平成１８年度第２回東村山市情報公開運営審議会次第

日

時

平成１９年３月１４日（水）

場

所

市役所

会議の公開

◆

議

３階

午後７時 〜

庁議室

有

事

（１）平成１８年度第１回東村山市情報公開運営審議会議事録（平成１８年６月
２６日開催）事前配布分確認
（２）情報公開制度（平成１８年６月〜平成１９年１月分）の運用状況報告
（３）議事録のホームページ公開について
（４）その他

以

上

東村山市情報公開制度等
運

用

状

況

（平成１８年６月〜平成１９年１月分）
情報公開条例公布日
施行日

平成１０年１２月２４日

平成１１年

７月 １日

総務課 情報公開係
作成日

平成１９年３月５日

１ 情 報 公 開 請 求 件 数 （平成１８年６月１日〜平成１９年１月３１日）
請 求 （申出） 件 数 と 決
請求者数

請求数

(月間同一人判定）

（請求・申出数）

義務的請求
（注１）

６月

11

12

12

７月

6

8

6

８月

13

16

９月

12

１０月

月

任意的申出
（注２）

請求件数

定

全部公開

部分公開

12

6

5

2

8

2

4

11

5

17

7

8

13

9

4

13

5

7

8

8

7

1

8

3

4

１１月

3

4

4

１２月

8

8

5

１月

5

6

6

合計

66

75

60

比率（%）

-

100.0%

80.0%

（所管課別）

内

容

非公開
（注３）

の

内

存否応答拒
否

訳
検討中
(注４）

その他

４月
５月

4
3

1
(１)
1
(１)
1
(１)
1
(１)

１
(取下げ）
1

１
(取下げ）
１
(取下げ）
１
(取下げ）

3

8

2

5

12

1

10

1
(１)

15

82

26

46

5
（5）

20.0%

100.0%

31.7%

56.1%

6.1%

２月
３月

（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。

0.0%

1

4

1.2%

4.9%

２ 情 報 公 開 請 求 の 所 管 別 内 訳 （平成１８年６月１日〜平成１９年１月３１日）
実施機関
議会
市長

所
管
名
議会事務局
会計課
検査担当
秘書課
政策室
広報広聴課
企画政策課
経営改革課
政策法務課
情報推進課
総務部
職員課
人事課
総務課
財務部
管財課
契約課
財政課
課税課
納税課
市民部
市民課
保険年金課
市民生活課
国際・男女共同参画課
防災安全課
産業振興課
保健福祉部 障害支援課
高齢介護課
健康課
生活福祉課
児童課

件 数 比 率（%）
実施機関
7
8.5%
市長
2
2.4%

子育て推進五中・七中エリア

環境部

名

件 数 比 率（%）
3
3.7%
5
6.1%

秋水園整備計画担当

1

1.2%

2

2.4%

2
3

2.4%
3.7%

1
2

1.2%
2.4%

1

1.2%

1

1.2%

教育委員会

ごみ減量推進課
都市整備部 道路・交通課
道路補修課
下水道課
水道業務課
水道工務課
都市計画課
市街地整備課
再開発担当
みどりと公園課
教育部
庶務課
学務課
指導室
（学校）
小学校
中学校
社会教育課
市民スポーツ課
図書館
公民館
ふるさと歴史館

3
2

3.7%
2.4%

1

1.2%

14
1
16
1

17.1%
1.2%
19.5%
1.2%

3

3.7%

1

1.2%

82

100.0%

選挙管理委員会
選挙管理委員会事務局
農業委員会
農業委員会事務局
監査委員
監査委員事務局
固定資産評価審査委員会

9

11.0%

1

1.2%

公立保育園

子育て推進課
計画担当

所
管
管理課
施設課

合

計

３ 情報公開請求の状況
Ｎｏ

請求
年月日

17 H18.6.2

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

廃棄物等減量推進審議会のテープ音声記録（平成１ H18.6.8
７年度第１回〜第５回分）

非公開

議事録承認後、既に消去済
ごみ減量
みのため不存在
推進課

秋津町○丁目○の○○○氏所有地での廃棄物焼却 H18.6.19
について市民の訴えに基づく市の調査関係資料と関
連する都の調査資料及び市と都のやりとり文書

部分公開 ア.苦情受付対応処理票（平成
１６年１月分・８月分）
イ.苦情陳情受付処理票

アの文書について
「苦情申立者の氏名・今回の
請求とは別件の苦情発生源
住所・氏名」は第６条第２号
個人情報に該当
イの文書について
「土地所有者の自宅住所・電 管理課
話番号・通話内容・土地借主
の氏名」は第６条第２号個人
情報に該当

平成１５年４月１日〜平成１８年６月６日までの地方公 H18.6.19
務員法に基づく懲戒処分（免職・停職・減給・戒告）
の内容
①処分日②処分内容③処分の事由④被処分者の情
報（所属部署名、補職名、年齢）⑤処分手続の方法

部分公開 起案書３件
ア.「研修無断欠席に伴う処分」
イ.「東村山市職員の分限及び
懲戒に関する審査会の開
催及び処分決定（平成18
年3月決裁）」
ウ.「東村山市職員の分限及び
懲戒に関する審査会の開
催及び処分決定（平成18
年4月決裁）」

ア、イ、ウの文書について
「職員と被害者の氏名・住
所・生年月日・所属課等個人
が特定できる情報・私生活
（家族状況・身体状況等）に
関する情報」は第６条第２号 人事課
個人情報に該当

本年１月１３日に行われたわくわく保育園に対する東 H18.6.14
京都の監査結果に関する書類の全部

公開

18 H18.6.6

19 H18.6.6

20 H18.6.8

部分公開又は非公開とした
所管課
部分と理由

ア.児童福祉法第４６条第１項
に基づく指導検査の結果
について（通知）
イ.施設指導検査指摘事項
（１７年度）

児童課

備

考

平成１７年度に北山公園内の水菖組合へ支払ったお H18.6.19
金の内訳がわかるもの

部分公開 菖蒲等管理委託契約書

平成18年6月15日の環境建設委員会で環境部次長 H18.6.28
が発言した「容器リサイクル法処理を行った際の容器
包装プラ2,547トンで2億2600万円超、その他の不燃
物2,003トンで4億3200万円超」との発言の積算根拠
がわかるもの
りんごっこ保育園、りんごっこ第一保育園の平成17年 H18.6.28
度収支報告書及び18年度収支予算書を含む補助金
申請に必要な提出書類すべて

