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（事務局 総合企画局情報化推進室情報管理担当）

京 都市 情報公 開条 例第１ ７条 第１項 の規 定に基 づく 諮問に つい て（答 申）

下 記の とおり 諮問 のあり まし た件に つい て，別 紙の とおり 答申 します 。

記
⑴

平成２ ４年 ９月２ ７日 付け都 住政 第４８ ６号 による 諮問
調 停事 件にお ける 実施機 関の 説明の 根拠 が記載 され た公文 書の 不存在 によ る非公 開 決
定 につ いての 異議 申立て に対 する決 定（ 諮問情 第４ ９号）

⑵

平成２ ４年 １０月 ２９ 日付け 都住 政第５ ７８ 号によ る諮 問
調停事 件に おける 実施 機関の 説明 の根拠 が記 載され た公 文書の 不存 在によ る非 公 開 決
定 につ いての 異議 申立て に対 する決 定（ 諮問情 第５ ３号）

（ 別紙 ）
１

審 査会の 結論
実施 機関が 行っ た不存 在に よる非 公開 決定処 分は 妥当で ある 。

２

異 議申立 ての 経過
⑴

諮 問情第 ４９ 号につ いて
ア

異 議申立 人は ，平成 ２４ 年８月 ２１ 日付け で， 京都市 情報 公開条 例（ 以下「 条例 」
と いう 。）第 ６条 第１項 の規 定に基 づき ，次の 内容 の公文 書公 開請求 を行 った。
請求内容

京都簡易裁判所調停事件において実施機関の指定代理人が調停委員に
対して行った，特定団地の特定戻り住戸の公庫法・特優賃法に基づく建
設基準等不適合についての説明が，「建て替え建設後に特定戻り住戸に
入居の意思表示を行った従前借家人からの要望があり，特優賃住宅認定
住宅ではないのでその要望を認容したものである」として行われたこと
を，調停委員から異議申立人に説明された。実施機関がこの説明を行う
根 拠と なる事 実が 記載さ れた 文書。

イ

実施 機関 は，当 該請 求に対 し， 「実施 機関 は，こ のよ うな説 明を 行って おら ず ， ま
た 従前 借家人 から 要望が なさ れた事 実も ないこ とか ら，請 求に 係る公 文書 を作成 又 は
取 得し ていな い」 との理 由で 不存在 によ る非公 開決 定をし ，平 成２４ 年９ 月４日 付 け
で 異議 申立人 に通 知した 。

ウ

異議 申立 人は， 平成 ２４年 ９月 １０日 付け で，当 該処 分を不 服と して， 行政 不 服 審
査 法第 ６条の 規定 により ，異 議申立 てを 行った 。

⑵

諮 問情第 ５３ 号につ いて
ア

異 議申立 人は ，平成 ２４ 年９月 ２４ 日付け で， 条例第 ６条 第１項 の規 定に基 づき ，
次 の内 容の公 文書 公開請 求を 行った 。
請求内容

京都簡易裁判所調停事件において，実施機関の指定代理人が調停委員
に対して行った，特定団地の特定戻り住戸の公庫法・特優賃法に基づく
建設基準等不適合についての説明が，「独立した炊事室はあります。脱
衣所が無いだけです。建て替え建設後に特定戻り住戸に入居の意思表示
を行った従前借家人からの要望があり，特優賃住宅認定住宅ではないの
でその要望を認容したものです」として行われたことを，調停委員から
異議申立人に説明された。実施機関がこの説明を行う根拠となる事実が
記 載さ れた文 書。

イ

実施 機関 は，当 該請 求に対 し， 「実施 機関 は，こ のよ うな説 明を 行って おら ず ， ま
た 従前 借家人 から 要望が なさ れた事 実も ないこ とか ら，請 求に 係る公 文書 を作成 又 は
取 得し ていな い」 との理 由で 不存在 によ る非公 開決 定をし ，平 成２４ 年１ ０月４ 日 付
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け で異 議申立 人に 通知し た。
ウ

異議 申立 人は， 平成 ２４年 １０ 月９日 付け で，当 該処 分を不 服と して， 行政 不 服 審
査 法第 ６条の 規定 により ，異 議申立 てを 行った 。

３

異 議申立 ての 趣旨
本 件異 議申立 ての 趣旨は ，上 記２件 の本 件処分 の取 消しを 求め るとい うも のであ る。

４

審 査会に おけ る審議 の方 法
本 件各 請求は ，特 定の特 定優 良賃貸 住宅 （以下 「特 優賃」 とい う。） に関 し，実 施機 関
が 調停 の場で 発言 したと 異議 申立人 が主 張する ほぼ 同一の 発言 内容の 根拠 に関す るも の で
あ るた め，併 合し て審議 を行 った。

５

実 施機関 の主 張
不 存在 による 非公 開決定 通知 書，理 由説 明書及 び審 査会で の職 員の説 明に よると ，実 施
機 関の 主張は ，お おむね 次の とおり であ ると認 めら れる。
⑴

