
請求 申出 全部公開部分公開 非公開 不存在
存否応
答拒否

取下げ

市長 65 2 95 86 1 5 0 0

教育委員会 10 5 38 36 0 0 0 0

議会 3 2 3 0 0 0 0 0

その他 3 0 1 2 0 0 0 0

合計 81 9 137 124 1 5 0 0

全部開示部分開示 不開示 不存在
存否応
答拒否

取下げ

市長 2 20 0 0 0 1

その他 0 1 0 0 0 0

合計 2 21 0 0 0 1

※個人情報の訂正、削除及び利用・提供の停止に関する請求はありませんでした。

1

24

平成２９年度　個人情報保護制度の実施状況

実施機関
決定内容等

23

受付件数

請求

※１件の公開請求に対し、複数の決定がなされたものがあったため、決定内容等
　の合計が受付件数の合計よりも多くなっています。

※申出：公開済みの公文書並びに旧本庄市及び旧児玉町から承継された公文書
　が対象です。

平成２９年度　情報公開制度の実施状況

実施機関
受付件数 決定内容等

※請求：合併以後に市職員が作成又は取得した公文書が対象です。
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１．情報公開内容の種類別件数

件数

28

24

5

3

2

1

7

206

276

２．部分公開・非公開理由の内訳件数

部分公開・非公開理由 情報公開条例の根拠条項 件数

個人に関する情報 条例第７条第１号 97

法人等に関する情報 条例第７条第２号 43

国との協力又は信頼関係
に関する情報

条例第７条第５号 1

事務又は事業の執行に関す
る情報

条例第７条第６号 5

146

３．不服申立ての状況

　平成２９年度に、審査請求はありませんでした。

入札仕様書に関する文書

情報公開内容

工事設計書に関する文書

※１件の対象公文書について、異なる根拠条項に基づく非公開情報が含ま
  れていることがあるため、部分公開・非公開件数の合計よりも多くなってい
  ます。

合計

その他

合計

※公開済みの公文書の申出件数も含みます。

各種協定に関する文書

各種意見書に関する文書

教科書採択に関する文書

各種契約書（業務委託、賃貸借等）に関する文書

政務活動費に関する文書
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４．個人情報開示内容の種類別件数

件数

17

4

3

24

５．部分開示・不開示理由の内訳件数

部分開示・不開示理由 個人情報保護条例の根拠条項 件数

個人に関する情報 条例第１６条第２号 21

法人に関する情報 条例第１６条第３項 2

条例第１６条第６号ア 1

条例第１６条第６号ウ 1

25

６．不服申立ての状況

　平成２９年度に、審査請求はありませんでした。

※１件の対象公文書について、異なる根拠条項に基づく不開示情報が含ま
  れていることがあるため、部分開示・不開示件数の合計よりも多くなってい
  ます。

合計

その他

合計

個人情報開示内容

障害者診断書・意見書

各種証明書の交付申請書

事務又は事業の執行
に関する情報
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７．情報公開・個人情報保護審議会の開催状況

開催日 会議内容

８．行政不服審査会の開催状況

開催日 会議内容

議事
（１）審議会の公開について
（２）本庄市情報公開・個人情報保護審議会規則の制定
について（報告）
（３）本庄市個人情報保護条例及び本庄市情報公開条
例の一部改正について（報告）
（４）平成２８年度 情報公開・個人情報保護制度の実施
状況（報告）
（５）市政情報閲覧コーナーの設置について（報告）
（６）個人情報の安全確保の措置について（報告）

平成２９年５月１０日

平成２９年度中の開催はありませんでした。
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平成２９年度　公開済みの公文書一覧

番
号 受付日 公文書の名称等 実施機関 主管課

決定
年月日

決定の
内容

非公開理由 非公開箇所

1 2017/4/3
平成２８年度開催の人権教育研究集会（講演
会）のアンケート調査７６６名分

市長 市民活動推進課 2017/4/18 全部公開

2 2017/4/3

「人権教育及び人権啓発の推進に関する法
律」に基づいて、同和問題もあらゆる人権問
題の中の一つとして教育、啓発を中心とした
取り組みが実施されているが、平成２７年度
に関する取り組みのすべての情報（全部公開
決定分）

市長 市民活動推進課 2017/8/18 全部公開

3 2017/4/3

「人権教育及び人権啓発の推進に関する法
律」に基づいて、同和問題もあらゆる人権問
題の中の一つとして教育、啓発を中心とした
取組が実施されているが、平成２７年度に関
する取り組みのすべての情報（部分公開決定
分）

市長 市民活動推進課 2017/8/18 部分公開
第7条第1号及び
第2号

個人の氏名・住所・郵便番号・印
影・電話番号、法人の印影

4 2017/4/3
「公立保育所民営化」に関する公文書一式
（藤田保育所）

市長 子育て支援課 2017/6/16 部分公開
第7条第1号及び
第2号

個人の印影部分、個人の氏名・
住所・性別・生年月日・学歴・経歴
等に関する部分、法人の印影部
分

5 2017/4/3
本庄市人口ビジョンまち・ひと・しごと創生総
合戦略にかかる各種会議の会議録

市長 企画課 2017/4/18 部分公開 第7条第1号 個人の氏名

6 2017/4/3 大学附属病院の誘致についての公文書 市長 健康推進課 2017/4/18 全部公開

7 2017/4/3
児玉地域救急医療対策協議会に関する公文
書

市長 健康推進課 2017/4/18 部分公開
第7条第1号及び
第2号

医療機関の担当者名、協定書の
うち医療機関及び協議会の印影

8 2017/4/3
工事名称：本庄総合公園体育館冷温水機更
新、改修工事　　金入り設計書（内訳書、明細
書、代価表、経費計算書）

市長 営繕住宅課 2017/4/7 全部公開

9 2017/4/6
工事名称：本庄市立本庄南小学校空調設備
設置工事　　金入り設計書（内訳書、明細書、
代価表、経費計算書）

市長 営繕住宅課 2017/4/11 全部公開

10 2017/4/6
工事名称：本庄市立本庄東中学校プール・部
室棟・体育倉庫外新築工事　　金入り設計書
（内訳書、明細書、代価表、経費計算書）

市長 営繕住宅課 2017/4/11 全部公開

11 2017/4/11
市道５３７５号線ＬＥＤ照明灯設置工事の金入
り設計内訳書（変更設計書）

市長 道路整備課 2017/4/20 全部公開

12 2017/4/11
本庄早稲田駅自由通路ＬＥＤ改修工事の金
入り設計内訳書

市長 都市計画課 2017/4/20 全部公開

13 2017/4/11
工事名称：仁手小及び秋平小学校夜間照明
交換工事　金入り設計書

市長 営繕住宅課 2017/4/18 全部公開

14 2017/4/11
工事名称：若泉運動公園第１グランド夜間照
明交換工事　金入り設計書

市長 営繕住宅課 2017/4/18 全部公開

15 2017/4/11
本庄市庁舎２階フロア照明器具改修工事　金
入り設計内訳書

市長 営繕住宅課 2017/4/18 全部公開

16 2017/4/12 平成２９年度異動職員一覧表 市長 行政管理課 2017/4/26 全部公開
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平成２９年度　公開済みの公文書一覧

