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第３章 情報公開・個人情報保護審査会の状況 

 

１ 情報公開・個人情報保護審査会 

審査会は「情報公開制度」と「個人情報保護制度」における請求者からの不服申立てについ

て、実施機関からの諮問に応じて審査し、答申する機関です。 

審査会の委員は任期２年の５名で構成され、２０１４年度は、下記のメンバーで運営いたし

ました。 

 

町田市情報公開・個人情報保護審査会委員名簿 

（２０１４年度） 

 氏  名 職  業 備  考 

会 長 野 村 武 司 獨協大学法科大学院教授 １９９８年１０月～ 

職務代理 木 藤 静 夫 元東京都総務局審査法務担当部長 ２００２年１０月～ 

委 員 田 村 達 久 早稲田大学法学学術院教授 ２００９年 ４月～ 

委 員 橘 高 真佐美 弁 護 士 ２０１１年１０月～ 

委 員 河 野 純 子 弁 護 士 ２０１３年１０月～ 

 

 

２ ２０１４年度 情報公開・個人情報保護審査会の開催状況 

２０１４年度は、下記のように８回開催され、２０１２年度から２０１４年度までの間に提

起された不服申立ての審査が行われました。なお、審査会の事件番号は、実施機関から諮問さ

れた順に年度ごとに付番しています。 

 

第１回審査会   ２０１４年４月１４日開催 

２０１２年度第２号事件実施機関による補充説明 

第２回審査会   ２０１４年５月２２日開催 

２０１２年度第２号事件内部討議 

第３回審査会   ２０１４年６月１８日開催 

２０１２年度第２号事件内部討議 

第４回審査会   ２０１４年７月２８日開催 

２０１２年度第２号事件内部討議 

第５回審査会   ２０１４年９月２日開催 

２０１２年度第２号事件内部討議 

２０１４年度第１号事件内部討議 

第６回審査会   ２０１４年１１月１０日開催 

会長及び会長職務代理の選任 

２０１４年度第１号事件実施機関に対する事情聴取 

第７回審査会   ２０１４年１２月１２日開催 

２０１４年度第１号事件内部討議 

第８回審査会   ２０１５年１月２３日開催 

２０１４年度第１号事件内部討議 
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３ 不服申立ての状況 

２０１４年度は、下記のとおり、２件の不服申立てがありました。 

種  別 異議申立て 審査請求 合 計 

公文書公開請求 １件 ０件 １件 

個人情報開示等請求 １件（内取下げ１） ０件 １件（内取下げ１） 

合  計 ２件（内取下げ１） ０件 ２件（内取下げ１） 

 

４ 答申の状況 

２０１４年度は６件の答申が出されています。（２００９年度第３号、４号、５号事件（併

合審査）、２０１２年度第１号事件、同第２号事件、２０１４年度第１号事件）答申は６２ペ

ージ～７６ページに掲載されています。 

答  申  区  分 
合  計 

認容 一部認容 原処分維持 

０件 １件 ５件 ６件 

 

５ ２０１４年度審査会事件一覧 

 

２００９年度第３号事件（個人情報開示請求） 

開示請求年月日 ２００９．４．１３ 決定内容 不存在 

不服申立年月日 ２００９．５．１１ 諮問年月日 ２００９．９．１４ 

答申年月日 ２０１４．５．２ 答申内容 原処分維持 

決定年月日 ２０１４．５．１６ 決定内容 答申のとおり 

 

「老人ホーム（○○○○）に外部提供したすべての資料、内容」について、個人情報開示請

求が行われ、実施機関は「不存在決定」を行いましたが、申立人から異議申立てがあり、審査

会にて審査の結果、２０１４年５月２日に答申がありました。 

 

２００９年度第４号事件（個人情報開示請求） 

開示請求年月日 ２００９．８．１１ 決定内容 不存在 

不服申立年月日 ２００９．９．１ 諮問年月日 ２００９．１０．１ 

答申年月日 ２０１４．５．２ 答申内容 原処分維持 

決定年月日 ２０１４．５．１６ 決定内容 答申のとおり 

 

「東京家庭裁判所に外部提供した個人情報」について、個人情報開示請求が行われ、実施機

関は「不存在決定」を行いましたが、申立人から異議申立てがあり、審査会にて審査の結果、

２０１４年５月２日に答申がありました。 
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２００９年度第５号事件（個人情報開示請求） 

開示請求年月日 ２００９．８．１１ 決定内容 不存在 

不服申立年月日 ２００９．９．１ 諮問年月日 ２００９．１０．１ 

答申年月日 ２０１４．５．２ 答申内容 原処分維持 

決定年月日 ２０１４．５．１６ 決定内容 答申のとおり 

 

「母親の後見人○○○○氏に外部提供した個人情報」について、個人情報開示請求が行われ、

実施機関は「不存在決定」を行いましたが、申立人から異議申立てがあり、審査会にて審査の

結果、２０１４年５月２日に答申がありました。 

 

２０１２年度第１号事件（個人情報訂正請求） 

開示請求年月日 ２０１２．４．１８ 決定内容 非訂正 

不服申立年月日 ２０１２．５．１４ 諮問年月日 ２０１２．６．１２ 

答申年月日 ２０１４．５．２ 答申内容 原処分維持 

決定年月日 ２０１４．５．２２ 決定内容 答申のとおり 

 

「保健介護推進担当部長発申立人宛て回答文書」について個人情報訂正請求が行われ、実施

機関は「非訂正決定」を行いましたが、申立人から異議申立てがあり、審査会にて審査の結果、

２０１４年５月２日に答申がありました。 

 

２０１２年度第２号事件（個人情報開示請求） 

開示請求年月日 ２０１２．９．４ 決定内容 部分開示 

不服申立年月日 ２０１２．１１．１５ 諮問年月日 ２０１２．１１．２７ 

答申年月日 ２０１４．１１．１７ 答申内容 一部認容 

決定年月日 ２０１４．１２．１７ 決定内容 答申のとおり 

 

町田市保健所の「精神保健相談記録」について個人情報開示請求が行われ、実施機関は「部

分開示決定」を行いましたが、申立人から異議申立てがあり、審査会にて審査の結果、２０１

４年１１月１７日に答申がありました。 

 

２０１４年度第１号事件（公文書公開請求） 

公開請求年月日 ２０１４．３．２８ 決定内容 存否応答拒否 

不服申立年月日 ２０１４．６．１０ 諮問年月日 ２０１４．７．４ 

答申年月日 ２０１５．３．２３ 答申内容 原処分維持 

決定年月日 ２０１５．４．２ 決定内容 答申のとおり 

 

「住民基本台帳事務における支援措置申出書（写）転送通知書及び支援措置申出書の写し（申

立人を加害者として特定したもの）」について公文書公開請求が行われ、実施機関は「存否応

答拒否」を行いましたが、申立人から異議申立てがあり、審査会にて審査の結果、２０１５年

３月２３日に答申がありました。 
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町 田 市 情 報 公 開 ・ 個 人 情 報 保 護 審 査 会 

2009年度第３号、４号、５号事件 

（異議申立人 ○○ ○○） 

 

２０１４年５月２日 

答  申 

 

町田市長 石 阪 丈 一 様 

 

町田市情報公開・個人情報保護審査会 

会 長  野 村 武 司 

 

