
 

 

 

東村 山市情報公開 制度等              

運 用 状 況               

（ 平成２７年６月～平成２７年１２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１月２１日 

                                         



１   情 報 公 開 請 求 件 数 （平成２７年６月～１２月）

月
請求者数

（年間実人数
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

６月 4 4 3 1 5 1 2 1
1

（取下げ）

７月 9 7 4 3 8 5 3

８月 9 1 1 1 1

９月 14 5 3 2 6 5 1

１０月 15 1 1 2 2

１１月 17 3 2 1 3 1 2

１２月 20 5 3 2 5 2 3

６月～１２月
の合計

20
※6～12月の
請求実人数

累計

26 16 10 30 16 12 0 1 0 0 1

比率（%） - 100.0% 61.5% 38.5% 100.0% 53.4% 40.0% 0.0% 3.3% 0.0% 0.0% 3.3%

（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２７年６月～１２月）
実 施 機 関 件  数 比  率（%） 実 施 機 関 件  数 比  率（%）

議会 議会事務局 4 13.3% 子ども総務課

市長 会計課 子育て支援課 1 3.3%

秘書課 1 3.3% 子ども育成課 2 6.7%

経営政策部 施設再生推進課 児童課

企画政策課 1 3.3% 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 施設課  2 6.7%

まちづくり部 都市計画課

財政課 1 3.3% 用地課

情報政策課 市街地整備課

総務部 総務課 みどりと公園課

人事課 道路管理課

管財課 下水道課 1 3.3%

営繕課 1 3.3% まちづくり推進課
契約課 1 3.3% 公共交通課  

法務課 教育委員会 教育部 庶務課 3 10.0%

市民部 市民課 1 3.3% 学務課

市民協働課 1 3.3% 指導室

市民相談・交流課 （学校） 小学校

課税課 1 3.3% 中学校

納税課 教育支援課 2 6.7%

産業振興課 社会教育課

環境安全部 地域安全課 1 3.3% 市民スポーツ課 1 3.3%

環境・住宅課 2 6.7% 図書館 2 6.7%
防災安全課 公民館 1 3.3%

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 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 30 100%

※比率の合計欄は小数点以下を四捨五入

所     管     名 所      管       名

合　　　　　計

広報広聴課

市長 子ども家庭部



 ３　情 報 公 開 請 求 の 状 況（平成２７年６月～１２月）

№
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

H27.6.16 ア、H26年度№1087起案書
　　「（仮）切れ目のない相談・支援体
　　制整備について」
イ、H27年度№78起案書
　　「切れ目のない相談・支援体制整
　　備／検討部会委員の選出について」
ウ、H27年度№86報告書
　　「平成27年度第1回（仮）切れ目の
　　ない相談・支援体制整備／準備委員
　　会（報告）」
エ、H27年度№132起案書「切れ目の
　　ない相談・支援体制整備／連携ネッ
　　トワーク検討部会（第1回）の開催」
オ、H27年度№147起案書
　　「切れ目のない相談・支援体制整
　　備／事業検討部会（第1回）の開催」
カ、H27年度№163報告書
　　「切れ目のない相談・支援体制整
　　備／連携ネットワーク検討部会
　　（第1回）（報告）」
キ、H27年度№229起案書
　　「第2回切れ目のない相談・支援
　　体制整備／準備委員会の開催」
ク、H27年度№231起案書
　　「切れ目のない相談・支援体制整
　　備／連携ネットワーク検討部会
　　（第2回）の開催」

イ、エ、オ、カ、ク、ケの文
書について
「連携ネットワーク検討部
会及び事業検討部会の
一部委員の氏名」は条例
第6条第2号個人情報に
該当し非公開
（※委員のうち、公務員・
法人の代表者・氏名公開
に同意を得た法人の管
理職職員は氏名を公開。
その他の委員は氏名を
非公開。）

イの文書について
「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

ケ、H27年度№234起案書
　　「切れ目のない相談・支援体制整
　　備／事業検討部会（第2回）の開催」

教育支
援課

4

幼児相談室・教育相談室の一元化に
関する文書一切

H27.6.24 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

H27.6.25 部分公開 ア、H27年度№527執行伺「東村山市
　　 幼児相談室運営業務委託」
イ、H27年度委託契約書「東村山市幼
     児相談室運営業務委託」

ア、イの文書について
「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

子育て
支援課

5

H27.6.29 一日現在の保育の実施状況 H27.7.3 公開 H27.4.1付「保育の実施状況（施設型）」
H27.4.1付「保育の実施状況（地域型）」

子ども育
成課

6

H27.6.29 東村山市富士見町1-13の近隣公共
物の建築時の杭の長さ、工法、ボーリ
ングデータなど

営繕課 ※任意的申出

請求者から不要
になり取下げると
の意思表示があ
り取下げ

4

幼児相談室・教育相談室の一元化に
関する文書一切



№
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

7

H27.6.30 H27年6月議会で審議されたが不採
択となった両陳情の不採択理由。反
対討論によって不採択理由を述べた
部分。
・27陳情第5号
・27陳情第6号

