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情 報 公 開 制 度 



Ⅰ  令和元年度情報公開制度の運用状況 

１ 情報公開請求の概要    

  令和元年度の公開請求（請求・申出）数は 69件でした。条例施行時からの公開請求数の推

移はグラフ 1のとおりです。請求数が最も多いのは 20年度の 129件で、保育園の指定管理者

選定や補助金交付に関する請求が多く出されました。その後請求数は減り続け、24年度は 29

件と条例施行以来最も少ない件数となりました。その後はやや増え、元年度は 69件ですが、

最多の 20年度と比べると半数近くに減っています。その理由としては、過去にあった東村山

駅西口再開発や保育園の民営化計画のように市民の方の関心が高い問題が比較的少なかった

ことがあげられます。また審議会の会議録や議会の予算参考資料、議長交際費、決算統計な

どの情報公開請求がなければ公開しなかった公文書を、情報コーナーや市ホームページで公

表するように変えたことも影響していると思われます。 

請求者別では、請求数 69件のうち 7割弱が市民・市内法人からです（次ページ表 1参照）。

公開請求をした実人数（請求者数）でみると、市民・市内法人・市内在勤の方が 23名、市外

在住者・市外法人が 17名でした。 

請求内容では、「市運動公園 D51形蒸気機関車解体・撤去に関する文書」「プロポーザル審

査や指定管理者選定に係る文書」の公開を求めるものが多くありました。 

 請求に対する決定内容は表 2のとおりです。全体の約 3割が全部公開で、6割強は部分公

開となりましたが、そのほとんどは「個人情報」「法人情報」に該当する部分を非公開とした

ものです。このほか文書不存在による非公開決定が 5件、存否応答拒否による非公開決定が

1件ありました。 

 

◆グラフ 1 公開請求数の推移 
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   ◆表 1 請求者区分別 請求数 

区              分 請求者数 請求数 比率 

市内に住所を有する者  18 42 60.9%  

市内に事務所又は事業所を有する個人

及び法人その他の団体 
 4  4 5.8%  

市内の事務所又は事業所に勤務する者  1  1 1.4%  

市内の学校に在学する者  0  0 0%  

市が行う事務事業に直接利害関係を有

する者 
 0  0 0%  

市外に住所を有する者又は事務所等を

有する法人その他の団体 

17 

(内、法人 12) 

22 

(内、法人 15) 

31.9% 

(内、法人 21.7%)  

合              計 40 69 100.0%  

※ 請求数は、請求書 1枚につき 1件で計上しています。 

※ 元年度中に同一人物から複数回の請求があった場合、請求者数は 1人で計上しています。 

      

◆表 2 請求に対する決定内容別 件数 

 

 

 

※ 1枚の請求書で複数課あての 

請求ができるため、決定件数は  

表1の請求数69より多くなって  

います。 

※各決定内容の比率は、小数点以  

下第 2位を四捨五入しているた 

め、合計しても必ずしも 100.0 

とはなりません。 

 

部分公開・非公開決定をした表 2の 72件について、その理由となった非公開情報の内訳は

表 3のとおりです。情報公開制度では、実施機関の管理している公文書はすべて公開が原則

となりますが、公開しないことに合理的な理由がある次の 7情報は、例外的に公開しないこ

とができる「非公開情報」と定められています（東村山市情報公開条例第 6条各号）。 

1号 法 令 秘 情 報 

2号 個 人 情 報 

 

3号 法 人 情 報 

 

 

法令で非公開とされている情報 

特定の個人を識別できる情報又は識別不可能でも公開す

ると個人の権利利益を害するおそれのあるもの 

法人・団体又は事業を営む個人の事業に関する情報で 

あって、公開すると法人等の利益や社会的地位が損なわ

れると認められるもの 

4号 国等協力関係情報    

 

市と国等の協議、依頼等に基づいて作成、取得した情報 

であって、公開すると国等との協力信頼関係が損なわれ 

決 定 内 容 決定件数 比 率 

公     開 34 30.4%  

部 分 公 開 72 

 

64.3%  

非  公  開  0 0%  

文書不存在による非公開  5 4.5%   

存否応答拒否  1 0.9%  

条例の適用除外である公文

書の請求のため却下 
 0 0%  

情報提供等による取下げ  0 0%  

合     計 112 100.0%  



 

5号 意思形成過程情報 

 

 

6号 行 政 運 営 情 報 

       

7号 犯罪予防・捜査等情報 

          

  

ると認められるもの 

行政上の意思が最終決定されていない情報であって、公

開すると事業の公正かつ適正な意思形成に支障が生じる

と認められるもの 

公開すると事業実施の目的が損なわれる又は公正円滑な

事業運営を妨げるおそれのある情報 

公開すると人の生命、財産等の保護又は犯罪の予防等に

支障が生じるおそれのある情報  

 

◆表 3  部分公開・非公開決定をした表 2の 72件について、その理由となった 

非公開情報の内訳 

内         訳 件 数 比 率 

条例第 6条  

               

        

                

第 1号 法 令 秘 情 報   0 0%  

第 2号 個 人 情 報 34 27.4%  

第 3号 法 人 情 報 46 37.1%  

第 4号 国等協力関係情報   3 2.4%  

第 5号 意思形成過程情報   1 0.8%  

第 6号 行 政 運 営 情 報 25   20.2%  

第 7号 犯罪予防・捜査等情報  1 0.8%  

条例第 21条各項   条 例 の 適 用 除 外  0 0%  

文書不存在（文書の一部が不存在の場合も含む） 14 11.3%  

合         計 124 100%  

※ 1件の非公開・部分公開決定に複数の非公開情報が該当する場合があるので、 

合計件数は表 2の 112件より多くなっています。 

 

２ 条例の改正 

 元年度は 1回の条例改正を行いました。 

改正条例公布日 令和元年 12月 26日 

改正条例施行日 令和元年 12月 26日 

改 正 の 内 容 東京都が平成 29 年度に公開手数料を廃止したことや、「東村山市みん

なで進めるまちづくり基本条例」において自治を進める基本原則に「市

民との情報共有」をあげていることなどを踏まえ、第 16条を改正し、

第 5 条各号に定める市民等については公開手数料を徴収しないことと

する改正を行いました。 

また、第 19条の旧第 1項及び情報公開条例制定時の附則第 2項を削除

し、条例施行日より前に実施機関が作成・取得した公文書であっても、

現存していれば条例による公開義務が適用されるよう改めました。 

 



３ 公開手数料等の歳入 

 条例第 16条第 1項に定める公開手数料と、同条第 2項（12月 26日より前に請求されたも

のについては、改正前の条例第 16条第 3項）に定める写しの作成及び送付に要する実費徴収

額として、請求者から納付された額は下記のとおりです。 

◆ 公開手数料として納付された額  

種   別 件 数 単 価(円) 金 額（円） 

閲   覧 3 100 300 

視   聴 0 100 0 

写しの交付 121 100 12,100 

合   計 124  12,400 

※ 公開手数料を徴収する単位である 1件名とは、事案決定手続等がひとつになって

いるものをいいます。起案文書の場合は、1 起案文書（資料が添付されている場

合は資料も含む）につき 1件名となります。 

 

     ◆ 写しの作成及び送付に要する実費として納付された額 

種     別 金 額（円） 

作成費用 

（白黒コピーで A3まで 1枚 10円。その他の

サイズは作成代の実費） 

71,700 

送付費用（郵送代の実費） 2,414 

合     計 74,114 

 



４   情 報 公 開 請 求 件 数 （平成３１年４月１日～令和２年３月３１日）

月
請求者数

（年間実人数
の累計）

請求数
（請求・申出数）

義務的請求
（注１）

任意的申出
（注２）

請求件数
（所管課別）

全部公開 部分公開
非公開
（注３）

文書
不存在

存否応答
拒否

却下
(注４）

検討中
(注５） その他

４月 4 5 2 3 6 4 2

５月 8 6 5 1 6 3 2 1

６月 12 6 6 6 2 4

７月 12 1 1 2 1 1

８月 14 5 4 1 8 1 7

９月 17 8 5 3 8 3 5

１０月 23 8 5 3 9 4 5

１１月 25 7 6 1 7 2 5

１２月 30 9 4 5 16 5 10 1

１月 32 4 3 1 32 10 22

２月 35 3 2 1 3 1 2

３月 40 7 5 2 9 2 5 2

合計 - 69 47 22 112 34 72 0 5 1 0 0 0

比率（%） - 100% 68.1% 31.9% 100% 30.4% 64.3% 0.0% 4.5% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0%

※各項目の比率は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100.0とはならない。
（注１）　義務的請求とは、条例第５条に定めるものからの公開請求である。
（注２）　任意的申出とは、条例第５条に定める義務的請求が可能な者以外からの公開申出である。
（注３）　請求のあった公文書は存在するが、条例第６条各号に該当し非公開としたもの。
（注４）　請求の要件を満たしていないため却下としたもの。
（注５）　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



５   情 報 公 開 請 求 の 所 管 別 内 訳 （平成３１年４月１日～令和２年３月３１日）
実 施 機 関 件  数 比  率（%） 実 施 機 関 件  数 比  率（%）

議会 議会事務局 1 0.9% 市長 子ども家庭部 子ども政策課

市長 会計課 子育て支援課 2 1.8%

経営政策部 秘書広報課 子ども育成課 3 2.7%

企画政策課 児童課 3 2.7%

行政経営課 2 1.8% 子ども家庭支援センター 2 1.8%

資産マネジメント課 3 2.7% 資源循環部 廃棄物総務課 1 0.9%

財政課 1 0.9% ごみ減量推進課 1 0.9%

情報政策課 1 0.9% 施設課  1 0.9%

地域創生部 産業振興課 1 0.9% まちづくり部 都市計画課 1 0.9%

シティセールス課 1 0.9% まちづくり推進課 5 4.5%

市街地整備課

市民スポーツ課 13 11.6% 用地課 1 0.9%

総務部 総務課 みどりと公園課 4 3.6%

人事課 3 2.7% 道路河川課 7 6.3%

営繕課 下水道課  1 0.9%

契約課 教育委員会 教育部 教育総務課 4 3.6%

法務課 学務課 5 4.5%

行政不服審査制度担当主幹 指導室 5 4.5%

市民部 市民課 1 0.9% （学校） 小学校

市民協働課 2 1.8% 中学校

市民相談・交流課 1 0.9% 社会教育課 2 1.8%

課税課 図書館 2 1.8%

収納課 公民館

環境安全部 地域安全課 1 0.9% ふるさと歴史館 1 0.9%

環境・住宅課 2 1.8% 子ども・教育支援課 2 1.8%

防災安全課 1 0.9% 選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局

公共交通課 2 1.8% 農業委員会 農業委員会事務局

健康福祉部 地域福祉推進課 1 0.9% 監査委員 監査委員事務局

生活福祉課 9 8.0% 固定資産評価審査委員会

介護保険課 3 2.7% 112 100%

障害支援課 1 0.9% ※所管別の比率は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、

健康増進課 8 7.1% 　合計しても必ずしも100とはならない。

保険年金課 1 0.9%

合　　　　　計

所     管     名 所      管       名

東京2020オリンピック・パラリン
ピック推進課



 ６　情 報 公 開 請 求 の 状 況（平成３１年４月１日～令和２年３月３１日）

№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

1

H31.4.1 生活保護実施要領・局1-4-1(1)「そ
の者の(中略)稼働能力を有する場
合には十分それを活用していると認
められること」の「十分それを活用し
ている」か否かを判断する金額・労
働時間等基準(市において策定した
ものに限らず厚生労働大臣及び東
京都知事が策定したもので、市が保
存しているものを含む。)。

H31.4.12 文書不存
在

「生活保護法による保護
の実施要領について」
(S38.4.1付社援発第246
号厚生省社会局長通知)
第1-4-(1)における、「稼
働能力を有する場合には
それを活用していると認
められるか否か」につい
ては、その者の能力、経
歴、健康状態、世帯の事
情等を総合的に勘案して
行うべきものであり、個々
の受給者ごとに、その状
況は様々であることから、
給与金額や勤務時間等
の一律の基準を設けるこ
とは困難であるため、東
村山市では策定しておら
ず、また、厚生労働省及
び東京都からも、当該基
準の通知は収受していな
い。よって、文書不存在
のため非公開。

生活福祉
課

※任意的申出



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

2

H31.4.4 市民スポーツセンター及び西口公
益施設サンパルネの前回の指定管
理者選定において、１位事業者が
提出した企画提案書

H31.4.24 部分公開 東村山駅西口公益施設市民ステー
ション「サンパルネ」指定管理者　指定
申請書

「法人代表者の印影」は、
公開すると印影の偽造な
ど競争上又は事業運営
上の利益を損なうおそれ
があるため、条例第6条第
3号法人情報に該当し非
公開

「指定管理者の指定申請
担当社員氏名」
「指定申請担当社員の
メールアドレス」
「有価証券報告書等で公
表されていない代表取締
役及び役員の生年月日」
「顔の判別できる写真」
「指定管理者の社員・設
備員・清掃員・アルバイト
の氏名」
「総括責任者が有してい
る資格の一覧」は、
特定の個人を識別するこ
とができる情報であるた
め、条例第6条第2号個人
情報に該当し非公開

健康増進
課

※任意的申出

※健康増進課のみ、非
公開情報の検討を行う
に当たり、第三者照会
を行う時間を要するた
め、H31.4.26まで決定
期間を延長(市民スポー
ツ課の文書は以前に同
じ内容の請求があり第
三者照会済)H31.4.24
左欄の通り部分公開と
決定



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

「パート等の人数」
「指定管理者と取引関係
のある法人の名称」
「ジムに導入している機材
名」
「体験チケット、回数券の
導入実績」
「利用料金等収入が収支
計画を上回った場合の提
案の内容」
「職員研修の内容」
「自衛消防訓練の頻度」
「民間団体との連携実績」
「個人情報保護に係る研
修の実績」
「グループの人的、技術
的資源」
「備品の明細」
「他自治体の類似施設管
理運営実績の年間経費・
請負金額及び人員体制」
は、
指定管理者の事業ノウハ
ウに該当し、公開すると
同業他社に模倣され事
業運営上の利益を損なう
おそれがあるため、条例
第6条第3号法人情報に
該当し非公開



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

H31.4.16 部分公開 東村山市民スポーツセンター指定管
理者提案書(H28年度選定時のもの)

「指定管理者と取引関係
のある法人の名称及び当
該法人が特定できる写
真」は、公開すると指定管
理者の競争上又は事業
運営上の利益を損なうお
それがあるため、条例第6
条第3号法人情報に該当
し非公開

「指定管理者の社員・設
備員・清掃員・アルバイ
ト・施設利用者の氏名及
び顔の判別できる写真」
は、特定の個人を識別で
きる情報のため、条例第6
条第2号個人情報に該当
し非公開

市民ス
ポーツ課



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

3

H31.4.11 1、現業員が生活保護実施要領
　　局1-5-(1)～(3)の世帯分離を
　　決定する際の事務処理手順
　　等(名称を問わず。ただし、生
　　活保護手帳、同別冊問答集、
　　東京都作成のいわゆる「青
　　本」を除く)。
2、庁内の会議・研修・執務室等
　　において査察指導員等が現
　　業員に対して、大学生等の
　　世帯分離の一連の手続き遂
　　行のための指導に資するた
　　めに作成したもの(メモを含
　　む。)
3、現業員は被保護世帯の子ど
　　もが大学等に進学した場合、
　　世帯分離を行う。当該子ども
　　の大学等合格から世帯分離
　　までの間に現業員が行う事
　　務処理手順を示したもの。
4、新任現業員等が上記世帯分
　　離の事務を遂行するための
　　手引書(名称等は問わない)
　　等東村山市(補助職員を含
　　む)が作成したもの。

H31.4.24 文書不存
在

「生活保護法による保護
の実施要領について」
(S38.4.1付社援発第246
号厚生省社会局長通知)
第1-5-(1)～(3)の世帯分
離に関しては、査察指導
員及び現業員は、生活保
護手帳・同別冊問答集・
同運用事例集に基づき
決定を行っており、事務
処理要領は作成していな
いため、文書不存在

生活福祉
課

※任意的申出

4

H31.4.17 平成29年度分の生活保護法第63
条・78条弁償金(現年度)一覧

H31.4.25 部分公開 H29年度第63条・78条弁償金(現年度)
一覧

委任者を除く弁償金該当
者の「ケース番号、氏名、
かな」は、特定の個人を
識別できる情報のため、
条例第6条第2号個人情
報に該当し非公開

生活福祉
課

委任状による任意代理
人からの請求



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

5

H31.4.18 市立図書館が警察からの捜査関係
事項照会書などに基づいて情報を
提供した記録(過去5年分)

