
 

 

 

東村 山市情報公開 制度等              

運 用 状 況               

（ 令和３年２月～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  令和３年９月２９日 

                                         



１   情 報 公 開 請 求 件 数 （令和３年２月１日～８月３１日）

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

（注３）
非公開
（注４）

文書
不存在

存否応答
拒否

却下
(注５）

検討中
(注６） その他

２月 5 5 4 1 6 1 5

３月 9 6 5 1 7 7

４月 13 5 3 2 5 1 2 2

５月 14 2 1 1 3 2 1

６月 21 7 2 5 17 11 6

７月 25 6 5 1 18 5 13

８月 32 12 8 4 14 7 7

合計 - 43 28 15 70 27 41 0 0 0 2 0 0

比率（%） - 100% 65.1% 34.9% 38.6% 58.6% 0.0% 0.0% 0.0% 2.9% 0.0% 0.0%

※各項目の比率は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100.0とはならない。
（注１）　義務的請求とは、条例第５条に定めるものからの公開請求である。
（注２）　任意的申出とは、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、その一部が条例第６条各号に該当し非公開となるなど、請求(申出)内容を完全に満たす決定ではないもの。
　　　　　※一の決定に、全部を公開とする文書と、全部を非公開とする文書(もしくは請求(申出)内容に対応する公文書が廃棄済み等の理由により不存在)が混在する
　　　　　　 場合もこちらに計上
（注４）　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、その全てを非公開としたもの。
（注５）　請求の要件を満たしていないため却下としたもの。
（注６）　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
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２   情 報 公 開 請 求 の 所 管 別 内 訳 （令和３年２月１日～８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 1.4% 市長 地域創生部 産業振興課 1 1.4%

市長
会計課

経営政策部 秘書広報課 シティセールス課

企画政策課 3 4.3% 市民スポーツ課 4 5.7%

経営改革課 防災安全部 防災防犯課 2 2.9%

公共施設マネジメント課 2 2.9% 環境資源循環
部

廃棄物総務課

財政課 ごみ減量推進課

情報政策課 施設課

総務部 総務課 1 1.4% 秋水園施設整備課  1 1.4%

人事課 1 1.4% 環境保全課 5 7.1%

営繕課 まちづくり部 都市計画・住宅課 1 1.4%

契約課 1 1.4% まちづくり推進課

法務課 交通課 2 2.9%

行政不服審査制度担当主幹 市街地整備課 1 1.4%

市民部 市民課 用地課

市民協働課 みどりと公園課 4 5.7%

市民相談・交流課 道路河川課 6 8.6%

課税課 2 2.9% 下水道課  1 1.4%

収納課 教育委員会 教育部 教育政策課 1 1.4%

健康福祉部 地域福祉推進課 学務課 1 1.4%

生活福祉課 1 1.4% 指導課 6 8.6%

介護保険課 （学校） 小学校
障害支援課 中学校
健康増進課 6 8.6% 社会教育課 3 4.3%

保険年金課 図書館

自立相談課 公民館 2 2.9%

子ども家庭部 子ども政策課 1 1.4% ふるさと歴史館 1 1.4%

子ども保健・給付課 1 1.4% 子ども・教育支援課 3 4.3%

地域子育て課 1 1.4% 選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局

保育幼稚園課 1 1.4% 農業委員会 農業委員会事務局

児童課 2 2.9% 監査委員 監査委員事務局

子ども家庭支援センター 1 1.4% 固定資産評価審査委員会

70 100%

所     管     名 所      管       名

東京2020オリンピック・パラリン
ピック推進課

※所管別の比率は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはならない。 合　　　　　計
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 ３-１　情 報 公 開 請 求 の 状 況（令和３年２月１日～３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

52

R3.2.5 「コロナ禍における事業者実態調
査」に関する以下の書類
1、調査にあたって事業者に送付
　　した書類一式
2、対象事業者・対象者数がわか
　　るもの
3、事業者実態調査の起案書一式

R3.2.16 公開 R2年度No.1451起案書「市内事業者
実態調査票の送付」

産業振興
課

53

R3.2.9 1、東村山市スポーツセンター指定
　　管理者提案書
2、東村山市サンパルネ指定管理
　　者提案書

R3.2.24 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(H28年度選定時のもの)

「指定管理者と取引関係にある法
人の名称及び当該法人が特定で
きる写真」は、指定管理者の業務
上の秘密・ノウハウに当たり、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・アルバイト及び施設利用者の
氏名、顔の判別できる写真」は、特
定の個人を識別することができる情
報であるため、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
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№
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

R3.4.7 部分公開 東村山駅西口公益施設市民ステー
ション「サンパルネ」指定管理者が提
出した以下の文書(いずれもR2年度選
定時のもの)
ア、事業計画書(様式2)
イ、指定管理料
ウ、収支計算書

「指定管理者の社員・講演会講習
会講師・施設利用者の氏名及び顔
の判別できる写真、指定管理者社
員が有する資格」は、特定の個人
を識別することができる情報である
ため、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にある法
人の名称、有資格者の人数、東京
ドームグループのアルバイト数、
バックアップ体制、職員研修計画」
は、指定管理者の内部管理情報及
び事業ノウハウに該当し、公開する
と当該指定管理者の事業運営上の
利益を損なうおそれがあるため、条
例第6条第3号に該当し非公開。

健康増進
課

※非公開情報の検討
を行うにあたり指定管
理者に照会を行う時間
を要するため、R3.4.9
まで決定期間を延長。
R3.4.7左欄のとおり部
分公開と決定

54

R3.2.12 自動車保険(任意保険、共済含む。
自賠責除く。)の証券の写し

R3.2.17 部分公開 ア、自動車損害共済委託申込承認
　　証(総合契約)
イ、自動車損害共済委託申込承認明
　　細書(総合契約)

アについて、「契約の相手方である
法人の代表者印影」は、不正利用
等、当該法人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。

総務課 ※任意的申出

55

R3.2.18 1人会派が結成できなくなったことが
解かる全過程及び関連する記録
(不存在も含む)の全ての記録

R3.2.19 部分公開 ア、議会運営委員協議会レジュメ
　　（第4条に係る7/8、10/19、11/2
　　7、12/11開催分）
イ、議会事務局手持ち資料（集計
　　結果）

※イの文書は、立川市より提供を受
　けた、立川市が令和元年度に実施
　した26市の議会事務局に対する調
　査の回答をとりまとめた文書のうち、
　議会運営委員協議会における事
　務局手持ち資料として関係部分を
　抜粋し作成した文書

「議会運営協議会の会議録」は、議
会運営協議会が非公式な会議で
あり、会議録を作成しておらず、
よって文書不存在。

議会事務
局

※本件は、請求者から
議会事務局は、市情
報公開条例を軽視ある
いは理解していないと
指摘されたものであ
る。請求者は同じ請求
内容で2回請求し、同
様に3回目の請求も求
められた。3回目は議
会事務局が、1回目と2
回目の請求では公開
しなかった公文書を追
加公開するというもの
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№
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

だったが、請求者は立
川市から既に当該文
書を入手しており、請
求者は3回目の請求を
拒否した。尚、詳細な
経過は以下のとおり。

①R3.2.3、左記「請求
公文書の名称又は内
容」欄のとおり請求を
受理。R3.2.15、実施機
関より左記「公開した
文書名」の文書のう
ち、アのみを公開し、
決定内容は全部公開
との決定を行う。
後日、請求者へ決定
通知書及び公開文書
をお渡ししたところ、請
求者より「請求内容に
（不存在も含む）と記載
しているにも関わらず、
議会運営委員協議会
の会議録が無いことに
言及していない点」「議
会運営委員協議会に
おいて事務局側手持
ち資料があるにも関わ
らず、当該資料を公開
していない点」

