
 

 

 

東村 山市情報公開 制度等              

運 用 状 況               

（ 平成２８年１月～６月分 ） 
 

 

情報公開条例公布日  平成１０年１２月２４日 

                                      施行日  平成１１年  ７月  １日 

総務課 情報公開係 

    作成日  平成２８年７月１３日 

                                         



１   情 報 公 開 請 求 件 数 （平成２８年１月１日～平成２８年６月３０日）

月
請求者数

（実人数
の累計）

請求数
（請求・申出数）

義務的請求
（注１）

任意的申出
（注２）

請求件数
（所管課別）

全部公開 部分公開
非公開
（注３）

文書
不存在

存否応答
拒否

検討中
(注４） その他

１月 2 2 2 3 3

２月 5 3 1 2 3 1 1
1

（取下げ）

３月 8 4 1 3 4 1 3

４月 13 5 4 1 5 3 2

５月 15 2 1 1 2 1 1

６月 20 7 2 5 16 7 9

１月～６月
の合計

20 23 9 14 33 16 16 0 0 0 0 1

比率（%） - 100.0% 39.1% 60.9% 100.0% 48.5% 48.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.0%

（注１）　義務的請求とは、条例施行日（平成１１年７月１日）以後に作成又は取得した公文書に対する公開請求である。
（注２）　任意的申出とは、条例施行日（平成１１年７月１日）より前に作成又は取得した公文書に対する公開申出及び
　　　　　条例第５条に定める義務的請求が可能な者以外からの公開申出である。
（注３）　請求のあった公文書は存在するが、条例第６条各号に該当し非公開としたもの。
（注４）　月末時点において公開決定期間未到達、未決定あるいは請求者と連絡が取れないもの。

請  求 （申　出） 件  数  と  決  定　内　容　の  内  訳



２   情 報 公 開 請 求 の 所 管 別 内 訳 （平成２８年１月１日～平成２８年６月３０日）
実 施 機 関 件数 比率（%） 実 施 機 関 件数 比率（%）

議会 議会事務局 子ども総務課

市長 会計課 子育て支援課 1 3.0%

秘書課（秘書広報課） 1 3.0% 子ども育成課 4 12.1%

経営政策部 施設再生推進課 児童課 2 6.1%

企画政策課 1 3.0% 資源循環部 管理課

行政経営課 ごみ減量推進課

都市マーケティング課 1 3.0% 施設課  

まちづくり部 都市計画課 1 3.0%

財政課 用地課

情報政策課 市街地整備課 1 3.0%

総務部 総務課 2 6.1% みどりと公園課 1 3.0%

人事課 道路管理課 2 6.1%

管財課 1 3.0% 下水道課 2 6.1%

営繕課 2 6.1% まちづくり推進課
契約課 公共交通課  

法務課 教育委員会 教育部 庶務課 1 3.0%

市民部 市民課 学務課 2 6.1%

市民協働課 指導室

市民相談・交流課 （学校） 小学校

課税課 中学校

納税課 教育支援課（子ども・教育支援課）

産業振興課 社会教育課 1 3.0%

環境安全部 地域安全課 市民スポーツ課 4 12.1%

環境・住宅課 図書館

防災安全課 1 3.0% 公民館
健康福祉部 地域福祉推進課 ふるさと歴史館

生活福祉課 選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局

高齢介護課 1 3.0% 農業委員会 農業委員会事務局

障害支援課 監査委員 監査委員事務局

健康増進課 固定資産評価審査委員会

保険年金課 1 3.0% 33 100%

   ※比率の合計欄は小数点以下を四捨五入

合　　　　　計

所     管     名 所      管       名

市長 子ども家庭部

広報広聴課（秘書広報課）



 ３　情 報 公 開 請 求 の 状 況（平成２８年１月１日～平成２８年６月３０日）

№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

30

H28.1.21 市立東村山第一中学校外壁等改
修工事（防水工事）に係る下記書類
・竣工検査の際の書類一式
 （保証書、出荷証明書、工事写真
　等）
・東村山市と山武コーポレーション
　間の請負契約における防水工事
　の契約数量がわかる資料一式

