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横浜市情報公開・個人情報保護審査会答申第2199号及び第2200号、 

第2201号から第2233号まで並びに第2234号について 

横浜市情報公開・個人情報保護審査会（会長 藤原 靜雄）は、本日、次の36件の答申

を行いました。 

答申第2199号及び第2200号では、横浜市長が行った個人情報非開示決定は妥当である

と判断しています。 

答申第2201号から第2233号まででは、横浜市長が行った一部開示決定及び非開示決定

は妥当であると判断しています。 

答申第2234号では、横浜市交通事業管理者が行った個人情報非利用停止決定は妥当で

あると判断しています。 

１ 答申の件名  

(1)  「「平成28年８月19日付旭区長宛広聴受付文書、経伺文書、回答文書の開示請求」のう

ち「回答文書」」ほか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 

【答申第2199号及び第2200号】 

(2)  「土地計算・異動連絡票」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 

      【答申第2201号から第2233号まで】 

(3)  「「土地境界立会確認書の締結について（特定地番）」（特定年月日決裁交事開特定番

号）の筆界確認書等一式」の個人情報非利用停止決定に対する審査請求についての答申 

【答申第2234号】 

 

２ 諮問までの経過等  

(1) 答申第2199号及び第2200号 
答申別表１に記載。 

(2) 答申第2201号から第2233号まで 
一部開示決定をした案件は答申別表２、非開示決定をした案件は答申別表３に記載。 

(3) 答申第2234号 

請求日 決定通知日 審査請求日 諮問日 請求者 実施機関 

平成30年１月22日 平成30年２月22日 平成30年５月21日 平成30年７月３日 個人 
交通事業 

管理者 

 

 

令 和 ２ 年 １ 月 2 4 日 
市 民 局 市 民 情 報 課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 
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３ 対象行政文書（対象保有個人情報）、原処分の決定内容、審査会の結論  

(1) 答申第2199号及び第2200号 
対象保有個人情報及び原処分の決定内容について、答申別表１に記載。審査会の結論は全

て原処分妥当。 

(2) 答申第2201号から第2233号まで 
対象行政文書及び原処分の決定内容について、一部開示決定をした案件は答申別表２、開

示決定をした案件は答申別表３に記載。審査会の結論は、全て原処分妥当。 

(3) 答申第2234号 

対象保有個人情報 原処分の決定内容･主な理由(概要) 審査会 
の結論 

「「土地境界立会確認

書の締結について（特

定地番）」（特定年月日

決裁交事開特定番号）

の筆界確認書等一式」

（以下「本件保有個人

情報」という。） 

非利用停止 

原処分

妥当 

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。以下「個人情報保護条例」という。）第46条

第２項に該当 

（当該請求に係る保有個人情報は、交通局が所有する土地

と隣接する土地の所有者との間で土地境界確認を行った

ことを証する文書であり、その取得については、所有者本

人へ境界立会いの趣旨を説明の上、境界の確認を行い、所

有者本人より適法に取得したものである。また、その保有

及び利用については、所掌事務である所有土地管理の事務

遂行のためにしているもので、利用目的の達成に必要な範

囲を超えていない。よって、個人情報保護条例第７条第２

項並びに第 10 条第１項及び第２項に違反していないた

め。） 

 

４ 審査会の判断の要旨  
 

答申 
番号 

判断の要旨 

 

 

 

 

 

2199 

2200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《別表１の「決定通知日」欄に記載の決定通知日付で行った非開示決定（以下「本件各処

分」という。）に至る経緯について》 

ア 実施機関は、平成４年に、旭区白根の特定番地の民地（以下「土地甲」という。）先に

係る土地について、建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第２項に規定する道路で

あると判定した。その後、土地甲は審査請求人の所有するところとなり、当該道路判定を

前提として、審査請求人に対して実施機関による是正指導等が行われた。しかし、平成21

年になって、当該道路判定は誤りであることが判明し、実施機関は道路判定を変更した。 

また、土地甲に関しては、昭和43年に国土調査法（昭和26年法律第180号）に基づく地

籍調査が行われ、これにより隣接する市道との境界を明示する公図が作成され、平成10年

には市道との境界を確認する境界復元の手続が従前所有者と市との間で行われ境界標が

設置された。審査請求人は、隣接する市道との境界について、国土調査、道路境界復元等

の当時に作成された公図等の文書に誤りがあること、境界標が自分の所有地を侵している

ことなどを市に対して主張し続けている。 

イ 以上のことに伴い、土地甲先の道路判定及び隣接する市道との境界等に関して実施機関

が保有する行政文書を対象として、審査請求人は繰り返し開示請求及び個人情報本人開示

請求を行い、さらに開示請求等に対する決定について繰り返し審査請求を行っている。本

件審査請求もその一部である。 

《広聴事業に係る事務について》 

横浜市では、横浜市にさまざまな手段で寄せられる市民の意見、要望、提案、苦情等の情

報（以下「市民の意見等」という。）を、広聴データベースシステムにより管理するととも

に、寄せられた市民の意見等の公表及び市政への反映により、市民満足度の向上及び市政の
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合理的運営に役立てるために、市民の声事業を行っている。なお、当該事業は、「市民の声」

