
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

開示日 開示方法 実費 主管課 備考

1 1 H31.4.1

別紙添付した34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等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
・30県道行田東松山線ほか1（本町二丁目ほか）給配水管布設工事
・30県道高坂上唐子線（石橋ほか）送配水管布設替工事
・30市道第3442号線（日吉町ほか）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79号線ほか3（上野本）配水管布設替工事
・30市道第33号線ほか1（神明町一丁目）配水管布設替工事
・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20号線（美土里町ほか）給水管布設替工事
・30市道第4422号線ほか5（石橋）配給水管布設替工事
・30県道東松山停車場線ほか2（神明町一丁目ほか）配水管布設工事
・30市道第1292号線ほか3（大谷ほか）配水管布設替工事
・30市道第27号線（神明町一丁目ほか）配水管布設替工事
・30こども動物自然公園（田木）配水管切廻し工事
・30高坂第一区画配水管布設工事（その4）
・30市道第6425号線ほか1（上野本）配給水管布設替工事
・30市道第1127号線（大谷）給水管布設替工事
・30市道第8582号線（正代）給水管布設替工事
・30市道第4478号線ほか1（石橋）給水管布設替工事
・30市道第8062号線（下野本）給水管布設工事
・30高坂第一区画給水管布設工事（その5）
・30高坂第一区画配水管布設工事（その3）
・30市道第7201号線ほか1（若松町二丁目）配水管布設工事
・30市道第6002号線（石橋）配水管布設替工事
・30市道第70号線（今泉ほか）配水管布設工事
・30市道第12号線ほか1（市ノ川）配水管布設工事
・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80号線ほか（下青鳥ほか）舗装本復旧工事
・30県道大谷材木町線ほか（市ノ川ほか）舗装本復旧工事
・30市道第7071号線ほか（新宿町ほか）舗装本復旧工事
・30市道第3107号線ほか1（松葉町一丁目）舗装本復旧工事
・30市道第6425号線ほか（上野本ほか）舗装本復旧工事

別紙記載34案件の工事設計書（金額入り）及び合算して単価を算出している材料費の代価
表（図面を除く。）
・30県道行田東松山線ほか1（本町二丁目ほか）給配水管布設工事
・30県道高坂上唐子線（石橋ほか）送配水管布設替工事
・30市道第3442号線（日吉町ほか）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79号線ほか3（上野本）配水管布設替工事
・30市道第33号線ほか1（神明町一丁目）配水管布設替工事
・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20号線（美土里町ほか）給水管布設替工事
・30市道第4422号線ほか5（石橋）配給水管布設替工事
・30県道東松山停車場線ほか2（神明町一丁目ほか）配水管布設工事
・30市道第1292号線ほか3（大谷ほか）配水管布設替工事
・30市道第27号線（神明町一丁目ほか）配水管布設替工事
・30こども動物自然公園（田木）配水管切廻し工事
・30高坂第一区画配水管布設工事（その4）
・30市道第6425号線ほか1（上野本）配給水管布設替工事
・30市道第1127号線（大谷）給水管布設替工事
・30市道第8582号線（正代）給水管布設替工事
・30市道第4478号線ほか1（石橋）給水管布設替工事
・30市道第8062号線（下野本）給水管布設工事
・30高坂第一区画給水管布設工事（その5）
・30高坂第一区画配水管布設工事（その3）
・30市道第7201号線ほか1（若松町二丁目）配水管布設工事
・30市道第6002号線（石橋）配水管布設替工事
・30市道第70号線（今泉ほか）配水管布設工事
・30市道第12号線ほか1（市ノ川）配水管布設工事
・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80号線ほか（下青鳥ほか）舗装本復旧工事
・30県道大谷材木町線ほか（市ノ川ほか）舗装本復旧工事
・30市道第7071号線ほか（新宿町ほか）舗装本復旧工事
・30市道第3107号線ほか1（松葉町一丁目）舗装本復旧工事
・30市道第6425号線ほか（上野本ほか）舗装本復旧工事

H31.4.15 全部開示 ― ― H31.4.17

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

水道施設課

2 2 H31.4.1

平成30年度の工事設計書（金額入り）
※別紙
30市道第3号線（大谷）歩道整備工事
30舗装緊急修繕工事（北部）
30舗装緊急修繕工事（南部）
30道路（高坂地区ほか）除草業務
30道路（唐子地区ほか）除草業務
30道路（大岡地区ほか）除草業務
30道路（野本地区ほか）除草業務
30市道第7453号線（古凍）改良工事
30市道第5511号線（西本宿）側溝整備工事
30市道第6039号線（下青鳥）改良工事
30市道第8582号線（正代）側溝整備工事
30市道第12号線（市野川通線）整備工事（その1）
30市道第7202号線（若松町二丁目）狭あい道路整備工事
30市道第6077号線（美土里町）狭あい道路整備工事
30市道第5858号線（桜山台）舗装修繕工事
30市道第0034号線（上唐子ほか）舗装修繕工事
30市道第0022号線（材木町ほか）舗装修繕工事
30市道第0034号線（下唐子）舗装修繕工事
30高野橋（下押垂ほか）修繕工事
30市道第5858号線（桜山台）舗装修繕工事（その2）
30市道第2040号線（大谷）舗装修繕工事
30市道第8147号線（今泉）改良工事
30市道第12号線（市野川通線）整備工事（その2）
30市道第0033号線（五領町）歩道修繕工事
30市道第35号線（神戸）改良工事
30弁天橋（市ノ川）耐震補強ほか工事

平成30年度の別紙工事の工事設計書（金額入り）

30市道第3号線（大谷）歩道整備工事
30舗装緊急修繕工事（北部）
30舗装緊急修繕工事（南部）
30道路（高坂地区ほか）除草業務
30道路（唐子地区ほか）除草業務
30道路（大岡地区ほか）除草業務
30道路（野本地区ほか）除草業務
30市道第7453号線（古凍）改良工事
30市道第5511号線（西本宿）側溝整備工事
30市道第6039号線（下青鳥）改良工事
30市道第8582号線（正代）側溝整備工事
30市道第12号線（市の川通線）整備工事（その1）
30市道第7202号線（若松町二丁目）狭あい道路整備工事
30市道第6077号線（美土里町）狭あい道路整備工事
30市道第5858号線（桜山台）舗装修繕工事
30市道第0034号線（上唐子ほか）舗装修繕工事
30市道第0022号線（材木町ほか）舗装修繕工事
30市道第0034号線（下唐子）舗装修繕工事
30高野橋（下押垂ほか）修繕工事
30市道第5858号線（桜山台）舗装修繕工事（その2）
30市道第2040号線（大谷）舗装修繕工事
30市道第8147号線（今泉）改良工事
30市道第12号線（市の川通線）整備工事（その2）
30市道第0033号線（五領町）歩道修繕工事
30市道第35号線（神戸）改良工事
30弁天橋（市ノ川）耐震補強ほか工事

H31.4.12 全部開示 ― ― H31.4.18

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

3 3 H31.4.1

平成30年度の工事設計書（金額入り）
※別紙
30下青鳥地内排水路整備工事
30深沢沼（西本宿）上流排水路整備工事
30準用河川新江川3号橋切廻し道路築造工事

平成30年度の工事設計書（金額入り）
・30下青鳥地内排水路整備工事
・30深沢沼（西本宿）上流排水路整備工事
・30準用河川新江川3号橋切回し道路築造工事

H31.4.11 全部開示 ― ― H31.4.18

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

河川課

令和元年度公文書の開示請求の処理状況 資料２

1



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

開示日 開示方法 実費 主管課 備考

令和元年度公文書の開示請求の処理状況 資料２

4 4 H31.4.1

平成30年度の工事設計書（金額入り）
※別紙
30管渠（高坂第一地区）A工区築造工事
30管渠（美土里町）A工区築造工事
30管渠（高坂第一地区）B工区築造工事
30市道第6429号線ほか（美土里町）舗装本復旧工事
30管渠（高坂第一地区）C工区築造工事
30県道高坂上唐子線ほか（高坂ほか）舗装本復旧工事
30管渠（美土里町）1工区築造工事
30東部区画整理（山崎町）水路改修工事
30九十九川吐水口修繕工事

・30管渠（高坂第一地区）A工区築造工事
・30管渠（美土里町）A工区築造工事
・30管渠（高坂第一地区）B工区築造工事
・30市道第6429号線ほか（美土里町）舗装本復旧工事
・30管渠（高坂第一地区）C工区築造工事
・30県道高坂上唐子線ほか（高坂ほか）舗装本復旧工事
・30管渠（美土里町）1工区築造工事
・30東部区画整理（山崎町）水路改修工事
・30九十九川吐水口修繕工事
上記、平成30年度の工事設計書（金額入り）

H31.4.15 全部開示 ― ― H31.4.18

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

下水道施設課

5 5 H31.4.1

平成30年度の工事設計書（金額入り）
※別紙
30市道第2607号線ほか（東平ほか）舗装本復旧工事
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80号線ほか（下青鳥ほか）舗装本復旧工事
30市道第3107号線ほか1（松葉町一丁目）舗装本復旧工事
30市道第6425号線ほか（上野本ほか）舗装本復旧工事
30県道第大谷材木町線ほか（市ノ川ほか）舗装本復旧工事
30市道第7071号線ほか（新宿町ほか）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80号線ほか（下青鳥ほか）舗装本復旧工事
・30市道第3107号線ほか1（松葉町一丁目）舗装本復旧工事
・30市道第6425号線ほか（上野本ほか）舗装本復旧工事
・30県道第大谷材木町線ほか（市ノ川ほか）舗装本復旧工事
・30市道第7071号線ほか（新宿町ほか）舗装本復旧工事
以上7件における工事設計書（金額入り）及び交通誘導員の数量
計算書（図面・特記仕様書・交通誘導員以外の数量計算書を除
く。）

H31.4.12 全部開示 ― ― H31.4.18

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

水道施設課

6 6 H31.4.1

平成30年度の工事設計書（金額入り）
※別紙
29高坂駅東口第一地区道路築造（4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（その2）
30高坂駅東口第一地区大黒部通線歩道築造工事
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
30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（4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（その2）、30高坂駅東口第
一地区大黒部通線歩道築造工事、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、
30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、図面除く）及び交通誘導員の実日数と延べ人数の
計算書

H31.4.10 全部開示 ― ― H31.4.18

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

高坂区画整理事務所

7 7 H31.4.1
平成30年度の工事設計書（金額入り）
※別紙
30高坂駅東口第一地区第3号公園整備工事

30高坂駅東口第一地区第3号公園整備工事
工事設計書（金額入り）

H31.4.11 全部開示 ― ― H31.4.18

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

都市計画課

8 8 H31.4.1

平成30年度の工事設計書（金額入り）
※別紙
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

平成30年度の工事設計書（金額入り）
（30下青鳥地内排水路整備工事、30深沢沼（西本宿）上流排水路
整備工事
、30準用河川新江川3号橋切回し道路築造工事）

H31.4.15 全部開示 ― ― H31.4.18

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

農政課

9 9 H31.4.2

30市道第70号線（今泉ほか）配水管布設工事
30市道第7080号線ほか1（新宿町ほか）消火栓交換工事
30市道第4243号線ほか1（新郷ほか）消火栓交換工事
30県道高坂上唐子線（石橋ほか）送配水管布設替工事
30高坂第一区画給水管布設工事（その5）
30市道第79号線ほか3(上野本）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3442号線（日吉町ほか）配水管布設替工事
30市道第3107号線（松葉町一丁目）配水管布設替工事
30こども動物自然公園（田木）配水管切廻し工事
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33号線ほか1（神明町一丁目）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県道東松山停車場線ほか2（神明町一丁目ほか）配水管布設工
事
30市道第27号線（神明町一丁目ほか）配水管布設替工事

