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番号 局名 機関名称 機関種別 会議公開区分 議事録公開区分
1 政策企画局 東京都高度研究等外部評価委員会 専門家会議 一部非公開 公開
2 政策企画局 国際金融都市・東京のあり方懇談会 懇談会 公開 公開
3 政策企画局 東京未来ビジョン懇談会 懇談会 公開 公開
4 総務局 東京都行政不服審査会 附属機関 非公開 非公開
5 総務局 東京都地方独立行政法人評価委員会 附属機関 一部非公開 公開
6 総務局 東京都地方独立行政法人評価委員会 公立大学分科会 附属機関 一部非公開 公開
7 総務局 東京都地方独立行政法人評価委員会 試験研究分科会 附属機関 一部非公開 公開
8 総務局 東京都地方独立行政法人評価委員会 高齢者医療・研究分科会 附属機関 一部非公開 公開
9 総務局 東京都版市場化テスト監理委員会 専門家会議 一部非公開 公開

10 総務局 東京都システム評価委員会 専門家会議 公開 公開
11 総務局 東京都特別職報酬等審議会 附属機関 公開 公開
12 総務局 東京都非常勤職員公務災害補償等審査会 附属機関 非公開 公開
13 総務局 東京都退職管理委員会 附属機関 非公開 公開
14 総務局 都市町村協議会 連絡調整会議 一部非公開 公開
15 総務局 東京都固定資産評価審議会 附属機関 一部非公開 公開
16 総務局 東京都土地評価協議会 連絡調整会議 一部非公開 公開
17 総務局 東京都防災会議 附属機関 公開 公開
18 総務局 東京都国民保護協議会 附属機関 公開 公開
19 総務局 東京都メディカルコントロール協議会 附属機関 一部非公開 公開
20 総務局 東京都人権施策に関する専門家会議 専門家会議 一部非公開 公開
21 総務局 ＩＣＴ先進都市・東京のあり方懇談会 懇談会 公開 公開
22 総務局 東京宝島推進委員会 専門家会議 公開 公開
23 総務局 東京都離島振興計画推進会議 連絡調整会議 公開 公開
24 総務局 東京都震災復興検討委員会 連絡調整会議 一部非公開 公開
25 総務局 東京都震災復興検討会議 専門家会議 一部非公開 公開
26 財務局 東京都入札監視委員会 専門家会議 一部非公開 公開
27 財務局 入札契約制度改革研究会 専門家会議 一部非公開 公開
28 財務局 最近の都財政に関する研究会 専門家会議 公開 公開
29 財務局 東京都における財務諸表の活用に関する研究会 専門家会議 公開 公開
30 財務局 工業用水道事業のあり方に関する有識者委員会 専門家会議 一部非公開 公開
31 財務局 東京都土地収用事業認定審議会 附属機関 非公開 公開
32 財務局 東京都財産価格審議会 附属機関 非公開 公開
33 財務局 東京都地価動向調査委員会 専門家会議 非公開 公開
34 財務局 東京都工事等成績評定苦情審査委員会 専門家会議 非公開 公開
35 主税局 東京都税制調査会 懇談会 一部非公開 公開
36 主税局 固定資産評価に関する検討会 専門家会議 一部非公開 公開
37 生活文化局 東京都情報公開・個人情報保護審議会 附属機関 公開 公開
38 生活文化局 東京都情報公開審査会 附属機関 非公開 公開
39 生活文化局 東京都個人情報保護審査会 附属機関 非公開 公開
40 生活文化局 東京都公益認定等審議会 附属機関 一部非公開 公開
41 生活文化局 多文化共生推進委員会 専門家会議 公開 公開
42 生活文化局 共助社会づくりを進めるための検討会 専門家会議 公開 公開
43 生活文化局 東京都男女平等参画審議会 附属機関 公開 公開
44 生活文化局 東京都男女平等参画を進める会 連絡調整会議 公開 公開
45 生活文化局 東京都配偶者暴力対策ネットワーク会議 連絡調整会議 非公開 公開
46 生活文化局 東京都女性活躍推進会議 連絡調整会議 公開 公開
47 生活文化局 東京都女性活躍推進会議専門委員会 専門家会議 一部非公開 公開
48 生活文化局 東京都消費生活対策審議会 附属機関 公開 公開
49 生活文化局 東京都多重債務問題対策協議会 専門家会議 公開 公開
50 生活文化局 東京都公衆浴場対策協議会 専門家会議 公開 公開
51 生活文化局 東京都私立学校審議会 附属機関 一部非公開 公開
52 生活文化局 東京都私立学校助成審議会 附属機関 公開 公開
53 生活文化局 東京芸術文化評議会 附属機関 公開 公開
54 生活文化局 東京都江戸東京博物館資料収蔵委員会 専門家会議 一部非公開 公開
55 生活文化局 東京都写真美術館作品資料収蔵委員会 専門家会議 一部非公開 公開
56 生活文化局 東京都現代美術館美術資料収蔵委員会 専門家会議 非公開 公開
57 生活文化局 東京都平和の日記念行事企画検討委員会 専門家会議 公開 公開
58 生活文化局 東京都名誉都民選考委員会 専門家会議 一部非公開 公開
59 生活文化局 東京都消費者被害救済委員会 附属機関 一部非公開 公開

60
オリンピック・パラリン
ピック準備局

都立競技施設整備に関する諮問会議 専門家会議 一部非公開 公開

61
オリンピック・パラリン
ピック準備局

東京都スポーツ振興審議会 附属機関 公開 公開

62 都市整備局 東京都国土利用審議会 附属機関 一部非公開 公開
63 都市整備局 東京都都市計画審議会 附属機関 一部非公開 公開
64 都市整備局 東京都土地利用審査会 附属機関 一部非公開 公開
65 都市整備局 東京都景観審議会 附属機関 一部非公開 公開
66 都市整備局 東京都広告物審議会 附属機関 一部非公開 公開
67 都市整備局 東京都住宅政策審議会 附属機関 公開 公開
68 都市整備局 東京都常磐新線及び宅地開発の一体的推進協議会 連絡調整会議 一部非公開 公開
69 都市整備局 東京都総合治水対策協議会 連絡調整会議 一部非公開 公開
70 都市整備局 東京都豪雨対策検討委員会 専門家会議 一部非公開 公開
71 都市整備局 利用者の視点に立った東京の交通戦略推進会議 連絡調整会議 一部非公開 公開
72 都市整備局 臨海副都心周辺地域における公共交通協議会 専門家会議 一部非公開 公開
73 都市整備局 新宿ターミナル協議会 連絡調整会議 一部非公開 公開
74 都市整備局 東京都開発審査会 附属機関 一部非公開 公開
75 都市整備局 東京都都市復興基本計画検討委員会 専門家会議 公開 公開
76 都市整備局 東京都地域危険度測定調査委員会 専門家会議 一部非公開 公開

77 都市整備局
東京都市計画事業亀戸・大島・小松川第三地区第六工区市街地
再開発審査会

附属機関 非公開 非公開

78 都市整備局
東京都市計画事業環状第二号線新橋・虎ノ門地区市街地再開発
審査会

附属機関 非公開 非公開

79 都市整備局 東京都市計画事業瑞江駅西部土地区画整理審議会 附属機関 非公開 非公開
80 都市整備局 東京都市計画事業篠崎駅東部土地区画整理審議会 附属機関 非公開 非公開
81 都市整備局 東京都市計画事業豊洲土地区画整理審議会 附属機関 非公開 非公開

附属機関等会議・議事録公開状況一覧表(平成29年4月1日現在)
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番号 局名 機関名称 機関種別 会議公開区分 議事録公開区分

附属機関等会議・議事録公開状況一覧表(平成29年4月1日現在)
82 都市整備局 東京都市計画事業六町四丁目付近土地区画整理審議会 附属機関 非公開 非公開
83 都市整備局 東京都市計画事業有明北土地区画整理審議会 附属機関 非公開 非公開
84 都市整備局 東京都建築審査会 附属機関 一部非公開 公開
85 都市整備局 東京都建設工事紛争審査会 附属機関 非公開 非公開
86 都市整備局 東京都建築紛争調停委員会 附属機関 非公開 非公開
87 都市整備局 東京都建築士審査会 附属機関 非公開 非公開
88 都市整備局 東京都都営住宅高額所得者審査会 附属機関 非公開 非公開
89 都市整備局 多摩ニュータウン地域再生検討委員会 専門家会議 一部非公開 公開

90 都市整備局
特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化促進に向けた検討委員
会

専門家会議 一部非公開 公開

91 環境局 東京都公害審査会 附属機関 非公開 非公開
92 環境局 東京都環境保全推進委員会 附属機関 公開 公開
93 環境局 東京都環境審議会 附属機関 公開 公開
94 環境局 東京都環境影響評価審議会 附属機関 公開 公開
95 環境局 東京2020オリンピック・パラリンピック環境アセスメント評価委員会 専門家会議 公開 公開
96 環境局 優良特定地球温暖化対策事業所の認定制度に係る審査委員会 専門家会議 公開 公開
97 環境局 排出量取引の運用に関する専門家委員会 専門家会議 公開 公開
98 環境局 東京都地域冷暖房区域指定委員会 専門家会議 公開 公開
99 環境局 水素社会の実現に向けた東京推進会議 専門家会議 公開 公開

100 環境局 東京都建築物環境計画書制度改正に係る技術検討会 専門家会議 公開 公開
101 環境局 東京都フロン等回収・処理推進協議会 連絡調整会議 公開 公開
102 環境局 高圧ガス及び火薬類保安行政推進会議 連絡調整会議 公開 公開
103 環境局 大気中微小粒子状物質検討会 専門家会議 公開 公開
104 環境局 低ＮＯｘ・低ＣＯ２小規模燃焼機器認定委員会 専門家会議 一部非公開 公開
105 環境局 東京都粒子状物質減少装置指定委員会 専門家会議 一部非公開 公開

106 環境局
東京都自動車排出窒素酸化物及び粒子状物質総量削減計画策
定協議会

附属機関 公開 公開

107 環境局 土壌汚染対策検討委員会 専門家会議 公開 公開
108 環境局 東京都自然環境保全審議会 附属機関 公開 公開
109 環境局 地下水対策検討委員会 専門家会議 公開 公開
110 環境局 屋形船水環境保全対策推進協議会 連絡調整会議 公開 公開
111 環境局 東京都廃棄物審議会 附属機関 公開 公開
112 環境局 東京都産業廃棄物対策推進協議会 連絡調整会議 公開 公開
113 環境局 東京都廃棄物処理施設の審査に係る専門委員会 専門家会議 公開 公開

