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会議の名 称 平成２４年度第２回東村山市情報公開運営審議会 

開 催 日 時 平成２５年３月２７日（水）午後６時３０分～８時３０分 

開 催 場 所 東村山市役所北庁舎２階 第４会議室 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

●出席者： 

（委  員）嶋田節男会長・佐藤佳弘委員・中川勝委員・古瀬礼子委

員・松原きみ子委員・森聡委員 

（市事務局）當間総務部長・根建総務部次長・湯浅情報公開係長・星

情報公開係主事 

●欠席者：臼井雅子委員・清水総務課長 

傍 聴 の 可 否 
傍聴 

可能 

傍聴不可の場合

はその理由 

 

傍聴者数 ０名 

会 議 次 第 

１．情報公開制度（平成２４年８月～平成２５年２月分）の運用状況

報告 

２．その他 

問い合わせ先 

総務部 総務課 情報公開係 

担当者名 湯浅・星 

電話番号 ０４２－３９３－５１１１（内線２３１７） 

ファックス番号 ０４２－３９０－６２２７ 

会  議  経  過  

○嶋田会長 

  傍聴者の確認をお願いします。 

○星主事 

  傍聴者はいらっしゃいません。 

○嶋田会長 

  傍聴者ゼロということですが始めます。総務部長からご挨拶をお願いします。 

○當間総務部長 

  こんばんは。当市の情報公開制度に日頃からご尽力いただきありがとうございま

す。今日は情報公開制度の運用状況報告をさせていただきますが、ここ数年、情報

公開請求件数は下降気味です。これは情報通信手段がかなり発達してきたこと、そ

れから市民のみなさんにはまだまだ使いづらいなどお叱りもうけていますが、市の

ホームページでいろいろな情報を出せるようになってきたことがあるのかなと思っ

ております。ただ、情報公開という制度がある以上、市民の方に適切に利用してい

ただければと思っておりますので、それらを踏まえ本日はよろしくご審議お願いし

ます。 

○嶋田会長 

では、平成２４年８月からの情報公開制度の運用状況を報告いただきまして質疑

を行いたいと思います。 

 

（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２４年８月～平成２５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。 
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○湯浅情報公開係長 

１ページの「情報公開請求件数」をご覧ください。平成２４年８月から２５年２

月の累計です。「出された請求書の枚数」である「請求数」は１９件。うち、市民の

方からの請求である義務的請求が約６割（１２件）、市外の方からの任意的申出が４

割（７件）です。一枚の請求書で複数の課に請求できるので、所管課別でカウント

した請求件数の方が多くなり３１件です。決定の内訳は、全部公開４５．２%（１４

件）、部分公開３８．７％（１２件）、書類は存在しますが公開できないという非公

開と存否応答拒否決定が０%（０件）、文書不存在による非公開が３．２％（１件）、

これに取下げが１２．９％（４件）です。 

所管課別でカウントした請求件数３１件は、前年の同時期（２３年８月から２４

年２月まで）より１０件以上尐なくなりました。平成２０年度の１２９件をピーク

に年々請求数は減っていまして、２３年度は５３件と条例施行以来２番目に尐ない

数でした。今年度は今日までの請求数が４２件です。平成１３年度の４６件を抜い

て最も尐なくなる見込みです。 

２ページをご覧ください。「所管別内訳」ですが、施設課が７件と約２３％を占め

ています。このうち６件が、平成２６年に稼働を予定している「秋水園リサイクル

センターの整備」に関連した請求です。他はみどりと環境課に４件、市民スポーツ

課に３件の請求がありましたが、請求内容はバラバラで特徴はありませんでした。 

リサイクルセンターの進捗状況ですが、２４年８月の市議会臨時会で約５，７０

０名の市民の有効署名とともに出された「センターの建設の賛否を問う住民投票条

例を制定するかどうかが審議されましたが、結果として条例案は否決されて住民投

票はありませんでした。２４年１０月にセンター建設工事の入札を行い、１１月の

臨時市議会で、建設工事の請負契約を約１１億円で（株）協和エクシオと締結する

ことについて議決を得て、正式に契約を締結しました。現在は、秋水園内でリサイ

クル作業場などの解体工事が始まっています。合わせて協和エクシオは、実施設計

といって、素材や構造などを書き込んだ詳細な設計図書（図面）を作成していると

ころで、４月以降に図面が出来上がったら市に提出され、市が内容を承認後、セン

ター建設工事が始まると施設課から聞いています。 

 

～以下、運用状況の｢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。～ 

 

○湯浅情報公開係長 

３ページをご覧ください。No.１０から情報公開請求の状況をご説明いたします。

いつも通り、全公開のもの、部分公開であっても非公開部分が「法人の代表者印影」

だけのものは説明を省略します。 

No.１１は多摩湖町の市有地の競売結果がわかる調書の請求です。管財課に確認し

たところ、Ｈ２１．２月に競売があったのですが、落札者がおらず不調に終わりま

した。管財課から請求者にその旨説明して、また入札をするときには必ず市報でお

知らせしますとお伝えして取下げになりました。 

No.１２は、資源循環部職員が他市に視察に行ったときの報告書を公開してほしい

というものです。平成１９年度に羽村市・武蔵野市・福生市・日野市の廃棄物処理

施設に紙おむつの排出状況について視察に行っているので、この報告書を公開しま

した。瑞穂市のリサイクルプラザには視察に行っていないので、文書不存在決定に

なりました。 

No.１３は、８月２８日の市議会で市長又は部長が答弁していた「リサイクルセン

ターについては８年前から住民に説明してきた」ということの根拠となる書類すべ
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ての公開を求めるものです。８月２８日の市議会会議録を見ますと、リサイクルセ

