
 
 
 

東 村 山 市 情 報 公 開 制 度 等              

運 用 状 況               
（平成２１年７月～平成２２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２２年３月１５日 

                                         



３   情 報 公 開 請 求 件 数 （平成２１年７月１日～平成２２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

７月 7 11 9 2 18 0 12 0 2 0 0
4

（取下げ）

８月 6 7 5 2 7 4 1 0 0 0 0
2

（取下げ）

９月 2 2 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0

１０月 5 14 10 4 15 7 7 0 1 0 0 0

１１月 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0

１２月 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0

１月 4 4 3 1 4 2 2 0 0 0 0 0

２月 4 7 6 1 8 1 6 0 1 0 0 0

合計 30 47 36 11 56 16 30 0 4 0 0
6

（取下げ）

比率（%） - 100.0% 76.6% 23.4% 100.0% 28.6% 53.6% 0.0% 7.1% 0.0% 0.0% 10.7%

（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２１年７月１日～平成２２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 1 1.8% 市長 資源循環部 施設課 2 3.6%

市長 会計課 0.0% ごみ減量推進課  3 5.4%

秘書課 1 1.8% 都市環境部 道路・交通課 5 8.9%

経営政策部 広報広聴課 0.0% 道路補修課 1 1.8%

企画政策課 4 7.1% 下水道課 2 3.6%

1 1.8% 都市計画課 4 7.1%

政策法務課 0.0% 用地･事業課 1 1.8%

財政課 2 3.6% みどりと環境課 2 3.6%

総務部 職員課 0.0% まちづくり推進課 0.0%

人事課 4 7.1% 市街地整備担当  3 5.4%

総務課 1 1.8% 教育委員会 教育部 庶務課 2 3.6%

管財課 1 1.8% 学務課 0.0%

契約課 0.0% 指導室 0.0%

情報システム課 0.0% （学校） 小学校 0.0%

市民部 市民課 0.0% 中学校 0.0%

市民生活課 1 1.8% 社会教育課 0.0%

国際・男女共同参画課 0.0% 市民スポーツ課 0.0%

課税課 1 1.8% 図書館 0.0%

納税課 1 1.8% 公民館 0.0%

防災安全課 0.0% ふるさと歴史館 1 1.8%

産業振興課 1 1.8% 選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局 0.0%

健康福祉部 障害支援課 1 1.8% 農業委員会 農業委員会事務局 3 5.4%

高齢介護課 1 1.8% 監査委員 監査委員事務局 0.0%

健康課 0.0% 固定資産評価審査委員会 0.0%
生活福祉課 0.0% 56 100.0%
地域福祉推進課 1 1.8%

保険年金課 0.0%

子ども家庭部子ども総務課 1 1.8%
子育て支援課 0.0%

子ども育成課 3 5.4%

児童課 1 1.8%

子育てエリア担当 0.0%

合　　　　　計

行政経営課



５　情 報 公 開 請 求 の 状 況

№
請求
年月日

  請  求  公  文  書  の  名  称  ま
た  は  内  容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開
とした部分と理由

所 管 課 備    考

31 H21.7.1

20年度収支報告書
・認可保育園（第八、各私立園）
・認証保育所
・保育室
・保育ママ

子ども育
成課

7/10 申請者申出によ
り取下げ

H21.7.17 非公開
（文書不
存在）

行政財産使用許可により
使用料免除として、貸付
けによる方式への転換に
ついては検討を行ってい
ないため文書不存在

総務課

H21.7.16 部分公開 21年度起案書№18「行政財産使用許
可申請書に伴う使用許可書の取交し」

「法人の代表者印影」は
第6条第3号法人情報に
該当

ふるさと
歴史館

7/8 請求者に自動販
売機は12施設に設置
していることを連絡。
本庁舎の管理を担当
している総務課と、た
いけんの里にAED付
自動販売機を設置し
たふるさと歴史館が決
定通知書を作成する
ことで了承を得た

市関連施設への自動販売機設置に
関して使用許可制から設置場所を貸
し付ける方式への転換を検討したこと
はあるか関連する文書すべて

32 H21.7.7
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部分公開 イ、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

ア、随意契約簿（平成20年11月25日
     現在）
イ、東村山市西口地区第一種市街地
    再開発事業施行地区内の標準地
    評価業務（契約番号16東再契委
    2号～4号）
ウ、東村山市西口地区第一種市街地
     再開発事業に伴う仮設駅前広場
     等設計業務委託（契約番号19東
　　 再契委10号・13号）
エ、警備委託契約書
オ、東村山市西口地区第一種市街地
    再開発事業に伴う支障物撤去工事
　　（契約番号20東再契工1号）
カ、東村山市西口地区第一種市街地
    再開発事業に伴う規制標識・規制
    標示設置工事（契約番号20東再
　　契工4号）
キ、東村山市西口地区第一種市街地
     再開発事業に伴う街路等築造工
     事管理業務委託（契約番号20東
　　 再契委7号）
ク、第97回理事会資料
　　・警備委託について
　　・東村山駅西口地区第一種市街地
　　　再開発事業に伴う支障物撤去工
　　　事

H21.7.21東村山駅西口地区市街地再開発組
合が交わした随意契約の内容と金
額。その他詳細がわかる文書すべて
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H21.7.9
市街地
整備担
当

ケ、第100回理事会資料
　　・権利者取得店舗内装工事管理業
　　　務委託について
コ、第102回理事会資料
　　・平成20年度西口広場確認申請資
　　　料作成業務委託について
サ、第105回理事会資料
　　・東村山市西口地区第一種市街地
     再開発事業に伴う大規模小売店
     舗立地法に関する届出資料作成
     及び商業等計画検討業務委託（
     その２）
　　・施設建築物管理規約作成等業務
　　　委託について
シ、第107回理事会資料
　　・警備委託について
ス、第108回理事会資料
　　・東村山市西口地区第一種市街地
     再開発事業に伴う西口広場建築
     確認申請資料作成業務委託（変
     更）
セ、第109回理事会資料
　　・駅前広場及び街路等築造工事管
     理業務委託について
　　・平成21年度総合的コンサルタント
      業務委託について
　　・平成21年度事務局支援業務委託
      について
ソ、第110回理事会資料
　　・東村山市西口地区第一種市街地

33
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H21.7.29 部分公開 20東都都発第74号「生産緑地の取得
のあっせんについて」

