
請
求
№

処
理
№

収受日 請求の内容 開示文書 決定年月日 決定内容
不開示
理由

不開示部
分の内容

開示実施日 開示方法 実費 主管課 備考

1 1 H30.4.2

・29県道小八林久保田下青鳥ほか1（下野本）配給水管布設替工
事　材料費・施工費・土工費すべての代価表（変更のもの）(図面な
し)
・29県道小八林久保田下青鳥ほか1（下野本）配給水管布設替工
事　金額入り数量書及び経費計算、交通誘導員算出根拠　変更設
計書（図面除く）
・29高坂第一区画配水管布設工事（その3）　金額入り数量書及び
経費計算、交通誘導員算出根拠　変更設計書（図面除く）
・29市道第80号線ほか4（下青鳥ほか）配水管布設替工事　金額入
り数量書及び経費計算、交通誘導員算出根拠　当初設計書（図面
除く）
・29国道407号線（下野本）配水管布設替工事　金額入り数量書及
び経費計算、交通誘導員算出根拠　変更設計書（図面除く）

29県道小八林久保田下青鳥ほか1（下野本）配給水管布設替工事
材料費・施工費・土工費すべての代価表（変更のもの）(図面なし)
29県道小八林久保田下青鳥ほか1（下野本）配給水管布設替工事
金額入り数量書及び経費計算、交通誘導員算出根拠　変更設計
書（図面除く）
29高坂第一区画配水管布設工事（その3）　金額入り数量書及び経
費計算、交通誘導員算出根拠　変更設計書（図面除く）
29市道第80号線ほか4（下青鳥ほか）配水管布設替工事　金額入り
数量書及び経費計算、交通誘導員算出根拠　当初設計書（図面除
く）
29国道407号線（下野本）配水管布設替工事　金額入り数量書及び
経費計算、交通誘導員算出根拠　変更設計書（図面除く）

H30.4.13 全部開示 ― ― H30.4.13 写しの交付 1,780円 水道課

2 2 H30.4.2

①29市道第68号線（松葉町三丁目）配給水管布設工事
②29市道第4153号線ほか2（上唐子）給水管布設替工事
③29国道407号線（下野本）配水管布設替工事
④29市道第7464号線（本町二丁目）配水管布設替工事
⑤29市道第3231号線ほか（野田）配水管布設替工事
⑥29県道深谷東松山線ほか3（松葉町二丁目ほか）配給水管布設
替工事
⑦29高坂第一区画配水管布設工事（その3）
⑧29市道第12号線ほか2（市ノ川ほか）配水管布設替工事
⑨29市道第5337号線ほか2（葛袋）配水管布設替工事
⑩29市道第6140号線（幸町）配水管布設替工事
⑪29市道第6196号線ほか2（上野本ほか）配給水管布設替工事
⑫29市道第7117号線ほか1（若松町二丁目ほか）配水管布設替工
事
⑬29市道第2607号線ほか7（東平）配給水管布設替工事
⑭29市道第86号線ほか1（西本宿）配給水管布設工事
⑮29市道第55号線ほか1（毛塚ほか）配水管布設替工事
⑯29市道第2237号線ほか1（大谷）配水管布設替工事
⑰29県道小八林久保田下青鳥ほか1（下野本）配給水管布設替工
事
⑱29市道第80号線ほか4（下青鳥ほか）配水管布設替工事
⑲29高坂第一区画配水管布設工事（その1）
⑳29市道第3094号線（松葉町一丁目）配水管布設替工事
㉑29市道第6077号線ほか4（美土里町）給水管布設替工事
設計金額算出根拠に係る金入り設計書及び金入り数量調書（明細
書）等
≪図面なし≫

29市道第68号線（松葉町三丁目）配給水管布設工事
29市道第4153号線ほか2（上唐子）給水管布設替工事
29国道407号線（下野本）配水管布設替工事
29市道第7464号線（本町二丁目）配水管布設替工事
29市道第3231号線ほか（野田）配水管布設替工事
29県道深谷東松山線ほか3（松葉町二丁目ほか）配給水管布設替
工事
29高坂第一区画配水管布設工事（その3）
29市道第12号線ほか2（市ノ川ほか）配水管布設替工事
29市道第5337号線ほか2（葛袋）配水管布設替工事
29市道第6140号線（幸町）配水管布設替工事
29市道第6196号線ほか2（上野本ほか）配給水管布設替工事
29市道第7117号線ほか1（若松町二丁目ほか）配水管布設替工事
29市道第2607号線ほか7（東平）配給水管布設替工事
29市道第86号線ほか1（西本宿）配給水管布設工事
29市道第55号線ほか1（毛塚ほか）配水管布設替工事
29市道第2237号線ほか1（大谷）配水管布設替工事
29県道小八林久保田下青鳥ほか1（下野本）配給水管布設替工事
29市道第80号線ほか4（下青鳥ほか）配水管布設替工事
29高坂第一区画配水管布設工事（その1）
29市道第3094号線（松葉町一丁目）配水管布設替工事
29市道第6077号線ほか4（美土里町）給水管布設替工事
設計金額算出根拠に係る金入り設計書及び金入り数量調書（明細
書）等
（図面なし）

H30.4.13 全部開示 ― ― H30.4.16

電磁的記
録媒体に
複写したも
のの交付

―
CD-R請
求者持込
み

水道課

3 3 H30.4.9

28県道小八林久保田下青鳥線ほか3(下野本)配水管布設替工事
29市道第3094号線(松葉町一丁目)配水管布設替工事
29高坂第一区画配水管布設工事（その2）
29高坂第一区画配水管布設工事（その1）
29市道第6077号線ほか4(美土里町)給水管布設工事
29市道第22号線(松葉町一丁目)取出管布設替工事
29市道第3193号線(市ノ川)配水管布設替工事

工事変更設計書　金額入り単価(図面必要なし)

28県道小八林久保田下青鳥線ほか3(下野本)配水管布設替工事
29市道第3094号線(松葉町一丁目)配水管布設替工事
29高坂第一区画配水管布設工事（その2）
29高坂第一区画配水管布設工事（その1）
29市道第6077号線ほか4(美土里町)給水管布設工事
29市道第22号線(松葉町一丁目)取出管布設替工事
29市道第3193号線(市ノ川)配水管布設替工事
工事変更設計書　金額入り単価(図面を除く。)

H30.4.16 全部開示 ― ― H30.4.17

写しの交付
用紙に出
力されたも
のの交付

2,440円 水道課

4 4 H30.4.12

・29まなびのみち案内看板等設置工事
・29公園遊具改修工事
・29まなびのみち整備工事
・28東松山ぼたん園改修工事
・29東松山ぼたん園土壌改良等工事
・29鞍掛山散策路整備工事
設計金額算出根拠に係る金入り設計書（誘導員数量調書、また埼
玉県の単価取り扱いで定めた材料設計単価採用の順位と相違あ
る案件の単価選定根拠）【図面必要なし】

29まなびのみち案内看板等設置工事
29公園遊具改修工事
29まなびのみち整備工事
28東松山ぼたん園改修工事
29東松山ぼたん園土壌改良等工事
29鞍掛山散策路整備工事
金入り設計書【図面除く】

H30.4.26 全部開示 ― ― H30.5.22

電磁的記
録媒体に
複写したも
のの交付

―
CD-R請
求者持込
み

都市計画課

平成３０年度公文書の開示請求の処理状況



請
求
№

処
理
№

収受日 請求の内容 開示文書 決定年月日 決定内容
不開示
理由

不開示部
分の内容

開示実施日 開示方法 実費 主管課 備考

平成３０年度公文書の開示請求の処理状況

5 5 H30.4.12

市ノ川地区2906擁壁設置工事
29市道第3094号線（松葉町一丁目）改良工事
設計金額算出根拠に係る金入り設計書（誘導員数量調書、また埼
玉県の単価取り扱いで定めた材料設計単価採用の順位と相違あ
る案件の単価選定根拠）【図面必要なし】

市ノ川地区2906擁壁設置工事
29市道第3094号線（松葉町一丁目）改良工事
金入り設計書【図面を除く。】

H30.4.20 全部開示 ― ― H30.5.22

電磁的記
録媒体に
複写したも
のの交付

―
CD-R請
求者持込
み

市街地整備課

6 6 H30.4.12

・29準用河川毛塚川吐口修繕工事
・29深沢沼（西本宿）上流排水路整備工事
・29準用河川新江川3号橋切り回し道路築造工事
・29市道第45号線（神戸）排水路防護柵修繕工事
・29市道第3595号線（松山）末流排水路整備工事
・29準用河川月中川転落防止柵修繕工事
設計金額算出根拠に係る金入り設計書（誘導員数量調書、また埼
玉県の単価取り扱いで定めた材料設計単価採用の順位と相違あ
る案件の単価選定根拠）【図面必要なし】

・29準用河川毛塚川吐口修繕工事
・29深沢沼（西本宿）上流排水路整備工事
・29準用河川新江川3号橋切り回し道路築造工事
・29市道第45号線（神戸）排水路防護柵修繕工事
・29市道第3595号線（松山）末流排水路整備工事
・29準用河川月中川転落防止柵修繕工事
上記の設計金額算出根拠に係る金入り設計書【図面を除く。】

H30.4.26 全部開示 ― ― H30.5.22

電磁的記
録媒体に
複写したも
のの交付

―
CD-R請
求者持込
み

河川課

7 H30.4.12

29市道第6149号線（幸町）狭あい道路整備工事、29市道第0007号
線ほか（東平ほか）区画線設置工事、29市道第9号線（東平）舗装
修繕工事、29市道第7453号線（古凍）改良工事、29市道第5671号
線ほか（毛塚ほか）区画線設置工事、29市道第7060号線（六反町）
舗装修繕工事、29市道第9061号線ほか（毛塚）道路修繕工事、29
市道第5792号線（松風台ほか）舗装修繕工事、29市道第6039号線
（下青鳥）改良工事、29市道第5412号線（西本宿）側溝整備工事、
29市道第3279号線（松山）舗装修繕工事、29市道第4131号線（上
唐子）側溝整備工事の設計金額算出根拠に係る金入り設計書（誘
導員数量調書）【図面を除く】

