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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」における請求者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、２０１１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 

（２０１１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） 
中 村 晶 子 弁 護 士 

１９９９年１０月～ 

２０１１年１０月 

 職務代理

（10 月以降） 
木 藤 静 夫 元大東文化大学講師 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 

  委 員 橘 高 真佐美 弁 護 士 ２０１１年１０月～委嘱 

 

 

２ ２０１１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１１回開催され、２００８年度から２０１１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   ２０１１年４月１８日開催 

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２回審査会   ２０１１年６月６日開催 

２００８年度第５号事件内部討議 

 ２００８年度第６号事件内部討議 

 ２００９年度第８号事件内部討議 

第３回審査会   ２０１１年６月２７日開催 

２００８年度第５号事件内部討議 

２００９年度第８号事件内部討議 

第４回審査会   ２０１１年７月２５日開催 

２００９年度第６号事件内部討議 

２００９年度第８号事件内部討議 

２００９年度第９号事件内部討議 

第５回審査会   ２０１１年９月１２日開催 

２００８年度第８号事件異議申立人の口頭意見陳述 

２００８年度第９号事件異議申立人の口頭意見陳述 

 ２００９年度第８号事件内部討議 

第６回審査会   ２０１１年１０月１７日開催 

２００８年度第８号事件内部討議 

２００８年度第９号事件内部討議 

第７回審査会   ２０１１年１１月２５日開催 
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 会長職務代理の選任 

２００８年度第８号事件内部討議 

２００８年度第９号事件内部討議 

２０１０年度第１号事件実施機関の事情聴取 

第８回審査会   ２０１１年１２月１９日開催 

２００８年度第８号事件内部討議 

２００８年度第９号事件内部討議 

２００９年度第７号事件内部討議 

２０１０年度第１号事件内部討議 

第９回審査会   ２０１２年１月２３日開催 

２００８年度第８号事件内部討議 

２００８年度第９号事件内部討議 

２００９年度第７号事件内部討議 

２０１０年度第１号事件内部討議 

第 10 回審査会   ２０１２年２月２４日開催 

２００８年度第９号事件内部討議 

２００９年度第７号事件内部討議 

２０１０年度第１号事件内部討議 

第 11 回審査会   ２０１２年３月２６日開催 

２００８年度第９号事件内部討議 

２００９年度第７号事件内部討議 

２０１０年度第１号事件内部討議 

２０１１年度第１号事件内部討議    

    ２０１１年度第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、２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  ２件 ０件  ２件 

個人情報開示等請求  ０件 ０件  ０件  

合  計  ２件 ０件  ２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５号事件、同第６号事件、２００９

年度第６号事件、同第８号事件、同９号事件）。答申は９２ページ～１１２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 ２件 ３件 ５件 
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５ ２０１１年度審査会事件一覧 
 

  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  

答申年月日 ２０１１． ７．２２ 答申内容 原処分維持 

決定年月日 ２０１１． ８. ２６ 決定内容 答申のとおり 

 

「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にある町田市と

東京都新都市建設公社が㈱○○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ほかなど」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２０１１年７月

２２日に答申がありました。 

 

２００８年度第６号事件（公文書公開請求） 

公開請求年月日 ２００９． 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 

答申年月日 ２０１１． ７．２２ 答申内容 原処分維持 

決定年月日 ２０１１.  ８. ２６ 決定内容 答申のとおり 

 

「町田市告示第８０号起案書ほか」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異議申立てがあり、審査会にて審査の結果２０１１年７月２２日に答申

がありました。 

 

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 

答申年月日 ２０１２． １．１３ 答申内容 一部認容 

決定年月日 ２０１２.  １. ２７  決定内容 答申のとおり 

 

「町田市玉川学園○丁目○○○○番の共同住宅建築計画についての建築確認申請書及び添

付書類のうち位置図、配置図、平均地盤の算定図」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

２０１２年１月１３日に答申がありました。 

 

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 

答申年月日 ２０１２． １．１３ 答申内容 原処分維持 

決定年月日 ２０１２． １. ２７ 決定内容 答申のとおり 
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「０７町都開開第３６号の開発行為許可について、敷地に関する道路の通過交通が少ないこ

との判定の根拠とした文書」について、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、審査会にて審査の結果２０１２年１月３日に

答申がありました。 

 

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 

答申年月日 ２０１２． １．１３ 答申内容 一部認容 

決定年月日 ２０１２.  １. ２７ 決定内容 答申のとおり 

 

「都市計画法第３７条の規定による「０７町都開認第７号」の承認の申請及び決裁の文書」

について、公文書公開請求が行われ、実施機関は「部分公開」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２０１２年１月１３日に答申がありました。 

 

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  

 

「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７号事件（公文書公開請求） 

公開請求年月日 ２００７．１２．１８ 決定内容 部分公開 

不服申立年月日 ２００８．  ３．１９ 諮問年月日 ２００９．１１．１８  

 

   「町田市都市計画忠生土地区画整理事業の遂行によって建物の移転が必要となる建物所有者

に対してなされた、平成５年度と同８年度に移転が予定されていた建物の所有者に対する説明

会の通知に関する起案書とその添付書類」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。 

 

  ２０１０年度第１号事件（公文書公開請求） 

公開請求年月日 ２０１１． １．２４ 決定内容 部分公開 

不服申立年月日 ２０１１．  ２．２８ 諮問年月日 ２０１１． ３．１１  
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   「町田市立町田第一小学校防音（２年度）及び給食室増築・改修空気調和設備工事の最低制

限価格の計算基準書、町田市立町田第四小学校防音機械設備工事の最低限価格の計算基準書」

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。 

 

  ２０１１年度第 1号事件（公文書公開請求） 

公開請求年月日 ２０１１． ９．２０ 決定内容 部分公開 

不服申立年月日 ２０１１．１１．２４ 諮問年月日 ２０１１． １２． １ 

    

   「町田市道町田○○○号線道路改良工事 ○○○○氏 事業用地 ○○○○氏起案書、物件

補償費」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。 

 

  ２０１１年度第２号事件（公文書公開請求） 

公開請求年月日 ２０１１． ９．２０ 決定内容 非公開 

不服申立年月日 ２０１１． １１．２４ 諮問年月日 ２０１１． １２． １ 

  

   「町田市道町田○○○号線道路改良事業 ○○○○氏 事業用地 ○○○○氏交渉録」の公

文書公開請求が行われ、実施機関は「非公開決定」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５号事件（異議申立人 ○○○○） 

 

２０１１年７月２２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 22 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４により行った個人情報不

存在決定処分は妥当なものである。 

 

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。）の対象文書のうち、後記第３、１、（２）の②、③、⑤、⑥、⑪１）、⑪３）の各

文書（以下「本件対象文書」という。）について、開示することを求めた。 

 

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 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「請求文書」という。）について個人情報開示請求を行った。 

 （１）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 

（２） 

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。）と東京都新都市建設公社（以下「公社」という。）

が、（株）○○コンサルタント（以下「○○」という。）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 
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⑩  ⑦、⑧、⑨を作成に至る起案書を含む一式 

   ⑪ ○○町○○○に係る 

    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、2008 年２月 25 日付 07 町都区第 920 号の４で、請求文書の

うち（１）及び本件対象文書について本件処分を行った。 

３ 申立人は、実施機関に対して、本件処分のうち本件対象文書にかかる各不存在決定の取消し

を求めて、2008 年４月１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 22

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 日付 08 町都区第 74 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「意見書」を提出した。 

７ 申立人は、2011 年１月７日付「口頭意見陳述要旨」を提出した。 

８ 審査会は、2011 年１月 14 日、実施機関から事情聴取を行った。 

10  申立人は、2011 年２月 28 日付「口頭意見陳述要旨」を提出し、同日口頭意見陳述を行った。 

 

第４ 申立人の主張の要旨 

 １ 本件対象文書②、③について、公平に行う公共事業において、調査会社の審査はしているは

ずであるから文書は存在している。○○の会社名だけで専門の調査機関と把握できるはずは

ないため文書は存在しているはずである。 

   申立人は、市から「住宅調査会社が見つかりました」と通知を受けているのであるから、市

としての公共事業においてふさわしい業者かの判断文書はあるはずである。 

 ２ 本件対象文書⑤について、そこまで被害を与えていないと調査して分かったのだから、不存

在というわけがない。 

 ３ 本件対象文書⑥について、市は質問に対し理解のうえで回答書を作成したのだから回答に至

った図書は所有しているはずある。 

 ４ 本件対象文書⑪の１）、３）について、申請書がなく設置できるものではない。現に汚水桝

は設置されていることから文書が存在しているはずである。 

  

