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第 168 回例会 

日時：平成 21 年 10 月 15日（木）12：30～14：30 

場所：八王子エルシィ 

出席者：46 名、出席率 68.2％ 

（会員総数６６名、内休会４名） 

１．宮城例会委員長の司会で定時に開会 

２．故平原俊彦氏のために黙祷 
３．会食 

４．杉山副会長挨拶（下山会長欠席のため、

杉山副会長が代理） 
皆さん、こんにちは。台

風の関係で例会が一週間

延期になったため出席率

が低くなりました。下山

会長がよんどころない所用で国許へ帰っており、

私宛メールで挨拶が届いておりますので、これ

を読ませていただきます。 

私

会

東

 

今

「皆さんこの度の台風で、第１６８回例会は日

延べになりました。我々の安全のために、妥当

な処置と思います。がしかし、予定の変更で迷

惑を蒙った方や出席できない方にはお詫びしま

す。かく言う私にも当日私的ではありますが、

はずせぬ予定が組まれており、やむなく杉山副

会長に例会をお願いする事になりました。申し

訳御座いません。なお平原さんへの惜別の念は

皆さんお持ちでしょう。謹んで哀悼の意を捧げ

ます。 
が挨拶で申し上げる予定であったことを手

短にお伝えしておきます。次の諸点です。 
・第１は１５周年記念事業実行委員会がスター

トすることに漕ぎ着けました。準備会で杉山副

会長始め皆さんのお陰で基となる考え方を見

出して、今後は実行委員会ゆだねることになり

ました。濵野実行委員長を中心に実行委員会の

チーフの方を選ばせて戴きました。この方々を

サポートする委員のメンバーについては、各チ

ーフから依頼を受けて実行委員会に参加して

いただくことになると思います。ご協力くださ

い。 
・第２はハッピーコインのスタートです。例会

の中で個人の慶事、喜びを少しでも分かち合う

ことが出来て、例会を楽しく過ごす一助になり、

お誕生日のお祝いも含めて、心温まる習慣とな

っていく事を期待します。池田会員には記念の

絵手紙づくりで大変お手数をかけます、皆さん

拍手で御礼をして下さい。 
・第３は各委員会が夫々どの委員会もしっかり

活動頂いている事です。本日夫々ご報告があり

ます。例えば同好会の種類が増えそうな勢いな

ので、期待が膨らみます。 
・第４は１１月の全日本プロバスクラブ理事会

についてです。参加者のリストが出来つつあり

ますが、これから拍車がかかる時となりました。

皆様のご協力をお願いします。 
なお会則の改定小委員会も開かれましたが、報

告するまでには至っておりません。 
長の例会欠席の第１前例となったお詫びの

印として、述べようと思っていたことをお伝え

しました。１１月野外例会を楽しみにしつつ。」 
 なお、今日は長い間ご病気で療養されていた

永井さんが、元気なお姿を見せていただいたの

で、ちょっとお立ち下さい。皆さん拍手でお迎

えしましょう(拍手)。 
５．お客様紹介・ご挨拶 

京八王子南ロータリークラブ 

  元会長 広瀬 武彦

様

東京都と共同で高校生の

職業体験（インターンシッ

プ）を、各地区を巡回して

やっており、毎年 700～800 人扱っており、
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後とも続けてまいります。 
６．ハッピーコイン報告 
宮城例会委員長より、今月から始まったハッピ

た。全部で 20 枚。10 月

が誕生日の会員は 11 名、

(敬称略) 大野幸二、北

川、立川、土井俊玄、古

川、矢島、小林時雄、荒、

岡本、戸田、高瀬。その

うち 5 名（立川、土井、

古川、荒、戸田）が出席。素敵なカードが手渡

され、記念撮影。続いて杉山副会長より、ハッ

ピーコインペーパーの嬉

11/12 の野外研修の参加者

ーコインの報告があっ

しい、そして楽しい内

容が逐一紹介された。   

荒

たしまし

（

ま まったコインは社会奉仕に役立てま

ラブから立川会員

、私が出席します。 

ン 2 名。欠席する場合

員 願致します。  

(石井實、大髙、田子、北川)、

 

