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平成１６年度第２回情報公開運営審議会要旨報告書 

 

１．日  時 ： 平成１７年３月１１日（金）午後７時１０分～９時００分 

２．会  場 ： 市役所６階 第２委員会室 

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・嶋田節男・駒形壽子  

  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 ： １名 

 

４．会議要旨 

◆ 総務部長挨拶 

◆ 議題 １ 

事前送付済の『平成１６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１６      
年１１月２６日開催）の内容を確認する。 

《質疑応答》 

会長・・・前回の会議は、私は欠席でしたが、長時間にわたって熱心な審議をしていただいたよう

で、だいぶ事務局に宿題が出ていますね。この関係の説明から始めさせていただきます。 

まず前回の配布資料：運用状況の№。28。再開発準備組合に交付した補助金関係につきま

して次回報告となっておりますが、事務局からお願いします。 

係長・・・前回の会議で、15年度補助金は再開発準備組合と再開発組合のどちらに出しているのか

が不明でしたが、所管に確認したところ、再開発準備組合がＨ16.4.7に再開発組合に変

わっている。従って15年度補助金は再開発準備組合へ交付しているとのことです。再開

発準備組合は、施行地区内に土地所有権または借地権を有している方が組合員となって

いまして、東村山市は組合員ではありません。ただし、東村山市の外郭団体である東村

山市土地開発公社は、地区内に土地を持っていますので組合員でした。土地開発公社の

事務局は市街地整備課ですが、市情報公開条例の対象となる実施機関には入っていませ

ん。開発公社は独自の情報公開規程をもっております。 

それから準備組合の予算書・決算書が市に提出されていないのかという点ですが、15

年度の予算書は補助金交付申請時に資料として提出されていますが、決算書は提出され

ていないそうです。この補助金の交付は、「市街地再開発事業準備組合に対する補助金交

付要領」にのっとって行われ、市の補助金等の予算の執行に関する規則第１５条にあわ

せた実績報告書が最終的に提出されております。 

１６年度の補助金については、建物（住宅・商業施設・公益施設・駐車場等）につい

ては１２月頃に変更が出まして１２月に交付決定通知書、公共施設部分（駅前広場、都

市計画道路など）については１７年２月に交付決定が出ておりますけれど、実際の補助
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金支出は１６年度末になる見込みで、まだ交付はされておりません。以上のところを確

