
Ⅰ  平成１９年度情報公開制度の運用状況 

１ 情報公開請求の概要    

  平成１９年度の公開請求（請求・申出）数は７７件あり、平成１８年度の１１３件

から約３割減りました。これは、昨年最も多かった東村山駅西口再開発に関する請求

が減ったためと思われます。請求者別では表１のとおりです。請求の７割は市民から

のもので、請求の多かったものは「市が訴えられた裁判の判決文及び裁判に要した市

負担額がわかる書類」「地方財政状況調査表などの財政関係書類」、「保育園の決算関係

書類」などです。市外の法人等からは、事業者からの「市指定ごみ袋作成業務委託の

入札･契約書類の請求」、新聞社からの「市長・市議会議員選挙における公費負担額が

わかる書類の請求」などがありました。 

 請求に対する決定内容は表２のとおりです。５８．７％が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。非

公開決定の６件のうち３件は文書が存在しないことによる非公開でした。  

 

   ◆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 20 54 70.1% 

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 
0 0  

市内の事務所又は事業所に勤務する者 0 0  

市内の学校に在学する者 0 0  

事務事業に直接利害関係を有する者 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 

16 

(内、法人8) 

23 

(内、法人8) 

29.9％ 

合              計 36 77 100.0％ 

※請求数は、請求書1枚につき1件で計上しています。 

※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 

請求数の77より多く  

なっています。 

 

決 定 内 容 決定件数 比 率 

公     開 31 32.0% 

部 分 公 開 57 58.7% 

非  公  開 6 6.2% 

存否応答拒否 0  

情報提供等による取下げ 3 3.1% 

合     計 97 100.0% 



  部分公開・非公開決定をした６３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：法令で非公開とされている情報   

２号 個 人 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         

３号 法 人 情 報：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 

われるもの  

５号 意思形成過程情報：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 

じるもの         

６号 行 政 運 営 情 報：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 

７号 犯罪予防・捜査等情報：公開すると人の生命、財産等の保護又は犯罪の予防等 

に支障が生じる情報  

 

◆表３ 非公開・部分公開決定をした６３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 

１号 法 令 秘 情 報 2 2.2% 

２号 個 人 情 報 29 31.9% 

３号 法 人 情 報 38 41.7% 

４号 国等協力関係情報 0  

５号 意思形成過程情報 1 1.1% 

６号 行 政 運 営 情 報 3 3.3% 

７号 犯罪予防・捜査等情報 1 1.1% 

文 書 不 存 在 17 18.7% 

合         計 91 100.0% 

※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63より多くなっています。 

 



２ 条例の改正  

改正条例公布日  平成１９年９月１９日 

     改正条例施行日  平成１９年１０月１日 

     改正の内容 

     日本郵政公社が平成１９年１０月１日に解散するため、条例第６条第２号 

ウにあった「日本郵政公社」の文言を削除しました。   

 

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３項に定める写しの作成及び送

付に要する費用として、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  

種   別 件 数 単 価(円) 金 額（円） 

閲   覧 15 100 1,500 

視   聴 0 100 0 

写しの交付 540 100 54,000 

合   計 555  55,500 

 

   ※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費用 

種     別 金 額（円） 

作成費用（コピー代の実費） 63,470 

送付費用（郵送代の実費） 660 

合     計 64,130 

 



４  情 報 公 開 請 求 件 数  （平成１９年４月１日～平成２０年３月３１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）

存否応答
拒否

検討中
(注４）

その他

４月 3 3 1 2 3 1 2

５月 1 2 2 2 2

６月 7 9 8 1 18 12 5
1
（１）

７月 4 5 3 2 5 2 3

８月 7 9 8 1 9 1 5 2
1

（取下げ）

９月 7 8 5 3 8 1 6
1

（取下げ）

１０月 10 11 9 2 11 5 5 1

１１月 4 3 2 1 3 2 1

１２月 4 5 5 6 4 2

１月 3 8 2 6 18 1 16
1
（１）

２月 4 6 5 1 6 1 4
1
（１）

３月 7 8 4 4 8 1 6
1

（取下げ）

合計 61 77 54 23 97 31 57
6
（3）

0
3

（取下げ）

比率（%） - 100.0% 70.1% 29.9% 100.0% 32.0% 58.7%
6.2％
（3.1％）

0.0% 0.0% 3.1%

（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）　(　）内は、文書不存在による非公開決定の内書き。
（注４）　月末時点において公開決定期間未到達、未決定あるいは請求者と連絡が取れないもの。

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１９年４月１日～平成２０年３月３１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 5.2% 市長 環境部 管理課 7 7.2%

市長 会計課 施設課 1 1.0%

秘書課 1 1.0% 秋水園整備計画担当

政策室 広報広聴課 ごみ減量推進課  2 2.1%

企画政策課 5 5.2% 都市整備部 道路・交通課 1 1.0%

政策法務課 10 10.3% 道路補修課

情報推進課 下水道課 1 1.0%

総務部 職員課 1 1.0% 水道課 1 1.0%

人事課 都市計画課 7 7.2%

総務課 市街地整備課 1 1.0%

財務部 管財課 1 1.0% 再開発担当 3 3.1%

契約課 みどりと公園課 3 3.1%

財政課 8 8.2% 教育委員会 教育部 庶務課 1 1.0%

課税課 1 1.0% 学務課 3 3.1%

納税課 1 1.0% 指導室 1 1.0%

市民部 市民課 1 1.0% （学校） 小学校

保険年金課 1 1.0% 中学校

市民生活課 2 2.1% 社会教育課

国際・男女共同参画課 市民スポーツ課 2 2.1%

防災安全課 図書館 1 1.0%

産業振興課 1 1.0% 公民館 2 2.1%

保健福祉部 障害支援課 1 1.0% ふるさと歴史館 1 1.0%

高齢介護課 2 2.1% 選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局 7 7.2%

健康課 農業委員会 農業委員会事務局
生活福祉課 監査委員 監査委員事務局 1 1.0%
児童課 固定資産評価審査委員会

（各子育て推進エリア含む 97 100.0%

子育て推進課
計画担当

10 10.3%
合　　　　　計



６　情 報 公 開 請 求 の 状 況

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

1 H19.4.6

１９東村山市告示９７号｢東村山市都市計画地区計
画萩山地区地区計画の決定に関する告示」の告示
書

H19.4.11 写しの交
付

１９東村山市告示９７号「東村
山都市計画地区計画　萩山地
区地区計画の決定に関する告
示」

都市計
画課

任意的申出
※通常、告示
書の写しは情
報提供する
が、請求者が
公印のついた
公開決定通知
書も欲しいと希
望し情報公開
制度を利用し
た。

2 H19.4.16

東村山市所在の全特別養護老人ホームの全事故
報告書平成12年介護保険法施行以後の全報告書
（ホーム別にお願いします）

H19.5.10 部分公開 東村山市内の特別養護老人
ホームにおける事故報告書（平
成１４年度～１８年度分）

「老人ホームの利用者氏
名、生年月日、年齢、自宅
住所、電話、病名、被保険
者番号、代表者を除く職員
氏名」は第６条第２号個人
情報に該当

「介護保険事業者の代表者
印影」は第６条第３号法人
情報に該当

平成１２、１３年度分は保存
年限５年を経過して廃棄済
のため不存在

高齢介
護課

任意的申出

5/15まで期間
延長



H19.4.24

①選挙管理委員会で行われた会議への提案文
書、レジメ、議事録、決定事項、会議に関連する通
知文、報告文
　　　　　　　↓
「Ｈ１８年度第１５回選挙管理委員会の会議起案、
議事録」
へ請求内容変更

②平成１９年度市長・市議選における開票事務に
ついて、シルバー人材センター（その他含む）の派
遣事務依頼文書など市からシルバーへの文書と、
それに対してのシルバーからの応諾文書。派遣者
名簿、派遣者決定後の誓約書、報償費支払手続き
文書など関連文書の一切。

H19.5.7 部分公開 ア.起案「東村山市選挙管理
   委員会の開催　第15回
   （3/21）」
イ.開票事務従事者委託（市
   議・市長）に関する書類
ウ.平成19年度市議・市長
   選挙開票事務就業者名簿
   （4/22）

アの文書について
「在外選挙人名簿抹消者・
登録申請者の氏名、生年
月日、性別、最終住所、本
籍。投票立会人・期日前投
票立会人の住所、電話。選
挙管理委員の個人の印
影。選挙人名簿に関する調
査及び登録抹消請求書」は
第６条第２号個人情報に該
当