H30.4.26 全部開示 ― ― H30.5.22

電磁的記
録媒体に
複写したも
のの交付

―
CD-R請
求者持込
み

道路課

8 H30.4.12

29市道第33号線（御茶山町）歩道整備工事、29市道第7033号線
（神明町一丁目）狭あい道路整備工事、29市道第4175号線（上唐
子）改良工事、29市道第8062号線（下野本）改良工事、29市道第
5511号線（西本宿）側溝整備工事、29市道第2052号線（大谷）待避
所設置工事、29市道第12号線（市の川通線）整備工事の設計金額
算出根拠に係る金入り設計書（誘導員数量調書）【図面を除く】

H30.4.26 部分開示
第7条
第1号

個人の氏
名

H30.5.22

電磁的記
録媒体に
複写したも
のの交付

―
CD-R請
求者持込
み

道路課

7

・29市道第6149号線（幸町）狭あい道路整備工事
・29市道第0007号線ほか（東平ほか）区画線設置工事
・29市道第9号線（東平）舗装修繕工事
・29市道第7453号線（古凍）改良工事
・29市道第33号線（御茶山町）歩道整備工事
・29市道第5671号線ほか（毛塚ほか）区画線設置工事
・29市道第7033号線（神明町一丁目）狭あい道路整備工事
・29市道第4175号線（上唐子）改良工事
・29市道第7060号線（六反町）舗装修繕工事
・29市道第9061号線ほか（毛塚）道路修繕工事
・29市道第8062号線（下野本）改良工事
・29市道第5792号線（松風台ほか）舗装修繕工事
・29市道第5511号線（西本宿）側溝整備工事
・29市道第6039号線（下青鳥）改良工事
・29市道第5412号線（西本宿）側溝整備工事
・29市道第2052号線（大谷）待避所設置工事
・29市道第12号線（市の川通線）整備工事
・29市道第3279号線（松山）舗装修繕工事
・29市道第4131号線（上唐子）側溝整備工事
設計金額算出根拠に係る金入り設計書（誘導員数量調書、また埼
玉県の単価取り扱いで定めた材料設計単価採用の順位と相違あ
る案件の単価選定根拠）【図面必要なし】



請
求
№

処
理
№

収受日 請求の内容 開示文書 決定年月日 決定内容
不開示
理由

不開示部
分の内容

開示実施日 開示方法 実費 主管課 備考

平成３０年度公文書の開示請求の処理状況

8 9 H30.4.12

・29市道第62号線ほか2（毛塚ほか）舗装本復旧工事
・29県道小八林久保田下青鳥線ほか3（下野本）舗装本復旧工事
・29市道第4339号線ほか2（石橋）舗装本復旧工事
・29市道第7424号線ほか5（柏崎）舗装本復旧工事
・29市道第6024号線ほか3（上野本ほか）舗装本復旧工事
・29市道第14号線ほか2（野田）舗装本復旧工事
・29市道第4039号線ほか（上唐子）舗装本復旧工事
・29国道407号線ほか3（東平）舗装本復旧工事
・29県道行田東松山線ほか4（若松町一丁目ほか）舗装本復旧工事
・29市道第68号線（松葉町三丁目）配給水管布設工事
・29市道第4153号線ほか2（上唐子）給水管布設工事
・29国道407号（下野本）配水管布設替工事
・29市道第7464号線（本町二丁目）配水管布設替工事
・29市道第3231号線ほか（野田）配水管布設替工事
・29県道深谷東松山線ほか3（松葉町二丁目ほか）配給水管布設替工事
・29高坂第一区画配水管布設工事（その3）
・29市道第12号線ほか2（市ノ川ほか）配水管布設替工事
・29市道第5337号線ほか2（葛袋）配水管布設替工事
・29市道第6140号線（幸町）配水管布設替工事
・29市道第6196号線ほか2（上野本ほか）配給水管布設替工事
・29市道第7117号線ほか1（若松町二丁目ほか）配水管布設替工事
・29市道第2607号線ほか7（東平）配給水管布設替工事
・29市道第86号線1（西本宿）配給水管布設工事
・29市道第55号線ほか1（毛塚ほか）配水管布設替工事
・29市道第2237号線ほか1（大谷）配水管布設替工事
・29県道小八林久保田下青鳥線ほか1（大谷）配水管布設替工事
・29市道第80号線ほか4（下青鳥ほか）配水管布設替工事
・29高坂第一区画配水管布設工事（その1）
・29市道第3094号線（松葉町一丁目）配水管布設替工事
・29市道第6077号線ほか4（美土里町）給水管布設替工事
設計金額算出根拠に係る金入り設計書、金入り数量調書、また消火栓やボックス
等の材料費で合算している項目については単価の元となる各々の数量と単価。
【図面必要なし】

別紙30案件の設計金額算出根拠に係る金入り設計書、金入り数量
調書、また消火栓やボックス等の材料費で合算している項目につ
いては単価の元となる各々の数量と単価。
【図面なし】

H30.4.26 全部開示 ― ― H30.5.22

電磁的記
録媒体に
複写したも
のの交付

―
CD-R請
求者持込
み

水道課

9 10 H30.4.12

・29神明町一丁目地内管渠敷設替工事
・29管渠（高坂第一地区）A工区築造工事
・29管渠（高坂第一地区）B工区築造工事
・29管渠（美土里町）1工区築造工事
・29市道第6071号線ほか（松葉町三丁目ほか）舗装本復旧工事

上記5案件の設計金額算出根拠に係る金入り設計書及び設計数
量の根拠となる数量調書（交通誘導員数算出計算数量調書・土留
供用日数数量調書）【図面必要なし】

29神明町一丁目地内管渠敷設替工事
29管渠（高坂第一地区）A工区築造工事
29管渠（高坂第一地区）B工区築造工事
29管渠（美土里町）1工区築造工事
29市道第6071号線ほか（松葉町三丁目ほか）舗装本復旧工事

上記5案件の設計金額算出根拠に係る金入り設計書及び設計数
量の根拠となる数量調書（交通誘導員数算出計算数量調書・土留
供用日数数量調書）【図面を除く。】

H30.4.19 全部開示 ― ― H30.5.22

電磁的記
録媒体に
複写したも
のの交付

―
CD-R請
求者持込
み

下水道課

10 11 H30.4.12

29高坂駅東口第一地区道路築造（3工区）工事
29高坂駅東口第一地区道路築造（2工区）工事
29高坂駅東口第一地区道路築造（1工区）工事
28高坂駅東口第一地区整地造成（C工区）工事
29高坂駅東口第一地区高坂駅東口駅前広場整備工事
29高坂駅東口第一地区整地造成（A工区）工事
28高坂駅東口第一地区整地造成（B工区）工事
29高坂駅東口第一地区高坂駅前通線ほか（電線共同溝）築造工
事
設計金額算出根拠に係る金入り設計書（誘導員数量調書、また埼
玉県の単価取り扱いで定めた材料設計単価採用の順位と相違あ
る案件の単価選定根拠）

29高坂駅東口第一地区道路築造（3工区）工事、29高坂駅東口第
一地区道路築造（2工区）工事、29高坂駅東口第一地区道路築造
（1工区）工事、28高坂駅東口第一地区整地造成（C工区）工事、29
高坂駅東口第一地区高坂駅東口駅前広場整備工事、29高坂駅東
口第一地区整地造成（A工区）工事、28高坂駅東口第一地区整地
造成（B工区）工事、29高坂駅東口第一地区高坂駅前通線ほか（電
線共同溝）築造工事の金入り工事設計書（誘導員数量調書）（図面
を除く。）

H30.4.26 全部開示 ― ― H30.5.22

電磁的記
録媒体に
複写したも
のの交付

―
CD-R請
求者持込
み

高坂区画整理事務所

11 12 H30.4.12

29高坂駅東口第一地区第2号公園整備工事
設計金額算出根拠に係る金入り設計書（誘導員数量調書、また埼
玉県の単価取り扱いで定めた材料費設計単価採用の順位と相違
ある案件の単価選定根拠）【図面必要なし】

29高坂駅東口第一地区第2号公園整備工事
金入り設計書【図面を除く。】

H30.4.23 全部開示 ― ― H30.5.22

電磁的記
録媒体に
複写したも
のの交付

―
CD-R請
求者持込
み

都市計画課

12 13 H30.4.12

29まなびのみち路面標示等設置工事
設計金額算出根拠に係る金入り設計書（誘導員数量調書、また埼
玉県の単価取り扱いで定めた材料設計単価採用の順位と相違あ
る案件の単価選定根拠）【図面必要なし】

29まなびのみち路面標示等設置工事の設計金額算出根拠に係る
金入り設計書（誘導員数量調書）
【図面を除く。】

H30.4.26 全部開示 ― ― H30.5.22

電磁的記
録媒体に
複写したも
のの交付

―
CD-R請
求者持込
み

道路課



請
求
№

処
理
№

収受日 請求の内容 開示文書 決定年月日 決定内容
不開示
理由

不開示部
分の内容

開示実施日 開示方法 実費 主管課 備考

平成３０年度公文書の開示請求の処理状況

13 14 H30.4.13

・平成14年5月23日付け、東松山美吉共栄会街路灯設置事業補助
金交付申請書。
・平成14年8月12日付け、東松山美吉共栄会街路灯設置事業完了
報告書。

・平成14年5月23日付け、東松山美吉共栄会街路灯設置事業補助
金交付申請書
・平成14年8月12日付け、東松山美吉共栄会街路灯設置事業完了
報告書

H30.4.19 部分開示
第7条
第2号

代表者の
印影

H30.4.20 写しの交付 20円 商工観光課

14 15 H30.4.13
29県道小八林久保田下青鳥線ほか1（下野本）配給水管布設替工
事
材料費・施工費・土工費すべての代価表（図面なし、当初設計）

29県道小八林久保田下青鳥線ほか1（下野本）配給水管布設替工
事
材料費・施工費・土工費すべての代価表（図面なし、当初設計）

H30.4.19 全部開示 ― ― H30.4.19 写しの交付 950円 水道課

15 16 H30.4.18

29市道第2237号線ほか1（大谷）配水管布設替工事
29市道第3231号線ほか（野田）配水管布設替工事
29市道第7117号線ほか1（若松町二丁目ほか）配水管布設替工事
29国道407号（下野本）配水管布設替工事
29市道第80号線ほか4（下青鳥ほか）配水管布設替工事
29市道第86号線ほか1（西本宿）配給水管布設工事
29県道小八林久保田下青鳥線ほか1（下野本）配給水管布設替工
事
工事設計書（単価金額入り）※図面は不要　　当初のもの

