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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、２０１５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 

（２０１５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 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 ２０１５年度 情報公開・個人情報保護審査会の開催状況 

２０１５年度は、下記のように６回開催され、２０１５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   ２０１５年９月１５日開催 

２０１５年度第１号事件 内部討議 

第２回審査会   ２０１５年１０月１９日開催 

２０１５年度第１号事件 実施機関に対する事情聴取 

第３回審査会   ２０１５年１２月７日開催 

２０１５年度第１号事件 審査請求人による口頭意見陳述、内部討議 

第４回審査会   ２０１５年１２月２１日開催 

２０１５年度第１号事件 内部討議 

第５回審査会   ２０１６年２月２日開催 

２０１５年度第１号事件 内部討議 

第６回審査会   ２０１６年３月１１日開催 

２０１５年度第１号事件 内部討議 
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３ 不服申立ての状況 

２０１５年度は、下記のとおり、６件の不服申立てがありました。 

このうち、却下の決定が行われた５件を除く１件について、審査会への諮問がなされました。 

種  別 異議申立て 審査請求 合 計 

公文書公開請求 １件 ０件 １件 

個人情報開示等請求 ４件 １件 ５件 

合  計 ５件 １件 ６件 

 

４ 答申の状況 

２０１５年度は１件の答申が出されています（２０１５年度第１号事件）。 

答申は１７７ページ～１８１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 １件 ０件 １件 

 

５ ２０１５年度審査会事件一覧 

 

２０１５年度第１号事件（個人情報開示請求） 

開示請求年月日 ２０１５．１．２６ 決定内容 非開示 

不服申立年月日 ２０１５．４．３０ 諮問年月日 ２０１５．６．５ 

答申年月日 ２０１６．３．３０ 答申内容 一部認容 

裁決年月日 ２０１６．４．８ 決定内容 答申のとおり 

 

「請求人の行動により他の児童が傷害を負う等に至ったとされる件に関して、町田市立○○

小学校及び町田市教育委員会が行った調査の内容及び結果並びにそれらに基づく見解を記載

した文書」について個人情報開示請求が行われ、このうち「関係者に対する学校の調査に際し

ての請求人を含む関係児童の聞き取りの記録」及び「関係者から提出された町田市立○○小学

校長あての抗議及び回答催告状に対する同学校長からの回答文書」について、実施機関は「非

開示決定」を行いましたが、請求人から審査請求があり、審査会にて審査の結果、２０１６年

３月３０日に答申がありました。 
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町 田 市 情 報 公 開 ・ 個 人 情 報 保 護 審 査 会 

2015年度第１号事件 

（審査請求人 ○○○○ 代理人 ○○○○） 

 

２０１６年３月３０日 

答  申 

 

町田市教育委員会委員長 佐藤 昇 様 

 

町田市情報公開・個人情報保護審査会 

会 長  野 村 武 司 

 

2015年６月５日付 15町教学教第 315号（2015年度第１号事件）でなされた諮問について、以下

のとおり答申いたします。 

 

第１ 審査会の結論 

審査請求人○○○○ 代理人 ○○○○が、2015年１月 26日付で町田市教育委員会教育長に

対して行った個人情報開示請求に対して、町田市教育委員会教育長が 2015年３月 27日付 14町

教学指第 5922号をもって行った個人情報非開示決定処分のうち、第６、３ 結論において開示

すべきであるとした部分は開示すべきであるが、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 審査請求の趣旨 

審査請求人○○○○（以下「請求人」という。）は、町田市教育委員会教育長（以下「実施機

関」という。）が 2015年３月 27日付 14町教学指第 5922号をもって行った個人情報非開示決定

処分（以下「本件処分」という。）を取消し、請求に係る個人情報の記録を開示するとの決定を

求めた。 

 

第３ 本件事案の経緯 

１ 請求人は、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、2015

年１月 26日付個人情報開示等請求書で、実施機関に対し、本件対象文書について個人情報開

示請求（以下「本件請求」という。）を行った。 

２ 実施機関は、請求人に対して、2015年３月 27日付 14町教学指第 5922号で本件処分を行っ

た。 

３ 請求人は、町田市教育委員会（以下「市教委」という。）に対して、本件処分を不服として

2015年４月 30日付審査請求書で、本件審査請求を行った。 

４ 市教委は、本件条例第 30条第２項の規定に基づき、2015年６月５日付 15町教学教第 315

号により、本件処分について当審査会に諮問した。 

５ 実施機関は、2015年６月 25日付 15町教学指第 1544号により「理由説明書の提出について」

を提出した。 

６ 請求人は、2015年７月 17日付けで意見書を提出した。 

７ 審査会は、2015年 10月 19日、実施機関から事情聴取を行った。 

８ 請求人は、2015年 11月 25日付けで口頭意見陳述要旨を提出した。 

９ 審査会は、2015年 12月７日、請求人の口頭意見陳述を行った。 

 

