
　　　令和２年度　情報公開制度の運用状況

Ⅰ 公文書の開示の請求及び処理の状況
　○ 開示の請求の件数：115件
　○ 上記請求に対する決定内容：開示43件、一部開示66件、不開示１件、
　　　　　　　　　　　　　　　 公文書不存在による請求拒否５件
　（１件の請求に対して複数の決定をしたもの及び請求取下げを含みます。）　
　　詳細は、次の表のとおりです。

番号 請求年月日 決定年月日
請 求 先

（ 担 当 課 ）
請 求 内 容

決 定 内 容
（ 摘 要 ）

1 R02.03.25 R02.04.01
市長

（環境課）

東京都環境確保条例に基づく適正管理
化学物質の使用量等の報告をしている
工場、指定作業所の事業所名、所在
地、業種、作業の種類、取り扱ってい
る物質名、使用目的、使用量、製造
量、化学物質排出把握管理促進法に基
づく主務大臣への排出量等の届出の有
無が把握できる書類

開示

2 R02.04.10 R02.05.25
市長

（法務担当）

令和２年４月１日現在昭島市で保有す
る自動車であって、昭島市長が契約者
となった現に有効な任意保険及び自賠
責保険の保険証券の写し（共済保険に
あっては、その一覧）

一部開示
（9-4）

3 R02.04.23 R02.04.30
市長

（建設課）

令和２年度　市道北150号道路等改修
工事の工事費総括書、工事総括書、種
別内訳書、代価明細書、設計書総括情
報表、諸経費総括書、諸経費計算書

開示

4 R02.05.11 R02.05.18
市長

（課税課）
令和２年１月１日現在の地番図の写し 開示

5 R02.05.11 R02.05.25
市長

（市民課）

住居番号付定受付簿及び住居表示台帳
（令和２年５月14日までに付定された
もの）

一部開示
（9-2）

6 R02.05.11 R02.05.25
教育委員会
（庶務課）

「昭島市立富士見丘小学校ほか２校大
規模改造（体育館空調機器設置等）工
事」及び「昭島市立玉川小学校ほか２
校大規模改造（体育館空調機器設置
等）工事」の工事設計内訳書（金額入
り）

