ、大きく５つの項目立てがしてあ

り、大項目、中項目及び小項目を設けるなどして、被害児童の意向に基づいて市長に面

談を申し入れた経緯等が整理されており、代理人弁護士が入手した報告書等や会議の傍

聴で聴取した情報、報告書等の内容に対する代理人弁護士の理解、評価等が記載されて

いた。 

これらは、一部を除き既に公にされている情報をまとめたもの及び代理人弁護士の見

解であって、機微な情報は含まれていないことから、公にすることにより、被害児童の

権利利益を害するおそれがあるとは認められず、本号本文後段に該当しない。ただし、

別表の１に示す部分は被害児童の意見、別表の２に示す部分は被害児童及び加害児童の

発言に関する記載であり、いずれも、公にされた報告書等では確認できない情報であっ

た。これらはいずれも被害児童の個人を識別することはできないが、なお個人の権利利

益を害するおそれがあると認められ、本号本文後段に該当する。また、ただし書アから

ウまでのいずれにも該当しない。 

(ｳ) なお、代理人弁護士の開示に対する意見は、本件審査請求文書の開示を望むもので

あったから、代理人弁護士の見解に係る部分を開示しても、当該弁護士の権利利益等を

害するものではない。 

(ｴ) 次に、当審査会において非開示部分２を見分したところ、イ(ｲ)で実施機関がいうと

ころの文書３の内容の一部と同じ情報とは、非開示部分２の冒頭の２行を除いた部分

であって、既に開示している文書２を代理人弁護士が項目立てをし、理解しやすくす

るために括弧書きで被害児童の意を汲んだ表現を補足したものであった。これら補足

した内容は、既に公表されている報告書等の内容と著しく異なるものでもなく、公に

することにより被害児童及び代理人弁護士の権利利益を害するおそれのある情報とは

いえない。また、冒頭の２行は、補足資料を提出するに当たっての代理人弁護士のコ

メントであり、何ら被害児童の機微に触れるような記載ではない。 

    したがって、公にすることにより、被害児童の権利利益を害するおそれがあるとは

認められず、本号本文後段に該当しない。 

《情報公開条例第７条第２項第４号の該当性について》 

 代理人弁護士印の印影は、公にすると第三者に偽造されるなどして、当該弁護士の財産権

が侵害されるおそれがあることから、本号に該当する。 

 

別表 

項 該当ページ 非開示を妥当とする箇所 

１ １ページ ９行目 11 文字目から 28 文字目まで 

２ 
９ページ 25 行目 11文字目から行末まで 

10 ページ １行目から２行目３文字目まで 
 

 

 

 

2236 

 

 

 

《市民の声事業に係る事務について》 

ア 横浜市では、「市民の声」事業の実施に関する取扱要綱（平成20年３月21日市広聴第3940

号）を定め、市民の声事業を行っている。この要綱は、横浜市に様々な手段で寄せられる

市民の意見、要望、提案、苦情等に係る情報（以下「市民の意見等」という。）を管理す

るとともに、寄せられた市民の意見等の公表及び市政への反映により、市民満足度の向上

及び市政の合理的運営に役立てることを目的としている。 

 市民の意見等は、市民からの提案、市長陳情、区長陳情、地域区民要望及び市政ダイレ
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答申 
番号 

判断の要旨 

 

 

 

 

 

