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1

H29.2.22

H29.3.2

・2月22日の都知事発言で仮設費用に関して検討するとの指示をされた旨の発言があっ
たが、その内容がわかる文書（指示原議）
・1月30日の参議院予算委員会での高市総務大臣の地方財政法上の問題はないとの趣旨
に関して東京都が出した抗議文

1

総務部総務課

2

H29.3.2

H29.3.16

２０２０年東京五輪のゴルフ競技会場となっている「霞ヶ関カンツリー倶楽部」の定款
細則について、東京都（あるいは招致委員会）と日本ゴルフ協会との間でやりとりした
文書のすべて。また、これに関連して都に残っている文書のすべて。文書にはメールや
電話でのやりとりをしたメモの類も含む。期間は２０１１年～２０１３年１月まで。

1

大会施設部調
整課

3

H29.3.9

H29.3.23

東京辰巳国際水泳場(28)砂ろ過機整備
のうち工事設計書、工事内訳書、特記仕様書、設計図面

H29.1.27

平成28年1月13日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年1月15日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年1月19日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年1月20日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年1月22日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年1月26日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年1月28日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年2月1日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年2月2日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年2月4日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年2月5日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年2月9日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年2月12日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年2月15日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年2月16日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
H29.3.28 平成28年2月18日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年2月19日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年2月23日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年2月24日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年2月25日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年2月26日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年3月2日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年3月3日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年3月10日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年3月15日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年3月16日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年3月18日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年3月23日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年3月25日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年3月31日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
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1

総務部総務課

平成28年4月6日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年4月7日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年4月11日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年4月13日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年4月14日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年4月15日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年4月22日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年4月27日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年4月28日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年5月9日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年5月10日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年5月11日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年5月12日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年5月17日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年5月24日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年5月25日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年5月27日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年5月30日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年6月2日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年6月6日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年6月7日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年6月8日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年6月9日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年6月10日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年6月13日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年6月30日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年7月11日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年7月13日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年7月14日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年7月20日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年7月21日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年7月22日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年7月26日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ

4

平成28年8月1日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年8月3日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年8月22日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年8月23日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年8月25日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年8月29日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年8月30日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年8月31日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年9月5日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年9月7日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年9月8日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年9月9日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年9月12日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年9月13日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年9月15日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年9月20日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年9月21日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年9月26日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年9月29日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年9月30日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年10月6日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年10月7日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年10月11日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年10月14日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年10月18日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年10月19日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年10月21日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年10月27日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ

平成28年11月1日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年11月2日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年11月4日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年11月7日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年11月10日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年11月15日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年11月17日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年11月24日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年11月25日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年11月30日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年12月5日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年12月8日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年12月14日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年12月19日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ
平成28年12月21日 議会（議員・政調会）との接触情報連絡メモ

5

6

H29.3.17

H29.2.3

H29.3.30

新国立競技場建設に関してサブトラックの常設化に関してJSC及び組織委員会から東京
都に出された文章及び相談資料

2020東京大会に向けた関係自治体等連絡協議会幹事会第1回作業チーム資料「大会経費
（バージョン１）の全体像の内訳」
2020東京大会に向けた関係自治体等連絡協議会幹事会第1回作業チーム資料各競技施設
H29.3.31 別「概算工事費」・札幌ドーム・宮城スタジアム・幕張メッセ・さいたまスーパーア
リーナ・霞ヶ関カンツリー倶楽部・埼玉スタジアム2002・陸上自衛隊朝霞訓練場・横浜
国際総合競技場・江の島ヨットハーバー・伊豆ベロドローム・伊豆マウンテンバイク
コース

7

H29.2.6

2020東京大会に向けた関係自治体等連絡協議会幹事会第1回作業チーム資料「大会経費
（バージョン１）の全体像の内訳」
2020東京大会に向けた関係自治体等連絡協議会幹事会第1回作業チーム資料各競技施設
H29.3.31 別「概算工事費」・札幌ドーム・宮城スタジアム・幕張メッセ・さいたまスーパーア
リーナ・霞ヶ関カンツリー倶楽部・埼玉スタジアム2002・陸上自衛隊朝霞訓練場・横浜
国際総合競技場・江の島ヨットハーバー・伊豆ベロドローム・伊豆マウンテンバイク
コース

8

H29.3.22

H29.3.31 東京都知事の小笠原村へのフラッグ引渡しに係る輸送等の支援依頼について（回答）

9

H29.3.22

H29.3.31

28オ調連第212号「小笠原村へのフラッグ引渡し及び現地視察に係る輸送等の支援依頼
について」に係る依頼文

10

H29.3.22

H29.3.31

平成28年10月8日に知事が父島まで往復するために防衛相機材を使用した事にかかる経
費的な部分の文書

1

13

13

2

5

総務部総務課

1

1

1

1

1

1

1

（5号）組織委員会、国、東京都、関係他県自治体に
よる検討・協議に関する情報であって、公にすること
により、外部からの干渉、圧力等により、オリンピッ
ク・パラリンピック事業運営上の自由かつ率直な意見
の交換が妨げられ意思決定の中立性が損なわれるおそ
れがあるため。
（6号）組織委員会、国、東京都、関係他県自治体に
よる検討・協議に関する情報であって、公にすること 総務部総務課
により、関係団体等からの信頼を不当に損なうことに
なると認められるものであり、今後のオリンピック・
パラリンピック事業運営上支障を及ぼすおそれがある
ため。
（7号）組織委員会の要請を受け、公にしないとの条
件で提供された情報であって、公にすることにより組
織委員会との信頼を不当に損なうことになるため。

1

（5号）組織委員会、国、東京都、関係他県自治体に
よる検討・協議に関する情報であって、公にすること
により、外部からの干渉、圧力等により、オリンピッ
ク・パラリンピック事業運営上の自由かつ率直な意見
の交換が妨げられ意思決定の中立性が損なわれるおそ
れがあるため。
（6号）組織委員会、国、東京都、関係他県自治体に
よる検討・協議に関する情報であって、公にすること 総務部総務課
により、関係団体等からの信頼を不当に損なうことに
なると認められるものであり、今後のオリンピック・
パラリンピック事業運営上支障を及ぼすおそれがある
ため。
（7号）組織委員会の要請を受け、公にしないとの条
件で提供された情報であって、公にすることにより組
織委員会との信頼を不当に損なうことになるため。
総合調整部連
携推進課

1

1

1

1

(2号）個人に関する情報で特定の個人を識別すること 総合調整部連
ができるため。
携推進課

総合調整部連
携推進課

