
市民活動推進課

項 目 日 時 会 場 内 容 参加人数

ミニトピックス

の設置 

11月5日～10日 武蔵野プレイス 
中島飛行機に関する本や市が発行した平和関連冊子

を特設ラックに配架 
－

11月14日～28日 中央図書館 

(2)平和の集い、講演会等 

項 目 日 時 会 場 内 容 参加人数

平和の集い 

11 月 23 日(月・祝) 

午前 11 時 30 分～

正午 

市立はらっ

ぱむさしの 
黙とう、バルーンリリースなど 50 

平和の日 

イベント 

講演会等 

11月23日(月・祝) 

午後2時～4時30分 

武蔵野スイ

ングホール 

報告会 武蔵野市青少年平和交流派遣団報告 

講演 「戦争は終わっても終わらない」 
写真家 大石芳野氏 

合唱 「友だち」「HEIWAの鐘」「ありがとうの花」 
千川小学校児童 

その他 会場ロビーにて武蔵野の空襲に関する写真パ
ネル展を開催 
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(3)広報活動 

項 目 日 程 場 所 内 容

横断幕の掲出 
11月2日～30日 

三鷹駅北口、武蔵境駅
南口、吉祥寺駅北口 「平和への願いを込めて 11 月 24 日

は武蔵野市平和の日です。」 
11月2日～30日 市役所前 

ＪＣＮ武蔵野三鷹 

むさしのエフエム 
－ － パネル展や平和イベントなどの取材・放送 

14 武蔵野から伝える戦争体験記録集 第Ⅲ集の発行 

作成部数 内容 配布先 

1,000 部 武蔵野の空襲体験、市民の戦争体験 市政センター、図書館、各平和イベントにて配布 

15 平和啓発 DVD の作成 

内容 閲覧方法 

広島、長崎での被爆体験談、シベリア抑留体験談 市ホームページ「動画チャンネル」で公開。各平和イベントで上映 

○情報公開
1 行政文書開示の運用状況 
(1)行政文書開示請求及び処理状況 

区分 請求者 請求件数 

決定内容別件数 

全部開示 一部開示 非開示 
(非開示の 
うち文書 
不存在) 

却下 

市長部局 65 104 36 49 19 19 － 

教育委員会 2 5 3 2 － － － 

選挙管理委員会 － － － － － － －

監査委員 － － － － － － －

農業委員会 － － － － － － －

固定資産評価審査委員会 － － － － － － － 

議会 － － － － － － －

計 67 109 39 51 19 19 － 
－武蔵野市情報公開条例－ 
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市民活動推進課
(2)行政文書開示請求及び決定内容 

番号 請求日 請求内容 決定内容 非開示理由 主管課 

1 H27.4.2 事業計画承認審査願 一部開示 
個人情報 
事業活動情報 まちづくり推進課 

2 H27.4.8 
第一浄水場配置図、円形配水池一般構造図、
円形配水池基礎伏図 開示 水道部総務課 

3 H27.4.10 水道整備工事に伴う給水装置工事施工書 一部開示 
個人情報 
事業活動情報 水道部工務課 

4 H27.4.17 特定街区に係る揚水施設届出書、井戸汚水
排水状況申告書 

非開示 文書不存在 環境政策課 
下水道課 

5,6 H27.4.20 事業計画承認願 一部開示 個人情報 
事業活動情報 

まちづくり推進課 

7 H27.4.20 事業計画承認願 一部開示 
個人情報 
事業活動情報 まちづくり推進課 

8 H27.4.23 
平成 20 年以降地方債（銀行等引受債）の起
債案件等が記載された文書 非開示 文書不存在 財政課 

9 H27.4.30 平成 27 年度利用調整審査名簿、保育を要す
る程度の確認表 等 

一部開示 個人情報 子ども育成課 

10 H27.5.1 
「平和・憲法手帳」発行、編集に関する一
切の資料 一部開示 個人情報 市民活動推進課 

11 H27.5.11 「平成 27 年度読書の動機づけ指導」用図書
選定部会について（報告） 

開示 図書館 

12 H27.5.18 
後期高齢者医療保険料還付・充当希望確認
票 開示 保険課 

13～ 
16 H27.5.25 

ホワイトイーグル、ブルーキャップ、ミッ
ドナイトパトロールにおける契約締結報告
書兼経過調書 
可燃・不燃ごみ収集及び緊急対策業務にお
ける契約締結報告書兼経過調書 

