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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、２０１２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 

（２０１２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 木 藤 静 夫 元東京都総務局審査法務担当部長 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 ２０１２年度 情報公開・個人情報保護審査会の開催状況 
今年度は、下記のように１１回開催され、２００９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、実施機関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   ２０１２年４月２３日開催 

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 

   第２回審査会   ２０１２年５月２１日開催 

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 

第３回審査会   ２０１２年６月１８日開催 

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 

第４回審査会   ２０１２年７月３０日開催 

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 

第５回審査会   ２０１２年９月１２日開催 

２０１１年度第１号事件異議申立人の口頭意見陳述 

２０１１年度第２号事件異議申立人の口頭意見陳述 

 ２０１０年度第１号事件内部討議 

第６回審査会   ２０１２年１１月２日開催 

会長及び会長職務代理の選任 

２０１０年度第１号事件内部討議 

２０１１年度第１号事件内部討議 
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２０１１年度第２号事件内部討議 

２００９年度第３号事件内部討議 

２００９年度第４号事件内部討議 

２００９年度第５号事件内部討議 

第７回審査会   ２０１２年１１月１９日開催 

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 

第８回審査会   ２０１２年１２月１７日開催 

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 

第９回審査会   ２０１３年１月２８日開催 

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 

第 10 回審査会   ２０１３年２月２２日開催 

２０１１年度第１号事件内部討議 

２０１１年度第２号事件内部討議 

２００９年度第３号事件内部討議 

２００９年度第４号事件内部討議    

    ２００９年度第５号事件内部討議 

第 11 回審査会   ２０１３年３月１５日開催 

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、３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  ０件 ０件  ０件 

個人情報開示等請求  ３件 ０件  ３件  

合  計  ３件 ０件  ３件 

 

４ 答申の状況 

今年度は４件の答申が出されています。（２００８年度第８号事件、同第９号事件、２００

９年度第７号事件、２０１０年度第１号事件）答申は１６９ページ～１８５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 ２件 １件 ４件 
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５ ２０１２年度審査会事件一覧 

 

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．  １．２７ 諮問年月日 ２００９． ２．１７  

答申年月日 ２０１２． ５．１６ 答申内容 一部認容 

決定年月日 ２０１２.  ６. １４ 決定内容 答申のとおり 

 

「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

審査の結果２０１２年５月１６日に答申がありました。 

 

   ２００８年度第９号事件（個人情報訂正請求） 

訂正請求年月日 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 

答申年月日 ２０１２． ５．１６ 答申内容 原処分維持 

決定年月日 ２０１２.  ６. ２１ 決定内容 答申のとおり 

 

「２００８年２月５日、同年２月２８日、○○○○への調査内容に係る文書」の個人情報訂

正請求が行われ実施機関は「非訂正決定」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５月１６日に答申がありました。 

 

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 

答申年月日 ２０１２． ６．１３ 答申内容 一部認容 

決定年月日 ２０１２.  ９. ２１   決定内容 答申のとおり 

 

「町田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年度に移転されていた建物の主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６

月１３日に答申がありました。 

 

２０１０年度第１号事件（公文書公開請求） 

公開請求年月日 ２０１１． １．２５ 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 

答申年月日 ２０１３． ３．２２ 答申内容 認容 

決定年月日 ２０１３． ４.１５   決定内容 答申のとおり 

 

「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 低制
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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 低限価格の計算基準書」

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２０１３年３月２２日に答申がありました。 

 

２００９年度第３号事件（個人情報開示請求） 

開示請求年月日 ２００９． ４．１３ 決定内容 不存在 

不服申立年月日 ２００９．  ５．１１ 諮問年月日 ２００９． ９．１１  

 

「老人ホーム○○○○に外部提供したすべての資料、内容」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。 

 

２００９年度第４号事件（個人情報開示請求） 

開示請求年月日 ２００９． ８．１１ 決定内容 不存在 

不服申立年月日 ２００９．  ９． １ 諮問年月日 ２００９． ９．２９  

 

「東京家庭裁判所に外部提供した個人情報」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。 

 

  ２００９年度第５号事件（個人情報開示請求） 

開示請求年月日 ２００９． ８．１１ 決定内容 不存在 

不服申立年月日 ２００９．  ９． １ 諮問年月日 ２００９． ９．２９  

 

   「母親の後見人○○○○氏に外部提供した個人情報」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。 

  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 8 号事件（異議申立人 ○○○○） 

 

 

２０１２年５月１６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２月 17 日、同年２月 16 日付 08 町地生第 444 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、2008 年 11 月 11 日付で町田市長に対して行った個人情報開示等請求に対して、

町田市長が2009年１月６日付 08町地生第 341号の２をもって行った個人情報部分開示等決定処

分のうち、別紙の部分は開示されるべきであるが、その余を非開示と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。）

が個人情報部分開示等決定処分（以下「本件処分」という。）を取消し、非開示部分の開示を求

めた。 

 

第３ 本件事案の経緯 

１ 申立人は、町田市個人情報保護条例（以下「本件条例」という。）第 20 条の規定により、2008

年 11 月 11 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、2009 年１月６日付 08 町地生第 341 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 2009 年１月 27 日、同年１月 26 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 30 条第２項の規定に基づき、2009 年２月 17 日、同年２月 16 日付

08 町地生第 444 号により当審査会に諮問した。 

５ 実施機関は、2009 年３月 17 日付 08 町地生援第 491 号により「理由説明書」を提出した。 

６ 申立人は、2009 年３月 26 日付意見書を提出した。 

７ 実施機関は、2009 年４月 27 日、同年４月 22 日付 09 町地生援第 24 号により「理由説明書(補

充)の提出について」を提出した。 

８ 実施機関は、2009 年５月 29 日、同年５月 26 日付 09 町地生第 54 号により「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６月３日付意見書を提出した。 

10 審査会は、2009 年 12 月７日、実施機関から事情聴取を行った。 

11 実施機関は、2010 年１月 12 日付 09 町地生第 294 号により｢個人情報部分開示等決定におけ

る別紙１「非開示の部分」における１．及び２．の一部変更について（通知）」を申立人に通

知した。 

12 申立人は、2011 年８月４日、同年８月３日付口頭意見陳述要旨を提出した。 
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13 申立人は、2011 年９月 12 日、口頭意見陳述を行った。 

 

第４ 申立人の主張の要旨 

１ 当時生活保護申請を辞退するまで、なぜ受給が開始されないのか一切説明がされていない。 

２ 担当職員の判断・意見も異議申立人の個人情報である。 

３ 職員の説明では、世帯が一緒であるため生活保護開始ができないとの説明をしているが、

2004 年５月に両親とは同居していないと説明している。高齢者福祉課で両親が保護されている

ので同一世帯になっていない事から職務が適正にされていない事は明白である。 

４ 生活保護の申請をしている一ヶ月間、高齢者福祉課との連携により生活保護がすぐに開始さ

れなかった理由である。 

５ 2005 年４月 13 日付高齢者福祉課が出した公文書では、2004 年６月２日に警察立会いの下、

高齢者福祉課と担当職員が同席したなかで話した内容は、異議申立人の個人情報である。異議

申立人も同席しているので無いのはおかしい、開示を求める。 

 

