
東京都情報公開審査会の審査状況（平成29年度）

１　審議等の状況

2件
（1件）

77件
（64件）

　

２　答申の件名等（平成30年3月31日現在）

所管局
答申
番号

答申内容
不服申立て
の処理状況

都市整備局 788 原処分妥当 棄却

都市整備局 789 原処分妥当 棄却

オリンピッ
ク・パラリ
ンピック準

備局

792 原処分妥当 棄却

790

都立病院における不在者投票
の実施に関する文書

原処分妥当 棄却

平成28年5月18日

平成28年5月18日 都市整備局 793 平成29年9月14日

平成28年5月26日

「東京五輪招致に関する○○
社とのコンサルタント契約に
関して、（株）○○との情報
交換に関する資料」ほか３件

平成28年7月19日

「都営住宅の管理（ペットの
飼育）に関する文書」、「都
営住宅の文書配布員に関する
公文書」、「東京都で保有す
る法規」

答申年月日

平成28年2月24日

平成28年2月24日
「法人設立・設置届出書」ほ
か２件

東京都市計画神宮外苑地区計
画企画提案書

平成29年7月27日

諮問
取下げ

審議中

主税局 787

平成29年7月27日

一部認容

0件
（0件）

原処分妥当

29件
（3件）

開催数
（うち総会数）

29年度
新規諮問

答申

31回（1回） 68件

○○マンションに附置される
駐車施設のうち機械式駐車場
の設計変更の協議が行われて
いることがわかる文書

平成29年7月27日

29件
（3件）

平成29年7月6日

不服申立
年月日

平成28年5月11日

※下段括弧内は29年度新規諮問分（内数）

原処分妥当
病院経営本

部
791 平成29年7月27日

件名

平成28年4月13日

「厚生労働省警備実施計画
書」ほか６件、「総理官邸警
備実施計画」ほか６件

警視庁

棄却

平成28年7月6日

原処分妥当 棄却

平成28年3月30日

平成28年7月11日

平成29年7月27日 原処分妥当
一部却下
一部棄却

平成28年3月30日



所管局
答申
番号

答申内容
不服申立て
の処理状況

答申年月日
不服申立
年月日

件名

建設局 794 原処分妥当 棄却

東京消防庁 795 原処分妥当 棄却

建設局 796 原処分妥当 棄却

福祉保健局 797 原処分妥当 審理中

都市整備局 798 原処分妥当 棄却

福祉保健局 799 原処分妥当 棄却

主税局 800 原処分妥当 棄却

建設局 801 原処分妥当 棄却

教育委員会 802 原処分妥当 審理中

東京都固定
資産評価審
査委員会

803 原処分妥当 棄却

教育委員会 804 原処分妥当 審理中

警視庁 805 原処分妥当 審理中

生活文化局 806 原処分妥当 棄却平成29年1月25日

平成28年8月3日

平成28年6月13日

平成28年7月22日

「退学通知書の発送につい
て」の起案文書

「上告受理申立について」ほ
か２件

平成28年9月6日

平成28年12月18日

平成28年6月27日

平成28年10月4日

平成28年9月21日

平成28年9月27日

平成28年12月1日

「27都市建指導第1902号東京
都駐車場条例第17条ただし書
及び第17条の５第３項の規定
に基づく認定について」ほか
７件

平成28年5月24日
「○○消防署○○救急隊に関
する複数隊出場事案記録票」
ほか４件

平成29年10月12日

平成30年1月18日

平成28年6月1日 平成29年9月14日

偽装工作して東京都公報に記
載した告示昭和32年６月25日
第730号の公報に載せるまでの
経緯の分かる文書（偽装工作
した起案文書等も含む）

平成30年1月18日

平成29年11月16日

平成29年11月16日

「法人設立・設置届出書」の
添付資料（履歴事項全部証明
書）

街路築造工事（15三-放６成
子）に係る入札経過調書及び
工事請負契約書ほか６件

「宗教法人の規則認証に関す
る書類」ほか15件

「東京都○○区立教諭○○の
服務事故に関する事情聴取
書」ほか50件

機動隊車両一覧 平成30年1月18日

平成30年1月18日

平成29年11月16日

平成29年11月16日

特定非営利活動法人○○に関
する公益通報及び情報提供へ
の対応記録等

代理人の権限証明書ないしは
東京都が代理人と認めた根拠
文書

「○○病院に関連する精神保
健指定医の指定の取消しにつ
いて」ほか11件及び「○○病
院に関連する精神保健指定医
の指定取消事案を受けた今後
の対応について（通知）」ほ
か１件

平成29年11月16日

平成29年10月12日

平成29年11月16日



所管局
答申
番号

答申内容
不服申立て
の処理状況

答申年月日
不服申立
年月日

件名

都市整備局 807 原処分妥当 棄却

教育委員会 808 原処分妥当 審理中

教育委員会 809 原処分妥当 審理中

総務局 810 原処分妥当 棄却

生活文化局 811 原処分妥当 審理中

東京消防庁 812 原処分妥当 審理中

東京消防庁 813 原処分妥当 審理中

建設局 814 原処分妥当 審理中

総務局 815 原処分妥当 審理中

平成28年6月7日

平成28年6月16日

平成29年3月28日

平成28年12月20日

平成28年12月6日 平成30年3月8日

東京地方裁判所平成○○年
（○○）第○○号事件の口頭
弁論について報告した文書

『ＮＰＯ法人○○の不正行為
に関する措置請求書』に関わ
る立入調査・検査委報告書ほ
か

平成30年3月8日

平成28年5月30日

2016年○月○日に○○部○○
課○○班が都立○○高校定時
制に係る公益通報の件で都立
○○高校または○○学校経営
支援センターに指示した文書
及び2016年○月○日に○○部
○○課○○班が都立○○高校
定時制に係る公益通報の件で
都立○○高校または○○学校
経営支援センターから収受し
た文書

○○消防署○○救急隊の救急
出場に関する小隊活動記録票
ほか３件

28総総法訟第31号の２「訴訟
資料の調査について（照
会）」

東京都立中央図書館資料管理
課収集係が行った参観の際に
収集係長が持参した手元資料

平成30年2月8日

平成30年2月8日

平成30年2月8日

平成30年2月8日

平成29年1月25日

事実確認書平成29年3月29日

平成30年3月29日平成28年11月8日

平成30年3月29日
東京都総務局総務部法務課が
作成した平成28年○月○日付
文書の根拠等

建設局が○○電鉄及び○○電
鉄グループ会社に対して占用
許可をしていることが分かる
文書（平成23年から現在ま
で）

平成30年3月8日


	提示資料（総会）

