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横浜市情報公開・個人情報保護審査会答申第2087号から第2187号まで、 

第2188号から第2191号まで及び第2192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106件の答

申を行いました。 

答申第2087号から第2187号まででは、横浜市長が行った一部開示決定、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2188号から第2191号まででは、横浜市長が行った個人情報開示決定、個人情報

一部開示決定及び個人情報開示決定は妥当であると判断しています。 

答申第2192号では、横浜市長が行った非開示決定のうち、一部は妥当ではなく、対象

行政文書を特定の上、改めて開示、非開示の決定をすべきであるが、その余の部分を非

開示とした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24年７月５日付の御照会文書について（回答）」ほかの一部開示決定、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2087号から第2187号まで】 

(2) 「横浜市長の弁明書（建建情第230号）情報課から審査課へ手交した写真及び文書につい

て、建建審第113号では『今回あらためて前任者に確認しましたが、これまでお答えした通

り、ご指摘の写真については平成20年10月22日に情報課から相談票と共に引き継いだとのこ

とでした。』と回答を頂いた。10月10日に別の部署が、他の資料６通と共にＡ４紙に写真を

印刷し持参された際に、情報課は９通の文書の提出を受けている。前９通の文書」ほかの個

人情報非開示決定、個人情報一部開示決定及び個人情報開示決定に対する審査請求について

の答申 

      【答申第2188号から第2191号まで】 

(3)  「１項・平成29年10月17日付等、Ａ建設局建築指導部情報相談課長殿には文書を多数頂

き、虚言文書を承認済とし社会に送り出していることについて開示請求をさせて頂く。①平

成18年８月23日シェルビル内で違反対策課からの転送電話を受け作成した文書。②平成18年

８月23日に受けた内容に基づきＢ職員に調査を指示した文書。③平成18年９月12日に調査し

たＢ職員の「違反は無かった」との回報文書の開示。④平成18年９月12日に調査した結果を

Ｃに電話回答した際の応答文書の開示。」の非開示決定に対する審査請求についての答申 

【答申第2192号】 

 

２ 諮問までの経過等  

(1) 答申第2087号から第2187号まで 
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、非開示決定を

した案件は答申別表４、処分が混在している案件は答申別表５に記載。 

令 和 元 年 ９ 月 2 7 日 
市 民 局 市 民 情 報 課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 
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(2) 答申第2188号から第2191号まで 
答申別表２に記載。 

(3) 答申第2192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29年10月23日 平成29年11月１日 平成29年12月４日 平成29年12月27日 個人 市長 

 

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2087号から第2187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、非開示決定をした案件は答申別表４、処分が混在している

案件は答申別表５に記載。審査会の結論は、全て原処分妥当。 

(2) 答申第2188号から第2191号まで 
答申別表２に記載。審査会の結論は全て原処分妥当。 

(3) 答申第2192号 

対象行政文書 原処分の決定内容･主な
理由(概要) 

審査会 
の結論 

「１項・平成29年10月17日付等、Ａ建築

局建築指導部情報相談課長殿には文書を

多数頂き、虚言文書を承認済とし社会に

送り出していることについて開示請求を

させて頂く。①平成18年８月23日シェル

ビル内で違反対策課からの転送電話を受

け作成した文書。②平成18年８月23日に

受けた内容に基づきＢ職員に調査を指示

した文書。③平成18年９月12日に調査し

たＢ職員の「違反は無かった」との回報

文書の開示。④平成18年９月12日に調査

した結果をＣに電話回答した際の応答文

書の開示。」 

非開示 

「建築相談票（平成18

年８月23日）」を対象行

政文書として特定の

上、改めて開示、非開

示の決定をすべきであ

るが、その余の部分を

非開示とした決定は妥

当である。 

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「情報公開条例」

という。）第10条第２項に

該当 

（当該開示請求に係る行

政文書については、担当

課において作成したか不

明であり、執務室及び書

庫等を探したが、存在が

確認できないため。） 

 

４ 審査会の判断の要旨  
 

答申 
番号 判断の要旨 

 

 

 

 

 

2087 

～ 

2187 

 

 

 

 

《別表２から別表５までの「決定通知日」欄に記載の決定通知日付で行った一部開示、開

示又は非開示決定（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
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答申 
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判断の要旨 
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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。 

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から別表５までの「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から別表５までの「決定通知書記載の行政文書」欄のとおり

である。このうち一部開示決定に係るものの非開示部分及びその適用条項は、別表２及び別

表５の「非開示情報」欄及び「適用条項等」欄に記載のとおりであり、非開示決定に係るも

のの実施機関による非開示理由の説明要旨は、別表４及び別表５の「実施機関の主な説明要

旨」欄に記載のとおりである。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から別表５までの答申番号によって対照できる。 