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②について、弁護士に助言を受けたのは覚書の内容であり、専門の調査機関の

適否について言及していない。 

２ 本件対象文書③について、保管する文書を確認しましたが確認できませんでした。 

３ 本件対象文書⑤について、「そこまで」の内容が不明確であり当時の担当部長にきいたが詳

細は覚えていないとのことである。 

 ４ 本件対象文書⑥について、課内に保管する文書を確認したが該当文書は確認できない。公社

と相談して回答を作成したものである。 

 ５ 本件対象文書⑪について、忠生土地区画整理事業について、施行者が公共汚水枡を設置する

場合、土地所有者から公社への「宅地造成届」の提出を受け設置している。○○町○○○の

土地に公共汚水枡を設置しているが、公社へ確認をしたが「宅地造成届」は無いとの回答で

あった。 

 

第６ 審査会の判断 

   当審査会は、申立人が本件異議申立てにおいて、本件対象文書（上記第３、１、（２）の②、

③、⑤、⑥、⑪１）、⑪３）の各文書）の不存在について争っているので、この点について判

断する。 

 １ 本件対象文書②、③について   
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   本件対象文書②は、公社が○○を専門の調査機関とするに至った文書であり、同③は、公共

事業における専門の調査機関の定義と要件を記した文書である。 

   一般に、地方公共団体が各種の契約についてその相手方を選定する場合には、当該契約の目

的と内容に応じて、対象となる会社の事業内容、規模、実績などあらゆるデータを他の同種業

者との比較において決定することになるが、それは個別具体的にケースバイケースで判断せざ

るを得ないことになる。このことは、建物調査委託契約についても同様である。したがって、

公共工事における専門の調査機関を一般的に定義する図書は通例存在しないのである。 

さらに、本件において市は、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。）

の施行を昭和60年 10月１日付業務委託契約書によって公社に委託していることが認められる。

したがって、本件事業の施行に必要な工事や各種調査にかかる個別の契約は、すべて公社と当

該業者との間で締結されることになるのであって、このことは建物等の調査委託についても同

様である。そして、調査の結果得られたデータのうちで必要なものについては、公社から市に

対して報告されることはあるにしても、その調査の過程としてなされた個別契約の書類やデー

タ等がすべて引き継がれるわけではない。そうとすれば、公社が申立人の建物調査を行うにあ

たり、その自主的な判断に基づき○○を選定して調査委託契約を締結したので、当該契約にい

たった関係書類は公社には存在するとしても、市が保有することがないのは当然のことである。 

   以上のことから、実施機関が本件対象文書②、③を保有していないとしてなされた本件処分

に不合理な点はない。 

 ２ 本件対象文書⑤について 

   本件対象文書⑤は、市の担当部長が申立人との交渉中に行った発言をふまえた上で、申立人

の建物の被害の詳細を示す文書をいうものと解される。しかし、申立人にかかる建物等の補償

内容については、本件との関連事件である 2008 年度第４号事件の答申で示したように、別途

開示されている「忠生区画整理事業の工事に伴う○○邸損傷に関する補償について」と題する

起案文書によって一括処理されているのである。したがって、申立人との話し合いの中でなさ

れた市の担当部長の「そこまで」という発言は、申立人のいう対象が市の考えていた補償内容

に含まれていなかったことからなされたものと思われる。しかし、実施機関において、このこ

とを部長本人に確認したところ詳細については記憶にないとのことである。そして、過去にお

ける申立人との交渉過程の発言の一言をとらえて、同部長がその具体的内容を詳細に覚えてい

ないというのは無理からぬことである。それに加えて、「そこまで」という主観的表現があら

わす内容を具体的に確定することはできないし、それを裏付ける文書の存在も確定することは

できない。また、同部長がそのような発言をしたとする申立人の主張には具体的な根拠は認め

られないし、実施機関において調査したところ、同部長の発言内容を裏付ける文書はなかった

とのことである。いずれにしても、申立人にかかる補償については上記文書以外にはないので

あるから、実施機関が本件対象文書⑤を保有していないとしてなされた本件処分は妥当なもの

である。 

 ３ 本件対象文書⑥について 

   本件対象文書⑥は、耐震診断の調査結果にかかる全ての数字が導かれたことが分かる文書で

ある。申立人についての耐震診断の結果については、市との間で文書のやり取りがなされてお

り、申立人の質問について市からも回答がなされていることが認められる。しかし、この耐震

診断は公社において実施されたものであり、その結果にかかるすべての文書を市が取得してい

るわけではなく、またその必要性も認められない。したがって、申立人の場合には、その質問

に対する回答に際しても、調査結果について公社と打ち合わせた上でなされているのである。

また、一般に市が区画整理事業の施行を業者に委託した場合には、その過程において行われる

各種の調査は当該受託業者に任されるのが普通であって、その個々の調査の内容について委託

者である市が関与することはないのである。以上のとおり、申立人にかかる耐震診断の調査結

果のすべての数字が分かるデータを市が保有する必要はないのであるから、本件対象文書⑥を

実施機関が保有していないことに不合理な点はない。 

４ 本件対象文書の⑪１）、３）について 

  本件対象文書⑪１）は、申立人の○○町○○○の土地にかかる枡の位置申請書か汚水枡新設申
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請書の正か写である。また、同⑪３）は、土地区画整理事業終了後に施行者から下水道管理者に

公共下水道施設を引継ぐ際に作成される引継書の中に同⑪１）があると分かる文書である。一般

に、土地区画整理事業において私有地内に汚水桝を設置するにあたっては、枡の位置申請書や新

設申請書によって行うのではなく、宅地造成の一環として行われるために、当該土地の所有者か

ら枡の位置を示した宅地造成届の提出を受けて行っているのである。したがって、申立人の場合

においても枡の位置申請書や汚水桝新設申請書である同⑪１）の文書はもともと存在しないので

あり、その結果引継文書の内容にもならないのであるから、同⑪３）が存在しないとする実施機

関の主張に不合理な点はない。 

  なお、申立人は、本来申立人から提出すべき宅地造成届がないのに、自己所有地内に枡が設置

されていることが納得できないと主張しているように思われる。確かに申立人が主張するように、

私有地内に所有者からの宅地造成届がないにも関わらず枡が設置されている点については手続

上問題があると思われる。しかし、当審査会は、本件対象文書の存否を審査するのであって、実

施機関の業務執行の当否を問うものではないから、この点については判断しない。 

５ 結論 

以上のとおり、実施機関の行った本件処分は、妥当なものである。 
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町 田 市 情 報 公 開 ・ 個 人 情 報 保 護 審 査 会        

2008 年度第６号事件（異議申立人 ○○○○） 

 

２０１１年７月２２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９月２日付 08 町政企第 327 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○○○○の 2008 年６月 20 日付公文書公開請求に対して、特定した公文書を対象文

書として公開を決定し、添付文書を含めてこれを公開した実施機関の判断は妥当である。 

 

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６月 26 日付 08 町政企第 208 号の２により行った公文書公開決定処分（以下「本件処分」

という。）は他に対象文書が存在することを理由にすべてを対象になされた処分ではないとし、

すべての公開を求めた。 

 

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、2008

年６月 20 日付公文書公開請求を行った。 

 ２．実施機関は、申立人に対して、2008 年６月 26 日付 08 町政企第 208 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 2008 年８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、2008 年９月５日、2008 年９月２日付

08 町政企第 327 号の２により当審査会に諮問した。 

 ５．実施機関は、2008 年９月 18 日、2008 年９月 17 日付 08 町政企第 360 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 10 月３日付「意見書」を提出した。 

 ７．申立人は、2009 年５月８日付「意見書」を提出した。 

８．申立人は、2011 年１月７日付「口頭意見陳述要旨」を提出した。 

 ９．審査会は、2011 年１月 14 日、実施機関から事情聴取を行った。  

10．申立人は、2011 年２月 28 日付「口頭意見陳述要旨」を提出し、同日口頭意見陳述を行った。 

     