は

後マ

います。 
（

いて印刷物でお渡し

木研吾会員から

いたします。 

ので、いずれ

お

す。 

47 名。当日は 
7：45 集合、8：00 出発 
8 月に行った同好会に関す

るアンケートの結果は、1.
旅行 2.映画 3.美術鑑賞 4.マージャンに、それぞ

れ 12～13 票ずつでした。その他の提案も頂き

ましたが、先ず 12/1(火)に国立西洋美術館で開

催される｢古代ローマの遺跡展｣の見学を計画し

ております。11/12 野外研修のときに詳細をペ

ーパーで配り募集したいと思います。その

ージャンや映画も考えて行きたいと思

 ５）地域奉仕委員会  堀口委員長 

第 14 回生涯学習サロンに

ついては、次の例会で、そ

の内容およびスケジュール

等につ

できると思っています。 
いちょう祭りについては、佐々

報告とお願いを

(佐々木会員) 
 新しい会員もおりますので、｢いちょう祭り｣

幹事 

（１）先ほどは平原俊彦

氏への黙とう有難うござ

いました。プロバスだよ

りに大野聖二初代会長の

追悼文を掲載い

７．幹事報告 

た。 
２）ハッピーコインが今日からスタートでき

した。集

す。 
とはそもそもなんだということを説明します。 
 もともと八王子祭りがありますが、それとは

別に自然をバックに、市民と学生とで手作りの

お祭りをやろうという動きがあり、当クラブの

大野聖二パスト会長を中心に、昭和 54 年

（1979）に第 1 回いちょう祭りが開催されまし

た。今年は第 30 回目の記念のイベントです。

ユニークなのは一種のオリエンテーリングで、

いちょう並木道を歩こうというものです。追分

から小仏関所跡までの間に 12 の関所を設け、

焼き判を押してもらい、全部歩けば完歩賞など

を出すものです。もう一つの呼び物は、クラシ

ックカーパレード。また、各種模擬店、行事を

催し、祭りを盛り上げます。当クラブ会員にも

何人か役員で参加していただいています。プロ

バスクラブは何をやるかというと、いろいろな

エリアに出店業者がいますが、そのうち二つの

エリアで受付や案内・監視を担当しています。

今年は少々変更があり調整中です

（３）対外活動報告 
10/24 に横浜の港南台にプロバスクラブ創立記

念式典が行われますが、当ク

と山崎会員が出席します。 
また、同じ 10/24 に、新潟、上越、柏崎の合同

交流会があり、下山会長と

８．各委員会報告 

（１）例会委員会（下田会員） 

会員総数 66 名、休会 4 名本日の欠席 20 名、 
出席率 68.2％、ドタキャ

は必ず事前に連絡を。 
（２）情報委員会（八木副委員長）  
プロバスだよりは 3 チーム交代で作成していま

す。１６８号は矢崎･八木が担当。投稿は濵野会

からお願いしますが、ご協力をお

（３）会員委員会（大串会員） 

会員総数は平原会員の死去により一名減の 66
名、休会は 4 名

実働は 62 名。 
手伝いをお願いいたします。 

（４）研修委員会（佐々木委員長）          
開催日は 11/21(土)～22(日)で
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（６）交流担当 山崎理事 