H27.7.10 非公開 「H27年6月定例会最終
日の会議録」は現在作成
中のため非公開。8月下
旬に完成予定だが、完成
後は情報コーナー・図書
館・市のホームページで
誰でも閲覧・コピーが可
能なため、条例第21条第
2項に定める条例の適用
除外の公文書となる。

議会事
務局

以下３点を非公
開決定通知書の
備考欄に記載
し、請求者に説
明している。

※6月定例会最
終日の審議を録
音したテープは
存在するが、本
請求において
「視聴」による公
開は希望されて
いないため、本
請求の公開対象
公文書から除い
ている。
※本陳情の採決
にあたり反対討
論はなかった。
そのため、作成
中の会議録には
不採択の理由を
述べた発言は記
載されないことに
なる。
※6月定例会最
終日の動画はす
でに市のホーム
ページで公開し

ており、動画視
聴により本陳情
が不採択となっ
た理由を確認す
ることが可能で
ある。



№
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

H27.7.21 部分公開 ア、S47.10.20開催「第1回専門委会
　　議」会議録
イ、S47.11.21開催「第4回専門委会
　　議」会議録
ウ、S48.2.9開催「第8回専門委会議」
     会議録
エ、S48.2.22開催「第9回専門委会議」
     会議録
オ、S48.3.6開催「第10回専門委会議」
     会議録
カ、S48.5.22開催「48年度第1回専門
　　委会議」会議録
キ、S48.7.17開催「第3回専門委会議」
     会議録
ク、S48.7.30開催「第4回専門委会議」
     会議録
ケ、市立図書館専門委員会議集約
　　事項

ア～クの文書について
「東村山市立図書館専門
委員会の発言者氏名」は
条例第6条第2号個人情
報に該当し非公開（※委
員のうち市立小中学校教
員は公務員のため公開）

クの文書について
「公務員以外の欠席委員
から提出された意見書の
記入者名と記入者が特
定されるおそれのある部
分」は条例第6条第2号個
人情報に該当し非公開

図書館

H27.7.21 公開 文教委員会記録中、以下の開催日分
ア、S45.12.12（P.1～P.6）
イ、S46.12.18（P.1～P.7、8）
ウ、S47.3.24（P.1～P.9）
エ、S47.9.18（P.1～P.6）
オ、S49.3.1（P.1、P.4～P.7）

議会事
務局

※任意的申出

8

H27.7.8 ・東村山市立図書館専門委員会会
　議録のうち、利用者の秘密を守る
　義務について話し合った議事録
・東村山市議会文教委員会の議事
　録のうち、東村山市立図書館設立
　に関する議事録



№
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

H27.7.13 1、秋水園ごみ焼却炉の建て替えに
　　ついて
　・新たに建て替える場合は、その
　　工事に係る工程表
　・建て替えない場合は、今後どの
　　ような計画を立てているのかが
　　わかる文書すべて
2、H26年度3月議会で市長がごみ焼
　  却炉に係る答弁をしてから現在ま
　  で、どのように進めてきたのかが
　  わかる文書すべて

H27.7.27 部分公開 ※2の請求に対して以下の文書
ア、H26年度№148起案書「特別出張」
イ、H26年度№224起案書「ごみ処理施
　　設視察に伴う出張費の精算」
ウ、H26年度№234報告書「ごみ処理施
　　設の視察実施」
エ、H26年度№109報告書「平成25年度
　　三多摩清掃施設協議会専門部会合
　　同（ごみ・し尿処理部会）視察研修」
オ、H26年度№430報告書「廃棄物処理
　　施設整備セミナー参加報告」
カ、H26年度№303報告書「第36回全国
　　都市清掃研究・事例発表会」
キ、H26年度№290報告書「第36回全国
　　都市清掃研究・事例発表会」
ク、H27年度№93報告書「三多摩清掃
　　施設協議会専門部会合同視察研究
　　会」

1の請求について
ごみ処理施設の更新に
ついてはＨ26～27年度で
検討、28年度に建て替え
の有無も含め方針を策定
予定のため、現時点では
該当文書を作成しておら
ず文書不存在。

アの文書について
「旅行代理店からの案内
文書及び請求書中の代
理店の担当者氏名」は条
例第6条第2号個人情報
に該当し非公開
「請求書内の法人の代表
者印影」は条例第6条第3
号法人情報に該当し非
公開

