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平成２０年度第２回情報公開運営審議会 会議録 

 

１．日  時·················平成２１年３月２７日（金）午後７時００分～９時１０分 

２．会  場·················市役所３階庁議室 

３．出席委員··············川島岩治・島﨑喜美子・嶋田節男・古瀬礼子・松原きみ子・森聡 

欠席委員·············内田勝一 

事 務 局·············石橋総務部長・藤巻総務課長・清水総務課長補佐・小原情報公開係長・ 

湯浅情報公開係主任  

傍 聴 者·············なし 

４．会議内容 

◆ 議題１ 情報公開制度の運用状況報告 
配布資料「東村山市情報公開制度運用状況（平成２０年６月～平成２１年２月分）」により、

当該期間の情報公開請求の状況を事務局から報告する。 

係長・・・・・６～２月の累計で、請求者５４人。請求件数つまり実際に出された請求書の枚数は

１１７枚、そのうち義務的請求が１０３件、任意的申出１４件。所管課別の請求件

数は１３６件、決定の内訳は、全部公開４０件、部分公開７６件、非公開２件、文

書不存在による非公開１１件、取下げ７件でした。前回の会議で、「文書不存在によ

る非公開」と「文書はあるが非公開にした場合」は別に記載した方がよいとの意見

をいただいたため、今回から別書きにしています。請求が多かった所管は、企画政

策課（東村山駅西口再開発ビル内の公益施設に関する請求）、児童課（第八保育園の

指定管理者選定、りんごっこ保育園に関する請求）です。 

 

～以下、配布資料の「５ 情報公開請求の状況」から抜粋ケースを読みあげて報告し、質疑応答を

行う。～ 

係長・・・・・№13の請求のうち１について「まだ保育園から収支報告が提出されていないため不

存在により非公開」となっていますが、これは提出期限が６月末なのでこの時点で

は提出されていなかったものです。２については、東京都からは電話による助言が

あったのみで通知文書等は送られておらず、市も文書作成はしていないため不存在

となりました。 

№14の請求のうち２の黒丸は、コミュニティバス関係者の個人による交通事故で

すので氏名を伏せました。該当する文書はエの「死亡事故報告書」です。このなか

に含まれていた「事故の加害者と市とのやりとり文書すべて」は個人情報及び法人

情報に該当するので非公開としました。 

№18は「市の施設の水道料金を口座振替にするかどうかの検討文書」の請求です

が、水道事務所は都水道局の施設であり水道料金がかからないことから検討の必要



 

