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横浜市情報公開・個人情報保護審査会答申第2194号から第2197号までについて 

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４件の答申

を行いました。 

答申第2194号では、横浜市長が行った個人情報一部開示決定は妥当であると判断して

います。 

答申第2195号では、横浜市長が行った個人情報一部開示決定は妥当ではなく、開示範

囲を拡大すべきであり、対象保有個人情報についてもさらに特定の上、改めて開示、非

開示の決定をすべきであると判断しています。 

答申第2196号では、横浜市長が行った個人情報開示決定は妥当ではなく、対象保有個

人情報をさらに特定の上、改めて開示、非開示の決定をすべきであると判断しています。 

答申第2197号では、横浜市長が行った個人情報一部開示決定は妥当ではなく、開示範

囲を拡大すべきと判断しています。 

 

 

１ 答申の件名  

(1) 「特定個人に係る横浜市児童相談所での相談記録」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 

【答申第2194号】 

(2) 「請求者が特定年月日に精神障害者保健福祉手帳交付の申請をした際に提出した申請書一

式及び添付書類」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 

【答申第2195号】 

(3) 「実施機関が平成29年７月31日瀬高第578号により審査請求人に対してした「診断書」」の

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2196号】 

(4) 「平成29年８月15日瀬生支第789号によるケースファイル」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 

【答申第2197号】 

２ 諮問までの経過等  

答申

番号 
開示請求日 決定通知日 審査請求日 諮問日 請求者 実施機関 

2194 平成29年６月29日 平成29年７月25日 平成29年７月31日 平成29年８月30日 個人 横浜市長 

令 和 元 年 1 0 月 2 9 日 
市 民 局 市 民 情 報 課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 



 - 2 - 

2195 平成29年６月29日 平成29年７月25日 平成29年７月31日 平成29年８月31日 個人 横浜市長 

2196 平成29年６月29日 平成29年７月31日 平成29年10月16日 平成29年11月15日 個人 横浜市長 

2197 平成29年６月29日 平成29年８月15日 平成29年10月16日 平成29年11月15日 個人 横浜市長 

 

 

３ 対象保有個人情報、原処分の決定内容、審査会の結論  

答申

番号 
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 

2194 

 

 

「特定個人に係る横

浜市児童相談所での

相談記録」（以下「本

件保有個人情報」とい

う。） 

 

個人情報一部開示 

 
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。平成30年３月横浜市条例第

８号による改正前のもの。以下「条例」という。）

第22条第７号に該当 

・関係機関からの本人に関わる情報 

（開示することにより、今後、関係機関の協力が

得られなくなることにより、児童相談所の職員が

適正な評価、判定等をするために必要となる情報

の聴取が困難になるおそれがあるなど、今後の相

談援助業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

があるため。） 

・横浜市西部児童相談所（以下「西部児童相談所」

という。）の対応に関する情報 

（開示することにより、本相談事業に対する信頼

が失われ、相談者が安心して相談できなくなるこ

とにより、状況等の情報を得ることが困難になる

おそれがあるなど、今後の適正な遂行に支障が生

じるおそれがあるため。） 

 

2195 

 

 

「請求者が特定年月

日に精神障害者保健

福祉手帳（以下「精神

障害者手帳」という。）

交付の申請をした際

に提出した申請書一

式及び添付書類。」（以

下「本件保有個人情

報」という。） 

 

 

 

個人情報一部開示 

 
 

開示範囲を拡大す

べきであり、本件保

有個人情報のほか

にも対象保有個人

情報を特定の上、改

めて開示、非開示の

決定をすべき 

条例第22条第３号に該当 

・障害等級判定用紙の嘱託医の氏名欄 

（判定を行った医師が今後判定業務を行うにあ

たって、専門的知見から公平な意見を出すことが

できなくなり、また、判定を行った医師に不利益

が生じることが考えられるため。） 
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答申

番号 
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 

2196 

 

 

「実施機関が平成29

年７月31日瀬高第578

号により審査請求人

に対してした「診断

書」」（以下「本件保有

個人情報」という。） 

個人情報開示 

本件保有個人情報

のほかにも対象保

有個人情報を特定

し、改めて開示、非

開示の決定をすべ

き 

条例第25条第１項に基づき全部を開示 

（本件保有個人情報を特定して行った開示決定

について、他にも保有個人情報があるはずである

という趣旨で審査請求が提起されたもの） 

 

2197 

 

 

「平成29年８月15日

瀬生支第789号による

ケースファイル」（以

下「本件保有個人情

報」という。） 

 

個人情報一部開示 

開示範囲を 
拡大すべき 

条例第22条第３号に該当 

・世帯台帳のうち民生委員の電話番号、扶養義務

者の氏名、続柄、住所、緊急連絡先、ケース診断

会議録のうち決裁供覧欄の横浜市職員（嘱託員を

除く。）以外の氏名及び印影、面接記録票のうち

扶養義務者の状況欄に記載されている扶養義務

者の氏名、続柄、年齢、住所、職業及び親族関係

に係る記載、ケース記録のうち対応者名、対応者

を特定することになる記載、白あり被害の調査報

告書のうち調査人の氏名及び肩書、生活保護法第

29条に基づく調査に対する回答（以下「29条調査

に対する回答」という。）のうち審査請求人以外

の氏名・調査結果、担当者個人名、年金調査結果

表のうち横浜市職員（嘱託員を除く。）以外の氏

名、甲市福祉事務所から送付された書類一式のう

ち扶養義務者の氏名等審査請求人以外の個人情

報に関する記載並びに医師の氏名及び印影、医療

要否意見書のうち記載した医師（院長を除く。）

の氏名及び印影並びに嘱託医の印影、給付要否意

見書のうち記載した医師（院長を除く。）の氏名

及び印影並びに嘱託医の印影、開始記録票のうち

扶養義務者の続柄、氏名、年齢、住所、電話番号、

扶養照会及び親族関係に係る記載（以上を総称し

て、以下「非開示情報１」という。）、扶養に関す

る届出書の記載欄（以下「非開示情報２」という。） 

（本人開示請求者以外の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が識別さ

れるため。また、開示することにより、特定の個

人の権利利益を害するおそれがあるため。） 

条例第22条第４号に該当 

・非開示情報１のうち白あり被害の調査報告書の

調査人の肩書及び同報告書に記載の調査報告（以

下「非開示情報３」という。）、29条調査に対する

回答に記載された一般公開されていない回答元

電話番号等、回答元社印等の印影、依頼した事項

以外の情報（これらを総称して、以下「非開示情

報４」という。） 

（開示することにより、当該法人の事業活動が損
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答申

番号 
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 

なわれるおそれがあるため。） 

条例第22条第５号に該当 

・甲市福祉事務所から送付された書類一式のうち

審査請求人以外の口座情報、見積書のうち法人代

表者印の印影、委任状のうち法人振込先口座と法

人代表者印の印影（これらを総称して、以下「非

開示情報５」という。） 

（開示することにより、当該法人の財産権が侵害

されるおそれがあるため。） 

条例第22条第７号に該当 

・ケース診断会議録及び保護決定調書のうち格

付、開始記録票のうち訪問格付及び(格付の)根拠

並びに生活保護相談票のうち審査請求人及び審

査請求人の子に対する所見等に係る記載（これら

を総称して、以下「非開示情報６」という。）、

ケース記録のうち関係機関から得た情報並びに

生活保護相談票のうち関係機関から得た審査請

求人及び審査請求人の子に係る記載（これらを総

称して、以下「非開示情報７」という。） 

（生活保護の適正な執行に支障が生じるおそれ

があるため。） 

 