施設課 部分公開時に、
「東村山市第4次
総合計画平成26
年度版実施計画
（平成26年度～
平成28年度）」の
なかで、「ごみ処
理施設更新の検
討」はＨ26～27
年度で検討、28
年度に「方針の
策定」となってい
ることを請求者
に説明した。

10

H27.7.14 H27.3.14のタウンミーティングでの請
求者の発言とそれに対する市長の回
答

H27.7.17 公開
（視聴）

H27年度№38起案書「市民と市長の対話
集会第89回タウンミーティング（伺い）」作
成に用いた音声データ
（請求者の発言とそれに対する市長の回
答部分）

市民協
働課



№
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

11

H27.7.16 ・書籍「東村山の闇」及び「東村山の
　闇Ⅱ」について
　入手時期、入手方法（購入もしく
　は寄附か）、貸出開始日
・「東村山市民新聞」について
　入手方法（有償もしくは無償か）、
　貸出用もしくは閲覧用か否か、
　第何号から第何号まであるのか

H27.7.29 公開 ア、書籍「東村山の闇」の入手経緯と
　　入手方法と時期（購入か寄附か）
イ、書籍「東村山の闇」の貸出開始日
ウ、書籍「東村山の闇Ⅱ」の入手経緯
　　と入手方法と時期（購入か寄附か）
エ、書籍「東村山の闇Ⅱ」の貸出開始
　　日
オ、「東村山市民新聞」の入手方法
　　（有償か無償か）と時期（いつから
　　いつまで）
カ、「東村山の闇」、「東村山の闇Ⅱ」、
　　「東村山市民新聞」について、貸出
　　用か閲覧用か

図書館 ※任意的申出

12

H27.7.21 東村山市立中央公民館耐震等改修
工事の執行伺に添付された工事設
計書

H27.7.29 公開 H27年度№18執行伺に添付した「東村山
市立中央公民館耐震等改修工事」工事設
計書

公民館



№
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、供託一覧
イ、平成27年度№58起案書「平成27年
　　6月期　期末手当の一部受取拒否に
　　伴う供託の申請」
ウ、平成27年度№59報告書「平成27年
　　6月期　期末手当の一部受取拒否に
　　ついて」
エ、平成27年度№66報告書「供託書の
　　受理」
オ、平成26年度№147起案書「平成26年
　　12月期　期末手当の一部受取拒否
　　に伴う供託の申請」
カ、平成26年度№148報告書「平成26年
　　12月期　期末手当の一部受取拒否
　　について」
キ、平成26年度№154報告書「供託書の
　　受理」
ク、平成26年度№48起案書「平成26年
　　6月期　期末手当の一部受取拒否
　　に伴う供託の申請」
ケ、平成26年度№49報告書「平成26年
　　6月期　期末手当の一部受取拒否に
　　ついて」
コ、平成26年度№58報告書「供託書の
　　受理」
サ、平成25年度№114起案書「平成25年
　　12月期　期末手当の一部受取拒否
　　に伴う供託の申請」

H27.8.4 部分公開 イ、ウ、オ、カ、ク、ケ、
サ、シ、セ、ソ、チ、ツの
文書について
「朝木直子氏及び矢野穂
積氏の印影」は条例第6
条第2号個人情報に該当
し非公開

議会事
務局

※任意的申出

13

H27.7.22 ・東村山市議の朝木明代、矢野穂
　積、朝木直子それぞれの年度、
　月別「議員報酬返上額」
・返上する議員報酬の提出方法及
　び提出場所
・提出場所に持参する場合「議員報
　酬を返上する」として提出された
　際の窓口の対応（黙って受領した
　のか、理由を示して受領を拒否し
　たのか）
・受領を拒否した場合、相手の反応
　と窓口の対応
・「議員報酬の返上」が寄与行為と
　みなされ、違法行為であることを
　窓口は認識していたかどうか、途
　中から違法行為であることを知っ
　た場合は、その時期
・「返上」された議員報酬の取り扱い
・法務局に供託した場合、その具体
　的方法
・供託した場合の「供託書」
・いったん供託した額を東村山市が
　還付を受けたことはあるのか
・供託したまま還付もされない場合、
　その供託金はどう処理されるのか
・「返上」を違法行為と認識した場
　合、市として告発の事実はあるか、
　なければその理由



