
平成２０年度第２回東村山市情報公開運営審議会 
 
 
日    時    平成２１年３月２７日（金）  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２０年６月～平成２１年２月分）の運用状況報告 
（２）審議会等の会議の公開に関する統一基準（案）について 
（３）その他 
  ・平成２０年度版「情報公開制度の手引」「個人情報保護制度の手引」の

配布 
  ・個人情報保護運営審議会の委員改選について 

 
 

以   上 
 



 
 
 

東 村 山 市 情 報 公 開 制 度 等              

運 用 状 況               
（平成２０年６月～平成２１年２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３月９日 

                                         



３   情 報 公 開 請 求 件 数 （平成２０年６月１日～平成２１年２月２８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
(注４）

その他

６月 9 32 30 2 35 12 19 4

７月 9 18 14 4 23 9 11 2
1

（取下げ）

８月 12 16 12 4 23 6 17

９月 3 9 9 9 1 7 1

１０月 5 16 16 18 6 9 2
1

（取下げ）

１１月 3 5 5 5 1 4

１２月 6 7 5 2 7 2 2 1 1
1

（取下げ）

１月 3 8 6 2 9 3 4 1
1

（取下げ）

２月 4 6 6 7 3 1
3

（取下げ）

合計 54 117 103 14 136 40 76 2 11 0 0 7

比率（%） - 100.0% 88.0% 12.0% 100.0% 29.4% 55.9% 1.5% 8.1% 0.0% 0.0% 5.1%

（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）　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２０年６月１日～平成２１年２月２８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 5 3.7% 市長 環境部 管理課 7 5.1%

市長 会計課 0.0% 施設課 0.0%

秘書課 2 1.5% 秋水園整備計画担当 0.0%

政策室 広報広聴課 2 1.5% ごみ減量推進課  0.0%

企画政策課 10 7.4% 都市整備部 道路・交通課 2 1.5%

5 3.7% 道路補修課 1 0.7%

政策法務課 1 0.7% 下水道課 3 2.2%

情報推進課 1 0.7% 水道課 4 2.9%

総務部 職員課 2 1.5% 都市計画課 5 3.7%

人事課 5 3.7% 市街地整備課 1 0.7%

総務課 3 2.2% 再開発担当 2 1.5%

財務部 管財課 1 0.7% みどりと公園課 3 2.2%

契約課 5 3.7% 教育委員会 教育部 庶務課 2 1.5%

財政課 1 0.7% 学務課 1 0.7%

課税課 2 1.5% 指導室 2 1.5%

納税課 2 1.5% （学校） 小学校 0.0%

市民部 市民課 0.0% 中学校 0.0%

保険年金課 2 1.5% 社会教育課 0.0%

市民生活課 1 0.7% 市民スポーツ課 1 0.7%

国際・男女共同参画課 1 0.7% 図書館 0.0%

防災安全課 0.0% 公民館 5 3.7%

産業振興課 4 2.9% ふるさと歴史館 1 0.7%

保健福祉部 障害支援課 1 0.7% 選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局 0.0%

高齢介護課 5 3.7% 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 0.7%
生活福祉課 0.0% 固定資産評価審査委員会 0.0%
児童課 136 100.0%

（各子育て推進エリア含む）
子育て推進課 0.0%
計画担当 1 0.7%

33 24.3%
合　　　　　計

主幹（総合計画・行財政改革担当）



５　情 報 公 開 請 求 の 状 況

年度
通し
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

11 H20.6.2

2008年4月から本日までに当市が公開したりん
ごっこ保育園に関する公文書の公開請求書と決
定通知書の全て

H20.6.9 部分公開 ア.平成20年5月19日付「公文
   書公開請求書」、5月21日
   付「公文書公開決定通知
   書」及びその公開文書：平
   成20年5月1日付「改善計
   画書等の提出について
   （通知）」
イ.平成20年5月23日付「公文
   書公開請求書」、5月28日
   付「公文書部分公開決定
   通知書」及びその公開文
   書：平成20年5月15日付「保
   健福祉部長名義の文書に
   ついて（質問書）」

ア、イの文書について
「公開請求者の氏名、住
所、電話番号」は第６条第２
号個人情報に該当

イの文書について
「保育園の代表者の印影」
は第６条第３号法人情報に
該当

児童課

12 H20.6.3

まちづくり条例に関すること H20.6.16 公開 ア.平成19年8月21日付「第３
   次行財政改革大綱・前期
   実施計画【進捗状況調査
   表】まちづくり条例の制定」
イ.平成18年12月25日付
   起案№288「東村山市宅
   地開発及び建築物の建築
   に関する指導要綱の条例
   化の方針（伺い）」
ウ.平成18年1月25日付起案
   №267「（仮称）まちづくり
   条例策定に伴う文書の
   送付について（伺い）」
エ.平成17年8月29日付起案
   №127「まちづくり条例等策
   定に関するアンケート集計
   結果について（送付）（伺
   い）」

都市計
画課

1



13 H20.6.3

１、市内認可保育園の2007年度の収支報告に関
　　する書類の全部（賃借対照表、事業活動収支
　　計算書、資金収支計算書、財産目録）
２、2008年5月1日以降に、東京都が東村山市
　　保健福祉部児童課に対して行った指導、
　　助言、指示等に関し作成され又は収集され
　　保存されている書類の全部
３、2008年2月1日以降に、東村山市保健
　　福祉部（児童課所管職員を含む）に対し
　　て、市民等が行った面談又は架電等による、
　　りんごっこ保育園に関する働きかけ、照会、
　　相談等の内容を記録した報告書、復命書等
　　書類の全部

H20.6.16 部分公開 ３について
市民の皆様からの保育園に関
するご意見（2008年2月1日以
降分）

１について
まだ保育園から収支報告が
提出されていないため不存
在により非公開

２について
口頭で行われ文書を作成し
ていないため不存在により
非公開

３について
「該当文書中の相談日時、
保護者と児童の氏名、生年
月日、住所、市の対応が書
かれた部分のうち相談者が
特定される部分」は第６条
第２号個人情報に該当

「相談内容」は第６条第２号
個人情報及び第３号法人
情報に該当

「相談内容欄に書かれた市
の対応のうち転園に関する
考え方の部分」は第６条第６
号行政運営情報のエに該
当

児童課

2



ア、イ、ウ、オの文書につい
て
「バス運転手及び事故の相
手方の氏名・住所・年齢・生
年月日・自宅電話番号・社
員番号・入社年月日・免許
証番号等」は第６条第２号
個人情報に該当

アの文書について
「事故の相手方の供述文書
すべて」は第６条第２号個
人情報に該当

ウの文書について
「バス運行事業者と市の折
衝経過文書すべて」は第６
条第２号個人情報及び第６
条第３号法人情報に該当

エの文書について
「事故の加害者と市とのやり
取り文書すべて」はは第６
条第２号個人情報及び第６
条第３号法人情報に該当

キの文書について
「法人の代表者印影、賃貸
借契約書中の賃貸借金
額、口座情報、保険料・リー
ス料の金額、資金計画、運
行管理者資格者証の番
号、代表者を除く社員の氏
名・生年月日・免許証情報・
印影、役員履歴書のうち生
年月日・学歴・職歴・印影」
は第６条第２号個人情報及
び第６条第３号法人情報に
該当

14 H20.6.3

１、コミュニティバス運行中の事故についての
　　報告書等一切（今までの分全て）
２、●●による交通事故（19年発生）に関する
　　報告書一切
３、銀河鉄道の4条免許申請に関して市が
　　保有する書類一切

6/27まで期間
延長

道路・交
通課

ア.平成18年2月27日付起案
   №623「コミュニティバスグ
   リーンバス人身事故」
イ.平成18年3月14日付起案
   №658「コミュニティバスグ
   リーンバス物損事故」
ウ.平成18年9月6日付起案
   №298「コミュニティバスグ
   リーンバス人身事故」
エ.平成19年10月25日付起
   案№407「死亡事故報告
   書」
オ.平成15年12月12日付起
   案№467「グリーンバス人
   身事故報告書」
カ.平成16年1月6日付起案
   №492「グリーンバス人身
   事故経過報告書」
キ.平成19年12月20日起案
   №530「一般乗合旅客自
   動車運送事業の経営許
   可申請について（回答）」

H20.6.27 部分公開

3



H20.6.18 公開 １について
ア.平成12年2月10日付厚生省
   告示第19号「指定居宅サー
   ビスに要する費用の額の算
   定に関する基準」
イ.平成12年3月1日付老企36
   号「指定居宅サービスに要
   する費用の額の算定に関す
   る基準（訪問通所サービス、
   居宅療養管理指導及び福祉
   用具貸与に係る部分）及び
   指定居宅介護支援に要する
   費用の額の算定に関する基
   準の制定に伴う実施上の留
   意事項について」
ウ.平成12年3月17日付老計10
   号「訪問介護におけるサービ
   ス行為ごとの区分等につい
   て」
エ.平成15年5月30日付厚生労
   働省事務連絡「介護報酬に
   係わるＱ＆Ａについて」
   ※一部抜粋

※部分公開１
件で計上

※ア～エは一
般に公表され
ている文書の
ため情報提供
とした（手数料
なし）

２について
オ.平成16～19年度集計表
   「居宅のサービス種類ご
   との利用状況」
３について
カ.平成19年12月20日付厚生
   労働省事務連絡「同居家
   族がいる場合における訪問
   介護サービス及び介護予
   防訪問介護サービスの生活
   援助等の取扱いについて」

H20.6.18 非公開 ２について
平成12～15年度は、訪問
介護の派遣時間帯ごとの集
計表を作成していないため
不存在

高齢介
護課

15 H20.6.3

１、訪問介護におけるホームヘルパーの時間給
　　付がどのように認められるのかの判断の元
　　となる基準、通達等全般。
　 ①その判断の際に「見守り」という表現が使わ
　　　れているが、抽象的なので何が該当するの
　　　かしないのか、どこまで含まれるのか不明。
　　　立場によって異なって受け取られるので
　　　特にそれがわかるもの。
　 ②上記解釈が異なった時はどう、どこで判断
　　　されることになるかの規程はあるのか？
２、上記に関連し、ホームヘルパーの訪問介護
　　の時間帯がどうなっているかがわかるもの。
    （介護保険開始以来現在まで）
３、最近、社会保障関連の給付抑制が図られて
　　いるようだが、１と関連するものとしてどのよ
　　うな指導・通達が出されているのか。

4



16 H20.6.4

平成17年12月議会の一般質問で渡部尚議員が
「東村山市人権都市宣言」についてきいている
が、その後どのような議論が行われたのか。関係
すること全て。

H20.6.12 非公開 検討に至っておらず文書未
作成のため不存在 企画政

策課

17 H20.6.4

工事件名　東村山市青葉町2丁目36～久米川町
1丁目33先間配水管布設工事１(初期ダク）
上記契約の設計単価内訳書

H20.6.13 公開 工事件名　東村山市青葉町2
丁目36～久米川町1丁目33先
間配水管布設工事１(初期ダ
ク）
上記件名の工事設計書、管弁
類材料内訳書、給水管類材料
内訳明細書

水道課

H20.6.16 非公開 水道事務所は東京都水道
局の施設であり水道料金が
かからないため検討の必要
なく、文書不存在

水道課

H20.6.17 非公開 口座振替には会計処理上
ネックとなる課題があること
から具体的な検討は行って
おらず文書未作成のため
不存在

総務課

※会計課職員
から、会計処
理上ネックとな
る課題につい
て請求者に説
明した。会計
課では数年前
に係の課題と
して口座振替
導入を検討し
たことがある
が、検討結果
を公文書として
保存していな
い

東村山市が管理する施設の水道料金を口座振替
にするかどうかの検討に関する全て

18 H20.6.5

5



H20.6.19 公開 ア.平成16・17・18・19年度指定
   管理者制度検討会の議事録
   及び会議資料（準備会～平
   成19年度第9回まで全52回
   分）
イ.平成16年10月4日付起案
   No138「指定管理者制度
   導入について」
ウ.平成16年12月9日付起案
   No176「指定管理者制度
   導入に伴う政策法務課との
   打合せ」
エ.平成16年12月15日付起案
   No421「（仮称）東村山駅西
   口公益施設における指定管
   理者の指定の手続に関する
   条例」
オ.平成19年7月6日付起案
   No117「平成１９年度第１回
   西口公益施設拡大検討会の
   報告」
カ.平成19年10月1日付起案
   No190「指定管理者制度検
   討会報告書・制度導入に関
   する基本的な考え方につい
   て」

企画政
策課

H20.6.11 公開 平成16年12月15日付起案
No421「（仮称）指定管理者制
度検討会の設置」

人事課

H20.6.12 公開 ア.平成17年7月27日付起案
   「指定管理者制度に伴う
   第８保育園の考え方につ
   いて（保健福祉部）」
イ.平成17年6月29日付文書
   「指定管理者制度につい
   て」
ウ.平成17年8月１日付起案
   「第八保育園の指定管理
   者制度導入における方針」

