
区ホームページをご覧ください。講座などに参加する場合は、マスクを着用してください。

■写真展「花の表情展2022」　7月21日
～8月1日午前9時～午後5時（8月1日は午
後4時まで。7月26日を除く）　四季の香
ローズガーデン　入場無料　フォトサー
クル花とみどり・関口☎090-2723-3361
■ ①書道（漢字・かな・細字）②ペ
ン・筆ペン　白扇会　月3回月曜
午前10時～正午　旭町南地区区民館　
月会費①2,200円②1,600円　教材費
月550円　石田☎090-4396-7130
■社交ダンス無料講習会　7月3日～
31日の毎日曜午後6時30分～8時30
分　生涯学習センター　例会…毎日曜
午後6時30分～8時30分　生涯学習セ
ンター　プロが指導　入会金1,000円　
年会費2,000円　月会費3,000円　
つばき会・柴崎☎3993-5463（要予約）

■英会話　English club Lemon
初級者～中級者対象　月3回木曜①午
後1時30分～2時50分②午後3時～4
時20分　石神井公園区民交流セン
ター　講師　ジュリア・ジョンソン　①
②とも入会金2,000円、月会費4,500
円　初回は500円で体験可　伊藤☎
5935-1333 Eメール i-kazuko07@asahi.
email.ne.jp（要予約）
■書道・ペン字　桑文会　月2回土曜
午前10時～正午　勤労福祉会館　産経
国際書会評議員が指導　入会金1,000
円　月会費3,000円　教材費実費　
初回は無料体験可　産経国際書展
への出品あり　河口 ☎080-3489-
7548 Eメール zmr.723@gmail.com
（要予約）
■中国語学習CZクラブ　初級者～中
級者対象　毎土曜①午前10時～正午
②午後1時～3時　練馬第三小など　
中国人女性講師が指導　①②とも月会
費5,000円程度　初回は無料体験可　
たけば☎090-9839-8916 Eメール
takemako.2021.study@gmail.com
（要予約）

■ たんぽぽ歌の会（童謡・唱歌・合唱）　
毎木曜午前9時45分 ～11時45分　
勤労福祉会館　講師　久里きなこ　会
費1回1,000円　初回は無料体験可　
竹内☎090-4830-5740
■ 第19回二彩会水彩画展　7月6日
～10日午前10時～午後6時（6日は午
後2時から。10日は午後4時まで）　練
馬区立美術館　入場無料　例会…月2
回主に金曜午後2時～5時　練馬区立
美術館　入会金5,000円　年6回程度
写生会あり　原田☎090-6045-1431
■ラケットテニス　豊玉シニア　16
歳以上の方対象　毎火曜午後6時～9
時、毎金曜午後7時～9時、第2・4日曜
午後0時30分～3時30分　豊玉小　月会
費500円　菊地☎080-3176-8612Eメール
bibry16@jcom.home.ne.jp（要予約）
■ 女声合唱（日本人作曲家の組曲・
シャンソン・ミサ曲など）　石神井
フラウエンコール　毎火曜午後1時
30分～3時45分　生涯学習センター
分館　講師　中村皇　入会金1,000円　
月会費5,000円　楽譜代実費　宮沢☎
3997-7991（要予約）

■中国語の学習　チャイニーズガー
デン　①初級者②中級者対象　月4回
火曜①午後6時～7時②午後7時10分
～9時　生涯学習センターなど　中国
人女性講師が指導　月会費①3,000円
②4,500円　教材費年2,500円程度　
初回は無料体験可　鈴木☎ FAX
6915-8062（要予約）

■朗読サークル　千夜一夜座　①月
2回月曜午前10時～11時30分②毎火
曜午後1時30分～3時　①春日町青少
年館②男女共同参画センターえーる　
講師　フリーアナウンサー／田中千寿江　
①②とも会費1回1,500円　黒柳☎
070-6406-1018 Eメール chizuenokatari
@gmail.com（要予約）

● この欄は、区民の方のサークル活動な
どを紹介しています。内容などの確認
は当事者間でお願いします。
● 掲載を希望する方は、区ホームページ
をご覧ください。
● 場所は施設の予約状況により変更にな
る場合があります。

区 民 の ひ ろ ば

▶掲載の対象：区民の方や区内の団
体（代表者と構成員の半数以上が区
民の方）が、区内の公的施設を利用
して行う自主的な活動で、原則と
して1回の会費が1,500円以内のも
の　※営利活動、売名行為、政治・
宗教関係、対象が著しく限定され
ているもの、物品などの交換は掲
載できません。
▶申込：持参または郵送、ファクス
で〒176-8501区役所内広聴広報
課広報係（本庁舎7階）FAX 3993-
1194　※区ホームページからも申
し込めます。　※掲載は先着順（申
し込みからおおむね3カ月後）です。
日付指定の催しは、掲載希望号の1