「生産緑地買取申出人の
印影・電話番号・買取申
出の理由・買取希望価
格」
「諏訪町3-●-●以外の
生産緑地の所在地番・地
籍・案内図・公図・土地の
登記事項証明書中の不
動産番号・所在地番・地
籍・所有権移転の受付年
月日・受付番号」
は第6条第2号個人情報
に該当
「印鑑登録証明書」は第6
条第1号法令秘情報（印
鑑条例第19条）に該当

農業委
員会

　　・東村山市西口地区第一種市街地
     再開発事業に伴う大規模小売店
     舗立地法に関する届出資料作成
     及び商業計画検討業務委託（変
     更）
　　・東村山市西口地区第一種市街地
     再開発事業に伴う駅前広場及び
     街路等築造工事管理業務委託
     （変更）
タ、第111回理事会資料
　　・定款・事業計画の変更及び価額の
　　　確定業務委託について

20東都都収第162号
20東都都収第162号の2
20東都都発第  74号
20東都都収第　73号の2
の書類及び添付書類全て
20東都都発第69号の書類及び全て
の添付書類
（地目に関しては個人情報に当たらな
いため黒塗りしないで下さい）
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H21.7.29 部分公開 20東都都収第162号、20東都都収
第162号の2、20東都都発第74号、
20東農委収第73号の2の書類及び
添付書類全て
20東都都発第69号の書類及び全
ての添付書類

「生産緑地買取申出人の
印影・電話番号・買取申
出の理由・買取希望価
格」
「諏訪町3-●-●以外の
生産緑地の所在地番・地
籍・案内図・公図・土地の
登記事項証明書中の不
動産番号・所在地番・地
籍・所有権移転の受付年
月日・受付番号」
は第6条第2号個人情報
に該当
「印鑑登録証明書」は第6
条第1号法令秘情報（印
鑑条例第19条）に該当

都市計
画課

部分公開 農地法第3条･第4条･第5条処理台帳
中の諏訪町3-●-●に関する記載部
分
諏訪町3-●-●を3-●-●～●に分筆

「受領印」は第6条第2号
個人情報に該当

「農地法第4条第1項第5
号の規定による農地転用
の許可手続き書類」は保
存年限5年経過し廃棄済
のため不存在

農業委
員会

部分公開 ア、平成5年度№122起案文書「東村
山
　　都市計画生産緑地地区の案（変
    更）・公告について」
イ、平成5年度№123起案文書「東村山
　　都市計画生産緑地地区の変更・
　　告示について」

生産緑地法10条に基づ
き、主たる従事者が死亡
したときに生産緑地所有
者が市に申し出る「生産
緑地買取申出書」は、生
産緑地指定の告示直前
に主たる従事者死亡が判
明し、生産緑地地区指定
を廃止したため申出書が
提出されておらず不存在

都市計
画課

任意的申出

諏訪町の３－●－●～●の田んぼが
宅地になった経緯がわかる文書

H21.8.3

H21.7.21

34

35

H21.7.21
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36 H21.7.24

諏訪町土地区画整理事業（S５６～）
諏訪区画整理組合（S５６～）
にかかわる全ての文書、また全ての
議事録、会議録、当時の記録、特に
解散時の取り決め等

H21.8.5 部分公開 ア、土地区画整理事業認可前に農地
　　内（水耕田）に残土搬入並びに整
　　地工事の施行について（回答）
イ、風致地区内土地形質変更許可申
　　請書
ウ、諏訪区画整理事業（認可後）
エ、東村山市諏訪土地区画整理事業
　　東村山市諏訪土地区画整理組合
　　事業計画書（第1回変更）
    定款（第1回変更）
オ、理事会議事録原本（第36回～46
　　回)
カ、総会議事録原本（第6回～第11
     回）
キ、公共施設引継書（西武）関連部分
ク、公共施設引継書（道路区域図）関
　　連部分
ケ、東村山市諏訪土地区画整理事業
　　街区原子　関連部分

「法人の代表者印影」は
第6条第3号法人情報に
該当

「個人の印影及び委任状
の氏名住所」は第6条第2
号個人情報に該当

「補償金額」は第6条第2
号個人の資産状況に該
当

用地・事
業課

任意的申出

ふるさと歴史館所有の
歴史的公文書の公開

37 H21.7.24
平成20年度決算の概要（決算カード）

財政課
7/29　申請者申出に
より取下げ

農業委
員会

都市計
画課

39 H21.7.29

市職労執行委員長又は同執行委員
の組合活動及び勤務に関する市当
局との確認書又は協定書又は覚書等
関係書類の全部

H21.8.10 非公開
（文書不
存在）

市職労執行委員長又は
執行委員の組合活動及
び勤務に関して、市当局
との確認書等は交わして
いないため文書不存在

人事課

7/28　申請者申出に
より取下げ

38 H21.7.27

多摩湖町1-●、●、●　野口町4-
●、●、●、●・3-●、●　諏訪町3-
●、●の田んぼが宅地になった経緯
がわかる文書
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ア、H14年度№469起案書「平成14年
　　度東村山市コミュニティバス運行
　　事業補助金交付決定について」
イ、H15年度№28起案書「平成14年
　　度東村山市コミュニティバス運行
　　事業補助金確定通知書」
ウ、H15年度№315起案書「平成15年
　　度東村山市コミュニティバス運行
　　事業補助金交付申請書の受理及
　　び補助金交付決定（伺い）」
エ、H15年度№364起案書「平成15年
　　度東村山市コミュニティバス運行
　　事業補助金概算払確定通知書」
オ、H16年度№54起案書「平成15年
　　度東村山市コミュニティバス運行
　　事業補助金確定通知書」
カ、H16年度№92起案書「平成16年
　　度東村山市コミュニティバス運行
　　事業補助金交付申請書の受理及
　　び補助金交付決定（伺い）」
キ、H16年度№324起案書「平成16年
　　度東村山市コミュニティバス運行
　　事業補助金概算払請求書の受理

部分公開コミュニティバス事業に関するバス会
社側からの事業報告書およびそれに
関する一切の書類
市側からの補助金交付関係ものも含
む

H21.8.10 「個人の氏名、印影」は第
6条第2号個人情報に該
当

「契約の相手方である法
人の代表者印影、銀行
名、口座番号」は第6条
第3号法人情報に該当

駐車場契約書中の「貸主
の住所、氏名、電話番
号、印影、駐車場所在
地」は第6条第2号個人情
報に該当

「銀河鉄道との協議内容
について」は第6条第3号
法人情報に該当
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　　事業補助金概算払請求書の受理
　　及び補助金概算払の支払い」
ク、H17年度№22起案書「平成16年
　　度東村山市コミュニティバス運行
　　事業補助金確定及び確定通知書
　　の発行」
ケ、H17年度№22起案書「平成16年
　　度東村山市コミュニティバス運行
　　事業補助金確定及び確定通知書
　　の発行」
コ、H17年度№105起案書「平成17年
　　度東村山市コミュニティバス運行
　　事業補助金交付申請書の受理及
　　び補助金交付決定（伺い）」
サ、H17年度№388起案書「平成17年
　　度東村山市コミュニティバス運行
　　事業補助金概算払請求書の受理
　　及び補助金概算払の支払い」
シ、H18年度№24起案書「平成17年
　　度東村山市コミュニティバス運行
　　事業補助金確定及び確定通知書
　

