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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、２０１３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 

（２０１３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～ 

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 員 田 村 達 久 早稲田大学法学学術院教授 ２００９年 ４月～ 

委 員 

（９月まで） 
丹生谷 美 穂 弁 護 士 

２００９年１０月～ 

２０１３年９月 

 委 員 橘 高 真佐美 弁 護 士 ２０１１年１０月～ 

委 員 河 野 純 子 弁 護 士 ２０１３年１０月～ 

２ ２０１３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１０回開催され、２００９年度から２０１２年度までの間に提起さ

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   ２０１３年４月２２日開催 

２０１１年度第１号事件実施機関の事情聴取 

２０１１年度第２号事件実施機関の事情聴取 

第２回審査会   ２０１３年５月２７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 

第３回審査会   ２０１３年６月２４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 

第４回審査会   ２０１３年７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 

第５回審査会   ２０１３年９月１９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 

第６回審査会   ２０１３年１０月２８日開催 

２００９年度第３号、４号、５号事件内部討議 

２０１２年度第１号事件内部討議 

第７回審査会   ２０１３年１２月９日開催 

２００９年度第３号、４号、５号事件内部討議 

２０１２年度第１号事件内部討議 

第８回審査会   ２０１４年１月１７日開催 

２００９年度第３号、４号、５号事件内部討議 
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２０１２年度第２号事件実施機関事情聴取 

第９回審査会   ２０１４年３月３日開催 

２００９年度第３号、４号、５号事件内部討議 

２０１２年度第１号事件内部討議 

第 10 回審査会   ２０１４年３月１４日開催 

２０１２年度第２号事件内部討議 

３ 不服申立ての状況 
今年度不服申立ては、ありませんでした。 

 

４ 答申の状況 

今年度は２件の答申が出されています。（２０１１年度第１号事件、同第２号事件）答申は

７８ページ～１０６ページに掲載されています。 

答  申  区  分 
合  計 

認容 一部認容 原処分維持 

０件 ２件 ０件 ２件 

 

５ ２０１３年度審査会事件一覧 

 

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  

答申年月日 ２０１３．１２．２５ 答申内容 一部認容 

 

   「町田市道○○○号線道路改良事業○○○○氏事業用地 △△△△氏分の起案書及び物件補

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、２０１３年１２月２５日に答申がありました。 

 

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  

答申年月日 ２０１３．１２．２５ 答申内容 一部認容 

  

   「町田市道○○○号線道路改良事業○○○○氏事業用地 △△△△氏分の交渉録」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、

２０１３年１２月２５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． ９．１４  

 

「老人ホーム○○○○に外部提供したすべての個人情報」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。 
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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 ２００９．１０． １  

 

「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 ２００９．１０． １  

 

   「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。 

 

  ２０１２年度第 1号事件（個人情報訂正請求） 

開示請求年月日 ２０１２．４．１８ 決定内容 非開示（非訂正） 

不服申立年月日 ２０１２．５．１４ 諮問年月日 ２０１２．６．１２ 

    

保健介護推進担当部長発申立人宛て回答文書について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、審査会にて審査中です。 

 

  ２０１２年度第２号事件（個人情報開示請求） 

開示請求年月日 ２０１２． ９． ４ 決定内容 部分開示 

不服申立年月日 ２０１２．１１．１５ 諮問年月日 ２０１２．１１．２７ 

   

町田市保健所の「精神保健相談記録」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。 
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町 田 市 情 報 公 開 ・個 人 情 報 保 護 審 査会 

2011 年 度 第 1 号 事 件 （ 異 議 申 立 人  ● ● ● ● ） 

 

2013 年 12月 25日 

 

答  申 

 

町田市長 石 阪 丈 一 様 

 

町田市情報公開・個人情報保護審査会 

会 長  野 村 武 司 

 

2011 年 12月１日付 11町建整第 953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９月 20日付け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 2012 年８月 14 日付 12 町建整第 426 号により行った公文書部分公開決定処分の

うち、以下のものを除き、その余の部分は公開すべきである。 

１ 別紙「対象文書一覧表」における、引用番号第 39-1 番の文書における「移転雑費補償費（移

転通知費）を追加補償した過去の事例」のうち、移転通知費及び口座所有者の人数 

２ 引用番号第 39-2番の文書における各見積書提出企業の会社名及び連絡先（住所、電話番号、

ファクシミリ番号、Ｅメールアドレス）、代表取締役氏名、これらにおける押印の印影（会社

印、代表者印、担当者印）及び見積合計金額とその内訳金額 

３ 引用番号第 267、272番の文書における所有者の自宅の住所 

４ 引用番号第 126、127、233、234、267、268、272、273 番の文書における所有者の印影 

５ 引用番号第 126、127、234、268番の文書における●●会又は●●支部の印影 

６ 引用番号第 31、127、234、286、287番の文書における交渉相手方の印影 

 

第２ 異議申立ての趣旨 

異議申立人●●●●は、町田市長が 2012 年８月 14 日付 12 町建整第 426 号により行った公文

書部分公開決定処分を取り消し、町田市道●●●号線道路改良事業 ○○○○氏事業用地 △△△

△氏分の起案書及び物件補償書を公開することを求めた。 

 

第３ 本件事案の経緯 

１ 異議申立人●●●●（以下「申立人」という。）は、町田市情報公開条例（以下「本条例」

という。）第６条の規定により、2011年９月 20日付けで、町田市長（以下「実施機関」という。）

に対して、町田市道●●●号線道路改良事業○○○○氏事業用地 △△△△氏分の起案書及び

物件補償書について公文書公開請求（以下「本件請求」という。）を行った。 

２ 実施機関は、2011年 11 月 18日付 11 町建整第 890 号により公文書部分公開決定処分を行っ

た。 

３ 申立人は、本条例第 10 条第１項の規定に基づき、実施機関に対して、11 町建整第 890 号公

文書部分公開決定処分を不服として、2011年 11月 24日付けで異議申立てを行い、町田市道●

●●号線道路改良事業○○○○氏事業用地 △△△△氏分の起案書及び物件補償書の非公開部

分の公開を求めた。 

４ 実施機関は、本条例第 10 条第２項の規定に基づき、2011年 12 月１日付 11 町建整第 953 号

により、当審査会に諮問した。 

５ 実施機関は、2011年 12月 13日付 11町建整第 1058号により、理由説明書を提出した。 

６ 申立人は、2012年 1月５日付けで意見書を提出した。 

７ 当審査会は、2012年６月 18日、実施機関から事情聴取を行った。 

 78 



第３章 情報公開・個人情報保護審査会の状況 
 

８ 実施機関は、2012 年７月 30 日付 12 町建整第 393 号により、11 町建整第 890 号公文書部分

公開決定処分を取消すとともに、同日付 12町建整第 394号により公文書公開決定処分を行い、

また、同日付 12町建整第 395号により公文書部分公開決定処分を行った。 

９ さらに、実施機関は、2012 年８月 14 日付 12 町建整第 425 号により、12 町建整第 395 号公

文書部分公開決定処分を取消すとともに、同日付 12 町建整第 426 号により公文書部分公開決

定処分（以下「本件処分」という。）を行った。 

10 申立人は、2012年８月 24日、同年８月 23日付「異議申立てについて」により、本件処分に

ついて異議申立て継続の意思を表した。なお、申立人が本件の異議申立により公開を求めてい

る文書（以下「対象文書」という。）は、町田市道●●●号線道路改良事業○○○○氏（以下

「所有者」という。）事業用地、△△△△氏（以下「交渉相手方」という。）分の起案書及び物

件補償書のうち、実施機関により非公開と決定された部分であって、具体的には、別紙「対象

文書一覧表」に記載されている部分を意味する。 

11 実施機関は、2012年９月３日付 12町建整第 494 号により、改めて理由説明書を提出した。 

12 当審査会は、2012年９月 12日、申立人の口頭意見陳述を行った。 

13 当審査会は、2013年４月 22日、実施機関から第２回目の事情聴取を行った。 

14 実施機関は、2013年４月 22 日付けで追加資料を提出し、また同年５月 22 日付 13町建整第

114 号「町田市情報公開・個人情報保護審査会における追加資料の提出について」により、さ

らに追加資料を提出した。 

 

第４ 申立人の主張の要旨 

  情報公開制度は、市民が市の活動を明らかにし、目的の範囲内かつ適正に行われているか否か

を監視監督するためのものであるが、市は金額部分を一切公開していないため、金額が適切であ

るかの確認が取れず、情報公開制度の制度趣旨が達せられていない。したがって、再度の精査を

希望する。 

 

第５ 実施機関の主張及び理由説明の要旨 

  実施機関は、主に以下の理由から、対象文書は本条例第５条第１項第１号、第２号、第４号及

び第５号に該当するため、部分公開としたものである。 

１ 本公文書公開請求は個人を特定して請求されていること。 

２ 請求されている情報は個人及び団体として通常知られたくないと望む情報であること。 

３ 中小企業基本法第２条第５項における「小規模企業」の定義に該当する企業は本条例第５条

第１項第１号における「個人に関する情報」と同様の取扱いをすべきと考えること。 

４ 対象文書は公表が目的とされておらず、本人も公表を想定せずに補償金額の算定に協力して

いること。 

５ 対象文書は権利者（被買収者）が申し出た財産の明細とそれに対する市の評価等の情報を含

むものであり、公開することにより権利者（被買収者）との信頼関係を著しく損ね、また、今

後市が交渉を行う予定の権利者（被買収者）とも信頼関係に基づく交渉を行うことができなく

なることや、隣接地等の補償金額が公開されることにより交渉が長引いたり困難になり道路整

備事業ができなくなること等から、対象文書の公開は当該事業の目的を失わせること。 

６ 対象文書のうちの印影は、印鑑偽造等により不正に使用される恐れがあり個人又は団体の財

産の保護に著しい支障が生じること。 

 
第６ 審査会の判断 

  本件は、市が 2009年及び 2010年当時進めていた町田市道●●●号線道路改良事業（以下「本

事業」という。）において、●●会（以下「●●会」という。）、●●支部（以下「●●支部」と

いう。）、及び交渉相手方に対して行った所有者の所有する建物（以下「本建物」という。）から

の立退き補償に関して、申立人が本件請求を行い、これに対して実施機関が行った本件処分につ

いて、申立人が異議を申し立てているものである。 

  実施機関の説明によれば、このような道路の建設に伴って立退きを迫られる人等に対する補償
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手続は、町田市建設部道路整備課作成の｢補償のあらまし（道路用地の買収と補償）｣に基づいて

