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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、２０１０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 

（２０１０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 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 ２０１０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   ２０１０年４月１９日開催 

２００９年度第２号事件実施機関から事情聴取 

２００８年度第３号事件内部討議 

２００８年度第４号事件内部討議 

   第２回審査会   ２０１０年５月１７日開催 

２００９年度第２号事件異議申立人の口頭意見陳述を実施 

 ２００８年度第４号事件内部討議 

第３回審査会   ２０１０年６月７日開催 

２００９年度第２号事件内部討議 

２００８年度第３号事件内部討議 

２００８年度第４号事件内部討議 

第４回審査会   ２０１０年７月１２日開催 

２００８年度第７号事件異議申立人の口頭意見陳述を実施 

２００９年度第１号事件異議申立人の口頭意見陳述を実施 

２００８年度第３号事件内部討議 

２００９年度第１号事件内部討議 

第５回審査会   ２０１０年８月６日開催 

２００８年度第７号事件内部討議 

２００９年度第１号事件内部討議 

 ２００９年度第２号事件内部討議 

第６回審査会   ２０１０年９月１３日開催 

２００８年度第７号事件内部討議 

２００９年度第１号事件内部討議 

２００８年度第３号事件内部討議 

２００８年度第５号事件内部討議 
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第７回審査会   ２０１０年１０月４日開催 

町田市情報公開・個人情報保護審査会会長の選任について 

２００８年度第７号事件内部討議 

２００９年度第１号事件内部討議 

２００８年度第５号事件内部討議 

第８回審査会   ２０１０年１２月６日開催 

２００８年度第７号事件答申案の確認 

２００９年度第１号事件答申案の確認 

２００９年度第６号事件内部討議 

２００９年度第９号事件内部討議 

第９回審査会   ２０１１年１月１４日開催 

２００８年度第５号事件実施機関から事情聴取 

２００８年度第６号事件実施機関から事情聴取 

    ２００９年度第６号事件実施機関から事情聴取 

２００９年度第９号事件実施機関から事情聴取 

２００９年度第８号事件実施機関から事情聴取 

第 10 回審査会   ２０１１年２月２８日開催 

２００８年度第５号事件異議申立人の口頭意見陳述を実施 

２００８年度第６号事件異議申立人の口頭意見陳述を実施 

２００８年度第５号事件内部討議 

２００８年度第６号事件内部討議 

第 11 回審査会   ２０１１年３月１４日開催 

    大地震により交通手段が確保できず、中止 

 

３ 不服申立ての状況 
今年度は、下記のとおり、１９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 １１件 ０件 １１件 

個人情報開示等請求  ８件 ０件  ８件  

合  計 １９件 ０件 １９件 

 

４ 答申の状況 

今年度は５件の答申が出されています（２００８年度第３号事件、同第４号事件、同第７号

事件、２００９年度第１号事件、同２号事件）。答申は１８１ページ～２０１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 

１件 ０件 ４件 ５件 
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５ ２０１０年度審査会事件一覧 
 

  ２００８年度第４号事件（個人情報開示請求） 

開示請求年月日 ２００７．１２．２７ 決定内容 部分開示 

不服申立年月日 ２００８．  ４． １ 諮問年月日 ２００８． ４．１５  

答申年月日 ２０１０． ７． １ 答申内容 原処分維持 

決定年月日 ２０１０． ８．１１  決定内容 答申のとおり 

 

「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、審査会にて審査の結果２０１０年７月１日に答申がありました。 

 

２００９年度第２号事件（公文書公開請求） 

公開請求年月日 ２００９． ６．２３ 決定内容 部分公開 

不服申立年月日 ２００９． ８． ５  諮問年月日 ２００９． ８．１９ 

答申年月日 ２０１０． ９．１７ 答申内容 認容 

決定年月日 ２０１０．１０． ４ 決定内容 答申のとおり 

 

「２００８年度特別養護老人ホーム整備運営事業における事業者の審査・選定手続きにおい

て社会福祉法人○○○○を整備運営事業者候補者として決定するに至った全ての情報」の公文

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９月１７日に答申がありました。 

 

２００８年度第３号事件（個人情報開示請求） 

開示請求年月日 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 

答申年月日 ２０１０．１０．１５ 答申内容 原処分維持 

決定年月日 ２０１０．１２． ２   決定内容 答申のとおり 

 

「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、審査会にて審査の結果２０１０年１０月１５日に答

申がありました。 
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２００８年度第７号事件（個人情報訂正請求） 

訂正請求年月日 ２００８． ９． ２ 決定内容 非訂正 

不服申立年月日 ２００８． ９．２４ 諮問年月日 ２００８．１０．２５ 

答申年月日 ２０１０．１２．２７ 答申内容 原処分維持 

決定年月日 ２０１１． ６． １ 決定内容 答申のとおり 

 

「２００５年４月１３日付、同年４月２６日付、同年６月７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

審査の結果２０１０年１２月２７日に答申がありました。 

 

２００９年度第１号事件（個人情報訂正請求） 

訂正請求年月日 ２００９． ２．１６ 決定内容 非訂正 

不服申立年月日 ２００９． ３．１３ 諮問年月日 ２００９． ４． ６ 

答申年月日 ２０１０．１２．２７ 答申内容 原処分維持 

決定年月日 ２０１１． ６． １ 決定内容 答申のとおり 

 

「２００５年４月１３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、審査会にて審査の結果２０１０年１２月２７日に

答申がありました。 

 

２００８年度第５号事件（個人情報開示請求） 

開示請求年月日 ２００７．１２．２７ 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  

 

   「町田市と東京都新都市建設公社が㈱○○を専門の調査機関とするに至った文書と契約を承

諾するに至った文書他」に対する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６号事件（公文書公開請求） 

公開請求年月日 ２００８． ６．２０ 決定内容 公開 

不服申立年月日 ２００８．  ８． ６ 諮問年月日 ２００８． ９． ５  

 

  「町田都市計画忠生土地区画整理事業調査検討委員会に関わる公文書」の公文書公開請求が

行われ、実施機関は「公開決定」を行いましたが、申立人から他に対象文書が存在することを

理由に異議申立てがあり、審査会にて審査中です。 

 

２００８年度第８号事件（個人情報開示請求） 

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．  １．２６ 諮問年月日 ２００９． ２．１７  
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「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（個人情報訂正請求） 

開示請求年月日 ２００８．１１．２５ 決定内容 非訂正 

不服申立年月日 ２００９．  １．８ 諮問年月日 ２００９． ２．２６  

 

「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。 

 

２００９年度第６号事件（公文書公開請求） 

公開請求年月日 ２００９． ９． ７ 決定内容 部分公開 

不服申立年月日 ２００９．  ９．３０ 諮問年月日 ２００９．１１． ６  

 

「町田市○○○の共同住宅建築計画について、確認申請書、及び添付図書のうち位置図、配

置図、平均地盤の算定図」の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があり、審査会にて審査中です。 

 

２００９年度第８号事件（公文書公開請求） 

公開請求年月日 ２００９． ９． ７ 決定内容 不存在 

不服申立年月日 ２００９．１１．１３ 諮問年月日 ２００９．１２． ３  

 

  「０７町都開開第３６号の開発許可に関して、道路の通過交通が少ないことの判定の根拠と

した文書」の公文書公開請求が行われ、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。 

 

２００９年度第９号事件（公文書公開請求） 

公開請求年月日 ２００９．１０．２０ 決定内容 部分公開 

不服申立年月日 ２００９．１１．１３ 諮問年月日 ２００９．１２． ３  

 

  「都市計画法第３７条の第 1号の規定による「０７町都開認第 7 号」の承認申請および決裁

文書」の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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町 田 市 情 報 公 開 ・ 個 人 情 報 保 護 審 査 会 

2008 年度第４号事件（異議申立人 ○○○○）   

 

２０１０年 ７月 １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 15 日付 08 町都区第 21 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個人情報開示請求に対

して、実施機関が 2008 年２月 25 日付 07 町都区第 920 号の 3 により行った個人情報部分開示等

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 920 号の３により行った個人情報部分開示等決定処分（以下「本

件処分」という。）は、請求対象文書の一部についての決定であって、他の文書もあるはずであ

ると主張し、その開示を求めて本件異議申立てを行った。 

 

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、2007

年 12 月 27 日付個人情報開示等請求書で、実施機関に対し、都市計画部区画整理課が保有する

以下の各文書（以下「請求対象文書」という。）について個人情報開示請求（以下「本件請求」

という。）を行った。 

① 建築物等（○○町○○○○-○○の家）の調査に関する覚書及び起案書を含む一式 

  ② ①にある町田市（以下「市」という。）と公社が（株）○○コンサルタントを専門の調査

機関とするに至った文書と契約を承諾するに至った文書 

  ③ 公共事業における専門の調査機関の定義、要件を記した文書  

  ④ 工事により構造に影響を与えていないとした事が分かる専門家名の入った図書かそれが

分かる図書 

  ⑤ そこまでは被害を与えていないとするそこが分かる図書とそこと他とを区別できる図書 

  ⑥ ３枚の調査結果の耐震診断にある全ての数字が導かれたと分かる図書。ただし、項目１～

４と場所を示す階についている数字は除く 

  ⑦ ０６町都区第１０４７号とその起案書を含む一式 

  ⑧ ⑦に係る承諾書とその起案書を含む一式 

  ⑨ ⑦に係る補償金調書と建物等補償額算定書とそれらの起案書を含む一式 

  ⑩ ⑦、⑧、⑨を作成に至る起案書を含む一式 

  ⑪ ○○町○○○○-○○に係る 
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    １）枡の位置申請書か汚水枡新設申請書の正か写 