ンターの整備計画に関するこれまでの経緯を問われて、市長が「平成 17 年度より議

会及び市民の皆さんと、足かけ８年にわたりまして、私としては相当丁寧に議論を

積み重ねてまいりまして」と発言していまして、この発言を指しての請求です。請

求時に請求者から、「『住民に説明してきた』と市が言う場合、どんな状態を指して

言っていると思うか」と問われたので、「一般的に市が『市民に説明する』という場

合、市報やホームページでの周知、市議会での答弁、市民向け説明会の開催、自治

会を通じて周知を行うことなどが考えられます。秋水園に関しては以前から、周辺

４自治会で構成する秋水園周辺対策協議会があって、周辺地域の生活環境の向上に

ついて市と話し合いをしてきています。また、周辺対策協議会を構成する自治会委

員や公募市民、学識経験者等で構成した、秋水園整備計画研究調査会という会議も

数年前に開かれていました。これらの会議のなかで市がリサイクルセンターについ

て説明していたのであれば、その事実をもって『８年前から住民に説明してきた』

と答弁した可能性が考えられます」とお話したところ、請求者が「その可能性が高

いと思うので、その二つの会議の会議録を請求したい」と述べられたので、公開請

求書にその旨をメモして施設課に渡しました。後日、施設課職員も請求者に電話し

て、具体的にはどの公文書の公開を求めたいのかを確認し、請求対象は「秋水園整

備計画研究調査会」と周辺対策協議会の会議録となりました。秋水園整備計画研究

調査会は平成１７年度に５回、１８年度に５回開催していて、その当時は会議録を

市のＨＰで公表していましたが、５年以上たつので今は掲載していません。 

運用状況の備考欄にある通り、全１０回の会議録のうち、１８年度の４回分は、

保存年限５年が経過していますが、たまたま１９年度作成の起案書に添付資料とし

てくっついているのが見つかり、情報提供しました。前半の６回分は、１７・１８

年度の書類で５年保存のため廃棄済みでしたので、文書不存在決定です。 

もうひとつの周辺対策協議会会議録について施設課と管理課に確認したところ、

市が主催する会議ではなく、４つの自治会からの推薦者計１８名で委員が構成され

ています。協議会の規約をみると、秋水園周辺４自治会で構成する「市との交渉団

体」で、地域住民の生活環境の向上を図ることを目的とする」とあります。「協議会

は必要があれば市職員の出席を要請できる、市から協議会の開催要請があれば会長

は全体会を開く」という条項があり、これらの場合に市は会議に出席しています。 

施設課の説明では、主催者でないため市では会議録を作成しておらず、協議会の方 

で会議録を作る必要があると判断した回は記録を作って委員間で共有していること 

もあると思うが、市には送られてきていない。市職員が会議に出席した際に、報告 

書を作成して記録を残すこともしていないとのことで、市は協議会会議録を保有し 

ておらず、文書不存在となりました。 

この文書不存在による非公開決定に対しては、平成２４年１２月３日に不服申立

てがだされ、平成２５年２月１９日に市長が不服審査会に諮問しました。今は不服

審査会に、市と申立人それぞれが意見書、反論書を提出したところです。 

No.１６は、平成２４年８月３１日付で認証廃止となった市内の元認証保育所チャ

イルドホープに関する文書の請求です。認証保育所は、多様化している保育ニーズ

に柔軟に対応するため、０歳児保育を必ずやるなど東京都独自の基準を作って企業

の参入を促している保育制度です。チャイルドホープは平成１７年１０月に認証を

受けた保育所でしたが、平成２３年度末と平成２４年６月に保育士が大量にやめる

という事態がおこり、東京都から改善指導が出されました。その後、運営休止を経

て、８月末に認証廃止となっており、現在は運営していません。No.１６は認証廃止

後の９月の請求で、市議からです。請求内容１の財務検査資料と職員の処遇や実態

のわかるものとして、アイウを公開しています。これらには毎年度の初めに認証保
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育所から市に出される補助金交付申請書、職員名簿、事業予算書などがついており、