公開

21 H18.6.9

22 H18.6.15

施設課
部分公開 りんごっこ保育園について
ア.平成１７年度資金収支計算
書
イ.平成１８年度東村山市民間
保育所運営費加算補助金
交付申請書
ウ.補助項目

23 H18.6.16

24 H18.6.19

積算表

りんごっこ第一保育園について
ア.平成１７年度認証保育所事
業収支報告書
イ.平成１８年度東村山市認証
保育所運営費等補助金補
助金交付申請書
ウ.認証保育所施設調書
エ.平成１８年度認証保育所
事業予算書
オ.職員名簿
カ.認証保育所認証書
キ.建物配置図
ク.平面図

6月14日の政策総務委員会で矢野議員が質問した H18.6.26
「課税所得195万〜200万円の階層の所得税と住民
税の負担額」に関する答弁について、国作成部分を
含む説明書類の全部

「法人の代表者印影」は第６
条第３号法人情報に該当
「委託設計書の設計総額・工
種別内訳書の金額及び摘要 みどりと
欄」は第６条第６号行政運営 公園課
情報エに該当

公開

各文書中の「法人の代表者
印影」は第６条第３号法人情
報に該当
オの文書について
「職員氏名、生年月日、年
齢、住所」は第６条第２号個
人情報に該当

児童課

市町村税課関係説明資料（平成
１８年３月７日総務省自治税務局
市町村税課）
課税課

10月から施設利用料及び減免団体の対象が変わる H18.6.29
すべての施設において、変更前・変更後の収入額の
見込みを調べたもの

公開

平成１８年に提出された、株式会社トリネックスとトー
ホー加工の適正管理化学物質の使用料等報告書

部分公開 トーホー加工㈱の「適正管理化
学物質の使用量等報告書」

平成１６年度
一般会計・特
別会計決算
企画政 書Ｐ１１４〜１
策課 １９を参考資
料として提供

使用料・手数料改定後の増減収
見込み額

25 H18.6.20

H18.7.10

(株)トリネックスの「適正管理
化学物質の使用料等報告
管理課
書」については、提出義務の
ある使用量(１００㎏)に達して
いないため報告がなく、文書
不存在

26 H18.6.26

27 H18.6.29

平成１７年度保育園児園外プール活動に伴う送迎委 H18.7.6
託の入札経過調書

公開

東村山市恩多町５丁目大倉工業跡地のヨークマート H18.7.6
（スーパー）計画図面

公開

久米川町４−４７−１ソレアード久米川建築に関する H18.7.19
協定書

部分公開 ㈱三上マンション新築工事に関 「個人の印影」は第６条第２
する協定書
号個人情報に該当

28 H18.6.30

29 H18.7.14

「法人代表者の印影」は第６
条第３号法人情報に該当

平成１７年度保育園児園外プー
ル活動に伴う送迎委託の入札
（見積）経過調書

児童課

１階平面図(仮称）東村山プラザ
２階平面図(仮称）東村山プラザ
Ｒ階平面図(仮称）東村山プラザ
立面図

都市計
画課
任意的申出
都市計
画課

平成１６，１７，１８年度市指定ごみ袋製作委託契約に H18.7.31
ついて
・各年度の入札結果と仕様書
・指定ごみ袋の種別ごと１枚当たりの単価
・指定ごみ袋製作入札指名業者の選定基準（ごみ袋
に限る）
30 H18.7.14

部分公開 ア.東村山市一般廃棄物指定
収集袋製造等の業務実施
計画書及び指定収集袋製
造等の業者選定
イ.指定収集袋製造及び配送
委託業者選定会の開催結
果
ウ.一般廃棄物指定収集袋製
造及び配送委託執行伺
（平成15.16.17.18年度）
エ.入札（見積）経過報告書
（平成14.15.16.17.18年度）

※請求内容
の確認・補正
ができたのが
7/26のため、
管理課 ここから14日
以内で決定
した

東村山駅西口地下自転車駐車場の実施設計書一式

本人申出に
再開発 より取下げ
担当

31 H18.7.18

32 H18.7.24

任意的申出

「法人代表者の印影」は第６
条第３号法人情報に該当

①本年７月２４日までに行われた０４，０５，０６各年度 H18.8.7
のわくわく保育園に対する「職員処遇向上経費補助」
の交付決定手続を定めた交付基準。同基準を定め
た期日を記載した文書

公開

※部分公開
１件で計上

②「職員処遇向上経費補助」をわくわく保育園に交
付することを決定した０４，０５，０６各年度の「最低基
準を超えての増配置等について事前協議」が、いつ
どこで誰と誰がどのような内容でなされたかが記載さ
れた文書。

非公開

申請時に口頭で協議したた
め文書不存在

③０４，０５，０６各年度の当該補助の必要性を明記し
た文書
④０４，０５，０６各年度の当該補助の交付決定に必要
とされる提出すべき書類、提出書類では足りず口頭
説明を要する事項

部分公開 ア.平成１６・１７年度東村山市
民間保育所運営費加算補
助金交付申請書
イ.平成１６・１７年度交付決定
の起案書及び平成１６・１７
年度東村山市民間保育所
運営費加算補助金交付決
定通知書

ア、イの文書について
平成１８年度は補助金を未申
請のため文書不存在

Ｈ14.3.28決裁の起案「東村山市
民間保育所運営費加算補助規
則の一部改正」

児童課

④の口頭説明を要する事項
は申請時に口頭で行われた
ため文書不存在

33 H18.7.24

34 H18.7.25

35 H18.7.28

36 H18.7.31

H18.7.24に開催された秋水園整備計画調査特別委 H18.8.14
員会で説明に使用された「平成１６年度コスト計算」で
の
①資源物選別・粗大運転委託料の業務内容と
\60,858,000の積算根拠のわかる資料一切
②「平成16年度決算不燃ごみ」資源物等選別委託料
の業務内容と\28,313,928の積算根拠の分かる資料
一切
③「平成16年度決算不燃ごみ」のごみ処分地経費の
業務内容と\184,181,013の明細がわかる資料一切
と、「容リ処理試算」欄の「不燃ごみ処分地経費」が前
述の\184,181,013と同額である根拠の分かる資料一
切
④容プラ処理委託料\96,276,600の積算根拠の分か
る資料一切
①東村山市都市計画審議会で提出された(平成１４ H18.8.2
年度)西口再開発に関係する資料
②同会議録

部分公開 ア.資源物選別・粗大運転委
託料（試算）
イ.平成16年度資源物等選別
業務委託契約書、受託業
者からの委託料請求書
（12か月分）
ウ.二ツ塚ごみ処分場への不
燃ごみ搬入量報告書
エ.容器包装プラスチック処理
委託料の見積書

