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1 R4.6.20 R4.7.1

〇（東京都大田区〇丁目〇番〇号に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結
果報告書（令和４年３月１日３矢予（報）第１２２８号）のうち、次の公文書
⑴　消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書（別記様式第１）
⑵　消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表（別記様式第２）

2 ●
東京消防庁予防
部査察課

2 R4.6.23 R4.7.1

〇（東京都中野区〇丁目〇番〇号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点検
結果報告書（令和４年４月１５日４中予（報）第６７号）のうち、
以下の公文書
１　消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書（別記様式第１） ２　消防
用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表（別記様式第２）

3 ●
東京消防庁予防
部査察課

3 R4.6.28 R4.7.4
〇（東京都中央区〇丁目〇番〇号〇）に係る防火管理者選任（解任）届出書、消防
計画作成（変更）届出書一式

0 ●
請求のあった公文書は、届出された事実が
ないため、実施機関では作成及び取得をし
ておらず、存在しない。

東京消防庁予防
部防火管理課

4 R4.6.30 R4.7.4
〇（目黒区〇丁目〇番〇号）に係る建築同意書類調査書（昭和５１年１１月２日
（同）第５４９号同意）のうちかがみ

1 ●
東京消防庁予防
部予防課

決定区分 （根拠規定）条例７条



5 R4.6.23 R4.7.5 「東京消防庁日本堤待機宿舎敷地地質調査」の積算内訳書 7 ●
東京消防庁総務
部施設課

6 R4.6.23 R4.7.5
東京消防庁警防規程事務処理要綱（平成２１年３月２６日２０警警第８８６号警防
部長依命通達）別記様式第３５号消防活動総括表

1 ● ●

（７条２号）発災場所の住所（戸建ての住
居）、通報電話番号、責任者氏名及び通報
者氏名は、特定の個人を識別することがで
きるため

東京消防庁警防
部警防課

7 R4.6.23 R4.7.5
〇（東京都文京区〇丁目〇番〇号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点検
結果報告書（令和２年１０月２日２郷予（報）第６３２号）

20 ● ● ●

(7条2項）氏名等の情報は、特定の個人を
識別することができるものであるため。
（7条4項）印影等の情報は、偽造等の犯罪
に悪用されるおそれがあるため。

東京消防庁予防
部査察課

8 R4.6.29 R4.7.5
〇（千代田区〇丁目〇番〇号）に係る防火対象物使用（変更）届出書その１（昭和
４４年１月２０日収第５号）のうち地上１階から３階までの平面図

3 ●
東京消防庁予防
部予防課

9 R4.7.1 R4.7.5
東京都内（島しょ地区、稲城市を除く）の二酸化炭素消火設備（固定式）が設置さ
れている建物名称等の調査一覧表

40 ●
東京消防庁予防
部予防課

10 R4.6.29 R4.7.6 「東京消防庁日本堤待機宿舎敷地地質調査」の内訳設計書一式 7 ●
東京消防庁総務
部施設課



11 R4.6.27 R4.7.6
〇（千代田区〇丁目〇番〇号）に係る防火対象物使用(変更)届出書その１（昭和６
０年１１月１１日第２５５号）

49 ●
東京消防庁予防
部予防課

12 R4.6.24 R4.7.7

〇（中野区〇丁目〇番〇号）に係る
１ 消防用設備等設置届出書（昭和５８年１２月２０日第９２４号）のかがみ及び
平面図
２ 消防用設備等設置届出書（昭和５８年１２月２０日第９２５号）のかがみ及び
平面図
３ 消防用設備等設置届出書（昭和５８年１２月２１日第９２８号）のかがみ及び
平面図

14 ● ● ●

 住宅部分は、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、個人
の権利利益を害するおそれがあるため、東
京都情報公開条例（平成１１年東京都条例
第５号。以下「条例」という。）第７条第
２号に該当する。
また、建物内部への侵入や窃盗等の犯罪の
実行を容易にするなど、居住者の安全を脅
かすおそれがあると認められるため、条例
第７条第４号に該当する。
　共同住宅の共用部は、公にすることによ
り、建物内部への侵入や窃盗等の犯罪の実
行を容易にするなど、居住者の安全を脅か
すおそれがあると認められるため、条例第
７条第４号に該当する。

