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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、２００９年度は、下記のメンバーで運営いたし

ました。 

 

町田市情報公開・個人情報保護審査会委員名簿 

（２００９年度） 

 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 

（９月まで） 
伊 藤 よう子 弁 護 士 

１９９９年１０月～ 

２００９年９月 

職務代理 

(10 月以降) 
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１０月～委嘱 

委 員 田 村 達 久
早稲田大学法学学術院 

教授 
２００９年 ４月～委嘱 

委 員 丹生谷 美 穂 弁 護 士 ２００９年１０月～委嘱 

 

 

２ ２００９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、２００８年度及び２００９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   ２００９年４月１３日開催 

２００８年度第１号事件内部討議 

   〃  第２号事件内部討議 

   第２回審査会   ２００９年５月２５日開催 

２００８年度第１号事件内部討議 

   〃  第２号事件内部討議 

第３回審査会   ２００９年６月２２日開催 

２００８年度第１号事件内部討議 

   〃  第２号事件内部討議 

第４回審査会   ２００９年７月２７日開催 

２００８年度第７号事件実施機関から事情聴取 

〃  第９号事件実施機関から事情聴取 

２００９年度第１号事件実施機関から事情聴取 

第５回審査会   ２００９年８月２７日開催 

２００８年度第１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６回審査会   ２００９年１０月１９日開催 

２００８年度第３号事件異議申立人の口頭意見陳述を実施 

〃  第４号事件異議申立人の口頭意見陳述を実施 

第７回審査会   ２００９年１２月７日開催 
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２００８年度第８号事件実施機関から事情聴取 

〃  第３号事件内部討議 

〃  第４号事件内部討議 

第８回審査会   ２０１０年１月２６日開催 

２００８年度第３号事件内部討議 

第９回審査会   ２０１０年２月２２日開催 

２００８年度第３号事件内部討議 

〃  第４号事件内部討議 

第 10 回審査会   ２０１０年３月１５日開催 

２００８年度第３号事件内部討議 

〃  第４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、５２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 ２２件 ０件 ２２件 

個人情報開示等請求 ３０件 ０件 ３０件 

合  計 ５２件 ０件 ５２件 

 

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、審査会にて審査の結果２０

０９年１２月８日に答申がありました。 

 

 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、審査会にて審査の結果２０１０年１月１５日に答申がありました。 

 

 ２００８年度第３号事件 

「忠生区画整理道路築造７０号工事に係る振動に伴う文書」「忠生地区家屋調査委託業務（そ

の２）に伴う施行者が発行した身分証明書」「補償コンサルタント登録規程に係る㈱○○○○

の申請書と各部門登録が確認できる文書」「補償金額算出に至った具体的根拠と内訳のそれぞ

れ分かる資料と図書」について個人情報開示請求が行われ、実施機関は「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４号事件 

「８多東開開第５０号にかかる①（仮換地、底地）証明書及び証明書②同意証明書③別紙１ 

建築物（○○町○○○の家）等の調査に関する覚書及び起案書を含む一式など」について個人

情報開示請求が行われ、実施機関は「部分開示決定」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７号事件 

「２００５年４月１３日付、同年４月２６日付で保健介護推進担当部長」が異議申立人にあ

てた文書について、個人情報訂正請求が行われ、実施機関は「非開示等決定（訂正請求には応

じられない）」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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２００８年度第８号事件 

「生活援護課職員が係った異議申立人の個人情報全部」について、個人情報開示請求が行わ

れ、実施機関は「部分開示決定」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９号事件 

 「２００８年２月５日、同年２月２８日、○○○○への調査内容に係る文書」について、個人

情報訂正請求が行われ、実施機関は「非開示等決定（訂正請求には応じられない）」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。 

 

４ 答申の状況 

今年度は２件の答申が出されています（２００８年度第１号事件、同第２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 ０件 ２件 ２件 

 

①２００８年度第１号事件の概要 

 本件は、公開請求について、実施機関が「不存在決定」したことに対して、異議申立人が文

書の公開を求めたものである。 

 

②２００８年度第２号事件の概要 

本件は、公開請求について、実施機関が「部分公開決定」したことに対して、異議申立人が

さらに文書の公開を求めたものである。 

   

５ ２００９年度審査会事件一覧 
 

２００８年度第１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 ２００７．１２．１８ 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 

答申年月日 ２００８．１２． ８ 答申内容 原処分維持 

決定年月日 ２００９．１２．２８  決定内容 答申のとおり 

 

  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 ２００７．１２．２７ 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  

答申年月日 ２０１０． １．１５ 答申内容 原処分維持 

決定年月日 ２０１０． ２．１５  決定内容 答申のとおり 

 

２００８年度第３号事件（公文書公開請求） 

  対象文書の件名 
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   ・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． ４． １  諮問年月日 ２００８． ４．１５ 

～審査中～ 

 

２００８年度第４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 ２００７．１２．２７ 決定内容 部分公開 

不服申立年月日 ２００８． ４． １ 諮問年月日 ２００８． ４．１５ 

～審査中～ 

 

２００８年度第７号事件（個人情報開示等請求―訂正請求） 

  対象文書の件名 

   ・上記のとおり 

訂正請求年月日 ２００８． ９． ２ 決定内容 非開示等決定（非訂正） 

不服申立年月日 ２００８． ９．２４ 諮問年月日 ２００８．１０．２７ 

～審査中～ 

  

  

２００８年度第８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 ２００８．１１．１１ 決定内容 部分開示 

不服申立年月日 ２００９． １．１６ 諮問年月日 ２００９． ２．１７ 

～審査中～ 

 

 

