
府情個第 2

平成 23年 7

409号

月 27日

独立行政法人水資源機構 殿

情報公開・個人情報保護審査

答申書の交付について

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第 18条第 2項の規定に

基づく下記の諮間について,別紙答申書を交付 します (平成 23年度 (独情)

答申第 32号 )。

記

諮問番号 :平成 20年 (独情)諮問第 71号
事件名  :長良川河 口堰建設事業に伴う漁業補償説明資料等の一部開示決定

に関する件



I

(別 紙 )

諮問番号 :平成 20年 (独情)諮問第 71号

答申番号 :平成 23年度 (独情)答申第 32号

答 申 書

第 1 審査会の結論

別紙 1に掲げる文書 (以下 「本件請求文書」という。)の開示請求につ

き,別紙 2に 掲げる文書 1な いし文書 56(以 下,併せて 「本件対象文

書」 という。)を特定 し,その一部を不開示とした決定について,諮問庁

がなお不開示 とすべきとしている部分については,別紙 4な いし別紙 9に

掲げる部分を開示すべきである。

第 2 異議申立人の主張の要旨

1 異議申立ての趣旨

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 (以下 「法」とい

う。)3条の規定に基づ く本件請求文書の開示請求に対 し,平成 19年 1

1月 26日付け 19総総第 88号により独立行政法人水資源機構 (以下

「水資源機構」,「処分庁」又は 「諮問庁」という。)が行った一部開示

決定 (以下 「原処分」という。)について,その取消しを求める。

2 異議申立ての理由

異議申立人の主張する異議申立ての主たる理由は,異議申立書,意見書

1及び意見書 2の記載によると,おおむね以下のとおりである。

(1)異議申立書

ア 文書の特定

開示請求 した文書の名称は 「長良川河 口堰建設事業に伴う漁業補償

説明資料及び補償交渉記録」となっている。

これは,異議申立人の問題意識を処分庁の中部支社の情報公開室に

て担当者に伝えつつ,会議の中で決めていったものである。かくも何

も開示できない真っ黒塗 りになるならば,別 の名称の文書を開示請求

すべきだと示唆すべきである。

今般,木曽川水系連絡導水路建設の大きな根拠となって しまってい

る木曽川水系河川整備基本方針の正常流量の数値を決めていくに当た

り,木曽川では河 口部のヤマ トシジミの生息保全が極めて大きな役割

を持っていることを知った。長良川河 口堰で壊滅 したと言われている

長良川河 口部でのヤマ トシジミとの扱いの差に驚いた。適正な漁業補

償について,中部地方整備局河川部では 「それは事業者である水資源
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開発公団 (現水資源機構)でないと分からない」と言われた。長良川

河口堰建設事業当時は環境影響評価法も河川法 16条の 2の規定も存

在せず,一般住民に環境改変について説明する機会があったとは思え

ないので,漁業補償の際にどのような説明をしたのかが分かるような

情報開示を処分庁に求めた。

結局,個人名などの記載のない「漁業補償基準の建設大臣承認にあ

たっての影響調査の報告書」というものが存在すると後から聞いた。

水資源機構の組織的体質として,担当者が開示請求者の問題意識と

しっかり向き合って文書特定に努めるという姿勢が足りないのではな

い か 。

イ 延長の問題

2007年 (平成 19年)10月 1日付けで開示請求 したものが ,

同月 26日 付け 19総総第 75号で開示決定等の期限の延長となった。

理由の一つは,当該開示請求に係る法人文書が多量であるためとなっ

ている。

当該延長により,木曽川水系河川整備計画原案に対する公聴会公述

人募集期限 (平成 19年 12月 26日 )前に,木曽川と長良川ではな

ぜ こうもヤマ トシジミの生息保全の基準が違 うのか,なぜ長良川では

ヤマ トシジミが死滅 しても仕方がないとなり,なぜ木曽川では既往最

大の異常渇水時にもヤマ トシジミ生息保全のために新たな施設建設を

行 うとなるのかという疑間を解 く手がか りを得ることができなかった。

異議申立人は無意味と言える真っ黒塗 り開示をされた。他にも,時間

(期限)において具体的不利益を被ったのである。

ウ 法 1条の目的に照 らせば,全ての情報を国民にできるだけ開示する

のが原則である。だか らこそ不開示となる場合を定めた法 5条 も可能

な限り開示することを明記 した上で,一定の例外 (不開示情報)を示

したものであって,同条を使えば開示しなくてもよいという方向で使

われることを予定したものではないし,できるだけ不開示にすること

を推奨するものでもない。

ところが,開示された文書はほとんど全面的に真っ黒塗 りであって ,

何も読み取ることができない,情報開示の名に値しないものである。

これは法の趣旨を著 しく逸脱するものであり,到底承服できない。

工 具体的にどの部分の不開示につき異議があるのかを書きたくても書

けないほどの真っ黒塗 りであることを重ねて強調する。

異議申立人は,中部支社で開示請求書を書くときにも個人名や補償

金額などが知りたいわけではないと再三言った。
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長良川河 口堰建設事業に伴う漁業補償説明資料及び補償交渉記録の

うち,事業者 (水資源機構)が行った説明資料は,建設大臣の認可を

受けた基準に基づく公のもののはずであり,そ うであれば第二者との

信頼関係を損ねるおそれがあることや,利益を害するおそれがあるこ

とにはならないはずである。

当時であれば,その説明資料が個別の補償金額に結び付 くなどのお

それが存在 した可能性 も皆無ではない。開示することを交渉相手が嫌

がって,交渉がや りにくくなることはあり得たかもしれない (補償に

は公金を使 うのであるか ら, こういう理屈を直ちに承認するものでは

ないが。)。

しかし, 20年以上も経過した今どなって,第三者との信頼関係を

損なうおそれがあることや,利益を害するおそれがあるなどと言われ

ると,何か裏取引や不正があったのか,不公平な決め方をしたのかな

どと勘 ぐりたくなる (特定ダム建設所では補償をめぐる不適正事案が

複数発覚 した。)。

個人名等は開示の必要はない。どんなことについて説明し,協議を

したのかをうかがわせる程度の開示をして何の支障があるのか。

水資源機構の前身である水資源開発公団が河川環境の影響について ,

どんな予測をし,漁業者にどんな説明をしたのか,できる限り開示し

てほしい。

(2)意見書 1

ア 法 5条 1号の妥当性

諮問庁は,「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,当該情報に含まれる氏名,生年月日その

他の記述等により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。」

という文言を振 りかざして,個人情報だから不開示だと述べているの

みである。

しか し,法 5条は,開示するのが原則であることを明記 した上で ,

一定の例外 (不開示情報)を示したものである。同条に言及されてい

るものは不開示にせよとの趣旨ではないし,できるだけ不開示にする

ことを推奨するものでもない。

今回,異議申立人に開示 した文書は,真っ黒塗 りであり,何も読み

取ることができない。どの部分が個人に関する情報であって,当該情
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報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別

