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別紙 

諮問第５５５号 

 

答   申 

 

１ 審査会の結論 

「保護日誌」ほか１件を一部開示とした決定は、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○年○月○

日から平成○年○月○日までの間、○○一時保護所に入所した○○の全記録」の開

示請求に対し、東京都知事が平成28年４月１日付けで行った一部開示決定について、

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 審査請求書 

（ア）趣旨 

一部非開示となった部分の開示を求める。ただし、次に掲げる部分は除く。 

ａ 開示請求者以外の特定の個人に関する情報であることが事実であって、条

例16条２号の正当な適用である部分 

ｂ 一時保護所の所在地や本所に保護されている児童の活動場所が（一時保護

所屋外の所庭・運動場・近隣公園及び施設等に限り）特定される、又は明ら

かになるおそれがある情報の部分 

ｃ 非開示となった「動向記録」の「様式名」の部分 

なお、ａ・ｂに該当する情報が含まれていた場合であっても、条例17条１
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項及び２項に基づき、かかる記述部分を除いた上での開示を求める。 

 

（イ）理由 

非開示部分の非開示理由をかかる法令適用とした判断・行使について、正当

性を見出せない。職員からの説明のうち、前記ｂの理由は理解できたが、法令

適用の正当性について理解したのではなく、東京都児童相談所の「事情」と

「実態」を理解したに過ぎない。児童福祉法に依拠するものでも、厚生労働省

の手引・運営指針に準拠するものでもない。非開示判断に不服は残るが、開示

請求の意図又は必要とする情報ではないことから、議論の必要なしとして除外

した（ｃの部分も含む。）。 

以下に具体的理由及び審査請求人の意見を述べる。 

 

ａ 「保護日誌」の「保護理由欄」について 

（ａ）非開示が条例16条６号によるものとしているが、「子ども虐待対応の手

引き」では、一時保護の理由は保護者にも子供にも説明を行わなければな

らないとされており、当然の説明事項である。 

 

（ｂ）もう一方の非開示理由である条例16条８号は、未成年者と法定代理人と

の利益が相反する場合を非開示とすることを定めたものであり、例えば法

定代理人による虐待を受けた子供の心情の記録等である。本件緊急一時保

護は審査請求人自身が、虐待事実通告を学校でするよう子供へ指示した不

測の結果であり、経緯を踏まえて検証すれば、審査請求人と子供との間に

利益が相反することはない。 

また、「日誌」という特性や黒塗りスペースを考えると、ここには心情

等の記述はないと考える。 

 

ｂ 「保護日誌」平成○年○月○日、平成○年○月○日の「心理欄」について 

（ａ）○月○日は心理テスト○○、○月○日は知能検査○○を行った事実（そ

れを行った児童心理司の証言により）と合致するが、「児童相談所運営指

針」では、「心理診断を実施する場合、子供や保護者にその必要性を説明
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し、了解を得て行うよう配慮する」とされているが、子供や保護者への説

明・了解もなく実施していた。 

緊急一時保護から20日間も経た平成○年○月○日になって初めて、審査

請求人は保護理由や目的等の概要を聞いたが、この時点で既に事後説明で

ある。心理診断を実施した事実を審査請求人が知ったのは、○月○日であ

る。 

 

（ｂ）「子ども虐待対応の手引き」「児童相談所運営指針」に準拠していない

不適正な一時保護業務をさらに継続させるべく、同件を非開示とすること

は、条例16条６号の適用に値せず、同条の趣旨に反する。 

 

（ｃ）「保護日誌」に判定や評価が記されるとは、ａで述べたと同様考えられ

ない。 

 

ｃ 「動向記録」平成○年○月○日、平成○年○月○日、○月○日、○月○日

の全面について 

（ａ）「件名」は本児童によって起こった出来事、「内容 状況 職員の立ち

位置等」はその出来事の詳細・児童の状況・関与した職員の対応状況、

「今後の対応」は個別生活処遇に限定した本児童への対応か、本児童への

全般的な対応か、一時保護所の全般的な対応、「個別生活の場所」は本児

童が個別生活をした場所、と推測するが、このような個人情報を開示する

ことで適正な業務遂行に支障を来すなど、理解できない。 

 

（ｂ）個別生活の場所は、一時保護所の屋内であったことが本児童の話から限

定でき、一時保護所の所在地や活動場所などの秘匿とする内部事情上の運

営を侵害するものではない。 

 