 - 2 - 

が無く文書不存在。また庁舎管理を担当する総務課では、口座振替には会計処理上

ネックとなる課題があることから具体的な検討は行っておらず文書未作成のため不

存在となりました。請求者には、会計課職員が会計処理上ネックになる課題につい

て説明しています。 

№21ですが、監査請求が19年3月7日に出され結果が出たのが4月27日です。

この監査結果に対し5月25日に提訴されました。19年12月7日に地裁判決があり、

控訴されて20年7月30日に高裁判決、21年2月6日に最高裁で市の勝訴で結審し

ています。この間、嘱託職員の退職手当支給については19年3月議会で条例を制定

し、19年9月議会に一部改正をしていますが、嘱託職員の勤務条件全体に係る条例

化については係争中であったため裁判結果がでてから進める予定であり、請求時点

では文書が作成していなかったため不存在で非公開となりました。 

№28ですが、請求の①②は情報提供しています。また、公開文書のひとつについ

ては条例施行前に作成された文書のため、任意的申出として処理しています。 

№34ですが、収支報告書に添付された飲食業者や旅行代理店の領収書に記載され

ている口座情報と印影を公開しています。業者の口座情報と印影は法人情報で非公

開にするのが通常ですが、平成14年9月12日に「奈良県食糧費情報公開請求事件」

の最高裁判決が出ていましてこの考え方にのっとり公開したものです（事務局注：

判決の考え方は「請求書に口座番号等を印刷して顧客に交付している飲食業者の場

合は、相手が奈良県だからこそ特別に口座番号等を開示したとの特段の事情がない

限り、不特定多数の顧客に口座番号等が広く知れわたることを容認しているといえ

る。また、通常は銀行取引に利用する印章を請求書に押なつすることはない。よっ

てこれらを公開しても業者の利益が損なわれるとは認められない。」というもので

ある。） 

№46ですが、請求に該当する公文書が非常に大量にあり9/30まで2回の期間延

長をしています。9/24に先に1,082枚、9/30に残りの1,436枚を部分公開しました。

公文書の枚数が多いだけでなく、市長への手紙等ですので個人情報が多く含まれて

おりそのチェックに時間がかかりました。 

次に№48ですが、東村山駅西口公益施設の指定管理者に指定された東京ドームグ

ループの事業計画書を公開しています。事業計画書はその法人の事業ノウハウが書

かれていることが多いため法人情報で非公開とする場合もありますが、今回はあら

かじめ東京ドームグループに、6 月議会での指定管理者指定の議決後は市へ提出さ

れた応募書類等は原則公開する旨説明して了解を得ているので公開したものです。 

№50 は職員研修に関する文書の部分公開です。「講師が用意した研修資料」は、

講師から資料は研修での活用のみで外部提供禁止との注意があったため第６条第４

号国等協力関係情報に該当して非公開にしました。また、ＯＪＴ研修の指導総括シ 
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ート、教育シートには新人職員の目標達成度が評価数値等で詳細に記載されており 

特定個人に対する評価が明らかになるため、職員名が特定される部分については個

人情報に該当して非公開としています。 

№54③では、秋水園の煙突から出る煙に含まれるＣＯ２量の変遷がわかるものを

請求されましたが、この調査はしていないためデータがなく非公開となりました。 

№58は保育園に関する裁判文書の請求です。公開した文書は児童課分だけで887

枚になり、大量のため期間延長しています。 

№61④の請求については、イの「東村山駅西口公益施設指定管理者の募集に係る

提案審査」という文書のなかの「2 位以下の団体名が類推される部分およびプレゼ

ンテーション用資料（東京ドーム除く）」は法人情報に該当して非公開としました。 

次に№75②で非公開にした部分のなかに「買取申出の理由のうち故障の具体的内

容記載部分」というのがありますが、故障というのは本人が病気・死亡等で農業が

継続できないという状態を指しています。 

次に№77から80にかけていろいろな審議会の議事録が公開請求されています。

委員さんの自宅住所、電話番号等は個人情報のため統一的に非公開にしています。 

№84で非公開にした部分に「文化財の指定候補関連情報」がありますが、これか

ら文化財として指定する前に候補にあがっていることを公にすると、その前に買い

取ってしまおうとか不正な動きが出るおそれがあるので伏せています。 

№89保育園職員名簿の公開については「部分公開又は非公開にした部分と理由」

欄に一部記載もれがあります。「職員の氏名、生年月日、年齢、住所」は個人情報、

「保育園設置者の印影」は法人情報で非公開と追記をお願いします。 

№92で8月13日以降のユーカリ福祉会との協議等に関するすべてが請求されて

いますが、この間の協議は保健福祉部の次長がユーカリと協議して結果を理事者に

口頭で報告したのみで文書は作成していないので文書不存在による非公開になって

います。 

№102 ですが、これまでウの文書中の評価項目表については評価の内訳点が記載

されているため1位以外の法人名を法人情報で非公開にしてきました。しかしその

後市長が記者会見等で2，3位の法人名を公表したため、今回各法人から改めて法人

名公開の了解をとり、2位、3位の法人名も公開に変更しました。 

№113 は非公開にしていますが、理由は①庁舎内から出る弁当ガラ等の廃プラス

ティック類については、職員が有料の市指定収集袋に分別のうえ環境部が収集・処

分しており、当該廃棄物のみの運搬、処分に関しての契約はしていない為、文書不

存在。②機密文書のうち資源物となるものについては、職員が地下のシュレッダー

にかけリサイクル業者に手数料を払い処理しており、契約はしていない為、文書不

存在。（資源物以外については決定前に電話で連絡し、業者が関与せず職員が秋水
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園に運搬し焼却炉に投棄している旨を伝える）というものです。 