第５ 実施機関の主張及び理由説明の要旨 

１ 異議申立人に係る 2004 年当時の文書は、個人情報部分開示等決定処分を行った文書が存在

するのみである。個人情報部分開示等決定処分で開示しなかった部分は異議申立人の情報では

なく、第三者の情報である。 

２ 異議申立人自身に係る個人情報は、基本的には開示請求に応じている。 

３ 生活援護課では、生活保護法等に基づいて適正に業務を遂行している。毎年、国や東京都等

による事務監査を受けている。 

４ 町田市個人情報保護条例に基づいて開示及び非開示の判断は、異議申立人の情報に係るか否

かで決定している。非開示とした部分は関係する第三者への聴取や説明を受けた部分であり、

開示をすることにより当該第三者の権利を侵害するおそれがあり、適正な事業の運営に支障が

生じる。 

５ 町田市個人情報保護条例第21条第１項第３号及び町田市個人情報保護条例第21条第１項第

６号に基づいて個人情報部分開示等決定処分を行った。 

 

第６ 審査会の判断 

１ 本件審査の対象 

（１）本件は、町田市地域福祉部生活援護課の特定の職員２名が関与し作成した申立人に関する

個人情報についての申立人の 2008 年 11 月 11 日付個人情報開示請求（本件条例第 20 条第１

項）に対して、実施機関である町田市長が行った部分開示決定につき、申立人が異議を申立

てているものである。 

本件個人情報開示請求に対して、実施機関が特定した文書は、「生活保護申請の取り下げ

について」（2004 年６月３日付）と題する起案書に綴られた 2004 年５月６日付「生活保護法

による保護申請書」とその裏面、申請人を本人とする申立人の「面接記録票」及び「相談票」

である（以下、一括して「対象文書」という。）。 

（２）実施機関は、対象文書について、まず、①「面接記録票」の課長決裁欄印影、②「相談票」

の「同居家族欄」のうち、空白部分を除く２名分の氏名、生年月日、年齢、続柄、③「本籍

欄」、④「相談票」面接記録部分の担当者による手書きの記載部分（各日付）を非開示部分

とする部分開示決定を 2009 年１月６日付で行い、続いて、「非開示部分について、さらに精

査した」ことを理由として、異議申立て（2009 年１月 26 日付）後の 2010 年１月 12 日、①、

②及び③を開示する旨の変更決定を、「個人情報部分開示等決定における別紙１「非開示の

部分」における１．及び２．の一部変更について（通知）」と題する文書で通知している（な

お、③には、本籍ではなく、同居の家族１の携帯電話がメモとして記載されている。）。 

（３）実施機関は、当該変更決定に際して、申立人に異議申立ての取扱いについて確認しておら

ず、申立人からも特段の意思が示されていないが、申立人が、2009 年 6 月 3 日付｢意見書｣

の第６項で示した口頭意見陳述の希望に基づいて、2011 年８月４日に口頭意見陳述要旨を提
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出の上、口頭意見陳述を行っている経緯を踏まえ、上記④について、申立人の異議申立てが

引き続きなされているものとして、以下、本答申においては、この④にかかる非開示の判断

の妥当性を審査することとする。 

なお、①、②及び③については、変更決定に基づいてすでに開示され、申立ての利益が失

われているとみられるものの、申立人により異議申立ての取扱いについての意思が示されて

いない。異議申立ての取下げを職権で行うことは妥当でないことから、申立人の申立て取下

げの意思が確認できないのであれば、実施機関は、当該非開示部分についての異議申立ては

却下すべきである。 

２ 本件対象文書について 

本件対象文書において非開示とされた部分は、本件対象文書中の「面接記録票」に添付された

「相談票」中の「面接記録」の部分である。これらは、通例、保護申請書、収入申告書、資産申

告書、扶養義務者調査書、資産調査に対する生活保護申請者の同意書などとともに、世帯ごとに

綴られた「保護台帳」として管理されるものであるが、本件は、生活保護申請にもかかわらず、

審査がなされる前に、取下げがなされた事例であり、したがって、本件生活保護申請書と面接記

録票だけが存在しており、これが「生活保護申請の取り下げについて」と題する起案書として綴

られている。 

「面接記録票」は、生活保護の受給申請者とその世帯の申請に至る概要や、申請時点での資産・

収入状況等の生活保護受給にかかる基本事項を記載した書類であり、これに添付されている「相

談票」は、生活保護を申請しようとする世帯に関する町田市福祉事務所での相談の記録である。

そこには、相談者及び対象世帯の構成員についての記載欄に続いて、「面接記録」の欄があり、

初回相談から申請に至るまでの面接の記録が任意に記録蓄積できるような形になっている。また、

複数回の記録のための面接者、係長、課長の決裁欄が設けられており、面接日ごとに決裁がなさ

れることが予定されている。ただし、面接回数が４回以上になる場合には、記録の後に決裁欄が

押印、追加される取り扱いとなっており、本件においても５月 14 日以降の面接についてはかか

る取り扱いがなされ、それぞれ面接者、係長、課長の名前と決裁の日付が記載されている。 

本件対象文書には、2004 年５月６日、７日、13 日、14 日、17 日、18 日、19 日、21 日、25 日、

６月２日にそれぞれ各期日の面談の記載があり、申立人本人との直接のやりとりを記載した部分、

申立人宅に電話をしたという事実など、本人がすでに知っている事実等についてはすでに開示が

なされている一方で、日付の記載は別として、５月６日、７日の記載の一部、13 日の記載の全部、

14 日の記載の一部、17 日の記載の全部、18 日及び 19 日の記載の一部、21 日の記載の全部、25

日の記載の一部、そして６月２日の記載の全部が、本件条例第 21 条第１項第３号または（およ

び）第６号に該当するとして非開示とされている。 

３  本件非開示部分についての判断 

（１）本件条例第 21 条第１項第３号該当性 

ア 本件条例第 21 条第１項第３号は、同条例第 20 条第１項に基づく個人情報開示請求にもか

かわらず、これに応じないことができる場合として、「第三者に関する情報であって、開示

をすることにより当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあるもの」を規定している。 

これは、自己を本人とする個人情報が記載されている公文書中に、本人以外の第三者に関

する情報がある場合、当該第三者の利益を保護するものである。同号に当たるかどうかの判

断は、開示することで当該第三者の権利利益を侵害するかどうかによるが、とりわけ当該第

三者が本人と私人間の関係にある場合には、仮に当該第三者が本人の近親者である場合であ

っても、当該第三者と本人の関係において明らかに利益が相反しないと認められる場合でな

い限り、現実の私人関係への影響を考慮し、自己情報中の第三者に関する情報開示の判断は

慎重に行われるべきである。 

イ 実施機関は、本件対象文書中の非開示部分のすべてについて、同号を理由として非開示と

している。このうち、５月 25 日の記載の後半部分、６月２日の記載の前半部分を除いて、

本件対象文書中の非開示部分は、申立人の町田市福祉事務所における相談を契機として、同

事務所が申立人以外の者に対して行った面接、当該第三者に関しての関係機関との電話記録

の内容、当該第三者を含んだケースカンファレンスの記録等であることが認められる。これ
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ら記録記載の第三者と本人の関係について、これまで提出された全記録、陳述をみても、明

