
令和元年度第１回木更津市情報公開・個人情報保護審査会 会議録 
 
○開催日時：令和元年８月８日（木） 午後１時３０分から午後２時３０分まで 
○開催場所：木更津市役所駅前庁舎８階 会議室１ 
○出席者氏名 
 審査会委員：鬼形むつ子、清水幸雄、白石哲也、山田次郎 
 木更津市：土居総務部長 伊藤総務次長 
（事務局）総務部総務課 曽田課長、中原主幹、渡辺主査、芝田主任主事、梅田主任主事 

○公開非公開の別：公開 
○傍聴人の数：０人 
 
○会議の内容 
中原主幹 お待たせいたしました。定刻となりましたのでただいまから令和元年度第１回

木更津市情報公開・個人情報保護審査会の方を開催させていただきます。私本日進行を務

めさせていただきます、総務課法規係の中原と申します。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 
初めに、お配りさせていただきました資料の確認、それから差し替えの方のお願いがご

ざいますのでご説明申し上げます。事前に郵送で送付させていただきました資料としま

して、本日の次第が１枚ございます。続きまして審査会委員の名簿を送らせていただきま

した。申し訳ございませんが、こちらの手違いで一部記載の誤りがございましたので、本

日お席の方に配らせていただきました名簿の方に差し替えをお願いいたします。続きま

して、平成 30 年度の情報公開制度の施行状況、個人情報保護制度の運用状況、会議公開

制度の実施状況という資料を送らせていただいております。資料の方は以上でございま

す。 
続きましてマイクの件で、事前にご説明申し上げます。本市の方で昨年度からマイクを

使いました会議録の作成システムを導入いたしております。お手数おかけしますが、ご発

言いただきます際は、お手元のマイクの真ん中にマイクと書かれたボタンがついており

ます。一度押していただきますと緑色に変わります。そうしますとマイクが入りますので、

お話いただきまして、ご発言終わりましたらもう一度押していただきますと切れる形に

なっておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 
それでは、審査会の方、始めさせていただきます。 
初めに、木更津市情報公開個人情報保護審査会委員の皆様に委嘱状を交付させていた

だきます。本来であれば渡辺市長の方から交付させていただくところでございますが、公

務で不在のため土居総務部長が代理して、委嘱状を交付させていただきます。皆様方には

自席にてお受け取りいただきたいと存じます。お名前をお呼び申し上げますので、恐れ入

りますが、その場でご起立いただきますようお願いいたします。それでは、鬼形むつこ様。 



土居総務部長 委嘱状、鬼形むつこ様。木更津市情報公開・個人情報保護審査会委員に委嘱

します。委嘱期間は令和元年７月１日から令和３年６月３０日までとします。令和元年７

月１日。木更津市長渡辺芳邦。よろしくお願いします。 
中原主幹 清水幸雄様。 
土居総務部長 委嘱状、清水幸雄様。以下同文です。よろしくお願いします。 
中原主幹 白石哲也様。 
土居総務部長 委嘱状、白石哲也様。以下同文です。よろしくお願いします。 
中原主幹 山田次郎様。 
土居総務部長 委嘱状、山田次郎様。以下同文です。よろしくお願いします。 
中原主幹 なお、事務局の方からご報告申し上げます。成瀬委員でございますが、こちら向