29市道第2237号線ほか1（大谷）配水管布設替工事
29市道第3231号線ほか（野田）配水管布設替工事
29市道第7117号線ほか1（若松町二丁目ほか）配水管布設替工事
29国道407号（下野本）配水管布設替工事
29市道第80号線ほか4（下青鳥ほか）配水管布設替工事
29市道第86号線ほか1（西本宿）配給水管布設工事
29県道小八林久保田下青鳥線ほか1（下野本）配給水管布設替工
事
工事設計書（単価金額入り）図面は除く

H30.5.2 全部開示 ― ― H30.5.2 写しの交付 2,860円 水道課

16 17 H30.4.23

入札公告　契約整理番号：292048
業務名：29管渠等清掃業務
業務場所：東松山市及び滑川町地内
開札日：平成29年7月25日
設計書類一式（金入り書類すべて）　図面含む

29管渠等清掃業務　設計書類一式（金入り書類すべて）
【図面を含む】

H30.5.2 全部開示 ― ― H30.5.8

電磁的記
録媒体に
複写したも
のの交付

―
CD-R請
求者持込
み

下水道課

18 H30.4.25
東松山市立市民病院　医事・総合受付業務　契約書、仕様書
（H27.4.1～H30.9.30）

H30.5.9 部分開示
第7条
第2号

法人代表
者の印影

H30.5.11 写しの交付 250円 市民病院医事課

19 H30.4.25 医事・総合受付業務費内訳書（H27.4.1～H30.9.30） H30.5.9 全部開示 ― ― H30.5.11 写しの交付 10円 市民病院医事課

18 20 H30.5.1
29浄配水場清掃池等清掃業務
上記業務の設計書一式。

29浄配水場配水池等清掃業務の設計書 H30.5.10 全部開示 ― ― H30.5.10 写しの交付 190円 水道課

19 21 H30.5.1
29管渠等清掃業務
上記業務の設計書一式。

29管渠等清掃業務
上記業務の設計書類一式

H30.5.8 全部開示 ― ― H30.5.10 写しの交付 530円 下水道課

20 22 H30.5.9
東松山市立桜山小学校校舎トイレ改修工事
上記工事の金入り内訳書（数量調書・図面除く）

東松山市立桜山小学校校舎トイレ改修工事の金入り内訳書 H30.5.16 全部開示 ― ― H30.5.18

電磁的記
録媒体に
複写したも
のの交付

―
CD-R請
求者持込
み

管財課

21 23 H30.5.9

29県道小八林久保田下青鳥ほか1（下野本）配給水管布設替工事
29高坂第一区画配水管布設工事（その3）
29県道深谷東松山線ほか3（松葉町二丁目ほか）配給水管布設替
工事
29国道407号（下野本）配水管布設替工事
29市道第7464号線（本町二丁目）配水管布設替工事
上記工事の金入り工事設計書（図面除く）及び仮設材、交通誘導員
の実日数と延べ人数の計算書

29県道小八林久保田下青鳥ほか1（下野本）配給水管布設替工事
29高坂第一区画配水管布設工事（その3）
29県道深谷東松山線ほか3（松葉町二丁目ほか）配給水管布設替
工事
29国道407号（下野本）配水管布設替工事
29市道第7464号線（本町二丁目）配水管布設替工事
上記工事の金入り工事設計書（図面除く）及び仮設材、交通誘導員
の実日数と延べ人数の計算書

H30.5.16 全部開示 ― ― H30.5.18

電磁的記
録媒体に
複写したも
のの交付

―
CD-R請
求者持込
み

水道課

東松山市立市民病院医事総合受付業務契約書、仕様書（H27.4.1
～H30.9.30)
医事業務・総合受付業務費内訳書
(H27.4.1～H30.9.30)

17



請
求
№

処
理
№

収受日 請求の内容 開示文書 決定年月日 決定内容
不開示
理由

不開示部
分の内容

開示実施日 開示方法 実費 主管課 備考

平成３０年度公文書の開示請求の処理状況

22 24 H30.5.9

平成29年度の水道資材単価
平成28年度の東松山で採用した水道施工単価【代価表も】及び土木施工単価【代価
表も】
28県道小八林久保田下青鳥線ほか3（下野本）配水管布設替工事
28市道第4249号線（新郷）配水管布設工事
28市道第6024号線ほか3（上野本ほか）配水管布設替工事
28高坂第一区画配水管布設工事（その5）
28高坂第一区画配水管布設工事（その6）
28高坂第一区画配水管布設工事（その4）
28県道東松山停車場線（神明町一丁目ほか）配水管布設工事
28市道第14号線ほか2（野田）配水管布設替工事
28市道第4535号線（神戸）配水管布設工事
28市道第5978号線（田木）配水管布設工事
28市道第1401号線ほか5（大谷）配水管布設替工事
28県道行田東松山線ほか3（若松町一丁目ほか）配水管布設替工事
28市道第3534号線ほか1（松葉町四丁目）配水管布設替工事
28国道407号ほか3（東平）配水管布設替工事
28高坂第一区画配水管布設工事（その3）
28高坂第一区画配水管布設工事（その2）
28高坂第一区画配水管布設工事（その1）
28高坂第一区画給水管布設工事（その5）
28市道第6107号線ほか1（箭弓町二丁目）給水管布設工事
28市道第4339号線ほか2（石橋）給水管布設替工事
28市道第7424号線ほか3（柏崎）配給水管布設替工事
28高坂第一区画給水管布設工事（その4）
28県道東松山越生線（神戸）給水管布設工事
28市道第4039号線ほか（上唐子）配給水管布設替工事
28市道第3493号線ほか2（松山）配給水管布設替工事
28市道第4010号線（上唐子）給水管布設工事
28高坂第一区画給水管布設工事（その3）
上記の交通誘導員算出表
28市道第6426号線ほか（松葉町四丁目ほか）舗装本復旧工事
28県道福田鴻巣線ほか15（大谷）舗装本復旧工事
28市道第2420号線ほか5（東平）舗装本復旧工事
上記の金入り設計書及び対価表及び単価表
及び交通誘導員集計表

平成29年度水道資材単価
平成28年度工事で採用した水道施行単価及び代価表並びに土木
施工単価及び代価表
ほか別紙のとおり

H30.5.23 全部開示 ― ― H30.5.25

電磁的記
録媒体に
複写したも
のの交付

―
CD-R請
求者持込
み

水道課

23 25 H30.5.9
28市道第6426号線ほか（松葉町四丁目ほか）舗装本復旧工事
上記の金入り設計書及び代価表及び単価表
及び交通誘導員集計表

28市道第6426号線ほか（松葉町四丁目ほか）舗装本復旧工事
上記の金入り設計書、代価表、単価表及び交通誘導員集計表

H30.5.21 全部開示 ― ― H30.5.25

電磁的記
録媒体に
複写したも
のの交付

―
CD-R請
求者持込
み

下水道課

24 26 H30.5.18

30県道行田東松山線ほか1（本町二丁目ほか）配給水管布設工事
30県道高坂上唐子線（石橋ほか）送配水管布設替工事
金額入り数量書及び経費計算、交通誘導員算出根拠
当初設計書（図面除く）

30県道行田東松山線ほか1（本町二丁目ほか）配給水管布設工事
30県道高坂上唐子線（石橋ほか）送配水管布設替工事
金額入り数量書及び経費計算、交通誘導員算出根拠
当初設計書（図面除く）

H30.5.29 全部開示 ― ― H30.5.29 写しの交付 940円 水道課

25 27 H30.5.18
西本宿不燃物埋立地を中心に2500分の1の縮尺で、地番図及び航
空写真の重ね図

西本宿不燃物埋立地を中心に2500分の1の縮尺で、地番図及び航
空写真の重ね図

H30.5.31 全部開示 ― ― H30.6.1
用紙に出
力したもの
の交付

90円 課税課

26 28 H30.5.21

・特別管理産業廃棄物処理委託契約書（収集運搬分）のうち、鑑、
約款及び業務委託の内容
・見積結果報告兼契約伺（東松山市立市民病院特別管理産業廃
棄物収集運搬及び処分業務）
のうち、見積比較

・特別管理産業廃棄物処理委託契約書（収集運搬分）のうち、鑑、
約款及び業務委託の内容
・見積結果報告兼契約伺（東松山市立市民病院特別管理産業廃
棄物収集運搬及び処分業務）
のうち、見積比較

H30.5.29 部分開示
第7条
第2号

法人代表
者の印影

H30.6.18 写しの交付 70円 市民病院管理課

27 29 H30.5.31

さいたま地方裁判所平成29年9月27日判決（損害賠償等請求事
件）に係る判決書
東京高等裁判所平成30年2月27日判決（損害賠償等請求控訴事
件）に係る判決書

さいたま地方裁判所平成29年9月27日判決（損害賠償等請求事
件）及び東京高等裁判所平成30年2月27日判決（損害賠償等請求
控訴事件）に係る判決書

H30.6.8 部分開示
第7条
第1号

個人の氏
名、住
所、電話
番号、土
地の登記
情報、事
件番号及
び市道番
号

H30.6.15 写しの交付 410円 総務課



請
求
№

処
理
№

収受日 請求の内容 開示文書 決定年月日 決定内容
不開示
理由

不開示部
分の内容
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平成３０年度公文書の開示請求の処理状況

28 30 H30.6.5 平成30年度薬剤類単価契約契約案（見積結果）
平成30年度薬剤類単価契約　契約案
（見積結果）

H30.6.7 全部開示 ― ― H30.6.11 写しの交付 60円 契約検査課

29 31 H30.6.11

1.29管渠（高坂第一地区）A工区築造工事
2.29管渠（高坂第一地区）B工区築造工事
上記2件の設計金額入り設計書、及び交通誘導警備員計算書
土留必要日数計算書等の工事金額の算出にあたり必要となるもの
の写し。図面は不要です。

29管渠（高坂第一地区）A工区築造工事
29管渠（高坂第一地区）B工区築造工事
上記2件の設計金額入り設計書及び交通誘導警備員計算書、土留
必要日数計算書等の工事金額の算出にあたり必要となるものの写
し。図面は除く。

