
1 

 

町田市行政不服審査会 

２０１８年度第６号事件 

（審査請求人 ○○ ○○） 

 

２０２１年１１月１８日 

答  申 

 

町田市長 石阪 丈一 様 

 

町田市行政不服審査会 

会 長  野 村 武 司 

 

２０１８年８月２３日付け１８町総法第６１号（２０１８年度第６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○○○○（以下「審査請求人」という。）が２０１８年４月１

１日付けで処分庁町田市長（以下「処分庁」という。）に対して行った公文

書公開請求に対して、処分庁が２０１８年４月２４日付け１８町環推第６

２号をもって行った公文書部分公開決定処分は、妥当である。 

  

第２ 審査請求の趣旨 

審査請求人は処分庁が２０１８年４月２４日付け１８町環推第６２号を

もって行った公文書部分公開決定処分を取り消すとの決定を求めた。 

 

第３ 本件事案の経緯 

１ 審査請求人は、町田市情報公開条例（以下「本件条例」という。）第６

条第１項の規定により、２０１８年４月１１日付け「公文書公開請求

書」で、処分庁に対し「ごみ集積所○○町○－○○○の開設届」を対象

とする公文書公開請求を行った。 

 ２ 処分庁は、「町田市ごみ集積所申請書○○町○－○○○」を対象文書と

し、一部について非公開とする決定をし、２０１８年４月２４日付け１
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８町環推第６２号「公文書部分公開決定通知書」により審査請求人に通

知した。 

 ３ 審査請求人は、審査庁町田市長（以下「審査庁」という。）に対して、

上記処分を不服として２０１８年４月２６日に「審査請求書」により審

査請求を行った。 

４ 処分庁は、２０１８年６月２２日付け１８町環推第２１９号「弁明

書」により弁明した。 

５ 審査請求人は、２０１８年６月２６日に「反論書」により反論した。 

６ 処分庁は、２０１８年７月２５日付け１８町環推第３０８号「再弁明

書」により再弁明した。 

７ 審査請求人は、２０１８年７月３１日に「再反論書」により再反論し

た。 

８ 審査庁は、本件条例第１０条第２項の規定に基づき、２０１８年８月

２３日付け１８町総法第６１号「審査請求について（諮問）」により、本

件審査請求について当審査会に諮問した。 

９ 審査会は、次のとおり調査審議を行った。 

   ２０２０年１０月９日 審議 

   ２０２０年１１月２７日 処分庁への事情聴取 

   ２０２０年１２月２５日 審議 

   ２０２１年２月４日 審査請求人による口頭意見陳述 

   ２０２１年２月２６日 審議 

   ２０２１年３月１９日 審議 

   ２０２１年４月１２日 審議 

２０２１年５月２８日 審議 

   ２０２１年６月１８日 審議 

   ２０２１年８月６日 審議 

   ２０２１年９月１７日 審議 

２０２１年１０月１５日 審議 

 

第４ 審査請求人と処分庁の主張 

 １ 審査請求人は、審査請求書において主に次の主張をした。 

（１）申請者は本件条例第５条第１項第１号のイ及びウ、エの除外情報に該
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当するため、適正な届出であるならば、申請者は当該ごみ集積所の利用

者に開示することを同意の上で（イに該当）、立場上、当該ごみ集積所

の代表者として（ウに該当）、決められ、利用者がその代表と話し合う

ことは公益上必要（エに該当）である。 

（２）請求人を含む○○町内会の当該ごみ集積所の利用者は「当該ごみ集積

所の代表者」が誰なのか知らされておらず、「当該ごみ集積所の代表者」

と適正管理のための話し合いができない。 

 

