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小審庁第５号

裁 決 書

審査請求人 小松島市金磯町９番１０号

ベイ・サイド有限会社

代表取締役 松下 悦郎

処 分 庁 小松島市長

審査請求人が令和４年５月１６日に提起した、処分庁による小松島市行政情報公開条

例（平成１２年小松島市条例第４７号。以下「条例」という。）第１０条第１項に基づ

く行政情報部分開示決定についての審査請求（行政情報部分開示決定処分取消請求事件

（令和４年（小行審）第１号。以下「本件審査請求」という。）について、次のとおり

裁決する。

一 主文

本件審査請求に係る処分の一部を変更し、当該処分において開示しないこととした

部分のうち、別表に掲げる部分を開示する。

二 事案の概要

１ 行政情報開示請求

令和４年５月６日、審査請求人は、条例第６条第１項の規定に基づき、処分庁に

対して、次の行政情報の開示を求める行政情報開示請求（以下「本件開示請求」と

いう。）を行った。

（請求する行政情報の件名又は内容）

「不当要求行為等防止委員会委員発言・協議録」、資料一式

２ 処分庁の決定

令和４年５月１３日、処分庁は、本件開示請求に対して、次の（１）「対象行政

情報」に掲げる行政情報を対象行政情報として特定し、このうち、次の（２）「開

示しない部分」に掲げる行政情報について、次の（３）「開示しない理由」に掲げ

る理由により開示しないこととした上で、条例第１０条第１項の規定に基づく行政

情報部分開示決定（以下「本件処分」という。）を行った。

（１）対象行政情報
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不当要求行為等防止委員会委員発言・協議録

不当要求行為等防止委員会会議次第

資料１ 不当要求行為等報告書

資料２ 聴取事項報告書（農業委員会事務局：不当要求行為等について）

資料３ 協議事項報告書（総務課：不当要求行為等について）

資料４ 法律相談協議書（人事課・総務課）

資料５ 不当要求行為等報告書（事案相手方提出）

資料６ 事案相手方提出資料

資料７ 農地法第４条第１項第８号または農地法第５条第１項第７号の規定によ

る届出にかかる提出書類等について（チェックリスト）

資料８ 小松島市不当要求行為等防止要綱

（２）開示しない部分

不当要求行為等防止委員会委員発言・協議録

資料１ 不当要求行為等報告書

資料２ 聴取事項報告書（農業委員会事務局：不当要求行為等について）

資料３ 協議事項報告書（総務課：不当要求行為等について）

資料４ 法律相談協議書（人事課・総務課）

資料５ 不当要求行為等報告書（事案相手方提出）

資料６ 事案相手方提出資料

（３）開示しない理由

個人に関する情報であるため。また、実施機関内部の調査・検討・協議等、意思

形成過程の情報（未成熟な情報）であって、公にすると、市民に無用の混乱が生じ

たり、行政の事務執行や自由な意見交換が妨げられるおそれがあるため。

３ 審査請求

令和４年５月１６日、審査請求人は、本件処分を不服として、行政不服審査法（平

成２６年法律第６８号）第２条の規定に基づき、処分庁に対して本件審査請求を行

った。

三 審理関係人の主張の要旨

１ 審査請求人の主張の要旨

（１）審査請求の趣旨

本件処分を取り消し、本件処分において開示しない部分とされた部分を開示する

よう求める。

（２）審査請求の理由

本件開示請求に先立つ令和４年４月２５日に行った行政情報開示請求に対して、

同年５月６日に行われた行政情報開示決定によって開示された「不当要求行為等防
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止委員会会議録」の内容のうち、農業委員会事務局長が提出した「事案の概要」の