H30.6.18 全部開示 ― ― H30.6.18

電磁的記
録媒体に
複写したも
のの交付

―
CD-R請
求者持込
み

下水道課

30 32 H30.6.25
29東松山市西本宿不燃物等埋立地浸出水処理施設修繕工事に係
る設計図書（設計金額の内訳書含む）

29東松山市西本宿不燃物等埋立地浸出水処理施設修繕工事に係
る設計図書（設計金額の内訳書含む。）

H30.7.3 全部開示 ― ― H30.7.11 閲覧 ―
廃棄物対策課
クリーンセンター

31 33 H30.7.2

「都市計画法」及び「土地区画整理法」に基づき東松山市内の『土
地区画整理事業』（特定土地区画整理事業、ミニ区画整理事業も
含む）で、平成27年12月1日から平成30年4月30日までに換地処分
がなされた事業についての、土地区画整理法施行規則第5条、第
12条などで法定されている下記の1.から4.の図面
1.施行地区位置図
2.施行地区区域図
3.換地図その1（従前の土地図）
4.換地図その2（換地処分後の土地図）

平成27年12月1日から平成30年4月30日までに換地処分がされた
東松山市内の土地区画整理事業についての以下の文書
・施行地区位置図
・施行地区区域図
・換地図その1
・換地図その2

H30.7.17 全部開示 ― ― H30.7.23 写しの交付 330円 市街地整備課

32 34 H30.7.2
H29管渠等清掃業務
金額入りの積算内訳書と代価表（図面は不要）

下水道課 7/5日取下げ

33 35 H30.7.10

東松山市民文化センター指定管理業務
・平成29年度事業実績報告書（管理事業・自主事業報告書、収支
決算）
・平成29年度修繕実績（東松山市実施、指定管理者実施）

平成29年度東松山市民文化センター事業報告書
東松山市民文化センター改修工事等一覧

H30.7.23 部分開示
第7条
第2号

法人に係
る税額

H30.7.24 写しの交付 210円 社会教育課

34 36 H30.7.23
平成30年1月1日から30年6月30日までに付定のあった住居付定受
付簿（地番・住居番号のわかる資料）と該当の住居表示台帳
＊個人の氏名は不要です。

住居表示付定受付簿（平成30年1月～平成30年6月）
住居表示台帳
（本町1丁目11番(3-1)、本町2丁目3番(2-2)、9番、10番(3-3)、神明
町1丁目4番(2-1)、7番(2-1)、14番(2-1)、神明町2丁目13番(2-2)、
15番、箭弓町2丁目7番(4-3)、12番、材木町9番、21番、松葉町1丁
目9番(2-2)、松葉町2丁目16番(3-2)、松葉町4丁目2番(2-1)、4番
(2-1)、11番(2-1)、日吉町11番、12番(2-1)、15番、加美町2番(3-3)、
3番(3-2)、9番(3-3)、松本町1丁目8番、10番(3-3)、松本町2丁目1
番(6-5)、3番(3-2)、松山町1丁目8番、12番、13番(5-1)(5-5)、15番
(2-2)、松山町2丁目5番(2-1)(2-2)、美土里町2番(2-1)、和泉町3
番、4番(3-3)、6番(4-1)、7番(4-3)、幸町9番、13番、14番、15番(4-
1)(4-2)、若松町1丁目6番、15番、若松町2丁目19番）

H30.8.3 部分開示
第7条
第1号

個人の氏
名、住所

H30.8.16 写しの交付 540円 市民課

35 37 H30.7.23

28高坂駅東口第一地区整地造成（B工区）工事、29高坂駅東口第
一地区道路築造（1工区）工事、29高坂駅東口第一地区道路築造
（2工区）工事、29高坂駅東口第一地区道路築造（3工区）工事の金
入り工事設計書（数量調書・図面は除く）及び仮設材・交通誘導員
の実日数と延人数の計算根拠

28高坂駅東口第一地区整地造成（B工区）工事、29高坂駅東口第
一地区道路築造（1工区）工事、29高坂駅東口第一地区道路築造
（2工区）工事、29高坂駅東口第一地区道路築造（3工区）工事の金
入り工事設計書（数量調書・図面は除く）及び仮設材・交通誘導員
の実日数と延べ人数の計算根拠

H30.8.3 全部開示 ― ― H30.8.7 写しの交付 4,340円 高坂区画整理事務所

36 38 H30.7.23
28東松山ぼたん園改修工事の金入り工事設計書（数量調書・図面
は除く）及び仮設材の実日数と延人数の計算根拠

28東松山ぼたん園改修工事
金入り設計書（数量調書・図面を除く）及び仮設材の実日数の計算
根拠

H30.7.27 全部開示 ― ― H30.8.7 写しの交付 2,420円 都市計画課

37 39 H30.7.24
29管渠（高坂第一地区）B工区築造工事の金入り工事設計書（数量
調書・図面は除く）及び仮設材・交通誘導員の実日数と延人数の計
算根拠

29管渠（高坂第一地区）B工区築造工事の金入り工事設計書（数量
調書・図面は除く）及び仮設材・交通誘導員の実日数と延べ人数の
計算根拠

H30.8.2 全部開示 ― ― H30.8.7 写しの交付 1,270円 下水道課
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38 40 H30.7.25

・29県道行田東松山線ほか4（若松町一丁目ほか）舗装本復旧工
事
・29国道407号ほか3（東平）舗装本復旧工事
・29市道第14号線ほか2（野田）舗装本復旧工事
・29市道第4039号線ほか（上唐子）舗装本復旧工事
・29市道第7424号線ほか5（柏崎）舗装本復旧工事
・29市道第6024号線ほか3（上野本ほか）舗装本復旧工事
上記工事の金入り工事設計書（数量調書・図面除く）及び仮設材、
交通誘導員の実日数と延べ人数の計算書

29県道行田東松山線ほか4（若松町一丁目ほか）舗装本復旧工事
29国道407号線ほか3（東平）舗装本復旧工事
29市道第14号線ほか2（野田）舗装本復旧工事
29市道第4039号線ほか（上唐子）舗装本復旧工事
29市道第7424号線ほか5（柏崎）舗装本復旧工事
29市道第6024号線ほか3（上野本ほか）舗装本復旧工事
上記工事の金入り工事設計書（数量調書・図面除く）及び交通誘導
員の実日数と延べ人数の計算書

H30.7.30 全部開示 ― ― H30.8.9

電磁的記
録媒体に
複写したも
のの交付

―
CD-R請
求者持込
み

水道課

39 41 H30.7.27

28高坂駅東口第一地区道路築造（3工区）工事
28高坂駅東口第一地区道路築造（2工区）工事
28高坂駅東口第一地区道路築造（5工区）工事
28高坂駅東口第一地区道路築造（1工区）工事
上記工事の金入り工事設計書（数量調書・図面除く）及び仮設材、
交通誘導員の実日数と延べ人数の計算書

28高坂駅東口第一地区道路築造（3工区）工事、28高坂駅東口第
一地区道路築造（2工区）工事、28高坂駅東口第一地区道路築造
（5工区）工事、28高坂駅東口第一地区道路築造（1工区）工事の金
入り工事設計書（数量調書、図面除く）及び仮設材、交通誘導員の
実日数と延べ人数の計算書

H30.8.9 全部開示 ― ― H30.8.9

電磁的記
録媒体に
複写したも
のの交付

―
CD-R請
求者持込
み

高坂区画整理事務所

40 42 H30.7.27

・28市道第4471号線（石橋）交差点改良工事
・29市道第6039号線（下青鳥）改良工事
・29市道第8062号線（下野本）改良工事
・29市道第4175号線（上唐子）改良工事
・29市道第7453号線（古凍）改良工事
上記工事の金入り工事設計書（数量調書・図面除く）及び仮設材、
交通誘導員の実日数と延べ人数の計算書

・28市道第4471号線（石橋）交差点改良工事
・29市道第6039号線（下青鳥）改良工事
・29市道第8062号線（下野本）改良工事
・29市道第4175号線（上唐子）改良工事
・29市道第7453号線（古凍）改良工事
上記工事の金入り工事設計書（数量調書・図面除く）及び仮設材、
交通誘導員の実日数と延べ人数の計算書

H30.8.6 全部開示 ― ― H30.8.9

電磁的記
録媒体に
複写したも
のの交付

―
CD-R請
求者持込
み

道路課

41 43 H30.8.7
市議補選H30
井上しょう子　島田豊
選挙運動費用収支報告書

平成30年7月8日執行の東松山市議会議員補欠選挙における選挙
運動費用収支報告書（井上聖子候補、島田豊候補分）

H30.8.17 部分開示
第7条
第2号
第3号

個人の印
影
法人の代
表者の印
影

H30.8.20 写しの交付 800円 選挙管理委員会

42 44 H30.8.7
H30市長選　森田光一
選挙運動費用収支報告書

平成30年7月8日執行の東松山市長選挙における選挙運動費用収
支報告書（森田光一候補分）

H30.8.17 部分開示
第7条
第2号
第3号

個人の印
影
法人の代
表者の印
影

H30.8.20 写しの交付 540円 選挙管理委員会

43 45 H30.8.9

平成29年4月1日から平成34年3月31日までの東松山市放課後児
童クラブ（きらめきクラブまつに、きらめくクラブからこ、きらめきクラ
ブいちのかわ、きらめきクラブたかさか、きらめきクラブしんめい）の
指定管理者の公募において、受託が決定した事業者（シダックス大
新東ヒューマンサービス株式会社）が提出した申請書類のうち、指
定管理に係る事業計画及び自主事業の提案がわかる文書

平成29年4月1日から平成34年3月31日までの東松山市放課後児
童クラブの指定管理者選定に当たり、指定管理者に選定されたシ
ダックス大新東ヒューマンサービス株式会社が提出した事業計画
書

H30.8.21 部分開示
第7条
第1号

個人の氏
名、個人
が特定で
きる写真

H30.8.21 写しの交付 620円 保育課

44 46 H30.8.13
30東松山市公園等管理業務
・業務仕様書
・金入内訳明細書

30東松山市公園等管理業務
・業務仕様書
・金入り内訳明細書

H30.8.17 全部開示 ― ― H30.8.13 写しの交付 150円 都市計画課

45 47 H30.8.20
29橋梁点検調査業務
28橋梁点検調査業務
上記2件の金入設計書（図面無）

・29橋梁点検調査業務
・28橋梁点検調査業務
上記2件の金入り設計書（図面を除く。）

H30.8.28 全部開示 ― ― H30.8.29 写しの交付 670円 道路課

46 48 H30.8.27
2017年11月7日開札案件、29高坂駅東口第一地区道路築造（2工
区）工事の金入り図書（設計書、経費根拠書、交通誘導員計算書）

29高坂駅東口第一地区道路築造（2工区）工事の図書（設計書、経
費根拠、交通誘導員計算書）

H30.9.3 全部開示 ― ― H30.9.5

電磁的記
録媒体に
複写したも
のの交付

―
CD-R請
求者持込
み

高坂区画整理事務所
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№

処
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№
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47 49 H30.8.29
平成26、28、30年　オランダナイメーヘン視察に関する旅費、内訳
がわかる書類及び報告書