設計書　変更があった場合は変更設計書

別紙記載1件の当初設計書及び15件の変更設計書（図面を除く。）

30市道第70号線（今泉ほか）配水管布設工事
30市道第7080号線ほか1（新宿町ほか）消火栓交換工事
30市道第4243号線ほか1（新郷ほか）消火栓交換工事
30県道高坂上唐子線（石橋ほか）送配水管布設替工事
30高坂第一区画給水管布設工事（その5）
30市道第79号線ほか3(上野本）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3442号線（日吉町ほか）配水管布設替工事
30市道第3107号線（松葉町一丁目）配水管布設替工事
30こども動物自然公園（田木）配水管切廻し工事
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33号線ほか1（神明町一丁目）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県道東松山停車場線ほか2（神明町一丁目ほか）配水管布設工
事
30市道第27号線（神明町一丁目ほか）配水管布設替工事

H31.4.12 全部開示 ― ― H31.4.15 写しの交付 6,620円 水道施設課
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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

開示日 開示方法 実費 主管課 備考

令和元年度公文書の開示請求の処理状況 資料２

10 10 H31.4.5

30管渠等清掃業務
設計書類一式（金入り書類すべて）
交通誘導員の人数を求める根拠の計算書

30雨水桝清掃業務
設計書類一式（金入り書類すべて）
交通誘導員の人数を求める根拠の計算書

・30管渠等清掃業務
・30雨水枡清掃業務
上記、平成30年度の業務設計書（金額入り）

H31.4.19 全部開示 ― ― H31.4.24

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

下水道施設課

11 11 H31.4.5
30路面清掃業務
設計書類一式（金入り書類すべて）
積算根拠となる調書

30路面清掃業務の設計書一式（金額入り） H31.4.16 全部開示 ― ― H31.4.24

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

12 12 H31.4.8

30市道第7071号線ほか1（新宿町）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3442号線（日吉町ほか）配水管布設替工事
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
30市道第27号線（神明町一丁目ほか）配水管布設替工事
30こども動物自然公園（田木）配水管切廻し工事
30市道第79号線ほか3（上野本）配水管布設替工事
工事設計書（単価金額入り）※図面は不要

・30市道第7071号線ほか1（新宿町）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3442号線（日吉町ほか）配水管布設替工事
・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
・30市道第27号線（神明町一丁目ほか）配水管布設替工事
・30こども動物自然公園（田木）配水管切廻し工事
・30市道第79号線ほか3（上野本）配水管布設替工事
以上8件の工事設計書（単価金額入り、図面を除く。）

H31.4.19 全部開示 ― ― H31.4.24 写しの交付 3,460円 水道施設課

13 13 H31.4.12

・30市道第1127号線（大谷）給水管布設替工事
・30市道第20号線（美土里町ほか）給水管布設替工事
・30市道第27号線（神明町一丁目ほか）配水管布設替工事
・30市道第1292号線ほか3（大谷ほか）配水管布設替工事
・30市道第4478ほか1（石橋）給水管布設替工事
・30市道第70号線（今泉ほか）配水管布設工事
・30市道第8062号線（下野本）給水管布設工事
・30市道第12号線ほか1（市ノ川）配水管布設工事

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日数の計算書

・30市道第1127号線（大谷）給水管布設替工事
・30市道第20号線（美土里町ほか）給水管布設替工事
・30市道第27号線（神明町一丁目ほか）配水管布設替工事
・30市道第1292号線ほか3（大谷ほか）配水管布設替工事
・30市道第4478ほか1（石橋）給水管布設替工事
・30市道第70号線（今泉ほか）配水管布設工事
・30市道第8062号線（下野本）給水管布設工事
・30市道第12号線ほか1（市ノ川）配水管布設工事
以上8件の金入り工事設計書（図面を除く。）及び仮設材、交通誘
導員の実日数と延べ日数の計算書

H31.4.24 全部開示 ― ― H31.4.26

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

水道施設課

14 14 H31.4.22

30市道第79号線ほか3（上野本）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
材料費・施行費・土工費すべての代価表と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・図面なし）　当初の設計書を含まない

・30市道第79号線ほか3（上野本）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
以上2件の工事設計変更書（図面を除く。）及び、材料費・施工費・
土工費すべての代価表（当初を含む。）

R1.5.7 全部開示 ― ― R1.5.9 写しの交付 3,050円 水道施設課

15 15 R1.5.13 平成30年度水道工事設計用資材の単価設定について 平成30年度水道資材単価・水道資材見積単価 R1.5.24 全部開示 ― ― R1.5.27 写しの交付 770円 水道施設課

3



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

開示日 開示方法 実費 主管課 備考

令和元年度公文書の開示請求の処理状況 資料２

16
「全国市長会市民総合賠償補償保険」加入依頼書／「全国市長会
市民総合賠償補償保険加入証」

R1.5.23 全部開示 ― ― 写しの交付 10円 総務課

17 行政協力員（ボランティア）団体傷害保険見積内容 R1.5.28 全部開示 ― ― 写しの交付 10円 地域支援課

18 ボランティア活動保険証券 R1.5.28 部分開示
第7条
第2号

法人の代
表者の印
影

写しの交付 20円 地域支援課

19 障害総合保険仕様書 R1.5.28 全部開示 ― ― 写しの交付 10円 健康推進課

20 障害総合保険証券 R1.5.28 部分開示
第7条
第2号

法人代表
者の印影

写しの交付 20円 健康推進課

21 平成31年度道路賠償責任保険の見積りについて（依頼） R1.5.28 全部開示 ― ― 写しの交付 20円 建設管理課

22
道路賠償責任保険に係る保険証券（保険期間平成31年4月1日か
ら令和2年4月1日まで）

R1.5.28 部分開示
第7条
第2号

法人の代
表者の印
影

写しの交付 20円 建設管理課

23
「全国市長会公金総合保険」加入依頼書／「全国市長会公金総合
保険加入証」

R1.5.27 全部開示 ― ― 写しの交付 10円 会計課

24
学校応援団に係る保険の見積もりについて（依頼）
2019年度「全国市長会学校災害賠償補償保険」加入依頼書

R1.5.28 全部開示 ― ― 写しの交付 20円 学校教育課

25 学校応援団の保険に係る保険証券 R1.5.28 部分開示
第7条
第2号

法人の代
表者の印
影

写しの交付 40円 学校教育課

26 高坂彫刻プロムナードモニュメント動産総合保険に係る見積依頼書 R1.5.28 全部開示 ― ― 写しの交付 20円 社会教育課

27 高坂彫刻プロムナードモニュメントに係る動産総合保険証券 R1.5.28 部分開示
第7条
第2号

法人の代
表者の印
影

写しの交付 30円 社会教育課

28
30市道第3号線（大谷）歩道整備工事の金入り工事設計書（数量
調書・図面は除く）及び交通誘導員の計算根拠

R1.5.29 全部開示 ― ― 写しの交付 550円 道路課

29
30市道第3号線（大谷）歩道整備工事の設計書に採用した見積も
り単価の根拠となる業者見積

R1.5.29 部分開示
第7条
第2号

法人代表
者の印影

写しの交付 10円 道路課

19 30 R1.5.15
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
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
計算根拠及び見積採用単価がある場合は根拠となる業者見積

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
設計書（数量調書・図面は除く）交通誘導員の計算根拠及び交通
安全施設見積り

R1.5.29 全部開示 ― ― R1.5.29 写しの交付 560円 水道施設課

16 R1.5.14

東松山市長が現に加入している損害保険のうち、
保険期間の保険料額が20万円以上のものの以下の文書
・保険証券
・市が作成した仕様書、見積もり依頼書であって、保険内容がわか
るもの

R1.8.14

18 R1.5.15
30市道第3号線（大谷）歩道整備工事の金入り工事設計書（数量
調書・図面は除く）及び交通誘導員の計算根拠及び見積採用単価
がある場合は根拠となる業者見積

17

R1.5.29

R1.8.14R1.5.14

東松山市長が現に加入している損害保険のうち、
保険期間の保険料額が20万円以上のものの以下の文書
・保険証券
・市が作成した仕様書、見積もり依頼書であって、保険内容がわか
るもの

4



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

開示日 開示方法 実費 主管課 備考

令和元年度公文書の開示請求の処理状況 資料２

20 31 R1.5.15

工事件名：南中・白山中各中学校理科室・美術室空調機設置工事
工事場所：東松山市石橋ほか
開札日：2019年4月11日
・金入り内訳書全ページ【代価表・別紙明細までお願いします】（図
面不要）
・見積比較表【一括して専門業者が見積もったもので、その掛け率
（定価×何掛けで計上しているか）を知りたい】

工事件名：各中学校理科室・美術室空調機設置工事（南中・白山
中）の内訳書・見積比較表

R1.5.29 部分開示
第7条
第2号

見積書を
徴した法
人の名称

R1.5.31 写しの交付 370円 管財課

21 32 R1.5.15

工事件名：松山中・東中・北中各中学校理科室・美術室空調機設
置工事
工事場所：東松山市松葉町2丁目ほか
開札日：2019年4月11日
・金入り内訳書全ページ【代価表・別紙明細までお願いします】（図
面不要）
・見積比較表【一括して専門業者が見積もったもので、その掛け率
（定価×何掛けで計上しているか）を知りたい】

工事件名：各中学校理科室・美術室空調機設置工事（松山中・東
中・北中）の内訳書・見積比較表

R1.5.29 部分開示
第7条
第2号

見積書を
徴した法
人の名称

R1.6.1 写しの交付 510円 管財課

22 33 R1.5.15

平成30年度に行われた東松山市立松山第一小学校校舎トイレ改
修工事に係る各単価及び金額の入った数量書
平成30年度に行われたきらめきクラブからこ増築工事に係る各単
価及び金額の入った数量書
平成30年度に行われたきらめきクラブたかさか増築工事に係る各
単価及び金額の入った数量書

平成30年度に行われた下記工事に係る各単価及び金額の入った
数量書
東松山市立松山第一小学校校舎トイレ改修工事
きらめきクラブからこ増築工事
きらめきクラブたかさか増築工事

R1.5.28 全部開示 ― ― R1.5.30 写しの交付 1,120円 管財課

23 34 R1.5.24

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80号線ほか（下青鳥ほか）舗装本復旧工事
31県道高坂上唐子線ほか3（石橋ほか）舗装本復旧工事
31市道第4422号線ほか5（石橋）舗装本復旧工事

