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別紙 

諮問第９６８号 

 

答   申 

 

１ 審査会の結論 

  土地登記簿調書及び建物登記簿調書を非開示とした実施機関の決定は、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「補助第46号線（目黒本町地区）

及び補助第29号線（戸越公園駅周辺地区）の土地・建物所有者一覧表」の開示請求に

対し、東京都知事が平成27年８月11日付けで行った非開示決定について、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は、以下のとおり要約される。 

 

  ア 異議申立書 

開示請求者の請求範囲（黒塗りの部分を開示請求の段階で認めている）を認めて

開示請求をしているのに対して、故意に拡大解釈をして非開示に該当する様に仕向

けている。非開示の判断を特定する基準の例として「不動産登記簿の謄本」を例示

したのを悪用して非開示決定の根拠にしている。都知事が代わって行政文書の開示

の必要性の認識が変わっているのに、担当部署は旧態依然の基準で開示を妨害して

おり承知し難い。すみやかな是正（開示）をお願いする。 

情報開示制度が目的にしているのは「行政の透明性」であり、今回の非開示を放

置したなら、開示制度そのものが機能しなくなる。 

東京都知事が代わった以上は開示する基準の継続よりも新基準によって判断すべ

きである。今回の御庁の判断からすると、「知事は東京都の行政にとって単なる看板
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にすぎず実質はガッチリした行政官のスクラムによって遂行されるべきであって、

たとえ知事が変わったとて開示の基準が変わるものではない」との思いが見られる。 

これでは、過去の帝国陸海軍の官僚制と同じである。 

都行政のリーダーである知事の方針を行政官が無視したケースとして是非ともマ

スコミにも参加していただき、検証したいものである。 

 

  イ 意見書 

「非開示決定理由」の根本は「登記簿謄本の一部に記載されているから」が主旨

であるが、この理由付けは根本的に制度を誤解されている。 

そもそも、登記簿に記載されている内容なら、開示しなくても良いことになるの

なら「行政文書の開示制度」自体が不要になる。  

何故なら、登記制度は戦前からの制度であり、この制度のみでは公平で明瞭な行

政であることを国民（都民）が納得できないから、情報公開制度が制定されたので

ある。 

仮に、情報公開の対象となる文書に記載されている内容の一部と登記簿謄本に記

載されている内容の一部開示が一致することを理由にして行政文書を公開しなか

ったとしたなら情報公開制度の制定目的が満たされない事になる。 

制定の目的である「公平で明瞭な行政」を明確にする為に必要であるのなら、行

政当局（東京都庁）が保持している情報内容と法務省が管轄としている情報内容が

一致する場合であっても情報公開の申請人が東京都庁に申請した場合には開示す

るのが原則であるはずである。 

東京都は申請した情報を保持しているが非公開とするとの「我が儘で身勝手な裁

量」は許されない。 

仮にこの様な「我が儘で身勝手な裁量」を許したなら行政が得意とする「たらい

まわし」に落居ってしまい情報公開制度の制定目的が完全に達成できなくなってし

まう。 

東京都は申請された情報を保持している場合には原則として「開示」にすべきで

あり、非開示が許されるのは個人情報の保護に限定すべきである。この個人情報の

保護以外の制約を自らがでっちあげて非公開とする行為は絶対に許されない。それ

は情報公開制度の制定目的を完結する為の必要条件だからである。 
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今回の蛮行（非開示である謄本を見ろ）を許したなら情報公開制度の制定目的が

達成できない。ましてや東京都庁以外の官庁の情報を見ろと指摘するのは根本的に

許されない。ただ、東京都が編集して公開している他の出版物が存在する場合に申

請に助言して納得をして頂いて公開申請を取り下げて貰う事は適正な行為といえ

る。 

今回の審査に当たっては情報公開制度の制定目的に即して「保持している文書」

は公開を原則とする裁定を願う。 

 

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。 

 