イの文書について
「法人の代表者印影」は第
６条第３号法人情報に該当

ウの文書について
「シルバー人材センター会
員の会員番号、氏名、住
所、電話番号」は第６条第２
号個人情報に該当

5/1請求者来
所。請求内容
を見直し、必
要書類を明確
にしてもらっ
た。

③シルバー人材センターが開票事務に関わるよう
になった最初の経過がわかる文書。

H19.6.19 部分公開 ア.起案「東村山市シルバー
   人材センター等への業務
   委託について」
イ.東村山市議会議員選挙
   投票所投票録
ウ.東村山市長選挙
   投票所投票録

イ、ウの文書について
「投票箱に何も入っていな
いことを確認した選挙人の
住所、氏名、代理投票をし
た選挙人の氏名、投票立
会人の印影」は第６条第２
号個人情報に該当

後日、請求追
加

④東村山市議会議員選挙投票所投票録（期日前
投票分）、東村山市長選挙投票所投票録（期日前
投票分）

H19.7.3 部分公開 ア.東村山市議会議員選挙
   投票所投票録（期日前
　 投票分）
イ.東村山市長選挙
   投票所投票録（期日前
　 投票分）

ア、イの文書について
「投票箱に何も入っていな
いことを確認した選挙人の
住所、氏名、代理投票をし
た選挙人の氏名、投票立
会人の印影」は第６条第２
号個人情報に該当

後日、請求追
加

3
選挙管
理委員
会



⑤東村山市議会議員選挙不在者投票に関する調
書、東村山市長選挙不在者投票に関する調書

H19.10.2 部分公開 ア、東村山市議会議員選挙
     不在者投票に関する調書
イ、東村山市長選挙不在者
     投票に関する調書

ア、イの文書について
「投票管理者・投票立会人
の印影」は第６条第２号個
人情報に該当

後日、請求追
加

4 H19.5.1

東村山駅西口地下駐輪場築造工事業者一覧（元
請、下請等一切）

H19.5.10 部分公開 ア.東村山駅西口地下自転車
   駐車場築造工事請負契約
　 書（約款・仕様書除く）
イ.東村山駅西口地下自転車
   駐車場築造工事下請け
　 業者名簿の承認願

ア、イの文書について
「法人の代表者印影」は第
６条第３号法人情報に該当

「法人の代理人・担当者の
印影」は第６条第２号個人
情報に該当

管財課

5 H19.5.18

東村山駅西口再開発事業の
①地下駐輪場工事②人口地盤工事
について、平成１８年度内に予算執行されたことを
示す書類。支出命令書。

H19.5.30 部分公開 地下自転車駐車場築造工事
（機械設備、電気設備、昇降機
設備）、人工地盤築造工事（本
体）、人工地盤築造工事（電気
設備、昇降機設備）に関する平
成１８年度の支出命令書及び
付属資料

「契約書及び前払金請求
書中の法人の代表者印
影、法人の口座情報、前払
金保証証書中の保証契約
番号、預託金融機関名、
バーコード表示」は第６条
第３号法人情報に該当

再開発
担当



6 H19.6.4

小金井市の一般廃棄物の処理の受け入れ（１９年
度）に当たって
①受け入れの契約書ないし覚書
②受け入れの要請文（小金井市からの）
③②についての東村山市の回答
④東村山市内部での検討文
⑤東村山市の財政処理など関連文書一切

H19.6.14 公開 起案又は報告書８件
ア.多摩地域ごみ処理広域支
   援要請に伴うブロック会議
   の開催について
イ.多摩地域ごみ処理広域支
   援要請に伴う第２ブロック
   会議の開催について
ウ.多摩地域ごみ処理広域支
   援（小金井市）について
   （回答）
エ.小金井市可燃ごみ処理支
   援要請の受入予定量に
   ついて（回答）
オ.多摩地域ごみ処理広域支
   援実施協定に基づく小金
　 井市の可燃ごみ処理支援
   について
カ.平成１９年度多摩地域ごみ
   処理広域支援の要請に
   ついて（回答）
キ.平成１９年度多摩地域ごみ
   処理広域支援に伴う小金
   井市との可燃ごみ焼却
   処理受託契約について
ク.広域支援ごみ処理料納入
   金（平成１９年５月分）の
   調定決議通知書

施設課

7 H19.6.4

近隣住民に対する説明に関する報告（開発住所：
東村山市恩多町３－２０－１１）

H19.6.15 部分公開 開発番号18-44近隣住民説明
報告書

「個人の印影、説明に伺っ
た個人宅での要望・意見等
の内容」は第６条第２号個
人情報に該当

都市計
画課



8 H19.6.4

平成１８年度情報公開請求の運用状況報告書に記
載されている№６、９、１４、４５、７３、１１１の請求に
対し公開した文書のすべて（栄町の用途地域見直
し、久米川駅北口の都民銀行新築工事に関する文
書）

H19.6.7 部分公開 ア.報告書「栄町の都市基盤整
　 備状況に対応した都市計画
   用途地域の見直しについて
   の懇談会の報告」（出席者
   名簿は除く）
イ.東京都日影による中高層建
   築物の高さの制限に関する
   条例を改正前に戻す要望書
   （回答）
ウ.栄町の都市基盤整備状況
   に対応した都市計画用途
   地域見直しについての懇談
   会議事録
エ.起案「東村山市栄町用途地
   域変更に対する反対の件」
オ.栄町の都市基盤整備状況
   に対応した都市計画用途
   地域の見直しについての
   懇談会（第2回Ｈ18.6.28開
   催）議事録
カ.自治会から市への要望書、
　 嘆願書等
キ.市から事業者への意見照
   会書
ク.事業者から市への回答書、
   意見書等
ケ.開発番号18-46建築物の
　 建築事業計画審査願一式
コ.事業計画審査結果通知書

ウ、カ、キ、クの文書につい
て
「自治会長及び法人の代表
者印影」は第６条第３号法
人情報に該当

ケ、コの文書について
「事業主および測量士の印
影」は第６条第３号法人情
報に該当
「マンション部分の各住居
の間取り」は第６条第７号犯
罪の予防情報に該当

都市計
画課

9 H19.6.11

政策室企画政策課職員（政策室長、政策室次長含
む）が岡崎げんき館に出張した分の普通出張命令
個人カード

H19.6.18 非公開 岡崎げんき館への出張はし
ていないため文書不存在

職員課

10 H19.6.12

平成１８年１２月１１日付で関本正一氏より請求の監
査内容がわかるものすべて

H19.6.22 部分公開 「請求人の印影」は第６条
第２号個人情報に該当 監査委

員事務
局



11 H19.6.12

２００６年度市議会政務調査費支出に関する全ての
書類（添付領収書等含む）

H19.6.22 部分公開 平成１８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、政務調査費
   受取金融機関届
イ.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

アの文書について
｢政務調査費受取金融機関
届の口座情報」は第６条第
３号法人情報に該当

ウ、エの文書について
｢市議会議員の携帯電話番
号、お客様カード番号」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。



以下の入札（見積）経過調書
①中央公民館建物管理業務
委託、中央公民館・富士見文
化ｾﾝﾀｰ巡回監視業務委託、
富士見・萩山文化ｾﾝﾀｰ夜間
警備委託、萩山文化ｾﾝﾀｰ建
物管理業務委託、秋津文化ｾﾝ
ﾀｰ建物管理業務委託、秋津・
廻田文化ｾﾝﾀｰ機械警備業務
委託、富士見文化ｾﾝﾀｰ建物
管理及び清掃業務委託、廻田
文化ｾﾝﾀｰ建物管理業務委託
②市立図書館清掃業務委託、
中央図書館警備業務委託、富
士見図書館建物機械警備委
託
③ふるさと歴史館建物管理業
務委託、機械警備業務委託
④児童館分室空調機整備点
検委託、児童館施設警備委
託、栄町・本町児童館空調設
備保守点検委託、北山児童館
空調設備保守点検委託、秋津
児童館空調設備保守点検委
託、保育園機械警備委託

12 H19.6.15

任意的申出
※「庁舎等警
備業務委託、
庁舎等設備保
守管理・営繕
業務委託、庁
舎等清掃業務
委託、市立中
学校トイレ清掃
等業務委託、
児童館建物管
理業務委託」
については平
成18年度に指
名競争入札を
しており、既に
情報コーナー
で入札経過調
書を公表して
いる。

