
　　　令和３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：119件
　○ 上記請求に対する決定内容：開示76件、一部開示37件、不開示１件、
　　　　　　　　　　　　　　　 公文書不存在による請求拒否６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 R03.04.12 R03.04.21
市長

（管理課）
昭島市立昭和公園蒸気機関車塗装等改
修工事　内訳設計書

開示

2 R03.04.12 R03.04.21
市長

（下水道課）
昭島市クリーンセンター希釈放流施設
塗装等工事　設計内訳書

開示

3 R03.04.12 R03.04.21
教育委員会
（庶務課）

「昭島市立中神小学校大規模改造（特
別教室棟外壁改修）工事」に関わる金
額入り内訳設計書一式

開示

4 R03.04.19 R03.04.28
教育委員会

（スポーツ振興課）
旧拝島公園プール解体等工事の設計内
訳書

開示

5 R03.04.19 R03.04.28
教育委員会

（市民図書館管理課）
昭島市民図書館等解体工事設計内訳書 開示

6 R03.04.22 R03.04.26
市長

（環境課）

令和２年度に提出された特定粉じん排
出等作業実施届出書のうち、吹付け石
綿に該当するものの表紙及び別紙（特
定粉じん排出等作業の方法）の写し

一部開示
（9-2）

7 R03.04.30 R03.05.14
教育委員会
（庶務課）

「昭島市立玉川小学校大規模改造（管
理教室棟防水改修）工事」、「昭島市
立中神小学校大規模改造（特別教室棟
外壁改修）工事」、「昭島市立成隣小
学校大規模改造（外壁改修）工事」及
び「昭島市立清泉中学校大規模改造
（外壁改修）工事」に関わる金額入り
内訳設計書一式

開示

8 R03.05.06 R03.05.13
市長

（環境課）
東京都環境確保条例に基づく工場及び
指定作業所の一覧

一部開示
（9-2）

9 R03.05.06 R03.05.20
市長

（法務担当）

令和３年５月６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
となった同年６月１日以降有効な任意
保険及び自賠責保険の保険証券の写し
（共済を除く。）

一部開示
（9-4）



10 R03.05.07
教育委員会

（学校給食課）
昭島市学校給食共同調理場新築工事基
本設計書

請求取下げ

11 R03.05.13 R03.05.20
教育委員会
（庶務課）

「昭島市立共成小学校大規模改造（体
育館空調機器設置等）工事」に関わる
金額入り内訳設計書一式

開示

12 R03.06.09 R03.06.18
教育委員会
（庶務課）

「昭島市立共成小学校ほか２校大規模
改造（体育館空調機器設置等）工事」
及び「昭島市立拝島第二小学校及び拝
島中学校大規模改造（体育館空調機器
設置等）工事」に関わる金額入り内訳
設計書一式

開示

13 R03.07.05 R03.07.08
教育委員会

（社会教育課）
昭島市立富士見会館空調設備改修工事
に係る工事設計内訳書（金額入り）

開示

14 R03.07.07 R03.07.19
教育委員会

（市民図書館管理課）
他施設の運営実績を記載した書類（様
式12）

開示

15 R03.07.07 R03.07.19
教育委員会

（市民図書館管理課）
事業計画書（様式６～様式11）

不開示
（9-3）

16 R03.07.12 R03.07.20
市長

（生活福祉課）
昭島市被保護者自立促進事業実施要綱 開示

17 R03.07.12 R03.07.20
市長

（交通対策課）
コミュニティバス（Ａバス）の車両一
覧、車検証の写し、購入仕様書

開示

18 R03.07.16 R03.07.26
市長

（交通対策課）
令和３年度街路灯点検及び修繕の入札
仕様書一式

開示

19 R03.07.19 R03.07.30
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。）
・市道南106号汚水管移設に伴う排水
管切廻し工事

開示



20 R03.07.20 R03.08.03
市長

（法務担当）

昭島市長を契約者とする保険料が５万
円を超える損害保険であって令和３年
７月20日から令和４年３月31日までに
満期を迎えるものの保険証券及び明細
の写し（共済保険、自賠責保険、あい
おいニッセイ同和損保を契約の相手方
とする保険及び全国市長会で加入して
いる保険を除く。）

開示

21 R03.08.03 R03.08.17
市長

（水道部業務課）

「東部配水場自家用発電設備地下燃料
タンク増設工事」の金入り設計書
（本工事内訳書、一式当たり内訳表、
単価調書、代価明細書、諸経費総括
書）

開示

22 R03.08.03 R03.08.17
市長

（水道部業務課）

都道153号線排水管布設替工事
７月26日開札案件の金入りの工事内訳
書全般

開示

23 R03.08.03 R03.08.17
市長

（水道部業務課）

中央・西部配水場送水管布設工事
７月26日開札案件の金入りの工事内訳
書全般

開示

24 R03.08.10 R03.08.17
市長

（市民課）

令和３年８月10日時点の昭島市大神町
４丁目31街区及び昭島市美堀町１丁目
30街区の住居表示台帳

一部開示
（9-2）

25 R03.08.13 R03.08.24
市長

（下水道課）

汚水管浸入水対策工事における次の書
類
・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・諸経費計算書

