
平成２３年度第１回四街道市情報公開・個人情報保護審査会 会議録（会議概要） 

 

日 時 平成２３年 ５月２４日（火）午後３時００分～午後４時５９分 

場 所 四街道市役所 本館３階 第２委員会室 

出席者 出席委員：酒井会長、鵜澤副会長、青柳委員、堀籠委員、木谷委員 

    欠席委員：なし 

    事 務 局：麻生総務部長、高橋総務部参事、梶原主幹、遠藤副主査 

傍聴者 ０人 

 

会議次第 

 

（１） 会長あいさつ 

（２） 議事 

ア 不服申立てについて 

イ 平成２２年度情報公開制度及び個人情報保護制度の実施状況について（報告） 

ウ その他 

（３） その他 

  

会議の内容 

 

事 務 局：定刻の３時がまいりましたので、ただ今より、平成２３年度第１回四街道市情

報公開・個人情報保護審査会を開催させていただきたいと思います。なお、事

務局でございますが、総務部長が４月の人事異動で変わりまして、新任の麻生

と総務課長の高橋について出席をさせていただくところでございますが、恐縮

ですがこの前の会議が長引いておりますので、そちらの会議が終わり次第、こ

ちらに出席するという事で、それまでの間、私梶原が議事進行を務めさせてい

ただきます。それでは本日の会議の内容でございますが、あらかじめ通知を差

し上げてございますとおり、１番として不服申立てにつきまして、２番目とし

て毎年度当初に行っております前年度平成２２年度の情報公開制度及び個人情

報保護制度の実施状況についての報告をさせていただきたいと存じております。

そしてその他といたしましては、不服申立ての進み具合によりましては、次回

の開催日等をここでまた決定をさせていただければと存じております。それで

は、会議次第に沿いまして進めさせていただきたいと思いますが、まず始めに

酒井会長よりご挨拶をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

～会長あいさつ～ 



事 務 局：ありがとうございました。それでは議事次第に沿いまして、以下議事進行を会

長よりよろしくお願いいたします。 

 

酒井会長：それでは、ただ今から四街道市情報公開・個人情報保護審査会の会議を開催し

たいと存じます。ただ今の出席委員は５名全員です。四街道市情報公開・個人

情報保護審査会条例第５条第２頄の規定により、出席者が委員の全員でござい

ますので、会議は成立いたします。また、会議の公開・非公開につきましては、

四街道市情報公開・個人情報保護審査会条例第５条第４頄の規定により、（２）

議事の ア 不服申立てについて は非公開とさせていただきます。それ以外

の内容につきましては、公開とさせていただきます。 

なお、傍聴人は今のところおりませんけれども、会議資料につきましては、「審

議会等の会議の公開に関する指針」の規定により、傍聴人の閲覧に供するもの

としますが、このうち議事次第については配布するものといたします。なお、

「平成２２年度情報公開制度及び個人情報保護制度の実施状況」の資料につい

ても、傍聴人に配布することとしたいと存じますが、委員の皆様の意見をお伺

いします。 

 

委員全員：～特になし～ 

 

酒井会長：それでは、議事次第及び実施状況の資料につきましては、傍聴人に配布するこ

とといたします。 

次に、平成２３年度より会議録における発言者名については、「審議会等の会

議の公開に関する指針」の規定により、原則として明記することになっており

ますので、本審査会においても、「不服申立て」における非公開の部分以外に

つきましては、発言者名を明記する扱いとしたいと存じますが、委員の皆様の

ご意見をお伺いします。 

 

委員全員：～特になし～ 

 

酒井会長：それでは、非公開の部分以外につきましては、発言者名を明記することといた

します。 

 

    ※これより非公開 

 