本件各処分に係る行政文書は、①建築相談に係る事務、②行政文書及び保有個人情報の開

示請求に係る事務、③情報公開条例に基づく開示決定等に対する審査請求に係る事務に関す

るものであり、その分類は、別表１の「文書に係る事務」欄に記載のとおりである。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。 

《本件審査請求文書のうち、建築相談に係る事務に関するものについて》 

ア 建築相談に係る事務について 

横浜市では、市民から建築基準法に係る建築物の敷地、構造及び建築設備についての建

築相談を受けた場合、建築局建築指導部情報相談課（以下「情報相談課」という。）が資

料調査及び現地調査を行い、状況に応じて現場で写真を撮影する。その後、それらの調査

結果をもとに、建築基準法に違反する建築物かどうか確認し、建築相談票を作成している。

調査の結果、建築基準法の違反が認められた場合、建築局建築監察部違反対策課に情報を

引き継いでいる。 

なお、平成20年当時は、相談があった建築物について建築基準法の違反が認められる場

合には、まちづくり調整局建築審査部建築審査課が建築主や建築物の所有者に対しての初

期指導を行っていた。 

イ 建築相談に係る事務に関する審査請求文書について 

建築相談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「建築

相談に係る事務」と記載があるものに対応する審査請求文書である。 

ウ 建築相談に係る事務に関する審査請求文書の特定の妥当性について 

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った。 

開示請求書を見るに、審査請求人による記載は、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

いとのことであった。 

このような状況において、実施機関による本件審査請求文書の特定は、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 別表１の「略称」欄記載の文書１について（以下「文書〇」と数字を付記しているもの

については、同欄の記載文書を指すものとする。） 

文書１は、横浜市情報公開・個人情報保護審査会答申第1445号から第1462号まで（平成

29年11月24日。以下「先例答申１」という。）における対象行政文書と同一であり、先例

答申１においては、本件処分と同内容の処分を妥当と判断している。また、先例答申１に

おける判断を変更すべき特段の事情の変化も認められない。 

オ 文書２について 
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文書２は、横浜市情報公開・個人情報保護審査会答申第1425号から第1433号まで（平成

29年８月25日。以下「先例答申２」という。）における対象行政文書と同一であり、先例

答申２においては、本件処分と同内容の処分を妥当と判断している。また、先例答申２に

おける判断を変更すべき特段の事情の変化も認められない。 

カ 文書９について 

文書９は、横浜市情報公開・個人情報保護審査会答申第1406号から第1424号まで（平成

29年８月25日。以下「先例答申３」という。）における対象行政文書と同一であり、先例

答申３においては、本件処分と同内容の処分を妥当と判断している。また、先例答申３に

おける判断を変更すべき特段の事情の変化も認められない。 

キ 文書27について 

文書27は、横浜市情報公開・個人情報保護審査会答申第1364号（平成28年12月７日。以

下「先例答申４」という。）における対象行政文書と同一であり、先例答申４においては、

本件処分と同内容の処分を妥当と判断している。また、先例答申４における判断を変更す

べき特段の事情の変化も認められない。 

ク 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３に記録されている登記簿上の不動産番号及び登記簿上の家屋番号、文書３及び文

書８に記録されている住所、文書３、文書25及び文書26に記録されている個人の名前、文

書４に記録されている建築基準法道路種別の地図及び建築基準法道路種別の開発許可番

号、文書５に記録されている道路台帳平面図上の建物名、文書６に記録されている用途地

域等の地図及び用途地域等の地図上の建物名、文書７に記録されている認定路線図の路線

図、文書８に記録されている付近見取図、確認済証番号、中間検査合格証番号及び検査済

証番号並びに文書25に記録されている建築確認番号については、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である