114 環境局
産業廃棄物処理業及び産業廃棄物処理施設の審査に係る専門
的検討委員会

専門家会議 一部非公開 公開

115 環境局 東京の自然公園あり方懇談会 懇談会 公開 公開
116 環境局 東京都再生可能エネルギー等導入推進基金事業評価委員会 専門家会議 公開 公開
117 環境局 中小テナントビル低炭素パートナーシップ 専門家会議 公開 公開
118 環境局 削減義務実施に向けた専門的事項検討会 専門家会議 公開 公開
119 環境局 大気環境モニタリングに関する検討会 専門家会議 公開 公開
120 環境局 化学物質対策検討会 専門家会議 公開 公開
121 環境局 豊島五丁目団地リスク管理協議会 連絡調整会議 公開 公開
122 環境局 住民参加による日本化学工業クロム公害対策会議 連絡調整会議 公開 公開
123 環境局 ＥＣＯーＴＯＰプログラム認定審査会 専門家会議 公開 公開
124 環境局 東京都特定外来生物（キョン）防除対策検討委員会 専門家会議 公開 公開
125 環境局 緑のボランティア活動に関する指導者等育成委員会 専門家会議 公開 公開
126 環境局 東京都エダシャク類防除対策会議 専門家会議 公開 公開
127 環境局 東京都カシノナガキクイムシ被害対策会議 専門家会議 公開 公開
128 福祉保健局 東京都社会福祉審議会 附属機関 公開 公開
129 福祉保健局 社会福祉施設整備費補助対象法人審査委員会 専門家会議 非公開 非公開
130 福祉保健局 社会福祉法人専門家会議 専門家会議 非公開 公開
131 福祉保健局 東京都保健医療計画推進協議会 連絡調整会議 公開 公開
132 福祉保健局 東京都医療審議会 附属機関 公開 公開
133 福祉保健局 東京都特定機能病院連絡協議会 専門家会議 公開 公開
134 福祉保健局 東京都リハビリテーション協議会 専門家会議 公開 公開
135 福祉保健局 東京都糖尿病医療連携推進協議会 専門家会議 公開 公開
136 福祉保健局 東京都脳卒中医療連携協議会 専門家会議 公開 公開
137 福祉保健局 東京都在宅療養推進会議 専門家会議 公開 公開
138 福祉保健局 転院支援情報システム検討会議 専門家会議 公開 公開
139 福祉保健局 東京都地域リハビリテーション支援センター選定委員会 専門家会議 公開 公開
140 福祉保健局 東京都歯科保健対策推進協議会 連絡調整会議 公開 公開
141 福祉保健局 東京都がん対策推進協議会 連絡調整会議 公開 公開
142 福祉保健局 救急医療対策協議会 専門家会議 公開 公開
143 福祉保健局 救急医療機関認定審査会 連絡調整会議 公開 公開
144 福祉保健局 東京都周産期医療協議会 専門家会議 公開 公開
145 福祉保健局 東京都小児医療協議会 専門家会議 公開 公開
146 福祉保健局 東京都災害医療協議会 専門家会議 公開 公開
147 福祉保健局 東京都へき地医療対策協議会 専門家会議 公開 公開
148 福祉保健局 東京都衛生検査所精度管理検討委員会 専門家会議 公開 公開
149 福祉保健局 東京都医療安全推進協議会 専門家会議 一部非公開 公開
150 福祉保健局 東京都死因究明推進協議会 連絡調整会議 公開 公開
151 福祉保健局 東京都准看護師試験委員会 附属機関 非公開 非公開
152 福祉保健局 東京都看護師等修学資金選考委員会 附属機関 非公開 非公開
153 福祉保健局 東京都ナースプラザ運営協議会 連絡調整会議 公開 公開
154 福祉保健局 東京都地域医療対策協議会 専門家会議 公開 公開
155 福祉保健局 東京都地域医療支援センター運営委員会 専門家会議 公開 公開
156 福祉保健局 東京都医療勤務環境改善支援センター運営協議会 専門家会議 公開 公開
157 福祉保健局 西多摩地域保健医療協議会 連絡調整会議 公開 公開
158 福祉保健局 南多摩地域保健医療協議会 連絡調整会議 公開 公開
159 福祉保健局 北多摩西部地域保健医療協議会 連絡調整会議 公開 公開
160 福祉保健局 北多摩南部地域保健医療協議会 連絡調整会議 公開 公開
161 福祉保健局 北多摩北部地域保健医療協議会 連絡調整会議 公開 公開
162 福祉保健局 島しょ地域保健医療協議会 連絡調整会議 公開 公開
163 福祉保健局 自殺総合対策東京会議 専門家会議 公開 公開
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164 福祉保健局 東京都健康推進プラン２１（第二次）推進会議 専門家会議 公開 公開
165 福祉保健局 ウェルネス・チャレンジ事業推進検討会 連絡調整会議 公開 公開
166 福祉保健局 東京都生活習慣病検診管理指導協議会 専門家会議 公開 公開
167 福祉保健局 東京都地域がん登録事業運営委員会 専門家会議 公開 公開
168 福祉保健局 東京都特殊疾病対策協議会 専門家会議 公開 公開
169 福祉保健局 東京都難病患者認定審査会 専門家会議 非公開 非公開
170 福祉保健局 東京都原子爆弾被爆者健康管理手当等認定委員会 専門家会議 非公開 非公開
171 福祉保健局 東京都献血推進協議会 専門家会議 公開 公開
172 福祉保健局 東京都ウイルス肝炎対策協議会 専門家会議 公開 公開
173 福祉保健局 東京都指定難病審査会 附属機関 非公開 非公開
174 福祉保健局 東京都国民健康保険審査会 附属機関 非公開 非公開
175 福祉保健局 東京都後期高齢者医療審査会 附属機関 非公開 非公開
176 福祉保健局 東京都福祉のまちづくり推進協議会 附属機関 公開 公開
177 福祉保健局 東京都福祉のまちづくり事業者団体等連絡協議会 連絡調整会議 公開 公開
178 福祉保健局 東京都高齢者保健福祉施策推進委員会 専門家会議 公開 公開
179 福祉保健局 東京都介護保険審査会 附属機関 非公開 非公開
180 福祉保健局 東京都認知症対策推進会議 専門家会議 公開 公開
181 福祉保健局 東京都児童福祉審議会 附属機関 公開 公開
182 福祉保健局 東京都子供・子育て会議 附属機関 公開 公開
183 福祉保健局 東京都小児慢性特定疾病審査会 附属機関 非公開 非公開
184 福祉保健局 東京都母子関係医療費公費負担制度認定審査会 専門家会議 非公開 非公開
185 福祉保健局 東京都母子保健運営協議会 専門家会議 公開 公開
186 福祉保健局 東京都障害者施策推進協議会 附属機関 公開 公開
187 福祉保健局 東京都障害者団体連絡協議会 連絡調整会議 公開 公開
188 福祉保健局 東京都障害者介護給付費等不服審査会 附属機関 非公開 非公開
189 福祉保健局 東京都障害児通所給付費等不服審査会 附属機関 非公開 非公開
190 福祉保健局 東京都障害者就労支援協議会 連絡調整会議 公開 公開
191 福祉保健局 東京都精神障害者社会適応訓練事業運営協議会 専門家会議 非公開 非公開
192 福祉保健局 東京都地方精神保健福祉審議会 附属機関 公開 公開
193 福祉保健局 精神科救急医療体制整備検討委員会 連絡調整会議 公開 公開
194 福祉保健局 東京都老人性認知症専門病棟調整委員会 専門家会議 非公開 非公開
195 福祉保健局 東京都精神医療審査会 附属機関 非公開 非公開
196 福祉保健局 東京都小児精神障害診査会 専門家会議 非公開 非公開
197 福祉保健局 東京都精神障害者保健福祉手帳等審査会 専門家会議 非公開 非公開
198 福祉保健局 東京都自立支援協議会 連絡調整会議 公開 公開
199 福祉保健局 東京都食品安全審議会 附属機関 公開 公開
200 福祉保健局 東京都麻薬中毒審査会 附属機関 非公開 非公開
201 福祉保健局 東京都薬事審議会 附属機関 公開 公開
202 福祉保健局 医薬分業に関する協議会 連絡調整会議 公開 公開
203 福祉保健局 東京都薬物情報評価委員会 附属機関 非公開 非公開
204 福祉保健局 東京都危険ドラッグ専門調査委員会 専門家会議 非公開 非公開
205 福祉保健局 東京都福祉保健局大気汚染障害者認定審査会 附属機関 非公開 非公開
206 福祉保健局 東京都西多摩保健所大気汚染障害者認定審査会 附属機関 非公開 非公開
207 福祉保健局 東京都南多摩保健所大気汚染障害者認定審査会 附属機関 非公開 非公開
208 福祉保健局 東京都多摩立川保健所大気汚染障害者認定審査会 附属機関 非公開 非公開
209 福祉保健局 東京都多摩府中保健所大気汚染障害者認定審査会 附属機関 非公開 非公開
210 福祉保健局 東京都多摩小平保健所大気汚染障害者認定審査会 附属機関 非公開 非公開
211 福祉保健局 東京都大気汚染医療費助成検討委員会 専門家会議 公開 公開
212 福祉保健局 東京都環境保健対策専門委員会 専門家会議 公開 公開
213 福祉保健局 東京都生活衛生審議会 附属機関 公開 公開
214 福祉保健局 東京都動物愛護管理審議会 附属機関 公開 公開
215 福祉保健局 東京都動物由来感染症検討会 専門家会議 公開 公開
216 福祉保健局 東京都アレルギー疾患対策検討委員会 専門家会議 公開 公開
217 福祉保健局 健康・快適居住環境の指針検討会 専門家会議 公開 公開
218 福祉保健局 東京都西多摩保健所感染症の診査に関する協議会 附属機関 非公開 非公開
219 福祉保健局 東京都多摩立川保健所感染症の診査に関する協議会 附属機関 非公開 非公開
220 福祉保健局 東京都多摩府中保健所感染症の診査に関する協議会 附属機関 非公開 非公開
221 福祉保健局 東京都多摩小平保健所感染症の診査に関する協議会 附属機関 非公開 非公開
222 福祉保健局 東京都南多摩保健所感染症の診査に関する協議会 附属機関 非公開 非公開
223 福祉保健局 東京都感染症予防医療対策審議会 附属機関 公開 公開
224 福祉保健局 東京都新たな感染症対策委員会 専門家会議 公開 公開
225 福祉保健局 東京都エイズ専門家会議 専門家会議 公開 公開
226 福祉保健局 東京都新型インフルエンザ専門家会議 専門家会議 一部非公開 公開
227 福祉保健局 感染症救急搬送サーベイランス運用委員会 専門家会議 公開 公開
228 福祉保健局 感染症医療体制協議会 専門家会議 一部非公開 公開
229 福祉保健局 一類感染症等対応連絡協議会 連絡調整会議 非公開 公開
230 福祉保健局 東京都蚊媒介感染症対策会議 専門家会議 非公開 公開
231 福祉保健局 東京都食品安全情報評価委員会 附属機関 一部非公開 公開
232 福祉保健局 東京都花粉症対策検討委員会 専門家会議 公開 公開
233 福祉保健局 東京都障害者差別解消支援地域協議会 連絡調整会議 公開 公開
234 福祉保健局 医療関係施設等整備費補助対象事業者審査委員会 専門家会議 非公開 非公開
235 福祉保健局 医療情報に関する理解促進委員会 連絡調整会議 公開 公開
236 福祉保健局 東京都DMAT運営協議会 専門家会議 公開 公開
237 福祉保健局 東京都看護人材確保対策会議 専門家会議 公開 公開
238 福祉保健局 東京都国民健康保険運営協議会 附属機関 公開 公開
239 福祉保健局 東京都難病対策地域協議会 連絡調整会議 公開 公開
240 産業労働局 東京都中小企業振興対策審議会 附属機関 公開 公開
241 産業労働局 東京都中小企業調停審議会 附属機関 非公開 非公開
242 産業労働局 東京都大規模小売店舗立地審議会 附属機関 一部非公開 公開
243 産業労働局 東京都伝統工芸品産業振興協議会 懇談会 一部非公開 公開
244 産業労働局 東京都観光事業審議会 附属機関 公開 公開
245 産業労働局 東京の観光振興を考える有識者会議 懇談会 公開 公開
246 産業労働局 東京都信用保証補助審査会 附属機関 一部非公開 公開
247 産業労働局 東京都雇用・就業対策審議会 附属機関 公開 公開
248 産業労働局 東京都農林・漁業振興対策審議会 附属機関 公開 公開

6



番号 局名 機関名称 機関種別 会議公開区分 議事録公開区分

附属機関等会議・議事録公開状況一覧表(平成29年4月1日現在)
249 産業労働局 東京都農業共済保険審査会 附属機関 一部非公開 公開
250 産業労働局 東京都森林審議会 附属機関 公開 公開
251 産業労働局 東京都総合資金制度融資協議会 連絡調整会議 一部非公開 公開
252 産業労働局 東京都農業振興地域整備促進協議会 連絡調整会議 一部非公開 公開
253 産業労働局 東京ブランド推進会議 専門家会議 公開 公開
254 産業労働局 東京ブランドのあり方検討会 専門家会議 公開 公開
255 産業労働局 江戸東京きらりプロジェクト推進委員会 懇談会 公開 公開
256 建設局 東京都公園審議会 附属機関 一部非公開 公開
257 建設局 東京都水防協議会 附属機関 公開 公開
258 建設局 東京都保管船舶処理委員会 附属機関 一部非公開 公開
259 建設局 隅田川ルネサンス推進協議会 連絡調整会議 公開 公開

260 建設局
建設局事業における公共工事の品質確保の促進に関するアドバ
イザリー会議

専門家会議 公開 公開

261 建設局 事業評価委員会 専門家会議 一部非公開 公開
262 建設局 河川整備計画専門家委員会 専門家会議 公開 公開
263 港湾局 東京都港湾審議会 附属機関 公開 公開
264 会計管理局 東京都会計基準委員会 専門家会議 一部非公開 公開
265 会計管理局 東京都公金管理アドバイザリー会議 専門家会議 一部非公開 公開
266 青少年・治安対策本部 東京都青少年問題協議会 附属機関 公開 公開
267 青少年・治安対策本部 東京都青少年健全育成審議会 附属機関 一部非公開 公開
268 青少年・治安対策本部 若者の自立等支援連絡会議 連絡調整会議 公開 公開
269 青少年・治安対策本部 こころの東京革命推進会議 連絡調整会議 公開 公開
270 青少年・治安対策本部 「中学生の職場体験」推進協議会 連絡調整会議 公開 公開
271 青少年・治安対策本部 東京子供応援協議会 連絡調整会議 公開 公開
272 青少年・治安対策本部 子供に万引きをさせない連絡協議会 連絡調整会議 公開 公開
273 青少年・治安対策本部 東京都推奨携帯電話端末等検討委員会 専門家会議 一部非公開 公開
274 青少年・治安対策本部 東京都子供・若者支援協議会 附属機関 公開 公開
275 青少年・治安対策本部 東京都安全・安心まちづくり協議会 連絡調整会議 公開 公開
276 青少年・治安対策本部 東京都交通安全対策会議 附属機関 公開 公開
277 青少年・治安対策本部 首都交通対策協議会 連絡調整会議 公開 公開
278 青少年・治安対策本部 飲酒運転させないTOKYOキャンペーン推進委員会 連絡調整会議 公開 公開
279 青少年・治安対策本部 駅前放置自転車クリーンキャンペーン推進委員会 連絡調整会議 公開 公開
280 青少年・治安対策本部 ひきこもりに係る連絡調整会議 連絡調整会議 公開 公開
281 青少年・治安対策本部 少年院出院者の立ち直りを図るための保護司活動支援協議会 連絡調整会議 公開 公開
282 青少年・治安対策本部 高齢者交通安全対策推進会議 連絡調整会議 公開 公開
283 青少年・治安対策本部 ハイパースムーズ東京推進会議 連絡調整会議 公開 公開
284 病院経営本部 都立病院経営委員会 専門家会議 公開 公開
285 病院経営本部 東京都立病院倫理委員会 専門家会議 公開 公開
286 病院経営本部 都立・公社病院診療データバンク構想検討委員会 専門家会議 公開 公開
287 病院経営本部 首都災害医療センター（仮称）基本構想検討委員会 専門家会議 公開 公開
288 病院経営本部 都立病院医療安全推進委員会 専門家会議 公開 公開
289 中央卸売市場 東京都卸売市場審議会 附属機関 公開 公開
290 中央卸売市場 東京都中央卸売市場取引業務運営協議会 附属機関 公開 公開
291 中央卸売市場 新市場建設協議会 連絡調整会議 公開 公開
292 中央卸売市場 委託手数料届出事項調査委員会 専門家会議 一部非公開 公開
293 中央卸売市場 土壌汚染対策工事と地下水管理に関する協議会 連絡調整会議 公開 公開
294 中央卸売市場 豊洲市場における土壌汚染対策等に関する専門家会議 専門家会議 公開 公開
295 中央卸売市場 豊洲市場への移転延期に伴う補償に関する検討委員会 専門家会議 非公開 非公開
296 中央卸売市場 豊洲市場への移転延期に伴う補償審査委員会 専門家会議 非公開 非公開
297 教育庁 東京都産業教育審議会 附属機関 公開 公開
298 教育庁 東京都特別支援教育就学支援委員会 専門家会議 一部非公開 公開
299 教育庁 東京都教科用図書選定審議会 附属機関 公開 公開
300 教育庁 東京都学校保健審議会 附属機関 公開 公開
301 教育庁 東京都生涯学習審議会 附属機関 公開 公開
302 教育庁 東京都文化財保護審議会 附属機関 一部非公開 公開
303 教育庁 東京都立図書館協議会 附属機関 公開 公開
304 教育庁 東京都教育委員会いじめ問題対策委員会 附属機関 一部非公開 公開
305 教育庁 東京都いじめ問題対策連絡協議会 連絡調整会議 公開 公開
306 水道局 東京都水道事業経営問題研究会 専門家会議 公開 公開
307 水道局 東京都水道局事業評価委員会 専門家会議 公開 公開
308 水道局 東京都水道局運営体制専門家会議 専門家会議 公開 公開
309 水道局 東京都水道局資金運用管理委員会 専門家会議 一部非公開 公開
310 水道局 東京都水道局民有林購入基準検討委員会 専門家会議 一部非公開 公開
311 下水道局 東京都下水道局アドバイザリーボード 専門家会議 公開 公開
312 下水道局 新技術委員会 専門家会議 一部非公開 公開
313 東京消防庁 火災予防審議会 附属機関 公開 公開
314 東京消防庁 千代田区消防団運営委員会 附属機関 公開 公開
315 東京消防庁 中央区消防団運営委員会 附属機関 公開 公開
316 東京消防庁 港区消防団運営委員会 附属機関 公開 公開
317 東京消防庁 品川区消防団運営委員会 附属機関 公開 公開
318 東京消防庁 大田区消防団運営委員会 附属機関 公開 公開
319 東京消防庁 目黒区消防団運営委員会 附属機関 公開 公開
320 東京消防庁 世田谷区消防団運営委員会 附属機関 公開 公開
321 東京消防庁 渋谷区消防団運営委員会 附属機関 公開 公開
322 東京消防庁 新宿区消防団運営委員会 附属機関 公開 公開
323 東京消防庁 中野区消防団運営委員会 附属機関 公開 公開
324 東京消防庁 杉並区消防団運営委員会 附属機関 公開 公開
325 東京消防庁 文京区消防団運営委員会 附属機関 公開 公開
326 東京消防庁 豊島区消防団運営委員会 附属機関 公開 公開
327 東京消防庁 北区消防団運営委員会 附属機関 公開 公開
328 東京消防庁 板橋区消防団運営委員会 附属機関 公開 公開
329 東京消防庁 練馬区消防団運営委員会 附属機関 公開 公開
330 東京消防庁 台東区消防団運営委員会 附属機関 公開 公開
331 東京消防庁 荒川区消防団運営委員会 附属機関 公開 公開
332 東京消防庁 足立区消防団運営委員会 附属機関 公開 公開
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番号 局名 機関名称 機関種別 会議公開区分 議事録公開区分

