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平成１５年度第２回情報公開運営審議会要旨報告書 

 

１．日  時  ： 平成１６年３月２９日（月） 午後７時～午後８時５０分 
２．会  場  ： 市役所３階 庁議室 

３．出席委員 ： 川島岩治・内田勝一・伊藤正己・熊谷清治・松原きみ子・嶋田節夫    

       （駒形壽子委員は欠席）  

  事 務 局 ： 生田総務部長・吉野総務課長・田中総務課長補佐・ 佐伯情報公開係長・湯浅主任 

傍 聴 者 ： なし 

４．議 題  ①東村山市情報公開運営審議会委員委嘱状交付 
                 任期２年（平成１６年３月１日から平成１８年２月２８日まで） 
       ②会長選出及び会長職務代理者選出 
       ③平成15年度第1回運営審議会報告書（平成15年6月18日開催）事前配布分確      
        認 
       ④その他 
５．会議要旨 

◆ 細渕市長より委員へ委嘱状の交付 

◆ 細渕市長のあいさつ 

今の混迷した、大きな変化の時代の中では、情報がどんどん古くなっていく。情報は取り扱い方

によっては大きな影響を及ぼすので適切に管理していかなければならない。しかし一方、情報公開

による説明責任はしっかり果たしていく必要があり、適切なご指導をいただきたいと考えている。２年

間よろしくお願いします。 

◆ 市長退席 

◆ 委員の自己紹介（アイウエオ順で） 

嶋田委員・・・初めてなので少し自己紹介いたします。久米川町に住んでいてコンピューターの設計の仕 

事をしておりました。今はサービス関係をしています。東村山に２０年おりますのでこういう

形で貢献できることを喜んでおります。メーカーでＩＳＯ取得をやったときに情報の共有化・

公開がないと組織が発展していかないということを経験しまして、情報公開というのはつとめ

て重要なミッションであると考えております。お役に立てるよう頑張りますのでよろしくお願い

します。 

◆ 事務局の自己紹介 

４月から、生田総務部長は議会事務局長、佐伯情報公開係長は契約係長へ異動する。 

後任は、総務部長に岸田現総務部次長、総務部次長に大野現学校教育部次長、情報公開係長に

小原現生活福祉課主査があたることになっている。 

 

◆ 議題 ② 会長選出及び会長職務代理者選出 
課長・・・・会長選出方法について、ご意見お願いします。 
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委員・・・・前回と同様に川島先生にお願いしたいと思いますが、いかがでしょう？ 

      （全員賛成） 

課長・・・・会長は川島先生と決まりましたので次に会長から職務代理選出をお願いします。 

会長・・・・内田委員にまたお願いしたいと思います。 

      （全員賛成） 

課長・・・・では会長からご挨拶をお願いします。 

会長・・・・ご指名ですのでふつつかですけれど会長をやらせていただきます。昨年は審議会に空白期 

間が生じてしまいました。善意に解釈すれば、市長が諮問する案件がなかったのだとも言えま 

すが、条例に設置を定められている機関ですので、今後は空白期間がないよう事務局には努 

力していただければと思います。われわれはあくまでも情報公開条例の運用、解釈等におい 

て適正化にご協力できるかということの責任を痛感しておりますので、主体はその立場で取り組 

んでまいりたいと思います。また近年、国家機関においても情報公開法が制定されております 

し、住基ネットに絡みまして個人情報保護の問題も法律化されて世間の話題を集めているわけ 

ですので、「情報を取り巻く公開と保護」ということは、今後如何にバランスのある運営をしていく 

かが大事な時代に入ってきていると思っています。ですから場合によっては市の情報公開条 

例そのものの問題点を提案するくらいの気持ちで各委員さんにもご協力いただければと思いま 

すので、今後ともよろしくお願いします。 

 

◆ 議題 ③ 平成15年度第1回運営審議会報告書（平成15年6月18日開催）事前配布分確認       
会長・・・・１回目終了後に委員の任期が切れていて審議会の継続性という点で疑問がありますので、『平 

