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別紙 

諮問第５３０号 

 

答   申 

 

１ 審査会の結論 

「消費生活相談情報及び消費生活相談情報（メモ）」ほか１件を一部開示とした決定

は、妥当である。 

 

２ 異議申立ての内容 

（１）異議申立ての趣旨 

   本件異議申立ての趣旨は、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、異議申立人が行った「平成27年２月

か３月くらいに、私がセンターに相談した○○生命からの告知義務違反を問われた

件に関する消費生活相談の記録」の開示請求に対し、東京都知事が平成27年９月14

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）異議申立ての理由 

異議申立書及び意見書における異議申立人の主張を要約すると、以下のとおりであ

る。 

 

ア 開示部分が少なすぎるので更に多くの開示をしてほしい。東京都消費生活総合セ

ンター（以下「センター」という。）担当者の説明と相手側の説明との相違点が多

すぎるため、もう少し多く開示してもらい真実を知りたい。 

   

  イ 開示及び更なる開示を要請したが、肝心な場所がマスキングされており、何の役

にも立たない。会話の内容を開示できないなら、意味がない。センターを頼り、

信用した都民を心痛の上乗せをさせるようなことは、今後、なくしてもらいたい。 

 

３ 異議申立てに対する実施機関の説明要旨 
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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）相談業務について 

   センターでは、都民の消費生活を支援するため、消費生活相談（以下「相談」とい

う。）を実施している。センターで行う相談業務は、消費者基本法（昭和43年法律

第78号。以下「基本法」という。）、消費者安全法（平成21年法律第50号）及び東

京都消費生活条例（平成６年東京都条例第110号。以下「消費生活条例」という。）

に基づくもので、消費者が商品を購入したり、サービスを利用した際に発生したト

ラブルに関する相談に対して、その解決のための助言やあっせん等を行っている。 

 

（２）あっせんについて 

   あっせんとは、相談者の自主交渉によってトラブルを解決することが困難であると

認められる場合に、センターが相談者と苦情の相手方である事業者の間に入って解

決を図るものである。 

   あっせんは、当事者間の交渉を支援するもので、相互の歩み寄りにより紛争が解決

するように努める手続であり、当事者間で自主的な解決がなされるよう助言、援助、

調整等に重点が置かれている。 

   あっせんに当たっては、必要に応じて、相談者、事業者及び関係者（以下「相談者

等」という。）から事情を聴取、あるいは資料の提出を求めることもあるが、セン

ターには、相談者等にこれらのことを強制する権限はない。 

センターと相談者等との信頼関係のもと、あっせんの過程でセンターが取得した

情報は、個別のトラブルを迅速に解決するために用いるものであり、交渉過程の詳

細は公にしないことを前提としている。 

 

（３）相談業務に伴う記録について 

   センターでは、相談内容や処理結果等について、相談案件ごとに独立行政法人国民

生活センター（以下「国民生活センター」という。）が運用する情報データベース

システム（以下「ＰＩＯ－ＮＥＴ」という。）において記録（以下「消費生活相談

情報及び消費生活相談情報（メモ）」という。）を作成している。 
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   この他多くの場合、相談者等との対応の際の詳細なやり取りについて、担当した相

談員が手書きの記録（以下「消費生活相談情報に係る処理経過」という。）を作成

している。 

    

（４）消費生活相談情報及び消費生活相談情報（メモ）の非開示部分について 

   別表に掲げる本件非開示情報１は、セキュリティに関する情報であり、開示するこ

とによりハッキング等情報の漏えいの危険性があり、ＰＩＯ－ＮＥＴの保有する情

報の保護に支障を及ぼすおそれがあるため、条例16条６号に該当するとして非開示

とした。 

 

（５）消費生活相談情報に係る処理経過の非開示部分について 

ア 別表の本件非開示情報２について 

本件非開示情報２は、開示請求者以外の個人を識別することができるため、条

例16条２号に該当するとして非開示とした。 

 

イ 別表の本件非開示情報３について 

本件非開示情報３は、特定の個人を識別でき、さらに開示請求者以外のプライ

バシーに係る事情の記載であり、特定の個人の権利利益を害するおそれがあると

認められるため、条例16条２号に該当するとして非開示とした。 

 