公開

花さき・富士見・つぼみ保育園の東京都第三者評価 H18.8.7
受審に関する補助金の交付申請及び交付に関する
関係書類の全部

非公開

平成17年度決算カード(速報値に基づく暫定版）

公開

H18.8.3

平成１５年２月１３日に開催の東
村山市都市計画審議会で提出
した、西口再開発に関する資料
及び同会議録

イの文書について
「法人代表者の印影及び委
託料振込先の口座情報」は
第６条第３号法人情報に該
当

③について
は、ごみ処分
地経費の予
算額、決算
額が根拠の
一部であるこ
とを説明して
施設課 いる

都市計
画課
当該補助金の交付申請等は
民間保育園から東京都へ直
接申請する仕組みとなって
児童課
おり、市が交付申請等に関
わっていないため文書不存
在

平成17年度決算カード(暫定版）
財政課

①西口再開発ビル内公益施設推進室１８年度に入っ H18.8.14
ての会議資料及び議事録
②西口公益施設検討会委員募集に至るまでの裏づ
けを示す書類（起案書や募集要項）etc

公開

37 H18.8.2

38 H18.8.3

39 H18.8.3

企画政
策課

美住町1丁目公団グリーンタウン内第４保育園横に建 H18.8.15
設するマンションの計画書、設計図面

公開

平成１５年２月１３日付都市計画審議会諮問事項４点 H18.8.15
について諮問書と答申書及び縦覧に対する意見書

「縦覧に対する意見書」は、
部分公開 諮問書４件（14東都都発第
69,70,71,72号）及び答申書４件 意見書の提出がなかったた
め文書不存在
（14東都審発第5,6,7,8号）

市内体力つくり推進委員会の2004,2005年度の事業 H18.8.21
報告書（収支決算書を含む）

部分公開 ア.平成１７年度１３町体力つく
り推進町報償及び大運動
会各町報償の支出
イ.平成１８年度１３町体力つく
り推進町報償及び大運動
会各町報償の支出

東村山駅西口再開発組合の規約

公開

40 H18.8.8

41 H18.8.21

ア.東村山市西口地区再開発
ビル公益施設推進室会議
録及び会議資料（第23回
〜第30回）
イ.起案「東村山駅西口公益
施設運営検討会の設置に
ついて」
ウ.「東村山駅西口公益施設
運営検討会設置に伴う
検討委員選考審査方法
及び審査基準」

H18.8.30

当該建設に関する相談カード及
び設計図書

東村山駅西口地区市街地再開
発組合定款

都市計
画課
№34で諮問
都市計 資料は公開
画課 済。

ア、イの文書について
「氏名（市報等で氏名公表し
ている体力つくり推進委員
長、体育指導委員、コミュニ
市民ス
ティ開放委員長、保健推進
ポーツ課
委員を除く）、住所、電話番
号、印影」は第６条第２号個
人情報に該当
再開発
担当

秋水園のし尿希釈投入施設建設工事の工事記録写 H18.9.4
真、竣工写真、｢工事カルテ｣、日報、月報、施行監理
報告書等の工事記録の一切

部分公開 ア.し尿希釈投入施設建設工
事の工事写真
イ.工事カルテ受領書３件
ウ.工事着手届・現場代理人
及び主任技術者等通知
（経歴書、監理技術者資格
者証）・工事完了届
エ.し尿希釈投入施設建設工
事完成図書（運転日報Ｈ
17.4.13〜5.31含む）
オ.し尿希釈投入施設建設工
事施工計画書
カ.し尿希釈投入施設建設工
事の施工監理報告書

平成14年度「土地利用現況調査委託契約」の入札経 H18.8.29
過調書

公開

42 H18.8.21

43 H18.8.22

土地利用現況調査委託に係る
平成14年度入札（見積）経過調
書

イ、ウの文書について
｢法人代表者の印影」は第６
条第３号法人情報に該当
「技術者の住所・生年月日、
最終学歴・職歴・資格交付番
号・顔写真・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
「環境計量士の印影」は第６
条第３号法人情報に該当
オの文書について
施設課
「現場代理人の携帯電話番
号｣は第６条第２号個人情報
に該当
カの文書について
｢法人代表者の印影」は第６
条第３号法人情報に該当
「技術者の住所・生年月日、
最終学歴・職歴・資格交付番
号・個人の印影｣は第６条第
２号個人情報に該当
任意的申出
都市計
画課

１、６月１日市税（都税）納付書発送後の苦情件数に H18.9.4
ついて（電話と窓口別に）
２、６月１日以降、市都民税の申告件数と申告によっ
て減額修正された件数と金額、増額修正された件数
と金額

非公開

１の文書について
市民税係では日常の電話・
窓口等による問い合わせ・苦
情の件数は集計しておらず、
該当する文書は不存在のた
め。
２の文書について
申告件数・減額及び増額修
正の件数・金額について作
成した文書は不存在のた
め。

44 H18.8.23

45 H18.8.24

栄町の都市基盤整備状況に対応した都市計画用途 H18.9.6
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

公開

任意的申出

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Ｈ
18.6.28開催）議事録

都市計
画課

平成１８年度の消防用ホース購入について、契約業
者と契約金額がわかるもの（契約決定した後の公開
を求める）

任意的申出
※Ｈ19.3.5現
在、契約未
防災安 締結のため
全課 公開決定し
ていない

46 H18.8.24

萩山テニスコート跡地都市計画変更に対する意見書 H18.8.28
47 H18.8.25

48 H18.8.29

西口再開発高層マンションに関して
H18.9.12
①平成１４年６月〜平成１８年８月２９日までのお金の
流れがわかるもの（国、都、市から準備組合または本
組合に流れたもの）
②市内在住者に対して権利戸数は何戸あるのか

以下を参考
資料として情
報提供した。
・庁舎電話受
付件数一覧
表
・６〜８月市
都民税申告・
課税課 修正件数一
覧表（本請求
に対し手作
業で抽出し
作成したも
の。通常は
作成していな
い）

部分公開 萩山テニスコート跡地他の開発
に関する意見書

「意見書提出者の住所、氏
名、印影」は第６条第２号個
人情報に該当

部分公開 東村山駅西口地区市街地再開 ②の市内在住者に対する権
発事業組合への補助金及び負 利戸に関する文書は、マン
担金（一表）
ション販売には市役所は一
切関与していないため作成
しておらず文書不存在

任意的申出
都市計
画課
②について、
組合が選定
したマンショ
再開発 ン販売業者
担当 に市から問
合せ、回答
書を情報提
供

①平成１７年度の一般ごみ、粗大ごみ等すべてのご H18.9.7
みの収集委託、資源物分別契約の契約書と仕様書
②上記契約の決算額
③直営でごみ処理している部分があればその１７年
度経費の決算額