№
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

シ、平成25年度№113報告書「平成25年
　　12月期　期末手当の一部受取拒否に
　　ついて」
ス、平成25年度№117報告書「供託書の
　　受理」
セ、平成25年度№51起案書「平成25年
　　6月期　期末手当の一部受取拒否に
　　伴う供託の申請」
ソ、平成25年度№50報告書「平成25年
　　6月期　期末手当の一部受取拒否に
　　ついて」
タ、平成25年度№58報告書「供託書の
　　受理」
チ、平成24年度№124起案書「平成24年
　　12月期　期末手当の一部受取拒否に
　　伴う供託の申請」
ツ、平成24年度№123報告書「平成24年
　　12月期　期末手当の一部受取拒否に
　　ついて」
テ、平成24年度№131報告書「供託書の
　　受理」

14

H27.7.24 27東秘収第24号の文書について、文
書に記載されている回答に至るまで
の経過を示す文書一切（会議記録な
ど）

H27.7.31 公開 ア、H27年度№48報告・復命書「みん
　　なの憲法委員会からの申入書の
　　受理」
イ、H27年度№50起案書「安保法制案
　　等の撤回を求める申入書（回答）」

秘書課

H27.8.4 部分公開 イ、ウ、オ、カ、ク、ケ、
サ、シ、セ、ソ、チ、ツの
文書について
「朝木直子氏及び矢野穂
積氏の印影」は条例第6
条第2号個人情報に該当
し非公開

議会事
務局

※任意的申出

13

H27.7.22 ・東村山市議の朝木明代、矢野穂
　積、朝木直子それぞれの年度、
　月別「議員報酬返上額」
・返上する議員報酬の提出方法及
　び提出場所
・提出場所に持参する場合「議員報
　酬を返上する」として提出された
　際の窓口の対応（黙って受領した
　のか、理由を示して受領を拒否し
　たのか）
・受領を拒否した場合、相手の反応
　と窓口の対応
・「議員報酬の返上」が寄与行為と
　みなされ、違法行為であることを
　窓口は認識していたかどうか、途
　中から違法行為であることを知っ
　た場合は、その時期
・「返上」された議員報酬の取り扱い
・法務局に供託した場合、その具体
　的方法
・供託した場合の「供託書」
・いったん供託した額を東村山市が
　還付を受けたことはあるのか
・供託したまま還付もされない場合、
　その供託金はどう処理されるのか
・「返上」を違法行為と認識した場
　合、市として告発の事実はあるか、
　なければその理由



№
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

15

H27.8.6 ・切れ目のない相談・支援体制整備
　に係るH27.7.17開催の部会報告
　書
・請求者が前回情報公開請求をし
　た以降で「切れ目のない相談・支
　援体制整備」に係る新たな書類

H27.8.18 部分公開 ア、H27年度№294報告書
　　「切れ目のない相談・支援体制整
　　備／事業検討部会（第1回）
　　（報告）」
イ、H27年度№301起案書
　　「切れ目のない相談・支援体制整
　　備／事業検討部会（第3回）の開催」
ウ、H27年度№303起案書
　　「切れ目のない相談・支援体制整
　　備／ケース移行検討部会（第1回）
　　の開催」
エ、H27年度№337起案書
　　「切れ目のない相談・支援体制整
　　備／第2回事業検討部会（報告）」
オ、H27年度№394報告書
　　「切れ目のない相談・支援体制整
　　備／連携ネットワーク検討部会
　　（第2回）（報告）」

ア、イ、エ、オの文書につ
いて
「事業検討部会、連携
ネットワーク検討部会及
び東村山市心身障害児
ケア担当者連絡会の一
部委員の氏名」は条例第
6条第2号個人情報に該
当し非公開
（※委員のうち、公務員・
法人の代表者・氏名公開
に同意を得た法人の管
理職職員は氏名を公開。
その他の委員は氏名を
非公開。）

教育支
援課

16

H27.9.7 市立久米川小学校水飲栓直結給水
化工事の内訳書

H27.9.14 公開 平成２７年度市立久米川小学校水飲栓直
結給水化工事の工事設計書

庶務課

17

H27.9.7 市立八坂小学校水飲栓直結給水化
工事の内訳書

H27.9.14 公開 平成２７年度市立八坂小学校水飲栓直結
給水化工事の工事設計書

庶務課



№
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

H27.9.29 公開 工事作業所災害防止協議会兼施工体系
図

施設課

H27.9.24 部分公開 建設業退職金共済証紙購入状況報告 「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

「みずほ銀行の出納員の
氏名」は条例第6条第2号
個人情報に該当し非公
開

契約課

19

H27.9.25 平成26年4月頃、立川市から出され
た固定資産評価に関する照会（ＣＦＴ
造家屋の構造をどのように評価し、い
かなる構造に係る経年減点補正率を
適用しているか）に対する回答書とし
て作成し、立川市に送付した文書

