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平成１７年度第２回情報公開運営審議会 議事録 

 

１．日  時 ： 平成１７年１１月２９日（火）午後７時００分～９時００分 

２．会  場 ： 庁議室 

３．出席委員 ： 川島岩治・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．会議内容 

 ◆ 総務部長挨拶 

◆ 議題 １ 

事前送付済の『平成１７年度第２回東村山市情報公開運営審議会 議事録』（平成１７年６月２７

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5月～平成17年10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・・・４月からの累計で、請求者数５３人、請求件数つまり実際に出された請求書の枚数は 

８０枚、そのうち義務的請求が６３件、任意的申出１７件。所管課別に計算した請求件

数が９６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３７件、部分公開４８件、非公開２件、検討中５件、取下げ４

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、総合調整課と再開発担当が東村山駅西口再開発関係、環境部施設課が

容器リサイクル法の関係、児童課が保育園関係、教育委員会指導室が歴史教科書関係で

請求が多くなっています。 

以下、部分公開、非公開としたものについて説明しますが、表のつくりをこれまでと

変えています。前回、嶋田委員からご教授うけまして、公開した文書名などの表記を追

加して公開内容が具体的に見えるようにしました。 

    №2   個人情報があり部分公開 

    №3   個人情報、法人情報があり部分公開 
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    №4   個人情報があり部分公開 

  №6   個人情報、法人情報があり部分公開 

   №8    法人情報があり部分公開 

    №13  部分公開（平成９年度の学校別調査票のみ廃棄のため文書不存在） 

  №17  個人情報、法人情報があり部分公開 

№18   個人情報、法人情報があり部分公開 

№19   文書不存在による非公開 

№21   個人情報があり部分公開 

№23   個人情報があり部分公開 

№28   行政運営情報があり部分公開 

№30   行政運営情報、法人情報があり部分公開 

№43   個人情報、法人情報があり部分公開 

№45   行政運営情報があり部分公開 

№49   法人情報があり部分公開 

№52   文書不存在による非公開 

№53   行政運営情報、法人情報があり部分公開 

№54   個人情報、法人情報があり部分公開 

№55   行政運営情報があり部分公開 

№56   法人情報、行政運営情報があり部分公開 

№57   個人情報、行政運営情報があり部分公開 

№58   法人情報があり部分公開 

№61   文書未作成のため不存在による非公開 

№63   法人情報、行政運営情報があり部分公開 

№64   行政運営情報があり部分公開 

 

次に不服申立ての状況です。平成17年4月6日に出された不服申立てについて不服審査会に諮

問中でしたが、平成17年11月25日に申立て棄却の答申が出ました。非公開とした部分について

は、実施機関の主張どおり法人情報及び個人情報に該当するので非公開が妥当という判断です。 

 これを受けて、現在児童課で決定書を作成中です。 

 

《説明に対する質疑応答》 

会長・・・・・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。運用状況の表

は整備されてわかりやすくなりましたね。事務局はご苦労様です。 

委員・・・・・№53 ですが、「予定価格及び予定価格算定の資料数字」が行政運営情報で非公開に

なっていますね。前回の蒸し返しになりますので確認だけしますが、工事については
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予定価格は事後公表になっていますよね（事務局注：正確には入札案件は入札１週間

