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１ 情報公開制度  
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（１）情報公開制度の概要 

ア 情報公開制度のあらまし 

    横浜市では、市政に関し市民に説明する責務を全うするようにし、市民の的確な理解と批

判の下にある公正で民主的な市政の推進に資することを目的に、「横浜市の保有する情報の

公開に関する条例」（平成 12 年２月横浜市条例第１号。以下本章において「条例」といい

ます。）を制定し、情報公開制度を運用しています。この制度は、市が保有する行政文書を

市民の求めに応じて開示するだけでなく、市政に関する情報を積極的に市民に公表し、又は

提供するとともに、附属機関の会議の公開及び出資法人等の情報公開を実施することにより、

情報公開の総合的な推進を図るものです。 

   

イ 実施機関（条例第２条第１項） 

    この条例により情報公開制度を実施する機関は、市長、市会議長、公営企業管理者（水道   

事業管理者、交通事業管理者及び病院事業管理者）、教育委員会、選挙管理委員会、人事委

員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会、規則で定める市の機関並びに市

が設立した地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成 15 年法律第 118 号）第２条第１

項に規定する地方独立行政法人（公立大学法人横浜市立大学））です。 

 

ウ 開示請求の対象となる行政文書（条例第２条第２項） 

     開示請求の対象となる行政文書は、次の要件を満たすものです。 

  （ア） 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁

的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない

方式で作られた記録をいう。）であること。 

  （イ） 実施機関の職員が組織的に用いるものであること。 

  （ウ） 実施機関が保有しているものであること。 

 

 ただし、次に掲げるものを除きます。 

a 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的

として発行されるもの 

b 規則で定める市の機関等において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の

資料として特別の管理がされているもの 

 

エ 請求権者（条例第５条） 

何人も、条例の定めるところにより、実施機関に対し、その実施機関が保有する行政文書

の開示を請求することができます。 

 

オ 開示請求に対する決定等（条例第 11条、第 12 条） 

    開示請求があったときは、請求を受け付けた日の翌日から起算して 14 日以内に、実施機

関が開示・非開示の決定を行います。ただし、事務処理上の困難その他正当な理由があると

きは、受付日の翌日から起算して 60日以内に限り決定期間を延長することができます。 

    また、開示請求に係る行政文書が著しく大量であり、事務の遂行に著しい支障が生ずるお

それがあるときは、特例として相当部分につき 60 日以内に決定し、残りの行政文書につい
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ては相当の期間内に決定をすることができます。 

   

カ 非開示情報（条例第７条） 

    請求のあった行政文書は原則開示ですが、次の非開示情報に該当する場合は、開示しない

ことができます。 

  （ア） 法令秘情報 

  （イ） 個人情報 

  （ウ） 法人等に関する情報 

  （エ） 財産等保護情報 

  （オ） 審議検討協議情報 

  （カ） 行政運営情報 

 

キ 行政文書の存否に関する情報（条例第９条） 

    請求のあった行政文書の存否を答えることで結果的に非開示情報を開示することとなる

場合は、行政文書の存否自体を明らかにしない決定をすることができます。 

   

ク 開示手数料等（条例第 18条） 

    開示の手数料は徴収しません。なお、写しの作成及びその送付に要する費用については請

求者に御負担いただきます。 

   

 ケ 情報公開の総合的推進（条例第 29条～第 32条） 

    行政文書の開示のほか、市政に関する情報の積極的な公表と提供、附属機関の会議の公開、

出資法人等の情報公開を実施することにより、情報公開を総合的に推進しています。 

 

  コ その他 

    情報公開制度の健全な運用を図り、権利濫用的な開示請求に適切に対応することができる 

よう、平成 30年２月に横浜市情報公開・個人情報保護審査会から市長に提出された意見書 

（※）の内容を踏まえ、条例に係る審査基準の一部改正について意見公募を３月に実施しま 

した。 

 ※横浜市の保有する情報の公開に関する条例に係る運用上の課題の対応について（意見） 

     

（２）平成 29年度運用状況 

   本項では、行政文書開示請求及び後述する「横浜市個人情報の保護に関する条例」に基づい

た自己の個人情報についての開示請求、訂正請求、利用停止請求の実績について取りまとめて

います。（以下行政文書開示請求及び個人情報本人開示請求、訂正請求、利用停止請求を「開

示請求等」といいます。） 

 

ア 本運用状況報告における文書等 

本運用状況報告の文中においては、「開示請求書数」及び「請求文書件数」に分けて統計

をとっています。 

    「開示請求書数」は、請求者が実施機関に提出した請求書の数で、１枚を１件として算出
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しています。 

    「請求文書件数」は、実施機関が対象文書として特定し決定した文書の件数で、１文書を

１件として算出しています。 

 

イ 開示請求等の請求状況 

  （ア） 請求文書件数 

      平成 29 年度の請求文書件数は 13,664 件（開示請求書数は 3,654 件）となっており、

平成 28年度と比較して請求文書件数は 263 件増加、開示請求書数は 144件増加していま

す（表１、表２参照）。 

 

  （イ） 分野別・実施機関別の請求状況 

      分野別の請求状況をみると、「福祉」の分野が 1,361 件と最も多く、以下「道路」の

分野が 1,167件、「環境・衛生」の分野が 1,126件となっています。 

この上位３分野について平成 28年度と比較してみると、「福祉」の分野は 195 件の増

加、「道路」の分野は 411 件の減少、「環境・衛生」の分野は 248 件の減少となりまし

た（表３、４参照）。 

 

ウ 開示請求等の処理状況 

  （ア） 開示率 

      平成 29年度の開示率（取下げ並びに個人情報の訂正請求及び利用停止請求を除く請求

文書件数に対する開示及び一部開示の割合）は 93.6％であり、平成 28 年度と比較して

2.7 ポイント高くなっています（表５、６参照）。 

 

  （イ） 決定期間の延長 

      開示等の決定に当たり、文書が大量であること、内容が複雑で判断に時間を要するな

どの理由により、決定期間を延長して処理した請求文書件数は 3,593 件（開示請求書数

は 367 件）で、全体の 26.3％（開示請求書数の 10.0％）になり、平成 28 年度の請求文

書件数 4,726 件（開示請求書数は 295 件）と比較して請求文書件数は 1,133 件減少、開

示請求書数は 72件増加しています。 

 

エ 簡易開示請求の状況 

簡易開示制度とは、「横浜市個人情報の保護に関する条例」に基づき、実施機関が行う試

験の結果等について、本人の口頭などの請求により、一定期間はその場で開示する制度で、

平成 29 年度は、職員の採用試験及び採用選考、資格試験、市立大学の入学試験、市立併設

型中学校の適正試験、介護保険の要介護認定及び要支援認定、障害支援区分認定、障害者の

日常生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス等の支給決定、その他事

業等において実施しました。 

平成 29 年度の簡易開示件数は全体で 1,209 件となっており、前年度の 1,250 件と比較し

て、41 件減少しています（表７参照）。 
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オ 積極的な情報の公表と提供の状況 

    横浜市の積極的な情報の公表と提供に関する要綱（平成 15 年３月制定）に基づき、政策

決定プロセスの情報を含めた市政に関する情報について、市民に積極的に公表、提供しまし

た。 

    平成 30年３月 31日現在、情報公表の登録件数は 565 件、情報提供件数は 2,884件となっ

ています（表８参照）。 

 

カ 会議の公開状況 

    公開対象となる附属機関は、平成 29 年度末現在 319 機関あります。その中で、横浜市介

護認定審査会など、審議内容が個人情報等に関するため原則的に非公開としている 28 機関

を除いた会議の開催総数は延べ 399回で、そのうち 205 回が公開され、公開率は 51.4％とな

っています（表９参照）。 

 

キ 出資法人等の情報公開状況 

    ９の出資法人等に対して、各出資法人等が定める情報公開規程に基づき合計 41 件の開示

申出が出されました（表 10参照）。 

    また、６の出資法人等に対して、個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号）

及び各出資法人等が定める保有個人データの開示等請求規程に基づき合計 17 件の本人開示

請求等が出されました（表 11参照）。 
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表１ 請求文書件数（平成29年度）                               （単位：件） 

区    分 
受付窓口 

合   計 
市民情報センター 区 役 所 

行政文書の開示請求 ８，７３２ ２，４２６ １１，１５８ 

個人情報の本人開示請求 ２５８ ２，２４２ ２，５００ 

個人情報の訂正請求 １ ４ ５ 

個人情報の利用停止請求 １ ０ １ 

 

     合    計       

  

８，９９２ 

 

 

４，６７２ 

 

１３，６６４ 

＊ 平成29年度中の請求に対して決定した文書の件数。ただし、条例第12条の規定に基づき特例的

に開示決定等の期限の延長を行い、平成30年７月20日時点で開示決定等が行われていないもの

を除く。 

 

（参考）過年度の請求文書件数     （単位：件） 

年  度 請求文書件数 

平成２８年度 １３，４０１ 

平成２７年度 １２，７８８ 

 
 
 
表２ 請求書数              （単位：件） 

年    度 開示請求書数 

平成２９年度 ３，６５４ 

平成２８年度 ３，５１０ 

平成２７年度 ３，１１４ 
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表３　分野別の請求状況（文書件数）

区　　　分

福　　　  　祉 1,361 [803] 1,166 [581] 1,196 [621]

道　　  　　路 1,167 [12] 1,578 [44] 1,563 [38]

環　境・衛　生 1,126 [4] 1,374 [2] 1,251 [2]

教　　　  　育 1,125 [118] 789 [118] 1,287 [115]

建　　  　　築 987 [42] 1,314 [164] 763 [13]

防　　  　　災 767 [7] 358 [20] 249 [13]

保  健・医  療 637 [615] 589 [469] 722 [694]

戸籍・住民登録 628 [602] 563 [488] 579 [543]

上  下  水  道 617 [5] 369 [5] 295 [13]

公  園・緑  地 498 [1] 308 [0] 586 [4]

地 下 鉄・バ ス 394 [11] 172 [0] 100 [0]

河　川・港　湾 353 [2] 190 [0] 208 [0]

地　域　振　興 336 [2] 277 [1] 311 [0]

都  市  計  画 267 [1] 252 [6] 251 [40]

産　業・経　済 61 [0] 35 [0] 90 [0]

そ　　の　　他 3,340 [281] 4,067 [314] 3,337 [1,205]

総　　 　計 13,664 [2,506] 13,401 [2,212] 12,788 [3,301]

（参考）分野別請求の具体例

分     　野

福　　　　　祉

道　　  　　路

環  境・衛  生

　 教　　　　　育

建　　　　　築

主な請求文書の例

いじめ重大事態に関する再発防止検討委員会会議録・資料ほか

宅地造成に関する工事の許可申請書、開発行為許可申請書

各種道路工事等の金額入り設計書、路線の告示縦覧用図面

介護保険認定審査会資料、ケース記録

[ ] の数値は、個人情報本人開示請求等の件数（内数）

         （単位：件）

２９年度 ２８年度 ２７年度

建設リサイクル法に基づく届出書、各種清掃委託等の金額入り設計書
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表４　実施機関別の請求状況（文書件数） (単位：件）

実施機関

市長 10,941 [2,330] 11,504 [2,073] 10,538 [3,135]

　区役所 3,583 [2,023] 3,612 [1,621] 4,477 [2,042]

  温暖化対策統括本部 39 [0] 6 [0] 0 [0]

　政策局 182 [1] 91 [0] 22 [0]

　総務局 143 [10] 590 [41] 197 [7]

　財政局 72 [17] 137 [12] 98 [9]

　市民局 517 [40] 591 [8] 288 [87]

　文化観光局 232 [0] 101 [0] 14 [0]

　経済局 81 [0] 57 [0] 113 [0]

　こども青少年局 148 [45] 128 [46] 118 [31]

　健康福祉局 677 [76] 1,131 [66] 796 [45]

　医療局 0 [0] 10 [0] 2 [0]

　環境創造局 1,302 [5] 799 [7] 684 [90]

　資源循環局 421 [3] 590 [0] 637 [1]

　建築局 1,350 [56] 1,951 [241] 1,123 [148]

　都市整備局 228 [1] 230 [0] 249 [41]

　道路局 609 [10] 877 [7] 767 [29]

　港湾局 407 [0] 195 [0] 209 [0]

　消防局 764 [43] 348 [24] 734 [603]

　国際局 185 [0] 55 [0] - -

　会計室 1 [0] 5 [0] 10 [2]

議長 252 [0] 28 [0] 138 [31]

公営企業管理者 1,069 [34] 523 [5] 577 [3]

　水道局 581 [5] 233 [5] 116 [3]

　交通局 465 [12] 281 [0] 457 [0]

　医療局病院経営本部 23 [17] 9 [0] 4 [0]

教育委員会 1,279 [139] 975 [119] 1,489 [123]

選挙管理委員会 49 [0] 10 [0] 0 [0]

人事委員会 18 [2] 278 [12] 9 [4]

監査委員 9 [0] 72 [2] 8 [0]

農業委員会 6 [1] 4 [0] 0 [0]

固定資産評価審査委員会 0 [0] 2 [0] 20 [0]

公立大学法人横浜市立大学 41 [0] 5 [1] 9 [5]

総　　　　計 13,664 [2,506] 13,401 [2,212] 12,788 [3,301]

