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会長　三辺　夏雄

異議申立人　永田　親義　様

横浜市情報公開･個人情報保護審査会答申書(写し)について(送付)

当審査会は､平成24年3月30日付で横浜市長から諮問を受けた異議申立てについて､

調査審議してまいりました｡このたび､横浜市長に答申を行いましたので､横浜市の

保有する情報の公開に関する条例第27条の規定により､答申書の写しを送付します｡

なお､異議申立てに対する行政不服審査法第47条の規定に基づく決定は､後日､横

浜市長が改めて行います｡
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横惜春答申第1155号

平成25年　3　月　22日

横浜市情報公開･個人情報保護審

会長　三辺夏雄蛭全車遡

横浜市長　林　文子　様

横浜市の保有する情報の公開に関する条例第19条第1項の規定に基づ

く諮問について(答申)

平成24年3月30日道草第747号による次の諮問について､別紙のとおり答申します｡

｢ (1)横浜環状道路計画時の西藤の計画に関するすべての文書及び(2)それ

以降の西線の計画に関するすべての文書(ルート･構造について) ｣の非開

示決定に対する-異諌申立てについての諮問



別　紙

答　　　　　申
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■

く穏碧｢ (1廟状道路計画時の西線の計画に関するすべての文書及び(2)

[それ以降の西線の計画に関するすべての文書(ルート構造について) ｣を特定し､
f

L t1三

開示とした決定は妥当ではなく､これを取り消し､開示請求書の補正を求めた上で

めて文書を特定し､開示等の決定をすべきであるo

2　異議申立ての趣旨

本件異議申立ての趣旨は､ ｢横浜環状道路計画時及びそれ以降わ西線の計画に関す

るすべての文書｣の開示請求(以下｢本件請求｣というo )に対し､横浜市長(以下

｢実施機軌というo )が平成24年1月30日付で行った｢(1)横浜環状道路計画時の

西線の計画に関するすべての文書(以下｢文書1｣という｡ )及び(2)それ以降の西

線の計画に関するすべての文書(ルート構造について) (以下｢文書2ノ｣という｡

文書1及び文書2を総称して､以下｢本件申立文書｣というo ) ｣を特定し､非開示

とした決定(以下｢本件処分｣というo )の取消しを求めるというものである｡

3　実施機関の非開示理由説明要旨

実施機関が本件請求に対し､本件申立文書を特定し､横浜市の保有する情報の公開

に関する条例(平成12年2月横浜市条例第1号D以下｢条例｣というo )第17条第3

項に該当するため及び第2条第2項に規定する行政文書が存在しないため非開示とし

た理由は､次のように要約される｡

(1)本件申立文書を特定した経緯について

ア　本件請求の開示請求書には｢横浜環状道路計画時及びそれ以降の西棟の計画に

関するすべての文書｣と記載されているが､本件請求の際に異議申立人(以下

｢申立人｣というo )と面談をし､環状道路として位置づけた昭和56年当時に関

わる文書を請求する趣旨について確認の上､文書1としてよこはま21世紀プラン

(昭和56年12月発行) (以下｢21世紀プラン｣というC )を特定した｡ 21世紀プ

ランは､横浜市の総合計画に関する文書であり､当該文書において当時の交通課

題に対する施策の一つとして横浜環状道路計画が位置づけられているo

イ　文書2については､ルート･構造に関する文書を請求する趣旨について確認の

上､昭和56年12月以降のルート･構造に関する文書と特定した0
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(2)条例第17条第3項の該当性について

21世紀プランは､本市の施設である市民情報センターにおいて市民の利用に供す

ることを目的として配架しており､一般に閲覧可能な資料であるため､本項に該当

し非開示とした｡

(3)文書2の不存在について

文書2は､当時作成されていないか､仮に作成されていても保存期間(5年)経

過により廃棄済みであり､保有していないため非開示とした｡

4　申立人の本件処分に対する意見

申立人が､異議申立書､意見書及び意見陳述において主張している本件処分に対す

る意見は､次のよう'に要約されるo

(1)本件処分を取り消し､対象文書の全部を開示するよう求めるC

(2)本件処分に係る違法･不当な行政行為は､行政機関の保有する情報の公開に関す

る法律(平成11年法律第42号.以下｢情報公開法｣というo )の第1条の精神に反

し､条例の前文及び第1条から甚だしく帝離しているものであり､実施機関が開示

すべき情報を意図的に隠顧しているとしか考えられない｡

(3)本件請求の際に道路局の担当者から､道路の計画を決定したときと環状道路とし

て位置づけたときが同一で奉ること及び文書1に係る対象行政文書が21世紀プラン

であることは一切聞いていない｡当日話に出たのは､横浜環状道路が21世紀プラン

の中に高速道路として位置づけられたことだけであって､このことと横浜環状道路

の計画決定とは全く別であることを申立人は十分認識していた｡

(4)建設省(当時o現在の国土交通省.以下同じ｡ )が横浜環状道路の概略設計を始

めたのは昭和49年であるため､ 21世紀プランが発行された昭和56年という早い段階

で計画が決定されることはあり得ない｡また､昭和62年3月に道路局の職員を含む

横浜市高速道路網整備研究会が､横浜市高速道路網整備に関する調査研究報告書

(以下｢報告書｣という｡ )をまとめている｡そして､同年8月には､横浜環状道

路南線の昭和63年度着工に関する新聞記事が報道されているが､計画が未決定なも

のについて一般市民に公表することはあり得ない｡そのため､昭和62年3月から同

年8月までの間に道路計画の決定が行われたと考えることができる｡

(5)本件請求は､都市計画決定に至る前の道路の計画決定に係る文書を請求するもの

であり､例えば昭和62年3月から同年8月までの間における横浜環状道路西線につ

いての計画を決定したことが分かる文書が欲しい｡また､本件請求の開示請求書に
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それ以降のという文言を記載したのは､西線はこの時点ではほとんど計画されてい

