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会議の名称 令和３年度第１回東村山市情報公開運営審議会 

開 催 日 時 令和３年１０月１３日（水）午後２時～４時４０分 

開 催 場 所 東村山市役所 本庁舎６階 第２委員会室 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

●出席者： 

（委  員）臼井雅子委員・日下直喜委員・太刀岡貴司委員・廣田佳

郎委員・松原きみ子委員・森聡委員 

（市事務局）荒井総務部長・新井総務部次長・武藤総務課長・冨田課

長補佐・鳴海情報公開係長・髙谷情報公開係主任 

●委員欠席者：佐藤佳弘会長 

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 会長職務代理挨拶 

２ 議事 

・情報公開制度の運用状況報告（令和３年２月～８月分） 

・「東村山市情報公開運営審議会の傍聴等についての定め」の改正案 

３ その他 

 ・「附属機関等の会議の公開に関する指針」の令和２年度運用状況 

問い合わせ先 

総務部 総務課 情報公開係 

担当者名 鳴海・髙谷 

電話番号 ０４２－３９３－５１１１（内線２３１７） 

ファックス番号 ０４２－３９０－６２２７ 

会  議  経  過  

（１）会長職務代理挨拶 

○日下会長職務代理 

 皆さんこんにちは。 

新型コロナウイルス感染症がもたらした社会状況の変化の中、東村山市役所でも

「ペーパーレス」や「非接触型の対応」など、IT 技術を駆使した、新しい時代に対

応した自治体への歩みを感じております。 

IT技術の導入が進むことでの懸念は個人情報の漏えいです。 

この審議会では、市の情報は公開するといった考えに立つ一方、個人情報は守る

という、相反することのバランスをしっかりと見ていかなければなりません。 

また、市が新時代に対応した形へと進むと、事業の見直しや新事業の立上げが行

われます。市においては、意思決定などの市の情報は市民の財産だという考えをも

って、各種事業を進めていくことが大切なことかと思います。 

本日は雨の中ご出席いただいておりますので、効率良く進められたらと考えてお

ります。 

どうぞよろしくお願いします。 

それでは、傍聴者の確認をお願いします。 

 

～ 傍聴者０名 ～ 

  

（２）情報公開制度の運用状況報告（令和２年８月～令和３年１月分） 

○日下会長職務代理 

それでは次第に従いまして、情報公開制度の運用状況の報告をよろしくお願いし
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ます。 

 

～配布資料「東村山市情報公開制度等運用状況（令和３年２月～８月分）」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～ 

 

○鳴海情報公開係長 

事務局より令和 3 年 2 月から 8 月末までに請求のありました情報公開の運用状況

について報告いたします。 

表紙をめくって「情報公開請求件数」をご覧ください。 

説明の前に、資料の訂正をさせていただきます。 

欄外「注３」、「請求のあった公文書は存在するが、」の後「その一部部分」となっ

ている箇所を「その一部」と、※印「一の決定に、全部を公開とするする」となっ

ている箇所を「全部を公開する」と訂正させていただきます。 

大変失礼いたしました。 

ではご報告に入ります。 

「出された請求書の枚数」である「請求数」は 43件で、うち、市民や市内事業者

からの請求である義務的請求が 28件、市外在住者や市外の事業者からの任意的申出

が 15件でございます。 

次に、所管課別でカウントした請求件数です。こちらは 1 枚の請求において複数

の課への請求がございましたことから、請求数と比較し多くなり、70件です。 

決定の内訳は、全部公開が 27件で 38.6％、部分公開が 41件で 58.6％、却下が 2

件で 2.9％でした。 

1枚めくって「所管別内訳」をご覧ください。 

一番多い所管は、健康増進課、道路河川課、指導課の 6件となります。 

この期間、所管別の特徴はございませんが、保険証券に対する請求や、契約相手

方を指定した請求など、2課以上にまたがる請求が多かったと記憶しております。 

次のページをご覧ください。情報公開請求の状況をご説明します。全部公開のも

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.53。市スポーツセンターと市民ステーションサンパルネの現指定管理者が市に

提出した企画提案書の請求です。「公開した文書名」欄をご覧ください。 

スポーツセンターは「指定管理者提案書」となっているのに対し、次のページ、

サンパルネはア、イ、ウと別れております。こちらは単に文書件名が異なるのであ

って、両施設「企画提案書」に該当するものをお出ししております。 

3ページに戻りまして、スポーツセンターの「非公開とした部分と理由」です。企

画提案書中、指定管理者と取引関係にある法人、具体的にはスポーツセンターの修

繕工事等の契約先事業者が特定出来るものを、指定管理者の内部管理情報として非

公開としております。また、指定管理者の従業者や利用者が特定できる情報を、個

人情報として非公開としております。4ページ目、サンパルネの「非公開とした部分

と理由」も同様です。 

なお、“どこが法人の内部管理情報に該当するか”につきましては、4 ページ目の

備考欄のとおり、指定管理者に照会を行い、その回答を参考に判断しております。 

今回の請求に際しましては、サンパルネ分のみの照会を行っております。これは、

スポーツセンターの企画提案書は、過去に同内容の請求をいただいた際に照会済み

であって、改めて照会をする必要がなかったためです。 

No.55。1人会派が結成できなくなったことが分かる全ての記録です。 

令和 2年 12月市議会において、議会基本条例が改正され、これまで「個人又は複
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数の議員で会派を結成する。」となっていたところ、「複数の議員で会派を結成する

ことができる」と改められ、会派は 2名以上でのみ結成するものとなりました。 

この請求は、その条例改正に関する一切の文書という包括的な請求となります。 

こちらの請求につきましては、請求者と複数回のやりとりを行っております。「備

考」欄には、その経緯などを記載しております。 

まず、5ページ「備考」欄①からご覧ください。 

令和 3 年 2 月 3 日付で、4 ページ「請求公文書の名称又は内容」欄にある内容で

請求がなされ、それに対し議会より 2月 15日付で「公開した文書名」欄アの文書を

全部公開とする決定をしました。また、併せて、7ページ「備考」欄、ローマ数字 1

から 9までの文書を、「情報提供」としてお出ししました。 

議会基本条例改正のお話合いは、そのほとんどが本会議や議会運営委員会など、

公開の場で行われており、その会議録や資料などは図書館や情報コーナーで配架さ

れております。よって、この請求の対象となる文書のほとんどは、ローマ数字 1 か

ら 9 までのとおり情報提供という形でお出しすることとなり、議会運営委員の協議

会、こちらは議会運営委員にご出席される議員の打ち合わせの場で、会議録を作成

しているものでもなく、資料を公表しているものでもございません、この協議会で

使用されたレジュメ、その日の協議会で打ち合わせるもののタイトルが入っている

ものでございますが、そちらを情報公開としてお出しすることとなりました。 

この決定について、請求者より「請求内容に不存在も含むと記載しているのにも

関わらず、議会運営委員協議会の会議録を不存在とする決定をせずに全部公開決定

としている点」について指摘があり、また、文書受渡の際の議会事務局職員の説明

の中で、議会運営委員の協議会に出席した事務局職員が、協議会当日手元に持って

いた資料があったことが判明しました。 

そこで、請求者了解のもと、2月 3日付の請求を取下げていただき、先述の決定を

取り消し、2月 18日付で改めて同内容の請求をいただき、それに対し決定を行うこ

ととなりました。 

6ページ「備考」欄②をご覧ください。 

2 月 18 日付にて再度いただいた請求に対し、議会より 2 月 19 日付で部分公開の

決定を行いました。この決定は、当初の決定に、議会事務局職員が協議会当日手元

に持っていた資料、4ページ「公開した文書名」欄イの文書でございます、そちらを

加え、議会運営委員協議会の会議録を不存在とし、全体を部分公開決定とするもの

です。 

最後に 6ページ「備考」欄③をご覧ください。 

追加でお出しした文書イは、令和元年度に立川市が都内市部に対し実施した、議

会運営に関わる包括的な調査の結果から、議会事務局職員が議会運営委員協議会で

必要となる部分を抜粋し、見やすいように編纂したものでございました。 

当該調査結果全文をお出しするか、それとも手持ち用に編纂し、実際に使用した

ものをお出しするかにつきましては、請求にマッチするほうとして、編纂したもの

をお出ししたのですが、その点について、「請求者より「恣意的な抜粋である」とい

ったご指摘を受けた。」といった内容となります。 

当該調査結果全文は、非公開とする箇所もございませんでしたので、請求者のご

指定に応じ、その全文を追加でお出しするよう調整しておりましたが、請求者より、

既に当該調査結果全文は立川市より公開を受け保有しているため不要であるとの回

答があって、この件におきましては、アとイの文書をお出しする決定で終了してお

ります。 

No.56。久米川テニスコートの土地賃貸借契約書です。 

久米川テニスコートは、市が、個人の土地所有者からお借りした土地を、テニス
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コートとして利用し、希望する市民や団体にお貸ししているものとなります。よっ

