
第 7号様式

不服の申出処理結果通知書

30逗 情 審 発 第 10号
2019年 (平成 31年)3月 28日

尾 形  浩 様

逗子市情報公開審査委員  小 沢 弘

あなたからの不服の申出について、次のとおり処理したので通知します。
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I 処理の結果

実施機関に対し、勧告ないし意見の必要性は認められない。

Ⅱ 不服申出の趣 旨

1 不服申出者(以下「申出者」という。)は、平成31年 (2019年 )2月 18日 、逗子市情

報公開条例 (以 下「条例」という。)に基づき、「桐ケ谷市長面談記録 2件 2019年
1月 31日 長嶋鎌倉市議会議員 2019年 2月 4日 松尾鎌倉市長」(以 下「本件対

象情報」という。)の 1青報公開請求をした。

これに対し、実施機関は、同月22日 付けで、「2019年 1月 31日 の長嶋鎌倉市議

会議員との面談及び2019年 2月 4日 の松尾鎌倉市長との面談については、記録対
象となる面談ではないと判断したため。」との理由で、情報不存在決定(以 下「本件

不存在決定」という。)を 行った。

2 申出者は、2月 28日 、逗子市情報公開審査委員に不服の申出をした。

不服 申出書の記載内容および申出者からの事情聴取の結果によれば、その理由

は以下のとおりである。

(1)2019年 1月 31日 の長嶋鎌倉市議会議員との面談 (以 下「本件面談 1」 という。)

については、同議員が鎌倉市議会本会議の一般質問において、逗子市職員も同

席していた旨を述べている。したがって、同席した同市職員によるメモ等が存在す
ると思米斗する。

当該メモ等についても、情報公開請求の対象となり、公開されるべきである。
(2)2019年 2月 4日 の鎌倉市長との面談 (以 下「本件面談 2」 という。)は、鎌倉市及
び逗子市の市長動向に掲載されており、公務としての面談である。

公務である以上、市職員が同席していたと思われ、市職員によるメモ等が存在

すると思料する。

(3)条例第 1条の 目的に照らし、市の説明責任として、本件面談に係る情報 (①面
談要請 (要請 日時、要請 目的 )、 ②面談記録 (面談 日時、面談時間、面談項 目、
面談立会者等))を提供すべきである。

Ⅲ 調査経過

平成31年 3月 8日 、申出者から事情を聴取した。

同 日及び同月15日 、経営企画部参事 (秘書室長事務取扱)及び秘書室専任主査
から事情を聴取した。なお、15日 の聴取においては、あらかじめ経営企画部参事が市

長から聴き取った本件面談2の面談内容についても聴取した。



同月8日 、後述するメモを検分した。

また、同月13日 及び25日 、情報公開審査委員の合議を行った。

Ⅳ 調査の結果及び考察

1調査により認めた事実

(1)本件面談1は、逗子市議を通じ、秘書室に対し、鎌倉市議がロードプライシングや

ごみ処理問題について市長と話をしたいとの要請があり、設定された。

面談場所は市庁舎内の市長応接室、面談 日時は1月 31日 午後5時過ぎから約 1

時間であり、冒頭、紹介者の逗子市議が同席したが、途中で退席した。

秘書室長が同席し(ただし、途中、短時間の離席があった。)、 常に携帯している

自らのスケジュールノート(A5サイズ)に、開始時間、面談者名のほか、面談での発

言を単語や短文で、1頁にメモ書きをした (以下「本件メモ」という。)。

(2)本件面談2は、鎌倉市の秘書課から、面談 日程調整の要請があり、設定された。

面談の目的や案件は示されなかった。

面談場所は、市庁舎内の市長応接室、面談 日時は2月 4日 午後3時から40分～

45分程度であった。鎌倉市秘書課職員が随行していたが、面談には同席せず、当

市職員も同席しなかった。

(3)本件面談2については、鎌倉市のホームページの「市長の動向」及び当市のホー

ムページの「逗子市長の一 日の動き」に掲載されている。

本件面談1については当市ホームページヘの掲載はない。

(4)本件面談1について、面談相手である鎌倉市議が、鎌倉市議会本会議において

ごみ処理問題について一般質問を行う中で、「私、桐ケ谷市長にお会いしていま

す。・0(中略 )・・市長のお考えははっきり聞いてきております。。・(中略)・
。私はこの

場では申し上げません。言ったらまずいと思うので。でも、桐ケ谷市長のお考えは聞

いてきました。はっきりとおっしゃっていました。・。(中略 )・
。だから、いたずらに引き

延ばすべきじゃないと思いますが、もうできないですよね、市長。逗子に持っていっ

て燃やすこと。どうなんですか。」と質問した。

一方、鎌倉市長は、本件面談2での話として「個別具体については今調整中でご

ざいますけれども、基本的にこれまでのごみ処理の方針ということについては継続し

ていくというのが大きな方向性ということで受け止めています。」とし、上掲の鎌倉市

議の質問に対して、「逗子市には焼却の申し入れを我々しておりまして、それは無

理ではないと捉えています。」と答弁している。
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2実施機関の説明内容