 ２ 処分庁は、弁明書において主に次の主張をした。 

（１）○○町○－○○○のごみ集積所は、公道上の既存の資源集積所として

長年使用されており、本来移動、廃止以外は届出を必要としていない。

町田市ごみ集積所申請書は、「町田市ごみ集積所の設置及び管理に関す

る要綱」の「第５ごみ集積所開設等」に定められた第２号様式を準用し、

既存の集積所を引き続き使用することの確認として届出されたもので

ある。第２号様式の申請者は、届出時点で集積所利用者を代表して記名

しているが、集積所の管理運営の代表者という立場ではないため、公開

することに明らかに同意しているとは認められない。（本件条例第５条

第１項第１号イに非該当） 

（２）第２号様式の申請者は、本件条例第５条第１項第１号ウにいう公的地

位又は立場にはあたらない。（本件条例第５条第１項第１号ウに非該当） 

(３)「町田市ごみ集積所の設置及び管理に関する要綱」の施行日 (２０１

２年４月１日）より前から存在する集積所の開設届は存在しない。集積

所の移動、廃止、管理方法など利用者による話し合いが必要になったと

きは、自治会・町内会等を通して利用者を確認して話し合いを行うなど、

住民同士の協力で実施されているため、申請者の公開は公益上必要であ

ると認められない。（本件条例第５条第１項第１号エに非該当） 

（４）なお、審査請求人は、対象文書に係るごみ集積所についての話し合い

を目的とした同集積所の利用者に対する開示の必要性から、本件条例第

５条第１項第１号イからエまでへの該当を主張しているが、条例に基づ

く公文書公開制度は、請求者が誰であるかを問うものではなく、また、

請求の目的を問うものでもない。 
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３ 審査請求人は、反論書において主に次の主張をした。 

（１）町田市ごみ集積所申請書の届出の法的根拠 町田市ごみ集積所申請書

は、町田市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例、町田市廃棄物

の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則及び町田市ごみ集積所

の設置及び管理に関する要綱の施行日以降の２０１５年３月６日に届

出られたものである。従って、本来その届出は上記条例、条例施行規則

及び要網にもとづく法制度に従った届出であることは明らかであり、２

０１６年２月２３日付１５町政聴要第１８６号の９の１の回答でも示

されている。 

（２）申請者の立場 上記要綱第２の２と３では、事業者または建設者が近

隣の既存のごみ集積所の開設者の承諾を得て、居住者が既存のごみ集積

所を利用できるように努めることとの努力義務を課しており、近隣の既

存のごみ集積所が町田市ごみ集積所申請書で申請されたごみ集積所の

場合、上記条例、条例施行規則及び要綱にもとづく法制度のもとでは、

その申請者が、上記開設者に相当していると解さなければ、要綱第２の

２と３で事業者または建設者に努力義務を課している法制度に矛盾す

ることになるので、申請者は要綱第２の２と３の開設者の立場に当たる。 

（３）処分庁は、申請者は集積所の管理運営の代表という立場ではないと主

張するが、上記条例、条例施行規則及び要綱の施行日以降の法制度に矛

盾しているので事実として認められない。 

（４）また、条例第６３条、条例３４条、要綱第６第１項に従い、集積所利

用者は集積所の管理運営の主体であるから、申請者は、集積所利用者（す

なわち、集積所の管理運営の主体）を代表したのであって、その上で記

名したのであるから、「集積所の管理運営の代表者という立場ではない」

との主張は矛盾しているので事実として認められない。 

（５）上記条例、条例施行規則及び要綱に照らして、申請者は、要綱第２の

２と３の開設者の立場に当たる集積所の管理運営の代表という立場で

あり、公開することに同意していると明らかに認められる。（本件条例

第５条１項第１号イに該当） 

（６）申請者は、利用者を確認しての利用者による話し合いを実施して い

ないので、また、ただの個人が勝手に申請書の届出をしたり、市に受理

されるものではないので、公的地位又は立場にあたらないとする主張の
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根拠の提出を求める。 