一部に虚偽が含まれている。これにより、不当要求行為等防止委員会の結論に誤り

が生じ、誤った具体的対処方針が取られている。

本件処分において、処分庁は、「開示しない理由」として、「意思形成過程の情

報（未成熟な情報）」であることを挙げるが、これは実施機関が十分な調査を行わ

なかったためであり、また、市民に無用な混乱が生じ、公正な事務執行が妨げられ

ているので、非開示の理由に当たらない。

（３）処分庁の弁明に対する反論

公開請求の対象となった公文書について、「非公開情報が記録されている場合は、

公開しないことができる」旨を規定しているが、実施機関に判断上の裁量権を与え

ているものではない。

「不当に」という言葉は、説明責任の観点から情報を開示することによる利益と、

開示によってもたらされる不利益とを比較衡量するためのものであり、この比較衡

量により、開示することによる利益が開示することによる不利益より大きいのであ

れば、不開示にできないことになる。

また、「おそれ」という言葉については、単なる確率的な可能性ではなく、法的

保護に値する蓋然性がなければ、「おそれ」があるとは言えない。

以上のように、非常に限定された不開示情報にされている。

今日においては、市民参加による公正で透明性の高い行政運営が一層求められて

おり、市の説明する責務を全うする上からも、行政機関情報公開法第５条第５号が

安易に適用されることがあってはならないのであり、公開することによって生ずる

著しい支障が、具体的かつ明白に認められるときに限り適用されるものでなければ

ならない。

そのほか、資料１から資料６までについては、不当要求行為等防止委員会による

公正な判断が下されるよう提出されたものであり、全てが非開示となるものではな

く、開示されないことの利益を保護するために必要がないものである。

また、処分庁は「審査請求人は、農業委員会事務局長が委員会に対して行った報

告に虚偽が含まれており、それによって、委員会の結論及び具体的対処方針に誤り

が生じていると主張しているが、こうした主張は本件処分の適法・違法及び当否と

は関係がなく、本件審査請求で争われる問題ではない。」と弁明しているが、審査

請求人に開示されなければ、本件処分の適法・違法及び当否を問えないばかりでな

く、審査請求人が別途審査請求を行っている事件における小松島市農業委員会会長

からの弁明書の記載事項とも関係していることであり、公開しないこととする処分

には正当性がない。

２ 処分庁の主張の要旨

（１）主張の趣旨

審査請求の理由はなく、本件審査請求は棄却されるべきである。
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（２）処分の理由

