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第３章 情報公開・個人情報保護審査会の状況 
 

１ 情報公開・個人情報保護審査会 
審査会は「情報公開制度」と「個人情報保護制度」における市民からの不服申立てについて、

実施機関からの諮問に応じて審査し、答申する機関です。 

審査会の委員は任期２年の５名で構成され、２００８年度は、下記のメンバーで運営いたし

ました。なお、２００８年１２月２６日付で藤本利明委員（２００３年１０月から委嘱）が辞

職したため、１月以降は４名の構成となりました。 

 

町田市情報公開・個人情報保護審査会委員名簿 

（２００９年３月３１日現在） 

 氏  名 職  業 備  考 

会 長 野 村 武 司 獨協大学法科大学院教授 １９９８年１０月～委嘱 

職務代理 伊 藤 よう子 弁 護 士 １９９９年１０月～委嘱 

委 員 中 村 晶 子 弁 護 士 １９９９年１０月～委嘱 

委 員 木 藤 静 夫 大東文化大学講師 ２００２年 ４月～委嘱 

 

 

２ ２００８年度 情報公開・個人情報保護運審査会の開催状況 
今年度は、下記のように１０回開催され、２００７年度及び２００８年度に提起された不服

申立ての審査が行われました。なお、審査会の事件番号は、実施期間から諮問された順に年度

ごとに付番しています。 

 

第１回審査会   ２００８年５月１日開催 

２００７年度第２号事件内部討議 

   〃  第３号事件内部討議 

   〃  第４号事件内部討議 

   第２回審査会   ２００８年６月２日開催 

２００７年度第２号事件内部討議 

   〃  第３号事件内部討議 

   〃  第４号事件内部討議 

第３回審査会   ２００８年６月２３日開催 

２００７年度第２号事件内部討議 

   〃  第３号事件内部討議 

   〃  第４号事件内部討議 

第４回審査会   ２００８年８月６日開催 

２００７年度第３号事件内部討議 

〃  第４号事件内部討議 

第５回審査会   ２００８年９月２２日開催 

２００７年度第３号事件内部討議 

〃  第４号事件内部討議 

第６回審査会   ２００８年１０月２０日開催 

２００７年度第３号事件内部討議 

〃  第４号事件内部討議 

第７回審査会   ２００８年１２月１日開催 

２００７年度第４号事件内部討議 

第８回審査会   ２００９年１月９日開催 

２００８年度第１号事件内部討議 



第３章 情報公開・個人情報保護審査会の状況 
 

 - 134 -

〃  第２号事件内部討議 

第９回審査会   ２００９年２月１３日開催 

２００７年度第４号事件内部討議 

２００８年度第１号事件内部討議 

〃  第２号事件内部討議 

第 10回審査会   ２００９年３月９日開催 

２００８年度第１号事件内部討議 

〃  第２号事件内部討議 

 

 

３ 不服申立ての状況 
今年度は、下記のとおり、５８件の不服申立てがありました。 

種  別 異議申立て 審査請求 合 計 

公文書公開請求 ２１件 ０件 ２１件 

個人情報開示等請求 ３７件 ０件 ３７件 

合  計 ５８件 ０件 ５８件 

 

２００７年度第２号事件 

 「ア．忠生土地区画整理事業の施行に起因する、申立人所有の住宅における損害の、次の日

付の調査業務に関する契約書とその添付書類、並びに市が同業務に関して㈶東京都新都市建設

公社（以下、「公社」という。）に求めた全ての資料。」と「㈱○○○○が、補償コンサルタン

ト登録規程により、公社と契約した案件として国土交通省関東地方整備局に報告したとされる

次の調査・積算業務に関する契約書とその添付書類、並びに、市が同業務に関して公社に求め

た全ての資料。」について公文書公開請求が行われ、実施機関は、公社からの契約決定通知書

等が市に存在しないためとして「不存在決定」を行いましたが、申立人から異議申立てがあり、

審査会にて審査の結果２００８年７月２５日に答申がありました。 

 

 ２００７年度第３号事件 

  「町田都市計画忠生土地区画整理事業における出張伺（添付資料）等」の書類等について、

公文書公開請求が行われ、実施機関は、出張伺（添付資料）等が市に存在しないためとして「不

存在決定」を行いましたが、申立人から異議申立てがあり、審査会にて審査の結果２００９年

２月１７日に答申がありました。 

 

 ２００７年度第４号事件 

   個人情報開示請求に基づいて実施機関が「開示決定」した「㈱○○○○と公社間の委託契約

の成果品」について、申立人から異議申立てがあり、審査会にて審査の結果２００９年３月２

７日に答申がありました。 

 

２００８年度第１号事件 

「町田都市計画忠生土地区画整理事業における①建物移転説明会の開催通知文書、②水道管

による出水に関する回答文書」等について公文書公開請求が行われ、実施機関は①開催通知に

ついては通知していないため、②回答文書等については作成あるいは取得していないためとし

て「不存在決定」を行いましたが、申立人から異議申立てがあり、審査会にて審査中です。 

 

２００８年度第２号事件 

「町田都市計画忠生土地区画整理事業における①承諾書、②工事請負契約締結決定通知書」

等について公文書公開請求が行われ、実施機関は「部分公開決定」を行いましたが、申立人か

ら異議申立てがあり、審査会にて審査中です。 
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４ 答申の状況 
今年度は３件の答申が出されています（２００７年度第２号事件、同第３号事件、同第４号

事件）。答申は１４４ページ～１７２ページに掲載されています。 

答  申  区  分 

認容 一部認容 原処分維持 
合  計 

０件 １件 ２件 ３件 

 

２００７年度第２号事件の概要 

Ⅰ．対象文書及び実施機関が不存在と決定した理由 

（１）本件対象文書は、 

ア．忠生土地区画整理事業の施行に起因する、申立人所有の住宅における損害の、次の日

付の調査業務に関する契約書とその添付書類、並びに市が同業務に関して公社に求めた

全ての資料。 

     （１）1）平成８年９月 12日 

        2）  同年同月 30日 

        3）平成９年３月 ６日 

        4）  同年６月 11日 

        5）  同年８月 18日 

        6）平成 10年３月２日 

    イ．㈱○○○○が、補償コンサルタント登録規程により、公社と契約した案件として国土

交通省関東地方整備局に報告したとされる次の調査・積算業務に関する契約書とその添

付書類、並びに、市が同業務に関して公社に求めた全ての資料。 

     （２）1)忠生地区補償物件調査積算委託業務その 54（平成 8年 6月～8月）  

                                                        7,652千円 

        2)同その 58 (平成 9年 1月～1月)               962千円 

        3)同その 62 (平成 9年 5月～7月)                4,526千円 

        4)同その 68 (平成 9年 7月～9月)                 1,139千円 

        5)同その 69 (平成 9年 9月～10月)               2,017千円 

        6)家屋事前調査委託 (平成 10年 10月～10月)          793千円 

        7)忠生地区調査積算 (平成 10年 10月～12月)          2,419千円 

        8)忠生地区家屋調査委託業務(平成 11年 1月～1月)         755千円 

        9)同建物住宅事前調査(平成 11年 6月～6月)           793千円 

        10)同（平成 17年 10月～12月）                1,680千円 

  （２）実施機関である都市計画部区画整理課は、次のとおり主張しました。 

    ア．市は昭和 60年 10月１日に(財)東京都新都市建設公社と業務委託契約を行い、公社が 

     実務の全てを執り行ってきた。 

    イ．不存在決定処分を行った時点では、公開請求書記載の日付等厳密に解釈した。 

    ウ．審査会に諮問後は、審査会からの指摘もあり、形式的な文字照合ではなく、公開請求

の趣旨の把握に努め、以下のとおりとした。 

    エ．別紙（１）１）～３）の調査は、公社の説明によると公社から○○○○㈱が㈱○○○

○に委託したもので、契約書の写しは存在しない。 

      しかし、公社の説明から文書該当性を広く解釈すると、該当文書は存在する 

    オ．別紙（１）４）～６）の調査は、公社の説明によると、公社が平成 10 年㈱○○○○

と委託契約した内容であり、該当文書は存在する。 

    カ．別紙（２）１）～５）、７）記載の業務は、公社の判断により事務費として扱い、契

約書の写しは市に提出していないということなので、市には、該当契約書も他の文書も

存在していない。 

    キ．別紙（２）10）に関しては、契約金額が一致することに着目し、該当文書は存在する

とした。 
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Ⅱ．文書存否に関する審査会の判断 

  契約書の別紙は、本来、契約書と一体のものであるし、契約書の添付書類も、市と公社間

における文書の授受に際しても、それらは契約書本体と共に扱われるのが自然と考えられる

が、実施機関は「契約書別紙や添付書類は市と公社間の業務委託契約書第１２条第１項に基

づいて公社が市に提出する書類は、契約締結決定通知書と契約書の写し（しかも、通常、契

約書の冒頭１頁のみ）であり、契約書別紙や添付書類の写しは、提出されない」旨述べてい

る。 

実施機関は、契約書（本体）とその他文書の取扱い上の相違を主張するので、契約書（本

体）とその別紙や添付書類を含むその他資料とに区分し、存否を検討する。 

  （１）契約書（本体） 

    ア．（１）１）～３）について 

市に現存する平成８年６月 18 日付工事請負契約書の冒頭１頁の写しが、本件（１）

１）～３）の該当契約書の一部になる。 

    イ．（１）４）～６）について 

公社が、実際の業務期間と全く適合しない工期を記載した契約書を、調査の事後に作

成するがごとき処理は、文書の該当性、存否について、誤解や不信感を招く基であり、

申立人がかかる処理の当否に疑問を抱くことは無理からぬところであると言える。 

しかし、公社が市に報告したように公社が平成 10年 11月６日付設計業務等請負契約

書を作成したものと認められるから、同契約書の写しが（１）４）～６）に該当するこ

ととなる。 

    ウ．（２）１）～５）について 

      公社が事務費の範囲で業者に委託したと考えるに支障はなく、かつ、長年の取扱い例

上、事務費から支出される業務について、公社が市に契約書の写しを提出することはな

い事は認定したとおりであるから、「公社から、これらの契約書の写しの提出を受けて

おらず、市には存在しない」旨の実施期間の説明は首肯できる。 

    エ．（２）６）、８）、９）について 

      本件（２）６）、８）、９）に該当する契約書は、市に存在しないと考える。 

    オ．（２）７）について 

      市に存在することを裏付ける特段の事情が無い以上、これは市に存在しないものと考

える。 

    カ．（２）10）について 

      市には、（２）10）に該当する契約書は、存在しないと考える。 

  （２）その他の資料 

    ア．該当契約書が存在すると考える（１）１）～３）、及び４）～６）について 

    （ア）契約書の添付書類 

       （１）１）～３）の該当契約書と見られる平成 8年 6月 18日付工事請負契約書、（１）

４）～６）の該当契約書と見られる平成 10年 11月６日付設計業務等請負契約書の添

付書類、別紙、図面、工事設計書、仕様書は、いずれも、現在「市には存在しない」

という実施期間の説明は、信用するに妨げないものである。 

    （イ）公社に求めた資料 

       当審査会の調査の結果、（１）５）の調査後に作成されたもの 1枚、（１）６）の調

査後覚書作成時までに作成されたもの合計４枚の存在が明らかになった補償金調書

の冒頭用紙が、本件（１）１）～６）に関して「公社に求めた資料」に該当する文書

となる。 

    イ．契約書が市に存在しないと考えられる（２）１）～10）について 

    （ア）（２）１）～５）、７）について 

       「契約書のみならず添付書類その他の資料も市には存在しない。」旨の実施機関の

主張は、十分納得できるものと言える。 

    （イ）（２）６）、８）、９） 
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       契約書と同様、契約書の添付書類、その他の資料も市には存在しないと考えるのが

自然である。 

    （ウ）（２）10） 

       （２）10）に該当する業務自体、存在を認めるべき根拠が無い以上、当該業務の契

約書添付書類は勿論のこと、その他、公社に求めた資料も、不存在であると言わざる

を得ない。 

Ⅲ．結論 

・（１）１）～３）については、平成８年６月１８日付工事請負契約書が該当契約書と考え

られるところ、契約決定通知書と共に提出された同契約書冒頭１頁部分の写しが市に現存

するので、実施機関は、既にした公文書不存在決定を取消し、上記文書の公開の可否につ

いて、更に判断すべきである。 

・（１）４）～６）について、平成 10 年 11 月６日付設計業務等請負契約書が該当契約書と

考えられるところ、契約締結決定通知書と共に提出された契約書本体部分の写しの外、

（１）５）の調査後、及び（１）６）の調査後の作成された各補償金調書の内、結論を記

した冒頭用紙部分の合計５枚の存在が認められるので、実施機関は既にした公文書不存在

決定を取消し、上記文書の公開の可否について、更に判断すべきである。 

・（２）１）～10）について存在しないとする実施機関の判断は妥当である。 

 

２００７年度第３号事件の概要 

  Ⅰ．対象文書及び実施機間が不存在と決定した理由 

  （ア）対象文書は、 

「町田都市計画忠生土地区画整理事業における下記の書類」として 

（１）平成 19年８月９日国土交通省関東地方整備局 出張に係る 

１）出張伺（添付資料）  

２）復命（書）（添付資料と後日得た文書） 

   （２）（仮換地指定・底地）証明願（平成８年５月20日付96町都区忠指定第 688・689・690・

691号）、および（仮換地指定・底地）証明書（1996年５月21日付町都区証第96―18号） 

（３）対象文書２の起案書一式 

   （４）（仮換地指定・底地）証明願（平成 8年 5月 20日付 96町都区忠指定第 688・689・690・

691 号）及び（仮換地指定・底地）証明書（1996 年５月21日付町都区証第 96―18 号）、

平成８年５月１日付土地区画整理法76条による許可申請書（工作物設置）および土地区

画整理法76条による許可書（工作物設置）に伴う、地番○○町○○○○番地所有者の同

意書、承諾書かそれに代わるもの 

  （イ）実施機関である都市計画部区画整理課は、次のとおり主張しました。 

   （１）本件対象文書（１）について 

       管外出張は、「管外出張伺」に必要事項を記入し、決裁を受けることにより出張の 

     命令がなされ、出張後に「管外出張伺」の復命欄を記入し、決裁を受けることで 1枚の 

     文書として完結している。この「管外出張伺」については、異議申立人の公開請求によ 

     り部分公開決定し、公開した。 

      当該出張においては、出張先で入手した文書はなく、報告書として文書化したものも 

     ないので、「管外出張伺」の他には請求にかかる文書は存在しないため不存在決定をし 

     た。 

   （２）本件対象文書（２）および（３）について 

      請求のあった「町都区証第96―18号（仮換地指定・底地）証明願・証明書及び起案書」 

     は、不存在理由に記載したとおり保存年限を 1年と定められている文書であるところ、 

     その期限を経過し既に廃棄されていたため、実施機関には存在しないとして不存在決定 

     をした。 

      しかし、（仮換地指定・底地）証明願・証明書については、審査会及び異議申立人の 

     指摘のとおり、他部署に写しが存在することが後日判明したので、「2008年７月８日付08
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町都区第 246号」で部分公開決定を行い、一部公開した。 