会  長：それでは、会議次第（２）議事の ア 不服申立てについて に移りたいと思

います。先日、委員の皆様には事務局より答申（案）を送付させていただいた



ところでございますが、その後事務局によって、四街道市の形式に則った文言

の修正がなされ、体裁が整えられたものを本日用意してございます。 

ご確認いただきますと、最初に作成したものでありますが、下線部が引いてあ

るのが１つ、それともう１つはこれを踏まえて、四街道市の形式・体裁に則っ

たものを答申案という形で２種類をご用意してございます。この資料をもとに

しながら、委員の皆様方のご意見を承ればと存じます。 

それではまず、どういう形式で書かれているかの確認をしたいと存じますが、

１つは、「審査会の出した結論」ということで、前回までの議事録あるいは意

見聴取等を踏まえまして、審査会の結論として、「四街道市長（以下「実施機

関」という。）が平成２２年８月１６日付け四街道市都計指令第５０号の５で

異議申立人に対してした行政文書不存在を理由とする情報公開請求拒否決定

は妥当である。」という審査会の結論をまず最初に出したという事でございま

す。 

それからその次の構成の第２でございますけれども、「諮問に至る経過」とい

うことで、四街道市長から当審査会に諮問が来たわけでございますけれども、 

それに至る経過、そこにはどういう内容で不服申立てがなされたか表記される

わけでございますけれども、その諮問に至る経過という事で１から５までこれ

までの経過をまとめて書いたということでございます。 

その次の３でございますけれども、これは「異議申立人の主張要旨」、それか

らその次の４がそれに対して「実施機関の説明要旨」ということで、それぞれ

の異議申立人・実施機関から出されました意見書、それから口頭によるこの審

査会でのご説明あるいは主張等を踏まえまして、それぞれの主張の要旨・ポイ

ントをまとめたのが、３と４という構成になっております。 

まず、３の「異議申立人の主張要旨」でございますけれども、異議申立ての趣

旨ということで、「異議申立ての趣旨は、本件行政文書等について、平成２２

年８月１６日付けの実施機関の行政文書不存在を理由とする公開請求拒否処

分の取消しを求めるというものである。」ということで、まず申立ての趣旨を

書きました。次に異議申立ての理由という事でございますが、異議申立書、出

された意見書、当審査会における意見の申立て・説明を基にしながら、論点・

主張をまとめてみると、次のようになるだろうというふうに書いておきました。 

「異議申立人が異議申立書、意見書及び口頭による意見陳述の中で述べている

異議申立ての主たる理由は、おおむね次のとおりである。 

(ｱ) 都市計画道路３．３．１山梨臼井線の４車線化は、１日１２，２００台か 

ら２５，０００台とする平成１１年度の交通量推計によって決定されたもの

であるが、当該推計の上限値と下限値には倍以上の差があるため、推定の甘

さと妥当性を確認するため、その内容と根拠を示す行政文書の情報公開を請



求した。当該道路は市道であり、道路管理者である市長は、事業化の前提と

して当該推計結果に至る根拠（将来の人口、車の保有台数、ＧＤＰの伸び率

等）を保有していなくてはいけないはずであるから、行政文書不存在を理由

とした、公開請求拒否処分は不当である。 

(ｲ) 実施機関が当審査会に提出した意見書（平成２２年９月２８日付け）の中

で、千葉県（以下「県」という。）が国土交通省関東地方整備局（以下「関

東地方整備局」という。）との協議において必要となるデータであり、四街

道市（以下「市」という。）と協力して協議資料を作成する中で、国土交通

省千葉国道事務所（以下「国道事務所」という。）が将来交通量の推計を行

った旨を述べているところから、市は交通量推計の基になる様々なデータを

国に提供していると考えられ、それを記す資料は存在しているはずである。」 

こういう事で、異議申立人の主張をとりまとめたという事でございます。 

それで４番目は、それに対して「実施機関の説明要旨」という事でございます。

「実施機関は、行政文書不存在を理由とした情報公開請求の拒否について、お

おむね次のように説明している。」として、説明のポイントを３つにまとめて

ございます。まず、 

⑴ 情報公開請求に係る平成１１年度の３．３．１山梨臼井線の将来交通量の

推計については、国道５１号線の都市計画に併せて接地する当該道路の変更

を行う際に、県が関東地方整備局との協議において必要となるデータとして、

市と協力して協議資料を作成する中で、国道事務所が行ったものであり、か

かる業務は市が実施したものではない。したがって、異議申立人から情報公

開請求があった、当該将来交通量推計に至る内容と根拠を示す行政文書は保

有していない。 

⑵ 平成１１年度の当該道路の将来交通量の推計については、国、県、市とい

う道路ネットワークの中で、国道事務所が国の作成したプログラムを基に算