認しております。 

会長・・・ただいまの報告で各委員の方、どうですか？ 

委員・・・確認させていただきたいのですが、№.27の①の議事録は市は持っていない、№.28の① 

については、（再開発組合ではなく）再開発準備組合への交付であったということですね。 

会長・・・要するに市の実施機関が組合員でないから情報公開の対象書類がないと。そういうこと

ですね。ただ、組合から市へ実績報告書が上がってくる、それは情報公開の対象である。

そう理解してよろしいですか？ 

係長・・・はい。補助金の交付については、交付申請書を出してもらい、市が審査のうえ交付決定

通知書がでます。事業が完了すると実績報告書を提出させ、補助金がどのように使われ

たか、使いみちが補助要綱等に合致しているかをチェックします。 

委員・・・二つ伺いたいのですが、土地開発公社については組合員になっているんですよね？ 

係長・・・はい。 

委員・・・そうすると、土地開発公社には議事録なども全部送られてきてあるわけですよね？ 

係長・・・組合員ですからあると思います。 

委員・・・そこから市の本庁部門に何らかのかたちで報告されているということはないんですか？

まったく独立したものになっているのですか？ 

係長・・・そうですね、文書自体、市の実施機関としては保有していないとなっています。 

委員・・・形式的にはそうでしょうが。わかりました。 

     それから実績報告書の提出により、補助金の使いみちが正しいかどうかチェックする建 

前になっているわけですよね。そのチェックした記録は公開対象で、情報公開できるわ 

けですよね。 

係長・・・チェックした内容が文書として残っているかどうかはわかりません。 

委員・・・それは請求してみれば不存在となるかもしれないが、どの程度チェックが厳密に行 

われているかはわかるということになりますね。わかりました。 

会長・・・私は関東地方のあるところで同じような再開発組合に何箇所か関係したことがあるんで 

すが、結局、行政からの補助金は金に色目がないんですよ。何に使ったかはわからない 

が、トータルとしてその事業のどこかで使われたと。だからこれに使ったという具体的 

な因果関係はわからない。トータル事業のなかで補助金がいくら使われたということし 

か実際はわからないんですけどね。私の経験では。 

    では次に、№.13についても宿題となっていますが、事務局からお願いします。 

係長・・・これについては現物の確認ということでしたので用意してあります。 

会長・・・では質問者の熊谷委員にまず見ていただきましょう。その次に№.26、これも現物確認で

すね。同じく№31も。熊谷委員に見ていただいている間、並行的に議事を進めてよろし

いですか？ 
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委員・・・どうぞ。 

会長・・・では議事録９ページの下のほうに、工事の予定価格等の公表について、「契約課に確認し

て次回報告します」という文言がありますがこの点はいかがでしょう。 

係長・・・今日少し厚い資料をお配りしていますのでご覧ください。この資料１ページにあるよう

に、工事は予定価格が１３０万円を超えるもの、設計・測量・地質調査は予定価格が５

０万円を超えるものが公表対象です。予定価格は入札１週間前の資料配布日に公表して

います。これはあくまでも入札案件のみで、随意契約の場合は情報公開請求により事後

公開になっています。積算根拠については非公開です。 

会長・・・この資料の３ページ以降は情報コーナーで閲覧できるということですね。何か質問等ご

ざいませんか。 

委員・・・確認させてもらうと、情報コーナーで閲覧できるのは①～⑭で、積算根拠について 

は閲覧できない。契約後であっても公開の余地はないというのが今回の結論なんですね。 

係長・・・積算根拠についてはこれを公表しますとその後の工事についてもその積算見積りに合わ

せて見積もられてしまう可能性があるので公表しておりません。 

委員・・・積算根拠ですが、建設省なんかで出している通称赤本といわれるものがあります。それ

自体は公開されて業者にも出回っているものですが、それに基づいて積算しているので

あれば、それまで非公開とすべき理由は極めて薄弱なように思いますが。 

課長補佐・・・赤本自体は公開ですが、それを参考にして見積りしているかどうかは定かではあり 

ません。 

委員・・・知り合いの業者さんで談合したことがあるという何人かに話を聞いたところ、（業者 

が工事の入札額を積算するときは）赤本の単価にコンマ８か、９かというふうに一定の 

定数をかけて、後は全部足すだけで積算するのがほとんどだそうです。８掛けにするか

９掛けにするかは業者の気合だと。そんな出し方であれば公開してもいいのではないか

と思うんですけどね。ちなみに今訴訟になっている焼却炉運転の泰成エンジニアリング

との契約内容については、訴訟過程で裁判資料として業者から積算根拠、見積を出され

たそうです。これは市役所の方にはきていますか？ 当然、訴訟担当の課にはきている

と思いますが。これも近いうちに公開請求でどういう扱いをするかみてみたいので、公

開請求しようかなと考えているところです。 

会長・・・以上でよろしいですか？ では次に議事録１３ページで、保育園の借入金の書類が人に 

よって公開部分が違っているという指摘ですが、事務局から報告をお願いします。 

係長・・・児童課に確認しましたが、前回申し上げたとおり、保育園の認可前か認可後かという公 

開請求時期の違いにより、マスキングした部分が異なったものです。認可前の９月にマ 

スキングされていた部分のうち一部が、認可後（11月）にマスキングが外されています。 

会長・・・では、前回と同じ判断、認可前か認可後かの違いだということで確認されたわけですね。 

よろしいでしょうか？ 
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委員・・・はい。 

会長・・・では第１回の議事録にあった次回確認事項については終わらせていただきます。 

 

◆ 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9月～平成17年1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３０人、請求件数つまり実際に出された請求書の枚数は４４枚、そのうち義務 

的請求が３１件、任意的申出１３件。所管課別に計算した請求件数が５５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２１件、部分公開２６件、非公開５件、検討中０件、取下げ３

