
平成１９年度第１回東村山市情報公開運営審議会次第 
 
 
日    時    平成１９年９月２５日（火）  午後７時 ～ 
場    所    市役所 ３階 庁議室 

  会議の公開 有 
 
  ◆ 議  事 
（１）平成１８年度第２回東村山市情報公開運営審議会議事録（平成１９年３月

１４日開催）事前配布分確認 
（２）情報公開制度（平成１９年２月～平成１９年８月分）の運用状況報告 
（３）９月議会での条例改正について 
（４）その他 

 
 

以   上 
 



 
 
 

東 村 山 市 情 報 公 開 制 度 等              

運 用 状 況               
（平成１９年２月～平成１９年８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１９年９月１０日 

                                         



３   情 報 公 開 請 求 件 数 （平成１９年２月１日～平成１９年８月３１日）

月 請求者数
(月間同一人判定）

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）

存否応答
拒否

検討中
(注４）

その他

２月 11 13 8 5 14 5 6
2

(2)
１

(取下げ）

３月 8 9 8 1 12 1 11

４月 3 3 1 2 3 1 2

５月 1 2 2 2 2

６月 7 8 8 18 12 5
1

（１）

７月 4 5 3 2 5 2 3

８月 7 9 8 1 9 1 5 2
１

(取下げ）

９月

１０月

１１月

１２月

合計 41 49 38 11 63 22 34
5

（3）
2

比率（%） - 100.0% 77.6% 22.4% 100.0% 34.9% 54.0% 7.9% 0.0% 0.0% 3.2%

（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）　(　）内は、文書不存在による非公開決定の内書き。
（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



４   情 報 公 開 請 求 の 所 管 別 内 訳 （平成１９年２月１日～平成１９年８月３１日）
実 施 機 関 所     管     名 件  数 比  率（%） 実 施 機 関 所      管       名 件  数 比  率（%）

議会 議会事務局 4 6.3% 市長 環境部 管理課 3 4.8%

市長 会計課 0.0% 施設課 3 4.8%

秘書課 0.0% 秋水園整備計画担当 0.0%

政策室 広報広聴課 1 1.6% ごみ減量推進課  3 4.8%

企画政策課 2 3.2% 都市整備部 道路・交通課 0.0%

経営改革課 0.0% 道路補修課 0.0%

政策法務課 0.0% 下水道課 1 1.6%

情報推進課 0.0% 水道課 1 1.6%

総務部 職員課 1 1.6% 都市計画課 9 14.3%

人事課 0.0% 市街地整備課 2 3.2%

総務課 2 3.2% 再開発担当 4 6.3%

財務部 管財課 1 1.6% みどりと公園課 3 4.8%

契約課 1 1.6% 教育委員会 教育部 庶務課 1 1.6%

財政課 2 3.2% 学務課 0.0%

課税課 0.0% 指導室 2 3.2%

納税課 1 1.6% （学校） 小学校 0.0%

市民部 市民課 1 1.6% 中学校 0.0%

保険年金課 0.0% 社会教育課 0.0%

市民生活課 1 1.6% 市民スポーツ課 2 3.2%

国際・男女共同参画課 0.0% 図書館 1 1.6%

防災安全課 0.0% 公民館 1 1.6%

産業振興課 1 1.6% ふるさと歴史館 1 1.6%

保健福祉部 障害支援課 1 1.6% 選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局 1 1.6%

高齢介護課 2 3.2% 農業委員会 農業委員会事務局 0.0%
健康課 0.0% 監査委員 監査委員事務局 1 1.6%
生活福祉課 0.0% 固定資産評価審査委員会 0.0%
児童課 63 100.0%

（各子育て推進エリア含む）
子育て推進課 0.0%
計画担当 0.0%

3 4.8%
合　　　　　計



５　情 報 公 開 請 求 の 状 況

Ｎｏ
請求

年月日
  請  求  公  文  書  の  名  称  ま  た  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 H19.2.1

平成18年11月24日頃に昭和病院小児科の●●医
師が市長に送付した手紙等一切

H19.2.14 非公開 文書全体が、複数人物の
個人情報と、公にすると法
人の事業運営上の利益及
び社会的地位が損なわれ
る恐れのある情報で構成さ
れているため非公開

広報広
聴課

任意的申
出

2 H19.2.6

東村山市本町２丁目18ー10-12-13-38
上記住所における「東村山市宅地開発及び建築物
の建築に関する指導要綱」における協議内容と協
議結果

H19.2.1 公開 ア.(仮)エイト・エイト東村山
　　本店新築事業に関する
　　協定書
イ.案内図･配置図
ウ.１階平面図

都市計
画課



3 H19.2.7

平成18年度12月議会議案「自転車事故に関する
和解」に関する事故から和解に至るまでの全ての
関係書類

H19.2.20 部分公開 ア.市道上における自転車転倒
　 事故について
イ.市道上における自転車転倒
   事故に伴う一部保険金請求
   について
ウ.自転車転倒事故の示談交
   渉における弁護士委任に
   ついて
エ.状況のご報告とお願い
オ.市道上における自転車転倒
   事故に伴う一部保険金の
   支払いについて
カ.自転車転倒事故に伴う示談
   書の締結について
キ.自転車転倒事故に伴う保険
   金支払いについて
ク.診断書
ケ.休業損害証明書