   （３）本件対象文書（４）について 

      忠生土地区画整理事業において、仮換地指定するとき、指定地の底地に、仮換地未指 

     定の土地（底地が仮換地未指定で、使用収益が停止されていない。）を含む場合、事業 

     推進のため、２つの方法によって対応してきた。 

      第１には、仮換地指定前の土地すなわち底地が他の土地の仮換地指定先の一部として 

     仮換地指定され、当該地が使用収益を停止されるまでの間、公社が底地の権利者の承諾 

     を受けて、「土地一時使用承諾書」を得、土地の借り上げを行う方法と、第２には、仮 

     換地指定した権利者（他の土地の所有者）に対して、指定した土地の一部が使用収益で 

     きないことに対する土地の損失補償を行う方法である。 

      忠生土地区画整理事業においては、第１の方法が多く行われているが、今回の場合は、 

     底地の権利について、係争中のため、第２の方法で対応した。 

      よって「土地一時使用承諾書」は作成していない。また、土地所有者の同意書も得て 

     おらず、それに代わるものを取得した事実もないので、いずれも不存在である。 

  Ⅱ．審査会の判断 

(ア)本件対象文書（１）について 

    ⅰ．区画整理課職員が平成19年８月９日に埼玉県さいたま市所在の国土交通省関東地方整

備局に町田都市計画忠生土地区画整理事業に係る補償業務について登録事業者内容確

認のため出張した際の「管外出張伺」および同「復命（書）」は、申立人が主張するよ

うに登録業者の内容確認についての具体的記載はない。これについて、実施機関は、理

由説明書及び当審査会での実施機関説明において、出張後に「管外出張伺」の復命欄を

記入し決裁を受けることで 1枚の文書として完結している、この復命欄の記載の他には

報告書として文書化したものはなく出張先で取得した文書もない、また、申立人主張の

とおり平成19年８月９日付07町都区第 461号「補償コンサルタントの資料請求について

（依頼）」と題する書状で国土交通省関東地方整備局長宛に資料交付の依頼をしたが、

現在までに資料の交付はなく、その経過を記した文書も作成していない。したがって「出

張伺」の添付資料、「復命（書）」の添付資料、後日得た文書はいずれも存在しないと説

明している。 

    ⅱ．当審査会において「管外出張伺」および同「復命（書）」を見分したところ、出張用

務欄に記載されている「登録業者の内容確認」という当該出張の用向き復命欄の「国     

土交通省に登録されている補償コンサルタント会社の業務報告について、閲覧及び内     

容確認をする。」との記載等からすると、復命に何らかの書類を添付することが必要で

あったとは言えず、実際に添付された事実もないことが認められる。 

      また、申立人の公開請求に応じて既に開示されている「補償コンサルタントの資料請     

     求について（依頼）」から明らかなように、実施機関は、平成19年８月９日、同月８日      

     付けで国土交通省関東地方整備局長宛に資料交付の請求をした。しかし、この資料請求 

     に対して、平成20年３月31日付けで、同局長名で「土地区画整理法第74条の条項は、補 

     償コンサルタントの登録申請書類等の企業情報に関する文書の交付についてまで規定

していない」との理由により資料は交付できない旨の回答が寄せられた。このことから、 

     後日得た資料も無いものと認められ、実施機関の説明には不自然・不合理なところは認 

     められない。 

      したがって、本件対象文書（１）を保有していないとした不存在決定は妥当であると 

     認められる。 

   （イ）本件対象文書（２）について 

    ⅰ．実施機関の説明によれば、（仮換地指定・底地）証明の申請者は、「証明願」を２通作 

     成して２通とも区画整理課に提出する。区画整理課はこれを受けて、１通を「証明願」 

     として同課で保管し、もう１通の下部の証明書欄に日付・番号等を記入し捺印をして「証 

     明書」を作成し、申請者に交付する。申請者は、「証明書」の写しを開発指導課に提出 

     する。本件対象文書２の「証明願」の申請者も、上記手続に従い、「証明願」を２通作 
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     成して区画整理課に提出し、区画整理課から「証明書」の交付を受けた後、その写しを 

     開発指導課に提出したとのことである。 

    ⅱ．実施機関は、区画整理課が保管していた上記「証明願」の保存年限は１年であるとこ 

     ろ、保存年限を経過したので廃棄したため保有していないとして不存在決定をした。 

      廃棄対象文書を一括して廃棄するだけで特に廃棄した文書名や廃棄年月日を記録す

る慣行になかったことが確認されている。したがって、区画整理課が保管していた本件 

     「証明願」を特定しての廃棄の事実及びその年月日を記録よって確認することはできな 

い。しかし、本件の「証明願」の保存年限が切れた平成10年３月31日より既に10年を経 

過していることに照らすと、１年の保存年限が経過したので「証明願」を廃棄したとの 

実施機関の説明に不自然・不合理な点はない。また、本件対象文書２のうち証明願が存

在していることをうかがわせる特段の事情も認められない。 

    ⅲ．ところで、当審査会で調査したところ、本件対象文書（２）の「証明願」「証明書」 

     が開発指導課に保管されていることが判明した。これは、ア記載の手続に沿って本件対 

     象文書（２）の「証明願」の申請者が同じ頃に開発指導課宛に提出した「証明願」「証 

     明書」の写しであり、開発指導課では、ⅰ記載の「証明願」「証明書」の写しを「宅地 

     開発指導要綱」のフォルダーに綴って保管していたところ、同課のファイル基準表によ 

     れば、同要綱の保存年限が永年とされていることから、同課で現在まで保管されていた 

     ものである。 

    ⅳ．実施機関は、申立人の公文書公開請求に応じて、対象文書の検索を、請求を受け付け 

     た区画整理課にとどまらず、実施機関全体においておこない、当初より、開発指導課に 

     おいて保管していた本件対象文書（２）を開示すべきであった。しかも、申請者から開 

     発指導課への本件文書（２）の写しの提出は、通常の手続においてなされたものであり、 

     開発指導課保管の文書を対象としなかったことは、情報公開制度の理解に欠けるとのそ 

     しりを免れないものである。したがって、本件処分のうち区画整理課内に不存在である 

     ことのみをもってなされた本件対象文書（２）の不存在決定部分は失当である。 

      なお、実施機関は、当審査会の指摘を受け、2008年７月８日付08町都区第 246号で、

本件対象文書（②）について部分公開決定処分を行ったことが認められる。（同決定中

「公開しない部分」欄の「２のうち」とあるのは「３のうち」の誤記であると思われる）。

これに対して、申立人は、本件対象文書（２）は区画整理課が保有しているはずである

として本件対象文書（２）についての異議申立てを維持しているが、上記 2008年７月

８日付 08町都区第 246号部分公開決定処分により、原決定は取り消されたものと認め

られるから、現時点での異議申立ての利益は認められないとするのが相当である。  

   （ウ）本件対象文書（３）について 

    ⅰ．本件対象文書（２）の「証明願」部分は民間会社が作成したものであるから、行政文 

     書としての「起案書」はそもそも作成されない。これに対して、「証明書」部分は、町 

     田市長の作成に係る文書であるから、「証明書」作成にあたり決裁がなされるのである 

     が、区画整理課は独立した起案書を作成せず、申請者から提出された「証明願」２通の 

     うちの１通の下部余白に決裁をすべき役職者の捺印ないし署名をするスペースを設け  

     たゴム印（いわゆるゲタ判）を押し、決裁権限のある者がここに捺印ないし署名をする 

     という手続をもって、起案書作成に代えているので、これが実質的に「証明書」の「起 

     案書」に相当する。 

      区画整理課は、上記手順に基づいて、その余白に実質的に起案書に相当する決裁印欄 

     ないし署名欄のある「証明願」１通を保管していたが、町田市文書管理規程および区画 

     整理課ファイル基準表に定める１年の保存年限が経過したので、これを廃棄した、よっ 

     て実施機関は「起案書」を保有しておらず不存在決定をしたというのである。 

    ⅱ．「証明願」は民間会社である申請者の作成にかかるものであるから、「証明願」部分に 

     ついての起案書がそもそも存在しないとの実施機関の説明には不合理な点はない。 

      また、文書管理規程及び区画整理課のファイル基準によれば、(2)ア記載の２通の「証 

     明願」のうち決裁印が押されて区画整理課で保管されていた１通の保存年限が１年であ 
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     ること、本件対象文書（３）は区画整理課で保管されていた保存年限の１年の「証明願」 

     の余白部分に記載されていたものであることから、(2)イ記載の保存年限の経過によっ 

     て廃棄されて現在存在しないとの実施機関の説明には不合理な点は認められない。した 

     がって、本件対象文書（３）を保有していないとした不存在決定は妥当であると認めら 

     れる。                                         

   （エ）本件対象文書（４）について 

    ⅰ．申立人は、平成８年５月20日に、○○町○○○○番地（甲）、同所○○○○番地の土 

     地の仮換地指定が行われ、同年６月１日に効力が発生したこと、しかし同土地の仮換地 

     指定地の一部であった申立人所有の当該地は、当時申立人が共有していたもので仮換地 

     未指定であったことから、申立人の承諾（土地一時使用承諾書）を得たうえでなければ 

     本件対象文書（２）の（仮換地指定・底地）証明書は発行できなかったはずである、自 

     らはそのような承諾・同意はしていないから、証明書が発行されている以上、これに代 

     わる文書があるはずである旨の主張をしている。 

    ⅱ．これに対して実施機関は、「土地一時使用承諾書」は作成していない、土地所有者の 

     同意書も得ていない、その理由は仮換地指定地権利者の同意・承諾の必要がない手続を 

     とったためであるとしている。すなわち、実施機関は、忠生土地区画整理事業において 

     仮換地指定するとき、指定地の底地に仮換地未指定の土地を含む場合、事業推進のため、 

      第１：仮換地指定前の土地が、他の土地の仮換地指定先として指定され、当該地の使 

         用収益が停止されるまでの間、公社が当該地の権利者から一時使用の承諾を得 

         て「土地一時使用承諾書」を作成し、土地の借り上げを行う方法 

      第２：先に仮換地指定した他の土地の権利者に対して、指定した土地の一部が使用収 

         益できないことに対する損失補償を行う方法 

のいずれかの方法によって対応してきたが、申立人が問題にしている本件の場合は、当 

     該地の権利関係について係争中であったため、第２の方法で対応した、よって当該地の 

     所有者の同意書、承諾書、それに代わるもののいずれも作成していないし取得もしてい 

     ないので、不存在であると説明している。   

    ⅲ．当審査会において調査したところによれば、本件対象文書（４）の存否については次

のとおりである。 

      平成８年当時、申立人所有の当該地を含む財産の分割を巡って申立人と親族間で調停

中であった。そのため、実施機関は、一般的には前述イの第１の方法を用いることが多

いが、当該地の所有を巡る係争中は「土地一時使用承諾」をすべき権限のある者を特定

しにくいことから、第１の方法をとることを断念し、第２の方法を選択した。第２の方

法による場合には、仮換地指定先の使用収益を停止することはないのであるから、土地

一時使用について同意書、承諾書、あるいはそれに代わるものを作成・取得することは

ない。 

      本件では、当該地の所有者である申立人自身が、同意書も承諾書も作成していない旨

を自認しているのであるから、申立人作成にかかる「当該地所有者の同意書、承諾書か

それに代わるもの」なるものが存在しないこと、実施機関がそれを保有していないこと

は明らかである。 

      また、上記第２の方法をとることとした以上、実施機関が「当該地所有者の同意書、

承諾書に代わるもの」を作成する必要もないのであるから、実施機関作成の「同意書、

承諾書に代わるもの」もまた存在しないとみるのが合理的であり、この点についての実

施機関の説明には不自然・不合理なところはない。よって、実施機関は本件対象文書（４）

を取得しておらず、保有していないものと認められる。 

      したがって、本件対象文書（４）を保有していないとした不存在決定は妥当であると

認められる。 

  Ⅲ．結論 

本件対象文書１、３、４を保有していないとした不存在決定は妥当である。 

本件対象文書２については、異議申立ての利益がないから却下すべきである。 
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  ２００７年度第４号事件の概要 

   本件は、開示した文書について異議申立人から「開示された文書は別にあり請求したいもの

と違う」として成果品の開示を求めたものである。 

Ⅰ．対象文書 

   ・㈱○○○○と公社間の委託契約の成果品 

Ⅱ．申立人主張の要旨 

申立人は、本件請求において開示を求めたものは、開示文書ではなく成果品であるとし、

町田市（以下「市」という。）が成果品を保有している理由として、以下の点をあげている。 

（１）開示文書は、成果品から作られた調査報告書にすぎない。 

（２）開示文書に○○の名がない。 

（３）内容として、物件の住所、所有者等沢山の相違がある。 

（４）２号事件の理由説明書で市で保有していると認めたものが、不備な内容が記載された

概成品であるであるとすれば、それに基づいて市が補償額や補修費用の提示をしてい

る。 

（５）本件委託契約について、1,680,000円の支出がなされている。 

Ⅲ．実施機関の説明 

１．異議申立人が請求した個人情報に該当する文書として市が保有しているのは、開示決定

書のとおり開示文書のみである。 

２．当該文書は、市が公社と連携し、申立人に説明するため参考として契約工期終了前の概

成品を公社から取得したもので内容に不備な点を含んでいる可能性がある。 

３．本調査に関する業務及び調査結果に基づく協議は、本来公社の業務であるため、調査報

告書は協議が終わった後、必要があれば公社より市へ提出される。 

４．当該覚書に関する協議は継続しているため、開示した文書以外に所有していない。 

 

Ⅳ．審査会の判断と結論 

１．本件対象文書 

   本件対象文書は、公社と○○間で取り交わされた本件委託契約の成果品である。そこで、

当審査会において調査したところ、○○が本件委託契約の成果品として公社に提出したも

のは、納品書に添付された写真帖を含む２冊のファイルからなるものであることが認めら

れる。一方、開示文書は、市からの要望に基づき、公社の担当者が本件対象文書（成果品）

のうち、申立人との交渉に必要と考える部分のみを複写して新たに作成し、市に提出した

ものであることが認められる。したがって、申立人自身が指摘するように、開示文書は本

件委託契約の成果品である本件対象文書自体ではない。 

２．本件処分の妥当性                             

（１）本件対象文書について、審査会の調査によれば、これが公社から市に提出された事実

は認められず、また市がこれを保有していることも認められなかった。そして、本件対

象文書が、公社と○○との契約に基づく当事者間の成果品であるから、契約当事者では

ない市が当然に取得すべき性格のものでないことは前記１のとおりである。また、一般

的な手続としても公社が補償交渉中に取得したこのような成果品を直ちに市に対して

提出する扱いとはなっていないことが認められる。したがって、成果品である本件対象

文書自体を市が保有していないことについて不合理な点はない。 

（２）次に開示文書についてであるが、公社の担当者が成果品のうちから必要と思われる部

分のみを複写し市に提出したものである。これは、市の担当者が申立人との補償交渉の

資料を要求したことに応えて、公社の担当者がそのように取り扱ったことが認められ、

この点について、とくに不自然な点は認められない。 

（３）そうとすれば、申立人が開示を求めた文書は、本件対象文書である成果品自体なので

あるから、厳密に考えれば市がこれを保有していないとして不存在扱いとすることも考

えられる。しかし、個人情報保護制度の趣旨をふまえれば、成果品自体ではなくとも、
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そこから作成された概成品ともいえる開示文書を保有する以上、市がこれを成果品に関

連する文書と考え請求対象文書として把握し、本件処分をしたことは妥当な判断である

というべきである。 

なお、申立人は、市が開示文書以外に成果品自体を保有していると考える理由として

前記第４記載のとおり述べている。しかし、もともと公社が保有する資料をすべて市が

保有しなければならないわけではなく、また成果品の内容に誤りがあるかどうか、成果

品でなく開示文書によって補償交渉に臨んだことの適否等は本審査会が判断すべき事

項ではない。本審査会としては、本件請求の対象文書として認識すべき文書が開示文書

以外に存在するかどうかを判断すれば足りるのであり、市が成果品自体を保有していな

いことは前述のとおりであるから、申立人の主張はいずれも理由がない。 

  ３．結論 

以上のとおり、実施機関が行った本件処分に違法又は不当な点はないから、本件異議申

立ては棄却すべきである。 

 

 

５ ２００８年度審査会事件一覧 
 

２００７年度第２号事件（公文書公開請求） 

対象公文書の件名 

・上記のとおり 

公開請求年月日 ２００７． ５．１１ 決定内容 不存在 

不服申立年月日 ２００７． ６． ６ 諮問年月日 ２００７． ６．２１ 

答申年月日 ２００８． ７．２５ 答申内容 一部認容、一部原処分維持

決定年月日 ２００８． ８．２５  決定内容 答申のとおり 

 

  ２００７年度第３号事件（公文書公開請求） 

  対象文書の件名 

   ・上記のとおり 

公開請求年月日 ２００７．１１． ５ 決定内容 不存在 

不服申立年月日 ２００８．  １．２３ 諮問年月日 ２００８． ２． ５  

答申年月日 ２００９． ２．１７ 答申内容 原処分維持 

決定年月日 ２００９． ４． ３  決定内容 答申のとおり 

 

２００７年度第４号事件（個人情報開示請求） 

  対象文書の件名 

   ・上記のとおり 

開示請求年月日 ２００７．１１．２１ 決定内容 開示 

不服申立年月日 ２００８． ２．１３  諮問年月日 ２００８． ２．２７ 

答申年月日 ２００９． ３．２７ 答申内容 原処分維持 

決定年月日 ２００９． ４．１６  決定内容 答申のとおり 
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２００８年度第１号事件（公文書公開請求） 

  対象文書の件名 

   ・上記のとおり 

公開請求年月日 ２００７．１２．１８ 決定内容 不存在 

不服申立年月日 ２００８． ３．１９ 諮問年月日 ２００８． ４． ２ 

～審査中～ 

 

２００８年度第２号事件（公文書公開請求） 

  対象文書の件名 

   ・上記のとおり 

公開請求年月日 ２００７．１２． ７ 決定内容 部分公開 

不服申立年月日 ２００８． ３．２８ 諮問年月日 ２００８． ４．１１ 

～審査中～ 
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町 田 市 情 報 公 開 ・ 個 人 情 報 保 護 審 査 会 

2007年度第２号事件（異議申立人 ○○○○） 

 

２００８年７月２５日 

 

答  申 

 

 

町田市長 石 阪 丈 一 様 

 

 

町田市情報公開・個人情報保護審査会 

会 長  野 村 武 司 

 

 

２００７年６月 21日付０7町都区第２８８号でなされた諮問について、以下のとおり答申いたし

ます。 

 

第１ 審査会の結論 

  異議申立人○○○○（以下、「申立人」という。）が２００７年４月２７日付で町田市長(以下、

「実施機関」と言う。)に対して行った公文書公開請求に対して、実施機関が２００７年５月１

１日付０７町都区第第１１８号の２を以って行った公文書不存在決定処分(以下、「本件処分｣と

いう。)の内、別紙（１）１）から６）にかかる処分について、実施機関は、これを取消し、後

記「審査会の判断」に示した該当文書の公開の可否について更に判断すべきである。別紙（２）

１）から 10）について存在しないとしたその余の判断は妥当である。 

 