8 ページ



　
　　の発行」
ス、H18年度№164起案書「平成18年
　　度東村山市コミュニティバス運行
　　事業補助金交付申請書の受理及
　　び補助金交付決定（伺い）」
セ、H18年度№372起案書「平成18年
　　度東村山市コミュニティバス運行
　　事業補助金概算払請求書の受理
　　及び補助金概算払の支払い」
ソ、H19年度№26起案書「平成18年
　　度東村山市コミュニティバス運行
　　事業補助金確定及び確定通知書
　　の発行」
タ、H19年度№155起案書「平成19年
　　度東村山市コミュニティバス運行
　　事業補助金交付申請書の受理及
　　び補助金交付決定（伺い）」
チ、H19年度№452起案書「平成19年
　　度東村山市コミュニティバス運行
　　事業補助金概算払請求書の受理
　　及び補助金概算払の支払い」
ツ、H19年度№723起案書「平成19年
　　度東村山市コミュニティバス運行
　　事業補助金交付申請書の受理及
　　び補助金交付決定（伺い）」
テ、H20年度№40起案書「平成19年
　　度東村山市コミュニティバス運行
　　事業補助金確定及び確定通知書
　　の発行」

40 H21.7.29
道路・交
通課
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　　の発行」
ト、H20年度№251起案書「平成20年
　　度東村山市コミュニティバス運行
　　事業補助金交付申請書の受理と
　　補助金交付決定及び覚書の取り
　　交わし（伺い）」
ナ、H20年度№409起案書「平成20年
　　度東村山市コミュニティバス運行
　　事業補助金概算払請求書の受理
　　及び補助金概算払の支払い」
ニ、H21年度№38起案書「平成20年
　　度東村山市コミュニティバス運行
　　事業補助金確定及び確定通知書
　　の発行と覚書による補助金増額分
　　の支払い（西武）」
ヌ、H21年度№38起案書「平成20年
　　度東村山市コミュニティバス運行
　　事業補助金確定及び確定通知書
　　の発行と覚書による補助金増額分
　　の支払い（銀河）」
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H21.8.10 部分公開 18年度～20年度工事請負契約書
ア、18東財契契工第110041号
イ、18東財契契工第110041号の2
ウ、19東財契契工第110010号
エ、19東財契契工第110010号の2
オ、19東財契契工第110010号の3
カ、19東財契契工第110074号
キ、19東財契契工第110074号の2
ク、19東財契契工第110076号
ケ、19東財契契工第110076号の2
コ、19東財契契工第110094号
サ、19東財契契工第110094号の2
シ、19東都下契工第210183号
ス、19東都下契工第210191号
セ、19東都下契工第210225号
ソ、20東都下契工第210065号
タ、20東都下契工第210165号
チ、20東都下契工第210190号

「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

H21.8.5 部分公開 18年度～20年度工事請負・委託契約
書
ア、18東財契契工第110086号
イ、19東財契契工第110055号
ウ、19東財契契工第110083号
エ、20東都道契委第220584号

道路・交
通課

入札見積経過調書に
ついては情報提供

●●土木が契約相手方となっている
過去３年間の契約書及びそれに関す
る入札調書の全部
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H21.8.6 部分公開 18年度～21年度工事請負契約書
ア、18東財契契工第110050号
イ、18東財契契工第110050号の2
ウ、18東財契契工第110050号の3
エ、19東財契契工第110025号
オ、19東財契契工第110025号の2
カ、19東財契契工第110008号
キ、19東財契契工第110008号の2
ク、19東財契契工第110087号
ケ、19東財契契工第110087号の2
コ、19東財契契工第110087号の3
サ、19東財契契工第110097号
シ、20東財契契工第110011号
ス、21東財契契工第110001号
セ、21東財契契工第110021号
ソ、21東財契契工第110021号の2
タ、21東財契契工第110024号

道路補
修課

H21.8.10 部分公開 19年度～21年度工事請負契約書
ア、19東都再契工第210196号
イ、20東財契契工第110064号
ウ、20東財契契工第110064号の2
エ、20東都再契工第210203号
オ、21東財契契工第110019号

市街地
整備担
当

42 H21.8.3

20年度収支報告書
・認可保育園（第八、各私立園）
・認証保育所
・保育室
・保育ママ

H21.8.17 部分公開 ア、平成20年度東村山市民間保育所
    運営費弁済補助事業等実績報告
    書（8園分）
イ、平成20年度認証保育所運営費等
    実績報告書（13園分）
ウ、平成20年度保育室運営費等実績
    報告書（10園分）
エ、平成20年度家庭福祉員事業収支
    計算書表（5箇所分）
オ、平成20年度決算報告書（第八
    保育園分）

「代表者の印影及び取引
先の金融機関名と口座
番号」は第6条第3号法人
情報に該当

「個人の給与額、家庭福
祉員補助者の氏名、寄付
金者氏名」は第6条第2号
個人情報に該当

子ども総
務課

8/10　収支報告書の
みの公開でよいと請
求者に確認

H21.7.2941
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43 H21.8.4

2008年（平成20）度東村山市決算状
況
（決算カード）

財政課

8/11　資料提供により
取下げ

44 H21.8.5

「目標管理」の導入経緯や取り組み方
についての文書すべて

H21.8.14 公開 ア、平成２１年度№47起案書「平成21
　　年度目標管理の設定」
イ、経営会議報告書の請求該当部分
　　の抜粋（平成20年度第14、15、17
　　回及び21年度第2回から第9回分）