ないと知っていたので､その後の酉線に関しての動きを知るためである｡

(6)情報公開の手続において最も重要であるのが文書の特定であって､多くの行政機

関は情報公開法第4条第2項を遵守して手続を正確に行っている｡本件請求におい

ても実施機関は､文書1に係る対象行政文書が21世紀プランであると告げた上で開

示請求書の記載内容を削除し､代わりに21世紀プランと記入する旨の補正を申立人

の立会いの上で行う､べきであった｡しかし､前述のとおり､ 21世紀プランが特定さ

れると言及しないばかりか､補正の求めを一切行わないまま開示請求書を受け付け､

申立人の知らない間に勝手に記載内容を変更し行政手続を進め､文書を特定した｡

これは､申立人を欺く極めて悪質な行政行為であるだけでなくこ同項に違反する明

らかな不法行為である｡

21世紀プランにおける内容は､横浜環状道路の計画決定どころか､その遥か前の

構想段階である道路としての位置づけに係るものに過ぎないため､決してあり得な

い文書が特定されたのである0 21世紀プランは､一般市民に公表されている文書で

あるため､本件請求で特定される旨の説明があれば請求しなかった｡

(7)一方､実施機関は､文書2を保有していないとして非開示としているが､これも

驚くべき決定である｡西線に関する行政文書は当時作成されていないという非開示

理由は､酉線計画が当初から存在しないことを意味しており､仮にそうであるとす

ると､横浜環状道路という名称自体が無意味で虚構なものになる｡そして､虚構に

過ぎないものを横浜環状道路として市民に周知してきたとなれば､横浜市は市民を

欺く背信行為を続けてきたことになるため､その責任は重大であろう｡しかし､行

政機関である横浜市がこのようなことをするとは考えられないため､層線計画は当

初から存在し､関係する行政文書も当然存在すると考えるべきである｡

(8)さらに､実施機関は､文書2は仮に作成されていても保存期間(5年)経過によ

り廃棄済みであると説明している｡しかし､横浜環状道路計画は現在進行中の大規

模事業であるため､当該事業に係る行政文書は､横浜市行政文書管理規則(平成12

年3月横浜市規則第25号)の保存期間30年の文書に該当すると考えられる｡そのた

め､最も重要な行政文書を保存期間5年で廃棄することはあり得ない｡

5　審査会の判断

(1)横浜環状道路計画について

ァ　横浜市では､市内の放射状の高速道路及び主要な幹線道路を相互に連絡するこ
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とにより､交通混雑の緩和､市民生活の利便性の向上､活発な産業活動の実現等

を目指して､自動車専用道路である環状道路の整備を推進している｡

イ　報告書によれば､横浜環状道路が路線として認められ建設省が概略設計を始め

たのは昭和49年であり､昭和56年には21世紀プランにおいて､交通課題に対する

施策の一つとして横浜環状道路計画が位置づけられているo

本件請如寺である平成24年の横浜環状道路の整備状況についてみると､計画区

間のうち南線は平成7年､北腺は平成12年及び北西線は平成23年に都市計画法

(昭和43年法律第100号)第19条第1項に基づく都市計画の決定やミされている｡

ウ　一方､その余の区間である西側区間については､市の広報紙等に計画中として

説明されていることが認められる｡

(2)本件申立文書の特定について

ア　本件請求の開示請求書の記載によれば､ ｢横浜環状道路計画時及びそれ以降の

西線の計画に関するすべての文書｣の開示を求めているものである｡

イ　本件申立文書を特定した経緯について実施機関は､本件請求の際に請求の具体

的な内容について申立人と面談をし､環状道路として位置づけた昭和56年当時に

関わる文書を請求する趣旨について確認の上､本件申立文書を特定したと主張し

ている｡

ウ　一方､申立人は､本件請求の際に道路の計画を決定したときと環状道路として

位置づけたときが同一であることは一切聞いていないとし､これらが周-でない

ことについては十分認識していると主張している｡

また､実施機関が補正の求めを一切行わないまま開示請求書を受け付け､申立

人の知らない間に勝手に記載内容を変更し行政手続を進められたとしている｡

エ　このように､実施機関が開示請求書を受け付けた際に確認した内容や申立人が

意図する本件請求の趣旨に対する認識について実施機関と申立人との間で髄鯨が

生じており､本件請求に係る文書の範囲等が不明瞭になっている8

そのため､本件請求時の経緯について確認し､本件申立文書を特定したことの

妥当性について検討するために､

つ たところ､次の

24年11月26日に実施機関か

明があった｡

(ア)現在､横浜環状道路事業において横浜市で西藤という名称は使用していない

ため､西線という名藤が記載された文書は存在しない｡そのため､開示請求書

に記載された西線という文言については､横浜環状道路のうちの西側区間とし
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て解釈した｡