２７年度２９年度

[ ] の数値は、個人情報本人開示請求等の件数（内数）

２８年度
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表５ 開示率 

区 分 開示等の決定をした文書数 
開示及び一部開示の決定を 

した文書数 
開 示 率 

２９年度 １３，４５１件  １２，５９６件 ９３．６％ 

２８年度 １３，１８２件  １１，９７７件 ９０．９％ 

２７年度 １２，５５８件  １１，８１０件 ９４．０％ 

＊ 取下げ、個人情報の訂正請求、利用停止請求の件数は含まれません。 

 
 
表６ 開示請求等の処理状況（平成29年度）                  （単位：件） 

区    分 

 

請求文書件数 
開  示 
（訂 正、 

利用停止） 

一部開示 
(一部訂正、 

一部利用停止) 

非開示 
(非訂正、 

非利用停止) 
取下げ 

行政文書の開示請求 11,158 5,040 5,326 619 173 

個人情報の本人開示請求 2,500 1,500 730 236 34 

個人情報の訂正請求 5 0 0 5 0 

個人情報の利用停止請求 1 0 0 1 0 

合    計 13,664 6,540 6,056 861 207 
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表７ 簡易開示制度の状況 

《採用試験及び採用選考》 

試  験  の  名  称 所  管  課 請求件数 開 示 内 容 

横浜市技能職員採用選考 総務局人事課 
一次    9件 

二次  27件 

一次・二次選考の各選考科目の得点、 

各選考段階の総合得点及び順位 

市長部局助産師採用選考 
こども青少年局 

総務課 

一次    0件 

二次   0件 
一次・二次選考の順位及び総合得点 

横浜市看護職員採用選考 
医療局病院経営本

部人事課 
      4件 順位及び総合得点 

横浜市企業職員（免許資格職）採用選考 
医療局病院経営本

部人事課 

一次    0件 

二次    1件 
一次・二次選考の総合順位及び総合得点 

医療局病院経営本部行政職員採用選考（市立

病院で地域連携・相談業務を担当する職） 
医療局病院経営本

部人事課 
選考未実施 総合順位及び総合得点 

医療局病院経営本部行政職員（病院総合事

務）採用試験 
医療局病院経営本

部人事課 
    1件 総合順位及び総合得点 

地下鉄運輸職員採用選考 交通局人事課 

一次   4件 

二次   6件 

三次 未実施 

一次・二次・三次選考の総合順位及び 

総合得点 

地下鉄保守技術員採用選考 交通局人事課 

一次    3件 

二次    0件  

三次 未実施 

一次・二次・三次選考の総合順位及び 

総合得点 

バス乗務員採用選考 交通局人事課 
一次   1件 

二次   15件 
一次・二次選考の総合順位及び総合得点 

バス乗務員（養成枠）採用選考 交通局人事課 

一次    0件 

二次    0件 

三次 未実施 

一次・二次・三次選考の総合順位及び 

総合得点 

バス整備員採用選考 交通局人事課 
一次    0件 

二次    1件 
一次・二次選考の総合順位及び総合得点 

横浜市行政職員（大学卒程度）採用試験 
人事委員会事務局 

任用課 

一次   74件 

二次   1件 

三次   0件 

一次・二次・三次試験の総合順位、 

各試験科目の得点及び総合得点 

横浜市消防職員（大学卒程度）採用試験 
人事委員会事務局 

任用課 

一次   4件 

二次   2件 

一次・二次試験の総合順位、 

各試験科目の得点及び総合得点 

横浜市消防職員（高校卒程度）採用試験 
人事委員会事務局 

任用課 

一次   10件 

二次   0件 

一次・二次試験の総合順位、 

各試験科目の得点及び総合得点 

横浜市職員（社会人）採用試験 
人事委員会事務局 

任用課 

一次   64件 

二次   4件 

三次   2件 

一次・二次・三次試験の総合順位、 

各試験科目の得点及び総合得点 

横浜市行政職員（高校卒程度）採用試験 
人事委員会事務局 

任用課 

一次   18件 

二次   1件 

一次・二次試験の総合順位、 

各試験科目の得点及び総合得点 

横浜市行政職員（免許資格職）採用試験 
人事委員会事務局 

任用課 

一次   12件 

二次   0件 

一次・二次試験の総合順位、 

各試験科目の得点及び総合得点 

横浜市学校事務職員採用試験 
人事委員会事務局 

任用課 

一次    2件 

二次   0件 

一次・二次試験の総合順位、 

各試験科目の得点及び総合得点 

横浜市学校栄養職員採用試験 
人事委員会事務局 

任用課 

一次   1件 

二次   0件 

一次・二次試験の総合順位、 

各試験科目の得点及び総合得点 

身体に障害のある人を対象とした横浜市職員 

採用選考 

人事委員会事務局 

任用課 

一次   0件 

二次   0件 

事務及び学校事務の一次・二次選考の総

合順位、各選考科目の得点及び総合得点 

横浜市消防職員（ヘリコプター操縦士） 

採用選考 
消防局人事課 選考未実施 

総合順位、各選考科目の得点及び総合得

点 

横浜市消防職員（ヘリコプター整備士） 

採用選考 
消防局人事課 選考未実施 

総合順位、各選考科目の得点及び総合得

点 

横浜市消防音楽隊嘱託員採用選考 
消防局横浜市民防

災センター 

一次   0件 

二次   0件 

一次・二次選考の得点、区分別順位及び

総合順位 

横浜市市民防災センター嘱託員採用選考 
消防局横浜市民防

災センター 
選考未実施 得点、区分別順位及び総合順位 
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試  験  の  名  称 所  管  課 請求件数 開 示 内 容 

横浜市育児休業代替任期付職員採用選考 
人事委員会事務局 

任用課 
0件 

選考の総合順位、各選考科目の得点及び

総合得点 

公立大学法人横浜市立大学看護職員採用選考 

公立大学法人横浜

市立大学医学・病

院統括部職員課 

2件 順位及び得点 

公立大学法人横浜市立大学職員採用選考 

公立大学法人横浜

市立大学企画総務

部人事課 

3件 順位及び得点 

＊ 採用試験及び採用選考については、各試験・選考の不合格者を対象としています。 

 

《資格試験》 

試 験 の 名 称 所  管  課 請求件数 開 示 内 容 

横浜市中央卸売市場せり人登録試験 
経済局中央卸売市場本場経

営支援課、食肉市場運営課 

一次   0件 

二次   0件 
一次・二次試験の得点 

除害施設等管理責任者資格認定講習 

効果測定 
環境創造局水・土壌環境課 5件 効果測定の得点及び合計取得単位 

 

《入学試験》 

試 験 の 名 称 所  管  課 請求件数 開  示  内  容 

横浜市中央職業訓練校入校選考試験 経済局雇用労働課 0件 不合格者の総合順位 

公立大学法人横浜市立大学一般選抜 
入学試験 

公立大学法人横浜市立大学  

アドミッション課 
98件 二次試験不合格者の総合ランク 

横浜市立高等特別支援学校等（横浜市立日

野中央高等特別支援学校、横浜市立二つ橋

高等特別支援学校及び横浜市立若葉台特別

支援学校知的障害教育部門高等部）入学選

抜 

教育委員会事務局特別支援教

育課 
40件 検査別得点 

横浜市立高等学校転入・編入学者 

選抜（学力検査） 
教育委員会事務局高校教育課 0件 科目別得点及び総合得点 

横浜市立併設型中学校適正検査 教育委員会事務局高校教育課 664件 適性検査の総得点 

 

《介護保険認定》 

名    称 所  管  課 請求件数 開  示  内  容 

要介護認定及び要支援認定 健康福祉局介護保険課 112件 

認定調査票（概況調査）、認定調査票

（特記事項）及び介護認定審査会資料

（基本調査結果及び一次判定結果） 

 

《障害支援区分認定》 

名    称 所  管  課 請求件数 開  示  内  容 

障害支援区分認定 健康福祉局障害企画課 8件 

認定調査票（概況調査）、認定調査

票（特記事項）及び障害支援区分認

定審査会資料（基本調査結果及び一

次判定結果） 
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《支給決定》 

名   称 所  管  課 請求件数 開  示  内  容 

障害者の日常生活を総合的に支援する

ための法律に基づく障害福祉サービス

等支給決定事務 

 

健康福祉局障害企画課 

 

0件 
在宅援助記録票及び障害支援区分 

聴き取り票 

児童福祉法に基づく障害児通所支援事

業支給決定事務 

こども青少年局障害児福祉

保健課 
0件 在宅援助記録票 

 

《奨学金貸与》 

名   称 所  管  課 請求件数 開  示  内  容 

医療局病院経営本部看護学生奨学金貸

与事業 
医療局病院経営本部人事課 0件 

不合格者の総合順位及び合計点、 
満点、貸与決定基準点 

 

《その他》 

名   称 所  管  課 請求件数 開  示  内  容 

横浜市世界を目指す若者応援事業にお

ける審査 
国際局政策総務課 0件 

補助を決定されなかった者の総合順

位及び総合得点 

横浜市立高校生のための海外大学進学

支援プログラム 

教育委員会事務局高校教育

課 

一次   0件 

二次  10件 

一次選考における英語力検査の技能

別得点及び書類審査の得点、二次選

考における面接の得点 
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表８ 情報公表・提供の届出数 

 
 

＊ 届出数とは、平成29年度中に届出された資料の数であり、登録数とは、平成30年３月31日現在

閲覧できる資料の総数です。 

 

 

 

表９ 会議の公開状況 

開催総数（a） 

公開・非公開の状況 

傍聴者数 
公開率 

（b/a） 公開された会

議の回数（b） 

非公開とされ

た会議の回数 

延399回 延205回 延194回 延507人 51.4％ 

 

＊ 開催総数には、横浜市介護認定審査会など、審議内容が個人情報等に関するため原則的に非公

開としている附属機関（28機関）の会議開催数は含まれていません。なお、その会議を含めた

開催総数は、延4,051回になります。 

 
 

区        分 届出数 
Ｈ30年３月末現在 

の登録数 

公 

  

表 

１号(基本計画･指針関係) 24件  

250件 565件 

２号(規制に関する条例関係) 13件  

３号(横浜市経営会議関係) 0件  

４号(附属機関関係) 208件  

５号(財務関係) 5件  

提    供 359件 2,884件 
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表１０　出資法人等の情報公開の実施状況（平成29年度）

団　　体　　名 開示申出件数 回　答　区　分

横浜市住宅供給公社 23 開示・一部開示

公益財団法人　横浜市建築保全公社 6 一部開示

公益財団法人　横浜市芸術文化振興財団 4 開示

公益財団法人　横浜市体育協会 2 開示・非開示

公益財団法人　横浜市建築助成公社 2 開示・一部開示

公益財団法人　横浜観光コンベンションビューロー 1 開示

公益財団法人　横浜市消費者協会 1 開示

社会福祉法人　横浜市リハビリテーション事業団 1 開示

横浜港埠頭株式会社 1 開示

合　　　計 41

表１１　出資法人等の本人開示請求等の実施状況（平成29年度）

団　　体　　名 開示請求件数 回　答　区　分

社会福祉法人　横浜市リハビリテーション事業団 6 開示・一部開示

公益財団法人　横浜市男女共同参画推進協会 4 一部開示

公益財団法人　横浜市体育協会 3 開示

公益財団法人　横浜市総合保健医療財団 2 開示

公益財団法人　横浜市消費者協会 1 一部開示

社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会 1 一部開示

合　　　計 17
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２ 個人情報保護制度  
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（１）横浜市個人情報の保護制度のあらまし  

ア 「横浜市個人情報の保護に関する条例」の趣旨・目的 

現代社会は、情報処理の高度化が進み、市民生活に多くの利便性をもたらしていますが、

同時に、個人情報が大量に収集、蓄積され、流通することによって、プライバシーが侵害さ

れる危険性も高まっています。 

横浜市では、総合的な個人情報の保護制度を確立するため、平成12年２月に「横浜市個人

情報の保護に関する条例」（平成12年２月横浜市条例第２号）を制定し、この条例に基づき

市が個人情報を適正に取り扱うことによって、安心して信頼できる市政の推進を目指してい

ます。 

 

イ 平成17年度全部改正の概要説明 

平成17年４月１日には「個人情報の保護に関する法律」（平成15年法律第57号。以下「保

護法」といいます。）が全面施行されるとともに、「横浜市個人情報の保護に関する条例」

も全部改正され（以下全部改正後の「横浜市個人情報の保護に関する条例」（平成17年２月

横浜市条例第６号）を「保護条例」といいます。）、個人情報保護施策の一層の充実が図ら

れることとなりました。 

＜保護条例の主な改正点＞ 
法律の施行に合わせ、保護条例の対象となる「個人情報」の定義を見直したほか、次のよ

うな改正を行いました。 
・「本人開示請求」「訂正請求」「是正の申出」に加え、新たに「利用停止請求」を追加 
・個人情報相談窓口の設置 
・横浜市個人情報保護審議会に、市の諮問に基づかない自己発議の権能を追加 
・市の保有する個人情報を扱う者に対する罰則の強化 
 

ウ 「横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施 

行に関する条例」の趣旨・目的 

社会保障・税番号制度の導入により、横浜市では、「行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律」（平成25年法律第27号。以下「番号法」といいます。）

に基づき、必要な事項を定めるため、平成27年９月に「横浜市行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例」（平成27年９月横浜市条

例第52号。以下「番号条例」といいます。）を制定しました。本条例で、特定個人情報（（２）

ア参照）の利用及び提供の制限等に関し、保護条例の特例を定めています。 

     

