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別紙 

諮問第１０１８号、第１０１９号、第１０２９号 

 

答   申 

 

１ 審査会の結論 

「都営住宅の管理（ペットの飼育）に関する文書」及び「都営住宅の文書配布員に関

する公文書」を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決定並

びに「東京都で保有する法規」を開示請求の対象となる公文書に該当しないことを理由

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に掲げる本件開示請求１、２及び

３（１）に対し、東京都知事が平成28年４月18日付け及び同年５月16日付けでそれぞ

れ行った開示請求却下決定について、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１０１８号及び第１０１９号について 

（ア）行政不服審査法及び情報公開法を理解しない者が、開示請求者の意図をまったく、

理解せず、権利の乱用によって不当な開示請求の却下決定を行った行政の業務過怠

でなされた不当決定 

 

（イ）知った日から60日以内の異議申立てはできない。（行政不服審査法が改正された

ため） 
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（ウ）処分庁の業務過怠で文書の特定を行わず、開示請求人が文書の件名について不知

である事をわかっていながら、公文書の特定を放棄し処分庁の権利濫用で却下した

悪質悪辣な行為に対し不服を申し立てる事とする。 

 

（エ）東京都住宅供給公社に業務の一部を委ねていることは認め、まったく左記の件を

知らない（ないし不知）であることは否認する。 

 

（オ）開示請求書に係る公文書について、理解できないのは、開示請求業務に不勉強な

実施機関の職員らの不勉強及び無責任のためである。 

 

（カ）審査会に対する虚偽の答弁を行っている疑義もある。 

 

（キ）理由説明書に記載の内容について、審査請求人は、保有行政文書の種類ないし具

体名について何ら知識がないとしても、失当たりえない。 

 

（ク）本件について担当職員らを含む実施機関は、却下ありきで審査請求人と対話を含

む文書の情報提供をしないという経緯が事実であり、担当職員の主張には証拠もな

い不当なものと思料する。 

 

（ケ）被審査請求人の主張こそ理由のない失当である。 

 

イ 諮問第１０２９号について 

（ア）審査請求人は開示請求書のとおり、○○課職員○○が【都知事への手紙】その他

審査請求人の質問ないし問い合わせ事項に関して担当課職員として書面等で回答

する義務はないとしたその根拠となる法規またはその根拠となる行政文書と特定

しており必ずしも法規及び条例としているものでは無い為、処分庁の決定はあきら

かな失当である。 

 

（イ）処分庁の決定は東京都民の知る権利を侵害し、文書の特定以前に公務員職権乱用

罪に該当すると思料せざるを得ない不当な却下決定と解するほかはない通知であ
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る。 

 

（ウ）東京都住宅供給公社に業務の一部を委ねていることは認め、まったく左記の件を

知らない（ないし不知）であることは否認する。 

 

（エ）審査請求人は、実施機関の職員が、口頭では回答するが、書面での回答を拒否し

たことで、「都民の問い合わせに対しては、書面で回答してはならない」とする実

施機関で特別に作成された、当該実施機関以外では存在しえない特別な公文書が存

在すると思料したため開示請求をしたものであり、不存在決定がなされたのであれ

ば、承諾できなくはないが、却下決定される理由は無い。 

 

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。 

 

ア 本件開示請求１及び２について 

条例６条１項によれば、公文書開示請求は「実施機関に対して、次の事項を明らか

にして東京都規則その他の実施機関が定める規則、規程等（以下「都規則等」という。）

で定める方法により行わなければならない。」と規定され、明らかにする事項として、

「開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項」が規定されている。 

これを本件についてみると、本件開示請求の内容には不明確な点が複数あり、公文

書を特定するために必要な事項が記載されておらず、形式上の不備がある。 

加えて、本件開示請求２については、都営住宅の居住者へ送付する文書は、使用料

等の通知から広報誌やお知らせに至るまで多種多様な文書が存在し、発信元が複数存

在する。また、配付に係る経費についても、東京都が負担するものから東京都住宅供

給公社が負担するものまで文書によってそれぞれ異なり、本件開示請求２に係る請求

内容では、公文書の特定を行うことができない。 

また、条例６条２項によれば、「実施機関は、前項の規定により行われた開示請求

に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの（以下「開示請求者」と

いう。）に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合に
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おいて、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努め