2009年９月 11日付 09町い高第 505号（2009年度第３号事件）、2009年９月 29日付 09町い高第

590号（2009年度第４号事件）及び 2009年９月 29日付 09町い高第 591号（2009年度第５号事件）

でなされた諮問について、以下のとおり答申いたします。 

 

第１ 審査会の結論 

2009年度第３号事件、2009年度第４号事件及び 2009年度第５号事件のいずれにおいても、申

立人の請求にかかる個人情報は存在しないとする実施機関の判断は、妥当である。 

 

第２ 異議申立ての趣旨 

異議申立人○○ ○○（以下「申立人」という。）は、町田市長（以下「実施機関」という。）

が行った、①老人ホーム（○○○○）に外部提供したすべての個人情報、②東京家庭裁判所に外

部提供した個人情報、③母親の後見人に外部提供した個人情報に係る個人情報不存在決定処分の

取消しを求めた。 

 

第３ 本件事案の経緯 

申立人は、今回３事件について異議申立てをし、いずれも当審査会の審査に付されているが、

３事件はいずれも外部提供に係る不存在取消請求であることから、当審査会は下記の３事件を併

合審査することにし、答申も一本化させることとした。 

① 2009年度第３号事件 

１ 申立人は、町田市個人情報保護条例（以下「本件条例」という。）第 20条の規定により、2009

年４月 13日付個人情報開示等請求書で、実施機関に対し、本件対象文書について個人情報開

示等請求を行った。 

２ 実施機関は、申立人に対して、2009年４月 27日付 09町い高第 126号で個人情報不存在決定

処分を行った。 

３ 申立人は、実施機関に対して、処分を不服として 2009年５月 11日付異議申立書で、本件異

議申立てを行った。 

４ 実施機関は、本件条例第 30条第２項の規定に基づき、2009年９月 14日、同年９月 11日付

09町い高第 505号により当審査会に諮問した。 

５ 申立人は、2009年 10月 15日付要望書を提出した。 

６ 実施機関は、2009年 11月 13日、11月９日付 09町い高第 505号の２により「理由説明書」

を提出した。 

７ 申立人は、2011年８月４日、８月３日付意見書を提出した。 

８ 異議申立人が 2012年７月 23日来庁の際、口頭意見陳述は行わない事の意思確認をした。 

② 2009年度第４号事件 

１ 申立人は、本件条例第 20条の規定により、2009年８月 11日付個人情報開示等請求書で、実

施機関に対し、本件対象文書について個人情報開示等請求を行った。 

２ 実施機関は、申立人に対して、2009年８月 25日付 09町い高第 507号で個人情報不存在決定
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処分を行った。 

３ 申立人は、実施機関に対して、処分を不服として 2009年９月１日付異議申立書で、本件異

議申立てを行った。 

４ 実施機関は、本件条例第 30条第２項の規定に基づき、2009年 10月１日、同年９月 29日付

09町い高第 590号により当審査会に諮問した。 

５ 実施機関は、2009年 11月 13日、11月９日付 09町い高第 590号の２により「理由説明書」

を提出した。 

６ 申立人は、2011年８月４日、８月３日付意見書を提出した。 

７ 異議申立人が 2012年７月 23日来庁の際、口頭意見陳述は行わない事の意思確認をした。 

③ 2009年度第５号事件 

１ 申立人は、本件条例第 20条の規定により、2009年８月 11日付個人情報開示等請求書で、実

施機関に対し、本件対象文書について個人情報開示等請求を行った。 

２ 実施機関は、申立人に対して、2009年８月 25日付 09町い高第 506号で個人情報不存在決定

処分を行った。 

３ 申立人は、実施機関に対して、処分を不服として 2009年９月１日付異議申立書で、本件異

議申立てを行った。 

４ 実施機関は、本件条例第 30条第２項の規定に基づき、2009年 10月１日、同年９月 29日付

09町い高第 591号により当審査会に諮問した。 

５ 実施機関は、2009年 11月 13日、11月９日付 09町い高第 591号の２により「理由説明書」

を提出した。 

６ 申立人は、2011年８月４日、８月３日付意見書を提出した。 

７ 異議申立人が 2012年７月 23日来庁の際、口頭意見陳述は行わない事の意思確認をした。 

 

第４ 申立人の主張の要旨 

2009年度第３号事件に関して、高齢者福祉課の職員が内容を調査せずに口頭で○○○○に外部

提供しているはずである。また、2009年度第４号事件に関して、母親（○○○○）の後見人を申

請した際に、東京家庭裁判所の調査員に対して口頭で高齢者福祉課が異議申立人の情報を外部提

供した可能性がある。2009年度第５号事件に関しては後見人（○○○○）が家族の情報を知るた

めに、高齢者福祉課が後見人に対して異議申立人の情報を口頭で外部提供した疑いがある。 

 

第５ 実施機関の主張及び理由説明の要旨 

いずれの事件についても異議申立人に係る資料については存在しない。 

 

第６ 審査会の判断 

１ 本件について 

2009年度第３号事件（以下「本件１」という。）2009年度第４号事件（以下「本件２」とい

う。）及び 2009年度第５号事件（以下「本件３」という。）は、いずれも、実施機関が申立人

に関して外部提供したすべての資料及びその内容について、申立人が行った個人情報開示請求

に対して、本件１については、2009年４月 27日、本件２及び本件３については、８月 25日に、

それぞれ、実施機関が本件処分を行ったことから、これに対して、申立人が異議を申し立てて

いるものである。このうち本件１は、申立人の母親（以下「母親」という。また申立人の父親

については、以下「父親」、両方をいう場合には「両親」という。）の入所先である特別養護老

人ホーム○○○○（以下「○○○○」という。）に対して、本件２は、母親の成年後見人選任

に関わって東京家庭裁判所に対して、そして、本件３は、母親の成年後見人に対して、それぞ

れ実施機関が外部提供を行ったとされているものが対象となっている。 

２ 本件請求に至る経緯 

実施機関の説明によれば、次のことが認められる。実施機関は、申立人の両親を 2004 年５

月 17日に緊急保護した町田警察署の依頼を受け、老人福祉法第 11条に基づき、両親を介護老

人保健施設に入所させた。実施機関は、当該施設からの退所にあたり、父親から、母親の○○
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○○への入所、成年後見人の選任についての相談を受け、母親の生活状況に鑑み、早急に対応