らかに利益が相反しないといえる場合とは認められず、当該第三者の権利利益を侵害するお

それを否定することはできない。したがって、これらを同号に当たるとして非開示とした実

施機関の判断は妥当である。 

ウ これに対して、５月 25 日の記載の後半部分は、もっぱら申立人が来所したときのやりと

りの記録であり、両親の不在を示す記載を除いては第三者に関する記載は認められない。ま

た、同記述部分は前半部分と異なる内容であり、容易に分離し開示非開示の判断の可能な部

分である。これを本件条例第 21 条第１項第３号に一括して該当するとした実施機関の判断

は妥当ではない。 

また、６月２日の記載のうち前半部分は、審査会がこれを見分したところ、申立人と申立

人の父の話し合いの中身である。その内容については、申立人もそこに立ち会って決定した

内容が記述されているに過ぎず、これを開示することによって第三者の権利利益を侵害する

おそれがあると認められず、同号該当性を理由にこれを非開示とした実施機関の判断は妥当

ではない。 

（２）本件条例第 21 条第１項第６号該当性 

ア 本件条例第 21 条第１項第６号は、第３号の場合と同様に、第 20 条第１項に基づく個人情

報開示請求にもかかわらず、これに応じないことができる場合として、「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、開示を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」を規定してい

る。 

これは、自己を本人とする個人情報が記載されている公文書を、本人に開示をすることに

より、市等が行う当該事務事業の実施の目的が失われ、または、その実施が著しく困難にな

ると認められる場合、これを開示しないことができる旨、定めるものである。開示によって

当該事務事業へのかかる支障が生じるかどうかの判断にあたって、当該事務事業には、本件

事務事業の他、同種の事務事業も含まれうるが、開示によって当該支障が及ぶ事務事業の範

囲については、当該事務事業の性質の他、当該文書の作成の目的、性質も勘案して判断され

るべきである。 

また、当該支障は具体的なものでなければならず、本人がすでに知っている情報など開示

しても支障がない情報については、実施機関もすでにそのような取り扱いをしているとおり、

可能な限り本人に開示されるべきである。 

イ 実施機関は、５月６日、７日の非開示部分以外の非開示部分について、同号に該当するこ

とを理由として非開示としている。本件対象文書中の「面接記録」は、一般に、生活保護相

談担当者が、相談者からの相談を記録するとともに、生活保護申請までの相談であるという

目的及び性質上、相談にかかる生活保護受給のための記載時点での方針、相談に関連した聞

き取りや調査などが記載、蓄積されていくものである。 

かかる面接の記録への記載は、当該面接の目的を超えてまたは目的に反して記載されるこ

とは制限されるものの、原則として、面接の経過の中で、任意に、字数等の制限もなく、そ

の時点で事業に必要であると思われるものを記載するものである。これが、自己を本人とす

る公文書であることを理由として本人に開示されることになると、相談者本人等への影響も

含めて必要な事項の記載がなされなくなり、ひいては、継続的対応の必要性のある生活保護

の相談業務の実施にとって著しい支障が生じる。 

審査会が、非開示部分を見分したところ、上記（１）において本件条例第 21 条第１項第

３号に該当すると判断したものも含めて、こうした経過の中で事務事業の必要性から記録さ

れたものであることが認められ、後述の５月 25 日の記載のうちの後半部分、６月２日の記

載のうちの前半部分を除いて、これを開示することにより当該相談業務の公正かつ適正な実

施を著しく困難にすると認められることから、これを非開示とした実施機関の判断は妥当で

ある。 

ウ これに対して、５月 25 日の記録の後半部分は、申立人が来所したときのやりとりの記録

である。これについては、面接担当者の申立人に会ったときの印象や対応に対する印象が書
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かれているが、基本的には本人も知っている事実の記載である。また、６月２日の記録のう

ち前半部分は、申立人と申立人の父の話し合いの中身である。その内容については、上述の

（２）でも述べたとおり、申立人もそこに立ち会って決定した内容が記述されているに過ぎ

ず、すでに本人も知悉している内容である。これらこの種の記載については、実施機関は本

件面接記録の他の部分においてすでに本人に開示しており、同様の当該記載部分について非

開示とした実施機関の判断は妥当ではない。 

４ 結論 

以上の通り、「相談票」の面接記録部分の記載について、５月 25 日の記載のうちの後半部分、

６月２日の記載のうちの前半部分（該当箇所については別紙）は、本件条例第 21 条第１項第３

号、第６号のいずれにも該当せず、これらは開示されるべきであるが、その余を非開示とした実

施機関の判断は、妥当である。 

 

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。 

 

別紙 

 

相談票の面接記録部分 

５月 25 日の上から８行目 15 文字目から 11 行目までの部分 

６月２日の上から 1 行目から７行目までの部分 
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町 田 市 情 報 公 開 ・ 個 人 情 報 保 護 審 査 会      

 2 0 0 8 年 度 第 9 号 事 件 （ 異 議 申 立 人  ○ ○ ○ ○ ） 

 

 

２０１２年５月１６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２月 26 日、同年２月 23 日付で 08 町い高第 3083 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、2008 年 11 月 25 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 12 月 16 日付 08 町い高第 2550 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。 

 

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

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、介護保険相談に基づき介護

保険事業者から事情を聴取してその内容を記録した文書（以下「本件対象文書」という。）に記

載された自己に関する保有個人情報の訂正を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 22 条の規定により、2008

年 11 月 25 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 12月 16日付08町い高第2550号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 2009 年１月８日付、2009 年１月 16

日付の両日の異議申立書で、本件異議申立てを行った。 

４ 実施機関は、本件条例第 30 条第２項の規定に基づき、2009 年２月 26 日、同年２月 23 日付

08 町い高第 3083 号により当審査会に諮問した。 

５ 実施機関は、2009 年３月 30 日、同年３月 24 日付 08 町い高第 3517 号により「理由説明書の

提出について」を提出した。 

６ 申立人は、2009 年４月２日付意見書を提出した。 

７ 実施機関は、2009 年５月７日、同年４月 27 日付 08 町い高第 112 号により｢理由説明書（補

充）の提出について」を提出した。 

８ 申立人は、2009 年５月 11 日付意見書を提出した。 

９ 申立人は、2009 年８月 25 日付意見書を提出した。 

10  申立人は、2009 年９月１日付意見書を提出した。 

11 申立人は、2011 年８月４日、同年８月３日付口頭意見陳述要旨を提出した。 

12 申立人は、2011 年９月 12 日、口頭意見陳述を行った。 

 