エ 平成29年度一部改正の概要説明 

    保護法及び「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」（平成15年法律第58号）

が改正され、平成29年５月30日に施行されたことに伴い、法改正の趣旨を踏まえた改正等を

行うため、保護条例の一部を改正しました。 

＜保護条例の主な改正点＞ 

   ・指紋データや旅券番号等の「個人識別符号」を新たに定義し、個人識別符号が含まれる情 
報は個人情報に該当することを明確化 

・人種、信条、社会的身分などの本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じない 

16



ようにその取扱いに特に配慮を要する個人情報として、新たに「要配慮個人情報」の定義 
規定を設けるとともに、個人情報取扱事務開始届及び個人情報ファイル簿に要配慮個人情 
報の有無を記載 

・全ての出資法人等は個人情報保護法が直接適用されることになり、安全管理措置を講ずべ 
きこと等が義務付けられたことから、出資法人等に関する条例上の規定を整理 

・農業委員会等に関する法律の改正に伴う農業委員会委員に係る規定の削除 
・実施機関の職員の明確化 
・再受託事務従事者及び派遣労働者に係る規定の明確化 

 
（２）横浜市の個人情報保護制度の内容  

ア 保護条例の対象となる個人情報（保護条例第２条第３項）、特定個人情報（番号法第２条

第８項） 

保護条例の対象となる「個人情報」とは、氏名、生年月日その他の記述等（住所、電話番

号、役職名など）により特定の個人を識別する（＝世間一般の人が、これらの情報を特定個

人のものと知る）ことができるものをいいます。 
また、一つひとつの情報では特定の個人が分からなくても、これらの情報や、一般に公表

されている情報をいくつか組み合わせることで特定の個人が識別されるような場合には、そ

れらの情報も「個人情報」に該当します。 
このほか、個人識別符号が含まれるものも「個人情報」となります。 
「特定個人情報」とは、個人番号（個人番号に対応し、当該個人情報に代わって用いられ

る番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。）をその内容に含む

個人情報のことをいいます。 
 

イ 実施機関（保護条例第２条第１項） 

保護条例により個人情報保護制度を実施する機関は、市長、市会議長、公営企業管理者（水

道事業管理者、交通事業管理者及び病院事業管理者）、教育委員会、選挙管理委員会、人事

委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会、規則で定める市の機関並びに

市が設立した地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）第２条第１

項に規定する地方独立行政法人（公立大学法人横浜市立大学））です。 
 

ウ 実施機関、市、事業者、市民の責務 

（ア）実施機関の責務（保護条例第３条）、市の責務（番号条例第３条） 

     実施機関は、この保護条例の目的を達成するため、個人情報の保護について必要な措置

を講ずるとともに、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めなければなりません。 
     なお、特定個人情報については、市は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確

保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的

に、地域の特性に応じた施策を実施するもの、とされています。 
 

（イ）事業者（事業を営む個人を含む。）の責務（保護条例第４条） 

     事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、その保有する個人情報の取扱いに伴う個

人の権利利益の侵害の防止について必要な措置を自ら講ずるよう努めるとともに、個人情
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報の保護に関する市の施策に協力しなければなりません。 
 

（ウ）市民の責務（保護条例第５条） 

     市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報を適切に取り扱い、他人の権利利

益を侵害することのないよう努めなければなりません。 
 

エ 個人情報を取り扱う事務 

（ア）個人情報取扱事務（保護条例第６条） 

実施機関が個人情報を取り扱う事務（一時的な使用であって、短期間に廃棄され、又は

消去される個人情報を取り扱う事務その他規則で定める事務を除く。）を開始しようとす

るときは、あらかじめ市長に届け出なければなりません。届け出た事項を変更しようとす

るとき、届け出た事務を廃止したときも、その旨を市長に届け出なければなりません。 

「個人情報を取り扱う事務開始届出書」は、届出に係る個人情報を取り扱う事務の名称、

事務の目的、対象者の範囲、記録項目、収集方法、要配慮個人情報の有無等を記載したも

ので、市民情報センターで公表しています。 

 

（イ）個人情報ファイル（保護条例第２条第７項、第18条）、個人情報ファイル簿（第19条） 

個人情報ファイルとは、特定の保有個人情報を検索することができるように体系的に整

理（ファイリング）した情報の集合物のことです。 

実施機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは、保護条例で定められた場合を

除き、あらかじめ市長に届け出なければなりません。また、届出に係る個人情報ファイル

について、届け出た事項を変更しようとするとき、保有をやめる等により届出を要しない

ものとなったときも、その旨を市長に届け出なければなりません。 

「個人情報ファイル簿」は、届出に係る個人情報ファイルの概要を記載したもので、市

民情報センターで公表しています。 

 

オ 利用目的の特定・明示（保護条例第７条、第８条第２項） 

実施機関が個人情報を保有するときは、利用目的をできる限り特定しなければなりません。

また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはなりません。 
本人から直接書面に記録された個人情報を収集するときは、保護条例で定められた場合を

除き、あらかじめ本人に利用目的を明示しなければなりません。 
 

カ 収集の制限（保護条例第８条第１項、第３項） 

実施機関が個人情報を収集するときは、保護条例で定められた場合を除き、本人から収集

しなければなりません。また、思想・信条・宗教に関する個人情報や、社会的差別の原因と

なるおそれがある個人情報は、個人の権利利益を侵害するおそれが強いことから、保護条例

で定められた場合を除き、収集してはなりません。 
 

  キ 適正な維持管理（保護条例第９条） 

実施機関は、利用目的を達成するために必要な範囲内において、保有個人情報を正確かつ

最新の状態に保つよう努め、漏えい、滅失、き損、改ざんの防止等のために必要な措置を講
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じなければなりません。保有する必要がなくなった個人情報は、確実かつ速やかに廃棄・消

去しなければなりません。 
 

ク 利用目的外の利用・提供の制限（保護条例第10条）（番号条例第６条、第７条） 

実施機関は、原則、利用目的以外の目的のために、保有個人情報の実施機関内部での利用、

実施機関以外のものへの提供を行ってはなりません。ただし、法令等の定めがあるとき、公

益上特に必要があると認めるとき等、保護条例で定められた場合を除きます。また、公益上

特に必要があると認めて提供するときには、あらかじめ、横浜市個人情報保護審議会（（３）

参照）の意見を聴かなければなりません。 
なお、特定個人情報については、上記に関わらず、利用目的以外の目的で利用できるのは、

人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合で、かつ、本人の同意があるとき又

は本人の同意を得ることが困難であるときのみと番号条例で定められています。また、提供

については、番号法第19条各号に該当する場合を除き、提供してはなりません。 
 

ケ 電子計算機処理の制限（保護条例第12条）、電子計算機の結合の制限（保護条例第13条） 

実施機関が、個人情報を取り扱う事務について、新たに電子計算機処理を開始しようとす

るとき、また、公益上の必要により、実施機関以外のものと通信回線その他の方法により電

子計算機の結合を行おうとするときは、あらかじめ、横浜市個人情報保護審議会（（３）参

照）の意見を聴かなければなりません。 
 

コ 事務の委託に伴う措置（保護条例第14条） 

実施機関が、個人情報を取り扱う事務を新たに実施機関以外のものに委託しようとすると

きは、個人情報を保護するための必要な措置を講じなければなりません。また、個人情報を

保護するための必要な措置について、あらかじめ、横浜市個人情報保護審議会（（３）参照）

の意見を聴かなければなりません。 
 

サ 保有個人情報に対する本人の関与（保護条例第20条、第34条、第43条、第50条）（番号条

例第８条、第９条、第10条、第15条、第16条） 

何人も、実施機関に対して、実施機関が保有する自己の個人情報について、開示請求、訂

正請求、利用停止請求、是正の申出を行うことができます（訂正請求・利用停止請求は、開

示を受けた保有個人情報に対してのみ行うことができます。）。 
 

シ 罰則（保護条例第67条～第71条） 

・実施機関の職員（退職後含む。）、個人情報に係る受託事務等に従事しているもの等が、正

当な理由なく、個人の秘密に属する事項が記録された電子計算機処理に係る個人情報ファ

イルを提供した場合【懲役又は罰金】（保護条例第67条） 

・実施機関の職員（退職後含む。）、個人情報に係る受託事務等に従事しているもの等が、業

務に関して知り得た保有個人情報を、自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供・盗

用した場合【懲役又は罰金】（保護条例第68条） 

・実施機関の職員が、職権を濫用して、職務以外に使う目的で、個人の秘密に属する事項が

記録された文書等を収集した場合【懲役又は罰金】（保護条例第69条） 
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・市長、副市長、公営企業管理者、行政委員会委員、市が設置する審議会等の構成員が、職

務上知り得た個人の秘密に属する事項を漏らした場合【懲役又は罰金】（保護条例第70条） 

・不正な手段により、本人開示請求による個人情報の開示を受けた場合【過料】（保護条例

第71条） 

 

なお、特定個人情報に関する罰則については、番号法第51条～第58条に規定しています。 

 
ス 番号条例のみにある規定 

（ア）特定個人情報保護評価における意見の聴取（番号条例第５条） 

   実施機関は、番号法第27条第１項に基づき特定個人情報ファイルを保有しようとする

とき又は重要な変更を加えようとするときは、評価書に記載された特定個人情報ファイ

ルの取扱いについて、横浜市個人情報保護審議会（（３）参照）の意見を聴くものとさ

れています。 
 

（イ）情報提供等記録の取扱い（番号条例第12条～第15条） 

  ・番号法第23条では、特定個人情報の提供の求め又は提供があったときは、情報提供ネ

ットワークシステムに接続された電子計算機に情報提供等記録を記録し、記録を保存

しなければならないことを規定しています。 

  ・実施機関は、利用目的以外の目的で、番号法第23条第１項及び第２項に規定する情報

提供等記録を実施機関の内部において、利用してはなりません。また、実施機関は、

番号法第19条各号に該当する場合を除き、情報提供等記録を提供してはなりません。 
・実施機関は、保護条例の訂正請求に対する決定等に基づき、情報提供等記録の全部又

は一部の訂正を実施した場合、必要があると認めるときは、総務大臣及び情報照会者

又は情報提供者に対し、遅滞なく、その旨を書面により、通知しなければなりません。 
・実施機関が自己を本人とする情報提供等記録を保護条例の規定に違反して取扱ってい

ると認めるときは、当該実施機関に対し、当該情報提供等記録の取扱いの是正の申出

をすることができます。 
 

（３）横浜市個人情報保護審議会 

横浜市個人情報保護審議会は、保護条例第58条に基づいて設置された市長の附属機関です。

学識経験者等で構成され、保護条例及び番号条例に基づき、市の個人情報保護に関する各種

事項について審議を行い、報告を受け、必要な意見を述べることができます。 

 

（４）横浜市個人情報保護に関する第三者評価委員会 

    横浜市個人情報保護に関する第三者評価委員会は保護条例58条の２に基づいて設置され

た市長の附属機関の部会です。 

    学識経験者又は実務経験者で構成され、横浜市が保有する個人情報の適正な取扱いを確保

し、個人情報保護の推進に資するため、事務の実地調査及び評価を行います。調査等は、対

象の個人情報取扱業務に着目して行い、その結果等を横浜市個人情報保護審議会あてに報告

します。 
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（５）平成29年度運用状況 

ア 実施機関別の個人情報を取り扱う事務開始届出 

    平成29年度に実施機関から提出された事務開始届の件数は78件です（表１参照）。 

 

イ 個人情報保護に関する相談 

平成29年度の個人情報の保護に関する相談件数は244件です。内訳は、個人からの相談が

101件、事業者等団体からの相談が143件でした（表２参照）。 

 

ウ 横浜市個人情報保護審議会 

    平成12年６月１日に第１回横浜市個人情報保護審議会が開催されてから、平成30年３月31

日までに163回開催しました。平成29年度の審議件数は49件です。審議案件の中では事務の

委託が最も多く、21件となっています。 

また、区役所戸籍課において発生したマイナンバーカードの紛失事案に係る再発防止策及

び保護条例の一部改正について市長から計２件の諮問を受け、それぞれ答申しました（表３、

４、５、６参照）。 

 

エ 横浜市個人情報保護に関する第三者評価委員会 

    平成17年10月に設置されてから、13件の実地調査報告を行っており、１件の提言書を提出

しています。 

平成29年度には区役所の戸籍業務に係る特定個人情報取扱事務の実地調査を行い、平成29

年度特定個人情報取扱事務に関する実地調査報告書を提出しました。 

また、マイナンバーカードの紛失事案が発生したことを受け、区役所戸籍課におけるマイ

ナンバーカードの保管及び管理状況の実地調査を行い、とるべき再発防止策に関する実地調

査報告書を提出しました（表７、８参照）。 
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表１　実施機関別の事務開始届出状況 (単位：件）

実　施　機　関 29年度 28年度 27年度

市長 71 81 72

　鶴見区 3 1 1
　神奈川区 1 0 1
　西区 0 0 0
　中区 1 1 0
　南区 0 0 1
　港南区　 1 0 1
　保土ケ谷区 0 0 1
　旭区 0 1 0
　磯子区 0 0 0
　金沢区 0 1 1
　港北区 0 1 1
　緑区 0 1 3
　青葉区 1 1 3
　都筑区 1 4 1
　戸塚区 2 3 2
　栄区 1 1 4
　泉区 2 12 2
　瀬谷区 0 0 0
　温暖化対策統括本部 0 1 0
　政策局 0 1 0
　総務局 2 6 5
　財政局 0 0 0
　国際局 0 0 1
　市民局 4 2 2
　文化観光局 0 2 0
　経済局 6 2 11
　こども青少年局 6 3 5
　健康福祉局 19 11 8
　医療局 1 3 0
　環境創造局 9 13 7
　資源循環局 3 5 2
　建築局 1 0 4
　都市整備局 1 2 1
　道路局 3 0 0
　港湾局 0 0 3
　消防局 3 3 1
　会計室 0 0 0
議長 0 1 2
公営企業管理者 0 0 3
　水道局 0 0 2
　交通局 0 0 1
　医療局病院経営本部 0 0 0
教育委員会 3 2 4