H27.9.30 公開 H27.9.25付「ＣＦＴ（コンクリート充填鋼管）
構造家屋の固定資産税について（回答）」

課税課 ※任意的申出

20

H27.9.28 ・市立青葉小学校水飲栓直結給水
　化工事の設計内訳書
・市立大岱小学校空調設備設置
　工事の設計内訳書

H27.9.30 公開 ア、平成27年度市立青葉小学校水飲
　　栓直結給水化工事の工事設計書
イ、平成27年度市立大岱小学校空調
　　設備設置工事の工事設計書

庶務課

H27.10.23 公開 下水道法に基づく届出事業場名簿 下水道
課

H27.10.23 公開 東村山市内における「都民の健康と安全
を確保する環境に関する条例」に基づく工
場及び指定作業場一覧（事業場名、事業
場所在地、業種、廃止、廃止年月日）

環境・住
宅課

※任意的申出

※任意的申出

18

H27.9.17 秋水園リサイクルセンター建設工事
における以下の書類
・建設業退職共済制度加入届
・施行体系図

21

H27.10.9 下水道法に基づく届出事業場名簿
及び東京都環境確保条例に基づく
工場・指定作業場の名簿
（事業場名・事業所在地・業種・特定
有害物質使用の有無、廃止のものは
年月日がわかるもの）



№
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、№28起案書「平成21年度自衛官募
　  集事務地方公共団体委託費の実
　　績報告」
2、№85起案書「募集事務地方公共団
　　体委託費に係る区市町村の要望に
　　ついて（照会）」
3、№433収受文書「平成22年度区市
　　町村自衛官募集事務主管課長会
　　議等の開催について」
4、№116報告書「区市町村募集事務
　　主管部課長会議」
5、№1033収受文書「平成22年度にお
　  ける募集事務地方公共団体委託
    費の配分について（通知）」
6、平成23年1月26日付東京都総務局
　　総合防災部防災対策課長名文書
　　「自衛官募集事務に関する資料
　　（書籍）の送付について」
7、№259報告書「平成22年度東村山
　　市入隊予定者激励会」
8、№18起案書「平成22年度自衛官募
　　集事務地方公共団体委託費の実
　　績報告」
9、№361収受文書「平成23年度募集
　　事務地方公共団体委託振込先の
　　口座に関する確認について」
10、№462収受文書「平成23年度区市
　　 町村自衛官募集事務主管課長会
　　 議等の開催について」

下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
　　↓
7、16、23、35、49の文書
について
「自衛隊入隊予定者及び
その母親の氏名、入隊予
定者のプロフィール、自
衛隊父兄会東村山支部
長の氏名、自衛官募集相
談員の氏名、職業」
15、34、57の文書につい
て
「自衛官募集相談員の氏
名、生年月日、住所、備
考欄の経歴」
32の文書について
「自衛官採用セミナー参
加者の顔写真」
58の文書について
「住民基本台帳の閲覧リ
スト転記表のうち、自衛隊
職員が閲覧した市民の住
所と氏名」

市民課自衛隊募集事務及び入隊者の壮行
会など自衛隊募集に関するすべての
文書（記録）

H27.11.20 部分公開

22

H27.11.9



№
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

11、№557収受文書「自衛官募集の推
     進について（依頼）」
12、№118報告書「平成23年度区市町
     村募集事務主管部課長会議」
13、№596収受文書「適齢者情報の提
     供について（依頼）」
14、№895収受文書「平成23年度にお
     ける募集事務地方公共団体委託
     費の配分について（通知）」
15、№208報告書「平成23年度自衛隊
     連名委嘱式」
16、№286報告書「平成23年度入隊予
     定者激励会」
17、№2起案書「平成23年度自衛官募
     集事務地方公共団体委託費の実
     績報告」
18、№203収受文書「募集事務地方公
     共団体委託費に関するアンケート
     について」
19、№249収受文書「適齢者情報の提
     供について（依頼）」
20、№482収受文書「平成24年度区市
     町村自衛官募集事務主管課長会
     議の開催について」
21、№641収受文書「平成24年度にお
     ける募集事務地方公共団体委託
     費の配分について（通知）」
22、№111報告書「平成24年度区市町
     村募集事務主管部課長会議」

市民課自衛隊募集事務及び入隊者の壮行
会など自衛隊募集に関するすべての
文書（記録）

H27.11.20 部分公開

22

H27.11.9



№
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

23、№238報告書「平成24年度入隊予
     定者激励会」
24、平成25年4月20日付自衛隊東京
     地方協力本部名文書「平成24年
     度自衛官募集事務地方公共団体
     委託費使用実績報告のお願い」
25、№16起案書「平成24年度自衛官
     募集事務地方公共団体委託費の
     実績報告」
26、起案書「平成25年度募集事務地
     方公共団体委託費に関する調査
     について（回答）」
27、№70起案書「募集事務地方公共
     団体委託費に関するアンケートに
     ついて（回答）」
28、№98収受文書「自衛官募集の推
     進について（依頼）」
29、№118収受文書「適齢者情報の提
     供について（依頼）」
30、№99収受文書「募集事務地方公
     共団体委託費に係る区市町村の
     要望について（依頼）」
31、№100収受文書「平成25年度区市
     町村自衛官募集事務主管課長会
     議の開催について」
32、№117報告書「平成25年度区市町
     村自衛官募集事務主管課長会
     議」