（１）条例７条２号により非開示とした理由について 

補助第 46 号線（目黒本町地区）の土地登記簿調書（平成 21 年 10 月及び平成 22

年３月）及び建物登記簿調書（平成 21 年 10 月及び平成 22 年３月）、補助第 29 号線

（戸越公園駅周辺地区）の土地登記簿調書（平成 27 年３月）及び建物調査票（一覧）

（平成 26 年３月）に記載されている「地番」、「地目」、「地積」、「氏名」、「登記上の

住所」、「家屋番号」、「種類」、「構造」、「床面積」、「建築年月日」、「所有者」、「原因

及び日付」及び「抵当権の設定」については、土地登記簿又は建物登記簿に記載さ

れた情報の一部を転記したものである。また、「現住所」、「郵便番号」、「電話番号」、

「建物の有無」、「建物図面の有無」、「氏名」に付記した生死の状況及び「所有者以

外の権利の種別」に記載している相続関係、親族関係及び代理人関係の情報につい

ては実施機関の調査により得た情報であるが、いずれも個人に関する情報で、特定

の個人を識別することができるものに該当することから、条例７条２号に該当する

ため非開示とした。 

 

（２）条例７条６号により非開示とした理由について 

補助第 46 号線（目黒本町地区）の土地登記簿調書（平成 21 年 10 月及び平成 22 年

３月）及び建物登記簿調書（平成 21 年 10 月及び平成 22 年３月）、補助第 29 号線（戸

越公園駅周辺地区）の土地登記簿調書（平成 27 年３月）及び建物調査票（一覧）（平

成 26 年３月）については、いずれも土地登記簿又は建物登記簿に記載された情報の一
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部を転記するとともに実施機関の独自の調査により収集した情報を加えたものである。

このうち土地登記簿及び建物登記簿は、不動産登記法（平成 16 年法律第 123 号）第

119 条の規定により、写しの交付の対象となる公文書である。 

また、本件開示請求に係る事業は、都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 59 条

第２項に基づく事業認可を取得しており、公共性の高い道路整備を着実に推進する必

要がある。そのためにはまず、道路用地に係る権利者を正確に把握し、用地買収の交

渉を迅速に進めることが不可欠であり、これらの対象公文書は買収の対象となる土地

及び建物所有者情報の一覧表としての性質を有している。このため、これを開示する

ことにより不動産登記制度による個別の閲覧よりもはるかに容易に権利者情報を入手

することができ、第三者が権利者へ個別に働きかけ、先行して用地を取得するなど、

用地取得を妨げる不測の事態が発生し、事業の実施に重大な支障を及ぼすおそれがあ

ることから、条例７条６号に該当するため非開示とした。 

 

４ 審査会の判断 

（１）審議の経過 

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２７年１０月３０日 諮問 

平成２７年１１月１９日 新規概要説明（第１６４回第一部会） 

平成２８年 ２月１７日 審議（第１６７回第一部会） 

平成２８年 ４月１４日 実施機関から理由説明書収受 

平成２８年 ４月２０日 審議（第１６８回第一部会） 

平成２８年 ５月１６日 異議申立人より意見書収受 

平成２８年 ５月３１日 審議（第１６９回第一部会） 
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平成２８年 ６月２８日 審議（第１７０回第一部会） 

 

（２）審査会の判断 

審査会は、異議申立ての対象となった公文書並びに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 特定整備路線の整備事業について 

実施機関では、平成 24 年１月に策定した「木密地域不燃化 10 年プロジェクト」

実施方針に基づき、防災上効果の高い都市計画道路である特定整備路線の整備に関

する事務を所管しており、基礎的な調査、事業用地の測量、用地の取得、これに伴

う物件の移転等の損失補償及び用地の管理等の事務を所掌している。 

補助第 46 号線及び補助第 29 号線の２つの補助幹線道路については、特定整備路

線として位置づけられており、実施機関は、都市計画法第 59 条第２項による都市

計画事業の事業認可を取得し整備を進めているところである（以下、上記２つの補

助幹線道路に係る都市計画事業を「本件都市計画事業」という。）。 

 

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、本件都市計画事業に係る「補助第 46 号線（目

黒本町地区）及び補助第 29 号線（戸越公園駅周辺地区）の土地・建物所有者一覧

表」について開示を求めるもの（以下「本件開示請求」という。）である。 

実施機関は、本件開示請求に係る対象公文書について、別表に掲げる本件対象公

文書１から６までを特定し、いずれも条例７条２号及び６号に該当するとして非開

示決定を行った。 

 

ウ 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
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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。 

また、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。 

 