ため、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。 

ケ 文書101から文書107までの不存在について 

通常、建築相談を受け建築基準法の違反があるかどうか調査する際、建築相談票・引継

票以外に、実施機関が文書を作成し、又は取得することはないと考えられる。 

したがって、建築相談票・引継票以外には存在しないという実施機関の説明は是認でき

る。 

コ 文書108の不存在について 

弁明書によると、対象行政文書は、平成20年10月21日に建築局情報相談部情報相談課（平

成20年度当時。現在の情報相談課。）が建築相談を受けた際に受け取った文書である。 

しかし、令和元年５月17日の事情聴取で実施機関に確認を行ったところ、当該日付及び

課名は誤記であり、正しくは平成20年10月10日にまちづくり調整局情報相談部情報相談課

とのことであった。 

この点については、実施機関の当該説明に不自然な点は認められず、内容に相違がある

別の文書が存在することを推認させる事情も認められないことから、以下、対象行政文書

は、平成20年10月10日の建築相談の際に受領した文書であることを前提に検討する。 

不存在の理由については、弁明書によると、実施機関は執務室や書庫を探したが確認で

きなかったとしている。 

事情聴取で実施機関に確認をしたところ、通常、建築相談を受ける際には、特定の資料

を受け取る扱いになっていないが、念のため執務室や書庫を探したが確認できなかったと

のことであった。 

審査請求人の主張する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109の不存在について 

(ｱ) 文書109は、１年保存した後に破棄するとした運用に関する写真、印刷絵及び運用規

則であるが、非開示決定通知書では、不存在の理由を「作成しておらず、保有していな

いため」としている。一方、弁明書によると、「平成24年度の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）に基づき、３年保存すべき行政文書でしたが、実際
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には軽易な行政文書として１年保存し、廃棄をしてしまっていました。」としている。 

非開示決定通知書と弁明書で理由が異なる点について、令和元年５月17日の事情聴取

で実施機関に確認を行ったところ、次のような説明があった。 

ａ 写真、印刷絵といった文書は、１年で破棄したため存在しない。 

ｂ 運用規則については、審査請求人の主張する趣旨が、１年保存とする運用を規定し

たマニュアル類だとすると、作成しておらず存在しない。 

(ｲ) 上記実施機関の説明によると、対象行政文書に応じて不存在の理由が２種類あること

になり、一つは破棄の対象となった文書で、もう一つは１年保存の運用を規定したもの

となる。 

そうだとすると、不存在の理由も２種類に分けて記載する必要があったと思われる。 

(ｳ) 以上からすると、本来３年保存すべき行政文書を１年で廃棄した点は適切とはいえ

ず、また、非開示決定通知書における理由の記載は不備とまではいえないものの適切な

記載とはいえない。 

(ｴ) もっとも、不存在であることについて実施機関の事情聴取での説明に不自然な点はな

い。 

したがって、実施機関の決定は、結論において妥当である。 

(ｵ) なお、実施機関においては、開示請求に係る行政文書の一部又は全部を開示しない理

由を説明するにあたり、開示しないこととする根拠規定及び当該決定をする根拠等につ

いては、いかなる事実を認定して開示しない旨の決定をしたのかがそれ自体から開示請

求者に理解されるものであるべきことを踏まえ、適正に対応することを望むものであ

る。 

シ 文書110の不存在について 

建築計画概要書は、建築確認申請書に添付する図書であることから、そもそも建築確認

申請がなされなければ存在しない。 

したがって、実施機関の説明は是認できる。 

ス 文書111から文書113まで、文書120、文書121及び文書143の不存在について 

(ｱ) 対象行政文書は、平成20年10月10日に旭土木事務所が持参した文書及びその際に情報

相談課が作成した文書であるが、実施機関の説明によると、取得したか不明であり、執

務室や書庫を探したが存在を確認できなかったとのことである。 

令和元年５月17日の事情聴取で実施機関に確認を行ったところ、次のような説明が

あった。 

ａ 建築相談時の建築相談票自体は、相談を受けた情報相談課職員が記入するもので、

相談者が記入し提出するものではない。 

ｂ 通常、相談者が資料を情報相談課に持参する必要はない。 

ｃ 相談者が資料を持参するケースもあるが、その場合は建築相談票と併せて資料を保

管する。 

ｄ 本案件について資料は保管されていない。 

(ｲ) 上記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。 

セ 文書114、文書115及び文書153の不存在について 

文書114、文書115及び文書153は、先例答申３における対象行政文書と同一であり、先

例答申３においては、本件処分と同内容の処分を妥当と判断している。また、先例答申３

における判断を変更すべき特段の事情の変化も認められない。 

ソ 文書117及び文書119の不存在について 

(ｱ) 実施機関の説明によると、取得したか不明であり、書庫を探したが確認できなかった

とのことである。 

令和元年５月17日の事情聴取で実施機関に確認を行ったところ、次のような説明が

あった。 

ａ 審査請求人の土地甲の案件に係る文書はすべてファイルに綴じて一か所に保管し

ている。 

ｂ そのファイルとそれを保管している書庫内を念のため再確認して、文書の不存在を
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確認している。 