49

部分公開 ごみ処理に係る全ての契約書・
仕様書と支払総額のわかる資
料・・・計４８件
（主な公開文書）
ア.粗大ごみ処理施設運転管
理業務委託
イ.かん等選別作業委託
ウ.資源物等選別業務委託
エ.新聞塔運搬処分委託
オ.資源物（カレット類）運搬
業務委託
カ.布団類運搬処分委託
キ.焼却残灰及び廃棄物運
搬業務委託
ク.水銀含有廃棄物処理業務
委託
ケ.スチール缶、アルミ類、古紙
・古布、空びん、鉄類、ペット
ボトルの売払契約書
コ.その他の契約書

H18.8.30

H18.9.7

50 H18.8.30

51 H18.8.30

部分公開 ア.ごみ・資源物市現物収集
運搬業務委託その１、
その２、その３（可燃・不燃・
ペットボトルの収集）
イ.資源物（古紙・古着類・
トレー）収集運搬業務委託
ウ.動物死体運搬及び焼却
処分業務委託

小中学校の教室内の空気検査について、学校薬剤 H18.9.7
師により定期的に行われた粉塵等の検査の過去５年
分のデータ。及びこれと関連する調査があればそれ
も含めて。

公開

平成１３〜１７年度の
ア.市内全小中学校の学校
薬剤師による教室内空気
検査報告書（各校分）
イ.空気検査表（全校分一覧表）

秋水園による排気物質のデータ過去５年分（ＨＰで公 H18.9.12
開されているものは除く）。またその他排気物質など
の調査があればその分も。

公開

平成１２年度〜１６年度までのご
み処理施設維持管理報告書（焼
却施設）

任意的申出

ア、イ、ウの文書について
｢法人代表者の印影」は第６
条第３号法人情報に該当

施設課

ア、イ、ウの文書について
｢法人代表者の印影」は第６
条第３号法人情報に該当
ごみ減量
推進課

「学校環境衛
生の基準の
改訂につい
学務課 て（通知）」の
抜粋を情報
提供
施設課

52

H18.8.31

53 H18.9.4

Ｈ14.6.24とＨ14.10.7に開催された東村山駅再開発 H18.9.12
の説明会の議事録、資料、参加人数など説明の実情
がわかるものの全部。またこれ以後からＨ17.12.13ま
でに開催された同説明会があればその分も。

部分公開 下記報告書５件
ア.東村山駅西口地区再開発
等の説明会（H14.10.7開
催分）
イ.市街地再開発事業説明会
（Ｈ15.1.17開催分）
ウ.東村山駅西口地区市街地
再開発事業等説明会
（Ｈ15.6.24開催分）
エ.東村山駅西口地区市街地
再開発事業等説明会議
事録要約
（Ｈ17.12.13開催分）
オ.東村山駅西口地区都市
計画駐輪場説明会
（Ｈ16.3.4開催分）

ア、イ、ウ、エ、オの文書につ
いて
「説明会の出席者氏名、住
所、発言した市民氏名」は第
６条第２号個人情報に該当

H18.9.29

部分公開 下記起案５件
ア.東村山駅西口地区再開発
等の説明会の開催（H14.
10.7開催分）
イ.地区計画区域内対象説明
会の開催について
（Ｈ15.1.17開催分）
ウ.東村山駅西口地区第一種
市街地再開発事業等説明
会の開催
（Ｈ15.6.24開催分）
エ.要望書の受理について
（Ｈ17.12.13開催分）
オ.東村山駅西口地区都市
計画駐輪場の説明会
（Ｈ16.3.4開催分）

エの文書について
「要望書提出者の氏名、住
所、印影」は第６条第２号個
人情報に該当

地方公務員法が改正され、人事行政運営等の状況 H18.9.19
の公表をＨ１７.４.1から行うこととされたのに伴い、平
成１７年度に懲罰の対象になった行為に対しての処
分に係る全ての文書

9.12決定分
の公開後、
説明会の開
催について
の起案を追
加文書として
公開した。

再開発
担当

部分公開 起案「東村山市職員の分限及び 「職員と被害者の氏名・住
懲戒に関する審査会の開催及び 所・生年月日・所属課等個人
が特定できる情報・私生活
処分決定」Ｈ18.3.22決裁
（家族状況・身体状況等）に 人事課
関する情報」は第６条第２号
個人情報に該当

栄町３−２３に計画されている有料老人ホームの（建 H18.9.19
設）相談カード及び添付書類
54 H18.9.4

55 H18.9.8

56 H18.9.8

部分公開 開発番号18-20「建築物の建築
事業計画審査願」一式（事業計
画書、各課協議報告書、案内
図、公図写、実測図、建物配置
図、平面図、立面図、給水施設
図、雨水浸透施設図、公共施設
構造図、緑化計画図）

「事業主及び土地所有者の
印影、電話番号」は第６条第
２号個人情報に該当
「介護居室の間取り」は第６
条第７号犯罪の予防情報に
該当

｢りんごっこ保育園設置者の資質及び特定議員の関 H18.9.21
与に関する調査特別委員会」第1回記録９頁２２行に
「次長答弁」として記録されている保健福祉部所管と
法務所管とのりんごっこ保育園に対する「都第３者評
価」に関する補助金に係わる協議に関する書類の全
部

公開

ア.起案「市内保育施設におけ
る東村山市福祉サービス
第三者評価受審費補助」
イ.起案「東村山市民間保育所
第三者評価受審費補助に
関する規則」

市内認可保育所の０５年度事業報告書（収支報告含 H18.9.21
む）関係書類の全部

部分公開 起案「平成17年度認可外保育室 ｢法人代表者の印影」は第６
運営事業にかかる実績報告書の 条第３号法人情報に該当
受理（管内）」
※７園の保育室からの運営費
等実績報告書、保育室事業
収支計算書が添付されている

H18.9.22

部分公開 ア.起案「平成17年度認証保育 ｢法人代表者の印影」は第６
条第３号法人情報に該当
室運営事業費等実績報告
書の受理及び確定通知」
※５園の保育室からの運営費
等実績報告書、保育室事業
収支計算書が添付されている
イ.保育室運営費等補助金額
確定通知書
※認可外保育室7園分

都市計
画課

児童課

児童課

57 H18.9.8

H18.9.21
東村山駅西口地下駐輪場について
①9/6入開札のあった建築工事の仕様書等、業者む
け
書類、予定価格の積算根拠、図面
②事業総額を当初１３億円とし、その後１１億円、現
在（9/8答弁で）１０億５千万円としたそれぞれの時の
根拠を示す書類。金額減は何か予定していたものを
取りやめたからなのか、見積もっていた単価よりも安く
済むことがわかったからなのかといった理由も含め
て。