第４ 申立人の主張の要旨 

１ 実施機関は、「第１回町田都市計画忠生土地区画整理事業調査検討委員会の起案書」に関す

る本件請求に対し、第１回町田都市計画忠生土地区画整理事業調査検討委員会における「配布

資料」、および第１回町田都市計画忠生土地区画整理事業調査検討委員会の「会議の開催結果」

を公開したが、他に、「課題内容」と写真の関連を示す文書、及びスライドを使って課題を説
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明した内容の入った会議録が存在するはずでありこれらの公開を求める。 

２ 07 町都区第 968 号 2008 年２月 29 日付「町田都市計画忠生土地区画整理事業の進捗状況に

ついて」には「一部の土地について換地計画の認可を得るうえで必要となる了解が得られて

いないなどにより、換地処分の手続きに着手できない状況にあります。」とある。しかし 2008

年５月 23日の第１回町田都市計画忠生土地区画整理事業調査検討委員会で取り上げられた内

容は１．公社による代行買収地処理２．公園用地を調整池として利用３．保留地面積の減少

４．仮換地取消訴訟の４点である事が公開文書から分かった。配布資料として写真が公開さ

れたが、課題内容と写真が合致しておらず、１～４のどれに当たるか識別できるものではな

い。2008 年 11 月の町田都市計画忠生土地区画整理事業調査検討委員会の報告書においても写

真との関係は分からない。特に日向根トンネルの写真の何が問題なのか記した図書がなけれ

ば検討とする対象になりえず、所有しているはずである。課題内容と写真の関連を示す「パ

ワーポイントのスライド一覧」の公開を求める。 

３ 2008 年 11 月の町田都市計画忠生土地区画整理事業調査検討委員会の目次には「公共汚水枡

及び歩道切上げ未整備箇所の取り扱いについて」と「精算金関係」が記されているが、パワ

ーポイントの資料になく、第１回町田都市計画忠生土地区画整理事業調査検討委員会で扱わ

れた「検討を必要とする主な課題」のうちの「その他」の内容として他に図書を所有してい

るはずである。 

 

第５ 実施機関の主張及び理由説明の要旨 

１「町田都市計画忠生土地区画整理事業調査検討委員会」は、事業完了を目前にし、 

課題が山積の忠生土地区画整理事業について、事業実施上、法令上及び財務会計上の課題

を調査、検討するために要綱により設置した委員会である。 

２「町田市告示第 80 号」については、町田市審議会等の会議の公開に関する条例施行規則第２

条の規定により、第１回町田都市計画忠生土地区画整理事業調査検討委員会を 2008 年５月

23 日に開催する旨の告示で５月 20 日付けの起案文書を公開している。 

３「町田都市計画忠生土地区画整理事業調査検討委員会設置要綱」については、同委      

員会の所掌事務、組織その他必要事項を定めたもので 2008 年５月 16 日付けの起案文書を公

開している。        

   ４「第１回町田都市計画忠生土地区画整理事業調査検討委員会」については、同委員会の開催

について各委員宛に５月 23 日に委員会を開催する旨の通知であり、2008 年５月 19 日付けの

起案文書を公開している。 

５ 第１回町田都市計画忠生土地区画整理事業調査検討委員会の配布資料については、    

検討委員会で、会議のレジメ・検討委員会の設置要綱・パワーポイントのスライド一覧を配

布しているが、2008 年５月 22 日付けの起案文書を公開している。会議の中でパワーポイン

トを使って説明した図表や画像も全て含めて公開している。    

   ６「第１回町田都市計画忠生土地区画整理事業調査検討委員会の記録」については町田市審議

会等の会議の公開に関する条例施行規則第４条に基づき第１回町田都市計画忠生土地区画

整理事業調査検討委員会の会議録として2008年５月27日付けの「会議の開催結果について」

の起案文書を公開している。 

 

第６ 審査会の判断 

１ 本件不服申立てについて 

本件は、町田都市計画忠生土地区画整理事業調査検討委員会（以下、「委員会」という。）

に係る公文書についての申立人の本件請求に対して、実施機関が公開した公文書のうち、①

第１回の委員会配布資料、および②会議の記録について、申立人が他にも対象公文書がある

ことを理由として不服を申し立てている事案である。 

いずれも、公文書の特定を争うものであることから、①を本件１とし②を本件２とした上

で、それぞれについて、公文書の特定について誤りがないかについて検討をし、他に特定す

べき公文書が存在している場合には当該文書の公開の可否について判断することとする。 
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２ 本件１について 

本件１の請求文書は、「第１回町田都市計画忠生土地区画整理事業調査検討委員会」（2008

年６月 20 日付公文書公開請求書）についての起案書であり、これに対して、実施機関は、

「第１回町田都市計画忠生土地区画整理事業調査検討委員会の開催について」及び「第１回

町田都市計画忠生土地区画整理事業調査検討委員会の配布資料について」と題する起案書

（以下、前者を「特定文書１」、後者を「特定文書２」という。）を特定し、あわせて、会議

のレジメ、検討委員会の設置要綱、及び特定文書２に添付されている説明資料（説明部分と

写真部分からなるパワーポイント資料。以下、「パワーポイント資料」という。）を公開して

いる。 

これに対して、申立人は、パワーポイント資料説明部分の「３．検討を必要とする主な

課題」と題するページ記載の「その他」を除く４項目（①公社による代行買収地の処理、②

公園用地を調整池として利用、③保留地の面積の減少、④仮換地訴訟）の課題内容（以下、

「課題内容」という。）と、同写真部分の写真が合致せず、関連を示す文書がない。また、

2008 年９月 17 日付実施機関理由説明書において、「パワーポイントのスライド一覧を配布」

とあるが、一覧が配布資料として公開されていない、などとして、パワーポイント資料説明

部分記載の課題内容と写真部分の写真の関連を示す文書の特定と公開を求めている。 

しかし、2008 年９月 17 日付実施機関理由説明書において、配布したとされている「パワ

ーポイントのスライド一覧」とは、第１回の委員会における説明資料として作成したパワー

ポイントファイルをそのままプリントした「パワーポイント資料」のことを指すのは明らか

であり、他にこれに相当する文書が存在することを示す事情は認められない。 

なお、「パワーポイント資料」中の写真部分は、当該土地区画整理事業地を画像として示

したものであり、これに付されたタイトルに不自然なところはなく、写真の中には課題内容

に対応したタイトルの代行買収地の写真や公園用地と思われる写真も含まれるが、事業地全

体を説明するための写真としては、課題内容に一致しないタイトルの写真があることに不自

然な点はなく、実施機関が審査会における聴取において、口頭で、「課題内容項目のうちの

保留地面積の減少、仮換地取消訴訟に関する写真はなく、代行買収用地、公園用地の写真の

他は、強いて言えば、その他に当たり、それ以外の写真もある。」とした説明に特段不自然

な点はない。   

３ 本件２について 

本件２の請求文書は、「第１回町田都市計画忠生土地区画整理事業調査検討委員会の記

録」（2008 年６月 20 日付公文書公開請求書）についての起案書であり、これに対して、実

施機関は、「会議の開催結果について」と題する起案書を特定し、あわせて、これに添付さ

れている「会議の開催結果」と題する文書を公開している。 

「会議の開催結果」と題する文書は、会議名、開催日時、出席者名、議題及び公開また

は非公開の別、非公開の理由、傍聴人の数、審議の内容、その他について会議の外形を示す

会議の記録を内容とするものであるが、実施機関の理由説明書中では、「（町田市審議会等の

会議の公開に関する条例施行規則第４条に基づく）第１回町田都市計画忠生土地区画整理事

業調査検討委員会の会議録」とされており、これに対して、申立人は、当該文書は会議録に

は当たらないとし、「スライドを使って課題を説明した内容の入った会議録」を特定し、公

開することを求めている。 

以上の限りでは、申立人の主張は首肯できるが、当該文書は、申立人の公文書公開請求

の時点で作成されていた会議記録であり、後に正式な会議録が作成され（第２回委員会にお

いて配布）、これが、申立人の請求に応じて公開されていることからすると、この段階にお

ける会議記録として、これを特定、公開した実施機関の判断に、特に問題視するような点は

認められない。 

４ その他 

申立人は、本件２の「会議の開催結果」と題する文書中に、「主な課題問題点」の記載が

あることを捉えて、本件１のパワーポイント資料の課題内容で示された「課題」の他に、「問

題点」があるとし、問題点を示す文書の特定と公開を求めているが、第１回委員会会議にお
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ける説明のために作成された公文書は、本件１において公開された文書（会議のレジメ、検

