
平成２１年度第１回東村山市情報公開運営審議会 
 
 
日    時    平成２１年８月２４日（月）  午後７時 ～ 
場    所    市役所 ３階 庁議室 

  会議の公開 有 
 
  ◆ 議  事 
（１）情報公開制度（平成２１年３月～平成２１年６月分）の運用状況報告 
（２）「東村山市附属機関等の会議の公開に関する指針」の施行について 
（３）その他 
   

 
 

以   上 
 



 
 
 

東 村 山 市 情 報 公 開 制 度 等              

運 用 状 況               
（平成２１年３月～平成２１年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２１年８月３日 

                                         



３   情 報 公 開 請 求 件 数 （平成２１年３月１日～平成２１年６月３０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）

文書
不存在

存否応答
拒否

検討中 その他

３月 2 2 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0

４月 7 8 6 2 10 0 6 0 1 0 0
3

（取下げ）

５月 5 6 3 3 7 2 2 0 1 0 0
2

（取下げ）

６月 7 16 14 2 17 7 10 0 0 0 0 0

合計 21 32 25 7 36 10 19 0 2 0 0
5

（取下げ）

比率（%） - 100.0% 78.1% 21.9% 100.0% 27.8% 52.8% 0.0% 5.6% 0.0% 0.0% 13.8%

（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決定したもの。

請  求 （申　出） 件  数  と  決  定　内　容　の  内  訳
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４   情 報 公 開 請 求 の 所 管 別 内 訳 （平成２１年３月１日～平成２１年６月３０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 1 2.8% 市長 資源循環部 施設課 5 13.9%

市長 会計課 1 2.8% ごみ減量推進課  0.0%

秘書課 3 8.3% 都市環境部 道路・交通課 0.0%

経営政策部 広報広聴課 1 2.8% 道路補修課 0.0%

企画政策課 3 8.3% 下水道課 1 2.8%

0.0% 都市計画課 1 2.8%

政策法務課 0.0% 用地･事業課 0.0%

財政課 0.0% みどりと環境課 0.0%

総務部 職員課 0.0% まちづくり推進課 0.0%

人事課 1 2.8% 市街地整備担当  0.0%

総務課 1 2.8% 教育委員会 教育部 庶務課 0.0%

管財課 0.0% 学務課 0.0%

契約課 1 2.8% 指導室 1 2.8%

情報システム課 2 5.5% （学校） 小学校 0.0%

市民部 市民課 0.0% 中学校 0.0%

市民生活課 0.0% 社会教育課 0.0%

国際・男女共同参画課 0.0% 市民スポーツ課 0.0%

課税課 1 2.8% 図書館 0.0%

納税課 0.0% 公民館 0.0%

防災安全課 0.0% ふるさと歴史館 0.0%

産業振興課 0.0% 選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局 1 2.8%

健康福祉部 障害支援課 0.0% 農業委員会 農業委員会事務局 1 2.8%

高齢介護課 2 5.5% 監査委員 監査委員事務局 0.0%

健康課 0.0% 固定資産評価審査委員会 0.0%
生活福祉課 0.0% 36 100.0%
地域福祉推進課 0.0%

保険年金課 0.0%

子ども家庭部子ども総務課 5 13.8%
子育て支援課 0.0%

子ども育成課 4 11.1%

児童課 0.0%

子育てエリア担当 0.0%

合　　　　　計

行政経営課



５　情 報 公 開 請 求 の 状 況

№
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

128
H21.3.3
  (20年度）

団体交渉要旨（平成２０年末） H21.3.12 公開 団体交渉要旨（給与第１回分～第8回
分）

人事課

129
H21.3.26
  (20年度)

容器リサイクルプラスチックごみ
（チューブ、ボトル類）の燃焼実験に
関する資料一切

H21.4.16 部分公開 ボトル・チューブ類の試験焼却につい
て
ア、平成20年度起案№119「ボト
　 　ル・チュ―ブ類の試験焼却実
   　施について」
イ、業務日誌（１号炉運転記録平
   　成２１年１月１５日（木）～１月２
   　３日（金））
ウ、ボトル・チューブ類分別報告書
　　（平成２１年１月）
エ、平成２１年度起案№７「ボト
　 　ル・チューブ類資源焼却に
  　 おける公害測定結果」

