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平成１７年度第１回情報公開運営審議会要旨報告書 

 

１．日  時 ： 平成１７年６月２７日（月）午後７時００分～９時００分 

２．会  場 ： 市民センター別館２階  第４会議室 

３．出席委員 ： 内田勝一・伊藤正己・熊谷清治・松原きみ子・嶋田節男  

  事 務 局 ： 岸田総務部長・吉野総務課長・藤巻総務課長補佐・小原情報公開係長・ 

湯浅情報公開係主任  

傍 聴 者 ： なし 

 

４．会議要旨 

 ◆ 内田委員より、本日は川島会長が欠席のため、内田委員が職務代理として議事の進行を行う旨

説明あり。 

◆ 総務部長挨拶 

◆ 議題 １ 

事前送付済の『平成１６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１７      
年３月１１日開催）の内容を確認する。 

《質疑特になし》 

◆ 議題 ２ 

 情報公開制度の運用状況報告 
☆事務局より配布資料「東村山市情報公開制度運用状況（平成17年2月～平成17年4月分）」
により、当該期間の「公開請求件数」「公開請求の所管別内訳」の説明が行なわれた。 

☆公開請求のあった１件ごとに、部分公開、非公開など決定内容の説明が行なわれた。 

 

係長・・・請求者数２２人、請求件数つまり実際に出された請求書の枚数は３４枚、そのうち義務 

的請求が２３件、任意的申出１１件。所管課別に計算した請求件数が３９件です。1 枚

の請求書で複数の課にまたがる公開請求ができますので、請求枚数とは合いません。 

決定の内訳は、全部公開１４件、部分公開２１件、非公開２件、検討中１件、取下げ１

件でした。取下げは情報提供で対応したものです。 

所管課別では、環境部施設課、再開発担当（東村山駅西口関係）、児童課に対する請求

が比較的多かった。以下、部分公開、非公開としたものについて説明します。 

    №1～2 文書未作成のため平成１４年度分を除き非公開 

    №3   法人情報があり部分公開 

    №4   公金支出がなかったので文書を作成しておらず非公開 

    №10  平成９～１１年度分は文書未作成のため非公開 

    №11   個人情報があり部分公開 
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    №12  法人情報があり部分公開 

  №13  個人情報、法人情報があり部分公開 

№14   法人情報があり部分公開 

№18   法人情報があり部分公開及び文書不存在による非公開 

№19   法人情報があり部分公開及び文書不存在による非公開 

№20   法人情報、個人情報があり部分公開 

№21   行政運営情報、法人情報があり部分公開 

№22   行政運営情報、個人情報があり部分公開 

№24   行政運営情報、法人情報、個人情報があり部分公開 

№25   行政運営情報があり部分公開 

№26   行政運営情報、法人情報、個人情報があり部分公開 

№28   議事録は市が保有していないため文書不存在による非公開。職員が会議に出席し 

た際の資料、報告書、記録等は平成１７年６月１６日に部分公開。法人情報、犯 

罪予防情報あり。 

№29   法人情報があり部分公開 

№30   法人情報があり部分公開 

№31   法人情報があり部分公開 

№33   法人情報、個人情報があり部分公開 

№34   法人情報があり部分公開 

 

《説明に対する質疑応答》 

会長代理・・・以上の報告に関して、ご質問、ご意見ございましたらお願いします。 

委員・・・・・№１ですが、これは今、監査請求がでて訴訟になっている件ですよね。それで、月

例報告書は文書不存在とのことですが、これに変わるような業務日誌などの文書はな

いんですか？ 

主任・・・・・前回の運営審議会で報告したなかにこれと同じような内容の請求があったんですが、

毎日の業務内容を記した運転日誌は以前から作成していて存在します。ただ、月例と

いって１ヶ月の内容をまとめた報告書については、平成１４年度から施設課で様式を

作って、委託業者に新たに出してもらうようにしたものなので、その前は月でまとめ

たものはないということだそうです。毎日の日誌は作ってあります。 

委員・・・・・それは請求者に説明して、日誌は公開していますか？ 

主任・・・・・はい。 

委員・・・・・わかりました。次に№4 も文書不存在ですが、事故の内容についての文書もないん

ですか。 

主任・・・・・事故報告書はありまして、それは前回のときに別に請求があり公開しています。 
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委員・・・・・今回は修理の金額についての請求だったのでそれはないということですか。 

