
令和元年度運用状況 目次 

 

 

情 報 公 開 制 度 

 

Ⅰ  情報公開制度の運用状況 

  １  情報公開請求の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 

 ２ 条例の改正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 

３ 公開手数料等の歳入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 

 ４  情報公開請求件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 

  ５  情報公開請求の所管別内訳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 

  ６  情報公開請求の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 

 

Ⅱ  情報公開運営審議会の状況 

  １  情報公開運営審議会委員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 101 

  ２  審議会の開催内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 102 

 

Ⅲ  情報コーナーでの刊行物販売・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 103 

 

個 人 情 報 保 護 制 度 

 

Ⅳ  個人情報保護制度の運用状況 

  １  個人情報保護制度の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 105 

  ２ 条例の改正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 108 

３ 写しの作成費用等の歳入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 109 

  ４  個人情報保護に関する条例運用状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 109 

  （１）  個人情報に係る業務の新規届出・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 109 

  （２）  個人情報に係る業務の変更・廃止届出・・・・・・・・・・・・・・・ 113 

  （３）  個人情報に係る本人以外収集の諮問・・・・・・・・・・・・・・・・ 113 

（４） 要配慮個人情報等の収集の諮問・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 113 

（５） 個人情報に係る目的外利用の諮問・・・・・・・・・・・・・・・・・ 113 

  （６）  個人情報に係る外部提供の諮問・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 114 

  （７）  請求件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 114 

  （８）  請求に対する決定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 115 

  （９）  審査請求件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 115 

  （10）  審査請求による決定件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 115 

 （11） 外部委託処理に係る諮問・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 116 



  ５  個人情報の開示請求件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 120 

 ６ 個人情報の開示請求の所管別内訳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 121 

  ７  個人情報の開示請求の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 122 

             

Ⅴ  個人情報保護運営審議会の状況 

  １  個人情報保護運営審議会委員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 150 

  ２  審議会の開催内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 151 

   

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 

  １  情報公開・個人情報保護不服審査会委員・・・・・・・・・・・・・・・・ 152 

  ２  審査会の内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 152 

  ３  諮問等の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 152 

  ４  答申の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 152 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

個 人 情 報 保 護 制 度 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ⅳ   令和元年度個人情報保護制度の運用状況 

１ 個人情報保護制度の概要        

東村山市個人情報保護に関する条例は、個人の人格的権利利益を保護するため、個

人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、個人情報の開示請求等の

権利を保障することにより、市民の基本的人権を擁護することを目的としています。 

令和元年度の個人情報開示等請求数は 37件で、この 5年間は約 30件から 40件を

推移しています。（27年度 29件、28年度 40件、29年度 28件、30年度 43件）。今年度

の請求内容で多いものとしては、「自分の住民票・戸籍に関する証明書・印鑑登録証明

書を自分以外の誰かが取得していないか調べてほしい」というものでした。 

 

  （１）個人情報（条例第 2条第 1号） 

個人情報とは､生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するもの

をいいます。 

ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画若しくは電

磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用い

て表された一切の事項（個人識別符号を除く。）をいう。)により特定の個人を識

別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人

を識別することができることとなるものを含む。) 

イ 個人識別符号が含まれるもの 

「個人に関する情報」とは､住所、氏名、性別、生年月日はもとより職業、電話番号、

国民年金手帳や国民健康保険証の番号、個人の思想・信条、身体的特性、健康状態、

成績、財産、収入状況、家族状況など個人の属性に関する全ての情報が該当します。 

 

（２）個人識別符号（条例第 2条第 2号） 

個人情報のうち、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法

律第58号。以下「行政機関個人情報保護法」という。)第2条第3項に規定する個人識別

符号をいいます。同法の施行令及び施行規則で具体的に指定されており、指紋、声

紋、手のひらの静脈の形状、目の虹彩の模様、顔かたち、歩き方などの個人の身体の

特徴をデジタルデータ化したもののほか、旅券や運転免許証の番号、基礎年金番号、

マイナンバー、健康保険や介護保険の被保険者証の記号番号といった個人に割り当

てられた文字、番号、記号等をいいます。 

 

（３）要配慮個人情報等（条例第 2条第 3号） 

個人情報のうち、行政機関個人情報保護法第2条第 4項に規定する要配慮個人

情報及び次に掲げる個人の人格的権利利益を損なうおそれのあるものをいいます。 

  ア 思想・支持政党及び宗教に関する個人情報 

イ 集会・結社・言論・出版及び表現の自由に関する個人情報   

ウ 懲罰に関する個人情報 

エ その他個人的秘密を侵すおそれのあるもので、東村山市個人情報保護運

営審議会(以下「運営審議会」という。)の意見を聴いて決定した個人情報 



   法で定める「要配慮個人情報」には、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の

経歴、犯罪による害を被った事実、身体・知的・精神（発達）障害その他の心身

の機能の障害があること、健康診断等の結果、 医師等による指導・診療・調剤を

受けた内容、刑事事件の被疑者・被告人として逮捕・捜索等の手続が行われたこ

と、少年法に基づく調査・審判・保護処分等の手続が行われたことが該当します。 

 

（４）公文書（条例第 2条第 4号） 

東村山市情報公開条例(平成10年東村山市条例第28号)第2条第2号に規定する

公文書をいいます。 

 

（５）特定個人情報（条例第 2条第 5号） 

個人情報のうち、個人番号が一緒に記載されているものをいいます。例えば、請求

者の個人番号が書かれた児童手当の認定請求書は、特定個人情報に該当します。 

個人番号とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律（平成25年法律第27号。通称「番号法」。）第2条第5項に規定する個人番号を

いい、当該個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その

他の符号であって、住民票コード以外のものを含みます。 
 

  （６）個人情報を取り扱う市の実施機関（条例第 2条第 8号） 

市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査

委員会及び議会の各機関が、条例上の実施機関です。  

 

  （７）個人情報の収集制限と届出制度（条例第 5条、第 6条）  

     ① 直接収集の原則          

個人情報の収集をするときは、本人から直接収集することが原則となっていま

す。 

     ② 必要最小限の収集 

個人情報を収集する場合は、業務の目的を明確にし、法令等に基づく届出、

申告等必要最小限の範囲で、適法かつ公正に収集することになっています。 

     ③ 要配慮個人情報等の収集禁止  

思想・信条・宗教に関する個人情報、表現の自由に関する個人情報、社会的

身分に関する個人情報、犯罪及び懲罰に関する個人情報、病歴や心身の障害

に関する個人情報、その他個人的な秘密を侵すおそれのあるものは、原則として

収集できません。   

     ④ 業務の届出        

実施機関が新たに個人情報に係る業務を開始しようとするときは、業務の名称、

開始年月日、利用目的、対象となる個人の範囲、記録項目、記録項目に要配慮

個人情報等が含まれているか否か、保存方法、保存期間を市長に届け出て承認

を得なければなりません。市長は届出を承認したときは運営審議会に報告し、告

示により公表することになっています。  

   



  （８） 個人情報の目的外利用・外部提供の制限（条例第 7条） ※特定個人情報を除く。 

     ① 目的外利用及び外部提供の制限  

個人情報は、原則として本来の収集目的以外に利用することはできません。目

的外の利用ができるのは、本人の同意を得たとき、法令に特別の定めがあるとき、

法令等に定める所掌事務の遂行に必要な限度で利用することに相当の理由があ

るとき、運営審議会の意見を聴いて決定したときに限られます。 

市の実施機関以外への個人情報の提供も、本人の同意を得たとき、 法令に特

別の定めがあるとき、本人の生命等に対する危機回避の必要があるとき、国・独

立行政法人等への提供で法令に定める事務の遂行に必要な限度で利用されると

き、運営審議会の意見を聴いて決定したとき等を除き、行うことができません。  

     ② 通信回線による電子計算機の結合による外部提供の制限 

通信回線により電子計算機を結合して個人情報を外部提供できるのは、法令

に特別な定めがあるとき、本人の同意を得たとき、個人情報について必要な保護

措置が講じられており、かつ、運営審議会の意見を聴いて決定したときに限られ

ます。 

 

（９） 個人情報を取扱う業務委託の制限、受託者の義務（条例第 22条、第 23条） 

      個人情報を取扱う事務を外部に委託しようとするときは、あらかじめ委託内容や条

件について運営審議会の意見を聴くことが必要です。契約の際には、個人情報保護

のために必要な措置（契約書に秘密保持義務、第三者への情報提供禁止規定を盛

り込む等）を講じなければなりません。   

受託者に対しては、受託した業務の範囲を超えて個人情報を収集・加工・利用す

ること等を禁止するほか、受託した業務に関して知り得た個人情報を他人に漏らして

はならないことを規定しています。   

 