①公民
館
②図書
館
③ふるさ
と歴史館
④児童
課
⑤市民ス
ポーツ課
⑥庶務
課
⑦市民
生活課
⑧管理
課
⑨水道
課
⑩ごみ減
量推進
課

市内公共施設の平成１９年度清掃、警備、設備保
守、管理運営委託契約の入札経過調書（指定管理
者が契約しているものは除く）

①
H19.6.28
②
H19.6.22
③
H19.6.28
④
H19.6.22
⑤
H19.6.28
⑥
H19.6.20
⑦
H19.6.26
⑧
H19.6.21
⑨
H19.6.21
⑩
H19.6.28

すべて公
開



⑤市民スポーツセンター屋内
プール管理業務委託、市民ス
ポーツセンター管理業務委
託、屋外体育施設環境整備業
務委託、運動公園管理事務所
定期清掃委託、スポーツ関係
事業業務委託
⑥市立小学校機械警備業務
委託、市立中学校機械警備業
務委託、市立小学校トイレ清掃
業務委託
⑦集会所清掃等業務委託、集
会所各種設備保守点検委託
⑧秋水園機械警備、清掃業務
委託、園内整備委託
⑨水道事務所機械警備業務
委託、清掃業務委託
⑩美住リサイクルショップ清掃
業務委託、機械警備委託

13 H19.6.19

・「まちづくり交付金都市再生整備計画の提出につ
いて（平成16年度）」
・「まちづくり交付金都市再生整備計画（第１回変
更）の提出について（平成16年度）」
・「まちづくり交付金都市再生整備計画（第２回変
更）（案）の提出について（平成18年度）」
・「まちづくり交付金都市再生整備計画（第２回変
更）の本提出について（平成18年度）」

H19.7.2 公開 下記起案４件
・「まちづくり交付金都市再生
 整備計画の提出について
 （平成16年度）」
・「まちづくり交付金都市再生
 整備計画（第１回変更）の
 提出について（平成16年度）」
・「まちづくり交付金都市再生
 整備計画（第２回変更）（案）
 の提出について（平成18年
 度）」
・「まちづくり交付金都市再生
 整備計画（第２回変更）の
 本提出について（平成18年
 度）」

再開発
担当



平成１８年度の下記起案
ア.東村山市商工会に対する
   補助金の交付
イ.東村山市商工会に対する
   補助事業等実績報告書
ウ.商店会活動育成（青空市
   場）事業補助金の交付
   申請（各商店会ごと）
エ.商店会活動育成（青空市
   場）事業補助金の実績
   報告（各商店会ごと）
オ.商店会活動育成（青空市
   場）事業補助金の請求書
   （各商店会ごと）

カ.商店街等活性化推進事
   業に伴う東京都新・元気
   を出せ！商店街事業費
   補助金の交付申請につ
   いて
キ.商店街等活性化推進事
   業に伴う東京都新・元気
   を出せ！商店街事業費
   補助金の交付決定につ
   いて
ク.商店街等活性化推進事
   業補助金実績報告書の
   受理及び交付額の確定
   （各商店街ごと）
ケ.商店街等活性化推進事
   業補助金の請求書
   （各商店街ごと）
コ.商工会補助金、商店会
   育成事業補助金、商店
   街等活性化推進事業
   補助金の支出負担行
   為伺兼決議書（各商店
   街ごと）

２００６年度の東村山市商工会への補助金支出に
関する書類と収支報告書（各地域の商店会のもの
も含む）に関する全ての書類
※街路灯の光熱費及び改修費の補助金に関する
ものは除く

産業振
興課

「商工会及び各商店会の代
表者の印影、口座情報、利
子補給を受けている事業所
名、代表者名、口座番号、
退職金共済事業を利用し
ている商店の口座情報」は
第６条第３号法人情報に該
当

「アルバイト等の個人の印
影、氏名、住所、電話番
号、個人の給与額がわかる
部分」は第６条第２号個人
情報に該当

部分公開H19.6.29

14 H19.6.19



15 H19.7.5

平成17年度決算カード作成資料 H19.7.11 公開 平成17年度地方財政状況調
査表 財政課

任意的申出

16 H19.7.10

障害者手帳を持たない介護保険の要介護認定者
を、税金の障害者控除対象者と認定する場合の基
準を示した文書全部

H19.7.17 公開 下記起案２件
・｢要介護認定者から障害
　者に準ずる証明の発行」
・｢東村山市障害者控除
  対象者の認定に関する規則
  の制定(障害者に準ずる
　証明書の発行）」

高齢介
護課

17 H19.7.11

西口公益施設について
①庁内における検討経過を示す書類一切（19年度
分）
②公益施設運営検討会に関する書類（会議録を除
く）

H19.7.24 部分公開 下記起案１２件
・西口公益施設運営検討会
 山武市視察に伴う高速道路
 使用料の流用について
・東村山駅西口公益施設運営
 検討会先進施設の視察に
 ついて（通知）
・第7回東村山駅西口公益
 施設運営検討会議事録及び
 要約版
・さんぶの森元気館の視察
・第８回東村山駅西口公益
 施設運営検討会の報告及び
 議事録のＨＰ掲載
・石神井公園ピアレスの視察
・第９回東村山駅西口公益
 施設運営検討会の報告及び
 議事録のＨＰ掲載
・東村山駅西口公益施設運営
 検討会における事例研修
・第１０回東村山駅西口公益
 施設運営検討会の報告及び
 議事録のＨＰ掲載
・東村山駅西口公益施設に
 おける行政窓口コーナーの
 検討(第１回）、（第２回）
・平成19年第１回西口公益
 施設拡大検討会の報告

「東村山駅西口公益施設
運営検討会の傍聴人名簿
中、氏名、住所」は第６条第
２号個人情報に該当

企画政
策課



18 H19.7.11

中学校修学旅行（３年時）の費用内訳（一例として、
平成１９年度第６中学校の見積り、費用決定までの
経過がわかる書類）

H19.7.20 部分公開 修学旅行見積書（一中、三中、
五中、六中、七中）

「費用決定までの経過がわ
かる書類」は、作成していな
いため文書不存在 指導室

19 H19.7.19

平成１８年度の市指定ごみ収集袋作成業務委託の
契約書

H19.7.26 部分公開 平成１８年度市指定ごみ収集
袋作成業務委託の契約書

「受託業者の代表者印影」
は第６条第３号法人情報に
該当 管理課

任意的申出

20 H19.8.1

H18.9頃出された
①全生園の胎児標本の埋火葬許可証(三十数体
分）
②同年供養された身体部分の標本について出され
た証明書関係

H19.8.10 非公開 ①死胎埋火葬許可証は、
死産届書からほとんどの事
項を写して作成するため個
人の秘密に関する記載が
多い。また、死産届書は人
口動態統計作成のための
書類であり、統計調査のた
めに集められた個人の秘
密は保護を要する（公開し
てはならない）という統計法
第14条及び第15条の規定
の対象となる。したがって、
統計法で非公開と定められ
ている死産届書とほぼ同じ
内容の死胎埋火葬許可証
は、東村山市情報公開条
例第６条第１号法令秘情報
及び同条第２号個人情報
に該当し非公開。

②の請求文書は市で作
成、取得していないため不
存在。

市民課

任意的申出

※決定通知書
送付時に、死
産届書及び調
査票等の閲覧
について考え
方が書かれた
厚生省通知を
同封した。な
お、請求者より
「胎児標本の
存在が判明し
て、市が火葬
許可証を発行
するに至る経
過を文書でほ
しい」との申出
が市民課にあ
り、経過説明の
文書を作成し
て郵送してい
る。

21 H19.8.6

（仮称）久米川栄町計画新築工事の協定書の写し H19.8.9 部分公開 協定番号19-10の協定書 「事業主の代表者印影」は
第６条第３号法人情報に該
当

都市計
画課



22 H19.8.7

淵の森対岸の公有地化に関して経過がわかるすべ
ての書類

H19.8.20 部分公開 ア.陳情書の受理（２起案）
イ.起案「淵の森対岸の緑地
   保全に関する陳情への
   回答について」
ウ.起案「淵の森対岸緑地
   の不動産概算報告書の
   作成依頼について」
エ.起案「答申書の受理に
   ついて」
オ.起案「淵の森対岸緑地
   に関する不動産概算価格
   について」

アの文書について
「陳情者及び関係者の自宅
住所、印影、氏名（陳情団
体の代表者、事務局長を除
く）、電話番号、勤務先情
報」は第６条第２号個人情
報に該当

エの文書について
「答申者の住所、氏名、代
理人の住所、氏名、印影」
は第６条第２号個人情報に
該当

オの文書について
「本人の代表者印影」は第
６条第３号法人情報に該当

みどりと
公園課

23 H19.8.8

①障害手当、難病患者福祉手当について受給継
続要件が見直された経過についての公文書
②見直しについてこれまでに請願や陳情をした市
民や団体があれば、そのときの議事録になる公文
書
③平成17年頃からの両手当の見直しが検討された
会議録や起案書