H31.4.26 部分公開 起案書「図書館情報に関する捜査関
係事項照会書への回答(伺い)」

「起案文書表面」につい
て
「文書番号、ファイル名、
起案日、決定日、施行
日」
「起案文書裏面」につい
て
「照会日、警察署名、司
法警察員名、担当警察署
名、担当者所属名、担当
者名、来館者所属名、来
館者名、照会理由、照会
対象者を推測できる住
所、照会事項の詳細」
「捜査関係事項照会書」
について
「収受日、照会番号、照
会日、警察署名、司法警
察員名、警察署長印影、
住所、氏名、生年月日、
貸出状況確認日、照会警
察署の所在地、担当者氏
名、電話番号」

図書館



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

「捜査関係事項照会書へ
の回答」について
「文書番号、回答日時、
回答先名、照会文書番
号、氏名、生年月日、住
所、電話番号、利用登録
日、最終利用日、貸出状
況確認日」
↑
どこの警察が誰のどの日
時の情報を調べているか
という情報が公になると、
捜査事件の被疑者や関
係者の逃亡・証拠隠滅の
おそれがあり、捜査に支
障が生じるため、条例第6
条第7号犯罪の予防・捜
査等情報に該当し非公
開

「利用者登録画面ハード
コピー」は、システム会社
の事業運営上のノウハウ
に当たり、公開すると当該
法人の競走上又は事業
運営上の利益が損なわ
れるおそれがあるため、
条例第6条第3号法人情
報に該当し非公開



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

6

R1.5.7 H29.4.1～H31.4.30を起案日とする
生活保護実施要領局1-5-(1)～(3)
に基づく世帯分離決定の決裁伺が
記載されたケース記録

R1.5.21 部分公開 「生活保護法による保護の実施要領に
ついて」(S38.4.1付社援発第246号厚
生省社会局長通知)第1-5-(1)～(3)に
基づく世帯分離決定の決裁伺が記載
されたケース記録(H29.4.1～H31.4.30
を起案日とするもの)(21世帯分)

「世帯員の氏名」
「委託業者の従業員名」
「勤務先」
「通学先、進学先、志望
校」
「受診医療機関名」
「疾病名」は、
特定の個人を識別できる
情報のため、条例第6条
第2号個人情報に該当し
非公開

生活福祉
課

※任意的申出

7

R1.5.13 西武遊園地駅のエレベーター設置
について、西武鉄道との協議内容
がわかる文書、議事録(H29年度～
30年度分)

R1.5.23 部分公開 八坂駅バリアフリー化事業に関する打
ち合わせ記録(平成30年度分)

「西武鉄道の担当者氏
名」は、特定の個人を識
別できる情報のため、条
例第6条第2号個人情報
に該当し非公開

「H29年度の西武鉄道と
の協議内容がわかる文
書」は、口頭による申し合
せの確認で十分と判断
し、記録を残していない
ため文書不存在

まちづくり
推進課

8

R1.5.16 平成30年度に東京都が実地検査に
入った特別養護老人ホーム●●の
検査結果

R1.5.24 公開 H30年度実地検査の結果について
(H31.4.12付福保指一第1523号)

介護保険
課



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

9

R1.5.22 １、久米川新駅(もしくは新久米川
　　駅)に関する旧国鉄と東村山市
　　との打ち合わせ記録
2、JR武蔵野線の新久米川駅の実
　　現に向けた検討資料。東村山
　　市都市計画マスタープラン(第
　　5章／地域別のまちづくり方針
　　)の駅周辺整備に記載のある
　　JR武蔵野線の新久米川駅の
　　実現に向けた可能性を検討し
　　たもの

R1.5.30 文書不存
在

旧国鉄時代に市と国鉄が
打ち合わせをした記録及
び当該打ち合わせの有
無が分かる文書が残って
いないため、文書不存在

都市計画マスタープラン
策定後、財源や設置場所
の問題等から検討が進ん
でおらず、文書を作成し
ていないため、文書不存
在

都市計画
課

10

R1.5.22 R1.5.1現在における東村山市内私
立幼稚園の各園ごとの各学年別園
児数(満3歳児クラスも含む)

R1.6.5 公開 市内私立幼稚園全園それぞれ学年別
園児数(満3歳児クラスも含む)(R1.5.1
現在)

子ども育
成課

11

R1.5.27 所沢市と東村山市が、ところバスの
東村山市内運行について結んだ協
定がわかる文書。今年度の継続に
ついてわかるものがあればそれも含
む。

R1.6.3 公開 ア、H30年度No.46報告・復命書「所沢
　　市内循環バス「ところバス」東村山
　　市域への乗り入れに関する協定
　　締結式(復命)」
イ、H31年度No.2報告・復命書「ところ
　　バス乗り入れに係る運行協定の締
　　結(報告)」

公共交通
課

12

R1.6.13 日本共産党都議団による自治体ご
との待機児童数調査の東村山市回
答において、保護者が求職活動を
休止している子どもの件数を0件と
計上した方法が分かる資料

R1.6.26 公開 ア、H31年度No.296収受文書「保育所
　　等利用待機児童数調査について」
イ、求職活動誓約書及び活動報告書

子ども育
成課



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

13

R1.6.13 公園遊具調査の報告書(直近のも
の)

R1.6.26 公開 市立公園遊具保守点検委託「点検調
査報告書」のうち、以下の文書
ア、遊具・器具等点検指針
イ、判定相互表
ウ、点検結果一覧表
エ、CD判定一覧

みどりと
公園課

請求内容は「報告書」
一式であるが、所管より
請求者へ確認し、公開
する文書を報告書のう
ち「公開した文書名」に
ある文書のみとすること
で合意した。

14

R1.6.18 「保育園児園外プール活動に伴う
送迎委託」(R1年度)に係る指名・参
加業者及び入札金額

R1.7.1 部分公開 「令和元年度保育園児園外プール活
動に伴う送迎委託」の見積経過調書
一式

「見積経過調書」につい
て
「予定価格、入札書比較
金額」は、公開すると将来
の同種事業において、落
札価格が高止まり、公正
もしくは円滑な契約執行
に支障が生じるため、条
例第6条第6号行政運営
情報エに該当し非公開

「見積書」について
「請求者(法人)を除く法人
の代表者印影」は、公開
すると印影の偽造、不正
使用など事業運営上の
地位が損なわれるおそれ
があるため、条例第6条第
3号法人情報に該当し非
公開

子ども育
成課



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

「請求者(法人)を除く内訳
表」について
「①時間制運賃の総時
間、単価、計、円／時間」
「②キロ制運賃の総距
離、単価、計、円／時間」
「①時間制運賃と②キロ
制運賃の合計」
は、法人の内部管理情報
であり、公開すると競争上
又は事業運営上の利益
を損なうおそれがあるた
め、条例第6条第3号法人
情報に該当し非公開



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

15

R1.6.25 運動公園のＳＬ(蒸気機関車)が解体
されるまでの経過がわかる書類
※6月議会の補正予算にＳＬ解体費
用を計上した経過がわかるもの

R1.7.9 部分公開 東村山市運動公園設備等劣化度調査
委託に係る以下の書類
ア、執行伺一式
イ、入札経過調書一式
ウ、委託契約書一式
エ、委託着手届
オ、調査業務実施計画書
カ、納品書一式
キ、検査結果報告書
ク、委託完了届
ケ、委託検査済通知書
コ、支出命令書
サ、H30年度No.376報告・復命書
　　「東村山市運動公園設備等劣
　　化度調査結果報告書」

東村山市運動公園大気中アスベスト
濃度調査委託に係る以下の書類
シ、H31年度No.14起案書「運動公園
　　大気中アスベスト濃度調査に伴う
　　運動公園共通施設費への予算流
　　用」
ス、執行伺一式
セ、指名伺一式
ソ、見積経過調書一式
タ、契約締結起案書

イの文書について
「入札を辞退した業者の
辞退理由」
コ、ヌの文書について
「法人の振込先金融機関
名、支店名、預金種類、
口座番号」
↑
法人の内部管理情報で
あり、公開すると競争上
又は事業運営上の利益
を損なうおそれがあるた
め、条例第6条第3号法人
情報に該当し非公開

ウ、エ、オ、カ、キ、ク、コ、
シ、ソ、チ、ツ、テ、ト、ナ、
ヌ、ネ、ヒの文書について
「法人代表者の印影」は、
公開すると印影の偽造、
不正使用など事業運営
上の地位が損なわれるお
それがあるため、条例第6
条第3号法人情報に該当
し非公開

市民ス
ポーツ課



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

チ、委託契約書一式
ツ、現場代理人及び主任技術者等
　　通知
テ、委託着手届
ト、納品書一式
ナ、委託完了届
ニ、委託検査済通知書
ヌ、支出命令書
ネ、R1年度No.42報告・復命書
　　「東村山市大気中アスベスト
　　濃度調査結果報告」

運動公園内D51形蒸気機関車の状態
調査に係る以下の書類
ノ、R1年度No.45起案書「運動公園
　　内D51形蒸気機関車の状態調
　　査(依頼)」

運動公園内D51形蒸気機関車の方針
決定に係る以下の書類
ハ、R1年度No.89起案書「運動公園
　　内D51形蒸気機関車の方針決定」

エ、オの文書について
「受託者及び協力会社の
従業者の氏名、住所、生
年月日、学歴、職歴、印
影(一級建築士の氏名、
生年月日を除く)」
カの文書について
「受託者及び協力会社の
従業者の氏名(一級建築
士の氏名は除く)」
ツの文書について
「現場代理人および主任
技術者の氏名、住所、生
年月日、学歴、職歴、印
影」
ト、ネ、ヒの文書について
「環境計量士の氏名、印
影」
サ、ヒの文書について
「従業者の印影」
↑
個人に関する情報であっ
て特定の個人を識別でき
る情報のため、条例第6
条第2号個人情報に該当
し非公開



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

R1年度(H31年度)　補正予算(第1号)
補正歳出予算要求書に係る以下の書
類
ヒ、R1年度(H31年度)補正予算(第1
　　号)補正歳出予算要求書

サ、ヒの文書について
「見積書内訳の「品名・仕
様」欄のうち、大項目を除
いた詳細な内訳及びその
単価と金額」は、法人の
事業ノウハウに該当し、
公開すると同業他社に模
倣され事業運営上の利
益を損なうおそれがある
ため、条例第6条第3号法
人情報に該当し非公開



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

16

R1.6.26 運動公園のSL(蒸気機関車)に関す
る以下の文書
1、劣化度調査の内容、結果が分か
　　るもの
2、早急な修繕又は撤去が必要で
　　あるとの報告
3、アスベストの飛散が無いとの報告
4、改修費や保存する際の費用に
　　関するもの
5、解体撤去を決定した経過
6、解体工事の計画や見通しに関
　　するもの

R1.7.9 部分公開 東村山市運動公園設備等劣化度調査
委託に係る以下の書類
ア、執行伺一式
イ、入札経過調書一式
ウ、委託契約書一式
エ、委託着手届
オ、調査業務実施計画書
カ、納品書一式
キ、検査結果報告書
ク、委託完了届
ケ、委託検査済通知書
コ、支出命令書
サ、H30年度No.376報告・復命書
　　「東村山市運動公園設備等劣
　　化度調査結果報告書」

東村山市運動公園大気中アスベスト
濃度調査委託に係る以下の書類
シ、H31年度No.14起案書「運動公園
　　大気中アスベスト濃度調査に伴う
　　運動公園共通施設費への予算流
　　用」
ス、執行伺一式
セ、指名伺一式
ソ、見積経過調書一式
タ、契約締結起案書

イの文書について
「入札を辞退した業者の
辞退理由」
コ、ヌの文書について
「法人の振込先金融機関
名、支店名、預金種類、
口座番号」
↑
法人の内部管理情報で
あり、公開すると競争上
又は事業運営上の利益
を損なうおそれがあるた
め、条例第6条第3号法人
情報に該当し非公開

ウ、エ、オ、カ、キ、ク、コ、
シ、ソ、チ、ツ、テ、ト、ナ、
ヌ、ネ、ヒの文書について
「法人代表者の印影」は、
公開すると印影の偽造、
不正使用など事業運営
上の地位が損なわれるお
それがあるため、条例第6
条第3号法人情報に該当
し非公開

市民ス
ポーツ課



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

チ、委託契約書一式
ツ、現場代理人及び主任技術者等
　　通知
テ、委託着手届
ト、納品書一式
ナ、委託完了届
ニ、委託検査済通知書
ヌ、支出命令書
ネ、R1年度No.42報告・復命書
　　「東村山市大気中アスベスト
　　濃度調査結果報告」

運動公園内D51形蒸気機関車の状態
調査に係る以下の書類
ノ、R1年度No.45起案書「運動公園
　　内D51形蒸気機関車の状態調
　　査(依頼)」

運動公園内D51形蒸気機関車の方針
決定に係る以下の書類
ハ、R1年度No.89起案書「運動公園
　　内D51形蒸気機関車の方針決定」

エ、オの文書について
「受託者及び協力会社の
従業者の氏名、住所、生
年月日、学歴、職歴、印
影(一級建築士の氏名、
生年月日を除く)」
カの文書について
「受託者及び協力会社の
従業者の氏名(一級建築
士の氏名は除く)」
ツの文書について
「現場代理人および主任
技術者の氏名、住所、生
年月日、学歴、職歴、印
影」
ト、ネ、ヒの文書について
「環境計量士の氏名、印
影」
サ、ヒの文書について
「従業者の印影」
↑
個人に関する情報であっ
て特定の個人を識別でき
る情報のため、条例第6
条第2号個人情報に該当
し非公開



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

R1年度(H31年度)　補正予算(第1号)
補正歳出予算要求書に係る以下の書
類
ヒ、R1年度(H31年度)補正予算(第1
　　号)補正歳出予算要求書

サ、ヒの文書について
「見積書内訳の「品名・仕
様」欄のうち、大項目を除
いた詳細な内訳及びその
単価と金額」は、法人の
事業ノウハウに該当し、
公開すると同業他社に模
倣され事業運営上の利
益を損なうおそれがある
ため、条例第6条第3号法
人情報に該当し非公開



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

17

R1.6.27 運動公園D51に関して、解体の判
断をするまでの庁内検討、調査及
び報告書、見積等含めた全ての資
料及び書類

R1.7.9 部分公開 東村山市運動公園設備等劣化度調査
委託に係る以下の書類
ア、執行伺一式
イ、入札経過調書一式
ウ、委託契約書一式
エ、委託着手届
オ、調査業務実施計画書
カ、納品書一式
キ、検査結果報告書
ク、委託完了届
ケ、委託検査済通知書
コ、支出命令書
サ、H30年度No.376報告・復命書
　　「東村山市運動公園設備等劣
　　化度調査結果報告書」

東村山市運動公園大気中アスベスト
濃度調査委託に係る以下の書類
シ、H31年度No.14起案書「運動公園
　　大気中アスベスト濃度調査に伴う
　　運動公園共通施設費への予算流
　　用」
ス、執行伺一式
セ、指名伺一式
ソ、見積経過調書一式
タ、契約締結起案書

イの文書について
「入札を辞退した業者の
辞退理由」
コ、ヌの文書について
「法人の振込先金融機関
名、支店名、預金種類、
口座番号」
↑
法人の内部管理情報で
あり、公開すると競争上
又は事業運営上の利益
を損なうおそれがあるた
め、条例第6条第3号法人
情報に該当し非公開

ウ、エ、オ、カ、キ、ク、コ、
シ、ソ、チ、ツ、テ、ト、ナ、
ヌ、ネ、ヒの文書について
「法人代表者の印影」は、
公開すると印影の偽造、
不正使用など事業運営
上の地位が損なわれるお
それがあるため、条例第6
条第3号法人情報に該当
し非公開

市民ス
ポーツ課



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

チ、委託契約書一式
ツ、現場代理人及び主任技術者等
　　通知
テ、委託着手届
ト、納品書一式
ナ、委託完了届
ニ、委託検査済通知書
ヌ、支出命令書
ネ、R1年度No.42報告・復命書
　　「東村山市大気中アスベスト
　　濃度調査結果報告」

運動公園内D51形蒸気機関車の状態
調査に係る以下の書類
ノ、R1年度No.45起案書「運動公園
　　内D51形蒸気機関車の状態調
　　査(依頼)」

運動公園内D51形蒸気機関車の方針
決定に係る以下の書類
ハ、R1年度No.89起案書「運動公園
　　内D51形蒸気機関車の方針決定」

エ、オの文書について
「受託者及び協力会社の
従業者の氏名、住所、生
年月日、学歴、職歴、印
影(一級建築士の氏名、
生年月日を除く)」
カの文書について
「受託者及び協力会社の
従業者の氏名(一級建築
士の氏名は除く)」
ツの文書について
「現場代理人および主任
技術者の氏名、住所、生
年月日、学歴、職歴、印
影」
ト、ネ、ヒの文書について
「環境計量士の氏名、印
影」
サ、ヒの文書について
「従業者の印影」
↑
個人に関する情報であっ
て特定の個人を識別でき
る情報のため、条例第6
条第2号個人情報に該当
し非公開



