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令和４年（2022年）6月21日（火曜日） No.１５０５区のおしらせ 6 月 2 1 日号

区民相談全般・窓口のご案内については、「まごころステーション」☎（3546）0561へお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

情報公開制度
　情報公開制度は、皆さんからの求
めに応じて、区政に関するさまざま
な情報を開示する制度です。
　条例では、区政情報の開示を請求
する区民の権利を明らかにし、区政
情報の範囲や請求の方法、開示手数
料、審査請求の手続きなどを定めて
います。
　令和３年度の区政情報開示の処理
状況は、別表１のとおりです。
　件数は、合計2,512件で、決定の
内容は、開示が1,694件（67.4％）、一
部開示が677件（27.0％）、非開示が
136件（5.4％）、存否応答拒否が５件
（0.2％）でした。
　この他、区民の皆さんへ積極的に
情報を提供するため、区役所１階の
情報公開コーナーで、区が発行した
刊行物などの行政資料の閲覧や貸し
出しを行っています。
　また、区などが発行している有償
刊行物の販売も行っていますのでご
利用ください。
個人情報保護制度
　個人情報保護制度は、区民の皆さ

んのプライバシーを守るため、自分
の個人情報の開示などを求めること
ができる制度です。
　条例では、自己情報の開示などを
請求する区民の権利を明らかにする
とともに、区が管理する個人情報に
ついて、適正な管理や利用のルール
を定め、不正に取り扱った場合の罰
則を規定しています。
　令和３年度は、開示請求が131件で、
決定の内容は、開示が47件、一部開
示が56件、非開示が25件、存否応答
拒否が３件でした。
　個人情報を取り扱う事務は、その
利用目的、内容などを記載し、登録
を行います。また、登録した目的以
外で個人情報を利用したときや、外
部への提供をしたときは、理由など
を記載した記録票を作成しています。
　登録票および記録票は、どなたで
も閲覧できます。
　事務の登録などの状況は、別表２
のとおりです。
逢総務課情報公開係
　☎（３５４６）５２９１

別表２　個人情報取扱事務の登録などの状況

項　目 区　長 教育委員会 選挙管理
委員会 監査委員 議　会 計

事務の登録 269件 59件 4件 1件 8件 341件
個人情報
ファイル 488件 54件 33件 0件 0件 575件

外部委託 204件 19件 1件 0件 1件 225件
目的外利用 83件 28件 1件 0件 0件 112件
外部提供 198件 10件 12件 2件 0件 222件

区立住宅
　主に中堅所得世帯の方を対象とす
る住宅です。
主な申し込み資格
　区内在住であること、または区内
に２親等以内の親族が居住している
こと、同居親族がいることなど
区立高齢者住宅
　満65歳以上（昭和32年７月２日以
前の生まれ）の１人暮らし、または
高齢者夫婦など（２人世帯高齢者）の
世帯を対象とする住宅です。
主な申し込み資格

　区内に引き続き３年以上居住して
いること、自立して日常生活を営め
ることなど
区営住宅
　主に低所得世帯の方を対象とする
住宅です。
主な申し込み資格
　区内在住であること、同居親族が
いることなど
共　通
申し込み資格（所得基準）
　世帯の所得が別表３の所得基準の
範囲内であること

　住居表示板は、郵便配達や来訪の
方などに目的地を分かりやすくする
もので、毎年区域を決めて脱落や汚
損などについて調査をしています。
調査員腕章を所持した調査員が下記
のとおり実施します。
調査内容
・ 未届けで住居番号を定めていない
建物や、名称が変更された建物を
調査します。
・ 既存建物の住居表示板の脱落・汚
損などを調査し、その取り付けや

取り替えを行います。
調査区域
　日本橋本石町一丁目～四丁目
　日本橋室町一丁目～四丁目
　日本橋本町一丁目～四丁目
　日本橋茅場町一丁目～三丁目
　日本橋兜町
作業期間
　７月１日（金）～10月31日（月）
逢建築課建築調整係
　☎（３５４６）５４５３