（ｃ）条例16条６号に定める「支障を及ぼすおそれ」とは何か。想定不能な単

なる抽象的な可能性にとどまらず、一時保護所で行われている個別生活を

開示することの支障、法的保護に値する負の蓋然性を明確にすべきである。 
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（ｄ）手書き部分において、訂正が加わったのではないかと疑念が拭いきれな

いので、審査を求めたい。 

 

ｄ その他「保護日誌」の非開示部分 

ａ～ｃ同様、条例16条６号を非開示とする正当性に疑念があり、容認でき

ない。 

 

（ウ）補足 

ａ 審査請求趣旨に記した開示を求めないとした、（ア）ｂの部分について 

（ａ）「子ども虐待対応の手引き」や「児童相談所運営指針」では、一時保護

所の住所等を明らかにしないことは原則ではないことが明確であるが、東

京都の一時保護所では、もともと秘匿していると聞いている。児童が既に

退所している場合、「連れ戻し」等が発生するものではなく、不適正な法

解釈の置き換えがある。 

 

（ｂ）審査請求人の子供に不利益が及ばなくとも、現在入所中の他児童等に影

響が及ぶという事情は理解できたこと、審査請求人の意図は一時保護所の

所在地を知ることではないため、この点は受容することとした。 

 

ｂ 開示請求に至った経緯について 

（ａ）一時保護所での約３か月間の生活状況や本人の心情、受けた処遇や対応

等について、本人情報がどのように記録され保有されているか知るべく開

示請求を行った。 

 

（ｂ）子が退所後に語った一時保護所での出来事を聞き決意したものであるが、

子の全身の肌荒れや体力低下、身体的成長や勉学の停滞から、所での生活

に疑問を抱いたことも付随している。 

 

（ｃ）客観的に捉えるため、第三者が記録保有している情報を取得すべきと判

断した。 



 

- 5 - 

 

（ｄ）担当の児童福祉司は「一時保護所での生活は多大なストレスがかかる。

それにどう対応できるかも児童の行動観察の一環である。」と発言してお

り、それだけ子の権利や尊厳を犠牲にしてまで得られたものとは何かを考

察すると同時に、一時保護所での子の行動等に審査請求人のこれまでの養

育の影響があるとするなら、親子関係の構築のヒントとなり得る等、親子

にとって利益に資する。 

 

（ｅ）本来、一時保護所と保護者との橋渡し的役割を担うのは児童福祉司であ

るまいかと思い、本人が記した日記等について尋ねたこともあるが、回答

が十分ではなかったため、児童相談所から情報を得るのは無理と判断し、

開示請求の手段を採った。 

 

ｃ 審査請求に至った経緯について 

（ａ）「知る権利」の阻害と思われるため、その権利行使の二次的手段である。 

 

（ｂ）ある児童福祉司による、一時保護所を秘匿する理由についての例えに審

査請求人は驚愕しており、一時保護所内で発生した出来事さえも同様の扱

いをされることを懸念した。 

 

（ｃ）都民も「知る権利」を濫用してはならないが、実施機関も非開示要件を

濫用してはならない。「知る権利」を尊重してもなお非開示とするには

「適正な業務遂行に支障を来す」場合であり、実施機関の主観的思惑や業

務遂行に関係のない事情や都合であってはならない。 

 

イ 意見書 

（ア）請求人は、本意見書において、非開示が不適切な業務を助長する一因ともな

り得るということを改めて主張したい。口頭でも説明せず文書でも黒塗り、難

攻不落の砦に守られた機関を連想させるものである。申し分のない機関運営で

あれば、審査請求人は安心し子供を託すことができるだろうが、実態はそうで
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はない。 

児童相談所の業務を明らかにすることは、適正な業務の遂行に支障を来すで

はなく、不適切な業務（全てが不適切という訳ではない）の隠蔽と資質向上の

停滞となり得る。 

 

（イ）理由説明書によると、本人の既知の内容と文書の内容が違うことで「保護者

に混乱や動揺を招き」とあるが、これも不思議な理由である。本人の受けた情

報はこうであるのに、個人情報の文書は黒塗りこそが「混乱や動揺」を生じ、

一体彼らは何を行ったというのかという不信感は、信頼関係を十分に損なうも

のである。内部情報の方がもっと意図に近いはずで、保護者に伝えたものは建

前であったのか、と思わざるを得ない。 

 

