
３   情 報 公 開 請 求 件 数 （平成２９年６月１日～平成２９年１２月３１日）

月
請求者数

（今期の実人数
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

却下
(注４）

検討中
(注５）

その他

６月 2 2 1 1 2 1 1

７月 5 4 3 1 4 1 1 1
1

（取下げ）

８月 11 8 5 3 8 6 2

９月 13 3 3 3 2 1

１０月 17 4 1 3 5 2 3

１１月 19 3 3 3 1 2

１２月 24 6 2 4 6 2 4

合計 - 30 18 12 31 15 13 0 0 1 1 0 1

比率（%） - 100% 60.0% 40.0% 100% 48.4% 41.9% 0.0% 0.0% 3.2% 3.2% 0.0% 3.2%

※比率の合計欄は小数点以下を四捨五入
（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）　請求の要件を満たしていないため却下としたもの。
（注５）　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



４   情 報 公 開 請 求 の 所 管 別 内 訳 （平成２９年６月１日～平成２９年１２月３１日）
実 施 機 関 件  数 比  率（%） 実 施 機 関 件  数 比  率（%）

議会 議会事務局 1 3.2% 子ども総務課

市長 会計課 子育て支援課

経営政策部 秘書広報課 1 3.2% 子ども育成課 2 6.5%

企画政策課 児童課

都市マーケティング課 資源循環部 管理課

総合戦略推進担当 ごみ減量推進課

行政経営課 施設課  

施設再生推進課 まちづくり部 都市計画課 1 3.2%

財政課 まちづくり推進課 1 3.2%

情報政策課 市街地整備課 2 6.5%

総務部 総務課 用地課

人事課 1 3.2% みどりと公園課

管財課 道路管理課 1 3.2%

営繕課 公共交通課 3 9.7%

契約課 下水道課  1 3.2%

法務課 教育委員会 教育部 教育総務課 3 9.7%

市民部 市民課 学務課 1 3.2%

市民協働課 指導室 5 16.1%

市民相談・交流課 （学校） 小学校

課税課 1 3.2% 中学校

納税課 子ども・教育支援課

産業振興課 社会教育課 1 3.2%

環境安全部 地域安全課 市民スポーツ課 2 6.5%

環境・住宅課 図書館 1 3.2%

防災安全課 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 2 6.5%

高齢介護課 1 3.2% 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 31 100%

※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

市長 子ども家庭部



 ５　情 報 公 開 請 求 の 状 況（平成２９年６月１日～平成２９年１２月３１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

12

H29.6.5 東村山駅部の高架構造物に関する
図面

H29.6.21 公開 H25年度№366起案書「東村山都市計
画事業の認可に関する通知の受理及
び認可図書の縦覧（設計概要図）」

まちづく
り推進課

13

H29.6.22 東村山市議会H29年3月定例会会
議録P.353の1行目に記載の「多摩
湖寿会の代理人から、弁護士から、
抗議の内容証明」について、当該
文書に対する市の回答

H29.7.4 存否応答
拒否

抗議文書の提出の有無
を回答すること自体が、
個人又は団体の権利利
益を害するおそれがある
ため、存否応答拒否

高齢介
護課

※任意的申出
※請求書に書かれ
ている市議会会議
録の記載は、市議
会議員による一般
質問の一部である。
市議会会議録は市
ＨＰで公表されてい
ることから、任意団
体の名称を伏せて
いない。

ア、H29年度№6起案書「『ところバス』
　　吾妻循環コースの東村山市域乗り
　　入れ協議について」
イ、H29年度№21報告・復命書「『とこ
　　ろバス』吾妻循環コースの東村山
    市域乗り入れ協議（第1回）」
ウ、H29年度№22報告・復命書「『とこ
　　ろバス』吾妻循環コースの東村山
　　市域乗り入れ協議（第2回）」
エ、H29年度№30報告・復命書「『とこ
　　ろバス』吾妻循環コースの東村山
    市域乗り入れ協議（第3回）」
オ、H29年度№16起案書「多摩湖町
　　地域における『ところバス』の広域
　　連携に関する警視庁実査（伺い）」