出したものであり、市としては将来人口、将来の車の保有台数、ＧＤＰの伸

び率等、算出根拠となりうる様々な入力データについて把握しているわけで

はない。また、市が保有しているデータを当該推計に当たって関東地方整備

局に提供したものでもない。 

⑶ 都市計画道路の決定は、千葉県知事が国土交通大臣の同意を得て行うもの

であり、その際県が関東地方整備局との協議を行うために必要な説明資料

（『四街道都市計画道路の変更－説明資料－ 平成２０年３月』）の作成に市

は協力をしているが、その中で将来交通量の当該推計値は承知しているもの

の、推計に至る根拠となった諸データを把握しているわけではなく、関東地

方整備局とのやり取りに市は直接関与していない。」という３点に主張をま

とめたわけでございます。 



そして次に、５「審査会の判断」をまとめてございます。 

「当審査会は、本諮問案件を審査するにあたり、異議申立人及び実施機関から

それぞれ意見書の提出を求めるとともに、異議申立人及び実施機関の職員か

ら口頭による説明を聴取した。それらの結果を踏まえて、次のとおり判断す

る。 

⑴ 異議申立人は、都市計画道路３．３．１山梨臼井線が市道であり、道路管

理者である市長は、事業化の前提として当該推計結果に至る内容と根拠を当

然保有していなくてはいけないはずであると主張するが、実施機関は、当該

道路の平成１１年度の将来交通量の推計は、国道事務所が行ったものであり、

かかる業務に市は関与していない。すなわち、当該交通量の推計については、

国道事務所が国の作成したプログラムを基に算出したものであり、市として

は将来人口、将来の車の保有台数、ＧＤＰの伸び率等、算出根拠となりうる

様々な入力データを把握する立場になく、また市が保有しているデータを当

該推計に当たって関東地方整備局に提供したわけではないと説明する。 

⑵ 異議申立人は、実施機関が当審査会に提出した意見書（平成２２年９月

２８日付け）の中で、県が関東地方整備局との協議において必要となるデー

タであり、市と協力して協議資料を作成する中で、国道事務所が将来交通量

の推計を行った旨を述べているところから、市は交通量推計の基になる様々

なデータを国に提供していると考えられ、それを記す資料は存在しているは

ずである旨を主張している。これに対して、実施機関は、都市計画道路の決

定は、千葉県知事が国土交通大臣の同意を得て行うものであり、その際県が

関東地方整備局との協議を行うために必要な説明資料の作成に市は協力を

しているが、その中で将来交通量の当該推計値そのものは承知しているもの

の、推計に至る根拠となった諸データを把握しているわけではなく、関東地

方整備局とのやり取りに市は直接関与していないと説明する。」 

その後ですが、 

「以上の⑴、⑵の点を、当該交通量推計の実施主体、都市計画道路の決定プロ

セス等の実際に照らして総合判断すると、当該将来交通量推計に至る内容と

根拠を示す行政文書を保有していないとする実施機関の説明を覆すに足り

うる事情は特段認められないと思料する。したがって、実施機関が行った行

政文書不存在を理由とする情報公開請求拒否決定は是認できる。 

なお、異議申立人は、当該道路は市道であるところから、道路管理者である

市長は、事業化の前提として当該推計結果に至る内容と根拠を示す行政文書

を保有していなくてはいけないはずである旨を主張しているが、このことに

ついて当審査会は意見を述べる立場にない。」 

というのが、審査会の判断ということであります。 



そして最後の６番目でございますけれども、「審査会の処理経過」として、諮

問書を受理して、その後、意見書の提出を求め、そして１１月１６日から第

１回審査会の審議が始まったという事で、今日の５回目までの経過をまとめ

ているということでございます。 

最後には、情報公開・個人情報保護審査会のメンバーの方々の署名捺印が最

後に記されるということでございます。 

以上が、答申（案）の内容という事でご説明をいたしました。 

ここで委員の皆様方のご意見を承りたいと考えております。 

 

委  員：この答申のところで「是認できる」というところと「結論は妥当である」とい

う部分は、申立人の方のことをいろいろ考えてしまうんですけれども、最後ま

で読むと「…是認できる」「…意見を述べる立場にない」という部分を全部含

めると、この様な表現でよろしいかなと思います。 

 

委  員：よくまとめていただきました。最後の４行の「なお、…」と書いてありますが、

この気持ちは強いですね。でもやっぱりそれは行政に対する意見ですから、こ

の審査会の対象で論議すべき問題ではないということですね。 

 

会  長：住民の方の立場に立つとそういう気持ちは分からなくもないですが、ただし審

査会にはそういう権能はないということです。深入りすると審査会の立場を

壊してしまい、むしろ不当な審査会の会議になってしまいますので、それを

避けなくてはいけないということです。 

 