が必要なケースであったこと、また、入所先として相談を受けた○○○○が、当時開所して間

もない施設（2005 年４月開設）として入所希望者が多いと予測されたことから、「意見書」を

作成し、入所順位を早めるよう同施設に求めた。母親の入所に当たっては、実施機関への相談

ののち、父親が申立人となり、東京家庭裁判所により、父親とは別に成年後見人が選任され、

母親は、2005年６月１日、○○○○と利用契約を結び、同施設に入所している。 

申立人は、当初より、両親の入所等をめぐり、実施機関との間でやりとりをしており、一連

の経緯の中で、自己の個人情報が勝手に使用され、これを基に対応がなされているのではない

かと不審に感じたことから、申立人は、社会福祉法人町田市福祉サービス協会個人情報保護規

程に基づき、○○○○に対して、2008 年２月 10 日付で、開示請求を行っている。申立人は、

この非開示決定に対する社会福祉法人町田市福祉サービス協会理事長からの同年３月 27 日付

異議申出回答書に、「（母親の）個別の支援経過記録内に一部異議申出人に関する事柄の各関連

機関と行ったやりとりの記録はあるものの、その情報は発言者に関するもので、異議申出人個

人の情報には当たらず」とした理由中の表記から、自己の個人情報が、関連機関である実施機

関より外部提供されたものと確信し、これを実施機関に請求するに至った。 

なお、実施機関が○○○○に対して本件につき事情を聴取した記録として、「介護保険相談

内容記録」（2009年１月 30日受付）があり、これについては、すでに、2008年５月 29日付 08

町い高第 568号で部分開示決定処分がなされている。 

３ 請求文書の存否についての判断 

ア 本件１（○○○○に提供したとされている情報）について 

一般に、特別養護老人ホームに入所する場合、介護保険法に基づいて要介護被保険者もし

くはその家族または後見人が特別養護老人ホームと利用契約を締結しその費用の支給（介護

保険法第 42 条の２に基づく地域密着型介護サービス費の支給）を受ける方法と、老人福祉

法第 11条に基づいて市町村が入所措置または入所措置委託をする方法の二つがある。 

申立人の両親の場合、当初入所していた介護老人保健施設の退所に際して、申立人の父親

の申立てにより選任された母親の成年後見人が新たに○○○○と利用契約を結び同施設に

入所したものである。市の措置による施設への入所であれば、当該施設に対して措置決定通

知書が送付されるが、本件は利用契約に基づくものであるから、市からこうした通知はなさ

れていない。 

もっとも、実施機関の説明によると、当時開所して間もない施設として入所希望者が多く

みこまれることから、「意見書」を作成し、入所順位を早めるよう同施設に求めている。こ

うした取扱いは、通例、「特別養護老人ホームへの入所希望者が増加している中で、入所の

必要性が高い申込者が優先的・緊急的に入所できるよう」するために定められた「町田市特

別養護老人ホーム入所指針」（以下「指針」という。）に基づいて行われるものである。 

指針は、７項で、「入所の必要性を評価する基準及び入所決定方法」について定めており、

入所順位の決定については、町田市高齢者福祉施設運営協議会に所属する施設の施設長等に

より構成される入所検討委員会が行うが、特別な事由による優先入所についてはその議を経

ることなく、施設長の判断で入所を決定することができるとされ（同８項）、①入院を契機

として入所契約を解除した者が、退院後在宅での介護が困難である場合、②介護者の入院、

介護者からの虐待・介護放棄、災害や事件・事故等で緊急に入所する必要が認められる場合、

③市から老人福祉法に定める措置による入所の依頼があった場合、④その他特段の緊急性が

認められる場合の４つが挙げられている。 

本件の場合、①及び③ではないことから、②または④に当たるものとして、市が「意見書」

とともに働きかけをしたものと思われる。この働きかけに対しては、○○○○は特に応じる

ことなく、入所検討委員会で入所が決定され、利用契約に至っている。一連の経緯の中で、

唯一、この「意見書」が実施機関から○○○○に提供された文書であると認められるが、「意

見書」の写しについて、現に存在しておらず、「意見書」に申立人に関する記載があったか

どうかを確認することはできない。廃棄の経緯及び時期について、実施機関の説明によれば、

「意見書」の写しについて、事務文書フォルダーに保管されていたとすれば、１年保存であ
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ることから、１年を経過した年度末に当たる 2007 年３月に、個人別フォルダーに保管され

ていたとすれば、５年保存であることから、成年後見人が選任され事務が終了した 2006 年

から５年を経過した年度末の 2011 年３月に、どちらかは確定できないが、いずれにせよ廃

棄したものと推測されるとのことである。 

以上の通りであるから、廃棄の是非はともかくとして、本件文書が存在しないとする実施

機関の決定に誤りはない。 

イ 本件２（東京家庭裁判所に提供したとされている情報）について 

申立人の母親の○○○○利用契約に際して、申立人の父親は、申立人の母親の成年後見人

開始の審判の申立てを東京家庭裁判所に対して行っている。実施機関の説明によれば、この

申立てに際して、父親から申立書類の記載方法についての問い合わせがあり、市の福祉総務

課の担当職員がこれに応じて説明を行っている。 

当審査会の聴き取り調査によれば、その際のやりとりとしては、「自分が後見人になりた

くないとの意向がある場合、どのように記載をしたらよいか」という内容の父親からの質問

に対して、「後見人は家庭裁判所に一任」と記載すればよいとの趣旨の回答をしたとのこと

であり、これ以外には、同手続に関与しておらず、したがって、市が東京家庭裁判所に申立

人の個人情報等を提供した事実は認められなかった。 

なお、担当の福祉総務課には、記載方法に関する問い合わせがなされたときのメモが残さ

れていたが、母親の死亡を知った、2011年４月頃、これを廃棄したとのことであった。 

以上の通りであるから、本件文書が存在しないとする実施機関の説明に不自然なところは

なく、本件文書が存在しないとする実施機関の決定に誤りはない。 

ウ 本件３（母親の成年後見人に提供したとされている情報）について 

申立人の父親の申立てに基づき、2006 年１月 12 日、東京家庭裁判所は、申立人の母親の

成年後見人として、○○○○氏を選任している。同後見人は、その後、○○○○との契約を

締結したと思われるが、市とのやりとりをした事実は認められない。 

以上の通りであるから、本件文書が存在しないとする実施機関の説明に誤りはない。 

４ 結論 

以上の通りであるから、「第１ 審査会の結論」の通り答申する。 

なお、本件１において、○○○○に「意見書」を送付した際の起案文書及び「意見書」の写

しは、すでに廃棄されており、当該「意見書」が申立人の個人情報の記載のある請求対象文書

であったかどうか確認できなかった。２のアで記したように、文書の保存方法により、事務文

書フォルダーであれば、2007年３月に、個人別フォルダーであれば、2011年３月に廃棄した

と推測されるとのことであるが、申立人による本請求は、2009年４月から９月までの間（異議

申立ては、同年５月から９月までの間）になされたものであり、仮に外部提供情報があった場

合、個人別フォルダーに保存されている可能性もあった。その意味で、実施機関としてはこう

したフォルダーの廃棄については慎重に判断すべきであったといわざるをえない。 

文書不存在には、物理的不存在だけではなく、文書特定の誤りによる不存在、法解釈上の不

存在等があり、場合によっては、文書不存在決定の取消しの可能性があることからも、実施機

関においては、今後、開示等の請求がなされている事案について、文書不存在を決定した場合

においても、当該事案にかかる文書の廃棄については慎重に取り扱われたい。 
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町 田 市 情 報 公 開 ・ 個 人 情 報 保 護 審 査 会 

2012年度第１号事件（異議申立人 ○○ ○○） 

 

２０１４年５月２日 

答  申 

 

町田市長 石 阪 丈 一 様 

 

町田市情報公開・個人情報保護審査会 

会 長  野 村 武 司 

 

2012年６月 12日付 12町い高第 211号でなされた諮問について、以下のとおり答申いたします。 

 

第１ 審査会の結論 

異議申立人○○○○が、2012年４月 18日付で町田市長に対して行った個人情報開示等請求（訂

正請求）に対して、町田市長が 2012年５月１日付 12町い高第 106号をもって行った個人情報非

開示等（非訂正）決定処分は、妥当である。 

 