（ウ）請求人がもっとも審査を求めたいのは動向記録である。個別生活中の子供の

様子、反省文を書くことで振り返りと自己解決ができたのか否か、パーテーシ

ョンを用い周囲の空間から隔離することや、延々読書することで子供は落ち着

き穏やかになることができたのか、保護者としては是非とも参考にしたいもの

である。 

 

（エ）保護所での行動観察等は、職員の業務のための業務で終わってよいのか。そ

の児童の援助方針、例えば家庭復帰か施設入所か等の策定はできたかもしれな

いが、児童の行動観察や診断等の結果は養育者が把握参考とし、日々の養育の

中でいかされる、それが真の支援、継続的な支援、継続的な子供の福祉を図る

取組ではないのか。 

子供に人権・権利侵害等多大な代償を払わせただけの一過的な支援で終わる

ことなく、東京都の援助過程の全体的な取組も踏まえて、条例16条６号が妥当

かどうかを審理されたい。 

実施機関は、「明らかにすることは適正な業務に支障を来す」旨の曖昧な理

由を主張するが、それについてもさらに言及されたい。法的保護に値する蓋然

性が認められなければならないが、それがどういうことを指すか、である。 
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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。 

 

（１）保護日誌及び動向記録について 

児童相談所運営指針（平成２年厚生省通知。以下「児相運営指針」という。）に

は、「担当者は、援助指針を定めるため、一時保護した子どもの全生活場面につい

て行動観察を行う。その場合種々の生活場面の行動を観察し、定期的に他の職員と

観察結果の比較検討をする等して、総合的な行動観察を行う。」と記載されている。 

保護日誌は、総合的な行動観察を行うとの目的を達成するために、各一時保護所

において様式を作成し、入所児童の状況や行動観察の内容等について記録するもの

である。 

動向記録は、上記目的を達成するために、入所児童の一時保護所内での動向につ

いて、職員間での情報伝達・共有のために、本件一時保護所が独自に作成している。 

 

（２）保護日誌の非開示部分について 

ア 本件非開示情報１について 

別表に掲げる本件非開示情報１には、保護した当日に一時保護所が担当の児童

相談所から得た情報に基づき一時保護所の判断で記載した保護理由が記載されて

いる。 

児相運営指針５章２節１（１）ウに、「一時保護の決定に当たっては、子ども

や保護者に一時保護の理由、目的、期間、入所中の生活、一時保護中の児童相談

所長の権限等について、また、保護者に２か月を超えて引き続き一時保護を行う

場合の手続等について説明し、同意を得て行うことが望ましいが、緊急保護の場

合等子供を放置することがその福祉を害すると認められる場合にはこの限りでは

ない。」と定められている。 

当該ケースは、緊急保護のため、保護した後に、児童相談所から保護者に保護

理由を説明しているが、児童相談所が保護者に説明した保護理由と一時保護所が

児童相談所から得た情報を基に記載している保護日誌の「保護理由」欄の内容が

必ずしも合致しているとは言えず、保護者の既知の情報とは言えない。 
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また、児童に対しても児童相談所が説明を行っているが、一般的に児童相談所

から児童への説明は、児童の心理状況などに配慮して、分かりやすい言葉で説明

している。 

このような状況で、一時保護所が保護理由を開示することにより、児童相談所

が児童及び保護者へ行った保護理由の説明との間に表現や意味合いの違いが生じ

ることで児童及び保護者に混乱や動揺を招き、関係者との信頼関係が損なわれる

おそれがある。 

このため、本件非開示情報１は、児童相談所等の評価・判断に関する情報又は

児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することで、相談援助の

方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業

務の遂行に支障が生じるおそれがある。 

よって、条例16条６号に該当すると判断し、非開示とした。 

 