(ｲ) 確かに、上記《本件各処分に至る経緯について》で述べたような経緯から、これまで

に審査請求人からの繰り返し数多くの開示請求に対応してきているという事情があり、

実施機関は、その度に文書を確認していると考えられることから、上記実施機関の説明

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。 

タ 文書122の不存在について 

審査請求人は文書が偽造されていることを前提に偽造前の文書の開示を求めているが、

そもそも偽造の事実は確認することができなかった。 

その他、文書の存在を推認させるような事情はなく、実施機関の説明は是認できる。 

チ 文書123、文書124、文書144、文書145及び文書151の不存在について 

(ｱ) 対象行政文書は、文書２に関係するものであるが、当審査会で文書２を確認したとこ

ろ、審査請求人が主張しているような㉝番と付されたもの、７コマ目のもの、20.10.21

と印字し直した紙に印刷したもの又は年月日等を偽造記載したものは確認できなかっ

た。また、その他に文書の存在を推認させる事情も認められない。 

よって、実施機関の説明は是認できる。 

(ｲ) なお、審査請求人は、文書144及び文書145について、写真に日付のスタンプが押して

あることを虚偽の細工であると主張しているようである。 

この点について、令和元年５月17日の事情聴取で実施機関に確認を行ったところ、次

のような説明があった。 

ａ 写真を撮影したときは、デジタルカメラから担当者のパソコンに画像データを取り込み

印刷をする。 

ｂ 印刷した写真には、すぐにスタンプで日付を入れるので、日付のないものは作成し

ていない。 

ｃ 虚偽の細工が何を意味するのか不明だが、少なくとも日付のスタンプを入れること

は虚偽の細工ではない。 

(ｳ) 以上を踏まえ当審査会で確認したところ、写真の日付は撮影した日を記録するための

スタンプであり、虚偽の細工とはいえず、実施機関の説明は是認できる。 

その他、虚偽の細工を推認させるような事情も認められない。 

ツ 文書129の不存在について 

実施機関の説明によると、文書を印刷する際に印刷日時を記録する運用はしておらず、

写真データについては、紙面に印刷した後は不要になるため消去しており、写真の撮影時

刻については、写真データ以外の文書を作成して記録する運用もしていないとのことであ

る。 

その他、文書の存在を推認させるような事情はなく、実施機関の説明は是認できる。 

テ 文書130の不存在について 

文書130は、先例答申３における対象行政文書と同一であり、先例答申３においては、

本件処分と同内容の処分を妥当と判断している。また、先例答申３における判断を変更す

べき特段の事情の変化も認められない。 

ト 文書133の不存在について 

実施機関の説明によると、そもそも対象文書を作成していないとのことである。 

その他、文書の存在を推認させるような事情はなく、実施機関の説明は是認できる。 

ナ 文書134の不存在について 

審査請求人は、「情報課に限る」として文書の開示を請求しているところ、文書番号が

建建審で始まる文書は、現在の建築指導課で作成するものであり情報相談課では作成しな

いことから、保有していないとしても不自然ではない。 

したがって、実施機関の説明は是認できる。 

ニ 文書136の不存在について 

対象行政文書は、文書１の内訳が記載された文書のうち、調査日、撮影日及び文書取得

日が記載された文書であるが、実施機関の説明によると、そもそも対象文書を作成してい

ないとのことである。 

その他、文書の存在を推認させるような事情はなく、実施機関の説明は是認できる。 
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ヌ 文書139から文書141までの不存在について 

住宅地図、公図及び建築計画概要書を取得した際、取得年月日を記載する義務はないと考え

られることから、実施機関の説明は是認できる。 

ネ 文書146から文書148までの不存在について 

(ｱ) 対象行政文書は、平成18年８月23日に建築相談を受けた際の資料であるが、実施機関

の説明によると、取得したか不明であり、書庫を探したが確認できなかったとのことで

ある。 

令和元年５月17日の事情聴取で実施機関に確認を行ったところ、次のような説明が

あった。 

ａ 開示請求書の記載から、平成18年８月23日に建築相談を受けた際の担当職員への指示、

同年９月12日の調査報告及び相談者等との応答の内容に関する文書と解される。 

ｂ 通常の運用では、内部の調整や相談者等との応答については、建築相談票に追記を

するところ、請求人が請求している上記各文書の内容については平成18年８月23日の

建築相談票に追記されていない。 

ｃ それ以外に、調査を担当者に指示する場合に作成する文書、調査後の報告書及び相

談者等との応答を記載する文書の定例書式はない。 

ｄ 定例書式はないものの、任意の書式で建築相談票以外に報告書等を作成している可

能性もあるため、念のため執務室及び書庫等を探したが、該当する文書の存在は確認

できなかった。 

(ｲ) 当審査会で平成18年８月23日の建築相談票である文書27を見分したところ、内部の調

整や相談者等との応答について記載されていなかった。 

その他、文書の存在を推認させるような事情はなく、実施機関の説明は是認できる。 

ノ 文書154の不存在について 

 文書154は、平成20年10月10日に撮影した写真に関する文書であるが、実施機関の説明に

よると、対象文書を作成又は取得したか不明であり、執務室及び書庫等を探したが、存在を

確認できなかったとのことである。 

その他、文書の存在を推認させるような事情はなく、実施機関の説明は是認できる。 

《本件審査請求文書のうち、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も

のについて》 

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、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。）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。 