開示

26 R03.08.13 R03.08.24
市長

（下水道課）

汚水管浸入水対策工事における次の書
類
・諸経費総括書

不存在による
請求拒否

27 R03.08.17 R03.08.30
市長

（水道部業務課）

市道西622号ほか２路線排水管布設替
工事
８月６日開札案件の金入りの工事内訳
書全般

開示

28 R03.08.23 R03.08.24
市長

（課税課）
令和３年１月１日現在の地番図の写し 開示

29 R03.08.23 R03.08.30
市長

（環境課）
東京都環境確保条例に基づく工場及び
指定作業所の一覧

一部開示
（9-2）

30 R03.08.23 R03.09.02
市長

（水道部業務課）

中央・西部配水場送水管布設工事
（契約番号　工第３号）に関わる工事
設計内訳書（金額入り）

開示



31 R03.08.23 R03.09.02
市長

（水道部業務課）

都道153号線排水管布設替工事
（契約番号　工第５号）に関わる工事
設計内訳書（金額入り）

開示

32 R03.08.23 R03.09.02
市長

（水道部業務課）

市道西622号ほか２路線排水管布設替
工事
（契約番号　工第６号）に関わる工事
設計内訳書（金額入り）

開示

33 R03.08.23 R03.09.03
市長

（建設課）

令和３年度　市道東106号道路改修工
事・市道昭島23号道路改修工事に関す
る工事総括書、種別内訳書、代価明細
書、図面

開示

34 R03.08.23 R03.09.03
市長

（下水道課）

昭島都市計画公共下水道南部第１処理
分区枝線工事に関する工事総括書、種
別内訳書、代価明細書、図面

開示

35 R03.08.27 R03.09.09
市長

（市民課）

住居番号付定受付簿及び住居表示台帳
（令和３年１月１日から令和３年６月
30日までに付定されてたもの）

一部開示
（9-2）

36 R03.09.01 R03.09.06
市長

（防災課）
防水貯水槽撤去等工事の内訳書、代価
表及び図面

開示

37 R03.09.02 R03.09.16
市長

（水道部業務課）

市道南110号ほか２路線配水管布設替
工事
金入りの工事設計内訳書全般

開示

38 R03.09.24 R03.10.07
市長

（水道部業務課）

都道29号線ほか３路線排水管布設替工
事
積算内訳書、代価表、共通費算定書、
見積比較表

一部開示
（9-3）

39 R03.10.06 R03.10.08
市長

（水道部業務課）

都道29号線ほか３路線排水管布設替工
事
金入りの工事内訳書全般

開示

40 R03.10.07 R03.10.12
市長

（水道部業務課）

試験成績報告書（ＰＦＯＳ、ＰＦＯ
Ａ）
2019年度、2020年度における試験結果

開示

41 R03.10.08 R03.10.13
市長

（水道部業務課）
西部２号水源導水管布設替工事
金入りの工事内訳書全般

開示



42 R03.10.19 R03.10.20
市長

（水道部業務課）
市道東187号配水管布設替工事
金入りの工事内訳書全般

開示

43 R03.10.19 R03.11.02
市長

（市民課）

2017年以降「○○○行政書士会所属
行政書士　○○○○」の名で請求され
ている戸籍、住民票等職務上請求書

不存在による
請求拒否

44 R03.10.21 R03.10.29
教育委員会
（庶務課）

「昭島市立昭和中学校ほか１校大規模
改造（体育館空調機器設置等）工事」
に関わる金額入り内訳設計書一式

開示

45 R03.10.22 R03.11.04
市長

（下水道課）

汚水管浸入水対策工事及び昭島都市計
画公共下水道南部第１処理分区枝線工
事に関する工事費総括書、工事総括
書、種別内訳書、代価明細書、特記仕
様書

開示

