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内閣府情報公開・個人情報保護審査会答申の文書不存在に係る付言内閣府情報公開・個人情報保護審査会答申の文書不存在に係る付言内閣府情報公開・個人情報保護審査会答申の文書不存在に係る付言内閣府情報公開・個人情報保護審査会答申の文書不存在に係る付言集集集集    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

注注注注：：：：内閣府情報公開・個人情報保護審査会答申内閣府情報公開・個人情報保護審査会答申内閣府情報公開・個人情報保護審査会答申内閣府情報公開・個人情報保護審査会答申状況状況状況状況よりよりよりより作成作成作成作成    

（（（（参照参照参照参照））））http://www8.cao.go.jp/jyouhou/tousin/index_t.htmlhttp://www8.cao.go.jp/jyouhou/tousin/index_t.htmlhttp://www8.cao.go.jp/jyouhou/tousin/index_t.htmlhttp://www8.cao.go.jp/jyouhou/tousin/index_t.html    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

諮問庁諮問庁諮問庁諮問庁    ：：：：    外務大臣外務大臣外務大臣外務大臣    

諮問日諮問日諮問日諮問日    ：：：：    平成２６年平成２６年平成２６年平成２６年    ７月２８日（平成２６年（行情）諮問第４０２号）７月２８日（平成２６年（行情）諮問第４０２号）７月２８日（平成２６年（行情）諮問第４０２号）７月２８日（平成２６年（行情）諮問第４０２号）    

答申日答申日答申日答申日    ：：：：    平成２６年１１月１２日（平成２６年度（行情）答申第３０５号）平成２６年１１月１２日（平成２６年度（行情）答申第３０５号）平成２６年１１月１２日（平成２６年度（行情）答申第３０５号）平成２６年１１月１２日（平成２６年度（行情）答申第３０５号）    

事件名事件名事件名事件名    ：：：：    安倍首相の靖国参拝に関する米国向け想定問答集の不開示決定（不存在）安倍首相の靖国参拝に関する米国向け想定問答集の不開示決定（不存在）安倍首相の靖国参拝に関する米国向け想定問答集の不開示決定（不存在）安倍首相の靖国参拝に関する米国向け想定問答集の不開示決定（不存在）

に関する件に関する件に関する件に関する件    

    

３３３３    付言付言付言付言    

本件不開示決定通知書には，不開示とした理由について，「行政文書ファイルを探索したが，本件不開示決定通知書には，不開示とした理由について，「行政文書ファイルを探索したが，本件不開示決定通知書には，不開示とした理由について，「行政文書ファイルを探索したが，本件不開示決定通知書には，不開示とした理由について，「行政文書ファイルを探索したが，

該当する行政文書は確認されなかったため」と記載されているところ，一般に，文書の不該当する行政文書は確認されなかったため」と記載されているところ，一般に，文書の不該当する行政文書は確認されなかったため」と記載されているところ，一般に，文書の不該当する行政文書は確認されなかったため」と記載されているところ，一般に，文書の不

存在を理由とする不開示決定に際しては，単に対象文書を保有していないという事実を示存在を理由とする不開示決定に際しては，単に対象文書を保有していないという事実を示存在を理由とする不開示決定に際しては，単に対象文書を保有していないという事実を示存在を理由とする不開示決定に際しては，単に対象文書を保有していないという事実を示

すだけでは足りず，対象文書を作成又は取得していないのか，あるいは作成又は取得したすだけでは足りず，対象文書を作成又は取得していないのか，あるいは作成又は取得したすだけでは足りず，対象文書を作成又は取得していないのか，あるいは作成又は取得したすだけでは足りず，対象文書を作成又は取得していないのか，あるいは作成又は取得した

後に，廃棄又は亡失したのか等，当該文書が存在しないことの要因についても理由として後に，廃棄又は亡失したのか等，当該文書が存在しないことの要因についても理由として後に，廃棄又は亡失したのか等，当該文書が存在しないことの要因についても理由として後に，廃棄又は亡失したのか等，当該文書が存在しないことの要因についても理由として

付記することが求められる。付記することが求められる。付記することが求められる。付記することが求められる。    

したがって，原処分における理由付記は，行政手続法８条の趣旨に照らし，適切さを欠くしたがって，原処分における理由付記は，行政手続法８条の趣旨に照らし，適切さを欠くしたがって，原処分における理由付記は，行政手続法８条の趣旨に照らし，適切さを欠くしたがって，原処分における理由付記は，行政手続法８条の趣旨に照らし，適切さを欠く

ものであると言わざるを得ず，処分庁においては，今後の対応において，上記の点につきものであると言わざるを得ず，処分庁においては，今後の対応において，上記の点につきものであると言わざるを得ず，処分庁においては，今後の対応において，上記の点につきものであると言わざるを得ず，処分庁においては，今後の対応において，上記の点につき

留意すべきである。留意すべきである。留意すべきである。留意すべきである。    

    

    

諮問庁諮問庁諮問庁諮問庁    ：：：：    国土交通大臣国土交通大臣国土交通大臣国土交通大臣    

諮問日諮問日諮問日諮問日    ：：：：    平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年    ６月１２日（平成２５年（行情）諮問第２４７号）６月１２日（平成２５年（行情）諮問第２４７号）６月１２日（平成２５年（行情）諮問第２４７号）６月１２日（平成２５年（行情）諮問第２４７号）    

答申日答申日答申日答申日    ：：：：    平成２６年１０月１６日（平成２６年度（行情）答申第２５７号）平成２６年１０月１６日（平成２６年度（行情）答申第２５７号）平成２６年１０月１６日（平成２６年度（行情）答申第２５７号）平成２６年１０月１６日（平成２６年度（行情）答申第２５７号）    

事件名事件名事件名事件名    ：：：：    高速横浜環状南線の釜利谷～庄戸間のトンネルに５０ｍ×５０ｍの開口高速横浜環状南線の釜利谷～庄戸間のトンネルに５０ｍ×５０ｍの開口高速横浜環状南線の釜利谷～庄戸間のトンネルに５０ｍ×５０ｍの開口高速横浜環状南線の釜利谷～庄戸間のトンネルに５０ｍ×５０ｍの開口

部を設けた際の設計資料一式の不開示決定（不存在）に関する件部を設けた際の設計資料一式の不開示決定（不存在）に関する件部を設けた際の設計資料一式の不開示決定（不存在）に関する件部を設けた際の設計資料一式の不開示決定（不存在）に関する件    

    

４４４４    付言付言付言付言    

本件諮問は，審査請求後，２年１か月余りを経過してされている。本件対象文書の不開示本件諮問は，審査請求後，２年１か月余りを経過してされている。本件対象文書の不開示本件諮問は，審査請求後，２年１か月余りを経過してされている。本件対象文書の不開示本件諮問は，審査請求後，２年１か月余りを経過してされている。本件対象文書の不開示

理由からし理由からし理由からし理由からして，審査請求から諮問までにそれほど長期間を要するものとは考え難く，本件て，審査請求から諮問までにそれほど長期間を要するものとは考え難く，本件て，審査請求から諮問までにそれほど長期間を要するものとは考え難く，本件て，審査請求から諮問までにそれほど長期間を要するものとは考え難く，本件

諮問は遅きに失したと言わざるを得ない。諮問は遅きに失したと言わざるを得ない。諮問は遅きに失したと言わざるを得ない。諮問は遅きに失したと言わざるを得ない。    

諮問庁においては，今後，開示決定等に対する不服申立事件における諮問に当たって，迅諮問庁においては，今後，開示決定等に対する不服申立事件における諮問に当たって，迅諮問庁においては，今後，開示決定等に対する不服申立事件における諮問に当たって，迅諮問庁においては，今後，開示決定等に対する不服申立事件における諮問に当たって，迅

速かつ的確に対応することが望まれる。速かつ的確に対応することが望まれる。速かつ的確に対応することが望まれる。速かつ的確に対応することが望まれる。    
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諮問庁諮問庁諮問庁諮問庁    ：：：：    防衛大臣防衛大臣防衛大臣防衛大臣    

諮問日諮問日諮問日諮問日    ：：：：    平成２５年１０月２２日（平成２５年（行情）諮問第４６６号）平成２５年１０月２２日（平成２５年（行情）諮問第４６６号）平成２５年１０月２２日（平成２５年（行情）諮問第４６６号）平成２５年１０月２２日（平成２５年（行情）諮問第４６６号）    

答申日答申日答申日答申日    ：：：：    平成２６年平成２６年平成２６年平成２６年    ９月２９日（平成２６年度（行情）答申第２１７号）９月２９日（平成２６年度（行情）答申第２１７号）９月２９日（平成２６年度（行情）答申第２１７号）９月２９日（平成２６年度（行情）答申第２１７号）    

事件名事件名事件名事件名    ：：：：    護衛艦「たちかぜ」事件に関する文書で服務管理官に継承され現存する護衛艦「たちかぜ」事件に関する文書で服務管理官に継承され現存する護衛艦「たちかぜ」事件に関する文書で服務管理官に継承され現存する護衛艦「たちかぜ」事件に関する文書で服務管理官に継承され現存する

文書の不開示決定（不存在）に関する件文書の不開示決定（不存在）に関する件文書の不開示決定（不存在）に関する件文書の不開示決定（不存在）に関する件    

    

３３３３    付言付言付言付言    

諮問庁は，本件対象文書につき探索したが確認できなかったため，本件対象文書を保有し諮問庁は，本件対象文書につき探索したが確認できなかったため，本件対象文書を保有し諮問庁は，本件対象文書につき探索したが確認できなかったため，本件対象文書を保有し諮問庁は，本件対象文書につき探索したが確認できなかったため，本件対象文書を保有し

ておらず，不存在を理由とする原処分は妥当であると説明するが，本件対象文書を保有しておらず，不存在を理由とする原処分は妥当であると説明するが，本件対象文書を保有しておらず，不存在を理由とする原処分は妥当であると説明するが，本件対象文書を保有しておらず，不存在を理由とする原処分は妥当であると説明するが，本件対象文書を保有し

ていないことの妥当性を本件開示請求の内容に照らして具体的な根拠に基づき説明し得てていないことの妥当性を本件開示請求の内容に照らして具体的な根拠に基づき説明し得てていないことの妥当性を本件開示請求の内容に照らして具体的な根拠に基づき説明し得てていないことの妥当性を本件開示請求の内容に照らして具体的な根拠に基づき説明し得て

いない。いない。いない。いない。    

本件開示請求は，行政文書の内容とともに，取得期間や取得元等を詳細に限定しているこ本件開示請求は，行政文書の内容とともに，取得期間や取得元等を詳細に限定しているこ本件開示請求は，行政文書の内容とともに，取得期間や取得元等を詳細に限定しているこ本件開示請求は，行政文書の内容とともに，取得期間や取得元等を詳細に限定しているこ

とから，処分庁は，これに該当し得る行政文書を一定程度想定し，保有の有無について法とから，処分庁は，これに該当し得る行政文書を一定程度想定し，保有の有無について法とから，処分庁は，これに該当し得る行政文書を一定程度想定し，保有の有無について法とから，処分庁は，これに該当し得る行政文書を一定程度想定し，保有の有無について法

令や内部的取扱い等に基づいて具体的に説明することが可能であるものと考えられるが，令や内部的取扱い等に基づいて具体的に説明することが可能であるものと考えられるが，令や内部的取扱い等に基づいて具体的に説明することが可能であるものと考えられるが，令や内部的取扱い等に基づいて具体的に説明することが可能であるものと考えられるが，

そうした検そうした検そうした検そうした検討を十分に行うことなく，探索の結果，その存在を確認できないことのみをも討を十分に行うことなく，探索の結果，その存在を確認できないことのみをも討を十分に行うことなく，探索の結果，その存在を確認できないことのみをも討を十分に行うことなく，探索の結果，その存在を確認できないことのみをも

って不存在を理由とする原処分を行い，諮問庁もこれを適当であるとしている。って不存在を理由とする原処分を行い，諮問庁もこれを適当であるとしている。って不存在を理由とする原処分を行い，諮問庁もこれを適当であるとしている。って不存在を理由とする原処分を行い，諮問庁もこれを適当であるとしている。    

諮問庁は，政府の説明責任の確保と国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行諮問庁は，政府の説明責任の確保と国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行諮問庁は，政府の説明責任の確保と国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行諮問庁は，政府の説明責任の確保と国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行

政の推進という情報公開法の目的を踏まえ，今後は，不存在と判断する場合には，単に探政の推進という情報公開法の目的を踏まえ，今後は，不存在と判断する場合には，単に探政の推進という情報公開法の目的を踏まえ，今後は，不存在と判断する場合には，単に探政の推進という情報公開法の目的を踏まえ，今後は，不存在と判断する場合には，単に探

索の結果確認できないことのみならず，開示請求の内容に照らし，不存在であることの具索の結果確認できないことのみならず，開示請求の内容に照らし，不存在であることの具索の結果確認できないことのみならず，開示請求の内容に照らし，不存在であることの具索の結果確認できないことのみならず，開示請求の内容に照らし，不存在であることの具

体的かつ説得的な説明に努めるべきである。体的かつ説得的な説明に努めるべきである。体的かつ説得的な説明に努めるべきである。体的かつ説得的な説明に努めるべきである。    

    

    

諮問庁諮問庁諮問庁諮問庁    ：：：：    外務大臣外務大臣外務大臣外務大臣    

諮問日諮問日諮問日諮問日    ：：：：    平成２６年平成２６年平成２６年平成２６年    １月２０日（平成２６年（行情）諮問第１６号）１月２０日（平成２６年（行情）諮問第１６号）１月２０日（平成２６年（行情）諮問第１６号）１月２０日（平成２６年（行情）諮問第１６号）    

答申日答申日答申日答申日    ：：：：    平成２６年平成２６年平成２６年平成２６年    ７月２９日（平成２６年度（行情）答申第１４９号）７月２９日（平成２６年度（行情）答申第１４９号）７月２９日（平成２６年度（行情）答申第１４９号）７月２９日（平成２６年度（行情）答申第１４９号）    

事件名事件名事件名事件名    ：：：：    尖閣諸島についての基本見解（平成２５年５月）を起案した際の参考資尖閣諸島についての基本見解（平成２５年５月）を起案した際の参考資尖閣諸島についての基本見解（平成２５年５月）を起案した際の参考資尖閣諸島についての基本見解（平成２５年５月）を起案した際の参考資

料及び決裁書等の不開示決定（不存在）に関する件料及び決裁書等の不開示決定（不存在）に関する件料及び決裁書等の不開示決定（不存在）に関する件料及び決裁書等の不開示決定（不存在）に関する件    

    

    ３３３３    付言付言付言付言    

本件不開示決定通知書には，不開示とした理由について，「行政文書ファイルを探索したが，本件不開示決定通知書には，不開示とした理由について，「行政文書ファイルを探索したが，本件不開示決定通知書には，不開示とした理由について，「行政文書ファイルを探索したが，本件不開示決定通知書には，不開示とした理由について，「行政文書ファイルを探索したが，

該当する行政文書は確認できなかったため」と記載されているところ，一般に，文書の不該当する行政文書は確認できなかったため」と記載されているところ，一般に，文書の不該当する行政文書は確認できなかったため」と記載されているところ，一般に，文書の不該当する行政文書は確認できなかったため」と記載されているところ，一般に，文書の不

存在を理由とする不開示決定に際しては，単に対象文書を保有していない存在を理由とする不開示決定に際しては，単に対象文書を保有していない存在を理由とする不開示決定に際しては，単に対象文書を保有していない存在を理由とする不開示決定に際しては，単に対象文書を保有していないという事実を示という事実を示という事実を示という事実を示

すだけでは足りず，対象文書を作成又は取得していないのか，あるいは作成又は取得したすだけでは足りず，対象文書を作成又は取得していないのか，あるいは作成又は取得したすだけでは足りず，対象文書を作成又は取得していないのか，あるいは作成又は取得したすだけでは足りず，対象文書を作成又は取得していないのか，あるいは作成又は取得した

後に，廃棄又は亡失したのか等，当該文書が存在しないことの要因についても理由として後に，廃棄又は亡失したのか等，当該文書が存在しないことの要因についても理由として後に，廃棄又は亡失したのか等，当該文書が存在しないことの要因についても理由として後に，廃棄又は亡失したのか等，当該文書が存在しないことの要因についても理由として

付記することが求められる。付記することが求められる。付記することが求められる。付記することが求められる。    
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したがって，原処分における理由付記は，行政手続法８条の趣旨に照らし，適切さを欠くしたがって，原処分における理由付記は，行政手続法８条の趣旨に照らし，適切さを欠くしたがって，原処分における理由付記は，行政手続法８条の趣旨に照らし，適切さを欠くしたがって，原処分における理由付記は，行政手続法８条の趣旨に照らし，適切さを欠く