東京消防庁予防
部予防課

13 R4.6.29 R4.7.7 東京消防庁管内における火災通報装置調査一覧表 680 ●
東京消防庁予防
部予防課

14 R4.6.30 R4.7.8
〇（杉並区〇丁目〇番〇号）に係る平成12年頃届出された少量危険物の貯蔵・取扱
届出書及び添付された油系統図、タンク検査済証、地下タンク本体仕様、オイル
サーバー仕様書、レベコン仕様書

23 ●
東京消防庁
予防部危険物課

15 R4.6.28 R4.7.8
〇（中央区〇丁目〇番〇号）〇に係る防火対象物使用開始届出書（平成２８年８月
１０日第３５８号）のかがみ

1 ●
東京消防庁予防
部予防課



16 R4.6.30 R4.7.8
〇（江東区〇丁目〇番〇号）に係る防火対象物使用（変更）届出書その１（平成１
３年４月１６日届出）のうち平面図・面積表及び立面図・断面図

4 ●
東京消防庁予防
部予防課

17 R4.7.4 R4.7.11
〇（東京都新宿区〇丁目〇番〇号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点検
結果報告書（平成３１年２月２６日３０新予（報）第２３０１号）

3 ●
東京消防庁予防
部査察課

18 R4.6.29 R4.7.11

１　委託契約書（立川消防署合同庁舎ほか５か所建物管理業務委託（令和３年
度））の鑑
２　委託契約書（立川消防署合同庁舎ほか５か所建物管理業務委託（令和４年
度））の鑑
３　業務関係者承諾申請書（立川消防署合同庁舎ほか５か所建物管理業務委託（令
和４年度））のうち鑑、従事者名簿一覧、現場責任者の経歴書、第３種電気主任技
術者免状及び消防設備士免状
４　再委託先承諾申請書（立川消防署合同庁舎ほか５か所建物管理業務委託（令和
４年度））のうち、鑑、再委託業者一覧表及び消防設備点検の再委託業者一覧表

12 ●

（２号）個人の氏名や印影など、個人に関
する情報で特定の個人の識別することがで
きるものであるため
（４号）会社の印影は、偽造等の犯罪に悪
用され、財産が脅かされるおそれがあるた
め

東京消防庁総務
部施設課

19 R4.6.28 R4.7.11
〇（台東区〇丁目〇番〇号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書
（平成２６年１２月２２日第２０１４－０１６４号）

15 ● ● ●

 住宅部分は、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、個人
の権利利益を害するおそれがあるため、条
例第７条第２号に該当する。
また、建物内部への侵入や窃盗等の犯罪の
実行を容易にするなど、居住者の安全を脅
かすおそれがあると認められるため、条例
第７条第４号に該当する。
　診療所部分は、公にすることにより、建
物内部への侵入や窃盗等の犯罪の実行を容
易にするなど、病院関係者及び利用者の安
全を脅かすおそれがあると認められるた
め、条例第７条第４号に該当する。

東京消防庁予防
部予防課



20 R4.6.28 R4.7.11
〇（台東区〇丁目〇番〇号）に係る工事整備対象設備等着工届出書（平成２６年１
０月２８日第２０１４－００８７号）

16 ● ●
東京消防庁予防
部予防課

21 R4.7.5 R4.7.11
〇（千代田区〇丁目〇番〇号）に係る防火対象物使用開始届出書（平成２７年３月
４日第７７０号）のうちかがみ、仕上表及び平面図

3 ●
東京消防庁予防
部予防課

22 R4.7.8 R4.7.13
〇（東京都渋谷区〇丁目〇番〇号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点検
結果報告書（令和３年４月２３日３渋予（報）第３７４号）

18 ●
東京消防庁予防
部査察課

23 R4.6.9 R4.7.13
火災調査書類（平成２２年２月１８日２２府是（調）第１５号）のうち、火災調査
書（様式第１５号及び様式第１５号の２）

2 ● ● ●

（２号）関係者の氏名等の情報は、個人に
関する情報で特定の個人を識別することが
できるため。
（６号）関係者等の供述内容は、公にする
ことにより、都民等からの火災調査に対す
る信用を失墜させ、関係者からの情報収集
活動や火災関係資料の入手が困難となり、
今後の火災調査事務の適正な遂行に支障を
及ぼすおそれがあるため。

