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平成１６年度第１回情報公開運営審議会要旨報告書 

 

１．日  時 ： 平成１６年１１月２６日（金）午後７時００分～９時１５分 

２．会  場 ： 市役所３階 庁議室 

３．出席委員 ： 内田勝一・伊藤正己・熊谷清治・松原きみ子・嶋田節男 委員５名 

  事 務 局 ： 岸田総務部長・吉野総務課長・田中総務課長補佐・小原情報公開係長・ 

湯浅情報公開係主任 ５名 

傍 聴 者 ： ３名 

４．会議要旨 

 ◆ 会長の川島氏が欠席の為、職務代理の内田委員が本日の進行をする旨説明し、了承される。 

◆ 総務部長挨拶 

◆ 議題 １ 

事前送付済の『平成１５年度第２回東村山市情報公開運営審議会要旨報告書』（平成１６      
年３月２９日開催）の内容を確認する。 

《質疑応答》 

会長・・・この報告書について意見はありますか？ 

会長・・・特にないようでしたら、報告書の要旨についてはご了承いただきます。 

 

◆ 議題 ２ 

 情報公開制度の運用状況報告 
☆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16年３月～平成16年８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・・・請求者数２７人、請求件数つまり実際に出された請求書の枚数は３８枚、そのうち義務 

的請求が２７件、任意的申出１１件。所管課別に計算した請求件数が７３件です。1 枚

の請求書で複数の課にまたがる公開請求ができますので、請求枚数とは合いません。 

決定の内訳は、全部公開３７件、部分公開２２件、非公開５件、検討中1件、取下げ８

件でした。取下げは情報提供で対応したものです。 

所管課別では、環境部管理課、再開発担当（東村山駅西口関係）、学校教育部の庶務課、 

学務課に対する請求が比較的多かった。以下、部分公開、非公開としたものについて説 

明します。 

    №１  法人情報、個人情報があり部分公開 

    №２  法人情報があり部分公開 

    №12  施設課については文書不存在のため非公開 
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    №13  法人情報、行政運営情報があり部分公開 

    №14  個人情報、法人情報があり部分公開 

    №15  文書が大量のため２週間期間延長した。その後、請求者に該当文書件名リストを

渡し必要なものを指定してもらうことで了解を得たが、現在まで指定の連絡なし。 

    №17  個人情報があり部分公開 

  №18  法人情報があり部分公開 

№20   法人情報があり部分公開 

№23   法人情報があり部分公開 

№26   法人情報があり部分公開 

№27   文書不存在による非公開あり 

№28   法人情報があり部分公開。文書不存在による非公開もあり。 

№30   個人情報があり部分公開及び法令秘情報（地方税法の守秘義務）に該当し非公開 

№31   法人情報、個人情報があり部分公開 

№33   法人情報があり部分公開 

№37   法人情報があり部分公開 

№38   行政運営情報があり部分公開 

 

《説明に対する質疑応答》 

会長代理・・・今年の３月から８月までの３８件について、その内容と部分公開とした場合の根拠

についてのご説明でしたが、これについてのご質問、ご意見ございましたらお願い

します。 

委員・・・・・文書不存在で公開しないということについては、記録の義務あるいは保管期限と関

係があるかと思います。この報告では№12、27、28が文書不存在で非公開決定です

が、記録の義務と保管期限という観点からみると、不存在の理由はどうなりますか？ 

課長補佐・・・文書が不存在というのはいくつか要因がありまして、その事業そのものが行われて

いない場合は記録が存在しない、それから一定の保存年限が過ぎて既に廃棄してい

るという場合がありますが、今日の報告の中には廃棄という事例はありません。№

12、27、28については、関係所管でそういう事業を行っていなかったことによる不

存在、それから今は文書がないけれども作成中であるといったものです。本来作成

しなければならなかったにもかかわらず文書を作成していないための不存在ではあ

りません。そのような事例がないように運用していくのが事務局の役割と思います。 

          なお、請求者の方が「こういった書類があるだろう」という推測で公開請求を出

されることもありますが、その場合、それに代わるもしくは近い内容の文書があれ

ば当然公開します。今回の３件はそれも無かったということです。 

委員・・・・・例えば今の議論の中で、No.27の①は議事録の作成義務はないのですか？ 
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課長補佐・・・市の作成義務はないと考えています。準備組合では何らかの記録をとっているかも

