
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 R2.4.1

30県道高坂上唐子線ほか2（石橋）送配水管布設替工事
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7080号線ほか1（新宿町ほか）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市道第79号線ほか3（上野本）配水管布設替工事
31市道第31号線（石橋）配水管布設工事
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14号線（市ノ川ほか）配水管布設替工事
31市道第41号線ほか1（下唐子）配水管布設替工事
31市道第4422号線ほか5（石橋）舗装本復旧工事
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
31市道第12号線ほか2（市ノ川ほか）配水管布設工事
31市道第3417号線（松本町一丁目ほか）配水管布設替工事
31市道第60号線ほか1（岩殿）配水管布設替工事
31市道第27号線ほか3（松本町二丁目ほか）配水管布設替工事
31県道行田東松山線（本町一丁目）配給水管布設工事
31市道第66号線ほか（田木ほか）舗装本復旧工事
31市道第1292号線ほか（大谷ほか）舗装本復旧工事
31市道第27号線ほか（神明町一丁目ほか）舗装本復旧工事
31市道第66号線（田木ほか）配水管布設工事
31市道第8582号線（正代）給水管布設替工事
31市道第1095号線ほか1（岡ほか）消火栓交換工事
31市道第6421号線ほか1（箭弓町一丁目ほか）配水管布設替工事
30高坂第一区画配水管布設工事（その5）
31市道第6034号線ほか2（下青鳥）排水路整備に伴う給水管切回し工事
31高坂第一区画給水管布設工事（その1）
31市道第6079号線（美土里町）給水管布設替工事
31市道第8062号線（下野本）給水管布設替工事
31市道第4535号線（神戸）配水管布設工事
31市道第5409号線（西本宿）給水管布設工事

設計書（変更があった場合は変更設計書、図面必要なし）

別紙記載31件の工事設計書（変更があった場合は工事変更設計書、図面を除く。）

1.30県道高坂上唐子線ほか2（石橋）送配水管布設替工事
2.30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
3.30市道第7080号線ほか1（新宿町ほか）消火栓交換工事
4.30県道高坂上唐子線（石橋ほか）送配水管布設替工事
5.30市道第79号線ほか3（上野本）配水管布設替工事
6.31市道第31号線（石橋）配水管布設工事
7.31県道高坂上唐子線ほか3（石橋ほか）舗装本復旧工事
8.31市道第14号線（市ノ川ほか）配水管布設替工事
9.31市道第41号線ほか1（下唐子）配水管布設替工事
10.31市道第4422号線ほか5（石橋）舗装本復旧工事
11.31県道東松山越生線ほか1（石橋ほか）配水管布設替工事
12.31市道第1393号線ほか（大谷）配水管布設替工事
13.31市道第12号線ほか2（市ノ川ほか）配水管布設工事
14.31市道第3417号線（松本町一丁目ほか）配水管布設替工事
15.31市道第60号線ほか1（岩殿）配水管布設替工事
16.31市道第27号線ほか3（松本町二丁目ほか）配水管布設替工事
17.31県道行田東松山線（本町一丁目）配給水管布設工事
18.31市道第66号線ほか（田木ほか）舗装本復旧工事
19.31市道第1292号線ほか（大谷ほか）舗装本復旧工事
20.31市道第27号線ほか（神明町一丁目ほか）舗装本復旧工事
21.31市道第66号線（田木ほか）配水管布設工事
22.31市道第8582号線（正代）給水管布設替工事
23.31市道第1095号線ほか1（岡ほか）消火栓交換工事
24.31市道第6421号線ほか1（箭弓町一丁目ほか）配水管布設替工事
25.30高坂第一区画配水管布設工事（その5）
26.31市道第6034号線ほか2（下青鳥）排水路整備に伴う給水管切回し工事
27.31高坂第一区画給水管布設工事（その1）
28.31市道第6079号線（美土里町）給水管布設替工事
29.31市道第8062号線（下野本）給水管布設替工事
30.31市道第4535号線（神戸）配水管布設工事
31.31市道第5409号線（西本宿）給水管布設工事

R2.4.13 全部開示 ― ― R2.4.13 写しの交付 19,430円 水道施設課

2 2 R2.4.1 平成31年（令和元年）度水道工事設計用資材の単価設定について 平成31年度水道資材単価・水道資材見積単価 R2.4.10 全部開示 ― ― R2.4.13 写しの交付 720円 水道施設課

3 3 R2.4.3

・31東松山市農林公園駐車場等整備工事
・31宮鼻農地災害復旧工事
・31神戸ほか農地災害復旧工事
・31古凍農地災害復旧工事
・31正代農地災害復旧工事

上記5案件の設計金額算出根拠に係る金入り設計書、金入り数量
調書及び単価選定の根拠。
【図面必要なし】

31東松山市農林公園駐車場等整備工事、31宮鼻農地災害復旧工
事、31神戸ほか農地災害復旧工事、31古凍農地災害復旧工事、
31正代農地災害復旧工事

上記5案件の設計金額算出根拠に係る金入り設計書、金入り数量
調書及び単価選定の根拠【図面を除く。】

R2.4.16 全部開示 ― ― R2.4.17

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

農政課

4 4 R2.4.3

・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5号公園整備工事
・31公園遊具改修工事
・31五領町近隣公園健康遊具設置工事
・1災　駒形公園災害復旧工事
・1災　五領町近隣公園災害復旧工事

上記6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
【図面必要なし】

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5号公園整備工事
31公園遊具改修工事
31五領町近隣公園健康遊具設置工事
1災　駒形公園災害復旧工事
1災　五領町近隣公園災害復旧工事

上記6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

R2.4.9 全部開示 ― ― R2.4.17

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

都市計画課

5 5 R2.4.3

・30高坂駅東口第一地区道路築造（4工区）工事
・30高坂駅東口第一地区整地造成（B工区）工事

上記2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
【図面必要なし】

30高坂駅東口第一地区道路築造（4工区）工事及び30高坂駅東口
第一地区整地造成（B工区）工事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

R2.4.13 全部開示 ― ― R2.4.17

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

高坂区画整
理事務所

令和２年度公文書の開示請求の処理状況 資料２



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２年度公文書の開示請求の処理状況 資料２

6 6 R2.4.3

別紙添付した27案件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、
また積算基準書および埼玉県の単価取り扱いで定めた材料設計単価を採用した
案件の単価選定根拠）【図面必要なし】

・31市道第6436号線（美土里町）狭あい道路整備工事
・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6077号線（美土里町）狭あい道路整備工事
・31市道第3号線（大谷）歩道整備工事
・31市道第12号線（市の川通線）整備工事（その1）
・31市道第5409号線（西本宿）改良工事
・31市道第8062号線（下野本）改良工事
・31市道第4678号線（神戸）側溝整備工事
・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3）
・31市道第44号線（下野本）歩道整備工事
・31市道第6093号線（上野本ほか）暫定整備工事
・31市道第4535号線ほか1（神戸）改良工事
・31市道第8147号線（今泉）舗装工事
・30物見公園橋（岩殿）修繕工事
・31舗装緊急修繕工事（北部）
・31舗装緊急修繕工事（南部）
・31市道第0055号線（西本宿）舗装修繕工事
・31市道第0034号線（下唐子）舗装修繕工事
・31市道第0014号線（市ノ川ほか）舗装修繕工事
・31市道第12号線（市の川通線）整備工事（その3）
・31市道第0004号線ほか（大谷ほか）災害復旧工事
・31市道第0079号線（上野本）災害復旧工事（1災242号）
・31市道第0047号線（葛袋）災害復旧工事（1災241号）
・31米山大橋（西本宿）修繕工事

別紙添付した27案件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、
また積算基準書および埼玉県の単価取り扱いで定めた材料設計単価を採用した
案件の単価選定根拠）【図面を除く。】

・31市道第6436号線（美土里町）狭あい道路整備工事
・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6077号線（美土里町）狭あい道路整備工事
・31市道第3号線（大谷）歩道整備工事
・31市道第12号線（市の川通線）整備工事（その1）
・31市道第5409号線（西本宿）改良工事
・31市道第8062号線（下野本）改良工事
・31市道第4678号線（神戸）側溝整備工事
・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3）
・31市道第44号線（下野本）歩道整備工事
・31市道第6093号線（上野本ほか）暫定整備工事
・31市道第4535号線ほか1（神戸）改良工事
・31市道第8147号線（今泉）舗装工事
・30物見公園橋（岩殿）修繕工事
・31舗装緊急修繕工事（北部）
・31舗装緊急修繕工事（南部）
・31市道第0055号線（西本宿）舗装修繕工事
・31市道第0034号線（下唐子）舗装修繕工事
・31市道第0014号線（市ノ川ほか）舗装修繕工事
・31市道第12号線（市の川通線）整備工事（その3）
・31市道第0004号線ほか（大谷ほか）災害復旧工事
・31市道第0079号線（上野本）災害復旧工事（1災242号）
・31市道第0047号線（葛袋）災害復旧工事（1災241号）
・31米山大橋（西本宿）修繕工事