て、その土地の賃貸借契約書の契約相手方欄には、その土地の所有者である個人の

氏名、住所、印影がございます。それらは条例第６条第２号個人情報に該当するも

のでありますが、備考欄にありますとおり、契約相手方は土地登記簿上もその土地

の所有者となっており、氏名と住所は土地台帳にてどなたでも知ることが出来る状

態でありましたので、同条文ただし書ア「法令の規定により、何人でも閲覧するこ

とができる情報」に該当するものとして、公開しました。 

なお、個人の印影におきましては、ただし書に該当するものではございませんの

で、個人情報として非公開としております。 

No.57。移動教室や修学旅行の入札や契約に関する文書です。 

各学校の移動教室や修学旅行は、学校ごとにその学校の教職員が旅行会社にお申

込みを行っております。また、お申込み先につきましては、入札において決めてい

るものではないとのことでございました。このことから、9ページ下段のとおり、入

札に関する文書につきましては文書不存在となっております。 

次に契約に関する文書についてでございます。 

移動教室や修学旅行のお申込みにつきましては、ほとんどの学校は旅行会社に申

込書を提出し行っております。よって契約書といった文書はなく、約款や仕様書な

どといったものもございません。このことについて請求者と調整し、契約に関する

文書は、お申込み手続きの際の文書と、旅行代金の内訳が分かる文書をお出しする

こととし、所管より各学校へ提出依頼をお出ししました。 

「非公開とした部分と理由」欄をご覧ください。 

各学校より提出された文書には、旅行会社の担当者氏名がありましたので、そち

らを個人情報として非公開としております。また、旅行会社の代表者印影や、旅行

会社の振込先金融機関情報を、法人内部管理情報にあたるものとして、非公開とし

ております。 

次に、文書不存在についてご説明差し上げます。 

まず、旅行代金の詳細な内訳がわかるものでございますが、平成 31年度の移動教

室に関するものについて、一部の学校においては、移動教室終了後、保護者への事

業や会計報告を行った後、廃棄しているとのことでした。このことから、文書不存

在の決定をお出しせざるを得ないものとなりました。 

次に、令和 2 年度の移動教室につきましては、新型コロナウイルスの影響で移動

教室を実施しておらず、中学校数校を除き、ほとんどの学校は内訳が分かる文書の

発行を受けておらず、こちらも文書不存在としております。 

最後に、申込に関する文書でございます。 

先程ほとんどの学校では、旅行申込を旅行会社へ申込書を提出し行っていると申

し上げました。ただし、一部の学校におきましては、旅行会社へのお電話や、移動

教室先で次年度分の申込みを直接行っており、そのため申込書の控えなどをお持ち

になっていないといったところもございました。また、申込書の提出をしておりま

すが、申込書の控えを受取っていない場合や、控えを受取っているが、事業終了後

廃棄してしまっているところもあり、そういった学校分の申込みに関する文書につ

きましては、不存在とせざるを得ず、その旨の決定をお出ししております。 

なお、請求に係る対象文書が何らかの理由で存在しない場合、その理由を明記の

うえ文書不存在とすることは、情報公開請求の流れのうえでそうせざるを得ないの

ですが、そもそも、お申し込み先や方法、文書の在り方について見直しが必要であ

るか否かはまた別に考えなければならないものでございましたので、所管に対して

は学校における事務手続きの規定上適切な対応となっているか確認をし、必要に応

じ見直しいただくようお願いしているところでございます。 
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No.58。市では平成 30 年度より、市施設の維持管理については、施設ごと、所管

ごとに個別に委託するのではなく、包括的に委託する、包括施設管理を導入してお

ります。この管理委託契約において、令和 3 年度からの 5 年間の委託事業者の選考

を公募型プロポーザルで行っております。 本請求は、その公募で 1位となった、株

式会社エフビーエスが提出した企画提案書に対する請求になります。 

「非公開とした部分と理由」欄をご覧ください。 

「法人の事業ノウハウに該当する」箇所、具体的には、今後の受託業務において

導入を予定しているアイディアや技術、人員体制や、受託業務に従事するかたの採

用方針などでございますが、これらを法人の事業運営上の利益を行うおそれのある

情報として、条例第 6条第 3号法人情報として非公開としております。 

こちらの非公開箇所の検討にあたりましては、先ほどのスポーツセンターやサン

パルネのものと同様、受託者に対し照会を行ったうえで、回答を参考に判断をして

おりますが、スポーツセンターと同様、過去に一度照会済みの文書でございました

ので、今回の請求において改めての照会を行っておりません。 

No.59。3つの保育園の定員がどのように決められたかが分かる文書です。 

保育園の定員は、保育園開設の際に所在地区市町村や都道府県に提出した許認可

の申請書類において決められております。また、申請済みの定員数を変更する場合

は、申請書類を提出した区市町村や都道府県に対し申請内容の変更申請がなされる

ものとなります。 

「公開した文書名」欄をご覧ください。 

アは、“つばさ保育園”の定員について、定員変更をした際の申請書を、イ及びウ

は、八国山保育園の定員について、開設の際の許認可申請書をお出ししております。 

「非公開とした部分と理由」欄の前に、備考欄 2つ目の※印をご覧ください。 

今回対象となる文書は、平成 27 年度 No.1092 と平成 23 年度 No.932 の起案書に

含まれるものでした。これらの起案書は、許認可の申請書類一式であって、ア、イ、

ウの文書のほか、開設法人の定款、施設の平面図や人員配置、各人員の保有資格と

その資格の疎明書類など、今回の請求内容を鑑みるに不要であると思われる文書が

多く含まれておりました。備考欄 2 つ目の※印は、請求者へ事前にご連絡のうえ、

起案文書がどのような文書で構成されているか、また、その全てをお出しするとど

れだけの量になるかをお伝えし、そのうえで起案書全体をお出しするのか、それと

も請求者が希望する文書のみ抽出してお出しするのかを選んでいただき、結果、起

案書全体をお出しするのではなく、その中から「公開した文書名」欄のア、イ、ウ

をお出ししたといった意味となります。 

「非公開とした部分と理由」欄をご覧ください。 

アの文書について、法人代表者の生年月日を個人情報として、アとウの文書に押

印されておりました法人代表者の印影を法人情報として非公開としております。 

れんげ萩山保育園につきましては、その名称に当市萩山町の“萩山”とあります

が、実際の所在地は小平市であって、ア、イ、ウの文書は小平市のみが保有してい

るもので、当市では保有していないことから、文書不存在となっております。れん

げ萩山保育園に係るものが不存在となることは、事前に請求者へご連絡した際にお

伝えしており、そのうえで文書不存在の旨決定を出してほしいとの希望をいただい

ておりましたので、そのようにお出ししております。 

No.60。富士見町１丁目第１仲よし広場で地域猫活動をしている団体に関する文書

です。 

地域猫活動とは、地域に住み着いた飼い主のいない猫に対し、不妊治療や去勢手

術を施し、その猫たちを見守る活動となります。市では、地域猫活動を行っている

地域住民の集まりやボランティアグループの方々からの、地域猫活動団体としての
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登録申請を受付、登録を行った団体に対し、捕獲用のゲージの貸出や不妊・去勢手

術の費用補助を行っております。この請求は、特定団体の申請書類等に対するもの

でございます。 

「非公開とした部分と理由」欄をご覧ください。 

今回対象となった団体は、有志の近隣住民数名が集まって構成されているもので

ございます。そのため、アやイの申請書に記載されている代表者の住所や電話番号

は、団体の事務所や連絡先ではなく、代表者個人のご自宅の住所や電話番号であっ

て、法人登記や官公署で縦覧できるものではなく、ボランティア広報誌などでも公

にされているものではございませんでした。このことから、個人情報として取り扱

い、非公開としております。また、アの文書に添付されておりました構成員一覧、

アからエまでの文書に押印いただいておりました代表者の印影、ウの文書に添付さ

れていた代表者個人の預金口座情報も個人情報として非公開にしております。 

No.61。市では、市政に対するご意見やご要望の受付方法の１つとして、「市長へ

の手紙」という制度を設けております。 

こちらは秘書広報課において受け付けを行っているもので、回答を希望するもの

については、秘書広報課が担当所管と調整などを行い回答作成などを行っているも

のです。 

この請求は、秘書広報課が受け付けた後の、市内部における事務スキームが分か

るマニュアルに対するものです。このマニュアルに、当市のメールシステムの画面

のスクリーンショットが掲載されており、その中に、個人のメールアドレスが含ま

れておりましたことから、そちらを個人情報として非公開としております。 

No.62。富士見文化センターと富士見、久米川、萩山憩いの家の、現在の防火管理

者が防火管理者に選任された際に、消防署へ届出た届出書に対する請求です。 

萩山憩いの家の防火管理者は、健康増進課職員が担っておりますので、健康増進

課よりお出ししております。 

富士見憩いの家は、富士見文化センターという建物内に、富士見公民館と富士見

児童館とともに入っているものでございます。防火管理者の届出は建物ごとに行う

もので、富士見文化センターは富士見公民館長が防火管理者を担っております。よ

って、富士見憩いの家と併せ、富士見文化センター分を公民館からお出ししており

ます。 

なお、防火管理者の届出は、消防法に定める要件を満たした建物について必要と

なるものとなります。久米川憩いの家は、その要件に当てはまらないことから、防

火管理者の届出は不要となっている建物で、届出を行っていないため、文書不存在

となっております。 

No.1。各小中学校におきましては、地震や火事、洪水などの災害や、不審者が侵

入した際の対応マニュアルが作成されております。この請求は、そのマニュアルに

対する請求で、市立の小中学校全 22校分のものとなります。 

「非公開とした部分と理由」欄をご覧ください。 

非公開とした箇所は、不審者が学校敷地内や、学校内に侵入した際の具体的な対

応と使用する用具の位置と数、それから児童・生徒の具体的な避難行動が分かる箇

所となります。こちらは、例えば、不審者が侵入した際に、不審者に気づかれず教

師同士がその情報を共有するための暗号や、何年何組の“どこどこ”に防犯グッズ

の“これこれ”がいくつあるといった情報、不審者の侵入口に対応した児童・生徒

の誘導先などになります。これらを公にすると、事前に学校側のとる対応を把握す

ることができ、その対応に対する対策をしたうえでの侵入などが可能になるなど、

児童・生徒の安全の確保や犯罪の予防に支障が出るおそれがありましたので、犯罪

の予防・捜査等関係情報として非公開としております。 
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No.2。条例第 21条には、図書館や情報コーナーなどで閲覧や貸し出しを目的とし