についてご指摘をいた
だく。請求者了承のも
と、請求及び決定を取
消、同日付で同内容の
請求をいただき、決定
内容の見直しを行うこ
ととした。

5



№
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を受け、実施機関
にて再考し、ご指摘の
とおり、①の決定に左
記「公開した文書名」イ
の文書を加え、会議録
が非公開の件につい
て左記「部分公開又は
非公開とした部分と理
由」欄のとおりとする部
分公開の決定を
R3.2.19付で行い、
R3.3.2請求者へ公開。
③R3.4.9請求者より、
左記「公開した文書
名」イの文書につい
て、当該調査回答結果
は請求内容に含まれる
公文書であること、公
文書全体から一部分
のみの公開は恣意的
な抜粋であるとのご指
摘。ご指摘を受け、実
施機関において再度
請求及び決定内容の
見直しを行い、ご指摘
を真摯に受け、公文書
を追加公開をすること
とし、３度目の請求のご
依頼を予定していた
が、

請求者は追加公開予
定文書を既に立川市
から入手していることか
ら、３度目の請求は拒
否された。
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№
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

※本請求内容に係る
以下の文書は、市ホー
ムページにて確認でき
ることから、情報提供を
行った。
Ⅰ．議会基本条例検
証結果（平成28年度、
30年度、令和2年度）
Ⅱ．陳情書（議会基本
条例第4条第1項等の
改正を求める陳情）
Ⅲ．議会運営委員会
記録（Ⅱの陳情審査
7/16）
Ⅳ．9月定例会会議録
（Ⅱの陳情審議
8/28）
Ⅴ．議会運営委員会
記録（基本条例検証終
了　9/11）

Ⅵ．議事日程（令和2
年12月定例会当初日
程、追加日程）
Ⅶ．議員提出議案第4
号（議会基本条例の一
部を改正する条例）
Ⅷ．議員提出議案第5
号（議会基本条例の一
部を改正する条例）
Ⅸ．「議員提出議案第
4号東村山市議会基本
条例の一部を改正す
る条例」に対する附帯
決議

7



№
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

56

R3.2.24 久米川テニスコート賃貸借契約書 R3.3.4 部分公開 土地賃貸借契約書(久米川庭球場用
地)

「賃貸人の印影」は、個人に関する
情報であって、公開することにより
個人の権利利益を害するおそれが
あるため、条例第6条第2号に該当
し非公開。

市民ス
ポーツ課

※公開した文書中「賃
貸人の氏名及び住所」
は、不動産登記法上
何人でも閲覧すること
ができるとされている情
報であり、条例第6条
第2号ただし書アに該
当するため、公開とし
た。

57

R3.3.1 2019年度・20年度の東村山市立小
中学校修学旅行及び移動教室に
関する入札・契約に関する一切の
資料

R3.3.26 部分公開 ア、旅行代金の詳細な内訳が分かる
　　文書(見積書、旅行代金内訳書
　　等)
イ、旅行の申込みなどに関する文書
　　(旅行条件書、旅行申込書等)

｢法人担当者の氏名｣は､特定の個
人を識別できる情報のため､条例第
6条第2号個人情報に該当し非公
開｡

 ｢法人代表者の印影｣は、公開する
と印影の偽造､不正使用等法人の
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｡

 ｢法人の振込金融機関名､支店名､
預金種類､口座番号｣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｡

「市立小学校15校中6校、市立中
学校7校中1校のH31年度分移動
教室に係る旅行代金の詳細な内訳
が分かる文書」は､事業が終了し､
旅行代金の支払い､保護者への会
計報告の終了をもって業務上必要
なく学校において保管していない
ため文書不存在｡

指導室 ※請求のあった公文
書は、各小中学校が保
管しており、公開する
公文書のとりまとめに
時間を要し、諾否の決
定を14日以内に完了
することが困難である
ため、R3.3.26まで決定
期間を延長。R3.3.26
左欄のとおり部分公開
と決定

8



№
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

「市立小学校15校全校、市立中学
校7校中4校のR2年度移動教室に
係る旅行代金の詳細な内訳が分か
る文書」は､新型コロナウイルス感染
拡大防止のため移動教室を中止し
ており､旅行会社から発行を受けて
おらず､よって学校において保有し
ていないため文書不存在

「市立小学校15校中14校、市立中
学校7校中4校のH31年度移動教
室」
「市立小学校15校中13校、市立中
学校7校中4校のR2年度移動教室」
「市立中学校7校中3校のH31年度
修学旅行」
「市立中学校7校中1校のR2年度修
学旅行」
上記に係る旅行の申込みなどに関
する文書は、例年同様の教育内容
を実施することが必要であることか
ら旅行会社に直接電話による申込
みを口頭でおこなっていることや､
新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため中止しており発行を受け
ていないこと､事業が終了し､旅行
代金の支払い､保護者への会計報
告の終了をもって業務上必要ない
等の理由により､
学校において当該文書を保有して
おらず､よって文書不存在｡

「平成31年度及び令和2年度の東
村山市立小中学校修学旅行及び
移動教室の入札に関する資料」は､
入札を行っておらず当該資料を作
成していないため､文書不存在｡

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

58

R3.3.4 R2年度東村山市包括施設管理委
託に係る公募型プロポーザルにつ
いて優先交渉権者の提出した企画
提案書

R3.3.18 部分公開 東村山市包括施設管理委託企画提
案書

「提案事業者の事業ノウハウに該
当する部分」は、包括施設管理委
託の公募型プロポーザルでは、通
常のプロポーザルのように市が応
募事業者へ業務仕様書を示すこと
はせず、各事業者の自由な発案に
よる企画提案書を募集した。このた
め、提出された企画提案書はその
ほとんどに事業者独自の提案の構
成、企画内容、考え方が示されて
おり、デザインも含めて事業者のノ
ウハウに該当する。公開すると同業
他社に模倣され事業運営上の利
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。

資産マネ
ジメント課
※公共施
設マネジ
メント課
へ計上

※任意的申出

59

R3.3.12 つばさ保育園、八国山保育園及び
れんげ萩山保育園の運営・開設に
際し、定員をどのように取り決めた
か分かる資料

R3.4.16 部分公開 H27年度No.1092起案書「子ども・子育
て支援法第32条第1項に基づくつばさ
保育園の利用定員の変更申請の受理
及び、同条第3項に基づく東京都への
協議書の提出」のうち次の文書
ア、H28.2.29付「特定教育・保育施設
　　利用定員変更申請書」

H23年度No.932起案書「八国山保育
園の設置認可申請（伺）」のうち次の
文書
イ、H24.2.16付23東子発第371号「児
　　童福祉施設設置認可申請書の提
　　出について」
ウ、H24.2.15付「児童福祉施設設置
　　認可申請書」

アについて
「法人代表者の生年月日」は、個人
に関する情報であって、特定の個
人を識別することができるものであ
るため、条例第6条第2号個人情報
に該当し非公開。

ア及びウについて
「申請者である法人代表者の印影」
は、公開すると印影の偽造、不正
使用など事業運営上の利益その他
社会的地位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。

れんげ萩山保育園にかかる文書に
ついて、保育園の認可申請に関す
る書類は、保育園が所在する市町
村を介して都道府県へ提出するこ
ととされており、当該保育園は小平
市に所在するところ、市において該
当文書の保存をしておらず、よって
文書不存在。

子ども政
策課

※該当文書の作成年
度が古く、また、複数
の施設に関する請求
であることから請求に
係る文書の特定や事
務手続き、決裁を通常
の期日に完了させるこ
とが困難なため、
R3.4.16まで決定期間
を延長。R3.4.16左欄
のとおり部分公開と決
定

※「公開した文書名」
欄にある2つの起案文
書は、ア～ウまでの文
書の他、複数の文書で
構成されている。請求
者に対してはその旨事
前に説明のうえ、その
中から請求内容を満た
すページを抜粋し、公
開することで了承を得
ている。
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№
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

60

R3.3.25 富士見町1丁目第一仲よし広場を
えさ場として登録しているすべての
団体の以下の文書
１、東村山市地域猫活動団体登録
　　申請書
2、東村山市地域猫活動団体補助
　　金交付申請書ならびに添付さ
　　れた領収書等の支払いが済ん
　　でいることを証するもの
3、東村山市地域猫活動団体補助
　　金請求書
4、東村山市地域猫活動団体活動
　　報告書