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、施設課、再開発担当（東村山駅西口関係）、児童課に対

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。 

    №２  法人情報、個人情報があり部分公開 

    №4   法令秘情報（地方税法の守秘義務など）、法人情報による非公開 

    №5   個人情報、犯罪予防情報、法人情報があり部分公開 

    №8   個人情報があり部分公開 

    №9   法人情報、行政運営情報があり部分公開 

    №10  法人情報があり部分公開及び文書不存在による非公開 

  №11  行政運営情報、法人情報があり部分公開 

№12   法令秘情報（地方税法の守秘義務）による非公開。個人情報、法人情報による部 

分公開 

№15   法人情報、個人情報があり部分公開 

№16   法人情報、個人情報があり部分公開 

№17   法人情報、個人情報があり部分公開 

№18   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。 

№20   個人情報があり部分公開 

№23   法人情報、個人情報があり部分公開 

№24   法人情報があり部分公開 

№25   法人情報があり部分公開 

№26   文書不存在による非公開 

№28   個人情報があり部分公開。文書不存在による非公開もあり 
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№30   法人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 

№35   法人情報があり部分公開 

№37   一部文書不存在による部分公開 

№38   個人情報、法人情報があり部分公開 

№39   個人情報、法人情報、犯罪予防情報があり部分公開 

№41   個人情報、法人情報があり部分公開 

№42   個人情報、法人情報があり部分公開 

№44   法人情報があり部分公開 

 

《説明に対する質疑応答》 

会長・・・以上の報告に関して、ご質問、ご意見ございましたらお願いします。 

委員・・・いろいろありますがりんごっこのところに集中してみたいと思います。前回の運用 

状況№31の部分公開された原本を今見ましたが、一面全部マスキングされているものが 

ありますね。また、建設費借入金償還計画表というのがありますが表のなかの数字を足 

していけば答が出てしまう部分をあえてマスキングしている。これは補助金を交付され

る事業ですから議会で議論しているはずですよね。議員の先生方はこんなマスキングさ

れた資料で議論しているんですか。ありえないでしょう。 

       第一、なぜこういう資料が必要なのかというと、保育園を開設するにあたって都が決 

めた基準がありますよね。運営が将来にわたって確実に保障される程度の財政的な基礎 

があること、地域にあの人なら大丈夫という信望があること、こういったいくつかの基 

準があります。そういうことをこれをみながら議員の皆さんは判断しなけりゃならない 

わけですよ。そのときにこんな資料で議論しているんですか？議会に出された資料もこ 

れと同じですか？ 

補佐・・・議会への資料提供と、一般の情報公開とは別のものです。 

委員・・・議会の中に出されたものとこれが違うのはわかります。ただ、マスキング部分は確 

かに法人情報ですけど、法人情報だからすべて非公開ということではないですよね？ 

     法人情報であって、公開することによって何らかの不利益を生じるおそれがあるもので 

すよね？ これはそういうおそれがありますか？ないでしょう？ 

市民は誰でも議員のところに行って「今議会でどんな議論になっているんですか」と聞 

くことが出来るし、議会で議員が質問しているのも傍聴できる。その質問の中でマスキ 

ングされたような数字が出てくることもある。それが何で非公開になるんですか。解せ 

ないんですが。 

      マスキングされた箇所すべてについて、ひとつひとつ「これはこういうおそれがある 

ので非公開にした」という理由をできれば次回、説明してもらえませんかね。実施機関が
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このように部分公開を決定した判断の中身を聞かせてください。マスキングされたのはほ