児童課

H20.6.6

図書館や公民館など公の施設に指定管理者制度
を導入することに関しての検討・論議などすべて

19

6



20 H20.6.9

認証保育所「空飛ぶ三輪車」の2001年度から
2007年度までの収支報告に関する書類の全部
（内訳書を含む）

H20.6.20 部分公開 平成14～19年度認証保育所事
業収支計算書（空飛ぶ三輪車
分）

「平成13年度認証保育所事
業収支計算書」は保存年限
が過ぎて廃棄済であり文書
不存在のため非公開

「法人の代表者印影」は第６
条第３号法人情報に該当

児童課

21 H20.6.9

平成19年に出た「嘱託職員の労働条件等のさら
なる適正化を」という監査の意見を受けて行われ
た嘱託職員の労働条件等についての議論などす
べて

H20.6.23 非公開 平成19年3月7日付提出さ
れた住民監査請求に対す
る監査結果において、嘱託
職員の勤務条件等の更な
る適正化を図るため、嘱託
職員に関する規則の条例
化を市議会と議論するよう
意見が出ている。19年9月
議会で嘱託職員退職手当
支給条例の一部改正は議
決されたが、全体の規則の
条例化に関する議論につ
いては現在係争中であり、
裁判結果が出てから進めて
いく予定のため、現時点で
は文書を作成しておらず不
存在のため非公開

人事課

22 H20.6.10

2007年12月1日から2008年1月31日までに、東村
山市保健福祉部（児童課所管職員を含む）に対し
て、市民及びりんごっこ保育園職員・保護者等が
行った面談又は架電等によるりんごっこ保育園に
関する働きかけ、照会、相談等の内容を記録した
報告書、復命書等書類の全部

H20.6.20 部分公開 市民の皆様からの保育園に関
するご意見（2007年12月1日～
2008年1月31日分）

「該当文書中の相談日時、
保護者と児童の氏名、生年
月日、住所、市の対応が書
かれた部分のうち相談者が
特定される部分」は第６条
第２号個人情報に該当

「相談内容」は第６条第２号
個人情報及び第３号法人
情報に該当

児童課

7



23 H20.6.11

東村山駅西口にできる再開発ビル内に一般利用
できる駐車場があるということだが、その台数につ
いて言及しているすべての資料、文書

H20.6.24 部分公開 ア.公益施設の駐車場、駐輪場
    の所有権・利用権について
イ.再開発ビル図面（駐車場の
    図の付いたもの）

イの文書について
「ビル5階住居部分の地権
者所有の部屋の間取り」は
第６条第２号個人情報に該
当

企画政
策課

24 H20.6.12

大沼田緑地の保全に関する文書･資料すべて H20.6.24 部分公開 ア.起案№323「平成17年度野
   火止用水歴史環境保全地
   域他１地域（東村山市）植
   生管理委託依頼と受託」
イ.起案№264「平成17年度野
   火止用水歴史環境保全地
   域他１地域（東村山市）植
   生管理委託完了報告」
ウ.起案№267「平成18年度
   保全地域植生管理委託」
エ.起案№268「平成18年度野
   火止用水歴史環境保全地
   域他１地域（東村山市）植
   生管理協定の締結に伴う
   施行計画書」
オ.起案№287「平成19年度野
   火止用水歴史環境保全地
   域他１地域（東村山市）植
   生管理委託に関する協定
   の締結及び施行計画書の
   提出」
カ.起案№318「平成18年度野
   火止用水歴史環境保全地
   域他１地域（東村山市）植
   生管理委託完了報告」

キの文書について
「草刈りに参加した市民の
氏名」は第６条第２号個人
情報に該当

コの文書について
「保全活動及び交流会に参
加した個人の住所、氏名、
電話番号」は第６条第２号
個人情報に該当

サの文書について
「契約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

みどりと
公園課

8



キ.起案№242「東京都環境局
   主催による緑地保全活動
  （大沼田緑地草刈ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ）」
ク.起案№335「平成19年度野
   火止用水歴史環境保全地
   域他１地域（東村山市）植
   生管理委託完了報告」
ケ.起案№336「平成20年度野
   火止用水歴史環境保全地
   域他１地域（東村山市）植
   生管理委託に関する協定
   の締結及び施行計画書の
   提出」
コ.起案№346「緑地保全活動
   （大沼田緑地）及び交流会」
サ.委託契約書、工事写真記
   録帳

25 H20.6.12

りんごっこ保育園職員名簿（一覧）
平成20年4月～6月の分全て

H20.6.25 部分公開 りんごっこ保育園職員名簿（平
成20年4月1日現在、5月1日現
在、6月1日現在）

「施設長を除く職員の氏名」
は第６条第２号個人情報に
該当 児童課

9



26 H20.6.13

①路上喫煙等の防止に関する条例制定以前に歩
きタバコに関して検討してきた文書すべて
②条例制定後、施行までに行ってきた検討・準備
に関するものすべて

H20.6.26 部分公開 平成19年8月から平成20年4月
にかけての起案書・発送文書
（合計24件）
・路上喫煙等禁止条例の制定
についての基本方針について
・路上喫煙等防止推進地区・禁
止地区の指定等と告示
・迷惑喫煙対策条例等の制定・
施行状況、過料徴収等の調査
の実施
・喫煙ﾏﾅｰｱｯﾌﾟｷｬﾝﾍﾟｰﾝの実
施
・路面シート等の図柄の検討・
決定、シート購入、設置
・駅周辺における通行量調査、
路上喫煙調査
・条例施行に伴う周知ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
の実施
・スタンド灰皿の指定標識
・路上喫煙等防止啓発推進委
員委託
・路上喫煙等防止啓発推進委
員によるチラシ配布
・路上喫煙等防止指導員の任
命
・灰皿設備等の清掃について
・清掃委託
など

「契約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

「委託契約、物品購入契約
の契約書類のうち、予定価
格が明らかになる部分」は
第６条第６号行政運営情報
のエに該当

管理課

27 H20.6.13

工事件名　東村山市野口町1丁目16-23先間配
水管新設工事１(公道)及び配水管移設工事１（道
路関連移設）
上記工事件名の金額入り明細書、金額入り諸経
費算出表

H20.6.18 公開 工事件名　東村山市野口町1
丁目16-23先間配水管新設工
事１(公道)及び配水管移設工
事１（道路関連移設）
上記件名の内訳明細書、共通
仮設費・イメージアップ諸経費
算出表、諸経費算出表

水道課

10



H20.6.19 公開 平成10年5月11日付報告書「在
日外国人の年金問題に伴う市
長との面談要望について」

任意的申出

29 H20.6.17
観光振興連絡会議の立上げ経過がわかる文書す
べて。会議のメンバー。会議での検討内容がわか
るもの

H20.6.25 公開 観光振興連絡会議の次第及び
会議録第1回～第5回分 産業振

興課

①は市民課か
ら情報提供。
情報コーナー
で随時閲覧可
能な文書であ
る。

②は国際・男
女共同参画課
から「相談内容
ごとの件数一
覧表」を情報
提供。

※部分公開1
件で計上

秘書課

部分公開 「要望書提出団体の団長印
の印影」は第６条第３号法
人情報に該当

ア.平成12年3月16日付報告書
   「要望書の受理」
イ.平成14年6月6日付報告書
   「定住外国人住民の住民投
   票権付与を求める要望書
   （受理）」
ウ.平成14年8月6日付報告書
   「無年金定住外国人の救済
   処置に関する要望書の受
   理」
エ.平成15年6月4日付報告書
   「永住外国人住民の住民投
   票権付与を求める要望書の
   受理について」
オ.平成15年6月25日付報告書
   「永住外国人高齢者・障害
   者に対する無年金救済を求
   める要望書の受理」
カ.平成16年8月3日付報告書
   「定住外国人無年金者の救
   済に関する緊急要望書及び
   定住外国人無年金者の救
   済に関する要望書の受理」
キ.平成18年6月23日付報告書
   「定住外国人無年金者の救
   済に関する要望書の受理」
ク.平成19年11月6日付報告書
   「中国残留邦人新支援法の
   運用についての要望書の受
   理」

28

H20.6.19①過去5年の国別外国人居住者数。
②外国人居住者から寄せられている苦情・トラブ
ル
　・要望などすべて
③外国人居住者に関して住民から寄せられてい
る
　苦情・トラブル・要望などすべて

H20.6.16

11



ア.平成19年4月24日報告書
   「第１回地区館長会議」
イ.起案№73平成19年10月
   12日起案「平成19年度第
   34回市民文化祭開催に
   伴う公民館開館時間変更
   及び職員体制について」
ウ.起案№90平成19年11月
   16日起案「年末年始臨時
   開館実施に向けて」
エ.起案№113平成20年2月
   14日起案「臨時開館事業
   について」
オ.起案№199平成20年3月
   25日起案「臨時開館事業
　 全体会議報告」
カ.起案№19平成20年5月9
   日起案「臨時開館実施報
   告」
キ.起案№26平成19年6月8
   日起案「夏季休業施設開
   放事業（臨時読書室の開
   設）の実施」
ク.起案№9平成20年4月4日
   起案「平成20年公民館運
   営方針」

ケ.起案№1平成19年4月2日
   起案「平成19年度市民講
   座テーマ決定について」
コ.起案№2平成20年4月1日
   起案「平成20年度市民講
   座テーマ決定について」
サ.起案№173平成20年3月
   12日起案「平成19年度視
   覚障害者ﾊﾟｿｺﾝｻﾎﾟｰﾄｾﾝ
   ﾀｰ報告及び平成20年度
   事業計画について」
シ.起案№174平成20年3月
   12日起案「平成19年度知
   的障害者かめのこ学級報
   告及び平成20年度事業
   計画について」

平成１９年４月以降に公民館のサービス向上につ
いてなされてきた検討文書すべて

30 H20.6.18

シの文書について
「かめのこ学級の参加者氏
名」は第６条第２号個人情
報に該当

公民館

H20.7.1 部分公開

12



31 H20.6.19

国民健康保険税の徴収率アップのために現在ま
でに議論・検討してきたこと、また実践してきたこと
すべて（過去5年分）

H20.7.1 部分公開 ア.平成16年9月16日起案
   №255「東村山市市税
   収納率向上対策推進
   本部会議（第6回）の開
   催
イ.平成18年12月18日起案
   №475「平成18年度東村
   山市市税収納率向上対
   策推進部会」
ウ.平成19年1月29日起案
   №550「平成18年度第8
   回東村山市市税収納率
   向上対策推進本部会議」
エ.平成19年11月16日起案
   №540「平成19年度第9
   回東村山市市税収納率
   向上対策推進本部会議」
オ.平成19年度東村山市
   市税収納率向上対策推
   進部会第1回～11回まで
   のレジュメ及び資料

イの文書について
「見積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

納税課

32 H20.6.19

りんごっこ保育園又は同園園長を訴訟当事者とす
る裁判の判決文（決定文を含む）の一切

H20.7.2 部分公開 ア.平成15年（行ウ）第413号
   第8回弁論準備手続調書、
   合意書、第10回弁論準備
   手続調書、訴状
イ.平成18年（行ウ）第136号
   決議無効確認等請求事件
   判決文
ウ.平成18年（ワ）第18854号
   損害賠償請求事件判決文

「原告及び被告の郵便番
号・自宅住所・電話番号」は
第６条第２号個人情報に該
当

「弁護士の印影」は第６条第
３号法人情報に該当

児童課

任意的申出

13



33 H20.6.19

りんごっこ保育園に係る平成20年1月～5月までの
補助金申請書及び決定に関する書類一切

H20.7.1 部分公開 ア.平成19年5月18日付起案書
   「平成19年度民間保育所運
   営費加算補助金の交付（り
   んごっこ保育園）・交付申請
   到達及び交付決定」
イ.平成20年2月8日、3月7日・
   8日・28日・31日付「東村山
   市民間保育所運営費加算
   補助金交付請求書」
ウ.平成20年2月8日、3月11日
   13日・31日付起票「支出負
   担行為伺兼決議書（土曜日
   ﾊﾟｰﾄ保育士補助金、保育園
   運営費補助金、民間保育所
   業務補助金、保育園園児記
   念品・時間延長型保育ｻｰﾋﾞ
   ｽ事業委託料）」

平成20年4、5月分の補助
金交付申請はこれから出さ
れるため、文書不存在

ア、イ、ウの文書について
「保育園の代表者印影」は
第６条第３号法人情報に該
当

児童課

任意的申出

34 H20.6.20

2007(平成19)年度の市議会議員政務調査費に関
するすべての書類

H20.7.3 部分公開 平成19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、会派結成届
イ.交付請求書、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

ウ、エの文書について
｢市議会議員の携帯電話番
号、口座情報、講演会講師
の自宅住所及び印影、議
員が情報公開請求をした内
容がわかる部分」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。

35 H20.6.23

平成16年9月のりんごっこ保育園の認可申請に添
付された東村山市長の「意見書」

H20.7.2 公開 平成16年9月のりんごっこ保育
園の認可申請に添付された東
村山市長の「意見書」 児童課
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36 H20.6.23

平成19年度の各町「体力つくり推進委員会」の事
業報告書（収支決算書含む）と添付された書類の
一切

H20.7.3 部分公開 13町の各体力つくり推進委員
会から出された定期総会用資
料文書（平成19年度分）

「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
ニティ開放委員長、保健推
進委員を除く）、住所、電話
番号、印影」は第６条第２号
個人情報に該当

市民ス
ポーツ課

37 H20.6.23

旧多摩東村山保健所２階フロアー活用に関する
懇談会の全１１回の討議内容すべて

H20.7.8 公開 ア.平成19年11月20日付報告
   書「旧多摩東村山保健所
   2階フロア活用に関する懇
   談会経過報告（第1回～
   第5回）」
イ.平成20年3月21日付報告
   書「旧多摩東村山保健所
   2階フロア活用に関する懇
   談会経過報告（第6回～
   第11回）」
ウ.旧多摩東村山保健所2階
   フロア活用に関する懇談
   会（第1回～第7回）の会議
   資料

児童課

38 H20.6.20

（仮称）公共施設再生計画に関する文書すべて H20.7.1 公開 ア.平成20年3月18日付第6次
   実施計画<予定事業案>
   調整事項「公共施設再生
   計画の検討」
イ.平成20年5月9日付実施
   計画事業等執行計画書
   「（仮称）公共施設再生
   計画の検討」