第２ 異議申立ての趣旨 

  申立人は、実施機関が本件処分を取消し、町田都市計画忠生土地区画整理事業にかかる別紙記

載の各書類（以下「本件対象文書」という。）を公開するとの決定を求めた。 

 

第３ 本件事案の経緯 

 １．申立人は、町田市情報公開条例（以下「本件条例」という。）第６条の規定に基づき、２０

０７年４月２７日付公文書公開請求書（以下「本件請求書」という。）を実施機関に提出して、

別紙記載の文書他について公文書公開請求（以下「本件請求」という。）を行った。 

 ２．実施機関は、申立人に対して、２００７年５月１１日付０７町都区第１１８号の２で本件処

分を行った。 

 ３．申立人は、実施機関に対して、本件処分を不服として２００７年６月６日付異議申立書を以

って本件異議申立てを行った。 

 ４．実施機関は、本件条例第１０条第２項の規定に基づき、２００７年６月２１日付０７町都区

第２８８号により当審査会に諮問した。 

 ５．実施機関は、２００７年７月９日、２００７年７月５日付０７町都区第３４１号により「理

由説明書の提出について」を提出した。 

 ６．申立人は、２００７年７月２７日、同日付「意見書」を提出した。 

 ７．実施機関は、２００７年９月７日、同日付０７町都区第５４３号により「理由説明書（補充）

の提出について」を提出した。 

 ８．申立人は、２００７年９月１０日、同日付「口頭意見陳述要旨」を提出した。 

 ９．申立人は、２００７年９月１０日、同日付「理由説明書（補充）に対する補充意見書」を提

出した。 

 10．申立人は、２００７年１０月１日、口頭による意見陳述を行った。 
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 11．申立人は、２００７年１０月１日、同日付「口頭意見陳述資料」を提出した。 

 12．実施機関は、２００７年１０月１９日、１８日付０７町都区第６３３号２により「理由説明

書（第２回補充）の提出について」を提出した。 

 13．申立人は、２００７年１１月２日、同日付「理由説明書（第２回補充）に対する意見書」を

提出した。 

 14．申立人は、２００７年１１月３０日、同日付「意見書（真実を求めて）」を提出した。 

 15．申立人は、２００８年１月１６日、１月１４日付「意見書（審査会する事で分かった事）」

を提出した。 

 16．申立人は、２００８年２月１３日、同日付「意見書（調査費支払いの証言）」を提出した。 

 17．申立人は、２００８年２月１５日、同日付「意見書（文書の関連と言えるのは）」を提出し

た。 

 18．申立人は、２００８年２月１５日、同日付「意見書（開示決定通知は届いたものの）」を提

出した。 

 19．申立人は、２００８年３月１７日、同日付「意見書（公社の回答からしても）」を提出した。 

 20．申立人は、２００８年４月２８日、同日付「意見書（理由説明はうそです）」を提出した。 

 21．申立人は、２００８年５月１４日、同日付「意見書（委託業務の内容にありません）」を提

出した。 

 22．申立人は、２００８年５月２１日、同日付「意見書（本当の事実認否）」を提出した。 

 23．申立人は、２００８年６月１６日、６月１５日付「意見書（平成８年９月１２日調査実施に

ついて）」を提出した。 

 24．申立人は、２００８年６月１６日、６月１５日付「意見書（０７町総市査第２号ほか６件の

事件に係わる重要な事実について）」を提出した。 

第４ 申立人の主張の要旨 

 １．町田市（以下、「市」という。）と（財）東京都新都市建設公社（以下「公社」という。）で

交わした「町田都市計画忠生土地区画整理事業の業務委託契約書」（以下、「市と公社間の業務

委託契約書」という。）の第 11 条及び第 12 条は、公社が、受託業務に関する契約書や必要書

類等を市に提出すべきことを規定しているから、市は、公社に対して、対象文書を求める必要

があるし、実際求めているはずである。 

 ２．市作成文書に、「平成８年、○○から自宅建物へ被害が生じたとの申し出があり、市で建物

調査を実施いたしました。」とあり、市が認識して調査した件について、契約書を業者任せに

するはずがないから、「別紙（１）1)～3）は業者が調査を委託したもので、市に当該契約書は

存在しない」という実施機関の理由説明は虚偽である。 

 ３．公社の一部開示決定通知書別紙には、建物の事前調査分を含めて全ての調査が平成 10年 11

月６日契約だった旨が記載されているから、本件対象文書を別紙（１）1）～3）までと 4）～6）

の２つに分けた実施機関の理由説明は虚偽である。 

 ４．平成 20年５月 21日 07町都区第 1071号の 3で公開された建物等所有者申告書の申告日、建

築物調書３枚の調査日、工作物配置図と屋内外動産図の日付が、別紙（１）1）と同日の平成

８年９月 12 日になっており、実施機関の理由説明書（補充）の別紙に、関連文書は忠生地区

補償物件調査積算委託業務その 54である旨が記されているから、別紙（１）1）の対象文書は、

「忠生地区補償物件調査積算委託業務（その 54）」となる。 

 ５．別紙（２）1）～5）、7）は、昭和 38 年４月１日に締結された町田都市計画土地区画整理事

業の業務委託に関する協定書(以下、「協定書」という。)の業務にも、市と公社間の業務委託

契約書の委託業務内容たる事務費対象業務にも該当せず、かつ、土地区画整理法に、道路築造

中に建築物等に与えた損害への調査に関する法が無く、損失補償で扱えない建物の調査である

から、事務費で支出処理する事はできない。 

   したがって、それらの費用が事務費から支出されたとは考えられない。もし、事務費で処理

したとすれば、その様な処理が適当であったか否かが問題となる。 

 ６．別紙（２）6）、7）、8）、9）に関して、公社が、一部開示決定通知書において、「それらは存

在しているが、公社要綱により非開示。」としている。 
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 ７．別紙（２）1）～10）は、(株)○○○○(以下、「○○」という。)が補償コンサルタント登録

規程に基づき、国土交通省関東地方整備局に公社との契約内容を報告したものであり、公社か

ら市にこれらの文書が提出されていると考えられる。 

８．本件対象文書の一部は、０３町市議第 389号の 3、第 567号の 3で、市が、市所有として開

示している。 

   市は所有していなくとも、市議会事務局を通して開示請求されたものに、開示、存否の表示

があり、契約書に限らず公開されている。 

 

第５ 実施機関の主張及び理由説明の要旨 

 １．公社は市から、忠生地区土地区画整理事業の実施における実務の全てを受託し、執り行って

いる。 

  （１）市と公社間の業務委託契約書第 11条については   

    補償業務に関しては、通常、公社職員が補償協議等に対応し、協議が整った場合に、 

公社が補償金算定調書として市に報告書を提出し、市は公社に対して、上記の限度で資料

を求めるに過ぎない。 

     申立人との間では協議が未成立なので、補償関係資料で別紙の記載に該当すると考えら

れる文書は、市に存在しない。 

  （２）同上第 12条については 

    市と公社間の業務委託契約における委託費は、工事費・調査設計費・事務費に分かれてい

るが、市と公社間の長年の取扱いによると、 

    ア．公社が第三者と契約を締結して工事費もしくは調査設計費から費用支出する場合には、

公社が契約締結決定通知書と共に、当該契約書の冒頭１頁の写しを市に提出する。 

    イ．公社が第三者と契約を締結した場合でも、事務費から費用支出する場合は、公社は、

当該契約書の写しを市に提出しない。 

    こととされている。                     

     したがって、市には、上記取扱いに基づく限度で、契約書写しが存在する。 

 ２．「市で建物調査を実施いたしました。」と記載したのは、補償業務の効果（費用の支出）が最

終的に、市に帰属することを意味するに過ぎず、市はそれらの調査について実施も発注もして

いないし、契約書作成に関与もしていない。 

   公社の説明によると、別紙（１）１)～３)の調査は、公社から忠生地区区画道路築造第 70

号工事を請負った○○○○株式会社(以下、「○○」という。)が○○に委託したものであり、

市には、当該契約書の写しは存在しない。 

 ただし、公社の上記説明を基に文書該当性を広く解釈した結果、理由説明書（補充）別紙に

は、別紙（１）１）～３)該当文書(市と公社間の平成８年６月 18日付工事請負契約書 工事

件名 忠生地区区画道路築造第 70号工事。以下、「平成８年６月 18日付工事請負契約書」と

いう。)が存在する旨記載した。 

 ３．公社の説明によると、別紙（１）４）～６)については、（１）１)～３）とは別に、公社が、

平成 10 年 11 月６日付設計業務等請負契約書(請負業務の名称 忠生地区家屋調査委託業務。

以下、「平成 10年 11月６日付設計業務等請負契約書」という。)を以って、直接、○○との間

で契約をしたとのことである。 

   理由説明書（補充）別紙の記載は、この説明に基づき、別紙（１）4）～６)該当文書が存在

する旨記載した。 

 ４．申立人は、従前から、別紙（１）1）記載の日付（平成８年９月 12日）は、忠生地区区画道

路築造第 70 号工事によって、申立人○○共有住宅に発生した損害の調査実施日である旨述べ

ているが、平成 20年５月 21日 07町都区第 1071号の３で開示された建物等所有者申告書、建

築物調書、工作物配置図と屋内外動産図は、別紙（１）1）と同一の日付が記載されていると

しても、上記損害調査とは別の、申立人の○所有の建物の損失補償に関する資料である。 

   また、市は、公社から、「忠生地区補償物件調査積算委託業務（その 54）」が申立人の夫所有

建物の損失補償調査業務をも含むとは聞いているが、それは事務費から費用支出されたとのこ
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とで、契約書写しは市に存在しないし、別紙（１）1）の業務は、申立人○○が共有する新築

住宅に関する損害調査業務であって、申立人の○所有建物の損失補償調査とは別であるから、

「忠生地区補償物件調査積算委託業務（その 54）」と、別紙（１）１）の損害調査業務の間に

は、関連性が無いと考えられる。 

 ５．公社の説明によれば、別紙（２）1）～５）、７）記載の業務は、図面作成や簡易な調査など

の補助的作業を業者に発注し、それを複数件寄せ集めたものなので、公社の判断により事務費

として扱い、契約書写しを市に提出していないとのことである。実際、市には、該当契約書も

他の文書も存在しない。 

 ６．「財団法人東京都新都市建設公社情報公開要綱」施行前の文書については、その存否に関わ

らず、公社の回答上、「非開示」とされる。 

   市には、当初、別紙（２）６）、７）、８）、９）の該当文書は不存在と考えられたが、上記

（２）６）、９）記載の金額と（２）８）記載の名称が、平成 10年 11 月 6 日付設計業務等請

負契約書のそれらに近似しもしくは一致するので、理由説明書（補充）別紙には、別紙（２）

６）、８）、９）該当文書は存在する旨記載した。 

 ７．市が調査したところによれば、○○が補償コンサルタント登録の為に国土交通省に提出した

資料の記載の中には誤りも見られたので、この記載は、市に対象文書が存在することの根拠に

はならない。 

   別紙（２）10）に関しては、同請求書記載の金額と公社と○○間の平成 17 年 12月 21 日付

単価契約書(件名 忠生地区家屋調査委託業務(その２)。以下、「単価契約書」という。)の契

約金額が一致することに着目し、同契約書を該当文書と記載した。 

８．市議会事務局を通して開示請求された文書等については、市が公社から該当文書を借受けて、

その写しを市議会事務局に交付したものである。その後、借受けた文書は公社に返還したので、

市には現存しない。 

 

第６ 審査会の判断 

 １．本件対象文書 

   本件は、申立人の公文書公開請求に対し、実施機関が、申立人が公開を求める次の（１）、（２）

の文書につき、存在しないとして本件処分を行ったものである。 

  （１）忠生地区土地区画整理事業の施工に起因する、申立人○○共有の住宅における損害の、

次の日付の調査業務に関する契約書とその添付書類、並びに、市が同業務に関して公社

に求めた全ての資料。 

    1）平成８年９月 12日 

    2）同年同月 30日 

    3）平成９年３月６日 

    4）同年６月 11日 

    5）同年８月 18日 

    6）平成 10年３月２日 

  （２）○○が、補償コンサルタント登録規程により、公社と契約した案件として国土交通省関

東地方整備局に報告したとされる次の調査・積算業務に関する契約書とその添付書類、並

びに、市が同業務に関して公社に求めた全ての資料。 

    1)忠生地区補償物件調査積算委託業務その 54（平成 8年 6月～8月） 

                                       7,652千円 

    2)同その 58 (平成 9年 1月～1月)              962千円 

    3)同その 62 (平成 9年 5月～7月)             4,526千円 

    4)同その 68 (平成 9年 7月～9月)              1,139千円 

    5)同その 69 (平成 9年 9月～10月)            2,017千円 

    6)家屋事前調査委託 (平成 10年 10月～10月)       793千円 

    7)忠生地区調査積算 (平成 10年 10月～12月)       2,419千円 

    8)忠生地区家屋調査委託業務(平成 11年 1月～1月)      755千円 
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    9)同建物住宅事前調査(平成 11年 6月～6月)         793千円 

    10)同（平成 17年 10月～12月）              1,680千円 

 ２．請求文書該当性の判断   

 公文書の公開請求において、実施機関が、公開請求された文書を保有しているか否かを判断

する際、公開請求書記載の日付・件名・内容等によって請求公文書を一義的明確に特定し得る

ときは、請求書の記載に従って当該文書の存否を判断すれば足りる事は論を待たない。 

 しかしながら、公文書の形式やその作成過程、作成手続の詳細は、一般市民に公知のもので

はないから、公文書の公開を請求する者にとって、自らの欲する情報が如何なる形式の公文書

として存在するかを正確に判断し、請求文書においてこれを正しく記載することは、通常、困

難と考えられる。 

 したがって、請求書に記載された文書の日付、件名、金額等（以下、「文書特定事項」とい

う。）において、請求文書と全面的に合致する文書が市に存在しない場合においても、この事

実をもって直ちに文書不存在と結論することは相当ではない。 

 実施機関としては、形式的な文字照合に終始して情報公開請求の窓口を狭めることがない様、

公開請求趣旨の把握に努め、文書作成の経緯、事実関係をも視野に入れた合理範囲内において

調査を尽くし、条理、常識にかなった判断をすべきである。 

３．本件に関する事実の認定 

   上記の理を本件に当てはめて判断するには、先ず、本件請求に関係する事実関係を確定する

必要がある。よって、これを見るに、申立人の異議申立書と意見書、実施機関の理由説明書、

申立人の口頭意見陳述の結果、実施機関の口頭理由説明、申立人と実施機関の各提出資料、お

よび当審査会による調査の結果によれば、以下の事実が認められる。 

  （１）忠生地区土地区画整理事業に関する前提的事実 

    ア．昭和 38年４月１日、市は、公社との間で、協定書を交わしたこと。 

イ．昭和 60年 10月１日、市は、町田都市計画忠生土地区画整理事業について公社に業務

委託し、同日、市と公社間の業務委託契約書を交わしたこと。 

ウ．市が上記業務委託契約によって公社に支払う委託費は、工事費、調査設計費、事務費

に大別され、工事費と調査設計費は、公社が第三者との間で工事請負契約や業務委託契

約をした場合の契約金額を基にして、各年度毎に市から公社に支払われるのに対し、事

務費は、業務の種類に応じて予め定められた所要人数に基づき人日換算した額が市から

公社に支払われ、公社が業務の一部を業者に依頼して費用を支払ったとしても、市が公

社に支払う事務費の額に変化を来たさないこと。 

エ．市と公社の間では、計画業務、換地業務、補償業務等、通常、公社職員によって行わ

れる業務の費用は、事務費から支出することが予定されていること。 

オ．市と公社間の業務委託契約は、平成４年３月 21日、平成８年３月 29日、平成 11年

３月 10日、平成 15年４月１日、平成 19年３月 30日に、それぞれ契約更新されて今日

に至っていること（ただし、平成４年 12月３日付けで委託金額の変更あり。）。 

   カ．公社は、平成８年６月 18 日、市からの受託業務の一部について、○○との間で、平

成８年６月 18日付工事請負契約書を交わし、○○がこれを請負ったこと。 

  （２）市の委託業務の一部を公社が第三者に行わせた場合の文書取扱い方法 

    ア．公社と第三者間の契約書について 

（ア）市と公社間の業務委託契約書第 12条第１項が、「公社が委託業務の施行に関し、第

三者との間において請負契約を締結したときは、その都度、速やかに市に報告すると

ともに当該契約書の写しを提出す」べき旨を定めていることを受けて、公社は、本条

に該当する請負契約を締結した場合には、契約締結決定通知書と共に、当該契約書の

写しを市に提出していること（ただし、契約書が複数葉に亘る場合、写しを提出する

範囲については、４の（１）のアの（ケ）に後記する通り）。 

（イ）また、公社が第三者との間で業務委託契約を締結し、調査設計費から費用支出する

場合にも、上記請負契約の場合と同様とする取扱いが、長年に亘ってなされてきたこ

と。 
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（ウ）これに対し、事務費から費用支出される業務については、たとえ公社がそれを業者