とんど数字だと思いますが、数字の額はけっこうです。こういう内容が書かれていてこれ

を公開するとこういうおそれがあるのでマスキングしたという内容で結構です。この保育

園については、自己資金ゼロですべて借金で事業を始めて、補助金で借金を返して何年後

かには自分の財産となるというからくりがあるときいています。こういったことが許され

ていいのか、市民がきちんと検証できる情報公開を考えるべきでないかと思います。 

委員・・・今の熊谷さんの意見ですが、実施機関である担当課を呼ぶかどうか。どうしますか。 

会長・・・いろんな企業活動の価値判断にまでこの審議会が立ち入るかどうかという問題があるん 

ですよ。あくまでも当審議会は条例に基づく審議なんです。だから先ほどの児童課の部 

分公開書類のように全部マスキングしてあっても、それに条例上の規定の正当性があれ 

ばそれはやむを得ないと思います。マスキングしたことが正当か否かという問題はあり 

ますけれど。今の主張を総務課で答えろというのは無理があると思います。と同時にで 

すね、では実施機関の担当部課を呼んで、条例に基づく判断の是非を当審議会が追求す 

るということではない。我々の役割は、公開条例に基づいた措置が行われているかとい 

うことの審議だろうと思います。ではそれをどういう具体的方法で行うか。 

委員・・・中身に触らないでこれが正しいかという判断をするわけですからね、これは難しいです 

よね。 

補佐・・・中身に触って判断をする場となると不服審査会になります。ここでは実際にマスキング 

された箇所を委員がみて、これなら適切だとかそうでないといった判断をします。この 

児童課の件については請求者が不服審査会に申し立てるのが一番よいのではないかと思 

います。不服審査のなかで実施機関と請求者がそれぞれの考えを主張しあって、最終的 

に審査会の結論が出されるわけです。 

会長・・・そうしないと内容の価値判断はできないですね。我々の審議会に担当課を呼んでも、「こ 

の部分は第６条の第何号、この部分は第何号に該当すると判断したからマスキングした 

んだ」と説明されればそれ以上中身を見ることはできないですから。 

委員・・・わかりました。ではこの話は一旦お返ししましょう。これは不服申立してもらっ 

て、不服申立てに対する審査会及び実施機関の回答を改めて情報公開で取り寄せて、そ 

の上で条例に則して判断されているかということについて議論すると。そうしましょう。 

そうするとこれは少し先の議題となりますね。 

会長・・・１枚の書類の全部をマスキングするというのは不親切な感じがしますね。何が書い 

てあったのかまったくわからない。何かの表であるならば項目はあると思うんですよ。 

そういうところは公開してかまわないんじゃないでしょうか。 

補佐・・・項目で出してよいところがあれば公開していると思います。ということはあの書類は一 

番上の何の書類かという表題しか公開できないと判断したんだと思います。もしあの書 

類１枚だけに対する公開請求でしたら、非公開決定となる案件です。ただ全体の書類の 
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なかの１枚で、他には公開している部分もあるので部分公開決定となっています。 

係長・・・「○○に関するすべて」といった公開請求の場合、それ１枚だけ見ると表題しか出せない 

書類が入っていてもそれを抜いて公開するわけにはいきませんので、こういうものが入 

ることもあります。 

会長・・・少なくともこういう表題の書類が存在するということはわかるわけですね。文書がない 

ということとは違うと。 

委員・・・ちょっと詳しい方がいたら教えていただきたいんですが、議会における情報提供と、情

報公開条例上の非公開部分とは基準が違うということですが、例えば国会では、議会に

報告された数字で、そのほかの国民には教えませんというものはありますか？ 一般の

国民には教えないから、議員がそれをもらしたら機密漏えい罪になるとか守秘義務違反

になるといったものがありますか？僕はないと思います。そうすると当市の議会も、こ

の保育園について情報公開と同じくマスキングされた書類で審議して補助金を付けた

ということになるんですか？ 

補佐・・・情報公開の場合に誰から請求があっても表題しか公開できない書類があったとして、そ 

れと同じ情報で実際に議会で審議できるかというと別の問題だろうと思います。情報公 

開では伏せざるを得ない個人名でも、議会審議の中では出さざるを得ない場合が当然あ 

りうると思います。その場合に審議を秘密会などの特別の場でやるといった議会の対応 

があるかと思います。ですから、一般的な情報公開によって市民の方が入手しうる情報 

と、議会の審議の中で審議に掛ける情報には、分量の違いというか内容の違いがあり、 

当市の議会でもそれは同様です。 

委員・・・分量の違いとはどういう意味ですか。 

補佐・・・情報公開では非公開となる部分が、議会審議では公開される場合もあるということです。 

委員・・・そんなことありますか？ 

委員・・・議会は公開されていて傍聴が出来ますよね。それなのに情報公開で非公開となる情報が 

出される場合があるんですか？ 

委員・・・議会は公開が原則ですが、議会の中でプライベートの問題が入ってくると、議員の何人 

以上で非公開審議にしますよと決めれば非公開に出来ます。それ以外は公開です。 

委員・・・この保育園の審議については秘密会での審議はなかったですよ。 

委員・・・僕は借入金の返済計画なんていうのはこんなにマスキングする必要はないと思いますよ。 

委員・・・補助金で事業をする以上、どう返済していくかは大切な情報ですよね。 

委員・・・多分、こういう細かい内容の審議は本会議でなく委員会でやると思いますが、委員会も 

原則公開です。 

委員・・・ただ、こういうことはあってはならないですよね。委員会の議事録を情報公開請求した 

ら全公開で、一般の文書で同じ情報がのっているものを情報公開したら全部マスキング 

されていたと。要求するルートによって違う公開のされ方をするというのはありえない 
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ですよね。 