H19.8.22 部分公開 ア．第１回～第７回障害支援課
　　単独事業検討会の議事報
　　告
イ．H１５年度起案「市単独の
　  障害者福祉関係事業の
    再構築（伺い） 」
　　H１６年度起案「市単独事業
　　課内検討会 」「東村山市
　　難病患者福祉手当支給条
　　例の一部を改正する条例 」
ウ．平成１７年度起案「障害者
　　手当制度変更に対する
　　市民からの要望 」

ウの文書について
「面会者の氏名、住所、名
前」は第６条第２号個人情
報に該当

障害支
援課

24 H19.8.16

基準財政需要額総括表の２０００年度から最新年度
のもの

H19.8.23 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１２
年度～平成１９年度分）より｢基
準財政需要額総括票」

財政課



25 H19.8.6

請求者の兄に課税されていたすべての税金につい
て
①納付書
②支払・滞納の状況、誰がどう支払ったかがわかる
もの
（過去１０年以上）

H19.8.20 非公開 税に関する情報は個人の
秘密に当たり職員は守秘義
務を課されているため(地方
税法第２２条)第６条第１号
法令秘情報に該当
また、特定個人のプライバ
シーにかかわる情報のため
同条第２号個人情報にも該
当

納税課

26 H19.8.17

淵の森対岸地の開発計画もしくは開発申請の書類
（相談記録も含めて）。昨年１１月から現在のもの

都市計
画課

所管課から、ま
だ相談も含め
て開発申請等
の書類は出さ
れていない旨
伝えたところ、
本人申出によ
り取下げ

27 H19.8.17

秋津駅、新秋津駅周辺整備事業について現在の
内容がわかるもの。
秋津駅南口まちづくり研究会について、どういう会
か、メンバー構成、氏名、市との会議録など

H19.8.29 部分公開 ア.秋津風便（創刊号～第５号）
イ.秋津駅南まちづくり推進
   協議会の現在までの経緯
ウ.秋津駅南まちづくり推進
   協議会会員名簿

ア、ウの文書について
「推進協議会の会員名（会
長を除く）、住所、電話番
号」は第６条第２号個人情
報に該当

推進協議会と市との会議録
は作成していないため不存
在。

市街地
整備課

H19.9.10 公開 ア.19年度緑地保護区域指定
　 一覧表
イ.緑地保護区域図

H19.9.10 非公開 指定されていない１，０００㎡以
上の緑地の所在地、㎡数

公文書は作成していないた
め不存在

みどりと
公園課

部分公開1件と
して計上

28 H19.8.30

・指定緑地の所在地、㎡数及び地図（ゼンリン上に
おとしたもの）
・指定されていない１，０００㎡以上の緑地の所在
地、㎡数



29 H19.9.3

平成19年4月22日執行の東村山市議会選挙にお
ける
①公費負担の選挙ポスターの請求書及び請求内
訳書
②選挙運動収支報告書の支出の印刷費の部分
③選挙運動収支報告書の総括表もしくは収支総額
の分かる文書(全候補者分)

H19.9.18 部分公開 ア.東村山市議会議員選挙
   公費負担の選挙ポスター
　 の請求書、請求内訳書
イ.東村山市議会議員選挙
   選挙運動費用収支報告
　 書の支出印刷費
ウ.東村山市議会議員選挙
   選挙運動費用収支報告
　 総括表

アの文書について
「ポスター作成業者の代表
者の印影、振込先金融機
関名、預金種別、口座名義
人、口座番号」は第６条第３
号法人情報に該当

選挙管
理委員
会

任意的申出

30 H19.9.6

わくわく保育園設置者株式会社代表取締役久芳一
裕と東村山市(理事者含む)側との保育園開設及び
施設使用補助、職員処遇向上経費補助等の助成
制度化及び実施に関する面談に係る復命書、報告
書等の書類の全部

H19.9.12 公開 下記起案４件
・規制緩和に伴う民間企業の
 保育園認可化の推進につい
 て
・（仮称）わくわく保育園建設
  打ち合わせ（報告）
・（仮称）わくわく保育園打ち
 合わせ（報告）
・東村山市民間保育所運営
 費加算補助規則の一部改正

児童課

31 H19.9.13

①久米川町2-20-4開発審査結果通知に関する書
類（事業計画通知書）
②同上、審査結果に対する事業者の回答に関する
書類

H19.9.20 部分公開 ア.事業計画審査結果通知書
イ.審査結果回答及び協議
    報告書

イの文書について
「事業主及び報告者の代表
者印影」は第６条第３号法
人情報に該当

都市計
画課



32 H19.9.18

・東村山市秋津町５丁目32-32、33所在の山林の不
動産鑑定書
・淵の森公有地化に関して交渉経過の明細

H19.9.25 部分公開 ア.陳情書の受理
イ.陳情書の受理
ウ.「淵の森」対岸緑地保全に
   関する陳情書への回答に
   ついて
エ.淵の森対岸緑地の不動産
   概算報告書の作成依頼に
   ついて
オ.「淵の森対岸緑地の公有
   地化に関する対応について
   （お願い）」文書の授受につ
   いて
カ.「全部公有地化を求める
   要望書（決議）」文書の授受
   について
キ.淵の森対岸緑地に関する
   不動産概算価格について

ア、イ、カの文書について
「個人の自宅住所、氏名、
電話番号、郵便番号、勤務
先情報、印影（事務局長分
を除く）」は第６条第２号個
人情報に該当

オ、カの文書について
「現在交渉中のやり取り内
容等を記載した部分で、公
にすると関係当事者間の信
頼関係が損なわれ今後の
交渉に支障を及ぼすと認め
られる部分」は第６条第６号
行政運営情報のウ、オに該
当

オ、カ、キの文書について
「公有地化への交渉の相手
先である法人名、法人住
所、法人ファックス番号、法
人代表者名、法人代表取
締役の印影」は第６条３号
法人情報に該当

みどりと
公園課

任意的申出

33 H19.9.18

平成１８年１月２４日に開催した栄町３丁目マンショ
ン問題に関する懇談会の参加者名簿

H19.9.21 部分公開 栄町用途地域等の見直しに伴
う懇談会受付簿

「出席した個人の氏名、住
所の詳細、電話番号」は第
６条第２号個人情報に該当

都市計
画課



34 H19.9.21

平成１８年度の認可保育所、認証保育所各園の決
算報告書（収支計算報告書）

H19.10.3 部分公開 ア.各認可保育所の資金収支
   決算内訳表又は資金収支
   計算書
イ.各認証保育所の平成１８年
   度認証保育所事業収支
   計算書

アの文書について
認可保育所りんごっこ保育
園は文書未提出のため文
書不存在

イの文書について
「各認証保育所の代表者印
影、借入先の金融機関名、
園の口座情報」は第６条第
３号法人情報に該当
「個人の給与額がわかる部
分」は第６条第２号個人情
報に該当

児童課

35 H19.9.21

平成１９年度市指定ごみ袋の入札結果について
①仕様書、サイズ別契約単価、契約社名、他のす
べての入札者名と入札金額
②ごみ袋入札指名業者の選定基準

H19.10.3 部分公開 平成19年度市指定ごみ袋の作
成業務委託契約書、受託業者
の特命理由書

「事業主の代表者印影」は
第６条第３号法人情報に該
当 管理課

任意的申出

36 H19.9.26

「公共の用に供する道路の取扱要領」及び「東村山
市固定資産（土地）評価事務取扱要領」

課税課

情報提供によ
り取り下げ

37 H19.10.10

トーホー加工（株）より提出された適正管理化学物
質の使用量等報告書

H19.10.19 部分公開 トーホー加工（株）より提出され
た適正管理化学物質の使用量
等報告書

「法人の代表者印影」は第
６条第３号法人情報に該当

管理課

38 H19.10.15

平成14年4月から補助制度が新設された「職員処
遇向上経費補助金」に関して、わくわく保育園が提
出した同補助金の交付申請に関わる書類の全部

H19.10.22 部分公開 平成１４～１８年度の東村山市
民間保育所運営費加算補助
金交付申請書及び補助項目
表

「保育園事業主の代表者印
影」は第６条第３号法人情
報に該当 児童課

39 H19.10.15

地方財政状況調査票
・歳出内訳及び財源内訳（その２）
・扶助費の内訳

H19.10.16 公開 平成18年度地方財政状況調
査表のうち、
・歳出内訳及び財源内訳（その
２）
・扶助費の内訳

財政課

任意的申出



40 H19.10.17

平成18年度の児童ぎょう虫卵検査業務委託、腎臓
（尿）検査業務委託について、契約単価のわかるも
の

H19.10.24 部分公開 児童ぎょう虫卵検査業務委託、
腎臓（尿）検査業務委託の契約
書（単価がわかる部分を抜粋）

「法人の代表者印影」は第
６条第３号法人情報に該当

学務課

任意的申出

41 H19.10.19

公民館５館の①平成１８年４月～９月の月別利用人
数、利用回数、使用料収入を館別に。免除団体の
利用回数。
②平成１９年４月～９月の月別利用人数、利用回
数、使用料収入を館別に。