すべての文書について
「事故被害者の住所、氏
名、年齢、生年月日、電話
番号、勤務先、職種、採用
日、印影、家族氏名、友人
氏名、口座情報、入院医療
機関、主治医等の氏名」
は、特定の個人が識別され
る情報もしくは公開すると
個人の利益を害するおそ
れがある情報のため第６条
第２号個人情報に該当

アの文書中「入院計画書」
及びイの文書中「医療機関
領収書」は、医療機関独自
の様式であることから事故
被害者の入･通院先が特定
されるため第６条第２号個
人情報に該当

エの文書中「本人提出文
書」は、事故被害者の生活
状況、職歴、勤務状況、身
体状況等が記載されており
公開すると個人の利益を害
するおそれがある。また、公
開されることを前提に作成
された文書ではないため第
６条第２号個人情報に該当

道路・交
通課



H19.2.19 部分公開 金山なかよし広場の賃借契約
書

「契約書中の賃貸借料、印
影」は個人の利益(収入)、
秘密に関する情報であり賃
貸借料を公開することによ
り個人の固定資産税･都市
計画税が類推できるため第
６条第２号個人情報に該当

②の利用実績調査につい
ては、公園利用の調査を行
なっていないため文書不存
在

H19.2.22に
「賃借料」
の非公開に
対する異議
申立てがな
された。

H19.4.16 部分公開 金山なかよし広場の賃借契約
書

「契約書中の印影」は第６
条第２号個人情報に該当

②の利用実績調査につい
ては、公園利用の調査を行
なっていないため文書不存
在

異議申立て
後、賃貸料
の公開につ
いて賃貸人
に照会した
ところ了解
を得られ
た。公園用
地賃借に
係る公金支
出状況を明
らかにする
ことには公
益性がある
と判断し、
賃貸借料を
公開した。

5 H19.2.8

①萩山テニスコート用地公園化を求める市民の会
の要望書（Ｈ17.8.2）
②２００６年６月２２日提出の「萩山公園の民設公園
制度活用による整備を求める請願（１８請願第５
号）」

議会事
務局

本人申出
により取下
げ

4 H19.2.7

①金山なかよし広場（廻田町３－２）の地権者との
賃借契約書
②同広場の利用実績調査

みどりと
公園課



6 H19.2.9

①2004年12月10日に多摩教育事務所301研修室
において行われた平成16年度第7回都市管理室課
長会の議題、出席者、配布文書。あれば議事録、
なければ発言メモでもよい。とくに多摩教育事務所
の発言内容がわかるもの。（東村山市はこの回の担
当市であった）
②2003年11月4日に多摩教育事務所301研修室に
おいて行われた平成15年度第？回都市管理室課
長会の議題、出席者、配布文書。あれば議事録、
なければ発言メモでもよい。とくに多摩教育事務所
の発言内容がわかるもの。
③多摩教育事務所が卒業式・入園式の適正実施
にむけて、市町村教育委員会を指導・助言するた
めに出した文書（03年度以降でよい）。実施要項作
成の際の留意事項や会場設営のあり方について、
図解・チャート化して示した文書。
④「卒業式の適正な実施にむけて　平成16年12月
10日」と同様の文書で、03年、05年、06年度に出さ
れたもの。その文書が、いつどういう会議で多摩事
務所から配布されたかがわかる文書。

H19.2.19 非公開 請求のあった文書は全て1
年保存で管理しており、平
成16年度分までは廃棄済
みにより①②については文
書不存在。
③④についても平成16年
度以前の文書は廃棄済み
のため不存在。17,18年度
は該当する文書が多摩教
育事務所から出されていな
いため不存在。 指導室

任意的申
出

7 H19.2.13

下水道法に係る特定事業場一覧（リスト）
①工場又は事業場の名称②所在地③特定施設の
種類④下水の量⑤水質(含まれる有害物質など⑥リ
ストの最終更新日

H19.2.26 公開 特定事業場一覧表

下水道
課

任意的申
出

8 H19.2.15

平成１７年度の東村山市役所のガソリン購入の契
約にかかわる一切の書類と、平成１８年度２月１３日
までの東村山市役所のガソリンの購入先となぜそこ
を選んだかわかるもの

H19.2.19 部分公開 ア.平成１７年度東村山市庁用
　 車ガソリン購入契約に関する
   文書(契約8件）
イ.起案平成１８年度庁用車の
   ガソリン給油契約に伴う変更
   について（通知）