上記4件の工事の金入り設計書の全て（諸経費計算・日数計算・交
通誘導員の実日数と延べ人数の計算根拠。図面等は除く）

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80号線ほか（下青鳥ほか）舗装本復旧工事
31県道高坂上唐子線ほか3（石橋ほか）舗装本復旧工事
31市道第4422号線ほか5（石橋）舗装本復旧工事

上記4件の工事の金入り設計書の全て（諸経費計算・日数計算・交
通誘導員の実日数と延べ人数の計算根拠。図面等は除く。）

R1.6.7 全部開示 ― ― R1.6.12

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

水道施設課

24 35 R1.5.24

30高坂駅東口第一地区整地造成（Ａ工区）工事
30高坂駅東口第一地区道路築造（３工区）工事

上記2件の工事の金入り設計書の全て（諸経費計算・日数計算・交
通誘導員の実日数と延べ人数の計算根拠。図面等は除く）

30高坂駅東口第一地区整地造成（Ａ工区）工事、30高坂駅東口第
一地区道路築造（３工区）工事の金入り設計書の全て（諸経費計
算・日数計算・交通誘導員の実日数と延べ人数の計算根拠。図面
等は除く）

R1.6.6 全部開示 ― ― R1.6.12

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

高坂区画整理事務所

25 36 R1.5.24

30市道第5858号線（桜山台）舗装修繕工事（その2）
30市道第35号線（神戸）改良工事
30市道第0033号線（五領町）歩道修繕工事
31市道第0055号線（西本宿）舗装修繕工事
31市道第7202号線（若松町二丁目）狭あい道路整備工事
31市道第8582号線（正代）側溝整備工事
31市道第6436号線（美土里町）狭あい道路整備工事

上記7件の工事の金入り設計書の全て（諸経費計算・日数計算・交
通誘導員の実日数と延べ人数の計算根拠。図面等は除く）

30市道第5858号線（桜山台）舗装修繕工事（その2）
30市道第35号線（神戸）改良工事
30市道第0033号線（五領町）歩道修繕工事
31市道第0055号線（西本宿）舗装修繕工事
31市道第7202号線（若松町二丁目）狭あい道路整備工事
31市道第8582号線（正代）側溝整備工事
31市道第6436号線（美土里町）狭あい道路整備工事

上記7件の工事の金入り設計書の全て（諸経費計算・日数計算・交
通誘導員の実日数と延べ人数の計算根拠。図面等は除く）

R1.6.5 全部開示 ― ― R1.6.12

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

26 37 R1.5.24

30東部区画整理（山崎町）水路改修工事
30九十九川吐口修繕工事

上記2件の工事の金入り設計書の全て（諸経費計算・日数計算・交
通誘導員の実日数と延べ人数の計算根拠。図面等は除く）

・30東部区画整理（山崎町）水路改修工事
・30九十九川吐口修繕工事
上記2件の工事の金入り設計書の全て（諸経費計算・日数計算・交
通誘導員の実日数と延べ人数の計算根拠。図面等は除く）

R1.6.6 全部開示 ― ― R1.6.12

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

下水道施設課

5



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

開示日 開示方法 実費 主管課 備考

令和元年度公文書の開示請求の処理状況 資料２

27 38 R1.5.27
太陽光発電施設計画届出書
大字松山2238-1他

東松山市太陽光発電施設計画届出書（大字松山2238番1外） R1.6.3 部分開示
第7条
第1号
第2号

個人の氏
名、自治
会の役職
名、法人
の代表者
の印影

R1.6.7 写しの交付 40円 環境保全課

28 39 R1.6.12

東松山市聴覚障害者会との意見交換会会議録
H30.6.20
H30.8.20
H30.10.15
H30.11.12
H31.1.16
H31.3.11
H31.4.11
H31.4.28

東松山市聴覚障害者会との意見交換会会議録
（H30.6.20 、H30.8.20 、H30.10.15 、H30.11.12 、H31.1.16 、H31.3.11
、H31.4.11、H31.4.28）

R1.6.25 部分開示
第7条
第1号

個人の氏
名

R1.6.27 写しの交付 650円 障害者福祉課

40
30市道第12号線（市の川通線）整備工事（その2）の金入り工事設
計書（数量調書・図面は除く）及び交通誘導員の計算根拠及び工
事設計書に採用した見積り単価の根拠となる業者見積

R1.7.2 全部開示 ― ―

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
30市道第12号線（市の川通線）整備工事（その2）の工事設計書に
採用した見積り単価の根拠となる業者見積

R1.7.2 部分開示
第7条
第2号

法人代表
者の印影

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

30 42 R1.6.21
H31.4.21執行
市ギ選収支報告書の表紙、収入の部のみ
23人（全員）

平成31年4月21日執行の東松山市議会議員一般選挙における選
挙運動費用収支報告書について（候補者23名の表紙及び収入の
部）

R1.7.3 部分開示
第7条
第3号

個人の印
影

R1.7.5 写しの交付 770円 選挙管理委員会

31 43 R1.6.25

31市道第31号線（石橋）配水管布設替工事
31市道第14号線（市ノ川ほか）配水管布設替工事

上記工事の金入り設計書の全て（諸経費計算・日数計算・交通誘
導員の実日数と延べ人数の計算根拠。図面等は除く）

31市道第31号線（石橋）配水管布設替工事
31市道第14号線（市ノ川ほか）配水管布設替工事
上記工事の当初設計書（諸経費計算・日数計算・交通誘導員の実
日数と延べ人数の計算根拠。図面は除く。）

R1.7.8 全部開示 ― ― R1.7.12

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

水道施設課

32 44 R1.6.26
■金入り内訳書
　・・・工事件名：31市野川浄化センターケーキ移送ポンプ用イン
バータ修繕工事

31市野川浄化センターケーキ移送ポンプ用インバータ修繕工事の
設計書（金額入り内訳書）

R1.7.5 全部開示 ― ― R1.7.17 写しの交付 50円 下水道施設課

33 45 R1.6.28
ごみ集積所に関する裁判について
1　平成29年9月13日付　東京高裁和解調書
2　平成29年4月14日付　さいたま地方裁判所熊谷支部判決書

ごみ集積所に関する裁判について
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
害賠償請求事件に係る判決書
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

R1.7.9 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

R1.7.10 写しの交付 140円 総務課

34 46 R1.7.1

平成31年度～令和5年度東松山市民文化センター指定管理業務
に係る指定管理申請書　※提出団体すべて（公社は除く）
・事業計画書（平成31年度～令和5年度）
・収支予算書（平成31年度～令和5年度）
・応募団体の概要書（公社は除く）
平成31年度～令和5年度東松山市民文化センター指定管理者選
定委員会資料（調査委員会）
・プレゼンテーション議事録
・委員会会議録
・採点結果表

平成31年度～令和5年度東松山市民文化センター指定管理業務
に係る以下の文書
1、東松山市民文化センター指定管理者申請書、事業計画書、収
支予算書及び概要書（公社を除く）
2、東松山市民文化センター指定管理者調査委員会会議録
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）

R1.7.12 部分開示
第7条
第1号
第2号

担当者の
氏名・メー
ルアドレ
ス、個人
の顔写
真、法人
の代表者
の印影

R1.7.18 写しの交付 1,790円 社会教育課

R1.7.329 R1.6.20
30市道第12号線（市の川通線）整備工事（その2）の金入り工事設
計書（数量調書・図面は除く）及び交通誘導員の計算根拠及び見
積採用単価がある場合は根拠となる業者見積

6



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

開示日 開示方法 実費 主管課 備考

令和元年度公文書の開示請求の処理状況 資料２

35 47 R1.7.1

平成31年度～令和5年度体育施設指定管理者選定委員会資料
（調査委員会）
・プレゼンテーション議事録
・委員会会議録
・採点結果表

平成31年度～令和5年度体育施設指定管理者調査委員会資料
1、委員会会議録
2、採点結果表

R1.7.12 全部開示 ― ― R1.7.18 写しの交付 40円 スポーツ課

36 48 R1.7.1
平成31年度～令和5年度体育施設指定管理者選定委員会資料

・委員会会議録

平成30年度東松山市指定管理者選定委員会の会議録
（第1回・第2回）

R1.7.11 全部開示 ― ― R1.7.18 写しの交付 340円 契約検査課

37 49 R1.7.1

平成31年度～令和5年度都市公園指定管理者選定委員会資料
（調査委員会）
・プレゼンテーション議事録
・委員会会議録
・採点結果表

平成31年度～令和5年度都市公園指定管理者委員会資料
・プレゼンテーション議事録
・委員会会議録
・採点結果表

R1.7.12 全部開示 ― ― R1.7.18 写しの交付 100円 都市計画課

38 50 R1.7.11

平成31年1月1日から令和元年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31年1月～令和元年6月）
住居表示台帳
（本町2丁目10番（3-3））、神明町1丁目4番（2-1）、神明町2丁目2
番、3番、13番（2-2）、15番、箭弓町1丁目12番（3-1）、箭弓町2丁
目6番（3-2）、箭弓町3丁目5街区、8街区、11街区、14街区①、材
木町6番、22番、松葉町1丁目12番、19番、松葉町2丁目5番（3-
2）、10番（2-1）、松葉町3丁目11番（2-1）、15番（2-1）、松葉町4丁
目3番（4-1、4-4）、5番（2-2）、8番（4-1、4-4）、日吉町2番（4-3）、3
番（3-2）、10番、11番、15番、加美町6番（2-1）、7番（2-1）、松本町
1丁目1番（2-1）、3番（2-2）、8番、松山町1丁目9番、11番、松山町
2丁目3番（2-2）、8番（7-1）、美土里町6番（8-8）、10番、和泉町6番
（4-2）、幸町11番（2-1）、若松町1丁目4番、若松町2丁目13番（3-
1）、14番）

R1.7.22 部分開示
第7条
第1号

個人の氏
名

R1.8.2 写しの交付 520円 市民課

39 51 R1.7.17

①東松山市民文化センターにおける指定管理者の公益法人東松
山まちづくり公社の平成30年度応募時の事業計画書及び収支計
画書
②選基準の評価結果（採点等）

1.公益財団法人東松山文化まちづくり公社の東松山市民文化セン
ター指定管理者事業計画書及び収支予算書
2.東松山市民文化センター指定管理者選定採点表（集計表）

R1.7.29 部分開示
第7条
第1号

担当者の
氏名、個
人の顔写
真

R1.8.5 写しの交付 800円 社会教育課

40 52 R1.7.22

東松山市の地番が載った図面（公図、地籍図、地番参考（現況）図
等、図面種類・精度は問わない）で、2018年中の登記異動修正済
の、電磁的記録。ただし、電磁的記録が不存在の場合は電磁的記
録でないものも含む。

東松山市全域における平成31年4月1日現在の土地 R1.8.2 全部開示 ― ― R1.8.9 写しの交付 2,950円 課税課

41 R1.7.22

①土地・家屋課税台帳の電磁的記録
②：①が不存在、又は開示が不可能の場合は、東松山市の登記さ
れている土地・家屋の登記情報のうち、登記名義人、土地の所在・
地番・地目・地積、家屋の所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面
積・建築年月日の一覧の電磁的記録