管財課

15



39 H20.6.24

アダプトプログラム導入に関するすべて。アダプト
プログラム実施要綱の制定に関するすべて
・公園ボランティアの要綱、導入時の文書も含む
・公園、緑地等の清掃美化活動を市民やＮＰＯ法
人
 に委託しているのであれば、その契約書も含む

H20.7.4 部分公開 ア.東村山市公園・緑地等ボラ
   ンティア実施要領
イ.空堀川下掘広苑・ふれあい
   広場植込み手入れ作業
   委託
ウ.美住町1丁目第3仲よし
   広場清掃等作業委託
エ.空堀川下掘広苑トイレ
   清掃委託
オ.旧前川緑道清掃等作業
   委託

イ、ウの文書について
「契約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

エ、オの文書について
「契約書中の個人の印影」
は第６条第２号個人情報に
該当

みどりと
公園課

※「アダプトプ
ログラム」は市
民と行政がとも
に協力して進
める「街美化プ
ログラム」のこ
と。アダプトと
は英語で
「◯◯を養子に
する」の意味。
一定期間、公
共の場所を養
子に見たて、
市民が里親と
なって道路、
公園、駅前、
河川敷等公共
用地の清掃美
化を行い、行
政は市民の清
掃美化活動を
支援する。

40 H20.6.25

学校給食における地産地消の取り組みに関する
ものすべて

H20.7.8 公開 ア.平成19年5月11日付東京都
   学校給食研究会通知「地産
   地消食育モデル校事業につ
   いて（調査）」
イ.平成19年10月5日付東京都
   学校給食研究会通知「地産
   地消食育モデル校事業の
   実施後の報告について」

学務課

41 H20.6.27

東村山市使用料等審議会のメンバーと審議会で
の検討内容がわかるものすべて（平成14年度分
から）

H20.7.9 部分公開 ア.平成14年度から平成20年6
   月27日までに開催された使
   用料等審議会の議事録、
   会議資料
イ.審議会委員名簿

イの文書について
「委員の自宅住所、電話番
号」は第６条第２号個人情
報に該当

企画政
策課
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42 H20.6.30

庁内および関係施設の節電対策についてすべ
て。また、その節電効果のわかる数字すべて。（管
理課エコオフィス事業で各課より集めたもの）

H20.7.11 公開 ア.平成20年6月2日付起案
   №81｢平成20年度第1回
   エコオフィスプラン東村山
   研修会の開催」
イ.平成20年5月7日付起案
   №47｢ノーネクタイ・ノー
   上着月間の実施」
ウ.平成19年9月13日付起案
   №213｢地球温暖化防止
   のための昼食時のマイ箸
   持参と昼休みのパソコン
   のｼｬｯﾄﾀﾞｳﾝについて」
エ.平成20年6月3日付起案
　 №84｢エコオフィスプラン
   東村山平成19年度実績
   報告書」
オ.平成19年6月6日付起案
   №90｢エコオフィスプラン
   東村山平成18年度実績
   報告書」
カ.平成18年8月23日付起案
   №184｢エコオフィスプラン
   東村山平成17年度実績
   報告書」
キ.電気使用料集計表
   （平成15、16年度）

管理課

43 H20.7.1

道路についての苦情・要望（標識やカーブミラー
なども含む）のすべて（過去3年）。
市民からの苦情・要望に対して、行政側が行って
きたことすべて

道路補
修課

※苦情・要望
の内容と処理
内容等を記載
した「維持補修
業務依頼受付
表」、「維持補
修業務町別内
訳」（17～19年
度分）を情報
提供した。請
求者了解の上
取下げ
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44 H20.7.2

りんごっご保育園の平成18、19、20年度民改費適
用申請書類一切。りんごっご保育園の平成20年4
～7月の職員名簿（経験年数を消さないこと）

H20.7.18 部分公開 ア.りんごっこ保育園の平成
   18～20年度民間施設給与
   等改善費適用申請書
イ.りんごっこ保育園職員
   名簿（平成20年4月1日
   現在～7月1日現在）

ア、イの文書について
「施設長を除く職員の氏
名、職員の休暇の理由と期
間」は第６条第２号個人情
報に該当

イの文書について
「保育園の設置者の印影」
は第６条第３号法人情報に
該当

児童課

任意的申出

45 H20.7.2

りんごっご第一保育園（野口町）の職員名簿（平成
19年4～直近のものまで）

H20.7.14 部分公開 りんごっご第一保育園職員名
簿（平成19年4月1日～平成20
年7月1日分）

「職員の氏名（設置者と施
設長の氏名は公開）、生年
月日、年齢、自宅住所」は
第６条第２号個人情報に該
当

「設置者の印影」は第６条第
３号法人情報に該当

児童課

H20.9.24 部分公開 平成19年度中に寄せられた市
長への手紙・ＦＡＸ・Ｅメールの
内容及び回答文書

「個人の氏名、住所、電話
番号、メールアドレス、経
歴、その他個人が特定でき
る部分」は第６条第２号個人
情報に該当

「特定法人の事業運営に支
障を与えるおそれのある部
分」は第６条第３号法人情
報に該当

H20.9.30 部分公開 平成17、18年度中に寄せられ
た市長への手紙・ＦＡＸ・Ｅメー
ルの内容及び回答文書

「個人の氏名、住所、電話
番号、メールアドレス、経
歴、その他個人が特定でき
る部分」は第６条第２号個人
情報に該当

「特定法人の事業運営に支
障を与えるおそれのある部
分」は第６条第３号法人情
報に該当

過去3年に、「市長への手紙、メール、ファックス」
で寄せられた質問・意見・要望の内容とその回答
すべて

46 H20.7.2

8/30まで期間
延長
9/30まで再延
長

広報広
聴課
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47 H20.7.3

寄付金条例についての検討･議論すべて H20.7.10 非公開 検討･議論はこれから始め
るためまだ文書を作成して
おらず不存在

企画政
策課

48 H20.7.7

（仮称）東村山駅西口公益施設の指定管理者の
公募において、指定管理候補者として選定された
団体の提案書類（事業計画書）

H20.7.18 公開 指定管理者応募書類のうち、
事業計画書（東京ドームグルー
プ分）

企画政
策課

任意的申出

※6月議会で
の指定管理者
指定の議決後
は、提出書類
を原則公開す
る旨、東京ドー
ムグループに
説明し了解を
得ている。

49 H20.7.7

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

H20.7.14 非公開 平成20年7月8日の時点で
まだ申請書類が出されてい
ないため、文書不存在

下水道
課
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①昨年度と今年度の管理職研修の内容などすべ
て
②昨年度のＯＪＴ研修、能力開発研修、アサーティ
ブトレーニングについて内容など全て

※研修で使用した資料、参加人数、受講者の感
想・意見文、受講者の感想等をうけてどのように見
直したかわかる文書

H20.7.22 部分公開 ア.平成19年9月3日決裁
   №318｢能力開発研修ｱｻｰ
　 ﾃｨﾌﾞﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ」
イ.平成19年11月28日決裁
   №367｢管理職接遇研修」
ウ.平成20年3月4日決裁
   №502｢管理職対象服務・
　 倫理研修」
エ.平成20年5月15日決裁
   №66｢昇任者研修」
オ.ＯＪＴ研修の参加者名簿、
　 管理監督者研修基本ﾃｷ
   ｽﾄ・指導員研修ﾃｷｽﾄ･
   指導総括ｼｰﾄ･共育ｼｰﾄ
カ.管理職評価者研修の
   参加者名簿、ﾃｷｽﾄ

ウの文書について
「講師が用意した研修資
料」は第６条第４号国等協
力関係情報に該当（講師か
ら資料は研修での活用の
みで外部提供禁止との注
意があったため）

オの文書について
「ＯＪＴ研修をうけた職員の
氏名が特定される部分」は
第６条第２号個人情報に該
当

人事課

H20.7.22 部分公開 ア.平成19年10月23日付起案
   №235｢セクシャル・ハラス
　 メント管理職研修の開催」
イ.平成19年11月26日付報告
   №265｢セクシャル・ハラス
　 メント管理職研修」
ウ.平成20年1月4日付起案
   №300｢平成19年度メンタル
　 ヘルス管理職研修の開催」
エ.平成20年3月27日付報告
   №391｢平成19年度メンタル
　 ヘルス管理職研修」

アの文書について
「講師の自宅住所、電話番
号」は第６条第２号個人情
報に該当

平成20年度の管理職研修
は秋以降に開催を予定して
おり、文書はまだ作成して
いないため非公開

職員課

51 H20.7.9

りんごっこ第一保育園に係る
①平成16年～20年の補助金申請及び交付決定
書類一切
②平成15年～19年の運営費等実績報告書及び
補助金確定通知書。なお、申請書類のうち、職員
名簿については職員名を消さないこと

H20.7.18 部分公開 りんごっこ第一保育園の
ア.平成16～20年度東村山市
   認証保育所運営費等補助
   金交付申請書、交付決定
   通知書
イ.平成15～19年度東村山市
   認証保育所運営費等補助
   金実績報告書、補助金額
   確定通知書

ア、イの文書について
「職員の氏名（設置者と施
設長の氏名は公開）、生年
月日、年齢、自宅住所」は
第６条第２号個人情報に該
当

「設置者の印影」は第６条第
３号法人情報に該当

児童課

任意的申出

H20.7.950

※ＯＪＴ研修
は、新人職員
が職場におい
て上司や先輩
から実際の作
業を通じて、職
務上のトレーニ
ング教育を受
けるものであ
る。指導総括
シート、共育
シートには新
人職員の目標
達成度が評価
数値等で詳細
に記載されて
おり、特定個人
に対する評価
が明らかにな
る文書のため、
部分公開とし
た。
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52 H20.7.15

嘱託職員の退職手当に関する裁判についての文
書（訴状、準備書面、判決文など）

H20.7.28 部分公開 ア.市側の１審・２審の答弁書、
    準備書面、証拠説明書
イ.裁判所及び原告側の送付
   書類として、１審の訴状、
   準備書面、証拠説明書。
   ２審の控訴状、控訴第１
   準備書面

すべての文書について
「原告の住所･氏名･電話番
号･印影。被告知人の住所･
氏名･電話番号･口座情報」
は第６条第２号個人情報に
該当

「弁護士の印影」は第６条第
３号法人情報に該当

人事課

53 H20.7.17

都発行の「平成17年都内の地下揚水の実態(地
下水揚水量調査報告書）」に市が報告した内容
で、市内にある既存井戸について下記内容を井
戸毎に開示願います。但し個人所有井戸・銭湯
温泉目的･観測用･公共用を除く。
1.井戸の所在  2.井戸を使用している施設名  3.
登録年月日  4.使用用途詳細  5.揚水機の能力
（吐出口径･定格）  6.揚水量報告内容(直近)
これら一覧表

H20.7.29 公開 平成19年の地下水揚水量報告
書の一覧表

管理課

任意的申出

54 H20.7.18

平成15年度から19年度における
①市役所（市の施設すべて）庁用車の燃料消費
量
　＝ＣＯ２の削減量
②同、電気使用量＝ＣＯ２の削減量
③秋水園排煙に含まれるＣＯ２の変遷

H20.7.31 部分公開 平成15～19年度における市役
所庁用車の燃料消費量・CO2
削減量と市役所電気使用量・
CO2排出量については、
ア.エコオフィスプラン東村山実
　 績報告書（17・18・19年度
   版）
イ.15年度及び16年度電気使
   用量集計表・走行距離集計
   表･燃料使用量（ｶﾞｿﾘﾝ・
　 軽油）

「東村山市秋水園排煙に含
まれるCO2排出量」につい
ては、調査を行っておらず
データが不存在のため非公
開

管理課

55 H20.7.18
小中学校の耐震診断結果（各校の棟ごと、体育館
のⅠｓ値）

H20.7.24 公開 棟別耐震化状況一覧（小学
校）、（中学校） 庶務課

H20.7.31 公開 公民館利用実績について（利
用人数･利用回数･利用率･利
用料収入）18,19年度分

公民館

H20.7.28 部分公開 市民センター別館、集会所、憩
いの家（夜間）の平成18,19年
度施設利用状況一覧表

部屋を貸出しした件数は公
開しているが、その部屋を
実際に何人で利用したかと
いう利用人数は調査してい
ないため文書不存在

市民生
活課

56 H20.7.18

平成１８、１９年度の市内すべての公民館、集会施
設について、利用人数・利用回数（うち無料団体
の回数も）･利用率･利用料収入
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H20.7.30 公開 精神障害者授産施設建設補助
事業支払内訳書

障害支
援課

H20.7.31 公開 施設設備費補助金交付先一覧 高齢介
護課

H20.7.30 公開 東村山駅西口市街地再開発事
業（年度別資金内訳）

再開発
担当

りんごっこ保育園に関する裁判の文書・資料すべ
て

H20.9.5 部分公開 下記事件の訴状、準備書面、
上申書、答弁書、証拠説明書、
弁論準備手続調書、判決文、
控訴状など
ア.平成15年（ワ）第15270号損
   害賠償事件、平成15年（行
   ウ）第413号議決無効確認等
   請求事件
イ.平成18年（行ウ）第136号
   決議無効確認等請求事件
ウ.平成18年（ワ）第18854号
   損害賠償請求事件
エ.平成20年（行コ）第132号
   決議無効確認等請求控訴
   事件
オ.平成20年（ネ）第2873号
   損害賠償請求控訴事件