2236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クト広聴に区分されている。 

イ 市民の意見等の公表に関しては、「市民の声」の公表の実施に関する取扱要綱（平成20

年３月21日市広聴第3940号。以下「公表要綱」という。）を定めている。公表要綱では、

寄せられた市民の意見等の要旨、回答等を横浜市ホームページで公表することにより、市

政の透明性の確保、市政に対する疑問解消及び市民間の情報共有を図るとともに、市民か

らの更なる建設的な意見を促し、それらを施策に反映させていくという広聴と施策の好循

環を促進することを目的としている。公表要綱によれば、公表の対象となるのは「市民か

らの提案」及び「市長陳情」として受け付け、文書又は電子メールにより回答したもので

あり、寄せられた意見等の要旨及び回答を原則として公表することとされている。また、

公表の取扱いについては、横浜市ホームページ及び市民からの提案の投稿用紙に明示され

ている。 

ウ 教育委員会事務局指導部人権教育・児童生徒課（平成29年当時。現在は、教育委員会事

務局人権健康教育部人権教育・児童生徒課）では、児童生徒指導、教育相談、不登校対策

等に関して寄せられる市民の意見等について、市民の声要綱及び公表要綱に基づく事務を

行っている。 

《本件審査請求文書について》 

本件審査請求文書は、平成29年５月31日に横浜市長がいじめの被害児童に対して謝罪した

ことについて、横浜市ホームページの市民からの提案の投稿フォームを用いて投稿された市

民の意見等及び電子メールで寄せられた市政ダイレクト広聴として取り扱われた市民の意

見等である。 

実施機関は、本件審査請求文書のうち、到達番号、問合せ番号、氏名、ふりがな、メール

アドレス、提案内容（意見、要望、提案、苦情等の本文に該当する部分をいう。以下同じ。）

の一部を非開示としている。 

審査請求人は、審査請求書において、「（氏名、ふりがな、メールアドレス）これらの情

報は識別非開示個人情報であるから認める。」と記載していることから、本件審査請求にお

いては、氏名、ふりがな及びメールアドレス以外の部分に限定して開示を求めているものと

解される。 

《情報公開条例第７条第２項第６号の該当性について》 

 当審査会が本件審査請求文書に係る提案内容のうち非開示とされた部分を見分したとこ

ろ、全体として投稿者の率直な意見、主張等が具体的に記載されていた。 

市民からの意見等の公表については上記《市民の声事業に係る事務について》イのとおり

取り扱われていることから、投稿者は、提案内容の要旨は公表されることとしても、原文は

公にならないことを前提に投稿しているものと考えられる。 

仮にこれらの情報を公にすると、今後、投稿者が行政運営に対する率直な意見、要望、提

案、苦情等を述べることをためらうようになったり、遠回しな提案になることが想定され

る。 

したがって、提案内容を開示すると、市民の率直な声を聴く機会を失うこととなり、市民

満足度の向上及び共感と信頼の市政の推進に役立てるという市民の声事業の目的を達成す

ることに支障を及ぼすおそれがあるという、実施機関の説明は是認できる。 

以上のことから、提案内容は、公にすると、実施機関の事務又は事業の適正な遂行に支障

を及ぼすおそれがあると認められ、本号柱書に該当する。 

《情報公開条例第７条第２項第２号の該当性について》 

ア 実施機関は、到達番号及び問合せ番号は個人に関する情報であって、組み合わせること

により特定の個人が識別されるとして、非開示としている。 

イ 当審査会が確認したところ、横浜市ホームページの市民からの提案の投稿フォームを用

いて投稿した場合、投稿者は、横浜市電子申請・届出サービスの申請状況照会の画面で到

達番号と問合せ番号を入力することによって投稿内容を確認することができる仕組みと

なっていた。 
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答申 
番号 

判断の要旨 

 

 

2236 

 

到達番号及び問合せ番号は、投稿者本人しか知り得ない個人に関する情報であり、仮に

当該番号を申請状況照会画面から入力すると、氏名、メールアドレス、提案内容等の投稿

内容の全てが明らかとなり、特定の個人が識別されることとなるため、本号本文前段に該

当する。また、ただし書アからウまでのいずれにも該当しない。 

ウ その他、実施機関が、本号に該当するとして非開示とした部分については、情報公開条

例第７条第２項第６号に該当すると判断したため、本号の該当性について改めて判断する

までもない。 

 

 

 

 

 