東京消防庁予防
部調査課

24 R4.5.30 R4.7.13

火災調査書類（令和４年３月２８日３品五第３５号）のうち、以下の書類
１　火災調査書（別記様式第１５号及び別記様式第１５号の２）
２　出火原因判定書（別記様式第１６号及び別記様式第２６号）
３　現場見分調書（別記様式第１８号及び別記様式第２６号）
４　現場質問調書（別記様式第１９号）【質問年月日・時間：令和４年２月１日１
７時００分から１７時３０分まで】
５　現場質問調書（別記様式第１９号）【質問年月日・時間：令和４年２月６日１
３時００分から１３時２０分まで】
６　現場質問調書（別記様式第１９号）【質問年月日・時間：令和４年２月６日１
３時３０分から１４時００分まで】
７　現場質問調書（別記様式第１９号）【質問年月日・時間：令和４年２月６日１
３時００分から１３時２０分まで】
８　出火建物・避難状況等調書（別記様式第２１号及び別記様式第２６号）
９　建物・収容物損害調査書（別記様式第２３号）
１０　火災損害状況調書（別記様式第７号）

35 ● ● ● ●

（２号）関係者の氏名等の情報は、個人に
関する情報で特定の個人を識別することが
できるため。
（６号）関係者等の供述内容は、公にする
ことにより、都民等からの火災調査に対す
る信用を失墜させ、関係者からの情報収集
活動や火災関係資料の入手が困難となり、
今後の火災調査事務の適正な遂行に支障を
及ぼすおそれがあるため。

東京消防庁予防
部調査課



25 R4.6.3 R4.7.13

火災調査書類（令和４年３月２８日３品五第３５号）のうち、以下の書類
１　火災調査書（別記様式第１５号及び別記様式第１５号の２）
２　出火原因判定書（別記様式第１６号及び別記様式第２６号）
３　現場見分調書（別記様式第１８号及び別記様式第２６号）
４　現場質問調書（別記様式第１９号）【質問年月日・時間：令和４年２月１日１
７時００分から１７時３０分まで】
５　現場質問調書（別記様式第１９号）【質問年月日・時間：令和４年２月６日１
３時００分から１３時２０分まで】
６　現場質問調書（別記様式第１９号）【質問年月日・時間：令和４年２月６日１
３時３０分から１４時００分まで】
７　現場質問調書（別記様式第１９号）【質問年月日・時間：令和４年２月６日１
３時００分から１３時２０分まで】
８　出火建物・避難状況等調書（別記様式第２１号及び別記様式第２６号）
９　建物・収容物損害調査書（別記様式第２３号）
１０　火災損害状況調書（別記様式第７号）

35 ● ● ● ●

（２号）関係者の氏名等の情報は、個人に
関する情報で特定の個人を識別することが
できるため。
（６号）関係者等の供述内容は、公にする
ことにより、都民等からの火災調査に対す
る信用を失墜させ、関係者からの情報収集
活動や火災関係資料の入手が困難となり、
今後の火災調査事務の適正な遂行に支障を
及ぼすおそれがあるため。

東京消防庁予防
部調査課

26 R4.7.1 R4.7.13
〇（東京都小平市〇丁目〇番〇号（現住所：東京都小平市〇丁目〇番〇号）に係る
共同防火管理協議事項（協議項目、全体の消防計画）作成届出書及び添付された消
防計画（昭和６３年３月１９日小平消防署予防課第６８号）

16 ● ● ● ●

（２号）住戸部分の情報は、個人の権利利
益に支障を及ぼす恐れがあるため
（３号）法人情報のうち電話番号の情報は
公にされておらず、公にすることにより当
該団体等の事業運営上の地位を損なわれる
と認められるため
（４号）住戸等に係る共用部分の情報は、
侵入や窃盗等の犯罪を容易にし居住者の安
全を脅かすおそれがあるため

東京消防庁予防
部防火管理課

27 R4.7.4 R4.7.13

〇（東京都大田区〇丁目〇番〇号）に係る次のテナントに係る次の公文書
〇の防火管理者選任（解任）届出書（令和３年１１月２５日３大予（防）第７４０
号）、消防計画作成（変更）届出書及び添付された消防計画一式（令和３年１１月
２５日３大予（防）第７４１号）、〇の防火管理者選任（解任）届出書（令和３年
１０月８日３大予（防）第６０５号）、消防計画作成（変更）届出書及び添付され
た消防計画一式（平成３０年７月６日３０大予（防）第３６３号）、〇の消防計画
作成（変更）届出書及び添付された消防計画一式（平成２９年５月２４日２９大予
(防）第１９６号、〇の消防計画作成（変更）届出書及び添付された消防計画一式
（平成２６年９月１７日２６大予（防）第６６３号）