行われているとのことである。同書によれば、市は立退き対象である「土地・建物の所有者や借

家人等の関係人」と個別に協議を行い、協議が整うと「建物等の所有者」との間では「物件移転

補償契約」を締結し、「借家人や借間人」との間では「立退き補償契約」を締結する。また、か

かる「立退き補償契約」が締結された後、市は、「借家人や借間人」に対しては５割相当の前払

い金を支払い、残額は立退き完了後に支払うこととされている。 

  実施機関によれば、市は、本建物につき所有者との間で賃貸借契約を締結している●●会及び

●●支部を借家人と認識し、また、当時、交渉相手方が●●会及び●●支部の代表者であったこ

とから、交渉相手方も本建物の借家人と認識して、2009 年９月頃から 2010年 10月頃までの間、

交渉相手方と交渉を行ったとのことである。この説明に基づけば、市は、交渉相手方、●●会及

び●●支部に対する補償金の支払いについての交渉（以下「本交渉」という。）を、交渉相手方

との間で行ったものと認定される。そして、市は、本交渉の結果に基づいて、それぞれ●●会、

●●支部及び交渉相手方との間で立退き補償契約を締結し、これらに対して補償金を支払ったも

のである。 

  実施機関は、対象文書を部分公開とした理由として、本条例第５条第１項第１号、第２号、第

４号及び第５号のうちのひとつ又は複数を挙げているため、以下、これらにつき順に検討する。 

１ 本条例第５条第１項第１号該当性について 

（１）本条例第５条第１項第１号における「個人に関する情報」の解釈 

    実施機関は、別紙「対象文書一覧表」における引用番号第１、22、23、39-1、39-2、126、

127、233、234、249 から 260、267、268、272及び 273 番の各文書につき、本条例第５条第

１項第１号（個人に関する情報）への該当性を理由に非公開としている。 

    ここで、本条例第５条第１項第１号は、個人に関する情報で、「特定の個人が識別され、

又は識別され得るもの」を、プライバシー保護の観点から原則的に非公開としているが、「事

業を営む個人の当該事業に関する情報」は、ここに言う「個人に関する情報」から除外し、

同条項第２号（法人情報）の対象としている。これは、個人が営むものであっても、事業に

関する情報は、当該個人のプライベートな情報とは性格が異なるため、情報公開の可否の判

断基準等も自ずから異なるという趣旨に基づくものと考えられる。ここで言う「事業」とは、

商行為、商行為以外の営利行為を含むほか、一般的には営利行為といえないような社会福祉

事業等も、その事業を営むことにより生計を立てている場合はこれも含むと解される。町田

市総務部市政情報課作成「情報公開ハンドブック」（2011年３月）（以下「市ハンドブック」

という。）によれば、これは、個人事業者の情報のうち、当該個人の生活に関する情報では

ないものを、本条例第５条第１項第１号ではなく同条項第２号（法人情報）の対象とする趣

旨とのことであるため、かかる解釈に合致するものと言える。 

    以下、かかる解釈を前提として、上記各文書につき検討する。 

（２）各文書の本条例第５条第１項第１号該当性の検討 

ア 引用番号第 1番について 

     引用番号第 1番の文書は、物件位置図であって、本建物やその近隣の土地の地目や所有

者名などが記載されており、本件処分では、本建物の近隣土地の所有者名が非公開とされ

ている。これらは正に本条例第５条第１項第１号本文が規定する「個人に関する情報であ

って、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの」に該当すると言える。 

     ただ、本条例第５条第１項第１号アは、例外的に、「法令の規定により一般に公表され、

又は何人でも閲覧することができるとされている情報」は非公開としうる情報から除外し

ている。本件では、実施機関の説明によれば、当該文書に記載された本建物の近隣土地の

所有者名は、当該文書作成時の不動産登記簿の記載に基づいて記載されたものとのことで

ある。とすると、これらは何人も入手可能な情報であることから、同条項第１号アの例外

事由に該当し、よって公開すべきである。 

   イ 引用番号第 22、23、126、127、233、234、249 から 260、267、268、272、273番につい

て 

（ア）対象文書の概要 
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      これらの文書の概要は、以下の通りである。 

     引用番号第 22 番は本建物の●●会及び●●支部の賃借部分における店頭商品、事務用

什器等内訳書であって、本件処分では表紙部分の他は全面的に非公開とされ、また、引

用番号第 23 番はこれら動産の配置図であって、本件処分では配置図部分は全て非公開

とされている。 

      引用番号第 127番は本建物についての賃貸人たる所有者、賃借人たる●●会、連帯保

証人たる交渉相手方及び管理会社の間の賃貸借契約書で、契約書本文、契約締結日、並

びに賃貸人、賃借人及び連帯保証人の印影が非公開とされている。引用番号第 126番は、

当該契約につき賃貸人・賃借人間で締結された変更契約証書であり、本件処分では、契

約証書本文、並びに賃貸人及び賃借人の印影が非公開とされている。 

      引用番号第 234番は本建物についての賃貸人たる所有者、賃借人たる●●支部、連帯

保証人たる交渉相手方及び管理会社の間の賃貸借契約書で、契約書本文、契約締結日、

並びに賃貸人、賃借人及び連帯保証人の印影が非公開とされている。引用番号第 233番

は、当該契約につき賃貸人・賃借人間で締結された変更契約証書であり、本件処分では、

契約証書本文、並びに賃貸人及び賃借人の印影が非公開とされている。 

      引用番号第 249から 259番は、本建物の●●会及び●●支部の賃借部分（事務室）の

写真であり、引用番号第 260番はこれら写真を撮った位置と方向が記載された図面であ

り、いずれも全て非公開とされている。 

      引用番号第 267番は本建物の●●会賃借部分についての家賃・間代申告書で、本件処

分では、面積・賃貸年月日・家賃・敷金等の情報が非公開とされている他、賃貸人の住

所及び印影が非公開とされている。引用番号第 268番は第 126番と同じ文書であり、非

公開部分も同じである。 

      引用番号第 272番は、本建物の●●支部賃借部分についての家賃・間代申告書で、本

件処分では、面積・賃貸年月日・家賃・敷金等の情報が非公開とされている他、賃貸人

の住所及び印影が非公開とされている。引用番号第 273番は第 233番と同じ文書であり、

非公開部分も同じである。 

      そこで、以上の対象文書について検討するに、これらにおいて個人の氏名等が記載さ

れているものは、交渉相手方及び所有者の氏名等のみであるため、以下これらにつき検

討する。 

（イ）交渉相手方の氏名及び所有者の氏名等について 

      まず、交渉相手方の氏名については、実施機関の説明によれば、交渉相手方は個人と

して政治活動を行ってきたものであるため、実施機関は交渉相手方を純粋な個人として

扱うべきと考え、その氏名等につき非公開とすべきと判断したものである。 

      しかし、上記の通り、交渉相手方は、本交渉の当時、●●会及び●●支部の代表者で

あり、それを理由として、市は交渉相手方との間で本交渉を行い、また、交渉相手方に

対する補償金の支払いも行ったものである。とすると、交渉相手方の立場は純粋な個人

ではなく、「事業を営む個人」であると理解される。また、引用番号第 22番の文書に記

載された情報は、交渉相手方の生活に関する情報ではなく、●●会及び●●支部の活動

に関する情報やその事務所に置かれた動産についての情報等である。よって、上記（１）

記載の、本条例第５条第１項第１号の「個人に関する情報」の解釈に鑑みると、対象文

書に含まれた交渉相手方に関する情報は、同号の除外事由である「事業を営む個人の当

該事業に関する情報」にあたると考えられ、よって同号は適用されない。 

      次に、引用番号第 127番及び 234番の文書における所有者の氏名等については、所有

者は本建物の賃貸業を営むものであり、かつ、対象文書に記載された情報は、本建物の

賃貸借に関するものであって、所有者個人の生活に関するものではないことから、本条

例第５条第１項第１号の除外事由である「事業を営む個人の当該事業に関する情報」に

あたると考えられ、よって同号は適用されない。 

      他方、引用番号第 267番及び 272番の文書については、ここに記載されているのは所

有者の自宅の住所であり、これは、事業を営む個人の「生活に関する情報」であるから、
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本条例第５条第１項第１号本文に基づき、非公開とした本件処分は妥当である。 

（ウ）●●会及び●●支部の情報について 

      実施機関は、●●会及び●●支部の情報について、本条例第５条第１項第１号に該当

すると主張しているので、この点につき検討する。実施機関の説明によれば、実施機関

は、中小企業基本法第２条第５項における「小規模企業」の定義（すなわち、「製造業・

その他」分野における従業員 20 人以下の企業、及び「商業・サービス」分野における

従業員５人以下の企業）に該当する企業を「個人企業」と捉え、本件において●●会及

び●●支部はこれに該当すると主張している。そして、「個人企業」に関する情報は、

道路事業にかかる補償の事案においては、一般的に多額の金額が補償されると錯覚され

ている特殊性、及び、「個人企業」においては補償金額等が公開されると値下げ要請等

の社会的圧力を受けやすく営業活動への影響が予想されることや、「個人企業」の店舗

や収入は個人の住居や所得と直結する性格を有することを考慮して、本条例第５条第１

項第１号における「個人に関する情報」と同様の取扱いをしたとのことである。また、

本件においては、●●会及び●●支部の事務所は、団体の事務所というより、むしろ交

渉相手方個人の事務所という性格が強いと判断したとのことである。 

      しかし、そもそも本条例はかかる「個人企業」という概念は用いておらず、小規模の

企業につき他の企業と異なる特別の取扱いをすることは予定していない。上記の通り、

本条例第５条第１項第１号及び第２号は、「事業を営む個人」の生活に関する情報のみ

を第１号の「個人情報」として取り扱うと規定しているものである。とすると、特に実

施機関からの説明はなかったものの、実施機関の提示する支障は、本条例第５条第１項

第１号ではなく、むしろ同条項第 2号における「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認められる」か否かとして検討、判断されるべき事項