    ２）下水道部への移管書かそれが分かる文書 

    ３）２）に１）があると分かる文書 

２ 実施機関は、申立人に対して、請求対象文書のうち②、③、⑤、⑥、⑪1）、3）については

別に処分するとともに、2008 年２月 25 日付 07 町都区第 920 号の３で、同文書のうち①、④、

⑦、⑧、⑨、⑩、⑪２）の文書（以下「本件対象文書」という。）について部分開示等決定処

分（以下「本件処分」という。）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４月１日、同日付で本件異議

申立てを行った。 

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４月 15 日付 08 町都区第 21

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 30 日、同日付 08 町都区第 73 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６月２日、６月１日付「理由説明書に対する意見書」を提出した。 

７ 申立人は、2009 年 10 月８日、同日付「口頭意見陳述要旨」を提出した。 

８ 申立人は、2009 年 10 月 13 日、同日付「口頭意見陳述要旨追加」を提出した。 

９ 審査会は、2009 年 10 月 19 日、申立人から口頭意見陳述の聴取を行った。 

 

第４ 申立人の主張の要旨 

 １ 申立人が請求した本件対象文書の①について、実施機関が開示したのは「建築物等の調査に

関する覚書（案）」という件名の起案書（以下「本件開示文書１」という。）であるが、申立人

が実際に締結したのは「案」のない覚書である。また、本件開示文書１にはあて先、発信者、

文書番号が記載されていない。したがって、「案」のない件名で、あて先、発信者、文書番号の

入った起案書を含む一式の文書があるはずであるから、その開示を求める。 

   ２ 申立人が請求した本件対象文書の⑦、⑧、⑨、⑩について、実施機関が開示したのは「忠生

区画整理事業の工事に伴う○○邸損傷に対する補償について」という文書（以下「本件開示文

書２」という。）である。しかし、その起案書の文書番号である０６町都区第１０４７号の文書

としては、異議申立書添付の「家屋調査に基づく補償費用の提示について」という件名の別添

１の文書（以下「添付文書１」という。）と別添２の文書（以下「添付文書２」という。）が存

在している。したがって、添付文書１と添付文書２の起案書を含む一式の文書の開示を求める。

また、本件対象文書の⑧、⑨．⑩については決定通知がされていない。 

 ３ 申立人が請求した本件対象文書の⑪２）について、実施機関が開示したのは「公共下水道施

設」の管理引継承諾書（以下「本件開示文書３」という。）であるが、申立人のものと分かる

誓約書、下水道台帳、管理引継位置図が開示されていない。一体利用とされているが、○○町

○○○○-○○分の取り付け箇所が確認できない。添付の案内図と管理引継位置図の区別がつ

かない。公共下水道台帳がない。また、実施機関は「宅地造成届はない」と回答しているが、

「宅地造成届はない」ということは公共汚水ますが設置されていないということになるが、承

諾書があるということは、設置されていることを意味している。 

  

第５ 実施機関の主張及び理由説明の要旨 

 １ 本件対象文書①として請求された文書としては、本件開示文書１以外にはなく、この起案書

に基づいて申立人と覚書を締結している。 

２ 本件対象文書⑦～⑩として請求された文書としては、本件開示文書２以外にはない。なお、

部分開示した本件開示文書２の内容として、申立人が求めている「承諾書」、「補修工事算定内

訳」及び「補修費算定にあたっての考え方」等が添付されている。 

 ３ 本件対象文書⑪２）として請求された文書としては、本件開示文書３以外にはない。なお、

本件開示文書３の内容として、申立人が求めている「○○町○○○○-○○、○○○○-○、及

び○○○○-○」の土地が接する区画道路部分に敷設された公共下水道施設（汚水）が下水道

管理者へ管理引継されたことを確認できる図面が添付されている。 
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第６ 審査会の判断 

 １ 本件開示文書１について 

   （１）実施機関は、申立人が「建築物等（○○町○○○○-○○の家）の調査に関する覚書及び

起案書を含む一式」の文書を請求したのに対して、本件開示文書１をその対象文書として一

部開示決定をしているので、その適否について判断する。 

まず、本件開示文書１が「建築物等の調査に関する覚書（案）」という件名の起案文書で

あり、町田市の担当者と申立人及び（財）東京都新都市建設公社（以下「公社」という。）

の三者間における申立人の建物の損害等にかかる調査に関する覚書についての関係文書で

あることから、実施機関が申立人の上記請求に対応する文書としてまずはこれを選択し、本

件開示請求について、申立人以外の関係者の氏名等を除いて開示した本件処分に違法又は不

当な点はない。 

    これに対して、申立人が、前記第４、１記載のとおり、本件開示文書１とは別に件名に（案）

の入っていない覚書の起案文書があるはずだと主張しており、この点について、実施機関が、

当該文書に基づいて申立人と覚書を締結しており、本件対象文書①として請求された文書と

しては、本件開示文書１以外にはないと主張しているので、以下に判断する。 

 （２）当審査会の調査によれば、市において第三者と何らかの覚書を取り交わす際の一般的な手

順としては、相手方と覚書の内容を協議のうえ、その内容が確定した段階で覚書の案をつく

り、当該内容の覚書を締結してよいかどうかについて、起案書によって決定権者の意思決定

を求めるのが普通である。したがって、その起案書の内容としては、「件名」欄には「●●

の調査に関する覚書について」と記載し、別紙案として覚書の本文を記載するか、あるいは

別紙の表題を「●●の調査に関する覚書」（案）として添付したうえで、下欄の伺い文にお

いて、「別紙の内容の覚書を締結してよろしいか伺います」と記載する扱いとなっている。

そして、決裁権者による決定があった後に、（案）の取れた覚書を相手方と取り交わすこと

になる、ということである。そうとすると、決裁が済むまでの間は決裁権者との関係で、覚

書はあくまで（案）なのであって、相手方と覚書の（案）を取り交わすわけではない。その

ため起案書の件名欄の記載にはもともと（案）をつけないことになる。そして、起案書には、

あて先、発信者、件名、起案日、保存年限、起案者、文書番号の欄があるがそのすべてを記

載したうえで、伺い文と別紙がある場合にはその別紙をつけて決裁をとる扱いとなっている。

そして、決裁後に（案）のとれた正式文書に発信者の公印を押したうえで施行し、起案書の

施行・発送日欄を補充することになる、とのことである。 

 （３） このことを本件開示文書１についてみると、あて先、発信者、文書番号、施行・発送日

の各欄が空白であり、件名欄の記載に（案）が入っていることが認められる。この点につい

てみると、申立人が指摘するように起案文書としては、上記手続に反する欠陥があるものと

いわざるを得ない。 

これを申立人の側からみると、件名の記載に（案）が入っていると、（案）の付いた覚書

を締結するための起案とも読めてしまうので、これとは別個に（案）の付かない正式の覚書

についての決裁文書があるかのごとき誤解を生みやすく、申立人の主張には無理からぬ点が

あると思われる。 

    しかし、実施機関が相手方と取り交わす覚書について、（案）のついたものの起案をする

ことは通常考えられず、起案文書における（案）とはあくまで決裁権者の意思決定を得るま

での過程における起案者の（案）を意味すると考えるのが自然である。 

    そうとすれば、本件開示文書１の内容と重複する（案）のとれた覚書について別途起案す

る必要は全くないのであるから、申立人と交わされた覚書はこの本件開示文書１の意思決定

によって施行されたのであって、別個に案のとれた起案文書が存在しないのは当然のことで

あり、この点について不自然な点はないというべきである。 

    なお、本件開示文書１については、申立人の主張するように、多くの記載すべき欄が空白

となったまま施行されたという点において適切な処理であったとはいえないが、それをもっ

て他に（案）のつかない別の起案文書が存在する根拠となるものではない。したがって、本

件対象文書①として請求された文書としては、本件開示文書１以外には存在しないとする実
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施機関の主張には理由があり、これ以外に（案）のつかない覚書の起案文書があるはずだと