しれませんが、それは承知しておりません。 

委員・・・・・市の方では作成義務を負っていないということですね。 

会長代理・・・No.27は①議事録②予算書・決算書ともに再開発準備組合でやっている事業なので、

市としては書類を持っていないという意味で不存在ということですか？ 

課長補佐・・・はい。③についてはこの定款を再開発担当の方で所有していましたので、これは公

開しました。 

会長代理・・・そうすると、議事録ないし予算書等を組合で作成していたとして、たまたま市へ送

付されている場合は公開の義務があるが、送付されていなければ公開義務はないと、

そういうことになるわけですね。 

課長補佐・・・条例上、公開対象となるのは「市が取得しているもの、作成しているもの」ですの

で、市が取得していないものについて、それを取り寄せてという義務はありません。 

委員・・・・・これは組合のほうに行けばオープンに見せてくれるんですか？ 組合には補助金が

出ているんですよ。組合だけで内緒でやられたらかなわない。その辺をどういう風

に考えるのか。非公開というのはひっかかりますね。補助金の総額は公開されても、 

出した補助金がどこへどう使われたかの細かいことは組合員でないとわからないん

でしょう。それはどうすればわかるんですか？ 

課長補佐・・・一般的に言うと、たとえば福祉の団体への補助金などは、市の支出決定の書類、ま

た事業が終わると実績報告を市に提出させますから、それについても原則公開して

います。これで補助金の使途はわかると思います。 

委員・・・・・事業が終わればですか。 

課長補佐・・・事業の実施前ですと、市が補助金をいくら支払ったかということがわかるくらいだ

と思います。 

会長代理・・・No.28 の①のように、市の補助金交付の書類については、交付日、算定根拠、使途

のわかるものを公開していますね。②は文書不存在となっていますが、これは 16

年度はまだ補助金交付をしていないため不存在だが、実際に交付をすれば①と同じ

ように公開されるということでしょうか。 

課長補佐・・・そうです。 

会長代理・・・算定根拠についての書類はかなり詳細に書いてあるんですか？市民にとってはどう

してここにこれだけのお金が出るのかというのが一番気になる点だと思うんですが。 

委員・・・・・終わってからではなくて、事業をやっている中間でも知りたいですよね。 

情報公開係主任・・・事業が完全に終わってからでないと何も公開できないというわけではなくて、

支出が済んでいて、その支出に対する公開請求が出れば、事業がまだ続いている時

期でも公開しています。 

委員・・・・・ちなみに今日時点で、西口再開発組合への16年度補助金は出ていますか？ 
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情報公開係主任・・・再開発担当に確認しないとわかりません。 