することができるもの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

に当たるとして不開示としたのか,見当をつけることす らできない。

詳細にこの部分は開示されるべきだと意見を述べたくても,不可能で

ある。

異議申立人は,個人の権利利益を害するような個人情報をも開示せ

よと主張するつもりではない。漁業関係者の個人名等についてはゼブ

ラ黒塗 りの不開示はあり得ると思っている。しかし,今回の開示では,

黒塗 り部分が個人情報に当たりそうかどうか,推し測ることす らでき

ない。

イ 法 5条 2号及び 4号の妥当性

短 く言えば,補償については何も開示しないという言い分のようで

ある。

公金を使って事業を行 う独立行政法人のお金の使い方の妥当性の検

証は重要である。

補償の在 り方 (交渉過程・説明の在 り方・金額の算定の仕方等)は ,

とかく不明朗な部分の多いものである (現 に特定ダム建設所では,補
償をめく

゛
る不祥事で処分者を出している。)。

確かに,進行中の補償交渉においては,個人の利害に直接的影響が

生じ得るので,開示・不開示の判断の難 しい部分もある。しかし,今
般,異議申立人が開示請求をしたのは, 20年 も前の,それも事業者

側の説明についてである。

外交文書です ら,一定年月を経れば開示 0公表する。 20年も前の

事業者側の説明の一部す らも開示しないのが当然というのであれば,

今後も不明朗な補償の在 り方が改まらないままになるのではないかと

懸念している。

法 5条 2号イは 「公にすることにより,当該法人等又は当該個人の

権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」,

同号口は 「独立行政法人等の要請を受けて,公にしないとの条件で任

意に提供されたものであって,法人等又は個人における通例として公

にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該

情報の性質,当時の状況等 に照 らして合理的であると認められるも

の」となっている。

事業者の説明に当たる部分を開示すると,誰かの正当な権利利益を

害するおそれがあるのか。現時点で不開示にすることが合理的である
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と認められるのか。不思議である。

20年経っても事業者側の説明部分が開示できないというのは,真

っ当な説明ではない説明を行ったか,あ るいは誰かの正当でない利益

(不当な利益)を発生させたからではないか。

法 5条 4号については,同条 2号で述べたことと重なる。

「通常,補償交渉業務は,その内容を公にしないことを被補償者と

の間で了解 した上で進めていくものであり,議事録などにより,その

内容が公にされることとなれば,被補償者との信頼関係が損なわれ」

うんぬんは,問題のす り替えである。

異議申立人が開示請求 したのは事業者側の説明であつて,正当な補

償を受けた被補償者との信頼関係を損なうことは,およそ考えられな

い 。

諮問庁が,今後も行 うであろう補償交渉業務において,被補償者と

なる人に信頼されるためにこそ,過去の事業のうち事業者側の説明の

在 り方の情報開示が必要である。

ウ 独立行政法人通則法 3条 2項 (独立行政法人は,こ の法律の定める

ところによりその業務の内容を公表すること等を通じて,その組織及

び運営の状況を国民に明らかにするよう努めなければな らない。)の

趣旨が活かされるためにも (それは同時に,独立行政法人というもの

の存在 を保証するものであると考える。),水資源機構の事業の透明

性・公開性を高めることこそが,公益に資すると考える。

(3)意見書 2

補充理由説明書によると,補償交渉の内容の一切を将来にわたって伏

せてお くことが,補償交渉の相手との信頼関係の維持,他事業における

交渉の進行 と合理的な経費 (抑 制)のために必要だと言いたいらしい

が,補償契約に係る交渉経過を,将来 にわたって,第三者には情報を伏

せたままにしておくことは,公金を支出する独立行政法人のお金の使い

方 として許されるだろうか。補償交渉の相手と水資源機構 との信頼関係

維持に寄与するだろうか。

2005年 (平成 17年 )初めに表面化 した特定ダム建設所の不明朗

補償事件は,補償交渉の相手の証言という形で表に出た。

これまで築いてきた信頼関係が損なわれたのではない。むしろ,密室

の中に閉じ込めることで,相手方及び関係する周辺の補償対象者の不信

を招き,信頼関係が損なわれたのである。

暗黙の了解で公にしないことを前提として,客観的な基準や正確な手

続がないがしろにされ,さ らに不透明な関係が生じる。この悪循環であ
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る。第二者への (最終的には納税者・国民への)透明性が担保されない

密室の補償交渉は,少 し話が行き違えば,一気に信頼関係が瓦解する。

その結果,水資源機構が実施する (他)事業において,交渉の不調,遅
延,経費の不合理な増大を招いた。密室の交渉,経過の不透明さこそが

事件を引き起 こし,水資源機構への社会的評価 をおとしめ,補償交渉の

相手も混乱させた。

つまり,暗黙の了解で公にしないことを前提とした補償交渉 こそが ,

交渉の不調,遅延,経費の不合理な増大を招いた。そ して この事件で表

に出た水資源機構と地権者 との間の信頼関係の崩壊 (実は,前か ら本当

の信頼関係はなかったということが明るみに出た。)の影響は,今でも

尾を引いている。

水資源機構自身も補償交渉の相手も社会的に傷ついたこの事件は,い

まだに真相は明らかとは言えず,似たような話とうわさされる事例は ,

現在進行形で幾つも耳にしている。極めて不幸なことである。

この事件から引き出すべき教訓は,透明性の確保ではないのか。交渉

経過が,第三者によってきちんとチェックされる仕組み,その結果が

(事後的であれ)公開される仕組みが確立 していれば,こ の事件は防げ

たのではないか。補償交渉を暗黙の了解で公にしないことを前提とする

ことこそが,交渉の不調,遅延,経費の不合理な増大を招 くおそれをじ

ゃっ起する。

こうした不信 と不幸を招 くおそれを回避するためにも, 20年以上も

経った長良川河 口堰補償交渉の経過はできる限 リオープンにするべきで

ある。

不開示情報を限定列挙する法 5条 は,「○○の場合を除き,開 示請求

者に対 し,当該法人文書を開示 しなければな らない。」 となっており,

限定列挙事項に該当しそうな らば,と にかく不開示 とせよと黒塗 りを勧

奨するものではない。

法の目的は,「 この法律は,国民主権の理念にのっとり,法人文書の

開示を請求する権利及び独立行政法人等の諸活動に関する情報の提供に

つき定めること等により,独立行政法人等の保有する情報の一層の公開

を図 り, もって独立行政法人等の有するその諸活動を国民に説明する責

務が全うされるようにすること」だ。

第 3 諮問庁の説明の要旨

諮問庁の説明は,理由説明書及び補充理由説明書の記載によると,おお

むね以下のとお りである。

1 理由説明書
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(1)原処分の妥当性について

異議申立人か ら開示請求がなされている文書は,長良川河口堰建設事

業に伴う漁業補償説明資料及び補償交渉記録 (昭和 55年 7月 4日 ない

し平成 2年 2月 6日 )(本 件対象文書。以下 「議事録等」ともいう。)

であるが,以下の理由か ら,原処分を維持することが妥当である。

ア 法 5条 1号該当性

(ア )議事録等に記載されている水資源機構及び桑名市役所の職員の氏

名並びに印影 については,国立印刷局発行の職員録 (以下 「職員

録」という。)に掲載されているものを除き,法 5条 1号本文前段
の個人に関する情報に該当することから,不開示とすることが妥当

である。

(イ )議事録等に記載されている漁業協同組合の組合員の役職及び氏名

並びに漁業協同組合と水資源機構とが取 り交わ した補償契約書等に

記載されている役職,氏名及び印影については,法 5条 1号の個人

に関する情報 に該当することか ら,不開示 とすることが妥当であ

る。

(ウ)議事録等に記載されている漁業協同組合の発言箇所は,具体的な

発言内容が公になることにより,発言者や発言の中の登場人物が

特定されることか ら,法 5条 1号 によ り不開示 とすることが妥当

である。

(工 )議事録等に記載されている水資源機構の職員やその他の関係者
の発言箇所は,会話のや り取 りの中で,相手方の前後の発言と密

接に関係 してお り,開示 した場合 には相手方の発言内容を推測さ

せるおそれがあり,相手方の会話の登場人物の権利利益を害する

おそれがあるため,漁業協同組合の発言箇所 と併せて法 5条 1号
により不開示とすることが妥当である。

イ 法 5条 2号該当性

議事録等 は,漁業補償交渉 における漁業補償額 を積算するため

の内容 (収益率,所得率,被害率等)や補償 に関連するや り取 り

な どが記載 されてお り,漁業協同組合 に対する補償内容が明らか

となるだけでな く, これ らを公 にした場合 ,資産内容の変動の状

況が明 らか とな り,漁業協 同組合の利益 に関する情報 を開示する

ことになる。よって,法人の権利その他正当な利益 を害するおそ

れがあることか ら,法 5条 2号イに該当し,不開示 とすることが

妥当である。

また, これ らの内容 は,漁業補償 に当た り,公にしないとの条
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件で漁業協同組合か ら任意 に提供されている情報 によるものであ