(イ)本件請求の際に請求の具体的な内容について申立人と面談をし､環状道路と

して位置づけた昭和56年当時に関わる文書を請求する趣旨について確認したが､

そのやり取りは口頭のみで行った｡開示請求書には確認した内容を記載しなか

ったが､補正はあったものと解している｡

(ウ)また､都市計画法第19条第1項に規定されている都市計画の決定に関する文

書を請求する趣旨ではないことについても同様に確認した｡そのため､同項に

ょる計画の決定も計画時と捉えることができるが､ ･開示請求書に記載された計

画時という文言については､ ･あくまでも横浜環状道路が位置づけられたときと

して解釈した｡

(エ)西側区間については具体的な計画を進めていないため､計画に関する文書を

請求しても存在しないと説明したところ､申立人は､一般に公表している資料

等において西側区間に係るルートを点線で示しているので､ルート･構造につ

いて検討しているはずであると主張し､文書2に係る請求をしたo Lかし､点

線は､西側区間と既に事業化している他の路線とを繋ぐ環状型道路の構想があ

るということを示しているだけである｡

ニ_｣壬生圭!･JIユ主上弘二･1-Jtii 'iiiiL.工一皿此上山
- (ア)実施機関は､本件請求の際に請求の具体的な内容にづいて申立人と面談をし､

環状道路として位置づけた昭和56年当時に関わる文書を請求する趣.Bについて

確認の上､本件申立文書を特定したと主張している｡

しかしながら､本件請求の開示請求書の｢1開示請求に係る行政文書の名

称又は内容｣欄は､ (2)アに掲げるとおりであるところ､その記載された文言

からすると環状道路として位置づけた昭和56年当時に関わる文書のみに限定し

て請求する趣旨であると解することができず､また限定する趣旨でないことは､

前述の申立人の主張からもうかがわれるところである｡

さらに､当審査会は本件請求の開示請求書を見分したが､実施機関が本件請

求の際に申立人に確認したと主張する内容及び本件藷求に係る申立人の意図が

前述のような趣旨であるとは読み取れず､それらのことを示す補正等の記載は

認められなかった｡

(イ)そして､請求の対象が環状道路として位置づけた昭和56年当時に関わる文書

に限定されない場合には､建設省が横浜環状道路の概略設計を始めた昭和49年
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から本件請求日までの間にかなりの年月が経過していることを鑑みると､実施

機関において､ ｢轡主星盗道温故画慮盈憩孟ぬ弘襲撃酉,*9社数過去る声

(ウ)書Ji ≡篭･這慧惹き禁莞監禁慧三…蒜昌0,い
I-一-･  I  ･ .I  -

て両者間に甑酷が生じていると認められることからも､実施機関は､申立人が

意図する本件請求の趣旨を十分に確認する必要があったということができる｡

(エ)そもそも､開示請求の手続にあっては､請求者は､求める情報が実施機関に

おいてどのような形で存在しているかを知らず､的確な表示をするための情報

を持っていないことが想定されることから､実施機関は､請求者の相談に十分

に応じる必要がある｡また､開示請求書の補正については､原則として開示請

求書上の記載を請求者本人により修正することとしている｡

(オ)これらのことから本件請求において実施機関は､申立人の意図する本件請求

の趣旨を十分に確認し､文書を特定するために必要な情報を提供し､適切に補

正の求めを行えば請求の趣旨がより明確になり､その趣旨に沿った文書特定が

行われる余地があったと認められる｡

この点において､讐讐禁讐要望讐誓立入に確認したと主張する補
■■　川-1･一･一■一九･叫-__A_～ ～___一-一一･一＼.I-_-i JI-･､.■■

正については､不適切であったといわざるを得ない｡
lJ　　　　　　　　　　　. ･-p一一..---　-･-　-- lr･･･■-■一一･一一l t'`J◆-､.･-､IL I -　-　､　1-　　　･､･A

カ　以上■め々ことを併せ考えると､開示請求書に記載された文言の趣旨及び補正の状

況によって､本件請求に係る対象行政文書の特定が左右される余地カモ生じること

となるところ､実施機関が､申立人が意図する本件請求の趣旨を十分に確認する

ことなく､横浜環状道路として位置づけた昭和56年当時の文書を本件請求の対象

と捉え本件申立文書を特定したことは､申立人が請求する文書の範囲等を限定的

に解釈したものであるといえることから､狭きに失するものである0

よって､実施機関は､申立人に対し､申立人の意図する本件請求の趣旨を十分

に確認し､その趣旨に沿った文書を特定するために必要な情報提供を行い､開示

請求に係る文書の範囲等について補正を求め､改めて対象行政文書を特定し､開

示等の決定を行う必要があると認められるo

矧.言､
ノ

/

以上のとおり､実施機関が本件申立文書を特定し､非開示とした決定は妥当では

なく､これを取り消し､凋示請求書の補正を求めた上で改めて文書を特定し､開示
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(第二部会)