附属機関等会議・議事録公開状況一覧表(平成29年4月1日現在)
333 東京消防庁 墨田区消防団運営委員会 附属機関 公開 公開
334 東京消防庁 江東区消防団運営委員会 附属機関 公開 公開
335 東京消防庁 葛飾区消防団運営委員会 附属機関 公開 公開
336 東京消防庁 江戸川区消防団運営委員会 附属機関 公開 公開
337 東京消防庁 東京消防庁救急業務懇話会 専門家会議 公開 公開
338 東京消防庁 東京都住宅防火対策推進協議会 専門家会議 公開 公開
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番号 局名 機関名称 機関種別
会議

公開区分
設置目的 会議非公開理由 具体的な会議非公開理由

1 総務局 東京都行政不服審査会 附属機関 非公開

行政処分等にかかる審査請求
について、審査庁である知事か
ら諮問を受けて、審理員が行っ
た審理手続の適正性や、法令
解釈を含めた審査庁の判断の
妥当性などをチェックして答申
する

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
③企業・団体等の秘密保護（情報
公開条例第７条第３号関係）

本審査会は、審査請求の事案について審議するため、
具体的な個人名、個人的な状況、企業名、行政処分に至
るまでの経緯や処分理由等が審議資料に記載されてい
ることから、情報保護には細心の注意が必要であり公開
に適していない（行政不服審査法施行条例第10条の規
定により非公開と定めているほか、同条例第５条第６項
にて委員に守秘義務を課している。）。そのため、会議を
非公開としている。

2 総務局
東京都非常勤職員公務
災害補償等審査会

附属機関 非公開 非常勤職員公務災害補償に関
する決定に対しての不服審査

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

本審議会は、非常勤職員公務災害補償に関する決定に
対しての不服審査を行なうものである。会議の内容が職
員個人の公務災害の内容を審査するものであり、個人の
プライバシーの保護、公正な行政執行の確保の観点か
ら、非公開としている。

3 総務局 東京都退職管理委員会 附属機関 非公開

職員の再就職の公正性を確保
するため、営利企業等からの求
めに応じた人材情報提供や利
害関係企業等への求職活動の
承認、適材推薦団体の選定等
について審議する

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
③企業・団体等の秘密保護（情報
公開条例第７条第３号関係）

本審議会では、営利企業等からの求めに応じた人材情
報提供や、職員の利害関係企業等への求職活動につい
て個別に審議を行っている。審議では個人の氏名・住所・
再就職先での報酬額などを取り扱うため、個人のプライ
バシーの保護の観点から、会議を非公開としている。ま
た、営利企業等からの求人内容に関連して、当該営利企
業等の今後の事業展開をはじめ、一般に公開していない
情報を取り扱うケースも存在するため、企業・団体等の秘
密保護の観点からも会議を非公開としている。

4 財務局
東京都土地収用事業認
定審議会

附属機関 非公開

土地収用法第20条に基づき東
京都が事業の認定を行うに当
たり、第三者機関の意見を聴く
ことにより公正性や透明性等の
向上を図る

①法令秘（情報公開条例第７条第
１号関係）
②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）
⑥その他（自由な意見交換の阻
害）

・東京都土地収用事業認定審議会条例第７条第５項にお
いて、「公開しない」旨規定されているため
・取り扱う情報に個人情報が含まれており、個人のプライ
バシーを保護する必要があるため
・本審議会は、特定個人の財産権等に対する制約などの
影響を生じ、利害が錯綜する案件について審議するもの
であり、その情報の取扱には特段の配慮が必要であるた
め
・委員の率直な意見の交換、意思決定の中立的判断を
損ねないようにするため

5 財務局 東京都財産価格審議会 附属機関 非公開

東京都の公有財産の管理及び
処分並びに財産の取得及び借
入れに関し、適正な価格及び料
金を評定する

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
③企業・団体等の秘密保護（情報
公開条例第７条第３号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）
⑥その他（自由な意見交換の阻
害）

・取引事例地に関する情報は個人情報に該当するため
・取引事例地に係る法人の事業運営上の情報を含むた
め
・本審議会は、公有財産の管理及び処分並びに財産の
取得及び借入れに関し、適正な価格及び料金を評定す
るため、答申価格等が公開されることは、財産の管理及
び処分等の業務の適正な遂行に支障をきたすおそれが
あるため
・特定の委員の発言内容が明らかとなり外部からの干
渉、圧力等を受けること等が予想され、委員の率直な意
見交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれる
おそれがあるため

6 財務局
東京都地価動向調査委
員会

専門家会議 非公開

国土利用計画法施行令第９条
に基づき東京都が行う基準地
の地価調査事業等の適切な実
施に資すること及び東京都の地
価動向の適切な把握

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）
⑥その他（自由な意見交換の阻
害）

・地価調査は、取引事例地等の個人情報を取り扱ってお
り、審議において、個人情報に言及する場合があるため
・地価は定められた公表日まで非公表であり、広く公表
する前に公開してしまうと、不当に特定の者が利益を得
ることになる恐れがあるため。
・委員の率直な意見の交換、意思決定の中立的判断を
損ねないようにするため

7 財務局
東京都工事等成績評定
苦情審査委員会

専門家会議 非公開

次の事項について調査し、意見
を表明する（１）工事成績評定に
係る受注者からの苦情申立て
（２）設計等委託成績評定に係
る受託者からの苦情申立て（３）
工事成績評定及び設計等委託
成績評定のあり方

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
③企業・団体等の秘密保護（情報
公開条例第７条第３号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

本委員会は工事等成績評定に係る受注者等からの苦情
申立等について専門家の意見を聴取するものであり、苦
情申し立て企業や個人の情報を取り扱うため、企業の秘
密保護及び個人のプライバシー保護の観点から会議を
非公開としている。

8 生活文
化局

東京都情報公開審査会 附属機関 非公開 公文書の非開示決定等に対す
る審査請求について審査する

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
⑥その他（条例による非公開規定
（同条例第７条第１号から第９
号））

情報公開条例第３１条により審議は非公開と規定してい
る。
審議の際には、公文書の非開示とした部分等の内容を
確認し、決定の妥当性を検討しているため、個人のプラ
イバシー保護等の観点から、会議を非公開としている。

9 生活文
化局

東京都個人情報保護審
査会

附属機関 非公開
自己の保有個人情報の非開示
決定等に対する審査請求につ
いて審査する

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
⑥その他（条例による非公開規定
（同条例第７条第１号から第９
号））

個人情報の保護に関する条例第２５条の８により審議は
非公開と規定している。
審議の際には、請求者に係る保有個人情報の内容を確
認し、決定の妥当性を検討しているため、個人のプライ
バシー保護等の観点から、会議を非公開としている。

10 生活文
化局

東京都配偶者暴力対策
ネットワーク会議

連絡調整会議 非公開

配偶者暴力対策事業の着実な
推進を図り、機関相互の連携を
促進するとともに、中長期的な
課題について検討する

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
④公共の安全・秩序の維持に支
障（情報公開条例第７条第４号関
係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

本会議は、報告・意見交換等が主な内容であるが、被害
者支援の方策や民間団体の情報などの個人のプライバ
シーに係る情報が公開されると、加害者に伝わる可能性
があり、被害者・支援者等に危険が及ぶおそれがある。
また、配偶者暴力対策の遂行に支障がでるため。

11 生活文
化局

東京都現代美術館美術
資料収蔵委員会

専門家会議 非公開

東京都現代美術館の美術資料
の収集に必要な事項について
の調査検討及び購入・受贈等に
伴う価格評価の事務を適正か
つ円滑に行うことを目的とする

③企業・団体等の秘密保護（情報
公開条例第７条第３号関係）

委員会の場で美術作品を取り扱うため、東京都現代美術
館の改修工事期間中（平成３０年度まで（予定））は、立
入りが限られる民間施設において開催する必要があり、
セキュリティ上の観点から、開催場所を明らかにできな
い。

12 都市整
備局

東京都市計画事業亀
戸・大島・小松川第三地
区第六工区市街地再開
発審査会

附属機関 非公開 管理処分手続きが公正かつ適
正に進められることを担保する

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

本審査会は、事業地区内の権利者の財産にかかわる事
項を審査しており、審査にあたっては各権利者の個人情
報や意見等が俎上に載るため、権利者のプライバシーの
保護の観点から、会議を非公開としている。
また、公開の会議の場で事業地区内の限られた権利者
の財産に関わる審査を行うことは、不適切な個人情報の
取扱いとして、権利者の信頼と協力を損ねる結果を招
き、事業の適正な遂行に支障を及ぼすことが懸念される
ため、会議を非公開としている。

附属機関等会議非公開理由一覧表（平成29年4月1日現在）
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番号 局名 機関名称 機関種別
会議

公開区分
設置目的 会議非公開理由 具体的な会議非公開理由

附属機関等会議非公開理由一覧表（平成29年4月1日現在）

13 都市整
備局

東京都市計画事業環状
第二号線新橋・虎ノ門地
区市街地再開発審査会

附属機関 非公開 管理処分手続きが公正かつ適
正に進められることを担保する

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
③企業・団体等の秘密保護（情報
公開条例第７条第３号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

本審査会は、事業地区内の権利者の財産にかかわる事
項を審査しており、審査にあたっては各権利者の個人情
報や意見等が俎上に載るため、権利者個人のプライバ
シー保護、法人・団体の秘密保護の観点から、会議を非
公開としている。
また、公開の会議の場で事業地区内の限られた権利者
の財産に関わる審査を行うことは、不適切な個人情報の
取扱いとして、権利者の信頼と協力を損ねる結果を招
き、事業の適正な遂行に支障を及ぼすことが懸念される
ため、会議を非公開としている。

14 都市整
備局

東京都市計画事業瑞江
駅西部土地区画整理審
議会

附属機関 非公開

換地計画、仮換地の指定及び
減価補償金の交付に関する事
項に対し、法の定める権限を行
う

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

本審議会は、事業地区内の権利者の財産にかかわる事
項を審議しており、審議にあたっては各権利者の個人情
報や意見等が俎上に載るため、権利者のプライバシーの
保護の観点から、会議を非公開としている。
また、公開の会議の場で事業地区内の限られた権利者
の財産に関わる審議を行うことは、不適切な個人情報の
取扱いとして、権利者の信頼と協力を損ねる結果を招
き、事業の適正な遂行に支障を及ぼすことが懸念される
ため、会議を非公開としている。

15 都市整
備局

東京都市計画事業篠崎
駅東部土地区画整理審
議会

附属機関 非公開

換地計画、仮換地の指定及び
減価補償金の交付に関する事
項に対し、法の定める権限を行
う

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

本審議会は、事業地区内の権利者の財産にかかわる事
項を審議しており、審議にあたっては各権利者の個人情
報や意見等が俎上に載るため、権利者のプライバシーの
保護の観点から、会議を非公開としている。
また、公開の会議の場で事業地区内の限られた権利者
の財産に関わる審議を行うことは、不適切な個人情報の
取扱いとして、権利者の信頼と協力を損ねる結果を招
き、事業の適正な遂行に支障を及ぼすことが懸念される
ため、会議を非公開としている。

16 都市整
備局

東京都市計画事業豊洲
土地区画整理審議会

附属機関 非公開

換地計画、仮換地の指定及び
減価補償金の交付に関する事
項に対し、法の定める権限を行
う

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
③企業・団体等の秘密保護（情報
公開条例第７条第３号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

本審議会は、事業地区内の権利者の財産にかかわる事
項を審議しており、審議にあたっては各権利者の個人情
報や意見等が俎上に載るため、権利者個人のプライバ
シー保護、法人・団体の秘密保護の観点から、会議を非
公開としている。
また、公開の会議の場で事業地区内の限られた権利者
の財産に関わる審議を行うことは、不適切な個人情報の
取扱いとして、権利者の信頼と協力を損ねる結果を招
き、事業の適正な遂行に支障を及ぼすことが懸念される
ため、会議を非公開としている。

17 都市整
備局

東京都市計画事業六町
四丁目付近土地区画整
理審議会

附属機関 非公開

換地計画、仮換地の指定及び
減価補償金の交付に関する事
項に対し、法の定める権限を行
う

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

本審議会は、事業地区内の権利者の財産にかかわる事
項を審議しており、審議にあたっては各権利者の個人情
報や意見等が俎上に載るため、権利者のプライバシーの
保護の観点から、会議を非公開としている。
また、公開の会議の場で事業地区内の限られた権利者
の財産に関わる審議を行うことは、不適切な個人情報の
取扱いとして、権利者の信頼と協力を損ねる結果を招
き、事業の適正な遂行に支障を及ぼすことが懸念される
ため、会議を非公開としている。