成15年度第1回運営審議会報告書』については内容確認はせず、各委員で読んでいただい 

て参考にしていただくということにしたいと思います。 

 

◆ 議題 ④ その他 

・情報公開制度の運用状況（平成１５年６月～１６年２月分）について 

☆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１５年６月～１６年２月分）」により、

当該期間の「公開請求件数」「公開請求の所管別内訳」の説明が行なわれた。 

☆公開請求のあった１件ごとに、部分公開、非公開など決定内容の説明が行なわれた。 

 

係長・・・請求数は６６件、そのうち義務的請求４５件、任意的申出２１件。任意的申出の内、条

例施行前の文書に対する請求が７件で、市外在住者からの請求が１４件です。所管課別

の請求件数としては１０７件です。児童課と教育委員会庶務課、総務課、下水道課に対

する請求が比較的多かった。以下、部分公開、非公開としたもの（法人の代表者印影の 

み非公開については除く）について説明します。 

 

・・・・・・・・部分公開、非公開の理由を１件ずつ報告する（別紙報告書のとおり）・・・・・・ 
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《質疑応答》※ 事務局の説明が足りない部分に注釈を追加した。 
 

会長・・・この報告書について意見はありますか？ 

委員・・・報告書の表記に西暦と平成が混じっていますが、どちらかに統一しないと読みにくくな

いですか？ 

係長・・・請求内容の欄は、請求者が記入したとおりに表記していますので、混じってしまってい

ます。 

会長・・・請求年月日、決定年月日は事務局で統一できますが、請求内容は請求者の書いた内容を

改ざんできないということですよね。 

委員・・・そういうことですか。 

会長・・・№１１ですが、備考欄に「テープは反訳中であり事務処理終了後に公開する」とありま

すが、実際何時公開されましたか？ 過去に録音テープの公開については非常に時間が

かかるということで問題にしてきましたが、№２１、２６を見ると意外に早く公開され

ているので進歩したのかなと感じますが。 

係長・・・№１１のテープは８月５日に視聴してもらっています。 

委員・・・以前のような１年とか気が遠くなるようなことはなくなったんですね。 

係長・・・あれは議会のテープでしたが、今回は教育委員会ですので多少早いかと思います。 

会長・・・もう一つ私から質問ですが、前回の審議会報告書のなかに、委員から質問が出た件だと

思いますが、児童課あての公開請求で、当初の請求では保育園事業主の氏名が公開され

たが、２回目の請求では非公開になったというのがありましたね。これは２回目のとき

には事業主本人から個人情報外部提供中止請求が出されていたので、その不服申立て期

間終了までは保留という取扱いにしたということで、これが妥当かどうか前回の審議会

で議論になったところです。この件はこのあとどのような経緯になりましたか？ 

補佐・・・前回の審議会の中で、委員さんから「一時的な執行停止」という考えをご助言いただき

ました。私どもでは本来そういうことが可能なのかという点を含めて頭の中でもやもや

していたのですが、ご助言をいただきまして、両方が制度としてきちんと位置づけられ

ているのですから、一定の制度の権利は守らなければならない。そうすると情報公開条

例では公開を義務付けられているとしても、個人情報保護条例で外部提供中止請求が出

された場合は、請求を却下後、少なくとも不服申立て可能な期間までは公開の執行停止

とせざるをえないという形で整理させていただいています。今後も同様の取扱いになろ

うと思います。 

会長・・・「停止」という話は報告書７ページにありますが、私はその停止したその後はどうなって

いるのかをお聞きしたいのですが。停止期間が過ぎた後ですが。 

補佐・・・停止期間中に不服申立てがなされなかったため、期間が過ぎた後に改めて出された公開

請求では事業主氏名は公開しています。 

委員・・・この件については公開したのですか？ 
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会長・・・新設認可保育園の設置申請関係書類等について、１５年１月６日に請求があったことか