ウ 別表の本件非開示情報４について 

本件非開示情報４は、あっせんの過程における異議申立人以外の第三者からの

情報提供やそれを受けて実施機関内部で検討した過程等である。 

本件非開示情報４の記載内容は、あっせんの過程において開示しないことを前

提に聴取したものであり、開示することとなると相談者等の実施機関に対する信

頼を著しく失うことになる。 

また、こうした情報が開示されることとなると、今後行われるあっせんの際に、

事業者及び第三者が実施機関に任意で提供した情報の開示を警戒し、協力が得ら

れなくなるおそれがあり、公正・適切な解決を図るためのあっせんの実現が困難

となるなど相談業務の適正な執行に支障を及ぼすこととなるため、条例16条６号
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に該当するとして非開示とした。 

 

エ 別表の本件非開示情報５について 

本件非開示情報５は、あっせんに係る実施機関と本件事業者との交渉過程であ

り、上記ウと同様の理由により、条例16条６号に該当するとして非開示とした。 

また、本件事業者の内部管理に属する事項であり、開示することにより、事業

運営を行う上での判断、事務処理過程等が明らかになり、本件事業者の事業運営

が損なわれるため、条例16条３号にも該当するとして非開示とした。 

 

オ 別表の本件非開示情報６について 

  本件非開示情報６は、あっせんに係る実施機関と本件事業者との交渉過程であ

り、上記エと同様の理由により、条例16条３号及び６号に該当するとして非開示

とした。 

また、開示請求者以外の個人の情報を識別することができるため、条例16条２

号にも該当するとして非開示とした。 

 

カ 別表の本件非開示情報７について 

  本件非開示情報７は、開示請求者以外の個人を識別することができるため、条

例16条２号に該当するとして非開示とした。 

  また、印影については、公にすることにより偽造等の犯罪の予防に支障を及ぼ

すため、条例16条４号に該当するとして非開示とした。 

 

キ 別表の本件非開示情報８について 

  本件非開示情報８は、上記オと同様の理由により、条例16条２号、３号及び６

号に該当するとして非開示とした。 

  また、印影については、公にすることにより偽造等の犯罪の予防に支障を及ぼ

すため、条例16条４号に該当するとして非開示とした。 

 

４ 審査会の判断 

（１）審議の経過 
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審査会は、本件異議申立てについて、以下のように審議した。 

年 月 日 審 議 経 過 

平成２７年１１月 ２日 諮問 

平成２７年１２月２１日 新規概要説明（第１６０回第二部会） 

平成２８年 ２月１７日 実施機関から理由説明書収受 

平成２８年 ２月１８日 実施機関から説明聴取（第１６２回第二部会） 

平成２８年 ４月１１日 異議申立人から意見書収受 

平成２８年 ４月２７日 審議（第１６３回第二部会） 

平成２８年 ６月 １日 審議（第１６４回第二部会） 

平成２８年 ６月２９日 審議（第１６５回第二部会） 

 

（２）審査会の判断 

審査会は、異議申立ての対象となった保有個人情報並びに実施機関及び異議申立

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 消費生活相談について 

  基本法19条１項は、「地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者と消費者と

の間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにする

ため、苦情の処理のあっせん等に努めなければならない。」と定めている。 

また、消費生活条例28条１項は、「知事は、消費者から事業者の事業活動によ

り消費生活上の被害を受けた旨の申出があったときは、当該被害からの速やかな

救済のために必要な助言、仲介によるあっせんその他の措置を講ずるものとす

る。」としている。センターはこれらに基づき相談を実施しており、その処理経
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過及び結果について、相談案件ごとに国民生活センターが運用するＰＩＯ－ＮＥ

Ｔに記録することとしている。 

また、相談者等との対応の際の詳細なやり取りについては、多くの場合、担当

した相談員が処理経過として手書きの記録を作成している。 

 