主任・・・・・そうですね。会計課に出す支出命令書のようなものを請求者のかたは想定してらし

たのですが、それは支出していないのでありません。 

委員・・・・・わかりました。次にNo.28の西口再開発ですが、議事録がないという話で請求者が 

私のところに相談に来られましてね。何もないからと断られたというんですが。 

主任・・・・・議事録は前回も問題になりましたが、やはり今も市では持っていない状態です。た

だ、出席した職員がその場でもらった資料とか、出席してこういう話があったとい

う報告文書はいくつかありましたので、その分は６月に公開しています。 

委員・・・・・議事録は再開発組合に請求すれば手に入りますか？ 

主任・・・・・再開発組合で議事録を持っているんですが、請求されたら出しなさいと市から強制

的に指導する権利まではないので、出さないと組合が言った場合、最終的には請求

者と組合との話し合いになるかと思います。 

委員・・・・・再開発組合の情報公開規程というのは別に定めてありますよね。 

主任・・・・・再開発組合は任意の団体で（正しくは、都市再開発法第８条に基づいて市街地再開

発事業を行うことを目的として設立される法人。知事の認可をもって成立し公告さ

れる。法人登記は必要ない）市の一部ではないので、そういう規程を作っていいる

かどうか存じておりません。 

委員・・・・・西口の駐輪場についてなんですが、かなり大規模な計画なので、果たしてこんな 

ものが必要だろうかという声が住民から上がって問題になっていると聞きました。 

       No.22 で設計報告書の一部を非公開にしていますが、ここまで詳しい情報でなくて

も、市民が大体の規模や構造を知ることのできる資料は公開されているんですか？ 

主任・・・・・そうですね。情報コーナーや図書館にこういった計画の報告書がおいてありますの

で、誰でも見られますしコピーできます。ここで非公開にしている設計計算書などは、

今後この数字を使って工事発注の入札を行うので、その前に公開してしまうと情報を

知った業者が入札に有利になってしまうので非公開にしたものです。 

       どういう構造の建物を建てて、概算いくらで、高さは何メートルで、建築時の振動

の予想とかそういった内容は報告書で一般に公開されています。 

委員・・・・・わかりました。 

委員・・・・・No.10 のごみ処理フロー図なんですが、９～１１年度は文書不存在となっている。

これは図というところが引っかかっているのかもしれませんが、請求にある不燃ごみ

の行先とか量、費用などの内容自体は公開されているんですか。 

主任・・・・・そうですね。例えば契約書を見ていくとごみの行先がわかります。 

       この請求が、フロー図に限定せずに最終的な行先や量がわかる情報が知りたいとい

う請求であれば、契約書なり事務報告書なりで該当する部分を公開するんですが、こ

の方は特定のフロー図を以前ご覧になったことがあって、そのものが欲しいという請
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求だったんですね。そうすると１２年度より前は作っていなかったので非公開になり

ました。 

係長・・・・・恐らく１６年度のフロー図をご覧になって、遡って見たいということだと思います。 

主任・・・・・別件の会議か何かでたまたまご覧になって、遡って見たいとおっしゃっていました。 

委員・・・・・わかりました。次にNo.19ですが、何が公開されて何が未作成で非公開となったん

でしょうか。 

主任・・・・・これは請求書に書かれた文章だけだとどんな文書を希望されているのかよくわから

なかったので、後日お話して必要なものを箇条書きにしていただいたんですね。 

       そのなかでは、必要な文書として 

      ①不燃ごみ処理施設概算コストに関する詳細に説明した文書 

      ②収集費 

      ③中間処理費 

      ④二ツ塚への拠出費 

      ⑤RDFの現状 

      ⑥容器包装リサイクル協会市負担分 

      ⑦圧縮選別梱包費 

      ⑧破砕処理施設に係るコスト（現状・公設民営・民設民営） 

      ⑨施設設計管理委託・償却年 

      ⑩圧縮選別梱包ライン人件費 

      ⑪圧縮選別梱包維持管理経費 

      があげられました。このうち公開したのが⑧⑨（償却年）、部分公開が②③④⑤⑥、文

書不存在のため非公開としたのが①⑦⑨（施設設計管理委託）⑩⑪です。 

委員・・・・・わかりました。あと先ほども出た No.28、議事録がないという点が気になるんです

が、業務命令で何かの会合に出席した場合、民間企業でも必ず議事録と報告書を上司

に提出します。No.28については、職員の方が書かれた報告書は公開されているとい

うことですね。 

主任・・・・・はい。 

委員・・・・・会合で外部との交渉になりますと、我々が内部的にはこう認識したという部分と、

相手側がどう述べたかという認識が必ずしも一致しないということがよくあるんで

すね。そのために、相手側の記録である議事録とこちらの記録である報告書の両方を

残しておくのが一般的と思います。市役所の業務上はどうなっているんでしょうか。 

       市役所が主催する会合は当然議事録を作るでしょうが、主催でない、呼ばれる側の会

合の場合ですね。呼ばれて何か発言してきた、それで自分はこう発言してきたつもり

だけれども相手はそう取っていないということが必ずあります。そのために双方を保

存するべきと思うんですが。 
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主任・・・・・そうですね。自分の発言が相手にどう記録されているのかということは確認する必