(1)本件面談1は、面談相手が他市の市議会議員であって市長と初対面であり、また

市長が就任間もないこと等から、市長の意向を確認し、秘書室長が同席した。同席

は具体的な目的や職務があつてのことではなく、儀礼的なもので、何か必要なこと

があったら対応できるように備えてのものである。

面談の内容は、観光連携やロードプライシング、ごみ処理の広域化など、鎌倉

市・逗子市の市政に関する意見交換であった。隣市の市議会議員個人との面談で

あり、当然のことながら、政策的な意思決定に関わる内容に踏み込むものではなか

った。

本件メモは、市長の指示等によって作成したものではなく、自らの備忘録として作

成したものである。

(2)本件メモを書いたスケジュールノートは私費で購入したものであり、常に携帯し、今

日やらなければならないことのリストアップや、市長からの指示を書き留めるなど記

憶の補完のためのメモに用いている。

保管状況は、現用のものは常に携帯し自宅へも持ち帰っており、過去のものは自

席の机の引き出し内にあり、他の職員が閲覧。利用することはない。廃棄は自らの判

断で随時行っている。

(3)本件面談2については、鎌倉市からの面談設定の要請にあたって案件が示されて

おらず、特定の案件についての面談ではないと判断した。特定の案件についての

協議であれば、担当所管の職員が同席する。

(4)担 当所管職員同席での実務的な協議以外で、首長同士が面談する場合、基本的

に職員は同席しないのが慣行である。本件では鎌倉市側が随行の秘書課職員は同

席しない意向を示したこともあって、当市秘書室職員も同席しなかった。

(5)本件面談2の面談内容は、時候の挨拶を交わした後、ごみ処理に関するこれまで

の交渉経過の再確認と、交渉を継続していくことの確認をしたにとどまる。

政策的な意思決定に関わる内容に面談が及ぶ場合は、担当所管の職員を同席

させるが、本件面談2についてはそのような内容ではなかった。

3 検討

(1)本件メモの条例第3条第1項該当性について

ア 条例第3条第 1項は、情報公開請求の対象となる「情報」について、「実施機関

の職員が職務上作成し、又は取得した文書に記録され、当該実施機関が現に保

存又は保管しているものをいう」と規定する。解釈運用基準によれば、「『 実施機
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関が現に保存又は保管しているもの』とは、実施機関によって情報が公的に支配

されている状態にあるものをいい、具体的には情報の存在をその情報を所管して

いる所属の長が確認するなど組織的に認められた時点を指している。」とされ、い

わゆる組織共用性を備えたものがこれにあたる。

イ 組織共用性を備えているかの判断は、①文書の作成、取得の状況 (職員個人の

便宜のためにのみ作成取得されたか、直接間接に上司の指示等の関与があった

か)、 ②文書の利用状況 (他の職員や外部に配付されているか、他の職員に職務

上利用されているか、異動の際に後任者に引き継がれているか)、 ③保存、廃棄

の状況 (共用の保存場所で保存されているか、文書管理システムで管理されてい

るか、個人の判断で廃棄できるか、上司の決裁等が必要か)などを総合的に考慮

すべきであると解されている(横浜地裁平成23年 3月 16日 判決など)。

ウ これを本件メモについてみると、作成について上司の指示等の関与はなく、もっ

ぱら自らの記憶を補完する目的で作成されており、他の職員等に職務上利用さ

れておらず、また、本件メモの体裁からも他の職員等に利用させることは予定して

いないと認められる。共用の保存場所での保存はされておらず文書管理規則に

よる管理、廃棄の対象とされていない。

これらの事情によれば、本件メモは、職員が個人の便宜のためにのみ作成した

備忘録であって、組織としての利用を予定していないものと認められるから、条例

第3条第1項の「情報」に該当しないと解される。

工 なお、実施機関は、情報不存在決定通知書において、情報が存在しない理由と

して、本件面談 1、 2について併せて「記録対象となる面談ではないと判断したた

め」と記載している。かかる記載では、およそ面談記録が物理的に一切存在しな

いとの趣 旨に理解され、本件面談1については本件メモが物理的には存在する

が、当該メモは公的に支配されている状態になく条例第3条第 1項の「情報」に該

当しない法的不存在であるとの理由による不存在決定であることが正しく請求者

に理解されないおそれがある。

理由付記が要請される理由の一つが「請求者に、不服がある場合は不服の申

出、審査請求及び訴訟の提起に便宜を与えるところにある」(本条例の解釈運用

基準)ことに照らせば、本件面談1の記録については、上記のとおり法的不存在で

ある旨の理由付記が必要であったと解される。

(2)本件面談2にかかる記録の存否について

申出者は、本件面談2は、鎌倉市及び逗子市の市長動向に掲載されており、公

務としての面談である以上、市職員が同席し、メモ等の記録が存在するはずである
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と主張する。

