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1 R4.10.7 R4.12.2

火災調査書類（令和４年５月３１日３鷹予第３０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号及び別記様式第２６号）
５　質問調書（別記様式第１９号及び別記様式第２６号）

86 ● ● ●

（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

2 R4.11.24 R4.12.2
〇（渋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（昭和５
６年７月２５日第５１２号）

26 ● ● ●

　仕上表、採光計算表の一部及び住宅部分
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。
　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

3 R4.11.24 R4.12.2
〇（渋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（昭和４
８年９月１９日収第２２７号）

19 ●
東京消防庁
予防部
予防課

4 R4.11.24 R4.12.2
〇（渋谷区〇丁目〇番〇号）に係る確認年月日（昭和５６年７月２５日）以降に届
出られた各テナントにおける防火対象物使用開始届出書一式及び防火対象物工事等
計画届出書一式

●
 当該公文書は届出された事実がないた
め、存在しない。

東京消防庁
予防部
予防課

決定区分 （根拠規定）条例７条



5 R4.11.25 R4.12.2
〇（千代田区〇丁目〇番〇号）に係る電気設備設置（変更）届出書（平成２７年９
月１日第３２号）の一式及び検査結果書

51 ●
東京消防庁
予防部
予防課

6 R4.11.24 R4.12.2
〇（台東区〇丁目〇番〇号）に係る防火対象物工事等計画届出書（令和２年４月３
日第２号）の平面図

4 ● ● ●

　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。
　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

7 R4.11.18 R4.12.5
令和４年７月１８日（月）、２０時５２分　〇より＃７１１９へ発信された救急相
談に関する救急相談記録（一連番号：９０３）

2 ● ● ●
当該時刻に救急相談を受けた事実はある
が、実施機関では音声データが存在しない
ため。

東京消防庁
救急部
救急医務課

8 R4.11.24 R4.12.5 中野区〇丁目〇番〇号に係る最新の消防用設備等点検結果報告書 ●
当該公文書は届出の事実がなく、実施機関
では存在しない。

東京消防庁
予防部
査察課

9 R4.11.28 R4.12.5
〇（渋谷区〇丁目〇番○号）に係る２０１９年６月５日に通知された立入検査結果
通知書の違反指摘事項への改修状況及び改修計画一式（〇、〇、〇より渋谷消防署
長宛て）

●
当該公文書は届出の事実がなく、実施機関
では存在しない。

東京消防庁
予防部
査察課

10 R4.12.1 R4.12.5
〇（東京都江戸川区〇丁目〇番〇号）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９日３岩篠（報）第２０２１－３号）

14 ●
東京消防庁
予防部
査察課

11 R4.11.22 R4.12.5
西東京消防署（４）電気設備改修工事及び足立消防署（４）放送設備その他改修工
事の内訳書一式

63 ●
東京消防庁
総務部
施設課

12 R4.11.22 R4.12.5 56 ●
東京消防庁
総務部
施設課



13 R4.11.21 R4.12.5
〇（港区〇丁目〇番〇号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書
（平成２４年３月２日第３２９１号）

31 ● ● ●

　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。
　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

14 R4.11.21 R4.12.5
〇（港区〇丁目〇番〇号）に係る消防用設備等（特殊消防用設備等）設置計画届出
書（平成２４年１月１８日第１０６６号）

19 ●
東京消防庁
予防部
予防課

15 R4.11.28 R4.12.5
〇（港区〇丁目〇番〇号）に係る防火対象物使用（変更）届出書その１（昭和６１
年７月２９日第３４１５号）

14 ●
東京消防庁
予防部
予防課

16 R4.11.29 R4.12.5

〇（港区〇丁目〇番〇号）に係る
１　防火対象物使用開始届出書（平成２１年１１月２日第８０８号）
２　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（平成２１年１１月１１日第１
７５７号）のかがみ
３　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（平成２１年１１月１１日第１
７７４号）のかがみ
４　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（平成２１年１１月２５日第１
８４１号）のかがみ
５　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（平成２１年１１月２５日第１
８４６号）のかがみ
６　消防用設備等設置届出書（平成３年５月１５日第６０９号）
７　消防用設備等設置届出書（平成３年５月１５日第６１０号）