に依頼したとしても、それによって、市が公社に支払う事務費の額が変化するもので

はなく、公社が既定の事務費の範囲内で業者に費用を支払うに過ぎないので、長年に

亘って、公社と第三者間の契約書写しは市に提出されない取扱いがなされてきたこと。   

    イ．契約書以外の資料について  

（ア）市と公社間の業務委託契約書第 11条は、「法令その他により、市の決定または処理

を必要とするものについては、公社が、その都度、市に必要資料と成果を提出す」べ

き旨を規定しており、また、同第 12 条第２項は、「市は、必要あると認めるときは、

公社に対して資料の提出を求めることができる」旨を規定しているので、市は、公社

に委託した業務に関する限り、契約書のみならず、必要資料全般について、随時、提

出を求めることができること。 

（イ）しかし、実際には、 

     （ⅰ）公社は、第三者と契約を締結する前に、工事設計書もしくは仕様書を市に提出す 

る。 

     （ⅱ）公社は、上記工事設計書や仕様書に沿って第三者と契約し、契約締結決定通知書 

と共に契約書の写しを市に提出する（上記アの（ア）（イ）のとおり）。 

     （ⅲ）当該業務完了後に、公社が、工事完了書を市に提出する。 

       （ただし、損失補償関係業務については、公社が、調査、積算及び補償協議を担当

し、その補償協議が整った時点で、市と公社間の業務委託契約書第 11 条に基づ

き、「補償金調書」を市に提出する）。 

   という順序で公社が市に書類を提出するのが一般であり、通常、市は公社に対して、

上記限度で資料を求めるに過ぎないこと。 

  （３）市における文書の保存期間 

    ア．市の文書管理規程第 33 条は、文書等の保存年限（法令に定めがある場合を除く）に

ついて、「永年、10 年、５年、３年及び１年とし、総務部長が別に定めるもののほか、

主管課長が定める。」と規定していること。 

    イ．実際には、総務部長による別の定めは存在しないこと。 

    ウ．市の区画整理課においては、公社から取得する文書の保存期間は３年とされてきたこ

と。 

    エ．ただし、損失補償に関し、補償協議成立後に作成される補償金調書については、その

原本が公社から市に提出されるので、市が、区画整理事業完了まで、これを保管するこ

と。 

  （４）本件各公開請求文書に関わる事実 

    ア．別紙（１）１）～6）の文書（以下、単に別紙に付された番号のみで表示する。）に関

するもの 

    （ア）本件請求に際しては、市の区画整理課が精査したが、（１）１）～６）記載の期日

を記した調査業務に関する契約書その他の文書は、市に見当たらなかったため、実施

機関は、２００７年５月 11日付けで、これらの文書について、本件処分をしたこと。 

    （イ）本件異議申立後、市は、公社から、次の(ⅰ)、(ⅱ)の事実の報告を受けたこと。 

     （ⅰ）当初、公社から忠生地区区画道路築造第 70 号工事を請負った○○が、工事から

発生する家屋等の被害調査を、同工事の一環として、○○に委託し、委託を受けた

○○は、平成８年９月 12日、平成８年９月 30日、平成９年３月６日、平成９年６

月 11 日、平成９年８月 18 日、平成 10年３月２日の合計６回にわたって、申立人

夫妻共有の住宅における上記工事に起因する損害の調査を実施した。 

     （ⅱ）しかし、○○による上記６回にわたる調査は、○○と○○が当初予定した頻度・

程度を超えるものであったため、公社は、○○の同意の下、上記調査の内平成９年

６月 11日以降の３回の調査の基礎として、事後に、自らが直接当事者となって○

○との間で契約し、平成 10年 11月６日付設計業務等請負契約書を作成した。 

    （ウ）平成８年６月 18日付工事請負契約書の内冒頭の１頁の写しと、平成 10年 11月６
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日付設計業務等請負契約書本体部分の写しは、各契約と同日付の契約締結決定通知書

とともに公社から市に提出されており、市に現存すること。 

    （エ）上記（イ）(ⅰ)、(ⅱ)の事実を知った実施機関は、これらの事実を踏まえて本事案

を再考し、請求文書該当性を緩やかに（広く）解釈すれば、平成８年６月 18 日付工

事請負契約書の写しが（１）１）～３）に該当するし、また、平成 10年 11月６日付

設計業務等請負契約書は（１）４）～６）に該当する、と判断したこと。 

    （オ）実施機関は、上記（エ）の判断に従って、２００７年９月７日付理由説明書(補充)

の別紙において、（１）１）～６）に該当する文書は、いずれも「存在する」旨、記

載したこと。 

    （カ）市は、申立人○○共有の上記住宅とは別に、申立人の○所有の建物に関して、既に

公社からその補償調書の提出を受けており、その補償金調書の中に「平成８年９月 12

日調査」と記載した建築物調書等が存在すること。 

    イ．（２）１）～５）に関するもの 

    （ア）本件請求に際しては、市の区画整理課が精査したが、（２）１）～５）の記載と文

書名が一致する文書、もしくはこれらの期間、金額を記した調査業務に関する契約書

その他の文書は市に見当たらず、かつ、同課が公社に問合わせた結果、公社から、「こ

れらの調査は、費用を事務費から支弁して業者に行わせたものであるから、公社は、

業者との契約書写しを市には提出していない。」との回答を得たので、実施機関は、

２００７年５月 11日付で、これらの文書について本件処分をしたこと。 

    （イ）本件異議申立後、市は公社から、次の(ⅰ)～(ⅲ)の事実の報告を受けたこと。 

     （ⅰ）（２）１）～５）の記載と文書名が一致する文書は公社に存在し、当該業務を業

者に依頼した事実も存在する。 

     （ⅱ）しかし、業者に依頼した上記調査積算業務は、いずれも、各独立、完結した業務

ではなく、複数件(当事者も複数)ある調査・積算業務の一部を業者に依頼し、それ

らをまとめて一件名を付したものである。 

     （ⅲ）したがって、それらは、公社職員が行うべき算定調書作成業務の補助作業を寄集

めたものと言えるので、その費用は事務費から支出した。 

        それ故、契約書の写しは市に提出していない。 

    （ウ）上記（イ）(ⅰ)～(ⅲ)の事実を知った実施機関は、これらの事実を踏まえて本事案

を再検討したが、市に当該文書が不存在であると言う判断に変わりは無く、２００７

年９月７日付理由説明書(補充)の別紙においても（２）１）～５）は不存在である旨、

記載したこと。 

    ウ．（２）６）、８）、９）に関するもの    

    （ア）本件請求に際しては、市の区画整理課が精査したが、（２）６）、８）、９）の記載

と文書名、期間、金額が一致する調査業務に関する契約書その他の文書は市に見当た

らず、かつ、同課が公社に問合わせた結果、公社から、「公社が、業者と、その様な

名称で契約した事実は無い。」との回答を得たので、実施機関は、２００７年５月 11

日付けで、これらの文書について本件処分をしたこと。 

    （イ）本件異議申立後、市は公社から、次の(ⅰ)、(ⅱ)の事実の報告を受けたこと。 

     （ⅰ）（２）６）、８）、９）の記載と文書名、期間、金額が一致する文書は、公社に存

在しない。 

     （ⅱ）平成８年６月以降平成 11 年６月までの間に、公社が業者に依頼した忠生地区の

損失補償調査・積算業務は、平成 10年 11月６日付設計業務等請負契約書によるも

のを除いて、全て、費用を事務費から支出したので、公社は、それらの契約書類等

の写しを市に提出していない。 

    （ウ）上記（イ）(ⅰ)、(ⅱ)の事実を知った実施機関は、これらの事実を踏まえて本事案 

      を再考したが、平成 10年 11月６日付設計業務等請負契約書に記載された金額が（２） 

      ６）、８）、９）の金額と近似しており、同契約書の業務名称が（２）８）の記載と一 

      致しているほか、同契約書の日付が、（２）８）記載の期間内に属することから、請 



第３章 情報公開・個人情報保護審査会の状況 
 

 - 151 -

      求文書該当性を緩やかに（広く）解釈すれば、同契約書が（２）６）、８）、９）のい 

      ずれにも該当すると判断したこと。 

    （エ）実施機関は、上記判断に従って、２００７年９月７日付理由説明書(補充)の別紙に 

      おいて、（２）６）、８）、９）に該当する文書は、いずれも「存在する」旨、記載し 

      たこと。 

    エ．（２）７）に関するもの 

    （ア）本件請求に際しては、市の区画整理課が精査したが、（２）７）の記載と文書名、 

      もしくは期間、金額が合致する契約書その他の文書は市に見当たらず、かつ、同課が 

      公社に問合わせた結果、公社から、「公社が、業者と、その様な名称で契約した事実 

      は無い。」との回答を得たので、実施機関は、２００７年５月 11日付けで、同文書に 

      ついて本件処分をしたこと。 

    （イ）本件異議申立後、市は公社から、次の(ⅰ)、(ⅱ)の事実の報告を受けたこと。 

     （ⅰ）（２）７）の記載と文書名は異なるも、期間、金額が概ね一致する文書は公社 

       に存在し、当該業務を業者に依頼した事実も存在する（補償物件調査積算業務（そ 

       の 71））。 

     （ⅱ）公社は、上記補償物件調査積算業務（その 71）については、（２）１）～５） 

       と同様の理由により、費用を事務費から支出したので、その契約書写しを市には 

       提出していない。 

    （ウ）上記（イ） (ⅰ)、(ⅱ)の事実を知った実施機関は、これらの事実を踏まえて本事 

      案を再検討したが、市に当該文書が不存在であると言う判断に変わりは無く、２００ 

      ７年９月７日付理由説明書(補充)の別紙においても、（２）７）は不存在である旨、 

      記載したこと。 

    オ．（２）10）に関するもの 

    （ア）申立人における損害について、申立人と公社間において問題の解決を見ることが困 

      難だったことから、遅くとも平成 12年頃から、申立人との協議に市も関与するよう 

      になったこと。 

    （イ）そして、平成 17年 11月 22日、申立人○○と公社及び市都市計画部区画整理担当 

      部長は、「建築物等の調査に関する覚書」(以下、単に「覚書」という。)を交わした 

      こと。 

    （ウ）覚書作成後、公社が○○に調査を発注し、平成 17年 12月 21日付で単価契約書が 

      作成されたこと。 

    （エ）単価契約書の内冒頭１頁の写しは、契約締結と同日、公社から市に提出済みであり、 

      市に現存すること。 

    （オ）上記のとおり、市は、覚書作成以前から申立人との協議に関与するようになったが、 

      （２）10）記載の平成 17年 10月～12月の期間に締結された忠生地区の補償に関する 

      調査・積算業務委託契約もしくは実施された調査は、単価契約書によるもののみであ 

      ったこと。 

    （カ）本件請求に際しては、市の区画整理課が精査したが、（２）10）の記載と文書名、 

      もしくは期間、金額が合致する契約書その他の文書は市に見当たらず、かつ、公社に 

      問合わせても、「その様な名称で契約をした事実は無い。」との回答であったこと。 

    （キ）以上の事情の下、実施機関は、申立人が別途公開請求していた「忠生地区家屋調査 

      委託業務その２(平成 17年 12月～平成 18年２月) 1,680千円」と件名が一致する単 

      価契約書は、同公開請求文書に該当するも（２）10）には該当しないと判断し、（２） 

      10）については２００７年５月 11日付けで本件処分をし、「忠生地区家屋調査委託業 

      務その２(平成 17年 12月～平成 18年 2月) 1,680千円」については、２００７年６ 

      月 26日付で単価契約書の部分公開決定をしたこと。 

    （ク）本件異議申立後、市は公社から、下記(ⅰ)、(ⅱ)の事実の報告を受けたこと。 

     (ⅰ)（２）10）の記載と文書名、期間、金額が一致する文書は、公社に存在しない。 

     (ⅱ) 平成 17 年 10月以降平成 18年２月までの間に、公社が、忠生地区の補償に関し
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て調査委託契約を締結したのは、単価契約書によるもの 1件のみであり、これによ

るもの以外には、調査が実施された事実も存在しない。 

    （ケ）上記（ク）(ⅰ)、(ⅱ)の事実を知った実施機関は、これらの事実を踏まえて本事案 

      を再考したが、上記単価契約書が、申立人の別途請求にかかる「忠生地区家屋調査委 

      託業務その２(平成 17年 12月～平成 18年 2月) 1,680千円」の該当文書であるとし 

      ても、同契約書の金額は、（２）10）の金額とも合致しているのであるから、請求文 

      書該当性を緩やかに（広く）解釈すれば、同契約書は同時に（２）10）にも該当する 

      と判断を改めたこと。  

    （コ）実施機関は、上記判断に従って、２００７年９月７日付理由説明書（補充）の別紙 

      において、（２）10）に該当する文書は「存在する」旨、記載したこと。 

 ４．文書存否に関する当審査会の判断 

   本件では、市と公社間の業務委託契約書第 12 条第 1 項が、忠生土地区画整理事業に関して

公社が市に提出すべき契約書について正面から規定しているのに対し、その他の資料の提出に

ついては、法律の定めの外、上記契約書第 11条、第 12条第 2項が、その根拠となるものと解

される。 

   また、契約書の別紙は、本来、契約書と一体のものであるし、契約書の添付書類も、文字通

り契約書に添えられるものであるから、市と公社間における文書の授受に際しても、それらは

契約書本体と共に扱われるのが自然と考えられるが、後記の通り、実施機関は、「市と公社間

の業務委託契約書第 12 条第 1 項に基づいて公社が市に提出するのは、契約締結決定通知書と

契約書写（しかも、通常、契約書の冒頭 1 頁のみ）であり、契約書別紙や添付書類の写しは、

提出されない」旨述べている。 

   この様に、本件各請求文書に関する根拠法条は同一ではなく、かつ、実施機関は、契約書と

その他の文書の取扱い上の相違をも主張するので、ここでは、便宜、請求文書を、契約書（本

体）とその別紙や添付書類を含むその他資料とに区分し、先ずは契約書(本体)について、しか

る後にそれ以外の資料について、その存否を検討することとする。 

  （１）契約書（本体） 

    ア．（１）１）～３）について  

    （ア）先に認定したとおり、公社は○○に対して、忠生地区区画道路築造第 70号工事を

請負わせたものであり、市は公社から、「（１）１）～３）記載期日の調査は、いずれ 

      も、公社から忠生地区区画道路築造第 70号工事を請負った○○が○○に依頼したも 

      のである」旨の報告を受けている。 

       一般に、請負人が請負った業務の一部を他の業者に委託する事は、当該請負契約で 

      特に禁じられている場合、もしくはそれが契約の趣旨に反するような場合を除いては 

      可能と考えられるところ、上記請負契約がこれを特に禁じる趣旨とは解されない。従 

      って、公社から業務を請負った○○が、当該業務に起因する損害の調査を○○に委託 

      することは十分にあり得る事であるから、上記公社の報告には、何ら不自然な点や信 

      憑性を疑わしめる点は無いと言うべきである。 

    （イ）それ故、公社の上記報告を基として考察するならば、当該調査を直接に根拠づける 

      契約書が存在するとしても、それは、○○と○○間の契約であると推測される。即ち、 

      公社は、それらに関する直接の契約当事者たるべき者ではない。 

       そして、先に認定したとおり、市と公社間の業務委託契約書第 12条第１項は、公 

      社が第三者と請負契約をした場合には、公社はその契約書の写しを市に提出しなけれ 

      ばならない旨規定しているし、市と公社との間では、公社が第三者と業務委託約を締 

      結してその費用を調査設計費から支出する場合にも、公社が市に当該業務委託契約書 

      の写しを提出すべき取扱いがなされて来たが、これらの契約条項や取扱い例によって、 

      公社が契約書の写しを市に提出すべく義務付けられるのは、いずれも、公社が自ら契 

      約当事者となった場合の当該契約書である。 

       それ故、（１）１）～３）の調査を直接基礎付ける契約書（それが存在するか否か 

      は、さて置くとして）のように、公社を当事者としないものについては、公社はその 
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      写しを市に提出する義務を負うものではないと考えられる。 

    （ウ）したがって、このように公社が提出義務を負わないそれらの文書について、他に敢 

      えて市に提出したと考えるべき特段の事情が存しなければ、「市は公社からそれらの 

      提出を受けておらず、それらは市に存在しない」という実施機関側の主張には、不自 

      然、不審な点は無く、首肯できるものである。 

    （エ）もっとも、実施機関は、本件異議申立後、２００７年９月７日付理由説明書(補充) 

      の別紙に、（１）１）～３）に該当する文書が存在する旨の記載をしているので、こ 

      れについて判断するに、上記記載が、平成８年６月 18日付工事請負契約書写しを指 

      すことは前記認定の通りであるところ、同契約書は、（１）１）～３）の調査をも包 

      含する忠生地区区画道路築造第 70号工事全体に関するものであるから、（１）1）～3） 

      の調査の直接の根拠たる文書ではなく、いわばその遠因でしかない。 

       しかしながら、前記認定のとおり、実施機関がかかる記載をしたのは、文書該当性 

      を緩やかに（広く）解釈し直した結果である。そして、一般的に言って、そのような 

      解釈方法自体は、公文書公開請求者の権利に資するところであるし、本件条例第 1条 

      （目的）にも沿うものである。加えて、申立人自身、「直接の根拠たる文書」に限定 

      して公開請求する旨表示しているわけではない。 

       そうすると、実施機関が、平成８年６月 18日付工事請負契約書を以って、（１）１) 