「法人の代表者印影」は第
６条第３号法人情報に該当

総務課

平成１８年度初めから２月１３日までの東村山市役
所のガソリン購入先からの請求書（総務課と環境部
が保管するもの）

H19.2.26 部分公開 平成１８年度庁用車燃料購入
請求書(平成18年4月分～平成
19年1月分）

「法人の代表者印影」は第
６条第３号法人情報に該当

施設課

H19.2.20 部分公開 平成１８年度庁用車燃料購入
請求書(平成18年4月分～平成
19年1月分）

「法人の代表者印影」は第
６条第３号法人情報に該当 総務課

9 H19.2.15



10 H19.2.19

りんごっこ保育園に対する保健所の立入り等に関し
H１９年１月３０日に東京都子育て推進課が東村山
市児童課宛に示したファックスによる見解書

H19.2.21 公開 認可保育園の運営基準につい
て（回答） 児童課

11 H19.2.22

都道226号線（予定）隣接地建築計画に必要な道
路及び周辺地の測量図（ポイント、レベル等）
位置：恩多町3丁目15-10,12-11,12-20,15-3,12-12
周辺

H19.3.1 公開 ア.東村山市都市計画道路3.4.
　  26号線及び3.4.5号線測量
    委託（中心・幅杭線形図及
    び横断面図の一部）
イ.都市計画道路3.4. 26号線
　 築造工事（横断面図の一部）

市街地
整備課

12 H19.2.26

平成１９年２月２０日に開催された都市計画審議会
の議事録及び審議資料

H19.3.7 公開 平成１９年２月２０日開催の東
村山市都市計画審議会会議
録及び会議の議案文書

都市計
画課

任意的申
出

13 H19.2.26

本年２月２６日監査請求に関する所管陳述の際、議
会事務局次長が議員の市外視察の｢行程表｣が記
載された文書が事前に当該議員から提出されてい
るので監査委員に提出する旨主張したことに関わ
る書類の全部（2003～2006年度分）

H19.3.5 部分公開 平成１５年～１８年度の東村山
市議会視察に伴う行程表を含
む関係書類

「市議会議員の携帯電話
番号」は第６条第２号個人
情報に該当

議会事
務局

任意的申
出

14 H19.3.6

東村山駅西口再開発事業の解体除去工事、本体
ビル工事の補助金交付申請書と添付資料

H19.3.19 部分公開 ア.平成18年度東村山市市街
　 地再開発事業補助金交付
   決定通知書
イ.平成18年度東村山補助金
   等交付決定変更通知書
ウ.平成18年度東村山市市街
   地再開発事業補助金交付
   決定通知書
エ.平成18年度東村山補助金
   等交付決定変更通知書

「再開発組合理事長の印
影」は第６条第３号法人情
報に該当

再開発
担当



15 H19.3.9

議長交際費の内訳のわかる書類（保存されている
すべての年度分）

H19.3.20 部分公開 議長交際費の現金出納簿（平
成１３年４月分～平成１９年２月
分まで）

「香料・花代を支出した故
人氏名及びそれが特定さ
れる所属課名等、病気見
舞金を支出した個人名」は
第６条第２号個人情報に該
当

議会事
務局

16 H19.3.13

①美住町１－４３、４７に関する土地の賃貸借契約
書（使用目的はゲートボール場）。平成12年ごろ～
平成17年3月末日まで。
②上記番地の土地の利用状況について記載があ
る業務日誌その他のメモ

H19.3.26 部分公開 ア.土地賃貸借契約署
イ.美住ゲートボール場返還申
   し入れ経過書

アの文書について
「賃借料の金額（単価含
む）、賃借人の印影」は第６
条第２号個人情報に該当

イの文書について
「土地所有者と職員の申し
入れ内容要旨のうち、所有
者の要望と職員の回答部
分」は第６条第２号個人情
報に該当

市民ス
ポーツ課

任意的申
出

17 H19.3.16

本年３月１５日午前に予算特別委員会で児童課長
が答弁した保育所「空飛ぶ三輪車」が平成１５年３
月まで東村山市野口町３－７－３８所在ワンルーム
アパート「サンシティハイツ２」１０１号室を保育施設
として賃借した事実に関する書類の全部
①賃借契約書
②同アパート賃借料を計上した各年度の市への収
支報告書
③児童課長答弁メモ
④同アパート１０１号の使用目的、使用実態を記載
した文書

H19.3.29 部分公開 ②の請求に対して
ア.平成１４年度認証保育所
　  運営費等実績報告書の
    受理及び確定
イ.平成１５年度認証保育所
　  運営費等実績報告書の
    受理及び確定通知
ウ.平成１６年度認証保育所
　  運営費等実績報告書の
    受理及び確定通知
エ.平成１７年度認証保育所
　  運営費等実績報告書の
    受理及び確定通知

ア、イ、ウ、エ、の文書につ
いて
「保育所の代表者の印影」
は第６条第３号法人情報に
該当

請求書の①賃貸借契約書
④同アパート１０１号の使用
目的、使用実態を記載した
文書
については、市へ提出する
義務が無いため受理して
おらず文書不存在。
③児童課長答弁メモにつ
いては、条例第２条第２号
に該当する公文書ではな
いため非公開。