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、開示しない場合がある。 

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「行政文書及び保有個人情報の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の特定の妥当

性について 

実施機関における請求対象行政文書の特定については、《本件審査請求文書のうち、建

築相談に係る事務に関するものについて》ウで述べたとおりであり、本件審査請求文書の

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10から文書19までに記録されている個人の名前、文書10から文書16まで及び文書19

に記録されている住所、文書11及び文書14に記録されている所在地、電話番号、建築確認
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番号、案内図、用途地域等の地図、建築基準法道路種別の地図、認定路線図、道路台帳平

面図上の建物名、用途地域等の地図上の建物名、建築基準法道路種別の開発許可番号、確

認番号、個人印の印影、付近見取図、確認済証番号、中間検査合格証番号、検査済証番号、

登記簿上の不動産番号、登記簿上の家屋番号及び公図並びに文書11、文書12、文書14及び

文書15に記録されている写真上の車のナンバープレートについては、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で

あるため、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 文書116及び文書118の不存在について 

開示を実施した事実がない以上、対象行政文書がないことも当然であり、実施機関の説

明は是認できる。 

カ 文書125、文書135及び文書142の不存在について 

 実施機関の説明によると、保存期間の経過により破棄したとのことである。 

開示請求に係る行政文書は、横浜市行政文書管理規則第10条第４項に規定する行政文書分

類表（共通）において保存期間を１年と定められており、保存期間の１年が経過したこと

により廃棄することは通常の対応と考えられる。 

したがって、実施機関の説明は是認できる。 

キ 文書126及び文書149の不存在について 

審査請求人は、文書２が非開示であることを前提として、その非開示決定をした際の文

書及び非開示の根拠等が記載された文書を請求している。 

しかし、別表１及び別表２のとおり、実施機関は文書２を非開示としていない。 

したがって、不存在とする実施機関の説明は是認できる。 

ク 文書127及び文書137の不存在について 

 審査請求人は、文書１が非開示であることを前提として、非開示とした文書及び非開示

の根拠等が記載された文書を請求している。 

しかし、別表１及び別表２のとおり、実施機関は文書１を非開示としていない。 

したがって、不存在とする実施機関の説明は是認できる。 

ケ 文書128及び文書132の不存在について 

実施機関の説明によると、そもそも対象行政文書を作成していないとのことである。 

審査請求人は文書の特定が不適切であることを前提に文書の開示を求めているが、特定

が妥当であることは前述のとおりであり、文書の存在を推認させるような事情はなく、実

施機関の説明は是認できる。 

コ 文書138及び文書150の不存在について 

実施機関の説明によると、そもそも作成したか不明であり、執務室や書庫を探したが確

認できなかったとのことである。 

その他、文書の存在を推認させるような事情はなく、実施機関の説明は是認できる。 

《本件審査請求文書のうち、情報公開条例に基づく開示決定等に対する審査請求に係る事

務に関するものについて》 

ア 情報公開条例に基づく開示決定等に対する審査請求に係る事務について 

横浜市では、情報公開条例第22条第１項の規定に基づき、情報公開条例第19条及び個人

情報保護条例第53条の規定による諮問並びに情報公開に関する事項についての実施機関

からの諮問に応じて調査審議するため、横浜市情報公開・個人情報保護審査会（以下「審

査会」という。）を設置している。 

諮問機関である審査会は、中立な第三者機関として、諮問された事案について調査審議

を重ね、諮問した実施機関に対し、答申を行う。実施機関は、不服申立てに関する諮問を

した場合にあっては、情報公開条例第19条第３項及び個人情報保護条例第53条第３項の規

定に基づき、答申を尊重して、当該不服申立てに対する決定を行わなければならないとさ

れている。 

また、審査会は、答申後に、審査会としての説明責任を果たす観点から、情報公開条例

第27条に基づいて答申の内容を一般に公表している。 

イ 情報公開条例に基づく開示決定等に対する審査請求に係る事務に関する審査請求文書

について 
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情報公開条例に基づく開示決定等に対する審査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「情報公開条例に基づく開示決定等に対する審査請

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 情報公開条例に基づく開示決定等に対する審査請求に係る事務に関する審査請求文書

の特定の妥当性について 

実施機関における請求対象行政文書の特定については、《本件審査請求文書のうち、建

築相談に係る事務に関するものについて》ウで述べたとおりであり、本件審査請求文書の

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20から文書24までに記録されている個人の名前並びに文書21に記録されている

住所及び電話番号は、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

ものであるため、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。 

(ｲ) 文書21から文書24までに記録されている審査請求書は、審査請求人の率直な主張や見

解がありのままに記載されているものであり、公にすることにより、審査請求の詳細な

内容が明らかとなるため、個人の権利利益を害するおそれがあるものであることから、

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 文書131への情報公開条例第17条第３項の適用について 

