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この情報公開請求に
対し、東北大学は、ほ
とんどの内容を黒塗り
し た文 書（ ノリ 弁） を
開示することで、実質
的な情報の公開を行わ
ない姿勢を最後まで取
り続けた。本稿では、
本情報公開請求の経緯
を紹介し、そこで明ら
かになったことをまと
める。

を受け取った公的機関
は、その内容に応じて、
追加開示の必要性を認
めれば追加開示し、な
お、非開示を保持する
場合は、「情報公開・
個人情報保護審査会」
（以下、審査会）に
「理由説明書」ととも
に諮問し、その旨を請
求者にも通知する。
諮問を受けた審査会
は、請求者に理由説明
書の写しを送付し、意
見書や資料の提出の期
限を提示する。審査会
は、鑑査請求書、理由
説明書や意見書等に基
づいて審査し答申を出
す。なお、審査会には、
開示請求の対象となっ
ている文書を、直接に
閲覧する権限（インカ
メラ審理権）が与えら
れている。

情報公開請求の結果、
部分開示された文書

２回の情報公開請求
の結果、鑑査請求の後
で追加開示されたもの
も含めて、７件の支出

雇い止め無効を求める裁判
（第8回口頭弁論）
4月13日（月）14時半～
仙台地方裁判所

相談カフェのご案内
准職員・時間雇用職員・目的限定職員の皆さん
3月10日（火）18時～
4月14日（火）18時～
5月12日（火）18時～
片平書記局にて：お気軽にご参加ください

情報公開手続の流れ
情報公開法では「何
人」も情報公開請求で
きるとしており、請求
の理由も必要ない。情
報公開請求された公的
機関は、その文書を特
定し、開示・非開示の
決定を請求者に通知す
る。請求者は、一定の
手 数料 （例えば 円
頁）を支払って開示さ
れた文書を得ることが
できる。
また、非開示決定に
不服がある場合には、
「審査請求」という形
で不服申立てを行うこ
とができる。審査請求
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組合は、東北大学に
対し、２０１８年７月
日と２０１９年３月
日の２回にわたって、
「東北大学と石嵜・山
中総合法律事務所との
業務契約および業務委
託に関する契約書・発
注書・支払い明細書」
の全部の開示を求める
情報公開請求を行った。
この情報公開請求の
目的は、２０１８年３
月末に、 年以上の長
い間反復雇用されてき
た多数の非常勤職員を
含む数百人の非常勤職
員の雇い止めが強行さ
れた背景に、この石嵜・
山中総合法律事務所と
の関係が色濃くあった
ことが明らかであった
ため、どのような経緯
でこの法律事務所との
関係を結ぶようになっ
たのか、そのために東
北大学がどの程度の支
出をしているのかを明
らかにすることであっ
た。
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＊大学は組合と誠実に
交渉せよ！
＊中央労働委員会への
不服申立てに抗議する
〒980-8577 仙台市青葉区片平二丁目１-１
内線 片平（91）5029
022-227-8888(TEL)
022-227-0671(FAX)
編集・コア編集委員会
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組合は２０１８年７月と２０１９年３月の２回にわたって、東北大学と石嵜・

山中総合法律事務所との契約内容についての情報開示請求を行ってきました

その背景と結果をまとめました
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契約決議書と 件の経
費精算書が部分開示さ
れたが、後述するひと
つの支出契約決議書
（Ｈ ．１． ）を除
き、契約や業務の内容
を示す部分、交通費を
除く支払金額に関する
部分はすべて黒塗りに
されていた。７件の支
出契約決議書の内訳は、
年間のコンサルティン
グ契約が３件、個別の
契約（労働審判、労働
委員会、仮処分、裁判）
が４件である。この個
別の契約については、
予定価格が空欄である
ことが学内細則違反で
あるとして、２０１８
年 月 日に東北大学
の監事に「監査請求書」
を提出したが、現在ま