討委員会の設置要綱及びパワーポイント資料を含む）が全てであり、それ以外に文書がある

ことは認められない。 

また、申立人は、2011 年１月７日付本件口頭意見陳述要旨において、2008 年 11 月の委

員会の報告書に、本件パワーポイント資料にはない「公共汚水枡及び歩道切下げ未整備箇所

の取扱い」、「清算金関係」の項目があることから、課題内容のその他に関するものとして、

これらに関する図書を保有していることを主張しているが、実施機関がかかる図書を申立人

の公開請求時に保有していたとしても、申立人の公開請求内容が第１回委員会に関するもの

である以上、本件の請求に対する対象公文書として含めるのは困難である。 

なお、申立人は、2008 年 10 月３日付の町田市長宛の「委員会の目的と必要性」と題する

申立人作成の文書を当審査会にも参考資料として提出しているが、町田市情報公開・個人情

報保護審査会は、公文書の公開、開示の適否を審査するものであって、当該委員会の必要性

の有無について判断するものではないことから、申立人のこの点についての主張については

傾聴はするが、判断はしない。 

５ 結論 

以上の通り、本件１、本件２のいずれにおいても、申立人の請求に対して、他に特定され

公開されるべき公文書は存在しないことから、申立人の請求に対してそれぞれ特定した公文

書を対象公文書として、添付文書も含めて公開した実施機関の判断は妥当である。 
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町 田 市 情 報 公 開 ・ 個 人 情 報 保 護 審 査 会 

2009 年度第６号事件（異議申立人 ○○○○） 

 

2012 年１月 13 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 11 月６日、2009 年 10 月 30 日付 09 町都建第 251 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○○○○が2009年９月７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2010年１月14日付09町都建第323号により行った公文書部分公開決定については、

別紙に掲げる部分を公開するべきである。 

 

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

2010 年１月 14 日付 09 町都建第 323 号により行った公文書部分公開決定処分を取り消し、非公開

部分を公開することを求めた。 

 

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、2009 年

９月７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、2009 年９月 18 日付 09 町都建第 196 号で公文書部分公開決定

処分（以下｢第１決定｣という。）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９月 30 日、９月 29 日付異議申

立書にて本件異議申立てを行い、本件対象文書の公開を求めた。 

４．実施機関は、更に 2009 年 10 月８日付 09 町都建第 230 号により２の公文書部分公開決定処

分を取り消し、2009年 10月 15日付09町都建第236号により公文書部分公開決定処分(以下｢第

２決定｣という。)を行った。 

５．申立人は、当審査会に対して、2009 年 10 月 19 日、10 月 18 日付「意見書」を提出した。 

６．実施機関は、本件条例第 10 条第２項の規定に基づき、2009 年 11 月６日、10 月 30 日付 09

町都建第 251 号により、当審査会に諮問した。 

７．実施機関は、更に 2010 年１月 14 日付 09 町都建第 323 号により「公文書部分公開決定」に

おける「公開しない部分」及び「公文書の一部を公開しない理由」の一部変更決定(以下｢第３

決定｣という。)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、本件対象文

書が部分公開された。 

８．実施機関は、2010 年３月 29 日付 09 町都建第 382 号により「理由説明書の提出について」を

提出した。 



第３章 情報公開・個人情報保護審査会の状況 
 

 101

９．当審査会は、町田市情報公開・個人情報保護審査会条例（以下「審査会条例」という。）第

６条に基づき、2011 年１月 14 日、実施機関から事情聴取を行った。 

10．申立人は、2011 年２月 22 日、２月 21 日付「意見書（２）」を提出した。 

11．当審査会は、審査会条例第６条に基づき、2011 年２月 28 日に申立人の口頭意見陳述を行う

旨を申立人に通知したところ、申立人は当日は予定があり欠席とのことであった。 

12．申立人は、2011 年３月 10 日、３月９日付「意見書（２）追加資料」を提出し、及び 2011

年３月 14 日付「意見書（２）追加資料」を提出した。 

13．更に、当審査会は、審査会条例第６条に基づき、2011 年４月 18 日に申立人の口頭意見陳述

を行う旨を申立人に通知したが、申立人は当審査会に対して何らの連絡なく口頭意見陳述に出

頭しなかった。 

14．このため、当審査会は、2011 年５月 20 日付 09 町総市査第６号の 12 により、申立人に対し

て、口頭意見陳述を終了する旨を通知した。 

 

第４ 申立人の主張の要旨 

１．町田市情報公開条例は、基本原則として、「この条例は、市の保有する情報を公開し、市が

市政に関し市民に説明する責任を全うするとともに市政に関する知る権利を広く保障するこ

とにより、市政に対する市民の信頼を高め、あわせて市民による市政への参加と監視を促進し、

もって公正で透明な開かれた市政を実現することを目的とする。」と規定している。情報公開

を原則として認め、行政の透明性を確保することにより適正な権力の執行を担保することが、

条例の趣旨であると考えられる。 

２．町田市内の建築計画にかかる確認検査事務は、指定確認検査機関によるものを含め、特定行

政庁である町田市長の事務である。確認検査事務は、人の生命、健康、生活や財産に密接に関

わるものである。町田市長には、町田市内の建築計画の確認検査事務が適正かつ公正に実施さ

れているかどうか、市民に対して十分に説明する義務がある。 

３．町田市長は、本件マンション建築計画の構造設計者（建築士）の氏名、登録番号を非公開に

した。しかしながら、建築士名簿は、建築士法第６条第２項の規定により国土交通大臣もしく

は都道府県知事が閲覧に供しており、建築士の氏名、登録番号の情報は、情報公開条例第５条

第１項第１号ただし書きアに該当するため、公開すべきである。 

また、建築士法第 23 条の９の規定により、都道府県知事は建築士事務所の登録簿、同法第

23 条の６の規定により提出された設計等の業務に関する報告書などを閲覧に供している。 

さらに、建築基準法第 93 条の２の規定により、建築計画概要書が閲覧に供されており、建

築計画に係わったすべての建築士の氏名、資格登録番号の情報は公にされている。 

４．本件対象文書のその他の非公開部分についても、情報公開条例第５条に規定する「公開しな

いことができる」情報に該当するかどうかを、再度精査していただきたい。 

 

第５ 実施機関の主張及び理由説明の要旨 

１．申立人は「町田市内の建築計画の確認検査の事務が適正かつ公正に実施されているかどうか、

市民に対して十分に説明する義務がある。」と主張しているが、情報公開条例や、建築基準法

施行細則に則した実務の執行を心がけており、建築計画概要書の閲覧等でも通常業務として市

民に提供している。 

２．設計事務所担当者の氏名・生年月日・一級建築士登録番号については、確認申請書の記載内

容を照合確認するために添付された「一級建築士免許証の写し」であり、特定個人が識別され

るため、情報公開条例第５条第１項第１号に該当するとして非公開とした。設計事務所代理者

の氏名等については公開しており、あえて担当者名・生年月日・一級建築士登録番号を公開す

る必要はない。 

３．申請者の電話番号については、町田市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関す

る条例第６条（標識の設置等）により申請者名などは標識に記載されるが、「特定施設整備協

議済証の写し」の中の電話番号についてはハローページ（電話帳）、インターネット上でも検

索を行ったが、この電話番号は認められず、特定個人の情報であるため町田市情報公開条例第
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５条第１項第１号に該当し非公開とした。 

４．法人の印影については、「非常用照明器具等評定証の写し」の中の法人等の印影を公開され

ることにより、印鑑偽造等による印影の不正使用のおそれがあり、法人の事業運営上の地位が

著しく損なわれるため町田市情報公開条例第５条第１項第２号に該当し非公開とした。 

５．設計事務所の代理者・職員（都職員）・申請者の印影については、当該者が一個人として使

用している印鑑の印影で印鑑偽造等による不正使用のおそれがあり、個人の財産の保護に著し

い支障が生じると認められるため町田市情報公開条例第５条第１項第５号に該当し非公開と

した。 

 