保有している公文書や、情報公開請求とは別に開示の手続きが定められている公文

書について、情報公開条例の規定を適用しない旨定められております。 

この請求の対象文書は、「地形図」でございました。「地形図」は先述の適用除外

文書として定められているものでございました。このことから、この請求について

は却下の決定をお出ししております。 

なお、「備考」欄にありますとおり、請求者に対しては却下になることとその理由

を事前にお伝えしております。そのうえで、正式な通知文書の発出を希望されたた

め、却下通知をお送りしております。 

なお、「地形図」は別途課税課にてお手続きをいただけたらお出し出来る文書であ

りますので、却下通知と併せて、地形図の複写に係るお手続きのご案内もお送りし

ております。 

No.3。No.2と同じ事業者からの請求でございます。 

「備考」欄をご覧ください。請求者へ確認したところ、こちらの請求は、あくま

でも「電磁的記録」、所謂データでの公開を希望されており、紙に出力したものの公

開は不要とのことでした。条例第 15条、例施行規則第 6条におきまして「電磁的記

録は、公開の請求に係る情報が記録されている部分を用紙又は帳票に印刷したもの

により、閲覧又は写しの交付を行うものとする。」とされており、当市におきまして

はデータでの公開は認められておりません。このことから、却下の決定をお出しし

ております。 

なお、No.2と 3の請求は、数年前にも同一事業者から同様の請求をいただいてお

り、今回と同じ決定をしているところでございます。 

No.4。令和 2 年 5 月に市のハザードマップが更新されましたが、その際に浸水の

深さが変更された地域がございました。この請求は、その変更の経緯が分かる書類

を対象としたものでございます。 

そもそも、洪水ハザードマップに落とし込まれている浸水予想区域とその浸水の

深さは、各区市町村において計算されているものではなく、東京都が作成する浸水

予想区域図がもととなっております。東京都は、都が管理する河川を対象とし、都

を 14 の地域に分け、14 の地域それぞれの、大雨が降った際に浸水の予想される区

域と想定される浸水の深さを、浸水予想区域図として作成しております。 

よって、洪水ハザードマップの浸水予想区域や浸水の深さの変更は、東京都の浸

水予想区域図の変更によるものであって、今回お出しした文書のほとんどは、東京

都からの通知や東京都が作成した資料となります。 

なお、請求者はこのことをご存じで、東京都に対しても同様の情報公開請求をさ

れておりました。 

では、「公開した文書名」欄をご覧ください。 

アからヌまでの文書について、簡単にご説明いたします。 

アの文書は、14 の地域に分かれている浸水予想区域図の、どの地域がいつごろ改

定されるかについて、東京都から区市町村へ情報提供された際の通知になります。

イは、東京都による区市町村に対する、国交付金等の活用予定の調査です。ウは、

市より都へ提出した、その交付金の申請関連書類です。エは、ハザードマップを作

成していない自治体向けの、国からの作成勧奨の通知です。オは、交付金の申請起

案となります。カは、東村山市を区域に含む浸水予想区域図の改定に先立ち、東京

都が開催した区域内区市町村の連絡会資料です。キは、浸水予想区域図の改定に係

り、東京都職員が東村山市へ直接説明に来庁した際の、市と都の問答記録です。ク

は、カと同様のものとなります。ケは、ウの文書にて申請した交付金の決定通知に

なります。コとサについてですが、市の洪水ハザードマップは、東京都が作成した
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1/2500 地形図を使用し作成しております。都が作成した地形図の利用には、都に対

する著作物の利用許諾申請など、一定の申請手続きが必要となります。サの文書は、

市が都に対しその申請を行った際の書類一式です。また、サの申請に際し、洪水ハ

ザードマップの作成を外部へ委託する場合は、その受託者となる事業者から市に対

し提出された、都の著作物の利用に係る誓約書を添付する必要がございます。コの

文書は、その受託者から市に提出された誓約書となります。シは、東京都による改

定後の浸水予想区域図の公表等に係る連絡文書です。スは、交付金を活用しハザー

ドマップを作成した自治体に対する、東京都による成果物の検査の実施に係る日程

調整の連絡です。ソからツまでは、洪水ハザードマップ作成委託契約に関する文書

です。テからヌまでは、洪水ハザードマップは東京都が作成する浸水予想区域図に

もとづき作成されているとご説明しましたが、こちらのデータとデータの使い方に

なります。 

「非公開とした部分と理由」欄をご覧ください。 

市がハザードマップ作成を委託した受託者の法人代表者印影を法人情報として非

公開としております。また、ソの文書に、予定価格そのもの若しくは予定価格を類

推できる金額が含まれておりましたが、予定価格を公にすると、この事業や同種の

事業における予定価格を推測することが出来、事業の落札価格が高止まりになるな

ど、契約執行事務に支障が生じるおそれがあることから、行政運営情報として非公

開としております。 

No.6。東京都は、都内の希望する小中学校に、オリンピックパラリンピックチケ

ットを割当、学校単位での小中学生の競技観戦を予定しておりました。この請求と

お出しした文書は、東京都から東村山市に通知された、令和 2 年 12 月 21 日付にお

ける、どの学校のどの学年が、いつどの競技をどこに観戦に行くか、また、割り当

てられるチケットの枚数などの案が記載された文書となります。 

こちらの文書について、所管より東京都教育委員会に対し、非公開箇所等の確認

を行ったところ、東京都教育委員会内部における案段階、検討過程のものであって、

今後の変更の可能性が大いにあり得るもので、この段階のものを公にすると、都民

に不当な混乱を招くおそれがあるとし、全てを非公開とするとの回答がありました。 

市教育委員会におきましては、そちらの回答を参考に、「非公開とした箇所とその

理由」欄のとおり、現時点における学校ごとのチケット割当枚数や、どの学校がど

の競技をいつ観戦するかが分かる情報を非公開とし、観戦希望を出している学校名

は公開する決定をしております。なお、当市におきましては、最終的にこちらの学

校観戦は行っておりません。 

No.8。アスベストを含有する吹付け材、保温材、断熱材などの建材を使用する建

築物や工作物を解体または改修する場合、工事の発注者は、市や都に対し、大気汚

染防止法に基づく「特定粉じん排出等作業実施届出書」を提出しなければなりませ

ん。この請求は、令和 2年度に市に届け出られた届出書を対象としたものです。 

市には 9 件分の届出があり、内 8 件は、官公署や企業からの届出でありました。

また、残り 1 件は、個人宅の解体工事に係るもので、個人からの届出でございまし

た。 

企業から届出られたものについては、その企業の代表者印影を法人情報として非

公開としております。また、個人から届出られたものについては、届出者個人の住

所や氏名、連絡先等個人情報が含まれるものでしたので、それらを個人情報として

非公開としております。 

No.16。学校関係の文書の請求になります。 

まず、請求内容の 1 についてですが、公開した文書名欄アからキまでのとおり、

各学校の校則をお出ししております。尚、萩山分校は、児童福祉法に基づく児童自
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立支援施設内に設置されたものでございますが、こちらは校則に該当するものを定