開示 管財課 

17 H27.5.26 
平成 27 年度文房具（単価契約）仕様一覧及
び契約書 一部開示 事業活動情報 管財課 

18 H27.6.3 市道16号線道路築造工事における工事総括
書、種別内訳書、代価明細書 

開示 道路課 

19 H27.6.4 武蔵野第一浄水場 日報 開示 水道部工務課 

20 H27.6.5 
都市計画道路 3・4・27 号線の工事設計書、
材料搬入実績調書・しゅん工に係る書類 
道路台帳、道路台帳現況平面図 

開示 
道路課 

非開示 文書不存在 

21 H27.6.8 事業計画承認願 一部開示 個人情報 まちづくり推進課 

22 H27.6.8 
まちづくり条例開発事業の見解書・説明会
報告書・開発基本計画届出書 一部開示 

個人情報 
事業活動情報 まちづくり推進課 

23 H27.6.9 平成27年度全国連合戸籍住民基本台帳事務
協議会総会協議問題提案書等 

開示 市民課 

24 H27.6.9 学校通学路防犯カメラ設置工事の仕様書、
防犯カメラ参考図・仕様書 

開示 施設課 

25 H27.6.15 ただし書き道路の協定書 一部開示 個人情報 建築指導課 

26 H27.6.16 仙川上流の取り扱いについて 開示 まちづくり推進課 

27 H27.6.18 イトーヨーカドー西館耐震診断実施結果報
告書 

一部開示 事業活動情報 建築指導課 

28 H27.7.14 
旧武蔵野市心身障害者（児）地域デイグル
ープ運営費補助金に関する調査結果に対す
る対応の報告について 

一部開示 個人情報 障害者福祉課 

29 H27.7.17 平成 26・27 年度 動産総合保険証券 一部開示 事業活動情報 管財課 

30 H27.7.17 武蔵野市介護給付費等の支給決定基準 開示 障害者福祉課 

31 H27.7.29 平成 27 年度 都連総会協議会問題一覧 開示 市民課 
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市民活動推進課

32～ 
37 H27.8.4 

再生上質紙等の仕様書または規格書 
再生上質紙等の契約締結報告書兼経過調書
及び明細書 

開示 
管財課 

非開示 文書不存在 

38 H27.8.5 
平成 27 年 1月 1日から 6月 30 日新築届の
あった箇所一覧及び当該地区の住居表示台
帳 

開示 市民課 

39 H27.8.6 ただし書き道路の協定書 一部開示 個人情報 
事業活動情報 

建築指導課 

40 H27.8.6 改善計画書、是正計画書 一部開示 事業活動情報 建築指導課 

41 H27.8.14 事業計画承認願 一部開示 事業活動情報 まちづくり推進課 

42 H27.8.17 大規模開発基本構想届出書等 一部開示 個人情報 
事業活動情報 

まちづくり推進課 

43 H27.8.24 裁決書 一部開示 個人情報 まちづくり推進課 

44 H27.8.24 指定作業場設置・変更届出書添付図面 一部開示 個人情報 環境政策課 

45 H27.8.25 増築・改築届出書 非開示 文書不存在 環境政策課 

46 H27.8.25 道路調書 一部開示 個人情報 建築指導課 

47 H27.9.2 ただし書き道路の協定書 
一部開示 個人情報 

建築指導課 
非開示 文書不存在 

48 H27.9.8 
武蔵境駅北口広場修景施設整備工事に係る
工事総括書、種別内訳書、代価明細書、諸
経費計算書 

開示 道路課 

49 H27.9.9 武蔵野市公共施設再編に関する研究報告書 開示 企画調整課 

50 H27.9.17 事業計画承認願 一部開示 個人情報 
事業活動情報 

まちづくり推進課 

51 H27.9.24 ただし書き道路の協定書 一部開示 個人情報 
事業活動情報 

建築指導課 

52 H27.10.5 特定街区の街区変更における住居表示台帳 開示 市民課 

53,54 H27.10.9 

下水道法に基づく特定事業者名簿 
東京都環境確保条例に基づく工場・指定作
業場の名簿・事業場名・事業場所在地・業
種・廃止情報 

一部開示 個人情報 
事業活動情報 下水道課 

環境政策課 
非開示 文書不存在 

55,56 H27.10.16 

特定の行政処分にかかる庁内起案書、是正
