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平成１４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１４年７月２６日（金）午後７時０５分～８時１０分 

２．会    場 ： 市役所３階庁議室 

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 ： 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）４名 

     傍 聴 者 ： 無 

 

４．会議要旨 

（１） 平成１３年度第２回東村山市情報公開運営審議会要旨報告書（平成１４年３月４日開催）の事

前配布分の内容が確認される。 

【内容についての質疑応答】 

委員―  ２ページにある議会のテープの関係はどうなっているのか？ 

係長―  後程説明させていただく資料「東村山市情報公開制度等運用状況（平成１４年３月～６月分）」

の中で、４ページのＮｏ．６のホームレス暴行事件の関係で本会議等のテープの請求があり、

テープについては業者のものという前提の上で、最終的に会議録ができる２週間くらい前に

議会事務局にそのテープがくるそうだ。その間に請求者にテープを聞かせることはやぶさか

ではないということで、今回も請求者の方にその旨話したが、２週間待てば会議録ができる

ということで実際には視聴されなかったようだ。 

会長―  ２週間というのはどこからなのか？ 

係長―  会議録が出来上がる前の２週間だ。 

委員―  会議録はいつできたのか？ 

係長―  今回の３月議会についてはちょっとわからないが、会議録が出来上がる２週間前であればテ

ープを聞かせすることができるということだ。 

委員―  以前から議事録のできるのが遅いということだったので、できるだけ早く作ってもらいたい。

また、この前もテープが事務局のほうにないということだったが、テープを起こす前に２本

とっておくことはできないものなのか？ 

係長―  まだ確認してないので、今後確認をとっていきたい。 

会長―  具体的にいうと、いつの議会の内容がいつごろ出来あがるか明示できないか？ 

課長―  次の議会の前までにというのが基本であり、その方向でやっているようだ。よって３月議会

だと６月議会の前までに完成するということになる。 

委員―  昔のルールにおいついてきたわけなのか？ 

課長―  そうだ。 

委員―  ３月議会が終わって、６月議会には３月議会の会議録が出来ているのであれば、その公開は

だめなのか？ 

課長―  会議録そのものができれば、だれでも自由に見れるようになっている。問題はその前のテー

プの段階に、テープは業者のところにいってしまっているので、その間にテープの副本で対

応できないかという意見があったわけだ。結局、情報公開制度のあり方としてはできれば副

本をとって対応することが重要だと思うが、所管でそこのところをどう対応してくれるかと
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いうことなので、その点、所管のほうに確認してみたい。前回に比べれば半歩程度前進した