ら始まっているわけですが、停止期間が過ぎた後、請求者は非公開とされた部分につい

てはそのままで諦めたのですか？ それともこちらから公開したのですか？ 

係長・・・もともとこの件は保育園問題ですが、最初の公開請求のときに既に公開していた情報で

す。それを知って本人が外部提供の中止請求を出したので、（拒否決定後）停止期間中は

非公開にしました。それを過ぎた後に出された公開請求では、議会でも問題になり市民

の関心が非常に高いということで、個人に関する情報ではありますが裁量公開で公開し

てきましたところ、本人から外部提供の中止請求のあと不服申立てが出されて、現在不

服審査会に諮問中です。 

（注：外部提供中止請求は、１５年２月と９月の２回出されており、不服申立てが出さ

れているのは９月の中止請求拒否決定に対してである。） 

会長・・・それは正式な不服審査ですか。 

係長・・・そうです。情報公開・個人情報保護不服審査会です。平成１６年４月１５日に不服申立

てをした側の意見陳述があると聞いております。 

委員・・・６０日間という期限の設定がありましたね。 

係長・・・はい。拒否決定のあと不服申立てが可能な期間が６０日ですが、この間に不服申立てが

出されたということです。 

会長・・・念を押すようですが、不服審査の内容は、個人情報の外部提供中止請求を拒否したこと

に対する不服審査ですか。 

補佐・・・ちょっと整理させてください。まず情報公開条例に基づいて請求されたものを公開した

わけですね。すると、公開した文書の中に自分の個人情報が入っているという方から、

個人情報保護条例に基づいて外部提供の中止請求が出されましたけれども、私どもとし

ては情報公開条例に基づいて公開したのだから適法であるとして中止請求を拒否決定し

た。それについて６０日以内に所管へ不服申立てが出されて、今、不服審査会のなかで

審査が進んでいるという状態です。 

会長・・・そうすると不服審査は個人情報保護条例に基づいての不服審査ということですね。 

補佐・・・そうです。 

委員・・・この「停止」という方法は、請求の濫用によってループに入るということはないですか

ね。停止期限がきて開示される直前にもう１回中止請求を出すと。この繰り返しをされ

ると、永久ループというロジックになってしまうかと思いますが、そこは何か条例上対

策があるのでしょうか。 

補佐・・・今回個人情報の保護条例はかなり大幅に改正しましたが、この問題については内部の打

ち合わせの中で議論は出ましたが、条例の中には盛り込めませんでした。まず条例上対

象外とするという議論から、１回で打ち止めにさせるべきだろうとかいろいろあります

が、現実に条例には入れられなかった。ですからもし今委員さんがおっしゃったような

事例が出てくると、実は残念ながらずーっと停止が続く可能性がないとは言えないです。 
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委員・・・そうですね。 