前に事前公表。随意契約は情報公開請求により事後公開）。とするとこれが非公開に

なったのは業務委託だからという扱いですか？ 

係長・・・・・そうです。 

委員・・・・・業務委託は予定価格を公表しない、工事は公表するという基準で今は線引きされて

いるわけですか。 

平成１６年度第２回の審議会資料で、工事の情報公開に関する考え方の基準がありま

したよね。委託ではそういう基準は作っていないのですか？ それから「委託の場合

は公表しないよ」と書かれた規程はないですよね。 

係長・・・・・工事については市で公表規程を作っていますが、委託についてはありません。 

委託の場合に非公開にする根拠としては、従来、情報公開条例第６条第６号に該当す

るため工事も委託も予定価格は非公開としていたところ、公共工事については公表す

ると方針が変わったため規程をつくり公開するようになったものです。今のところ委

託に関しては公表規程をつくる予定はありません。 

委員・・・・・委託について公表できない理由が釈然としませんね。委託の方が同じ業者に続けて

発注することが多くインフォーマルな関係を築きやすいからこそ、公表すべきだと思

いますが。 

会長・・・・・この話に絡んで今私も考えていることがあります。というのは、例のマンションの

構造計算の問題ですが、建築主事の権限を民間に開放していますね。これはそもそも

行政処分足りえるのか。 

予算を節約するために、行政の業務をだんだんと委託する流れがありますが、その

代理行為は行政処分になるのか否か。さらに、委託の場合と、施設は行政が作ってそ

れを民間に貸し出した場合とでは、事故が起きたときの市の損害賠償責任はどう変わ

るのか。施設を市が作った場合は所有者責任があるでしょう。この頃は事故がおきた

ときに行政責任まで遡ることが多いですが、あのマンションの場合は国費で補償する

のかどうか。 

本来、行政行為というのは、納税者の希望により、市民なり国民なりに対して権力

行為として行われるものであって、それに不服があるときは異議申立てができる。し

かし行政行為を、委託や代行、指定管理者という様々な方法で民間に担わせると、そ

れぞれの場合に市の責任はどこまであるのか。線引きが非常に難しい。そこに個人情

報や情報公開の問題もからんでくるので、悩ましい問題です。 

委員・・・・・今日の資料のなかに、委託と指定管理者の違いについて書いてあります。指定管理 

者の場合は、市と協定を結ぶとある。では委託の場合は、委託業務内容を定義した 

ものを交わさないで委託を開始するんでしょうか？  

主任・・・・・委託の場合は契約書と仕様書等で内容を定義します。 
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委員・・・・・そうすると定義書のなかでどう書くかという問題になると思います。あんまりがち 

がちにもできないでしょうが。 

委員・・・・・私が以前、ごみ焼却炉の運転業務委託の書類を見たときには、こういう原因で事故 

があったら責任割合はどうするなどといったことは、ほとんど書いてなかったです。 

委員・・・・・逆に、契約書の最後に「この契約書に書かれていないことは別途協議する」といっ 

た条項をいれることがよくありますね。 

主任・・・・・委託の標準契約書という契約課で作っているものがありまして、基本的にはそれプ

ラス各業務ごとの細かい内容を書いた仕様書、セキュリティ合意書などをつけます。

標準契約書の約款の中に、甲乙でどちらに瑕疵がある場合は何パーセントの違約金

といった、どの契約にもあてはまる一般的な事項は書いてあります。ただ、例えば

秋水園の運転委託で事故があった場合、こういう原因の事故だったらこちらが負担

というような、パターンに応じた具体的内容は書いていません。それはそのときの

状況で協議して決めるということで、契約書最後に「この契約書に記載のない事項

については、別途協議する」といった条項をいれています。 

委員・・・・・契約情報の公開請求というのは、契約に不透明な点はないかというところを市民は

判断したいのだと思います。委託については公開しないというのが市のスタンスで

すが、では委託契約の公正性がどうやって担保されているのかと考えると、会計監

査、職務監査というのがありますね。そこで契約に不透明な点はないか制御を受け

ていると考えてよいのでしょうか？ 

課長・・・・・委託でも原則入札の形をとっていますので、不当に高い金額で発注するということ

はないです。 

委員・・・・・民間では発注の際に必ずベンチマーキングを行って、適正な予定価格というのを調

査しますが、そういう仕組みが市で働いているかどうかがまず問題だと思います。 

委員・・・・・少なくとも今の状態では、市民的コントロールはできないですよね。 

課長補佐・・・予定価格を事前公表するというのは、行政の「いくらまでなら払うよ」という情報

を相手に知らせることになります。それを知ることによって、当然、業者は市の考

える上限額で請け負いたいと考えますから、契約価格が予定価格ぎりぎりの高止ま

りになる傾向が出てきます。また、あえて競争しないで予定価格ぎりぎりで順番に

とろうという談合を誘発しやすくなります。委託は次年度以降も大体同じ内容で発

注しますので、今年度の予定価格を見れば来年度の価格も完全に類推されます。こ

の点から今は委託の予定価格を公表していません。 

委員・・・・・どうもそのへんがもっともらしくしか聞こえないんですよね。じゃあ現実に予定価

格を公表している公共工事については、予定価格と落札価格の実現率が何パーセン

トになっているのか。公表したことで落札価格があがったと認められるのか。 

会長・・・・・公表の影響は、いい面悪い面両方あると思います。事業者間の力の差というのはあ
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りますからね。力のある業者は、予定価格がわかっていれば楽に儲けられるように

