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別紙 

諮問第５５０号～第５５２号 

 

答   申 

 

１ 審査会の結論 

「係（小隊）用切符交付簿」を一部開示とした決定及び「平成25年○月○日を違反日

とする速度30未満の取締りに係る一切の文書のうち、訴訟に関する書類」を開示請求等

の規定を適用しないとされている個人情報に該当することを理由として開示請求を却下

した決定は、いずれも妥当である。 

 

２ 審査請求の内容 

（１）審査請求の趣旨 

   本件審査請求の趣旨は、東京都個人情報の保護に関する条例（平成２年東京都条例

第113号。以下「条例」という。）に基づき、審査請求人が行った「平成25年○月○日

を違反日とする速度30未満の取締りに係る一切の文書 免許証番号○○○○○○○○

○○○○ 警視庁管内」の開示請求に対し、警視総監が平成28年６月13日付けで行っ

た一部開示決定、開示請求却下決定及び開示決定について、その取消しを求めるとい

うものである。 

 

（２）審査請求の理由 

   審査請求書及び意見書における審査請求人の主張を要約すると、以下のとおりであ

る。 

  

  ア 諮問第５５０号について 

  （ア）審査請求書における主張 

     警視総監は、警察職員の氏名、印影については、条例16条２号に該当するとし

て、非公開であるという。しかしながら、同号ただし書イには、法令等の規定に

より開示請求者が知ることができる情報は、開示する旨を規定するところ、警察

職員の氏名、印影とは、交通取締りを実施した警察職員の氏名及び印影であり、
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かつ、それらは反則切符に明記され、当該反則切符は違反者に交付されるもので

あることに鑑みれば、警察職員の氏名、印影は、同号ただし書イに該当する情報

なのである。 

 

  （イ）意見書における主張 

     警視総監は、審査請求人が開示を求める警察職員の氏名、印影は、開示請求者

以外の個人に関する情報で、特定個人を識別することができるものであるため、

かつ、警視庁では、非管理職員の氏名を公表していないことから、非開示である

という。しかしながら、公務員の公務に関する情報は法的保護を必要とする個人

情報には該当しないものであるところ、警察職員の氏名、印影とは、反則切符を

受理した職員（被交付者）及び審査責任者の各氏名（印影を含む。）であり、当然

に公務としての各手続であることから、共に、非開示情報には該当しないもので

ある。なお、警視総監は、警視庁では非管理職員の氏名を公表しない旨を事由と

するところ、条例において、警視庁を除外する規定など存しないことから、警視

庁職員のみを特別扱いすることなど許されないものなのである。すなわち、氏名

のみを公開したとしても、本人はもとより、その家族に害が及ぶことなど想定で

き得ないものである。 

 

  イ 諮問第５５１号について 

  （ア）審査請求書における主張 

警視総監は、却下となる開示請求文書については、刑事訴訟法53条の２第２項

に規定する「訴訟に関する書類に記録されている個人情報」に該当し、条例30条

の２において、条例第５章の規定を適用しないこととされている個人情報である

ため、却下するという。しかしながら、警視総監は、却下となる開示請求文書に

つき、その名称（呼称等内容を含む。）を特定することなく、単に、「訴訟に関す

る書類」とするのであるから、理由付記における文書の特定の欠缺により、開示

義務を負うものなのである。ところで、警視総監配下の情報公開センター職員は、

同一開示請求において開示される交通反則切符用行政処分原票（裏面）の表面は、

却下となる開示請求文書の一部であるというのである。しかしながら、当該原票

の表面は「訴訟に関する書類に記録されている個人情報」で、その裏面はそれ以
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外の行政処分文書などということは、社会通念上、到底、認容でき得るものでは

ないことはもとより、警視総監が当該原票を検察庁に送付しない、換言すれば、

警視総監（警察）が保管・保有をするということは、当該原票は表裏にかかわり

なく、行政処分文書として成立（警察官では公訴でき得ない事実による。）するも

のであって、単に、「訴訟に関する書類に記録されている個人情報」に記載されて

いる内容（情報）が同一に過ぎないものなのである。このことは、仮に、当該原

票の如く、カーボンの複写ではなく、コピー機による複写、或いは記録媒体から

のプリントアウトであっても同様なのである。従って、却下となる開示請求文書

が「訴訟に関する書類に記録されている個人情報」と同一の趣旨、或いは同一の

ものであったとしても、検察庁に送付後に、未だ、警視総監が保有をする以上、

それらは行政処分文書となることから、警視総監は却下となる開示請求文書を開

示する義務を負うものなのである。 

 