であるため、後述２の同条項第２号部分において検討する。 

ウ 引用番号第 39-1番及び第 39-2番について 

     引用番号第 39-1 番の文書は、交渉相手方、●●会及び●●支部の移転雑費補償額算定

の資料としての本試算書であり、引用番号第 39-2 番の文書は、３社から町田市長宛ての

見積書合計 12 枚であり、これらはいずれも、本件処分においては全面的に非公開とされ

ている。このうち、第 39-1 番の本試算書においては、補償費算定の参考情報として、各

企業からの見積書に基づいて試算された、購入品目及び作業ごとの試算金額とその合計額

が記載され、また、移転に伴って差し替えられるべき既存の葉書、名刺、封筒等の写真が

掲載され、かつ、参考情報として、移転雑費補償費（移転通知費）を追加補償した過去の

事例が記載されている。また、第 39-2 番の各見積書には、これらを提出した各企業の、

会社名、住所、電話番号、ファクシミリ番号、Ｅメールアドレス、代表取締役氏名、会社

の印影、代表者の印影、及び担当者の印影が記載されている部分が存在する。 

     このうち、第 39-2番における担当者の印影は、当該担当者個人に関する情報であって、

当該個人が識別され得るものであり、かつ「事業を営む個人の当該事業に関する情報」に

も該当しないため、本条例第５条第１項第１号に該当し、非公開とした本件処分は妥当で

ある。他方、その他の情報は、いずれも●●会、●●支部、又は見積提出者たる企業その

他の企業に関する情報であって個人に関する情報は含んでいないため、本条例第５条第１

項第１号は適用されない。 

２ 本条例第５条第１項第２号該当性について 

（１）本条例第５条第１項第２号の解釈 

    本条例第５条第１項第２号は、「法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当

該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の競争上又は

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認められるもの」につき、非公

開とすることを認めている。ここで、条文が「著しく」と規定していること、及び、知る権

利の確保と市政への市民参加及び監視という情報公開制度の目的に鑑みると、本号により非

公開とされる情報は、一般的に法人等が公開を望まない情報であるに留まらず、公開により

当該法人等の競争上の地位等が損なわれて当該法人等に損害をもたらす現実の危険が想定
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され、かつ、その回復が極めて困難な場合等に限られると考えるべきである。この点、市ハ

ンドブックにおいても、同号は、情報公開によって当該法人等又は当該個人が有する権利利

益がただ損なわれるというだけでなく、著しく損なわれるものに限定して考えるべきと記載

されており、たとえば生産技術、販売上の情報、経理・人事情報等が例示され、その他名誉、

社会的評価、社会活動の自由等が著しく損なわれると認められるものとされている。 

（２）対象文書と非公開部分の本条例第５条第１項第２号該当性の検討 

ア 対象文書の概要 

     実施機関は、引用番号第 39-1、39-2、44 から 46、58、60、70、73、74、80、85、94、

104、107、108、114、119、126、127、152から 154、165、167、177、180、181、187、192、

201、211、214、215、221、226、233、234、249 から 260、268、273 番の各文書につき、

本条例第５条第１項第２号の該当性を非公開の理由として挙げている。 

     これらが「法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報

であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人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認められるもの」と判断されるか否かにつき、

以下検討する。 

イ 引用番号第 39-1番について 

     引用番号第 39-1番は、本試算書であり、本件処分では全面的に非公開とされている。 

     本試算書においては、上記の通り、補償費算定の参考情報として、「移転雑費補償費（移

転通知費）を追加補償した過去の事例」が、特定の企業名とともに記載されている。この

うち移転通知費及び口座所有者の人数は、これらを公開すれば当該過去の特定の事例にお

いて補償費の支払い対象となった企業の顧客数が明らかになるものであり、かかる情報は、

通常、当該企業において営業上の秘密として取り扱われるべき内容のものであって、これ

が公開されることにより当該企業の事業運営上の地位その他社会的な地位が著しく損な

われると認められる。よって、これらの情報は本条例第５条第１項第２号に該当し、非公

開とした本件処分は妥当である。 

     以上に対して、本試算書に記載されたその他の情報は、各企業からの見積書に基づいて

試算された、購入品目及び作業ごとの試算金額とその合計額、及び、移転に伴って差し替

えられるべき既存の葉書、名刺、封筒等の写真であるが、これらは特定の企業と結び付く

情報ではないため、公開されても見積書を提出した各企業にとって不利益はないと考えら

れる。また、購入品目の内訳として、領収書の宛先として交渉相手方、●●会、●●支部

の名称が出てくるが、これらはただ購入された領収書フォームの宛先として印刷された名

前であり、通常業務において使用されるものであるため、公開されてもこれらの個人・団

体にとっての不利益はないと思われる。さらに、本試算書には、借家人補償費として、●

●会及び●●支部に対する補償金額の試算の数字が記載されているが、これらは既に全額

が支払われた損失補償額の一部であって、それぞれの本来の事業内容に関わることではな

いため、これらが公開されたとしても、いずれの団体にとっても、そ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。よって、前段落で

述べた本試算書に記載された「移転雑費補償費（移転通知費）を追加補償した過去の事例」

における移転通知費及び口座所有者の人数以外の情報は、本条例第５条第１項第２号には

該当しないと考えられ、公開すべきである。 

ウ 引用番号第 39-２番について 

     引用番号第 39-２番は、上記の通り、３社から町田市長宛ての見積書合計 12 枚であり、

これらには、上記の担当者の印影以外に、当該見積書を提出した各企業の、会社名、住所、

電話番号、ファクシミリ番号、Ｅメールアドレス、代表取締役氏名、会社の印影、代表者

の印影及び見積合計金額とその内訳金額が記載されている部分が存在する。これらの情報

が公開されれば、各企業がそれぞれどのような見積金額及び内訳を提出したかが明らかに

なる。かかる情報は実務上一般的にいわゆる営業秘密に該当すると理解されるものであり、

また、市ハンドブックが述べる上記「販売上の情報」にも該当し、公開されることにより

当該企業の競争上又は事業運営上の地位が著しく損なわれることになると認められる。し
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たがって、これらの情報は本条例第５条第１項第２号に該当し、非公開とした本件処分は

妥当である。 

エ 引用番号第 44から 46番及び 58番について 

     引用番号第 44から 46番は、●●会についての「各人別損失補償額総括表」における補

償対象たる工作物の種目、形状寸法及び数量である。しかし、実際には、これらにおいて

は、補償対象とされた工作物についての情報、すなわち●●会がこの当時本建物において

所有していた棚に関する情報が記載されているにすぎない。よって、かかる情報が公開さ

れたとしても、●●会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

れるとは認められず、よって本条例第５条第１項第２号には該当しない。 

     また、引用番号第 58 番の文書は、これらの設備の位置が記載された図面であるが、●

●会の事務所は既に本建物を明け渡していることから、これについても、公開しても、●

●会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

れず、よって本条例第５条第１項第２号には該当しない。 

オ 引用番号第 60、70、73、74、80、85 番について 

     引用番号第 60、70、73、74、80、85 番は、●●会に対して実際に借家人補償として支

払われた金額についての算定書である「借家人補償額算定書（店舗等）」の記載の一部で

あり、補償対象たる賃借部分についての建物使用面積、敷金金額、家賃金額等が記載され

ている。これらは、当該文書作成時点である 2009 年当時に●●会が本建物において使用

していた部分の賃貸借に関する情報であって、現時点においては有用な情報とは思われな

いこと、また、既に●●会は本建物を明け渡していることを考えると、これらを公開して

も、●●会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

められず、よって本条例第５条第１項第２号には該当しない。 

カ 引用番号第 94、104、107、108、114、119番について 

     実施機関の説明によれば、引用番号第 94、104、107、108、114、119 番は、●●会に対

する借家人補償を東京都が損失補償を行う際に用いている基準（以下「東京都基準」とい

う。）を用いて算定した「借家人補償額算定書（店舗等）」の記載の一部であり、補償対象

たる賃借部分についての建物使用面積、敷金金額、家賃金額等が記載されている。これら

は、やはり、当該文書作成時点である 2009 年当時に、●●会が本建物において使用して

いた部分の賃貸借に関する情報であって、現時点では有用な情報とは思われないこと、ま

た、既に●●会は本建物を明け渡していることを考えると、これらを公開しても、●●会

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ず、

よって本条例第５条第１項第２号には該当しない。 

キ 引用番号第 126番及び 127番について 

     引用番号第 127番は本建物についての賃貸人たる所有者、賃借人たる●●会、連帯保証

人たる交渉相手方、及び管理会社の間の賃貸借契約書で、契約書本文、契約締結日、並び

に賃貸人、賃借人及び連帯保証人の印影が非公開とされている。また、引用番号第 126番

は、その賃貸人・賃借人間で締結された変更契約証書であり、本件処分では、契約証書本

文、並びに賃貸人及び賃借人の印影が非公開とされている。 

     これらは、既に●●会が明け渡した賃借建物についての情報であること、また、当審査

会が検討したところ、内容的にも一般的な実務慣行を離れた特殊な内容は見受けられない

ことから、公開しても、賃貸人たる所有者、賃借人たる●●会、連帯保証人たる交渉相手

方、及び管理会社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

とは認められず、よって本条例第５条第１項第２号には該当しない。なお、｢印影｣につい

ては、本条例第５条第１項第２号ではなく、むしろ同条項第５号における「人の生命、身

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」か否かとして検討、判断さ

れるべき事項であるため、後述４の同条項第５号部分において検討する。 

ク 引用番号第 152から 154番及び 165番について 

     引用番号第 152から 154番は、●●支部についての「各人別損失補償額総括表」におけ

る補償対象たる工作物の種目、形状寸法及び数量である。しかし、これらの情報は、補償
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対象とされた工作物についての情報、すなわち●●支部がこの当時本建物において所有し

ていた日除けシート、電話設備等に関する情報にすぎないため、かかる情報が公開された

としても、●●支部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

るとは認められず、よって本条例第５条第１項第２号には該当しない。 

     また、引用番号第 165番の文書は、これらの設備の位置が記載された図面であるが、●

●支部の事務所は既に本建物を明け渡していることから、これについても、公開しても、

●●支部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

められず、よって本条例第５条第１項第２号には該当しない。 

ケ 引用番号第 167、177、180、181、187、192番について 

     引用番号第 167、177、180、181、187、192 番は、●●支部に対して実際に借家人補償

として支払われた金額についての算定書である「借家人補償額算定書（店舗等）」の記載

の一部であり、補償対象たる賃借部分についての建物使用面積、敷金金額、家賃金額等が

記載されている。これらは、当該文書作成時点である 2009 年当時に●●支部が本建物に

おいて使用していた部分の賃貸借に関する情報であって、現時点では有用な情報とは思わ

れないこと、また、既に●●支部は本建物を明け渡していることを考えると、これらを公

開しても、●●支部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

るとは認められず、よって本条例第５条第１項第２号には該当しない。 

コ 引用番号第 201、211、214、215、221、226番について 

     実施機関の説明によれば、引用番号第 201、211、214、215、221、226 番は、●●支部

に対する借家人補償を東京都基準を用いて算定した「借家人補償額算定書（店舗等）」の

記載の一部であり、補償対象たる賃借部分についての建物使用面積、敷金金額、家賃金額

等が記載されている。これらは、やはり、当該文書作成時点である 2009 年当時に、●●

支部が本建物において使用していた部分の賃貸借に関する情報であって、現時点では有用

な情報とは思われないこと、また、既に●●支部は本建物を明け渡していることを考える

と、これらを公開しても、●●支部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ず、よって本条例第５条第１項第２号には該当しない。 