要はあると思うんですが、強制的に下さいといって議事録をもらえるかが難しいとこ

ろだと思います。通常の会議ならもらえると思うんですが、再開発組合については所

管課が組合にどこまで強く要求しているのかちょっとわかりません。 

会長代理・・・恐らく議論は二つに分かれると思うんですけれど、まず市職員が外部との会合に出

席した場合、通常、前回の議事録が配られて内容を確認の上で当日の議事に進むので、

そこで議事録は手に入るはずではないかと思います。ただ、その議事録をそのまま公

開してよいかというと、市が作成したものでないのでどうかという議論になりますね。

だから、議事録を市が保有していないため文書不存在ということなのか、保有はして

いるけれど作成自体は相手方だから公開できないのかを明確にしておいたほうがよ

いと思います。 

主任・・・・・西口再開発組合については本当に議事録をもらってきていないということです。そ

れは通常で考えると少しおかしいなという部分もあるのですが、保有しているけれど

出せないというのではなく、実際に持っていないというのが所管の回答です。 

委員・・・・・業務命令で出席した会合であれば、本当は業務責任として議事録をもらわなければ

いけないんじゃないでしょうか。企業に勤めている者からみればごく当たり前のこと

のように思えるので違和感があります。 

委員・・・・・市が持っていないと聞いて「えっ」と思いましたよ。 

係長・・・・・一般的に市職員がそういった会議に出ますと戻って復命書を作成しますが、市にか

かわる部分についてのみ報告していて、全体について書くことはしていません。です

から相手方が自分の発言をどう取ったかという確認については、役所はすこし遅れて

いるかもしれません。 

委員・・・・・アカウンタビリティーを向上させていこうという趣旨からすれば、やはり議事録を

残してディスクロージャーすべきだと思うんですよね。 

主任・・・・・総務課としては所管に議事録をきちんともらってほしいということをお願いしたい

と思っているんですが。 

委員・・・・・ましてこういった大きな事業だと余計、説明責任があると思いますね。 

委員・・・・・ちょっと私相談を受けているんですが、東村山市土地開発公社の情報公開規程とい

うのがあります。情報コーナーでも閲覧できるもので、このなかに情報公開を請求で

きる者とあって、在住、在勤など要件が書いてあります。ただ、条例であれば議会で

可決されて市民がそこに書かれた権利を行使できるわけですが、こういった内規です

と、定めた内容について土地開発公社はどの程度義務を負うものなのでしょうか？ 

会長代理・・・こういうものを作って公開している以上、当然内部的には義務を負います。 

委員・・・・・例えば公開請求して非公開になった場合に、訴訟にもちこめますか？ 

会長代理・・・一番問題になるのは訴えの利益があるかどうかですね。あとでその規程を見せてく
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ださい。 