と思うが、粘り強く所管に情報公開の趣旨を話していきたい。 

会長―  議会事務局ではテープは業者のものだと所有権に拘っているが、どの部署の所有権であろう

と内容は公文書である。だから情報公開の対象物であるという、その認識を前提として、ど

う取扱うかという姿勢がないとなかなか前進しないと思う。 

委員―  公文書でありながらそれがないので公開できないというのは、明らかに東村山市情報公開条

例に違反している事態だという認識をまずしっかり持ってもらいたい。この問題を話合って

から、もう１年半くらい経っている。現に市議会の中である議員からさまざまな物議を醸し

出すような発言がなされることがあるわけであり、そのことを受けてどういう発言の趣旨だ

ったのかということで、発言の対象になった方が何度も議会に足を運んでいる状況があるわ

けだ。自分たちのことがどういうことだったかのかを知りたいという、現実的な必要性が起

きているのに、それを業者の持ち物だからと盾にとって、ないものはないというのは明確な

条例違反状態だ。そのことをしっかり認識して、自らの違反状態を早急に是正するというこ

とに取り組んでもらいたい。 

委員―  速記者を元の状態に戻すべきであり、業者任せではだめだ。我々がやっていた頃は速記者が

職員だからある程度反訳したものがあるから、見せてよと言うと、ここまでならできている

と対応できた。その辺のところを議長も含め市の行政、市長のほうも配分を考えなければい

けないと思う。一番重要なところを委託にしてしまった。清掃とは違う。 

会長―  文書管理課の問題ではなく、議会事務局の姿勢の問題であるが、各委員から強い意見が出た

ということなので…。 

委員―  現場で議会の情報公開請求が結構あったりするわけであるから、そういう中でテープを業者

に任せている、しかも業者に所有権があるということで対応できないのはまずい。 

課長―  このテープの問題に関しては、ここでまた請求があって議会事務局といろいろとやりあって

きたが、今日の意見を伝えながら話し合っていきたい。 

       （休 憩） 

会長―  本要旨報告書を了承する。 

 

（２）情報公開制度（平成１４年３月～６月分）の運用状況報告 

   ○ 事務局から配付資料「東村山市情報公開制度運用状況（平成１４年３月～６月分）」により、当

該期間の運用状況における「１ 公開請求件数」「２ 公開請求件数の所管別内訳」の説明が行わ

れた。 

   ○ 「３ 情報公開請求の現況」について、当該期間における主な内容について報告が行われた。 

 ・ Ｎｏ．３     行政運営情報を除いて公開 

 ・ Ｎｏ．４     行政運営情報を除いて公開 

 ・ Ｎｏ．６     不存在により非公開 

 ・ Ｎｏ．７     不存在により部分公開 

 ・ Ｎｏ．８     期間延長の上、公開 

・ Ｎｏ．１０   法令秘情報を除いて公開 

・ Ｎｏ．１１   法令秘情報を除いて公開 

    ・ Ｎｏ．１２   法令秘情報を除いて公開 
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    ・ Ｎｏ．１３   法令秘情報を除いて公開 

    ・ Ｎｏ．１８   法人情報を除いて公開 

    ・ Ｎｏ．２０   情報提供により取下げ 

    ・ Ｎｏ．２２   法人情報を除いて公開 

【説明に対しての質疑応答】 

委員―  請求者の問題だが、市外のものからの請求は業者からか、それとも何人か個人の請求なのか？ 

係長―  業者もいるし、個人もいる。個人は取下げした件の請求者である。 

委員―  条例の制定過程の時に何人問題というのがあったが、これからどんどん市外の方からの請求

が増えていくようであれば東村山市民に限定しているところについて、検討を要する事態が

起き得るのかなと思って聞いてみた。 

会長―  ３年振り返ってみて、市外の方からの請求は多くないのか？ 

係長―  実際に任意の申出は、業者の方が多い。それもやはり管財課宛の請求が多いように見受けら

れる。 

会長―  アメリカなどの情報公開だと行政機関に対する公開請求は、同業者が多いようだ。同業者が

競争相手の企業の情報収集を情報公開のルールを使って、企業秘密までいくかどうかは別と

して、競合事業の情報をなるべく収集しようとしているようだ。たとえば医薬業界などは相

当多いようである。東村山市の場合には、こういう企業がないから土建業者が多いのかもし

れないが…。 

部長―  土建業者だけということはなく、業者委託の会社が多いようだ。どれくらいで契約している

のかという目安を見に来ているようだ。 

会長―  そういう傾向は今後とも多くなるのかもしれない。市の行政としてもアウトソーシングが増

えていくだろう。 

    ―   本報告書を了承する。 

 