カの文書について
「バス事業者の実査出席
者氏名」
クの文書について
「コミュニティバス検討組
織登録書のうち、代表者
の印影・郵便番号・自宅
の住所（多摩湖町を除
く）・電話番号・ＦＡＸ番
号、構成員氏名」
　↑
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14

H29.7.26 所沢市の「ところバス」多摩湖町乗り
入れに関し、H29年4月に当市から
所沢市へ提出した文書を含め、今
日までにおいて関連する文書一切

H29.8.9 部分公開 公共交
通課



№
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

カ、H29年度№25報告・復命書「コミュ
　　ニティバス新規路線導入に伴う警
　　視庁実査（結果）」
キ、H29年度№14起案書「コミュニティ
　　バス新規導入ガイドラインに基づく
　　需要調査対象者の抽出（依頼）」
ク、内部資料（グリーンバスの説明会）
　　多摩湖町新規導入 （H26.4.17、
　　H26.5.8、H28.5.24、H28.6.24、
    H28.8.1、H29.1.17、H29.5.18開
　　催）

15

H29.7.27 教師から生徒及び児童に対するス
クールセクシャル・ハラスメント防止
に関するマニュアル又は方針等

指導室 請求内容に該当す
る書類として、例規
集に掲載している
「東村山市立学校
におけるセクシュア
ル・ハラスメントの防
止等に関する規則」
がある旨をお伝えし
たところ、請求者は
了解され、取下げ。

16

H29.7.28 東村山市立学校におけるセクシュア
ル・ハラスメントの防止等に関する規
則第4条に記載の「セクシャル・ハラ
スメントの防止等に関する指針」

H29.8.8 公開 セクシャル・ハラスメントの防止等に関
する指針（H15.12.5設定）

指導室

14

H29.7.26 所沢市の「ところバス」多摩湖町乗り
入れに関し、H29年4月に当市から
所沢市へ提出した文書を含め、今
日までにおいて関連する文書一切

H29.8.9 部分公開 公共交
通課



№
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

17

H29.7.31 東村山市のH29.1.1現在の課税業
務等のために使用する地番・筆界
（字界・字名・家屋）の現況データ

H29.8.9 却下 申出内容に該当する公
文書は「地形図」である
が、当該文書は東村山市
手数料条例別表に定め
る金額を支払うことによ
り、複写の交付が何人に
も認められている。ついて
は、条例第21条第1項に
基づき条例の適用除外
の文書となるため、申出
を却下する。

課税課 ※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

H29.8.2 市立第2保育園、第6保育園の民間
移管に係る保育所設置運営予定事
業者の提出した応募書類一式

H29.8.28 部分公開 　保育所等設置運営事業者選定会議
事業者提出資料（第2保育園）
1、提出書類一覧表（チェックリスト）
2、東村山市立保育園の民間移管事
　　業に係る応募申込書兼誓約書
3、事業計画書
4、まるやま幼稚園及びまるやま保育
　　園入園案内書
5、H28年度学校法人東京丸山学園
　　教育課程・保育過程
6、学校法人東京丸山学園 丸山適期
　　適性教育 保育計画（3歳児～5歳
　　児）
7、（仮称）萩山まるやま保育園 年間
　　行事予定
8、保育施設における事故防止マニュ
　　アル
9、プール事故防止対策・安全マニュ
　　アル
10、H28年度保育園のしおり（病気編）
11、ミールケア衛生管理マニュアル
12、食物アレルギーの考え方 保育園
　　 でのアレルギー対応（表紙、目次
      部分）
13、離乳食の進め方（表紙部分）

2、30～32、36、41～43、
45、65～67、69、70、74
の文書について
「法人の代表者印影」
21の文書について
「資格証明書のうち、学長
印」
43、74の文書について
「独立監査人の監査報告
書のうち、公認会計士の
印影」
　↑
上記のいずれも条例第6
条第3号法人情報に該当
し非公開

