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平成１３年度第１回東村山市情報公開運営審議会要旨報告書 
 
1. 日    時 ： 平成１３年７月１９日（木）午後７時１０分～９時００分 
2. 場  所 ： 市民センター第９会議室 
3. 出 席 者 ： 川島岩治・伊藤正己・熊谷清治・駒形壽子・原  史郎・松原きみ子  委員６名 
事 務 局 ： 細渕市長・中川総務部長・小林文書管理課長・佐伯情報公開係長・内野（担当） 

以上５名 
傍 聴 者 ： 有( ２名 ) 

 
４.会議要旨 
 進行  前期委員任期が６月末で切れているので、小林文書管理課長が司会を担当する。 

なお、内田委員は本日急に会議が入った為欠席との連絡があった旨報告有り。 
(1) 市長あいさつ 
(2) 委嘱状交付 伊藤正己・川島岩治・駒形壽子・原史郎・松原きみ子 
(3) 各委員及び事務当局者の自己紹介 
(4) 会長選出 
小林課長より「会長選出」方法について議場に計るに「事務局案は?」との声有り。そこで小林
課長より「まだ制度が発足して２年なので川島委員に引き続き会長を、内田委員に職務代理を

お願いしたい」旨発言有り。川島委員棄権、その他委員４名の賛同が得られたので、引続き川

島委員が会長に選任された。 
(5) 会長あいさつ 
ご推薦頂きましたので、会長を務めさせて頂きます。各委員、事務局の皆さんのご協力をお願

いします。 
早速ですが、平成１３年度第１回東村山市情報公開運営審議会を開催します。 
まず、現在委員７名中５名出席で、委員の過半数の出席が認められるので、本日の運営審議会

は正式に成立しています。また、会長選出について過半数４名のご賛同を頂き私が会長に選出

されたということを確認させて頂きます。次に職務代理者には本日欠席ですが、内田委員にお

願いしたいのでご承知おき頂きたいと思います。 
傍聴者入場許可 ２名 
 

5. 議事要旨 
(1) 平成１２年度第２回東村山市情報公開運営審議会報告書（平成１３年２月１４日開催）の事前
送付分の内容が確認される。 

 
(2) その他 
会長―委員委嘱前なので議案を事前通知していないが、「その他」の話題としては①「情報公開条例

の運用について(提言)」の経緯 ②昨年情報公開請求に関する不服申立てがありその決定処分
がこの７月にあったのでその経緯 ③前回の議事録後半にもある熊谷委員からの提案「公共工

事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(本年４月１日施行)の資料提供及び説明を取
り上げたい。 
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総務部長のご都合もあり、公共工事関係から説明をしていただく。 
 

◆ 「公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律」運用関係 
部長―(ここで添付資料「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(骨子)」、法律及び政
令、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の概要」を参考に説明する。) 

  【説明に対しての質疑応答】 
  委員―  この法律の施行に伴い、契約事項の改正はするのか。 
  部長―  本法律は４月１日施行ということでスタートしているので、それ以降の契約については本

法律に則っていくのが原則だが、細かいところで条例化を図らなければいけない部分がたく

さんあり、それをどこまでやるか整備していかなければならないので、時期的にはまだわか

らない。現在条例改正に向けて検討中であり、できるだけ早々に施行していきたいと思って

いる。 
  会長―  法律が４月１日施行ということで公表の問題があるが、まだ初年度だし、公表の実績はな

いのか。 
  部長―  公表しているものもあるし、いまいろいろと検討している段階である。 
  委員―保健福祉総合センターについて、西松建設が落札し仮契約の段階で建設予定地の樹木を伐採

していると聞く。契約前のそのような行為は良いのか。 
部長―その件については、今月 10 日の臨時議会で議決されている。工期を逆算するとコンピュー

ター室の移転は年末、年始の休みにせざるをえず、その為には建物を平成１４年１２月２０

日までに完成させねばならない。そこで臨時議会を開催し、樹木を伐採し敷地を確保すると

いう準備行為として行っている。 
会長―  この法律は施行直後であるので、現時点では見守っていきたい。我々としても勉強させて

もらい、今後の運用状況については機会をみて当局よりコメントを伺っていきたい。 
 (休憩) 

(注) 熊谷委員出席 
 (議事再開) 
 
◆ 「情報公開条例の運用について(提言)」関係 
会長― 提言については、前回の審議会報告書にあるようにテープの取扱につき各委員の意見を伺い、
事務局の人事異動の関係もあり、３月中に提言書を市長に提出した。その後市当局での対応策