（３） その他 

会長―  本年度第１回の情報公開運営審議会ということなので、なにか情報公開、お互いの情報を交

換する要領で活用していただければと思う。実は前回ある委員から民事訴訟法の変更に関係

しての資料を配布してもらったが、この件について当該委員から補足説明があったらお願い

したい。 

委員―  配付した口語民事訴訟法の１９２ページをご覧いただきたい。民事訴訟法第２２０条の注解

で、情報公開法との関連について説明が載っている。少し読み上げてみたい。「相手方や第三

者から資料を入手して、それを裁判所に提出することによって、自分の主張が正しいことを

立証できるようにするのがこの条文の目的である。民事訴訟法の根本原則は弁論主義（民事

訴訟法の体系的理解のために ― 二の３[本書三頁以下]参照）というが、これによると、訴

訟は当事者が自分の努力と才覚によって入手するようになっている。相手方が文書（証拠）

をもっていたり、行政官庁がそれをもっていて、当事者に協力してくれないときはどうにも

ならない。どうしても、正しい者を勝たせるためには、ひろく相手方や第三者から、訴訟に

必要な資料（特に証拠）を強制的に吐き出させる法的手段が整備されていなければならない。

この整備がなされていないと、弁論主義が民事訴訟のブレーキとなってしまう。そこで、諸

外国の制度を十分検討して、新民訴法（平成八年）は画期的な改正をした。しかし、そこで
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は、公務文書の提出義務の範囲に重大な不備があり、国会で問題となった。その後、行政一