20の文書について、
「マニュアルのうち、第三
者委員予定者の氏名・所
属・電話番号」、「苦情解
決制度についてのお知ら
せ（案）のうち、苦情解決
責任者、苦情受付担当
者、第三者委員の氏名・
所属・電話番号」

子ども育
成課

非公開情報の検討
を行うにあたり、第
三者照会を行う時
間を要するため、
H29.8.30まで期間
延長

14、食物アレルギーの対応マニュアル
15、危機管理マニュアル
16、情報公開規程
17、個人情報保護管理規程
18、幼稚園・保育園における個人情報
      の取り扱いに関するガイドブック
19、学校法人東京丸山学園　苦情対
      応規程
20、学校法人東京丸山学園（仮称）萩
      山まるやま保育園苦情対応マニュ
      アル（案）

21、27の文書について
「履歴書のうち、法人代表
者、施設長予定者、主任
保育士予定者の氏名（法
人代表者は除く）・印影・
写真・生年月日・性別・電
話番号・学歴・職歴（法人
代表者及び施設長予定
者においては、現在の職
は除く）」、

18



№
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

21、施設長予定者及び主任保育士予
      定者の履歴書及び資格証明書
22、職員の勤務体制等予定表
23、（仮称）萩山まるやま保育園に係る
　　 図面
24、新設園舎の保育室等室別面積予
      定表
25、法人（事業者）調書
26、法人の沿革（経歴）書
27、役員等一覧表及び履歴書
28、履歴事項全部証明書
29、学校法人東京丸山学園寄附行為
30、印鑑証明書
31、児童福祉法第35条第5項の基準
      に関する誓約書
32、H28.11.24付「理事会議事録・評
      議員会議事録」
33、現に運営している保育所等の概
      要書
34、実地検査指導事項票（認可保育
      所・運営管理）

「社会福祉主事任用資格
取得証明書のうち、文書
番号、氏名、生年月日、
卒業日、学科名、証明
日、学校名、学長名」、
「保育士証のうち、本籍
地、氏名、生年月日、登
録番号、登録年月日、証
明日、本籍地が推測され
るおそれのある部分」
27の文書について
「役員等一覧表のうち、他
法人の理事状況欄中の
監事に係る情報、監事氏
名、評議員氏名（理事長
及び理事を兼務している
者を除く）」
29の文書について
「監事氏名」
30の文書について
「理事長の生年月日」

35、実地検査結果通知書
36、改善状況報告について
37、改善状況報告書
38、新規職員の健康診断実施につい
      ての流れ
39、H27年1月「避難・火災訓練記録」
40、施設整備計画に係る資金計画書
41、資金収支予算明細書
42、予算書（H31年度～H35年度）
43、財務計算書類（H25年度～H27
      年度）
　
　保育所等設置運営事業者選定会議
事業者提出資料（第6保育園）
44、提出書類一覧表（チェックリスト）
45、東村山市立保育園の民間移管事
     業に係る応募申込書兼誓約書
46、事業計画書

32の文書について
「理事会議事録のうち、理
事印影、特定の個人を識
別できるおそれのある情
報」、「評議員会議事録の
うち評議員氏名（理事長
及び理事を兼務している
者は除く）、評議員印影、
特定の個人を識別できる
おそれのある情報」
33の文書について
「職員の年齢、法人勤続
年数」
39の文書について
「担当者名、消火担当
名」

18



№
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

47、学校法人東村山町田学園 久米
      川幼稚園沿革・概要・入園案内
48、年間指導計画案
49、教育・保育施設等における事故
      防止及び事故発生時の対応のた
      めのガイドライン
50、2012年改訂版 保育所における感
     染症対策ガイドライン
51、保育園・幼稚園・学校における食
      物アレルギー対応ガイドブック
52、危機管理・事故防止対策マニュア
      ル（案）
53、個人情報保護方針
54、苦情・意見・要望等の解決のため
      の仕組み
55、職員研修計画・人材育成への取
      組み
56、履歴書及び資格証明書
57、職員の勤務体制等予定表
58、計画概要
59、仕上げ概要及び建物図面
60、法人（事業者）調書