ア 不当要求行為等防止委員会委員発言・協議録

不当要求行為等防止委員会（以下「委員会」という。）は、小松島市不当要求

行為等防止要綱によって設置された、副市長を委員長とする、市職員のみで構成

される内部組織である。その役割は、同要綱第４条にあるとおり、不当要求行為

等にかかる「協議」や「実態把握」、「連絡調整」等であり、市の機関にかかる

意思決定を行う組織ではない。本件開示請求にかかる令和３年１１月１０日の会

議も、市職員（以下「当該市職員」という。）に関して生じた関係者（以下「当

該関係者」という。）との具体のトラブル（以下「当該トラブル」という。）に

関する具体的対処方針等について協議を行っており、その際の記録である「不当

要求行為等防止委員会委員発言・協議録」（以下「協議録」という。）は、しか

るべき権限を有する者による意思決定に至る中途の、意思形成過程における情報

である。

また、委員会の会議は今後も随時開催されるものであるが、会議で協議される

事項は、そのほとんどが不当要求行為等に該当する具体の事案に対する市として

の具体的対処方針等に関してである。こうした協議における委員の個別の発言が

仮に開示情報であるとすると、委員会が扱う対象の性質上、将来の会議における

委員の萎縮を招き、必要な情報が得られにくくなるなどのおそれは十分ある。

加えて、協議録には、当該トラブルにかかる実施機関内部の見解が変遷してい

る様子が記録されており、こうした未成熟な情報が開示されると、市民に誤解や

混乱を生じさせるおそれもある。

さらに、協議録には、当該市職員の氏名は記載されていないものの、所属部署

及び役職が記載されていることから、当該市職員は容易に特定される。公務員の

職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職及び氏名は、条例第７条第２号

ただし書の規定により、非開示情報から除外されているが、協議録には、当該市

職員個人に関する情報であって「職務の遂行に係る情報」とはいえない情報、あ

るいは、同号ウただし書にある「公にすることにより個人の正当な利益が損なわ

れるおそれ」がある情報が記載されている。

以上から、協議録は、条例第７条第２号及び第５号により、開示しないことと

したものである。

イ 資料１ 不当要求行為等報告書

資料１は、当該市職員が、小松島市不当要求行為等防止要綱第６条に基づき作

成し、委員会に提出した報告書であり、その内容は、作成者である当該市職員の

視点に依拠したものにとどまる。実施機関としては、未成熟な、意思形成過程に

おける情報に該当するものであり、これが公にされれば、市民に誤解や混乱を生

じさせるおそれがある。

また、同要綱第６条の報告書が開示されるものであることを前提とすれば、報

告書の内容の性質上、作成者が萎縮し、ひいては、適正な意思決定に支障が生じ

るおそれもある。



- 5 -

さらに、当該関係者及び当該市職員の氏名も記載されているほか、当該市職員

個人に関する情報であって「職務の遂行に係る情報」とはいえない情報、あるい

は、同号ウただし書にある「公にすることにより個人の正当な利益が損なわれる

おそれ」がある情報が記載されている。

以上から、資料１は、条例第７条第２号及び第５号により、開示しないことと

したものである。

ウ 資料２ 聴取事項報告書（農業委員会事務局：不当要求行為等について）

資料２は、当該市職員及び関係職員について総務課が行った聴取の要旨をまと

めた報告書である。

これもまた、職員個人の視点に依拠したものであり、未成熟な、意思形成過程

における情報に当たる。公にされれば、市民に誤解や混乱を生じさせるおそれが

あり、また、開示情報であることを前提とすれば、聴取相手が萎縮し、適正な意

思決定に支障が生じるおそれもある。

また、当該関係者の個人に関する情報が、個人を識別できるかたちで記載され

ている。

以上から、資料２は、条例第７条第２号及び第５号により、開示しないことと

したものである。

エ 資料３ 協議事項報告書（総務課：不当要求行為等について）

資料３は、当該関係者及び当該市職員と総務課が個別に面談し、当該トラブル

に関し聴き取りを行った際の記録並びに当該関係者の行為が不当要求行為等に当

たるかどうかについて総務課において法的な協議を行った際の記録をまとめたも

のである。

いずれも、委員会での協議に資する目的で作成されたものであり、意思形成過

程における情報に該当するものである。

当該関係者及び当該市職員との面談記録については、それぞれの主観に基づく

内容も含まれている。客観的事実と必ずしも一致しない部分があり、公にした場

合、市民に誤解や混乱を生じさせるおそれがある。また、当該関係者の個人の氏

名等、個人情報も記載されている。

一方、総務課が行った法的な協議の記録については、事実確認等の中途段階に

おける協議の記録であり、記載された見解は最終的なものではない。公にした場

合、市民に誤解や混乱を生じさせるおそれがある点は、前段の記録と同様である。

以上から、資料３については、条例第７条第２号及び第５号により、開示しな

いこととしたものである。

オ 資料４ 法律相談協議書（人事課・総務課）

資料４は、当該トラブルの際の当該市職員及び当該関係者の言動が、法的にあ

るいは小松島市不当要求行為等防止要綱に照らしてどのように捉えるべきか、ま

た、その上で今後どのように対応していくべきか等について、総務課及び人事課
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の間において協議した際の記録である。あくまで担当課レベルの内部協議の内容