職員の給与や雇用形態も書かれています。このうち、施設長と職員の給与額、職員

と嘱託医の氏名、全員の自宅住所、生年月日、年齢は個人情報で非公開にしました。

エの文書は、平成１７年１０月２８日から平成２４年９月２８日の間に、保育士や

保護者などから市に寄せられたチャイルドホープに関する相談や、市とチャイルド

ホープ施設長とのやり取り、市が保育所を訪問した際の確認内容などを子ども育成

課が時系列で記録したものです。保育士・保護者からの相談は、保育の質が悪い、

施設長の保育のやり方に納得いかないといったもので、非常に具体的に問題点が記

録されています。児童が怪我をした際の事故対応の経緯ものっています。これらは、

氏名など相談者や児童が特定されてしまう部分は個人情報で伏せましたが、相談内

容や事故対応記録自体は公開しています。チャイルドホープ側から見れば、これら

は法人の事業運営に関する情報で、公開されると社会的地位が損なわれる法人情報

といえます。しかし、補助金で運営している認証保育所としての責任の大きさと、

保育所でどんな問題があったかを公開することは公益上特に必要があると判断し、

条例第８条の裁量公開で公開しました。 

なお、施設職員ではない施設長の親族の発言や言動を記録した部分、施設長の自

宅住所が推測される部分などは個人情報で伏せています。また、ドアの施錠の有無

など施設の防犯体制を書いた部分があり、ここは法人情報で伏せています。 

また、チャイルドホープの問題事項について子ども育成課職員が東京都保健福祉

局の係長と協議したやり取りがのっていますが、「都と市がどういう指導・対応を検

討し、どのような手段で行ったかを記載した部分の一部」は、今後、同様の事案が

発生した際に市がどう対応するかがあらかじめ推測されてしまい、適切に指導をす

るのに支障が生じるおそれがあるため、行政運営情報で非公開にしました。東京都

にも、この部分を公開できるか所管から確認しましたが、非公開にしてほしいとの

回答でした。また、「職員について施設長が市に報告した内容」には、保育士の誰と

誰は仲が悪いとか誰は言うことを全然聞かないといった記載がありました。施設長

については氏名を公表していてこの発言者が施設長だということはわかるので、公

開すると施設長と当該職員等関係当事者間の信頼関係が損なわれるおそれがあり行

政運営情報で非公開にしました。 

No.１７，１８では、平成２４年１０月１６日にあったリサイクルセンター建設工

事の入札に使われた性能発注仕様書、国の交付金に関する書類、落札金額の内訳、

落札業者の設計図書が請求されましたが、請求者は市議会議員で、いずれも１１月

臨時会の議案関連資料として議員に情報提供されたため、取下げすると請求者から

申し出がありました。 

No.１９は、成年後見制度における市長による審判請求に関する文書を求めていま

したが、所管課から情報提供したため取下げになりました。高齢者や知的・精神障

害を持つ方で、本人の意思能力や家族の状況などから成年後見人を立てることが必

要ですが、身寄りがないなど配偶者や親族による成年後見の申立てが見込めない場

合に、市長が家庭裁判所に後見開始の審判を請求することができます。審判にかか

る費用は市が支払いますが、支払い能力がある場合は後ほど本人や関係者に請求し

ます。当市ではこれまでに１２件ほど市長申立てをしていると地域福祉推進課から

聞いています。 

No.２０は議会事務局への請求です。市ＨＰで三浦議員の一般質問の録画配信と会

議録を一部削除している件に関する文書の請求です。三浦議員は２３年１２月議会

の一般質問で、当市の自治基本条例市民参画推進審議会の委員について、特定の団

体、自治体から国家解体をもくろむような勢力とつながりがあるといった発言をし

ており、当初はこの発言を削除せずに市ＨＰで公開していました。しかし、これを



 - 5 - 

ご覧になった方から「事実を誤認し、人権を侵害した名誉棄損である。該当箇所の

削除を求める」旨のメールが議会事務局に届きました。このメールを受けて、三浦

議員の所属する自民党から該当箇所削除の申出が議会事務局に出されて、該当箇所

を削除したという経緯があります。今はＨＰには、「不適切な発言が判明したので、

所属会派の申出により削除した」旨の表記がしてあります。議会事務局とメール送

信者のメールのやりとりが公開した起案書についていまして、メール送信者が識別

される部分（名前やアドレスのほか活動内容など）を個人情報で非公開にしました。 

No.２１は、事業者からの電子申請による請求です。前年も同じ請求をした業者で、

地下水の揚水量報告書を公開しました。報告書に記載されている地下水の揚水施設

はほとんど民間法人の所有なのですが、野口台自治会所有のものがあり、自治会代

表者の自宅住所の詳細、氏名、電話を個人情報で非公開にしています。また、国や

都の施設と請求者の関連企業以外の揚水施設の担当者氏名を、これは代表者ではな

いので個人情報で非公開にしています。施設担当者の電話番号は法人情報で非公開

にしました。 

No.２２もリサイクルセンターに関する請求です。 

請求内容が三つに分かれていますが、１の請求に対して公開したのがア、イです。

市は平成２４年度当初予算で、２４から２６年の３年間のセンター建設にかかる予

算を約１２億６千万と計上しました。この予算額計上の資料が、平成２４年１月に

５社が（株）エスイイシイに提出した見積書です。エスイイシイは市からセンター

建設工事入札のための発注仕様書作成を委託された設計コンサルタント会社で、発

注仕様書を作るための資料として各社に見積書と設計図書の提出を依頼しました。

市はこのとき出された５社の見積額を比較し、市の査定率をかけて、２４年度当初

予算の計上額を決めています。 

アは、Ａ社、Ｂ社と書かれた５社の見積額が、配管工事、電気設備、土木・建築

工事費、機械設備費など７０項目近くに分かれて一覧になっており、査定率をかけ

た市の査定金額がのっています。イは各社から出された見積書です。アイともに、

５社の見積内容は、内訳・金額ともすべて公開しています。ただ５社の業者名は、

公開するとその業者は工事費をどのように見積りしたかという営業上の秘密が明ら

かになり、競争上の利益が損なわれるおそれがあるため、法人情報で非公開にしま

した。また、アに書かれている市の見積単価査定率と、査定率が何％なのか計算さ

れてしまう部分、共通仮設費等の設計単価の根拠となる市独自の計算式が算出され

るおそれのある部分は、行政運営情報で非公開にしています。これは、査定率や設

計単価の計算式を公開すると、以後、市から公共工事の見積もり依頼を受けた業者

が、査定で引かれる分をあらかじめ上乗せして見積書を提出し、公共工事の設計単

価が不当に高くなるおそれがあるためです。この考え方は、平成１９年５月１１日

に市長決裁をうけて設定した「東村山市公共工事に係る工事設計書等の情報公開方

針」によるものです。 

２の請求に対して公開したのはウエです。平成２４年１０月１６日に市が行った

センター建設工事の入札に際して、市は事前に予定価格を１１億７７０万と決めま

した。最低制限価格以上で予定価格までの範囲で、最も安く入札した業者が落札で

きます。この予定価格を決定するための資料として、発注仕様書作成委託の業務内

容に基づき、エスイイシイが平成２４年６月４日に６社から見積書を徴取しました。

その一覧表と見積書がウエになります。さきほどのアイと同形式の書類ですので、

非公開にした理由と部分も同じです。ただ、この公開請求日の平成２４年１１月６

日時点で１１月臨時市議会の議員資料として建設工事費積算内訳表が配付されてい

ます。この内訳表で公開している数字は公開しました。 

  ３の請求に対して公開したのがオです。１０月１６日の入札に参加した４業者か
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ら提出されたランニングコスト内訳です。内訳自体は公表していますが、業者名は