２００８年度第９号事件（個人情報開示等請求―訂正請求） 

  対象文書の件名 

   ・上記のとおり 

訂正請求年月日 ２００８．１１．２５ 決定内容 非開示等決定（非訂正） 

不服申立年月日 ２００９． １． ８ 諮問年月日 ２００９． ２．２６ 

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

2008 年度第１号事件（異議申立人 ○○○○） 

 

２００９年１２月８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４月２日付 07 町都区第 1084 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12月18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２月 15 日付 07 都区第 889 号の４をもって行った公文書不存在決定処分は、妥

当である。 

 

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 

（以下「本件事業」という。）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条の規定により、2007 年

12 月 18 日付公文書公開請求書で、実施機関に対し、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２月 15 日付 07 町都区第 889 号の４で公文書不存在決

定を行った。 

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３月 17 日付異議申立書で、３

月 19 日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、2008 年４月２日付 07 町都区第 1084

号の２により当審査会に諮問した。 

５ 実施機関は、2008 年４月 16 日、同日付 08 町都区第 23 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５月７日、同日付「理由説明書に対する意見書について」を提出した。 

７ 審査会は、2009 年３月９日、実施機関から事情聴取を行った。 

８ 実施機関は、2009 年４月６日、同日付「理由説明書（補充）の提出について」を提出した。 

９ 申立人は、2009 年４月６日、2009 年４月５日付「08 年 1号事件口頭意見陳述要旨」を提出

した。 

10 申立人は、2009 年４月６日、2009 年４月５日付「意見書（文書不存在等に対する理由につ

いて）」を提出した。 

11 申立人は、2009 年４月 13 日、2009 年４月 12 日付「08 年１号事件理由説明書（補充）に対

する意見書」を提出した。 

 

第４ 申立人の主張の要旨 

 １ 本件別紙対象文書１について 
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（１）建物移転説明会は、建物等の移転及び補償についてであり、建物のみではなく、区画整理

地内の土地も対象である。その所有者に案内されなければならない。 

   地番は存在している訳だから、不存在を取り消し、該当地番所有者へ通知した文書の公開 

  を求める。 

（２）建物移転説明会の内容は、建物に限ってのものではなかった。「平成 8 年度建物等移転説 

明会」、「平成 8年度移転説明会の報告書の送付について」の文書にある文字「建物移転等」 

で明らかである。 

（３）実施機関の理由説明書では、（ア）請求した地番が平成４年から平成９年であると分かる 

  ものがない、（イ）事前説明した地番が分からない、（ウ）開催通知発送名簿が何を基に作ら 

  れ、土地地番と所有者との関係の説明もない、（エ）土地のみの所有者への説明がされたの 

  か説明がない。 

 ２ 本件別紙対象文書２について 

 （１）不存在理由は、作成していないためと、公社から取得していないためだった。 

    それは、１～17 は市が作成すべきものであり、18 は、公社は作成しているが得ていない 

   と、不存在決定通知書から読み取れる。 

    請求した全てが不存在で市は水道管損傷による出水は、家への影響を与えなかったと判断 

   できたのには、別に何らかの資料を所有しているものと思われる。 

    それを示して説明しなければ不存在の理由にならない。 

 （２）本件事業の工事に伴う「○○の補償について」の文書起案書に「平成８年自宅建物への被 

   害が生じたとの申し出があり、市で建物調査を実施し」との記載があり、この建物調査の間 

   に、水道管破裂事故があったのだから、調査記録が不存在のはずはない。 

 （３）水道管破裂事故発生当時の忠生地区区画道路築造第 70 号工事担当者（公社職員）に説明 

   を聞いたところ、事故があった事と指示書を作成した事を言明した。 

 

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 

建物移転説明会は、円滑な事業推進を図ることを目的に、建物移転が必要な方を対象として、

事業途中の平成４年（平成５年実施）から平成９年（平成１０年度）まで、年度毎の計画に基

づき、開催していた。 

説明会の翌年に、仮換地指定を行い、指定された後に、建物所有者が仮換地先に土地に建物

移転を行っていた。 

建物移転対象者への説明は、説明会だけではなく、対象者への要望により、事前説明を行っ

たケースもあった。 

このため、開催通知発送名簿のうち、「建物所在地」もしくは「建物所有者住所」で、確認

できない「地番」に対する建物移転説明会の通知を不存在とした。 

２ 本件別紙対象文書２について 

  答弁資料の作成にあたっては、水道管破裂事故の半年後に㈶東京都新都市建設公社（以下「公

社」という。）が行った家屋調査の結果に基づいて答弁している。 

  １～17 までの文書等について、課内に保管する関連文書のキャビネットや書庫を確認したが、

該当する文書は存在しなかった。 

  本件事業の受託者である公社へ問い合わせたところ、報告文書等は作成していないとの説明

であった。 

また 18「水道管破裂が家への影響を与えなかったと分かる図書」についても、課内に保管す

る関連文書のキャビネットや書庫を確認したが、該当する文書は存在していなかった。 

   公社からは、「平成９年 1 月に起きた水道管破裂事故の前後、平成８年９月から平成 10 年３

月までに行った６回の家屋調査の結果から、水道管破裂が家へ影響を与えていない。と判断で

きる」との説明を受けている。 

   家屋調査に関する図書について、公社は所有しているが、市は所有していない。 
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第６ 審査会の判断 

 １ 本件不服申立てについて 

   本件は、本件事業の施行に伴う「平成８年度建物等移転説明会の開催について（通知）」、「忠 
  生土地区画整理事業建物移転説明会の開催について（通知）」（以上，本件対象文書１）、およ 
  び申立人の「質問状」に対する区画整理担当部長名での 2003 年（平成 15 年）10 月６日付回答 
  書（03 町都区第 119 号）の「回答に至った図書および資料」（本件対象文書２）に対する本件 
  条例に基づく公文書公開請求に対して、実施機関が公文書不存在としたことに対して不服を申 
  し立てるものである。 
   以下、対象文書ごとの各公文書不存在決定（以下，本件対象文書１についての不服申立てを 
  「本件１」、本件対象文書２についての不服申立てを「本件２」という。）について、それぞれ 

