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まえがき

近年，住民の主体性を尊重する「透明で開かれた行政」

を目指す多くの地方公共団体にとって，「情報公開」はこ

れからの行政事務において重要な位置づけをなすものと思

われる。特に，国においては1999年 5 月に「情報公開法」

が成立し，2001年 4 月 1 日から施行される。これを契機に，

住民からの情報公開に対する要請も今後さらに高まるもの

と思われる。

このような情勢を受け，地方公共団体では，住民が強い

関心を寄せている重要な行政計画の立案過程などについて

も情報公開対象とすべく，新たな情報公開条例を策定し，

実施する取組みを開始している。

一方，昨今の低価格・高性能なパソコンの一般家庭への

普及やWeb（World Wide Web）に代表されるインター

ネット技術の進歩などにより，従来の紙による情報提供だ

けでなく，自宅に居ながら好きな時間に利用可能な行政情

報の提供が，行政のサービス向上や行政の活動内容を住民

に知らせる手段として大いに期待されている。

その中でも，特にインターネットを利用して公文書情報

公開システムを構築し，行政文書ファイル情報の提供や開

示請求サービスを実現することは，事務効率を上げ，かつ

住民参加の開かれた行政を実現するうえで重要な柱になる

と思われる。

本稿では，地方公共団体向けに開発した公文書情報公開

システムの概要ならびに導入効果を中心に紹介する。

システムの概要

公文書情報公開システムは，現在の地方公共団体の情報

公開条例に基づき，情報公開窓口にて実施している文書目

録の閲覧，開示請求サービスを，インターネットを利用し

システム化したものである。本システムは，地方公共団体

の保有する行政文書ファイル情報を公開する情報提供機能

と開示請求受付から開示までの流れを管理する開示請求サ

ポート機能により構成されている。

公文書情報公開システムの導入前と導入後のサービス概

要を図１に示す。

２.１ 情報公開制度の概要

情報公開制度は，一般的に，

™行政情報を提供する制度

™開示請求を受け付けることにより情報開示を行う制度

により成り立っている。以下に，各制度について説明する。

情報提供制度

行政情報の開示請求を実施するまでもなく，住民などが

地方公共団体の保有する行政文書の閲覧あるいは入手可能

な環境を整備する制度。

開示請求権制度

地方公共団体が保有する行政情報の内容を住民からの請

求に応じ公開する制度。

現状の開示請求事務の流れについては図２に示す。

２.２ 主な特長

導入の容易さ（1）
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図１　公文書情報公開システムの導入前と導入後のサービス概要



開かれた行政を実現する公文書情報公開システム

地方公共団体の保有する行政文書ファイル情報を公文書

情報公開システムに登録することで，場所・時間に制約さ

れない文書目録閲覧サービスが簡単に実現する。

リアルタイムな情報公開の実現

e-自治体ソリューション「文書管理システム」と連携

することにより，リアルタイムな行政文書ファイル情報の

閲覧が可能となるとともに，より詳細な件名単位での情報

公開も可能となる。

本機能により，より透明度の高い地方公共団体を実現す

ることが可能である。

最新Web 技術の採用

本システムでは，3 階層アーキテクチャ（クライアント

層，アプリケーション層，データベース層）を採用した。

本構成を取ることにより，利用する住民に対しては特別な

ソフトウェアを準備することなくWeb 閲覧ソフトウェア

で利用できるとともに，利用頻度，データ容量の増加に対

しては，柔軟にシステム増強が可能となる拡張性の高いシ

ステム構成となっている。

システム構成の概要を図３に示す。

自動マスキング機能

情報公開請求により開示する文書については，個人情報

を含むものがあり，そのまま公開することはプライバシー

侵害などの悪影響を及ぼす恐れがある。この場合，個人情

報保護の観点から個人情報あるいは個人を特定できる表現

部分に関しては墨消しを実施し開示している。近年，情報

公開請求件数の増加とともに，内容のチェックに時間と手

間がかかり，職員の負担が大幅に増加している。

そこで，自動マスキング機能により，個人情報を抽出し，

自動的に墨消しする機能を開発した。本機能により，開示

請求に伴う事務負荷を軽減できる。

図４に自動マスキング画面を示す。

２.３ 主な機能

行政文書ファイル情報公開機能

公開対象となる行政文書ファイル情報を公文書情報公開

システムに登録するとともに，登録した公文書ファイル情

報をインターネット上で閲覧可能とする下記機能をサポー

トしている。

行政文書ファイル情報登録機能（地方公共団体）

各所管課の職員が，現在存在している行政文書ファイ

ル情報を登録する。

システム連携機能（地方公共団体）

e-自治体ソリューション「文書管理システム」にて管

理している行政文書ファイル情報，および件名情報を決

裁完了時点で取り込む。また，他システムにて，すでに

目録情報を管理している場合も想定し，外部ファイルか

らデータを取り込む機能を標準サポートしている。

検索機能（住民）

地方公共団体の情報公開窓口あるいはホームページか

ら行政文書ファイル情報の検索を行う。図５に住民の利

用する行政文書ファイル検索画面を示す。

開示請求サポート機能

インターネットを利用し，開示のための請求書作成から，

開示までの管理を行う下記機能をサポートしている。

開示請求書作成機能（住民）

地方公共団体のホームページから，開示請求書のフォー

ムをダウンロードし，開示請求に必要な内容を記載する。
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図２　現状の開示請求事務の流れ
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図３　システム構成の概要