補佐・・・それはないです。逆に委員会の議事録とかで公になっている数字であれば、情報公開で 

も公開する必要があります。 

会長・・・要するに個人情報に該当するかということで、例えば手引きでは「財産･収入状況に関す 

る情報」「資産の内容」「納税額等に関する情報」などは個人情報だとしてあげている。 

ただこれに該当するかどうかという価値判断で是か非かという議論に入るんじゃなくて 

ね、情報公開の対象の文書なるや否やということで争って、実施機関がこれは非公開だ 

と判断したとしたら、やはり不服審査会の方で判断してもらうしかないんじゃないです 

か。中身の価値判断です。 

委員・・・このりんごっこ保育園というのも一つの事業ですよね。そうすると、個人の情報と事業 

主情報ではまたちょっと取扱いが違ってくるんですよね？ 

会長・・・個人情報か法人情報かという違いですね。非公開情報のなかでも、営業活動上の秘密に 

該当するのか、あるいは信用に関する情報に該当するのか、法人情報のなかでもこの部 

分はどれに該当するのかは個別の判断になります。 

委員・・・個別の判断というわりには随分機械的にマスキングしているなという印象なんです 

が。もうちょっと厳格にやってほしいと思います。実施機関に対する情報公開係のレク 

チャーはどこまで浸透しているのか、ちょっと問題があるんじゃないかなと思いますが。 

会長・・・どこまでが総務課の守備範囲なのかわかりませんけどね。 

     先ほどの運用状況報告では、議会あての公開請求が減りましたね。これは（以前、議会 

の議事録やテープの早期作成、公開について審議会が意見したのが）効果があったんで 

すかね。 

委員・・・公開請求した人たちに聞いてみたところ、効果はあったといっていますね。議事録作成 

も非常に早くなったし、テープおこし中なのでテープの視聴はできないといった回答も 

しなくなったということです。 

補佐・・・職員が意見してもなかなか動かないという体質がうちの市役所にもありますので、審議 

会から意見をいただいたことで議会の対応も進んだんだと思います。あの当時は議事録 

が出来上がるまでに１年以上かかったりしていましたから。今は次の定例会までに議事 

録を完成させるスケジュールになっていて、実質３ヶ月で作成しています。 

会長・・・３ヶ月でも長いと思いますけどね。まぁ若干でも効果があったなら我々としてはありが 

たいことです。今までの件はこれでよろしいですか？  

委員・・・りんごっこの件は、不服申立てを請求者にしてもらって、それに対する回答を情報公開 

で取り寄せて、実際どう行われたか、条例に則して実施機関が判断しているかどうかと 

いうことを運営審議会で議論して、「ここは条例と少し違った判断をしている」となった 

ら総務課を通して実施機関に指導していただくという形をとりたいと思います。 

会長・・・そうですね。そういう手続でよろしいですね。他に何かありますか？ 
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委員・・・本日の運用状況の№26ですが、業務点検書と運転日誌という言葉が出ています。請求者