企画政
策課

8/7　経営会議報告書
について、請求内容と
無関係の部分は省い
てよいと請求者に確
認

45 H21.8.5

都教委「地方教育費調査報告書」平
成21年度（20会計年度）のベースとな
る東村山市のデータ
（第6表、8表、9表、10表、11表、13表
について）

庶務課

8/6　申請者申出によ
り取下げ

46 H21.8.10

①平成20年度2月の市長車の運転日
報
②平成21年度2月の市長の日程
③平成21年度2月の市長車の運転日
報

H21.8.24 公開 平成20年度2月の市長車運転日誌

秘書課

任意的申出
8/17　申請者より②③
は取下げ

47 H21.8.17

旧公図
東村山市多摩湖町二丁目●番●の
周囲（旧所在　字日向735-イ）

H21.8.25 公開 公図番号9号（大字回田字日向其ノ３
地番696～814尺度１/600）のうち、東
村山市多摩湖町二丁目●番●の周辺
（旧所在　字日向735-イ）に該当する
箇所

課税課

任意的申出

48 H21.8.25

平成21年5月7日開催議案第31号、
議案第32号
平成21年8月3日開催教科書採択に
関する部分
上記の教育委員会録音テープ

H21.9.2 公開 平成21年5月7日開催議案第31号
　　　　　　　　　　　　　 議案第32号
平成21年8月3日開催教科書採択
に関する部分
上記の教育委員会録音テープ
（教科書採択該当箇所のみ）

庶務課

公開 平成12年度№227起案書「東村山市
心身障害者（児）自動車ガソリン費補
助規則の一部を改正する規則」

請求書は11年の規則
改正としているが実際
は12年度に規則改正

49
H21.9.9 障害支

援課

「東村山市心身障害者（児）自動車ガ
ソリン費補助規則の一部改正」により
所得制限などの規則の変更が摘要
量、件数にどのように影響しているか
を示す資料（平成１１年の規則改正が

H21.9.24
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非公開
（文書不
存在）

影響に関する資料は作
成していないため文書不
存在

50 H21.9.30

東村山市中央公民館のアスベスト調
査結果報告書に関する一切の資料

H21.10.13 部分公開 東村山市公共施設アスベスト調査委
託(施設）　中央公民館分の抜粋

「法人の代表者印影、環
境測量士、作業環境測
定士の個人の印影」は第
6条第3号法人情報に該
当

管財課

任意的申出

51 H21.10.1

公益通報者保護について、条例や規
則、要綱、内部規定などの策定をど
のように検討してきたのか。関連する
文書すべて。

H21.10.14 公開 ア、平成20年度№130起案書「公益通
    報者保護制度に関する体制整備の
　　要請」
イ、平成20年度№201起案書「公益通
    報者保護制度整備に関する下準
    備」
ウ、平成20年度№229起案書「公益通
    報者保護に関する他自治体の調査
　　結果」
エ、第一回公益通報者保護制度の体
　　制整備会議報告書
オ、平成20年度№288起案書「公益通
    報者保護に関する体制整備第2回
    検討会の開催」
カ、平成20年度№357報告書「第２回
    公益通報者保護制度検討会報告」
キ、平成20年度№418報告書「第３回
    公益通報者保護制度検討会報告」

人事課

※部分公開１件と計
上

を示す資料（平成１１年の規則改正が
わかるもの、平成11年・18年の改正の
影響を示す資料
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ア、H20年度№4起案書「路上喫煙等
    の防止に関する条例の6月1日試
    行に伴う周知キャンペーンの実施」
イ、H20 年度№6起案書「路上喫煙等
　　防止推進地区内に設置するスタン
    ド灰皿の指定標識」
ウ、H20年度№43起案書「路上喫煙等
　　防止啓発推進員によるチラシ配布」
エ、H20年度№49起案書「東村山駅及
　　び久米川駅周辺に設置する灰皿
　　設備の寄贈」
オ、H20年度№51起案書「路上喫煙等
　　の防止に関する条例の6月1日試行
　　に伴う周知活動としての「のぼり旗」
　　の設置と「ポスター」の提出
    （お願い）」
カ、H20年度№53起案書「路上喫煙等
　　防止啓発チラシの一部変更」
キ、H20年度№79起案書「東村山市路
    上喫煙等の防止に関する条例及び
    施行規則に基づく路上喫煙等防止
    指導員の任命」
ク、H20年度№120起案書「東村山市
    路上喫煙等の防止に関する条例
    の6月1日試行に伴う試行前・施行
    後の路上喫煙者の変化の調査」
ケ、H20年度№129報告書「東村山市
    路上喫煙等の防止に関する条例
    の6月1日試行に伴う試行前・施行
    後の路上喫煙者の変化の調査」
コ、H20年度№164復命書「路上喫煙

10月9日「内容が知り
たいので個人情報が
入っている資料は必
要がない」とのこと請
求者に確認済み

苦情・要望について
は個人情報を除いた
ものを一覧にして情報
提供

路上喫煙等の防止に関する条例が施
行されてから現在までの調査、課題
検討、苦情、要望など関連するすべ
て

公開H21.10.15
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コ、H20年度№164復命書「路上喫煙
    等の防止に関する条例の6月1日
    試行に伴う周知キャンペーン実施」
サ、H20年度№212起案書「「路上喫煙
     等の防止に関する条例」の周知・
     啓発キャンペーンの実施」
シ、H20年度№294起案書「路上喫煙
    等の防止に関する条例の6月1日
    試行に伴う周知活動としての
    「のぼり旗」の設置と「ポスター」の
    提出の延長」
ス、H20年度№300復命書「「路上喫
    煙等の防止に関する条例」の周知
    ・啓発キャンペーンの実施」
セ、H21年度№38起案書「東村山市路
    上喫煙等の防止に関する条例及び
    施行規則に基づく路上喫煙等防止
    指導員の任命」
ソ、H21年度№44起案書「「路上喫煙
    等の防止に関する条例」の周知
    ・啓発キャンペーンの実施」
タ、H21年度№46起案書「路上喫煙等
　　防止啓発推進員によるチラシ配布
　　及び道路使用許可申請書（5月）の
　　提出」
チ、H21年度№127報告書「「路上喫煙
　　等の防止に関する条例」の周知・
    啓発キャンペーンの実施」
ツ、H21年度№148起案書「「東村山市
 
　　路上喫煙等の防止に関する条例」
    の6月1日試行に伴う試行前・施行
    後の路上喫煙者の変化調査」
テ、H21年度№258起案書「「路上喫煙
　　等の防止に関する条例」の周知・
    啓発キャンペーンの実施」
ト、H21年度№263起案書「東村山駅西
    口の灰皿設備の寄贈」

みどりと
環境課

52 H21.10.2
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公開 ・平成21年6月24日第二回意見交換
会
　資料（「Win-Winによる関係構築」
　　　　「事業所意向調査」
　　　　「企業宛訪問伺い文案」）