市民課自衛隊募集事務及び入隊者の壮行
会など自衛隊募集に関するすべての
文書（記録）

H27.11.20 部分公開

22

H27.11.9



№
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、№158収受文書「平成25年度にお
     ける募集事務地方公共団体委託
     費の配分について（通知）」
34、№189報告書「平成25年度東村山
     市自衛官募集相談員連名委嘱
     式」
35、№257報告書「平成25年度東村山
     市入隊予定者激励会」
36、平成26年2月10日付自衛隊東京
     地方協力本部名文書「平成25年
     度自衛官募集事務地方公共団体
     委託費の不用額発生時の処置に
     ついて」
37、№395収受文書「平成25年度自衛
     官募集事務地方公共団体委託費
     使用実績について（依頼）」
38、№279起案書「平成26年度募集事
     務地方公共団体委託費配分案に
     関する調査について（回答）」
39、№398収受文書「自衛官募集事務
     便覧の送付について」
40、№2起案書「平成25年度自衛官募
     集事務地方公共団体委託費の実
     績報告」
41、№40起案書「募集事務地方公共
     団体委託費に関するアンケート調
     査票（回答）」
42、№73収受文書「知事通知『自衛官
     募集の推進について（依頼）』の送
     付について」

市民課自衛隊募集事務及び入隊者の壮行
会など自衛隊募集に関するすべての
文書（記録）

H27.11.20 部分公開

22

H27.11.9



№
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

43、№103収受文書「平成26年度区市
    町村自衛官募集事務主管課長会
    議の開催について」
44、№164報告書「平成26年度区市町
    村自衛官募集事務主管課長会議」
45、№93起案書「自衛官募集等の推
    進に関する依頼に対する対応」
46、№153収受文書「各区市町村ご担
     当者の皆様へ」
47、№353収受文書「平成26年度募集
     事務地方公共団体委託費の不用
     額発生時の処置について」
48、№270起案書「平成27年度募集事
    務地方公共団体委託費配分案作
    成に関する調査（回答）」
49、№294報告書「平成26年度東村山
     市入隊予定者激励会」
50、№8起案書「平成26年度自衛官募
     集事務地方公共団体委託費の実
     績報告」
51、№82収受文書「自衛官募集等の
     推進について（依頼）」
52、№106収受文書「平成27年度区市
     町村自衛官募集事務主管課長会
     議の開催について」
53、№110収受文書「自衛官及び自衛
     官候補生の募集のために必要な
     募集対象者情報の提出について」

市民課自衛隊募集事務及び入隊者の壮行
会など自衛隊募集に関するすべての
文書（記録）

H27.11.20 部分公開

22

H27.11.9



№
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

54、№71起案書「平成27年度における
     募集事務地方公共団体委託費の
     配分」
55、№88報告書「平成27年度区市町
     村自衛官募集等連絡会議」
56、№243収受文書「平成27年度にお
     ける自衛官候補生並びに２等陸
     士、２等海士及び２等空士として
     採用する自衛官の募集に関する
     事項について（依頼）」
57、№178報告書「平成27年度東村山
     市自衛官募集相談員連名委嘱
     式」
58、「住民基本台帳の一部の写しの閲
     覧について（申請）」
　　（H26.4.3付、H26.10.30付、
     H27.4.23付、H27.9.3付）

23

H27.11.12 相談事業の一元化について、東村山
私立保育園連絡協議会から市に提
出された要望書及びそれに関連する
書類

H27.11.19 公開 相談事業の一元化について、東村山私立
保育園連絡協議会より市に提出のあった
下記文書
ア、H27.9.29収受「切れ目ない相談体
　　制構築の不安材料について」
イ、H27.10.13付「依頼状及び補足文
　　書」

子ども育
成課

市民課自衛隊募集事務及び入隊者の壮行
会など自衛隊募集に関するすべての
文書（記録）

H27.11.20 部分公開

22

H27.11.9



№
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

24

H27.11.20 市民スポーツセンター現指定管理者
に係る下記資料
・事業計画書、事業報告書及び収
　支予算書（直近3年分）

H27.12.1 部分公開 ア、平成25、26、27年度市民スポーツ
　　 センター事業計画書
イ、平成24、25、26年度市民スポーツ
　　 センター事業報告書