  （イ）意見書における主張 

     警視総監は、本件請求に係る保有個人情報は、刑事事件である道路交通法違反

事件を処理するために作成される書類に記録されるものであることから、刑事訴

訟法53条の２第２項に規定する「訴訟に関する書類に記録されている個人情報」

に該当するという。しかしながら、同条項とは、訴訟に関する書類及び押収物に

記録されている個人情報を特定（除外）するところ、却下となる開示請求文書と

は、単に、警視庁職員が行政処分を目的に作成するものであって、それを刑事事

件の証拠物（訴訟資料）に引用（利用）するか否かは担当検事（検察官）の裁量

権に委ねられているところ、本件においては、起訴（略式起訴を含む。）すらされ

ていないのであるから、却下となる開示請求文書は、当該条項にいう押収物はも

とより、訴訟に関する書類とはならないことから、非開示情報には該当しないも

のである。 

 

  ウ 諮問第５５２号について 

  （ア）審査請求書における主張 

     警視総監は、交通反則切符用行政処分原票（裏面）のみを開示するところ、裏

面が開示対象文書であるなら、その表面も当然に、開示対象文書となることはい
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うまでもない。すなわち、警視総監は、交通反則切符用行政処分原票（裏面）を

行政処分に係る文書として保有しているのであるから、その一部（裏面）のみを

開示するということは条例はもとより、個人情報保護制度を没却するもので、許

されないのである。従って、警視総監は、交通反則切符用行政処分原票の表面を

開示する義務を負うものなのである。 

 

  （イ）意見書における主張 

     警視総監は、「取締り原票」も刑事訴訟法53条の２第２項に規定する「訴訟に関

する書類に記録されている個人情報」に該当するという。しかしながら、同条項

とは、訴訟に関する書類及び押収物に記録されている個人情報を特定（除外）す

るところ、「取締り原票」とは、単に警視庁職員が行政処分を目的に作成するもの

であって、それを刑事事件の証拠物（訴訟資料）に引用（利用）するか否かは担

当検事（検察官）の裁量権に委ねられているところ、本件においては、起訴（略

式起訴を含む。）すらされていないのであるから、「取締り原票」は、当該条項に

いう押収物はもとより、訴訟に関する書類とはならないことから、非開示情報に

は該当しないものである。なお、警視総監は、表面の「取締り原票」と裏面の「交

通反則切符用行政処分原票」は別文書の性質を有しており、「取締り原票」は「訴

訟に関する書類に記録されている個人情報」に該当するというところ、その記載

内容及び性質をも明らかにしないことは理由付記の義務（理由不備）により、警

視総監は、「取締り原票」を開示する義務を負うものなのである。 

 

３ 審査請求書に対する実施機関の説明要旨 

 理由説明書及び口頭による説明における実施機関の主張を要約すると、以下のとおり

である。 

 

（１）諮問第５５０号について 

非開示とした警察職員の氏名及び印影は、開示請求者以外の個人に関する情報で、

特定の個人を識別することができるものであるため、条例16条２号本文に該当する。

非開示とした警察職員の氏名及び印影は、いずれも非管理職の警察職員に係るもので

あり、実施機関では、管理職である警察職員の氏名については、慣行として公にして
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いるが、その他の警察職員の氏名については、慣行として公にしていない。また、「係

（小隊）用切符交付簿」の被交付者欄に記載された警察職員の氏名は、あくまでも反

則切符の一時的な保管者であり、当該反則切符の告知者と必ずしも一致するとは限ら

ない。したがって、条例16条２号ただし書イには該当せず、その内容及び性質から同

号ただし書ロ及びハにも該当しない。 

また、開示することにより、当該職員又はその家族等が不法行為の対象となり、そ

の生命、身体及び財産が脅かされるなど、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩

序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため、条例16条４号にも該当する

ことから非開示とした。 

 