選挙管理委員会 0 0 0

人事委員会 1 1 0

監査委員 0 0 0

農業委員会 0 0 0

固定資産評価審査委員会 0 0 0

公立大学法人横浜市立大学 3 1 3

総　　　　　計 78 86 84
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個人 事業者 計 個人 事業者 計 個人 事業者 計

４月 9 13 22 8 0 8 4 0 4

５月 20 26 46 9 0 9 1 0 1

６月 13 26 39 4 0 4 9 1 10

７月 10 13 23 7 0 7 7 0 7

８月 6 17 23 10 0 10 4 0 4

９月 6 12 18 7 0 7 4 0 4

１０月 7 1 8 9 0 9 6 0 6

１１月 8 4 12 8 0 8 5 0 5

１２月 3 8 11 4 1 5 9 0 9

１月 5 6 11 5 0 5 3 0 3

２月 10 8 18 3
* 0 3

* 3 0 3

３月 4 9 13 11
*

10
*

21
* 11 0 11

合計 101 143 244 85
*

11
*

96
* 66 1 67

＊　平成28年度運用状況報告書の記載から訂正しました。

（単位：件）

２９年度 ２８年度 ２７年度

表２　個人情報保護に関する相談状況
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公益上必要がある場合の本人外収集 0 1 0

公益上必要がある場合の思想、信条、
宗教等の収集

0 0 0

利用・提供制
限

公益上必要がある場合の実施機関外へ
の目的外提供

第10条
第３項

1 4 3

新たな電子計算機処理の開始
第12条
第１項

13 14 14

思想、信条、宗教等の電子計算機処理
第12条
第３項

0 0 0

電子計算機の
結合の制限

公益上必要がある場合の実施機関以外
との電子計算機結合

第13条
第２項

5 2 6

事務の委託 実施機関以外への委託
第14条
第２項

21 33 37

個人情報ファ
イル簿の公表

ファイル簿の全部又は一部の非掲載
第19条
第３項

0 0 0

是正の申出に
対する措置

是正の申出に係る処理
第52条
第１項

0 12 0

実施機関の諮問による重要事項の審議
第58条
第２項

6 0 7
※２

個人情報保護に関し必要と認める事項
の審議

第58条
第３項

0 0 0

特定個人情報
保護評価

番号法に基づく特定個人情報保護評価
における意見の聴取

番号条例
第５条

3 4 1

49 70 68

※１　審議回数による件数　

※２　番号条例制定(平成27年10月）以前に実施した特定個人情報保護評価における意見の聴取は、
　　　保護条例第58条第２項を根拠として、横浜市個人情報保護審議会において実施しました。

収集制限
第８条
第４項

電子計算機処
理の制限

個人情報保護
に関する重要
事項の審議等

合　　　計

表３　審議件数
（単位：件

※１
）

項　目 内　　容 根　拠 29年度 28年度 27年度
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表４　報告件数

(1)　類型審議案件の報告

項　目 内　　容 根  拠 29年度 28年度 27年度

収集の制限 防犯カメラの設置 第８条第４項 11 12 9

電子計算機による名簿管理の開始 13 9 2

法人等構成員の事業活動情報の電子計算
機処理

11 4 17

公の情報の電子計算機処理 5 1 1

電子計算機の
結合の制限

アンケートフォームを利用したアンケー
ト等

第13条第２項 3 2 0

システム更新に伴うデータ移行作業委託 7 8 22

宛名ラベル貼付業務委託 10 5 8

防犯カメラの設置に係る委託 0 2 2

事業記録、議事録等作成業務委託 2 1 1

法人等構成員の事業活動情報を取扱う事
務の委託

12 3 16

公の情報を取り扱う事務の委託 3 1 1

海外渡航・招致に関する交通及び宿泊先
の手配業務に係る事務の委託

1 0 1

ひとり暮らし高齢者「地域で見守り」推
進事業における、担当の民生委員児童委
員の事前周知

1 0 0

市のイベント・行事における参加申し込
み受付等業務委託

5 5 5

横浜市電話納付センターにおける新たな
納付案内業務の委託

1 2 0

生涯学習等講座の企画運営業務の委託 1 3 5

86 58 90

 (2)　個人情報取扱事務の届出・個人情報ファイル保有等の届出

項　目 内　　容 根  拠 29年度 28年度 27年度

開始届 78 86 84

変更届 125 216 253

開始届 23 16 11

変更届 35 38 56

廃止届 5 6 6

266 362 410

項　目 内　　容 根  拠 29年度 28年度 27年度

利用・提供
制限

公益上必要がある場合の目的外実施機関
内部利用・他実施機関への提供

第10条第４項 228 195 208

(単位：件）

電子計算機
処理の制限

第12条第１項

事務の委託 第14条第２項

合　　　計

 (3)　目的外実施機関内部利用・他実施機関提供 (単位：回）

(単位：件）

個人情報取
扱事務の届
出

第６条第３項

個人情報
ファイル保
有等の届出

第18条第４項

合　　　計
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表５　横浜市個人情報保護審議会の開催状況（平成29年度）

開催日 会議 審　議　の　内　容

H29.4.26 第154回

H29.5.31 第155回

１　会議録の承認
２ 審議事項
 (1) 保土ケ谷区家計相談支援事業について
 (2) 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
　　律」第27条第１項に基づく特定個人情報保護評価における第三者点検の実施
　　について【介護保険に係る要介護認定事務　全項目評価書（再評価）】
３ その他

１　会議録の承認
２　審議事項
 (1) ICTを活用した地域医療連携ネットワークの構築と患者情報を用いた重症化
　 予測モデルの構築について
    （個人情報を取り扱う事務開始届出書を含む。）
 (2) 教員免許更新制に係る所有免許状調査について
３　報告事項
 (1) 防犯カメラ設置に係る本人外収集及び事務委託についての報告
　 ア　三春学園防犯カメラ運用事務
   イ　向陽学園防犯カメラ運用事務
   ウ　みどりハイム防犯カメラ運用事務
　 エ　潮田公園内防犯カメラ運用事務
   オ　横浜動物の森公園管理許可施設（緑のリサイクルプラント）内防犯カメラ
　　 運用事務
　 カ　燃やすごみ運搬業務車両へのドライブレコーダー搭載
 (2) 電子計算機処理に係る名簿管理についての報告
　　 退職後の地域活動に向けたきっかけづくり事業
 (3) 法人等の事業活動情報に係る電子計算機処理及び事務委託についての報告
　 ア　YCAN接続端末統制基盤の自治体情報セキュリティクラウドでの利用
　 イ　システム管理システムの運用事務
　 ウ　横浜ライフイノベーションプラットフォーム（LIP.横浜）関係事務
 (4) システム更新時のデータ移行業務委託に係る事務委託についての報告
　 ア　ハードディスクデータの復旧業務委託
   イ　下水道事業財務会計システム運用等事務
 (5) 生涯学習等講座の企画運営業務委託についての報告
　　 自然観察ウォーキング企画運営等業務委託
 (6) 個人情報を取り扱う事務開始届出書（11件）
 (7) 個人情報を取り扱う事務変更届出書（８件）
 (8) 個人情報ファイル簿兼届出書（３件）
 (9) 個人情報ファイル簿変更届出書（２件）
 (10) 平成28年度下半期目的外実施機関内部利用及び他実施機関提供の報告ついて
４　その他
 (1) 平成28年度実績報告
 (2) 平成28年度個人情報漏えい事故件数
 (3) 個人情報漏えい事案の報告（平成29年３月18日～平成29年５月26日）
 (4) その他

26



開催日 会議 審　議　の　内　容

H29.6.28 第156回

H29.7.26 第157回 １　会議録の承認
２　審議事項
 (1) 特定医療費（指定難病）給付システムの導入について
    （個人情報を取り扱う事務開始届出書を含む。）
 (2) （仮称）舞岡地区新墓園経営許可申請等関連業務委託について
　　（個人情報を取り扱う事務開始届出書を含む。）
 (3) 公共下水道管接続確認調査について
   （個人情報を取り扱う事務開始届出書を含む。）
   （個人情報ファイル簿兼届出書を含む。）
 (4) 医療政策への活用を目的とした医療レセプトデータ分析事務ついて
   （個人情報を取り扱う事務開始届出書を含む。）
   （個人情報ファイル簿兼届出書を含む。）
３　報告事項
 (1)  電子計算機処理に係る名簿管理についての報告
   ア 協働の「地域づくり大学校」事業に係る事務
   イ 在宅人工呼吸器使用患者支援事業
   ウ 在宅重症患者外出支援事業
   エ 難病患者一時入院事業
   オ 認知症支援に係る研修等実施事務
 (2) 法人等の事業活動情報に係る電子計算機処理及び事務委託についての報告
     YCU-net（グループウェア）の運用
 (3) 広報を目的とした横浜市WEBサイトへの個人情報掲載に係る電子計算機結合に
　 ついての報告
     認知症支援に係る研修等実施事務
 (4) システム更新時のデータ移行業務に係る事務委託についての報告
     国民健康保険料収納対策支援システムの機器更改作業等業務委託
 (5) 宛名印字・宛名ラベル貼付業務に係る事務委託についての報告
     保土ケ谷区横浜市長選挙啓発事業（18歳の新有権者向け啓発はがき発送）
 (6) 市のイベント・行事における参加申し込み受付等業務委託
     認知症支援に係る研修等実施事務
 (7) 委託先個人情報保護管理体制
 (8) 個人情報を取り扱う事務開始届出書（３件）
 (9) 個人情報を取り扱う事務変更届出書（２件）
 (10) 個人情報ファイル簿兼届出書（２件）
４　その他
 (1) 個人情報漏えい事案の報告（平成29年６月24日～平成29年７月21日）
 (2) その他

１　会議録の承認
２　審議事項
 (1) 文書・勤怠管理システムの導入について
    （個人情報を取り扱う事務開始届出書を含む。）
 (2) 耐震トータルサポート事業について
　　（個人情報を取り扱う事務開始届出書を含む。）
３　報告事項
 (1) 防犯カメラ設置に係る本人外収集及び事務委託についての報告
  ア　横浜市深谷俣野地域ケアプラザ防犯カメラ設置・運用事務
(2) 電子計算機処理に係る名簿管理についての報告
　ア　海区漁業調整委員会委員選挙人名簿作成事務
　イ　市民向け防災研修実施事務
 (3) 個人情報を取り扱う事務開始届出書（２件）
 (4) 個人情報を取り扱う事務変更届出書（８件）
４　その他
 (1) 平成29年度 第三者評価委員会の活動スケジュールについて
 (2) 個人情報漏えい事案の報告（平成29年５月27日～平成29年６月23日）
 (3) その他
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開催日 会議 審　議　の　内　容

H29.9.27 第158回 １　会議録の承認
２　審議事項
 (1) ICTを活用した地域医療連携ネットワークシステム（C＠RNAコネクト「オンラ
　 イン時系列ビュー」）の運用について
    （個人情報を取り扱う事務変更届出書を含む。）
 (2) 本市から発出する通知等の点字等による情報提供について
    （個人情報を取り扱う事務開始届出書を含む。）
 (3) 措置入院者退院後支援モデル事業における台帳作成について
    （個人情報を取り扱う事務開始届出書を含む。）
 (4) 在宅高齢者訪問歯科健診等モデル事業について
 (5) 管理不全空家等の指導情報等管理システムの導入・保守について
 (6) 横浜市個人情報の保護に関する条例の一部改正について（諮問）
３　報告事項
 (1) 防犯カメラ設置に係る本人外収集及び事務委託についての報告
     港南区総合庁舎管理事務
 (2) 電子計算機処理に係る名簿管理についての報告
   ア　特定外来生物に関する相談対応等に係る事務（ヒアリ等）
   イ　ラグビーワールドカップ2019TM東京オリンピック・パラリンピック横浜開
     催推進委員会に係る事務
 (3) 法人等の事業活動情報に係る電子計算機処理及び事務委託についての報告
     商店街セールスプロモーション事業（ウェブサイト・リーフレット）
 (4) 公の情報を取り扱う事務の委託
   ア　民泊施設の運営状況に関する調査事務
　 イ　平成29年度 横浜駅中央西口及びきた西口駅前広場に係る基本設計等業務
 (5) システム更新時のデータ移行業務に係る事務委託についての報告
    教職員向けｅラーニングシステム更改に係るデータ移行
 (6) 宛名印字・宛名ラベル貼付業務に係る事務委託についての報告
   ア　横浜市外転出者意識調査委託
   イ　特別職の就退任に伴う挨拶状宛名印刷委託
 (7) 事業記録作成業務に係る事務委託についての報告
     平成29年度 横浜駅中央西口及びきた西口駅前広場に係る基本設計等業務
 (8) 海外渡航・招致に関する交通及び宿泊先の手配業務に係る事務委託について
   の報告
     商店街セールスプロモーション事業（ツアー）
 (9) ひとり暮らし高齢者「地域で見守り」推進事業における、担当民生委員児童
   委員事前周知業務委託についての報告
　   ひとり暮らし高齢者「地域で見守り」推進事業における担当民生委員事前周
   知業務委託
 (10) 委託先個人情報保護管理体制
 (11) 個人情報を取り扱う事務開始届出書（９件）
 (12) 個人情報を取り扱う事務変更届出書（14件）
 (13) 個人情報ファイル簿兼届出書（４件）
４　その他
 (1)「平成29年度  個人情報取扱事務に関する実地調査報告書」について
 (2) 個人情報漏えい事案の報告（平成29年７月22日～平成29年９月22日）
 (3) その他
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開催日 会議 審　議　の　内　容