イの文書について
「業務日誌の運転管理員
個人の印影」は第６条第２
号個人情報に該当

エの文書について
｢法人の代表者印影」は
第６条第３号法人情報に
該当
「環境計量士個人の印
影」は第６条第２号個人
情報に該当

施設課

4/22まで期間延長。
公開予定の公文書の
うち、測定データの起
案書（件名　ボトル・
チューブ類の試験焼
却における公害測定
結果について）の起案
作成から決裁終了ま
でを含めて上記期間
が見込まれるため。



H21.4.8

平成20年度東村山市児童育成計画
推進部会開催に関する文書の一切の
開示。あわせて、開催当日の部会傍
聴者名簿の開示。

H21.4.30 公開 ア、H20年5月2日№50 起案「平成
　　20年度児童育成計画推進部会
　　第1回開催（通知）」
イ、H20年8月4日№215 起案「平
　　成20年度児童育成計画推進部
　　会第2回開催（通知）」
ウ、H20年12月5日№431 起案「平
　　成20年度児童育成計画推進部
　　会第3回開催（通知）」
エ、H21年3月13日№635起案「平
　　成20年度児童育成計画推進部
　　会第4回開催（通知）」

H21.4.30 部分公開 ア、H20年5月28日開催№189
　　起案「平成20年度第1回児童育
　　成計画推進部会報告」
イ、H20年8月27日開催№257
　　起案「平成20年度第2回児童育
　　成計画推進部会報告」
ウ、H20年12月18日開催№611
　　起案「平成20年度第3回児童育
　　成計画推進部会報告」

アからウの文書について
「委員の印影及び傍聴者
の氏名、住所」は第6条第
2号個人情報に該当

1
子ども総
務課

5/8まで期間延長「会
議録中の非公開部分
の確定に時間を要す
るため」

※部分公開1件と計上



H21.4.16 非公開 平成20年11月30日付の
部分公開決定通知書に
おいて既に公開している
平成20年8月11日付起案
書「第八保育園を守る会
質問書の回答」のほかに
新たな請求に該当する文
書の収受、作成等はして
いないため

子ども育
成課

H21.4.20 部分公開 ア、東村山市立第八保育園指定
　　 管理者選定に伴う談合情報
　　 への対応
イ、談合情報に伴う調査委員会
　　調査結果報告
ウ、談合情報に伴う調査委員会
　　調査結果報告（追加分）

ア、イの文書について
「添付してある内部告発
文書の内特定個人が識
別される恐れがある部分
及び告発者の憶測に基
づく記述であり公にすると
それが真実であるかのよ
うな印象を与え、個人及
び法人の権利利益を害
する恐れがある部分」は
第6条第2号個人情報及
び第3号法人情報に該当

イ、ウの文書について
「職員の休暇理由。事情
徴取調査書のうち、市職
員以外の委員の聴取内
容が特定される部分。特
定の個人名」は第6条第2
号個人情報及び第3号法
人情報に該当