H28.1.28 公開 H26年度契約「市立東村山第一中学
校外壁等改修工事（防水工事）」に係
る下記書類
ア、竣工検査の際の防水工事の保証
    書、製品出荷証明書、工事写真
     一式
イ、防水工事の数量がわかる参考数
　　量内訳書の資料一式

営繕課 ※任意的申出

都市計画道路3.4.27号線道路照明
工事（第1工区その1）に係る金額入
り工事内訳設計書一式

H28.2.2 公開 H27年度契約「都市計画道路3・4・27
号線道路照明工事（第1工区その1）」
に係る金額入り種別内訳書

市街地
整備課

市民スポーツセンター非常照明器
具交換工事に係る金額入り工事内
訳設計書一式

H28.2.4 公開 H27年度契約「市民スポーツセンター
非常照明器具交換工事」に係る金額
入り工事内訳書

市民ス
ポーツ課

31

H28.1.26 ※任意的申出



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

32

アの文書について
「以下の項目（『取組み姿
勢』、『業務実績』、『業務
体制』、『人材育成』、『個
人情報保護対策・法令遵
守』、『業務遂行に係る内
容』）に記載されている事
業者のノウハウにあたる
部分」は、公開すると他社
に模倣されるなど当該法
人の競争上の利益が損
なわれるおそれがあるた
め、条例第6条第3号法人
情報に該当し非公開

「受託業務従事者の総括
責任者の氏名」は、条例
第6条第2号の個人情報
に該当し非公開

ア、H27.12.22付「東村山市介護保険
     要介護認定事務等業務委託事業
     者選定に係る企画提案書（株式会
     社日本ビジネスデータープロセシ
     ングセンター）」
イ、H27.12.22実施「東村山市介護保
     険要介護認定事務等委託事業者
     選定委員会 企画提案書説明会
     採点結果集計表」

高齢介
護課

※任意的申出H28.2.17 東村山市介護保険要介護認定事
務等業務委託の1位事業者の企画
提案書及び評価点

H28.3.2 部分公開



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

イの文書について
「採点結果集計表中の2
位以下の事業者名（請求
者である事業者名は除
く）」は、各事業者の得点
と順位は公開することか
ら、事業者名も公開する
と当該事業者における得
点と順位が明らかにな
る。これらが明らかになる
と、評価をしたのが公的
な立場である地方公共団
体であることから事業者
間の優劣について予断を
与え、当該事業者の競争
上の地位その他正当な
利益を侵害するおそれが
ある。また、1位事業者と
は異なり今後受託業務を
行うものではないから、公
開を受忍すべき立場にあ
るとまではいえないため、
条例第6条第3号法人情
報に該当し非公開

ア、H27.12.22付「東村山市介護保険
     要介護認定事務等業務委託事業
     者選定に係る企画提案書（株式会
     社日本ビジネスデータープロセシ
     ングセンター）」
イ、H27.12.22実施「東村山市介護保
     険要介護認定事務等委託事業者
     選定委員会 企画提案書説明会
     採点結果集計表」

高齢介
護課

※任意的申出H28.2.17 東村山市介護保険要介護認定事
務等業務委託の1位事業者の企画
提案書及び評価点

H28.3.2 部分公開



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

33

H28.2.23 第2野火止児童クラブ民営化に関
する文書すべて

H28.3.7 公開 ア、第1回から第8回の館長会議（臨
     時）の議事内容
イ、平成29年4月第2野火止（改築）運
　　営の民間活用（H27.12.16会議資
　　料)
ウ、平成29年4月第2野火止（改築）運
　　営の民間活用（案2）（H28.1.13会
　　議資料）
エ、№304起案書「第2野火止児童クラ
    ブ民営についての民間活用日程
    案」