ス協議会理事会の報告

交流会       

11/16(月) 12：30
参加申込者 24 名 

ゴルフ同好会：（米林会員）今年最後のゴルフ

コンペを 11/26（木）に、相武カントリーで開

催します。その後、京王プラザ八王子に移動し

て表彰式・忘年会を開催します。４組を予定し

ていますので私宛

りは 10/30 です。 

第二回全日本プロバ  

～15：00  

場所：  
八王子  

費 ￥8,000 

～20：00  

ホテル八王子  

いない方は、ぜひご参加

5～6

９

計画を作成し、理事会の承認も頂きまし

【周

）(広報する)そして（地域に奉仕する） 

実

今

申し込んでください。締め切

歴史の会（土井俊雄会員）澤渡初代会長、荒二

代目会長の後を引き継ぐことになった土井です。

第 1 回目の会は平成 18 年 6 月に開催され、今

月の 19 日（月）に開催されるのが第 16 回目の

会になります。先輩の実績に傷をつけないよう

頑張りたいと思います。来年の 1 月か 2 月に次

の歴史散策を計画したいと思いますが、これま

でに近場は行きつくした感がありますので、皆

さんのお知恵を拝

京王プラザホテル

参加 ：

ウェルカムパーティ  
11/15(日)  18：00
参加申込者 14 名 
場所：京王プラザ

参加費：￥4,000 
以上が皆さんからの申し込み数ですが、未だ、

参加申し込みをされて

をお願い致します。 
 全国からの申し込みは全日本協議会で受け付

けておりますが、10/14 現在、29 名（更に
借したいと思います。宜しく

会委員長の指導で簡単

リラックス体操。〕 

「情
 

取りましたので、

 

どが保有する情報を外

度。一般に 情報公開制度」「情報

005 年、アメリカ

で 1982 年 3 月、

務省調べ 47 都道府県、2333 市

お願いします。 
〔卓話に入る前に宮城例

名増える予定）がお見えになります。 

．15 周年準備会報告：杉山副会長 
準備会は 7 月、8 月、9 月と 3 回開催し、事業

の基本
な

 
た。 

１１．卓話 
年コンセプト】 

クラブ活動 15 年の積み重ねを（振り返る）（お

祝いする

報公開制度のあらまし」 
             川村 真 

八王子に情報公開条例

ができたのが平成 2 年、

同年 4 月から私が担当に

なりました。情報公開に

大変熱心でした民主党が

政権を

これを演題に選びました。

1. 情報公開制度の意味 
広義では、行政機関な

部に公にする制度。 
狭義では、行政機関などが保有する情報を請

求に応じて開示することを行政機関などに義

務付ける制 「

公開法」。 
2. 世界の情報公開法 
スウェーデンでは 1766 年に成立、デンマー

ク、ノルウェーでは 1970 年、韓国 1996 年，

イギリス 2000 年，ドイツ 2
では連邦レベルで 1966 年 
3. 日本の情報公開への動き 
山形県金山町が最初 神奈川

県 1982 年 10 月 
2005 年の総

町村で制定 
4. わが国の情報公開法 

【記念事業】 

☆青少年を対象にしたイベント 

開催日：平成 22 年 10 月 17 日（日） 

場所：市民会館 

第一部：青少年セイフティフェスタ（検討中） 

第二部：君に届け愛のコンサート（視覚障害を

持つ音楽家と共に奏でるコンサート） 

☆15 周年記念式典、懇親会の開催 22/10/17 

☆記念誌の発行 

☆クラブ紹介広報用パンフレットの制作 

☆東京日野プロバスクラブ創立支援（進行中） 

【実行委員会】 

行委員会：濵野委員長（第 11 代会長）・・

事務局・・（１）事業支援部門（庶務、会計、

監査）（2）事業部門（イベント、記念式典、懇

親会、日野プロバス創立支援）（3）広報部門（広

報活動、記念誌発行、事業記録、クラブ広報パ

ンフレット製作） 

【事業資金】 

日まで積み立ててきた特別事業積立金と、八

王子市の（市民企画事業補助金・申請予定） 

これで事業の基本が出来たので、これ以降は濵

野実行委員長にバトンタッチです。 

１０．同好会報告 

 - 3 -



 

 - 4 -

 

うやく可決、

。 

議会定例会で八王子市情報公

会で可決され、

開条例の概要 

政の実現と市政への市民参加 

  

公平

 

