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別紙 

諮問第１０３１号、第１０３６号 

 

答   申 

 

１ 審査会の結論 

「都立病院における不在者投票の実施に係る文書」を開示とした決定は、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、東京都情報公開条例（平成11年東京都条例第５号。以下「条

例」という。）に基づき、審査請求人が行った別表１に掲げる本件開示請求１及び２

に対し、東京都知事が平成28年７月15日付けでそれぞれ行った開示決定について、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 開示決定処分を取り消して、対象情報をさらに特定し、請求した情報を全部開示

する、との決定を求める。 

なぜなら、情報の探索が不十分であるか、対象情報を解釈上の不存在と判断する

ことが違法であるか、対象情報を情報公開の対象外であると判断することが違法で

あるからである。 

 

イ 補正の依頼らしき旨の電話連絡を受けたが、文書の特定を何ら了承していない。

本件審査請求の趣旨は、徹頭徹尾、対象文書が他にあるのではないかということで

ある。 

 

ウ 行政に都合の悪い情報を記載した文書を原処分時にあえて特定せず隠ぺいした



  - 2 - 

場合に、文書の特定が妥当ということにされてしまい、文書の特定という点で行政

不服審査制度により争うことができなくなってしまう。 

 

エ 都立病院は、入院患者自身が実際に記載した文書を何ら保有していないのだろう

か。また、不在者投票だけではなく、一時退院して投票場に行く場合の文書等も特

定されていない。これは、都立病院に入院している患者が何ら投票を行えていない

ことの証左であり、重大な人権侵害である。それを隠ぺいするために、このような

措置をしているおそれがある。 

 

３ 審査請求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。 

 

審査請求人による開示請求の内容は、精神病床を持つ都立病院全てにおける、全ての

年度の参議院議員選挙に関する情報である。 

本件処分に当たっては、請求人が記載した「開示請求に係る公文書の件名又は内容」

が「…情報一切。」「上記に類する文書等々、とにかく全て。」と包括的であったため、

対象公文書を特定できないことから、条例６条２項の規定及び東京都情報公開事務取扱

要綱（平成11年12月27日付11政都情第389号。以下「事務取扱要綱」という。）第３の２

（３）の規定に則り、審査請求人に確認を行い、請求内容を「（１）平成25年７月21日

に実施した第23回参議院議員選挙に係る都立病院における不在者投票の実施に関する

文書」及び「（２）平成28年７月10日に実施した第24回参議院議員選挙に係る都立病院

における不在者投票の実施に関する文書」とする旨の了承を得たところである。 

これらの経緯を踏まえ、実施機関では、開示請求１及び２に対し、第23回参議院議員

選挙（平成25年７月21日実施）及び第24回参議院議員選挙（平成28年７月10日実施）に

係る都立病院不在者投票の実施に関する公文書を特定し、別表２に掲げる対象公文書１

から８までを条例11条１項の規定により全部開示とした。 

 

４ 審査会の判断 

（１）審議の経過 



  - 3 - 

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１４日 諮問（諮問第１０３１号、第１０３６号） 

平成２８年１１月２１日 
新規概要説明（第１７４回第二部会） 

（諮問第１０３１号、第１０３６号） 

平成２８年１２月 ６日 
実施機関から理由説明書収受 

（諮問第１０３１号、第１０３６号） 

平成２８年１２月１６日 
審査請求人から意見書収受 

（諮問第１０３１号、第１０３６号） 

平成２８年１２月１９日 
実施機関から説明聴取（第１７５回第二部会） 

（諮問第１０３１号、第１０３６号） 

平成２９年 １月３０日 
審議（第１７６回第二部会） 

（諮問第１０３１号、第１０３６号） 

平成２９年 ３月 ２日 
審議（第１７７回第二部会） 

（諮問第１０３１号、第１０３６号） 

平成２９年 ５月２９日 
審議（第１７８回第二部会） 

（諮問第１０３１号、第１０３６号） 

平成２９年 ６月２９日 
審議（第１７９回第二部会） 

（諮問第１０３１号、第１０３６号） 

 

（２）審査会の判断 

審査会は、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１０３１号及び第１０３６号については、審査請求人が同一であること及

び審査請求の趣旨が関連するものであることから、審査会は、これらを併合して審

議することとした。 
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イ 指定病院等における不在者投票について 

公職選挙法（昭和25年４月15日法律第100号）48条の２第１項３号により、不在

者投票のできる指定病院等に入院している者などは、その施設内で不在者投票を行

うことができる。 

不在者投票の流れは、指定病院等において、入院している選挙人に対して投票希

望調査を行い、次に各区市町村の選挙管理委員会へ投票を希望した選挙人の投票用

紙を請求する。その後、不在者投票の実施日に選挙人が投票用紙に記入をし、各病

院から各区市町村の選挙管理委員会へ投票用紙を返送するというものである。 

 