№117 の「市税完納要件の新たな対象となる例規」とは、「○○に関する補助金

を受けるには市税を完納していなければならない」というようにサービスを受ける

要件に市税完納をいれることを検討している条例･規則名が対象公文書に記載され

ていたのですが、これはまだ検討段階ですし公開すると今後の当該事務事業の公

正・円滑な執行に支障が生じる恐れがあるため第６条第６号行政運営情報のエに該

当して非公開にしました。 

№125 ですが、監査の対象になった書類について監査委員事務局に請求が出され

ました。市の監査では、所管から対象書類を監査委員事務局に持ってきて委員が監

査をし、終わったら所管へ書類を返します。すでに所管へ返している書類を請求さ

れたため、監査には書類がないですよ、請求先が所管なら書類はありますよという

話を請求者にしましたが、あえてこの請求先にして出すというので非公開決定をし

たものです。 

次に、選挙管理委員会に対する情報公開の不服申立てに対して20年9月に答申が

出て、10月に異議申し立てを棄却するという決定が出ていますので報告します。詳

細は資料の通りです。報告は以上です。 

 

嶋田委員（会長職務代理）・・・ありがとうございました。報告に対して質疑何かありますか。 

島﨑委員・・・№25の保育園職員名簿ですが、公立の小中学校や保育園でしたら職員は公務員なの

で氏名は公開ですが、これはどういう理由で職員氏名が非公開なのでしょうか。 

係長・・・・・りんごっこ保育園は民営の保育園で職員は公務員ではないので、代表者を除く職員

氏名は個人情報になります。 

川島委員・・・今の問題や先ほど報告のあった不服申立てに絡むのですが、最近は市の業務を指定

管理者や委託業者に任せることが増えています。その場合に、実施機関の職員がや

っていたときは公文書で情報公開の対象になったのに、民間がやるようになったら

書類も民間が作ったものだから公開されないとなるのは問題です。情報公開条例で

は「公文書とは実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した・・・」と定義して

います。委託の場合は文書を作るのは実施機関の職員ではないですが、委託業務の

遂行内容を把握するために当然、市は契約書に基づいて文書を取得しているはずで

す。取得した文書は情報公開の対象となります。ところが先ほどの不服申立ての報

告では、選挙管理委員会への不服申立てが「委託先が業務をやっており市は文書を

取得・作成していないので文書不存在であるという説明が、事実と違うとは言えな

い」という理由で棄却されている。この理由はちょっとおかしいのじゃないかと思

います。それから島﨑委員の質問への回答についても。委託先の職員氏名は個人情

報だ、もしくは委託先の情報だと言いますが本当にそれでいいのか。委託するのは
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人件費削減のためがほとんどで、やっている業務自体は同じなのに、今まで市でや

