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会議の名称 令和３年度第２回東村山市情報公開運営審議会 

開 催 日 時 令和４年２月１日（火）午後２時～３時５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）佐藤佳弘会長・臼井雅子委員・日下直喜委員・太刀岡貴

司委員・松原きみ子委員 

（市事務局）新井総務部次長・武藤総務課長・鳴海情報公開係長 

●委員欠席者：森聡委員 

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 会長挨拶 

２ 議事 

・情報公開制度の運用状況報告（令和３年９月～１２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 

・情報公開運営審議会開催時期の変更について 

３ その他 

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）会長挨拶 

○佐藤会長 

 皆さんこんにちは。 

本日は審議会にご出席いただきありがとうございます。 

本日もご審議のほど、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３年９月～１２月分） 

○佐藤会長 

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

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９月～１２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９月から１２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。 

「出された請求書の枚数」である「請求数」は１２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１０件、その他の任意的申出が２件でございます。 
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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、１３件です。 

決定の内訳は、全部公開が８件で６１.５％、部分公開が５件で３８.５％です。 

２枚めくって請求の状況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。 

No.37 

全部公開の事案ですが、備考欄について説明します。 

この請求がなされるより前に、所管課と請求者との間でやりとりが行われており

ました。そのやりとりの中で、所管課から請求者に対し、情報提供としてお渡しし

た文書がありました。この請求は、その情報提供としてお渡しした文書を、情報公

開請求制度の手続きで、再度、お出しした事案となります。 

請求者は、コピー代がかかることやお出しするものに変わりないことを承知のう

え、制度手続きに則った形でもとの希望がありましたので、情報公開請求でもご対

応した事案となります。 

No.38 

弁護士や税理士、司法書士など、いわゆる８士業のかたが、職務遂行のために住

民票や戸籍の写しなどを求める際に使用する職務上請求書があります。 

この事案は、ある特定の行政書士から市へ提出された、職務上請求書に対する事

案となります。 

この行政書士からは、戸籍に対する職務上請求書の提出が１件ありました。よっ

て、提出された職務上請求書と、それに添付して送られてきた事務連絡文書を対象

文書としました。 

非公開とした部分です。 

まずは、行政書士の職印、こちらを偽造等により事業運営上の利益を損なうおそ

れのある情報として、また、戸籍を求めるものでございますので、その職務上請求

書には、必要な戸籍は「誰の」ものか、その戸籍の「筆頭者は誰か」、また、行政書

士は、「誰からの依頼を受けて戸籍を求めているのか」など、個人情報が含まれてい

るものとなりますので、それら個人情報を非公開としております。 

No.39 

令和３年度の橋梁補修工事契約に関する文書です。 

この契約は、入札などの手続きを契約課が行っているので、入札関係の文書を契

約課より、そのほか、契約書本体などを所管課からお出ししております。 

４ページ、イの文書についてです。 

この工事契約は、市より入札参加資格を提示し、その資格を満たす業者が入札に

参加できる、条件付き一般競争入札で業者選定を行いました。 

イの文書は、業者より提出された、入札参加資格を証する書類となります。 

こちらの文書のうち、従業員の氏名や生年月日、資格証番号などの個人情報を非

公開としました。 

６ページに飛びまして、電子調達サービス、業者が、インターネットにて入札参

加資格審査の申請などを行うものでございますが、こちらの法人が使用する IDなど

を、法人内部管理情報として非公開としております。 

最後に、こちらの文書に東久留米市役所のメールアドレスが含まれておりました。

そのアドレスは、一般に公表しているアドレスとは異なるもので、自治体間や特定

業者とのやりとりに使用するものでございました。よって、そのアドレスを、行政

運営情報として非公開としました。 

No.44 
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市による介護保険サービス事業者への指導は、特定事業所の実地に赴き書類の確

認を行うものや、特定サービスの事業所を集めて行うもの、口頭で注意するものな

どがあります。 

この請求者は、もともと市に対し、あるサービス事業者に関する相談をしていて、

そのサービス事業者に対し、市が発出した指導文書や、市がどういった指導を行っ

たのかが分かる文書を求めるものです。 

介護保険課では、該当サービス事業者を、関係書類持参のうえ市役所にお呼びし、

事実関係を確認したうえ、口頭による指導を行っております。 

口頭指導の内容は、請求者の相談記録に記録されていたため、そちらを対象文書

とし、記録内に含まれる請求者以外の氏名を個人情報で非公開としております。 

市が発出した指導文書は、口頭指導によるため発出しておらず、文書不存在とし

ております。 

運用状況報告は以上となります。 

 