特 優賃の 建設 に当た って は，従 前賃 貸住宅 が存 してい た土 地に， 当該 賃貸住 宅を 取 り
壊 して 特優賃 が建 設され ると きは， 従前 の賃貸 住宅 に居住 する 借家人 の協 力を得 るた め ，
特 優賃 に当該 借家 人が居 住す るため の住 戸が合 築さ れるこ とが あり， 当該 住戸を ，行 政
事 務上 「戻り 住戸 」と呼 んで いる。 この ような 手法 は，特 優賃 の円滑 な供 給を促 進す る
観 点か ら有効 なも のであ る。
な お， 戻り住 戸は ，上記 のよ うに従 前借 家人が 居住 するた めに 設けら れる もので あ る
た め， 特優賃 であ るため の基 準を満 たす 必要は ない 。

⑵

異 議申立 人は ，特定 団地 の特定 戻り 住戸の 公庫 法・特 優賃 法に基 づく 建設基 準等 不 適
合 の説 明につ いて ，諮問 情第 ４９号 では 「建て 替え 建設後 に， 当該住 戸に 入居の 意思 表
示 を行 った従 前借 家人か らの 要望が あり ，当該 住戸 は特優 賃住 宅認定 住宅 ではな いの で
そ の要 望を認 容し たもの であ る。」 と調 停委員 から 説明さ れた とし， また 諮問情 第５ ３
号 では 「独立 した 炊事室 はあ ります 。脱 衣所が 無い だけで す。 建て替 え建 設後に ，当 該
住 戸に 入居の 意思 表示を 行っ た従前 借家 人から の要 望があ り， 当該住 戸は 特優賃 住宅 認
定 住宅 ではな いの でその 要望 を認容 した もので す。 」と調 停委 員から 説明 された とし て
い るが ，実施 機関 は，戻 り住 戸につ いて ⑴と同 様の 趣旨の 説明 を調停 委員 に対し て行 っ
た が， 異議申 立人 が主張 して いるよ うな 説明は 行っ ていな い。

⑶

そ もそも ，住 宅金融 公庫 法への 不適 合をも って ，請求 に係 る公文 書を 実施機 関が 保 有
し てい る根拠 にな るとす る申 立人の 論旨 は全く 理解 できな い。 当該住 戸は 特優賃 の認 定
の 対象 ではな く， 実施機 関は 当該住 戸に ついて ，要 望を認 容し たり， 要望 を認め なか っ
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た りす る立場 にな いため ，そ の根拠 とな る公文 書を 作成す る理 由もな い。
⑷

次 に，異 議申 立人は ，選 定委員 会で の議事 録の 内容や 席上 配布資 料な どの平 面図 を も
っ て， 「当該 住戸 の「２ Ｋ」 の現況 は公 庫法の 規定 に反す る。 よって ，不 存在の 理由 は
根 拠が ない。 」等 とし， 実施 機関が 請求 に係る 公文 書を保 有し ている はず である と主 張
し てい るが， これ らの書 類が 当該住 戸に 係る従 前借 家人か らの 要望に つい て実施 機関 が
把 握し ている 根拠 となる もの ではな い。

６

異 議申立 人の 主張
異 議申 立書， 意見 書及び 口頭 意見陳 述に よると ，異 議申立 人の 本件処 分に 関する 主張 は ，
お おむ ね次の とお りであ ると 認めら れる 。
⑴

公 文書公 開請 求に際 し， 公文書 公開 請求書 に記 述した 事柄 はすべ て明 白な事 実で ある 。
そ の場 におい ての 所管の 発言 を否定 でき ようも ので はない 。特 定戻り 住戸 には， 京都 簡
易 裁判 所にお いて 所管が 調停 委員に 説明 を行っ た「 特定戻 り住 戸は戻 る意 思表示 を行 っ
た 従前 借家人 の要 望を認 容し たもの です 。」の 特定 戻り住 戸の 事実が 存在 する。
か つ，京 都市 長が異 議申 立人に 宛て た書簡 にお いて従 前借 家人用 戻り 住戸に 特優 賃 住
宅 利子 補給を 行う ことと して いると 記述 される 。

⑵

特 優賃住 宅事 業選定 委員 会の席 上配 布資料 ，同 委員会 議事 録及び 特優 賃住宅 供給 計 画

認定申請書の添付竣工図面には脱衣所に厨房と明記がある。このことは，住宅金融公庫
法第１条の趣旨目的である，国民大衆が健康で文化的な生活を営むに足る受託を規定し
た公庫住宅等基礎基準第８条の住宅の規格（最低限の規格はいわゆる「１ＤＫ」）とす
る 解説 に明記 され るとお り， 当該住 戸の 「２Ｋ 」の 現況は ，公 庫法の 規定 に反す る。
よ って ，公文 書を 保有し てい ない理 由は 根拠が ない 。
⑶