R3.4.7 部分公開 ア、R2.3.15付「東村山市地域猫活
　　動団体登録申請書」
イ、R3.1.13付「東村山市地域猫活
　　動団体補助金交付申請書」及び
　　「領収書」
ウ、R3.1.20付「東村山市地域猫活
　　動団体補助金請求書」
エ、R3.3.12付「東村山市地域猫活
　　動団体活動報告書」

ア、イの文書について
代表者の住所及び電話番号
アの文書について
構成員の氏名（代表者の氏名を除
く。）、住所及び電話番号
ア～エの文書について
代表者の印影
ウの文書について
代表者の住所及び振込口座（金融
機関名、預金種別及び口座番号）
↑
個人に関する情報であって、公に
することにより、個人の権利利益を
害するおそれがあるため、条例第6
条第2号個人情報に該当し非公
開。

環境・住
宅課
※環境保
全課へ計
上

61

R3.3.26 市長への手紙対応手順書 R3.4.8 部分公開 市長への手紙(ファクス・Eメール)対応
手順書

「個人メールアドレス」は、個人に関
する情報であって、特定の個人を
識別できるものであるため、条例第
6条第2号個人情報に該当し非公
開。

秘書広報
課

62

R3.3.30 富士見文化センター、富士見憩い
の家、久米川憩いの家、萩山憩い
の家の防火管理者選任届出書(現
在防火管理者に選任されている職
員を選任する際に届け出たもの)

R3.4.13 部分公開 H30年度No.602起案書「萩山憩いの
家防火管理者の選任の届出」

「防火管理者の生年月日及び自宅
住所」は、条例第6条第2号個人情
報に該当し非公開。

「久米川憩いの家の防火管理者選
任(解任)届出書」は、消防法上防
火管理者を必要としないため、選
任しておらず文書不存在。

健康増進
課

R3.4.8 部分公開 R1年度No.55起案書「富士見文化セ
ンター防火管理者選任（解任）届の提
出(伺い)」

「防火管理者の生年月日及び自宅
住所」は、条例第6条第2号個人情
報に該当し非公開。

公民館
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 ３－２　情 報 公 開 請 求 の 状 況（令和３年４月１日～８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

1

R3.4.2 市内小中学校全校(22校)の危機管
理対応マニュアル(最新のもの)

R3.5.6 部分公開 危機管理対応マニュアル（市立小中学
校22校分）

「不審者が学校敷地内又
は学校内に侵入した際
の、教職員が児童・生徒
を守るためにとる具体的
な対応の内容や使用する
用具の位置と数」
「児童・生徒の避難経路
等避難時の具体的な避
難行動が記載された箇
所」
↑
公にすると、児童・生徒に
危害を加えることを目的と
する者等不審者が、学校
側のとる対応策・避難行
動等を事前に把握するこ
とが出来、それらの対策
をした侵入を容易とする
など、児童・生徒の安全
確保・犯罪の予防に支障
が生ずるおそれがあるた
め、条例第6条第7号犯罪
の予防・捜査等情報に該
当し非公開。

指導課 ※市立全小中学校
それぞれから危機
管理対応マニュア
ルを収集し、それを
取りまとめることに時
間を要することか
ら、R3.5.6まで決定
期間を延長。
R3.5.6左記のとおり
部分公開と決定

2

R3.4.16 東村山市の地番が載った図面(公
図、地籍図、地番参考(現況)図等、
図面種類・精度は問わない)で、
2020年中の登記異動修正済の電磁
的記録。ただし、電磁的記録が不存
在の場合は、電磁的記録でないも
のも含む。
※地番の他、字界・字名・家屋(外
　形)の情報も付加可能であれば、
　付加のうえの公開の希望
※コード表記等を行っている場合
　は、コード表等の資料も併せて公
　開を希望

R3.4.27 却下 申出内容に該当する公
文書は「地形図」である
が、当該文書は市手数料
条例別表に定める金額を
支払うことにより、地形図
複写紙の交付が何人にも
認められているものであ
る。よって、条例第21条
第1項に定める適用除外
文書に該当することから
却下

課税課 ※任意的申出

※申出者に対し、
事前に、左記「部分
公開又は非公開と
した部分と理由」欄
の理由により却下の
決定が想定される
旨説明。申出者は、
却下となる場合で
も、その旨の正式な
通知を出すことを希
望された。
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№
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

R3.4.16 1、土地・家屋課税台帳の電磁的
　　記録
2、１が不存在又は開示不可能の場
　　合は、１以外の文書で、東村山
　　市内の土地・家屋の登記情報
　　のうち、土地の所在・地番・地目
　　・地積、家屋の所在・地番・家
　　屋番号・種類・構造・床面積の情
　　報を含む一覧の電磁的記録。
　　登記名義人・建築年の情報もあ
　　れば含む。
※地方税法第381条第1項・第3項
　により土地・家屋課税台帳に登録
　しなければならない登記事項・当
　期名義人として登録されている(
　不動産登記法により公にされてい
　る)部分(項目)のみの開示でも
　良い
※エクセル等の表形式のデータを
　優先的に希望
※コード表記等による読み替えを行
　っている場合は、それを読み替え
　るための資料も希望

R3.4.27 却下 本件申出は電磁的記録
の状態での交付を希望
するものである。条例第
15条第1項及び条例施行
規則第6条第1項第2号に
おいて「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。」と規定しており、電磁
的記録の状態での交付
は認められていない。
よって、申出を却下。

課税課 ※任意的申出

※申出者に対し、
事前に、左記「部分
公開又は非公開と
した部分と理由」欄
の理由により却下が
想定される旨説明。
申出者は、本件申
出は紙や帳票等に
印刷したものではな
く、電磁的記録での
交付を希望している
ものであり、それが
出来ず却下される
のであれば、その旨
の正式な通知を出
すことを希望され
た。

4

R3.4.22 防災ガイドマップ(洪水ハザードマッ
プ)が、H28.3版からR2.5版へ更新さ
れるに際し、北川から柳瀬川流域の
浸水域が「5m以上」から変更されて
いる。その変更の経緯を示すすべ
ての資料と東京都とのやり取り資料
すべて

R3.5.25 部分公開 ア、【情報提供】浸水想定区域図改
　　定スケジュール予定について
イ、事務連絡「洪水ハザードマップ作
　　成に関する調査について（依頼）」
ウ、H31年度 No.117起案書「平成31
　　年度社会資本整備総合交付金交
　　付対象事業の実施に関する計画
　　の提出」
エ、事務連絡「洪水ハザードマップ等
　　の作成や周知・利活用の取組促進
　　について（通知）」

コ、サの文書について
「委託先法人の担当者名
及び担当者メールアドレ
ス」は、個人に関する情
報であって、特定の個人
を識別することができるも
ののため、条例第6条第2
号個人情報に該当し非
公開。

防災防犯
課

※GWによる閉庁日
を挟むこと及び非公
開情報の検討を行
うにあたり、ハザード
マップ作成に係る
情報提供者である
東京都に照会を要
し、決定期間内での
諾否の決定が困難
なため、R3.6.4まで
決定期間を延長。
R3.5.25左欄のとお
り部分公開と決定。
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№
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

オ、R元年度No.161起案書「平成31年
　　度社会資本整備総合交付金交付
　　申請書」
カ、31建河計第208号
キ、9.26浸水想定区域図の改訂にか
　　かる事前説明
ク、都市型水害対策連絡会(残堀川流
　　域)・(黒目川、落合川、柳瀬川、空
　　堀川及び奈良橋川流域)会議資料
ケ、R元年度No.225報告・復命書「社
　　会資本整備総合交付金交付決定
　　通知書の受領」
コ、著作物の利用誓約書
サ、R元年度No.332起案書「東村山市
　　洪水ハザードマップの作成におけ
　　る資料借用申請」
シ、31建河防第167号「黒目川、落合
　　川、柳瀬川、空堀川及び奈良橋川
　　流域浸水予想区域図(改定)等の公
　　表について(通知)」
ス、【回答〆2.4　12時】ハザードマップ
　　完了検査について
セ、R元年度No.500起案書「令和元年
　　度社会資本整備総合交付金に関
　　する請求書類の提出」