アの文書について
「スポーツセンターに勤務
する従業員の氏名（総支
配人・支配人を除く）」は
条例第6条第2号個人情
報に該当し非公開

イについて
「(株)東京ドームファシリ
ティーズ・(株)東京ドーム
スポーツ・(株)東京ドーム
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（総支配人・支配人
を除く）、利用者（選手
コース）の氏名、スポーツ
センター運営協議会の利
用者代表委員の氏名」は
条例第6条第2号個人情
報に該当し非公開

市民ス
ポーツ課

※任意的申出

イの文書について
「指定管理者の取引先金
融機関名、修繕工事・保
守管理業務等の契約先
業者名」は指定管理者の
業務上の内部情報にあ
たり、公開すると競争上
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



№
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、東村山市議会運営マニュアル平
    成27年度版中、議会運営委員協議
    会の位置付けが記載されている部
    分（P.14.15.19.21.22.24～29.46～
　　48.51.53.57.58.）
イ、議会運営委員協議会レジュメ
　　（H27.11.9～12.1までの間に開催し
     たもの）

非公開
（文書不
存在）

「東村山市議会運営委員
協議会に関して、その成
立日、成立過程、設置目
的、権限、構成委員の決
定過程。会議の非公開・
議事録不作成を決定した
過程がわかる記録一切」
については、議会運営委
員協議会は単に議会運
営委員会のメンバーによ
る協議・打ち合わせの場
であり、上記の内容を記
録した文書は作成してい
ないため、文書不存在に
より非公開。

※部分公開1件
として計上

議会運営委員協議会に関して、その
成立日、成立過程、設置目的、権
限、構成委員の決定過程。
会議の非公開・議事録不作成を決定
した過程。
市議会運営マニュアルにおける位置
付け。
直近一年分の協議会開催のお知ら
せ。以上が分かるものの記録一切。

25

H27.12.3 H27.12.16 議会事
務局



№
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

市内有料駐輪場指定管理者選定に
ついて、本年12月議会議案に係る全
ての書類

1、指定管理候補者選定で2位以下と
　　なった事業者（友輪株式会社、一
　　般社団法人日本駐車場工学研究
　　会、ODS・MiDIコミュニティ東村山、
　　ＮＣＤ日本コンピュータ・ダイナミッ
　　クス株式会社、日本シティビルサー
　　ビス株式会社）に係る下記書類
　ア、指定管理者応募書類確認表
　イ、指定管理者指定申請書
　ウ、定款
　エ、履歴事項全部証明書
　オ、事業計画書
　カ、駐輪場又はこれに類する施設の管
　　   理運営に関する業務実績を記載し
       た書類
　キ、貸借対照表及び損益計算書又は
　　   これに類する書類
　ク、団体の沿革、役員名簿、団体の運
       営に関する書類
　ケ、印鑑登録証明書
　コ、納税証明書
  サ、東村山市有料自転車等駐輪場指
        定管理者平成27年度応募用チェッ
        クリスト

1のイ・ウ・ケ・サ、2のイ・
ケ・コ・シの文書について
「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

1のオの文書について
「2位以下の応募事業者
の事業計画書」は事業者
の未公表著作物であり、
かつ、その内容には法人
の事業運営上のノウハウ
が含まれている。従って
公開すると当該法人の競
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

1のクの文書について
「役員の略歴、生年月
日、年齢、電話番号、本
籍、代表取締役を除く役
員の住所」
１のケの文書について
「代表取締役の生年月
日」
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

地域安
全課
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H27.12.7 H27.12.21 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

 2、指定管理候補者に選定されたサイカ
　　パーキング株式会社に係る下記書類
　ア、指定管理者応募書類確認表
　イ、指定管理者指定申請書
  ウ、定款
  エ、履歴事項全部証明書
  オ、事業計画書
  カ、駐輪場又はこれに類する施設の管
　 　　理運営に関する業務実績を記載し
     　た書類
　キ、貸借対照表及び損益計算書又は
  　   これに類する書類
　ク、団体の沿革、役員名簿、団体の運
  　   営に関する書類
　ケ、事業年度分の確定申告書
　コ、印鑑登録証明書
　サ、納税証明書
　シ、東村山市有料自転車等駐輪場指
  　   定管理者平成27年度応募用チェッ
    　 クリスト

1のコ、2のサの文書につ
いて
「納付すべき税額、納付
済額」は法人の内部管理
情報にあたり、公開すると
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