第２ 異議申立ての趣旨 

異議申立人○○○○（以下「申立人」という。）は、町田市長（以下「実施機関」という。）が

2012年５月１日付 12町い高第 106号をもって行った個人情報非開示等決定処分（以下「本件処

分」という。）を取消し、2005年４月８日（文書日付４月７日）及び同年４月 11日に申立人が高

齢者福祉課へ提出した質問書への回答（以下「本件対象文書」という。）に記載された自己に関

する保有個人情報の訂正をするとの決定を求めた。 

 

第３ 本件事案の経緯 

１ 申立人は、町田市個人情報保護条例（以下「本件条例」という。）第 22条の規定により、2012

年４月 18日付個人情報開示等請求書で、実施機関に対し、本件対象文書について個人情報開

示等請求（訂正請求）（以下「本件請求」という。）を行った。 

２ 実施機関は、申立人に対して、2012年５月１日付 12町い高第 106号で個人情報非開示等（非

訂正）決定を行った。 

３ 申立人は、実施機関に対して、本件処分を不服として 2012年５月 14日付異議申立書で、本

件異議申立てを行った。 

４ 実施機関は、本件条例第 30条第２項の規定に基づき、2012年６月 12日付 12町い高第 211

号により、本件処分について当審査会に諮問した。 

５ 実施機関は、2012年７月２日、同日付 12町い高第 347号により「理由説明書の提出につい

て」を提出した。 

６ 申立人は、2012年７月 17日付異議申立書により、2012年５月 14日付異議申立書に係る「異

議申立ての理由」の追加（イからク）を行った。 

７ 実施機関は、2012年８月１日、同日付 12町い高第 430号により、2012年７月 17日付異議

申立ての理由の追加（イからク）に対する「理由説明書の提出について」を提出した。 

８ 申立人は、2012年８月 18日付異議申立書により、2012年５月 14日付異議申立書に係る「異

議申立ての理由」の追加（ケからソ）を行った。 

９ 実施機関は、2012年８月 31日、同日付 12町い高第 489号により、2012年８月 18日付異議

申立ての理由の追加（ケからソ）に対する「理由説明書の提出について」を提出した。 

10 申立人は、2012年 10月４日、同年 10月３日付意見書を提出した。 

11 申立人は、2012年 10月４日、同年 10月３日付口頭意見陳述要旨を提出した。 

12 当審査会は、2012年 11月５日付 12町総市査第１号の 15により、2012年 11月 19日に申立

人の口頭意見陳述を行う旨を申立人に通知した。 
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13 申立人は、2012年 11月 19日、当審査会に対して、口頭意見陳述を辞退する旨の申し出を行

った。 

 

第４ 申立人の主張の要旨 

１ 市としての見解にいたった根拠となる事実行為について、異議申立の内容に沿って明確に説

明をしていない。 

保有個人情報について事実に誤り又は不正確な内容となる余地は一切ないのであれば、見解

だけでなく内容も説明すべきであり理屈が通らない。 

２ 生活援護課から開示された内容についても説明・見解をしていない。 

３ 仲介者としての責任を果たしていない。 

４ 父親の対応、孤独死になったいきさつは、適正な行為とはいえず市としての適切な見解とし

ての説明は理解できない。 

５ 訂正の文書、2005年４月 13日付の当該文書は利用停止になっており、取扱いは見解が不適

切だったからと断定している。 

 

第５ 実施機関の主張及び理由説明の要旨 

本件対象文書は、2005年４月８日（文書日付４月７日）及び４月 11日に申立人が高齢者福祉

課へ提出した質問書への回答である。 

質問の内容は、2004年６月２日に、町田市役所で行われた申立人と父親との話し合いに関して

であり、話し合いによって今後どうするかを決めたのは、申立人と父親である。 

しかし申立人は、話し合いに職員が介入したこと、話し合いの内容及び合意事項を文書で取り

交わしていないので話し合いは継続中であること等を理由に、文書で町田市に補償を求めてきた。

このため、「お金の面での補償は論外です。」と回答文に記載した。 

また、「高齢者福祉課は、高齢者が安心して過ごせるように支援しています。」「○○○○様の

相談にはお応えできません」との文書は、高齢者福祉課の業務目的を紹介すると共に、申立人か

ら提出された数々の要望、要求については、父親との関係から発したものであり、父親の連絡先

も教えてあるので、再度の話し合いを促す意味で回答文の末尾につけたものである。 

本件条例第 22条では、自己に関する保有個人情報について事実に誤り又は不正確な内容があ

ると認めるときは、訂正の請求をすることが出来ると規定している。 

本件対象文書は、申立人からの質問書に対し市としての見解を示したものであり、事実行為を

説明したものではない。このため、保有個人情報について事実に誤り又は不正確な内容となる余

地は一切ないため、訂正の請求に応じないとの処分を行ったものである。 

 