サ、ソ、タ、ツの文書につ
いて
「法人代表者の印影」は、
公にすると印影の偽造、
不正利用等、当該法人の
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。

ソの文書のについて
「今回執行伺額、更新後
執行可能額、執行伺額
(税込)、執行伺額(税抜)、
消費税額、設計書におけ
る単価・金額、予定価格、
入札書比較金額」は、予
定価格又は予定価格を
類推できる金額であっ
て、将来の同種事業にお
ける予定価格を推測でき
る情報でもあり、公にする
と、同種事業において、
落札価格が高止まりに

ソ、東村山市洪水ハザードマップ作成
　　委託契約「契約書類一式」
タ、東村山市洪水ハザードマップ作成
　　委託契約「委託着手届」
チ、東村山市洪水ハザードマップ作成
　　委託契約「検査調書(副本)」
ツ、東村山市洪水ハザードマップ作成
　　委託契約「委託完了届」
テ、「浸水域のみPDF」
ト、洪水ハザードマップ作成のための
　　「浸水想定区域図データ」利用ガ
　　イド
ナ、浸水予想区域図

なる等、事業の公正若し
くは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
運営情報エに該当し非
公開。
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№
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

ニ、浸水想定区域図データ電子化ガ
　　イドライン(第2版)
ヌ、浸水想定区域図データ電子化用
　　ツールver2.0　操作マニュアル

5
R3.4.28 市立第三保育園内装等改修工事

(建築)積算内訳書(今年度分)
R3.5.11 公開 市立第三保育園内装等改修工事(建

築)　工事設計書(R3年度)
地域子育
て課

6

R3.5.10 2020年12月21日付の東京都教育
委員会からの通知「東京2020大会
における子どもの競技観戦にかかる
配券・割当案について」

R3.5.27 部分公開 R2.12.21付2教指企第1278号「東京
2020大会における子供の競技観戦に
係る配券割当案について(通知)」

別紙2配券割当案一覧
(令和2年12月版)のうち、
「調査票確認番号、グ
ループ番号、グループ編
成、競技、会場、開催日
(2021年)、時間、配券数
計、幼児・児童・生徒数と
その内訳、引率者数とそ
の内訳」は、都における
案段階のものであり、これ
は、条例第6条第4号国等
協力関係情報及び第6号
行政運営情報エに該当
し非公開。

指導課 公開予定文書が東
京都作成の文書で
あり、都への照会及
び回答に時間を要
し、当初の決定期
間内での諾否の決
定が困難なため、
R3.6.11まで決定期
間を延長。R3.5.27
左欄のとおり部分公
開と決定。
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№
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

R3.5.14 都市計画道路3・4・10号線土壌概
況調査委託の金入り設計書

R3.5.21 公開 R2年度No.44執行伺「都市計画道路
3・4・10号線土壌概況調査委託」のう
ち、金入設計書

市街地整
備課

※任意的申出

秋水園土質・埋設物調査委託の金
入り設計書

R3.5.21 公開 R2年度No.42執行伺「秋水園土質・埋
設物調査委託」のうち、金入設計書

秋水園施
設整備課

8

R3.6.1 R2年度に提出された特定粉じん排
出等作業届出書のうち、吹付け石
綿に該当するものの表紙及び別紙
(特定粉じん排出等作業の方法)の
写し

R3.6.14 部分公開 吹付け石綿に該当する特定粉じん排
出等作業実施届出書の表紙(様式第3
の4)及び届出書別紙特定粉じん排出
等作業の方法(R2年度に提出された9
件分)

「法人代表者の印影(都
知事印、市長印は除く)」
は、公にすると印影の偽
造、不正利用等、当該法
人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。

個人からの届出書のう
ち、「届出者の住所、氏
名、電話番号、印影、特
定工事の場所、特定粉じ
ん排出等作業の対象とな
る建築物の概要欄の建
築物延べ面積」は、
個人に関する情報であっ
て、特定の個人を識別す
ることができるもののた
め、条例第6条第2号個人
情報に該当し非公開。

環境保全
課

※任意的申出
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№
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

R3.6.1 下記工事の金入り設計書(代価明細
書含め)・諸経費計算書(共通費算
定書)・特記仕様書※図面は不要
1、市道第572号線1外舗装補修
　　工事
2、橋梁補修工事(その3)
3、市道第123号線外舗装補修
　　工事
4、市道第418号線1外舗装補修
　　工事
5、道路照明灯建替工事

R3.6.10 公開 以下の工事に係る工事設計書及び特
記仕様書(いずれもR2年度分)
ア、市道第572号線1外舗装補修工事
イ、橋梁補修工事(その3)
ウ、市道第123号線外舗装補修工事
エ、市道第418号線1外舗装補修工事
オ、道路照明灯立替工事

道路河川
課

※任意的申出

下記工事の金入り設計書(代価明細
書含め)・諸経費計算書(共通費算
定書)・特記仕様書※図面は不要
1、北山公園水路改修工事

R3.6.9 公開 以下の工事に係る工事設計書及び特
記仕様書(R2年度分)
ア、北山公園水路改修工事

みどりと公
園課

下記工事の金入り設計書(代価明細
書含め)・諸経費計算書(共通費算
定書)・特記仕様書※図面は不要
1、市立東村山中学校受変電設備
　　等改修工事(市立東村山第一
　　中学校他2校)
2、市立南台小学校消火管改修
　　工事
3、市立中学校防犯カメラ設置工
　　事（市立東村山第一中学校他3
　　校）

R3.6.9 公開 以下の工事に係る金入り設計書及び
特記仕様書(いずれもR2年度分)
ア、市立東村山中学校受変電設備
　　等改修工事(市立東村山第一
　　中学校他2校)
イ、市立南台小学校消火管改修工事
ウ、市立中学校防犯カメラ設置工事
　　(市立東村山第一中学校他3校)

学務課

10

R3.6.2 生産緑地地区の地番、地積、地区
名、地区番号、指定年月日

R3.6.9 公開 生産緑地地区一覧(地区番号、地区
名、所在地番、指定年月日、地積)

都市計画・
住宅課

※任意的申出

17



№
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

R3.6.10 民間損保契約約10万円以上の証
券の写し及び明細(R2年度分)

R3.6.23 公開 道路賠償責任保険被保険者証　証券
番号3452849592

道路河川
課

※任意的申出

R3.6.23 部分公開 ア、賠償責任保険証券
　　証券番号Y147857071
イ、ボランティア活動保険証券
　　証券番号Y148325201

「法人代表者の印影」は、
公にすると印影の偽造、
不正利用等、当該法人の
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。

みどりと公
園課

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。
尚、公開請求件数
は1所管1件でカウ
ントしている。

R3.6.23 部分公開 賠償責任保険証券　証券番号
Y146791440

「法人代表者の印影」は、
公にすると印影の偽造、
不正利用等、当該法人の
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。

児童課

R3.6.23 部分公開 傷害保険証券　証券番号F190144707 「法人代表者の印影」は、
公にすると印影の偽造、
不正利用等、当該法人の
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。

子ども家庭
支援セン
ター

R3.6.23 公開 普通傷害保険証券　証券番号
3570684760

市民ス
ポーツ課

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

R3.6.23 部分公開 ア、普通傷害保険証券
　　証券番号3571139633
イ、普通傷害保険証券
　　証券番号3571139625
ウ、賠償責任保険証券
　　証券番号3452541831
エ、普通傷害保険証券
　　証券番号3570684743

「法人代表者の印影」は、
公にすると印影の偽造、
不正利用等、当該法人の
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。

社会教育
課

R3.6.23 公開 全国市長会学校災害賠償補償保険加
入依頼書

指導課

R3.6.23 部分公開 傷害総合保険証券　証券番号
3571139650

「法人代表者の印影」は、
公にすると印影の偽造、
不正利用等、当該法人の
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。