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

R1年度(H31年度)　補正予算(第1号)
補正歳出予算要求書に係る以下の書
類
ヒ、R1年度(H31年度)補正予算(第1
　　号)補正歳出予算要求書

サ、ヒの文書について
「見積書内訳の「品名・仕
様」欄のうち、大項目を除
いた詳細な内訳及びその
単価と金額」は、法人の
事業ノウハウに該当し、
公開すると同業他社に模
倣され事業運営上の利
益を損なうおそれがある
ため、条例第6条第3号法
人情報に該当し非公開



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

18

R1.7.17 1、H27.4.1～H28.9.30の間におけ
　　る、東村山市健康福祉部生活
　　福祉課職員●●氏の出勤状況
　　が記載された書面
2、H27.4.1～H28.9.30の間におけ
　　る、東村山市健康福祉部生活
　　福祉課職員への研修の実施状
　　況が記載された書面

R1.7.26 部分公開 ア、出勤簿(H27.4～H28.9)
イ、福祉事務所地区担当員(新任)研
　　修カリキュラム(H27年度第1回)
ウ、福祉事務所地区担当員(新任)研
　　修【後期】カリキュラム

アについて
「休暇を取得した理由のう
ち、職員の私事に関する
箇所」は、公務遂行に関
する情報以外の職員の
個人に関する情報である
ため、条例第6条第2号個
人情報に該当し非公開

「福祉事務所地区担当員
(新任)研修の参加者名
簿」は、保存年限3年が過
ぎ廃棄済みのため文書
不存在

生活福祉
課

※任意的申出

請求内容の2について
は、生活福祉課全職員
分ではなく、請求内容1
にある職員が参加した
研修の、名称・日時・参
加者が分かる文書のみ
とすることで請求者と合
意した。

R1.7.30 公開 ア、公務員倫理研修(H27年度)、政策
　　形成研修(H28年度)、人権啓発
　　研修(H28年度)に係る開催通知、
　　出席簿
イ、現任フォローアップ研修(H27年
　　度)に係る開催通知、研修実施結
　　果報告書

人事課



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

19

R1.8.6 1、東村山市健康福祉部生活福祉
　　課職員●●氏が、H28.1.4～8
　　職務専念義務を免除された理
　　由が記載された文書
2、上記1の理由が研修である場
　　合、同研修について作成された
　　文書一切
3、H27年度福祉事務所地区担当
　　員(新任)研修カリキュラム【第1
　　回】のうち、「被保護者とのかか
　　わりとケース記録のあり方－生
　　活保護援助とケース記録のポ
　　イント－」(5.12実施)及び「ミニ
　　研修『廃止』」(5.13実施)の研
　　修資料
4、委任者が東村山市健康福祉部
　　生活福祉課に「収入・無収入申
　　告書」(H27.6.1付及び8.8付)を
　　郵送した際に用いられていた封
　　筒

R1.8.9 部分公開 福祉事務所地区担当職員(新任)研修
講義「ミニ研修『廃止』」配付資料(H27
年度)

「福祉事務所地区担当職
員(新任)研修(H27年度)
講義「「被保護者とのかか
わりとケース記録のあり
方」‐生活保護援助とケー
ス記録のポイント‐」の配
付資料は、保存年限3年
が経過し、廃棄済みであ
り、個人で所有している
職員もいないため文書不
存在

「委任者が東村山市健康
福祉部生活福祉課に「収
入・無収入申告書」
(H27.6.1付及び8.8付)を
郵送した際に用いられて
いた封筒」は、封入された
書類を収受し確認した後
の封筒は廃棄し、保管し
ていないため文書不存在

生活福祉
課

委任状による任意代理
人からの請求

R1.8.16 公開 休暇・職務免除等の届出承認願
(H27.12.7付生活福祉課職員のもの)

人事課



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

20

R1.8.19 1、生活保護受給者金銭管理支援
　　業務委託報告書とその関連書
　　類(H31.2～最新月)
2、運動公園のSL貸与の契約書と、
　　今回の解体撤去工事の契約書
　　類

R1.9.2 部分公開 生活保護受給者金銭管理支援業務委
託報告書(H30年度2月～3月分・H31
年度4月分・R1年度5月～7月分)

「対象者の氏名、フリガ
ナ、生年月日、年齢、担
当支援員氏名、住所、電
話番号」は、特定の個人
を識別できる情報のため
条例第6条第2号個人情
報に該当し非公開

「法人代表者の印影」は、
法人の内部管理情報で
あり、公開すると印影の不
正使用など事業運営上
の地位が損なわれるおそ
れがあるため、条例第6条
第3号法人情報に該当し
非公開

生活福祉
課

R1.9.2 部分公開 ア、「車両貸借契約書」(S51.10.11付)
イ、「契約継続通知書」(S62.2.26付東
　　京西総文第156号)
ウ、「東村山市運動公園D51形蒸気
　　機関車解体・撤去工事工事請負
　　契約書」

「法人代表者の印影」は、
公開すると印影の偽造、
不正使用など事業運営
上の地位が損なわれるお
それがあるため、条例第6
条第3号法人情報に該当
し非公開

市民ス
ポーツ課



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

21

R1.8.22 1、JR東日本テクノロジー株式会社
　　による「運動公園D51684号の状
　　態調査」の結果が分かるもの。
2、「運動公園D51形蒸気機関車解
　　体・撤去工事」の契約内容が分
　　かるもの。

R1.9.5 部分公開 ア、R1年度起案書No.89「運動公園
　　内D51形蒸気機関車の方針決定」
イ、「東村山市運動公園D51形蒸気
　　機関車解体・撤去工事」工事請負
　　契約書

イの文書について
「法人代表者の印影」は、
公開すると印影の偽造、
不正使用など事業運営
上の地位が損なわれるお
それがあるため、条例第6
条第3号法人情報に該当
し非公開

市民ス
ポーツ課

R1.9.17 公開 東村山市運動公園D51形蒸気機関車
解体・撤去工事の執行伺(工事設計書
が附属したもの)

R1.9.5の決定内容が請
求者の希望を満たすも
のではなかった。その
ため当該決定内容を公
開したR1.9.6に請求者
と話し合い、決定期限
を9.6から14日以内と
し、追加請求という形で
対応することとなった。
尚、件数は「部分公開1
件」で計上する。

22

R1.8.30 部分公開 出勤簿(H31.1～3) 「出勤をしていない理由
のうち、職員の私事に関
する箇所」は、公務遂行
に関する情報以外の職
員の個人に関する情報で
あるため、条例第6条第2
号個人情報に該当し非
公開

健康増進
課

※任意的申出

R1.9.2 部分公開 出勤簿(H31.4～R1.8) 「出勤をしていない理由
のうち、職員の私事に関
する箇所」は、公務遂行
に関する情報以外の職
員の個人に関する情報で
あるため、条例第6条第2
号個人情報に該当し非
公開

廃棄物総
務課

R1.8.22 東村山市職員●●氏のH31.1～
R1.8の出勤簿



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

23

R1.8.30 H30年度に実施した横断歩道橋点
検業務委託の結果がわかるもの

R1.9.6 部分公開 橋梁定期点検業務委託及び横断歩道
橋点検業務委託報告書(H30年度)(横
断歩道橋点検結果部分)

「点検員の氏名」は、個人
に関する情報であって、
特定の個人を識別できる
ため、条例第6条第2号個
人情報に該当し非公開

道路河川
課

請求者の希望により、
報告書のうち、横断歩
道橋点検結果部分の
みの公開とした。

24

R1.9.2 運動公園のD51蒸気機関車解体・
撤去工事の詳しい日程、作業内容
がわかる資料

R1.9.17 部分公開 工事着手届 「法人代表者の印影」は、
公開すると印影の偽造、
不正使用など競争上又
は事業運営上の利益を
損なうおそれがあるため、
条例第6条第3号法人情
報に該当し非公開

市民ス
ポーツ課

25

R1.9.4 福祉事務所地区担当員(新任)研修
(H28年度)に係る以下の文書
1、研修カリキュラム
2、研修資料

R1.9.17 公開 福祉事務所地区担当員(新任)研修資
料(H28年度)

生活福祉
課

※任意的申出

26

R1.9.6 多摩湖町ふれあいセンターの空調
改修工事・屋上防水修繕工事、そ
れぞれの工事代金の内訳が分かる
資料(設計書及び契約書)(H30年度
分)

R1.9.19 部分公開 以下の工事請負契約に係る工事設計
書、工事請負契約書
ア、多摩湖ふれあいセンター空調設
　　備改修工事(H30年度)
イ、多摩湖ふれあいセンター屋上防
　　水改修工事(H30年度)

「契約の相手方である法
人の代表者印影」は、公
開すると印影の偽造、不
正使用など事業運営上
の地位が損なわれるおそ
れがあるため、条例第6条
第3号法人情報に該当し
非公開

市民協働
課



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

27

R1.9.12 確保条例に基づき作成された工場
及び指定作業所の一覧リスト

R1.9.26 公開 東村山市内における「都民の健康と安
全を確保する環境に関する条例」に基
づく工場及び指定作業場一覧(事業場
名、事業場所在地、業種、廃止、廃止
年月日)

環境・住
宅課

※任意的申出

28

R1.9.12 下水道法に基づく届出のある特定
施設一覧リスト

R1.9.26 公開 事業場一覧 下水道課 ※任意的申出

29

R1.9.17 野火止第2児童クラブの指定管理に
係る契約内容が分かる資料

R1.10.1 部分公開 1、東村山市立児童館第2野火止分
　　室の管理に関する基本協定書(H
　　30年度～34年度)
2、東村山市立児童館第2野火止分
　　室の管理に関する年度協定書(Ｈ
　　30年度)

「契約相手方である法人
代表者の印影」は、公開
すると印影の偽造、不正
使用など事業運営上の
地位が損なわれるおそれ
があるため、条例第6条第
3号法人情報に該当し非
公開

児童課



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

30

R1.9.17 本庁舎1階窓口、電話交換業務等、
事業者募集プロポーザルに関する
書類一切(窓口業務等を一括にする
という発想に至った段階のものから
全て)

R1.10.29 部分公開 ア、R1年度 №15 起案書「本庁
　　舎1階窓口・電話交換等業務委
　　託に係る公募型プロポーザルの
　　実施」
イ、R1年度 №34 起案書「本庁
　　舎1階窓口・電話交換等業務委
　　託に係る公募型プロポーザル審
　　査委員会(第1回)の開催」
ウ、R1年度 №40 起案書「本庁
　　舎1階窓口・電話交換等業務委
　　託に係る公募型プロポーザル実
　　施要領の公告」
エ、R1年度 №43 報告・復命書
　　「本庁舎1階窓口・電話交換等業
　　務委託に係る公募型プロポーザ
　　ル審査委員会(第1回)」
オ、R1年度 №44 起案書「本庁
　　舎1階窓口・電話交換等業務委
　　託に係る公募型プロポーザル審
　　査基準票の公告」
カ、R1年度 №48 起案書「本庁
　　舎1階窓口・電話交換等業務委
　　託に係る公募型プロポーザル質
　　疑応答一覧の公表」
キ、R1年度 №57 起案書「本庁
　　舎1階窓口・電話交換等業務委
　　託に係る公募型プロポーザル参
　　加事業者の指名」

キ、クの文書について
「辞退した法人を特定で
きる情報」
キの文書について
「法人代表者の印影、納
付すべき税額、納付済
額」
↑
法人の内部管理情報で
あり、公開すると競争上
又は事業運営上の利益
を損なうおそれがあるた
め、条例第6条第3号法人
情報に該当し非公開

キの文書について
「担当者名、担当者のE-
mail」は、個人に関する情
報であり特定の個人を識
別できる情報のため、条
例第6条第2号個人情報
に該当し非公開

行政経営
課

非公開情報の検討を行
うに当たり、第三者照会
を行う時間を要するた
め、R1.10.31まで決定
期間を延長
R1.10.29左欄の通り部
分公開と決定



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

ク、R1年度 №9 収受「辞退届」
ケ、R1年度 №65 起案書「本庁
　　舎1階窓口・電話交換等業務委
　　託に係る公募型プロポーザル審
　　査委員会(第2回)の開催」
コ、R1年度 №71 起案書「本庁
　　舎1階窓口・電話交換等業務委
　　託に係る公募型プロポーザルの
　　第2次審査実施の通知」
サ、R1年度 №73 報告・復命書
　　「本庁舎1階窓口・電話交換等業
　　務委託に係る公募型プロポーザル
　　審査委員会(第2回)」

コ、ス、セの文書について
「受託候補者及び次順位
者以外の提案事業者の
法人名および法人代表
者名」は、公開すると3位
以下の事業者の点数及
び順位が特定され、事業
者間の優劣について予
断を与え、当該事業者の
競争上の地位その他正
当な利益を害するおそれ
があるため、条例第6条第
3号法人情報に該当し非
公開



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

シ、R1年度 №74起案書「本庁
　　舎1階窓口・電話交換等業務委
　　託に係る公募型プロポーザル審
　　査委員会(第3回)の開催」
ス、R1年度 №76 報告・復命書
　　「本庁舎1階窓口・電話交換等業
　　務委託に係る公募型プロポーザ
　　ル審査委員会(第3回)」
セ、R1年度 №77 起案書「本庁
　　舎1階窓口・電話交換等業務委
　　託に係る公募型プロポーザル審
　　査結果の通知および市ホームペ
　　ージでの公表」

ス、セの文書について
「提案事業者の審査項目
ごとの点数の内訳」は、詳
細な点数を公開すると、
事業者の営業上の得手
不得手を示す情報が明ら
かになり、どの事業部門
に重点を置いてどのよう
な経営方法で経営を行っ
ているかを同業他法人に
知られることとなり、今後
同様の委託事業の選定
が行われた際に同業他
法人が有利になるなど、
事業者の正当な権利・利
益を侵害するおそれがあ
るため、条例第6条第3号
法人情報に該当し非公
開

スの文書について
「提案事業者の事業ノウ
ハウに該当する部分」は、
公開すると同業他社に模
倣され事業運営上の利
益を損なうおそれがある
ため、条例第6条第3号法
人情報に該当し非公開



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

31

R1.9.24 SL(D51684)の解体工事の施工計画
書(特にアスベストについて)、契約
書、領収書

R1.10.8 部分公開 ア、施行計画書(総合施行計画書)
イ、施行計画書(アスベスト除去工事)
ウ、「東村山市運動公園D51形蒸気機
　　関車解体・撤去工事」工事請負契
　　約書

ア、イ、ウの文書について
「法人代表者の印影」は、
公開すると印影の偽造、
不正使用など事業運営
上の地位が損なわれるお
それがあるため、条例第6
条第3号法人情報に該当
し非公開

ア、イの文書について
「受託者及び協力会社の
従業者の氏名、生年月
日、住所、本籍、印影、顔
写真、修了証番号、登録
番号、個人の電話番号
(現場責任者の氏名、選
任された石綿作業主任者
の氏名、生年月日を除
く)」は、個人に関する情
報であって、特定の個人
を識別できる情報のた
め、条例第6条第2号個人
情報に該当し非公開

「領収書」は、契約金の支
払いは工事完了後であ
り、請求日現在、領収書
が発行されていないた
め、文書不存在

市民ス
ポーツ課



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

32

R1.10.3 財産表並びに事務報告書(H30年
度)の健康福祉部介護保険課作成
ページに係る以下の文書
1、「2.要介護申請認定関係」の
　　うち、「新規申請件数1,982件」
　　の認定結果の内訳(「要介護
　　(支援)別」「年齢階層(5歳毎)
　　別」「男女別」)
2、「2.要介護申請認定関係」の
　　うち、「要支援者の要介護新規
　　申請者287件」の申請時認定
　　別の認定結果の内訳(「要介
　　護(支援)別」「年齢階層(5歳
　　毎)別」「男女別」)
3、「2.要介護申請認定関係」の
　　うち、「区分変更申請781件」
　　の申請時認定別の認定結果
　　の内訳(「要介護(支援)別」「
　　年齢階層(5歳毎)別」「男女別」)
4、「2.要介護申請認定関係」の
　　うち、「更新申請4,456件」の申
　　請時認定別の認定結果の内
　　訳(「要介護(支援)別」「年齢階
　　層(5歳毎)別」「男女別」「更新後
　　有効期間」)

R1.11.5 公開 財産表並びに事務報告書(H30年度)
の健康福祉部介護保険課作成ページ
に係る以下の文書
ア、「2.要介護申請認定関係」の
　　うち、「新規申請件数1,982件」
　　の認定結果の内訳(「要介護
　　(支援)別」「年齢階層(5歳毎)
　　別」「男女別」)
イ、「2.要介護申請認定関係」の
　　うち、「要支援者の要介護新規
　　申請者287件」の申請時認定
　　別の認定結果の内訳(「要介
　　護(支援)別」「年齢階層(5歳
　　毎)別」「男女別」)
ウ、「2.要介護申請認定関係」の
　　うち、「区分変更申請781件」
　　の申請時認定別の認定結果
　　の内訳(「要介護(支援)別」「
　　年齢階層(5歳毎)別」「男女別」)
エ、「2.要介護申請認定関係」の
　　うち、「更新申請4,456件」の申
　　請時認定別の認定結果の内
　　訳(「要介護(支援)別」「年齢階
　　層(5歳毎)別」「男女別」「更新後
　　有効期間」)