  図画、写真、フィルム、電磁気 

  文書の視聴 

  ② 所のある 

  ③ 事務所や事業所に 

  ④ 内にある学校に在学して 

  ⑤ と 
する理由

学習 、争訟など）を明記でき 

出 

  ① 請 則として公開 

情報 

    ニ 安全、秩序維持に関する 

る情報 

された情報 

開 

  ① きは、日時、場所を書面 

  ② で公開しな 

関する手続き 

   
行政 服を申 

公開の推進 

、民主

件、選挙管理委員会が 2 件でした。

うぞ宜しくお願いします。本日はお疲れ様でした。 

政府は、1998 年 3 月 27 日、国会に情報公開

法を提出。3 回の国会で継続審議となる。 

その後、衆議院と参議院でそれぞれ一部修正

され、1999 年 5 月 7 日衆議院でよ

同年 5 月 14 日に交付された

5. 八王子の情報公開制度 
1990 年から本格的な検討に着手 
1993年第 3回市

開条例が可決 
1994 年 4 月 1 日施行 
その後、条例の全面的な見直しを行い、改正

案が 2000 年第４回市議会定例

2001 年 4 月 1 日施行された 
6. 八王子市情報公

（1）条例の目的 
  開かれた市

（2）実施機関 
市長、教育委員会、選挙管理委員会、 
委員会、監視委員会、農業委員会、 

固定資産評価審査委員会および議会

（3）情報公開の対象となる公文書 
文書、

記録 
（4）公文書の公開の方法 

① 公文書の閲覧 ② 公

③ 公文書の写しの発行 
（5）公文書の公開を請求できる方 
  ① 八王子市内に住所のある方 

八王子市内に事務所や事業

個人、法人その他の団体 
八王子市内にある

勤務している方 
八王子市

いる方 
以上のほか、公文書の公開を必要

（調査、研究、取材、 
、勉強

る方 
（6）公開の請求方法 
   公文書公開請求書を実施機関に提

（7）公文書の公開義務と非公開情報 
求のあった公文書は原

しなければならない 
  ② 例外的に次の情報は公開できない 
    イ 法令により公に出来ない

    ロ 個人などに関する情報 
    ハ 法人などに関する情報 

公共の

情報 
    ホ 審議、検討または協議に関す

    ヘ 行政運営に関する情報 

    ト 任意に提出

（8）公文書の部分公開 
  非公開部分を除いた部分を公

（9）公開請求に対する決定など 
公開すると

にて通知 
公開しないときは、書面

い理由を明記して通知 
（10）公開決定などの期限 
（11）第三者保護に

（12）公開手数料 
（13）不服申し立てに関する手続き 

公開決定などに対して不服がある場合は、

不服審査法の規定に基づき不

し立てをすることが出来る 
（14）情報公開を総合的に推進 
（15）出資等法人の情報

（16）情報公開相談員 
 最近、新聞で報道されていたのですが、60 歳

の女性が、防衛省に対し、イラクにおける自衛

隊の空輸実績を情報公開するよう請求したので

すが、前の政権では駄目であったものが

党の政権になって、開示されました。 
 情報開示による透明度のランキングが、新聞

報道されていましたが、都内では、町田市、文

京区、三鷹の順でした。ちなみに、八王子市の

平成 20 年度の情報公開請求数は、238 件、その

内、市長に対するものが 226 件（95％），教育

委員会が 10
以上です。 
１２．プロバスソング斉唱 
 
１３．閉会挨拶  杉山副会長  
今日からハッピーコインがスタートしました

が、多くの会員から申告を頂き有難うございま

した。英語で言うDONATIONは、日本人は不得手

ですが欧米のキリスト教徒たちは、気軽にハッ

ピーコインを投じます。アメリカではこうした

善意の寄付が、個人と企業で年間 1,500 億ドル

を超えるといわれます。当クラブもワンコイン

の文化が根付いたらすばらしいと思います。ど

編集後記：今月の会報を増ページしてハッピ

ーコインの全文と投稿原稿を掲載した特集