検討することとする。 
 ２ 本件１について 
 （１）本件対象文書１について 

   本件対象文書１のうち前者は、本件事業の施行のうち、平成８年度に建物等の移転を予定 
  する者等対象として開催される説明会の案内のために、1995 年（平成７年）10 月 20 日付で、 
  関係権利者宛に通知された通知文書であり，後者は、平成５年度に建物等の移転を予定する 
  者等を対象として、同様に、1992 年（平成４年）10 月 30 日付で関係権利者宛に通知された 
  通知文書である。 
   前者は、宛先が記載されておらず、後者は、宛先が「関係権利者の皆様へ」とされている 
  ことから、関係権利者には同一の文書が送付されたことが推認され、宛先ごとに特異性のあ 
  る文書とは認められないが、申立人が、対象となる土地の地番ごとにこれを請求しており、 
  また，実施機関がこれに応じて，開催通知発送名簿で発送を確認できない地番については、 
  不存在として請求を棄却していることから、不存在とされた各文書の存否について判断する。 
   なお、地番を特定しての特定公文書の請求は、個人情報の探索的な請求の実質を持つおそ 
  れがあるが、本件の場合は，本件事業における年度ごとの移転実施対象の地番は公開されて 
  おり、また本件対象文書１は特に非公開とすべき内容が含まれるものではないことから、申 
  立人の申し立ての趣旨に即して、実施機関の不存在決定について判断するものである。 
（２）本件対象文書１を不存在とする決定について 
   土地区画整理事業の換地の実施に際して、施行者である市は、通例、実施の前年度に、換 
  地に伴って移転が必要となる建物等の所有者を対象に、移転建物等の決定を行い、建物等移 
  転説明会を行っている(ただし、対象者の要望により、建物移転計画の予定年度前に、建物移 
  転をすることがある。その場合は、個別に説明がなされる。)。ここでいう「建物等」とは、 
  建物、工作物などをいい、建物等の移転には、その工法等が問題になることから、特に説明 
  会が設けられていると考えられる。したがって、土地区画整理事業が行われる場合でも、建 
  物等の移転が伴わない場合には、説明の対象とはされず、説明会の通知はなされない。また、 
  説明会は、移転建物について行われるものであるが、その通知は、建物所有者になされるも 
  のであることから、複数の建物を所有する場合には、所有者ごとに名寄せされ、その通知一 
  通のみが移転建物の所有者に送付される取り扱いとなっている。 
   本件対象文書１の公文書公開請求において、申立人が、指定する地番のうち公文書部分公 

開決定されたのは、平成８年度の実施計画に際して、平成７年に行われた建物等移転説明会、 
および平成５年度の実施計画に際して、平成４年に行われた同説明会のために建物所有者に 
対して送付された通知であり、逆に、不存在決定がなされたのは、①仮換地指定はなされて 
いるが、移転する建物が存在しない地番についての請求、②建物は存在しているが、移転の 
必要のない建物のある地番についての請求、③建物は存在しているが、対象者の要望により、 
前倒しで移転をする場合で、建物の所有者に個別に説明を行った地番についての請求である 
ことが認められる。 
 申立人は、換地される土地も損失補償の対象であることを理由に、地権者への説明会の通 
知の存在を主張するが、建物等移転説明会が、上記の通り、建物、工作物の所有者を対象に 
なされるものであるのであるから、移転建物を所有しない者への通知を不存在とする実施機 
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関の説明には不合理なところはなく、逆に、申立人の主張は根拠のないものといわざるを得 
ない。また、説明会の通知に地番がないことの不備も主張するが、上記の通り、建物の所有 
者に対して、名寄せをして通知するものであるから、地番の記載がないことに不合理な点は 
認められない。 

３ 本件２について 
（１）本件対象文書２について 
   本件対象文書２は，上述の通り，申立人の質問状に対する「回答書」の回答の根拠となる 
  公文書である。申立人は、2003 年（平成 15 年）第３回定例議会でなされた、「区画整理事業 
  の工事による建物損害への対応」に関しての区画整理担当部長の答弁について、平成 15 年 
  ９月 24 日付で、施行者町田市・代表者町田市長宛に、質問状を提出した。これに対して、 

市は，区画整理担当部長名で、2003 年 10 月６日付で，申立人外１名に「区画整理道路築造 
中に発生した水道管損傷による出水は、△△への影響を与えなかったと判断しております。」 
との内容の回答を通知している。そして、これに対して、この回答の根拠となる「図書およ 
び資料」を請求したのが本件対象文書２に係る請求であり、申立人の請求書においては、 次 
の 18 項目が記載されている。 

   ①水道管破裂事故が分かる文書 
   ②何の作業中に起きたか分かる文書 
   ③原因の分かる文書 
   ④事故の起きた時間が分かる文書 
   ⑤流出を止めた時間と業者が分かる文書 
   ⑥水道部に連絡した時間と担当者がきた時間が分かる文書 
   ⑦６の際の作業と指示された内容の分かる文書 
   ⑧流出した量の分かる文書 
   ⑨ポンプ作業開始時間と汲み出した量の分かる文書 
   ⑩ポンプの機種と型式の分かる文書 
   ⑪汲み出し以外にした作業の内容の分かる文書 
   ⑫近隣住宅への連絡と対応の分かる文書 
   ⑬現場を記録した文書と写真 
   ⑭現場監督の指示書 
   ⑮受けた報告文書か受けたことの分かる文書（業者と公社から） 
   ⑯15 を受け行った事と指示した事が分かる文書（業者と公社へ） 
   ⑰水道管破裂に関わる図書 
   ⑱水道管破裂が家への影響を与えなかったと分かる図書 
（２）本件対象文書２を不存在とする決定について 