43の文書について
「監査報告書のうち、監事
氏名、印影」、「残高証明
書のうち、氏名、住所」
56の文書について
「履歴書のうち、法人代表
者の個人印影・生年月
日・年齢・電話番号・学
歴・職歴（現在の職は除
く）」、「施設長予定者の
氏名・印影・写真・生年月
日・性別・住所・電話番
号・学歴・職歴・免許・資
格」、「主任保育士予定
者の氏名・写真・生年月
日・性別・住所・電話番
号・学歴・職歴・免許・資
格・志望の動機・特技・好
きな学科・アピールポイン
トなど・通勤時間・扶養家
族数・配偶者及び配偶者
の扶養義務」、「保育士証

61、法人の沿革（経歴）書
62、履歴事項全部証明書
63、役員等一覧表
64、寄附行為
65、印鑑証明書
66、児童福祉法第35条第5項の基準
      に関する誓約書
67、H28年度「理事会議事録、評議員
　　 会議事録」
68、現に運営している保育所等の概
      要書
69、立入調査等の結果報告書につい
      て
70、施設整備に係る資金計画書
71、当該保育所等の今後5年間の収
      支予算書

のうち、本籍地、氏名、生
年月日、登録番号、登録
年月日、卒業日、証明
日、本籍地が推測される
おそれがある部分」、「幼
稚園教諭二級普通免許
状のうち、本籍地、氏名、
生年月日、登録番号、登
録年月日、証明日、印
影、本籍地が推測される
おそれのある部分」
63の文書について
「役員等一覧表のうち、監
事氏名、評議員氏名（理
事を兼務している者は除
く）」

18



№
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

72、事業活動収支予算書
73、設置者全体の今後5年間の借入
      金等返済（償還）計画
74、財務書類に関する書類（H25年度
      ～H27年度）
75、決算報告書（H25年度～H27年
      度）
76、勘定科目内訳明細書（H25年度
      ～H27年度）

64の文書について
「監事氏名」
65の文書について
「理事長の生年月日」
67の文書について
「理事会議事録のうち、理
事印影」、「評議員会議
事録のうち、評議員氏名
（議長を除く）、印影」
68の文書について
「年齢、法人勤続年数」
74の文書について
「監査報告書のうち、監事
氏名、印影」
　↑
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

22の文書について
「施設長予定者の保育士
資格の有無」は、現時点
で特定個人を識別するこ
とはできないが、公開す
ると将来特定個人の権利
利益を損なうおそれがあ
るため、条例第6条第2号
個人情報に該当し非公
開

11の文書について
「ミールケア衛生管理マ
ニュアル（表紙、目次を除
く）」
12の文書について
「食物アレルギーの考え
方　保育園でのアレル
ギー対応（表紙、目次を
除く）」

18



№
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の文書について
「離乳食の進め方（表紙
を除く）」
11～13のいずれも、法人
が内部管理している著作
物であり、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

32の文書について
「理事会議事録のうち、借
入金予定情報」
40の文書について
「予算額（東村山市補助
金を除く）、自己資金額、
借入金内訳の元金・償還
年限・年間償還額・借入
先」
41の文書について
「金額部分」

42の文書について
「資金収支予算書のうち
本年度予算額、資金収支
内訳表及び人件費支出
内訳表のうち金額部分、
事業活動収支予算書のう
ち本年度予算額、事業活
動収支内訳表のうち金額
部分（いずれも区市補助
金額については公開）」、
「元利均等返済予定表
（概算）のうちお借入希望
額、期間、ご返済元利金
合計、利息合計、内訳」

18



№
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の文書について
「資金収支計算書のうち、
予算額、決算額、差異額
（H25、26年度は東村山
市補助金収入を除く）」、
「資金収支内訳表のうち、
金額部分（H25、26年度
は東村山市補助金収入
を除く）」、「人件費支出
内訳表のうち、金額部
分」、「消費収支計算書の
うち、予算額、決算額、差
異額（H25、26年度は東
村山市補助金を除く）」、
「消費収支内訳表のうち、
金額部分（H25、26年度
は東村山市補助金を除
く）」、「貸借対照表のう
ち、本年度末額、前年度
末額、増減額」、