する申立人の主張に首肯できる理由は認められない。 

 ２ 本件開示文書２について 

（１）実施機関は、申立人が行った本件対象文書⑦から⑩の文書についての開示請求に対して、

本件開示文書２を対象文書として本件処分を行っている。本件開示文書２は、件名からも明

らかなように「忠生区画整理事業の工事に伴う○○邸損傷に対する補償」についての起案文

書である。その内容としては、申立人の建物についての損害調査の結果にもとづいて算出さ

れた補償額について、申立人との協議が成立した場合に必要となる一連の手続書類が含まれ

ていることが認められる。したがって、件名及び文書番号からみても本件対象文書⑦から⑩

に対応する文書として、まずはこれを選択し、個人情報保護条例に基づく開示請求であるこ

とから、申立人以外の関係者の氏名等を除いて開示した本件処分に違法又は不当な点はない。 

    これに対して、申立人が、前記第４、２記載のとおり、文書番号０６町都区第１０４７号

で表示されている文書として「家屋調査に基づく補修費用の提示について」と題する２通の

文書があるので、上記２通の起案書と本件開示文書２の題名の文書の開示を求め、本件対象

文書⑧から⑩については決定通知がないと主張しており、この点について、実施機関は、本

件対象文書⑦から⑩の文書に該当するものは本件開示文書２以外にはないと主張している

ので、以下に判断する。 

 （２）当審査会の調査によれば、市において起案文書を作成する際に、その事案の内容が一連の

手続について一体として決裁をとるようなケースについては、その各手続毎に文書番号をと

って別個の起案文書で処理するわけではなく、まとめて一つの起案文書で処理することもあ

るとのことである。このような場合には、まとまった１つの件名で決裁をとり、それに関連

する文書についてはその中で一括処理されることになる。この場合には、決裁文書が１つで

ある以上文書番号は１つであるから、その事案に関して起案の内容となった文書は同一の文

書番号で処理されることになる。そのために同一の文書番号で複数の文書が存在することに

なるのである。なお、一度決裁が済んだ事案に関連して別個に起案が必要となる場合には、

当初の起案文書の文書番号を使って「●●号の２」というように枝番号で表示し、相互に関

連づけることも行われているということである。 

 （３）このことを本件開示文書２についてみると、当該文書は、その件名の表示からも分かるよ

うに「忠生区画整理事業の工事に伴う○○邸損傷に対する補償」に関する起案文書である。

したがって、○○邸損傷の補償に関する一連の文書は、この起案文書で一括処理されている

のであり、起案の内容となっている文書は、文書番号もすべて同一番号で処理されることに

なる。そして、添付文書１及び添付文書２の各文書は、いずれも本件開示文書２の関連文書

としてその起案の一部をなすものであるから、すべて同一の文書番号で処理されているので

ある。 

要するに、本件開示文書２の件名は、○○邸損傷の補償に関するすべてのことを包括的に

表現したものであって、その中には各種の一連の関係文書が含まれることになるのであり、

各文書の表題で示された件名の文書が個別の文書番号で存在しているわけではない。また、

当該文書の件名は一連の手続を包括的に表示しているのであるから、件名と同一表示の文書

が独立して存在しているわけではないのである。たしかに、申立人が言うように同一の文書

番号で複数の文書が存在するのは紛らわしいことであるが、本件対象文書⑧から⑩の各文書

についても⑦に関連する文書として同一の起案文書として処理されていることからみて、各

文書毎に起案文書がないということについて不自然な点はない。 

    したがって、実施機関が本件対象文書⑦から⑩の請求に対して本件開示文書２を該当文書

として一部開示決定をしたことは妥当なものであり、本件開示文書２の件名と同一表示の文

書が存在しないこと、それに関連する本件対象文書⑧から⑩の各文書について、個別に起案

文書がないことに不合理な点はなく、申立人のこの点についての主張は理由がない。 

 ３ 本件開示文書３について 

 （１）実施機関は、申立人が行った本件対象文書⑪２）の開示請求に対して、本件開示文書３を

対象文書として本件処分を行っている。本件開示文書３は、町田都市計画忠生土地区画整理
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事業（以下「本件事業」という。）において施行された公共下水道施設（以下「本件施設」

という。）に関する一連の管理引継書類であることか認められる。その内容としては、本件

事業において実際に本件施設の工事を行った公社の担当者から工事の委託者であり本件事

業の施行者である市の区画整理担当者あてに提出された「公共下水道施設」の管理引継図書

の送付についてと題する文書（以下「送付書」という。）、これを受けた市から町田市公共下

水道施設管理者である町田市長あてに提出された忠生土地区画整理事業により設置された

「公共下水道施設」の管理の引継依頼書（以下「依頼書」という。）、さらに、この依頼書に

対して町田市公共下水道施設管理者である町田市長から本件事業の施行者である市あてに

提出された「公共下水道施設」管理引継承諾書（以下「承諾書」という。）という３種類の

公文書とそれに添付された書類及び関係図面から成り立っていることが認められる。したが

って、実施機関が、本件対象文書⑪２）の開示請求に対応する文書として、まずは本件開示

文書３を選択し、申立人以外の氏名、箇所等を除いて開示した本件処分に違法又は不当な点

はない。 

    これに対して、申立人が、前記第４、３記載のとおり、申立人に係る施設についての関係

書類等が開示されていないし、下水道台帳についても開示されていないと主張しており、こ

の点について、実施機関が本件対象文書⑪２）として請求された文書としては本件開示文書

３以外にはないと主張しているので、以下に判断する。 

 （２）そこで、まず本件開示文書３を構成する上記３種類の文書の関係について検討する。当審

査会の調査によれば、本件施設は、本件事業における工事によって設置されたものであるか

ら、実際の設置工事は、必要な手続の一切を含んで市から本件事業の委託を受けた公社が行

ったものであることは明らかである。その結果、本件施設が完成した場合には、公社から事

業の委託者であり本来の事業施行者である市に対して完成した施設を引継ぐことが必要と

なる。その手続として、本件開示文書３のうちの送付書によって、本件施設に係る関係図書

が公社から市の区画整理の実務担当者である都市緑政部区画整理担当参事に送付されてい

ることが認められる。そして、同文書の記載によれば、その際に送付された関係図書は、案

内図、管理引継ぎ位置図、汚水排水系統図、公共下水道台帳だけである。 

    次に、本件施設は、公共下水道施設であるから下水道法の規定が適用され、その施設の管

理は市町村が行うこととされていることから、本件については市が管理することになる（同

法第３条第１項）。しかし、同じ市であっても、土地区画整理事業施行者としての立場と下

水道施設管理者としての立場は法的には異なるものである。 

    そこで、公社から区画整理事業施行者として本件施設を引継いだ市は、完成後に下水道施

設として本件施設を管理していかなければならない下水道管理者としての市に対してこれ

を引継ぐことが必要となる。これを実務的に見れば、同じ市でありその代表者である市長の

立場であっても、区画整理事業の担当課から下水道施設を管理する担当課への引継ぎという

ことになる、とのことである。そして、この手続が本件開示文書３のうちの依頼書によって

なされたものであり、その際に添付された関係図書は、引継箇所を示す図面、案内図（引継

箇所）、管理引継位置図（汚水排水系統図）、公共下水道台帳だけである。 

    さらに、上記依頼を受けた下水道管理者である市の代表者としての市長から区画整理事業

施行者としての市に対して、本件開示文書３のうちの承諾書によって本件施設の引継ぎを承

諾する旨の通知がなされており、同文書の記載によれば、引継箇所を示す図面のみが別紙と

して添付されていることが認められる。 

（３） 以上のとおり、本件事業によって設置されたすべての本件施設は、本件開示文書３によっ

て関係者間で一連の引継手続が完結しているのであり、個々の地番ごと、個々の施設ごとに

関係書類が引継がれているわけではないのであるから、申立人に係る施設について本件開示

文書３以外に関係書類が存在しないとする実施機関の主張に不自然な点はない。 

また、申立人は、下水道台帳について開示されていないと主張するが、本件開示文書３に

よって申立人に係る地番について下水道台帳の一部が開示されていることが認められるの

で、その主張には理由がない。 

なお、本件開示文書３には、引継文書として表示されていない誓約書が添付されているの
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で当審査会で調査したところ、工事に伴い設置した私有地内の公共ます上に土地所有者が化

粧蓋をつけた場合には、当該土地所有者にその後の点検と異常時の連絡を義務づけるととも

に、第三者として関係者が生じた場合の義務の承継について誓約書をとっている、とのこと

である。そして、本件にかかる事例として１件の誓約書が添付されており、それが申立人以

外のものであることから、誓約者が識別される氏名等の部分を非開示としていることは妥当

である。 

 

 ４ 以上のとおり、実施機関の行った本件処分に違法又は不当な点はなく、本件処分は妥当であ

る。 
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町 田 市 情 報 公 開 ・ 個 人 情 報 保 護 審 査 会 

2 0 0 9 年 度 第 ２ 号 事 件 （ 異 議 申 立 人  ○ ○ ○ ○ ） 

 

2010 年９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 

 

 

2009 年８月 19 日付 09 町い高第 494 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 2009 年６月 23 日付で町田市長（以下「実

施機関」という。）に対して行った公文書公開請求（以下「本件公開請求」という。）に対して、

実施機関が行った別紙３に記載する文書の一部についての非公開処分は、非公開とする理由はな

く、実施機関はこれを全部公開すべきである。 

 

第２ 異議申立ての趣旨 

申立人は、2008 年度特別養護老人ホーム整備運営事業における事業者の審査・選定手続（以下

「本件選定手続」という。）において社会福祉法人○○○○（以下「本件候補者」という。）を整

備運営事業者候補者として決定するに至った全ての情報（以下「本件請求対象文書」という。）

の公開を求めて本件公開請求を行った。 

これに対して、実施機関は、別紙１に記載する 1 ないし 25 の文書につき本件処分（第３．11 に

おいて定義する。）を行い、もって別紙２に記載する文書及び部分を公開した。 

申立人は 2009 年８月５日付異議申立書及び同年９月 28 日付意見書において、本件処分により一

部を非公開とされた文書のうちの別紙３に記載する文書（以下「本件異議申立対象文書」と総称

する。）における審査委員の氏名及び役職の情報を公開すべきであることを主張し、本件処分の

取消しを求めて異議を申し立てたものである。 

なお、本件請求対象文書のうち、本件選定手続において本件候補者として選定されなかった法人

（以下「落選応募者」という。）を特定できる情報（法人名・代表者名・所在地・計画予定地）

は、本件処分においては非公開とされたが、申立人は 2010 年５月 17 日に実施された口頭意見陳

述において、かかる情報を本件異議申立対象文書に含めず公開を求めないことを明らかにした。

また、本件請求対象文書のうち、別紙１記載文書のうちの 16 ないし 25 の文書の非公開部分につ

いては、申立人は 2010 年６月１日付口頭で、かかる情報を本件異議申立対象文書に含めず公開

を求めないことを明らかにした。 

 