めていないとのことでしたの、文書不存在となっております。 

次に、請求内容の 2 についてですが、市立第四中学校ホームページ内の、ある 2

つの特定ページの更新履歴、更新ログに対する請求になります。 

こちら、ホームページ上では更新日がそれぞれ 5 月 28 日、29 日となっておりま

すが、請求者のかたは 6 月に入ってから初めて見たため、更新日が正確ではないの

ではないかとのことでご請求いただいております。 

市ホームページでありましたら、ホームページ作成のシステムにおいて更新日な

どが分かりますが、学校のホームページは市のものとは異なるシステムを使用して

いるとのことでした。所管から学校長や情報政策課、ホームページのベンダーにも

確認しましたが、特定ページの更新がいつ行われたか、所謂ログ等でお出し出来る

ものはないとのことで、文書不存在となっております。 

最後に 3 の請求につきましては、令和 2 年度も 3 年度も、標準服、所謂制服に関

する会議等は行っていないことから文書不存在となっております。 

No.18。生活保護受給者金銭管理支援業務に関する文書です。 

金銭管理支援業務とは、自身での金銭管理が困難で生活に支障をきたしている被

保護者を対象に、ご本人の同意を得た上で、金銭の管理や、家賃、公共料金などの

支払いの代行を支援員が行う業務です。 

この請求は、支援業務を受託している事業者から毎月市に提出される業務報告書

の請求です。個人情報のため非公開としたのは、金銭管理支援を受けているかたの

氏名・生年月日・年齢・住所・電話と、担当の支援員名です。 

No.19。スマイニー観光株式会社と契約している全ての契約書をという請求です。 

バス運行業務を 4 つの所管が委託しておりまして、それぞれ契約の執行伺から契

約締結までの文書を公開しました。契約金額が大きい場合は所管ではなく契約課が

入札等の事務を行うので、契約課からも文書を公開しています。 

入札予定価格やそれを類推できる執行伺額、設計額などを非公開にしています。

これらの契約は毎年ほぼ同内容の業務で委託するため、ある年度の入札予定価格を

公開すると、次年度もこのくらいだろうと予定価格が推測されてしまい、将来の入

札の公正・円滑な執行に支障が生ずるおそれがあるためです。その他、入札を辞退

した事業者の辞退理由は、法人の内部管理情報であり、公開すると競争上又は事業

運営上の利益を損なうおそれがあるため法人情報で非公開としています。 

No.21。今年の 6月市議会において、市公園条例の一部を改正し、市立公園の管理

等について、指定管理者制度を導入することとなりました。請求内容の 1 番は、そ

こに至るまでの経緯などが分かる文書、2番は、指定管理者の選定に加わる市民委員

の公募に関する文書、そして 3 番は改正条例可決後の進捗状況が分かる文書になり

ます。 

「備考」欄をご覧ください。 

この請求につきましては、14 日以内に全てをご用意すること困難であったため、

請求内容の 2 番のみ延長させていただきました。そのため、1 番と 3 番の請求に係

る決定と、31 ページからの 2 番に請求に係る決定とで、2 段階に分けてお出しして

おります。 

まず、請求内容の 1と 3番の分のご説明を差し上げます。 

29ページにお戻りください。「非公開とした部分と理由」欄をご覧ください。 

個人情報で非公開とした箇所のご説明を差し上げます。 

アの文書、こちらは公園管理のあり方について検討するにあたり、市内の公園ボ

ランティアや子育て支援団体、自治会など、市立公園を利活用する団体に対し、公

園の利用方法や公園を利用するうえで抱えている課題、解決策として考えているこ
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となどのヒアリングを実施しており、こちらはその実施起案書となります。こちら

の起案には、ヒアリング対象となる団体の一覧表が添付されており、その中に含ま

れる個人の氏名や住所、連絡先が該当箇所として非公開としております。 

イの文書は、そのヒアリング結果をまとめた報告書でございますが、そちらに添

付されているヒアリング結果の一覧や、ヒアリングの様子を撮影した写真に、個人

の氏名や個人が特定できるお顔写真がありましたのでそちらが該当箇所として非公

開としております。 

エの文書は、有識者を招き、公園を利活用する団体向けに開催したセミナーの結

果報告書でございますが、そちらに添付されているセミナーの様子が撮影されたお

写真に含まれる個人を特定できるお顔を該当箇所として非公開としております。 

キの文書は、今年の 1 月中旬から 2 月 1 日にかけて行った、公園管理のあり方報

告書に対する意見募集の、募集結果をとりまとめたものでございますが、意見をご

提出いただいた個人の氏名や住所、連絡先を該当箇所として非公開としております。 

サの文書は、指定管理者選定委員を設置するにあたり、東京税理士会東村山支部

へ、選定委員として税理士のご推薦を依頼しており、そちらから推薦書のご提出を

いただく際にご連絡いただいた事務局職員の氏名を該当箇所として非公開としてお

ります。 

次に、個人情報以外で非公開としたもののご説明を差し上げます。30 ページをご

覧ください。 

イの文書は、公園を利活用している団体のヒアリング結果をまとめたものでござ

いますが、各団体が抱えている課題等について、率直なご意見をいただいているも

のでございました。このことから、「どの団体がどういった課題を抱えているのか」

といった、団体とヒアリングの内容のリンクを切る目的で、団体名や団体を特定で

きる情報を非公開としております。 

オとキの文書は、意見公募で団体からご応募いただいた意見でございますが、こ

ちらも同様の部分について、非公開としております。 

これらは、ヒアリングや意見募集を行う際、公にすることをご案内しておらず、

むしろ、公にしないことで率直なご意見をいただけるよう行っていたものでござい

ます。これを公にすると、今後、こういったヒアリングや意見募集を行う際に、公

にすることを前提とした形式的なものに終始してしまうなど、ヒアリングや意見募

集事務に支障が出るおそれがあったため、行政運営情報に該当するものとして非公

開としたものとなります。 

31ページをご覧ください。 

サの文書は、税理士会よりご推薦いただいた税理士のかたが特定できる情報でご

ざいます。指定管理者選定におきましては、市職員以外のかたについては、少なく

とも指定管理者選定が終了するまで、どなたが委員であったかを公にしておりませ

ん。こちらは、事前に公にすることで、不当な圧力や事前の営業活動が行われるお

それがあり、このことから、指定管理者選定業務に支障がでるおそれがあるためで

ございます。こちらは行政運営情報で非公開としております。 

続いて、31ページ下部、請求の 2番に関する文書のご説明を差し上げます。 

2番の請求は、公募に関する文書でございます。こちらは公募いただいた市民の氏

名や住所、連絡先などのパーソナル情報を個人が特定できるものとして非公開とし

ております。また、作文の内容におきましては、作成者の氏名等を非公開とした場

合であっても、作文が作成者の著作物であって、公表権がまだ著作権者に帰属して

いること、作文の内容には、作成者の人格、経歴や生活状況等に根差した思想・ご

意見等が含まれるものでございましたので、個人を特定できなくともなお個人の権

利利益を侵害するおそれがある情報でございましたので、作文の内容も非公開とし
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ております。また、作文の内容は、併せて行政運営情報も非公開理由として挙げて

おります。これは、公にすることを前提とした作文公募となると、公募を差し控え

るなど、委員公募事務に支障が生ずるおそれがありますことからでございます。 

最後に、採点者の氏名でございます。こちらは市の職員となりますが、「非公開と

した部分と理由」欄の記載のとおり、公正・公平な評価を行う採点事務に支障を及

ぼすおそれがあることから、行政運営情報として非公開としております。 

No.22。令和 2 年 4 月 1 日に、JXTG エネルギー(株)とアジア航測(株)と市の３者

がそれぞれ出資者となり、特別目的会社である「東村山タウンマネジメント株式会

社」を設立しております。この請求は、会社設立に関する文書となります 

「公開した文書名」欄をご覧ください。 

こちらの会社設立は、もともと民間事業者提案制度において、先程の 2 社よりご

提案いただいたものを事業化したものとなります。アとイの文書は、その提案を採

択し、事業化する際の内部決定文書と、事業化後会社設立に向けて締結した協定文

書となります。ウの文書以降は、設立に関する内部決定文書などになります。 

「非公開とした部分と理由」欄をご覧ください。 

ウの文書は、会社を設立する旨の起案文書となりますが、こちらに公証役場へ提

出する定款の原案と、公証人の認証手続きにあたり、発起人である市長から代理人

に対する委任状が添付されておりました。こちらの委任状にある代理人の住所及び

氏名を個人情報として非公開としております。 

No.24。新型コロナウイルス対策本部の会議録や資料に係る請求です。 

第 4回から 24回分までを対象としてお出ししておりますが、第 23回、24回分の

会議録は作成中でございましたので文書不存在となっております。 

No.31 と 32。市役所北側、もともと都営住宅のあった土地約 10ha の土地につい

て、平成 20年前後にかけ、東京都が戸建住宅を中心とした多摩地域のまちづくりを

行う事業用地として、民間事業者へ数十年間の定期地権を与え、整備を行っており

ます。 

東京工務店とは、その整備事業者として選定された、複数の民間事業者が出資し

本町地区プロジェクトの該当区域、むさしの iタウンの整備を目的として設立された

会社となります。 

こちらの整備や、整備後の道路や公園の管理にあたり、東京都、東京工務店、東

村山市の 3 者で締結した協定書や、会議録、東京工務店が道路管理等にあたり東村

山市へ支払った費用を市が受領した根拠となる領収書などの文書に対する請求でご

ざいます。まず、協定書でございますが、41 ページ目備考欄に記載のとおり、ご請

求は道路と公園 2 枚にわけていただいておりますが、協定書は該当区域全体の管理

等について包括的に締結したものでありましたので、道路についても公園について

も、ア、イ、ウの文書をお出ししております。 

また、道路河川課より、市が行う道路管理の費用を東京工務店に請求した際の請

求起案が残っておりましたので、そちらをお出ししております。 

それぞれの会議録についてでございますが、文書自体が無く、また、過去に作成

されていたかも定かではございませんでしたので、文書不存在として非公開として

おります。また、領収書でございますが、現在の会計事務におきましては、口座振

り込みなどで市に支払いがなされた場合、納入通知書兼領収書が発行され、その控

えが市に保存されます。今回の東京工務店から市への支払いは、平成 21年度の会計

期間において行われてもので、おそらく過去も同じであり、領収書などの控えは 10

年保存のため廃棄済みのものであると思われますが、発行した記録もなく、作成の

うえ廃棄したか否かを断定できる情報もなかったため、会議録と同様作成の有無も

含め不明であって、現在も保有していないため文書不存在としております。 
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この間、公開請求に対する決定に不服があるとして、審査請求が出されたものは

ありませんでした。 

 運用状況報告は以上です。 

 