４ 審査会の判断の要旨  

答申 
番号 判断の要旨 

 

 

 

 

 

2194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《児童相談所の相談援助業務について》 

児童相談所は、児童福祉法（昭和22年法律第164号）に基づき同法第１条に規定する児童

福祉の理念を実現し、児童の基本的権利を保障するため、都道府県及び指定都市に設置が義

務付けられている行政機関（同法第12条第１項及び第59条の４第１項）である。 

横浜市では、４か所の児童相談所（中央児童相談所、西部児童相談所、南部児童相談所及

び北部児童相談所）が設置され、児童の養育や障害等に関する様々な相談を受け、児童及び

保護者又は関係機関への助言を行うなどの相談援助業務を行っている。なお、児童相談所で

はこのほか、児童養護施設等への入所等の措置に係る業務を行っている。 

児童相談所が行っている相談援助業務は、しつけ、不登校等の児童育成上の問題、児童の

養護、虐待、非行等に関すること、知的障害、自閉症等の障害に関することなどの様々な問

題等について、家庭その他からの相談に応じ、専門的立場から児童及びその家庭につき、必

要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行い、これ

に基づき、個々の児童及びその家庭に も適した援助を行うもので、援助に当たっては、常

に児童の 善の利益が考慮される。 

《本件保有個人情報について》 

ア 審査請求人及び審査請求人の子（以下「当該児童」という。）は、甲市において甲児童

相談所の援助を受け、当該児童には入所措置が行われていたところ、審査請求人が横浜市

に転入した。本件保有個人情報は、当該児童に関係して行われた審査請求人に係る甲児童

相談所と西部児童相談所との特定年月日Ａから特定年月日Ｂまでのやり取りの記録であっ

て、甲児童相談所から提供された情報や西部児童相談所の援助方針等が記録されている。 

イ 実施機関は、本件保有個人情報のうち、非開示とする部分を２種類に整理し、甲児童相
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答申 
番号 

判断の要旨 

 

 

 

 

 

 

 

 

2194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

談所から提供された審査請求人に関わる情報（以下「非開示部分１」という。）及び西部児

童相談所の対応に関する情報（以下「非開示部分２」という。以下非開示部分１及び非開

示部分２を総称して「本件非開示部分」という。）を条例第22条第７号に該当するとして非

開示としている。 

《条例第22条第７号の該当性について》 

ア 実施機関は、本件保有個人情報のうち、非開示部分１には甲児童相談所から情報提供を

受けた内容や甲児童相談所の対応方針等が、非開示部分２には西部児童相談所による当該

児童に対する援助方針や調査等の記録が記載されているため、本件非開示部分を開示する

と今後の相談援助業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり本号に該当するとして、

非開示としている。 

イ 児童相談所が行う相談援助業務は、児童相談所単独でその情報収集を行うことは少な

く、その後の援助業務においても、関係機関、関係者等との密接、迅速な連携と協力体制

が必要であり、関係機関、関係者等との円滑な関係の構築が必要である。 

ウ 当審査会が本件保有個人情報を見分したところ、非開示部分１には、実施機関が相談援

助業務を行うために甲児童相談所から提供を受けた甲児童相談所の援助方針、甲児童相談

所が把握している事情等の情報が記載されており、非開示部分２には、西部児童相談所の

対応に係る情報として、甲児童相談所と連携し調整した内容やその内容を含んだ今後の援

助方針が記載されていた。甲児童相談所としては実施機関に提供した情報及び実施機関と

連携し、調整した内容が審査請求人に開示されることは想定していないと考えられ、本件

非開示部分を開示すると、関係機関の協力が得られなくなることにより、児童相談所の職

員等が適正な評価、判定等をするために必要となる情報の聴取が困難になる蓋然性があ

る。よって、本件非開示部分を開示すると、今後の相談援助業務の適正な遂行に支障を及

ぼすおそれがあると認められる。 

以上のことから、本件非開示部分は本号柱書に該当すると認められる。 

エ なお、審査請求人は、公務員等の職務の遂行に係る情報のうち、職務遂行の内容に係る

部分を本号で非開示とすることはできない旨主張するが、審査請求人が主張する条例第22

条第３号ただし書ウと本号は別個の非開示事由に係る規定であるから、その主張は認めら

れない。 

《本件処分の理由付記について》 

審査請求人は、本件処分に係る個人情報一部開示決定通知書（以下「本件決定通知書」と

いう。）では、非開示とする部分の概要を個別かつ具体的に教示しておらず瑕疵があり、ま

た、非開示とする根拠規定として条例第22条第７号を記載しているが同号アからオまでのど

れに該当するか教示されておらず瑕疵があるとして、理由付記の不備を主張している。 

ア 本件決定通知書では、非開示とする部分の概要及び非開示規定を適用する理由をそれぞ

れ内容に応じて二つに分けて「５ 非開示とする部分の概要」及び「７ 根拠規定を適用

する理由」の各欄に記載しており、非開示とする部分の概要を一つひとつ個別かつ具体的

に示していないとしても、審査請求人は、どのような情報がいかなる根拠により条例第22

条第７号に該当するとして本件処分がなされたのかを知ることができ、決定通知書の理由

付記に不備があるとは認められない。 

イ 審査請求人は、非開示とする根拠規定の記載について、条例第22条第７号アからオまで

のどれに該当するのか教示されていない旨主張するが、条例第22条第７号柱書に該当する

ものとして根拠規定を適用する理由も含めて本件決定通知書のとおり記載したものであっ

て、理由付記に不備があるとは認められない。 

 

 

 

 

2195 

 

《精神障害者手帳の交付に係る事務及び自立支援医療（精神通院医療）の支給認定に係る

事務について》 

ア 精神障害者手帳の交付に係る事務について 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号。以下「精神保健福

祉法」という。）では、精神疾患を有する者のうち、精神障害（発達障害・てんかんを含み、
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答申 
番号 

判断の要旨 

 

 

 

 

 

 

 

 

2195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知的障害を除く。）のため長期にわたり、日常生活又は社会生活への制約がある者に対し、