落札業者のみ公表し、その他の３業者は業者名を法人情報で伏せました。これは、

ランニングコストをどう計上しているかというのは法人の営業上の秘密にあたると

判断したからです。また、６年目以降のランニングコストがわかるものは市が求め

ておらず、提出されていないので文書不存在になりました。 

No.２４は、以前から同様の請求を全国各地にしている愛媛県業者からの請求で

す。土地公図加筆訂正業務委託の成果品としての地番図デ－タ、それが公開できな

ければその契約書の公開を求めています。東村山市では、地番図データと内容が同

じ「じがたず」が、不動産登記法第１４条の規定に準じて誰でも課税課窓口で写し

の交付を受けられるようになっていますので、情報公開条例第２１条第１項の「法

令の規定により公文書の写しの交付手続きが定められている公文書は情項公開条例

を適用しない」の定めにより、適用除外で非公開としました。契約書は印影以外公

開しています。この業者が公開請求書に同封した文書には、「行政が持っている地理

空間情報は、行政情報であるとともに税金で作られた国民の共有財産なので、新た

な産業の創出や国民生活の利便向上のために民間に有効に活用させるべきだ」とい

うことが書いてありました。 

No.２６は、憩いの家の電気設備の点検報告書と電気料金請求書の請求です。現在

は市が憩いの家を管理していますが、平成２３年度までは社会福祉協議会に管理を

委託しており、電気料金の支払いも社協がしていたため、市にはその時の請求書が

なく、一部文書不存在で決定しています。 

No.２８は、スポーツセンターの指定管理者から出された提案書の請求で、提案書

に東京ドームグループのノウハウなどに当たり公開されては困る部分があるか、市

民スポーツ課から東京ドーム側に確認したところ、こういった企業や選手にスポー

ツセンターにきてもらって、スポーツ教室などの事業展開ができるといった内容が

書かれた部分について、企業名や選手名を公にされると、法人の営業上支障がある

と東京ドームグループから申し入れがあったため、この部分は法人情報で非公開に

しました。 

今期の運用状況については以上ですが、続けて前回の会議でご意見があったもの

について所管課からの回答を報告します。 

 

・前回の審議会で委員から出たご意見について 

 

○湯浅情報公開係長 

平成２４年２月にあった No.４８の請求で、「秋水園リサイクルセンター建設工事

の発注仕様書とそれに対する各社の見積書に関する書類全部」という請求に対して

見積発注用の仕様書は公開しましたが、その添付資料である図面類を非公開にした

点はおかしいのではないかというご意見をいただいております。 

図面類を非公開にしたのは、請求時はセンター建設工事の入札前で、公開すると

これから入札する工事の予定価格や設計内訳が推測されてしまい、情報を先に得た

者が入札に有利になるなど不当な利益を得るおそれがあるということと、公正な契

約執行に支障が生じるおそれがあるということで、行政運営情報イエに該当すると

いう理由でした。 

施設課に前回のご指摘を伝え、図面類が公開できるものであったかどうか改めて

検討を依頼したところ、回答がありまして「図面類については、建設工事の計画範

囲図・現況位置図・地質推定断面図・構内配線配管図面など、秋水園の現在の状態

を示した図面がほとんどで、これらは請求時点で公開しても今後の入札に支障はな

く、公開できた。当時は判断をミスしたが、今後同様の請求があった際は判断を誤
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らないよう十分注意する」との回答でした。総務課としても各課から公開・非公開

の起案書が協議に回ってきた際に、公開できるのかどうかをより厳しく審査してい

くことにします。この件については判断ミスがあり申し訳ありませんでした。この

請求者は市議で、もう入札が終わったことはご存じで、その後も何度も情報コーナ

ーにみえていますが、図面を再度請求したいとはおっしゃらないので、今はもう不

要と考えてらっしゃると思います。 

それから情報公開とは直接関係はありませんが、「議会の傍聴者人数やネット中継

のアクセス数を公表し、傍聴者を増やすよう情報発信を進めてほしい」「本会議のネ

ット配信のページから議案書も一緒に見られるようにしてはどうか」といった意見

もございました。 

議会事務局の考えを聞いたところ、現在、傍聴する際は議会事務局の受付で傍聴

申出書に氏名住所を書いて入ってもらっていますが、傍聴者数を把握し、統計をと

る目的でやっており、年１回市が出す事務報告書で傍聴者数を公表しているとのこ

とです。事務報告書は市ホームページで公表していますのでホームページで見るこ

ともできます。ただ、最近は議員の方から、傍聴申出書を出させずに自由に傍聴さ

せるべきだ、名前や住所を書かせるのは心理的な負担になるので、フリーパスの方

が傍聴しやすいという声があがっているそうです。 

  また、議会中継のアクセス数は月平均４００件くらいですが、議員からのアクセ

スが多く、かつ一人が何度もアクセスしてもそれぞれ１件とカウントするため、見

ている実人数は４００件よりかなり尐ないのではないかというのが議会事務局の予

想です。アクセス数については市全体として公表のルールがないので、議会だけ公

開するのが良いことか疑問があるとのことで、情報政策課に考えを聞いてみました。

情報政策課としては「アクセス数を職員に公表しているのは、アクセス数の多い尐

ないはなぜなのか、ページの場所が悪いのかなどページ作成の参考にしてもらうた

めである。市民にアクセス数を公表するメリットは感じていない。民間の商品紹介

ページ等とは違い、行政のページでアクセス数を公表したからといって閲覧者が増

えるという効果は考えづらく、市民向けに公表するメリットを感じられない」とい

うことでした。 

議会事務局は、今は傍聴者を増やすことよりも、傍聴に来られない人の方が圧倒

的に多いので、その方たちにいかにして議会の様子を伝えるかが今の課題で、本会

議の中継だけでなく委員会の生中継や市役所１階のロビーで放映するなどを実施に

向けて検討しているとのことです。 

また、「ネット配信のページから議案書も一緒に見られるようにしてはどうか」と

いうことについては、議案書をＰＤＦで見られるページはもうホームページ内にあ

ります。これとは別にネット配信のページにも、映像中で審議している議案ごとに

ＰＤＦをリンクさせるとなると事務量がけっこう多くなってしまい、その分、公開

の時間も遅れてしまう。現状では早い公開の方を優先したいので、議案書のリンク

まで正直手がまわらないという回答でした。 

 前回のご意見について以上です。 

 