104 ●
東京消防庁
予防部
予防課

17 R4.11.29 R4.12.5

〇（新宿区〇丁目〇番〇号）に係る
１　検査結果書（平成２６年１月２１日２５牛予（使）第２５７号）
２　検査結果書（平成２６年２月１７日２５牛予（設）第６１６号）
３　検査結果書（平成２６年２月２５日２５牛予（設）第６４４号）
４　検査結果書（平成２６年２月１７日２５牛予（設）第６１５号）
５　検査結果書（平成２６年２月２６日２５牛予（設）第６４５号）

5 ●
東京消防庁
予防部
予防課

18 R4.10.12 R4.12.6
令和４年８月２３日、渋谷区〇番付近で発生した火災に関する、火災調査業務用の
署共有フォルダに保存され、り災状況がわかる写真データ

253 ● ● ●

（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）公にすることにより、関係機関の
業務に影響を与え、当庁と当該機関との信
頼関係が損なわれ、今後の火災調査事務の
適正な遂行に支障を来すおそれがあるた
め。

東京消防庁
予防部
調査課



19 R4.11.25 R4.12.6

〇（練馬区〇丁目〇番〇号）〇に係る
１　防火対象物工事計画等届出書（令和２年３月３０日第１００号）
２　工事整備対象設備等着工届出書（令和２年３月９日第３２２号）
３　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（令和２年４月２１日第２０
号）

21 ● ●

　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

20 R4.11.25 R4.12.6

〇（練馬区〇丁目〇番〇号）〇に係る
１　防火対象物使用開始届出書（令和２年４月１３日第８号）
２　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（令和２年４月１０日第１６
号）

8 ●
東京消防庁
予防部
予防課

21 R4.11.30 R4.12.7

〇（杉並区〇丁目〇番〇号）に係る以下の公文書
１　立入検査結果通知書（平成３０年６月２６日交付）
２　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１２月１４日３
荻予（報）第１４１２号）

41 ●
東京消防庁
予防部
査察課

22 R4.12.2 R4.12.7
〇（青梅市〇丁目〇番〇号）に係る防火対象物使用（変更）届出書その１（昭和６
２年７月２８日第９３号）の平面図及び立面図

8 ●
東京消防庁
予防部
予防課

23 R4.12.1 R4.12.8

多摩消防署多摩救急隊の救急出場（令和４年９月１日午後５時４０分覚知）に関す
る様式第３５号小隊活動記録票、様式第３６号傷病者記録票（基本情報）、様式第
３６号の２傷病者記録票（観察・救急処置）及び様式第３６号の３傷病者記録票
（医療機関選定）

5 ● ●
（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

東京消防庁
救急部
救急管理課

24 R4.12.2 R4.12.9

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（平成２９年３月２３日２８野予（報）第１２３７号）
２　所在　中野区〇丁目〇番〇号　物件名　〇　上記建物　設備全体の最新の点検
結果報告書

●
当該公文書は保存期間を経過し廃棄済みで
あり、または届出の事実がなく、実施機関
では存在しない。

東京消防庁
予防部
査察課

25 R4.11.30 R4.12.12

Ａ：東京都昭島市〇丁目〇番○号（〇）〇
Ｂ：東京都昭島市〇丁目〇番○号　〇　Ａ及びＢの防火対象物の最新の消防用設備
等点検結果報告書ただし、２０１９年６月１日以降の報告書