委員　金子正史､委員　高橋良､委員　三輪律江

《　参　　考　》

審　　査　　会　　の　　経　　過

年月日 ��(ﾛ�,ﾈﾆ���

平成24年3月30日 唸��邵ｴ�ｭh*�.x��n(��ｷ�-�O�､ｨ麒yﾙu)��k隗h/��9yﾒ�

･平成24年4月2.0日 (第13_7回第三部会) 平成24年4月24日 (第212回第二部会) 平成24年4月26日 (第205回第-部会) 唸��n(,ﾉ_�ﾙ��

平成24年5月2日 唸腰ｶ9�ﾉzy�ﾈ*�.x�8ﾊ傚�/��9yﾒ�

平成2.4年10月12日 (第222回第二部会). 唳�(ｶ2�

平成24年10月29日 (第223回第二部会) 唳�(ｶ2�

平成24年11月26日 啌韲�邵ｴ�ｭh*�.x馼��*韶e��

(第224回第二部会) 唳�(ｶ2�

平成24年12月14日 唸腰ｶ9�ﾉzy�ﾈ,ﾈ�8ﾊ�,(���

(第225回第二部会) 唳�(ｶ2�

平､成25年1月.11日 ･(第226回第二部会) 啌｢7��

平成25年1月25日 (第227回第二部会) 唳�(ｶ2�

平成25年2月8日` (第228回第二部会) �ｩ�(頸�

平成25年2■月22日 (第229回第二部会) 唳�(ｶ2�
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横浜市情報公開･個人情報保護審査会答申

(答申第1156号)

平成25年3月22日



横情審答申第1156号

平成25年　3　月　22日

横浜市情報公開･個人情報保護審

会長　　三辺　夏雄

横浜市長　林　文子　様

横浜市の保有する情報の公開に関する条例第19条第1項の規定に基づ

く諮問について(答申)

平成24年3月30日道草第747号による次の諮問について､別紙のとおり答申します｡

｢横浜環状道路計画決定及びその発表に関する文書一式｣ ,の非開示決定に

対する異議申立てについての諮問



別　紙

答　　　　　申

LT字三三:---=圭一l

r

ピ蒜会の績表

横浜市喪筋､ ｢横浜環状道路計画決定及びその発表に関する文書一式｣を特定し､

開示とした決定は妥当ではなく､これを取り消し､開示請求書の補正を求めた上で

めて文書を特定し､開示等の決定をすべきである｡

i,Ii.:<::

2　異議申立ての趣旨

本件異議申立ての趣旨は､ ｢横浜環状道路計画決定及びその発表に関する文書一

式｣の開示請求(以下｢本件請求｣という｡ )に対し､横浜市長(以下｢実施機関｣

という｡ )が車成24年1月30日付で行った｢横浜環状道路計画決定及びその発表に関

する文書一式｣ (以下｢本件申立文書｣というo )を特定し､非開示とした決定(以

下｢本件処分｣という｡ )の取消しを求めるというものである0

3　実施機関の非開示理由説明要旨

実施機関が本件請求に対し､本件申立文書を特定し､横浜市の保有する情報の公開

に関する条例(平成12年2月横浜市条例第1号｡以下｢条例｣というo )第17条第3

項に該当するため非開示とした理由は､次のように要約される｡

(1)本件申立文書を特定した経緯について

本件請求の開示請求書には｢横浜環状道路計画決定及びその発表に関する文書一

式｣と記載されているが､本件請求の際に異議申立人(以下｢申立人｣というo )