H29.10.25 第159回

H29.11.29 第160回 １　会議録の承認
２　審議事項
 (1) マイナンバーカードの紛失事案に係る再発防止策について（諮問）
 (2) 横浜市個人情報の保護に関する条例の一部改正について（諮問）
 (3) いじめ重大事態に関する調査結果の市ホームページ等における公表について
    （個人情報を取り扱う事務変更届出書を含む。）
３　報告事項
 (1) 電子計算機処理に係る名簿管理についての報告
     旧上瀬谷通信施設における農業振興策の検討
 (2) システム更新時のデータ移行業務に係る事務委託についての報告
   ア　衛生研究所におけるYCAN接続端末統制基盤への移行業務に係る事務委託
   イ　横浜市立脳卒中・神経脊椎センターにおける次期医療情報システム構築業
     務委託
 (3) 宛名印字・宛名ラベル貼付業務に係る事務委託についての報告
   ア　栄区民意識調査
　 イ　横浜文化賞贈呈式・記念コンサート招待状作成委託
　 ウ　平成29年度お客様利用状況調査
 (4) 委託先個人情報保護管理体制（２件）
 (5) 個人情報を取り扱う事務開始届出書（２件）
 (6) 個人情報を取り扱う事務変更届出書（７件）
 (7) 個人情報ファイル簿変更届出書（１件）
 (8) 個人情報ファイル簿兼届出書（４件）
 (9) 個人情報ファイル簿廃止届出書（３件）
 (10) 平成29年度上半期目的外実施機関内部利用及び他実施機関提供の報告につい
　　 て
４　その他
 (1) 個人情報漏えい事案の報告（平成29年10月21日～平成29年11月24日）
 (2) その他

１　会議録の承認
２　審議事項
 (1) マイナンバーカードの紛失事案に係る再発防止策について（諮問）
 (2) 高圧ガス保安法に係る事務開始に伴う保安施設管理システムの導入について
    （個人情報を取り扱う事務開始届出書を含む。）
    （個人情報ファイル簿兼届出書を含む。）
 (3) 食品ロス削減の啓発に向けたモザイクアート作製委託について
    （個人情報を取り扱う事務変更届出書を含む。）
 (4) 市立学校における教育クラウドサービスの利用について
    （個人情報を取り扱う事務開始届出書を含む。）
　　（個人情報ファイル簿兼届出書を含む。）
 (5) 横浜市個人情報の保護に関する条例の一部改正について（諮問）
３　報告事項
 (1) 防犯カメラ設置に係る本人外収集及び事務委託についての報告
    みその公園（横溝屋敷）内防犯カメラ運用事務
 (2) 宛名印字・宛名ラベル貼付業務に係る事務委託についての報告
     東京都市圏パーソントリップ調査（事前調査）
 (3) 市のイベント・行事における参加申し込み受付等業務委託
     自然観察ウォーキングイベントにおける参加申込受付等業務
 (4) 個人情報を取り扱う事務開始届出書（２件）
 (5) 個人情報を取り扱う事務変更届出書（13件）
 (6) 個人情報ファイル簿変更届出書（４件）
４　その他
 (1) 個人情報漏えい事案の報告（平成29年９月23日～平成29年10月20日）
 (2) その他
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開催日 会議 審　議　の　内　容

H30.1.31 第161回 １　会議録の承認
２　審議事項
 (1) 横浜駅きた通路・みなみ通路公衆無線ＬＡＮ整備運用業務委託について
    （個人情報を取り扱う事務開始届出書を含む。）
 (2)「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」
    第28条第１項に基づく特定個人情報保護評価における第三者点検の実施につい
    て【児童手当の支給に関する事務　全項目評価書（再評価）】
 (3)「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」
    第28条第１項に基づく特定個人情報保護評価における第三者点検の実施につい
    て【小児医療費助成に関する事務　全項目評価書（再評価）】
 (4) マイナンバーカードの紛失事案に係る再発防止策について（諮問）
３　報告事項
 (1) 電子計算機処理に係る名簿管理についての報告
   ア　地域貢献送迎バスの実証運行に係る利用申請及び変更届出事務
 　イ　旧上瀬谷通信施設内農道立入承認証等発行事務
 (2) 法人等の事業活動情報に係る電子計算機処理及び事務委託についての報告
 　ア　特定非営利活動法人の認証事務に関する書類の電子化業務委託
   イ  「災害時における生活必需物資の供給協力に関する協定」に関する事務
   ウ　一般廃棄物処理手数料徴収事務
　 エ　横浜救急医療チーム（ＹＭＡＴ）隊員証の作成業務委託
　 オ　横浜市災害医療アドバイザー身分証の作成業務委託
 (3) 公の情報に係る電子計算機処理及び事務委託についての報告
     芸術不動産事業推進のための環境整備実施事業
 (4) システム更新時のデータ移行業務に係る事務委託についての報告
     本郷特別支援学校データ復旧作業委託
 (5) 宛名印字・宛名ラベル貼付業務に係る事務委託についての報告
   ア　退職後の地域活動に向けたきっかけづくり事業に係るパンフレット等の封
     入・封かん作業委託
   イ　移動状況に関するアンケート調査業務委託
 (6) 市のイベント・行事における参加申し込み受付等業務委託
     市民向け講座「葉っぱアートの生きものたちをつくろう！」運営業務委託
 (7) 横浜市電話納付案内センターへの追加委託についての報告
     横浜市電話納付案内センターへの追加委託について
 (8) 個人情報を取り扱う事務開始届出書（５件）
 (9) 個人情報を取り扱う事務変更届出書（15件）
 (10) 個人情報ファイル簿兼届出書（６件）
 (11) 個人情報ファイル簿変更届出書（２件）
４　その他
 (1) 「平成29年度  個人情報取扱事務に関する実地調査報告書」について
 (2) 個人情報漏えい事案の報告（平成29年11月25日～平成30年１月26日）
 (3) その他
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開催日 会議 審　議　の　内　容

H30.2.28 第162回 １　会議録の承認
２　審議事項
 (1) 交通局職員採用選考に係る業務の委託について
 (2) よこはまウォーキングポイント事業における追加委託について
     （個人情報を取り扱う事務変更届出書を含む。）
　　 （個人情報ファイル簿変更届出書を含む。）
 (3) 民泊制度運営システムの利用及び住宅宿泊事業者の市ホームページへの公表
   について
    （個人情報を取り扱う事務開始届出書を含む。）
    （個人情報ファイル簿兼届出書を含む。）
３　報告事項
 (1) 防犯カメラ設置に係る本人外収集及び事務委託についての報告
     旧深谷通信所跡地中央広場　防犯カメラ設置・運用
 (2) 法人等の事業活動情報に係る電子計算機処理及び事務委託についての報告
   ア  横浜市屋外広告物許可管理業務
   イ　横浜市風致地区条例に基づく事務
 (3) 公の情報に係る電子計算機処理及び事務委託についての報告
   ア　横浜市風致地区条例に基づく事務
　 イ　省エネルギー法に基づく届出等事務
　 ウ　横浜市建築物環境配慮制度に係る届出・認証に関する事務
 (4) 宛名印字・宛名ラベル貼付業務に係る事務委託についての報告
     平成29年度(仮称)横浜市政策基礎アンケート調査
 (5) 市のイベント・行事における参加申し込み受付等業務委託
     横浜市ＩＣＴを活用した地域医療連携ネットワークセミナー開催支援委託
 (6) 委託先個人情報保護管理体制（１件）
 (7) 個人情報を取り扱う事務開始届出書（１件）
 (8) 個人情報を取り扱う事務変更届出書（17件）
 (9) 個人情報ファイル簿兼届出書（１件）
 (10) 個人情報ファイル簿変更届出書（９件）
４　その他
 (1) 個人情報漏えい事案の報告（平成30年１月27日～平成30年２月23日）
 (2) その他
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開催日 会議 審　議　の　内　容

H30.3.22 第163回

　

１　会議録の承認
２　審議事項
 (1) 児童手当現況届の電子申請に係る業務委託について
 (2) ごみ問題を抱える人へのカウンセリング等事業の委託について
    （個人情報を取り扱う事務変更届出書を含む。）
 (3) 地域包括ケアシステム構築に向けた圏域単位での介護データ分析・活用事務
    について
    （個人情報を取り扱う事務開始届出書を含む。）
    （個人情報ファイル簿兼届出書を含む。）
 (4) 若年性認知症支援コーディネーター事業委託について
    （個人情報を取り扱う事務開始届出書を含む。）
３　報告事項
 (1) 防犯カメラ設置に係る本人外収集及び事務委託についての報告
     横浜市戸塚福祉授産所の防犯カメラ運用事務
 (2) 法人等の事業活動情報に係る電子計算機処理及び事務委託についての報告
   ア  横浜市内企業のインフラビジネス海外展開支援に係る業務委託（ワーク
     ショップ及びビジネスマッチングセミナー開催等）
   イ　Y-PORTセンターにおける横浜市内企業の技術・製品を活用した案件形成・
     事業化支援に係る業務委託
   ウ　よこはまウェルネスパートナーズ運用に伴う名簿管理
 (3) 市のイベント・行事における参加申し込み受付等業務委託
     こどもの育ち応援事業「Welcome あおば子育てツアー」参加受付等業務委託
 (4) 事業記録作成業務に係る事務委託についての報告
     こどもの育ち応援事業「Welcome あおば子育てツアー」事業記録作成委託
 (5) 広報を目的とした横浜市WEBサイトへの個人情報掲載に係る電子計算機結合に
   ついての報告
    よこはまウェルネスパートナーズの取組紹介
 (6) 委託先個人情報保護管理体制（１件）
 (7) 個人情報を取り扱う事務開始届出書（２件）
 (8) 個人情報を取り扱う事務変更届出書（39件）
 (9) 個人情報ファイル簿変更届出書（７件）
４　その他
 (1) 個人情報漏えい事案の報告（平成30年２月24日～平成30年３月16日）
 (2) その他
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平成30年3月31日現在

職    名    等

芦澤　美智子 横浜市立大学国際総合科学群人文社会科学系列准教授

加島　保路 東京都国民健康保険団体連合会専務理事

◯ 小嶋 正敏 玉川大学リベラルアーツ学部教授

清野　幾久子 明治大学法科大学院教授

土井　洋 情報セキュリティ大学院大学情報セキュリティ研究科教授

中村　俊規 弁護士

新田　弘子 人権擁護委員

糠塚　康江 東北大学大学院法学研究科教授

◎ 花村　　聡　 弁護士

※◎は会長、○は会長職務代理者

表６　横浜市個人情報保護審議会委員名簿（50音順）

氏    名
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表７　横浜市個人情報保護に関する第三者評価委員会の開催状況（平成29年度）

開催日 会議 議　事　の　内　容

H29.5.11 第１回 １　前回会議録の承認

２　平成29年度活動方針について

３　マイナンバー制度及び住民基本台帳事務の概要について

４　実地調査対象事務所管課の業務について

５　その他

H29.7.6 第２回 １　前回会議録の承認

２　横浜市内区役所の戸籍課業務及び個人情報保護対策の概要について

３　実地調査対象の調査項目検討

４　実地調査当日のタイムスケジュールについて

５　その他

H29.8.24 － 実地調査（戸籍課業務に係る特定個人情報取扱事務）

H29.9.7 第３回 １　前回会議録の承認

２　実地調査結果の検証及び平成29年度報告書案について

３　その他

H29.11.9 - 実地調査（神奈川区役所戸籍課におけるマイナンバーカードの保管及び管理状況）

H29.11.24 第４回 １　前回会議録の承認

２  平成29年度活動スケジュールの変更について

３  平成29年度神奈川区戸籍課における実地調査に係る追加説明について

４  平成29年度神奈川区戸籍課における実地調査の結果について

５　平成29年度報告書案について

６  平成30年度以降の実地調査の方向性について

７　その他

１　前回会議録の承認

２　平成29年度報告書案（８月調査）について

３　平成29年度報告書案（11月調査）について

４　平成30年度実地調査対象の選定について

５　その他

H30.3.29 第６回 １　前回会議録の承認

２  平成30年度実地調査先の選定について

３  平成30年度活動スケジュールについて

４　その他

表８　横浜市個人情報保護に関する第三者評価委員会委員名簿（５０音順）

平成30年３月31日現在

職    名    等

中小企業診断士（コンサルティングオフィスＵ＆Ｋ代表）

東京都国民健康保険団体連合会専務理事（元東京都総務局情報システム部長）

駒澤大学法学部政治学科准教授（行政法）

公認会計士、税理士（税理士法人アンサーズトラスト所属）

株式会社横浜銀行
リスク管理部コンプライアンス企画グループ グループ長

弁護士

※◎は委員長、○は委員長職務代理者

　 中野　智昭

 　砂川　佳子

 ◎加島　保路

H30.1.11 第５回

　 西村　達郎

 ○塩入　みほも

 　上野　可南子

氏　  　名
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３ 不服申立ての処理状況 
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（１）情報公開に係る不服申立て制度の概要 