委員・・・・・今までの話は大変難しい議論だと思うんですけど、補助金を執行する時期が、請求

者や市民にどのような形式でわかるのか？ 請求者に補助金が執行されたら通知を

するという義務も市には生じていないわけですよね。そうすると、いつ執行される

かわからないと請求の時期も決められないという問題がでてくる。ここは行政サイ

ドとしてはどう対処するんですか。 

課長補佐・・・請求されたときに、現状はまだだけれど近々補助金交付があると確認とれるものに

ついては、「いつ頃ですよ」とお示しするというのが窓口としてよいのかなと思いま

すが、交付時期がはっきり定まっていないものは、その年度中としかわからない。

いつの時点で公開請求をしてもらえばいいのか、行政サービスとして請求者の方に

「補助金が交付されたので改めてご請求いただければ公開できます」と通知した方

がよいのでしょうが、現実的にはなかなか難しいというのが率直なところです。 

委員・・・・・不存在というのがひっかかる。組合には文書があるはずなんですよ。だからその辺

の対応をどうするか。補助金がついていなければ民間だからいいんですけどね。た

だ我々がこういうものを知る手段は市報だけでしょう。それで公開請求したら不存

在というのはね。補助金を出すんであれば、市の担当のところに普通こういうもの

（No.27,28）はあるはずなんだけれど。 

部 長・・・・No.28についてはさきほどから申し上げているとおり、平成16年度の補助金はまだ

請求があがっていないので文書不存在ということです。 

会長代理・・・ちょっとまとめますと、No.28の①で、15年度の再開発準備組合への市の補助金に

ついては公開された。では再開発準備組合の15年度予算書・決算書は公開されるの

かというと、文書自体を市が持っていないから非公開とした。これはあまり望まし

いことではないと思います。これからどのような運用をしていくべきかを考えると、

市が補助金を出した事業については、当該交付団体は予算書・決算書などを市に送

付するようにというルール作りをするのが適当でないでしょうか。市に文書の取得

義務を、弱い形ですがつけることになります。そうすれば補助金が交付先でどう使

われているのか、適正かどうかを、市民だけでなく市としてもより明確に把握でき

ると思います。 

部 長・・・所管に確かめないとわかりませんが、No.27 は再開発準備組合となっていて、No.28

は再開発組合なんですね。再開発組合の方のH15年度補助金交付は公開している。そ

うすると準備組合のときに補助金が出ていたのかどうかという問題がありますので、

確認して後日報告させてください。 

（注：請求者は「再開発組合への市の補助金（15.16年度）」という書き方で請求した 

が、実際はH13.11月に地権者18人の再開発準備組合が発足し、H16.5.6に再開発組 

合に変更。従ってNo.28の15年度市補助金は再開発準備組合に交付している。） 
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課  長・・・準備組合を経て再開発組合が設立されたことにより、補助金が交付されたとも考え

られますが、そこは資料を確認します。 

会長代理・・・それではこの件については調査をしていただいて、次回報告をお願いします。 

課長補佐・・・わかりました。 

委員・・・・・個人情報運営審議会でも話したことですが、No.38 で審議会発言委員名を非公開に

してますね。これは適当かどうか。議会では発言者名は公開です。各種委員会・審

議会によって公開するかどうかはまちまちのようですが。 

課長補佐・・・情報公開制度を立ち上げるときにいろいろな事例を調べた中で、ある県の審議会の

委員会の中で、賛成派、反対派の市民が非常に対立している案件を審議していて、

ある委員が自分達とは反対の意見を述べたというのが公にされ、その委員へかなり

のプレッシャーが加わって、結局委員が辞表を提出したという事例がありました。

一般に公開されていて傍聴可能な審議会の場合、誰がどう発言したのか傍聴すれば

わかりますから発言者氏名は当然公開となると思います。しかしそうでない審議会

の場合、発言者の私的な考え方、例えば審議会のなかで受け入れがたいような意見

をお持ちの委員がいたとき、氏名を公にされるという前提だと、その意見を率直に

述べるのにためらいが生じてしまうおそれがあるのではないか。発言を妨げないと

いう考えがあって、会によって公開、非公開が分かれているのが現状です。 

委員・・・・・会の自主性に任せるというものでもないんですね。議会の場合は自ら立候補してな

った人たちですからいいですけどね。難しいですね。 

課長補佐・・・市民に負担を求めるような意見、例えば何かの手数料値上げはやむをえないという

ような意見を審議会で率直にいえるか、というと委員としては難しいところがある

のかなと思います。それが表に出るという前提で発言を求められると、委員会その

ものの意義が損なわれるという心配があると思います。 

委員・・・・・ある意味仕方がない面もありますね。 

会長代理・・・この件についてはよろしいですね。 

委員・・・・・No.13 は予定価格及び予定価格算定資料の部分が非公開となっていますね。これは

次回、どういう形で公開したのか審議会に報告していただけませんか。つまり黒く

塗りつぶした現物を見せてください。それから No.14、これは資料に書かれている

氏名、住所、印影以外に消したところはありませんか。 

情報公開係主任・・・他にも非公開の部分がありましたら資料にのせますので、これだけです。 

委員・・・・・そうですか。本日の傍聴者がおそらく請求者だと思いますんで、確かめてみます。 

もしこれ以外の非公開部分がありましたら、出していただけますか。 

情報公開係主任・・・わかりました。 

委員・・・・・No.18 は契約金額は公開されていますか。印影のみ非公開となっていますが、契約

金額は公開されていますか。 
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情報公開係主任・・・契約金額は公開しております。 