課税課 取下げ

42 53 R1.7.25
国道254号を市が県から移管を受けたさいに若松町2-1560-17先
に係る移管部分において1560-18買収した範囲がわかる書類

国道第254号を市が県から移管を受けた際に若松町二丁目1560-
17に係る移管部分において1560-18を買収した範囲がわかる書面

R1.8.8 不開示
公文書不

存在
― ― ― ― 建設管理課

43 54 R1.7.26

31.雨水桝清掃業務　開札日　令和元年7月18日
・上記案件の設計書類一式（金額入りの設計書と積算根拠となる
調書すべて）
・集水桝清掃の1箇所当たりの側溝清掃車（ブロワ式）運転の運転
時間の計算根拠と交通誘導警備員の総人数の算出根拠

31雨水枡清掃業務の設計書類一式（金額入り）
集水桝清掃の1か所当たりの側溝清掃車運転の運転時間計算根
拠
交通誘導警備員総人数の計算根拠

R1.8.6 全部開示 ― ― R1.8.9

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

7



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

開示日 開示方法 実費 主管課 備考

令和元年度公文書の開示請求の処理状況 資料２

44 55 R1.8.5

別添の工事の金額入り内訳書
市庁舎（議場）屋上防水改修工事
東松山市立松山第一小学校屋内運動場外壁等改修工事
東松山市松山第二小学校プール改修工事
松山市民活動センター外壁改修工事
東松山市立桜山小学校外壁等改修工事
きらめきクラブまつに増築工事

下記工事の金額入り内訳書

市庁舎（議場）屋上防水改修工事
東松山市立松山第一小学校屋内運動場外壁等改修工事
東松山市松山第二小学校プール改修工事
松山市民活動センター外壁改修工事
東松山市立桜山小学校外壁等改修工事
きらめきクラブまつに増築工事

R1.8.14 全部開示 ― ― R1.8.15

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

管財課

45 56 R1.8.8

30浄配水場配水池等清掃業務　入札日　平成30年7月10日
31浄配水場清掃業務　入札日　令和元年7月18日
上記案件の設計書類一式（金額入りの設計書と積算根拠となる調
書まですべて）

30浄配水場配水池等清掃業務
31浄配水場清掃業務
上記案件の設計書（内訳書、代価表、労務算出資料）

R1.8.21 全部開示 ― ― R1.8.27

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

水道施設課

46 57 R1.8.19
都市計画白図と法定外公共物のレイヤーを重ねた図面で、東松
山市大字松山2237-1、2238-1、2194-2、2095-1の範囲が分かるも
の

都市計画白図と法定外公共物のレイヤーを重ねた図面で、東松
山市大字松山2237-1、2238-1、2194-2、2095-1の範囲が分かるも
の

R1.8.28 全部開示 ― ― R1.8.28
用紙に出
力したもの
の交付

10円 建設管理課

47 58 R1.8.19
環境センター運転保守管理及び清掃業務（令和元年7月9日入札）
の金入り設計書（特記仕様書及び図面除く）

環境センター運転保守管理及び清掃業務（令和元年7月9日入札）
の金入り設計書（特記仕様書及び図面除く）

R1.8.30 全部開示 ― ― R1.9.9 写しの交付 50円 下水道施設課

48 59 R1.8.19

30市道第0033号線（五領町）歩道修繕工事、31市道第7202号線
（若松町二丁目）狭あい道路整備工事、31市道第8582号線（正代）
側溝整備工事、31市道第0055号線（西本宿）舗装修繕工事、31市
道第6077号線（美土里町）狭あい道路整備工事の金入り工事設計
書（数量調書・図面は除く）及び交通誘導員の計算根拠及び見積
採用単価がある場合は根拠となる業者見積

30市道第0033号線（五領町）歩道修繕工事、31市道第7202号線
（若松町二丁目）狭あい道路整備工事、31市道第8582号線（正代）
側溝整備工事、31市道第0055号線（西本宿）舗装修繕工事、31市
道第6077号線（美土里町）狭あい道路整備工事の金入り工事設計
書（数量調書・図面は除く）、交通誘導員の計算根拠及び見積採
用単価一覧

R1.8.29 全部開示 ― ― R1.9.4

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

49 60 R1.8.19
東松山市立唐子小学校ブロック塀改修工事の金入り工事設計書
（数量調書・図面は除く）及び交通誘導員の計算根拠及び見積採
用単価がある場合は根拠となる業者見積

東松山市立唐子小学校ブロック塀改修工事の金入り工事設計書
（数量調書・図面は除く）

R1.8.28 全部開示 ― ― R1.9.4

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

管財課

50 61 R1.8.19

31県道高坂上唐子線ほか3（石橋ほか）舗装本復旧工事、31市道
第4422号線ほか5（石橋）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）及び交通誘導員の計算根拠及び見積採
用単価がある場合は根拠となる業者見積

31県道高坂上唐子線ほか3（石橋ほか）舗装本復旧工事
31市道第4422号線ほか5（石橋）舗装本復旧工事
上記2件の設計書（数量調書・図面は除く。）、交通誘導員の計算
根拠及び舗装版切断濁水処分の業者見積り

R1.8.28 全部開示 ― ― R1.9.4

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

水道施設課

51 62 R1.8.19
31準用河川新江川3号橋切廻し道路築造工事の金入り工事設計
書（数量調書・図面は除く）及び交通誘導員の計算根拠及び見積
採用単価がある場合は根拠となる業者見積

31準用河川新江川3号橋切回し道路築造工事の金入り工事設計
書（数量調書・図面は除く）、交通誘導員の設計根拠、見積採用単
価一覧

R1.8.30 全部開示 ― ― R1.9.4

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

河川課

52 63 R1.8.20

下記委託業務の金入り設計書の開示をお願い致します。

件名：「31殿山町地内ほか下水道基本設計業務」
入札方法：制限付き一般競争入札
開札日時：令和元年8月6日

31殿山町地内ほか下水道基本設計業務の金入り設計書 R1.9.2 全部開示 ― ― R1.9.5 写しの交付 420円 下水道施設課

53 64 R1.8.20

平成30・令和元年度に契約した、道路賠償責任保険の保険期間・
補償額・補償内容・保険料が記載された証券・明細書の写し。平成
25年度から平成30年度の過去6年間の事故件数・支払保険金額
の実績のわかる文書の写し

・平成30年度及び令和元年度に契約した道路賠償責任保険の保
険証券及び明細書
・加害事故受付簿（平成26年度から平成29年度までの分）

R1.8.30 部分開示
第7条
第1号
第2号

当事者の
氏名、法
人の代表
者の印影

R1.9.20 写しの交付 80円 建設管理課
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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

開示日 開示方法 実費 主管課 備考

令和元年度公文書の開示請求の処理状況 資料２

65

東松山市大字松山字割鍋2194-2,2195,2196,2197-1,東松山市大
字松山字下高簗瀬2210-1,2211,2212,2213-1,2215-1,2216,2217-
1,2234-1,2234-3,2238-1,2239-1,2239-2,2240,2242,2243,2245-
1,2245-2,2245-3,2246,2247-1,2247-3,2248,2249-1,2249-
3,2251,2253,2254,2255-1,2255-2,2256,2257,2260,2261,2262,2263-
2,2278,2284-1,2286-1,2286-2,2287-1,2287-2,2288,2289,2290-
1,2290-2,2290-3,2291,2292-1,2292-2に係る昭和61年から平成6年
までに行われた農地改良の農地法第4条及び第5条の規定による
許可指令書の写し
東松山市大字松山字下高簗瀬2217-1,2234-1,2234-3,2238-
1,2239-1,2239-2,2240,2242,2243,2245-1,2245-2,2245-
3,2246,2247-1,2247-3,2248,2249-1,2249-3,2255-1,2255-
2,2257,2278,2287-2,2290-1,2290-2,2290-3,2291,2292-1,2292-2に
係る農地台帳

R1.9.3 部分開示

第7条
第1号
第2号
第3号
第7号

個人の氏
名・住所・
職業・印
影・経営者
No.・農事
組合／農
協、法人
の代表者
の印影、
農地台帳
における
世帯員及
び就業、所
有者、借
受者、適
用法、10
アール当
たり賃料

R1.9.3 写しの交付 1,080円 農業委員会

66

東松山市大字松山字割鍋2194-2,2195,2196,2197-1,東松山市大
字松山字下高簗瀬2210-1,2211,2212,2213-1,2215-
1,2216,2251,2253,2254,2256,2260,2261,2262,2263-2,2284-1,2286-
1,2286-2,287-1,2288,2289,に係る農地台帳

R1.9.3 不開示
公文書不

存在
― ― ― ― 農業委員会

55 67 R1.8.28

都市計画白図と法定外公共物のレイヤーを重ねた図面で、東松
山市大字松山2237-1、2238-1、2194-2、2095-1の範囲が分かるも
の
カラー　縮尺1500分の1

都市計画白図と法定外公共物のレイヤーを重ねた図面で、東松
山市大字松山2237-1、2238-1、2194-2、2095-1の範囲が分かるも
の
カラー　縮尺1500分の1

R1.9.2 全部開示 ― ― R1.9.3
用紙に出
力したもの
の交付

80円 建設管理課

56 68 R1.8.29
土地売買に関する契約書
東松山市箭弓町1-5280-14
(東武鉄道との売買契約書）

東武鉄道との土地売買契約書
（東松山市箭弓町一丁目5280-14）

R1.9.11 部分開示
第7条
第2号

法人の代
表者の印
影

R1.9.18 写しの交付 60円 市街地整備課

57 69 R1.9.3
別紙農地に係る昭和61年～平成6年に行われた農地改良につい
て関連する農業委員会総会議事録及び総会資料並びに許可書交
付簿

東松山市大字松山字割鍋2194-2,2195,2196,2197-1,東松山市大
字松山字下高簗瀬2210-1,2211,2212,2213-1,2215-1,2216,2217-
1,2234-1,2234-3,2238-1,2239-1,2239-2,2240,2242,2243,2245-
1,2245-2,2245-3,2246,2247-1,2247-3,2248,2249-1,2249-
3,2251,2253,2254,2255-1,2255-
2,2256,2257,2260,2261,2262,2263,2278,2284-1,2286-1,2286-
2,2287-1,2287-2,2288,2289,2290-1,2290-2,2290-3,2291,2292-
1,2292-2に係る昭和61年から平成6年までに行われた農地改良に
関連する農業委員会総会議事録及び総会資料並びに許可書交
付簿

R1.9.17 部分開示

第7条
第1号
第2号
第3号

個人の氏
名・住所・
電話番
号・印影、
法人の代
表者の印
影

R1.9.18 写しの交付 1,070円 農業委員会

58 70 R1.9.6

下記路線・箇所の航空写真と地番図の重ね図
1.対象路線：市道9056号線沿い
2.対象箇所：自）埼玉県東松山市大字西本宿　地先
　　　　　　　至）埼玉県東松山市大字川原田　地先

次の路線及び箇所の航空写真と地番図の重ね図
1.対象路線：市道9056号線沿い
2.対象箇所：自）埼玉県東松山市大字西本宿　地先
　　　　　　　至）埼玉県東松山市大字毛塚字川原田　地先

