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別紙 

諮問第５４７号～第５４９号 

 

答   申 

 

１ 審査会の結論 

  「平成 28 年４月 20 日付、『保有個人情報開示請求に係る開示請求書の補正について』

の１ページ上から 14 行目にある『文書名をお示しすることができません。』とされた文

書等」を開示請求の対象となる保有個人情報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、「預金口座振替解約通知書」を一部開示とした決定及び「都営住宅使用

料等の支払方法に係る都営住宅管理総合システムデータ」を開示とした決定は、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

113 号。以下「条例」という。）に基づき、審査請求人が行った「平成 28 年４月 20

日付、『保有個人情報開示請求に係る開示請求書の補正について』の１ページ上から

14 行目にある『文書名をお示しすることができません。』とされた文書等」、「預金口

座振替解約通知書」及び「都営住宅使用料等の支払方法に係る都営住宅管理総合シス

テムデータ」の開示請求（以下「本件開示請求」という。）に対し、東京都知事が平

成 28 年５月６日付けで行った却下決定、一部開示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 審査請求人は、平成 28 年３月 17 日、処分庁に対して、条例に基づき、保有個人

情報開示請求をした。これに対し、処分庁は、平成 28 年５月６日、保有個人情報
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開示決定及び保有個人情報一部開示決定、並びに保有個人情報開示請求却下処分

（以下「本件処分」）を行った。 

 

  イ しかしながら、本件処分は、本件処分に至るまでの手続及び解釈も法令や一般常

識にも反し、違法である。 

 

  ウ 東京都は自ら次のとおり東京都の休日に関する条例を定めていること 

    東京都の休日に関する条例 

    （東京都の休日） 

    第一条 次に掲げる日は、東京都の休日とし、東京都の機関の執務は、原則とし

て行わないものとする。 

    一 日曜日及び土曜日 

    二 国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日 

    三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日（前号に掲げる日を除く。） 

    ２ 前項の規定は、東京都の休日に東京都の機関がその所掌事務を遂行すること

を妨げるものではない。 

    （期限の特例） 

    第二条 東京都の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例または規

則で規定する期間（時をもって定める期間を除く。）をもって定めるものが東

京都の休日に当たるときは、東京都の休日の翌日をもってその期限とみなす。

ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りではない。 

 

  エ 執務を行わない期間とやむを得ない理由について 

    東京都の休日に関する条例からすると原則として、少なくとも６日あれば「執務

を行わない期間」が必ずあることになる。しかしながら、条例 14 条は、この「執

務を行わない期間」の有無に関係なく「開示請求があった日から十四日以内に」決

定しなければならないと定めている。このことは常に念頭にあるものである。 

    また、同条３項では「やむを得ない理由」により決定の期間を延長することがで

きるとしている。 
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  オ 法令違反であること 

    延長理由を「執務を行わない期間があるため」としたことは、条例第十四条第三

項の「やむを得ない理由」には当たらないことが明らかであり、完璧な法令違反で

ある。 

 

  カ 東京都が出鱈目であること 

    当時、審査請求人がした最高裁判所への上告の上告理由書の提出期限が平成 28

年５月６日であったことから、それに対する妨害として、なんとしても同年同月同

日まで決定の期間を延長しなければならないという自分勝手な都合であり、東京都

が出鱈目であることが確認できるものである。 

    また、審査請求人が最高裁判所への上告の上告理由書の提出期限を「執務を行わ

ない期間があるため」などとの理由で延長することは、やはり、「やむを得ない理

由」には当たらないとして認められないことも明らかである。 

 

  キ 処分庁が審査請求人に対し、出鱈目な手続と処分をしたのであるから、審査請求

人は本件処分の取消しを求める。 

 

３ 審査請求に対する実施機関の説明要旨 

  理由説明書による実施機関の主張を要約すると、以下のとおりである。 

 