児童課



管理課

施設課

ごみ減量
推進課

H19.4.16 部分公開 平成１８年度指名業者の決定
に関する決裁文書（１３件）

「指名業者選定委員会会
議録中の資源物売払契約
の設計単価額」は第６条第
６号行政運営情報エに該
当

契約課

H19.4.16ま
で期間延
長

19 H19.3.20

市有地である久米川町４丁目３８番５０号（面積３.７
２㎡）の位置が移動し、面積が減少した理由、経
緯、責任者等がわかる書類。議会承認の有無も含
む。

H19.4.5 部分公開 起案｢行政財産(資源物ステー
ションの一部)の所管変えにつ
いて」

「個人の印影および土地家
屋調査士、不動産鑑定士
の印影」は第６条第２号個
人情報および第３号法人情
報に該当
「不動産鑑定評価書の取
引事例の所在地番、面積
の一部及び取引事例の日
付、取引事例位置図の時
点と地積」は第６条第２号個
人情報に該当

ごみ減量
推進課

決裁遅れ
により請求
日から１４
日以内の
決定ができ
なかった。
請求者には
電話で決
定が数日
遅れる旨説
明し了解を
得た。

20 H19.3.23

久米川駅北口の都民銀行新築工事（野村不動産
所有）について、建物の内容等がわかるもの

H19.3.29 部分公開 ア.開発番号18-46建築物の
　 建築事業計画審査願一式
イ.事業計画審査結果通知書

ア、イの文書について
「事業主および測量士の印
影」は第６条第３号法人情
報に該当

アの文書について
「マンション部分の各住居
の間取り」は第６条第７号犯
罪の予防情報に該当

都市計
画課

18 H19.3.19

委託・賃貸借・印刷・売払・
物品購入の契約文書につ
いて
「予定価格及び予定価格を
算定できる部分」は第６条
第６号行政運営情報エに
該当

全ての契約文書について
「受託者の代表者印影」は
第６条第３号法人情報に該
当

H19.4.16ま
で期間延

長

環境部H１８年度中の全ての契約
起案書、業者選定の経過（随意契約理由、競争入
札の内容の詳細）、契約書

H19.4.13 部分公開 平成１８年度中の全ての契約
（１１７件）



21 H19.3.27

西口再開発ビル公益施設推進室の会議録の全部
（会議資料も含めて）

H19.4.12 公開 西口再開発ビル公益施設推進
室の議事録及び資料（第１回
～第３２回）

企画政
策課

22 H19.3.30

東村山駅再開発事業過年度分の補助金完了実績
報告書

H19.4.12 部分公開 ア.平成１５年度東村山市
   市街地再開発事業等
   実績報告書
イ.平成１６年度東村山市
   市街地再開発事業
   一部完了実績報告書
ウ.平成１６年度東村山市
   補助事業等実績報告書
エ.平成１６年度東村山市
   市街地再開発事業等
   実績報告書
オ.平成１７年度東村山市
   補助事業等実績報告書

イの文書について
「審査委員の住所、氏名、
印影」は第６条第２号個人
情報に該当

ア、イ、ウ、エ、オの文書に
ついて
「再開発準備組合、再開発
組合、その他の法人の代
表者印影」は第６条第３号
法人情報に該当

再開発
担当

23 H19.4.6

１９東村山市告示９７号｢東村山市都市計画地区計
画萩山地区地区計画の決定に関する告示」の告示
書

H19.4.11 写しの交
付

１９東村山市告示９７号「東村
山都市計画地区計画　萩山地
区地区計画の決定に関する告
示」

都市計
画課

任意的申
出
※通常、告
示書の写し
は情報提
供するが、
請求者が
公印のつい
た公開決定
通知書も欲
しいと希望
し情報公開
制度を利用
した。



24 H19.4.16

東村山市所在の全特別養護老人ホームの全事故
報告書平成12年介護保険法施行以後の全報告書
（ホーム別にお願いします）

H19.5.10 部分公開 東村山市内の特別養護老人
ホームにおける事故報告書（平
成１４年度～１８年度分）

「老人ホームの利用者氏
名、生年月日、年齢、自宅
住所、電話、病名、被保険
者番号、代表者を除く職員
氏名」は第６条第２号個人
情報に該当

「介護保険事業者の代表
者印影」は第６条第３号法
人情報に該当

高齢介
護課

任意的申
出

5/15まで期
間延長

①選挙管理委員会で行われた会議への提案文
書、レジメ、議事録、決定事項、会議に関連する通
知文、報告文
　　　　　　　↓
「Ｈ１８年度第５回選挙管理委員会の会議起案、議
事録」
へ請求内容変更

②平成１９年度市長・市議選における開票事務に
ついて、シルバー人材センター（その他含む）の派
遣事務依頼文書など市からシルバーへの文書と、
それに対してのシルバーからの応諾文書。派遣者
名簿、派遣者決定後の誓約書、報償費支払手続き
文書など関連文書の一切。

H19.5.7 部分公開 ア.起案「東村山市選挙管理
   委員会の開催　第15回
   （3/21）」
イ.開票事務従事者委託（市
   議・市長）に関する書類
ウ.平成19年度市議・市長
   選挙開票事務就業者名簿
   （4/22）

アの文書について
「在外選挙人名簿抹消者・
登録申請者の氏名、生年
月日、性別、最終住所、本
籍。投票立会人・期日前投
票立会人の住所、電話。選
挙管理委員の個人の印
影。選挙人名簿に関する調
査及び登録抹消請求書」
は第６条第２号個人情報に
該当