開示

7 R02.05.19 R02.06.01
市長

（介護福祉課）
昭島市立松原町高齢者福祉センター空
調設備改修工事の設計内訳書

開示



8 R02.05.19 R02.06.01
教育委員会
（庶務課）

「昭島市立東小学校ほか２校大規模改
造（体育館空調機器設置）工事」の工
事設計内訳書（金額入り）

開示

9 R02.05.19 R02.06.01
教育委員会
（庶務課）

「昭島市立福島中学校ほか２校大規模
改造（体育館空調機器設置）工事」の
工事設計内訳書（金額入り）

開示

10 R02.05.19 R02.06.01
教育委員会
（庶務課）

「昭島市立富士見丘小学校ほか２校大
規模改造（体育館空調機器設置等）工
事」の工事設計内訳書（金額入り）

開示

11 R02.05.19 R02.06.01
教育委員会
（庶務課）

「昭島市立玉川小学校ほか２校大規模
改造（体育館空調機器設置等）工事」
の工事設計内訳書（金額入り）

開示

12 R02.05.19 R02.06.01
教育委員会
（庶務課）

「昭島市立拝島第三小学校除湿温度保
持機能復旧工事」の工事設計内訳書
（金額入り）

開示

13 R02.05.22
市長

（法務担当）
公用車の自賠責保険や任意保険の保険
証券。今日時点で契約しているもの

請求取下げ

14 R02.05.25
市長

（清掃センター）
指定収集袋の契約に関する仕様書 請求取下げ

15 R02.05.25 R02.06.08
市長

（法務担当）

令和元年度に契約した契約金５万円以
上の保険契約（共済及び自賠責保険を
除く。）に係る保険証券及び明細の写
し

一部開示
（9-2、9-4）

16 R02.05.25 R02.06.08
教育委員会
（庶務課）

令和元年度に契約した契約金５万円以
上の保険契約（共済及び自賠責保険を
除く。）に係る保険証券及び明細の写
し

一部開示
（9-4）

17 R02.06.04
教育委員会
（指導課）

・スクールソーシャルワーカー活用事
業に関する文書
・スクールソーシャルワーカーとその
スーパーバイザーに関する文書

請求取下げ



18 R02.06.08 R02.06.23
市長

（法務担当）

下記工事の金入り設計書・特記仕様
書・諸経費計算書。ただし、単価契約
の工事にあっては、仕様書・単価内訳
書
・市道北150号道路等改修工事
・市道昭島46号道路改修工事
・街路灯点検及び修繕
・昭島都市計画公共下水道東部排水区
枝線工事
・昭島都市計画公共下水道残堀川第３
排水区枝線工事
・昭島市クリーンセンター土壌改良等
工事
・園内灯整備工事
・交通安全施設（街路灯）設置工事
・都市計画道路３・４・１号電線共同
溝整備工事
・大型街路灯（水銀灯）器具交換修繕
・昭島市庁舎市民ロビー照明交換修繕

一部開示
（9-4）

19 R02.06.08 R02.06.23
教育委員会
（庶務課）

「昭島市立富士見丘小学校ほか２校大
規模改造（体育館空調機器設置等）工
事」及び「昭島市立玉川小学校ほか２
校大規模改造（体育館空調機器設置
等）工事」の工事設計内訳書（金額入
り）・特記仕様書

開示

20 R02.06.11 R02.06.18
市長

（水道部業務課）

下記工事の金入り設計書・特記仕様書
・市道西113号ほか１路線排水管布設
替工事
・中央・西部配水場送水管布設工事
・西部２号水源バイパス管布設工事
・都道153号線排水管布設替工事

一部開示
（9-2、9-4）

21 R02.06.17 R02.06.26
市長

（課税課）
平成18年基準　非木造計算書 開示

22 R02.06.17 R02.06.26
市長

（課税課）

新築後から最新の課税年度までの経年
原点補正率、再建築費評点補正率の適
用が明記された資料

公文書不存在

23 R02.06.17 R02.06.26
市長

（課税課）
平成９年基準　鉄骨筋・鉄筋コンク
リート・鉄骨造計算書（明確）

開示

24 R02.06.17 R02.06.26
市長

（課税課）

新築後から最新の課税年度までの経年
原点補正率、再建築費評点補正率の適
用が明記された資料

公文書不存在

25 R02.06.24 R02.07.08
教育委員会
（庶務課）

昭島市立玉川小学校大規模改造（管理
教室北側外壁改修）工事の金額入り設
計内訳書

開示



26 R02.06.25 R02.07.08
市長

（防災課）
中神公園内災害対策用飲料貯水槽内部
及び外部塗装修繕の設計内訳書

開示

27 R02.06.25 R02.07.08
教育委員会
（庶務課）

「昭島市立中神小学校大規模改造（管
理教室棟外壁等改修）工事」及び「昭
島市立玉川小学校大規模改造（管理教
室棟南側等外壁改修）工事」の金額入
り設計内訳書

開示

28 R02.06.25 R02.07.08
教育委員会
（庶務課）

「昭島市立光華小学校大規模改造（東
側便所改修）工事」、「昭島市立東小
学校大規模改造（東側便所改修）工
事」、「昭島市立中神小学校大規模改
造（管理教室棟防水等改修）工事」及
び「昭島市立昭和中学校プール改修工
事」の金額入り設計内訳書