ページを企画いたしました。例会だけでは触

れることの出来ない多面的な会員像に迫っ

引き続き投稿原稿を宜しくお願い致します。

てみました。 
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	・第２はハッピーコインのスタートです。例会の中で個人の慶事、喜びを少しでも分かち合うことが出来て、例会を楽しく過ごす一助になり、お誕生日のお祝いも含めて、心温まる習慣となっていく事を期待します。池田会員には記念の絵手紙づくりで大変お手数をかけます、皆さん拍手で御礼をして下さい。
	・第３は各委員会が夫々どの委員会もしっかり活動頂いている事です。本日夫々ご報告があります。例えば同好会の種類が増えそうな勢いなので、期待が膨らみます。
	・第４は１１月の全日本プロバスクラブ理事会についてです。参加者のリストが出来つつありますが、これから拍車がかかる時となりました。皆様のご協力をお願いします。なお会則の改定小委員会も開かれましたが、報告するまでには至っておりません。
	会長の例会欠席の第１前例となったお詫びの印として、述べようと思っていたことをお伝えしました。１１月野外例会を楽しみにしつつ。」　なお、今日は長い間ご病気で療養されていた永井さんが、元気なお姿を見せていただいたので、ちょっとお立ち下さい。皆さん拍手でお迎えしましょう(拍手)。
	５．お客様紹介・ご挨拶
	東京八王子南ロータリークラブ
	　　元会長　広瀬　武彦様
	東京都と共同で高校生の職業体験（インターンシップ）を、各地区を巡回してやっており、毎年700～800人扱っており、今後とも続けてまいります。
	６．ハッピーコイン報告宮城例会委員長より、今月から始まったハッピーコインの報告があった。全部で20枚。10月が誕生日の会員は11名、(敬称略)　大野幸二、北川、立川、土井俊玄、古川、矢島、小林時雄、荒、岡本、戸田、高瀬。そのうち5名（立川、土井、古川、荒、戸田）が出席。素敵なカードが手渡され、記念撮影。続いて杉山副会長より、ハッピーコインペーパーの嬉しい、そして楽しい内容が逐一紹介された。 
	７．幹事報告　荒幹事
	（１）先ほどは平原俊彦氏への黙とう有難うございました。プロバスだよりに大野聖二初代会長の追悼文を掲載いたしました。
	（２）ハッピーコインが今日からスタートできました。集まったコインは社会奉仕に役立てます。
	（３）対外活動報告
	10/24に横浜の港南台にプロバスクラブ創立記念式典が行われますが、当クラブから立川会員と山崎会員が出席します。また、同じ10/24に、新潟、上越、柏崎の合同交流会があり、下山会長と、私が出席します。
	８．各委員会報告
	（１）例会委員会（下田会員）
	会員総数66名、休会4名本日の欠席20名、
	出席率68.2％、ドタキャン2名。欠席する場合は必ず事前に連絡を。
	（２）情報委員会（八木副委員長）　
	プロバスだよりは3チーム交代で作成しています。１６８号は矢崎･八木が担当。投稿は濵野会員からお願いしますが、ご協力をお願致します。 
	（３）会員委員会（大串会員）
	会員総数は平原会員の死去により一名減の66名、休会は4名(石井實、大髙、田子、北川)、実働は62名。
	（４）研修委員会（佐々木委員長）          
	11/12の野外研修の参加者は47名。当日は
	7：45集合、8：00出発
	8月に行った同好会に関するアンケートの結果は、1.旅行2.映画3.美術鑑賞4.マージャンに、それぞれ12～13票ずつでした。その他の提案も頂きましたが、先ず12/1(火)に国立西洋美術館で開催される｢古代ローマの遺跡展｣の見学を計画しております。11/12野外研修のときに詳細をペーパーで配り募集したいと思います。その後マージャンや映画も考えて行きたいと思います。
	（５）地域奉仕委員会  堀口委員長
	第14回生涯学習サロンについては、次の例会で、その内容およびスケジュール等について印刷物でお渡しできると思っています。いちょう祭りについては、佐々木研吾会員から報告とお願いをいたします。(佐々木会員)　新しい会員もおりますので、｢いちょう祭り｣とはそもそもなんだということを説明します。