イの文書について
「法人の代表者印影」は第
６条第３号法人情報に該当

ウの文書について
「シルバー人材センター会
員の会員番号、氏名、住
所、電話番号」は第６条第２
号個人情報に該当

25 H19.4.24
選挙管
理委員

会

5/1請求者
来所。請求
内容を見直
し、必要書
類を明確に
してもらっ
た。



③シルバー人材センターが開票事務に関わるよう
になった最初の経過がわかる文書。
　　　　　　　↑
　　　　後日、請求追加

H19.6.19 部分公開 ア.起案「東村山市シルバー
   人材センター等への業務
   委託について」
イ.東村山市議会議員選挙
   投票所投票録
ウ.東村山市長選挙
   投票所投票録

イ、ウの文書について
「投票箱に何も入っていな
いことを確認した選挙人の
住所、氏名、代理投票をし
た選挙人の氏名、投票立
会人の印影」は第６条第２
号個人情報に該当

④東村山市議会議員選挙投票所投票録（期日前
投票分）、東村山市長選挙投票所投票録（期日前
投票分）
　　　　　　　↑
　　　　後日、請求追加

H19.7.3 部分公開 ア.東村山市議会議員選挙
   投票所投票録（期日前
　 投票分）
イ.東村山市長選挙
   投票所投票録（期日前
　 投票分）

ア、イの文書について
「投票箱に何も入っていな
いことを確認した選挙人の
住所、氏名、代理投票をし
た選挙人の氏名、投票立
会人の印影」は第６条第２
号個人情報に該当

26 H19.5.1

東村山駅西口地下駐輪場築造工事業者一覧（元
請、下請等一切）

H19.5.10 部分公開 ア.東村山駅西口地下自転車
   駐車場築造工事請負契約
　 書（約款・仕様書除く）
イ.東村山駅西口地下自転車
   駐車場築造工事下請け
　 業者名簿の承認願

ア、イの文書について
「法人の代表者印影」は第
６条第３号法人情報に該当

「法人の代理人・担当者の
印影」は第６条第２号個人
情報に該当

管財課

27 H19.5.18

東村山駅西口再開発事業の
①地下駐輪場工事②人口地盤工事
について、平成１８年度内に予算執行されたことを
示す書類。支出命令書。

H19.5.30 部分公開 地下自転車駐車場築造工事
（機械設備、電気設備、昇降機
設備）、人工地盤築造工事（本
体）、人工地盤築造工事（電気
設備、昇降機設備）に関する平
成１８年度の支出命令書及び
付属資料

「契約書及び前払金請求
書中の法人の代表者印
影、法人の口座情報、前払
金保証証書中の保証契約
番号、預託金融機関名、
バーコード表示」は第６条
第３号法人情報に該当

再開発
担当



28 H19.6.4

小金井市の一般廃棄物の処理の受け入れ（１９年
度）に当たって
①受け入れの契約書ないし覚書
②受け入れの要請文（小金井市からの）
③②についての東村山市の回答
④東村山市内部での検討文
⑤東村山市の財政処理など関連文書一切

H19.6.14 公開 起案又は報告書８件
ア.多摩地域ごみ処理広域支
   援要請に伴うブロック会議
   の開催について
イ.多摩地域ごみ処理広域支
   援要請に伴う第２ブロック
   会議の開催について
ウ.多摩地域ごみ処理広域支
   援（小金井市）について
   （回答）
エ.小金井市可燃ごみ処理支
   援要請の受入予定量に
   ついて（回答）
オ.多摩地域ごみ処理広域支
   援実施協定に基づく小金
　 井市の可燃ごみ処理支援
   について
カ.平成１９年度多摩地域ごみ
   処理広域支援の要請に
   ついて（回答）
キ.平成１９年度多摩地域ごみ
   処理広域支援に伴う小金
   井市との可燃ごみ焼却
   処理受託契約について
ク.広域支援ごみ処理料納入
   金（平成１９年５月分）の
   調定決議通知書

施設課

29 H19.6.4

近隣住民に対する説明に関する報告（開発住所：
東村山市恩多町３－２０－１１）

H19.6.15 部分公開 開発番号18-44近隣住民説明
報告書

「個人の印影、説明に伺っ
た個人宅での要望・意見等
の内容」は第６条第２号個
人情報に該当

都市計
画課



30 H19.6.4

平成１８年度情報公開請求の運用状況報告書に記
載されている№６、９、１４、４５、７３、１１１の請求に
対し公開した文書のすべて（栄町の用途地域見直
し、久米川駅北口の都民銀行新築工事に関する文
書）

H19.6.7 部分公開 ア.報告書「栄町の都市基盤整
　 備状況に対応した都市計画
   用途地域の見直しについて
   の懇談会の報告」（出席者
   名簿は除く）
イ.東京都日影による中高層建
   築物の高さの制限に関する
   条例を改正前に戻す要望書
   （回答）
ウ.栄町の都市基盤整備状況
   に対応した都市計画用途
   地域見直しについての懇談
   会議事録
エ.起案「東村山市栄町用途地
   域変更に対する反対の件」
オ.栄町の都市基盤整備状況
   に対応した都市計画用途
   地域の見直しについての
   懇談会（第2回Ｈ18.6.28開
   催）議事録
カ.自治会から市への要望書、
　 嘆願書等
キ.市から事業者への意見照
   会書
ク.事業者から市への回答書、
   意見書等
ケ.開発番号18-46建築物の
　 建築事業計画審査願一式
コ.事業計画審査結果通知書