般に対する国民の批判はかつてないほどに高まり、行政情報公開法（平成一三年四月施行）

が制定された。新民訴法も、官庁所持の文書の提出につき、これと整合性を持たせる必要が

あった。かくして、平成十三年六月一七日に「民事訴訟法の一部を改正する法律」が制定さ

れ、主として、民訴法二二〇条および二二三条が改正された。平成一三年の改正は、公務文

書の提出に関するものであるが、たとえば、家畜の新たな病気、新薬の副作用、危険を伴う

器具による被害、空気の汚染による発病などにつき、政府機関の収集した資料が民事訴訟法

で役立つ場面が大きく広がったといってよい。」以下改正後の具体的な説明が載っている。こ

こにもあるように情報公開法が先行して、情報公開法の趣旨に沿って民事訴訟法の改正がな

されたという手順になっている。これは情報公開法の趣旨が民事訴訟法も動かすということ

で、国の裁判制度も動かしたということでかなり大きな問題だというふうに思えた。その上

で、さら地方自治法の一部が改正され、住民監査請求をしてその内容が棄却された場合、行

政不服審査法に基づいて訴訟をおこすことができるわけであるが、その場合、これまではた

とえば市長個人、議長個人あるいはその役職者個人が被告になっていたが、それは被告にな

った人の精神的、経済的負担が非常に大きいということで、今度は法人である地方自治体そ

のものが被告になるというように聞いている。これは実際改正になったのか？ 

部長―  なった。 

委員―  これまでは東村山市長個人が被告になって、法人としての東村山市はいわば訴外になったわ

けだが、今度の改正によって東村山市そのものが被告になるという改正になったわけだ。そ

うなると被告に対し、行政不服審査法に基づいて取消の訴訟を起こした場合、被告側が持っ

ている行政文書を、原告である住民が請求するという関係になる。この結果、今読み上げた

民事訴訟法と関係してくるわけだ。これに対し、東村山市の条例がきちんと対応をとってい

るのかどうかについて、もう一遍検証しておいたほうがいいのではないか。その場合、当市

の情報公開条例第６条の行政運営情報で訴訟に関する「争訟・交渉の処理方針」、この中で「イ  

特定の者に不当な利益又は不利益が生ずるおそれのある情報」というかたちで規定されてお

り、これは非公開の対象になっている。こういうことに関して、民事訴訟法改正後の、「不当

な」という今後の理解の範囲についてきちんとしておかないと、後に混乱が生じるんではな

いか。この「不当な」という範囲について、どのような解釈をするのかということが検討さ

れていなければいけないのではないかと思う。当初監査委員では多くの場合、その監査請求

を棄却した場合にしか訴訟というのは起きないわけであり、そういう意味では訴訟になった

場合、監査委員からすでにその監査の請求は不当であるという判断をしているわけであるか

ら、その行政文書を公開請求しても「不当な」ということはすでに監査委員で結論が出てい

るということになるから公開できないということになると、これは民事訴訟法上の趣旨とは

反してくる。民事訴訟法上の趣旨は、そのものが正当であるかどうかは裁判所で判断する、

だから出しなさいというふうになっているわけで、ここのところの運用について、しっかり

運営審議会で一定の結論を出しておかないと、あるいは研究しておかないと、後になってい

ろいろな問題が生じてくるおそれがあるのではないかと感じた。特に地方自治法の改正によ

り、行政処分の取消の状況において法人が被告になるということになったので、余計ここの

ところはきちんと研究しておいたほうがいいのかなあと思ってこの問題を提起した。具体的

に当市の監査請求で、これまでこういう監査請求があったよ、こういう訴訟があったよとい
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う具体例がもしあればこの次にでも出してもらい、裁判で提出したそれぞれの資料を少し研

究してみて、これが情報公開条例に基づいて請求された場合に、出す必要があるのかどうか

を含めたケーススタディをする必要があるのではないか。そういうところをきちんとしてお

かないと法改正に遅れをとってしまうのではないかなあと思う。 

会長―  「不当な」というのは、第６条の何項なのか？ 

係長―  第６条第６号だ。 

委員―  こういうケースで請求された場合、東村山市と東村山市民が原告、被告になった時にどうい

う判断が生ずるかという問題だ。 

会長―  公務員の守秘義務との関係はどうなのか？ 

委員―  出てくると思う。 

会長―  一般論で言うと、各業法、医師とか特定の業務に従事する根拠法令で、たとえば弁護士法で

あるとか、身分が往々にしてこの情報公開で引っかかってくる場合がある。今までは個別の

裁判の時には結局裁判官がケース・バイ・ケースで判断して、このケースではどっちの法律

のウエートが高いというように判断していたようである。国家行政機関では、たとえばある

裁判に絡んで、裁判所から資料請求があり、その資料を出すことによって原告、被告どっち

かが有利、不利になる中で、どっちの肩も持ちたくないといった場合にいったいどうなるん

だろうか？一旦断り、裁判所がどうしても必要だということになれば話し合って、協議して

出すのかなあということなのかもしれない。ところが、たとえば薬事裁判などのときに国そ

のものが被告になったような場合、これが問題になる。 

委員―  今度の民事訴訟法の改正では、裁判所を通さないで原告と被告が直接文書請求するというル

ールになっている。いちいちそんなものは裁判所を通すなと、お互いで見せろ見せないとや

りあえ、それで見せるものは見せて、それでこれは証拠として出しても意味がない、これは

裏付けの証拠となるということで裁判所へ提出をする。それで相手が拒否した場合に、相手

はこういう文書を持っているが、相手が拒否しているので裁判所でお願いしますという手続

になってくる。裁判所を通さないで原告と被告が直接、証拠書類の開示請求は飛び交うこと

になる。その場合、相手が東村山市であれば東村山市の情報公開条例に基づいて請求をする、

あるいは民事訴訟法第２２０条に基づいて請求するという手続になり、これに対して、一方

を有利にする不利にするということで、第６条第６号イが解釈されてしまうと明確に国の情

報公開法、それに基づいて民事訴訟法が改正されたという流れとは反する解釈になってしま

うのではないか。その辺の研究もしくは検討を是非しておいたほうが良いのではないかとい

うふうに思っている。 

会長―  民訴の第２２３条第２項の説明のところで、インカメ手続のことが書いてあるが、裁判所だ

けがその文書を知り得て公開法廷には出さないけれども、提出の判断を裁判所がするという

ことも有り得るわけだろう。そうするとたとえば行政機関としては、公開はできないけど裁

判所の判断に任せるよという出し方もあるだろう。 

委員―  一般論では拒否し、裁判所がこの件は正当かどうかを審査するので出しなさいというルート

もある。 

会長―  情報の提供については、片方に有利になると、片方に不利になるので取扱いが難しい。本日

は議題ということより、参考事項として今後の検討資料とさせていただければということで、

機会がありましたらお互いに勉強していこうかということなのでよろしくお願い致したい。
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同時に、今国会で問題になっている個人情報保護の関係は、情報公開といつもバランスの問