（７）処分庁は、集積所の開設届は存在しないと主張するが、要綱施 行日

以降に届出られた（１）から（５）で述べた法的根拠をもつ、集積所利

用者を代表した申請者による申請書が存在している。 

（８）処分庁は、利用者による話し合いが必要になったときは、利用者を確

認して、話し合いが実施されていると主張するが、ごみ集積所申請書で

申請されたごみ集積所において、利用者を確認して、利用者による話し

合いは実施されていないので、事実に反する。（ごみ集積所申請書で申

請されたごみ集積所において、利用者を確認したことを示す証拠、及び

利用者による話し合いが実施されたことを示す証拠の提出を求める。 

（９）利用者を確認して、利用者による話し合いは実施されていないのが事

実であり、（１）から（５）で述べたように、申請者は集積所の管理運

営の代表という立場であるから、申請者と話し合うために申請者の開示

は公益上必要である。（本件条例第５条１項第１号エに該当） 

（１０）審査請求人が利用者に対する開示の必要性を主張するのは、公益上

の必要性を主張しているからである。 

（１１）条例に基づく公文書公開制度は、公開することが公益上必要と認め

られるものとして、本件条例第５条第１項第１号エを定めている。 

（１２）処分庁は、条例に基づく公文書公開制度は、請求者が誰であるかを

問うものではなく、また、請求の目的を問うものではないと主張するが、

請求者が誰であるかや請求の目的などは、公益性を判断するための根拠

となる事項である。 

（１３）たとえば、上述した要綱第２の２と３の事業者または建設者が近隣

の既存のごみ集積所の開設者の承諾を得て、居住者が既存のごみ集積所

を利用できるように努めるために開設者の開示を請求することは、法制

度上必要なだけでなく、市のごみ回収業務を増やさない点などから公益

性を判断すると公益上必要でもある。 

（１４）申請者が誰であるか利用者に周知されていない場合又は利用者を確

認しての利用者による話し合いが実施されていない場合、（１３）と同

様に、利用者が申請者の開示を請求することは、集積所の利用者が管理

運営の話し合いを実施できる点などから公益性を判断すると、公益上必

要と認められる。（本件条例第５条１項第１号エに該当） 
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４ 処分庁は、再弁明書において主に次の主張をした。 

（１）本件条例第５条第１項第１号ウにいう「当該個人の公的地位又は立場

に関連する情報」とは、公務員としての当該公的業務に関する情報を意

味しており、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第５条第１号

ハにおける「当該個人が公務員等である場合において、当該情報がその

職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の

職及び当該職務遂行の内容に係る部分」と解釈を同じくするものである。 

（２）集積所の開設届は存在しないとは主張しておらず、「町田市ごみ集積

所の設置及び管理に関する要綱」の施行日（２０１２年４月１日）より

前から存在する集積所の開設届は存在しないと主張したものである。 

 

５ 審査請求人は、再反論書において主に次の主張をした。 

（１）「申請者は、利用者を確認しての利用者による話し合いを実施してい

ないので、また、ただの個人が勝手に申請書の届出をしたり、市に受理

されるものではないので、公的地位又は立場にあたらないとする主張の

根拠の提出を求める。」とは、「公的地位又は立場」についての解釈を求

めるものではなく、「公的地位又は立場にはあたらない」とする主張の

根拠（全くの仮定の例であるが、「市の職員が申請書を届出たものでは

なく、市の職員が申請人に利用者を確認しての利用者による話し合いを

実施しないまま申請書の届出をするように求めたものであるから、申請

者は公的地位又は立場にはあたらない」などの根拠）の提出を求めるも

のである。 

（２）反論書（７）（８）（９）の主旨は、処分庁は、利用者による話し合い

が必要になったときは、利用者を確認して、話し合いが実施されている

との主張に対する反論であり、ごみ集積所申請書で申請されたごみ集積

所において、利用者を確認したことを示す証拠、及び利用者による話し

合いが実施されたことを示す証拠の提出を求めたものであるが、証拠の

提出がなく、利用者を確認して話し合いが実施されていないのが事実で

ある。処分庁は、再び現在時制で、「集積所の開設届は存在しない」と

主張するが、事実は、ごみ集積所申請書で申請された集積所において、

過去には集積所の開設届は存在しなかったが、要綱施行日以降の現在で
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は、要綱施行日以降に届出られた、反論書(１) から（５）で述べた法

的根拠をもつ、集積所利用者を代表した申請者による申請書が存在して

いると主張するものである。したがって、ごみ集積所申請書で申請され

た集積所において、利用者を確認して話し合いが実施されていないので

あるから、申請者と話し合うことは公益上必要であるとの主張である。 

 

第５ 審査会の判断 

１ 本件対象文書について 

本件対象文書は、「町田市ごみ集積所開設・移動・廃止届」の様式を利用

して提出された○○町○－○○○のごみ集積所の継続使用にかかる申請書

（以下「申請書」という。）である。処分庁は、審査請求人の情報公開請求

に対して、本件対象文書のうち、申請者の氏名、印影、住所、電話番号（以

下「氏名等」という。）を、本件条例第５条第１項第１号本文の「特定の個

人が識別され、又は識別され得るもの」（以下「個人情報」という。）に該当

するとして非公開とした。 

これに対して、審査請求人は、当該非公開部分について、個人情報であっ

ても公開することのできる本件条例第５条第１項第１号所定の例外規定（イ

〜エ）に当たると主張していることから、同例外規定該当性について検討す

る。 

 