介護保険
課

※請求に係る情報のと
りまとめに時間を要し、
諾否の決定を14日以内
に完了することが困難
であるため、R1.11.7ま
で決定期間を延長。
Ｒ1.11.5左欄の通り公
開と決定



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

5、第1号被保険者(要介護(支援)認
　　定を受けていないものも含む)、
　　第2号被保険者の死亡者数及び
　　その内訳(「要介護(支援)認定別
　　」、「年齢階層(5歳毎)別」、「男女
　　別」)
6、介護保険被保険者の転入・転
　　出した人数及びその内訳(「要
　　介護(支援)認定別」、「年齢
　　階層(5歳毎)別」、「男女別」)
7、要介護(支援)認定者のうち、
　　3ヶ月以上継続して介護(予
　　防)サービスを使用していな
　　い者の人数及びその介護度
　　別の内訳(年度末現在)
8、「5.基本チェックリストによる事業
　　対象者数」の「対象者数474人」
　　の内訳(年齢階層別(5歳毎)・男
　　女別)
9、介護保険被保険者の内訳(年齢
　　階層別(5歳毎)・男女別・1号被
　　保険者数並びに2号被保険者
　　数)

オ、第1号被保険者(要介護(支援)認
　　定を受けていないものも含む)、
　　第2号被保険者の死亡者数及び
　　その内訳(「要介護(支援)認定別
　　」、「年齢階層(5歳毎)別」、「男女
　　別」)
カ、介護保険被保険者の転入・転
　　出した人数及びその内訳(「要
　　介護(支援)認定別」、「年齢
　　階層(5歳毎)別」、「男女別」)
キ、要介護(支援)認定者のうち、
　　3ヶ月以上継続して介護(予
　　防)サービスを使用していな
　　い者の人数及びその介護度
　　別の内訳(年度末現在)
ク、「5.基本チェックリストによる事業
　　対象者数」の「対象者数474人」
　　の内訳(年齢階層別(5歳毎)・男
　　女別)
ケ、介護保険被保険者の内訳(年齢
　　階層別(5歳毎)・男女別・1号被
　　保険者数並びに2号被保険者
　　数)



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

33

R1.10.8 東村山市包括管理委託に係る公募
型プロポーザルの優先交渉権者及
び次順位の提案内容

R1.10.16 部分公開 東村山市包括施設管理委託に係る公
募型プロポーザルにおいて提出され
た受託者である大和リース㈱の企画提
案書

「法人の事業ノウハウに
該当する記載部分」は、
包括施設管理委託の公
募型プロポーザルでは、
通常のプロポーザルのよ
うに市が応募事業者へ業
務仕様書を示すことはせ
ず、各事業者の自由な発
案による企画提案書を募
集した。このため、提出さ
れた企画提案書はその
ほとんどに事業者独自の
提案の構成、企画内容、
考え方が示されており、
デザインも含めて事業者
のノウハウに該当する。公
開すると同業他社に模倣
され事業運営上の利益を
損なうおそれがあるため、
条例第6条第3号法人情
報に該当し非公開

「法人代表者の印影」は、
公開すると印影の偽造、
不正使用など事業運営
上の地位が損なわれるお
それがあるため、条例第6
条第3号法人情報に該当
し非公開

資産マネ
ジメント課

※任意的申出



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

「次順位の企画提案書」
は、当該事業者の未発表
著作物であり、その公表
権は著作者が保有する。
企画提案書の内容は事
業者の事業運営上のノウ
ハウにあたり、公開すると
当該事業者の競争上ま
たは事業運営上の利益
が損なわれるおそれがあ
る。また、今後受託業務
を行う者ではないから公
開を受忍すべき立場にあ
るとまでは言えないため、
条例第6条第3号法人情
報に該当し非公開

34

R1.10.15 1、H30、R1年度に契約した、道路
　　賠償責任保険の保険期間・補
　　償額・補償内容・保険料が記載
　　された証券・明細書の写し。
2、H25～H30年の過去6年間の年
　　度ごとの事故件数・支払保険金
　　額の実績がわかる文書の写し

R1.10.25 公開 ア、道路賠償責任保険被保険者証
　　(H30年度、R1年度分)
イ、道路賠償責任保険加入申込書
　　(Ｈ30年度、R1年度分)

道路河川
課

※任意的申出

「請求公文書の名称又
は内容」の2について
は、情報コーナーにて
配架しているもので確
認できることから、条例
第21条第2項より適用
除外とし、情報コー
ナーにて配架している
ものより該当情報を抽
出した写しを情報提供
した。



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

35

R1.10.16 1、包括施設管理業務に係る完了
　　報告書、検査調書
　　、支払調書(2019年度分)
2、窓口業務一括委託に係る契約
　　書一式

R1.11.15 部分公開 東村山市包括施設管理委託に係る検
査調書及び支払調書(上半期分)及び
完了報告書(7月分)

「個人氏名(一般に公開さ
れている建築士等の氏名
を除く)、個人の印影、所
有者の特定が可能な車
のナンバー、個人が特定
できる顔写真、資格者番
号」は、公開することによ
り個人の権利利益を害す
るおそれがあるため、条
例第6条第2号個人情報
に該当し非公開

「法人の代表者印影、振
込先金融機関名、支店
名、預金種目、口座番
号、一般に公にしていな
い法人の電話番号」は、
法人の内部管理情報で
あり、公開すると事業運
営上の地位が損なわれる
おそれがあるため、条例
第6条第3号法人情報に
該当し非公開。

資産マネ
ジメント課

※資産マネジメント課の
み、該当文書が2,000
枚を超える見込みであ
り、情報公開の準備事
務に相当の時間を要す
るため、R1.11.15まで決
定期間を延長
Ｒ1.11.15左欄の通り部
分公開と決定

R1.10.25 部分公開 本庁舎1階窓口・電話交換等業務委
託契約書

「契約の相手方である法
人の代表者印影」は、公
開すると印影の偽造、不
正使用など事業運営上
の地位が損なわれるおそ
れがあるため、条例第6条
第3号法人情報に該当し
非公開

市民課

36

R1.10.17 市立児童館南台分室トイレ改修工
事契約の設計金額の内訳がわかる
文書

R1.10.28 公開 市立児童館南台分室トイレ改修工事
の工事設計書

児童課



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

37

R1.10.21 H29～31年度の3年間における「住
民基本台帳法施行令の一部改正
等に伴う旧氏記載に係るシステム改
修経費」が分かる文書

R1.10.31 部分公開 ア、H29一般会計支出命令書「H29年
　　度マイナンバーカード等旧姓併記
　　対応作業委託」
イ、H30一般会計支出命令書「H30年
　　度マイナンバーカード等旧姓併記
　　対応作業委託」

ア、イの文書について
「取引先金融機関口座情
報」は、法人の内部管理
情報であり、公にすると事
業運営上の利益が損な
われるおそれがあるた
め、条例第6条第3号法人
情報に該当し非公開

「H31年度分の住民基本
台帳法施行令の一部改
正等に伴う旧氏記載に係
るシステム改修経費が分
かる文書」は、住民基本
台帳法施行令の一部改
正等に伴う旧姓併記対応
に係るシステム改修が、
H29、H30年度で完了し
ており、H31年度(R1年
度)において当該改修経
費は発生していないため
文書不存在

情報政策
課

※任意的申出

38

R1.10.25 フレイル測定会、会食サロンの測定
内容・参加人数・医師、歯科医師の
指導内容がわかるもの

R1.11.8 部分公開 ア、9月13日(金)フレイルチェック
　　測定内容
イ、フレイルチェック(簡易チェック)
ウ、フレイルチェック(深掘りチェック)
エ、R1年度　フレイルチェック参
　　加人数
オ、R1年度　会食サロン参加者
　　出席状況
カ、R1年度　会食サロン実施
　　予定(案)

アの文書について
「担当者名」
オの文書について
「ID、氏名、カナ」
↑
個人に関する情報であっ
て、特定の個人を識別す
ることができる情報のた
め、条例第6条第2号個人
情報に該当し非公開

健康増進
課



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

39

R1.10.29 東村山市夏期集中研修のうち、「人
権教育について」の研修内容と参
加人数の分かるもの(過去5年分)

R1.11.1 公開 ア、夏季集中研修・教育課題研修
　　A-2(H27年度)の次第及び資料
イ、夏季集中研修・教育課題研修
　　A-3(H28年度)の次第及び資料
ウ、夏季集中研修・教育課題研修
　　A-3(H29年度)の次第及び資料
エ、夏季集中研修・教育課題研修
　　A-2(H30年度)の次第及び資料
オ、夏季集中研修・教育課題研修
　　A-3(R1年度)の次第
カ、人権研修出席者

指導室 公開した文書のうちオ
について、研修資料の
内容がH30年度と同様
である旨請求者へお伝
えし、不要との回答をい
ただいたため、公開文
書に含まれていない。

40

R1.11.5 D51型蒸気機関車解体工事につい
て、市へ提出された「コリンズ」の登
録内容確認に係る書類一切

R1.11.15 部分公開 ア、R1年度 No.150起案書「東村山市
　　運動公園D51形蒸気機関車解体・
　　撤去工事コリンズ受注登録内容
　　確認(回答)」
イ、R1年度 No.151報告・復命書「東
　　村山市運動公園D51形蒸気機関
　　車解体・撤去工事コリンズ受注登
　　録完了」
ウ、R1年度 No.247起案書「東村山市
　　運動公園D51形蒸気機関車解体・
　　撤去工事コリンズ竣工登録内容
　　確認(回答)」
エ、R1年度 No.248報告・復命書「東
　　村山市運動公園D51形蒸気機関
　　車解体・撤去工事コリンズ竣工登
　　録完了」

ア、イ、ウ、エの文書につ
いて
「企業ID、所属企業ID、
技術者ID」
イ、エの文書について
「法人代表者の印影」
↑
法人の内部管理情報で
あり、公にすると、印影の
偽造等当該法人の事業
運営に支障があるおそれ
があることから、条例第6
条第3号法人情報に該当
し非公開

ア、イ、ウ、エの文書につ
いて
「生年月日」は、個人に関
する情報であり、公にす
ると個人の権利利益を害
するおそれがあるため、
条例第6条第2号個人情
報に該当し非公開

市民ス
ポーツ課



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

イ、エの文書について
「市職員の個人メールア
ドレス」は、当該メールア
ドレスを公にすると、職員
個人に対する嫌がらせや
不当な干渉等、或いは不
特定多数からの業務目的
以外のメールが大量又は
無差別に送信される事態
が想定され、当該職員の
事務事業に支障を及ぼ
すおそれがあることから、
条例第6条第6号行政運
営情報エに該当し非公
開

41

R1.11.5 1、社会資本整備総合交付金事業
　　に係る財政処分承認申請書(H
　　29年度分)(目的外使用に関す
　　る部分)
2、社会資本整備総合交付金財産
　　処分承認書(H29年度分)

R1.11.12 公開 ア、社会資本整備総合交付金事業
　　に係る財産処分承認申請書(H
　　29年度)(目的外使用に関する部
　　分)
イ、社会資本整備総合交付金財産
　　処分承認書(H29年度)

まちづくり
推進課



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

42

R1.11.6 憩いの家運営業務委託(H25～29
年度)における以下の文書
1、予算設計書
2、予算設計にあたっての具体的な
　　検討内容及び結果が記録され
　　た書類
3、見積依頼書
4、入札予定価格の設定に当たって
　　の具体的な検討内容及び結果
　　が記録された書類
5、落札者決定通知書

R1.11.20 部分公開 憩いの家運営業務委託(H25～H29年
度)に係る以下の書類
ア、歳出予算要求書(H25年度～H2
　　8年度)
イ、当初歳出予算要求書(H29年度)
ウ、予算設計資料としての見積書(H2
　　5年度～H29年度)
エ、予定価格の設計書(Ｈ25年度～H
　　29年度)
オ、予定価格の決定について(H25年
　　度～H28年度)
カ、予定価格調書(H29年度)

ウの文書について
「法人代表者の印影」は、
公開すると印影の偽造、
不正使用など事業運営
上の地位が損なわれるお
それがあるため、条例第6
条第3号法人情報に該当
し非公開

「見積依頼書」は、文書で
の見積依頼はせず、口頭
による依頼をしているた
め文書不存在

「落札者決定通知書」は、
相手方に送付しているも
のであり、市で控えを残し
ていないため文書不存在

健康増進
課

イ及びカの文書は、財
務システムの改修により
名称が異なるだけであ
り、その内容はそれぞ
れア及びオと同様であ
る。

43

R1.11.12 腸内細菌検査とノロウイルス検査の
全参加業者の見積単価(H29年度
～R1年度)

R1.11.21 公開 学校給食従事職員の腸内細菌検査業
務委託及び学校給食従事職員のノロ
ウィルス検査業務委託の開札記録票
(H29年度～R1年度)

学務課 ※任意的申出



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

44

R1.11.15 運動公園ＳＬ撤去工事について委
託契約書以降の全ての書類

R1.11.29 部分公開 ア、工事着手届
イ、施工計画書(総合施工計画書)
ウ、施行計画書(アスベスト除去)
エ、工事記録写真撮影計画申請書
オ、承諾願(下請け業者・製作者
　　名簿)
カ、施工体制台帳及び施工体系図
キ、施工体制台帳及び施工体系図
　　(その２)
ク、施工体制台帳及び施工体系図
　　(その３)
ケ、協議書①
コ、指示書①
サ、承諾願(再生資源利用計画書)
シ、検査・試験結果報告書
ス、工事完了届
セ、検査結果報告書
ソ、工事検査済通知書
タ、成果報告書
チ、R1年度No.150起案書「東村
　　山市運動公園Ｄ５１形蒸気機関車
　　解体・撤去工事コリンズ受注登録
　　内容確認(回答)」
ツ、R1年度No.151報告・復命書
　　「東村山市運動公園Ｄ５１形蒸気
　　機関車解体・撤去工事コリンズ受
　　注登録完了」

ア、イ、ウ、エ、オ、カ、
キ、ク、ケ、サ、シ、ス、タ、
ツ、ト、ヌ、ネの文書につ
いて
「法人の代表者印影」
カ、キ、ク、サの文書につ
いて
「請負金額」
チ、ツ、テ、トの文書につ
いて
「企業ＩＤ、所属企業ＩＤ、
技術者ＩＤ」
ネの文書について
「振込先金融機関名、支
店名、口座種別、口座番
号」
↑
法人の内部管理情報で
あり、公にすると、当該法
人の事業運営上、競争上
の地位が損なわれるおそ
れがあるため、条例第6条
第3号法人情報に該当し
非公開

アの文書について
「生年月日、最終学歴、
職歴、講習・資格の修了
番号、住所」

市民ス
ポーツ課



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

テ、R1年度No.247起案書「東村
　　山市運動公園Ｄ５１形蒸気機関車
　　解体・撤去工事コリンズ竣工登録
　　内容確認(回答)」
ト、R1年度No.248報告・復命書
　　「東村山市運動公園Ｄ５１形蒸気
　　機関車解体・撤去工事コリンズ竣
　　工登録完了」
ナ、R1年度No.162起案書「東村
　　山市運動公園Ｄ５１形蒸気機関車
　　解体・撤去工事に伴う周知」
ニ、R1年度No.203起案書「東村
　　山市運動公園Ｄ５１形蒸気機関車
　　解体・撤去工事の中断」
ヌ、R1年度No.212起案書「東村
　　山市運動公園Ｄ５１形蒸気機関車
　　解体・撤去工事の再開」
ネ、支出命令書「東村山市運動公園
　　Ｄ５１形蒸気機関車解体・撤去工
　　事」

イの文書について
「個人の電話番号」
ウの文書について
「受託者及び協力会社の
従業者の氏名、生年月
日、住所、本籍、印影、顔
写真、講習・資格の修了
証番号と登録番号、個人
の電話番号(現場責任者
の氏名、選任された石綿
作業主任者の氏名を除
く)」
オの文書について
「担当者名」
カ、キ、クの文書について
「従業者の氏名(公にされ
ている者の氏名を除く)、
記号、生年月日、住所、
臓器提供に関する意思、
医師等への自身の治療
に係る意思が分かる箇
所、資格証番号、顔写
真、本籍、生年月日」
コ、セ、タの文書について
「個人の印影」
サの文書について
「調査票記入者氏名」



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

タの文書について
「従業者氏名、講習・資
格の登録番号」
チ、ツ、テ、トの文書につ
いて
「生年月日」
↑
個人に関する情報であっ
て、特定の個人を識別で
きる情報を含むもののた
め、条例第6条第2号個人
情報に該当し非公開