事業の実施に関する取扱要綱（平成20年３月21日市広聴第3940号。本件各処分時のものを、

以下「要綱」という。）に基づいて、事務を行っている。 

要綱第５条第１項では、市民の意見等として寄せられたもののうち、同項各号に規定され

る横浜市職員からの投稿、差別的内容を含むもの、個人又は団体等に対する誹謗中傷及び公

序良俗に反した内容などが明白で市民の声事業の目的に著しく反するもの、投稿趣旨が全く

意味不明なもの、未承諾広告等の迷惑メール及び明らかに売り込みと判断できるもの、横浜

市に直接関わりのない国際情勢、社会情勢に関する個人的見解及び各号に準ずるもののいず

れかに該当する場合は、市民の声事業として受け付けないものとすると規定している。 

また、同条第２項では、同項各号に規定される職員の服務規程違反にかかる告発等に関す

るもの、単なる問い合わせ、資料請求等で、情報提供を求められているもの、事故や災害等

で迅速な対応を求められているもの、パブリックコメント及び開示請求等、他の事業に取扱

いの規定があるもの並びに各号に準ずるもののいずれかに該当する場合は、市民の声事業と

して扱わない旨規定している。 

《別表１の「決定通知書記載の保有個人情報」（以下「本件保有個人情報」という。）に

ついて》 

実施機関は、個人情報本人開示請求書の記載等から、下記のように対象となる保有個人情

報を特定し、非開示とした。 

本件保有個人情報のうち、別表１の請求№１に係るものは、「「平成28年８月19日付旭区

長宛広聴受付文書、経伺文書、回答文書の開示請求」のうち「回答文書」」（以下「個人情

報１」という。）であり、審査請求人からの平成28年８月19日付旭区長宛広聴受付文書（以

下「平成28年８月19日付投稿文」という。）に対する回答文書である。 

実施機関は、個人情報１を作成しておらず、保有していないとして非開示としている。 

本件保有個人情報のうち、別表１の請求№２に係るものは、「請求内容のうち、３月31日、

４月１日、同２日、３日、４日、５日、６日の同文書の日毎の進捗状況と日毎の進捗状態」

（以下「個人情報２」という。）であり、平成29年３月30日付で市民の意見等として旭区長

宛てに寄せられた投書（以下「平成29年３月30日付投稿文」という。）について、回答文書

を作成するまでの日毎の進捗状況を記録した文書である。 

実施機関は、個人情報２を作成しておらず、保有していないとして非開示としている。 

《個人情報１の不存在について》 

実施機関は、平成28年８月19日付投稿文が、「職員の服務規程違反にかかる告発等に関す

るもの」と解される内容であり、要綱第５条第２項第１号に該当するため、市民の声事業と

しての回答文は作成していないと説明している。 

要綱第５条第２項第１号では、「職員の服務規程違反にかかる告発等に関するもの」につ

いては、市民の声事業として扱わない旨規定している。なお、当審査会において確認したと

ころ、「職員の服務規程違反にかかる告発等に関するもの」について、何らかの回答文を作

成する義務を定めた規定は存在しない。 

当審査会で当該投稿文を見分したところ、個別の職員に対する謝罪や責任追及を求める内

容となっていることが見て取れ、また、当該投稿文には、横浜市行政文書取扱規程（平成17

年３月達第１号）第７号様式に準ずる書面が付され、「市民からの提案事業による処理を行

わない」と記載された上で広聴主管課である区政推進課内で供覧されていることが確認でき

た。 

以上のことから、実施機関が、当該投稿文を要綱第５条第２項第１号「職員の服務規程違

反にかかる告発等に関するもの」に該当するため、市民の声事業として扱わず、供覧により

当該投稿文に対する処理を終了し、回答を作成していないことが確認された。 

よって、個人情報１について、不存在を理由に非開示とした決定は、妥当である。 

《個人情報２の不存在について》 

実施機関は、平成29年３月30日付投稿文に対して、投稿文の収受（平成29年３月30日）か

ら起案文書の回議開始（平成29年４月７日）までの間は文書の作成を伴う事務を行っていな

いと説明している。 

実施機関に確認したところ、通常、投稿文に対する回答文書を作成する場合、投稿文を受

領した際には収受登録をし、回答文書の案文を作成した際には起案をして回議をすることに
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なるため、それぞれの進捗は記録されるが、逆にいえば、それ以外には日々進捗の記録をす

る必要も義務もないとのことであった。 

上記実施機関の説明は不自然とはいえず、その他、個人情報２の存在を推認させるような

事情も認められない。 

よって、実施機関が、当該投稿文の収受から起案文書の回議開始までの間は文書の作成を

伴う事務を行っていないことも不自然ではないため、個人情報２について、不存在を理由に

非開示とした決定は、妥当である。 
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《別表２及び別表３の「決定通知日」欄に記載の決定通知日付で行った一部開示決定又は

非開示決定（以下「本件各処分」という。）に至る経緯について》 

ア 実施機関は、平成４年に、旭区白根の特定番地の民地（以下「土地甲」という。）先に

係る土地について、建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第２項に規定する道路で

あると判定した。その後、土地甲は審査請求人の所有するところとなり、当該道路判定を

前提として、審査請求人に対して実施機関による是正指導等が行われた。しかし、平成21

年になって、当該道路判定は誤りであることが判明し、実施機関は道路判定を変更した。 

また、土地甲に関しては、昭和43年に国土調査法（昭和26年法律第180号）に基づく地

籍調査が行われ、これにより隣接する市道との境界を明示する公図が作成され、平成10年

には市道との境界を確認する境界復元の手続が従前所有者と市との間で行われ境界標が

設置された。審査請求人は、隣接する市道との境界について、国土調査、道路境界復元等

の当時に作成された公図等の文書に誤りがあること、境界標が自分の所有地を侵している

ことなどを市に対して主張し続けている。 

イ 以上のことに伴い、土地甲先の道路判定及び隣接する市道との境界等に関して実施機関

が保有する行政文書や、これ以外にも審査請求人が提出した開示請求書、開示請求に対す

る開示決定等を決定した起案文書等を対象として、審査請求人は、繰り返し多数の開示請

求を行っており、本件審査請求もその一部である。 

しかも、審査請求人による開示請求書の記載は、冗長で要領を得ない記載が多く、請求

内容が明確なものとは到底いえないものが多く含まれており、実施機関による補正依頼に

対しても審査請求人は応じていない。 

《別表２及び別表３の「決定通知書記載の行政文書」（以下「本件審査請求文書」という。）

の概要及びこれらに係る事務について》 

本件審査請求文書は、別表２及び別表３の「決定通知書記載の行政文書」欄のとおりであ

る。実施機関は、このうち別表２記載のものについては、別表２の「非開示情報」欄記載の

情報を「適用条項等」欄記載の条項に該当するとして非開示とし、別表３に記載のものにつ

いては、別表３の「適用条項等」欄記載の条項に該当するとして全部を非開示とした。なお、

本件審査請求文書を文書単位に区分し、一表にまとめたものが別表１であり、別表２及び別

表３の答申番号によって対照できる。また、以下において「文書〇」と数字を付記している

ものについては、別表１の「略称」欄記載の文書を指すものとする。 

本件審査請求文書は、①「固定資産税に係る事務」、②「広聴事業に係る事務」、③「行

政文書及び保有個人情報の開示請求に係る事務」のいずれかに関するものであり、その分類

は、別表１の「文書に係る事務」欄に記載したとおりである。この答申では、上記①から③

までの各事務に関する審査請求文書ごとに判断を示すこととする。 

《「①固定資産税に係る事務に関する文書」について》 

ア 固定資産税に係る事務について 

地方税法（昭和25年法律第226号）第403条第１項では、市町村長は、第388条第１項に

基づき、総務大臣が定めて告示した固定資産評価基準（昭和38年自治省告示第158号。以

下「評価基準」という。）によって、固定資産価格の決定を行わなければならない旨規定

されている。 

横浜市では、評価基準を基に横浜市固定資産評価事務取扱要領を定め、税額計算の基礎

となる価格（評価額）の算出など土地・家屋の固定資産税及び都市計画税の賦課事務を行っ

ている。 

土地（補充）課税台帳兼評価調書は、登記簿に登記されている土地又は登記簿に登記さ

れていない土地で固定資産税を課することができるものについて、賦課の基礎資料となる

土地の所有者の住所、氏名又は名称、所在、地番、地目及び地積、価格等を記載した帳簿
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で、原則として一筆ごとに作成される。 