部分公開 ア、平成21年5月20日第一回意見
    交換会資料（「企業誘致　意見
    交換会」）
イ、平成21年7月8日第三回意見
    交換会資料（「平成21年度の
    法人市民税の状況」）

ア、イの文書について
「法人名、法人市民税
額、法人の事業展開に関
する記載部分」は第6条
第3号法人情報に該当

①西口ぺデストリアンデッキ～エスカ
レータ部分に屋根がつかなかった問
題の経緯に関する文書一切

H21.10.16 部分公開 ア、平成17年度№10起案書「西口
    再開発における建築物の申請」
イ、平成17年度№31起案書「東村
    山市西口地区第一種市街地再
    開発事業に伴う公共施設許可
    申請」
ウ、平成17年度№43起案書「西口
     再開発における建築物の申請
     経過」
エ、バス停留所等上屋建築計画書
　　　　　　　　　　　　　　　　（消防署）
オ、バス停留所等上屋建築計画書
　　　　　　　　　　　　　　（東村山市）
カ、バス停留所等上屋建築計画書
　　　　　　　　　　（東村山市警察署）
キ、平成17年度№122起案書「東村
     山駅西口地区市街地再開発事
     業に伴う人工地盤築造工事の
     変更」
ク、平成17年度№145起案書「東村
    山駅西口地区人工地盤築造工事
    における修正指示」

ウ、エ、オ、カ、キの文書
について
「個人の印影」は第6条第
2号個人情報に該当

「警察署員氏名」は第6条
第7号犯罪の予防･捜査
等情報に該当

市街地
整備担
当

※部分公開1件で計
上

産業振
興課

9月2日、一般質問で市長が「企業流
失しないよう庁内横断でチームをつく
り、内部検討している」と答弁した。こ
の庁内横断チームが、企業流失防止
のために行ってきた内部検討につい
てのすべて

H21.10.16

54 H21.10.6

53 H21.10.5
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②コミュニティバスの西口発着が延期
になった問題の経緯に関する文書一
切

H21.10.15 公開 ア、平成20年度№380報告書「東村山
　  駅西口より諏訪循環」
イ、平成20年度№,493報告書「東村山
　　駅西口より諏訪循環の試走
    (２回目）」

道路・交
通課

55 H21.10.6

りんごっこ保育園・りんごっこ第一保育
園の職員名簿（21年3月～現在まで）

H21.10.19 部分公開 ア、りんごっこ保育園職員名簿
    （平成２１年３月～９月１日現在）
イ、りんごっこ第一保育園職員名簿
　　（平成２１年３月～９月１日現在）

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

イの文章について
「設置者の印影」は第6条
第3号法人情報に該当

子ども育
成課
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56 H21.10.6

前回の「地域密着型サービス」事業者
選定の経過に関する書類一切

H21.10.15 部分公開 ア、平成18年度№264起案書「平成18
    年度東村山市地域密着型サービス
    の指定要項及び審査指定基準の
   作成・審査の実施」
イ、平成18年度№795起案書「平成18
    年度東村山市地域密着型サービス
    指定・審査（２次審査）の変更、追
　　加」
ウ、平成18年度№1320起案書「平成
    18年度東村山市地域密着型サー
    ビス提供事業者の決定」
エ、平成18年度№1331起案書「平成
    18年度「第1回介護保険事業推進
    本部開催報告」
オ、「平成18年度東村山市地域密着
    型サービス指定・審査票（2次審
    査用）」
カ、「平成18年度東村山市地域密
     着型サービス2次審査　集計票」
キ、「委任状」

ウの文書について
「2位の得点内訳及び得
点差内訳」は第6条第3号
法人情報に該当

エの文書について
「法人代表者の生年月
日、住所、事業所の管理
者となる予定であった者
の氏名、生年月日、住
所」は第6条第2号個人情
報に該当
「2位の得点内訳書、事業
計画書、得点差、法人の
代表者印影」は第6条第3
号法人情報に該当

オ、カの文書について
「2位の得点内訳」は第6
条第3号法人情報に該当

高齢介
護課

57 H21.10.8

東村山市が非常勤職員に対して退職
手当を支給したのは違法であるとして
提起された損害賠償請求訴訟（住民
訴訟）に関する平成２１年２月６日の
最高裁判所の判決文

H21.10.16 部分公開 調書（決定） 「上告人の氏名」は第6条
2号個人情報に該当

人事課

任意的申出

58 H21.10.13

平成２０年４月から平成２１年９月末日
までの議長公用車の運転日報

H21.10.21 公開 平成20年4月から平成21年9月末日ま
での議長公用車の運転日報 議会事

務局

任意的申出
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59 H21.10.13

市税収納推進員に関する規則を廃止
するに至った経過のわかる文書

H21.10.21 公開 ア、平成20年度№483起案書「平成21
　　年度納税課の組織編制」
イ、平成20年度№,745起案書「東村山
　　市嘱託職員に関する規則の一部
　　改正の依頼」
ウ、平成20年度№746起案書「東村山
　　市市税収納推進員に関する規則を
　　廃止する規則」
エ、平成20年度№747起案書「東村山
　　市市税収納推進員業務取扱規程
    を廃止する規程」

納税課

60 H21.10.14

嘱託職員の退職手当に関する裁判に
ついて
２審の控訴第1準備書面以降（平成20
年2月10日）の文書全部

H21.10.23 部分公開 高裁判決文　上告提起通知書
調書（決定）

「控訴・上告人の住所、氏
名、電話番号、FAX番
号、印影、退職した嘱託
職員の氏名」は第6条第2
号個人情報に該当

人事課

61 H21.10.21

アセトン、イソアミルアルコール、IPA、
キシレン、クロロホルム、酢酸エチル、
酢酸ブチル、酢酸メチル、スチレン、ト
ルエン、二硫化炭素、フェノール、ヘ
キサン、メタノール、メチルイソブチル
ケトン、メチルエチルケトン　の物質を
排出届出（平成21年度分）している企
業名、所在地のリスト

H21.11.4 公開 アセトン、イソアミルアルコール、IPA、
キシレン、クロロホルム、酢酸エチル、
酢酸ブチル、酢酸メチル、スチレン、ト
ルエン、二硫化炭素、フェノール、ヘキ
サン、メタノール、メチルイソブチルケト
ン、メチルエチルケトン　の「適正管理
化学物質の使用量等の報告」をしてい
る「適正管理化学物質取扱事業者」の
一覧リスト