ツ、トの文書について
「職員の個人メールアドレ
ス」は、公にすると、職員
個人に対する嫌がらせや
不当な干渉等、或いは不
特定多数からの業務目的
以外のメールが大量又は
無差別に送信される事態
が想定され、当該職員の
事務事業に支障が及ぶ
おそれがあるため、条例
第6条第6号行政運営情
報エに該当し非公開



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

45

R1.11.15 H29.12の東村山消防署による憩い
の家への立入調査(検査)に関する
全ての書類(市長あて通知及びその
後の流れが分かるもの全て)

R1.11.29 部分公開 ア、立入検査結果通知書
イ、改修(計画)報告書
ウ、H29年度起案書No.1999「廻田憩
　　いの家防火管理者選任届出書、
　　消防計画作成届出書及び消防計
　　画(届出)」

アの文書について
「憩いの家運営委託受託
者の従業員氏名」
ウの文書について
「防火管理者の生年月
日、自宅住所」
↑
個人に関する情報であっ
て、特定の個人を識別で
きる情報を含むものであ
るため、条例第6条第2号
個人情報に該当し非公
開

健康増進
課



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

46

R1.11.21 1、生活保護受給者等医療扶助適
　　正実施推進事業の事業をやる
　　ということの決定から契約に至る
　　までの書類
2、開始年度から現在までの予算
　　計上から報告、支払までの全
　　ての書類

R1.12.5 部分公開 ア、H29年度Ｎｏ.893起案書「東村山
　　市生活保護受給者等医療扶助
　　適正実施推進事業実施要領の策
　　定」

東村山市生活保護受給者等医療扶助
適正実施推進事業委託契約(H30年
度及び H31年度)に係る以下の書類
イ、執行伺
ウ、見積経過調書
エ、委託契約書
オ、情報セキュリティに関する合意書
カ、取得個人情報取扱責任者の届出
キ、変更通知書

予算計上(H30年度及びH31年度)に
係る以下の書類
ク、当初歳出予算要求書
ケ、予算要求に関する資料
コ、見積書

サ、東村山市生活保護受給者等医療
　　扶助適正実施推進事業委託報告
　　書(H30.4月～R1.10月分)
シ、支出命令書(H30.4月～R1.9月分)

「法人代表者の印影」は、
公開すると印影の偽造、
不正使用など競争上又
は事業運営上の地位を
損なうおそれがあるため、
条例第6条第3号法人情
報に該当し非公開

イの文書について
「今回執行伺額、執行伺
額(税抜)、消費税額、執
行伺額(税込)、更新後執
行可能額、設計金額」
ウの文書について
「予定価格、入札書比較
金額」
↑
将来の同種事業におい
て予定価格が推測され、
落札価格が高止まり、公
正若しくは円滑な契約執
行に支障が生じるため、
条例第6条第6号行政運
営情報エに該当し非公
開

生活福祉
課

カの文書について
「メールアドレス」は、個人
に関する情報であって、
特定の個人を識別できる
情報を含むもののため、
条例第6条第2号個人情
報に該当し非公開



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

コの文書について
「事業者が特定できる箇
所」は、予算要求時の参
考見積書は、事業者が依
頼主以外に公にしている
ものでなく、公開すると当
該事業者がいくらでこの
業務を請け負うのかという
営業戦略が明らかにな
り、これを同業他社や顧
客に知られると今後の営
業活動において競争上
不利益になるなど事業運
営上の利益が損なわれる
おそれがあるため、条例
第6条第3号法人情報に
該当し非公開。ただし、
事業者の利益は「事業者
を特定できる箇所」のみ
を非公開として見積書を
公開することで保護する
ことができる。

シの文書について
「支払先口座の銀行名、
支店名、口座種類、口座
番号」は、条例第6条第3
号法人情報に該当し非
公開

「R2年度の予算計上に係
る書類」は、条例第6条第
5号意思形成過程情報に
該当し非公開



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

47

R1.12.3 民間損保契約10万円以上(H30年
度)の証券の写し及び明細

R1.12.13 公開 道路賠償責任保険被保険者証　証券
番号3440061426

道路河川
課

※任意的申出

R1.12.13 部分公開 ア、賠償責任保険証券　証券番号
　　Y119389331
イ、ボランティア活動保険証券　証券
　　番号Y119389300
ウ、賠償責任保険証券　証券番号
　　Y119959228

「法人代表者の印影」は
公開すると印影の偽造、
不正使用等法人の事業
運営上の利益を損なうお
それがあるため、条例第6
条第3号法人情報に該当
し非公開

みどりと
公園課

本来、情報公開請求は
公開対象文書を保有す
る各課で受付、起案を
行う。
しかし、本件について
は対象となる課が多い
ため、総務課情報公開
係で公開対象文書を取
りまとめ起案した。
尚、公開請求件数は1
所管1件でカウントして
いる。

R1.12.13 部分公開 ア、賠償責任保険証券　証券番号
　　F178490516
イ、傷害保険証券　証券番号
　　F178411376

ア、イの文書について
「法人代表者の印影」は
公開すると印影の偽造、
不正使用等法人の事業
運営上の利益を損なうお
それがあるため、条例第6
条第3号法人情報に該当
し非公開

イの文書について
「募集人」は、公開すると
特定の個人を識別できる
情報のため、条例第6条
第2号個人情報に該当し
非公開。

子ども家
庭支援セ
ンター



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

R1.12.13 部分公開 ア、賠償責任保険証券　証券番号
　　Y118678214
イ、賠償責任保険証券　証券番号
　　Y118835817

「法人代表者の印影」は
公開すると印影の偽造、
不正使用等法人の事業
運営上の利益を損なうお
それがあるため、条例第6
条第3号法人情報に該当
し非公開

児童課

R1.12.13 公開 ア、普通傷害保険証券　証券番号
　　3562316557
イ、普通傷害保険証券　証券番号
　　3562316549
ウ、賠償責任保険証券　証券番号
　　3439283261

社会教育
課

R1.12.13 公開 「全国市長会学校災害賠償補償保
険」加入依頼書

学務課

R1.12.13 部分公開 傷害保険証券　証券番号3562316573 「法人代表者の印影」は
公開すると印影の偽造、
不正使用等法人の事業
運営上の利益を損なうお
それがあるため、条例第6
条第3号法人情報に該当
し非公開

子ども・
教育支援
課



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

48

R1.12.4 1、R2年度に向けたALT事業選定
　　における契約事業者の企画提
　　案書
2、事業者選定にあたり契約事業
　　者が提出した資料

R1.12.25 部分公開 ア、R2年度東村山市外国語指導補
　　助業務委託　企画提案書((株)ボ
　　ーダーリンク)
イ、送付状(R1.10.17付)
ウ、参加申込書(R1.10.17付)
エ、誓約書(R1.10.17付)

アの文書について
「法人の事業運営上のノ
ウハウに該当する箇所」
は、公開すると当該法人
の事業運営上又は競争
上の利益が損なわれるお
それがあるため、条例第6
条第3号法人情報に該当
し非公開

アの文書について
「個人の顔が特定できる
写真」
ア、イの文書について
「従業員の氏名」
イ、ウの文書について
「従業員の個人のメール
アドレス」
↑
個人に関する情報であ
り、特定の個人を識別で
きる情報を含むもののた
め、条例第6条第2号個人
情報に該当し非公開

指導室 ※任意的申出

※公開対象業者の企
画提案書について、当
該業者へ公開について
照会をする必要がある
ため、R1.12.25まで決
定期間を延長。
R1.12.25左欄の通り部
分公開と決定した。



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

ア、ウ、エの文書につい
て
「法人代表者の印影」は、
公開すると印影の偽造、
不正使用など事業運営
上の地位が損なわれるお
それがあるため、条例第6
条第3号法人情報に該当
し非公開

イの文書について
「従業員の個人の携帯電
話番号」は、個人に関す
る情報であり、公にするこ
とにより個人の権利利益
を害するおそれがあるた
め、条例第6条第2号個人
情報に該当し非公開



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

49

R1.12.5 1、D51旧国鉄から貸与を受けた書
　　類
2、D51JR東日本より東村山市に譲
　　渡を受けた書類

R1.12.18 部分公開 ア、「車両貸借契約書」(S51.10.11付)
イ、「契約継続通知書」(S62.2.26付東
　　京西総文第156号)
ウ、R1年度No.130報告・復命書「蒸気
　　機関車(D51684号)の車両賃借契
　　約の解除及び無償譲渡について
　　の回答書受領」
エ、R1年度No.131起案書「蒸気機関
　　車(D51684号)の受領証」

「法人の代表者印影」は、
法人の内部管理情報で
あり、公開すると印影の偽
造、不正使用など事業運
営上の地位が損なわれる
おそれがあるため、条例
第6条第3号法人情報に
該当し非公開

市民ス
ポーツ課

50

R1.12.11 海外療養費支給申請書点検業務
(R1年度)に係る以下のもの
1、入札及び見積合わせ参加業者
　　及び各業者の応札金額
2、契約書及び契約金額
3、仕様書

R1.12.17 部分公開 国民健康保険海外療養費支給申請書
等点検等業務委託(R1年度)における
以下の文書
ア、開札記録票
イ、委託単価契約書

「法人代表者の印影」は、
公開すると印影の偽造、
不正使用など競争上又
は事業運営上の利益を
損なうおそれがあるため、
条例第6条第3号法人情
報に該当し非公開

保険年金
課

※任意的申出

51

R1.12.13 ●●と東村山市子ども家庭支援セ
ンターとの関わりがわかる資料

R1.12.19 存否応答
拒否

特定個人が市との関わり
があったか否かの事実
は、当該個人の個人情報
であり、本公開(任意)申
出にある資料の存否を明
らかにすることは、条例で
定める非公開情報のう
ち、第6条第2号個人情報
を明らかにすることとなる
ため存否応答拒否

子ども家
庭支援セ
ンター

※任意的申出



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

52

R1.12.13 1、秋津駅南まちづくり推進協議会
　　開催の会議録等(H29年度～R1
　　年度分)
2、東村山市における赤道等と道
　　路との相互譲与に関する協定書

R1.12.27 部分公開 ア、H29年度No.50報告・復命書「第22
　　回通常総会(報告)【秋津駅南まち
　　づくり推進協議会】」
イ、H29年度No.139報告・復命書「第
　　12回テーマ座談会【秋津駅南まち
　　づくり推進協議会】(報告)」
ウ、H30年度No.33報告・復命書「第1
　　回事務局会議【秋津駅南まちづく
　　り推進協議会】(報告)」
エ、H30年度No.47報告・復命書「第
　　23回通常総会(報告) 【秋津駅南
　　まちづくり推進協議会】」
オ、秋津駅南まちづくり推進協議会
　　第2回事務局会議(H30年度)
カ、H30年度No.170報告・復命書「秋
　　津駅南まちづくり推進協議会　第
　　13回テーマ座談会(報告)」
キ、秋津駅南まちづくり推進協議会
　　第3回事務局会議(H30年度)
ク、秋津駅南まちづくり推進協議会
　　第1回事務局会議(H31年度)
ケ、R1年度No.43報告・復命書「第24
　　回通常総会(報告)【秋津駅南まち
　　づくり推進協議会】」
コ、秋津駅南まちづくり推進協議会
　　第2回事務局会議(R1年度)

ア、イ、ウ、エ、オ、カ、
キ、ク、ケ、コ、サの文書
について
「氏名(公務員、団体の代
表者、一般に配付されて
いる資料に公開されてい
る者を除く)」
ア、エ、ケの文書につい
て
「個人の印影」
ア、イ、エ、カ、ケ、サの文
書について
「写真に含まれる個人が
特定できる箇所」
↑
請求者以外の個人に関
する情報であって、当該
情報に含まれる記述等に
より請求者以外の個人を
特定することができる又
は請求者以外の個人を
特定することはできない
が、公開することによりな
お、請求者以外の個人の
権利利益を害するおそれ
があるものであるため、条
例第6条第2号個人情報
に該当し非公開

まちづくり
推進課



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

サ、R1年度No.113報告・復命書「秋
　　津駅南まちづくり推進協議会　第
　　1回勉強会(報告)」

ア、エ、ケの文書につい
て
「団体代表者の印影」は、
団体の内部管理情報で
あり、公開すると印影の偽
造等団体運営上の利益
を損なうおそれがあるた
め、条例第6条第3号団体
等の情報に該当し非公
開

R1.12.18 公開 東村山市における赤道等と道路との
相互譲与に関する協定書

道路河川
課

53

R1.12.13 地場野菜納入会議(H30.5.9、
11.19、H31.3.26開催及びそれ以降
に開催があればその分)の内容が分
かる資料、議事録

R1.12.27 部分公開 学校給食地場野菜納入会議の議事録
及び資料(H30年度第1回～第3回、
H31年度第1回分)

「地場農家関係者の住所
及び電話番号(市と契約
を交わしているかたの住
所及び一般に住所、電話
番号を公表しているかた
の分を除く)」は、個人に
関する情報であり、特定
の個人を識別できるもの
であるため、条例第6条第
2号個人情報に該当し非
公開

学務課



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

54

R1.12.16 附属街路２号線についての東京都
と市がやりとりした書類

R1.12.23 公開 ア、H26.7.2付建道建関第204号「西武
　　新宿線、国分寺線及び西武園線
　　(東村山駅付近)連続立体交差事業
　　に伴う関連側道の取扱いについ
　　て(照会)」
イ、H26.7.14付東ま市収第30号の2「
　　西武新宿線、国分寺線及び西武
　　園線(東村山駅付近)連続立体交
　　差事業に伴う関連側道の取扱い
　　について(回答)」

まちづくり
推進課

55

R1.12.19 令和元年度市立小・中学校児童生
徒尿検査委託に係る以下の書類
1、業者募集に関する書類
2、業者からの応募に関する書類
3、業者選定に関する書類一式
4、実施計画表1次、2次、3次予定
　　表を含む
5、過去10年の業者名

R1.12.26 部分公開 腎臓(尿)検査業務委託に係る以下の
文書
ア、委託単価契約書(R1年度)
イ、見積経過調書(R1年度)
ウ、過去10年の腎臓(尿)検査業務
　　委託業者名一覧

アの文書について
「法人代表者の印影」
イの文書について
「落札した業者以外の見
積額内訳」
↑
法人の内部管理情報で
あり、公開すると印影の偽
造、不正使用等により事
業運営上の地位が損な
われるおそれがあるた
め、条例第6条第3号法人
情報に該当し非公開

イの文書について
「予定価格、入札書比較
金額」は、将来の同種の
事業において予定価格
が推測され、落札価格が
高止まり、公正若しくは円
滑な契約執行に支障が
生じるため、条例第6条第
6号行政運営情報エに該
当し非公開

学務課 ※任意的申出



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

56

R2.1.9 東村山市外国語指導補助業務委
託プロポーザルに係る契約締結事
業者の企画提案書および審査結果
(順位、点数等)

R2.1.23 部分公開 ア、R2年度東村山市外国語指導補助
　　業務委託　企画提案書((株)ボーダ
　　ーリンク)
イ、R1年度No.763起案書「令和2年
　　度外国語指導補助業務委託
　　契約におけるプロポーザル審査
　　結果通知」

アの文書について
「法人の事業運営上のノ
ウハウに該当する箇所」
は、公開すると当該法人
の事業運営上又は競争
上の利益が損なわれるお
それがあるため、条例第6
条第3号法人情報に該当
し非公開

アの文書について
「個人の顔が特定できる
写真、従業員の氏名」
は、個人に関する情報で
あり、特定の個人を識別
できる情報を含むものの
ため、条例第6条第2号個
人情報に該当し非公開

アの文書について
「法人代表者の印影」は、
公開すると印影の偽造、
不正使用など事業運営
上の地位が損なわれるお
それがあるため、条例第6
条第3号法人情報に該当
し非公開

指導室 ※任意的申出



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

イの文書について
「3位以下の事業者の名
称及び代表者氏名(公開
(任意)申出者を除く)」は、
公開すると3位以下の事
業者の点数及び順位が
特定され、事業者間の優
劣について予断を与え、
当該事業者の競争上の
地位その他の正当な利
益を害するおそれがある
ため、条例第6条第3号法
人情報に該当し非公開

イの文書について
「選考委員ごとの点数の
詳細な内訳、参考見積額
の評価方法」は、公開す
ると将来同種の事務事業
の公正な執行に支障が
生ずるおそれがあるた
め、条例第6条第6号行政
運営情報エに該当し非
公開



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

57

R2.1.16 1、「行政財産の目的外使用におけ
　　る使用料及び許可の取り扱いに
　　ついて」(2019年8月29日付通知)
2、2016～20年度予算の予算見積
　　単価表
3、補助金の予算要求に際して、補
　　助対象の活動実態、最終使途の
　　状況、補助効果を明らかにした
　　書類一式(2020年度予算分)