18 都市整
備局

東京都市計画事業有明
北土地区画整理審議会

附属機関 非公開

換地計画、仮換地の指定及び
減価補償金の交付に関する事
項に対し、法の定める権限を行
う

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
③企業・団体等の秘密保護（情報
公開条例第７条第３号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

本審議会は、事業地区内の権利者の財産にかかわる事
項を審議しており、審議にあたっては各権利者の個人情
報や意見等が俎上に載るため、権利者個人のプライバ
シー保護、法人・団体の秘密保護の観点から、会議を非
公開としている。
また、公開の会議の場で事業地区内の限られた権利者
の財産に関わる審議を行うことは、不適切な個人情報の
取扱いとして、権利者の信頼と協力を損ねる結果を招
き、事業の適正な遂行に支障を及ぼすことが懸念される
ため、会議を非公開としている。

19 都市整
備局

東京都建設工事紛争審
査会

附属機関 非公開

建設工事の請負契約における
直接の当事者間の紛争につい
て、専門家により、公正・中立な
立場に立って、あっせん・調停・
仲裁により迅速かつ簡便な解決
を図る

①法令秘（情報公開条例第７条第
１号関係）

建設業法第２５条の２２の規定により非公開となっている
ため。

20 都市整
備局

東京都建築紛争調停委
員会

附属機関 非公開

中高層建築物の建築計画に係
る紛争の調停に関し、調査審議
を行い意見を述べるとともに、
知事の諮問に応じて、紛争の予
防と調整に関する重要事項に
ついて調査審議する

①法令秘（情報公開条例第７条第
１号関係）

東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に
関する条例施行規則第１８条の規定により非公開となっ
ているため。

21 都市整
備局

東京都建築士審査会 附属機関 非公開

二級建築士試験及び木造建築
士試験の基本方針等について
検討する
二級建築士、木造建築士及び
建築士事務所の処分等につい
て審査を行う

⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）
⑥その他（自治体相互間における
検討（情報公開条例第７条第５号
関係）
②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
③企業・団体等の秘密保護（情報
公開条例第７条第３号関係）

現在、二級建築士試験及び木造建築士試験について
は、全都道府県が一律の問題で試験を実施しており、採
点基準などが公になることにより、他道府県を含め、事務
の適正な遂行に支障を及ぼし、傍聴した特定の者にだけ
不当に利益を与えることとなる。
建築士を懲戒処分等に処するに当たっては、懲戒事由
の審査のほか、個人、企業等の個別事情も含め総合的
に審査している。個別事情が公になることにより、個人の
プライバシーや企業の権利利益等が侵害される。また、
処分庁の調査方法や事実認定方法など懲戒処分に至る
までの過程が公になることにより、他の処分対象者が調
査に対する準備機会を得ることとなり、処分逃れを助長
するなどのおそれがある。さらに、事前に建築士等に対
し、非公開を前提に事情聴取を行っているが、事情聴取
内容が公開されることが前提になれば、被処分者が事実
を発言しなくなるおそれがあり、事務の適正な遂行に支
障を来たす。

22 都市整
備局

東京都都営住宅高額所
得者審査会

附属機関 非公開
都営住宅に居住する高額所得
者に対する明渡請求の公正を
期するため設置する

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）

本審査会は、専ら、個人の所得について審査しており、
審査にあたっては個人名、勤務先、病気の有無等を取り
扱い、高額所得者に認定された者について、世帯ごとに
都営住宅の明渡し請求の可否を審査するため、個人の
プライバシーの保護の観点から、会議を非公開としてい
る。

23 環境局 東京都公害審査会 附属機関 非公開

公害に係る紛争について、あっ
せん、調停、仲裁の制度を設
け、その迅速かつ適正な解決を
図る

①法令秘（情報公開条例第７条第
１号関係）

本審査会は、公害に係る被害についての民事上の紛争
について取り扱っている。個人情報を取り扱うため、当事
者のプライバシーの保護の観点と、円滑な進行のため
に、公害紛争処理法第37条で手続きの非公開が定めら
れている。ただし、総会の冒頭部分は公開とする。
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番号 局名 機関名称 機関種別
会議

公開区分
設置目的 会議非公開理由 具体的な会議非公開理由

附属機関等会議非公開理由一覧表（平成29年4月1日現在）

24 福祉保
健局

社会福祉法人専門家会
議

専門家会議 非公開

社会福祉法人の指導等に関す
ること、その他法人の適正な運
営を図るために必要な事項等に
関することについて専門的助言
を受ける

③企業・団体等の秘密保護（情報
公開条例第７条第３号関係）

本会議は、専ら、法人に対する指導・処分等について審
議しており、審議にあたっては、法人の事業活動情報、
具体的な不正・不当行為に関する情報などの極めて秘
匿性の高い情報を取り扱うため、秘密の保護の観点か
ら、会議を非公開としている。

25 福祉保
健局

社会福祉施設整備費補
助対象法人審査委員会

専門家会議 非公開

社会福祉法人（設立予定者を含
む）の施設新設又は施設改築
に係る施設整備費補助対象事
業の妥当性及び補助対象法人
の適格性を審査する

③企業・団体等の秘密保護（情報
公開条例第７条第３号関係）
②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）

本審査会は、専ら、補助対象法人としての適格性につい
て審査しており、審査にあたっては、法人の取引情報、施
設整備計画、役員等の履歴などの極めて秘匿性の高い
情報を取り扱うため、秘密の保護の観点から、会議を非
公開としている。

26 福祉保
健局

東京都准看護師試験委
員会

附属機関 非公開

准看護師試験の実施に関する
事務、准看護師の免許取消及
び業務停止に関する意見陳述
並びに弁明の聴取

⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

本委員会は、専ら、准看護師試験の実施について審議し
ており、審議にあたっては、試験情報を取り扱う。情報が
流出した場合、当該年度の問題構成が明らかになる恐
れがあるなど、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ
があるため、会議を非公開としている。

27 福祉保
健局

東京都看護師等修学資
金選考委員会

附属機関 非公開

都内の看護師等の養成機関在
学者で、将来、都内で看護業務
に従事しようとする者に修学資
金の貸与を行う際、選考の公正
を期すため設置する

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）

本委員会は、専ら、個人への修学資金の貸与について
審査しており、審査にあたっては、所得などの極めて秘
匿性の高い個人情報を取り扱うため、プライバシーの保
護の観点から、会議を非公開としている。

28 福祉保
健局

東京都難病患者認定審
査会

専門家会議 非公開
難病医療費の公費負担対象者
を審査するに当たって、専門的
見地から意見を述べる

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

本審査会は、専ら、医療費助成について審査しており、
審査にあたっては、病状などの極めて秘匿性の高い個人
情報を取り扱うため、プライバシーの保護及び公正な行
政執行の確保の観点から、会議を非公開としている。

29 福祉保
健局

東京都原子爆弾被爆者
健康管理手当等認定委
員会

専門家会議 非公開
原子爆弾被爆者の健康管理手
当及び医療特別手当等を認定
するための審査を行う

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

本委員会は、専ら、原子爆弾被爆者健康管理手当等に
ついて審査しており、審査にあたっては、病状などの極め
て秘匿性の高い個人情報を取り扱うため、プライバシー
の保護及び公正な行政執行の確保の観点から、会議を
非公開としている。

30 福祉保
健局

東京都指定難病審査会 附属機関 非公開
難病法に基づく医療費助成の
対象者の非認定に係る審査を
行う

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

本審査会は、専ら、医療費助成について審査しており、
審査にあたっては、病状などの極めて秘匿性の高い個人
情報を取り扱うため、プライバシーの保護及び公正な行
政執行の確保の観点から、会議を非公開としている。

31 福祉保
健局

東京都国民健康保険審
査会

附属機関 非公開

保険給付等に関する処分につ
いて被保険者等からの不服申
立て（審査請求）がある場合に、
法令に基づき審理し、裁決する

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

本審査会は、専ら、処分に対する不服申立てについて審
査しており、審査にあたっては、病状などの極めて秘匿
性の高い個人情報を取り扱うため、プライバシーの保護
及び公正な行政執行の確保の観点から、会議を非公開
としている。

32 福祉保
健局

東京都後期高齢者医療
審査会

附属機関 非公開

保険給付等に関する処分につ
いて被保険者等からの不服申
立て（審査請求）がある場合に、
法令に基づき審理し、裁決する

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

本審査会は、専ら、処分に対する不服申立てについて審
査しており、審査にあたっては、病状などの極めて秘匿
性の高い個人情報を取り扱うため、プライバシーの保護
及び公正な行政執行の確保の観点から、会議を非公開
としている。

33 福祉保
健局

東京都介護保険審査会 附属機関 非公開

保険給付に関する処分(要介
護・要支援認定に関する処分を
含む）又は保険料その他徴収金
に関する処分について、被保険
者等からの不服申立てがある
場合、処分の違法、不当性の有
無を審査し、裁決する

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

本審査会は、専ら、処分に対する不服申立てについて審
査しており、審査にあたっては、病状などの極めて秘匿
性の高い個人情報を取り扱うため、プライバシーの保護
及び公正な行政執行の確保の観点から、会議を非公開
としている。

34 福祉保
健局

東京都小児慢性特定疾
病審査会

附属機関 非公開

小児慢性特定疾病医療費支給
認定の申請があった場合にお
いて、都が支給認定をしないこ
ととするとき、当該事案について
の審査を行う

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

本審査会は、専ら、医療費助成について審査しており、
審査にあたっては、病状などの極めて秘匿性の高い個人
情報を取り扱うため、プライバシーの保護及び公正な行
政執行の確保の観点から、会議を非公開としている。

35 福祉保
健局

東京都母子関係医療費
公費負担制度認定審査
会

専門家会議 非公開

母子関係医療費公費負担制度
に基づき、認定申請があった者
を審査するに当たり、専門的か
つ高度な見地から検討を行い、
総合的かつ公正に判断する

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

本審査会は、専ら、医療費助成について審査しており、
審査にあたっては、病状などの極めて秘匿性の高い個人
情報を取り扱うため、プライバシーの保護及び公正な行
政執行の確保の観点から、会議を非公開としている。

36 福祉保
健局

東京都障害者介護給付
費等不服審査会

附属機関 非公開

障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための
法律第97条の審査請求の事件
を取り扱う

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

本審査会は、専ら、処分に対する不服申立てについて審
査しており、審査にあたっては、病状などの極めて秘匿
性の高い個人情報を取り扱うため、プライバシーの保護
及び公正な行政執行の確保の観点から、会議を非公開
としている。

37 福祉保
健局

東京都障害児通所給付
費等不服審査会

附属機関 非公開 児童福祉法第56条の5の5第1
項の審査請求の事件を取り扱う

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

本審査会は、専ら、処分に対する不服申立てについて審
査しており、審査にあたっては、病状などの極めて秘匿
性の高い個人情報を取り扱うため、プライバシーの保護
及び公正な行政執行の確保の観点から、会議を非公開
としている。

38 福祉保
健局

東京都精神障害者社会
適応訓練事業運営協議
会

専門家会議 非公開

社会適応訓練者の決定及び協
力事業所の選定、指導方法並
びに本事業の運用等について
意見を聞く

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）

本協議会は、専ら、個々の訓練者申込者の適否及び協
力事業所との組み合わせ等について審査しており、審査
にあたっては、病状などの極めて秘匿性の高い個人情報
であるため、プライバシーの保護の観点から、会議を非
公開としている。
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番号 局名 機関名称 機関種別
会議

公開区分
設置目的 会議非公開理由 具体的な会議非公開理由

附属機関等会議非公開理由一覧表（平成29年4月1日現在）

39 福祉保
健局

東京都老人性認知症専
門病棟調整委員会

専門家会議 非公開

老人性認知症専門病棟入院者
で治療期間6カ月を超えると予
想される患者の処遇の検討や
入退院者の医療の要否に関す
ること、退院後のケアの円滑化
のための調整等

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）

本委員会は、専ら、個々の患者の処遇について審査して
おり、審査にあたっては、病状などの極めて秘匿性の高
い個人情報を取り扱うため、プライバシーの保護の観点
から、会議を非公開としている。

40 福祉保
健局

東京都精神医療審査会 附属機関 非公開 精神障害者の入院の要否及び
処遇の適否に関する審査を行う

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）

本審査会は、専ら、入院中の患者に係る入院の必要性
及び処遇の適正性について審査しており、審査にあたっ
ては、病状などの極めて秘匿性の高い個人情報である
ため、プライバシーの保護の観点から、会議を非公開とし
ている。

41 福祉保
健局

東京都小児精神障害診
査会

専門家会議 非公開 小児精神病医療費助成の適否
について審査を行う

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

本診査会は、専ら、医療費助成の適否について診査して
おり、診査にあたっては、病状などの極めて秘匿性の高
い個人情報を取り扱うため、プライバシーの保護及び公
正な行政執行の確保の観点から、会議を非公開としてい
る。

42 福祉保
健局

東京都精神障害者保健
福祉手帳等審査会

専門家会議 非公開

精神障害者保健福祉手帳の交
付申請及び自立支援医療費
（精神通院医療）の支給認定申
請に関する事項を審査する

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

本審査会は、専ら、精神障害者保健福祉手帳の交付及
び自立支援医療費（精神通院）の支給認定について審査
しており、審査にあたっては、病状などの極めて秘匿性
の高い個人情報を取り扱うため、プライバシーの保護及
び公正な行政執行の確保の観点から、会議を非公開とし
ている。

43 福祉保
健局

東京都麻薬中毒審査会 附属機関 非公開

都道府県知事から麻薬中毒措
置入院者の入院継続の適否を
求められたとき、それを審査し、
同知事に通知する

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）

本審査会は、専ら、個々の患者の入院継続の適否につ
いて審査しており、審査にあたっては、病状などの極めて
秘匿性の高い個人情報を取り扱うため、プライバシーの
保護の観点から、会議を非公開としている。

44 福祉保
健局

東京都薬物情報評価委
員会

附属機関 非公開

薬物の濫用防止ため具体的な
方策等を推進することで、都民
の健康と安全を守り安心して暮
らせる健全な社会の実現を図る

①法令秘（情報公開条例第７条第
１号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

　本委員会は、専ら、薬物情報について審議しており、審
議にあたっては薬物に係る情報を取り扱うため、東京都
薬物の濫用防止に関する条例で調査の手続きを非公開
とすることが明文化されていること及び情報を公開する
と、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるた
め、会議を非公開としている。