ものであると言わざるを得ず，処分庁においては，今後の対応において，上記の点につきものであると言わざるを得ず，処分庁においては，今後の対応において，上記の点につきものであると言わざるを得ず，処分庁においては，今後の対応において，上記の点につきものであると言わざるを得ず，処分庁においては，今後の対応において，上記の点につき

留意すべきである。留意すべきである。留意すべきである。留意すべきである。    

    

    

諮問庁諮問庁諮問庁諮問庁    ：：：：    防衛大臣防衛大臣防衛大臣防衛大臣    

諮問日諮問日諮問日諮問日    ：：：：    平成２６年平成２６年平成２６年平成２６年    ４月４月４月４月    ４日（平成２６年（行情）諮問第１８０号）４日（平成２６年（行情）諮問第１８０号）４日（平成２６年（行情）諮問第１８０号）４日（平成２６年（行情）諮問第１８０号）    

答申日答申日答申日答申日    ：：：：    平成２６年平成２６年平成２６年平成２６年    ７月１４日７月１４日７月１４日７月１４日（平成２６年度（行情）答申第１３５号）（平成２６年度（行情）答申第１３５号）（平成２６年度（行情）答申第１３５号）（平成２６年度（行情）答申第１３５号）    

事件名事件名事件名事件名    ：：：：    「裁量」を定義した文書の不開示決定（不存在）に関する件「裁量」を定義した文書の不開示決定（不存在）に関する件「裁量」を定義した文書の不開示決定（不存在）に関する件「裁量」を定義した文書の不開示決定（不存在）に関する件    

    

４４４４    付言付言付言付言    

本件については，異議申立てから諮問までに約１年２か月が経過している。当審査会への本件については，異議申立てから諮問までに約１年２か月が経過している。当審査会への本件については，異議申立てから諮問までに約１年２か月が経過している。当審査会への本件については，異議申立てから諮問までに約１年２か月が経過している。当審査会への

諮問については，平成１７年８月３日の各省庁の申合せにより，特段の事情がない限り，諮問については，平成１７年８月３日の各省庁の申合せにより，特段の事情がない限り，諮問については，平成１７年８月３日の各省庁の申合せにより，特段の事情がない限り，諮問については，平成１７年８月３日の各省庁の申合せにより，特段の事情がない限り，

不服申立てがあった日から遅くとも９０日を超えないようにすることとされている。本件不服申立てがあった日から遅くとも９０日を超えないようにすることとされている。本件不服申立てがあった日から遅くとも９０日を超えないようにすることとされている。本件不服申立てがあった日から遅くとも９０日を超えないようにすることとされている。本件

諮問の内容についてみると，その異議申立ての趣旨や理由からして，異議申立てを受けて諮問の内容についてみると，その異議申立ての趣旨や理由からして，異議申立てを受けて諮問の内容についてみると，その異議申立ての趣旨や理由からして，異議申立てを受けて諮問の内容についてみると，その異議申立ての趣旨や理由からして，異議申立てを受けて

から諮問を行うまでに長期間を要するものとは考え難いといわざるを得ない。から諮問を行うまでに長期間を要するものとは考え難いといわざるを得ない。から諮問を行うまでに長期間を要するものとは考え難いといわざるを得ない。から諮問を行うまでに長期間を要するものとは考え難いといわざるを得ない。    

諮問の著しい遅れは，不服申立ての処理を遅延させ，簡易迅速な権利救済手段である不服諮問の著しい遅れは，不服申立ての処理を遅延させ，簡易迅速な権利救済手段である不服諮問の著しい遅れは，不服申立ての処理を遅延させ，簡易迅速な権利救済手段である不服諮問の著しい遅れは，不服申立ての処理を遅延させ，簡易迅速な権利救済手段である不服

申立制度の趣旨を没却することにもなりかねない。申立制度の趣旨を没却することにもなりかねない。申立制度の趣旨を没却することにもなりかねない。申立制度の趣旨を没却することにもなりかねない。    

諮問庁においては，今後，開示決定等に対する不服申立事件における諮問に当たって，迅諮問庁においては，今後，開示決定等に対する不服申立事件における諮問に当たって，迅諮問庁においては，今後，開示決定等に対する不服申立事件における諮問に当たって，迅諮問庁においては，今後，開示決定等に対する不服申立事件における諮問に当たって，迅

速かつ的確な対応が望まれる。速かつ的確な対応が望まれる。速かつ的確な対応が望まれる。速かつ的確な対応が望まれる。    

    

    

諮問庁諮問庁諮問庁諮問庁    ：：：：    国土交通大臣国土交通大臣国土交通大臣国土交通大臣    

諮問日諮問日諮問日諮問日    ：：：：    平成２６年平成２６年平成２６年平成２６年    ２月１４日（平成２６年（行情）諮問第６６号）２月１４日（平成２６年（行情）諮問第６６号）２月１４日（平成２６年（行情）諮問第６６号）２月１４日（平成２６年（行情）諮問第６６号）    

答申日答申日答申日答申日    ：：：：    平成２６年平成２６年平成２６年平成２６年    ７月７月７月７月    ９日（平成２６年度（行情）答申第１２１号）９日（平成２６年度（行情）答申第１２１号）９日（平成２６年度（行情）答申第１２１号）９日（平成２６年度（行情）答申第１２１号）    

事件名事件名事件名事件名    ：：：：    特定船舶に係る解撤等交付金認定通知書の不開示決定（不存在）に関す特定船舶に係る解撤等交付金認定通知書の不開示決定（不存在）に関す特定船舶に係る解撤等交付金認定通知書の不開示決定（不存在）に関す特定船舶に係る解撤等交付金認定通知書の不開示決定（不存在）に関す

る件る件る件る件    

    

    ３３３３    付言付言付言付言    

本件本件本件本件においては，結果として，本件対象文書を現に保有しているとは認められないことかにおいては，結果として，本件対象文書を現に保有しているとは認められないことかにおいては，結果として，本件対象文書を現に保有しているとは認められないことかにおいては，結果として，本件対象文書を現に保有しているとは認められないことか

ら，「本件対象文書を保有していない」として不開示とした原処分を妥当と判断するものでら，「本件対象文書を保有していない」として不開示とした原処分を妥当と判断するものでら，「本件対象文書を保有していない」として不開示とした原処分を妥当と判断するものでら，「本件対象文書を保有していない」として不開示とした原処分を妥当と判断するもので

はあるが，その保有していない理由として，本来は，「保存期間が満了したことにより廃棄はあるが，その保有していない理由として，本来は，「保存期間が満了したことにより廃棄はあるが，その保有していない理由として，本来は，「保存期間が満了したことにより廃棄はあるが，その保有していない理由として，本来は，「保存期間が満了したことにより廃棄

したため」との説明を行うべきであったところ，処分庁においては，本件対象文書の取得したため」との説明を行うべきであったところ，処分庁においては，本件対象文書の取得したため」との説明を行うべきであったところ，処分庁においては，本件対象文書の取得したため」との説明を行うべきであったところ，処分庁においては，本件対象文書の取得

及び保有の有無について十分な確認を行わないまま，安易に「取得していない」との誤っ及び保有の有無について十分な確認を行わないまま，安易に「取得していない」との誤っ及び保有の有無について十分な確認を行わないまま，安易に「取得していない」との誤っ及び保有の有無について十分な確認を行わないまま，安易に「取得していない」との誤っ

た説明が行われたと言わざるを得ず，このような対応が行われたことは誠に遺憾である。た説明が行われたと言わざるを得ず，このような対応が行われたことは誠に遺憾である。た説明が行われたと言わざるを得ず，このような対応が行われたことは誠に遺憾である。た説明が行われたと言わざるを得ず，このような対応が行われたことは誠に遺憾である。    

今後は，開示請求の対象となる文今後は，開示請求の対象となる文今後は，開示請求の対象となる文今後は，開示請求の対象となる文書の特定に際して十分な確認と探索を行うなど，真摯な書の特定に際して十分な確認と探索を行うなど，真摯な書の特定に際して十分な確認と探索を行うなど，真摯な書の特定に際して十分な確認と探索を行うなど，真摯な
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開示請求への対応と適正な理由の提示が強く望まれる。開示請求への対応と適正な理由の提示が強く望まれる。開示請求への対応と適正な理由の提示が強く望まれる。開示請求への対応と適正な理由の提示が強く望まれる。    

    

        

諮問庁諮問庁諮問庁諮問庁    ：：：：    法務大臣法務大臣法務大臣法務大臣    

諮問日諮問日諮問日諮問日    ：：：：    平成２５年１０月平成２５年１０月平成２５年１０月平成２５年１０月    ４日（平成２５年（行情）諮問第４２９号）４日（平成２５年（行情）諮問第４２９号）４日（平成２５年（行情）諮問第４２９号）４日（平成２５年（行情）諮問第４２９号）    

答申日答申日答申日答申日    ：：：：    平成２６年平成２６年平成２６年平成２６年    ６月６月６月６月    ５日（平成２６年度（行情）答申第７０号）５日（平成２６年度（行情）答申第７０号）５日（平成２６年度（行情）答申第７０号）５日（平成２６年度（行情）答申第７０号）    

事件名事件名事件名事件名    ：：：：    特定刑事施設に係る施設概況の一部開示決定に関する件特定刑事施設に係る施設概況の一部開示決定に関する件特定刑事施設に係る施設概況の一部開示決定に関する件特定刑事施設に係る施設概況の一部開示決定に関する件    

    

６６６６    付言付言付言付言    

処分庁は，本件請求文書がまだ作成されていないことをもって開示請求人の意思を確認す処分庁は，本件請求文書がまだ作成されていないことをもって開示請求人の意思を確認す処分庁は，本件請求文書がまだ作成されていないことをもって開示請求人の意思を確認す処分庁は，本件請求文書がまだ作成されていないことをもって開示請求人の意思を確認す

ること及び不存在決定を行うことなく，開示請求人に収入印紙を返戻しているが，本件取ること及び不存在決定を行うことなく，開示請求人に収入印紙を返戻しているが，本件取ること及び不存在決定を行うことなく，開示請求人に収入印紙を返戻しているが，本件取ること及び不存在決定を行うことなく，開示請求人に収入印紙を返戻しているが，本件取

扱いは，開示請求に対する補正又は開示決定等を行っていないものであり，行政手続法７扱いは，開示請求に対する補正又は開示決定等を行っていないものであり，行政手続法７扱いは，開示請求に対する補正又は開示決定等を行っていないものであり，行政手続法７扱いは，開示請求に対する補正又は開示決定等を行っていないものであり，行政手続法７

条に違反するといわざるを得ない。条に違反するといわざるを得ない。条に違反するといわざるを得ない。条に違反するといわざるを得ない。    

また，本件対象文書が開示請求時点において，まだ作成されていないのであれば，本件対また，本件対象文書が開示請求時点において，まだ作成されていないのであれば，本件対また，本件対象文書が開示請求時点において，まだ作成されていないのであれば，本件対また，本件対象文書が開示請求時点において，まだ作成されていないのであれば，本件対

象文書が作成される見込みを開示請求人に教示すべきであった。象文書が作成される見込みを開示請求人に教示すべきであった。象文書が作成される見込みを開示請求人に教示すべきであった。象文書が作成される見込みを開示請求人に教示すべきであった。    

処分庁は，今後，開示請求に係る事務手続において，適切に対応することが強く望まれる。処分庁は，今後，開示請求に係る事務手続において，適切に対応することが強く望まれる。処分庁は，今後，開示請求に係る事務手続において，適切に対応することが強く望まれる。処分庁は，今後，開示請求に係る事務手続において，適切に対応することが強く望まれる。    

    

        

諮問庁諮問庁諮問庁諮問庁    ：：：：    厚生労働大臣厚生労働大臣厚生労働大臣厚生労働大臣    

諮問日諮問日諮問日諮問日    ：：：：    平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年    ９月９月９月９月    ９日（平成２５年（行情）諮問第３８７号）９日（平成２５年（行情）諮問第３８７号）９日（平成２５年（行情）諮問第３８７号）９日（平成２５年（行情）諮問第３８７号）    

答申日答申日答申日答申日    ：：：：    平成２６年平成２６年平成２６年平成２６年    ４月２５日（平成２６年度（行情）答申第２８号）４月２５日（平成２６年度（行情）答申第２８号）４月２５日（平成２６年度（行情）答申第２８号）４月２５日（平成２６年度（行情）答申第２８号）    

事件名事件名事件名事件名    ：：：：    特定研究の事業実績報告に係る契約・支払資料の不開示決定（不存在）特定研究の事業実績報告に係る契約・支払資料の不開示決定（不存在）特定研究の事業実績報告に係る契約・支払資料の不開示決定（不存在）特定研究の事業実績報告に係る契約・支払資料の不開示決定（不存在）

に関する件に関する件に関する件に関する件    

    

    ４４４４    付言付言付言付言    

            本件不開示決定通知書には，不開示とした理由について，開示請求に係る行政文書本件不開示決定通知書には，不開示とした理由について，開示請求に係る行政文書本件不開示決定通知書には，不開示とした理由について，開示請求に係る行政文書本件不開示決定通知書には，不開示とした理由について，開示請求に係る行政文書

を保有していない旨記載されているところ，審査請求人は，意見書において，法の附帯決を保有していない旨記載されているところ，審査請求人は，意見書において，法の附帯決を保有していない旨記載されているところ，審査請求人は，意見書において，法の附帯決を保有していない旨記載されているところ，審査請求人は，意見書において，法の附帯決

議には不開示決定をする際の理由の明確化等を求めていると述べている。議には不開示決定をする際の理由の明確化等を求めていると述べている。議には不開示決定をする際の理由の明確化等を求めていると述べている。議には不開示決定をする際の理由の明確化等を求めていると述べている。    

            一般に，文書の不一般に，文書の不一般に，文書の不一般に，文書の不存在を理由とする不開示決定に際しては，単に対象文書を保有し存在を理由とする不開示決定に際しては，単に対象文書を保有し存在を理由とする不開示決定に際しては，単に対象文書を保有し存在を理由とする不開示決定に際しては，単に対象文書を保有し

ていないという事実を示すだけでは足りず，対象文書を作成又は取得していないのか等当ていないという事実を示すだけでは足りず，対象文書を作成又は取得していないのか等当ていないという事実を示すだけでは足りず，対象文書を作成又は取得していないのか等当ていないという事実を示すだけでは足りず，対象文書を作成又は取得していないのか等当

該文書が存在していないことの要因についても理由として付記することが求められる。該文書が存在していないことの要因についても理由として付記することが求められる。該文書が存在していないことの要因についても理由として付記することが求められる。該文書が存在していないことの要因についても理由として付記することが求められる。    

            したがって，原処分において付された理由の内容は，行政手続法８条の趣旨に照らしたがって，原処分において付された理由の内容は，行政手続法８条の趣旨に照らしたがって，原処分において付された理由の内容は，行政手続法８条の趣旨に照らしたがって，原処分において付された理由の内容は，行政手続法８条の趣旨に照ら

し，適切さを欠くものであり，今後，適切な対応が望まれる。し，適切さを欠くものであり，今後，適切な対応が望まれる。し，適切さを欠くものであり，今後，適切な対応が望まれる。し，適切さを欠くものであり，今後，適切な対応が望まれる。    

    

    

諮問庁諮問庁諮問庁諮問庁    ：：：：    内閣総理大臣内閣総理大臣内閣総理大臣内閣総理大臣    
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諮問日諮問日諮問日諮問日    ：：：：    平成２６年平成２６年平成２６年平成２６年    ２月２月２月２月    ５日（平成２６年（行情）諮問第４５号）５日（平成２６年（行情）諮問第４５号）５日（平成２６年（行情）諮問第４５号）５日（平成２６年（行情）諮問第４５号）    

答申日答申日答申日答申日    ：：：：    平成２６年平成２６年平成２６年平成２６年    ４月１６日（平成２６年度（行情）４月１６日（平成２６年度（行情）４月１６日（平成２６年度（行情）４月１６日（平成２６年度（行情）答申第７号）答申第７号）答申第７号）答申第７号）    

事件名事件名事件名事件名    ：：：：    官房長官が記者会見で公表した東シナ海ガス田の中国の一方的な開発を官房長官が記者会見で公表した東シナ海ガス田の中国の一方的な開発を官房長官が記者会見で公表した東シナ海ガス田の中国の一方的な開発を官房長官が記者会見で公表した東シナ海ガス田の中国の一方的な開発を

進めていることを知った文書の不開示決定（不存在）に関する件進めていることを知った文書の不開示決定（不存在）に関する件進めていることを知った文書の不開示決定（不存在）に関する件進めていることを知った文書の不開示決定（不存在）に関する件    

    

３３３３    付言付言付言付言    

            本件不開示決定通知書には，不開示とした理由について，「本件対象文書を保有して本件不開示決定通知書には，不開示とした理由について，「本件対象文書を保有して本件不開示決定通知書には，不開示とした理由について，「本件対象文書を保有して本件不開示決定通知書には，不開示とした理由について，「本件対象文書を保有して