R2.4.16 全部開示 ― ― R2.4.17

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

道路課

7 7 R2.4.3

・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下青鳥地内排水路整備工事
・31深沢沼（西本宿）上流排水路整備工事

上記4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等）
【図面必要なし】

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下青鳥地内排水路整備工事
31深沢沼（西本宿）上流排水路整備工事
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等（図面は除く））

R2.4.9 全部開示 ― ― R2.4.17

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

河川課

8 8 R2.4.3

別添添付した27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。
【図面必要なし】

・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
・31市道第66号線（田木ほか）配水管布設工事
・31市道第6421号線ほか1（箭弓町一丁目ほか）配水管布設替工事
・31市道第8582号線（正代）給水管布設替工事
・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）配水管布設替工事
・31市道第3417号線（松本町一丁目ほか）配水管布設替工事
・31市道第27号線ほか3（松本町二丁目ほか）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
・31市道第6034号線ほか2（下青鳥）排水路整備に伴う給水管切回し工事
・31市道第1095号線ほか1（岡ほか）消火栓交換工事
・30高坂第一区画配水管布設工事（その5）
・31市道第5409号線（西本宿）給水管布設工事
・31市道第12号線ほか2（市ノ川ほか）配水管布設工事
・31市道第60号線ほか1（岩殿）配水管布設替工事
・31高坂第一区画給水管布設工事（その1）
・31県道行田東松山線（本町一丁目）配給水管布設工事
・31市道第6079号線（美土里町）給水管布設替工事
・31市道第8062号線（下野本）給水管布設替工事
・31市道第4535号線（神戸）配水管布設工事
・31市道第4422号線ほか5（石橋）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20号線（美土里町ほか）舗装本復旧工事
・31市道第27号線ほか（神明町一丁目ほか）舗装本復旧工事
・31市道第1292号線ほか（大谷ほか）舗装本復旧工事
・31市道第66号線ほか（田木ほか）舗装本復旧工事

別紙記載27案件の工事設計書及び合算している材料費の代価表
（図面を除く。）

1.31市道第31号線（石橋）配水管布設替工事
2.31市道第14号線（市ノ川ほか）配水管布設替工事
3.31市道第66号線（田木ほか）配水管布設工事
4.31市道第6421号線ほか1（箭弓町一丁目ほか）配水管布設替工事
5.31市道第8582号線（正代）給水管布設替工事
6.31市道第41号線ほか1（下唐子）配水管布設替工事
7.31県道東松山越生線ほか1（石橋ほか）配水管布設替工事
8.31市道第3417号線（松本町一丁目ほか）配水管布設替工事
9.31市道第27号線ほか3（松本町二丁目ほか）配水管布設替工事
10.31市道第1393号線ほか（大谷）配水管布設替工事
11.31市道第6034号線ほか2（下青鳥）排水路整備に伴う給水管切回し工事
12.31市道第1095号線ほか1（岡ほか）消火栓交換工事
13.30高坂第一区画配水管布設工事（その5）
14.31市道第5409号線（西本宿）給水管布設工事
15.31市道第12号線ほか2（市ノ川ほか）配水管布設工事
16.31市道第60号線ほか1（岩殿）配水管布設替工事
17.31高坂第一区画給水管布設工事（その1）
18.31県道行田東松山線（本町一丁目）配給水管布設工事
19.31市道第6079号線（美土里町）給水管布設替工事
20.31市道第8062号線（下野本）給水管布設替工事
21.31市道第4535号線（神戸）配水管布設工事
22.31市道第4422号線ほか5（石橋）舗装本復旧工事
23.31県道高坂上唐子線ほか3（石橋ほか）舗装本復旧工事
24.31市道第20号線（美土里町ほか）舗装本復旧工事
25.31市道第27号線ほか（神明町一丁目ほか）舗装本復旧工事
26.31市道第1292号線ほか（大谷ほか）舗装本復旧工事
27.31市道第66号線ほか（田木ほか）舗装本復旧工事

R2.4.16 全部開示 ― ― R2.4.17

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



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２年度公文書の開示請求の処理状況 資料２

9 9 R2.4.3

・31雨水調整池築造工事
・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
・31箭弓町一丁目地内ほか管渠布設替工事
・31管渠（大字上野本ほか）2工区築造工事
・31管渠（美土里町）A工区築造工事
・31市道第0020号線ほか（美土里町ほか）舗装本復旧工事

上記7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】

・31雨水調整池築造工事
・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
・31箭弓町一丁目地内ほか管渠布設替工事
・31管渠（大字上野本ほか）2工区築造工事
・31管渠（美土里町）A工区築造工事
・31市道第0020号線ほか（美土里町ほか）舗装本復旧工事

上記工事における金入り設計書及び数量計算書（図面を除く）

R2.4.16 全部開示 ― ― R2.4.17

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

下水道施設
課

10 10 R2.4.3

・東松山市立南中学校災害復旧工事

上記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
【図面必要なし】

東松山市立南中学校災害復旧工事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（図面除く。）

R2.4.9 全部開示 ― ― R2.4.17

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

教育総務課

11 11 R2.4.7
東松山市立市民病院本館設備配管等改修工事の工事の設計書
（積算単価記載のもの）図面は不要

東松山市立市民病院本館設備配管等改修工事の設計書（積算単
価記載のもの）図面を除く。

R2.4.14 全部開示 ― ― R2.4.21 写しの交付 4,790円 管理課

12 12 R2.4.7

東松山市立桜山小学校校舎トイレ改修工事
東松山市立第一小学校校舎トイレ改修工事
各中学校理科室・美術室空調機設置工事（松山中・東中・北中）
東松山市立松山第二小学校校舎トイレ改修工事
以上の工事の設計書（積算単価記載のもの）図面は不要

①東松山市立桜山小学校校舎トイレ改修工事
②東松山市立松山第一小学校校舎トイレ改修工事
③各中学校理科室・美術室空調機設置工事
　（松山中・東中・北中）
④東松山市立松山第二小学校校舎トイレ改修工事
以上の工事設計書（積算単価記載のもの）図面を除く。

R2.4.10 全部開示 ― ― R2.4.21 写しの交付 2,340円 管財課

13 13 R2.4.7

30県道大谷材木町線（市ノ川ほか）配水管布設替工事
31市道第60号線ほか1（岩殿）配水管布設替工事
31市道第12号線ほか2（市ノ川ほか）配水管布設工事
31市道第8062号線（下野本）給水管布設替工事
31市道第6079号線（美土里町）給水管布設替工事
以上の工事の設計書（積算単価記載のもの）図面は不要

30県道大谷材木町線（市ノ川ほか）配水管布設替工事
31市道第60号線ほか1（岩殿）配水管布設替工事
31市道第12号線ほか2（市ノ川ほか）配水管布設工事
31市道第8062号線（下野本）給水管布設替工事
31市道第6079号線（美土里町）給水管布設替工事
以上5件の工事設計書（図面を除く。）

R2.4.21 全部開示 ― ― R2.4.21 写しの交付 1,790円 水道施設課

14 14 R2.4.8

・北地区体育館加圧給水ポンプユニット更新工事
・北地区体育館シャワーブース更新工事
・高坂市民活動センター上水用加圧給水ポンプ更新工事
・高坂市民活動センター空調室外機更新工事
・東松山市総合会館空調機更新工事
・平野市民活動センター空調機改修工事
・各中学校理科室・美術室空調機設置工事（松山中・東中・北中）
・各中学校理科室・美術室空調機設置工事（南中・白山中）

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

・北地区体育館加圧給水ポンプユニット更新工事
・北地区体育館シャワーブース更新工事
・高坂市民活動センター上水用加圧給水ポンプ更新工事
・高坂市民活動センター空調室外機更新工事
・東松山市総合会館空調機更新工事
・平野市民活動センター空調機改修工事
・各中学校理科室・美術室空調機設置工事（松山中・東中・北中）
・各中学校理科室・美術室空調機設置工事（南中・白山中）

上記工事の金入り工事設計書（数量調書・図面除く）

R2.4.16 全部開示 ― ― R2.4.22

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

管財課

15 15 R2.4.8

・30高坂駅東口第一地区道路築造（3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整地造成（B工区）工事
・30高坂駅東口第一地区道路築造（4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