しかし、実施機関の説明によれば、本件面談2については、鎌倉市側が随行の

秘書課職員は同席しない意向を示したこともあって、当市職員も同席しなかったと

のことであって、かかる説明には不合理な点は存しない。

他に、面談の記録が存在することを認めるに足りる事情もない。

(3)本件面談につき記録を作成して公開することの要否について

ア 当市においては、情報公開審査会委員が、文書の作成については基本的には

実施機関の判断に委ねるとしつつ、情報公開制度の運用から見て特に重要と思

われる点について、以下の勧告ないし意見を述べてきた。

(ア)1994年 (平成6年)2月 9日 勧告

「市は、推進しようとしている事業や計画に関連して、市民はじめ企業や団体等

と会談や交渉をする際、必ずその内容を記録し、文書にして、適当な期間、保存

しておくべきである。」

「(会談・交渉の)当 事者双方の間で、仮に片方のみが記録や証拠を持ってい

て、他方にそれらがないとすれば、他方に対抗の手段がないことは、自明の理で

ある。」

(イ)2000年 (平成 12年)12月 28日 意見

「市が推進しようとする事業や計画について会談や交渉をする場合だけでなく、

記録に留めるのが適当と判断される面談については、積極的に面談記録を作成

し保管するよう努めるべきである。

記録に留めるのが適当な場合にあたるかは、①相手方及び市側対応者の地

位・役職、②面談内容 (市の権限に属するものか否か。あるいは、前後の事情か

ら継続的な対応が想定されるか等。)、 ③付随的な要素として、面談時間、面談

場所等を考慮すべきである。」

イ 公文書等の管理に関する法律 (2011年 (平成23年 )4月 1日 施行)は、第 1条で

「この法律は、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文

書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者で

ある国民が主体的に利用し得るものであることにかんがみ、国民主権の理念にの

っとり、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文書等

の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適

正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有する

その諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを

目的とする。」と規定し、第4条は「行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資
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するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該

行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができる

よう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の

事項について、文書を作成しなければならない。一 法令の制定又は改廃及び

その経緯 二 前号に定めるもののほか、閣議、関係行政機関の長で構成される

会議又は省議 (これらに準ずるものを含む。)の決定又は了解及びその経緯 三

複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して

示す基準の設定及びその経緯 四 個人又は法人の権利義務の得喪及びその

経緯 五 職員の人事に関する事項」と規定する。同条は、地方公共団体に直接

適用されるものではないが、同法第34条は、「地方公共団体は、この法律の趣 旨

にのっとり、その保有する文書の適正な管理に関して必要な施策を策定し、及び

これを実施するよう努めなければならない。」と規定しており、地方公共団体にお

いても、同法第4条に沿った記録の作成が要請されるところである。

ウ 本件面談 1は、面談の相手方が他市の市議会議員個人であって両市の事業・

計画についての協議、交渉を行う立場にはないこと、面談内容は諸政策に関する

一般的な意見交換にとどまるものであったと認められることから、面談記録の作成

が必要であるとまではいえない。

工 本件面談2は、当市、鎌倉市及び葉山町2市1町で多年にわたってごみ処理の

広域化について協議を重ねてきたという経過のなかで行われた鎌倉市長と逗子

市長との面談であるものの、鎌倉市からの面談の申入れにあたって案件が示され

ず、鎌倉市のごみ処理事業担当所管職員の随行、同席もなかったこと、面談内

容は、従前の交渉経過の再確認と交渉を継続していくことの確認にとどまるもので

あったことから、当市の新市長就任に対する儀礼的な訪間の性格が強く、ごみ処

理事業や計画の意思決定につながり得る実質的な内容をもった面談でなかった

と認められる。よって、面談記録の作成が必要であるとまではいえない。

オ 実施機関によれば、担当所管職員同席での実務的な協議以外で、首長同士が

面談する場合、基本的に職員は同席しない慣行があるとのことであり、面談記録

も作成されない。このような慣行は、当市に限らず、他の地方公共団体でも見られ、

公務ではなく政務 (私的な活動)であるとの説明がなされることもある。

しかし、実務担当者を交えない首長同士の面談が必ずしも政務 (公務にあたら

ない私的な面談)であるとはいえない。むしろ、首長が市の事務全般について抽

象的かつ包括的な職務を行う地位にあることからすれば、公務と評価すべき場合

が少なくないと考えられる。そして、公務である以上、面談内容によっては面談記
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録の作成が要請される場合もあり得る。

したがって、少なくとも、面談の日時 (執務時間内かどうか)、 場所 (庁舎内かどう

か)などの客観的外形的な事情から公務と解され得る場合には、面談内容によっ

ては面談記録の作成が必要になることも想定して、記録作成を行い得る体制を整

えることが望ましい。

4結論

以上の理由により、Iのとおり、勧告ないし意見の必要はないと判断するが、今後の

運用にあたって、Ⅳ3(1)工 (法的不存在の理由付記)及び (3)オ (記録作成を行い得

る体制の整備)に留意されるよう付言する。

以上
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