開示

29 R02.06.25
教育委員会

（スポーツ振興
課）

多摩川緑地くじら運動公園水泳プール
塗装等修繕の設計内訳書

請求取下げ

30 R02.06.29 R02.06.30
選挙管理員会

（選挙管理員会事
務局）

平成31年４月21日執行　昭島市議会議
員選挙における市議会議員の収支報告
書の写し及び領収書並びに公費負担の
契約書の写し

開示

31 R02.06.29 R02.07.08
市長

（水道部業務課）

下記工事の金入り設計書（代価表を含
む。）
・市道西113号ほか１路線排水管布設
替工事
・中央・西部配水場送水管布設工事
・西部２号水源バイパス管布設工事
・都道153号線排水管布設替工事

開示

32 R02.07.31 R02.08.12
教育委員会
（指導課）

平成29年12月、昭島市立瑞雲中学校に
在籍した当時中学１年の女子生徒の学
校生活と死亡後調査に関する資料

不開示

33 R02.07.31 R02.08.13
市長

（市民課）

住居番号付定受付簿及び住居表示台帳
（令和２年１月１日から令和２年６月
30日までに付定されたもの）

一部開示
（9-2）

34 R02.09.04 R02.09.09
市長

（介護福祉課）
昭島市立松原町高齢者福祉センター空
調設備改修工事の設計内訳書

開示

35 R02.09.04 R02.09.14
市長

（水道部業務課）

都道29号線ほか１路線排水管布設替工
事の工事設計内訳書（代価表を含
む。）（金額入り）

開示



36 R02.09.12 R02.11.13
市長

（基地・渉外担
当）

新型コロナウイルス感染症において、
米軍に関わる文書

一部開示
（9-1～9-6）

37 R02.09.12 R02.11.13
市長

（基地・渉外担
当）

新型コロナウイルス感染症において、
米軍に関わる文書

開示

38 R02.09.30 R02.10.09
教育委員会

（社会教育課）
昭島市立やまのかみ会館空調設備改修
工事の設計内訳書（金額入り）

開示

39 R02.10.22 R02.11.05
市長

（水道部業務課）

下記の工事の金入り設計書（代価表を
含む。）
・市道南154号ほか１路線排水管布設
工事
・主29立川青梅線電線共同溝整備事業
に伴う排水管布設替工事
・都道29号線ほか１路線排水管布設替
工事
・西部２号水源導水管布設替工事
・市道昭島34号ほか１路線排水管布設
替及び中央・西部配水場送水管布設工
事
・市道昭島９号排水管布設替工事