建物などの住所（住居表示）調査と、
住居表示板の取り付け・取り替え

別表３

住宅区分 住宅名 募集
戸数 間取り 面　積 基準使用料

（月額）
所得基準

（年間所得）

区立住宅

東日本橋住宅
1戸 3LDK 73.00㎡ 117,100円 3,513,000

～14,400,000円

1戸 2DK 54.70㎡ 87,700円 2,631,000
～14,400,000円

月島西仲住宅 1戸 3LDK 68.50㎡ 132,240円
1,896,001

～14,400,000円箱崎町住宅 1戸 2LDK 65.70㎡ 136,220円
勝どきサンスクェア 1戸 2LDK 56.00㎡ 121,380円

京橋プラザ住宅
（特公賃型） 1戸 3LDK 78.40㎡ 174,900円

2,276,000
～6,224,000円

（2人世帯の場合）
区立

高齢者住宅 堀留町高齢者住宅
1戸 1DK 34.90㎡ 75,000円

0～14,400,000円
1戸 1DK 42.10㎡ 90,000円

区営住宅 月島四丁目アパート 2戸 2DK 34.30㎡ 21,000円
～43,000円

0～2,276,000円
（2人世帯の場合）

◎東日本橋住宅以外は世帯の所得に応じた応能家賃、東日本橋住宅は定額家賃です。
◎ 京橋プラザ住宅（特公賃型）は他の区立住宅と比べ、申し込みの際の所得基準および所
得の計算方法が異なり、所得基準が世帯の人数に応じて変動します。
◎区営住宅についても、所得基準は世帯の人数に応じて変動します。

募集する住宅と戸数
　別表３のとおり
申し込みのしおりなどの配布期間
　６月21日（火）～７月１日（金）
◎ 配布期間中（土曜日は除く）に、区
役所５階住宅課および日本橋・月
島特別出張所で配布します。
◎ ６月26日（日）は区役所１階でのみ
配布します。
◎ 区のホームページからダウンロー
ドすることもできます。
申し込み方法
　逢へ郵送または電子申請で申し込
む。
◎ 郵送の場合、７月７日(必着)まで
に晴海郵便局に届いたものに限り
受け付けます。消印有効ではあり

ませんので、配布期間中にご郵送
いただくことを推奨します。

◎ 電子申請の場合、６月21日（火）午
前８時30分から７月１日(金)午後
５時まで区のホームページから申
し込むことができます。午後５時
以降の申し込みは一切受け付けま
せんので、それまでに申し込みを
完了するようにしてください。

◎ 申し込みは、郵送・電子申請合わ
せて各住宅区分１世帯につき１通
です。申し込み資格、住宅の所在
地、間取りなど詳しくは申し込み
のしおり、または区のホームペー
ジをご覧ください。

逢住宅課住宅管理係
　☎（３５４６）５４６７

別表1　令和3年度　区政情報開示請求の主な内容および件数
開示請求の内容 決定の内容 件　数

解体工事事前周知届出、再開発事業に関する文書
など都市整備部が保有する文書

開　示 368件
615件一部開示 239件

非開示 8件

一般診療所台帳、歯科診療所台帳など区内診療所
に関する文書

開　示 540件

628件一部開示 30件
非開示 54件

存否応答拒否 4件

食品関係営業者台帳ファイルなど食品衛生に関す
る文書

開　示 374件
377件一部開示 3件

非開示 0件

美容所施設一覧など生活衛生施設に関する文書

開　示 152件

349件一部開示 167件
非開示 29件

存否応答拒否 1件

教育委員会定例会に係る配布資料など教育委員会
事務局が保有する文書

開　示 117件
148件一部開示 25件

非開示 6件

大気汚染測定結果など環境土木部が保有する文書
開　示 70件

110件一部開示 27件
非開示 13件

住宅宿泊事業に関する書類など福祉保健部が保有
する文書

開　示 10件
28件一部開示 14件

非開示 4件

中央区総合スポーツセンターなどの実績報告書な
ど区民部が保有する文書

開　示 3件
46件一部開示 38件

非開示 5件

区長交際費出納簿など総務部が保有する文書
開　示 51件

171件一部開示 113件
非開示 7件

「区のおしらせ　ちゅうおう」に関する書類など企
画部が保有する文書

開　示 6件
12件一部開示 1件

非開示 5件

議長交際費出納簿など区議会議会局が保有する文
書

開　示 1件
4件一部開示 3件

非開示 0件

特定企業との契約に関する文書など会計室が保有
する文書

開　示 0件
3件一部開示 2件

非開示 1件

特定企業との契約に関する文書など選挙管理委員
会事務局が保有する文書

開　示 2件
6件一部開示 2件

非開示 2件

特定企業との契約に関する文書など監査事務局が
保有する文書

開　示 0件
15件一部開示 13件

非開示 2件

合　計

開　示 1,694件

2,512件一部開示 677件
非開示 136件

存否応答拒否 5件

区立住宅・区立高齢者住宅・区営住宅 入居者募集

令和3年度
情報公開・個人情報保護の実施状況