  ア 本件は、審査請求人が都市整備局都営住宅経営部指導管理課に対し、自身の居住

する都営住宅に係る「平成 28 年４月 20 日付、『保有個人情報開示請求に係る開示

請求書の補正について』の１ページ上から 14 行目にある『文書名をお示しするこ

とはできません。』とされた文書等」、「預金口座振替解約通知書」及び「都営住宅

使用料等の支払方法に係る都営住宅管理総合システムデータ」の保有個人情報の開

示請求に対し、実施機関が却下決定、一部開示決定及び全部開示決定を行ったとこ

ろ、審査請求人が本件処分の取消しを求めて審査請求を行ったものである。 

 

  イ 実施機関では、都営住宅等の居住者管理に関する企画・調整、委託業務に係る指

定管理者等との連絡調整・指導、家賃の滞納整理等に関する業務を行っている。 
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  ウ 却下決定について 

    審査請求人が請求書に記載した保有個人情報の内容である「平成 28 年４月 20 日

付、「保有個人情報開示請求に係る開示請求書の補正について」の１ページ上から

14 行目にある「文書名をお示しすることはできません。」とされた文書等」とは、

「平成 25 年６月から平成 25 年 12 月までの審査請求人の住宅使用料についてどこ

の誰が支払ったのか、何を根拠に、どういった手続きで、審査請求人以外の者に請

求書を送ったかがわかる文書名またはその経緯がわかる文書名」を指すと判断し、

これは、実施機関が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示の請求に当たら

ないことから、却下決定を行ったものである。 

 

  エ 一部開示決定について 

    審査請求に係る保有個人情報が記載された「預金口座振替解約通知書」は、都営

住宅の使用者がそれまで使用料の支払い方法として指定していた口座振替が解約

された際に、金融機関から実施機関に送付される文書である。 

    当該文書には、銀行の印影が表示されており、印影を開示することは、偽造等の

犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため、条例 16 条

４号に該当する。 

    なお、「預金口座振替解約通知書」に記載された預金者名、店番号、種目、口座

番号は、審査請求人以外の情報であり、自己を本人とする保有個人情報には当たら

ないことから、対象外の情報として処理を行った。 

 

  オ 全部開示決定について 

    審査請求に係る保有個人情報が記載された「都営住宅使用料等の支払方法に係る

都営住宅総合システムデータ」は、月ごとの使用料や共益費の金額、支払済みの金

額、口座振替の結果、実際の支払方法等が記載された文書である。 

    当該文書には、条例 16 条各号に掲げる非開示情報が含まれていないことから、

全部開示したものである。 

 

４ 審査会の判断 
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（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１６日 諮問（諮問第５４７号～第５４９号） 

平成２８年１０月１９日 
審査請求人から意見書収受（諮問第５４７号～第

５４９号） 

平成２９年 ５月３１日 新規概要説明（第１７６回第一部会） 

平成２９年 ６月 ２日 
実施機関から理由説明書収受（諮問第５４７号～

第５４９号） 

平成２９年 ６月２８日 審議（第１７７回第一部会） 

平成２９年 ７月２６日 審議（第１７８回第一部会） 

 

（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５４７号、第５４８号及び第５４９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同一であることから、審査会は、これらを併合して審

議することとした。 

 

イ 本件各諮問に係る請求個人情報及び対象保有個人情報について 

諮問第５４７号の審査請求の対象となった請求個人情報は、「平成 28 年４月 20

日付、『保有個人情報開示請求に係る開示請求書の補正について』の１ページ上か

ら 14 行目にある『文書名をお示しすることができません。』とされた文書等」（以
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下「本件請求個人情報」という。）である。 

諮問第５４８号の審査請求の対象となった保有個人情報は、「預金口座振替解約

通知書」（以下「本件対象保有個人情報１」という。）である。 

諮問第５４９号の審査請求の対象となった保有個人情報は、「都営住宅使用料等

の支払方法に係る都営住宅管理総合システムデータ」（以下「本件対象保有個人情

報２」という。）である。 

 

ウ 本件非開示情報について 

実施機関は、本件対象保有個人情報１のうち、銀行の印影（以下「本件非開示情

報」という。）を条例 16 条４号に該当するとして、当該部分を非開示とする一部開

示決定を行った。 

 