      ～３）に該当する文書である旨、判断を改めた事は、肯認できる。 

    （オ）しかし、他方で、申立人は、上記の点につき、 

     (ⅰ) 市作成にかかる「○○の補償について」と題する文書に、「市で(申立人 

       方の)建物調査を実施いたしました。」と記載されており、市は認識のうえで調査し

たものに契約書は、業者まかせであるはずがない。 

     (ⅱ) 公社は、平成 10年 11月６日契約（忠生地区家屋調査委託業務契約）書が、○○ 

       に対する事前、事後すべての調査依頼契約書だとしている（平成 15年６月 10日付 

       一部開示決定通知書）から、市の理由説明は虚偽である、旨主張している。 

        そこで、これらの点について検討するに、申立人の上記(ⅰ)は、「市が建物調査 

       を実施したのだから、市が契約書作成に関与しており、契約書が市に存在するはず 

       だ。」と主張する趣旨と解されるところ、 

      ・市は、町田都市計画忠生土地区画整理事業の全体について公社に業務委託したもの 

       であるから、その内、区画整理事業に関わる建物調査についてのみ市自らがこれを 

       行い、もしくは発注する事には、合理的根拠が無いこと。 

      ・単価契約書と平成 10年 11月６日付設計業務等請負契約書は、いずれも、これらの 

       家屋調査の発注者が公社であることを示していること。 

      からすれば、（１）１）～３）の調査についても、市作成の上記文書の一表現を根拠 

      に、実施者を市と看做したり、市が当該調査に関する契約書作成に関与したと看做し 

      たりする事は相当でない。したがって、市が調査の実施者であり、その契約書作成に 

      関与しているとの解釈を前提とする申立人の主張には理由がない。 

      また、上記(ⅱ)の主張についてであるが、市に対して公開請求された文書の存否に

関しては、市が、市独自の立場において事実調査し、その結果を踏まえて自ら判断す

べきであって、公社から受けた報告事実を踏まえることは格別、公社の判断に拘束さ

れるべきものではない。そして、その結果、仮に市と公社の判断に齟齬が見られたと

しても、これを以って市の理由説明を虚偽と看做すには由無く、申立人の上記主張は

採用できない。 

    （カ）なお、上記契約書について、実施機関は、当審査会に対し、 

      ・「一般に、公社が契約締結決定通知書と共に市に写しを提出するのは、契約書の内 

       冒頭の 1頁（通常、そこに契約金額が記載されている）のみであり、別紙や添付書 

       面は勿論、契約書本体が複数頁に亘る場合、２頁以下の部分は提出されない。」 

      ・「平成８年６月 18日付工事請負契約書についても、当初、契約締結決定通知書とと 

       もに市に提出されたのは、契約書の冒頭１頁分の写しのみである。」旨述べている 
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       が、市と公社間の業務委託契約書第 12条第 1項が公社に要求しているのは、契約 

       書の写しの提出であるから、通例、契約書の内、冒頭の１頁部分のみの提出ではこ 

       の要求を満たすとは言えない。しかしながら、 

      ・市が公社に支払う工事請負費や調査設計費は、公社と第三者間の契約金額によって 

       算定されること 

      ・これに対して、事務費は、公社と第三者間の契約金額に関係なく決定され、公社が 

       事務費から費用を支出する限り、第三者と契約した場合でも当該契約書写しを市に 

       提出する必要が無いという取扱いが長年なされてきたことからすれば、公社が市に 

       契約書写しを提出する際にも、市が公社に支払う金額を基礎付ける部分、即ち、公 

       社と業者間の契約金額を記載した部分のみを重視し、それと直接関係の無い部分は 

       省いた可能性は考え得ることである。そのような処理方法が正しいとは言えないが、 

       正誤、当否は別として、「公社は、通常、契約金額を記載した契約書冒頭の 1頁の 

       みしか市に提出しないのが現実であり、平成８年６月 18日付工事請負契約書につ 

       いても同様であった。」旨の実施機関の説明は、信用するに足りるものである。 

       以上の次第であるから、結局のところ、市に現存する平成８年６月 18日付工事請 

       負契約書の冒頭 1頁部分の写しが、本件（１）１）～３）の該当契約書（の一部）

となる。 

    （キ）さらに、申立人は、特に（１）１）について、 

      ・申立人の○に対する実施機関の個人情報部分開示決定（０７町都区第 1071号の３、

２００８年５月 13日）において開示された建物等所有者申告書、建築物調書に、（１） 

      １)と同一の日付（平成８年９月 12日）が記載されていること、及び、 

      ・実施機関の理由説明書（補充）別紙に、（２）１）の忠生地区補償物件調査積算委 

       託業務その 54が申立人に関連する旨の記載があることを根拠に、「忠生地区補償物 

       件調査積算委託業務その 54が、（１）１）の契約書とその添付書類、及び公社に求 

       めた資料に該当する。」旨、主張している。 

        しかしながら、これについては、申立人自身が、「（１）１)に記載した平成８年 

       ９月 12日は、○○が事前調査を実施した日に間違いなく、損失補償に伴う物件調 

       査日ではない。」旨断定しているところ、申立人が取上げる上記建物等所有者申告 

       書や建築物調書は、申立人○○共有住宅の損害に関する事前調査とは別件に関する 

       ものである。即ち、それらの文書が、申立人の○所有建物で、「移転または除却し 

       なければならない物件」に関する文書であることは、同文書の記載自体から明らか 

       である。 

        したがって、申立人○○共有住宅における損害の事前調査日を示すものとして 

       （１）１）の日付を記載した旨の申立人の主張に基づく限り、上記建物等所有者申 

       告書や建築物調書は、（１）１）とは無関係であり、この結論は、上記建築物調書 

       等に（１）１）と同一期日が付されていたとしても、変わることはない。 

        それ故、申立人の○所有建物の調査業務が、忠生地区補償物件調査積算委託業務 

       その 54に含まれていたとしても、それだからと言って、「（１）１)に関する契約書 

       とその添付書類、及び公社に求めた資料が、（２）１）の忠生地区補償物件調査積 

       算委託業務その 54である。」旨主張すること には、理由が無い。 

    イ.（１）４）～６）について 

    （ア）先に認定した通り、市は公社から、「（１）４）～６）も、当初は、（１）１)～３） 

      と同様、○○からの依頼によって○○が実施したものであったが、（１）４）～６） 

      の調査については、事後に、公社が自ら直接当事者となって、○○との間で契約し、 

      その契約書面（平成 10 年 11 月６日付設計業務等請負契約書）を作成した。」との報

告を受けた。 

    （イ）この報告によれば、同契約書は、調査の事後に作成されたものであるし、契約書上 

      の工期は、契約締結日から 20日間とされているにもかからず、実際の調査業務は同 

      契約書作成日前に完了しており、上記期間に調査は行われていないこととなる。加え 
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      て、何故に（１）４）～６）についてのみ、事後に契約書が作成されたかについても、 

      十分な説明がなされているとは言えず、同契約書が、真実、（１）４）～６）の根拠 

      たる契約書であるか否か、尚、疑問の余地無しとしない。 

       しかしながら、仮に上記疑問故に、平成 10年 11月６日付設計業務等請負契約書が 

      （１）４)～６)の根拠であることを否定してみても、その場合は、（１）４）～６)に 

      ついても（１）１）～３）と同様の理が妥当し、結論もまた（１）１）～３）に同じ 

      と推定されることとなる。（１）４）～６)は、当初、（１）１）～３）と同様の経緯 

      で同一の業者（○○）によって実施されたとの報告には別段の不自然は認められない 

      ところ、同様の経緯で同一の業者が実施した調査であれば、そ根拠もまた同一である 

      のが通常であり、そう考えるのが自然だからである。 

       そうであるならば、仮に公社の上記報告の信憑性を否定してみても、何ら申立人に 

      利するところは無く、また、事後における契約書の作成等の不自然な点があるとして 

      も、そうだからと言って、公社の上記報告が事実に相違すると断ずべき根拠が存在す 

      るわけではない。 

       とすれば、ここでは、市が公社から受けた上記報告を事実（真実）として扱う他は

無く、かつ扱うのが相当と言うべきである。 

    （ウ）また、公社の上記報告が真実であるとして、実際の業務期間と全く適合しない工期 

      を記載した契約書を、調査の事後に作成するが如き処理は、文書の該当性、存否につ 

      いて、誤解や不信感を招く基であり、申立人が、かかる処理の当否に疑問を抱くのは 

      無理からぬところと言える。    

       しかしながら、たとえそうであっても、公社の処理の当否を、実施機関が公文書公 

      開請求手続において問議し、判断すべきものとは言えない。 

       まして、公文書の存否、公開非公開について答申すべき当審査会は、かかる問題を 

      判断すべき立場にはないこと自明であるから、本答申は、これ以上、この問題に立ち 

      入るものではない。 

    （エ）以上によれば、当初、（１）４）～６）も、（１）１）～３）と同様に進められたが、 

      （１）４）～６）については、事後において、公社が特別に自ら当事者となって平成 

      10年 11月 6日付設計業務等請負契約書を作成したものと認められるから、同契約書 

      写しが、（１）４）～６）に該当することとなる。そして、同契約書写しが市に現存 

      することは先に認定したとおりである。 

       したがって、実施機関が、２００７年９月７日付理由説明書(補充)の別紙に、（１） 

      ４）～６））に該当する文書が存在する旨の記載をしたことは、肯認できる。 

    ウ．（２）１）～５）について 

    （ア）先に認定したとおり、市は、公社が○○に依頼して実施した調査について、公社か 

      ら、「これらの調査は、公社が算定調書を作成するに必要な補助的作業として、費用 

      を事務費から支弁して業者に行わせたものであるから、公社は、業者との契約書写し 

      を市には提出していない。」旨の報告を受けている。 

    （イ）上記公社の報告は、（２）１）～５）に関して、「市の区画整理課が精査しても、そ 

      れに該当すると思われる文書は見当たらなかった」という実施機関の主張事実と符合 

      するものであり、両者を併せ見れば、これらに関する契約書写しは、市に現存しない 

      と考えられる。 

    （ウ）これに対し、申立人は、 

      「これらの調査は、協定書別表や、市と公社間の業務委託契約書別表の事務費欄に記 

      載された業務ではないし、土地区画整理法に本件のような建物損害調査に関する規定 

      が無いから、これらの業務は損失補償に関する調査ではなく、その費用を事務費から 

      支出する事はできない。したがって、公社が事務費処理したとは考えられないし、も 

      し、事務費から支出したとすれば、その適否が問題である。」旨主張する。 

    （エ）しかし、先に認定したとおり、市と公社間では、通常公社職員が行う補償関係業務 

      については事務費からの費用支出が予定されているのであるから、「本件（２）1)～5） 
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      の調査積算業務はいずれも、それ自体独立した業務ではなく、公社職員がなす算定調 

      書作成業務の補助作業の寄せ集めに過ぎない。」と判断した公社が、それらの費用を 

      も事務費から支出したとしても、不自然は無い。かつ、「それらは、算定調書作成業 

      務の補助作業の寄集めである。」という公社の判断自体についても、これを否定すべ 

      き事由は存在しない。 

       加えて、当審査会の判断が、公社の判断、処理の適否にまで及ぶものではない事は、 

      前述（イの（ウ））のとおりである。 

    （オ）それ故、結局のところ、これらの業務については、公社が事務費の範囲内で業者に 

      委託したと考えるに支障はなく、かつ、長年の取扱い例上、事務費から支出される業 

      務については、公社が市に契約書写しを提出することはない事、先に認定した通りで 

      あるから、「公社から、これらの契約書写しの提出を受けておらず、市には存在しな 

      い」旨の実施機関の説明は首肯できる。    

    エ．（２）６)、８)、９)について 

    （ア）先に認定したとおり、市は、公社から、「公社が、業者とその様な名称で契約した 

      事実は無い。」「平成８年６月以降平成 11年６月までの間に、公社が業者に依頼した 

      補償調査積算業務は、平成 10年 11月６日付設計業務等請負契約書によるものを除い 

      て、全て事務費から費用を支出したので、公社は、それらの契約書類の写しを市に提 

      出していない。」旨の報告を受けている。 

    （イ）そして、上記公社の報告は、「市の区画整理課が精査しても、（２）６)、８)、９) 

      の記載と文書名、期間、金額が一致する文書は、市には見当たらなかった。」という 

      実施機関の主張事実と符合するものである。 

    （ウ）これに対して、申立人は、公社が、（２）６）～９）について、「文書は非開示」と 

      しているから、当該文書は市に存在すると主張するが、 

     (ⅰ) 仮に公社が申立人に対して上記の通り回答したとしても、申立人自身が平成 19 

       年７月 27日付「理由説明書に対する意見書」３頁に記載しているとおり、公社の 

       回答は、「（公社と）別の団体である町田市が、解釈し、説明すべき事項では」なく、 

       市の関知するところではない。 

     (ⅱ) また、仮に同回答書が、「（２）６）～９）の文書を公社が保有している」ことを 

       意味していたとしても、公社に存在する文書は当然に市にも存在していると断ずべ 

き根拠は無い。 

        したがって、申立人の上記主張には理由が無い。  

    （エ）なお、実施機関は、本件異議申立後、２００７年９月７日付理由説明書(補充)の別 

      紙に、（２）６）、８）、９）に該当する文書が存在する旨記載しているので、これに 

      ついてみるに、 

     (ⅰ) 先に認定したとおり、これは、実施機関が請求文書該当性を緩やかに解釈し直し 

       た結果、金額において（２）６）、８）、９）と近似する平成 10年 11月６日付設計 

       業務等請負契約を以って該当文書とするものであった。 

     (ⅱ) 前述のとおり、文書該当性を緩やかに解釈・判断することは、一般論としては、 

       文書公開の窓口を広げる結果をもたらし、本件条例の趣旨に叶うことが多いと考え 

       られるが、緩やかに（広く）解釈すると言っても、文書特定要素が一つでも近似し 

       ていれば、直ちに該当性を認めるといった、形式的、機械的作業が是とされるもの 

       ではない。むしろ、その判断が、個別の事情に照らし、合理的で条理・常識にかな 

       ったものであるか否かが、問われるべきである。 

     (ⅲ) しかるところ、先に認定したとおり、平成 10年 11月６日付設計業務等請負契約 

       書は、（１）４）～６）に記載された３回の調査後、これらの根拠として、特別に 

       作成されたものであるから、これが、同時に、この３回以外の調査の根拠を兼ねる 

       ということは背理と言ってよく、考え得ないことである。 

        それ故、上記契約書記載の金額が、（１）４）～６）とは別途請求されている（２） 

       ６）、８）、９）のそれに近似していると言うだけの理由から、同契約書がこれらの 
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       請求文書にも該当するとした実施機関の判断は、合理的なものとは言えず、採用で 

       きない。 

    （オ）結局、この間における調査業務に関しては、平成 10年 11月６日付設計業務等請負 

      契約書を除いて、写しが市に提出された契約書は存在せず、（２）６）、８）、９）に 

      該当する契約書は、市に存在しないと考えられる。 

    オ．（２）７）について 

    （ア）先に認定したとおり、市は、公社から、本件異議申立後、 

      ・（２）７）の記載と文書名は異なるも、期間、金額が近似する文書が公社に存在し、 

       当該業務を業者に依頼した事実も存在する（補償物件調査積算業務（その 71））。 

      ・公社は、業者に対する上記調査積算業務依頼について、事務費から費用を支出する 

       扱いをしたので、その契約書写しを市に提出していない。」 

      との報告を受けている。そして、公社の上記報告は、「区画整理課が精査しても、契 

      約書写し等は、市に見当たらない。」という実施機関の主張事実と、内容において符 

      合するものである。 

    （イ）したがって、市に存在することを裏付ける特段の事情が無い以上、これは市に存在 

      しないものと考えるのが相当である。 

       なお、この結論は、公社に存在すると言う「補償物件調査積算業務（その 71）」な 

      る文書が、（２）7）に該当するか否かに関わらず妥当するところである。当審査会の 

      調査に関する公社の回答によれば、公社が、平成８年６月以降平成 11年６月までの 

      間に発注した損害調査業務については、平成 10年 11月６日契約によるものを除いて、 

      すべて事務費から費用支出し、その契約書写しを市には提出しなかったことが認めら 

      れるからである。 

    カ．（２）10）について 

    （ア）先に認定したとおり、市は、平成 12年頃以降、自ら申立人との協議に関与するよ 

      うになったが、平成 17年 10月～12月に締結された損害調査に関する委託契約は単価 

      契約 1件のみで、他には存在しなかった。 

    （イ）そうであるならば、上記期間には、単価契約書以外に、損害調査業務委託契約書は 

      存在しないと考えられるから、ここにおいて問題とすべきは、実施機関が、申立人の 

      別途公開請求にかかる「忠生地区家屋調査委託業務その２(平成 17年 12月～平成 18 

      年２月) 1,680千円」に該当するものとして既に部分公開した単価契約書が、同時に 

      （２）10）にも該当すると言うべきか否か、に尽きることとなる。 

       そして、現に実施機関は、本件異議申立て後、上記問題を再検討し、請求文書該当 

      性を緩やかに（広く）解釈すれば単価契約書が（２）10）にも該当すると判断し、２ 

００７年９月７日付理由説明書(補充)の別紙には、（２）10）該当文書が存在する旨

記載した。 

    （ウ）しかしながら、既述の通り、文書該当性の解釈や判断は、ただ緩やかに（広く）す 

      れば良いというものではなく、条理・常識に従い、大局的見地からなされねばならな 

      い。 

       しかるところ、（２）10）と「忠生地区家屋調査委託業務その２(平成 17年 12月～ 

      平成 18年２月) 1,680千円」とは、金額を同一とするも、その他の文書特定事項は 

      相違しており、両者は各別の調査業務の裏づけとして、同時に公開請求されていると 

      解するのが自然である。したがって、単価契約書が、これら双方の該当文書である旨 

      の判断は合理性を欠くと言うべきである。 

       加えて、単価契約書は、「忠生地区家屋調査委託業務その２(平成 17年 12月～平成 

      18年２月) 1,680千円」に該当する文書として既に部分公開済みであるところ、こ 

      れを（２）10）にも該当すると判断してみても、再び同じ結論になると考えられ、申 

      立人にとって、何ら益となるところは無い。 

    （エ）以上によれば、前記単価契約書は、（２）10）には該当せず、かつ、他に、該当契 

      約書の存在を窺わせる事実も無いから、市には、（２）10）に該当する契約書は存在 
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      しないと解される。 