家屋（補充）課税台帳は、登記簿に登記されている家屋又は登記簿に登記されていない

家屋で固定資産税を課することができるものについて、賦課の基礎資料となる家屋の所有

者の住所、氏名又は名称、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格等を記載した帳簿

で、原則として一棟ごとに作成される。 

土地（補充）課税台帳兼評価調書及び家屋（補充）課税台帳に記載されている各事項は、

課税明細書に記載の上、納税通知書とともに原則として毎年４月に納税者へ送付してい

る。 

納税通知書には、納税者の土地及び家屋に係る課税明細書及び納付書兼納付済通知書の

ほかに、納税者向けの案内資料を同封することにより、固定資産税及び都市計画税につい

ての税額計算の説明を加えている。 

本市では、固定資産税を課することができる土地及び家屋について、毎年３月31日まで

に、土地価格等縦覧帳簿（土地の所在、地番、地目、地積及び価格を記載）及び家屋価格

等縦覧帳簿（家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び価格を記載）を作成し、毎

年４月１日から４月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日ま

での間、土地価格等縦覧帳簿を土地に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に、家屋価

格等縦覧帳簿を家屋に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供している（以下「縦覧

制度」という。）。 

イ 固定資産税に係る事務に関する審査請求文書について 

固定資産税に係る事務に関する審査請求文書は、別表１の「文書に係る事務」欄に「固

定資産税に係る事務」と記載があるものに対応する審査請求文書である。 

ウ 固定資産税に係る事務に関する審査請求文書（文書101、文書103及び文書107を除く。）

を対象行政文書と特定したことの妥当性について 

実施機関の説明によると、実施機関は開示請求書の記載からその内容を理解するように

努め、文書番号の記載があるものや意味内容を読み取れるものについては、該当する文書

を特定し、さらに一見して記載が明確なものでないものについても、過去の請求内容や日

時、場所、人などで判断できるキーワードがあればこれを用いるなどして、該当する文書

を特定しているとのことである。 

また、（１）イのとおり、審査請求人による開示請求書の記載は、明確なものとは到底

いえないものが多く含まれている。また、実施機関による補正依頼に対しても、審査請求

人は、応じていない。 

このような状況において、実施機関による対象行政文書の特定は、不合理なものとはい

えず、その他特段の問題は認められない。 

エ 情報公開条例第７条第２項第２号の該当性について 

(ｱ) 文書２、文書６、文書７、文書９及び文書10に記録されている所有者コード、文書２、

文書６及び文書９に記録されている土地の評価情報及び課税情報（不動産登記簿で明ら

かになっていないもの）、文書７及び文書10に記録されている家屋の評価情報及び課税

情報（不動産登記簿で明らかになっていないもの）並びに文書８に記録されている課税

標準額及び年税額、冊番並びに納税者氏名及び納税者住所については、各文書を当審査

会で見分したところ、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

もの又は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

るものであるため、本号本文に該当する。 

また、当該情報（縦覧制度で確認できる情報を除く。）は、本号ただし書アからウま

でのいずれにも該当しない。 

(ｲ) (ｱ)の各文書には、縦覧制度で確認できる情報も含まれているため、同号ただし書ア

の該当性を以下検討する。 

同号ただし書アでは、「法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にする

ことが予定されている情報」については、本号本文に規定する開示しないことができる

個人に関する情報から除くことを規定している。 

この規定は、法令等の規定により何人でも閲覧することができると定められている個

人に関する情報については、何人でも容易に入手できる情報であるため、非開示情報に

は該当しないことを定めたものである。 
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縦覧制度は、納税者が土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿により、自己の資

産と他者の資産との価格の比較をすることによって、自己の資産の評価が適正であるか

どうかについて確認するための制度であり、縦覧の目的が限定されている。 

また、地方税法第416条により、縦覧の期間は、毎年４月１日から４月20日又は当該

年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間であり、また、縦覧できる

者は、固定資産税の納税者と定められている。 

以上のように、縦覧制度には、縦覧の目的、縦覧できる者、縦覧期間等の制限がある

ため、縦覧制度で確認できる情報については、法令等の規定により何人でも閲覧するこ

とができると定められている個人に関する情報には該当しないと解される。よって、縦

覧制度で確認できる情報であっても本号ただし書アに該当しない。 

なお、本号ただし書イ及びウにも該当しない。 

(ｳ) 文書117について 

文書117は、土地甲の土地価格等縦覧帳簿である。実施機関は、縦覧制度は、地方税

法第416条に規定する縦覧期間中に限り同法第22条の守秘義務を解除したと解されるこ

とから、期間外は縦覧に供することができないこと、また、個人の所有する土地の評価

に関する情報であり、縦覧期間の経過後に縦覧帳簿を開示することは、個人の権利利益

を害するおそれがあることから、情報公開条例第７条第２項第１号及び第２号に基づき

非開示と判断したとのことである。 

当審査会で土地価格等縦覧帳簿を見分したところ、当該帳簿には、個人の所有する土

地の評価に関する情報が記載されていることが確認された。これらは、登記簿と照合す

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である。 

したがって、対象行政文書は情報公開条例第７条第２項第２号に該当する。 

また、当該情報は、本号ただし書アからウまでのいずれにも該当しない。 

オ 文書101、文書103及び文書107について、文書を特定できないとして非開示としたこと

の妥当性について 

(ｱ) 情報公開条例第６条第１項第２号で規定する「行政文書を特定するに足りる事項」と

は、実施機関が開示請求に係る行政文書を合理的な方法で特定できる程度に具体的な記

載をいい、開示請求書の記載が抽象的であって、多種多様な行政文書が大量に含まれる

こととなり、その全てを請求しているとは考えられない場合、また、およそ行政文書に

記録された情報の内容に着目しないで請求された場合などは、行政文書が特定されてい

るとはいえないと解される。 

さらに、「著しく大量であって、当該請求人においてその全てを閲覧することはでき

ないと考えられる請求」等については、形式的には開示請求の形式が整えられているよ

うに見えるが実質的には「実施機関が開示請求に係る行政文書を合理的な方法で特定で

きる程度に具体的な記載」がなされている開示請求とはいえないと解される。 

(ｲ) 情報公開条例第６条第２項に規定する「開示請求書に形式上の不備があると認めると

き」とは、記載事項に漏れがある場合、記載内容の意味が不明な場合又は記載が不鮮明

な場合のほか、同条第１項第２号に規定する「開示請求に係る行政文書を特定するに足

りる事項」の記載が不十分であるため開示請求に係る行政文書が特定できない場合を含

むと解される。 

(ｳ) 文書101について 

実施機関は、文書101に係る非開示決定を行うに当たって、開示請求書に記載された

内容では対象行政文書を特定することが困難であるため、情報公開条例第６条第２項の

規定に基づき、平成29年４月28日、同年５月11日及び同月19日に、開示請求書の補正を

依頼したが、審査請求人はいずれの補正依頼にも応じなかったため、対象行政文書を特

定することができず、非開示決定を行ったと説明している。 

開示請求書記載の行政文書は「土地計算異動連絡票」であるが、どの土地のいつの時

点のものかといった記載がない。 

実施機関の説明によれば、仮に審査請求人の住所の区の宅地に限ったとしても７万件

以上存在するとのことであり、そうであれば、著しく大量の文書であって、審査請求人

においてその全てを閲覧することはできないと考えられる。 

したがって、本件の開示請求書の「開示請求に係る行政文書の名称又は内容」欄の記
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載からは、開示請求に係る行政文書の範囲が具体的に特定されているとはいえないた