精神障害者手帳を交付することとされている。 

横浜市では、精神障害者手帳の交付に係る事務（以下「精神障害者手帳交付事務」とい

う。）については、交付申請の受付及び精神障害者手帳の交付を各区福祉保健センター高

齢・障害支援課（以下「各区高齢・障害支援課」という。）で行い、障害等級判定業務並び

に精神障害者手帳の交付の決定及び作成を横浜市こころの健康相談センター（以下「ここ

ろの健康相談センター」という。）で行っている。 

イ 自立支援医療（精神通院医療）の支給認定に係る事務について 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）

では、精神保健福祉法第５条に定める統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその

依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続

的に要する程度の症状にある者に対し、自立支援医療費を支給する旨の認定を行って自立

支援医療受給者証（精神通院医療）（以下「受給者証」という。）を交付し、精神障害及び

当該精神障害に起因して生じた病態に対して病院又は診療所に入院しないで行われる医療

費の一部を公費で支給することとしている。 

横浜市では、自立支援医療（精神通院医療）（以下「精神通院医療」という。）の支給認

定に係る事務（以下「精神通院医療支給認定事務」という。）については、支給認定の申請

の受付を各区高齢・障害支援課の窓口及び健康福祉局精神通院医療事務処理センター（以

下「事務処理センター」という。事務処理センターでの受付は、郵送によるものに限る。）

で行い、こころの健康相談センターで申請内容に基づき支給認定の適否の判定を行う。さ

らに、その判定内容に基づき健康福祉局障害福祉部障害企画課（以下「障害企画課」とい

う。）で支給の認定を行い、認定した場合は、事務処理センターから支給認定を受けた者に

対し、原則として郵送で受給者証を交付している。 

《本件保有個人情報について》 

ア 審査請求人が本件本人開示請求で開示を求めている保有個人情報は、こころの健康相談

センターで保管されている審査請求人に係る保有個人情報の全てである。 

イ 審査請求人は、瀬谷区福祉保健センター高齢・障害支援課（以下「高齢・障害支援課」

という。）に対して精神障害者手帳の交付申請及び精神通院医療の支給認定の申請を行って

おり、こころの健康相談センターでは高齢・障害支援課を経由するなどして、これらの事

務における審査請求人に係る個人情報を取得し、又は作成している。 

ウ 本件本人開示請求に対し、実施機関は、当初、審査請求人が精神障害者手帳の交付を申

請したことに伴い取得し、又は作成した書類である精神障害者保健福祉手帳新規交付申請

書（以下「精神障害者手帳申請書」という。）、診断書（精神障害者保健福祉手帳用）（以下

「診断書」という。）、本人確認チェック票及び障害等級判定に使用する等級判定用紙（以

下「等級判定用紙」という。）を本件保有個人情報として特定し、このうち等級判定用紙の

嘱託医の氏名欄を条例第22条第３号に該当するとして非開示とした。 

エ その後、本件審査請求を受けて改めて確認し、精神障害者手帳交付事務に係る保有個人

情報の特定に漏れがあったほか、精神通院医療支給認定事務における保有個人情報につい

ても特定すべきであったとして、平成29年８月30日付健こ第569号の決定（以下「本件追加

決定」という。）を行い、審査請求人に係る精神障害者手帳交付進達者一覧（以下「進達者

一覧」という。）及び精神通院医療支給認定事務に係る判定会割当対象者一覧(診断書あり)

（以下「対象者一覧」という。）について特定し、その全部を開示した。 

オ また、実施機関は、本件追加決定において、等級判定用紙の嘱託医の氏名欄のうち公務

員の職について開示した。 

カ 実施機関は、等級判定用紙の嘱託医の氏名欄に記載された嘱託医の氏名を非開示とした

理由について、条例第22条第３号だけでなく同条第７号にも該当する旨、追加の弁明書で

主張している。 

キ 審査請求人は、本件処分の取消しを求めるとして、本件保有個人情報の非開示部分の開

示と、本件保有個人情報に加えさらに保有個人情報を特定し開示するよう求めているため、
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当審査会としては、本件処分において実施機関が行った保有個人情報の特定の妥当性及び

実施機関が非開示とした等級判定用紙の嘱託医の氏名欄の条例第22条第３号及び第７号の

該当性について、以下検討する。 

《本件保有個人情報の特定の妥当性について》 

ア 当審査会は、本件保有個人情報の特定経緯等について確認するため、平成30年12月18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) 本件処分の際は、精神障害者手帳の申請を高齢・障害支援課で受け付けてからこころ