かわれていらっしゃるんですけれども、渋滞に遭い、時間的に厳しいというご連絡を頂戴

しております。ご報告申し上げます。 
続きまして、土居総務部長の方からご挨拶申し上げます。よろしくお願いいたします。 

土居総務部長 こんにちは。本来であれば、渡辺市長からご挨拶を申し上げるべきところで

ございますが、本日は所用により、あいにく出席することがかないませんので、代わりま

して、私から一言ご挨拶を申し上げます。 
委員の皆様には大変お忙しい中、情報公開・個人情報保護審査会にご出席を賜り、誠に

ありがとうございます。またこの度は、当審査会委員をお願いいたしましたところ、快く

お引き受けいただき、重ねて御礼を申し上げます。 
さて、本市におきましては、情報公開制度は施行から２４年、個人情報保護制度は１９

年経過し、市民にも広く認識されているものと理解をしておりますが、行政の説明責任、

公正で民主的な制度運営、さらには、迅速かつ的確な運用を図ることがより一層求められ

るとともに、個人情報の取り扱いにつきましては、ますますその重要性が認識されており

ます。 
皆様ご承知のとおり、本審査会は、主に開示決定等に対する審査請求が行われた際、審

査をしていただく機関でございます。開示決定等に対する審査請求は近年ございません

が、今後も引き続き、開示請求制度につきまして、情報を適切に取り扱い、もって市民生

活の向上に資するよう、遺憾のないように、制度を運用して参りたいと存じます。皆様に

おかれましては、ご多忙のこととは存じますが、当審査会委員として、本市における適切

な個人情報の取り扱い、また、情報公開の総合的な推進のため、ご尽力を賜りますようお

願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたしま

す。 
中原主幹 ありがとうございました。続きまして事務局の方から自己紹介の形で紹介をさ

せていただきたいと存じます。 
伊藤総務次長 皆様こんにちは。総務部次長の伊藤でございます。よろしくお願いいたしま

す。 



曽田総務課長 総務課長の曽田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 
中原主幹 総務課主幹の中原でございます。よろしくお願いします。 
渡辺主査 総務課の渡辺と申します。よろしくお願いいたします。 
芝田主任主事 総務課の芝田と申します。よろしくお願いいたします。 
梅田主任主事 総務課の梅田と申します。よろしくお願いします。 
中原主幹 続きまして会議の成立につきましてご報告申し上げます。本審査会の会議でご

ざいますが、審査会規則第３条第２項の規定によりまして、委員の過半数が出席しなけれ

ば開くことができないと規定されております。審査会の委員定数は５名でございます。本

日、４名、現在ご出席いただいておりますので、会議の方は成立しましたことをご報告申

し上げます。 
次に、事務局の方からお伺い申し上げます。今回の審査会は不服申立による審査が予定

されておりませんので、審査会につきましては、傍聴希望者の方は今いらっしゃいません

けれども、公開することとしたいと思いますがよろしいでしょうか。 
 ご異議ございませんので本審査会につきましては公開とさせていただきたいと存じま

す。それでは、議事の方に移らせていただきます。 
次第の５（１）会長及び副会長の互選でございます。審査会規則第３条第１項の規定に

よりまして、会長が議長となると規定されております。現在会長が決まっておりませんの

で、会長が決まるまでの間につきまして、議事進行を土居総務部長にお願いしたいと存じ

ます。よろしくお願いいたします。 
土居総務部長 それでは会長が決まるまでの間、私が仮議長を務めさせていただきたいと

存じますので、よろしくお願いいたします。本審査会の会長及び副会長は、木更津市情報

公開・個人情報保護審査会規則第２条第１項の規定によりまして、委員の互選により定め

るとされております。委員の皆様にお諮りいたしますが、審査会の会長について、いかが

いたしましょうか。 
山田委員 事前に何か話したりはしていないのですか。 
土居総務部長 互選になりますので、推薦いただければ、それでお諮りしますし、事務局の

方で案がございますので、案を示して、委員の皆様にお諮りするということでよろしいで

すか。 
委員一同 はい。 
土居総務部長 では事務局お願いします。 
中原主幹 それでは、事務局の方から提案させていただきます。本審査会につきましては、

清水委員が従来会長を務めていただいておりますので、今回につきましても、引き続き、

清水委員にお願いできればと考えております。以上でございます。 
土居総務部長 ただいま事務局案として、清水委員に会長をという、提案がございました。

委員の皆様にお諮りいたしますが、清水委員を会長にということでよろしいでしょうか。 
委員一同 はい。 



土居総務部長 異議なしということでございます。会長は清水委員にお願いをしたいと存

じます。それでは、以後の議事進行につきましては、清水会長にお願いいたしまして、私

は席を移らせていただきます。 
清水会長 ただいまご推挙いただきました清水でございます。総務部長さんの方から、この

制度ができて、２４年ですか、平成の何年なりますか、７年から８年あたりかと。 
中原主幹 条例が６年にできまして７年から施行しております。 
清水会長 それ以来ずっとこの職におりまして、ご覧のとおり、大分くたびれてまいりまし