っていたときには作っていた文書が作られなかったり、作っても市が取得しなかっ

たりで公開対象の公文書でなくなっていくというのは大きな問題だと思います。 

嶋田委員・・・民間企業の機密保護という話とサービスの質をどう確保するかという観点になると

思います。情報公開するというのもサービスの質の一つであると思います。市で業

務をやろうと委託でやろうとサービスの質は確保しなければならないのは当然です。

市がやっていた時に受けられたサービスが委託になると受けられなくなったという

のはサービスの低下と言えます。 

主任・・・・・委託になった場合に、委託先が作った文書は公文書ではなくなってしまい公開請求

しても出なくなってしまうのかというと、決して市はそういう考えではありません。

業務遂行のために必要な文書であれば、委託でやるときにも同じものを作成するよ

うに契約書中で定めます。委託業務のために作ってもらった書類には大体は報告義

務を持たせますから市が取得することが多いです。取得すればそれは公文書になり

公開請求の対象になります。それから、報告義務をつけない簡易な書類であっても、

委託先で保管されているものについて公開請求が出されれば、総務課から委託元の

所管課に連絡して、委託先から取り寄せてほしいとお願いするようにしています。   

今回の不服申立てに出てきた説明会参加者確認簿や当日の参加確認一覧表につい

ては、委託業者が参加者数を確認した後に破棄しているので不存在などの理由なの

で、委託になったので公文書でないから公開できないという理由とは違います。 

川島委員・・・この説明会に参加した人というのは開票の事務処理をやる人ですよね。契約書には

どんな業務のためにどの会場に何人従事させることと市が指定しているはずです。

指定された以上は確かにそうしたという参加確認報告書をシルバーは作らないとい

けないし、市も取得しないといけない。それに、この事務処理に携わった人はシル

バー人材センターに登録した会員ですよね。それがなぜ非公開なのか。もし名前が

非公開だとしても、少なくともどこの会場に何人参加してどういう業務に従事した

という参加確認報告書を市にもらわなければ委託契約の実態をなしていないし、報

酬も払えないでしょう。そういう報告書がなくても当たり前のように書いているこ

の答申はおかしいのではないかと思います。 

主任・・・・・どこの会場に何人参加してどういう業務に従事したという参加確認報告書は市にき

ています。でもこの請求をした方は、従事者全員の氏名が記載されているものの公

開を希望していたので、それでは用を満たしませんでした。氏名が記載されている

ものというと当日の参加確認一覧表になるのですが、これは棄却理由にあるとおり

破棄されています。破棄したのが適当かどうかという問題は残りますが。 

川島委員・・・市に提出する参加報告書の元になるものですから、それを破棄したというのはおか

しい。市も、誰が従事したのか氏名も含めて報告をうけて初めて委託料を払うので
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なければ委託元の責任を果たしたと言えないです。報告書の中で従事者氏名を消し

て、これは個人情報だから非公開にしたというならまだわかりますが。 

松原委員・・・情報公開制度があるわけだから、いつどんな書類を請求されてもきちんと答えられ

るように委託先から書類を取得、保管しておくという意識が選挙管理委員会事務局

ではちょっと欠けていたんじゃないでしょうか。 

主任・・・・・どんな書類も情報公開請求の対象になるのできちんと保管しておこうという考え方

が隅々までいきわたっているかというと不十分な点があると思います。 

松原委員・・・制度ができてから10年経ちますから、もうその辺は徹底してもいい時期ではないで

しょうか。 

主任・・・・・先ほど民間保育園の職員氏名の非公開について質問がありましたけれど、委託契約

先だから職員氏名を全部出せるのかというとそこは違うというのが市の考えです。

代表者の名前は出しますが、個々の職員はあくまで民間職員です。「市の仕事を請け

負っている者は公務員と同じく氏名を公開する」とは情報公開条例上もなっていま

せん。公務員とそれ以外の方では、責任を切り分けています。 

課長・・・・・保育園の職員名簿では氏名は消していますが、職種や経験年数、取得資格、資格取

得年月日、生年月日などは公開しています。どのような保育士がいるかは保育園の

質にかかわる情報なので公開する必要があるからです。これに氏名もあわせて公開

すると、個々の保育士の生年月日や経験年数などが公になります。特定個人に関す

る情報は非公開という条例の考え方からしてどうでしょうか。 

        指定管理者が作成した文書については、市民は指定管理者に公開請求することも

できますし、市に請求してもらって市が指定管理者から文書を取り寄せることも可

能な条例にしています。 

川島委員・・・個人情報保護条例でいくと、委託先の職員が個人情報を漏えいした場合、市職員と

同じ罰則規定があります。それだけ漏えいについては厳しいんです。ですが情報公

開条例では委託先職員は氏名を公開しないで市職員とは違う扱いになるんですね。 

        とにかく今回の不服申立てについては、必要な書類を選挙管理委員会が取得、保

管していないことに問題があり、改善が必要と思います。総務課も各課にきちんと

指導をお願いします。 

        それから№125 ですが、この非公開の理由だと単に公開請求先が違っているから

という理由で文書が議会にあることを説明せずに非公開決定したように読めてしま

う。備考欄にでも「監査には請求対象の書類はなく議会に戻っているので、請求先

を議会にすれば公開できるという説明を請求者にしたが、それでもあえて監査に請

求するというので非公開決定をした」と入れたほうがいいと思います。 

主任・・・・・わかりました。 

嶋田委員・・・ほかに何かありますか。 
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島﨑委員・・・№46の「市長への手紙、メール、ファックス」の公開ですが、こういうものも公開