の健康相談センターで等級判定を行い、書類を保管するに至る事務の中で作成し、又は

取得した精神障害者手帳申請書や診断書などの個人単位の文書を特定した。本件審査請

求を受けて改めて精神障害者手帳交付事務の流れを確認したところ、申請を受け付けた

高齢・障害支援課からこころの健康相談センターに精神障害者手帳申請書等をまとめて

送付する際に添付することとしている進達者一覧と、精神通院医療支給認定事務の手続

の中で作成される対象者一覧について、追加で特定すべきことが判明し、本件追加決定

を行った。 

(ｲ) しかし、さらにその後、こころの健康相談センターで精神障害者手帳の等級を判定し

た後、手帳交付者の台帳を作成して高齢・障害支援課に送付する事務の過程に係る保有

個人情報である精神障害者保健福祉手帳交付台帳（以下「精神障害者手帳交付台帳」と

いう。）についても特定すべきことが判明した。また、精神通院医療支給認定事務にお

いて申請を受け付けた高齢・障害支援課からこころの健康相談センターに精神通院医療

支給認定事務に係る申請書等を送付する際に添付する自立支援医療（精神通院）進達簿

（以下「精神通院医療進達簿」という。）についても特定すべきであった。 

(ｳ) 福祉保健システム上の精神障害者手帳に係るデータ及び障害福祉システム上の精神通

院医療に係るデータについては、こころの健康相談センターでも現況をシステム画面で

確認し、画面印刷することは可能であるが、システム上のデータの管理の所管課は健康

福祉局地域福祉保健部福祉保健課及び障害企画課である。 

(ｴ) 精神障害者手帳の障害等級判定を行う際は、等級決定の起案には精神障害者手帳交付

台帳を、審査段階では等級判定用紙を使用しており、起案時や審査過程においてそれ以

外の文書は使用していない。 

イ 以上を踏まえて、当審査会としては次のとおり判断する。 

(ｱ) 本件本人開示請求の対象となる保有個人情報は、こころの健康相談センターで保管さ

れている精神障害者手帳交付事務及び精神通院医療支給認定事務に係る審査請求人の保

有個人情報である。 

(ｲ) 実施機関の説明や資料をまとめると、審査請求人に関してこころの健康相談セン

ターが行った事務の流れ及びそこで取り扱った書類は次のとおりである。 

精神障害者手帳交付事務については、 初に、こころの健康相談センターは、審査請

求人が高齢・障害支援課の窓口で提出した精神障害者手帳申請書及び診断書、受付時に

作成された本人確認チェック票並びに進達者一覧を高齢・障害支援課から受け取った。

次に、高齢・障害支援課から受け取った書類及び等級判定用紙を用いて精神障害者手帳

の障害等級に係る等級判定が行われた。そして、等級判定結果を基に精神障害者手帳交

付台帳を作成し、精神障害者手帳交付台帳を用いて、その記載のとおりに精神障害者手

帳を交付することの起案を行い、精神障害者手帳の交付を決定した。 後に、精神障害

者手帳及び精神障害者手帳の交付のお知らせを作成し、精神障害者手帳交付台帳の写し

とともに高齢・障害支援課に送付した。なお、実施機関に確認したところ、こころの健

康相談センターでは精神障害者手帳及び精神障害者手帳の交付のお知らせの写しは保管

していないとのことであった。 

次に、精神通院医療支給認定事務については、 初に、こころの健康相談センターは、

審査請求人が高齢・障害支援課の窓口で提出した自立支援医療（精神通院医療）支給認

定申請書等の精神通院医療に係る申請書類一式及び精神通院医療進達簿を高齢・障害支

援課から受け取った。次に、対象者一覧を作成し、精神通院医療支給認定用の判定用紙

を用いて支給認定の適否の判定が行われた。 後に、対象者一覧の写し及び精神通院医
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療支給認定用の判定用紙とともに高齢・障害支援課から受け取った精神通院医療に係る

申請書類一式を障害企画課に送付した。なお、実施機関に確認したところ、こころの健

康相談センターでは精神通院医療支給認定用の判定用紙及び精神通院医療に係る申請書

類一式は保管していないとのことであった。 

(ｳ) 審査請求人が存在を主張する精神障害者手帳の障害等級を決定する際の起案時の文書

について、実施機関は、精神障害者手帳交付台帳以外には存在しないと説明していた。 

上記(ｲ)の事務の流れによれば、実施機関は、精神障害者手帳の障害等級判定を決定す

る際は、精神障害者手帳交付台帳を用いて起案するとのことであったため、改めて実施

機関に確認したところ、文書管理システムで起案したとのことであった。そして、実際

に精神障害者交付台帳のほか、起案用紙がデータとして存在することが認められた。 

次に、審査請求人が存在を主張する精神障害者手帳の障害等級判定の審査過程に係る

文書については、等級判定用紙以外には存在しないとする実施機関の説明に不合理な点

はなく、ほかに当該文書の存在を推認させる特段の事情も認められない。 

また、上記(ｲ)で確認したとおり、進達者一覧、精神障害者手帳交付台帳、精神通院医

療進達簿及び対象者一覧についても、こころの健康相談センターで保管されている精神

障害者手帳交付事務及び精神通院医療支給認定事務に係る審査請求人の保有個人情報で

あることが認められる。 

上記(ｲ)で確認した事務の流れに不自然、不合理な点はなく、これらのほかに書類が

あったとは認められない。 

以上のことから、実施機関は、本件保有個人情報に加え、審査請求人に係る精神障害

者手帳の等級判定に係る起案用紙のデータ、進達者一覧、精神障害者手帳交付台帳、精

神通院医療進達簿及び対象者一覧についても本件本人開示請求の対象として特定すべき

であった。 

なお、実施機関は、進達者一覧及び対象者一覧について、本件追加決定において特定

し開示しているが、審査請求人は本件追加決定の違法を主張しているため、審査会の判

断は後述する。 

(ｴ) 上記書類のほか、実施機関では、福祉保健システム上の精神障害者手帳交付事務に係

るデータ及び障害福祉システム上の精神通院医療支給認定事務に係るデータを保有して

いる。これらシステムの端末は、それぞれの事務に関して受付等を行う複数の課に設置

されており、それぞれの課において閲覧、入力等を行うことが可能であり、こころの健

康相談センターにもシステム端末が設置されている。そこで、これらシステム上のデータ

もこころの健康相談センターで保管されている審査請求人の保有個人情報として特定し

なかったことが妥当かどうかが問題となる。 

横浜市こころの健康相談センター規則（平成14年４月横浜市規則第34号。以下「ここ

ろの相談センター規則」という。）では、精神障害者手帳に関することがこころの健康

相談センターの所管事務とされており、障害等級判定及び交付の決定という主要な事務

をこころの健康相談センターが所管している。 

したがって、福祉保健システム上の精神障害者手帳交付事務に係るデータが本人開示

請求の対象となった場合には、こころの健康相談センターが所管課として開示決定等に

係る事務を行うことになると考える。 

以上のことから、こころの健康相談センターで保管している全ての個人情報について

開示を求められている本件本人開示請求に対しては、福祉保健システム上の精神障害者

手帳交付事務に係る審査請求人のデータについても本件本人開示請求の対象として特定

すべきであった。 

次に、障害福祉システム上の精神通院医療支給認定事務に係るデータであるが、ここ

ろの健康相談センター規則によれば、こころの健康相談センターの精神通院医療の支給

認定に係る事務分掌は、精神通院医療費の判定に関することに限られている。そして、

横浜市事務分掌規則（昭和27年10月横浜市規則第68号）によれば、精神障害者に係る医

療費の公費負担に関することは、他の部や課等の主管に属するものを除き、障害企画課

が所管することとされていることから、障害企画課が精神通院医療の支給認定の決定等
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主要な事務を所管しているといえる。 

そのため、障害福祉システム上の精神通院医療支給認定事務に係るデータが本人開示

請求の対象となった場合には、障害企画課が開示決定等に係る事務を行うことになると

考える。 

したがって、実施機関が、これらデータについて本件本人開示請求の対象として特定

しなかったことは是認できる。 

《嘱託医の氏名の条例第22条第７号該当性について》 

実施機関は、本件保有個人情報のうち、等級判定用紙の嘱託医の氏名欄の精神障害者手帳

の障害等級判定を行う嘱託医の氏名について、本号に該当し非開示としたと主張しているた

め、以下検討する。 

精神障害者手帳の障害等級判定は、嘱託医が行う等級判定を踏まえて、 終的にこころの

健康相談センターのセンター長が等級を判定することとされている。そして、判定された等

級によって、精神障害者手帳の交付を受けた者が日常的に受けられるサービス内容や受け取

る手当等に違いが生じる。 

嘱託医の氏名を開示すると、既に開示している判定内容と結びつくことで当該嘱託医がど

のような判定をしたかが明らかとなり、申請者の意に反する判定になった場合には当該嘱託

医に対して不満を募らせ、判定を覆させようとしたり、理由を問いただそうとする等の不当

な圧力が加えられる可能性は否定できない。実施機関の説明によると、等級判定に対する苦

情の申立てが頻繁になされているとのことである。このことを考慮すると、嘱託医に対し何

らかの圧力が加えられることは現実のものとして想定されるといえ、そのことを懸念した嘱

託医が専門的見地から適正かつ公平な意見を述べることをちゅうちょすることで、適正な事

務の遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる。 

また、実施機関の説明にあるように、現状でも嘱託医の確保に苦慮している中で、嘱託医

の氏名を開示すると、上記のような嘱託医に対する圧力への懸念から、嘱託医となりその職

務を行うことに心理的重圧を感じることとなり、その結果嘱託医の確保がますます困難とな

り、精神障害者手帳の等級判定業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められ

る。 

以上のことから、精神障害者手帳の等級判定を行う嘱託医の氏名は本号柱書に該当する。 

《公務員の職の条例第22条第３号該当性について》 

当審査会が見分したところ、等級判定用紙の嘱託医の氏名欄には、公務員の職が記載され

ていた。これは、本人開示請求者以外の個人に関する情報であって、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情報であることから条例第22条第３号本文前段に該当