児童課



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

34

H28.2.29 戸籍法施行規則第3条及び地方自
治法第260条の規定について、東
村山市長が定める区域に係る下記
の内容
・町丁目界・字界情報が含まれてい
　る地図データ
・条例上紙での交付しか定められて
　いない場合は、町丁目界、大字
　界、小字界、座標値が表示された
　図面
・町丁目界・字界を定めた行政文書
　を保有していない場合は、町丁目
　界、字界情報を縮尺1/5000～
　1/25000の図面に記載したもの

都市計
画課

※任意的申出

東村山市情報公開
条例施行規則第6
条第1項第2号に
「電磁的記録は、
公開の請求に係る
情報が記録されて
いる部分を用紙又
は帳票に印刷した
ものにより、閲覧又
は写しの交付を行
うものとする。」と規
定しているため、当
市では電子データ
ではなく紙での写
しの交付になる。ま
た、本請求内容に
近いのは市販売物
である「東村山市
全図」であり、これ
は情報公開請求に
依らずに入手でき
るが、「東村山市全
図」には座標値の
表記はなく、市は
座標値データを
持っていない。

以上のことを請求
者に説明したとこ
ろ、了解され取下
げ。後日全図を購
入。



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

35

H28.3.4 「市立東村山第一中学校外壁等改
修工事（防水工事）」に係る東村山
市と山武コーポレーション間の請負
契約書添付の設計図書（竣工時に
請負事業者から市に提出する必要
がある書類等について書かれてい
る部分）

H28.3.7 公開 H26年度契約「市立東村山第一中学
校外壁等改修工事（防水工事）」の請
負契約書に付属している設計図書（竣
工時に請負事業者から市に提出する
必要がある書類等について書かれて
いる部分）

営繕課 ※任意的申出

36

H28.3.22 H28.3.16に行われた東村山市ウェ
ルカムガイド制作業務委託に関する
企画提案書等の書類（A社・B社の
もの）

H28.4.1 部分公開 東村山ウェルカムガイド制作業務委託
に係る企画提案書（1位事業者分）

「以下の項目（『企画にあ
たって』、『コンセプトの設
定』、『コンセプトタイト
ル』、『仕様のご提案』、
『工程表』、『業務実施体
制』）に記載されている事
業者のノウハウにあたる
部分」は条例第6条第3号
法人情報に該当し非公
開

「『業務実施体制』中の各
スタッフ氏名」は条例第6
条第2号個人情報に該当
し非公開

「2位以下の事業者の企
画提案書」は条例第6条
第3号法人情報に該当し
非公開

都市
マーケ
ティング
課

※任意的申出



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

H28.3.25 公開 ア、H27年度№182報告書「みんなの
    憲法委員会からの申入書の受理」
イ、H27年度№192起案書「地方自治
　　法第176条により、改めて市議会に
　　対して陳情の再審議を求める申入
　　書（回答）」
ウ、東村山市議会運営マニュアル中、
　　「東村山市議会会議規則」第41条
　　（委員長報告等に対する質疑）
　　部分の抜粋

非公開
（文書不
存在）

「27東秘収第87号の2の
回答に至るまでの検討経
過の説明において、議会
基本条例と東村山市議
会規則は上位・下位の関
係ではない旨を議会事務
局に確認した記録」は、
確認は口頭で行ったため
文書を作成しておらず、
文書不存在

38

H28.3.31 窓口受付番号票交付機賃貸借契
約の契約書（入札日時：H23.4.20）

H28.4.7 部分公開 契約番号23東健保契委第220503号
賃貸借契約書「窓口受付番号票交付
機賃貸借」

「契約の相手方である法
人の代表者印影」は条例
第6条第3号法人情報に
該当し非公開

保険年
金課

※任意的申出

37

H28.3.23 文書「27東秘収第87号の2」に関し
て、この文書がどのように発行され
て回答書として送付されるまでの経
過がわかる全ての記録

※「27東秘収第87号の2の回答に
　至るまでの検討経過の説明にお
　いて、議会基本条例と東村山市
　議会規則は上位・下位の関係
　ではない旨を議会事務局に確認
　した記録」を含む。