と面談をし､環状道路として位置づけた昭和56年当時に関わる文書を請求する趣旨

について確認の上､よこはま21世紀プラン(昭和56年12月発行) (以下｢21世紀プ

ラン｣というo )を特定した. 21世紀プランは､横浜市の総合計画に関する文書で

あり､当該文書において当時の交通喪題に対する施策の一つとして横浜環状道路計

画が位置づけられている｡

(2)条例第17条第3項の該当性について

21世紀プランは､本市の施設である市民情報センターにおいて市民の利用に供す

ることを目的として配架しており､一般に閲覧可能な資料であるため､本項に該当

し非開示とした｡

4　申立人の本件処分に対する意見

-i-



申立人が､異議申立書､意見書及び意見陳述において主張している本件処分に対す

る意見は､次のように要約されるo

(1)本件処分を取り消し､対象文書の全部を開示するよう求める｡

(2)本件処分に係る違法･不当な行政行為は､行政機関の保有する情報の公開に関す

る法律(平成11年法律第42号｡以下｢情報公開牡｣という｡ )の第1条の精神に反

し､条例の前文及び第1条から甚だしく帝離しているものであり､実施機関が開示

すべき情報を意図的に隠蔽しているとしか考えられない｡

(3)本件請求の際に道路局の担当者から､道路の計画を決定したときと環状道路とし
'て位置づけたときが同一であること及び対象行政文書が21世紀プランであることは

一切聞いていない｡当日話に出たのは､横浜環状道路が21世紀プランの中に高速道

路として位置づけられたことだけであって､このことと横浜環状道路の計画決定と

は全く別であることを申立人は十分認識していた｡

(4) t建設省(当時o　現在の国土交通省D　以下同じ｡ )が横浜環状道路の概略設計を始

めたのは昭和49年であるため､ 21世紀プランが発行された昭和56年という早い段階

で計画が決定されることはあり得ない｡また､昭和62年
-ヽ-I-_■一一

/横浜市高速道路網整備研究会が

:.I.＼､

3月

聖二禦望禦碧禦撃監既建選査盈窯窯蓋曇
(以下｢報告書｣という. )をまとめているD　そして､同年8月には､横浜環状道

＼ ･､一㌦---　･一一　　　　　　　･一一-一一･一ノ一･  ､　1.- ･一㌦一･一-一一一一-丁･･---一一一--･一･ L t一

路南蘇芳箱和63年度着工に関する新聞記事が報道されているが､計画が未決定なも
-kl一一･一一､---一､一一.一一一,一･一　　　　　　･一一一　　-　　　　　　･･し一一.･-～_I----　-i ､･･-.･･一一一一■1-- ･†､･＼一一- ､1~1

のについて~般市民に公表することはあり得なし上真空二､.禦D&2禦盈鮎貝
---･ -＼-･一-.I---､一一一･･　1.  ･　　･.__/-■､′■ ■ - ･　L　　　　･

牢8月までの間に道路計画の決崖が行われたと考えることができる｡

(5)本件請求は､都市計画決定に至る前の道路の計画決定に係る文書を請求するもの

であり､例えば昭和62年3月から同年8月までの間における横浜環状道路について

の計画を決定したことが分かる文書及びその発表に関する文書が欲しい｡

(6) 情報公開の手続i舶
〉-~~~-←-~･→ヽー_. __一一一一一一一一一一一一一t:一~ ~

日法第4条第2項

ても実施機

開示請求書の記載内容を削除

人の立会いの上で行

･るのが文書の特定であって､多くの行政聯
I .,r･ -　･-　　--1･--_,..-._--･ノ　　　　　　　　　ー-

ご遵守して手続を正確に行っているD　本件請求におい

係る対象行政文書が21世紀プランであると告げた上で

二rbll:21<し/ I■二･卜■J :I:,:1… r:'こ∴;･JI J､ト吊;.;棚･t･}!.lI.J I.二

チ行うべきであったo　しかし､.ー一軍述聖上董豊も机旦捗敏之芝と変暫定
-I-r.-･･･,一一･一■･一一一FJ-､､

されると言及しないばかりか､補正の求めを一切行わないまま開示請求書を受け付
-I.-一-L･ ･一･一■■~ '-一一一一､一-- -･一一一一. -ll-一--l一一-I.‥ー一･一一･一･･ -～._‥--･･一･十一一-･ ･--　一､ --1--→-qL▲J-IA-一一■-

け､申立人の知らない間に勝手に記載内容を変更し行政手続を進め､文書特定をし

た二三五訂苛盲蒜窟硝石詣壷蒜蒜蒜蒜㌫還蒜蒜へ～ ､同項に違反す
･ -L.~~､-★

一言･･{~---I----･･-.一･`‥ -~~ーL 1-L ､一一,- ･一一･---.一一一一-･ - l･-L-It､嘲--一▲
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･:.･.llli/.: :_･'l･: ･IL -_Tこ.宏行キ: ･i･. I,'･ ･

〆､21世紀プランにおける内容は､横浜環状道路の計画決定どころか､その遥か前の

構想段階である道路としての位置づけに係るものに過ぎないため､決してあり得な

い文書が特定されたのである｡ 21世紀プランは､一般市民に公表されている文書で

あるため､本件請求で特定される旨の説明があれば請求しなかった｡

審査会の判

ア　横浜市では､市内の放射状の高速道路及び主要な幹線道路を相互に連絡するこ

とにより､交通混雑の緩和､市民生活の利便性の向上､活発な産業活動の実現等

を目指して､自動車専用道路である環状道路の整備を推進している｡

イ　報告書によれば､横浜環状道路が路線として認められ建設省が概略設計を始め

-たのは昭和49年であり､昭和56年には21世紀プランにおいて､交通課題に対する

施策の一つと られている｡

本件請求時である平成24年の横浜環状道路の整備状況についてみると､計画区

間のうち南線は平成7年､北線は平成12年及び北西線は平成23年に都市計画法

(昭和43年法律第100号)第19条第1項に基づく都市計画の決定がされている｡

ウ　一方､その余の区間である西側区間については､市の広報紙等に計画中として

説明されていることが認められる｡

ヤーjit土工呈出皿三iこ-itl･-汰

ァ　本件請求の開示請求書の記載によれば､ ｢横浜環状道路計画決定及びその発表

に関する文書一式｣の開示を求めているものである｡

イ　本件申立文書を特定した経緯について実施機関は､本件請求の際に請求の具体

的な内容について申立人と面談をし､環状道路として位置づけた昭和56年当時に

関わる文書を請求する趣旨について確認の上､本件申立文書を特定したと主張し

ているo

ウ　一方､申立人は､本件請求の際に道路の計画を決定したときと環状道路として
＼一一一._____..._._____.～_.､州.榊.W- I--㌦･-■-1----一･一-～一一-･､ ~-~~'tk- L ヾ一一一一一･ ･一一Lu- jk."_　　　　J