命令書 
特定の行政処分撤収に至る庁内起案書、特
定の事業者の改善計画書 

開示 

建築指導課 

非開示 文書不存在 

57,58 H27.10.19 
特定の事業者に対して発令した建築基準法
による命令の公示 
公示書を取り去った法的根拠が分かる文書 

開示 
建築指導課 

非開示 文書不存在 

59 H27.11.4 事業計画承認審査願 一部開示 個人情報 まちづくり推進課 

60,61 H27.11.11 
特定事業者に係る公害苦情・その他受付簿 
特定事業者に対する違反建築の是正指導状
況の資料 

一部開示 個人情報 
建築指導課 

非開示 文書不存在 

62～ 
64 H27.11.11 武蔵野市区域データ 開示 情報管理課 

65 H27.11.27 武蔵野市民文化会館改修に伴う基本設計・
実施設計図面 

開示 施設課 

66 H27.12.7 土地占有並びに使用承諾書 一部開示 個人情報 
事業活動情報 

下水道課 

67 H27.12.8 事業計画承認審査願 一部開示 
個人情報 
事業活動情報 まちづくり推進課 

68 H27.12.18 都民の健康と安全を確保する環境に関する
条例に基づく工場・指定作業場の名簿 

開示 環境政策課 

69 H27.12.28 武蔵野プレイス ボーリング柱状図 開示 施設課 

70 H28.1.14 開発事業に係る協議終了確認通知書 開示 まちづくり推進課 
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市民活動推進課

71 H28.1.15 
武蔵野市民文化会館改修に伴う舞台音響工
事の工事設計書、工事設計内訳書 開示 施設課 

72 H28.1.16 武蔵野市立中学校における生徒の不登校の
割合(平成 26・27 年度) 

開示 指導課 

73 H28.1.25 司法書士により不正請求された戸籍謄本・
住民票の写し等職務上請求書の発行番号 

非開示 文書不存在 市民課 

74 H28.1.26 特定地区の協定図 一部開示 個人情報 
事業活動情報 

建築指導課 

75 H28.1.27 
第一浄水場円形配水池一般構造図、円形配
水池基礎伏図 開示 水道部総務課 

76～ 
87 H28.1.27 

平成 27 年度契約の 10 万以上の損害保険契
約の証券（自賠責と共済を除く） 

開示 

生涯学習スポーツ
課 
会計課 
道路課 

一部開示 事業活動情報 

管財課 
児童青少年課 
市民活動推進課 
障害者福祉課 
健康課 
交通対策課 
教育企画課 
緑のまち推進課 
ふるさと歴史館 

88 H28.1.29 
平成 27年 7月 1日から 12月 31日までに新
築届のあった申請箇所一覧及び当該街区の
住居表示台帳 

開示 市民課 

89 H28.2.4 開発事業に係る協議終了確認通知書 一部開示 個人情報 
事業活動情報 

まちづくり推進課 

90 H28.2.18 道に関する協定書 一部開示 
個人情報 
事業活動情報 建築指導課 

91 H28.2.25 事業計画承認願 一部開示 個人情報 
事業活動情報 

まちづくり推進課 

92 H28.3.10 津田公園設計図書等 開示 緑のまち推進課 

93～ 
108 H28.3.15 

保育を要する程度の確認表 
平成 27、28 年度利用調整審査名簿 
平成 27、28 年度４月保育所入所児童利用調
整会議保育園割付表 等 

一部開示 個人情報 

子ども育成課 

非開示 文書不存在 

109 H28.3.30 
都市計画道路 3・3・23 号線及び市道第 261
号線道路線形図 開示 道路課 

－武蔵野市個人情報保護条例－ 

(3)個人情報における自己情報の開示等請求件数と処理状況 

区分 総数 
件 数 決 定 

開示 訂正 消去 停止 認める 一部を認める 認めない 不存在 

市長部局 48 48 － － － 22 16 － 10 

教育委員会 1 1 － － － － 1 － － 

選挙管理委員会 他 － － － － － － － － － 

計 49 49 － － － 22 17 － 10 

－武蔵野市個人情報保護条例－ 

(4)個人情報における自己情報の開示等請求及び内容(請求は全て開示請求) 