R1.9.12 全部開示 ― ― R1.9.20
用紙に出
力したもの
の交付

100円 課税課

71 ボランティア活動保険証券 R1.9.18 部分開示
第7条
第2号

法人の代
表者の印
影

写しの交付 20円 地域支援課

72 傷害総合保険証券 R1.9.20 部分開示
第7条
第2号

法人代表
者の印影

写しの交付 20円 健康推進課

73 道路賠償責任保険証券及び明細書 R1.9.25 部分開示
第7条
第2号

法人の代
表者の印
影

写しの交付 30円 高坂区画整理事務所

74 土地区画整理事業賠償責任保険証券 R1.9.19 部分開示
第7条
第2号

法人の代
表者の印
影

写しの交付 20円 建設管理課

R1.10.3059 R1.9.12

別紙のとおり
令和1年9月12日現在で加入中の損害保険の証券及び明細書。証
券に補償内容（保険の対象、保険金額・支払限度額含む）が記載
されていない場合は補償内容が分かるもの。（約款は除く）
ただし次の要件に該当する契約は除く。
・保険期間が1年未満の短期契約
・保険料が20万円未満の契約
・全国市長会等の団体を経由して加入するものを除く

54 R1.8.20

別紙（東松山市大字松山字下高梁瀬2095-1,2097-3,2194-1,2194-
2,2195,2196,2197-1,2199,2200,2201,2202-1,2204-1,2206-
1,2208,2210-1,2211,2212,2213-1,2213-4,2213-6,2213-7,2215-
1,2216,2217-1,2217-3,2218-1,2234-1,2234-3,2234-5,2235-
1,2237-1,2238-1,2239-1,2239-2,2240,2241,2242,2243,2244,2245-
1,2245-2,2245-3,2246,2247-1,2247-2,2247-3,2248,2249-1,2249-
3,2251,2253,2254,2255-
1,2256,2257,2258,2260,2261,2262,2263,2287-1,2288,2290-
1,2291,2292-1,2292-2,2294-1農地に係る昭和61年～平成6年に行
われた農地改良についての許可書（写し）・農地台帳

9



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

開示日 開示方法 実費 主管課 備考

令和元年度公文書の開示請求の処理状況 資料２

60 75 R1.9.18
30高坂駅東口第一地区3号公園整備工事

上記工事の金入設計書

30高坂駅東口第一地区第3号公園整備工事

上記工事の金入設計書
R1.9.25 全部開示 ― ― R1.9.27

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

都市計画課

61 76 R1.9.24
令和元年6月3日、4日、5日に医事課職員の時間外勤務の状況が
分かる書類

令和元年6月3日、4日、5日に医事課職員の時間外勤務の状況が
分かる書類

R1.10.8 全部開示 ― ― R1.10.9
用紙に出
力したもの
の交付

10円 人事課

77

別紙文書のとおり
・プロジェクト応募関連
H23.10.17　埼玉エコタウンプロジェクト事業推進調査対象市町村の募集に係る説
明会について（通知）
H23.10.18　「埼玉エコタウンプロジェクト」の事業推進調査を希望する市町村と調査
を実施する事業者を公募します
H23.10.21　埼玉エコタウンプロジェクト事業推進調査対象市町村の募集に係る説
明会
H23.10.24　埼玉エコタウンプロジェクト推進にかかる意見交換会について（通知）
H23.11.11　埼玉エコタウンプロジェクト事業推進調査対象市町村への公募につい
て
H23.11.22　埼玉エコタウンプロジェクト事業推進調査対象市町村選定結果（通知）
H23.11.22　埼玉エコタウンプロジェクト事業推進調査対象市町村を決定しました。
H23.11.22　『埼玉エコタウンプロジェクト調査対象市町村』の選定について（報告）
H24.3.5　エコタウン事業推進調査中間評価について
H24.3.8　エコタウンプロジェクト追加提案（東松山市）
H24.3.12　埼玉エコタウンプロジェクト事業推進調査報告書案について（通知）
H24.4.26　「埼玉エコタウンプロジェクトの推進に関する協定」の締結及び協定締結
式への御出席について（依頼）
H24.5.1　埼玉エコタウンプロジェクトの推進に関する協定
・モデル地区関連
H24.6.11　電力自活モデル事業対象地区の募集について
H24.6.21　エコタウンプロジェクトに係る既成市街地のエコ化モデル事業対象地区
の指定について（協力依頼）
H24.10.1　電力自活モデル事業対象地区について
H24.10.5　電力自活モデル事業対象地区について
H24.11.30　埼玉エコタウン基本コンセプトに掲げる電力自活モデル事業実施街区
について
H24.12.7　電力自活モデル事業説明会について
・かがやき発電所関連
H25.12.3　総合福祉エリア南側大字松山地内におけるメガソーラー関連事業の推
進に関する協定書について

R1.10.10 全部開示 ― ― 写しの交付 2,210円 環境保全課

78

別紙のとおり
・プロジェクト応募関連
H23.10.28　埼玉エコタウンプロジェクト推進にかかる意見交換会
H23.11.30　埼玉エコタウンプロジェクト市町村担当者会議
・モデル地区関連
H25.2.20　エコタウンプロジェクト電力自活モデル事業説明会について
・かがやき発電所関連
H24.11.1　埼玉エコタウンプロジェクトに関する事業の確認について
H24.11.25　総合福祉エリア南側長期未利用地の利活用事業説明会　結果まとめ
H24.11.30　東松山大字松山地内メガソーラー事業及び関連事業について

R1.10.10 部分開示
第7条
第1号
第2号

個人の氏
名、住
所、電話
番号、郵
便番号、
法人代表
者の印影

写しの交付 550円 環境保全課

63 79 R1.10.1
東松山市内　生産緑地地区全域
指定地番　及び　指定年月日の記載されている資料

東松山市内　生産緑地地区全域
指定地番及び指定年月日の記載されている資料

R1.10.8 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

R1.10.18

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

都市計画課

64 80 R1.10.3
31路面清掃業務　入札日　令和元年9月18日

上記案件の設計書類一式（金額入りの設計書）
31路面清掃業務の設計書類一式（金額入り） R1.10.17 全部開示 ― ― R1.11.8

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

道路課

R1.10.1762 R1.9.26

別紙文書のとおり
・プロジェクト応募関連
H23.10.17　埼玉エコタウンプロジェクト事業推進調査対象市町村の募集に係る説
明会について（通知）
H23.10.18　「埼玉エコタウンプロジェクト」の事業推進調査を希望する市町村と調査
を実施する事業者を公募します
H23.10.21　埼玉エコタウンプロジェクト事業推進調査対象市町村の募集に係る説
明会
H23.10.24　埼玉エコタウンプロジェクト推進にかかる意見交換会について（通知）
H23.10.28　埼玉エコタウンプロジェクト推進にかかる意見交換会
H23.11.11　埼玉エコタウンプロジェクト事業推進調査対象市町村への公募につい
て
H23.11.22　埼玉エコタウンプロジェクト事業推進調査対象市町村選定結果（通知）
H23.11.22　埼玉エコタウンプロジェクト事業推進調査対象市町村を決定しました。
H23.11.22　『埼玉エコタウンプロジェクト調査対象市町村』の選定について（報告）
H23.11.30　埼玉エコタウンプロジェクト市町村担当者会議
H24.3.5　エコタウン事業推進調査中間評価について
H24.3.8　エコタウンプロジェクト追加提案（東松山市）
H24.3.12　埼玉エコタウンプロジェクト事業推進調査報告書案について（通知）
H24.4.26　「埼玉エコタウンプロジェクトの推進に関する協定」の締結及び協定締結
式への御出席について（依頼）
H24.5.1　埼玉エコタウンプロジェクトの推進に関する協定
・モデル地区関連
H24.6.11　電力自活モデル事業対象地区の募集について
H24.6.21　エコタウンプロジェクトに係る既成市街地のエコ化モデル事業対象地区
の指定について（協力依頼）
H24.10.1　電力自活モデル事業対象地区について
H24.10.5　電力自活モデル事業対象地区について
H24.11.30　埼玉エコタウン基本コンセプトに掲げる電力自活モデル事業実施街区
について
H24.12.7　電力自活モデル事業説明会について
H25.2.20　エコタウンプロジェクト電力自活モデル事業説明会について
・かがやき発電所関連
H24.11.1　埼玉エコタウンプロジェクトに関する事業の確認について
H24.11.25　総合福祉エリア南側長期未利用地の利活用事業説明会　結果まとめ
H24.11.30　東松山大字松山地内メガソーラー事業及び関連事業について
H25.12.3　総合福祉エリア南側大字松山地内におけるメガソーラー関連事業の推
進に関する協定書について

10



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

開示日 開示方法 実費 主管課 備考

令和元年度公文書の開示請求の処理状況 資料２

65 81 R1.10.3

31管渠等清掃業務　入札日　令和元年9月18日

上記案件の設計書類一式（金額入りの設計書と積算根拠となる調
書）

31管渠等清掃業務
上記の業務の設計書類一式
（金入りの設計書と積算根拠となる調書）

R1.10.17 全部開示 ― ― R1.11.8

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

下水道施設課

66 82 R1.10.4

開札日：令和元年9月5日
案件名：31農業用ため池豪雨等調査業務

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

31農業用ため池豪雨等調査業務
金入り設計書一式　※数量計算書、図面等を除く

R1.10.18 全部開示 ― ― R1.10.18

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

農政課

67 83 R1.10.9
H27.10.1～H29.9.30の
東松山市子ども・子育て会議委員名簿

平成27年10月1日～平成29年9月30日の東松山市子ども・子育て
会議委員名簿

R1.10.18 全部開示 ― ― R1.11.20 写しの交付 30円 子育て支援課

68 84 R1.10.11

別紙に記載した東松山市発注工事の
設計金額入り工事仕様書（代価表含む）
31県道高坂上唐子線ほか3（石橋ほか）舗装本復旧工事
31市道第4422号線ほか5（石橋）舗装本復旧工事
31市道第20号線（美土里町ほか）舗装本復旧工事

31県道高坂上唐子線ほか3（石橋ほか）舗装本復旧工事
31市道第4422号線ほか5（石橋）舗装本復旧工事
31市道第20号線（美土里町ほか）舗装本復旧工事
上記３件の設計書（数量調書・特記仕様書・図面は除く。）、交通誘
導員の計算根拠

R1.10.23 全部開示 ― ― R1.10.30

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

水道施設課

69 85 R1.10.11

別紙に記載した東松山市発注工事の
設計金額入り工事仕様書（代価表含む）
31準用河川新江川3号橋切廻し道路築造工事
31準用河川新江川3号橋架換工事（下部工）
31深沢沼（西本宿）上流排水路整備工事
31下青鳥地内排水路整備工事