イ 本件非開示情報２について 

別表に掲げる本件非開示情報２には、児童相談所の児童心理司が行った心理診

断に必要なアセスメントの技法が記載されている。 

児童相談所は、社会診断、心理診断、医学診断、一時保護部門の行動観察等を

基に、総合診断を行い、個々の子供に対する援助指針を作成する。 

このうち、心理診断は、児童相談所の児童心理司が心理学的諸検査や面接、観

察等を通じて子供の人格全体の評価及び家族の心理学的評価を行い、子供の能力

や適性の程度、問題の心理学的意味、心理的葛藤や適応機制の具体的内容、家族

の人間関係等について解明するものである。 

心理診断に当たっては、子供の一人ひとりの主訴や成育歴等を踏まえ、個別の

心理的課題に応じて、ケースごとに必要な検査やケアの技法を組み立てて心理ア

セスメントを行っている。 

児相運営指針１章２節２（１）に、「援助指針の策定に際しては、児童相談所

の方針を子ども及びその保護者並びに、必要に応じて祖父母等の親族に伝え、そ

の意向を聴取するとともに、その策定過程においても、可能な限り子ども及びそ

の保護者等（祖父母等の親族を含む）と協議を行うなど、これらの者の参加を得

ることが望ましい。」と定められている。 
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児童相談所は、心理アセスメント結果を基に、子供本人や保護者へ、問題の見

立て、必要なケア、可能な援助などについて適宜伝えているが、具体的なアセス

メントの技法については、個々のケースごとに児童相談所が検査やケア技法の組

み立てを判断していることから、個別性が高いため、必ずしも伝えているわけで

はない。 

また、児童相談所が保護者に説明した内容から想定する心理診断と一時保護所

が児童相談所から得た情報を基に記載している保護日誌の「心理」欄の内容が必

ずしも合致しているとは言えず、保護者の既知の情報とは言えない。 

このような状況で、一時保護所が児童及び保護者に対し具体的な心理診断に必

要なアセスメントの技法名を開示することにより、かえって児童及び保護者の混

乱や動揺を招き、関係者との信頼関係が損なわれるおそれがある。 

このため、本件非開示情報２は、児童相談所等の評価・判断に関する情報又は

児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することで、相談援助の

方針が明らかになり、又は関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業

務の遂行に支障が生じるおそれがある。 

よって、条例16条６号に該当すると判断し、非開示とした。 

 

ウ 本件非開示情報３について 

別表に掲げる本件非開示情報３には、一時保護所職員の所見を基に、児童の生

活における問題のあった言動やそれに対して職員が行った生活指導や支援のほか、

児童が様々な言動に至った心情の動き等について記載されている。 

当該情報を開示することで、今後、職員が、児童の行動観察に資する言動や感

情等を記載することに消極的になることが考えられ、記録内容が形骸化すること

により、行動観察について適切な判断が行えなくなるなど、一時保護業務の適正

な遂行に支障が生じるおそれがある。 

よって、条例16条６号に該当し、非開示とした。 

 

エ 本件非開示情報４について 

（ア）別表に掲げる本件非開示情報４には、開示請求者以外の個人に関する情報が含

まれている。一時保護所では、児童の個人情報を保護するため、児童間では名字
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を伏せて生活しており、当該情報を開示することで、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。 

よって、条例16条２号に該当し、非開示とした。 

 

（イ）本件非開示情報４には、開示請求者以外の児童の氏名や、一時保護所職員の所

見を基にして児童の生活における問題のあった言動やそれに対する職員の生活指

導や支援のほか児童が様々な言動に至った心情の動き等について記載されており、

当該情報が明らかになってしまうことで、関係者との信頼関係が損なわれるとと

もに、今後、職員が、児童の行動観察に資する言動や感情等を記載することに消

極的になることが考えられ、記録内容が形骸化することにより、行動観察につい

て適切な判断が行えなくなるなど、一時保護業務の適正な遂行に支障が生じるお

それがある。 

また、本開示請求が入所していた児童ではなく法定代理人からの請求であり、

当該情報が明らかになってしまうことで、入所している他の児童及びその保護者

が実施機関に対して不信感を抱き、今後の一時保護業務の遂行に支障が生じるお

それもある。 

よって、条例16条６号に該当し、非開示とした。 

 

オ 本件非開示情報５について 

（ア）別表に掲げる本件非開示情報５は、前記エ（ア）と同様の理由により、条例16

条２号に該当し、非開示とした。 

 