２ 本件条例第５条第１項第１号エ該当性について 

（１）本件条例第５条第１項第１号エ 

本件条例第５条第１項第１号エは、個人識別情報非公開の例外として、

「法令の規定に基づく許可、免許、届出その他これらに類する行為に際し

て実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上

必要と認められるもの」を挙げている。 

元来、法令に基づく許可、免許、届出等（以下「許認可及び届出等」と

いう。）は、これを申請し、又は届け出る者に利益になると同時に、多かれ

少なかれ、第三者、又は公共に影響を与える性質を持つものであり、その

情報は、原則として、可能な限り広く公開されるべきものである。しかし

ながら、公開請求にかかる情報が、個人情報に該当する場合、公開の判断

に当たっては、単に、それがかかる性質を有する許認可及び届出等に関す
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る情報に該当するというにとどまらず、「公開することについて公益上の

必要性」が認められなければならないとするのが同条同項同号エの趣旨で

ある。 

そして、ここでいう「公開することについての公益上の必要性」は、請

求者の属性を考慮せず情報を公開するという情報公開の仕組みにおいて

は、広く一般に公開する公益上の必要性があるか否かで判断することとな

る（その意味で、市のハンドブックにおいて、「人の生命、健康、生活又は

財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報」とい

った場合に限り例外的に公開される、との解釈には根拠が認められない。 

（２）ごみ集積所の開設等について 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和四十五年法律第百三十七号、

以下「法」という。）は、廃棄物を一般廃棄物と産業廃棄物に分類し（法第

２条）、このうち産業廃棄物以外の廃棄物に当たる一般廃棄物について、

市町村に、市町村が定める一般廃棄物処理計画に従い、その収集、運搬、

及び処理義務を課している（法第６条の２）。 

町田市では、一般廃棄物処理計画を定め、町田市廃棄物の処理及び再利

用の促進に関する条例（平成５年９月３０日条例第２８号）及び同施行規

則（平成６年３月３１日規則第１９号）を制定するとともに、家庭廃棄物

を排出すべきごみ集積所の設置及び管理に関して、町田市ごみ集積所の設

置及び管理に関する要綱（平成２４年４月１日施行、以下「ごみ集積所要

綱」という）を定め、一般廃棄物の収集、運搬、処理を実施している。 

これらによれば、一般廃棄物のうち、可燃ごみ及び不燃ごみについては、

戸別収集を行い、それ以外の資源ごみについては、ごみ集積所からこれを

収集するとされている。 

ごみ集積所は、①道路用地上に設置するもの、②９戸以上の宅地開発事

業の事業者が設置するもの、③マンション等の集合住宅の敷地内に設置す

るものの３種類が想定されており、ごみ集積所要綱が定められた平成２４

年以降、それぞれ、その開設、移動、廃止（以下「開設等」という。）をす

る際には、「町田市ごみ集積所開設・移動・廃止届」の様式で届出をするこ

ととされている（ごみ集積所要綱第５第１項）。 

このうち②については、３Ｒ推進課によると、当該様式で届出が行われ

る際、用地が市に寄付されることが多いため、設置後に移動、廃止の届出
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が行われることはほとんどない。 