第６ 審査会の判断 

１．本件不服申立てについて 

（１）対象文書 

本件請求文書は、町田市玉川学園○丁目○○○○番○の共同住宅建築計画についての建築

確認申請書及び添付書類のうち位置図、配置図、平均地盤の算定図である。 

実施機関は、本件請求時点で保有していた町田市玉川学園○丁目○○○○番○及び○○○

○番の共同住宅の建築確認申請書（中間検査申請書を含む）及びその添付書類（位置図、配

置図、平均地盤の算定図を含む）を対象文書として特定した。 

（２）諮問の対象 

ア．実施機関の部分公開決定 

実施機関は、（１）記載の文書を特定し、担当者氏名・個人の印影・一級建築士登録番

号を本件条例第５条第１項第１号により、法人の印影を同条同項第２号により、町田市担

当者印影を同条同項第５号により非公開とする公文書部分公開決定（第１決定）を行った。 

その後、実施機関は第１決定を取り消し、設計事務所担当者の氏名・印影・生年月日・

一級建築士登録番号、住宅地図上の住所・氏名、申請者の電話番号を本件条例第５条第１

項第１号により、法人の印影を同条同項第２号により、法人代表者・職員・申請者の印影

を同条同項第５号により非公開とする公文書部分公開決定（第 2 決定）を行った。 

さらにその後、実施機関は第２決定を取り消し、設計事務所担当者の氏名・生年月日・

一級建築士登録番号、申請者の電話番号を本件条例第５条第１項第１号により、法人の印

影を同条同項第２号により、設計事務所の代理者・職員（都職員）・申請者の印影を同条

同項第５号により非公開とする公文書部分公開決定（第３決定）を行った。 

なお、第３決定の決定通知書の公開しない部分欄と公開しない理由の欄には、設計事務

所担当者の一級建築士登録年月日については何らの記載もなされていないが、一部公開の

実施にあたっては一級建築士登録年月日は非公開とされた。 

イ．異議申立て 

  異議申立人は、第１決定に対して異議申立てをしたところ、実施機関が第２決定を行っ

たため、第１決定への異議を第２決定への異議申立てに転換するよう申し入れた（異議申

立人意見書３項（４））。 

実施機関は、当審査会に諮問した後、さらに第３決定を行ったが、これに対して、異議

申立人から、第３決定への異議申立てに転換すべき旨の明示の申し入れは無かったものの、

その後に意見書（２）及び追加資料を提出し、口頭意見陳述の希望もしていたことから、

第３決定に対しても異議の意思が表明されているものと見られる。 

ウ．諮問の対象 

ア及びイ記載の経過からすると、審査会が受けた諮問は第２決定の妥当性についてであ

るが、実施機関の度重なる変更決定により異議申立人に不利益を被らせるのは妥当でない

こと、実施機関も第３決定までの経過を踏まえて当審査会に対して理由説明を行っている

ことから、以下、第３決定の妥当性について判断する。 

２．部分公開決定の妥当性 

（１）設計事務所担当者の氏名・生年月日・一級建築士登録番号・登録年月日、申請者の電話番

号について 
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 第３決定は、対象文書中の設計事務所担当者の氏名・生年月日・一級建築士登録番号、申

請者の電話番号を、特定個人の情報であり特定の個人が識別されるためとして、本件条例第

５条第１項第１号により非公開とした。 

ア．申立人の主張 

異議申立人は、次のように主張している。建築士名簿は、建築士法第６条第２項の規定

により国土交通大臣もしくは都道府県知事が閲覧に供しており、建築士の氏名、登録番号

の情報は、本件条例第５条第１項第１号ただし書きアに該当するため、公開すべきである。

また、建築士法第 23 条の９の規定により、都道府県知事は建築士事務所の登録簿、同法

第 23 条の６の規定により提出された設計等の業務に関する報告書などを閲覧に供してい

る。さらに、建築基準法第 93 条の２の規定により、建築計画概要書が閲覧に供されてお

り、建築計画に係わったすべての建築士の氏名、資格登録番号の情報は公にされている。

その他の非公開部分についても、本件条例第５条に規定する「公開しないことができる」

情報に該当するかどうかを再度精査してほしい。 

イ．実施機関の主張 

これに対し、実施機関は、次のように主張し、いずれも非公開が妥当であるとしている。 

設計事務所担当者の氏名・生年月日・一級建築士登録番号については、確認申請書の記

載内容を照合確認するために添付された「一級建築士免許証の写し」であり、特定個人が

識別されるため、本件条例第５条第１項第１号に該当する。設計事務所代理者の氏名等に

ついては公開しており、あえて担当者名・生年月日・一級建築士登録番号を公開する必要

はない。 

申請者の電話番号について、町田市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関

する条例第６条（標識の設置等）により申請者名などは標識に記載されるが、「特定施設

整備協議済証の写し」の中の電話番号についてはハローページ（電話帳）、インターネッ

ト上でも検索を行ったが、この電話番号は認められず、 特定個人の情報であるため本件

条例第５条第１項第１号に該当する。 

ウ．本件条例第５条第１項第１号該当性 

     当審査会が対象文書を見分したところ、対象文書中、建築確認申請書第二号様式確認申

請書（建築物）（第二面）のその他の設計者の一級建築士登録番号及び氏名、添付書面で

ある一級建築士免許証のうち設計事務所代表者以外の建築士の一級建築士免許証中の氏

名・生年月日・登録番号と、第３決定通知書には非公開部分としての記載も理由の記載も

ない登録年月日、平成 21 年２月 13 日付、同年３月 13 日付、同年５月８日付の各中間検

査申請書（第二面）のその他の設計者の一級建築士登録番号及び氏名、並びに建築確認申

請書の添付書面である特定施設整備協議済証の申請者（事業主）の電話番号が非公開とさ

れていることが認められた。 

ⅰ．設計事務所担当者の氏名・生年月日・一級建築士登録番号・登録年月日の本件条例第５

条第１項第１号該当性について 

本件対象文書中の一級建築士の氏名・生年月日・登録番号・登録年月日は、いずれも個

人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであることから、本件条例第５

条第１項第１号本文に該当するものと認められる。 

 そこで、本件条例第５条第１項第１号ただし書きア該当性について検討すると、異議申

立人が主張するように、建築士法第６条第２項の規定により国土交通大臣は一級建築士名

簿を一般の閲覧に供しており、同法施行令第３条は一級建築士名簿の登録事項として、登

録番号、登録年月日、氏名、生年月日、性別、一級建築士試験合格年月、合格証書番号な

どを指定している。 

そうすると、本件対象文書中の一級建築士である設計事務所担当者の氏名・生年月日・

一級建築士登録番号・登録年月日は、いずれも法令により何人でも閲覧することができる

とされている情報にあたるから、本件条例第５条第１項第１号ただし書きアに該当するの

で、公開するべきである。 

ⅱ．申請者（事業主）の電話番号の本件条例第５条第１項第１号該当性について 
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本件対象文書中の申請者（事業主）の電話番号は、いずれも個人に関する情報で特定の