いないため。（不存在）」とのみ記載されているところ，一般に，文書の不存在を理由とすいないため。（不存在）」とのみ記載されているところ，一般に，文書の不存在を理由とすいないため。（不存在）」とのみ記載されているところ，一般に，文書の不存在を理由とすいないため。（不存在）」とのみ記載されているところ，一般に，文書の不存在を理由とす

る不開示決定に際しては，単に対象文書を保有していないという事実を示すだけでは足りる不開示決定に際しては，単に対象文書を保有していないという事実を示すだけでは足りる不開示決定に際しては，単に対象文書を保有していないという事実を示すだけでは足りる不開示決定に際しては，単に対象文書を保有していないという事実を示すだけでは足り

ず，対象文書を作成又は取得していないのか，あるいは作成又は取得した後に，廃棄又はず，対象文書を作成又は取得していないのか，あるいは作成又は取得した後に，廃棄又はず，対象文書を作成又は取得していないのか，あるいは作成又は取得した後に，廃棄又はず，対象文書を作成又は取得していないのか，あるいは作成又は取得した後に，廃棄又は

亡失したのか等，当該文書が亡失したのか等，当該文書が亡失したのか等，当該文書が亡失したのか等，当該文書が存在しないことの要因についても理由として付記することが存在しないことの要因についても理由として付記することが存在しないことの要因についても理由として付記することが存在しないことの要因についても理由として付記することが

求められる。求められる。求められる。求められる。    

したがって，原処分における理由付記は，行政手続法８条の趣旨に照らし，適切さを欠くしたがって，原処分における理由付記は，行政手続法８条の趣旨に照らし，適切さを欠くしたがって，原処分における理由付記は，行政手続法８条の趣旨に照らし，適切さを欠くしたがって，原処分における理由付記は，行政手続法８条の趣旨に照らし，適切さを欠く

ものであるといわざるを得ず，処分庁においては，今後の対応において，上記の点につきものであるといわざるを得ず，処分庁においては，今後の対応において，上記の点につきものであるといわざるを得ず，処分庁においては，今後の対応において，上記の点につきものであるといわざるを得ず，処分庁においては，今後の対応において，上記の点につき

留意すべきである。留意すべきである。留意すべきである。留意すべきである。    

    

        

諮問庁諮問庁諮問庁諮問庁    ：：：：    国土交通大臣国土交通大臣国土交通大臣国土交通大臣    

諮問日諮問日諮問日諮問日    ：：：：    平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年    ２月１２日（平成２５年（行情）諮問第５９号）２月１２日（平成２５年（行情）諮問第５９号）２月１２日（平成２５年（行情）諮問第５９号）２月１２日（平成２５年（行情）諮問第５９号）    

答申日答申日答申日答申日    ：：：：    平成２６年平成２６年平成２６年平成２６年    ３月２８日（平成２５年度（行情）答申第４９１号）３月２８日（平成２５年度（行情）答申第４９１号）３月２８日（平成２５年度（行情）答申第４９１号）３月２８日（平成２５年度（行情）答申第４９１号）    

事件名事件名事件名事件名    ：：：：    鉄道部安全指導課の行政文書ファイル「起案簿（平成１１年）」につづら鉄道部安全指導課の行政文書ファイル「起案簿（平成１１年）」につづら鉄道部安全指導課の行政文書ファイル「起案簿（平成１１年）」につづら鉄道部安全指導課の行政文書ファイル「起案簿（平成１１年）」につづら

れている文書等の不開示決定（不存在）に関する件れている文書等の不開示決定（不存在）に関する件れている文書等の不開示決定（不存在）に関する件れている文書等の不開示決定（不存在）に関する件    

    

３３３３    付言付言付言付言    

（１）文書管理について（１）文書管理について（１）文書管理について（１）文書管理について    

本件は，平成２１年６月に文書の紛失が判明したもので，その紛失した時期も確定できな本件は，平成２１年６月に文書の紛失が判明したもので，その紛失した時期も確定できな本件は，平成２１年６月に文書の紛失が判明したもので，その紛失した時期も確定できな本件は，平成２１年６月に文書の紛失が判明したもので，その紛失した時期も確定できな

いとのことである。本件のような事態は，ひとえに文書管理意識の欠如に起因するものといとのことである。本件のような事態は，ひとえに文書管理意識の欠如に起因するものといとのことである。本件のような事態は，ひとえに文書管理意識の欠如に起因するものといとのことである。本件のような事態は，ひとえに文書管理意識の欠如に起因するものと

思われ，関東運輸局のみならず，国土交通省のどの部局においても生じる可能性があるも思われ，関東運輸局のみならず，国土交通省のどの部局においても生じる可能性があるも思われ，関東運輸局のみならず，国土交通省のどの部局においても生じる可能性があるも思われ，関東運輸局のみならず，国土交通省のどの部局においても生じる可能性があるも

のとして，今後は，国土交通省全体において文書の紛失等という事態を絶対に起こさぬよのとして，今後は，国土交通省全体において文書の紛失等という事態を絶対に起こさぬよのとして，今後は，国土交通省全体において文書の紛失等という事態を絶対に起こさぬよのとして，今後は，国土交通省全体において文書の紛失等という事態を絶対に起こさぬよ

う日頃の文書管理を徹底するこう日頃の文書管理を徹底するこう日頃の文書管理を徹底するこう日頃の文書管理を徹底することが望まれる。また，文書の中には復元等の対処を要するとが望まれる。また，文書の中には復元等の対処を要するとが望まれる。また，文書の中には復元等の対処を要するとが望まれる。また，文書の中には復元等の対処を要する

ものもあり，復元等の対処には紛失等の事態の早期発見が肝要であるから，定期的に文書ものもあり，復元等の対処には紛失等の事態の早期発見が肝要であるから，定期的に文書ものもあり，復元等の対処には紛失等の事態の早期発見が肝要であるから，定期的に文書ものもあり，復元等の対処には紛失等の事態の早期発見が肝要であるから，定期的に文書

の所在の点検を実施するに当たり，より厳格に文書管理に取り組むことが望まれる。の所在の点検を実施するに当たり，より厳格に文書管理に取り組むことが望まれる。の所在の点検を実施するに当たり，より厳格に文書管理に取り組むことが望まれる。の所在の点検を実施するに当たり，より厳格に文書管理に取り組むことが望まれる。    

    

（２）諮問の遅延について（２）諮問の遅延について（２）諮問の遅延について（２）諮問の遅延について    

本件諮問は，審査請求後，約３年を経過してされている。本件対象文書の不開示理由から本件諮問は，審査請求後，約３年を経過してされている。本件対象文書の不開示理由から本件諮問は，審査請求後，約３年を経過してされている。本件対象文書の不開示理由から本件諮問は，審査請求後，約３年を経過してされている。本件対象文書の不開示理由から

して，審査請求から諮問までにそれほど長期間を要するものとは到底考え難く，本件諮問して，審査請求から諮問までにそれほど長期間を要するものとは到底考え難く，本件諮問して，審査請求から諮問までにそれほど長期間を要するものとは到底考え難く，本件諮問して，審査請求から諮問までにそれほど長期間を要するものとは到底考え難く，本件諮問
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は，遅きに失したと言わざるを得ない。諮問庁においては，今後，開示決定等に対する不は，遅きに失したと言わざるを得ない。諮問庁においては，今後，開示決定等に対する不は，遅きに失したと言わざるを得ない。諮問庁においては，今後，開示決定等に対する不は，遅きに失したと言わざるを得ない。諮問庁においては，今後，開示決定等に対する不

服申立事件における諮問に当たって，服申立事件における諮問に当たって，服申立事件における諮問に当たって，服申立事件における諮問に当たって，迅速かつ的確に対応することが望まれる。迅速かつ的確に対応することが望まれる。迅速かつ的確に対応することが望まれる。迅速かつ的確に対応することが望まれる。    

    

    

諮問庁諮問庁諮問庁諮問庁    ：：：：    国税庁長官（処分庁：大阪国税局長）国税庁長官（処分庁：大阪国税局長）国税庁長官（処分庁：大阪国税局長）国税庁長官（処分庁：大阪国税局長）    

諮問日諮問日諮問日諮問日    ：：：：    平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年    ６月１７日（平成２５年（行情）諮問第２５８号）６月１７日（平成２５年（行情）諮問第２５８号）６月１７日（平成２５年（行情）諮問第２５８号）６月１７日（平成２５年（行情）諮問第２５８号）    

答申日答申日答申日答申日    ：：：：    平成２６年平成２６年平成２６年平成２６年    １月２７日（平成２５年度（行情）答申第３４９号）１月２７日（平成２５年度（行情）答申第３４９号）１月２７日（平成２５年度（行情）答申第３４９号）１月２７日（平成２５年度（行情）答申第３４９号）    

事件名事件名事件名事件名    ：：：：    大阪国税不服審判所特定支所長が実施した定年退職予定の職員に係る意大阪国税不服審判所特定支所長が実施した定年退職予定の職員に係る意大阪国税不服審判所特定支所長が実施した定年退職予定の職員に係る意大阪国税不服審判所特定支所長が実施した定年退職予定の職員に係る意

向確認の実施結果を取りまとめた文書等の不開示決定（不存在）に関する件向確認の実施結果を取りまとめた文書等の不開示決定（不存在）に関する件向確認の実施結果を取りまとめた文書等の不開示決定（不存在）に関する件向確認の実施結果を取りまとめた文書等の不開示決定（不存在）に関する件    

    

４４４４        付言付言付言付言    

    諮問庁は，開示請求書の宛名欄に「大阪国税局長」及び「大阪国税不服審判所長」と併諮問庁は，開示請求書の宛名欄に「大阪国税局長」及び「大阪国税不服審判所長」と併諮問庁は，開示請求書の宛名欄に「大阪国税局長」及び「大阪国税不服審判所長」と併諮問庁は，開示請求書の宛名欄に「大阪国税局長」及び「大阪国税不服審判所長」と併

記されていたことについて，処分庁が記されていたことについて，処分庁が記されていたことについて，処分庁が記されていたことについて，処分庁がその補正を審査請求人に求める際に，「（本件対象文その補正を審査請求人に求める際に，「（本件対象文その補正を審査請求人に求める際に，「（本件対象文その補正を審査請求人に求める際に，「（本件対象文

書の）いくつかは大阪国税局ではなく，大阪国税不服審判所が保有している可能性がある書の）いくつかは大阪国税局ではなく，大阪国税不服審判所が保有している可能性がある書の）いくつかは大阪国税局ではなく，大阪国税不服審判所が保有している可能性がある書の）いくつかは大阪国税局ではなく，大阪国税不服審判所が保有している可能性がある

と考えられる旨の説明」をし，「必要に応じて，後日，大阪国税不服審判所長に開示請求すと考えられる旨の説明」をし，「必要に応じて，後日，大阪国税不服審判所長に開示請求すと考えられる旨の説明」をし，「必要に応じて，後日，大阪国税不服審判所長に開示請求すと考えられる旨の説明」をし，「必要に応じて，後日，大阪国税不服審判所長に開示請求す

るよう説明を行った」としているが，本件対象文書の大半が大阪国税不服審判所に関するるよう説明を行った」としているが，本件対象文書の大半が大阪国税不服審判所に関するるよう説明を行った」としているが，本件対象文書の大半が大阪国税不服審判所に関するるよう説明を行った」としているが，本件対象文書の大半が大阪国税不服審判所に関する

文書であると諮問庁が説明していることを踏まえると，補正手続の時点において，処分庁文書であると諮問庁が説明していることを踏まえると，補正手続の時点において，処分庁文書であると諮問庁が説明していることを踏まえると，補正手続の時点において，処分庁文書であると諮問庁が説明していることを踏まえると，補正手続の時点において，処分庁

は，処分庁で保有していない文書については，その旨を明確に説明して，請求する行政文は，処分庁で保有していない文書については，その旨を明確に説明して，請求する行政文は，処分庁で保有していない文書については，その旨を明確に説明して，請求する行政文は，処分庁で保有していない文書については，その旨を明確に説明して，請求する行政文

書についても補正を求め，また，本件対象文書の大半が大阪国税不服書についても補正を求め，また，本件対象文書の大半が大阪国税不服書についても補正を求め，また，本件対象文書の大半が大阪国税不服書についても補正を求め，また，本件対象文書の大半が大阪国税不服審判所に関する文書審判所に関する文書審判所に関する文書審判所に関する文書

である旨の情報提供を行った上で大阪国税不服審判所長に開示請求するよう適切な説明をである旨の情報提供を行った上で大阪国税不服審判所長に開示請求するよう適切な説明をである旨の情報提供を行った上で大阪国税不服審判所長に開示請求するよう適切な説明をである旨の情報提供を行った上で大阪国税不服審判所長に開示請求するよう適切な説明を

すべきであったと考えられる。すべきであったと考えられる。すべきであったと考えられる。すべきであったと考えられる。    

    今後，処分庁においては，開示請求者に対する丁寧かつ的確な情報の提供が望まれる。今後，処分庁においては，開示請求者に対する丁寧かつ的確な情報の提供が望まれる。今後，処分庁においては，開示請求者に対する丁寧かつ的確な情報の提供が望まれる。今後，処分庁においては，開示請求者に対する丁寧かつ的確な情報の提供が望まれる。    

    

    

諮問庁諮問庁諮問庁諮問庁    ：：：：    国土交通大臣（処分庁：同左）国土交通大臣（処分庁：同左）国土交通大臣（処分庁：同左）国土交通大臣（処分庁：同左）    

諮問日諮問日諮問日諮問日    ：：：：    平成２４年平成２４年平成２４年平成２４年    ７月１９日（平成２４年（行情）諮問第２９０号）７月１９日（平成２４年（行情）諮問第２９０号）７月１９日（平成２４年（行情）諮問第２９０号）７月１９日（平成２４年（行情）諮問第２９０号）    

答申日答申日答申日答申日    ：：：：    平成２６年平成２６年平成２６年平成２６年    １月２３日（平成２５年度（行情）答申第３４２号）１月２３日（平成２５年度（行情）答申第３４２号）１月２３日（平成２５年度（行情）答申第３４２号）１月２３日（平成２５年度（行情）答申第３４２号）    

事件名事件名事件名事件名    ：：：：    国土交通省所管の都市公園のうち東京都等に所在する公園で地方公共団国土交通省所管の都市公園のうち東京都等に所在する公園で地方公共団国土交通省所管の都市公園のうち東京都等に所在する公園で地方公共団国土交通省所管の都市公園のうち東京都等に所在する公園で地方公共団

体から許可を受けている者以外の者が施設を運営している具体的な物件と内容の分かる文体から許可を受けている者以外の者が施設を運営している具体的な物件と内容の分かる文体から許可を受けている者以外の者が施設を運営している具体的な物件と内容の分かる文体から許可を受けている者以外の者が施設を運営している具体的な物件と内容の分かる文

書の不開示決定（不存在）に関する件書の不開示決定（不存在）に関する件書の不開示決定（不存在）に関する件書の不開示決定（不存在）に関する件    

    

４４４４        付言付言付言付言    

    異議申立人の主張の一部は，請求文書の補正に関するものである。これは，処分庁が請異議申立人の主張の一部は，請求文書の補正に関するものである。これは，処分庁が請異議申立人の主張の一部は，請求文書の補正に関するものである。これは，処分庁が請異議申立人の主張の一部は，請求文書の補正に関するものである。これは，処分庁が請

求文書の補正を求めた際に，最終的な異議申立人の諾否の返答をあえて求めなかったこと求文書の補正を求めた際に，最終的な異議申立人の諾否の返答をあえて求めなかったこと求文書の補正を求めた際に，最終的な異議申立人の諾否の返答をあえて求めなかったこと求文書の補正を求めた際に，最終的な異議申立人の諾否の返答をあえて求めなかったこと

が主たる原因であると考えられる。請求文書の補正の求めは，請求文書を特定するためにが主たる原因であると考えられる。請求文書の補正の求めは，請求文書を特定するためにが主たる原因であると考えられる。請求文書の補正の求めは，請求文書を特定するためにが主たる原因であると考えられる。請求文書の補正の求めは，請求文書を特定するために

行うのだから，行うからには，これを通じて特定される請求文書につい行うのだから，行うからには，これを通じて特定される請求文書につい行うのだから，行うからには，これを通じて特定される請求文書につい行うのだから，行うからには，これを通じて特定される請求文書について開示請求者と開て開示請求者と開て開示請求者と開て開示請求者と開
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示請求を受けた行政機関の認識が一致しなければ何ら意味がない。今後は，処分庁におい示請求を受けた行政機関の認識が一致しなければ何ら意味がない。今後は，処分庁におい示請求を受けた行政機関の認識が一致しなければ何ら意味がない。今後は，処分庁におい示請求を受けた行政機関の認識が一致しなければ何ら意味がない。今後は，処分庁におい