●
当該公文書は、２０１９年６月１日以降の
届出の事実がなく、実施機関では取得して
おらず、存在しない。

東京消防庁
予防部
査察課

26 R4.12.1 R4.12.12

〇（板橋区〇番地〇号）に係る以下の公文書１ 立入検査結果通知書（令和４年４
月１３日交付）（〇宛）
２　立入検査結果通知書（令和４年４月１９日交付）（〇宛）
３ 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１２月１５日３
板予（報）第１２６２号）

21 ●
東京消防庁
予防部
査察課



27 R4.12.6 R4.12.12
〇（東京都杉並区〇丁目〇番〇号）に係る立入検査結果通知書（平成３１年２月４
日交付）

2 ●
東京消防庁
予防部
査察課

28 R4.12.2 R4.12.13 天沼第一家族待機宿舎（４）電気設備改修工事ほか７件の共通費算定書等 279 ●
東京消防庁
総務部
施設課

29 R4.12.5 R4.12.13 板橋消防署ほか１か所（４）監視カメラ設備新設工事ほか２件の内訳書一式 37 ●
東京消防庁
総務部
施設課

30 R4.12.5 R4.12.13 品川消防署（４）建築改修工事の共通費算定書 5 ●
東京消防庁
総務部
施設課

31 R4.11.30 R4.12.13

〇（杉並区〇丁目〇番〇号）に係る
１　建築申請調査書（１）（平成１５年１１月２０日（同）第３７３号）
２　防火対象物使用（変更）届出書その１（平成１６年５月２０日第１９号）

18 ● ● ●

　収容人員及び住戸間取り等は、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 R4.11.30 R4.12.13

〇（杉並区〇丁目〇番〇号）に係る
１　建築同意書類調査書（昭和５７年３月２６日（同）第１００号）
２ 防火対象物使用（変更）届出書その１（昭和５７年１１月２６日第１４３号）
のかがみ
３　検査結果書（昭和５７年１１月２６日第１４３号）
４　建築同意調査書（昭和５７年１２月１３日（同）第４０８号）
５ 消防用設備等設置届出書（昭和５７年１２月１３日第８３７号）のかがみ及び
消火器試験結果報告書
６　消防用設備等設置届出書（昭和５７年１２月１４日第８３８号）のかがみ
７　消防用設備等設置届出書（昭和５７年１１月２６日第８１３号）のかがみ
８　検査結果書（昭和５７年１１月２６日第８１３号）
９　消防用設備等設置届出書（昭和５７年１１月２６日第８１４号）のかがみ
10　消防用設備等設置届出書（平成１６年５月１０日第５５号）

20 ●
東京消防庁
予防部
予防課

33 R4.12.5 R4.12.13
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（平成元年７月２１日
第１２２４号）の概要書及び２号消火栓配管設備系統図

10 ●
東京消防庁
予防部
予防課



34 R4.12.5 R4.12.13 火災による死因の生理学的検討結果報告書 54 ●
東京消防庁
予防部
予防課

35 R4.12.5 R4.12.14
〇（渋谷区〇丁目〇番○号）に係る昭和５６年７月竣工時からのすべての立入検査
通知書および立入結果通知書一式、なお、２０１９年４月に実施された立入検査結
果通知書一式（２０１９年６月５日）は除く。

●
当該公文書は保存期間を経過し廃棄済みで
あり、実施機関では存在しない。

東京消防庁
予防部
査察課

36 R4.12.8 R4.12.14
〇（新宿区〇丁目〇番〇号）に係る消防用設備等設置届出書（昭和６３年１０月３
１日第３８２２号）のうち、かがみ、試験結果報告書、防火対象物の概要表（設備
概要表）、配管系統図及び平面図

18 ●
東京消防庁
予防部
予防課

37 R4.12.6 R4.12.15

〇（武蔵村山市〇番地〇）に係る次の書類
１　少量危険物の貯蔵・取扱届出書の一式
２　危険物貯蔵所完成検査申請書（昭和４９年１１月１１日収第１４号　北多摩西
部消防署受付）の一式
３　危険物貯蔵所設置許可申請書（昭和４９年５月１１日収第１４号　北多摩西部
消防署受付）の一式