すべての文書について
「原告及び被告の自宅住
所、郵便番号、電話番号、
市職員の自宅住所と年齢」
は第６条第２号個人情報に
該当

「弁護士の印影、保育園の
取引先金融機関名、設置
者の預金残高、特定の保
育園の保育士の月給額」は
第６条第２号個人情報及び
第３号法人情報に該当

児童課

H20.9.5まで期
間特別延長

H20.8.12 部分公開 ア.平成15年（ワ）第15270号損
   害賠償事件、平成15年（行
   ウ）第413号議決無効確認等
   請求事件の委託契約書、
   成功謝金協議書、支出命令
   書（着手金、成功謝金）
イ.平成18年（行ウ）第136号
   決議無効確認等請求事件の
   委託契約書、支出命令書
   （着手金、起訴提起に係る
   実費）
ウ.平成18年（ワ）第18854号
   損害賠償事件の委託契約
   書、支出命令書（着手金）

すべての文書について
「弁護士の自宅住所、郵便
番号、生年月日」は第６条
第２号個人情報に該当

「弁護士の口座情報、印
影」は第６条第３号法人情
報に該当 政策法

務課

H20.7.18

58

57

H20.7.30

債務負担行為の各項目について今後の負担額
が年度別、支払先別にわかるもの
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59 H20.7.30

地産地消推進についての文書すべて（教育委員
会は除く）

H20.8.12 部分公開 ア.平成18年6月15日付決裁
   №138｢魅力ある都市農業
   育成対策事業実施計画
   認定申請書」
イ.平成19年5月1日付決裁
   №62｢地元野菜学校給食
   供給についての打合せ会」
ウ.平成19年5月15日付決裁
   №85｢平成19年度学校
  給食打合せ」
エ.平成20年4月14日付決裁
   №48｢地元野菜学校給食
   供給についての打合せ会
   開催のお知らせ」
オ.平成20年4月23日付決裁
   №58｢平成20年度学校
  給食地場野菜納入打合せ」
カ.平成20年7月8日付決裁
   №214｢地元野菜学校給食
   供給についての打合せ会
   開催のお知らせ」
キ.平成20年7月17日付決裁
   №242｢学校給食地場
　 野菜納入打合せ」

すべての文書のうち
「氏名、年齢、住所、電話番
号」は第６条第２号個人情
報に該当

産業振
興課

60 H20.7.31

ゴミ手数料の年度別歳入額（H14～19年度）と各
年度の使途(歳出先)の金額を細目で、及びアメニ
ティ基金への各年度ごとの積立て額（H14～19年
度）について

H20.8.20 公開 アメニティ基金積立金関係一覧
表（H14～19年度分）

管理課

H20.8.20まで
期間延長
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①東村山駅西口公益施設の管理運営に関する、
東京ドームグループの提出した提案書。ただし、
経費等の内訳詳細が盛込まれているもの

H20.8.14 公開 （仮称）東村山駅西口公益施設
指定管理者募集に係る提案書
（東京ドームグループ）

②東村山駅西口公益施設の指定管理者の公募
に応じた際の東京ドームグループの応募書

H20.8.14 部分公開 （仮称）東村山駅西口公益施設
指定管理者申請書

「申請者である法人の代表
者印影」は第６条第３号法
人情報に該当

③東村山駅西口公益施設の管理運営に関する
東村山市が見積もった収入･経費等の明細

H20.8.14 公開 （仮称）東村山駅西口公益施設
指定管理者の募集（起案No.２
５４）

④東村山駅西口公益施設に関する指定管理者
選定委員会の議事録及び当委員会に提出された
資料

H20.8.14 部分公開 ア、（仮称）東村山市東村山駅
   西口公益施設指定管理者
   委員会事前協議
イ、東村山駅西口公益施設
   指定管理者の募集に係る
   提案審査
ウ、第2回東村山駅西口公益
   施設指定管理者選定委員
   会の報告及び指定管理
   候補の決定

アの文書について
「事前協議における発言者
氏名」は第６条第２号個人
情報に該当

イの文書について
「2位以下の団体名が類推
される部分およびプレゼン
テーション用資料（東京ドー
ム除く）」は第６条第３号法
人情報に該当

ウの文書について
「質疑に対する事業者の回
答（東京ドーム除く）及び順
位表の2位以下の団体が分
かる部分」は第６条第３号法
人情報に該当

62 H20.8.6

下水道ボウリングデータ
№１１－３と№１１－４の柱状図

H20.8.14 公開 下水道ボウリングデータ
№１１－３と№１１－４の柱状図 下水道

課

任意的申出

61 H20.8.1

※部分公開1
件で計上

企画政
策課
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H20.8.21 部分公開 ア.平成20年6月13日付起案
   「東村山市立第8保育園
   指定管理者募集要項の
   制定」
イ.平成20年6月13日付起案
   「東村山市立第8保育園
   指定管理者選定委員会
   設置要綱の制定」
ウ.平成20年7月3日付起案
   「市立第8保育園指定管
   理者選定委員会一般
   公募市民の決定」
エ.平成20年7月4日付報告
   「東村山市立第8保育園
   指定管理者選定委員の
   決定」
オ.平成20年7月11日付報告
   「第1回東村山市立第8
   保育園指定管理者選定
   委員会」
カ.平成20年7月11日付起案
   「第2回東村山市立第8
   保育園指定管理者選定
   委員会の開催」
キ.平成20年8月6日付報告
   「第2回東村山市立第8
   保育園指定管理者選定
   委員会」

ウの文書について
「選定委員会委員に応募し
た市民の住所、電話番号、
職業、（後日辞退した市民
については氏名、作文の内
容も非公開）」は第６条第２
号個人情報に該当

ケの文書について
「都職員の個人のメールア
ドレス」は第６条第２号個人
情報に該当

シの文書について
「審査評価項目の集計表及
び委員ごとの評価得点表の
うち、1位以外の団体の得
点の詳細がわかる部分」は
第６条第３号法人情報に該
当

タ、チ、ツの文書について
「法人の代表者印影、代表
者の生年月日、職員氏名、
金融機関口座情報、納税
額」は第６条第３号法人情
報に該当

ク.平成20年7月24日付起案
   「第3･4回東村山市立第8
   保育園指定管理者選定
   委員会の開催」
ケ.平成20年8月6日付報告
   「第3･4回東村山市立
   第8保育園指定管理者
   選定委員会」
コ.平成20年8月6日付起案
   「第5回東村山市立第8
   保育園指定管理者選定
   委員会の開催」

児童課第八保育園の指定管理者の選定に関する文書す
べて（選定委員自体の選考に関する文書含む）
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サ.平成20年8月7日付報告
   「第5回東村山市立第8
   保育園指定管理者選定
   委員会」
シ.平成20年8月7日付起案
   「東村山市立第8保育園
   指定管理者選定委員会の
   選定結果」
ス.平成20年8月11日付起案
   「第8保育園を守る会質問
   書の回答」
セ.平成20年8月13日付起案
   「東村山市立第8保育園
   指定管理者の候補の選定」

ソ.平成20年8月13日付起案
   「東村山市立第8保育園の
   指定管理者の応募の辞退
   について」の受理
タ.社会福祉法人ユーカリ福祉
   会「東村山市立第8保育園
   指定管理者指定申請書類」
チ.社会福祉法人土の根会
   「東村山市立第8保育園
   指定管理者指定申請書類」
ツ.特定非営利活動法人東村
   山子育て支援ネットワーク
   すずめ「東村山市立第8保
   育園指定管理者指定申請
   書類」

63 H20.8.8
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H20.8.21 部分公開 ア.平成20年8月8日起案№219
   「東村山市立第8保育園
   指定管理者選定に伴う談合
   情報への対応」
イ.平成20年8月11日報告
   №220「談合情報に伴う調査
   委員会調査結果報告」
ウ.平成20年8月13日報告
   №221「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
書のうち特定個人が識別で
き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
益を害するおそれがある部
分」は第６条第２号個人情
報及び第６条第３号法人情
報に該当

イ、ウの文書について
「職員の休暇理由及び事情
聴取調査書のうち、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
氏名」は第６条第２号個人
情報に該当

契約課

64 H20.8.11

１、第八保育園指定管理者の選定委員会名簿の
公開
２、第八保育園指定管理者の選定委員会議事録
の公開
３、第八保育園指定管理者応募事業者プレゼン
で提出された資料他、応募書類一切

H20.8.25 部分公開 ア.平成20年7月4日付報告
   「東村山市立第8保育園
   指定管理者選定委員の
   決定」
イ.平成20年8月6日付報告
   「第3･4回東村山市立
   第8保育園指定管理者
   選定委員会」
ウ.社会福祉法人ユーカリ福祉
   会「東村山市立第8保育園
   指定管理者指定申請書類」
エ.社会福祉法人土の根会
   「東村山市立第8保育園
   指定管理者指定申請書類」
オ.特定非営利活動法人東村
   山子育て支援ネットワーク
   すずめ「東村山市立第8保
   育園指定管理者指定申請
   書類」

イの文書について
「都職員の個人のメールア
ドレス」は第６条第２号個人
情報に該当

ウ、エ、オの文書について
「法人の代表者印影、代表
者の生年月日、職員氏名、
金融機関口座情報、納税
額」は第６条第３号法人情
報に該当 児童課

27



ア.平成20年6月13日付起案
   「東村山市立第8保育園
   指定管理者募集要項の
   制定」
イ.平成20年6月13日付起案
   「東村山市立第8保育園
   指定管理者選定委員会
   設置要綱の制定」
ウ.平成20年7月3日付起案
   「市立第8保育園指定管
   理者選定委員会一般
   公募市民の決定」
エ.平成20年7月4日付報告
   「東村山市立第8保育園
   指定管理者選定委員の
   決定」
オ.平成20年7月11日付報告
   「第1回東村山市立第8
   保育園指定管理者選定
   委員会」
カ.平成20年7月11日付起案
   「第2回東村山市立第8
   保育園指定管理者選定
   委員会の開催」
キ.平成20年8月6日付報告
   「第2回東村山市立第8
   保育園指定管理者選定
   委員会」

ウの文書について
「選定委員会委員に応募し
た市民の住所、電話番号、
職業、（後日辞退した市民
については氏名、作文の内
容も非公開）」は第６条第２
号個人情報に該当

ケの文書について
「都職員の個人のメールア
ドレス」は第６条第２号個人
情報に該当

シの文書について
「審査評価項目の集計表及
び委員ごとの評価得点表の
うち、1位以外の団体の得
点の詳細がわかる部分」は
第６条第３号法人情報に該
当

タ、チ、ツの文書について
「法人の代表者印影、代表
者の生年月日、職員氏名、
金融機関口座情報、納税
額」は第６条第３号法人情
報に該当

H20.8.25 部分公開第八保育園の指定管理者選定委員会に関する
すべて
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ク.平成20年7月24日付起案
   「第3･4回東村山市立第8
   保育園指定管理者選定
   委員会の開催」
ケ.平成20年8月6日付報告
   「第3･4回東村山市立
   第8保育園指定管理者
   選定委員会」
コ.平成20年8月6日付起案
   「第5回東村山市立第8
   保育園指定管理者選定
   委員会の開催」
サ.平成20年8月7日付報告
   「第5回東村山市立第8
   保育園指定管理者選定
   委員会」
シ.平成20年8月7日付起案
   「東村山市立第8保育園
   指定管理者選定委員会の
   選定結果」
ス.平成20年8月11日付起案
   「第8保育園を守る会質問
   書の回答」
セ.平成20年8月13日付起案
   「東村山市立第8保育園
   指定管理者の候補の選定」

ソ.平成20年8月13日付起案
   「東村山市立第8保育園の
   指定管理者の応募の辞退
   について」の受理
タ.社会福祉法人ユーカリ福祉
   会「東村山市立第8保育園
   指定管理者指定申請書類」
チ.社会福祉法人土の根会
   「東村山市立第8保育園
   指定管理者指定申請書類」
ツ.特定非営利活動法人東村
   山子育て支援ネットワーク
   すずめ「東村山市立第8保
   育園指定管理者指定申請
   書類」

65 H20.8.12

児童課
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H20.8.21 部分公開 ア.平成20年8月8日起案№219
   「東村山市立第8保育園
   指定管理者選定に伴う談合
   情報への対応」
イ.平成20年8月11日報告
   №220「談合情報に伴う調査
   委員会調査結果報告」
ウ.平成20年8月13日報告
   №221「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
書のうち特定個人が識別で
き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
益を害するおそれがある部
分」は第６条第２号個人情
報及び第６条第３号法人情
報に該当

イ、ウの文書について
「職員の休暇理由及び事情
聴取調査書のうち、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
氏名」は第６条第２号個人
情報に該当

契約課
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ア.平成20年6月13日付起案
   「東村山市立第8保育園
   指定管理者募集要項の
   制定」
イ.平成20年6月13日付起案
   「東村山市立第8保育園
   指定管理者選定委員会
   設置要綱の制定」
ウ.平成20年7月3日付起案
   「市立第8保育園指定管
   理者選定委員会一般
   公募市民の決定」
エ.平成20年7月4日付報告
   「東村山市立第8保育園
   指定管理者選定委員の
   決定」
オ.平成20年7月11日付報告
   「第1回東村山市立第8
   保育園指定管理者選定
   委員会」
カ.平成20年7月11日付起案
   「第2回東村山市立第8
   保育園指定管理者選定
   委員会の開催」
キ.平成20年8月6日付報告
   「第2回東村山市立第8
   保育園指定管理者選定
   委員会」