「貸借対照表の添付書類
のうち、期末要支給額、
減価償却額の累計額の
合計額、翌会計年度以後
の会計年度において基
本金への組入れを行うこ
ととなる金額、有価証券
の時価情報、リース料総
額、未経過リース料期末
残高、役員、法人等の名
称、資本金又は出資金、
取引金額、期末残高、議
決権の保有率」、「借入金
明細表のうち、期首残
高、当期増加額、当期減
少額、期末残高、利率、
返済期限」、

18



№
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

「固定資産明細表のうち、
期首残高、当期増加額、
当期減少額、期末残高、
減価償却額の累計額、差
引期末残高、建物当期増
加額、当期増加高、構築
物当期増加額」、「基本
金明細表のうち、要組入
高、組入高、未組入高」、
「預貯金残高一覧表のう
ち、金融機関名、預金等
の種類、残高」、「残高証
明書のうち店番、お客様
番号、取引先金融機関
名、預金種別、金額、取
引先金融機関名が推測
されるおそれがある部分」
70の文書について
「予算額（東村山市補助
金を除く）、自己資金額、
借入金内訳の元金・償還
年限・年間償還額・借入
先」
71の文書について
「金額部分（市補助金収
入を除く）」
72の文書について
「設置者全体の今後5年
間の収支（損益）予算書
のうち、金額部分」
73の文書について
「金額部分、借入先、完
済予定年月日」、「返済
予定表のうち、年数、返
済回数、毎月返済、元
金、金利、残高」

18



№
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

74の文書について
「H25～H27年度 資金収
支計算書のうち、予算
額、決算額、差異額（市
町村補助金収入を除
く）」、「人件費支出内訳
表のうち、部門全体額、
総額」、「消費収支計算
書のうち、予算額、決算
額、差異額（市町村補助
金を除く）」、「貸借対照
表のうち、本年度末額、
前年度末額、増額、減価
償却の累計額の合計額、
徴収不能引当金の合計
額、翌会計年度以後の会
計年度において、基本金
への組入を行うこととなる
金額、取引金額、期末残

高」、「固定資産明細表の
うち、期首残高、当期増
加額、当期減少額、期末
残高、減価償却額の累計
額、差引期末残高」、「借
入金明細表のうち、期首
残高、当期増加額、当期
減少額、期末残高、利
率、返済金額、摘要」、
「基本金明細表のうち、要
組入高額、組入高額、未
組入額」
75の文書について
「決算報告書に添付の貸
借対照表、損益計算書、
販売費及び一般管理費、
製造原価報告書、株主資
本等変動計算書のうち、
金額部分」、「個別注記
表のうち、有形固定資産
の減価償却の累計額」

18



№
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

76の文書について
「期末現在高、利率、売
上高、期末棚卸高、期末
従業員数、人件費の総
額、支払賃借料」、「残高
証明書のうち、取引先金
融機関名、預金種別、口
座番号、記号番号、残
高、取引先金融機関名が
推測されるおそれがある
部分」
　↑
上記のいずれも、法人の
内部管理情報であり、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

59の文書について
「設計-3図面配置図、設
計-4図面 1階平面図、2
階平面図のうち、施設内
間取り、防犯情報」、「設
計-5図面 Ａ-Ａ断面図、
Ｂ-Ｂ断面図、Ｃ-Ｃ断面図
のうち、施設内間取り」
　↑
上記のいずれも、建物の
詳細な間取りや防犯情報
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

18



№
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

19

H29.8.10 「H29年度第1回地域公共交通会議
資料2」記載のH29.4.17所沢市へ提
出の協議依頼書一式

H29.8.24 公開 H29年度№6起案書「『ところバス』吾妻
循環コースの東村山市域乗り入れ協
議について」

公共交
通課

20

H29.8.10 都市計画道路3.4.5号線電線共同
溝工事（第2・3工区）及び補償代行
工事（その2）の当初及び変更分の
工事設計書（総括書、内訳書、代価
表、明細表等）公表できるものすべ
て
※特記仕様書、図面は不要