第４ 申立人の主張の要旨 

 １ 2008 年２月、介護保険事業者○○○○から事情聴取した記録について、母親を怖がらせたこ
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とは一切ない。職員の話は支離滅裂である。 

２ 異議申立人の個人情報として取り扱う以上、正確に個人記録として残すべきである。 

３ 個人情報として開示されたものであり、内容が間違っていれば訂正できる権利がある。 

４ 高齢者福祉課は、○○○○の事情聴取の内容が正しいのか精査されていないまま記録してい

る以上納得できない。 

５ ○○○○側は、2008 年１月 29 日入居者（○○○○）と面会した時の記録（異議申立人の個

別ファイルも含む）が存在していない以上、異議申立人の個人情報ではなく、市が記録してい

る調査内容は事実ではなく支離滅裂の文書である。そもそも異議申立人の情報ではない。 

６ 入れ歯の件の説明でも食い違いがあり、○○○○の説明は信用できない。 

７ 調査の記載では、本人（異議申立人）は母親に一切声かけしなかったと言いながら、母親が

怖がったとあり支離滅裂で異議申立人は母親（病人）に対して怖がらせたことはない。 

 

第５ 実施機関の主張及び理由説明の要旨 

申立人が訂正要求している記録は、2008 年１月 30 日に申請者から申し出のあった相談に基づ

き、2008 年２月 25 日介護保険事業者である○○○○から事情聴取した事を記録したものです。

事情聴取の相手側からどのような説明があったのかを記録に残すことは苦情処理として重要な

ことなので訂正に応じることはできません。 

 

第６ 審査会の判断 

 １ 本件対象文書の性質 
  本件対象文書は、「第２ 異議申立ての趣旨」に明示したとおり、介護保険相談内容記録票に綴ら

れた文書の一部分であって、実施機関の所管課の職員が介護保険相談に基づき、介護保険事業者から

事情を聴取してその内容を記録した文書である。  

  本件「○○○○」は、老人福祉法第 20 条の５に規定する特別養護老人ホームであり、    

かつ、介護保険法第 48 条第１項第１号の指定を受けた指定介護老人福祉施設である。 

市町村長には、必要があると認めるときは、指定介護老人福祉施設の開設者であった者等に対

して報告を命じ、または、当該市町村の職員に関係者に対して質問をさせる権限が認められてお

り（介護保険法第 90 条第１項）、これを根拠に、利用者からの苦情・相談に基づき必要な調査が

行われる。他方、省令によって、「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」（平

成 11 年３月 31 日厚生省令第 39 号）が定められており、このなかで、上記調査に応対する指定

介護老人福祉施設は、「その提供した指定介護福祉施設サービスに関する入所者及びその家族か

らの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な

措置を講じなければならない」（同令第 33 条第１項）うえ、「苦情を受け付けた場合には、当該

苦情の内容等を記録しなければならない」（同令第 33 条第２項）とされている。        

  本件対象文書は、これらの定めに基づき、実施機関の所管課の職員が「○○○○」に出向いて、

「○○○○」の職員から聴き取った内容を記録した文書と認められる。 

 ２ 本件訂正請求について 
 本件条例第22条第１項は、「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。」と定める。したがって、保有個人情報の訂正の請求が認容され、実施機関が訂正の義務を負

うことになるかは、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」か否かによるこ

とになる。            
本件対象文書のように、事情聴取の相手方からの説明、回答を記録する文書にあっては、その性

質上、聴取された内容をそのとおりに記録しておくことが必要であり、また、そうしておかなけ

ればならないものである。したがって、そのような性質の文書にあっては、説明の有無及び聴取

にかかる説明内容そのものが、その内容の当否とは別に、当該文書における「事実」ということにな

る。 
本件対象文書は、上記１のとおり、実施機関の職員の作成にかかる特別養護老人ホーム・  

○○○○に対する事情聴取の記録であり、本件対象文書中の２月８日の記録として記載されている、
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○○○○の○○職員の話のうち、「お母さんも怖がった」との記述及び２月25日の記録として記載さ

れている「母親が怖がった」との記述は、実施機関の職員が○○○○の職員から聴き取った内容その

ものである。したがって、これら両記述は、その内容の当否とは関わりなく、説明内容という意味で

「事実」であり、特段、説明された内容と異なる内容を記載したという事実も認められないことから、

当該両記述の訂正を求める申立人の請求を拒否した本件処分は妥当である。      
 

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

2009 年度第７号事件（異議申立人 ○○○○○） 

 

２０１２年６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 18 日付 07 町都区第 1085 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４月８日付 07 町都区第 889 号の６をもって行った公文書部分公開決定

処分のうち、発送名簿中の番号欄、符号欄及び備考欄のうちの個人名を含むメモ書き部分を除い

た部分及び位置図のうち（財）東京都新都市建設公社（以下「公社」という。）の職員名を除い

たその余の部分は、公開すべきである。 

 

第２ 異議申立ての趣旨 

異議申立人○○○○○（以下「申立人」という。）は、町田市長（以下「実施機関」という。）

が行った 2008 年２月 15 日付 07 町都区第 889 号の３をもって行った公文書部分公開決定処分を

取消し、請求対象文書の全部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、「別紙１ 建物移転説明会の開催について

（通知）」と「別紙２ 03 町都区第 119 号の回答に至った図書と資料」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、本件請求のうち別紙１の部分について 2008 年２月 15 日付 07

町都区第 889 号の３をもって公文書部分公開決定処分（以下「前処分」という。）を行った。 

３ 申立人は、実施機関に対して、前処分を不服として 2008 年３月 19 日、３月 17 日付異議申

立て（以下「本件異議申立て」という。）を行った。 

４ 実施機関は、申立人から「前処分では地番との関係が不明である」と指摘を受けて、2008

年４月８日付「2008 年２月 15 日付 07 町都区第 889 号の３「公文書部分公開決定」の取り消し

について（通知）」と題する文書によって前処分を取り消した。 

５ 実施機関は、本件請求のうち別紙１の部分について、対象文書として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。）にかかる平成５年度及び同８年度の建物所有者に

対する移転説明会に関する起案関係書類（以下「本件対象文書」という。）を特定し、あらた

に 2008 年４月８日付 07 町都区第 889 号の６によって公文書部分公開決定（以下「本件処分」

という。）を行った。 

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 18 日付 07 町都区第 1085

号の２により、本件処分について当審査会に諮問した。 

７ 実施機関は、2009 年 12 月８日付 09 町都区第 546 号の２により「理由説明書の提出について」

を提出した。 

８ 申立人は、2010 年１月７日、１月６日付「理由説明書に対する意見書」を提出した。 



第３章 情報公開・個人情報保護審査会の状況 
 

 178

９ 申立人は、2011 年 12 月 19 日、12 月 18 日付で口頭意見陳述を取り止める旨の意見書を提出

した。 

 