〇日下会長職務代理 

ありがとうございます。 

それでは質疑に移ります。皆様いかがでしょうか。 

〇臼井委員 

No55について、議会運営委員協議会は非公式な会議ということでした。つまり条

例や議会規則に定めがないということでしょうけれども、これはこの 1 回だけ行わ

れた会議ですか、それとも慣例的にしばしば行われる会議ですか。 

〇鳴海情報公開係長 

 この件の条例改正のためだけに開催されたものではなく、議会運営委員会の委員

となっている議員の皆様の打ち合わせの場となっているものでございます。 

〇臼井委員 

しばしば行われている会議であれば、全く記録も無い、会議録も無いというのは

少し疑問に思います。議会運営の問題であって、この場で言うような話ではないで

すが、できれば議会事務局に伝えてもらいたいです。請求者からも苦情が出たとい

うことでしたが、議会事務局の手持ち資料を最初の公開時に出していなかったとい

う苦情ですよね。 

〇鳴海情報公開係長 

その内容も含むものとなります。このご指摘のそもそもの発端は、請求の内容の

中に「不存在も含む」と入れていただいているにも関わらず、議会の決定が全部公

開となっていたことでございます。請求者自身、事前のお話し合いが行われていた

ことも、その会議録が無いということもご存じでした。そのため、協議会の会議録

については不存在の決定を出ししてほしいとの意思表示を込め「不存在も含む」と

請求内容に記載いただいているとのことでした。そのご意思に対し、全部公開の決

定をしたことに対してのご指摘がそもそもの発端でございます。そのご指摘につい

てお話合いをしている中で、事務局職員の手持ちの文書があったことが分かりまし

たので、決定の見直しと、当該文書の公開のため、請求者の合意の上で再度決定し

たという経緯がございます。 

〇日下会長職務代理 

議会運営委員会というのは議会を円滑に進めていくために一定の情報提供をしな

がら確認していくというような特別な会議のようですので、その公開・非公開につ

いてはそれぞれの議会が決めれば良いのでしょう。一方、臼井委員のおっしゃると

おり、一般の市民の目から見れば、会議があるなら会議録なども公開するべきとい

うのも間違いではないです。そのような声があったことを是非議会にお伝えいただ

き、ご検討いただくようにお願いしてもらえるとありがたいです。 

〇鳴海情報公開係長 

議会事務局に伝えさせていただきます。 

〇臼井委員 

いずれにしても全部公開、部分公開、あるいは全部非公開、不存在、却下、どれ

も行政処分としてきちんとしたものであるわけですから、それははっきりとした形

で出さなければなりません。それこそ本当にそういう意味での苦情ですかね、やは

り会議が非公式であるということの意味と同時にその決定の意味というところをも

う一度きちんと検討されることを希望します。 
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〇森委員 

No.55 について、まず気になったのがこの協議会の存在です。非公式な会議なの

であれば、市の会議ではないですから、公開するも何も無いわけです。なので、そ

のような形で文書不存在と出来ないのか、指摘を受け関連のものがあるからと言っ

て出すというのであれば、そういった書き方はできないのかなと感じました。また、

備考欄について、請求者に対するやり取りが他のものとは違った形で、かなり詳細

に載っています。おそらく詳細に書いた方が請求者としては嬉しいのでしょうが、

情報公開の制度として、ここまで詳細に運用状況として公にする必要性があるのか、

事務局としてどう考えていらっしゃるのか。おそらく他の請求についても、No.55

と同じように揉んでいて、結論までが早いから詳細に記載していないのだと思いま

す。要は、No.55 の件も含め、運用状況に掲載する内容は、本来は審議会で審議し

たうえで公表するものと思っておりますが、本日報告いただいた内容の一部は、既

に令和 2 年度運用状況としてまとめられ、公表されております。よって、今日は 4

月以降の運用状況の審議であって、2月 3月分については単なる報告です。ちなみに、

今回の審議で公表している内容に訂正があった場合の対応はどうなりますか。 

〇鳴海情報公開係長 

訂正表の差込などが想定されます。 

〇森委員 

そうならないよう、1年間の運用状況を 6月に発行するのでしたら、その前までに

審議会を開く必要があるのではないですか。 

〇臼井委員 

書き方というより、運用状況報告書の公表手順ということですよね。 

〇森委員 

公表までの手続きもそうですが、この審議会で審議したものとして報告書が公表

されます。この報告書には我々の名前も出ています。市民のかたにとって、この報

告書は我々が承認したものとして受け取られるものになると思います。 

〇松原委員 

コロナ禍の中、会議が開けなかったのかもしれないですけど、そういうときに本

当にこのまま進めてしまっていいのかとは思います。集まれないのでしたら委員へ

資料を配布して、意見を聞いてみるとか、何か方法があったのかなと思います。 

〇森委員 

この内容で公表しますということであれば、その連絡をいただければ良かったの

ではと思います。 

〇鳴海情報公開係長 

もともと運用状況につきましては、請求内容と決定内容を記録するものになりま

す。これらの内容そのものについては変わらないものではございます。 

〇日下会長職務代理 

森委員の意見は極めて重要なことです。係長はそうおっしゃっておりますが、市

として基本的な考え方はどうでしょう。 

〇荒井総務部長 

この運用状況報告書につきましては、請求内容と決定内容の結果の報告といった

性質のものとなりますが、表記の仕方などについては議論の余地があるものとも思

います。今後どのようなタイミングでご審議いただくかについては、検討する余地

はあると思います。 

〇日下会長職務代理 

これまではどうされていたのでしょうか。 

〇鳴海情報公開係長 
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情報公開運営審議会におきましては、慣例として 8 月と 2 月に開催されておりま

す。運用状況報告書は、市議会 6月定例会にて配付するものとなりますので、2月 3

月分の請求につきましては、審議会へのご報告前に運用状況として発行されていた

ものにはなります。 

〇日下会長職務代理 

委員の皆さんの意見が反映されたものが報告書として公表されるのが、本来の形

のように思います。今回は致し方ないにしろ、今後は是非、会議日程の調整をして

いただき、審議したものを製本していくという形にしていただけたらと思います。

それぞれの実施機関の決定というのは市が責任をもって条例に基づいて行っている

わけですから、余程違法性がある場合を除いて意見を言えない部分も確かにありま

す。しかし、No.55 と他の件の記載の全体のバランスなどについてもご指摘のとお

りだと思います。今日、折角意見が出ましたので、これを踏まえて今後の審議会日

程の調整などにつなげていただけたらと思いますが、森委員いかがでしょうか。 

〇森委員 

ありがとうございます。臼井委員、松原委員、私と長く審議会に携わって話をし

て、文書不存在の表記の仕方など、市に意見を言って直していただいたものもあり

ます。先程係長がおっしゃられたみたいに、事務方で全部決まったものを事後承認

という話ではないです。もしそうであれば審議会で審議する必要がないです。 

〇日下会長職務代理 

 この審議会の役割とは果たして何かということを、今までのやり方はさておき、

皆さんの言う方向へ少しずつ舵を切っていきましょう。他の審議会はそのようにし

ているという話もありますし、この審議会だけできないという理由はない。事務局

も意識を変え、そういった意識で運営してほしいと思います。 

〇松原委員 

先程中学校のお話があった時に、学校の問題だから学校での判断という話があり

ました。それは確かに正しいです。しかし、市民から見れば、そうではありません。

こういった事例があった際、過去、情報公開担当から所管や実施機関に対し、この

審議会の意見をお伝えいただくこともありました。ですから、型通りというだけで

はなく、この審議会の在り方について、もう少し拡大した形で考えていただけたら

と思います。 

〇臼井委員 

松原委員が今おっしゃったのは No.57 について、文書不存在のあり方と口頭での

申し込みの是非ということですね。修学旅行等は例年のことだから口頭で申し込む

ということは、気持ちとしては分からないではないですが、では、いつまで遡ると

文書が出てくるのかということを一つ疑問に思いました。どのようなスケジューリ

ングで、回る場所はどこでということを検討した文書を、市民にきちんとチェック

してもらえるのでしょうか。 

〇鳴海情報公開係長 

 どの時点まで文書で、どの時点から口頭になったなどは、申し訳ございませんが

こちらで把握しておりません。 

〇臼井委員 

それはそうだと思います。結局その点が問題となってしまうのではということで

す。口頭による申込みであるため文書不存在というのであれば、それこそ口頭で何

をやったのかを記録しておく必要があるのではないでしょうか。文書が無いから不

存在とし、情報公開制度としてはそれで終わりですとしてしまって良いのでしょう

か。 

〇鳴海情報公開係長 
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情報公開請求のご対応に関しては、今ある文書についてそれをありのままに出す