H29.8.18 公開 ア、H28年度「都市計画道路3・4・5号
　　線電線共同溝工事（第2・3工区）及
　　び補償代行工事（その2）-工事設
　　計書（工事費総括書、工事総括
　　書、種別内訳書、代価明細書）
イ、H28年度「都市計画道路3・4・5号
　　線電線共同溝工事（第2・3工区）及
　　び補償代行工事（その2）-工事変
　　更設計書（変更工事費総括書、変
　　更工事総括書、変更種別内訳書、
　　代価明細書）

市街地
整備課

21

H29.8.14 H28年度市民スポーツセンターの指
定管理者公募において、選定業者
が提出した事業計画書及び収支計
画書

H29.8.23 部分公開 東村山市民スポーツセンター指定管
理者提案書及び収支計画書

「指定管理者と取引関係
のある法人の名称及び当
該法人が特定できる写
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

「指定管理者の社員・設
備員・清掃員・アルバイ
ト・施設利用者の氏名及
び顔の判別できる写真」
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



№
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

22

H29.8.25 1、生産緑地地区の指定状況の一
　　覧リスト（農地所在地番、面積、
　　生産緑地名称、地区指定告示
　　日、制限解除日、地区指定解
　　除日等）
2、生産緑地地区の位置を特定す
　　るための位置確認図

H29.9.5 公開 ア、H28年生産緑地地区地区内訳書
イ、東村山都市計画生産緑地地区総
　　括図

都市計
画課

※任意的申出

23

H29.8.29 H28.7月任期満了の参議院議員選
挙時の仕様書の写し（掲示板の材
質及び設置パターンが記載されて
いるもの）

H29.9.4 公開 参議院議員選挙に伴う公営ポスター
掲示場設置・撤去業務委託仕様書

選挙管
理委員
会事務
局

※任意的申出

24

H29.8.30 多摩湖町のバス新規路線事業にお
ける市と地域組織との議事録一式

H29.9.7 公開 地域組織への説明に関する内部資料
「グリーンバスの説明会・多摩湖町新
規導入」
（H26.4.17、H26.5.8、H28.5.24、
H28.6.24、H28.8.1、H29.1.17、
H29.5.18）

公共交
通課

25

H29.8.31 都市計画道路3.4.5号線電線共同
溝工事（第3工区その2）（総括書、
内訳書、代価表、明細表等）公表で
きるものすべて
※特記仕様書、図面は不要

H29.9.5 公開 H29年度「都市計画道路3・4・5号線電
線共同溝整備工事（第3工区その2）-
工事設計書（工事費総括書、工事総
括書、種別内訳書、代価明細表）

市街地
整備課

26

H29.9.1 東村山市青少年対策地区委員会
補助金のH28年度実績報告書とそ
の関係書類一式
（H28年度決算等の審査並びに意
見書P.46で指摘されている部分が
わかる書類）

H29.9.11 公開 ア、H29年度№80起案書「H28年度東
　　村山市青少年対策地区委員会補
　　助金実績報告書」
イ、H29年度№96起案書「H28年度東
　　村山市青少年対策第7地区委員会
　　の補助金実績報告の差替え」

社会教
育課



№
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

27

H29.9.7 1、東村山市立学校におけるセク
　　シュアル・ハラスメントの防止等
　　に関する規則の一部を改正する
　　規則
2、セクシュアルハラスメントの防止
　　等に関する指針の一部改正に
　　ついて（H29.9.6教育委員会議
　　議案第28号・29号）

H29.9.20 公開 ア、東村山市立学校におけるセクシュ
　　 アル・ハラスメントの防止等に関す
　　 る規則（H29.9.6教育委員会議案
     28号で改正したもの）
イ、セクシュアル・ハラスメントの防止等
     に関する指針
     （H29.9.6教育委員会議案29号で
     改正したもの）