子ども・教
育支援課

R3.6.23 公開 賠償責任保険証券　証券番号
SC04095414

公民館

12

R3.6.15 市内私立幼稚園年齢別園児数
(R3.5.1現在)

R3.6.28 公開 R3年度No.148報告・復命書「市内私
立幼稚園の令和3年5月1日現在にお
ける各園ごとの各学年別園児数（満3
歳児含む）」

保育幼稚
園課

19



№
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

R3.6.17 都の環境確保条例に基づく市内す
べての工場及び指定作業場の一覧
で、以下の項目(5～7は一覧データ
がある場合のみ希望)を含むもの。
(最新のもの、又は取りまとめが年度
区切りの場合はR2年度末のもの)
１、事業場名
2、事業場所在地
3、工場/指定作業場の別
4、業種
5、有害物質使用届出の有無及び
　　有害物質の名称
6、認可年月日
7、廃止のものは年月日(年月日
　　不明のものは廃止情報だけで
　　も可)

R3.6.30 公開 東京都環境確保条例に基づく工場・
指定作業場台帳一覧(R3.6.25現在時
点)

環境保全
課

※任意的申出

※「請求公文書の
名称又は内容」欄
の5の情報は、市で
保有していない。そ
のことについて、事
前に申出者に対し
説明したところ、本
申出より除外するこ
とで了承いただい
た。

14

R3.6.30 ふるさと歴史館外壁等改修工事
(R3.6.10契約)当初予定価格内訳明
細書、別紙明細書(共通費共)

R3.7.13 公開 ふるさと歴史館外壁等改修工事設計
書

ふるさと歴
史館

15
R3.7.2 懲戒処分一覧表(H29～) R3.7.13 公開 懲戒処分一覧(H28年度～R3年度) 人事課

16

R3.7.7 1、市立中学校全校(分校含む)の
　　校則
2、東村山第四中学校ホームペー
　　ジの更新履歴(ログ)(2021.5.28「
　　学校長より」、R3.5.29「第58回
　　運動会ご参観ありがとうござい
　　ました」　分)
3、東村山第四中学校における標
　　準服に関する会議録等(資料、
　　交渉録を含む)の一切の文書(R
　　2年度、3年度分)

R3.7.19 部分公開 ア、東村山市立第一中学校生徒手帳
　　P12～16
イ、東村山市立第二中学校生徒手帳
　　P6～21
ウ、東村山市立第三中学校生徒手帳
　　P8～15
エ、東村山市立第四中学校生徒手帳
　　P15～21
オ、東村山市立第五中学校生徒手帳
　　P12～16
カ、東村山市立第六中学校生徒手帳
　　P8～17
キ、東村山市立第七中学校生徒手帳
　　P15～18

「東村山第三中学校萩山
分校の校則」は、校則に
該当するものを定めてい
ないため、文書不存在。

2について、ホームページ
の更新は学校において
行われているが、当該学
校において更新履歴に
該当する情報を保有して
おらず、また、ホームペー
ジの共有サーバーを管理
する事業者へ問合せ、

指導課

20



№
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

該当する情報をお出し出
来ないか確認したところ、
事業者においても当該情
報は残していないとの回
答であった。そのため、文
書不存在。

3について、請求内容に
基づき第四中学校にお
いて、該当する会議等が
行われていないため、該
当文書は作成されておら
ず、文書不存在。

17

R3.7.8 駅前トイレ清掃委託契約(R2年度)の
仕様書

R3.7.20 公開 駅前トイレ清掃委託(Ｒ2年度)の仕様書 道路河川
課

アライグマ・ハクビシン等駆除委託
契約(R2年度)の仕様書

R3.7.12 公開 アライグマ・ハクビシン等駆除委託(Ｒ2
年度)の仕様書

環境保全
課

18

R3.7.13 金銭管理委託報告書に関する書類
(R1.8月～R3年度最新まで)

R3.7.26 部分公開 生活保護受給者金銭管理支援業務委
託報告書（R1年度8月～3月分・R2年
度4月～3月分・R3年度4月～5月分）

「法人代表者の印影」は、
公にすると印影の偽造、
不正利用等、当該法人の
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。

「対象者氏名、フリガナ、
生年月日、年齢、担当支
援員名、住所、電話番
号」は、個人に関する情
報であって、特定の個人
を識別することができるも
ののため、条例第6条第2
号個人情報に該当し非
公開。

生活福祉
課

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

19

R3.7.13 スマイニー観光との当市の契約に
関する全ての書類

R3.7.27 部分公開 バス運行業務委託(憩いの家巡回・福
祉バス)(R3年度)に係る以下の文書
ア、執行伺一式
イ、見積経過調書一式
ウ、委託単価契約書一式

アの文書について
「執行伺額、消費税額、
設計金額」
イの文書について
「予定価格、入札書比較
金額」
↑
予定価格又は予定価格
を類推できる金額であっ
て、将来の同種事業にお
ける予定価格を推測でき
る情報でもあり、公にする
と、同種事業において、
落札価格が高止まりにな
る等、事業の公正若しく
は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
運営情報エに該当し非
公開。

健康増進
課

イの文書について
「入札を辞退した事業者
の辞退理由」は、法人の
内部管理情報であって、
公にすると競争上又は事
業運営上の利益が損な
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。

22



№
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

ウの文書について
「法人代表者の印影」は、
公にすると印影の偽造、
不正利用等、当該法人の
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。

R3.7.27 部分公開 新型コロナウイルスワクチン接種送迎
業務委託その5に係る以下の文書
ア、執行伺一式
イ、見積経過調書一式
ウ、委託単価契約書一式

アの文書について
「執行伺額、消費税額、
設計金額」
イの文書について
「予定価格、入札書比較
金額」
↑
予定価格又は予定価格
を類推できる金額であっ
て、将来の同種事業にお
ける予定価格を推測でき
る情報でもあり、公にする
と、同種事業において、
落札価格が高止まりにな
る等、事業の公正若しく
は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
運営情報エに該当し非
公開。

イ、ウの文書について
「法人代表者の印影」は、
公にすると印影の偽造、
不正利用等、当該法人の
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。

交通課(新
型コロナウ
イルスワク
チンPT)

23



№
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

R3.7.27 部分公開 市立小学校特別支援学級児童送迎業
務委託(その2)(R2年度)に係る以下の
文書
ア、執行伺一式
イ、入札経過調書一式
ウ、委託単価契約書一式

アの文書について
「執行伺額、消費税額、
設計金額」
イの文書について
「予定価格、入札書比較
金額」
↑
予定価格又は予定価格
を類推できる金額であっ
て、将来の同種事業にお
ける予定価格を推測でき
る情報でもあり、公にする
と、同種事業において、
落札価格が高止まりにな
る等、事業の公正若しく
は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
運営情報エに該当し非
公開。

子ども・教
育支援課

イの文書について
「入札を辞退した事業者
の辞退理由」は、法人の
内部管理情報であって、
公にすると競争上又は事
業運営上の利益が損な
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。

イ、ウの文書について
「法人代表者の印影」は、
公にすると印影の偽造、
不正利用等、当該法人の
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。

24



№
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

R3.7.26 部分公開 H31年度輝け！東村山っ子育成塾第
1回「バス研修」実施に伴うバス借上げ
及びH31年度第3回「白州キャンプ」実
施に伴うバス借上げに係る以下の文
書
ア、執行伺一式
イ、指名伺一式
ウ、見積経過調書一式
エ、委託単価契約書一式(契約締結起
案書含む)

アの文書について
「執行伺額、消費税額、
設計金額」
イ、ウの文書について
「予定価格、入札書比較
金額」
エの文書について
「執行伺額」
↑
予定価格又は予定価格
を類推できる金額であっ
て、将来の同種事業にお
ける予定価格を推測でき
る情報でもあり、公にする
と、同種事業において、
落札価格が高止まりにな
る等、事業の公正若しく
は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
運営情報エに該当し非
公開。