文書131は先例答申３であるが、この答申は、平成29年度横浜市情報公開・個人情報保

護審査会答申一覧に収録され、市民情報センターに配架されていることから、情報公開条

例の適用外の文書であることが認められる。 

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、

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、実施機関の他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。 

 

 

 

2188 

～ 

2191 

 

 

《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、一部開示及び開示決

定（以下、各処分を「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
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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。 

《建築相談に係る事務について》 

横浜市では、市民から建築基準法に係る建築物の敷地、構造及び建築設備についての建築

相談を受けた場合、建築局建築指導部情報相談課（以下「情報相談課」という。）が資料調

査及び現地調査を行い、状況に応じて現場で写真を撮影する。その後、それらの調査結果を

もとに、建築基準法に違反する建築物かどうか確認し、建築相談票を作成している。調査の

結果、建築基準法の違反が認められた場合、建築局建築監察部違反対策課に情報を引き継い

でいる。 

なお、平成20年当時は、相談があった建築物について建築基準法の違反が認められる場合

には、まちづくり調整局建築審査部建築審査課（以下「建築審査課」という。）が建築主や

建築物の所有者に対しての初期指導を行っていた。 

《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、開示、非開示の決定をした。 

別表１の請求№１に係る決定通知書記載の保有個人情報は、「平成20年10月10日に他部署

から情報相談課が受け取った個人情報」（以下「個人情報１」という。）であり、旭区白根

の建築物について相談を受けた際に情報相談課が受領したとする文書である。 

個人情報１について、実施機関は、執務室及び書庫を探したが、存在を確認できなかった

ため、保有しておらず、不存在であるとして非開示としている。 

「平成24年７月５日付の御照会文書について（回答）」（以下「個人情報２」という。）

は、平成20年10月22日に情報相談課が建築審査課（平成20年当時）に渡した公文書について、

平成24年７月５日付で照会があった件について、情報相談課が回答するために作成した文書

である。 

「平成29年５月22日付で提出された開示請求書」（以下「個人情報３」という。）は、平

成29年５月22日に審査請求人が提出した開示請求書である。 

個人情報２及び個人情報３については、非開示とした部分はなく、全部開示されている。

審査請求人は、保有個人情報の特定について争っているものと解される。 

「建築相談票・引継票（平成20年10月10日）」（以下「個人情報４」という。）は、平成

20年10月10日に情報相談課が旭区旭土木事務所から旭区白根の建築物について相談を受け

た際の相談内容や調査結果を記した文書である。 

個人情報４に添付されている写真上の車のナンバープレートについて、本人開示請求者以

外の個人に関する情報であって、他の情報と照合することにより本人開示請求者以外の特定

の個人を識別することができるものであることから、条例第22条第３号に該当するとして、

非開示としている。 

《本件保有個人情報の特定の妥当性について》 

実施機関の説明によると、実施機関は個人情報本人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

する保有個人情報を特定し、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、

該当する保有個人情報を特定しているとのことであった。 

個人情報本人開示請求書を見るに、審査請求人による記載は、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

ていないとのことであった。 
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このような状況において、実施機関による本件保有個人情報の特定は、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。 

そこで、以下、個人情報１及び個人情報４の保有個人情報の特定以外の点について検討す

る。 

《個人情報１の不存在について》 

ア 実施機関は、執務室や書庫を探したが、存在を確認できず、保有していないと説明して

いるため、当審査会が令和元年５月17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) 建築相談時の建築相談票自体は、相談を受けた情報相談課職員が記入するもので、相

談者が記入し提出するものではない。よって、建築相談票は個人情報１には該当しない。 

(ｲ) 通常、相談者が情報相談課に資料を持参する必要はない。 

(ｳ) 相談者が資料を持参するケースもあるが、その場合は建築相談票と併せて資料を保管

する。 

(ｴ) 本案件について資料は保管されていない。 

イ 以上を踏まえ、当審査会は次のとおり判断する。 

上記アの実施機関の説明は不自然とはいえず、また、審査請求人が主張しているような

故意に隠蔽したと思わせる事情も確認できない。 

その他、個人情報１の存在を推認させるような事情も認められない。 

《個人情報４について》 

個人情報４は、横浜市情報公開・個人情報保護審査会答申第1484号（平成29年11月24日。

以下「先例答申」という。）における保有個人情報と同一であり、先例答申においては、本

件処分と同内容の処分を妥当と判断している。 

また、先例答申における判断を変更すべき特段の事情の変化も認められない。 
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《平成29年11月１日付で行った非開示決定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 審査請求人は、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、繰り返し多数の開示請求を行っている。 

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。開示の実施についても、ごく一部を除き、全く応じていない。 