京都市 特定 優良賃 貸住 宅建設 基準 第３０ 条に は，実 施に 関し， 必要 な事項 は京 都 市 都
市 住宅 局住宅 企画 課長が 定め ると規 定さ れてい るこ とから ，調 停にお ける 所管の 発言 で
あ る「 従前借 家人 の要望 」の 認容が 当時 の住宅 企画 課長の 権限 で可能 であ った。
また， その 認容は 特定 戻り住 戸が 公庫法 への 不適合 とな るにも かか わらず 行わ れ ， か
つ 利子 補給金 の支 出が行 われ ている 。こ れは， 入居 者が受 ける べき公 庫法 の規定 する 法
益 を損 なうも ので あり， その ような 不適 合住宅 の認 容と同 時に 助成が 行わ れたと いう こ
と であ る。

７

審 査会の 判断
当 審査 会は， 実施 機関の 主張 及び異 議申 立人の 主張 を基に 審議 し，次 のと おり判 断す る 。
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⑴

本件異 議申 立てに 係る 争点は ，調 停の場 で実 施機関 の職 員が「 独立 した炊 事室 は あ り
ま す。 脱衣所 が無 いだけ です 。建て 替え 建設後 に特 定戻り 住戸 に入居 の意 思表示 を行 っ
た 従前 借家人 から の要望 があ り，特 優賃 住宅認 定住 宅では ない のでそ の要 望を認 容し た
も ので す」と いう 発言（ 以下 「異議 申立 てに係 る発 言」と いう 。）を 行っ たか否 か， 行
っ た場 合には ，そ の根拠 とな る公文 書が 存在す るか 否かで ある 。

⑵

異議申 立人 が主張 する 異議申 立て に係る 発言 は，調 停の 場にお いて ，紛争 当事 者 で あ
る 異議 申立人 が， 調停委 員か ら間接 的に 聞いた とす るもの であ る。
これに 対し ，実施 機関 は，異 議申 立てに 係る 発言を 否定 してお り， 双方の 主張 に は 根
本 的な 食い違 いが ある。

⑶

当審査 会と しては ，司 法の管 轄す る非公 開で 行われ る調 停の場 にお ける調 停委 員 の 発
言 内容 を確認 する すべは なく ，また ，本 件諮問 事案 と並行 して 審議を 行っ た異議 申立 人
が 提起 した他 の異 議申立 て事 案の審 議に おいて も， 異議申 立て に係る 発言 の内容 のよ う
な 主張 は実施 機関 からな され ておら ず， 異議申 立て に係る 発言 を否定 する 実施機 関の 主
張 を覆 すに足 る事 実も見 いだ せなか った 。
以上か ら， 異議申 立て に係る 発言 を事実 とし て確定 でき ない以 上， 当該発 言を 行 っ て
い ない という 実施 機関の 主張 は，特 に不 合理な もの である とは 言えな いの で，請 求に 係
る 公文 書を作 成又 は取得 して いない とす る実施 機関 の主張 は妥 当なも のと 判断す る。

⑷

そ の他， 異議 申立人 は様 々な主 張を 行って いる が，い ずれ も，当 審査 会の結 論を 左 右
す るも のでは ない 。

⑸

（参
１

以 上によ り， 「１

審査 会の結 論」 のとお り判 断する 。

考）
審 議の経 過

⑴

諮問情 第４ ９号
平 成２ ４年

平 成２ ５年

９月 ２７日

諮問

１０ 月２６ 日

実施機 関か らの理 由説 明書の 提出

１ １月 ２６日

異 議申立 人か らの意 見書 の提出

１ ２月 ２５日

実 施機関 の職 員の理 由説 明（平 成２ ４年度 第８ 回会議 ）

１月 ２８日

異議申立人からの口頭意見陳述（平成２４年度第９回会議）

２月 ２８ 日

審 議（ 平成２ ４年 度第１ ０回 会議）
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４月

⑵

４日

審 議（ 平成２ ５年 度第１ 回会 議）

５月 ２８ 日

審 議（ 平成２ ５年 度第２ 回会 議）

諮問情 第５ ３号
平 成２ ４年１ ０月 ２９日

平 成２ ５年

２

諮問

１１ 月１５ 日

実施機 関か らの理 由説 明書の 提出

１ ２月 １７日

異 議申立 人か らの意 見書 の提出

１ ２月 ２５日

実 施機関 の職 員の理 由説 明（平 成２ ４年度 第８ 回会議 ）

１月 ２８日

異議申立人からの口頭意見陳述（平成２４年度第９回会議）

２月 ２８ 日

審 議（ 平成２ ４年 度第１ ０回 会議）

４月

４日

審議 （平成 ２５ 年度第 １回 会議）

５月 ２８ 日

審 議（ 平成２ ５年 度第２ 回会 議）

本 件諮問 につ いて調 査及 び審議 を行 った部 会
第 ２部会 （部 会長

市川

喜崇 ）
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