委員・・・・・契約金額は公開しておりますと。はい。こういう場合の契約金額の公開と非公開の

分かれ道は何ですか。契約金額について非公開のものもありますね。 

課  長・・・契約金額は公開しております。 

委員・・・・・そうですか。わかりました。それであれば私は塗りつぶされた現物を持ってますの

で、なぜ契約金額が非公開にされたのかは後で問題にします。それから No.23。こ

れちょっと事案の内容がこういう書き方だとよくわかりませんが、レクチャーして

もらえませんか。「請求者」というのは情報公開条例に基づいて公開請求した請求者

のことですか？ 

情報公開係主任・・・そうです。請求者ご本人が、自分に対する懲罰処分がありまして名誉毀損の訴

訟をおこしていて、それに対する書類の公開です。他人の訴訟判決に関する書類で

はなく、ご自身のそういった書類です。 

委員・・・・・そういう意味ですか。わかりました。 

       次にNo.26の入開札結果について、非公開にされているのは送金口座情報だけです

ね？ これは入札は行われたんですか。随意契約ですか。No.26 についても次回、

現物を持ってきていただけませんか。実際にどういう形で公開されたのか確かめた

いものがありますので。 

情報公開係主任・・・わかりました。 

委員・・・・・同じく No.31。これも現物を出してください。どこが非公開か確かめたいので。具

体的な中身の議論については現物を見ないと議論にならないと思いますので。 

会長代理・・・ちょっと確認しますけれど、No.13は原本を次回確認する、No.14も原本が必要です

か？ 

委員・・・・・これは今日終わりのほうで別に話したいと思います。次回、原本はいらないです。 

会長代理・・・No.18はどうしますか。 

委員・・・・・これはまあ信頼申しあげましょう。契約金額も開示されているということですから。 

会長代理・・・No.23はもうよろしいですね。それでNo.26とNo.31は次回原本ということですね。 

委員・・・・・はい。よろしくお願いします。 

会長代理・・・では事務局、よろしくお願いします。他に質問、ご意見ありますか。 

委員・・・・・No.31のりんごっこ保育園というのは法人なんですか？ 

委員・・・・・これは個人立の保育園だというふうに聞いておりますが。 

委員・・・・・非公開部分の説明に「法人情報」と書いてありますが、これは該当するという認識

でよろしいのでしょうか？ 

課長補佐・・・個人で事業を営む場合の情報という意味で法人情報に該当します。 

会長代理・・・他にありますか？ 

委員・・・・・現在進行形のもの、市の行政の中で問題になっているものがいろいろありますよね。 
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例えばこのりんごっこ保育園の問題については、かなりいろんな問題が町のうわさ

の中で聞くところです。こういう問題に対する情報公開が実際にどのように行われ

ているかについて、1 年後半年後にあぁこれはこうだったねという議論では話にな

りませんので、できれば早く次回の審議会を開いてもらいたい。これはむしろ行政

にお願いするよりも私達がそういう考え方でいくべきかなと思います。すっかり問

題が片付いてしまってからしょうがないですから。 

課長補佐・・・審議会を半年後ではなくもう少し頻度を上げて開催してほしいという話ですが、委

員からそういうご希望が出れば事務局が反対するものではありません。 

会長代理・・・条例第18条第3項に「運営審議会は、公文書の公開等に関し必要があると認めると

きは、市長に意見を述べることができる」とありますので、今回はこの「等」とい

うことに入ると思います。この項を根拠として、もし何かあれば説明を求めていけ

ばよいと思います。 

       他はいかがでしょうか？ 特になければ運用状況についての審議は終わりとします。 

会長代理・・・よろしいですか。以上を持ちまして運用状況の報告を終わりにいたします。 

 