ウ、カ、キ、クの文書につい
て
「自治会長及び法人の代
表者印影」は第６条第３号
法人情報に該当

ケ、コの文書について
「事業主および測量士の印
影」は第６条第３号法人情
報に該当
「マンション部分の各住居
の間取り」は第６条第７号犯
罪の予防情報に該当

都市計
画課

31 H19.6.11

政策室企画政策課職員（政策室長、政策室次長含
む）が岡崎げんき館に出張した分の普通出張命令
個人カード

H19.6.18 非公開 岡崎げんき館への出張はし
ていないため文書不存在

職員課

32 H19.6.12

平成１８年１２月１１日付で関本正一氏より請求の監
査内容がわかるものすべて

H19.6.22 部分公開 「請求人の印影」は第６条
第２号個人情報に該当 監査委

員事務
局



33 H19.6.12

２００６年度市議会政務調査費支出に関する全ての
書類（添付領収書等含む）

H19.6.22 部分公開 平成１８年度市議会議員政務
調査費に係る下記書類
ア.交付申請書、政務調査費
   受取金融機関届
イ.交付決定通知書
ウ.収支報告書及び添付資料
エ.行政視察に係る依頼文書
   の送付

アの文書について
｢政務調査費受取金融機
関届の口座情報」は第６条
第３号法人情報に該当

ウ、エの文書について
｢市議会議員の携帯電話番
号、お客様カード番号」は
第６条第２号個人情報に該
当 議会事

務局

収支報告
書に添付さ
れた各種領
収書に記
載してある
事業者の
口座情報、
印影につい
ては、Ｈ
14.9.12最
高裁判決
「奈良県食
糧費情報
公開請求
事件」の考
え方にのっ
とり公開し
た。



以下の契約の入札（見積）経過
調書
①中央公民館建物管理業務
委託、中央公民館・富士見文
化ｾﾝﾀｰ巡回監視業務委託、
富士見・萩山文化ｾﾝﾀｰ夜間
警備委託、萩山文化ｾﾝﾀｰ建
物管理業務委託、秋津文化ｾﾝ
ﾀｰ建物管理業務委託、秋津・
廻田文化ｾﾝﾀｰ機械警備業務
委託、富士見文化ｾﾝﾀｰ建物
管理及び清掃業務委託、廻田
文化ｾﾝﾀｰ建物管理業務委託
②市立図書館清掃業務委託、
中央図書館警備業務委託、富
士見図書館建物機械警備委
託
③ふるさと歴史館建物管理業
務委託、機械警備業務委託
④児童館分室空調機整備点
検委託、児童館施設警備委
託、栄町・本町児童館空調設
備保守点検委託、北山児童館
空調設備保守点検委託、秋津
児童館空調設備保守点検委
託、保育園機械警備委託

すべて公
開

①公民
   館
②図書
   館
③ふるさ
   と歴史
   館
④児童
   課
⑤市民
   スポ
   ーツ
   課
⑥庶務
   課
⑦市民
   生活
   課
⑧管理
   課
⑨水道
   課
⑩ごみ
   減量
   推進
   課

任意的申
出
※庁舎等
警備業務
委託、庁舎
等設備保
守管理・営
繕業務委
託、庁舎等
清掃業務
委託、市立
中学校トイ
レ清掃等業
務委託、児
童館建物
管理業務
委託につい
ては平成18
年度に指
名競争入
札をしてお
り、既に情
報コーナー
で入札経
過調書を公
表してい
る。

34 H19.6.15

市内公共施設の平成１９年度清掃、警備、設備保
守、管理運営委託契約の入札経過調書（指定管理
者が契約しているものは除く）

①H19.6.2
8
②H19.6.2
2
③H19.6.2
8
④H19.6.2
2
⑤H19.6.2
8
⑥H19.6.2
0
⑦H19.6.2
6
⑧H19.6.2
1
⑨H19.6.2
1
⑩H19.6.2
8



⑤市民スポーツセンター屋内
プール管理業務委託、市民ス
ポーツセンター管理業務委
託、屋外体育施設環境整備業
務委託、運動公園管理事務所
定期清掃委託、スポーツ関係
事業業務委託
⑥市立小学校機械警備業務
委託、市立中学校機械警備業
務委託、市立小学校トイレ清掃
業務委託
⑦集会所清掃等業務委託、集
会所各種設備保守点検委託
⑧秋水園機械警備、清掃業務
委託、園内整備委託
⑨水道事務所機械警備業務
委託、清掃業務委託
⑩美住リサイクルショップ清掃
業務委託、機械警備委託

35 H19.6.19

・「まちづくり交付金都市再生整備計画の提出に
  ついて（平成16年度）」
・「まちづくり交付金都市再生整備計画（第１回
  変更）の提出について（平成16年度）」
・「まちづくり交付金都市再生整備計画（第２回
  変更）（案）の提出について（平成18年度）」
・「まちづくり交付金都市再生整備計画（第２回
  変更）の本提出について（平成18年度）」