委  員：前回も最終的に申し上げましたが、不服申立人が「平成１１年度の交通量推計」

の根拠を示せということをおっしゃられております。市の立場としては、ご説

明がありましたように、平成１１年度時点ではそれを満たす資料はないと、そ

して情報公開請求拒否通知を出したというお話でございました。したがいまし

て、決定手続の流れについては、私の気持ちとしてもあらためて参酌させてい

ただきます。 

なお、私がいろいろ迷いまして発言しましたが、しかし今振り返り、少し整理

してみたいと思います。以前から都市計画道路としてこの道路は決定をされて

おりましたが、平成１０年の段階で都市計画法の施行面が改められまして、幅

員だけじゃなくて、車線も入れろという、構造的な改正が入ってきたわけでご

ざいます。そこで４車線にしたという事です。それで申立人の方は、非常に気

にかかったわけでございますが、しかし、市の立場としては、いろいろお聞き

してみると、事業化というものを当面の問題として考えていなかった、だから



都市計画決定・デザイン決定、この場合には上部・上位機関の資料の中で、全

体的な広域的な調整を図ればいいんだというお立場・お気持ちがあったのでは

ないかという気がします。それで、新たな段階で交通量推計作業というのは市

のお立場としては、積極的な形ではすることはなかった。しかしそれから数年

経ちまして、平成１７年以降になりますと、市が主体的な形で事業を進めてい

くと、そういう方向に動きだしました。この問題の扱いも都市計画課から道路

整備課のほうに移っていくようになりました。そういう段階でどうしていくか

ということで、事業主体としての交通量調査というものを主体的に行う。そし

て、その場合を考えますと不服申立人が言う「市としてあるべきはずの相当の

事業を展開してきた」と、こういう説明もなされています。同じ道路行政であ

っても、位置づけられている時点で市が取り組む事業内容が違っていたという

ことです。そこら辺のところが私自身も理解が浅かったのです。そしてどうし

ても始めから市として主体的な立場で１つの方向性を自信を持って市民に知

らしていくべき責任があるのではないかということで発言をいたしましたが、

今考えてみるとそういうところで若干の混乱があったなと自分自身考えてお

ります。最終的には会長の方でまとめていただいた案を妥当なものとしたいと

思います。 

 

委  員：私の方も特にこの案で問題ないと思います。やはりなお書きで、異議申立人の

部分についてきちんとお聞きしましたよと、ただ審査会としましては、要求に

ついて答える立場にありませんと、そういう意味できちんと正面から異議申立

人の気持ちに答えたこの４行があるということは、非常にいい事だったと思い

ます。不服申立人が納得されるかどうかは別にして、少なくとも審査会の対象

外になるということは明確になるのかなという気がいたします。 

 

会  長：ありがとうございます。委員の皆様全員よりご意見を承りました。それでは、

今の答申（案）について、このままこの審査会としてお認めいただくという

事で、よろしいでしょうか。 

 

委員全員：～異議なし～ 

 

会  長：それではそのように決定したいと存じます。ありがとうございます。それでは

答申についてもこれで確定となりますので、答申に委員の皆様の署名押印を

頂く必要があります。 

 

～参事入室、あいさつ～ 



～各委員に答申書に署名・押印作業を事務局より依頼～ 

 

～部長入室～ 

 

～会長より部長に答申書送付～ 

 

～部長より御礼のあいさつ～ 

 

    ※これより公開 

 

酒井会長：それでは答申が終了しましたので、次の議題に移りたいと思います。それでは、

議事の イ 「平成２２年度情報公開制度及び個人情報保護制度実施状況につ

いて」を議題といたします。それでは事務局からご説明をお願いいたします。 

 

～事務局から平成２２年度情報公開制度の実施状況の説明～ 

 

酒井会長：ただ今、平成２２年度の情報公開制度の実施状況について説明がございました

が、委員の中から何かご質問等はございますでしょうか。 

 

酒井会長：確認質問でございますが、受付番号８と受付番号１１と受付番号１４と受付番

号２５は、これは同じ方が請求されているのでしょうか。 

 

事 務 局：すべて同じ請求者でございます。 

 

酒井会長：そうするとその中で１件だけは、請求拒否という事であとはすべて公開をして

いるということですね。 

 

事 務 局：そうです。 

 

酒井会長：その他に特にございますでしょうか。 

 

委員全員：～特になし～ 

 

酒井会長：それでは、次に「平成２２年度の個人情報保護制度の実施状況」につきまして、

事務局よりご説明をお願いします。 

 



～事務局から平成２２年度個人情報保護制度の実施状況の説明～ 

 

酒井会長：ただ今、平成２２年度の個人情報保護制度の実施状況について説明がございま

したが、委員の中から何かご質問等はございますでしょうか。 

 