◆ 議題 ３   その他 
 

会長代理・・・事務局のほうから何か議題はありますか？ 特にないようでしたら委員のほうから

ありますか？ 

委員・・・・・前回の審議会で、実際に公開請求があって公開されたもののなかに問題点があるの

で次回お話したいと申しあげた件ですが、資料を皆さんにお配りしております。少

しこれについてご議論の時間をいただきたい。それから実際に公開請求した人で、

東村山市の納税の状況に関する公開請求をしたところまったく非公開という決定を

されたという件がありますので、この２件についてご議論いただければと思います。 

会長代理・・・そうしましたら、最初の件についてお願いします。 

委員・・・・・お手元の資料「№.１４１ 持廻り」と一番上に書いてある文書と、「検討していた

だきたい点」という文書の二つを最初にご覧ください。公開された文書の２枚目、

まず契約金額が全部塗りつぶされてますよね。それから３枚目の見積金額、内訳明

細書も人件費はじめ全部塗りつぶされている。次ページの予定価格、最後の契約目

途額も非公開です。こういう扱いが果たして東村山市の条例上、根拠がある塗りつ

ぶしなのかという点について、私の疑問と委員の皆さんの意見を伺いたいと思いま

す。この契約金額を非公開にした根拠なんですが、条例第６条の３号か６号に該当

すると思われます。しかしこれらの号の解釈にあたって手引の１１ページを見ると、

６条で原則は公開ですよと、できるだけ公開の原則に即して解釈すべきものだと書

かれてますよね。そうすると、公開の利益を没にしてまで非公開とするべき具体的
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な危険性、おそれ、理由がなければいけないと。果たしてそういうものに該当しま