（２）諮問第５５１号について 

   刑事訴訟法に規定する「訴訟に関する書類」とは、被疑事件・被告事件に関して作

成され、又は取得された書類をいい、訴訟記録に限らず、不起訴記録、不提出記録も

「訴訟に関する書類」に含まれ、また、裁判所又は裁判官の保管している書類に限ら

ず、検察官・司法警察職員・弁護人その他の第三者の保管しているものも含む。 

   本件請求に係る保有個人情報は、刑事事件である道路交通法違反事件を処理するた

めに作成される書類に記録されるものであることから、刑事訴訟法53条の２第２項に

規定する「訴訟に関する書類に記録されている個人情報」に該当し、条例30条の２に

おいて条例第５章（保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等）の規定を適用

しないこととされている個人情報であるため、開示請求を却下した。 

 

（３）諮問第５５２号について 

   交通反則切符は、「交通反則告知書・免許証保管証（１枚目）」、「交通事件原票（２

枚目）」、「交通反則通告書（３枚目）」、「告知報告書・交通法令違反事件簿（４枚目）」、

「告知報告書・交通法令違反事件簿（５枚目）」、「取締り原票（６枚目）」から構成さ

れており、「交通反則切符用行政処分原票」は、「取締り原票」の裏面である。 

   「交通事件原票」は、刑事訴訟法53条の２第２項に規定する「訴訟に関する書類に

記録されている個人情報」に該当し、「交通事件原票」の内容が複写され、同一の内容

を有する「取締り原票」もまた、「訴訟に関する書類に記録されている個人情報」に該

当する。 
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   したがって、行政文書としての性質を有する「交通反則切符用行政処分原票」のみ

を開示した。 

 

４ 審査会の判断 

（１）審議の経過 

   審査会は、本件審査請求について、以下のように審議した。 

年 月 日 審 議 経 過 

平成２８年 ９月２３日 諮問（諮問第５５０号～第５５２号） 

平成２８年１２月１６日 
実施機関から理由説明書収受 

（諮問第５５０号～第５５２号） 

平成２８年１２月２０日 新規概要説明（第１０９回第三部会） 

平成２９年 １月１６日 
審査請求人から意見書収受 

（諮問第５５０号～第５５２号） 

平成２９年 １月２７日 実施機関から説明聴取（第１１０回第三部会） 

平成２９年 ２月２４日 審議（第１１１回第三部会） 

平成２９年 ６月 ５日 審議（第１１２回第三部会） 

 

（２）審査会の判断 

審査会は、審査請求の対象となった保有個人情報並びに実施機関及び審査請求人の

主張を具体的に検討した結果、以下のように判断する。 

 

ア 審議の併合について 

  諮問第５５０号、第５５１号及び第５５２号については、審査請求人が同一人で

あること及び審査請求の趣旨が同様であることから、審査会は、これらを併合して

審議することとした。 

  なお、諮問第５５２号に係る審査請求は、実施機関が行った開示決定について審

査請求人がその処分の取消しを求めたものであるが、その趣旨は、諮問第５５１号
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に係る審査請求と同様、開示請求却下決定において却下の対象とされた保有個人情

報の開示を求めるものであり、それ以外に開示の是非や保有個人情報の特定の妥当

性等についての審査を求めるものではないと認められることから、諮問第５５１号

及び第５５２号については、開示請求却下決定の妥当性についてのみ審議すること

とした。 

 

イ 道路交通法における反則行為の処理について 

    道路交通法（昭和35年法律第105号）に違反する行為については、刑事手続によ

る処理が原則とされる一方、同法違反事件の簡易迅速な処理を図るための特例とし

て、一定の反則行為については、刑事手続に先行して警視総監又は道府県警察本部

長が反則者に対して一定額の反則金の納付を通告し（同法127条）、違反者がこれに

応じて任意に反則金を納付した場合には、当該反則行為について公訴を提起しない

こととしている（同法128条）。また、通告に先立って行われる告知を受けた者が反

則金に相当する金額を仮納付した場合は、反則金を納付したのと同様の効果を生ず

ることとしている（同法129条）。 

    反則行為とは、同法第８章の罪に当たる行為のうち一定のものをいい、その種別

は政令で定めるものとされている（同法125条）。警察官は、反則行為を認めたとき

は、反則者に対し、反則行為となるべき事実の要旨及び種別並びに反則者が通告を

受けるための出頭の期日及び場所を書面で告知するものとされている（同法126条）。 

    審査請求人が記載した開示請求書において、「速度30未満」とされているのは、同

法22条及び118条１号で規定された最高速度超過の違反のうち、その超える速度が

25キロメートル毎時以上30キロメートル毎時未満の反則行為（道路交通法施行令

（昭和35年政令第270号）別表第６の６の項）を指すものと解される。 

 