H19.11.1 公開 平成18・19年度（各4月～9月）
の公民館利用実績一覧表

公民館

42 H19.10.19

市内集会施設ごとの平成１８年４月～９月、平成１９
年４月～９月の利用団体数（延べ）、利用率、使用
料収入、免除団体の数（利用回数）。平成１８年１０
月～３月も。
※指定管理者が管理運営しているふれあいセン
ターは除く

H19.10.31 公開 市内集会施設ごとの平成１８年
４月～平成１９年３月、平成１９
年４月～９月の利用団体数（延
べ）、利用率、使用料収入、免
除団体の数（利用回数）が記載
された一覧表

市民生
活課



43 H19.10.25

東村山駅西口公益施設について、庁内検討にあ
たって協力いただいた事業者との接触を示す書類
一切（参考資料作成、相談等）

H19.11.7 非公開 請求に合致する公文書は、
複数事業者（７社）から出さ
れた「事業提案書」のみで
ある。
　事業提案書は、西口公益
施設の事業内容等の検討
に資するため、複数の事業
運営会社より参考資料とし
て任意に提出してもらった
ものである。これらは、当該
事業者のノウハウ、企業秘
密が記載されており、公に
することにより、当該法人等
の競争上または事業運営
上の利益が損なわれると認
められるため、第６条第３号
法人情報に該当し非公開。
　また、「事業提案書を提出
した事業者名」を公にする
と、この先予定されている
指定管理者の公募選定に
影響を及ぼし、事業の公平
性にかけるおそれがあるた
め、第６条第６号エの行政
運営情報に該当し非公開。

企画政
策課

44 H19.10.30

①2007年度統一地方選における市長、市議選挙の
各投票所における電子データの記録一切
②シルバー人材センターへの説明会の関連文書、
シルバーへの通知他

H19.11.9 ①公開
②非公開

①年齢別投票者数統計表　5
歳毎(市長･市議）
不在者投票　投票区別受理集
計票(市長･市議）
期日前投票　投票区別受理集
計票(市長･市議）

②シルバーへの説明会開
催連絡は電話で行ったた
め、通知文は不存在 選挙管

理委員
会

部分公開1件と
して計上

45 H19.10.30

平成18年度の決算統計のすべて H19.11.1 公開 平成18年度地方財政状況調
査表 財政課



46 H19.10.30

平成18年度、19年度分の普通交付税、地方特例交
付金等及び臨時財政対策債の発行可能額算出資
料（普通地方交付税総括表、基準財政需要額総括
表含む）

H19.10.31 公開 平成18年度、19年度分の「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」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

47 H19.10.31

小学校給食の民間への調理業務委託契約書（平
成19年度分）

H19.11.13 部分公開 平成19年度東村山市立小学
校給食調理業務委託の契約書
８校分

「受託業者の代表者印影」
は第６条第３号法人情報に
該当

学務課

48 H19.11.13

直近の下記契約の入札（見積）経過調書
・東村山市民スポーツセンター清掃業務委託
・東村山市民スポーツセンター設備保守管理業務
委託

H19.11.22 公開 平成１７年度東村山市民スポー
ツセンター管理業務委託の入
札経過調書（３ヵ年契約） 市民ス

ポーツ課

任意的申出

49 H19.11.19

公共施設における石けん等使用調査一覧の詳細
資料（各施設から出された回答、設問用紙など）

H19.11.30 公開 各施設における石けん等使用
調査一覧及び石けん等使用調
査様式 管理課

50 H19.11.30

1999年4月、2003年4月、2007年4月にそれぞれ執
行の東村山市長、市議会議員選挙の公費負担分
（ポスター、自動車）に関する書類（請求書、領収書
等）の全部（ただし請求者分を除く）

H19.12.13 部分公開 ア.平成１１年４月２５日執行の
   東村山市議会議員・市長
   選挙における「公費負担の
   選挙ポスター請求書」「公
   費負担の選挙運動自動車
   請求書」
イ.平成１５年４月２７日、平成
   １９年４月２２日執行の
   東村山市議会議員・市長
   選挙における「公費負担の
   選挙ポスター請求書及び
   請求内訳書」「公費負担の
   選挙運動自動車請求書
   及び請求内訳書」

ア、イの文書について
「会社印影､振込先金融機
関名、預金種別、口座名義
人、口座番号」は第６条第３
号法人情報に該当
「個人の住所、氏名、電話
番号、印影、振込先金融機
関名、預金種別、口座名義
人、口座番号」は第６条第２
号個人情報に該当

平成１１年の「請求内訳書」
は保存期間５年が終了し廃
棄したため文書不存在

選挙管
理委員
会



①一般廃棄物処理手数料改正についての審議会
議事録の一切（１９年諮問分）

H19.12.20 公開 ア.平成１９年１１月９日付答申
   「一般廃棄物処理手数料
   改正について」
イ.平成１９年度第２回使用
   料等審議会議事録
   （１１月１日開催）

企画政
策課

②ゴミ処理経費について、平成１３年～１８年の経
年変化を種別（可燃・不燃・プラ・粗大）にわけて、
搬入量、収集経費（細分化して）、中間処理経費
（細分化）、最終処分経費（細分化）、合計

H19.12.25 公開 ア.平成１２～１５年度ごみ処理
   コストの推移
イ.平成１６～１８年度の収集
   及びごみ処理費コスト計算
   （概算）

管理課

52 H19.12.12

東村山駅西口公益施設を指定管理者に決定する
にあたって作成した直営・民間委託・指定管理者の
準備経費、ランニングコストのそれぞれの検討資料

H19.12.27 部分公開 平成１９年度第７回指定管理者
制度検討会の報告書

請求に合致する公文書とし
て、左記報告書のほかに
「事業者から出された事業
提案書」がある。これは、西
口公益施設の事業内容等
の検討に資するため、複数
の事業運営会社より参考資
料として任意に提出しても
らったものである。これら
は、当該事業者のノウハ
ウ、企業秘密が記載されて
おり、公にすることにより、
当該法人等の競争上また
は事業運営上の利益が損
なわれると認められるため、
第６条第３号法人情報に該
当し非公開。
　また、「事業提案書を提出
した事業者名」を公にする
と、この先予定されている
指定管理者の公募選定に
影響を及ぼし、事業の公平
性にかけるおそれがあるた
め、第６条第６号エの行政
運営情報に該当し非公開。

企画政
策課

51 H19.12.10



53 H19.12.25
平成１８年度決算統計 H19.12.28 公開 平成18年度地方財政状況調

査表 財政課

54 H19.12.25

決算統計の下記ページを平成７～１７年度分
・２６－２頁　物件費の内訳
・４９頁　地方債年度別償還状況

H19.12.28 公開 平成７～１７年度分の地方財政
状況調査表のうち
「物件費の内訳」及び「地方債
年度別償還状況」

財政課

部分公開 ア.平成１４～１８年度の社会福
   祉事業会計資金収支決算
   内訳書
イ.平成１４～１８年度の民間
   保育所運営費支弁請求書

ア、イの文書について
「理事長の印影」は第６条
第３号法人情報に該当

・平成１１～１８年度の財務
諸表は、文書提出を義務
付けていないため文書不
存在による非公開
・平成１１～１３年度の社会
福祉事業会計資金収支決
算内訳書・民間保育所運
営費支弁請求書は、保存
年限５年が終了し廃棄した
ため文書不存在による非公
開

部分公開1件と
して計上

非公開 ・平成８～１０年度の財務諸
表は、文書提出を義務付け
ていないため文書不存在
による非公開
・平成８～１０年度の社会福
祉事業会計資金収支決算
内訳書・民間保育所運営
費支弁請求書は、保存年
限５年が終了し廃棄したた
め文書不存在による非公
開