ることか ら,法 5条 2号 口に該当 し,不開示 とすることが妥当で

ある。

ウ 法 5条 4号該当性

補償交渉業務は,一般的な商取引とは異な り,代替性のないもの

を取 り扱 うものであ り,適法かつ適正な手続に基づき進められるべ

きであることはもとより,被補償者との間に信頼関係を構築 し,維

持 していくことが,円滑,かつ適正に補償交渉事務を進めていく上

では重要な要素である。かかる観点か ら,通常,補償交渉事務は ,

その内容 を公 にしないことを被補償者 との間で了解 した上で進めて

いくものであ り,議事録等により,その内容が公にされることとな

れば,被補償者 との信頼関係が損なわれ,補償交渉 自体等を拒む被

補償者が出て くる等,今後の補償交渉業務の適正な遂行 に支障を及

ぼすおそれがあることか ら,議事録等は,法 5条 4号柱書き及びニ

に該当し,不開示とすることが妥当である。

また,議事録等に記載されている内容は,被補償者の要望事項を

踏まえ,水資源機構が被補償者との交渉妥結に至るまでの事業遂行

上の手法であり,水資源機構の企業経営上の正当な利益 を害するお

それがあることか ら,法 5条 4号 卜にも該当し,不 開示 とすること

が妥当である。

2 補充理由説明書

(1)水資源機構の職員の氏名及び印影について (文書 1な いし文書 7,文

書 9ないし文書 26,文 書 29及び文書 31ないし文書 56)
議事録等 に記載 されている水資源機構の職員の氏名及び印影 につ

いては、職員録 に掲載 されているものを除き、法 5条 1号本文前段

の個人に関す る情報 に該当し,同号ただ し書イないしハ には該当し

ないため、不開示 とすることが妥当である。

(2)長島町役場等の職員の氏名について (文書 1な いし文書 3,文書 7,

文書 17,文 書 25,文 書 29及び文書 37)
議事録等 に記載されている全ての長島町等の職員の氏名 (別 紙 3

に掲げる部分)は,桑名市情報公開条例 6条 2号工に基づき,開 示

する (平成 16年 12月 6日 に長島町は桑名市に合併。)。

(3)漁業協同組合の組合員等の役職名及び氏名について (文書 1な い

し文書 56)
議事録等に記載されている漁業協同組合の組合員等の役職名及び氏名

については,法 5条 1号本文前段の個人に関する情報に該当し,同号た
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だし書イないしハには該当しないため,不開示とすることが妥当である。

(4)水資源機構の職員の発言について

ア 水資源機構の職員の発言及び記録は,具体的な発言内容が公になる

ことにより,発言者や発言の中の登場人物が特定されることから,法
5条 1号 に該当するので,不開示とすることが妥当である (文書 6)。

イ 漁業補償交渉のうち,漁業補償額を積算するための内容や補償に関

連するや り取 りなどが記載されてお り,漁業協同組合に対する補償内

容が明らかとなるだけでなく, これを公にした場合,漁業補償金に関

する内容など,漁業協同組合の資産内容の変動の状況が明らかとなり,

漁業協同組合の資産や利益に関する情報を開示することになる。よっ

て,法人の権利やその他正当な利益を害するおそれがあることから,

法 5条 2号イに該当するので,不開示とすることが妥当である。

また, これ らの発言が公にされるとなれば,漁業協同組合との暗黙

の了解で公にしないことを前提としている漁業補償契約の締結に至る

までの交渉経過を明らかにすることとなり, これまで築いてきた漁業

協同組合との信頼関係が損なわれ,長良川河口堰事業及び水資源機構

が実施する他の事業において,交渉の不調,遅延,経費の不合理な増

大を招くおそれがある。したがって,水資源機構職員の発言内容は
,

現時点においても,今後の管理業務及び補償交渉業務の適正な遂行に

支障を及ぼすおそれがあることから,法 5条 4号柱書き及び二にも該

当するので,不開示とすることが妥当である (文書 1な いし文書 5

6)。

ウ 当該情報は,漁業協 同組合 と妥結に至るための水資源機構の補償

交渉上のノウハウを示してお り,当該情報 を公にすると,水資源機

構の経営上の正当な利益を害するおそれがあることか ら,法 5条 4

号 卜に該当するので,不開示としたことは妥当である (文書 53及

び文書 54)。

(5)漁業協同組合の組合員の発言等について

ア 漁業協同組合の組合員の発言は, これを公にすると,発言者や発言

の中の登場人物が特定され,法 5条 1号 に該当するので,不開示とす

ることが妥当である (文書 1,文書 3,文書 8,文書 9,文書 12,

文書 14及び文書 15)。 ~

イ 漁業協同組合の組合員の発言及び同組合員からの聞き取 り部分は,

漁業補償額を積算するための内容や補償に関連するや り取 りなどが記

載されてお り, これを公にすると,漁業協同組合に対する補償内容が

明らかとなるだけでなく,漁業補償金に関する内容など漁業協同組合
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の資産内容の変動状況が明らかとなり,漁業協同組合の資産や,利益

に関する情報を開示することになる。よって,法人の権利やその他正

当な利益を害するおそれがあることか ら,法 5条 2号イに該当するの

で,不開示とすることが妥当である (文書 1,文書 2,文書 17ない

し文書 19,文 書 22,文 書 31ないし文書 46及び文書 48ないし

文書 56)。

ウ また,当該情報は,漁業補償に当たり,公にしないとの条件で漁業

協同組合か ら任意に提出された情報であることか ら,法 5条 2号口に

該当するので,不開示とすることが妥当である (文書 1な いし文書 4

6及び文書 48ないし文書 56)。

工 さらに,当該情報が公にされることとなれば,漁業協同組合との暗

黙の了解で公にしないことを前提としている漁業補償契約の締結に至

るまでの交渉経過を明らかにすることとなり, これまで築いてきた漁

業協同組合との信頼関係が損なわれ,長良川河 口堰事業及び水資源機

構が実施する他事業において,交渉の不調,遅延,経費の不合理な増

大を招くおそれがある。 したがって,漁業協同組合員の発言は,現時

点においても,今後の管理業務及び補償交渉事務の適正な遂行に支障

を及ぼすおそれがあることから,法 5条 4号柱書き及び二にも該当す

るので,不開示とすることが妥当である (文書 1な いし文書 46及び

文書 48ないし文書 56)。

(6)市役所及び町役場の職員等の発言について

ア 当該情報には,補償に関連するや り取 りが記載されてお り, これを

公にすると,漁業協同組合の組合員の発言内容を推察させ,その権利

利益を害するおそれがあることから,法 5条 1号の個人に関する情報

に該当するので,不開示とすることが妥当である (文書 2,文書 4,

文書 5,文書 8ないし文書 11,文 書 13,文 書 18ないし文書 20,

文書 23,文 書 25な いし文書 30,文 書 35,文 書 41,文 書 42,

文書 45,文 書 49,文 書 53及び文書 55)。

イ また,当該情報は,これを公にすると,漁業協同組合に対する補償

内容が明らかとなるだけでなく,漁業補償金に関する内容など漁業協

同組合の資産内容の変動の状況が明らかとなり,漁業協同組合の資産

や利益に関する情報を開示することになる。したがって,法人の権利

やその他正当な利益が害するおそれがあることから,法 5条 2号イに

該当するので,不開示とすることが妥当である (文書 18,文 書 38,

文書 53及び文書 55)。

ウ さらに,当該情報は, これを公にすると,漁業協同組合との暗黙の
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了解で公にしないことを前提としている漁業補償契約の締結に至るま