請求の対象になるんだと驚きました。市長への手紙等を出した人はこれが公開請求

の対象になるということをわかっていないと思います。市長へのＥメールであれば

市のホームページ上に送信・受付する画面があるのですが、この画面に「Ｅメール

で寄せられた内容は情報公開請求の対象になります」と説明をいれておかないとま

ずいのではないでしょうか。 

主任・・・・・そうですね。ただ説明文章をかなり練らないと、Ｅメールが送りづらくなるように

脅しているみたいになってしまうので気を付けないといけませんね。 

課長・・・・・自由に手紙を出していただきたいので、情報公開請求があることを意識して書けな

くなってしまうのが心配です。 

島﨑委員・・・それでも出した本人としてはこれが公開されるとは思ってもいないものを公開され

てしまうわけですから、文章をよく考えて載せるべきだと思います。 

主任・・・・・公開するときは、手紙を出した人の氏名、住所、Ｅメールアドレスはもちろん、手

紙のなかに個人が特定されるような文章があれば当然そこも非公開にします。手紙

を出す人にそこを十分安心してもらえるような説明にしないといけないので、文案

を考えて担当課（広報広聴課）に協議します。 

嶋田委員・・・平成１９年８月と２０年２月に行われた市のホームページに関する市民アンケート

結果をもってきたのですが、「あったらよいと思うコンテンツはありますか？」とい

う質問に対して「市民からの声や市への苦情を掲載してほしい、みんなの疑問を公

開して回答してほしい」という回答が多い。 

 今、第４次総合計画策定に向けて「東村山の未来を考える市民会議」をやってい

ますが、市民と行政が相互に対話してものを作り上げていく時、市民からの要望に 

対して市がどう応えているか、それを公開していくこと、回答の質を非常に要求さ

れています。市長への手紙等で寄せられた要望と回答については、個人情報を除い

てホームページで公表するとよいのではないでしょうか。 

主任・・・・・いくつかの自治体で「よくある苦情とその回答」のようなものをホームページに載

せているところがあります。確かにそういうものがあれば、自分が苦情をいいたか

ったことがこういう風に答えられているんだということがわかり便利だと思います。 

        今、タウンミーティングというのを毎月１回、市長が市内を廻って１８回ほどや

っています。そこで出た市民からの意見と市の回答は、記録集というかたちで全回

分ホームページで公開していますし、冊子で配布もしていますので、それに近いも

のになるかと思います。 

嶋田委員・・・ただ、あれは開催した回ごとにまとめているんですよね。最終的にデータベースに

して意見内容で分類したり、キーワードで検索できるようにして利便性を向上して

ほしいと思います。 
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他にありますか。 

島﨑委員・・・№118の事故報告ですが、これは生徒氏名などは記載されていないのですか。 

係長・・・・・具体的に誰がこういう怪我をしてという報告ではなくて、件数を集計した一覧を公

開していますので個人情報は入っていません。 

嶋田委員・・・市民からみたらわからないので、備考欄にその旨追記した方がいいですね。 

主任・・・・・わかりました。 

嶋田委員・・・№52ですが、嘱託職員の退職手当の算出根拠などは公表されているんですよね。 

総務部長・・・公表されています。 

島﨑委員・・・№95ですが、長寿記念品が里に八国商品券になったことについて「誰が発案し最終

決定は誰がしたのかがわかるもの」という請求に対し起案が２件公開されています。 

ただ、通常起案を見ても誰が発案したのかはわからないと思うのですが、もしそう

いうことがわかる書類があれば公開されるんでしょうか。 

例えば手数料審議会ですと市民の方に支払ってもらうお金の話をしています。こ

ういう利害関係が絡む議事を話すときに、議事録を発言者名が入った形で作成して

公開請求があれば発言者名を伏せずに公開するとなると、例えば値上げ案を発案・

賛成した委員が圧力を受けるというようなことが考えられるのですが。 

主任・・・・・今の例ですと、そのまま公開すると値上げ案を発案・賛成した委員が個人攻撃を受

けるおそれがあります。そういう議事を審議する会議では、会で議事録の作り方を

話し合って「利害が絡むことを話し合うので、率直に意見をいうためにも議事録に