をまとめたものであり、意思形成過程における情報に当たる。

また、担当課レベルの内部協議は元来、適正な意思形成等を行うことを目的と

して、出席者が率直に個人的な見解等も含めて協議を行うものである。これが公

にされれば、市民に誤解や混乱を生じさせるおそれがあるだけでなく、率直な意

見交換が不当に損なわれるおそれもある。

以上から、資料４については、条例第７条第５号により、開示しないこととし

たものである。

カ 資料５ 不当要求行為等報告書（事案相手方提出）

資料５は、当該関係者が法人の代表者名で市に提出した書類であり、当該関係

者の視点から、当該トラブルの際の様子及び当該関係者の心情、その後の当該関

係者と総務課とのやりとり等が記載されている。

この書類には、当該関係者個人の氏名が記載されており、当該個人が当該トラ

ブルに関係していることがわかる。当該トラブルは、当該関係者の法人としての

行為にかかるものである一方、具体の行為をしているのは個人である。この書類

が公になれば、個人としての権利利益をも損なうおそれがあることも踏まえると、

当該情報は個人に関する情報にも当たると考えるのが適当である。

以上から、資料５については、条例第７条第２号により、開示しないこととし

たものである。

キ 資料６ 事案相手方提出資料

資料６は、当該関係者が作成した記録の写しであり、当該関係者から市に対し

提出されたものである。当該関係者が代表者を務める法人名、当該関係者の氏名

のほか、当該市職員が所属する部署に対する要望、同要望を書面で行った理由、

当該トラブルの際の当該市職員との間のやりとりについて記載されている。

詳細な記載ではないものの、当該関係者が当該トラブルに関係していることは

わかる内容となっており、資料５と同様の理由から、個人に関する情報にも当た

ると考えるのが適当である。

以上から、資料６については、条例第７条第２号により、開示しないこととし

たものである。

（３）審査請求の理由に対する弁明

審査請求人は、審査請求の理由において、農業委員会事務局長が委員会に対して

行った報告に虚偽が含まれており、それによって、委員会の結論及び具体的対処方

針に誤りが生じていると主張しているが、こうした主張は本件処分の適法・違法及

び当否とは関係がなく、本件審査請求で争われる問題ではない。

同じく審査請求の理由に記載されている「実施機関が十分な調査を行なわなかっ

たためであり、又市民に無用な混乱が生じ公正な事務執行が妨げられているので、

非開示の理由に当たらない。」との主張については、その趣旨が不分明である。
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四 理由

１ 条例の趣旨について

条例の基本理念は、条例前文及び第１条にあるように、実施機関が保有する情報の

共有化による市民参加を促進し、市政に対する理解と信頼を深めるとともに、より開

かれたまちづくりの推進を図ること及び市の諸活動を市民に説明する責任が全うされ

るようにするとともに，市民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な市政の推

進を図ることにある。

しかし一方、実施機関が保有する行政情報の中には、公開することにより、個人、

法人等の正当な権利及び利益を侵害するものや、行政の公正かつ適切な運営に支障を

及ぼし、ひいては市民全体の利益を損なうこととなるものも存在する。このため、条

例は、第７条において、行政情報の原則開示を規定しつつ、例外的に非開示とする情

報を類型化して規定している。

実施機関は、保有する行政情報について開示請求を受けたときは、この非開示情報

に該当する場合を除き、これを開示しなければならないのであり、この非開示情報に

該当するか否かは、条例の基本理念を念頭に置きつつ、第７条の規定から厳正に判断

されなければならない。

２ 対象行政情報について

本件開示請求の対象行政情報は、審査請求人が提出した行政情報開示請求書には「不

当要求行為等防止委員会委員発言・協議録、資料一式」と記載されているが、具体的

には、当該トラブルに関し当該市職員が行った報告を端緒として開催された、令和３

年１１月１０日の委員会の会議における委員等の発言を記録した協議録及びこのとき

の会議資料一式である。

これらの文書には、総務課が聴取結果を元に整理した当該トラブルの際の当該関係

者及び当該市職員の様子、当該関係者の言動が不当要求行為等に該当するかどうかに

関する内部協議の内容及び委員会委員の見解等が記載されていることが認められる。

実施機関は、これらの行政情報について条例第７条第２号及び第５号を理由として、

対象行政情報の一部を開示しないこととしているが、審査請求人は、これを不服とし

て非開示部分の開示を求めていることから、以下、当該部分の非開示情報該当性につ

いて検討する。

３ 非開示情報該当性について

（１）関係規定について

ア 条例第７条第２号について

条例第７条第２号は、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を非開

示情報として規定する。これは、個人のプライバシーの保護を本来の趣旨とした

上で、いわゆるプライバシーの概念が、法的にも社会通念上も必ずしも確立した

ものではないことから、個人の権利利益の十分な保護を図るため、特定の個人が
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識別され、又は識別され得る情報を、原則非開示としているものと解される。