ア 水道管事故の処理と作成される文書 
実施機関の説明によれば、水道管の事故においては、その程度に応じて異なるものの、一 

   般には、次のような手順で処理がなされることが認められる。 
まず、水道管破損事故の発生は、工事業者から市の水道管維持管理担当者に連絡すること 

   とされており、一報を受けた担当者は、その内容を「受付簿」に記載する。受付簿は、受付 
   年月日ごとの簡単な一覧表になっており、天候、事故発生の場所、氏名、電話番号、内容、 
   処理、調査員、受付者・時間の項目がある。 
    破損させた水道管が給水管（私設管）であるときは、原因者に直接水道店へ修理を依頼す 
   るよう伝え、配水管（公設管）であるときは、給水課が給配水管漏水等緊急出動待機店に修 
   繕を依頼することとされている。 
    修繕に際しては、基本的には立ち会わないとのことであるが、断水作業が必要になると思 
   われるときなどは立ち会うものとしており、そのための出動については、出動記録簿に記録 
   がなされる。出動記録簿は、出動事件ごとに作成され、日付の他、行き先、業者・目標、作 
   業内容、作業者，記録・補記等につき、1行ごとに記載する簡単な記録簿である。 
    また、修繕完了後の事故報告は、任意のものとされているが、公社については、町田市上 
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   下水道部給水課長宛の「事故報告について」との表題の様式が公社において用意され、３～ 
   ４年前より使用されている。この報告書には、種別、工事番号、工事件名、履行期限、契約 
   金額、請負者、発生日時、発生場所、事故状況、原因、処理経過、工事への影響、工事機関 
   のとった処置、記事、報道関係についての報告事項欄があり、これに対する公社所長の処理 
   欄が設けられていることが認められる。 

イ 申立人の請求に係る文書とその存否 
（１）申立人が請求する文書は、こうした水道事故の処理手順に従えば、「現場監督の指示 
  書」（市水道課の権限外である。）を除いて、少なくとも、「受付簿」、「出動記録簿」、そ 
  して公社による「事故報告」がこれに当たる可能性のあるものと思われるが、申立人の 
  意見書等によれば、本件水道管破裂事故は、平成９年１月 30 日に発生しており、水道 
  部担当者も立ち会ったとのことであるから、上記処理に照らせば、当時において、受付 
  簿、出動記録簿が作成されたものと考えられる。 

これに対して，事故報告書については、任意での作成であるとされていることから、 
提出を受け取得されたかどうかは不明であるものの、報告書の様式が、事故当時、作ら 
れていないこともあわせて考えると、実施機関の説明の通り、公社から実施機関に提出 
されていない可能性が高いものと推測される。 
 いずれにせよ、仮に、実施機関がこれらを作成または取得していたとしても、これら 
文書の保存期限が、実施機関の説明によれば当時の「町田市文書取扱規程」（平成 2年 2 

月 8 日施行）によって「完結した文書として、当該年度廃棄するもの」としていたとの 
ことなので、すでに廃棄されているものと考えるのが自然であり、その限りで、これら 
が存在しないとする実施機関の結論に不合理なところはない。 

（２）次に，区画整理担当部長が，答弁のために作成した資料等において、請求に係る文書 
  があるか否かが問題となる。一般に、議会において、一般質問や質疑があった場合には、 
  質問の主旨を質問者に確認した上で、答弁資料を作成し、理事者と協議をした上で、答 
  弁を行うとされている。答弁のために作成した資料は、答弁が終われば不要となること 
  から、保存年限の最も短い１年保存の文書とされ、当該年度が終了した後、順次廃棄さ 
  れるのを通例としている。 

本件の場合は、当審査会の調査においても、公社が行った家屋調査の結果に基づいて 
答弁をしたとの回答を得ており、詳細は不明であるが、具体的には、公社に問い合わ 
せをしたり、説明を求めたりするなどして調査したものをもとに作成したものと思わ 
れる。 
ただし、本件文書が、保存期限を１年とする文書であることに照らすと、仮に、作成 

していたとしても、すでに廃棄されたものと考えるのが自然であり、逆に存在を示す 
事実は認められない。 

 
４ 結論 

以上の通りであるから、「第１ 審査会の結論」の通り答申する。 
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別紙 

 

１ 下記地番関係者への建物移転説明会の開催について（通知）文書 

    ○○町字○号 ○○番地○、○、○、○、○、○、○、○ 

            ○○番地○ 

           ○○番地○ 

             字○号 ○○番地○、○、○、○、○、○、○、○、○、○ 

           ○○番地○ 

      

２ 03 町都区第 119 号の回答に至った図書と資料 

    ア 水道管破裂事故が分かる文書 

    イ 何の作業中に起きたか分かる文書 

    ウ 原因の分かる文書 

    エ 事故の起きた時間が分かる文書 

  オ 流失を止めた時間と業者が分かる文書 

  カ 水道部に連絡した時間と担当者が来た時間が分かる文書 

  キ カの際の作業と指示された内容の分かる文書 

  ク 流出した量の分かる文書 

  ケ ポンプ作業開始時間と汲み出した量の分かる文書 

  コ ポンプの機種と型式の分かる文書 

  サ 汲み出し以外にした作業の内容の分かる文書 

  シ 近隣住宅への連絡と対応の分かる文書 

  ス 現場を記録した文書と写真 

  セ 現場監督の指示書 

  ソ 受けた報告文書か受けた事の分かる文書（業者と公社から） 

  タ ソを受け行った事と指示した事が分かる文書（業者と公社へ） 

  チ 水道管破裂に関わる図書 

  ツ 水道管破裂が家への影響を与えなかったと分かる文書 
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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 