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、2009

年６月 23 日付公文書公開請求書により、実施機関に対して、本件公開請求を行った。 

２ これに対して実施機関は、2009 年７月７日付 09 町い高第 341 号により公文書部分公開決定

処分を行った。 

３ 申立人は、本件条例第 10 条第 1 項の規定に基づき、2009 年８月５日付異議申立書にて本件

異議申立てを行い、本件請求対象文書の公開を求めた。 

４ 実施機関は、更に 2009 年８月 19 日付 09 町い高第 492 号により公文書部分公開決定処分（但
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し、「公文書の一部を公開しない理由」の⑤及び⑥の記載につき 2009 年９月９日付 09 町い高

第 557 号により変更）、及び同日付 09 町い高第 493 号により公文書公開決定処分を行った。 

５ 実施機関は、本件条例第 10 条第２項の規定に基づき、2009 年８月 19 日付 09 町い高第 494

号により、当審査会に諮問した。 

６ 実施機関は、当審査会に対して、2009 年９月９日付 09 町い高第 528 号により「理由説明書

の提出について」を提出した。 

７ 申立人は、当審査会に対して、2009 年９月 29 日付「意見書」を提出した。 

８ 当審査会は、2010 年４月 19 日、実施機関から事情聴取を行った。 

９ 実施機関は、更に 2010 年４月 30 日付 10 町い高第 107 号により公文書公開決定処分、及び

同日付 10 町い高第 108 号により公文書部分公開決定処分を行った。 

10 当審査会は、2010 年５月 17 日、申立人から口頭意見陳述を受けた。 

11 実施機関は、更に 2010 年５月 27 日付 10 町い高第 221 号により公文書公開決定処分、同日

付 10 町い高第 222 号により公文書部分公開決定処分、及び同日付 10 町い高第 223 号により

公文書非公開決定処分を行った。以上、実施機関が行った一連の処分（以下「本件処分」と

総称する。）により、別紙２に記載する文書及び部分が公開された。 

 

第４ 申立人の主張の要旨 

本件処分においては、「特別養護老人ホーム整備運営事業者募集にかかる１次審査結果につい

て（報告）」及び「2008 年度募集 町田市特別養護老人ホーム整備運営事業者決定について（2011

年度開設分）」のうちの、本件選定手続（１次審査及び２次審査）における審査委員（以下「本

件審査委員」という。）の氏名及び役職の情報が非公開とされたが、本件審査委員は町田市の同

一部の部長及び課長７名で構成されており、かつ各本件審査委員の項目ごとの評価を見る限り

特定の２名の強い意向が影響して不自然な評価がなされた可能性が拭えないと感じること、及

び、本件候補者が特別養護老人ホームの建設を予定している場所は近隣に既存の特別養護老人

ホームが存在するため立地条件としては避けるべきにも関わらず選定されたことは不自然であ

ることを考えると、正確な審査及び公正・自由な評価の確保の観点から、本件審査委員の氏名

及び役職の公開を求める。 

 

第５ 実施機関の主張及び理由説明の要旨 

  「特別養護老人ホーム整備運営事業者募集にかかる１次審査結果について（報告）」及び「2008

年度募集 町田市特別養護老人ホーム整備運営事業者決定について（2011 年度開設分）」のうち

の、本件審査委員の氏名及び役職の情報については、本件処分において既に各本件審査委員の評

価書が公開されているため、更に各評価書に記載された本件審査委員の氏名及び役職を公開する

と、どの審査委員がどの評価書を記載したかが明確になるが、今後も高齢者福祉施設の整備にお

いて同様の審査が行われる可能性が十分考えられるところ、かかる審査委員の氏名等が公表され

るとすると外部から干渉されて審査委員の自由な評価が妨げられる恐れがあり、公正かつ適正な

意思決定に著しい支障が生じるため、本件条例第５条第１項第４号に基づき非公開とした。 

 

第６ 審査会の判断 

１．本件審査委員の氏名及び役職の情報 

本件で申立人が異議申立ての対象としている本件異議申立対象文書は、「特別養護老人ホーム

整備運営事業者募集にかかる１次審査結果について（報告）」及び「2008 年度募集 町田市特

別養護老人ホーム整備運営事業者決定について（2011 年度開設分）」のうちの、それぞれ本件

審査委員の氏名及び役職の部分である。町田市においては、本件選定手続のような提案審査に

おける判断は、元来、名前が表示されない専決で行われてきたことに鑑みれば、実施機関が本

件選定手続の透明化を図り、本件審査委員の氏名及び役職を非公開としつつも、その他の部分

を公開したことについては、一定の評価ができる。しかしながら、本件審査委員の氏名及び役

職の情報も、本件条例に規定する非公開事由に該当しない場合には、実施機関は原則通りこれ

を公開する必要がある。そこで、本件異議申立対象文書の非公開部分が本件条例に定める非公
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開事由の一に該当するかにつき検討する。 

この点、実施機関は、本件異議申立対象文書が本件条例第５条第１項第４号に規定する事由「市

又は国等の事務又は事業の運営に関する情報であって、公開することにより当該事務又は事業

の実施の目的を失わせ、又は公正かつ適正な実施を著しく困難にすると認められるもの」に該

当する理由として、既に各本件審査委員の評価書が公開されているため、更に各評価書に記載

された本件審査委員の役職及び氏名を公開すると、どの本件審査委員がどの評価書を記載した

かが明確になるが、今後も高齢者福祉施設の整備において同様の審査が行われる可能性が十分

考えられるところ、審査委員の氏名等が公表されるとすると、外部から干渉され各審査委員の

自由な評価が妨げられる恐れがある旨の主張をしている。 

しかしながら、かかる実施機関の主張は、外部から干渉され各審査委員の自由な評価が妨げら

れる恐れがある旨の抽象的な主張に留まり、2010 年４月 19 日における実施機関からの事情聴

取においても、それが具体的に説明されることはなかった。また、当該事情聴取によれば、本

件審査委員は、当時有効であった 2005 年 10 月１日施行の町田市「プロポーザルによる契約事

務手続きに関するガイドライン」の評価委員会にかかる規定に準じて設置されたとのことであ

るが、当該ガイドラインの５．の記載によれば、プロポーザル契約候補者選定委員会は、案件

ごとに事業担当課と契約課で協議の上設置されるとのことであるから、本件審査委員が必ずし

も今後も本件選定手続と類似の選定手続において選定委員になるというわけではなく、よって、

本件審査委員の氏名及び役職が公開されても、それが今後の選定委員の氏名及び役職の公開と

同一の意味を有するものではない。従って、本件異議申立対象文書は、本件条例第５条第１項

第４号の非公開事由には該当しない。 

また、本件選定手続は既に終了していることからすると、本件異議申立対象文書は、本件条例

第５条第１項第３号の非公開事由にも該当しない。さらに、本件異議申立対象文書は、本件条

例第５条第１項のその他の非公開事由にも該当しない。 

以上から、本件異議申立対象文書は本件条例に定める非公開事由には該当せず、よって実施機

関はこれを全部公開すべきである。 

 

２．今後の対応等 

  2010 年４月 19 日付けの実施機関からの事情聴取及び当審査会の調査によれば、現在は町田市

においては、本件選定手続のような提案審査は、2010 年３月１日付けで施行された町田市「契約

候補者を特定するためのプロポーザルガイドライン」を適用又は準用して実施されており、かか

る方法は高く評価されるものである。ただ、具体的運用として、各評価委員に「Ａ、Ｂ、Ｃ…」

と記号を付けて特定し、評価書の記入においては各評価委員の氏名及び役職ではなく当該記号を

記入するという傾向も見られる。かかる方法が情報公開制度の趣旨に反するか否かは別としても、

審査会による公開答申が逆に情報を残さないといった反作用を及ぼすこともありうることから、

今後も町田市において情報公開の質を維持することを望むものである。 

 

３．本件処分の過程について 

  第３に記載の通り、実施機関は、本件公開請求に対して 2009 年７月７日に最初の決定処分を

行い、その後 2009 年８月５日付けで本件異議申立てがなされた後、2010 年５月 27 日までの間に

合計７回にわたる決定処分によって徐々に情報を公開するとともに、１回の理由変更を行ってい

る。これは、当初の本件公開請求に対する処分としてはあまりに長期にわたり、かつ明確さを欠

く措置であると考える。実施機関は、本件条例第７条が情報公開請求に対する決定につき期間制

限及び理由付記を設けている趣旨、及び、遅れた情報公開はその価値を大幅に減殺する可能性が

あることに留意し、可及的速やかな決定を心がける必要がある。 

 

第７ 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 

 