R2.1.23 公開 「行政財産の目的外使用における使
用料及び許可の取扱いについて(通
知)」

資産マネ
ジメント課

3の文書のみ、請求に
係る文書の取りまとめや
非公開部分の検討等の
事務手続き及び決裁を
通常の期日までに完了
させることが困難なた
め、R2.3.6まで決定期
間を延長した。
その後、新型コロナウイ
ルスの感染拡大を受け
た感染防止対策に係る
臨時対応の発生等によ
り、請求に係る文書の
取りまとめや非公開部
分の検討等の事務手続
き及び決裁を60日以内
に完了させることが困
難となったため、
R2.4.30まで決定期間を
特別延長



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

R2.1.22 公開 予算見積単価表(H28年度～R2年度
予算分)

財政課

R2.3.4 部分公開 以下の事業に係る、R2年度当初歳出
予算要求書及び添付資料(添付資料
は補助金に係るものに限る。)
ア、議会運営経費

「委託料のうち、入札予定
価格が類推できる情報
(項目ごとの設計金額、単
価及び数量)」は、入札前
の委託料の予定価格を
類推できる情報であり、公
開すると当該委託の予定
価格が推測され、落札価
格が高止まりになる等の
おそれがあり、もって、当
該事業の公正若しくは円
滑な執行に支障が生ずる
おそれがあるため、条例
第6条第6号行政運営情
報エに該当し非公開

議会事務
局



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

R2.4.23 部分公開 以下の事業に係る、R2年度当初歳出
予算要求書及び添付資料(添付資料
は補助金に係るものに限る。)
ア、勤労者福祉サービスセンター助成
　　事業費
イ、農業振興対策事業費
ウ、農業後継者・担い手確保育成対
　　策事業費
エ、農業環境保全対策整備事業費
オ、農作物等病害虫防除事業費
カ、産業まつり(農畜産業展)事業費
キ、商工業振興対策事業費
ク、小口事業資金融資事業費
ケ、産業まつり(商工業展)事業費
コ、住宅修改築費補助事業費
サ、観光振興対策事業費

「勤労者福祉サービスセ
ンター職員個人の給与手
当、法定福利費、退職手
当、福利厚生費、期末勤
勉手当、社会保険料、氏
名、昇任の経過、休業状
況、退職金見込額を特定
できる箇所」
「東村山市有機農業研究
会会員の氏名及び住所
(会長を除く)、電話番号」
「認証農業者認定見込み
の者の氏名、住所」
「農産物ブランド化推進
事業補助金補助対象見
込みの者の氏名」
「未採択の農地の創出・
再生支援事業の要望者
を特定できる箇所」
「農地の創出・再生支援
事業の要望者が提出した
見積書を作成した事業者
の担当者氏名」
「東村山観光ボランティア
ガイドの会会員氏名(会
長を除く)、住所、電話番
号」は、

産業振興
課



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

個人に関する情報であ
り、特定の個人を識別で
きるもの及び当該個人が
一般に公にしていないも
のであり、公にすることに
より当該個人の権利利益
を害するおそれのあるも
のであるため、条例第6条
第2号個人情報に該当し
非公開

「勤労者福祉サービスセ
ンターの退職金支給の計
算方法が特定できる箇
所」
「農地の創出・再生支援
事業の要望者が提出した
見積書を作成した事業者
を特定できる箇所及び詳
細な項目の単価及び数
量」
「団体代表者の印影」
「東村山観光ボランティア
ガイドの会が加入するボ
ランティア保険会社が特
定できる箇所」は、
事業者又は団体が一般
に公にしていない内部管
理情報であり、公にするこ
とにより当該事業者又は
団体の競争上又は事業
運営上の利益が損なわ
れるおそれがあるため、
条例第6条第3号法人情
報に該当し非公開



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

「査定により0円となった
事業の情報」は、増額(減
額)査定とは異なり予算年
度当初においては実施し
ない事業である。これを
公にすると、当該事業予
算が要求されていること
から実施されるものと誤認
され、市民等への混乱が
生ずるおそれがあるた
め、条例第6条第6号行政
運営情報イに該当し非公
開



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

R2.4.23 部分公開 以下の事業に係る、R2年度当初歳出
予算要求書及び添付資料(添付資料
は補助金に係るものに限る。)
ア、地方創生推進事業費

「ハンズオン支援対象事
業者の経費支援の内容
のうち､「ハンズオン対象
商品･サービスの効果」」
は､一般に公にされてい
ない対象事業者の内部
管理情報であり､公開す
ると事業運営に支障が出
るおそれがあるため､条例
第6条第3号法人情報に
該当し非公開

 「査定により0円となった
事業の情報」は､増額(減
額)査定とは異なり予算年
度当初においては実施し
ない事業である｡これを公
にすると､当該事業予算
が要求されていることから
実施されるものと誤認さ
れ､市民等への混乱が生
ずるおそれがあるため､条
例第6条第6号行政運営
情報イに該当し非公開

シティ
セールス
課



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

R2.3.9 部分公開 以下の事業に係る、R2年度当初歳出
予算要求書及び添付資料(添付資料
は補助金に係るものに限る。)
ア、体育協会助成事業費
イ、体力つくり推進事業費

「労務管理、会計事務及
び行政書士の顧問料、役
員法人登記料金、団体代
表者の印影、体育協会の
取引先企業が特定できる
箇所」は、団体の内部管
理情報であり、公にすると
競争上又は事業運営上
の利益を損なうおそれが
あるため、条例第6条第3
号法人情報に該当し非
公開

市民ス
ポーツ課

R2.4.23 部分公開 以下の事業に係る、R2年度当初歳出
予算要求書及び添付資料(添付資料
は補助金に係るものに限る。)
ア、職員研修関係経費
イ、職員福利厚生経費

「査定により0円となった
事業の情報」は、増額(減
額)査定とは異なり予算年
度当初においては実施し
ない事業である。これを
公にすると、当該事業予
算が要求されていること
から実施されるものと誤認
され、市民等への混乱が
生ずるおそれがあるた
め、条例第6条第6号行政
運営情報イに該当し非公
開

人事課



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

R2.3.9 部分公開 以下の事業に係る、R2年度当初歳出
予算要求書及び添付資料(添付資料
は補助金に係るものに限る。)
ア、市民活動促進事業費
イ、自治会経費

「「市民提案型公益活動
事業補助金応募団体一
覧」のうち、不採用になっ
た団体名及び複数団体
から応募があった場合の
順位」は、各団体それぞ
れの順位及び補助対象と
ならなかった団体が特定
され、団体間の優劣につ
いて予断を与え、当該団
体の団体運営上の地位
その他正当な利益を害す
るおそれがあるため、条
例第6条第3号法人・団体
情報に該当し非公開

市民協働
課

R2.2.12 公開 以下の事業に係る、R2年度当初歳出
予算要求書及び添付資料(添付資料
は補助金に係るものに限る。)
ア、姉妹都市等事業費

市民相
談・交流
課



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

R2.4.23 部分公開 以下の事業に係る、R2年度当初歳出
予算要求書及び添付資料(添付資料
は補助金に係るものに限る。)
ア、交通安全対策事業費
イ、防犯対策事業費
ウ、自治会防犯街路灯補助事業費

 「委託料における入札予
定価格が類推できる情報
(交通事故スタント実施委
託料の単価及び回数)」
は、委託料の予定価格を
類推できる情報であり、公
開すると当該委託の予定
価格が推測され、落札価
格が高止まりになる等の
おそれがあり、もって、当
該事業の公正若しくは円
滑な執行に支障が生ずる
おそれがあるため、条例
第6条第6号行政運営情
報エに該当し非公開

「団体代表者の印影」は、
公開すると印影の偽造、
不正使用等、競争上又は
事業運営上の利益を損
なうおそれがあるため、条
例第6条第3号法人情報
に該当し非公開

地域安全
課



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

「東村山市交通安全協会
が参考見積書を依頼した
事業者が特定できる情
報」は、市以外の法人又
は団体が事業者へ依頼
した参考見積書は、事業
者が依頼主及び市以外
に公にしているものでは
なく、作成した事業者の
内部管理情報である。こ
れを公にすると当該事業
者がいくらでこの業務を
請け負うのかという営業
戦略が明らかになり、これ
を同業他社や他の顧客
に知られると、今後の営
業活動において競争上
不利になるなど事業運営
上の利益が損なわれるお
それがある。このため条
例第6条第3号法人情報
に該当し非公開。ただ
し、事業者の利益は「事
業者を特定できる情報」
のみを非公開とすること
で保護することができる。



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

「査定により0円となった
事業の情報」は、増額(減
額)査定とは異なり予算年
度当初においては実施し
ない事業である。これを
公にすると、当該事業予
算が要求されていること
から実施されるものと誤認
され、市民等への混乱が
生ずるおそれがあるた
め、条例第6条第6号行政
運営情報イに該当し非公
開

R2.4.23 部分公開 以下の事業に係る、R2年度当初歳出
予算要求書及び添付資料(添付資料
は補助金に係るものに限る。)
ア、住宅耐震化促進事業費
イ、緊急輸送道路沿道建築物耐震
　　化促進事業費
ウ、地域猫活動支援事業費
エ、環境基本計画推進事業費

「ブロック塀等撤去等助
成金助成対象要件」は、
予算要求時点において
想定される要件をあげた
ものであり、市としての最
終決定が行われていない
ものである。これを公にす
ることで、当該要件で助
成金を受け取れるものと
誤認した市民や事業者
等が、未決定の要件に基
づいた準備行為や営業、
契約等を行うなど、不当
な利益又は不利益が生
ずるおそれがあるため、
条例第6条第6号行政運
営情報イに該当し非公開

環境・住
宅課



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

「ブロック塀助成制度に関
する調査のうち、他市の
令和元年度見込み件数」
は、東京都の調査に回答
するため各市が算出した
未確定の件数であり、公
開すると、当該地方自治
体との信頼関係が損なわ
れると認められるため、条
例第6条第4号国等協力
関係情報に該当し非公
開

「査定により0円となった
事業の情報」は、増額(減
額)査定とは異なり予算年
度当初においては実施し
ない事業である。これを
公にすると、当該事業予
算が要求されていること
から実施されるものと誤認
され、市民等への混乱が
生ずるおそれがあるた
め、第6条第6号行政運営
情報イに該当し非公開



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

R2.4.23 部分公開 以下の事業に係る、R2年度当初歳出
予算要求書及び添付資料(添付資料
は補助金に係るものに限る。)
ア、災害対策事業費
イ、地域防災活動支援事業費
ウ、消防団運営経費

「災害対策事業費の経常
的及び臨時的消耗品費
のうち、入札予定価格が
類推できる情報」
「災害対策事業費の委託
料のうち、入札予定価格
が類推できる情報」は、
消耗品費及び委託料の
予定価格を類推できる情
報であり、公開すると予定
価格が推測され、落札価
格が高止まりになる等の
おそれがあり、もって、当
該事業の公正若しくは円
滑な執行に支障が生ずる
おそれがあるため、条例
第6条第6号行政運営情
報エに該当し非公開

「法人代表者の印影」は、
公開すると印影の偽造、
不正使用等、競争上又は
事業運営上の利益を損
なうおそれがあるため、条
例第6条第3号法人情報
に該当し非公開

防災安全
課



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

「査定により0円となった
事業の情報」は、増額(減
額)査定とは異なり予算年
度当初においては実施し
ない事業である。これを
公にすると、当該事業予
算が要求されていること
から実施されるものと誤認
され、市民等への混乱が
生ずるおそれがあるた
め、条例第6条第6号行政
運営情報イに該当し非公
開



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

R2.4.23 部分公開 以下の事業に係る、R2年度当初歳出
予算要求書及び添付資料(添付資料
は補助金に係るものに限る。)
ア、コミュニティバス運行事業費

 「コミュニティバス運行事
業費の、人件費の内訳、
必要な運転士数、燃料油
脂費・車両修繕費・償却
費・その他経費・一般管
理費の計算の基礎、運転
士予備率、車両予備率、
西武バス株式会社の取
引先事業者名及び取引
金額」は、当該事業者の
内部管理情報であり、公
開すると当該事業者がい
くらでこの業務を請け
負っているのか等の営業
戦略が明らかになり、これ
を同業他社や他の顧客
に知られると、今後の営
業活動において競争上
不利益になるなど事業運
営上の利益が損なわれる
おそれがあるため、条例
第6条第3号法人情報に
該当し非公開

公共交通
課



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

「査定により0円となった
事業の情報」は、増額(減
額)査定とは異なり予算年
度当初においては実施し
ない事業である。これを
公にすると、当該事業予
算が要求されていること
から実施されるものと誤認
され、市民等への混乱が
生ずるおそれがあるた
め、条例第6条第6号行政
運営情報イに該当し非公
開



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

R2.4.23 部分公開 以下の事業に係る、R2年度当初歳出
予算要求書及び添付資料(添付資料
は補助金に係るものに限る。)
ア、民生委員・児童委員活動経費
イ、成年後見制度推進事業費
ウ、社会福祉協議会運営助成事業費

「社会福祉協議会職員の
氏名及び印影、事務局長
人件費、退職予定正規職
員1名の退職金が特定出
来る箇所、アシスタント職
員及び産業医の収入額
が特定できる箇所、移送
サービス運転手の収入額
が特定できる箇所、正規
職員個人の給与及び諸
手当が特定出来る箇所、
正規職員個人の社会保
険料及び健康診断料が
特定出来る箇所、嘱託職
員個人の報酬月額及び
法定福利費が特定できる
箇所、事務局長の給与及
び諸手当・法定福利費・
健康診断料、参考見積書
を依頼した事業者の社員
の印影、職員個人の互助
会費が特定出来る箇所、
安全管理者会担当者氏
名、東京都民生児童委員
連合会の担当者氏名・担
当者メールアドレス」は、

地域福祉
推進課



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

個人に関する情報であ
り、特定の個人を識別で
きるもの及び当該個人が
一般に公にしていないも
のであり、公にすることに
より当該個人の権利利益
を害するおそれのあるも
のであるため、条例第6条
第2号個人情報に該当し
非公開

 「安全管理者会の代表
者の印影、会費、口座情
報」
「社会福祉協議会が参考
見積書を依頼した事業者
の口座情報」
「H31年度福祉団体等助
成実績見込額及び団体
名」
「東京都民生児童委員連
合会の代表者の印影、口
座情報」は、
事業者又は団体が一般
に公にしていない内部管
理情報であり、公にするこ
とにより当該事業者又は
団体の競争上又は事業
運営上の利益が損なわ
れるおそれがあるため、
条例第6条第3号法人情
報に該当し非公開



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

「社会福祉協議会が参考
見積書を依頼した事業者
が特定できる情報」
「東村山市民生委員・児
童委員協議会が参考見
積書を依頼した事業者が
特定できる情報」は、

市以外の法人又は団体
が事業者へ依頼した参考
見積書は、事業者が依頼
主及び市以外に公にして
いるものではなく、作成し
た事業者の内部管理情
報である。これを公にする
と当該事業者がいくらで
この業務を請け負うのか
という営業戦略が明らか
になり、これを同業他社
や他の顧客に知られる
と、今後の営業活動にお
いて競争上不利になるな
ど事業運営上の利益が
損なわれるおそれがあ
る。このため条例第6条第
3号法人情報に該当し非
公開。ただし、事業者の
利益は「事業者を特定で
きる情報」のみを非公開と
することで保護することが
できる。



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

R2.2.13 公開 以下の事業に係る、R2年度当初歳出
予算要求書及び添付資料(添付資料
は補助金に係るものに限る。)
ア、高齢者福祉サービス第三者
　　評価受審費補助事業費
イ、社会福祉法人等負担軽減措置
　　補助事業費
ウ、高齢者施設整備事業費

介護保険
課

R2.3.4 公開 以下の事業に係る、R2年度当初歳出
予算要求書及び添付資料(添付資料
は補助金に係るものに限る。)
ア、障害者日中活動系サービス等
　　推進事業費
イ、重度心身障害児(者)通所施設
　　補助事業費

障害支援
課

R2.4.23 部分公開 以下の事業に係る、R2年度当初歳出
予算要求書及び添付資料(添付資料
は補助金に係るものに限る。)
ア、高齢者生きがい事業費
イ、シルバー人材センター運営補助
　　事業費
ウ、老人クラブ助成事業費
エ、在宅医療連携推進事業費
オ、骨髄移植ドナー支援事業費

「委託料における入札予
定価格が類推できる情報
(福祉バス運行業務委託
料の単価・数量)」は、委
託料の予定価格を類推
できる情報であり、公開す
ると当該委託の予定価格
が推測され、落札価格が
高止まりになる等のおそ
れがあり、もって、当該事
業の公正若しくは円滑な
執行に支障が生ずるおそ
れがあるため、条例第6条
第6号行政運営情報エに
該当し非公開

健康増進
課



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

「シルバー人材センター
が契約している委託契約
の委託先事業者名(特命
随意契約により選定して
いるものを除く)及び委託
契約毎の金額」は、当該
事業者の内部管理情報
であり、公開すると当該事
業者がいくらでこの業務
を請け負っているのか等
の営業戦略が明らかにな
り、これを同業他社や他
の顧客に知られると、今
後の営業活動において
競争上不利益になるなど
事業運営上の利益が損
なわれるおそれがあるた
め、条例第6条第3号法人
情報に該当し非公開