ア 不服申立てに係る規定（条例第19条～第28条） 

    開示決定等に係る不服申立ては実施機関に対して行われ、実施機関は、次の場合を除き、

横浜市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、審査会による答申を尊重して当該不服申立

てに対する決定又は裁決を行います。 

  （ア） 不服申立てが不適法であり、却下するとき。 

  （イ） 裁決で審査請求の全部を認容し、当該行政文書の全部を開示することとするとき。 

 

  イ 不服申立ての状況及び横浜市情報公開・個人情報保護審査会の活動状況 

行政文書開示等に関し、平成29年度に提起された不服申立てが650件、前年度から継続し

ていたものが378件あり、平成29年度中に取り扱った不服申立ては合計1,028件となります。 

横浜市情報公開・個人情報保護審査会は、平成29年度に部会を64回開催し、109件の答申

を行いました。答申のうち、原処分を妥当としたものは104件、原処分の変更等を求めたも

のは５件となっています。この５件の内訳は、一部開示すべきとしたものが１件、開示範囲

を拡大すべきとしたものが１件、文書を特定し開示・非開示の決定をすべきとしたものが２

件、改めて開示・非開示の決定をすべきとしたもの及び開示すべきとしたものが併存するも

のが１件となっています。 

その他、審査会に諮問せず実施機関において却下したものが14件、取下げられたものが２

件あるため、平成29年度に処理された不服申立ては合計125件となり、903件が翌年度に継続

となっています（表１～３参照）。 

情報公開請求等に関する不服申立ての事務処理については、特段の事情のない限り、審査

会の諮問等（認容・却下を含む。）は不服申立てを受けてから90日以内に、答申後の決定又

は裁決は答申から60日以内に行うこととしています。平成29年度は、特定の開示請求者から

特定の課に係る大量の不服申立てが行われたため、諮問等までの期間が90日を経過した案件

が86件ありました。答申から決定又は裁決までの期間が60日を経過した案件はありませんで

した。 
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(単位：件)

前年度から
継続

当年度の
不服申立て

答申を経て
決定・裁決

答申を経ず
認容・却下・

取下げ

平成29年度 1028 378 650 125 109 16 903

平成28年度 442 39 403 64
*

51
* 13 378

*

平成27年度 91 55 36 52 50 2 39

平成26年度 104 30 74 49 39 10 55

平成25年度 129 96 33 99 91 8 30

５年間平均 359 120 239 81 72 10 257

＊平成28年度運用状況報告書の記載から訂正しました。

表２　横浜市情報公開・個人情報保護審査会の答申状況

件数 割合 件数 割合

平成29年度 109 104 95.4% 5 4.6%

平成28年度 51 36 70.6% 15 29.4%

平成27年度 50 40 80.0% 10 20.0%

平成26年度 39 33 84.6% 6 15.4%

平成25年度 91 78 85.7% 13 14.3%

５年間平均 68 58 83.3% 10 16.7%

＊答申件数は、不服申立てを単位とした件数

認容又は
一部認容

棄却 却下 取下げ 未決定

0 0 14 2 634
(0) (0) (0) (0) (0)

3 8 9 3 380
(3) (8) (0) (0) (0)
12 20 3 0 1

(12) (20) (0) (0) (0)
16 49 6 3 0

(15) (49) (0) (0) (0)
8 17 8 0 0

(8) (17) (0) (0) (0)

＊（　）は、審査会の答申を経たものを、内数で示しています。

平成27年度 36

平成26年度 74

平成25年度 33

表３　不服申立ての処理状況（各年度に提起された不服申立ての処理結果）
　　　（平成30年3月31日現在）

       （単位：件）

年度 不服申立て

平成28年度 403

平成29年度 650

         （単位：件）

年度 答申件数 原処分支持 原処分変更・取消し

表１　不服申立ての処理状況（各年度中に行った不服申立ての処理結果）
　　　（平成30年3月31日現在）

年度
当年度の
取扱件数

(a)

当年度の
処理件数

(b)

次年度へ
継続
(a-b)
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(2)  横浜市情報公開・個人情報保護審査会答申及び実施機関の裁決(決定)結果一覧 

答申番号 件 名 

実施機関の 

裁決(決定) 

結   果 

答申第1390号 

「横浜市情報公開・個人情報保護審査会第三部会第186回会議（平成

27年７月23日開催）の録音情報のうち、諮問第1455号に係る意見陳述

の部分」、「「諮問第1455号の件で私が横浜市情報公開・個人情報保

護審査会で口頭意見陳述した時の録音データ及び議事録や文字起こし

の情報一切（意見だけでなく、委員の発言・委員とのやりとりも含

む。）なお、私の陳述前と退席後は含めなくともよい。上記の保存期

間がわかる文書。」のうち、(1) 議事録 (2) 録音データ、議事録

及び文字起こしの情報について保存期間が分かる文書」及び「横浜市

情報公開・個人情報保護審査会第三部会第187回会議（平成27年８月

27日開催）の諮問第1455号に係る審議資料のうち、意見陳述の内容に

ついて触れた文書」の個人情報非開示決定に対する異議申立てについ

ての答申 

棄却 

答申第1391号 
「建建道㐧1484、1563、1562、1575号記載文書中にある、特定個人が

納得されず・・・離席するということがあったとある。未開示文書原

議。」の非開示決定に対する審査請求についての答申 

棄却 

答申第1392号

から第1394号

まで 

「＜別紙＞の開示請求に係る １行政文書の名称又は内容の枠内に記

載の文書」の非開示決定に対する審査請求についての答申 

一部認容 

棄却(1393号) 

答申第1395号 
「平成27年度 健康診断報告書（特定職員分）」の非開示決定に対す

る審査請求についての答申 
棄却 

答申第1396号 

「平成28年経済センサス－活動調査の調査員推薦に係る事前準備につ

いて（依頼）〈政統第863号平成28年１月19日〉、暫定調査区別事業

所件数表（神奈川県横浜市神奈川区）、平成28年経済センサス－活動

調査市町村事務要領」の開示決定に対する審査請求についての答申 

棄却 

答申第1397号 

「別紙開示請求書の○8、○12、○13、○15、○17、○18、○19、○20、○21、○22、○23、

○24、○27、○29、○30、○31、○32、○33、○34、○37、○38、○39、○40、○41、○42、○43、○45

、○46、○52、○53、○54、○55、○56、○58、○59、○61、○62、○63、○64、○66について」

の非開示決定に対する審査請求についての答申 

一部認容 

答申第1398号 

「広聴案件「市政ダイレクト広聴特定番号」の処理について（猫の不

妊去勢手術推進事業に於いて市外動物病院で行った手術費用にも適用

して欲しいとの要望書に対する市の回答書と決裁書）」の一部開示決

定に対する審査請求についての答申 

棄却 

答申第1399号 
「開示決定等に関する異議申立て処理マニュアル ５ 決定」の開示

決定に対する審査請求についての答申 
棄却 

答申第1400号

から第1405号

まで 

「指定確認検査機関Ｘが、平成28年特定月日Ａ付受付けた確認申請

書、及びこれに添付された書面図面のすべて」及び「平成28年特定月

日Ｂ当機関が確認済証を交付した書面及びこれに添付された書面、図

面のすべて」ほかの６件の非開示決定に対する審査請求についての答

申 

棄却 

38



答申番号 件 名 

実施機関の 

裁決(決定) 

結   果 

答申第1406号

から第1424号

まで 

「平成20年10月21日に旭区白根特定番地を撮影した写真の電子データ

（すでに審査文書により写真は平成24年２月28日付にて開示写真

（H22.12.10・H20.10.21撮影）は現場調査の際に記録として撮影した

ものである・・・・と通知書の送付がある。相談課と前審査課に上述

日時の写真の閲覧と視聴を請求し、その事象完了後、CDによる交付を

求める。念を押すが紙面にコピーしたものは不可とする。）」ほかの

一部開示決定及び非開示決定に対する審査請求についての答申 

棄却 

答申第1425号

から第1433号

まで 

「平成20年10月21日に旭区白根特定番地を撮影した写真の電子データ

（すでに審査文書により写真は平成24年２月28日付にて開示写真

（H22.12.10・H20.10.21撮影）は現場調査の際に記録として撮影した

ものである・・・・と通知書の送付がある。相談課と前審査課に上述

日時の写真の閲覧と視聴を請求し、その事象完了後、CDによる交付を

求める。念を押すが紙面にコピーしたものは不可とする。）」ほかの

一部開示決定及び非開示決定に対する審査請求についての答申 

棄却 

答申第1434号 

「横浜市長の弁明書（建建情第230号）１及び２(2)項関連、写さない

から最初から保有していなかったにも関わらず、紙面に印刷後写真は

消去したとある。写真の処理模様及び紙面に印刷後、消去したことが

判る文書。」の個人情報非開示決定に対する審査請求についての答申 

棄却 

答申第1435号 

「別添の資料に記載のある児童保護者、児童への説明資料（横浜市立

特定小学校が保有する資料）、別添の資料に記載してある事案に関し

て小学校で共有された資料」の個人情報非開示決定に対する審査請求

についての答申 

棄却 

答申第1436号 
「生見尾踏切跨線人道橋整備事業（平成27年度道企第1892号）」の一

部開示決定に対する審査請求についての答申 
一部認容 

答申第1437号 

「(１)タウンニュース“さかえ de 輝くサークル”への掲載依頼書」

ほかの16文書の開示決定及び「(1)タウンニュース“さかえ de 輝く

サークル”への掲載依頼文ひな形（平成27年度以前のもの）」ほかの

一部開示決定に対する審査請求についての答申 

棄却 

答申第1438号 

「平成18年度から平成27年度 市職員社会人採用の職歴換算率につい

て 人事委員会規則第17号第26条２項別表３任用時の経験年数換算率

の実績値の統計」の非開示決定に対する審査請求についての答申 

棄却 

答申第1439号 

「総務局人事部労務課の所持する「初任給格付けマニュアル」にある

初任給格付の方法（事務）の「公務員同種」「民間同種」「公務員異

種」「民間異種」に分類される具体的な職種の記された「運用マニュ

アル」もしくはそれに類するもの。」の非開示決定に対する審査請求

についての答申 

棄却 

答申第1440号 

「道路占用許可基準（制定 平成18年３月15日、最近改正 平成28年

４月１日）」及び「横浜市道路掘削跡復旧工事標準仕様書（制定 昭

和58年４月１日、最近改正 平成22年４月１日）」の開示決定に対す

る審査請求についての答申 

棄却 
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答申番号 件 名 

実施機関の 

裁決(決定) 

結   果 

答申第1441号 

「横浜市建築審査会に対する審査請求事件（28建－１号及び28建－２

号）に係る以下の文書及び録音データ (1) 審査会審議資料 ア 

審査会審議資料（平成28年５月20日）※審査請求概要を除く イ 審

査会審議資料（平成28年６月２日） ウ 審査会審議資料（平成28年

６月17日） (2) 録音データ ア 定例会（平成28年５月20日開

催） イ 臨時会（平成28年６月２日開催） ウ 定例会（平成28年

６月17日開催）」の個人情報非開示決定に対する審査請求についての

答申 

棄却 

答申第1442号

から第1444号

まで 

「横浜市建築審査会に対する審査請求事件（28建－１号及び28建－２

号）に係る以下の文書 （１） 審査請求人の提出文書 ア 審査請

求書（28建－１号）（平成28年４月26日付け） イ 補充書（平成28

年６月２日付け） ウ 審査請求書（28建－２号）（平成28年６月２

日付け） エ 「審査請求の理由」追加補充書（平成28年６月10日付

け） オ 反論書（平成28年６月14日付け） カ 反論補充書（平成

28年６月16日付け） キ 甲第１号証及び甲第２号証  （２） 処分

庁の提出文書 ア 弁明書（平成28年５月13日付け） イ 証拠説明

書（平成28年５月13日付け） ウ 弁明書(2)（平成28年６月10日付

け） エ 証拠説明書(2) （平成28年６月10日付け） オ 乙第１号

証から乙第12号証まで」、「横浜市建築審査会に対する審査請求事件

（28建－１号及び28建－２号）に係る以下の文書 （１） 審査会審

議資料（平成28年５月20日）※審査請求概要を除く （２） 審査会

審議資料（平成28年６月２日） （３） 審査会審議資料（平成28年

６月17日）」及び「横浜市建築審査会に対する審査請求事件（28建－

１号及び28建－２号）に係る以下の録音データ （１） 定例会（平

成28年５月20日開催） （２） 臨時会（平成28年６月２日開催） 

（３） 定例会（平成28年６月17日開催）」の非開示決定に対する審

査請求についての答申 

一部認容

(1442号) 

棄却 

答申第1445号

から第1462号

まで 

「建築相談票・引継票（平成20年10月10日）」の一部開示決定に対す

る審査請求についての答申 
棄却 

答申第1463号

から第1470号

まで 

「建築相談票・引継票（建築局情報相談課管理番号20・旭・16）及び

添付写真写し（平成20年10月21日撮影）」の一部開示決定に対する審

査請求についての答申 

棄却 

答申第1471号

から第1481号

まで 

「違反建築物に対する是正勧告及び呼出通知書について（平成20年度

まち建審第398号）」ほかの一部開示決定に対する審査請求について

の答申 

棄却 

答申第1482号 

「（１）建築相談票・引継票（平成20年10月10日） （２）違反建築

物に対する是正勧告及び呼出通知書について（平成20年度まち建審第

398号）」の個人情報一部開示決定に対する審査請求についての答申 

棄却 

答申第1483号 

「建築相談票・引継票（建築局情報相談課管理番号20・旭・16）及び

添付写真写し（平成20年10月21日撮影）」の個人情報一部開示決定に

対する審査請求についての答申 

棄却 

答申第1484号 
「建築相談票・引継票（平成20年10月10日）」の個人情報一部開示決

定に対する審査請求についての答申 
棄却 

答申第1485号 

「2014年５月20日に行われた栄区上郷猿田地区における都市計画提案

に関する公聴会で公述された全公述人の公述内容を録音したもの」の

非開示決定に対する審査請求についての答申 

棄却 
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答申番号 件 名 

実施機関の 

裁決(決定) 