する。次に本号ただし書の該当性についてであるが、精神障害者手帳の障害等級判定の職務

の遂行に係る情報であり、本号ただし書ウに該当する。 

実施機関は、本件追加決定において、公務員の職については開示したと主張しているが、

審査請求人は本件追加決定の違法を主張しているため、審査会の判断は後述する。 

《本件追加決定について》 

本件追加決定は、本来であれば、横浜市個人情報の保護に関する条例施行規則（平成17

年３月横浜市規則第46号）第11条第１号及び第２号で定める第２号様式及び第３号様式によ

り通知しなければならないにもかかわらず、横浜市の保有する情報の公開に関する条例施行

規則（平成12年６月横浜市規則第117号）第５条第２号で定める第３号様式により通知した。

また、実施機関は、本件処分の取消し等をせずに本件追加決定を行っているが、本件追加決

定は、本件処分により非開示とした部分の一部を開示する内容を含む処分であるから、本件

処分を取り消した上で行うか、本件処分を変更する処分と追加の開示決定等を行うべきで

あったが、それもなされていなかった。 

これらのことから、本件追加決定は瑕疵ある行政処分であるといわざるを得ず、本件追

加決定は、取り消すべきである。 
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《付言》 

実施機関は、本件処分の個人情報一部開示決定通知書の記載につき、「７ 根拠規定を

適用する理由」を誤って記載し、弁明書において修正した。また、本件処分は、保有個人

情報の特定漏れがあり、その後本件追加決定で追加特定を行ったがそれでもなお特定漏れ

があるなど、保有個人情報の特定につき度重なる漏れがあった。さらに、本件追加決定に

ついても、誤った様式を用いた上、元の処分を取り消す等せずに、これと異なる処分を行

うなどの誤りがみられた。 

実施機関のこれらの事務手続は、慎重さを著しく欠いているといわざるを得ない。 

今後、実施機関におかれては、開示決定等に係る事務手続を慎重かつ適切に行うよう強

く望むものである。 
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《精神障害者保健福祉手帳（以下「精神障害者手帳」という。）の交付に係る事務及び自

立支援医療（精神通院医療）の支給認定に係る事務について》 

ア 精神障害者手帳の交付に係る事務について 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号。以下「精神保健福

祉法」という。）では、精神疾患を有する者のうち、精神障害（発達障害・てんかんを含

み、知的障害を除く。）のため長期にわたり、日常生活又は社会生活への制約がある者に

対し、精神障害者手帳を交付することとされている。 

横浜市では、精神障害者手帳の交付に係る事務（以下「精神障害者手帳交付事務」とい

う。）については、交付申請の受付及び精神障害者手帳の交付を各区福祉保健センター高

齢・障害支援課（以下「各区高齢・障害支援課」という。）で行い、障害等級判定業務並

びに精神障害者手帳の交付の決定及び作成を横浜市こころの健康相談センター（以下「こ

ころの健康相談センター」という。）で行っている。 

イ 自立支援医療（精神通院医療）の支給認定に係る事務について 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）

では、精神保健福祉法第５条に定める統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその

依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続

的に要する程度の症状にある者に対し、自立支援医療費を支給する旨の認定を行って自立

支援医療受給者証（精神通院医療）（以下「受給者証」という。）を交付し、精神障害及

び当該精神障害に起因して生じた病態に対して病院又は診療所に入院しないで行われる医

療費の一部を公費で支給することとしている。 

横浜市では、自立支援医療（精神通院医療）（以下「精神通院医療」という。）の支給

認定に係る事務（以下「精神通院医療支給認定事務」という。）については、支給認定の

申請の受付を各区高齢・障害支援課の窓口及び健康福祉局精神通院医療事務処理セン

ター（以下「事務処理センター」という。事務処理センターでの受付は、郵送によるもの

に限る。）で行い、こころの健康相談センターで申請内容に基づき支給認定の適否の判定

が行われる。さらに、その判定内容に基づき健康福祉局障害福祉部障害企画課（以下「障

害企画課」という。）で支給の認定を行い、認定した場合は、事務処理センターから支給

認定を受けた者に対し、原則として郵送で受給者証を交付している。 

《本件保有個人情報について》 

ア 審査請求人が本件本人開示請求で開示を求めている保有個人情報は、瀬谷区福祉保健セ

ンター高齢・障害支援課（以下「高齢・障害支援課」という。）で保管している審査請求

人に係る個人情報の全てである。 

審査請求人は、高齢・障害支援課に対して精神障害者手帳の交付申請及び精神通院医療

の支給認定申請を行っており、高齢・障害支援課ではこれらの事務において審査請求人に

係る個人情報を取得し、又は作成している。なお、審査請求人は、精神障害者手帳の交付

申請を２回行っており、１回目の申請については翌日取り下げている。 

イ 本件本人開示請求に対し、実施機関は、当初、対象となる保有個人情報を審査請求人の

精神障害者手帳の申請手続の過程で得た個人情報及び関連する記録と解し、その時点で高
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齢・障害支援課で保有していた２回目の精神障害者手帳申請時に審査請求人から提出され

た診断書（精神障害者保健福祉手帳用）（以下「診断書」という。）である本件保有個人

情報を特定して本件処分を行い、その全部を開示した。 

なお、本件本人開示請求に対しては、本件処分とは別に、窓口でのやり取りを記録した

相談記録票及び請求者に郵送した精神障害者手帳交付のお知らせ（精神障害者手帳交付時

に審査請求人が窓口に持参したもの）を特定し一部開示決定を行ったが、当該処分は本件

審査請求の対象となっていない。 

ウ その後、実施機関は、本件審査請求を受け、精神障害者手帳交付事務で作成される内部

書類であり、高齢・障害支援課からこころの健康相談センターへ精神障害者手帳の申請書

類を発送する際の発送簿にあたる精神障害者手帳交付進達者一覧を特定して追加で開示決

定（以下「本件追加決定」という。）を行い、その全部を開示した。 

エ 当審査会は、本件保有個人情報の特定経緯等について確認するため、平成30年12月18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) 精神障害者手帳の申請から交付までの一連の事務手続を整理すると、高齢・障害支援