発言者名は入れない。単に委員と表記する。」などとすることが多いです。 

        この里に八国商品券の起案は職員が起案していて、最後は部長か市長か、誰の決

裁なのかで最終決定権者がわかります。起案した職員氏名や決裁欄の印は公開しま

す。ただ、起案した職員が実際にその案を最初に考えたのかというとそうではなく、

例えば市長からそういうのはどうだという話があって始まったとか、いろいろあり

ます。その辺は求められれば分かる範囲で、公開時に口頭で説明します。 

嶋田委員・・・他にありませんか。では次の議題に移ります。 

 

◆ 議題２ 審議会等の会議の公開に関する統一基準（案）について 
配布資料「東村山市附属機関等の会議の公開に関する指針（３／２３案）」により、事務局か

ら説明する。 

主任・・・・・作成した経緯ですが、昨年９月ごろから各審議会・協議会の議事録を見たいという

公開請求が続けてありました。情報公開運営審議会のように会議録を市のホームペ

ージで公開している会は少なく、昨年１１月時点で４会しかありませんでした。そ

れ以外に市では４０以上こういった会議があるのですが、情報公開請求をして始め

て会議録が見られるという状態です。なぜそうしているのか理由の多くは、会議の
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公開に対する意識が低かった、つまり、これまで市民から傍聴したいという要望も

なかったので傍聴についての定めもなく、会議録の公開も考えていなかったという

ものです。情報公開を徹底していくというのが市長の公約ですし、会によって会議

録の公表方法がばらばらなのはよくないと総務課では考えていましたので、「会議 

は原則は傍聴可能とし、会議録と資料は市ホームページからダウンロードをしたり、

情報コーナーや図書館で閲覧できるようにする」という庁内統一ルールを作りたい

という起案を１１月にあげ、市長決裁を得ました。市長は大いにやってほしいとい

うことでしたので、その後、全庁の会議に今どのくらい公開をしているのか調査を

して実態をつかんだ上で今回の指針を作成しました。 

        本指針は、まず原則は公開でいってください、非公開とする場合は、なぜ非公開

にするかという理由をきちんと会のなかで決めて説明できるようにしてくださいと

しています。それから会議録は必ず作成し、情報公開条例でいう非公開情報があれ

ばマスキングしますが、それ以外はホームページと図書館、情報コーナーで見られ

るようにしてください。また、会議開催のお知らせを必ずホームページに掲載する

こと、紙ベースでも図書館、情報コーナーに置いてくださいというのが主な内容で

す。指針にあわせて「開催のお知らせ」「傍聴に関する定め」「会議録」のひな形も

参考様式として作っています。会議録に発言委員名の記載をどうするかは、その会

で話す内容によって会で決定してくださいとしています。使用料審議会のような自

由な発言が妨げられるおそれがある場合は、発言委員名は入れずに「委員」といっ

た記載がよいかと思います。 

        次に審議会に関する市のホームページの案ですが、現在、審議会を一覧で紹介し

ているページはありますが部課ごとに並べています。これを会議の内容によって分

けることを考えています。市民の方が調べる時は「福祉についての、都市計画につ

いての会議録が読みたい」といった内容による調べ方をすると思うので。一覧中の

●●審議会をいう名称をクリックするとその会議のページが開いて、会議の概要と、

会議録、委員一覧が見られるようにしたい。これは各会議の庶務担当課が作成する

ことを考えています。 

        この案については総務課と企画政策課で作成していて、課レベルでは合意してい

ますがこの後、全部長が出席する経営会議に諮り、最終的には市長決裁を得て確定

します。今日お見せしたばかりで申し訳ありませんが、経営会議に諮る前に何かご 

意見があれば取り入れたいので、４月２日頃までにご連絡いただけると助かります。

よろしくお願いします。 

森委員・・・・先ほど運用状況報告にあった№85のホテル等建築適正化審議会のように開催されて

いない会議の場合はどういうページになるのですか。 

主任・・・・・会議の概要と委員一覧が出ます。会議録については、該当する案件がないので開催
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されていませんという書き方になると思います。 