32 ●
東京消防庁
予防部
危険物課

38 R4.12.6 R4.12.15

〇（東京都葛飾区〇丁目〇番〇号）に係る下記の公文書
１　消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書（令和４年７月７日４金予
（報）第３１１号）
２　防火対象物点検結果報告書（令和４年３月２５日３金予（対）第２１３号、２
３１号）

123 ●
東京消防庁
予防部
査察課

39 R4.12.12 R4.12.15
〇（東京都青梅市〇丁目〇番地の〇）に係る消防計画作成（変更）届出書及び添付
された消防計画（平成２６年１１月１２日２６青予（防）第３２５号

27 ●
東京消防庁
予防部
防火管理課

40 R4.12.1 R4.12.15

〇（板橋区〇丁目〇番〇号）に係る
１　防火対象物使用（変更）届出書その２（昭和４６年１１月２７日収第２６３
号）
２　消防用設備等設置届出書（昭和５５年５月２７日第３０８号）
３　防火対象物使用（変更）届出書その１（昭和５５年１月３０日第８号）
４　消防用設備等設置届出書（平成１０年２月１４日第４８号）
５　防火対象物使用（変更）届出書その１（平成１０年２月２７日第２９号）
６　消防用設備等設置届出書（平成１０年１２月２日第４２２号）
７　消防用設備等設置届出書（平成１０年１２月２日第４２３号）
８　消防用設備等設置届出書（平成１０年１２月２日第４２４号）
９　防火対象物使用（変更）届出書その３（平成１０年１２月２日第９６号）
10　消防用設備等設置届出書（平成１３年５月３０日第４７号）
11　防火対象物使用開始届出書（平成２７年４月１日第１号）
12　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（平成２７年４月１日第２号）
13　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（平成２７年４月１日第３号）
14　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（平成２７年４月１日第４号）

129 ● ● ●

　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。
　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



41 R4.12.1 R4.12.15

〇（板橋区〇丁目〇番〇号）に係る
１　建築同意書類調査書（昭和４６年６月２９日第６２５号）
２　建築同意書類調査書（昭和４６年１２月１１日第１２０８号）
３　消防用設備等設置届出書（昭和５８年１１月５日第６６２号）
４　消防用設備等設置届出書（昭和５９年１０月１２日第７２０号）
５　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（平成２２年１１月２日第２３
７号）

17 ●
東京消防庁
予防部
予防課

42 R4.12.5 R4.12.15
〇（江戸川区〇丁目〇番〇号）に係る防火対象物使用（変更）開始届出書その１
（昭和６１年４月５日第５９６号）

25 ● ● ●

 届出者氏名、住所及び電話番号等は、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。
　届出者及び設計者印影は、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。
　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

43 R4.12.12 R4.12.16
〇（東京都府中市〇丁目〇番〇号）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１１月９日２府予（報）第１８４号）

2 ●
東京消防庁
予防部
査察課

44 R4.11.4 R4.12.16
火災調査書類（令和４年６月３０日４板予第７３号）のうち、火災調査書（別記様
式第１５号及び別記様式第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

45 R4.11.4 R4.12.16

火災調査書類（令和４年１１月２日４羽予第１８２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　鑑識見分調書（別記様式第１８号及び別記様式第２６号）

49 ● ● ● ●

（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。
（４号）公にすることにより、建物内部へ
の侵入や犯罪の実行を容易にするなど、利
用者の安全を脅かす恐れがあると認められ
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



46 R4.12.2 R4.12.16
〇（新宿区〇丁目〇番〇号）に係る消防用設備等設置届出書（昭和５９年９月６日
第９５４号）

46 ● ●

 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

47 R4.12.7 R4.12.16
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（昭和５
９年１１月２１日第１９７号）の平面図及び立面図

11 ● ● ●

　採光計算表の一部及び住宅部分は、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、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