部分公開今般の第八保育園の指定管理者選定委員会に
関する書類一切

H20.8.25 ウの文書について
「選定委員会委員に応募し
た市民の住所、電話番号、
職業、（後日辞退した市民
については氏名、作文の内
容も非公開）」は第６条第２
号個人情報に該当

ケの文書について
「都職員の個人のメールア
ドレス」は第６条第２号個人
情報に該当

シの文書について
「審査評価項目の集計表及
び委員ごとの評価得点表の
うち、1位以外の団体の得
点の詳細がわかる部分」は
第６条第３号法人情報に該
当

タ、チ、ツの文書について
「法人の代表者印影、代表
者の生年月日、職員氏名、
金融機関口座情報、納税
額」は第６条第３号法人情
報に該当
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ク.平成20年7月24日付起案
   「第3･4回東村山市立第8
   保育園指定管理者選定
   委員会の開催」
ケ.平成20年8月6日付報告
   「第3･4回東村山市立
   第8保育園指定管理者
   選定委員会」
コ.平成20年8月6日付起案
   「第5回東村山市立第8
   保育園指定管理者選定
   委員会の開催」
サ.平成20年8月7日付報告
   「第5回東村山市立第8
   保育園指定管理者選定
   委員会」
シ.平成20年8月7日付起案
   「東村山市立第8保育園
   指定管理者選定委員会の
   選定結果」
ス.平成20年8月11日付起案
   「第8保育園を守る会質問
   書の回答」
セ.平成20年8月13日付起案
   「東村山市立第8保育園
   指定管理者の候補の選定」

ソ.平成20年8月13日付起案
   「東村山市立第8保育園の
   指定管理者の応募の辞退
   について」の受理
タ.社会福祉法人ユーカリ福祉
   会「東村山市立第8保育園
   指定管理者指定申請書類」
チ.社会福祉法人土の根会
   「東村山市立第8保育園
   指定管理者指定申請書類」
ツ.特定非営利活動法人東村
   山子育て支援ネットワーク
   すずめ「東村山市立第8保
   育園指定管理者指定申請
   書類」

66 H20.8.12

児童課
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H20.8.21 部分公開 ア.平成20年8月8日起案№219
   「東村山市立第8保育園
   指定管理者選定に伴う談合
   情報への対応」
イ.平成20年8月11日報告
   №220「談合情報に伴う調査
   委員会調査結果報告」
ウ.平成20年8月13日報告
   №221「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
書のうち特定個人が識別で
き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
益を害するおそれがある部
分」は第６条第２号個人情
報及び第６条第３号法人情
報に該当

イ、ウの文書について
「職員の休暇理由及び事情
聴取調査書のうち、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
氏名」は第６条第２号個人
情報に該当

契約課

67 H20.8.14

・りんごっこ保育園、りんごっこ第一保育園の８月
　１日付職員名簿
・第八保育園の飼育動物に関するトラブル（本年
　度）に関係する書類一切

H20.8.27 部分公開 ア.りんごっこ保育園職員名簿
イ.りんごっこ第一保育園職員
  名簿
ウ.記録文書「市民の皆様から
   の保育園に関するご意見」
エ.改善結果(状況)報告書

ア、イの文書について
「職員の氏名、生年月日、
年齢、住所」は第６条第２号
個人情報に該当

ウの文書について
「苦情申立て者の氏名、住
所、電話番号」は第６条第２
号個人情報に該当

イの文書について
「保育園設置者の印影」は
第６条第３号法人情報に該
当

児童課
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総合計画審議会の市民公募委員選定に関する
書類一切（規則類、選定基準、経過に関するもの
など）

H20.8.27 部分公開 ア.起案№17「東村山市総合計
   画審議会一般市民委員の
   選考について」
イ.起案№40「東村山市総合計
   画審議会市民委員の作文
   選考結果について」
ウ.起案№48「東村山市総合計
   画審議会市民委員の公募
   結果･就任依頼について」

イ、ウの文書について
「合格者氏名以外の応募者
の氏名、住所、生年月日、
年齢、電話番号、役職等」
は第６条第２号個人情報に
該当

イの文書について
「応募者の作文」は第６条第
２号個人情報に該当

総合計
画･行財
政改革
担当

手数料審議会の市民公募委員選定に関する書
類一切（規則類、選定基準、経過に関するものな
ど）

H20.8.18 公開 平成20年7月10日起案 №81｢
東村山市使用料等審議会委員
の改選に伴う一般市民公募委
員の募集について」

企画政
策課

68 H20.8.14
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ア.平成20年6月13日付起案
   「東村山市立第8保育園
   指定管理者募集要項の
   制定」
イ.平成20年6月13日付起案
   「東村山市立第8保育園
   指定管理者選定委員会
   設置要綱の制定」
ウ.平成20年7月3日付起案
   「市立第8保育園指定管
   理者選定委員会一般
   公募市民の決定」
エ.平成20年7月4日付報告
   「東村山市立第8保育園
   指定管理者選定委員の
   決定」
オ.平成20年7月11日付報告
   「第1回東村山市立第8
   保育園指定管理者選定
   委員会」
カ.平成20年7月11日付起案
   「第2回東村山市立第8
   保育園指定管理者選定
   委員会の開催」
キ.平成20年8月6日付報告
   「第2回東村山市立第8
   保育園指定管理者選定
   委員会」

部分公開市立第８保育園の指定管理者選定にかかわる書
類の全部（選定委員会関係書類、理事者と関係
団体、個人との面談記録、記者発表資料、プロ
ポーザル参加事業者の提案内容および評価など
すべて）

H20.8.25 ウの文書について
「選定委員会委員に応募し
た市民の住所、電話番号、
職業、（後日辞退した市民
については氏名、作文の内
容も非公開）」は第６条第２
号個人情報に該当

ケの文書について
「都職員の個人のメールア
ドレス」は第６条第２号個人
情報に該当

シの文書について
「審査評価項目の集計表及
び委員ごとの評価得点表の
うち、1位以外の団体の得
点の詳細がわかる部分」は
第６条第３号法人情報に該
当

タ、チ、ツの文書について
「法人の代表者印影、代表
者の生年月日、職員氏名、
金融機関口座情報、納税
額」は第６条第３号法人情
報に該当
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ク.平成20年7月24日付起案
   「第3･4回東村山市立第8
   保育園指定管理者選定
   委員会の開催」
ケ.平成20年8月6日付報告
   「第3･4回東村山市立
   第8保育園指定管理者
   選定委員会」
コ.平成20年8月6日付起案
   「第5回東村山市立第8
   保育園指定管理者選定
   委員会の開催」
サ.平成20年8月7日付報告
   「第5回東村山市立第8
   保育園指定管理者選定
   委員会」
シ.平成20年8月7日付起案
   「東村山市立第8保育園
   指定管理者選定委員会の
   選定結果」
ス.平成20年8月11日付起案
   「第8保育園を守る会質問
   書の回答」
セ.平成20年8月13日付起案
   「東村山市立第8保育園
   指定管理者の候補の選定」

ソ.平成20年8月13日付起案
   「東村山市立第8保育園の
   指定管理者の応募の辞退
   について」の受理
タ.社会福祉法人ユーカリ福祉
   会「東村山市立第8保育園
   指定管理者指定申請書類」
チ.社会福祉法人土の根会
   「東村山市立第8保育園
   指定管理者指定申請書類」
ツ.特定非営利活動法人東村
   山子育て支援ネットワーク
   すずめ「東村山市立第8保
   育園指定管理者指定申請
   書類」

69 H20.8.15

児童課
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H20.8.21 部分公開 ア.平成20年8月8日起案№219
   「東村山市立第8保育園
   指定管理者選定に伴う談合
   情報への対応」
イ.平成20年8月11日報告
   №220「談合情報に伴う調査
   委員会調査結果報告」
ウ.平成20年8月13日報告
   №221「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
書のうち特定個人が識別で
き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
益を害するおそれがある部
分」は第６条第２号個人情
報及び第６条第３号法人情
報に該当

イ、ウの文書について
「職員の休暇理由及び事情
聴取調査書のうち、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
氏名」は第６条第２号個人
情報に該当

契約課

H20.8.25 公開 市立第８保育園の指定管理者
選定にかかる記者発表資料
「東村山市立第８保育園指定
管理者選定審査評価項目表」

広報広
聴課

70 H20.8.20

東村山市地下水揚水量報告に基づく事業所名
称、事業所所在地、井戸の本数、ストレーナの位
置、吐出口断面積、総断面積、設置年月日、13
年から19年の揚水量
・地下水揚水量報告名簿
・地下水揚水記録
又はそれに類する記録

H20.9.1 公開 平成13年から19年の地下水揚
水量報告書一覧表

管理課

任意的申出
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71 H20.8.20

りんごっこ保育園について、平成20年2月から現
在までに
・園から市へ提出された書類
・市から園へ出された書類
・市から都へ、都から市へ出された書類
ただし、職員名簿、本年度の補助金申請に関す
るものを除く

H20.9.2 部分公開 ア.平成20年4月28日付起案
   「平成16年度東村山市民
   間保育所運営費支弁
   交付額の返還のお願い」
イ.平成20年6月11日付起案
   「『平成16年度東村山市
   民間保育所運営費支弁
   交付額の返還のお願い』
   にかかる根拠について
   （送付）」
ウ.平成20年7月7日付起案
   「民間保育所運営費支弁
   交付額返還請求書の送付」
エ.平成20年8月26日付起案
   「民間保育所運営費支弁
   交付額返還請求書（最後
   通告）の送付」
オ.平成20年4月10日付起案
　 「平成18年度東村山市補
   助事業等実績報告書及び
   平成17年度東村山市補助
   事業等実績報告書（訂正
   版）の受理（民間保育所
   運営費支弁補助分）」
カ.平成20年7月28日付起案
　 「平成19年度東村山市
   補助事業等実績報告書の
   受理（民間保育所運営費
   支弁補助分）」

アの文書について
「施設長を除く保育士の氏
名」は第６条第２号個人情
報に該当

オ、カの文書について
「園の代表者印影、取引先
の金融機関名」は第６条第
３号法人情報に該当

児童課

72 H20.8.25

平成20年度分
・普通交付税総括表
・基準財政需要額総括表
・基準財政収入額総括表

H20.8.28 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20年度分）
より
・普通交付税総括表
・基準財政需要額総括表
・基準財政収入額総括表

財政課

73 H20.8.25
市内小中学校の各校舎・各体育館の耐震診断
ⅠS値

H20.9.4 公開 ・棟別耐震化状況(小学校)
・棟別耐震化状況(中学校) 庶務課
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H20.9.4 部分公開 19年度分
・給配水管等修繕工事､量水器
　引換等業務委託､給水管取
　付替工事、配水管移設工事
　の契約書及び支出負担行為
　兼決議書･支出命令書･請求
　書
・量水器管理中止取外、量水
　器管理隔測設置、量水器管
　理異常引換の支出負担行為
　兼決議書･支出命令書･請求
　書
20年度分
・給配水管等修繕工事の契約
　書及び支出負担行為兼決議
　書･支出命令書･請求書

「施工した個人宅住所氏
名」は第６条第２号個人情
報に該当
「法人の代表者印影」は第６
条第３号法人情報に該当

水道課

H20.9.3 部分公開 19年度のみ
・桝設置工事の契約書及び支
　出負担行為兼決議書･支出
　命令書･請求書

「法人の代表者印影」は第６
条第３号法人情報に該当

下水道
課

①生産緑地法第15条買取希望の申し出の申請
内容･結果及び理由並びに生産緑地解除の有無
について。現存する全期間分。

該当する申請が出されていな
いため文書不存在

②生産緑地法第10条買取の申出の申請内容･結
果及び理由並びに生産緑地解除の有無につい
て。現存する全期間分（ただし相続を原因とするも
のは除く）。

平成4年度～20年度分の
ア.生産緑地買取申出書
イ.生産緑地地区買取
   有無決定通知書
ウ.生産緑地買取希望申出書

ア、イの文書について
「申請者の住所、氏名、印
影、電話番号、買取申出の
理由のうち故障の具体的内
容記載部分、生産緑地所
在地番欄の番地以降、所
有権以外の権利の欄、買
取価格」は第６条第２号個
人情報に該当

H20.9.9 部分公開

74

平成19年度、20年度における東村山市と東村山
市秋津町の有限会社●●との契約に関する書類
及び工事代金の支払に関する書類一切

75 H20.8.27

H20.8.27

任意的申出

都市計
画課

任意的申出
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76 H20.8.28

第8保育園の指定管理者制度について、今回の
応募者の出してきた書類（事業計画書）、選定委
員会で選んだ基準、市が指定管理者に求めるも
の（規定など）

H20.9.5 部分公開 ア.平成20年6月13日付起案
   「東村山市立第8保育園
   指定管理者募集要項の
   制定」
イ.平成20年6月13日付起案
   「東村山市立第8保育園
   指定管理者選定委員会
   設置要綱の制定」
ウ.平成20年7月3日付起案
   「市立第8保育園指定管
   理者選定委員会一般
   公募市民の決定」
エ.平成20年7月4日付報告
   「東村山市立第8保育園
   指定管理者選定委員の
   決定」
オ.平成20年7月11日付報告
   「第1回東村山市立第8
   保育園指定管理者選定
   委員会」
カ.平成20年7月11日付起案
   「第2回東村山市立第8
   保育園指定管理者選定
   委員会の開催」
キ.平成20年8月6日付報告
   「第2回東村山市立第8
   保育園指定管理者選定
   委員会」

ウの文書について
「選定委員会委員に応募し
た市民の住所、電話番号、
職業、（後日辞退した市民
については氏名、作文の内
容も非公開）」は第６条第２
号個人情報に該当