契約課

H21.4.28 部分公開 東村山市立第八保育園の指定管理者
選定に関して「市長へのEメール」で寄
せられた質問・意見・要望の内容と回
答（18件）

「個人の住所、氏名、電
話番号、メールアドレス、
年齢、子どもの年齢など
特定個人が識別できる部
分」は第6条第2号個人情
報に該当

広報広
聴課

5/8まで期間延長「広
報広聴課に寄せられ
る市民からの要望・意
見等は大量にあり、こ
のなかから該当する
文書を確認するのに
時間を要するため」

H21.4.82

東村山市立第八保育園の指定管理
者選定に関する内部告発文書。また
は市民からの投稿文書等の一切



3 H21.4.13

２１年度予算書に出ているごみ焼却
施設延命化事業費874,164,000円の
内工事請負費840,919,000円の詳し
い明細

施設課

4/15　情報コーナー
で公表されている「東
村山市秋水園ごみ焼
却施設延命化計画報
告書」中の請求該当
部分を閲覧・コピーし
たことにより取下げ

4 H21.4.14

保育所入所数、待機数について、過
去5年の4月当初及び年度途中の実
態がわかる書類（認可、認可外）と施
設ごとの内訳がわかる書類

子ども育
成課

4/22　資料提供により
取下げ

5 H21.4.20

市役所全体の水道・ガス・電気・電話
それぞれの月の請求件数。
平成１６年～２０年までの市内各施設
トータルの年間額はいくらになるの
か。水道・ガス・電気・電話それぞれに
ついて

会計課

4/28　資料提供するこ
とになり取下げ

6 H21.4.21

①東村山が平成21年1月1日現在の
「家屋現況図」のための「加除修正・
更新業務」等を民間に委託した際に
かわされた業務委託契約書及び仕様
書
②市の成果品としての「家屋現況図」
③「家屋台帳」の写し
④あるいは家屋番号毎の表形式（地
番、家屋番号、所在、種類、構造、階
数、床面積、建築年月日など）になっ
たもの
※電磁的記録としてあればその複製

H21.4.28 部分公開 東村山市が平成21年1月1日現在の
「家屋現況図」のための「加除修正・更
新業務」等を民間委託した際に交わさ
れ業務委託契約書及び仕様書

「法人の代表者印影」は
第6条第3号法人情報に
該当

②、④の該当文書には、
第6条第1号法令秘情報
（地方税法第22条）に該
当し公にすることができな
い情報が含まれている。
また、第6条第2号個人情
報にも該当するため非公
開
③については他の制度
で写しの交付が可能なた
め、情報公開条例第21条
第1項に該当し条例の適
用外である

課税課

任意的申出



7 H21.4.21

平成18年度と平成21年度に結ばれた
第八保育園との協定に関すること全
て

H21.4.28 部分公開 ア、Ｈ18.3.8付起案№610「市立第八
    保育園指定管理者に関する協定
    書及び年度協定書の締結」
イ、Ｈ21.3.5付起案№915「指定管理
    者・社会福祉法人ユーカリ福祉会
    との基本協定に関する事前協議
    報告及び締結について（伺い）」

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

イの文書について
「法人からの要望欄の一
部」は第6条第3号法人情
報に該当

子ども育
成課

8 H21.4.22

平成21年度の高齢介護課における緊
急通報システム民間事業プレゼン
テーション資料と選定に関する資料

H21.5.20 部分公開 H21.2.24付起案№2103「東村山市に
おける民間緊通実施方式」

「2位以下の事業社名が
明らかになる部分及び事
業者のノウハウに関する
部分（見積書の詳細内容
及びプレゼン資料）」は第
6号第3号法人情報に該
当

「見積書中の社員の印
影」は第6条第2号個人情
報に該当

高齢介
護課

任意的申出

5/21まで期間延長「プ
レゼンテーションに参
加した各社の法人情
報が含まれており、非
公開部分の確定に時
間を要するため」

9 H21.5.8

ＩＴコーディネーターの導入検討につ
いてのすべて

H21.5.21 非公開 ITコーディネーターに関
する公文書は現状におい
て検討していないため作
成しておらず不存在 情報シス

テム課

ITコーディネーターと
はITと企業経営両方
の知識を持ち経営者
の経営戦略を実現す
るIT化支援サービスを
行う専門家のこと

10 H21.5.11

2008年度以降に出された法令通達解
釈等で介護給付に影響を及ぼす書
類（「２０東保高収第337号の２」以降
の書類）

H21.5.20 公開 ア、Ｈ20.8.25付厚生労働省老健局
　　振興課からの事務連絡「同居
　　家族等がいる場合における訪問
　　介護サービス等の生活援助等
　　の取扱いについて」
イ、Ｈ21.3.31付東京都福祉保健局
　　からの事務連絡「訪問介護員
　　による散歩の同行について」