第６ 審査会の判断 

１ 本件対象文書 

本件対象文書は、2005年４月８日（文書日付４月７日）及び同年４月 11日に申立人が高齢

者福祉課へ提出した質問書に対する 2005年４月 13日付の健康福祉部保健介護推進担当部長名

の回答文書である。 

本件対象文書には、「お金の面での補償など論外です。」、「高齢者福祉課は、高齢者が安心し

て過ごせるように支援しています。」及び「○○○○様の相談にはお応えできませんのでご理

解の程よろしくお願いいたします。」との部長名での市の見解を示した部分があり、申立人は、

この記載について、本件条例第 22条第１項に基づき訂正を求めている。 

２ 本件請求に対する当審査会の判断 

（１）本件条例第 22条第１項 

本件条例は、個人情報の訂正の請求について、「市民は、自己に関する保有個人情報につ

いて事実に誤り又は不正確な内容があると認めるときは、実施機関に対し、保有個人情報の

訂正を請求することができる。」（第 22条第１項）と定めている。 

本条は、実施機関が取得又は作成し、組織的に利用するものとして保有している個人情報

について、その事実に誤り又は不正確な内容があると認めるときに、その訂正の請求をする



第３章 情報公開・個人情報保護審査会の状況 
 

 68 

ことができる旨定めるものである。 

ここでいう「誤り又は不正確な内容」というのは、客観的事実についての誤り等をいうの

であって、例えば、実施機関等の意見や見解を、本人のそれと異なるとの理由で誤り等とし

て、これを質し、訂正させるものではない。 

（２）本件対象文書の記載について 

本件訂正請求は、本件対象文書に記載されている、「お金の面での補償など論外です。」と

の記載、「高齢者福祉課は、高齢者が安心して過ごせるように支援しています。」との記載、

及び、「○○○○様の相談にはお応えできませんのでご理解の程よろしくお願いいたしま

す。」との記載の訂正を求めるものであり、これらが事実の誤り又は不正確な内容に当たる

のかどうかが問題となる。 

ア．「お金の面での補償など論外です。」との記載について 

実施機関の説明によると、「お金の面での補償など論外です。」との記載は、実施機関が、

申立人と父親との意向に基づき話し合いの場を設定し、今後どうするかを決めたところ、

話し合いに職員が介入したことや、話し合いの内容及び合意事項を文書で取り交わしてい

ないため話し合いは継続中であること等を理由に、申立人が市に対して補償を求めてきた

ので、回答文に、これはできない旨の市の見解を記載したものである。 

この記載は、補償の要求に対する実施機関の見解を示したものであり、客観的な事実の

誤り等には当たらず、訂正請求の対象となる自己情報には当たらない。 

それ故、これを訂正請求の対象には当たらないことを理由に訂正しないとした実施機関

の判断は妥当である。 

イ．「高齢者福祉課は、高齢者が安心して過ごせるように支援しています。」との記載につい

て 

対象文書中の「高齢者福祉課は、高齢者が安心して過ごせるように支援しています。」

との記載は、前後の文脈からしても、明らかに実施機関の担当部署である高齢者福祉課の

業務について一般的に説明したものであり、申立人の家族に関する個別案件に言及したも

のではない。 

したがって、客観的な事実に関する記載とはいえず、かつ、訂正請求の対象となる自己

情報にも当たらない。 

それ故、これを訂正請求の対象には当たらないことを理由に訂正しないとした実施機関

の判断は妥当である。 

ウ．「○○○○様の相談にはお応えできませんのでご理解の程よろしくお願いいたします。」

との記載について 

実施機関の説明によると、「○○○○様の相談にはお応えできませんのでご理解の程よ

ろしくお願いいたします。」との記載は、申立人が、実施機関が設定した申立人と父親と

の話し合いの内容に対し、再三にわたり不満を訴えていたことに対して、話し合いで決め

たことに対する不満は当事者間の直接の話し合いによって解決すべきものであり、これ以

上の相談には応じられない旨の市としての見解を記載したものである。 

この記載は、申立人の不満の訴えに対する実施機関としての見解を示したものに過ぎず、

客観的な事実の誤り等には当たらず、訂正請求の対象となる自己情報には当たらない。 

それ故、これを訂正請求の対象には当たらないことを理由に訂正しないとした実施機関

の判断は妥当である。 

３ 結論 

以上のとおりであるから、「第１ 審査会の結論」のとおり答申する。 
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町 田 市 情 報 公 開 ・ 個 人 情 報 保 護 審 査 会 

2012年度第２号事件（異議申立人 ○○ ○○） 

 

２０１４年１１月１７日 

答  申 

 

町田市長 石 阪 丈 一 様 

 

町田市情報公開・個人情報保護審査会 

会 長  野 村 武 司 

 

2012年 11月 27日付 12町い対第 554号（2012年度第２号事件）でなされた諮問について、以下

のとおり答申いたします。 

 

第１ 審査会の結論 

異議申立人○○○○が、2012年９月４日付で町田市長に対して行った個人情報開示請求に対し

て、町田市長が 2012年９月 18日付 12町い対第 341号の２をもって行った個人情報部分開示決

定処分のうち、「精神保健相談」と定型印刷された様式の文書における「相談内容」欄のうち、

判断内容を除くあらかじめ印刷された定型文言は開示されるべきであるが、その余を非開示とし

た実施機関の判断は、妥当である。 

 

第２ 異議申立ての趣旨 

異議申立人○○○○（以下「申立人」という。）は、町田市長（以下「実施機関」という。）が

2012年９月 18日付 12町い対第 341号の２をもって行った個人情報部分開示決定処分（以下「本

件処分」という。）を取消し、非開示部分の開示を求めた。 

 

第３ 本件事案の経緯 

１ 申立人は、町田市個人情報保護条例（以下「本件条例」という。）第 20条の規定により、2012

年９月４日付個人情報開示等請求書で、実施機関に対し、本件対象文書について個人情報開示

請求（以下「本件請求」という。）を行った。 

２ 実施機関は、申立人に対して、2012年９月 18日付 12町い対第 341号の２で本件処分を行っ

た。 

３ 申立人は、実施機関に対して、本件処分を不服として 2012年 11月 15日付異議申立書で、

本件異議申立てを行った。 

４ 実施機関は、本件条例第 30条第２項の規定に基づき、2012年 11月 27日付 12町い対第 554

号により、本件処分について当審査会に諮問した。 

５ 実施機関は、2012年 12月 14日付 12町い対第 554号の３により「理由説明書の提出につい

て」を提出した。 

６ 申立人は、2013年４月 22日、当審査会事務局との電話連絡において、意見書の提出を辞退

する旨の申し出を行った。 

７ 審査会は、2014年１月 17日、実施機関から事情聴取を行った。 

８ 審査会は、2014年４月 14日、実施機関に補足説明を求めた。 

 

第４ 申立人の主張の要旨 

１ 開示を求める内容の肝心な部分が、黒塗りにより開示されていない。 

２ 当日の相談記録を私と母がメモしていたが、その内容が全て記録から消されている。 

 

第５ 実施機関の主張及び理由説明の要旨 

１ 「医師のサイン」等に係る非開示理由について 
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面談時に得られる限られた情報をもとに、嘱託医が適切な評価判断を行ったとしても、開示

を前提とした場合、相談者の意向等を考慮して正確な内容の記載を躊躇することが予測され、

記録内容が形骸化し適切な助言が妨げられる恐れがある。さらに、専門的な知識を有し適切な

助言を行える医師の確保ができなくなり、今後の専門医相談の公正かつ適切な運営を著しく困

難にすると認められる。 

２ 「状況及び観察したことのうち、評価に関する部分」「分析・判断」等に係る非開示理由に

ついて 

精神保健福祉相談に係る相談支援の根幹をなす部分であるため、開示を前提とすると、支援

にあたっての評価判断が萎縮するとともに記録内容が形骸化することにより、今後の精神保健

福祉相談の適切な実施を著しく困難にすると認められる。 

また、これらの記録は開示を前提に作成したものではないため、対象者本人及び相談者の意

に沿わない内容が含まれている可能性がある。こうした内容を開示することにより、対象者本

人及び相談者との信頼関係に支障をきたすことが懸念され、今後の課題解決に向けた適切な支

援が困難となる。 

なお、一般論として、相談者は、対象者本人からの同意を得ることができない状況で相談し

ていると言いながら、対象者本人に相談内容が伝わってしまい、かえって家庭内での信頼関係

を悪化させる場合がある。本件についても、そのような恐れが十分に予測される。 

 