    キ、さらに、申立人は、 

    （ア）本件請求文書全般について、市と公社間の業務委託契約書第 11条、第 12条の規定 

      を根拠に、市は、本件請求文書を求めることができるし、実際に求めているはずであ 

      る旨主張すると共に、（２）１）～10）全体について、○○が、国土交通省関東地方 

      整備局に対し、公社と契約した旨報告していることを根拠に、市に当該契約書が存在 

      するはずである旨をも主張しているので、ここで、これらの点について検討する。   

    （イ）市と公社間の業務委託契約書第 11条、第 12条によれば、確かに市は、公社に対し 

      随時関係資料を求め得ると解されるが、市が、忠生地区土地区画整理事業全体を公社 

      に委託した趣旨からすれば、微細に亘る個別業務について、市が逐一公社に資料を求 

      めると考えるのは現実的ではない。 

       むしろ、通常、市は公社から、最初に工事設計書、仕様書等の提出を受け、公社が 

      それらの工事設計書等に沿って業者と契約した後に当該契約書の写しを、さらに工事 

      完了後に「工事完了書」（補償業務に関しては、協議成立後に「補償金調書」）を求め 

      るに過ぎないこと、先に認定したとおりである。 

       それ故、市と公社間の業務委託契約書に第 11条、第 12条の規定があるからと言っ 

      て、公社に存在する全ての資料が市にも存在するとは言えないし、また、仮に、対象 

      文書の中に、一旦市に提出されたものがあるとしても、後に見るとおり、市における 

      文書の保存期間をも考慮するならば、上記規定から直ちに、市における文書の存在を 

      結論付ける事はできない。 

    （ウ）また、○○から国土交通省に対して、申立人主張のような報告が提出されていたと 

      しても、市は、自らと契約関係に立たない○○が国土交通省に提出した報告書につい 

      て関知すべき立場にはないし、○○の当該報告内容に誤りが無いことが実証されたわ 

      けでもない。 

       したがって、市と関わりなく作成された当該報告書の内容を根拠に、そこに記載さ 

      れた契約書の写しが市に存在するはずだとの主張は、採用することができない。 

  （２）その他の資料 

    ア．該当契約書が存在すると考えられる（１）１）～３）、及び４）～６）について 

    （ア）契約書の添付書類 

     (ⅰ) （１）１)～３）の該当契約書と考えられる平成８年６月 18日付工事請負契約書 

       冒頭１頁部分の写しからは、同契約書に添付書類が存在したか否か判断不能である 

       が、同契約書が忠生地区区画道路築造第 70号工事全体に関する契約であって、契 

       約金額からしても小規模なものとは言えない事から推せば、図面や仕様書等が、添 

       付書類もしくは別紙として存在した可能性は少なくないと考えられる。 

        また、（１）４)～６）の該当契約書である平成 10年 11月６日付設計業務等請負 

       契約書の記載は、別紙として工事設計書と仕様書が存在したことを示しているが、 

       別紙の外に添付書類が存在したか否かは不明である。 

     (ⅱ) 以上について、実施機関は、当審査会の調査に際して、 

        「一般に、公社が契約締結決定通知書と共に市に写しを提出するのは、契約書冒 

       頭の１頁（通常、そこに契約金額が記載されている）のみであり、別紙や添付書面 

       を含まない。」 

        「市と公社との間では、公社が、業者と契約を締結するに先立って、工事設計書 

       もしくは仕様書を市に提出するのが一般である。しかし、市の区画整理課では、従 

       前から、公社から受取る文書については、保存期間３年を経過したものは廃棄して 

       いる。市が廃棄した後も、公社発注の件については、公社がより長期間保管してい 

       ると聞いている。」 

        「平成８年６月 18日付工事請負契約と平成 10年 11月６日付設計業務等請負契 

       約にも、もとは、工事設計書、仕様書等が存在し、それが市に提出された可能性が 

       高いが、その後、保存期間経過により廃棄されたと考えられ、現在、市には、それ 



第３章 情報公開・個人情報保護審査会の状況 
 

 - 159 -

       らの契約書の添付書類、別紙、図面、工事設計書、仕様書のいずれも存在しない。」 

        「ただ、申立人方の損害に関する協議は、既に平成 10年当時から長期化する可 

       能性が予測されたので、平成８年６月 18日付工事請負契約と平成 10年 11月６日 

       付設計業務等請負契約に関する各契約締結決定通知書、及び、それと同時に提出さ 

       れた各契約書冒頭 1頁の写しは、特別に廃棄されずに保管されて今日に至ったと考

えられる。」旨述べた。 

     (ⅲ) しかるところ、先に認定したとおり、市と公社間の業務委託契約書第 12条第１ 

       項によって、公社が市に契約書写しを提出する場合において、公社は、その当否は 

       別として、契約書本体についてすら、その全体ではなく冒頭の１頁（契約金額を示 

       す部分）しか、提出しないのが通常なのであるから、まして、契約書の別紙や添付 

       書類は、仮に存在したとしても、通常、上記の際には提出しない可能性が大きいと 

       考えられる。少なくとも、添付書類や別紙の写しを省いていたとしても、関係諸事 

       実に照らし、不自然ではない。 

     (ⅳ) ただ、実施機関の説明によれば、工事設計書や仕様書は、通常、契約締結前に公 

       社から市に提出されるというのであるから、そうであるならば、上記 2つの契約に 

       関する工事設計契約書等も、契約締結決定通知書とは別の機会に（より先に）提出 

       された可能性が大きいが、実施機関は、「それらは、他の文書同様、３年で廃棄さ 

       れたと考えられ、市には現存しない」旨主張している。 

        これについては、先に認定したとおり、市の文書管理規程が、法令に保存期間が 

       定められた文書や総務部長の定めあるものを除き、文書の保存期間を主管課長が定 

       めることとしており、かつ、市の総務部長による特別の定めは無い。そして、市の 

       区画整理課においては、公社から取得する文書の保存期間は３年とされて来た。 

        これらの認定事実に照らすならば、添付書類、別紙等の形式如何にかかわらず、 

       「上記両契約についても、図面、工事設計書、仕様書等が存在した可能性は高いが、 

       ３年の保存期間経過により廃棄されたと考えられる」旨の実施機関の主張に不自然 

       は無い。 

     (ⅴ) もっとも、「申立人方の損害に関する協議は、既に平成 10年当時から長期化する 

       可能性が予測されたので、平成８年６月 18日付工事請負契約と平成 10年 11月６ 

       日付設計業務等請負契約に関する各契約締結決定通知書、及び、それと同時に提出 

       された各契約書冒頭 1頁の写しは、特別に廃棄されずに保管されて今日に至った」 

       という実施機関の説明に対しては、「長期化が予測されたのであれば、何故、契約 

       締結決定通知書と契約書冒頭 1頁の写しを保存しながら、工事設計書その他の資料 

       は廃棄したのか」と言う疑問が浮上しないではない。 

        しかしながら、契約締結決定通知書と契約書冒頭 1頁の写しはわずか２枚から成 

       る文書で、通常は、ファイルや保管場所確保に困難を来たすようなものとは言えな 

       いし、市の了解しているところによれば、市が工事設計書等の資料を廃棄したとし 

       ても、発注者である公社はより長期間保管している、と言うのであるから、このよ 

       うな事情の下では、市が上記両契約について、保管が容易な契約締結決定通知書と 

       契約書冒頭の１頁写しのみを残して、図面、工事設計書、仕様書等は、通常通り３ 

       年で廃棄したとしても納得に難くはない。 

        それ故、結局のところ、「両契約書の添付書類、別紙、図面、工事設計書、仕様 

       書は、いずれも、現在、市には存在しない。」との実施機関の説明は、信用するに 

       妨げないものである。 

    (イ)公社に求めた他の資料 

     (ⅰ) 実施機関は、その理由説明書(補充)に、｢申立人との関係では、未だ補償協議の 

       成立を見ず、協議継続中であるため、公社から最終の補償金調書は提出されていな 

       いので、市に補償関係の資料は存在しない。」旨、記載している。 

     (ⅱ) しかるところ、実施機関の上記理由説明は、（１）１)～６）に記載された日付や 

       （２）1)～10）に記載された期間が、「公社に求めた資料」の範囲をも時的に限定 
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       すると解釈した結果である。即ち、当審査会が調査したところによれば、実施機関 

       は、上記の解釈の下、本件請求書に付された期日や期間（その前後若干の期間を含 

       めた範囲）に限定して、その間に作成された補償関係資料の存否を調査し、判断し 

       たものである。 

     (ⅲ) しかしながら、本件請求文書に関する限り、請求書に記載された各期日や期間は、 

       資料の作成日をではなく、そこに記載された各業務を特定する意味を持つと解する 

       のが、文意に沿い、自然である。即ち、（１）1)～６）については、記載された期 

       日の業務に関する資料で公社に求めたものを、（２）1）～10）については、記載さ 

       れた期間内に契約され、もしくは同期間を工期とする業務に関する資料で公社に求 

       めたものを、それぞれ請求していると読むのが相当である。それ故、本件請求書に 

       おいて期日、または期間等を以って特定された業務に関し、もし当該期日や期間外 

       に作成された公文書で公社から市に提出されたものが存在するならば、それをも、 

       申立人の言う「公社に求めた資料」に該当する文書として扱うべきである。 

     (ⅳ) かつ、本件では通常の損失補償の手続とも異なり、遅くとも平成 12年頃以降、 

       も申立人との協議に出席しているので、「補償協議が整うまでは、公社から市に資 

       料は提出されない」という一般論を以って事足れりとする事もできない。協議に出 

       席するに当たっては、何らかの資料を取得するのが通常と考えられるからである。 

     (ⅴ) そこで、上記の点に関する当審査会の質問に対し、実施機関は、「本件請求書に 

       記載された期日、もしくは期間外に作成されたものをも含めて考えると、（１）1） 

       ～6)の業務に関連した資料（覚書作成前のもの）で市が公社から提出を受けたもの 

       としては、前出契約書を除き、補償金調書の結論を記載した冒頭の 1枚（「頭紙」 

       と俗称されているもの）が、合計 5枚存在する。それ以外は存在しない。」 

        ｢市の担当者が申立人との協議に出席する際、上記以外の資料を受取った可能性 

       までは否定できないが、人事異動で担当者が何度も交替しており、事実経過による 

       関係者の記憶持続上の問題もあるので、今となっては、協議に出席した市の担当者 

       が、その当時何らかの協議資料を取得したか否かを知る事は不可能である。何れに 

       せよ、市には、覚書作成前の資料としては、上記頭紙しか存在しないのが現実であ 

       る。」旨、述べた。 

     (ⅵ) 上記説明の内、「平成 8年 9月 12日以降平成 17年 11月 22日（覚書作成日）ま 

       での申立人方の被害調査に関する資料で市に現存するものは、（前出契約書を除き） 

       補償金調書の冒頭部分 5枚のみである」という部分については意外性無しとしない 

       ものの、上記（ⅴ）の説明を全体として見、かつ、忠生地区土地区画整理事業の施 

       工者が市であるとは言え、市は、その全部を公社に業務委託しているという事実に 

       鑑みるならば、「市には、補償金調書の冒頭部分の限度でしか資料は現存しない」 

       という結論は信用できるものと言える。 

     (ⅶ) 結局のところ、当審査会の調査の結果、（１）5）の調査後に作成されたもの 1枚、 

       （１）6）の調査後覚書作成時までに作成されたもの合計 4枚の存在が明らかにな 

       った補償金調書の冒頭用紙が、本件（１）1)～6）に関して「公社に求めた資料」 

       に該当する文書となる。 

    イ．契約書が市には存在しないと考えられる（２）1）～10)について 

    （ア）（２）1）～５）、７） 

       公社の市に対する報告によれば、これらは、公社職員が為すべき算定調書作成につ 

      いて、その補助的作業を業者に依頼し、それらを複数件寄せ集めて一つの件名を付し 

      たものであるが、既述のとおり、この報告内容を否定すべき特段の事情は認められな 

      い。 

       他方、当審査会の調査に際して、実施機関は、「通常、それ自体独立した作業とは 

      いえない補助的作業の一々について、市が報告書や資料などを受取ることは無い。」 

      旨説明しているが、市が公社に業務委託した趣旨から判断すれば、この説明にも不自 

      然は無い。       
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       とすれば、これらのいずれについても、「契約書のみならず添付書類その他の資料 

      も市には存在しない。」旨の実施機関の主張は、十分納得できるものと言える。 

    （イ）（２）６)、８)、９） 

       市に契約書が存在しないのみならず、当該業務自体を市は把握しておらず、公社に 

      問合せても、「その様な名称の業務を契約した事実は無い。」旨の回答だったというの 

      であるから、市の立場からすれば、これらの業務が実際に行われたことを示す何らの 

      手がかりも存在しないこととなる。かかる状況のもとでは、契約書と同様、契約書の 

      添付書類、その他の資料も市には存在しないと考えるのが自然である。  

       申立人は、公社が、「文書は存在するが非開示」とした旨主張するが、これについ 

      ては、契約書の存否で述べたところ（（１）のエの（ウ））と同様の理が妥当する。 

    （ウ）（２）10） 

       これを、申立人が別途公開請求した「忠生地区家屋調査委託業務その２(平成 17年 

      12月～平成 18年２月) 1,680千円」と別異のものと考える限り、既述のとおり、市 

      に写しが存在する単価契約書は該当文書と言えない。かつ、先に認定したとおり、該 

      当期間には、単価契約書による調査以外の損害調査は行われていないのであるから、 

      結局、（２）10）に該当する業務自体、存在を認めるべき根拠が無いことになる。 

       そうである以上、当該業務の契約書添付書類は勿論のこと、その他、公社に求めた 

      資料も、不存在であると言わざるを得ない。 

    ウ．「市は、０３町市議第 389号の 3、第 567号の 3で、市議会事務局からの要求に応じて、 

     市所有として公文書を開示している」旨の申立人の主張について 

    （ア）実施機関は、当審査会の調査に際して、「その際開示した文書で、市には存在しな 

      いものについては、市が公社から借受け、その写しを取って市議会に送付し、しかる 

      後、借受けた資料原本は公社に返却した。したがって、市所有として公開したもので 

      はない。」旨、述べている。 

    （イ）上記は、「町田市議会申し合わせ事項１７」に基づく資料要求であったことが認め 

      られるところ、市議会事務局長からの資料要求に対して、市は、市に存在しない文書 

      を他(公社を含む)から借受けてまで、これに応じるべきであるか否かは不明である。 

      しかし、この点が、肯定、否定いずれであろうとも、本件が、町田市情報公開条例に 

      基づく請求であって、上記「町田市議会申し合わせ事項」に依拠するものではないこ 

      と論を待たない。 

    （ウ）そして、同条例に基づく公文書公開請求に対しては、実施機関は、自らのもとに該 

      当文書が存在するか否かを問えば足りるのであって、それが存在しない場合に、他所 

      から借受けてまで、その公開非公開を検討するには及ばないものである。 

 ５．結論 

    以上を要するに、 

  ・（１）1）～3)については、平成８年６月 18日付工事請負契約書が該当契約書と考えられる 

   ところ、契約締結決定通知書と共に提出された同契約書冒頭 1頁部分の写しが市に現存する 

   ので、実施機関は、既にした公文書不存在決定を取消し、上記文書の公開の可否について、 

   更に判断すべきである。 

  ・（１）４)～６)については、平成 10年 11月６日付設計業務等請負契約書が該当契約書と考 

   えられるところ、契約締結決定通知書と共に提出された契約書本体部分の写しの外、（１） 

   ５）の調査後、及び（１）６）の調査後に作成された各補償金調書の内、結論を記した冒頭 

   用紙部分合計５枚の存在が認められるので、実施機関は、既にした公文書不存在決定を取消 

   し、上記文書の公開の可否について、更に判断すべきである。 

・（２）1）～10)について存在しないとする実施機関の判断は妥当である。 
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別紙 