（１０） 特定個人情報の利用及び提供の制限（条例第 8条、第 9条） 

特定個人情報は、原則として収集時の目的以外に利用することはできません。目

的外の利用ができるのは、本人の生命・身体・財産に対する危険を避けるためにや

むを得ない場合であって、本人の同意があり又は本人の同意を得ることが困難であ

る場合に限られます。 

  特定個人情報の提供については、法令に特別の定めがある場合（番号法第 19 条

各号の規定に該当するとき）以外は禁止されています。 

 

  （１１） 自己に係る個人情報のコントロール権 ※特定個人情報を除く。 

（条例第 11条、第 12条、第 13条第 1項、第 14条第 1項）   

市民は、市が保有している自己に係る情報に関して次の請求権が認められていま 

す。請求は総務課情報公開係で受け付けます。    

① 開示の請求  

自己に係る情報の開示請求をすることができます。  

② 訂正の請求 

自己に係る情報に誤りがあるときは、訂正請求をすることができます。 

 



③ 消去の請求 

自己に係る情報が、条例第６条に規定する制限を超えて収集されたときは、消

去請求をすることができます。 

④ 目的外利用及び外部提供の中止の請求 

自己に係る情報が、条例第７条に規定する制限を超えて目的外利用又は外部

提供されたときは、その中止請求をすることができます。 

 

（１２） 自己に係る特定個人情報に関するコントロール権 

（条例第 11条、第 12条、第 13条第 2項・第 3項、第 14条第 2項） 

市民は、市が保有している自己に係る特定個人情報に関して次の請求権が認め

られています。請求は総務課情報公開係で受け付けます。 

① 開示の請求  

自己に係る特定個人情報の開示請求をすることができます。  

② 訂正の請求 

自己に係る特定個人情報に誤りがあるときは、訂正請求をすることができます。 

③ 消去の請求 

自己に係る特定個人情報が、番号法第 20 条に規定する制限を超えて収集若

しくは保管されているときは、消去請求をすることができます。 

また、自己に係る特定個人情報が、番号法第 29条に規定する制限を超えて作

成された特定個人情報ファイルに記録されているときも、消去請求をすることがで

きます。 

④ 利用及び提供の中止の請求 

自己に係る特定個人情報が、条例第 8条又は第 9条に規定する制限を超えて

利用又は提供されているときは、その中止請求をすることができます。 

 

（１３） 救済措置（条例第 19条） 

個人情報の開示、訂正、消去、目的外利用・外部提供等の中止請求に対する

実施機関の決定又は不作為について不服のある者は、行政不服審査法（平成26

年法律第 68 号）に基づく審査請求を行うことができます。審査請求があった場合

は、審査庁は第三者機関である情報公開・個人情報保護不服審査会に諮問し、

その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。 

 

２ 条例の改正 

 元年度に条例の改正は行いませんでした。 

 

 

 

 

 

 



３ 写しの作成費用等の歳入 

条例第18条により、個人情報の開示に係る手数料は無料となります。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金額は下記のとおりです。 

 

  ◆ 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） 

9,880 

送付費用（郵送代の実費） 166 

合     計 10,046 

 

４ 個人情報保護に関する条例運用状況 

（１） 個人情報に係る業務の新規届出（条例第 5条第 1項）               31 件 

① 市長 29件 

② 教育委員会 2件 

③ 選挙管理委員会 0件 

④ 監査委員 0件 

⑤ 農業委員会 0件 

⑥ 固定資産評価審査委員会 0件 

⑦ 議会 0件 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



実施
機関名

課名 業務の名称 個人情報を取り扱う目的

資産マネジメント課 東村山市公民連携地域プラットフォーム業務
会員の登録、セミナーの開催の連絡調整、メールマガジンの配信のため。セミナー実施に伴い、研修講
師に謝礼を支払うため

人事課 インターシップ業務
インターンシップ実施に伴い、配置職場の決定やその後の管理を行う際など、対象学生の個人情報を取
り扱う必要があるため

総務課 公用車ドライブレコーダーに関する業務
交通事故や犯罪発生時に録画映像による事実確認を可能とするため、公用車にドライブレコーダーを設
置する

市民相談・
交流課

ホストタウン国際交流事業
東京2020オリンピック・パラリンピックを契機とした、中国のホストタウンの啓発のために招へいした、中
国からの高校生留学生の留学に関する連絡調整、通知等を行うことや、ホームページ、報告書等の作成
に伴い、写真を含めた活動情報を掲載するため

障害支援課 臨時職員の雇用事務 臨時職員の任用、臨時職員との連絡調整、賃金の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

相談支援事業所指定事務 相談支援事業所の指定申請に伴い、管理者等の職員の個人情報を取り扱う

手話通訳者登録事務
手話通訳者登録試験の実施、合格者の登録に伴い、審査員や実技者等の試験関係者及び受験者の個
人情報を取り扱う

障害福祉サービス事業所等への補助金等
支払事務

障害福祉サービス事業所等への各種補助金等の申請や請求時における審査及び支払に必要な情報を
取り扱う

都営交通無料乗車券発行事務 東京都より受託している都営交通無料乗車券の発行事務に必要な情報を取り扱う

ＮＨＫ受信料免除受付事務 ＮＨＫ受信料免除申請に必要な情報を取り扱う

障害者団体・施設との調整に関する事務 要望への対応や懇談会等、団体や施設との調整において必要な情報を取り扱う

グループホーム入居者家賃助成
東京都内のグループホームに入居している対象者に対し、東村山市障害者グループホーム家賃助成の
申請事務に必要な情報を取り扱う

重度身体障害者等緊急通報・
火災安全システム事業

重度身体障害者等に対し、緊急通報システム事業及び火災安全システム事業を行うための申請事務に
必要な情報を取り扱う

市　長



実施
機関名

課名 業務の名称 個人情報を取り扱う目的

身体障害者等住宅設備改善費の給付 住宅設備の改修又は設置に係る費用を給付するための申請事務に必要な情報を取り扱う

中等度難聴児補聴器購入費の助成
中等度難聴児の補聴器の購入に要する費用の一部を助成するための申請事務に必要な情報を取り扱
う

医療保護入院に際して市町村が行う入院同意
精神保健指定医の診察の結果、精神障害者であって医療保護入院の必要がある者のうち、扶養義務者
等がいない者に対し、市町村長が保護者となる市長同意による入院のための同意書に必要な情報を取
り扱う

精神障害者保健福祉手帳交付申請 精神障害者保健福祉手帳交付等に関する申請のための事務に必要な情報を取り扱う

心身障害者ガソリン費・タクシー費補助に
関する業務

心身障害者ガソリン費・タクシー費補助の支給に関する業務

健康増進課
東村山市骨髄移植ドナー支援事業

補助金の交付
補助金の交付にあたり申請者及び提供者（ドナー）の情報が必要なため

特定健康診査集団健診の申込受付業務 集団健診の申込受付を行うにあたり、対象者の情報が必要なため

地域福祉
推進課

福祉事務所実習による実習生の受入 受入をする実習生の情報を管理するため

子ども育成課 市立保育園における保育実習生の受入れ 受入をする実習生の情報を管理するため

子ども政策課
第２期東村山市子ども・子育て支援事業計画

作成に係る利用希望把握調査
上記計画の作成に当たり、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業を利用する児童の保護者に対す
る利用希望把握調査を行うことにより、当該事業の量の見込みを推計し、具体的な目標設定を行うため