46 R03.11.24 R03.11.26
市長

（水道部業務課）

東部11号水源ほか３水源導水管布設替
工事
金入りの工事内訳書全般

開示

47 R03.12.02 R03.12.15
市長

（建設課）

令和３年度　市道昭島30号ほか３路線
橋りょう改修工事設計委託に関する金
額入り設計書

開示

48 R03.12.06 R03.12.13
市長

（介護福祉課）
昭島市立拝島町高齢者福祉センター空
調設備改修工事設計内訳書

開示

49 R03.12.22 R03.12.24
市長

（課税課）
昭島市　路線価図のSHAPEファイル 開示

50 R04.01.07
市長

（広報課）

2022年○○月○○日○○：○○～○
○：○○の間の相談者○○○○の法律
相談の担当弁護士の氏名が記載されて
いる文書

請求取下げ

51 R04.01.07 R04.01.12
選挙管理委員会

（選挙管理委員会事務
局）

平成24年12月16日執行
衆議院小選挙区選出議員選挙開票録

一部開示
（9-4）

52 R04.01.13 R04.01.17
市長

（市民課）
昭島市住居表示台帳の写し

一部開示
（9-2）



53 R04.01.18 R04.02.01
市長

（課税課）

平成30年度及び令和３年度固定資産税
（土地）標準宅地鑑定評価に関する不
動産鑑定の単価契約に係る文書のうち
次に掲げるもの
１　契約の相手方の推薦理由について
２　単価契約書
３　鑑定評価に関する業務発注契約条
項
４　仕様書

令和３年度固定資産税（土地）標準宅
地鑑定評価に関する不動産鑑定の単価
契約に係る文書のうち次に掲げるもの
５　見積書

一部開示
（9-4）

54 R04.01.18 R04.02.01
市長

（課税課）

開示請求内容別紙記載の平成30年度及
び令和３年度評価替えにおける
・（２）貴市における予定価格設定の
根拠資料（内訳書、積算書）等
・（９）その他、貴市における最初の
見積書、内訳書から最終の業務委託契
約に至る過程が解る資料

開示請求内容別紙記載の平成30年度評
価替えにおける
・（５）委託先の見積書及びその内訳
書等の資料。委託先は東京都不動産鑑
定士協会か、又は不動産鑑定士個人と
の契約による見積書等の資料なのかを
明示して下さい。

不存在による
請求拒否

55 R04.01.20 R04.01.26
市長

（水道部業務課）

１　東部11号水源ほか３水源導水管布
設替工事
２　中央・西部配水場送水管布設工事
３　市道東187号配水管布設工事
４　西部２号水源導水管布設替工事
５　東部７号ほか３水源導水管布設替
及び配水管布設替工事
６　市道西705号ほか２路線配水管布
設替工事
７　市道昭島６号配水管布設替工事

一部開示
（9-3、9-4）

56 R04.01.24 R04.02.02
市長

（市民課）

住居番号付定受付簿及び住居表示台帳
（令和３年７月１日から令和３年12月
31日までに付定されてたもの）

一部開示
（9-2）



57 R04.01.26 R04.02.01
市長

（水道部業務課）

１　市道西113号ほか１路線配水管布
設替工事
２　昭島都市計画道路３・４・１号配
水管布設工事
３　中央・西部配水場送水管布設工事
４　西部配水場導水管・送水管改良工
事
５　西部２号水源バイパス管布設工事
６　都道29号線配水管布設替工事
７　主29立川青梅線電線共同溝整備事
業に伴う配水管布設替工事
８　市道南154号ほか１路線配水管布
設工事
９　市道昭島９号配水管布設替工事
10　市道昭島34号ほか１路線配水管布
設替及び中央・西部配水場送水管布設
工事
11　都道29号線ほか１路線配水管布設
替工事
12　都道153号線配水管布設替工事
13　市道西622号ほか２路線配水管布
設替工事
14　都道153号線配水管布設替工事
15　市道南110号ほか２路線配水管布
設替工事