ただ、形式的に個人の識別が可能な情報をすべて非開示とすると、プライバシ

ーの保護という本来の趣旨を超えて非開示の範囲が広くなるおそれがある。そこ

で、特定の個人を識別することができるものを原則非開示とした上で、個人の権

利利益を侵害せず非開示にする必要のないもの及び個人の権利利益を侵害しても

開示することによる公益が優先するため開示すべきものを、同号アからエまでで

例外として限定的に列挙している。

このうち、同号ウは、「公務員の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員

の職及び氏名」を非開示情報から除外しつつ、公にすることにより個人の正当な

利益が損なわれるおそれがないと認められない場合は、こうした情報であっても

非開示とすることを規定している。これは、行政文書には、公務等の遂行の主体

である公務員の職務活動の過程又は結果が記録されているものが多いところ、市

の諸活動を説明する責務を全うするという観点からは、これらの行政情報を公に

する意義は大きい一方、公務員といえども、その職務を離れた個人としての権利

利益は十分に保護する必要があるという趣旨であると考えられる。

イ 条例第７条第５号について

条例第７条第５号は、実施機関内部若しくは実施機関相互又は実施機関と国等

（国又は他の地方公共団体をいう。）の機関との間における調査、研究、計画、

検討、協議、審議等の意思形成過程における情報であって、公にすることにより、

率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に

市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不

利益を及ぼすおそれがあると認められるものを非開示情報として規定する。

ここでいう「率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれる

おそれ」とは、公にすることで、外部からの圧力や干渉等の影響を受けることな

どにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれが

ある場合を想定したものであり、適正な意思決定手続の確保を保護法益とするも

のと解する。

また、「不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ」とは、未成熟な情報や事

実関係の確認が不十分な情報等を公にすることにより、市民の誤解や憶測を招き、

不当に市民に間に混乱を生じさせるおそれがある場合をいい、適正な意思決定を

行うことそのものを保護の対象とするのでなく、情報が公にされることによる市

民への不当な影響が生じないようにする趣旨と解する。

（２）非開示情報該当性について

ア 協議録

当審査庁が協議録を見分したところ、まず、委員会の会議の開催日時、場所、

出席委員等の記載があった後、出席者の個々の発言が、発言者名とともに、詳細

に記録されている。

この発言の記録の部分には、資料１から資料６までの内容を説明するかたちで、
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「当該市職員が提出した報告書、当該関係者が提出した書類及び総務課職員が関