17 2017/4/19
建物総合損害共済申込書（委託団体控え）
建物総合損害共済施設一覧表

市長 財政課 2017/5/8 全部公開

18 2017/4/19 自動車損害賠償責任保険証明書の写し 市長 財政課 2017/5/24 部分公開
第7条第1号及び
第2号

個人及び法人の印影

19 2017/4/26
本庄市まち・ひと・しごと創生懇談会の会議録
（第１回から第４回まで）

市長 企画課 2017/5/8 全部公開

20 2017/4/27
工事名称：本庄市立本庄南中学校外壁・防水
改修工事　金入りの設計書

市長 営繕住宅課 2017/5/10 全部公開

21 2017/4/27
工事名称：本庄市北泉小学校舎屋上防水外
改修工事　金入り設計書

市長 営繕住宅課 2017/5/10 全部公開

22 2017/4/27
工事名称：東台市営住宅３号棟外壁改修工
事　金入り設計書

市長 営繕住宅課 2017/5/10 全部公開

23 2017/4/27
工事名称：本庄市立藤田小学校西校舎外壁
改修工事　金入り設計書

市長 営繕住宅課 2017/5/10 全部公開

24 2017/4/27
工事名称：本庄市旧大久保集会所外壁塗装
工事　金入り設計書

市長 営繕住宅課 2017/5/10 全部公開

25 2017/4/27
工事名称：本庄市児玉文化会館防水外改修
工事　金入り設計書

市長 営繕住宅課 2017/5/10 全部公開

26 2017/4/27
工事名称：本庄市立児玉小学校外壁改修工
事　金入り設計書

市長 営繕住宅課 2017/5/10 全部公開

27 2017/4/27
平成２６年度～平成２８年度の防火管理者及
び該当施設がわかる書類（本庄駅南口複合
施設、本庄駅自由通路）

市長 都市計画課 2017/6/15 部分公開 第7条第1号 個人の生年月日及び住所

28 2017/4/27
平成２６年度分の防火管理者及び該当施設
がわかる書類（コミュニティセンター）

市長 市民活動推進課 2017/6/15 部分公開 第7条第1号 個人の生年月日及び住所

29 2017/4/27
平成２８年度分防火管理者及び該当施設が
わかる書類（本庄市障害福祉センター）

市長 障害福祉課 2017/6/15 部分公開 第7条第1号 個人の生年月日

30 2017/4/27
平成２８年度分の消防設備点検に係る契約
関係書類（本庄市立図書館）

教育委員会 図書館 2017/6/15 部分公開 第7条第2号 法人の印影

31 2017/4/27

平成２４年度分の防火管理者及び該当施設
がわかる書類（本庄市立図書館）、平成２７年
度分の防火管理者及び該当施設がわかる書
類（仮本庄市立図書館）

教育委員会 図書館 2017/6/15 部分公開 第7条第1号 個人の生年月日及び住所

32 2017/4/27
平成２９年度分の防火管理者及び該当施設
がわかる書類（本庄市立本庄東小学校）

教育委員会 学校教育課 2017/6/15 全部公開

33 2017/4/27
平成２９年度分の防火管理者及び該当施設
がわかる書類（本庄市立本庄西小学校）

教育委員会 学校教育課 2017/6/15 全部公開

34 2017/4/27
平成２９年度分の防火管理者及び該当施設
がわかる書類（本庄市立藤田小学校）

教育委員会 学校教育課 2017/6/15 全部公開

35 2017/4/27
平成２９年度分の防火管理者及び該当施設
がわかる書類（本庄市立仁手小学校）

教育委員会 学校教育課 2017/6/15 全部公開

36 2017/4/27
平成２９年度分の防火管理者及び該当施設
がわかる書類（本庄市立旭小学校）

教育委員会 学校教育課 2017/6/15 全部公開

37 2017/4/27
平成２９年度分の防火管理者及び該当施設
がわかる書類（本庄市立北泉小学校）

教育委員会 学校教育課 2017/6/15 部分公開 第7条第1号 個人の住所
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平成２９年度　公開済みの公文書一覧