31準用河川新江川3号橋切廻し道路築造工事
31準用河川新江川3号橋架換工事（下部工）
31深沢沼（西本宿）上流排水路整備工事
31下青鳥地内排水路整備工事

の設計金額入り工事仕様書（代価表含む）

R1.10.24 全部開示 ― ― R1.10.30

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

70 86 R1.10.11
別紙に記載した東松山市発注工事の
設計金額入り工事仕様書（代価表含む）
31東松山市農林公園駐車場等整備工事

31東松山市農林公園駐車場等整備工事
設計金額入り工事仕様書（代価表含む）

R1.10.25 全部開示 ― ― R1.10.30

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

71 87 R1.10.11

別紙に記載した東松山市発注工事の
設計金額入り工事仕様書（代価表含む）
31市道第4678号線（神戸）側溝整備工事
31市道第8062号線（下野本）改良工事
31市道第5409号線（西本宿）改良工事
31市道第12号線（市の川通線）整備工事（その1）
31市道第4230号線（新郷）改良工事
31市道第12号線（市の川通線）整備工事（その2）
31市道第7202号線（若松町二丁目）狭あい道路整備工事
31市道第6436号線（美土里町）狭あい道路整備工事
31市道第6093号線（上野本ほか）暫定整備工事

31市道第4678号線（神戸）側溝整備工事
31市道第8062号線（下野本）改良工事
31市道第5409号線（西本宿）改良工事
31市道第12号線（市の川通線）整備工事（その1）
31市道第4230号線（新郷）改良工事
31市道第12号線（市の川通線）整備工事（その2）
31市道第7202号線（若松町二丁目）狭あい道路整備工事
31市道第6436号線（美土里町）狭あい道路整備工事
31市道第6093号線（上野本ほか）暫定整備工事
の金入り工事設計書（数量調書・図面は除く）、交通誘導員の計算
根拠

R1.10.25 全部開示 ― ― R1.10.30

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

72 88 R1.10.11

別紙に記載した東松山市発注工事の
設計金額入り工事仕様書（代価表含む）
31高坂駅東口第一地区第5号公園整備工事
31高坂駅東口第一地区第1号公園整備工事

31高坂駅東口第一地区第1号公園整備工事及び31高坂駅東口第
一地区第5号公園整備工事の設計金額入り工事仕様書（代価表
含む）

R1.10.17 全部開示 ― ― R1.10.30

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

73 89 R1.10.11
別紙に記載した東松山市発注工事の
設計金額入り工事仕様書（代価表含む）
31高坂駅第一地区内管渠敷設工事

・31高坂駅第一地区内管渠敷設工事
上記の金額入り工事設計書（代価表含む）

R1.10.23 全部開示 ― ― R1.10.30

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

下水道施設課

74 90 R1.10.15

31配水管布設替実施設計業務の金入り委託内訳書

案件番号　311134
開札日　2019/6/11
担当課　建設部　水道施設課

31配水管布設替実施設計業務　設計書 R1.10.23 全部開示 ― ― R1.11.5

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

水道施設課

11



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

開示日 開示方法 実費 主管課 備考

令和元年度公文書の開示請求の処理状況 資料２

75 91 R1.10.15

31和泉町地区雨水管渠実施設計業務の金入り委託内訳書

案件番号　313590
開札日　2019/9/25
担当課　建設部　下水道施設課

・31和泉町地区雨水管渠実施設計業務
上記の金入り委託内訳書

R1.10.29 全部開示 ― ― R1.11.5

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

下水道施設課

76 92 R1.10.16
31和泉町地区雨水管渠実施設計業務の金入り委託内訳書 図面
は除く

・31和泉町地区雨水管渠実施設計業務
上記の金額入り設計書（内訳書含む・図面除く）

R1.10.29 全部開示 ― ― R1.11.7

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

下水道施設課

77 93 R1.10.21
31市道第0014号線（市ノ川ほか）舗装修繕工事に係る設計金額算
出根拠に係る金入り設計書、金入り使用材料費単価表、及び交通
誘導員算出計算量調整書（根拠）

31市道第0014号線（市ノ川ほか）舗装修繕工事設計書（金入り使
用材料費単価表及び交通誘導員算出計算量調整書）

R1.11.1 全部開示 ― ― R1.11.6

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

78 94 R1.10.30
平成31年度単価契約（薬剤類）の見積競争における平成31年度
予定数量、見積参加業者
見積金額がわかる書類

平成31年度薬剤類単価契約見積依頼業者指名案
平成31年度薬剤類単価契約契約案

R1.11.12 全部開示 ― ― R1.11.14 写しの交付 110円 契約検査課

79 95 R1.10.31

31市道第0034号線（下唐子）舗装修繕工事
31市道第6077号線（美土里町）狭あい道路整備工事
31市道第12号線（市の川通線）整備工事（その1）
31市道第4678号線（神戸）側溝整備工事
31市道第8062号線（下野本）改良工事
31市道第4230号線（新郷）改良工事
31市道第12号線（市の川通線）整備工事（その2）
上記工事の金入り設計書の全て（諸経費計算・日数計算・交通誘
導員の実日数と延べ人数の計算根拠。図面等は除く）

31市道第0034号線（下唐子）舗装修繕工事
31市道第6077号線（美土里町）狭あい道路整備工事
31市道第12号線（市の川通線）整備工事（その1）
31市道第4678号線（神戸）側溝整備工事
31市道第8062号線（下野本）改良工事
31市道第4230号線（新郷）改良工事
31市道第12号線（市の川通線）整備工事（その2）
の金入り工事設計書（数量調書・図面は除く）、交通誘導員の計算
根拠

R1.11.13 全部開示 ― ― R1.11.16

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

道路課

80 96 R1.10.31

31市道第3417号線（松本町一丁目ほか）配水管布設替工事
31県道東松山越生線ほか1（石橋ほか）配水管布設替工事
31市道第1393号線ほか（大谷）配水管布設替工事
上記工事の金入り設計書の全て（諸経費計算・日数計算・交通誘
導員の実日数と延べ人数の計算根拠。図面等は除く）

31市道第3417号線（松本町一丁目ほか）配水管布設替工事
31県道東松山越生線ほか1（石橋ほか）配水管布設替工事
31市道第1393号線ほか（大谷）配水管布設替工事
上記3件の設計書（諸経費計算・日数計算・交通誘導員の実日数
と延べ人数の計算根拠。図面等は除く。）

R1.11.13 全部開示 ― ― R1.11.16

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

水道施設課

81 97 R1.10.31

31準用河川新江川3号橋切廻し道路築造工事
31準用河川新江川3号橋架換工事（下部工）
上記工事の金入り設計書の全て（諸経費計算・日数計算・交通誘
導員の実日数と延べ人数の計算根拠。図面等は除く）

31準用河川新江川3号橋切廻し道路築造工事
31準用河川新江川3号橋架換工事（下部工）
の金入り設計書の全て（諸経費計算・日数計算・交通誘導員の実
日数と延べ日数の計算根拠。図面等は除く）

R1.11.8 全部開示 ― ― R1.11.16

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

河川課

82 98 R1.10.31
31東松山市農林公園駐車場等整備工事
上記工事の金入り設計書の全て（諸経費計算・日数計算・交通誘
導員の実日数と延べ人数の計算根拠。図面等は除く）

31東松山市農林公園駐車場等整備工事
上記工事の金入り設計書の全て（諸経費計算・日数計算・交通誘
導員の実日数と延べ人数の計算根拠。図面等は除く）

R1.11.14 全部開示 ― ― R1.11.16

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

農政課

83 99 R1.10.31

31高坂第一地区内管渠布設工事
31管渠（美土里町ほか）1工区築造工事
上記工事の金入り設計書の全て（諸経費計算・日数計算・交通誘
導員の実日数と延べ人数の計算根拠。図面等は除く）

・31高坂第一地区内管渠布設工事
・31管渠（美土里町ほか）1工区築造工事
上記2件の工事の金入り設計書の全て（諸経費計算・日数計算・交
通誘導員の実日数と延べ人数の計算根拠。図面等は除く）

R1.11.13 全部開示 ― ― R1.11.16

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

下水道施設課

12



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

開示日 開示方法 実費 主管課 備考

令和元年度公文書の開示請求の処理状況 資料２

100 R1.11.13
別紙　7
7　守衛室カギ管理表（平成31年4月1日～令和元年6月5日）

東松山市立市民病院　鍵貸出管理台帳（平成31年4月1日～令和
元年6月5日）

R1.11.20 部分開示
第7条
第1号

施設管理
又は運営
を委託し
ている業
者の氏及
び印影

R1.11.27 写しの交付 660円 管理課

101

・医事課課内会議議事録及び付随する全ての資料（平成30年4月
～令和元年6月分）
・医事課・○○○○主査が作成した臨時職員の労務管理に関係す
る全ての書類

R1.11.27 全部開示 ― ― R1.11.27 写しの交付 640円 医事課

102 相談（苦情）調書・兼報告書（令和元年5月30日） R1.11.27 部分開示
第7条
第1号

住所、氏
名、電話
番号、ID、
性別、年
齢、委託
業者社員
の氏

R1.11.27 写しの交付 20円 医事課

103 R1.11.13

○○○○の
別紙5
5　本人が健診室の後任者に引き継いだ引き継ぎ書及びマニュア
ル

○○○○氏が健診放射線科の後任者に引き継いだ引き継ぎ書及
びマニュアル

R1.11.27 部分開示
第7条
第1号
第4号

個人の氏
名、生年
月日、年
齢、患者
ID、個人
コード、被
保険者証
の番号及
び記号、
保険者番
号、職員
番号、検
査及び診
療内容、
MRI画
像、パソ
コンのID、
パスワー
ド及びIP
アドレス

R1.11.27

写しの交付
電磁的記
録媒体に
複写したも
のの交付

1,750円 健診放射線科

104

医事課○○○○主査が使用していた、パソコンのログインログオ
フ記録（平成31年4月1日から令和元年6月5日まで）及び庁外の宛
先とやりとりしたメールの送信・受信記録とその内容（平成31年4月
1日から令和元年6月5日まで）

R1.12.19 全部開示 ― ― R1.12.19

用紙に出
力したもの
の交付
電磁的記
録媒体に
複写したも
のの交付

100円 情報統計課

105
医事課○○○○主査が庁外の宛先とやりとりしたメールの送信・
受信記録とその内容（平成31年4月1日から令和元年6月5日まで）

R1.12.19 部分開示
第7条
第1号
第2号

個人の氏
名、メー
ルアドレ
ス、携帯
電話番
号、患者
ID、法人
の代表者
の印影

R1.12.19

用紙に出
力したもの
の交付
電磁的記
録媒体に
複写したも
のの交付

1,030円 情報統計課

106
医事課○○○○主査が庁内の宛先とやりとりしたメールの送信・
受信記録とその内容（平成31年4月1日から令和元年6月5日まで）

R1.12.19 不開示
公文書不

存在
― ― ― ― 情報統計課

84-2 R1.11.13

○○○○の別紙3，4
・パソコンログインログオフ記録（平成31年4月1日～令和元年6月5
日）
・パソコンメール送信・受信記録とその内容（　〃　～　〃　）

84

R1.11.13

○○○○の
別紙2,6,8
2　クレーム対応報告書【相談（苦情）調書・兼報告書】（平成31年4
月1日～令和元年6月5日）
本人が対応した全てのクレーム対応報告書と、
同時にそれに対応した全ての関係者のクレーム対応報告書（5月
30日分も含む）
6　医事課課内会議会議録及び付随するすべての資料（平成30年
4月～令和元年6月分）
8　本人が業務で行っていた臨時職員の労務管理に関係する全て
の書類