2のケの文書について
「税理士の署名押印、経
理責任者の自署、押印」
2のキの文書について
「役員の略歴、生年月
日、年齢、代表取締役を
除く役員の住所」
2のクの文書について
「代表取締役の生年月
日」
2のケの文書について
「『同族会社等の判定に
関する明細書』中の判定
基準となる株主（社員）及
び同族関係者のうち、履
歴全部事項証明書に記
載されていない個人の氏
名・住所」

　↑
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

地域安
全課

26

H27.12.7 H27.12.21 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

3、有料自転車等駐輪場指定管理者
   選定委員会の会議録・次第及び会
   議資料（第１回～第５回分）
4、H27.3.3付起案書№308「東村山市
   有料自転車等駐輪場指定管理者
   選定委員会に係る税理士の派遣
   依頼」
5、H27.6.12付起案書№63「東村山市
   有料自転車等駐輪場指定管理者選
   定委員会委員の決定及び委員の委
   嘱状の送付」
6、H27.9.4付報告書№137「平成27年
   東村山市有料自転車等駐輪場指定
   管理者選定に係る事業説明会」
7、H27.11.11付起案書№183「有料自
   転車等駐輪場指定管理者候補の決
   定に伴う候補者決定の通知の発送」
8、H27.11.11付起案書№182「東村山
   市有料自転車等駐輪場指定管理者
   候補の決定に伴う議案の提出」
9、起案書「有料自転車等駐輪場指定
   管理者選定委員会の開催に伴う事
   務手続」（第１回～第5回分）

2のケの文書について
「『同族会社等の判定に
関する明細書』中の株式
数又は出資の金額等」
は、公開することにより個
人若しくは法人の財産の
維持に支障が生ずるおそ
れがあるため、条例第6
条第2号個人情報又は第
3号法人情報に該当し非
公開

3の文書について
「会議録及び有料自転車
等駐輪場指定管理者選
定委員会名簿中の市職
員以外の選定委員の氏
名」
5の文書について
「市職員を除く選定委員
の氏名」
6の文書について
「事業説明会受付票を提
出した事業者の担当者
名」
　↑
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

地域安
全課

26

H27.12.7 H27.12.21 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

2のオの文書について
「駐輪場管理員の配置
表・配置時間、指定管理
業務予算書（指定管理料
収支計画・収納事務委託
料収支計画）の各年度の
内訳額・単価額」
3の文書について
「有料自転車等駐輪場指
定管理業務経費中のサ
イカパーキング株式会社
の本部経費、人件費、管
理費、固定費小計（Ａ）、
提案事業経費（Ｂ）」
「2位以下の応募事業者
の指定管理料（初年度）、
委託料（初年度）、事業
費（初年度）、全体事業
費（5か年）」
「会議録中の2位以下の
応募事業者の収支予算
や事業計画のノウハウの
部分」

　↑
上記のいずれも法人の事
業運営上のノウハウにあ
たり、公開すると当該法
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

地域安
全課

26

H27.12.7 H27.12.21 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

3の文書について
有料自転車等駐輪指定
管理者選定評価（事業経
費）中の「2位以下の応募
事業者の事業経費評価
の順位・事業経費の得点
の内訳」
指定管理候補選定審査
評価表中の「2位以下の
応募事業者名、評価項
目の点数」
　↑
上記のいずれも公開する
と事業を営む法人の事業
運営上の利益が損なわ
れると認められるため、条
例第6条第3号法人情報
に該当し非公開

3の文書について
指定管理候補者選定審
査評価表中の「点数の掛
率」
選定委員会第2回会議録
中の「点数の掛率が類推
されるおそれがある部分」
　↑
上記のいずれも公開する
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

地域安
全課

26

H27.12.7 H27.12.21 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

27

H27.12.15 ・地方交付税算定台帳
  （H12～直近）
・類似団体比較カード
  （H25年度分）

H27.12.18 公開 H12年度～H27年度「市町村分地方交付
税算定台帳」

財政課 都内各市の「類
似団体比較カー
ド」は、東京都に
申し出ると何人
でも情報提供さ
れる文書であ
る。このため、情
報コーナーに閲
覧可能資料とし
て配架する形で
情報提供を行っ
た。

28

H27.12.18 東村山市における「都民の健康と安
全を確保する環境に関する条例」に
基づいて届出を行っている工場、事
業所の名称及び所在地

H27.12.28 公開 東村山市における「都民の健康と安全を
確保する環境に関する条例」に基づく工場
及び指定作業場の名称及び所在地の一
覧

環境・住
宅課

※任意的申出

29

H27.12.25 グリーンタウン美住に係る建築基準
法第86条に関する維持管理協定書

H27.12.28 部分公開 平成18年度「グリーンタウン美住」に係る建
築基準法第86条に関する維持管理協定
書

「協定書の相手方である
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

企画政
策課

※任意的申出