て、ご案内の方もいらっしゃると思いますけど、この３月で清和大学を定年退職し、委員

名簿にございましたように名誉教授という肩書きだけがございます。 
もう授業はこの４月から担当しておりません。なるべく長生きをしようと思うと仕事

はしないほうがいいんだというのがございまして、あちこち非常勤の職とかそういうも

のを整理して今日に至っております。そういう意味では、新しいことに取り組む気力も体

力も２０数年前とは訳が違いまして大分衰えて参りました。ご覧のとおり髪の毛もひげ

も真っ白でございますが、いいことがございまして、電車に乗りますとやたら席を譲られ

ると。そういう長所もございました。一度もそういったことがないんですが。それはこれ

でですね、本来でしたら、そろそろ交代をさせていただきたいというふうに思うんですが、

先にこのメンバーの方が決まってしまいますので、より適任な方を差し置いてという気

もしないでもないんですが、皆様のご協力賜りまして、何とかあと２年は勤めてと思って

おります。よろしくどうぞお願い申し上げます。 
続きまして議題として、やらなければいけないのは副会長の互選ということで、成瀬君

がまだ間に合いませんので、彼の意向を聞いたわけでも何でもないですが、この審査会と

審議会の構造の中で、審査会委員の５名のうちの３名が審議会に入るというルールがご

ざいますが、白石先生は足の具合が悪そうですし、鬼形先生は、この中で、最高齢のご長

老でございます。このことを考慮すると、成瀬君か山田先生がご適任だと私は思っていた

のですが、山田先生、やっていただけますか。 
山田委員 はい。 
清水委員 それでは、山田先生、快くお引き受けいただきましたので、副会長ということで

皆様のご承認をいただくことにいたしますが、よろしゅうございますか。 
委員一同 異議なし 
山田委員 よろしくお願いいたします。 
清水会長 ありがとうございます。議題として用意されているのはその２件だけで、あとは、