13



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

開示日 開示方法 実費 主管課 備考

令和元年度公文書の開示請求の処理状況 資料２

85 107 R1.11.13
別紙のうち1の文書
1　例月監査議事録の開示（平成31年1月～令和6月分）

例月現金出納検査記録（平成31年1月～令和元年6月） R1.11.19 全部開示 ― ― R1.11.27 写しの交付 60円 監査委員

86 108 R1.11.19

開札日：令和元年9月25日
案件名：31和泉町地区雨水管渠実施設計業務

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

31和泉町地区雨水管渠実施設計業務
金入り設計書一式　※数量計算書、図面等を除く

R1.11.29 全部開示 ― ― R1.12.6

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

下水道施設課

87 109 R1.11.20
医事課○○○○主査が
平成31年4月1日以降に
作成した全ての文章

医事課　○○○○主査が平成31年4月1日以降に作成した全ての
文章

R1.12.13 部分開示

第7条
第1号
第2号
第3号

住所、氏
名、性
別、生年
月日、年
齢、問診
結果、手
帳番号、
検査結
果、患者
ID、被保
険者番
号、保険
者番号、
社員の印
影、委託
業者の代
表者の印
影、警察
職員の氏
名、パス
ワード、ロ
グインID

R1.12.13

写しの交付
電磁的記
録媒体に
複写したも
のの交付

950円 医事課

110

①「東松山市子ども・子育て会議委員」応募結果について（通知）
（平成27年7月29日付け加藤阿弓委員宛て）
②東松山市子ども・子育て会議会議録（平成28年4月1日～H29年
9月30日）
③東松山市子ども・子育て会議出勤状況報告書（H27年10月1日
～H29年9月30日）

R1.12.4 全部開示 ― ― R1.12.23 写しの交付 270円 子育て支援課

111
東松山市子ども・子育て会議会議録（平成27年10月1日～平成28
年3月31日）

R1.12.4 不開示
公文書不

存在
― ― ― ― 子育て支援課

89 112 R1.11.21
市の川特定土地区画整理事業に係る、施行地区位置図、従前の
土地を示す図面等、換地後の土地を示す図面等

市の川特定土地区画整理事業に係る以下の文書
・施行地区位置図
・換地図その1（従前の土地図）
・換地図その2（換地処分後の土地図）

R1.12.4 全部開示 ― ― R1.12.18

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

市街地整備課

90 113 R1.11.21 市の川土地区画整理事業に係る、新旧地番対照表。 市の川特定土地区画整理事業（美原町）新旧住所対照表 R1.12.3 全部開示 ― ― R1.12.18

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

市民課

91 114 R1.12.11

障がい福祉業務に係る（障害者手帳、障害者福祉サービス業務
（コンピュータシステムソフトウェア等に係る）賃貸借契約、　　保守
システム開発及び改修等業務委託契約等（仕様書、覚書、協定等
含む）の文書で存在するもの

下記業務等における契約書または請書及び仕様書（別紙参照）
・障害者福祉システム機器賃貸借（再リース含む）
・障害者福祉システム保守業務
・障害者福祉システム移行業務
・障害者福祉システム変更業務

R1.12.25 部分開示
第7条
第2号

法人代表
者の印影

R2.1.6 写しの交付 2,200円 障害者福祉課

88 R1.11.20

別紙のとおり
①東松山市子ども・子育て会議委員に加藤阿弓が選ばれたという
決定通知
②東松山市子ども・子育て会議のH27年10月1日～H29年9月30日
の会議録
③東松山市子ども・子育て会議のH27年10月1日～H29年9月30日
の出勤状況報告書

14



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

開示日 開示方法 実費 主管課 備考

令和元年度公文書の開示請求の処理状況 資料２

115

1.東松山市移住定住プロモーション業務仕様書
2.東松山市移住定住プロモーション業務について
3.東松山市移住定住プロモーション業務プロポーザル実施要項に
ついて
4.プロポーザルによる業務選考の承認について
5.移住定住プロモーション冊子作成に係る掲載内容の確認につい
て
6.移住定住プロモーション冊子作成に係るラフ案の確認について
7.移住定住プロモーション冊子の発行について

R2.1.10 全部開示 ― ―

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

政策推進課

116

1.提案概要説明書
2.「東松山市移住定住プロモーション業務」企画書
3.「東松山市移住定住プロモーション業務」実施計画書
4.業務委託契約書
5.打合せ記録

R2.1.10 部分開示
第7条
第1号
第2号

法人担当
者の氏
名、役
職、メー
ルアドレ
ス、携帯
電話番号
及び法人
の代表者
の印影

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

政策推進課

93 117 R2.1.14

31市道第41号線ほか1(下唐子)配水管布設替工事
31県道東松山越生線ほか1(石橋ほか)排水管布設替工事
31市道第1393号線ほか2（市ノ川ほか）配水管布設工事
以上4件の金額入り数量表及び経費計算、交通誘導員算出根拠
当初設計（図面除く）

31市道第41号線ほか1(下唐子)配水管布設替工事
31県道東松山越生線ほか1(石橋ほか)排水管布設替工事
31市道第1393号線ほか2（市ノ川ほか）配水管布設工事
上記4件の設計書（経費計算・交通誘導員算出根拠。図面は除
く。）

R2.1.24 全部開示 ― ― R2.1.28 写しの交付 1,650円 水道施設課

94 118 R2.1.15
平成21年度実施した「20市道第6113号線(箭弓町二丁目)バリアフ
リー化工事」に於ける工事変更設計書の内、根茎調節資材設置内
容の分かる書類

　平成21年度に実施した「20市道第6113号線（箭弓町二丁目）バリ
アフリー化工事」における工事変更設計書の内、根茎調節資材設
置内容の分かる書類

R2.1.28 全部開示 ― ― R2.1.28 写しの交付 210円 市街地整備課

95 119 R2.1.20
2019年7月1日から2019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（令和元年7月～令和元年12月）
住居表示台帳
（松葉町1丁目2番、松葉町2丁目16番（3-3）、松葉町3丁目10番、
松葉町4丁目5番（2-2）、若松町1丁目12番（2-2）、若松町1丁目14
番、若松町1丁目17番（2-1）、若松町2丁目13番（3-2）、本町1丁目
9番、本町2丁目2番（3-3）、松本町1丁目8番、松本町2丁目1番（6-
5）、松本町2丁目6番、幸町12番（2-1）、神明町1丁目6番（3-2）、神
明町1丁目10番、神明町2丁目8番、神明町2丁目11番（4-1、4-3、
4-4）、神明町2丁目18番、加美町2番（3-2）、加美町7番（2-1）、松
山町1丁目5番、松山町2丁目9番（3-2）、松山町3丁目5番（7-5）、
松山町3丁目6番（4-1）、日吉町16番（2-1）、材木町14番、材木町
22番、和泉町6番（4-2）、和泉町7番（4-3）、美土里町6番（8-8）、美
土里町9番）

R2.1.30 部分開示
第7条
第1号

個人の氏
名

R2.2.12 写しの交付 400円 市民課

96 120 R2.1.28
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル
法）
建築物の解体工事の届出　直近3ヶ月のもの

H31年度建設リサイクル法解体届出台帳のうち、直近3ヶ月の届出
についてわかる部分

R2.2.7 部分開示
第7条
第1号

届出者が
個人であ
る場合の
届出者氏
名、届出
者住所及
び工事箇
所

R2.2.7 写しの交付 70円 住宅建築課

97 121 R2.1.29

令和1年度
1災　駒形公園災害復旧工事

上記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

令和元年度
1災駒形公園災害復旧工事
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）

R2.2.3 全部開示 ― ― R2.2.5

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

都市計画課

98 122 R2.1.29
R2し尿収集運搬業務（その1）
　 　　　　 〃 　　　　　 （その2）
設計書（金額入り）

R2し尿収集運搬業務（その1）、R2し尿収集運搬業務（その2）の金
入り設計書（特記仕様書及び図面を除く）

R2.2.7 全部開示 ― ― R2.2.10 写しの交付 80円 環境センター

92 R1.12.27

プロモーション冊子「るるぶ特別編集東松山」の発行に関連した以
下の資料

＊株式会社JTBパブリッシングからの提案書・企画書など
＊市役所内における決裁文書・企画書など
＊株式会社JTBパブリッシングとの間で締結した契約書・発注書・
依頼書など
＊株式会社JTBパブリッシングとの間で実施した打ち合わせの議
事録など

15



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

開示日 開示方法 実費 主管課 備考

令和元年度公文書の開示請求の処理状況 資料２

99 123 R2.1.31

別紙
・平成29年10月執行の衆院選の際のポスター掲示場設置撤去管
理業務に関する、全体区画数・設置個所数・掲示板の材質が記載
されている書面、わかるもの
・平成30年8月任期満了の市長選の際のポスター掲示場設置撤去
管理業務に関する、全体区画数・設置個所数・掲示板の材質が記
載されている書面、わかるもの
・平成31年4月任期満了の市議選の際のポスター掲示場設置撤去
管理業務に関する、全体区画数・設置個所数・掲示板の材質が記
載されている書面、わかるもの
・平成31年4月任期満了の県議選の際のポスター掲示場設置撤去
管理業務に関する、全体区画数・設置個所数・掲示板の材質が記
載されている書面、わかるもの
・令和1年7月任期満了の参院選の際のポスター掲示場設置撤去
管理業務に関する、全体区画数・設置個所数・掲示板の材質が記
載されている書面、わかるもの
・令和1年8月任期案良の知事選の際のポスター掲示場設置撤去
管理業務に関する、全体区画数・設置個所数・掲示板の材質が記
載されている書面、わかるもの
・掲示場の設置パターンの箇所数のわかるもの【野立て（杭打ち込
みタイプ）】・【フェンス】・【ブロック】・【ガードレール・ガードパイプ】・
【壁付】・【その他】（直近の選挙のもの）

・次の選挙における、ポスター掲示場設置撤去管理業務契約書の
うち区画数、設置箇所数、掲示板の材質のわかる部分
（平成29年衆議院議員選挙、平成30年東松山市長選挙、平成31
年東松山市議会議員一般選挙、平成31年埼玉県議会議員一般選
挙、令和元年参議院議員通常選挙、令和元年埼玉県知事選挙）
・令和元年参議院議員補欠選挙における、ポスター掲示場設置撤
去管理業務契約書のうち設置箇所のわかる部分