第４ 申立人の主張の要旨 

 １ 平成５年度、８年度で公開しない部分を黒塗りしても、文書そのものは開示しなければ、理

由に沿っているとはなりません。 

 ２ 建物移転説明会の開催ではあるが、土地の区画整理事業で地番が対象であり、その所有者へ

の通知を請求したものです。 

 ３ 求めた地番の説明案内が、５年度と８年度の区別がつきません。 

 ４ 部分公開となった文書がどの地番に対して出されたかが分かりません。 

 ５ 出された案内は、それぞれ５年度、８年度どちらに出されたのかを教えてください。 

 ６ 決定通りの公開をしてください。決定通知書には地番を記しているのですから、存在し、所

有している開催通知発送簿の地番を公開し、請求地番に説明会通知されたことが確認できる状

態にする公開を求めます。 

 

第５ 実施機関の主張及び理由説明の要旨 

    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、

事業中の平成４年（建物移転は平成５年実施）から平成９年（建物移転は平成 10 年実施）まで、

年度毎の計画に基づき、開催しておりました。このため、開催通知発送簿のうち、個人に関する

情報にあたる「建築物所有者名」、「建築物所有者住所」、「電話番号」、「建築所有者氏名」、「建築

所有者住所」、「建物所在地」、「図面」及び「印影」部分を非公開としました。 

    この公開に対し、部分公開した２つの文書のうち、請求した地番所有者への通知がどちらの年

度にだされたのか区別できないと異議申立があったため、2008 年２月 15 日付 07 町都区第 889 号

の３「公文書部分公開決定」を取り消し、再度 2008 年４月８日付｢公文書部分公開決定通知書｣(07

町都区第 889 号の６）にて文書を区別できる決定内容に改め通知いたしました。この通知にて、

異議申立人の請求は十分満たしています。 

 

第６ 審査会の判断 

 １ 本件異議申立ての扱い 

本件異議申立ては、前記第３、３に述べたとおり、実施機関の行った前処分についてなされ

たものである。そして、前処分は第３、４記載のとおり、実施機関によって取り消されている

ので、本来、本件異議申立てはその対象となる前処分の効力が消滅したことから不適法なもの

として却下されるべきものである。そして、申立人は、前処分に代わってなされた本件処分に

ついては新たに異議申立てを提起していない。これに対して、実施機関は、本件処分について

理由説明書を提出しており、申立人もこれに対する意見書を提出していることが認められる。

また、本件のように、処分の取消しと同時に申立人にとって不利益な処分がなされた場合には、

結果的に処分の取消しによって申立人に満足な結果をもたらすことにはならず、かえって新た

になされた処分について不服申立てを強いる結果となる。さらに、本件についてみると、前処

分も本件処分も申立人の行った同じ本件請求に対応してなされたものである。このような経緯

からみて、本件処分は前処分の変更として扱われるべきものであり、本件異議申立ては同一性

を有する本件処分に対する不服申立てとして扱うことが妥当である。このことを前提として、

以下に判断する。 

２ 本件対象文書の内容 

  本件対象文書は、本件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である。 

３ 非公開情報の検討 

（１） 平成５年度分の開催にかかる起案書類について 

平成５年度分の建物移転説明会の開催にかかる起案書類は、起案書、通知文（案）、説明会
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次第及び移転説明会名簿、通知文（公社案）の各文書から成り立っていることが認められる。

そして、このうちで非公開とされたものは、移転説明会名簿の内容となっている「平成５年度 

建物移転権利者調書」中の「建築物所有者名」、「出欠」、「建築物所有者住所」、「摘要」の各項

目の記載内容である。また、摘要欄には各所有者の電話番号が記載されていることが認められ

る。 

そして、非公開とされた前記項目のうち、「建築物所有者名」、「建築物所有者住所」、「摘要」

の各欄に記載された内容は、個人の氏名、住所、電話番号であるから、いずれも本件条例第５

条第１項第１号の個人情報に該当し、同号アからエのいずれにも該当しないので、非公開とし

た本件処分は妥当である。次に、「出欠」欄については、将来の事務処理のための様式の一部

にすぎないものであって公開すべきものであるが、開催通知の段階において出欠欄が空欄であ

ることは明らかであり、また、これを公開したとしても申立人にとくに実質的な利益を与える

ことにはならないから、一体として出欠欄を非公開とした扱いは不合理なものとは言えない。 

 （２）平成８年度分の開催にかかる起案書類について 

平成８年度分の建物移転説明会の開催にかかる起案書類は、起案書、通知文、移転対象者及

び開催通知発送名簿（以下「発送名簿」という。）、平成８年度移転説明会次第、「平成８年度

移転説明会の報告書の送付について」と題する事務連絡の文書（以下「事務連絡書」という。）

から成り立っていることが認められる。そして、事務連絡書には、平成８年度移転説明会資料

として、建物等の移転についての流れ図、補償金の種別と題する書面、忠生土地区画整理地内

の位置図（以下「位置図」という。）、町田都市計画忠生土地区画整理事業実施計画図（以下「計

画図」という。）が添付されていることが認められる。そして、このうちで非公開とされたの

は、発送名簿の表頭の様式部分を除く記載内容全部、平成８年度移転説明会次第の説明者３名、

受付担当者２名、記録担当者２名の職員名、事務連絡書の公社の町田区画整理事務所長の印影、

位置図の図面部分全部及び位置図の施行済箇所の表示である。以下、非公開部分について、個

別に判断する。 

ア 発送名簿は、表形式で作られており、公開されている表頭部分の項目としては、番号、建

物所有者氏名、建物所有者住所、符号、建物所在地、備考、担当者欄が表示されている。そ

して、各欄を精査すると、番号欄には移転対象者について順番に付された番号が記載されて

いる。次に、符号欄は、さらに移転群、ＢＬ、棟の各欄が設けられている。これを調査した

ところ、移転群欄には、建物の移転に際して１棟ではなく複数の建物をまとめて対象とする

場合があるが、その場合のグループ毎の番号と対象となる建物番号が表示されていることが

認められる。また、ＢＬ欄には、区画整理後の街区番号が記載されており、棟の欄には移転

対象となる建物の棟数が表示されていることが認められる。さらに、備考欄には、移転群欄

に記載すべき内容を記載できない場合に、備考欄に記載した内容と説明会が不要である場合

にその旨を表示した記載のほか、同名簿の２枚目３行目の欄には、個人名を含んだメモが記

載されていることが認められる。次に、担当者欄には、いずれも公社の職員名が記載されて

いることが認められる。そして、実施機関は、この発送名簿について、その様式である表頭

部分の記載以外の各記載内容は、いずれも個人情報であり、本件条例第５条第１項第１号に

該当するとして非公開としている。 

そこで、上述した各項目の記載内容にてらして本件処分の是非を検討すると、 

番号欄、符号欄及び備考欄のうちの個人名を含むメモ書き部分を除いた部分の記載内容は、

実施機関が特定の個人を前提にして記載したものであることは明らかであるが、いずれも一

般人が番号等の記載内容を見ても特定の個人を識別できる情報とはいえないものである。 

したがって、本件処分のうち、発送名簿中の番号欄、符号欄及び備考欄のうち 

の個人名を含むメモ書き部分を除いた部分は、本件条例第５条第１項第１号の個人情報には

該当しないものであり、公開すべきものである。 

イ 次に、説明会次第の文書には、司会者をはじめとする各説明項目に応じた説明者、受付、

記録など説明会当日の役割分担に応じた担当者の氏名が記載されている。そして、実施機関

は、町田市の職員については担当者の氏名を公開しているが、公社の職員については非公開

としていることが認められる。この点についてみると、町田市の職員については本件条例第
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５条第１項第１号ウに該当する職務遂行に係る情報であって公開されることになるが、公社