        先ほどの話に戻りますが、再開発組合に対して市がお金を出すと決定したときに

は、それに関する書類は公開される。しかし、補助金関係の書類でなくても、大きい

事業であり市民への影響も大きいことを考えると、議事録は市が、情報公開うんぬん

ではなく市としてきちんととっておくのが望ましいというのは間違いないと思いま

す。ですから総務課から再開発担当へ、そういった意見を伝えてほしいと思いますね。

保有した上で、それが公開できるかどうかはまた違う話になります。 

委員・・・・・それに関連した話ですが、市の監査というのはどこまで書類が見られるのですか？

例えば補助金対象となる内容が限定されている事業ではなくて、包括的な補助金を出

している場合、関係する範囲すべての書類が監査できるのですか？ 

係長・・・・・実際には補助金が適正に使われたかどうかということで、出した補助金の部分だけ

だと思いますね。総体の事業全てを監査してはいないと思います。 

会長代理・・・基本的には、支出した補助金がその目的どおりに使われているかという点を監査す

るもので、それを超えて事業全体を見るという権限は多分ないのではないでしょうか。 

部長・・・・・以前にこの審議会のなかで、西口再開発の補助金に関する情報公開が問題になり、

所管を呼んで話をきいたことがあります。そのときの所管の見解は、国都の補助金を

うけて事業を行っており、それぞれの監査に耐えられる書類はきちんと作っていると

のことでした。議事録については監査はそこまで言及していないのが現実のようです。 

       ですが、先ほど嶋田委員がおっしゃったように、前回の議事録をもらって発言がどう

記載されているか確認するというのは重要なことだと思いますので、もう一度所管と

話をしたいと思います。 

会長代理・・・議事録をちゃんととって置かないと、将来、再開発組合全体に関して何か問題が出

て、じゃあそれまでどういった意思決定がなされてきたのかということを市が議会で

答弁を迫られたときなどに、「議事録も持っていませんでした」というのはちょっと

まずいと思います。 

委員・・・・・先ほど熊谷委員から「あんなに大きな駐輪場」という表現がありましたが、プラン

を立てるときに想定した環境と、事業が進むにつれ合わない部分が出てくるというの

はあると思います。今、いろいろなところで問題になっているのは、ターゲットプラ

ンの段階での検討不足です。それにより当初のプランと現実がずれてきてしまったと

き、ＰＤＣＡの品質サイクルを用いて「なぜそうなったのか」原因を探る必要がある。

原因がわからないというのは絶対に避けなければなりません。また、途中で環境が変

わってきていることに対してきちっとフィードバックがかかっているんだというこ

とも説明する必要があると思います。そこが不十分なままとか、あるいはそういう文

書が存在しませんというのは不信感を招きます。 

主任・・・・・議事録をきちんと保管してほしいというのは総務課の意見として所管に話しますが、 
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この審議会の意見として文書を出したほうがよろしいですか？ 

会長代理・・・条例第１８条第３項に「運営審議会は、――公文書の公開等に関し必要があると認

めるときは、市長に意見を述べることができる」とあるので、これに基づいて意見を

述べたほうがスムーズに進むのか、総務課の方で判断してください。 

部長・・・・・市の義務として議事録を保管しておくというのと、それを情報公開するというのは

イコールではないと考えてよいんですよね。 

会長代理・・・そうです。今回はまず保管すべきだという考えを所管課に伝えるということです。 

部長・・・・・では改めて再開発担当と話をさせていただきます。 

委員・・・・・こういう風に考えていただければいいかと思います。この再開発は地権者を中心に

進められていて、地権者以外は中が見えない構造になっている。ですが、実際にビル

ができてから利用するのは、地権者ではない通勤者や地域住民が圧倒的に多くなるわ

けです。ここを考えて、広く情報を出していくようよろしくお願いしたい。 

会長代理・・・前回から西口再開発にはいろいろ議論がありました。今、熊谷委員が言われたよう

に、個々の公開請求でどう決定されたかということではなくて、市民生活に非常に影

響の大きい計画なので出来るだけ公開していくこと、そのための情報の出し方にもう

少し工夫をすべきではないか、ということですね。 

       他にございますか？ 資料にある情報公開の不服申立ては、まもなく決定がでるの

ですか？ 

係長・・・・・いえ、まだ不服審査会への諮問が出ていないんですね。遅れておりますが近々諮問

すると聞いています。 

会長代理・・・するとまだ不服審査会での審査はされていないんですね。わかりました。 

      次の議題として（３）その他として何かありますか。 

委員・・・・・前回お話したベンチマーキングに関して、今回資料として送っていただいた「平成

１６年度運用状況報告書」を見ますと、情報公開請求の件数が１５年度から１１件増

えてますね。制度が使われるようになるのはよいことだと思います。 

       こういった報告書は各市が独自のフォームでまとめているんですか？ 

主任・・・・・そうですね、どこの市も請求件数は出していますが報告書の形式は異なっています。

例えば町田市の報告書はこのように詳しい記載になっています（現物を回覧）。 

委員・・・・・他市と比較する必要はないかもしれませんが、情報公開条例の趣旨から、制度が十

分に運用されているかどうかを確認するのも我々の役割かなと思います。請求された

内容、公開された内容から、市民の行政参加が活発に行われている市なのかどうかと

いうこともみたくてこういう話をしてるんですが。 

      東村山市の公開請求件数は近隣市と比べて多いんですか？ 

主任・・・・・件数では多いほうですね。１５年度の東大和市が２４件、西東京市で３４件です（東

久留米市６２件）。当市の１６年度１３１件（所管課別請求件数）はかなり多いです。 
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部長・・・・・１点だけよろしいですか。前回、議会の政策総務委員会で報告したとお話した電子