図４　自動マスキング画面



開かれた行政を実現する公文書情報公開システム

図６に公文書開示請求入力画面を示す。

開示請求書送信機能（住民）

作成した開示請求内容を自動でチェックするとともに，

開示請求データとして地方公共団体に送付する。

開示請求書発行機能（地方公共団体）

受領した開示請求データに基づき，正式な開示請求書

として自動作成し，住民に送付する。

開示請求書格納（地方公共団体）

開示請求を受けた内容については，システムに格納す

るとともに担当する所管課に通知する。

通知文書送信機能（地方公共団体）

決定内容を通知するための各種通知書（開示決定通知

書，不存在通知書など）を自動作成し，開示請求者に対

してその通知を行う。図７に公文書開示決定通知書画面

を示す。

開示対象文書送信機能（地方公共団体）

開示請求者が電子メールによる配信を希望する場合，

電子文書を電子データとして送付する。なお，送付する

電子文書形態については，紙文書の場合はイメージスキャ

ナにて読み込み電子文書化し，電子文書の場合は外字の

使用を想定し，クライアントのフォント環境による影響

を受けない PDF（Portable Document Format）ファイ

ルに変換し送付する。

開示文書検索・参照機能（地方公共団体）

過去の開示請求により開示した文書の検索および参照

を行う。本機能により，新たな開示決定および開示文書

作成にあたり，過去のデータを再利用する。

導入効果

本システム導入による住民，ならびに地方公共団体にお

ける導入効果を下記するとともに，システム導入時の運用

概要を図８に示す。

３.１ 住民側の導入効果

現状，多くの地方公共団体では，住民からの行政文書の

開示請求について，原則として庁内に設置された情報公開

窓口への来庁を求めている。このため住民は，

開示請求用紙を地方公共団体の窓口に取りに行く。

開示請求用紙に記入し，窓口に提出する。

開示された行政文書の閲覧に来る。

という手続きが必要となるため，少なくとも最低 2～ 3回
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図５　行政文書ファイル検索画面

図６　公文書開示請求入力画面

図７　公文書開示決定通知書画面
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は，該当地方公共団体の窓口まで出向く必要があった。

本システム導入により，住民は自宅から好きな時間に，

行政文書ファイル情報の閲覧・公文書の開示請求が利用可

能となる。

このため，従来は，開示請求・閲覧が不便であるため，

行政への住民参加意識の高揚を妨げていた部分が多分にあ

るが，利便性が向上することにより，住民の行政への参加

意欲が高まることが期待される。

３.２ 地方公共団体の導入効果

現状，多くの地方公共団体では，情報公開制度の維持の

ため，情報公開窓口の開設，開示請求時の文書調査，回答

などの情報公開にまつわる作業を人手により処理している。

また，今後の情報公開に対する社会的な要請の高まりとと

もに，閲覧・開示請求件数の大幅な増加が予測される。

本システム導入により，開示請求受付から開示までの処

理は電子化されるため，業務の効率化・迅速化が期待でき

る。

また，開示請求の多い内容については，あらかじめ，ホー

ムページ上に住民が利用しやすい形で事前公開することに

より，住民サービスの向上を図りながら，開示請求件数を

減少させ内部事務効率を向上させることも可能である。

各種サービスメニュー

地方公共団体における情報公開条例は，国の制定する情

報公開法の趣旨に沿って，団体ごとに検討ならびに制定を

行っている。そのため，公文書情報公開システム構築・運

用時には，これらの独自性や規模，実情に応じたシステム

を検討する必要がある。

そこで，基本計画立案（システム化構想の立案），なら

びに運用・保守，各種教育などの作業をメニュー化するこ

とで，各地方公共団体の実情に合わせた選択が可能となり，

最適な情報公開システムの構築・運用が可能となる。

導入メニューは次のとおりである。

基本計画策定サービス

以下に記すように，基本計画立案にかかわる作業を 3ス

テップに分け，段階的に実施することにより，最適な情報

公開システムの構築が可能となる。

第一ステップ（現状把握とあるべき姿の立案）

™情報公開に関する現状業務の把握

™情報公開におけるあるべき姿の立案

™活動計画の立案

第二ステップ（新業務構想の立案）

™あるべき姿に対する現状の問題点整理と対策の立案

™新業務構想の立案

™情報公開システムの立案

第三ステップ（運用保守と導入計画の立案）

™推奨サーバ仕様の立案

™運用保守体制の立案

™導入計画の立案

カスタマイズサービス

各地方公共団体に固有の機能についても，カスタマイズ

サービスにより構築可能である。

運用保守サポートサービス

日々発生する運用に関する問合せ，突発的に発生する障

害については，ヘルプデスクサービス，運用保守委託サー

ビスなどを利用することにより，スムーズな運用をサポー

トする。

各種教育サービス

システム管理者に行うシステム管理者教育，一般の職員

に対する操作教育など専任のインストラクターにて実施す

る。

あとがき

本稿では，インターネットを利用した地方公共団体向け

の公文書情報公開システムの概要を紹介した。

地方公共団体では，今後ますます行政情報の公開を進め

ることを求められる。その場合，開示請求するまでもなく，

住民に分かる形で情報提供を実施していくことに重点が移っ

ていくものと思われる。

以上のことを踏まえ，今後もさらに国・地方公共団体の

動向，技術動向をにらみながら，住民および職員にとって

使いやすく，実効性のあるシステムを提供していく所存で

ある。
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