部分公開 ②の請求に対して公開したもの
ア.約13億円の積算表:東村
山市西口地区事業化推進
計画(H15.10)
イ.約10.5億円の積算表：東
村山市西口地区地下駐輪
場築造工事概算金額
(H17.10)

①の請求に対しては非公
開。9月6日入開札のあった
建築工事の文書(東村山市
西口地区地下自転車駐車場
築造工事設計書、図面、特
記仕様書、参考数量内訳
書）に対する請求だが、本工
事は現在仮契約で、議会の
議決後に本契約となる。都・
26市間で本契約後に公開す 再開発
ることが統一見解となってお
担当
り、第6条第4号の国等協力
関係情報に該当し、協力･信
頼関係が損なわれるため
②の請求に対して公開した
左欄イの文書のうち、「今後
発注する工事の予定金額が
わかる部分」は第６条第６号
行政運営情報に該当

58 H18.9.12

H18.9.15
平成17年度公共下水道事業における下水道工事
（貴自治体公共下水道への接続が予定されている民
間の下水道工事を含む）において、北勢工業（株）が
製造・販売したマンホール鉄蓋を使用した下水道工
事の物件名、同社製マンホールの使用数量がわかる
書類（材料承認願い、工事契約書、下水道業者使用
調書報告書など）

非公開

任意的申出
平成17年度公共下水道事業
において、北勢工業（株）製
の下水道マンホール鉄蓋の
使用実績がないため、該当 下水道
課
文書は不存在。

都市計画審議会における東村山駅西口再開発地下 H18.9.20
駐輪場計画についての審議内容がわかる議事録、
資料等一切
59 H18.9.12

りんごっこ保育園で発生したいわゆる「チーズキッズ」
事故に関する書類の一切

公開

ア.平成16年6月4日開催の
平成16年度第1回東村山市
都市計画審議会（報告）
イ.平成16年10月20日開催の
平成16年度第2回都市計画
審議会（諮問）における「東
村山駅西口再開発事業に
伴う東村山都市計画駐輪場
整備事業について」に関する
審議資料、議事録

H18.9.29 部分公開 ア.「チーズキッス」誤飲事故
報告書
イ.給食・救急救命講習につい
てのアンケート文書（児童
課が私立保育園にアンケー
トしたもの）

60 H18.9.13

東村山市西口地区再開発事業に関して、平成１７年 H18.9.28
度および本年９月（請求日）までに執行された支出行
為の明細と、本年度見込まれるこれからの支出予定
の明細一式
61 H18.9.15

部分公開 ア.支出命令書(平成17年12月
8日付、支出命令額118,560
千円）
イ.平成18年度一般会計予算
書
ウ.平成18年度補助金執行ス
ケジュール(平成18年8月1日
現在:都費要望資料）

都市計
画課

アの文書について
「園長印影」は第６条第３号
の法人情報に該当
「保護者の発言及び身体状
況に関する部分」は第６条第
２号個人情報に該当
↓
児童課
児童及び保護者の日常生活
に関するものであり、一般に
公表されることを前提に記録
されたものではなく、園と保
護者の信頼関係の上での記
録であるため
イについて
は情報提供

「法人の代表者印影及び組
合の口座情報」は第６条第３
号法人情報に該当
再開発
担当

62 H18.9.19

63 H18.9.21

64 H18.9.28

職場環境調査報告
野火止･萩山･青葉各児童クラブ建屋に関わる所見

H18.9.29

疾病調査表小中学校全校
過去10年間

H18.9.29

公開

職場巡視結果（熱中症対策）
職員課

公開

（仮称）ライオンズステージ久米川計画（萩山町5-1- H18.10.12 公開
1）の防火水槽に関する市と消防署の意見書等

平成８年度〜１７年度定期健康
診断疾病異常調査票（市内小･
中学校全校分）

学務課

（仮称）ライオンズステージ久米
川計画の防火貯水槽に関する市
への意見書

都市計
画課

東村山駅西口地下自転車駐車場築造工事に関する H18.10.12 部分公開 東村山駅西口地下自転車駐輪
場築造工事に関する書類
書類
ア.電子入札データ（入札見積
１、電子入札データ
経過調書）
２、請負契約書及び仕様書
イ.工事請負契約書
３、関係所管作成の積算書又は仕様書
ウ.設計書、図面、特記仕様書
65 H18.9.29

東村山駅西口再開発に関する公益施設アンケート

H18.10.13 公開

66 H18.10.6

東村山駅西口地区公益施設設
置に関するアンケート調査結果

68 H18.10.23

任意的申出
※アは情報
提供

イの文書について
｢法人代表者の印影、取引金
融機関名」は第６条第３号法
人情報に該当

※「建設共同
企業体協定
ウの文書について
再開発
書の出資割
「設計書の総工事費を除く設
担当
合」は企業に
計金額、設計単価、諸経費
公開の可否
率がわかる部分」は第６条第
を確認した後
６号行政運営情報エに該当
に公開した。

再開発
担当

任意的申出

本人申出に
再開発 より取下げ
担当

東村山市と東村山駅西口地区市街地再開発組合間
の、東村山市野口町１−１８−５外の事業用地（再開
67 H18.10.18 発組合事務所）の賃貸契約書
東村山駅西口再開発に関する8/31に認可された権 H18.11.6
利変換計画についての書類一切

任意的申出

部分公開 ア.起案「.東村山駅西口地区
第一種市街地再開発事業
権利変換計画認可申請書
イ.起案「.東村山駅西口地区
第一種市街地再開発事業
権利変換計画認可書

アの文書について
「法人及び個人の印影、従
前資産評価のうち借地権価
格・建物等補償額・抵当権価
格、従後資産の建物に係る 再開発
担当
情報、増床取得者氏名」は
第６条第３号法人情報及び
第２号個人情報に該当

東村山駅西口再開発事業関連の地下駐輪場競争入 H18.11.7
札に関する
①予定価格の積算に関する書類の全部（単価記載
を含む）
②入札した全業者の入札価格の積算に関する書類
の全部（単価記載を含む）
69 H18.10.25 ③最低制限価格決定に係る積算書類、起案書、決
裁書等関係書類の全部

部分公開 ①について
ア.起案「予定価格の決定につ
いて」
イ.東村山駅西口地下自転車
駐車場築造工事設計書
ウ.同工事の特記仕様書
エ.同工事の図面一式
③について
オ.最低制限価格算式表