の方は業務点検書という言葉で請求されたわけですが、業務点検書に記載があると請求

者が期待した項目というのは何であるのか、また運転日誌には何が記載されているのか。

今回請求された方の趣旨は、運転日誌の項目のなかに含まれているのか、ちょっと事情

がよくわからないんで説明してもらえますか。 

主任・・・請求者の方がいらっしゃったときに、どういう内容をご覧になりたいのかお聞きしたら、 

毎日の焼却炉の運転状況、点火時間、温度測定の経過、ごみの投入量などが記録されてい

るものを見たい、多分名前は業務点検書ではないかというようなお話があったんですね。

担当課に確認したところそういった内容で運転日誌という名称の書類を作っていると。こ

のほかに業務点検書というものは作っていなかったので、非公開としています。 

委員・・・そうすると業務点検書という名称の書類はないので非公開だけれど、請求の趣旨は、運 

転日誌の内容で十分満足できるということですね。 

主任・・・はい。運転日誌はご覧になったことがある方なので、それで同じものなら見てもしょう

がないという話になりまして。 

委員・・・なるほど。そういう事情はこの運用状況の文章ではわかりませんので、ちょっと書き方

を変えたほうがいいかもしれませんね。そんな名前の文書はないよといって機械的に非

公開にしたのかと読まれかねませんから。非公開とあるけれど実質的には公開と同じで

すよね。わかりました。 

～休憩～ 

会長・・・再開いたします。では本日の運用状況報告について、質問がなければ終わりにいたしま

す。議題は以上で終わりますが、何か他にございますか。 

委員・・・この運用状況報告の資料は年度末に最終的には公開されているんですよね？ 

事務局・・・はい。 

委員・・・では今、資料をお配りしますが、以前もお話したベンチマーキングの関係です。 

この資料は各自治体のIT化、情報化のランキングです。去年の８月に日経パソコンと 

いう月刊誌にのったもので、東村山市は全国２６１９自治体中２７７位です。セキュリ 

ティについて答えないという戦略をとっているために点数が低くなっていますが、ここ 

が平均点数あれば７０位くらいに入っています。東京では三鷹市が全国２位です。 

どうしてこういう資料をお持ちしたかというと、情報公開の運用が市民の行政参加を 

含めて活性化して、行政も力を付ける、市民もよりよくサービスを利用できる。こうい 

うことに情報公開制度の意義があると思うんですね。それで各自治体で情報公開制度の 

運用状況報告が公開されているのであれば、情報公開が出ている量とか内容とか、公開 

実績とかをベスト・プラクティスを探してベンチマーキングしてみたらどうかという提 

案です。 

部長さんの挨拶にもありましたように、行政経営が苦しい中で、自治体にかかわって 
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いる企業も努力していかなければならない。住民も同じです。そういう中で、市民と自 

治体と自治体をサポートする企業が三位一体で進んでいかなければならないと思います。 

ＩＳＯでは、消費者の満足度と、株主の満足度と、従業員の満足度と、三つを上げてい 

かなければならない。だからやはり自治体も、市民の満足度と、自治体自身の満足度と、 

自治体をサポートする企業の満足度、この三つがバランスよくとれて初めてよい自治活 

動というものが出来るんじゃないかと思うんですね。そういう意味で、近代三法と言わ 

れている情報公開法を東村山市で運営しているのがこの審議会とするならば、ベンチマ 

ーキングも試みたらどうかなと考えています。 

会長・・・どうもありがとうございます。私も日経パソコンをとっていますが一昨年まではこのラ

ンキングに出てきませんでした。これ以外にもＩＴのランキングに東村山市はあまり出

てこないんですが、実際にいろいろ市役所に聞いてみると、ＩＴ化は相当進んでるんで

す。ただ、こういう新聞社等の質問に対して答えてないんじゃないかなと思います。こ

のランキングでも答えていない箇所があるわけでしょう。 

委員・・・セキュリティの場合はあえて答えない戦略をとる場合もあるみたいですが。 

会長・・・だけど他の市は答えてますよね。東村山市だけセキュリティが危ないというのもおかし

い。答え方の問題だと思います。せっかく東村山市も行政努力しているんだから、それ

を全国的な何かのチャンスのときにＰＲするのも必要じゃないかと思うんですよね。 

部長・・・記憶が定かではないんですが、議会の政策総務委員会のなかで、東村山市がＩＴランキ

ングのベスト１７位に入ったという報告をしております。資料をみて今度お話します。 

会長・・・いいことですね。他に何かありますか？ 

     私から一つお願いなんですが、今回の第２回の審議会開催が急だったですよね。開催の

公示は何日前に出せたのか。この審議会は一般に公開していますので少なくとも１週間

前には公示してほしいと思います。今後事務局の努力をお願いします。 

委員・・・急な日程だと送られてきた資料について誰かと打ち合わせしたくても出来ないし、傍聴 

をしたい方への連絡もできなくなります。 

会長・・・もう３月ですので次回を６月から７月の間に開催するということで日にちを決めてしま 

いませんか？ 

委員・・・その方が合わせやすいですね。 

会長・・・ではそういうことで次回は６月から７月に開催とします。本日はご苦労様でした。 

 

 

～閉  会～ 