秘書課 ※部分公開1件とし
て計上

※請求者の求めに
より、文書イの起案
書裏面で言及して
いる「東村山市議
会会議規則」の第
41条部分を追加公
開した。



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

1

H28.4.8 1、東村山第二住宅（富士見町1-2-
　　46）の購入打診があった日
2、購入しない旨の回答の判断及び
　　決定した会議と決定者
3、関東財務局及び財務省に購入
　　しない回答をした日
4、上記の処理を担当した部署

H28.4.20 公開 ア、H27年度№60起案書「未利用国有
　　地等の処分等における地域の整備
　　計画等に関する意見照会及び情
    報提供等について（回答）」
イ、H27年度№215起案書「介護施設
　　整備のための国有地の更なる活用
　　に関する情報提供」
ウ、H27年度№263起案書「介護施設
　　整備のための国有地の更なる活用
　　に関する情報提供に対する回答」

管財課



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

ア、H27年度№159起案書「平成27年
     度シティプロモーション推進事業
     補助金交付要領」
イ、H27年度№162起案書「平成27年
     度シティプロモーション推進事業
     補助金の交付決定及び決定通
     知の送付（伺い）」
ウ、・H27年度№050258319-00-00
　　　伝票「支出負担行為伺兼決議
　　　書」
     ・H27年度№090258319-00-00
      伝票「支出命令書」
     ・H27年度№130258319-00-00
      伝票「精算書」
     ・H27年度№140258319-00-00
      伝票「戻入命令書」
     ・H27年度№050258319-01-00
      伝票「支出負担行為伺兼決議書
      （変更）」
エ、H27年度№19起案書「平成27年
     度シティプロモーション推進事業
     補助金の実績報告及び補助金
     確定通知の送付（伺い）」
オ、H27年度№260起案書「平成27年
     度シティプロモーション推進事業
     補助金の交付決定及び決定通知
     の送付（伺い）」

イの文書について
「実行委員長及びイン
ターネット上で実行委員
であると公表されている
方を除いた委員の氏名、
チラシ等で住所が公表さ
れている方を除いた委員
の住所・電話番号」
ウの文書について
「実行委員長の自宅の電
話番号」
エの文書について
「実績報告書添付資料で
ある領収書のうち店舗等
の従業員の氏名・印影、
朗読劇『あん』事業報告
のうち一般の来賓者氏
名、全生園学習会の案内
者氏名、映画『あん』ロケ
地マップの作成担当者氏
名」
オの文書について
「実行委員長及びイン
ターネット上で実行委員
であると公表されている
方を除いた委員の氏名、
チラシ等で住所が公表さ
れている方を除いた委員
の住所・電話番号」

カ、・H27年度№110444990-00-00
      伝票「支出負担行為伺兼決議
      書」
     ・H27年度№110444990-00-00
      伝票「支出命令書」

　↑
上記のいずれも条例第6
条第2号個人情報に該当
し非公開

部分公開 企画政
策課

2

H28.4.8 「あんのまち東村山実行委員会」へ
の補助金支出に関するすべての書
類

H28.4.21



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

     ・H27年度№130444990-00-00
      伝票「精算書」
     ・H27年度№140444990-00-00
      伝票「戻入命令書」
キ、H27年度№338起案書「平成27年
     度シティプロモーション推進事業
     補助金の実績報告及び補助金
     確定通知の送付（伺い）」

イ、ウ、エ、オの文書につ
いて
「法人の代表者印影」は
条例第6条第3号法人情
報に該当し非公開

ウの文書について
「実行委員会の振込先金
融機関名・支店名・預金
種目・口座番号」
エの文書について
「実績報告書添付資料で
ある株式会社からの請求
書のうち当該法人の振込
先金融機関名・支店名・
預金種目・口座番号、実
行委員会の取引先金融
機関名」
　↑
上記のいずれも実行委
員会又は法人の内部管
理情報であり、公開すると
事業運営上の利益を損
なうおそれがあるため、条
例第6条第3号法人情報
に該当し非公開