2237 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《医療指導等に係る事務について》 

健康福祉局健康安全部医療安全課（以下「医療安全課」という。）では、医療法（昭和23

年法律第205号）に基づき、市内医療機関の良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を

確保することを目的として、医療機関の指導等を実施している。指導等に当たっては、医療

機関から事情を聴取し、構造設備や書類等が法令に適合しているかの確認を行った上で、必

要に応じて口頭又は文書で指導を行っている。また、指導に至らない場合でも、適宜啓発を

行うことにより、良質かつ適切な医療が提供される体制の確保を図っている。 

また、医療安全課では、患者、市民等からの医療に関する苦情、相談等に対応する医療安

全相談窓口を開設している。 

患者等から医療安全相談窓口に寄せられる相談等の中に、医療機関の医療法違反に関わる

内容があった場合には、医療安全課の相談窓口を担当する職員（以下「相談窓口担当者」と

いう。）から医療安全課の医療指導を担当する職員（以下「医療指導担当者」という。）に相

談内容を引き継ぐこととしている。相談内容を引き継がれた医療指導担当者は、医療機関に

対する聞き取り等の対応を行い、必要と判断した場合には医療指導を行っている。 

本件保有個人情報に係る相談については、相談窓口担当者を経由せず、直接医療指導担当

者に相談が寄せられたものである。 

《本件保有個人情報について》 

本件保有個人情報は、審査請求人に係る「医療施設等に関する相談・苦情等報告書」であ

る。 

実施機関は、このうち「対処方針」欄の上段（以下「非開示部分１」という。）及び「対

処方針」欄の下段の一部（以下「非開示部分２」という。）並びに「結果等」欄の一部（以

下「非開示部分３」という。非開示部分１から非開示部分３までを総称して「本件非開示部

分」という。）を非開示としている。 

《個人情報保護条例第22条第７号の該当性について》 

ア 実施機関は、医療機関の指導等に当たっては、医療機関との信頼関係を基に、第三者に

は提供しないことを前提として、情報の収集をしており、当該事務により得た情報の内容

が開示請求により開示されることとなると、指導等における医療機関からの情報収集等に

係る事務に関し、医療機関が資料等の存在を明かさなくなるなど、指導等に必要な事実の

把握及び違法な行為の発見等を困難にし、医療機関に対する適切な医療指導事務に支障を

及ぼすこととなることから、本件非開示部分は本号に該当するとして、非開示としている。 

イ 当審査会が非開示部分３を見分したところ、対処方針に則った医療機関への具体的な接

触内容や事実確認の様子が記載されていた。実施機関は、これらの情報を開示すると医療

機関との信頼関係が損なわれ、指導等における医療機関からの情報収集等が困難になり、

適切な医療指導事務に支障を及ぼすことになると説明している。 

非開示部分３は、実施機関が第三者に提供しないことを前提に情報収集したものであ

り、その記載内容からも、開示すると医療機関との信頼関係が損なわれ、必要な情報が得

られなくなることは十分に考えられ、実施機関の説明は首肯できる。なお、「結果等」欄

のうち開示している部分については、医療機関へ情報の提供を行った事実であるため開示

しているとのことであった。 

ウ 次に、当審査会が非開示部分１及び非開示部分２を見分したところ、非開示部分１は、

６種類の対処方針とそのうちのどの対処方針を選択したかを示すためのチェック欄（各対

処方針の前の括弧囲み。以下「チェック欄」という。）及びそのうち２つの対処方針につ
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2237 

いて方針内容を具体的に記入する欄（各対処方針の後ろの括弧囲み。以下「方針内容欄」

という。）で構成されており、非開示部分２は、対処方針を決定した理由を記入する欄と

なっていた。 

非開示部分１について、実施機関は、どういう対処方針であるかが分からないようにす

るため、欄全体を非開示としたと説明している。そうであるならば、チェック欄及び方針

内容欄の括弧内のみを非開示とすることで、必要な効果は得られると考えられる。 

非開示部分２について、実施機関は、対処方針を開示することで、行政対応が明らかと

なり、医療指導事務への医療機関の協力が得られなくなるおそれがあるため、非開示とし

たと説明している。しかし、その記載内容をみると、１文目は、相談内容を要約している

記載になっており、対処方針を示す内容とはいえない。２文目は、対処方針を示す内容の

ものであるが、非開示部分１同様、対処方針を記載した部分（40文字目から46文字目まで。

以下同じ。）以外は、開示したとしても行政対応が明らかになるとはいえない。 

チェック欄及び方針内容欄の括弧内並びに対処方針を記載した部分については、これ

を開示すると行政の対応が明らかになることから、非開示部分３と同様に、医療機関と

の信頼関係が損なわれることで必要な情報が得られなくなり、医療指導事務に支障を及

ぼすおそれがあると認められる。 

エ 以上のことから、本件非開示部分のうち、非開示部分１のチェック欄及び方針内容欄の

括弧内、非開示部分２の対処方針を記載した部分並びに非開示部分３は、これらを開示す

ると医療指導業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められ、本号柱書に該当

する。

※ 答申全文については、次のＵＲＬをご覧ください。

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/gyosei-kansa/joho/kokai/johokokaishinsak

ai/shinsakai/toshinH31.html

５ 条例（抜粋） 

横浜市の保有する情報の公開に関する条例 

（行政文書の開示義務） 

第７条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求者に対し、当該開示請求に係る行政文

書を開示しなければならない。 

２ 実施機関は、前項の規定にかかわらず、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報（以

下「非開示情報」という。）のいずれかが記録されている場合は、当該行政文書を開示しない

ことができる。 

  （第１号省略） 

(2) 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって、当該情報

に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他

の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）

又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害

するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる

情報

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和22年法律第120号）第２条第１項に規定する国家

公務員（独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第２条第４項に規定する行政執行法人

の役員及び職員を除く。）、独立行政法人等（独立行政法人等の保有する情報の公開に関す

る法律（平成13年法律第140号）第２条第１項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。）

の役員及び職員、地方公務員法（昭和25年法律第261号）第２条に規定する地方公務員並びに

地方独立行政法人の役員及び職員をいう。）である場合において、当該情報がその職務の遂

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/gyosei-kansa/joho/kokai/johokokaishinsakai/shinsakai/toshinH31.html
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行に係る情報であるときは、当該情報のうち当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係

る部分 

   （第３号省略） 

(4) 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護その他の公共の安全の確保及び秩序の

維持に支障が生ずるおそれがある情報 

   （第５号省略） 

(6) 市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務

又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は

事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの 

   （アからオまで省略） 

 

横浜市個人情報の保護に関する条例 

（開示しないことができる保有個人情報） 

第22条 実施機関は、本人開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報（以下「非開示

情報」という。）のいずれかが含まれている場合は、当該保有個人情報を開示しないことがで

きる。 

   （第１号から第６号まで省略） 

(7) 市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務

又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は

事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの 

   （アからオまで省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ先 

市民局市民情報課長  小澤 将之  Tel 045-671-3881 
 