め、本件の開示請求書に情報公開条例第６条第１項第２号にいう開示請求に係る行政文

書を特定するに足りる事項の記載があったということはできず、実施機関の説明は是認

できる。 

(ｴ) 文書103について 

実施機関は、文書103に係る非開示決定を行うに当たって、開示請求書に記載された

内容では対象行政文書を特定することが困難であるため、情報公開条例第６条第２項の

規定に基づき、平成29年10月５日及び同月17日に、開示請求書の補正を依頼したが、審

査請求人はいずれの補正依頼にも応じなかったため、対象行政文書を特定することがで

きず、非開示決定を行ったと説明している。 

開示請求書記載の行政文書は「当該土地の基準年度の価格又は比準価格（・・・）を

登録した台帳の写し」であり、固定資産の課税台帳についての開示請求であることは読

み取れるが、どの土地のいつの時点のものかといった記載がない。 

実施機関の説明によれば、仮に審査請求人の住所の区の宅地に限ったとしても７万件

以上存在するとのことであり、そうであれば、著しく大量の文書であって、審査請求人

においてその全てを閲覧することはできないと考えられる。 

したがって、本件の開示請求書の「開示請求に係る行政文書の名称又は内容」欄の記

載からは、開示請求に係る行政文書の範囲が具体的に特定されているとはいえないた

め、本件の開示請求書に情報公開条例第６条第１項第２号にいう開示請求に係る行政文

書を特定するに足りる事項の記載があったということはできず、実施機関の説明は是認

できる。 

(ｵ) 文書107について 

実施機関は、文書107に係る非開示決定を行うに当たって、開示請求書に記載された

内容では対象行政文書を特定することが困難であるため、情報公開条例第６条第２項の

規定に基づき、平成29年10月23日及び同年11月９日に、開示請求書の補正を依頼したが、

審査請求人はいずれの補正依頼にも応じなかったため、対象行政文書を特定することが

できず、非開示決定を行ったと説明している。 

開示請求書記載の行政文書は「地方税法第381条７号の詳細」、「過払い金の返金額」

であるが、そもそも地方税法第381条に第７号の規定は存在しない上、「詳細」とは何

を指すのか、また、「過払い金の返金額」については、どこの場所についての何の過払

い金を指すのか不明である。これでは、補正依頼に応じない以上対象行政文書の特定は

不可能であるといえる。 

したがって、本件の開示請求書の「開示請求に係る行政文書の名称又は内容」欄の記

載からは、開示請求に係る行政文書の範囲を具体的に特定することはできないため、本

件の開示請求書に情報公開条例第６条第１項第２号にいう開示請求に係る行政文書を

特定するに足りる事項の記載があったということはできず、実施機関の説明は是認でき

る。 

カ 文書102の不存在について 

文書102は、地方税法第381条第７項に係る土地甲の公図である。同項は、土地又は家屋

の現状と登記簿の登記とが相違する場合に、市町村長が、登記所に対し、登記の修正の措

置をとるように申し出る場合の規定であるが、土地甲に関し、実施機関が同項に係る措置

を申し出た事実はないため、実施機関は、対象行政文書は不存在と判断したとのことであ

る。 

改めて実施機関に確認したところ、同項に係る措置を申し出た事実はないとのことであ

る。 

対象行政文書が存在しないという実施機関の説明は不自然とはいえず、その他、文書の

存在を推認させるような事情も認められない。 

したがって、実施機関の説明は是認できる。 

キ 文書112の不存在について 

文書112は、「縦覧帳簿を閲覧や縦覧させなくてもよい」とされている文書である。実

施機関は、地方税法や横浜市市税条例（昭和25年８月横浜市条例第34号）に縦覧帳簿を閲

覧や縦覧させなくてもよいと規定しているものはなく、対象行政文書は不存在と判断した
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とのことである。 

地方税法や横浜市市税条例を確認したところ、縦覧帳簿を閲覧や縦覧させなくてもよい

とされている規定は見当たらず、その他、文書の存在を推認させるような事情も認められ

ない。 

したがって、実施機関の説明は是認できる。 

ク 文書113及び文書114の不存在について 

文書113及び文書114は、平成18年度以前の土地（補充）課税台帳兼評価調書及び平成15

基準年度以前の家屋（補充）課税台帳である。実施機関は、横浜市行政文書管理規則（平

成12年３月横浜市規則第25号）第10条第４項に基づく行政文書分類表（課等別）に定めら

れている保存期間（10年）を過ぎており、廃棄済みのため対象行政文書は不存在と判断し

たとのことである。 

行政文書について、保存期間が経過したことにより廃棄することは通常の対応であるた

め、対象行政文書が存在しないという実施機関の説明は不自然とはいえず、その他、文書

の存在を推認させるような事情も認められない。 

したがって、実施機関の説明は是認できる。 

ケ 文書115及び文書118の不存在について 

文書115及び文書118は、土地甲の家屋補充課税台帳及び土地補充課税台帳である。実施

機関は、家屋補充課税台帳及び土地補充課税台帳を確認したが、当該地番の家屋及び土地

については登録されていないため、対象行政文書は不存在と判断したとのことである。 

家屋補充課税台帳及び土地補充課税台帳は、登記簿に登記されていない家屋及び土地で

固定資産税を課することができるものについて、賦課の基礎資料となる家屋及び土地の所

有者の住所、氏名又は名称、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、地番、地目、地積、

価格等を記載した帳簿である。 

実施機関に確認したところ、土地甲及び土地甲上の家屋は登記簿に登記されており、土

地甲において、登記簿に登記されていない家屋及び土地で固定資産税を課することができ

るものが存在しないとのことである。 

対象行政文書が存在しないという実施機関の説明は不自然とはいえず、その他、文書の

存在を推認させるような事情も認められない。 

したがって、実施機関の説明は是認できる。 

コ 文書116の不存在について 

文書116は、土地甲について適正に課税されていないことが分かる文書である。実施機

関は、土地甲に関しては、土地課税台帳兼評価調書が存在し、適正に課税されており、適

正に課税されていないことが分かる文書は存在しないと判断したとのことである。 

対象行政文書が存在しないという実施機関の説明は不自然とはいえず、その他、文書の

存在を推認させるような事情も認められない。 

したがって、実施機関の説明は是認できる。 

サ 文書110及び文書111の存否応答拒否について 

(ｱ) 存否応答拒否は、個人や法人等の正当な権利利益等として非開示情報に該当する情報

等であって、開示請求に対して当該情報の開示、非開示又は不存在を答えることによっ

て、非開示として保護すべき権利利益が損なわれる場合に適用されるものである。その

ため、請求内容から推し量られる情報が情報公開条例上非開示として保護すべき情報に

該当する場合に、非開示として応答することによって生じる支障を回避しようとするも

のであり、当該情報が存在しても、存在しなくても適用すべきものである。 

したがって、存否応答拒否を行うには、①特定の者を名指しし、又は特定の事項、場

所、分野等を限定した開示請求が行われたため、当該情報の開示、非開示又は不存在を

答えることによって、名指しされた特定の者や限定された特定の事項、場所、分野等に

関する一定の事実の有無が公になること及び②①で公になる事実に、非開示事由に該当

する事実が含まれていることの二つの要件を備えていることが必要であると解される。 

(ｲ) 文書110について 

文書110に係る非開示決定は、実施機関が、本件開示請求に係る文書が存在している

か否かを答えるだけで、情報公開条例第７条第２項第２号に基づき非開示として保護さ

れるべき情報を明らかにしてしまうことになるとして、情報公開条例第９条に基づき、
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開示請求に係る文書の存否を明らかにしないで非開示決定をしたものである。 

そこで、文書110に係る非開示決定が (ｱ)①及び②の二つの要件を備えているかにつ

いて以下検討する。 

ａ まず、①の要件について検討する。 

本件請求では、審査請求人が旭区長に宛てた送付文書に対する審査請求人への回答

書に関する文書の開示を求めている。 

一部開示又は非開示（不存在を理由にするものを除く。）の処分をした場合、特定

個人が旭区長に宛てた送付文書及び当該送付文書に対する回答文が存在することが

明らかとなり、また、不存在による非開示とすれば、特定個人が旭区長に宛てた送付

文書及び回答文が存在しないことを答えることになる。その結果、特定個人に係る旭

区長に宛てた送付文書及び当該送付文書に対する回答文の有無が明らかになり、名指

しされた特定の者に関する一定の事実の有無が公になる。 

したがって、上記①の要件に該当する。 

ｂ 次に、②の要件について検討する。 

特定個人が旭区長に宛てた送付文書及び当該送付文書に対する回答文の有無は、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であることから、