職員についてはこの規定は適用されず、さらに調査したところ公社では情報公開請求におい

て職員の氏名を非公開としているとのことであるから、実施機関において公開することはで

きないので、これを非公開とした本件処分は妥当である。 

ウ 次に、事務連絡書であるが、これは公社の町田区画整理事務所長から町田市長あての本件

事業に伴う建物移転説明会の資料の送付文である。そして、実施機関は、同所長の印影部分

を本件条例第５条第１項第２号により非公開としている。その理由は、当該印影は公社が使

用している実印の印影であるから、公開すると印影偽造等による不正使用によって公社の財

産の保護に著しい支障が生ずるというものである。 

しかし、同所長印は、各種の文書において多数使用されているものと推測されるほか、公

的団体である公社の公印については、公印規程（当時は、昭和 37 年５月１日建設公社規程

第 24 号）によって公印のひな型が定められて公開されているのである。すなわち、同所長

印は、公的事業である区画整理事業を行う機関としての立場を公けにするための機能を有す

るのであって、私人の実印とは異なる性質のものというべきである。 

したがって、事務連絡書の所長印の印影は公開すべきものであり、また他の多くの文書に

おいても使用されていることから考えて、本件において印影を公開したからといって、公社

の財産の保護に著しい支障が生ずるとは考えられないので、同印影は公開するのが妥当であ

る。 

エ 次に、位置図についてみると、同図は本件事業区域を 2500 分の１の縮尺で表示したもの

であるが、その図面には、街区番号、公園や小学校の位置、道路幅員、移転対象となる建物

の位置等が表示されており、さらに色分けによって各区域を担当する公社職員の氏名が記載

されていることが認められる。そして、実施機関は、この位置図が個人情報であり本件条例

第５条第１項第１号に該当するとしてその全部を非公開としている。 

しかし、本件事業の区域を示す図面自体は既に公開されているものであり、また同図に記

載されている○印内に記載されている数字、街区番号、公園や小学校の位置、道路幅員は、

いずれも特定の個人を識別できる情報とはいえないことは明らかである。また、土地の区画

及び建物位置の表示についても、それによって一般人が直ちに特定の個人を識別できるとい

うものとはいえない。また、道路の位置形状や建物の位置などは客観的に存在する事実であ

って、もともと非公開とすべき情報には該当しないものである。さらに、位置図には、移転

対象建物の表示も記載されているが、この点についても当該建物の位置が分かったからとい

って、近隣の者はともかく、一般人からみて当該建物の所有者を直ちに識別できるわけでは

ないから、個人情報に該当するものとはいえない。 

しかし、色分けによって担当区域が表示された公社の職員名については、前記イ記載の理

由により、個人を識別できる情報として非公開とすることが妥当である。 

オ 次に、計画図において非公開とされた施行済箇所であるが、調査によれば施行済箇所とし

て表示された部分には当該箇所を担当した公社の２名の職員名が記載されているとのこと

であるので、前記イ記載の理由により、個人を識別できる情報として非公開とすることが妥

当である。 

 

第７ 結論 

 以上のとおり、本件処分の非公開部分のうち、発送名簿中の番号欄、符号欄及び備考欄のう

ちの個人名を含むメモ書き部分を除いた部分及び位置図のうち公社の職員名を除いたその余

の部分は、公開すべきである。 
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町 田 市 情 報 公 開 ・ 個 人 情 報 保 護 審 査 会      

2010 年度第 1 号事件（異議申立人 ○○○○） 

 

２０１３年３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 

 

2011 年３月 11 日付 10 町財契第 175 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、2011 年１月 25 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2011年２月２日付 10町財契第 152号をもって行った公文書部分公開決定処分について

は、全部を公開すべきである。 

 

第２ 異議申立ての趣旨 

異議申立人○○○○（以下「申立人」という。）は、町田市長（以下「実施機関」という。）が公

文書部分公開決定処分（以下「本件処分」という。）を取消し、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、2011 年

１月 25 日付公文書公開請求書で、実施機関に対し、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 低制限価格の計算基準書および町田市立町田第四

小学校防音機械設備工事の 低制限価格の計算基準書（以下「本件対象文書」という。）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、2011 年２月２日付 10 町財契第 152 号で公文書部分公開決定

を行った。 

３ 申立人は、実施機関に対して、本件条例第 10 条第 1項の規定に基づき、本件処分を不服と

して 2011 年２月 28 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、2011 年３月 11 日付 10 町財契第 175

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 2011 年３月 30 日付 10 町財契第 186 号により「理由説明書

の提出について」を提出した。 

６ 申立人は、当審査会に対して、2011 年４月 12 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 11 月 25 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、申立人に対して、2012 年 1 月 23 日に口頭意見陳

述を行う旨を2011年 12月 22日に通知したところ、申立人より辞退するとの申し出があった。 

９ 実施機関は、2012 年 5 月 15 日付、12 町財契第 40 号により、「理由説明書（補充）の提出に

ついて」を提出した。 

 

第４ 申立人の主張の要旨 

今回開示請求することによって、弊害はないと思う。東京都が公表しているのでそれに準ずる

町田市であるため、結果を開示しない理由にならないと思う。逆に適切な結果になっているか確
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認する義務はあると考える。当方の異議申し立ての理由は、本件異議申し立てに対する意見文の

中にある「東京都では 低制限価格の算定式及び工事設計書の内訳について一定期間公表してい

ることは承知しております。」が問題であると考える。では、なぜ町田市が文中にある理由で出

せないのか。又、 低制限価格の算定式を案件ごとに替えることは、かえって入札参加者の不審

を増幅させると考える。過去にも水道部の入札案件であったが、東京都と同じ方式と聞いていた

のだが、町田市だけ 低価格金額端数をカットしていることがあったが、開示請求をし、内容を

追及したところ、是正された。 

今回の請求も開示し公平を保つためにも必要である。 

 