なければならない。」と規定されている。 

これを本件についてみると、上記のとおり開示請求に形式上の不備があるため、実

施機関は審査請求人に対し、上記の不明確な点を確認し、補正を求めるべく、平成28

年４月26日から同月28日にかけて複数回、電話連絡を行ったが、審査請求人と連絡を

とることができなかった。そこで、平成28年５月２日付けで、文書により、相当の期

間を定め、開示請求内容の補正に必要な情報を担当者に確認の上、補正を行うよう求

めた。その後、同年５月10日に、審査請求人から電話連絡があったため、法令や条例

は開示請求の対象となる公文書に該当しないこと、また、都営住宅ではペット飼育が

禁止されていることを説明しながら、このままでは請求の趣旨を満たす文書が特定で

きないために補正が必要である旨を繰り返し説明し、必要な情報の提供に努めた。 

しかしながら、審査請求人は、実施機関の説明の当初から、実施機関が請求内容を

解釈して文書を特定すべきであるとの主張を繰り返し、補正には応じないので請求内

容が分からなければ却下をすればよい旨発言し、請求の趣旨等を一切明らかにするこ

となく一方的に通話を打ち切った。 

上記の経緯を踏まえ、実施機関は、公文書の特定について改めて検討したが、請求

内容が不明確であり、複数の解釈が可能となるため、公文書の特定に至らなかった。

このため、条例６条１項に定める「開示請求に係る公文書を特定するために必要な事

項」が明らかでないことから、請求に形式上の不備があると認め、実施機関は本件開

示請求を却下した。 

 

イ 本件開示請求３（１）及び（２）について 

条例２条２項によれば、公文書とは、「この条例において『公文書』とは、実施機

関の職員（都が設立した地方独立行政法人の役員を含む。以下同じ。）が職務上作成

し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録（電子的方式、磁気的

方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。

以下同じ。）であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施

機関が保有しているものをいう。」と規定されており、法規等は公文書に当たらず、

開示請求の対象とはならない。 

これを本件についてみると、本件開示請求３（１）及び（２）の対象は、「東京都
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で保有する法規、また、その根拠となる行政文書（条例等を含む）」であり、このう

ち、法規等に係る請求は、上記のとおり公文書の開示を求める請求には当たらない。 

そのため、本件開示請求３（１）については、形式上の不備を認め、実施機関は請

求を却下した。 

なお、本件開示請求３（２）については、不存在を理由として、非開示決定を行っ

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 ６月２３日 諮問（第１０１８号及び第１０１９号） 

平成２８年 ８月２９日 諮問（第１０２９号） 

平成２９年 １月２５日 新規概要説明（第１７６回第一部会） 

平成２９年 ２月２２日 
実施機関から理由説明書収受 

（第１０１８号、第１０１９号及び第１０２９号） 

平成２９年 ２月２８日 審議（第１７７回第一部会） 

平成２９年 ３月２２日 
審査請求人より意見書収受 

（第１０１８号、第１０１９号及び第１０２９号） 

平成２９年 ５月３１日 審議（第１７８回第一部会） 

平成２９年 ６月２８日 審議（第１７９回第一部会） 

平成２９年 ７月２６日 審議（第１８０回第一部会） 
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（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１０１８号、第１０１９号及び第１０２９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。 

 

イ 都営住宅の管理について 

実施機関では、公営住宅法（昭和26年法律第193号）第15条に基づき、都営住宅

等の入居者の管理や建物等の管理に関する業務を所管している。具体的には、都営

住宅等の入居者の募集や審査、入居の決定に関すること、都営住宅等の使用料の徴

収に関すること、各種申請における許可、都営住宅等の使用に係る入居者等の指導

及び不適正使用の是正に関することなど多岐にわたり、この業務のうち募集に関す

る業務は委託業務として、それ以外の業務については指定管理業務として都の監理

団体である東京都住宅供給公社が行っている。 

したがって、入居者管理の実務的な業務などについては、指定管理者の事業計画

に基づいて行われ、東京都住宅供給公社に委ねている。 

なお、都営住宅においては、犬、猫、鳥などの動物の飼育は認めておらず、入居

者に対しては、広報紙「住まいのしおり」「すまいのひろば」や入居時等の説明にお

いて繰り返し周知している。 

 

ウ 都営住宅入居者への文書等の配付について 

都営住宅入居者への文書等の発信元は複数存在するところであるが、東京都住宅

供給公社が発信する入居者向け広報紙等の文書の配付については、団地住棟ごとに

入居者の中から連絡員という名称で配付する者を募集し、その連絡員に依頼する方

法が原則である。 

また、連絡員への応募がない場合は、事業者へ委託を行っているケースもある。 

いずれの場合も、東京都住宅供給公社が連絡員又は委託事業者へ支払を行うこと
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となる。 

 

エ 本件各諮問に係る開示請求について 

本件審査請求に係る開示請求は、別表に掲げる本件開示請求１、本件開示請求２

及び本件開示請求３（１）である。実施機関は、本件開示請求１及び２について、

請求に係る公文書を特定することができなかったことから、また、本件開示請求３

（１）は、法規及び条例を求めるものであるため、実施機関の職員が職務上作成し、

又は取得した文書に当たらず、条例２条２項に定める公文書を求める請求には当た

らないことから、それぞれ開示請求を却下する決定を行った。 

なお、本件開示請求３（２）については、平成28年４月18日付28都市経指第47号

により非開示決定（不存在）を行っている。 

 