○嶋田会長 

それでは委員から質問及びご意見はございませんか。 

○中川委員 

前回の会議での意見に対して回答をいただきましたが、入札に関連する書類とい

うことで十分配慮されるのはわかりますけれど、よく考えてみたら公開しても問題

のない図面だったということですよね。それをどうして間違えるのか疑問です。仕

様書については公開すると判断したのに、なぜ図面だけ非公開と考えたのですか。 
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○湯浅情報公開係長 

最初に総務課に起案の協議が回ってきたときには、仕様書も含めて両方とも公開

できないというのが施設課の考えでした。それで総務課で仕様書と図面を見まして、

仕様書には今後の支障になるような詳細なことは入っていないのでこれは公開して

もらわないと困ると話して納得してもらったのですが、図面についてはこのときは

頑として公開できないという回答でした。 

○嶋田会長 

図面というと細かいディテールがのっているので、もしかすると施設課には、本

当は既存の施設の図面なのにこれは新しい施設の図面なのだという錯覚があって、

それで出せないと考えたのではないでしょうか。これを１つの失敗事例として、今

後同じことが起きないよう情報公開係で生かしてもらいたいと思います。 

それから、ホームページのアクセス数の公開に対してあまりメリットを感じてい

ないのは、議会のホームページについてだけの考えですか。 

○湯浅情報公開係長 

そうではなく、情報政策課が市のホームページすべてについてアクセス数を出し 

ていないのは、公表することにどのような必要性があるのか正直メリットを感じて 

いないということです。 

○嶋田会長 

サービスの原則として「今これが売れています」というのは常套句で、どこが１

番アクセスされているかを見て顧客は見にくるというマーケティングの考え方があ

りますよね。例えばヤフーだとアクセスランキング上位のニュースだけ、トップ５

つだけを頭の部分で載せています。市のホームページであれば、「子育て分野ではこ

れが１番アクセスされているページです」などと公表してみる価値はあるのではな

いかと思います。個人的な意見ですが。 

○湯浅情報公開係長 

職員向けには今月のアクセス数ベスト１０がこのページですといった情報が公表

されていて、それを参考にしてページの構成を考えたりします。 

○嶋田会長 

  例えば子どもを育てたい、介護が必要とか、そういうあるテーマを持った方がホ

ームページに入ってくるときに、FQA ってありますよね。多く出ている質問を上位

に持って来てアクセスを上げる、探しやすくするということもあるので、メリット

を感じないということに違和感を覚えました。 

○湯浅情報公開係長 

民間のページとは違って皆さん自分に必要がある、例えば印鑑登録であったらそ

こを基本見るので、人気があるページだからそこを見るというのはないだろうとい

うのが、今の市の考えです。 

○松原委員 

No.１３で、保存年限５年が過ぎたので書類が不存在ということですが、ゴミ関係

では今までも情報公開請求はたくさん出されていますよね。そういう中で、長い時

間をかけて継続している事業については、保存年限が過ぎてももう尐し置いておく

ということを考えてもいいのではないでしょうか。いつ破棄するかは所管課の判断

で伸ばしても構わないということですよね。長く残しておく方が市の職員の方も過

去の経過を聞かれても答えられますし、市民の方も「また出してくれないの」と疑

いの目を向けることが無くなります。資料を残しておくことによって、お互いの信

頼関係を良好な形で築けます。市は隠すつもりはないのでしょうけれど、もう尐し

上手にやってもいいのではないでしょうか。職員も過去の資料が残っている方が楽

になると思います。 
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○嶋田会長 

  今の件について提案ですが、協働だとかまちづくりだとか市民と一緒になって考

えようという大きな流れが今あります。そのなかで経営目線で考えると、文書保存

年限にこだわらずにまだプロセスの終わっていない事業についてはプロセスが終了

するまで会議録などの重要な関係文書を残しておくという考えはいかがでしょう

か。いたずらに会議録を残すというとスペースや管理の問題がありますが、経営会

議にはかってみてはどうでしょうか。 

○湯浅情報公開係長 

大きい事業を決めるときには、市民の皆さんが入った審議会で何らかの方向性を

出すことがほとんどです。ですから審議会でどのような話し合いがあったかを遡っ

て調べられるように、３年ほど前に審議会の会議録の公表について指針を作りまし

て、指針作成以降の会議については、会議録を図書館と情報コーナーに全部集積し

ています。情報コーナーはスペースがあまりないので全部を永年では置いておけま

せんが、図書館は市の資料として永年保存することになっています。 

○嶋田会長 

  会議録の保存については改善されているのですね。 

○湯浅情報公開係長 

  はい。 

○中川委員 