個人を識別することができるものであることから、本件条例第５条第１項第１号本文に該

当するものと認められる。 

 そこで、本件条例第５条第１項第１号ただし書きア該当性について検討すると、建築基

準法第93条の２及び同法施行規則第11条の４の定めるところにより何人でも閲覧できる

ものとされている建築計画概要書の建築主欄の記載事項として申請者電話番号があるこ

とから、建築計画概要書記載の申請者電話番号は法令により何人でも閲覧することができ

るとされている情報にあたり、本件条例第５条第１項第１号ただし書きアに該当し、公開

されるべきものであるので、本件対象文書中の確認申請書（建築物）（第二面）建築主欄

の電話番号は既に公開されている。 

しかし、対象文書中、添付書類である第３号様式「特定施設整備協議済証」の事業主欄

に記載されている申請者の電話番号は、上記確認申請書（建築物）（第二面）建築主欄の

電話番号及び町田市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例第６条

（標識の設置等）、同施行規則第４条に定める標識に掲載された電話番号とは異なる番号

であり、この番号はハローページ（電話帳）にもインターネット上の検索サイトにも掲載

されていないことが認められるので、本件条例第５条第１項第１号ただし書きアには該当

せず、他にただし書き各号には該当しないから、本件条例第５条第１項第１号により非公

開とすべきである。 

（２）法人等の印影について 

第３決定は、対象文書中の法人等の印影を、公開されることにより印鑑偽造等による印影

の不正使用のおそれがあり、法人等の事業運営上の地位が著しく損なわれるためとして、本

件条例第５条第１項第２号により非公開とした。 

ア．申立人及び実施機関の主張 

異議申立人は、本件条例第５条に規定する「公開しないことができる」情報に該当する

かどうかを、再度精査して欲しい旨主張する。 

これに対して、実施機関は、「非常用照明器具等評定証の写し」の中の法人等の印影を

公開されることにより、印鑑偽造等による印影の不正使用のおそれがあり、法人等の事業

運営上の地位が著しく損なわれるため本件条例第５条第１項第２号に該当し、非公開が妥

当であるとしている。 

 イ．本件条例第５条第１項第２号該当性 

当審査会が対象文書を見分したところ、対象文書中、建築確認申請書添付書類中の非常

用照明器具等評定証の作成名義人である社団法人日本照明器具工業会及び非常用照明器

具自主評定委員会（以下あわせて｢法人等｣という。）の印影が非公開とされていることが

認められた。 

社団法人日本照明器具工業会は、照明器具の製造・販売を行う事業者及び団体を会員と

して構成する法人であり、建築基準法で規定されている非常用の照明設備のうち、非常用

照明器具について「非常用照明器具自主評定委員会」を組織して、基準の制定、事業者登

録、型式評定、事業者立入調査、買い上げ試験の実施等の業務を行っており、非常用照明

器具等評定証は、その評定に基づいて発行されるものである。 

これら法人等の印影は、評定を行う権限のある団体によって真正に作成された文書であ

ることを示すために押捺されるものであるから、作成名義人である法人等の名称と相俟っ

て評定証作成権限を証明するという意味を有するほか特殊な情報が含まれているわけで

はなく、また多数の評定証に押捺されて交付されることが予定されているものであること

からも、これが公開されたからといって当該法人等の競争上又は事業運営上の地位その他

社会的な地位が著しく損なわれるとは認められない。 

したがって、非常用照明器具等評定証の作成名義人である法人等の印影は公開されるべ

きである。 

（３）設計事務所の代理者・職員（都職員）・申請者の印影について 

第３決定は、対象文書中の設計事務所の代理者・職員（都職員）・申請者の印影を、当該
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者が一個人としても使用している印鑑の印影で印鑑偽造等による印影の不正使用のおそれ

があり、個人の財産の保護に著しい支障が生じると認められるとして、本件条例第５条第１

項第５号により非公開とした。 

ア．申立人及び実施機関の主張 

異議申立人は、本件条例第５条に規定する「公開しないことができる」情報に該当する

かどうかを、再度精査して欲しい旨主張する。 

これに対して、実施機関は、原処分を維持することが妥当であるとしている。 

   イ．本件条例第５条第１項第５号該当性 

当審査会が対象文書を見分したところ、対象文書中に、申請書類の作成名義人欄および

加除訂正部分の訂正印として建築確認申請代理者（建築事務所代表設計者）の印影が、ま

た添付書面である緑化計画書の受付処理者欄に東京都多摩環境事務所職員の印影が、さら

に建築確認申請書類の申請者欄に建築確認申請者の印影があることが認められた。 

     ⅰ．建築確認申請代理者（建築事務所代表設計者）の印影及び東京都多摩環境事務所職員の

印影は、いずれも個人の私印によるもののようであり、もっぱら事業用に用いられている

ものとまでは認められないが、見分したところ、いずれもいわゆる認印以上の形状のもの

ではなく、建築確認申請代理者（建築事務所代表設計者）の印影は本件対象文書中にも多

数押捺されており、同じ印影が何人も閲覧しうる建築確認概要書にも用いられていること、

東京都多摩環境事務所職員の印影は対象文書中には 1 か所のみであるが職務上同様の文

書に多数用いていることが推測されることから、これらの印影は、公開することにより個

人の財産の保護に著しい支障が生じると認められる情報には該当しないというべきであ

る。 

     ⅱ．他方、建築確認申請書類の申請者欄にある建築確認申請者の印影は、建築主である個人

がどのように使用しているか不分明であることから、印鑑偽造等による印影の不正使用の

おそれがあり個人の財産の保護に著しい支障が生じる可能性を否定できないから、本件条

例第５条第１項第５号に該当し、非公開とするべきである。 

       したがって、建築確認申請代理者（建築事務所代表設計者）の印影及び東京都多摩環境

事務所職員の印影は公開するべきであるが、建築確認申請者の印影は非公開が妥当である。 

３．結論 

    以上のとおりであるから、本件対象文書について、一級建築士である設計事務所担当者の

氏名・生年月日・一級建築士登録番号、登録年月日、法人等の印影、建築確認申請代理者（建

築事務所代表設計者）の印影及び東京都職員の印影は改めて公開決定をするべきであるが、

建築確認申請者の電話番号および印影については、非公開とした第３決定は妥当である。  

 ４．付言 

    実施機関は、２度にわたって変更決定をなし、なお法令により何人も閲覧できる情報等を

非公開としたり、一級建築士登録年月日を非公開としながら決定通知書の公開しない部分欄

と公開しない理由の欄への記載を遺漏するなど、条例の趣旨に沿わない不適切な措置が見ら

れ、これによって情報公開請求者に無用の異議申立ての負担を負わせたことは大変遺憾であ

る。以後の改善を求める。 

 

 

 

   別紙 

   １．一級建築士である設計事務所担当者の氏名、生年月日、登録番号、登録年月日 

   ２．法人等の印影 

   ３．建築確認申請代理者（建築事務所代表設計者）の印影及び東京都職員の印影 
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町 田 市 情 報 公 開 ・ 個 人 情 報 保 護 審 査 会 

2009 年度第８号事件（異議申立人  ○○○○） 

 

2012 年１月 13 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 12 月３日、2009 年 12 月２日付 09 町都開第 85 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○○○○が2009年９月７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、

実施機関が行った 2009年９月 18日付 09町都開第 54号の２により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、「07 町都開開第 36 号」の開発許可（以下

「本件開発許可」という。）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（以

下「本件請求対象文書」という。）の公開を求めて、2009 年９月７日付で町田市長（以下「実施

機関」という。）に対して公文書公開請求（以下「本件公開請求」という。）を行った。これに対

して、実施機関は、本件請求対象文書につき 2009 年９月 18 日付 09 町都開第 54 号にて公文書不

存在決定（以下「本件不存在決定」という。）を行った。 

申立人は 2009 年 11 月 12 日付異議申立書において、本件不存在決定の取消しを求めて異議を

申し立てた（以下「本件異議申立て」という。）ものである。 

 

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９月７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９月 18 日付 09 町都開第 54 号の２公文書不存在決定通知

書により本件不存在決定を通知した。 

３．申立人は、本件条例第 10 条第１項の規定に基づき、2009 年 11 月 13 日、11 月 12 日付異議

申立書にて本件異議申立てを行い、本件不存在決定の取消しを求めた。 

４．実施機関は、本件条例第 10 条第２項の規定に基づき、2009 年 12 月３日、12 月２日付 09 町

都開第 85 号により、当審査会に諮問した。 

５．実施機関は、当審査会に対して、2010 年２月５日付 09 町都開第 103 号の２により「理由書

の提出について（回答）」を提出した。 

６．申立人は、当審査会に対して、2011 年１月 14 日、１月 13 日付「意見書」を提出した。 

７．当審査会は、町田市情報公開・個人情報保護審査会条例（以下「審査会条例」という。）第

６条に基づき、2011 年１月 14 日、実施機関から事情聴取を行った。 

８．当審査会は、審査会条例第６条に基づき、2011 年２月 28 日に申立人の口頭意見陳述を行う

旨を申立人に通知したところ、申立人は当日は予定があり欠席とのことであった。 

９．更に、当審査会は、審査会条例第６条に基づき、2011 年４月 18 日に申立人の口頭意見陳述
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を行う旨を申立人に通知したが、申立人は当審査会に対して何らの連絡なく口頭意見陳述に出

頭しなかった。 

10．このため、当審査会は、2011 年５月 20 日付 09 町総市査第６号の 12 により、申立人に対し

て、口頭意見陳述を終了する旨を通知した。 

 