ウ 交通反則切符について 

  実施機関で使用されている交通反則切符（以下「反則切符」という。）は、「警視

庁交通反則事件事務処理規程の運用について」（昭和46年11月25日通達甲（交．処．

指）第114号）において定められた以下の名称・内容をそれぞれ有する６枚一組の書

式である。 

（ア）１枚目 交通反則告知書・免許証保管証（以下「告知書」という。）は、反則切
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符を作成した警察官が反則者に交付するものである。 

（イ）２枚目 交通事件原票（以下「事件原票」という。）は、反則切符を作成した警

察官が警視総監への報告に用いるものであり、反則者が反則金を納付した場合は

警視庁交通部交通執行課交通反則通告所（以下「通告センター」という。）におい

て保管し、反則金の納付がない場合は事件記録として送致書に添付することとさ

れている。 

（ウ）３枚目 交通反則通告書（以下「通告書」という。）は、警視総監が反則者に対

し、反則金の納付を通告する場合に用いるものである。 

（エ）４・５枚目 告知報告書・交通法令違反事件簿（以下「告知報告書」という。）

は、事件の送致その他の経過を明らかにするものであり、４枚目は通告センター、

５枚目は事件処理の所属において保管するものである。 

（オ）６枚目 取締り原票は、行政処分・統計資料として、運転免許本部で活用する

ものであり、その裏面は、交通反則切符用行政処分原票となっている。 

  これら６枚一組は複写式になっており、１枚目の告知書に記入された事項は、２

枚目から６枚目までの表面にそれぞれ複写される。 

また、実施機関における係又は小隊内の反則切符の保管については、「警視庁交通

違反取締規程の運用について」（平成13年10月１日通達甲（交．執．執１）第11号）

において定められた別記様式第４号「係（小隊）用切符交付簿」を用いて、反則切

符の交付を受けた警察官（以下「被交付者」という。）の氏名及び交付月日を記載し、

被交付者から受領印を徴するなど交付状況を明らかにして、適正な保管に当たるこ

ととされている。 

 

エ 本件各諮問に係る対象保有個人情報及び非開示情報について 

（ア）諮問第５５０号に係る対象保有個人情報及び非開示情報について 

諮問第５５０号に係る審査請求の対象となった保有個人情報は、「係（小隊）用

切符交付簿（平成25年 警視庁第○方面交通機動隊第○中隊第○小隊）のうち、

切符番号○○○○○○○○に係る部分」（以下「本件対象保有個人情報１」という。）

である。 

     本件対象保有個人情報１には、係又は小隊で保管する反則切符の切符番号、交

付月日、被交付者の氏名及び受領印、審査責任者である警察官の確認印等が記載



 - 9 - 

され、また、備考欄には、当該反則切符による告知の対象となった反則者の氏名

として審査請求人の氏名が記載されている。 

     実施機関は、本件対象保有個人情報１のうち、警察職員の氏名及び印影（以下

「本件非開示情報」という。）が条例16条２号及び４号の非開示情報に該当すると

して、当該部分を非開示とする一部開示決定を行った。 

 