38 2017/4/27
平成２９年度分の防火管理者及び該当施設
がわかる書類（本庄市立本庄南小学校）

教育委員会 学校教育課 2017/6/15 部分公開 第7条第1号 個人の住所

39 2017/4/27
平成２９年度分の防火管理者及び該当施設
がわかる書類（本庄市立中央小学校）

教育委員会 学校教育課 2017/6/15 全部公開

40 2017/4/27
平成２９年度分の防火管理者及び該当施設
がわかる書類（本庄市立本庄東中学校）

教育委員会 学校教育課 2017/6/15 全部公開

41 2017/4/27
平成２９年度分の防火管理者及び該当施設
がわかる書類（本庄市立本庄西中学校）

教育委員会 学校教育課 2017/6/15 部分公開 第7条第1号 個人の住所

42 2017/4/27
平成２９年度分の防火管理者及び該当施設
がわかる書類（本庄市立本庄南中学校）

教育委員会 学校教育課 2017/6/15 全部公開

43 2017/4/27
平成２９年度分の防火管理者及び該当施設
がわかる書類（本庄市立児玉小学校）

教育委員会 学校教育課 2017/6/15 部分公開 第7条第1号 個人の生年月日及び住所

44 2017/4/27
平成２９年度分の防火管理者及び該当施設
がわかる書類（本庄市立金屋小学校）

教育委員会 学校教育課 2017/6/15 全部公開

45 2017/4/27
平成２９年度分の防火管理者及び該当施設
がわかる書類（本庄市立秋平小学校）

教育委員会 学校教育課 2017/6/15 全部公開

46 2017/4/27
平成２９年度分の防火管理者及び該当施設
がわかる書類（本庄市立共和小学校）

教育委員会 学校教育課 2017/6/15 全部公開

47 2017/4/27
平成２９年度分の防火管理者及び該当施設
がわかる書類（本庄市立児玉中学校）

教育委員会 学校教育課 2017/6/15 全部公開

48 2017/4/27
平成２６年度分の消防設備点検に係る契約
関係書類（水道庁舎）

市長 水道課 2017/6/15 部分公開 第7条第2号 法人の印影

49 2017/4/27
平成２６年度分の消防設備点検に係る契約
関係書類（第二浄水場、都島浄水場、児玉浄
水場）

市長 水道課 2017/6/15 部分公開 第7条第2号 法人の印影

50 2017/4/27
平成２６年度、平成２７年度、平成２９年度の
防火管理者及び該当施設がわかる書類（都
島浄水場）

市長 水道課 2017/6/15 部分公開 第7条第1号 個人の生年月日及び住所

51 2017/4/27
平成２６年度の防火管理者及び該当施設が
わかる書類（本庄市役所）

市長 財政課 2017/6/15 部分公開 第7条第1号 個人の生年月日及び住所

52 2017/4/27
平成２８年度分の消防設備点検に係る契約
関係書類（本庄市役所）

市長 財政課 2017/6/15 部分公開 第7条第2号 法人等の印影

53 2017/4/27
平成２６年度分の防火対象物点検に係る特
例認定関係書類（あさひ多目的研修セン
ター）

市長 農政課 2017/6/15 全部公開

54 2017/4/27
平成２９年度分の防火管理者及び該当施設
がわかる書類（あさひ多目的研修センター）

市長 農政課 2017/6/15 部分公開 第7条第1号 個人の生年月日

55 2017/4/27

平成２５年度分、平成２７年度分、平成２８年
度分の防火管理者及び該当施設がわかる書
類（泉町市営住宅、小島第一市営住宅、小島
第二市営住宅、東台市営住宅）

市長 営繕住宅課 2017/6/15 部分公開 第7条第1号 個人の生年月日

56 2017/4/27
平成２６年度分の防火対象物点検に係る特
例認定関係書類（児玉文化会館分）

教育委員会 生涯学習課 2017/6/15 全部公開

57 2017/4/27
平成２８年度分の防火管理者及び該当施設
がわかる書類（児玉文化会館）

教育委員会 生涯学習課 2017/6/15 部分公開 第7条第1号 個人の生年月日及び住所
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平成２９年度　公開済みの公文書一覧

58 2017/4/27
平成２４年度分の防火管理者及び該当施設
がわかる書類（児玉公民館・児玉公民館別館
分）

教育委員会 生涯学習課 2017/6/15 部分公開 第7条第1号 個人の生年月日及び住所

59 2017/4/27
平成２７年３月の防火対象物点検に係る特例
認定関係書類（共和公民館分）

教育委員会 生涯学習課 2017/6/15 全部公開

60 2017/4/27
平成２６年度分の防火対象物点検に係る契
約関係書類（共和公民館分）

教育委員会 生涯学習課 2017/6/15 部分公開 第7条第2号 法人の印影

61 2017/4/27
平成２８年度分の防火管理者及び該当施設
がわかる書類（共和公民館分）

教育委員会 生涯学習課 2017/6/15 部分公開 第7条第1号 個人の生年月日及び住所

62 2017/4/27
平成２６年度分の防火対象物点検に係る契
約関係書類（本庄市中央公民館）

教育委員会 生涯学習課 2017/6/15 部分公開 第7条第2号 法人の印影

63 2017/4/27
平成２４年度分の防火管理者及び該当施設
がわかる書類（本庄市中央公民館）

教育委員会 生涯学習課 2017/6/15 部分公開 第7条第1号 個人の生年月日及び住所

64 2017/4/27
平成２８年度分の防火管理者及び該当施設
がわかる書類（本庄市本庄公民館）

教育委員会 生涯学習課 2017/6/15 部分公開 第7条第1号 個人の生年月日及び住所

65 2017/4/27
平成２５年度分、平成２８年度分の防火対象
物点検に係る特例認定関係書類（本庄市本
庄東公民館）

教育委員会 生涯学習課 2017/6/15 全部公開

66 2017/4/27
平成２８年度分の防火管理者及び該当施設
がわかる書類（本庄市本庄東公民館）

教育委員会 生涯学習課 2017/6/15 部分公開 第7条第1号 個人の生年月日及び住所

67 2017/4/27
平成２５年度分、平成２８年度分の防火対象
物点検に係る特例認定関係書類（本庄市本
庄西公民館）

教育委員会 生涯学習課 2017/6/15 全部公開

68 2017/4/27
平成２８年度分の防火管理者及び該当施設
がわかる書類（本庄市本庄西公民館）

教育委員会 生涯学習課 2017/6/15 部分公開 第7条第1号 個人の生年月日及び住所

69 2017/4/27
平成２５年度分、平成２８年度分の防火対象
物点検に係る特例認定関係書類（本庄市本
庄南公民館）

教育委員会 生涯学習課 2017/6/15 全部公開

70 2017/4/27
平成２８年度分の防火管理者及び該当施設
がわかる書類（本庄市本庄南公民館）

教育委員会 生涯学習課 2017/6/15 部分公開 第7条第1号 個人の生年月日及び住所

71 2017/4/27
平成２３年度分、平成２６年度分の防火対象
物点検に係る特例認定関係書類（本庄市藤
田公民館）

教育委員会 生涯学習課 2017/6/15 全部公開

72 2017/4/27
平成２８年度分の防火管理者及び該当施設
がわかる書類（本庄市藤田公民館）

教育委員会 生涯学習課 2017/6/15 部分公開 第7条第1号 個人の生年月日及び住所

73 2017/4/27
平成２４年度分、平成２７年度分の防火対象
物点検に係る特例認定関係書類（本庄市仁
手公民館）

教育委員会 生涯学習課 2017/6/15 全部公開

74 2017/4/27
平成２８年度分の防火管理者及び該当施設
がわかる書類（本庄市仁手公民館）

教育委員会 生涯学習課 2017/6/15 部分公開 第7条第1号 個人の生年月日及び住所

75 2017/4/27
平成２３年度分、平成２６年度分の防火対象
物点検に係る特例認定関係書類（本庄市旭
公民館）

教育委員会 生涯学習課 2017/6/15 全部公開

76 2017/4/27
平成２８年度分の防火管理者及び該当施設
がわかる書類（本庄市旭公民館）

教育委員会 生涯学習課 2017/6/15 部分公開 第7条第1号 個人の生年月日及び住所
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77 2017/4/27
平成２５年度分、平成２８年度分の防火対象
物点検に係る特例認定関係書類（本庄市北
泉公民館）