第５ 実施機関の主張及び理由説明の要旨 

町田市では、不当廉売による受注を防止するとともに、工事品質を担保することを目的とし

低制限価格を設定している。 

 低制限価格等の公表については、「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関

する指針」（平成 18 年 5月 23 日閣議決定）において、「 低制限価格及び 低制限価格を類推さ

せる予定価格の事前公表については、 低制限価格と同額での入札による抽選落札を増加させ、

適切な積算を行わず入札を行った業者が受注する事態が生じることが特に懸念されることから、

これらの弊害が生じることのないよう取り扱うものとする」とされている。 

東京都では 低制限価格は非公表としている一方で、 低制限価格の算定式及び工事設計書の

内訳について一定期間公表していることは承知している。 

今回、非公開とした 低制限価格の算定基準等を公表した場合、入札参加者自ら適正な積算を

行わずとも同種の入札案件の 低制限価格を類推することになる。 

そのため、これらを公表した場合、 低制限価格を公表しているのと同様に適正な競争性の確

保及び一定の履行水準の確保の面で弊害が生じ、今後の契約事務の公正かつ適正な執行を著しく

困難にする可能性が高いことから、町田市では 低制限価格及びその算定式のいずれについても

非公表としている。 

本件対象工事である、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

設備工事および町田市立町田第四小学校防音機械設備工事は、航空機騒音障害に対して、児童の

教育環境を確保する防音対策工事及び老朽化した給食施設の整備・改善を図る給食室増築改修工

事に伴う空気調和設備工事である。 

空調機を設置する各室は、設計段階で指定されており、国内の空調機器製造メーカーの製品仕

様に照らし、設置予定機器の性能仕様は機器諸元表で指定されている。 

 町田市が建設する建物で、空気調和設備を設置しないことは考えられず、設置する空調機の機

器構成、仕様、諸元が設計時に特定されているので、同種同様の工事は今後も発注される。 

空調機器用ガス配管は、保温仕様が均一化、一般化されているので、配管延長だけが各工事に

より異なるものとなる。これは、工事の特殊性とは言いがたい。 

社会情勢の変化から、学校のように、従前は空調設備がない建物に空調機器を設置することは

あるが、学校自体がそれぞれに異なった意匠の建物となることはなく、同種同様の工事内容とな

ってしまう。 

このように、同種同様の工事発注が今後も十分予測されるので、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および町田市立町田第四小学校防音機械設備

工事の 低制限価格を公開することにより、同種の入札案件の 低制限価格を類推される恐れが

十分ある。 

以上のことから、町田市情報公開条例第５条第１項第４号により、部分公開としたのは妥当で

ある。  

 

第６ 審査会の判断  

 １ 本件事案の概要 

 本件は、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

（以下「工事１」という。）の 低制限価格の計算基準書および町田市立町田第四小学校防音
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機械設備工事（以下「工事２」という。）の 低制限価格の計算基準書の公開請求について、

実施機関である町田市長が行った工事１および工事２の「予定価格調書」および「 低制限

価格調書（工事）」（以下あわせて「本件文書」という。）の部分公開決定に対し、申立人が異

議を申し立てているものである。 

 なお、実施機関は、本件文書のうち、「予定価格調書」に記載する 低制限価格およびその

比較価格、並びに、「 低制限価格調書（工事）」のうち、設計金額およびその内訳、 低制

限価格、 低制限価格比較価格、 低制限価格の割合にかかる部分を公開すると、今後の入

札において 低制限価格を類推することが可能となり、不当廉売による受注を防止できず、

適正な入札が行えなくなるので、「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」（本件条例第５条第１項第４号）に該当するとして、前記

部分を公開しないことを決定している。 

２ 低制限価格とは 

地方公共団体の財源は税金であることから、地方自治法においては、調達の際には も競

争性、透明性、経済性等に優れた一般競争入札を原則とすることが求められており、予定価

格の制限の範囲内で 高又は 低の価格で入札したものが落札者となる（地方自治法第 234

条第３項）。ただし、入札価格が過度に低廉になり、採算ラインを下回ると、工事の手抜きや

下請けへのしわ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の不徹底等により、公正な取引秩序を歪め、

また、公共工事が適正に施工されないというおそれが生じる。そこで、特に必要があると認

めるときは、 低制限価格制度を設けることが認められている（地方自治法施行令第 167 条

の 10 第２項）。 低制限価格制度とは、あらかじめ 低制限価格を設けて、予定価格の制限

の範囲内で 低の価格をもって申込みをした者ではなく、予定価格の制限の範囲内の価格で

低制限価格以上の価格で応札したもののうち、 低の価格で申し込んだ者を落札者とする

ことができるという制度である。かかる 低制限価格制度の導入・活用について、国も、地

方公共団体に対し、ダンピング受注の排除のため、呼びかけてきた。 

ところで、かかる地方公共団体が行う公共工事の入札及び契約については、公共工事に対

する国民の信頼を確保するために、公共工事にかかる情報の公表が求められている（公共工

事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第７～９条）。東京都内においても、東京都の

26 市契約担当課長会事務局の調査報告書「26 市契約制度等の概要‐平成 23 年度調査‐」に

よれば、東京都内の 26 市のうち 25 市が 低制限価格制度を導入し、 低制限価格の公開に

ついては、町田市を含む 12 市は非公表とするものの、８市が事前に公表し、５市が事後に公

表していた。 

しかし、平成 23 年８月、国は 低制限価格について、「事前公表により、当該近傍価格へ

入札が誘導されるとともに、入札価格が同額の入札者のくじ引きによる落札等が増加する結

果、適切な積算を行わずに入札を行った建設企業が受注する事態が生じるなど、建設企業の

真の技術力・経営力による競争を損ねる弊害が生じうること、地域の建設業の経営を巡る環

境が極めて厳しい状況にあることにかんがみ、事前公表は取りやめ、契約締結後の公表とす

ること」との通知（平成 23 年８月 25 日 総行行第 126 号 国土入企第 14 号）を行い、地方

公共団体に対し、 低制限価格の事前公表を取りやめることを求めた。 

 ３ 町田市の入札制度および 低制限価格制度について 

（１） 町田市では、一般競争入札の方法により契約を締結する場合には、契約の目的となる物件

又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の

長短等を考慮した上で、予定価格を設定することになっている（町田市契約事務規則（以

下「規則」という。）第９条第２項）。また、前述の地方自治法施行令第 167 条の 10 第２

項の規定に基づき、あらかじめ 低制限価格を設ける場合、工事又は製造の請負契約につ

いては、予定価格の 10 分の７から 10 分の９の範囲内において、予定価格を構成する材料

費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して、案件ごとに適正に定めなければな

らないとし、 低制限価格は、予定価格と共に予定価格調書（予定価格を記載した書面（規

則第 10 条第２項））に記載することを定めている。なお、比較価格とは、予定価格および
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低制限価格から消費税を除いた額である。 