委員・・・それと今のところで言えば、個人情報保護条例に基づいて外部提供中止を求めると言う

手続については、あくまでも特定の請求の公開決定に対する中止請求ですね？包括的な

ものを含む中止請求ではないですね？ たとえばこの保育園の事業者についての情報は、

包括的に個人情報だから出さないでくれという効力を有するのか、何月何日の公開請求

決定に対する中止請求なのか、このところの解釈はどうですか？ 

     例えば今回は保育園関係の文書ですが、同じことをめぐる二つの文書、ＡとＢの文書が

あったとして、Ａに対して公開請求されて、公開決定をして、（公開した文書に個人情報

がのっていた側から外部提供中止の拒否決定に対する）不服申立てされたという流れが

あるときに、Ｂに対する公開請求が出た。（外部提供中止請求のあった）Ａと同じ業者名

が書いてある。このときにＡに対する中止請求がＢにも効力を持つのか？  

補佐・・・今の話ですともともとＡという文書に関して不服申立てがなされていますから、Ａに対

する公開請求については今後同じ取扱いになりますけれど、Ｂについてはもともと（外

部提供中止）請求されておりませんので、情報公開条例に基づいて公開、非公開を決め

るだけです。ただ、Ｂという情報につきましても、同じ方から（外部提供中止請求を）

受けていますので、公開決定にあたっては第三者照会をする必要があり、そうすると多

分、本人が同じ手続（外部提供中止請求）を踏まれるだろうと思います。 

委員・・・そうするとＢの公開請求に対して一旦公開決定をして、それに対して本人が改めて外部

提供中止請求を出すという手続が繰り返されるわけですか？ それともどうせ中止請求

が出てくるだろうから最初から非公開決定ということにはならないわけですね？ 

補佐・・・そうです。 

委員・・・あくまでも１対１で対応すると。 

補佐・・・はい。 

会長・・・行政処分に対する不服申立てですから、あくまでも行政処分は個別処分ということです

ね。 

委員・・・はい、そこはきちんと確認されています。 

会長・・・報告書について他にありますか？ 

委員・・・№８，９にかかわる質問です。情報公開請求された方から公開された文書をいただいて

きて今持っております。例によって墨消しされております。ひとつは契約金額ですが、

行政の方が稟議をきっている最初の文書に「契約金額」が書いてあってそこを墨消しさ

れています。 

（注：実際に墨消しした部分は、契約金額ではなく予定価格・契約目途額・設計額・執行

伺額である）  

しかし実際に契約された契約書にはこの金額が記載されていて公開になっているんです

ね。そうすると、こういう消し方に果たして意味があるのか？整合性があるのか？ 参

考までに公共工事の適正化法の概要という書類を見てみると、とても法の精神はこのよ
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うな消し方を推進しているとは思えない。ちょっと杓子定規の運用方法でないか。どう

いう基準でこっちを消し、こっちを出しているのか？私もこの資料を見たばかりでよく

わかりませんが、このようなやり方に意味があるのか、もう一度、適正化法の概要を読

み直してみますので、市も次回までに検討してみてくれませんか。 

会長・・・ではそれは宿題ということで。 

係長・・・わかりました。 

会長・・・他にないようでしたら運用状況報告は終わらせていただきます。 

     続いて、個人情報保護に関する条例の一部改正が行われましたので事務局からご説明い

ただけますか。 

補佐・・・中身の解説の前に、今回の改正の大きなポイントがいくつかございます。 

まず改正の参考にしたのが昨年５月に制定されました国の個人情報保護法、それからも

うひとつ、当市で平成１１年７月に施行した東村山市情報公開条例、これに準じて請求

から公開までの流れとか、文言の整理を規定しております。 

それから今まで個人情報保護条例につきましては、閲覧とか写しの交付という言い方を

しておりましたけれど、これを国の法律に合わせて開示という言葉に整理しております。 

     もう１点、職員などに対する罰則を強化しました。この辺が大きな改正点になっており

ます。 

     ではざっと順番に追ってご説明します。 

＜第２条＞個人情報の定義を整理しました。 

＜第４条の２＞新たに従事者の義務を追加しました。 

＜第７条＞目的外利用と外部提供について一定の整理を行いました。 

＜第９、１０条＞電子計算機処理、オンライン結合について整理しました。 

＜第１１条の２＞ここが大きく変わりました。今までは第１１条で（閲覧等を請求する権利）とし 

て数行あっただけでしたが、これを国の法律と当市の情報公開条例を参考にしま

して、個人情報の開示の請求について、それから非公開情報について、資料 P．

20～24に渡り改正しております。基本的には情報公開条例と同じような定め方に

なりますけれども、特に個人情報の中で公務員の情報につきましては職務の遂行

にかかわる部分については公開するということになっております。今回、独立行

政法人法というのが改めて定まりましたので、その関係で独立行政法人等の職員

についても公開するというかたちで、P.22 ウの部分に規定してあります。この

規定は情報公開条例にも同様に入れました。 

＜１１条の３＞これまで規定していなかった部分開示、裁量的開示、存否応答拒否を改めて入れた。 

＜１１条の６＞期間の経過による開示は今までもありましたが新たに条立てにした。 

＜１４条の２＞未成年や成年被後見人の法定代理人の請求権について規定しました。 

＜１６条の２＞情報公開条例と同じように第三者の意見を聞くことができることを定めた。 

＜１７条＞情報公開条例と同じような流れで規定している。 
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＜１９条＞不服申立てが出たときに、実施機関が不服審査会へ諮問をした場合は、申立人への通知