「シルバー人材センター
職員の氏名(代表者を除
く)、給料月額が特定出来
る箇所、手当・社会保険
料が特定できる箇所」
「シルバー人材センター
が契約している委託契約
の委託先事業者の担当
者氏名」は、
個人に関する情報であ
り、特定の個人を識別で
きるもの及び当該個人が
一般に公にしていないも
のであり、公にすることに
より当該個人の権利利益
を害するおそれのあるも
のであるため、条例第6条
第2号個人情報に該当し
非公開



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

「法人代表者の印影」は、
公開すると印影の偽造、
不正使用等、競争上又は
事業運営上の利益を損
なうおそれがあるため、条
例第6条第3号法人情報
に該当し非公開

R2.4.23 部分公開 以下の事業に係る、R2年度当初歳出
予算要求書及び添付資料(添付資料
は補助金に係るものに限る。)
ア、子育て預かりサポート事業費
イ、妊婦健康診査事業費
ウ、新生児聴覚検査事業費
エ、インフルエンザ菌b型ワクチン接種
　　事業費
オ、小児肺炎球菌ワクチン接種事業費
カ、B型肝炎予防ワクチン接種事業費
キ、三種混合予防接種事業費
ク、急性灰白髄炎予防接種事業費
ケ、四種混合予防接種事業費
コ、結核予防接種事業費
サ、ロタウイルスワクチン接種事業費
シ、麻しん風しん予防接種事業費
ス、水痘予防接種事業費
セ、日本脳炎予防接種事業費
ソ、第2期ジフテリア・破傷風予防接
　　種事業費
タ、HPV(子宮頸がん予防)ワクチン
　　接種事業費

「委託料の予定価格を類
推できる情報」は、公開す
ると当該委託の予定価格
が推測され、落札価格が
高止まりになる等のおそ
れがあり、もって、当該事
業の公正若しくは円滑な
執行に支障が生ずるおそ
れがあるため、条例第6条
第6号行政運営情報エに
該当し非公開

子育て支
援課

R2.3.5 公開 以下の事業に係る、R2年度当初歳出
予算要求書及び添付資料(添付資料
は補助金に係るものに限る。)
ア、集団資源回収事業費
イ、生ごみ堆肥化推進事業費

ごみ減量
推進課



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

R2.2.13 公開 以下の事業に係る、R2年度当初歳出
予算要求書及び添付資料(添付資料
は補助金に係るものに限る。)
ア、秋津駅南再開発計画事業費

まちづくり
推進課

R2.3.9 部分公開 以下の事業に係る、R2年度当初歳出
予算要求書及び添付資料(添付資料
は補助金に係るものに限る。)
ア、土地開発公社助成事業費

「公社が取得した土地を
売却するために必要とな
る交渉等に係る情報」
は、公にすることにより当
該土地にある建物所有者
等関係当事者との交渉の
不調、理解協力を得るこ
とが困難になるなど、関
係当事者間の信頼関係
が損なわれると認められ
る情報であるため、条例
第6条第6号行政運営情
報ウに該当し非公開

「東村山市土地開発公社
評議員の住所及び電話
番号(公にしているものを
除く。)」は、個人に関する
情報であって、当該個人
が一般に公にしていない
ものであり、公にすること
により当該個人の権利利
益を害するおそれのある
ものであるため、条例第6
条第2号個人情報に該当
し非公開

用地課



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

「R２年度中の取得予定
地が具体的に分かる住宅
地図の写し」は、まだ公に
していない取得予定用地
の具体的な場所の情報
であって、公にすると当
該土地所有者との交渉の
不調、事前に情報を得て
当該土地を買い付けた第
三者による不当な価格高
騰等用地取得事務の公
正若しくは円滑な執行に
支障が生ずるおそれがあ
るため、条例第6条第6号
行政運営情報エに該当
し非公開

R2.3.3 公開 以下の事業に係る、R2年度当初歳出
予算要求書及び添付資料(添付資料
は補助金に係るものに限る。)
ア、樹林・樹木保護事業費
イ、みどりの街づくり推進事業費
ウ、生垣設置助成事業費

みどりと
公園課



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

R2.2.13 部分公開 以下の事業に係る、R2年度当初歳出
予算要求書及び添付資料(添付資料
は補助金に係るものに限る。)
ア、私有道路整備事業費

「私有道路整備補助申請
の申請者を特定できる情
報(氏名、住所、電話番
号、印影、申請地を示す
住宅地図の写し)」は、個
人に関する情報であっ
て、特定の個人を識別す
ることができるもの又は他
の情報と照合することによ
り特定の個人を識別する
ことができることとなるもの
であるため、条例第6条第
2号個人情報に該当し非
公開

道路河川
課

「申請1件名当たりの入札
予定価格が類推できる情
報(申請1件名当たりの工
事費要求額、予定工事金
額、市補助金、申請者負
担金、㎡当たりの単価)」
は、入札前の工事の予定
価格を類推できる情報で
あり、公開すると当該工
事の予定価格が推測さ
れ、落札価格が高止まり
になる等のおそれがあり、
もって、当該事業の公正
若しくは円滑な執行に支
障が生ずるおそれがある
ため、条例第6条第6号行
政運営情報エに該当し
非公開



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

R2.4.24 部分公開 以下の事業に係る、R2年度当初歳出
予算要求書及び添付資料(添付資料
は補助金に係るものに限る。)
ア、小学校統括経費
イ、回田小学校施設費
ウ、萩山小学校施設費
エ、東萩山小学校施設費
オ、野火止小学校施設費
カ、中学校統括経費
キ、第二中学校施設費

「委託料における予定価
格が類推できる情報」は、
公開すると当該委託の予
定価格が推測され、落札
価格が高止まりになる等
のおそれがあり、もって、
当該事業の公正若しくは
円滑な執行に支障が生
ずるおそれがあるため、
条例第6条第6号行政運
営情報エに該当し非公
開

「査定により0円となった
事業の情報」は、増額(減
額)査定とは異なり予算年
度当初においては実施し
ない事業である。これを
公にすると、当該事業予
算が要求されていること
から実施されるものと誤認
され、市民等への混乱が
生ずるおそれがあるた
め、条例第6条第6号行政
運営情報イに該当し非公
開

教育総務
課



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

R2.4.14 部分公開 以下の事業に係る、R2年度当初歳出
予算要求書及び添付資料(添付資料
は補助金に係るものに限る。)
ア、学校保健促進事業費
イ、外国人学校等保護者補助事業費

「当時の事業担当者と査
定担当者との口頭による
やりとり内容」は、当時の
担当者同士の口頭による
やりとりの伝聞が記載され
た部分であり、確定した
情報ではない。これを公
にすると、特定の職員へ
の不当な圧力につながる
おそれ及び事業担当所
管と査定担当所管との率
直な意見の交換に支障
が生じるおそれがあり、
もって、将来の予算要求
事務事業の適正な執行
が損なわれるおそれがあ
るため、条例第6条第6号
行政運営情報エに該当
し非公開

学務課



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

R2.4.16 部分公開 以下の事業に係る、R2年度当初歳出
予算要求書及び添付資料(添付資料
は補助金に係るものに限る。)
ア、教職員研修経費
イ、中学校スポーツ大会事業費
ウ、移動教室事業費
エ、小学校特別支援学級宿泊学習
　　事業費
オ、移動教室・修学旅行事業費
カ、中学校特別支援学級宿泊学習
　　事業費

「委託料における入札予
定価格が類推できる情報
(看護師派遣委託料)」
は、公開すると当該委託
の予定価格が推測され、
落札価格が高止まりにな
る等のおそれがあり、もっ
て、当該事業の公正若し
くは円滑な執行に支障が
生ずるおそれがあるた
め、条例第6条第6号行政
運営情報エに該当し非
公開

指導室

R2.4.16 部分公開 以下の事業に係る、R2年度当初歳出
予算要求書及び添付資料(添付資料
は補助金に係るものに限る。)
ア、社会教育事業費
イ、市立小・中学校地域教育推進
　　事業費
ウ、市民文化祭事業費
エ、青少年対策事業費

「団体代表者の印影」は、
公開すると印影の偽造、
不正使用等、競争上又は
事業運営上の利益を損
なうおそれがあるため、条
例第6条第3号法人情報
に該当し非公開

「査定により0円となった
事業の情報」は、増額(減
額)査定とは異なり予算年
度当初においては実施し
ない事業である。これを
公にすると、当該事業予
算が要求されていること
から実施されるものと誤認
され、市民等への混乱が
生ずるおそれがあるた
め、条例第6条第6号行政
運営情報イに該当し非公
開

社会教育
課



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

R2.2.12 公開 以下の事業に係る、R2年度当初歳出
予算要求書及び添付資料(添付資料
は補助金に係るものに限る。)
ア、地域児童図書館助成事業費

図書館

R2.4.16 部分公開 以下の事業に係る、R2年度当初歳出
予算要求書及び添付資料(添付資料
は補助金に係るものに限る。)
ア、文化財保護事業費

 「梅岩寺及び正福寺が
行う委託契約における予
定価格が類推できる情
報」は、民間団体が行う
委託契約の委託料の予
定価格を類推できる情報
であり、公開すると当該委
託の予定価格が推測さ
れ、落札価格が高止まり
になる等のおそれがあり、
もって、当該団体の事業
運営上の利益を損なうお
それがあるため、条例第6
条第3号法人情報に該当
し非公開

歴史館



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

「梅岩寺が参考見積書を
依頼した事業者が特定で
きる情報」は、市以外の
法人又は団体が事業者
へ依頼した参考見積書
は、事業者が依頼主及び
市以外に公にしているも
のではなく、作成した事
業者の内部管理情報で
ある。これを公にすると当
該事業者がいくらでこの
業務を請け負うのかという
営業戦略が明らかにな
り、これを同業他社や他
の顧客に知られると、今
後の営業活動において
競争上不利になるなど事
業運営上の利益が損な
われるおそれがあるた
め、条例第6条第3号法人
情報に該当し非公開

「査定により0円となった
事業の情報」は、増額(減
額)査定とは異なり予算年
度当初においては実施し
ない事業である。これを
公にすると、当該事業予
算が要求されていること
から実施されるものと誤認
され、市民等への混乱が
生ずるおそれがあるた
め、条例第6条第6号行政
運営情報イに該当し非公
開



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

58

R2.1.21 R1年12月頃に東京都教育委員会
から届いた、「特別支援教室に関す
る確認書」についての文書(通知・通
達等、様式、文例を含めた一式す
べて)

R2.2.3 部分公開 ア、区市町村立小・中・義務教育学校
　　、中等教育学校前期課程及び区
　　立特別支援学校の学級編制に関
　　する事務説明会(R2年度)の資料6
　　「令和2年度特別支援学級等の学
　　級編制事務について」
イ、区市町村立小・中・義務教育学校
　　、中等教育学校前期課程及び区
　　立特別支援学校の学級編制に関
　　する事務説明会(R2年度)の資料7
　　「令和2年度学級編制調査の特別
　　支援教室に係る変更点等につい
　　て」
ウ、公立小中学校(義務教育学校及び
　　中等教育学校前期課程含む)の特
　　別支援学級等及び区立特別支援
　　学校における学級編制等調査に
　　ついて(通知)(R2年度)

イの文書について
「別紙4特別支援教室に
係るヒアリング結果　課題
のある事例のうち、事例
及び内容・解説」は、
公にすることにより、一部
の市区町村における課
題・事例が特別支援教室
の運営全般に関する情
報と誤認され、現に特別
支援教室を利用する児
童・生徒の保護者若しく
は将来利用しようとする児
童・生徒の保護者に不当
に混乱を生じさせ、保護
者の理解や協力を得なが
ら実施している特別支援
教室に係る運営等、今後
の事務事業の適正な遂
行に支障を及ぼすおそ
れがあるため、条例第6条
第6号行政運営情報エに
該当し非公開

子ども・
教育支援
課

59

R2.1.31 H30年度決算における、学校施設
費の消耗品費、備品費の内訳が分
かる文書

R2.2.13 公開 配当金決算額内訳(小学校及び中学
校)(H30年度)

教育総務
課



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

60

R2.2.19 「東村山市本庁舎1階窓口・電話交
換業務委託」(業務委託期間：
R1.8.8～R2.3.31)における、選定業
者の審査時における選定員の議事
録及び全応募団体の評価項目別
得点表

R2.3.4 部分公開 R1年度No.76報告・復命書「本庁舎1
階窓口・電話交換等業務委託に係る
公募型プロポーザル審査委員会(第3
回)」

「受託候補者及び次順位
者以外の提案事業者の
法人名」は、公開すると3
位以下の事業者の点数
及び順位が特定され、事
業者間の優劣について
予断を与え、当該事業者
の競争上の地位その他
正当な利益を害するおそ
れがあるため、条例第6条
第3号法人情報に該当し
非公開

行政経営
課

※任意的申出

「提案事業者の審査項目
ごとの点数の内訳」は、詳
細な点数を公開すると、
事業者の営業上の得手
不得手を示す情報が明ら
かになり、どの事業部門
に重点を置いてどのよう
な経営方法で経営を行っ
ているかを同業他法人に
知られることとなり、今後
同様の委託事業の選定
が行われた際に同業他
法人が有利になるなど、
事業者の正当な権利・利
益を侵害するおそれがあ
るため、条例第6条第3号
法人情報に該当し非公
開

「提案事業者の事業ノウ
ハウに該当する部分」は、
公開すると同業他社に模
倣され事業運営上の利
益を損なうおそれがある
ため、条例第6条第3号法
人情報に該当し非公開



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

61

R2.2.25 1、ごみ処理施設の基本方針策定
　　に関する市民意見交換会
　　(H30.10～12)を受けて開催
　　した庁内会議や検討会等の
　　記録すべて
2、ごみ処理施設の基本方針策定
　　に関する説明会(R1.8～9)を
　　受けて開催した庁内会議や
　　検討会等の記録すべて

R2.3.6 部分公開 ア、基本方針策定に向けた市民意見
　　交換会及びパネル展示アンケート
　　結果の取りまとめ
イ、ごみ処理施設整備に向けた市民
　　意見交換会の議事録のまとめ
　　及び公開
ウ、H30年度第3回東村山市ごみ
　　処理施設整備計画推進本部
エ、R1年度第1回東村山市ごみ
　　処理施設整備計画庁内検討部会
オ、R1年度第2回東村山市ごみ
　　処理施設整備計画庁内検討部会
カ、R1年度第1回東村山市ごみ
　　処理施設整備計画推進本部
キ、ごみ処理施設整備基本方針
　　策定に向けた市民説明会
ク、ごみ処理施設整備基本方針
　　策定に向けた市民説明会
　　(R1.8.25)
ケ、ごみ処理施設整備基本方針
　　策定に向けた市民説明会
　　(R1.8.30)
コ、ごみ処理施設整備基本方針
　　策定に向けた市民説明会
　　(R1.8.31)

エ、カの文書について
「民有地の所在地」は、面
積要件のみで抽出した土
地で、施設整備用地とし
て検討対象に挙げること
につき相手方に未説明で
あり、公開すると市と相手
方の信頼関係が損なわ
れるおそれがあることか
ら、条例第6条第6号行政
運営情報ウに該当し非公
開

スの文書について
「氏名」は、個人に関する
情報であり、特定の個人
を識別出来るもののた
め、条例第6条第2号個人
情報に該当し非公開

施設課



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

サ、ごみ処理施設整備基本方針
　　策定に向けた市民説明会
　　(R1.9.7)
シ、ごみ処理施設整備基本方針
　　策定に向けた市民説明会
ス、ごみ処理施設整備基本方針
　　策定に向けた市民説明会
セ、ごみ処理施設整備基本方針
　　(素案)に関する市民説明会
　　報告書
ソ、R1年度第2回東村山市ごみ
　　処理施設整備計画推進本部
タ、R1年度第3回東村山市ごみ
　　処理施設整備計画推進本部

62

R2.2.25 市立東村山第四中学校ブロック塀
等改修工事の設計内訳書

R2.3.4 公開 市立東村山第四中学校ブロック塀等
改修工事工事設計書

教育総務
課

63

R2.3.2 前川護岸改修工事実施設計委託
の家屋事前調査報告書のうち、以
下の文書
1、自宅及び隣家と前川沿い
　　コンクリートブロック塀の写真
2、自宅敷地内の下水管の地面の
　　亀裂の写真

R2.3.10 公開 前川護岸改修工事実施設計委託家屋
事前調査報告書(H28.3)(請求者宅に
係る平面図及び現場写真)

道路河川
課



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

64

R2.3.13 予算特別委員会において市長が述
べた内容のうち、
1、「コロナウイルスの影響が長引い
　　た場合」の「長引いた」とは
　　具体的に何日程度を想定
　　しているかがわかる一切の文書

R2.3.24 公開 R1年度元文科初第1585号「新型コロ
ナウイルス感染症対策のための小学
校、中学校、高等学校及び特別支援
学校等における一斉臨時休業につい
て(通知)」