任意的申出
※１枚の請求
書で条例施行
前（任意的申
出に該当）と施
行後の公文書
を請求したも
の。請求件数
の表には任意
的申出を計上
していない。

児童課

私立認可保育園のふじみ保育園、つぼみ保育園か
ら提出された下記書類の平成８～１８年度分
・決算書
・財務諸表
・園での保育士等の就労人数のわかる書類

H20.1.10

55 H19.12.28



56 H20.1.21

・小学校給食調理業務委託契約の一切
　８校それぞれの初契約、継続更新も含めこれまで
  のもの全て
・中学校給食の委託契約の一切
　初年度、更新の都度のものも含め一切

H20.2.1 部分公開 ア.平成１５・１６・１７年度市立
   小学校給食調理業務委託
   の契約書(８校分）
イ.平成１９年度市立小学校
   給食調理業務委託の契
   約書(北山小学校：業者
   変更分）
ウ.平成１５・１６・１７・１８．
   １９年度市立中学校給食
   調理業務委託の契約書

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

初契約(平成１１年度久米
川小、平成１３年度中学校)
の契約書は保存年限５年
が経過し、廃棄済みのため
不存在

学務課

57 H20.1.25

わくわく保育園とつばさ保育園の開設からの決算報
告書と関連する書類の全部

H20.1.25 部分公開 ア.わくわく保育園第１期～第６
   期決算報告書（事業活動
   収支計算書、資金収支計算
   書、財産目録、賃借対照表）
イ.つばさ保育園事業活動収支
   計算書、資金収支計算書
   （平成１７、１８年度）

アの文書について
「財産目録中の金融機関
名」は第６条第３号法人情
報に該当

児童課

58 H20.1.31

決議無効確認等請求事件（猛省を促し陳謝を求め
る決議）、控訴、上告事件の判決文

H20.2.13 部分公開 ア.平成５年（行ウ）第４号決議
   無効確認等請求事件の
　 判決文
イ.平成５年（行コ）第１９０号
   決議無効確認等請求控訴
   事件の判決文
ウ.平成７年（行ツ）第１４４号
   の判決文

ア、イ、ウの文書について
「被告の住所、原告・控訴
人・上告人の住所、氏名」
は第６条第２号個人情報に
該当 議会事

務局

任意的申出

59 H20.1.31

損害賠償請求事件（住民訴訟・政務調査費・嘱託
職員の離職報償金）における市負担費用がわかる
文書

H20.2.13 部分公開 下記２件に関する委託契約
書、支出命令書（着手金）
・平成１９年（行ウ）第２８６号
  損害賠償（住民訴訟）請求事
件
・平成１９年（行ウ）第３３５号
  損害賠償（住民訴訟）請求事
件

「弁護士の印影」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
「弁護士の口座情報」は第
６条第３号法人情報に該当
「弁護士の自宅住所、生年
月日」は第６条第２号個人
情報に該当

政策法
務課

任意的申出



H20.2.13 公開 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

議会事
務局

H20.2.13 部分公開 下記２件に関する委託契約
書、協議書、支出命令書（着手
金、成功謝礼）
・平成１５年（ワ）第１５２７０号
  損害賠償請求事件
・平成１５年（行ウ）第４１３号
  議決無効確認等請求事件

「弁護士の印影」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
「弁護士の口座情報」は第
６条第３号法人情報に該当
「弁護士の自宅住所、生年
月日」は第６条第２号個人
情報に該当

政策法
務課

任意的申出損害賠償請求及び議決無効確認等請求事件（保
育園設置認可拒否処分関係）における市負担費用
がわかる文書
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H20.2.13 部分公開 平成１８年（行ウ）第１３６号決議
無効確認等請求事件に関する
委託契約書

「弁護士の印影」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 議会事

務局

H20.2.13 部分公開 平成１８年（行ウ）第１３６号決議
無効確認等請求事件に関する
委託契約書及び支出命令書
（着手金）

「弁護士の印影」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
「弁護士の口座情報」は第
６条第３号法人情報に該当
「弁護士の自宅住所、生年
月日」は第６条第２号個人
情報に該当

政策法
務課

H20.2.13 部分公開 ア.平成１８年（行ウ）第２６１号
   損害賠償（住民訴訟）請求
   事件の判決文
イ.平成１９年（行コ）第６８号
   損害賠償（住民訴訟）請求
   控訴事件の判決文

ア、イの文書について
「原告及び控訴人の住所、
氏名」は第６条第２号個人
情報に該当 秘書課

H20.2.13 部分公開 平成１８年（行ウ）第２６１号損害
賠償（住民訴訟）請求事件に関
する委託契約書及び支出命令
書（着手金、成功謝金）

「弁護士の印影」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
「弁護士の口座情報」は第
６条第３号法人情報に該当
「弁護士の自宅住所、生年
月日」は第６条第２号個人
情報に該当

政策法
務課

H20.2.13 非公開 結審したが判決はまだ出て
いないため文書不存在 児童課

③損害賠償請求事件（補助金不交付決定に対する
損害賠償請求）の裁判の判決文及び市負担費用
がわかる文書

任意的申出①決議無効確認等請求事件の裁判の判決文及び
市負担費用がわかる文書

②損害賠償（住民訴訟）請求事件、控訴事件の裁
判の判決文及び市負担費用がわかる文書
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H20.2.13 部分公開 平成１８年（ワ）第１８８５４号損
害賠償請求事件に関する委託
契約書及び支出命令書（着手
金）

「弁護士の印影」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
「弁護士の口座情報」は第
６条第３号法人情報に該当
「弁護士の自宅住所、生年
月日」は第６条第２号個人
情報に該当

政策法
務課

H20.2.13 部分公開 ア.平成１１年（行ウ）第１９７号
   懲罰処分無効確認等請求
   事件の判決書
イ.平成１５年（行コ）第９２号
   懲罰処分無効確認等請求
   控訴事件の判決書
ウ.平成１６年（オ）第３９６号
   及び平成１６年（受）第３７２
   号の決定書
エ.平成１１年（行ウ）第１９７号
   懲罰処分無効確認等請求
   事件の報酬契約書

ア、イの文書について
「特定の宗教の信者である
ことが明らかになる市職員
の氏名」は第６条第２号個
人情報に該当

ア、イ、ウの文書について
「原告・控訴人・上告人の住
所、氏名」は第６条第２号個
人情報に該当

エの文書について
「弁護士の印影」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

議会事
務局

H20.2.13 部分公開 平成１１年（行ウ）第１９７号懲罰
処分無効確認等請求事件に関
する報酬契約書及び支出命令
書（着手金）

「弁護士の印影」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
「弁護士の口座情報」は第
６条第３号法人情報に該当

政策法
務課

H20.2.13 部分公開 平成１４年（行ウ）第６２号介護
保険納付金賦課決定処分取
消請求事件の判決書

「原告の住所、氏名」は第６
条第２号個人情報に該当 保険年

金課

任意的申出①介護保険納付金賦課決定処分取り消し請求事
件の裁判について判決文及び市負担費用がわか
る文書

任意的申出懲罰処分無効確認等請求事件、控訴、上告事件の
裁判について判決文及び市負担費用がわかる文
書
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H20.2.13 部分公開 平成１４年（行ウ）第６２号介護
保険納付金賦課決定処分取
消請求事件に関する委託契約
書及び支出命令書（着手金、
成功謝金）

「弁護士の印影」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
「弁護士の口座情報」は第
６条第３号法人情報に該当
「弁護士の自宅住所、生年
月日」は第６条第２号個人
情報に該当

政策法
務課

H20.2.13 部分公開 ア.平成１４年（行ウ）第２２０号
   損害賠償（住民訴訟）請求
   事件〔補助参加人分〕の
　　判決文
イ.平成１５年（行コ）第２９１号
   損害賠償（住民訴訟）請求
   控訴事件〔被告分〕の
　　判決文

ア、イの文書について
「原告及び控訴人の住所・
氏名、被告及び被控訴人
の自宅住所」は第６条第２
号個人情報に該当
「被告である法人名、法人
住所、代表取締役の氏名」
は第６条第３号法人情報に
該当

ごみ減量
推進課

H20.2.13 部分公開 ア.平成１４年（行ウ）第２２０号
   損害賠償（住民訴訟）請求
   事件〔補助参加人分〕に関
   する委託契約書、協議書、
　 支出命令書（着手金、
   成功謝金）
イ.平成１５年（行コ）第２９１号
   損害賠償（住民訴訟）請求
   控訴事件〔被告分〕に関
   する支出命令書

ア、イの文書について
「弁護士の印影」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
「弁護士の口座情報」は第
６条第３号法人情報に該当
「弁護士の自宅住所、生年
月日」は第６条第２号個人
情報に該当