〇佐藤会長 

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 

No.39 の件で、東久留米市のメールアドレスを非公開としていますが、こちらは

東久留米市へ確認のうえ判断されたという認識で良いのでしょうか。 

〇鳴海情報公開係長 

 この案件で確認はしておりません。 

 別の公開請求時に、同種のアドレスが含まれている事例があり、その際に確認を

しておりますので、本件においても同対応としたものとなります。 

〇臼井委員 

業者とのやりとりで非公開のアドレスを使用するものなのでしょうか。 

〇鳴海情報公開係長 

自治体毎に異なるものでございます。 

〇臼井委員 

確認のためにご質問しました。 

〇太刀岡委員 

No.38 について、任意申出となっていますので、市民からの請求でないことが分

かります。こちらは、不正を行った行政書士に対する捜査的なことなのでしょうか。

以前、職務とは関係が無いにも関わらず、職務上請求書を使って戸籍などを不正に

入手したという事件がありました。この事案も、そういった事件を受けて、捜査的

な意味合いで行っているものと受け取りましたが、いかがでしょうか。 

〇鳴海情報公開係長 

申出を行った理由について、伺っているものはございません。 

しかし、本件は事業者や団体として申出をいただいており、警察など公安職から

の申出ではないと承知しています。 

 ○佐藤会長 

  情報公開請求をするのに理由は必要ありませんので、１つ１つの請求の理由や背

景を把握することは難しいでしょう。 

  2017年以降のものとありますが、どれくらいの件数があったのでしょうか。 

 ○鳴海情報公開係長 

  １件です。 

 ○太刀岡委員 
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  いろいろな自治体に同様の請求をされているのではないでしょうか。 

 ○鳴海情報公開係長 

 詳細についてはお答えできませんが、職務上請求書の不正使用などの事件があっ

た際に、同種の請求がなされると伺ったことはございます。 

〇日下委員 

No.44について伺います。 

口頭指導とする、文書指導とするといった、内部での決まりなどはあるのでしょ

うか。その内規に従い、口頭指導としたのでしょうか。 

〇鳴海情報公開係長 

 有無については把握しておりませんが、本件におきましては、相談者である請求

者から相談を受けて、それのみをもって担当判断において注意したものではなく、

事業者を市へお呼びし、関係書類の確認など事実確認を行ったうえで、課として情

報共有し、課として、口頭指導を行うこととしたと伺っております。 

〇日下委員 

これの詳細は分かりませんが、口頭のみで文書が残っていないとするのではなく、

しっかりと文書に残しておくべきだと思います。また、内規が無いなのであれば、

それを作って、どの程度であれば口頭なのか、どの程度であれば文書なのか決める

ことが、この高齢化社会にとって必要なのではないでしょうか。 

〇臼井委員 

 行政機関が文書を持っていないと、それで公正中立を図れるのか疑問を持たれて

しまうと思います。なので、たとえ口頭による指導であったとしても、その記録は

残すべきではないでしょうか。それをすることで、文書不存在にもならないと思い

ますし、市が指導を行ったという事実も残るかと思います。 

○佐藤会長 

 指導内容によっては文書を起こすまでもなく、口頭のみで行うこともあります。

しかし、相談者の求めに応じて指導したのであれば、何らか記録を残す必要がある

と思います。 

〇鳴海情報公開係長 

補足させていただきます。 

本事案におきまして、口頭指導を行った記録は、相談者である請求者の相談記録

内に記録されており、残っているものでございます。 

請求者の請求趣旨には、例えば介護保険課長名や東村山市長名で、該当事業者へ

発出した正式な文書を求めるものもございました。そちらはございませんでしたの

で、そちらについての文書不存在の決定も併せて行っているものでございます。 

 ○臼井委員 

  この資料では、そのことが分かりにくいです。 

 ○佐藤会長 

  確かに、この資料を読んでもそのことまでは分かりませんでした。 

  この請求に至るまでに様々なやりとりがあったとしても、私たち第三者が読んだ

ときに理解できなかったですので、他のかたも同じかと思います。そういったこと

もございますので、「口頭指導を行った記録はあるが、」など一言あれば、誤解は生

まれないと思います。 

 ○臼井委員 

  口頭指導の記録はある。ただし、文書指導は行っていないので、市から発出した

指導文書は無いなど記載していただけたらと思います。 

 ○鳴海情報公開係長 

  いただいたご意見を、備考欄に反映し修正させていただきます。 
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〇佐藤会長 