すれすれの金額で落札するでしょう。 

委員・・・・・契約の公正性を保つための行政側の努力が市民に見えていないという点が問題だと

思います。最近は行政サービスを民間へという流れですが、民間がやる場合、品質

と費用の兼ね合いが難しい。そういうところを、説明責任というか、行政が努力し

ているということをみせる必要があると思います。 

委員・・・・・工事と委託とで、予定価格を公表する影響はほとんど差がないと思いますよ。あと

は市役所で決めるだけだと思います。予定価格が知れることが今後の行政運営にと

ってどれだけメリットか。つまり、品質を含めて行政で精査することができれば、

公表しても全然問題ありません。精査のための行政の体制が整っているかどうかで

す。 

 

委員・・・・・№52の非公開決定ですが、費用についてはかからなかったので非公開ですが、日報

や事故報告書は先に公開されているのですね？ 

主任・・・・・公開しています。 

委員・・・・・修理部品は何を使ったのかというところまで、日報に書いてあるのですか？ 

主任・・・・・事故報告書に書いてあるものがありました。クレーンのワイヤーを取り替えたとか、

ダンパーがへこんだのを叩いて直したとか。 

委員・・・・・そうすると請求者の趣旨はそちらで満たされたということですね。 

委員・・・・・この請求趣旨は、現在訴訟をしている関係で私は良く知っているのですが、ある委

託業者がずっと特命で受託してきて、その理由がこの業者は優秀だからというので、

どれほど優秀なのか事故報告書を取り寄せたんです。日報は公開されてますけれど、

大きな問題点として、現場に行ってみると日報に書いてある人数いないのではない

か。同じ業者が所沢やそのほかの市でも受託している。業者の体制を考えると、一

度に3箇所に人員配置できるだけの人数はいないはずだ。だから日報に書かれた当

日作業人員の氏名は嘘で、所沢でも同じ日に同じ人間の名前が書いてあるのではな

いか。そういうことを調べるために請求したんです。そうしましたら日報の名前が

全部塗りつぶされていて、結局比較できなかったんですよね（事務局注：Ｈ16年10

月、11月に日報を公開しているが、全部公開で作業員氏名も公表している）。 

主任・・・・・いえ、名前は出してあります。 

委員・・・・・そのときの作業員の名前ですよ。出てますか？ 

主任・・・・・出ています。 

委員・・・・・僕は消されて比較できなかったと聞いてますが。 

主任・・・・・所沢や他市で日報を請求したときに他市が塗りつぶしている可能性はありますけれ

ど、うちの市の作業員の氏名は公開しています。ただ、他市で消していれば比較は
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できません。 