保存年限というのは、文書が作成された時点から経過年数がスタートするのです

か。それとも事業が完結してからスタートするのでしょうか。 

○湯浅情報公開係長 

  図書館が持っている会議録は別として、通常の事業で作った文書というのは作っ

た年度が３月末で終わったらその時点から保存年数をカウントしていきます。保存

年限５年であれば、作成した年度が終了した時点から５年経過したら廃棄します。

市の事業の根幹に関わるような文書は、１０年や永年と長い保存をしているものも

あります。 

○中川委員 

市が決めた文書保存年限と、本当に文書保存が必要な期間がうまくマッチングし

ていればいいけれども、それがマッチングしない場合は問題が出るでしょう。 

○當間総務部長 

  その点についてですが、審議会等の会議録については係長から説明があった通り、

所管課以外のところにも保存しておくということをしています。また大きなプロジ

ェクトに関しては永年や１０年といった保存年限を定めています。例えば東村山駅

西口再開発のような大きな事業でも全ての文書が重要であるとは限りませんので、

３年、５年、１０年、永年と年限をわけて保存しています。土地の権利関係などの

書類は場合によっては永年で保存しているはずです。そのようにして大きなプロジ

ェクトはかなりの年数、文書を保存しています。ただ、都市計画道路のように２０

年３０年かけてやっていくものは、それをずっと道路が完成し終わるまで保存する

のは無理だと思いますが、それでも土地売買契約のようなものはかなりの年数保存

しているはずです。ですから大きなプロジェクトの重要な文書は、かなりの年数に

わたって保存されていると考えています。 

○嶋田会長 

  それこそまさに経営の判断だろうと思います。東村山がどうやって作られてきた

かという市民に引き継がれていかなければならない重要な情報、経営資産が、保存

年限が５年だからというので切り捨てられていないか心配ということだけです。 
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○當間総務部長 

  その点に関しましても全てではないのですが、基本的に５年以上の文書で市の記

録になるようなものは、廃棄年限が過ぎてもふるさと歴史館で一度集約してそこで

再度チェックをかけ、市の歴史を物語るようなものは歴史的公文書として別保存に

するというやり方を数年前から始めています。 

○嶋田会長 

  そうすると、さきほどの係長の説明を No.１３の備考欄に書いてみてはいかがで

しょうか。たまたま会議録が一部あったから公開したと書いていますが、例えば何

年以降の会議録は公開指針に基づいてすべて保存されているということを書いてみ

てはいかがでしょうか。市も情報の保存に努力しているということを見せていくこ

とも大事だと思います。 

○湯浅情報公開係長 

  わかりました。 

○佐藤委員 

  No.２８についてです。提案書を部分公開したということは情報公開法に則った適

切な処置だと思いますが、私が気になるのは提案書というのは事業者の著作物であ

るという点です。市が提出を受けて市の所有になったとしても所有権と著作権は違

いますので、市の職員は著作権法についても考えながら応対しなくてはいけないの

ではないでしょうか。 

○湯浅情報公開係長 

  はい。指定管理者に応募していただくときの応募要項の中に、「提出された書類に

ついては情報公開請求の際には公開される場合があることをご了承ください」とい

う一文を入れています。それから、選定で１位になった業者には「指定管理者とし

て市と一緒に事業をやっていくことになりますので、こういう内容で施設を運営し

ますということを市民に説明する責任がありますから、情報公開請求があれば原則、

提案書は公開しますよ」ということを改めてお伝えして了解をとっています。２位

以下の事業者の提案書は公開していません。 

○佐藤委員 

  提案書を出してもらう時点で、提案書が公開される可能性があると事業者にお伝

えしているということですね。 

○湯浅情報公開係長 

  そうです。募集要項に書いてあります。他の自治体でもほとんど書いています。 

○佐藤委員 

  それでしたら大丈夫だと思います。 

○森委員 

  No.２０ですが、文書でないメール、電子データの保存年限は定められているので

すか。 

○湯浅情報公開係長 

  電子データについては保存年限が定められていないのが現状です。決める必要が

あるのではないかという話は何度か出ていますが、そこまで出来ておりません。 

○森委員 

  決めた方がいいのか、決めなくていいのか。決めるのだったらどれくらい保存す

るのか。そういった点を検討した方がいいと思います。 

○湯浅情報公開係長 

  今はまだ東村山市は文書の決裁ですので、データはあくまでもその下書きで正式

な公文書は決裁をとっている紙の文書だという考えが主流なのですが、ゆくゆく電

子決裁の導入もあるかもしれないので、電子データの取り扱いについては何らかの
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ルールを考えていかなくてはならないと総務課でも考えております。 