みどりと
環境課

任意的申出
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62 H21.10.23

市内企業の流失防止対策として検討
してきた用途地域変更に関するもの
すべて

H21.11.6 非公開
（文書不
存在）

用途地域変更にかかる東
京都の都市計画決定手
続きにおいては、都市計
画法等の改正や、都内全
域を対象とした一定の区
画単位での見直しを行っ
てきたものであり、企業の
流失抑制対策としては検
討していないため。

都市計
画課

63 H21.10.27

１．行政アドバイザーの公務記録のわ
かるもの（直近のもの）
２．行政アドバイザーの給与または報
酬のわかるもの

H21.11.6 公開 ア、平成21年度起案№205「平成20
　　年度市政アドバイザー業務報告
　　の受理」
イ、平成21年度起案№208「増島
　　市政アドバイザー業務報告」

企画政
策課

任意的申出

64 H21.10.27

サンパルネの指定管理者・東京ドー
ムグループとの契約書ならびに関係
書類すべて

H21.11.9 部分公開 ア、平成21年度№176起案書「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及び
   平成21年度年度協定の締結につい
   て」
イ、平成21年度№213起案書「平成21
　　年度東村山市市民ステーションサ
    ンパルネ事業計画書の確認につい
    て」
ウ、平成21年度№215起案書「平成21
    年度東村山市市民ステーションサ
    ンパルネの目的外使用の承認につ
    いて」
エ、平成21年度№216起案書「平成21
    年度東村山市市民ステーションサ
    ンパルネ業務委託許可について」

「法人の代表者印影」は
第6条第3号法人情報に
該当

企画政
策課

21 ページ



65 H21.11.4

第４回以降の待機児対策庁内検討部
会に関する文書すべて

H21.11.16 公開 ア、平成21年度№451復命書「待機児
　　対策庁内検討会（第４回）」
イ、平成21年度№467復命書「待機児
　　対策庁内検討会（第５回）」

子ども育
成課

66 H21.12.3

第4次総合計画策定にあたり、8月に
ワークショップの提言を受けて以降の
庁内検討に関する書類（策定委員会
等）一切

H21.12.16 公開 ア、平成21年度№82起案書「未来の
　　東村山に向けた市への提言」説明
　　会開催について（伺い）
イ、平成21年度№83報告書「未来の
　　東村山に向けた市への提言」説明
　　会（報告）
ウ、平成21年度№87起案書「市への
　　提言」意向調査の実施（伺い）
エ、平成21年度№104報告書「平成
     21年度第3回東村山市総合計画
    策定委員会（報告）」
オ、平成21年度№107報告書「平成
     21年度第4回東村山市総合計画
    策定委員会（報告）」

行政経
営課

67 H22.1.6

・２０年度ごみ処理フロー図（２１年度
もあれば）
・１８年度以降のレジ袋削減の取り組
みに関する一切

H22.1.19 公開 ア、平成20年度ごみ処理図
イ、平成20年度№206起案書「レジ袋
　　削減に向けた取り組みについて」
ウ、平成21年度№300起案書「レジ袋
　　削減ポスターの配付」
エ、平成21年度№329起案書「レジ袋
　　削減ポスターの印刷」
オ、平成21年度№403起案書「レジ袋
　　削減ポスターの配付」

ごみ減量
推進課

68 H22.1.8

下水道法に係る特定施設の設置事
業所の一覧表
・特定事業所の名称、所在地
・特定事業所の業種（又は項番号）
・排水量（1日平均）（1日の排水量50
㎥以上のもの）

H22.1.19 公開 事業場一覧表（日量５０㎥以上事業
場）

下水道
課

任意的申出
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69 H22.1.13

ごみ及び資源物に関する業務委託契
約書（１９年度～２１年度）

H22.1.26 部分公開 ア、ごみ・資源物収集運搬業務委託
　　契約書（その１・その２・その３）
イ、資源物（びん・かん及び有害物）
　　収集運搬業務運営委託契約書
ウ、資源物（古紙・古着類）収集運搬
　　業務委託契約書
エ、し尿収集運搬業務委託契約書
　　（その１・その２）
オ、粗大ごみ受付及び収集運搬業務
　　委託契約書
上記ア～エの平成１９年度から平成２１
年度までの３ヵ年分、オは２１年度分
のみ

「法人の代表者印影」は
第6条第3号法人情報に
該当

ごみ減量
推進課

70 H22.1.26

平成１９年度東村山市立児童館建物
管理業務委託契約書

H22.2.5 部分公開 平成１９年度、委託契約書　東村山市
立児童館建物管理業務委託契約書

「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
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71 H22.2.3

「有料自転車等駐車場」における指
定管理者作成の事業計画書及び収
支計算等公開可能な書類一式

H22.2.15 部分公開 ア、社団法人シルバー人材センター
　　事業運営に関する計画書（予算
　　見積総括表含む）
イ、サイカパーキング株式会社
　　事業計画書（指定管理料収支予
　　算書及び収納事務委託収支予算
　　書含む）

アの文書について
「駐輪場管理員の配置、
人件費及び管理運営費
の内訳金額」は第6条第3
号法人情報に該当
「シルバー人材センタ―
担当者名」は第6条第2号
個人情報に該当

イの文書について
「駐輪場管理員の配置表
及び人数、勤務形態、資
産額及び借入金額、又そ
のグラフ、借入金月商倍
率及び自己資本比率、
貸借対照表（平成20年3
月末時点）中期部分、指
定管理料収支予算書中
内訳額、収納事務委託
収支予算書中内訳、指
定管理料各年度の支出
内訳、収納事務委託各
年度の支出内訳」は第6
条第3号法人情報に該当

道路・交
通課

任意的申出

※2/3請求者に請求
内容確認「指定管理
応募時の事業計画及
び収支計算書」を請
求するとのこと。
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ふれあいセンター各５館のこれまでの
協定書すべて（基本・年度）、過去３
年の事業報告書、評価に関すること
すべて　また今後の指定管理者選定
のスケジュール

H22.2.17 部分公開 ア、平成17年度№476起案書「ふれあ
　　 いセンターの管理運営に関する
　　基本協定書の締結について」
イ、平成17年度№477起案書「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、平成18年度№542起案書「平成19
　　年度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」
エ、平成19年度№508起案書「平成20
　　年度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」
オ、平成20年度№451起案書「平成21
　　年度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」
カ、平成19年度№34「平成18年度多
    摩湖ふれあいセンター業務報告」
キ、平成19年度№78「平成18年度恩
    多ふれあいセンター業務報告」
ク、平成19年度№35「平成18年度栄町
　　ふれあいセンター業務報告」
ケ、平成19年度№33「平成18年度久
    米川ふれあいセンター業務報告」
コ、平成20年度№83「平成19年度多
    摩湖ふれあいセンター業務報告」
サ、平成20年度№85「平成19年度恩
    多ふれあいセンター業務報告」