教育委員会 生涯学習課 2017/6/15 全部公開

78 2017/4/27
平成２８年度分の防火管理者及び該当施設
がわかる書類（本庄市北泉公民館）

教育委員会 生涯学習課 2017/6/15 部分公開 第7条第1号 個人の生年月日及び住所

79 2017/4/27
消防設備点検に係る契約関係書類（本庄市
民文化会館）

教育委員会 生涯学習課 2017/6/15 部分公開 第7条第2号 法人の印影

80 2017/4/27
防火対象物点検に係る契約関係書類（本庄
市民文化会館）

教育委員会 生涯学習課 2017/6/15 部分公開
第7条第1号及び
第2号

法人の印影、個人の印影、担当
者氏名

81 2017/4/27
防火管理者及び該当施設がわかる書類（本
庄市民文化会館）

教育委員会 生涯学習課 2017/6/15 部分公開
第7条第1号及び
第2号

法人の印影、個人の生年月日及
び住所

82 2017/4/27
平成２７年度分、平成２８年度分の防火対象
物点検に係る契約関係書類（アスピアこだま）

市長 総務課 2017/6/15 部分公開 第7条第2号 法人等の印影

83 2017/4/27
平成２７年度分の防火管理者及び該当施設
がわかる書類（アスピアこだま、児玉総合支
所第二庁舎）

市長 総務課 2017/6/15 部分公開 第7条第1号 個人の生年月日及び住所

84 2017/4/27
平成２６年度分、平成２７年度分、平成２８年
度分の防火管理者及び該当施設がわかる書
類（本庄市保健センター）

市長 健康推進課 2017/6/15 部分公開 第7条第1号 個人の生年月日及び住所

85 2017/4/27
平成２８年度分の消防設備点検に係る契約
関係書類（老人福祉センターつきみ荘）

市長 地域福祉課 2017/6/15 部分公開 第7条第2号 法人の印影

86 2017/4/27
平成２７年度分、平成２８年度分の防火管理
者及び該当施設がわかる書類（老人福祉セ
ンターつきみ荘）

市長 地域福祉課 2017/6/15 部分公開
第7条第1号及び
第2号

個人の生年月日及び住所、法人
の印影

87 2017/4/27
平成２７年度分の防火管理者及び該当施設
がわかる書類（本庄市立いずみ保育所）

市長 子育て支援課 2017/6/15 部分公開 第7条第1号 個人の生年月日及び住所

88 2017/4/27
平成２５年度分の防火管理者及び該当施設
がわかる書類（本庄市立久美塚保育所）

市長 子育て支援課 2017/6/15 部分公開 第7条第1号 個人の生年月日及び住所

89 2017/4/27
平成２９年度分の防火管理者及び該当施設
がわかる書類（本庄市立金屋保育所）

市長 子育て支援課 2017/6/15 全部公開

90 2017/4/27
平成２９年度分の防火管理者及び該当施設
がわかる書類（本庄市前原児童センター）

市長 子育て支援課 2017/6/15 部分公開 第7条第1号 個人の生年月日及び住所

91 2017/4/27
平成２９年度分の防火管理者及び該当施設
がわかる書類（本庄市日の出児童センター）

市長 子育て支援課 2017/6/15 部分公開 第7条第1号 個人の生年月日及び住所

92 2017/4/27
平成２２年度分、平成２７年度分の防火管理
者及び該当施設がわかる書類（本庄市民体
育館）

教育委員会 体育課 2017/6/15 部分公開 第7条第1号 個人の生年月日及び住所

93 2017/4/27
平成２５年度分、平成２７年度分の防火管理
者及び該当施設がわかる書類（若泉運動公
園武道館）

教育委員会 体育課 2017/6/15 部分公開 第7条第1号 個人の生年月日及び住所

94 2017/4/27
平成２６年度分、平成２８年度分の消防設備
点検に係る契約関係書類（若泉運動公園武
道館）

教育委員会 体育課 2017/6/15 部分公開 第7条第2号 法人の印影

95 2017/4/27
平成２５年度分の防火管理者及び該当施設
がわかる書類（本庄総合公園体育館、本庄総
合公園市民球場）

教育委員会 体育課 2017/6/15 部分公開 第7条第1号 個人の生年月日及び住所
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96 2017/4/27

平成２６年度分、平成２７年度分、平成２８年
度分の消防設備点検に係る契約関係書類
（本庄総合公園体育館、本庄総合公園市民
球場）

教育委員会 体育課 2017/6/15 部分公開 第7条第2号 法人の印影

97 2017/4/27

平成２６年度分、平成２７年度分、平成２８年
度分の防火対象物点検に係る契約関係書類
（本庄総合公園体育館、本庄総合公園市民
球場）

教育委員会 体育課 2017/6/15 部分公開 第7条第2号 法人の印影

98 2017/4/27
平成２５年度分の防火管理者及び該当施設
がわかる書類（児玉総合公園体育館）

教育委員会 体育課 2017/6/15 部分公開 第7条第1号 個人の生年月日及び住所

99 2017/4/27
平成２６年度分、平成２７年度分、平成２８年
度分の消防設備点検に係る契約関係書類
（児玉総合公園体育館）

教育委員会 体育課 2017/6/15 部分公開 第7条第2号 法人の印影

100 2017/4/27
平成２６年度分、平成２７年度分、平成２８年
度分の防火対象物点検に係る契約関係書類
（児玉総合公園体育館）

教育委員会 体育課 2017/6/15 部分公開 第7条第2号 法人の印影

101 2017/4/27
平成２９年度分の防火管理者及び該当施設
がわかる書類（市民活動交流センター）

市長 市民活動推進課 2017/6/15 部分公開 第7条第1号 個人の生年月日及び住所

102 2017/4/27
平成２７年度分、平成２８年度分の防火対象
物点検に係る契約関係書類（市民活動交流
センター）

市長 市民活動推進課 2017/6/15 部分公開
第7条第1号及び
第2号

法人の印影、個人の印影

103 2017/4/27
平成２７年度分の防火対象物点検に係る特
例認定関係書類（本庄市勤労青少年ホーム）

市長 商工観光課 2017/6/15 全部公開

104 2017/4/27
平成２８年度分の防火管理者及び該当施設
がわかる書類（本庄市勤労青少年ホーム）

市長 商工観光課 2017/6/15 部分公開 第7条第1号 個人の生年月日及び住所

105 2017/4/27
平成２６年度分、平成２７年度分、平成２８年
度分の消防設備点検に係る契約関係書類
（本庄市役所外）

市長 財政課 2017/6/15 部分公開
第7条第1号、第
2号及び第6号

個人の氏名・生年月日・顔写真・
住所等、印影、予算額・予定価
格、入札金額積算内訳金額等

106 2017/4/27
平成２４年度～平成２８年度分の食糧費に係
る歳出伝票一覧表（議会事務局）

議会 議会事務局 2017/6/15 全部公開

107 2017/4/27
平成２４年度～平成２８年度分の食糧費に係
る歳出伝票一覧表（市民活動推進課）

市長 市民活動推進課 2017/6/15 全部公開

108 2017/4/27
平成２４年度～平成２８年度分の食糧費に係
る歳出伝票一覧表（行政管理課）

市長 行政管理課 2017/6/15 全部公開

109 2017/4/27
平成２４年度～平成２８年度分の食糧費に係
る歳出伝票一覧表（生涯学習課）

教育委員会 生涯学習課 2017/6/15 全部公開

110 2017/4/27
平成２４年度～平成２８年度分の食糧費に係
る歳出伝票一覧表（教育総務課）

教育委員会 教育総務課 2017/6/15 全部公開

111 2017/4/27
平成２４年度～平成２６年度分の食糧費に係
る歳出伝票一覧表（企画課）

市長 企画課 2017/6/15 全部公開

112 2017/4/27
平成２４年度～平成２８年度分の食糧費に係
る歳出伝票一覧表（監査委員事務局）

監査委員 監査委員事務局 2017/6/15 全部公開

113 2017/4/27
平成２４年度～平成２８年度分の食糧費に係
る歳出伝票一覧表（秘書広報課）

市長 秘書広報課 2017/6/15 全部公開

114 2017/4/27
平成２４年度～平成２８年度分の食糧費に係
る歳出伝票一覧表（地域福祉課）

市長 地域福祉課 2017/6/15 全部公開
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115 2017/4/27
平成２４年度～平成２８年度分の食糧費に係
る歳出伝票一覧表（子育て支援課）