結   果 

答申第1486号 

「平成27年度決第102号上大岡線口径800mm配水管更新工事に係る鋼管

の溶接方法、投入方法並びに投入順序及びグラウト注入方法が記載さ

れた施工図」の非開示決定に対する審査請求についての答申 

棄却 

答申第1487号 

「市内18区でのバス停に対する道路占用許可書及びバス停前での道路

舗装のたわみ等についてのバス事業者の復旧責任について規定されて

いる文書。道路局管理課占用担当に開示を求める。」の非開示決定に

対する審査請求についての答申 

棄却 

答申第1488号 

「（１）裁決書の謄本について（平成28年２月19日付け 神奈川県保

健福祉局福祉部生活援護課長からの送付文） （２）裁決書（平成27

年６月15日付け生活保護廃止決定処分に対する審査請求の平成28年２

月19日付け裁決書の写し） （３）再審査請求の提起について（平成

28年４月７日付け 神奈川県保健福祉局福祉部生活援護課長からの通

知文） （４）審査請求に係る裁決書等関係物件の送付について（平

成28年３月30日付け 厚生労働大臣からの依頼文の写し） （５）再

審査請求書の副本（平成28年３月４日付け 再審査請求書の副本の写

し） （６）生活保護法に関する再審査請求の裁決について（平成28

年12月28日付け 神奈川県保健福祉局福祉部生活援護課長からの送付

文） （７）生活保護法に関する再審査請求の裁決について（平成28

年12月22日付け 厚生労働省社会・援護局長からの送付文の写し） 

（８）裁決書（平成28年３月４日付けで提起された再審査請求の平成

28年12月22日付け裁決書の写し）」の個人情報開示決定に対する審査

請求についての答申 

棄却 

答申第1489号 

「指定介護老人福祉施設Ａへの事実確認について」及び「指定介護老

人福祉施設Ａへの事実確認について（所管課情報入り）」の個人情報

開示決定に対する審査請求についての答申 

棄却 

答申第1490号 

 「平成16年特定月日に起きた横浜市立Ａ小学校の校内事故に関する

横浜市からの支払がわかるすべての書類。（金額・口座が分かるも

の。）スポーツ振興センターに関する書類を除くもの。」の個人情報

非開示決定に対する審査請求についての答申 

棄却 

答申第1491号 

「建建審第269号文書に、平成20年10月24日付まち建審第398号「違反

建築物に対する是正勧告及び呼出通知書」を交付するに至りました。

とある。①平成４年４月。②10年７月31日。③13年９月。④15年７

月。⑤18年９月。⑥19年１月29日。⑦20年12月15日。⑧21年３月31日

に、白根特定番地Ａと特定番地Ｂ間、２項道路では無いことが一目瞭

然の私有地に対し、建築基準法42条第２項道路だと、７度違反だと繰

り返し指摘した不法行為に対し、再演の無いよう注意指導致します。

と都度謝罪した文書。③と⑦項は除く、再請求す。」の非開示決定に

対する審査請求についての答申 

棄却 

答申第1492号 

「①平成４年に元特定課長Ａ殿が建築課係長時の失態を、後任係長

（現特定部長）Ｂ殿の謝罪文書（名不詳）写しの交付」の非開示決定

に対する審査請求についての答申 

棄却 

答申第1493号 

「平成26年12月13日付請求者の文書に対し、Ａ横浜市建築局特定部部

長殿の返書に、「・・出鱈目ではありません。」とあるが、Ｘ区役所

から異動でＹ区役所のＢ課長との建築課係長時を忘れたのか。「出鱈

目ぶりが判ったろう。」だから謝罪されるよう穏便に勧めたにも関わ

らず、謝罪をしないと驚愕の返書が有った。事象の無い筈の平成４年

の道路審議票が有る。平成４年７月７日の謝罪文書の早期の開示を求

める。」の非開示決定に対する審査請求についての答申 

棄却 
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答申番号 件 名 

実施機関の 

裁決(決定) 

結   果 

答申第1494号 

「特定課長が係長時、２項道路だと虚言を言い誓約書を書かせ、囲っ

ていた板塀を撤去させ後退させた誓約書に対し、①後任係長、現特定

部長Ａ殿が、平成４年７月７日に謝罪した文書。②現特定部長Ａ殿

が、平成４年７月７日に謝罪した敷地内に設置した物置に対し、今

般、違反と勧告した根拠文書。③取り消し謝罪する際に関係職員へ聴

取したと言う書面、聴取簿。」の非開示決定に対する審査請求につい

ての答申 

棄却 

答申第1495号 

「賠償不要に至った過程の分かる資料一切 （本人が平成28年特定月

日に港北図書館に提出した「図書館資料汚損届」に関する賠償手続に

ついて、賠償不要を決定した経過の記録）」の個人情報非開示決定に

対する審査請求についての答申 

棄却 

答申第1496号 

「現行法規総覧（建築基準法） 及び例規集（横浜市建築審査会条

例）（「③横浜市建築審査会の上記①②の文書含む 。審査会会長が

別途定めた文書をも含む。」のうち上記①の所掌事務に関する文書に

ついて）」の非開示決定に対する審査請求についての答申 

棄却 

答申第1497号 

「「③横浜市建築審査会の上記①②の文書含む。審査会会長が別段定

めた文書をも含む。」のうち上記①の「担当職員の分担表」及び上記

②の「建設局長及び市民局長が担当する決裁に必要とする事務内容が

記載されている文書のすべて」」の非開示決定に対する審査請求につ

いての答申 

棄却 

答申第1498号 

「市内（18区内）の道路上に設置されてある需要家用の水道メーター

箱と止水栓のうち、引込管と一体ではなく、単体で許可を出している

ものに係る道路占用許可書と占用料に付て」の非開示決定に対する審

査請求についての答申 

棄却 

※ 異議申立てに対する判断は決定、審査請求に対する判断は裁決。 

※ 実施機関の裁決、決定は、全て審査会の答申のとおりになされました。 

答申の全文はインターネットでも閲覧できます。 

 http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/shiminjoho/shinsakai/toshin/ 
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(3)　横浜市情報公開・個人情報保護審査会の開催状況

開催日 会議 審　議　の　内　容

３　第一部会からの報告
４　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

３　第三部会からの報告

２　存否応答拒否処分の報告

２　情報公開制度の運用に係る課題の検討
H29.6.1

H29.5.18

H29.5.19

第三部会
第214回会議

H29.5.26

制度運用調査部会
第37回会議

H29.6.1

第一部会
第303回会議

H29.4.14

第三部会
第213回会議

第二部会
第314回会議

H29.4.20
第三部会

第212回会議

H29.4.27

H29.4.25

H29.4.20

第二部会
第312回会議

第二部会
第313回会議

制度運用調査部会
第35回会議

第一部会
第302回会議

第二部会
第315回会議

H29.5.12

１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第二部会第311回会議議事録の承認
２　第一部会からの報告

１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第三部会第211回会議議事録の承認
２　情報公開制度運用状況及び諮問の報告

１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会制度運用調査部会第34回会議議事録の承認
２　情報公開制度の運用に係る課題の検討

３　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第一部会第301回会議議事録の承認
２　情報公開制度運用状況及び諮問の報告
３　第三部会からの報告
４　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第二部会第312回会議議事録の承認
２　情報公開制度運用状況及び諮問の報告

４　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議
３　第三部会からの報告

１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第二部会第313回会議議事録の承認
２　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第三部会第212回会議議事録の承認
２　情報公開制度運用状況及び諮問の報告
３　第二部会からの報告
４　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第一部会第302回会議議事録の承認
２　情報公開制度運用状況及び諮問の報告
３　第二部会及び第三部会からの報告

１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第二部会第314回会議議事録の承認
２　情報公開制度運用状況及び諮問の報告

４　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

４　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第三部会第213回会議議事録の承認

３　第一部会からの報告

１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会制度運用調査部会第36回会議議事録の承認

４　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

第二部会
第311回会議

１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第二部会第310回会議議事録の承認

３  存否応答拒否処分の報告
４　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

２　情報公開制度運用状況及び諮問の報告

４　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

H29.4.6
第三部会

第211回会議

１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第三部会第210回会議議事録の承認
２　存否応答拒否処分の報告
３  第二部会からの報告

H29.4.4

H29.5.19
制度運用調査部会

第36回会議
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会制度運用調査部会第35回会議議事録の承認
２　情報公開制度の運用に係る課題の検討
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開催日 会議 審　議　の　内　容

３　第一部会からの報告

３　存否応答拒否処分の報告

３　存否応答拒否処分の報告
４　第三部会からの報告

３　存否応答拒否処分の報告

３　存否応答拒否処分の報告

３　存否応答拒否処分の報告

３　第二部会及び第三部会からの報告
H29.8.7

第一部会
第306回会議

H29.8.25
第二部会

第320回会議

H29.7.20
制度運用調査部会

第38回会議

H29.8.3
第三部会

第218回会議

H29.7.25
第一部会

第305回会議

H29.6.15
第三部会

第215回会議

H29.6.23
第二部会

第317回会議

H29.7.14
第二部会

第318回会議

H29.7.6
第三部会

第216回会議

H29.6.30
第一部会

第304回会議

第二部会
第316回会議

H29.6.9

１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第二部会第315回会議議事録の承認
２　存否応答拒否処分の報告

４　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

５　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第三部会第214回会議議事録の承認
２　情報公開制度運用状況及び諮問の報告
３　存否応答拒否処分の報告

１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第二部会第316回会議議事録の承認

４　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

２　情報公開制度運用状況及び諮問の報告

４　第三部会からの報告

２　情報公開制度運用状況及び諮問の報告

１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第三部会第215回会議議事録の承認
２　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

４　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

２　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

５　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第二部会第317回会議議事録の承認

１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第三部会第216回会議議事録の承認

１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第一部会第303回会議議事録の承認
２　情報公開制度運用状況及び諮問の報告

H29.7.20
第三部会

第217回会議

１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会制度運用調査部会第37回会議議事録の承認
２　情報公開制度の運用に係る課題の検討

１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第三部会第217回会議議事録の承認
２　第二部会からの報告
３　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第二部会第319回会議議事録の承認

１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第一部会第305回会議議事録の承認
２　権利の濫用による請求拒否処分の報告

４　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

２　情報公開制度運用状況及び諮問の報告
３　権利の濫用による請求拒否処分の報告
４　第三部会からの報告
５　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

４　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

H29.7.28
第二部会

第319回会議

１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第二部会第318回会議議事録の承認
２　情報公開制度運用状況及び諮問の報告

１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第一部会第304回会議議事録の承認
２　情報公開制度運用状況及び諮問の報告

４　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議
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開催日 会議 審　議　の　内　容

３　権利の濫用による請求拒否処分の報告

５　第一部会からの報告　　

２　権利の濫用による請求拒否処分の報告

４　第一部会からの報告　　

２　情報公開制度運用状況及び諮問の報告

４　第二部会からの報告

１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会制度運用調査部会第39回会議議事録の承認
２　情報公開制度の運用に係る課題の検討

５　第二部会からの報告

３　存否応答拒否処分の報告

１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第二部会第323回会議議事録の承認
２　情報公開制度運用状況及び諮問の報告

５　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

H29.10.24
第一部会

第308回会議

H29.10.27
第二部会

第324回会議

２　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議
H29.11.6

H29.9.22
制度運用調査部会

第40回会議

H29.10.13
第二部会

第323回会議

H29.10.19
第三部会

第221回会議

H29.9.26
第一部会

第307回会議

H29.9.8
第二部会

第321回会議

H29.9.21
第三部会

第220回会議

H29.9.22
第二部会

第322回会議

H29.9.7
第三部会

第219回会議

H29.8.25
制度運用調査部会

第39回会議

１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第二部会第320回会議議事録の承認

１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会制度運用調査部会第38回会議議事録の承認
２　情報公開制度の運用に係る課題の検討

１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第三部会第218回会議議事録の承認
２　情報公開制度運用状況及び諮問の報告

４　存否応答拒否処分の報告

６　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

５　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

３　存否応答拒否処分の報告

１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第二部会第321回会議議事録の承認
２　情報公開制度運用状況及び諮問の報告
３　存否応答拒否処分の報告
４　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第三部会第219回会議議事録の承認

３　存否応答拒否処分の報告

５　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第二部会第322回会議議事録の承認
２　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第三部会第221回会議議事録の承認

１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第一部会第307回会議議事録の承認
２　情報公開制度運用状況及び諮問の報告

第三部会
第222回会議

３　権利の濫用による請求拒否処分の報告

４　第二部会からの報告
５　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第三部会第220回会議議事録の承認
２　情報公開制度運用状況及び諮問の報告

４　第三部会からの報告

３　存否応答拒否処分の報告

１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第一部会第306回会議議事録の承認
２　情報公開制度運用状況及び諮問の報告

４　存否応答拒否処分の報告

６　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

３　存否応答拒否処分の報告

４　第二部会及び第三部会からの報告
５　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議
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開催日 会議 審　議　の　内　容

３　第一部会からの報告

５　横浜市個人情報の保護に関する条例の一部改正について
６　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