（２）  工事請負契約については、設計金額が 1,000 万円を超える工事については、一般競争入

札の方式により（町田市工事請負契約の入札手続に関する要領（以下「要領」という。）

第２）、電子入札が行われている。電子入札の場合、工事請負契約の予定価格は、入札前

に公表され（要領第７）、入札結果も公表される（要領第６）。 

また、工事請負契約の競争入札について、当該契約の内容に適合した履行を確保するた

めに特に必要があると認めて、あらかじめ 低制限価格を設けた場合には、予定価格の制

限の範囲内の価格で 低制限価格以上の価格で入札した者のうち、 低の価格で入札した

ものを落札者とすると定めている（入札参加者の心得〔電子入札用〕（以下「心得」とい

う。）第 20 条）。なお、落札者となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、く

じにより落札者を決定するとされる（心得第 23 条）。 

（３）  当審査会の調査によれば、町田市では、契約事務適正化委員会が低入札価格対策として

低制限価格制度を導入することを具申し、平成 22 年２月 26 日に町田市長が決裁し、

低制限価格制度が導入されることとなった。町田市の 低制限価格制度は、工事関連業務

委託契約のうち予定価格が 50 万円以上のもので、平成 22 年４月１日以降に公表される入

札を対象として適用され、 低制限価格は国の低入札価格調査基準（国官会第 367 号 国

土交通省大臣官房長通知）を基準として算定される。 

なお、国の基準を記載した前記通知は、次のとおり、インターネット上に公表されてい

る。 

「予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に、100 分の 105 を乗じて得られ

た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、その割合が 10 分の９を超える場合に

あっては 10 分の９と、10 分の７に満たない場合にあっては 10 分の７とする。 

①  直接工事費の額に 10 分の 9.5 を乗じて得た額 

②  共通仮設費の額に 10 分の９を乗じて得た額 

③  現場管理費の額に 10 分の７を乗じて得た額 

④  一般管理費等の額に 10 分の３を乗じて得た額」 

４ 本件条例第５条第１項第４号（行政執行情報）該当性 

（１）本件条例第５条第１項第４号について 

本件では、本件文書の非公開部分が、「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」（本件条例第５条第１項第４号）に当たるか

どうかが問題となる。工事１および工事２は、いずれも町田市立の小学校にかかる工事で

あり、町田市が工事１および工事２を請け負わせるにあたり行った入札にかかる本件文書

の非公開部分は、本件条例第５条第１項第４号「市又は国等の事務又は事業の運営に関す

る情報」に当たる。 また本件文書は入札制度にかかるものであって、入札は繰り返し行わ

れるものであるから、同号後段の「当該事務又は事業」は、公開の対象となる事務又は事

業に限られず、同種の事務又は事業、すなわち、本件事案では、町田市における工事請負

契約にかかる入札事務全般を指すものと解すべきである。 

そうすると、本件文書の非公開部分を公開することによって、将来に実施される入札に

おいて 低制限価格が類推できるようになるとすれば、入札制度に期待される複数の事業

者による健全な競争が行われなくなり、入札制度の目的を失わせ、又は公正かつ適正な実

施を著しく困難にすることになる。しかし、本件文書の非公開部分を公開しても、必ずし

も将来の入札における 低制限価格を類推させるとは言えない場合には、本件文書の非公

開部分を公開することにより、入札制度の目的が失われたり、公正かつ適正な入札の実施

が著しく困難になるとは認められないというべきである。そこで、以下では、本件につい

て 低制限価格を公開することの入札事務への影響を検討する。 

（２） 低制限価格の公表と将来の入札における 低制限価格の類推の可能性 

本件文書にかかる入札は既に終了しているから、本件においては、 低制限価格の事後

の公表が問題となる。前記の国の通知では、「事前公表は取りやめ、契約締結後の公表と
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すること」として、事前の公表についてのみ取りやめを求めるものである。しかし、契約

締結後であっても、将来の類似の案件の入札において 低制限価格を類推させ、事前公表

と同様の効果をもたらすおそれがある場合には、契約締結後であっても 低制限価格の公

表は差し控えるべきである。もっとも、事前公表と同様の効果をもたらすおそれについて

は、そのような蓋然性だけでは足りず、当該 低制限価格を公表することによって、将来

の類似の案件の入札において 低制限価格が類推される具体的な可能性があることが客

観的に認められるような場合でなければならない。 

実施機関は、工事１および工事２は町田市内の小学校等で繰り返し行われる工事である

から、将来の入札における 低制限価格を類推させるおそれがあると主張する。しかし、

仮に、将来に工事１および工事２と同種の工事が行われるとしても、工事の対象となる小

学校等の規模、必要となる資材の数量、その他の条件は工事ごとに異なり、当該工事の設

計仕様と単価表を元に設計価格を積算した上で、 低制限価格の割合を掛けあわせて算出

する必要があり、必ずしも将来の入札における 低制限価格の類推が可能になるとまでは

言えない。また、実施機関からは、本件文書の非公開部分を公開することにより、将来の

入札における 低制限価格を類推できるようになる具体的な可能性について、何ら説明は

なかった。 

したがって、本件文書に記載された 低制限価格等を契約締結後に公開することによっ

て、将来の入札における 低制限価格の類推が可能となり、事前公表と同様の効果をもた

らすおそれがあるとは言えない。   

（３） 町田市における工事請負契約の 低制限価格情報が事実上公表されているのと等しいこと 

町田市では、工事請負契約の 低制限価格については、算定式も算定結果も、一切書面

による公表をしていない。町田市の電子入札システムにより、入札後にインターネットで

公表される「入札（見積）経過調書詳細（工事）」には、全ての入札者およびその入札価

格が公表されるが、 低制限価格に満たない金額を入札したものがあった場合には、入札

金額の欄に「 低制限未満」との表示がなされ、備考欄に入札金額が記載される。しかし、

低制限価格そのものは示されず、「 低制限価格は事後においても公表していません」

との説明が記載される。 

しかし、実施機関からの事情聴取によれば、工事請負契約の 低制限価格の算定式につ

いては、書面による公表は行っていないものの、窓口で尋ねられれば、国の算定式と同じ

ものであることは伝えているという。さらに、契約締結後には、財務部営繕課作成の「工

事設計内訳書の開示請求に対する処理方針」に基づき、実施機関の窓口において、希望者

には、契約が締結された設計価格金額及びその内訳を記載した工事設計内訳書の写しを交

付している。すなわち、契約締結後には、前記の国の 低制限価格の算定式に利用される

費目である「直接工事費」、「共通仮設費」、「現場管理費」、「一般管理費」の金額について

の情報が実施機関により提供されている。これらの金額に、国が公開している費目毎の

低制限価格の割合をかければ、特別な知識や技術がなくても、 低制限価格を算出するこ

とができる。 

このように、工事１および工事２についても、既に公開されている情報を組み合わせる

ことによって、 低制限価格を容易に算出することができ、事実上公表されているに等し

く、非公開とする実質的な利益がない。  

 ５ 結論 

   以上のとおり、契約締結後に本件文書の 低制限価格を公表することで、将来の入札におけ

る 低制限価格が類推できるようになるものではないし、本件文書に記載されている 低制限

価格は事実上公表されているにも等しい状態であるから、本件文書の非公開部分を公開するこ

とにより、入札の実施の目的を失わせたり、公正かつ適正な入札の実施を著しく困難にすると

は認められない。したがって、工事１および工事２に関する「予定価格調書」の非公開部分に

ついて、本件条例第５条第１項第４号に該当すべき事由はないから、全部を公開すべきである。 
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