まちづくり
推進課

廻田町一丁目土地区画整理事業 土地区画整理事業に係る事務

環境・住宅課 アライグマ・ハクビシン等駆除事業
アライグマ及びハクビシンの駆除のための箱わなを設置するにあたり、設置場所の把握や、日程調整の
ための連絡のため

既存ストックマンションの再生支援 申請者の確認を行うため

市　長



実施
機関名

課名 業務の名称 個人情報を取り扱う目的

地域安全課
東村山市有料自転車等駐輪場指定管理者

選定委員会
委員の委嘱、委員との連絡調整、報酬の支払い等を行うため

地域安全事業工事 地域安全事業（駐輪場、交通安全施設等）の工事発注する際、現場代理人等の経歴を証明するため

市民
スポーツ課

スポーツ施策基本方針検討委員会設置事業 委員の委嘱、委員との連絡調整、報償費支払い及び源泉徴収事務等

教育総務課 学校防犯カメラ業務
市立小中学校の敷地内において、児童・生徒の安全安心を図るため、学校敷地内に防犯カメラを設置・
撮影・録画等の業務を行うため

子ども・
教育支援課

訪問支援員派遣業務 訪問支援員の委嘱、連絡調整、報償費の支払い及び源泉徴収事務を行うため

教育
委員会

市　長



(２） 個人情報に係る業務の変更・廃止届出（条例第 5条第 2項）                                   131件 

平成 30年 4月 1日より部や課の創設や再編、課名の変更など組織体制の大きな見直しが行われました。 

このことにより、個人情報を利用する目的や記録する項目、保存方法等の変更はないが、業務を担当する 

部や課、または単に課の名前の変更を理由として変更の届出が行われているため、件数が多くなっています。 

(３） 個人情報に係る本人以外収集の諮問（条例第 6条第 1項第 5号）                                0件 

(４） 要配慮個人情報等の収集の諮問（条例第 6条第 2項）                                          0件 

(５) 個人情報に係る目的外利用の諮問（条例第 7条第 1項第 4号）                              1件 

Ｎｏ. 諮問件名 利用する個人情報 目的外利用をする理由 
諮問 

年月日 

答

申 
所管課名 

１ 

アンケート調査、市

民討議会等におけ

る住民基本台帳の

目的外利用 

住民基本台帳に記載されている市民の下

記情報 

 

●住民基本台帳情報 

 氏名、性別、生年月日、住所、個人番号、

世帯番号 

 

※上記の個人番号は、当市が独自に住民基

本台帳システム上で付番している識別番

号であり、所謂マイナンバーとは異なる番

号である。 

市政への意見反映等を目的

としたアンケート調査や説

明会、討議会やワークショ

ップ等のうち、条例第7条第

1項第1号から第3号に該当

しないもので、外部委託を

理由として条例第22条に基

づく諮問も行わないものに

ついて、参加案内を送付す

る対象者の選出に住民基本

台帳を利用する。 

R2.2.7 可 総務課 

 



(６) 個人情報に係る外部提供の諮問（条例第 7条第 2項第 6号）                                1件 

Ｎｏ. 諮問件名 提供先 外部提供する個人情報 外部提供理由 
諮問 

年月日 
答申 所管課名 

１ 

市内特別養護老人

ホーム待機者名簿

に係る個人情報の

外部提供 

・市内特別

養護老人

ホーム 

介護保険システムに記録され

ている下記情報 

 

●介護保険システム情報 

 氏名、性別、生年月日、被

保険者番号、直近の要介護・

要支援認定情報、被保険者資

格の有無等施設入所順位に影

響を与えると思われる異動情

報 

市内特別養護老人ホームにお

ける待機者リストに掲載され

る市民の円滑な施設入所を図

るために、市内各特別養護老人

ホームに対して、待機者リスト

に掲載されている者に係る異

動情報等を提供する。 

R2.2.7 可 
介護保険

課 

 

(７) 請求件数（条例第 11条第 1項、第 12条、第 13条、第 14条） 49件 

①  個人情報の開示の請求                       49 件 

②       同   訂正の請求                          0件 

③       同   消去の請求                          0件 

④       同   目的外利用・外部提供中止の請求             0件 

⑤  特定個人情報の利用・提供中止の請求                   0件  

 

 



(８) 請求に対する決定（条例第 16条）                    49件 

① 開示件数                                              14 件 

② 部分開示件数                                          13 件 

③ 非開示件数（個人情報不存在を含む）                      22 件 

④ 存否応答拒否件数                                       0 件 

⑤ 却下件数                                  0 件 

⑥ 取下げ件数                                         0 件 

 

（９） 審査請求件数（条例第 19条第 1項）                     0件 

（１０） 審査請求による決定件数（条例第 19条第 3項）           0件 

 

 

 

 

 

 

 

 



（１１） 外部委託処理に係る諮問（条例第 22条第 1項）            10件 

Ｎｏ. 諮  問  件  名 委 託 先 委  託  内  容 
諮問 

年月日 
答申 所管課名 

１ 

特定健康診査電話

勧奨業務委託 

株式会社ニチイ

学館 

40 歳以上の国民健康保険加入者を対象とした特定健

康診査の受診率向上を目的とし、従来より行っている

はがきによる受診勧奨に加え、対象者の一部に対し電

話による勧奨を試験的に行うこととし、この電話勧奨

業務を委託する。 
R1.5.23 可 健康増進課 

２ 

東村山市立小・中学

校定期健康診断（耳

鼻科）欠席者健診業

務委託 

東村山耳鼻科院

長 

 

菱沼耳鼻咽喉科

医院院長 

 

渡辺みみ・はな・

のどクリニック院

長 

「欠席者健診」を受ける児童・生徒及び保護者の負担軽

減のため、学校担当医が市外医療機関の耳鼻科医であ

る学校に通う児童・生徒の「欠席者健診」を、市内耳鼻科

医で受けられるよう、市内耳鼻科医へ「欠席者健診」を委

託する。 
R1.5.23 可 学務課 



３ 

公共用地境界確認

に係る代行業務委

託 

一般社団法人東

京公共嘱託登記

土地家屋調査士

協会 

 

 

市が所有・管理する道路や水路と、それに接する民有地

との境界を明らかにする公共用地境界確認業務を委託

する。 
R1.7.25 可 道路河川課 

４ 

特定生産緑地ＧＩＳ

システムデータ作

成業務委託 

アジア航測株式

会社 

市域全体の公図データを元に、地番に土地の登記情報

等を結びつけた生産緑地データの作成及び、都市計画

課で使用しているＧＩＳシステムへのセットアップ作業を

委託する。 
R1.7.25 可 都市計画課 

５ 

プレミアム付商品

券販売業務委託 

日本郵便株式会

社 

プレミアム付商品券の販売を、市役所北庁舎及び郵送

によるもののほか、購入対象者の利便性を考慮し、市内

郵便局へ委託する。 

 

 

R1.7.25 可 

東村山市プレ

ミアム付商品

券事業実施本

部 

６ 

生活保護レセプト

管理システムクラ

ウドサービスの導

入及び使用契約 

株式会社ワイ・

シー・シー 

生活保護受給者の医療扶助費の審査・支払業務に使用

するレセプト管理システムをクラウドサービスへ切

り替えるにあたり、レセプトデータをシステム開発・

運用事業者のデータセンター内にあるクラウドサー

バへ移行する作業の委託及び当該システムの使用契

約を結ぶ。 

 

R1.8.27 可 生活福祉課 



７ 

高齢者食支援・フレ

イル予防推進事業

実施に関する協定

及び業務委託 

東京大学高齢社

会総合研究機構 

 

社会福祉法人緑

風会 

 

一般社団法人東

京都東村山市歯

科医師会 

フレイルの早期発見、早期介入を目的に、市民が主体

となってフレイル予防に取り組むフレイルチェック

を受けたモデル地域に居住する高齢者を対象に、管理

栄養士や保健師、歯科医師等による食事時の食行動・

栄養状態等の専門的チェックや各種健康講座等を併

せて行う会食サロンを開催し、フレイル状態にある参

加者にその気づきを促すとともに、参加者のフレイル

状態、栄養及び口腔に関する継続的データを取得し、

参加者がどのように健康状態を回復させ、又は健康状

態を維持できるのかについて研究する。これらの実施

にあたり、協定及び委託契約を締結する。 

R1.8.27 可 健康増進課 

８ 

空き家権利関係等

調査委託 

公益社団法人東

京公共嘱託登記

司法書士協会 

権利関係が複雑で権利者の把握が困難な空家等につ

いて、民法の相続権や戸籍法、土地・建物の登記など

の知識を専門的に有するものへ、権利者の調査を委託

する。 

 

R1.11.11 可 環境・住宅課 

９ 

地域包括支援セン

ターネットワーク

システムのクラウ

ド化に伴うデータ

移行及び導入・運営

保守管理委託 

ウチダエスコ株

式会社 

 

株式会社カナミッ

クネットワーク 

クラウド版地域包括支援センター支援システムの導

入にあたり、現行システムからのデータ抽出作業及び

データ移行、運営保守管理業務を委託する。 
R1.11.11 可 健康増進課 



１０ 

公立保育所緊急時

用メール配信シス

テムの利用 

株式会社アットシ

ステム 

自然災害の発生時や不審者の出没時等の緊急時にお

ける在園児の保護に必要な情報や、保育所におけるイ

ベント等の中止の情報など、在園児保護者全員に速や

かにお伝えしなければならない情報を発信できる、緊

急時メール配信システムを導入するため利用契約を

結ぶ。 

 

R2.2.7 可 子ども育成課 

 



