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平成１４年度第２回情報公開運営審議会要旨報告書 

 

１．日  時 ： 平成１５年３月２７日（木）午後７時００分～８時５０分 

２．会  場 ： いきいきプラザ２階会議室 

３．出席委員 ： 川島岩治・伊藤正己・熊谷清治・松原きみ子   委員４名 

  事 務 局 ： 中川総務部長・小林文書管理課長・佐伯情報公開係長・内野（担当）４名 

  傍 聴 者 ： 有（途中入場） 

４．会議要旨 

（１） 平成１４年度第１回東村山市情報公開運営審議会要旨報告書（平成１４年７月２６日開催） 

の事前配布分の内容を確認する。     了承 

（２） 情報公開制度の運用状況報告（平成１４年７月～１５年２月） 

☆事務局より配布資料「東村山市情報公開制度運用状況（平成14年7月～15年2月）」によ 

 り、当該期間の「公開請求件数」「公開請求件数の所管別内訳」の説明が行なわれた。 

☆「情報公開請求の現況」について、部分公開、非公開決定内容の説明が行なわれた。 

    №１  請求時に未契約のものがあり、一部不存在による部分公開 

    №３  法人情報があり部分公開 

    №４  行政運営情報があり部分公開 

    №５  個人情報、法人情報があり部分公開 

    №７  個人情報があり部分公開 

    №１０ ①存否応答拒否、②法人情報があり部分公開 

    №１１ 個人情報があり部分公開 

    №１２ 個人情報があり部分公開 

    №１３ 個人情報があり部分公開 

    №１５ 個人情報があり部分公開 

    №１６ 個人情報があり部分公開 

    №１７ 法人情報があり部分公開 

    №１８ 個人情報があり部分公開 

    №１９ 法人情報があり部分公開 

    №２０ 個人情報、法人情報があり部分公開 

    №２１ 法人情報があり部分公開 

    №２６ 個人情報、行政運営情報があり部分公開 

    №２７ 請求時不存在により非公開 

    №２８ 法人情報、行政運営情報があり部分公開 

    №２９ 個人情報、法人情報、行政運営情報があり部分公開 

    №３０ 法人情報があり部分公開 

    №３１ 不存在により非公開 

    №３２ 個人情報、法人情報、行政運営情報があり部分公開 

    №３３ 個人情報、法人情報があり部分公開（第三者意見照会あり） 

    №３４ 個人情報、法人情報があり部分公開 
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    №３８ 個人情報があり部分公開 

    №３９ 不存在により非公開 

    №４０ 法人情報があり部分公開 

    №４１ 個人情報があり部分公開 

    №４２ 法人情報があり部分公開 

    №４３ 個人情報、法人情報があり部分公開 

    №４７ 法令秘情報により非公開 

    №４８ 法令秘情報により非公開 

    №４９ 個人情報があり部分公開 

    №５１ 個人情報、法人情報があり部分公開 

    №５２ 個人情報があり部分公開 

 

《説明に対する質疑応答》 

会長－この期間内で不服審査会に諮問した案件はあるか。 

係長－№27の議会への請求で議事録作成のための磁気テープの請求があり、当初、非公開の決定をし 

   たが、不服申立てがありその後公開決定に変更している。 

   №33（H15.1.6請求）の保育課に対する請求だが、該当文書のなかに新設保育園に関する報告 

書類があり、その中に事業主ではない第三者の個人名が記載されていたため、個人名は個人情 

報であると判断し非公開とした。また、市の保育計画について不存在により非公開とした。こ 

れに対し、「その個人名は保護すべき個人情報ではない。また、保育計画なしに行政運営がされ 

ることはないはずである」との理由で不服申立てがなされております。 

課長－事業主とは関係がない個人ということで個人名を伏せたが、請求者の考えでは「一緒にきてい 

るのだから関係があるはずである」とのことで不服申立てされたものである。 

会長－その不服申立てについては、結論はまだでてないのか。 

係長－現在、保育課から不服申立ての諮問書が提出されたところである。審議日程は未定である。 

課長－住基ネットの個人情報がらみでも不服申立てされており時間をとられている。 

会長－他の1件は公開決定に変更されて終わっているのか。 

係長－終わっている。 

 

