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別紙 

諮問第９９５号 

 

答  申 

 

１ 審査会の結論 

  「東京都開発審査会議事録」の一部開示決定において非開示とした部分のうち、別表３

に掲げる部分は開示すべきであるが、その他の部分は非開示が妥当である。 

 

２ 異議申立ての内容 

（１）異議申立ての趣旨 

本件異議申立ての趣旨は、東京都情報公開条例（平成11年東京都条例第５号。以

下「条例」という。）に基づき、異議申立人が行った「第261回東京都開発審査会議

事録、第262回東京都開発審査会議事録、第263回東京都開発審査会議事録、第264

回東京都開発審査会議事録、第288回東京都開発審査会議事録及び第289回東京都開

発審査会議事録」の開示請求に対し、東京都知事が平成27年11月30日付けで行った

一部開示決定について、そ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 

異議申立書及び意見書における異議申立人の主張を要約すると、以下のとおりで

ある。 

 

ア 異議申立ての趣旨 

処分を取り消し、個人の氏名及び住所を除いて対象公文書の全部開示を求める。

東京都開発審査会の議事録は、東京都開発審査会運営規則で原則公開が規定され

ているので、都民情報ルームなどで公表することを求める。 

 

イ 異議申立ての理由 

条例７条２号及び３号が厳正に必要最小限の範囲で適用された上で非開示部

分が決定されたのか疑問であり、本来開示されるべき部分が非開示とされている
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からであると推察している。 

条例７条２号該当性については、開発許可申請地、開発許可番号、個人の住宅

の特定につながる施設等の情報については、個人を識別させるものではない。 

条例７条３号該当性については、開発許可の取消を求める審査請求が出された

事実又は取消になった事実が議事録公開によって明らかになったとしても、事業

者等に風評被害等が発生するなどによりその社会的な地位が損なわれる蓋然性

は極めて低い。 

とりわけ、東京都開発審査会における口頭審理は、都市計画法の規定で公開で

行うこととなっているため、口頭審理の議事内容を非開示とする理由はない。 

条例では執行機関の附属機関の議事録の公表を定めているため、開示請求によ

らなければ閲覧できない取扱いは、条例に反する。 

 

ウ 意見書 

都知事に対して、条例の前文及び１条（目的）をふまえ、以下の（ア）から（エ）

の要望に応えることを求める。 

 

（ア）非開示ごとの非開示理由がわからないため、非開示箇所ごとに条例７条各

号のいずれかに該当するか示してほしい。 

 

（イ）条例７条２号について、開発許可をした土地について作成される開発登録

簿には開発許可申請者、許可申請地、開発許可番号も掲載されて閲覧に供さ

れていることから議事録を開示したことによって新たに特定の個人の識別

が可能になるわけではない。条例７条３号については、非開示とするほど具

体的な支障は考えられない。条例７条５号については、理由説明書において

適正な意思決定が損なわれるおそれの「不当性」について言及しておらず、

また、「外部の反応を意識したものにならざるを得ず」という断定は不適当

である。また、理由説明にあげているような「発言を躊躇したりするおそれ」

があるならば、それは議事録の非開示で解決すべきではなく、条例の目的を

追求しつつ、審査会のあり方全体を検討する中で解決されるべきである。条

例７条６号について、規定のイからヘまでの例示では、「おそれ」としてい
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るのに対して、断定する根拠を全く示さないまま、断定している点で大きく

異なる。このような理由で非開示とすることが認められては委員の意見表明

が不可欠である開発審査会の審議内容をすべて非開示扱いすることが正当

化される。このことにより、都民は各委員の考えを知ることができず、ひい

ては委員の構成や委員選任が適切であるかその他について開発審査会の運

営や審査請求を理解し評価することが難しくなる。その結果条例１条の規定

に著しく反する事態を招くおそれがある。 

 

（ウ）理由説明書の末尾に「今後、非開示内容を精査し、開示できる部分につい

ては開示していく予定である。」と記しているが、そうであれば、今後では

なく、直ちに開示できる部分を異議申立人に示し、その上で非開示箇所ごと

にその理由を開示することを求める。 

 

（エ）都政改革本部の議題として審議会の議事や議事録の公開が取り上げられて

いることからも、対象公文書をはじめとする議事録について都民情報ルーム

などで閲覧可能とすることを求める。 

 

３ 異議申立てに対する実施機関の説明要旨 

理由説明書及び口頭における実施機関の主張を要約すると、以下のとおりである。 

 