10月決算特別委員会で答弁があった2006年3月末 H18.11.6
から同年4月初めまでの期間になされた一般会計一
時借入金40億円に関する以下の書類の全部。
①上記40億円につき、借り入れた金融機関名、借り
入れ条件、借り入れ期間等約定について記載した各
文書
②上記４０億円につき、借り入れ事実、返済した事実
について記載した差引簿等の文書
③償還（返済）の財源内訳等を記載した文書
④償還（返済）の財源となった国都からの歳入につい
て、それぞれ歳入月日、歳入額、歳入の趣旨を記載
した文書
⑤償還（返済）の財源となった国都からの支出金につ
いて、それぞれ支出月日、支出額、支出の趣旨を記
70 H18.10.25 載し、東村山市に交付した文書
⑥償還（返済）の財源となったその他の歳入（基金か
らの流用等を含む）について、それぞれ歳入月日、
歳入額、歳入の趣旨を記載した文書

公開

①について
ア.起案文書「平成１７年度一般
会計の一時借入金について」
②について
イ.３月２９日付、一時借入
「一時借入伺書」「計算書」
ウ.４月４日付、一時借入返済
「一時借入伺書」
エ.４月４日付、一時借入金
利子「支出命令書」「計算書」
③について
オ.１７年度３月２８日から４月４日
までの「収支および預金勘定
報告書」「収支残高報告書」
「一般会計収入支出日報」
④について
カ.１７年度３月２８日から４月４日
までの国、都からの歳入に
関する「調定決議通知書」
「納付書」
⑤について
キ.上記歳入の国及び都からの
「決定通知書」等
⑥について
ク.上記オの「一般会計収入支出
日報」「振替一覧表」

イの文書について
「総工事費を除く設計金額、
設計単価、諸経費率がわか
る部分」は第６条第６号行政
運営情報エに該当
②については文書不存在。 再開発
担当
落札業者からは積算書の提
示を求めたが、確認後返却
した。その他の業者からは提
示を求めていないため。

会計課

小中学校の健康調査結果（平成18年度分）

H18.11.1

71 H18.10.26
①8月30日に東京都において認可が下りた東村山駅
西口再開発についての権利変換計画の一切
②東村山駅西口再開発ビルの設計変更後（セントラ
ルから三菱地所に変更になった際の設計変更）の設
計関係書類の一切、図面等

72 H18.10.26

平成18年度定期健康診断疾病
異常調査票（市内小･中学校分

H18.11.8 部分公開 ア.起案「東村山駅西口地区
第一種市街地再開発事業
権利変換計画認可申請書」
イ.起案「東村山駅西口地区
第一種市街地再開発事業
権利変換計画認可書」
ウ.東村山駅西口地区市街地
再開発組合 事業計画の
変更（第2回：平成18年8月
31日付認可）認可申請書の
施設建築物設計図

平成17年6月以降に栄町3-4-32のマンション業者と H18.11.2
市並びに住民とのやりとりに関する書類一切
73 H18.10.27

公開

部分公開 ア.自治会から市への要望書、
嘆願書等
イ.市から事業者への意見照
会書
ウ.事業者から市への回答書、
意見書等

学務課
アの文書について
「法人及び個人の印影、従
前資産評価のうち借地権価
格・建物等補償額・抵当権価
格、従後資産の建物に係る
情報、増床取得者氏名」は
第６条第３号法人情報及び
第２号個人情報に該当
再開発
担当
ウの文書について
「住居の間取りがわかる部
分」は第６条第２号個人情報
に該当かつ第６条第７号犯
罪の予防情報に該当
ア、イ、ウの文書について
｢自治会長及び事業者の印
影」は第６条第３号法人情報
に該当

都市計
画課

①東村山駅西口再開発に伴う解体工事に関して
・除去するアスベストの分析値
・作業計画書
・クリーンルームの仕様、図面
・厚生省、東京都への届出書
②東村山駅西口再開発に関する文書の目録（平成
12年度分から）

H18.12.4

①非公開
②部分公 ②平成１２年度〜平成１８年度
開
の西口整備事業に関係する
文書目録

74 H18.11.20

③起案「東村山駅西口地下自転車駐車場築造工事 H18.12.6
（執行伺）」

「東村山駅西口地区第一種市街地再開発事業」に伴
う工事に関連した届出書類すべて。
・工事の計画表
75 H18.11.22 ・再開発組合、業者との協議内容、議事録
・大気汚染防止法に基づく届出（アスベストを含む建
物の解体工事に伴うもの）

公開

※部分公開
①について
１件で計上
大気汚染防止法では、特定
粉じん（アスベスト）排出作業
を行おうとする者に、事前に
管轄都道府県知事に所定の
事項を届け出る義務を定め
ている。西口再開発に伴う解
体工事の場合は、延べ面積
が５００㎡以上の建築物であ
るため届出先は東京都多摩
環境事務所であり、市では文
書を保有していないため文
書不存在である。
再開発
担当
②について
「法人名及び個人の氏名」は
第６条第３号法人情報及び
第２号個人情報に該当

起案「東村山駅西口地下自転車
駐車場築造工事（執行伺）」
・設計書
・図面
・特記仕様書
本人申出に
より取下げ
再開発
担当

青葉町２丁目４２番地に建設予定の創価学会文化会 H18.12.4
館に関する事前協議の内容、申請書類（協定書、審
H18.11.28 査結果通知等も含む）の全て
11/28に公開請求した創価学会文化会館建設工事
に関して、12/6に事業主から市へ提出された書類

76

部分公開 ア.開発番号18-21 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

H18.12.11 部分公開 ア.近隣住民説明報告書、近隣
挨拶リスト
イ.審査結果回答及び協議報告
書
ウ.建築物事業計画協定申請書
一式

（H18.12.6)

アの文書について
｢事業主の印影」は第６条第
３号法人情報に該当

※部分公開
１件で計上

アの文書について
｢個人宅への訪問時間、対応
した家族名、質問・要望など
の内容」は第６条第２号個人
情報に該当
都市計
ア、イ、ウの文書について
画課
｢事業主の印影」は第６条第
３号法人情報に該当
「協定書（案I」は第６条第５号
意志形成過程情報に該当
し、市と事業主間の協定締
結がまだ決定していないた
め非公開。

議員政務調査費の関係書類2003〜2005年度の全部 H18.12.11 部分公開 平成１５〜１７年度の市議会議員
（収支報告書等含む）
政務調査費の
ア.交付申請書
イ.交付決定通知書
77 H18.11.28
ウ.収支報告書及び添付資料

78 H18.12.1

①2003〜2005年度の市議会の政務調査費の収支報 H18.12.11 部分公開 ア.平成１５〜１７年度の市議会
議員政務調査費の交付申請
告書と支出先などがわかる領収書など証拠書類の全
書、交付決定通知書、収支
て。
報告書及び添付資料
②2003〜2005年度の議長交際費の収支、支出先の
イ.平成１５〜１７年度の議長交
わかる書類全て。
際費の資金前渡現金出納簿、
交際費支出金連絡表及び
領収書