開示

40 R02.12.15 R02.12.28
市長

（環境課）
里川蛍の会　会員名簿

一部開示
（9-2）

41 R02.12.15 R02.12.28
市長

（管理課）

アダプト散歩道会の行動範囲（仕事）
は、どこまで
大神水辺の散歩道の会　会員名簿

一部開示
（9-2、9-4）

42 R02.12.15 R02.12.28
市長

（管理課）
水辺の散歩道のあるべき姿とは
通路外水路の進入

公文書不存在

43 R02.12.15 R02.12.28
市長

（交通対策課）
大神町水辺の散歩道の外路灯消灯、看
板の設置

一部開示
（9-2、9-4）

44 R02.12.15 R02.12.28
市長

（交通対策課）

フットライトにすだれを巻き付けるこ
とによる減光に関し決定に至るまでの
指示書、議事録

公文書不存在

45 R02.12.15 R02.12.28
教育委員会
（指導課）

「教育推進計画事業における教育活動
支援者謝礼の支払いについて（依
頼）」
「講師謝礼・教育活動支援者謝礼の支
払いについて（依頼）」

一部開示
（9-2）

46 R03.01.06 R03.01.20
市長

（管理課）
水辺の散歩道除草業務委託

一部開示
（9-4）



47 R03.01.06 R03.01.20
教育委員会
（指導課）

「大神町成隣小学校、生徒１～３年生
が引率され、日没後、行事で散歩道を
往復した趣旨、目的は」に関する公文
書

一部開示
（9-2）

48 R03.01.22 R03.02.01
市長

（市民課）

住居番号付定受付簿及び住居表示台帳
（令和２年７月１日から令和２年12月
31日までに付定されたもの）

一部開示
（9-2）

49 R03.01.29
教育委員会
（庶務課）

昭島市立拝島第一小学校除湿温度保持
機能復旧工事の金入りの工事内訳書

請求取下げ

50 R03.02.05 R03.02.18
市長

（課税課）
平成15年基準　非木造計算書 開示

51 R03.02.05 R03.02.18
市長

（課税課）

新築後から最新の課税年度までの経年
原点補正率、再建築費評点補正率の適
用が明記された資料

公文書不存在

52 R03.02.08 R03.02.16
市長

（市民課）
昭島市住居表示台帳の写し

一部開示
（9-2）

53 R03.02.24 R03.03.10
市長

（法務担当）

下記工事の設計内訳書
2018年度
・昭島市立朝日町高齢者福祉センター
復旧工事（その１）
・昭島市クリーンセンター管理棟解体
工事
・東中神駅臨時自転車等駐車場撤去工
事
2019年度
・昭島市クリーンセンター土壌改良等
工事
・子育てひろばほりむこう園庭整備工
事
2020年度
・昭島市クリーンセンター地中埋設物
撤去等工事
・昭島市立昭和公園防球フェンス撤去
等工事

開示

54 R03.02.24 R03.03.10
教育委員会

（スポーツ振興
課）

2019年度　旧拝島公園プール解体等工
事の設計内訳書

開示

55 R03.02.24 R03.03.10
教育委員会

（市民図書館管理
課）

2019年度　昭島市民図書館等解体工事
の設計内訳書

開示

56 R03.03.02 R03.03.12
教育委員会
（庶務課）

昭島市立拝島第一小学校除湿温度保持
機能復旧工事の金額入りの工事内訳書

開示

注　決定内容欄中「一部開示」とあるのは、開示請求に係る公文書に昭島市情報公開条例第９条各号に
　掲げる情報のうち次のいずれかに該当するものが含まれるため、それぞれその部分を除いて開示した



　ことを示します。
　（9-1）…法令等の定めるところにより、開示することができないと認められる情報
　　　　　（昭島市情報公開条例第９条第１号に該当）
　（9-2）…個人に関する情報で、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの
　　　　　（昭島市情報公開条例第９条第２号に該当）
　（9-3）…法人等に関する情報又は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、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位、財産権その
　　　　　 他正当な利益を害すると認められるもの。
　　　　　（昭島市情報公開条例第９条第３号に該当）
　（9-4）…開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪
　　　　　 の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがある情報
　　　　　（昭島市情報公開条例第９条第４号に該当）
　（9-5）…市又は国等の事務事業に係る意思形成過程において、市の機関内部若しくは機関相互間又
　　　　　 は市と国等との間における審議、協議、調査、試験研究等に関し、実施機関が作成し、又
　　　　　 は取得した情報であって、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業
　　　　　 に係る公正又は適正な意思形成に著しい支障が生じると認められるもの
　　　　　（昭島市情報公開条例第９条第５号に該当）
　（9-6）…市又は国等が行う監査、検査、徴税等の計画及び実施要領、渉外、争訟、交渉の方針、契
　　　　　 約の予定価格、試験の問題及び採点基準、職員の身分取扱い、用地買収計画その他事務事
　　　　　 業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業の目的が著しく損なわれる
　　　　　 と認められるもの、特定のものに不当な利益若しくは不利益が生じると認められるもの、
　　　　　 関係当事者間の信頼関係が著しく損なわれると認められるもの又は当該事務事業若しくは
　　　　　 将来の同種の事務事業の公正若しくは適正な執行に著しい支障が生じると認められるもの
　　　　　（昭島市情報公開条例第９条第６号に該当）

Ⅱ 公文書の開示等の決定に対する審査請求の状況
　　昭島市情報公開条例第12条第１項の規定に基づく公文書の開示等の決定に対する審査請求は、
　ありませんでした。