情報公開条例第７条第２項第２号本文に該当し、本号ただし書アからウまでのいずれ

にも該当しない。 

したがって、上記②の要件に該当する。 

ｃ 以上により、文書110に係る非開示決定は、存否応答拒否の要件を充足するという

べきである。 

(ｳ) 文書111について 

文書111に係る非開示決定は、実施機関が、本件開示請求に係る文書が存在している

か否かを答えるだけで、情報公開条例第７条第２項第２号に基づき非開示として保護さ

れるべき情報を明らかにしてしまうことになるとして、情報公開条例第９条に基づき、

開示請求に係る文書の存否を明らかにしないで非開示決定をしたものである。 

そこで、文書111に係る非開示決定が (ｱ)①及び②の二つの要件を備えているかにつ

いて以下検討する。 

ａ まず、①の要件について検討する。 

本件請求では、特定個人が証明書の交付を求めた事実があること及び自己の資産の

価格が適正・公正であるか否かの確認を求めた事実があることを前提として、証明書

の交付に係る対応が制度に則しているか否かが分かる文書の開示を求めている。 

一部開示又は非開示（不存在を理由にするものを除く。）の処分をした場合、特定

個人が証明書の交付を求めた事実があること及び自己の資産の価格が適正・公正であ

るか否かの確認を求めた事実があることが明らかとなり、また、不存在による非開示

とすれば、上記事実が存在しないことを答えることになる。その結果、特定個人に係

る上記事実の有無が明らかになり、名指しされた特定の者に関する一定の事実の有無

が公になる。 

したがって、上記①の要件に該当する。 

ｂ 次に、②の要件について検討する。 

特定個人が証明書の交付を求めた事実があること及び自己の資産の価格が適正・公

正であるか否かの確認を求めた事実の有無は、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であることから、情報公開条例第７条第２項第２号本

文に該当し、本号ただし書アからウまでのいずれにも該当しない。 

したがって、上記②の要件に該当する。 

ｃ 以上により、文書111に係る非開示決定は、存否応答拒否の要件を充足するという

べきである。 

《「②広聴事業に係る事務に関する文書」について》 

ア 広聴事業に係る事務について 

横浜市では、横浜市にさまざまな手段で寄せられる市民の意見、要望、提案、苦情等の

情報（以下「市民の意見等」という。）を、広聴データベースシステムにより管理すると

ともに、寄せられた市民の意見等の公表及び市政への反映により、市民満足度の向上及び
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市政の合理的運営に役立てるために、市民の声事業を行っている。なお、当該事業の取扱

いについては、平成29年当時の「市民の声」事業の実施に関する取扱要綱（平成20年３月

21日市広聴第3940号）において規定されている。 

イ 広聴事業に係る事務に関する審査請求文書について 

広聴事業に係る事務に関する審査請求文書は、別表１の「文書に係る事務」欄に「広聴

事業に係る事務」と記載があるものに対応する審査請求文書である。 

ウ 広聴事業に係る事務に関する審査請求文書（文書109を除く。）を対象行政文書と特定

したことの妥当性について 

実施機関における対象行政文書の特定については、(3)ウで述べたのと同様であり、対

象行政文書の特定は不合理なものとはいえず、その他特段の問題は認められない。 

エ 情報公開条例第７条第２項第２号の該当性について 

文書１は、平成29年３月30日付で市民の意見等として旭区長宛てに寄せられた投書（以

下「平成29年３月30日付投稿文」という。）に対する回答文を作成する際の決裁文書であ

り、文書11は当該回答文である。 

実施機関は、文書１に記録されている個人の氏名及び住所は、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であること、また、平成29年３月30日付投稿

文は、投稿の趣旨や経緯が記載されていることから、投稿者の権利利益を害するおそれが

あるため、本号本文に該当すると説明している。 

また、文書11に記録されている個人の氏名は、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であるため、本号本文に該当すると説明している。 

当審査会が文書１を見分したところ、投稿者の氏名及び住所が記載されているほか、平

成29年３月30日付投稿文には、複数の旭区役所職員の言動に対する謝罪要求や責任追及と

いった内容が具体的に記載されていることが認められ、また、文書11を見分したところ、

投稿者の氏名が記載されていることが認められた。 

投稿者の氏名及び住所は、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

きるものであるから、本号本文に該当する。 

その余の情報である投稿文の内容は、投稿者自身の人格と密接に関連する率直な内心の

秘密に関する主張や見解の記載であることが認められた。これらの情報は、特定の個人を

識別することはできなくても、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

があることから本号本文に該当する。 

また、文書１及び文書11に記録されている情報は、本号ただし書アからウまでのいずれ

にも該当しない。 

オ 文書109について、文書を特定できないとして非開示としたことの妥当性について 

実施機関は、文書109に係る非開示決定を行うに当たって、開示請求書に記載された内

容では対象行政文書を特定することが困難であるため、情報公開条例第６条第２項の規定

に基づき、平成29年11月20日及び同年12月６日に、開示請求書の補正を依頼したが、審査

請求人はいずれの補正依頼にも応じなかったため、対象行政文書を特定することができ

ず、非開示決定を行ったと説明している。 

開示請求書記載の行政文書は「８月16日午後２時18分に持参し手交した回付文書」であ

るが、実施機関の説明によれば、同日に何らかの文書をやりとりした事実はなく、回付文

書が何の文書かも不明であるとのことである。そうであれば、補正依頼に応じない以上対

象行政文書の特定は不可能であるといえる。 

したがって、本件の開示請求書の「開示請求に係る行政文書の名称又は内容」欄の記載

からは、開示請求に係る行政文書の範囲を具体的に特定することはできないため、本件の

開示請求書に情報公開条例第６条第１項第２号にいう開示請求に係る行政文書を特定す

るに足りる事項の記載があったということはできず、実施機関の説明は是認できる。 

《「③行政文書及び保有個人情報の開示請求に係る事務に関する文書」について》 

ア 行政文書及び保有個人情報の開示請求に係る事務について 

横浜市では、情報公開条例を制定し、市民の知る権利の尊重と、市の市政に関する説明

責務を明記するとともに、行政文書の開示を求める権利を広く何人にも保障している。ま

た、個人情報保護条例を制定し、実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開

示を請求することができることを定めている。 
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実施機関は、請求のあった行政文書及び保有個人情報について、原則として請求日の翌

日から14日以内に開示するかどうかの決定を行い、請求者にその内容を通知している。ま

た、開示請求に係る行政文書及び保有個人情報は、原則として開示するが、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情報など、情報公開条例第７条第２項