について報告願いたい。 
課長―提言に対しては、市長も早急に対応するよう指示があり、私どももこれまで課題としていた

ので、早速対応を図らせていただいた。 
配布資料「東村山市文書管理規程の一部を改正する規程(一部抜粋)」のとおり、まず第23条の
2、ここはファックス等の規定だが、「文書(電磁的記録を含む。第25条第４項において同じ。)」 
と改正した。また第２５条第４項については「次の各号に該当する文書は、当外各号に定める

期間これを保管しなければならない。」という規定だが、第１号が「市が当事者叉は関係者であ

る訴訟に関係する文書  当該訴訟の結果が確定するまでの期間」、 第２号が「行政不服審査

法(昭和３７年法律第１６０号)に基づく不服申立てに関係する文書  当該不服申立ての結果
が確定するまでの期間(提訴期間を含む。)」、 第３号では「東村山市個人情報保護に関する条
例第１５条の規定に基づく請求叉は東村山市情報公開条例第１１条の規定に基づく請求があっ
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た文書  当該請求の結果が確定するまでの期間(不服申立ての期間を含む。)」ということで、
これらをすべてつなぎ合せると最高裁の訴訟までということになる。なお、ここに記載されて

いないが、電磁的記録のものだけでなく、保存期間が到来間近のものについても、例えば保存

期間があと１ヶ月に迫っているものでも、請求があった場合、決定をズルズル延ばして保存期

間が過ぎたから廃棄するというのも駄目だと規定した。この規定が実行を伴うよう、庁議とい

う部長以上の会議で、総務部長から各所管に厳守するよう連絡した。 
 
◆ 異議申立に対する平成１３年７月３日付東村山市教育委員会決定処分について 
課長―(別添資料「平成１３年４月２０日付東村山市情報公開・個人情報保護不服審査会答申」及び
「平成１３年７月３日付東村山市教育委員会決定」により説明し、結論として、不服審査会の

答申通り、不服審査会が非公開が相当と認めた事項以外は公開することとした旨説明する。) 
   【説明に対しての質疑応答】 
   委員―  インカメ的に現物を見ないでどうのこうのというのは非常に言いにくいことだが、気にな

ることがあるとすれば７ページの⑤において、大まかに２つの問題点があるように思われる。

「関係者は、すでに事件を知っているのであるから、体罰事件に関する個人情報を公開して

も、新たなプライバシーの侵害は生じないのではないかということもあり得るが、事件の特

定に係わる情報、当事者しか知らない対応、事件の特徴にわたる情報等が、関係者に知られ

ることで新たなプライバシーの侵害を生じるおそれがある」とあるが、この情報公開請求者

は何を知りたかったのだろうか。もっとも知りたいことはこの事件の特徴であり、この事件

のようなことが今後どのようにしたら防げるか、子どもたちに与えた影響はどのようなもの

であったか等の内容について知りたいわけである。そのためには、やはり当事者しか知らな

い情報も含めて知らなければ、この事件についての様子の見当はつかないわけである。そう

するとここまであらゆる特定事項が全部見せられないというようにしてしまうと、後段にい

う「請求の趣旨を損なわない程度」と言い切れるものなのかどうかということがひとつ。も

うひとつは「新たなプライバシーの侵害を生ずるおそれ」という「おそれ」の内容について、

どこまで具体的に明らかに予見しうるという趣旨なのかということが問題のひとつのポイン

トであると思う。「おそれ」一般で請求を拒否することは条例の趣旨に反するということで、

ずいぶん判決においても具体的に予見しうるものでなければ「おそれ」には該当しないとい

うことで司法判断が下りているケースがいっぱいあると思う。この場合、インカメ的な検討

はできないわけなので、どこまで言い切れるかどうかわからないが、「プライバシーの侵害を

生ずるおそれ」というものをどこまで具体的に予見し得るものなのかについて、どの程度判

断できたのか多少疑問が残るような気がする。私たちは不服審査会ではないわけであるから、

不服審査会を信頼することしかないような気もするが。 
   課長―  私たちもその辺どのような審議がされたのか知り得ない。 
   委員―  せめて決定を下す時に、詳細に検討した結果、いくつかの点において新たな個人のプライ

バシーを侵害する具体的な可能性があったというような表記の仕方をしてもらえれば、具体

的にそのようなことがあったことがわかるが、一般的にプライバシーを侵害するおそれがあ

ったと言われても、いまひとつそこまで踏み込んで判断してもらえたのかなあ、情報公開条

例の趣旨に沿って判断してもらえたのかなあと感じてしまう。そういう点でもうひとつ気持

ちの伝わるような決定があればという気がしている。一応この中味を知りたいために請求が

あったのだからもう少し踏み込んでみるか、「おそれ」というのはどの程度不服審査会の委員
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たちは考えているのか。公開決定して損害賠償請求などされたら困るというので、一般的に