48 R4.12.8 R4.12.16

〇（新宿区〇丁目〇番〇号）に係る
１　消防用設備等設置届出書（平成１１年１０月２８日第４５８号）の平面図
２　消防用設備等設置届出書（平成１１年１０月２９日第４６２号）の平面図
３ 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（自動火災報知設備）（令和４
年１月２７日第６４３号）の平面図
４ 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（非常放送設備）（令和４年１
月２７日第６４３号）の平面図
５　消防用設備等設置届出書（平成１１年１１月１日第４６８号）の平面図

10 ●
東京消防庁
予防部
予防課

49 R4.12.13 R4.12.19
〇（文京区〇丁目〇番〇号）に係る防火対象物使用開始届出書（令和４年１０月２
４日第２０２２－１３号）

3 ●
東京消防庁
予防部
予防課

50 R4.12.14 R4.12.19
〇（墨田区〇丁目〇番〇号）に係る消防用設備等着工届出書（平成２年１１月６日
第６１７号）の概要表及び図面一式

8 ●
東京消防庁
予防部
予防課

51 R4.12.14 R4.12.20
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
（令和４年１月２５日第３３７号）の平面図

9 ●
東京消防庁
予防部
予防課

52 R4.12.15 R4.12.21
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 ●
東京消防庁
警防部
警防課

53 R4.12.9 R4.12.21

〇（東京都足立区〇丁目〇番〇号）に係る消防計画作成（変更）届出書及び添付さ
れた消防計画（平成２２年３月１２日２１足予（防）第７４３号）

53 ●
東京消防庁
予防部
防火管理課

54 R4.12.9 R4.12.21
〇（東京都渋谷区〇丁目〇番〇号）に係る防火管理者選任（解任）届出書（平成２
５年１２月１９日２５渋予（（防）第４３８３号）

1 ●
東京消防庁
予防部
防火管理課



55 R4.12.9 R4.12.21 〇（東京都渋谷区〇丁目〇番〇号）に係る統括防火管理者選任（解任）届出書 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

56 R4.11.16 R4.12.22

火災調査書類（令和４年８月８日４岩予第２００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　火災出場時における見分調書（別記様式第１７号）
４　現場見分調書（第１回）（別記様式第１８号及び別記様式第２６号）
５　現場見分調書（第２回）（別記様式第１８号及び別記様式第２６号）
６　鑑識見分調書（別記様式第１８号及び別記様式第２６号）
７　質問調書（別記様式第１９号）
８　延焼状況等調書（別記様式第２０号）
９　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）
１０　建物・収容物損害調査書（別記様式第２３号）

66 ● ● ●

（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

57 R4.12.9 R4.12.22
〇（渋谷区〇丁目〇番〇号）に係る竣工（昭和５６年７月）以降に届出られた各テ
ナントにおける防火対象物工事等計画届出書一式及び防火対象物使用開始届出書一
式

●
 当該公文書は届出された事実がないた
め、存在しない。

東京消防庁
予防部
予防課

58 R4.12.19 R4.12.23

新宿消防署西新宿第２救急隊の救急出場（令和４年１２月５日午後６時９分覚知）
に関する様式第３５号小隊活動記録票、様式第３６号傷病者記録票（基本情報）、
様式第３６号の２傷病者記録票（観察・救急処置）及び様式第３６号の３傷病者記
録票（医療機関選定）

