
別紙

諮問第18号

答 申

第1 審査会の結論

千葉市長（以下「実施機関」という。）は， 「ちば女性会館（仮称）開設準備

委員となった者が応募にあたり提出した小論文」（以下「本件小論文」とい

う。）を非公開とした決定を取り消し，執筆者である各開設準備委員に意見照会

を行い，公開することについて同意を得られた小論文（小論文の一部について同

意を得られた場合は，その部分に限る。）を，特定の個人が識別され得る情報を

除いて公開すべきである。

第2諮問に至る経過

諮問に至る経過は，次のとおりである。

1 公開請求

異議申立人は，平成10年10月30日，千葉市情報公開条例（平成6年千

葉市条例第22号。以下「条例」という。）第6条の規定に基づき，実施機関

に対し，本件小論文の公開請求を行った。

2非公開決定

実施機関は，本件小論文には条例第9条第6号に該当する情報が記載されて

いるとして非公開決定を行い，その旨を平成10年11月12日付け10千市

女第63号で異議申立人に通知した。

3異議申立て

異議申立人は，非公開決定を不服として，平成11年1月12日，実施機関

に対し，行政不服審査法（昭和37年法律第160号）第6条の規定に基づく

異議申立てを行った。

4諮問

実施機関は，平成11年1月25日付け10千市女第74号で，条例第12

条の規定に基づき審査会に諮問した。
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第3異議申立人の主張要旨

異議申立書，意見書及び口頭意見陳述による異議申立人の主張の要旨は，次の

とおりである。

1 異議申立ての趣旨

異議申立ての趣旨は，本件小論文の非公開決定の取消しを求めるというもの

である。

2異議申立ての理由

（1）本件小論文の性質について

小論文の非公開が公募の際に明示されていなかった。このため，執筆者は，

本件小論文の非公開性を市に求めているとは考えにくく，むしろ，公にされ

ることを前提に執筆したと考える。

(2)本件小論文を公開する公益性について

「女性会館に望むこと」とのテーマで開設準備委員に選ばれた者が書いた本

件小論文は，ちば女性会館が開設準備委員の意向をどれだけ反映した施設とな

っていくのかということや，同施設の建設に対する市の姿勢や考え方を把握す

るための資料となり得ると考える。

(3)本件小論文が条例第9条第6号（事務事業執行情報）に該当しないことにつ

いて

本件小論文を公開することで市と開設準備委員との信頼関係が損なわれると

は考え難い。したがって，本件小論文は条例第9条第6号に該当せず，公開さ

れるべきである。

そもそも実施機関は，非公開決定を行う際に，執筆者である各開設準備委員

に意見照会を行っていない。公開請求があった旨を伝え，氏名を除いた形で公

開することについて事前に了承を求めるなどの手続を踏んで公開・非公開を決

定すれば，開設準備委員と市との信頼関係に影響を及ぼすものではない。

ちなみに私が個人的に，本件小論文の公開・非公開について一部の開設準

備委員に対して尋ねてみたところ，公開されても差し支えないとの回答を得

ている。少なくともこのように「公開してもよい」と言っている者の小論文

まで，なぜ非公開としなければならないのか。公開に同意しない者がいたとす

れば，その小論文のみを除いて公開すればよい。

いずれにせよ，実施機関は，意見照会もせずに，なぜ，市と開設準備委員会

との信頼関係が損なわれると判断できたのか。また，各委員の意向を確かめも

せずに信頼関係が損なわれると断定するならば，このことについて関心を寄せ
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ている多数の一般市民との信頼関係はどうなるのか。