での交渉経過を明らかにすることとな り,こ れまで築いてきた漁業協

同組合との信頼関係が損なわれ,長良川河 口堰事業及び水資源機構が

実施する他事業において,交渉の不調,遅延,経費の不合理な増大を

招くおそれがある。 したがって,当該情報は,現時点においても,今

後の管理業務及び補償交渉業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが

あることか ら,法 5条 4号柱書き及び二にも該当するので,不開示と

することが妥当である (文書 2,文書 4,文書 5,文書 8ないし文書

11,文 書 13,文 書 18な いし文書 20,文 書 23,文 書 25な い

し文書 30,文 書 35,文 書 38,文 書 41,文 書 42,文 書 45,

文書 49,文 書 53及び文書 55)。

(7)添付資料について

ア 当該情報は,漁業補償額を積算するための内容及び漁業補償交渉に

関連するや り取 りであり,これを公にすると,漁業協同組合に対する

補償内容等が明らかとなるだけでなく,漁業補償金に関する内容など

漁業協同組合の資産内容の変動状況が明らかとな り,漁業協同組合の

資産や利益に関する情報を開示することになる。よって,法人の権利

やその他正当な利益を害するおそれがあることから,法 5条 2号イに

該当するので不開示 とすることが妥当である。

また,当該情報が,公になれば,漁業協同組合との暗黙の了解で公

にしないことを前提 としている漁業補償契約の締結に至るまでの交渉

経過を明らかにすることとなり, これまで築いてきた漁業協同組合と

の信頼関係が損なわれ,長良川河口堰事業及び水資源機構が実施する

他事業において,交渉の不調,遅延,経費の不合理な増大を招くおそ

れがある。したがって,当該情報は,現時点においても,今後の管理

業務及び補償交渉業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあること

か ら,法 5条 4号柱書き及び二にも該当するので,不開示とすること

が妥当である (文書 13,文 書 14,文 書 16,文 書 19,文 書 20,

文書 22,文 書 23,文 書 26ないし文書 28,文 書 35,文 書 37,

文書 40,文 書 49ないし文書 52及び文書 55)。

イ 当該情報は,漁業補償に当たり,公にしないとの条件で漁業協同組

合から任意に提出されている情報によるものであることから,法 5条

2号 口に該当するので,不開示とすることが妥当である (文書 19,

文書 20,文 書 22,文 書 23,文 書 28,文 書 35,文 書 49ない

し文書 52及び文書 55)。

第 4 調査審議の経過
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当審査会は,本件諮問事件について,以下のとおり,調査審議を行った。

① 平成20年 4月 11日  諮問の受理

② 同日          諮問庁から理由説明書を収受

③ 同年 5月 9日      異議申立人から意見書1を収受

④ 同年 12月 8日     本件対象文書の見分及び審議

⑤ 平成22年 9月 27日  審議

⑥ 平成23年 2月 21日  審議

⑦ 同年4月 25日     諮問庁から補充理由説明書を収受

⑧ 同年 5月 23日     異議申立人から意見書 2を収受

⑨ 同年 6月 13日     委員の交代に伴う所要の手続の実施,本

件対象文書の見分及び審議

⑩ 同年 7月 25日     審議

第5 審査会の判断の理由

1 本件対象文書について

本件対象文書は,長良川河口堰の建設事業に伴い,昭和 55年 7月 4日

から平成2年 2月 6日 の間において,水資源機構が漁業協同組合に対して

当該事業に係る漁業補償の説明,交渉及び質疑応答を行った事項を記録し

た文書である。

処分庁は,当該文書のうち,次に掲げる部分の一部が,法 5条 1号, 2

号及び4号に該当するとして不開示とする原処分を行ったが,異議申立人

は,不開示部分を開示すべきと主張する。

これに対し,諮問庁は,理由説明書において,不開示とされた部分は,

法 5条 1号, 2号イ及び口並びに4号柱書き,二及び卜に該当すると説明

し,また,補充理由説明書において,不開示部分の一部 (下記⑤)を開示

するとするものの,その余の部分は,なお不開示を維持するとしているこ

とから,本件対象文書を見分した結果に基づき,以下,諮問庁がなお不開

示とすべきとしている部分について,その不開示情報該当性について検討

する。

① 水資源機構の職員の役職名,氏名及び印影

② 漁業協同組合の組合員及び漁業協同組合連合会の会員の役職名及び

氏名等

③ 水資源機構の職員,漁業協同組合の組合員及び漁業協同組合連合会

の会員,市役所及び町役場の職員,県議会議員並びに市議会議員の発

言等

④ 補償金額算定等に関する各種資料

⑤ 長島町役場等の職員の氏名 (別紙3に掲げる部分)
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2 不開示情報該当性について

(1)水資源機構の職員の役職名,氏名及び印影について

ア 決裁欄の印影 (文書 1な いし文書 7,文書 12ないし文書 14及

び文書 16ないし文書 56)
文書 1な いし文書 7,文書 12な いし文書 14及び文書 16ないし

文書 56の決裁欄に記載された水資源機構の職員の役職名に対応する

者の印影のうち,一部が法 5条 1号本文前段の個人情報に該当すると

して,不開示とされている。

当該不開示とされた印影は,法 5条 1号本文前段の個人に関する情

報であって,特定の個人を識別することができるものに該当すると認

められる。また,当該印影に係る職員の氏名は,職員録に掲載されて

いないことか ら,同号ただし書イに該当せず,同号ただし書口及びハ

に該当する事情も認められない。

したがって,当該部分を不開示としたことは妥当である。

イ 出席者欄及び座席図の役職名及び氏名 (文書 1ないし文書 56)

本件対象文書の出席者欄及び座席図には,補償交渉に出席した水資

源機構の職員の役職名及び氏名が記載されている。

このうち,文書 1な いし文書 7,文書 9ないし文書 11,文 書 13

ないし文書 23,文 書 25,文 書 34,文 書 35並びに文書 37ない

し文書 56の 出席者欄並びに文書 17及び文書 25の座席図に記載さ

れている職員の氏名の一部が法 5条 1号本文前段の個人情報に該当す

るとして,不開示とされている。

当該不開示部分のうち,別紙 4の文書 10に係る部分は,役職名で

あり,法 5条 1号本文前段の個人に関する情報であって,特定の個人

を識別することができるものに該当するが,当該情報は,職務遂行に

係る情報であることか ら,同号ただし書ハに該当する。また,別紙 4

の文書 28に係る部分は,原処分において既に開示 している部分と同

様の内容であり,同号ただし書イに該当する。したがつて,別紙 4に

掲げる部分は,開示すべきである。

しかし,その余の部分は,法 5条 1号本文前段の個人に関する情報

であって,特定の個人を識別することができるものに該当し,上記ア

と同様の理由か ら, これを不開示としたことは妥当である。

(2)漁業協同組合の組合員及び漁業協同組合連合会の会員の役職名及び氏

名等について (文書 1な いし文書 56)
ア 本件対象文書の出席者欄には,補償交渉に出席した漁業協同組合の

組合員及び漁業協同組合連合会の会員の役職名及び氏名が,場所欄に
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は,役職名及び場所を示す文字が,文書 37の 5頁及び文書40の 8