幅広く解釈しようということでやっているのか。それとも詳細にわたって非常に具体的に検

討を行っているのか、その辺がもう少し伝わるような文書の表記の仕方をしてもらいたい。 
   課長―  その点について不服審査会の事務局に伝えるが、それが活きるかどうかは何ともいえない。 
   委員―  こういうかたちのおそれ一般で非公開にしてしまうと、司法判断に委ねようということに

なりかねない。 
   課長―  過去の判例とかでも裁判などもインカメラではないので、地方公共団体のほうがそういう

点をきちんと説明できないと負けてしまっているようである。 
   会長―  要約になるが、このような意見があったことを関係所管に話してもらいたい。ちょっと横

道にそれるけれども、決定文書で「東村山市教育委員会」となっているが、「教育委員会委員

長○○」としなくていいのか。 
   課長―  実施機関は教育委員会という合議体になると思う。 
   会長―  この前録音テープの時に「東村山市議会議長○○」となっていたと思うが。 
   課長―  議会の場合は２０人以上で組織されており、市議会等いろいろと手続き上の問題で、通常

事務上に関しては議長の判断に委ねるといったことが出てくる。教育委員会の場合は委員長

でということではなく、あくまで合議体で判断している。 
   会長―  しかし対外的に意思表明をする時は最高責任者である委員長名ではないのか。市の実施機

関で対外的に文書を発する際の、常識の問題であると思う。責任が不明確になると思うが。 
   課長―  教育委員会のほうでも条例上実施機関は教育委員会となっているので、そういう意味で教

育委員会としたと思われる。 
   委員―  議会の場合は議長がまとめるということでまとめ役という意味と、議会に対する責任は議

長にあるという意味がごっちゃになっていると思う。 
   委員―  議会に対する議長というのは、行政不服審査法では議会を対象としていない、議会決定し

たものは行政不服審査法の対象にならないという事情があり、議長の裁定によるかたちをと

り、その議長の裁定は処分の対象となりえる。つまり議会で決定してしまうと異議申立ての

対象となりえないため、異議申立ての道を開くために議長決定をとるということである。私

も教育委員会についても、この処分を司法的に争うということになれば、いずれ教育委員長

が当事者能力を有する者として訴えられるわけであるから、やはり文書は委員長名で出すべ

きであろうと思う。 
 
◆ 「 平成１１年７月～平成１３年６月分の情報公開制度運用状況報告」について 
事務局により配布資料「東村山市情報公開制度運用状況(平成11年７月～平成13年６月分)に
より2 ｹ年間の運用状況の説明が行われた。 
○ 情報公開請求の現況について、平成１３年２月１４日開催の審議会で報告した以後（平

成１３年２月～６月分）の主な内容について報告が行われた。 
       ・  №１５９  個人情報を除いて公開 

・ №１６２  ①不作成・不存在で部分公開 
・ №１６４  個人情報を除いて公開 

       ・  №１６５  ②不作成・不存在で部分公開 
・ №１６８  ①個人情報を除いて公開。 
・ №１６９  ③不作成・不存在で部分公開 
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・ №１７２  ②不作成・不存在で部分公開  
   【説明に対しての質疑応答】 
  会長―  「作成中のため不存在」というのは理由にならないと思う。作成済になったら公開できる

のかということになる。また、作成された段階で公開しますよと連絡するのか。 
  課長―  おそらく所管は非公開と決定して括ってしまっていると思う。作成した段階でのフォロー

をしているのかどうかにつきましては確認してないのでわからない。 
  会長―  その点、所管課との間で確認をしてもらいたい。もし作成できたあとに公開できるもので

あれば、請求者に知らせてあげるほうが親切であると思う。 
   係長―  実際に会議録の請求があり、明らかに期間的に公開が不可能な場合については、あらかじ

め請求者の方にいつごろできますということを伝えている。その他に請求件数が複数あった

場合は、ひとつは公開できるが、会議録はいつごろにはできますというかたちでのフォロー

は行っているのだが。 
   会長―  この表現が的確ではないような気がする。 
   課長―  今回の不服申立てもそうだが、非常に時間がかかるケースがある。その辺チェックをどの

ようにしていくかということについて、検討してみたい。 
   会長―  よろしくお願いしたい。 
 
◆ 2ヵ年を振り返って 
会長―ところで、前回、任期が切れる 6 月までにもう一回審議会を開催したいと思っていたが、
各委員の日程調整が難しく開催できなかった。過去２ｹ年間を振り返って何か意見がありまし