第４ 申立人の主張の要旨 

本件開発許可において、申立人の主張する地域（以下「本件開発地域」という。）につき都市

計画法第 33 条第１項第２号及び同法施行令第 25 条第２号括弧書き「小区間で通行上支障がない

場合は、四メートル」が適用されたが、当該規定を適用するにあたっては、「通行上支障がない」

ことの審査において前面道路の安全や通過交通量について検討したと考えられ、よって、これら

に係る何らかの文書が存在するものと考える。 

特に、都市計画法第 32 条は公共施設の管理者との協議及び同意を義務付けていることなどか

ら、前面道路について町田市道管理者のほか、町田警察署や町田消防署との協議及び同意があっ

たものと考えられ、その中に前面道路の通行の安全に係るものがある可能性があると考える。 

以上から、本件請求対象文書が存在すると考え、本件不存在決定の取消しを求める。 

 

第５ 実施機関の主張及び理由説明の要旨 

本件開発地域は確かに幅員４メートルの道路に接しており、都市計画法第 33 条第１項第２号

及び第２項並びに同法施行令第 25 条第２号括弧書きが適用されたものであるが、「通行上支障が

ないこと」の判断にあたってどのような事情、資料等を検討するかについては町田市は条例その

他の規程や運用基準は作成しておらず、個別の案件に応じて判断している。また、開発許可申請

にあたって警察署との協議文書や既存道路の通過交通量等の文書の町田市への提出が義務付け

られているものでもなく、実際の運用でも、実施機関は、開発許可申請においてかかる書類の提

出を求めていない。 

実施機関は、本件開発許可にあたって、本件開発地域の用途地域が第一種住居専用地域で住宅

が立ち並んでおり、商業施設等の多数の車両が見込まれる施設はなく、通過交通は少ない地域で

あること、及び、本件開発地域の面積は 3,000 平方メートル未満と小規模であり、予定建築物は

６戸の専用住宅と１棟の共同住宅（15 戸）であることから新たな交通量の発生も少ないと見込ま

れること等を勘案して幅員４メートルとしたものである。よって、本件請求対象文書は存在しな

い。 

 

第６ 審査会の判断 

１．本件で申立人は、本件開発許可において、都市計画法第 33 条第１項第２号及び同施行令第

25 条第２号括弧書き「小区間で通行上支障がない場合は、四メートル」が適用されたため、当

該規定を適用するにあたって通行上支障がないことの審査が行われたはずと考え、従ってこの

審査において本件開発地域における前面道路の安全や通過交通量を検討するにあたって何ら

かの文書を検討し又は何らかの文書を作成したものと考え、かかる想定に基づいて本件請求対

象文書の公開を請求し、本件請求対象文書を不存在とした本件不存在決定の取消しを求めて異

議を申し立てたものである。 

２．この点、(１)開発許可の申請書類として、申立人が主張するような当該道路の通行の安全に

係る資料や町田警察署や町田消防署との協議及び同意に係る文書が法規上若しくは運用上要

求されている場合、又は、(２)都市計画法施行令第 25 条第２号括弧書きを適用するか否かの

決定にあたって、申立人が主張するように、「通行上支障がない」か否かの判定のためにかか

る文書を検討することが法規上義務付けられ若しくは通常の運用とされている場合には、本件

開発許可手続きにおいてかかる文書が存在していた可能性が高いと考えられる。 

３．しかし、上記(１)については、都市計画法、同施行令及び同施行規則は、開発許可の申請書

類として、かかる文書を要求していない。 

また、実施機関の説明によれば町田市の運用としてもかかる文書を要求していないとのこと

であり、これは当審査会の調査によっても確認された。 
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４．上記(２)については、都市計画法施行令第 25 条第２号括弧書きを適用するか否かの決定に

あたって、いかなる資料を考慮すべきかについては、都市計画法、同施行令及び同施行規則は

規定を設けていない。 

また、町田市「「都市計画法」の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準」は、都

市計画法第 29 条等の規定により申請された開発行為の許可等に関する判断基準を定めたもの

であり、その３－１－２、１（３）は、「小区画で街区及びその周辺の状況等により交通上支

障がない場合」に幅員６メートル未満の道路を認めてはいるが、これも上記のような当該道路

の通行の安全に係る資料や、町田警察署や町田消防署との協議及び同意に係る文書資料又は文

書の検討を義務づけてはいない。 

更に、実施機関の説明によっても、町田市は都市計画法施行令第 25 条第２号括弧書きを適

用するか否かの決定にあたって、いかなる資料を考慮すべきかについては、個別の案件の事情

を勘案して担当者が判断しているとのことであり、これは当審査会の調査によっても確認され

た。 

５．そして、実際に本件開発許可においては、実施機関の説明によれば、その申請にあたって、

当該道路の通行の安全に係る資料や町田警察署や町田消防署との協議及び同意に係る文書は

要求しなかったとのことである。 

また、本件開発許可においては、確かに実施機関は本件開発地域について通過交通が少ない

との判断を行ったものであるが、これは本件開発地域の用途地域が第一種住居専用地域で住宅

が立ち並んでおり、商業施設等の多数の車両が見込まれる施設はなく、通過交通は少ない地域

であると見られること、及び、本件開発地域の面積は 3,000 平方メートル未満と小規模であり、

予定建築物は６戸の専用住宅と１棟の共同住宅（15 戸）であるため新たな交通量の発生も少

ないと考えられること等を勘案して判断したとのことである。 

６．更に、当審査会は開発許可「07 町都開開第 36 号」に関する一件書類を精査したが、申立人

が主張するような当該道路の通行の安全に係る資料や、町田警察署や町田消防署との協議及び

同意に係る文書は発見されなかった。 

７．以上のとおり、町田市においては、開発許可の申請書類として、申立人が主張するような当

該道路の通行の安全に係る資料や、町田警察署や町田消防署との協議及び同意に係る文書は、

法規上及び運用上要求されていないこと、及び、都市計画法施行令第 25 条第２号括弧書きの

適用如何の判断においても、これらの資料の検討は法規上及び運用上義務づけられていないこ

と、並びに当審査会の調査により開発許可「07 町都開開第 36 号」に関する一件書類において

かかる文書が発見されなかったことを考え合わせると、実施機関が特に町田警察署や町田消防

署との協議を行うことなく本件開発地域の用途地域、面積などから「通行上支障がない」と判

断した旨、よって本件請求対象文書は存在しない旨の実施機関の説明につき、不合理な点は認

められない。 

 

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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町 田 市 情 報 公 開 ・ 個 人 情 報 保 護 審 査 会 

2009 年度第９号事件（異議申立人 ○○○○） 

 

2012 年１月 13 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 12 月３日、2009 年 12 月２日付 09 町都開第 86 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○○○○が 2009 年 10 月 20 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 2009 年 10 月 27 日付 09 町都開第 73 号の２により行った部分公開決定のうち、

2010 年１月 27 日付 09 町都開第 73 号の３により行った部分公開決定により新たに公開された部

分を除いた公文書部分公開決定については、開発区域位置図・土地利用計画図・地下車庫伏図等

の図面の作成名義人欄の設計者の印影及び断面図・平面図の作成名義人欄の一級建築士の印影を

公開するべきである。 

 

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

2009 年 10 月 27 日付 09 町都開第 73 号の２により行った公文書部分公開決定処分を取り消し、非

公開部分を公開することを求めた。 

 

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、2009 年

10 月 20 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、2009 年 10 月 27 日付 09 町都開第 73 号の２で公文書部分公開

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 11 月 13 日、11 月 12 日付にて

本件異議申立てを行い、本件対象文書の公開を求めた。 

４．実施機関は、本件条例第 10 条第２項の規定に基づき、2009 年 12 月３日、12 月２日付 09 町

都開第 86 号により、当審査会に諮問した。 

５．実施機関は、更に 2010 年１月 27 日付 09 町都開第 73 号の３により「公文書部分公開決定」

における「公開しない部分」及び「公文書の一部を公開しない理由」の一部変更を行った。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、本件対象文書が

部分公開された。 

６．実施機関は、2010 年３月５日、３月４日付 09 町都開第 103 号の３により「理由説明書の提

出について」を提出した。 

７．当審査会は、町田市情報公開・個人情報保護審査会条例（以下「審査会条例」という。）第

６条に基づき、2011 年１月 14 日、実施機関から事情聴取を行った。 
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８．当審査会は、審査会条例第６条に基づき、2011 年２月 28 日に申立人の口頭意見陳述を行う