各号及び個人情報保護条例第22条各号に掲げる情報については、開示しないことができ

る。 

イ 行政文書及び保有個人情報の開示請求に係る事務に関する審査請求文書について 

行政文書及び保有個人情報の開示請求に係る事務に関する審査請求文書は、別表１の

「文書に係る事務」欄に「開示請求に係る事務」と記載があるものに対応する審査請求文

書である。 

ウ 行政文書及び保有個人情報の開示請求に係る事務に関する審査請求文書（文書 106を除

く。）を対象行政文書と特定したことの妥当性について 

実施機関における対象行政文書の特定については、(3)ウで述べたのと同様であり、対

象行政文書の特定は不合理なものとはいえず、その他特段の問題は認められない。 

エ 情報公開条例第７条第２項第２号の該当性について 

(ｱ) 文書３は、土地甲における土地計算・異動連絡票の開示請求に対する一部開示決定通

知書及び起案文書である。 

文書３を当審査会で見分したところ、個人の氏名、住所、郵便番号、電話番号、所有

者コード、土地の評価情報及び課税情報（不動産登記簿で明らかになっていないもの）

は、個人に関する情報であって、開示することにより特定の個人を識別することができ

るもの又は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

なるものであるため、いずれも本号本文に該当する。 

また、本号ただし書アからウまでのいずれにも該当しない。 

(ｲ) 文書４は、旭土木事務所から旭区総務課に送付された開示等決定通知書、送付文及び

簡易書留の受領証である。 

文書４を当審査会で見分したところ、個人の氏名、住所、地番及び簡易書留郵送に係

る問合せ番号は、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

又は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

のであるため、いずれも本号本文に該当する。 

また、これらの情報は、本号ただし書アからウまでのいずれにも該当しない。 

オ 情報公開条例第７条第２項第６号の該当性について 

(ｱ) 文書５は、旭土木事務所の職員から旭区総務課の職員に送付されたメールである。 

(ｲ) 実施機関の説明によると、職員の個人電子メールアドレスは、日常の事務において市

役所内部の関係者や外部の関係者など、限られた者との連絡に使用されており、公に

なった場合、いたずらや偽計等に使用されるなどにより、メールアドレスを用いる本来

の業務に支障を来たすなどの弊害を生じるおそれがあるとのことである。 

また、添付文書を閲覧するためのパスワードは、添付文書を送受信すべき特定の者の

みが当該添付文書に係る情報を取り扱うべく設定されたものであり、公になると、添付

文書が当事者以外の者に渡ってしまった時に、当該添付文書に係る情報が当事者以外の

者に漏えいしてしまうおそれがあり、さらに、パスワードを知り得たことが、当事者以

外の者による添付文書へのアクセスを誘引する一因にもなるおそれがあると説明して

いる。 

(ｳ) 文書５を当審査会で見分したところ、以下のように判断される。 

職員の個人電子メールアドレスは、公になった場合には、いたずらや偽計等に使用さ

れることなどにより、当該メールアドレスを用いる本来の業務の適正な遂行に支障を来

たすなどの弊害が生じるおそれがある。 

また、電子メールにおける添付文書のパスワードは、当該添付文書を送受信すべき特

定の当事者のみが当該添付文書に係る情報を取り扱うべく設定されたものであるから、

公になった場合には、当該添付文書に係る情報について、当該当事者以外の者への漏え

い及び当該当事者以外の者からのアクセスを誘発するなど、パスワードを用いる本来の

業務の適正な遂行に支障を来たすなどの弊害が生じるおそれがある。 

そのため、職員の個人電子メールアドレス及び電子メールにおける添付文書のパス
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ワードは、いずれも本号に該当する。 

カ 文書106について、文書を特定できないとして非開示としたことの妥当性について 

実施機関は、文書106に係る非開示決定を行うに当たって、開示請求書に記載された内

容では対象行政文書を特定することが困難であるため、情報公開条例第６条第２項の規定

に基づき、平成29年10月23日及び同年11月８日に、開示請求書の補正を依頼したが、審査

請求人はいずれの補正依頼にも応じなかったため、対象行政文書を特定することができ

ず、非開示決定を行ったと説明している。 

開示請求書記載の行政文書は「旭総第1289号関連」、「相違文書を送信させ個人情報の

漏洩があった」であるが、実施機関の説明によれば、「相違文書」の送信や「個人情報の

漏洩」の事実がないとのことであり、そうであれば、「相違文書」や「個人情報の漏洩」

が何を示すのかも不明であるため、補正依頼に応じない以上対象行政文書の特定は不可能

であるといえる。 

したがって、本件の開示請求書の「開示請求に係る行政文書の名称又は内容」欄の記載

からは、開示請求に係る行政文書の範囲を具体的に特定することはできないため、本件の

開示請求書に情報公開条例第６条第１項第２号にいう開示請求に係る行政文書を特定す

るに足りる事項の記載があったということはできず、実施機関の説明は是認できる。 

キ 文書104、文書105及び文書108の不存在について 

文書104、文書105及び文書108は、平成28年11月29日に旭土木事務所から旭区総務課に

送付された開示等決定通知書等について、開示決定通知書の原本又は旭土木事務所が所管

する文書、旭区総務課が意思決定するために作成した起案文書及び旭土木事務所から旭区

総務課へ送付する理由が記載された文書である。 

(ｱ) 文書104について 

実施機関の説明によると、旭土木事務所から旭区総務課に送付された開示等決定通知

書は写しであり、旭区総務課では開示等決定通知書の原本を取得していないため、当該

文書は作成しておらず保有していないことから非開示と判断したとのことである。 

旭土木事務所が作成した行政文書を旭区総務課が所有していないとする説明は不自

然とはいえず、その他、文書の存在を推認させるような事情も認められない。 

(ｲ) 文書105について 

実施機関の説明によると、既に旭土木事務所で起案及び決裁が済んでいる文書の写し

を開示請求者に手渡したものであり、旭区総務課においてあらためて起案及び決裁を行

うことはしていないため、当該文書は作成しておらず保有していないことから非開示と

判断したとのことである。 

上記実施機関の説明は首肯でき、その他、文書の存在を推認させるような事情も認め

られない。 

したがって、実施機関の説明は是認できる。 

(ｳ) 文書108について 

実施機関の説明によると、開示等決定通知書の写しの入手の希望を審査請求人から口

頭で受けた後は、特に記録することなく対応を行ったため、旭土木事務所から旭区総務

課へ送付する理由を記載した文書は作成しておらず保有していないことから非開示と

判断したとのことである。 

旭土木事務所が作成し所有している行政文書について、審査請求人から旭区総務課に

交付を依頼され、旭区総務課が旭土木事務所から取り寄せたとしても、旭区総務課へ送

付する理由を記載した文書を作成する義務も必要性もないため、対象行政文書が存在し

ないという実施機関の説明は不自然とはいえず、その他、文書の存在を推認させるよう

な事情も認められない。 

したがって、実施機関の説明は是認できる。 

《その他》 

ア 審査請求人は、実施機関が偽造文書により、開示を実施している旨主張している。その

意味するところは明確ではないが、そもそも偽造した事実は確認できなかったし、仮に情

報公開条例に基づき開示、非開示等を判断し、その結果非開示とした部分について、黒く

塗抹して開示の対応を行うことを偽造というのであれば、その主張は全く採用することは

できない。また、開示された文書の内容が審査請求人の主張に整合していないとしても、
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そのことによって審査請求人の主張に整合する他の文書を実施機関が隠ぺいしているこ