５  個人情報の開示請求件数（平成３１年４月１日～令和２年３月３１日）

４月 1 1 2 1 1

５月 6 5 5 1 3 1

６月 10 5 5 2 2 1

７月 14 4 4 2 1 1

８月 16 2 2 1 1

９月 22 6 6 2 4

１０月 23 1 1 1

１１月 24 2 5 1 1 3

１２月 27 3 3 1 2

１月 29 3 7 1 6

２月 30 2 6 1 5

３月 33 3 3 2 1

合計 - 37 49 14 13 0 22 0 0 0 0

比率（%） - - 100% 28.6% 26.5% 0.0% 44.9% 0.0% 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）　請求書1枚で複数の課に対して開示請求ができるため、請求数と異なる場合があります。
（注2）　請求のあった個人情報は存在するが、条例第11条の2各号に該当し非開示としたもの。

（注3）　請求の要件を満たしていないため却下としたもの。
（注4）　月末時点において開示決定期間未到達、未決定あるいは請求者と連絡が取れないもの。

請  求  件  数  と  決  定　内　容  の  内  訳

月
請求者数

（年間実人数
の累計）

請求数 開示
部分
開示

取下げ
請求件数

（注１）
非開示
（注２）

個人情報
の不存在

存否
応答
拒否

却下
（注３）

検討中
（注４）



６   個人情報の開示・訂正等請求の所管別内訳（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 0.0% 市長 子ども家庭部 子ども政策課 0.0%

市長 会計課 0.0% 子育て支援課 0.0%

経営政策部 秘書広報課 0.0% 子ども育成課 0.0%

企画政策課 0.0% 児童課 0.0%

行政経営課 0.0% 子ども家庭支援センター 1 2.0%

資産マネジメント課 0.0% 資源循環部 廃棄物総務課 0.0%

財政課 0.0% ごみ減量推進課 0.0%

情報政策課 0.0% 施設課  0.0%

地域創生部 産業振興課 0.0% まちづくり部 都市計画課 4 8.2%

シティセールス課 0.0% まちづくり推進課 0.0%

0.0% 市街地整備課 0.0%

市民スポーツ課 0.0% 用地課 3 6.1%

総務部 総務課 1 2.0% みどりと公園課 3 6.1%

人事課 0.0% 道路河川課 3 6.1%

営繕課 0.0% 下水道課  0.0%

契約課 0.0% 教育委員会 教育部 教育総務課 0.0%

法務課 0.0% 学務課 0.0%

行政不服審査制度担当主幹 0.0% 指導室 1 2.0%

市民部 市民課 12 24.5% （学校） 小学校 0.0%

市民協働課 0.0% 中学校 0.0%

市民相談・交流課 0.0% 社会教育課 0.0%

課税課 1 2.0% 図書館 0.0%

収納課 1 2.0% 公民館 0.0%

環境安全部 地域安全課 0.0% ふるさと歴史館 0.0%

環境・住宅課 0.0% 子ども・教育支援課 0.0%

防災安全課 0.0% 選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局 0.0%

公共交通課 0.0% 農業委員会 農業委員会事務局 3 6.1%

健康福祉部 地域福祉推進課 0.0% 監査委員 監査委員事務局 0.0%

生活福祉課 3 6.1% 固定資産評価審査委員会 0.0%

介護保険課 5 10.2% 49 100%

障害支援課 7 14.3% ※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 0.0% 　合計しても必ずしも100とはならない。

保険年金課 1 2.0%

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

合　　　　　計



 ７　個人情報の開示 ・訂正等請求の状況（平成３１年４月１日～令和２年３月３１日）

Ｎｏ
請求

年月日
請求内容

決定
年月日

決定内容
実施
方法

開示した個人情報名
部分開示又は非開示とした

部分と理由
所管課 備         考

1

H31.4.4 １、印鑑登録証明書の
　　発行記録
2、住民票及び戸籍謄
　　抄本の発行記録
3、課税証明書の発行
　　記録

H31.4.8 非開示
（個人情
報の不存
在）

請求に係る印鑑登録証明
書、住民票、戸籍謄抄本の
写しの交付記録が存在しな
いため

市民課

※いずれも保存されている
全期間のもの

H31.4.15 開示 写しの
交付

H30.10.3付「市民税・都民税
課税・非課税証明書交付申
請書」

課税課

2

R1.5.13 請求者の子の転居届が届
出られた記録(H31.3.1～
R1.5.13)

R1.5.24 部分開
示

写しの
交付

ア、H31.3.25付
　　「住民異動届」
イ、H31.3.27付
　　「住民異動届」

ア、イの文書について
「届出人の氏名・電話番
号、市職員以外の事務処
理担当者の印影」は、開示
請求者以外の個人に関す
る情報であり、開示すること
により当該個人の権利利益
を害するおそれがあるた
め、条例第11条の2第2号
個人情報に該当し非開示

イの文書について
「届出人の印影、届出人が
本人・世帯主・代理人のい
ずれかがわかる箇所」は、
開示請求者以外の個人に
関する情報であり、特定の
個人を識別できるため、条
例第11条の2第2号個人情
報に該当し非開示

市民課 未成年者の法定
代理人(親権者)
からの請求



Ｎｏ
請求

年月日
請求内容

決定
年月日

決定内容
実施
方法

開示した個人情報名
部分開示又は非開示とした

部分と理由
所管課 備         考

3

R1.5.14 住民票の写し及び戸籍に
関する証明書を交付した記
録(H31.4.20～R1.5.14)(請
求者自身が交付申請した
ものを除く)

R1.5.20 非開示
（個人情
報の不存
在）

請求に係る住民票、戸籍証
明書の交付記録が存在し
ないため

市民課

4

R1.5.22 子ども家庭支援センターに
自分が第１子の件で相談し
ていた時の記録

R1.5.31 部分開
示

写しの
交付

以下受付分の家庭児童票及
び経過記録
ア、H29.1.16
イ、H30.3.15

アの文書について
「H29.2.9、H29.2.15、
H29.2.21、H29.2.23、
H29.2.27、H29.3.27、
H29.8.8、H30.3.12の記録」
イの文書について
「協力依頼書の一部」
「H31.1.28の記録」
↑
関係機関との連絡・調整等
の記載部分であり、開示す
ることにより関係機関同士
の信頼関係が損なわれると
認められるため、又は今後
の相談記録事務の適正な
執行に支障が生ずるおそ
れがあるため、条例第11条
の2第6号行政運営情報ウ、
エに該当し非開示

子ども家
庭支援
センター



Ｎｏ
請求

年月日
請求内容

決定
年月日

決定内容
実施
方法

開示した個人情報名
部分開示又は非開示とした

部分と理由
所管課 備         考

アの文書について
「H29.2.9、H29.2.21、
H29.8.8の記録」は、市職員
の見解及び支援方針に係
る記載部分であり、開示す
ることにより今後の相談記
録事務の適正な執行に支
障が生ずるおそれがあるた
め、条例第11条の2第6号
行政運営情報エに該当し
非開示



Ｎｏ
請求

年月日
請求内容

決定
年月日

決定内容
実施
方法

開示した個人情報名
部分開示又は非開示とした

部分と理由
所管課 備         考

5

R1.5.24 １、印鑑登録証明書の
　　発行記録
2、住民票及び戸籍謄
　　抄本、戸籍の附票の
　　発行記録
3、通知カード、個人
　　カードの発行記録

※いずれもH30.1.1～
R1.5.24に発行されたもの

R1.5.27 部分開
示

写しの
交付

ア、H30.9.12付「住民票の
　　写し等の交付申請書」
イ、R1.5.24付「住民票の
　　写し等の交付申請書」

アの文書について
「必要な方の氏名(フリガ
ナ)、生年月日及び電話番
号」は、開示請求者以外の
個人に関する情報であり、
開示することにより当該個
人の権利利益を害するお
それがあるため、条例第11
条の2第2号個人情報に該
当し非開示

イの文書について
「事務処理印(市職員以
外)」は、開示請求者以外の
個人に関する情報であり、
特定の個人を識別できるた
め、条例第11条の2第2号
個人情報に該当し非開示

印鑑登録証明書、戸籍謄
抄本、戸籍の附票、通知
カード、個人番号カードの
発行履歴は該当記録が存
在しないため文書不存在

市民課



Ｎｏ
請求

年月日
請求内容

決定
年月日

決定内容
実施
方法

開示した個人情報名
部分開示又は非開示とした

部分と理由
所管課 備         考

6

R1.5.31 H27.6月、7月、8月分のレ
セプトに関し、修正や再申
請がしてあるかわかる文書

R1.6.21 開示 写しの
交付

開示請求者の診療報酬明細
書の診療機関及び医療機関
に係る「過誤調整依頼一覧」
及び「返礼(照会)付せん(過
誤)」(H27.6～8月分)