平成26年度、平成28年度及び平成30年度　姉妹都市オランダ王国
ナイメーヘン市への行政視察に関する旅費及びその内訳がわかる
書類並びに視察結果報告書

H30.9.10 部分開示
第7条
第1号
第2号

法人の代
表者の印
影、法人
の担当者
氏名、写
真中個人
の顔部分

H30.9.13 写しの交付 960円 議会事務局

48 50 H30.8.29
H28、29　オランダナイメーヘン4デイズマーチ参加に伴う職員の旅
費、内訳がわかる書類及びH28、29、30の復命書

平成30年度オランダ国際フォーデーズマーチ職員参加に伴う旅費
及び内訳が分かる書類並びに復命書

H30.9.11 部分開示
第7条
第1号
第2号

個人の氏
名、法人
の代表者
の印影

H30.9.13 写しの交付 160円 スポーツ課

49 51 H30.8.30
H30　オランダナイメーヘン4デイズマーチ参加に伴う職員の旅費、
内訳がわかる書類

平成28年度及び平成29年度オランダ国際フォーデーズマーチ職員
参加に伴う旅費及び内訳が分かる書類並びに復命書

H30.9.12 部分開示
第7条
第1号
第2号

個人の氏
名、電話
番号、
メールアド
レス、法
人の代表
者の印影

H30.9.13 写しの交付 390円 総務課

50 52 H30.9.3 住居表示台帳　加美町（全体図）加美町2番、5番
住居表示台帳（加美町（全体図）、加美町2番（3-1～3-3）、加美町
５番（2-1～2-2）

H30.9.14 部分開示
第7条
第1号

個人の氏
名

H30.9.27 写しの交付 60円 市民課

51 53 H30.9.5
総合会館空調機更新工事　金入り内訳書全ページ（代価表・別紙
明細を含む。）（図面不要）

東松山市総合会館空調機更新工事の金入り内訳書及び代価表 H30.9.18 全部開示 ― ― H30.9.27 写しの交付 990円 管財課

52 54 H30.9.6
30配水管布設替実施設計業務（その2）
30東松山市水道ビジョン等策定業務
金入り委託内訳書（内訳書、代価表）

30配水管布設替実施設計業務（その2）
30東松山市水道ビジョン等策定業務
金入り委託内訳書（内訳書、代価表）

H30.9.14 全部開示 ― ― H30.9.27

電磁的記
録媒体に
複写したも
のの交付

―
CD-R請
求者持込
み

水道課

53 55 H30.9.6
30和泉町雨水管渠実施設計業務
金入り委託内訳書（内訳書、代価表）

30和泉町雨水管渠実施設計業務
上記の金入り委託内訳書（代価表を含む）

H30.9.13 全部開示 ― ― H30.9.27

電磁的記
録媒体に
複写したも
のの交付

―
CD-R請
求者持込
み

下水道課

54 56 H30.9.7
平成30年7月8日執行の東松山市長選挙における選挙運動費用収
支報告書（森田光一候補分）

平成30年7月8日執行の東松山市長選挙における選挙運動費用収
支報告書（森田光一候補分）

H30.9.13 部分開示
第7条
第2号
第3号

個人の印
影
法人の代
表者の印
影

H30.9.20 写しの交付 630円 選挙管理委員会

55 57 H30.9.10
30市道第3号線（大谷）歩道整備工事
設計金額入り設計書及び交通誘導員計算書（当初設計分）
図面不要。

30市道第3号線（大谷）歩道整備工事
設計金額入り設計書及び交通誘導員計算書（当初設計分）
図面除く

H30.9.14 全部開示 ― ― H30.9.18

電磁的記
録媒体に
複写したも
のの交付

―
CD-R請
求者持込
み

道路課

56 58 H30.9.10
①　選挙運動用費用収支報告書
H30市長選森田光一第一回修正分
②　選挙運動収支報告書の訂正について

平成30年7月8日執行の東松山市長選挙における選挙運動費用収
支報告書（森田光一候補　第１回修正分）及び選挙運動費用収支
報告書の訂正について

H30.9.19 部分開示
第7条
第3号

個人の印
影

H30.9.20 写しの交付 40円 選挙管理委員会

57 59 H30.9.13
○○○○に対する臨時運行許可証
平成30年3月1日から8月31日申請分まで

○○○○に対する臨時運行許可証
（平成30年3月1日～8月31日申請分）

H30.9.26 全部開示 ― ― H30.9.27 写しの交付 60円 市民課
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№

処
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58 60 H30.9.14
Ｈ29年度・30年度　埼玉中部資源循環組合の一般会計に係る負担
金の支出負担行為決議書及び支出命令書（支払済のものまで）
添付資料含

埼玉中部資源循環組合の一般会計に係る負担金の支出負担行為
決議書及び支出命令書（添付書類を含む。）（平成29年度、30年
度）

H30.9.26 全部開示 ― ― H30.9.28 写しの交付 260円 廃棄物対策課

59 61 H30.9.20 30橋梁点検調査業務（案件番号303172）の金入り内訳書 30橋梁点検調査業務に係る金入り内訳書 H30.10.3 全部開示 ― ― H30.10.4

電磁的記
録媒体に
複写したも
のの交付

―
CD-R請
求者持込
み

道路課

60 62 H30.10.2

開札日：平成30年9月4日
案件名：30橋梁点検調査業務

交付していただきたいもの
金入り設計書一式（CD）　※数量計算書、図面等を除く

30橋梁点検調査業務に係る金入り設計書（案内図、特記仕様書、
H30橋梁点検調査対象リストを除く。）

H30.10.12 全部開示 ― ― H30.10.15

電磁的記
録媒体に
複写したも
のの交付

―
CD-R請
求者持込
み

道路課

61 63 H30.10.3
30高坂駅東口第一地区道路築造（2工区）工事の金入り工事設計
書（数量調書・図面は除く）

30高坂駅東口第一地区道路築造(2工区)工事の工事設計書
（数量調書及び図面を除く。）

H30.10.12 全部開示 ― ― H30.10.15 写しの交付 950円 高坂区画整理事務所

62 64 H30.10.9

下記の建設工事の「工事費内訳書」について開示をお願い致しま
す。
①27市野川浄化センター汚泥処理設備（汚泥移送・供給ポンプ）修
繕工事
②28市野川浄化センターNO4ケーキ搬出コンベヤ修繕工事
③29市野川浄化センター汚泥処理設備（NO3ケーキ搬出コンベヤ
等）修繕工事
④30市野川浄化センター遠心濃縮器NO2修繕工事

27市野川浄化センター汚泥処理設備（汚泥移送・供給ポンプ）修繕
工事
28市野川浄化センターNO4ケーキ搬出コンベヤ修繕工事
29市野川浄化センター汚泥処理設備（NO3ケーキ搬出コンベヤ等）
修繕工事
30市野川浄化センター遠心濃縮器NO2修繕工事
上記4工事の本工事費内訳書一式

H30.10.17 全部開示 ― ― H30.10.26

写しの交付
用紙に出
力したもの
の交付

330円
下水道課

市野川浄化センター

63 65 H30.10.10
H30.10.10
○○○○申請の申入書受付印の入っている紙面

広報広聴課
取下げ
（個人情報開示請求
へ変更）

64 66 H30.10.10
H30年度第3期（9月）　埼玉中部資源循環組合の一般会計に係る
負担金の支出負担行為決議書及び支出命令書（含添付資料）

埼玉中部資源循環組合の一般会計に係る負担金の支出命令書及
び添付書類
(平成30年度第3期)

H30.10.17 全部開示 ― ― H30.10.18 写しの交付 30円 廃棄物対策課

65 67 H30.10.15

案件名称　30東松山市公共下水道基本設計（雨水）委託業務
案件場所　東松山市松葉町三丁目地内
開札日　　平成30年5月15日

上記業務に係る金入りの設計書の開示（図面を除く）

30東松山市公共下水道基本設計(雨水)委託業務に係る金入り設
計書（図面を除く。）

H30.10.19 全部開示 ― ― H30.10.29 写しの交付 240円
下水道課
環境センター

66 68 H30.10.15

案件名称　29配水管布設替実施設計業務（その1）
案件場所　東松山市大字上野本地内
開札日　　平成29年6月6日

上記業務に係る金入りの設計書の開示請（図面を除く）

29配水管布設替実施設計業務（その1）の金入り設計書
（図面を除く。）

H30.10.26 全部開示 ― ― H30.10.29 写しの交付 270円 水道課

67 69 H30.10.16
29高坂駅東口第一地区道路築造(4工区)工事の金入り工事設計書
（数量調書・図面を除く）及び仮設材・交通誘導員の実人数と延人
数の計算根拠

29高坂駅東口第一地区道路築造(4工区)工事の工事設計書（数量
調書・図面を除く。）及び仮設材・交通誘導員の日数計算書

H30.10.26 全部開示 ― ― H30.10.29 写しの交付 830円 高坂区画整理事務所

68 70 H30.10.16
30管渠(高坂第一地区)A工区築造工事、30管渠(高坂第一地区)B
工区築造工事の金入り工事設計書（数量調書・図面を除く）及び仮
設材・交通誘導員の実人数と延人数の計算根拠

30管渠（高坂第一地区）A工区築造工事、30管渠（高坂第一地区）B
工区築造工事の金入り工事設計書（数量調書・図面除外）及び仮
設材・交通誘導員の実日数と延べ人数の計算根拠

H30.10.26 全部開示 ― ― H30.10.29 写しの交付 1,390円 下水道課
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69 71 H30.10.19

下記業務の金入り設計書及び設計計算の根拠等が分かる書類
業務名：環境センター運転保守管理及び清掃業務
業務期間：１）平成27年4月1日～平成28年3月31日
　　　　　　 ２）平成28年4月1日～平成31年9月30日