社会教育
課

ウ、エの文書について
「法人代表者の印影」は、
公にすると印影の偽造、
不正利用等、当該法人の
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。

25



№
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

R3.7.27 部分公開 ・市立小学校特別支援学級児童送迎
　業務委託(その2)(R2年度)に係る
　以下の文書
ア、第24回東村山市指名業者選定委
　　員会議事録(R3.3.17開催分)
イ、予定価格調書
ウ、契約締結起案書

・バス運行業務委託(憩いの家巡回・
　福祉バス)(R3年度)に係る以下の
　文書
エ、第24回東村山市指名業者選定委
　　員会議事録(R3.3.2開催)
オ、予定価格調書
カ、契約締結起案書

・新型コロナウイルスワクチン接種送迎
　業務委託その5に係る以下の文書
キ、指名伺
ク、予定価格調書
ケ、契約締結起案書

イ、オ、クの文書について
「予定価格、入札書比較
金額」
ウ、カ、ケの文書について
「執行伺額(税込)、執行
伺額(税抜)」
↑
予定価格又は予定価格
を類推できる金額であっ
て、将来の同種事業にお
ける予定価格を推測でき
る情報でもあり、公にする
と、同種事業において、
落札価格が高止まりにな
る等、事業の公正若しく
は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
運営情報エに該当し非
公開。

契約課

20

R3.7.21 R3.7.21以降に満期を迎える損害保
険証券及び明細。保険料5万円以
上の契約。

※自賠責、共済、市長会、あい
　おいニッセイ同和損保を除く

R3.8.4 公開 道路賠償責任保険被保険者証　証券
番号3459206361

道路河川
課

※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。
尚、公開請求件数
は1所管1件でカウ
ントしている。
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№
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

R3.8.4 部分公開 ア、賠償責任保険証券
　　証券番号Y160504136
イ、賠償責任保険証券
　　証券番号Y161484271
ウ、ボランティア活動保険証券
　　証券番号Y159129582

「法人代表者の印影」は、
公にすると印影の偽造、
不正利用等、当該法人の
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。

みどりと公
園課

R3.8.4 部分公開 ア、賠償責任保険証券
　　証券番号Y158393724
イ、賠償責任保険証券
　　証券番号Y158404220

「法人代表者の印影」は、
公にすると印影の偽造、
不正利用等、当該法人の
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。

児童課

R3.8.4 部分公開 普通傷害保険証券　証券番号
3574924111

「法人代表者の印影」は、
公にすると印影の偽造、
不正利用等、当該法人の
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。

子ども保
健・給付課

R3.8.4 部分公開 団体補償制度費用保険証券　証券番
号31860

「法人代表者の印影」は、
公にすると印影の偽造、
不正利用等、当該法人の
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。

健康増進
課
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№
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

R3.8.4 公開 ア、普通傷害保険証券
　　証券番号3574924129
イ、医師賠償責任保険証券
　　証券番号9120005811

市民ス
ポーツ課

R3.8.4 部分公開 ア、賠償責任保険証券
　　証券番号3458904676
イ、普通傷害保険証券
　　証券番号3574924102

「法人代表者の印影」は、
公にすると印影の偽造、
不正利用等、当該法人の
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。

社会教育
課

R3.8.4 部分公開 傷害総合保険証券　証券番号
3575356574

「法人代表者の印影」は、
公にすると印影の偽造、
不正利用等、当該法人の
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。

子ども・教
育支援課
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№
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

R3.8.2 1、6月議会で可決した「公園条例
　　の一部改正」の提案に至るまで
　　の経過が分かる書類(あり方検
　　討会関連で公開されているも
　　のや、議案等に添付していた
　　だいているものは除く)
2、市立公園指定管理者選定委
　　員会委員募集に関わる書類
3、公園条例の一部改正可決後
　　の進捗が分かる書類

R3.8.16 部分公開 ア、R2年度No.30起案書「市立公園
　　管理のあり方についてのヒアリン
　　グの実施」
イ、R2年度No.103報告・復命書「市
　　立公園管理のあり方についての
　　ヒアリング実施結果」
ウ、R2年度No.85起案書「「市立公園
　　の活用・活性化や今後のあり方に
　　関するセミナー」の実施」
エ、R2年度No.94報告・復命書「「市
　　立公園の活用・活性化や今後の
　　あり方に関するセミナー」の開催」
オ、R2年度No.97報告・復命書「市立
　　公園の活用・活性化等について
　　の提案募集」
カ、R2年度No.174起案書「「東村山
　　市公園管理のあり方」報告書の
　　公表及び市民アンケートの実施」
　　（添付書類「東村山市公園管理
　　のあり方」報告書の部分を除く）
キ、R2年度No.212報告・復命書「「東
　　村山市公園管理のあり方」報告
　　書に関する市民アンケートの実
　　施結果」
ク、R2年度No.215起案書「東村山市
　　立公園における今後の管理方針
　　の決定」（添付書類「東村山市公
　　園管理のあり方」報告書の部分を
　　除く）

アの文書について
「個人の氏名（法人又は
団体の代表者及び市職
員を除く)、住所及び連絡
先（団体として公にしてい
るものを除く）」
イの文書について
「「公園管理のあり方検討
ヒアリング結果　集約一覧
表」の個人の氏名」
「「ヒアリングの様子を撮
影した写真」の個人が特
定出来る部分（市職員を
除く）」
「「令和2年度　公園のあり
方検討業務　公園ボラン
ティア等ヒアリング対象者
表」の氏名（法人又は団
体の代表者を除く）」
エの文書について
「「セミナーの様子を撮影
した写真」の個人が特定
できる部分」
キの文書について
「意見を応募した個人の
氏名、住所、連絡先」
サの文書について
「東京税理士会東村山支
部事務局員の氏名」

みどりと公
園課

※「請求公文書の
名称又は内容」欄2
についてのみ、東
村山市立公園指定
管理者候補者選定
委員会の会議開催
準備をはじめとする
同指定管理候補者
選定の際の事務局
業務等による業務
量の増大及び公開
文書に含まれる公
募作文等の非公開
箇所の検討に時間
を要し、諾否の決定
を決定期間内に行
うことが困難なた
め、R3.8.23まで決
定期間を延長し、
R3.8.23左欄のとお
り部分公開と決定し
た。

※「情報公開請求
件数」は、8.16決定
と8.23決定を合わせ
て部分公開1件とし
て計上。

ケ、R3年度No.71起案書「東村山市
　　立公園指定管理者候補者選定
　　委員会設置要領の設定」
コ、R3年度No.67起案書「東村山市
　　市立公園指定管理者の選定に
　　伴う東京税理士会東村山支部
　　所属税理士の推薦について（
　　依頼）」

↑
個人に関する情報であっ
て、特定の個人を識別す
ることができるもののた
め、条例第6条第2号個人
情報に該当し非公開。
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№
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

サ、R3年度No.113報告・復命書「
　　東村山市立公園指定管理者候
　　補者選定委員会委員への東京
　　税理士会東村山支部所属税理
　　士の推薦」

イの文書について
「「公園管理のあり方検討
ヒアリング結果　集約一覧
表」の団体名及び団体が
特定できる情報」

オの文書について
「市立公園の活用・活性
化等について提案を応募
した団体が特定できる情
報」
キの文書について
「意見を応募した団体が
特定できる情報」
↑
本ヒアリング及び提案募
集、意見募集は公にする
ことを前提とせず、率直な
意見を聴取することを目
的として、任意の協力を
得られたものである。どの
団体がどのような課題を
抱えているか等を公にす
ると、市と相手方との信頼
関係が損なわれ、今後の
同種のヒアリング、意見募
集において、協力を得る
ことが難しくなることや、公
になることを前提とした意
見に終始するなど、率直
な意見聴取を目的とする
事務事業の円滑な執行
及び達成に支障が生ず
るおそれがあるため、
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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