（イ）本件非開示情報５には、開示請求者以外の児童の氏名が記載されており、本開

示請求が入所していた児童ではなく法定代理人からの請求であることから、当該

情報が明らかになってしまうことで、入所している他の児童及びその保護者が実

施機関に対して不信感を抱き、今後の一時保護業務の遂行に支障が生じるおそれ

がある。 

よって、条例16条６号にも該当することを、審査会への諮問に当たって追加す

る。 
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（３）動向記録の非開示部分について 

ア 本件非開示情報６について 

別表に掲げる本件非開示情報６には、一時保護所の行動観察において重要な評

価点が記載されている。 

動向記録の様式には、事案ごとに児童の動向やその動向に至るまでの児童の言

動や心情等をあらゆる角度から分析・評価し記載するとともに、それらを踏まえ

た今後の対応策等について記載している。 

当該情報を開示することで、今後、職員が、児童の動向について分析・評価等

を記録することに消極的になることが考えられ、記録内容が形骸化することによ

り、行動観察について適切な判断が行えなくなるなど、一時保護業務の適正な遂

行に支障が生じるおそれがある。 

よって、条例16条６号に該当すると判断し、非開示とした。 

 

イ 本件非開示情報７について 

（ア）別表に掲げる本件非開示情報７は、前記（２）エ（ア）と同様の理由により、

条例16条２号に該当し、非開示とした。 

 

（イ）本件非開示情報７は、前記（２）オ（イ）と同様の理由により、条例16条６号

にも該当することを、審査会への諮問に当たって追加する。 

 

ウ 本件非開示情報８及び９について 

別表に掲げる本件非開示情報８及び９には、開示請求者以外の個人に関する情

報が含まれている。本件非開示情報８について、前記（２）エ（ア）と同様の理

由により、条例16条２号に該当し、非開示としたものであり、本件非開示情報９

についても、前記（２）エ（ア）と同様の理由により、条例16条２号に該当する

ことを、審査会への諮問に当たって追加する。 

また、動向記録の様式には、事案ごとに児童の動向やその動向に至るまでの児

童の言動や心情等をあらゆる角度から分析・評価し記載するとともに、それらを

踏まえた今後の対応策等について記載している。 

本件非開示情報８及び９には、一時保護所の行動観察において重要な評価点が
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記載されているとともに、開示することで、今後、職員が、児童の動向について

分析・評価等を記録することに消極的になることが考えられ、記録内容が形骸化

することにより、行動観察について適切な判断が行えなくなるなど、一時保護業

務の適正な遂行に支障が生じるおそれがある。 

よって、条例16条６号に該当すると判断し、非開示とした。 

 

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１０月１９日 諮問 

平成２８年１２月１９日 新規概要説明（第１７０回第二部会） 

平成２９年 １月２７日 実施機関から理由説明書収受 

平成２９年 １月３０日 実施機関から説明聴取（第１７１回第二部会） 

平成２９年 ２月２７日 審査請求人から意見書収受 

平成２９年 ３月 ２日 審議（第１７２回第二部会） 

平成２９年 ５月２９日 審議（第１７３回第二部会） 

平成２９年 ６月２９日 審議（第１７４回第二部会） 

 

（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。 
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ア 児童相談業務等について 

（ア）児童相談所について 

児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」という。）２条３項は、「国

及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成

する責任を負う。」と規定し、同法12条１項で都道府県が児童相談所を設置す

る義務を定め、同条２項において児童相談所の主たる業務を定めている。 

また、都における児童相談所は、東京都児童相談所条例（昭和28年東京都条

例第119号）１条に基づき設置され、東京都児童相談所処務規程（昭和32年東京

都訓令甲第39号）に基づき、児童及びその保護者に対する相談援助活動を実施

している。 

厚生省は平成２年に、児童問題の複雑化や多様化を背景とし、児童相談所の

適切な運営及び相談援助活動の円滑な実施に資するものとして児相運営指針を

定め都道府県知事宛て通知しており、児童相談所は、当該指針に基づき業務を

運営している。 

 

（イ）一時保護について 

法33条１項は、「児童相談所長は、必要があると認めるときは、第26条第１

項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、

又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、

児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせるこ

とができる。」とし、同条２項では、「都道府県知事は、必要があると認める

ときは、法27条１項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切

な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状

況を把握するため、児童相談所長をして、児童の一時保護を行わせ、又は適当

な者に一時保護を行うことを委託させることができる。」と定めている。 

都は、法12条の４に基づき、一時保護所を設け、同所において一時保護を

行っている。 

 

イ 本件対象保有個人情報について 

本件審査請求の対象となった保有個人情報は、「平成○年○月○日から平成○
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年○月○日までの間、○○一時保護所に入所した○○の全記録」の開示請求（以