指導室

28

H29.9.26 下水道総合地震対策業務につい
て、（公財）東京都都市づくり公社へ
の委託内容がわかる書類（H29年
度）

H29.10.4 部分公開 ア、H29年度№43起案書「下水道総合
　 　地震対策業務委託（依頼）」
イ、H29年度№66起案書「東村山市下
　  水道総合地震対策業務委託に関
    するH29年度協定書」

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

下水道
課

29

H29.10.10 東村山市立第一中学校の土日祭
日の警備日誌（H29.7月～8月の内
容）

H29.10.23 部分公開 東村山市立第一中学校の土曜・日曜・
祭日の施設管理業務日誌
（H29.7.1～8.31）

「委託先業務担当者の氏
名・印影」は、条例第6条
第2号個人情報に該当し
非公開

教育総
務課

30

H29.10.12 1、H30年度使用小学校教科用図書
　 調査委員会名簿(道徳）
2、H28年度使用中学校教科用図書
　 調査委員会名簿（全科目）

H29.10.16 公開 ア、H30年度使用東村山市立小学校
　　 「特別の教科道徳」教科書調査委
　　 員会委員一覧
イ、H28年度使用東村山市立中学校
　  教科書調査委員会委員一覧

指導室 ※任意的申出

31

H29.10.12 H30年度使用小学校教科用図書調
査委員会名簿(道徳）

H29.10.16 公開 H30年度使用東村山市立小学校 「特
別の教科道徳」教科書調査委員会委
員一覧

指導室 ※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

H29.11.1 部分公開 図書館交換便等業務委託の委託契約
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

図書館

H29.10.30 部分公開 東京都議会議員選挙に伴う開票所設
営委託の委託契約書

「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

選挙管
理委員
会事務
局

33

H29.11.2 東村山市運動公園管理棟前トイレ
改修工事に係る契約金額の内訳が
わかる書類

H29.11.8 公開 H29年度東村山市運動公園管理棟前
トイレ改修工事設計書

市民ス
ポーツ課

34

H29.11.15 東村山市富士見小学校の平日の施
設管理日誌（H29.7.1～7.31月）

H29.11.27 部分公開 東村山市立富士見小学校における平
日の施設管理業務日誌（H29.7.1～
7.31）

「委託先業務担当者の氏
名・印影」は、条例第6条
第2号個人情報に該当し
非公開

教育総
務課

35

H29.11.20 東村山市八坂小学校の施設管理
日誌（H29.7.1～7.31）

H29.11.27 部分公開 東村山市立八坂小学校の施設管理業
務日誌（H29.7.1～7.31）

「委託先業務担当者の氏
名・印影」は、条例第6条
第2号個人情報に該当し
非公開

教育総
務課

※任意的申出H29.10.26 1、図書館交換便等業務委託の契
　 約書一式
　　（案件番号：2017-00046）
2、東京都議会議員選挙に伴う開票
　　所設営委託の契約書一式
    （案件番号：2017-00177）

32
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請求公文書の名称又は内容

決定
年月日
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H29.12.7 H27、28年度における東村山市議
会各会派の政務活動費に関する書
類

H29.12.21 部分公開 H28年度起案書「H28年度政務活動費
収支報告書による精算」の添付書類
（収支報告書、政務活動費出納簿、領
収書等及びそれに関連する資料）
※会派別に6件（自由民主党市議団、
公明党、日本共産党、ともに生きよう！
ネットワーク、民進党、市民自治の会）

「領収書及び請求書等に
押された法人の代表者印
影、法人・団体・店舗等の
振込先金融機関名・支店
名・預金種目・口座番
号、議会の会派の金融機
関名・支店名・店番・預金
種目・口座番号」は、公開
すると印影偽造、口座の
不正利用など競争上又
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