H19.7.2 公開 ・「まちづくり交付金都市再生
整備計画の提出について（平
成16年度）」
・「まちづくり交付金都市再生
整備計画（第１回変更）の提出
について（平成16年度）」
・「まちづくり交付金都市再生
整備計画（第２回変更）（案）の
提出について（平成18年度）」
・「まちづくり交付金都市再生
整備計画（第２回変更）の本提
出について（平成18年度）」

再開発
担当



平成１８年度の下記起案
ア.東村山市商工会に対する
   補助金の交付
イ.東村山市商工会に対する
   補助事業等実績報告書
ウ.商店会活動育成（青空市
   場）事業補助金の交付
   申請（各商店会ごと）
エ.商店会活動育成（青空市
   場）事業補助金の実績
   報告（各商店会ごと）
オ.商店会活動育成（青空市
   場）事業補助金の請求書
   （各商店会ごと）

カ.商店街等活性化推進事
   業に伴う東京都新・元気
   を出せ！商店街事業費
   補助金の交付申請につ
   いて
キ.商店街等活性化推進事
   業に伴う東京都新・元気
   を出せ！商店街事業費
   補助金の交付決定につ
   いて
ク.商店街等活性化推進事
   業補助金実績報告書の
   受理及び交付額の確定
   （各商店街ごと）
ケ.商店街等活性化推進事
   業補助金の請求書
   （各商店街ごと）
コ.商工会補助金、商店会
   育成事業補助金、商店
   街等活性化推進事業
   補助金の支出負担行
   為伺兼決議書（各商店
   街ごと）

36 H19.6.19

２００６年度の東村山市商工会への補助金支出に
関する書類と収支報告書（各地域の商店会のもの
も含む）に関する全ての書類
※街路灯の光熱費及び改修費の補助金に関する
ものは除く

H19.6.29 部分公開

産業振
興課

「商工会及び各商店会の
代表者の印影、口座情報、
利子補給を受けている事業
所名、代表者名、口座番
号、退職金共済事業を利
用している商店の口座情
報」は第６条第３号法人情
報に該当

「アルバイト等の個人の印
影、氏名、住所、電話番
号、個人の給与額がわかる
部分」は第６条第２号個人
情報に該当



37 H19.7.5

平成17年度決算カード作成資料 H19.7.11 公開 平成17年度地方財政状況調
査表 財政課

任意的申
出

38 H19.7.10

障害者手帳を持たない介護保険の要介護認定者
を、税金の障害者控除対象者と認定する場合の基
準を示した文書全部

H19.7.17 公開 ア.起案｢要介護認定者から障
   害者に準ずる証明の発行」
イ.起案｢東村山市障害者控除
   対象者の認定に関する規則
   の制定(障害者に準ずる証
   明書の発行）」

高齢介
護課

39 H19.7.11

西口公益施設について
①庁内における検討経過を示す書類一切（19年度
分）
②公益施設運営検討会に関する書類（会議録を除
く）

H19.7.24 部分公開 下記起案12件
・西口公益施設運営検討会山
武市視察に伴う高速道路使用
料の流用について
・東村山駅西口公益施設運営
検討会先進施設の視察につい
て（通知）
・第7回東村山駅西口公益施
設運営検討会議事録及び要
約版
・さんぶの森元気館の視察
・第８回東村山駅西口公益施
設運営検討会の報告及び議
事録のＨＰ掲載
・石神井公園ピアレスの視察
・第９回東村山駅西口公益施
設運営検討会の報告及び議
事録のＨＰ掲載
・東村山駅西口公益施設運営
検討会における事例研修
・第１０回東村山駅西口公益施
設運営検討会の報告及び議
事録のＨＰ掲載
・東村山駅西口公益施設にお
ける行政窓口コーナーの検討
・東村山駅西口公益施設にお
ける行政窓口コーナーの検討
（第2回）
・平成19年第１回西口公益施
設拡大検討会の報告

「東村山駅西口公益施設
運営検討会の傍聴人名簿
中、氏名、住所」は第６条第
２号個人情報に該当

企画政
策課



40 H19.7.11

中学校修学旅行（３年時）の費用内訳（一例として、
平成１９年度第６中学校の見積り、費用決定までの
経過がわかる書類）

H19.7.20 部分公開 修学旅行見積書（一中、三中、
五中、六中、七中）

「費用決定までの経過がわ
かる書類」は、作成していな
いため文書不存在 指導室

41 H19.7.19

平成１８年度の市指定ごみ収集袋作成業務委託の
契約書

H19.7.26 部分公開 平成１８年度市指定ごみ収集
袋作成業務委託の契約書

「受託業者の代表者印影」
は第６条第３号法人情報に
該当 管理課

任意的申
出

42 H19.8.1

H18.9頃出された
①全生園の胎児標本の埋火葬許可証(三十数体
分）
②同年供養された身体部分の標本について出され
た証明書関係

H19.8.10 非公開 ①死胎埋火葬許可証は、
死産届書からほとんどの事
項を写して作成するため個
人の秘密に関する記載が
多い。また、死産届書は人
口動態統計作成のための
書類であり、統計調査のた
めに集められた個人の秘
密は保護を要する（公開し
てはならない）という統計法
第14条及び第15条の規定
の対象となる。したがって、
統計法で非公開と定められ
ている死産届書とほぼ同じ
内容の死胎埋火葬許可証
は、東村山市情報公開条
例第６条第１号法令秘情報
及び同条第２号個人情報
に該当し非公開。
②の請求文書は市で作
成、取得していないため不
存在。