条例第6条第6号行政運
営情報ウ、エに該当し非
公開。

サの文書について
「指定管理者候補者選定
委員会委員予定者である
税理士の氏名、住所、生
年月日、連絡先、所属事
務所名」
↑
指定管理者候補者選定
前に、指定管理者候補者
選定委員会委員の氏名
及び委員を特定できる情
報を公にすると、当該委
員に対する特定の業者を
選定するようにといった不
当な圧力や、特定の事業
者による事前の営業活動
などが可能となり、指定管
理者候補者選定における
公正・公平な意思決定に
支障が生じるおそれがあ
るため、条例第6条第6号
行政運営情報エに該当
し非公開。

R3.8.23 部分公開 ア、R3年度No.73起案書「東村山市立
　　公園指定管理者候補者選定委員
　　会公募市民委員選考委員会設置
　　要領の設定」
イ、R3年度No.72起案書「東村山市立
　　公園指定管理者候補者選定委員
　　会公募市民委員募集要項（案）の
　　作成」

カの文書について
「公募者の氏名、住所、
生年月日、年齢、連絡先
電話番号、連絡先メール
アドレス、勤務先及び勤
務先の電話番号」
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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

ウ、R3年度No.85起案書「東村山市立
　　公園指定管理者候補者選定委員
　　会公募市民委員選考基準等（案）
　　の作成」
エ、R3年度No.91起案書「第1回東村
　　山市立公園指定管理者候補者
　　選定委員会公募市民委員選考
　　委員会の開催」
オ、R3年度No.93報告・復命書「第1
　　回東村山市立公園指定管理者
　　候補者選定委員会公募市民委
　　員選考委員会の開催」
カ、R3年度No.97報告・復命書「東村
　　山市立公園指定管理者候補者
　　選定委員会公募市民委員の応募」
キ、R3年度No.92起案書「第2回東村
　　山市立公園指定管理者候補者
　　選定委員会公募市民委員選考
　　委員会の開催」
ク、R3年度No.114報告・復命書「第2
　　回東村山市立公園指定管理者候
　　補者選定委員会公募市民委員
　　選考委員会の開催」
ケ、R3年度No.99起案書「東村山市
　　立公園指定管理者候補者選定
　　委員会公募市民委員の選考結
　　果の通知」

クの文書について
「公募市民委員に決定し
た者の氏名、住所、年
齢」
「公募者の氏名、住所、
生年月日、年齢、連絡先
電話番号、連絡先メール
アドレス、勤務先及び勤
務先の電話番号、所属団
体名」
ケの文書について
「公募市民委員に決定し
た者の氏名及び公募者
の氏名」
↑
個人に関する情報であっ
て、特定の個人を識別す
ることができるもののた
め、条例第6条第2号個人
情報に該当し非公開。

キ、クの文書について
「公募者の作文」は、当該
作文を作成した公募者そ
れぞれの未公表著作物
であるとともに、その内容
には当該公募者の人格、
経歴や生活状況等に根
ざした思想・意見等が含
まれるものであり、また、
当該作文は公にしないこ
とを前提に募集し提出い
ただいたものである。これ
を公にすると、当該公募
者の著作権を害するおそ
れがある他、公になること
を前提とした公募となる
と、応募を差し控えるな
ど、
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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

幅広い市民より応募いた
だき、その中から適任とな
るかたを選考する委員公
募事務の円滑な執行及
び達成に支障が生ずる
おそれがあるため、条例
第6条第2号個人情報及
び同条第6号行政運営情
報エに該当し非公開。

クの文書について
「採点者氏名」は、個別の
委員がいかなる評価をし
たのかが明らかになると、
落選者やその関係者よ
り、自身に不利な評価を
した委員個人に対する不
服や批判、不当な圧力が
かかるおそれがあり、この
ことに対する懸念が、評
価対象以外の事由に左
右されることなく、自己の
見識や信念に基づいた
公正・公平な評価を行う
採点事務に支障を及ぼ
すおそれがあることから、
条例第6条第6号行政運
営情報エに該当し非公
開。

33



№
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

R3.8.3 東村山タウンマネジメント株式会社
の設立(出資者間協定に到る文書、
法人登記に到る文書)に関する一切
の資料

R3.8.25 部分公開 ア、R1年度No.225起案書「「令和元年
　　度民間事業者からの提案公募要
　　領」による採択提案の事業化(提
　　案者：JXTGエネルギー株式会社、
　　アジア航測株式会社)」
イ、R1年度No.226起案書「電力調達
　　効率化及び地域課題解決のため
　　の新会社設立等に関する協定」
ウ、R1年度No.228起案書「東村山タウ
　　ンマネジメント株式会社の設立」
エ、電力調達効率化及び地域課題解
　　決のための新会社設立等に関する
　　連携協定
オ、出資者間協定書
カ、定款
キ、出資金支出負担行為伺兼決議書
　　及び支出命令書

ウの文書について
「委任状の代理人住所及
び氏名」は、個人に関す
る情報であって、特定の
個人を識別することがで
きるもののため、条例第6
条第2号個人情報に該当
し非公開。

エ、オ、カの文書につい
て
「共同出資者である法人
の代表者印影」
キの文書について
「共同出資者の取引金融
機関名、支店名、口座種
別、口座番号」
↑
法人の内部管理情報で
あって、公にすることによ
り、、印影や口座の不正
使用といった、当該法人
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。

公共施設
マネジメン
ト課

※共同出資者との
協議に時間を要す
ることから、R3.10.4
まで決定期間を延
長。
R3.8.25左記のとお
り部分公開と決定

23
R3.8.4 R3.4.9小・中学校長会4月定例会次

第(類するものを含む)
R3.8.18 公開 R3.4.9小・中学校長会4月定例会次第 教育政策

課

東村山第四中学校教職員会議等
の次第(類するものを含む)(R2.11～
R3.7)

R3.8.23 公開 東村山市立第四中学校職員会議次第
(R2年度第12回～第15回、R3年度第1
回～第6回　分)

指導課 ※学校閉庁期間を
含む夏季休業期間
を挟み、担当者不
在により資料の収集
に時間を要すること
から、R3.8.27まで
決定期間を延長。
R3.8.23左欄のとお
り部分公開と決定。
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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
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とした部分と理由
所 管 課 備    考

24

R3.8.12 新型コロナウイルスに係る対策本部
について第4回以降の会議資料、
議事内容がわかる資料(議事録な
ど)など

R3.8.26 部分公開 ア、R2年度No.64報告・復命書「第4
　　回新型コロナウイルスに係る対策
　　本部の開催報告」
イ、R2年度No.66報告・復命書「第5
　　回新型コロナウイルスに係る対策
　　本部の開催報告」
ウ、R2年度No.73報告・復命書「臨時
　　・第6回新型コロナウイルスに係る
　　対策本部の開催報告」
エ、R2年度No.90報告・復命書「第7
　　回新型コロナウイルスに係る対策
　　本部の開催報告」
オ、R2年度No.276報告・復命書「第8
　　回新型コロナウイルスに係る対策
　　本部の開催報告」
カ、R2年度No.283報告・復命書「第9
　　回新型コロナウイルスに係る対策
　　本部の開催報告」
キ、R2年度No.692報告・復命書「第10
　　回新型コロナウイルスに係る対策
　　本部の開催報告」
ク、R2年度No.1098報告・復命書「第
　　11回新型コロナウイルスに係る対
　　策本部の開催報告」
ケ、R2年度No.1261報告・復命書「第
　　12回新型コロナウイルスに係る対
　　策本部の開催報告」
コ、R2年度No.1496報告・復命書「第
　　13回新型コロナウイルスに係る対
　　策本部の開催報告」