2008 年度第２号事件（異議申立人 ○○○○） 

 

2010 年１月 15 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４月11日付08町都区第２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 12 月 27 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、実施機関が 2008 年２月 25 日付 07 町都区第 919 号の３により行った公文書部分公開決定処 

 分は、妥当である。 

 

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２月 25 日付 07 町都区第 919 号の３により行った公文書部分公開決定処分（以下「本件処 

分」という。）が、申立人の公開請求文書の一部についての決定であって、他に、建物に関する 

公開請求対象公文書が存在するにもかかわらず、それらの公開の是非について判断をしていない 

旨主張して、本件異議を申し立てた。 

 

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条の規定により、200７年 

 12 月 27 日付公文書公開請求書（以下「本件請求」という。）で、実施機関に対し、本件対象文 

 書について本件請求を行った。 

２ 実施機関は、申立人に対して、2008 年２月 25 日付 07 町都区第 919 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、本件処分が公文書公開請求の対象たるすべての公文書ではな 

 く、他に、建物に関する該当文書が存在するとし 2008 年３月 28 日付異議申立書で本件異議申 

 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、2008 年４月 11 日付 08 町都区第２号

の２により当審査会に諮問した。 

５ 実施機関は、2008 年４月 25 日、同日付 08 町都区第 44 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５月 14 日、同日付「理由説明書に対する意見書」を提出した。 

７ 審査会は、2009 年３月９日、実施機関から事情聴取を行った。 

８ 申立人は、2009 年４月６日、４月５日付「意見陳述要旨」を提出し 

た。 

 

第４ 申立人の主張の要旨 

１ 部分公開決定は、建物に関して判断していない。部分公開された文書の他に、建物に関する
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「建物等所有者申告書」や「承諾書」の文書が存在するはずであるから、それらの公開をも求

める。 

２ 建物のあった○○町○○番地○を含む土地の仮換地指定の諮問は平成７年７月４日であり、

補償対象と考えるのが普通である。したがって建物に関しても請求した文書は存在する。 

３ 市は樹木の確認を怠って間違えて補償をした。 

 

第５ 実施機関の主張及び理由説明の要旨 

１ 補償台帳（事業受託者である（財）東京都新都市建設公社（以下「公社」という。）から市

に送付された補償金調書を年度毎に記録したもの）を確認したが補償の記録はない。 

２ 公社にも確認したが「建物」に関する補償を行った記録はない。 

 

第６ 審査会の判断 

 １．本件対象文書 

 （１）本件異議申立ての対象文書は、町田市○○町○○番地○、○○番地○、○○番地○、○○ 

   番地○の土地（以下「本件４土地」という。）上の建物に関する「承諾書」と「建物等所有 

   者申告書」（以下これら２種の文書を合わせて「両文書」という。）である。 

 （２）実施機関の口頭説明によれば、両文書は、一般に、下記ア、イの事情の下で、建物等の所 

   有者が町田市宛に作成し、提出するものであるが、このことは、両文書の用紙にあらかじめ 

   印刷された文言からも読み取ることができる。また、申立人も、かかる一般的事情を争って 

   はおらず、むしろこれを前提として、上記建物に関する両文書の公開を求めているものと解 

   される。 

記 
   （両文書の作成に関する一般的背景事実） 

   ア．市から上記土地区画整理事業を受託している公社は、仮換地指定によって、従前地上の 

    建築物その他の工作物又は竹木土石等（以下「建築物等」と総称する。）を移転もしくは 

    除却（以下「移転（除却）」と表記する。）の必要が発生すると見込まれる場合には、当該 

    建築物等の所有者にその旨を説明して「建物等所有者申告書」の作成・提出を求め、更に、 

    同人に当該建築物等を自ら移転（除却）する意思の有無を照会して、その意思ある旨の回 

    答を得たときは、同人との間でその移転（除却）の時期や、補償に関する協議を行う。 

     そして、協議が整った暁には、同所有者に対して、移転（除却）の期限や補償金額等の 

    協議内容を承諾する旨記載した「承諾書」の作成・提出を求め、その後、その記載通り、 

    所有者自らに建築物等を移転（除却）してもらうのを常としている。 

   イ．両書面が作成される通常のいきさつはアの通りであるが、市においては、移転（除却） 

    を要する建築物等の移転（除却）は、殆んどの場合、その所有者自らが行っているのが実 

    情である。 

     建築物等の所有者との補償協議等は、公社が行っているが、両文書とも、名宛人は、公 

    社ではなく施行者たる市とされている。 

 ２．申立人と実施機関の主張及びその根拠 

 （１）本件異議申立ては、先に実施機関が、本件４土地について部分公開した両文書（建物以外 

   に関するもの）とは別に、建物に関する両文書（即ち本件対象文書）が存在するとの想定の 

   下、その公開を求めるものであるが、申立人が、当該文書の存在を想定・主張する根拠を、 

   その意見書から判読する限り、要は、「忠生土地区画整理審議会（以下「審議会」という。） 

   に対して仮換地についての諮問が行われた平成７年７月４日現在、本件４土地上には建物が 

   存在したが、その後それが取壊されているから、それらの建物について補償がなされたと考 

   えるのが自然である。そして、補償がなされていれば、それらの建物に関して両文書が存在 

   するはずである。」というものと解される。 

 （２）これに対して、実施機関はそれらの存在を否定し、その理由説明書には、「補償台帳を見 

   る限り、本件４土地については、建物に関する補償の記録が確認できず、公社に問い合わせ 

   ても、本件４土地に係る建物の補償を行った記録は確認できない。」との趣旨を記載してい 
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   る。 