第４ 請求人の主張の要旨 

１ 「2014年７月 14日（月）〇○○○聞き取りに関する記録」（以下「対象文書１」という。）

と「抗議及び回答催促状に対する回答 平成 26年７月 17日」（以下「対象文書２」という。）

は、いずれも、請求人が、2015年１月 26日付個人情報開示等請求書別紙記載の本件事件１～
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３を行ったのか、あるいは物理的に行うことができなかったのかについて、町田市立○○小学

校及び市教委が行った調査の内容及び結果並びに同校及び市教委の見解を含むものである。当

該調査の内容及び結果並びに見解は、まさに請求人自身に関する情報であり、請求人に対して

開示されるべき情報である。 

２ 対象文書１及び２のいずれにも、本件条例第 21条第１項の非開示情報は含まれていないか

ら、対象文書１及び２の全てを非開示とする本件処分は、本件条例第 20条第１項に反し、違

法である。また、仮に、対象文書１及び２に本件条例第 21条第１項の非開示情報が含まれて

いるとしても、非開示情報の部分を容易に、かつ、請求の趣旨を損なわない程度に分離できる

から、非開示情報の部分を分離せずに対象文書１及び２の全てを非開示とする本件処分は、本

件条例第 21条第２項に反し、違法である。 

 

第５ 実施機関の主張及び理由説明の要旨 

１ 非開示の理由について 

対象文書 1の聞き取りは、請求者以外の第三者の児童に対する生活指導の一環として、児童

の内省を促し、平穏な学校生活を送ることができるようにすることを目的として実施したもの

であり、口頭のやり取りを記録し、指導に携わる教員以外に開示されることを予定したもので

はない。このため、当該文書を開示することにより、在学中の対象児童の不登校や、関係した

児童間の心理関係の悪化など、学校における対象児童への指導、関係した児童の心のケアに支

障をきたすおそれがあることから、本件条例第 21 条第１項第３号で規定する「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のあるもの」

（以下「３号情報」という。）及び第６号で規定する「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、又は公正かつ適切な実施を著しく困難にすると認められるもの」（以

下「６号情報」という。）に該当するため、非開示は妥当である。 

対象文書２は、第三者からの抗議及び回答の催告に対する回答文であり、公文書であると同

時に、いわゆる信書にあたる。このため、当該文書は３号情報に該当するとともに、開示した

場合は、学校と当該第三者との信頼関係を維持することができず、事業の適切な実施を著しく

困難にするため、６号情報にも該当し、非開示は妥当である。 

２ 本件条例第 21第２項に基づく非開示情報の分離の可否について 

対象文書１は、請求者以外の第三者の児童に対する生活指導の一環として、聞き取った口頭

のやり取りを学校が記録したもので、容易に分離することはできない。仮に、機械的に分離し

た場合は、請求内容に合致する情報が含まれないことから、対象文書１を非開示としたことは

妥当である。 

対象文書２は、いわゆる信書なので分離して開示すること自体が信書の秘密を侵すことにな

る。仮に、信書の性格が薄く公文書であったとしても、文書の内容から容易に分離することが

できず、機械的に分離した場合は請求内容に合致する情報が含まれないことから、対象文書２

を非開示としたことは妥当である。 

 

第６ 審査会の判断  

１ 対象文書１ 

（１）対象文書１について 

対象文書１は、請求人が 2015年１月 26日付個人情報開示等請求書別紙に記載した本件事

件２（請求人が他の児童を肋木から落下させ、傷害を負わせたとされる件）及び本件事件３

（請求人がトイレにいた他の児童に土をつけ、その際傷を負わせたとされる件）（以下これ

らを「本件各事件」という。）の関係者に対する学校の調査に際しての請求人を含む関係児

童の聞き取りの記録である。そして、対象文書１の内容としては、ア この調査が本件各事

件に関する調査であることを説明する部分、イ 本件各事件の当事者に対して一問一答形式

で聞き取りを行った部分、ウ 本件各事件の当事者を招き入れた事実を記載した部分及び、

エ 当日の出席者の氏名とその位置関係を表示した配置図から構成されていることが認め
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られる。 