指導室 ※任意的申出

2、2.28に行われたというコロナ
　ウイルス対策会議に関し用意
　された資料および事前の検討
　内容ならびに当該対策会議に
　おける議事内容や発言者の
　わかる一切の文書
3、東村山市におけるコロナ
　ウイルス対策に関する検討
　ならびに決定のわかる
　文書の一切

R2.3.27 部分公開 ア、R1年度No.1599報告・復命書
　　「第1回新型コロナウイルスに
　　係る対策会議の開催報告」
イ、R1年度No.1635報告・復命書
　　「第2回新型コロナウイルスに
　　係る対策会議の開催報告」
ウ、R1年度No.1637報告・復命書
　　「第3回新型コロナウイルスに
　　係る対策会議の開催報告」
エ、R1年度第4回新型コロナ
　　ウイルスに係る対策会議
　　次第及び資料
オ、R1年度第5回新型コロナ
　　ウイルスに係る対策会議
　　次第
カ、(仮称)東村山市新型コロナ
　　ウイルス対策連絡会議
　　次第
キ、R1年度第2回コロナウイルス
　　に係る対策本部　次第

イの文書について
「他自治体(東大和市を除
く)の担当者氏名」は、
イの文書は、東大和市が
実施した調査の取りまと
め結果を､当該市より提供
を受けたものであり、当該
市の情報公開条例にお
いては､当該市職員以外
の公務員の氏名を原則
非公開としているところで
あり､当該市の非公開情
報を公にすると､当該市
及び当該市の調査に協
力した他自治体と当市と
の信頼関係が損なわれる
と認められるため､条例第
6条第4号国等協力関係
情報に該当し非公開

エ、オ、カ、キの文書につ
いて
｢議事録｣は､作成中のた
め､文書不存在

健康増進
課

※オ、カ、キは、当日配
付資料無しの会議



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

65

R2.3.24 新型コロナ対策会議の会議録と資
料

R2.4.7 部分公開 ア、R1年度No.1599報告・復命書
　　「第1回新型コロナウイルスに
　　係る対策会議の開催報告」
イ、R1年度No.1635報告・復命書
　　「第2回新型コロナウイルスに
　　係る対策会議の開催報告」
ウ、R1年度No.1637報告・復命書
　　「第3回新型コロナウイルスに
　　係る対策会議の開催報告」
エ、R1年度第4回新型コロナ
　　ウイルスに係る対策会議
　　次第及び資料
オ、R1年度第5回新型コロナ
　　ウイルスに係る対策会議　次第
カ、(仮称)東村山市新型コロナ
　　ウイルス対策連絡会議　次第
キ、R1年度第2回コロナウイルス
　　に係る対策本部　次第
ク、R1年度第3回コロナウイルス
　　に係る対策本部　次第及び資料

イの文書について
「他自治体(東大和市を除
く)の担当者氏名」は、
イの文書は、東大和市が
実施した調査の取りまと
め結果を､当該市より提供
を受けたものであり、当該
市の情報公開条例にお
いては､当該市職員以外
の公務員の氏名を原則
非公開としているところで
あり､当該市の非公開情
報を公にすると､当該市
及び当該市の調査に協
力した他自治体と当市と
の信頼関係が損なわれる
と認められるため､条例第
6条第4号国等協力関係
情報に該当し非公開

エ、オ、カ、キ、クの文書
について
｢議事録｣は､作成中のた
め､文書不存在

健康増進
課

※オ、カ、キは、当日配
付資料無しの会議

66

R2.3.25 野火止用水の市民の不正使用につ
いて

R2.4.7 文書不存
在

野火止用水の市民の不
正利用は、市では現認し
ておらず、よって当該書
類は作成していないため
文書不存在

道路河川
課



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

R2.4.3 文書不存
在

野火止用水の市民の不
正利用は、市では現認し
ておらず、よって当該書
類は作成していないため
文書不存在

みどりと
公園課

67

R2.3.25 東村山市立第一中学校の土日祝
日の警備日誌(R2.2～3月分)

R2.4.7 部分公開 東村山市立第一中学校の「施設管理
業務日誌」(R2.2、3月土曜・日曜・祝日
分)

「委託先業務担当者の氏
名及び印影」は、個人に
関する情報であって、特
定の個人を識別すること
ができる情報であるため、
条例第6条第2号個人情
報に該当し非公開

教育総務
課

68

R2.3.25 ゆりかご・ひがしむらやま事業にお
ける育児パッケージの配付記録(制
度開始から本年度)

R2.4.8 部分公開 子育て応援ギフト在庫管理簿(H30、31
年度分)

「子育て応援ギフト在庫
管理簿(H28、29年度分)」
は、各在庫管理簿の文書
保存年限が1年であり、廃
棄済のため文書不存在

子育て支
援課



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

69

R2.3.31 運動公園(SL)D51684解体済
貸与陳情(メモも含む)及び貸与申
請書とその回答書(承認書)
車両賃借契約書
D51684の履歴を書いたもの
搬入及び式典関係書類(写真も含
む)
JRへの引継書
JRへの解体お伺い書(契約解除)と
その回答書等
解体スケジュールと見積金額等
実際の解体行程の写真等
SLが市へ来た際及び解体される際
の市報記事

R2.4.13 部分公開 ア、車両貸借契約書(S51.10.11付)
イ、契約継続通知書 (S62.2.26付
　　東京西総文第156号)
ウ、車両搬入時及び昭和51年度
　　市民大運動会の写真
エ、蒸気機関車(D51684号)の車両
　　貸借契約の解除及び無償譲渡
　　について(依頼)
　　(R1.7.3付東地市発第113号)
オ、蒸気機関車(D51-684号)の車両
　　賃借契約の解除及び無償譲渡
　　について(回答)
　　(R1.7.18付八総総第100号)
カ、受領証(R1.7.18付東地市収
　　第55号の2)
キ、御見積書(2019.6.12付)
ク、工事工程表
ケ、工事写真
コ、備品異動申請書

ア、イ、オの文書ついて、
「法人代表者の印影」は、
公開すると印影の偽造、
不正使用など事業運営
上の地位が損なわれるお
それがあるため、条例第6
条第3号法人情報に該当
し非公開

ウの文書について
「個人が特定できる写真
の顔(公務員を除く)」
キの文書について
「担当部長及び担当者の
印影」
↑
特定の個人を識別するこ
とができる情報であるた
め、条例第6条第2号個人
情報に該当し非公開

市民ス
ポーツ課

※任意的申出

「D51684の履歴を書い
たもの」及び「SLが市へ
来た際及び解体される
際の市報記事」は、そ
れぞれ「蒸気機関車
D51684」及び「該当市
報記事」を情報提供し
た。



№
請求

年月日
請求公文書の名称又は内容

決定
年月日

決定内容 公開した文書名
部分公開又は非公開

とした部分と理由
所 管 課 備    考

キの文書について
「「品名・仕様」欄のうち、
大項目を除いた詳細な内
訳及びその単価と金額」
は、法人の事業ノウハウ
に該当し、公開すると同
業他社に模倣され事業
運営上の利益を損なうお
それがあるため、条例第6
条第3号法人情報に該当
し非公開



Ⅱ  情報公開運営審議会の状況 

  東村山市情報公開条例は、公文書の公開を求める市民等の権利を保障するとともに、

市は市政について市民に説明する責任があることを定め、情報を公開し説明していく

ことで市民等の市政に対する理解と信頼を深め、公正で開かれた行政を実現すること

を目指しています。 

 情報公開制度を適正に運営し、より良い制度への改善を図っていくため「情報公開

運営審議会」を市長の附属機関として設置しています。市民と学識経験者の７名で構

成され、年２～３回、制度の運用状況や条例改正内容などについて討議しています。

１ 情報公開運営審議会委員    

 区  分 氏      名 職  業  等 備        考 

1 
学識 

経験者 
臼
うす

 井
い

 雅
まさ

 子
こ

 大学教授 

H22.3.1就任。個人情報保

護運営審議会委員、入札

等監視委員会委員を兼任 

 

 

2 
学識 

経験者 
日
く

 下
さか

 直
なお

 喜
き

 

元（社福）昭島市社会福

祉事業団常務理事兼事

務局長、元昭島市役所

企画部長 

H30.3.1就任。個人情報保

護運営審議会を兼任 
 

3 
学識 

経験者 
佐
さ

 藤
と う

 佳
よし

 弘
ひろ

 

大学名誉教授、(株)情報

文化総合研究所 代表

取締役 

H22.3.1就任 会長 

4 市  民 嶋
しま

 田
だ

 節
せつ

 男
お

 元会社員、ボランティア 
H16.3.1就任。個人情報保

護運営審議会委員を兼任 

会長職務

代理 

5 市  民 古
ふる

 瀬
せ

 礼
れい

 子
こ

 民生委員 H18.3.1就任  

6 市  民 松
まつ

 原
ばら

 きみ子
こ

 
福祉協力員、ボランティ

ア 
H11.7.1就任  

7 市  民 森
も り

      聡
さとし

 税理士 
H20.3.1就任。使用料等審

議会委員を兼任 
 

（敬称略・五十音順）     （任期：平成 30年 3月 1日～令和 2年 2月 29日） 

 

 

 

 

 

 



 区  分 氏      名 職  業  等 備        考 

1 
学識 

経験者 
臼
うす

 井
い

 雅
まさ

 子
こ

 大学教授 

H22.3.1就任。個人情報保

護運営審議会委員、入札

等監視委員会委員を兼任 

 

 

2 
学識 

経験者 
日
く

 下
さか

 直
なお

 喜
き

 

元（社福）昭島市社会福

祉事業団常務理事兼事

務局長、元昭島市役所

企画部長 

H30.3.1就任。個人情報保

護運営審議会委員を兼任 
 

3 
学識 

経験者 
佐
さ

 藤
と う

 佳
よし

 弘
ひろ

 

大学名誉教授、(株)情報

文化総合研究所 代表

取締役 

H22.3.1就任  

4 市  民 太
た

刀
ち

岡
おか

 貴
たか

 司
し

 税理士 R2.3.1就任  

5 市  民 廣
ひろ

 田
た

 佳
よし

 郎
お

 大学院生 

R2.3.1就任。総合計画審

議会委員、都市計画審議

会委員、地域公共交通会

議委員を兼任 

 

6 市  民 松
まつ

 原
ばら

 きみ子
こ

 
福祉協力員、ボランティ

ア 
H11.7.1就任  

7 市  民 森
も り

      聡
さとし

 税理士 
H20.3.1就任。使用料等審

議会委員を兼任 
 

（敬称略・五十音順）     （任期：令和 2年 3月 1日～令和 4年 2月 28日） 

※会長・会長職務代理は、令和２年度第 1回情報公開運営審議会で決定されます。 

 

 

２ 審議会の開催内容  

開 催 日 議        事        内        容 

第1回 

R1. 8.27 

・情報公開制度の運用状況報告（平成 31年 2月～令和元年 6月分）及び質疑応

答 

・情報公開条例の改正案（概要）について 

・「附属機関等の会議の公開に関する指針」の平成 30年度運用状況報告 

第2回 

R2．2.26 

・情報公開制度の運用状況報告（令和元年 7月～令和元年 12月分）及び質疑応

答 

・改正後の情報公開条例について 

 



Ⅲ   情報コーナーでの刊行物販売 

 市役所１階の情報コーナーは市政に関する情報提供の場です。市が発行した計画書や市

政資料、統計資料などをどなたでも自由に閲覧・コピーできます。資料の目録は東村山市

ホームページでお知らせしています。販売している資料もあり、令和元年度の販売実績は

以下のとおりです。 

資   料   名 単価（円） 件数 金額（円） 

東村山市全図 200 9 1,800 

東村山市地番全図 200 19 3,800 

東村山市都市計画図 400 36 14,400 

東村山市都市計画道路網図 200 10 2,000 

東村山市都市計画マスタープラン 2000～2020 1,000 2 2,000 

第 4次総合計画基本構想・前期基本計画（2011～2020） 150 1 150 

第 4次総合計画前期基本計画（平成 23年度～27年度） 

5年間の取り組みと成果 
100 1 100 

第 4次総合計画後期基本計画基礎調査報告書 450 1 450 

第 4次総合計画後期基本計画 150 2 300 

第 5次総合計画等 5計画基礎調査報告書 300 2 600 

第 5次総合計画等 5計画アンケート調査報告書 450 1 450 

第 4次行財政改革大綱第 4次実行プログラム 50 1 50 

第 4次行財政改革大綱前期基本方針 

5年間の取り組みと成果 
100 1 100 

平成 30年度市民意識調査結果報告書 250 2 500 

東村山市の人口動態 150 1 150 

人口ビジョン・東村山創生総合戦略 100 2 200 

シティプロモーションアンケート調査報告書 100 2 200 

企業立地及び起業・創業支援に関する調査業務報告書 150 1 150 

転入転出アンケート調査報告書 300 1 300 

東村山市の統計－平成 29年版－ 100 1 100 

東村山市の統計－平成 30年版－ 100  6 600 

子ども・子育て支援事業計画 100 3 300 

第 5次地域福祉計画 400 4 1,600 

地域包括ケア推進計画（平成 30年度～32年度） 250 2 500 

特別支援教育推進計画第 4次実施計画 100 3 300 

スポーツ施策基本方針 50 1 50 

市制施行 50周年記念事業報告書 600 2 1,200 

市制 35周年東村山市勢要覧 1,000 1 1,000 

市税概要（令和元年度） 100 1 100 

財政白書（平成 29年度決算版） 150 18 2,700 



平成 31年度東村山市一般会計予算書 800 4 3,200 

令和 2年度東村山市一般会計予算書 800 7 5,600 

平成 31年度東村山市下水道事業特別会計予算書 100 1 100 

令和 2年度東村山市下水道事業会計予算書 100 2 200 

令和 2年度東村山市介護保険事業特別会計予算書 100 1 100 

令和 2年度東村山市後期高齢者医療特別会計予算書 100 1 100 

令和 2年度東村山市国民健康保険事業特別会計予算書 100 1 100 

令和元年度東村山市一般会計補正予算書（第 2号） 110 1 110 

平成 30年度歳入歳出決算書 900 1 900 

あるぽ－東村山みどりのさんぽみち－のカラーコピー 10 185 1,850 

空堀川川マップのコピー 10 19 190 

多摩六都マップのコピー 10 13 130 

じんけんのもりグッズ ピンバッジ 200 134 26,800 

じんけんのもりグッズ バンダナ 400 9 3,600 

じんけんのもりグッズ 散策マップ 50 22 1,100 

じんけんのもりグッズ クリアファイル 250 24 6,000 

じんけんのもりグッズ ノート 90 36 3,240 

じんけんのもりグッズ エコバッグ 450 128 57,600 

ふるさと歴史館発行の各種歴史図書 ※  65 69,200 

合      計  791 216,270 

ファックス送信サービス 
送信１枚 

50円 
44枚 2,200 

※ ふるさと歴史館発行の各種歴史図書の単価はそれぞれ異なるため、記載していません。 

 

 

 

 

 

販売件数ベスト 5 

順位 資   料   名 単価（円） 件数 金額（円） 

1 
あるぽ－東村山みどりのさんぽみち－ 

のカラーコピー 
10 185 1,850 

2 じんけんのもりグッズ ピンバッジ 200 134 26,800 

3 じんけんのもりグッズ エコバッグ 450 128 57,600 

4 ふるさと歴史館発行の各種歴史図書 
 

65 69,200 

5 東村山市都市計画図 400 36 14,400 

5 じんけんのもりグッズ ノート 90 36 3,240 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

情報公開・個人情報保護不服審査会 



Ⅵ  情報公開・個人情報保護不服審査会の状況 

  市民による情報公開又は個人情報開示等の請求を、実施機関が全部又は一部を拒否

又は存否応答拒否の決定したことに対して、請求者から「審査請求」がなされたとき、

審査庁は原則として裁決をする前に不服審査会に諮問して答申を得なければなりませ

ん。不服審査会は第三者的に適法性を審査する機関です。 

 現在、弁護士 2名・大学教授 1名で構成されており、東村山市長から委嘱されてい

ます。    

１ 情報公開・個人情報保護不服審査会委員    

No 区  分 氏      名 職  業  等 

1 会  長 木
きの

  下
した

  健
けん

  治
じ

 弁護士 

2 委  員 辻
つじ

     洋
よ う

  一
いち

 弁護士 

3 委  員 西
にし

  原
はら

  雄
ゆう

  二
じ

 大学教授 

（定数 3/任期 2年：再任を妨げない。） 

２ 審査会の内容  

令和元年度中の開催はありません。 

 

３ 諮問等の状況（令和元年度） 

種   別 審査請求 新規諮問 
年度末時点で

審議中 
答申 

情報公開請求 0件 0件 0件 0件 

個人情報開示等請求 0件 0件 0件 0件 

 

４ 答申の状況  

令和元年度中に受けた答申はありません。 