オ 条例の定めについて 

条例２条２項本文は、「この条例において「公文書」とは、実施機関の職員（都

が設立した地方独立行政法人の役員を含む。以下同じ。）が職務上作成し、又は取得

した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他

人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同

じ。）であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が

保有しているものをいう。」と規定している。 

条例６条１項は、「開示の請求（以下「開示請求」という。）は、実施機関に対し

て、次の事項を明らかにして…行わなければならない。」としている。また、同項３

号において、「開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項」と規定している。 

 

カ 本件各決定の妥当性について 

審査請求人は、本件開示請求１及び２に係る決定について、開示請求者の意図を

全く理解せず、権利の濫用によって不当な開示請求の却下を行った業務過怠でなさ

れた不当決定であり、本件開示請求３（１）及び（２）に係る決定について、根拠

となる行政文書と特定しており必ずしも法規及び条例としているものではないた

め、実施機関の決定は失当であることが明らかである旨主張する。 

一方、実施機関によると、本件開示請求１及び２については、補正を試みたとこ
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ろであるが、審査請求人の協力が得られず、公文書の特定ができなかったため、却

下決定を行い、本件開示請求３（１）については、実施機関の職員が職務上作成し、

又は取得した文書に当たらず、条例２条２項に規定する公文書に該当しないため、

却下決定を行ったとのことである。 

審査会が実施機関に補正の経緯を改めて確認したところ、実施機関は、本件開示

請求１及び２について、審査請求人と電話による連絡をとることができなかったた

め、文書により補正の依頼を行ったところ、審査請求人より架電があり、審査請求

人は実施機関が請求内容を解釈して文書を特定すべきであり、補正には応じないの

で、請求内容がわからなければ却下をすればよい旨発言し、請求の趣旨等を明らか

にすることができなかったと説明する。 

なお、本件開示請求３（１）及び（２）については、請求の内容が明らかで補正

を要しなかったため、補正は求めていないとのことである。 

一方、条例６条１項３号は、開示請求者が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開示請求を行わなければならない旨規定しており、こ

れは、実施機関の職員において当該記載から開示請求者が求める公文書を他の公文

書と識別できる程度の内容であることが必要と解される。 

また、条例11条２項では、「実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示し

ないとき（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公文書を

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。」と規定しており、この

「開示しない旨の決定」には、対象公文書を特定していない、不適法な開示請求に

対する却下決定も含まれると解される。 

そこで、審査会が本件開示請求１及び２に係る開示請求書の「開示請求に係る公

文書の件名又は内容」欄に記載された内容及び実施機関による補正の経緯について

検討したところ、いずれも条例６条１項３号に定める「開示請求に係る公文書を特

定するために必要な事項」が明らかにされたとは認められず、実施機関が対象公文

書を特定することは極めて困難であることが認められ、また、本件開示請求３（１）

については、条例２条２項に定める公文書には当たらず、当該開示請求が条例に規

定する要件を満たしていないことが認められた。 

以上のことから、本件開示請求１、本件開示請求２及び本件開示請求３（１）は
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不適法な開示請求であると認められ、当該各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） 

樋渡 利秋、浅田 登美子、神橋 一彦、塩入 みほも 
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別表 

本件開示請求 諮問番号 

１ 

（１）都営住宅（再開発住宅）において、賃貸人であ

る東京都、もしくは、管理しているＪＫＫが、自治

会に対してペット（犬、猫等）を飼育可能とできる

権限を付与できる法規あるいは条例に関する行政文

書 

【東京都議会の承認議案】等も含む。 

（２）上記の実態についての報告を放置（不作為）で

きるとする行政文書 

第１０１８号 

２ 

東京都もしくはＪＫＫが、都営住宅（再開発住宅含む）

の配布員（委託された者）に文書等を委託する為の交

付金を支払いに関する公文書 

（１）東京都の予算が配分されたことがわかる公文書 

（２）【江戸川区○○アパート○号棟】に関する関連公

文書 起案含 

第１０１９号 

３ 

（１） 

東京都住宅局都市整備局都営住宅指導管理課が都営住

宅の利用に関する問い合わせの書面に対して、回答す

る義務がないとする東京都で保有する法規（条例等含

む） 

第１０２９号 

（２） 

東京都住宅局都市整備局都営住宅指導管理課が都営住

宅の利用に関する問い合わせの書面に対して、回答す

る義務がないとする東京都で保有する、その根拠とな

る行政文書 

諮問対象外 

 