イ 本件対象保有個人情報及び本件非開示情報について 

本件異議申立ての対象となった保有個人情報は、実施機関が異議申立人に関し

て作成した消費生活相談情報及び消費生活相談情報（メモ）（以下「本件対象保

有個人情報１」という。）並びに消費生活相談情報に係る処理経過（以下「本件

対象保有個人情報２」という。）である。 

実施機関は、本件開示請求に対し、消費生活相談情報に係る請求者の提供資料

を全部開示とし、本件対象保有個人情報１のうち、別表に掲げる本件非開示情報

１について条例16条６号に、本件対象保有個人情報２のうち、本件非開示情報２

及び３について条例16条２号に、本件非開示情報４について条例16条６号に、本

件非開示情報５について条例16条３号及び６号に、本件非開示情報６について条

例16条２号、３号及び６号に、本件非開示情報７について条例16条２号及び４号

に、本件非開示情報８について条例16条２号、３号、４号及び６号にそれぞれ該

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。 

 

ウ 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（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

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
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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３号は、「法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の

当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を

営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認めら

れるもの」を非開示情報と規定している。 

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。 

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。 

     

  エ 本件非開示情報の非開示妥当性について 

（ア）本件非開示情報１について 

   審査会が確認したところ、本件非開示情報１には、ＰＩＯ－ＮＥＴにアクセ

スするためのＩＤが記載されている。 

   これらはセキュリティに関する情報であり、これらを開示することにより、

ハッキング等情報漏えいの危険性があり、ＰＩＯ－ＮＥＴの保有する情報の保

護に支障を及ぼすおそれがあると認められる。 

よって、条例16条６号に該当し、非開示が妥当である。 

 

（イ）本件非開示情報２及び３について 

   審査会が確認したところ、本件非開示情報２には、本件事業者従業員及び第

三者の氏名等、本件非開示情報３には、本件事業者従業員の氏名等が記載され

ている。 

これらの氏名等の情報は、一体として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であるため、条例16条２号本文に該当し、その内容及び性

質から同号ただし書のいずれにも該当しないと認められるので、非開示が妥当
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である。 

 

（ウ）本件非開示情報４、５及び６について 

   審査会が確認したところ、本件非開示情報４には、本件あっせんの過程にお

ける第三者からの情報提供や、それを受けて実施機関内部で検討した過程等、

本件非開示情報５には、本件あっせんの過程における本件事業者との交渉過程

等、本件非開示情報６には、本件事業者従業員の氏名及び本件あっせん過程に

おける本件事業者との交渉過程がそれぞれ記載されている。 

実施機関の説明によると、あっせんを行う際、歩み寄りによる解決を図るため

には、事業者や関係者からあっせんに必要な事情や意見を聴取することもあるが、

これらは強制権限のない任意の協力によるものであり、一定の信頼関係を基礎と

して実施しているとのことである。 

これらの情報を開示すると、あっせんの合意に至る交渉過程の詳細全てが相談

者に明らかになってしまい、実施機関と事業者又は関係者との信頼関係が著しく

損なわれ、また今後、そのような情報が開示されることを警戒して、事業者又は

関係者からの協力が得られなくなることが予測され、あっせんそのものの実現が

困難となるなど、相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められ

る。 

 したがって、本件非開示情報４、５及び６は、条例16条６号に該当し、本件

非開示情報５についての同条３号の該当性、本件非開示情報６についての同条２

号又は３号の該当性をそれぞれ論じるまでもなく、非開示が妥当である。 

      

（エ）本件非開示情報７について  

 審査会が確認したところ、本件非開示情報７には、本件事業者従業員の氏名

及び実施機関が民間委託している従業員（以下「スタッフ」という。）の印影が

記載されており、当該氏名及び印影の情報は、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であるため、条例16条２号本文に該当し、その内容

及び性質から同号ただし書のいずれにも該当しないと認められることから、印

影についての同条４号の該当性を論じるまでもなく、非開示が妥当である。 
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  （オ）本件非開示情報８について 

審査会が確認したところ、本件非開示情報８には、電話連絡メモにおける本

件事業者従業員からの電話の発信者名（以下「発信者名」という。）、本件事

業者の発信番号（以下「発信番号」という。）、スタッフの印影及び本件事業

者からの電話の連絡内容（以下「連絡内容」という。）が記載されている。 

これらの情報のうち、発信者名、発信番号及びスタッフの印影の情報は、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であるため、条例16条