て，請求文書の補正内容を文書に記して開示請求者に確認するだけでなく，書面により返て，請求文書の補正内容を文書に記して開示請求者に確認するだけでなく，書面により返て，請求文書の補正内容を文書に記して開示請求者に確認するだけでなく，書面により返て，請求文書の補正内容を文書に記して開示請求者に確認するだけでなく，書面により返

答を求めるなど開示請求者の最終的な諾否の意思の確認を実施することが望まれる。答を求めるなど開示請求者の最終的な諾否の意思の確認を実施することが望まれる。答を求めるなど開示請求者の最終的な諾否の意思の確認を実施することが望まれる。答を求めるなど開示請求者の最終的な諾否の意思の確認を実施することが望まれる。    

    

    

諮問庁諮問庁諮問庁諮問庁    ：：：：    国土交通大臣国土交通大臣国土交通大臣国土交通大臣    

諮問日諮問日諮問日諮問日    ：：：：    平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年    １月１７日（平成２５年（行情）諮問第１９号及び同第２１月１７日（平成２５年（行情）諮問第１９号及び同第２１月１７日（平成２５年（行情）諮問第１９号及び同第２１月１７日（平成２５年（行情）諮問第１９号及び同第２

０号）０号）０号）０号）    

答申日答申日答申日答申日    ：：：：    平成２５年１２月平成２５年１２月平成２５年１２月平成２５年１２月    ４日（平成２５年度（行情）答申第２９８号及び同４日（平成２５年度（行情）答申第２９８号及び同４日（平成２５年度（行情）答申第２９８号及び同４日（平成２５年度（行情）答申第２９８号及び同

第２９９号）第２９９号）第２９９号）第２９９号）    

事件名事件名事件名事件名    ：：：：    昭和４６年建設省住指第４８７号土塗壁同等第１昭和４６年建設省住指第４８７号土塗壁同等第１昭和４６年建設省住指第４８７号土塗壁同等第１昭和４６年建設省住指第４８７号土塗壁同等第１号の認定年月日等に関号の認定年月日等に関号の認定年月日等に関号の認定年月日等に関

する文書の不開示決定（不存在）に関する件（諮問第１９号）する文書の不開示決定（不存在）に関する件（諮問第１９号）する文書の不開示決定（不存在）に関する件（諮問第１９号）する文書の不開示決定（不存在）に関する件（諮問第１９号）    

昭和４６年建設省住指第４８７号土塗壁同等第２号の認定年月日等に関する文書の不開示昭和４６年建設省住指第４８７号土塗壁同等第２号の認定年月日等に関する文書の不開示昭和４６年建設省住指第４８７号土塗壁同等第２号の認定年月日等に関する文書の不開示昭和４６年建設省住指第４８７号土塗壁同等第２号の認定年月日等に関する文書の不開示

決定（不存在）に関する件（諮問第２０号）決定（不存在）に関する件（諮問第２０号）決定（不存在）に関する件（諮問第２０号）決定（不存在）に関する件（諮問第２０号）    

    

４４４４        付言付言付言付言    

    本件請求においては，本件対象文書の意味するところが明確ではなく，また，上述２（２）本件請求においては，本件対象文書の意味するところが明確ではなく，また，上述２（２）本件請求においては，本件対象文書の意味するところが明確ではなく，また，上述２（２）本件請求においては，本件対象文書の意味するところが明確ではなく，また，上述２（２）

の④などの制度の仕組みや本件通達の趣旨等については，専門知識を有しない一般人には，の④などの制度の仕組みや本件通達の趣旨等については，専門知識を有しない一般人には，の④などの制度の仕組みや本件通達の趣旨等については，専門知識を有しない一般人には，の④などの制度の仕組みや本件通達の趣旨等については，専門知識を有しない一般人には，

理解し難いものと考えられる。それにもかかわらず，開示請求を受け付けるに際して，そ理解し難いものと考えられる。それにもかかわらず，開示請求を受け付けるに際して，そ理解し難いものと考えられる。それにもかかわらず，開示請求を受け付けるに際して，そ理解し難いものと考えられる。それにもかかわらず，開示請求を受け付けるに際して，そ

の真意の確認や特段の補正等が行われた形跡もなく，不の真意の確認や特段の補正等が行われた形跡もなく，不の真意の確認や特段の補正等が行われた形跡もなく，不の真意の確認や特段の補正等が行われた形跡もなく，不開示決定通知書の記載からもその開示決定通知書の記載からもその開示決定通知書の記載からもその開示決定通知書の記載からもその

理由が理解できるものとは言い難く，形式的かつ硬直的な処理によって原処分が行われた理由が理解できるものとは言い難く，形式的かつ硬直的な処理によって原処分が行われた理由が理解できるものとは言い難く，形式的かつ硬直的な処理によって原処分が行われた理由が理解できるものとは言い難く，形式的かつ硬直的な処理によって原処分が行われた

との印象を免れない。との印象を免れない。との印象を免れない。との印象を免れない。    

    また，本件異議申立てに当たっても，補正命令を行ってはいるものの，十分な情報提供また，本件異議申立てに当たっても，補正命令を行ってはいるものの，十分な情報提供また，本件異議申立てに当たっても，補正命令を行ってはいるものの，十分な情報提供また，本件異議申立てに当たっても，補正命令を行ってはいるものの，十分な情報提供

等がなされているとは言い難い。等がなされているとは言い難い。等がなされているとは言い難い。等がなされているとは言い難い。    

    本件異議申立ては，開示請求段階において，分かりやすい言葉で丁寧に説明・教示を行本件異議申立ては，開示請求段階において，分かりやすい言葉で丁寧に説明・教示を行本件異議申立ては，開示請求段階において，分かりやすい言葉で丁寧に説明・教示を行本件異議申立ては，開示請求段階において，分かりやすい言葉で丁寧に説明・教示を行

い，必要な情報提供が行われていれば，回避し得たのではないかと思料される。い，必要な情報提供が行われていれば，回避し得たのではないかと思料される。い，必要な情報提供が行われていれば，回避し得たのではないかと思料される。い，必要な情報提供が行われていれば，回避し得たのではないかと思料される。    

    諮問庁においては，今後，専門的で理解が困難な制度等にあっても，分かりやすい言葉諮問庁においては，今後，専門的で理解が困難な制度等にあっても，分かりやすい言葉諮問庁においては，今後，専門的で理解が困難な制度等にあっても，分かりやすい言葉諮問庁においては，今後，専門的で理解が困難な制度等にあっても，分かりやすい言葉

での説明や情報提供に努めるなど，適での説明や情報提供に努めるなど，適での説明や情報提供に努めるなど，適での説明や情報提供に努めるなど，適切な対応に努められたい。切な対応に努められたい。切な対応に努められたい。切な対応に努められたい。    

    

            

諮問庁諮問庁諮問庁諮問庁    ：：：：    農林水産大臣農林水産大臣農林水産大臣農林水産大臣    

諮問日諮問日諮問日諮問日    ：：：：    平成２４年平成２４年平成２４年平成２４年    ８月８月８月８月    ６日（平成２４年（行情）諮問第３１２号）６日（平成２４年（行情）諮問第３１２号）６日（平成２４年（行情）諮問第３１２号）６日（平成２４年（行情）諮問第３１２号）    

答申日答申日答申日答申日    ：：：：    平成２５年１２月平成２５年１２月平成２５年１２月平成２５年１２月    ２日（平成２５年度（行情）答申第２９４号）２日（平成２５年度（行情）答申第２９４号）２日（平成２５年度（行情）答申第２９４号）２日（平成２５年度（行情）答申第２９４号）    

事件名事件名事件名事件名    ：：：：    食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会牛豚等疾病小委員会議事録等食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会牛豚等疾病小委員会議事録等食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会牛豚等疾病小委員会議事録等食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会牛豚等疾病小委員会議事録等

の一部開示決定に関する件の一部開示決定に関する件の一部開示決定に関する件の一部開示決定に関する件    
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５５５５        付言付言付言付言    

（１）（１）（１）（１）        本件では，上記２に述べた事情を踏まえて，録音記録は不存在と判断した。し本件では，上記２に述べた事情を踏まえて，録音記録は不存在と判断した。し本件では，上記２に述べた事情を踏まえて，録音記録は不存在と判断した。し本件では，上記２に述べた事情を踏まえて，録音記録は不存在と判断した。し

かし，議事録の内容確認や修正をする上で録音記録の必要性は否定できず，処分庁が録音かし，議事録の内容確認や修正をする上で録音記録の必要性は否定できず，処分庁が録音かし，議事録の内容確認や修正をする上で録音記録の必要性は否定できず，処分庁が録音かし，議事録の内容確認や修正をする上で録音記録の必要性は否定できず，処分庁が録音

記録を全く作成・保有すること記録を全く作成・保有すること記録を全く作成・保有すること記録を全く作成・保有することなく外部への委託により議事録を作成してきたことは事務なく外部への委託により議事録を作成してきたことは事務なく外部への委託により議事録を作成してきたことは事務なく外部への委託により議事録を作成してきたことは事務

処理の方法としては不自然であり，その妥当性は疑問と言わざるを得ない（平成１６年度処理の方法としては不自然であり，その妥当性は疑問と言わざるを得ない（平成１６年度処理の方法としては不自然であり，その妥当性は疑問と言わざるを得ない（平成１６年度処理の方法としては不自然であり，その妥当性は疑問と言わざるを得ない（平成１６年度

（行情）答申第１７９号参照）。（行情）答申第１７９号参照）。（行情）答申第１７９号参照）。（行情）答申第１７９号参照）。    

    

（２）（２）（２）（２）        また，原処分では，委員の発言について，委員名は開示し，委員の発言の大部また，原処分では，委員の発言について，委員名は開示し，委員の発言の大部また，原処分では，委員の発言について，委員名は開示し，委員の発言の大部また，原処分では，委員の発言について，委員名は開示し，委員の発言の大部

分は不開示とされている。この点については，類似事案についての先例答申（平成２４年分は不開示とされている。この点については，類似事案についての先例答申（平成２４年分は不開示とされている。この点については，類似事案についての先例答申（平成２４年分は不開示とされている。この点については，類似事案についての先例答申（平成２４年

度（行情）答申第３６９号）で指摘したように，一般的には，発言者名を不開示とするこ度（行情）答申第３６９号）で指摘したように，一般的には，発言者名を不開示とするこ度（行情）答申第３６９号）で指摘したように，一般的には，発言者名を不開示とするこ度（行情）答申第３６９号）で指摘したように，一般的には，発言者名を不開示とするこ

とで発言内容を開示することが説明責任を果たす上で有益と考えられる。とで発言内容を開示することが説明責任を果たす上で有益と考えられる。とで発言内容を開示することが説明責任を果たす上で有益と考えられる。とで発言内容を開示することが説明責任を果たす上で有益と考えられる。    

    しかしこれは，発言者名と発言内容を併せて開示することができない場合のやむを得ざしかしこれは，発言者名と発言内容を併せて開示することができない場合のやむを得ざしかしこれは，発言者名と発言内容を併せて開示することができない場合のやむを得ざしかしこれは，発言者名と発言内容を併せて開示することができない場合のやむを得ざ

る対応として，どちらを開示すべきかを論じたものである。今後も同種の議事録の委員のる対応として，どちらを開示すべきかを論じたものである。今後も同種の議事録の委員のる対応として，どちらを開示すべきかを論じたものである。今後も同種の議事録の委員のる対応として，どちらを開示すべきかを論じたものである。今後も同種の議事録の委員の

発言部分については，発言者名と発言内容の全てを開示することが原則であることを前提発言部分については，発言者名と発言内容の全てを開示することが原則であることを前提発言部分については，発言者名と発言内容の全てを開示することが原則であることを前提発言部分については，発言者名と発言内容の全てを開示することが原則であることを前提

に，できる限り広く説明責任を尽くすという観点の下に不開示情報該当性を個別具体的にに，できる限り広く説明責任を尽くすという観点の下に不開示情報該当性を個別具体的にに，できる限り広く説明責任を尽くすという観点の下に不開示情報該当性を個別具体的にに，できる限り広く説明責任を尽くすという観点の下に不開示情報該当性を個別具体的に

検討する必要がある。検討する必要がある。検討する必要がある。検討する必要がある。    

（３）（３）（３）（３）        なお，議事録作成に当たり，発言者名を匿名化し発言内容を要点のみとするななお，議事録作成に当たり，発言者名を匿名化し発言内容を要点のみとするななお，議事録作成に当たり，発言者名を匿名化し発言内容を要点のみとするななお，議事録作成に当たり，発言者名を匿名化し発言内容を要点のみとするな

ど議事録自体を簡略化することは，行き過ぎると情報公開制度を形骸化させるおそれがあど議事録自体を簡略化することは，行き過ぎると情報公開制度を形骸化させるおそれがあど議事録自体を簡略化することは，行き過ぎると情報公開制度を形骸化させるおそれがあど議事録自体を簡略化することは，行き過ぎると情報公開制度を形骸化させるおそれがあ

る（平成１る（平成１る（平成１る（平成１９年度（行情）答申第２７号参照）ので，慎重にすべきである９年度（行情）答申第２７号参照）ので，慎重にすべきである９年度（行情）答申第２７号参照）ので，慎重にすべきである９年度（行情）答申第２７号参照）ので，慎重にすべきである    

    

    

諮問庁諮問庁諮問庁諮問庁    ：：：：    防衛大臣防衛大臣防衛大臣防衛大臣    

諮問日諮問日諮問日諮問日    ：：：：    平成２４年平成２４年平成２４年平成２４年    ９月９月９月９月    ３日（平成２４年（行情）諮問第３４８号）３日（平成２４年（行情）諮問第３４８号）３日（平成２４年（行情）諮問第３４８号）３日（平成２４年（行情）諮問第３４８号）    

答申日答申日答申日答申日    ：：：：    平成２５年１１月２６日（平成２５年度（行情）答申第２８８号）平成２５年１１月２６日（平成２５年度（行情）答申第２８８号）平成２５年１１月２６日（平成２５年度（行情）答申第２８８号）平成２５年１１月２６日（平成２５年度（行情）答申第２８８号）    

事件名事件名事件名事件名    ：：：：    平成２１年（行情）諮問第４３１号に係る理由説明書の「「過去事例」と平成２１年（行情）諮問第４３１号に係る理由説明書の「「過去事例」と平成２１年（行情）諮問第４３１号に係る理由説明書の「「過去事例」と平成２１年（行情）諮問第４３１号に係る理由説明書の「「過去事例」と

は、これらの事例を指すものであり」という言い回しを誰が考えたのか等が分かる文書のは、これらの事例を指すものであり」という言い回しを誰が考えたのか等が分かる文書のは、これらの事例を指すものであり」という言い回しを誰が考えたのか等が分かる文書のは、これらの事例を指すものであり」という言い回しを誰が考えたのか等が分かる文書の

一部開示決定に関する件一部開示決定に関する件一部開示決定に関する件一部開示決定に関する件    

    

４４４４        付言付言付言付言    

    諮問庁の上記２（１）の説明によれば，原処分前に異議申立人とのやり取りによって，諮問庁の上記２（１）の説明によれば，原処分前に異議申立人とのやり取りによって，諮問庁の上記２（１）の説明によれば，原処分前に異議申立人とのやり取りによって，諮問庁の上記２（１）の説明によれば，原処分前に異議申立人とのやり取りによって，

本件本件本件本件開示請求の趣旨を確認し，開示を求める文書を特定したとのことであるが，異議申立開示請求の趣旨を確認し，開示を求める文書を特定したとのことであるが，異議申立開示請求の趣旨を確認し，開示を求める文書を特定したとのことであるが，異議申立開示請求の趣旨を確認し，開示を求める文書を特定したとのことであるが，異議申立

人に対し請求文言の補正は求めていない。人に対し請求文言の補正は求めていない。人に対し請求文言の補正は求めていない。人に対し請求文言の補正は求めていない。    

    開示請求者に開示請求の趣旨を確認し，その趣旨が明確になった場合には，後日その経開示請求者に開示請求の趣旨を確認し，その趣旨が明確になった場合には，後日その経開示請求者に開示請求の趣旨を確認し，その趣旨が明確になった場合には，後日その経開示請求者に開示請求の趣旨を確認し，その趣旨が明確になった場合には，後日その経

緯が確認できるように，その都度文書を作成するなどすべきであり，今後，処分庁におい緯が確認できるように，その都度文書を作成するなどすべきであり，今後，処分庁におい緯が確認できるように，その都度文書を作成するなどすべきであり，今後，処分庁におい緯が確認できるように，その都度文書を作成するなどすべきであり，今後，処分庁におい