位置づけたときが同一であることは一切聞いていないとし､これらが同一でない
E串;Ei

ことについては十分認識していると主張している｡
ヽ._.._._･.･小一一一h L.~'→.･ Llr脚l~-一°rI■ ､~■ ､'~肌.qh･一叫､･一･一1･.__,._.___一一一,- ･･ ･一､--_=一･pl一･一

ま監実施機関が補正の求めを一切行わないまま開示請求書を受け付け､申立
._..～_～.--　~･---. M Lー~■`~".~　-r-`､~ lL　･　-- ･･---~　ー　-　-　　　　　　　‥　　　　~~■　■■　　　　　･-.ど-I

人の知らない間に勝手に記載内容を変更し行政手続を進められたとしているo

巨⇒

(_一一･-▲一　-一･ -一･一一･一1:-T~~~二二_　二二二一

このように､実施機関が開示請求書を受け付けた蔭に確認
-3-
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意図する本件請求の趣旨に対する認識について実施機関と申立人との間で齢齢が

生じており､本件請求に係る文書の範囲等が不明瞭になっている｡

そのため､本件請求時の経緯について確認し-､本件申立文書を特定したことの

妥当性について検討するために､平成24年11月26日に実施機関から事情聴政を行

ったところ､次のとおり説明があった｡
一･し一･L. I L-,M LL･･一･一･一一一▲ ｢, ･一一一-一一▲､一･一･-･ ･･Lpl･･rl一一一一一-JrMr

本件請求の際に請求の具体的な内容について申立人と面談をし､環状道路と

して位置づけた昭和56年当時に関わる文書を請求する趣旨について確認したが､

そのやり取りは口頭のみで行った｡開示請求書には確認した内容を患載しなか

ったが､補正はあったものと解している｡

また､既笹事業化している3路線に関する文書を請求する趣旨ではないこと
-一･一一､-1-1一･一一一一---･ ) .p･七･一rl-←p---･一･一･-　　　--

についても確認したため､開示請求書に記載された横浜環状道路という文言に
｢一一一一一一一一一一一一一一一･一一一一一一一一JLIL -A ( . ､･-Lr▲　　　　　-､-.一一L◆---　-. -I --■ --一　一一一一--◆-′-■.T

ついては､横浜環状道路のうちの西側区間に係るものであると解釈したD
′ノ~へ-.-A.p･･1.-　-　--　　　　-　L l　　　　　　　　　　　　　　　　　･

なお､現在､横浜環状道路事業において横浜市で酉線という名称は使用し

ていないため､西線という名称が記載された文書は存在しない｡

(ウ)また､都市計画法第19条第1項に規定されている都市計画の決定に関する文

書を請求する趣旨ではないことについても同様に確認した｡そのため､同項に
ち

よる計画の決定も計画決定と捉えることができるが､匪禦薫誓軍勢草薮を

･亨'聖⊥'･TEi:Ll.い:~指~に一･Jいて;:_:L･ I-･こiu:f･･町剛､中二11':I-T'. -,Ll ∴Jl !'- i-･

きとして解釈した｡

横浜環状道路の計画を横浜市として公にしたのが昭和56年であるため､それ
＼_一一一一八㌦.__-一一~~一■　L､Ll･一L･_一･一一一･.----一･ I.I-LLl一･一一】､･. ll一･･ ･ ･≡-,- ..‥､--一一一---･-一一一._..._が.- I .

が計画決定に当たる｡そのため､開示請求書に記載されたその発義に関する文たる｡そのため､開示請求書に記載されたその発表に関する文
心事聖i

■

書として､ 21世紀プランを特定した｡

オ　当審査会は以上を踏まえ､次のとおり判断する｡

(ア)実施機関は､本件請求の際に請求の具体的な内容について申立人と面談をし､

環状道路として位置づけた昭和56年当時に関わる文書を請求する趣旨について　ィ

確認の上､本件申立文書を特定したと主張している｡

しかしながら､本件請求の開示請求書の｢1　開示請求に係る行政文書の名

称又は内容｣欄は､ (2)アに掲げるとおりであるところ､その記載された文言
ヽ

iからすると環状道路として位置づけた昭和56年当時に関わる文書のみに限定し

戸禦る撃であ禦讐衷t,や誓き*一言左限蒜る蕪華子薫､
述の申立人の主張からもうかがわれるところである｡

･I　-　■　､ ▲　　- ･` - ､　′　　　　　　~ l1　--
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(

さらに､脚禦脚考整撃関が本件請
.　･:p･　T.

求の際に申立人に確認したと主張する内容及び本件請求に係る申
/･--1 -　- -　-　　-I-------I--･---一一一~-I"一一~ ､

前述のような趣旨であるとは読み取れず､ それらのことを示壬軍正等の記載椋､｡
J　　　-　　　　　　■　　　　■　･ -I 〉ト..