市長 子育て支援課 2017/6/15 全部公開

116 2017/4/27
平成２６年度～平成２８年度分の食糧費に係
る歳出伝票一覧表（産業開発室）

市長 産業開発室 2017/6/15 全部公開

117 2017/4/27
平成２４年度～平成２８年度分の食糧費に係
る歳出伝票一覧表（危機管理課）

市長 危機管理課 2017/6/15 全部公開

118 2017/5/1 若泉２丁目２番２０号の住居表示台帳 市長 市民課 2017/5/10 部分公開 第7条第1号 個人の氏名

119 2017/5/8 ２０１６年度公印使用簿の公開 市長 秘書広報課 2017/7/7 部分公開
第7条第1号及び
第2号

個人の氏名、法人名

120 2017/5/16 前総務部長よりの事務引継書 市長 行政管理課 2017/5/25 部分公開
第7条第1号及び
第2号

滞納物件の場所に関する情報

121 2017/5/16 前企画財政部長よりの事務引継書 市長 企画課 2017/5/25 全部公開

122 2017/5/25
本庄早稲田駅自由通路ＬＥＤ改修工事の金
額入り入札設計仕様書内容全て（算出方法
含む）

市長 都市計画課 2017/6/1 全部公開

123 2017/5/29 本庄市全域の町字名（大字名・小字名）一覧 市長 課税課 2017/6/1 全部公開

124 2017/6/2 前副市長よりの事務引継書 市長 秘書広報課 2017/6/19 部分公開
第7条第1号及び
第2号

滞納物件の場所に関する情報、
市からの指導が継続している土
地の場所及び法人等が推測でき
る情報

125 2017/6/2 前企画課長よりの事務引継書 市長 企画課 2017/6/19 全部公開
126 2017/6/2 前行政管理課長よりの事務引継書 市長 行政管理課 2017/6/19 部分公開 第7条第1号 事務引継書のうち、個人の氏名

127 2017/6/13
平成２７年度市道５３７５号線ＬＥＤ照明灯設
置工事　金額入り工事の工事仕様書

市長 道路整備課 2017/6/21 全部公開

128 2017/6/26
公文書公開請求書指定の住居表示台帳の写
し（氏名の部分を除く）

市長 市民課 2017/7/11 部分公開 第7条第1号 個人の氏名

129 2017/7/28 本庄市内　空き家数資料 市長 都市計画課 2017/8/7 全部公開

130 2017/7/31
平成２９年１月１日から平成２９年６月３０日ま
での住居表示付定一覧表と当該の住居表示
台帳

市長 市民課 2017/8/16 部分公開 第7条第1号 個人の氏名

131 2017/8/1
長泉寺・本庄サーキット・本庄市の三者協議
記録

市長 環境推進課 2017/8/7 部分公開 第7条第1号 個人の氏名

132 2017/8/2
公共下水道汚水管渠築造工事（東台２８－１
工区）上記工事の金額入り設計書、設計根拠

市長 下水道課 2017/8/9 全部公開

133 2017/8/15 平成２８年度ファイル基準表（秘書広報課） 市長 秘書広報課 2017/9/1 全部公開
134 2017/8/15 平成２８年度ファイル基準表（企画課） 市長 企画課 2017/9/1 全部公開

135 2017/8/15 平成２８年度ファイル基準表（産業開発室） 市長 産業開発室 2017/9/1 部分公開 第7条第6号
企業誘致対応記録の法人名、誘
致エリア

136 2017/8/15 平成２８年度ファイル基準表（財政課） 市長 財政課 2017/9/1 部分公開 第7条第2号 法人名

137 2017/8/15
平成２８年度ファイル基準表（情報システム
課）

市長 情報システム課 2017/9/1 全部公開

138 2017/8/15 平成２８年度ファイル基準表（行政管理課） 市長 行政管理課 2017/9/1 部分公開 第7条第1号 個人の氏名
139 2017/8/15 平成２８年度ファイル基準表（課税課） 市長 課税課 2017/9/1 全部公開
140 2017/8/15 平成２８年度ファイル基準表（収納課） 市長 収納課 2017/9/1 全部公開
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141 2017/8/15
平成２８年度ファイル基準表（債権回収対策
室）

市長 債権回収対策室 2017/9/1 全部公開

142 2017/8/15
平成２８年度ファイル基準表（市民活動推進
課）

市長 市民活動推進課 2017/9/1 部分公開 第7条第1号 個人の氏名、裁判所の事件番号

143 2017/8/15 平成２８年度ファイル基準表（危機管理課） 市長 危機管理課 2017/9/1 全部公開
144 2017/8/15 平成２８年度ファイル基準表（市民課） 市長 市民課 2017/9/1 部分公開 第7条第1号 個人の氏名
145 2017/8/15 平成２８年度ファイル基準表（地域福祉課） 市長 地域福祉課 2017/9/1 全部公開

146 2017/8/15
平成２８年度ファイル基準表（生活自立支援
課）

市長 生活自立支援課 2017/9/1 全部公開

147 2017/8/15 平成２８年度ファイル基準表（障害福祉課） 市長 障害福祉課 2017/9/1 全部公開

148 2017/8/15 平成２８年度ファイル基準表（子育て支援課） 市長 子育て支援課 2017/9/1 部分公開 第7条第1号 個人の氏名

149 2017/8/15 平成２８年度ファイル基準表（いずみ保育所） 市長 子育て支援課 2017/9/1 全部公開

150 2017/8/15 平成２８年度ファイル基準表（久美塚保育所） 市長 子育て支援課 2017/9/1 全部公開

151 2017/8/15
平成２８年度ファイル基準表（日の出児童セン
ター）

市長 子育て支援課 2017/9/1 全部公開

152 2017/8/15
平成２８年度ファイル基準表（前原児童セン
ター）

市長 子育て支援課 2017/9/1 全部公開

153 2017/8/15
平成２８年度ファイル基準表（児玉児童セン
ター）

市長 子育て支援課 2017/9/1 全部公開

154 2017/8/15 平成２８年度ファイル基準表（保険課） 市長 保険課 2017/9/1 全部公開
155 2017/8/15 平成２８年度ファイル基準表（健康推進課） 市長 健康推進課 2017/9/1 全部公開
156 2017/8/15 平成２８年度ファイル基準表（介護保険課） 市長 介護保険課 2017/9/1 全部公開
157 2017/8/15 平成２８年度ファイル基準表（環境推進課） 市長 環境推進課 2017/9/1 全部公開
158 2017/8/15 平成２８年度ファイル基準表（商工観光課） 市長 商工観光課 2017/9/1 全部公開
159 2017/8/15 平成２８年度ファイル基準表（農政課） 市長 農政課 2017/9/1 全部公開