て情報公開制度に関する事務処理の適正化を図ることが望まれる。て情報公開制度に関する事務処理の適正化を図ることが望まれる。て情報公開制度に関する事務処理の適正化を図ることが望まれる。て情報公開制度に関する事務処理の適正化を図ることが望まれる。    
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諮問庁諮問庁諮問庁諮問庁    ：：：：    内閣総理大臣内閣総理大臣内閣総理大臣内閣総理大臣    

諮問日諮問日諮問日諮問日    ：：：：    平成２４年平成２４年平成２４年平成２４年    ２月１７日（平成２４年（行情）諮問第４９号及び同第５２月１７日（平成２４年（行情）諮問第４９号及び同第５２月１７日（平成２４年（行情）諮問第４９号及び同第５２月１７日（平成２４年（行情）諮問第４９号及び同第５

０号）０号）０号）０号）    

答申日答申日答申日答申日    ：：：：    平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年    ８月８月８月８月    １日（平成２５年度（行情）答申第１日（平成２５年度（行情）答申第１日（平成２５年度（行情）答申第１日（平成２５年度（行情）答申第１２９号及び同１２９号及び同１２９号及び同１２９号及び同

第１３０号）第１３０号）第１３０号）第１３０号）    

事件名事件名事件名事件名    ：：：：    規制緩和委員会，規制改革委員会及び総合規制改革会議の議事録等の不規制緩和委員会，規制改革委員会及び総合規制改革会議の議事録等の不規制緩和委員会，規制改革委員会及び総合規制改革会議の議事録等の不規制緩和委員会，規制改革委員会及び総合規制改革会議の議事録等の不

開示決定（不存在）に関する件開示決定（不存在）に関する件開示決定（不存在）に関する件開示決定（不存在）に関する件    

規制緩和委員会，規制改革委員会及び総合規制改革会議の議事録等の不作成等に関する文規制緩和委員会，規制改革委員会及び総合規制改革会議の議事録等の不作成等に関する文規制緩和委員会，規制改革委員会及び総合規制改革会議の議事録等の不作成等に関する文規制緩和委員会，規制改革委員会及び総合規制改革会議の議事録等の不作成等に関する文

書の不開示決定（不存在）に関する件書の不開示決定（不存在）に関する件書の不開示決定（不存在）に関する件書の不開示決定（不存在）に関する件    

    

４４４４        付言付言付言付言    

    諮問庁は，本件各委員会等のうち，総合規制改革会議については，その運営規則におい諮問庁は，本件各委員会等のうち，総合規制改革会議については，その運営規則におい諮問庁は，本件各委員会等のうち，総合規制改革会議については，その運営規則におい諮問庁は，本件各委員会等のうち，総合規制改革会議については，その運営規則におい

て，議事録を作成し，一定の期間を経過した後にこれを公表すると明記されているにもかて，議事録を作成し，一定の期間を経過した後にこれを公表すると明記されているにもかて，議事録を作成し，一定の期間を経過した後にこれを公表すると明記されているにもかて，議事録を作成し，一定の期間を経過した後にこれを公表すると明記されているにもか

かわらず，議事概要は公表しているものの，その議事録については，これまで一度も公表かわらず，議事概要は公表しているものの，その議事録については，これまで一度も公表かわらず，議事概要は公表しているものの，その議事録については，これまで一度も公表かわらず，議事概要は公表しているものの，その議事録については，これまで一度も公表

されなされなされなされなかったばかりか，本件を含めた開示請求及び国会での質問に対しても，作成，保有かったばかりか，本件を含めた開示請求及び国会での質問に対しても，作成，保有かったばかりか，本件を含めた開示請求及び国会での質問に対しても，作成，保有かったばかりか，本件を含めた開示請求及び国会での質問に対しても，作成，保有

していないとする不開示決定及び答弁を繰り返していた。していないとする不開示決定及び答弁を繰り返していた。していないとする不開示決定及び答弁を繰り返していた。していないとする不開示決定及び答弁を繰り返していた。    

    今回，本件諮問を通して，改めて探索した結果，同会議の大部分の速記録又は議事録が今回，本件諮問を通して，改めて探索した結果，同会議の大部分の速記録又は議事録が今回，本件諮問を通して，改めて探索した結果，同会議の大部分の速記録又は議事録が今回，本件諮問を通して，改めて探索した結果，同会議の大部分の速記録又は議事録が

確認されたことから，実際は作成していたにもかかわらず，上記のような決定あるいは答確認されたことから，実際は作成していたにもかかわらず，上記のような決定あるいは答確認されたことから，実際は作成していたにもかかわらず，上記のような決定あるいは答確認されたことから，実際は作成していたにもかかわらず，上記のような決定あるいは答

弁を行っていたことになり，その経緯等は，今となっては不明であるものの，その対応は，弁を行っていたことになり，その経緯等は，今となっては不明であるものの，その対応は，弁を行っていたことになり，その経緯等は，今となっては不明であるものの，その対応は，弁を行っていたことになり，その経緯等は，今となっては不明であるものの，その対応は，

当該運営規則の規定をないがしろにするばかりでなく，国民に不信感を抱かせるものであ当該運営規則の規定をないがしろにするばかりでなく，国民に不信感を抱かせるものであ当該運営規則の規定をないがしろにするばかりでなく，国民に不信感を抱かせるものであ当該運営規則の規定をないがしろにするばかりでなく，国民に不信感を抱かせるものであ

り，甚だ遺憾というほかない。今後は，政府の説明責任を全うする観り，甚だ遺憾というほかない。今後は，政府の説明責任を全うする観り，甚だ遺憾というほかない。今後は，政府の説明責任を全うする観り，甚だ遺憾というほかない。今後は，政府の説明責任を全うする観点からも，適切な対点からも，適切な対点からも，適切な対点からも，適切な対

応が強く望まれる。応が強く望まれる。応が強く望まれる。応が強く望まれる。    

    

    

諮問庁諮問庁諮問庁諮問庁    ：：：：    環境大臣環境大臣環境大臣環境大臣    

諮問日諮問日諮問日諮問日    ：：：：    平成２４年平成２４年平成２４年平成２４年    ７月３０日（平成２４年（行情）諮問第３０６号）７月３０日（平成２４年（行情）諮問第３０６号）７月３０日（平成２４年（行情）諮問第３０６号）７月３０日（平成２４年（行情）諮問第３０６号）    

答申日答申日答申日答申日    ：：：：    平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年    ８月８月８月８月    １日（平成２５年度（行情）答申第１３２号）１日（平成２５年度（行情）答申第１３２号）１日（平成２５年度（行情）答申第１３２号）１日（平成２５年度（行情）答申第１３２号）    

事件名事件名事件名事件名    ：：：：    日光国立公園内公園事業施設等における放射線量測定に関わる文書の一日光国立公園内公園事業施設等における放射線量測定に関わる文書の一日光国立公園内公園事業施設等における放射線量測定に関わる文書の一日光国立公園内公園事業施設等における放射線量測定に関わる文書の一

部開示決定に関する件部開示決定に関する件部開示決定に関する件部開示決定に関する件    

    

４４４４        付言付言付言付言    

    諮問庁は，本件測定に係る報道発表資料について，当初，理由説明書において，追記文諮問庁は，本件測定に係る報道発表資料について，当初，理由説明書において，追記文諮問庁は，本件測定に係る報道発表資料について，当初，理由説明書において，追記文諮問庁は，本件測定に係る報道発表資料について，当初，理由説明書において，追記文

章が記載されていないものが，報道発表当日に，報道機関に配布及び環境省ホームページ章が記載されていないものが，報道発表当日に，報道機関に配布及び環境省ホームページ章が記載されていないものが，報道発表当日に，報道機関に配布及び環境省ホームページ章が記載されていないものが，報道発表当日に，報道機関に配布及び環境省ホームページ

に掲載されたと思われるが，後日差し替えられた形跡がうかがえたと説明していたが，補に掲載されたと思われるが，後日差し替えられた形跡がうかがえたと説明していたが，補に掲載されたと思われるが，後日差し替えられた形跡がうかがえたと説明していたが，補に掲載されたと思われるが，後日差し替えられた形跡がうかがえたと説明していたが，補

充理由説明書においては，上記第３の２（３）のとおり，その差し替えは報道発表直前に充理由説明書においては，上記第３の２（３）のとおり，その差し替えは報道発表直前に充理由説明書においては，上記第３の２（３）のとおり，その差し替えは報道発表直前に充理由説明書においては，上記第３の２（３）のとおり，その差し替えは報道発表直前に
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行われたが，手違いにより，日光事務所の報道発表では追記文章のない差し替え前の資料行われたが，手違いにより，日光事務所の報道発表では追記文章のない差し替え前の資料行われたが，手違いにより，日光事務所の報道発表では追記文章のない差し替え前の資料行われたが，手違いにより，日光事務所の報道発表では追記文章のない差し替え前の資料

が公表されることとなったとし，正しくは，報道発表当日には，本省では追記文章が記載が公表されることとなったとし，正しくは，報道発表当日には，本省では追記文章が記載が公表されることとなったとし，正しくは，報道発表当日には，本省では追記文章が記載が公表されることとなったとし，正しくは，報道発表当日には，本省では追記文章が記載

された差し替え後のものが公表されされた差し替え後のものが公表されされた差し替え後のものが公表されされた差し替え後のものが公表され，日光事務所では追記文章の記載のない差し替え前の，日光事務所では追記文章の記載のない差し替え前の，日光事務所では追記文章の記載のない差し替え前の，日光事務所では追記文章の記載のない差し替え前の

ものが公表されたという，理由説明書の説明とは異なるものであった。ものが公表されたという，理由説明書の説明とは異なるものであった。ものが公表されたという，理由説明書の説明とは異なるものであった。ものが公表されたという，理由説明書の説明とは異なるものであった。    

    理由説明書及び補充理由説明書は，原処分の決定についての諮問庁の考え方及び理由を理由説明書及び補充理由説明書は，原処分の決定についての諮問庁の考え方及び理由を理由説明書及び補充理由説明書は，原処分の決定についての諮問庁の考え方及び理由を理由説明書及び補充理由説明書は，原処分の決定についての諮問庁の考え方及び理由を

記載するものであることから，その前提となる事実関係の説明の齟齬は，審査請求人を混記載するものであることから，その前提となる事実関係の説明の齟齬は，審査請求人を混記載するものであることから，その前提となる事実関係の説明の齟齬は，審査請求人を混記載するものであることから，その前提となる事実関係の説明の齟齬は，審査請求人を混

乱させ，無用な不信感を生じさせることになるのみならず，当審査会の円滑な審議にも支乱させ，無用な不信感を生じさせることになるのみならず，当審査会の円滑な審議にも支乱させ，無用な不信感を生じさせることになるのみならず，当審査会の円滑な審議にも支乱させ，無用な不信感を生じさせることになるのみならず，当審査会の円滑な審議にも支

障を与えるものであり，諮問庁は，理由説明書及び補充理由説明書を作成する際には，当障を与えるものであり，諮問庁は，理由説明書及び補充理由説明書を作成する際には，当障を与えるものであり，諮問庁は，理由説明書及び補充理由説明書を作成する際には，当障を与えるものであり，諮問庁は，理由説明書及び補充理由説明書を作成する際には，当

該文書の記載に事実誤認等がないかを確認するなど，適切に処理することが望まれる。該文書の記載に事実誤認等がないかを確認するなど，適切に処理することが望まれる。該文書の記載に事実誤認等がないかを確認するなど，適切に処理することが望まれる。該文書の記載に事実誤認等がないかを確認するなど，適切に処理することが望まれる。。。。。    

諮問庁諮問庁諮問庁諮問庁    ：：：：    国土交通大臣国土交通大臣国土交通大臣国土交通大臣    

諮問日諮問日諮問日諮問日    ：：：：    平成２４年１１月平成２４年１１月平成２４年１１月平成２４年１１月    １日（平成２４年（行情）諮問第４３８号）１日（平成２４年（行情）諮問第４３８号）１日（平成２４年（行情）諮問第４３８号）１日（平成２４年（行情）諮問第４３８号）    

答申日答申日答申日答申日    ：：：：    平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年    ５月２９日（平成２５年度（行情）答申第３９号）５月２９日（平成２５年度（行情）答申第３９号）５月２９日（平成２５年度（行情）答申第３９号）５月２９日（平成２５年度（行情）答申第３９号）    

事件名事件名事件名事件名    ：：：：    防耐火関連の構造方法等の認定に関する実態調査報告書（特定会社報告防耐火関連の構造方法等の認定に関する実態調査報告書（特定会社報告防耐火関連の構造方法等の認定に関する実態調査報告書（特定会社報告防耐火関連の構造方法等の認定に関する実態調査報告書（特定会社報告

分）の不開示決定（不存在）に関する件分）の不開示決定（不存在）に関する件分）の不開示決定（不存在）に関する件分）の不開示決定（不存在）に関する件    

    

３３３３        付言付言付言付言    

    本件は，異議申立てから補正命令を行うまでに約２年という期間が経過しているが，異本件は，異議申立てから補正命令を行うまでに約２年という期間が経過しているが，異本件は，異議申立てから補正命令を行うまでに約２年という期間が経過しているが，異本件は，異議申立てから補正命令を行うまでに約２年という期間が経過しているが，異

議申立ての趣旨及び理由に照らしても，そのような期間を要するものとは考え難く，到底議申立ての趣旨及び理由に照らしても，そのような期間を要するものとは考え難く，到底議申立ての趣旨及び理由に照らしても，そのような期間を要するものとは考え難く，到底議申立ての趣旨及び理由に照らしても，そのような期間を要するものとは考え難く，到底

「簡易迅速な手続」による処理とは言い難い，「簡易迅速な手続」による処理とは言い難い，「簡易迅速な手続」による処理とは言い難い，「簡易迅速な手続」による処理とは言い難い，    

    諮諮諮諮問庁においては，今後，開示決定等に対する不服申立事件における諮問に当たって，問庁においては，今後，開示決定等に対する不服申立事件における諮問に当たって，問庁においては，今後，開示決定等に対する不服申立事件における諮問に当たって，問庁においては，今後，開示決定等に対する不服申立事件における諮問に当たって，

迅速かつ的確な対応が望まれる。迅速かつ的確な対応が望まれる。迅速かつ的確な対応が望まれる。迅速かつ的確な対応が望まれる。    

    

    

諮問庁諮問庁諮問庁諮問庁    ：：：：    消費者庁長官消費者庁長官消費者庁長官消費者庁長官    

諮問日諮問日諮問日諮問日    ：：：：    平成２４年平成２４年平成２４年平成２４年    ９月２４日（平成２４年（行情）諮問第３７７号）９月２４日（平成２４年（行情）諮問第３７７号）９月２４日（平成２４年（行情）諮問第３７７号）９月２４日（平成２４年（行情）諮問第３７７号）    

答申日答申日答申日答申日    ：：：：    平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年    ５月１５日（平成２５年度（行情）答申第２８号）５月１５日（平成２５年度（行情）答申第２８号）５月１５日（平成２５年度（行情）答申第２８号）５月１５日（平成２５年度（行情）答申第２８号）    

事件名事件名事件名事件名    ：：：：    特定事案に関して担当審議官及び担当課長らに対してなされた処分の内特定事案に関して担当審議官及び担当課長らに対してなされた処分の内特定事案に関して担当審議官及び担当課長らに対してなされた処分の内特定事案に関して担当審議官及び担当課長らに対してなされた処分の内

容，理由，経過等が分かる文書の不開示決定（不存在）に関する件容，理由，経過等が分かる文書の不開示決定（不存在）に関する件容，理由，経過等が分かる文書の不開示決定（不存在）に関する件容，理由，経過等が分かる文書の不開示決定（不存在）に関する件    

    

３３３３        付言付言付言付言    

    処分庁は，異議申立人が求める「処分」とは国家公務員法に基づく懲戒処分や規程に処分庁は，異議申立人が求める「処分」とは国家公務員法に基づく懲戒処分や規程に処分庁は，異議申立人が求める「処分」とは国家公務員法に基づく懲戒処分や規程に処分庁は，異議申立人が求める「処分」とは国家公務員法に基づく懲戒処分や規程に基基基基

づく矯正措置であると限定的に解釈し，本件厳重注意は事実上の行為にすぎないとして，づく矯正措置であると限定的に解釈し，本件厳重注意は事実上の行為にすぎないとして，づく矯正措置であると限定的に解釈し，本件厳重注意は事実上の行為にすぎないとして，づく矯正措置であると限定的に解釈し，本件厳重注意は事実上の行為にすぎないとして，

当該「処分」について不存在を理由に不開示とした原処分は不適切と言わざるを得ない。当該「処分」について不存在を理由に不開示とした原処分は不適切と言わざるを得ない。当該「処分」について不存在を理由に不開示とした原処分は不適切と言わざるを得ない。当該「処分」について不存在を理由に不開示とした原処分は不適切と言わざるを得ない。