45 福祉保
健局

東京都危険ドラッグ専門
調査委員会

専門家会議 非公開

規制すべき物質としての評価が
定まっていない危険ドラッグに
対し、専門的な見地から安全性
の評価を行う

⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

本委員会は、専ら、危険ドラッグの安全性の評価につい
て審議しており、審議にあたっては危険ドラッグに係る情
報を取り扱う。情報を公開すると、規制候補物質の特定
又は推定につながるなど業務の適正な遂行に支障を及
ぼすおそれがあるため、会議を非公開としている。

46 福祉保
健局

東京都福祉保健局大気
汚染障害者認定審査会

附属機関 非公開

大気汚染の影響を受けると推
定される疾病にかかった者に対
して、知事が医療費助成を決定
するに際して必要な審査を行う

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

本委員会は、専ら、医療費助成について審査しており、
審査にあたっては、病状などの極めて秘匿性の高い個人
情報を取り扱うため、プライバシーの保護及び公正な行
政執行の確保の観点から、会議を非公開としている。

47 福祉保
健局

東京都西多摩保健所大
気汚染障害者認定審査
会

附属機関 非公開

大気汚染の影響を受けると推
定される疾病にかかった者に対
して、知事が医療費助成を決定
するに際して必要な審査を行う

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

本委員会は、専ら、医療費助成について審査しており、
審査にあたっては、病状などの極めて秘匿性の高い個人
情報を取り扱うため、プライバシーの保護及び公正な行
政執行の確保の観点から、会議を非公開としている。

48 福祉保
健局

東京都南多摩保健所大
気汚染障害者認定審査
会

附属機関 非公開

大気汚染の影響を受けると推
定される疾病にかかった者に対
して、知事が医療費助成を決定
するに際して必要な審査を行う

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

本委員会は、専ら、医療費助成について審査しており、
審査にあたっては、病状などの極めて秘匿性の高い個人
情報を取り扱うため、プライバシーの保護及び公正な行
政執行の確保の観点から、会議を非公開としている。

49 福祉保
健局

東京都多摩立川保健所
大気汚染障害者認定審
査会

附属機関 非公開

大気汚染の影響を受けると推
定される疾病にかかった者に対
して、知事が医療費助成を決定
するに際して必要な審査を行う

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

本委員会は、専ら、医療費助成について審査しており、
審査にあたっては、病状などの極めて秘匿性の高い個人
情報を取り扱うため、プライバシーの保護及び公正な行
政執行の確保の観点から、会議を非公開としている。

50 福祉保
健局

東京都多摩府中保健所
大気汚染障害者認定審
査会

附属機関 非公開

大気汚染の影響を受けると推
定される疾病にかかった者に対
して、知事が医療費助成を決定
するに際して必要な審査を行う

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

本委員会は、専ら、医療費助成について審査しており、
審査にあたっては、病状などの極めて秘匿性の高い個人
情報を取り扱うため、プライバシーの保護及び公正な行
政執行の確保の観点から、会議を非公開としている。

51 福祉保
健局

東京都多摩小平保健所
大気汚染障害者認定審
査会

附属機関 非公開

大気汚染の影響を受けると推
定される疾病にかかった者に対
して、知事が医療費助成を決定
するに際して必要な審査を行う

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

本委員会は、専ら、医療費助成について審査しており、
審査にあたっては、病状などの極めて秘匿性の高い個人
情報を取り扱うため、プライバシーの保護及び公正な行
政執行の確保の観点から、会議を非公開としている。

52 福祉保
健局

東京都西多摩保健所感
染症の診査に関する協
議会

附属機関 非公開

法で定められた一類及び二類
感染症にり患した者で勧告等に
より入院している患者の入院期
間の延長等について審議する

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）

本協議会は、専ら、個々の患者の入院期間の延長等に
ついて診査しており、診査にあたっては、病状などの極め
て秘匿性の高い個人情報を取り扱うため、プライバシー
の保護の観点から、会議を非公開としている。

53 福祉保
健局

東京都多摩立川保健所
感染症の診査に関する
協議会

附属機関 非公開

法で定められた一類及び二類
感染症にり患した者で勧告等に
より入院している患者の入院期
間の延長等について審議する

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）

本協議会は、専ら、個々の患者の入院期間の延長等に
ついて診査しており、診査にあたっては、病状などの極め
て秘匿性の高い個人情報を取り扱うため、プライバシー
の保護の観点から、会議を非公開としている。
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番号 局名 機関名称 機関種別
会議

公開区分
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54 福祉保
健局

東京都多摩府中保健所
感染症の診査に関する
協議会

附属機関 非公開

法で定められた一類及び二類
感染症にり患した者で勧告等に
より入院している患者の入院期
間の延長等について審議する

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）

本協議会は、専ら、個々の患者の入院期間の延長等に
ついて診査しており、診査にあたっては、病状などの極め
て秘匿性の高い個人情報を取り扱うため、プライバシー
の保護の観点から、会議を非公開としている。

55 福祉保
健局

東京都多摩小平保健所
感染症の診査に関する
協議会

附属機関 非公開

法で定められた一類及び二類
感染症にり患した者で勧告等に
より入院している患者の入院期
間の延長等について審議する

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）

本協議会は、専ら、個々の患者の入院期間の延長等に
ついて診査しており、診査にあたっては、病状などの極め
て秘匿性の高い個人情報を取り扱うため、プライバシー
の保護の観点から、会議を非公開としている。

56 福祉保
健局

東京都南多摩保健所感
染症の診査に関する協
議会

附属機関 非公開

法で定められた一類及び二類
感染症にり患した者で勧告等に
より入院している患者の入院期
間の延長等について審議する

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）

本協議会は、専ら、個々の患者の入院期間の延長等に
ついて診査しており、診査にあたっては、病状などの極め
て秘匿性の高い個人情報を取り扱うため、プライバシー
の保護の観点から、会議を非公開としている。

57 福祉保
健局

一類感染症等対応連絡
協議会

連絡調整会議 非公開

関係機関が患者発生時に緊密
に連携して対応できるよう、情
報共有や対応の方法等を平常
時から確認するため

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）

本協議会は、専ら、一類感染症等への対応について審
議しており、審議にあたっては、患者の居住地などの極
めて秘匿性の高い個人情報を取り扱うため、プライバ
シーの保護の観点から、会議を非公開としている。

58 福祉保
健局

東京都蚊媒介感染症対
策会議

専門家会議 非公開

感染症の専門家、医療機関及
び関係行政機関を委員として、
蚊媒介感染症対策の検討を行
う

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

本会議は、専ら、蚊媒介感染症対策について審議してお
り、審議にあたっては、患者の居住地や行動歴などの極
めて秘匿性の高い個人情報を取り扱う。また、こうした情
報は保健所の調査により入手するものであり、公開する
ことによって今後の保健所が行う調査に支障をきたすな
ど公正な行政執行の確保に支障が生じる恐れがあるた
め、会議を非公開としている。

59 福祉保
健局

医療関係施設等整備費
補助対象事業者審査委
員会

専門家会議 非公開

医療関係施設、児童福祉施設
等の施設・設備等における補助
対象事業者の選定に当たって、
補助対象事業者の適格性及び
事業計画の妥当性等について
審査する

③企業・団体等の秘密保護（情報
公開条例第７条第３号関係）
②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）

本審査会は、専ら、補助対象事業者としての適格性につ
いて審査しており、審査にあたっては、事業者の取引情
報、施設整備計画、役員等の履歴などの極めて秘匿性
の高い情報を取り扱うため、秘密の保護の観点から、会
議を非公開としている。

60 産業労
働局

東京都中小企業調停審
議会

附属機関 非公開 組合協約に関する重要事項の
調査審議等

③企業・団体等の秘密保護（情報
公開条例第７条第３号関係）

本審議会は、中小企業が組織した組合と相手方との間
で、その組合員の取引条件に係る団体交渉ができないと
き、または団体協約の内容について協議が調わないと
き、中小企業等協同組合法第９条の２の２に基づいて審
議しており、個別当事者の取引条件や企業の事業活動
に関する情報を保護する観点から、会議を非公開として
いる。

61 中央卸
売市場

豊洲市場への移転延期
に伴う補償に関する検
討委員会

専門家会議 非公開

豊洲市場への移転に必要な設
備整備等を行っていた事業者
が移転延期に伴って生じている
具体的な損失に対して適切な補
償を行うため補償スキームの検
討を行う

③企業・団体等の秘密保護（情報
公開条例第７条第３号関係）
②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）
⑥その他（自由な意見交換の確
保）

　本検討委員会の審議は、法人・個人事業者、関係団体
の投資内容や投資金額等の事業活動情報に関するヒア
リング結果を踏まえつつ行われるため、会議の公開によ
り当該法人等の事業運営上の地位等が損なわれるおそ
れや当該個人の財産状況等が明らかになり、個人のプラ
イバシーが害されるおそれがある。
　また、本検討委員会は、築地市場の豊洲への移転延
期に伴う客観的かつ公正な補償スキームを策定するた
めの審議を行うものであり、会議の公開により委員間の
自由な意見交換が阻害されるおそれがあるため非公開
としている。

62 中央卸
売市場

豊洲市場への移転延期
に伴う補償審査委員会

専門家会議 非公開

豊洲市場への移転に必要な設
備整備等を行っていた市場関
係業者が移転延期に伴って生じ
ている具体的な損失に対して、
平成29年1月27日付28中管総
第1608号により決定された「豊
洲市場への移転延期に伴う補
償基準」に基づき適切な補償を
行うため、専門的見地から補償
額の算定等について検討を行う

③企業・団体等の秘密保護（情報
公開条例第７条第３号関係）
②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

　本審査委員会は、個々の補償金交付申請に対して申
請者ごとに認定の有無を審査しており、審査に当たって
は、当該事業者又は個人の財務状況、借入等に関する
情報を取り扱うため、申請者の秘密及びプライバシーの
保護の観点から、会議を非公開としている。
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番号 局名 機関名称 機関種別
議事録

公開区分
設置目的 議事録非公開理由 具体的な議事録非公開理由

1 総務局 東京都行政不服審査会 附属機関 非公開

行政処分等にかかる審査請求
について、審査庁である知事か
ら諮問を受けて、審理員が行っ
た審理手続の適正性や、法令
解釈を含めた審査庁の判断の
妥当性などをチェックして答申
する

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
③企業・団体等の秘密保護（情報
公開条例第７条第３号関係）

本審査会は、個別の不服申立事件に係る行政処分の適
法性等について審議することを目的としており、審議の過
程では、個人のプライバシー又は法人の事業運営上に
関わる情報に基づき、委員の間で詳細かつ具体的な議
論を行っていく必要がある。
このため、不服申立人のプライバシー保護等を十分に図
る観点から、議事録を非公開としている。

2 都市整
備局

東京都市計画事業亀
戸・大島・小松川第三地
区第六工区市街地再開
発審査会

附属機関 非公開 管理処分手続きが公正かつ適
正に進められることを担保する

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

本審査会は、事業地区内の権利者の財産にかかわる事
項を審査しており、審査にあたっては各権利者の個人情
報や意見等が俎上に載るため、権利者のプライバシーの
保護の観点から、議事録を非公開としている。
また、会議後に審査内容（個々の権利者の財産内容等）
の記録を公開することは、権利者との信頼と協力を損ね
る結果につながるとともに、委員の率直な発言に制約等
もかかる恐れがあり、ひいては円滑な事業執行の阻害を
招くため、議事録を非公開としている。

3 都市整
備局

東京都市計画事業環状
第二号線新橋・虎ノ門地
区市街地再開発審査会

附属機関 非公開 管理処分手続きが公正かつ適
正に進められることを担保する

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
③企業・団体等の秘密保護（情報
公開条例第７条第３号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

本審査会は、事業地区内の権利者の財産にかかわる事
項を審査しており、審査にあたっては各権利者の個人情
報や意見等が俎上に載るため、権利者個人のプライバ
シー保護、法人・団体の秘密保護の観点から、議事録を
非公開としている。
また、会議後に審査内容（個々の権利者の財産内容等）
の記録を公開することは、権利者との信頼と協力を損ね
る結果につながるとともに、委員の率直な発言に制約等
もかかる恐れがあり、ひいては円滑な事業執行の阻害を
招くため、議事録を非公開としている。

4 都市整
備局

東京都市計画事業瑞江
駅西部土地区画整理審
議会

附属機関 非公開

換地計画、仮換地の指定及び
減価補償金の交付に関する事
項に対し、法の定める権限を行
う

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

本審議会は、事業地区内の権利者の財産にかかわる事
項を審議しており、審議にあたっては各権利者の個人情
報や意見等が俎上に載るため、権利者のプライバシーの
保護の観点から、議事録を非公開としている。
また、会議後に審査内容（個々の権利者の財産内容等）
の記録を公開することは、権利者との信頼と協力を損ね
る結果につながるとともに、委員の率直な発言に制約等
もかかる恐れがあり、ひいては円滑な事業執行の阻害を
招くため、議事録を非公開としている。

5 都市整
備局

東京都市計画事業篠崎
駅東部土地区画整理審
議会

附属機関 非公開

換地計画、仮換地の指定及び
減価補償金の交付に関する事
項に対し、法の定める権限を行
う

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

本審議会は、事業地区内の権利者の財産にかかわる事
項を審議しており、審議にあたっては各権利者の個人情
報や意見等が俎上に載るため、権利者のプライバシーの
保護の観点から、議事録を非公開としている。
また、会議後に審査内容（個々の権利者の財産内容等）
の記録を公開することは、権利者との信頼と協力を損ね
る結果につながるとともに、委員の率直な発言に制約等
もかかる恐れがあり、ひいては円滑な事業執行の阻害を
招くため、議事録を非公開としている。

6 都市整
備局

東京都市計画事業豊洲
土地区画整理審議会

附属機関 非公開

換地計画、仮換地の指定及び
減価補償金の交付に関する事
項に対し、法の定める権限を行
う

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
③企業・団体等の秘密保護（情報
公開条例第７条第３号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

本審議会は、事業地区内の権利者の財産にかかわる事
項を審議しており、審議にあたっては各権利者の個人情
報や意見等が俎上に載るため、権利者個人のプライバ
シー保護、法人・団体の秘密保護の観点から、議事録を
非公開としている。
また、会議後に審査内容（個々の権利者の財産内容等）
の記録を公開することは、権利者との信頼と協力を損ね
る結果につながるとともに、委員の率直な発言に制約等
もかかる恐れがあり、ひいては円滑な事業執行の阻害を
招くため、議事録を非公開としている。