本件異議申立てに係る文書は、主に開発行為の許可処分について認容裁決に至った審

査請求案件を審議した回の議事録である。非開示とした理由については以下のとおりで

あり、当初条例７条２号及び３号により非開示とした箇所のうち、事務局の見解及び委

員個人の意見やそれを類推し得る情報については、条例７条５号及び６号に係る非開示

理由を追加する。 

条例７条２号により非開示とした部分には、個人の氏名、住所、開発許可申請地、開

発許可番号、個人の住宅の特定につながる施設等の情報が記載されており、これらの記

載事項は、特定の個人を識別することができるものに該当するため非開示とした。 

条例７条３号により非開示とした部分には、法人名及び法人の事業活動に係る情報が

記載されており、これらの記載事項は、開発許可処分が取消となった事案に深く関与（許
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可申請者及び設計者等）している法人の情報であり、公にすることにより当該法人の事

業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるため非開示とした。 

条例７条５号により非開示とした部分には、事務局の見解及び委員個人の意見やそれ

を類推し得る情報が記載されており、これは発言者自身の認識及び意見の交換など審議

の具体的な内容であり、発言の性格や成熟度には差異があるものである。審議案件に関

して自由闊達に意見を述べていることから、本件については既に審議が終了し裁決が出

ているとはいえ、審議の内容を開示すると、今後の発言が外部の反応を意識したものに

ならざるを得ず、委員が公表を前提とした発言を行うようになったり発言を躊躇したり

するおそれがあり、委員の自由かつ率直な意見交換が妨げられ、適正な意思決定が損な

われるおそれがあるため非開示とした。 

また、東京都開発審査会は、準司法機関として、自由かつ率直な議論を行って合意を

形成し、裁決に向け適正な意思決定を行う必要がある。各回の議事録は、その時点にお

ける合意形成の状況とともに、合意に至る議論の内容が記載されており、審査会議事録

が後日公になることが前提となると、委員間の討議において、委員が公になった後の自

身の発言に対する外部からの圧力等を懸念し、委縮して発言しづらくなるなど、自由か

つ率直な意見の交換が妨げられ、審議が硬直的かつ形式的な議論しか展開されず、裁決

に向けた討議に支障が生じるなど、今後の開発審査会の運営に係る事務や審査請求事務

の適正な執行に支障を及ぼすため、前述した条例７条５号により非開示とした部分は、

条例７条６号にも該当する。 

 

４ 審査会の判断 

（１）審議の経過 

当審査会は、本件異議申立てについて、以下のように審議した。 

年 月 日 審 議 経 過 

平成２８年 ３月 ３日 諮問 

平成２８年 ４月２０日 新規概要説明（第１６８回第一部会） 

平成２８年 ９月１２日 実施機関から理由説明書収受 
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平成２８年 ９月１３日 
審議及び実施機関から説明聴取 

（第１７２回第一部会） 

平成２８年１０月１１日 異議申立人より意見書収受 

平成２８年１０月１４日 実施機関が追加で開示決定を行い通知 

平成２８年１０月２５日 審議（第１７３回第一部会） 

平成２８年１１月１６日 審議（第１７４回第一部会） 

平成２８年１２月２１日 審議（第１７５回第一部会） 

 

（２）審査会の判断 

当審査会は、実施機関及び異議申立人の主張を具体的に検討した結果、以下のよ

うに判断する。 

 

ア 東京都開発審査会について 

 東京都開発審査会は、都市計画法（昭和43年法律第100号。以下「法」という。）

78条１項に基づき、開発行為の許可などの処分についての審査請求（以下「審査請

求案件」という。）に対する裁決及び市街化調整区域における開発行為又は建築行

為の許可（以下「一般案件」という。）に係る審議を行う都の附属機関として設置

されており、東京都開発審査会条例（昭和44年東京都条例第114号）及び東京都開

発審査会運営規則（昭和45年12月24日東京都開発審査会議決）にその組織及び運営

に関する事項が定められている。 

 

イ 本件対象公文書について 

本件異議申立てに係る開示請求は、「第261回東京都開発審査会議事録、第262回東

京都開発審査会議事録、第263回東京都開発審査会議事録、第264回東京都開発審査

会議事録、第288回東京都開発審査会議事録及び第289回東京都開発審査会議事録」

（以下「本件開示請求」という。）を求めるものである。 



 - 6 - 

実施機関は、本件開示請求に対して、「東京都開発審査会議事録（第289回）」を開

示決定し、別表１に掲げる「東京都開発審査会議事録（第261回から第264回まで及

び第288回）」（以下当該各回の東京都開発審査会議事録をそれぞれ「本件対象公文書

１」から「本件対象公文書５」という。）については、条例７条２号及び３号に該当

するとして、別表２に掲げる各部分を非開示とする一部開示決定を行った。 

また、実施機関は、当審査会に提出した平成28年９月12日付理由説明書において、

本件対象公文書に記載された審査請求案件の事前審理及び事後審理に係る記載内容

のうち、事務局の見解及び委員個人の意見やそれを類推し得る情報が条例７条５号

及び６号にも該当する旨主張し、非開示理由の追加を行っている。 

 