処分庁は，開示請求の時点で，その請求内容等を十分精査し対象となる行政文書を漏れな処分庁は，開示請求の時点で，その請求内容等を十分精査し対象となる行政文書を漏れな処分庁は，開示請求の時点で，その請求内容等を十分精査し対象となる行政文書を漏れな処分庁は，開示請求の時点で，その請求内容等を十分精査し対象となる行政文書を漏れな

く特定する必要があり，今後，法に基づき適切に対応すべきである。く特定する必要があり，今後，法に基づき適切に対応すべきである。く特定する必要があり，今後，法に基づき適切に対応すべきである。く特定する必要があり，今後，法に基づき適切に対応すべきである。    
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諮問庁諮問庁諮問庁諮問庁    ：：：：    防衛大臣防衛大臣防衛大臣防衛大臣    

諮問日諮問日諮問日諮問日    ：：：：    平成２４年平成２４年平成２４年平成２４年    ３月３０日（平成２４年（行情）諮問第１３１号）及び平３月３０日（平成２４年（行情）諮問第１３１号）及び平３月３０日（平成２４年（行情）諮問第１３１号）及び平３月３０日（平成２４年（行情）諮問第１３１号）及び平

成２４年成２４年成２４年成２４年    ７月２０日（平成２４年（行情）諮問第２９３号）７月２０日（平成２４年（行情）諮問第２９３号）７月２０日（平成２４年（行情）諮問第２９３号）７月２０日（平成２４年（行情）諮問第２９３号）    

答申日答申日答申日答申日    ：：：：    平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年    ４月１６日（平成２５年度４月１６日（平成２５年度４月１６日（平成２５年度４月１６日（平成２５年度（行情）答申第８号及び同第９（行情）答申第８号及び同第９（行情）答申第８号及び同第９（行情）答申第８号及び同第９

号）号）号）号）    

事件名事件名事件名事件名    ：：：：    「海上警備行動に基づくソマリア沖・アデン湾における海賊対処につい「海上警備行動に基づくソマリア沖・アデン湾における海賊対処につい「海上警備行動に基づくソマリア沖・アデン湾における海賊対処につい「海上警備行動に基づくソマリア沖・アデン湾における海賊対処につい

て（報告）」の一部開示決定に関する件て（報告）」の一部開示決定に関する件て（報告）」の一部開示決定に関する件て（報告）」の一部開示決定に関する件    

    

５５５５        付言付言付言付言    

    処分庁は，原処分において，法５条３号に係る部分について，本来不開示とすべき部分処分庁は，原処分において，法５条３号に係る部分について，本来不開示とすべき部分処分庁は，原処分において，法５条３号に係る部分について，本来不開示とすべき部分処分庁は，原処分において，法５条３号に係る部分について，本来不開示とすべき部分

を開示する決定を行い，また，不開示として原処分を行っておきながら，不開示部分を開を開示する決定を行い，また，不開示として原処分を行っておきながら，不開示部分を開を開示する決定を行い，また，不開示として原処分を行っておきながら，不開示部分を開を開示する決定を行い，また，不開示として原処分を行っておきながら，不開示部分を開

示として開示の実施を行うなど，開示決定等の処理に不適切な点が認められる。示として開示の実施を行うなど，開示決定等の処理に不適切な点が認められる。示として開示の実施を行うなど，開示決定等の処理に不適切な点が認められる。示として開示の実施を行うなど，開示決定等の処理に不適切な点が認められる。    

    このような処理は，法５条３号が保護する国の安全等の利益を損なうものであると同時このような処理は，法５条３号が保護する国の安全等の利益を損なうものであると同時このような処理は，法５条３号が保護する国の安全等の利益を損なうものであると同時このような処理は，法５条３号が保護する国の安全等の利益を損なうものであると同時

に，行政庁における開示決定等の信頼性を損ないかねない不適切なものである。に，行政庁における開示決定等の信頼性を損ないかねない不適切なものである。に，行政庁における開示決定等の信頼性を損ないかねない不適切なものである。に，行政庁における開示決定等の信頼性を損ないかねない不適切なものである。    

    今後，諮問庁においては，法５条３号の趣旨及び開示決定等の重要性を鑑み，誤りのな今後，諮問庁においては，法５条３号の趣旨及び開示決定等の重要性を鑑み，誤りのな今後，諮問庁においては，法５条３号の趣旨及び開示決定等の重要性を鑑み，誤りのな今後，諮問庁においては，法５条３号の趣旨及び開示決定等の重要性を鑑み，誤りのな

い適切な処分をすることが望まれる。い適切な処分をすることが望まれる。い適切な処分をすることが望まれる。い適切な処分をすることが望まれる。    

    

    

諮問庁諮問庁諮問庁諮問庁    ：：：：    海上保安庁長官（処分庁：海上保安大学校長）海上保安庁長官（処分庁：海上保安大学校長）海上保安庁長官（処分庁：海上保安大学校長）海上保安庁長官（処分庁：海上保安大学校長）    

諮問日諮問日諮問日諮問日    ：：：：    平成２４年１０月１２日（平成２４年（行情）諮問第４１０号，同第４平成２４年１０月１２日（平成２４年（行情）諮問第４１０号，同第４平成２４年１０月１２日（平成２４年（行情）諮問第４１０号，同第４平成２４年１０月１２日（平成２４年（行情）諮問第４１０号，同第４

１２号，同第４１４号及び同第４１５号）１２号，同第４１４号及び同第４１５号）１２号，同第４１４号及び同第４１５号）１２号，同第４１４号及び同第４１５号）    

答申日答申日答申日答申日    ：：：：    平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年    ３月１２日（平成２４年度（行情）答申第４８５３月１２日（平成２４年度（行情）答申第４８５３月１２日（平成２４年度（行情）答申第４８５３月１２日（平成２４年度（行情）答申第４８５号，同第号，同第号，同第号，同第

４８７号，同第４８９号及び同第４９０号）４８７号，同第４８９号及び同第４９０号）４８７号，同第４８９号及び同第４９０号）４８７号，同第４８９号及び同第４９０号）        

事件名事件名事件名事件名    ：：：：    「海上警察力の対応事例に係る法的検証（平成２１年度ユニット）」の不「海上警察力の対応事例に係る法的検証（平成２１年度ユニット）」の不「海上警察力の対応事例に係る法的検証（平成２１年度ユニット）」の不「海上警察力の対応事例に係る法的検証（平成２１年度ユニット）」の不

開示決定（不存在）に関する件（平成２４年（行情）諮問第４１０号）開示決定（不存在）に関する件（平成２４年（行情）諮問第４１０号）開示決定（不存在）に関する件（平成２４年（行情）諮問第４１０号）開示決定（不存在）に関する件（平成２４年（行情）諮問第４１０号）    

「警察力の対応事例に係る法的検証（平成１８年度ユニット）」の不開示決定（不存在）に「警察力の対応事例に係る法的検証（平成１８年度ユニット）」の不開示決定（不存在）に「警察力の対応事例に係る法的検証（平成１８年度ユニット）」の不開示決定（不存在）に「警察力の対応事例に係る法的検証（平成１８年度ユニット）」の不開示決定（不存在）に

関する件（平成２４年（行情）諮問第４１２号）関する件（平成２４年（行情）諮問第４１２号）関する件（平成２４年（行情）諮問第４１２号）関する件（平成２４年（行情）諮問第４１２号）    

「大規模テロ事案等，警察力の対応事例に係る法的検証（平成１６年度ユニット）」の不開「大規模テロ事案等，警察力の対応事例に係る法的検証（平成１６年度ユニット）」の不開「大規模テロ事案等，警察力の対応事例に係る法的検証（平成１６年度ユニット）」の不開「大規模テロ事案等，警察力の対応事例に係る法的検証（平成１６年度ユニット）」の不開

示決定（不存在）に関する件（平成２４年（行情）諮問第４１４号）示決定（不存在）に関する件（平成２４年（行情）諮問第４１４号）示決定（不存在）に関する件（平成２４年（行情）諮問第４１４号）示決定（不存在）に関する件（平成２４年（行情）諮問第４１４号）    

「工作船事案及び国際テロ対処に係る法的検討「工作船事案及び国際テロ対処に係る法的検討「工作船事案及び国際テロ対処に係る法的検討「工作船事案及び国際テロ対処に係る法的検討（平成１４年度ユニット）」の不開示決定（不（平成１４年度ユニット）」の不開示決定（不（平成１４年度ユニット）」の不開示決定（不（平成１４年度ユニット）」の不開示決定（不

存在）に関する件（平成２４年（行情）諮問第４１５号）存在）に関する件（平成２４年（行情）諮問第４１５号）存在）に関する件（平成２４年（行情）諮問第４１５号）存在）に関する件（平成２４年（行情）諮問第４１５号）    

    

３３３３        付言付言付言付言    

    センターの改訂前のホームページに掲載されていた研究テーマの一覧は，「研究報告書」センターの改訂前のホームページに掲載されていた研究テーマの一覧は，「研究報告書」センターの改訂前のホームページに掲載されていた研究テーマの一覧は，「研究報告書」センターの改訂前のホームページに掲載されていた研究テーマの一覧は，「研究報告書」

と題するページに掲載されていたことから，当該ページを閲覧した者に，当該一覧中の全と題するページに掲載されていたことから，当該ページを閲覧した者に，当該一覧中の全と題するページに掲載されていたことから，当該ページを閲覧した者に，当該一覧中の全と題するページに掲載されていたことから，当該ページを閲覧した者に，当該一覧中の全
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ての研究テーマに研究報告書等の成果物が存在すると誤認させるものであり，「ホームペーての研究テーマに研究報告書等の成果物が存在すると誤認させるものであり，「ホームペーての研究テーマに研究報告書等の成果物が存在すると誤認させるものであり，「ホームペーての研究テーマに研究報告書等の成果物が存在すると誤認させるものであり，「ホームペー

ジでの説明を見る限り，本件対象文書が存在すると考えるのが当然である」旨の審査請求ジでの説明を見る限り，本件対象文書が存在すると考えるのが当然である」旨の審査請求ジでの説明を見る限り，本件対象文書が存在すると考えるのが当然である」旨の審査請求ジでの説明を見る限り，本件対象文書が存在すると考えるのが当然である」旨の審査請求

人の主張のとおりである。人の主張のとおりである。人の主張のとおりである。人の主張のとおりである。    

    法２４条は，「政府は，その保有する情報の公開の総法２４条は，「政府は，その保有する情報の公開の総法２４条は，「政府は，その保有する情報の公開の総法２４条は，「政府は，その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため，行政機関の合的な推進を図るため，行政機関の合的な推進を図るため，行政機関の合的な推進を図るため，行政機関の

保有する情報が適時に，かつ，適切な方法で国民に明らかにされるよう，行政機関の保有保有する情報が適時に，かつ，適切な方法で国民に明らかにされるよう，行政機関の保有保有する情報が適時に，かつ，適切な方法で国民に明らかにされるよう，行政機関の保有保有する情報が適時に，かつ，適切な方法で国民に明らかにされるよう，行政機関の保有

する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。」と規定するところ，上記のようする情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。」と規定するところ，上記のようする情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。」と規定するところ，上記のようする情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。」と規定するところ，上記のよう

なホームページによる情報提供は，同条の趣旨に照らし，適切さを欠くものであると言わなホームページによる情報提供は，同条の趣旨に照らし，適切さを欠くものであると言わなホームページによる情報提供は，同条の趣旨に照らし，適切さを欠くものであると言わなホームページによる情報提供は，同条の趣旨に照らし，適切さを欠くものであると言わ

ざるを得ず，諮問庁においては，行政機関の保有する情報が適時に，かつ，適切な方法でざるを得ず，諮問庁においては，行政機関の保有する情報が適時に，かつ，適切な方法でざるを得ず，諮問庁においては，行政機関の保有する情報が適時に，かつ，適切な方法でざるを得ず，諮問庁においては，行政機関の保有する情報が適時に，かつ，適切な方法で

国民に明らかにされるよう，今後の対応において留意すべきである。国民に明らかにされるよう，今後の対応において留意すべきである。国民に明らかにされるよう，今後の対応において留意すべきである。国民に明らかにされるよう，今後の対応において留意すべきである。    

    

    

諮問庁諮問庁諮問庁諮問庁    ：：：：    防衛大臣防衛大臣防衛大臣防衛大臣    

諮問日諮問日諮問日諮問日    ：：：：    平成２４年平成２４年平成２４年平成２４年    ４月２５日（平成２４年（行情）諮問第１７５号）４月２５日（平成２４年（行情）諮問第１７５号）４月２５日（平成２４年（行情）諮問第１７５号）４月２５日（平成２４年（行情）諮問第１７５号）    

答申日答申日答申日答申日    ：：：：    平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年    ２月２月２月２月    ４日（平成２４年度（行情）答申第４２３号）４日（平成２４年度（行情）答申第４２３号）４日（平成２４年度（行情）答申第４２３号）４日（平成２４年度（行情）答申第４２３号）    

事件名事件名事件名事件名    ：：：：    「原子力災害派遣に係る行動基準について（通達）」の開示決定に関する「原子力災害派遣に係る行動基準について（通達）」の開示決定に関する「原子力災害派遣に係る行動基準について（通達）」の開示決定に関する「原子力災害派遣に係る行動基準について（通達）」の開示決定に関する

件件件件    

    

３３３３        付言付言付言付言    

    防衛省の行政文書の管理に関する規則には，電磁的記録の保存を義務付ける規定はなく，防衛省の行政文書の管理に関する規則には，電磁的記録の保存を義務付ける規定はなく，防衛省の行政文書の管理に関する規則には，電磁的記録の保存を義務付ける規定はなく，防衛省の行政文書の管理に関する規則には，電磁的記録の保存を義務付ける規定はなく，

電磁的記録は担当者が不要と判断すれば廃棄される。本件対象文書に係る電磁的記録も担電磁的記録は担当者が不要と判断すれば廃棄される。本件対象文書に係る電磁的記録も担電磁的記録は担当者が不要と判断すれば廃棄される。本件対象文書に係る電磁的記録も担電磁的記録は担当者が不要と判断すれば廃棄される。本件対象文書に係る電磁的記録も担

当者の判断により廃棄された結果，不存在となっている。当者の判断により廃棄された結果，不存在となっている。当者の判断により廃棄された結果，不存在となっている。当者の判断により廃棄された結果，不存在となっている。    

    ところで，防衛省は政府の方針に基づき総務省が提供する文書管理システムを導入するところで，防衛省は政府の方針に基づき総務省が提供する文書管理システムを導入するところで，防衛省は政府の方針に基づき総務省が提供する文書管理システムを導入するところで，防衛省は政府の方針に基づき総務省が提供する文書管理システムを導入する

こととし，文書管理システムによる業務の試行こととし，文書管理システムによる業務の試行こととし，文書管理システムによる業務の試行こととし，文書管理システムによる業務の試行を進めており，平成２５年１月１日からはを進めており，平成２５年１月１日からはを進めており，平成２５年１月１日からはを進めており，平成２５年１月１日からは

防衛省内部部局において文書管理システムによる電子決裁により業務を実施している（平防衛省内部部局において文書管理システムによる電子決裁により業務を実施している（平防衛省内部部局において文書管理システムによる電子決裁により業務を実施している（平防衛省内部部局において文書管理システムによる電子決裁により業務を実施している（平

成２４年１２月３日付け「内部部局における一元的な文書管理システムによる業務の試行成２４年１２月３日付け「内部部局における一元的な文書管理システムによる業務の試行成２４年１２月３日付け「内部部局における一元的な文書管理システムによる業務の試行成２４年１２月３日付け「内部部局における一元的な文書管理システムによる業務の試行

について（通達）」）。これにより，電子決裁に係る電磁的記録はそれ自体が行政文書の正本について（通達）」）。これにより，電子決裁に係る電磁的記録はそれ自体が行政文書の正本について（通達）」）。これにより，電子決裁に係る電磁的記録はそれ自体が行政文書の正本について（通達）」）。これにより，電子決裁に係る電磁的記録はそれ自体が行政文書の正本

となり保存期間等の規定が適用されることとなるが，それ以外の電磁的記録についても重となり保存期間等の規定が適用されることとなるが，それ以外の電磁的記録についても重となり保存期間等の規定が適用されることとなるが，それ以外の電磁的記録についても重となり保存期間等の規定が適用されることとなるが，それ以外の電磁的記録についても重

要性は増すと考えられ，このような状況を鑑みると，その取扱いが現場の担当者の判断に要性は増すと考えられ，このような状況を鑑みると，その取扱いが現場の担当者の判断に要性は増すと考えられ，このような状況を鑑みると，その取扱いが現場の担当者の判断に要性は増すと考えられ，このような状況を鑑みると，その取扱いが現場の担当者の判断に