会長－他に質問等あるか。 

委員－公開請求をされた方々からのご意見がある。 

   委託契約に関する請求で、ごみ減量推進課から公開された文書で、紙1枚で応札価格が空欄に 

   なっていたものがあった。委託契約を締結する際、入札をするのだから紙切れ1枚の文書しか 

   残ってないということはない筈であるとのことだが、どのような文書が公開されたのか記憶に 

   ないか。 

係長－どのような文書が公開されているのか記憶は定かではないが、請求内容を見ると、かなりのボ 

リュームになると思う。№28・29については後日確認をする。 

委員－私もそのようなことで委託契約が完了する筈はないと思う。実はびっくりしている。 

会長－委託契約ということであるから、契約書の形式を整えた契約の全文が出ていると思う。 

係長－契約に係るすべての文書となっているので、選定委員会あたりからの文書になるとも思える。 
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会長－先程の説明の中に部分公開決定した理由に個人情報・法人情報とあり、括弧書で代表者の印影 

   とか個人の実印とかあるがその部分を消したことはわかるが、社名とか個人名は消してないの 

   か。 

係長－消してない。 

会長－それであれば、当事者の個人名なり社名が記載された契約書が公開されたと思う。 

課長－予定価格、予定価格算定資料ということから、かなりの量になると思うので調べる。 

 