高齢介
護課

アの付属資料として
「訪問介護・ケアマネ
ジメントツール～生活
援助の考え方～【川
崎版】」を情報提供し
た。



11 H21.5.19

議会で最も議員数が多い会派（複数
ある場合は五十音順の先となる会派）
の２００８年１月に支出された政務調査
費の使途、支払い先、支出金額等支
出内容がわかる文書及び領収書等支
払い先の発行した文書

H21.5.27 公開 ア、平成１９年度・政務調査費出納簿
　　（自民党・自治クラブ）
イ、議員用インターネット使用料領収
    書（12月分・1月分）
ウ、議員コピー機使用料請求書兼
    領収書

議会事
務局

任意的申出

秘書課

任意的申出

5/26　東村山市ホー
ムページ「市長のペー
ジ」で市長交際費を公
表している旨請求者
に説明したところ取下
げ

H21.5.28 部分公開 ア、予定価格の決定について（件名：
　　 コピー用再生紙購入20年3月18
　　 日決定）
イ、見積経過報告書（件名：コピー用
　　 再生紙購入20年3月26日報告）

アの文書について
「設計額及び予定価格」
は第6条第6号行政運営
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

総務課

任意的申出

13 H21.5.21

①リサイクルセンターについて20年度
末付で発行されている報告書（概要
版及び正式版）とそれに関わる書類
②リサイクルセンター建設を決定した
際の書類

施設課

6/3　6月議会の環境
建設委員会で報告
後、請求者に①の報
告書を情報提供する
と説明したところ、①
②合わせて取下げ

12 H21.5.20

（１）2008.8～10月に支出した首長交
際費に関する支出金調書、現金出納
簿またはこれに類する文書
（２）2008.1～12月に入札が行われ
た、A4コピー用紙の購入契約につい
て、予定価格と入札価格、落札価格
のわかるもの（本庁契約分　複数の部
局で契約していればいずれか1部局
対象）



14 H21.5.25

東村山市野口町４－●ー●所在の●
●氏所有地の道路位置指定に伴う汚
水排水工事に関して市所管課に提出
された許可申請に関する書類の全部

H21.6.8 部分公開 ア、公共下水道施工承認・接続申請
    書
イ、公共下水道施工承認・接続許可
    書

アの文書について
「申請者の印影と施工業
者の携帯電話番号」は第
6条第2号個人情報に該
当

「道路位置指定申請図内
の申請者と承諾者の印影
及び承諾年月日」は第6
条第2号個人情報に該当

「土地家屋調査士の印
影」は第6条第3号法人情
報に該当

下水道
課

15 H21.6.1

｢待機児対策庁内検討会」に関するも
の全て

H21.6.10 公開 ア、H21.№35報告書「待機児対策庁
　　内検討部会」
イ、H21.№137報告書「待機児対策庁
　　内検討部会(第2回・第3回）」

こども育
成課

16 H21.6.1

「（仮称）いのちとこころの人権の森宣
言」に関するものすべて。
多磨全生園100周年にあわせて、市と
して行なうとしている企画など検討事
項に関するものすべて。

H21.6.15 部分公開 ア、（仮称）いのちとこころの人権の森
    宣言起草委員会設置要領につい
    て
イ、第1回「仮称いのちとこころの
　　人権の森宣言」起草委員会報告文
    書
ウ、第2回「仮称いのちとこころの
　　人権の森宣言」起草委員会報告文
    書
エ、平成20年度第11回、16回経営会
     議報告（要旨）※抜粋