92 ● ● ●

 (２号）氏名等の情報は、個人に関する情
報で特定の個人を識別することができるも
のであるため
（４号）印影の情報は、偽造等の犯罪に悪
用され、財産が脅かされるおそれがあるた
め
 (４号）公にすることにより、児童等に対
する犯罪の実行を容易するなど、公共の安
全と秩序の維持に支障をおよぼすおそれが
あるため

東京消防庁予防
部防火管理課



28 R4.7.4 R4.7.13

〇（東京都大田区〇丁目〇番〇号）の次のテナントに係る最新の防火管理者選任
（解任）届出書及び消防計画が添付されている届出の中で最新の消防計画作成（変
更）届出書並びに添付された消防計画一式
〇の防火管理者選任（解任）届出書及び消防計画作成（変更）届出書並びに添付さ
れた消防計画一式、〇の平成２８年度に届出された防火管理者選任（解任）届出
書、〇の防火管理者選任（解任）届出書及び消防計画作成（変更）届出書並びに添
付された消防計画一式、〇の平成２６年度に届出された防火管理者選任（解任）届
出書

0 ●

請求のあった公文書については、届出され
た事実がなく、存在しない。また、保存期
間が１年の公文書で既に廃棄しており、存
在しない。

東京消防庁予防
部防火管理課

29 R4.6.30 R4.7.13
〇（中央区〇丁目〇番〇号）に係る防火対象物使用（変更）届出書その１（平成１
５年１２月１７日第３３９号）のうちかがみ、平面図及び立面図

15 ● ● ●

届出者住所、氏名等は、個人に関する情報
で特定の個人を識別することができるた
め、条例第７条第２号に該当する。
住宅の部分の専有面積等は、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、個人の権利利益を害するおそれが
あるため、条例第７条第２号に該当する。
届出者印影は、公にすることにより、偽造
等の犯罪に悪用されるおそれがあるため、
条例第７条第４号に該当する。
住宅及び共同住宅の共用部は、公にするこ
とにより、建物内部への侵入や窃盗等の犯
罪の実行を容易にするなど、居住者の安全
を脅かすおそれがあると認められるため、
条例第７条第４号に該当する。

東京消防庁予防
部予防課

30 R4.7.7 R4.7.14
令和４年６月２８日（火）午後９時頃、東京都千代田区〇丁目〇番〇号で発生した
危険排除現場で消防隊が撮影した地上３階から地上７階までの写真

34 ●
東京消防庁警防
部特殊災害課

31 R4.7.5 R4.7.14
〇（世田谷区〇丁目〇番〇号）に係る防火対象物使用（変更）届出書その１（平成
２年２月２３日第６０号）のうち設計概要、求積図、平面図、立面図及び断面図

26 ● ● ●

建築主の氏名及び住所は、個人に関する情
報で特定の個人を識別することができるた
め、また、住宅部分の専有面積等は、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、個人の権利利益を害する
おそれがあるため、条例第７条第２号に該
当する。
住宅及び共同住宅の共用部は、公にするこ
とにより、建物内部への侵入や窃盗等の犯
罪の実行を容易にするなど、居住者の安全
を脅かすおそれがあると認められるため、
条例第７条第４号に該当する。

東京消防庁予防
部予防課



32 R4.7.4 R4.7.15

〇（大田区〇丁目〇番〇号）に係る
１　防火対象物使用開始届出書（平成２１年８月６日第８２号）
２　防火対象物使用（変更）届出書その１（昭和６２年６月１９日第２３２１号）

33 ● ● ●

所有者、設計者及び担当者等の氏名は、個
人に関する情報で特定の個人を識別するこ
とができるため、条例第７条第２号に該当
する。
届出者印影、法人印影等は、公にすること
により、偽造等の犯罪に悪用されるおそれ
があるため、条例第７条第４号に該当する