２　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第二部会第325回会議議事録の承認

４　第一部会からの報告

２　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第一部会第308回会議議事録の承認
３　情報公開制度運用状況及び諮問の報告

２　第三部会からの報告

３　権利の濫用による請求拒否処分の報告
４　第二部会及び第三部会からの報告

３　権利の濫用による請求拒否処分の報告
４　第二部会からの報告

３　権利の濫用による請求拒否処分の報告
４　第三部会からの報告

２　情報公開制度の運用に係る課題の検討

２　審議計画変更の報告

４　権利の濫用による請求拒否処分の報告

７　制度運用調査部会からの報告

H29.12.26
制度運用調査部会

第42回会議

H30.1.18
第三部会

第226回会議

H29.12.8
第二部会

第327回会議

H29.12.22
第二部会

第328回会議

H29.12.21
第三部会

第225回会議

H29.12.19
第一部会

第310回会議

H29.11.24
第二部会

第326回会議

H29.11.7
第二部会

第325回会議

第一部会
第309回会議

H29.12.7
第三部会

第224回会議

H29.11.16
制度運用調査部会

第41回会議

１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第三部会第222回会議議事録の承認
２　情報公開制度運用状況及び諮問の報告

５　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

１　横浜市個人情報の保護に関する条例の一部改正について

３　情報公開制度運用状況及び諮問の報告

５　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第二部会324回会議議事録の承認
２　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

１　横浜市個人情報の保護に関する条例の一部改正について

４　存否応答拒否処分の報告
５　第三部会からの報告
６　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第二部会第326回会議議事録の承認

H29.11.28

３　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第三部会第223回会議議事録の承認
２　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第一部会第309回会議議事録の承認
２　情報公開制度運用状況及び諮問の報告

１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第二部会327回会議議事録の承認
２　情報公開制度運用状況及び諮問の報告

５　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会制度運用調査部会第41回会議議事録の承認

１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第三部会第225回会議議事録の承認

３　情報公開制度運用状況及び諮問の報告

５　存否応答拒否処分の報告
６　第一部会及び第二部会からの報告

８　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会制度運用調査部会第40回会議議事録の承認
２　情報公開制度の運用に係る課題の検討

４　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議
H29.11.16

第三部会
第223回会議

１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第三部会224回会議議事録の承認
２　情報公開制度運用状況及び諮問の報告

５　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議
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開催日 会議 審　議　の　内　容

２　審議計画変更の報告

４　権利の濫用による請求拒否処分の報告

７　制度運用調査部会からの報告

２　審議計画変更の報告

４　権利の濫用による請求拒否処分の報告

７　制度運用調査部会からの報告

２　情報公開制度運用状況及び諮問の報告
３　権利の濫用による請求拒否処分の報告
４　存否応答拒否処分の報告
５　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

２　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第二部会第330回会議議事録の承認
３　情報公開制度運用状況及び諮問の報告
４　権利の濫用による請求拒否処分の報告
５　存否応答拒否処分の報告

２　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第一部会第311回会議議事録の承認
３　情報公開制度運用状況及び諮問の報告
４　権利の濫用による請求拒否処分の報告

６　第三部会からの報告

２　第三部会からの報告
３　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

H30.2.15
第三部会

第228回会議

H30.3.2
第三部会

第229回会議

H30.3.15
第三部会

第230回会議

H30.3.9
第二部会

第332回会議

H30.2.9
第二部会

第330回会議

H30.2.2
制度運用調査部会

第43回会議

H30.2.2
第三部会

第227回会議

３　情報公開制度運用状況及び諮問の報告

６　第二部会及び第三部会からの報告

３　情報公開制度運用状況及び諮問の報告

３　存否応答拒否処分の報告

１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第一部会第310回会議議事録の承認

H30.1.23
第一部会

第311回会議

１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第二部会第328回会議議事録の承認

６　第一部会及び第三部会からの報告

８　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

H30.1.19
第二部会

第329回会議 ５　存否応答拒否処分の報告

５　存否応答拒否処分の報告

８　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第三部会第226回会議議事録の承認

２　情報公開制度運用状況及び諮問の報告

２　情報公開制度の運用に係る課題の検討

２　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第三部会第228回会議議事録の承認

１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第三部会第229回会議議事録の承認

１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第三部会第227回会議議事録の承認

２　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第二部会第329回会議議事録の承認

３　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

２　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会制度運用調査部会第42回会議議事録の承認

５　存否応答拒否処分の報告

７　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

１　横浜市出資法人等の個人情報保護に関する要綱等の一部改正について

H30.2.27
第一部会

第312回会議

H30.2.23
第二部会

第331回会議

１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第二部会第331回会議議事録の承認

４　第二部会からの報告
５　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

３　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

１　横浜市出資法人等の個人情報保護に関する要綱等の一部改正について

６　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

１　横浜市出資法人等の個人情報保護に関する要綱等の一部改正について
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開催日 会議 審　議　の　内　容

４　第二部会からの報告

H30.3.26
第二部会

第333回会議

１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第二部会第332回会議議事録の承認
２　情報公開制度運用状況及び諮問の報告

H30.3.27
第一部会

第313回会議
３　存否応答拒否処分の報告

５　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

３　存否応答拒否処分の報告
４　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第一部会第312回会議議事録の承認
２　情報公開制度運用状況及び諮問の報告
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氏　　名 職  名  等

◎　藤 原　靜 雄 中央大学法科大学院教授

○　金 子  正 史
元同志社大学法科大学院教授
獨協大学名誉教授

　　松 村　雅 生 日本大学大学院法務研究科教授

　　稲 垣  景 子
横浜国立大学大学院都市イノベーション研
究院特別研究教員

　　金 井  惠 里 可 文教大学准教授

　　久 保　博 道 弁護士

    小 林　雅 信 弁護士

　　髙 橋　良 弁護士

　　山 本　未 来 明治学院大学准教授

（◎は会長、○は会長職務代理者）

氏　　名 職  名  等

□　松 村　雅 生 日本大学大学院法務研究科教授

　　小 林　雅 信 弁護士

　　山 本　未 来 明治学院大学准教授

（□は部会長）

氏　　名 職  名  等

□　金 子　正 史
元同志社大学法科大学院教授
獨協大学名誉教授

    髙 橋　良 弁護士

　　稲 垣  景 子
横浜国立大学大学院都市イノベーション研
究院特別研究教員

（□は部会長）

氏　　名 職  名  等

□　藤 原　靜 雄 中央大学法科大学院教授

　　金 井  惠 里 可 文教大学准教授

　　久 保　博 道 弁護士

（□は部会長）

氏　　名 職  名  等

□　藤 原　靜 雄 中央大学法科大学院教授

　　金 子　正 史
元同志社大学法科大学院教授
獨協大学名誉教授

　　松 村　雅 生 日本大学大学院法務研究科教授

（□は部会長）

横浜市情報公開・個人情報保護審査会 制度運用調査部会委員名簿

横浜市情報公開・個人情報保護審査会 第三部会委員名簿

(4) 横浜市情報公開・個人情報保護審査会委員名簿

横浜市情報公開・個人情報保護審査会 第一部会委員名簿

横浜市情報公開・個人情報保護審査会 第二部会委員名簿

平成30年3月31日現在
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４ 市民情報センター利用状況の概要 
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（１）市民情報センターの概要 

   市政運営の公正の確保と透明性の向上を図り、市民の市政への参加を積極的に進めていくた

めには、情報公開とともに行政自らが積極的に情報提供を拡充していくことが必要です。 

市民情報センターは、横浜市が発行する資料を中心に、市政に関する情報を広く提供すると

もに、情報公開制度の説明や行政文書の開示請求の受付、開示を行う市の情報公開の総合窓口

として、昭和 62年 12月に市庁舎１階に設置され、平成 29年度は、延べ約 11万人、１日に平

均 452 人が利用しています（表１参照）。 

 また、市民情報課ホームページでは、センターで情報提供されている資料の案内や、情報公

開制度の解説と利用方法、横浜市情報公開・個人情報保護審査会の答申などを掲載し、市民へ

の情報提供の場として重要な役割を果たしています。 

 

（２）総合案内カウンター 

   市政情報に関する総合的な窓口で、横浜市の仕事やしくみ、施設の紹介、各局の事業などに 

 関する情報提供を行っています。 

   平成 29 年度に利用者からのニーズが多かった情報は、「環境・温暖化」「都市整備・道路」「市 

 の機関・施設案内、観光・イベント案内」に関するものなどがあげられます（表２参照）。 

 

（３）情報公開コーナー 

   行政文書の開示請求の受付窓口であり、開示も実施しています。また、情報公開制度を利用

する場合の相談や案内、請求手続等の説明も行っています。 

 

（４）行政資料コーナー 

   各種統計・調査報告書・基本計画・事業概要などの市が作成した資料を中心に、国や県の刊

行物、法令など約２万３千点の資料を備え、誰でも自由に閲覧することができます。本資料は、

一部の資料を除き貸出しも行っており、平成 29年度は、「医療・資源循環」「水道」「都市整備・

道路」の資料をはじめ、1,364件の貸出しがありました（表３参照）。 

また、横浜市のホームページ閲覧用の端末も設置してあり、市の様々な情報を調べることが

できます。 

 

（５）パンフレットコーナー 

   市が主催するイベントや講座、職員採用試験や市営住宅など各種の募集案内及び事業のＰＲ

を兼ねたパンフレット、リーフレットを配布しています。 

 

（６）刊行物サービスコーナー  

  市が作成した刊行物をはじめ、都市計画図や地形図、航空写真などを販売しています。 

平成 29 年度の販売実績は、「季刊誌 横濱」（2,262 冊） をトップに、「横浜市職員録」（620

冊）、「調査季報」（250冊）と続いています（表４参照）。 

 また、行政資料などを複写するためのコピー機（有償）も設置しています。 
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売上件数 コピー件数

29年度 110,303 15,619 8,919 136,964

28年度 110,035 13,459 10,063 177,234

27年度 110,578 15,163 11,767 231,165

29年度 452 64 37 561

28年度 453 55 41 729

27年度 455 62 48 951

平成27年度

850

1,384

1,256

731

290

1,132

259

604

724

761

1,314

189

270

228

220

229

188

164

2,901

13,694

区  　分

年間の
総件数

１日あた
りの平均

件数

利用者数

6

相談・案内

1,570

1,577

816

1,047

945政策・国際・総務・財政

市の機関・施設案内、観光・イベント案内

6

1,046

人口・統計

都市整備・道路

表１　　市民情報センターの利用状況

情　　　　報　　　　分　　　　野 平成28年度平成29年度
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表２　　相談・案内の分野別内訳

4

186

経済

教育・市立大学

710

171

健康福祉

187

2,725

医療・資源循環 268

130

件　　　数　　　合　　　計 14,003

その他

水道

2,598

消防

港湾

交通

市会・選挙・人事・監査

2,609

654 613

530545

1,193

157

172

197 170

環境・温暖化

区役所

建築

市民・こども青少年

文化観光

12,225

200

180

202

194

刊行物サービスコーナー

280

1,2761,463

154

702

220

閲覧用パソ
コンの利用

8

行政資料等
の貸出

1,010

1,921

1,242

651

282

986

1,202

1,060

299

705

52



5

表３　　行政資料貸出の分野別内訳

情　報　分　野

健康福祉

平成28年度

医療・資源循環 410

環境・温暖化 19 2511

6

452

1114

平成27年度

154都市整備・道路 151

45政策・国際・総務・財政 38

平成29年度

42

166

人口・統計

教育・市大

79

水道　

40

342

3 10

421

109

市民・こども青少年

文化観光

区役所

市会・選挙・人事・監査

建築

経済

8

3

3

港湾

3

2

件　数　合　計 1,265 1,3191,364

交通

消防 3

119

335

その他 175 10

115

0

89

2

10

2

2

2

11

0

93

2

5

127

7

368

33

5

2

5

7

53



表４　平成29年度刊行物サービスコーナーにおける販売数ベスト20（地図・記念品類等除く）

順位 刊　行　物　名
販売数
（部）

1 季刊誌「横濱」 2,262 市民局 広報課

2 横浜市職員録 620 総務局 人事課

3 調査季報   250 政策局 政策課

4 横浜市中期４か年計画　2014～2017 214 政策局 政策課

5
育ちと学びをつなぐ　横浜版　接続期カリキュラム
実践事例集　子どもってすごい！

194 こども青少年局 保育・教育人材課

5 障害福祉のあんない 194 健康福祉局 障害企画課

7 予算案について 104 財政局 財政課

8 横浜市都市計画マスタープラン（全体構想） 83 都市整備局 企画課

9 横浜市福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル 82 健康福祉局 福祉保健課

10
横浜市立小学校用副読本
2017年度版　わたしたちの横浜

79 教育委員会事務局 指導企画課

11 横浜市都心臨海部再生マスタープラン 43 都市整備局 企画課

12 公園とみどり　横浜の150年 41 環境創造局 政策課

13 横浜市民生活白書2013 39 政策局 政策課

14 住民合意形成ガイドライン（第２版） 38 都市整備局 地域まちづくり課

15 いたち川散策マップ 36 栄区 区政推進課

16 栄区歴史散策マップ 35 栄区 地域振興課

17 都筑区水と緑の散策マップ 34 都筑区 区政推進課

18 横浜の歴史（平成18年版） 33 教育委員会事務局 指導企画課

19 Yokohama Express（中学生用副読本） 31 教育委員会事務局 指導企画課

20 とつか歴史ろまん　新装版 30 戸塚区 地域振興課

20 横浜市民意識調査 30 政策局 政策課

20 横浜市組織図 30 総務局 人事課

発　行
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