（１）次の 1）ないし 6）の期日に、申立人○○の共有住宅について実施された建物調査業務に関

する契約書写しとその添付書類および公社に求めた資料  

  1）平成 8年 9月 12日 

  2）  同年同月 30日 

  3）平成 9年 3月 ６日 

  4）  同年 6月 11日 

  5）  同年 8月 18日 

  6）平成 10年 3月 2日 

（２）忠生土地区画整理事業に関して行われた、次の 1）ないし 10）の業務に関する契約書写しと

その添付書類および公社に求めた資料 

  1）忠生地区補償物件調査積算委託業務その５４ 

             （平成 8年 6月～8月）    7,652千円 

  2）忠生地区補償物件調査積算委託業務その５８ 

             （平成 9年 1月～1月）     962千円 

  3）忠生地区補償物件調査積算委託業務その６２ 

             （平成 9年 5月～7月）    4,526千円 

  4）忠生地区補償物件調査積算委託業務その６８ 

             （平成 9年 7月～9月）    1,139千円 

  5）忠生地区補償物件調査積算委託業務その６９ 

             （平成 9年 9月～10月）    2,017千円 

  6）家屋事前調査委託 （平成 10年 10月～10月）    793千円 

  7）忠生地区調査積算 （平成 10年 10月～12月）   2,419千円 

  8）忠生地区家屋調査委託業務（平成 11年 1月～1月）  755千円 

  9）忠生地区家屋調査委託業務建物住宅事前調査 

             （平成 11年 6月～6月）     793千円 

  10)忠生地区家屋調査委託業務（平成 17年 10月～12月） 

                            1,680千円 
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町 田 市 情 報 公 開 ・ 個 人 情 報 保 護 審 査 会 

                 2007年度第３号事件（異議申立人 ○○○○） 

 

                              ２００９年２月１７日 

 

                  答  申 

 

 

町田市長 石 阪 丈 一 様 

 

町田市情報公開・個人情報保護審査会 

                            会 長  野 村 武 司 

 

 

２００８年２月５日付 07 町都区第９８３号の２でなされた諮問について、以下のとおり答申い

たします。 

 

第１ 審査会の結論 

   異議申立人○○○○が２００７年11月５日付で町田市長に対して行った公文書公開請求に 

  対して、町田市長が２００８年１月４日付07町都区第７６７号の４により行った公文書不存在 

  決定処分について、別紙記載の対象文書１、３、４を保有していないとした不存在決定は妥当 

  である。 

   別紙記載の対象文書２については、異議申立ての利益がないから却下すべきである。 

    

第２ 異議申立ての趣旨 

   異議申立人○○○○（以下、「申立人」という。）は、町田市長（以下、「実施機関」という。） 

  が２００８年１月４日付 07町都区第７６７号の４により行った公文書不存在決定処分（以下、 

  「本件処分」という。）を取消し、町田都市計画忠生土地区画整理事業にかかる別紙対象文書 

  １ないし４の各文書（以下「本件対象文書」という。）を公開するとの決定を求めた。 

 

第３ 本件事案の経緯 

１ 申立人は、町田市情報公開条例（以下「本条例」という。）第６条の規定により、２００７ 

 年11月５日付公文書公開請求書を実施機関に提出して、本件対象文書について公文書公開請求 

 （以下「本件請求」という。）を行った。          

２ 実施機関は、申立人に対して、２００８年１月４日付07町都区第７６７号の４で本件処分を

行った。 

３ 申立人は、実施機関に対して、本件処分を不服として２００８年１月23日付異議申立書をも 

 って本件異議申立てを行った。 

４ 実施機関は、本条例第10条第２項の規定に基づき、２００８年２月５日付07町都区第９８３ 

 号の２により当審査会に諮問した。 

５ 実施機関は、２００８年２月19日、同日付07町都区第９９９号の２により「理由説明書の提 

 出について」を提出した。 

６ 申立人は、２００８年３月５日、２００８年３月４日付「理由説明書に対する意見書」を提 

 出した。 

７ 実施機関は、２００８年６月20日、同日付08町都区第２０３号により「理由説明書（補充） 

 の提出について」を提出し、口頭による理由説明を行った。 

８ 実施機関は、申立人に対して、２００８年 7月８日付08町都区第２４６号で本件対象文書２ 

 について部分公開決定処分を行った。 

９ 申立人は、２００８年７月30日、同月29日付「口頭意見陳述要旨」を提出した。 
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10 申立人は、２００８年８月６日、同日付「口頭意見陳述要旨（補充）」及び同日付「口頭意 

 見陳述要旨（補充）追加」を提出し、口頭意見陳述を行った。 

11 補佐人○○○○は、２００８年８月６日、同日付「口頭意見陳述にあたり」を提出した。 

12 申立人は、２００８年８月19日、同日付通知書「取下げ依頼に対して」を提出した。 

13 申立人は、２００８年９月22日、同日付「07年３号、４号事件 08年１号、３号、４号、５

号への意見書 調査委託仕様書から」を提出した。 

14 申立人は、２００８年９月22日、同日付「07町総市査第３号事件意見書（土地損失交渉依頼 

 の文書から）」を提出した。 

15 申立人は、２００８年10月15日、同日付「07町総市査第３号事件意見書（土地区画整理法第 

 １０１条）仮換地の指定等に伴う補償から」を提出した。 

 16 申立人は、２００８年10月24日、同日付「07町総市査第３号事件意見書」を提出した。 

 

第４ 申立人の主張の要旨 

 １ 本件対象文書１について 

  １）平成19年８月９日、町田都市計画忠生土地区画整理事業の担当者である町田市職員が、国 

   土交通省関東地方整備局へ補償コンサルタント登録業者の内容確認のために出張したが、こ 

   の内容確認についての記載が「管外出張伺」の復命に一切ない。 

  担当者は、平成20年１月11日この内容について口頭で報告したと発言した。 

    公費の出張であるから口頭で報告する内容は、文書にすべきだし、報告を受けた担当部長 

   は、その内容を文書にすべきであり、それは公文書として存在すべきである。 

  ２）復命に内容確認がない状態で、町田市情報公開・個人情報保護審査会２００７年度第２号 

   事件の平成19年10月18日付「07町都区第６３３号の２ 理由説明書（第２回補充）」の末尾 

   に記載した「公社との間で契約実績がない、または、契約者名・期間・金額等に誤りがある 

   ことを確認した」とは、書けない。 

  ３）記録した文書が不存在としているのは、故意に文書作成しなかったとしたと考え 

   られる。であるからこそ、逆に知り得た内容を記録しており、文書は存在する。 

 ２ 本件対象文書２および３について 

  １）「町都区証第96―18号（仮換地指定・底地）証明願・証明書及び起案書」の不存在理由は、 

   「保存年限を経過し、廃棄したため」としている。          

    しかし、保存年限を１年としているので、この文書の廃棄は平成 10年３月末日になるが、 

   平成 10年当初すでに建物補償の解決が長期化することが予測されているし、区画整理事業 

   終了前に廃棄はない。 

 ３ 本件対象文書４について 

１）異議申立人所有○○町○○○○番地の仮換地指定は、平成８年９月15日であり、効力発生 

 日は同月25日である。 

    同地番については、不動産会社から区画整理事業施工者に仮換地指定・底地の証明申請が 

   あり、市は「町都区証第96―18号（仮換地指定・底地）証明書」を、平成８年５月21日付で 

   発行しており、異議申立人の仮換地指定日より前となる。 

    証明書を発行するにあたり、確認もせず、勝手に異議申立人所有の土地使用を認めたこと 

   になる。 

    市施行の土地区画整理事業として考えられず、証明書発行には何らかの文書は存在する。 

  ２）市が施行を委託した(財)東京都新都市建設公社（以下「公社」という。）の実務からして、 

   土地所有者の承諾を得たうえでなければ、仮換地指定（仮換地・底地）証明書の発行はでき 

   ないので、その文書が不存在の理由がない。 

  ３）市は、平成20年２月19日付理由説明書で『仮換地指定にあたっては、・・・・・、「土地一 

   時使用承諾書」を作成し、市が仮換地指定を行っておりますが、当該案件では、「土地一時 

   使用承諾書」を作成した事実が確認されませんでしたので、不存在です。』と記載し、「土地 

   一時使用承諾書」の存在を記している。 

 ４）隣地の仮換地指定は平成８年５月20日、開発行為許可は平成８年６月 12日、開発地の中 
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   の底地に私所有の土地があった。 

    私の土地の仮換地指定は平成８年９月 15日である。 

    しかし開発行為に平成８年８月５日に着手し、平成８年９月 30 日完了予定を知り 

   ながら、一方私所有の土地については使えないため隣地所有者（開発者）に指定した土地の 

   一部が使用収益できない事に対する土地の損失補償を行う方法を取ったのである。 

    開発に着手していないのであれば、説明は不存在の理由といえるかもしれないが、実際は 

   違っていた。「土地一時使用承諾書」の不存在の根拠たる理由を求める。 

４ 本件対象文書２の部分公開決定を理由とする取り下げ依頼について 

   公開決定通知書で、「町都区証第96－18号（仮換地指定・底地）証明願・証明書」 

  の写しが公開されたが、この請求文書の異議申立を取下げる事により、この書類に関して指摘 

  した問題についての根拠たる理由の説明を受けることを、自らなくす事になるので、取下げは 

  できない。 

 

第５ 実施機関の主張及び理由説明の要旨 

 １ 本件別紙対象文書１について 

   管外出張は、「管外出張伺」に必要事項を記入し、決裁を受けることにより出張の 

  命令がなされ、出張後に「管外出張伺」の復命欄を記入し、決裁を受けることで 1枚の文書と 

  して完結している。この「管外出張伺」については、異議申立人の公開請求により部分公開決 

  定し、公開した。 

   当該出張においては、出張先で入手した文書はなく、報告書として文書化したものもないの 

  で、「管外出張伺」の他には請求にかかる文書は存在しないため不存在決定をした。 

 ２ 本件別紙対象文書２および３について 

請求のあった「町都区証第96―18号（仮換地指定・底地）証明願・証明書及び起案書」は、 

  不存在理由に記載したとおり保存年限を 1年と定められている文書であるところ、その期限を 

  経過し既に廃棄されていたため、実施機関には存在しないとして不存在決定をした。 

   しかし、（仮換地指定・底地）証明願・証明書については、審査会及び異議申立人の指摘の 

  とおり、他部署に写しが存在することが後日判明したので、「２００８年７月８日付08町都区 

  第２４６号」で部分公開決定を行い、一部公開した。 

 ３ 本件別紙対象文書４について 

忠生土地区画整理事業において、仮換地指定するとき、指定地の底地に、仮換地未指定の土 

  地（底地が仮換地未指定で、使用収益が停止されていない。）を含む場合、事業推進のため、 

  ２つの方法によって対応してきた。 

   第１には、仮換地指定前の土地すなわち底地が他の土地の仮換地指定先の一部として仮換地 

  指定され、当該地が使用収益を停止されるまでの間、公社が底地の権利者の承諾を受けて、「土 

  地一時使用承諾書」を得、土地の借り上げを行う方法と、第２には、仮換地指定した権利者（他 

  の土地の所有者）に対して、指定した土地の一部が使用収益できないことに対する土地の損失 

  補償を行う方法である。 

   忠生土地区画整理事業においては、第１の方法が多く行われているが、今回の場合は、底地 

  の権利について、係争中のため、第２の方法で対応した。 

   よって「土地一時使用承諾書」は作成していない。また、土地所有者の同意書も得ておらず、 

  それに代わるものを取得した事実もないので、いずれも不存在である。  

    

第６ 審査会の判断 

 １．本件対象文書 

  (1)本件対象文書は、町田都市計画忠生土地区画整理事業にかかる次の各文書である。 

   ①本件対象文書１ 

     区画整理課職員が２００７年（平成19年）８月９日に埼玉県さいたま市所在の国土交通 

    省関東地方整備局に同事業に係る補償業務について登録事業者の内容確認のため出張し

た際の「管外出張伺」の添付資料、および同「復命（書）」の添資料並びに後日得た資料 
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   ②本件対象文書２  

     株式会社○○○○作成の、同社が所有する町田市○○町所在の４筆の土地についての 

    （仮換地指定・底地）証明願（平成８年５月20日付96町都区忠指第６８８ないし６９１号）、 

    および町田市長作成の同土地についての（仮換地指定・底地）証明書（１９９６年５月21 

    日付町都区証第96―18号） 

③本件対象文書３ 

本件対象文書２の起案書一式 

④本件対象文書４ 

     本件対象文書２、株式会社○○○○代理人○○○○株式会社作成の平成８年５月１日付 

    土地区画整理法76条による許可申請書（工作物設置）、および町田市長作成の１９９６年 

    ５月９日付土地区画整理法76条による許可書（工作物設置）（町都区忠（76）第96―66号） 

    に伴う、地番○○町○○○○番地所有者（申立人）の同意書、承諾書かそれに代わるもの 

  (2)以上の本件対象文書について、実施機関は、本件対象文書１は取得していない、 

   本件対象文書２および３は１年の保存年限を経過したため廃棄した、本件対象文書４は作成 

  していないとの理由により、いずれも保有していないとして公文書不存在決定をした。 

 

 ２．本件対象文書の存否 

  (1)本件対象文書１について 

   ア．区画整理課職員が平成19年８月９日に埼玉県さいたま市所在の国土交通省関東 

    地方整備局に町田都市計画忠生土地区画整理事業に係る補償業務について登録事業者の    

内容確認のため出張した際の「管外出張伺」および同「復命（書）」は、「管外出張伺」と 

    題する一葉の用紙の上部に出張伺いの記載欄があり、用紙の中程に復命年月日および復命 

    の記載欄が設けられており、復命欄には、同席者、出張先での作業、出張先である関東地 

    方整備局の対応者の所属・氏・役職、および所要時間の記載がなされているが、申立人が 

    主張するように登録業者の内容確認についての具体的記載はない。 

     これについて、実施機関は、理由説明書及び当審査会での実施機関説明において、出張 

    後に「管外出張伺」の復命欄を記入し決裁を受けることで 1枚の文書として完結している、 

    この復命欄の記載の他には報告書として文書化したものはなく出張先で取得した文書も    

ない、また、申立人主張のとおり平成19年８月９日付07町都区第４６１号「補償コンサル 

    タントの資料請求について（依頼）」と題する書状で国土交通省関東地方整備局長宛に資 

    料交付の依頼をしたが、現在までに資料の交付はなく、その経過を記した文書も作成して 

    いない。したがって「出張伺」の添付資料、「復命（書）」の添付資料、後日得た文書はい 

    ずれも存在しないと説明している。 

   イ．当審査会において「管外出張伺」および同「復命（書）」を見分したところ、出張用    

務欄に記載されている「登録業者の内容確認」という当該出張の用向き、復命欄の「国    

土交通省に登録されている補償コンサルタント会社の業務報告について、閲覧及び内容    

確認をする。」との記載等からすると、復命に何らかの書類を添付することが必要であ    

ったとは言えず、実際に添付された事実もないことが認められる。 

     また、申立人の公開請求に応じて既に開示されている「補償コンサルタントの資料請求 

    について（依頼）」から明らかなように、実施機関は、平成19年８月９日、同月８日付け 

    で国土交通省関東地方整備局長宛に資料交付の請求をした。しかし、この資料請求に対し 

    て、平成20年３月31日付けで、同局長名で「土地区画整理法第74条の条項は、補償コンサ 

    ルタントの登録申請書類等の企業情報に関する文書の交付についてまで規定していない」 

    との理由により資料は交付できない旨の回答が寄せられた。このことから、後日得た資料 

    も無いものと認められ、実施機関の説明には不自然・不合理なところは認められない。 

     したがって、本件対象文書１を保有していないとした不存在決定は妥当であると認めら 

    れる。 

 

(2)本件対象文書２について 
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   ア．当審査会が見分したところによれば、（仮換地指定・底地）証明願、及び同「証明書」 

