
別紙３ 
東村山市職員の懲戒処分等に関する公表基準 

 
第１ 目的 
   この基準は、市長が地方公務員法に基づく懲戒処分等を行った場合にお

いて、以下の基準に基づき公表することにより、公務員倫理の確立と綱紀

保持のより一層の徹底を図り、もって職員の公務員としての自覚を促し、

非違行為の未然防止に資することを目的とする。 
第２ 公表する懲戒処分等 
   次のいずれかに該当する懲戒処分等は、公表するものとする。 
（１）地方公務員法に基づく、免職、停職及び減給の懲戒処分 
（２）地方公務員法に基づく、刑事事件に関し起訴された場合の休職処分 
（３）上記以外の処分で社会的影響等を勘案し、公表する必要性がある場合 
第３ 公表する内容 
（１）原則として公表する内容は、つぎのとおりとする。 
   ア 被処分者の属する部 
   イ 被処分者の職名 
   ウ 被処分者の年齢及び性別 
   エ 処分内容 
   オ 処分年月日 
   カ 非違行為の概要 
 （２）（１）の規定にかかわらず、収賄、横領等社会的影響の大きな事件につ

いては、所属名、氏名についても公表するものとする。 
第４ 公表の時期及び方法 
（１）懲戒処分等を行った後、速やかに公表する。 
（２）公表は市ホームページへの掲載及び報道機関への資料提供又は発表に

より行うこととする。 
第５ 公表の例外 
   被害者等が公表しないことを求めている場合又は被害者等のプライバシ

ーその他の権利利益を保護する必要があり、やむを得ない場合は、公表内

容の一部又は全部を公表しないことができる。 
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【趣　旨】

公開請求を拒否するときは、公開請求に係る公文書の存否を明らかにした上で拒

否することが原則である。しかしながら、公開請求に係る公文書の存否を明らかに

するだけで、非公開情報の規定により保護される利益が害されることとなる場合が

ある。このような事態に適切に対処するため、公開請求に係る公文書の存否を明ら

かにしないで請求を拒否できる場合について定めた。

【解釈及び運用】

1　「公開の請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情

報を公開した場合と同様になるとき」とは、以下のような場合をいう。

（1）特定の個人の名前を挙げて、その人の生活保護受給歴、病歴、犯罪歴など

が記録された文書を公開請求された場合、「第6条第1号個人情報に該当す

るので非公開である」と答えると、当該個人の生活保護受給歴等が記録され

た公文書が存在することが明らかになってしまう。

（2）特定分野に限定しての試験の出題予定に関する情報が公開請求された場合、

非公開又は不存在と答えると出題予定に関する公文書の有無が明らかにな

る。したがってその分野が出題されるかどうか予測でき、請求者に不当な利

益を生じさせてしまう。

2　存否応答拒否により公開請求を拒む必要がある公文書については、実際に公文

書が存在するか否かを問わず、常に存否応答拒否をすべきである。公文書が存在

しない場合には不存在と答えて、存在する場合のみ存否応答拒否をしたのでは、

存否応答拒否をするときは公文書が存在する場合であることを請求者に推測さ

れてしまい、意味がなくなる。

3　この規定は、「非公開情報を公開した場合と同様になることが明らかなとき」

に限り適用ができるものであり、安易に本条を使うこと聞真まなければならない。

また、当該拒否決定に際し、必要にして十分な拒否理由を提示する必要がある。
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／　個人情報保護運営審議会委員の公募

今回初めて1名を公募。12／15号市報1両と市ホームページの「新着情報」でお知ら

せしたところ18名の応募があり、公開抽選で羽生田孝雄氏（63歳。行政書士）が

委員となった。

応募者18名中（男性14名　女性　4名）
30代　3名

40代　2名
50代　1名

60代　12名

ネット申請での応募　12名

その他の方法での応募　6名

職業

行政書士、会社員（セキュリティ対策推進業務従事）

高齢者福祉相談員（社会福祉士）、主婦、無職、大学名誉教授
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総務課作成のホームページへの評価・自由意見（Ｈ23.2月から7月上旬）

該当ページ
評価チェック（空欄はチェックな

し）
自由意見 送信日時

1 東村山音頭【パソコンで試聴できます】
この視聴形式はＪＡＳＲＡＣの定める「視聴」に反するのではないで
しょうか？　「４５秒以内」とあるのですが、下記のサイトを確認してく
ださい。http://www.jasrac.or.jp/network/start/sityo.html