    その言わんとするところは即ち、「両文書は、移転（除却）の補償対象となる建築物等に 

   関して作成されるものであるが、本件４土地上の建物について補償が行われた形跡は無いか 

   ら、本件４土地上の建物に関する両文書は、そもそも作成されなかったと考えられ、実際、 

   市には存在しない。」と言うことと解される。 

 ３．問題の所在 

 （１）当審査会は、申立人と実施機関の上記主張を踏まえて、仮換地指定による補償台帳（平成 

   ７年度～平成９年度分）を点検したが、実施機関が述べている通り、本件４土地に関しては、 

   建物の補償の記載は見られなかった。 

    このことは、本件４土地上には、補償対象とされた建物は存在しなかったとの推測を容易 

   にするものであるし、「補償対象たる建物が存在しなかったとすれば、補償過程において作 

   成されるべき両文書も、建物に関しては作成されなかったはずだ」という実施機関が為す上 

   記推論も、推論自体としては合理的なものと言える。 

    しかしながら、補償台帳の記載も、常に万全でいかなる不正確さからも免れていると断じ 

   得るものではないし、本件異議申立の背景には、件の建物について補償がなされたか否かと 

   いう疑問のみならず、現に建物が存在したにもかかわらず、補償されなかったとしたらそれ 

   は何故か、と言う疑問が存すると解されるので、当審査会としては、補償調書台帳の記載の 

   みを理由に、「建物は補償対象とされなかったから、建物に関する両文書も作成されなかっ 

   た」と推定する立場には立たず、本件４土地上の建物の存否と、存在した場合、それらの取 

   扱いの合理性をも探査し、もって、実施機関の上記推論・主張の当否を判断するものである。 

 （２）上記立場に立つとき、本件で問題とすべきは、概ね下記の諸点に収れんする。 

   ア．本件土地区画整理事業において、建築物等が補償対象となるか否かは、いつの時点を基 

    準にして、いかなる観点から決定されているか。 

   イ．建物が補償対象となるか否かの判断基準時点に近接する時期に、本件４土地上には、建 

    物が存在していたか否か。存在していたとすれば、それは、何時頃、どこに存在した、如 

    何なる建物であったか。 

   ウ．上記イ前段の問いに対する答えが、肯定である場合（存在していた場合）、それらの建 

    物は、補償対象とされたか否か。補償対象とされた場合は、両文書が存在しない理由。補 

償対象とされなかった場合は、その理由。 

   エ．建物等所有者申告書、承諾書、補償調書の用紙の起こし方（作成されるのは、土地毎か、 

    補償対象たる物件毎か、それとも土地や補償対象物件の所有者毎か） 

   オ．補償対象となる建物に関する実際の手続き 

 ４．上記問題点に関する実施機関の説明と当審査会の調査結果 

 （１）当審査会は、上記の通り問題点を整理した上で、実施機関の口頭理由説明において、更な

る事情説明を求め、以下の回答を得た。 

   ア．補償対象建物の決定基準について 

     公社は、建築物等が補償対象となるか否かの判断基準時を仮換地指定の時とし、仮換地 

    指定によって移転（除却）する必要が発生すると見込まれる建築物で、仮換地指定が無け 

    れば、その後も従前地に存在するであろうと考えられ、且つ、その所有者が、市に対して、 

    自ら移転（除却）する旨表明したものを補償対象としている。 

   イ．建物の存否について 

   （ア）本件４土地についての仮換地指定効力発生日は、平成８年６月１日であるが、○○番 

     地○の土地上には、平成７年前半頃まで、倉庫様の建物を含む３棟の建物が存在してい 

     た。いつから存在していたかはわからない。それらの建物の位置、形状を確知すること 

     はできないが、位置は、申立人の平成 20 年５月 14 日付「理由説明書に対する意見書」 

     添付の工作物配置図における破線の通り、もしくはそれに近かった可能性が大である。 

      平成６～７年当時、他の３筆の土地上には、建物は存在しなかった。 

   （イ）○○番地○の土地上の建物は、平成７年に株式会社○○不動産(以下「○○不動産」 

     という。)の所有となったが、○○不動産は、所有権取得後間もなく（仮換地指定効力 



第３章 情報公開・個人情報保護審査会の状況 
 

 - 133 -

発生日より前の、平成７年内に）、土地区画整理事業の施行とは無関係に、それらすべ 

てを取壊した。 

   ウ．○○番地○の土地上の建物の取扱いについて 

     同土地上の３棟の建物は、いずれも補償対象とならなかった。その理由は、以下のとお 

    りである。 

   （ア）３棟の内２棟は、そもそも、その位置からして、仮換地指定によっても、移転（除却） 

をする必要の無い建物であった。 

   （イ）残る１棟は、わずかに軒先の一部分のみが、仮換地指定による新たな土地の筆境にか 

     かる位置にあった。 

   （ウ）しかし、同所の開発を望んでいた所有者○○不動産は、公社が同土地一帯の建物の移 