サ 引用番号第 233番及び 234番について 

     引用番号第 234番は本建物についての賃貸人たる所有者、賃借人たる●●支部、連帯保

証人たる交渉相手方、及び管理会社の間の賃貸借契約書で、契約書本文、契約締結日、並

びに賃貸人、賃借人及び連帯保証人の印影が非公開とされている。また、引用番号第 233

番は、その賃貸人・賃借人間で締結された変更契約証書であり、本件処分では、契約証書

本文、並びに賃貸人及び賃借人の印影が非公開とされている。 

     これらは、既に●●支部が明け渡した賃借建物についての情報であること、また、当審

査会が検討したところ、内容的にも一般的な実務慣行を離れた特殊な内容は見受けられな

いことから、公開しても、賃貸人たる所有者、賃借人たる●●支部、連帯保証人たる交渉

相手方、及び管理会社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

れるとは認められず、よって本条例第５条第１項第２号には該当しない。なお、｢印影｣に

ついては、本条例第５条第１項第２号ではなく、むしろ同条項第５号における「人の生命、

身体、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」か否かとして検討、判断

されるべき事項であるため、後述４の同条項第５号部分において検討する。 

シ 引用番号第 249から 259番及び 260番について 

     引用番号第 249から 259番は、本建物の●●会及び●●支部の賃借部分（外観及び事務

室内部）の写真であって、補償金額の算定のための基礎資料として、補償対象たる工作物

の状況及び本建物の使用状況を撮影したものである。 

     当審査会が検討したところ、これらは、ごく一般的な事務所の中・遠景の写真であって、

一般的な事務用の設備や什器備品が撮影されているにすぎず、書類の記載内容等の具体的

な情報が識別できるものでもない上、また、これら写真に写っている動産の中に事業を営

む交渉相手方の所有物が入っている可能性を全く否定することはできないが、少なくとも

これらの被写体には、一見して個人の所有物と判断される物品は含まれておらず、殊更特
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別なものも含まれていない上、詳細は判別困難である。以上を考え合わせると、第 249か

ら 259番の文書を公開しても、●●会、●●支部及び事業を営む交渉相手方の競争上又は

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ず、よって本条例

第５条第１項第２号には該当しない。 

     引用番号第 260 番の文書は、上記写真を撮った位置と方向が記載された図面であるが、

●●会及び●●支部の事務所は既に本建物を明け渡していることからすると、これについ

ても、公開しても、●●会、●●支部及び事業を営む交渉相手方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ず、よって本条例第５条第１

項第２号には該当しない。 

ス 引用番号第 268番及び 273番について 

     引用番号第 268番の文書は、本建物の●●会賃借部分にかかる賃貸借契約変更契約証書

における、契約内容と、所有者の印影及び●●会の印影である。また、引用番号第 273番

の文書は、本建物の●●支部賃借部分にかかる賃貸借契約変更契約証書における、契約内

容と所有者の印影である。これらの変更契約証書は、賃貸借期間の延長を合意したものに

すぎないこと、及び、現時点では●●支部は既に本建物を明け渡していることから、これ

らが公開されたとしても、所有者、●●会、●●支部のいずれにとっても、その競争上又

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ず、よって本条

例第５条第１項第２号には該当しない。なお、｢印影｣については、本条例第５条第１項第

２号ではなく、むしろ同条項第５号における「人の生命、身体、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」か否かとして検討、判断されるべき事項であるため、後

述４の同条項第５号部分において検討する。 

３ 本条例第５条第１項第４号該当性について 

（１）本条例第５条第１項第４号の解釈 

    実施機関は、①引用番号第 126、127、233、234、267、268、272、273、286、287、288番

の文書、及び②引用番号第２から 21、24から 30、32 から 43、47 から 57、59、61 から 69、

71、72、75から 79、81から 84、86から 93、95から 103、105、106、109から 113、115か

ら 118、120から 151、155から 164、166、168から 176、178、179、182から 186、188 から

191、193から 200、202から 210、212、213、216から 220、222 から 225、227 から 248及び

261 から 288 番の文書につき、本条例第５条第１項第４号の該当性を非公開の理由として挙

げているところ、本条例第５条第１項第４号は、事務又は事業の公正かつ適正な実施を確保

する観点から、「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」につき、非公開とすることを認めている。 

    ここで、「当該事務又は事業」とは、本件の場合、既に終了した町田市道●●●号線道路

に関する事務又は事業のみではなく、将来的に市が道路用地の買収と補償に関して行う交渉

等の事務または事業も含まれると解すべきである。なぜなら、一般的に、道路用地等の買収

と補償に関して市が所有者等と交渉を行うにあたっては、当該所有者等が補償金額算定等に

要する資料・情報を市に提出すること、市と所有者等との間で率直な交渉や意見交換が行わ

れること等が重要と言えるが、過去に行われた用地買収の交渉における資料等や、交渉過程

が記録された書類が公開された場合には、将来的な用地買収において、所有者等が資料・情

報を提出せず率直な交渉に応じなくなる、交渉の条件として記録を取らないことが要求され

る等の影響が及ぶことが考えられ、その場合、将来的な用地買収や補償が公正かつ適正に行

われなくなる可能性があるためである。 

    以上を前提に、各対象文書がかかる要件に該当するか否かにつき、以下検討する。 

（２）対象文書の本条例第５条第１項第４号該当性について 

ア 対象文書の概要 

     まず、①の文書のうち、引用番号第 126及び 127番の文書は、本建物の●●会賃借部分

の賃貸借契約及びその変更契約であり、それぞれの契約の内容部分と、所有者、●●会及

び連帯保証人としての交渉相手方の印影が非公開とされている。 
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     引用番号第 233番及び 234番は、前述の通り、第 234 番は本建物についての賃貸人たる

所有者、賃借人たる●●支部、連帯保証人たる交渉相手方、及び管理会社の間の賃貸借契

約書で、契約書本文、契約締結日、並びに賃貸人、賃借人及び連帯保証人の印影が非公開

とされており、第 233番は当該契約につき賃貸人・賃借人間で締結された変更契約証書で

あり、本件処分では、契約証書本文、並びに賃貸人及び賃借人の印影が非公開とされてい

る。 

     また、引用番号第 267番の文書は本建物の●●会賃借部分についての家賃・間代申告書

で、本件処分では、面積・賃貸年月日・家賃・敷金等の情報が非公開とされている他、賃

貸人の住所及び印影が非公開とされている。引用番号第 268番は 126番と同じ文書であり、

非公開部分も同じである。 

     引用番号第 272番の文書は、本建物の●●支部賃借部分についての家賃・間代申告書で、

本件処分では、面積・賃貸年月日・家賃・敷金等の情報が非公開とされている他、賃貸人

の住所及び印影が非公開とされている。引用番号第 273 番は 233番と同じ文書であり、非

公開部分も同じである。 

     更に、引用番号第 286 から 288 番の文書は、それぞれ町田市と、交渉相手方、●●会、

●●支部との間の立退き補償契約書で、本件処分においては、補償金額とその分割払いの

金額、交渉相手方の印影、建物の数量、補償金額の内訳が非公開とされている。 

     また、上記②の文書は、いずれも、交渉相手方、●●会又は●●支部に対する補償金の

金額、その内訳、又はその算定根拠たる金額を示している。 

イ 対象文書の検討 

     これらについて検討すると、まず、上記①の文書に記載されている、賃借部分の面積・

賃貸年月日・家賃・敷金、賃貸借契約及びその変更契約の内容部分、印影等は、「市又は

国等の事務又は事業の運営に関する情報」には該当しない。 

     また、上記②の文書に記載されている交渉相手方、●●会若しくは●●支部に対する補

償金の金額、その内訳、又はその算定根拠たる金額についても、本件では、すでに、市の

本事業の用地買収交渉が全て終了していることを考えると、これらの情報を公開すること

が、市の本事業の用地買収交渉に支障を及ぼす可能性はないと言える。さらに、市が今後

同種の用地買収の交渉等を行う可能性はあるものの、対象文書に記載された情報は、実際

に当事者間で合意され支払われた金額や、その算定に関する情報であることを考えると、

市が合法的な裁量の範囲内で損失補償金額を決定したものである以上、これらを公開する

ことにより今後の市の同種の用地買収の交渉の目的を失わせたり、著しく困難にするとも

思われない。 

     市ハンドブックも、本条例第５条第１項第４号の例として、「契約、交渉又は争訟に係

る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

がある情報」を挙げ、さらにその具体例として、用地買収、損失補償などに係る単価等を

事前に公表することにより、経費の増大や実施時期の遅延などが生じることを挙げている

が、逆にいえば、事後に公表することについては、本条例第５条第１項第４号の例として

挙げていない。 

     なお、実施機関は、対象文書の非公開の理由を、ⓐ隣接地等の補償金額が公開されると、

自己の補償金額のつり上げを図るケースが生じたり、契約締結後であっても訴訟提起も考

えられ、これにより用地買収が困難になり道路整備事業ができなくなって当該事業の目的

を失わせること、及びⓑ補償金額その他の情報が公開される場合には市が権利者や関係人

と信頼関係を構築するのに時間がかかることや、通常他人に知られたくない情報が提供さ

れにくくなり、その結果公平な用地買収等ができにくくなり、このため権利者及び関係者

の協力が得られなくなって道路整備事業の公正かつ適正な実施が著しく困難になること

を理由に挙げている。 

     しかし、ⓐについては、本件は用地買収ではなく道路事業に伴う建物の明渡しに関する

ものであり、本件で公開対象とされる補償金は建物明け渡しに伴う工作物移転補償費、借

家人補償費及び移転雑費補償費であるところ、そもそも、これらの補償費は、個々の建物
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や対象部分の面積、形状等の個性や、その利用の目的、状況等によって金額が大きく左右