で応答がない。
件の経費精算書は、
次の３種類、
（１）コンサルティン
グ契約に基づく月毎の
支出（計 件）
（２）仙台来訪を伴う
交通費と日当が発生す
る支払い（計 件）、
（３）着手金、報奨金
等の支払い（計６件）
に分類される。これら
の契約や支払いと情報
公開請求、雇い止めに
関連した事柄を、「表
１」に時系列にまとめ
た。
大規達也理事が着任
後、当該法律事務所と
の関係が始まり、両者
によって、数百人の理
不尽な雇い止めがいか
に計画され、実行され

のＨ ．１． の契約
は、高額な契約につい
ては公開が求められる
ルール（詳しくは、補
遺参照）によって、契
約総額（年間３５２万
円 ） や随 意契 約の 理 由
が、東北大学のＷＥＢ
サイトで公開されてい
た。 第１回の情報公
開請求の監査申請書に
おいて、この点を指摘
すると、東北大学はＷ
ＥＢで公開されていた
金額等を追加開示した。
第２回の情報公開請求
の審査請求書において、
残りのふたつの支出契
約決議書の開示を求め
たところ、東北大学は
驚くべき姑息な対応を
行った。第２回の情報
公開請求に関わるもの
ではなく、既に審査会
の答申も出ている第１
回の情報公開請求への
追加開示という形をとっ
て、ふたつの契約書を
金額等を非開示で部分
開示したのである。そ
して、２回の理由説明
書においては、ふたつ
の文書は、第２回の請

求期間よりも前の文書
であるため、開示する
か否かの審査の対象と
はならない、と主張し
たのである。組合は意
見書において、３件の
同種の契約書の１件の
みがその金額まで公表
されていることの矛盾
と不正の可能性を指摘
したが、審査会は、
「請求期間外」との大
学の主張を認めて、判
断をしなかった。
この金額非開示のふ
たつの契約は、ＷＥＢ
で公開されるべき契約
である可能性が高い。
仮に、金額が少額であ
ることからＷＥＢ公開
の義務がない場合であっ
ても、情報公開請求に
対し、非開示にする合
理的な理由は存在しな
い。

当該法律事務所への
支払額の試算

部分開示された経費
精算書の支払い総金額
欄は不開示であったが、
開示されている情報か

ら、支払い総金額の試
算はある程度可能であ
る。試算した結果を表
２に示す。月毎のコン
サルティング料は、年
間で３５２万円と開示
されているので、月当
たり 万円程度と思わ
れる。交通費は開示さ
れていて、それに関わっ
た弁護士の人数も開示
されているので、日当
さえわかれば、交通費
を伴う経費精算書の支
払い総額は計算できる。
弁護士の 日当は、 www
bengoshihiyo comと
いうサイトによれば、
５〜 万円 日が相場
らしいので、「表２」
では、その最低額５万
円を仮定して、日当や
支払い額の総額を試算
している。あと不明な
金額は、着手金と報酬
金の６件である。石嵜
事務所のＷＥＢサイト
では、代表である石嵜
信憲弁護士が労働審判
制度の成立に深く関わっ
たことを宣伝し、「当
職の同制度にかける思
いもあり、当事務所で
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て行ったかを見ること
ができる。
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コンサルティング契約
の情報開示
当該法律事務所との
関係が始まった２０１
６年６月以降、最初の
５か月間はタイムチャー
ジというスポット契約
で相談料等を支払って
いたが、その後は年度
毎のコンサルティング
契約で支払うことにし
た。その支出契約決議
書は、Ｈ ．１． （
Ｈ 年度５か月分）、
Ｈ ．１． （Ｈ 年
度分）、Ｈ ．３．
（Ｈ 年度分）の３件
である（「表１」で灰
背景で表示）。
これらのうち、
最初から文書を特
定し、部分開示さ
れていたものは、
Ｈ ．１．
の
１件のみで、しか
も、契約総額や随
意契約にした理由
等は非開示であっ
た。ところが、こ
29 28