さらに、開示請求に対する開示決定等について繰り返し審査請求を行っており、本件審

査請求もその一部である。 

《建築相談に係る事務について》 

横浜市では、市民から建築基準法に係る建築物の敷地、構造及び建築設備についての建築

相談を受けた場合、建築局建築指導部情報相談課 （以下「情報相談課」という。）が資料

調査及び現地調査を行い、状況に応じて現場で写真を撮影する。その後、それらの調査結果

をもとに、建築基準法に違反する疑いがある建築物かどうか確認し、建築相談票を作成して

いる。調査の結果、建築基準法の違反が認められた場合、建築局建築監察部違反対策課（以

下「違反対策課」という。）に情報を引き継いでいる。 

なお、平成18年当時は、まちづくり調整局情報相談部情報相談課（現在の情報相談課）が、

相談のあった建築物及び敷地について資料調査及び現地調査を行い、建築基準法の違反が疑
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われる場合には、まちづくり調整局建築審査部建築審査課（以下「建築審査課」という。）

に引き継ぎ、そこで違反の有無について調査をした結果、建築基準法の違反が認められた場

合に、建築主や建築物の所有者に対し初期指導業務を行っていた。その後、平成21年度から

は、初期指導業務が、建築審査課（現在の建築指導課）から当時のまちづくり調整局建築監

察部違反対策課（現在の違反対策課）へ移管された。さらに平成29年度からは、違反の疑い

がある場合に調査をし、違反対策課へ引き継ぐ業務が、建築局建築指導部建築安全課から情

報相談課に移管されている。 

《「①平成18年８月23日シェルビル内で違反対策課からの転送電話を受け作成した文書」

（以下「文書１」という。）、「②平成18年８月23日に受けた内容に基づきＢ職員に調査

を指示した文書」（以下「文書２」という。）、「③平成18年９月12日に調査したＢ職員

の「違反は無かった」との回報文書」（以下「文書３」という。）及び「④平成18年９月

12日に調査した結果をＣに電話回答した際の応答文書」（以下「文書４」という。文書１

から文書４までを総称して「本件審査請求文書」という。）について》 

本件審査請求文書のうち、文書１は、情報相談課が、ある市民から平成18年８月23日に受

けた建築相談に係る建築相談票であり、文書２は、同日の相談を受けた際に担当職員への指

示を記載したもの、文書３は、担当職員が同年９月12日の調査結果を報告したもの、そして

文書４は、Ｃへの回答に関する文書である。 

実施機関は、文書１から文書４までをいずれも不存在を理由に非開示とした。しかし、文

書１については、後日発見された旨、追加の弁明書で弁明している。 

《本件審査請求文書の特定の妥当性について》 

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った。 

開示請求書を見るに、審査請求人による記載は、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、応じていないと

のことであった。 

このような状況において、実施機関による本件審査請求文書の特定は、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。 

そこで、以下、文書の特定以外の点について検討する。 

《本件審査請求文書の不存在について》 

ア 本件審査請求文書の不存在について、令和元年５月17日に事情聴取を行ったところ、次

のような説明があった。 

(ｱ) 文書１は、開示請求書の記載から、平成18年８月23日に建築相談を受けた際の文書で

ある「建築相談票（平成18年８月23日）」と解される。 

(ｲ) そもそも、平成29年度に違反調査業務が建築局建築指導部建築安全課から情報相談課

へ移管された際、引き継いだ書類の中に文書１が含まれていなかった。 

(ｳ) そのため、本件審査請求文書の開示請求を受けた際にも、情報相談課では文書１を保

有しておらず、探しても見つからなかったため非開示決定を行った。 

(ｴ) しかし、その後、平成30年９月20日に、文書１は建築指導課書庫内で発見された。 

(ｵ) 文書２から文書４までは、開示請求書の記載から、平成18年８月23日に建築相談を受

けた際の担当職員への指示、同年９月12日の調査報告及びＣとの応答の内容に関する文

書と解される。 

(ｶ) 通常の運用では、内部の調整や相談者等との応答については、建築相談票に追記をす

るところ、請求人が請求している上記各文書の内容については平成18年８月23日の建築

相談票に追記されていない。 

(ｷ) それ以外に、調査を担当者に指示する場合に作成する文書、調査後の報告書及び相談

者等との応答を記載する文書の定例書式はない。 

(ｸ) 定例書式はないものの、任意の書式で建築相談票以外に報告書等を作成している可能

性もあるため、念のため執務室及び書庫等を探したが、文書２から文書４までに該当す

る文書の存在は確認できなかった。 
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イ 当審査会は、以上を踏まえ、次のように判断する。