というところがベースとなるものと考えております。一方、電話でのやり取り等の

記録をしているか否かということは公文書の作成・管理の問題でございます。その

点におきましては、終わりとするべきものではないと認識しております。 

〇臼井委員 

この件について、見直しをお願いしたとおっしゃっていましたが、それは廃棄さ

れたものが多いためかと思いますが、口頭でのやりとりの記録に関するものについ

てはいかがお考えでしょうか。 

〇鳴海情報公開係長 

 そもそも、申込みなどについて何ら記録が残っていないという点について、学校

の規定上問題ないかということを再度確認していただき、見直すべきところは見直

してほしいという話をしております。特に廃棄してしまっていることに限定して見

直しなさいという話ではございません。 

〇森委員 

 先程見直しをお願いしたとおっしゃっていましたが、これは要請が必要だと思い

ます。この後またいつ情報公開を迫られるか分からないわけじゃないですか。例え

ば、うちの中学校はこういう修学旅行に行くけれど他の中学校はどこに行くのか、

どう違うのかを市に聞いてみよう、と情報公開請求に至った場合で、この中学校は

捨てました、この中学校では残っていますという話になってしまった場合、市立な

わけですから、学校の問題ですのでと言い切れません。なので、統一見解、こうあ

るべきというのは、校長会にでも何にでも言わないといけないと思います。運用状

況の備考欄に、例えば、教育委員会に残しておくべき文書である旨の提言をしただ

とかを書いていただくのが良いと思いますし、そういったことを記載するのが備考

欄だと思います。市役所として無いものへの対応を今後どう改善していくのか。あ

るものをそのまま出しますだけで終わっていたら、改善なんてしません。なぜ市長

が審議会に我々市民を呼んでいるのかと言うと、こういった点を反映してほしいか

らでしょう。 

〇臼井委員 

 いつもに増して文書不存在が多いせいもあると思いますが、市立である限りは公

文書だと思います。学校での公文書管理の意識が無いのではと思います。その点教

育委員会を通じてでも、お伝えすべきではないでしょうか。 

〇日下会長職務代理 

様々な意見が出て、それぞれが鋭い指摘だと思います。冒頭の係長の説明で、こ

の状態について見直しをお願いしたとありました。ここで一番大事なのは 22校ある

学校のうち、文書を残している学校と捨てている学校があること、また、ペーパー

も何もやり取りせず電話だけで申込みをしている学校があるということだと思いま

す。学校の修学旅行に関わる文書は公文書だと思いますがいかがでしょうか。 

〇鳴海情報公開係長 

 修学旅行、移動教室の申込書や内訳書については、その資料自体を教職員の方が

職務において作成されているもので、かつ、おそらく申込や内訳というのは修学旅

行に行かれる学年の先生、副校長先生や校長先生と共有されているものではないか

と思っておりますので、そうなると公文書になるものではないかと思います。 

〇日下会長職務代理 

 公文書として見なければならないのであれば、公文書を作っていない学校がある

ということです。結果として文書不存在ということは置いておいて、公文書を作っ

ていないのはおかしいという疑問をこの審議会委員全員が持っている。修学旅行、

移動教室は保護者の方がお金を出し合って行く授業であって、最小の経費で最大の
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効果が得られるような事務手続きがされて、保護者が旅行に行けてよかったと言え

るようなものを実施するのが行政の仕事ですよね。費用負担があるものですので、

その根拠となる文書がないというのは、市民、保護者に理解いただけるような取扱

いではない。重要な案件として、教育委員会へお伝えすべきです。今までは教育委

員会は市長部局と違う立場で独自に運営されておりましたが、市長が教育委員会も

統制できるような制度改正がされています。市長部局の文書担当課から市民の立場

に立って、統一的な書類の管理について意見してもよいのではないでしょうか。 

〇鳴海情報公開係長 

先程のご説明のとおり、所管課に対しては確認をしてくださいとお伝えはしてお

りますが、委員の皆様からいただいたご意見について、改めてお伝えさせていただ

きます。 

〇日下会長職務代理 

 課長からも教育委員会に、審議会の中で疑念が出たと伝えてもらえますか。文書

不存在の判断は仕様がないですが、このままですと今後ずっと文書不存在という結

果になってしまう。 

〇廣田委員 

 無いものは出せないという話ですが、資料を見ると保護者への会計報告はしてい

るわけですよね。その文書まで残ってないということがありえるのかなと思います。 

〇臼井委員 

 職務代理が教育委員会と市長の関係が変わったとおっしゃっていますから余計に

それは申し上げやすくなったと思います。そもそも教育委員会その他独立行政委員

会のようなものだとしても、校長から何から教育委員も含めて公務員ですよね。公

務員であるからには公文書をきちんと作らないでどうするのかという、そこからの

問題ではないでしょうか。 

〇武藤総務課長 

 貴重なご意見をいただきありがとうございます。今回のご指摘につきましては所

管に対し、改めて見直していただくよう通知いたします。 

〇日下会長職務代理 

 ぜひお願いします。 

〇廣田委員 

 修学旅行は保護者が直接旅行会社にお金を支払っているもので、私的な契約の話

だと認識しています。ですので、市としてもあまり強く言えないのではないでしょ

うか。とはいうものの、公教育の一環としてやっているので、その旅行会社に対し

て口頭でのやり取りは駄目だよ、契約書を交わしなさいと行政指導ができると思い

ます。さすがに契約書ですと事業が終了したからといった理由で廃棄しないとは思

いますので、しっかりとした契約書の取り交わしをしたほうが良いのではないでし

ょうか。市で契約したのなら行政契約という範疇になるでしょうが、この場合はそ

れには当てはまらないのではないでしょうか。 

〇鳴海情報公開係長 

私的な契約か否かというところについては今ご説明できませんが、申込みをして

いるのは学校であって、内訳や生徒さん一人一人の費用はいくらなのかということ

は存じ上げるべき立場にあるかと思いますので、文書を残していないということや、

口頭で申込していることについて、所管に対し、皆様のご意見をお伝えします。 

〇森委員 

No.62 の表記について読み取れない箇所があったのですが、先程、消防法上防火

管理者を置く必要がないという口頭の説明があったのでようやく分かりましたが、

その説明とこの「防火管理者を選任していないため文書不存在」との表記とでは意
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味合いが違いませんか。 

〇鳴海情報公開係長 

 選任の要・不要という点が入っていないため、必要なのに選任していないのか、

選任が不要だからなのかが分からないということでしょうか。 

〇森委員 

 そうです。他のところは選任しているのにも関わらず、なぜここだけと疑問に思

いました。我々の話というのは、この資料上の文章に基づいての発言になるので、

そこのニュアンスがすごく微妙だと思います。資料の理由欄の「届出書は」の次に

「消防法上防火管理者を必要としないため」と入れてしまえば良いですね。 

〇臼井委員 

 そうですよね。必要としないので選任していないため文書不存在でいいわけです。 

〇森委員 

 これを読んだ市民に正しい認識を持っていただきたいので、市民が理解できる文

章でないと困ります。これは 3月 30日の請求ですから、公表されてしまっています。

これをどうするのか、事務局で判断していただければと思います。 

〇臼井委員 

 消防法を知っていればなんとなく見当をつけるでしょうけどね。規模によってそ

ういう場合もあるんだと知っていれば。 

〇日下会長職務代理 

まさに今の意見も審議会の意見を反映した後に冊子を作って、市民に知らしめる

という制度にしたらいかがですかという話につながってきます。ぜひ今の意見も参

考にしながら、これまでとは違うやり方、より良い方向へ向かっていただけたらと

思います。これについては、もう修正が間に合わないんですよね。 

〇臼井委員 

 訂正を挟み込むかどうかですが。 

〇森委員 

 冊子の後ろに 6月発行とあります。 

〇日下会長職務代理 

 そうすると 5 月あたりにこの審議会を開催していたら間に合っていたかもしれな

いですね。この訂正は間に合わないですが、今後のこの冊子の在り方についてお考

えください。 

〇森委員 

No.31も表記の問題です。「市が保有する文書の探索を行ったが」という表現があ

ります。この文章を入れると保管しておかなければならない文書ということになり

ませんか。 

〇臼井委員 

 失くしたという認識を与えてしまいます。 

〇森委員 

 はい。疑義が生じるのではと思います。他の非公開理由にはこの表現は無く、No.31

に初めてこの表現が出ています。この件については、不存在の文書は、保管してお

く必要が無い文書だということが分かる文章であるべきです。そうすると、情報公

開の窓口に請求者が来られた時に、これは市として保管している文書ではないです

よとストレートに言って、紛失したものはこういったものがありますと、これはプ

ラスアルファのサービスでいいと思います。所管の方にも保存が何年ですという話

を要請する以上、これは保管の必要がない範囲というところも作っておかないとい

けないので、情報コーナーの姿勢として、文書の探索を行ったがという文章にして

しまうと、これは市民からすると、あるべきものなのか、なくてもいいものか、と
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いう判断がつかない。同じ請求がくると同じ事をこれからやらなければならないと

いうことからしても、表現を改めてよいのではないかと思います。この 2 行がなく

ても意味は通じると思います。 

〇鳴海情報公開係長 

 こちらの表記が見当たらないというご指摘はそのとおりでございます。この文書

がかなり古い文書であり、文書が存在しない理由が断定できないものでございまし

た。そういった事案における文書不存在の際の表記について、過去 10年程の決定内

容を遡って調べても見つかりませんでしたので、初めてこういった表記をさせてい

ただいたものになります。「探索」という言葉については、単に「作成・取得した記

録がございませんので文書不存在」ということですと、「文書が古いから、記録だけ

見て探していないので」はといった疑念を請求者が持たれるのではと考え、作成し

た記録も調べましたし、現存している文書の中に対象となる文書がないか探したの

ですが、ありませんでしたという意味合いでお伝えしたかったという意図がござい

ました。ただ、先ほど森委員がおっしゃったように、「探索」という単語の使用にお

いてそういった疑義が生じることは想定できておりませんでしたので、そこの表記

を改めさせていただきます。 

〇臼井委員 

 過去にも古い文書に対する請求があって、その時にはこのような表現ではなかっ

たと思います。 

〇鳴海情報公開係長 

 その件は「十数年前に行われた事業に関する文書だと推測されますが、現在文書

が無いため不存在」というような理由で決定されていたという記憶がございます。

その件の付記理由を適用できるかどうかというところも検討させていただきました

が、今回はそちらの適用ではなく、こういった初めての書き方という判断をさせて

いただきました。しかし、情報コーナーとしても所管とともに悩んでいた部分では

ございますので、今いただいたご意見は今後の表記の参考にさせていただきます。 

〇臼井委員 

 所管の認識としては、この文書はまだ存在していていいはずの保存年限なのです

か。 

〇鳴海情報公開係長 

 いえ、領収書や会議録の保存期間は長くて 10年となりますので、所管としても、

現状文書が無いということはおそらく廃棄済みで問題はないと認識しております。 

〇森委員 

 請求内容に平成 18 年から平成 20 年頃と書かれているので、ストレートに何年分

は保存期間外のため文書不存在と、ある意味それはそれでいいのかな。 

〇臼井委員 

 別にそれで理由としておかしくはないと思います。 

〇森委員 

 情報コーナーの対応として、15 万の市民に一律同じ対応をしなければならないと

思うので、特定の人物から言われたら必死で探しますとか、そういう話ではないで

すよね。 

〇鳴海情報公開係長 

そのようなことはございません。 

〇森委員 

 それは良く分かっています。今回はこの対応で仕方がないのでしょうが、今後は、

保存期間外のものは保存していないといった対応で良いのではないでしょうか。仮

に保存期間外の文書が残っているのであれば、先程申し上げたプラスアルファのサ
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ービスで良いのかなと思います。 