第６ 審査会の判断 

１ 本件対象文書 

本件対象文書は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和 25 年法律第 123 号。以

下「法」という。）第 47条第１項に基づいて、保健所を設置する町田市の保健所において平成

23 年６月９日に町田市長の指定する医師及び町田市の職員である保健師の資格を有する精神

保健福祉相談員（法第 48条第１項）が精神障がいの疑われる者（以下「相談対象者」という。）

の姉（申立人）及び母親からの相談に応じた際に、その内容を記録した精神保健相談文書（2011

年度精神保健相談記録のうち、平成 23年６月９日の記録）である。本件対象文書は、「精神保

健相談」と定型印刷された様式の文書（以下「本件文書１」という。）と、「別記様式１」と定

型印刷された様式の文書（以下「本件文書２」という。）とによって構成されている。このう

ち、本件文書１は、「日時」、「相談内容」、「確認したこと（保健師記入欄）」、「相談内容のつづ

き」の各記載欄より成っており、「日時」、「相談内容」、「相談内容のつづき」の各欄の記載は、

医師により、「確認したこと（保健師記入欄）」のそれは、町田市の職員である保健師の資格を

有する精神保健福祉相談員によって、それぞれ行われている。他方、本件文書２は、「目的」、

「主訴」、「状況及び観察したこと」、「分析・判断」、「対応（援助内容・反応・合意事項等）」、

「今後の計画及び方針」、「特記事項その他」の各欄等から成っており、それへの記載はすべて、

町田市の職員である保健師の資格を有する精神保健福祉相談員によって行われている。 

２ 本件異議申立てに対する当審査会の判断 

（１）非開示部分の記載 

本件文書１においては、相談を担当した精神科医の直筆の署名（２箇所）と担当保健師に

よって記入された当該精神科医の氏名（１箇所）、「相談内容」欄の記載内容の一部及び「確

認したこと（保健師記入欄）」欄の記載内容の一部が、それぞれ非開示とされている。そし

て、本件文書２においては、「状況及び観察したこと」の欄の記載内容の一部、及び「分析・

判断」の欄の記載内容の全部が、それぞれ非開示とされている。 

（２）非開示部分の記載とその非開示事由との関係 

実施機関は、各非開示部分の記載を非開示とした根拠を、本件文書１に記載されている相

談を担当した精神科医の直筆の署名（２箇所）と担当保健師によって記入された当該精神科

医の氏名（１箇所）の各部分、並びに、本件文書２における「状況及び観察したこと」の欄

の記載内容の一部及び「分析・判断」の欄の記載内容の全部については、本件条例第 21 条

第１項第６号に該当することに、その他の非開示部分については、本件条例第 21 条第１項

第３号又は同第６号に該当することに、それぞれ求めている。本件条例第 21 条第１項第３



第３章 情報公開・個人情報保護審査会の状況 
 

 71 

号（以下「３号」という。）には、「第三者に関する情報であって、開示をすることにより当

該第三者の権利利益を侵害するおそれがあるもの」と、本件条例第 21 条第１項第６号（以

下「６号」という。）には、「市又は国等の事務又は事業の運営に関する情報であって、開示

をすることにより当該事務又は事業の実施の目的を失わせ、又は公正かつ適正な実施を著し

く困難にすると認められるもの」と、それぞれ規定されている。 

本件条例に基づく個人情報の開示請求制度が、開示請求人本人の自己に関する個人情報の

適正な取扱いを確保することにより当該個人情報を保護することを目的としていること（本

件条例第１条）から、開示請求人本人以外の第三者の個人情報が開示される必要はないのみ

ならず、第三者の個人情報が誤って開示されることによって当該第三者の基本的人権ないし

権利利益が侵害されることがないように、当該情報を非開示情報とすることにより第三者の

基本的人権ないし権利利益の保護を図ることが必要かつ適切であると考えられた結果、３号

該当情報が非開示情報とされたものと解される。 

また、町田市は、同市の保有する個人情報を使用して、その事務又は事業の運営を行って

いるため、開示請求された個人情報が、市の事務又は事業の運営に関する情報でもありうる

ことがある。この場合、当該個人情報が、それを開示することにより当該事務又は事業の実

施の目的を失わせ、又は公正かつ適正な実施を著しく困難にすると認められるものである場

合には、その限りにおいて、当該事務又は事業の実施の目的の維持又は実施の公正性・適正

性を確保する観点から当該個人情報の開示を認めないことにも正当性・合理性が認められう

るため、６号該当情報が非開示情報とされたものと解される。 

なお、「開示することにより当該事務又は事業の実施の目的を失わせ、又は公正かつ適正

な実施を著しく困難にすると認められる」か否かを判断するに当たっては、当該の開示請求

に関する事務又は事業に限られず、将来における同事務又は事業の実施の目的の維持又は公

正性・適正性の確保の観点が考慮されることが適切である。 

実施機関は、前述（１）において指摘した非開示部分の全部について、６号該当情報性が

肯定されることを理由として、その非開示決定を行っていることから、当審査会においては、

６号該当情報と認められるか否かをまず審査し、仮に、それが認められない場合に、３号該

当情報を理由として非開示とすることができるか否かを判断することとする。 

（３）６号該当情報性の有無の判断 

ア ６号該当情報性判断の基準 

前述（２）に示したとおり、町田市の保有する個人情報を開示することにより当該事務

又は事業の実施の目的を失わせ、又は公正かつ適正な実施を著しく困難にすると認められ

るものである場合には、その限りにおいて、当該事務又は事業の実施の目的の維持又は実

施の公正性・適正性を確保する観点から当該個人情報の開示を認めないことにも正当性・

合理性が認められうる。本件に即して、「町田市の保有する個人情報を開示することによ

り当該事務又は事業の実施の目的を失わせ、又は公正かつ適正な実施を著しく困難にする

と認められるものである」といえることになるか否かを判断するための基準を示せば、そ

れは次のとおりである。 

本件で問題となる「事務又は事業」とは、法第 47 条第１項に基づいて実施されている

精神保健相談の事務（以下「本件相談事務」という。）のことである。本件相談事務は、

相談対象者等に即した適切な支援を行うこと及びそのための情報を得ること等を目的と

して行われている。そして、当該ケースへの対応が長期化するなどして担当職員に異動等

があった場合であっても、継続的な対応に支障を生じさせないために、面談時に得られた

情報を正確に記録してとどめておくことが本件相談事務の公正かつ適正な実施に必要不

可欠であり、その記録が形骸化することになれば、本件相談事務の公正かつ適正な実施が

著しく困難になるものと認められる。 

そこで、前述（１）において指摘した各非開示記載部分に係る個人情報を開示すること

により、相談対象者等に即した適切な支援を行うこと及びそのための情報を得ること等と

いう本件相談事務の実施の目的を失わせ、又は公正かつ適正な実施を著しく困難にすると

認められるか否かを、当該各非開示部分の記載に即して順に検討する。 
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イ 本件文書１における相談を担当した精神科医の直筆の署名の記載（２箇所）と担当保健