160 2017/8/15
平成２８年度ファイル基準表（道路管理課、
道路整備課（建設課分））

市長
道路管理課
道路整備課
（建設課分）

2017/9/1 部分公開 第7条第1号 個人の氏名

161 2017/8/15 平成２８年度ファイル基準表（都市計画課） 市長 都市計画課 2017/9/1 部分公開 第7条第1号 個人の氏名

162 2017/8/15
平成２８年度ファイル基準表（都市計画課
（市街地整備課分））

市長
都市計画課
（市街地整備課分）

2017/9/1 部分公開
第7条第1号、第
2号

個人の氏名、法人その他の団体
の氏名

163 2017/8/15 平成２８年度ファイル基準表（建築開発課） 市長 建築開発課 2017/9/1 部分公開 第7条第2号 違反建築物等の指導対象者名
164 2017/8/15 平成２８年度ファイル基準表（営繕住宅課） 市長 営繕住宅課 2017/9/1 部分公開 第7条第1号 個人の氏名、住所
165 2017/8/15 平成２８年度ファイル基準表（下水道課） 市長 下水道課 2017/9/1 部分公開 第7条第1号 個人の氏名
166 2017/8/15 平成２８年度ファイル基準表（水道課） 市長 水道課 2017/9/1 部分公開 第7条第1号 個人の氏名
167 2017/8/15 平成２８年度ファイル基準表（会計課） 市長 会計課 2017/9/1 全部公開
168 2017/8/15 平成２８年度ファイル基準表（教育総務課） 教育委員会 教育総務課 2017/9/1 全部公開
169 2017/8/15 平成２８年度ファイル基準表（学校教育課） 教育委員会 学校教育課 2017/9/1 全部公開

170 2017/8/15
平成２８年度ファイル基準表（生涯学習課生
涯学習係）

教育委員会 生涯学習課生涯学習係 2017/9/1 全部公開

171 2017/8/15
平成２８年度ファイル基準表（生涯学習課公
民館係）

教育委員会 生涯学習課公民館係 2017/9/1 全部公開
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172 2017/8/15
平成２８年度ファイル基準表（生涯学習課文
化会館係）

教育委員会 生涯学習課文化会館係 2017/9/1 全部公開

173 2017/8/15 平成２８年度ファイル基準表（文化財保護課） 教育委員会 文化財保護課 2017/9/1 部分公開 第7条第1号 個人の氏名
174 2017/8/15 平成２８年度ファイル基準表（体育課） 教育委員会 体育課 2017/9/1 全部公開
175 2017/8/15 平成２８年度ファイル基準表（図書館本館） 教育委員会 図書館本館 2017/9/1 全部公開

176 2017/8/15
平成２８年度ファイル基準表（図書館児玉分
館）

教育委員会 図書館児玉分館 2017/9/1 全部公開

177 2017/8/15 平成２８年度ファイル基準表（議会事務局） 議会 議会事務局 2017/9/1 全部公開

178 2017/8/15
次期本庄市総合振興計画策定に係わる庁内
検討委員会の会議録

市長 企画課 2017/8/30 全部公開

179 2017/8/21
旧本庄警察署である本庄市歴史民俗資料館
で実施した耐震診断に関する内容のすべて
について

教育委員会 文化財保護課 2017/8/24 全部公開

180 2017/8/23
上水道配水管布設２７－８号工事（勅使河原
本庄線小島交差点改良関連）

市長 水道課 2017/9/4 部分公開 第7条第1号 水栓番号及び使用者名

181 2017/8/23
上水道配水管布設替２８－１号工事（市道１
級７号線道路改良工事関連）

市長 水道課 2017/9/4 部分公開 第7条第1号 水栓番号及び使用者名

182 2017/8/23
上水道配水管布設替２８－４号工事（公共下
水道関連・朝日町２工区）

市長 水道課 2017/9/4 部分公開 第7条第1号 水栓番号及び使用者名

183 2017/8/23
上水道配水管布設２８－５号工事（農業集落
排水関連）

市長 水道課 2017/9/4 部分公開 第7条第1号 水栓番号及び使用者名

184 2017/8/23
上水道配水管布設替２８－６号工事（公共下
水道関連・若泉）

市長 水道課 2017/9/4 部分公開 第7条第1号 水栓番号及び使用者名

185 2017/8/28

・平成２３年８月１１日校務用パソコン通信対
策システム賃貸借、１０月２７日本庄市立旭小
学校パソコン教室コンピュータシステム機器
等賃貸借仕様書、１０月２７日本庄市立本庄
西中学校パソコン教室コンピュータシステム
機器等賃貸借仕様書
・平成２５年８月３０日本庄市立本庄東小学校
外２校パソコン教室コンピュータシステム等一
式賃貸借仕様書、本庄市立本庄東中学校パ
ソコン教室コンピュータシステム等一式賃貸
借仕様書
・平成２６年１０月１６日本庄西小学校パソコン
教室コンピュータシステム等一式賃貸借仕様
書、１２月１０日本庄市立小中学校校務支援
システム等一式賃貸借仕様書、１２月１０日本
庄東中学校備品（メディアセンター用パソコン
及びプリンタ等）仕様書

教育委員会 教育総務課 2017/9/11 全部公開
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186 2017/8/28

平成２７年７月２９日校務用パーソナルコン
ピュータ等賃貸借、１０月１４日児玉地域５小
中学校パソコン教室コンピュータシステム等
一式賃貸借仕様書
平成２８年１０月１４日旭小学校及び本庄西中
学校パソコン教室コンピュータシステム等一
式賃貸借仕様書
平成２９年７月５日北泉小学校外２小学校及
び本庄南中学校パソコン教室コンピュータシ
ステム等一式賃貸借仕様書