3

H28.4.12 国から出された「朝鮮学校に係る補
助金交付に関する留意点」の通知

H28.4.19 公開 27文科際第171号H28.3.29付文部科
学大臣通知「朝鮮学校に係る補助金
交付に関する留意点について（通
知）」

学務課

部分公開 企画政
策課

2

H28.4.8 「あんのまち東村山実行委員会」へ
の補助金支出に関するすべての書
類

H28.4.21



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

4

H28.4.14 市民スポーツセンターの指定管理
者選定時に提出された1位事業者
の企画提案書の写し

H28.4.27 部分公開 東村山市民スポーツセンター指定管
理者提案書（東京ドームグループ）

「指定管理者と取引関係
のある法人・団体・個人の
名称及びそれらが特定で
きる写真」は、公開すると
指定管理者の競争上又
は事業運営上の利益を
損なうおそれがあるため、
条例第6条第3号法人情
報に該当し非公開

市民ス
ポーツ課

※任意的申出

5

H28.4.22 下水道施設総合耐震化工事の計
画。3.11の地震を受けて修正したも
の。

H28.4.27 公開 東村山市下水道総合地震対策計画
書

下水道
課

6

H28.5.18 市立東村山第一中学校外壁等改
修工事に係る契約書一式（図面は
除く）

H28.5.24 部分公開 H26年度「市立東村山第一中学校外
壁等改修工事」契約書
※図面は除く

「契約相手方である法人
の代表者印影」は条例第
6条第3号法人情報に該
当し非公開

庶務課 ※任意的申出

7

H28.5.20 平成28年4月1日現在の「保育の実
施状況」

H28.5.31 公開 ア、H28.4.1現在「保育の実施状況
　　（施設型）」
イ、H28.4.1現在「保育の実施状況
　　（地域型）」

子ども育
成課



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

ア、東村山市ＬＥＤ化事業に係る提案
　　 書（契約締結事業者分）
イ、審査表

アの文書について
「『目次』中の事業実施体
制がわかる部分、以下の
項目（『事業方針』、『事
業資金計画及び補助金
の活用』、『事業実施体
制』、『事業効果』、『事業
工程』、『調査・施行内
容』、『納入品の品質』、
『維持・保守管理体制』、
『地域経済活性化に関す
る考え方』、『契約終了後
の対応』、『見積金額』（補
助金上限額は除く）、『参
考資料』）に記載されてい
る事業者のノウハウに該
当する部分」は、公開す
ると法人の競争上の利益
が損なわれるおそれがあ
るため、条例第6条第3号
法人情報に該当し非公
開
「契約相手方である法人
の代表者印影」は条例第
6条第3号法人情報に該
当し非公開

8

H28.6.7 「東村山市街路灯ＬＥＤ化事業に係
る公募型プロポーザル」の下記情報
１、指名業者名
2、契約金額
3、指名業者の企画提案書
4、評価点・評価項目

H28.6.21 部分公開 道路管
理課

※任意的申出



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

イの文書について
「評価基準・キーワード
（評価基準の詳細及び評
価項目ごとの採点基準の
詳細）」は、公開すると将
来同種の事務事業の公
正な執行に支障が生じる
おそれがあるため、条例
第6条第6号行政運営情
報のエに該当し非公開

2の請求について
「契約金額が記載された
公文書」は、契約締結前
で金額が未確定のため、
現時点では該当文書を
作成しておらず文書不存
在

8

H28.6.7 「東村山市街路灯ＬＥＤ化事業に係
る公募型プロポーザル」の下記情報
１、指名業者名
2、契約金額
3、指名業者の企画提案書
4、評価点・評価項目

H28.6.21 部分公開 道路管
理課

※任意的申出



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

9

H28.6.8 私立●●保育園の増設時と当初の
認可申請時の関係書類

H28.6.22 部分公開 H28年度№72起案書「H28年度保育所
等整備交付金に係る協議書の提出
（伺）」

アの文書について
「保育園の契約先事業者
の営業担当者名」は条例
第6条第2号個人情報に
該当し非公開
　
「保育園の契約先設計事
業者名」は保育園の業務
上の内部情報にあたり、
公開すると事業運営上の
利益を損なうおそれがあ
るため、条例第6条第3号
法人情報に該当し非公
開
　
「施設内間取り」は、建物
の詳細な間取りを公開す
ると内部の管理状況や設
備が明らかとなり、犯罪の
予防に支障を及ぼすお
それがあるため、条例第6
条第７号犯罪の予防情報
に該当し非公開