番号 請求日 請求内容 決定内容 理由 主管課 

1 H27.4.1 開示 道に関する協定同意書 
一部を認
める 

第三者の個人
情報 建築指導課 

2 H27.4.10 開示
介護保険要介護認定調査書、主治医意見

書 

認める 
高齢者支援課 

不存在 

3 H27.5.15 開示
介護保険要介護認定調査書、主治医意見
書 

認める 高齢者支援課 

4 H27.5.18 開示 国民健康保険診療報酬明細書 認める 保険課 

5 H27.5.21 開示 印鑑登録証明書交付申請書 不存在 市民課 

4



市民活動推進課

6 H27.5.22 開示
介護保険要介護認定調査書、主治医意見
書 

認める 高齢者支援課 

7 H27.5.26 開示 確認申請書・完了検査申請書 認める 建築指導課 

8 H27.5.28 開示 戸籍に関する証明書の請求書 認める 市民課 

9 H27.6.4 開示 修繕・調査等問合せ施工票 認める 水道部総務課 

10 H27.6.10 開示 ケース記録 
一部を認
める 

第三者の個人
情報 生活福祉課 

11 H27.6.17 開示 印鑑登録証明書交付申請書 不存在 市民課 

12 H27.6.19 開示 印鑑登録証明書交付申請書 不存在 市民課 

13 H27.7.2 開示 国民健康保険診療報酬明細書 認める 生活福祉課 

14 H27.7.9 開示
税関係証明交付申請書、市・都民税課税
（納税）証明書郵送申請書 

不存在 市民税課 

15 H27.7.22 開示 給与所得の源泉徴収票等 認める 市民税課 

16 H27.7.23 開示
介護保険要介護認定調査書、主治医意見
書 

認める 
高齢者支援課 

不存在 

17 H27.7.28 開示
就学相談に係る面接票、個別行動観察記
録、医師観察記録等 

一部を認
める 

第三者の個人
情報 

教育支援課 
行政運営情報 

18 H27.8.4 開示
生活保護法第 63 条に基づく決定に係る
返還金算出表等 

認める 生活福祉課 

19 H27.8.7 開示 家屋調査票 一部を認
める 

第三者の個人
情報 

資産税課 

20 H27.8.13 開示 家屋調査票 一部を認
める 

第三者の個人
情報 

資産税課 

21 H27.8.18 開示
介護保険要介護認定調査書、主治医意見
書 

認める 
高齢者支援課 

不存在 

22 H27.8.21 開示
印鑑登録証明書交付申請書、印鑑登録廃
止関係申請書、証明書カード交付申請書
兼暗証番号登録申請書 

一部を認
める 

第三者の個人
情報 

市民課 

23 H27.8.24 開示
税関係証明交付申請書、市・都民税課税
（納税）証明書郵送申請書 

不存在 市民税課 

24 H27.8.28 開示 家屋調査票 認める 資産税課 

25～ 
29 H27.9.29 開示

住民票写し等請求書 
戸籍に関する証明書の請求書 
印鑑登録証明書交付申請書 
税関係証明交付申請書、市・都民税課税
（納税）証明書郵送申請書 

認める 
市民課 
中央市政セン
ター 一部を認

める 
第三者の個人
情報 

30 H27.10.2 開示
介護保険要介護認定調査書、主治医意見
書 認める 高齢者支援課 

31 H27.10.15 開示 国民健康保険診療報酬明細書 認める 保険課 

32 H27.10.30 開示
証明書カード交付申請書兼暗証番号登
録申請書、印鑑登録証明暗証番号申請
書、印鑑登録・廃止関係申請書 

一部を認