また③については、ごみ集積所管理責任者を選任し、この届出と併せて

市に届け出なければならない（ごみ集積所要綱第５第２項）。 

これに対し①道路用地上に設置するものについては、３Ｒ推進課による

と、便宜的に定めた代表者が、話し合って決めたごみ集積所を届け出るこ

ととされており、開設等を行った時の町内会の会長、班長、ごみ集積所に

一番近い居住者などを定める例が多いということである。また①について

は、③と異なり、代表者は便宜的なものあり、開設等の届出がなされた際

の現地確認のために連絡を取るためのものであることから、その後、ごみ

集積所の移動、廃止等の変更がない限り、特に更新されることはないとい

うことである。 

なお、本件対象文書は「町田市ごみ集積所申請書」と手書きで修正され

ているが、上記の通り、何らか許可等を求めるものではなく、連絡先を市

に通知するものでしかなく、その性質上「届出」である。 

（３）本件ごみ集積所の申請者の氏名等の公開について 

ところで、本件申請書にかかるごみ集積所「○○町○－○○○」は、上

記区分では、①道路用地上に設置しているごみ集積所に該当するが、ごみ

集積所要綱を定めた平成２４年以前から存在するごみ集積所であり、既に

市がその所在を把握していることから、新たに、移動や廃止がない限り、

上記届出をする必要のない集積所であった。こうした事情にもかかわらず、

本件申請書が公文書として存在している理由については、３Ｒ推進課では

「近隣から利用上の問題があるという指摘を受けたため、市がごみ集積所

を利用している住民との連絡調整を行う必要から、便宜的に申請という形

で提出してもらったため」としている。 

以上、ごみ集積所の開設等にかかる「町田市ごみ集積所開設・移動・廃

止届」の届出者の氏名等は、当該ごみ集積所を届出に際して確認または把

握するものであること、そして、その際の届出者は、届出時点における町

内会長など便宜的なものであること、また、新たに移動、廃止の届出がな

されない限り、「町田市ごみ集積所開設・移動・廃止届」に基づいて届出者

に連絡をする必要がないこと、加えて、「町田市ごみ集積所開設・移動・廃

止届」の様式でなされた本件申請書は、ごみ集積所の開設等と関係のない

理由から申請されたものであることを踏まえると、市が、申請者の同意を
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得るなどして、本件ごみ集積所の利害関係者等に対して特別に情報提供を

することがあり得るとしても、一般公開を定める本件条例に基づく公開請

求において、条例第５条第１項第１号本文の個人情報に当たる申請者の氏

名等を、同号エに基づいて一般に公開する公益上の必要性があるとは認め

られない。 

 

３ その他の例外事項の該当性について 

審査請求人は、本件氏名等は、本件条例第５条第１項第１号イ及びウにも

該当することを理由として、これらの公開を求めていることから、これらに

ついても念のため検討をしておく。 

まず、本件条例第５条第１項第１号イは、「当該個人が公開することに同

意していると明らかに認められる情報」について、同号本文に該当する場合

であっても公開することができるとしている。ここでいう「公開することに

同意していると明らかに認められる」情報としては、当該個人が明示的に同

意している場合の他、自ら刊行物に記載したり、インターネットに掲載する

など、直ちに不特定多数の者が知ることができる状態に置いた場合や、ある

いは今後公開されることを認識しながら個人情報を他の者に提供した場合

なども、これに該当する（２０２１年５月２８日２０２１年度第２回町田市

行政不服審査会）。 

しかしながら、本件対象文書は、市に提出されたものであり、直ちに不特

定多数の者が知ることができる状態に置かれた情報ではなく、また、ごみ集

積所の開設者の情報が市によって公開されているという事実もない。また、

申請者もこれに同意した事実はなく、したがって、本件対象文書の届出者は、

「公開することに明らかに同意している」とは認められない。 

次に、本件条例第５条第１項第１号ウは、「当該個人の公的地位又は立場

に関連する情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの」に

ついて、同号本文に該当する場合であっても公開することができるとしてい

る。 

ここでいう「公的地位又は立場」とは公務員に関連する情報として解釈さ

れているところであるが、本件対象文書の申請者は、私人としてごみ集積所

の利用に関する文書を作成したものであり、「公的地位又は立場」には該当

しない。 
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４ 結論 

以上のことから、本件請求対象文書を条例第５条第１項第１号に該当する

として、部分公開と決定した処分庁の判断は、妥当である。 

 

第６ 付言 

２０２１年２月４日に実施した本件に関する審査請求人の口頭陳述及び

その内容を記載した「口頭意見陳述要旨」によると、３Ｒ推進課に対する「請

求人個人の問い合わせが何者かによって不正に漏洩され」た、と審査請求人

は主張する。 

審査請求の論点とは外れるが、本件に関連して個人情報漏洩の主張があっ

たので、審査会ではこの点についても検討を行った。 

審査請求人は、口頭意見陳述において、個人情報の漏洩があったことの根

拠として、２０１５年２月ごろ、ごみ集積所の不適切な使用に対し、３Ｒ推

進課に問合せを行ったところ、本件ごみ集積所○○町○－○○○の設置届が

なされたことを指す、としている。 

確かに、審査請求人の問合せの直後の３月６日付けで、本件設置届が提出

されている。また、３Ｒ推進課に対する聴取によると、条例制定前からある

ごみ集積所のうち、設置届が出されたのは本件ごみ集積所○○町○－○○○

のみであるとのことである。 

しかし、３Ｒ推進課に対して本審査会が行った聴取によると、近隣から寄

せられた当該ごみ集積所の管理に関する指摘に、今後、対応する必要が見込

まれたことから、管理をされている代表の方の連絡先を把握するために届出

書を提出してもらったということであり、その際、審査請求人の氏名を示す

などの個人情報の漏えいの事実は認められなかった。 

もとより町田市個人情報保護条例第３条第２項では「実施機関の職員は、

職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用し

てはならない」とされており、実施機関は、今後とも、業務実施に際して、

個人情報の扱いには細心の注意をもって当たられたい。 

 