ケの文書について
「都職員の個人のメールア
ドレス」は第６条第２号個人
情報に該当

シの文書について
「審査評価項目の集計表及
び委員ごとの評価得点表の
うち、1位以外の団体の得
点の詳細がわかる部分」は
第６条第３号法人情報に該
当

タ、チ、ツの文書について
「法人の代表者印影、代表
者の生年月日、職員氏名、
金融機関口座情報、納税
額」は第６条第３号法人情
報に該当
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ク.平成20年7月24日付起案
   「第3･4回東村山市立第8
   保育園指定管理者選定
   委員会の開催」
ケ.平成20年8月6日付報告
   「第3･4回東村山市立
   第8保育園指定管理者
   選定委員会」
コ.平成20年8月6日付起案
   「第5回東村山市立第8
   保育園指定管理者選定
   委員会の開催」
サ.平成20年8月7日付報告
   「第5回東村山市立第8
   保育園指定管理者選定
   委員会」
シ.平成20年8月7日付起案
   「東村山市立第8保育園
   指定管理者選定委員会の
   選定結果」
ス.平成20年8月11日付起案
   「第8保育園を守る会質問
   書の回答」
セ.平成20年8月13日付起案
   「東村山市立第8保育園
   指定管理者の候補の選定」

ソ.平成20年8月13日付起案
   「東村山市立第8保育園の
   指定管理者の応募の辞退
   について」の受理
タ.社会福祉法人ユーカリ福祉
   会「東村山市立第8保育園
   指定管理者指定申請書類」
チ.社会福祉法人土の根会
   「東村山市立第8保育園
   指定管理者指定申請書類」
ツ.特定非営利活動法人東村
   山子育て支援ネットワーク
   すずめ「東村山市立第8保
   育園指定管理者指定申請
   書類」

児童課
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77 H20.9.10

平成１８年度からの公民館運営審議会の議事録 H20.9.24 部分公開 平成18～20年度の公民館運営
審議会会議録及び資料（14件）

「審議会委員の自宅住所、
年齢、電話番号、法人の組
織図に書かれた代表者、副
代表者を除く氏名」は条例
第６条第２号個人情報に該
当

公民館

78 H20.9.11

過去３年間の環境審議会の議事録
環境審議会に関することすべて

H20.9.24 部分公開 平成18～20年度の環境審議会
の議事録及び資料（18件）

「審議会委員の住所、印
影、電話番号、生年月日、
年齢のわかる部分」は条例
第６条第２号個人情報に該
当

管理課

79 H20.9.12

過去３年間の緑化審議会の議事録 H20.9.24 部分公開 平成18～20年度の緑化審議会
の報告及び資料（7件）

「審議会委員の住所・電話
番号、管理状態がよくない
緑地の指定番号・所有者氏
名・所在地番・地積・該当場
所の地図」は条例第６条第
２号個人情報に該当

みどりと
公園課

80 H20.9.16

過去３年間の都市計画審議会の議事録（当日の
資料含む）

H20.9.29 部分公開 平成18～20年度の都市計画審
議会の会議録及び資料（4件）

「会議録の会長署名欄の印
影、生産緑地買取申出の
理由」は条例第６条第２号
個人情報に該当

「特定法人の施設計画配置
図等のうち設計者の印影」
は条例第６条第３号法人情
報に該当

都市計
画課

81 H20.9.16

9/10にりんごっこ保育園、りんごっこ第一保育園
に対して行われた指導検査（監査）に関係する書
類一切

H20.9.29 部分公開 施設指導検査指摘事項（20年
度）
※9.10の検査当日に東京都職
員が作成し、市に渡された文書

「指導検査に関する指摘文
書」は東京都から送付され
ていないため不存在 児童課
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82 H20.9.19

東村山市西口自転車地下駐輪場建設に関する
西武、扶桑建設共同企業体との工事請負契約書
（金額変更のわかるもの）

H20.10.3 部分公開 東村山市西口自転車地下駐輪
場建設に関する西武、扶桑建
設共同企業体との工事請負契
約書に関連する以下の書類
ア.東村山市西口自転車地下
   駐輪場築造工事（執行伺
   【変更】）
イ.建設工事変更請負契約
   協議書及び契約変更承諾
   書

イの文書について
「契約変更承諾書の法人支
店長の印影」は条例第６条
第３号法人情報に該当

契約課

83 H20.9.25

「社会福祉法人土の根会」に関して市が保有する
書類、資料の一切（１９年度以降の法人設立に関
するもの）

H20.10.7 公開 ア.平成19年8月21日付起案
   ｢花さき保育園の新法人
   （平成20年4月1日）設立
   に伴う、東村山市民間
   保育所運営費補助資金
   交付確約書および土地の
   無償貸与確約書の作成」
イ.意見書

児童課
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84 H20.9.30

平成17年度から現在までの文化財保護審議会の
会議録

H20.10.14 部分公開 ア.平成17年10月22日起案「平
　 成17年度第１回文化財保護
   審議会」
イ.平成18年2月3日起案「平成
   17年度第2回文化財保護審
   議会」
ウ.平成18年3月3日起案「平
   成17年度第3回文化財保護
   審議会」
エ.平成18年5月23日起案「平
   成１8年度第１回文化財
   保護審議会」
オ.平成18年12月18日起案
   「平成１8年度第2回文化財
   保護審議会」
カ.平成19年3月15日起案「平
   成１8年度第3回文化財
   保護審議会」
キ.平成19年7月18日起案「平
   成１9年度第１回文化財
   保護審議会」
ク.平成20年2月28日起案「平
   成１9年度第2回文化財
   保護審議会」

イ、ウ、エの文書について
「文化財の指定候補関連情
報」は第６条第５号意思形
成過程情報に該当

エ、オ、カの文書について
「調査団長の印影」は第６条
第３号法人情報に該当
「審議会委員の住所･電話
番号、文化財所有者の自
宅住所等、主屋の所有者
の家名」は第６条第２号個
人情報に該当 ふるさと

歴史館

85 H20.9.30

平成17年度から現在までのホテル等建築適正化
審議会の会議録

H20.10.14 非公開 平成7年度以降、審議会へ
諮る事案が無く開催されて
いないため文書不存在

都市計
画課

86 H20.10.2

平成17年度から現在までの特別職報酬等審議会
の会議録

H20.10.9 部分公開 ア.平成17年11月14日付報告
   №225「第1回特別職報酬
   等審議会の議事録」
イ.平成17年12月21日付報告
   №259「第2回特別職報酬
   等審議会の議事録」
ウ.平成20年2月29日付報告
   №354「第1回特別職報酬
   等審議会の議事録」

すべての文書について
「審議会委員の自宅住所、
電話番号」は第６条第２号
個人情報に該当

職員課
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87 H20.10.6

平成17年度から現在までの総合計画審議会の会
議録

H20.10.15 公開 報告6件
・平成17年度第1回～第4回
　総合計画審議会議事録
・平成20年度第1回～第2回
　総合計画審議会議事録

総合計
画･行財
政改革
担当

H20.10.16 公開 平成18年12月18日付起案№78
「東村山市社会福祉協議会事
業等再構築労使協議会報告書
の提出について」

計画担
当

H20.10.7 部分公開 ア.平成15年2月20日付起案
   №672「東村山市職員組
   合との確認書の締結につ
   いて（新規社会福祉協議
   会委託事業・・・障害者地
   域自立支援センター事業）」
イ.平成15年4月30日付起案
   №57「東村山市社会福祉
   協議会事業等再構築労使
   協議会の設置」

すべての文書について
「団体の代表者の印影」は
第６条第３号法人情報に該
当

人事課

89 H20.10.7

・りんごっこ保育園、りんごっこ第一保育園の平成
20年9月・１0月分職員名簿
・9/10にりんごっこ第一保育園に対して行われた
都の立入検査に関係する書類一切

H20.10.14 部分公開 ア.りんごっこ保育園職員名簿
　（平成20年9月1日、10月
　1日現在）
イ.りんごっこ第一保育園職員
  名簿（平成20年9月1日、
  10月1日現在）

りんごっこ第一保育園に対
する立入り検査に関する東
京都からの送付文書は、ま
だ送付されていないため文
書不存在

児童課

90 H20.10.8

平成17年12月2日に第八保育園の指定管理者が
ユーカリ福祉会に決まってから、平成20年6月12
日までの間で検討された、指定管理者選定に関
するものすべて

H20.10.21 非公開 請求された期間の第八保
育園指定管理者選定に関
しての検討は、プロポーザ
ル方式で実施することの確
認並びに事務処理の進め
方などだけであり、口頭で
行ったため文書不存在

児童課

91 H20.10.14

平成17年度から現在までの交通事故防止審議会
の会議録

H20.10.23 非公開 平成12年度開催以降、諮
問案件がなく審議会を開催
していない為、会議録は作
成されておらず文書不存在

道路・交
通課

88 H20.10.6

社会福祉協議会あり方検討会についてすべて
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92 H20.10.14

平成20年8月7日以降の第八保育園に関する指
定管理者選定委員会に関することすべて。
8月13日以降のユーカリ福祉会との協議などに関
することすべて

H20.10.21 部分公開 ア.平成20年8月20日付起案
   「第6回東村山市立第8
   保育園指定管理者選定
   委員会の開催」
イ.平成20年9月1日付起案
   「第7回東村山市立第8
   保育園指定管理者選定
   委員会の開催」

「8月13日以降のユーカリ福
祉会との協議などに関する
文書」は、口頭での協議で
あったため文書不存在

児童課

H20.10.22 部分公開 ア.平成20年度産業振興課
   課題検討会第5回の会議
   次第及び資料
イ.H16.5.7付起案№52「東
   村山駅西口再開発ビル
   内産業関連施設の活用」
ウ.H20.10.8付報告№403
   「西口公益施設内産業
   関連施設検討打合せに
   ついて」

イの文書について
「商工会長の印影」は第６条
第３号法人情報に該当

産業振
興課

H20.10.23 公開 H20.1.16報告№301「西口公益
施設産業関連施設関係打合
せ」

企画政
策課

94 H20.10.16
観光振興連絡会議の第６回以降の内容と資料す
べて

H20.10.22 公開 観光振興連絡会議第６～１２回
と資料

産業振
興課

95 H20.10.16

今年度の長寿記念品が｢里に八国｣商品券になっ
た経緯がわかるものすべて(誰が発案し最終決定
は誰がしたのか）。
その後の市民から寄せられた意見･要望･苦情す
べて

H20.10.29 部分公開 ア.平成20年1月23日決裁起案
   №1791「東村山市長寿祝金
   等に関する条例の一部を
   改正する条例」
イ.平成20年4月24日決裁起案
   №151「長寿記念品事業の
   記念品について」
ウ.平成20年10月10日決裁
   起案№1190「平成21年度
   東村山市長寿記念商品券
   発行についての要望書」
エ.東村山市保健福祉部高齢
   介護課長あて要望書

ウの文書について
「市民の氏名」は第６条第２
号個人情報に該当

エの文書について
「民生児童委員の氏名、担
当町名、及び個人が特定さ
れうる部分は第６条第２号
個人情報に該当

高齢介
護課

H20.10.1693

東村山駅西口再開発ビルの２階に入る予定の産
業関連ブースに関する検討内容や資料などすべ
て
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96 H20.10.16

平成１７年度から現在までの行財政改革審議会の
会議録

H20.10.30 部分公開 行財政改革審議会議事録
・平成17年度第1～5回分
・平成18年度第1～2回分
・平成19年度第1～3回分

「発言した委員の氏名」は
第６条第２号個人情報に該
当

総合計
画･行財
政改革
担当

97 H20.10.16

今年度の長寿祝い金等で、88歳の方へ｢里に八
国｣券が配布されることに至った件の関係書類一
切

H20.10.29 部分公開 ア.平成20年1月23日決裁起案
   №1791「東村山市長寿祝金
   等に関する条例の一部を
   改正する条例」
イ.平成20年4月24日決裁起案
   №151「長寿記念品事業の
   記念品について」
ウ.平成20年10月10日決裁
   起案№1190「平成21年度
   東村山市長寿記念商品券
   発行についての要望書」

ウの文書について
「市民の氏名」は第６条第２
号個人情報に該当

高齢介
護課

98 H20.10.17

課税課備付の旧公図（旧土地台帳付属地図）
所在地：東村山市野口町○丁目○番地○○（旧
野口字中の通○○番）の所在地及び隣接地との
接続関係のわかるやや広範な部分が載ったもの

課税課

任意的申出
※申請者申出
により取下げ

99 H20.10.20
東村山市長公用車の運転日報（２００８年９月分） H20.10.30 公開 東村山市長公用車の運転日報

（２００８年９月分） 秘書課

100 H20.10.20

東村山市議会議長公用車の運転日報（２００８年８
月～９月分）

H20.10.30 公開 東村山市議会議長公用車の運
転日報（２００８年８月～９月分） 議会事

務局
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ア.平成20年6月13日付起案
   「東村山市立第8保育園
   指定管理者募集要項の
   制定」
イ.平成20年6月13日付起案
   「東村山市立第8保育園
   指定管理者選定委員会
   設置要綱の制定」
ウ.平成20年7月3日付起案
   「市立第8保育園指定管
   理者選定委員会一般
   公募市民の決定」
エ.平成20年7月4日付報告
   「東村山市立第8保育園
   指定管理者選定委員の
   決定」
オ.平成20年7月11日付報告
   「第1回東村山市立第8
   保育園指定管理者選定
   委員会」
カ.平成20年7月11日付起案
   「第2回東村山市立第8
   保育園指定管理者選定
   委員会の開催」
キ.平成20年8月6日付報告
   「第2回東村山市立第8
   保育園指定管理者選定
   委員会」