○森委員 

  市民など外部の方からのメールでの問い合わせなどに答えるときは、どう事務を

行うのでしょうか。 

○情湯浅報公開係長 

  そういう問い合わせもすごく簡易なものでない限りは一度紙に印刷して決裁をと

ります。 

○森委員  

  情報公開の内容についてではないのですが、１枚目の情報公開請求件数のページ

では９月に「文書不存在決定１件」となっています。ですが、「情報公開請求の状況」

ページで９月の請求を見ると、No.１２の決定内容が「公開」と「文書不存在による

非公開」の二つになっていて、No.１３も「文書不存在による非公開」となっており、

「文書不存在による非公開」が２件あります。情報公開請求件数のページと合いま

せんがどうしてでしょうか。 

○湯浅情報公開係長 

  No.１２は、施設課で決定内容を二つに分けています。オムツの排出状況について

の視察報告書はどこも伏せるところがなく公開の決定です。もう一つのみずほリサ

イクルプラザの視察報告書は、視察に行っていないので文書不存在による非公開決

定です。これを１枚目の表の決定内容の内訳に公開１件、文書不存在１件と書いて

しまいますと、請求件数は一つの課に出された請求は１件とカウントしていますの

で、請求件数の合計と決定内容の内訳の合計が合わなくなってしまいます。こうい

う場合は、公開と非公開の両方の決定をしているので「部分公開１件」として１枚

目の表には計上しています。 

○嶋田会長 

  No.１６ですが、市民の立場からいうと保育サービスの品質というのは極めて重要

です。「都及び市がチャイルドホープにどのような指導を検討し、どのような手段で

行ったかを記載した部分の一部」が非公開になっていますが、例えば指導の項目だ

けでも、認証基準のここに違反していたから指導したとか、そこまででも公開でき

ないものでしょうか。この運用状況は後で市のホームページで公表されるわけです

から、市民が見たときに、市の保育サービスの品質維持はきちんとなされています

ということが読み取れる表現が良いと思います。 

○湯浅情報公開係長 

  市の職員は何度もこの施設に行っていまして、その度に例えば洗面所の衛生基準

についてこことここを指導したとか、冷蔵庫の中の食品の保管についてこう指導し

たといった細かい指導内容も書かれていてそこは公開しています。非公開にした部

分は、都と市が指導に当たってどういう作戦をとるかを検討しているようなところ、

このような事態になっているけれどチャイルドホープにもっとちゃんとやってもら

うためにはこういう書類を記録しておいて、こういうふうに指導したらどうかとい

った作戦のような部分です。 

○嶋田会長 

  運用状況のこの表現だと、保育の品質維持のために市が努力したのかどうかがち

ょっとわかりづらいですね。「子育てするなら東村山」がスローガンですから尐し表

現を検討してみてください。 

○湯浅情報公開係長 

  備考欄に付記するなどで、もう尐しわかりやすくしてみます。 

○嶋田会長 

  No.２４は多分業者からの請求だと思いますが、これは要するに情報公開請求以外
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の方法で、欲しい文書が有料で交付を受けられるということですか。 

○湯浅情報公開係長 

  はい。地形図（ぢがたず）というもので、情報公開とは別の交付サービスで交付

を受けることができますが、その場合の代金と情報公開請求の手数料（１件１００

円）を比べると情報公開請求の方が安価ですので、情報公開請求を出されたのかな

と思います。 

○嶋田会長 

  運用状況の備考欄に請求者の属性、市民だとか業者だとかいうことを書いてはい

けないのですか。 

○情湯浅報公開係長 

  請求者が誰か特定できない範囲でしたら問題ないと思います。 

○嶋田会長 

  請求者は民間事業者で、情報公開請求とは別制度の有料の交付サービスがあるこ

とを説明したということを備考欄に書いてもいいのではないでしょうか。いろいろ

議論はありますが、情報公開請求の手数料が無料だったり安いからといって、事業

者から大量に請求されるとなると問題が出てくると思います。 

○湯浅情報公開係長 

  当市はどなたからも情報公開の手数料をいただいています。他市は手数料無料、

あるいは市民は無料ですが営利目的の請求については有料に変えたという自治体も

あります。営利目的を有料にしているのは都道府県レベルが多いと思います。例え

ばある許認可の決定通知書を３００枚とか４００枚とか事業者が公開請求してく

る。でも条例で情報公開手数料を無料にしている自治体では、その請求に対応する

のにどんなに時間と人手がかかっても手数料はとれない。それが問題になって手数

料の見直しをした自治体があります。 

○嶋田会長 

  情報公開はあくまでも手段であり、目的はみんなが喜ぶまちづくりなので、情報

公開自体が目的ではありませんよね。ですから営業行為として情報公開請求を利用

するというのは尐し制度の趣旨と違うように感じました。 

   

（２）その他 

 

・「指定管理者選定情報の市ホームページでの公表に関する指針」策定 

 

○星情報公開係主事 

  指定管理者の選定時にどのような情報をどの時期までに公表し、公表期間はどの

くらいとするかということについて、市の統一的なルールを作成しました。関係所

管と協議の上で、平成２５年２月２７日に市長決裁を得たものです。なぜこの指針

を作成したかと申しますと、指定管理者の募集は各施設を所管するそれぞれの課で

行うのですが、これまでの選定ではホームページに載せる情報が課によってまちま

ちで、載せている期間やいつまでに公表するかということも決まっていない状態で

した。指定管理者は大体５年でまた選定を行うのですが、５年たつと前任者が異動

していることが多く、なかなか前回の知識が伝わっていかない面もあります。そこ

でこの指針は、市民の方に選定に関する情報を広くお伝えするという目的ももちろ

んありますが、市の職員にとっても一定のルールがあることで統一した適切な情報

提供ができるようになるという目的で作成したものです。 

○嶋田会長 

  この指針についてご質問はありますか。 
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○佐藤委員 

  指針の別表の注釈に、「応募団体が２社の場合は、落選した応募団体が自動的に特

定されるため、応募団体名を公表しない。」とありますが、応募団体が３社の場合

はどうなるのですか。 

○星情報公開係主事 

  ３社の場合は応募団体名を公表する考えです。 

○佐藤委員 

  ３社の場合でも、応募団体名を公表してどこが１位になったかも公表されれば、

落選したのは残りの２社だと特定されますよね。 

○中川委員 

  事業者の秘密に属するような情報は別ですが、事業者を選ぶ入札の結果というの

はすべて公表して差し支えないのではないですか。 

○湯浅情報公開係長 

  市が行う契約の入札の場合は、参加した事業者名やそれぞれの事業者が入札した

金額をすべて公表しています。指定管理者制度における事業者選定は契約の入札と

は違って、入札の場合は入れた金額の高低のみで選定しますが、指定管理者制度で

は金額及び提案内容で選定します。たとえ金額が尐し高くても提案内容が非常に優

れていればそちらの業者が選ばれることもあります。事業者のノウハウの優劣が問

われるという面から、入札よりも落選したという情報を公表されるのは事業者にと

って不利益になると考えています。 

○中川委員 

  ノウハウの中身を公表するわけではないですから、選定した結果、ここがよかっ

たのでこの会社が１位で、２位のこの会社は比較してここが良くなかったというよ

うに公表されるのは事業者にとって仕方ないことだと思いますが。 

○湯浅情報公開係長 

  市としては、それを公表することで指定管理者に応募する団体が減ることを避け

たいという考えもあります。 

○中川委員 

  それで応募しなくなるような事業者なら応募してもらわなくていいんじゃないで

すか。 

○森委員 

  私は落選した事業者名を公表するメリットがあるのか疑問なのですが。 

○中川委員 

  メリットというよりも、公正に選定をしているんですよということを市民に知ら

しめる必要があると思います。 

○森委員 

  それなら例えば５社から応募があってそのうちの何々社が１位に選定されました

という公表で問題ないのではないでしょうか。 

○中川委員 

  どこまで詳細に公表すれば市民は納得するかというのはありますが、出来るだけ

隠さないで公表する方がよいと思います。 

○星情報公開係主事 

   さきほどの説明が不十分でしたので補足します。確かに応募事業者が３社でも４

社でも、１位を発表した時点で落選したのがどこかは特定されてしまいます。問題

はどこが落選したかが特定されるということではなくて、最終的に応募事業者の総

得点を公表するときに、応募が２社だけの場合は落選した事業者の総得点がわかっ

てしまうところです。「２位以下の各応募団体の総得点」については、落選した応募
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団体の営業活動に悪影響を及ぼす可能性があるため、応募団体名を伏せて公表する