1. 「2008 年度特別養護老人ホーム整備運営事業者の募集及び事前告知について」 

2. 「いきいき健康部契約等事務適正化委員会への付議について」 

3. 「2008 年度特別養護老人ホーム整備運営事業者応募に係る書類の訂正等について」 

4. 「2008 年度特別養護老人ホーム整備運営事業者応募受付および今後の日程について」 

5. 「特別養護老人ホーム整備運営事業者募集にかかる１次審査結果について（報告）」 

6. 「2008 年度町田市特別養護老人ホーム整備運営事業者選定に係る１次審査結果の通知につい

て」 

7. 「いきいき健康部適正化委員会の開催について（依頼）」 

8. 「いきいき健康部契約等事務適正化委員会の審議結果について（通知）」 

9. 「2008 年度募集 町田市特別養護老人ホーム整備運営事業者決定について（2011 年度開設分）」 

10．「2008 年度町田市特別養護老人ホーム整備運営事業者募集に係る審査 

  結果について（通知）」 

11．本件候補者が町田市いきいき健康部高齢者福祉課に提出した提案書（様式３による。） 

12．本件候補者が町田市いきいき健康部高齢者福祉課に提出した開設までのスケジュール（様式５

による。） 

13.本件候補者が町田市いきいき健康部高齢者福祉課に提出した、（仮称）町田市○○町特別養護老

人ホーム計画概要書、案内図、現況写真、平面図、立面図、断面図、及び各室面積表 

14.本件候補者が町田市いきいき健康部高齢者福祉課に提出した、町田市○○町土地所有者リスト、

公図、配置図、及び土地登記簿謄本 

15.本件候補者が町田市いきいき健康部高齢者福祉課に提出した、本件候補者の定款、及び履歴事

項全部証明書 

16.本件候補者が町田市いきいき健康部高齢者福祉課に提出した申込書（様式１による。） 

17.本件候補者が町田市いきいき健康部高齢者福祉課に提出した事業計画書概要（様式２による。） 

18.本件候補者が町田市いきいき健康部高齢者福祉課に提出した事業費・資金調達内訳等一覧表（様

式４による。）、及び機構借入金算出内訳 

19.本件候補者が町田市いきいき健康部高齢者福祉課に提出した利用者負担額の見込み 

20.本件候補者が町田市いきいき健康部高齢者福祉課に提出した土地売買契約確約書 

21.本件候補者が町田市いきいき健康部高齢者福祉課に提出した、平成１８年度社会福祉法人及び

社会福祉施設に係る指導監査の実施結果について（通知）、平成１８年度社会福祉法人及び社会

福祉施設に係る指導監査の実施結果について（報告）、平成１９年度社会福祉施設に係る指導監

査の実施結果について（通知）、平成１９年度社会福祉施設に係る指導監査の実施結果について

（報告）、平成１９年度介護サービス事業者等の実地指導の結果について（通知）、平成２０年

度社会福祉法人及び社会福祉施設に係る指導監査の実施結果について（通知）、及び平成２０年

度社会福祉法人及び社会福祉施設に係る指導監査について（報告） 

22.本件候補者が町田市いきいき健康部高齢者福祉課に提出した決算報告書及び財産目録 

23.本件候補者が町田市いきいき健康部高齢者福祉課に提出した役員名簿及び評議員名簿 

24.本件候補者が町田市いきいき健康部高齢者福祉課に提出した施設の概要及び事業計画書 

25.本件候補者が町田市いきいき健康部高齢者福祉課に提出した納税証明書 
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町 田 市 情 報 公 開 ・ 個 人 情 報 保 護 審 査 会 

2008 年度第３号事件（異議申立人 ○○○○） 

 

２０１０年 10 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 15 日付 08 町都区第 20 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 

 別紙本件対象文書目録記載１ないし４について、不存在を理由に不開示とした決定は妥当であ

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 15 日付 07 町都区第 890 号の４により行った個人情報不存在決定処分（以下「本件処

分」という。）を取消し、別紙記載の各文書（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、2007

年 12 月 18 日付個人情報開示等請求書で、実施機関に対し、本件対象文書について個人情報開

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２月 15 日付 07 町都区第 890 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４月１日、本件異議申立てを

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４月 15 日付 08 町都区第 20

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 30 日、同日付 08 町都区第 72 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 19 日、同日付「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「理由説明書（補充）」を提出した。 

８ 申立人は、2009 年 10 月８日、同日付「口頭意見陳述要旨」を提出した。 

９ 申立人は、2009 年 10 月 19 日、10 月 17 日付「口頭意見陳述要旨追加」を提出した。 

10 申立人は、2009 年 10 月 19 日、10 月 17 日付「振動による各種データ表の存在について」と

題する意見書を提出した。 

11 審査会は、2009 年 10 月 19 日、申立人から口頭意見陳述の聴取を行った。 

12 申立人は、2009 年 11 月４日、同日付「市以外への文書請求とそれらから」と題する意見書

を提出した。 
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13 申立人は、2010 年３月１日、同日付「08 年度３号事件意見書」と題する意見書を提出した。 

14 審査会は、2010 年４月 12 日、申立人に情報提供を依頼した。 

15 申立人は、2010 年４月 16 日、４月 14 日付「依頼文内容精査について」 

と題する意見書を提出した。 

16 申立人は、2010 年５月 11 日、５月 10 日付「依頼文内容精査について（その２）」と題する

意見書を提出した。 

17 審査会は、2010 年５月 13 日、申立人に再度、情報提供を依頼した。 

18 申立人は、2010 年５月 25 日、５月 21 日付「2008 年度第３号事件に係る情報提供（依頼）

08 町総市査第３号の 23  2010 年５月 12 日に対する資料送付について」と題する意見書を提出

した。 

19 申立人は、2010 年５月 25 日、５月 21 日付「補償コンサルタント登録規程に係る文書を示し

たことから」と題する意見書を提出した。 

 

第４ 申立人の主張の要旨 

 １ 本件対象文書１について 

     平成 19 年２月７日に市が申立人自宅の損傷につき補償金額を提示したが、その前提と

なる平成 21 年８月 12 日に開示された起案書によれば、補償の範囲は、「工事の振動によ

り影響を受けたと想定される部分」となっている。データを基にしなければ被害の程度や

算出はできないから、当然に東京都市建設行政協議会作成（当時。現在は東京都建設局編）

の「工事に伴う環境調査要領」に沿った振動測定のデータは残っているはずである。 

 ２ 本件対象文書２について 

町田市発行の「わが町まちづくり 区画整理だより 10 号」13 ページに、「調査員は、身

分証明書を常に携帯しておりますので不審の点がありましたら、おたしかめ下さい」と書

かれており、土地区画整理法第 72 条７項に「身分を示す証票又は市町村長の認可証を携

帯し関係人の請求があった場合においてこれを呈示しなければならない」とあるから、立

ち入り調査に携わった調査員の身分証明書が存在するはずである。 

 ３ 本件対象文書３について 

     ○○区画整理課長の時、補償コンサルタントの書類を見せてもらったことがあるから、

市は所有しているはずである。 

 ４ 本件対象文書４について 

     市は、補償額を決定する具体的根拠となる資料を有しているはずである。何の資料もな

く補償金額の提示を行うことは市の行動としてあり得ないから、ない事はありえない。 

 

第５ 実施機関の主張及び理由説明の要旨 

 １ 本件対象文書１について 

     振動に係るデータ等の文書は、忠生土地区画整理事業地内の区画道路の工事において作

成していない。 

また振動により家屋に損傷を与えたと判断する文書や図書も存在しない。 

２ 本件対象文書２について 

     財団法人東京都新都市建設公社（以下「公社」という。）から発行依頼がなかったので

発行していない。 

    当該家屋調査は、建物所有者との合意に基づき行った任意の調査であり、土地区画整理法

第 72 条７項に該当しないので、身分証明書の携行・呈示を必要としない。 

 ３ 本件対象文書３について 

     実務については、公社が行っており、市では（株）○○コンサルタントの申請書と各部

門が確認できる文書は所有していない。当時の担当者が、申立人に対し補償コンサルタン

トに関する文書を見せたとの事実は確認できない。 

４ 本件対象文書４について 

     提示した補償金額の積算根拠となる資料は、協議成立後、承諾書とともに補償金調書と
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して、公社から市に送付される。現在、申立人との協議は未了のため、市に補償金及びそ

の積算根拠となる資料はない。 

 