頁の漁業協同組合から水資源機構に対する漁業補償に関する要求書中

並びに文書42の 9頁の写真中には,漁業協同組合の組合員の氏名が,

記載されており,そのうち,一部の者の役職名及び氏名が,法 5条 1

号本文前段の個人情報に該当するとして,不開示とされている。

イ 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会は,法人であるところ,水産

業協同組合法 101条において,代表権を有する者の氏名,住所及び

資格等を登記する必要があると規定されている。このことについて,

当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ,①水産業協同

組合法 39条の 3第 1項の規定により,漁業協同組合は,理事会の議

決により,理事の中から当該組合を代表する理事を定めなければなら

ないとされており,理事会において選任された代表理事以外の理事に

ついては,代表権を有しないので登記の必要はない,②代表理事の員

数は 1人でも数人でもよく,実際上は定款をもって組合長を置き,組

合長が代表理事になるが,組合によっては,専務理事 (副組合長)に

も理事会の議決により,代表権を与えている場合がある,③監事につ

いては,原則,代表権を有する者には含まれないとのことであった。

したがって,漁業協同組合及び漁業協同組合連合会の代表者 (対外

的な代表権を有する者)の役職名及び氏名は,法 5条 1号本文前段の

個人に関する情報であつて,特定の個人を識別できるものに該当する

が,法人登記法に基づき,登記所に備え付けられている登記簿を,何

人も手数料を納付すれば,その写しの交付を受け,閲覧することがで

きることから,同号ただし書イに該当する。

ウ 法人登記されていない漁業協同組合の理事 (対外的な代表権を有し

ない者)については,登記簿に記載されていないことから,こ の意味

においては,公にされている情報とは言えないものの,本件対象文書

に係るような漁業協同組合と水資源機構の間で行われる漁業補償交渉

という漁業協同組合及びその組合員にとって重要な交渉の場において,

全ての理事が全ての交渉の場に出席しないとしても,理事は,漁業協

同組合の組合員を代表して当該組合の事務を処理するものであること

から,通常,大半の理事が出席しているものと推察される。

また,補償交渉の場に出席した理事は,組合員を代表して意見 。主

張を述べたり,交渉の場に出席していない組合員に対して交渉内容等

を説明する責任を有しているものと推測される。

したがって, これらを考慮すると,本件のような場合においては,

補償交渉の場に出席した法人登記されていない理事 (対外的な代表権

14-



を有 しない者)であっても,その氏名は,法 5条 1号本文前段の個人

に関する情報であって,特定の個人を識別できるものに該当するが ,

公にすることが予定されている情報と言うべきであり,同号ただし書

イに該当すると認められる。

これに対 し,漁業協同組合の監事は,通常,漁業協同組合に係る事

務の執行を監督する者であり,組合を代表 して当該組合の事務を処理

する者でないことか ら,監事の氏名は,公にすることが予定されてい

る情報とまでは言えない。

工 以上のことか ら,別紙 5に掲げる法人登記されている漁業協同組合

の代表者,法人登記されていない理事及び漁業協同組合連合会の代表

者の役職名及び氏名等は,法 5条 1号ただし書イに該当すると認めら

れるので,開示すべきであるが,その余の部分は同号本文前段の情報

であり,同号ただし書イないしハに該当する事情も存 しないことから,

不開示としたことは妥当である。

(3)補償交渉の記録の部分について

ア 水資源機構の職員の発言等に関する記載部分 (文書 1な いし文書 5

6)

(ア )当該部分には,①水資源機構が漁業協同組合に対して説明した漁

業補償の範囲,補償金額の算出方法,事業の経緯 `計画,②補償金

額算定のため漁業協同組合から聞き取った漁獲量 。操業の実態等,

③漁業協同組合と補償金額決定のための具体的な交渉に係る見解,

意見,④交渉した項目,⑤挨拶等が具体的に記載されており,その

一部が,法 5条 1号 , 2号イ並びに4号柱書き,二及び卜に該当す

るとして,不開示とされている。

(イ )諮問庁は,補充理由説明書において,当該部分は,漁業協同組合

との暗黙の了解で公にしないことを前提としている漁業補償契約に

至るまでの交渉経過が記載されており,こ れを公にすると,漁業協

同組合との信頼関係が損なわれ,長良川河口堰事業及び水資源機構

が実施する他の事業において,交渉の不調,遅延,経費の不合理な

増大を招くおそれがあるため,法 5条 4号柱書き及び二に該当する

と説明する。

漁業協同組合との信頼関係について,当審査会事務局職員をして

諮問庁に確認させたところ,次のとお りであった。

漁業協同組合と水資源機構は,現在も長良川河 口堰の操作及び維

持補修工事を行 う際には日常的に連絡・調整を行つている。具体的

には,①平常時には,堰の上流水位が標高1.3mな いし0.8m
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の範囲で管理しており,洪水時においては,ゲートの操作により堰