4 ● ●
（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

東京消防庁
救急部
救急管理課

59 R4.12.9 R4.12.23
平成１６年７月２８日に実施した、〇（東京都昭島市〇丁目〇番〇号）の立入検査
に関連して入手した建物図面

10 ●
東京消防庁
予防部
査察課

60 R4.12.8 R4.12.23
〇（東京都渋谷区〇丁目〇番〇号）に係る防火管理者選任（解任）届出書（平成２
２年４月１３日２２渋予（防）第１９９号）

1 ●
東京消防庁
予防部
防火管理課

61 R4.12.8 R4.12.23
〇（東京都渋谷区〇丁目〇番〇号）に係る次の公文書
⑴統括防火管理者選任（解任）届出書
⑵各テナントにおける防火管理者選任（解任）届出書

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

62 R4.12.16 R4.12.26 東京消防庁麻布消防署地盤調査ほか５件の内訳書一式 36 ●
東京消防庁
総務部
施設課



63 R4.12.16 R4.12.26

（１）王子消防団第６分団本部敷地地質調査
（２）練馬消防団第７分団本部敷地地質調査
（３）本田消防団第１４分団本部敷地地質調査
（４）世田谷消防団第１５分団本部敷地地質調査

32 ● －
東京消防庁
防災部
消防団課

64 R4.12.15 R4.12.26 9 ●
東京消防庁
人事部
人事課

65 R4.12.9 R4.12.26
〇（昭島市〇丁目〇番〇号）に係る防火対象物使用（変更）届出書（平成３年１２
月１１日第２０５２号）のかがみ、平面図及び立面図

13 ●
東京消防庁
予防部
予防課

66 R4.12.13 R4.12.27
〇（東京都港区〇丁目〇番〇号）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１１月１７日３芝三（報）１２９号）

20 ●
東京消防庁
予防部
査察課

67 R4.12.16 R4.12.27 緊急自動車届出確認証 1 ●
東京消防庁
装備部装備課

68 R4.12.16 R4.12.27 自動車損害賠償責任保険証明書 1 ● ●

扱者印（個人の印影）
（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、条例７条第２号に該当する。

東京消防庁
装備部
装備課

69 R4.12.14 R4.12.27 〇（東京都千代田区〇丁目〇番〇号）に係る防火管理者選任（解任）届出書 0 ●
請求のあった公文書は、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

70 R4.12.23 R4.12.27
〇（東京都港区〇丁目〇番〇号〇）に係る最新の防火・防災管理者選任（解任）届
出書

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



71 R4.12.14 R4.12.27

〇（中央区〇丁目〇番〇号）に係る
１　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（平成２１年２月２３日第３９
４号）のかがみ及び７階平面図
２　消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書（平成２３年２月２１日第３５
８号）のかがみ及び７階平面図

4 ● ●

　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

72 R4.12.18 R4.12.28

建物名〇（渋谷区〇丁目〇番〇号）に係る〇管理組合への立入検査結果通知書（２
０１９年６月５日）における違反指摘事項である渋谷消防署長あての改修状況およ
び改修計画一式・〇への立入検査結果通知書（２０１９年６月５日）における違反
指摘事項である渋谷消防署長あての改修状況および改修計画一式

●
当該公文書は、届出の事実がなく、実施機
関には存在しない。

東京消防庁
予防部
査察課

73 R4.12.20 R4.12.28
〇（東京都杉並区〇丁目〇番〇号）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７日３杉予（報）第４６号）

23 ●
東京消防庁
予防部
査察課

74 R4.12.22 R4.12.28
足立消防署淵江出張所（４）外壁その他改修工事及び装備工場（４）外壁その他改
修工事の共通費算定書

10 ●
東京消防庁
総務部
施設課

75 R4.12.26 R4.12.28

〇（福生市〇丁目〇番〇号）に係る
１　消防用設備等設置届出書（昭和６０年１０月１５日（設）第６３２号）のかが
み及び検査結果書
２　消防用設備等設置届出書（昭和６０年１０月１５日（設）第６３３号）のかが
み及び検査結果書
３　消防用設備等設置届出書（昭和６０年１０月１５日（設）第６３４号）のかが
み及び検査結果書
４　防火対象物使用（変更）届出書その２（消防用設備等）（平成１７年５月２３
日第４号）のかがみ及び検査結果書

8 ●
東京消防庁
予防部
予防課