東京消防庁予防
部予防課

33 R4.7.12 R4.7.21
〇（東京都八王子市〇番地〇号）に係る立入検査結果通知書（平成２５年３月１８
日交付）

2 ●
東京消防庁予防
部査察課

34 R4.7.12 R4.7.21
〇（東京都八王子市〇番地〇号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結
果報告書（平成２９年６月８日２９八由（報）第１２４号）

●
当該公文書は、１年保存の公文書で廃棄済
みであり、現在は存在しない。

東京消防庁予防
部査察課

35 R4.7.14 R4.7.21
〇（東京都新宿区〇丁目〇番〇号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点検
結果報告書（令和２年３月２５日３１新予（報）第２２８７号）

52 ●
東京消防庁予防
部査察課



36 R4.7.11 R4.7.21

①「上野消防署谷中出張所（３）外壁その他改修工事」の共通費算定書、特記仕様
書
②「府中消防署栄町出張所（３）外壁その他改修工事」の共通費算定書、特記仕様
書
③「石神井消防署（３）建築改修工事」の共通費算定書、特記仕様書
④「消防学校グラウンド（３）舗装改修工事」の特記仕様書
⑤「本所消防署合同庁舎（３）受電設備コンデンサ等修繕工事」の特記仕様書
⑥「三田家族待機宿舎（３）給排水衛生設備その他改修工事」の共通費算定書、特
記仕様書
⑦「三田家族待機宿舎（３）電気設備改修工事」の共通費算定書、特記仕様書
⑧「赤坂消防団第３分団本部（４）新築工事」の特記仕様書
⑨「潮見訓練場施設課倉庫（４）解体工事」の共通費算定書、特記仕様書
⑩「足立消防署綾瀬出張所（４）空調設備改修工事」の特記仕様書
⑪「本所消防署緑出張所(仮称）（３）改築空調設備工事」の共通費算定書、特記仕
様書
⑫「本所消防署緑出張所(仮称）（３）改築昇降設備工事」の共通費算定書、特記仕
様書
⑬「砂町単身待機宿舎等(３)昇降機設備工事(その２)　」の共通費算定書、特記仕
様書
⑭「三田家族待機宿舎（３）建築改修工事」の共通費算定書、特記仕様書
⑮「砂町単身待機宿舎（３）改築電気設備工事」の共通費算定書、特記仕様書

⑯「東京消防庁北多摩西部消防署ほか１か所（３）無線設備移設工事」の共通費算
定書、特記仕様書
⑰「高輪消防団第１分団本部（３）新築工事」の特記仕様書
⑱「大森消防団第5分団本部（３）新築工事」の特記仕様書
⑲「上高田第二家族待機宿舎（３）電気設備改修工事」の共通費算定書、特記仕様
書
⑳「大森消防署（３）受変電設備その他改修工事」の共通費算定書、特記仕様書

575 ●
東京消防庁総務
部施設課

37 R4.7.7 R4.7.21
〇（品川区〇丁目〇番〇号）に係る消防用設備等着工届出書（平成４年９月２４日
第４２４３号）のうち、ハロン１３０１ガス量計算表、圧損計算用配管系統図及び
ハロン１３０１消火設備圧力損失計算書

7 ●
東京消防庁予防
部予防課

38 R4.7.8 R4.7.22
〇（練馬区〇丁目〇番〇号）に係る防火対象物使用（変更）届出書その１（平成１
５年３月届出）のうちかがみ、概要、案内図、配置図、平面図、立面図及び断面図

11 ● ● ●

住戸タイプ、収容人員等は、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
れがあるため、条例第７条第２号に該当す
る。
住宅部分及び共同住宅の共用部等は、公に
することにより、建物内部への侵入や窃盗
等の犯罪の実行を容易にするなど、居住者
の安全を脅かすおそれがあると認められる
ため、条例第７条第４号に該当する。

東京消防庁予防
部予防課



39 R4.7.13 R4.7.22
〇（荒川区〇丁目〇番〇号）に係る消防用設備等着工届出書（昭和５４年３月１２
日第１８号）

22 ●
東京消防庁予防
部予防課

40 R4.7.11 R4.7.23
〇（東京都中野区〇丁目〇番〇号）に係る全体についての消防計画作成（変更）届
出書及び添付された消防計画（平成３１年４月２５日３１中予（防）第５号）

24 ● ● ●

（２号）住戸部分の情報は、個人の権利利
益に支障を及ぼす恐れがあるため
（４号）住戸等に係る共用部分の情報は、
侵入や窃盗等の犯罪を容易にし居住者の安
全を脅かすおそれがあるため