への流入量を調整するが,その際に堰の上下流に急激な水位の変動

が生じたり,長良川の流況に著しい変化が生じ,漁業操業に支障が

生じる可能性がある,②のりの養殖期において,高潮対策のための

操作を行う必要が生じた場合には,の りの養殖設備に水位の上昇等

に伴う対策を施さなければならないため,堰の操作においては,漁

業協同組合に対して通知,連絡等が欠かせないものとなっている。

また,補修工事等について,年度当初に工事の施工計画・施工内

容を関係する全漁業協同組合に説明し,漁業操業に重大な支障が生

じないよう当該日程の調整等を行っている。

このように現在においても,漁業協同組合と良好な関係を保ちつ

つ,長良川河口堰の運用を行っており,当該不開示部分を公にする

と,漁業協同組合との信頼関係が保てなくなることから,今後の水

資源機構の事業において重大な支障が生じるおそれがある。

(ウ )漁業補償は、一般的な商取引とは異なり、代替性のないものを取

り扱うものであり、漁業権等を消滅又は制限する場合において、漁

業権等を有する者に対して、通常生ずる損失の補償として支払われ

るものである。補償交渉は、適法かつ適正な手続の下に進められる

べきであり、被補償者との間で構築された信頼関係を維持していく

ことが、円滑かつ適正に補償交渉事務を進める上での重要な要素と

言える。

(工)当該不開示部分のうち,別紙 6に掲げる部分は,水資源機構が漁

業協同組合に対して説明した一般的な漁業補償の範囲・算出方法,

長良川河口堰事業の経緯・計画及び交渉内容の項目等であると認め

られることから, これを公にしても,当該情報から,漁業補償交渉

を行っていた当時の漁業協同組合の意見 。主張等が推察されるおそ

れはなく,漁業協同組合との信頼関係が損なわれるおそれがあると

は認められず,水資源機構の事務又は事業の適正な遂行に支障を及

ぼすおそれはな_い ことから,当該情報は,法 5条 4号柱書き及びニ

に該当しない。また,同様の理由により,同条 1号, 2号イ及び4

号卜に該当しない。

したがって,別紙 6に掲げる部分は開示すべきである。

(オ)こ れに対し,その余の部分には,補償金額決定のため,水資源機

構が漁業協同組合との間で交わした具体的な見解,意見等の発言内

容が記載されていることが認められる。したがつて, これを公にす

ると,当該情報から,漁業補償交渉を行っていた当時の漁業協同組

16‐



合の意見・主張等が推察されるおそれがあると認められる。また ,

当該水資源機構の見解 ,意見等は,既に補償が確定 した過去の交渉

に係るものであるものの,当該情報から当時の漁業協同組合が受領

した補償内容等が推察されるおそれがあること及び当該内容は補償

交渉の経緯及び結果の概要等を記載 したものではなく,発言者が発

言 した内容をそのまま記載 したものと認められることから,これを

公にすると,現時点においても,漁業協同組合との信頼関係が損な

われるおそれがあると認められる。したがって,その結果,今後の

長良川河 口堰の操作等に対 して漁業協同組合の理解が得 られず,そ
の維持に支障が生じ,ひいては水資源機構が実施する同種の事業に

おける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と認

められることから,上記 (イ )の諮問庁の説明は首肯できる。

以上のことから,当該情報は,法 5条 4号柱書きに該当すると認

められるので,同条 1号, 2号イ並びに4号二及び 卜該当性を判断

するまでもなく,不開示としたことは妥当である。

イ 漁業協同組合の組合員及び漁業協同組合連合会の会員の発言に関す

る記載部分 (文書 1ないし文書 56)
(ア )当該部分には,漁業補償交渉当時の漁業の実態,長良川河口堰完

成後の漁業への影響,漁業補償の範囲,補償金額の算出方法,補償

額等に関する意見・主張等が記載されてお り,その一部が,法 5条

1号 , 2号イ及び口並びに4号柱書き及び二に該当するとして,不

開示とされている。

(イ )当該不開示部分のうち,別紙 7に掲げる部分は,漁業補償交渉の

場において,漁業協同組合の組合員及び漁業協同組合連合会の会員

が挨拶した部分並びに交渉の進行上の発言と認められる。したがっ

て, これを公にしても,漁業補償交渉を行っていた当時の漁業協同

組合等の意見・主張等が知 られるおそれはなく,漁業協同組合との

信頼関係が損なわれるおそれがあるとは認められず,水資源機構の

事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれはないことから,

当該情報は,法 5条 4号柱書き及び二に該当しない。また,同様の

理由により同条 1号並びに 2号イ及び口に該当しない。

したがって,別紙 7に掲げる部分は開示すべきである。

(ウ )その余の部分は, これを公にすると,漁業補償交渉を行っていた

当時の漁業協同組合の意見 。主張等が明らかとなるため,上記ア

(オ)と 同様の理由か ら,漁業協同組合との信頼関係が損なわれ ,

今後の長良川河口堰の操作等に対 して漁業協同組合の理解が得られ
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ず,その維持に支障が生じ,ひいては水資源機構が実施する同種の

事業における事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ

ることから,当該情報は,法 5条 4号柱書きに該当すると認められ

るので,同条 1号, 2号イ及び口並びに4号二該当性を判断するま

でもなく,不開示としたことは妥当である。

ウ 市役所及び町役場の職員,県議会議員並びに市議会議員の発言等に

関する記載部分 (文書 2,文書4,文書 5,文書 8ないし文書 11,

文書 13,文書 17ないし文書20,文書 23,文書 25ないし文書

30,文書 35,文書 38,文書41,文書42,文書45,文書4

9,文書 53及び文書 55)
(ア )当該部分には,補償金額の算出方法,補償額等に関する意見・主

張,今後の補償交渉の進め方並びに市職員,県議会議員及び市議会

議員の挨拶等が記載されており,その一部が,法 5条 1号 , 2号イ

並びに4号柱書き及び二に該当するとして,不開示とされている。

(イ )当該不開示部分のうち,別紙 8に掲げる部分は,漁業補償交渉の

場において,市役所の職員,県議会議員及び市議会議員の挨拶並び

に交渉の進行上の発言等であると認められる。したがって,これを

公にしても,当該情報から,漁業補償交渉を行っていた当時の漁業

協同組合の意見・主張等が推察されるおそれはなく,漁業協同組合

との信頼関係が損なわれるおそれがあるとは認められず,水資源機

構の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれはないことか

ら,当該情報は,法 5条 4号柱書き及び二に該当しない。また,同

様の理由により,同条 1号及び 2号イに該当しない。

したがって,別紙 8に掲げる部分は開示すべきである。

(ウ )その余の部分は, これを公にすると,当該情報から,漁業補償交

渉を行っていた当時の漁業協同組合の意見・主張等が推察されるた

め,上記ア (オ)と 同様の理由から,漁業協同組合との信頼関係が

損なわれ,今後の長良川河口堰の操作等に対して漁業協同組合の理

解が得られず,その維持に支障が生じ,ひいては水資源機構が実施

する同種の事業における事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼす

おそれがあることから,当該情報は,法 5条 4号柱書きに該当する

と認められるので,同条 1号 , 2号イ及び4号二該当性を判断する

までもなく,不開示としたことは妥当である。

(4)補償金額算定等に関する各種資料

ア 当該各資料は,①漁業協同組合の実態調査に関する資料 (文書 13,

文書 14及び文書 16),②漁獲量,漁獲高,魚類及び貝類等の価格 ,
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収益率,所得率,漁業被害率並びに長良川等への依存割合等に関する

資料 (文書 19,文書 20,文書22,文書23,文書 28,文書 3

5及び文書 50ないし文書52),③漁業損失補償金の算定方法等に

関する資料 (文書 26ないし文書28,文書 31,文書 36,文書 3

8及び文書48),④ 図面及び写真 (文書 27,文書 31,文書43,

文書 51及び文書 52),⑤ 要求書,確認書及び補償交渉契約書

(案)(文書 37,文書40及び文書 55)並びに⑥挨拶文及び交渉

記録をまとめたもの (文書 26及び文書49)であり,その一部が,

法 5条 2号イ及び口並びに4号柱書き及び二に該当するとして,｀ 不開

示とされている。

イ 漁業協同組合の実態調査に関する資料について (文書 13,文書

14及び文書 16)
当該文書は,漁業補償の算定を行うに当たり,その基礎となる組合

ごとの漁業の実態を把握するために行われる漁業協同組合に加入する

組合員に関する調査,各組合員の家族状況調査,漁業用固定資本調査,

漁業状況調査,漁業別経営状況調査等に係る各種調査票並びに調査の

工程表及び調査手順等が記載された文書である。

このうち,調査期間が記載された部分 (別紙 9の 1に掲げる部分)

が不開示とされている。

当該調査期間について,何年間分の情報を調査したかは,既に公に

されている調査票に記載すべき欄の数から容易に推察できると認めら

れる。また, どの年の情報を調査するかについては,当該調査が漁業

補償金額算定等のための資料とすることから,交渉時点から掛け離れ

た過去の情報ではなく,直近の期間を調査したことは容易に推察でき

ると認められることから, これを公にしても漁業協同組合との信頼関

係が損なわれるおそれがあるとは認められず,水資源機構の事務又は

事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれはなく,当該情報は,法 5条

4号柱書き及び二に該当しない。また,同様の理由により,同条2号

イ及び口に該当しないことから別紙 9の 1に掲げる部分は開示すべき

である。

ウ 漁獲量,漁獲高,魚類及び貝類等の価格,収益率,所得率,漁業被

害率並びに長良川等への依存割合等に関する資料について (文書 19,

文書20,文書 22,文書23,文書 28,文書 35及び文書 50な
いし文書 52)

(ア)当該文書は,漁業損失に対する補償金の算定のため,各漁業協同

組合等に対して調査を行った結果である漁獲量,漁獲高,魚類及び
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貝類等の価格,収益率,所得率,漁業被害率並びに長良川等への依