係職員から聴取した結果を元に整理した当該トラブルの際の当該関係者及び当該

市職員の様子」、「当該トラブルがあった当日に当該関係者と総務課職員が面談

した際の当該関係者の主張の内容」、「当該トラブルがあった日の翌日である１

０月２８日に行われた、当該トラブルの際の当該関係者の行為が不当要求行為等

に該当するかどうかについての内部協議の内容」、「当該トラブルの際の当該市

職員の言動が地方公務員法等に照らして妥当なものであったか等についての人事

課・総務課による協議の内容」が記録されているほか、「当該トラブルの際の当

該関係者の行為が不当要求行為等に該当するかどうかについての出席委員等の意

見」、「当該トラブルに関しての当該関係者に対する市としての具体的対処方針

にかかる発言」が記録されていることが認められた。

この協議録について、処分庁は、委員会が市の機関にかかる意思決定を行う組

織ではなく、本件開示請求にかかる令和３年１１月１０日の会議でも、当該トラ

ブルに関する具体的対処方針等について協議を行ったものであることから、意思

形成過程における情報に該当すると主張する。

また、その上で、処分庁は、委員会の会議において協議される事項は、そのほ

とんどが不当要求行為等に該当する具体の事案に対する市としての具体的対処方

針等に関してであり、こうした協議における出席委員の個別の発言が仮に開示情

報に該当するとした場合、委員会が扱う対象の性質上、将来の会議における出席

委員の萎縮を招き、必要な情報が得られにくくなるなどのおそれは十分あると主

張する。

このうち、協議録が意思形成過程における情報に該当するかどうかについては、

審査請求人も争う主張はしておらず、反論書に記載の「（１）協議録への反論」

を見ても、意思形成過程における情報に該当することについては認めているもの

と認められる。

委員会の設置、委員構成、所掌事項等を定めた小松島市不当要求行為等防止要

綱によると、委員会は副市長を委員長とし、委員は市職員のみの、いわゆる内部

組織であり、また、委員会の所掌事項は、不当要求行為等の未然防止に関する協

議、不当要求行為等の実態把握及び具体的対処方針の協議、警察及び暴力追放セ

ンター等関係機関との連絡調整、その他委員会が必要と認める事項とされている。

同日の会議の内容も、具体的対処方針等についての内部協議の域を出るものでは

なく、また、当該関係者の行為が不当要求行為等に該当するかどうかについての

委員会としての結論が記録されているものの、その該当・非該当が当該関係者そ

の他の関係者の権利義務等に何ら影響するものでなく、元来、該当・非該当を決

定することが市の事務として規定されていないことに照らしても、この結論は、

単なる事実上の協議の結論に過ぎず、市による意思決定に当たるとは言えない。

その上で、条例第７条第５号への該当性を検討すると、委員会が協議等の対象

とするのが基本的に不当要求行為等の具体的事案であることにかんがみると、そ

の協議の際の発言が公開されるとの条件下では、出席委員が不当要求行為等を行

った者等から危害を加えられること等を恐れ、会議の中での発言を萎縮させるこ
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とは、一般的に十分あり得ることであり、その結果、率直な意見の交換が不当に