むしろ，非公開によって情報を隠そうとする市の姿勢こそが，市と市民との

信頼関係に支障をきたすものであり，委員の選考方法に何か問題があったので

はないかとの憶測さえ生む。

(4)個人識別性等を除いた形での公開を求めることについて

本件小論文の内容を知ることができれば十分であり，誰が書いたかというこ

とは問題にならない。しかしながら，なぜ，氏名等を伏せたものであっても公

開することができないのか。手書きで書かれているということでう°ライバシー

侵害等の問題があるのならば，ワープ°ロで打ち直したものを見せればよいし，

本人の経歴等が記載されているために問題があるのならば，その部分を除いて

公開すればよい。内容の概略でも構わない。

第4実施機関の説明要旨

異議申立てに対する実施機関の説明の要旨は，次のとおりである。

1 本件小論文の性質について

開設準備委員の公募に当たって，小論文の非公開を明示していなかったことは

事実である。しかし，そうであるからといって，すべての応募者が公にされる可

能性を認識した上で小論文を執筆したと言い切ることはできない。

また，異議申立人は，本件小論文を公開しても差し支えない旨の回答を一部の

委員から得ていると主張するが，このことをもって，他の委員も同じ様に考えて

いると類推することはできない。

2本件小論文を公開する公益性について

本件小論文は， 「女性会館に望むこと」というテーマの下に，ちば女性会館に

寄せる個人の想いのようなものが書かれたものであり，女性会館建設に対する市

の姿勢等を把握する資料にはなり得ない。

3本件小論文が条例第9条第6号（事務事業執行情報）に該当することについて

本件小論文は，次の理由により，条例第9条第6号に該当するため，非公開と

したものである。

（1）開設準備委員会の活動への影響

開設準備委員会の設置目的は，ちば女性会館の開設準備に広く市民の意見等

を反映させて，同施設を市民の立場に立った利用しやすいものとすることにあ

る。そして，この設置目的を達成するためには，開設準備委員と市との間にお
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いて，お互いの立場を理解しながら自由で率直な意見を出し合えるような関係

を維持していく必要がある。

このような中で，公にされることを前提に作成されたものとは言い難い本件

小論文を公開すると，開設準備委員会の市に対する信頼が損なわれ，両者の良

好な協力関係の維持が困難となる。その結果，開設準備委員から忌揮のない意

見を聴取することに支障を来すなど，同委員会の設置目的が損なわれることと

なる。

さらに，本件小論文には各委員の経験談などが綴られており，これを手がか

りとして執筆者が識別された場合には，委員個人に何らかの形で迷惑を及ぼす

ことが起こらないともいえない。

そして，これらのことを原因として，同委員会の円滑な活動が阻害され，最

悪の場合，開設準備委員会の活動が中断するなどの事態を招き，結果として，

ちば女性会館の開設に支障を及ぼすこととなる。その場合，女性問題の解決の

ために市が協力を仰ぎ，信頼関係の形成に努めるべき他の市民団体との関係に

も影響を及ぼしかねない。

なお，本件小論文の非公開決定は，異議申立人の指摘するとおり，開設準備

委員への意見照会を経ることなく行ったものであるが，これは，そもそも，公

にされることを前提に作成されたものとは言い難い本件小論文の公開・非公開

について各委員に意見を聴くこと自体が，委員の反発を招き，開設準備委員会

と市との信頼関係を損なうこととなると考えたからである。また，仮に意見照

会を行ったとしても，公開する人と公開しない人とに分かれた場合に委員同士

の信頼関係が崩れるおそれがあることを考えたからである。

(2)将来の同種の事務事業への影響

また，千葉市初の100％公募により選ばれた開設準備委員会の運営に関し，

本件小論文を公開することで前記(1)のような事態が生じた場合には，将来の同

種の事務事業，すなわち，今後，他の施設において開設準備委員会と同様の市

民参加を目指す活動が展開された場合の事務事業にも影響を及ぼす可能性があ

る。

第5審査会の判断

審査会は，本件小論文並びに異議申立人の主張及び実施機関の説明を検討した

結果，以下のように判断する。

1 開設準備委員会と本件小論文について

（1）開設準備委員会について
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ちば女性会館（同施設は， 「千葉市女性センター」として開設されているが，