報告ですね。 
事務局 はい。 
清水会長 では、昨年度の情報公開制度、個人情報保護、それから、会議公開制度も含めて

ですよね。この３つについて用意された順番に従ってご紹介いただきます。よろしくお願

いします。どうぞ。 



渡辺主査 それでは私の方から、平成３０年度の情報公開制度の施行状況、個人情報保護制

度の運用状況及び会議公開制度の運用状況につきまして報告させていただきます。事前

に送付させていただいた資料の中で、まず情報公開制度の施行状況と書かれているもの

をご覧ください。平成３０年度は２２人の方から、２２件の請求がございました。平成２

９年度が１６件でしたので、若干増えております。実施機関別の内訳、決定状況は資料の

とおりとなります。 
続きまして個人情報保護制度の運用状況というものをご覧ください。こちらは２４人

の方から、２４件の請求がございました。平成２９年度が１６件でしたので、こちらも若

干増えております。実施機関別の内訳、決定状況は資料のとおりとなります。 
最後に、会議公開制度の運用状況でございます。平成３０年度は２４１件の会議の開催

があり、木更津市審議会等の会議の公開に関する条例第６条の規定に基づき、事前に会議

の開催の公表を実施いたしました。実施機関別の内訳、決定状況は資料のとおりとなりま

す。会議の傍聴人の数は５２人となっております。以上となります。 
清水会長 ありがとうございました。件数だけのご紹介だったわけですが、処理状況につい

て何か事務局の方で、気になったという点がございましたら、あわせてご紹介をいただき

たいのですが。 
中原主幹 それでは私の方から若干補足的な説明をさせていただきたいと思います。 

情報公開制度につきましては、件数的には先ほど説明ありましたとおり若干増えてお

りますけれども、２０件から３０件前後で大体例年推移しております。情報公開制度での

処理としまして、近年際立って請求が多いものが、ご覧いただいているところのほとんど

に書かれておりますけれども、市が行った事業の設計書がございます。設計書のうち、市

の方が積算した金額・単価等が入った所謂金入りと呼ばれます設計書、これにつきまして

主に法人さんの方から参考にしたいので、ということでの開示請求というものが際立っ

て多くなっているというのが本市の特徴になるかと思います。 
こちらにつきましては、基本的に事業が入札を終わりまして契約が締結されているも

のにつきましては、特段隠すところがないということで金額も含めてすべて公開をして

いるというような状況でございますので、決定状況としますと、開示決定が多いというの

が、本市の特徴ということが挙げられると思います。 
一点ご報告申し上げますと、一覧表の中の、４番、ご覧いただいてよろしいでしょうか。

請求年月日平成３０年５月２９日付というもので、請求の内容が市の指定文化財の決定

に関することという請求が教育部の文化課の方にございました。請求年月日が５月２９

日付でございまして、右側の決定通知のところ、処理経過のところご覧いただきますと、

決定通知が平成３０年８月６日ということで期日が大分経過しております。 
経緯をご説明申し上げますと、この請求者の方が請求されたのですけれども、実は本市

の条例上請求権がない方からの請求でございました。担当の文化課としますとその内容

をご本人様に確認した上で、請求権がないので請求できませんという旨のお話は、ご本人



様にさせていただいた上でご本人様の方もわかりましたということで電話の方が終わっ

たそうなんですけれども、実はその後、手続き上は、取下げであればこちらの方で条例上

拒否処分をしなければならなかったんですけれども、その手続きを失念していたという

ことで、それがわかったのが８月でございました。至急拒否決定してくださいということ

で、拒否処分を追ってしたということで、これにつきましては、請求から決定まで、この

ような形で日付がたってしまっている、というところでございます。 
文化課の方には、制度の状況あるいは行政手続きの話をした上で、これでは駄目ですと

いうことで指導させていただいたんですけれども、このようなことがないように引き続

きといいますか、注意して参りたいというふうに考えております。情報公開につきまして

は、このような状況でございます。 
清水会長 それからもう１点ね。今の表の中で決定の内容という欄がありますよね。開示す

ると決定された場合には私どもの審査会にかかってくることがございませんので、ある

意味ではこの審査会ではどうでもいいことになるんですが、例えば２番とかですね。２１、

２２辺りで取下げがございますよね。取下げの後で決定通知と言うのが、出てくるんです

が。 
中原主幹 申し訳ございません。こちらは、例えば２番のところの取下げがありながらその

右側の処理経過のところに決定通知、あるいは写しの交付という記載があります。日付が

入っていないものにつきましては、こちらが決定通知あるいは写しの交付をしたという

ことではございません。要は、ここに本来書かなくていい情報という形になります。申し

訳ございません。 
清水会長 ですよね。 
中原主幹 はい。 
清水会長 ４番が、決定通知で拒否を受けて日付が書いてあるもんですから。日付のほうの

記載漏れなのか、それとも、どういうふうにしたら。ちょっと理解に苦しみまして。 
中原主幹 申し訳ございません。取下げでございます。 
清水会長 むしろ斜線、空欄でやった方がいいことだろうと思います。 
中原主幹 さようでございます。 
清水会長 他に。情報公開制度に関しての、何かご質問、ご意見ございますでしょうか。 
山田委員 すみませんちょっといいですか。４番のところの決定なんですが、取下げがなか

ったということなんですかというところが１点。  
  一般的なことなんですけど、設計書、単価表、見積りの開示請求があって、それを出し

たところにそれを開示していいかっていうふうな照会をすると思うんですが、最初の見

積りを出してもらう時に、その業者に、これは後々公開の対象になりえますよってことを

事前に断って見積りを出してもらっているのかどうなのかの 2 点をちょっと教えてもら

えればと思います。 
中原主幹 かしこまりました。まず１点目、番号４番の請求のところの件でございますけれ



ども、請求者の方からの取下げの通知等はございませんでした。ですので、本来は口頭で

のお話があったにしても、取下げがない以上は拒否決定をして拒否決定通知をお出しし

なければいけなかったところをですね、文化課の方はその対応は失念していたというと

ころがございます。それが１点目でございます。 
２点目の設計書でございますけれども、こちらにつきましては、この積算をした資料と

いうのは木更津市の工事発注課が自身で積算をした数字の設計書でございます。ですの

で、特に業者の方からその見積りを取ったというところではなく、単価の参考にするため

に見積りを取るようなことはあるかもしれませんけれども、施工設計書自体は木更津市

の職員が自分たちで設計した数字になりますので、手続き的にはそういった手続きをし

てないということで、全部開示ということで対応させていただきます。以上でございます。 
山田委員 今回の単価のことわかりましたけども、業者の方からその見積書を出してくる