下「本件開示請求」という。）に対し、実施機関が特定した複数日の保護日誌

（以下「本件対象保有個人情報１」という。）及び複数日の動向記録（以下「本

件対象保有個人情報２」という。）であり、本件開示請求は、未成年者である審

査請求人の子（以下「本児」という。）に代わって、親である審査請求人が、法

定代理人として行ったものである。 

実施機関は、本件対象保有個人情報１及び２について、別表に掲げる非開示部

分がそれぞれ同表の非開示条項に該当するとして一部開示決定（以下「原処分」

という。）を行った。 

また、実施機関は、平成28年10月14日付一部開示決定通知書において、原処分

における本件対象保有個人情報１の非開示部分のうち、開示することに支障がな

いと判断した部分を開示する等の追加処分（以下「追加処分」という。）を行っ

ている。 

 

ウ 当審査会の審議事項について 

審査会では、本件対象保有個人情報１及び２について、追加処分を行った後も

なお非開示とされている別表に掲げる本件非開示情報１から９までの非開示妥当

性について判断する。 

なお、実施機関は、審査会に提出した平成29年１月27日付理由説明書において、

本件非開示情報５及び７について同条６号に、本件非開示情報９について同条２

号にもそれぞれ該当する旨主張し、非開示理由を追加している。 

 

エ 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

外の特定の個人を識別することができるもの」を非開示情報として規定している。 

また、同号ただし書は、「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」及
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び「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

ものであっても当該情報を開示しなければならない旨規定している。 

条例16条６号は、「都の機関又は国、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、…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」を非開示情報として規定している。 

 

オ 本件非開示情報１から９までの非開示妥当性について 

（ア）本件非開示情報１について 

審査会が見分したところ、本件非開示情報１には、本児に対する一時保護に

ついて、その保護理由が記載されている。 

実施機関の説明によると、本件非開示情報１は、一時保護を実施した児童相

談所から得た情報に基づき実施機関が記載したものであり、児童相談所は一時

保護を実施するに際して、本児や審査請求人に対して保護理由を説明している

が、その説明の際の表現と本件非開示情報１とは必ずしも一致せず、特に、児

童相談所が行う児童に対する説明は、児童の心理状況に配慮した上で、分かり

やすい言葉で実施しているとのことである。 

この点について審査会が調査検討したところ、児童相談所が児童や保護者に

一時保護の理由を説明する際には、業務上必要とされる記録とは違う表現を用

いることがあるが、内容において異なるものではなく、それは実施機関のいう

「児童や保護者との信頼関係を築く上で必要とされる配慮」の結果であると解

される。 

これらのことを踏まえると、本件非開示情報１を開示することにより、児童

相談所が本児や審査請求人に対して行った保護理由の説明との間に表現の違い

があるため、本児や審査請求人に混乱や動揺を招き、児童相談所との信頼関係

が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるとする

実施機関の説明には、相当の合理性が認められる。 

よって、本件非開示情報１は、条例16条６号に該当し、非開示が妥当である。 
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なお、審査請求人は、審査請求書において同条８号に係る意見を述べている

が、実施機関は、追加処分において本件非開示情報１に係る非開示理由を変更

しており、変更後の非開示理由は、同条６号のみである。 

 

（イ）本件非開示情報２について 

審査会が見分したところ、本件非開示情報２には、本児に対して実施された

心理診断のためのアセスメント技法が記載されている。 

実施機関の説明によると、児童相談所は、心理アセスメント結果を基に、児

童や保護者に対して、問題の見立て、必要なケア、可能な援助などについて適

宜伝えているが、具体的なアセスメント技法については、個別の判断となり、

必ずしも伝えるものではないため、児童相談所が児童や保護者に対して説明し

た内容から想起される技法と、保護日誌に記載されている情報とは必ずしも一

致しないとのことである。 

これらのことを踏まえると、本件非開示情報２を開示することにより、本児

や審査請求人に混乱や動揺を招き、児童相談所との信頼関係が損なわれ、児童

相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるとする実施機関の説明に

は、相当の合理性が認められる。 

よって、本件非開示情報２は、条例16条６号に該当し、非開示が妥当である。 

 