（２）非開示規定該当性について 

対象文書１について、実施機関は、「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、又は公正かつ適切な実施を著しく困難にすると認められるもの」と規定する「６

号情報」該当性を主張するので、まずはこの点について検討する。 

対象文書１記載にあるような生徒間で生じた問題の聞き取りについて、平成 25 年に制定

されたいじめ防止対策推進法（以下「推進法」という。）は、重要な位置づけを与えている。

すなわち、学校は、児童等からいじめに係る相談を受けた者からの通報を受けて、「速やか

に、当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずる」（推進法 23条

２項）としさらに、ここで言う事実の確認について、（推進法第 28条第１項に定める「重大

事態」に対しての指摘ではあるが）「事実を明確にするとは、・・・いつ（いつ頃から）、誰

から行われ、どのような態様であったか、いじめを生んだ背景事情や児童生徒の人間関係に

どのような問題があったか、学校・教職員がどのように対応したかなどの事実関係を、可能

な限り網羅的に明確にすること」であるとしている（推進法第 11 条第１項に基づいて定め

られた「いじめ防止等のための基本的な方針」（平成 25年 10月 11日文部科学大臣決定、以

下「国基本方針」という。）28 頁）。いじめであるかどうかは、いじめの兆候事実の発見や、

関係者等からの通報を受けて、こうした調査等を行い、初めて判定できるものであることを

ふまえると、本件各事件がいじめであるかどうかは別にして、少なくとも生徒間の人間関係

に起因する問題については、今後、広く対象文書 1にあるような聞き取り等の調査が行われ

ることが法律においても予定されているところである。 

こうして行われる調査における聞き取りは、児童生徒の自由な意思で発言がなされるよう

慎重にその環境を整える必要がある。対象文書 1にあるような一問一答形式の逐語的な聞き

取り記録が、本条例に基づく開示請求により、事件の当事者であることを根拠として自己情

報であるとの理由により、事後において、すべて関係者に対して開示されるということにな

ると、関係者の正直な発言が期待できなくなる恐れがあり、調査目的である真実の発見に支

障が生ずるおそれがあるほか、発言をしたことに何らかの思いを持っている児童生徒への精

神的な負担も大きくなることも予想される。推進法の上記調査、聞き取りの意義を考えると、

少なくとも一問一答形式の逐語的発言部分の開示は、かかる聞き取りという重要な調査手段

の目的を失わせ、又は公正かつ適切な実施を著しく困難にすると認められる。 

もっとも、こうした調査の結果については、生徒間のトラブルにおいても妥当することと

して、「学校の設置者又は学校は、・・・事実関係等その他の必要な情報を提供する責任を有

することを踏まえ、調査により明らかになった事実関係（いじめ行為がいつ、誰から行われ、

どのような態様であったか、学校がどのように対応したか）について、いじめを受けた児童

生徒やその保護者に対して説明する。」（国基本方針 32頁）とし、法律においても、学校は、

「（保護者間で）争いが起きることのないよう、いじめの事案に係る情報をこれらの保護者

と共有するための措置その他の必要な措置を講ずるものとする」と規定しており（推進法第

23 条第５項）、調査の結果は、何らかの形で当事者等には伝えられることは必要であるとし

ても、上記聞き取りの意義を踏まえると、逐語的発言部分までを開示する理由にはならない。 

（３）小括 

以上のとおりであるから、事件当事者に対して一問一答形式で聞き取りを行った部分の詳

細を明らかにすることは、支障があると言える。したがって、対象文書１については、上記

イの部分については非開示とすることが妥当である。これに対して、その余のア、ウ、エの

部分については開示することが妥当である。具体的には、対象文書１のうち、１ページの１

行目から８行目の第１文までの記載は、この調査の目的を示す発言と事件当事者の氏名及び

出席者の表示であるから開示すべきである。さらに、同文書１ページの 28行目と 29行目は、

事件当事者と引率者が出席したことを示す部分であり開示することが相当である。次に、２

ページの１行目は、この調査の目的を示す発言内容であるから、その記載内容は開示すべき

である。さらに、同文書２ページの９行目は関係者の出席を表示する部分であり開示するの

が妥当である。また、同ページ 16行目と 17行目は、１ページと同様に事件関係者と引率者
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の出席を示す記載であって、開示することが妥当である。さらに、同ページに記載されてい