 他にご質問はありますでしょうか。 

 無ければ、令和３年９月から１２月までの運用状況については以上にします。 

 

（３）「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 

○佐藤会長 

 それでは２つ目の議事について、ご説明お願いします。 

〇鳴海情報公開係長 

傍聴等の定めの改正についてご説明差し上げます。 

事前にお送りした新旧対照表をご覧ください。 

今回の改正は、主に、前々回の審議会でいただいたご意見を反映する形としてお

ります。 

反映させていただきましたご意見につきましては、第１の５について、これまで

定め末尾の注記書としていたものを条文として追加した点、第３（３）の食事を飲

食とした点でございます。 

また、第３（３）を飲食としたことに伴い、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ます。 

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。 

最後に、A3用紙から始まっているものでございますが、こちらは、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、ご用意させていただいたもの

です。 

定めの改正については以上です。 

 

〇佐藤会長 

 飲食については、大学の講義でも禁止としています。しかし、時々学生から、薬

を飲むことがあるので水を飲むことを許可してほしいと言われることもあります。

ですから、ただし書については必要かと思います。 

○鳴海情報公開係長 

 許可については、傍聴者のかたから会長へというのではなく、もしそういった事

情があるかたは水を飲んでくださいと、事前に会長からおっしゃっていただく形を

想定しております。 

○佐藤会長 

 他の自治体では、プラカードやゼッケンなどでの意思表示を禁止する規定が含ま

れる会議もあります。 

 東村山市のほうでは、この審議会だけではなく、他の審議会にもそういった規定

がないですので、不要な規定と理解しております。 

○日下委員 

 それは、地域性も関係しているのかもしれませんね。 

 一覧表について質問です。比較的新しい審議会の定めには、インターネット等で

の発言委員氏名の公表を禁止しています。審議会にはいろいろと目的があって、例

えば施策を決めていく、まちづくりを決める、そういうものについてはいろいろな

利害関係のあるかたも委員になります。そうなると、こういうことも起こり得るの

で、そういった規定をされていると思われますが、この審議会に規定していないの

はどういった意図があるのでしょうか。 

○鳴海情報公開係長 
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 こちらは会議録の形式に関係がございます。 

 公表する会議録の形式は、この審議会でもご確認いただいたとおり、会ごとに決

めていただきます。 

 こちらの審議会におきましては、発言委員の氏名とその内容を公表する形式の会

議録としておりますが、会によっては、発言委員氏名を広く公にすると、外部から

の圧力等により率直な意見交換に支障が生じると判断し、どの委員の発言かまでは

公表していないものもございます。 

 そういった、発言委員を公表していない会議におきまして、傍聴に来られたかた

が、○○委員はこう言っていたとインターネットや広報誌などで公表してしまうと、

発言委員氏名を掲載しない趣旨を失ってしまうことになります。 

 このような関係から、この規定の有無の違いがございます。 

 ○臼井委員 

 この審議会では傍聴者の定員を 15名以内としていますが、他の審議会におきまし

ては 10名以内としているものもあります。この違いに理由はあるのでしょうか。 

 ○鳴海情報公開係長 

 傍聴の定員につきましては、実施する場所のキャパシティの関係もございます。

その会議をどこで行うかの想定による違いもあるかと承知しております。 

 ただ、この審議会において 15名以内としている理由につきましては今分かりませ

んので、申し訳ございませんがお答えすることができません。 

 ○臼井委員 

 この審議会は古くからあるものですので、割と多めに設定しているのではないの

ではと思います。 

 ○日下委員 

 個人情報や情報公開は、注目を浴びて、マスコミなど傍聴者が多く訪れた時期も

あります。それを踏まえて可能な限り受け入れようとしたのではないでしょうか。

行政の積極性が、こういった数字に現れているのではないでしょうか。 

○佐藤会長 

 他にご意見ございますでしょうか。 

 無ければ、この改正案のとおり改正することで進めていただけらと思います。 

 