ア～チの文書について
「指定管理契約の相手方
である協議会の印影及び
代表者印影」は第6条第3
号法人情報に該当

カ～チの文書について
「事業報告書中の個人氏
名、個人の印影」は第6条
第2号個人情報に該当

カ～チの文書について
「警察官の氏名」は第6条
第7号犯罪の予防･捜査
等情報に該当

「事業評価に関すること
すべて」は業務報告書の
内容から事務遂行に問
題がないか判断してい
る。それ以外に事業報告
は行っていないため、文
書を作成しておらず文書
不存在

市民生
活課
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シ、平成20年度№84「平成19年度栄
    町ふれあいセンター業務報告」
ス、平成20年度№82「平成19年度久
    米川ふれあいセンター業務報告」
セ、平成21年度№107「平成20年度多
　　摩湖ふれあいセンター業務報告」
ソ、平成21年度№78「平成20年度恩多
　　ふれあいセンター業務報告」
タ、平成21年度№55「平成20年度栄町
　　ふれあいセンター業務報告」
チ、平成21年度№57「平成20年度久
    米川ふれあいセンター業務報告」

「今後の指定管理者選定
スケジュール」は平成22
年度の選定に向け、これ
からスケジュールをたてる
ためまだ文書を作成して
おらず文書不存在

72 H22.2.4
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ア、平成17年度№427起案文書「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」
イ、平成18年度№371起案文書「秋水
　　園ふれあいセンターにおける指定
　　管理者との年度協定の締結」
ウ、平成19年度№443起案文書「平成
　　20年度秋水園ふれあいセンターの
　　管理運営に関する年度協定の締
　　結」
エ、平成20年度№64「秋水園ふれあい
　　センター市民協議会の代表者変
　　更」
オ、平成20年度№442起案文書「平成
　　21年度秋水園ふれあいセンターの
　　管理運営に関する年度協定の締
　　結」
カ、「秋水園ふれあいセンター市民協
　　議会　平成19年度定期総会資料」
キ、平成20年度№63報告書「秋水園
　　ふれあいセンター平成19年度事業
　　報告、平成20年度事業計画」
ク、平成21年度№58報告書「秋水園ふ
　　れあいセンター平成20年度事業報
　　告、平成2１年度事業計画他の提
　　出」
ケ、平成18～20年度　指定・事業合算
　　予算・実績表

H22.2.17 部分公開 ア～ク文書について
「協議会の代表者印影」
は第6条第3号法人情報
に該当

カ～クの文書について
「口座情報」は第6条第3
号法人情報に該当

イ～ケの文書について
「個人の氏名、印影、自
宅住所、電話番号、給与
額が推測される部分」は
第6条第2号個人情報に
該当

「事業評価に関すること
すべて」は事業報告書の
内容から事業遂行に問
題がないか判断してお
り、それ以外に事業評価
は行っていないため文書
を作成しておらず、文書
不存在

「今後の指定管理者選定
スケジュール」は、平成22
年度の選定に向けこれか
らスケジュールをたてる
為、文書を作成しておら
ず文書不存在

ごみ減量
推進課
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73 H22.2.4

社会福祉センターのこれまでの協定
書すべて（基本・年度）、過去３年の事
業報告書、評価に関することすべて
また今後の指定管理者選定のスケ
ジュール

H22.2.16 部分公開 ア、平成17年度№617起案書「東村山
　　市立社会福祉センター基本協定書
　　及び年度協定書の締結について」
イ、平成18年度№113起案書「東村山
　　市立社会福祉センターの管理に関
　　する基本協定書の一部変更」
ウ、平成18年度№119起案書「平成19
　　年度社会福祉センター年度協定書
　　の締結について」
エ、平成19年度№137起案書「平成20
　　年度社会福祉センター年度協定書
　　の締結について」
オ、平成20年度№72起案書「東村山
　　市社会福祉センターの管理に関す
　　る協定書の変更」
カ、平成20年度№154起案書「平成21
　　年度社会福祉センター年度協定書
　　の締結」
キ、社会福祉センター月報（平成18年
　　4月～平成19年3月分）
ク、社会福祉センター月報（平成19年
　　4月～平成20年3月分）
ケ、社会福祉センター月報（平成20年
　　4月～平成21年3月分）
コ、社会福祉センター月報（平成21年
　　4月～平成21年12月分）

ア～カの文書について
「法人の代表者印影」は
第6条第3号法人情報に
該当

キ～コの文書について
「福祉作業所の通所者の
氏名」は第6条第2号個人
情報に該当

「事業評価に関すること
すべて」は事業報告書の
内容から判断するため、
それ以外の文書は作成し
ておらず文書不存在

「今後の指定管理者選定
スケジュール」はこれから
スケジュールをたてる為、
文書を作成しておらず文
書不存在

地域福
祉推進
課

（情報提供）
平成18～20年度　事
業報告および決算報
告書の該当箇所（社
会福祉協議会）

74 H22.2.4

指定管理者の評価・選定に関するシ
ステム設計に関することすべて（平成
２１年３月５日以降）

H22.2.5 非公開
（文書不
存在）

平成２１年３月５日以降、
対象となる公文書を作成
していないため文書不存
在 企画政

策課
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75 H22.2.12

循環型社会形成交付金の現在やっ
ている申請に諸手続に関係する書類
の一切

H22.2.24 部分公開 ア、東村山市循環型社会形成推進地
　　域計画策定業務委託の平成２１年
　　度契約関係書類及び委託契約書
イ、平成21年度№170起案文書「東村
　　山市循環型社会形成推進地域計
　　画（案）の提出」
ウ、平成21年度№184起案文書「東村
　　山市循環型社会形成推進地域計
　　画策定協議会」
エ、平成21年度№203起案文書「東村
　　山市循環型社会形成推進地域計
　　画の提出」

「法人の代表者印影」は
第6条第3号法人情報に
該当

施設課

76 H22.2.18

東村山市コミュニティバス調査で行っ
た８路線案

H22.2.23 公開 平成１８年度コミュニティバス推進委員
会会議資料コミュニティバス新規路線
案

道路・交
通課

77 H22.2.23

リサイクルセンター配置計画（１９年
度）と整備計画（２０年度）事業委託に
関する資料一切（業者委託に至った
経過・理由等のわかるもの）

H22.3.8 部分公開 ア、東村山市秋水園リサイクルセンタ
　　－配置計画策定業務委託の平成
　　１９年度執行伺及び委託契約書
イ、秋水園リサイクルセンター建設に
　　係る整備基本計画等策定業務委
　　託の平成２０年度執行伺及び委託
　　契約書