される、極めて個別具体性の強いものであると言え、よって特定の建物についての補償金

額が公開されたからと言って、これに隣接する建物の補償費の交渉に影響が及ぶことは考

えにくい。また、仮に本事業の用地買収交渉がまだ継続している場合には、実施機関が述

べるような状況も可能性としてはありうるかもしれないが、本件では、上記の通り当該事

業の用地買収交渉は全て終了していることからすると、かかる懸念は本件には当てはまら

ないと言える。 

     また、ⓑについては、道路事業のための立退き補償も、公金を用いた補償である以上、

原則として、補償費及びこれを基礎づける事情についての情報公開や、かかる情報公開を

通じた市民による監視の対象とされるべきことは、いうまでもない。したがって、通常、

人に知られたくない情報が公開される可能性があることや、情報公開を前提とすると情報

提供者との信頼関係の構築に時間がかかる可能性がある等の懸念は、情報公開制度に基づ

く以上ある程度やむを得ないことと言える。むしろ、当該情報が具体的に本条例第５条第

１項各号に該当しない場合には情報が公開され、市民による監視の対象となることが行政

及び市民双方に理解された上で、立退き交渉その他の市の行政事務が行われること、及び

これにより公正かつ適正な行政事務が確保されることこそが、情報公開制度の意図すると

ころであると言える。したがって、ⓑも対象文書を非公開とする理由とはならないと考え

る。 

     以上から、これらの文書は、本条例第５条第１項第４号には該当しない。 

４ 本条例第５条第１項第５号該当性について 

（１）本条例第５条第１項第５号の趣旨 

    本条例第５条第１項第５号は、人の生命、身体、自由、財産の保護及び公共の安全確保の

観点から、「公開することにより人の生命、身体、自由又は財産の保護に著しい支障が生じ

ると認められる情報」については、非公開とすることを認めている。 

    したがって、各対象文書がかかる要件に該当するか否かにつき、以下検討する。 

 （２）本条例第５条第１項第５号該当性の検討 

    対象文書のうち、実施機関が本条例第５条第１項第５号の該当性を非公開の理由として挙

げているのは、引用番号第 31、126、127、233、234、267、268、272、273、及び 286 から

288 番の文書であって、いずれも印影部分である。実施機関は、いずれについても、「印鑑偽

造等による不正使用のおそれがあり、個人又は団体の財産の保護に著しい支障が生じる」と

認められることを理由に挙げている。 

    これらの印影部分は、その表象している名前等により大きく４種類に分類できるため、以

下これに沿って検討する。 

ア 所有者の印影について 

     引用番号第 126、127、233、234、267、268、272、273 番の各文書においては、所有者

の印影が非公開とされている。これらは、公開することにより、印鑑偽造等により不正使

用される場合には、所有者の個人の財産等の保護に著しい支障が生じる可能性を否定でき

ないことから、本条例第５条第１項第５号に該当し、非公開とした本件処分は妥当である。 

イ ●●会又は●●支部の印影について 

     引用番号第 126、127、234、268 番の文書は、いずれも本建物に関する賃貸借契約又は

その変更契約であって、これに押印された●●会又は●●支部の印影が非公開とされてい

る。これら印影は当該団体が契約当事者として真正に契約締結の意思表示をしたことを示

すために押印されるものであって、それ以外の特殊な情報が含まれているものではないと

言える。しかし、見分したところ、これらはその形状からして、実印として登録され、ま

たはこれと同等の価値を有するものとして使用される種類の印鑑であると推測され、一般

的にこのような印鑑は厳重に保管されて重要な場面にのみにおいて使用されるものと推

測されることからすると、これらが公開されると、人の生命、身体、自由又は財産の保護

に著しい支障が生じる可能性を否定できず、よって本条例第５条第１項第５号に該当し、

非公開とした本件処分は妥当である。 
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ウ ●●支部代表者として押印された交渉相手方の印影について 

     引用番号第 31 番及び 288 番は、●●支部の代表者として交渉相手方の印鑑が押印され

ている。これは交渉相手方個人の私印によるもののように思われるが、見分したところ、

いわゆる認印以上の形状のものではないこと、●●支部を代表して押印する文書には多数

使用されていることが推測されることから、これが公開されても人の財産の保護に著しい

支障が生じると認められるとは考えられず、よって本条例第５条第１項第５号には該当し

ない。 

エ 交渉相手方自身、又は●●会代表者として押印された交渉相手方の印影について 

     引用番号第 31、127、234、286、287 番には、交渉相手方が、補償金の支払い対象者と

して、●●会若しくは●●支部の連帯保証人として、または●●会の代表者として、同一

の交渉相手方の印鑑を押印している。これらは交渉相手方の私印のように思われる。しか

し、見分したところ、これらはその形状からして、実印として登録され、またはこれと同

等の価値を有するものとして使用される種類の印鑑であると推測され、厳重に保管されて

重要な場面にのみ使用されるものと推測されることからすると、これが公開されると、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ず、よって本条例第５条第１項第５

号に該当し、非公開とした本件処分は妥当である。 

５ 結論 

   以上のとおりであるから、「第１ 審査会の結論」のとおり答申する。 

 

別紙 

2012年８月 14日付 12町建整第 426号による公文書部部公開決定処分 

公開しない理由（実施機関の決定） 

（１）町田市情報公開条例第５条第１項第１号に該当 

   個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものであるため。 

（２）町田市情報公開条例第５条第１項第２項に該当 

   法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開

することにより、当該法人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

われると認められるため。 

（３）町田市情報公開条例第５条第１項第４号に該当 

   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ため。 

（４）町田市情報公開条例第５条第１項第５号に該当 

   個人又は団体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、

個人又は団体の財産の保護に著しい支障が生じると認められるため。 

  

件名 公開しない部分 
公開しない 

理由 

引用番

号 

 

 

平成２１

年度  町

田市道●

●●号線

及び周辺

道路物件

調査及び

積算委託 

（物件補

償書） 

物件調査書（物件位置図） 
物件位置図のうち、土地所有者氏名

（938-1を除く） 
（１） 1 

関係人別損失補償額総括表 

①建物補償額 （３） 2 

②工作物補償額 （３） 3 

③その他の補償額 （３） 4 

計 （３） 5 

合計 （３） 6 

関係人別損失補償額総括表 ①建物補償額 （３） 7 
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②工作物補償額 （３） 8 

③その他の補償額 （３） 9 

計 （３） 10 

合計 （３） 11 

調査番号４－１ 

各人別損失補償額総括表 
補償額 （３） 12 

補償額の内訳 （３） 13 

各人別損失補償額総括表 
補償額 （３） 14 

補償額の内訳 （３） 15 

動産移転料算定書 

Ⅰ屋内動産（１）住居用家財 （３） 16 

Ⅰ屋内動産（２）店頭商品、事務用

什器等 
（３） 17 

Ⅱ一般動産 （３） 18 

Ⅲ特殊動産 （３） 19 

消費税相当額 （３） 20 

合計 （３） 21 

動産移転料の積算基礎資料   （１） 22 

物件調査書（動産配置図）   （１） 23 

移転雑費補償額算定書 

Ⅰ移転先選定に要する費用等の移

転雑費補償（１）移転先の選定に要

する費用 

（３） 24 

Ⅰ移転先選定に要する費用等の移

転雑費補償（２）法令上の手続きに

要する費用 

（３） 25 

Ⅰ移転先選定に要する費用等の移

転雑費補償（３）移転旅費等のその

他の費用 

（３） 26 

Ⅱ就業不能により通常生ずる損失

補償 
（３） 27 

Ⅲ消費税及び地方消費税相当額 （３） 28 

合計 （３） 29 

移転通知件数の確認書 
移転通知件数 （３） 30 

個人及び代表者の印影 （４） 31 

移転雑費補償額算定書 

Ⅰ移転先選定に要する費用等の移

転雑費補償 

（１）移転先の選定に要する費用 

（３） 32 
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Ⅰ移転先選定に要する費用等の移

転雑費補償 

（２）法令上の手続きに要する費用 

（３） 33 

Ⅰ移転先選定に要する費用等の移

転雑費補償 

（３）移転雑費等のその他の費用 

（３） 34 

Ⅱ就業不能により通常生ずる損失

補償 
（３） 35 

Ⅲ消費税及び地方消費税相当額 （３） 36 

合計 （３） 37 

就業不能補償日数の内訳表   （３） 38 

移転雑費補償額の積算基礎資

料 
  (1)(2)(3) 39-1 

移転雑費補償額の積算基礎資

料 
  (1)(2)(3) 39-2 

調査番号４－２ 

各人別損失補償額総括表 
補償額 （３） 40 

補償額の内訳 （３） 41 

各人別損失補償額総括表 
補償額 （３） 42 

補償額の内訳 （３） 43 

工作物の補償内訳 

種目 （２） 44 

形状寸法 （２） 45 

①数量 （２） 46 

単位 （３） 47 

②単価 （３） 48 

補償額 （３） 49 

工作物の補償内訳 

摘要 （３） 50 

計 （３） 51 

小計 （３） 52 

消費税課税対象外額 （３） 53 

消費税課税対象額 （３） 54 

消費税相当額 （３） 55 

合計 （３） 56 

工作物補償額の積算基礎資料   （３） 57 
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物件調査書（工作物等配置図）   （２） 58 