7 都市整
備局

東京都市計画事業六町
四丁目付近土地区画整
理審議会

附属機関 非公開

換地計画、仮換地の指定及び
減価補償金の交付に関する事
項に対し、法の定める権限を行
う

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

本審議会は、事業地区内の権利者の財産にかかわる事
項を審議しており、審議にあたっては各権利者の個人情
報や意見等が俎上に載るため、権利者のプライバシーの
保護の観点から、議事録を非公開としている。
また、会議後に審査内容（個々の権利者の財産内容等）
の記録を公開することは、権利者との信頼と協力を損ね
る結果につながるとともに、委員の率直な発言に制約等
もかかる恐れがあり、ひいては円滑な事業執行の阻害を
招くため、議事録を非公開としている。

8 都市整
備局

東京都市計画事業有明
北土地区画整理審議会

附属機関 非公開

換地計画、仮換地の指定及び
減価補償金の交付に関する事
項に対し、法の定める権限を行
う

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
③企業・団体等の秘密保護（情報
公開条例第７条第３号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

本審議会は、事業地区内の権利者の財産にかかわる事
項を審議しており、審議にあたっては各権利者の個人情
報や意見等が俎上に載るため、権利者個人のプライバ
シー保護、法人・団体の秘密保護の観点から、議事録を
非公開としている。
また、会議後に審査内容（個々の権利者の財産内容等）
の記録を公開することは、権利者との信頼と協力を損ね
る結果につながるとともに、委員の率直な発言に制約等
もかかる恐れがあり、ひいては円滑な事業執行の阻害を
招くため、議事録を非公開としている。

9 都市整
備局

東京都建設工事紛争審
査会

附属機関 非公開

建設工事の請負契約における
直接の当事者間の紛争につい
て、専門家により、公正・中立な
立場に立って、あっせん・調停・
仲裁により迅速かつ簡便な解決
を図る

①法令秘（情報公開条例第７条第
１号関係）

建設業法第２５条の２２の規定により非公開となっている
ため。

10 都市整
備局

東京都建築紛争調停委
員会

附属機関 非公開

中高層建築物の建築計画に係
る紛争の調停に関し、調査審議
を行い意見を述べるとともに、
知事の諮問に応じて、紛争の予
防と調整に関する重要事項に
ついて調査審議する

①法令秘（情報公開条例第７条第
１号関係）

東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に
関する条例施行規則第１８条の規定により非公開となっ
ているため。

附属機関等議事録非公開理由一覧表（平成29年4月1日現在）
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番号 局名 機関名称 機関種別
議事録

公開区分
設置目的 議事録非公開理由 具体的な議事録非公開理由

附属機関等議事録非公開理由一覧表（平成29年4月1日現在）

11 都市整
備局

東京都建築士審査会 附属機関 非公開

二級建築士試験及び木造建築
士試験の基本方針等について
検討する
二級建築士、木造建築士及び
建築士事務所の処分等につい
て審査を行う

⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）
⑥その他（自治体相互間における
検討（情報公開条例第７条第５号
関係）
②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
③企業・団体等の秘密保護（情報
公開条例第７条第３号関係）

現在、二級建築士試験及び木造建築士試験について
は、全都道府県が一律の問題で試験を実施しており、採
点基準などが公になることにより、他道府県を含め、事務
の適正な遂行に支障を及ぼし、傍聴した特定の者にだけ
不当に利益を与えることとなる。
建築士を懲戒処分等に処するに当たっては、懲戒事由
の審査のほか、個人、企業等の個別事情も含め総合的
に審査している。個別事情が公になることにより、個人の
プライバシーや企業の権利利益等が侵害される。また、
処分庁の調査方法や事実認定方法など懲戒処分に至る
までの過程が公になることにより、他の処分対象者が調
査に対する準備機会を得ることとなり、処分逃れを助長
するなどのおそれがある。さらに、事前に建築士等に対
し、非公開を前提に事情聴取を行っているが、事情聴取
内容が公開されることが前提になれば、被処分者が事実
を発言しなくなるおそれがあり、事務の適正な遂行に支
障を来たす。

12 都市整
備局

東京都都営住宅高額所
得者審査会

附属機関 非公開
都営住宅に居住する高額所得
者に対する明渡請求の公正を
期するため設置する

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）

本審査会は、専ら、個人の所得について審査しており、
審査にあたっては個人名、勤務先、病気の有無等を取り
扱い、高額所得者に認定された者について、世帯ごとに
都営住宅の明渡し請求の可否を審査するため、個人の
プライバシーの保護の観点から、議事録を非公開として
いる。

13 環境局 東京都公害審査会 附属機関 非公開

公害に係る紛争について、あっ
せん、調停、仲裁の制度を設
け、その迅速かつ適正な解決を
図る

①法令秘（情報公開条例第７条第
１号関係）

本審査会は、公害に係る被害についての民事上の紛争
について取り扱っている。個人情報を取り扱うため、当事
者のプライバシーの保護の観点と、円滑な進行のため
に、公害紛争処理法第37条で手続きの非公開が定めら
れている。ただし、総会の実施については、議題と傍聴
人に配布した資料をホームページに掲載する。

14 福祉保
健局

社会福祉施設整備費補
助対象法人審査委員会

専門家会議 非公開

社会福祉法人（設立予定者を含
む）の施設新設又は施設改築
に係る施設整備費補助対象事
業の妥当性及び補助対象法人
の適格性を審査する

③企業・団体等の秘密保護（情報
公開条例第７条第３号関係）
②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）

本審査会は、専ら、補助対象法人としての適格性につい
て審査しており、審査にあたっては、法人の取引情報、施
設整備計画、役員等の履歴などの極めて秘匿性の高い
情報を取り扱うため、秘密の保護の観点から、議事録を
非公開としている。

15 福祉保
健局

東京都准看護師試験委
員会

附属機関 非公開

准看護師試験の実施に関する
事務、准看護師の免許取消及
び業務停止に関する意見陳述
並びに弁明の聴取

⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

本委員会は、専ら、准看護師試験の実施について審議し
ており、審議にあたっては、試験情報を取り扱う。情報が
流出した場合、次年度の問題構成が明らかになる恐れ
があるなど、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが
あるため、議事録を非公開としている。

16 福祉保
健局

東京都看護師等修学資
金選考委員会

附属機関 非公開

都内の看護師等の養成機関在
学者で、将来、都内で看護業務
に従事しようとする者に修学資
金の貸与を行う際、選考の公正
を期すため設置する

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）

本委員会は、専ら、個人への修学資金の貸与について
審査しており、審査にあたっては、所得などの極めて秘
匿性の高い個人情報を取り扱うため、プライバシーの保
護の観点から、議事録を非公開としている。

17 福祉保
健局

東京都難病患者認定審
査会

専門家会議 非公開
難病医療費の公費負担対象者
を審査するに当たって、専門的
見地から意見を述べる

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

本審査会は、専ら、医療費助成について審査しており、
審査にあたっては、病状などの極めて秘匿性の高い個人
情報を取り扱うため、プライバシーの保護及び公正な行
政執行の確保の観点から、議事録を非公開としている。

18 福祉保
健局

東京都原子爆弾被爆者
健康管理手当等認定委
員会

専門家会議 非公開
原子爆弾被爆者の健康管理手
当及び医療特別手当等を認定
するための審査を行う

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

本委員会は、専ら、原子爆弾被爆者健康管理手当等に
ついて審査しており、審査にあたっては、病状などの極め
て秘匿性の高い個人情報を取り扱うため、プライバシー
の保護及び公正な行政執行の確保の観点から、議事録
を非公開としている。

19 福祉保
健局

東京都指定難病審査会 附属機関 非公開
難病法に基づく医療費助成の
対象者の非認定に係る審査を
行う

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

本審査会は、専ら、医療費助成について審査しており、
審査にあたっては、病状などの極めて秘匿性の高い個人
情報を取り扱うため、プライバシーの保護及び公正な行
政執行の確保の観点から、議事録を非公開としている。

20 福祉保
健局

東京都国民健康保険審
査会

附属機関 非公開

保険給付等に関する処分につ
いて被保険者等からの不服申
立て（審査請求）がある場合に、
法令に基づき審理し、裁決する

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

本審査会は、専ら、処分に対する不服申立てについて審
査しており、審査にあたっては、病状などの極めて秘匿
性の高い個人情報を取り扱うため、プライバシーの保護
及び公正な行政執行の確保の観点から、議事録を非公
開としている。

21 福祉保
健局

東京都後期高齢者医療
審査会

附属機関 非公開

保険給付等に関する処分につ
いて被保険者等からの不服申
立て（審査請求）がある場合に、
法令に基づき審理し、裁決する

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

本審査会は、専ら、処分に対する不服申立てについて審
査しており、審査にあたっては、病状などの極めて秘匿
性の高い個人情報を取り扱うため、プライバシーの保護
及び公正な行政執行の確保の観点から、議事録を非公
開としている。

22 福祉保
健局

東京都介護保険審査会 附属機関 非公開

保険給付に関する処分(要介
護・要支援認定に関する処分を
含む）又は保険料その他徴収金
に関する処分について、被保険
者等からの不服申立てがある
場合、処分の違法、不当性の有
無を審査し、裁決する

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

本審査会は、専ら、処分に対する不服申立てについて審
査しており、審査にあたっては、病状などの極めて秘匿
性の高い個人情報を取り扱うため、プライバシーの保護
及び公正な行政執行の確保の観点から、議事録を非公
開としている。

23 福祉保
健局

東京都小児慢性特定疾
病審査会

附属機関 非公開

小児慢性特定疾病医療費支給
認定の申請があった場合にお
いて、都が支給認定をしないこ
ととするとき、当該事案について
の審査を行う

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

本審査会は、専ら、医療費助成について審査しており、
審査にあたっては、病状などの極めて秘匿性の高い個人
情報を取り扱うため、プライバシーの保護及び公正な行
政執行の確保の観点から、議事録を非公開としている。
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番号 局名 機関名称 機関種別
議事録

公開区分
設置目的 議事録非公開理由 具体的な議事録非公開理由

附属機関等議事録非公開理由一覧表（平成29年4月1日現在）

24 福祉保
健局

東京都母子関係医療費
公費負担制度認定審査
会

専門家会議 非公開

母子関係医療費公費負担制度
に基づき、認定申請があった者
を審査するに当たり、専門的か
つ高度な見地から検討を行い、
総合的かつ公正に判断する

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

本審査会は、専ら、医療費助成について審査しており、
審査にあたっては、病状などの極めて秘匿性の高い個人
情報を取り扱うため、プライバシーの保護及び公正な行
政執行の確保の観点から、議事録を非公開としている。

25 福祉保
健局

東京都障害者介護給付
費等不服審査会

附属機関 非公開

障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための
法律第97条の審査請求の事件
を取り扱う

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

本審査会は、専ら、処分に対する不服申立てについて審
査しており、審査にあたっては、病状などの極めて秘匿
性の高い個人情報を取り扱うため、プライバシーの保護
及び公正な行政執行の確保の観点から、議事録を非公
開としている。

26 福祉保
健局

東京都障害児通所給付
費等不服審査会

附属機関 非公開 児童福祉法第56条の5の5第1
項の審査請求の事件を取り扱う

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

本審査会は、専ら、処分に対する不服申立てについて審
査しており、審査にあたっては、病状などの極めて秘匿
性の高い個人情報を取り扱うため、プライバシーの保護
及び公正な行政執行の確保の観点から、議事録を非公
開としている。

27 福祉保
健局

東京都精神障害者社会
適応訓練事業運営協議
会

専門家会議 非公開

社会適応訓練者の決定及び協
力事業所の選定、指導方法並
びに本事業の運用等について
意見を聞く

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）

本協議会は、専ら、個々の訓練者申込者の適否及び協
力事業所との組み合わせ等について審査しており、審査
にあたっては、病状などの極めて秘匿性の高い個人情報
であるため、プライバシーの保護の観点から、議事録を
非公開としている。

28 福祉保
健局

東京都老人性認知症専
門病棟調整委員会

専門家会議 非公開

老人性認知症専門病棟入院者
で治療期間6カ月を超えると予
想される患者の処遇の検討や
入退院者の医療の要否に関す
ること、退院後のケアの円滑化
のための調整等

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）

本委員会は、専ら、個々の患者の処遇について審査して
おり、審査にあたっては、病状などの極めて秘匿性の高
い個人情報を取り扱うため、プライバシーの保護の観点
から、議事録を非公開としている。

29 福祉保
健局

東京都精神医療審査会 附属機関 非公開 精神障害者の入院の要否及び
処遇の適否に関する審査を行う

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）

本審査会は、専ら、入院中の患者に係る入院の必要性
及び処遇の適正性について審査しており、審査にあたっ
ては、病状などの極めて秘匿性の高い個人情報である
ため、プライバシーの保護の観点から、議事録を非公開
としている。

30 福祉保
健局

東京都小児精神障害診
査会

専門家会議 非公開 小児精神病医療費助成の適否
について審査を行う

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

本診査会は、専ら、医療費助成の適否について診査して
おり、診査にあたっては、病状などの極めて秘匿性の高
い個人情報を取り扱うため、プライバシーの保護及び公
正な行政執行の確保の観点から、議事録を非公開として
いる。

31 福祉保
健局

東京都精神障害者保健
福祉手帳等審査会

専門家会議 非公開

精神障害者保健福祉手帳の交
付申請及び自立支援医療費
（精神通院医療）の支給認定申
請に関する事項を審査する

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

本審査会は、専ら、精神障害者保健福祉手帳の交付及
び自立支援医療費（精神通院）の支給認定について審査
しており、審査にあたっては、病状などの極めて秘匿性
の高い個人情報を取り扱うため、プライバシーの保護及
び公正な行政執行の確保の観点から、議事録を非公開
としている。

32 福祉保
健局

東京都麻薬中毒審査会 附属機関 非公開

都道府県知事から麻薬中毒措
置入院者の入院継続の適否を
求められたとき、それを審査し、
同知事に通知する

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）

本審査会は、専ら、個々の患者の入院継続の適否につ
いて審査しており、審査にあたっては、病状などの極めて
秘匿性の高い個人情報を取り扱うため、プライバシーの
保護の観点から、議事録を非公開としている。

33 福祉保
健局

東京都薬物情報評価委
員会

附属機関 非公開

薬物の濫用防止ため具体的な
方策等を推進することで、都民
の健康と安全を守り安心して暮
らせる健全な社会の実現を図る

①法令秘（情報公開条例第７条第
１号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

　本委員会は、専ら、薬物情報について審議しており、審
議にあたっては薬物に係る情報を取り扱うため、東京都
薬物の濫用防止に関する条例で調査の手続きを非公開
とすることが明文化されていること及び情報を公開する
と、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるた
め、議事録を非公開としている。