っていう場合があるわけですよね。数字作ってくる場合。その書類を、他の業者が見たい

ということで開示請求してくることがあると思うんですけども。 
その場合に、２なんですけども、さっき言いましたけどもその見積りを出してくる業者

に対して事前に、これは公開請求の対象になり得るんで、公開される可能性がありますと

断って、その見積りを出してもらうというような段取りをとっているかどうなるかって

いうことなんですけど。 
中原主幹 すべての課においてどのような対応を取ってるかというところまでは確認はで

きておりませんが、基本的には見積りを取る際に、今先生がおっしゃったような、公開す

るのでということを付した上で徴収しているというケースはほとんどないのではないか

と考えております。 
ですので、仮にその見積書等々の請求があった場合につきましては、基本的にはその条

例上の非開示事由に該当するかどうかの判断をまず一時的にこちらの方でしまして、判

断がつきにくいあるいは当該会社の方に聞いたほうがより適切な判断が可能だというよ

うな判断した場合には、その法人の方に意見照会をするという可能性がございますが、そ

ういったことをあらかじめ付した上で見積りを取っているというのは、繰り返しですけ

れども、少ないのではないかと考えております。以上でございます。 
山田委員 その必要性ってのを感じないんですか。つまり、見積りを出した業者の方に意見

照会した時に、それは開示されて困るっていうふうに回答した。ところが、市の基準から

は、開示すべきってなった場合に、ジレンマに陥る可能性があると思うんですけども、そ

の時に事前に承諾を取っておけばそういう問題が起きないわけですよね。その辺のとこ

ろは、どういう考えのもとに今取る例が少なくなってるってことなんですか。 
中原主幹 件数としましても見積書等々に対する開示請求が少ないということも一つの理

由にはなろうかと思うんですけれども、市の方の事務を実施していく中で見積書に限り

ませんけれども、色々な会社から色々な書類が提出されます。それについて、一つ一つの

書類についてですね、開示することがありえますというようなお知らせというのは、本市



条例ができておりますので当然その条例に基づいて市の情報となった場合には、市の条

例に基づいた開示不開示判断がされるということが、こちらの方とすると前提になって

いるという認識もございますので、今のところ先生がおっしゃられたような会社の方に

事前に開示になりますというようなことの周知あるいは通知等々を行うというところま

では今のところ考えていないというところでございます。 
もう一つ申し上げます。近年大型の公共事業なんかをする場合、いわゆるプロポーザル

というような形でですね、業者提案というような形での提案に基づいた、工事の発注ある

いは契約を行っている事業も近年増えてきております。他市の事例などを見ますと、その

際にはですね、先生おっしゃられたように、その事業、プレゼンをする資料等々について

は、後々開示請求の対象になりますよ、というようなことを周知をしてですね、提案させ

てくるというような、市もあるというところは認識しております。以上です。 
清水会長 補足させていただいてよろしいでしょうか。平成のまだ一桁か二桁になってぐ

らいの時代だと思いますが、特約をしたケースっていうのが開示の対象になったことが

ございまして、民事の特約で公法上の権利、情報公開請求権を縛ることができるかという

ことで議論になりました。 
その次期はちょっと年月日覚えておりませんが、裁判所は役所と情報提供者の間の私

的な約束で公法上の権利を制限することできないという判断をいたしたものでございま

して、それ以来ですね、大体全国的に情報公開条例の対象あるいは情報公開法の対象にな

っているものについては、それはもう知ってるものだと承知の上で公開されるというこ

とだと言って説明をしてきたというような市町村のレベルでの実情がございます。 
それに伴って、それは情報を出した方に不利益が大きいというような声もありました。

それに対する対応というのは本市では検討したことがないのですが、ちょっと目立つと

ころではですね、そういう提供された情報が審議されるっていうのは、たいがい何とか審

議会っていうところが扱うということが多いんだそうで、そこはですね会議を非公開で

やって、事前に申し出があれば、会議そのものを非公開にして、終わったら返してしまう

というような形での運営をするとか、千葉県には条例の中にそういう項目があったと思

います。 
私に言わせればネガティブな条文を作って、提供者の方の情報を保護しようというよ