     転について所定の手続き（移転等の必要性の通知・説明、照会、協議）をする前に、３ 

     棟すべてを自ら取壊した。 

      従って、いずれにせよ、「もし仮換地指定が無かったなら、その後も従前地に存在し 

たであろうと考えられる建築物」に該当しなかった。 

   エ．建物等所有者申告書、承諾書、補償調書の用紙の起こし方 

     上記文書はいずれも、土地１筆毎に１通宛作成するのが原則である。但し、同一所有者 

    が、複数筆の土地を一団の土地として同一状況において使用している場合は、複数筆の土 

    地をまとめて１通の文書を作成する（作成してもらう）し、１筆の土地であっても、補償 

    を受けるべき関係者が複数にわたる場合には、上記文書も複数になる。 

     従って、仮に１筆の土地上に、補償対象となる建物、工作物、樹木等が存在した場合で 

    も、それらの所有者が同一人である限り、当該建物、工作物、樹木ともに、原則として同 

    一の（１通の）文書で、且つ１葉の用紙を用いて記載される。しかし、補償対象物件が多 

    すぎて１葉に書ききれない場合には、所定用紙の数葉にわたることもある。 

   オ．補償対象となる建物に関する手続き 

   （ア）本件土地区画整理事業の最盛期とも言うべき期間で、建築物等の移転件数も多かった 

     平成４年から平成９年頃までの間、公社は、仮換地指定の為に移転を要する建物につい 

     て、通常、その移転予定年の前年に、当該建物の権利者に対する建物移転説明会を開催 

     していた（建物自体の除却を求めた例は無かった）。 

      そして、更に、各所有者に対して、建物を自ら移転する意思を照会し、その意思ある 

     旨を表明した所有者との間で、その補償に関する協議を行って、協議が整った後、所有 

     者に承諾書を提出してもらっていた。 

      本件４土地付近に関しては、平成８年に建築物等の移転をしてもらう予定で、平成７ 

     年 10 月 20 日付けで、建物移転説明会開催通知を発している。 

   （イ）補償対象建物の所有者は、通常、上記承諾書提出後に、自ら当該建物を移転して、工 

     事完了後に、市宛ての工事完了届を公社に提出し、補償金の請求をする。 

 （２）当審査会が、上記問題点につき調査した結果は、以下の通りである。 

   ア．○○番地○の土地上には、平成７年初頭時現在、３棟の建物が存在したが、その建築時 

    期は、いずれも不明である。但し、内１棟（居宅）は、他の１棟（倉庫）を付属建物とし 

    て平成６年９月 26 日に保存登記されていた。 

   イ．上記登記された建物の所有権は、本件 4土地の所有権と共に、平成７年８月 29 日に○ 

    ○不動産に移転され、同日、その旨登記名義変更の手続きが為された。 

   ウ．上記の登記された建物は、平成７年９月 15 日に取壊され、同年 10 月 20 日に、登記簿 

    が閉鎖された。 

   エ．本件４土地の内、○○番○以外の土地上には、平成７年当時、建物が存在したことを示 

    す形跡は見られない。 

   オ．本件４土地の近傍所在の○○町字○号○○番地○、○、○については、平成７年 10 月 

20 日付けで、同土地上の建物の権利者宛てに、「建物移転説明会の開催について（通知）」 

と題する書面が発送され、同年 11 月６日及び７日にその説明会が開催された。 

   カ．また、これらの土地については、補償台帳に建物の補償に関する記載がある。 
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５．対象文書の存否に関する判断 

（１）初めに 

  ア．前掲した実施機関の説明の内、上記４．（１）エの点、即ち、「建物等所有者申告書、承諾 

   書、補償調書は、いずれも土地１筆毎に１通作成するのが原則であり、同一土地上に補償対 

   象たる建物、工作物、樹木が存在した場合、それらは１葉の用紙に記入が可能である限り 1 

   葉に記載される」という点であるが、もし、実施機関のこの説明を事実とするならば、何人 

   も、本件４土地に関し、先に部分公開された両文書とは別に、建物に関する両文書が存在す 

   る可能性は極めて低いとの判断に傾かざるを得ないであろう。 

    先に部分公開された両文書の建物の記載欄が空白であり、建物等所有者申告書の工作物及 

   び動産の欄にも余白があることからすれば、補償対象物件が多すぎて１枚に記載しきれず、 

   数枚に及んだ（部分公開された１枚以外に２枚目、３枚目等の紙面が存在した）という可能 

   性は排除されるし、部分公開された１枚は、通常、１枚目の用紙として使用される表題付き 

   のものであるから、それが２枚目以降のものであって、他に、建物の記載がある１枚目の紙 

   面が存在すると言う可能性も想定しにくいからである。 

    そして、両文書の書式や、本件４土地以外の例を参考にする限り、実施機関の上記説明は、 

   事実であるとの印象を深くせざるを得ない。 

    