課が関わる事務の流れは、①高齢・障害支援課における精神障害者手帳申請者から申請

書類の受付②高齢・障害支援課から障害等級判定業務及び精神障害者手帳の作成を行っ

ているこころの健康相談センターへの申請書類の送付③こころの健康相談センターで作

成した精神障害者手帳の高齢・障害支援課への送付④高齢・障害支援課から精神障害者

手帳申請者への精神障害者手帳の交付の４段階に分類できる。 

それぞれの段階で特定すべき保有個人情報を確認したところ、上記①及び②の事務に

係る保有個人情報を特定した本件処分及び本件追加決定に加えて、上記③及び④の事務

に係る保有個人情報として、精神障害者手帳交付者の一覧である「精神障害者保健福祉

手帳交付台帳」（以下「精神障害者手帳交付台帳」という。）を特定すべきであること

が判明した。 

また、今まで、審査請求人から精神通院医療の支給認定申請が行われ、当該申請に係

る事務を行っていたことについて認識できていなかった。当該事務に関して高齢・障害

支援課が関わる事務は、①高齢・障害支援課における精神通院医療支給認定の申請者か

らの申請書類の受付②高齢・障害支援課から申請内容につき判定を行っているこころの

健康相談センターへの申請書類の送付の２段階に分類できるが、改めて確認したところ、

新たに②に係る保有個人情報として「自立支援医療（精神通院）決裁簿」（以下「精神

通院医療決裁簿」という。）についても特定すべきであることが判明した。 

なお、精神通院医療の支給認定申請に関して①の段階で取得する個人情報は、取得後

全てこころの健康相談センターへ送付しその後障害企画課で保管されるため、高齢・障

害支援課における保有個人情報はない。 

(ｲ) 高齢・障害支援課では、精神障害者手帳の交付申請がこころの健康相談センターへの

送付前に取り下げられた場合は、当初の精神障害者保健福祉手帳新規交付申請書（以下

「申請書」という。）及び取下書については、取り下げられた年度内は保管するが、年

度が切り替わった時点で不要と判断し、その後原則として６月から８月までの文書整理

週間に廃棄処理をしている。審査請求人に係る１回目の精神障害者手帳の交付申請の取

下げについても、この運用に従って平成29年６月に廃棄しているが、瀬谷区での一斉廃

棄を待たず個別に廃棄処理をしたため、廃棄した正確な日付は記録していない。行政文

書分類表では精神障害者手帳関係書類は保存期間５年とされているが、これはこころの

健康相談センターへ送付したもののみを対象としており、送付する前に取り下げられた

ものはこれに含まれない取扱いとしている。 

一般的に取下げの申出はまれなこともあり、受理簿は作成していないが申請者ごとに

福祉保健システムで履歴を確認することができる。取下げの受付時にシステムに入力し

て取下届書の様式を出力し、申請者本人に記入してもらい手続が終了することから、受

理簿は事務上不要であり作成していない。精神障害者手帳申請の取下げに係る規程やマ

ニュアルはなく、全市共通の取決めもない。 

(ｳ) 福祉保健システム上の精神障害者手帳交付事務に係るデータ及び障害福祉システム上
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の精神通院医療支給認定事務に係るデータについては、精神障害者手帳の認定、交付業

務の所管課であるこころの健康相談センター及び精神通院医療支給認定事務の所管課で

ある障害企画課が、それぞれデータの保有課であると考えるため、特定していない。 

オ 以上を踏まえて、当審査会としては次のとおり判断する。 

(ｱ) 本件本人開示請求の対象となる保有個人情報は、高齢・障害支援課で保管されている

精神障害者手帳交付事務及び精神通院医療支給認定事務に係る審査請求人の保有個人情

報である。 

(ｲ) 当審査会において、事務マニュアル等によって精神障害者手帳交付事務及び精神通院

医療支給認定事務の一連の流れを確認したところ、通常の両事務において、高齢・障害

支援課で保管される可能性のある審査請求人に係る書類についての実施機関の説明に不

合理な点は認められなかった。したがって、実施機関は、本件処分及び本件追加決定に

加え、精神障害者手帳交付台帳及び精神通院医療決裁簿を特定すべきであった。 

(ｳ) このほかに、審査請求人は、取り下げた申請書、取下届書及びこれに係る受理簿があ

るはずであると主張している。これに対して、実施機関は、審査請求人の１回目の精神

障害者手帳の交付申請に係る申請書及び取下届書につき、これらの保存期間や廃棄の取

扱いに係る規定等はないが、高齢・障害支援課における通常の運用どおり保存期間１年

未満の行政文書として取り扱い、年度替わりに不要と判断して廃棄したと説明している。 

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。以下「行政文書管理規則」

という。）第10条第２項では、行政文書の保存期間は、30年、10年、５年、３年、２年、

１年又は１年未満の７区分であるとしており、各保存期間に属する行政文書の基準は行

政文書管理規則別表に定められている。また、同条第４項では、課等のそれぞれの保存

期間に属する行政文書の分類（以下「行政文書分類表」という。）は、総務局長又は局

区の長が定めることとされている。実施機関の文書事務の手引（研修編）によれば、個々

の行政文書の保存期間については、当該行政文書を作成し、又は取得したときに行政文

書分類表に従い、法令等の定め、文書等の効力、重要度等を考慮し、設定することとさ

れている。 

審査請求人の１回目の精神障害者手帳の交付申請に係る取り下げられた申請書及び取

下届書については、行政文書分類表上、分類が明確には示されておらず、保存期間につ

いて統一された取扱いは定められていないことが認められた。加えて、１回目の申請の

取下げ後再度２回目の申請がなされた経緯から、１回目の申請を取り下げたことについ

て争いが生じることは通常考えられないことも考慮すれば、保存期間が１年未満である

軽易な行政文書として処理したとする実施機関の説明は、不合理とまではいえない。 

また、受理簿についても、福祉保健システム画面において取下届出日を確認すること

により、取下届書の受付状況を個別に確認することができ、受理簿を作成していないと

の実施機関の説明に不合理な点は認められない。 

(ｴ) また、実施機関では、福祉保健システム上の精神障害者手帳交付事務に係るデータ及

び障害福祉システム上の精神通院医療支給認定事務に係るデータを保有しており、高

齢・障害支援課に設置された端末で閲覧、入力等できることから、これらシステム上の

データについても、本件本人開示請求の対象となるかどうかが問題となる。 

高齢・障害支援課は、精神障害者手帳交付事務として、精神障害者手帳の交付申請の

受付及び交付やこころの健康相談センターへの書類の送付等は行っているが、精神障害

者手帳に係る障害等級判定及び交付の決定という主要な事務は、こころの健康相談セン

ターが所管している。また、精神通院医療支給認定事務として、高齢・障害支援課は、

支給認定の申請の受付やこころの健康相談センターへの書類の送付等は行っているが、

支給認定の決定等主要な事務は、障害企画課が所管している。 

このような事情において、高齢・障害支援課が、これらシステム上のデータを保有個

人情報として特定しなかったことは是認できる。 

 