27環境センター運転保守管理及び清掃業務、環境センター運転保
守管理及び清掃業務の金入り内訳書

H30.11.1 全部開示 ― ― H30.11.21 写しの交付 120円
下水道課
環境センター

70 72 H30.10.19

下記業務の設計額、予定価格、最低制限価格、落札業者、落札額
及び入札経過等が分かる書類(入札結果表等)
業務名：環境センター運転保守管理及び清掃業務
業務期間：1）平成22年4月1日～平成23年3月31日
　　　　　　 2）平成23年4月1日～平成24年3月31日
　　　　　　 3）平成24年4月1日～平成25年3月31日
　　　　　　 4）平成25年4月1日～平成26年3月31日
　　　　　　 5）平成26年4月1日～平成27年3月31日
　　　　　　 6）平成27年4月1日～平成28年3月31日

以下の業務期間の「環境センター運転保守管理及び清掃業務」の
入札結果表又は契約台帳
1）平成22年4月1日～平成23年3月31日
2）平成23年4月1日～平成24年3月31日
3）平成24年4月1日～平成25年3月31日
4）平成25年4月1日～平成26年3月31日
5）平成26年4月1日～平成27年3月31日
6）平成27年4月1日～平成28年3月31日

H30.10.23 全部開示 ― ― H30.11.21 写しの交付 60円 契約検査課

71 73 H30.10.24

平成30年7月8日執行の東松山市長選挙における選挙運動費用収
支報告書
森田光一　候補分
安冨歩　候補分

平成30年7月8日執行の東松山市長選挙における選挙運動費用収
支報告書
・森田光一候補分　※10月26日訂正後
・安冨歩候補分

H30.11.2 部分開示
第7条
第2号
第3号

個人の印
影
法人の代
表者の印
影

H30.11.7 写しの交付 1,070円 選挙管理委員会

72 74 H30.10.29
平成31年度用教科書採択（中学校・道徳）に関する資料
　・調査員名簿
　・各学校における研究結果

学校教育課
取下げ
11月1日

73 75 H30.10.30
30和泉町雨水管渠実施設計業務の設計書
（図面、特記仕様書を除く）

30和泉町雨水管渠実施設計業務の金入り設計書
（図面・特記仕様書を除く）

H30.11.8 全部開示 ― ― H30.11.15

電磁的記
録媒体に
複写したも
のの交付

―
CD-R請
求者持込
み

下水道課

74 76 H30.10.30
30橋梁点検調査業務の設計書
（図面、特記仕様書を除く）

30橋梁点検調査業務の設計書（図面、特記仕様書を除く。） H30.11.7 全部開示 ― ― H30.11.15

電磁的記
録媒体に
複写したも
のの交付

―
CD-R請
求者持込
み

道路課

75 77 H30.10.30
平成30年に実施された、東松山市民文化センター指定管理者公募
に係る選定委員会の音声記録（全団体分）

平成30年度第2回東松山市指定管理者選定委員会の音声記録 H30.11.13 全部開示 ― ― H30.11.27

電磁的記
録媒体に
複写したも
のの交付

―
CD-R請
求者持込
み

契約検査課

76 78 H30.10.30

平成30年に実施された、東松山市民文化センター指定管理者公募
へ応募した全団体の事業計画書及び収支予算書
平成30年に実施された、東松山市民文化センター指定管理者公募
に係るプレゼンテーション・調査委員会の各会議録及び音声記録
（全団体分）
平成30年に実施された、東松山市民文化センター指定管理者公募
に係る調査委員会の各点数表（全団体分）

1.東松山市民文化センター指定管理者申請書類事業計画書及び
収支計算書（全団体分）
2.東松山市民文化センター指定管理者プレゼンテーション音声記
録（全団体分）
3.東松山市民文化センター指定管理者選定採点表（集計表）

H30.11.13 部分開示
第7条
第1号

担当者の
氏名、個
人の顔写
真

H30.11.27

電磁的記
録媒体に
複写したも
のの交付

―
CD-R請
求者持込
み

社会教育課

77 79 H30.11.1
東松山市クリーンセンターの建設にあたり地元と締結した協定書の
期限満了に伴い更新した協定書（最新のもの）

東松山市クリーンセンターの建設に当たり地元と締結した協定書の
期間満了に伴い更新した協定書（最新のもの）

H30.11.7 部分開示

第7条
第1号
第2号
第3号

個人の氏
名及び印
影並びに
区長印影

H30.11.9 写しの交付 10円 廃棄物対策課
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78 80 H30.11.2
30高本山配水場電気設備修繕工事
金入り設計書（工事仕様書・内訳書・代価表・諸経費計算書）

30高本山配水場電気設備修繕工事　金入り設計書 H30.11.7 全部開示 ― ― H30.11.13

電磁的記
録媒体に
複写したも
のの交付

―
CD-R請
求者持込
み

水道課

79 81 H30.11.13

30高坂丘陵配水場PCタンク屋根防水工事(平成30年9月11日開札
日)
30高坂高区配水場PCタンク屋根防水工事（平成30年9月11日）
30中橋水管橋（野田）塗装修繕工事（平成30年9月4日）
上記案件の金入設計書を請求致します。
（図面は不要）

30高坂丘陵配水場PCタンク屋根防水工事
30高坂高区配水場PCタンク屋根防水工事
30中橋水管橋（野田）塗装修繕工事

上記3件の金入り設計書（図面を除く。）

H30.11.21 全部開示 ― ― H30.11.27 写しの交付 670円 水道課

80 82 H30.11.13

30東松山市クリーンセンターごみピット上部ほか屋根防水修繕工
事
上記案件の金入り設計書を申請します。
（図面は不要です）

30東松山市クリーンセンターごみピット上部ほか屋根防水修繕工
事に係る金入り設計書（図面を除く。）

H30.11.26 全部開示 ― ― H30.11.27 写しの交付 40円
廃棄物対策課
クリーンセンター

81 83 H30.11.13
東松山市立青鳥小学校校舎屋上防水改修工事
上記案件の金入り設計書を申請します。
（図面は不要です）

東松山市立青鳥小学校校舎屋上防水改修工事の金入り内訳書 H30.11.21 全部開示 ― ― H30.11.27 写しの交付 60円 管財課

82 84 H30.11.13
H30東松山市長選挙森田光一の
①　訂正願について（H30.10．26）分
②　理由書（H30.10．26）分

平成30年7月8日執行の東松山市長選挙における選挙運動費用収
支報告書の訂正について（森田光一候補　平成30年10月26日分）

H30.11.21 部分開示
第7条
第3号

個人の印
影

H30.11.22 写しの交付 80円 選挙管理委員会

83 85 H30.11.21

入札公告日　平成30年9月4日
工事番号　303553
工事名　松山市民活動センター音響設備改修工事
工事場所　東松山市松本町一丁目地内
開札日　平成30年9月26日
工事担当課　管財課
契約担当課　契約検査課

本工事の設計図書の金入り数量書（内訳書）

松山市民活動センター音響設備改修工事の金入り内訳書 H30.11.26 全部開示 ― ― H30.11.28

電磁的記
録媒体に
複写したも
のの交付

―
CD-R請
求者持込
み

管財課

84 86 H30.11.26
件名 ・30高本山配水場電気設備修繕工事
開札日　平成30年8月21日
工事設計書

30高本山配水場電気設備修繕工事　工事設計書 H30.11.30 全部開示 ― ― H30.12.3

電磁的記
録媒体に
複写したも
のの交付

―
CD-R請
求者持込
み

水道課

85 87 H30.11.28
平成28年度　紙類・布類回数業務の見積合わせの結果
（金額・参加業者・契約業者名）

平成28年度　紙類・布類回数業務の見積合わせの結果
（金額・参加業者・契約業者名）

H30.12.6 全部開示 ― ― H30.12.11 写しの交付 10円 契約検査課

86 88 H30.11.30

29東松山市農林公園造成工事、29東松山市農林公園施設整備工
事、29東松山市農林公園園路等整備工事の金入り工事設計書（数
量調書・図面は除く）及び仮設材・交通誘導員の実日数と延べ人数
の計算根拠

29東松山市農林公園造成工事、29東松山市農林公園施設整備工
事、29東松山市農林公園園路等整備工事の金入り工事設計書（数
量調書、図面は除く）及び仮設材・交通誘導員の実日数と延人数
の計算根拠

H30.12.12 全部開示 ― ― H30.12.13 写しの交付 3,410円 農政課

87 89 H30.11.30
30高坂駅東口第一地区道路築造（1工区）工事の金入り工事設計
書（数量調書・図面は除く）及び仮設材・交通誘導員の実日数と延
べ人数の計算根拠

30高坂駅東口第一地区道路築造（1工区）工事の工事設計書（数
量調書及び図面を除く。）及び仮設材・交通誘導員の日数計算書

H30.12.7 全部開示 ― ― H30.12.13 写しの交付 1,430円 高坂区画整理事務所

88 90 H30.11.30

30市道第0034号線（上唐子ほか）舗装修繕工事、30市道第5858号
線（桜山台）舗装修繕工事、30市道第0022号線（材木町ほか）舗装
修繕工事の金入り工事設計書（数量調書・図面は除く）及び仮設
材・交通誘導員の実日数と延べ人数の計算根拠

・30市道第0034号線（上唐子ほか）舗装修繕工事
・30市道第5858号線（桜山台）舗装修繕工事
・30市道第0022号線（材木町ほか）舗装修繕工事
上記工事の金入り工事設計書（数量調書・図面は除く。）及び仮設
材・交通誘導員の実日数と延べ人数の計算根拠

H30.12.7 全部開示 ― ― H30.12.13 写しの交付 1,350円 道路課
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89 91 H30.11.30
30市道第6429号線ほか（美土里町）舗装本復旧工事の金入り工事
設計書（数量調書・図面は除く）及び仮設材・交通誘導員の実日数
と延べ人数の計算根拠

30市道第6429号線ほか（美土里町）舗装本復旧工事
上記の金入り工事設計書（数量調書・図面除外）及び仮設材・交通
誘導員の実日数と延べ人数の計算根拠

H30.12.12 全部開示 ― ― H30.12.13 写しの交付 40円 下水道課

90 92 H30.11.30
30市道第2607号線ほか（東平ほか）舗装本復旧工事の金入り工事
設計書（数量調書・図面は除く）及び交通誘導員の実日数と延べ人
数の計算根拠