34 福祉保
健局

東京都危険ドラッグ専門
調査委員会

専門家会議 非公開

規制すべき物質としての評価が
定まっていない危険ドラッグに
対し、専門的な見地から安全性
の評価を行う

⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

本委員会は、専ら、危険ドラッグの安全性の評価につい
て審議しており、審議にあたっては危険ドラッグに係る情
報を取り扱う。情報を公開すると、規制候補物質の特定
又は推定につながるなど業務の適正な遂行に支障を及
ぼすおそれがあるため、議事録を非公開としている。

35 福祉保
健局

東京都福祉保健局大気
汚染障害者認定審査会

附属機関 非公開

大気汚染の影響を受けると推
定される疾病にかかった者に対
して、知事が医療費助成を決定
するに際して必要な審査を行う

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

本委員会は、専ら、医療費助成について審査しており、
審査にあたっては、病状などの極めて秘匿性の高い個人
情報を取り扱うため、プライバシーの保護及び公正な行
政執行の確保の観点から、議事録を非公開としている。

36 福祉保
健局

東京都西多摩保健所大
気汚染障害者認定審査
会

附属機関 非公開

大気汚染の影響を受けると推
定される疾病にかかった者に対
して、知事が医療費助成を決定
するに際して必要な審査を行う

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

本委員会は、専ら、医療費助成について審査しており、
審査にあたっては、病状などの極めて秘匿性の高い個人
情報を取り扱うため、プライバシーの保護及び公正な行
政執行の確保の観点から、議事録を非公開としている。

37 福祉保
健局

東京都南多摩保健所大
気汚染障害者認定審査
会

附属機関 非公開

大気汚染の影響を受けると推
定される疾病にかかった者に対
して、知事が医療費助成を決定
するに際して必要な審査を行う

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

本委員会は、専ら、医療費助成について審査しており、
審査にあたっては、病状などの極めて秘匿性の高い個人
情報を取り扱うため、プライバシーの保護及び公正な行
政執行の確保の観点から、議事録を非公開としている。

38 福祉保
健局

東京都多摩立川保健所
大気汚染障害者認定審
査会

附属機関 非公開

大気汚染の影響を受けると推
定される疾病にかかった者に対
して、知事が医療費助成を決定
するに際して必要な審査を行う

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

本委員会は、専ら、医療費助成について審査しており、
審査にあたっては、病状などの極めて秘匿性の高い個人
情報を取り扱うため、プライバシーの保護及び公正な行
政執行の確保の観点から、議事録を非公開としている。

39 福祉保
健局

東京都多摩府中保健所
大気汚染障害者認定審
査会

附属機関 非公開

大気汚染の影響を受けると推
定される疾病にかかった者に対
して、知事が医療費助成を決定
するに際して必要な審査を行う

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

本委員会は、専ら、医療費助成について審査しており、
審査にあたっては、病状などの極めて秘匿性の高い個人
情報を取り扱うため、プライバシーの保護及び公正な行
政執行の確保の観点から、議事録を非公開としている。
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番号 局名 機関名称 機関種別
議事録

公開区分
設置目的 議事録非公開理由 具体的な議事録非公開理由

附属機関等議事録非公開理由一覧表（平成29年4月1日現在）

40 福祉保
健局

東京都多摩小平保健所
大気汚染障害者認定審
査会

附属機関 非公開

大気汚染の影響を受けると推
定される疾病にかかった者に対
して、知事が医療費助成を決定
するに際して必要な審査を行う

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

本委員会は、専ら、医療費助成について審査しており、
審査にあたっては、病状などの極めて秘匿性の高い個人
情報を取り扱うため、プライバシーの保護及び公正な行
政執行の確保の観点から、議事録を非公開としている。

41 福祉保
健局

東京都西多摩保健所感
染症の診査に関する協
議会

附属機関 非公開

法で定められた一類及び二類
感染症にり患した者で勧告等に
より入院している患者の入院期
間の延長等について審議する

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）

本協議会は、専ら、個々の患者の入院期間の延長等に
ついて診査しており、診査にあたっては、病状などの極め
て秘匿性の高い個人情報を取り扱うため、プライバシー
の保護の観点から、議事録を非公開としている。

42 福祉保
健局

東京都多摩立川保健所
感染症の診査に関する
協議会

附属機関 非公開

法で定められた一類及び二類
感染症にり患した者で勧告等に
より入院している患者の入院期
間の延長等について審議する

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）

本協議会は、専ら、個々の患者の入院期間の延長等に
ついて診査しており、診査にあたっては、病状などの極め
て秘匿性の高い個人情報を取り扱うため、プライバシー
の保護の観点から、議事録を非公開としている。

43 福祉保
健局

東京都多摩府中保健所
感染症の診査に関する
協議会

附属機関 非公開

法で定められた一類及び二類
感染症にり患した者で勧告等に
より入院している患者の入院期
間の延長等について審議する

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）

本協議会は、専ら、個々の患者の入院期間の延長等に
ついて診査しており、診査にあたっては、病状などの極め
て秘匿性の高い個人情報を取り扱うため、プライバシー
の保護の観点から、議事録を非公開としている。

44 福祉保
健局

東京都多摩小平保健所
感染症の診査に関する
協議会

附属機関 非公開

法で定められた一類及び二類
感染症にり患した者で勧告等に
より入院している患者の入院期
間の延長等について審議する

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）

本協議会は、専ら、個々の患者の入院期間の延長等に
ついて診査しており、診査にあたっては、病状などの極め
て秘匿性の高い個人情報を取り扱うため、プライバシー
の保護の観点から、議事録を非公開としている。

45 福祉保
健局

東京都南多摩保健所感
染症の診査に関する協
議会

附属機関 非公開

法で定められた一類及び二類
感染症にり患した者で勧告等に
より入院している患者の入院期
間の延長等について審議する

②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）

本協議会は、専ら、個々の患者の入院期間の延長等に
ついて診査しており、診査にあたっては、病状などの極め
て秘匿性の高い個人情報を取り扱うため、プライバシー
の保護の観点から、議事録を非公開としている。

46 福祉保
健局

医療関係施設等整備費
補助対象事業者審査委
員会

専門家会議 非公開

医療関係施設、児童福祉施設
等の施設・設備等における補助
対象事業者の選定に当たって、
補助対象事業者の適格性及び
事業計画の妥当性等について
審査する

③企業・団体等の秘密保護（情報
公開条例第７条第３号関係）
②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）

本審査会は、専ら、補助対象事業者としての適格性につ
いて審査しており、審査にあたっては、事業者の取引情
報、施設整備計画、役員等の履歴などの極めて秘匿性
の高い情報を取り扱うため、秘密の保護の観点から、議
事録を非公開としている。

47 産業労
働局

東京都中小企業調停審
議会

附属機関 非公開 組合協約に関する重要事項の
調査審議等

③企業・団体等の秘密保護（情報
公開条例第７条第３号関係）

本審議会は、中小企業が組織した組合と相手方との間
で、その組合員の取引条件に係る団体交渉ができないと
き、または団体協約の内容について協議が調わないと
き、中小企業等協同組合法第９条の２の２に基づいて審
議しており、個別当事者の取引条件や企業の事業活動
に関する情報を保護する観点から、議事録を非公開とし
ている。

48 中央卸
売市場

豊洲市場への移転延期
に伴う補償に関する検
討委員会

専門家会議 非公開

豊洲市場への移転に必要な設
備整備等を行っていた事業者
が移転延期に伴って生じている
具体的な損失に対して適切な補
償を行うため補償スキームの検
討を行う

③企業・団体等の秘密保護（情報
公開条例第７条第３号関係）
②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）
⑥その他（自由な意見交換の確
保）

　本検討委員会の審議は、法人・個人事業者、関係団体
の投資内容や投資金額等の事業活動情報に関するヒア
リング結果を踏まえつつ行われるため、議事録の公開に
より当該法人等の事業運営上の地位等が損なわれるお
それや当該個人の財産状況等が明らかになり、個人の
プライバシーが害されるおそれがある。
　また、本検討委員会は、築地市場の豊洲への移転延
期に伴う客観的かつ公正な補償スキームを策定するた
めの審議を行うものであり、議事録の公開により委員間
の自由な意見交換が阻害されるおそれがあるため議事
録全文は非公開としている。
　ただし、補償スキーム策定後、法人等の事業運営上の
地位、個人のプライバシー等が害されない範囲で議事概
要については公開している。

49 中央卸
売市場

豊洲市場への移転延期
に伴う補償審査委員会

専門家会議 非公開

豊洲市場への移転に必要な設
備整備等を行っていた市場関
係業者が移転延期に伴って生じ
ている具体的な損失に対して、
平成29年1月27日付28中管総
第1608号により決定された「豊
洲市場への移転延期に伴う補
償基準」に基づき適切な補償を
行うため、専門的見地から補償
額の算定等について検討を行う

③企業・団体等の秘密保護（情報
公開条例第７条第３号関係）
②個人のプライバシー保護（情報
公開条例第７条第２号関係）
⑤公正な行政執行の確保（情報
公開条例第７条第６号関係）

　本審査委員会は、個々の補償金交付申請に対して申
請者ごとに認定の有無を審査しており、審査に当たって
は、当該事業者又は個人の財務状況、借入等に関する
情報を取り扱うため、申請者の秘密及びプライバシーの
保護の観点から、議事録を非公開としている。
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番号 局名 機関名称 公開内容
次回会議から審議過程

の分かる要旨を公開

1 総務局 東京都非常勤職員公務災害補償等審査会 要旨（審議過程を明確に記載） ○
2 総務局 東京都退職管理委員会 要旨（審議過程の記載が不十分） ○
3 総務局 東京都メディカルコントロール協議会 要旨（審議過程の記載が不十分） ○
4 総務局 東京都人権施策に関する専門家会議 要旨（審議過程を明確に記載） ○
5 財務局 東京都土地収用事業認定審議会 要旨（審議過程を明確に記載） ○
6 財務局 東京都財産価格審議会 要旨（審議過程の記載が不十分） ○
7 財務局 東京都地価動向調査委員会 要旨（審議過程を明確に記載） ○
8 財務局 東京都工事等成績評定苦情審査委員会 要旨（審議過程を明確に記載） ○
9 生活文化局 東京都情報公開審査会 要旨（審議過程の記載が不十分） ○
10 生活文化局 東京都個人情報保護審査会 要旨（審議過程の記載が不十分） ○
11 生活文化局 東京都公益認定等審議会 要旨（審議過程を明確に記載） ○
12 生活文化局 東京都女性活躍推進会議専門委員会 要旨（審議過程の記載が不十分） ○
13 生活文化局 東京都名誉都民選考委員会 要旨（審議過程を明確に記載） ○
14 都市整備局 東京都地域危険度測定調査委員会 要旨（審議過程を明確に記載） ○
15 会計管理局 東京都会計基準委員会 要旨（審議過程を明確に記載） ○
16 会計管理局 東京都公金管理アドバイザリー会議 要旨（審議過程を明確に記載） ○
17 教育庁 東京都文化財保護審議会 要旨（審議経過を明確に記載） ○
18 水道局 東京都水道局資金運用管理委員会 要旨（審議過程を明確に記載） ○
19 下水道局 新技術委員会 要旨（審議過程を明確に記載） ○
20 東京消防庁 千代田区消防団運営委員会 要旨（審議過程を明確に記載） ○
21 東京消防庁 中央区消防団運営委員会 要旨（審議過程を明確に記載） ○
22 東京消防庁 品川区消防団運営委員会 要旨（審議過程を明確に記載） ○
23 東京消防庁 大田区消防団運営委員会 要旨（審議過程を明確に記載） ○
24 東京消防庁 目黒区消防団運営委員会 要旨（審議過程を明確に記載） ○
25 東京消防庁 世田谷区消防団運営委員会 要旨（審議過程を明確に記載） ○
26 東京消防庁 中野区消防団運営委員会 要旨（審議過程を明確に記載） ○
27 東京消防庁 北区消防団運営委員会 要旨（審議過程を明確に記載） ○
28 東京消防庁 練馬区消防団運営委員会 要旨（審議過程を明確に記載） ○
29 東京消防庁 荒川区消防団運営委員会 要旨（審議過程を明確に記載） ○
30 東京消防庁 墨田区消防団運営委員会 要旨（審議過程を明確に記載） ○
31 東京消防庁 葛飾区消防団運営委員会 要旨（審議過程を明確に記載） ○

※　H28年10月以降未開催の附属機関等については、「公開内容」欄は「要旨（審議過程を明確に記載）」に分類

附属機関等要旨公開状況一覧表（平成29年4月1日現在）
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○各局等のホームページの改善状況

総合ホームページと同等
のメニュー配置やヘッダー
デザインを採用

スマートフォン・タブ
レット対応

1　機能やデ
ザインの統
一への対応

2　スマート
フォン・タブ

レット端末へ
の対応

3　都民の使
いやすさの

向上

4　多言語コ
ンテンツの充

実
5　その他 （その他の具体的内容）

1 政策企画局 ○ ○

2 東京の特区Tokyo's Special
Economic Zones ○ ○ ○ ○

3 東京の都市外交 ○ ○

4 青少年・治安対策本部 ○ ○

5 東京都若者社会参加応援事業 ○ ○ ○ サーバーの変更

6
東京都若者総合相談センター
（Ｈ28年度まで：東京都若者総合相
談若ナビ）

○ ○ ○ ○ ○ 来所相談（2017/7開始）の案内

7 東京都ひきこもりサポートネット ○

8 こどものネット・ケータイのトラブル
相談【こたエール】 ○

9 大東京防犯ネットワーク ○ ○ ○

10 総合対策部　交通安全課(自転車
用ヘルメット普及啓発特設サイト) ○ ○ ○

11 総務局 ○ ○ ○

12 Tokyoふしぎ祭（サイ）エンス ○ ○ ○

13 総務部企画計理課 ○ ○

14 東京都尖閣諸島ホームページ ○ ○

15 東京⇔夕張　自治体間連携モデル
事業 ○ ○

16 行政改革推進部 ○ ○

17 行政部振興企画課 ○ ○

18 多摩の魅力発信プロジェクト特設
ホームページ ○ ○

19 公文書館 ○ ○

20 三宅支庁 ○ ○

21 小笠原支庁 ○ ○ ○ ○ ○

22 情報通信企画部 ○ ○ ○ ○
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝを含むサイト構
成（ページ階層含む）を変更し、都
民からよりわかりやすくしていく。