ウ 当審査会の審議事項について  

異議申立人は、異議申立書において本件対象公文書５以外の一部開示決定処分を

取り消し、個人の氏名及び住所を除く非開示部分の開示を求めている。 

また、実施機関は、本件異議申立てを受けて非開示箇所の再検討を行った結果、

都民情報ルームにおいて閲覧に供している「東京都開発審査会第１回～第 300 回記

録資料集」（平成 26 年３月発行）に本件開示請求に係る一部開示決定で非開示とし

た情報の一部が記載されている事実が判明したことから、平成 28 年 10 月 14 日付

けで該当する部分について追加で開示する決定を行った。 

そこで、当審査会では、別表２に掲げる本件対象公文書１から４について、なお

非開示とされている同表に掲げる本件非開示情報１から７まで及び本件非開示情

報９から 13 までの非開示妥当性について判断する。 

 

エ 東京都開発審査会の審議について 

当審査会が見分したところ、上記ウの本件非開示情報に係る東京都開発審査会の

審議については、以下のとおりである。 

（ア）一般案件 

本件対象公文書１において１件、本件対象公文書２において２件の一般案件に

係る審議が記載されており、これらはいずれも個人からの申請による市街化調整

区域内の建築物の用途変更（所有権の移転）の許可に係る審議である。 
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（イ）審査請求案件 

本件対象公文書１から４までには、継続して同一の審査請求案件（以下「本件

開発審査請求」という。）に係る審議の内容が記載されており、本件開発審査請

求は、２つの開発事業者が隣接する開発区域Ａ及びＢについてそれぞれ開発許可

を受けたことに対して、開発予定区域に隣接して居住する審査請求人が自身の生

活に深刻な被害が生ずると主張し、２つの開発許可処分について取消しの裁決を

求めたものである。この審査請求人の主張する理由が認められたことから、本件

対象公文書１から４までの審議を経たのち、本件開発審査請求については、平成

19 年に処分庁から開発事業者になされた開発許可処分をいずれも取り消す裁決

が出された。 

なお、審査請求案件に係る審議内容は、その性質に応じて口頭審理、事前審理

及び事後審理の３つに区分される。口頭審理は法 50 条３項に規定されており、

審査請求人、処分を行った行政庁及びその他関係人が公開の場で意見を述べるも

のである。事前審理及び事後審理（裁決を含む。）は、口頭審理をはさんで非公開

で行われるものであり、事前審理では論点等の整理を行い、事後審理では処分庁

及び審査請求人の主張を踏まえて裁決案を検討することとなる。本件開発審査請

求については、本件対象公文書１から４までの全審議を通じて事前審理及び口頭

審理が各２回、事後審理が４回行われている。 

 

オ 条例の定めについて 

条例７条２号本文は、「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。）で特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することに

より、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）又は特定の個人

を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害する

おそれがあるもの」を非開示情報として規定しており、同号ただし書において、「イ 

法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている

情報」、「ロ 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」、「ハ 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」のいずれかに該当する情報については、同
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号本文に該当するものであっても開示しなければならない旨規定している。 

条例７条３号本文は、「法人（国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行

政法人を除く。）その他の団体（以下「法人等」という。）に関する情報又は事業を

営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は

当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれ

ると認められるもの」を非開示情報として規定している。また、同号ただし書にお

いて、「イ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は

健康を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報」、「ロ 違法

若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活

を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報」、「ハ 事業活動

によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他都民の生活を保護

するために、公にすることが必要であると認められる情報」のいずれかに該当する

情報については、同号本文に該当するものであっても開示しなければならない旨規

定している。 

条例７条５号は、「都の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地

方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であっ

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、不当に都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もの」を非開示情報として規定し

ている。 

条例７条６号は、「都の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは

地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、

…当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがあるもの」を非開示情報と規定している。 

 