30高坂駅東口第一地区道路築造（3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整地造成
（B工区）工事、30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

R2.4.16 全部開示 ― ― R2.4.22

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



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２年度公文書の開示請求の処理状況 資料２

16 16 R2.4.8

・30市道第35号線（神戸）改良工事
・31市道第0055号線（西本宿）舗装修繕工事
・30市道第0033号線（五領町）歩道修繕工事
・31市道第8582号線（正代）側溝整備工事
・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0034号線（下唐子）舗装修繕工事
・30市道第12号線（市ノ川通線）整備工事（その2）
・31市道第6436号線（美土里町）狭あい道路整備工事
・31市道第6077号線（美土里町）狭あい道路整備工事
・31市道第5409号線（西本宿）改良工事
・31市道第4678号線（神戸）側溝整備工事
・31市道第0014号線（市ノ川ほか）舗装修繕工事
・30市道第12号線（市ノ川通線）整備工事（その3）
・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（市ノ川通線）整備工事（その1）
・31市道第12号線（市ノ川通線）整備工事（その3）
・31市道第44号線（下野本）歩道整備工事
・31市道第6093号線（上野本ほか）暫定整備工事
・31市道第12号線（市ノ川通線）整備工事（その2）
・31市道第4535号線ほか（神戸）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

別紙添付した21案件の金入り工事設計書（数量計算書・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35号線（神戸）改良工事
・31市道第0055号線（西本宿）舗装修繕工事
・30市道第0033号線（五領町）歩道修繕工事
・31市道第8582号線（正代）側溝整備工事
・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0034号線（下唐子）舗装修繕工事
・30市道第12号線（市の川通線）整備工事（その2）
・31市道第6436号線（美土里町）狭あい道路整備工事
・31市道第6077号線（美土里町）狭あい道路整備工事
・31市道第5409号線（西本宿）改良工事
・31市道第4678号線（神戸）側溝整備工事
・31市道第0014号線（市の川ほか）舗装修繕工事
・30市道第12号線（市の川通線）整備工事（その3）
・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1）
・31市道第12号線（市の川通線）整備工事（その3）
・31市道第44号線（下野本）歩道整備工事
・31市道第6093号線（上野本ほか）暫定整備工事
・31市道第12号線（市の川通線）整備工事（その2）
・31市道第4535号線ほか（神戸）改良工事

R2.4.21 全部開示 ― ― R2.4.22

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

17 17 R2.4.8

・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
・31市道第66号線（田木ほか）配水管布設工事
・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（石橋ほか）舗装本復旧工事
・31市道第8582号線（正代）給水管布設替工事
・31市道第6421号線ほか1（箭弓町一丁目ほか）配水管布設替工事
・31市道第1095号線ほか1（岡ほか）消火栓交換工事
・31市道第14号線（市ノ川ほか）配水管布設替工事
・30高坂第一区画配水管布設工事（その5）
・31市道第1393号線ほか（大谷）配水管布設替工事
・31市道第3417号線（松本町一丁目ほか）配水管布設替工事
・31市道第60号線ほか1（岩殿）配水管布設替工事
・31市道第5409号線（西本宿）給水管布設工事
・31市道第20号線（美土里町ほか）舗装本復旧工事
・31市道第6079号線（美土里町）給水管布設替工事
・31市道第27号線ほか3（松本町二丁目ほか）配水管布設替工事
・31市道第31号線（石橋）配水管布設替工事
・31市道第8062号線（下野本）給水管布設替工事
・31市道第6034号線ほか2（下青鳥）排水路整備に伴う給水管切廻し工事
・31市道第4535号線（神戸）配水管布設工事
・31市道第12号線ほか2（市ノ川ほか）配水管布設工事
・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27号線ほか（神明町一丁目ほか）舗装本復旧工事
・31市道第1292号線ほか（大谷ほか）舗装本復旧工事
・31市道第41号線ほか1（下唐子）配水管布設替工事

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

別紙記載25件の工事設計書（舗装本復旧工事の数量調書、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

・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
・31市道第66号線（田木ほか）配水管布設工事
・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（石橋ほか）舗装本復旧工事
・31市道第8582号線（正代）給水管布設替工事
・31市道第6421号線ほか1（箭弓町一丁目ほか）配水管布設替工事
・31市道第1095号線ほか1（岡ほか）消火栓交換工事
・31市道第14号線（市ノ川ほか）配水管布設替工事
・30高坂第一区画配水管布設工事（その5）
・31市道第1393号線ほか（大谷）配水管布設替工事
・31市道第3417号線（松本町一丁目ほか）配水管布設替工事
・31市道第60号線ほか1（岩殿）配水管布設替工事
・31市道第5409号線（西本宿）給水管布設工事
・31市道第20号線（美土里町ほか）舗装本復旧工事
・31市道第6079号線（美土里町）給水管布設替工事
・31市道第27号線ほか3（松本町二丁目ほか）配水管布設替工事
・31市道第31号線（石橋）配水管布設替工事
・31市道第8062号線（下野本）給水管布設替工事
・31市道第6034号線ほか2（下青鳥）排水路整備に伴う給水管切廻し工事
・31市道第4535号線（神戸）配水管布設工事
・31市道第12号線ほか2（市ノ川ほか）配水管布設工事
・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27号線ほか（神明町一丁目ほか）舗装本復旧工事
・31市道第1292号線ほか（大谷ほか）舗装本復旧工事
・31市道第41号線ほか1（下唐子）配水管布設替工事

R2.4.21 全部開示 ― ― R2.4.22

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

水道施設課

18 18 R2.4.20

件名:31青鳥橋水管橋（石橋）架替実施設計業務
開札日:2019/10/16
件名:31配水管布設替実施設計業務
開札日:2019/6/11
件名:30配水管布設替実施設計業務（その2）
開札日:2018/8/21
件名:30配給水管布設替実施設計業務（その1）
開札日:2018/5/15
件名：29配水管布設替実施設計業務（その2）
開札日：2017/7/25
※上記業務に係る金入りの設計書の開示請求（図面を除く）

31青鳥橋水管橋（石橋）架替実施設計業務
31配水管布設替実施設計業務
30配給水管布設替実施設計業務（その1）
30配水管布設替実施設計業務（その2）
29配水管布設替実施設計業務（その2）
以上5件の業務設計書（図面を除く。）

R2.4.30 全部開示 ― ― R2.4.30

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



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２年度公文書の開示請求の処理状況 資料２

19 19 R2.4.22

31市道第3417号線（松本町一丁目ほか）配水管布設替工事
31市道第12号線ほか2（市ノ川ほか）配水管布設工事
31市道第60号線ほか1(岩殿)配水管布設替工事
31市道第6079号線(美土里町)給水管布設替工事
31市道第0020号線ほか(美土里町ほか)舗装本復旧工事
31市道第66号線ほか(田木ほか)舗装本復旧工事
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（単価金額入り）※図面は不要

31市道第3417号線（松本町一丁目ほか）配水管布設替工事
31市道第12号線ほか2（市ノ川ほか）配水管布設工事
31市道第60号線ほか1(岩殿)配水管布設替工事
31市道第6079号線(美土里町)給水管布設替工事
31市道第20号線(美土里町ほか)舗装本復旧工事
31市道第66号線ほか(田木ほか)舗装本復旧工事
31市道第1292号線ほか（大谷ほか）舗装本復旧工事
以上7件の工事設計書（図面を除く。）

R2.4.30 全部開示 ― ― R2.5.1 写しの交付 6,270円 水道施設課

20 20 R2.4.27
31管渠（美土里町ほか）1工区築造工事
31管渠（美土里町）A工区築造工事
31管渠（大字上野本ほか）2工区築造工事

31管渠（美土里町ほか）1工区築造工事
31管渠（美土里町）A工区築造工事
31管渠（大字上野本ほか）2工区築造工事

R2.5.11 全部開示 ― ― R2.5.12

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

21

・AGSによる特定個人情報取扱業務の無許諾再委託事案に関する
確認事項について（令和元年7月23日起案）
・令和元年8月30日付個情第651号「検査結果の通知について」
・特定個人情報の漏えい等の報告（確報）について（令和元年12月
24日起案）
・令和2年4月1日付個人情報保護委員会事務局メール「RE: （資料
送付）指摘事項の改善状況について（3月末締切分）」