エ 本件対象公文書の非開示妥当性について 

審査会が本件対象公文書１から６について見分したところ、本件対象公文書１に

ついては、記載事項として、「町名」、「地番」、「地目」、「地積」、「所有者の氏名」、

「所有者の登記上の住所」、「所有者の現住所と郵便番号」、「所有者の電話番号」及

び「所有者以外の権利の種別」欄があり、土地の地番ごとに 83 件分の情報が一覧

表の形式で記載されている。また、所有者が個人の場合には、所有者の生死状況や

所在、相続に係る情報、親族や代理人の状況、土地取得の意思等が記載されており、

所有者が法人の場合には、担当者や連絡先等の情報が「所有者の氏名」、「現住所」

及び「所有者以外の権利の種別」欄に記載されている。 

本件対象公文書２及び本件対象公文書５については、いずれも本件対象公文書

１と同じ構成であり、対象となる町名、地番及び作成した年月が異なるものの、土

地所有者に関する情報一覧となっている。 

本件対象公文書３及び４については、建物所有者に関する情報一覧となってお

り、「町名」、「地番」、「家屋番号」、「所有者氏名」、「登記簿上の住所」、「郵便番号」、

「電話番号」、「建物種類」、「建物構造」、「床面積」、「登記の原因及び日付」、「所有

者以外の権利の種別」、「建物の有無」、「建物図面の有無」及び「特記事項」欄に記

載された情報により構成されている。    

本件対象公文書６については、本件対象公文書３及び４と同じ一覧構成である
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が、調査場所、調査年月日及び調査者は異なっており、「郵便番号」、「電話番号」、

「登記の原因及び日付」、「建物の有無」及び「特記事項」欄はない。 

実施機関の説明では、本件対象公文書１から６は、いずれも、法務局に対する公

用請求により取得した不動産登記に係る全部事項証明書から必要事項を抜粋して

転記した情報に、実施機関が行った調査により取得した権利者に係る情報を加えて、

町名地番単位で整理し作成したとのことである。事業用地の境界確認及び面積確定

には、土地所有者及び建物所有者の正確な把握が必要であり、実施機関は、本件対

象公文書を基礎資料として用地買収の交渉を行っていると説明する。 

さらに、本件対象公文書は、事業用地として買収の対象となる土地所有者及び建

物所有者に係る情報の一覧表の性質を有しており、これを公にすることにより、第

三者が個々の登記に係る情報等を収集することと比較して、はるかに容易に土地所

有者及び建物所有者に係る情報を入手できることとなり、その結果、当該事業に反

対する目的等を持って権利者に働きかけ、先行して土地や建物を取得するなど、用

地買収を困難にする不測の事態が発生し、本件都市計画事業に重大な支障を及ぼす

おそれがあると主張する。 

審査会が検討したところ、本件対象公文書１から６までを公にすることにより、

一般的に不動産登記法等に基づき登記情報を収集する場合と比較して、一覧整理さ

れた土地所有者及び建物所有者に係る情報が、簡便かつ大量に得られることになり、

実施機関が危惧するとおり、事業に反対する意図等を有する者により、権利者への

様々な働きかけが容易となることは推認されるところである。 

実施機関は、本件都市計画事業について、限られた期間内に道路用地の測量、

物件調査、用地折衝・協議、契約・補償金の支払等を段階的かつ速やかに進めてい

く必要があるところ、本件対象公文書を公にすることにより、先に述べたような権

利者への様々な働きかけ等が行われる可能性があり、その結果、実施機関の本件都

市計画事業の適正な事業遂行に支障が生ずるおそれがあると認められる。 

以上のことから、本件対象公文書１から６までは条例７条６号に該当し、同条

２号について判断するまでもなく、非開示が妥当である。 

 

よって、「１ 審査会の結論」のとおり判断する。 
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（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 

 

別表 

本件対象公文書 件名 

１ 
土地登記簿調書（補助第 46 号線（目黒本町地区）） 

（平成 21 年 10 月） 

２ 
土地登記簿調書（補助第 46 号線（目黒本町地区）） 

（平成 22 年３月） 

３ 
建物登記簿調書（補助第 46 号線（目黒本町地区）） 

（平成 21 年 10 月） 

４ 
建物登記簿調書（補助第 46 号線（目黒本町地区）） 

（平成 22 年３月） 

５ 
土地登記簿調書（補助第 29 号線（戸越公園駅周辺地区）） 

（平成 27 年３月） 

６ 
建物調査票（一覧）（補助第 29 号線（戸越公園駅周辺地区）） 

（平成 26 年３月） 

 