2197 

 

《生活保護に係る事務について》 

横浜市の生活保護事務は、各区に設置された福祉保健センターにおいて実施されている。
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福祉保健センター長は、生活保護の申請があり、保護決定を行った場合、生活保護法施行細

則（昭和31年10月横浜市規則第79号）に基づき、申請者又はその世帯ごとに必要書類を整え

て生活保護ケースファイルを作成している。 

生活保護事務を進める中では、その給付内容の一つである医療扶助の適正な実施や要保護

者の疾病改善に向けての指導援助、さらには傷病を理由とした要保護者の稼働能力の有無の

確認を目的として、担当ケースワーカーが当該要保護者の主治医から直接聞き取りを行う病

状調査が行われることがある。また、生活保護の決定及び実施に当たり、特に複雑かつ困難

な問題を有するケースについての援助方針又は援助方針に基づく具体的な措置内容等につ

いて審査検討する場合には、福祉保健センター内の会議としてケース診断会議が開催されて

いる。 

《本件保有個人情報について》 

本件保有個人情報は、審査請求人に対して生活保護を実施する上で作成された生活保護

ケースファイル一式であり、保護申請書等申請に係る書類、世帯台帳、保護決定調書、生活

保護相談票、面接記録票、開始記録票、ケース記録、ケース診断会議録、住宅維持費の申請

に係る取扱業者からの見積書及び委任状、29条調査に対する回答、白あり被害の調査報告書、

年金調査結果表、扶養に関する届出書、医療要否意見書、給付要否意見書、甲市福祉事務所

から送付された書類一式等で構成されている。 

実施機関は、本件保有個人情報のうち、非開示情報１及び非開示情報２は条例第22条第３

号に、非開示情報１のうち白あり被害の調査報告書の調査人の肩書、非開示情報３及び非開

示情報４は同条第４号に、非開示情報５は同条第５号に、非開示情報６、非開示情報７並び

に非開示情報１のうち医療要否意見書及び給付要否意見書の嘱託医の印影は同条第７号に

該当するとしてそれぞれ非開示としている。 

これに対して、審査請求人は、非開示情報１のうち民生委員の電話番号並びに非開示情報

４のうち一般公開されていない回答元電話番号等及び回答元社印等の印影を除く部分につ

いて開示を求めている。 

そこで、以下、審査請求人が開示を求めている部分について、本件処分の妥当性を検討す

る。 

《条例第22条第３号の該当性について》 

ア 実施機関は、非開示情報１及び非開示情報２については、本号本文に該当し、非開示と

したと主張している。 

イ 当審査会が見分したところ、非開示情報１（世帯台帳の民生委員の電話番号を除く。以

下同じ。）及び非開示情報２については、本人開示請求者以外の個人に関する情報であっ

て、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情報であることから本号本

文前段に該当する。 

ウ 次に、本号ただし書の該当性について検討する。 

(ｱ) 非開示情報１には、医療要否意見書及び給付要否意見書の嘱託医の印影が含まれる。

当審査会において見分したところ、当該印影は嘱託医の氏を表していた。 

非開示情報１に係る嘱託医は、地方公務員法（昭和25年法律第261号）第３条第３項第

３号に規定する特別職の公務員であって、実施機関が要保護者の医療扶助を決定し、及

び実施するに当たっての専門的判断及び必要な助言指導を行う重要な職責を担っている

ことが認められる。そうすると、医療要否意見書及び給付要否意見書という当該職務の

遂行に係る情報に含まれる当該嘱託医の氏名については、慣行として要保護者が知るこ

とが予定されているというべきである。 

したがって、嘱託医の氏を表す印影は、本号ただし書アに該当する。 

なお、横浜市情報公開・個人情報保護審査会答申第1241号においても、医療要否意見

書の嘱託医の氏名及び印影については、同様に本号ただし書アに該当すると判断してい

る。 

(ｲ) 非開示情報１のうち、医療要否意見書及び給付要否意見書を記載した医師（院長を除
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く。）の氏名及び印影並びに別表１に示す部分は、既に開示している情報等からも明ら