第６ 審査会の判断 

１．対象文書１について 

（１）対象文書１ 

本件対象文書１は、別紙対象文書目録１記載の、忠生区画整理道路築造第 70 号工事に係る、

振動に係わる文書 1)ないし 14)である。 

申立人が開示を求めている対象文書１「忠生区画整理道路築造第 70 号工事に係る、振動に係

わる文書」が、事業全体に関する振動調査を指すのか、申立人宅の損傷に関して申立人宅に関

して個別に行われたはずと申立人が考える振動調査を指すものか、開示請求書の記載からは必

ずしも明確ではない。また、原処分がいずれと特定したうえでの判断なのかも必ずしも明らか

ではない。  

しかし、本件が個人情報の開示請求であること、また申立人は自宅の損傷に関する補償金額

算定の根拠となるデータがあるはずと主張していること、さらに口頭意見陳述においても自宅

の損傷の補償交渉に関連して振動のデータがあるはずと主張していたことに鑑み、申立人宅の

損傷に関して申立人宅に関して個別に行われたはずと申立人が考える振動調査に関する文書を

対象文書１として判断する。 

(２) 対象文書１についての申立人および実施機関の主張 

   ア．申立人は、忠生区画整理道路築造第70号工事の施工によって申立人宅が損傷した件に関し、

平成 19 年２月７日に市が補償金額を提示したが、平成 21 年８月 12 日に開示された 2007 年 1

月 30 日付け起案書添付資料には、補償の範囲は「工事の振動により影響を受けたと想定され

る部分」となっている。データを基にしなければ被害の程度や算出はできないから、当然に

申立人に対する補償金額算定の根拠となるデータがあるはずであり、東京都市建設行政協議

会作成の「工事に伴う環境調査要領」に沿った振動測定のデータは残っているはずである旨

主張する。 

   イ．これに対し、実施機関は、忠生区画整理道路築造第 70 号工事に関して、実施機関はもとよ

り公社においても振動調査は行っていない。したがって、振動に係るデータ等の文書は忠生

土地区画整理事業地内の区画道路の工事において作成していない。また振動により家屋に損

傷を与えたと判断する文書や図書も存在しないと主張する。 

（３） 審査会の判断 

ア．実施機関の説明によれば、忠生区画整理道路築造第 70 号工事は、市から公社に委託して、

公社を実施主体として施行されている事業であるから、事業実施にあたり必要な調査（工事

に伴う環境調査を含む）や、事業に伴う補償業務（補償金額を設定するために調査を要する

ときはその調査を含む）もまた公社において行うものであるとのことであった。 

当審査会において調査したところ、忠生区画整理道路築造第 70 号工事について、市と公社

との間で業務委託契約が締結されており、公社において事業を実施し、事業の実施にあたり

必要な調査は公社がそれを行うこととされていることが確認された。したがって、実施機関

においては振動調査を行っておらず、振動に係るデータ等の文書・図書は作成していないと

の実施機関の説明は首肯できる。 

イ．次に、公社において申立人宅に関して振動調査を実施し、実施機関が公社から調査結果を

取得している可能性について検討する。 

当審査会が実施機関から聴取し、また当審査会事務局を通じて公社に問い合わせたところ、

忠生区画整理道路築造第 70 号工事においては、公社は事業全体としても申立人宅に関しても

振動調査を実施していないことが確認された。そうすると、公社において実施した申立人宅

に関する振動調査に係るデータ等の文書・図書を、実施機関が取得することもないことは明

らかである。 

ウ．以上により、実施機関は対象文書１を保有しておらず、不存在を理由に不開示とした原決

定は妥当であると認められる。 
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２．対象文書２について 

（１）対象文書２ 

本件対象文書２は、2005 年（平成 17 年）11 月 22 日に申立人・公社・実施機関（町田市都市

計画部区画整理担当部長名）の三者間での覚書（以下「覚書」という。）に基づく、17 東新公

総第 2252 号忠生地区家屋調査委託業務（その２）に伴う、土地区画整理法第 72 条７項に基づ

き施行者が発行した別紙対象文書目録２記載の 10 名の調査員の身分証明書である。 

（２）申立人および実施機関の主張 

ア.申立人は、要旨以下のように主張している。 

忠生区画整理道路築造第 70 号工事の最中に、申立人が公社作業員に対し、「私の家も見てほ

しい」と申し入れて、見てもらったことがある。その際、身分証明書の提示はなかったが、申

立人が後に土地区画整理法を勉強したところ、立ち入りには身分証明書を提示する必要がある

と分かった。町田市発行の「わが町まちづくり 区画整理だより 10 号」13 ページに、「調査員

は、身分証明書を常に携帯しておりますので不審の点がありましたら、おたしかめ下さい」と

書かれており、土地区画整理法第 72 条７項に「身分を示す証票又は市町村長の認可証を携帯し

関係人の請求があった場合においてこれを呈示しなければならない」とあるから、立ち入り調

査に携わった調査員の身分証明書が存在するはずである。 

イ.これに対し、実施機関は、公社から発行依頼がなかったので発行してい 

ない、当該家屋調査は建物所有者との合意に基づき行った任意の調査であり、土地区画整理法

第 72 条７項に該当しないので、身分証明書の携行・呈示を必要としないからである、と主張

している。 

（３）審査会の判断 

ア．申立人が主張するように、市が 1991 年８月発行した「わが町まちづくり 区画整理だよ

り 10 号」13 ページに「調査員は身分証明書を常に携帯しておりますので不審の点がありま

したら、おたしかめ下さい」と書かれていること、土地区画整理法第 72 条７項に「その身

分を示す証票又は市町村長の認可証を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これ

を呈示しなければならない」との定めがあることが認められる。 

土地区画整理法第 72 条７項は、「（同条）第 1項の規定により」、すなわち、本件に即して

みると、市長は土地区画整理事業の施行の準備または施行のために他人の占有する土地に立

ち入って測量しまたは調査する必要がある場合に、委任した者に立ち入らせる場合について

定めるものであり、公権力の行使として立ち入り等を行うに当たっての規定である。 

これに対して、実施機関は、本件は任意の調査であって土地区画整理法第 72 条７項に定

める場合にあたらず、公社から発行依頼がなかったので発行していないと主張する。 

この点について、申立人は、口頭意見陳述において、忠生区画整理道路築造第 70 号工事

の最中に、申立人が公社作業員に対して「私の家も見てほしい」と申し入れて見てもらった

と述べた。また、「覚書」第四には、申立人が敷地及び建築物内部への調査員の立入に協力

する旨の記載が認められる。これらのことから、申立人が立ち入りを認めたものであり、任

意の調査であって土地区画整理法第 72 条７項が予定する場合にはあたらないので身分証は

発行していないとする実施機関の説明には合理性があるものと認められる。 

イ．仮に、身分証明書が発行された場合、土地区画整理法第 72 条７項にいう「その身分を示

す証票又は市町村長の認可証」は、市長が発行する公文書ではあるが、それを保有するのは

民間の作業員・調査員たる個人であって、実施機関は記録としてその写しを保管するのみで

ある。 

そこで、当審査会において、区画整理課が保管している発行済み身分証明書の写しのファ

イルを見分したところ、ファイル中には、申立人が主張する別紙対象文書目録２記載の 10

名の調査員の身分証明書の写しは存在しないことが確認された。 

ウ．したがって、いずれにしても実施機関が対象文書２を保有していないとして不存在を理由

に不開示とした原決定は妥当であると認められる。 

 

３．対象文書３について 
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（１）対象文書３ 

本件対象文書３は、別紙対象文書目録３記載の、国土交通省作成「補償コンサルタント登

録規程」に係る、（株）○○コンサルタントの登録申請書と各部門登録が確認できる文書（平

成 7年度から平成 19 年度分）である。 

（２）申立人および実施機関の主張 

ア．申立人は、当時の区画整理課長から、（株）○○コンサルタントの代表者の学校名の入っ

た書類を見せてもらったことがあるから、市は補償コンサルタント登録規程（以下「規程」

という。）に係る（株）○○コンサルタントの申請書と各部門登録が確認できる文書（平成 7

年度から平成 19 年度分）を所有しているはずであると主張する。 

イ．これに対し、実施機関は、実務については、公社が行っており、市では（株）○○コンサ

ルタントの申請書と各部門が確認できる文書は所有していない、当時の担当者が申立人に対

し補償コンサルタントに関する文書を見せたとの事実は当時の市の担当者および公社に問

い合わせたが確認できないと主張する。 

（３）審査会の判断 

審査会において、申立人が主張する「規程」、及び「補償コンサルタント登録規程の施行

および運用について」と題する国土交通省土地・水資源局総務課長通知（以下「通知」とい

う。）を見分したところ、補償コンサルタントの登録申請は、登録を受けようとする者が国

土交通大臣宛てに登録申請書を提出して行う（規程４条１項）、登録申請書には略歴書を添

付することとされている。 

（株）○○コンサルタントが法人として補償コンサルタント登録をしようとする場合、同

社は国土交通大臣宛てに登録申請書を提出することが求められているが、公共事業の実施主

体である自治体（本件では町田市）宛てに提出するものとはされていない。したがって、登

録の機会に実施機関が本件対象文書３を取得することはない。 

本件区画整理事業の実施を市から委託されている公社が、受任業務の一環として補償コン

サルタントを選定するに際し、登録簿（規程 5 条 1項）の確認、補償コンサルタント登録通

知書（規程 5 条、通知 5（1））の提出を求めるなどして、同社の登録の有無、登録事項を確

認しているものと考えられ、それに伴い公社が本件対象文書３を保有している可能性はある

が、実務については公社が行っており、（株）○○コンサルタントの申請書と各部門が確認

できる文書は公社から市に提出されておらず、市では保有していないとする実施機関の説明

は一般的には一応首肯できるところである。 

ただし、申立人は、当時の区画整理課長から、（株）○○コンサルタントの特定社員の学

校名の入った書類を見せてもらったことがある、ビデオにも撮影しているから、市は保有し

ているはずと主張するので、審査会は申立人に対し、参考のため、申立人がビデオ撮影した

という登録申請者の略歴書を情報提供として提出するよう依頼した。申立人が依頼に応じて

提出した平成 22 年５月 21 日付「2008 年度第３号事件に係る情報提供（依頼）08 町総市査

第３号の 23  2010 年５月 12 日に対する資料送付について」と題する意見書には、別人が関

東整備局から開示され得たビデオにあった内容と一致の文書として、登録申請者（（株）○

○コンサルタント代表取締役）の略歴書が、またその他資料として、実施機関から申立人に

対する通知書、国土交通省関東地方整備局長から（株）○○コンサルタント宛の「補償コン

サルタントの登録について（通知）」、「（株）○○コンサルタントからの聴取内容についてと

題するメモ」、さらに参考資料として補償業務管理者証明書が添付されていた。提出された

登録申請者の略歴書には確かに代表者の最終学歴の記載があり、また、補償業務管理者証明

書、「補償コンサルタントの登録について（通知）」、「（株）○○コンサルタントからの聴取

内容についてと題するメモ」もまた、申立人の言う「規程に係る（株）○○コンサルタント

の申請書と各部門登録が確認できる文書」に関連するものであると認められる。 

これについて、当時の区画整理課長が申立人に対してこれらの文書を提示した事実の有無

を審査会事務局より当時の市の担当者及び公社担当者に問い合わせたところ、これを記憶し

ている者はおらず、事実関係は確認できなかった。さらに、担当課をして本件対象文書３を

保有していないかどうか探索させたが、発見されなかった。 
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以上のことから、申立人が当時の課長から見せられたと称する文書が、本件対象文書３に

該当するものか否かは今となっては確認できず、仮に該当するとしても、探索の結果、少な

くとも現在、実施機関はこれを保有していないので、不存在により不開示とした原決定は妥

当であると認められる。 

 