たらお願いする。 
   委員―  情報公開条例がスタートしてから２年が経過したが、スタート時点で負わされていた宿題

があると思う。ひとつは料金の問題である。情報公開条例施行前に意見として随分無料にし

てくれという意見があったはずだ。それから請求権者の制限の問題だ。「何人も」という課題

が各方面から意見として上がっていたはずである。一点目の料金の問題については、そのた

めの行政事務が増えることだし、やむを得ないのではないか。それと条例の性格からして非

常に解釈の仕方によっては問題視されるかもしれないが、かなり特定の人間からの反復的な

請求が予測される。例えば東村山市の人口のうちこの２年間で請求を一度でもしたことのあ

る人間がどれくらいいるのだろうかと考えてみると、かなり特定の人間からの請求があるだ

ろうということで多少自己負担してもらうかたちでもやむを得ないだろうということで、当

初私もスタート時点ではそう考えていた。しかし、原則的にどうあるべきかについては、複

写の料金等は別として本来共有されている情報に対してその提供料として料金を徴収するこ

とはおかしいと思う。ひとつは大量請求に対しての歯止めの意味があるのだと、当初行政側

では回答しており、そういうこともあるだろうと思っていたが、２年間を振り返って危惧さ

れた大量請求については１件だけだった。しかもそれを請求者が取りに来なかったはずだ。

そういう点から大量請求を防止するために料金を設定するのだということについては、この

実績からして根拠がなくなったのではないか。そうであれば無料化についての再検討をすべ

きではなかろうか。 
   課長―  大量請求のための歯止めが料金設定の主な目的ではないだろうと思う。が、かつて大量請

求があった際、たまたま請求者が取りに来なかった。これについて、それぞれの所管で相当

の作業をしたと思う。そうすると市はいま受益者負担ということを原則として物事を考えて
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おり、その中で大量請求の歯止めということだけではなくて、どのように公平を求めていく

のかということがあろうかと思う。 
   委員―  当初スタートに当たって理由としてきた料金有料の根拠について、２年間の実績から現在

もその理由が成立しているのか否かをお互い真摯に反省してみたい。もう一点、請求権者の

問題について、請求権を有しない者からどれくらい請求があったのか、これはこの資料には

載ってこない。あらかじめ請求権を有しない者から請求が却下されることを承知で請求する

ケースは少ないだろうということもあるが、「何人も」ということであれば請求できたのにと

いうことなどのケースがあったら、請求権者の範囲を広げるかどうか検討してもらいたい。

「何人も」の規定をしている他の自治体があれば、どの程度当市の場合、請求対象外になる

人がどれくらいいるのかなどのデータも参考にして「何人も」にするのか、現状のように請

求権者に一定の制限を維持していくのか、検討をお願いしたい。 
        私は料金の問題については、そろそろ無料化に踏み切るべきではないかと思う。請求権者の

関係については、原理的な問題から請求権者には一定の制限を設けるべきだという考えなの

で、敢えて「何人も」にしなくても良いのではと思っている。 
   課長―  手数料の問題は別として、請求者が市内に住所を有しているか否かについては、実際に遠

慮されてしまうと人数の掴み所がない。２年間における実績では、請求者が市内に住所を有

する方が５８名、その他の市町村に住所を有する方が１２名といったぐらいのデータしかな

いが、任意申し出の規定がそれなりにいきているのかなという気がする。実際に人数比にし

てみれば、東村山市より他市のほうがはるかに多いわけだが、ただ現実に行政に関心がとい

うことになるとこれくらいの比率かなという気がしないわけでもない。料金の関係について

は、若干請求権者の問題との絡みも出てくるのかなという気がする。「何人も」といった時に、

手数料はいったいどうするのかといった関係も出てくるので、ここで私が発言しずらいが、

ただ東村山市としては受益者負担の姿勢はとっていきたいのかなというふうには思う。大量

請求について、それはたまたま有料だから大量請求がなかったのかどうかはデータがないの

で何とも言えない。例えば有料の公園と無料の公園とでは管理が全く違うように、個人的に

はある程度有料のほうが良いのではないかと思う、ただ市の方針とは別であろうが。 
   会長―  この席で明快な答えを出すのは難しいから、意見として議事録に残して今後の課題として

いきたい。 
   委員―  受益者負担で料金を徴収するということは、議論として間違っていると思う。受益者負担

であれば、公開を請求する者が情報からいかなる利益を得られるのかという問題があると思

う。請求の種類はさまざまであるので、一律に受益者だと規定できるものなのか、その点は

一考の余地があると思う。 
   課長―  情報公開という性格と、受益者負担という性格をどこでどのように整合をとるのかという

難しい部分があると思う。 
   委員―  検討課題ということにしてもらいたい。 
 
   会長―  閉会宣言。 

以上 


