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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）

平 成２ ４年１ ０月 ２９日 付け 都住政 第５ ８０号 をも って諮 問の ありま した 下記の こと に つ
い て， 別紙の とお り答申 しま す。
記
公文書の存否について当時の担当者に確認しないことの根拠となる法令規則等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５４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

異 議申立 人は ，平成 ２４ 年１０ 月２ 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（ 以下 「本件 請求 」
と いう 。）を 行っ た。
請 求内 容

平 成２ ４年９ 月４ 日付け の不 存在に よる 非公開 決定 処分は ，京 都市特 定 優
良賃貸住宅特定団地Ａ及びＢに利子補給が行われているが，利子補給の地
方自治法第２３２条の３に規定される支出負担行為書（計４通），地方自
治法第２３２条の２に規定される公益性が担保される文書（計２通）が不
存在であるとの内容である。この６通の不存在文書の存否について当時の
担当者に確認することをしない理由は「所管の判断」であるとのことだが，
その所管の判断の根拠となる法令規則或いはそれ以外の何等かの規程が記
載 され た文書 。

⑵

実 施機関 は， 本件請 求に 対し， 「申 入れに 対し てどう 対応 するか が定 められ た規 程 等
は なく ，請求 に係 る公文 書を 作成又 は取 得して いな いため 」と の理由 を付 し，不 存在 に
よ る非 公開決 定（ 以下「 本件 処分」 とい う。） をし ，平成 ２４ 年１０ 月１ ７日付 けで 異
議 申立 人に通 知し た。

⑶

異 議申立 人は ，平成 ２４ 年１０ 月１ ７日付 けで ，本件 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 ，本 件処分 の取 消しを 求め るとい うも のであ る。

４

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 ，次 のとお りで あると 認め られる 。
実 施機 関にお いて は，京 都市 事務分 掌規 則に基 づき 事務を 所管 してお り， 本件， 特定 優
良 賃貸 住宅に 係る 公文書 公開 請求に つい ても， その 事務の 現在 の所管 課に おいて 担当 す る

1

こ とと してい る。 市民か ら所 管事務 に係 る要望 や申 入れが 行わ れた場 合の 対応は ，そ の 要
望 や申 入れの 内容 や状況 に応 じて様 々で あり， 一律 の対応 を行 うとい うこ とはで きな い 。
こ の対 応に当 たり ，前任 者等 に確認 を行 う必要 があ るか否 かに ついて も， 当該案 件の 状 況
に 応じ ，現在 当該 事務を 担当 してい る所 管課に おい て判断 を行 うべき こと である 。
し たが って， 本件 請求内 容に あるよ うな 所管の 判断 の根拠 を定 めた規 程等 は存在 しな い 。
な お， 異議申 立人 の指摘 する 不存在 によ る非公 開決 定処分 につ いては ，い ずれも 現在 当
該 事務 を担当 して いる職 員で 判断が 可能 であり ，異 議申立 人が 主張す る前 任者へ の確 認 は
不 要で ある。
５

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

当 時の担 当職 員が在 籍中 である にも かかわ らず ，所管 が本 件の公 文書 の存否 と所 在 の
問 い合 わせを 行わ ず，税 の使 途を明 確に なさな い， その根 拠と なる公 文書 を請求 する も
の であ り，公 文書 を保有 して いない 理由 は根拠 がな い。

⑵

「 不存在 によ る非公 開決 定処分 につ いては ，い ずれも 現在 当該事 務を 担当し てい る 職

員で判断が可能であり，前任者への確認は不要である」とするが，これまでの不存在に
よる非公開決定通知書全てについて，実施機関の名称は京都市長門川大作であり，押印
は 「都 市計画 局京 都市長 住宅 政策課 専用 印」で ある 。
⑶

地 方自治 法第 １７３ 条に 「事務 吏員 は上司 の命 を受け 事務 を掌る 」と ある。 担当 職 員
で 判断 が可能 であ っても 担当 職員に は決 定権命 令権 限がな い。 権限を 持た ない職 員の 判
断 は責 任が伴 わな い。所 管の 決定権 命令 権限は 住宅 室長に ある 。従っ て， 所管の 職務 上
の 判断 及びそ の判 断の最 終責 任は住 宅室 長にあ る。

⑷

補 助の支 出の 違法性 が問 われる 問題 にあっ て， 責任の 所在 を所管 の最 終責任 者で あ る

住 宅室 長から 担当 職員に すり 替える 等の 行為は もっ てのほ かで ある。
異 議申 立人が 求め るのは ，所 管の最 終責 任者で ある 住宅室 長の 判断で はな く，請 求 公
文 書の 存在で ある 。
⑸

前 任者へ の確 認が不 要で あると され るので あれ ば，当 該団 地の戻 り住 戸への 利子 補 給
金 補助 の使途 （範 囲を含 む） を特定 し， 補助の 審査 及び現 地調 査等が 記載 された 公文 書
を 示す べきで ある 。

６

審 査会の 判断
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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 。
⑴

実 施機関 は， 市民か ら所 管事務 に係 る要望 や申 入れが 行わ れた場 合の 対応に 当た り ，
前 任者 等に確 認を 行う必 要が あるか 否か につい ては ，当該 案件 の状況 に応 じ，現 在当 該
事 務を 担当し てい る所管 課に おいて 判断 を行う べき ことで あり ，本件 請求 内容に ある よ
う な所 管の判 断の 根拠を 定め た規程 等は 存在し ない と主張 する 。

⑵

一 般に， 人事 異動が 行わ れた場 合， 前任者 から 後任者 に事 務の引 継ぎ が行わ れる 。 そ
の 後， 後任者 が不 明な点 があ れば前 任者 に問合 せを 行うこ とは ，通常 あり 得る行 為で あ
る が， それは ，所 管課が それ ぞれの 事務 の性質 に即 してそ の都 度判断 して いるこ とで あ
り ，事 務を円 滑に 行うた めに 事実上 行わ れてい るも のであ ると 考えら れる 。
当 審査 会とし ては ，本件 請求 内容の 事案 につい ては ，行政 の通 常の事 務執 行であ る と
考 えら れ，前 任者 へ確認 を行 うかど うか につい ては 行政機 関の 中で当 該事 務を担 当す る
所 管課 の判断 する 事項で あり ，個々 に規 定され たも のはな いと いう実 施機 関の主 張に 特
段 不自 然な点 があ ると判 断す ること はで きない 。

⑶

な お，当 審査 会は， 条例 に基づ く公 開決定 等に 係る異 議申 立てに つい て，実 施機 関 の
諮 問に 基づき ，調 査・審 議を 行う機 関で あり， 本件 異議申 立て に即し て言 えば， 対象 公
文 書が 存在し てい ないと する 実施機 関の 説明が 合理 的であ るか ，その 説明 が不合 理で あ
り 請求 に係る 公文 書が存 在す るはず であ るかを 判断 する場 であ る。
し たが って， 異議 申立人 の主 張の中 にあ る，実 施機 関の業 務の 責任の 所在 に関す る 問
題 は， 本件異 議申 立てで 争う べき事 項で はなく ，当 審査会 では 検討を 行わ ない。

⑷

（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
平 成２４ 年

７月

５日

諮問

８月

３日

実 施機関 から の理由 説明 書の提 出

９月

４日

異議 申立人 から の意見 書の 提出

１ ２月 ２５日
平 成２ ５年

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２ ８日

審議 （平 成２４ 年度 第１０ 回会 議）

５月２ ８日

審議 （平 成２５ 年度 第２回 会議 ）
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２

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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