ウ 本件開示請求及び本件対象公文書について 

本件審査請求に係る開示請求は、別表１に掲げる本件開示請求１及び本件開示請

求２であり、実施機関は、本件開示請求１に対し、別表２に掲げる本件対象公文書

１から８までを対象公文書として特定し、また、本件開示請求２に対し、同表に掲

げる本件対象公文書５から８までを対象公文書として特定し、その全部について開

示決定を行った。 

 

エ 審査会の審議事項について 

審査請求人は、審査請求書における審査請求の趣旨について、対象情報をさらに

特定し、請求した情報を全部開示するとの決定を求める旨主張し、意見書において

は、文書の特定を何ら了承していない旨を述べており、実施機関の対象公文書の特

定が不十分である旨主張しているものと認められる。 

そこで、審査会は、本件開示請求１及び２に係る対象公文書の特定の妥当性につ

いて判断する。 

 

オ 対象公文書の特定の妥当性について 

（ア）本件開示請求１及び２に係る開示請求書に記載された請求内容について 

条例６条において、開示の請求は、「開示請求に係る公文書を特定するため

に必要な事項」を明らかにして行わなければならない旨規定されており、これ

は、開示請求の対象となる公文書の特定を開示請求に付随して開示請求者が行
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うべき旨定めたものと解される。 

また、「東京都情報公開条例の施行について（通達）」（平成11年12月20日

付11政都情第366号）第６条関係（公文書の開示の請求方法）においては、開

示請求者が公文書の件名を明記することができない場合には、開示請求を受け

た実施機関が合理的な努力をすることにより公文書を特定することができる

程度に請求内容が記載されている必要があるとされている。 

審査会が本件開示請求１及び２に係る開示請求書の記載を確認したところ、

審査請求人が「開示請求に係る公文書の件名又は内容」欄に記載した内容は、

「…情報一切。…」、「…、上記に類する文書等々、とにかく全て。…」等と

包括的であり、当該記載内容から対象公文書を特定することは極めて困難であ

ることが認められた。 

（イ）本件開示請求１及び２に係る補正の手続とその経過について 

実施機関の説明によると、本件開示請求１及び２は、その内容が広範かつ包

括的であるため、この内容からは実施機関として対象公文書を特定できないこ

とから、本件開示請求１及び２を受け付けた都度、審査請求人に対し電話連絡

により請求の趣旨等について確認を行ったとのことであり、その結果、請求の

趣旨が「不在者投票が正当に実施されているか」であったことから、対象公文

書として、精神科病床を持つ広尾病院、墨東病院、多摩総合医療センター、松

沢病院の各病院が保有する「（１）平成25年７月21日に実施した第23回参議院

議員選挙に係る都立病院における不在者投票の実施に関する文書、（２）平成

28年７月10日に実施した第24回参議院議員選挙に係る都立病院における不在

者投票の実施に関する文書」と補正する旨を伝え、審査請求人から了承を得た

と主張する。 

一方で、審査請求人は何ら了承していないと意見書で主張しており、双方の

主張は異なっている。しかしながら、実施機関から開示請求者である審査請求

人に対し二回にわたり電話連絡を行い、請求の趣旨を問い合わせたことについ

ては審査請求人も認めており、請求の趣旨等について確認するために補正を依

頼した事実は認められるところである。 

開示請求の補正については、実施機関が理由説明書で事務取扱要綱に基づい

て行った旨主張しており、同要綱中には「開示請求者が当該期間内に補正に応
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じないとき…は、請求を拒否する決定を行う。」と規定されていることからす

ると、仮に審査請求人の主張のとおり、審査請求人が補正の依頼に応じず、補

正が完了していないのであれば、実施機関は対象公文書が特定できないことを

理由として開示請求を却下したはずであることから、審査請求人から了承を得

て特定を行ったという実施機関の主張に不合理かつ不自然な点はない。 

少なくとも、本件開示請求１及び２に係る開示請求書の記載からは、客観的

に見て、審査請求人が意見書で主張する「入院患者自身が実際に記載した文書」

「不在者投票だけではなく、一時退院して投票場に行く場合の文書等」の公文

書を特定することはできないものと認められることから、本件対象公文書１か

ら８まで以外の公文書を開示請求の対象として特定すべきとする審査請求人

の主張は採用できない。 

（ウ）上記（イ）による補正に基づく本件対象公文書の特定について 

審査会が実施機関に確認したところ、不在者投票の実施に関し、各病院にお

いて作成及び取得し、不在者投票後においても実施機関が保有している文書は

対象公文書１から８まで以外に存在せず、不在者投票の実施に係る文書の保存

年限は５年であるため、平成25年及び平成28年に実施された参議院議員選挙に

ついて、対象公文書として特定したとのことである。 

また、審査会が本件対象公文書１から８までを見分したところ、各病院にお

いて不在者投票が実施されていることを確認することができる内容が記載さ

れていることが認められた。 

 

以上のことから、本件対象公文書を本件開示請求に係る公文書として特定し、そ

の全部を開示するとした実施機関の決定は妥当である。 

 