存割合等が記載された各表等である。このうち,各表の区分欄及び

項目欄は開示しているものの,漁獲量,漁獲高,魚類及び貝類等の

価格等の各数値は不開示とされている。

(イ )当該不開示部分のうち,別紙 9の 2に掲げる魚類及び貝類等の価

格,収益率,所得率,漁獲量,水揚高,長良川等への依存割合及び

各数値に係る説明書き部分は,漁業協同組合の所在地に隣接する卸

売市場及び小売店等における市場価格及び取扱量等から,漁業協同

組合の組合員が販売する魚類及び貝類等の価格及び漁獲量等はある

程度推察することができると認められることから, これを公にして

も,漁業協同組合との信頼関係が損なわれるおそれがあるとは認め

られず,水資源機構の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすお

それはなく,当該情報は,法 5条 4号柱書き及び二に該当しない。

また,同様の理由により,同条 2号イ及び口に該当しない。

したがって,別紙 9の 2に掲げる部分は開示すべきである。

(ウ )その余の部分には,年度別,魚種別,貝類別及び河川別の漁獲量,

被害率等が記載されており,別紙 9の 2に掲げる情報より個別具体

的で詳細な情報であると認められることから, これを公にすると,

漁業協同組合又は組合員がどこで何について, どの程度の漁獲高を

上げているか等が明らかとなり,その結果,補償額が推察されるお

それがあると認められるため,上記 (3)ア (オ)と 同様の理由か

ら,漁業協同組合との信頼関係が損なわれ,今後の長良川河口堰の

操作等に対して漁業協同組合の理解が得られず,その維持に支障が

生じ,ひいては水資源機構が実施する同種の事業における事務又は

事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから,当該情報

は,法 5条 4号柱書きに該当すると認められるので,同条 2号イ及

び口並びに4号二該当性を判断するまでもなく,不開示としたこと

は妥当である。

工 漁業損失補償金の算定方法等に関する資料について (文書 26ない

し文書 28,文書31,文書 36,文書 38及び文書48)
当該文書には,漁業損失補償金の算定方法,算定の基礎資料,通常

生ずる損失及び前価計算等が記載されており,こ のうち,不開示とさ

れた部分には,算定の基礎となる対象漁獲量,魚価及び被害率等の数

値をどのように算出したかの根拠が記載されていると認められる。

したがって, これを公にすると,漁業補償額の算定の基礎が知られ

ることとから,漁業補償額が推察されるおそれがあり,上記 (3)ア
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(オ)と 同様の理由か ら,漁業協同組合との信頼関係が損なわれ,今

後の長良川河口堰の操作等に対して漁業協同組合の理解が得 られず ,

その維持に支障が生じ,ひいては水資源機構が実施する同種の事業に

おける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ことか

ら,当該情報は,法 5条 4号柱書きに該当すると認められるので,同

条 2号イ及び口並びに4号二該当性を判断するまでもなく,不開示と

したことは妥当である。

オ 図面及び写真 (文書 27,文 書 31,文 書 43,文 書 51及び文書

52)
(ア )当該文書は,①長良川河口堰建設事業に伴う操業制限区域の設定

に関する図面 (文書27及び文書52),②長良川河口堰の平面図

及び濁水防止対策図 (文書27),③浚渫 (し ゅんせつ)計画の平

面図 (文書51)である。

このうち,不開示とされているのは,①の図面全て及び③の図面

のうち特定区域を示した文字部分である。

(イ )①の図面に記載されている情報は, これを公にすると,操業が制

限される区域及び時期が明らかとなることから,漁業補償額が推察

されるおそれがあると認め られ る。 したが って,上記 (3)ア
(オ)と 同様の理由か ら,漁業協同組合との信頼関係が損なわれ ,

今後の長良川河口堰の操作等に対して漁業協同組合の理解が得られ

ず,その維持に支障が生じ,ひいては水資源機構が実施する同種の

事業における事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ

ると認められる。

以上のことから,当該部分は,法 5条 4号柱書きに該当すると認

め られるので,同条 2号イ及び口並びに 4号二該当性を判断するま

でもなく,不開示としたことは妥当である。

(ウ)③の図面に記載された特定区域を示す文字 (別紙 9の 3に掲げる

部分)は,本件図面において浚渫工事等に係る場所が既に開示され

てお り,当該区域で操業できないことは容易に推察できるため,当

該不開示部分も容易に推察できることか ら,こ れを公にしても漁業

協同組合との信頼関係が損なわれるおそれがあるとは認められず ,

水資源機構の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれはな

く,法 5条 4号柱書き及び二に該当しない。また,同様の理由によ

り,同条 2号イ及び口に該当しない。

したがって,別紙 9の 3に掲げる部分は,開示すべきである。

力 要求書,確認書及び補償交渉契約書 (案)(文書 37,文 書 40及
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び文書55)            '
(ア )当該文書は,①漁業協同組合から水資源機構に対する漁業補償に