旨を申立人に通知したところ、申立人は当日は予定があり欠席とのことであった。 

９．更に、当審査会は、審査会条例第６条に基づき、2011 年４月 18 日に申立人の口頭意見陳述

を行う旨を申立人に通知したが、申立人は当審査会に対して何らの連絡なく口頭意見陳述に出

頭しなかった。 

10．このため、当審査会は、2011 年５月 20 日付 09 町総市査第６号の 12 により、申立人に対し

て、口頭意見陳述を終了する旨を通知した。 

 

第４ 申立人の主張の要旨 

非公開とした本件建築計画の情報が、情報公開条例第５条に規定する「公開しないことができ

る」情報に該当するかどうかを、再度精査していただきたい。 

 

第５ 実施機関の主張及び理由説明の要旨 

１．異議申立ての理由は、「再度精査」とのことである。精査した結果、2010 年１月 27 日付で

決定の変更を行った。変更の結果、「住宅地図上の住所・氏名」及び「設計事務所担当者の氏

名・印影・一級建築士登録番号」は公開したが、「承認申請者」「設計事務所担当者」の印影、

「断面図・平面図の住居部分」について 2009 年 10 月 27 日付決定に続き再度非公開決定とし

た。 

   非公開決定した理由は以下のとおりである。 

 ２．承認申請者の印影は、07 町都開認第７号（工事完了公告前の建築物の建築又は特定工作物の

建設承認申請書）に申請者が押印した印影であり、申請者名については、公開している。 

   設計事務所担当者の印影は、07 町都開認第７号（工事完了公告前の建築物の建築又は特定工

作物の建設承認申請書）に設計事務所担当者が押印した印影であり、設計事務所担当者名は公

開している。 

   印影については、偽造のおそれがあり、それぞれの氏名を公開している以上あえて印影を公

開する必要はない。したがって当該者が一個人として使用している印鑑の印影で印鑑偽造等に

よる不正使用のおそれがあり、個人の財産の保護に著しい支障が生じると認められるため本件

条例第５条第１項第５号に該当し非公開とした。 

３．断面図・平面図は設計事務所担当者が作成した図面であり、住居部分については公開してい

ない。 

この断面図・平面図は、間取り及び出入り口が記載されており、この図を読み込むと外部から

の侵入が容易となる。 

したがって特定個人の家屋の構造等が明らかにされることにより、当該個人が犯罪の被害者

となるおそれがあるため本件条例第５条第１項第５号に該当し非公開とした。 

 

第６ 審査会の判断 

１．対象文書と原処分 

（１）対象文書 

本件請求文書は、都市計画法第 37 条第１号の規定による「07 町都開認第 7 号」の承認の

申請及び決裁の文書である。 

実施機関は、町田市玉川学園○丁目○○○○番○及び○○○○番の共同住宅の建築につい

ての都市計画法第 37 条第１号の規定による「07 町都開認第 7 号」の承認の申請及び決裁の

文書を対象文書として特定した。 

（２）実施機関の部分公開決定 

実施機関は、2009 年 10 月 27 日付 09 町都開第 73 号の２で、（１）記載の文書を特定した

うえで、住宅地図上の住所・氏名、設計事務所担当者の氏名・印影・一級建築士登録番号を

本件条例第５条第１項第１号により、承認申請者の印影および断面図・平面図の住居部分を

本件条例第５条第１項第５号により非公開とする公文書部分公開決定を行った。 

その後、実施機関は、2010 年１月 27 日付 09 町都開第 73 号の３で前記 2009 年 10 月 27
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日付 09 町都開第 73 号の２決定を一部取り消し、非公開部分を承認申請者の印影、設計事務

所担当者の印影、断面図・平面図の住居部分に限定するとともに、設計事務所担当者の印影

の非公開理由を本件条例第５条第１項第５号に変更する決定を行った。 

２．部分公開決定の妥当性 

（１）承認申請者及び設計事務所担当者の印影の本件条例第５条第１項第５号該当性 

ア．申立人及び実施機関の主張 

異議申立人は、本件条例第５条に規定する「公開しないことができる」情報に該当する

かどうかを、再度精査して欲しい旨主張する。 

これに対して、実施機関は、印影については偽造のおそれがあり、それぞれの氏名を公

開している以上あえて印影を公開する必要はない、当該者が一個人として使用している印

鑑の印影で印鑑偽造等による不正使用のおそれがあり、個人の財産に著しい支障が生じる

と認められるため原処分は妥当であると主張する。 

イ．本件条例第５条第１項第５号該当性 

ⅰ．当審査会が対象文書を見分したところ、対象文書中の建設承認申請書及び委任状に承認

申請者の印影が、また理由書添付の測量設計事務所設計者作成の開発区域位置図・土地利

用計画図・地下車庫伏図等の図面の作成名義人欄に設計者の印影が、同じく理由書添付の

一級建築士作成の断面図・平面図の作成名義人欄に一級建築士の印影があることが認めら

れた。  

ⅱ．市では、建設承認申請書及び委任状には実印の押捺を求めていることから、申請書及び

委任状の承認申請者の印影は実印によるものであると認められる。したがって、印鑑偽造

等による印影の不正使用のおそれがあり個人の財産の保護に著しい支障が生じる可能性

があるから、本件条例第５条第１項第５号に該当し、非公開とするべきである。 

ⅲ．測量設計事務所設計者作成の開発区域位置図・土地利用計画図・地下車庫伏図等の図面

の作成名義人欄の設計者の印影及び同じく理由書添付の一級建築士作成の断面図・平面図

の作成名義人欄の一級建築士の印影は、見分したところ、いずれもいわゆる認印以上の形

状のものではなく、測量設計事務所設計者の印影は本件対象文書中にも多数押捺されてい

ること、一級建築士の印影は、本件対象文書中には２箇所にとどまるものの、本件と並行

して審査された 2010 年 1 月 14 日付 09 町都建第 323 号公文書部分公開決定処分に対する

異議申立ての件の対象文書中の何人も閲覧することができる建築計画概要書に同じ一級

建築士の同じ印影が多数認められることからもわかるように、これら両名の印影は、職務

上多方面に提出される書面に多数押捺されているものと認められるので、公開することに

より人の財産の保護に著しい支障が生じると認められる情報には該当しないというべき

である。 

したがって、建設承認申請書及び委任状の承認申請者の印影は非公開が妥当であるが、

開発区域位置図・土地利用計画図・地下車庫伏図等の図面の作成名義人欄の設計者の印影

及び断面図・平面図の作成名義人欄の一級建築士の印影は公開するべきである。 

（２）断面図・平面図の住居部分の本件条例第５条第１項第５号該当性 

ア．申立人及び実施機関の主張 

異議申立人は、本件条例第５条に規定する「公開しないことができる」情報に該当する

かどうかを、再度精査して欲しい旨主張する。 

これに対して、実施機関は、断面図・平面図は、間取りや出入り口が記載されており、

この図を読み込むと外部からの侵入が容易となるから、特定個人の家屋の構造等が明らか

にされることにより、当該個人が犯罪の被害者となるおそれがあるため、原処分は妥当で

あると主張する。 

イ．本件条例第５条第１項第５号該当性 

   当審査会が対象文書を見分したところ、対象文書中の理由書添付図面である一級建築士

作成のマンションの断面図・平面図の住居部分には、各住戸の間取り、非常階段、避難ハ

ッチ等の位置関係等が寸法を付して記載されていることが認められる。 

これが公開されると、個人の住居への外部からの侵入が容易になるなど、人の生命、身
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体、自由又は財産の保護に著しい支障が生じると認められるから、断面図・平面図の住居

部分の情報は本件条例第５条第１項第５号に該当し、非公開が妥当である。 

３．結論 

      以上のとおりであるから、建設承認申請書及び委任状に押捺された承認申請者の印影、断面

図・平面図の住居部分を非公開とした原決定は妥当であるが、開発区域位置図・土地利用計画

図・地下車庫伏図等の図面の作成名義人欄の設計者の印影及び断面図・平面図の作成名義人欄

の一級建築士の印影は公開するべきである。 
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