委員－議事録のテープに関することだが、やっと公開になったものだが、いったん非公開の決定をし 

   ておいて、不服申立てがあってから公開の決定ということだが、不服審査の結果こうなったも 

   のかあるいは、そこまでやるなら聴かせることとなったものか。 

係長－不服審査会への諮問までいってない。非公開の決定をしているが、時期がきたら公開できると 

   いうものであったので、公開決定に替えたものである。 

課長－その時の扱いが非公開で良かったのかという問題はある。 

会長－不存在だから非公開だと言う決め方でなく、今は手元にないがきたらすぐ連絡をして公開する 

   るという親切心が有っても良いのではないか。不服申立てが有ったから見せるということは不 

   親切ではないか。 

課長－そこの表面だけを見ると不服申立てが有ったから替えたととられかねない。実際には時期のズ 

   レがあった。これは最初の時に非公開という言い方が不適切だったかなと思う。 

委員－この件は今までの経過を踏まえて下さい。非公開理由は不存在が理由で他に理由はないか。今 

   まで本来の行政文書ではない、議員が困るといっているとか言ってきたが最終的に不存在にな 

   ったのか。このことについては委員が問題にしていたことを伝えてもらいたい。不存在だけが 

   理由なら、今会長が言っていたように戻ってきたらすぐ公開するということで、その他に非公 

   開にする理由はないということで良いのか。この不存在は独特の不存在である。現在、業者の 

   ところにあるので不存在であるということだけか。 

会長－文書が不存在ではない。 

課長－議会事務局と話をしたが、共通理解が得られず申し訳ないと思っている。 

委員－テープを２本とったらどうか。この制度ができてから4年たつが最初から同じで、いつも言い 

   訳ばかりである。 

課長－議会事務局には話しているのだが。 

委員－情報公開の事務局の方に言うのは申し訳ないけれど。 

会長－これは議会事務局内部の姿勢が問題である。 

委員－私たちが議会にいたころより議事録が出来るのが遅くなっている。翌議会までには作成する不 

   文律があった。それが出来なくなっているのは議会全体の責任である。 

課長－前回の発言で次の議会までには議事録を作成すると言ったが、確認をしたところ短い議会、例 

   えば6月議会の時には間に合っているが、他の議会では間に合っていない。 

委員－反訳を全部委託にしたことがこのようになってしまっている。基本のことを業者に委託してし 

   まって、議会は記録がすべてである。 

部長－そのことを考慮し、職員を1名増員し議事録の作成をなるべく早くしようとしている。 

委員－この問題は皆さんが指摘したから、市もここまでやるようになってきた。 

委員－速記による議事録にこだわらず、今の時代に合わせた情報公開の方法を考えるべきで、傍聴が 



 4 

   認められているのならば、早く公開できるように願いたい。 

会長－公文書でないことは否定されて、公文書であることは確定した。 

課長－その点は事務局も情報公開の対象であることは認識をもった。 

委員－テープが業者のところにあるのでありませんということでは困る。 

課長－事務レベルの話だが、平均すると１議会で４０本の６０分テープが必要であり、1日7時間ダ 

   ビングしても6日かかるので、倍速で行なっても3日かかる。そのあたりは工夫が必要かなと 

   思う。事務局が応ずるかどうかは別問題だが。確かに3日ダビングで手元にないと業務に支障 

   があるので、ある部分だけ早くダビングするような歩み寄りといいますか、方法について事務 

   局が協力できるか工夫してみたい。 

会長－このテープの件については、最終的には本人確認の議事録の方が正本です。というのは耳で聞 

   いて同義語で本人の言わんとする言葉でない方で反訳された場合には本人に確認をとる方が正 

   しいと思います。 

   裁判でも場合によっては採用される段階になっているのだから。 

課長－量は違うが教育委員会はどんどん公開している。 

委員－なぜか議会だけが公開しない。 

委員－議会こそ本来オープンでないと。傍聴に実際行っているのだから。 

会長－秘密会は別として通常公開されているのだから。 

課長－議会事務局とは今後も努力します。 

会長－人の問題であると思う。 

会長－ここで審議会を一時休憩する。 

              休          憩  

会長－審議会を再開する。 

それ以外の件で質問なり意見があるか。 

委員－保育園に関する請求で、事業主以外の方の氏名が非公開となり不服申立てされているが、正規 

   の機関に対して審査請求が出されているのでとやかくいえないが、その場に居合わせた人は市 

   議会議員ですね。マスキングされた部分にある文字は市議会議員○○ですね。個人名○○では 

   ないですね。なぜこれが個人情報なのか。申請に立ち会うのが偶然市議会議員であったという 

   話ではない。 

   情報公開の手引き１４ページに書いてありながら、それが非公開とされたのか釈然としない。 

   運営基準を間違えているのではないかと思う。中身に立ち入った議論をここですべきかどうか 

   は別として、もう一度各行政機関に公務にかかる場合は個人情報ではないということを徹底し 

   ていただきたい、各実施機関に徹底して欲しい。どう考えても隠すべきものではないと私は思 

   う。どういう判断をするのかという相談はあったか。 

課長－今の答になるかどうかはわからないが、これは市の報告・復命文書で、市の職員がその人が市 

   議会議員と知っていてその肩書きを付けての名前を書いた。来た方はそういうことは名乗らず 

   ただついてきただけである。その辺で公務で来たかどうか分からない、市議会議員と書いたの 

   は市の職員が報告に勝手に付けただけであるとして個人情報ととらえ消した。 

委員－それは実施機関の判断か。 

課長－事務局でもその時にはそういう判断をした。公務で来たかどうか判断がつかないということで。 
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会長－何番の案件か。 