23 人権部 ○ ○ ○ ○ ○ ○

24 人事部 ○ ○

25 職員研修ガイド ○ ○

26 東京都職員採用 ○ ○ ○ ○

27 総合防災部 ○ ○

28 総務部総務課 ○ ○

29 大島支庁 ○ ○ ○ ○ ツイッターをＨＰトップ画面に掲出
し、情報発信を強化。

30 統計部 ○ ○

31 八丈支庁 ○ ○

32 ふくしま⇔東京キャンペーン ○

33 復興支援対策部 ○

34 総務部文書課 ○ ○

35 総務部法務課 ○ ○

36 コンプライアンス推進部 ○ ○ ○

37 公益通報 ○ ○ ○

38 行革　都政改革担当 ○ ○ ○ ○ ○ ○

39 東京都例規集データベース ○

40 東京都公報ホームページ ○

ホームページリニューアル状況

リニューアル内容

平成28年度
実施済

平成29年度以降
実施予定

No 各局等ホームページ

ホームページ機能に係る各局の対応状況
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総合ホームページと同等
のメニュー配置やヘッダー
デザインを採用

スマートフォン・タブ
レット対応

1　機能やデ
ザインの統
一への対応

2　スマート
フォン・タブ

レット端末へ
の対応

3　都民の使
いやすさの

向上

4　多言語コ
ンテンツの充

実
5　その他 （その他の具体的内容）

ホームページリニューアル状況

リニューアル内容

平成28年度
実施済

平成29年度以降
実施予定

No 各局等ホームページ

ホームページ機能に係る各局の対応状況

41 財務局 ○ ○

42 東京都電子調達システム ○ ○ ○

43 都債IR情報 ○ ○ ○ ○

44 都庁見学のご案内 ○ ○ ○

45 主税局 ○ ○ ○ ○ ○ ○

46 生活文化局 ○ ○

47 情報公開の窓 ○ ○ ○ ○

48 東京くらしＷＥＢ ○ ○

49 NPO法人情報提供システム ○ ○ ○

50 東京ライフ・ワーク・バランス ○ ○ ○ ○ ○

51 外国人おもてなし語学ボランティア ○

52 東京ウィメンズプラザ ○ ○

53 広報広聴部(都庁総合HP） ○ ○ ○

54 オリンピック・パラリンピック準備局 ○ ○

55 東京　事前キャンプガイド　～
for2020 ○ ○ ○ ○ ○

56 スポーツＴokyoインフォメーション ○ ○

57
東京ボランティアナビ-東京2020大
会に向けたボランティアウェブサイ
ト-

○ ○

58 都市整備局 ○ ○ ○

59 都市計画情報等インターネット提
供サービス ○

60 宅地建物取引業者免許情報提供
サービス ○

61 東京都耐震ポータルサイト ○ ○ ○ 都ＨＰからアクセス可能にすること
で利便性の向上を図る

62 建物における液状化対策ポータル
サイト ○ ○ ○ ○ 掲載済みの窓口などの変更の反映

63 環境局 ○ ○ ○ ○ ○ ○

64 Tokyo水素エネルギーポータルサ
イト ○ ○ ○ ○ 統一基準未対応部分の修正

65 花と緑の東京募金 ○ ○ ○

66 ECO-TOPプログラム ○ ○

67 福祉保健局 ○ ○ ○

68 福祉保健局採用職種ﾅﾋﾞ ○ ○

69
指導監査部指導調整課 社会福祉
法人・施設・在宅サービス事業者
情報

○

70 医療政策部医療政策課 知って安
心　暮らしの中の医療情報ナビ ○ ○ ○ ○

71 医療政策部医療政策課 東京都医
療機関情報システム ○ ○ ○ ○ ○

72 医療政策部医療政策課 東京都こ
ども医療ガイド ○ ○ ○

73 東京都における医療機能ごとの病
床の現状 ○ ○ ○ ○

74 保健政策部疾病対策課　ほっとけ
ないぞ！ＣＫＤ慢性腎臓病 ○ ○ ○

75 保健政策部健康推進課　とうきょう
健康ステーション ○ ○

76
生活福祉部地域福祉推進課　福祉
のまちづくり基準適合施設検索シ
ステム

○ ○

77 生活福祉部地域福祉推進課　福祉
のまちづくり功労者一覧 ○ ○

78 東京ホームタウンプロジェクト ○ ○ ○

79 高齢社会対策部在宅支援課　とう
きょう認知症ナビ ○ ○ ○ ○ ○

80 高齢社会対策部在宅支援課　高齢
者虐待防止と権利擁護 ○ ○ ○ ○ ○

81 少子社会対策部家庭支援課　東京
ＯＳＥＫＫＡＩ化計画 ○ ○ ○ 統計数の変更
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総合ホームページと同等
のメニュー配置やヘッダー
デザインを採用

スマートフォン・タブ
レット対応

1　機能やデ
ザインの統
一への対応

2　スマート
フォン・タブ

レット端末へ
の対応

3　都民の使
いやすさの

向上

4　多言語コ
ンテンツの充

実
5　その他 （その他の具体的内容）

ホームページリニューアル状況

リニューアル内容

平成28年度
実施済

平成29年度以降
実施予定

No 各局等ホームページ

ホームページ機能に係る各局の対応状況

82 児童相談センター事業課　東京都
児童館支援係 ○

83 少子社会対策部家庭支援課　乳幼
児期の事故防止学習ソフト

84 妊娠相談ほっとライン 東京都  に
んけん.jp ○

85 少子社会対策部計画課　とうきょう
子育てスイッチ ○

86 障害者施策推進部計画課　助け合
いのしるし　ヘルプマーク ○ ○ ○ ○ ○ 文言修正

87 障害者施策推進部計画課　ハート
シティ東京 ○ ○ ○

88 障害者施策推進部計画課　東京都
障害者サービス情報 ○ ○ ○ ○ 制度改正への対応

89 東京都薬局機能情報提供システム
（ｔ-薬局いんふぉ） ○ ○ ○

90 健康安全部食品監視課　食品衛生
の窓 ○

91 東京都健康安全研究センター
健康食品ナビ

92 市場衛生検査所管理課　築地市場
のさかな ○ ○

93 健康安全部薬務課　みんなで知ろ
う危険ドラッグ ○ ○ ○ ○

94 東京都健康安全研究センター　とう
きょう花粉ネット ○ ○

95 東京都健康安全研究センター　環
境放射線測定結果

96 東京都感染症情報センター ○ ○

97 東京都健康安全研究センター　感
染症発生動向調査

98 東京都健康安全研究センター

99 健康安全部感染症対策課
ふぉー・てぃー　うぇぶ ○

100
健康安全部感染症対策課　Words
of Love～Let’s talk about
HIV/AIDS～

○ ○

101 健康安全部感染症対策課　東京都
南新宿検査・相談室 ○

102 健康安全部感染症対策課　東京都
HIV検査情報Web ○

103
健康安全部感染症対策課　TOP-
HAT FORUM東京HIV/エイズ談話
室

104
障害者施策推進部地域生活支援
課　KURUMIRU～自主製品魅力発
信プロジェクト～

○ ○ ○ ○

105 少子社会対策部計画課　子育て応
援とうきょうパスポート運営サイト ○ ○ ○

106 保健政策部　健康推進課
「TOKYO WALKING MAP」 ○ ○ ○ ○ ○

新たに作成された区市町村ウォーキング
マップや都立公園情報等を順次追加掲
載し、サイトを拡充する。

107 病院経営本部 ○ ○ ○ ○

108 東京都医師アカデミー ○ ○ ○ ○

109 東京都看護アカデミー ○ ○ ○ ○ ○

110 東京都立広尾病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

111 東京都立大塚病院 ○ ○

112 がん・感染症センター都立駒込病
院 ○ ○

113 東京都立墨東病院 ○ ○

114 東京都多摩総合医療センター ○ ○

115 東京都立神経病院 ○ ○ ○

116 小児総合医療センター ○

117 東京都立　松沢病院 ○ ○

118 産業労働局 ○ ○

119 東京コンテンツインキュベーション
センター ○ ○ ○ ○

120 東京デザイナー情報 ○ ○ ○ ○ ○

121 東京都医工連携HUB機構 ○ ○ ○ ○ ○

122 青山スタートアップアクセラレーショ
ンセンター ○ ○ ○ ○
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総合ホームページと同等
のメニュー配置やヘッダー
デザインを採用
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4　多言語コ
ンテンツの充

実
5　その他 （その他の具体的内容）

ホームページリニューアル状況

リニューアル内容

平成28年度
実施済
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No 各局等ホームページ

ホームページ機能に係る各局の対応状況

123 東京都の創業・新事業創出支援施
策 ○ ○ ○ ○

124 次世代アントレプレナー育成プログ
ラム ○ ○ ○ ○ ○

125 東京都創業ＮＥＴ ○ ○ ○ ○ ○

126 エンジェル税制 ○ ○ ○ ○ ○

127 ＴＭＡＮ ○ ○ ○ ○ ○

128 メディア活用販路開拓支援事業 ○ ○ ○ ○

129 Buy TOKYO推進活動支援事業
ホームページ ○ ○ ○ ○

130 東京の伝統工芸品 ○ ○ ○

131 産業立地ナビＴＯＫＹＯ ○ ○

132 東京都立皮革技術センター ○ ○ ○

133 東京ロケーションボックス ○ ○

134 フィルムコミッションポータル ○ ○ ○

135 FREE Wi-Fi & TOKYO ○ ○

136 tokyo reporter 島旅＆山旅 ○ ○ ○ ○ ○

137 EAT東京　多言語メニュー作成支
援ウェブサイト ○

138 EAT東京　「外国語メニュー」があ
る飲食店検索サイト ○

139 観光部振興課地域振興担当　東京
観光バリアフリー情報ガイド ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 掲載内容の追加

140 東京都農業振興事務所 ○ ○

141 森林事務所 ○ ○ ○

142 東京都島しょ農林水産総合セン
ター ○ ○ ○

CMSの変更による管理機能の向上
と調査船による海況観測結果等の
データ提供の利便性向上。

143 農林水産部食料安全課 都民のた
めの生産情報提供事業

144 農林水産部水産課 ぎょしょくのへ
や ○ ○ ○ ○ コンテンツの追加

145 農林水産部食料安全課　東京地域
特産品認証食品ホームページ ○ ○ ○

146 農林水産部食料安全課　とうきょう
特産食材使用店ホームページ ○ ○ ○

147 農林水産部食料安全課　東京島じ
まん食材使用店 ○ ○

148 農林水産部食料安全課　エコ農産
物認証制度ホームページ ○ ○ ○

要領の改正内容を更新。
アクセス数カウント未対応のため、
改善。

149 農林水産部森林課 東京の木・森
のしごと ○ ○ ○ ○ ○

150 TOKYOはたらくネット ○ ○ ○ ○ ○ ○

151 雇用就業部就業推進課 きづくイン
ターンシップ ○ ○ ○ ○

152 雇用就業部就業推進課　東京で働
こう～TOKYO CAREER GUIDE～ ○ ○

153 雇用就業部就業推進課　東京カイ
シャハッケン伝！ ○ ○ ○ ○ ○

154 労働法ミー猫とつばさのまなびネッ
ト ○ ○ ○

155 労働者派遣講座 ○ ○ ○

156 労働相談情報センター　働くあなた
のメンタルヘルス ○ ○

157 知らないと損する労働法 ○ ○ ○

158 パート労働ナビゲーション ○ ○

159 女性の活躍推進人材育成事業 ○ ○ ○

160 東京都 仕事と介護の両立支援サ
イト ○ ○

161 ワークライフバランス推進企業ナビ ○

162
雇用就業部　労働環境課　働き方改革
推進担当  TOKYO働き方改革宣言企業
生産性向上支援コンサルティング

○ ○ ○ ○

163
TOKYOはたらくネット ～雇用環境
整備に関する研修会申込みサイト
～

○ ○ ○ ○
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164 TOKYO働き方改革宣言企業ウェブ
サイト ○ ○ ○

165 雇用就業部就業推進課　レディ
GO!Project ○ ○ ○ ○

166 雇用就業部就業推進課　正社員就
職サポート事業 ○ ○ ○ ○

167 東京マイスター ○ ○

168 中央卸売市場 ○ ○ ○

169 建設局 ○ ○ ○

170 東京都水防災総合情報システム ○ ○ ○ ○

171 建設局事業所ページ ○ ○ ○

172 港湾局 ○ ○ ○

173  東京港管理事務所（東京港港湾
情報システム） ○

174 会計管理局 ○ ○ ○ ○ ○ アンケート機能等の設置による都
民ニーズの把握

175 東京消防庁 ○ ○ ○ ○ ○ ○

176 交通局 ○ ○ ○

177 都バス運行情報サービス ○ ○

178 水道局 ○ ○

179 下水道局 ○ ○ ○

180 下水道台帳 ○ ○

181 東京アメッシュ ○ ○ ○

182 教育委員会[教育庁] ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ＣＭＳ導入による管理機能の向上・
発信力の強化

183 東京都オリンピック・パラリンピック
教育 ○ ○ ○ ○ ○ ○

184 東京都特別支援教育推進室 ○ ○

185 東京都生涯学習情報 ○ ○

186 乳幼児期からの子供の教育支援プ
ロジェクト ○ ○ ○

187 東京都子供読書活動推進計画　未
来を支える読書 ○ ○

188 東京都公立学校教員採用案内「東
京の先生になろう」 ○ ○ ○ ○

189 東京都教職員研修センター ○ ○

190 次世代リーダー育成道場 ○

191 東京都教育相談センター ○ ○ ○

192 都立図書館ホームページ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 都立図書館事業の発信力の強化

193 東京都多摩教育事務所 ○

194 文化財めぐり ○ ○ ○ ○ 新内容の追加

195 東京都文化財情報データベース ○ ○

196 東京都教員免許案内 ○ ○ ○ ○

197
Tokyo Portal for International
Education（国際教育・東京ポータ
ル）

○ ○ ○

198 考えよう！いじめ・SNS＠Tokyo ○ ○ ○ ○ ○ OSバージョンアップへの対応

199 選挙管理委員会 ○ ○

200 人事委員会 ○ ○ ○ ○ ○

201 監査委員[監査事務局] ○ ○ ○ ○ ○ ○
・監査指摘の検索機能を導入
・フローチャートを活用したナビゲー
ションページを導入

202 労働委員会 ○ ○

203 収用委員会 ○ ○ ○ ○ ○
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