ト、ナの文書について
「議事録」は、作成中のた
め、文書不存在。

健康増進
課

サ、R2年度No.1674報告・復命書「
　　第14回新型コロナウイルスに係る
　　対策本部の開催報告」
シ、R2年度No.1736報告・復命書「
　　第15回新型コロナウイルスに係る
　　対策本部の開催報告」
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ス、R2年度No.1752報告・復命書「第
　　16回新型コロナウイルスに係る対
　　策本部の開催報告」
セ、R3年度No.75報告・復命書「第17
　　回新型コロナウイルスに係る対策
　　本部の開催報告」
ソ、R3年度No.76報告・復命書「第18
　　回新型コロナウイルスに係る対策
　　本部の開催報告」
タ、R3年度No.200報告・復命書「第19
　　回新型コロナウイルスに係る対策
　　本部の開催報告」
チ、R3年度No.201報告・復命書「第
　　20回新型コロナウイルスに係る
　　対策本部の開催報告」
ツ、R3年度No.295報告・復命書「第
　　21回新型コロナウイルスに係る
　　対策本部の開催報告」
テ、R3年度No.328報告・復命書「第
　　22回新型コロナウイルスに係る
　　対策本部の開催報告」
ト、R3年度第23回新型コロナウイルス
　　に係る対策本部　次第及び資料
ナ、R3年度第24回新型コロナウイルス
　　に係る対策本部　次第及び資料

25

R3.8.13 東村山駅西口公益施設の指定管
理協定書(指定管理期間5年間の全
体と各年度のもの)

R3.8.24 部分公開 ア、東村山市市民ステーション『サンパ
　　ルネ』の管理に関する基本協定書
イ、東村山市市民ステーション『サンパ
　　ルネ』の管理に関する年度協定書
　　（R元年度～R3年度）

ア、イの文書について
「法人の代表者印影」は、
公にすると印影の偽造、
不正利用等、当該法人の
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。

健康増進
課
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26

R3.8.18 コミュニティバス（グリーンバス）に関
する以下の書類(現有車及び過去
車の書類の存在するもの)
1、使用車両(常用、予備車、委託、
　　借り上げ車両含む)の全車両
　　車両一覧表
2、全車両車検証の写し
3、新製時の市発行及びボディメ
　　ーカー発行製作仕様書全ペ
　　ージの写し(図面類含む)

R3.9.1 公開 ア、庁用車管理台帳
イ、自動車検査証
ウ、コミュニティバス車両購入契約に
　　係る仕様書及び特別仕様書
エ、車体ラッピングデザイン図面

※いずれも市購入の現有車分

交通課 ※任意的申出

※請求内容に係る
文書は、市が保有
するものの他、コミュ
ニティバスの受託者
である西武バス株
式会社のみが保有
し、市は提出を受け
ておらず、保有して
いないものが含まれ
ていた。事前に、請
求者に対しその旨
説明し、市が保有
する文書をお伝えし
たところ、市が保有
する文書のみを請
求対象とすることに
了承され、市が保
有する文書の内、
左欄「公開した文書
名」の文書の公開を
希望された。

27

R3.8.18 防火水槽の容量(㎥)(S46年～)(多
摩湖3、4丁目、八国山、西武園駐
車場にあるもの)

R3.8.31 公開 「消火栓以外の消防水利一覧」(多摩
湖町3、4丁目に設置されているものに
ついて抜粋)

防災防犯
課
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28

R3.8.18 下水道法に基づく特定施設届出事
業場リスト(一覧)。以下の項目を含
むもの(非開示情報は除く)
1、工場または事業場の名称
2、工場または事業場の所在地
　　(住所)
3、施設番号
4、設置番号
5、設置または使用届出年月日
6、施設項番号
7、設備名称
8、届出排出量
9、有害物質の有無
10、有害物質の種類

R3.8.31 公開 事業場一覧表 下水道課 ※任意的申出

29

R3.8.24 以下の工事に係る工事設計書一式
(代価明細書含む)及び諸経費計算
書
1、栄町横断歩道橋耐震補強工事
　　及び補修工事
2、萩山駅横断歩道橋撤去工事

R3.8.31 公開 以下の工事に係る工事設計書一式、
諸経費計算書(いずれもR3年度)
ア、栄町横断歩道橋耐震補強工事
　　及び補修工事
イ、萩山駅横断歩道橋撤去工事

道路河川
課

※任意的申出

30

R3.8.25 東京都環境確保条例に基づく市内
全ての工場及び指定作業場の最新
の一覧(名称、所在地、業種、工場・
指定作業場の種別、設置日、廃止
日)

R3.9.3 公開 東京都環境確保条例に基づく工場・
指定作業場台帳一覧(R3.8.27現在時
点)

環境保全
課

※任意的申出
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31

R3.8.31 「東村山市本町地区プロジェクト」に
おける、東京都、東京工務店との道
路移管管理に関する会議録、移管
契約書、協定書及び道路管理に伴
う費用の受領に関する文書、領収
書（H18～20年頃）

R3.9.14 部分公開 ア、H18年度No.491起案書「「東村
　　山市本町地区プロジェクト」公共
　　施設の管理及び帰属等に関する
　　協定書の締結について」
イ、H19年度No.267起案書「「東村山
　　市本町地区プロジェクト」公共施
　　設の管理及び財産の処理に関す
　　る協定書の締結」
ウ、H19年度No.314起案書「「東村山
　　市本町地区プロジェクト」公益施
　　設等の管理に伴う費用及び期間
　　等に関する協定書の締結」

イ、ウの文書について
「法人代表者の印影」は、
公にすると印影の偽造、
不正利用等、当該法人の
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。

「道路移管管理に関する
会議録」「道路管理に伴う
費用の受領に関する文
書、領収書」は、作成及
び取得した記録が無く、
市が保有する文書の探
索を行ったが、該当する
文書は存在しなかったた
め、文書不存在。

企画政策
課

R3.9.14 部分公開 H20年度No.371報告・復命書「東村山
市本町プロジェクト公共施設等管理
費」

「法人の代表者印影」は、
公にすると印影の偽造、
不正利用等、当該法人の
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。

「市の振込口座番号」は、
主に国都からの補助金な
ど、特定の振込にのみ使
用されるものであり、広く
公にすることにより市の会
計事務の円滑な執行に
支障が生ずるおそれがあ
るため、条例第6条第6号
行政運営情報エに該当
し非公開。

道路河川
課
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「道路移管管理に関する
会議録」「道路管理に伴う
費用の受領に関する文
書、領収書」は、作成及
び取得した記録が無く、
市が保有する文書の探
索を行ったが、該当する
文書は存在しなかったた
め、文書不存在。
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32

R3.8.31 「東村山市本町地区プロジェクト」に
より、東京都、東京工務店より受け
た（管理）第2仲良し広場に関する
議事録、管理に関する契約書、協
定書、管理に関する費用関係の文
書、領収書（H18～20年頃）

R3.9.14 部分公開 ア、H18年度No.491起案書「「東村
　　山市本町地区プロジェクト」公共
　　施設の管理及び帰属等に関する
　　協定書の締結について」
イ、H19年度No.267起案書「「東村山
　　市本町地区プロジェクト」公共施
　　設の管理及び財産の処理に関す
　　る協定書の締結」
ウ、H19年度No.314起案書「「東村山
　　市本町地区プロジェクト」公益施
　　設等の管理に伴う費用及び期間
　　等に関する協定書の締結」

イ、ウの文書について
「法人代表者の印影」は、
公にすると印影の偽造、
不正利用等、当該法人の
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。

「第2仲良し広場に関する
議事録」「第2仲良し広場
の管理に関する費用関
係の文書、領収書」は、
作成及び取得した記録が
無く、市が保有する文書
の探索を行ったが、該当
する文書は存在しなかっ
たため、文書不存在。

企画政策
課

No.31と同じかたか
らの請求。

「公開した文書名」
欄アからウまでの文
書は、No.31同欄の
アからウまでの文書
と同じものである。
これは、本町地区プ
ロジェクトに係る協
定が、道路管理や
仲よし広場の管理
それぞれについて
締結しているもので
はなく、当該地区の
管理について包括
的に締結しているも
のであり、「第2仲良
し広場に関する契
約書・協定書」に該
当する文書も、
No.31「道路移管管
理に関する移管契
約書・協定書」に該
当する文書も、当該
アからウまでの文書
であったためであ
る。

なお、本請求は「閲
覧」での公開を行っ
ており、同一の文書
について2部分の写
しの交付代金をご
負担いただいてい
るものではない。
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