委員・・・・・そうですか、失礼しました。もう一度確認してみます。 

委員・・・・・№50 のダイオキシン調査ですが、「公開した文書名」欄をみるとこの調査は委託で

行われたようですね。委託の際に、実施方法はきちっと委託先に指示がでてるので

しょうか？ というのは、この公開請求の目的はダイオキシン汚染がないか知りた

いということだと思います。公開請求をすれば調査結果はわかりますが、その調査

結果が信用できるものかどうか。例えば委託業者に調査日時や測定場所の守秘義務

をかけないと、調査対象にそれが伝わっていて情報の隠蔽が起こりえます。所沢市

で自分が参加した市民活動のなかで、調査する日やどのあたりの土壌をとるという

ことがごみ焼却炉のメンバーには伝わっているということがあって、結局市民が自

分達のお金で調査しなおしたという経緯があります。情報公開という側面からだけ

みれば公開しているので問題ないとも言えるのですが、委託条件をきちっと指示し

ていかなければ、環境問題は解決していかないと思います。 

会長・・・・・今の委員の発言はよくわかりますが、情報公開がどうというより、行政の姿勢の問

題です。仕様書発注ができるかどうかの能力の問題になってくる。どうしても専門

家がいないと、受託業者がお膳立てしたところに発注するようになる。委託するほ

うに能力がないから指示できない。だから業者から、他市でこういう調査をしまし

た、こういう方法がありますよとプレゼンテーションがあって、それならうちも頼

もうかということが多々発生していると思います。民間でも同じことですが。東村

山市は東村山市で力を付けて、委託内容を指示できるようになってほしいですが、

情報公開の担当課としてはそこまでは意見としていえないだろうと思いますね。 

委員・・・・・№57の西口再開発ですが、「Ｈ17.3.29開催の出席者の発言の一部」が行政運営情報

に該当して非公開になっているのはなぜでしょうか？  

主任・・・・・事務局の市職員を含めて、土地の権利者、地域の自治会、商店会などいくつかの立

場から出席者が出ている会合でしたが、議事録中、そこにいない方を非難するよう

な内容の発言を非公開にしています。 

委員・・・・・発言者氏名を伏せているのではなくて、内容全体を伏せているのですか？ 

主任・・・・・前後の文脈などから公開すると誰のことを言っているのかわかってしまう部分は伏

せています。 

委員・・・・・それは、「関係当事者間の信頼関係が損なわれる」という行政運営情報のウに該当す

るわけですか？ 

主任・・・・・そうです。権利をもっている方や地域のなかで話がまとまらないと事業自体が進み

ませんので、不在のときに非難しているといった情報を公開するのは信頼関係が損

なわれると判断しました。 

委員・・・・・しかし避難したのは市職員ではなくて民間の人間でしょう。公開の会議の中で民間
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の人間がある人を非難したという事実を、なぜ市が隠さなくてはならないのです

か？ 

主任・・・・・市が事務局として入っている、ほぼ主催している会合ですので、その場で話された

内容は市にも責任があると考えます。 

委員・・・・・でも例えば、ある地権者が不在の地権者のことを非難する発言をしたとして、そう 

いう発言が行われたことに対して市は何の責任もないですよね。一参加者の発言で

すから。 

委員・・・・・発言に対する責任ではなくて、公開に対する責任を市が負うんじゃないですか。 

委員・・・・・市が主催している会議でしょう。その発言に対する直接の責任はないかもしれない 

けど、間接的には市に返ってくると思いますよ。 

委員・・・・・非難された人の立場になってみたら、なぜ、自分がいないときに誰かに非難された

ということが、市の文書でそのまま公開されてしまうのかと思うでしょう。それは

その人にとっては迷惑以外の何物でもないです。 

委員・・・・・でも主たる責任は非難したほうにあるべきであって、市にはないんじゃないですか？ 

委員・・・・・だからもともと一番悪いのは不在の人を非難した本人ですが、だからといって市が

そのまま公開すれば、非難された人はなぜそれを公開する必要があるのかと思うで

しょう。そういうことです。 

委員・・・・・公開するということに責任を問われるんであって、発言したことではないと思いま

す。 

会長・・・・・他に何かありますか？ 

委員・・・・・№61ですが、文書を作成・収集していないので文書不存在となっています。文書の

記録義務という観点から、問題はなかったんでしょうか。 

主任・・・・・虐待という事実があったなら、当然、園から報告を受けて、市は調査をし、記録を

とっておかなければなりません。記録義務はあります。しかし、所管である児童課

に請求がでたので該当書類を揃えるよう話したところ、その時点ではまったくそう

いう報告を受けておらず、把握していないので書類はないという回答でした。 

       １０月の請求ですので、その後、所管が情報をつかんで、今は文書を持っているか

もしれませんが、請求があった時点ではなかったということです。 

委員・・・・・よく思うのですが、何事も報告する義務と、その速さが問題になります。市民はそ

ういうところを注目していると思います。 

会長・・・・・では、運用状況は以上で終わります。 

 

会長・・・・・次に、「指定管理者制度の導入に伴う東村山市情報公開条例の一部改正について」と

いうことで、事務局からお願いします。 

主任・・・・・１２月議会で情報公開条例、個人情報保護条例の改正を予定しているので、ご説明
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します。お手元の資料「東村山市情報公開条例」の新旧対照表と、溶けこまし全文を