すか、この泰成エンジニアリングとの契約内容については。これは随意契約なので、

競争入札以上に不透明な契約になる可能性が高いわけだから、公開すべきかどうか

の基準については随意契約のほうがむしろ厳しくあるべきだと私は思うんです。そ

れで、これに関して６条の何号に該当して非公開なのか教えてほしいし、その際に、

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」というのが平成１２年に

成立していますけど、第４条、７条、８条のところで、契約金額は開示すべきとい

う定め方をしている。この法律との関連はどう考えるのか。これは平成５年度の契

約で、この法律は平成１２年ですから事後にできた法律ですが、公開請求がなされ

たのは平成１５年度ですから法律施行後です。にもかかわらずこういった扱いをし

ているのは何なのか。それからそもそもこの契約金額が、公開された文書の最後、

契約締結請求書ではそのまま公開されているんですね。数字があとで出ているにも

かかわらずマスキングする必要があるのか。これは行政の稟議書ですから、最初行

政が、この程度の金額でという金額なのかな、実際の契約金額とは異なる数字が書

かれているのかな、と予想しますが、そうすると余計なんでこれをマスキングする

必要があるんですかという疑問が生じます。 

課長補佐・・・今示していただいた「№.１４１ 持廻り」と一番上に書いてある文書の契約金額が

マスキングしてある件ですが、契約金額と表記しておりますけれども、書かれてい

る金額は契約の予定価格です。本来、契約金額と表記したことが正しくありません。 

委員・・・・・僕もそうでないかなと思いました。ここに契約金額が出てくるはずがないですよね。 

課長補佐・・・そうでなければ後ろで契約金額が公開されているわけですから、同じ契約金額なら

非公開とする必要はありません。ですのでここはあくまでも契約予定価格です。 

委員・・・・・そうするとここは契約予定価格と書くべきものですね。 

課長補佐・・・本来そう書かなければならないものです。契約予定価格については、現在は委託、

物品契約ともにすべて公開しておりません。それから見積書や内訳明細表も非公開

にしておりますが、所管課では参考までにこの業者から見積りを取って予定価格の

算定資料としていると思いますので、これらを公表すると予定価格が推測されると

いうことで非公開にしています。ですから条例第６条の第６号に該当し、契約にお

ける予定価格及び将来の契約の執行に支障を生じる情報ということで非公開として

います。 

委員・・・・・それについてですが、配布した資料のなかに判例と、閣議決定「適正化指針の概要」

というものがあります。これは先ほど言いました公共工事適正化法第１５条に基づ

いて作られた指針です。このなかの「１、透明性の確保 ③」に「予定価格及び積

算内訳も公開しなさい」と指定されています。このこととの関連での検討は済んだ

上で、なおかつマスキングしたものでしょうか。それともこんなことは知らなかっ



 9 

たということでしょうか。このへんについてはどうですか。 

課長補佐・・・適正化法についてですが、これはあくまで公共工事に限って対象として、予定価格、

積算根拠等も含めて全て公開しなさいとなっております。国のほうでも、委託や物

品契約についても検討はなされているんでしょうが、現状ではまだ指針等は出され

ていませんし、市としても公開には至っておりません。 

委員・・・・・工事については公開すべきという指針が出ているときに、委託については非公開と

する積極的理由があるんですか。  

課長補佐・・・国の考え方として一点考えられますのは、工事についてはそれぞれ単発で行われる

ものであり、ある工事の予定価格が公開されても、そこから他の工事の予定価格を

推測することは難しいという考え方があるのではないかと思います。 

委員・・・・・それを逆に考えていただけませんか。業務委託は単発でなく同じ業務内容が繰り返

されることが多い故、もしそこに不透明なものがあればそれも繰り返されてしまう。

だからこそ公開すべきだという考え方のほうが正しいと僕は思います。しかもこの

泰成エンジニアリングというのは、行政と不透明な関係を持った結果、起訴されて

います。横浜市の下水道事業に係る公開請求に関し東京高裁から出た判決や、工事

の適正化法の精神など最近の世論の流れを考えて、予定価格は事後公表で結構です

から公開すべきと思います。 

課長補佐・・・委託契約の予定価格と積算根拠について、事後あるいは一定の年月が過ぎた後であ

れば公開をすべきかどうかという議論かと思います。これには先ず、市全体として

契約のやり方とか、予定価格の公表をどうするのかという点の整理をつけて、予定

価格等も含めて公開するという方針が出される必要があります。市としてそういう

方針を出すには、国の考え方や判例等が裏付けになってくるのですが、公共工事以

外の契約では、こうしたものが出てくるのはこれからかと思います。 

委員・・・・・そうしますと工事については予定価格、積算根拠を含めて事後公表だと受けてめて

よろしいですね？ 

課長補佐・・・そのはずですが、契約課に確認して次回にご報告します。工事の発注計画は事前に

公表しています。 

委員・・・・・各所管から総務課へ、情報公開の最近の流れとか、公開するか否かの判断などにつ

いてレクチャーをうけにくることはありますか。 

課長補佐・・・請求がでると総務課へ相談はきます。現状の東村山市の考え方としては予定価格は

非公開という考え方ですので、非公開が適当ですという話をします。 

委員・・・・・工事と業務委託について考え方を整理したもの、例えば業務委託についてはこうい

う理由で工事とは違った扱いをするという基準もしくは内部要綱はありますか。 

課長補佐・・・ありません。 

委員・・・・・そうするとどこからその考え方は出ているんですか？ 先ほどあった一回性と反復
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性の違いということですか。 