R2.5.13 全部開示 ― ― R2.6.5 写しの交付 170円 総務課

22
・改善状況報告書について（令和元年9月30日起案）
・指摘事項の改善状況に関する資料として個人情報保護委員会に
提出した文書

R2.5.13 部分開示

第7条
第1号
第2号
第3号

個人の氏
名、印影
及びメー
ルアドレ
ス、法人
代表者の
印影

R2.6.5 写しの交付 2,390円 総務課

22 23 R2.5.11

下記工事における金入り工事内訳書、代価表、諸経費計算書。

・松山市民活動センター音響設備改修工事
・東松山市総合会館監視カメラ設置工事
・東松山市総合会館2階照明設備改修工事

下記工事における金入り工事内訳書

・松山市民活動センター音響設備改修工事
・東松山市総合会館監視カメラ設置工事
・東松山市総合会館2階照明設備改修工事

R2.5.20 全部開示 ― ― R2.5.26

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

管財課

23 24 R2.5.11
下記工事における金入り工事内訳書、代価表、諸経費計算書。

・東松山市立市民病院直流電源装置更新工事
東松山市立市民病院直流電源装置更新工事の金入り工事内訳書 R2.5.18 全部開示 ― ― R2.5.26

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

管理課

21 R2.4.30
2019年6月17日以降存在する公文書のうち、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



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２年度公文書の開示請求の処理状況 資料２

24 25 R2.5.14

現時点内容の住居表示台帳
※請求街区は別紙のとおり

東松山市和泉町1～10、加美町1,2,5～7,12,13、材木町1,2,4～7,10
～21,23、幸町2～7,9～15、神明町1丁目1,2,4～17、神明町2丁目1
～9,12,13,16～19、日吉町1～12,15～17、本町1丁目1～4,6～12、
本町2丁目1～3,6,8,10,11、松葉町1丁目1～3,5,9～13,15,16,18～
20,22～25、松葉町2丁目2～5,7,9～13,15～17、松葉町3丁目2～
4,6,8～16、松葉町4丁目1～8,10,11、松本町1丁目1～4,6～11,松本
町2丁目1～3,5～8,10、松山町1丁目1,3～5,7～15、松山町2丁目1
～4,6～9、松山町3丁目1,2,4～7、美土里町1～6,8～11、箭弓町1
丁目1～4,6,8～10,12,16～20、箭弓町2丁目1,3～15、箭弓町3丁目
1,2,4～6,9,10,12～18、若松町1丁目1～14,16～18、若松町2丁目1
～19

住居表示台帳
（和泉町1番（3-1～3-3）、2番（4-1～4-4）、3番、4番（3-1～3-3）、5番（2-1～2-2）、6番（4-1～4-4）、7番
（4-1～4-4）、8番、9番、10番（3-1～3-3）、加美町1番（2-1～2-2）、2番（3-1～3-3）、5番（2-1～2-2）、6
番（2-1～2-2）、7番（2-1～2-2）、12番、13番（3-1～3-3）、材木町1番、2番（2-1～2-2）、4番、5番、6番、
7番、10番、11番、12番、13番、14番、15番、16番、17番、18番、19番(2-1～2-2)、20番、21番、23番、幸
町2番、3番（2-1～2-2）、4番、5番（2-1～2-2）、6番（2-1～2-2）、7番、9番、10番、11番(2-1～2-2)、12番
（2-1～2-2）、13番、14番、15番(4-1～4-4)、神明町1丁目1番、2番、4番（2-1～2-2）、5番、6番（3-1～3-
3）、7番（2-1～2-2）、8番（2-1～2-2）、9番、10番、11番、12番、13番、14番（2-1～2-2）、15番（3-1～3-
3）、16番、17番、神明町2丁目1番（3-1～3-3）、2番、3番、4番、5番（2-1～2-2）、6番、7番、8番、9番、12
番（2-1～2-2）、13番（2-1～2-2）、16番（2-1～2-2）、17番(2-1～2-2)、18番、19番(2-1～2-2)、日吉町1
番、2番（4-1～4-4）、3番（3-1～3-3）、4番、5番、6番（2-1～2-2）、7番、8番、9番、10番、11番、12番(2-1
～2-2)、15番、16番（2-1～2-2）、17番、本町1丁目1番、2番、3番（2-1～2-2）、4番、6番、7番、8番、9番、
10番、11番（3-1～3-3）、12番、本町2丁目1番、2番（3-1～3-3）、3番（2-1～2-2）、6番、8番、10番（3-1
～3-3）、11番、松葉町1丁目1番（4-1～4-4）、2番、3番、5番、9番（2-1～2-2）、10番、11番、12番、13
番、15番、16番、18番、19番、20番、22番、23番（2-1～2-2）、24番、25番、松葉町2丁目2番、3番、4番、5
番（3-1～3-3）、7番、9番、10番（2-1～2-2）、11番（2-1～2-2）、12番、13番、15番（2-1～2-2）、16番（3-
1～3-3）、17番（4-1～4-4）、松葉町3丁目2番、3番、4番、6番、（2-1～2-2）、8番（2-1～2-2）、9番（3-1
～3-3）、10番、11番（2-1～2-2）、12番（3-1～3-3）、13番（2-1～2-2）、14番（2-1～2-2）、15番（2-1～2-
2）、16番、松葉町4丁目1番、2番（2-1～2-2）、3番（4-1～4-4）、4番（2-1～2-2）、5番（2-1～2-2）、6番、
7番（2-1～2-2）、8番（4-1～4-4）、10番、11番（2-1～2-2）、松本町1丁目1番（2-1～2-2）、2番、3番（2-1
～2-2）、4番、6番、7番（2-1～2-2）、8番、9番（3-1～3-3）、10番（3-1～3-3）、11番（4-1～4-4）、松本町
2丁目1番（6-1～6-6）、2番、3番（3-1～3-3）、5番（2-1～2-2）、6番、7番（2-1～2-2）、8番、10番（2-1～
2-2）、松山町1丁目1番（2-1～2-2）、3番（2-1～2-2）、4番（2-1～2-2）、5番、7番（2-1～2-2）、8番、9
番、10番（2-1～2-2）、11番、12番、13番（5-1～5-5）、14番（2-1～2-2）、15番（2-1～2-2）、松山町2丁目
1番（3-1～3-3）、2番、3番（2-1～2-2）、4番（4-1～4-4）、6番（3-1～3-3）、7番（4-1～4-4）、8番（7-1～
7-7）、9番（3-1～3-3）、松山町3丁目1番（2-1～2-2）、2番（2-1～2-2）、4番（2-1～2-2）、5番（7-1～7-
7）、6番（4-1～4-4）、7番（2-1～2-2）、美土里町1番、2番（2-1～2-2）、3番（3-1～3-3）、4番（2-1～2-
2）、5番（2-1～2-2）、6番（8-1～8-8）、8番、9番、10番、11番（2-1～2-2）、箭弓町1丁目1番、2番、3番、4
番、6番、8番、9番、10番、12番（3-1～3-3）、16番、17番、18番、19番、20番、箭弓町2丁目1番、3番、4
番、5番（6-1～6-6）、6番（3-1～3-3）、7番（4-1～4-4）、8番（3-1～3-3）、9番（2-1～2-2）、10番、11番、
12番、13番、14番、15番（2-1～2-2）、箭弓町3丁目1番、2番、4番（2-1～2-2）、5街区、6街区、9街区、10
街区、12街区、13番（9-1～9-9）、14街区（①～②）、15街区、16街区、17街区、18街区、若松町1丁目1
番、2番、3番、4番、5番（2-1～2-2）、6番、7番、8番、9番、10番（2-1～2-2）、11番（2-1～2-2）、12番（2-
1～2-2）、13番（2-1～2-2）、14番、16番（2-1～2-2）、17番（2-1～2-2）、18番（2-1～2-2）、若松町2丁目
1番、2番、3番（2-1～2-2）、4番、5番、6番（3-1～3-3）、7番、8番（3-1～3-3）、9番（2-1～2-2）、10番（2-
1～2-2）、11番（2-1～2-2）、12番（2-1～2-2）、13番（3-1～3-3）、14番、15番（3-1～3-3）、16番（2-1～
2-2）、17番（2-1～2-2）、18番、19番）

R2.5.28 部分開示
第7条
第1号

個人の氏
名

R2.6.10 写しの交付 5,270円 市民課

25 26 R2.5.20

30高坂駅東口第一地区第3号公園整備工事
31高坂駅東口第一地区第5号公園整備工事

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

30高坂駅東口第一地区第3号公園整備工事
31高坂駅東口第一地区第5号公園整備工事

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

R2.5.25 全部開示 ― ― R2.6.4

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

都市計画課

26 27 R2.5.20

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

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
上記の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）及び図面