（イ）諮問第５５１号及び第５５２号に係る対象保有個人情報について 

     諮問第５５１号及び第５５２号に係る審査請求の対象となった保有個人情報は、

「平成25年〇月〇日を違反日とする速度30未満の取締りに係る一切の文書 免

許証番号○○○○○○○○○○○○ 警視庁管内 のうち、訴訟に関する書類」

（以下「本件対象保有個人情報２」という。）である。 

     審査請求人の反則行為に関して作成された反則切符の１枚目の告知書、２枚目

の事件原票、３枚目の通告書及びその他実施機関の職員が本件道路交通法違反事

件の証拠書類として作成した各種捜査書類は、事件記録として検察庁に送致され

ているため実施機関では保管しておらず、本件対象保有個人情報２に該当するの

は、実施機関において保管されていた反則切符４・５枚目の告知報告書、６枚目

の取締り原票及び送致された各種捜査書類の写しである。  

     実施機関は、本件対象保有個人情報２について、刑事訴訟法（昭和23年法律第

131号）53条の２第２項に規定する「訴訟に関する書類に記録されている個人情

報」に該当し、条例30条の２において条例第５章（保有個人情報の開示、訂正及

び利用停止の請求等）の規定を適用しないこととされている個人情報であるとし

て、開示請求を却下した。 

     なお、実施機関は、６枚目の取締り原票の裏面に記載された「交通反則切符用

行政処分原票（切符番号○○○○○○○○のもの）」については、行政文書として

の性質を有するものであるとして、その全部を開示する決定を行っている。 

 

オ 条例の定めについて 

    条例16条２号本文は、「開示請求者以外の個人に関する情報（第９号から第11号

までに関する情報及び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開示請求者以外の特定の
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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、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」を非開示情報として規定し

ている。また、同号ただし書において、「イ 法令等の規定により又は慣行として

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」、「ロ 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」、「ハ 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」のいずれかに該当する情報については、同号本文に該当する

ものであっても開示しなければならない旨規定している。 

条例16条４号は、「開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維

持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施

機関が認めることにつき相当の理由がある情報」を非開示情報として規定している。 

    条例30条の２は、「法律の規定により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）第４章の規定を適用しないとされている個人情報に

ついては、第５章の規定は適用しない。」と規定している。 

       

カ 本件対象保有個人情報１における本件非開示情報の非開示妥当性について 

  審査会が本件対象保有個人情報１における本件非開示情報を見分したところ、非

開示とされた部分には、管理職ではない警察職員の氏名及び印影が記載されており、

これらの情報は、開示請求者以外の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であると認められる。 

実施機関では、管理職である警察職員の氏名については慣行として公にしている

が、その他の警察職員の氏名については慣行として公にしていないとのことである。  

    また、審査請求人は、審査請求書において、交通違反の取締りを実施した警察職

員の氏名及び印影は、告知書に明記され反則者に交付されるものであるため、条例

16条２号ただし書イに該当する情報である旨を主張しているが、実施機関の説明に

よると、係（小隊）用切符交付簿に記載される氏名はあくまでも被交付者のもので

あり、被交付者以外の警察官が反則者に告知を行う場合があるため、告知書に記載
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される警察官の氏名と必ずしも一致するとは限らないとのことである。   

    したがって、本件非開示情報は条例16条２号ただし書イには該当せず、その内容

及び性質から同号ただし書ロ及びハにも該当しない。 

    以上のことから、本件非開示情報は条例16条２号に該当し、同条４号の該当性に

ついて判断するまでもなく、非開示が妥当である。 

 

  キ 本件対象保有個人情報２の開示請求却下の妥当性について 

    実施機関は、本件対象保有個人情報２は、刑事訴訟法53条の２第２項の「訴訟に

関する書類に記録されている個人情報」に該当し、開示請求等の規定が適用されな

いとして開示請求を却下していることから、審査会は、その妥当性について検討す

る。 

（ア）「訴訟に関する書類」の意義 

   刑事訴訟法53条の２第２項は、「訴訟に関する書類及び押収物に記録されてい

る個人情報については、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）第４章…の規定は、適用しない。」と規定している。 

     「訴訟に関する書類」とは、被疑事件・被告事件に関して作成され、又は取得

された書類であり、それらは、①刑事司法手続の一環である捜査・公判の過程に

おいて作成・取得されたものであり、捜査・公判に関する活動の適正確保は、司

法機関である裁判所により図られるべきであること、②刑事訴訟法47条により、

公判開廷前における訴訟に関する書類の公開を原則として禁止する一方、被告事

件終結後においては、同法53条及び刑事確定訴訟記録法（昭和62年法律第64号）

により、一定の場合を除いて何人にも訴訟記録の閲覧を認め、その閲覧を拒否さ

れた場合の不服申立てにつき準抗告の手続によることとされるなど、その取扱い、

開示・非開示の要件、開示手続等が自己完結的に定められていること、③これら

の書類は、類型的に秘密性が高く、その大部分が個人に関する情報であるととも

に、開示により犯罪捜査、公訴の維持その他の公共の安全と秩序の維持に支障を

及ぼすおそれが大きいものであること等から、行政機関の保有する個人情報の保

護に関する法律及び条例において保有個人情報の開示請求等の規定を適用しない

こととされたものと解される。 

     また、刑事訴訟法53条の２第２項は、適用除外の対象として「訴訟記録」では
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なく「訴訟に関する書類」と規定しているところ、刑事訴訟法47条が同じ文言に