30市道第2607号線ほか（東平ほか）舗装本復旧工事の工事設計
書（数量調書・図面は除く。）及び交通誘導員の実日数と延べ人数
の計算根拠

H30.12.7 全部開示 ― ― H30.12.13 写しの交付 1,220円 水道課

91 93 H30.12.7

30市道第3号線（大谷）歩道整備工事
30市道第7453号線（古凍）改良工事
30市道第0034号線（上唐子ほか）舗装修繕工事
30市道第5858号線（桜山台）舗装修繕工事
30市道第8062号線（下野本）改良工事
30市道第0022号線（材木町ほか）舗装修繕工事
上記工事の金額入り設計書及び経費計算、交通誘導員算出根拠

・30市道第3号線（大谷）歩道整備工事
・30市道第7453号線（古凍）改良工事
・30市道第0034号線（上唐子ほか）舗装修繕工事
・30市道第5858号線（桜山台）舗装修繕工事
・30市道第8062号線（下野本）改良工事
・30市道第0022号線（材木町ほか）舗装修繕工事
上記工事の金額入り設計書及び経費計算、交通誘導員算出根拠

H30.12.17 全部開示 ― ― H30.12.25

電磁的記
録媒体に
複写したも
のの交付

―
CD-R請
求者持込
み

道路課

92 94 H30.12.7
29東松山市農林公園造成工事
29東松山市農林公園園路等整備工事
上記工事の金額入り設計書及び経費計算、交通誘導員算出根拠

29東松山市農林公園造成工事、29東松山市農林公園園路等整備
工事
上記工事の設計書（経費計算含む）

H30.12.18 全部開示 ― ― H30.12.25

電磁的記
録媒体に
複写したも
のの交付

―
CD-R請
求者持込
み

農政課

93 95 H30.12.7
30管渠（高坂第一地区）A工区築造工事
上記工事の金額入り設計書及び経費計算、交通誘導員算出根拠

30管渠（高坂第一地区）A工区築造工事
上記工事の金額入り設計書（経費計算書含む。）及び数量計算書
（交通誘導員算出根拠）

H30.12.17 全部開示 ― ― H30.12.25

電磁的記
録媒体に
複写したも
のの交付

―
CD-R請
求者持込
み

下水道課

94 96 H30.12.7
30高坂駅東口第一地区道路築造（2工区）工事
30高坂駅東口第一地区道路築造（1工区）工事
上記工事の金額入り設計書及び経費計算、交通誘導員算出根拠

30高坂駅東口第一地区道路築造（1工区）工事の工事設計書及び
交通誘導員の日数計算書
30高坂駅東口第一地区道路築造（2工区）工事の工事設計書及び
交通誘導員の日数計算書

H30.12.14 全部開示 ― ― H30.12.25

電磁的記
録媒体に
複写したも
のの交付

―
CD-R請
求者持込
み

高坂区画整理事務所

95 97 H30.12.7
30高坂駅東口第一地区第3号公園整備工事
上記工事の金額入り設計書及び経費計算、交通誘導員算出根拠

30高坂駅東口第一地区第3号公園整備工事
金入り設計書及び経費計算根拠

H30.12.17 全部開示 ― ― H30.12.25

電磁的記
録媒体に
複写したも
のの交付

―
CD-R請
求者持込
み

都市計画課

96 98 H30.12.7
30市道第2607号線（東平ほか）舗装本復旧工事
上記工事の金額入り設計書及び経費計算、交通誘導員算出根拠

30市道第2607号線ほか（東平ほか）舗装本復旧工事の工事設計
書（経費計算、交通誘導員算出根拠含む。）

H30.12.14 全部開示 ― ― H30.12.25

電磁的記
録媒体に
複写したも
のの交付

―
CD-R請
求者持込
み

水道課

97 99 H30.12.7
30準用河川新江川3号橋切廻し道路築造工事
上記工事の金額入り設計書及び経費計算、交通誘導員算出根拠

30準用河川新江川3号橋切回し道路築造工事
上記工事の金額入り設計書及び経費計算、交通誘導員算出根拠

H30.12.14 全部開示 ― ― H30.12.25

電磁的記
録媒体に
複写したも
のの交付

―
CD-R請
求者持込
み

河川課

98 100 H30.12.11
犬猫等死体収集運搬業務　29年度競争分
入札結果、予定価格のわかるもの。

犬猫等死体収集運搬業務（平成29年度競争分）
見積結果及び予定価格

H30.12.18 全部開示 ― ― H30.12.26 写しの交付 10円 契約検査課



請
求
№

処
理
№

収受日 請求の内容 開示文書 決定年月日 決定内容
不開示
理由

不開示部
分の内容

開示実施日 開示方法 実費 主管課 備考

平成３０年度公文書の開示請求の処理状況

99 101 H30.12.11

①　一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務（唐子・高坂地区）
②　一般廃棄物（ごみ）収集運御庵業務（松山①-２・松山③地区）
③　一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務（市野川以北地）
④　一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務（旧東部区画・野本地区）
⑤　犬猫等死体収集運搬業務
仕様書、積算内容のわかるもの。

①　一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務（唐子・高坂地区）
②　一般廃棄物（ごみ）収集運御庵業務（松山①-２・松山③地区）
③　一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務（市野川以北地）
④　一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務（旧東部区画・野本地区）
　①～④については平成27年度入札分
⑤　犬猫等死体収集運搬業務（平成29年度競争分）
の金入り設計書及び仕様書

H30.12.25 全部開示 ― ― H30.12.26 写しの交付 660円 廃棄物対策課

100 102 H30.12.21
30市野川浄化センター汚泥（脱水ケーキ）収集運搬業務（その3）金
入り設計書図面は除く

30市野川浄化センター汚泥（脱水ケーキ）収集運搬業務（その3）
上記業務の図面等を除いた業務仕様書

H31.1.4 全部開示 ― ― H31.1.8 写しの交付 30円
下水道課

市野川浄化センター

101 103 H30.12.21
30し尿収集運搬業務（その1）
30し尿収集運搬業務（その2）
金入り設計書図面は除く

30し尿収集運搬業務（その1）、30し尿収集運搬業務（その2）の金
入り設計書（図面、仕様書を除く）

H31.1.4 全部開示 ― ― H31.1.8 写しの交付 80円
下水道課
環境センター

102 104 H30.12.26 12月14日付　岡村議長辞職要望書 12月14日付け　岡村議長辞職要望書 H31.1.8 部分開示
第7条
第1号

個人の住
所及び氏
名

H31.1.16 写しの交付 10円 議会事務局

103 105 H30.12.26 東松山市生産緑地地区一覧表 東松山市生産緑地地区一覧表 H31.1.4 部分開示
第7条
第1号

個人の氏
名、住
所、連絡
先、土地
に関する
権利の種
類

H31.4.26 写しの交付 40円 都市計画課

104 106 H31.1.9

29市道第5337号線ほか2（葛袋）配水管布設替工事、29国道407号
線（下野本）配水管布設替工事、29市道4153号線ほか2（上唐子）
給水管布設替工事、29高坂第一区画配水管布設工事（その4）、29
高坂第一区画給水管布設工事（その3）、29高坂第一区画配水管
布設工事（その3）、29市道第86号線ほか1（西本宿）配給水管布設
工事、29市道第7464号線（本町二丁目）配水管布設替工事、29市
道第80号線ほか4（下青鳥ほか）配水管布設替工事、29市道第
2607号線ほか7（東平）配給水管布設替工事、29市道第6196号線
ほか2（上野本ほか）配給水管布設替工事、29県道深谷東松山線
ほか3（松葉町二丁目ほか）配給水管布設替工事　設計書（変更設
計書を含む。）

別紙12案件の工事変更設計書（図面を除く。） H31.1.23 全部開示 ― ― H31.1.24 写しの交付 5,020円 水道課

105 107 H31.1.10

①東松山クリーンセンター焼却灰等運搬業務
②環境センター脱水汚泥収集業務

29年度競争分の見積り結果

契約検査課
取下げ
1月10日

106 108 H31.1.10
東松山クリーンセンター焼却灰等運搬業務

29年度競争分の設計書
クリーンセンター

取下げ
1月10日

107 109 H31.1.10
環境センター脱水汚泥収集業務

29年度競争分の設計書
環境センター

取下げ
1月10日

108 110 H31.1.15
Ｈ30年度第4期（11月）　埼玉中部資源循環組合の一般会計に係る
負担金の支出命令書（含添付資料）

埼玉中部資源循環組合の一般会計に係る負担金の支出命令書及
び添付書類（平成30年度第4期）

H31.1.24 全部開示 ― ― H31.1.25 写しの交付 30円 廃棄物対策課



請
求
№

処
理
№

収受日 請求の内容 開示文書 決定年月日 決定内容
不開示
理由

不開示部
分の内容

開示実施日 開示方法 実費 主管課 備考

平成３０年度公文書の開示請求の処理状況

109 111 H31.1.16

①一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務（旧東部区画・野本地区）
②一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務（松山①・松山③）
③一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務（唐子・高坂地区）
④一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務（平野・大岡地区）

平成31年度の上記4件の設計書

①一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務（旧東部区画・野本地区）
②一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務（松山①・松山③）
③一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務（唐子・高坂地区）
④一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務（平野・大岡地区）

平成31年度の上記4件の設計書

H31.1.28 全部開示 ― ― H31.1.28 写しの交付 440円 廃棄物対策課

110 112 H31.1.21

①一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務（旧東部区画・野本地区）
②一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務（松山①・松山③）
③一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務（唐子・高坂地区）
④一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務（平野・大岡地区）

上記4件の設計書（金額入り）

①一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務（旧東部区画・野本地区）
②一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務（松山①・松山③）
③一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務（唐子・高坂地区）
④一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務（平野・大岡地区）

平成31年度の上記4件の設計書

H31.2.1 全部開示 ― ― H31.2.4 写しの交付 440円 廃棄物対策課

111 113 H31.1.23
家庭粗大ごみ収集運搬業務
設計書（金額入り）

家庭粗大ごみ収集運搬業務
設計書（金額入り）

H31.2.1 全部開示 ― ― H31.2.4 写しの交付 40円 廃棄物対策課

112 114 H31.1.24

開札日　2018/09/06
工事名　東松山市防災行政無線（固定系）デジタル化更新工事

の金額入り設計書

東松山市防災行政無線（固定系）デジタル化更新工事の金額入り
設計書

H31.2.7 全部開示 ― ― H31.2.7

電磁的記
録媒体に
複写したも
のの交付

―
CD-R請
求者持込
み

危機管理課

113 115 H31.2.13 30　東松山陸上競技場改修工事の金入り設計書 30東松山市陸上競技場改修工事の金入り設計書 H31.2.12 全部開示 ― ― H31.2.12