木谷委員：請求者の内訳の「任意代理人」について、代理権能については、本人が記載し

た委任状ということで判断をしているということなんですけれども、どこまで

裏をとっているかについてお伺いします。銀行では届出印が委任状に押してな

いといけないということがございます。 

 

事 務 局：実際には、印鑑証明を付けた委任状の申請というのはうちでは行っておりませ

ん。基本はご本人の申請でないといけないというのが前提でございまして、相

談が来た際には、「ご本人の申請でお願いします。」という事でやっているんで

すけれども、何らかの事情、病気とかいう場合には、こちらの「任意代理人」

ということでの対応になります。厳密な意味での裏取りというのは、極力やる

ようにはしております。例えば、電話で本人に生年月日を言っていただいて、

ご本人が来られないので、ある方を代理人として請求をされるという電話での

確認等とか、できる範囲のことはさせていただいております。ただ厳密なこと

を申し上げますと、意思表示が難しいような方に対して、成年後見人のような

制度をきちんと立てている人は、情報公開請求ができるのですが、なかなかそ

こまでされている方が少ない状況ですので、そういった場合には、「本当に委任

をしているのか」と言われると厳しい部分もありますが、なるべく状況を詳細

に把握した上で、開示の請求の取扱いを行っております。 

 

青柳委員：１５件のうちの４件が、「任意代理人」が求めたということですが、どういうも

のなのですか。どうしても後見人が必要な場合には、市の方でも成年後見人制

度があるのでしてくださいということはできるのですか。 

 

事 務 局：福祉の部局では、請求だけではなくて、普通財産の管理という面での成年後見

制度というのを広く利用していただきたいということで、窓口では対応をして

おります。 

 

～事務局から「任意代理人」請求の申請書を委員全員に提示～ 

 

木谷委員：本人が来られない原因というメモというのは、残しておられますか。あと来ら

れた方は、本当に代理人かどうかという確認はされておりますか。 



事 務 局：代理人の証明という事で、運転免許証等の番号を控えて対応をしております。 

 

酒井会長：その他に特にございますでしょうか。 

 

委員全員：～特になし～ 

 

酒井会長：それでは、次に「平成２２年度会議等公開状況」につきまして、事務局よりご

説明をお願いします。 

 

～事務局から平成２２年度会議等公開状況の説明～ 

 

酒井会長：ただ今、平成２２年度の会議等公開状況について説明がございましたが、委員

の中から何かご質問等はございますでしょうか。 

 

青柳委員：具体的には高齢者の方が増えているから傍聴人も増えているという事でしょう

か。 

 

事 務 局：メールマガジンの携帯電話の登録者につきましては、年代別の人数はほぼ均等

の人数となっておりますが、傍聴人９５人の年齢のデータについての区分につ

いては把握をしておりません。 

 

青柳委員：先ほどの話になりますが、成年後見人あるいは未成年者後見人につきましては、

積極的に裁判所の方に後見人の係があります。市の申立ても生活保護の関係で

結構あります。これから大震災における孤児の問題もあると思われますので、

何かありましたらよろしくお願いいたします。 

 

酒井会長：その他に特にございますでしょうか。 

 

委員全員：～特になし～ 

 

酒井会長：それでは、議事の（２）イ 「平成２２年度情報公開制度及び個人情報保護制

度の実施状況について」は終了させていただきます。 

     次に議事の（２）ウ その他ですが、事務局より何かございますか。 

 

事 務 局：本日でひとまず諮問に対する答申を出していただきまして、ありがとうござい

ました。本日、もし答申が確定しないようでしたら、また６月頃に用意をして



おりましたが、お陰様をもちましてご尽力いただきましてありがとうございま

した。私どもの方からは特にございませんが、先ほど梶原主幹が申し上げたよ

うに７月１５号の市政だよりにこちらの情報公開と個人情報保護等の年間の実

施状況を掲載させていただきます。それから答申につきましては、市長を通じ

まして、担当部局に再度決定の依頼をさせていただくということで、具体的な

手続につきましては、条例並びに規則に基づきまして実施させていただきます。

どうもありがとうございました。 

 

酒井会長：それでは、議事の（２）ウ その他について終了といたします。 

最後に（３）その他ということでございますが、委員の皆様何かございますか。 

 

委員全員：～特になし～ 

 

酒井会長：事務局より何かございますか。 

 

事 務 局：～特になし～ 

 

酒井会長：それでは全て議事は終了いたしましたので、本日の審査会はこれで終了したい

と存じます。どうもありがとうございました。 