のですが、応募が２社しかないときに応募団体名を公表してしまうと、総得点を公

表するときに１位の事業者名を公表すると自動的に２位の団体がどこで何点だった

かが特定されてしまいます。 

 

事務局注：３社なら応募した㈱鈴木、㈱山田、㈱森田のうち、１位は㈱山田の５８５

点、２位はＡ社の５４３点、３位はＢ社の５１２点と公表するので、㈱鈴木と㈱森

田がＡ社、Ｂ社のどちらかはわからなくなる。 

 

○當間総務部長 

応募していただいた企業に対して最低限の配慮はさせていただく必要もあるかと

思います。２位以下の順位まで公表されなくてはいけないということが本当に市民

から求められているのか。市民への情報公表という面では、３社以上であれば応募

団体名はすべて公表しますし、２位以下の団体名は伏せますが総得点はすべて公表

しますので、応募団体間でどのような得点差があったかも市民の方にはわかります。 

○佐藤委員 

  市民から言えば、落選した順位や得点ではなくて、どこの会社が応募してどこの

会社に決まったかが公表されるべきだと思います。２社であってもそれは公表すべ

きと思います。順位と総得点を公表しなければ２社でもこれは公表できますよね。 

○星情報公開係主事 

  ２社の場合はむしろ総得点を公表せずに、応募団体名と１位の事業者名を公表し

た方がよいということですか。 

○佐藤委員 

  得点というのは応募した各事業者には伝えられるんですよね。そうであれば市民

に公表しなくてもよいと思います。 

○森委員 

  私も同意見で、３社以上の応募の場合でも順位や各事業者の総得点は公表する必

要性を感じません。 

○湯浅情報公開係長 

  総得点を公表してほしいという声はこれまで何度か市民から寄せられています。

これまでの選定では、事業者の得点がわかる文書の情報公開請求が何度か出されて

いますので、公表できるものは出来るだけ出していこうという考えでこの指針内容

になったのですが。 

○當間総務部長 

  市としては点数と順位を公表することによって、公正に選定をしていますという

ことを市民にご理解いただきたいということがあります。 

○森委員 

  いくら公明正大にといっても、大規模な会社も市内で小規模にやっている会社も

同じ土俵で競うわけですよね。そこで数字で評価したものを公表することに本当に

メリットがあるのか。評価される経営情報として非常に有益なものではありますが、

ただそれはその事業を営まれている方が点数が悪ければ反省すればいいものであっ

て、この会社はこのことについては出来ないです、例えば１位の会社は８０点だけ

どこの会社は３０点ですということを公表したら、この会社は３０点なんだという

情報が広まるわけです。それを出すことに本当にメリットがあるのかということが

私は非常に疑問です。 

○中川委員 

  私はそうは思いませんが。 
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○湯浅情報公開係長 

  この審議会の中でも全く違う二つのご意見があるという状態ですので、まずはこ

の指針内容でスタートさせていただいて、問題点が出次第もう一度見直して修正し

ていきたいと思います。 

○當間総務部長 

  この指針は市の方針として決まったものですので、この場においてはいろいろご

意見はあると思いますがご理解願いたいと思います。  

○嶋田会長 

  以上でよろしいでしょうか。では尐し私から。 

  平成２１年６月に審議会等の会議の公開指針が出来ましたよね。その後、指針の

実施状況について総務課から報告がありました。指針を守って公表を実施している

か、それから会議録の質について総務課が各会議を評価付けしたものが報告されま

した。それから市ホームページのアクセスランキングについても以前報告がありま

したよね。この二つの報告をまたやってもらえませんか。 

○湯浅情報公開係長 

  年度が終わって２～３カ月くらいすると大体すべての会議の会議録が公表されま

す。毎年会議録が揃った時点で、市長まで指針の実施状況を報告しています。２４

年度の実施状況については次の会議のときにご報告できると思います。 

○嶋田会長 

  その時に、会議開催日から会議録がホームページに載るまでの期間がどれぐらい

かかっているのかもチェックして頂きたいと思います。過去のこの審議会で、会議

録が出来上がるまでが遅すぎるという意見は何度かでていましたよね。今はどうな

っているのか。 

○湯浅情報公開係長 

  おおむね２カ月経つまでには掲載してくださいとお願いしています。 

○嶋田会長 

  ２カ月というのは民間からみるとナンセンスなんですよね。 

○湯浅情報公開係長 

  各会議において会議録をホームページに掲載した日付がいつかというのは特にデ

ータをとっていません。１週間か１０日くらいで毎回出来ているところもあります

が、高齢介護課のように一つの課で審議会等の会議を５つくらい持っていて、しか

も同じ係の同じ職員がその会議を担当しているというきつい状態もあります。さら

に会議録をかなり詳細な形式で作っているとなると、どうしてもかなり時間がかか

ってしまうところがあります。 

○嶋田会長 

  それをどうするのかということも経営だと思うんですよね。担当者一人の問題で

はなくて、仕事の配分・負荷をどうするのかという管理職の方の問題になると思い

ます。 

  他にご意見がなければこれで終了します。ありがとうございました。 

 

 

以上  