関する要求書 (文書37及び文書40),②漁業協同組合と水資源

機構との交渉内容に係る確認事項を記載した確認書 (文書55),
③補償契約書の案文 (文書55)である。

このうち,不開示とされているのは,①のうち,要求事項,漁業

協同組合の組合員の氏名及び漁業協同組合の印影,②のうち,確認

事項及び③のうち,契約内容等の部分である。

(イ )上記①で不開示とされた部分のうち,組合員の氏名 (組合員の氏

名については,上記 (2)の とおり。)及び漁業協同組合の印影を

除く部分並びに②の部分を公にすると,漁業協同組合の漁業補償に

係る意見・主張及び補償内容等が明らかとなるため,上記 (3)ア

(オ)と 同様の理由から,漁業協同組合との信頼関係が損なわれ,

今後の長良川河口堰の操作等に対して漁業協同組合の理解が得られ

ず,その維持に支障が生じ,ひいては水資源機構が実施する同種の

事業における事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ

ると認められる。

したがって,当該情報は,法 5条 4号柱書きに該当すると認めら

れるので,同条 2号イ及び口並びに4号二該当性を判断するまでも

なく,不開示としたことは妥当である。

また,漁業協同組合の印影は, これらの文書が,真正に作成され

たことを示す認証機能を有するものであると認められ,こ れらを公

にすると,漁業協同組合の権利,競争上の地位その他正当な利益を

害するおそれがあると認められることから,法 5条 2号イに該当す

るので,同号口並びに4号柱書き及び二該当性を判断するまでもな

く,不開示としたことは妥当である。

(ウ )上記③の契約書の案文のうち,別紙 9の 4に掲げる部分は,補償

契約書として一般的な事項が記載されていると認められ,また,具

体的な補償金額も記載されていないことから,これを公にしても漁

業協同組合との信頼関係が損なわれるおそれがあるとは認められず,

水資源機構の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれはな

く,当該情報は,法 5条 4号柱書き及び二に該当しない。また,同

様の理由により,同条 2号イ及び口に該当しない。     ヽ

したがって,別紙 9の 4に掲げる部分は,開示すべきである。

しかし,その余の部分には,漁業制限区域が記載されており,こ

れを公にすると,漁業補償額が推察されるおそれがあると認められ,

-22-



上記 (3)ア (オ)と 同様の理由から,漁業協同組合との信頼関係

が損なわれ,今後の長良川河口堰の操作等に対して漁業協同組合の

理解が得られず,その維持に支障が生じ,‐ ひいては水資源機構が実

施する同種の事業における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。

したがって,当該情報は,法 5条 4号柱書きに該当すると認めら

れるので,同条 2号イ及び口並びに4号二該当性を判断するまでも

なく,不開示としたことは妥当である。

キ 挨拶文及び交渉記録をまとめたもの (文書 26及び文書49)
(ア )当該文書は,①交渉の際の挨拶等 (文書 26)及び②補償交渉経

過 (文書49)が記載された文書であり,その全てが不開示とされ

ている。

(イ )上記①の文書中,別紙 9の 5の うち文書 26に該当する欄に掲げ

る部分は,交渉に当たっての二般的な挨拶部分であると認められ,

これを公にしても漁業協同組合との信頼関係が損なわれるおそれが

あるとは認められず,水資源機構の事務又は事業の適正な遂行に支

障を及ぼすおそれはなく,法 5条 4号柱書き及び二に該当しない。

また,同様の理由により,同条 2号イ及び口に該当しないことから

当該情報は開示すべきである。

しかし,その余の部分は,漁業損失補償額に関する事項が記載さ

れていることから,当該情報は,法 5条 4号柱書きに該当すると認

められるので,同条 2号イ及び4号二該当性を判断するまでもなく,

不開示としたことは妥当である。

(ウ )上記②の文書の表題 (別紙 9の 5の うち文書49に該当する欄に

掲げる部分)は , これを公にしても,漁業協同組合との信頼関係が

損なわれるおそれがあるとは認められず,水資源機構の事務又は事

業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれはなく,当該情報は,法 5条

4号柱書き及び二に該当しない。また,同様の理由により,同条 2

号イ及び口に該当しないことから当該情報は開示すべきである。

しかし,その余の部分は,交渉日,交渉内容,補償金額等が記載

されているため, これを公にすると,上記 (3)ア (オ)と 同様の

理由から,漁業協同組合との信頼関係が損なわれ,今後の長良川河

口堰の操作等に対して漁業協同組合の理解が得られず,その維持に

支障が生じ,ひいては水資源機構が実施する同種の事業における事

務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる。

したがって,当該情報は,法 5条 4号柱書きに該当すると認められ
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るので,同条 2号イ及び口並びに4号二該当性を判断するまでもな

く,不開示としたことは妥当である。

3 異議申立人のその他の主張について

異議申立人は,その他種々主張するが,当審査会の上記判断を左右する

ものではない。

4 本件一部開示決定の妥当性について

以上のことから,本件請求文書の開示請求につき,本件対象文書を特定

し,その一部を法 5条 1号, 2号及び4号に該当するとして不開示とした

決定については,諮問庁が,同条 1号, 2号イ及び口並びに4号柱書き,

二及び卜に該当するとして,なお不開示とすべきとしている部分のうち,

別紙 4ないし別紙 9に掲げる部分は,同条 1号 , 2号イ及び口並びに4号

柱書き,二及び卜に該当せず開示すべきであるが,その余の部分は,同条

1号, 2号イ及び4号柱書きに該当すると認められるので,同条 2号口並

びに4号二及び卜について判断するまでもなく,不開示とすることが妥当

であると判断した。

(第 5部会)

委員 戸澤和彦,委員 椿 慎美,委員 山田 洋
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別紙 1 本件請求文書

長良川河 口堰の漁業補償に係る水資源開発公団 (現水資源機構)の説明内容

及び説明対象が明らかになる文書の一切 (特に「ヤマ トシジミ」に関する説明

が分かるもの。)
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別紙 2 本件対象文書

長良川河 口堰建設事業に伴 う漁業補償説明資料及び補償交渉記録 (昭和 55

年 7月 4日 ないし平成 2年 2月 6日 )

文書 1 用地交渉記録 (昭和 55年 7月 4日 )

文書 2 用地交渉記録 (昭和 55年 7月 30日 )

文書 3 用地交渉記録 (昭和 55年 10月 31日 )

文書 4 用地交渉記録 (昭和 57年 8月 31日 )

文書 5 用地交渉記録 (昭和 57年 10月 20日 )

文書 6 用地交渉記録 (昭和 59年 6月 7日 )

文書 7 用地交渉記録 (昭和 59年 7月 13日 )

文書 8 第 3回赤須賀漁組説明会要旨 (昭和 59年 11月 21日 )

文書 9 打合せ要旨 (昭和 59年 11月 21日 )

文書 10 打合せ要旨 (要約版)(昭和 60年 3月 29日 )

文書 11 打合せ要旨 (議事録)(昭和 60年 3月 29日 )

文書 12 用地交渉記録 (昭和 60年 6月 26日 )

文書 13 打合せ要旨 (昭和 60年 7月 23日 )

文書 14 打合せ要旨 (昭和 60年 8月 26日 )

文書 15 桑名漁連 (赤須賀を除く4漁組)に対する漁業実情調査説明会議事

録 (昭和 60年 8月 26日 )

文書 16 用地交渉記録 (昭和 60年 9月 5日 )

文書 17 用地交渉記録 (昭和 60年 10月 29日 )

文書 18 打合せ要旨 (昭和 61年 3月 7日 )

文書 19 用地交渉記録 (昭和 61年 3月 11日 )

文書 20 打合せ要旨 (昭和 61年 3月 20日 )

文書 21 打合せ要旨 (昭和 61年 3月 24日 )

文書 22 用地交渉記録 (昭和 61年 4月 9日 )

文書 23 打合せ要旨 (要約版)(昭和 61年 4月 11日 )

文書 24 用地交渉記録 (昭和 61年 6月 13日 )

文書 25 用地交渉記録 (昭和 62年 4月 20日 )

文書 26 用地交渉記録 (昭和 62年 12月 28日 )

文書 27 打合せ要旨 (昭和 63年 1月 9日 )

文書 28 打合せ要旨 (昭和 63年 1月 13日 )

文書 29 用地交渉記録 (昭和 63年 1月 14日 )

文書 30 用地交渉記録 (昭和 63年 1月 16日 )

文書 31 交渉記録 (昭和 63年 1月 30日 )
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文書 32
文書 33
文書 34
文書 35
文書 36
文書 37
文書 38
文書 39
文書 40
文書 41
文書 42
文書 43
文書 44
文書 45
文書 46
文書 47
文書 48
文書 49
文書 50
文書 51
文書 52
文書 53
文書 54
文書 55
文書 56

補償交渉記録

補償交渉記録

補償交渉記録

補償交渉記録

補償交渉記録

補償交渉記録

補償交渉記録

補償交渉記録

補償交渉記録

補償交渉記録

補償交渉記録

補償交渉記録

補償交渉記録

補償交渉記録

補償交渉記録

補償交渉記録

補償交渉記録

補償交渉記録

補償交渉記録

補償交渉記録

補償交渉記録

補償交渉記録

補償交渉記録

補償交渉記録

補償交渉記録

(昭和 63年 3月 9日 )

(昭和 63年 3月 22日 )

(昭和 63年 5月 24日 )

(昭和 63年 6月 14日 )

(昭和 63年 6月 17日 )

(昭和 63年 7月 5日 )

(昭和 63年 7月 8日 )

(昭和 63年 7月 15日 )

(昭和 63年 8月 11日 )

(昭和 63年 8月 22日 )

(昭和 63年 8月 31日 )

(昭和 63年 10月 13日 )

(昭和 63年 10月 25日 )

(昭和 63年 12月 6日 )

(平成元年 1月 12日 )

(平成元年 1月 26日 )

(平成元年 6月 12日 )

(平成元年 6月 13日 )

(平成元年 7月 4日 )

(平成元年 7月 18日 )

(平成元年 9月 5日 )

(平成元年 12月 8日 )

(平成元年 12月 14日 )

(平成元年 12月 19日 )

(平成 2年 2月 6日 )
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