子ども育
成課



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

H28.6.22 部分公開 ア、H14年度№609起案書「私立●●
　　保育園の設置認可申請」のうち、
　　・起案書
　　・市意見書
　　・保育所設置認可申請書
　　・歳入歳出予算書、収支計画表
　　・土地・建物の状況
　　・市内団体からの陳情書、要望書
　　・近隣説明報告書、近隣挨拶報告
　　　書
イ、H14年度№675起案書「認可保育
　　所設置申請についての認可しない
　　通知
ウ、H16年度№342起案書「私立●●
　　保育園の設置認可申請」
　　・起案書
　　・市意見書
　　・児童福祉施設設置認可申請書
　　・歳入歳出予算書
　　・土地・建物の状況
エ、H16度№387起案書「●●保育園
　　 の認可」

ア、ウの文書について
「保育園設置者・市内団
体代表者の印影」は条例
第6条第3号法人情報に
該当し非公開

「収支計画表のうち資金
繰表」は条例第6条第3号
法人情報に該当し非公
開

「市内団体代表者の自宅
電話番号、近隣説明を受
けた住民の氏名・住所地
番、近隣挨拶を行った建
設業者従業員の氏名・印
影」は条例第6条第2号個
人情報に該当し非公開



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

10

H28.6.14 私立●●保育園の園舎増築計画
に関する書類一切

H28.6.28 部分公開 H28年度№72起案書「H28年度保育所
等整備交付金に係る協議書の提出
（伺）」

「保育園の契約先事業者
の営業担当者名」は条例
第6条第2号個人情報に
該当し非公開
　
「保育園の契約先設計事
業者名」は保育園の業務
上の内部情報にあたり、
公開すると事業運営上の
利益を損なうおそれがあ
るため、条例第6条第3号
法人情報に該当し非公
開
　
「施設内間取り」は、建物
の詳細な間取りを公開す
ると内部の管理状況や設
備が明らかとなり、犯罪の
予防に支障を及ぼすお
それがあるため、条例第6
条第７号犯罪の予防情報
に該当し非公開

子ども育
成課

11

H28.6.15 本庁舎耐震補強等改修工事の設
計書（金額記載のもの）

H28.6.28 公開 H27年度「本庁舎耐震補強等改修工
事」工事設計書

総務課 ※任意的申出



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

12

H28.6.21 現指定管理者が提出したH27年度
東村山市民スポーツセンター事業
報告書

H28.7.5 部分公開 平成27年度東村山市民スポーツセン
ター事業報告書

「㈱東京ドーム・㈱東京
ドームスポーツ・㈱東京
ドームファシリティーズの
担当者の氏名及びメール
アドレス、スポーツセン
ターに勤務する従業員の
氏名（総括・副総括責任
者を除く）、選手コースの
利用者の氏名・生年月
日、スポーツセンター運
営協議会委員の氏名（委
員長・理事・総括責任者・
副総括責任者・公務員を
除く）」は条例第6条第2号
個人情報に該当し非公
開

「指定管理者と取引関係
のある法人の名称」は条
例第6条第3号法人情報
に該当し非公開

市民ス
ポーツ課

※任意的申出



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

13

H28.6.23 東村山市本庁舎耐震補強等改修
工事実施設計委託に係る下記書類
・プロポーザル選考会の参加業者
 名
・参加業者の点数

H28.7.6 部分公開 ア、「東村山市本庁舎耐震補強等改
　　修工事実施設計委託」のプロポー
　　ザル参加業者名（1次・2次）及び
　　選定結果
イ、1次・2次審査の採点集計表