本答申においては「ちば女性会館」と呼ぶこととする。）は，女性も男性もお

互いに自立し，認め合い，尊重し合う社会，いわゆる「男女共生社会」の実現

のための活動拠点施設である。

市は，この施設を開設するに当たり，市と協力して開設準備に携わる12名

の市民を公募して，開設準備委員会を設置することとした。委員の公募は，

「女性会館に望むこと」をテーマとした800字以内の小論文の審査により行

なわれ，これに応募した50名の中から各区2名，計12名が選ばれた。

そして，開設準備委員会は，平成10年6月からちば女性会館が開設された

平成11年12月までの間，同施設についての市民の理解を得るための講演会

等の検討等の活動を行い，同施設開設後の平成12年3月末に解散となった。

(2)本件小論文について

本件小論文は，開設準備委員の公募に対して応募者から提出された小論文の

うち，委員に選ばれた12名の者から提出されたものである。

なお，本件小論文は，委員を選考する際に使用されたものなので，執筆者の

氏名はあらかじめ除かれている。

2附属機関等の委員の公募の際に提出された論文の一般的な取扱いについて

（1）公開することと非公開にすることとの利益の調整について

附属機関等における委員の選考方法や委員に選ばれた者の考え方等は，附属

機関等において示される意見や判断が市政に影響を与えることから，市民の関

心事になり得るものと考える。

しかし一方で，附属機関等の委員の公募の際に提出された論文には，公にし

ても差し支えのない情報のみならず，特定の個人が識別され得る情報，個人識

別性がないものの病歴等一般に公にされたくないような，いわゆるセンシティ

ブな情報，又は法人等の社会的地位を損なうこととなる情報等が記載されてい

ることもあり得る。このため，市が論文の公開・非公開を判断するに当たって

は，公開することで，個人や法人等の権利利益を侵害することのないよう十分

な配慮が求められることとなる。

また，市の行う事務事業の適正な運営を確保することにより得られる公共の

利益が損なわれることのないようにする必要もある。

（2）意見照会について

前記(1)のことから，市は，執筆者から取得した論文が公開請求された場合

には，原則公開という条例の基本理念の下で，公開することと非公開にするこ

との利益の調整を行うこととなる。そのために市は，主に次のような理由から

執筆者への意見照会を経た上で公開・非公開を判断することが望ましい。
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①著作権法上の問題を解決するため。

②著作権が市に帰属する旨を公募の際に明らかにしている等著作権法上の問

題が解決されている場合であっても，公にされることがあらかじめ知らされ

ている場合などを除き，公開される情報を執筆者に確認してもらうことによ

って，執筆者が自ら作成した情報の流通をコントロールすることを可能とす

るため。

この場合において，実施機関は，個人や法人等の権利利益を侵害する情報が

記載されている部分は，条例第9条第2号（個人情報）又は同条第3号（法人

等情報）に該当するため，執筆者の意向にかかわらず公開されないことを当該

執筆者に対し明らかにしたうえで意見照会を行うことが望ましい。

なお，記載されている情報が公にしても差し支えないものであることが明ら

かであり，著作権が市に帰属しており，公にされることがあらかじめ知らされ

ている場合は，意見照会をすることなく公開決定をすることが可能と考える。

また，論文に記載された情報のほとんどが執筆者の同意の有無にかかわらず非

公開とせざるを得ない情報である場合や，仮に執筆者の同意を取れたとしても，

論文を公開することで市の行う事務事業の公正又は円滑な執行に著しい支障が

生ずることが明らかに認められる場合は，意見照会をすることなく非公開決定

をすることが可能と考える。

(3)意見照会を行った場合における公開・非公開の判断について

意見照会を行った場合，実施機関は，意見照会の結果のほか，論文の記載内

容や附属機関等の活動内容，権限，性格等を総合的に勘案して公開・非公開を

決定することとなる。この場合において，実施機関は，同意の有無によって公

開する人と公開しない人とに区分することで生じる市の事務事業に与える影響

等を考慮した上で公開・非公開を決定すべきである。

3本件小論文の公開・非公開について

（1） 本件小論文の条例第9条第6号（事務事業執行情報）該当性について

ア本号の趣旨及び解釈について

本号は， 「本市又は国等が行う監査，検査，取締り，契約，試験，争訟，

交渉，渉外，人事その他の事務事業に関する情報であって，公開することに

より，当該事務事業の目的が損なわれるおそれがあるもの，関係当事者間の

信頼関係が損なわれると認められるもの又は当該事務事業若しくは将来の同

種の事務事業の公正又は円滑な執行に著しい支障が生ずると認められるも

の」に該当する情報は，非公開とすることを定めている。

条例第9条各号の非公開情報に該当するか否かの判断に当たっては，条文
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を厳格に解する必要があり，特に本号は，主として本市の事務事業執行上の