カ月前が原稿締め切りです。　※
掲載後、次回掲載まで8カ月以上あ
けていただきます。　※掲載内容
は練馬区が編集・決定を行います。
▶掲載内容の確認：掲載日の10日
ほど前に、委託会社・マムズラボ
㈱が掲載内容の確認を行います。

［記載事項］
①団体名②活動内容・催し名③対
象（経験や年齢、性別などを限定し
ている場合）④日時⑤場所⑥講師⑦
入会金・月会費など⑧予約の有無
⑨問い合わせ先の方の氏名・電話
番号・住所（掲載はされません）⑩
掲載希望号（日付指定の催しのみ）
◎問合せ：広報係☎5984-2690

区民のひろば・投稿のきまり

株式会社サン・クリーン/練馬電機商会
（平日10-17時 土日祝日休）

〒176-0012東京都練馬区豊玉北4-1-3 TEL：03-3994-1422
お申込みは 
WEBか
お電話で

【テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機】回収を致します。
※家電リサイクル券を発行し、リサイクル料金と収集運搬料金を頂戴しております。家電を正しくリサイクル！家電を正しくリサイクル！広告

※広告の内容については、各広告主にお問い合わせください。広告掲載のお問い合わせは広報係☎5984-2690。

公文書公開制度・個人情報保護制度 ～令和3年度の
運用状況をお知らせします

情報公開課☎5984-4513問合せ　条例に基づき年１回、公文書公開制度と個人情報保護制度の運用状況を公表しています。ここでは、３年度の運用
状況をお知らせします。詳しくは、区民情報ひろば（区役所西庁舎10階）や区ホームページでご覧になれます。

　区の保有する公文書の閲覧や写しを請求できる制度です。
● 公開請求件数と請求内容（表1～3）
　公開請求件数は1,651件、請求者数は344名でした。
● 公開状況など（表4・5）
　公開率（※）は99.4％でした。なお、公文書公開に関する審査請求
が１件ありました。　※公開率…請求件数全体から「不存在」と「取り
下げ」を除いた件数に占める「全部公開」と「部分公開」の割合。

公文書公開制度

公文書の公開や自己情報の開示などの請求をするには

　公文書の公開や自己情報の開示などの請求を希望する方は、区民
情報ひろばにある請求書を、提出してください。
　自己情報の開示などの請求は、本人確認が必要なため、運転免許
証やマイナンバーカードなどをお持ちください。公文書の公開請求
は、区ホームページからもできます。▶公開などの決定：受付日の
翌日から、原則15日以内（自己情報の訂正・削除・目的外利用など
の中止の請求は20日以内）に、請求に応じられるかどうかを決定し、
請求者に通知▶費用：閲覧は無料　※コピー・郵送料金は実費。

個人情報保護制度

　区が保有する個人情報について、収集や利用などのルールを定め
るとともに、区民の方などが自分に関する個人情報（自己情報）の開
示・訂正などを求める権利を保障するものです。
● 開示等請求件数と処理状況（表6）
　自己情報の開示等請求件数は335件で、請求者数は108名でした。
なお、自己情報の非開示・目的外利用の中止・外部提供の中止に関
する審査請求が各1件ありました。

表1　公開請求内容別件数

公文書の内容 件数

都市整備・建築・
土木 709

区政一般 519

教育 131

児童福祉 92

環境・清掃 79

保健・衛生・医療 60

入札・契約など 40

社会福祉 19

議会 2

合　計 1,651

表4 公開請求処理状況

処理状況 件数

全部公開 799

部分公開 458

非公開 5

不存在 135

存否応答拒否 2

取り下げ 252

合　計 1,651

表3 公開請求目的別件数

請求目的 件数

営業活動 973

区政の監視、区民参加 501

学問的な調査・研究 68

私的利害の調整 74

請求目的の記載なし 35

合　計 1,651

表6 開示等請求処理状況
処理状況 件数

開示請求

全部開示 191

部分開示 116

非開示 1

不存在 20

存否応答拒否 1

取り下げ 4

目的外利用
中止請求

応じる 0

応じられない 1

外部提供
中止請求

応じる 0

応じられない 1

合　計 335
※訂正請求と削除請求については請
求なし。

表5 公開請求に対する非公開の理由別件数
非公開とした理由（部分公開含む） 件数

個人に関する情報で、特定の個人が識別され
得るもの 245

法人などに関する情報で、法人などの正当な
利益を害するもの 201

公共の安全と秩序の維持に支障が生じる恐れ
があるもの 6

審議・検討・協議に関する情報で、意思決定の中
立性が不当に損なわれるなどの恐れがあるもの 15

事務事業の適正な遂行に支障を及ぼす恐れが
あるもの 103

法令などの規定によって公開できないもの 0

他の制度との調整が必要なもの 21

※同一の公文書に、複数の理由が含まれているものがあります。

表2 公開請求者内訳

請求者の区分 請求者数 請求件数

区民 95 507

区民以外 59 293

区内の法人・団体など 102 504

区外の法人・団体など 88 347

合計 344 1,651
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