「法人の代表者印影」は
第6条第3号法人情報に
該当

施設課

2/25請求者と所管課
長との話合いにより、
請求内容に関係する
執行伺と契約書を請
求すると確認済
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平成21年度第2回情報公開運営審議会の資料

会議の名称 所管課
公開・非公開の

別

会議の概要
△：説明はあ
るがひな形よ
り不十分

会議録

資料
×＃：「資料は窓口
においでください」
の表示あり

委員名簿
指針実
施度

1 表彰審査委員会 秘書課 非公開 ○ 掲載不要 掲載不要 ○ A
2 情報公開・個人情報保護不服審査会 政策法務課 非公開 ○ 掲載不要 掲載不要 ○ A
3 個人情報保護運営審議会 総務課 非公開 ○ 掲載不要（○) 掲載不要 ○ A
4 情報公開運営審議会 総務課 ○ ○ ○ ○ A
5 技能功労者選定委員会 産業振興課 非公開 ○ 掲載不要 掲載不要 ○ A
6 国民健康保険運営協議会 保険年金課 ○ ○ ○ ○ A
7 保健福祉協議会 地域福祉推進課 △ ○ ○ ○ A
8 地域保健計画推進部会※ 健康課 △ ○ ○ ○ A
9 児童育成計画推進部会※ 子ども総務課 △ ○ ○ ○ A
10 障害者福祉計画推進部会※ 障害支援課 ○ ○ ○ ○ A
11 介護保険運営協議会 高齢介護課 ○ ○ ○ ○ A
12 介護認定審査会 高齢介護課 非公開 ○ 掲載不要 掲載不要 × A ※
13 地域包括支援センター運営協議会 高齢介護課 ○ ○ ○ ○ A
14 地域密着型サービス運営協議会 高齢介護課 ○ ○ ○ ○ A
15 高齢者在宅計画推進部会※ 高齢介護課 ○ ○ ○ ○ A
16 民生委員推薦会 生活福祉課 非公開 ○ 掲載不要 掲載不要 × A ※
17 都市計画審議会 都市計画課 ○ ○ ○ ○ A
18 ホテル等建築適正化審議会 都市計画課 ○ 未開催 未開催 ○ A
19 東村山駅周辺まちづくり協議会 まちづくり推進課 ○ ○ ○ ○ A
20 交通事故防止審議会 道路・交通課 ○ 未開催 未開催 ○ A
21 東村山市のごみ処理に関する意見交換会 ごみ減量推進課 ○ ○ ○ ○ A
22 秋水園リサイクルセンター整備基本計画検討 施設課 ○ ○ ○ ○ A
23 社会教育委員の会議 社会教育課 ○ ○ ○ ○ A
24 青少年委員会 社会教育課 ○ ○ ○ ○ A
25 青少年問題協議会 社会教育課 ○ ○ ○ ○ A
26 公民館運営審議会 公民館 ○ ○ ○ ○ A
27 図書館協議会 図書館 ○ ○ ○ ○ A
28 文化財保護審議会 ふるさと歴史館 ○ ○ ○ ○ A
29 障害程度区分判定等審査会 障害支援課 非公開 ○ 掲載不要 掲載不要 × A ※

30 国民保護協議会 防災安全課 ○ 未開催 未開催 ○ A
3/30に
ページ
更新

31 防災会議 防災安全課 ○ 未開催 未開催 ○ A
3/30に
ページ
更新

32 予防接種健康被害調査委員会 子育て支援課 ○ 未開催 未開催 ○ A
33 奨学資金貸付審議委員会 教育委員会庶務 非公開 ○ 掲載不要 掲載不要 ○ A
34 特別職報酬等審議会 職員課 ○ ○ ○ ○ A
35 行財政改革審議会 行政経営課 ○ ○ ×＃ ○ B
36 総合計画審議会 行政経営課 ○ ○ ×＃ ○ B
37 緑化審議会 みどりと環境課 ○ ○ ×＃ ○ B
38 環境審議会 みどりと環境課 ○ ○ ×＃ ○ B
39 廃棄物減量等推進審議会 ごみ減量推進課 ○ ○ × ○ Ｂ’

40 使用料等審議会 企画政策課 ○ ○ × ○ Ｂ’
２１年度
は未開
催

41 スポーツ振興審議会 市民スポーツ課 ○ ○ × ○ Ｂ’
42 美住リサイクルショップ運営委員会 ごみ減量推進課 ○ ○ × ○ Ｂ’
43 市営住宅明渡請求審査会 管財課 非公開 ○ 掲載不要 掲載不要 × Ｃ
44 保育料等審議会 子ども育成課 ○ 未開催 未開催 × Ｃ
45 ふるさと歴史館協議会 ふるさと歴史館 ○ × × ○ ｃ２
46 スポーツ科学委員会 市民スポーツ課 ○ × × ○ ｃ２

47 男女共同参画推進審議会
国際・男女共同参
画課

○ × × ○ ｃ２

※子育て総合支援センター運営協議会 子ども総務課 ○ 3/24が初回 3/24が初回 ×

※は保健福祉協議会のなかの専門部会。
※子育て総合支援センター運営協議会は、
    Ｈ22.3.24に第1回を開く新しい会議

A

会議録・資料・
名簿の3点す
べて掲載（非
公開と未開催
の会議は会議
録と資料なし）

34

※22年度中に新規追加予定の会議 B

会議録と名簿
を掲載。資料
のみ未掲載
（窓口で公表
の記載あり）

4

自治基本条例策定審議会（企画政策課）、サ
ンパルネ市民運営会議（企画政策課）、コミュ
ニティバス再構築等検討会（道路・交通課）

Ｂ’
資料のみ未掲
載。これから掲
載予定

4

C

未開催の会議
で、ページは
あるが名簿が
未掲載（3/31
で委員改選な
ど）

2

ｃ２

会議録と資料
が未掲載（会
議録を作成
中）

3

合計 47

A,Bは指針に沿った運用であり合格ライン

廃棄物減量等推進審議会、使用料、スポーツ振
興、美住ﾘｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟ

保育料、市営住宅

ふるさと歴史館協議会、スポーツ科学、男女協働