保険年
金課

「医療機関からの
返礼依頼の有無
が確認できる書
類」は、当該書類
を作成している審
査機関等に対し
意見照会を行う
ため、R1.7.26ま
で期間延長
R1.6.21左欄のと
おり開示と決定し
た

7

R1.6.10 請求者の祖母の要介護認
定に係る、結果通知書、認
定調査票、主治医意見書
(H20年度以降のもの)

R1.6.24 部分開
示

写しの
交付

請求者祖母の介護保険要介
護認定に関する以下の文書
ア、介護保険要介護認定・
　　要支援認定等結果
　　通知書
イ、認定調査票
ウ、主治医意見書

(いずれも認定日が
H18.11.24、H20.4.25、
H21.11.20、H23.5.12、
H24.11.8、H26.6.4、
H27.11.25、H28.9.29、
H29.8.21分)

イの文書について
「家族等連絡先のうち、開
示請求者及び開示請求者
祖母以外の氏名及び調査
対象者との関係」
「Ⅳ.特記すべき事項及び
認定調査票(特記事項)のう
ち、開示請求者及び開示
請求者祖母以外の個人の
生活状況、心情の記載の
ある箇所」は、開示請求者
及び開示請求者祖母以外
の個人に関する情報である
ため、条例第11条の2第2
号個人情報に該当し非開
示

介護保
険課

遺族(孫)からの請
求



Ｎｏ
請求

年月日
請求内容

決定
年月日

決定内容
実施
方法

開示した個人情報名
部分開示又は非開示とした

部分と理由
所管課 備         考

8

R1.6.18 請求者に係るケース記録
(H30.11～R1.5)

R1.7.1 開示 写しの
交付

世帯台帳(請求者世帯
分)(H30.11.19～R1.6.11)

生活福
祉課

9

R1.6.20 １、印鑑登録証明書の
　　発行記録
2、住民票及び戸籍謄
　　抄本、戸籍の附票
　　の発行記録
3、通知カード、個人
　　カードの発行記録

※いずれもH31.4.20～
R1.6.20に発行されたもの

R1.6.28 部分開
示

閲覧 R1.5.8付「住民票の写し等の
交付申請書」

「窓口に来られた方の住
所・氏名・つかう人との関
係」は、開示請求者以外の
個人に関する情報であり、
開示することにより当該個
人の権利利益を害するお
それがあるため、条例第11
条の2第2号個人情報に該
当し非開示

「事務処理印(市職員以
外)」は、開示請求者以外の
個人に関する情報であり、
特定の個人を識別できるた
め、条例第11条の2第2号
個人情報に該当し非開示

印鑑登録証明書、戸籍謄
抄本、戸籍の附票、通知
カード、個人番号カードの
発行履歴は該当記録が存
在しないため文書不存在

市民課



Ｎｏ
請求

年月日
請求内容

決定
年月日

決定内容
実施
方法

開示した個人情報名
部分開示又は非開示とした

部分と理由
所管課 備         考

10

R1.6.20 申請に際し、運転免許証、
社員証、健康保険証を必
要とする申請（届出）を請求
者の名前でされた記録(市
で受付しているもの全
て)(H31.4.20～R1.6.20)

R1.7.4 非開示
（個人情
報の不存
在）

請求内容にある期間にお
いて、請求内容に該当する
申請及び届出を請求者か
らなされた記録が存在しな
いため。

総務課 No.9と同一の請
求者。
No.9の請求内容
は除く旨、請求者
より承る。

全ての所管に対
し該当文書が無
いことを確認し、
総務課において
取りまとめ非開示
決定をした。

11

R1.6.28 請求者の姉の要介護認定
に係る、認定調査票、主治
医意見書

R1.7.4 開示 写しの
交付

請求者の姉に係る介護保険
要介護認定に関する以下の
文書
ア、介護認定調査票
イ、主治医意見書

介護保
険課

口頭による任意
代理人(弟)からの
請求
請求書受理後、
総務課職員が本
人のもとへ意思
確認を行い、本
人了解済みの開
示請求であること
を確認した。



Ｎｏ
請求

年月日
請求内容

決定
年月日

決定内容
実施
方法

開示した個人情報名
部分開示又は非開示とした

部分と理由
所管課 備         考

12

R1.7.2 請求者の戸籍謄本(抄本、
附票)を本人以外が申請し
発行されている場合、誰が
申請し、何の目的で取得し
たかが分かるもの(H26.8.7
～R1.6.30)

R1.7.9 部分開示 写しの
交付

戸籍謄本・住民票の写し等
職務上請求書(H30.1.17付)

「依頼者の氏名又は名称」
は、開示請求者以外の個
人に関する情報であり、開
示することにより当該個人
の権利利益を害するおそ
れがあるため、条例第11条
の2第2号個人情報に該当
し非開示

「請求者である司法書士の
職印の印影」は、開示請求
者以外の事業を営む個人
の当該事業に関する情報
であって、開示することによ
り、印影の偽造、不正使用
等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11条の2第3号
法人等運営情報に該当し
非開示

市民課

13

R1.7.9 請求者が利用していた介
護サービス事業者から市へ
提出された事故報告書

R1.7.17 非開示
（個人情
報の不存
在）

介護サービス事業者より事
故報告書が提出されてい
ないため、文書不存在

介護保
険課

14

R1.7.26 請求者が支払った固定資
産税の額が分かるもの
(H25、H26年度分)

R1.7.31 開示 写しの
交付

固定資産税・都市計画税の
納付記録(H25年度・H26年
度)

収納課



Ｎｏ
請求

年月日
請求内容

決定
年月日

決定内容
実施
方法

開示した個人情報名
部分開示又は非開示とした

部分と理由
所管課 備         考

15

R1.7.31 請求者が愛の手帳を取得
した時の診断書

R1.8.2 開示 写しの
交付

判定書(愛の手帳交付用)(判
定日がH6.4.14、H10.10.5の
もの)

障害支
援課

16

R1.8.2 請求者の子の愛の手帳の
更新時の診断書

R1.8.8 開示 写しの
交付

判定書(愛の手帳交付
用)(H30.11.21付)

障害支
援課

未成年者の法定
代理人(親権者)
からの請求



Ｎｏ
請求

年月日
請求内容

決定
年月日

決定内容
実施
方法

開示した個人情報名
部分開示又は非開示とした

部分と理由
所管課 備         考

17

R1.8.2 請求者の祖母の要介護認
定に係る、結果通知書、認
定調査票、主治医意見書
(請求者祖母が受けていた
認定分全て)

R1.8.16 部分開示 写しの
交付

請求者祖母の介護保険要介
護認定に関する以下の文書
ア、認定日がH16.2.20、
　　H16.6.1である認定に
　　係る介護保険要介護
　　認定・要支援認定等
　　結果通知書
イ、認定日がH17.6.6、
　　H17.12.15、H18.12.1、
　　H19.8.8である認定に
　　係る介護保険要介護
　　認定・要支援認定等
　　結果通知書、認定
　　調査票、主治医意見書
ウ、認定日がH20.2.6で
　　ある認定に係る介護
　　保険要介護認定・
　　要支援認定等結果
　　通知書、認定調査票、
　　主治医意見書
エ、認定日がH21.1.16、
　　H22.7.23である認定に
　　係る介護保険要介護
　　認定・要支援認定等
　　結果通知書、認定
　　調査票、主治医意見書

アの文書について
「認定調査票」
「主治医意見書」は、文書
保存年限5年が経過し、ま
た、システム等データ保存
もしておらず廃棄済みのた
め、文書不存在

ウの文書について
「認定調査票(特記事項)8
特別な医療のうち、開示請
求者及び開示請求者祖母
以外の個人の心情の記載
のある箇所」
ウ、エ、オの文書について
「介護保険要介護認定・要
支援認定等結果通知書送
付先氏名、住所、バーコー
ド」
↑
開示請求者及び開示請求
者祖母以外の者の個人に
関する情報であるため、条
例第11条の2第2号個人情
報に該当し非開示

介護保
険課

遺族(孫)からの請
求

主治医意見書の
開示について主
治医への照会が
必要なため、
R1.9.13まで期間
延長
請求者の希望に
より、上照会に係
る回答が8.16まで
にいただけたもの
を先に開示した。
そのため、8.16以
降にいただけたも
のとで、決定手続
きを２回に分けて
行っている。