平成20年6月に実施した、東村山市立第八保育
園の指定管理者選考に関する一切の関係文書

H20.11.13 部分公開 ウの文書について
「選定委員会委員に応募し
た市民の住所、電話番号、
職業、（後日辞退した市民
については氏名、作文の内
容も非公開）」は第６条第２
号個人情報に該当

ケの文書について
「都職員の個人のメールア
ドレス」は第６条第２号個人
情報に該当

シの文書について
「審査評価項目の集計表及
び委員ごとの評価得点表の
うち、1位以外の団体の得
点の詳細がわかる部分」は
第６条第３号法人情報に該
当

タ、チ、ツの文書について
「法人の代表者印影、代表
者の生年月日、職員氏名、
金融機関口座情報、納税
額」は第６条第３号法人情
報に該当
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ク.平成20年7月24日付起案
   「第3･4回東村山市立第8
   保育園指定管理者選定
   委員会の開催」
ケ.平成20年8月6日付報告
   「第3･4回東村山市立
   第8保育園指定管理者
   選定委員会」
コ.平成20年8月6日付起案
   「第5回東村山市立第8
   保育園指定管理者選定
   委員会の開催」
サ.平成20年8月7日付報告
   「第5回東村山市立第8
   保育園指定管理者選定
   委員会」
シ.平成20年8月7日付起案
   「東村山市立第8保育園
   指定管理者選定委員会の
   選定結果」

ス.平成20年8月11日付起案
   「第8保育園を守る会質問
   書の回答」
セ.平成20年8月13日付起案
   「東村山市立第8保育園
   指定管理者の候補の選定」
ソ.平成20年8月13日付起案
   「東村山市立第8保育園の
   指定管理者の応募の辞退
   について」の受理
タ.社会福祉法人ユーカリ福祉
   会「東村山市立第8保育園
   指定管理者指定申請書類」
チ.社会福祉法人土の根会
   「東村山市立第8保育園
   指定管理者指定申請書類」
ツ.特定非営利活動法人東村
   山子育て支援ネットワーク
   すずめ「東村山市立第8保
   育園指定管理者指定申請
   書類」

101 H20.10.31 児童課
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102 H20.11.7

第八保育園指定管理者指定について9月29日議
決後の関係書類一切

H20.11.20 公開 ア.平成20年10月10日付起案
   「東村山市立第八保育園
   の指定管理者の指定に関
   する告示」
イ.平成20年10月10日付起案
   「東村山市立第八保育園
   の指定管理者の決定」
ウ.平成20年10月30日付起案
   「市立第八保育園指定
   管理者制度の今後の進め
   方（伺い）」

児童課

※ウの文書中
の評価項目表
については、
評価の内訳点
が記載されて
いるためこれま
で1位以外の
法人名を法人
情報で非公開
としてきた。そ
の後市長の記
者会見等で2，
3位の法人名を
明らかにしたこ
とから、各法人
に公開の同意
を求めたところ
了解を得たた
め、2，3位の法
人名も公開し
た。

103 H20.11.7

国保運営協議会20年度会議資料、会議録 H20.11.18 部分公開 ア.H20.8.1付報告№246「平
  成20年度第1回東村山市
  国民健康保険運営協議会」
イ.H20.9.26付報告№334「平
　成20年度第2回東村山市
  国民健康保険運営協議会」
ウ.H20.10.8付報告№357「平
  成20年度第3回東村山市
  国民健康保険運営協議会」
エ.H20.10.22付報告№387
  「平成20年度第4回東村山
  市国民健康保険運営協議
  会」
オ.H20.11.5付報告№412「平
  成20年度第5回東村山市
  国民健康保険運営協議会」

「議事録署名委員の印影」
は第６条第２号個人情報に
該当

保険年
金課
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非公開 ①昭和35､45、55年度、平
　成2年度の国保加入世帯
　の項目（自営、農林、無
　職、被用者、他）ごとの推
　移は集計していないため
　、文書不存在
②資格証、短期保険証の
　制度発足後平成12年度
　までの経年発行枚数は、
　文書保存期間が経過し
　廃棄済みのため文書不
　存在。
　また、受け取りに来なかっ
　た世帯･人数は集計して
　いないため、文書不存在

任意的申出

部分公開 ア.起案「国民健康保険料(税)
　の滞納処分状況並びに国民
　健康保険料(税）及び一部負
　担金の減免等の状況の調査
　について(回答)」(平成15～
　19年度）
イ.起案｢適用適正化調査実施
　状況報告書の提出について
　(回答)」(平成16、18、19年度）
ウ.「国民健康保険事業実質
　収支報告書の作成に係る
　資料の提出について(回答)」
　(平成15～19年度）

「平成12～19年度の国保加
入世帯の項目（自営、農
林、無職、被用者、他）ごと
の推移、及び受け取りに来
なかった世帯･人数」は、い
ずれも集計していないため
文書不存在

「ア、イ、ウの文書の平成12
～14年度分」は文書保存期
間が経過し廃棄済みのため
文書不存在

「イの文書の平成15年度・
平成17年度」は調査を行っ
ていないため文書不存在

※任意的申し
出を含め部分
公開1件で計
上

104 H20.11.7

１、国保加入世帯の推移
　1960,1970,1980,1990,2000～2007年毎のを
  項目ごとに（自営、農林、無職、被用者、
  他あれば）
２、国保加入世帯所得分布の経年変化
　（2000～2007年）
３、資格証、短期保険証
　①制度発足以後の経年発行枚数
　②短期の場合、結果として受け取りに来な
     かった世帯･人数
　（①、②とも制度発足～2007年まで）

H20.11.20

保険年
金課
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105 H20.11.10

・りんごっこ保育園１１月分職員名簿、りんごっこ
  第一保育園の１０月・１１月分職員名簿
・りんごっこ保育園9/10都による指導検査に関し、
　新たに発生した文書（前回以降にあればお願
  いします）

H20.11.25 部分公開 ア.りんごっこ保育園職員名簿
　（平成20年11月1日現在）
イ.りんごっこ第一保育園職員
　名簿（平成20年10月1日・
　平成20年11月1日）

「各職員名簿中の氏名(設
置者・施設長名は公開）、
生年月日、年齢、住所」は
第６条第２号個人情報に該
当

「りんごっこ第一保育園職員
名簿中の設置者の印影」は
第６条第３号法人情報に該
当

「前回以降に新たに発生し
た文書」は作成も収受もし
ていないため文書不存在

児童課

106 H20.11.19

秋津駅・新秋津駅乗換利便性向上行政連絡会に
関することすべて

H20.12.1 部分公開 ア.第1回秋津駅・新秋津駅の
   乗換利便性向上行政連絡
   会議資料（第1回～第4回
   分）
イ.H18.11.13報告№227「第5
   回秋津・新秋津乗換利便向
　上行政連絡会」
ウ.H19.11.19報告№232「第6
　回秋津・新秋津乗換利便向
　上行政連絡会」
エ.H20.11.13報告№170「第7
　回秋津駅・新秋津駅乗換利
　便向上行政連絡会議」

イ、ウ、エの文書について
「個人メールアドレス」は第６
条第２号個人情報に該当

すべての文書について
「狭隘道路拡幅のために所
有者と交渉している店舗
名」は第６条第２号個人情
報に該当

市街地
整備課

107 H20.12.1

東村山駅西口再開発ビル内公益施設の指定管
理者との契約文書一切。
指定管理料、備品、機器類の準備、人の配置な
ど、他必要な書類について

企画政
策課

申請者申出に
より取下げ

108 H20.12.2

保育料等審議会の平成１７年度から現在までの会
議録・資料などすべて

H20.12.15 部分公開 ア.平成１9年10月17日付報告
   書 「平成１9年度第1回東村
   山市保育料等審議会」
イ.平成１9年11月1日付報告
   書 「平成１9年度第2回東村
   山市保育料等審議会」
ウ.平成１9年度第1回東村山
   市保育料等審議会次第
エ.平成１9年度第2回東村山
   市保育料等審議会次第

平成１7年度・平成１8年度
及び平成20年度現在の東
村山市保育料等審議会は
開催されていないため、文
書不存在

児童課

52



109 H20.12.5

2008年10月末に東京都知事に対して提出された
東村山市長のりんごっこ保育園（運営主体：ＮＰＯ
法人）設置認可申請に関する意見書

H20.12.11 公開 意見書

児童課

110 H20.12.9

市ホームページの前回のデザイン変更に関する
ことすべて。業者の選定や予算などについても含
む。

H20.12.22 公開 ア.平成17年度起案№191「各
   課・施設ホームページの改
   修依頼について」
イ.平成17年度起案№219「東
   村山市ホームページのリ
   ニューアル」
ウ.平成17年度起案№224「平
   成17年度第3回東村山市
   情報化推進委員会の開催」
エ.平成17年度起案№316「平
   成17年度第3回東村山市
   情報化推進委員会」
オ.平成17年度起案№317「東
   村山市ホームページリニュ
   ーアルに伴うデータの使用
   及び作成」
カ.平成17年度起案№339「東
   村山市ホームページリニュ
   ーアルに伴うアクセシビリ
   ティポリシー等の作成」

情報推
進課

キ.平成18年度起案№143「東
   村山市の電子サービス向
   上に関するアンケート実施
   について」
ク.平成18年度起案№161「第
   5回ホームページ研修グル
   ープ(市民情報化グループ）
   会議について」
ケ.平成18年度起案№173
   「東村山市ホームページの
   リニューアル」
コ.平成18年度起案№182「東
   村山市ホームページのキ
   ーワード設定に伴う各課検
  討(依頼)」
サ.平成18年度起案№193「第
   6回ホームページ研修グル
   ープ(市民情報化グループ）
   会議について」
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シ.平成18年度起案№196「東
   村山市ホームページリニュ
   ーアルに向けたページ作成
   説明会開催について」
ス.平成18年度起案№203「第
   7回ホームページ研修グル
   ープ(市民情報化グループ）
   会議について」
セ.平成18年度起案№200「東
   村山市ホームページリニュ
   ーアルのためのパブリック
   コメントの実施について」
ソ.平成18年度起案№230「市
   ホームページリニューアル
   に伴う各課作成ページの
   掲載方法説明会について」
タ.平成18年度起案№222「東
   村山市ホームページリニュ
   ーアルに向けたページ作成
   説明会開催について」
チ.平成18年度起案№271
   「第9回ITサポーター運営
   協議会会議について」

111 H20.12.15

りんごっこ保育園またはその代表者を当事者とす
る訴訟の控訴審判決(決定などを含む）の一切

H20.12.24 部分公開 平成20年（行コ）第132号決議
無効確認等請求控訴事件の判
決文

「被控訴人の住所」は第６条
第２号個人情報に該当 議会事

務局

112 H20.12.16

(有)●●●●店の固定資産税の課税に関する一
切の情報

H21.1.5 非公開 当該法人の内部情報であ
る所有財産の価値が明らか
になるため、第６条第３号法
人情報に該当

課税課
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113 H20.12.17

①平成20年度庁舎内から出る弁当ガラ等の廃プ
ラスティック類の運搬、処分に関る契約書・仕様書
一切
②平成20年度機密文書廃棄の運搬、処分に関る
契約書・仕様書一切

H21.1.5 非公開 ①庁舎内から出る弁当ガラ
等の廃プラスティック類につ
いては、職員が有料の市指
定収集袋に分別のうえ環境
部が収集・処分しており、当
該廃棄物のみの運搬、処
分に関しての契約はしてい
ない為、文書不存在。
②機密文書のうち資源物と
なるものについては、職員
が地下のシュレッダーにか
けリサイクル業者に手数料
を払い処理しており、契約
はしていない為、文書不存
在。（資源物以外について
は決定前に電話で連絡し、
業者が関与せず職員が秋
水園に運搬し焼却炉に投
棄している旨を伝える）

総務課

任意的申出

114 H21.1.6

平成18年から現在までの男女共同参画推進審議
会の会議録と資料

H21.1.16 公開 会議録
・平成１８年度第１回～第４回
・平成１９年度第１回～第４回
・平成２０年度第１回、第２回
資料
・男女共同参画に関する意識
調査表
・東村山市男女共同参画推進
会議に寄せて（素案）
・男女共同参画に関する意識
調査集計結果
・東村山市男女共同参画推進
審議会委員名簿（第２期）
・事業評価基準

国際・男
女共同
参画課
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115 H21.1.13

平成１８年度から現在に至るまでの以下の３点に
関する文書すべて
・市内公共施設の一部を企業等に開放し、広告
料を徴収
・庁舎、庁用車に民間業者の広告を掲示する
・ネーミングライツによる広告料の徴収

総合計
画・行財
政改革
担当

※申請者申出
により取下げ
（請求内容に
関する検討は
これからであり
まだ文書は作
成していないと
説明したとこ
ろ、取下げする
とのこと）

116 H21.1.15

２学期制導入の経過、導入後の検証など現在に
至るまでの｢２学期制｣に関するものすべて

H21.2.3 公開 ア.平成18年度全校2学期制導
   入実施の経緯（平成18年
   3月15日）
イ.起案書「東村山市立学校の
   管理運営に関する規則の
   一部を改正する規則」
   （平成18年1月6日）
ウ.復命書（平成16年9月30日）
エ.校長役員会との懇談会
   記録（二学期制）
オ.二学期制にかかわる懇談会
カ.東村山市立小中学校の二
   学期制の導入・充実につい
   て（平成17年2月10日）
キ.東村山市における二学期
   制の取組について（平成17
   年 5月2日）
ク.二学期制準備委員会委員
   の推薦について（平成17年
   4月1日）
ケ.二学期製準備委員会資料
   （平成17年4月7日）