師によって記入された当該精神科医の氏名の記載（１箇所）の各部分 

当審査会における実施機関からの聞き取り調査等によると、市内に勤務する精神科医に

嘱託して本件相談事務を実施しているとのことであり、その特殊専門的な職業の性格上、

市内に勤務する精神科医の数は少数であって、その特定が極めて容易であるとのことであ

る。このような場合に、精神科医であること、そして、その者が市内に勤務する者である

ことといった、公開されている、あるいは、容易に取得しうる他の情報を基礎として、さ

らに、本件文書１に記載されている相談を担当した精神科医の直筆の署名又は担当保健師

によって記入された当該精神科医の氏名の記載が開示され、その氏名が判明することにな

れば、本件相談事務の実施に当たった精神科医の勤務場所が比較的容易に特定されうるこ

とになる。この場合、本件相談事務を担当した精神科医が、相談内容から引き出しうる診

断結果等の適否をめぐって当該情報に係る相談対象者等から後日苦情・抗議等を直接受け

るおそれも容易に考えられ、そのことから、相談内容を正確に記録することを躊躇するな

どしてその記録内容を形骸化させてしまうおそれや、将来的に町田市からの嘱託を受ける

ことを控えることも予想される。その結果、町田市において、本件相談事務を適切に処理

しうる精神科医の確保が著しく困難になることが考えられ、このことにより、今後も町田

市において行われる本件相談事務の実施の公正性・適正性の確保が著しく困難になるもの

と認められる。したがって、本件相談事務を担当した精神科医の直筆の署名の記載（２箇

所）と担当保健師によって記入された当該精神科医の氏名の記載（１箇所）の各部分は、

そこに記載されている情報を開示することにより、相談対象者等に即した適切な支援を行

うこと及びそのための情報を得ること等という本件相談事務の実施の目的を失わせ、又は

公正かつ適正な実施を著しく困難にすると認められるものといえる。よって、当該情報は、

６号該当情報であると認められることから、非開示とすることが妥当である。 

それ故、この点に関する実施機関の判断は妥当である。 

ウ 本件文書１における「相談内容」欄の記載内容の一部 

当該非開示部分には、①判断内容を除くあらかじめ印刷された定型文言と②判断内容が

記入されている。 

非開示部分②には、申立人からの話に基づき、本件相談事務を担当した精神科医がその

診療経験等を基礎として、保健指導に資するために、当日の相談内容をもとに評価、判断

した結果が記載されている。そのため、前述イのとおり、これを開示することにより、相

談内容を正確に記録することを躊躇するなどしてその記録内容を形骸化させてしまうお

それが生じると認められ、したがって、当該情報の記載部分を開示することは、本件相談

事務の目的を失わせること、又は本件相談事務の公正かつ適正な実施を著しく困難にさせ

ることになるものと解される。よって、非開示部分②は、６号該当情報と認められること

から、非開示とすることが妥当である。 

なお、非開示部分①は、あらかじめ印刷された判断内容を含まない定型文言であり、ま

た、様式についての公開請求により容易に入手しうる情報であることから、６号情報には

該当しない。 

以上のことから、非開示部分①を除いた非開示部分②を非開示とした実施機関の判断は

妥当である。 

エ 本件文書１における「確認したこと（保健師記入欄）」欄の記載内容の一部 

当該非開示部分には、①相談対象者に係る本件相談を受けた精神科医によるその診断結

果を保健師が聞き取り記載した当該記載及び②本件ケースに対する保健師の評価の記載

が記入されている。 

①については、前述イ及びウと同様のことが当てはまるため、①の部分の情報は、その

開示により、本件相談事務自体の目的を失わせ、又は本件相談事務自体の公正かつ適正な

実施を著しく困難にするものと認められる。よって、①の部分の情報は、６号該当情報で

あると認められることから、非開示とすることが妥当である。 

②についても、同様に判断されうる。②に記載された情報を含む諸情報は、精神障がい
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を持つと考えられる者に受診を促すことや社会復帰支援策等の決定、その家族等に対する

種々の支援策等に関する計画等の策定の基礎とされるため、保健師が認知したそのありの

ままを、相談者の意に沿わない内容も含め、正確に記載することが大切であるとされる。

かかる前提において記載された情報であることから、精神保健相談の対象者やその家族等

にそのような情報が安易に開示されることになれば、それらの者に誤解等も生じ、それら

相談対象者等からの苦情・抗議等があることも予測される。こうした場合、本件相談事務

を担当する保健師が、抗議等を受けることをおそれて、評価判断についての正確な内容を

記録することを躊躇するなどして、その記録内容が形骸化するおそれが高くなり、ひいて

は、適切な家族支援策を決定することが著しく困難になることまで予測され、当該情報に

基づき相談対象者等に即した適切な支援を行う等という本件相談事務の実施の目的を失

わせ、又は公正かつ適正な実施を著しく困難にすると認められる。よって、本件ケースに

対する保健師の評価に関する記載は、そこに記載されている情報が６号該当情報であると

認められることから、非開示とすることが妥当である。 

以上のことから、①相談対象者に係る本件相談を受けた精神科医によるその診断結果を

保健師が聞き取り記載した当該記載及び②本件ケースに対する保健師の評価の記載の各

記載を非開示とした実施機関の判断は妥当である。 

オ 本件文書２における「状況及び観察したこと」の欄の記載内容の一部 

当該非開示部分には、面談時における申立人の言動等を基礎とした申立人に係る担当保

健師の観察結果が記載されている。 

保健師による観察結果を正確に記載することの意義は、前述エの②と同様であり、当該

非開示部分を開示することは、当該部分の情報に基づき相談対象者等に即した適切な支援

を行う等という本件相談事務の実施の目的を失わせ、又は公正かつ適正な実施を著しく困

難にすると認められる。よって、保健師による観察結果に関する記載は、そこに記載され

ている情報が６号該当情報であると認められることから、非開示とすることが妥当である。 

それ故、この点に関する実施機関の判断は妥当である。 

カ 本件文書２における「分析・判断」の欄の記載内容の全部 

当該非開示部分には、相談を担当した精神科医の説明及び当該説明の内容をもとに保健

師が行った分析・判断の内容が記載されている。 

保健師による分析・判断の内容を正確に記載することの意義は、前述エの②及びオと同

様であり、当該非開示部分を開示することは、相談対象者等に即した適切な支援を行う等

という本件相談事務の実施の目的を失わせ、又は公正かつ適正な実施を著しく困難にする

と認められる。よって、保健師による分析・判断の内容に係る情報は、６号該当情報であ

ると認められることから、非開示とすることが妥当である。 

それ故、この点に関する実施機関の判断は妥当である。 

（４）３号該当情報性の有無の判断 

前述（２）に記したとおり、６号該当情報性が認められない前述ウにおける非開示部分①

について３号該当情報性の有無を判断することになるが、その非開示部分①は、様式にあら

かじめ定型印刷された文言であるため、３号該当情報性がないのは自明のことである。 

３ 結論 

以上のとおりであるから、「第１ 審査会の結論」のとおり答申する。 
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町 田 市 情 報 公 開 ・ 個 人 情 報 保 護 審 査 会 

2014年度第１号事件（異議申立人 ○○ ○○） 

 

２０１５年３月２３日 

答  申 

 

町田市長 石 阪 丈 一 様 

 

町田市情報公開・個人情報保護審査会 

会 長  野 村 武 司 

 

2014年７月４日付 14町市市第 301号（2014年度第１号事件）でなされた諮問について、以下の

とおり答申いたします。 

 

第１ 審査会の結論 

異議申立人○○○○が、2014年３月 28日、同年３月 27日付で町田市長に対して行った公文書

公開請求に対して、町田市長が 2014年４月 11日付 13町市市第 1015号の２をもって行った公文

書存否応答拒否処分は、妥当である。 

 

第２ 異議申立ての趣旨 

異議申立人○○○○（以下「申立人」という。）は、町田市長（以下「実施機関」という。）が

2014年４月 11日付 13町市市第 1015号の２をもって行った公文書存否応答拒否処分（以下「本

件処分」という。）の取消しを求めた。 

 

第３ 本件事案の経緯 

１ 申立人は、町田市情報公開条例（以下「本条例」という。）第６条の規定により、2014年３

月 27日付公文書公開請求書で、同年３月 28日に実施機関に対し公文書公開請求（以下「本件

請求」という。）を行った。 

２ 実施機関は、申立人に対して、本件処分を行った。 

３ 申立人は、実施機関に対して、本件処分を不服として 2014年６月９日付異議申立書で、同

年６月 10日に本件異議申立てを行った。 

４ 実施機関は、本条例第 10条第２項の規定に基づき、2014年７月４日付 14町市市第 301号に

より、本件処分について当審査会に諮問した。 

５ 実施機関は、2014年 ７月 22 日付 14町市市第 347号の２により「理由説明書の提出につい

て」を提出した。 

６ 申立人は、2014年８月 12日付意見書を提出した。 

７ 審査会は、2014年 11月 10日、実施機関から事情聴取を行った。 

 