（ウ）本件非開示情報３、４及び５について 

審査会が見分したところ、本件非開示情報３には、一時保護所職員の所見を

基に、本児の生活における問題のあった言動やそれに至った心情の動き、本児

の言動に対して職員が行った生活指導や支援などが、本件非開示情報４には、

開示請求者である本児以外の入所児童の氏名の情報と、一時保護所職員の所見

を基に、本児の生活における問題のあった言動やそれに至った心情の動き、本

児の言動に対して職員が行った生活指導や支援などが、本件非開示情報５には、

開示請求者である本児以外の入所児童の氏名の情報が記載されている。 

児相運営指針には、「担当者は、援助指針を定めるため、一時保護した子ど

もの全生活場面について行動観察を行う。」と記載されており、一時保護所に

おける行動観察は、児童相談所の援助指針の策定に当たり重要な役割を果たす
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ものであると解される。 

よって、本件非開示情報３及び４のうち開示請求者である本児以外の入所児

童の氏名の情報を除いた部分を開示することにより、今後、職員が日々の行動

観察によって得た児童の言動や感情等に関する所見を記載することに消極的と

なり、記録内容が形骸化し、行動観察が適切に行われなくなるなど、今後の一

時保護業務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるとする実施機関の説明は、

当事者の感情や反応等への考慮という観点で、相当の合理性が認められる。 

また、本件開示請求は、未成年者である本児に代わって、親である審査請求

人が法定代理人として行ったものであり、本件非開示情報４及び５のうち開示

請求者である本児以外の入所児童の氏名の情報を開示することにより、結果と

して本児以外の入所児童の氏名の情報が審査請求人の知るところとなるため、

当該本児以外の入所児童やその保護者と一時保護所との間の信頼関係が損なわ

れ、今後の一時保護業務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるとする実施

機関の説明には、相当の合理性が認められる。 

以上のことから、本件非開示情報３、４及び５は、条例16条６号に該当し、

本件非開示情報４及び５についての同条２号該当性を論じるまでもなく、非開

示が妥当である。 

 

（エ）本件非開示情報６、８及び９について 

審査会が見分したところ、本件非開示情報６、８及び９には、事案ごとの児

童の動向やその動向に至るまでの児童の言動や心情等を分析・評価した内容と

それを踏まえた今後の対応策等が記載されている。 

上記（ウ）に述べたと同様に、一時保護所における行動観察は、児童相談所

の援助指針の策定に当たり重要な役割を果たすものであると解される。 

本件非開示情報６、８及び９は、一時保護所の行動観察における重要な評価

点であり、これらの情報を開示することにより、今後、職員が児童の動向につ

いて行った分析や評価等を記録することに消極的となり、記録内容が形骸化し、

行動観察が適切に行われなくなるなど、今後の一時保護業務の適正な遂行に支

障が生じるおそれがあるとする実施機関の説明は、当事者の感情や反応等への

考慮という観点で、相当の合理性が認められる。 
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よって、本件非開示情報６、８及び９は、条例16条６号に該当し、非開示が

妥当である。 

 

（オ）本件非開示情報７について 

審査会が見分したところ、本件非開示情報７には、開示請求者である本児以

外の入所児童の氏名の情報が記載されている。 

本件開示請求は、未成年者である本児に代わって、親である審査請求人が法

定代理人として行ったものであり、開示請求者である本児以外の入所児童の氏

名の情報を開示することにより、結果として本児以外の入所児童の氏名の情報

が審査請求人の知るところとなるため、当該本児以外の入所児童やその保護者

と一時保護所との間の信頼関係が損なわれ、今後の一時保護業務の適正な遂行

に支障が生じるおそれがあるとする実施機関の説明には、相当の合理性が認め

られる。 

よって、本件非開示情報７は、条例16条６号に該当し、同条２号該当性を論

じるまでもなく、非開示が妥当である。 

 

なお、審査請求人は、審査請求書及び意見書において種々の主張を行っているが、

これらは当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） 

吉戒 修一、寺田 麻佑、野口 貴公美、森 亮二 
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別表  

本件対象

保有個人

情報 

本件 

非開示 

情報 

非開示部分 非開示条項 

１ 
1 

平成○年○月○日 「保護理由」欄 条例16条６号

又は８号 

２ 平成○年○月○日 「心理」欄の一部 

条例16条６号 

３ 
平成○年○月○日 「（日勤帯）の午前」欄の一部 

平成○年○月○日 「（日勤帯）の午前」欄の一部 

－ 
平成○年○月○日 「朝（夜勤明け）の朝食」欄の

一部 

－ 平成○年○月○日 「（日勤帯）の入浴」欄の一部 

２ 平成○年○月○日 

 