 

指導室

コ.二学期製準備委員会報告
   （平成17年7月7日）
サ.5月2日実施のＰＴＡ連合会
   との懇談会のまとめ（平成
   17年5月13日）
シ.4月定例校長会資料（平成
   19年4月11日）
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ア.起案「平成20年度第１回市
   税収納率向上対策推進部
   会の開催（内伺）」
イ.復命「平成20年度第１回市
   税収納率向上対策推進部
   会」
ウ.起案「平成20年度第２回市
   税収納率向上対策推進部
   会の開催（内伺）」
エ.復命「平成20年度第２回市
   税収納率向上対策推進部
   会」
オ.起案「平成20年度第３回市
   税収納率向上対策推進部
   会の開催（内伺）」
カ.起案「平成20年度東村山
   市市税収納率向上対策推
   進本部会議の開催（内伺）」
キ.復命「平成20年度東村山
   市市税収納率向上対策
   推進本部会議の報告」
ク.起案「公金収納処理の電子
   化についての説明会の開
   催」

ケ.起案「第2回収納処理の電
   子化説明会の開催につい
   て」
コ.復命「第2回収納処理の
   電子化説明会実施報告」
サ.起案「収納処理の電子化
   推進について」
シ.起案「電子収納推進会議
   の開催について」
ス.起案「情報化推進委員会
   報告事項について」
セ.起案「平成19年度収納率
   向上対策結果の掲示板
   掲載（伺い）」
ソ.起案「平成20年度納税
   キャンペーン用ポスターの
   掲示について（伺い）」

117 H21.1.19

平成20年2月14日の第11回市税収納率向上対策
推進部会以後、現在に至るまでの同部会の検討
内容。コンビニ収納、マルチペイメントネットワーク
の導入検討や滞納者対策に関することなどすべ
て

H21.2.2 部分公開 ア、ウ、キの文書について
「市税完納要件の新たな対
象となる例規」については、
今後の当該事務事業の公
正・円滑な執行に支障が生
じる恐れがあるため第６条
第６号行政運営情報のエに
該当

納税課
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118 H21.1.19
平成２０年度分の各学校での事故報告 H21.2.2 公開 平成２０年度事故報告（第一報

を含む）一覧 指導室
任意的申出

119 H21.1.22

・平成21年1月に市議会厚生委員会による市内認
可保育園視察に関して、保育園側から市に提出
された書類一切
・りんごっこ保育園、りんごっこ第一保育園の職員
名簿（20年12月、21年1月分）

H21.1.27 部分公開 ア.市議会厚生委員会視察に
　ついて
イ.りんごっこ保育園職員名簿
　（平成20年12月1日現在・
　平成21年1月1日現在）
ウ.りんごっこ第一保育園職員
　名簿（平成20年12月1日・
　平成21年1月1日）

イ、ウの文書について
「氏名(設置者・施設長名は
公開）、生年月日、年齢、住
所」は第６条第２号個人情
報に該当

ウの文書について
「設置者の印影」は第６条第
３号法人情報に該当

児童課

120 H21.1.27

平成18年度から20年度の議長交際費 H21.2.9 部分公開 議長交際費資金前渡現金出納
簿
（平成１８年４月１日～平成２０
年１２月１日前渡交際費）

「逝去に伴う香料・生花等の
相手方氏名」は、それぞれ
の情報を照合することにより
特定の個人を識別できるた
め第６条第２号個人情報に
該当

議会事
務局

任意的申出

東村山市西口再開発関係
①ビル建設費工事発注における入開札状況、契
約書等一切
②市直営事業の発注における入開札状況、契約
書等一切

部分公開 ア.東村山駅西口地区第１種市
   街地再開発事業による施設
   建築物新設工事の工事請
   負契約書及び入札経過調書
イ.東村山駅西口地下駐輪場
   築造工事の工事請負契約
   書の表紙及び入札経過調書
ウ.東村山駅西口地下駐輪場
   築造工事の建設工事変更
   請負契約協議書（第１回）
   及び契約変更承諾書
エ.東村山駅西口地下自転車
   駐車場築造工事（電気設備）
   の工事請負契約書の表紙
   及び入札経過調書
オ.東村山駅西口地下自転車
   駐車場築造工事（電気設備）
   の契約変更協議書（第１回）
   及び契約変更承諾書
カ.東村山駅西口地下自転車
   駐車場築造工事（機械設備）
   の工事請負契約書の表紙
   及び入札経過調書

H21.2.12 ※入札経過調
書は情報提供
文書

「契約書及び契約変更承諾
書の法人の代表者印影」は
第６条第３号法人情報に該
当
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キ.東村山駅西口地下自転車
   駐車場築造工事（機械設
   備）の契約変更協議書（第
   １回）及び契約変更承諾書
ク.東村山駅西口地下自転車
   駐車場築造工事（昇降機
   設備）の工事請負契約書
   の表紙及び入札経過調書
ケ.東村山駅西口地下自転車
   駐車場築造工事（昇降機
   設備）の契約変更協議書
   （第１回）及び契約変更
   承諾書
コ.東村山駅西口地下人工地
   盤築造工事の工事請負
   契約書の表紙及び入札
   経過調書
サ.東村山駅西口地下人工地
   盤築造工事の契約変更
   協議書（第１回）及び契約
   変更承諾書

シ.東村山駅西口地下人工地
   盤築造工事（電気設備）の
   工事請負契約書の表紙
   及び入札経過調書
ス.東村山駅西口地下人工地
   盤築造工事（電気設備）の
   契約変更協議書（第１回）
   及び契約変更承諾書
セ東村山駅西口地下人工地
   盤築造工事（昇降機設備）
   の工事請負契約書の表紙
   及び入札経過調書
ソ.東村山駅西口地下人工地
   盤築造工事（昇降機設備）
   の契約変更協議書（第１
   回）及び契約変更承諾書
タ.東村山駅西口区画道路等
   築造工事（昇降機設備）の
   工事請負契約書の表紙及
   び入札経過調書

121 H21.1.30

再開発
担当
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③公益施設の契約、仕様書等（金額も含めて） H21.2.12 非公開 該当する文書はまだ作成し
ていないため文書不存在

総合計
画･行財
政改革
担当

122 H21.2.2

・介護保険料改定（第四期）に向けての市民等へ
の意見聴取、審議会関係資料（介護保険運営協
議会で介護保険料の第四期改定について話し合
われた会の会議録、会議資料と市民アンケートの
結果がわかるもの）

高齢介
護課

2/9情報提供
により取下げ

公民館

2/17情報提供
により取下げ

総務課
2/9情報提供
により取下げ

124 H21.2.5

１、平成１８年３月２８日～同年３月２９日に実施さ
れた公明党市議団の会派視察の宿泊代・旅費合
計１５万１千円の同年３月２２日付領収書等関係
書類の全部及び３月２８日付交通費領収書等関
係書類の全部
２、平成１８年３月２８日～同年３月２９日に実施さ
れた公明党市議団の会派視察の視察地（茨木
市）市議会事務局から東村山市議会（議長又は
議会事務局）に対して提出された同視察関係書
類の全部
３、市議会議長に対して提出された公明党市議団
の平成１７年度収支報告書
４、平成１８年２月６日に実施された民主クラブ市
議団の会派視察の宿泊代・旅費合計７万５００円
の同年１月３１日付領収書等関係書類の全部、同
年２月６日付「行政視察（夕食代）」の領収書等関
係書類の全部
５、平成１８年２月６日に実施された生活者ネット市
議団の会派視察の宿泊代・交通費合計７万５００
円の同年１月３１日付領収書等関係書類の全部、
同年２月６日付視察交通費及び「行政視察（夕食
代）」の領収書等関係書類の全部

H21.2.18 部分公開 ア.平成18.3.3決裁No195起案
   「公明党市議団・行政視察
   に係る出張調査届の受理
   及びそれに係る視察先へ
   の依頼文書の送付」
イ.平成18.3.30決裁No210起案
   「公明党市議団・行政視察
   に係るお礼文書の送付」
ウ.公明党市議団の平成18.3.
   28～29に実施された会派
   視察の旅費の領収書
エ.公明党市議団の平成17年
   度政務調査費収支報告書
オ.平成18.1.26決裁No162起
案
   「民主クラブ他の行政視察に
   係る依頼文書の送付」
カ.平成18.2.9決裁起案No178
   「民主クラブ他の行政視察に
   係るお礼文書の送付」
キ.民主クラブ市議団の平成18.
   2.6～7に実施された会派
   視察の旅費の領収書
ク.生活者ネット市議団の平成
   18.2.6～7に実施された会派
   視察の旅費の領収書

請求内容２にある
「平成１８年３月２８日～同
年３月２９日に実施された公
明党市議団の会派視察の
視察地（茨木市）市議会事
務局から東村山市議会（議
長又は議会事務局）に対し
て提出された同視察関係書
類の全部」は、視察地から
文書を受理していないので
不存在

議会事
務局

各公民館と市民センターの委託料の内訳と委託
先、委託業者決定の経緯と理由など、委託料に
関することすべてH21.2.4123
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125 H21.2.5

平成１９年４月３日付「監査結果」（１９東監収第１３
０号の４）１０頁の｢３月２２日｣欄の「行政視察宿泊
代・旅費（京都・滋賀）3/28～2/29」１５１，１０００」
の記載を裏付ける「公明党市議団平成１７年度収
支報告」及び支出状況を裏付ける領収証等関係
書類の全部（市議会事務局が提出したもの）

H21.2.16 非公開 該当する公文書は監査実
施後、監査対象部局（議会
事務局）へ返却しているた
め文書不存在 監査委

員会事
務局

126 H21.2.23

「東村山駅周辺まちづくり基本構想」が平成20年2
月20日の都市計画審議会に提案されるまでの関
係書類（起案や内部資料）

H21.3.5 部分公開 ア.平成20.5.7起案№26「東村
   山駅付近の踏切対策に係
   る今後の進め方（伺い）」
イ.部課長会議資料「東村山
   駅付近の踏切対策」
ウ.平成20年度委託契約書
   「東村山駅付近踏切対策
   検討業務委託」
エ.平成20年度委託契約書
   「東村山駅周辺まちづくり
   調査検討業務委託」
オ.平成20.8.19起案№124
   「東村山駅周辺まちづくり
   検討の進め方」
カ.第3回拡大部内会議の
   次第と資料
キ.平成21.1.28起案№275
   「平成20年度第3回都市
   計画審議会の開催」

アの文書について
「第６条第４号国等協力関
係情報に該当し、公開する
と都と市の協力・信頼関係
が損なわれるおそれがある
と共に、第６条第５号意思形
成過程情報に該当し、公開
すると今後の事務事業に支
障が生じる恐れがある部
分」

ウ、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

都市計
画課

127 H21.2.23

公民館運営審議会の平成20年9月以降開催時の
資料、会議記録

H21.3.9 部分公開 ア.平成20.9.30報告№124
   「第14期第12回東村山市
　　公民館運営審議会」
イ.平成20.11.18報告№158
   「第15期東村山市公民
　　館運営審議会(第1回）」
ウ.平成21.1.20報告№196
   「第15期東村山市公民
　　館運営審議会(第2回）」

イの文書について
「審議会委員名簿中の委員
自宅住所、電話番号」は第
６条第２号個人情報に該当

公民館
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６   情 報 公 開 不 服 申 立 て 一 覧
諮問番号 不    服    の    内    容  実施機関 諮問年月日 答申年月日 答申内容        不服申立てに対する決定

  （公開請求の年
度－通し番号）   原 処 分 決定年月日 決定内容

平成20年度
第１号（平

成19-№69）

選挙管理
委員会

非公開　・
部分公開

H20.4.21 H20.5.13 H20.9.10 H20.10.2 異議申立てを棄
却する。

①平成20年3月10日付け19東選収第
170号の3で選挙管理委員会が行った下
記書類の非公開決定処分について取消
しを求める。
　・平成19年4月に行われた都知事・市
長・市議選挙の関係書類として、東村山
市シルバー人材センターへの業務委託
に関する「説明会参加者確認簿」、「選
挙当日の参加確認一覧表及び参加確
認報告書」

②平成20年3月10日付け19東選収第
170号の2で選挙管理委員会が行った
「開票事務従事者名簿に記載されたシ
ルバー会員の会員番号、氏名、住所及
び電話番号」を非公開とする部分公開決
定処分の取消しを求める。

不服申立て
年月日

申立人の異議申立てをいずれも棄
却する。
１、非公開決定処分について
　「説明会参加者確認簿について
はシルバー職員が説明会参加者を
確認しており、市は参加者確認簿
を作成していないので不存在であ
る」という実施機関の非公開理由に
ついて、説明会参加者をシルバー
に確認させてはならないとの確たる
理由を見出すことは困難であり、名
簿を作成していなかったことが事実
と相違するとの根拠も見出しがた
い。また、　「選挙当日の参加確認
一覧表については開票場で画用紙
に貼り付けた名簿を用いてシル
バー従事者の入場確認を行い、従
事者数を確認した後にこれを破棄
した。参加確認報告書は作成して
いない。」との実施機関の説明が事
実に相違しているとは言えない。

２、部分公開決定処分について
　シルバー会員はシルバーとの契
約により開票事務に従事したもので
あって、実施機関の任命行為に
よったものではないため、公務員と
は解されない。よって、条例第6条
第2号ウの個人情報の例外にはあ
たらず、シルバー会員の会員番号
等を個人情報として非公開とした実
施機関の処分は妥当である。