電磁的記
録媒体に
複写したも
のの交付

―
CD-R請
求者持込
み

道路課

114 116 H31.2.15

31し尿収集運搬業務（その1）
　　　　　 〃 　　　　　（その2）

設計書（金額入り）

31し尿収集運搬業務（その1）、31し尿収集運搬業務（その2）の金
入り設計書

H31.2.8 全部開示 ― ― H31.2.12 写しの交付 250円
下水道課
環境センター

115 117 H31.2.4
平成30年7月1日から30年12月31日までに付定のあった住居付定
受付簿（地番・住居番号のわかる資料）と該当の住居表示台帳
＊個人の氏名は不要です。

住居表示付定受付簿（平成30年7月～平成30年12月）
住居表示台帳
（本町1丁目9番、本町2丁目9番、箭弓町1丁目5番、12番（3-1）、箭
弓町3丁目14街区①、18街区、材木町7番、松葉町2丁目16番(3-
1)、松葉町4丁目4番(2-2)、8番(4-2)、日吉町2番（4-2）、3番（3-3）、
6番（2-1）、加美町2番(3-2)、松本町1丁目1番（2-1）、6番、8番、松
本町2丁目1番(6-4)、松山町1丁目4番（2-1）、5番、11番、松山町2
丁目4番（4-4）、5番(2-2)、松山町3丁目4番（2-1）、美土里町3番(3-
1)、幸町3番（2-2））

H31.2.18 全部開示 ― ― H31.2.28 写しの交付 320円 市民課

116 118 H31.2.26
H30 第4回定例会　東松山市議会会議録
P231～P243　音声データ

議会事務局
取下げ
3月4日

117 119 H31.2.26
30県道高坂上唐子線ほか2（石橋）送配水管布設替工事の金入り
工事設計書（図面は除く）

30県道高坂上唐子線ほか2（石橋）送配水管布設替工事の設計書
（図面は除く。）

H31.3.6 全部開示 ― ― H31.3.11

電磁的記
録媒体に
複写したも
のの交付

―
CD-R請
求者持込
み

水道課

118 120 H31.2.26
29東松山市農林公園園路等整備工事の金入り工事設計書（図面
は除く）

29東松山市農林公園園路等整備工事の金入り工事設計書（図面
は除く）

H31.3.5 全部開示 ― ― H31.3.11

電磁的記
録媒体に
複写したも
のの交付

―
CD-R請
求者持込
み

農政課



請
求
№

処
理
№

収受日 請求の内容 開示文書 決定年月日 決定内容
不開示
理由

不開示部
分の内容

開示実施日 開示方法 実費 主管課 備考

平成３０年度公文書の開示請求の処理状況

119 121 H31.2.28 30　地下水等水質分析業務の仕様書（金額なし） 30地下水等水質分析業務の仕様書 H31.3.4 全部開示 ― ― H31.3.6 写しの交付 50円 環境保全課

120 122 H31.3.1
①平成29年9月13日付　東京高等裁判所和解調書
②平成29年9月14日付　熊谷簡易裁判所判決書

①さいたま地方裁判所熊谷支部平成29年4月14日判決言渡の損
害賠償請求に係る判決書
②東京高等裁判所平成29年9月13日和解成立の損害賠償請求事
件に係る和解調書

H31.3.8 部分開示
第7条
第1号

個人の氏
名、住
所、事件
番号、地
域名及び
自治会名

H31.3.8

電磁的記
録媒体に
複写したも
のの交付

―
CD-R請
求者持込
み

総務課

121 123 H31.3.1
30　県道高坂上唐子線ほか2（石橋）送配水管布設替工事　金額入
り数量書及び経費計算、交通誘導員算出根拠　当初設計書（図面
除く）

30　県道高坂上唐子線ほか2（石橋）送配水管布設替工事　金額入
り数量書及び経費計算、交通誘導員算出根拠　当初設計書（図面
除く）

H31.3.8 全部開示 ― ― H31.3.12 写しの交付 440円 水道課

122 124 H31.3.18
30　和泉町雨水管渠実施設計業務
東松山市大字大谷地内ほか
上記業務に係る金入りの設計書（図面を除く）

30和泉町雨水管渠実施設計業務
上記業務に係る金入りの設計書（図面を除く）

H31.3.29 全部開示 ― ― H31.4.4 写しの交付 260円 下水道課

123 125 H31.3.18
30　配水管布設替実施設計業務
東松山市和泉町地内ほか
上記業務に係る金入りの設計書（図面を除く）

30配水管布設替実施設計業務（その2）設計書（図面を除く。） H31.3.27 全部開示 ― ― H31.4.4 写しの交付 390円 水道課

126 平成27年度27千年谷公園庭球場コート改修工事設計書 H31.3.29 全部開示 ― ― H31.4.3

電磁的記
録媒体に
複写したも
のの交付

―
CD-R請
求者持込
み

スポーツ課

127
平成27年度「27野本小学校グラウンド改修工事」及び平成28年度
「東松山市立東中学校グラウンド改修工事」設計書（図面は除く。）

H31.3.29 全部開示 ― ― H31.4.3

電磁的記
録媒体に
複写したも
のの交付

―
CD-R請
求者持込
み

教育総務課

128
・特定個人情報の漏えい等報告について
・特定個人情報の漏えい等報告について（続報）

H31.4.2 全部開示 ― ― H31.4.16 写しの交付 50円 情報統計課

129

平成28年度及び平成29年度総合行政システム事務電算処理業務
に係る業務委託契約書、検査報告書、納品書、個人情報・委託業
務における適正な管理について（平成31年1月16日部長会議資
料）、復命書（平成31年1月11日）

H31.4.3 部分開示

第7条
第1号
第2号
第3号

法人の担
当者の役
職名及び
氏名、法
人の代表
者の印
影、原票
の保管場
所

H31.4.16 写しの交付 790円 課税課

126 130 H31.3.26

・北地区体育館空冷式チラーユニット更新等工事
・高坂図書館児童開架室空調器更新工事
・東松山市総合福祉エリア濾過装置更新工事
・東松山市保健センター1階検診室系統・健康指導室空調機更新
工事

上記工事の金入り工事設計書（内訳書）及び仮設材、交通誘導員
の実日数と延べ人数の計算書

・北地区体育館空冷式チラーユニット更新等工事
・高坂図書館児童開架室空調器更新工事
・東松山市総合福祉エリア濾過装置更新工事
・東松山市保健センター1階検診室系統・健康指導室空調機更新
工事

上記工事の金入り内訳書

H31.3.29 全部開示 ― ― H31.4.10

電磁的記
録媒体に
複写したも
のの交付

―
CD-R請
求者持込
み

管財課

125
平成28年度、29年度総合行政システム事務電算処理業務に関し
再委託の禁止に反して再委託が行われた事案についての経過が
わかるもの一切

H31.3.20

124 H31.3.19

平成27年度
27千年谷公園庭球場コート改修工事
27野本小学校グラウンド改修工事
平成28年度
東松山市立東中学校グラウンド改修工事

以上3件の設計金額算出根拠に係る金入り仕様書、設計書及び金
入り　数量調書（明細書等）



請
求
№

処
理
№

収受日 請求の内容 開示文書 決定年月日 決定内容
不開示
理由

不開示部
分の内容

開示実施日 開示方法 実費 主管課 備考

平成３０年度公文書の開示請求の処理状況

127 131 H31.3.26

・30市道第0022号選（材木町ほか）舗装修繕工事
・30市道第5858号線（桜山台）舗装修繕工事
・30市道第5858号線（桜山台）舗装修繕工事（その2）

上記工事の金入り工事設計書（数量調書・図面除く）及び仮設材、
交通誘導員の実日数と延べ人数の計算書

・30市道第0022号選（材木町ほか）舗装修繕工事
・30市道第5858号線（桜山台）舗装修繕工事
・30市道第5858号線（桜山台）舗装修繕工事（その2）

上記工事の金入り工事設計書（数量調書・図面除く）及び仮設材、
交通誘導員の実日数と延べ人数の計算書

H31.3.29 全部開示 ― ― H31.4.10

電磁的記
録媒体に
複写したも
のの交付

―
CD-R請
求者持込
み

道路課

128 132 H31.3.26

・30市道第3107号線（松葉町一丁目）配水管布設替工事
・30県道大谷材木町線（市ノ川ほか）配水管布設替工事
・30市道第4422号線ほか5（石橋）配給水管布設替工事
・30こども動物自然公園（田木）配水管切回し工事
・30県道深谷東松山線ほか（松葉町二丁目ほか）舗装本復旧工事
・30市道第2607号線ほか（東平ほか）舗装本復旧工事
・30県道高坂上唐子線（石橋ほか）送配水管布設替工事
・30市道第79号線ほか3（上野本）配水管布設替工事
・30県道高坂上唐子線ほか2（石橋）送配水管布設替工事
・30市道第7071号線ほか1（新宿町）配水管布設替工事
・30市道第7080号線ほか1（新宿町ほか）消火栓交換工事

上記工事の金入り工事設計書（数量調書・図面除く）及び仮設材、
交通誘導員の実日数と延べ人数の計算書

30市道第3107号線（松葉町一丁目）配水管布設替工事
30県道大谷材木町線（市ノ川ほか）配水管布設替工事
30市道第4422号線ほか5（石橋）配給水管布設替工事
30こども動物自然公園（田木）配水管切回し工事
30県道深谷東松山線ほか（松葉町二丁目ほか）舗装本復旧工事
30市道第2607号線ほか（東平ほか）舗装本復旧工事
30県道高坂上唐子線（石橋ほか）送配水管布設替工事
30市道第79号線ほか3（上野本）配水管布設替工事
30県道高坂上唐子線ほか2（石橋）送配水管布設替工事
30市道第7071号線ほか1（新宿町）配水管布設替工事
30市道第7080号線ほか1（新宿町ほか）消火栓交換工事
の設計書（図面を除く。）及び仮設材、交通誘導員の実日数と延べ
人数の計算書

H31.4.9 全部開示 ― ― H31.4.10

電磁的記
録媒体に
複写したも
のの交付

―
CD-R請
求者持込
み

水道課