森委員・・・・例えば３年に１回しか開かないという会議なら、直近の会議録だけを載せるのです

か。 

主任・・・・・会議録をいつの分から載せるかについては、各会議において会長が委員に諮って決

めていただきたいと考えています。これからホームページに載せるのも何年分もず

っと載せておくことはないと思うので、３年分までとか適当な年数になると思いま

す。 

川島委員・・・この指針は市の規則になるのですか。 

主任・・・・・いえ、規則ではなく例規には入りません。市長からの職員向け指示文書です。 

嶋田委員・・・指針のなかに会議録作成の時期の目安が書いていませんね。遅くなり過ぎないよう

に、目安として時期を入れたらどうですか。 

主任・・・・・１１月の審議会の調査では、「開催から２週間程度で会議録ができる」というのが６

割でした。ただ、会議録を委員に確認までしていない会議が多いんです。ホームペ

ージで公開するとなるとやはり確認をとってからにすべきなので、１ヶ月後くらい

が早いほうかと思います。 

川島委員・・・指針第６第２項で「委員全員の承認を得て」とする必要はありますか。「会長の責任

において」でいいのではないですか。担当職員の事務負担が重くないですか。それ

にこのやり方にすると会議録を公表する時期が遅れてしまうのでは。 

主任・・・・・この会議はこのやり方でやっています。会議録案が出来た時点で全委員にメールか

文書で送って、何か意見があればいつまでにご連絡ください、連絡がなければ了承

されたものとみなしますとしています。発言者名がのっている会議録の場合は、発

言した趣旨が間違っていないかどうか本人に確認してもらうためにこのやり方がよ

いと思いますが、確認は会長に一任すると会で決めてもらってもかまいませんので、

第２項はそのように修正します。 

嶋田委員・・・審議会とか委員会とかはまさに市民参加のまちづくりなんですね。それなのに会議

録や委員一覧はほとんど公開されていない。今、第４次総合計画策定のための市民 

会議に市民が大勢参加して開かれていますが、こうして市民と協働してやろうと盛

り上げている一方で、昔からある審議会等の公開がまったく進んでいない。すごく

バランスが悪いと思っていました。この指針によって情報公開請求をしなくても会

議録を見られるようになれば大前進ですね。 

川島委員・・・会議録を公開していくなかで心配なのは、価値判断の相違で自分の考えと違う人た

ちを攻撃するグループが出たりする。それをどういう風に調整するかが課題ですね。 

お互いに相手の意見を尊重しあう社会ならいいのですが、揚げ足をとって攻撃する

人も多い。 

主任・・・・・実際に、ある審議会で傍聴の方と怒鳴りあいのようになった例もありますし、委員
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の自宅を複数の市民が訪ねて意見を言ったということもあります。そういうふうに

なると委員のなり手がいなくなってしまうということもあり難しいところです。 

嶋田委員・・・市民会議も７０名近くが参加しているので、市民も行政も習熟度というか成熟度が

はかられている気がします。川島委員がおっしゃったような傾向も若干見られて、

会議の進め方についてルール作りというか、毎回再確認しながら進めていこうとな

っています。お互いに習熟度をあげていくしかないんでしょうね。 

主任・・・・・そうですね。個人攻撃のようなことがおこるというのを理由に全部情報を出さない

という時代ではなくなっているので、トラブルもありつつルール作りをしていくと

いう最初の一歩に立たなくてはならないと思います。 

嶋田委員・・・ほかにご意見なければ次に移ります。その他で何かありますか。 

課長・・・・・両制度の手引を作成しましたのでご覧ください。また、個人情報保護運営審議会の

委員改選がありましたので新名簿をお配りしました。個人情報が入っていますので

取扱にご注意ください。以上です。 

嶋田委員・・・わかりました。他はいかがですか。なければ本日はこれをもちまして終了とします。 

 

 

～閉  会～ 