〇臼井委員 

 森委員のおっしゃるとおりだと思います。文書管理規程で何年保存かという決ま

りがあるわけですよね。今回の件については、この規程に基づき保管期限切れであ

るとの理由でいいのではと思います。 

〇日下会長職務代理 

文書保存年限が 10 年という話ですが、本町プロジェクトの文書は 10 年ではなく

永年保存にすべきではないでしょうか。東京都を巻き込んで、土地の権利が大きく

動いてやり取りしている事業です。あそこの土地は、50 年の土地借地権付きだと記

憶しています。そうすると、そこの住民は 50年後には出ていかないといけません。

その頃になると、住民からあの時どうだったと公開請求されることも想定されます。

こんな重要な文書を 10年で廃棄してしまって良いのでしょうか。 

〇森委員 

 それはそうですね。おっしゃるとおりです。 

〇松原委員 

 これは無かったらどうなるの。 

〇鳴海情報公開係長 

 日下職務代理のおっしゃるとおり、事業自体の実施経緯ですとか事業実施におい

て交わした協定書などの文書は、10 年で廃棄してしまわないよう永年保存文書とし

て保管されているものでございます。 

〇日下会長職務代理 

 細かい領収書だとか、そういうものが無いという意味ですか。 

〇鳴海情報公開係長 

おっしゃるとおりです。 

〇日下会長職務代理 

 それでしたら、係長が言う探索という言葉が活きてくる。大元の大事なものは永

年で市は持っていますよと、だからひょっとすると領収書なんかもあるんじゃない

かと思って市は一生懸命探してくれたんだ、でも無かったという意味なら、使った

言葉は決して間違いじゃない。あそこに住んでいる何百人の方の何十年後か先に発

生する問題に係る重要な文書は永年保存している、でも、他の細かい文書は、探し

てみたけれども無かったという意味でお書きになったということでしょう。 

〇鳴海情報公開係長 

 おっしゃるとおりです。当時の所管課が組織改正により現在は存在しておらず、

文書も移管が行われておりましたので、見落としがないよう、関連所管には、文書

を探すよう依頼をしました。 

〇日下会長職務代理 

 大局的な説明がされれば、今の部分はこういった指摘にならなかったかもしれな

いですね。 

〇臼井委員 

 そのご説明ならそれこそ備考欄が活きてきて、元はあるはずだけど、そのついで

に探索したが領収書は見つからなかった、という一文があったらそれでよかった話

ではないでしょうか。 

〇森委員 

 今の説明で分かったんですが、請求内容のところで、本筋のこのプロジェクトの

話と道路管理に伴う費用というのが並列にここのところで請求になっているじゃな

いですか。でも、メインはプロジェクト本体で、費用については枝葉ですよと、そ

ういう話です。ですので、臼井委員がおっしゃったような備考欄の使い方が重要に
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なってくると思います。担当のかたはこの請求の趣旨を分かっていますが、我々に

はそれが伝わっていません。この備考欄に、主たるものは公開できましたが、枝葉

の細かい部分については文書が見つからなかったとあれば、納得できたかなと思い

ます。 

〇日下会長職務代理 

 今回の運用状況の 40ページの書き方は、「道路管理に関する会議録」、それから「費

用の受領に関する文書、領収書」は、という主語を置いて、文書を探してみたけれ

ども無かったと書かれていたら、一生懸命苦労して文書を整理されたというのは読

めるよね。メインのものに関してはお出ししたと書いてあるわけでしょう。 

〇鳴海情報公開係長 

 おっしゃるとおりです。 

〇日下会長職務代理 

 読んで、読み手が理解できるような書き方の工夫をしてみてください。重ねてお

願いします。 

〇臼井委員 

 11 ページに戻りまして、No.61 の部分公開理由に書いてある、個人メールアドレ

スはどういった個人なのか、ご説明でもよく分からなかったです。市民への手紙・

ファックスや E メールは誰か個人宛に出されるものではないですよね。個人メール

アドレスがどうして手順書に出てくるのかが分からなかった。 

〇鳴海情報公開係長 

 手順書の中に、市メールシステムのスクリーンショットがあり、そのスクリーン

ショットが受信ボックスの画面になっておりました。 

〇臼井委員 

 秘書課の公的なアドレスじゃないですか。 

〇日下会長職務代理 

 市内部のマニュアルの中にという説明をされましたよね。 

〇鳴海情報公開係長 

 マニュアルの中に、市で使用しているメールシステムの、秘書広報課アカウント

の受信ボックスの画像がスクリーンショットとして貼られておりました。これは「課

のメールに秘書広報課からこのようなメールが届いたら、それは市長への E メール

です。必ず対応してください。」という説明のために貼っていたものでございます。

ただ、そちらは秘書広報課が日頃から使っている受信ボックスを撮影したものでご

ざいましたので、外部から秘書広報課に届いていた説明とは関係の無いメールも映

り込んでおりました。 

〇臼井先生 

 要するにメールを市に送った人のアドレスが含まれていたという意味の個人メー

ルアドレスですね。 

〇鳴海情報公開係長 

おっしゃるとおりです。 

〇臼井先生 

ようやく分かりました。 

〇日下会長職務代理 

 お時間もありますので、最後の質問ということでいかがでしょうか。どなたかあ

りますでしょうか。 

〇臼井委員 

 15ページの No.6 の部分公開とした理由のところに、「公にすると市と都の協力関

係が損なわれるおそれがある他」と書いてありますが、どういう問題があるから非
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公開としなければならないのかよく分かりませんでした。学校関係はどうして秘密

にしたがるのか。今回はたまたまそういうことだったのでしょうか。 

〇鳴海情報公開係長 

 「他」は市と都の協力関係が損なわれるおそれという具体例が他にあるという意

味で使っている「他」ではなく、市と都の協力関係が損なわれるおそれがあること

プラス、今後都や市の事務事業の執行にも影響があるという意味合いでの「他」に

なります。 

〇臼井委員 

 それは分かるのですが、公開されることによって協力関係が損なわれるといいま

すが、具体的にどのような問題が発生するのか。つまりこういった表現というのは

あまり公にしたくない時に割と便利に使われる理由ですので、本当に具体的な危険

や権利が発生するような例なのかどうかという点が明確になった方がいいと思いま

したので質問しています。 

〇鳴海情報公開係長 

 市と都の協力関係が損なわれるおそれの具体的なものとして、情報提供の躊躇が

挙げられます。 

〇臼井委員 

 別に個人が特定されるわけでもないし、オリンピックやパラリンピックの観戦に

関することであって、一時的なことですよね。今後、同じことが都と市の教育活動

において、何か具体的な危害、損害、あるいは個人的な権利侵害といったものを引

き起こすのかどうか。そういったおそれがあるなら分かりますが。 

〇鳴海情報公開係長 

 この通知文につきましては、東京都にも公開可否について確認しております。東

京都においては、内部検討段階の内容ではあるのだけど、この時期に学校に案内を

しないと、翌年度の計画、学校が学年でいつどういうことをするという計画を立て

る上で不便だろうということで、今回の通知は任意協力の元提供されているものに

なります。今回、市と都の協力関係が損なわれるおそれと記載させていただいたの

は、そういった早期の内部検討段階の情報であっても、市の事務の便宜を図ってお

出しいただいている現状、これを公開してしまうと、案段階のものなどの情報提供

を躊躇されるおそれがあるということで、この決定とさせていただいております。 

〇松原委員 

 都における案段階のものであると書いてありますが、それは意思形成過程のもの

であると捉えていいんですか。 

〇鳴海情報公開係長 

はいそうです。 

〇松原委員 

 そうすると、意思形成過程のものはあえて公開しなくてもいいのではないですか。 

〇鳴海情報公開係長 

 東京都の事業で都内部における検討資料について当てはまるものかどうかという

点において難しいように感じました。 

〇松原委員 

今回は意思形成過程には当てはまらなかった。 

〇鳴海情報公開係長 

そうですね。 

〇臼井委員 

 どちらにしてもかなりグレーなところだということは私も理解しました。ただ、

都の意思形成過程というところは、それはそうなのだろうと思いますが、こういう
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ことは拡大解釈されやすいので、どうしてもこういう表現には引っかかってしまい