ご用意ください。 

今回の改正は、平成18年4月からの指定管理者制度導入により、実施機関ではなく指

定管理者が情報を保有するという事態がでてきますので、この情報の公開について規

定を追加するものです。 

まず指定管理者制度について簡単にご説明しますと、平成15年の地方自治法（第244

条）改正によって、市民が利用する公の施設―公共の福祉のために設置されて、市民

が実際に利用する施設のことをいいます―の管理方法が、従来の委託制度から指定管

理者制度に移行されました。 

これまでの管理委託では、受託先は市の出資法人や公共的団体などに限られてきまし

たが、指定管理者制度では、市が指定した民間事業者にも任せることができるように

なりました。 

      委託との違いは、委託契約では、受託者は自治体の管理権限下で、基本的には自治体

の名前で業務を行いましたが、指定管理者は市から施設の管理権限を委任されますの

で、施設の利用決定などを指定管理者自身の名前で行う点にあります。そのほかに以

下の点があげられます。 

①利用者からの料金を自らの収入にできる 

②設置者である市の承認を得る必要があるが、自ら適正料金を設定できる 

③個別の使用許可を行うなど運営面での自由度が広がる 

この制度の導入目的としては、行政の合理化であるとともに、民間ノウハウを導入す

ることで少ない費用で効率的に、住民ニーズにあったサービス実施が期待しています。 

市では、地域の自主活動の場であるふれあいセンターや、現在公設民営の第8保育園、

有料自転車駐輪場、社会福祉センターの指定管理者移行を進めており、12 月議会で、

各施設の指定管理者をどこにするかという指定の議決を求めることになっています。 

  では条例改正内容を説明いたします。「東村山市情報公開条例」の新旧対照表を開い

てください。改正に当たり私たちが重視したのは、指定管理者にかわったために、市

が管理していたときには公開された情報が公開されなくなったという事態が起こって

はならないという点です。ここを担保するために、第16条の2を新設し、指定管理者

が公の施設の管理を行うに当たって保有する情報については、指定管理者に行っても

実施機関に行っても、どちらでも公開請求を受付できる旨の規定としました。 

これを作る際に各市の条例改正状況を調べますと、請求窓口については、二通りのパ 

ターンがありました。 

・指定管理者自身が受付から公開まで行い、実施機関は窓口にならない【相模原市・武 

蔵野市・都道府県の多く】  

・実施機関も窓口となり、受付から公開まで行う。実施機関がもっていない情報につい
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ては、指定管理者から請求に係る情報の提供をうけて諾否を決定する【旭川市・札幌