とになるものではないし、そもそも当審査会は、審査請求人の土地所有権の有無や個別の

文書に記載された内容の真偽について判断する権能を有する機関ではない。 

イ 審査請求人は、同一の行政文書が特定されることが明らかであるにもかかわらず何度も

繰り返して同様の開示請求等を行い、また、同一の行政文書について開示決定等の期限が

到来する前や開示予定日よりも前に新たな開示請求等を行う、現に審査請求を提起してい

る開示決定等に係る行政文書について特段の事情の変化が生じていないにも関わらず新

たな開示請求を行うなど、開示請求権の行使に当たり不適切な行為を繰り返し行ってい

る。このような行為は、実施機関の本来の行政事務の適正な遂行に著しい支障をきたすも

のと考えられる。情報公開制度は、開示請求者に対し、開示請求の理由や利用の目的等の

個別的事情を問うものではないが、制度本来の趣旨に照らして社会的な相当性を欠くよう

な請求を行ってはならないことからすれば、審査請求人による前述の行為については、適

切な権利行使であるとは到底いえない。 

ウ 実施機関においては、上記趣旨を踏まえ、情報公開条例の適正な運用を求めるものであ

る。 
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《土地境界確認に係る事務について》 

交通局営業推進本部事業開発課（現在の交通局総務部経営管理課。以下「事業開発課」と

いう。）では、実施機関の所有する資産の有効活用の検討をするにあたり、土地の調査、測

量、図面の作成等や土地及び建物の登記に関する事務を所掌している。土地の有効活用の検

討にあたっては、その土地の正確な情報を必要とするため、改めて測量等を行い、必要に応

じて土地の地積更正、合筆、分筆等を行っている。また、地積更正、合筆、分筆等の不動産

登記が必要となる際には、測量に伴い、隣接する土地との境界について隣接する土地の所有

者と境界の確認を行い、双方が確認したことの証明として実施機関と隣接する土地の所有者

双方の押印がなされた筆界確認書を作成している。作成された筆界確認書は、不動産登記申

請の際に添付資料として法務局に提出している。 

《本件保有個人情報について》 

実施機関は、審査請求人の所有する土地に隣接する土地甲と土地甲に隣接する土地乙を所

有していたが、これらは更地であり有効活用できておらず、また、地下に構造物が存在する

部分と存在しない部分が土地甲と土地乙の両方にまたがっていた。実施機関は、土地甲及び

土地乙の活用の検討にあたり、地下に構造物が存在する部分と存在しない部分を明確にする

ため、測量会社に土地甲及び土地乙の測量を委託し、土地甲と土地乙について一度合筆登記

を行ったうえで、地下に構造物が存在する土地丙と存在しない土地丁に再度分筆登記を行っ

た。また、当該土地に係る従前の登記簿と実際の測量結果の地積に齟齬があったため、併せ

て地積更正登記を行った。 

本件保有個人情報は、これらの不動産登記申請の添付書類として利用するために取得して

おり、土地丙と審査請求人の土地の境界に係る筆界確認書、境界点測量図及び境界標写真で

構成されている。実施機関は、審査請求人の押印がされた筆界確認書を測量会社を通じて審

査請求人から取得した。 

なお、当審査会が実施機関及び審査請求人の息子（審査請求人代理人。以下「審査請求人

代理人」という。）に確認したところ、本件保有個人情報によって審査請求人の所有する土

地と実施機関の所有する土地の境界に変更が生じた事実はないとのことである。 

《個人情報保護条例第43条第１項第１号又は第２号の該当性について》 

ア 実施機関は、本件保有個人情報は、個人情報保護条例第43条第１項第１号に規定する利

用停止の要件に該当しないため非利用停止としたと説明しているため、当審査会で令和元

年10月25日に実施機関から事情聴取を行ったところ、次のとおり説明があった。 

(ｱ) 土地甲及び土地乙の測量作業等を実施するに当たり、まず、測量会社が特定年月日Ａ

に測量作業を実施すること、その後土地境界の現地立会確認を依頼すること等を知らせ

る「測量作業のお知らせ」を審査請求人宅に持参し、審査請求人が不在であったため、

審査請求人代理人に手渡ししている。 

(ｲ) 特定年月日Ｂには、測量会社から土地の境界確認のための立会い依頼文を審査請求人

宛てに郵送し、特定年月日Ｃの立会いを依頼した。なお、この立会い依頼文及び前述の

「測量作業のお知らせ」には、発注機関として実施機関の課名、担当者及び連絡先を記
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載している。 

(ｳ) 特定年月日Ｃに、実施機関の職員も立会いのもと、境界立会確認を実施した。依頼し

た時間になっても審査請求人が現れず、審査請求人宅に呼び出しに行くと審査請求人本

人が出てきたため、境界立会確認をしてもらい、後日の筆界確認書への押印を依頼した。 

(ｴ) 特定年月日Ｄに、測量会社が審査請求人に筆界確認書、土地丙及び土地丁の測量後の

図面等を手渡しし、本件保有個人情報の利用目的を説明するとともに筆界確認書への署

名・押印を依頼した。 

(ｵ) その後、測量会社が筆界確認書を受け取りに審査請求人宅に３回訪問するも、受領で

きなかった。そのうち、特定年月日Ｅの訪問時には、審査請求人に加え審査請求人代理

人に対しても、本件保有個人情報の利用目的を説明し、筆界確認書への署名・押印を依

頼したが、取り合ってもらえなかった。 

(ｶ) 特定年月日Ｆには、測量会社が審査請求人の住所・氏名をあらかじめ記載した筆界確

認書を用意し訪問した。再度、本件保有個人情報の利用目的を説明した上で、筆界確認

書への押印を依頼したところ、審査請求人から「握力がないので代わりに押印してほし

い」と言われたため、測量会社が審査請求人の代わりに押印し、審査請求人に押印した

箇所の確認をしてもらった。 

イ 本項第１号の該当性について 

(ｱ) 取得の適法性について 

本項第１号の「適法に取得されたものでないとき」とは、個人情報保護条例第８条第

１項から第４項までに違反して収集した場合や暴行、脅迫等の手段により取得した場合

を指すものと解される。 

個人情報保護条例第８条第１項では「実施機関は、個人情報を収集しようとするとき

は、本人から収集しなければならない。」と規定されている。 

実施機関が、本件保有個人情報を本人から収集していることは、上記ア(ｶ)から明ら

かであるが、審査請求人代理人は、実施機関が審査請求人の意思能力に不安のあること

を知りながら、強引かつ一方的に押印させて、本件保有個人情報を取得したことは個人

情報保護条例第８条第１項に違反すると主張しているとも解されるため、以下検討す

る。 

本件保有個人情報の収集の経緯は上記アのとおりであるが、当審査会が事情聴取にお

いて実施機関に確認したところ、この一連のやりとりの中では、審査請求人は依頼内容

等についてきちんと理解していると見受けられ、実施機関及び測量会社は審査請求人の

意思能力に不安があるとは認識しておらず、また、審査請求人代理人と接触した際にも、

審査請求人代理人から審査請求人の意思能力に不安がある旨の相談等を受けたことも

ないとのことであった。 

審査請求人代理人は審査請求人が認知症を患っており、要介護認定も受けていた旨主

張しているが、以上の事情を考慮すると、審査請求人が高齢であるとはいえ、実施機関

において審査請求人の意思能力に不安があることを疑うべき状況であったとまでは認

められず、実施機関が審査請求人の意思能力に不安があることを知りながら本件保有個

人情報を収集したとはいえない。 

次に、個人情報保護条例第８条第２項では「実施機関は、本人から直接書面・・・に

記録された当該本人の個人情報を収集するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用

目的を明示しなければならない」と規定されている。利用目的の明示は、当該本人が利

用目的を認識することができる状態にすることをいい、口頭により行うこともできるも

のと解される。 

上記ア(ｴ)から(ｶ)までのとおり、筆界確認書を取得するに当たって、審査請求人及び

審査請求人代理人に本件保有個人情報の利用目的を説明したと実施機関は説明してい

るが、筆界確認書を取得するに当たってその利用目的を説明することは当然の対応であ

り、実施機関の説明は不自然とはいえない。なお、本件保有個人情報の利用目的を説明

した際に、実施機関において審査請求人の意思能力に不安があることを疑うべき状況で

あったとまでは認められないことは、前述のとおりである。 

よって、本件保有個人情報を収集するに当たり、実施機関が個人情報保護条例第８条

第２項に違反した事実は認められない。 
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また、本件保有個人情報の収集について個人情報保護条例第８条第３項及び第４項に