R2.2.4 全部開示 ― ― R2.2.25 写しの交付 180円 選挙管理委員会

100 124 R2.2.3
31和泉町地区雨水管渠実施設計業務
31殿山町地内ほか下水道基本設計業務
上記、2業務の金入り設計書

・31和泉町地区雨水管渠実施設計業務
・31殿山町地内ほか下水道基本設計業務
上記、2業務の金入り設計書

R2.2.17 全部開示 ― ― R2.2.19

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

下水道施設課

101 125 R2.2.4
市庁舎内電話交換並びに庁舎総合案内業務（平成29年～32年
度）業務設計書

市庁舎内電話交換並びに庁舎総合案内業務（平成29年～32年）
業務設計書

R2.2.7 全部開示 ― ― 写しの交付 70円 管財課

102 126 R2.2.7

工事件名：高坂市民活動センター空調室外機更新工事
工事場所：東松山市大字宮鼻地内
開札日　：2019年12月24日
・金入り内訳書全ページ（図面不要）

高坂市民活動センター空調室外機更新工事の金入り内訳書 R2.2.14 全部開示 ― ― R2.2.20

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

103 127 R2.2.14

31下水道管渠施設除草業務（その1）開札2019/6/4
31管渠等清掃業務　開札2019/9/19

上記2件の金入り設計書(最下位代価まで)
　また、誘導員計上の際の算出根拠

・31下水道管渠施設除草業務（その1）
・31管渠等清掃業務
上記、2業務の金入り設計書（最下位代価表まで）
また、誘導員計上の際の算出根拠

R2.2.27 全部開示 ― ― R2.3.4

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

下水道施設課

104 128 R2.2.14

31雨水桝清掃業務　開札2019/6/4
31路面清掃業務　開札2019/9/19

上記2件の金入り設計書(最下位代価まで)
　また、誘導員計上の際の算出根拠

31雨水枡清掃業務
31路面清掃業務　の金入り設計書及び誘導員算出根拠

R2.2.26 全部開示 ― ― R2.3.4

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

105 129 R2.2.18

平成31（令和元）年度に発注された委託業務の代価表を含む金入
り設計書
・31殿山町地内ほか下水道基本設計業務
・31和泉町地区雨水管渠実施設計業務

平成30年度に発注された委託業務の代価表を含む金入り設計書
・30和泉町雨水管渠実施設計業務

平成31（令和元）年度に発注された委託業務の代価表を含む金入
り設計書
・31殿山町地内ほか下水道基本設計業務
・31和泉町地区雨水管渠実施設計業務

平成30年度に発注された委託業務の代価表を含む金入り設計書
・30和泉町雨水管渠実施設計業務

R2.3.3 全部開示 ― ― R2.3.12 写しの交付 970円 下水道施設課
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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

開示日 開示方法 実費 主管課 備考

令和元年度公文書の開示請求の処理状況 資料２

106 130 R2.2.21
桜山台2番地76、6番地～16番地の民生委員・児童委員候補者推
薦書及び同意書
令和元年12月委嘱

令和元年12月委嘱の桜山台2番地76～128、6番地～16番地地区
担当の民生委員・児童委員候補者推薦書及び同意書

R2.3.3 部分開示

第7条
第1号
第2号
第3号

生年月
日、住
所、現住
所居住年
数、電話
番号、氏
名、続
柄、職
業、個人
の印影、
自治会長
の印影

R2.3.10 写しの交付 30円 社会福祉課

107 131 R2.3.5
本庁舎の電力供給契約に係る1月分の請求書、総合会館の電力
供給契約に係る1月分の請求書、ステーションビルの電力供給契
約に係る1月分の請求書

R2.3.11 40円 管財課

107-2 132 R2.3.5
クリーンセンター及び西本宿不燃物等埋立地汚水処理施設の電
力供給契約に係る令和2年1月分の請求書

R2.3.16 20円
クリーン
センター

107-3 133 R2.3.5 松山市民活動センターの電力供給契約に係る1月分の請求書 R2.3.13 20円
松山市民活動セン

ター

107-4 134 R2.3.5 大岡市民活動センターの電力供給契約に係る1月分の請求書 R2.3.16 20円
大岡市民活動セン

ター

107-5 135 R2.3.5 唐子市民活動センターの電力供給契約に係る1月分の請求書 R2.3.16 20円
唐子市民活動セン

ター

107-6 136 R2.3.5 高坂市民活動センターの電力供給契約に係る1月分の請求書 R2.3.16 20円
高坂市民活動セン

ター

107-7 137 R2.3.5 野本市民活動センターの電力供給契約に係る1月分の請求書 R2.3.16 20円
野本市民活動セン

ター

107-8 138 R2.3.5
高坂丘陵市民活動センターの電力供給契約に係る1月分の請求
書

R2.3.13 20円
高坂丘陵市民活動セ

ンター

107-9 139 R2.3.5 平野市民活動センターの電力供給契約に係る1月分の請求書 R2.3.13 20円
平野市民活動セン

ター

107-10 140 R2.3.5 保健センターの電力供給契約に係る1月分の請求書 R2.3.12 20円 健康推進課

107-11 141 R2.3.5
東松山市唐子浄水場及び東松山市水穴配水場の電力供給契約
に係る1月分の請求書

R2.3.18 40円 上下水道経営課

107-12 142 R2.3.5
東松山市高坂浄化センター、新江川第一下水中継ポンプ場及び
市ノ川雨水ポンプ場の電力供給契約に係る1月分の請求書

R2.3.16 60円 下水道施設課

107-13 143 R2.3.5 東松山市環境センターの電力供給契約に係る1月分の請求書 R2.3.16 20円 環境センター

108 144 R2.3.5 東松山市立小中学校の電力供給契約に係る1月分の請求書 R2.3.13 200円 教育総務課

108-2 145 R2.3.5 学校給食センターの電力供給契約に係る令和2年1月分の請求書 R2.3.17 20円 学校給食センター

108-3 146 R2.3.5
東松山市立図書館及び東松山市立高坂図書館の電力供給契約
に係る令和2年1月分の請求書

R2.3.18 20円 市立図書館

108-4 147 R2.3.5 きらめき市民大学の電力供給契約に係る令和2年1月分の請求書 R2.3.17 10円 きらめき市民大学

108-5 148 R2.3.5 埋蔵文化財センターの電力供給契約に係る1月分の請求書 R2.3.17 10円 埋蔵文化財センター

108-6 149 R2.3.5
まつやま保育園及びたかさか保育園の電力供給契約に係る1月
分の請求書

R.2.3.16 40円 保育課

第7条
第2号

部分開示
法人代表
者の印影

R2.3.25 写しの交付

写しの交付部分開示
第7条
第2号

法人代表
者の印影

R2.3.25

電力供給契約している令和2年1月分の請求書（契約種別・基本料
単価・最大電力・力率が記入されているもの）且つ最新月の請求
書で12ヶ月の毎月の最大電力（kw）の値の最も大きい値が記入さ
れているもの

電力供給契約している令和2年1月分の請求書（契約種別・基本料
単価・最大電力・力率が記入されているもの）且つ最新月の請求
書で12ヶ月の毎月の最大電力（kw）の値の最も大きい値が記入さ
れているもの
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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

開示日 開示方法 実費 主管課 備考

令和元年度公文書の開示請求の処理状況 資料２

150 東松山市英語指導助手派遣業務プロポーザル審査基準表 R2.3.24 全部開示 ― ― 写しの交付 10円 学校教育課

151 東松山市英語指導助手派遣業務プロポーザル契約候補者見積書 R2.3.24 部分開示
第7条
第1号

個人の氏
名

写しの交付 10円 学校教育課

152 東松山市英語指導助手派遣業務プロポーザルに係る提案資料 R2.4.8 部分開示
第7条
第1号
第2号

個人の氏
名、個人
の顔写
真、法人
の代表者
の印影

写しの交付 1,800円 学校教育課

110 153 R2.3.18

・31高坂駅東口第一地区調整池沈砂池浚渫業務　入札日　令和2
年1月15日
上記案件の設計書類一式（金額入りの設計書と積算根拠となる調
書）

31高坂駅東口第一地区調整池沈砂池浚渫業務（金入り工事設計
書及び積算根拠）

R2.3.24 全部開示 ― ― R2.4.3

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

高坂区画整理事務所

111 154 R2.3.18

・31下水道管渠点検調査委託業務　入札日　令和元年12月16日
上記案件の設計書類一式（金額入りの設計書と積算根拠となる調
書）

・R2下水道管渠等保守点検業務　入札日　令和2年2月27日
上記案件の設計書類一式（金額入りの設計書と積算根拠となる調
書）

31下水道管渠点検調査委託業務　設計書
R2下水道管渠等保守点検業務　設計書

R2.3.31 全部開示 ― ― R2.4.3

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

下水道施設課

112 155 R2.3.23
『東松山市立南中学校災害復旧工事』
上記案件に関する金入り設計書（図面・仕様書は除く）

東松山市立南中学校災害復旧工事に関する金入り設計書
　（図面・仕様書は除く）

R2.3.26 全部開示 ― ― R2.3.31 写しの交付 620円 教育総務課

113 156 R2.3.24
東松山市立唐子小学校ブロック塀改修工事
・工事設計書　内訳書のみ

東松山市立唐子小学校ブロック塀改修工事
・工事設計書（内訳書のみ）

R2.3.26 全部開示 ― ― R2.4.8

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

管財課

114 157 R2.3.24
31公園遊具改修工事
・工事設計書（仕様書・数量調書）1.0式

31公園遊具改修工事
・工事設計書（仕様書・数量調書）　1.0式

R2.3.26 全部開示 ― ― R2.4.8

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

都市計画課

115 158 R2.3.24
31市道第1292号線ほか（大谷ほか）舗装本復旧工事
・工事設計書　1.0式
図面は除く

31市道第1292号線ほか（大谷ほか）舗装本復旧工事
の設計書（数量調書・図面は除く。）

R2.4.3 全部開示 ― ― R2.4.8

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

水道施設課

116 159 R2.3.24
31市道第3号（大谷）歩道整備工事
・工事設計書　1.0式
図面を除く

31市道第3号線（大谷）歩道整備工事
工事設計書（図面を除く。）

R2.3.27 全部開示 ― ― R2.4.8

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

道路課

117 160 R2.3.24
31舗装緊急修繕工事（南部）
・工事設計書　1.0式
図面を除く

31舗装緊急修繕工事（南部）
工事設計書（図面を除く）

R2.3.30 全部開示 ― ― R2.4.8

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

道路課

118 161 R2.3.24

高坂市民活動センター空調室外機更新工事に係る積算資料(金入
り内訳書)
各中学校理科室・美術室空調機設置工事（松山中・東中・北中）に
係る積算資料(金入り内訳書)

高坂市民活動センター空調室外機更新工事及び各中学校理科
室・美術室空調機設置工事（松山中・東中・北中）に係る積算資料
（金入り内訳書）

R2.3.30 全部開示 ― ― R2.4.3

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

管財課

109 R2.3.12

英語指導助手派遣業務プロポーザル

1.契約候補者の提案金額
2.御見積額の採点方法
3.契約候補者の企画提案書
4.審査4項目の採点方法
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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

開示日 開示方法 実費 主管課 備考

令和元年度公文書の開示請求の処理状況 資料２

119 162 R2.3.31

東松山市立市民病院中期経営計画策定支援業務公募型プロポー
ザルに関する下記書類

1、選定業者の提案書類

東松山市立市民病院中期経営計画策定支援業務公募型プロポー
ザルに関する選定業者の提案書類

R2.4.14 部分開示
第7条
第1号
第2号

担当者の
氏名及び
法人代表
者の印影

R2.4.23

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

管理課

120 163 R2.3.31
令和2年度薬剤類単価契約見積依頼業者指名案
令和2年度薬剤類単価契約契約案

令和2年度薬剤類単価契約見積依頼業者指名案
令和2年度薬剤類単価契約契約案

R2.3.31 全部開示 ― ― R2.4.8 写しの交付 90円 契約検査課
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