ア、ウの文書について
｢口座情報、法人の代表者印
影」は第６条第３号法人情報
議会事
に該当
務局
｢個人のクレジット番号」は第
６条第２号個人情報に該当
任意的申出
アの文書について
｢口座情報、法人の代表者印
影」は第６条第３号法人情報
に該当
｢個人のクレジット番号」は第
６条第２号個人情報に該当
議会事
務局
イの文書について
「弔慰金を支出した葬儀の故
人名、個人のクレジット番号」
は第６条第２号個人情報に
該当

東村山駅西口再開発での駐輪場の地上設置権等に H18.12.12 公開
関する資料のすべて
79 H18.12.4

80 H18.12.6

※部分公開
１件で計上

駐輪場形態比較表

権利返還前の地権者の土地所有の状態が判る資料 H18.12.12 部分公開 東村山駅西口地区大一種市街 「法人及び個人の印影」は第
のすべて
地再開発事業の土地調書及び ６条第３号法人情報及び第２
号個人情報に該当
公図写し
①２００４年３月〜２００６年１２月までの「繰替一覧表」 H18.12.15 部分公開 ①について
及び流用状況一覧表
ア.「繰替一覧表」（確認表の
ため一部期間不存在）
②２００４年度末の一時借入金（全会計）に関する書
イ.「流用状況一覧表」
類の全部
②について
ウ.起案文書「平成１６年度
③２００４年度末一時借入金の歳入以後、出納閉鎖
一般会計の一時借入金
時までの交付金等歳入に関する書類の全部
について」
エ.起案文書「平成１６年度
④２００５年度末一時借入金の歳入以後、出納閉鎖
東村山市国民健康保険
時までの各会計の交付金等の歳入に関する書類の
事業特別会計一時借入
全部（ただし一般会計は、
金の借り入れ」
２００５年４月５日から出納閉鎖まで）
オ.起案文書「平成１６年度
東村山市国民健康保険
⑤２００５年度出納閉鎖時における、２００６年度各会
事業特別会計一時借入
計（各特目基金を含む）の流用状況に関する書類の
金の借り入れ」
全部、及び各特目基金の２００６年５月３１日現在の有
カ.起案文書「平成１６年度
高を証する書類の全部
一時借入金」（下水道会
計）
⑥２００４年度出納閉鎖時における、２００５年度各会
③について
計（各特目基金を含む）の流用状況に関する書類の
キ.０４年度末一時借入金
全部、及び各特目基金の２００５年５月３１日現在の有
の歳入以後、出納閉鎖
高を証する書類の全部
時までの交付金の「調
定決議通知書」及び「納
入通知書」

再開発
担当

アの文書のうち、「04.3月分
の振替一覧表」はデータ削
除済のため不存在

会計課

④について
ク.０５年度末一時借入金歳入
以後出納閉鎖時までの各
会計交付金の「調定決議
通知書」及び「納入通知書」
（ただし一般会計は、０５年
４月５日から出納閉鎖まで）
⑤について
ケ.各特目基金の０６年１２月
６日現在の「基金有高表」
⑥について
コ.０５年度出納閉鎖時におけ
る、０６年度会計（各特目基
金を含む）「繰替運用伺書」
及び０６年５月３１日現在の
「基金有高表」
⑦について
サ.０５年度出納閉鎖時におけ
る、０６年度会計（各特目
基金を含む）「繰替運用伺
書」及び０６年５月３１日
現在の「基金有高表」

81 H18.12.7

任意的申出
平成１６年７月１５日東京高裁第２４民事部において H18.12.15 部分公開 平成１６年７月１５日東京高裁第 「控訴人の住所・氏名」は第６
２４民事部において判決された、 条第２号個人情報に該当
判決された「ごみ収集運搬委託の随意契約」に関す
ごみ減量
「ごみ収集運搬委託の随意契
る判決文
推進課
約」に関する判決文
本人申出に
議会事 より取下げ
務局

２００６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）」に関
82 H18.12.11 して、請願に名前を連ねた個人、法人の名簿
東村山市廻田町1丁目３１−２２、−３３
市道路線認定及び敷地上地申請綴S62-63実測図
83 H18.12.20

H18.12.26 公開

市道路線認定並びに敷地上地
申請書（東都管収第279号昭和
62年6月18日受付）添付の実測
図（廻田町1ー31-23、36/1-3215）

道路・交
通課

西口再開発組合の理事会、各部会、入開札、他への H19.1.18
市職員の出席を示す書類一切（18年度について）

84 H18.12.26

①平成１７年４月１日時点の正職員の人数と、そのう H19.1.9
ち市内在住の人数
85 H18.12.27 ②平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までに
支払われた通勤手当の総額（市内在住の正職員の
み）
①東村山駅西口の人工地盤築造工事と自転車駐車 H19.1.17
場築造工事について、仕様書と契約書
②平成１４年度に、東村山駅西口関連でセントラルコ
ンサルタントが参加した契約案件の入札見積経過調
書

86 H19.1.4

部分公開 東村山駅西口地区市街地再開
発組合における
ア.理事会資料（第56回〜第73
回）
イ.権利変換部会資料（第45回
〜第53回）
ウ.補償部会資料（第11回〜
第12回）
エ.臨時総会及び通常総会資料
（第9回〜第13回）
オ.入札次第（2回分）
公開

ア、イ、エの文書について
「法人及び個人の印影、除
去スケジュール表中備考欄
の個人の資産に係る情報、
組合顧問弁護士の現住所・
電話番号・学歴、組合事務
所の賃料月額」は第６条第３
号法人情報及び第２号個人
情報に該当

H19.2.23ま
で期間延長

再開発
担当

人事給与システムからの抽出数
値
職員課

部分公開 ①について
ア.東村山駅西口地下自転車
駐車場築造工事（電気設備・
機械設備・昇降機設備）の
工事請負契約書及び特記
仕様書、図面
イ.東村山駅西口地下自転車
駐車場築造工事監理委託
の委託契約書及び仕様書、
図面
ウ.東村山駅西口地区人工
地盤築造工事（電気設備・
建築・昇降機設備）の工事
請負契約書及び特記仕様
書、図面
②について
平成14年度入札経過調書
「東村山駅西口地区整備
推進業務委託」

ア、イ、ウの文書について
「法人の代表者印影」は第６
条第３号法人情報に該当
ア、ウの文書について
「各工事の昇降機設備に関
する特記仕様書」は性能指
定による参考図のみの契約
となるため文書不存在
再開発
担当