鞄められなかった｡
･ ･--･■- -

(イ)そして､請求の対象が環状道路として位置づけた昭和56年当時に関わる文書

に限定されない場合には､建設省が横浜環状道路の概略琴計を始めた昭和49年
I

から本件請求日までの間にかなりの年月か経過していることを鑑みると､実施
-----ニ-･･･一一一._.___I-･一　･　　　･一･ ･･----lLl`1､ I ･一

瞥において､ ｢横浜環状獲賂鼓奥堅藁埜空地聖霊ご
㌔) -I. (｡Jち らかの文書を保有していることも考えられるところである｡

一一一ヽtヽ-･-p+･一一一･ L -r~■■~-･ ･･一一　　一､-･1

(ウ)また､前述のとおり開示請求書に記載された計画決定という文言の解釈につ
･一一一一TIL--ノI`~■一･-　-一一一一一一一L一･一一,･. -- -　　　　　　　　　　　　. ･一　一･一､叫ItttL-.■--一一

いて両者間に齢解が生じていると認められることからも､実施機関は､､申立人
トー-一一----一一′一一--A-.-一一･一一一一一一｢･･-I一一-一･一一･一-一一- -一･･--一一一---･L-1.一･一一-一･　　　　一■"I-一一L. --一･  ･ ､へ

が意図する本件請求の趣旨を十分に確認する必要があったということができる｡
｣　二一一一⊥-.I---､py･･ー】._...一,.._仰,_～_.__._ ･一･.I -1. ---L. - L~~:I r'八か~ ~h一　二

そもそも､開示請求の手続にあっては､請求者は､求める情報が実施機関に

おいてどのような形で存在しているかを知らず､的確な表示をするための情報

を持っていないことが想定されることから､実施機関は､請求者の相談に十分
＼ LP

に応じる必要がある｡また､開示請求書の補正については､.原則として開示請
･ _一一一-一一､-･ ･- J　　　　　　　　　　　　: ､　一一Ll～一一■'叫-､一一･一一一

求書上の記載を請求者本人により修正することとしている｡
- -.- "I__ J一･l-_･I一一･一一Y --　一一･･　　一　　一-一･一r-一一･一t--･･-一一一一･･一■一一- ･･叫--l桝. I,>一一･一■叫hナ一一■一一一一一一

これらのことから本件請求において実施機関は､申立人の意図する本件請求

の趣旨を十分に確報し､文書を特定するために必要な情報を提供し.､適切に補

正の.求めを行えば請求の趣旨がより明確になり､その趣旨に沿らた文書特定が

行われる余地があったと認められる｡

この点において､実施機関が本件請求の際に申立人に確認ヒ産土主襲主星盈

正は､不適切であったといわざるを得ない｡
ヽ.-r_-_一一一-　一一　-. .一　一11二　一　　一　_-　!

カ　以上のことを併せ考えると､開示請求書に記載された文言の趣旨及び補正の状

況によって､本件請求に係る対象行政文書の特定が左右される余地が生じること

となるところ､実施機関が､申立人が意図する本件請求の趣旨を十分に確認する

ことなく､本件請求を横浜環状道路の西側区間に係るものと解し､横浜環状道路

として位置づけた昭和56年当時の文書を本件請求の対象と捉え本件申立文書を特

定したことは､申立人が請求する文書の範囲等を限定的に解釈したものであると
--■■一一一■一一一小■__._一_ Wr- I I -･･一一･ -1 - - - -, JIl･-- 1- ･- ′一一一一一一■一一一←■-

いえ曽宝とカ空』恕 に失するものであるo

よって､実施機関は､申立人に対し､申立人の意図する本件請求の趣旨を十分
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確認し､その趣旨に沿っ存ヌ軍費特定するために必要な情報提供を行LkJt開示
し･-1一一一一ー_._._-,～-一一- ･ -, '

埜脚痘聖二‡補正を求め､改めて対象行政文書を特定し､開'　L～､ -､L胤叫1レ一､

う必要があると認められる｡

(3)結論

以上のとおり､ 実施機関が本件申立文書を特定
L-.L一､･一-一　~

し､非開示とした洗足は妥当霊は

な･imL､開示請求書の補正を求めた圭で改めて文書阜禁竪呈､賑
■-■■H■H■■■一一一■､LLJJ'pJ-■ -~　J 1 - 1-･ ▲-lL　-　　　-　　　　　　　　　　､ ヽ一､-机､一･一　.　　r

である｡

(第二部会)

委員　金子正史､委員　高橋良､委員　三輪律江
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《　参 考　》

年月日 ��(ﾛ�,ﾈﾆ�暈�

平成24年′.3月30日 唸��邵ｴ�ｭh*�.x��n(��ｷ�-�O�､ｨ麒yﾙu)��k顋�/��9yﾒ�

平成24年4~月20日 (第137回第三部会) 平成24年4月24日 (第212回第二部会) 平成24年4月26日 (第205回第-部会) 唸��n(,ﾉ_�ﾙ��

平成24年年月2日 唸腰ｶ9�ﾉzy�ﾈ*�.x�8ﾊ傚�/��9yﾒ�

平成24年10月12日 (第222回第二部会) 唳�(ｶ2�

平成24年10月29日 (第223回第二部会). 唳�(ｶ2�

平成24年11月26日. 唸��邵ｴ�ｭh*�.x馼��*韶b�

(第224回第二部会) 唳�(ｶ2�

平成24年12月14日 唸腰ｶ9�ﾉzy�ﾈ,ﾈ�8ﾊ�,(���
I(第225回第二部会) 唳�(ｶ2�

平成25年1月11日 (第226回第二部会) 唳�(ｶ2�

平成2年年1月25日 (第227回第二部会) 唳�(ｶ2�

平成25年2月8日 (第228回第二部会) 啌��)�2�

平成25年2月2芦日 (第229回第二部会) 唳�(ｶ2�
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第4号様式(第5条第3号)

非　開　示　決　定　通　知　書

道　草　第　561号

平成24年1月30日

永　田　親義　　様

横浜市長　林　文子

平成24年1月16日に開示請求がありました行政文書については､横浜市の保有する情報の公開に関

する条例第10条第2項の規定により､次のとおりその全部を開示しないことと決定しましたので通

知しますC

1開示請求に係る 茶���Vﾈｬ(�9;刋杏h柯鳧,ﾉ�ﾉ8�,ﾈﾇh柯,亊h+x.�+x-tﾅH,ﾉ[h��ｷ�-��

行政文書 茶"�+ｸ.ｨ決ﾗ�,ﾉ�ﾉ8�,ﾈﾇh柯,亊h+x.�+x-x,H,ﾉ[h����ﾈ8ﾈ�ｸ6r靱ﾉ�(,�,(*(,B��

2行政文書の概要 茶��.h+�,ﾘ-ﾃ#��(ｴ�7h8�92��塔�D竰�
(横浜環状通路計画時の西線の計画に関するすべての文書) 

(2)横浜環状道路計画時以降の西線の計画に関するすべての文書 

(ルート.構造について) 

3非開示とする根 茶���Vﾈ�8,ﾉ]ｹtﾈ+x.��饑�,ﾈﾏh､ｨ,亊h+x.���~��c�x���c8ﾘ�,丼�9b�

拠規定 茶"��Vﾈ�8,ﾉ]ｹtﾈ+x.��饑�,ﾈﾏh､ｨ,亊h+x.���~��c�����c(ﾘ�,丼�9b�

4根拠規定を適用 茶��9h･俎9�ﾙ[h��,ﾚH��Vﾈ�9zy�ﾘ��ｭ�+ｸ,ﾉ�ﾈ+�.ｨ,凩�+x.��Vﾈ�8,ﾈ邊�

設において市民の利用に供することを目的として収集し､整理 

し､女は保存しているものであり､横浜市の保有する情報の公開 

に関する条例第17条第3項に規定する､条例適用外の資料に該当す 

する理由 �.�+ﾘ-��

(2)当該開示請求に係る行政文書は当時作成されていないか､仮に作成さ 

れていても保存年限(5年)経過により廃棄済みであり､保有してな 

いため 

5担当課 �;刋鮎x��Vﾈｬ(�9;刋�+)�餾H馼ｼi+)�陜ｲ�
電話045(671)2735 

6備考 ��

この処分に不月闘ミあるときは､この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に､

横浜市長に異議申立てをすることができます｡

また､この処分があったことを知った日から6箇月以内に､横浜市を被告として訴訟を提起する

こともできますo
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第4号様式(第5条第3号)

非　開　示　決　定　通　知　書

道事　第　562号

平成24年1月30日

永田親義様

横浜市長林文子髄三
)

し/

平成24年1月16日に開示請求がありました行政文書については､横浜市の保有する情報の公開に

関する条例第10条第2項の規定により､次のとおりその全部を開示しないことと決定しましたので

通知しますC

1開示請求に係る 行政文書 ��Vﾈｬ(�9;刋杏h柯ﾈ�.姐�-�+ｸ,ﾉJﾙUﾈ,亊h+x.兌h��耳��

2行政文書の概要 �.h+�,ﾘ-ﾃ#��(ｴ�7h8�92��塔�D竰�

3非開示とする根 拠規定 ��Vﾈ�8,ﾉ]ｹtﾈ+x.��饑�,ﾈﾏh､ｨ,亊h+x.���~��c�x���c8ﾘ�,丼�9b�

4根拠規定を適用 �9h･俎9�ﾙ[h��,ﾚH��Vﾈ�9zy�ﾘ��ｭ�+ｸ,ﾉ�ﾈ+�.ｨ,凩�+x.��Vﾈ�8,ﾈ郢�ﾘ,�*�*"�て市民の利用に供することを目的として収集し､整理し､又は保存している 

する理由 �.�,ﾈ,X*�.芥��Vﾈ�8,ﾉ]ｹtﾈ+x.��饑�,ﾈﾏh､ｨ,亊h+x.���~��c�x���c8ﾘ�,亢ｹ.��

る､条例適用外の資料に該当するため 

5担当課 �;刋鮎x��Vﾈｬ(�9;刋�+)�餾H馼ｼi+)�陜ｲ�

電話045(671)2778 

6備考 ��

この処分に不服があるときは､この処分があったことを知った目の翌日から起算して60口以内に､

横浜市長に異議申立てをすることができます｡

また､この処分があったことを知った目から6箇月以内に､横浜市を被告として訴訟を提起する

こともできます｡