カ 本件非開示情報の非開示妥当性について 

（ア）本件非開示情報１、２、５、６及び 11 の条例７条２号該当性について 

当審査会が本件対象公文書１、２及び４を見分したところ、一般案件の審議に

係る本件非開示情報１及び５には、申請者等の住宅の特定につながる施設及び申

請者の家族や親族等に係る情報が記載されている。また、本件非開示情報２、６
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及び 11 は審査請求案件の審議に係る情報であり、審査請求人の住所の特定につな

がる開発許可申請地、接道している市道、近隣施設名等の情報が記載されている。 

当審査会が検討したところ、これらの非開示情報は、それだけでは特定の個人

を識別することはできないが、他の情報と照合することで特定の個人が識別され

る可能性があると認められるため、条例７条２号本文に該当する。 

異議申立人は、法 46 条及び 47 条に規定する開発登録簿には、開発許可申請者

及び許可申請地が掲載され、閲覧に供されているため、これらの情報は開示すべ

きである旨主張する。 

この点について当審査会が実施機関に確認したところ、本件対象公文書に係る

一般案件については、建築行為の許可に係る審議であることから開発登録簿に登

録されていないため閲覧することはできず、また、本件開発審査請求に係る開発

許可は裁決後に取り消されたため、本件開発審査請求に係る開発登録簿は現在閲

覧に供していないとのことである。 

これらのことから、本件非開示情報１、２、５、６及び 11 は公にされている

ものとは認められないため、条例７条２号ただし書きイに該当せず、その内容及

び性質からただし書きロ及びハにも該当しない。 

したがって、本件非開示情報１、２、５、６及び 11 は条例７条２号に該当し、

非開示が妥当である。 

 

（イ）本件非開示情報３、９及び 12 の条例７条３号該当性について 

当審査会が本件対象公文書１、３及び４を見分したところ、本件非開示情報３、

９及び 12 には、本件開発審査請求に係る法人名及び当該法人が申請し許可された

内容が記載されている。 

実施機関は、本件非開示情報３、９及び 12 は開発許可処分が取消しとなった法

人及び当該開発許可に深く関与している法人の情報であり、公にすると、当該法

人の事業運営上の地位及び社会的な地位が損なわれるため、条例７条３号により

非開示とした旨主張する。 

この点について当審査会が検討すると、本件開発審査請求については２回にわ

たり口頭審理が行われ、公開の場で事業者名も含めて案件詳細が明らかとなって

おり、また、当該開発許可処分に対する違法性を認めた裁決の判断内容は、事業
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者名及び当該処分に係る日付は伏せ字となっているものの、当該事業者の申請し

た開発許可の内容及び許可が取り消された事実を含めて裁決書が常時閲覧に供さ

れている。加えて、本件開発審査請求に係る土地は、処分取消後に別途開発申請

及び許可が行われ、開発行為が既に完了しているという状況を踏まえれば、本件

非開示情報３、９及び 12 を公にすることにより、本件開発審査請求に係る法人の

競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が具体的に侵害されるとまでは

認められない。 

したがって、本件非開示情報３、９及び 12 は条例７条３号には該当せず、別

表３に掲げるこれらの情報は開示すべきである。 

 

（ウ）本件非開示情報４、７、10 及び 13 の条例７条５号該当性について 

当審査会が本件対象公文書１から４までを見分したところ、本件非開示情報４、

７、10 及び 13 には、本件開発審査請求に係る審議のうち、非公開で行われた事

前審理及び事後審理の場で、各委員が各立場から述べた意見や質問などの発言、

事務局が各委員の意見を反映させてまとめた資料の説明並びに委員からの質問に

対する事務局の補足説明が記載されている。 

実施機関の説明によれば、既に審議が終了し裁決が出ているとはいえ、これら

の情報を公にすると、今後の東京都開発審査会において、委員等の発言が外部の

反応を意識したものにならざるを得ず、委員が公表を前提とした発言を行うよう

になったり、発言を躊躇したりするおそれがあり、委員の自由かつ率直な意見交

換が妨げられることにより、東京都開発審査会の適正な意思決定が損なわれるお

それがあるとのことである。 

当審査会が検討したところ、東京都開発審査会における審議は、複数の利害関

係人が存在する個別具体的な処分の妥当性について、委員がそれぞれの立場から

意見交換を行い慎重に審議をつくした上で、最終的に裁決に至るものであり、そ

の性格上、東京都開発審査会における審議では、自由闊達な意見交換の機会を担

保することが公正な裁決を行うことにとって特に重要なことであると認められる。

本件開発審査請求自体は既に裁決が行われているが、本件非開示情報４、７、10

及び 13 を公にすることにより、今後の審査請求案件に対して、東京都開発審査会

において各委員が発言を躊躇するなど、自由かつ率直な意見交換が損なわれるお
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それがあり、その結果、東京都開発審査会の適正な意思決定が損なわれるおそれ