2011/2/20 23:13

2 個人情報の取扱い 聞きなれない表現があった 2011/2/22 11:44
3 第4回個人情報運営審議会 知りたい内容が見当たらなかっ なんで市議会の情報がカレンダーに載っていないのですか？ 2011/2/26 5:16
4 東村山音頭【パソコンで試聴できます】 役に立った 2011/2/26 22:45
5 地上デジタル放送に関する助成制度 探しにくかった 2011/3/2 10:35
6 情報公開運営審議会 役に立った 2011/3/4 19:47

7 夏の行事（7月から9月）

萩山八幡神社（萩山町２丁目）例大祭は毎年９月の第一土曜日が宵
祭り、同日曜日は本祭りで、歴史的には２０年以上行われています。
このお祭りの特徴は周辺の子供たちに、日本の伝統のお祭りの楽し
さと文化を体験させる事に重点を置いている。大人神輿、子供神
輿、子供人形劇、太鼓山車等楽しさ一杯のおまつりです。毎年参加
者も増え、最近採り入れた赤ちゃんの泣き相撲は大人気です。参加
した赤ちゃんには、元気な子供に育つよう総代一同の願いを込め
た、手作りのお守りを贈呈しています．是非この欄で紹介してくださ
い。　神社総代

2011/3/6 22:06

8
年間の主な行事、神社・商店会等のお祭
り一覧

萩山八幡神社の元旦祭、午前０時時報と共に、年の干支氏子先着１
５名に大太鼓を叩いて貰いダルマをプレゼント、参拝者には桝酒、
甘酒、みかん等を振る舞い、お札、お守り、締め縄等のお炊き上げ
もしていなす。また、境内では願い事が叶うと言うダルマも販売して
います。２４時間体制でお待ちしております。

2011/3/6 22:40

9 統計調査のお知らせと結果
知りたい内容が見当たらなかっ
た

東村山市の統計に関する、統計の分析と、市政への反映を知りたい
と思ったが、見当たらない。せめて、都の統計結果の反対から見た、
東村山市の都内の位置ぐらい、市政データとして報告があってもい
いと思う。

2011/3/7 16:21

10 夏の行事（7月から9月） 役に立った 2011/3/10 22:54
11 東村山音頭【パソコンで試聴できます】 役に立った 2011/6/4 12:02
12 春の行事（3月から6月） 役に立った 2011/6/4 13:31
13 情報コーナーのご案内 役に立った 2011/6/4 13:52
14 情報コーナーでパソコンは使えますか 役に立った 2011/6/4 13:56

15
ひがしむらやま川マップと柳瀬川・空堀
川散策マップ

役に立った 2011/6/5 17:44

16
私の個人情報を誰かが情報公開請求し
て、公開されてしまわないか心配です。

2011/6/7 14:36

17 八国山緑地の道案内 役に立った 2011/6/8 12:03

1



総務課作成のホームページへの評価・自由意見（Ｈ23.2月から7月上旬）

18 窓口開設時間
知りたい内容が見当たらなかっ
た

地デジ化相談窓口があるとのことでネットで見たが何も無い。　窓口
時間など定刻の情報がヅラリ何の意味があるのか疑問。　その時々
に必要な情報をお願いしたい

2011/6/13 8:50

19 八国山緑地の道案内 役に立った 2011/6/13 19:05
20 東村山音頭【パソコンで試聴できます】 役に立った 2011/6/13 22:37

21
13町を歩いて楽しむ8つの地図　東村山
みどりのさんぽみち「あるぽ」

知りたい内容が見当たらなかっ
た

公園に行きたいのですが所在地の明記がない東村山駅からの交通
の便や地図の記載がほしい

2011/6/17 19:03

22 東村山音頭【パソコンで試聴できます】 役に立った
積年の疑問が　氷解。　ずっと昔志村けんの歌と違う物を聞いた記
憶があり、疑問に思っていました。

2011/6/19 22:18

23 窓口開設時間
土曜日も窓口を空けるべきです仕事をしている人は使うなということ
なのでしょうか

2011/7/2 13:15

24
年間の主な行事、神社・商店会等のお祭
り一覧

役に立った 2011/7/8 22:31

25 八坂神社の例大祭

分かりにくいです。長く住んでる人はこの案内で理解できるかもしれ
ませんが東村山の新参者の私には出店の出る場所等(一番賑わう
場所)や行列経路(日程記名なし)もわかりません。他の地域の人にも
もう少しわかり易くHPを作ってほしいです。pdf使用なら２ページに分
けて日程別に経路を表示しても良かったと思います。来年に期待し
ます。

2011/7/9 11:55

26 八坂神社の例大祭 役に立った 2011/7/10 3:01
27 八坂神社の例大祭 役に立った 2011/7/10 14:07

28 八坂神社の例大祭 役に立った
いつも思うのですが、市内のイベントの情報がうまく市民に伝わって
いないと思います。もっといろんなところで宣伝してください。

2011/7/11 15:37
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