係長－３３番です。 

委員－これは釈然としない。この方は事業主と関係のない方で、かつ、市議会議員であるが、その場 

   では市議会議員の公務ではない、純粋な個人である。 

   こんな申請の手続の場に関係のない個人がなぜいるのか。普通関係のない人がその場所にいる

ことがあり得るのか。これは市議会議員として関係があるからきたか、全く関係のない人がそ

こにいて、その人がたまたま市議会議員でした、だから個人情報であるというのは詭弁ではな

いか、何で関係ない人がそこにいたのか、これは無理にそういうふうに解釈すれば非公開にな

るかなと、後で付けた理由ではないか。 

課長－その時は、個人情報と判断した。その判断が誤ったかどうか内部で論議する。 

委員－お願いする。 

会長－３３番は申請関係書類を持って誰かが申請にきたときのものか。 

課長－その時の報告文書である。 

会長－それは受け付けた人が作成しているのですよね。議員名が記載されているのか。 

課長－その申請書類が、報告書に添付されている。 

係長－申請があって、その申請書に鑑である報告書をつけて上司に報告する。その報告書のなかに先 

程からの市議会議員○○とあったものである。 

会長－部分公開の①、②は申請者の個人情報か。 

課長－①は一緒にきた方である。 

会長－会議出席者とあるもの。個人情報というのは申請者のものか。 

係長－そうである。申請者のこれからの計画が記入されていたものだ。 

会長－②は契約の住所・氏名・印影は申請者のものか。 

課長－売買契約書が添付されており、その中のものである。 

会長－その住所・氏名・印影か。一緒に来た人がどうのこうのという話ではない。 

   少なくとも①の会議出席者の氏名を消した問題である。だけど、その出席者というのは申請者 

   と同じような人だと考えれば申請者も消しているのか。 

課長－申請者は消してない。 

会長－同行者の名前を消しているのか。 

委員－そうだ。その同行者がたまたま市議会議員であった。 

課長－その時に、公務であるかどうかということで、私共では公務でない可能性もあると、いわゆる 

   議会公務とは言い難い。 

委員－公務ではない。 

会長－それは、公務とはいえない。個人情報でいう当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部 

   分とあり、職務執行上の書類ではない。 

委員－だけど、難しいのは、このことについて、後で議会で発言したり質問したりすると、そのため 

   の情報収集なり、議員として申請をとおそうとする行為なり、そのものと一体となった場合は 

   公務員の活動として見られる。職権の行使もそういうもので、これは裁判で争われたときに、 

   そのものが国会や何かで直接には委員会の中には入っていないということで職務権限は有して 

   ないが、しかし、一般質問の中で取り上げた時には、議員の職権の行使とみなされる。 

委員－国会議員の場合とは少し違う。地方議員の場合は、正式には議員としての権限は議会開催中だ 
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   けしかない。だから何日から何日のその間は公務とされる。このように個人的に行っているも 

   のは本来の議員公務でない。 

部長－関係者かどうかは分からないところであるが、関係者とみることは可能。 

会長－関係者であっても、誰から見ても公務員の職及び当該職務遂行の内容にかかる部分かというと 

   難しい。 

課長－その時にはそういう議論はしてないので、未だに引きずっているのだが。 

部長－議員さんが来たからといって、圧力を感じるとか。 

委員－それはある。 

委員－それと公務は別である。 

会長－公務かどうかは分からないけれども、申請者の名前を消さないなら関係者としてきたことは事 

   実なので消す必要はないのでは。 

委員－そうですね。あえて消すとすれば全く関係のないＡさんがそこにいた。だから消すということ 

   はいえるかもしれないが。 

会長－同行して話し合いの中に入ってきた人なら、申請者と同じ出席者です。 

委員－あるいは、議員として一定の権限を行使してきた人か。 

会長－議員としてではないだろうが、関係者として同席して発言をしたということは、出席者の議事 

   録・応答録が残るなら関係者の発言・応対内容も当然記録されていてしかるべきものと思う｡ 

委員－まして議員であるなら、余計非公開はおかしい。再考を要する問題である。 

課長－正直申しまして、私共事務局の判断ミスなのかどちらがいいのか検討をする。 

委員－少しケーススタディとして、こういう議論があったと残しておいた方がいいかもしれない。 

   それと３２番ですか、契約が済んだ後は公開するということであると思うが、契約が済んでな 

   くても公開するところがありましたよね。 

部長－４月からは情報の公表ということで事前に公表する。 

委員－そうすると少しずつ透明性が増してくる。 

課長－事前に公表するのは工事だけである。 

係長－工事については事前に予定価格を公表していくが、委託・物品契約は行なわない。 

委員－物品は行なわないのか。 

係長－委託・物品についてはまだ聞いてない。 

部長－工事ははっきりしているが、委託・物品についてはまだはっきりしていない。 

委員－でもやるべきである。 

部長－おそらくそういう方向で行くと思う。 

委員－工事の予定価格が公表された段階で積み上げていけば良い。工事が公表になって、何で物品・ 

   委託が非公開になるのか、実質的に非公開にする合理的な理由があるのかというところに 

   ついて、時代の流れの中で少しずつ変わってきているようだから。 

会長－ただ、業務委託でコンピュータのシステムを業務委託する時、仕様内容を明らかにすると、市 

   はこういうセキュリテイをかけているのかと分かってしまう。そうするとそれを破ろうとする 

   人がでてくる。だから一概にはどうかなと思うが。 

部長－それはある。それが今回の請求の中にもある。 

会長－だから、ある程度は公開してもいいものもあるけれども、逆に細かい所を公開すると問題にな 

   るところがある。 
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委員－ちょっとやっかいな問題だ。 

課長－４番は住基ネットの関係だが、対策実施手順を公開すると、今会長が言われたようなことにな 

   る。 

会長－ハッカーに手の内をみせることになる。ケースバイケースで考えることになる。 

 