（４）情報公開運営審議会開催時期の変更について 

 ○佐藤会長 

 それでは３つ目の議事について、ご説明お願いします。 

 

〇鳴海情報公開係長 

左上、「開催時期の変更について」と書かれた２枚構成の資料をご覧ください。 

この変更は、前回の審議会にていただいたご意見「毎年度６月に公表している運

用状況報告書に掲載される情報公開の運用状況について、この審議会にて確認後の

ものを掲載する」、こちらを取り入れ調整させていただいたものとなります。 

事務局からは、第１回を例年７月・８月の実施から４月下旬から５月第２週の間

へ、第２回を例年２月・３月の実施から１１月初中旬へ変更することをご提案させ

ていただきます。 

開催時期をこちらのとおりとした理由について説明します。 

２枚目のスケジュールをご覧ください。右下星印をご覧ください。 

運用状況報告書の公表は、情報公開条例とその施行規則、個人情報保護条例とそ

の施行規則により、市議会６月定例会会期中で固定されております。 

公表から検品・仕分、入稿・印刷と逆算しますと、遅くとも５月第３週中に庁内
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決定が必要となります。 

よって、５月の第２週までに、委員各位からのご意見を頂戴したいものとなりま

す。 

一方、３月請求分で末ごろにいただいたもの、延長がなされたものの決定は、４

月中下旬になる場合がございます。出来るだけすべての請求分についてご確認いた

だけるよう、第１回は、４月の終わり以降から５月第２週までの間での開催としま

した。 

第２回は、４月から９月までについてご報告が出来るタイミングとして、１１月

初中旬の開催としました。 

審議会の招集は会長の名において行われるものです。 

まずは、この会として、開催時期をどうするのかをお決めいただけたらと思いま

す。 

さらに、仮に事務局案通りとなりますと、３月末ごろにご請求いただいたものは、

延長等の状況によっては、決定が４月まで食い込み、第１回の審議会事前資料送付

時点、場合によっては当日資料配付時点にて検討中となり、ご報告出来ない場合が

ございます。この「第１回審議会にてご報告出来ない請求の取扱いについて」、会に

てご意見いただけたらと考えております。 

事務局といたしましては、この分につきましては、従前の運用状況報告書と同様、

市に一任いただけたらと考えております。 

以上１点もしくは２点、まずは開催時期について、また、開催時期を、事務局案

通り変更する場合は、第１回審議会にてご報告出来ない分の取扱いをご審議いただ

きますようお願いします。 

 

〇佐藤会長 

ありがとうございます。 

第１回の審議会に間に合いそうにない案件というのは、例年どの程度あるのでし

ょうか。 

〇鳴海情報公開係長 

平成２８年度から令和２年度の過去５年間分についてお調べしております。 

提案したスケジュールで洩れてしまいそうなものは、令和２年度の令和 3 年 4 月

16 日決定のもの、令和元年度の令和 2 年 4 月 24 日決定のもの、それぞれ１件ずつ

ございます。 

この他にも決定が４月に行われているものがございまして、平成２８年度は平成

29年 4月 4日、平成２９年度は平成 30年 4月 5日が最終決定日になります。 

 ○佐藤会長 

  ３月末までにすべて決定している年度もあるのでしょうか。 

 ○鳴海情報公開係長 

  平成３０年度です。 

〇日下委員 

 洩れる分については、日程調整などで行っているように、メールなどで送っても

らって確認をしたうえで処理をしたほうが良いのではないでしょうか。 

 事務局に一任をとおっしゃってましたが、せっかく確認をしたものを出しましょ

うとしているのですから。 

○佐藤会長 

 良い案かと思います。 

 事務局のほうで何か問題はありますでしょうか。 

○鳴海情報公開係長 
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 ご確認いただく期間が、１日２日程度となる可能性がございます。 