R2.6.1 全部開示 ― ― R2.6.4

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

農政課

27 28 R2.5.27
高坂市民活動センター空調室外機更新工事の金額入り設計書（除
く、図面）

高坂市民活動センター空調室外機更新工事の金額入り内訳書 R2.6.3 全部開示 ― ― R2.6.4 写しの交付 140円 管財課

28 29 R2.6.1
31市道第27号線ほか（神明町一丁目ほか）舗装本復旧工事設計
書、及び変更設計書交通指導員計算書
交通誘導員計算書以外の数量表、図面等は不要

31市道第27号線ほか（神明町一丁目ほか）舗装本復旧工事の当
初設計書及び変更設計書（交通誘導員計算書以外の数量計算書
及び図面を除く。）

R2.6.12 全部開示 ― ― R2.6.15

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

水道施設課

29 30 R2.6.4 令和2年度薬剤類単価契約契約案（見積結果） 令和2年度薬剤類単価契約契約案 R2.6.9 全部開示 ― ― R2.6.18 写しの交付 50円 契約検査課

30 31 R2.6.8
市道第20号線道路改良にあたり、石橋1689-3の土地と東松山市
が取得した際の土地売買契約書及び物件移転その他補償契約書

市道第20号線道路改良に当たり、石橋1689-3の土地と東松山市
が取得した際の土地売買契約書及び物件移転その他補償契約書

R2.6.11 部分開示
第7条
第1号
第3号

個人の氏
名、住
所、印影

R2.6.12 写しの交付 70円 道路課

31 32 R2.6.9
・東松山市総合福祉エリア直流電源装置等更新工事

金入り設計書を頂きたく存じます。

東松山市総合福祉エリア直流電源装置等更新工事の金額入り内
訳書

R2.6.15 全部開示 ― ― R2.6.18

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

管財課



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

開示日 開示方法 実費 主管課 備考

令和２年度公文書の開示請求の処理状況 資料２

32 33 R2.6.9
・東松山市立市民病院非常用発電機更新工事

金入り設計書を頂きたく存じます。
東松山市立市民病院非常用発電機更新工事の金入り設計書 R2.6.18 全部開示 ― ― R2.6.18

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

管理課

33 34 R2.6.10
31雨水調整池築造工事の総合評価の対象工事の選定理由がわ
かる書類、設計書の起工理由が分かる部分

31雨水調整池築造工事に係る次の文書

・令和元年6月10日決裁「総合評価落札方式実施に係る対象工事
の選定について（回答）」
・設計書のうち起工理由が分かる部分

R2.6.16 全部開示 ― ― R2.6.25 写しの交付 130円
下水道施設

課

34 35 R2.6.10
子育て支援センターソーレ改修工事設計書の起工理由がわかる部
分

子育て支援センターソーレ改修工事設計書の起工理由がわかる部
分

R2.6.16 全部開示 ― ― R2.6.25 写しの交付 10円 管財課

35 36 R2.6.10
29高坂駅東口第一地区高坂駅前広場整備工事設計書の起工理
由がわかる部分

29高坂駅東口第一地区高坂駅前広場整備工事の起工理由 R2.6.17 全部開示 ― ― R2.6.25 写しの交付 10円
高坂区画整
理事務所

36 37 R2.6.10
29市道第80号線ほか4（下青鳥ほか）配水管布設替工事設計書の
起工理由がわかる部分

29市道第80号線ほか4（下青鳥ほか）配水管布設替工事設計書の
起工理由

R2.6.22 全部開示 ― ― R2.6.25 写しの交付 10円 水道施設課

37 38 R2.6.15

31雨水調整池築造工事
（野本地区金谷）

・入札に共なう指名委員会等の議事録

持回りによる指名委員会の結果について（令和元年8月14日） R2.6.24 全部開示 ― ― R2.6.25 写しの交付 60円 契約検査課

38 39 R2.6.24

令和元年度発注案件

31橋梁点検調査業務の金入り設計書（金入り業務仕様書）代価表
まで記載があるもの

31橋梁点検調査業務の金入り設計書（特記仕様書を除く。） R2.6.30 全部開示 ― ― R2.7.6

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

39 40 R2.7.3

以下業務（2件）の金入り設計書（業務仕様書）の開示をお願い致し
ます。

・31橋梁点検調査業務
（案件番号:313536　開札日:令和元年9月25日）
・30橋梁点検調査業務
（案件番号:303172　開札日:平成30年9月4日）

以下業務（2件）の金入り設計書
・31橋梁点検調査業務
・30橋梁点検調査業務

R2.7.10 全部開示 ― ― R2.7.20

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

道路課

40 41 R2.7.7
31米山大橋（西本宿）修繕工事
金入り設計書

以下工事の金入り設計書
・31米山大橋（西本宿）修繕工事

R2.7.10 全部開示 ― ― R2.7.14

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 42 R2.7.10

31配水場・調整場計装設備更新工事
31第二浄水場電気設備盤機器更新等工事
30第一浄水場電気計装・設備盤更新等工事
以上3件の金入り設計書

31配水場・調整場計装設備更新工事
31第二浄水場電気設備盤機器更新等工事
30第一浄水場電気計装・設備盤更新等工事
以上3件の金入り設計書

R2.7.20 全部開示 ― ― R2.8.4

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

42 43 R2.7.17

・第一浄水場等復旧工事
・30第一浄水場電気計装設備盤更新等工事
・31配水場・調整場計器設備更新工事
上記3件の金入り工事設計書（仕様書除く）

第一浄水場等復旧工事
30第一浄水場電気計装・設備盤更新等工事
31配水場・調整場計装設備更新工事
以上3件の金入り工事設計書（仕様書除く）

R2.7.28 全部開示 ― ― R2.7.31

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

43 44 R2.7.27
31雨水調整池築造工事に係る指名委員会起案者
（結果を除く）

指名委員会の持回り審議について R2.7.29 全部開示 ― ― R2.7.31 写しの交付 60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

開示日 開示方法 実費 主管課 備考

令和２年度公文書の開示請求の処理状況 資料２

44 45 R2.7.27
2020年1月1日から2020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
（令和2年1月分～6月分）
・住居表示台帳
（和泉町1番（3-1～3-3）、5番（2-1～2-2）、6番（4-1～4-4）、10番
（3-2～3-3）、加美町2番（3-2～3-3）、7番（2-2）、材木町11番、幸
町7番、13番、神明町1丁目1番、15番（3-1～3-3）、神明町2丁目2
番、13番（2-1～2-2）、15番、17番（2-1～2-2）、18番、日吉町12番
（2-2）、本町1丁目7番、本町2丁目1番（6-4）、3番（2-1～2-2）、松
葉町1丁目9番（2-1）、松葉町3丁目14番（2-1～2-2）、松葉町4丁
目8番（4-1～4-2、4-4）、松本町1丁目8番、松本町2丁目1番（6-1
～6-2）、松山町1丁目7番（2-1）、松山町2丁目4番（4-1～4-4）、8
番（7-1～7-2、7-4～7-6）、9番（3-1～3-2）、美土里町2番（2-1～
2-2）、10番、箭弓町3丁目9街区、若松町1丁目16番（2-1～2-2）、
17番（2-1～2-2）、若松町2丁目6番（3-2～3-3）、10番（2-2）、13番
（3-1～3-2）、16番（2-1～2-2））

R2.8.11 部分開示
第7条
第1号

個人の氏
名

R2.8.24 写しの交付 750円 市民課

45 46 R2.7.31
31路面清掃
積算根拠がわかるもの
設計書及び数量計算書（図面を除く）

以下業務の設計書及び数量計算書
・31路面清掃業務

R2.8.11 全部開示 ― ― R2.8.17 写しの交付 220円 道路課

46 47 R2.8.5
　R2東松山市水道施設管理システム再構築業務の
審査基準表（評価項目及び配点）結果の内訳がわかる物

R2東松山市水道施設管理システム再構築業務プロポーザルにお
ける審査基準表による採点結果の内訳がわかる文書

R2.8.19 全部開示 ― ― R2.8.18 写しの交付 10円
上下水道経

営課

47 48 R2.8.11
印かん証明交付手数料
免除についての手続がわかる文書
様式

印鑑登録証明交付手数料免除についての手続きがわかる文章様
式

R2.8.21 不開示
公文書不

存在
― ― ― ― 市民課

48 49 R2.8.12
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の一覧
令和2年2月から7月分のもの