委員－自分の生活で必要になったということで、情報公開を使っている例があるか。例えば老人の面 

   倒をみてくれる制度について説明してある全部の文書を公開してくれとか、自分の家の前の道 

がどうなっているのか文書をみせてくれというような使われ方はあるか。このような使い方で 

市民の間に情報公開条例が浸透しているような傾向はあるか。 

課長－制度の問題ですと、情報公開というよりも情報提供の分野で、パンフレットとか分かりやすい 

   ものを提供している。 

委員－窓口に座っていて、そういう人も出てきたなと思うことはないか。 

係長－実際そのような請求はない。ただ、こういうことについて聞きたいという方は、我々の執務場 

   所が情報コーナーとなっているので結構くる。私共も市役所全部の業務を把握している訳では  

   ないので、特に福祉関係は色々な制度がありますので課を特定できませんので福祉関連のこと 

   であれば、いきいきプラザの一階ですという形で案内している。 

委員－条例だけの問題ではなく、繰り返し会長さんがおっしゃっている親切心で運営して下さいとい 

   うことを含めて、できるだけそういった利用のされ方、どうすればいいのか分からないから、 

   取りあえず情報コーナーにきました人たちにお役に立つようにお願いしたい。 

課長－運用状況の中、公開請求件数があり、その一番右側に情報提供による取り下げが７件、これは 

   情報公開のつもりできたが、提供の対応としたものである。この形が増えればいいということ 

   ではないですが、一般市民にとってはこういうことが増える事がいいのかとは思う。 

係長－２月１日に４階から１階に降りたことにより、道案内的なことは増えた。 

委員－おおいにそういったことでお役に立ってもらえればと思う。 

会長－一般論として自分のための情報公開制度はあっていいと思う。今の報告の中で自分のためどこ 

   ろか、同業者の情報を収集し、会社の利益のために情報公開を利用していることが多い。だけ 

   ど、それはだめだといったら情報公開制度そのものが問題になるので、自分のために使う人が 

   いるかも知れないが､しかしより多くの人の行政の透明性の求めに応じて取り組んでいくのが 

情報公開制度である。どんな制度であっても１００％善ということはあり得ないわけで、若干 

のトラブルがあっても大勢として運用が良い方向に向うならそれでいいと思う。 

   振り返ってみて、所管別の内訳を見てもばらつきが極端でなくなってきた。1ヵ月平均で４、 

 ５件の請求だって、事務当局としては閑散としているのではないか、もっと請求があってもい 

いのかとは思うが、東村山市の場合、大勢として落ち着いた運用なのかという気がする。事務 

局の努力に感謝する。 

委員－最後は議会事務局ですね。 

委員－情報コーナーの場所は１階のほうがいいと思う。 

課長－環境的にはざわざわしているので、テープを聴く時には少し支障があるかと思う。 

   請求についても２月に１２件、３月に１８件ですが、１８件というと１日１件ではあるが、所 

   管とのやりとり・相談でかなりあわただしかった。また、先程話題になった保育園の関係では、 

所管と連日打合せでかなり３月は大変であった。 
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   前回、委員から、監査請求がありその後訴訟になった場合の宿題があったが、各市に確認 

   をしたがその様な事例はなく、東村山市の事例を話させていただく。３８番の請求だが裁判の 

   ために自分の関わった資料の請求があり、それに対し裁判ということは分かっていたが、個人 

   の印影を除き公開した。今後も事務局としてはその姿勢で行きたいと考えている。 

委員－ここは前とは随分変った。 

係長－３８，３９，４０番がその関係の請求である。 

委員－裁判が始まってから請求があったものか。 

課長－そうだ個人の実印部分を除き公開している。 

委員－議会はともかく全体としてはいい方向に進んでいるということですね。 

会長－本日はこのあたりでよろしいですか。 

   

会長－閉会宣言 

 

 

 