４．対象文書４について 

（１）対象文書４ 

本件対象文書４は、忠生区画整理道路築造第 70 号工事にあたり、申立人宅が損傷したと

の申立人からの申し入れに応じて、公社から申立人に対して提示された、別紙対象文書目録

４記載の６回分の補償金額の算定の具体的根拠と内訳の分かる資料と図書である。 

（２）申立人および実施機関の主張 

ア．申立人は、市が申立人宅の損傷についての補償額を提示している以上、補償額を決定す

る具体的根拠となる資料を有しているはずである、何の資料もなく補償金額の提示を行う

ことは市の行動としてあり得ないから、ない事はありえないと主張する。 

イ．これに対し、実施機関は、補償業務は公社がなすべきものであり、したがって積算も公

社が行っていることを前提に、提示した補償金額の積算根拠となる資料は、協議成立後に

承諾書とともに補償金調書として公社から市に送付される、現在は申立人と公社との協議

は未了のため、公社から市に補償金額の積算根拠となる資料は送付されておらず、市はこ

れを保有していない旨の主張をしている。 

（３）審査会の判断 

申立人宅が本件土地開発事業に伴う工事の振動により損傷したとの申立人の申し出を受

けて、公社は申立人に対し、複数回にわたり補償金額の提示をしているが、各回の補償金額

は 1円単位の端数を伴う金額であることから、具体的な項目ごとの積算が行われているもの

と推測されるところ、実施機関は、補償業務は公社がなすべきものであり、したがって積算

も公社が行っている、提示した補償金額の積算根拠となる資料は、協議成立後に承諾書とと

もに補償金調書として公社から市に送付される、現在は申立人との協議は未了のため、公社

から市に補償金額の積算根拠となる資料は送付されておらず、市はこれを保有していないと

説明しており、実施機関のこのような説明は、一般的には首肯されるところである。 

ただし、本件では、申立人宅損傷に関する補償交渉をめぐり、前記「覚書」が交わされて

いる経緯があるため、申立人が、一般の場合と異なり、公社だけでなく実施機関が補償金額

の積算に関与しているはずであり、実施機関がそのための資料を有しているはずであると考

えるのも無理からぬことである。審査会が実施機関から聴取したところ、申立人と公社の補

償交渉の場に市の担当者が同席したこともあるとのことであるから、なおさらである。 

    しかしながら、当審査会が実施機関から聴取したところによれば、実施機関は、「覚書」

を交わしたものの、積算は従前通り公社に任せ、自らこれを行なわなかった、積算のための

具体的資料の提出を公社に求めておらずまた提出されていないのでこれを保有していない

とのことであり、審査会事務局が担当課をして本件対象文書４を保有していないかどうか探

索させたが、発見されなかった。 

    実施機関は、申立人との間で「覚書」を交わした後も補償金額の積算には携わらず、実施

機関と公社との役割分担に従って公社に任せていたというのであるから、申立人からどのよ

うに見えていたか、また、実施機関の配慮の適否の点はともかくとして、実施機関において

本件対象文書４を保有していないとの説明には不自然な点はなく、また探索の結果その存在

を確認できなかったので不開示とした原決定は妥当であると認められる。 

 

５．結論 

     以上のとおりであるから、本件対象文書１ないし４について、不存在を理由に不開示とした

原決定は妥当である。 
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別紙 

 

【対象文書】 

 

１．忠生区画整理道路築造 70 号工事に係る、振動に係わる文書 

１）建設工事の振動測定データ表（ディーゼルハンマー、ドロップハンマー等） 

２）建設工事の振動測定データ表（振動パイプレッドライバ） 

３）ブレーカーの振動測定データ表 

４）ブルドーザの振動測定データ表 

５）空気圧縮機の振動測定データ表 

６）振動ローラの振動測定データ表 

７）ダンプトラック等の振動測定データ表 

８）舗装版破砕機等の振動測定データ表 

９）鋼球の振動測定データ表 

10）測定結果一覧表 

11）東京都地盤地質図等（参考に使用したもの） 

12）測定時の振動レベル波形記録紙 

13）環境調査委託契約書の写しと添付書類及び公社に求めた資料 

14）震動によるものと判断した根拠となる図書 

 

２．17 東新公総第 2252 号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 

１）○○ ○○   ６）○○ ○○ 

２）○○ ○○       ７）○○ ○○  

３）○○ ○○   ８）○○ ○○ 

４）○○ ○○   ９）○○ ○○ 

５）○○ ○○        10）○○ ○○ 

 

３．補償コンサルタント登録規程に係る、株式会社○○コンサルタントの申請書と各部門登録が確

認できる文書（平成７年度から平成 19 年度分） 

 

４．町田市情報公開・個人情報保護審査会条例に基づく 

07 町都区第 543 号 2007 年９月７日町田市情報公開・個人情報保護審査会会長 野村武司様宛 

理由説明書（補充）の提出について に係る 

意見書 別紙１にある補償金額についての事実認否で金額提示したとする下記の金額の算出に

至った具体的根拠と内訳のそれぞれ分かる資料と図書 

 

記 
 

平成 10 年 ２月 13 日 2,592,732 円   

         ８月 14 日 3,629,503 円 

平成 11 年 １月 22 日 4,725,200 円 

         ５月  7,643,532 円 

          10 月       13,030,968 円 

平成 18 年 ２月 20 日 5,269,879 円の折半 
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町 田 市 情 報 公 開 ・ 個 人 情 報 保 護 審 査 会      

2008 年度第 7 号事件・2009 年度第 1 号事件 

（異議申立人 ○○ ○○） 

 

２０１０年１２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 10 月 25 日付 08 町い高第 2053 号（2008 年度第７号事件）及び 2009 年４月６日付 08 町

い高第 3546 号（2009 年度第１号事件）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、2008 年９月２日付及び 2009 年２月 16 日付で町田市長に対して行った個人情報

開示等請求（訂正請求）に対して、町田市長が 2008 年９月 19 日付 08 町い高第 1767 号及び 2009

年３月９日付 08 町い高第 3329 号をもって行った個人情報非開示等（非訂正）決定処分は、妥当

である。 

 ただし、町田市長が 2008 年９月 19 日付 08 町い高第 1767 号をもって行った処分に係る文書に

ついては、第１に、当該記載について訂正の請求があることを追加記載すること、第２に、本件答申

文を添付することの２つの措置を実施機関は講じるべきである。 

 

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 年度第７号事件及び 2009 年度第１号事件の個人情報非開示等決定処分（以下「本件処分」

という。）を取消し、町田市保健介護推進担当部長が異議申立人にあてた書類（以下「本件対象

文書」という。）に記載された文書の訂正をするとの決定を求めた。 

 

第３ 本件事案の経緯 

 申立人は、今回２事件について異議申立てをし、いずれも当審査会の審査に付されているが、

両事件は申立人に係る一連の事件に関して当該実施機関の部長が申立人にあてた回答について

の正請求であることから、当審査会は下記の２事件を併合審査することにし、答申も一本化させ

ることとした。 

 ２００８年度第７号事件 

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 22 条の規定により、2008

年９月２日付個人情報開示等請求書で、実施機関に対し、本件対象文書について個人情報開示

等（訂正）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９月 19 日付 08 町い高第 1767 号で個人情報非開示等

（非訂正）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９月 24 日付異議申立書で、同

日本件異議申立てを行った。 

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 10 月 25 日付 08 町い高第 2053

号により当審査会に諮問した。 

５ 実施機関は、2008 年 12 月２日、2008 年 11 月 27 日付 08 町い高第 2053 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 12 月 15 日、同日付要望書を提出した。 

７ 実施機関は、2009 年１月９日、同日付「理由説明書（補充）の提出について」を提出した。 
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８ 申立人は、2009 年２月 13 日、同日付「意見書」を提出した。 

９ 審査会は、2009 年７月 27 日、実施機関から事情聴取を行った。 

10 申立人は、2010 年７月 12 日、口頭意見陳述を行った。 

 

２００９年度第１号事件 

１ 申立人は、本件条例第 22 条の規定により、2009 年２月 16 日付個人情報開示等請求書で、実

施機関に対し、本件対象文書について個人情報開示等（訂正）請求を行った。 

２ 実施機関は、申立人に対して、2009 年３月９日付 08 町い高第 3329 号で個人情報非開示等（非

訂正）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 2009 年３月 13 日付異議申立書で、同

日本件異議申立てを行った。 

４ 実施機関は、本件条例第 30 条第２項の規定に基づき、2009 年４月６日付 08 町い高第 3546

号により当審査会に諮問した。 

５ 実施機関は、2009 年６月 11 日、2009 年６月３日付 09 町い高第 234 号により「理由説明書

の提出について」を提出した。 

６ 審査会は、2009 年７月 27 日、実施機関から事情聴取を行った。 

７ 申立人は、2009 年８月 10 日、同日付「意見書」を提出した。  

８ 申立人は、2010 年７月 12 日、口頭意見陳述を行った。 

 