委ねられていることは適切とは言い難い。委ねられていることは適切とは言い難い。委ねられていることは適切とは言い難い。委ねられていることは適切とは言い難い。    

    したがって，防衛省に対し，電磁的記録について保存，廃棄等適切な管理を行うためのしたがって，防衛省に対し，電磁的記録について保存，廃棄等適切な管理を行うためのしたがって，防衛省に対し，電磁的記録について保存，廃棄等適切な管理を行うためのしたがって，防衛省に対し，電磁的記録について保存，廃棄等適切な管理を行うための

ルールを設けることを要望する。ルールを設けることを要望する。ルールを設けることを要望する。ルールを設けることを要望する。    

    

    

諮問庁諮問庁諮問庁諮問庁    ：：：：    防衛大臣防衛大臣防衛大臣防衛大臣    

諮問日諮問日諮問日諮問日    ：：：：    平成２４年平成２４年平成２４年平成２４年    ４月４月４月４月    ５日（平成２４年（行情）諮問第１４４号）５日（平成２４年（行情）諮問第１４４号）５日（平成２４年（行情）諮問第１４４号）５日（平成２４年（行情）諮問第１４４号）    

答申日答申日答申日答申日    ：：：：    平成２４年平成２４年平成２４年平成２４年    １月２８日（平成２４年度（行情）答申第４０２号）１月２８日（平成２４年度（行情）答申第４０２号）１月２８日（平成２４年度（行情）答申第４０２号）１月２８日（平成２４年度（行情）答申第４０２号）    
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事件名事件名事件名事件名    ：：：：    「基本教材目録」等の一部開示決定に関する件「基本教材目録」等の一部開示決定に関する件「基本教材目録」等の一部開示決定に関する件「基本教材目録」等の一部開示決定に関する件    

    

４４４４        付言付言付言付言    

（１）（１）（１）（１）        教材目録の作成については，教材通達１６条３項には，「教材目録は教材目録の作成については，教材通達１６条３項には，「教材目録は教材目録の作成については，教材通達１６条３項には，「教材目録は教材目録の作成については，教材通達１６条３項には，「教材目録は,,,,絶えず最新絶えず最新絶えず最新絶えず最新

の状態に維持するものとする」と規定されている一方，実務上の扱いとしては，電の状態に維持するものとする」と規定されている一方，実務上の扱いとしては，電の状態に維持するものとする」と規定されている一方，実務上の扱いとしては，電の状態に維持するものとする」と規定されている一方，実務上の扱いとしては，電磁的記磁的記磁的記磁的記

録である目録を最新の状態に更新し，その更新がある程度積み重なった段階で紙媒体に出録である目録を最新の状態に更新し，その更新がある程度積み重なった段階で紙媒体に出録である目録を最新の状態に更新し，その更新がある程度積み重なった段階で紙媒体に出録である目録を最新の状態に更新し，その更新がある程度積み重なった段階で紙媒体に出

力し，表紙を併せて，起案として用い，決裁を経て，それを教材目録の正文としている。力し，表紙を併せて，起案として用い，決裁を経て，それを教材目録の正文としている。力し，表紙を併せて，起案として用い，決裁を経て，それを教材目録の正文としている。力し，表紙を併せて，起案として用い，決裁を経て，それを教材目録の正文としている。

しかし，このような実務上の扱いによると，決裁をする期間が不明確であり，同通達１６しかし，このような実務上の扱いによると，決裁をする期間が不明確であり，同通達１６しかし，このような実務上の扱いによると，決裁をする期間が不明確であり，同通達１６しかし，このような実務上の扱いによると，決裁をする期間が不明確であり，同通達１６

条との関係で，何が「教材目録」に当たるのかが明らかでない。よって，この点につき，条との関係で，何が「教材目録」に当たるのかが明らかでない。よって，この点につき，条との関係で，何が「教材目録」に当たるのかが明らかでない。よって，この点につき，条との関係で，何が「教材目録」に当たるのかが明らかでない。よって，この点につき，

適切な文書管理をすべきである。適切な文書管理をすべきである。適切な文書管理をすべきである。適切な文書管理をすべきである。    

    

    

諮問庁諮問庁諮問庁諮問庁    ：：：：    環境大臣環境大臣環境大臣環境大臣    

諮問日諮問日諮問日諮問日    ：：：：    平成２４年２月１６日平成２４年２月１６日平成２４年２月１６日平成２４年２月１６日((((平成２４年（行情）諮問第４７号平成２４年（行情）諮問第４７号平成２４年（行情）諮問第４７号平成２４年（行情）諮問第４７号))))，平成２４年４，平成２４年４，平成２４年４，平成２４年４

月１２日（平成２４年（行情）諮問第１５５号），平成月１２日（平成２４年（行情）諮問第１５５号），平成月１２日（平成２４年（行情）諮問第１５５号），平成月１２日（平成２４年（行情）諮問第１５５号），平成２４年５月２１日（平成２４年（行２４年５月２１日（平成２４年（行２４年５月２１日（平成２４年（行２４年５月２１日（平成２４年（行

情）諮問第２０８号）及び平成２４年９月１４日（平成２４年（行情）諮問第３６６号情）諮問第２０８号）及び平成２４年９月１４日（平成２４年（行情）諮問第３６６号情）諮問第２０８号）及び平成２４年９月１４日（平成２４年（行情）諮問第３６６号情）諮問第２０８号）及び平成２４年９月１４日（平成２４年（行情）諮問第３６６号))))    

答申日答申日答申日答申日    ：：：：    平成２４年１２月１７日（平成２４年度（行情）答申第３６２号，同第平成２４年１２月１７日（平成２４年度（行情）答申第３６２号，同第平成２４年１２月１７日（平成２４年度（行情）答申第３６２号，同第平成２４年１２月１７日（平成２４年度（行情）答申第３６２号，同第

３６６号，同第３６８号及び同第３７１号）３６６号，同第３６８号及び同第３７１号）３６６号，同第３６８号及び同第３７１号）３６６号，同第３６８号及び同第３７１号）    

事件名事件名事件名事件名    ：：：：    災害廃棄物安全評価検討会第７回及び第８回議事録等の不開示決定に関災害廃棄物安全評価検討会第７回及び第８回議事録等の不開示決定に関災害廃棄物安全評価検討会第７回及び第８回議事録等の不開示決定に関災害廃棄物安全評価検討会第７回及び第８回議事録等の不開示決定に関

する件する件する件する件    

災害廃棄物安全評価検討会第９回の議事録等の不開示決定（不存在）に関する件災害廃棄物安全評価検討会第９回の議事録等の不開示決定（不存在）に関する件災害廃棄物安全評価検討会第９回の議事録等の不開示決定（不存在）に関する件災害廃棄物安全評価検討会第９回の議事録等の不開示決定（不存在）に関する件    

災害廃棄物安全評価検討会第１０回及び第１１回議事録等の不開示決定（不存在）に関す災害廃棄物安全評価検討会第１０回及び第１１回議事録等の不開示決定（不存在）に関す災害廃棄物安全評価検討会第１０回及び第１１回議事録等の不開示決定（不存在）に関す災害廃棄物安全評価検討会第１０回及び第１１回議事録等の不開示決定（不存在）に関す

る件る件る件る件    

災害廃棄物安全評価検討会（第１２回）災害廃棄物安全評価検討会（第１２回）災害廃棄物安全評価検討会（第１２回）災害廃棄物安全評価検討会（第１２回）の議事録及び録音データの一部開示決定に関するの議事録及び録音データの一部開示決定に関するの議事録及び録音データの一部開示決定に関するの議事録及び録音データの一部開示決定に関する

件件件件    

    

３３３３        付言付言付言付言    

（１）（１）（１）（１）        第８回ないし第１１回の議事録及び録音データを環境省において保有していな第８回ないし第１１回の議事録及び録音データを環境省において保有していな第８回ないし第１１回の議事録及び録音データを環境省において保有していな第８回ないし第１１回の議事録及び録音データを環境省において保有していな

いとの諮問庁の説明自体に不自然，不合理とまでは言えないことは，上記２（１）で判断いとの諮問庁の説明自体に不自然，不合理とまでは言えないことは，上記２（１）で判断いとの諮問庁の説明自体に不自然，不合理とまでは言えないことは，上記２（１）で判断いとの諮問庁の説明自体に不自然，不合理とまでは言えないことは，上記２（１）で判断

したとおりであるが，これらを保有するに至らなかった経緯，事情については，看過し難したとおりであるが，これらを保有するに至らなかった経緯，事情については，看過し難したとおりであるが，これらを保有するに至らなかった経緯，事情については，看過し難したとおりであるが，これらを保有するに至らなかった経緯，事情については，看過し難

い問題があるように思われる。い問題があるように思われる。い問題があるように思われる。い問題があるように思われる。    

（２）（２）（２）（２）        この点に関する諮問庁の説明（口頭説明を含む。）は，①第１回から第４回までこの点に関する諮問庁の説明（口頭説明を含む。）は，①第１回から第４回までこの点に関する諮問庁の説明（口頭説明を含む。）は，①第１回から第４回までこの点に関する諮問庁の説明（口頭説明を含む。）は，①第１回から第４回まで

の会議については，速記業者に委託して速記録を作成し，その録音データの提供を受けての会議については，速記業者に委託して速記録を作成し，その録音データの提供を受けての会議については，速記業者に委託して速記録を作成し，その録音データの提供を受けての会議については，速記業者に委託して速記録を作成し，その録音データの提供を受けて

いたが，第５回会いたが，第５回会いたが，第５回会いたが，第５回会議以降は，速記の外注をやめた，②その後，第７回会議までは，担当者議以降は，速記の外注をやめた，②その後，第７回会議までは，担当者議以降は，速記の外注をやめた，②その後，第７回会議までは，担当者議以降は，速記の外注をやめた，②その後，第７回会議までは，担当者

が録音し，そのデータを保有したが，第８回会議以降は，担当者による録音もやめた，③が録音し，そのデータを保有したが，第８回会議以降は，担当者による録音もやめた，③が録音し，そのデータを保有したが，第８回会議以降は，担当者による録音もやめた，③が録音し，そのデータを保有したが，第８回会議以降は，担当者による録音もやめた，③

本件検討会については，議事概要の作成を予定しており，その作成のための速記や録音で本件検討会については，議事概要の作成を予定しており，その作成のための速記や録音で本件検討会については，議事概要の作成を予定しており，その作成のための速記や録音で本件検討会については，議事概要の作成を予定しており，その作成のための速記や録音で
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あったところ，上記各時期に，議事概要作成のために速記，録音が必要でないことが順次あったところ，上記各時期に，議事概要作成のために速記，録音が必要でないことが順次あったところ，上記各時期に，議事概要作成のために速記，録音が必要でないことが順次あったところ，上記各時期に，議事概要作成のために速記，録音が必要でないことが順次

明らかになったので，事務担当者の判断で，上記各時期にこれらをやめたものである，と明らかになったので，事務担当者の判断で，上記各時期にこれらをやめたものである，と明らかになったので，事務担当者の判断で，上記各時期にこれらをやめたものである，と明らかになったので，事務担当者の判断で，上記各時期にこれらをやめたものである，と

いうものである。いうものである。いうものである。いうものである。    

（３）（３）（３）（３）        しかし，諮問自体が取下げで終わった平成２４年（行情）諮問第１４号事件及しかし，諮問自体が取下げで終わった平成２４年（行情）諮問第１４号事件及しかし，諮問自体が取下げで終わった平成２４年（行情）諮問第１４号事件及しかし，諮問自体が取下げで終わった平成２４年（行情）諮問第１４号事件及

び本件各諮問事件において提示さび本件各諮問事件において提示さび本件各諮問事件において提示さび本件各諮問事件において提示された経過文書によれば，次の各事実が認められる。れた経過文書によれば，次の各事実が認められる。れた経過文書によれば，次の各事実が認められる。れた経過文書によれば，次の各事実が認められる。    

①①①①        第４回会議（平成２３年７月１４日開催）後の同月１６日，第１回ないし第４第４回会議（平成２３年７月１４日開催）後の同月１６日，第１回ないし第４第４回会議（平成２３年７月１４日開催）後の同月１６日，第１回ないし第４第４回会議（平成２３年７月１４日開催）後の同月１６日，第１回ないし第４

回会議の議事録につき，法に基づく開示請求がなされた。回会議の議事録につき，法に基づく開示請求がなされた。回会議の議事録につき，法に基づく開示請求がなされた。回会議の議事録につき，法に基づく開示請求がなされた。    

②②②②        平成２３年９月２６日に，第５回ないし第７回会議の議事録についても，法に平成２３年９月２６日に，第５回ないし第７回会議の議事録についても，法に平成２３年９月２６日に，第５回ないし第７回会議の議事録についても，法に平成２３年９月２６日に，第５回ないし第７回会議の議事録についても，法に

基づく開示請求がなされた。基づく開示請求がなされた。基づく開示請求がなされた。基づく開示請求がなされた。    

③③③③        第８回会議は，平成２３年１０月１０日に開催されたが，同月１３日に，第７第８回会議は，平成２３年１０月１０日に開催されたが，同月１３日に，第７第８回会議は，平成２３年１０月１０日に開催されたが，同月１３日に，第７第８回会議は，平成２３年１０月１０日に開催されたが，同月１３日に，第７

回及び第８回の議事録及び第５回ないし第８回の録音データにつき，法に基づく開示請求回及び第８回の議事録及び第５回ないし第８回の録音データにつき，法に基づく開示請求回及び第８回の議事録及び第５回ないし第８回の録音データにつき，法に基づく開示請求回及び第８回の議事録及び第５回ないし第８回の録音データにつき，法に基づく開示請求

がなされた。がなされた。がなされた。がなされた。    

    

（４）（４）（４）（４）        諮問庁の上記（２）の説明は，速記も録音も，専ら議事概要作成のためであっ諮問庁の上記（２）の説明は，速記も録音も，専ら議事概要作成のためであっ諮問庁の上記（２）の説明は，速記も録音も，専ら議事概要作成のためであっ諮問庁の上記（２）の説明は，速記も録音も，専ら議事概要作成のためであっ

たというのであるが，そのためだけなら，①そもそも費用を要する外部速記まで必要だったというのであるが，そのためだけなら，①そもそも費用を要する外部速記まで必要だったというのであるが，そのためだけなら，①そもそも費用を要する外部速記まで必要だったというのであるが，そのためだけなら，①そもそも費用を要する外部速記まで必要だっ

たのか，②第４回が終わるまで速記が不要であることが分からなかったのか，③第７回がたのか，②第４回が終わるまで速記が不要であることが分からなかったのか，③第７回がたのか，②第４回が終わるまで速記が不要であることが分からなかったのか，③第７回がたのか，②第４回が終わるまで速記が不要であることが分からなかったのか，③第７回が

終わるまで録音が不要であることが分からなかったのか等の疑問がある。終わるまで録音が不要であることが分からなかったのか等の疑問がある。終わるまで録音が不要であることが分からなかったのか等の疑問がある。終わるまで録音が不要であることが分からなかったのか等の疑問がある。    

    しかも，上記（３）のとおり，速記をやめた時期，録音をやめた時期は，いずれも，議しかも，上記（３）のとおり，速記をやめた時期，録音をやめた時期は，いずれも，議しかも，上記（３）のとおり，速記をやめた時期，録音をやめた時期は，いずれも，議しかも，上記（３）のとおり，速記をやめた時期，録音をやめた時期は，いずれも，議

事録，録音データにつき，法に基づく開示請求があった時点と，時間的に微妙な関係にあ事録，録音データにつき，法に基づく開示請求があった時点と，時間的に微妙な関係にあ事録，録音データにつき，法に基づく開示請求があった時点と，時間的に微妙な関係にあ事録，録音データにつき，法に基づく開示請求があった時点と，時間的に微妙な関係にあ

るのであって，これらをやめたことと開示請求がなされたこととの間には，何らかの関連るのであって，これらをやめたことと開示請求がなされたこととの間には，何らかの関連るのであって，これらをやめたことと開示請求がなされたこととの間には，何らかの関連るのであって，これらをやめたことと開示請求がなされたこととの間には，何らかの関連

があるのではないかとの疑念すら生ずるのである。があるのではないかとの疑念すら生ずるのである。があるのではないかとの疑念すら生ずるのである。があるのではないかとの疑念すら生ずるのである。    

（５）（５）（５）（５）        その上，本件検討会における議論内容については，国民間に関心が高く，そのその上，本件検討会における議論内容については，国民間に関心が高く，そのその上，本件検討会における議論内容については，国民間に関心が高く，そのその上，本件検討会における議論内容については，国民間に関心が高く，その

内容を公開して，政府として説明責任を果たすことが重要であることは，本件諮問手続で内容を公開して，政府として説明責任を果たすことが重要であることは，本件諮問手続で内容を公開して，政府として説明責任を果たすことが重要であることは，本件諮問手続で内容を公開して，政府として説明責任を果たすことが重要であることは，本件諮問手続で