アの文書について
「起草委員名簿（職員除
く）の氏名及び役職」は第
6条第2号個人情報に該
当

イ、ウの文書について
「起草委員（職員除く）の
氏名及び役職」は第6条
第2号個人情報に該当

企画政
策課



17 H21.6.3

「ころころの森」における白梅学園との
委託契約に関する文書すべて
また、「ころころの森」の運営に携わっ
ているNPOに関するものすべて

H21.6.16 部分公開 ア、H20年度起案№84「子育て総合
　　支援センタ－準備室会議録」
イ、H20年度起案№179「子育て総合
　　支援センタ－準備室会議録」
ウ、H20年度起案№266「子育て総合
　　支援センタ－準備室会議録」
エ、H20年度起案№366「子育て総合
　　支援センタ－準備室会議録(7月）
オ、H20年度起案№1039「子育て総
    合支援センタ－準備室会議録
    （8月9月）」
カ、H20年度起案№862「（仮称）子育
　　て総合支援センター運営業務委
    託」（執行伺）」
キ、H20年度起案№518「子育て総合
　　支援センター運営業務委託」
　　（執行伺変更）」
ク、H20年度起案№967「子育て総合
　　支援センター運営業務委託」
　　（執行伺）」

カ、キ、クの文書について
「代表者の印影」は第6条
第3号法人情報に該当
「執行伺額、消費税、支
払い内訳額、設計額、予
定価格」は第6条第6号エ
行政情報に該当

子ども総
務課



18 H21.6.3

平成１７年度から現在までの情報化推
進委員会に関するものすべて

H21.6.16 部分公開 ア、・平成17年度第1回～4回東村山
      市情報化推進委員会の開催起
      案
　　・平成18年度第1回～4回東村山
      市情報化推進委員会の開催起
      案
　　・平成19年度第1回～3回東村山
      市情報化推進委員会の開催起
      案
　　・平成20年度第1回～3回東村山
      市情報化推進委員会の開催起
      案
イ、・平成17年度第1回～4回情報化
      推進委員会報告
　　・平成18年度第1回～4回情報化
      推進委員会報告
　　・平成19年度第1回～3回情報化
      推進委員会報告
　　・平成20年度第1回～3回情報化
      推進委員会報告

ア、イの文書について
「市のセキュリティ、システ
ム導入予算設計、人事に
関すること及び市職員の
個人メールアドレスの一
部」は第6条第6号行政運
営情報に該当

情報シス
テム課

19 H21.6.3

平成２０年６月以降の、図書館の指定
管理者制度導入検討に関するものす
べて

H21.6.15 部分公開 ア、平成20年度第1回東村山市行財
     政改革推進本部開催文書
イ、平成20年度第2回東村山市行財
     政改革推進本部開催文書

ア、イの文書について
「理事者コメント・意見、理
事者の方針の一部」は第
6条第6号行政情報エに
該当

企画政
策課



20 H21.6.5

①最近（４～５年）秋水園のダイオキシ
ン＆重金属（排ガス中の重金属を含
む）＆大気汚染物質の測定結果及び
測定仕様、契約書
②秋水園のごみの（可燃、不燃、その
他）処理量の推移(遡れる範囲）
③焼却炉（現行）の契約、仕様書。建
設契約に当たっての性能等について
の契約、仕様書
④焼却炉の延命化事業に当たっての
延命化の根拠他一切

H21.6.18 部分公開 ア、平成１７～２０年度ごみ処理関係
    測定調査委託契約書、仕様書、ご
     み質分析結果（乾ベース・湿ベー
     ス）
イ、平成１７～２０年度ごみ焼却施設ダ
　　イオキシン類測定調査委託契約書
    鏡、仕様書、測定結果（ダイオキシ
     ン及びその他ガス組成）
ウ、平成１２･１３年度ごみ焼却施設延
     命化・ダイオキシン対策工事契約
     書鏡、約款、特記仕様書
エ、昭和５６年度東村山市ごみ焼却処
     理施設建設工事契約仕様書
オ、平成１９年度秋水園施設整備のあ
      り方について（報告）
カ、東村山市秋水園ごみ焼却施設延
     命化計画報告書

ア、イ、ウ、エの文書につ
いて
「法人の代表者の印影」
は第６条３号の法人情報
に該当

施設課

21 H21.6.10

東村山駅西口地下駐輪場開設に関
連する使用料審議会の諮問、答申、
会議録

H21.6.12 公開 ア、平成20年度第1回東村山市使用
     料等審議会開催に係る諮問につ
     いて
イ、平成20年度第1回東村山市使用
    料等審議会の開催について（報
    告）
ウ、「東村山市有料自転車等駐輪場
    使用料」の答申について