第４ 申立人の主張の要旨 

  2008 年度第７号事件に関して、申立人は、本件対象文書中に記載されている申立人がその○○

に対して行ったとされる「暴言・暴力」はないため、その訂正を主張する。その理由として、「暴

言・暴力」の有無について市は一切調査していないこと、市は、個人情報の収集に当たってはそ

の目的等を明示して本人たる申立人から直接収集しなければならないはずであるが、それがなさ

れておらず、町田市個人情報保護条例に違反するやり方で申立人の個人情報を収集していること、

また○○警察署において調書を取られておらず、被害届も提出されていないことから、「暴言・

暴力」があったとの認定はできないことなどを挙げる。 

   また、2009 年度第１号事件に関して、申立人は、本件対象文書中に記載されている申立人と○

○が市役所で話し合いをし、今後どうするかを決定したのは申立人ではないため、その訂正を主

張する。その理由として、○○警察署の依頼の経緯の中で職員が同席したこと、市が市役所の会

議室を提供し職務として職員がかかわったこと、異議申立人の○○から切り離すため実施機関の

意向で職員に話を進められたこと、実施機関の職員が申立人の生活費・引越代金・ガス代金を決

めるなど積極的に係わり話を進めてまとめたことなどで市が申立人のプライバシーに深く係わ

ったことを挙げる。 

 特に実施機関が金額を提示したことに対しての積極的なかかわりを否定したことについては、理

由書文中「もし職員が金額を提示したとしても、それは○○と申立人の意向」の、「もし」とい

う説明はおかしいとし、職員の積極的なかかわりを強調する。 

 

第５ 実施機関の主張及び理由説明の要旨 

2008 年度第７号事件に関して、実施機関は、その訂正に応じられないと主張する。その理由と

しては、市は、○○警察署○○課からの依頼により申立人の○○の緊急保護を行っているのであ

り、その際の警察からの電話連絡の内容及び対象となった○○から高齢者福祉課の担当職員が聞

き取った話から、「暴言・暴力」の存在を確認していること、個人情報収集については、「市民の

生命、身体の安全又は財産の保護のため緊急やむを得ない理由があるとき」（町田市個人情報保

護条例（平成元年３月 31 日条例第５号）第９条第２項第２号）には、本人以外のものから個人

情報を収集することができることが認められており、町田警察署からの通報があった本件はこの

場合に当たるから、本件条例に違反するやり方で申立人の個人情報を収集してはいないこと、ま

た、○○警察署における調書の採取の要否は警察の捜査上の問題であって市の判断の及ばないこ

とであることから、さらに、そもそも「暴言・暴力」の記載も、○○警察署からの通報を受けた
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内容を記載したにとどまるものであることなどを挙げる。 

また、2009 年度第１号事件に関しても、実施機関は訂正に応じられないと主張する。その理由

としては、職員が同席したのは、申立人から「生活費等について自分の意向もあるので○○とあ

って話し合わなければ応じられない」と連絡があったこと、申立人の○○を緊急保護して以降、

職務としてかかわりそのために会議室を提供したこと、申立人から○○を切り離したのは○○の

意向などであること、職員が話し合いの中で申立人の生活費など決めるなど積極的なかかわりを

もって話を進めてまとめたことは○○と申立人の意向であったことなどを挙げる。 

 

第６ 審査会の判断 

 １ 本件対象文書 

 本件対象文書は、申立人からの質問に対する 2005 年４月 13 日付の健康福祉部保健介護推進担当部

長名の回答文書（2008年度第７号事件及び2009年度第１号事件。以下「対象文書１」という。）、申

立人からの同年４月25日付の質問状に対する同年４月26日付の同部長名の回答文書（2008年度第７

号事件。以下「対象文書２」という。）及び申立人からの同年５月27日付の問い合わせ文書に対する

同年 6月７日付の同部長名の回答文書（2008 年度第７号事件。以下「対象文書３」という。）の３件

の文書である。 

 

 ２ 本件請求に対する当審査会の判断 

 （１）本件条例は、保有個人情報の訂正の請求について、「市民は、自己に関する保有個人情報につ

いて事実に誤り又は不正確な内容があると認めるときは、実施機関に対し、保有個人情報の訂正を請

求することができる。」（第22条第１項）と定める。 

   申立人は、本件対象文書に記載されている、「暴言・暴力」との記載の訂正（2008年度第７号事件）、

及び、「市役所で○○○○と○○○○の話し合いを行いました。話し合いによってどうするかを決め

たのは、○○○○と○○○○であり、高齢者福祉課が決めたものではありません。」の訂正（2009 年

度第 1 号事件）を求めているので、各記載について、その「事実に誤り」があるか否か、又は、「不

正確な内容」があるか否かが問題となる。 

 

 （２）町田市総務部市政情報課発行の『町田市の個人情報保護条例－その意義と解説－』（2006年 11

月）によると、本件条例第22条第１項にいう「事実に誤り」とは、「実施機関の管理する保有個人情

報の内容が事実に照らして誤っていることをいう」とされている（同書99頁）。そして、「客観的な

事実に関する誤りについての訂正権は認められるが、本人に関する他の者の評価や意見等の価値判断

を含む記録において、その内容が本人の価値判断と違うといった場合」は、本件条例第22条第１項に

いう「事実に誤り」に当たらない、とされている（同書99頁）。ただし、「その場合でも、誤った事

実の認識に基づいて、不正確な評価がなされているときは、訂正を請求することができる」（同書 99

～100頁）。 

  また同様に、「不正確な内容」とは、「必ずしも誤りとまではいえないが、そのままでは事実の記

録として不十分なものをいう」とされ、「その事実が過去のことであるにもかかわらず、現在もその

事実が続いているがごとき記録がなされている場合」がその例として挙げられている（同書100頁）。 

 

 （３）はじめに、対象文書１、対象文書２及び対象文書３に見られる「暴言・暴力」との記載につい

て判断する。 
ア．「暴言・暴力」との記載について 
当該記載は、実施機関からの説明によると、○○警察署○○課からの電話連絡の内容、及び、そ

の連絡に基づき実施機関において行われた緊急保護の対象となった申立人の○○から高齢者福祉課

の担当職員が聴き取った話に基づきなされたものと認めることができる。したがって、当該記載が、

「不正確な内容」であるとは考えることはできない。 

  また、当該記載は、本人（の当該記載の対象となったある行為）に関する他の者（本件の場合には、

上記のとおり、実施機関の担当部署へ電話連絡を行った○○警察署○○課所属の警察官）の評価等

の価値判断を含む記録であると認められる。したがって、当該記載に、本件条例第 22条第１項にい
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う「事実に誤り」があると認めることもできない。 

 さらに、警察からの電話連絡を受けて実施された緊急保護は、市民の生命、身体の安全の保護の

ため緊急やむを得ない措置に該当すると認めることができるので、これに関する個人情報を本人以

外のものから収集することが許されると解される（本件条例第９条第２項第２号）。 

  それ故、「暴言・暴力」との記載が、本件条例第22条第１項にいう「事実に誤り又は不正確な内

容」がある記載であると認めることはできない。この点に関する実施機関の判断は妥当である。 
イ．実施機関に求められる措置 
ただし、実施機関は次のような措置を講ずる必要があると考える。すなわち、対象文書１、対象

文書２及び対象文書３に、第１に、当該記載について訂正の請求があることを追加記載すること、

第２に、本件答申文を添付することの２つの措置を実施機関は講じるべきである。 
  たしかに、アにおいて述べたとおり、当該記載の訂正は認めることはできない。しかし、実施機関

の説明するとおり、当該記載が○○警察署からの通報を受けた内容を記載したにとどまるもので

あるとしても、当該記載が実施機関の公文書になされていることから、実施機関が当該記載の事実

のあったことを積極的に肯定していると申立人は考え、そして、当該記載がなされていることによ

り、当該保有個人情報が一人歩きするなどして、申立人にとり今後不測の不利益が生じるのではな

いかとの不安をいだいているところである。本件においては、申立人のこのような不安に配慮すべ

き点がまったく認められないわけでもない。それ故、上述のとおりの措置を実施機関に求めること

とする。 
 

 （４）次に、対象文書１に見られる「市役所で○○○○と○○○○の話し合いを行いました。話し合

いによってどうするかを決めたのは、○○○○と○○○○であり、高齢者福祉課が決めたものでは

ありません。」との記載に関して判断する。 
  ア．当該記載の第１文について 

当該記載の第１文は、実施機関からの説明によると、実施機関の担当部署の職員が同席する下で

市役所内の会議室において申立人とその○○との話し合いが行われたとの事実に基づき、その記載

がなされたものと認められる。したがって、当該記載のうち、その第１文には、「事実に誤り」や、

「不正確な内容」があるとは認められない。 
それ故、この点に関する実施機関の判断は妥当である。 

  イ．当該記載の第２文について 
  実施機関の説明によると、担当部署の職員が、申立人及びその○○の意向に基づき、話し合いの

中で申立人の生活費など決めるなど積極的なかかわりをもって話し合いが進められてきたことが認

められる。ただし、実施機関の担当部署の職員がそのように積極的かかわったのは、申立人とその

○○の間では自発的にほとんどは話し合いが始められなかったため、申立人とその○○とで相談し

て欲しいとまずは促したが、それでもなお話し合いは進まなかったため、やむを得ず、また、申立

人及びその○○の意向もあったため、担当部署の職員が申立人の生活費など必要と考えうる項目に

ついて１つ１つ提案をし、そして、申立人及びその○○の確認をとりながら、進めていったという

ことである。このことを疑う根拠は見出せない。 
  とするならば、申立人及びその○○の意向をもとにして、上記のようなやり方を経て行われた話

し合いの終結のありようを、実施機関の担当部署である「高齢者福祉課が決めたものではありませ

ん」と記載することには、客観的な事実に誤りがあるとはいえず、また、そのままでは事実の記録

として不十分なものであるともいえない。また、「話し合いによってどうするかを決めたのは、○

○○○と○○○○であり」との記載についても、当該話し合いが例えば裁判の手続などの何らかの

正式な手続に基づくものではなく、したがって、当事者である申立人及びその○○以外には考える

ことはできないことなどに照らしてみると、そこに「事実に誤り」や、「不正確な内容」があると

は認めることはできない。 
それ故、この点に関する実施機関の判断は妥当である。 

 
３ 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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