は違反せず、本件保有個人情報を暴行、脅迫等の手段により取得した事実もない。 

したがって、本件保有個人情報は、適法に取得されたものと判断する。 

(ｲ) 本件保有個人情報は、実施機関により、個人情報保護条例第７条第２項の規定に違反

して保有されているとは認められず、また、個人情報保護条例第10条第１項及び第２項

の規定に違反して利用されているとも認められない。

(ｳ) 以上のことから、本件保有個人情報は、個人情報保護条例第43条第１項第１号に規定

する利用停止の要件に該当しない。

ウ 本項第２号の該当性について

実施機関が、本件保有個人情報を個人情報保護条例第10条第１項及び第２項の規定に違

反して、実施機関以外のものに提供した事実は認められず、本件保有個人情報は本項第２

号には該当しない。 

エ 以上のことから、当審査会は、本件保有個人情報は、本項第１号及び第２号で規定する

利用の停止又は提供の停止のいずれの要件にも該当しないと判断した。

《その他》 

前述のとおり、当審査会は、筆界確認書を取得する際の実施機関の対応に格別の問題はな

かったと判断する。しかしながら、高齢化の進む我が国において、筆界確認書に係る事務を

行う際の相手方が高齢者となる機会は、今後さらに増加することが予想される。実施機関に

おいては、このような社会情勢を踏まえ、高齢者に配慮したより慎重な対応を検討すること

を望むものである。 

※ 答申全文及び答申別紙については、次のＵＲＬをご覧ください。

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/gyosei-kansa/joho/kokai/johokokaishinsa

kai/shinsakai/toshinH31.html

５ 条例（抜粋） 

横浜市の保有する情報の公開に関する条例 

（定義） 

第２条 （第１項省略） 

２ この条例において「行政文書」とは、実施機関の職員(市が設立した地方独立行政法人の役員

を含む。以下同じ。)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。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実

施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。 

(1) 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

(2) 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

（開示請求の手続） 

第６条 前条第1項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記

載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。 

（第１号省略） 

(2) 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項

（第３号省略） 

２ 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開

示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合

において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければ

ならない。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/gyosei-kansa/joho/kokai/johokokaishinsakai/shinsakai/toshinH31.html
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（行政文書の開示義務） 

第７条 （第１項省略） 

２ 実施機関は、前項の規定にかかわらず、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報・・・

のいずれかが記録されている場合は、当該行政文書を開示しないことができる。 

(1) 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)又は横浜市会会議規則(昭和43年５月横浜市会

規則第１号)第100条の定めるところにより、公にすることができない情報 

(2) 個人に関する情報・・・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。ただし、次に掲げる情

報を除く。 

ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報 

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる

情報 

ウ 当該個人が公務員等・・・である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報で

あるときは、当該情報のうち当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分 

（第３号から第５号まで省略） 

(6) 市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務

又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は

事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの 

ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の

把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難

にするおそれ 

イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は

地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ 

ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ 

エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ 

オ 市、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人

に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ 

（行政文書の存否に関する情報） 

第９条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、非

開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、

当該開示請求を拒否することができる。 

 

横浜市個人情報の保護に関する条例（平成30年３月横浜市条例第８号による改正前のもの） 

（保有の制限等） 

第７条 （第１項省略） 

２ 実施機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必

要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。 

（収集の制限） 

第８条 実施機関は、個人情報を収集しようとするときは、本人から収集しなければならない。た

だし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めがあるとき。 

(2) 本人の同意があるとき。 

(3) 出版、報道等により公にされているとき。 

(4) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。 

(5) 所在不明その他の事由により、本人から個人情報を収集することが困難なとき。 
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(6) 争訟、選考、指導、相談等の事務を執行するために個人情報を収集する場合において、本人

から当該個人情報を収集したのでは、当該事務の目的を達成することができないと認められる

とき、又は当該事務の適正な執行に著しい支障を及ぼすと認められるとき。 

(7) 第10条第1項ただし書の規定により、他の実施機関から個人情報の提供を受けるとき。 

(8) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が公益上特に必要があると認めるとき。 

２ 実施機関は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を収集

するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、次の

各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

(1) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急に必要があるとき。 

(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利

益を害するおそれがあるとき。 

(3) 利用目的を本人に明示することにより、市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地

方独立行政法人が行う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き。 

(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。 

３ 実施機関は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれがあ

る個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りで

ない。 

(1) 法令等の定めがあるとき。 

(2) 前号に掲げるもののほか、実施機関が公益上特に必要があると認めるとき。 

４ 実施機関は、個人情報を第1項第8号に掲げる事由により本人以外のものから収集しようとする

とき、又は前項に規定する個人情報を同項第2号に掲げる事由により収集しようとするときは、

あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。 

（利用及び提供の制限） 

第10条 実施機関は、保有個人情報を利用目的以外の目的(以下「目的外」という。)のために、当

該保有個人情報を当該実施機関の内部において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供して

はならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

(1) 法令等の定めがあるとき。 

(2) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。 

(3) 出版、報道等により公にされているとき。 

(4) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が公益上特に必要があると認めるとき。 

２ 実施機関は、前項ただし書の規定により保有個人情報を目的外のために利用し、又は提供する

ときは、当該保有個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないように

しなければならない。 

（第３項及び第４項省略） 

（本人開示請求に対する決定等） 

第25条 （第１項省略） 

２ 実施機関は、本人開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により本

人開示請求を拒否するとき、及び本人開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含

む。)は、開示しない旨の決定をし、本人開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなけれ

ばならない。 

（利用停止請求権） 

第43条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するとき

は、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に

定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の

停止(以下「利用停止」という。)に関して他の法令等の規定により特別の手続が定められている

ときは、この限りでない。 
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(1) 当該保有個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、第7条第2項

の規定に違反して保有されているとき、又は第10条第1項及び第2項の規定に違反して利用され

ているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去 

(2)  第10条第1項及び第2項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の

停止 

（第２項及び第３項省略） 

（保有個人情報の利用停止義務） 

第45条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認め

るときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該

利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報

の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適

正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。 

（利用停止請求に対する決定等） 

第46条 （第１項省略） 

２ 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の全部について利用停止をしないときは、その

旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 

 

 

お問合せ先 

市民局市民情報課長 小澤 将之  Tel 045-671-3881 
 