大学の１回目の回答（のり弁）
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は労働審判事件につい
て、以下の条件で対応
いたします」として、
「企業側の労働審判事
件１事件あたり着手金
一律 万円」と記載さ
れている。この金額が
石嵜事務所としては
「サービス料金」であ
ることを考えれば、労
働委員会や裁判への着
手金は、もっと高額で
あることが予想される。

おわりに

から各省各庁の長に出
された通達で、「国の
支出の原因となる契約
（予定価格が予決令第
条第２、３、４、７
号のそれぞれの金額を
超えないものを除く）
を締結したときは、次
に掲げる事項を公表し
なければならない」
（一部省略）となって
いる。この通達に出て
くる予決令（予算決算
及び会計令） 条は、
随意契約可能な少額の
契約について定めたも
ので、その２、３、４、
７号を見ると、

は従わなければならないのですが「完全無視」です

いずれにしても、Ｈ
．３． の支出契約
決議書については、学
内細則からも「財計２
０１７号」からも公表
義務があり、Ｈ ． ．
の支出契約決議書に
ついては「財計２０１
７号」からは公表義務
があることは明らかで
あると思われる。

品については国の基準
よりも緩く設定されて
いる。

労働委員会に不服申立て。それでも「県」の命令に
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２．二百五十万円を超
えない工事又は製造、
３．百六十万円を超え
ない財産を買い入れ、
４．八十万円を超えな
い物件を借り入れ、
７．これら以外の契約
で百万円を超えないも
の

いた場合は、１００万
円を超える役務の提供
については公表しない
といけないことになる。
学内細則が国の通達よ
りも緩く設定されてい
る理由は不明である。
ちなみに、この学内細
則では、役務の提供以
外では、２５０万円を
超える工事、３００万
円を超える物品の買い
入れに公表義務がある
とされ、工事について
は国の基準と同じ、物

大学は、「不誠実交渉」を反省するどころか、中央
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「 国立 大学 法人 東北 大
学契約事務取扱細則」
第 条によれば、「予
定価格が３００万円を
超える役務の提供」に
ついては、「落札又は
随意契約に係る物品等
又は役務の名称及び数
量」「落札者又は随意
契約の相手方の氏名及
び住所」「随意契約を
締結した場合は根拠規
程の条文及びその理由
「予定価格」等を「公
表しなければならない」
とされている。
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となっている。つまり、
東北大学がＷＥＢに公
開した根拠とした「財
計２０１７号」に基づ

23

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」
とされている。したがっ
て、公文書管理と情報
公開が適切になされる
ことは、民主的な行政
運営の前提であり、非
民主的な運営がされた
り、不正が行われてい
る程、情報をできるだ
け隠そうとする。近年、
国政において、公文書
改ざんや隠ぺい、不当
廃棄等の事例が多発し
ていることは、この国
の民主主義の崩壊を意
味する。東北大学が、
そこまで腐っていない
ことを願っている。
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それを受けて、支出
契約決議書のうちＷＥ
Ｂに公表されている部
分を追加開示した東北
大学は、その理由説明
書で、ＷＥＢで公表し
た理由として、この学
内細 則で はな く、
「『公共調達の適正化
について（平成 年８
月 日付け財計２０１
７号 ）』 に基 づき 公 表
していた」と説明して
いる。この「財計２０
１７号」は、財務大臣
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補遺．公表しないとい
けない契約とは
組合は、第１回情報
公開請求の審査請求書
において、Ｈ ．１．
付けの支出契約決議
書の契約金額、随意契
約理由が、本学のＷＥ
Ｂに公表されている根
拠として、次のように
記した。
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情報公開法の第一条
では、「この法律は、
国民主権の理念にのっ
とり、【政府の有する
その諸活動を国民に説
明する責務が全うされ
るようにするとともに】
公正で民主的な行政の
推進に資することを目
的とする。」としてい
る。また、公文書管理
法では、「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
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