教育委員会 教育総務課 2017/9/11 全部公開

187 2017/8/29 平成２８年度公印使用簿（見積書） 教育委員会 図書館 2017/10/16 部分公開 第7条第6号 予算額

188 2017/8/29
平成２８年度公印使用簿（覚書（本庄総合公
園内　土地賃貸借契約））

市長 都市計画課 2017/10/16 部分公開 第7条第1号 個人の氏名及び印影

189 2017/8/29
平成２８年度公印使用簿（河川法に基づく占
用許可について（回答））

市長 道路管理課 2017/10/16 部分公開 第7条第1号 電話番号

190 2017/8/29
平成２８年度公印使用簿（取引代理人選任・
印鑑届）

市長 財政課 2017/10/16 全部公開

191 2017/8/29 平成２８年度公印使用簿（業務委託契約書） 市長 介護保険課 2017/10/16 部分公開 第7条第2号 法人印影

192 2017/8/29
平成２８年度公印使用簿（旧秋平村が設定し
た抵当権の抹消について）

市長 農政課 2017/10/16 全部公開

193 2017/8/29
平成２８年度公印使用簿（見積書の提出につ
いて（通知））

市長 財政課 2017/10/16 全部公開

194 2017/8/29
平成２８年度公印使用簿（違約金債権を自働
債権とする相殺について（通知））

市長 財政課 2017/10/16 全部公開

195 2017/8/29
平成２８年度公印使用簿（水道メーター物品
供給単価契約書）

市長 水道課 2017/10/16 部分公開 第7条第2号 法人印影

196 2017/8/29

平成２８年度公印使用簿（国民保護法第４０
条第４項第２号の規定により、自衛隊に所属
する者を市町村国民保護協議会委員に任命
するに当たっての防衛大臣の同意について）

市長 危機管理課 2017/10/16 全部公開

197 2017/8/29
平成２８年度公印使用簿（道徳教育の抜本的
改善・充実に係る支援事業実施計画書）

教育委員会 学校教育課 2017/10/16 全部公開

198 2017/8/29
平成２８年度公印使用簿（道徳教育の抜本的
改善・充実に係る支援事業委託契約書）

教育委員会 学校教育課 2017/10/16 全部公開

199 2017/8/29
平成２８年度公印使用簿（抵当権設定されて
いる本庄市所有の用地）

市長 道路管理課 2017/10/16 全部公開

200 2017/8/29 平成２８年度公印使用簿（協定書） 市長 道路整備課 2017/10/16 部分公開 第7条第2号 法人印影

201 2017/8/29
平成２８年度公印使用簿（不発弾処理に関す
る協定書について）

市長 危機管理課 2017/10/16 全部公開

202 2017/8/29 平成２８年度公印使用簿（本庄市専決第６号） 市長 行政管理課 2017/10/16 部分公開
第7条第1号及び
第2号

個人の氏名、法人印影

203 2017/8/29 平成２８年度公印使用簿（本庄市専決第７号） 市長 行政管理課 2017/10/16 部分公開
第7条第1号及び
第2号

個人の氏名及び印影、法人印影

204 2017/8/29
平成２８年度公印使用簿（八高線電車化促進
期成同盟会平成２８年度総会議案承認書）

市長 企画課 2016/10/16 部分公開 第7条第1号 個人の印影
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205 2017/8/29
平成２８年度公印使用簿（見積書の提出につ
いて（通知）［排出蛍光管収集運搬業務委
託］）

市長 財政課 2017/10/16 全部公開

206 2017/8/29
平成２８年度公印使用簿（消防計画作成(変
更）届出書）

市長 財政課 2017/10/16 部分公開 第7条第1号 職員の住所

207 2017/8/29
平成２８年度公印使用簿（平成２９年度埼玉
県予算に対する要望書（自民））

市長 企画課 2017/10/16 全部公開

208 2017/8/29
平成２８年度公印使用簿（本庄市と早稲田大
学とのインターンシッププログラムに関する覚
書）

市長 行政管理課 2017/10/16 部分公開 第7条第2号 法人の印影

209 2017/8/29
平成２８年度公印使用簿（議長車の賃貸借契
約について）

市長 財政課 2017/10/16 部分公開
第7条第1号及び
第2号

個人の氏名、法人印影

210 2017/8/29
平成２８年度公印使用簿（意見の聴取につい
て）

市長 行政管理課 2017/10/16 全部公開

211 2017/8/29
平成２８年度公印使用簿（見積書の提出につ
いて(通知）[本庁舎樹木剪定業務委託]）

市長 財政課 2017/10/16 全部公開

212 2017/8/29 平成２８年度公印使用簿（８．２５回答書） 市長 市民課 2017/10/16 部分公開 第7条第1号

受任者・委任者・親族の住所、氏
名、生年月日、事件名、事件番
号、裁判所部署名、照会理由、改
正原戸籍、除籍謄本

213 2017/8/29
平成２８年度公印使用簿（補助金等確定通知
書）

教育委員会 文化財保護課 2017/10/16 全部公開

214 2017/8/29 平成２８年度公印使用簿（土地交換契約書） 市長 道路管理課 2017/10/16 部分公開
第7条第1号及び
第2号

個人の氏名、法人印影

215 2017/8/29
平成２８年度公印使用簿（街角消火器、街角
消火器格納箱の購入における入札指名につ
いて）

市長 危機管理課 2017/10/16 全部公開

216 2017/8/29 平成２８年度公印使用簿（業務委託契約書） 市長 道路整備課 2017/10/16 部分公開 第7条第2号 法人の印影

217 2017/8/29
平成２８年度公印使用簿（政務活動費交付確
定通知書）

議会 議会事務局 2017/10/16 全部公開

218 2017/8/29
平成２８年度公印使用簿（本庄市本泉辺地に
係る総合整備計画の変更協議について）

市長 財政課 2017/10/16 全部公開

219 2017/8/29
平成２８年度公印使用簿（抵当権一部抹消承
諾について(依頼)）

市長 都市計画課 2017/10/16 部分公開
第7条第1号及び
第6号

地図中の個人の氏名、権利者の
住所及び氏名

220 2017/8/29
平成２８年度公印使用簿（滝岡橋修繕工事に
関する年度協定書）

市長 道路整備課 2017/10/16 全部公開

221 2017/8/29
平成２８年度公印使用簿（建設工事請負契約
書）

市長 道路整備課 2017/10/16 部分公開 第7条第2号 法人の印影

222 2017/8/29
平成２８年度公印使用簿（建設工事請負契約
書）

市長 道路整備課 2017/10/16 部分公開
第7条第1号及び
第2号

地図中の個人名、法人印影

223 2017/8/29
平成２８年度公印使用簿（学童保育事業補助
金交付決定通知書）

市長 子育て支援課 2017/10/16 全部公開

224 2017/8/29
平成２８年度公印使用簿（補助金等確定通知
書）

市長 農政課 2017/10/16 全部公開
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225 2017/8/29
平成２８年度公印使用簿（本庄市産地パワー
アップ事業費補助金交付額確定通知書につ
いて）