利益の保護を図って制定されたと考えられるため，これを解釈するに当たっ

ては，そこで保護されるべき利益が実質的に保護に値する正当なものである

か否か，その利益侵害のおそれが具体的に存在するといえるのか等を，客観

的に検討する必要がある。

これらのことを踏まえ，以下，実施機関が本号に該当するとして非公開と

した本件小論文の本号該当性について検討する。

イ本件小論文の本号該当性について

実施機関は，公開請求のなされたときが開設準備委員会の活動が始まった

ばかりであったこと等を考盧して，本件小論文を公開することで市と開設準

備委員会との信頼関係や委員同士の信頼関係が損なわれ，このことを原因と

して開設準備委員会の活動に著しい支障が生ずるとして，執筆者である開設

準備委員への意見照会を経るまでもなく，本件小論文が本号に該当すると判

断したものである。

確かに，附属機関等の活動内容によっては，応募論文をその活動中に公開

することで，委員に対して不当な圧力がかけられること等を原因として，そ

の公正かつ円滑な活動が著しく阻害されると認められる場合も考えられない

わけではない。

しかしながら，本件について，実施機関が想定する市の事務事業執行上の

支障は，委員と市又は委員同士の信頼関係が損なわれることを原因としたも

のであるが，本件小論文の記載内容や開設準備委員会の活動内容等を総合的

に考盧すると，本件小論文を公開することで委員と市又は委員同士の信頼関

係が直ちに損なわれ，そのことによって本号に該当するほどの著しい支障が

生ずるとまでは，にわかには認め難いところである。また，実施機関におい

ても，このような支障が生ずるおそれを執筆者である開設準備委員への意見

照会を経ることなく抽象的に述べているだけであって，具体的に主張立証す

るところがないと言わざるをえない。

このように，本件小論文は，意見照会を行わずに一律に公開・非公開を判

断できるものとは言えないため，実施機関は，執筆者である開設準備委員へ

意見照会を行い公開・非公開を判断する必要がある。

そして，本件の場合，意見照会を行った結果，同意の得られない小論文又

は同意の得られない部分については，執筆者が小論文を応募する際に公にさ

れる可能性についてまったく知らされていなかったことを考えると，そのよ

うな小論文を本人の意思に反して公開すると，市と同意を得られなかった委

員との間の信頼関係が損なわれ，その後の開設準備活動の円滑な執行に著し

い支障が生ずると認められることから，本号に該当することとなると考える。
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以上により，本件小論文は，公開請求がなされた時点において，執筆者で