「市議会議員の携帯電話
番号・メールアドレス・クレ
ジットカード情報、領収書
等に記載された法人・団
体・店舗等の担当者氏名
及び印影、研修担当者の

議会事
務局

※旅行会社、タク
シー会社、飲食店
など不特定多数が
利用する店舗の領
収書等に記載され
た代表者印影、口
座情報は公開した。

氏名、研修の案内チラ
シ・研修資料等に記載さ
れた講演者等の氏名
（ホームページ等で公表
されている者を除く）」は、
条例第6条第2号個人情
報に該当し非公開

37

H29.12.15 公共用境界確認申請に伴う隣地所
有者の境界確認書面
（申請地：東村山市諏訪町●-●-
●）

H29.12.28 部分公開 H27年度都市再生地籍調査「東村山
市諏訪町●丁目の一部地区成果簿
地籍調査票及び地籍境界調査票」

「調査事業者の図面作成
担当者・点検者・調査者
の印影、調査立会人（土
地所有者）の印影・現住
所（登記情報と同一のも
のは除く）、土地所有者
の代理人氏名」は、条例
第6条第2号個人情報に
該当し非公開

道路管
理課

※任意的申出

36
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請求
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請求公文書の名称又は内容

決定
年月日
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所 管 課 備    考

38

H29.12.21 市立第6保育園解体工事の設計内
訳書

H30.1.4 公開 市立第6保育園解体工事　工事設計
書

子ども育
成課

※任意的申出

H29.12.21 H25.11.11付で東村山市長が市民
部課税課主任に対する停職6か月
の懲戒処分について、処分理由と
なった非違行為の内容が記載され
た文書（懲戒処分告知書、非違行
為報告書等）

H30.1.18 部分公開 H25.11.7付「東村山市職員の分限及
び懲戒に関する審査委員会（答申）」

「3本事案に係る行為者
及び関係者、4事案の概
要、5処分の内容及び程
度、処分理由のうち、氏
名」は、条例第6条第2号
個人情報に該当し非公
開

「3本事案に係る行為者
及び関係者のうち、関係
者の氏名・職名・現所属・
元健康福祉部での職名」
は、事実認定をする前の
関係者をまとめた部分で
あるため、決定された処
分等の内容と比較した場
合に憶測や疑念を生じさ
せることがある。そのた
め、当該情報を公開する
と、人事担当部署、審査
委員会等への不当な圧
力につながり、将来の同
種の事務事業の円滑な
執行に支障が生ずるおそ
れがあるため、条例第6条
第6号行政運営情報エ

人事課 ※任意的申出

非公開部分の検討
に時間を要すること
及び年末年始の閉
庁日を挟み時間を
確保できないため
H30.1.19まで期間
延長

に該当し非公開39



№
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本事案に係る行為者
及び関係者、4事案の概
要、5処分の内容及び程
度、処分理由のうち、日
付、職名、所属」は、他の
情報と照合することによ
り、特定の個人を識別す
ることができるため、条例
第6条第2号個人情報に
該当し非公開

「4事案の概要のうち、個
人の評価」、「5処分の内
容及び程度、処分理由の
うち、公表基準に該当し
ない処分の内容」は、市
が行う職員の身分取扱い
に関する情報であって、
公開することにより、特定
の者に不利益が生ずるお
それがあるため、条例第6
条第6号行政運営情報イ
に該当し非公開

40

H29.12.21 東村山市長が、庁用車を病院へ移
動するために使用したことに係る損
害賠償請求事件の控訴審（東京高
裁）の判決文

H30.1.9 部分公開 H19年（行コ）第68号損害賠償（住民
訴訟）請求控訴事件（原審・東京地方
裁判所判決 H18年（行ウ）第261号）

「控訴人の氏名・住所（町
名以下）」は、条例第6条
第2号個人情報に該当し
非公開

秘書広
報課

※任意的申出

非公開部分の検討
に時間を要すること
及び年末年始の閉
庁日を挟み時間を
確保できないため
H30.1.10まで期間
延長

41

H29.12.22 学務課における防犯カメラの映像の
取扱いに関する文書すべて

H29.12.27 公開 「東村山市立小学校通学路防犯カメラ
設置運用に関する基準（H28.1.12制
定、H29.3.28改正）」

学務課

39