エ 条例の定めについて 

  条例 12 条１項は、「何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有する自己を本

人とする保有個人情報の開示の請求（以下「開示請求」という。）をすることがで

きる。」と規定している。 

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。 

 

オ 本件請求個人情報の開示請求に対する却下決定の妥当性について 

  審査会が、本件開示請求の平成 28 年４月 20 日付「保有個人情報開示請求に係る

開示請求書の補正について」と題する書面を確認したところ、本件請求個人情報は、

「平成 25 年６月から平成 25 年 12 月までの審査請求人の住宅使用料は誰が支払っ

たのか、何を根拠に、どういった手続きで、審査請求人以外の者に請求書を送った

かがわかる文書またはその経緯がわかる文書」を指すものと思われる。しかし、こ

れは審査請求人自身の情報ではなく、条例 12 条に定める実施機関が保有する自己

を本人とする保有個人情報の開示請求には当たらない。したがって、実施機関が本

件請求個人情報の開示請求について、却下した決定は妥当である。 
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カ 預金口座振替解約通知書のうち対象外とされた部分について 

  審査会が見分したところ、預金口座振替解約通知書のうち対象外とされた「預金

者名」、「店番号」、「種目」及び「口座番号」欄には、審査請求人の情報以外の情報

が記載されていた。 

  これらの情報は、条例 12 条１項に規定する自己を本人とする保有個人情報には

当たらないので、同条に基づく開示請求の対象外の情報とした実施機関の事務処理

は妥当である。 

 

キ 本件非開示情報の条例 16 条４号該当性について 

  審査会が見分したところ、本件非開示情報には、銀行の印影が記載されている。

このような銀行の印影は、開示することにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯

罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるというべきであるから、条例 16 条４号に

該当するとして、非開示とした実施機関の決定は妥当である。 

 

ク 本件対象保有個人情報２の開示の妥当性について 

  審査会が見分したところ、本件対象保有個人情報２には、月ごとの使用料や共益

費の金額、支払済みの金額、口座振替の結果、実際の支払方法等を示す数字が記載

されているが、これらは審査請求人自身の情報であり、かつ条例 16 条各号に掲げ

る非開示情報は含まれていないので、本件対象保有個人情報２を開示とした実施機

関の決定は妥当である。 

 

   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。 

 

  なお、条例 24 条の２第 1 項は、「実施機関がした開示決定等…について、審査請求が

あった場合は、当該審査請求に係る審査庁は、次に掲げる場合を除き、審査会に諮問し

て、当該審査請求についての裁決を行うものとする」と規定している。ここにいう「次

に掲げる場合」とは、同項２号において規定するように、「開示決定等（開示請求に係

る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。）を取り消し、又は変更し、当該審

査請求に係る保有個人情報の全部を開示する場合」を指すものである。 
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  同条項の趣旨に則れば、実施機関が行った保有個人情報の全部を開示するとの決定に

ついて審査請求があった場合には、その開示された情報が審査請求人の開示請求の趣旨

と異なる情報である旨の主張がなされた場合等でない限り、審査庁は、当該審査請求に

ついての裁決を行うに当たり、当審査会に諮問する必要はないと解するのが相当である。 

  諮問第５４９号の審査請求において、実施機関は本件対象保有個人情報２については

当初からその全部を開示する決定をしており、審査請求人は本件対象保有個人情報２に

ついて開示とした決定を取り消すことを求めているものの、開示請求の趣旨とは異なる

情報である旨の主張は行っていない。このことから、諮問第５４９号には訴えの利益は

認められず、条例 24 条の２に規定する審査会へ諮問すべき案件には該当しないものと

解される。 

  審査庁においては、今後、審査請求の処理に当たって、審査請求の趣旨、理由及び内

容を的確に判断した上で、行政不服審査法（昭和 37 年法律第 160 号）１条において簡

易迅速な手続により国民の権利利益の救済を図るとした制度の趣旨に即した適切な取

扱いを行われたい。 

 

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 