東京消防庁予防
部防火管理課

41 R4.7.20 R4.7.23
〇（東京都新宿区〇丁目〇番〇号〇）に係る防火・防災管理者選任（解任）届出書
（令和４年２月８日３牛予（防）第１００４号）

1 ●
東京消防庁予防
部防火管理課

42 R4.7.14 R4.7.25
〇（江東区〇丁目〇番〇号）の指定可燃物貯蔵取扱届出書（平成２３年２月１６日
受付第５３号及び第５４号）及び添付書類一式

17 ●
東京消防庁
予防部危険物課

43 R4.7.11 R4.7.25

⑴　令和３年９月３日、西武池袋線清瀬駅北口付近で発生した危険排除に関する消
防活動総括表（東京消防庁警防規程事務処理要綱別記様式第３５号及び第３６号）
及び出場表（東京消防庁警防規程事務処理要綱別記様式第４８号）
⑵　令和４年４月１日、西武池袋線清瀬駅北口付近で発生した危険排除に関する出
場表（東京消防庁警防規程事務処理要綱別記様式第４８号）
⑶　令和４年５月８日、西武池袋線東久留米駅東口付近で発生した危険排除に関す
る出場表（東京消防庁警防規程事務処理要綱別記様式第４８号）
⑷　令和４年６月７日、西武池袋線清瀬駅北口付近で発生した危険排除に関する出
場表（東京消防庁警防規程事務処理要綱別記様式第４８号）
【一部開示】
⑴　令和３年９月３日、西武池袋線清瀬駅北口付近で発生した危険排除に関する消
防活動報告（別記様式第３７号）、指揮活動表（別記様式第３８号）及び小隊活動
表（別記様式第３９号）
⑵　令和３年９月７日、西武池袋線ひばりヶ丘駅北口付近で発生した危険排除に関
する出場表（別記様式第４８号）
⑶　令和３年１２月９日、西武池袋線東久留米駅東口付近で発生した油の流出に関
する消防隊が作成した記録
⑷　令和４年４月１日、西武池袋線清瀬駅北口付近で発生した危険排除に関する消
防活動総括表（別記様式第３５号及び第３６号）、消防活動報告（別記様式第３７
号）、指揮活動表（別記様式第３８号）、小隊活動表（別記様式第３９号）及び消
防隊が作成した記録
⑸　令和４年４月１日、清瀬第八小学校付近で発生した危険排除に関する消防活動
総括表（別記様式第３５号及び第３６号）、消防活動報告（別記様式第３７号）、
指揮活動表（別記様式第３８号）、小隊活動表（別記様式第３９号）、出場表（別
記様式第４８号）及び消防隊が作成した記録
⑹　令和４年５月８日、西武池袋線東久留米駅東口付近で発生した危険排除に関す
る消防隊が作成した記録
⑺　令和４年６月７日、西武池袋線清瀬駅北口付近で発生した危険排除に関する消
防活動総括表（別記様式第３５号及び第３６号）、消防活動報告（別記様式第３７
号）、指揮活動表（別記様式第３８号）、小隊活動表（別記様式第３９号）及び消
防隊が作成した記録

37 ● ● ●

一部の情報は、個人に関する情報で特定の
個人を識別することができるものであり、
東京都情報公開条例（平成１１年東京都条
例第５号。以下「条例」という。）第７条
第２号に該当するため。

東京消防庁警防
部特殊災害課



44 R4.7.13 R4.7.25
令和４年４月８日午前５時０５分に覚知した東京都練馬区〇丁目〇番〇号の出場に
係る東京消防庁警防規程事務処理要綱（平成２１年３月２６日２０警警第８８６号
警防部長依命通達）別記様式第４８号出場表

1 ● ●

個人に関する情報で特定の個人を識別する
ことができるものであるため、東京都情報
公開条例（平成１１年東京都条例第５号。
以下「条例」という。）第７条第２号に該
当する。