る室内の関係者の配置図については、事件当事者については既に承知のことであり、その余

の出席者は全て公務員であり、その職務上のことであるから、開示することが妥当である。

しかし、その余の記載内容は、一問一答形式の応答及びその様子の詳細を逐語的に記録した

ものであることから、すべて非開示とするのが妥当である。 

なお、実施機関は、対象文書１の調査は請求者以外の第三者である児童に対する生活指導

の一環として実施したものであり、教員以外に開示されることを予定したものではなく、開

示すると第三者の権利を害する３号情報に該当すると主張する。しかし、当該調査の記録は、

両当事者に共通する事実に関する情報であるから、３号情報には該当しないというべきであ

り、この点に関する実施機関の主張には理由がない。 

２ 対象文書２ 

（１）対象文書２について 

対象文書２は、本件各事件の関係者から 2014年７月 14日付で提出された町田市立○○小

学校の学校長あての抗議及び回答催告状に対する同学校長からの回答文書である。その内容

としては、本件各事件に関する学校長としての見解が述べられていることが認められる。 

（２）非開示規定該当性について 

実施機関は、対象文書２を非開示とする理由として、信書であること、さらに３号情報及

び６号情報に該当するので非開示が妥当であると主張する。 

しかし、対象文書２が学校長名義で発信されている以上、単なる私的な信書ではないし、

仮にそうだとしても実施機関が保有する文書である以上、開示の対象となる公文書であるこ

とは明らかであり、実施機関自身も請求対象文書として認めたうえで本件処分をしているの

であるから、この点に関する主張は理由がない。 

次に、３号情報該当性についてであるが、学校の調査内容に関する情報は、前述のとおり

事件当事者に共通の情報として認識すべきであり、代理人は事件当事者と同視すべきである

から、３号情報には該当しないというべきである。 

さらに、６号情報該当性について検討すると、確かに調査内容の詳細をすべて開示するこ

とになれば、対象児童及び両親の心理状態や人間関係に影響を与えたり、事後の調査に影響

を与えたりすることも考えられる。しかし、なんらかの事件があったとすれば、学校がその

件について調査すること自体は当然のことであって、何もしないでいることは許されないこ

とである。また、上記推進法第 23 条第５項の趣旨を踏まえると、本件各事件について学校

が調査を行ったことは双方に既知の事実であり、調査記録のうち調査の目的、関係当事者の

氏名、調査の結果を当事者に開示することは当然のことであって、６号情報には該当しない

と解される。 

なお、たとえば、調査結果の内容が一方当事者にとって不利な結果であった場合、当該当

事者がその調査結果に不満を述べることがあることはありうる。しかし、それは本件処分の

適否とは関係のない別個の問題であり、それに配慮して、学校が調査のやり直し等、内容を

変更することがあってはならない。したがって、このような事態が予測されることが、学校

における今後の関係者の調査に支障が生ずるという理由にはならないと解される。学校にお

ける事件関係者に対する調査結果は、もともと両当事者にとって共通する情報として保有す

べきものであるから、その結果が当事者双方に伝わることは当然予想すべきことであって、

それを前提に調査されるべきなのである。かえって、一方に対して示した学校長の回答を他

方に対して非開示にすることこそ、信頼関係を損なうことになると考えられるのであって、

６号情報該当性を理由として対象文書２を非開示とすることは、認められない。 

３ 結論 

以上のとおり、本件対象文書１については、１ページ１行目から８行目の第１文まで、28

行目及び 29行目の部分、２ページ１行目、９行目、16行目及び 17行目並びに配置図について

は開示すべきであるが、その余の部分は非開示とするのが妥当である。次に、対象文書２につ

いては、その全部を開示すべきである。 
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なお、実施機関は、本件処分の非開示理由として、本件条例の非開示条項である第 21 条第

１項第３号及び同項第６号の条文とその文言をそのまま記載している。しかし、非開示処分に

おける非開示理由は、単に非開示条項を記載するのではなく、当該情報を開示するとなぜその

条項に該当するのかという実質的な理由を記載しなければならないのである。かりに、決定様

式の欄でスペースが足りなければ、別紙として記載すべきである。本件について言えば、実施

機関の理由説明書によって非開示理由が補正されていると解されるが、本来は本件処分の段階

で処分理由として記載されるべきであることに留意すべきである。 
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