題があり、やはり個人にとって自分に不利な情報は保護してもらいたいという状況がある。

特にまた最近は行政機関の中、大企業および普通の企業でも内部告発の問題があり、内部告

発により、確かに腐敗している部分が改善されるという効果もある。しかし、これがある程

度進み過ぎると、個人的な怨念を解決するために内部告発ということになると、社会性その

ものが問われてしまう。そのときの政治世界によるが、密告制度みたいな社会になったら社

会が暗黒化してしまうので、その辺の情報の取扱いは難しいと思う。今新聞に出ている相当

の情報は、公務員の守秘義務に反する情報も随分出ていると思う。たとえば脱税問題なんて

いうのは、守秘義務のほうからいくと出せない情報である。それから警察の犯罪情報も、ま

だ犯人と決まってもいないのに相当犯罪行為の内容が出るということは、被疑者にとってみ

れば迷惑な話かもしれない。ところが社会全体の運営をしていくためには、やはり社会に反

する行為をした事例がある程度発表されて、世の中が良くなればという効果もあるのでこの

辺も難しい。そのため裁判のときに原告被告から行政のデータを公開要求されたときに、結

局今のところ裁判官任せのようになっているのだろう。裁判官の判断ではなくて、行政その

ものが判断する場合、たとえば刑法に触れる犯罪とか、脱税に関する内容とかがリークのか

たちで出てしまい、これも個人情報保護の見解とは反対のかたちになっている。情報公開制

度で請求したら、手続的には個人情報だからこれは対象にはならないだろう。 

委員―  正規なことからいけば、非公開になるものがリークというかたちになっている。しかもそれ

が個人の場合には犯罪になるけれども、報道機関の場合には取材権の秘匿ということを盾に

とって、どこから聞いたか漏らさないですむという、そういうルートがある。 

会長―  明らかにリークしたということは、公務員法の秘密漏えい罪になっている。 

委員―  公務員は、犯罪が行われているという事実がある場合、それを告発しなければならないとな

っているはずだ。 

委員―  相反するわけなのか？ 

委員―  そうだ。 

会長―  個人情報保護に関する法律は継続審議になったようだが、法律案を参考までにコピーしたの

で配付した。時間があったらお読みいただきたいと思う。 

委員―  今情報公開をもってない市は２６市でどれくらいあるの？ 

課長―  ２６市ではもうない。すべてもっている。 

委員―  昨日の新聞と今日の朝刊に、国分寺市の住基ネットワークが載っていたが、情報公開をもっ

ていないところが、基本的に住民基本台帳を見せることについて情報公開関連で触れてあっ

た。情報公開が提言されている市だったらいいのか？ 

課長―  全国的に情報公開よりも個人情報保護条例を、先に制定している市が多い。それは電算化に

伴ってという経過があるからだと思う。 

会長―  いろいろ難しい問題が出てくるが、できるだけお互いに良識ある判断を進めていきたいので

今後ともよろしくお願いしたい。 

委員―  先日東京都庁へ行って情報公開請求をしてきたが、そこで東村山市でもそうだったなあと思

ったのが、請求の様式の中で、請求対象の文書名を書く欄が非常に小さいことである。情報

を求める市民もしくは都民は、正確な行政情報の文書名などわからないので、２件、３件書

いていくと、虫眼鏡で見るくらい小さい字で書かないと、書ききれなくなってしまう。だか
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ら、市民のみなさんが利用しやすいように、もっと大きい欄にしてもらいたい。 

課長―  請求書の様式そのものがある程度の要件をいろいろと書くようになっており、そのためどう

しても枠が小さくなってしまい、うちの場合は別紙で細かく書いてもらってもかまわないよ

うになっている。 

委員―  なるべくそういう便宜を図ってもらいたい。 

 

会長―  閉会宣言。 

 

 

 

 

 