市長 農政課 2017/10/16 部分公開 第7条第1号 権利者の氏名

226 2017/8/29
平成２８年度公印使用簿（本庄市行政財産使
用許可に基づく協定書）

市長 市民活動推進課 2017/10/16 部分公開 第7条第1号 個人の氏名、住所及び印影

227 2017/8/29
平成２８年度公印使用簿（補助金等返還命令
書）

市長 子育て支援課 2017/10/16 全部公開

228 2017/8/29
平成２８年度公印使用簿（補助金等確定通知
書）

市長 都市計画課 2017/10/16 部分公開 第7条第1号 個人の氏名

229 2017/8/29
平成２８年度公印使用簿（補助金等返還命令
書）

市長 都市計画課 2017/10/16 部分公開 第7条第1号 個人の氏名

230 2017/8/29
平成２８年度公印使用簿（補助金等確定通知
書）

市長 都市計画課 2017/10/16 部分公開 第7条第1号 個人の氏名

231 2017/8/29
平成２８年度公印使用簿（補助金等返還命令
書）

市長 都市計画課 2017/10/16 部分公開 第7条第1号 個人の氏名

232 2017/8/29
平成２８年度公印使用簿（補助金等確定通知
書）

市長 都市計画課 2017/10/16 部分公開 第7条第1号 個人の氏名

233 2017/8/29
平成２８年度公印使用簿（補助金等返還命令
書）

市長 都市計画課 2017/10/16 部分公開 第7条第1号 個人の氏名

234 2017/8/29
第１５採択地区教科用図書採択協議会（７月
１１日開催）の会議録及び当日配布された資
料

教育委員会 学校教育課 2017/9/11 全部公開

235 2017/9/11
『本庄市中央地域の都市公園及び体育施設
の管理に関する基本協定書について（平成２
８年４月１日～平成３３年３月３１日まで）』）

市長 都市計画課 2017/9/20 部分公開
第7条第1号及び
第2号

個人の氏名及び顔写真、法人印
影

236 2017/9/11
直近の本庄市民文化会館指定管理契約書及
び稟議書（起案決裁書）

教育委員会 生涯学習課 2017/9/28 部分公開
第7条第1号及び
第2号

個人の氏名、社印

237 2017/9/20

地方分権で国に国有地（国土交通省所管の
法定外公共物である里道・水路）の譲渡申請
をする際、その該当地を特定・判定・決定した
とき、基づいた特定・判定の基準とその判定・
特定マニュアルがわかる文書のすべて

市長 道路管理課 2017/10/6 全部公開

238 2017/9/20
第15採択地区教科用図書採択協議会に関す
る資料全て

教育委員会 学校教育課 2017/10/6 部分公開 第7条第6号 教科用図書専門員の名簿

239 2017/10/16 本庄市行政改革推進本部会議録（企画課） 市長 企画課 2017/10/23 全部公開
240 2017/10/16 まち・ひと・しごと創生本部会議録（企画課） 市長 企画課 2017/10/27 全部公開

241 2017/10/16
高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画検
討委員会会議録（地域福祉課）

市長 地域福祉課 2017/10/31 全部公開

242 2017/10/16
本庄市健康づくり推進総合計画策定庁内検
討委員会会議録（健康推進課）

市長 健康推進課 2017/10/31 全部公開

243 2017/10/16
本庄市高齢者保健福祉計画・介護保険事業
計画検討委員会会議録（介護保険課）

市長 介護保険課 2017/10/31 全部公開

244 2017/11/2 本庄ママビーノ実行委員会　会則 市長 都市計画課 2017/11/24 全部公開
245 2017/11/2 児玉駅中心市街地まちづくり推進の会　会則 市長 都市計画課 2017/11/24 全部公開
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246 2017/11/2
（仮称）本庄市スマイルスポーツクラブ設立準
備委員会規約

市長 市民活動推進課 2017/11/22 部分公開 第7条第1号 事務局住所

247 2017/11/7
平成２８年度　本庄市道路パトロール業務委
託　上記工事の積算（設計書）

市長 道路整備課 2017/11/20 全部公開

248 2017/11/7
平成２８年度市道５３７５号線バリアフリー工
事　設計書

市長 道路整備課 2017/11/16 全部公開

249 2017/11/8

平成３０年１月２８日執行　本庄市長選挙　立
候補予定者説明会　受付簿　及び　平成３０
年１月２８日執行　本庄市議会議員一般選挙
立候補予定者説明会　受付簿

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局 2017/11/16 部分公開 第7条第1号
立候補予定者の住所、氏名、党
派及び説明会出席者の住所、氏
名、連絡先

250 2017/11/9
小平地内水路法面ブロック積工事の工事設
計書（金入り）、図面、特記仕様書

市長 道路整備課 2017/11/21 全部公開

251 2017/11/14
公文書公開請求書指定の住居表示台帳の写
し（氏名の部分を除く）

市長 市民課 2017/11/28 部分公開 第7条第1号 建築物所有者個人名

252 2017/11/29
本庄市職員の本庄市一般職員の給与に関す
る条例（※但し平成１８年１月１０日条例第５０
号市町村合併時）

市長 行政管理課 2017/12/12 全部公開

253 2017/11/29

本庄市職員の本庄市一般職員の給与に関す
る条例改正に関する稟議書（起案決裁書）
・平成２５年度以降の別表第１（第３条関係）
行政職給与表中、項「再任用職員」に関する
改正のあった各年度のもの

市長 行政管理課 2017/12/12 全部公開

254 2017/11/30

本庄市職員の本庄市一般職員の給与に関す
る条例に関する平成２５年度以降の別表第１
（第３条関係）（※行政職給与表項「再任用職
員」）年度別、級別適用者数がわかる文書

市長 行政管理課 2017/12/12 部分公開 第7条第1号

各年度における4月1日付発令文
のうち、行政職・技能労務職・企
業職の各給与表を適用した各職
員の号給及び金額の部分

255 2017/11/30
橋梁点検業務委託（H２９）
金入り設計書※数量設計書、図面を除く

市長 道路整備課 2017/12/15 全部公開

256 2018/1/4
平成２９年２月～３月頃にかけて本庄市が施
設内での虐待に関する相談を受けた際の相
談内容

市長 介護保険課 2018/1/19 部分公開
第7条第1号及び
第2号

§7(1)個人の氏名、住所、生年月
日、電話番号、性別、続柄、要介
護度等要配慮個人情報、勤務年
数及び施設入所年数
§7(2)法人名、住所及び電話番
号

257 2018/2/5
平成２９年７月１日から平成２９年１２月３１日
までの住居表示付定一覧表と当該の住居表
示台帳

市長 市民課 2018/2/21 部分公開 第7条第1号 個人の氏名

258 2018/2/5

宮本町自治会に貸し出されている宮本町第２
自治会館に関する経緯と契約に関する文書、
並びに利用規約などの取り決めを定めた全て
の文書

市長 市民活動推進課 2018/2/19 部分公開
第7条第1号及び
第2号

住所、郵便番号、自治会印、位置
図の個人名

259 2018/2/19
職員提案規程に基づく表彰提案の決定及び
その効果に関する文書（平成２６～平成２８年
度）

市長 企画課 2018/3/6 全部公開
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260 2018/2/22
平成２８年　第４回・第５回・第７回・第８回・第
９回　本庄市農業委員会総会議事録

農業委員会 農業委員会事務局 2018/3/9 部分公開 第7条第1号
個人の氏名、個人を特定できる
場所の名称等

261 2018/3/5 平成２８年度水道大口使用者一覧表 市長 水道課 2018/3/12 全部公開
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