
情報公開のススメ

2016/10/30 市民グループ「見張り番」学習会 

全国市民オンブズマン連絡会議 内田隆

1. 自己紹介

2. なぜ情報公開請求しないのか

１） 制度を知らない

２） 情報公開請求する動機がない

３） 何を請求していいか分からない

４） どうせ「のり弁」

５） 個人が請求しても効果がない

６） 請求すると「行政に弓を引く」

3. 情報公開請求しよう！

１） 制度は説明済

２） 役所の情報を知ろう！「おかしい」がきっかけ

知ればますます興味を持つ

３） 「役所が持つ情報」は全て対象

例：補助金申請書、政務活動費領収書、会議検討資料・議事録

４） 多くの情報は役所ホームページに掲載済

ネット検索、情報提供でも出ないもののみ情報公開請求

「情報公開」と「公表情報」を組み合わせて分析

「のり弁」はごく一部（企業情報、防衛・外交情報、審議過程情報など）

他自治体はどうか？「黒塗り状況」比較

「分からないこと」が問題

５） 情報公開請求は誰でもできる

「市民オンブズマン」でも「個人」でも、開示される資料は同じ

「事実」は何よりも強い。個人でも影響大

知った情報を「発信」しよう！

６） 情報公開請求は当然の権利。

「誰が請求したか」は秘匿される（はず）

4. 開示請求実例

・首長交際費 ネットで公開済

・天下り情報

・静岡県警 文書開示 1 時間前にカラ出張を認める 

・政務活動費 領収書等

・口利き記録制度　http://www.ombudsman.jp/taikai/kuchi2016-2.pdf

・沖縄へ 6 都府県警機動隊派遣 など

5. まとめ











退職者　再就職状況 　　

【警察本部】

氏　名 退職時所属名 退職時職名 退職日 再就職先 再就職先での役職 再就職日

円道　紀彦 警察本部 交通部長 H28.3.31 （株）たいよう共済 福井支店副支店長 H28.4.1

児嶋　國継 警察本部 参事官（地域） H27.3.31 （一社）福井県交通安全協会 安全運転学校長 H27.4.1

小林　一雄 鯖江警察署 会計課長 H27.3.31 （一社）福井県交通安全協会 事業部業務課長 H28.4.1

小林　義則 警察学校 学校長 H28.3.31 福井県遊技業協同組合 専務理事 H28.4.1

齊藤　秀男 警務部厚生課 課長 H28.3.31 警察職員生活協同組合 福井県支部参事 H28.4.1

齊藤　良夫 越前警察署 署長 H28.3.31 福井総合病院 相談役 H28.4.1

末永　勝 警察本部 参事官（教養） H28.3.31 三井住友海上火災保険（株） 損害サポート特別嘱託 H28.4.1

鈴木　公一 警察本部 参事官（少年） H27.3.31 日本原子力発電（株） 敦賀地区本部部長 H27.4.1

寺尾　義裕 敦賀警察署 署長 H28.3.31 （一社）福井県交通安全協会 事務局長 H28.4.1

野路　清 警務部情報管理課 照会センター室長 H28.3.31 （一社）福井県交通安全協会 経理課長 H28.4.1

眞柄　義夫 大野警察署 署長 H28.3.31 セコム北陸（株） 福井統轄支社顧問 H28.4.1

宮田　昭夫 警察本部 首席参事官（警備部） H28.3.31 関西電力（株） 原子力事業本部参事 H28.4.1

棟朝　秀一 あわら警察署 署長 H27.3.31 （学）福井県自動車学園 敦賀自動車学校長 H27.4.1

森川　博幸 警察本部 参事官（地域） H28.3.31 （学）あおい学園 敦賀中央自動車学校長 H28.4.1

山形　光雄 警察本部 参事官（通信指令） H28.3.31 日本システムバンク（株） 総務部担当部長（渉外・安全管理） H28.4.1

山村　秀樹 警察学校 学校長 H27.3.31 福井県農業協同組合中央会 役員室顧問 H28.4.1

○条例に基づく届け出があった者（元管理職員）（５０音順）

福井県警　ネットで公開



静岡県オンブズマンネットワーク 
http://plaza.across.or.jp/~fujimori/ombudsman.html 

 

2004 年 3 月 5 日  静岡県警カラ出張ついに認める 

 ～服部寛一郎代表の粘りが壁を崩す～ 
 

 服部寛一郎さんが原告となり、静岡県警総務課と静岡県議会の 1995 年度

旅費・食糧費・使用料及び賃借料の支出に係る公文書の非開示処分取消請

求訴訟は、東京高裁で服部寛一郎さん勝訴の後、県が 2000 年 11 月 8 日付

で最高裁に上告受理申立をしていたところ、2004 年 1 月 22 日付で最高裁が

上告不受理決定を下し、服部さんは 2004 年 3 月 5 日午前 11 時に文書の開

示がなされるとの通知を受けていたところ、県警は同日午前 10 時に緊急に記

者会見し、警務部総務課の 1995 年度の旅費 1,300 万円余りの内 940 万円余

りがカラ出張であり、食糧費 400 万円余りの内約 100 万円が違法な支出に該

当していることを公表した。 

 朝日新聞 2004 年 3 月 6 日の社説は、「・・・このところ北海道県警をはじめ各

地で警察の裏金疑惑が表面化しているが、カラ出張による裏金作りを認めた

のは、日本の警察史上おそらく初めてだろう。もっとも、静岡県警が自発的に

不正を明らかにしたわけではない。県民の 1 人が県の情報公開制度に基づい

て 7 年半にわたって県警に情報開示を求めてきた。それがようやく実ったの

だ・・・」と紹介している。 

 服部さん大変ご苦労様でした。 

 



徳島県議会
政務活動費





議員による働きかけのパターン議員 よる働き け タ ン

例 名古屋市平成２ 年度記録 件中例：名古屋市平成２７年度記録739件中

名古屋市議114件（公職者から 128件）名古屋市議114件（公職者から 128件）

①有権者の自治体への要望の代弁 89件
②入札・契約 3件
③特定企業・団体・個人の要望 18件③特定企業・団体・個人の要望 18件
④資料提供を求める 12件
⑤（元）職員からの苦情 6件



①有権者の自治体への要望の代弁①有 者 治体 要 代弁

公園の草が公園の草が

伸びており、伸びており、

除草してほしい除草してほしい



②入札・契約②入札 契約

特定業者の耐震

粘着シート
「●●」を「●●」を

市に導入可能か市に導入可能か

確認したい確認したい



③特定企業・団体の要望③特定企業 団体 要望

国会議員の後援会長

の宗教法人。

納骨堂を木造としたい納骨堂を木造としたい

が、認められないとが、認められないと

言われている。

許可してほしい。



④資料提供④資料提供

本日夜 薬剤師会で

あいさつするあいさつする。

委員会終了後に薬剤師

に関する話題を

箇条書きにし 教え箇条書きにして教えて