委員・・・・・業務委託は同じ業者と繰り返すことが多いので、不透明な関係を築きやすいという

のはもちろん問題ですが、ただだからといって何でも入札かというと難しい面もあ

るんですよね。 

課  長・・・総務課も庁舎管理の契約をしていますが、一度随意契約から入札にしたところ、経

験やノウハウが引き継げないので、仕事を覚えてもらうまで職員の負担がとても重

くなってしまった。それで今は３年契約に変えています。 

委員・・・・・企業に勤める者としての意見を申しますと、契約する場合、役務にしても商品にし

ても、コスト・品質・納期といった問題があります。品質には技術力も含まれます。

これらのうち計れるものはいいんですが、無形のものについてお金に換算するのが

難しい。日本はサービスは只だと思っている社会ですから。 

さきほどの課長のお話は、委託業者が変わったときに相当技術力、質が落ちて行

政側の負担が増えることも無視できないという話でした。ただそれは企業努力とし

てやるべきものだと思います。この契約金額に対して、受託者が提供する品質が相

場並みかどうかを考えなくてはならない。企業努力としてやるべきものを行政が金

額で負担する必要はありません。この辺を見極める力がないと、委託契約の予定価

格や積算根拠を公開するといっても、行政の説明責任能力がないとできません。行

政側の説明責任力を付けることが重要だと思われます。 

    受託者がそろえた従業員の質が低ければ、企業努力を向こうに求めて、向こう負

担で例えば普通は時間賃率（ローデイング単価）はいくらだけどこの人はスキルが

低いから単価は下げなさいというような指導を行っていれば、説明責任を果たせる

と思うんです。新人を入れてもベテランでも同じ単価で契約してないか。そういう

ところが重要なんだと思います。 

委員・・・・・ただ、そういう実務上の問題があって、出来るだけ同じ業者にやらせるほうがいい

ということと、その契約の内容を公開するか非公開にするかは別個の問題ですよね。 

会長代理・・・適正化法と指針の問題ですが、まず適正化法第２条②に「この法律において公共工

事とは地方公共団体等が発注する建設工事をいう」となっていて、なぜ建設工事の

み適正化を図るのかという基本理由が第３条に述べられています。つまりこの法自

体は工事しか予定していません。しかしそれ以外の契約についても、第３条で言っ

ているような趣旨からしてどこまで広げることが望ましいかということが一つ。も

う一つは、契約自体が適正かどうかということと、これを情報公開するかどうかと

いうのは別の話です。総合的に判断して、所管課が随意契約で決めることもあるで

しょう。それはかまいません。問題はそれがどういう根拠でなされているかという

ことを、適正化法第３条にあるような趣旨からみて公開するのが適正かどうか、そ

の範囲を考えることになると思います。 
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 それから№.18 をみると契約金額が公開されているので、持廻り141 となってい

る起案が契約金額を非公開にしているのと整合性がとれていないと思います。所管

によって公開するかどうかの対応が違っているのではないでしょうか。 

課長補佐・・・所管によって公開の基準が違うというのはあってはならないことですので、事務局

としては一番気を使っています。誤解があるようですが、現在の東村山市の考え方

としては、委託の予定価格とそれを推測される部分については、非公開にしていま

す。契約金額は公開です。これはどこの所管でも同じ決定をしています。 

会長補佐・・・ですが、持廻り141の起案をみると、起案日がＨ5.6.16で決裁日がＨ5.6.22ですね。

それで契約締結日がＨ5.6.30、履行がＨ5.7.1 からになっている。決裁日から契約

締結日までわずかなのからみると、起案２枚目の非公開部分は総務課説明のような

契約予定金額ではなくて、やはり契約金額として決裁を取ってそれに基づいて6.30

に契約書を作ったという風に読めませんかね？  

課長補佐・・・契約金額であるなら隠す必要はありませんので予定価格のはずです。所管課には確

かめてみますが。契約の流れとしては、まず「こういう内容で、こういう予定金額

で契約したい」という起案をします。これが持廻り141の起案に当たります。この

決裁がおりましたら、随意契約の場合は業者から見積書をとって、その金額が予定

価格の範囲内であればそこと契約をするという段取りになりますので、これは契約

前の予定価格と考えられるんですが。 

会長代理・・・ただ判例の「第五 本案についての判断  予定価格の事後公表について」のとこ

ろで、「予定価格を定める意義は、予め適正価格の上限を設定し、最低入札価格がこ

れを上回る場合には落札を許さないことにより、落札価格が適正価格を上回ること

を防止することにあり」とありますから、予定価格＝入札の上限価格と考えると、

持廻り141の起案2枚目の契約金額が判例で言う予定価格に当たるのかどうか。い

ずれにしろ、所管課に確認してください。 

～3分間休憩～ 

会長代理・・・再開いたします。環境部の契約公開についての件はこれで終了とし、次の議題をお

願いします。 

委員・・・・・・資料はお配りしていませんが、「市に納税義務を有するもののうち、①高額納税者

上位10件②未納者上位10件（Ｈ13.14.15年度。個人名不要）」という公開請求が

今年ありました。全部非公開となったらしいんですが、これは請求を「納税者・滞

納者」ではなく、「納税額・滞納額」とした場合は公開されるんですか？  もし

くは「固定資産税の滞納物件」というように人でなく物件で請求した場合は、物件

の種類（土地か建物か）や所在地（登記簿謄本と照らし合わせて所有者が特定され

るまではいらない。町丁目番地まで）は公開となると事務局はお考えですか？ 

課長補佐・・・課税情報については基本的にすべて非公開です。税務署では国税について国の一定
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の考え方があって高額納税者を公表していますが、地方税の高額納税者を公表して