    は、申請者作成の「証明願」部分と、町田市長作成の「証明書」部分からなり、一葉の文 

    書の上段に「証明願」が、下段に「証明書」が記載される形式の文書である。実施機関の 

    説明によれば、（仮換地指定・底地）証明の申請者は、「証明願」を２通作成して２通とも 

    区画整理課に提出する。区画整理課はこれを受けて、１通を「証明願」として同課で保管 

    し、もう１通の下部の証明書欄に日付・番号等を記入し捺印をして「証明書」を作成し、 

    申請者に交付する。申請者は、「証明書」の写しを開発指導課に提出する。本件対象文書 

    ２の「証明願」の申請者も、上記手続に従い、「証明願」を２通作成して区画整理課に提 

    出し、区画整理課から「証明書」の交付を受けた後、その写しを開発指導課に提出したと 

    のことである。 

   イ．実施機関は、区画整理課が保管していた上記「証明願」の保存年限は１年であるところ、 

    保存年限を経過したので廃棄したため保有していないとして不存在決定をした。 

     実施機関の説明によれば、町田市における文書等の保存年限と廃棄についての取り扱い 

    は次の通りである。 

     町田市文書管理規程（以下、「文書管理規程」という。）第 33条は、「文書等の保存年限 

    は、永年、10年、5年、3年及び 1年とし、総務部長が別に定めるもののほか、主管課長 

    が定める。（後略）」とし、同規程 36条は、「主管課長は、保存年限が１年以上の文書等に 

    ついては、当該文書等の件名、保存年限等が記載されたファイル基準表を作成する。」と 

    している。これに基づき、毎年度ごとに区画整理課文書取扱責任者名義のファイル基準表 

    が作成されるが、区画整理課のファイル基準表は仮換地証明書の保存年限を１年としてい 

    る。そして、文書管理規程第 34条には、文書の保存年限は「文書等の完結した日の属す 

    る年度の翌年度の４月１日から起算する。」とされている。 

     本件対象文書２のうち「証明願」は、証明願の日付である平成８年（１９９６）５月 20 

    日、ないしは遅くとも証明がなされた翌 21日に完結していると考えられるので、区画整 

    理課が保管していた本件対象文書２の「証明願」の保存年限は、その完結した日である平 

    成８年（１９９６）５月 20日ないし 21日の属する年度の翌年度の４月１日から起算して 

    １年、すなわち平成 10年３月 31日の経過をもって終了したことになる。 

     文書管理規程は平成 19年に改正され、以後、各文書の廃棄年月日は総合文書管理シス 

    テムに記録されるようになったが（文書管理規程 39条２項）、それ以前は、廃棄対象文書 

    を一括して廃棄するだけで特に廃棄した文書名や廃棄年月日を記録する慣行になかった 

    ことが確認されている。したがって、区画整理課が保管していた本件「証明願」を特定し 

    ての廃棄の事実及びその年月日を記録よって確認することはできない。しかし、本件の「証 

    明願」の保存年限が切れた平成 10年３月 31日より既に 10年を経過していることに照ら 

    すと、１年の保存年限が経過したので「証明願」を廃棄したとの実施機関の説明に不自然 

    ・不合理な点はない。また、本件対象文書２のうち証明願が存在していることをうかがわ 

    せる特段の事情も認められない。 

   ウ．ところで、当審査会で調査したところ、本件対象文書２の「証明願」「証明書」が開発 

指導課に保管されていることが判明した。これは、ア記載の手続に沿って本件対象文書２ 

の「証明願」の申請者が同じ頃に開発指導課宛に提出した「証明願」「証明書」の写しで 

あり、開発指導課では、ア記載の「証明願」「証明書」の写しを「宅地開発指導要綱」の 

フォルダーに綴って保管していたところ、同課のファイル基準表によれば、同要綱の保存 

年限が永年とされていることから、同課で現在まで保管されていたものである。 

   エ．実施機関は、申立人の公文書公開請求に応じて、対象文書の検索を、請求を受け付けた 

    区画整理課にとどまらず、実施機関全体においておこない、当初より、開発指導課におい 

    て保管していた本件対象文書２を開示すべきであった。しかも、申請者から開発指導課へ 

    の本件文書２の写しの提出は、通常の手続においてなされたものであり、開発指導課保管 

    の文書を対象としなかったことは、情報公開制度の理解に欠けるとのそしりを免れないも 

    のである。したがって、本件処分のうち区画整理課内に不存在であることのみをもってな 

された本件対象文書２の不存在決定部分は失当である。 
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     なお、実施機関は、当審査会の指摘を受け、２００８年７月８日付 08町都区第２４６ 

    号で、本件対象文書２について部分公開決定処分を行ったことが認められる。（同決定中 

「公開しない部分」欄の「２のうち」とあるのは「３のうち」の誤記であると思われる）。 

これに対して、申立人は、本件対象文書２は区画整理課が保有しているはずであるとして 

本件対象文書２についての異議申立てを維持しているが、上記２００８年７月８日付 08 

町都区第２４６号部分公開決定処分により、原決定は取り消されたものと認められるから、 

現時点での異議申立ての利益は認められないとするのが相当である。  

     

(3)本件対象文書３について 

   ア．実施機関の説明によると、本件対象文書２の作成手続及び保管の経緯は(2)ア記載のと 

    おりであるが、この手続の際、いわゆる起案書が作成されることはないとのことである。 

   （2）ア記載のように、本件対象文書２は、申請者が作成する「証明願」部分と、町田市長 

    作成の「証明書」部分からなっているところ、本件対象文書２の「証明願」部分は民間会 

    社が作成したものであるから、行政文書としての「起案書」はそもそも作成されない。こ 

    れに対して、「証明書」部分は、町田市長の作成に係る文書であるから、「証明書」作成に 

    あたり決裁がなされるのであるが、区画整理課は独立した起案書を作成せず、申請者から 

    提出された「証明願」２通のうちの１通の下部余白に決裁をすべき役職者の捺印ないし署 

    名をするスペースを設けたゴム印（いわゆるゲタ判）を押し、決裁権限のある者がここに 

    捺印ないし署名をするという手続をもって、起案書作成に代えているので、これが実質的 

    に「証明書」の「起案書」に相当する。 

     区画整理課は、上記手順に基づいて、その余白に実質的に起案書に相当する決裁印欄な 

    いし署名欄のある「証明願」１通を保管していたが、(2)記載のとおり、町田市文書管理 

    規程および区画整理課ファイル基準表に定める１年の保存年限が経過したので、これを廃 

    棄した、よって実施機関は「起案書」を保有しておらず不存在決定をしたというのである。 

   イ．「証明願」は民間会社である申請者の作成にかかるものであるから、「証明願」部分につい 

    ての起案書がそもそも存在しないとの実施機関の説明には不合理な点はない。 

     また、文書管理規程及び区画整理課のファイル基準によれば、(2)ア記載の２通の「証明 

    願」のうち決裁印が押されて区画整理課で保管されていた１通の保存年限が１年であること、 

    本件対象文書３は区画整理課で保管されていた保存年限１年の「証明願」の余白部分に記載 

    されていたものであることから、(2)イ記載の保存年限の経過によって廃棄されて現在存在 

    しないとの実施機関の説明には不合理な点は認められない。 

     したがって、本件対象文書３を保有していないとした不存在決定は妥当であると認めら 

れる。 

                                          

  (4)本件対象文書４について 

   ア．申立人は、平成８年５月20日に、○○町○○○○番地（甲）、同所○○○○番 

    地の土地の仮換地指定が行われ、同年 6 月１日に効力が発生したこと、しかし同 

    土地の仮換地指定地の一部であった申立人所有の当該地は、当時申立人が共有していたも 

    ので仮換地未指定であったことから、申立人の承諾（土地一時使用承諾書）を得たうえで 

    なければ本件対象文書２の（仮換地指定・底地）証明書は発行できなかったはずである、 

    自らはそのような承諾・同意はしていないから、証明書が発行されている以上、これに代 

    わる文書があるはずである旨の主張をしている。 

   イ．これに対して実施機関は、「土地一時使用承諾書」は作成していない、土地所 

    有者の同意書も得ていない、その理由は仮換地指定地権利者の同意・承諾の必要がない手 

    続をとったためであるとしている。 

     すなわち、実施機関は、前述第５、３記載のとおり、忠生土地区画整理事業において仮 

    換地指定するとき、指定地の底地に仮換地未指定の土地を含む場合、事業推進のため、 

     第１：仮換地指定前の土地が、他の土地の仮換地指定先として指定され、当該 

       地の使用収益が停止されるまでの間、公社が当該地の権利者から一時使用 
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       の承諾を得て「土地一時使用承諾書」を作成し、土地の借り上げを行う方 

       法 

     第２：先に仮換地指定した他の土地の権利者に対して、指定した土地の一部が 

       使用収益できないことに対する損失補償を行う方法 

     のいずれかの方法によって対応してきたが、申立人が問題にしている本件の場合は、当 

     該地の○○○○○○○○○○○○あったため、第２の方法で対応した、よって当該地の 

     所有者の同意書、承諾書、それに代わるもののいずれも作成していないし取得もしてい 

     ないので、不存在であると説明している。   

   ウ．当審査会において調査したところによれば、本件対象文書４の存否については次のとお 

    りである。 

     平成８年当時、申立人所有の当該地○○○○○○○○○○○○申立人と○○○○○○○ 

    であった。そのため、実施機関は、一般的には前述イの第１の方法を用いることが多いが、 

    当該地○○○○○○○○○は「土地一時使用承諾」をすべき権限のある者を特定しにくい 

    ことから、第１の方法をとることを断念し、第２の方法を選択した。第２の方法による場 

    合には、仮換地指定先の使用収益を停止することはないのであるから、土地一時使用につ 

    いて同意書、承諾書、あるいはそれに代わるものを作成・取得することはない。 

     本件では、当該地の所有者である申立人自身が、同意書も承諾書も作成していない旨を 

    自認しているのであるから、申立人作成にかかる「当該地所有者の同意書、承諾書かそれ 

    に代わるもの」なるものが存在しないこと、実施機関がそれを保有していないことは明ら 

    かである。 

     また、上記第２の方法をとることとした以上、実施機関が「当該地所有者の同意書、承 

    諾書に代わるもの」を作成する必要もないのであるから、実施機関作成の「同意書、承諾 

    書に代わるもの」もまた存在しないとみるのが合理的であり、この点についての実施機関 

    の説明には不自然・不合理なところはない。 

     よって、実施機関は本件対象文書４を取得しておらず、保有していないものと認められ 

    る。 

     したがって、本件対象文書４を保有していないとした不存在決定は妥当であると認めら 

    れる。 

 

 ３．結論 

    以上のことから、当審査会の結論は次のとおりである。 

本件対象文書１、３、４を保有していないとした不存在決定は妥当である。 

本件対象文書２については、異議申立ての利益がないから却下すべきである。 
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 町 田 市 情 報 公 開 ・ 個 人 情 報 保 護 審 査 会 

2007年度第４号事件（異議申立人 ○○○○） 

 

                                ２００９年 ３月２７日

                             

 

                  答  申 

 

 

 町田市長 石 阪 丈 一 様 

 

 

町田市情報公開・個人情報保護審査会 

     会 長  野 村 武 司 

 

 

 ２００８年２月27日付07町都区第１０１４号の２でなされた諮問について、以下のとおり答申い

たします。 

 

第１ 審査会の結論 

異議申立人○○○○が２００７年11月21日付で町田市長に対して行った個人情報の開示請求

に対して、実施機関が２００８年１月18日付07町都区第８０４号の３により行った個人情報開示

等決定処分には違法又は不当な点はなく、本件異議申立ては棄却すべきである。 

 

第２ 異議申立ての趣旨 

異議申立人○○○○（以下「申立人」という。）は、町田市長（以下「実施機関」という。）が

２００８年１月18日付07町都区第８０４号の３で行った個人情報開示等決定処分（以下「本件処

分」という。）で開示された「忠生地区家屋調査委託業務調査報告書平成18年２月」と題する文

書（以下「開示文書」という。）は、申立人が請求したものではないとして、「忠生地区家屋調査

委託業務（その２）」（以下「本件委託契約」という。）の成果品（以下「本件対象文書」という。）

の開示を求めた。 

 

第３ 本件事案の経緯 

１ 申立人は、町田市個人情報保護条例（以下「本件条例」という。）第20条の規定により、２

００７年11月21日付個人情報開示等請求書で、実施機関に対し、（株）○○ ○○（以下「○○」

という。）と（財）東京都新都市建設公社（以下「公社」という。） 間の本件委託契約の成果

品である本件対象文書について開示請求（以下「本件請求」という。）を行った。 

２ 実施機関は、申立人に対して、２００８年１月18日付07町都区第８０４号の３で本件処分を

行った。 

３ 申立人は、実施機関に対して、本件処分により開示された文書は本件対象文書ではないとし

て、２００８年２月13日付異議申立書により異議申立て（以下「本件異議申立て」という。）

を行った。 

４ 実施機関は、本件条例第30条第２項の規定に基づき、２００８年２月27日付07町都区第１０

１４号の２により当審査会に諮問した。 

５ 実施機関は、２００８年３月12日、同日付07町都区第１０４４号の２により「理由説明書の

提出について」を提出した。 

６ 申立人は、２００８年３月26日、同日付「理由説明書に対する意見書」を提出した。 

７ 申立人は、２００８年４月１日、同日付意見書「金額提示の根拠とは」を提出した。 

８ 申立人は、２００８年７月30日、２００８年７月29日付「口頭意見陳述要旨」を提出した。 
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９ 申立人は、２００８年９月22日、同日付意見書「調査工程表から」を提出した。 

10 申立人は、２００８年10月15日、同日付意見書「公社が作った報告書」を提出した。 

 

第４ 申立人の主張の要旨 

 申立人は、本件請求において開示を求めたものは、開示文書ではなく成果品であるとし、町

田市（以下「市」という。）が成果品を保有している理由として、以下の点をあげている。 

（１）開示文書は、成果品から作られた調査報告書にすぎない。 

（２）開示文書に○○の名がない。 

（３）内容として、物件の住所、所有者等沢山の相違がある。 

（４）２号事件の理由説明書で市で保有していると認めたものが、不備な内容が記載された概成

品であるであるとすれば、それに基づいて市が補償額や補修費用の提示をしている。 

（５）本件委託契約について、1,680,000円の支出がなされている。 

 

第５ 実施機関の主張及び理由説明の要旨 

1. 異議申立人が請求した個人情報に該当する文書として市が保有しているのは、開示決定書の

とおり開示文書のみである。 

２．当該文書は、市が公社と連携し、申立人に説明するため参考として契約工期終了前の概成品

を公社から取得したもので内容に不備な点を含んでいる可能性がある。 

３．本調査に関する業務及び調査結果に基づく協議は、本来公社の業務であるため、調査報告書

は協議が終わった後、必要があれば公社より市へ提出される。 

４．当該覚書に関する協議は継続しているため、開示した文書以外に所有していない。 

 

第６ 審査会の判断 

１．本件対象文書 

  本件対象文書は、公社と○○間で取り交わされた本件委託契約の成果品である。そこで、当

審査会において調査したところ、○○が本件委託契約の成果品として公社に提出したものは、

納品書に添付された写真帖を含む２冊のファイルからなるものであることが認められる。一方、

開示文書は、市からの要望に基づき、公社の担当者が本件対象文書（成果品）のうち、申立人

との交渉に必要と考える部分のみを複写して新たに作成し、市に提出したものであることが認

められる。したがって、申立人自身が指摘するように、開示文書は本件委託契約の成果品であ

る本件対象文書自体ではない。 

２．本件処分の妥当性                             

（１）本件対象文書について、審査会の調査によれば、これが公社から市に提出された事実は認

められず、また市がこれを保有していることも認められなかった。そして、本件対象文書が、

公社と○○との契約に基づく当事者間の成果品であるから、契約当事者ではない市が当然に

取得すべき性格のものでないことは前記１のとおりである。また、一般的な手続としても公

社が補償交渉中に取得したこのような成果品を直ちに市に対して提出する扱いとはなって

いないことが認められる。したがって、成果品である本件対象文書自体を市が保有していな

いことについて不合理な点はない。 

（２）次に開示文書についてであるが、公社の担当者が成果品のうちから必要と思われる部分の

みを複写し市に提出したものである。これは、市の担当者が申立人との補償交渉の資料を要

求したことに応えて、公社の担当者がそのように取り扱ったことが認められ、この点につい

て、とくに不自然な点は認められない。 

（３）そうとすれば、申立人が開示を求めた文書は、本件対象文書である成果品自体なのである

から、厳密に考えれば市がこれを保有していないとして不存在扱いとすることも考えられる。

しかし、個人情報保護制度の趣旨をふまえれば、成果品自体ではなくとも、そこから作成さ

れた概成品ともいえる開示文書を保有する以上、市がこれを成果品に関連する文書と考え請

求対象文書として把握し、本件処分をしたことは妥当な判断であるというべきである。 

なお、申立人は、市が開示文書以外に成果品自体を保有していると考える理由として前記
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第４記載のとおり述べている。しかし、もともと公社が保有する資料をすべて市が保有しな

ければならないわけではなく、また成果品の内容に誤りがあるかどうか、成果品でなく開示

文書によって補償交渉に臨んだことの適否等は本審査会が判断すべき事項ではない。本審査

会としては、本件請求の対象文書として認識すべき文書が開示文書以外に存在するかどうか

を判断すれば足りるのであり、市が成果品自体を保有していないことは前述のとおりである

から、申立人の主張はいずれも理由がない。 

 ３．結論 

以上のとおり、実施機関が行った本件処分に違法又は不当な点はないから、本件異議申立て

は棄却すべきである。 
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