かに要保護者の担当医師や主治医の氏名又は印影である。これらは慣行として要保護者

である本人開示請求者が知ることができる情報であって、本号ただし書アに該当する。 

(ｳ) 非開示情報１のうち白あり被害の調査報告書に記載された調査人の氏名及び肩書の情

報の本号ただし書の該当性を検討するに当たり、白あり被害の調査報告書について実施

機関に確認したところ、審査請求人に住居を賃貸している法人が、当該住居の状況につ

いて調査した報告書であるとのことであった。当審査会で審査請求人に係る生活保護

ケースファイルの資料を見分したところ、賃貸人との関係では、不動産の修繕費を賃借

人である審査請求人が負担することを前提に行われた調査の報告書であり、当該報告書

は審査請求人宛てに作成されていた。そうすると当該文書に記載されている情報は、審

査請求人が知ることが予定されている情報であると認められる。 

よって、非開示情報１のうち白あり被害の調査報告書に記載された調査人の氏名及び

肩書の情報は、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

ている情報であり、本号ただし書アに該当する。 

(ｴ) 非開示情報１のうち、別表２に示す部分に記載された情報は、審査請求人の扶養義務

者の氏名、続柄、年齢である。これらの情報は、審査請求人が、戸籍謄本、戸籍抄本及

び戸籍の附票の写し（以下「戸籍謄本等」という。）を請求すれば知ることができる情

報であって、法令等の規定により本人開示請求者が知ることができる情報である。 

したがって、当該情報は本号ただし書アに該当する。 

(ｵ) 非開示情報１及び非開示情報２に含まれる扶養義務者の氏名、続柄、年齢のうち、別

表２を除く部分については、開示すると、他の情報と組み合わせること等により、審査

請求人が戸籍謄本等を請求しても知ることのできない情報を開示することとなることが

認められる。 

したがって、当該情報は本号ただし書アには該当しない。 

また、非開示情報１及び非開示情報２に含まれる扶養義務者の住所は、戸籍謄本等に

記載されている情報であるとは限らないため、本号ただし書アには該当しない。 

(ｶ) 非開示情報１及び非開示情報２のうち、その余の部分は、本号ただし書アからウまで

のいずれにも該当しない。 

《条例第22条第４号の該当性について》 

ア 実施機関は、非開示情報３及び非開示情報４については、本号アに該当し、非開示とし

たと主張している。また、非開示情報１のうち白あり被害の調査報告書の調査人の肩書

について、条例第22条第３号のほか、本号にも該当すると主張している。 

イ 実施機関は、白あり被害の調査報告書について、審査請求人の住居の貸主である法人か

ら実施機関に直接送られてきたと説明しているが、前述ウ(ｳ)のとおり、当該文書に記載

された情報は、審査請求人が知ることが予定されている情報であるといえる。そうする

と、非開示情報１のうち白あり被害の調査報告書に記載の調査人の肩書及び非開示情報

３を開示しても、審査請求人と当該法人の関係に影響を与え当該法人の事業活動が損な

われるおそれがあるとはいえず、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害

するおそれがあるとは認められないため、本号には該当しない。 

ウ 非開示情報４のうち、依頼した事項以外の情報については、当審査会が見分したところ、

回答した法人の内部で管理するシステムに係る情報であり、開示することにより、当該

法人の事業活動が損なわれるなど、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を

害するおそれがあると認められ、本号に該当する。 

《条例第22条第５号の該当性について》 

ア 実施機関は、非開示情報５については、本号に該当し、非開示としたと主張している。 

イ 非開示情報５を当審査会が見分したところ、確かに、法人代表者印の印影及び法人の振

込先口座情報が記録されていた。これらを開示すると当該法人の財産権が侵害されるお

それがあることから、本号に該当する。 
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《条例第22条第７号の該当性について》 

実施機関は、非開示情報６、非開示情報７並びに非開示情報１のうち医療要否意見書及び

給付要否意見書の嘱託医の印影については、本号に該当し、非開示としたと主張している。 

ア 非開示情報６のうち、ケース診断会議録及び保護決定調書の格付、開始記録票の訪問格

付及び(格付の)根拠は、当審査会が見分したところ、福祉保健センターが生活保護事務

を進めるに当たり、担当ケースワーカーその他の福祉保健センター職員の審査請求人に

関する率直な評価、判定等を記載したものであると認められる。 

これらの情報を審査請求人に開示すると、審査請求人の認識と異なっていた場合、今後

の適正な指導・援助が困難になるなど、審査請求人に係る生活保護事務の適正な遂行に

支障が生じるおそれがあると認められ、本号柱書に該当する。 

なお、実施機関が非開示情報６として主張する生活保護相談票の審査請求人及び審査請

求人の子に対する所見等に係る記載については、当審査会が見分したところ、関係機関

から得た審査請求人及び審査請求人の子に係る記載であることが認められるため、非開

示情報７に含まれる情報として次のイにおいて判断することとする。 

イ 非開示情報７は、当審査会が見分したところ、福祉保健センターが生活保護事務を進め

る中で、関係機関から協力を得て収集した情報や必要に応じて関係機関と調整した経過

の記録である。関係機関としては、実施機関に提供した情報及び実施機関との調整内容

が要保護者である審査請求人に開示されるとは想定していないと考えられる。このよう

な情報を開示すると、今後、関係機関の協力が得られなくなるなど、審査請求人に係る

生活保護事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあると認められ、本号柱書に該当す

る。 

ウ 非開示情報１のうち、医療要否意見書及び給付要否意見書の嘱託医の印影については、

嘱託医は、医療扶助の適正実施の観点から、適切な受診かどうかの判断をし、結果的に

医療扶助の適用を認めない等、被保護者が望まない判断をせざるを得ないことがあり、

嘱託医の氏名を開示すると、嘱託医の判断が了解できない者からの嘱託医への直接的な

働きかけなどにより、医療扶助の要否の適正な判断を行うという嘱託医の業務に支障が

生じるおそれがあり、このような働きかけが生じることを懸念して、医師が嘱託医の委

嘱を忌避するなどの事態が生じた結果、嘱託医の確保が困難となり、生活保護の医療扶

助の適正実施に支障が生じるおそれがあると実施機関は主張している。 

嘱託医の行う医療要否意見書等の適・不適の判断は医療扶助要否判断に係る重要な判断

であることは認められるが、実施機関に確認したところ、医療扶助の要否判断は、嘱託

医の判断を踏まえて実施機関として総合的に判断するとのことであり、嘱託医の印影を

開示しても、嘱託医に対し直接的な働きかけ等何らかの圧力が加えられる蓋然性が高く

なるような事情は認められない。 

したがって、そういった何らかの圧力に対する懸念等から適正な判断ができなくなるお

それや委嘱を忌避するなどの事態が生じるおそれがあるとまでは認められず、本号柱書

には該当しない。 

別表１ 実施機関が甲市福祉事務所から送付された書類一式について条例第22条第３号に

該当するとして非開示とした主治医の氏名に係る部分のうち、当審査会が開示すべき

と判断した部分 

文書名 該当箇所 

ケース記録票 

22頁目 
記事欄 

15行目の13文字目から16文字目まで 

38頁目 １行目の５文字目から７文字目まで 

43頁目 ３行目の５文字目から７文字目まで 
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答申 
番号 

判断の要旨 

病状調査回答書（外来）、病状調査回答書及

び病状調査票（外来） 
主治医名及び印影 

（注意） 

１ ケース記録票（面接記録や訪問記録、保護の決定・変更等の生活保護事務に必要な事

項が時系列に記録されている。）の特定年12月27日の記録から始まる頁を１頁目とする。 

２ 文字数は、１行に記録された文字を、左詰めにして数えるものとする。句読点及び記

号は、それぞれ１文字と数えるものとする。罫線、押印欄及び空白は行、文字数に数え

ない。 

別表２ 実施機関が条例第22条第３号に該当するとして非開示とした扶養義務者に係る部

分のうち、当審査会が開示すべきと判断した部分 

文書名 該当箇所 

面接記録票 「扶養義務者の状況」欄の続柄、氏名及び年齢 

甲市福祉

事務所か

ら送付さ

れた書類

一式

保護台帳 「扶養義務者の状況」欄の氏名、続柄及び年齢 

ケース記録票

41頁目 ７行目の45文字目から８行目７文字目まで 

45頁目 16行目の４文字目から７文字目まで 

（注意） 

１ ケース記録票（面接記録や訪問記録、保護の決定・変更等の生活保護事務に必要な事

項が時系列に記録されている。）の特定年12月27日の記録から始まる頁を１頁目とする。 

２ 文字数は、１行に記録された文字を、左詰めにして数えるものとする。句読点及び記

号は、それぞれ１文字と数えるものとする。罫線、押印欄及び空白は行、文字数に数え

ない。 

※ 答申全文については、次のＵＲＬをご覧ください。

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

insakai/toshinH31.html

５ 条例（抜粋） 

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・・・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。 

（第１号及び第２号省略） 

(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。)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

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/gyosei-kansa/joho/kokai/johokokaishinsakai/shinsakai/toshinH31.html
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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 

（第６号省略） 

(7) 市の機関・・・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 

（本人開示請求に対する決定等） 

第25条 実施機関は、本人開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その

旨の決定をし、本人開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的並びに開示

をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、第８条第２項第２号又は

第３号に該当する場合における当該利用目的については、この限りでない。 

（第２項省略） 

 

 

 

 

 

お問合せ先 

市民局市民情報課長 小澤 将之  Tel 045-671-3881 
 