Ｎｏ
請求

年月日
請求内容

決定
年月日

決定内容
実施
方法

開示した個人情報名
部分開示又は非開示とした

部分と理由
所管課 備         考

オ、認定日がH22.8.30、
　　H23.1.14、H24.7.4、
　　H26.1.15、H27.7.22、
　　H29.7.13である認定
　　に係る介護保険
　　要介護認定・要支援
　　認定等結果通知書、
　　認定調査票

R1.9.13 開示 写しの
交付

H22.8.30、H23.1.14、
H24.7.4、H26.1.15、
H27.7.22、H29.7.13を認定日
とする請求者祖母の介護保
険要介護認定に係る主治医
意見書

期間延長をした
分について、
R1.9.13に左欄の
とおり開示と決定
した。
尚、決定内容及
び件数について
は、「部分開示
１件」と計上。

18

R1.9.5 請求者の戸籍謄本、抄本
及び附票が発行された記
録が分かるもの(H28.9.5～
R1.9.5)

R1.9.19 開示 写しの
交付

戸籍に関する証明書等の申
請書(H31.2.14付)

市民課



Ｎｏ
請求

年月日
請求内容

決定
年月日

決定内容
実施
方法

開示した個人情報名
部分開示又は非開示とした

部分と理由
所管課 備         考

19

R1.9.5 請求者の住民票が発行さ
れた記録が分かるもの
(H26.9.5～R1.9.5)

R1.9.19 部分開示 写しの
交付

ア、住民票の写し等の交付
　　申請書(H30.4.12付、
　　H30.4.19付、
　　H30.6.26付、
　　H30.8.28付、
　　H30.9.19付、
　　H31.3.1付)
イ、住民票・除票の写し
　　申請書(R1.7.29付)

イの文書について
「申請者に関する情報」は、
法人その他の団体に関す
る情報であって、開示する
ことにより当該法人等の競
争上又は事業運営上の利
益その他社会的地位が損
なわれるおそれがあるた
め、条例第11条の2第3号
法人運営情報に該当し非
開示

H26.9.5～H30.3.31までの
交付記録は、保存年限経
過により廃棄済みであるた
め文書不存在

市民課

20

R1.9.17 被後見人が所有する土地
の開発計画に関する相談
受付簿(H30.10月頃都市計
画課にて受け付けたもの)

R1.9.20 部分開示 写しの
交付

廻田町●－●－●外の土地
の開発計画に関する相談の
受付簿

「被後見人以外の者が所有
する土地に係る事業地番、
事業主の受付情報」は、開
示請求者及び被後見人以
外の個人に関する情報で
あって、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
るため、条例第11条の2第2
号個人情報に該当し非開
示

都市計
画課

法定代理人(成年
後見人)による請
求



Ｎｏ
請求

年月日
請求内容

決定
年月日

決定内容
実施
方法

開示した個人情報名
部分開示又は非開示とした

部分と理由
所管課 備         考

21

R1.9.19 請求者祖母が入所してい
る介護サービス事業者から
市へ提出された事故報告
書

R1.9.26 部分開示 写しの
交付

ア、事故報告受付表
　　(H25年度分)
イ、H27年度No.1660
　　報告・復命書「認知症
　　対応型共同生活介護
　　における事故報告」
ウ、事故報告連絡票
　　(R1.9.9収受)

「事故報告連絡票(H25年
度分)」は、文書保存年限5
年が経過し廃棄済みのた
め文書不存在

イの文書について、
「責任者の印影」は、事故
当事者及び開示請求者、
委任者以外の個人に関す
る情報であって、開示する
ことにより印影の偽造、不
正使用など、事故当事者及
び開示請求者、委任者以
外の個人の権利利益を害
する恐れがあるため、条例
第11条の2第2号個人情報
に該当し非開示

介護保
険課

子(請求者母)から
の委任による任
意代理人からの
請求。
施設利用契約時
に子(請求者母)
が利用者保護者
として契約してい
ることから、当該
施設で起きた請
求者祖母の事故
報告書を子(請求
者母)へ開示する
ことについて請求
者祖母の承諾の
意思ありとみなし
た。

22

R1.9.19 R1.9.2付東健生発第398・
400号にある返還決定額の
内訳が分かる文書

R1.9.27 開示 写しの
交付

R1.9.2付東健生発第398・
400号で通知した支給済み保
護費の返還決定額の内訳書

生活福
祉課



Ｎｏ
請求

年月日
請求内容

決定
年月日

決定内容
実施
方法

開示した個人情報名
部分開示又は非開示とした

部分と理由
所管課 備         考

23

R1.9.20 委任者(子)が生活保護の
相談、申請、受給などした
ことについて記録された
ケース記録、相談票、ケー
ス診断会議、その他一切の
記録

R1.10.18 部分開示 写しの
交付

委任者の生活保護に係る以
下の文書
ア、受給世帯台帳
　　(ケース記録)
　　(H26.10.8～H29.1.5、
　　H30.2.5～R1.9.9)
イ、保護申請又は受給
　　期間の保護措置台帳
　　(R.1.5.31、R1.8.2、
　　R1.8.27申請分、
　　H26.10.8～H28.11.14、
　　H30.2.5～12.21分)
ウ、R1年度No.224起案書
　　「生活保護申請却下」
エ、R1年度No.357起案書
　　「生活保護申請却下」
オ、R1年度No.414起案書
　　「生活保護申請却下」
カ、保護決定調書
　　(H26.10.8～R1.9.9)

「保健所等の他機関による
委任者の心身状況に対す
る所見や支援方針が記載
された部分」は、市の守秘
義務を前提とした信頼関係
に基づき他機関から任意で
提供された情報であり、開
示することにより市と他機関
及び委任者と他機関との間
の信頼関係が損なわれる
おそれがある。また、当該
部分を開示することが前提
となると、今後、他機関から
提供された生活保護受給
者に対する所見等につい
て、ケースワーカーがありの
ままに記録することをためら
い、記録が形骸化して今後
の生活保護相談記録事務
の適正な遂行に支障が生
じるおそれがある。したがっ
て、条例第11条の2第6号
行政運営情報ウ及びエに
該当し非開示

生活福
祉課

委任状による任
意代理人（母）か
らの請求

請求対象の文書
量が多く、非開示
情報の検討に時
間を要するため、
R1.10.18まで期
間延長
R1.10.18左欄のと
おり部分開示と決
定した



Ｎｏ
請求

年月日
請求内容

決定
年月日

決定内容
実施
方法

開示した個人情報名
部分開示又は非開示とした

部分と理由
所管課 備         考

「市職員による委任者の心
身状況に対する所見が記
載された部分」は、当該部
分を開示することが前提と
なると、今後、ケースワー
カーが生活保護受給者に
対する所見等についてあり
のままに記録することをた
めらい、記録が形骸化して
今後の生活保護相談記録
事務の適正な遂行に支障
が生じるおそれがある。した
がって、条例第11条の2第6
号行政運営情報エに該当
し非開示

「警察署員の氏名」は、犯
行現場で直接被疑者らと対
峙し逮捕や規制を行う職務
に当たることから、開示する
ことにより警察活動への妨
害等をうけるおそれがある
ため、条例第11条の2第4
号犯罪の予防・捜査等情
報に該当し非開示



Ｎｏ
請求

年月日
請求内容

決定
年月日

決定内容
実施
方法

開示した個人情報名
部分開示又は非開示とした

部分と理由
所管課 備         考

「原告側弁護士から市への
相談・要望等が記載された
部分」は、市の守秘義務を
前提として他機関から任意
で提供された情報であり、
開示することにより当該弁
護士事務所の事業運営上
の権利が損なわれるおそ
れがあるため、条例第11条
の2第3号法人情報に該当
し非開示

「委任者以外の個人に関す
る情報(氏名、住所、生年月
日、性別、発言等)が記載さ
れた部分」
「委任者父の病状に関する
部分」
↑
委任者以外の個人情報の
ため、条例第11条の2第2
号個人情報に該当し非開
示

「金融機関等の法人代表
者の印影」は、開示すると
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11条の2第3号法人情報
に該当し非開示



Ｎｏ
請求

年月日
請求内容

決定
年月日

決定内容
実施
方法

開示した個人情報名
部分開示又は非開示とした

部分と理由
所管課 備         考

24

R1.10.30 印鑑登録証明書の発行記
録(H30.1.1～R1.10.30分)

R1.11.1 非開示
（個人情
報の不存
在）

請求に係る印鑑登録証明
書の交付記録が存在しな
いため

市民課

25

R1.11.1 2014年11月～現在までの
間に、請求書添付の不動
産目録記載の不動産のい
ずれかに関し、市に対して
下記のような権利変動等を
伴う申請や相談の時期や
内容が分かる書類
1、 不動産目録記載の
　　不動産のうち、
　　廻田町●丁目●‐●
　　及び▲‐▲に関する
　　買取申請又はその
　　相談
2、 不動産目録記載の
　　いずれかに関する
　　権利移転の許可申請
　　又は農地転用に
　　関する許可申請又は
　　それらに関する相談