企画政
策課

イの文書中
委員会名簿は不要と
請求者に確認済

22 H21.6.12

平成19年4月10日決定の選挙人登録
調査請求に関する書類一切（対象
者：●●、申立人：●●他）

H21.6.23 部分公開 ア、選挙人名簿に関する調査及び登
     録抹消請求書、追加提出資料
イ、選挙人名簿に関する調査及び登
     録抹消請求の結果通知について
ウ、選挙管理委員会会議録
エ、実態調査のまとめ（１）（２）（３）・事
    情聴取のまとめ

全ての書類中、「氏名・住
所・電話番号・その他特
定個人を識別できる部分
（情報公開請求者本人と
家族を除く）」は第6条2号
個人情報に該当

選挙管
理委員
会



23 H21.6.12

秋水園焼却炉環境測定調査の結果
（20年度分）（排ガス以外について）

H21.6.25 部分公開 秋水園焼却炉環境測定調査の結果
（２０年度分）（排ガス以外について）
ア、濃度計量証明書
イ、分析結果報告書

アの文書について
「法人の代表者及び環境
測量士の印影」は第6条3
号法人情報に該当

イの文書について
「承認、確認、作成欄の
担当者印」は第6条2号個
人情報に該当

施設課

24 H21.6.17

平成20年12月26日に開催された「東
村山市立中学生徒会サミット」の内容
とこれに関する文書すべて

H21.6.30 公開 ア、「東村山市立中学校生徒会サミッ
     ト」の開催について（通知）20年
     12月9日
イ、「東村山市立中学校生徒会サミッ
     ト」における分科会協議について
     20年12月26日
ウ、分科会記録（5枚）20年12月26日
エ、「市民の集い」第二部発表原稿
　　 21年2月1日

指導室

職員のメールアドレス
及び分科会の記録者
氏名（生徒名）につい
ては必要なしと請求者
に確認済

25 H21.6.19

「ころころの森」の運営に携わっている
NPOの一つが脱退した事に関する文
書すべて

H21.6.25 公開 ア、20年度起案№786「子育て総合支
　　援センター実績報告書の提出（12
    月分）」
イ、20年度起案№906「くつろぎ事業変
　　更に伴う報告書について」
ウ、20年度起案№959「子育て総合支
　　援センター事業実施報告書（２月
　　分）」

子ども総
務課

26 H21.6.29

「東村山市しあわせ大使」に関するも
のすべて

H21.7.13 公開 ア、21年度起案№91「（仮称）東村山
　　しあわせ大使の就任要請につい
    て」
イ、21年度起案№62「東村山しあわせ
　　大使に関する要綱」の制定

秘書課



公開 ア、平成17年度児童育成計画推進部
     会内の作業部会 Aグループワー
     キング会議報告（第1回～7回分）
イ、平成17年度児童育成計画推進部
     会内の作業部会 Bグループワー
     キング会議報告（第1回～7回分）
ウ、平成19年度児童育成計画推進部
     会内の未就学児童関連作業部会
     報告（第1回～6回分）