借家人補償額算定書（店舗等） 

駅名・種別 （３） 59 

①建物使用面積 （２） 60 

②移転先補正面積 （３） 61 

③建物の延べ面積１㎡当たり権利

金等の批准額 
（３） 62 

④建物延べ面積１㎡当たり年当た

り更新料の批准額 
（３） 63 

⑤建物の延べ面積１㎡当たり敷金

等の批准額 
（３） 64 

⑥建物の延べ面積１㎡当たり家賃

の批准額 
（３） 65 

③権利金等の批準額 （３） 66 

④年更新料の批準額 （３） 67 

⑦乗率 （３） 68 

⑧計 （３） 69 

①建物使用面積 

②移転先補正面積 
（２） 70 

⑨補償額 （３） 71 

⑤敷金等の批準額 （３） 72 

①建物使用面積 

②移転先補正面積 
（２） 73 

⑩現行敷金等 （２） 74 

⑪計 （３） 75 

⑫乗率 （３） 76 

⑬補償額 （３） 77 

小計 （３） 78 

⑥家賃の批準額 （３） 79 

①建物使用面積 

②移転先補正面積 
（２） 80 

⑮標準家賃 （３） 81 

家賃倍率 （３） 82 

摘要 （３） 83 

⑮標準家賃 （３） 84 

⑯現行家賃 （２） 85 
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⑰家賃差額 （３） 86 

⑱補償月数 （３） 87 

⑲補償額 （３） 88 

摘要 （３） 89 

消費税及び地方消費税相当額 （３） 90 

合計 （３） 91 

標準家賃表   （３） 92 

借家人補償額算定書（店舗等） 

駅名・種別 （３） 93 

①建物使用面積 （２） 94 

②移転先補正面積 （３） 95 

③建物の延べ面積１㎡当たり権利

金等の批准額 
（３） 96 

④建物延べ面積１㎡当たり年当た

り更新料の批准額 
（３） 97 

⑤建物の延べ面積１㎡当たり敷金

等の批准額 
（３） 98 

⑥建物の延べ面積１㎡当たり家賃

の批准額 
（３） 99 

③権利金等の批準額 （３） 100 

④年更新料の批準額 （３） 101 

⑦乗率 （３） 102 

⑧計 （３） 103 

①建物使用面積 

②移転先補正面積 
（２） 104 

⑨補償額 （３） 105 

⑤敷金等の批準額 （３） 106 

①建物使用面積 

②移転先補正面積 
（２） 107 

⑩現行敷金等 （２） 108 

⑪計 （３） 109 

⑫乗率 （３） 110 

⑬補償額 （３） 111 

小計 （３） 112 

⑥家賃の批準額 （３） 113 
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①建物使用面積 

②移転先補正面積 
（２） 114 

⑮標準家賃 （３） 115 

家賃倍率 （３） 116 

摘要 （３） 117 

⑮標準家賃 （３） 118 

⑯現行家賃 （２） 119 

⑰家賃差額 （３） 120 

⑱補償月数 （３） 121 

⑲補償額 （３） 122 

摘要 （３） 123 

消費税及び地方消費税相当額 （３） 124 

合計 （３） 125 

賃貸借契約変更契約証書 変更契約の内容及び甲・乙の印影 (1)(2)(3)(4) 126 

賃貸借契約書 
賃貸契約書の内容及び賃貸人・賃借

人・連帯保証人の印影 
(1)(2)(3)(4) 127 

標準家賃表   （３） 128 

移転雑費補償額算定書 

Ⅰ移転先選定に要する費用等の移

転雑費補償 

（１）移転先の選定に要する費用 

（３） 129 

Ⅰ移転先選定に要する費用等の移

転雑費補償 

（２）法令上の手続きに要する費用 

（３） 130 

Ⅰ移転先選定に要する費用等の移

転雑費補償 

（３）移転旅費等のその他の費用 

（３） 131 

Ⅱ就業不能により通常生ずる損失

補償 
（３） 132 

Ⅲ消費税及び地方消費税相当額 （３） 133 

合計 （３） 134 

移転雑費補償額算定書 

Ⅰ移転先選定に要する費用等の移

転雑費補償 

（１）移転先の選定に要する費用 

（３） 135 

Ⅰ移転先選定に要する費用等の移

転雑費補償 

（２）法令上の手続きに要する費用 

（３） 136 

Ⅰ移転先選定に要する費用等の移

転雑費補償 

（３）移転旅費等のその他の費用 

（３） 137 
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Ⅱ就業不能により通常生ずる損失

補償 
（３） 138 

Ⅲ消費税及び地方消費税相当額 （３） 139 

合計 （３） 140 

移転雑費補償額算定書 

Ⅰ移転先選定に要する費用等の移

転雑費補償 

（１）移転先の選定に要する費用 

（３） 141 

Ⅰ移転先選定に要する費用等の移

転雑費補償 

（２）法令上の手続きに要する費用 

（３） 142 

Ⅰ移転先選定に要する費用等の移

転雑費補償 

（３）移転雑費等のその他の費用 

（３） 143 

Ⅱ就業不能により通常生ずる損失

補償 
（３） 144 

Ⅲ消費税及び地方消費税相当額 （３） 145 

合計 （３） 146 

就業不能補償日数の内訳表   （３） 147 

調査番号４－３ 

各人別損失補償額総括表 
補償額 （３） 148 

補償額の内訳 （３） 149 

各人別損失補償額総括表 
補償額 （３） 150 

補償額の内訳 （３） 151 

工作物の補償内訳 

種目 （２） 152 

形状寸法 （２） 153 

①数量 （２） 154 

単位 （３） 155 

②単価 （３） 156 

補償額 （３） 157 

摘要 （３） 158 

計 （３） 159 

小計 （３） 160 

消費税課税対象外額 （３） 161 

消費税課税対象額 （３） 162 
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消費税相当額 （３） 163 

合計 （３） 164 

物件調査書（工作物等配置図）   （２） 165 

借家人補償額算定書（店舗等） 

駅名・種別 （３） 166 

①建物使用面積 （２） 167 

②移転先補正面積 （３） 168 

③建物の延べ面積１㎡当たり権利

金等の批准額 
（３） 169 

④建物延べ面積１㎡当たり年当た

り更新料の批准額 
（３） 170 

⑤建物の延べ面積１㎡当たり敷金

等の批准額 
（３） 171 

⑥建物の延べ面積１㎡当たり家賃

の批准額 
（３） 172 

③権利金等の批準額 （３） 173 

④年更新料の批準額 （３） 174 

⑦乗率 （３） 175 

⑧計 （３） 176 

①建物使用面積 

②移転先補正面積 
（２） 177 

⑨補償額 （３） 178 

⑤敷金等の批準額 （３） 179 

①建物使用面積 

②移転先補正面積 
（２） 180 

⑩現行敷金等 （２） 181 

⑪計 （３） 182 

⑫乗率 （３） 183 

⑬補償額 （３） 184 

小計 （３） 185 

⑥家賃の批準額 （３） 186 

①建物使用面積 

②移転先補正面積 
（２） 187 

⑮標準家賃 （３） 188 

家賃倍率 （３） 189 

摘要 （３） 190 
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⑮標準家賃 （３） 191 

⑯現行家賃 （２） 192 

⑰家賃差額 （３） 193 

⑱補償月数 （３） 194 

⑲補償額 （３） 195 

摘要 （３） 196 

消費税及び地方消費税相当額 （３） 197 

合計 （３） 198 

標準家賃表   （３） 199 

借家人補償額算定書（店舗等） 

駅名・種別 （３） 200 

①建物使用面積 （２） 201 

②移転先補正面積 （３） 202 

③建物の延べ面積１㎡当たり権利

金等の批准額 
（３） 203 

④建物延べ面積１㎡当たり年当た

り更新料の批准額 
（３） 204 

⑤建物の延べ面積１㎡当たり敷金

等の批准額 
（３） 205 

⑥建物の延べ面積１㎡当たり家賃

の批准額 
（３） 206 

③権利金等の批準額 （３） 207 

④年更新料の批準額 （３） 208 

⑦乗率 （３） 209 

⑧計 （３） 210 

①建物使用面積 

②移転先補正面積 
（２） 211 

⑨補償額 （３） 212 

⑤敷金等の批準額 （３） 213 

①建物使用面積 

②移転先補正面積 
（２） 214 

⑩現行敷金等 （２） 215 

⑪計 （３） 216 

⑫乗率 （３） 217 

⑬補償額 （３） 218 
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小計 （３） 219 

⑥家賃の批準額 （３） 220 

①建物使用面積 

②移転先補正面積 
（２） 221 

⑮標準家賃 （３） 222 

家賃倍率 （３） 223 

摘要 （３） 224 

⑮標準家賃 （３） 225 

⑯現行家賃 （２） 226 

⑰家賃差額 （３） 227 

⑱補償月数 （３） 228 

⑲補償額 （３） 229 

摘要 （３） 230 

消費税及び地方消費税相当額 （３） 231 

合計 （３） 232 

賃貸借契約変更契約証書 変更契約の内容及び甲の印影 (1)(2)(3)(4) 233 

賃貸借契約書 
賃貸契約書の内容及び賃貸人・賃借

人・連帯保証人の印影 
(1)(2)(3)(4) 234 

標準家賃表   （３） 235 

移転雑費補償額算定書 

Ⅰ移転先選定に要する費用等の移

転雑費補償 

（１）移転先の選定に要する費用 

（３） 236 

Ⅰ移転先選定に要する費用等の移

転雑費補償 

（２）法令上の手続きに要する費用 

（３） 237 

Ⅰ移転先選定に要する費用等の移

転雑費補償 

（３）移転旅費等のその他の費用 

（３） 238 

Ⅱ就業不能により通常生ずる損失

補償 
（３） 239 

Ⅲ消費税及び地方消費税相当額 （３） 240 

合計 （３） 241 

移転雑費補償額算定書 

Ⅰ移転先選定に要する費用等の移

転雑費補償 

（１）移転先の選定に要する費用 

（３） 242 

Ⅰ移転先選定に要する費用等の移

転雑費補償 

（２）法令上の手続きに要する費用 

（３） 243 

 98 



第３章 情報公開・個人情報保護審査会の状況 
 

Ⅰ移転先選定に要する費用等の移

転雑費補償 

（３）移転雑費等のその他の費用 

（３） 244 

Ⅱ就業不能により通常生ずる損失

補償 
（３） 245 

Ⅲ消費税及び地方消費税相当額 （３） 246 

合計 （３） 247 

就業不能補償日数の内訳表   （３） 248 

写真 

ＮＯ.２ （１）（２） 249 

ＮＯ.３ （１）（２） 250 

ＮＯ.４ （１）（２） 251 

ＮＯ.５ （１）（２） 252 

ＮＯ.６ （１）（２） 253 

ＮＯ.７ （１）（２） 254 

ＮＯ.８ （１）（２） 255 

ＮＯ.９ （１）（２） 256 

ＮＯ.１０ （１）（２） 257 

ＮＯ.１１ （１）（２） 258 

ＮＯ.１２ （１）（２） 259 

物件調査書（写真方向図）   （１）（２） 260 

起案書 

町田市道●●●号線及び周辺

道路改良事業に伴う補償金額

の提示について（１０町建整

第６５５号） 

起案書のうち立退き移転補償費、動

産移転補償費、移転雑費補償費 
（３） 261 

補償金提示書のうち 

立退き移転補償費、動産移転補償

費、移転雑費補償費、立退き移転補

償金（前払金）、立退き移転補償金

（残金） 

（３） 262 

各人別損失補償額総括表のうち 

補償額、補償額の内訳 
（３） 263 

町田市道●●●号線及び周辺

道路改良事業に伴う補償金額

の提示について（１０町建整

第６５４号） 

起案書のうち 

立退き移転補償費、工作物移転補償

費、借家人補償費、移転雑費補償費 

（３） 264 

補償金提示書のうち 

立退き移転補償費、工作物移転補償

費、借家人補償費、移転雑費補償費、

立退き移転補償金（前払金）、立退

き移転補償金（残金） 

（３） 265 

各人別損失補償額総括表のうち 

補償額、補償額の内訳 
（３） 266 
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家賃・間代申告書のうち 