が認められる。よって、本件非開示情報４、７、10 及び 13 は条例７条５号に該

当し、同条６号該当性について判断するまでもなく、非開示が妥当である。 

なお、本件非開示情報４、７、10 及び 13 には、前記（イ）により条例７条３

号には該当しないとされた情報と同じ内容のものも含まれているが、これらの情

報は委員の発言等の一部であり、上述のとおり委員の発言等は一体として条例７

条５号に該当すると判断したものであるから、当該部分のみを開示することはで

きない。 

また、異議申立人は条例７条５号による非開示部分について、実施機関の説明

するところのおそれは議事録の非開示で解決すべきではなく、東京都開発審査会

の在り方全体を検討する中で解決されるべきであると述べているが、これは当審

査会の判断する事項ではない。 

異議申立人は、その他種々主張しているが、いずれも審査会の判断を左右する

ものではない。 

 

よって、「１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

 

（答申に関与した委員の氏名） 

秋山 收、浅田 登美子、神橋 一彦、隅田 憲平 
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【別表１】 

本件対象

公文書 
公文書の件名 

本件非開示情報を含む 

審議内容 

１ 
東京都開発審査会議事録

（第261回） 

一般案件 

審査請求案件（事前審理） 

審査請求案件（口頭審理） 

審査請求案件（事後審理） 

２ 
東京都開発審査会議事録

（第262回） 

一般案件 

審査請求案件（事後審理） 

３ 
東京都開発審査会議事録

（第263回） 
審査請求案件（事後審理） 

４ 
東京都開発審査会議事録

（第264回） 

審査請求案件（事前審理） 

審査請求案件（口頭審理） 

審査請求案件（事後審理） 

５ 
東京都開発審査会議事録

（第288回） 
（異議申立て対象外） 
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【別表２】 

 

※下線部は、異議申立人が開示を求めない事項及び実施機関が追加で開示した事項であり、

審議の対象としていない。 

本件対象

公文書 

本件非開

示情報 
非開示とした部分 

根拠規定 

（理由説明書

での非開示理

由追加後） 

１ 

１ 

<一般案件審議部分> 

個人の氏名、住所、個人の住宅の特定につながる

施設等の情報 
条例７条２号 

２ 

<審査請求案件審議部分> 

個人の氏名、住所、個人の住宅の特定につながる

施設等の情報、開発許可申請地、開発許可番号 

３ 法人名、法人の事業活動に係る情報 条例７条３号 

４ 
審査請求案件の審議における事務局の見解、委員

個人の意見やそれを類推し得る情報 

条例７条５号

及び６号 

２ 

５ 

<一般案件審議部分> 

個人の氏名、住所、個人の住宅の特定につながる

施設等の情報、家族・親族に関する情報 
条例７条２号 

６ 

<審査請求案件審議部分> 

個人の氏名、住所、開発許可申請地、個人の住宅

の特定につながる施設等の情報 

７ 
審査請求案件の審議における事務局の見解、委員

個人の意見やそれを類推し得る情報 

条 例 ７ 条 ３

号、５号及び

６号 

３ 

８ 個人の氏名 条例７条２号 

９ 
法人名、法人の役員を務める個人の氏名、法人の

事業活動に係る情報 
条例７条３号 

10 
審査請求案件の審議における事務局の見解、委員

個人の意見やそれを類推し得る情報 

条例７条５号

及び６号 

 

 

 

４ 

 

11 

<審査請求案件審議部分> 

個人の氏名、個人の住宅の特定につながる施設等

の情報 

条例７条２号 

12 
法人名、法人の役員を務める個人の氏名、法人の

事業活動に係る情報 
条例７条３号 

 13 
審査請求案件の審議における事務局の見解、委員

個人の意見やそれを類推し得る情報 

条例７条５号

及び６号 

５ 

異議申立

て対象外 

14 
個人の氏名、個人の住宅の特定につながる施設等

の情報 
条例７条２号 
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【別表３】 

本件対象

公文書 

本件非開示

情報 
開示すべき部分 

１ ３ 開発申請者名、開発許可申請に係る日付、工事完了日 

３ ９ 
開発許可申請に係る代理人である事業者名、開発許可

に係る工事事業者名 

４ 12 
口頭審理に参加した事業者名、開発申請者名、開発許

可に係る設計事業者名、開発許可申請に係る日付 

 