市民課

任意的申
出

※決定通
知書送付
時に、死産
届書及び
調査票等
の閲覧につ
いて考え方
が書かれた
厚生省通
知を同封し
た。なお、
請求者より
「胎児標本
の存在が判
明して、市
が火葬許
可証を発行
するに至る
経過を文書
でほしい」と
の申出が市
民課にあ
り、経過説
明の文書を
作成して郵
送してい
る。



43 H19.8.6

（仮称）久米川栄町計画新築工事の協定書の写し H19.8.9 部分公開 協定番号19-10の協定書 事業主の印影は第６条第３
号に該当し法人の権利利
益を害するおそれがあるた
め

都市計
画課

44 H19.8.7

淵の森対岸の公有地化に関して経過がわかるすべ
ての書類

H19.8.20 部分公開 ア.陳情書の受理（２起案）
イ.起案「淵の森対岸の緑地
   保全に関する陳情への
   回答について」
ウ.起案「淵の森対岸緑地
   の不動産概算報告書の
   作成依頼について」
エ.起案「答申書の受理に
   ついて」
オ.起案「淵の森対岸緑地
   に関する不動産概算価格
   について」

アの文書について
「陳情者及び関係者の自
宅住所、印影、氏名（陳情
団体の代表者、事務局長
を除く）、電話番号、勤務先
情報」は第６条第２号個人
情報に該当

エの文書について
「答申者の住所、氏名、代
理人の住所、氏名、印影」
は第６条第２号個人情報に
該当

オの文書について
「本人の代表者印影」は第
６条第３号法人情報に該当

みどりと
公園課

45 H19.8.8

①障害手当、難病患者福祉手当について受給継
続要件が見直された経過についての公文書
②見直しについてこれまでに請願や陳情をした市
民や団体があれば、そのときの議事録になる公文
書
③平成17年頃からの両手当の見直しが検討された
会議録や起案書

H19.8.22 部分公開 ア．第１回～第７回障害支援課
　　単独事業検討会の議事報
　　告
イ．H15起案「市単独の障害者
　　福祉関係事業の再構築
　　（伺い） 」
　　H16起案「市単独事業課内
　　検討会 」「東村山市難病
　　患者福祉手当支給条例の
　　一部を改正する条例 」
ウ．平成１７起案「障害者手当
　　制度変更に対する市民
　　からの要望 」

ウの文書について
「面会者の氏名、住所、名
前」は第６条第２号個人情
報に該当

障害支
援課

46 H19.8.16

基準財政需要額総括表の２０００年度から最新年度
のもの

H19.8.23 公開 ｢普通交付税、地方特例交付
金等及び臨時財政対策債発
行可能額算出資料」(平成１２
年度～平成１９年度分）より｢基
準財政需要額総括票」

財政課



47 H19.8.6

請求者の兄に課税されていたすべての税金につい
て
①納付書②支払・滞納の状況、誰がどう支払ったか
がわかるもの
（過去１０年以上）

H19.8.20 非公開 税に関する情報は個人の
秘密に当たり職員は守秘
義務を課されているため(地
方税法第２２条)第６条第１
号法令秘情報に該当
また、特定個人のプライバ
シーにかかわる情報のため
同条第２号個人情報にも該
当

納税課

48 H19.8.17

淵の森対岸地の開発計画もしくは開発申請の書類
（相談記録も含めて）。昨年１１月から現在のもの

都市計
画課

所管課か
ら、まだ相
談も含めて
開発申請
等の書類は
出されてい
ない旨伝え
たところ、本
人申出によ
り取下げ

49 H19.8.17

秋津駅、新秋津駅周辺整備事業について現在の
内容がわかるもの。
秋津駅南口まちづくり研究会について、どういう会
か、メンバー構成、氏名、市との会議録など

H19.8.29 部分公開 ア.秋津風便（創刊号～第５号）
イ.秋津駅南まちづくり推進
   協議会の現在までの経緯
ウ.秋津駅南まちづくり推進
   協議会会員名簿

ア、ウの文書について
「推進協議会の会員名（会
長を除く）、住所、電話番
号」は第６条第２号個人情
報に該当

推進協議会と市との会議録
は作成していないため不存
在。

市街地
整備課

H19.8.30

・指定緑地の所在地、㎡数及び地図（ゼンリン上に
おとしたもの）
・指定されていない１，０００㎡以上の緑地の所在
地、㎡数

H19.9.10 公開 ア.19年度緑地保護区域指定
　 一覧表
イ.緑地保護区域図

みどりと
公園課

部分公開1
件として計
上

非公開 指定されていない１，０００㎡以
上の緑地の所在地、㎡数

公文書は作成していないた
め不存在
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