賃家（間）面積、賃貸年月日、１ヶ

月間の家賃（間代）、現行敷金、備

考、賃貸人の住所、賃貸人の印影 

（１）（３） 

（４） 
267 

賃貸借契約変更契約証書のうち 

変更契約の内容及び甲・乙の印影 
(1)(2)(3)(4) 268 

町田市道●●●号線及び周辺

道路改良事業に伴う補償金額

の提示について（１０町建整

第６５３号） 

起案書のうち 

立退き移転補償費、工作物移転補償

費、借家人補償費、移転雑費補償費 

（３） 269 

補償金提示書のうち 

立退き移転補償費、工作物移転補償

費、借家人補償費、移転雑費補償費、

立退き移転補償金（前払金）、立退

き移転補償金（残金） 

（３） 270 

各人別損失補償額総括表のうち 

補償額、補償額の内訳 
（３） 271 

家賃・間代申告書のうち 

賃家（間）面積、賃貸年月日、１ヶ

月間の家賃（間代）、現行敷金、備

考、賃貸人の住所、賃貸人の印影 

（１）（３） 

（４） 
272 

賃貸借契約変更契約証書のうち 

変更契約の内容及び甲の印影 
(1)(2)(3)(4) 273 

町田市道●●●号線及び周辺

道路改良事業における公共事

業資産の買取等の証明書及び

収用証明の発行について（１

０町建整第１０９５号） 

収用証明書のうち 

資産の表示の面積等及び区分、動産

移転補償費、移転雑費補償費 

（３） 274 

公共事業用資産の買取り等の証明

書のうち 

資産の数量、買取り等の区分、買取

り等の年月日、買取り等の価格、動

産移転補償費、移転雑費補償費 

（３） 275 

町田市道●●●号線及び周辺

道路改良事業における公共事

業資産の買取等の証明書及び

収用証明の発行について（１

０町建整第１０９６号） 

収用証明書のうち 

資産の表示の面積等及び区分、工作

物移転補償費、借家人補償費、移転

雑費補償費 

（３） 276 

公共事業用資産の買取り等の証明

書のうち 

資産の数量、買取り等の区分、買取

り等の年月日、買取り等の価格、工

作物移転補償費、借家人補償費、移

転雑費補償費 

（３） 277 

町田市道●●●号線及び周辺

道路改良事業における公共事

業資産の買取等の証明書及び

収用証明の発行について（１

収用証明書のうち 

資産の表示の面積等及び区分、工作

物移転補償費、借家人補償費、移転

雑費補償費 

（３） 278 
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０町建整第１０９７号） 公共事業用資産の買取り等の証明

書のうち 

資産の数量、買取り等の区分、買取

り等の年月日、買取り等の価格、工

作物移転補償費、借家人補償費、移

転雑費補償費 

（３） 279 

町田市道●●●号線及び周辺

道路改良事業に伴う立退き補

償契約について（締結）（１

０町建整契第７１号） 

起案書のうち立退き補償費、動産移

転補償費、移転雑費補償費 
（３） 280 

立退き補償契約書のうち 

立退き等に対する補償金、前払金、

残金、建物の数量、補償金の内訳 

（３） 281 

町田市道●●●号線及び周辺

道路改良事業に伴う立退き補

償契約について（締結）（１

０町建整契第７２号） 

起案書のうち 

立退き補償費、工作物移転補償費、

借家人補償費、移転雑費補償費 

（３） 282 

立退き補償契約書のうち 

立退き等に対する補償金、前払金、

残金、建物の数量、補償金の内訳 

（３） 283 

町田市道●●●号線及び周辺

道路改良事業に伴う立退き補

償契約について（締結）（１

０町建整契第７３号） 

起案書のうち 

立退き補償費、工作物移転補償費、

借家人補償費、移転雑費補償費 

（３） 284 

立退き補償契約書のうち 

立退き等に対する補償金、前払金、

残金、建物の数量、補償金の内訳 

（３） 285 

町田市道●●●号線及び周辺

道路改良事業に伴う立退き補

償契約について（報告 １０

町建整契第７１号分） 

立退き補償契約書のうち 

立退き等に対する補償金、前払金、

残金、甲の印影、建物の数量、補償

金の内訳 

（３）（４） 286 

町田市道●●●号線及び周辺

道路改良事業に伴う立退き補

償契約について（報告 １０

町建整契第７２号分） 

立退き補償契約書のうち 

立退き等に対する補償金、前払金、

残金、甲のうち代表者の印影、建物

の数量、補償金の内訳 

（３）（４） 287 

町田市道●●●号線及び周辺

道路改良事業に伴う立退き補

償契約について（報告 １０

町建整契第７３号分） 

立退き補償契約書のうち 

立退き等に対する補償金、前払金、

残金、甲のうち代表者の印影、建物

の数量、補償金の内訳 

（３）（４） 288 

 

 

 101 



第３章 情報公開・個人情報保護審査会の状況 
 

町 田 市 情 報 公 開 ・個 人 情 報 保 護 審 査会 
2 0 1 1 年 度 第 ２ 号 事 件 （ 異 議 申 立 人  ● ● ● ● ） 

 

2013 年 12月 25日 

 

答  申 

 

町田市長 石 阪 丈 一 様 

 

町田市情報公開・個人情報保護審査会 

会 長  野 村 武 司 

 

2011 年 12月１日付 11町建整第 951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９月 20日付け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 2012 年８月 20 日付 12 町建整第 456 号により行った公文書非公開決定処分のう

ち、以下のものは公開すべきであり、その余の情報について非公開とした実施機関の判断は妥当

である。 

１ 交渉記録及びその関連資料における、決裁に関する欄、路線名・権利者に関する欄及び日時・

場所・出席者に関する欄の記載部分 

２ 打合せメモにおける、「打合せメモ」との表題及び打合せの日にちについての記載部分 

３ 内部検討用の資料として作成された交渉・移転スケジュール 

 

第２ 異議申立ての趣旨 

異議申立人●●●●は、町田市長が 2012 年８月 20 日付 12 町建整第 456 号により行った公文

書非公開決定処分を取り消し、町田市道●●●号線道路改良事業 ○○○○氏事業用地 △△△△

氏分の交渉録を公開することを求めた。 

 

第３ 本件事案の経緯 

１ 異議申立人●●●●（以下「申立人」という。）は、町田市情報公開条例（以下「本条例」

という。）第６条の規定により、2011 年９月 20 日付けで、町田市長（以下「実施機関」とい

う。）に対して、町田市道●●●号線道路改良事業 ○○○○氏事業用地 △△△△氏分の交渉

録（以下「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、2011年 11月 18日付 11町建整第 891号により公文書非公開決定処分（以下「前

処分」という。）を行った。 

３ 申立人は、本条例第 10条第１項の規定に基づき、実施機関に対して前処分を不服として 2011

年 11 月 24日付けで異議申立てを行い、対象文書の公開を求めた。 

４ 実施機関は、本条例第 10 条第２項の規定に基づき、2011 年 12 月１日付 11 町建整第 951 号

により、当審査会に諮問した。 

５ 実施機関は、2011年 12月 13日付 11町建整第 1059号により、理由説明書を提出した。 

６ 申立人は、2012年１月５日付けで意見書を提出した。 

７ 当審査会は、2012年６月 18日、実施機関から事情聴取を行った。 

８ 実施機関は、2012年８月 20日付 12町建整第 455 号により、前処分を取消すとともに、同日

付 12 町建整第 456号により公文書非公開決定処分（以下「本件処分」という。）を行った。 

９ 申立人は、2012年８月 24日、同年８月 23日付「異議申立てについて」により、本件処分に

ついて異議申立て継続の意思を表した。 

10 実施機関は、2012年９月３日付 12町建整第 495 号により、改めて理由説明書を提出した。 
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11 当審査会は、2012年９月 12日、申立人の口頭意見陳述を行った。 

12 当審査会は、2013年４月 22日、実施機関から第２回目の事情聴取を行った。 

13 実施機関は、2013年４月 22 日付けで追加資料を提出し、また、同年５月 22 日付 13 町建整

第 114 号「町田市情報公開・個人情報保護審査会における追加資料の提出について」によりさ

らに追加資料を提出した。 

 

第４ 申立人の主張の要旨 

  実施機関は、対象文書の全てを非公開にした。しかし、情報公開制度は、市民が市の活動を明

らかにし、目的の範囲内かつ適正に行われているか否かを監視監督するためのものであるところ、

全て非公開では市の日々の活動の様子が明らかにならず、かかる制度趣旨が達せられない。した

がって、再度の精査を希望する。 

 

第５ 実施機関の主張及び理由説明の要旨 

  実施機関は、主に以下の理由から、対象文書は本条例第５条第１項第１号、第２号及び第４号

に該当するため、非公開としたものである。 

１ 本公文書公開請求は個人を特定して請求されていること。 

２ 請求されている情報は個人及び団体として通常知られたくないと望む情報であること。 

３ 中小企業基本法第２条第５項における「小規模企業」の定義に該当する企業は本条例第５条

第１項第１号における「個人に関する情報」と同様の取扱いをすべきと考えること。 

４ 対象文書は公表が目的とされておらず、権利者（被買収者）は公表を想定せずに発言してい

ること。 

５ 対象文書は、権利者（被買収者）のその時々の要求と、それに対する対応策、及び他の事例

と比較をした対応策の可否などの情報を含むものであって、公開することにより権利者（被買

収者）との信頼関係を著しく損ね、また、今後市が交渉を行う予定の権利者（被買収者）とも

信頼関係に基づく交渉を行うことができなくなること等から、対象文書の公開は当該事業の目

的を失わせること。 

 

第６ 審査会の判断 

１ 本件及び対象文書について 

   本件は、市が 2009年及び 2010年当時進めていた町田市道●●●号線道路改良事業（以下「本

事業」という。）において、●●会（以下「●●会」という。）、●●支部（以下「●●支部」

という。）、及び△△△△氏（以下「交渉相手方」という。）に対して行った、○○○○氏（以

下「所有者」という。）の所有する建物（以下「本建物」という。）からの立退き補償に関して、

申立人が本件請求を行い、これに対して実施機関が行った本件処分について、申立人が異議を

申し立てているものである。 

   実施機関の説明によれば、このような道路の建設に伴って立退きを迫られる人等に対する補

償手続は、町田市建設部道路整備課作成の｢補償のあらまし（道路用地の買収と補償）｣に基づ

いて行われているとのことである。同書によれば、市は立退き対象である「土地・建物の所有

者や借家人等の関係人」と個別に協議を行い、協議が整うと「建物等の所有者」との間では「物

件移転補償契約」を締結し、「借家人や借間人」との間では「立退き補償契約」を締結する。

また、かかる「立退き補償契約」が締結された後、市は、「借家人や借間人」に対しては５割

相当の前払い金を支払い、残額は立退き完了後に支払うこととされている。 

   実施機関によれば、市は、本建物につき所有者との間で賃貸借契約を締結している●●会及

び●●支部を借家人と認識し、また、当時、交渉相手方が●●会及び●●支部の代表者であっ

たことから、交渉相手方も本建物の借家人と認識して、2009年 9月頃から 2010年 10月頃まで

の間、交渉相手方と交渉を行ったとのことである。この説明に基づけば、市は、交渉相手方、

●●会及び●●支部に対する補償金の支払いについての交渉（以下「本交渉」という。）を、

交渉相手方との間で行ったものと認定される。そして、市は、本交渉の結果に基づいて、それ

ぞれ●●会、●●支部及び交渉相手方との間で立退き補償契約を締結し、これらに対して補償
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金を支払ったものである。 