政策法
務課

②損害賠償（住民訴訟）請求事件（補助参加人分）
及び控訴事件
③損害賠償（住民訴訟）請求事件（被告分）及び控
訴事件
上記２件の裁判について判決文及び市負担費用
がわかる文書

63 H20.1.31



64 H20.2.4

２００１（Ｈ１３）年１２月２０日と、２００２（Ｈ１４）年１月８
日にわくわく保育園と市保育担当所管が面談をし
た際、わくわく保育園側が提出した書類の全部

H20.2.18 非公開 わくわく保育園側との面談
のみで、文書の提出は求め
ていないため該当する文書
がなく不存在

児童課

65 H20.2.5

平成１８年１２月議会議案｢自転車事故に関する和
解｣に関する事故から和解に至るまでの全ての関係
書類

H20.2.18 部分公開 ア.市道上における自転車転倒
　 事故について
イ.市道上における自転車転倒
   事故に伴う一部保険金請求
   について
ウ.自転車転倒事故の示談交
   渉における弁護士委任に
   ついて
エ.状況のご報告とお願い
オ.市道上における自転車転倒
   事故に伴う一部保険金の
   支払いについて
カ.自転車転倒事故に伴う示談
   書の締結について
キ.自転車転倒事故に伴う保険
   金支払いについて
ク.診断書
ケ.休業損害証明書

すべての文書について
「事故被害者の住所、氏
名、年齢、生年月日、電話
番号、勤務先、職種、採用
日、印影、家族氏名、友人
氏名、口座情報、入院医療
機関、主治医等の氏名」は
第６条第２号個人情報に該
当

アの文書中「入院計画書」
及びイの文書中「医療機関
領収書」は、医療機関独自
の様式であることから事故
被害者の入院･通院先が特
定されるため第６条第２号
個人情報に該当

エの文書中「本人提出文
書」は、事故被害者の生活
状況、職歴、勤務状況、身
体状況等が記載されており
公開すると個人の利益を害
するおそれがある情報であ
り、公開されることを前提に
作成された文書ではないた
め第６条第２号個人情報に
該当

道路・交
通課



H20.2.28 部分公開 平成１４～１８年度のつぼみ保
育園、久米川保育園、花さき保
育園、東大典保育園、ふじみ
保育園の決算書類
ア.施設（社会福祉事業）会計
   収支計算書
イ.貸借対照表
ウ.事業活動収支計算書
エ.資金収支計算書
オ.その他

「久米川保育園の貸借対照
表中の取引先金融機関名」
は第６条第３号法人情報に
該当

H20.3.19 部分公開 下記の財産目録
ア.平成１８年度つぼみ保育園・
　 ふじみ保育園分
イ.平成１８年度久米川保育園
   分
ウ.平成１４～１８年度花さき保
   育園分
エ.平成１４～１８年度東大典
   保育園分

「平成１４～１７年度のつぼ
み保育園・ふじみ保育園、
久米川保育園の財産目
録。平成１４～１６年度の東
大典保育園の財産目録。
平成１４～１８年度の東大典
保育園及び平成１７年度ふ
じみ保育園の貸借対照
表。」は保育園に提出する
義務が無く市が取得してい
ないため不存在。

各財産目録中の
「取引先金融機関名、車両
ナンバー」は第６条第３号
法人情報に該当

「施設入所者の個人氏名」
は第６条第２号個人情報に
該当

※2/28決定分
の公開後、各
園の財産目録
も公開文書に
含めたつもりで
あるとの申出
があったため、
追加で公開決
定した

67 H20.2.18

下水道法に基づく特定施設の届出について下記
項目
・工場又は事業場の名称
・工場又は事業場の所在地
・特定施設の番号
・排水量/日(５０㎥以上）

H20.2.25 公開 事業場一覧表

下水道
課

任意的申し出

66 H20.2.15

社会福祉法人立認可保育園の決算関係書類の全
部(過去５年分)

児童課



①２００７年統一地方選挙（市長・市議選）における
投票用紙の発注先とのやり取り文
②同統一地方選挙における投票用紙の取扱につ
いての打ち合わせ議事録
③同統一地方選挙の残部の投票用紙の現状（保
管若しくは廃棄なのかできるだけ詳しく）

H20.3.10 非公開 ①発注先とのやりとり文書
は作成していないため文書
不存在
②打ち合わせ文書は作成
していないため文書不存在
③残部の投票表紙の現状
については情報提供

２００７年統一地方選挙（市長・市議選）における投
票用紙の支払契約文一切

H20.3.10 部分公開 ア.市議・市長選挙投票用紙
   印刷契約書
イ.市議・市長選挙投票用紙
   印刷の支出負担行為伺
   兼決議書・命令書

「受託業者の代表者印影、
口座情報」は第６条第３号
法人情報に該当

２００７年統一地方選挙（市長・市議選）における投
票用紙の管理表（保管方法）

H20.3.10 公開 ア.期日前投票及び不在者投
    票日別受理集計表（直接
    分、郵送文）市長選挙、市
     議会議印選挙分各１
イ.不在者投票日別交付集計
    表（直接分、郵送文）市長
    選挙、市議会議印選挙分
    各１

③残部の投票
用紙は、市議・
市長選挙別々
に梱包して保
管している旨、
情報提供し
た。

※部分公開１
件として計上

選挙管
理委員
会

68 H20.2.28



①２００７年統一地方選挙（都知事・市長・市議選）
におけるシルバー人材センターへの選挙管理委託
に関して、要請文、回答などやり取り文の一切
②支払、受領書など経理処理に関する文書一切
③開票事務説明会（4/8.4/22）に関連する文書一
切

H20.3.10 部分公開 ア.都知事選挙、市議・市長選
    挙の開票事務就業者名簿
    （4/8,4/22分。シルバー
    から送られたもの）
イ.都知事選挙、市議・市長選
   挙の開票事務従事者委託
   料の支出負担行為伺兼決
   議書・命令書
ウ.都知事選挙、市議・市長選
   挙の開票事務説明会資料

アの文書について
「シルバー人材センター会
員の会員番号、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
「シルバー人材センターの
口座情報、代表者の印影」
は第６条第３号法人情報に
該当

ウの文書について
「シルバー人材センター会
員の氏名」は第６条第２号
個人情報に該当

①開票事務説明会（4/8.4/22）の説明会参加者確
認簿
②当日の参加者一覧、参加確認報告書など

H20.3.10 非公開 ①シルバー人材センター職
員が説明会参加者を確認
している。市は名簿を作成
していないため文書不存在
②当日、市が作成した参加
者確認一覧表にてシル
バー開票従事者を確認
後、一覧表を破棄したため
不存在。参加者確認報告
書は作成していないため不
存在。

①シルバー人
材センターとは
電話でやり取り
したため、文書
として保管して
いるものは公
開した名簿の
み
③説明会に関
する文書は公
開した資料の
み。起案書、
報告書等の作
成なし

※部分公開１
件として計上

69 H20.2.28
選挙管
理委員
会



70 H20.3.4

以下８件の裁判の提訴年月日、裁判費用、裁判結
果がわかるもの
①違法行為差止等請求事件（西武園競輪）
②同控訴事件2件
③同上告事件
④補助金交付決定取消等請求事件（青少年団体）
⑤同控訴事件
⑥同上告事件
⑦損害賠償請求事件（廻田町の土地取得及び処
分）

H20.3.17 部分公開 ア.昭和51年（行ウ）第35号違
　法行為差止等請求事件（西
  武園競輪）の報酬契約書
イ.昭和60年（行ウ）第99号
   補助金交付決定取消等
   請求事件（青少年団体）の
   報酬契約書、訴状及び
   判決書
ウ.昭和63年（行コ）第58号
   補助金交付決定取消等
   請求控訴事件（青少年
   団体）の控訴状及び
   判決書
エ.平成元年（行ツ）第125号
   補助金交付決定取消等
   請求上告事件（青少年団
   体）の上告状及び判決書
オ.昭和61年（行ウ）第54号
   損害賠償等住民訴訟
   請求事件（廻田町の土地
   取得及び処分）の訴状
   及び取下書

すべての文書について
「被告及び証人（市職員除
く）の氏名、住所、印影、被
告が代表をつとめる団体名
称など個人が特定される情
報」は第６条第２号個人情
報に該当