	　もともと八王子祭りがありますが、それとは別に自然をバックに、市民と学生とで手作りのお祭りをやろうという動きがあり、当クラブの大野聖二パスト会長を中心に、昭和54年（1979）に第1回いちょう祭りが開催されました。今年は第30回目の記念のイベントです。ユニークなのは一種のオリエンテーリングで、いちょう並木道を歩こうというものです。追分から小仏関所跡までの間に12の関所を設け、焼き判を押してもらい、全部歩けば完歩賞などを出すものです。もう一つの呼び物は、クラシックカーパレード。また、各種模擬店、行事を催し、祭りを盛り上げます。当クラブ会員にも何人か役員で参加していただいています。プロバスクラブは何をやるかというと、いろいろなエリアに出店業者がいますが、そのうち二つのエリアで受付や案内・監視を担当しています。今年は少々変更があり調整中ですので、いずれお手伝いをお願いいたします。
	開催日は11/21(土)～22(日)です。
	（６）交流担当　山崎理事
	第二回全日本プロバス協議会理事会の報告交流会　　　　　　　11/16(月)　12：30～15：00　　参加申込者24名場所：京王プラザホテル
	八王子　
	参加費：￥8,000ウェルカムパーティ　
	11/15(日)  18：00～20：00　
	参加申込者14名場所：京王プラザホテル八王子　
	参加費：￥4,000以上が皆さんからの申し込み数ですが、未だ、参加申し込みをされていない方は、ぜひご参加をお願い致します。　全国からの申し込みは全日本協議会で受け付けておりますが、10/14現在、29名（更に5～6名増える予定）がお見えになります。
	９．15周年準備会報告：杉山副会長
	準備会は7月、8月、9月と3回開催し、事業の基本計画を作成し、理事会の承認も頂きました。
	【周年コンセプト】
	クラブ活動15年の積み重ねを（振り返る）（お祝いする）(広報する)そして（地域に奉仕する）
	【記念事業】
	☆青少年を対象にしたイベント
	開催日：平成22年10月17日（日）
	場所：市民会館
	第一部：青少年セイフティフェスタ（検討中）
	第二部：君に届け愛のコンサート（視覚障害を持つ音楽家と共に奏でるコンサート）
	☆15周年記念式典、懇親会の開催　22/10/17
	☆記念誌の発行
	☆クラブ紹介広報用パンフレットの制作
	☆東京日野プロバスクラブ創立支援（進行中）
	【実行委員会】
	実行委員会：濵野委員長（第11代会長）・・事務局・・（１）事業支援部門（庶務、会計、監査）（2）事業部門（イベント、記念式典、懇親会、日野プロバス創立支援）（3）広報部門（広報活動、記念誌発行、事業記録、クラブ広報パンフレット製作）
	【事業資金】
	今日まで積み立ててきた特別事業積立金と、八王子市の（市民企画事業補助金・申請予定）
	これで事業の基本が出来たので、これ以降は濵野実行委員長にバトンタッチです。
	１０．同好会報告
	ゴルフ同好会：（米林会員）今年最後のゴルフコンペを11/26（木）に、相武カントリーで開催します。その後、京王プラザ八王子に移動して表彰式・忘年会を開催します。４組を予定していますので私宛申し込んでください。締め切りは10/30です。歴史の会（土井俊雄会員）澤渡初代会長、荒二代目会長の後を引き継ぐことになった土井です。第1回目の会は平成18年6月に開催され、今月の19日（月）に開催されるのが第16回目の会になります。先輩の実績に傷をつけないよう頑張りたいと思います。来年の1月か2月に次の歴史散策を計画したいと思いますが、これまでに近場は行きつくした感がありますので、皆さんのお知恵を拝借したいと思います。宜しくお願いします。
	〔卓話に入る前に宮城例会委員長の指導で簡単なリラックス体操。〕
	１１．卓話
	「情報公開制度のあらまし」
	　　　　　　　　　　　　　　川村　真