東京消防庁警防
部救助課

45 R4.7.15 R4.7.27
〇（東京都文京区〇丁目〇番〇号）に係る、消防用設備等（特殊消防用設備等）点
検結果報告書（平成２２年７月２０日２２本予（報）第３２０号）

●
当該公文書は、１年保存の公文書で廃棄済
みであり、現在は存在しない。

東京消防庁予防
部査察課

46 R4.7.20 R4.7.27
〇（東京都足立区〇丁目〇番〇号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点検
結果報告書（令和４年３月７日３足予（報）第２４９０号）

15 ●
東京消防庁予防
部査察課

47 R4.7.15 R4.7.27

１　委託契約書（池袋消防署合同庁舎建物管理業務委託（令和３年度））の鑑
２　委託契約書（池袋消防署合同庁舎建物管理業務委託（令和４年度））の鑑
３　業務計画書（池袋消防署合同庁舎建物管理業務委託（令和３年度））のうち
鑑、建物管理業務関係者名簿兼勤務体制表、業務主任者の常駐する関係者経歴書
（第３種電気主任技術者免状及び消防設備士免状の写しを含む。）、再委託業者一
覧
４　業務計画書（池袋消防署合同庁舎建物管理業務委託（令和４年度））のうち
鑑、建物管理業務関係者名簿兼勤務体制表、業務主任者の履歴書（第３種電気主任
技術者免状の写しを含む。）、再委託業者一覧

16 ●

（２号）個人の氏名や印影など、個人に関
する情報で特定の個人の識別することがで
きるものであるため
（４号）会社の印影は、偽造等の犯罪に悪
用され、財産が脅かされるおそれがあるた
め

東京消防庁総務
部施設課

48 R4.7.22 R4.7.28
〇（東京都調布市〇丁目〇番）における工事期間中（令和４年７月頃～）に係る、
工事中の消防計画作成（変更）届出書及び添付されてる消防計画

0 ●
請求のあった公文書は、届出された事実が
ないため、実施機関では作成及び取得をし
ておらず、存在しない。

東京消防庁予防
部防火管理課



49 R4.7.11 R4.7.29

〇（東京都中央区〇丁目〇番〇号）に係る以下の公文書
１　東京都火災予防条例（基準の特例）第五十一条の二に基づき特例の届出の協議
決裁含めた文書
２　〇におけるパーテーションの使用許可についての許可申請等の文書

●
該当公文書は、実施機関では取得し、又は
作成しておらず、存在しない。

東京消防庁予防
部査察課

50 R4.7.21 R4.7.29
〇（東京都江東区〇丁目〇番〇号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）点検
結果報告書（平成２２年４月１２日２２深予（報）第３８号）

8 ●
東京消防庁予防
部査察課

51 R4.6.1 R4.7.29
付属品器具・配置器具等一覧
中間検査ご指導事項対策状況（高機動救助車：活動型）
車検証

12 ●
東京消防庁
装備部
装備課

52 R4.6.1 R4.7.29

１ 特種用途自動車（高機動救助車（活動型））の買入れ（平成３１年３月６日３
０装装（締）第２２６号
２　物品買入契約書
３　納品届
４　監督員指定通知書
５　現場代理人通知書
６　「特種用途自動車（高機動救助車（活動型））の買入れ」製作工程表
７　製作状況確認依頼書
８　監督結果報告書（仕様打合せ）
９　監督結果報告書（シャシ確認）
10　監督結果報告書（中間確認）（1）
11　中間検査資料
12　監督結果報告書（中間確認）（2）
13　監督結果報告書（完成確認）
14　ＥＴＣセットアップ証明書
15 設計図書（「特殊用途自動車（高機動救助車（活動型））の買入れ」御承認
図）
16 完成図書（「特殊用途自動車（高機動救助車（活動型））の買入れ」完成図
書）
17　取扱説明書

884 ● ● ● ●

（７条２号）個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
（７条３号）法人に関する情報であって、
公にすることにより、当該法人の競争上又
は事業運営上の地位が損なわれるため
（７条４号）公にすることにより、偽造等
の犯罪に悪用され、財産が脅かされるおそ
れがあるため

東京消防庁
装備部
装備課

53 R4.7.26 R4.7.29
〇（西東京市〇丁目〇番〇号）に係る消防用設備等着工届出書（平成９年１２月２
６日第４３号）の設備系統図及び各階平面図

5 ●
東京消防庁予防
部予防課