イの文書について
「評価項目ごとの点数の
詳細な内訳、2位以下の
事業者名」は、公開すると
事業者間の優劣につい
て予断を与え、当該事業
者の競争上の地位その
他正当な利益を害するお
それがある。また、1位事
業者と異なり今後受託業
務を行うものではないか
ら、公開を受忍すべき立
場にあるとまでは言えな
いため、条例第6条第3号
法人情報に該当し非公
開

総務課 ※任意的申出

部分公開 防火防災訓練災害補償等共済契約
書

「契約の相手方である法
人の代表者印影」は条例
第6条第3号法人情報に
該当し非公開

防災安
全課

公開 下水道賠償責任保険加入証
加入証番号16－0132130－01

下水道
課

公開 道路賠償責任保険被保険者証
証券番号7105997089

道路管
理課

14

H28.6.27 市長、教育委員会を契約者とする
保険始期がH27.7.1～H28.6.30の
損害保険証券と保険料の算出条件
がわかる仕様書等の写し。

※保険料が10万円以上のもの
※社団法人全国市有物件災害共
　 済会又は全国市長会共済保険
   でかけている保険、自動車保険、
   自賠責保険は不要

H28.7.7 ※任意的申出

本来、情報公開請
求は公開対象文書
を保有する各課で
受付、起案を行う。
しかし、本件につい
ては対象となる課
が多いため、総務
課情報公開係で公
開対象文書を取り
まとめ起案した。



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

部分公開 ア、賠償責任保険証券
　　 証券番号5444458425
イ、ボランティア活動保険証券
　 　証券番号Y102568967
ウ、賠償責任保険証券明細書
　　 証券番号5444452019

「契約の相手方である法
人の代表者印影」は条例
第6条第3号法人情報に
該当し非公開

イ、ウの文書について
「仲立人氏名」
ウの文書について
「仲立人電話番号」
　↑
いずれも条例第6条第2
号個人情報に該当し非
公開

みどりと
公園課

公開 災害共済給付契約名簿更新書 子ども育
成課

部分公開 傷害保険証券　証券番号F176837677 「契約の相手方である法
人の代表者印影」は条例
第6条第3号法人情報に
該当し非公開

「募集人氏名」は条例第6
条第2号個人情報に該当
し非公開

子育て
支援課

公開 賠償責任保険証券
証券番号5444408007

児童課

H28.6.27 市長、教育委員会を契約者とする
保険始期がH27.7.1～H28.6.30の
損害保険証券と保険料の算出条件
がわかる仕様書等の写し。

※保険料が10万円以上のもの
※社団法人全国市有物件災害共
　 済会又は全国市長会共済保険
   でかけている保険、自動車保険、
   自賠責保険は不要

H28.7.7 ※任意的申出

本来、情報公開請
求は公開対象文書
を保有する各課で
受付、起案を行う。
しかし、本件につい
ては対象となる課
が多いため、総務
課情報公開係で公
開対象文書を取り
まとめ起案した。



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

公開 ア、普通傷害保険証券
　　 証券番号35536972732
イ、普通傷害保険証券
　   証券番号3553692741
ウ、賠償責任保険証券
     証券番号R001710795

社会教
育課

公開 災害共済給付契約名簿更新書 学務課

部分公開 ア、傷害保険証券
     証券番号8109991231
イ、普通傷害保険証券
     証券番号5573517112

「契約の相手方である法
人の代表者印影」は条例
第6条第3号法人情報に
該当し非公開

市民ス
ポーツ課

H28.6.27 市長、教育委員会を契約者とする
保険始期がH27.7.1～H28.6.30の
損害保険証券と保険料の算出条件
がわかる仕様書等の写し。

※保険料が10万円以上のもの
※社団法人全国市有物件災害共
　 済会又は全国市長会共済保険
   でかけている保険、自動車保険、
   自賠責保険は不要

H28.7.7 ※任意的申出

本来、情報公開請
求は公開対象文書
を保有する各課で
受付、起案を行う。
しかし、本件につい
ては対象となる課
が多いため、総務
課情報公開係で公
開対象文書を取り
まとめ起案した。