 第１回を４月の下旬から５月の第２週での調整と提案させていただいております

が、５月の第１週はゴールデンウィークですので、そこでの開催は出来ません。こ

のことから、開催は４月の最終週か５月の第２週となりますが、５月第２週開催が

強く想定されます。 

 仮に５月第２週に開催をした場合、審議会終了後すぐに修正と庁内決定の必要が

ございます。 

 このことから、ご確認いただく期間が、１日２日程度となる可能性があります。

事務局では、日下委員おっしゃるとおり、審議会終了後さらにご確認をお願いする

ことも想定しましたが、そのいとまが無い可能性が高く、ご一任のご提案をさせて

いただきました。 

○日下委員 

 やらないことを想定するよりも、原則やるとして、スケジュール的に無理があれ

ば、会長と調整するなり、複数からの回答が期間的に難しいようであれば、回答が

あった分だけで調整するとしたほうが良いのではないでしょうか。 

 委員皆さんのご意見として、すべて確認をしたものを出すという趣旨があります。

出来ない場合はその際に調整をし、原則はやるとしたほうが良いのではないでしょ

うか。 

○臼井委員 

 日下委員のおっしゃるとおりです。 

 最悪、回答のあったもので調整をするなどで良いのではないでしょうか。 

○鳴海情報公開係長 

 そうしましたら、第１回の審議会においてご確認いただけないものにつきまして

は、事務局より「いつまでに調整をしなければならない」のかをご提示し、その取

扱いについてご相談して、「まだ期間があるのでメールで確認をしましょう」であっ

たり、「もう期間が無いので会長にお任せする。」「事務局に一任する。」であったり

など、事情事情でご判断いただく方向でよろしいでしょうか。 

○佐藤会長 

 その方向で良いのではないでしょうか。 

 他にご質問、ご意見ございますでしょうか。 

 無ければこの方向でお願いします。 

 

（５）その他 

○佐藤会長 

 他に何かございますでしょうか。 

○松原委員 

 情報公開に使用する請求書など、そういったものを見せていただきたいです。 

○佐藤会長 

 事務局は、次回の審議会の際にご用意ください。 

○松原委員 

 No.39について、実際に公開した文書の閲覧が出来ますよね。 

○鳴海情報公開係長 

 同じ請求手続きを取っていただく必要はございます。 

○佐藤会長 

 請求者へお渡ししたものの控えは保管してあるのでしょうか。 

○鳴海情報公開係長 

 情報コーナーでは保管しておりません。 
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○佐藤会長 

 すでに請求者へお渡しした文書をまたお出しする場合は、再度黒塗りなどの作業

が発生するのでしょうか。 

○鳴海情報公開係長 

 所管のほうで再度その作業をしていただくものとなります。 

〇佐藤会長 

 公開した文書の枚数についてはコピー代の支払いを受けているので、そこから分

かるのではないでしょうか。 

○鳴海情報公開係長 

 運用状況報告書に、写しの作成費用を掲載しております。この、写しの作成費用

は１枚１０円でございますので、１０で割っていただければ枚数となります。 

 令和２年度におきましては、「閲覧」という形で請求されたものはこちらに計上さ

れませんので含まれておりませんが、写しの交付の請求でお出しした枚数は、5,158

枚となります。 

 なお、非公開の分量はケースバイケースとなります。 

 例えば、氏名、住所が表形式で掲載されている文書は全体が黒くなりますし、契

約書については印影のみ黒く塗られるといった具合です。 

○佐藤会長 

 他に何かございますでしょうか。 

 無ければ今後のスケジュール等についてご案内があればお願いします。 

○鳴海情報公開係長 

 開催時期の変更のとおり、次回は４月下旬から５月第２週で調整させていただき

ます。従前のとおりご連絡させていただきますので、どうぞよろしくお願いします。 

○佐藤会長 

 Web会議の導入などのお考えはないのでしょうか。 

○鳴海情報公開係長 

 Web 会議の開催につきましては、情報公開運営審議会規則の改正が必要となりま

す。 

そちらは進めさせていただきます。可能となりましたら、またご報告させていた

だきます。 

 ○佐藤会長 

  仮に可能となりましても、それが出来るかたと出来ないかたとがいらっしゃると

思います。ハイブリットでの開催をご検討ください。 

  他に何かありますでしょうか。 

  無ければ、本日の審議会を終了とします。ありがとうございました。 

 

以上  