R1.11.15 部分開
示

写しの
交付

ア、農業委員会農地転用
　　証明書受付簿
イ、H30年度22東農委証
　　第24号「農業委員会
　　農地転用証明書」

アの文書について
「交付を請求した個人の氏
名」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の
ため、条例第11条の2第2
号個人情報に該当し非開
示

アの文書について
「交付を請求した法人名」
は、法人の事業に関する情
報であり、公開すると法人
の事業運営上の利益を損
なうおそれがあるため、条
例第11条の2第3号法人情
報に該当し非開示

産業振
興課

法定代理人(成年
後見人)による請
求

請求No.20で開
示した文書は不
要の旨承る。



Ｎｏ
請求

年月日
請求内容

決定
年月日

決定内容
実施
方法

開示した個人情報名
部分開示又は非開示とした

部分と理由
所管課 備         考

3、 不動産目録記載の
　　不動産のいずれかに
　　ついての権利移転に
　　関する届出、申請
　　又は相談(国土利用
　　計画法、公有地の
　　拡大推進に関する
　　法律その他一切)
4、 不動産目録記載の
　　不動産のいずれかを
　　敷地とする建築許可
　　申請またはその相談
5、 不動産目録記載の
　　不動産いずれか対象
　　に含む道路用地の
　　提供、拡張等の
　　計画等の有無及び
　　ある場合には当該
　　計画等に関連して
　　提出される書類
6、 その他、不動産目録
　　記載の不動産の
　　いずれかに関して
　　権利の変動
　　(将来のものを
　　含む)を伴う申請、
　　届出または相談等



Ｎｏ
請求

年月日
請求内容

決定
年月日

決定内容
実施
方法

開示した個人情報名
部分開示又は非開示とした

部分と理由
所管課 備         考

7、 不動産目録記載の
　　不動産のいずれか
　　又はその近隣を
　　対象に含む都市計画、
　　道路計画、土地区画
　　整理事業等があるか、
　　ある場合にはその
　　内容の分かる書類等

R1.11.15 非開示
（個人情
報の不存
在）

H26.11～H1.11.1の間に、
当該土地に関する権利変
動等を伴う申請・届出・相
談、都市計画・道路計画・
土地区画整理事業等が無
いため、該当する文書が存
在せず文書不存在により非
開示

みどりと
公園課

R1.11.14 非開示
（個人情
報の不存
在）

H26.11～H1.11.1の間に、
当該土地に関する権利変
動等を伴う申請・届出・相
談、都市計画・道路計画・
土地区画整理事業等が無
いため、該当する文書が存
在せず文書不存在により非
開示

用地課

R1.11.14 非開示
（個人情
報の不存
在）

H26.11～H1.11.1の間に、
当該土地に関する権利変
動等を伴う申請・届出・相
談、都市計画・道路計画・
土地区画整理事業等が無
いため、該当する文書が存
在せず文書不存在により非
開示

道路河
川課



Ｎｏ
請求

年月日
請求内容

決定
年月日

決定内容
実施
方法

開示した個人情報名
部分開示又は非開示とした

部分と理由
所管課 備         考

26

R1.11.7 自立支援医療制度の申請
時に提出した診断書

R1.11.8 開示 写しの
交付

自立支援医療診断書(精神
通院)(R1.10.16付)

障害支
援課

27

R1.12.2 障害者手帳及び自立支援
医療制度の申請時に提出
した診断書

R1.12.3 開示 写しの
交付

精神障害者保健福祉手帳の
診断書(R1.8.21付)

障害支
援課

28

R1.12.3 印鑑登録証明書の発行記
録(R1.8.1～12.3)

R1.12.5 非開示
（個人情
報の不存
在）

請求に係る印鑑登録証明
書の交付記録が存在しな
いため

市民課

29

R1.12.26 自宅のある廻田町●-●-
●に影響がある区画整理
や道路、下水道工事などの
計画の有無と、ある場合に
はその計画がいつから開
始されるのかわかるもの

R2.1.7 非開示
（個人情
報の不存
在）

当該住所の土地・建物に影
響を与える区画整理事業
等の市の計画が存在しな
いため、文書不存在により
非開示

都市計
画課

30

R2.1.22 精神手帳を取得した際に
提出した診断書の写し

R2.1.27 開示 写しの
交付

精神障害者保健福祉手帳の
診断書(H28.4.11付)

障害支
援課



Ｎｏ
請求

年月日
請求内容

決定
年月日

決定内容
実施
方法

開示した個人情報名
部分開示又は非開示とした

部分と理由
所管課 備         考

31

R2.1.27 2020年1月7日～現在まで
の間に、自宅のある土地に
関し、市に対して下記のよ
うな権利変動等を伴う申請
や相談の時期や内容が分
かる書類
1、 買取申請又はその相談
2、 権利移転の許可申請
　　又は農地転用に
　　関する許可申請又は
　　それらに関する相談
3、 権利移転に関する
　　届出、申請又は相談
　　(国土利用計画法、
　　公有地の拡大推進に
　　関する法律その他
　　一切)
4、 建築許可申請または
　　その相談
5、道路用地の提供、
　　拡張等の計画等の
　　有無及びある場合
　　には当該計画等に
　　関連して提出される
　　書類

R2.2.5 非開示
（個人情
報の不存
在）

R2.1.7以降新たに、当該土
地に関する権利変動等を
伴う申請・届出・相談、都市
計画・道路計画・土地区画
整理事業等が無いため、該
当する文書が存在せず文
書不存在により非開示

産業振
興課



Ｎｏ
請求

年月日
請求内容

決定
年月日

決定内容
実施
方法

開示した個人情報名
部分開示又は非開示とした

部分と理由
所管課 備         考

6、 その他、権利の変動
　　(将来のものを含む)を
　　伴う申請、届出または
　　相談等
7、 該当土地又は
　　その近隣を対象に
　　含む都市計画、
　　道路計画、土地区画
　　整理事業等があるか、
　　ある場合には
　　その内容の分かる
　　書類等

R2.2.4 非開示
（個人情
報の不存
在）

R2.1.7以降新たに、当該土
地に関する権利変動等を
伴う申請・届出・相談、都市
計画・道路計画・土地区画
整理事業等が無いため、該
当する文書が存在せず文
書不存在により非開示

用地課

R2.2.7 非開示
（個人情
報の不存
在）

R2.1.7以降新たに、当該土
地に関する権利変動等を
伴う申請・届出・相談、都市
計画・道路計画・土地区画
整理事業等が無いため、該
当する文書が存在せず文
書不存在により非開示

道路河
川課



Ｎｏ
請求

年月日
請求内容

決定
年月日

決定内容
実施
方法

開示した個人情報名
部分開示又は非開示とした

部分と理由
所管課 備         考

R2.2.4 非開示
（個人情
報の不存
在）

R2.1.7以降新たに、当該土
地に関する権利変動等を
伴う申請・届出・相談、都市
計画・道路計画・土地区画
整理事業等が無いため、該
当する文書が存在せず文
書不存在により非開示

みどりと
公園課

R2.2.4 非開示
（個人情
報の不存
在）

R2.1.7以降新たに、当該土
地に関する権利変動等を
伴う申請・届出・相談、都市
計画・道路計画・土地区画
整理事業等が無いため、該
当する文書が存在せず文
書不存在により非開示

都市計
画課

32

R2.1.29 私の住民票の写しを私以
外に交付した記録

R2.1.31 非開示
（個人情
報の不存
在）

請求に係る住民票の写しの
交付記録が存在しないた
め

市民課



Ｎｏ
請求

年月日
請求内容

決定
年月日

決定内容
実施
方法

開示した個人情報名
部分開示又は非開示とした

部分と理由
所管課 備         考

33

R2.2.12 2019年11月1日～現在まで
の間に、請求書添付の不
動産目録記載の不動産の
いずれかに関し、市に対し
て下記のような権利変動等
を伴う申請や相談の時期
や内容が分かる書類
1、 不動産目録記載の
　　不動産のうち、
　　廻田町●丁目●‐●
　　及び▲‐▲に関する
　　買取申請又はその相談
2、 不動産目録記載の
　　いずれかに関する
　　権利移転の許可
　　申請又は農地
　　転用に関する許可
　　申請又はそれらに
　　関する相談
3、 不動産目録記載の
　　不動産のいずれかに
　　ついての権利移転に
　　関する届出、申請
　　又は相談(国土利用
　　計画法、公有地の
　　拡大推進に関する
　　法律その他一切)