27 H21.6.29

H21.7.13「児童育成計画推進部会」の平成１７
年度からの会議録。また、作業部会な
ど関連するものすべて

アの文書について
第1回会議録は作業中心
の内容だったため作成し
ておらず不存在により非
公開

イの文書について
「発言者委員氏名、委員
の印影、傍聴者氏名住
所」は第6条第2号個人情
報に該当

ウの文書について
「資料中の委員氏名」は
第6条第2号個人情報に
該当

エの文書について
「発言委員氏名」は第6条
第2号個人情報に該当

オの文書について
第2回～7回報告書は作
業中心の内容だったため
作成しておらず不存在の
ため非公開

カの文書について
「発言者委員氏名、資料

部分公開 ア、平成17年度児童育成計画推進部
     会内の作業部会 Cグループワー
     キング会議報告（第2回～7回分）
イ、平成17年度児童育成計画推進部
     会報告（第1回～5回分）
ウ、平成18年度児童育成計画推進部
     会内の作業部会　ひろば事業・情
     報誌等部会報告 （第1回～7回分）
エ、平成18年度児童育成計画推進部
     会内の作業部会 保育サービスの
     充実部会報告（第1回～9回分）
オ、平成18年度児童育成計画推進部
     会内の作業部会 放課後児童対策
     部会報告（第1回・8回分）
カ、平成18年度児童育成計画推進部
     会報告（第1回～5回分）
キ、平成19年度児童育成計画推進部
     会内の作業部会 円卓会議関連部
     会報告（第1回～4回分）
ク、平成19年度児童育成計画推進部
     会内の作業部会 保育関連部会
　　 報告（第1回～2回・4回～6回分）
ケ、平成19年度児童育成計画推進部
     会内の作業部会 放課後児童対策
     部会報告（第1回・4回～6回分）
コ、平成19年度児童育成計画推進部
     会報告（第1回～4回分）
サ、平成20年度児童育成計画推進部
     会報告（第1回～4回分）

子ども総
務課

※部分公開1件で計
上



中の委員氏名、委員の印
影、傍聴者の住所氏名」
は第6条第2号個人情報
に該当

キ、クの文書について
「発言委員氏名」は第6条
第2号個人情報に該当

ケの文書について
第2回・第3回報告書は作
業中心の内容だったため
作成しておらず不存在の
ため非公開

コ、サの文書について
「発言者委員氏名、委員
の印影、傍聴者氏名住
所」は第6条第2号個人情
報に該当



公開 平成20年12月25日全員協議会開催通
知文、日程、「生産緑地買取申し出に
伴う農業委員会の斡旋について」の協
議記録及び資料

農業委
員会

部分公開 ア、20年度起案№205「生産緑地買取
　　申出」のうち　かがみ、生産緑地買
　　取申出不動産概要書
イ、20年度起案№215「生産緑地の買
　　取（照会）」
ウ、20財財総緑第158号「生産緑地の
　　買取希望について（回答）

ア、イの文書について
「個人の資産を特定でき
る情報」は第6条2号個人
情報に該当

生産緑地地区買取有無
の決定議事録は起案文
書協議をもって決定して
おり会議は開いていない
ため不存在

宅地開発及び建築物の
建築に関する指導要綱
に基づく協議の議事録、
相談カードなどは宅地開
発に該当しないため不存
在

都市計
画課

アの文書について
請求者に必要なもの
を確認したところ、起
案全てでなく公開した
文書のみ必要とのこと

29 H21.6.30

平成２１年２月の市長の行動予定がわ
かる文書（公務日誌などを含む）

H21.7.13 公開 平成20年度2月　市長日程表

秘書課

任意的申出

30 H21.6.30

東村山市が　学校法人　白梅学園に
委託した
「ころころの森」に係る委託契約書

H21.7.9 部分公開 ア、平成20年度契約書「（仮称）子育
     て総合支援センター運営業務委
     託」
イ、｢平成20年度委託変更協議書」
ウ、平成21年度契約書「子育て総合
     支援センター運営業務委託」

ア、イ、ウ、エの文書につ
いて
「法人の代表者の印影」
は第６条３号の法人情報
に該当

子ども総
務課

任意的申出

28 H21.6.30

諏訪町３－●ー●の田んぼが宅地に
なった経緯のわかる文書
２００８年１１月４日地主から買い取り申
請が出され、１１月１８日に市が判断し
たときの議事録
１１月２５日東京都に買い取りを照会し
たときの文書または議事録
１１月２８日都から市へ回答した文書
または議事録
１１月２９日頃本件についての農業委
員会の議事録
当地、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基づく協
議の議事録、相談カード
事前協議の議事録、協議報告書、着
手届、審査願、添付書類

H21.7.13