イ、ウ、エの文書について
「被告が代表をつとめる団
体の口座情報」は第６条第
３号法人情報に該当

「請求された①の訴状及び
判決書、②③に関する一切
の公文書、③～⑤の報酬
契約書」はそもそも市が取
得していないため不存在。

「請求対象事件すべての支
出命令書」は保存年限１０
年経過により廃棄したため
不存在。

政策法
務課

任意的申出

71 H20.3.5

平成20年度市指定ごみ袋の入札・見積り合わせ・
随意契約の結果と契約書、仕様書。ごみ袋種類別
の1枚あたりの単価。入札・見積り合わせ・随意契約
の指名業者、選定の基準。入札・見積り合わせの場
合は応札全指名業者の応札結果。

H20.5.2 部分公開 ア.平成20年度一般廃棄物指
　 定収集袋製造及び配送委
   託契約書、仕様書
イ.特命理由書
ウ.入札（見積）経過調書

「受託者の代表者印影」は
第６条第３号法人情報に該
当

管理課

任意的申出
※契約締結は
4月以降のた
め5/2まで期間
延長



72 H20.3.5

東村山駅公益施設指定管理者に応募した全ての
団体の応募書類のうち①事業者の概要書②実務
実績③事業運営に関する計画書④指定管理料計
算書(上記のものに、施設説備準備経費、年間運営
収支計画、事業計画(企業自主事業計画書、市民
個人。団体利用計画書の料金体系を含む））

H20.3.18 部分公開 指定管理者応募書類（全５社
分）のうち
ア.指定申請書
イ.事業者概要書
ウ.実務実績

「事業者の代表者印影」は
第６条第３号法人情報に該
当

応募書類のうち「事業運営
に関する計画書、指定管理
料計算書及びこれらに付随
する施設設備準備経費、年
間運営収支計画、事業計
画（企業自主事業計画書、
市民個人・団体利用計画
書の料金体系を含む）」は
第６条第３号法人情報及び
第５号意思形成過程情報
に該当

企画政
策課

６月議会での
指定管理者指
定の議決前の
ため

73 H20.3.5

東村山駅西口再開発まちづくり交付金の対象事業
の交付要綱に基づく、国土交通大臣に提出した計
画書の一切(要綱第7に記載されたもの）。対象事業
ごとに出していればそれごとに。変更届を出したと
すれば変更前後両方。

H20.3.14 公開 下記起案４件
・「まちづくり交付金都市再生
 整備計画の提出について
 （平成16年度）」
・「まちづくり交付金都市再生
 整備計画（第１回変更）の
 提出について（平成16年度）」
・「まちづくり交付金都市再生
 整備計画（第２回変更）（案）
 の提出について（平成18年
 度）」
・「まちづくり交付金都市再生
 整備計画（第２回変更）の
 本提出について（平成18年
 度）」

再開発
担当



74 H20.3.10

りんごっこ保育園に対して平成20年2月18日付けで
行われた職員配置についての改善要請に関する
書類一切
※保育園側からこれに対して提出されたものがあれ
ばそれもお願いします。（改善するとかしないとか返
上するとかいうもの）

H20.3.19 部分公開 ア.平成20年2月15日付起案書
   「りんごっこ保育園職員等の
   改善」
イ.平成20年2月20日付収受
   文書「事務連絡（常勤職員
   等について）」
ウ.平成20年3月5日付収受
   文書「2月18日付け貴殿
   名義の文書について」

ア、イの文書について
「保育園の職員（園長を除
く）の氏名」は第６条第２号
個人情報に該当

イ、ウの文書について
「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

75 H20.3.14

・西武園競輪事件に要した費用を明示する文書一
切（上告審まで）
・ドナルド事件に要した費用を明示する文書一切
（上告審まで）
・損害賠償請求事件（廻田町の土地取得及び処
分）に要した費用を明示する文書一切

政策法
務課

任意的申出

※3.17請求者
より連絡があり
取下げ

76 H20.3.18

平成７～17年度、19年度の決算統計のうち、
・扶助費の内訳
・施設の管理費等の状況
・歳出内訳及び財源内訳（その２）、（その４）
・一般行政経費の状況
・投資的経費の状況（その２）（１）補助事業費、（２）
単独事業費、（３）合計

H20.3.25 部分公開 平成７～17年度までの地方財
政状況調査表のうち
「歳出内訳及び財源内訳（その
２）」
「歳出内訳及び財源内訳（その
４）」
「施設の管理費等の状況」
「扶助費の内訳」
「投資的経費の状況その２用地
取得の状況（１）補助事業費」
「投資的経費の状況その２用地
取得の状況（２）単独事業費」
「投資的経費の状況その２用地
取得の状況（３）合計」

平成１６～17年度までの地方財
政状況調査表のうち
「一般行政経費の状況」

「平成１９年度地方財政状
況調査表」については、決
算を迎えていないため未作
成

「一般行政経費の状況」に
ついては、平成１６年度から
実施された調査のため、１５
年度以前は不存在

財政課



77 H20.3.19

平成１９年に実施された市長・市議会議員選挙にお
ける公費負担の項目別一覧の全候補者分。同じく
ポスター費用においての請求内訳書の写しを全候
補者分。

H20.3.31 部分公開 ア.市議会議員・市長選挙公費
    負担支払額一覧表
イ.市議会議員・市長選挙
    ボスター請求書内訳
    （全候補者分）

イの文書について
「候補者の訂正印」は第６
条第２号個人情報に該当 選挙管

理委員
会

任意的申出



７  情報公開請求に係る訴訟

・第１審（参考資料）

事件番号 事　件　名 被　告

裁判所名 請求内容 担当所管

平成18年
(行ウ)
第328号

東京地方
裁判所

公文書非開示決定取消請求事件

東村山市が平成18年5月9日付で
原告に対して行った、平成17年度
廃棄物減量等推進審議会議事録
（第1回～第5回）の部分公開決定
のうち、「発言した委員氏名を公開
することができない」とした部分の
取り消しを求める。

東村山市

ごみ減量
推進課

H18.7.5 Ｈ18.8.30
Ｈ18.10.18
Ｈ18.11.29
Ｈ19.1.17

H19.3.16 1、原告の請求を
　　棄却する。
2、訴訟費用は
    原告の負担と
    する。

本件非公開部分に記載された審議会委員の氏
名は、情報公開条例第6条第2号本文に規定
する情報に該当し、同号ただし書アからウまで
に列挙された例外的に公開すべき情報には該
当しないから、これを非公開とした本件処分は
適法というべきである。

提訴日 口頭弁論日 判決日 主　　　文 判決要旨



・第２審

事件番号 事　件　名 被控訴人

裁判所名 控訴の趣旨 担当所管

平成19年
(行コ)
第124号

公文書非開示決定取消請求控訴
事件

東村山市

東京高等
裁判所

1、原判決を取り消す。
2、東村山市長が平成18年5月9日
   付で控訴人に対してした、審議
   会議事録の部分公開決定のう
   ち、発言者氏名を公開すること
   ができないとした部分を取り消
   す。
3、訴訟費用は、第1、2審とも
   被控訴人の負担とする。

ごみ減量
推進課

H19.3.30

提訴日 口頭弁論日 判決日 主　　　文 判決要旨

①控訴人は、発言者氏名は「公表することを目
的として作成し、又は取得した情報」に該当す
る等主張する。しかしながら、「東村山市附属機
関等の設置及び運営に関する要綱」は、第8条
第4号において「会議の公開については、情報
公開条例の定めるところによる」とし、公開の可
否及び範囲を同条例にゆだねている。審議会
の議事録の公開のあり方について、同要綱は
情報公開条例の定め以上に公開すべき範囲を
広げているものではなく、条例の定めにより公
開すべき範囲以外の事項については、各審議
会の自主的な判断にゆだねられているところ、
本件審議会議事録は、審議における個々の発
言にかかわる発言者の氏名まで公開することを
目的として作成されているものではないと認め
られる以上、その発言者の氏名をもって「公表
することを目的として作成し、または取得した情
報」に当たるということはできない。

②控訴人は、東村山市には公務を遂行するに
当たり、発言者の所属及び氏名を明らかにする
慣行がある等主張する。しかしながら東村山市
情報公開条例においては、公文書のうち情報
公開条例第6条第2号の個人識別情報が記録
されている部分については、同号ただし書の例
外事由に該当するものでない限り公開を請求
することができないものとされており、「慣行とし
て公にされている情報」は例外事由に含まれな
い。また、発言者氏名が例外事由に該当すると
認めるに足りる証拠はない。

よって原判決は相当であり、本件控訴は理由
がないから棄却する。

H19.6.6 H19.8.29 1､本件控訴を棄却
   する。
2､控訴費用は控訴
   人の負担とする。