   当審査会が対象文書を見分したところ、対象文書は、①2009 年９月 10 日から 2010 年９月

29 日までの市と交渉相手方との間の本交渉の内容及び経緯を、市の担当者が市の内部資料とし

て記録した交渉記録（以下「対象文書①」という。）、②これに関する関連資料（以下「対象文

書②」という。）、並びに③本交渉を受けての市内部における打合せの内容及び経緯を内部使用

用に記録した打合せメモ及び内部検討用資料（以下「対象文書③」という。）から成る。 

   実施機関は、対象文書を非公開とした理由として、対象文書のいずれについても本条例第５

条第１項第１号、第２号及び第４号をあげているため、以下、これらにつき順に検討する。 

２ 本条例第５条第１項第１号該当性について 

 （１）本条例第５条第１項第１号における「個人に関する情報」の解釈 

  本条例第５条第１項第１号は、個人に関する情報で、「特定の個人が識別され又は識別さ

れ得るもの」を、プライバシー保護の観点から原則的に非公開としているが、「事業を営む

個人の当該事業に関する情報」は、ここに言う「個人に関する情報」から除外し、同条項第

２号（法人情報）の対象としている。これは、個人が営むものであっても、事業に関する情

報は、当該個人のプライベートな情報とは性格が異なるため、情報公開の可否の判断基準等

も自ずから異なるという趣旨に基づくものと考えられる。ここで言う「事業」とは、商行為、

商行為以外の営利行為を含むほか、一般的には営利行為といえないような社会福祉事業等も、

その事業を営むことにより生計を立てている場合はこれも含むと解される。町田市総務部市

政情報課作成「情報公開ハンドブック」（2011 年３月）（以下「市ハンドブック」という。）

によれば、これは、個人事業者の情報のうち、当該個人の生活に関する情報ではないものを、

本条例第５条第１項第１号ではなく同条項第２号（法人情報）の対象とする趣旨とのことで

あるため、かかる解釈に合致するものと言える。 

  以下、かかる解釈を前提として、各対象文書につき検討する。 

（２）交渉相手方の情報について 

   交渉相手方は、上記の通り、本交渉の当時、●●会及び●●支部の代表者であったことか

ら、市は交渉相手方との間で本交渉を行い、また、交渉相手方に対する補償金の支払いも行

ったものである。とすると、交渉相手方の立場は純粋な個人ではなく、「事業を営む個人」

であると理解される。 

   また、本交渉に関して対象文書に記載された情報は、交渉相手方の生活に関する情報では

なく、●●会及び●●支部の活動等に関する情報であると言える。よって、対象文書に含ま

れた交渉相手方に関する情報は、本条例第５条第１項第１号の除外事由である「事業を営む

個人の当該事業に関する情報」にあたるから、同号は適用されない。 

（３）●●会及び●●支部の情報について 

   実施機関は、●●会及び●●支部の情報について、本条例第５条第１項第１号に該当する

と主張しているので、この点につき検討する。実施機関の説明によれば、実施機関は、中小

企業基本法第２条第５項における「小規模企業」の定義（すなわち、「製造業・その他」分

野における従業員 20 人以下の企業、及び「商業・サービス」分野における従業員５人以下

の企業）に該当する企業を「個人企業」と捉え、本件において●●会及び●●支部はこれに

該当すると主張している。そして、「個人企業」に関する情報は、道路事業にかかる補償の

事案においては、一般的に多額の金額が補償されると錯覚されている特殊性、及び、「個人

企業」においては補償金額等が公開されると値下げ要請等の社会的圧力を受けやすく営業活

動への影響が予想されることや、「個人企業」の店舗や収入は個人の住居や所得と直結する

性格を有することを考慮して、本条例第５条第１項第１号における「個人に関する情報」と

同様の取扱いをしたとのことである。また、本件においては、●●会及び●●支部の事務所

は、団体の事務所というより、むしろ交渉相手方個人の事務所という性格が強いと判断した

とのことである。 

   しかし、そもそも本条例はかかる「個人企業」という概念は用いておらず、小規模の企業

につき他の企業と異なる特別の取扱いをすることは予定していない。上記の通り、本条例第

５条第１項第１号及び第２号は、「事業を営む個人」の生活に関する情報のみを第１号の「個
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人情報」として取り扱うと規定しているものである。とすると、特に実施機関からの説明は

なかったものの、実施機関の提示する支障は、本条例第５条第１項第１号ではなく、むしろ

同条項第２号における「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

ると認められる」か否かとして検討、判断されるべき事項であるため、後述３の同条項第２

号部分において検討する。 

３ 本条例第５条第１項第２号該当性について 

  本条例第５条第１項第２号は、「法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該

事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の競争上又は事業

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認められるもの」につき、非公開とす

ることを認めている。ここで、条文が「著しく」と規定していること、及び、知る権利の確保

と市政への市民参加及び監視という情報公開制度の目的に鑑みると、本号により非公開とされ

る情報は、一般的に法人等が公開を望まない情報であるに留まらず、公開により当該法人等の

競争上の地位等が損なわれて当該法人等に損害をもたらす現実の危険が想定され、かつ、その

回復が極めて困難な場合等に限られると考えるべきである。この点、市ハンドブックにおいて

も、同号は、情報公開によって当該法人等又は当該個人が有する権利利益がただ損なわれると

いうだけでなく、著しく損なわれるものに限定して考えるべきと記載されており、たとえば生

産技術、販売上の情報、経理・人事情報等が例示され、その他名誉、社会的評価、社会活動の

自由等が著しく損なわれると認められるものとされている。 

  したがって、本件において、対象文書がかかる要件に合致するかにつき検討することになる

が、本件においては、対象文書に記載された情報は、市が●●会及び●●支部の代表者として

の交渉相手方との間で行った本交渉の内容及び経緯や、これに関する参考資料、ならびに市内

部の打合せの記録であって、●●会及び●●支部並びに交渉相手方の事業に関する秘密情報や、

経理・人事等の内部情報を含むものではないことからすると、これらの者の競争上又は事業運

営上の地位が著しく損なわれるものでも、名誉、社会的評価、社会活動の自由等が著しく損な

われるものでもないと考える。また、本事業に伴う立退きについて交渉相手方、●●会及び●

●支部にそれぞれ支払われた金額が記載されてはいるものの、これは既に２年前に支払われた

金額であって、これを現時点で公開することにより、これらの事業運営上の地位やその他社会

的な地位が著しく損なわれるとは考えにくい。 

  したがって、対象文書に含まれる情報は、本条例第５条第１項第２号には該当しない。 

４ 本条例第５条第１項第４号該当性について 

  本条例第５条第１項第４号は、「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」につき、非公開とすることを認めている。 

ここで、「当該事務又は事業」とは、本件の場合、既に終了した町田市道●●●号線道路に

関する事務又は事業のみではなく、将来的に市が道路用地の買収と補償に関して行う交渉等の

事務または事業も含まれると解すべきである。なぜなら、一般的に、道路用地等の買収と補償

に関して市が所有者等と交渉を行うにあたっては、当該所有者等が補償金額算定等に要する資

料・情報を市に提出すること、市と所有者等との間で率直な交渉や意見交換が行われること等

が重要と言えるが、過去に行われた用地買収の交渉における資料等や、交渉過程が記録された

書類が公開された場合には、将来的な用地買収において、所有者等が資料・情報を提出せず率

直な交渉に応じなくなる、交渉の条件として記録を取らないことが要求される等の影響が及ぶ

ことが考えられ、その場合、将来的な用地買収や補償が公正かつ適正に行われなくなる可能性

があるためである。 

  以上を前提に、本件では、対象文書は、対象文書①（本交渉の内容及び経緯の記録）、対象

文書②（その関連資料）、及び対象文書③（本交渉を受けての市内部における打合せメモ及び

内部検討用資料）に分類されるため、以下これらにつき順に検討する。 

（１）対象文書①及び②について 

  対象文書①及び②は、交渉の経緯を市が内部的に記録しておくために作成するものである

が、市の交渉相手は、通常、かかる内部記録が公表されるとは考えずに交渉していることか
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ら、これを事後的に公開すると信頼関係が損なわれる恐れがあり、また、今後市が市民等と

の間で何らかの交渉を行う場合にもその内部記録が公表される可能性があるとの懸念から

市も市民等も率直な交渉がしにくくなる可能性があると思われる。したがって、対象文書①

及び②は、本条例第５条第１項第４号に該当すると考えられ、非公開とした本件処分は妥当

である。 

ただし、対象文書①における、決裁に関する欄、路線名・権利者に関する欄、日時・場所・

出席者に関する欄の記載は、事後的に公開されたとしても、それをもって市と交渉相手との

間の信頼関係が損なわれるものでもないと思われるため、本条例第５条第１項第４号には該

当せず、公開すべきである。 

（２）対象文書③について 

  対象文書③は、打合せメモと内部検討用資料からなっているところ、このうち打合せメモ

は、これが公開されるのであれば市内部での率直な議論が阻害される可能性があると思われ

るため、本条例第５条第１項第４号に該当すると考えられ、非公開とした本件処分は妥当と

考える。また、本交渉における補償金額の試算、内訳等を記載した資料も、これに付随する

ものとして同様である。ただし、打合せメモにおける「打合せメモ」との表題及び打合せの

日にちは、これを事後的に公開しても、上記のような弊害が生じる可能性は極めて低いと言

えるため、本条例第５条第１項第４号には該当せず、公開すべきである。 

  また、内部検討用資料のうち本建物についての交渉・移転スケジュールは、市が本交渉を

開始するにあたって想定していた手続きとおよその日程を示すものにすぎないため、本交渉

が終了した現時点において公開しても、「公開することにより当該事務又は事業の目的を失

わせ、又は公正かつ適正な実施を著しく困難にする」ものではないと考える。よって、当該

文書は本条例第５条第１項第４号には該当せず、公開すべきである。 

５ 結論 

以上のとおりであるから「第１ 審査会の結論」のとおり答申する。 
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