第４ 申立人の主張の要旨 

１ 処分の理由として「請求された公文書は、その存否を明らかにするだけで、特定個人の生命・

身体又は名誉が侵害されると認められるため」というが、当該判断には、住民基本台帳法に基

づく支援措置の実施者に委ねられた裁量の範囲を逸脱し濫用した瑕疵があり、違法である。 

２ 客観的な事実に基づくことなく、「特定個人の生命・身体又は名誉が侵害されるおそれ」を

認定したことは、裁量権の範囲を逸脱又は濫用している。 

３ 申立人を「加害者」とする支援措置決定を行った者及びその決定年月日などは、申立人が裁

判を受ける権利を行使する上で不可欠であるところ、このような裁判に必要な情報を一方的に

遮断するのは、法の下の平等に著しく反する。 

 

第５ 実施機関の主張及び理由説明の要旨 
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住民基本台帳事務における支援措置について、住民基本台帳事務処理要領により最初に申出を

受け付けた市区町村は、申出者が他の市区町村に対しても併せて支援措置を実施することを求め

た場合には、その必要性を確認し、当該地の市区町村に申出書の写しを転送し、それを受けた市

区町村は、申出者が当初受付市区町村を経由して申出がなされたものとして取り扱うこととされ

ている。 

本件は、その当初受付市区町村から転送されたとされる公文書の公開について申立人から請求

があったが、その存否を明らかにすることで特定の市区町村が推定され、支援対象者の個人の生

命・身体又は名誉が侵害されると認められたため、本条例第５条の２に基づき処分したものであ

る。 

 

第６ 審査会の判断 

１ 本件対象文書及び本件処分について 

申立人は、以下のとおり対象文書を特定して、本件請求をしている。 

「○○（市区町村）長から転送を受けた次の文書であって、本件公文書公開請求者を『加害

者』として特定しているもの。 

（１）『住民基本台帳事務における支援措置申出書（写）転送通知書』（以下「転送通知書」と

いう。） 

（２）『支援措置申出書の写し』 」 

上記（２）の「支援措置申出書」は、申出者が現住所地の市区町村長に対して支援措置の申

出をする際に提出する文書であり、上記（１）の転送通知書は、申出者の現住所地の市区町村

長が、申出者の前住所地等の市区町村長に対して転送通知を行う際に使用される文書である。 

申立人が公開を求めているのは、（１）転送通知書及び（２）支援措置申出書の写し（以下

２つの文書を併せて「本件対象文書」という。）である。 

実施機関は、申立人からの本件請求に対し、本件対象文書は、その存否を明らかにするだけ

で、特定個人の生命、身体又は名誉が侵害されると認められるとして、本条例第５条の２に基

づき、本件対象文書の存否を明らかにしないで請求を拒否する処分をした。 

本件対象文書は、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれら

に準ずる行為の被害者の保護のための措置（以下「支援措置」という。）に係る公文書である

ので、以下、支援措置について説明した上で、実施機関が行った本件処分の適否について検討

する。 

なお、支援措置における「被害者」及び「加害者」は、後述のとおり、申出者の申出に基づ

く表記であり、裁判所の保護命令決定を得ていないケースも含まれるが、以下では、支援措置

申出書の様式にしたがって、「申出者」及び「加害者」と表記する。 

２ 支援措置について 

（１）支援措置の目的及び根拠 

支援措置は、各市区町村において、加害者が、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民

票の写し等の交付並びに戸籍の附票の写しの交付（以下「住民基本台帳の閲覧等」という。）

の制度を不当に利用して、申出者の住所を探索することを防止し、もって申出者の生命、身

体等の保護を図ることを目的として講じられている措置であり、2004年７月１日以降、各市

区町村において必要な支援措置が実施されている（2004年に一部改正された、住民基本台帳

法の各規定、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令（昭

和 60年自治省令第 28号）、戸籍の附票の写しの交付に関する省令（昭和 60年法務省・自治

省令第１号）、住民基本台帳事務処理要領（昭和 42年自治振第 150号等自治省行政局長等か

ら各都道府県あて通知）参照）。 

（２）支援措置の内容 

申出者は、現住所地の市区町村長に対し、支援措置申出書を提出して支援措置の申出をす

る。支援の必要性の有無の判断に時間を要すると、申出者を保護する時機を逸するおそれが

あるため、市区町村長は、当該申出を受けた場合には、警察等の意見又は裁判所の保護命令

決定書の写し等によって支援の必要性を速やかに確認する。 
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上記手続を経て、支援措置がとられると、加害者から申出者に係る住民基本台帳の閲覧等

の請求がなされた場合に、これを拒否する等の措置がとられる。 

なお、申出者は、受付市区町村に対して支援措置の申出を行う際、申出者の前住所地、本

籍地、前本籍地（以下併せて「前住所地等」という。）の市区町村に対しても支援措置を実

施するよう求めることができる。受付市区町村長は、申出者からかかる要求があった場合に

は、「転送通知書」及び「支援措置申出書の写し」を、前住所地等の市区町村長に対して転

送するものとされている。 

３ 本件処分の適否 

（１）本条例第５条の２の趣旨 

本条例第５条の２は、「実施機関は、公文書の公開の請求に対し、当該請求に係る公文書

が存在しているか否かを答えるだけで、特定の個人の生命、身体又は名誉が侵害されると認

められる場合は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該請求を拒否することができる」

と規定している。 

本来、公文書公開請求に対しては、公開請求に係る文書が存在していれば、公開決定又は

非公開決定を行い、存在していなければ不存在決定を行うことになっている。したがって、

公文書公開請求に対する決定は、原則として、公文書の存否を明らかにした上で行うもので

ある。 

しかし、専ら情報を探索する目的で情報公開制度を利用する場合などを典型として、公開

請求に係る文書の存否を明らかにすると、個人の生命、身体又は名誉が侵害されると認めら

れる場合があり、本条はこのような場合に例外的に公文書の存否を明らかにしないで公開請

求を拒否できると定めたものである。 

（２）本件処分の妥当性 

申立人は、本件対象文書について、「○○（市区町村）長から転送を受けた次の文書」と

特定しているところ、仮に、本件対象文書が存在することを前提とした公開決定又は非公開

決定をすれば、申出者が町田市から転出届を出したこと、申出者が○○（市区町村）に支援

措置の申出をしたこと、○○（市区町村）が申出者の前住所地等の町田市に対して本件対象

文書を転送したことが分かるから、申出者の申出時の住所地が○○（市区町村）にあること

を特定することができる。 

また、仮に、本件対象文書が存在しないことを理由とした不存在決定をすれば、申出者の

申出時の住所地が○○（市区町村）以外の市区町村にあることを推測することができる。 

そして、上記のような各決定により得られた情報に、加害者がすでに知っている他の情報

を組み合わせることで、申出者の現住所を推測することが可能となる。前述したように、支

援措置は加害者が住民基本台帳の閲覧等の制度を不当に利用して申出者の住所を探索する

ことを防止し、申出者の生命、身体等の保護を図ることを目的としているところ、公開決定、

非公開決定又は不存在決定により本件対象文書の存否が明らかになると、加害者に対して申

出者の住所を探索する端緒となる重要な情報を与えることになるから、申出者の生命、身体

等が侵害されると認められる。 

４ 結論 

以上のとおり、本条例第５条の２の規定に基づいて本件処分をした実施機関の判断は、妥当

であるから「第１ 審査会の結論」のとおり答申する。 
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