うなことを考えてるところもありますし、それから、最初の時点でなるべく市が保有しな

い。自治体が保有している文書が公開対象になるわけですから、一時的に預かるとかね。

審議の対象にはするけれども終わったら返してしまう、というような形で処理ができな

いかといった形で模索をしている自治体がいくつかございます。 
ですから、こちらもですね、先生のようなご質問があって、仮に情報提供者がこれは出

さないでほしい、それがなるほどそうですね、と言えるようなものについては、制度その

もののちょっと改編というか、組み直してみるのが必要ではないんだろうかというふう

に思っております。そんな事情もございます。だから、出さなかったというわけではござ



いませんけれども。 
山田委員 清水さんがおっしゃったように判決もあって、それが一般に周知されてるって

ことであれば問題が少ないのかもしれませんけれども、業者の方がどのぐらいそれを承

知してるのかっての僕は疑問に思わなくもないんですよ。 
それから市の方の認識が、その大部分の業者もわかっていることであろうからあえて

通知する必要はない、で、実態もそうだってことであれば問題はないとして、例えば、市

の方が、周知はされてないんだと思っている。あるいは、市の方はそう思ってるけれども、

実際の業者の方はそうはわかってないんだっていう認識の齟齬があるということであれ

ば、僕はそれをわかるような手だてをとったほうがいいのかなと思います。意見です。 
土居総務部長 工事の設計の場合の設計書の開示なんですが、見積りを取る段階で業者は

設計書と根拠となる単価の見積りですよ、その設計書は公開の対象ですよ、っていうこと

は存じております。なおかつ見積りは単体でその金額を、そのままストレートに入れると

いうことはほとんど無くて、市の方で積算のし直しをして、設計書に載せるというものに

なります。事業者側が何を知りたいのかというと設計書の単価で、見積書がいくらで出て

きたのかっていうところを知る、実情ではそれがありませんので、見積書までの公開請求

というのはまずない。設計書のお金が知りたいというところで今のところは進んでると

いうところでございます。 
清水会長 よろしいですか。 
山田委員 大丈夫です。 
清水会長 そういう問題提起があって、次の審議会でもしかしたら話題に上がるというこ

ともありえることです。全般的な見直しの中で一つの項目として取り扱うというところ、

次に選ばれた審議会のコンサルトさんにも私の方からお伝えしたいと思います。 
今回はこのぐらいにさせていただきたいと思います。続いて個人情報。 

中原主幹 個人情報につきましてでございますが、件数的には同じような形で推移をして

おります。ご覧いただいてる中で、やはり多いのは市民課の住民票と、あるいは印鑑登録

証明書等々について、例えば自分の住民票、あるいは自分の印鑑登録証明書等を紛失した

場合にはその紛失した間に誰かに成り済ましで取られてないかというようなことだと思

われますがそういったもののご自身の住民票あるいは印鑑登録証明書等についての請求

があったかないかというような請求というのがやはり件数としては多くございます。 
あとはレセプト関係の請求等々も自身のレセプトを開示して欲しいという請求もござ

います。 
個人情報につきましては、特に変わった請求というのはなかったというふうに認識し

ております。以上でございます。 
清水会長 １点だけよろしいですか。１５番。印鑑証明書の交付申請なんですが。決定の内

容のところ、拒否で括弧で理由がついてますね。この理由っていうものを、他のとこには

ついてないんですけども、何か理由があるんですか。 



中原主幹 はい。１５番の印鑑登録証明書の交付申請書先ほど申し上げましたように、ご自

身のこの期間に自分の印鑑登録証明書がとられたかどうか知りたいということで、請求

があった件だというふうにしております。決定内容の拒否でございますけれども理由に

記載されております１５条４項２号というのが、この期間の、要は情報がなかった、いわ

ゆる不存在、存在しませんでしたという旨の決定でございます。その決定の通知を１０月

１０日にさせていただいたということでございます。申し訳ございません。決定の内容の

ところの拒否の下の括弧の理由、という記載につきましては、こちらの記載ミスでござい

ます。申し訳ございません。 
清水会長 それこそついてる理由がわからんということです。 
中原主幹 申し訳ございませんでした。 
清水会長 個人情報保護制度の方については、何かご質問など、ご意見、よろしければ、三