市】 

では、当市に当てはめた場合どうなのかを考えると、当市の指定管理者は、地域市民

団体など規模が小さい団体が指定される可能性が高いんですね。そうすると公開開示

に関するノウハウをもってませんし、当然、市が研修等を行うにしても、年間何件も

請求が出るわけではないと予想されます。そういう状態で、全指定管理者に実施機関

と同じ水準を保たせていくのは、現実として難しい。また市民にとっても、どちらが

保有している情報かによって、「それは市でなくて指定管理者がもっている情報ですか

らあっちへいってください」というふうに指定管理者と実施機関に請求窓口が分かれ

るのはわかりづらい。従って【旭川市・札幌市スタイル】の方が、これまで市が提供

してきた公開等のサービスが低下せずによいと考えました。 

この考え方で第16条の2を作っています。 

第1項→まず指定管理者自身で公開請求に対応するための規程を作り、本条例の趣旨 

にのっとり、適切に公開をしていくよう努めなくてはならないことを規定しています。 

第2項→この規定で、指定管理者ではなく実施機関に対して公開請求がなされた場合、 

もし実施機関がその文書をもっていなくても、指定管理者から情報をとりよせて公文

書とし、公開決定をすることを可能にしています。 

第3項→指定管理者は実施機関の一部ではなく、あくまで独立した民間事業者ですの

で、情報を提供してもらうにしても何も意見をいえないというのでは向こうの権利を

侵害してしまいます。そこで情報提供に当たり、公開が可能であるか、法人情報とし

て秘密にしなければならないのかなど支障はないか意見を延べられるものとしていま

す。 

会長・・・・ここで一旦休憩します。 

～  休  憩（10分間）  ～ 

会長・・・・それでは会議を再開します。 

主任・・・・・第12条の改正は、指定管理者から情報提供をうけて公開決定をする場合、情報のや

り取りに時間がかかり14日以内の決定が難しい場合もありますので、期限を21日に

したものです。 

第24条の改正は、地方自治法の説明を第16条の2にいれたことによる変更です。 

情報公開条例については以上です。 

個人情報保護条例も同様の考え方で改正を予定しております。先にお送りした資料「東 

村山市個人情報保護に関する条例の改正に対する考え方」というのは、平成１７年度

第２回個人情報保護運営審議会で、市が出した改正案に対して色々意見をいただいて、

これに対する最終的な市の考えをまとめたものです。情報公開と個人情報保護という

のは表裏一体の制度ですので、こちらについては参考にお目通しいただければと思い
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ます。以上で終わります。 

会長・・・・・つきつめていくと、情報公開と個人情報保護のバランスをどうとっていくかになり

ますね。今の説明について何かありますか。 

委員・・・・・「東村山市個人情報保護に関する条例の改正に対する考え方」の中を見ますと、指定 

管理者になるには協定締結が必要と定義されています。この協定のなかで、指定管

理者に対して、情報の記録義務と文書保管義務を定める予定はあるのでしょうか？ 

というのは、公開義務を果たすことと、情報の記録義務や保存期間の設定には密接

な関係があります。公開請求をすると、必ず、記録してないとか保存期間を過ぎて 

廃棄したとかの問題が出てくるからです。そういう意味で、指定管理者に公開義務

を果たしてもらう場合、記録義務とか文書保存期間の設定とセットにして考えてい

かないと、上手く運営できないと思います。 

主任・・・・・協定書はどちらかというと大まかな内容を定めるものかと思います。作成はこれか

らになりますが。 

私が考えていたのは、第１６条の２の第１項「当該情報の公開に関し必要な措置を

講ずるよう努めるものとする」の「必要な措置」のなかに、保存年限とか記録のと

り方について規定することも含まれている。したがって、本項に基づいて保存年限

等についても、指定管理者に作成を求めていく必要があると思っています。 

委員・・・・・１６条の２第１項でその辺は担保していると解釈するんですね。わかりました。 

会長・・・・・ただ相手が大会社で、社全体としてすでに文書管理規程が決まっている場合に、指

定管理に関わる部分だけ市と同じに直せと言って直せるかという問題もでてくるん

ですね。 

まぁ、この件についてはまた検討していきましょう。ご苦労様でした。 

  それではそのほかなんですが、私の方から皆さんに報告します。 

以前に運営審議会に要望書のあった方から、再度、要望書が提出されています。参

考までに委員にお配りします。前回が２００５年３月２２日付で「情報公開制度の

適切な運営と改善を求める要望書」というものが出されて、今回２００５年９月２

８日付で「市情報公開制度の公平・公正な運営を求める申立書」というのが同じ人

から出されております。ちょっと注意していただきたいのは、冒頭の４行目「当要

望書については、《申立書》とするなら運営審議会ではかることができる、と会長が

述べられていること」とありますが、こんなことを私は言ってません。これはです

ね、前回の議事録で課長が説明しているとおり、単に要望として読ませていただき

ますとしか言っていませんので、まずそれがひとつ。それから最後まで目を通して

いただければわかりますが、書かれている内容は前回とほぼ同じ繰り返しです。 

ただ１ページ目のおわりから２ページ目の上の方にかけて、「貴会に対して下記の

ような申し立てを行います。（１）～（５）」とあります。ここに書かれている内容
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はですね、「虚偽の事実関係を明らかにするとともに、問題の所在、責任を明らかに

してください」などとありますが、すべて当運営審議会の所管外の問題です。 当

審議会には権限がないことについての申し立てですので、こういう文書が提出され

てますけど、私は応答の必要なしと考えております。皆様にはこういう文書が出て

いるということだけご報告します。 

   次に、我々の任期についてですが、平成１８年２月２８日で満了になります。で

すから次回の審議会を来年１月末か２月に開くかどうか。特に問題なければこのま

ま終わらせていただくか。メンバーが変わるかもしれませんので、その点どうしま

しょうか？ 

課長・・・・・２月までに一度開いていただきたいと思います。 

会長・・・・・そうですか。では日程調整は事務局にお任せします。本日はどうもありがとうござ

いました。 

 

 

～閉  会～ 