R2.2.17 非開示
（個人情
報の不存
在）

R1.11.1以降新たに、当該
土地に関する権利変動等
を伴う申請・届出・相談、都
市計画・道路計画・土地区
画整理事業等が無いため、
該当する文書が存在せず
文書不存在により非開示

産業振
興課

法定代理人(成年
後見人)による請
求



Ｎｏ
請求

年月日
請求内容

決定
年月日

決定内容
実施
方法

開示した個人情報名
部分開示又は非開示とした

部分と理由
所管課 備         考

4、 不動産目録記載の
　　不動産のいずれかを
　　敷地とする建築許可
　　申請またはその相談
5、 不動産目録記載の
　　不動産いずれか
　　対象に含む道路
　　用地の提供、拡張等
　　の計画等の有無及び
　　ある場合には当該
　　計画等に関連して
　　提出される書類
6、 その他、不動産目録
　　記載の不動産の
　　いずれかに関して
　　権利の変動(将来の
　　ものを含む)を伴う
　　申請、届出または
　　相談等

R2.2.26 非開示
（個人情
報の不存
在）

R1.11.1以降新たに、当該
土地に関する権利変動等
を伴う申請・届出・相談、都
市計画・道路計画・土地区
画整理事業等が無いため、
該当する文書が存在せず
文書不存在により非開示

みどりと
公園課

7、 不動産目録記載の
　　不動産のいずれか
　　又はその近隣を
　　対象に含む都市
　　計画、道路計画、
　　土地区画整理
　　事業等があるか、
　　ある場合にはその
　　内容の分かる書類等

R2.2.17 非開示
（個人情
報の不存
在）

R1.11.1以降新たに、当該
土地に関する権利変動等
を伴う申請・届出・相談、都
市計画・道路計画・土地区
画整理事業等が無いため、
該当する文書が存在せず
文書不存在により非開示

用地課



Ｎｏ
請求

年月日
請求内容

決定
年月日

決定内容
実施
方法

開示した個人情報名
部分開示又は非開示とした

部分と理由
所管課 備         考

R2.2.25 非開示
（個人情
報の不存
在）

R1.11.1以降新たに、当該
土地に関する権利変動等
を伴う申請・届出・相談、都
市計画・道路計画・土地区
画整理事業等が無いため、
該当する文書が存在せず
文書不存在により非開示

道路河
川課

R2.2.17 非開示
（個人情
報の不存
在）

R1.11.1以降新たに、当該
土地に関する権利変動等
を伴う申請・届出・相談、都
市計画・道路計画・土地区
画整理事業等が無いため、
該当する文書が存在せず
文書不存在により非開示

都市計
画課



Ｎｏ
請求

年月日
請求内容

決定
年月日

決定内容
実施
方法

開示した個人情報名
部分開示又は非開示とした

部分と理由
所管課 備         考

34

R2.2.18 請求者の父に係る以下の
文書
1、障害者手帳の写し
2、障害者手帳を取得
　　した際に提出した
　　診断書の写し
3、マル障、マル都
　　医療証の写し

R2.2.27 部分開
示

写しの
交付

ア、身体障害者診断書・
　　意見書
　　(じん臓機能障害用)
イ、身体障害者診断書・
　　意見書(肢体不自由用)
ウ、身体障害者手帳
エ、心身障害者医療費
　　助成(マル障)受給者
　　証資格喪失届
オ、医療券等受理報告書

オの文書について
「請求者父以外の患者氏
名、受給者番号」は、請求
者及び請求者父以外の個
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11条の2
第2号個人情報に該当し非
開示

障害支
援課

遺族(子)からの請
求

請求内容3につ
いて
都へ返却済みで
あり、市ではお出
し出来ないもので
あった。そのこと
について請求者
と協議し、市に返
却していただいた
ことがわかる文書
(開示文書エ及び
オ)を開示すること
で合意した。

35

R2.3.10 印鑑登録証明書の発行記
録(R1.10.1～R2.3.10)

R2.3.16 非開示
（個人情
報の不存
在）

請求に係る印鑑登録証明
書の交付記録が存在しな
いため

市民課



Ｎｏ
請求

年月日
請求内容

決定
年月日

決定内容
実施
方法

開示した個人情報名
部分開示又は非開示とした

部分と理由
所管課 備         考

36

R2.3.11 請求者父の自立支援の診
断書

R2.3.17 開示 写しの
交付

自立支援医療診断書(精神
通院)(R2.2.27付)

障害支
援課

子からの請求
開示した文書は
請求者から市へ
提出されたもので
あり、その内容に
ついては提出し
た請求者自身が
当然知っているも
のであることか
ら、該当文書を請
求者へ開示する
ことについて、本
人の了承の意志
ありとみなした。

37

R2.3.27 請求者のR1.12月の面談記
録

R2.4.8 開示 写しの
交付

●●面談記録(R1.12月) 指導室



Ⅴ  個人情報保護運営審議会の状況 

  個人情報保護制度は、市民と市との間における個人情報の取扱いについてルール化し、市民

の基本的人権を守っていくことを目的としています。そこで、この制度を公正かつ適正に運用し、よ

り発展させていくために、市長の附属機関である「個人情報保護運営審議会」を設置しています。

審議会の委員は、市民及び学識経験者の 7人で構成されています。 

１ 個人情報保護運営審議会委員    

No. 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 

H19.2.16就任。情報公開

運営審議会委員、入札等

監視委員会委員を兼任 

会長 

2 
学識 

経験者 日 下 直 喜
く さ か な お 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 

H29.2.16就任 

 

 

 

3 市 民 嶋
し ま

田
だ

節
せ つ

男
お

 
元会社員、ボラン

ティア 

H21.2.16就任。情報公開

運営審議会委員を兼任 

 

 

 

4 
学識 

経験者 田
た む

村
ら

初
は つ

惠
え

 
元損害保険会社顧

問 
H23.2.16就任 

会長 

職務代理 

5 
学識 

経験者 當 間
と う ま

丈
た け

仁
ひと

 

元東京都市町村職

員研修所特別講

師、元東村山市役

所総務部長 

H29.2.16就任  

6 市 民 広 井
ひ ろ い

勝 夫
か つ お

 

居宅介護支援事業

所管理者、 

社会福祉士 

H30.6.1就任。公募委員  

7 市 民 水
み ず

越
こ し

久
ひ さ

吉
よし

 
社会保険労務士、

行政書士 

H25.2.16就任。公募委

員。国民健康保険運営協

議会委員、地域包括ケア

推進協議会委員、空家等

対策協議会委員を兼任 

 

（敬称略・五十音順）        （任期：平成 31年 2月 16日～令和 3年 2月 15日） 

 

※広井委員は、前任の委員が平成30年1月に退任したことに伴い、公募により 6月1日に委 

員に就任しました。 

 

 

 

 



２ 審議会の開催内容 

開催日 審       議       内       容 

第 1回 

R1.5.23 

諮問第 1号 特定健康診査電話勧奨業務委託〈健康増進課〉 

 

諮問第 2号 東村山市立小・中学校定期健康診断（耳鼻科）欠席者健診業務

委託〈学務課〉 

 

第 2回 

R1.7.25 

諮問第 3号 公共用地境界確認に係る代行業務委託〈道路河川課〉 

 

諮問第 4号 特定生産緑地 GISシステムデータ作成業務委託〈都市計画課〉 

 

諮問第 5号 プレミアム付商品券販売業務委託〈東村山市プレミアム付商品券

事業実施本部〉 

 

第 3回 

R1.8.27 

諮問第 6号 生活保護レセプト管理システムクラウドサービスの導入及び

使用契約〈生活福祉課〉 

 

諮問第 7号 高齢者食支援・フレイル予防推進事業実施に関する協定及び業

務委託〈健康増進課〉 

 

第 4回 

R1.11.11 

諮問第 8号 空き家権利関係等調査委託〈環境・住宅課〉 

 

諮問第 9号 地域包括支援センターネットワークシステムのクラウド化に

伴うデータ移行及び導入・運営保守管理委託〈健康増進課〉 

 

第 5回 

R2.2.7 

諮問第 10号 市内特別養護老人ホーム待機者名簿に係る個人情報の外部提

供〈介護保険課〉 

 

諮問第 11号 公立保育所緊急時用メール配信システムの利用〈子ども育成課〉 

 

諮問第 12号 アンケート調査、市民討議会等における住民基本台帳の目的外

利用〈総務課〉 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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。 