を義務付けた。 

＜２８条～２８条の５＞従来の罰則は基本的に１年以下の懲役又は３万円以下の罰金になっていま

すが、これを改正しました。個人情報をファイルにして持ち出したり提供した場合は

２年以下の懲役か１００万円以下の罰金に、ファイルではなくて紙の状態等で外に持

ち出したり不当な目的で提供した場合は１年以下の懲役か５０万円以下の罰金になり

ます。それから職権濫用による個人情報の収集につきましても１年以下の懲役か５０

万円以下の罰金になります。２８条の４は個人情報保護運営審議会の委員に対する罰

則です。２８条の５はいわゆる本人に成りすましのような格好で開示を受けた者に対

する５万円以下の過料を定めています。 

 

ざっとですがこれが個人情報保護条例の改正の主な点でございます。短い時間のご説明でお分か

りいただけない部分がたくさんあろうかと思いますが、お持ち帰りいただいて資料をご覧になって

いただきたいと思います。 

これに伴いまして、情報公開条例を一部改正してございます。P.40のウのところ、公務員の公務

に関する情報につきましては公開しておりますけれども、その公務員の規定の中に独立行政法人、

地方独立行政法人が入るという趣旨の改正です。それ以降の（３）（４）についても新たに独立行政

法人が出来ましたのでそれを入れております。第１４条の第三者の意見聴取につきましても独立行

政法人が入ったということです。 

それからP.46のところは、情報公開条例に基づく不服申立てにつきましても、申立人に諮問をし

た旨の通知を義務付ける改正になっております。 

最後に情報公開・個人情報保護不服審査会の委員の守秘義務違反に対する罰則を、従来の３万円

から５０万円以下の罰金に改めたということです。以上、ざっとですがご説明させていただきまし

た。質問等がございましたらお願いいたします。 

 

委員・・・まだざっと聞いただけでよく理解していないところがありますが、第２条の個人情報の

定義のところで、「個人」を「生存する個人」と改めたのはどういう趣旨ですか？ 

補佐・・・本条例は二つの側面がありまして、一つは個人情報を保護すること、もう一つは自己情

報のコントロールという意味で自分の情報を自分で開示請求ができる、それから間違っ

ていれば中止や訂正請求ができる。開示や中止、訂正請求というのは、生存した方が自

分の情報について行うべきだと考えます。この条例が当初できたときに意識としては生

存する個人という風に決めていたんだろうと思いますが、何年か前に、個人情報保護条

例に基づいて亡くなった方の遺族が開示請求できるかという議論がたくさんありました。

そのなかで条例上規定すべきはあくまでも生存する個人に限るべきだろうという結論に

なりまして、実は国のほうが生存する個人という形で法律に入れております。私どもの

ほうもあくまでも自己情報のコントロール権を付与するのは生存する者に限るだろうと。
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ただ亡くなられた方の個人情報を保護しないということではありません。死者の情報の