なお、審議の過程で、本件対象公文書のほかに各区市町村の選挙管理委員会との

間における不在者投票用紙の請求・送付等に係る事務手続に関する起案文書を実施

機関が保有していることが判明したが、審査会が見分したところ、当該公文書は本

件開示請求１及び２に係る文書とは認められなかった。 

しかしながら、本件審査請求人が対象公文書の特定が不十分である旨主張して審

査請求を行っている本件の経過を踏まえると、審査請求人が希望した場合に開示請
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求を行えるよう、上記公文書の件名については情報提供を行うことが望ましい。 

 

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） 

吉戒 修一、寺田 麻佑、野口 貴公美、森 亮二 
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別表１ 本件開示請求 

本件開示請求 

１ 

精神病床を持つ都立病院全てにおける参議院議員選挙に関する情報一切。全ての

年度で。たとえば、起案、議事録・会議報告書、プレスリリース、患者さんやそ

の家族からの文書、患者さんやその家族からのへの文書、選挙管理委員会への文

書、選挙管理委員会からの文書、選挙関係の職員の選定、礼金の有無や金額、交

通費や宿泊費や旅費、食糧費、地方公務員法第38条および35条に規定される文書

及び国家公務員法等でそれらに相当する文書、贈与等報告書、アンケート、チラ

シ広告およびインターネット上の告知の印刷・設置・配布、新聞や雑誌への広報、

広報誌、電話またはその他でのメモ、配布資料、レジュメ、写真、映像、音声、

原稿、電子メール、ＦＡＸ、投票数、期日前投票数、帰宅して投票する人数、職

員側の投票数、その他の投票、投票率、選挙運動、選挙ポスター、投票運動、上

記に類する文書等々、とにかく全て。ひろく解釈して特定ください。請求した情

報を全部であれ一部であれ廃棄した場合には、当該情報は廃棄したということを

示す情報も全て開示請求の対象に含めます。そして、いかなる決定であれ、当該

情報の保存期間および保存期間の変更および保存期間に関する分類等および保

存期間に関する分類等の変更等々を示す情報も全て開示請求の対象に含めます。

なお、非開示・部分開示・不存在・存否応答拒否・適用除外については、全てそ

の通知が必要です。また、事案の移送もお願いいたします。 

２ 

精神病床を持つ都立病院全てにおける参議院議員選挙に関する情報一切。ただ

し、平成28年度に限る。たとえば、起案、議事録・会議報告書、プレスリリース、

患者さんやその家族からの文書、患者さんやその家族からのへの文書、選挙管理

委員会への文書、選挙管理委員会からの文書、選挙関係の職員の選定、礼金の有

無や金額、交通費や宿泊費や旅費、食糧費、地方公務員法第38条及び35条に規定

される文書及び国家公務員法等でそれらに相当する文書、贈与等報告書、アン

ケート、チラシ広告およびインターネット上の告知の印刷・設置・配布、新聞や

雑誌への広報、広報誌、電話またはその他でのメモ、配布資料、レジュメ、写真、

映像、音声、原稿、電子メール、ＦＡＸ、投票数、期日前投票数、帰宅して投票

する人数、職員側の投票数、その他の投票、投票率、選挙運動、選挙ポスター、
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投票運動、選挙結果に関する文書、上記の添付文書、上記の関連文書。上記に類

する文書等々、とにかく全て。ひろく解釈して特定ください。請求した情報を全

部であれ一部であれ廃棄した場合には、当該情報は廃棄したということを示す情

報も全て開示請求の対象に含めます。そして、いかなる決定であれ、当該情報の

保存期間および保存期間の変更および保存期間に関する分類等および保存期間

に関する変更等々を示す情報も全て開示請求の対象に含めます。なお、非開示・

部分開示・不存在・存否応答拒否・適用除外については、全てその通知が必要で

す。また、事案の移送もお願いいたします 

 

別表２ 本件対象公文書 

本件 

開示請求 

（別表１） 

本件対象公文書 

１ 

１ 
平成25年７月１日決定25広病庶第677号「第23回 参議院議員選挙

に係る不在者投票の実施について」 

２ 墨東病院における参議院議員選挙不在者投票の実施について 

３ 
平成25年７月３日付事務連絡「（参議院議員選挙）不在者投票の実

施について」 

４ 
平成25年６月25日付事務連絡「不在者投票実施にかかる事務作業へ

の協力依頼について（参議院議員通常選挙）」 

１及び２ 

５ 
平成28年６月25日決定25広病庶第931号「第24回 参議院議員選挙

に係る不在者投票の実施について」 

６ 
平成 28 年６月 20 日付事務連絡「第 24 回参議院議員通常選挙に係

る不在者投票の実施について」 

７ 
平成 28 年６月 23 日付事務連絡「（第 24 回参議院議員通常選挙）不

在者投票の実施について」 

８ 
平成 28 年６月６日決定 28 松病庶第 617 号「不在者投票の実施につ

いて（参議院議員選挙）」 

 