２号本文に該当し、その内容及び性質から同号ただし書のいずれにも該当しな

いと認められることから、同条３号、４号及び６号の該当性をそれぞれ論じる

までもなく、非開示が妥当である。 

また、連絡内容は、これを開示すると、あっせんの合意に至る交渉過程の詳

細全てが相談者に明らかになってしまい、実施機関と事業者又は関係者との信頼

関係が著しく損なわれ、また今後、そのような情報が開示されることを警戒して、

事業者又は関係者からの協力が得られなくなることが予測され、あっせんそのも

のの実現が困難となるなど、相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある

と認められる。 

 したがって、連絡内容については、条例16条６号に該当し、同条２号、３号

及び４号の該当性をそれぞれ論じるまでもなく、非開示が妥当である。 

   

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） 

横山 洋吉、中村 晶子、野口 貴公美、山田 洋
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別表 本件非開示情報                    

本件

対象

保有

個人

情報 

本件 

非開

示 

情報 

 

 

非開示箇所 

１ １ １枚目 相談受付者欄の右隣欄 ＩＤ 

処理担当者欄の右隣欄２段 

２ ２ ７枚目 14行目 事業者従業員の氏名 

８枚目 ６行目13文字目から文末まで 

９枚目 １行目19文字目から文末まで 

14枚目 ５行目６文字目から12文字目まで 第三者の氏名等 

15枚目 29行目13文字目から文末まで 事業者従業員の氏名 

16枚目 １行目12文字目から文末まで 

20枚目 10行目12文字目から文末まで 

21枚目 １行目12文字目から文末まで 

22枚目 ４行目13文字目から文末まで 

23枚目 １行目13文字目から文末まで 

27枚目 24行目10文字目から13文字目まで 第三者の氏名等 

28枚目 19行目16文字目から文末まで 事業者従業員の氏名 

29枚目 20行目５文字目から６文字目まで 第三者の氏名 

27行目５文字目から６文字目まで 

31枚目 １行目12文字目から文末まで 事業者従業員の氏名 

32枚目 19行目11文字目から文末まで 

35枚目 １行目17文字目から文末まで 

31枚目 電話連絡メモ（７月31日）発信者欄 

３ 22枚目 １行目13文字目から文末まで 事業者従業員の氏名等 

２行目 

31枚目 ２行目文頭から５文字目まで 
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２ ４ 14枚目 ７行目から10行目まで 第三者からの情報提供等 

13行目から14行目まで 

17行目から19行目まで 

21行目から22行目まで 

24行目から27行目まで 

29行目から30行目まで 

15枚目 １行目 

３行目から５行目まで 

７行目から12行目まで 

27枚目 25行目から29行目まで 

29枚目 22行目から25行目まで 

28行目文頭から８文字目まで 

29行目から30行目まで 

30枚目 １行目から10行目まで 第三者からの情報提供

等、実施機関内部での検

討過程等 

５ 28枚目 29行目から30行目まで 事業者との交渉過程等 

29枚目 １行目から15行目まで 

17行目から18行目まで 

32枚目 25行目から27行目まで 

29行目 

33枚目 １行目から３行目まで 

５行目から７行目まで 

９行目 

12行目から13行目まで 

15行目から17行目まで 

19行目から20行目まで 

22行目から23行目まで 
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２ ５ 33枚目 25行目 事業者との交渉過程等 

27行目 

29行目 

34枚目 １行目から３行目まで 

６ 35枚目 ７行目から８行目まで 事業者従業員の氏名及び

事業者との交渉過程等 

７ ８枚目 電話連絡メモ（２月24日） 発信者名、受信者の印影 

27枚目 電話連絡メモ（７月23日） 受信者の印影 

34枚目 電話連絡メモ（８月17日） 

８ ８枚目 電話連絡メモ（２月24日） 発信者名、受信者の印

影、発信番号、連絡内容 32枚目 電話連絡メモ（８月４日） 

 