ある開設準備委員への意見照会という手続を経た上で同意の得られたものを

公開すべきであったと考える。なお，開設準備委員会が解散となった現在の

状況においては，同意の得られたものを公開することで，開設準備委員会の

活動に何ら影響を及ぼすことにはならないことはいうまでもないところであ

る。

(2)条例第9条第2号（個人情報）該当性について

ところで，実施機関は，本件小論文を非公開とした理由として，条例第9条

第6号（事務事業執行情報）該当性しか主張していない。しかしながら，本件

小論文には，次の理由により条例第9条第2号（個人情報）に該当する情報が

記載されている可能性がある。そして，仮に同号に該当する情報が記載されて

いるとすれば，その部分は，執筆者の同意の有無にかかわらず，公開すべきで

はないと考える。

ア本号の趣旨及び解釈について

本号本文は，原則公開の公文書公開制度であっても，個人の尊厳及び基

本的人権の尊重の立場から個人のう°ライバシーを最大限に保護するため，

明らかに個人のう°ライバシーに関する情報と判別できる場合に限らず，

「個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）

であって，特定の個人が識別され，又は識別され得るもの」に該当する情

報を広く非公開とすることを定めていると解される。

また， ここでいう「特定の個人が識別され，又は識別され得る」とは，

氏名及び住所のような特定の個人が直接識別される場合のほか，特定の事

項に該当する個人が極端に少なく，容易に当該個人が推定できるような場

合等をいうと解されるものである。

しかし，一方で，本号ただし書は，「ア法令又は条例の規定により，

何人でも閲覧することができる情報」，「イ実施機関が作成し，又は取

得した情報で，公表することを目的としているもの」，「ウ法令又は条

例の規定に基づく許可，免許，届出その他これらに相当する行為に際して

実施機関が作成し，又は取得した情報で，公開することが公益上特に必要

であると認められるもの」のいずれかに該当する情報に限っては，例外と

して公開することができるとしている。

これらのことを踏まえ，以下，本件小論文の本号該当性について検討すこれらのことを踏まえ，以下，本件小論文の本号該当性について検討する。

イ本件小論文の本号該当性について

本件小論文に記載されている個人に関する情報の本号該当性について検討

すると，例えば，開設準備委員が居住している区の名称は,開設準備委員が
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各区から2名ずつ選ばれ，各委員の氏名と各委員が選ばれた区の名称が公に

されていることから，執筆者である開設準備委員が識別され得るものとして

本号本文に該当する可能性が高いと言わざるを得ない。

そして， この情報は，本号ただし書ア又はウに該当しないことは明らかで

あり，また，本件小論文は，募集時に「公にすることがあり得る」等の条件

が付されておらず，公表することを目的として提出されたものとは言い切れ

ないため，本号ただし書イにも該当しないと考えられる。

このことから，少なくとも，ここで例に挙げた開設準備委員が居住してい

る区の名称については，本号に該当する可能性が高いと考えるものであり，

本件小論文に記載されたそれ以外の個人に関する情報についても，本号に該

当するものが含まれている可能性があると考える。

(3)意見照会を行う際の留意点について

以上のことから，実施機関は，執筆者である開設準備委員への意見照会を行

った上で，同意の得られたものを公開すべきであると考える。なお，意見照会

を行う際には，次の点に留意する必要がある。

①再検討の結果，特定の個人が識別され得る情報が記載されていると判断

した小論文については，その情報が記載されている部分を明らかにしてお

くとともに，その部分は，執筆者の同意の有無にかかわらず非公開となる

ことを明らかにしておくこと。

②同意をしている・していないの判断に疑義が生じないようにすること。

③①の情報に加えて，執筆者である開設準備委員において公開することに

同意しない情報があれば，その部分を申し出ることができるようにするこ

と。

一

結論

以上により，冒頭の「第1 審査会の結論」のとおり判断する。

4
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＜参考＞

答申に至る経過

一

－ 10 －

年月 日 内 容

平成11年1月25日 諮問書の受理

平成11年3月11日 実施機関から理由説明書を受理

平成11年6月1日 異議申立人から意見書を受理

平成11年7月12日 審議（第33回審査会）

平成11年8月5日 審議（第34回審査会）

平成11年9月13日 審議（第35回審査会）

平成11年10月19日 審議（第36回審査会）

平成11年11月22日 実施機関から決定理由等の説明を聴取（第37回審査会）

平成11年12月14日 審議（第38回審査会）

平成11年12月22日 異議申立人から意見を聴取（第39回審査会）

平成12年1月17日 審議（第40回審査会）

平成12年2月21日 審議（第41回審査会）

平成12年3月21日 審議（第42回審査会）

平成12年4月21日 審議（第43回審査会）

平成12年5月31日 審議（第44回審査会）

平成12年7月5日 審議（第45回審査会)′

平成12年7月25日 審議（第46回審査会）

平成12年9月14日 審議（第47回審査会）