ます。そういうような意見が出たということだけ記憶しておいてください。 

〇鳴海情報公開係長 

 協力関係情報であるとか、行政運営情報に関しては、その解釈について争われる

ことが多いのは事実ですので、臼井委員からいただいたご意見に関しては受け止め

させていただきます。 

〇臼井委員 

 たぶんケースバイケースで判断していかなくてはならなくなるものだとは思いま

す。 

〇日下会長職務代理 

 今回このコロナ禍におけるオリンピックを観戦させるかどうかは、様々な協議、

議論があったところです。東京都としても、オリンピックをやる以上は多くの子ど

もたちにも見てもらいたいという意向がある。一方では市民、病院関係者、識者に

は緊急事態宣言中に危険ではないかという意見もある。各教育委員会が翻って中止

にするという状況下での請求だとするならば、東京都としても一回出した数字がま

た変わるわけだし、最終的にはどう結論を出すかが決まっていないとするならば、

微妙な案件だったというのは十分理解できます。ただ、臼井委員が今言ったことも

良く理解していただきたい。国との調整、都との調整、政策意思決定段階という理

由を隠れ蓑にして市民の権利を守らないという判断にならないようお願いします。 

〇臼井委員 

 最後に 1点確認ですが、No.21の 31ページ、部分公開とした理由の部分で、指定

管理者候補者選定前だから非公開ということですが、確認として、選定後であれば、

これは公開されていたものですか。 

〇鳴海情報公開係長 

 こちらの審議会での取扱いと同じように、指定管理者選定委員会の会議について

は、会議を公開とするかどうかの話し合いを行って、会として公開するか否か決定

されます。よって、会において、選定結果が出るまでは非公開にして結果が出た後

に氏名を出しましょうという話であれば、公になります。 

〇森委員 

 No.6について提案なのですが、「都における案段階そのものである。これは R3年

度における」という文章があります。この「R3年度」から下から 5行目の「あるた

め」までを削除した方がいいかと思います。「引率者数とその内訳は都における案段

階のものであり、これは条例第 6 条第 4 号国等協力関係情報及び第 6 号行政運営情

報エに該当し非公開」とした方が、疑義を持たれないと思います。松原委員がおっ

しゃられたように、もし意思決定過程を理由として入れるのであれば、条例第何号

と、「及び」で繋いでいますからそこに載せておいても問題は無いかと思います。そ

うすると、情報コーナーとしては条例に従ってこういう対応をしましたということ

を市民の方にオープンにできるのかなと。先程説明のあった「市の便宜のための案

段階、その情報躊躇するなど」というのは、忖度していると言われかねないと思い

ます。 

〇鳴海情報公開係長 

 ありがとうございます。 

〇臼井委員 

 請求対応の件についてよろしいですか。No.2、12ページから 13ページにかけて、

珍しく請求の却下がありました。正直に言って初めて見た気がするのですが、余所

で見られそうなものは情報公開では出さないということで却下ということですよ

ね。たまたまこれは却下でもいいから、その決定を下してほしいという要望があっ
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たから、そうしたということですよね。このように却下になりそうな案件について、

ご案内して取り下げていただいた件数というのは毎年かなりあるということです

か。 

〇鳴海情報公開係長 

ございます。情報コーナーに公開請求のご相談をいただいた際に、「それはホーム

ページに掲載されています。」や、「情報コーナーや図書館でどなたでも閲覧・コピ

ーが出来る文書です。」といったご案内をさせていただくようなことが多くございま

す。それは公開請求をいただかずに解決するもので、こちらの報告書に掲載されて

はおりません。 

〇臼井委員 

 鳴海さんの感覚では、毎年どれくらいありそうですか。相当数ですか。 

〇鳴海情報公開係長 

 情報公開請求書をご提出いただいた後に、対象文書が全て情報提供で済むもので

あることが分かり取下げていただくといった件数でしたら年間４，５件程度です。

ほとんどは請求書をご提出いただく前の相談の段階で解決するもの、例えば、事業

者さんが入札経過調書などの入札関連の資料を求めていらっしゃるであるとか、町

丁別の人口などの資料を求めていらっしゃる場合など、こちらに資料がありますの

でそちらを見てくださいという形でご案内しておりして、それらを含めると相当数

となります。 

〇臼井委員 

 教示で済む分というのも相当数来るわけですね。 

〇日下会長職務代理 

 請求者の方が何年か前にも同じ案件で請求されたという事案ですよね。請求した

情報を仕事に活かすのかどうか、その真意は分かりませんが、相手の要望に応えて

公文書で却下だという意思表示をお伝えしたということで、それもまたやり方だと

思います。 

まだまだご質問があるとは思いますがお時間もありますので、運用状況の報告に

ついては以上としましょう。 

 

 

（２）「東村山市情報公開運営審議会の傍聴等についての定め」の改正案 

  

〇鳴海情報公開係長 

 事前にお送りした「東村山市情報公開運営審議会の傍聴等についての定め」新旧

対照表をご覧ください。今回の改正は、以前の審議会でいただいたご意見を反映さ

せ、それに付随するものを一部事務局で追加する形となっております。 

事務局で追加した点は、第３（３）ただし書でございます。第３（３）を飲食と

したことに付随し、体調管理を理由とした水分補給を可能とする余地を残すため、

ただし書において会長の許可を得たものについてはこの限りではない旨を、事務局

にて追加させていただきました。 

改正内容は以上となり、次ページに改正後の定めの案を、その次に現行の定めを

添付しております。 

次に、他の審議会の定めも参考にとのお話をいただいておりましたので、そのこ

とについてご説明差し上げます。本日机上に配付しました、比較表をご覧ください。 

こちらは情報公開運営審議会を基準とし、１０個の審議会の定めを比較し、この

審議会に無い規定やこの審議会にのみある規定などをピックアップした表となりま

す。 
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今回比較に用いた会議の多くでは、傍聴者の遵守事項に、①会場内での飲酒の禁

止、②傍聴者へ配付する資料を会長が決める、③発言委員氏名の公表の禁止を設け

ております。 

今回の改正にあたりましては、それらの追加について検討いたしましたが、①は、

食事を飲食としたことで、飲酒も含め、飲み食いを禁止としたこと、③は、公表用

会議録に発言委員氏名を掲載しない会議における標準例として情報コーナーよりお

示ししているもので、この審議会の会議録では発言委員氏名を含め掲載しているこ

とから不要として追加しておりません。 

また、②は、元々傍聴の定めを作成する根拠となっている、市の会議公開に関す

る指針、審議会等の公開に関する市の全体ルールですが、こちらにて定めているも

のでございますので、さらに定める必要はないものとして追加しておりません。 

他審議会の定めも比較した結果、今回の定めの改正におきましては、最初にご説

明のとおり、委員各位よりいただいたご意見を反映させ、それに付随し一部事務局

にて追加させていただく改正となっております。 

 

この件につきまして、本日の審議会でご審議いただく予定でございましたが、審

議時間の都合もございますので、本日はお持ち帰りいただき、次回ご審議いただく

ような形とさせていただきたいのですがいかがでしょうか。 

 

〇日下会長職務代理 

 今事務局から一定の説明がありました。傍聴に関する定めにつきましては審議時

間もございますので、事務局からも提案があったように、一度お持ち帰りをいただ

き、よく中身を吟味いただいて、次回協議するということで取り扱いたいと思いま

すがいかがでしょうか。 

 

～ 一同賛成 ～ 

 

 

（３）「附属機関等の会議の公開に関する指針」の令和２年度運用状況 

 

〇鳴海情報公開係長 

 本日お配りした資料「会議の公開指針のホームページでの実施状況」をご覧くだ

さい。こちらの表は、昨年度中に開催された附属機関等の会議が、会議の公開指針

通りに市ホームページで情報を公表していたかどうかをまとめたものです。 

「別紙１ 指針実施度」をご覧ください。 

会議録を作成していない審議会が 4 つございまして、これらの審議会におきまし

ては、来月中に公表していただくようお願いしております。 

他の審議会につきましては指針通りの実施となっております。 

 

〇日下会長職務代理 

ありがとうございます。ルールがあれば、そのルールに従ってない所管があれば、

情報コーナーの方から指導していただきますようお願いします。 

 

 

〇日下会長職務代理 

本日委員の皆様から出たご意見、一つは審議会の存在意義を考えて文章を作成す

る、市民への公表をするタイミング、今までのやり方にこだわることなく、是非皆

の目線で見たものを製本するという、タイミングや運営の仕方を少し見直してくだ
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さい。文言の部分、表現を中心としてたくさんご指摘をいただきました。まだ間に

合うものがあるとするならば、今後の報告の中にそういった点を十分反映しながら

準備していただくとありがたいです。二つ目は教育委員会や学校の問題。22 校が同

じようなレベルで文書の整理がなされ、市民から要望があれば公表できることを目

指して、教育委員会としっかりと詰めていただきたい。あとは、備考欄の書き方。

たくさんご指摘がありましたけれども、市民に事務局が伝えたい中身がよくわかる

ような書き方、統一性を工夫して進めていただけると大変ありがたいと思います。

実施機関全てが公文書の真の持ち主は市民だという基本に立ち返って、管理してい

ただけるようお願いします。 

〇森委員 

 すみません、一つだけよろしいでしょうか。先程の話にもあるのですが、例年審

議会が春と秋、2回開催されるということですが、可能であれば、10月から 3月、4

月から 9 月のものを審議出来るような形で開催していただきたいと思っております

ので、是非ご検討ください。 

〇日下会長職務代理 

事務局で検討をお願いします。 

 本日は雨の中ありがとうございました。令和 3年度第 1回審議会を終了します。 

 お疲れ様でした。 

 

以上 

  