める 

第三者の個人
情報 

市民課 

33～ 
36 

H27.11.2 開示

住民票写し等請求書 
印鑑登録証明書交付申請書 
証明書カード交付申請書兼暗証番号登
録申請書 

一部を認
める 

行政運営情報 

市民課 

不存在 

37 H27.11.6 開示 特別徴収に係る給与所得者異動届出書 
一部を認
める 

第三者の個人
情報 
事業活動情報 

市民税課 
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市民活動推進課

38 H27.11.12 開示 印鑑登録証明書交付申請書 認める 市民課 

39 
40 

H27.11.24 開示 戸籍に関する証明書の交付申請書等 

一部を認
める 

第三者の個人
情報 

市民課 
不存在 

41 H27.11.25 開示 市民税・都民税申告書 認める 市民税課 

42 H28.2.1 開示 住民票写し等請求書 
一部を認
める 

第三者の個人
情報 市民課 

43 H28.2.2 開示 介護保険要介護認定調査書、主治医意見
書 

認める 高齢者支援課 

44 H28.2.4 開示 介護保険要介護認定調査書、主治医意見
書 

認める 高齢者支援課 

45 H28.2.9 開示 住民票写し等請求書 認める 市民課 

46 
47 

H28.3.9 開示 住民票写し等請求書 
住民異動届 

認める 市民課 

48 H28.3.14 開示 国民健康保険高額療養費支給申請書 認める 保険課 

49 H28.3.23 開示 事故報告書 一部を認
める 

第三者の個人
情報 

高齢者支援課 

－武蔵野市個人情報保護条例－ 

(5)特定個人情報における自己情報の開示等請求件数と処理状況 

区分 総数 
件 数 決 定 

開示 訂正 消去 停止 認める 一部を認める 認めない 不存在 

市長部局 1 1 － － － 1 － － － 

教育委員会 他 － － － － － － － － － 

計 1 1 － － － 1 － － － 

－武蔵野市特定個人情報の保護に関する条例－ 

(6)特定個人情報における自己情報の開示等請求及び内容 

番号 請求日 請求内容 決定内容 理由 主管課 

1 H28.3.14 開示 国民健康保険高額療養費支給申請書 認める 保険課 

－武蔵野市特定個人情報の保護に関する条例－ 

 (7)不服申立ての状況 

区 分 情報公開条例によるもの 個人情報保護条例によるもの 特定個人情報の保護に関する条例によるもの

不服申立て － － － 

計 － － － 
－武蔵野市情報公開条例－ 

－武蔵野市個人情報保護条例－ 
－武蔵野市特定個人情報の保護に関する条例－ 

(8)情報公開・個人情報保護審査会の開催状況 
第十三期審査会（任期：平成25年10月9日～平成27年10月8日） 
第十四期審査会（任期：平成27年10月9日～平成29年10月8日） 

区 分 開催日 内 容 

第 14 期 
第 1回 H27.11.17 

会長選出・会長職務代理者指名、審査会の運営について、マイナンバー制度について、行政
不服審査法の改正に伴う開示請求に係る不服申立てに対する対応について、平成 27 年度開示
等の状況について 

   －武蔵野市情報公開条例－ 
 －武蔵野市個人情報保護条例－ 

－武蔵野市特定個人情報の保護に関する条例－ 
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