	八王子に情報公開条例ができたのが平成2年、同年4月から私が担当になりました。情報公開に大変熱心でした民主党が政権を取りましたので、これを演題に選びました。1.　情報公開制度の意味広義では、行政機関などが保有する情報を外部に公にする制度。狭義では、行政機関などが保有する情報を請求に応じて開示することを行政機関などに義務付ける制度。一般に「情報公開制度」「情報公開法」。2.　世界の情報公開法スウェーデンでは1766年に成立、デンマーク、ノルウェーでは1970年、韓国1996年，イギリス2000年，ドイツ2005年、アメリカでは連邦レベルで1966年3.　日本の情報公開への動き山形県金山町が最初で1982年3月、神奈川県　1982年10月2005年の総務省調べ　47都道府県、2333市町村で制定4.　わが国の情報公開法政府は、1998年3月27日、国会に情報公開法を提出。3回の国会で継続審議となる。　　その後、衆議院と参議院でそれぞれ一部修正され、1999年5月7日衆議院でようやく可決、同年5月14日に交付された。5.　八王子の情報公開制度1990年から本格的な検討に着手1993年第3回市議会定例会で八王子市情報公開条例が可決1994年4月1日施行その後、条例の全面的な見直しを行い、改正案が2000年第４回市議会定例会で可決され、2001年4月1日施行された6.　八王子市情報公開条例の概要（1）条例の目的　　開かれた市政の実現と市政への市民参加（2）実施機関　　市長、教育委員会、選挙管理委員会、
	公平委員会、監視委員会、農業委員会、
	固定資産評価審査委員会および議会（3）情報公開の対象となる公文書　　文書、図画、写真、フィルム、電磁気
	記録（4）公文書の公開の方法　　①　公文書の閲覧　②　公文書の視聴
	③　公文書の写しの発行（5）公文書の公開を請求できる方　　①　八王子市内に住所のある方　　②　八王子市内に事務所や事業所のある
	個人、法人その他の団体　　③　八王子市内にある事務所や事業所に
	勤務している方　　④　八王子市内にある学校に在学して
	いる方　　⑤　以上のほか、公文書の公開を必要と
	する理由（調査、研究、取材、
	学習、勉強、争訟など）を明記でき
	る方（6）公開の請求方法　　 公文書公開請求書を実施機関に提出（7）公文書の公開義務と非公開情報　　①　請求のあった公文書は原則として公開
	しなければならない　　②　例外的に次の情報は公開できない　　　　イ　法令により公に出来ない情報　　　　ロ　個人などに関する情報　　　　ハ　法人などに関する情報　　　　ニ　公共の安全、秩序維持に関する
	情報　　　　ホ　審議、検討または協議に関する情報　　　　ヘ　行政運営に関する情報　　　　ト　任意に提出された情報（8）公文書の部分公開　　非公開部分を除いた部分を公開（9）公開請求に対する決定など　　①　公開するときは、日時、場所を書面
	にて通知　　②　公開しないときは、書面で公開しな
	い理由を明記して通知（10）公開決定などの期限（11）第三者保護に関する手続き（12）公開手数料（13）不服申し立てに関する手続き　　公開決定などに対して不服がある場合は、
	行政不服審査法の規定に基づき不服を申
	し立てをすることが出来る（14）情報公開を総合的に推進（15）出資等法人の情報公開の推進（16）情報公開相談員　最近、新聞で報道されていたのですが、60歳の女性が、防衛省に対し、イラクにおける自衛隊の空輸実績を情報公開するよう請求したのですが、前の政権では駄目であったものが、民主党の政権になって、開示されました。　情報開示による透明度のランキングが、新聞報道されていましたが、都内では、町田市、文京区、三鷹の順でした。ちなみに、八王子市の平成20年度の情報公開請求数は、238件、その内、市長に対するものが226件（95％），教育委員会が10件、選挙管理委員会が2件でした。以上です。
	１２．プロバスソング斉唱
	１３．閉会挨拶  杉山副会長 
	今日からハッピーコインがスタートしましたが、多くの会員から申告を頂き有難うございました。英語で言うDONATIONは、日本人は不得手ですが欧米のキリスト教徒たちは、気軽にハッピーコインを投じます。アメリカではこうした善意の寄付が、個人と企業で年間1,500億ドルを超えるといわれます。当クラブもワンコインの文化が根付いたらすばらしいと思います。どうぞ宜しくお願いします。本日はお疲れ様でした。