いるという例は承知していません。それは公表すべきでないと思います。 

委員・・・・・人についてはそうだと思います。物件についてはいかがですか。 

課長補佐・・・滞納金額の上位10件は、名前を伏せた状態で確か公開しています。それから滞納物

件として請求した場合ということですが、市は納税義務者ごとに、固定資産税とし

て総額いくら課税されて、いくら納税し、滞納はいくらかというデータを持ってい

ますので、ここから固定資産税総額での滞納者10件を出すことは出来ます。しかし、

例えば複数の土地建物をお持ちの場合、それぞれの滞納額までのデータはありませ

ん。 

それぞれの課税額であれば、その人の課税台帳を見れば所有物件ごとにのっていま

すのでわかります。しかし滞納データは物件ごとではなく、納税者ごとの総額でと

っていますので、物件による滞納上位10件はわかりません。 

委員・・・・・税金は基本的には社会貢献だという考えを聞きますが、滞納の督促責任がきちっと

果たされているかどうかが重要と思います。法的責任と、実際に滞納徴収に当たる

職員の業務責任はどうなっていますか。というのは、この情報公開が興味本位のも

のではないと解釈すると、これをすることで何が公的な利益になるかと考えると、

やはり社会の公平感だと思うんです。そうすると行政の滞納督促責任がきちっと果

たされているのであれば、市民のみなさんもあまり言わないのかなと思います。今、

国民年金の掛金未納などほったらかしになっていて、督促責任がある、それで給料

をもらっている職員が督促していない。昔は日本の場合、不作為責任というのは問

われなかったんですが、今は民衆意識が上がってきて、不作為責任も問おうという

時代です。督促責任が果たされているかどうかというところが、この請求の動機に

もあるのかなと感じてお聞きします。 

委員・・・・・督促に当たる者の任命権者は市長です。国の税法上とちょっと違います。国の場合

は税務署があり、東村山市には税務課（今は納税課）がある。それで最終責任者は

市長です。税務署と違うのは、市には督促の専門職員がいないんです（注：国では

国税調査官・徴収官・査察官といった専門官がいる）。 

部長・・・・・ちょっと質問の趣旨とずれるかもしれませんが、市税徴収率の向上は今、最重要課

題になっていまして、納税課というところで何度も訪問したり電話をかけたりとい

った徴収・督促業務をしております。     

会長代理・・・市税未払い率がどのように軽減してきているかという資料を出していただくと、督

促責任が果たされているかどうかが見えるんではないでしょうか。 

課長補佐・・・市税の賦課金額、徴収金額、市全体として何％の納税がなされたか、その差額の未

納額は市報等で公表しています。 

会長代理・・・経年的に未納率がどう変わったかものっていますか。こんな努力をして未納率が低
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くなった又は高くなってしまったとか。 

部長・・・・・市税徴収率はここ数年は90.5％くらいです。毎年落ち込んでいたのを必死の努力で

15年度決算では0.1％あげたところです。昭和61年ごろは96％あったんですが、

平成10年から90％に落ち込みました。 

委員・・・・・これ今、情報提供を受けたんですが、「りんごっこ保育園の園舎建設費借入金償還計

画表」というものですが、これはH16.11.19とH16.9.22にそれぞれ別の請求者に公

開決定された文書の一部です。マスキングされたところが違っています。これはど

ういう理由があるんでしょうか。人によって変えることは許されないと思いますが。 

課長補佐・・・この保育園がH16.10月に認可されましたので、認可前と認可後による違いだと思い

ますが、所管に確認して次回に報告させていただきます。 

会長代理・・・そうですね、今のお話の件は今日の運用状況で報告した分より後の公開事例ですか

ら、次回にきちんと報告してもらったほうがいいと思います。 

では今回はいろいろ次回に報告していただく事柄が出ましたので、なるべく早く次 

回の審議会を開催していくということで、９時も過ぎましたので終わりにしたいと 

思います。皆さんありがとうございました。 

 

～閉  会～ 