一部開示
（9-3、9-4）

58 R04.01.31
市長

（交通対策課）

街路灯塗替え修繕の金額入り内訳設計
書一式（諸経費計算書、特記仕様書を
含む。）

請求取下げ

59 R04.02.04 R04.02.07
市長

（水道部業務課）
市道昭島６号配水管布設工事 開示

60 R04.02.07 R04.02.09
市長

（水道部業務課）
主29立川青梅線電線共同溝整備事業に
伴う配水管布設替工事

開示

61 R04.02.14 R04.02.17
市長

（水道部業務課）

１　主29立川青梅線電線共同溝整備事
業に伴う配水管布設替工事
２　市道昭島６号配水管布設工事

開示

62 R04.02.22 R04.03.04
市長

（子ども子育て支援
課）

なしのき保育園冷暖房機器設置工事設
計内訳書

開示

63 R04.03.08 R04.03.22
市長

（企画政策課）
昭島・昭和の森武藤順九彫刻園の設置
の覚書

開示

64 R04.03.08 R04.03.22
市長

（健康課）
昭島市民の健康づくりの推進に向けた
連携に関する協定書

一部開示
（9-4）



65 R04.03.08 R04.03.22
市長

（環境課）

「多摩さくら百年物語フォーラム」事
業に伴う「さくら樹木」の管理に関す
る覚書（平成20年４月１日契約）市道
昭島39号歩道北側の昭和飛行機所有地
内の桜の管理

開示

66 R04.03.08 R04.03.22
市長

（管理課）

・昭島市北口駅前地区地区計画におい
て規定する歩行者通路の整備、特定公
共物認定外道路（通路）としての指定
及び維持管理についての協定（令和２
年９月30日）
・昭島市北口駅前地区地区計画におい
て規定する歩行者通路の整備、市道と
しての認定及び維持管理についての協
定（令和２年９月30日）
・道路土地賃借に関する契約書（平成
13年９月20日ほか）（市道北103号の
一部（昭島市つつじが丘一丁目336番
６、昭島市上川原町336番３、昭島市
上川原町336番８、昭島市上川原町336
番16、昭島市上川原町字御堀向355番
２））（市道北150号、昭島市大神町
773番18）

開示

67 R04.03.08 R04.03.22
市長

（管理課）

道路土地賃借に関する契約書（平成13
年９月20日ほか）（市道北103号の一
部（昭島市上川原町336番７））（市
道昭島14号、市道南398号）

不存在による
請求拒否

68 R04.03.08 R04.03.22
市長

（交通対策課）

昭和の森第一パーキングビル賃貸借契
約書（令和３年４月１日契約）
自転車等駐車場（毎年契約）

一部開示
（9-4）

69 R04.03.08 R04.03.22
市長

（交通対策課）

土地使用賃貸借契約書
（令和３年４月１日契約）
自転車等駐車場（毎年契約）

一部開示
（9-4）

70 R04.03.08 R04.03.22
市長

（地域開発課）

１．昭和飛行機工業株式会社による昭
島駅北側地区における開発事業に関す
る基本協定書（平成３年12月27日）
２．「昭和飛行機工業株式会社による
昭島駅北側地区における開発事業に関
する基本協定書」の一部変更同意書
（平成16年３月１日）
３．「昭和飛行機工業株式会社による
昭島駅北側地区における開発事業に関
する基本協定書」の一部変更同意書
（平成24年８月15日）
４．昭島駅北口駅前地区に所有する土
地の利用等についての覚書（平成30年
６月６日）

開示

71 R04.03.08 R04.03.22
市長

（区画整理課）
土地使用承諾に関する公文書 開示



72 R04.03.16 R04.03.23
市長

（水道部業務課）

１　都道29号線ほか３路線配水管布設
替工事
２　市道南110号ほか２路線配水管布
設替工事
３　西部２号水源導水管布設替工事
４　市道東187号配水管布設工事
５　東部11号水源ほか３水源導水管布
設替工事
６　主29立川青梅線電線共同溝整備事
業に伴う配水管布設替工事
７　市道昭島６号配水管布設工事

開示

73 R04.03.25 R04.04.06
市長

（感染症対策担当）

１．新型コロナウィルスの存在を証明
する科学的根拠、論文等
２．新型コロナウィルスワクチンがコ
ロナウィルス感染症予防に効果がある
という科学的根拠、論文等
３．マスクの着用が新型コロナウィル
スの感染防止に効果があるという科学
的根拠、論文等
４．ＰＣＲ陽性判定の無症状者が、他
者に新型コロナウィルスを感染させる
という科学的根拠、論文等

不存在による
請求拒否

74 R04.03.28 R04.04.11
市長

（防災課）
（仮称）都営福島団地敷地内備蓄倉庫
新築等工事設計内訳書

開示

75 R04.03.28 R04.04.11
教育委員会
（庶務課）

「昭島市立東小学校大規模改造（西側
便所改修）工事」及び「昭島市立光華
小学校大規模改造（西側便所改修）工
事」に関わる金額入り内訳設計書一式

開示

76 R04.03.28 R04.04.11
教育委員会
（庶務課）

「昭島市立成隣小学校大規模改造（外
壁改修）工事」及び「昭島市立清泉小
学校大規模改造（外壁改修）工事」に
関わる金額入り内訳設計書一式

開示

77 R04.03.29 R04.04.01
教育委員会

（市民図書館管理課）

旧市民図書館地中埋設物撤去工事設計
内訳書
旧市民図書館地中埋設物撤去工事図面
一式

開示

78 R04.03.29 R04.04.04
市長

（水道部業務課）

１　市道西622号ほか２路線配水管布
設替工事
２　市道昭島６号配水管布設工事（工
期R2.11.4～R3.2.18）

開示

79 R04.03.29 R04.04.06
市長

（交通対策課）

（2021－00153）東中神駅南側自転車
等駐車場整備工事における、積算内訳
書一式・図面一式

開示

80 R04.03.31 R04.04.05
市長

（水道部業務課）

１　市道南106号汚水管移設に伴う配
水管切廻し工事
２　市道南110号ほか２号路線配水管
布設替工事

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。