損なわれる蓋然性は、相当程度に高いものと考えられる。

また、発言者名のみを非開示とし、発言の部分は開示するという方法が考えら

れるが、委員会が処理する事案の特殊性を踏まえると、個々の発言者名を非開示

にすれば前段述べたおそれが排除されるというものではなく、会議が全体として

不活発となり、率直な意見の交換が不当に損なわれるおそれは依然として残るも

のと考えられる。

審査請求人は、反論書において、「不当に」という言葉は、説明責任の観点か

ら情報を開示することによる利益と、開示によってもたらされる不利益とを比較

衡量するためのものであり、この比較衡量により、開示することによる利益が開

示することによる不利益より大きいのであれば、不開示にできないと主張する。

協議録について、この点を検討したところ、開示することによる不利益は、前

述のとおり、直接的には会議における率直な意見の交換が損なわれることであり、

二次的には不当要求行為等に対する実施機関の対処を誤らせ、行政の公正又は円

滑な遂行が妨げられることであると考えられる。これに対し、同じく前述のとお

り、この協議録が、実施機関の意思形成過程における内部協議の記録であり、こ

の協議による結論が、当該関係者その他の関係者の権利義務等に影響するもので

ないことにかんがみれば、これが公開され、市民に対する説明責任が果たされる

ことの利益よりも、開示することによる前述の不利益を回避することのほうが、

四－１で述べた条例の趣旨に適うものと考えられる。

このほか、処分庁は、協議録には、当該市職員個人が識別される情報であって、

「職務の遂行に係る情報」とはいえないもの、あるいは、「公にすることにより

個人の正当な利益が損なわれるおそれ」があるものが含まれることも、非開示の

理由に挙げる。

当審査庁が見分したところ、協議録には、当該市職員の氏名は記録されていな

いものの、所属する部署名及び役職が記録されていることから、当該市職員個人

は容易に特定されるものであることが認められた。ただ、当該情報は、当該市職

員についての、その職務を離れた一私人としての立場に関する情報とは言えず、

これを「職務の遂行に係る情報とはいえない情報」あるいは「公にすることによ

り個人の正当な利益が損なわれるおそれがある情報」に該当するとする処分庁の

主張は当たらない。

以上、処分庁の主張の一部に当てはまらない部分があるものの、結論において、

当審査庁は、協議録について開示しないことが妥当であると考える。

イ 資料１ 不当要求行為等報告書

資料１は、小松島市不当要求行為等防止要綱第６条の規定により、当該市職員

が作成し、委員会に提出された不当要求行為等報告書である。同条は、職員が不

当要求行為等を受けたとき又はそのおそれがあるときに、その職員に対し、報告

書の作成と所属長への報告を義務付けているところである。

当審査庁が見分したところ、資料１には、小松島市不当要求行為等防止要綱別
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記様式により、当該トラブルの発生日時、発生場所、対応した市職員、当該関係

者の氏名・住所・電話番号等のほか、当該トラブルの際の市職員と当該関係者と

のやりとり、当該市職員の心理状態が記録されていることが認められた。

この報告書の趣旨及び性質からすると、これが公にされる情報であるとすれば、

職員が不当要求行為等を受け、あるいは、そのおそれがある場合においても、所

属長への適切な報告がなされにくくなり、不当要求行為等に対する市の適正な対

処が損なわれる可能性は十分に考えられる。

以上により、当審査庁は、資料１について、開示しないことが妥当であると考

える。

ウ 資料２ 聴取事項報告書（農業委員会事務局：不当要求行為等について）

資料２は、当該トラブルの様子についての農業委員会事務局職員からの聴取内

容及び当該トラブルに関連する事項についての当該市職員からの聴取内容を、総

務課が記録したものである。いずれも、聴取対象者の個人的見解に基づく陳述で

あり、実施機関として意思決定されたものではない。

これらの聴取は、対象者の任意で行われたものであるところ、その内容等を踏

まえれば、この聴取記録が公にされることを前提とした場合、聴取に応じてもら

うこと若しくは聴取において率直な陳述がなされることが困難となり、結果とし

て、不当要求行為等の正確な把握及び適切な対処に支障が生じるおそれがある。

以上により、当審査庁は、資料２について、開示しないことが妥当であると考

える。

エ 資料３ 協議事項報告書（総務課：不当要求行為等について）

資料３は、当該トラブルに関して当該関係者及び当該市職員から総務課が聴取

した際の聴取内容、並びに、当該トラブルの際の当該関係者の言動が不当要求行

為等に当たるかどうか等について総務課内で行った協議の内容を委員会に報告す

るために総務課職員が作成した文書である。

こうした報告書が開示情報に当たることを前提とした場合、協議録や資料１・

２と同様、その対象の特殊性からして、聴取対象者や協議を行った職員はもちろ

ん、作成者である職員をも萎縮させ、これら聴取や協議、報告の公正性・中立性

・正確性を不当に損なうおそれがある。

以上により、当審査庁は、資料３について、開示しないことが妥当であると考

える。

オ 資料４ 法律相談協議書（人事課・総務課）

資料４は、当該トラブルの際の当該関係者の言動が不当要求行為等に当たるか

どうか、当該トラブルの際の当該市職員の言動が職権乱用に当たるかどうか等に

ついて、人事課及び総務課において協議した際の記録である。

このうち、不当要求行為等に当たるかどうかにかかる協議記録の部分について

は、協議録同様、協議の対象の特殊性にかんがみれば、これを開示情報とした場
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合、率直な意見交換が不当に損なわれるおそれがある。