「心理」欄の一部 

３ 

「朝（夜勤明け）の朝食」欄の

一部 

「（日勤帯）の昼食」欄の一部 

４ 
平成○年○月○日 「夜（夜勤帯）の就床」欄の一

部 

条例16条２号

又は６号 

３ 
平成○年○月○日 「夜（夜勤帯）の就床」欄の一

部 

条例16条６号 

－ 平成○年○月○日 「備考」欄の一部 

３ 

平成○年○月○日 「夜（夜勤帯）の自由遊び」欄

の一部 

平成○年○月○日 

 

「（日勤帯）の午後」欄の一部 

「（日勤帯）のおやつ」欄の一

部 

平成○年○月○日 「（日勤帯）の午前」欄の一部 

平成○年○月○日 「夜（夜勤帯）の夕食」欄の一

部 



 

- 20 - 

 

 
－ 

 「夜（夜勤帯）の自由遊び」欄

の一部 

条例16条６号 － 
平成○年○月○日 「夜（夜勤帯）の夕食」欄の一

部 

－ 
平成○年○月○日 「夜（夜勤帯）の自由遊び」欄

の一部 

５ 

「（夜勤帯）の就床」欄の一部 

条例16条２号 
平成○年○月○日 「（日勤帯）の個別対応」欄の

一部 

平成○年○月○日 「（日勤帯）の午後」欄の一部 

４ 

平成○年○月○日 

 

「朝（夜勤明け）の個別日課」

欄の一部 
条例16条２号

又は６号 
「（日勤帯）の入浴」欄の一部 

５ 
 「夜（夜勤帯）の自由遊び」欄

の一部 
条例16条２号 

３ 平成○年○月○日 「（日勤帯）の午前」欄の一部 条例16条６号 

４ 

平成○年○月○日 

 

「夜（夜勤帯）の自由遊び」欄

の一部 

条例16条２号

又は６号 

「夜（夜勤帯）の就床」欄の一

部 

平成○年○月○日 「（日勤帯）の午後」欄の一部 

平成○年○月○日 「（日勤帯）の午前」欄の一部 

平成○年○月○日 「夜（夜勤帯）の就床」欄の一

部 

平成○年○月○日 「朝（夜勤明け）の起床」欄の

一部 



 

- 21 - 

 

 
５ 

 「夜（夜勤帯）の就床」欄の一

部 
条例16条２号 

３ 平成○年○月○日 「（日勤帯）の午前」欄の一部 

条例16条６号 
－ 

平成○年○月○日 「夜（夜勤帯）の就床」欄の一

部 

５ 平成○年○月○日 「夜（夜勤帯）」欄の一部 条例16条２号 

４ 

平成○年○月○日 

 

「朝（夜勤明け）の静養」欄の

一部 
条例16条２号

又は６号 
「（日勤帯）の午前」欄の一部 

５ 「（日勤帯）の午後」欄の一部 条例16条２号 

４ 
「夜（夜勤帯）」欄の一部  条例16条２号

又は６号 

５ 
平成○年○月○日 「朝（夜勤明け）の起床」欄の

一部 
条例16条２号 

２ 

６ 

平成○年○月○日 

 

 

 

 

様式名の一部 

条例16条６号 

「件名」欄 

「内容  状況  職員の立ち位

置」欄 

「今後の対応」欄 

「個別生活の場所」欄 

６ 
平成○年○月○日 

 

様式名の一部 
条例16条６号 

「件名」欄 

７ 「関与児童」欄の一部 条例16条２号 

８ 
「内容  状況  職員の立ち位

置」欄 

条例16条２号

又は６号 

６ 「個別生活の場所」欄 条例16条６号 



 

- 22 - 

 

 
６ 

平成○年○月○日 

 

様式名の一部 
条例16条６号 

「件名」欄 

７ 「関与児童」欄の一部 条例16条２号 

９ 

「内容  状況  職員の立ち位

置」欄 

条例16条６号 
「今後の対応」欄 

６ 「個別生活の場所」欄 

６ 
平成○年○月○日 

 

様式名の一部 

「件名」欄 

７ 「関与児童」欄の一部 条例16条２号 

８ 
「内容  状況  職員の立ち位

置」欄 

条例16条２号

又は６号 

９ 「今後の対応」欄 
条例16条６号 

６ 「個別生活の場所」欄 

※ 下線部分は、実施機関が追加で開示した事項であり、審議の対象としていない。 