  イ．また、文書の存否以前の、建物が補償対象となったか否かと言う問題を取り上げてみても、 

   通常、補償を受ける側にとって、建物が補償されるか否かは重要な事であるから、建物が補 

   償を受けるべき場合であれば、その所有者が、建物所有者申告書に建物を記載し落としたま 

   ま、記名押印する可能性は極めて低いと考えられる。 

    そうだとすると、先に部分公開された建物等所有者申告書に、建物の記載が一切なされて 

   いない本件４土地に関しては、建物は、補償対象とならなかったと推認されると言ってよい。 

   且つ、建物が補償対象とならなかったのであれば、両文書も、建物に関しては作成されなか 

   ったであろうとの推論も、上述のとおり、合理性を有するものである。 

  ウ．しかしながら、以上は、書面の記載に端を発する推論によって、いわば一挙に文書の存否 

   に関する結論にまで進む手法である。当審査会は、合理性においては、この手法に何ら欠け 

   るところは無いと考えるものではあるが、最初に表明した通り、本件異議申立の背景に存在 

   すると考えられる疑問点に配慮するとき、上記推論にとどまることなく、少しく補償の実質 

   面に立入って検証するを是とし、以下、これを記すものである。 

（２）実施機関の説明の内 

  ア．仮換地指定に伴う補償対象建物の存否、補償対象となるか否かの判断基準時を、仮換地指 

   定時とし、仮換地指定によって移転（除却）を要するに至る建築物等で、もし仮換地指定が 

   無ければ、その後も従前地に存在したと考えられ、且つ、所有者が自らこれを移転（除却） 

   する旨表明したものを補償対象としているとの点は、仮換地指定の為に移転（除却）を余儀 

   なくされる建築物等の補償を認めた法の趣旨に合致するものである。 

    そして、土地区画整理事業の施行者が法を遵守して事業を施行すべきは当然のことである 

   から、これに不自然性、不当性は認められない。 

  イ．平成４年から平成９年頃までの間、仮換地指定の為に移転を要すると見込まれる建物につ 

   いては、公社が、先ず建物移転説明会を開催し、その後、個別に、所有者自ら当該建物を移 

   転する意思の照会、移転時期・補償額等の協議を行っていたとの説明については、仮換地に 

   伴う建築物等の移転や補償を、このような順序、手法で行う例は、他の土地区画整理事業に 

おいても珍しくなく、むしろ一般的方法とも言うことができる。 

    従って、これを疑うべき特段の事情が無い限り、実施機関のこの説明もまた、信用するに 

   妨げない。 

（３）事実の認定と評価 

  ア．上記した実施機関の主張、説明と当審査会の調査結果を総合すれば、仮換地指定の前年で 

   ある平成７年初頭においては、本件４土地内、○○番地○以外の３土地上に建物は存在しな 

   かったが、○○番地○には、３棟の建物が存在したと考えられる。しかし、それらはいずれ 
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   も、平成７年９月頃、相前後して取り壊されたと認められる。 

  イ．他方、本件４土地の近傍に、仮換地指定によって移転の必要が発生する建物を所有する者 

   に対しては、市から、平成７年 10 月 20 日付の「建物移転説明会の開催について（通知）と 

   題する書面が送付され、同年11月６日及び７日にその説明会が開催されたことが窺われる。 

  ウ．上記ア、イに照らせば、○○番地○の土地上に存在した建物は、同所一帯に関する建物移 

   転や補償のための説明会を待たずに、その所有者によって取壊されたことになる。 

    それらの建物が取壊された経緯や理由は定かでないが、建物の取壊期日が平成７年９月 15 

   日と登記簿上明示され、且つ、取壊期日後遅滞なく登記簿が閉鎖されている事、取壊しにつ 

   いて争論や問題が発生した形跡はないことに鑑みれば、所有者の意思に基づいて取壊しと滅 

   失登記申請が為された可能性が大きいと考えられるのである。 

  エ．もっとも、同土地上の未登記建物については、それが建物移転説明会開催通知より前に、 

   所有者の意思で取壊されたことを直接証する資料は無い。 

    しかしながら、○○番地○の土地上の建物は３棟のいずれも、仮換地に移転された形跡が 

   無いから、結局、それらはすべて取壊されたと考えざるを得ないところ、取壊しに際して、 

   未登記建物を登記済建物と別異に取扱うべき特別の根拠は見当たらない。 

    なるほど、実施機関が、「仮換地指定により軒先の一部が土地筆境にかかる位置にあった」 

   と述べている１棟こそが未登記だったと仮定し、且つ、その建物は、補償を受けるために説 

   明会等の開始時期より後に取壊されたとの仮説を立てることは不可能ではない。しかし、こ 

   れ自体、全くの仮説であって特に根拠を持たないし、補償台帳にも、先に部分公開された両 

   文書にも建物の記載が一切無い事に基づく推測（文書作成時に、既に建物が存在しなかった 

   のではないかという推測）を打ち破るほどの説得力を持つものではない。 

    むしろ、一筆の土地上の近接した位置に、同一人が所有していた建物であることからすれ 

   ば、ほぼ同一時期に取壊された旨の実施機関の説明の方が自然である。 

  オ．以上によれば、仮に、○○番地○の土地上の３棟の建物が仮換地指定によって移転の必要 

   が発生し得るものだったとしても、それらは、移転とその補償に向けた一連の手続き開始前 

   に、所有者の自由意思で取壊されたものと推認できる。そして、そうである以上、それらは 

   「仮換地指定が無かったなら、仮換地指定以後も従前地に存在したであろう建物」には該当 

しないと考えるのが、道理である。 

  カ．それ故、「両文書は一の土地については１通のみ作成される」旨の実施機関の説明はさて 

   おいたとしても、「上記３棟の建物は、いずれも補償対象とされなかった」旨の実施機関の 

   説明は、首肯できるところであり、且つ、本件両文書は、仮換地指定による移転（除却）と 

   その補償を目的として、あるいは、少なくともその問題解決の過程で作成される文書である 

   から、補償対象とならなかったそれらの建物について両文書が作成されたと考えることはで 

   きない。 

    尚、○○番○の土地上の３棟の建物の内、２棟は、そもそも仮換地指定によって移転や除 

   却を要する位置にはなく、残る１棟も、仮換地指定の為に、敢えて移転や除却を要したか否 

   か、疑問があったとの実施機関の主張であるが、前述の通り、今や、３棟の建物の正確な位 

   置を知ることはできないのであるから、ここで、かかる主張の真偽を判定することも不可能 

   である。且つ、その問題の解明が、本件両文書存否の判断に不可欠なものとは言えないから、 

ここでは、これ以上、その点に立入ることをしない。 

  キ．以上に対し、申立人の主張は、審議会への諮問日である平成７年７月４日を基準として、 

   同日、建物が存在した以上、両文書が存在するのが自然だとするものであるが、基準日を諮 

   問日に設定して補償や両文書作成の要否を判定すべき根拠は存在しない。 

    更に、申立人は、本件４土地に関する工事着手届の日付の記載が実際と異なる旨の他、樹 

   木に関する補償の支払いに問題があった旨の主張をもしているが、いずれも、本件対象文書 

   の存否の判断に影響を及ぼすものではない。 

（４）結論 

   そうすると、結局、本件４土地に係る建物についての両文書（本件対象文書）は存在しない 

  とする実施機関の主張は、関係諸事実に照らし信用するに足りると言えるから、既にした実施 
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  機関の公文書部分公開決定処分は、妥当である。 


	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
	２　２００９年度　情報公開・個人情報保護運審査会の開催状況
	３　不服申立ての状況
	５　２００９年度審査会事件一覧