自治体ランキングの件ですが、資料を見返したところ、文部科学省から依頼を受けて

摂南大学が行った調査で、全国の４５９市のうち総合ランク２１位と評価されたとい

うものでした。セキュリテｨ部門が２３位、庁内情報化１１位となっています。 

会長代理・・・町田市の運用状況報告書をみますと、部分公開・非公開の理由が随分詳細に書いて

ありますね。見習うべき点と思います。 

主任・・・・・そうですね。これを参考に見直していくつもりです。 

会長代理・・・その他にありますか。 

委員・・・・・『情報公開制度の適切な運営と改善を求める要望書』というのが●●氏ら３名の連名

で出されています。回覧しますので目を通してください。今日、ご本人達は別の会議

があり傍聴にこられないので、本人がいるときに話したほうがいいですよね。これは

審議会に対する要望書になっていますが。 

課長・・・・・まず状況を説明しますと、市長と情報公開運営審議会あてに要望書が出されていま

す。市長と審議会会長には私から要望書を届けて見てもらっています。ただ、審議会

で審議すべき内容かどうかは別に考えなくてはならない問題ですので、今は受理した

という段階です。 

委員・・・・・では会長のところにはいっているんですね。会長がどういう扱いをするかこれから

決めると。 

課長・・・・・会長は「要望として読ませていただきます」ということです。 

委員・・・・・どういう内容の要望書ですか。 

委員・・・・・ある文書を無いといわれたというものです。 

主任・・・・・時系列があるので、まったく無いと言う訳ではなくて出来た時点で公開をしている

のですが、所管課の説明がよくなかったというか足りなかった点があります。 

委員・・・・・これは教育委員会にも問題ありますよね。１回目の教育委員会会議のときに●●氏

の申し入れについてちゃんと議論しないで却下して、公開請求をしたら教育委員会

会議規則の何条かを理由に公開しないと言ったらしいんですけど、その前にはそう

いう説明はなくて事後承諾みたいになったようで。最終的には公開されているから

問題はないみたいですけど、ここだけの話じゃなく、どちらかというとかなり教育

委員会の方に問題があると思います。 

課長・・・・・川島会長からは、事務局である総務課からもご本人にもう少し詳しく説明をすべき

だったのではと指摘を受けています。ただ、時系列で言うと最初の公開請求時には

請求された文書ができていなかったことは確かなんですね。それで、文書ができる

前に録音テープは先に公開して聴いてもらっているという状況があります。●●氏

は総務課に何回か質問に来られてますので、「当初公開しなかったのは文書がまだで

きていなかったからであり、ある文書を隠したのではない」という説明をしていま
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すが、見解が食い違ったままの状態です。 

会長代理・・・いずれにしても会長の判断にゆだねまして、この要望書が全員に配られて議論とい

うことになるかどうかは次回になりますね。この件はこれでよいでしょうか。 

       運営審議会の役割は条例第１８条のとおり、市長から諮問を受け答申する又は意見

を述べるとなっていて市長との関係の会議ですので、市民の方から出た要望書を審

議して回答するというのは審議会の権限ではないと考えられます。ただ、こういう

要望書がだされたので、総務課と会長の判断で審議会で意思決定する必要があると

思われるなら、審議したいと思います。他にありますか？ 

主任・・・・・前回嶋田先生からお話があったベンチマーキングですが、よろしければ具体的にど

んな検討が必要と思われているのかお聞かせください。例えばこの審議会の運営の

仕方について他市の事例を検討するとか、情報公開条例のつくりや非公開事項につ

いて新しい考え方をしている市がないかとか、又はさきほどのような各市の請求件

数の比較とか。どういったのを考えていらっしゃるでしょうか。 

委員・・・・・私の一番の考えは、市民の行政参加がどの程度広がっているか知りたいということ

でして、１件１件の情報公開がきちっと運営されているかということもさることな

がら、やはり多くの市民がこの制度を使って行政に参加し知識も上がって、行政も

説明責任能力を上げて、みんなが疑問をスムーズに解決できるような段階に達して

ほしいと考えています。当面は、どういう項目に対して請求が出ているのかという

ことを少し分析してみたいと思っています。 

主任・・・・・そうすると例えば、まずは運用状況報告、これは市民の方にも希望があればお渡し

していますが、これをもう少し細かく書くとか、そういうところから始めてみると

いう感じでしょうか。 

委員・・・・・そうですね、今の運用状況報告の書き方ですと、実質公開しているのにこの文章で

はそうは読み取れないものがあるので改善していって欲しいと思います。 

会長代理・・・他になければ今回はこれで終わりにしたいと思います。次回はいつごろでしょうか。 

主任・・・・・年２回を予定していますので冬になると思います。 

会長代理・・・では、ありがとうございました。 

 

 

 

～閉  会～ 