(ｱ) 文書１については、平成30年９月20日に建築指導課書庫内で発見されたと実施機関は

説明している。そこで、実施機関から当該文書の提出を受けて確認したところ、確かに

文書１であると認められた。文書の存在が確認できたのであるから、実施機関は当該文

書を対象行政文書として特定の上、改めて開示、非開示を決定すべきである。

なお、本来は対象行政文書を特定する時点で、実施機関が保有する文書の存否につい

て慎重に判断し確認すべきであった。 

(ｲ) 文書２から文書４までについては、当審査会で「建築相談票（平成18年８月23日）」

を見分したところ、内部の調整やＣとの応答について記載されていなかった。

その他の実施機関の説明も不自然とはいえず、また、審査請求人が主張しているよう

な故意に隠蔽したと思わせる事情も確認できない。 

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。 

※ 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 

（行政文書の開示義務） 

第７条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求者に対し、当該開示請求に係る行政文書

を開示しなければならない。 

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

(3) 法人その他の団体・・・に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、

次に掲げるもの。ただし、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を除く。

ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を

害するおそれがあるもの

イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等

又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付すこ

とが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護その他の公共の安全の確保及び秩序の

維持に支障が生ずるおそれがある情報

(5) 市の機関並びに国、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の内部又は相

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/gyosei-kansa/joho/kokai/johokokaishinsakai/shinsakai/toshinH31.html
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互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の

交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせ

るおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれのあるもの 

(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 

（開示請求に対する決定等） 

第10条 （第１項省略） 

２ 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(第５条第３項又は前条の規定

により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。以

下同じ。)は、開示しない旨の決定をし、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。 

（他の法令等との調整） 

第17条 （第１項及び第２項省略） 

３ この条例の規定は、市立図書館その他これに類する市の施設において市民の利用に供すること

を目的として収集し、整理し、又は保存している図書、資料、刊行物等については、適用しない。 

（第４項省略） 

（審査会への諮問等） 

第19条 第18条の２の審査請求があったときは、審査庁(当該審査請求がされた実施機関をいう。

第３項において同じ。)は、次のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、第22条第１項に規

定する横浜市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。 

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。 

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとす

るとき。ただし、当該行政文書の開示について反対意見書が提出されているときを除く。 

２ 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第９条第３項の規定により読み替えて適用する同法

第29条第２項の弁明書の写しを添えてしなければならない。 

３ 第１項の規定により諮問をした審査庁(以下「諮問庁」という。)は、当該諮問に対する答申が

あったときは、これを尊重して、同項の審査請求に対する裁決を行わなければならない。 

（答申の内容の公表等） 

第27条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申の内容を公表するとともに、第19条及び

個人情報保護条例第53条の規定による諮問に対する答申にあっては、答申書の写しを審査請求人

及び参加人に送付するものとする。 

 

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） 

（開示しないことができる保有個人情報） 

第22条 実施機関は、本人開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情

報」という。)のいずれかが含まれている場合は、当該保有個人情報を開示しないことができる。 
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(1) 法令等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、本人に開示することができない情報 

(2) 本人開示請求者(第20条第２項の規定により代理人が本人に代わって本人開示請求をする場

合にあっては、当該本人をいう。次号及び第４号、次条第２項並びに第30条第１項において同

じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報 

(3) 本人開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)

であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により本人開示請求者以外の特

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、本人開示請求者以外

の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。)若しくは個人識別符号が含ま

れるもの又は本人開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することに

より、なお本人開示請求者以外の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本人開示請求者が知ることができ、又は知ることが予

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、開示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 

(4) 法人等に関する情報又は本人開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報で

あって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示する

ことが必要であると認められる情報を除く。 

ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を

害するおそれがあるもの 

イ 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等

又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付する

ことが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの 

(5) 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護その他の公共の安全の確保及び秩序の

維持に支障が生ずるおそれがある情報 

(6) 市の機関並びに国、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の内部又は相

互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の

交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせ

るおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの 

(7) 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、開示することにより、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 

（横浜市情報公開・個人情報保護審査会への諮問等） 

第53条 第52条の２の審査請求があったときは、審査庁(当該審査請求がされた実施機関をいう。

第３項において同じ。)は、次のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、情報公開条例第22
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条第１項に規定する横浜市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しな

ければならない。 

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。 

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示すること

とするとき。ただし、当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されているときを除

く。 

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとす

るとき。 

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすること

とするとき。 

２ 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第９条第３項の規定により読み替えて適用する同法

第29条第２項の弁明書の写しを添えてしなければならない。 

３ 第１項の規定により諮問をした審査庁(以下「諮問庁」という。)は、当該諮問に対する答申が

あったときは、これを尊重して、同項の審査請求に対する裁決を行わなければならない。 

 

 

お問合せ先 

市民局市民情報課長 小澤 将之  Tel 045-671-3881 
 