より「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。」と

規定していることと対比すると、裁判所の保管している書類に限らず、不起訴記

録や不提出記録、送致前の書類など、検察官、司法警察職員、弁護人その他の第

三者の保管しているものも「訴訟に関する書類」に含まれるものと解される。 

さらに、「訴訟に関する書類」の写しについても、それが実質的に原本と同一の

内容を有するものである以上は、刑事訴訟法等の制度内における開示・非開示の

判断、開示手続等に服させることが適当であることから、同様に「訴訟に関する

書類」に含まれるものと解される。 

   

（イ）本件対象保有個人情報２の「訴訟に関する書類に記録されている個人情報」該

当性について 

     本件対象保有個人情報２に該当するのは、実施機関において保管されていた反

則切符４・５枚目の告知報告書、６枚目の取締り原票及び送致された各種捜査書

類の写しである。 

     審査会が告知報告書及び取締り原票について見分したところ、これらの書類に

は道路交通法違反事件の被疑者の特定及び犯罪事実の認定に係る内容が記載され

ているが、これらは反則切符を作成した警察官が１枚目の告知書に記入した内容

が複写されたものであり、その記載内容は、道路交通法違反事件の捜査書類とし

て検察庁に送致された事件原票等と同一のものであると認められる。告知報告書

は事件の送致その他の経過を明らかにするものとして、また、取締り原票は行政

処分・統計資料として、それぞれ実施機関で活用保管されるものではあるが、そ

れらの記載内容は、検察庁に送致される書類の内容と密接不可分であると認めら

れることから、刑事訴訟法53条の２第２項に規定する「訴訟に関する書類に記録

されている個人情報」に該当し、条例30条の２に基づき、開示請求等の規定は適

用されないものと解される。 

     また、送致された各種捜査書類の写しについても、その記載内容は実質的に原

本と同一であると認められることから、「訴訟に関する書類に記録されている個人

情報」に該当し、開示請求等の規定は適用されないものと解される。 

     なお、審査請求人は、意見書において、本件道路交通法違反事件は検察庁に送
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致された後、不起訴になったのであるから、本件対象保有個人情報２は「訴訟に

関する書類に記録されている個人情報」に該当しない旨を主張しているが、上記

（ア）で述べたとおり、「訴訟に関する書類」には不起訴記録も含まれるものと解

されることから、審査請求人の当該主張は採用することはできない。 

     さらに、審査請求人は、審査請求書において、平成28年６月13日付け保有個人

情報開示請求却下通知書（以下「本件却下通知書」という。）には、保有個人情報

の内容を特定することなく単に「訴訟に関する書類」と記載されているのみであ

り、理由付記における文書の特定に欠缺がある旨を主張している。 

     しかしながら、審査会が本件却下通知書を見分したところ、開示請求却下の理

由として刑事訴訟法53条の２第２項に定める「訴訟に関する書類に記録されてい

る個人情報」に該当し、開示請求等の規定を適用しないこととされている個人情

報であることが記載されており、道路交通法違反事件に係る犯罪事実の認定等に

関する内容が記録された文書が特定されたことは明らかであると認められる。 

したがって、本件却下通知書の記載には、不備があるとは認められない。 

 

    以上のことから、本件対象保有個人情報２を開示請求等の規定を適用しないとさ

れている個人情報に該当することを理由として開示請求を却下した実施機関の決定

は、妥当である。 

      

   なお、審査請求人は、審査請求書及び意見書においてその他種々の主張をしている

が、これらはいずれも審査会の判断を左右するものではない。  

 

よって、「１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

 

（答申に関与した委員の氏名） 

久保内 卓亞、木村 光江、寳金 敏明、山田 洋 

 