建設リサイクル法解体届出等台帳のうち、令和2年2月から7月の
届出についてわかる部分

R2.8.24 部分開示
第7条
第1号

個人の氏
名、個人
に係る届
出者住所
及び工事
箇所

R2.8.31 写しの交付 60円 住宅建築課

49 50 R2.8.20

・R2雨水枡ほか清掃業務　入札日　令和2年6月22日

上記案件の設計書類一式
　・金額入りの設計書
　・積算根拠となる調書
　・側溝清掃者運転時間等の算出根拠

R2雨水枡ほか清掃業務の設計書類一式（金額入り）
積算根拠となる調書
側溝清掃者運転時間等の算出根拠

R2.8.28 全部開示 ― ― R2.9.2

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

50 51 R2.8.24

R2市道第5410号線（西本宿）側溝整備工事金入り設計書
　　　　　　　　　　　　　　　　　※図面除く
　　　　　　　　　　　　　　　　　　数量調書除く
　　　　　　　　　　　　　　　　　　誘導員算出書はいります。

R2市道第5410号線（西本宿）側溝整備工事　金入り設計書
※図面、数量調書を除く。誘導員算出書は要。

R2.9.1 全部開示 ― ― R2.9.11

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

道路課

51 52 R2.8.28

令和2年5月19日公告分「東松山市水道事業徴収及び運転管理等
業務」の入札について作成された次の文書
①参加業者一覧等の全参加者がわかるもの
②質問回答書
③入札結果
（落札業者、参加業者、見積金額、評価項目別の採点がわかる総
括表等すべての参加者のもの）

1　入札結果表
　（東松山市水道事業徴収及び運転管理等業務）
2　質疑回答書
　（「東松山市水道事業徴収及び運転管理等業務」に係る質疑につ
いて）

R2.9.2 全部開示 ― ― 写しの交付 50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

開示日 開示方法 実費 主管課 備考

令和２年度公文書の開示請求の処理状況 資料２

52 53 R2.8.28

平成29年度「東松山市水道事業徴収等業務」の入札について作成
された次の文書
①入札公告
（氏名通知、プロポーザル等の公告日がわかる全ての書類一式）
②入札説明書
（入札概要等の入札形態、参加条件、入札工程がわかる全ての書
類一式）
③仕様書・特記事項（業務、設計内容がわかるもの）
④入札結果
（落札業者、参加業者、業務提案書、入札金額又は採点等の業者
選定に係る書類一式）
⑤質問回答書

平成29年度～令和2年度「東松山市水道事業徴収等業務」の入札
に係る以下の書類
1　東松山市入札公告第1号（平成29年1月5日公告）
2　入札公告個票
3　業務仕様書
4　入札結果表
5　質疑回答書

R2.9.2 全部開示 ― ― 写しの交付 300円 契約検査課

53 54 R2.9.2
31雨水調整池築造工事の
金入り設計書（図面を除く）

31雨水調整池築造工事に係る次の文書

・設計書（図面を除く）
R2.9.10 全部開示 ― ― R2.9.14 写しの交付 3,270円

下水道施設
課

55
東松山市学校給食費収納管理システム構築業務プロポーザル審
査結果

R2.9.14 全部開示 ― ― R2.9.18 写しの交付 10円 教育総務課

56
東松山市学校給食費収納管理システム構築業務プロポーザル募
集要項により応募者から提出された見積書（様式第2号）

R2.9.14 部分開示
第7条
第2号

法人の代
表者の印
影

R2.9.18 写しの交付 30円 教育総務課

55 57 R2.9.3

下記の情報を開示いただきたく、よろしくお願いします。
1）浄水場の保有する井戸について
　・案内図
　・井戸に係る図面のうち、井戸の柱状図、井戸深度及びストレー
ナ位置がわかるもの

浄水場の保有する井戸について
・案内図
・井戸に係る図面のうち、井戸深度及びストレーナ位置がわかるも
の

R2.9.15 部分開示
第7条
第1号
第3号

個人の氏
名、個人
の印影

R2.9.17

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

56 58 R2.9.3
下記の情報を開示いただきたく、よろしくお願いします。
2）専用水道施設について
　・専用水道台帳

専用水道台帳 R2.9.11 部分開示
第7条
第1号

個人の氏
名、電話
番号

R2.9.17

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

環境保全課

57 59 R2.9.4
開札日：2020/8/6
件名：R2橋梁点検調査業務　以上一件の金入り設計図書、特記仕
様書、図面

R2橋梁点検調査業務の設計書類一式（金額入り） R2.9.15 全部開示 ― ― R2.9.15

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

58 60 R2.9.8

　平成7年8月23日付けの東松山市長あて「境界確認申請書」にお
ける申請人・建設部建設管理課新井秋雄が当該申請するにあた
り、本来申請人となるべき土地所有者からその申請手続きの一切
を任されたことのわかる書面（委任状等）

　平成7年8月23日付けの東松山市長宛て「境界確認申請書」にお
ける申請人・建設部建設管理課新井秋雄が当該申請するに当た
り、本来申請人となるべき土地所有者からその申請手続の一切を
任されたことの分かる書面（委任状等）

R2.9.18 不開示
公文書不

存在
― ― ― ― 建設管理課

59 61 R2.9.11

住居表示台帳の写し
※但し個人の氏名は除く
必要な町名・街区は以下の通りです。
材木町9
神明町2丁目17
本町1丁目9
松葉町3丁目9
松葉町4丁目5
松本町1丁目3
松本町2丁目1
松山町2丁目5
若松町2丁目13

・住居表示台帳
（材木町9番、神明町2丁目17番（2-1,2-2）、本町1丁目9番、松葉町
3丁目9番（3-1,3-2,3-3）、松葉町4丁目5番（2-1,2-2）、松本町1丁
目3番（2-1,2-2）、松本町2丁目1番（6-1,6-2,6-3,6-4,6-5,6-6）、松
山町2丁目5番（2-1,2-2）、若松町2丁目13番（3-1,3-2,3-3））

R2.9.24 部分開示
第7条
第1号

個人の氏
名

R2.9.28 写しの交付 220円 市民課

東松山市学校給食費収納管理システム構築業務プロポーザルの
結果を情報提供していただきたいです。
・各参加企業の評価項目別の点数
・各参加企業の見積金額
以上、宜しくお願いいたします。

R2.9.254



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２年度公文書の開示請求の処理状況 資料２

60 62 R2.9.18

令和2年度　R2公園遊具等改修工事

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2年度　R2公園遊具等改修工事

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

R2.9.24 全部開示 ― ― R2.9.25

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

61 63 R2.9.18

令和元年度　東松山市立南中学校災害復旧工事

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

東松山市立南中学校災害復旧工事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

R2.9.23 全部開示 ― ― R2.9.25

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

教育総務課

64

14市道第7135号線（神明町）側溝整備工事に係る次の文書
・工事完成通知書
・工事成績報告書
・完成検査報告書
・工事完成検査結果について（通知）
15市道第7135号線（神明町一丁目）側溝整備工事に係る次の文書
・工事完成通知書
・工事成績報告書
・完成検査報告書
・工事完成検査結果について（通知）

R2.10.2 部分開示
第7条
第2号

法人代表
者の印影

R2.10.2 写しの交付 80円 道路課

65
平成7年8月23日付け、東松山市長あて「境界確認申請書」（申請
人・新井秋雄）の書面に基づいて行われた工事の開始日の分かる
書面

R2.10.6 不開示
公文書不

存在
― ― ― ― 道路課

63 66 R2.9.24

直近1年間に太陽光発電施設設置者が提出した東松山市太陽光
発電施設計画届出書及び計画区域の位置図等の添付書類すべて
東松山市太陽光発電施設計画変更・廃止届出書
太陽光発電施設隣接住民等からの相談に関する資料
太陽光発電施設設置者からの相談に関する資料

直近1年間に太陽光発電施設設置者が東松山市太陽光発電施設
計画届出書を提出した太陽光発電施設に関する以下の書類

・東松山市太陽光発電施設計画届出書及び計画区域の位置図等
の添付書類すべて
・東松山市太陽光発電施設計画変更・廃止届出書
・太陽光発電施設隣接住民等からの相談に関する資料
・太陽光発電施設設置者からの相談に関する資料

R2.11.4 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、
メールアド
レス、契
約書等に
記載の金
額、銀行
口座に関
する情報
（銀行名、
支店名及
び口座番
号）、法人
の代表者
の印影、
行政書士
の印影、
契約書等
に記載の
金額