一方、職権乱用に当たるかどうかにかかる協議については、不当要求行為等に

かかる協議とは性質が異なるものの、職員の処分等にも関わる内容であり、その

記録が開示情報に当たるとするならば、率直な意見交換が不当に損なわれるおそ

れがあるのは、同様である。

以上により、当審査庁は、資料４について、開示しないことが妥当であると考

える。

カ 資料５ 不当要求行為等報告書（事案相手方提出）

資料５は、小松島市不当要求行為等防止要綱別記様式と同様の書式により、当

該トラブルの発生日時、発生場所、対応した市職員、当該関係者の氏名等のほか、

当該トラブルの際の当該関係者と当該市職員等とのやりとり、その際の当該関係

者の心理状態等を、当該関係者が記載し、法人の代表者としての当該関係者の名

義で総務課に提出されたものである。

資料５について、処分庁は、「本件関係者個人の氏名が記載されており、当該

個人が本件トラブルに関係していることがわかる。本件トラブルは、本件関係者

の法人としての行為にかかるものである一方、具体の行為をしているのは個人で

ある。この書類が公になれば、個人としての権利利益をも損なうおそれがあるこ

とも踏まえると、当該情報は個人に関する情報にも当たると考えるのが適当であ

る。」と弁明する。

ただ、資料５は、形式として、法人の代表者が作成し、市に提出した書類であ

り、その内容も、全体的に法人の事業活動に関する事項が記載されていることか

ら、全体として法人に関する情報に当たるものと考えるべきである。「事案の概

要」欄の記載も、法人の事業活動を代表者個人が具体化したものに過ぎず、こう

した情報が全て個人情報に当たらないとは限らないものの、当該記載について見

れば、当該記載中の代表者の行動が法人の事業方針に基づくものではないと考え

る特段の理由は認められないことから、個人情報ではなく法人情報に当たると考

えるのが妥当である。

一方、「相手方」の「身体的特徴」欄及び「その他」欄に記載の情報について

は、専ら個人情報に該当する。

また、「対応状況」欄のうち、法人を文章上の主語とした本件トラブルの際の

心理状態を記載した部分についても、あくまで個人の心情を前提としたものと考

えるのが相当であることから、当審査庁としては、当該部分は個人情報に該当す

るものと判断する。

以上、資料５の全部を非開示とした処分庁の決定は妥当でなく、別表の開示す

べき情報欄に記載した情報（会議資料５にかかるものに限る。）は、開示すべき

である。

キ 資料６ 事案相手方提出資料

資料６は、当該関係者が作成し、総務課に提出した書面であり、法人の代表者
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としての当該関係者の名義による農業委員会事務局に対する要望、当該トラブル

の際の当該関係者と当該市職員等とのやりとり等が記載されている。

資料６について、処分庁は、資料５同様、「本件関係者個人の氏名が記載され

ており、当該個人が本件トラブルに関係していることがわかる。本件トラブルは、

本件関係者の法人としての行為にかかるものである一方、具体の行為をしている

のは個人である。この書類が公になれば、個人としての権利利益をも損なうおそ

れがあることも踏まえると、当該情報は個人に関する情報にも当たると考えるの

が適当である。」と弁明する。

ただ、資料６に記載された情報はすべて、法人の代表者が法人の事業活動とし

て行った行為に関するものであり、法人情報と考えるのが妥当である。

以上、資料６の全部を非開示とした処分庁の決定は妥当でなく、資料６はすべ

て開示すべきである。

４ 結論

以上のことから、行政不服審査法第４６条第１項の規定により、主文のとおり裁決

する。

令和４年１０月２５日

審査庁 小松島市長 中 山 俊 雄

（教示）

１ 裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、小松島市を被告と

して（訴訟において市を代表する者は市長となります。）、裁決の取消しの訴え又は

処分の取消しの訴えを提起することができます。

２ ただし、裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、

裁決があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、裁決の取消しの訴え及び

処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
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別表
文書名 開示すべき情報

会議資料５ 次に記載した情報を除く情報
・「相手方」の「身体的特徴」欄及び「その他」欄に記
載された情報
・「対応状況」欄に記載された情報のうち、同欄７行目１
字目から８行目３０字目までの部分

会議資料６ すべての情報