つ目の会議の公開のところ、お願いします。 
中原主幹 はい。会議公開制度の件数につきましては、ご覧のとおりでございます。内容に

つきましては非常に多くございますので、すべてについてのご説明についてはできない

んですけれども、全体の傍聴人数につきましては５２名ということで、この数字がどうい

う評価になるかというところはありますけれども、特段会議公開制度そのものについて

の苦情ですとかあるいはご意見等々につきましてもこちらの方には特段入っている状況

ではございません。実際の運用状況の中で、会議等の事前公表につきましては、１週間前

までにしなければならないという規定はございますけれども、各課の会議公開の連絡が

来るのはですね、本当に１週間ギリギリだったりというような状況もございますので、そ

の辺は再度ですね、関係各課に周知を図りながら、適切な運用に努めて参りたいと考えて

おります。以上でございます。 
清水会長 １点だけ質問よろしゅうございますか。３７番。第３回木更津市火葬場整備運営

事業者。選定方法、入札、説明書等について、いずれも非公開と。 
これは、でき上がって議事録とか、肝心要の入札説明書等々については、文章の方は、

開示するっていうことですか。会議だけ非公開ということですか。 
中原主幹 申し訳ありません。ちょっと確認の方はさせていただきたいと存じます。会議の

方は非公開ですけれども、会長おっしゃったとおり、会議の公開がすなわちその会議録の

非公開には必ずしも繋がらないので、おそらく、事業等が済んでいればその辺の会議録と

いうのは当然不開示部分を除いて公開という形で対応しているはずでございますが、確

認の方させていただきたいと思います。 
清水会長 ３７の方が非公開だから、文章の方も非公開と言われちゃうと困っちゃうんで。

それは後ほど確認していただければ。 
それでは三つの制度の条例の施行状況ということについては、一応、ご報告いただいた

ということでよろしゅうございますでしょうか。ありがとうございます。 
とすると、今日やらなければいけないことはこれでおしまいということになろうかと



思います。会議の運営方法も含めまして、包括的になにかご意見ございましたら承りたい

と思いますが。 
山田委員 話戻りますけれども、個人情報の運用状況の１５番の理由の拒否なんですけど、

拒否っていうのは条例の文言に従った表現なのかってことなんですが、要は、実態は不存

在なわけでしょ。あるものの公開を拒否したわけじゃないですよね。これは拒否っていう

ふうに表現しなければいけないものなのかなというふうに思ったものですから。 
中原主幹 山田委員のご質問はごもっとでございます。条文上、ここに書いてありますとお

り個人情報保護条例の１５条の４項という規定がございます。その条文上の文言で、次に

該当する場合については請求を拒否しなければならないという文言になっておりまして、

その中に請求対象情報が存在しないときということとなっておりますので、拒否という

言葉を現状使わせていただいております。以上でございます。 
山田委員 もう一つなんですけども、その拒否の回答するときに、そういった申請がなかっ

たよっていうのも付するのかどうかってことなんですけども、要は、あるのに拒否された

って思っちゃうんじゃないかっていうふうに考えるもんですからね。その辺ちゃんと申

請した後にわかるような形になってるのかっていうのはちょっと気になったんです。 
中原主幹 はい。そちらの様式につきましては、やはり拒否という言葉を規則で決まってお

りますので拒否決定通知というかなりきついような言葉になっておりますが、その決定

の内容のところにつきましては、この条項にまず該当しますと、なぜならば、請求に対す

る情報が存在しないためというようなことはきちんと付記した形でお知らせをさせてい

ただいています。以上でございます。 
清水会長 理由の拒否についてはそれこそ全国的にそういう説明では不十分とだいう主張

も随分ございます。裁判所で単に条文の第何条第何号に該当するからっていうのは不適

合だという判決が出ております、その限りで最低限やることはやっているという風に思

いますが、よろしゅうございますか。 
それでは今日のご報告はよろしいですかね。事務局の方からなにかご報告はございま

すか。 
中原主幹 特にございません 
清水会長 それでは委員のみなさまご苦労様でございました。ありがとうございました。 
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