開示請求につきましては別の制度で、現在特にレセプトなどではもう開示制度が運用さ

れております。そちらの制度にゆだねるべきで、本条例に基づいての死者の情報開示請

求はやはりされるべきではなかろうということで生存する個人と絞って規定しています。 

委員・・・非常に難しい問題のところですね。例えば東村山市民でマスコミによく取り上げられる

人が亡くなったとすると、死後にマスコミが特集記事なんかをわーっと組むために（情

報公開）請求をたくさん出すということがありえますね。そういう場合に遺族の名誉権

だとかいろんな問題が出てきますね。 

補佐・・・その請求は情報公開条例に基づくものですね？ 

委員・・・そうでしょうね。 

補佐・・・その場合には、情報公開条例で保護すべき個人情報というのは必ずしも生存した個人に

限っていません。個人情報保護条例で自己情報の開示請求等ができるのを生存した個人

と絞ったのであって、情報公開において、亡くなったら個人情報でも公開するというわ

けではありません。 

委員・・・今両方の条例を比べて見ましたが、情報公開のほうは単なる「個人」で、個人情報は「生

存する個人」になっていますね。わかりました、そういう区別をしているということで

すね。 

会長・・・一つよろしいですか。簡単なようで今後どうかなと思うものが第７条第１項の第３号で

す。今まで「法令等に定める所掌事務に必要な限度で利用されると市長が認めたとき」

となっていたのが、「法令等に定める所掌事務の遂行に必要な限度で個人情報を内部で

利用する場合であって、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき」

に改正された。同じような文章に書いてあるんですけど、実はここが一番気にかかると

ころです。要するに目的外利用といったときに、これは目的にあっている、これは目的

外だという線引きがどの範囲なのかが、市役所内部の所管間で個人情報を利用する際は

引っかかってくることが多いですね。それでお願いはこれをあまり拡大解釈しないで、

なるべく厳密に適用していただいて、拡大解釈で目的外利用をされないようにというの

が希望です。 

補佐・・・一つ大きく絞っていますのは「法令等に定める所掌事務」というのがあります。それか

ら法令に定まっているのか疑わしいと言う事例が出てくると思いますが、それは従来ど

おり運営審議会におはかりしてご意見をいただくという手続が必要になってきますから、

この文言で何でもかんでも OK になるということではありませんのでその辺は事務局で

舵取りをいたします。 

会長・・・良識のある運用をお願いしたいと思います。 

もう一つ、「市役所は個人情報保護法上の取扱事業者」になるのですか？市はデータベー

スをもっていますね。個人情報取扱事業者になると事業者の義務が出てくるわけですよ。

これが今、会社では大きな問題になっている。今、企業の情報が漏洩して賠償請求にな
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っていますが、あれは取扱事業者の義務違反になる。 

部長・・・正確なお答えではないということをあらかじめ申し上げた上でお答えします。個人情報

保護法と行政機関の個人情報保護法の関係という意味では、どちらかというと個人情報

保護法は基本法的なもの、そして独立行政法人や国の行政機関に対する特別法は別に定

められているという関係があります。といいながら個人情報保護法自体が、特に事業者

に対する部分については、基本法ではなくて実施規定も入った構造になっている。そう

いった構造の中で、基本的に国ないしは地方自治体については事業者の適用除外になっ

ているのはないかと思います。後ほど確認いたします。 

会長・・・不特定多数の名簿を持っている場合に取扱事業者になってしまう可能性があると聞いた

のですが、それが地方公共団体に該当するのなら、その部分だけが特別法的な行為にな

るんですかね、わかったら教えてください。他に何かありますか？ 

委員・・・民間の場合、機密漏洩をしたら懲戒解雇の対象になりますが、この条例上の罰則と職員

の懲戒解雇の関係はどうなっているのでしょうか。 

部長・・・一つは個人情報保護条例違反、漏洩ということで先ほど説明した罰則の対象になります。

その上で今度は職員の身分ですけど、地方公務員法が適用される職員については地方公

務員法に基づく分限懲戒となり、何らかの処分の対象になると思います。処罰の内容に

ついては個々実情に応じて懲罰委員会のなかで決定されます。 

会長・・・地方公務員法上は法令に違反した場合に分限処分になるとなっている。だからどういう

状況で漏洩が発生したかなどいろいろなことを考えての行政処分になります。ただ当市

の個人情報保護条例の罰則、２年以下の懲役か１００万円以下の罰金というのは地方公

務員法上の機密漏洩罪より重いんじゃないですかね。たしか１年以下の懲役か５０万円

以下の罰金だったと思いますよ。たまたま個人情報保護が住基ネットにからんでわいわ

い言われた結果、極めてきつい罰則になっているというのは事実だと思います。 

その他特にございませんか。 

では新メンバーによる第１回目の審議会を終わらせていただきます。 

 

   

・ ・・・・・・・閉会・・・・・・・ 

 