R2.11.6 写しの交付 10,230円 環境保全課

64 67 R2.9.25
R2公園遊具等改修工事　金入り設計書
　　　　　　　　　　　　　　　仕様書、図面除く

R2公園遊具等改修工事　金入り設計書
（図面を除く。）

R2.9.30 全部開示 ― ― R2.10.19

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

都市計画課

65 68 R2.9.29
市道第2744号線（石橋地内）改良工事の変更図面
東松山市大字石橋地区
S57.1.8契約

　市道第2744号線（石橋地内）改良工事の変更図面（東松山市大
字石橋地区）（S57.1.8契約）

R2.9.30 部分開示
第7条
第2号

法人代表
者の印影

R2.10.2 写しの交付 480円 契約検査課

62 R2.9.18

平成7年8月23日付け、東松山市長あて「境界確認申請書」（申請
人・新井秋雄）の書面に基づいて行われた工事の開始日、工事完
成日、工事完成確認・検査など、一連の内容の分かる書面のすべ
て。



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２年度公文書の開示請求の処理状況 資料２

66 69 R2.9.29

一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務（唐子・高坂地区）
一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務（松山①、松山③地区）
一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務（平野・大岡地区）
一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務（旧東部区画、野本地区）
入札日　平成31年1月11日
金入り設計書（図面は除く）

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）収集運搬業務（松山①、松山③地区）
③ 一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務（平野・大岡地区）
④ 一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務（旧東部区画、野本地区）
入札日　平成31年1月11日　金入り設計書（図面は除く）

R2.10.8 全部開示 ― ― R2.10..13 写しの交付 560円
廃棄物対策

課

67 70 R2.10.13

工事名：R2準用河川新江川3号橋架換工事（上部工）
案件番号：200901
案件場所：東松山市大字上野本地内
開札日：2020年6月16日
上記工事に関わる金入り設計書

工事名：R2準用河川新江川3号橋架換工事（上部工）
上記工事に関わる金入り設計書

R2.10.20 全部開示 ― ― R2.10.21

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

68 71 R2.10.14
R2農業用ため池耐震調査業務
東松山市大字上唐子地内ほか
上記業務に係る金入りの設計書

R2農業用ため池耐震調査業務
上記業務に係る金入りの設計書

R2.10.21 全部開示 ― ― R2.10.22 写しの交付 740円 農政課

69 72 R2.10.14
市道第7135号線、その道路拡幅工事の事業においての境界の確
認をする場合に事業を担当する部署から道路沿線の関係地権者
宛てに、境界確認に関する依頼を文書で通知した書面。

市道第7135号線、その道路拡幅工事の事業においての境界の確
認をする場合に事業を担当する部署から道路沿線の関係地権者
宛てに、境界確認する依頼を文書で通知した書面の案

R2.10.28 部分開示
第7条
第1号

個人の氏
名

R2.10.29 写しの交付 10円 建設管理課

73
平成7年8月23日の境界確認申請に関わる「道路の現況と一致する
公文書」

R2.10.28 部分開示
第7条
第1号

個人の氏
名、現況
の地目

R2.10.29 写しの交付 80円 建設管理課

74

⑴　平成7年8月23日付けの東松山市長宛て「境界確認申請書」
（申請人・新井秋雄）の書面が作成された件に基づいて作成された
法令に則った境界確認申請書（付随する作成要領に即し、土地所
有者による申請、代理人等、必要事項の記載されている正式な申
請書）」
⑵　本件に関わる「法令に則った協議書、法令に則った承諾書、法
令に則った承認書等」

R2.10.28 不開示
公文書不

存在
― ― ― ― 建設管理課

71 R2.10.15
市道第7135号線境界確認申請書一式
平成7年8月23日（申請日）

建設管理課 取下げ

72 75
ボランティア活動保険証券及び変更手続き完了のお知らせ（承認
書）

R2.11.24 部分開示
第7条
第2号

法人の代
表者の印
影

R2.12.4 写しの交付 40円 地域支援課

73 76 道路賠償責任保険証券及び明細書 R2.11.25 部分開示
第7条
第2号

法人の代
表者の印
影

R2.12.4 写しの交付 20円 建設管理課

74 77
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及び
明細書

R2.11.24 部分開示
第7条
第2号

法人の代
表者の印
影

R2.12.4 写しの交付 40円 学校教育課

75 78 学校応援団の保険に係る保険証券 R2.11.24 部分開示
第7条
第2号

法人の代
表者の印
影

R2.12.4 写しの交付 30円 社会教育課

70 R2.10.14

「平成7年8月23日の境界確認申請書（申請人・新井秋雄）の書面
が作成された件に基づいて作成された法令に則った境界確認申請
書（付随する作成要領に則し、土地所有者による申請、代理人等、
必要事項の記載されている正式な申請書）」また本件に関わる「法
令に則った協議書、法令に則った承諾書、法令に則った承認書等」
また「道路の現況と一致する公文書」

R2.11.16

別紙のとおり
令和2年11月13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
・全国市有物件共済会などで加入している、共済契約



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２年度公文書の開示請求の処理状況 資料２

76 79 R2.11.25

住居表示台帳の写し
※但し個人の氏名の部分は除く
必要な町名・街区については以下の通りです。
加美町2
加美町6
加美町7
松本町1丁目3
松山町2丁目3
松山町2丁目8
美土里町10
箭弓町1丁目15
箭弓町3丁目9

・住居表示台帳
（加美町2番（3-1,3-2,3-3）、6番（2-1,2-2）、7番（2-1,2-2）、松本町
1丁目3番（2-1,2-2）、松山町2丁目3番（2-1,2-2）、8番（7-1,7-2,7-
3,7-4,7-5,7-6,7-7）、美土里町10番、箭弓町1丁目15番、箭弓町3
丁目9番）

R2.12.7 部分開示
第7条
第1号

個人の氏
名

R2.12.8 写しの交付 210円 市民課

77 80 R2.12.9
東部地域の地盤沈下に関する資料
水準測量業務　No.13、14

31東部土地区画整理地内水準測量業務における
測点No.13、14の変動調査結果及び点の記

R2.12.21 部分開示
第7条
第1号

個人の氏
名

R2.12.21 写しの交付 40円 道路課

78 81 R2.12.16

①東松山市道第7135号線、神明町一丁目道路境界確認に係る保
有個人情報不開示決定通知書（東松建管発第1208002号）の開示
をしない理由にある「立ち合い後に作成した図面」
②同上不開示決定通知書にある「立ち合いの際に地権者に説明し
た資料は保管されていない」その資料の種類と破棄年月日が分か
るもの

⑴東松山市道第7135号線、神明町一丁目道路境界確認に係る保
有個人情報不開示決定通知書（東松建管発第1208002号）の開示
をしない理由にある「立会い後に作成した図面」で成果図以外のも
の
⑵同上不開示決定通知書にある「立会いの際に地権者に説明した
資料は保管されていない」その資料の種類と破棄年月日が分かる
もの

R3.1.4 不開示
公文書不

存在
― ― ― ― 建設管理課

79 82 R2.12.18
法定外公共物国有財産特定図面
（下唐子1893番6が記載されている部分が最新のもの）

法定外公共物国有財産特定図面
（下唐子1893番6が記載されている部分で最新のもの）

R2.12.24 全部開示 ― ― R2.12.25 写しの交付 80円 建設管理課

80 83 R3.1.6

R2都市再生地籍調査業務（東松山14地区）
東松山市松葉町一丁目地内ほか
設計額詳細資料(金入り）
金額の算定書（東松山14地区）　1式
委託費内訳書　1式
F'I～H7工程　各工程基準額　1式
委託工程の旅費　1式
委託工程打合せ経費等　1式

R2都市再生地籍調査業務（東松山14地区）東松山市松葉町一丁
目地内ほか設計額詳細資料(金入り）
金額の算定書（東松山14地区）　1式
委託費内訳書　1式
F'I～H7工程　各工程基準額　1式
委託工程の旅費　1式
委託工程打合せ経費等　1式

R3.1.14 全部開示 ― ― R3.1.15 写しの交付 110円 建設管理課

81 84 R3.1.13
1.東松山市立市民病院冷却塔更新工事
に係る積算資料（金入り内訳書）

東松山市立市民病院冷却塔更新工事に係る積算資料
（金入り内訳書）

R3.1.20 全部開示 ― ― R3.1.28

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

管理課

82 85 R3.1.13
2.東松山市上下水道庁舎新築工事（機械設備）
3.南地区体育館空調機等更新工事
に係る積算資料（金入り内訳書）

・東松山市上下水道庁舎新築工事（機械設備）
・南地区体育館空調機等更新工事
　上記工事の金額入り内訳書

R3.1.15 全部開示 ― ― R3.1.28

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

83 86 R3.1.18
2020年7月1日から2020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2年7月分～12月分）
・住居表示台帳
(和泉町5番(2-1)、加美町6番(2-1～2-2)、材木町7番、14番、幸町2
番、12番(2-1)、13番、神明町2丁目10番、17番(2-1)、本町2丁目5
番、松葉町1丁目20番、24番、松葉町2丁目9番、11番(2-2)、16番
(3-3)、松葉町4丁目9番(2-1～2-2)、松本町1丁目6番、11番(4-1～
4-2)、松本町2丁目1番(6-4)、松山町1丁目4番(2-1)、7番(2-1)、松
山町2丁目3番(2-1)、松山町3丁目5番(7-2)、美土里町6番(8-5～
8-6)、箭弓町2丁目14番、箭弓町3丁目6街区、7街区、20街区、若
松町2丁目13番(3-1))