①久米川駅北口整備事業について直近の事業計 H19.1.29
画、収支（予算）計画、既に行われた入札・契約に関
する書類

②１８年度中に売買された土地開発公社管理の土地
に関連して発生した文書
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H19.1.12

部分公開 ア.久米川駅北口地下自転車
駐車場基本設計委託業務
報告書（平成16年3月）
イ.事業計画（平成19年度
以降案）
ウ.土地売買契約書
エ.平成13〜17年度久米川駅
北口整備事業業務委託
契約書その他関連書類
オ.起案「平成18年度久米川
駅北口整備事業の業務
委託に関する協定書の
締結（伺い）」
カ.平成18年度久米川駅北口
整備事業業務委託契約書
その１、その２、その３
キ.起案「都市計画道路3.4.26
号線（久米川駅北口）整備
事業に伴う東村山市土地
開発公社所有地の有償
譲渡及び契約締結につい
て（伺い）」
ク.起案「都市計画道路3.4.26
号線（久米川駅北口）整備
事業に伴う東村山市土地
開発公社所有地の有償
譲渡の完了報告」
ケ.起案「久米川駅北口整備
事業における東村山市
土地開発公社の仮換地へ
の同意（依頼）」
コ.起案「久米川駅北口整備
事業における東村山市
土地開発公社の沿道整備
街路事業認可申請の同意
について（依頼）」
サ.起案「精算金支払通知書」

アの文書について
「議事録中のまちづくり研究
会の会員名」は第６条第第２
号個人情報に該当。「警視
庁の担当者氏名」は第６条第
第７号犯罪の予防・捜査情
報に該当

土地開発公
社にも情報
公開請求あり

ウ、キ、サの文書について
「個人の印影」は第６条第２
号個人情報に該当
エ、オ、カ、ク、コの文書につ
いて
「法人の代表者印影」は第６
条第３号法人情報に該当」

市街地
整備課

①平成１６、１７、１８年度の市長車運転業務委託に係 H19.1.26
る入札経過調書、契約書、仕様書
②平成１６、１７、１８年度の議長車運転業務委託に係
る入札経過調書、契約書、仕様書

部分公開 平成16、17、18年度分の市長車 イの文書について
「法人の代表者印影」は第６
運転業務委託契約に関する
条第３号法人情報に該当
ア.入札経過調書
イ.契約書及び仕様書

H19.1.30

部分公開 平成16、17、18年度分の議長車 イの文書について
「法人の代表者印影」は第６
運転業務委託契約に関する
条第３号法人情報に該当
ア.入札経過調書
イ.契約書及び仕様書

88 H19.1.19

議会費のうち行政視察（委員会等）の支出に関する
全ての書類（２００３〜２００５年度分）

H19.2.1

89 H19.1.22

平成１９年１月２９日開催の環境建設委員会の録音
テープ
90 H19.1.29

H19.2.7

部分公開 平成15、16、17年度の下記起案
（政策総務、厚生、環境建設、生
活文教、議会運営の５委員会分
それぞれあり）
ア.起案「行政視察の実施並び
に職員随行」
イ.起案「行政視察に伴う経費
の精算戻入」
公開

平成１９年１月２９日開催の環境
建設委員会の録音テープ

イの文書について
｢領収書等に記載された法人
の口座情報」は第６条第３号
法人情報に該当

任意的申出
秘書課

議会事
務局

議会事
務局

請求時点で
テープが速
記会社に
議会事 いっていたた
務局 め、議会事
務局に戻っ
た2/26に公
開済

91 H19.1.30

①平成１５、１６、１７年度の市議会の政務調査費の支 H19.2.13
出報告書（領収書含む）

部分公開 平成１５〜１７年度の市議会議員
政務調査費の
ア.交付申請書
イ.交付決定通知書
ウ.収支報告書及び添付資料

ア、ウの文書について
｢口座情報、法人の代表者印
影」は第６条第３号法人情報
議会事
に該当
務局
｢個人のクレジット番号」は第
６条第２号個人情報に該当

②外郭団体など市が補助金を出している団体（指定 H19.2.9
管理者含む）に、平成１５、１６、１７年度に市から再就
職したＯＢの氏名、退職年度、退職時の役職、就職
年度と最終的な肩書

非公開

市は再就職に関与していな
いため文書を作成しておら
ず、不存在

③指定管理者を導入したすべての施設について、選 H19.2.13
定方法、選定委員の構成、契約相手と金額、参考に
徴した見積書、選定理由がわかる資料

部分公開 ア.東村山市有料自転車等駐
輪場指定管理者募集要項
イ.東村山市有料自転車等駐
輪場指定管理者選定委員
会設置要綱
ウ.東村山市有料自転車等駐
輪場指定管理者候補の決
定及び１２月議会の議案
提出
エ.指定管理者申請書より指
定管理・使用料徴収業務
積算資料の抜粋７社分
オ.東村山市有料自転車等駐
輪場の管理運営に関する
年度協定書
カ.東村山市有料自転車等駐
輪場使用料徴収委託契約
書

ウ、オ、カの文書について
「指定管理者選考内容の所
管意見、法人の代表者印
影」は第６条第３号法人情報
に該当

部分公開 ア．起案「東村山市立社会福
祉センターの指定管理者
の選定について（伺い）」
イ．起案「東村山市立社会福
祉センターの指定管理候
補者の決定（伺い）」
ウ．起案「東村山市立社会福
祉センターの管理に関す
る年度協定書」

「予算内訳における個人の
給与額がわかる部分、法人
の代表者印影」は第６条第３
号法人情報に該当

H19.2.13

市で再就職
のあっせん
人事課 等はしていな
いが、本人の
就職活動に
より該当組織
に就職した
者はいるた
め、その者に
ついて情報
提供を行っ
た
道路・交
通課

計画担
当

H19.2.6

H19.2.8

部分公開 ア.起案「管理委託者制度に伴
う第８保育園の考え方につ
いて」
イ.起案「東村山市立第八保育
園指定管理者指定要項」
ウ.起案「東村山市立第八保育
園指定管理候補者の決定」
エ.起案「東村山市立第八保育
園指定管理者の決定」
オ.起案「東村山市立第八保育
園指定管理者に対する協定
書及び年度協定書の締結」

「法人の代表者印影」は第６
条第３号法人情報に該当

部分公開 ア.起案「東村山市ふれあいセ
ンターの指定管理者候補者
の決定について」
イ.起案「ふれあいセンターの
管理運営に関する年度協
定書の締結について」
ウ.起案「秋水園ふれあいセ
ンターにおける指定管理者
との協定の締結」

「指定管理者申請者の代表
者個人の住所、連絡先電話
番号」は第６条第２号個人情
報に該当

児童課

市民生
活課