R3.1.27 部分開示
第7条
第1号

個人の氏
名

R3.2.12 写しの交付 390円 市民課



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

開示日 開示方法 実費 主管課 備考

令和２年度公文書の開示請求の処理状況 資料２

84 87 R3.1.27
東松山市立市民病院非常用発電機更新工事
積算価格内訳明細書　代価表　見積比較表　見積書

東松山市立市民病院非常用発電機更新工事
積算価格内訳明細書　代価表　見積比較表　見積書

R3.2.3 部分開示
第7条
第1号
第2号

個人の印
影、法人
代表者の
印影

R3.2.5

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

管理課

85 88 R3.2.9
大岡小学校の配置図
校舎棟の平面図（建築）　各階

大岡小学校の配置図、校舎棟の平面図（建築）各階 R3.2.16 全部開示 ― ― R3.2.17
用紙に出
力したもの
の交付

280円 教育総務課

86 89 R3.2.13

工事件名：南地区体育館空調機等更新工事
工種区分：管設備（空調設備）
開示請求文書：金入り内訳書
　　　　　　　　　見積比較表

南地区体育館空調機等更新工事の金入り内訳書・見積比較表 R3.2.18 部分開示
第7条
第2号

見積書を
徴した法
人の名称

R3.3.4 写しの交付 1,200円 管財課

87 90 R3.2.18
R3し尿収集運搬業務（その1）
　　　　　 〃 　　　　　（その2）
　　　　　　　　　　　　設計書（金額入り）

R3し尿収集運搬業務（その1）、R3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。）

R3.3.4 全部開示 ― ― R3.3.10 写しの交付 80円 環境センター

88 91 R3.3.8
1.南地区体育館空調機等更新工事
2.東松山市上下水道庁舎新築工事(機械設備)のそれぞれの金額
入り内訳書（除く、仕様書・図面）

・南地区体育館空調機等更新工事
・東松山市上下水道庁舎新築工事（機械設備）

　上記工事の金額入り内訳書

R3.3.10 全部開示 ― ― R3.3.15 写しの交付 1,220円 管財課

89 92 R3.3.8 令和3年度薬剤類単価契約契約案（見積結果） 令和3年度薬剤類単価契約契約案 R3.3.22 全部開示 ― ― R3.4.5 写しの交付 50円 契約検査課

90 93 R3.3.17

・東松山市立市の川小学校校舎トイレ改修工事
・東松山市立南中学校校舎トイレ改修工事

上記工事の金入り内訳書

・東松山市立市の川小学校校舎トイレ改修工事
・東松山市立南中学校校舎トイレ改修工事

上記工事の金入り内訳書

R3.3.22 全部開示 ― ― R3.4.1

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

91 94 R3.3.17

・R2市道第4678号線（神戸）側溝整備工事
・R2市道第5517号線（西本宿）側溝整備工事
・R2市道第5410号線（西本宿）側溝整備工事
・R2市道第3号線（大谷）歩道整備工事

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

・R2市道第4678号線（神戸）側溝整備工事
・R2市道第5517号線（西本宿）側溝整備工事
・R2市道第5410号線（西本宿）側溝整備工事
・R2市道第3号線（大谷）歩道整備工事

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

R3.3.22 全部開示 ― ― R3.4.1

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 95 R3.3.17

・別紙令和2年度建設工事（水道施設課分）

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

1.R2市道第5517号線（西本宿）給水管布設替工事
2.R2市道第16号線ほか1（松山）配給水管布設替工事
3.R2市道第41号線ほか1（下唐子）配水管布設替工事
4.R2市道第79号線ほか2（上野本）配給水管布設替工事
5.R2市道第31号線（石橋）配水管布設替工事
6.R2市道第38号線ほか2（上野本）配給水管布設替工事
7.R2市道第3157号線（松山町一丁目）配水管布設替工事
8.R2市道第45号線（神戸）配水管布設替工事
9.R2市道第6229号（上野本）配水管切廻し工事
10.R2市道第7403号線ほか3（山崎町ほか）配水管布設替工事
11.R2市道第7058号線ほか2（六反町ほか）配水管布設替工事
12.R2県道東松山越生線（箭弓町二丁目）配給水管布設工事

別紙記載12件の工事設計書及び仮設材、交通誘導員の実日数と
延べ人数の計算書（図面を除く。）

1.R2市道第5517号線（西本宿）給水管布設替工事
2.R2市道第16号線ほか1（松山）配給水管布設替工事
3.R2市道第41号線ほか1（下唐子）配水管布設替工事
4.R2市道第79号線ほか2（上野本）配給水管布設替工事
5.R2市道第31号線（石橋）配水管布設替工事
6.R2市道第38号線ほか2（上野本）配給水管布設替工事
7.R2市道第3157号線（松山町一丁目）配水管布設替工事
8.R2市道第45号線（神戸）配水管布設替工事
9.R2市道第6229号（上野本）配水管切廻し工事
10.R2市道第7403号線ほか3（山崎町ほか）配水管布設替工事
11.R2市道第7058号線ほか2（六反町ほか）配水管布設替工事
12.R2県道東松山越生線（箭弓町二丁目）配給水管布設工事

R3.3.30 全部開示 ― ― R3.4.1

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



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２年度公文書の開示請求の処理状況 資料２

93 96 R3.3.17
令和2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
（仕様書除く。）
・R2東松山市下水道事業経営戦略策定業務

R2東松山市下水道事業経営戦略策定業務
の金入り設計書（仕様書を除く。）

R3.3.22 全部開示 ― ― R3.4.21 写しの交付 210円
上下水道経

営課

94 97 R3.3.17
令和2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
（仕様書除く。）
・R2下水道法事業計画・都市計画法事業認可変更図書作成業務

R2下水道法事業計画・都市計画法事業認可変更図書作成業務

・金入り設計書（仕様書除く）
R3.3.29 全部開示 ― ― R3.4.21 写しの交付 830円

下水道施設
課

95 98 R3.3.17
令和2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
（仕様書除く。）
・R2環境センター3号井戸調査業務

R2環境センター3号井戸調査業務の
金入り設計書（仕様書除く）

R3.3.25 全部開示 ― ― R3.4.21 写しの交付 110円 環境センター

96 99 R3.3.23
東松山市立白山中学校校舎トイレ改修工事
東松山市立南中学校校舎トイレ改修工事
上記2件　内訳書（金入り）

・東松山市立白山中学校校舎トイレ改修工事
・東松山市立南中学校校舎トイレ改修工事

　上記工事の金入り内訳書

R3.3.26 全部開示 ― ― R3.3.30

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

管財課

97 100 R3.3.25

・29橋梁（跨線橋・跨道橋）点検調査業務
　案件番号：292139
・R2白山沼橋（田木）補修設計業務
　案件番号：205578

金入り設計書（仕様書除く）

・R2白山沼橋（田木）補修設計業務
・29橋梁（跨線橋・跨道橋）点検調査業務
上記工事の金入り工事設計書（仕様書除く）

R3.3.31 全部開示 ― ― R3.4.2 写しの交付 540円 道路課

98 101 R3.3.26
令和3年3月15日(午前11時10頃に）に東松山日吉町上沼公園交差
点付近で発生した事故が撮影されたドライブレコーダーの映像

令和3年3月15日午前11時10分頃に東松山市日吉町上沼公園交
差点付近で発生した事故が撮影されたドライブレコーダーの映像
のうち、事故発生前後20秒の部分

R3.3.30 部分開示
第7条
第1号

事故車両
を運転し
ていた運
転手の正
面からの
容姿の映
像

R3.4.13

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

総務課

99 102 R3.3.31
R2市道第31号線（石橋）配水管布設替工事
R2市道第41号線ほか1（下唐子）配水管布設替工事
金入り工事設計書（図面は除く）

R2市道第31号線（石橋）配水管布設替工事
R2市道第41号線ほか1（下唐子）配水管布設替工事
以上2件の工事設計書（図面は除く。）

R3.4.8 全部開示 ― ― R3.4.9

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

水道施設課