は，諮問庁も認めているのである。は，諮問庁も認めているのである。は，諮問庁も認めているのである。は，諮問庁も認めているのである。    

（６）（６）（６）（６）        以上によれば，せっか以上によれば，せっか以上によれば，せっか以上によれば，せっかく行っていた速記，録音を順次取りやめ，その結果，第く行っていた速記，録音を順次取りやめ，その結果，第く行っていた速記，録音を順次取りやめ，その結果，第く行っていた速記，録音を順次取りやめ，その結果，第

８回ないし第１１回会議については，議事概要しか残せないこととなったことは，それが８回ないし第１１回会議については，議事概要しか残せないこととなったことは，それが８回ないし第１１回会議については，議事概要しか残せないこととなったことは，それが８回ないし第１１回会議については，議事概要しか残せないこととなったことは，それが

開示請求に対する対応であったとの疑念をしばらく置くとしても，本件検討会の議事内容開示請求に対する対応であったとの疑念をしばらく置くとしても，本件検討会の議事内容開示請求に対する対応であったとの疑念をしばらく置くとしても，本件検討会の議事内容開示請求に対する対応であったとの疑念をしばらく置くとしても，本件検討会の議事内容

を保存することの重要性への認識が不足していたと言うべきであり，今後においては，会を保存することの重要性への認識が不足していたと言うべきであり，今後においては，会を保存することの重要性への認識が不足していたと言うべきであり，今後においては，会を保存することの重要性への認識が不足していたと言うべきであり，今後においては，会

議ごとに議事内容保存の重要性の程度を見極めて，適切な保存を図ることが望まれる。議ごとに議事内容保存の重要性の程度を見極めて，適切な保存を図ることが望まれる。議ごとに議事内容保存の重要性の程度を見極めて，適切な保存を図ることが望まれる。議ごとに議事内容保存の重要性の程度を見極めて，適切な保存を図ることが望まれる。    

    

諮問庁諮問庁諮問庁諮問庁    ：：：：    内閣総理大臣内閣総理大臣内閣総理大臣内閣総理大臣    

諮問日諮問日諮問日諮問日    ：：：：    平成２４年平成２４年平成２４年平成２４年    ２月２７日（平成２４年（行情）諮問第６７号）２月２７日（平成２４年（行情）諮問第６７号）２月２７日（平成２４年（行情）諮問第６７号）２月２７日（平成２４年（行情）諮問第６７号）    

答申日答申日答申日答申日    ：：：：    平成２４年１２月１１日（平成２４平成２４年１２月１１日（平成２４平成２４年１２月１１日（平成２４平成２４年１２月１１日（平成２４年度（行情）答申第３４５号）年度（行情）答申第３４５号）年度（行情）答申第３４５号）年度（行情）答申第３４５号）    

事件名事件名事件名事件名    ：：：：    秘密保全法制のための法制の在り方に関する有識者会議等の議事内容が秘密保全法制のための法制の在り方に関する有識者会議等の議事内容が秘密保全法制のための法制の在り方に関する有識者会議等の議事内容が秘密保全法制のための法制の在り方に関する有識者会議等の議事内容が

分かる文書の開示決定に関する件分かる文書の開示決定に関する件分かる文書の開示決定に関する件分かる文書の開示決定に関する件    
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３３３３        付言付言付言付言    

（１）（１）（１）（１）        処分庁は，原処分に上記２（１）のとおり重大な瑕疵があることに気付かない処分庁は，原処分に上記２（１）のとおり重大な瑕疵があることに気付かない処分庁は，原処分に上記２（１）のとおり重大な瑕疵があることに気付かない処分庁は，原処分に上記２（１）のとおり重大な瑕疵があることに気付かない

まま本件通知書を審査請求人に送付し，本件審査請求を受けて初めて当該瑕疵に気付いたまま本件通知書を審査請求人に送付し，本件審査請求を受けて初めて当該瑕疵に気付いたまま本件通知書を審査請求人に送付し，本件審査請求を受けて初めて当該瑕疵に気付いたまま本件通知書を審査請求人に送付し，本件審査請求を受けて初めて当該瑕疵に気付いた

ものの，当該瑕疵が通知書の差し替えで治癒されると軽々に判断しており，本件通知書にものの，当該瑕疵が通知書の差し替えで治癒されると軽々に判断しており，本件通知書にものの，当該瑕疵が通知書の差し替えで治癒されると軽々に判断しており，本件通知書にものの，当該瑕疵が通知書の差し替えで治癒されると軽々に判断しており，本件通知書に

よって行政処分がなされているとの認識が不十分であり，開示決定等通知書の重要性に対よって行政処分がなされているとの認識が不十分であり，開示決定等通知書の重要性に対よって行政処分がなされているとの認識が不十分であり，開示決定等通知書の重要性に対よって行政処分がなされているとの認識が不十分であり，開示決定等通知書の重要性に対

する理解も不十分と言わざるを得ない。する理解も不十分と言わざるを得ない。する理解も不十分と言わざるを得ない。する理解も不十分と言わざるを得ない。    

    また，諮問庁も，理由説明書において，本件通知書に言及せず，不開示通知書を前提とまた，諮問庁も，理由説明書において，本件通知書に言及せず，不開示通知書を前提とまた，諮問庁も，理由説明書において，本件通知書に言及せず，不開示通知書を前提とまた，諮問庁も，理由説明書において，本件通知書に言及せず，不開示通知書を前提と

した説明をしており，処分庁と同様，本件通知書によって行政処分がなされているとの認した説明をしており，処分庁と同様，本件通知書によって行政処分がなされているとの認した説明をしており，処分庁と同様，本件通知書によって行政処分がなされているとの認した説明をしており，処分庁と同様，本件通知書によって行政処分がなされているとの認

識が不十分であり，開示決定等通知書の重要性に対する理解も不十分と言わざるを得ない。識が不十分であり，開示決定等通知書の重要性に対する理解も不十分と言わざるを得ない。識が不十分であり，開示決定等通知書の重要性に対する理解も不十分と言わざるを得ない。識が不十分であり，開示決定等通知書の重要性に対する理解も不十分と言わざるを得ない。    

    処分庁，諮問庁においては，今後，法の趣旨を正しく認識し，開示請求及び不服申立て処分庁，諮問庁においては，今後，法の趣旨を正しく認識し，開示請求及び不服申立て処分庁，諮問庁においては，今後，法の趣旨を正しく認識し，開示請求及び不服申立て処分庁，諮問庁においては，今後，法の趣旨を正しく認識し，開示請求及び不服申立て

に係る手続の適正化を図ることが強く望まれる。に係る手続の適正化を図ることが強く望まれる。に係る手続の適正化を図ることが強く望まれる。に係る手続の適正化を図ることが強く望まれる。    

（２）（２）（２）（２）        本件通知書及び不開示通知書には，不開示とした理由として「行政文書を保有本件通知書及び不開示通知書には，不開示とした理由として「行政文書を保有本件通知書及び不開示通知書には，不開示とした理由として「行政文書を保有本件通知書及び不開示通知書には，不開示とした理由として「行政文書を保有

していないため」と記載されているが，一般に，文書不存在を理由としていないため」と記載されているが，一般に，文書不存在を理由としていないため」と記載されているが，一般に，文書不存在を理由としていないため」と記載されているが，一般に，文書不存在を理由とする不開示決定に際する不開示決定に際する不開示決定に際する不開示決定に際

しては，単に対象文書を保有していないという事実を示すだけでは足りず，対象文書を作しては，単に対象文書を保有していないという事実を示すだけでは足りず，対象文書を作しては，単に対象文書を保有していないという事実を示すだけでは足りず，対象文書を作しては，単に対象文書を保有していないという事実を示すだけでは足りず，対象文書を作

成又は取得していないのか，あるいは作成又は取得した後に，廃棄又は亡失したのか等，成又は取得していないのか，あるいは作成又は取得した後に，廃棄又は亡失したのか等，成又は取得していないのか，あるいは作成又は取得した後に，廃棄又は亡失したのか等，成又は取得していないのか，あるいは作成又は取得した後に，廃棄又は亡失したのか等，

当該文書が存在していないことの要因についても理由として付記することが求められる。当該文書が存在していないことの要因についても理由として付記することが求められる。当該文書が存在していないことの要因についても理由として付記することが求められる。当該文書が存在していないことの要因についても理由として付記することが求められる。    

    処分庁においては，今後，行政手続法８条の趣旨に照らし，適切な理由付記を行うこと処分庁においては，今後，行政手続法８条の趣旨に照らし，適切な理由付記を行うこと処分庁においては，今後，行政手続法８条の趣旨に照らし，適切な理由付記を行うこと処分庁においては，今後，行政手続法８条の趣旨に照らし，適切な理由付記を行うこと

が望まれる。が望まれる。が望まれる。が望まれる。    

    

    

諮問庁諮問庁諮問庁諮問庁    ：：：：    国税庁長官国税庁長官国税庁長官国税庁長官    

諮問日諮問日諮問日諮問日    ：：：：    平成２３年１２月平成２３年１２月平成２３年１２月平成２３年１２月    ５日（平成２３年（行情）諮問第５９８号）５日（平成２３年（行情）諮問第５９８号）５日（平成２３年（行情）諮問第５９８号）５日（平成２３年（行情）諮問第５９８号）    

答申日答申日答申日答申日    ：：：：    平成２４年平成２４年平成２４年平成２４年    ９月２４日（平成２４年度（行情）答申９月２４日（平成２４年度（行情）答申９月２４日（平成２４年度（行情）答申９月２４日（平成２４年度（行情）答申第１９６号）第１９６号）第１９６号）第１９６号）    

事件名事件名事件名事件名    ：：：：    平成２３年分財産評価基準書路線価図に係る標準宅地鑑定評価書等の不平成２３年分財産評価基準書路線価図に係る標準宅地鑑定評価書等の不平成２３年分財産評価基準書路線価図に係る標準宅地鑑定評価書等の不平成２３年分財産評価基準書路線価図に係る標準宅地鑑定評価書等の不

開示決定（不存在）に関する件開示決定（不存在）に関する件開示決定（不存在）に関する件開示決定（不存在）に関する件    

    

４４４４        付言付言付言付言    

    本件は，処分庁が文書１及び文書３を保有しているのは秋田南税務署になるので同署長本件は，処分庁が文書１及び文書３を保有しているのは秋田南税務署になるので同署長本件は，処分庁が文書１及び文書３を保有しているのは秋田南税務署になるので同署長本件は，処分庁が文書１及び文書３を保有しているのは秋田南税務署になるので同署長

宛て開示請求書を提出するよう教示したにもかかわらず，審査請求人が文書１及び文書３宛て開示請求書を提出するよう教示したにもかかわらず，審査請求人が文書１及び文書３宛て開示請求書を提出するよう教示したにもかかわらず，審査請求人が文書１及び文書３宛て開示請求書を提出するよう教示したにもかかわらず，審査請求人が文書１及び文書３

を保有している秋田南税務署長に開示請求書の請求先を訂正しなかったことにより，処分を保有している秋田南税務署長に開示請求書の請求先を訂正しなかったことにより，処分を保有している秋田南税務署長に開示請求書の請求先を訂正しなかったことにより，処分を保有している秋田南税務署長に開示請求書の請求先を訂正しなかったことにより，処分

庁は，秋田南税務署に回送せず不存在を理由として不開示としたものである。庁は，秋田南税務署に回送せず不存在を理由として不開示としたものである。庁は，秋田南税務署に回送せず不存在を理由として不開示としたものである。庁は，秋田南税務署に回送せず不存在を理由として不開示としたものである。    

    しかしながら本件の場合，税務署特官事務運営指針という内部規定がしかしながら本件の場合，税務署特官事務運営指針という内部規定がしかしながら本件の場合，税務署特官事務運営指針という内部規定がしかしながら本件の場合，税務署特官事務運営指針という内部規定が変更されたことに変更されたことに変更されたことに変更されたことに

より，従前は湯沢税務署が行っていた路線価の評定業務を秋田南税務署が行うことになっより，従前は湯沢税務署が行っていた路線価の評定業務を秋田南税務署が行うことになっより，従前は湯沢税務署が行っていた路線価の評定業務を秋田南税務署が行うことになっより，従前は湯沢税務署が行っていた路線価の評定業務を秋田南税務署が行うことになっ

たことで，湯沢税務署が文書１及び文書３を保有しないことになったこと，加えて，審査たことで，湯沢税務署が文書１及び文書３を保有しないことになったこと，加えて，審査たことで，湯沢税務署が文書１及び文書３を保有しないことになったこと，加えて，審査たことで，湯沢税務署が文書１及び文書３を保有しないことになったこと，加えて，審査

請求人が以前に同種の文書につき，湯沢税務署から開示を受けた経験があることに鑑みれ請求人が以前に同種の文書につき，湯沢税務署から開示を受けた経験があることに鑑みれ請求人が以前に同種の文書につき，湯沢税務署から開示を受けた経験があることに鑑みれ請求人が以前に同種の文書につき，湯沢税務署から開示を受けた経験があることに鑑みれ

ば，処分庁は，当該事務運営指針を示して説明するなど，丁寧な情報提供に努めるべきでば，処分庁は，当該事務運営指針を示して説明するなど，丁寧な情報提供に努めるべきでば，処分庁は，当該事務運営指針を示して説明するなど，丁寧な情報提供に努めるべきでば，処分庁は，当該事務運営指針を示して説明するなど，丁寧な情報提供に努めるべきで
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あったと考えられる。あったと考えられる。あったと考えられる。あったと考えられる。    

    

    

諮問庁諮問庁諮問庁諮問庁    ：：：：    防衛大臣防衛大臣防衛大臣防衛大臣    

諮問日諮問日諮問日諮問日    ：：：：    平成２４年平成２４年平成２４年平成２４年    ３月２１日（平成２４年（行情）諮問第１０８号）３月２１日（平成２４年（行情）諮問第１０８号）３月２１日（平成２４年（行情）諮問第１０８号）３月２１日（平成２４年（行情）諮問第１０８号）    

答申日答申日答申日答申日    ：：：：    平成２４年平成２４年平成２４年平成２４年    ９月２４日（平成２４年度（行情）答申第２００号）９月２４日（平成２４年度（行情）答申第２００号）９月２４日（平成２４年度（行情）答申第２００号）９月２４日（平成２４年度（行情）答申第２００号）    

事件名事件名事件名事件名    ：：：：    平成２２年度基礎研究成果報告書「宇宙基本法と人工衛星の空中発射シ平成２２年度基礎研究成果報告書「宇宙基本法と人工衛星の空中発射シ平成２２年度基礎研究成果報告書「宇宙基本法と人工衛星の空中発射シ平成２２年度基礎研究成果報告書「宇宙基本法と人工衛星の空中発射シ

ステム」の開示決定に関する件ステム」の開示決定に関する件ステム」の開示決定に関する件ステム」の開示決定に関する件    

    

３３３３        付言付言付言付言    

    防衛研究所の他の調査研究については電磁的記録が保存されていること，及び今日一般防衛研究所の他の調査研究については電磁的記録が保存されていること，及び今日一般防衛研究所の他の調査研究については電磁的記録が保存されていること，及び今日一般防衛研究所の他の調査研究については電磁的記録が保存されていること，及び今日一般

的に調査研究に係る論文等に関し，研究成果等の活用のために，電磁的記録として保存し的に調査研究に係る論文等に関し，研究成果等の活用のために，電磁的記録として保存し的に調査研究に係る論文等に関し，研究成果等の活用のために，電磁的記録として保存し的に調査研究に係る論文等に関し，研究成果等の活用のために，電磁的記録として保存し

ておく必要性が高いことから，今後は，完成した論文等と同じ内容の電磁的記録を保存すておく必要性が高いことから，今後は，完成した論文等と同じ内容の電磁的記録を保存すておく必要性が高いことから，今後は，完成した論文等と同じ内容の電磁的記録を保存すておく必要性が高いことから，今後は，完成した論文等と同じ内容の電磁的記録を保存す

るよう徹底するべきである。るよう徹底するべきである。るよう徹底するべきである。るよう徹底するべきである。    

    

    

諮問庁諮問庁諮問庁諮問庁    ：：：：    金融庁長官金融庁長官金融庁長官金融庁長官    

諮問日諮問日諮問日諮問日    ：：：：    平成２３年平成２３年平成２３年平成２３年１２月１２月１２月１２月    １日（平成２３年（行情）諮問第５８７号）１日（平成２３年（行情）諮問第５８７号）１日（平成２３年（行情）諮問第５８７号）１日（平成２３年（行情）諮問第５８７号）    

答申日答申日答申日答申日    ：：：：    平成２４年平成２４年平成２４年平成２４年    ７月３０日（平成２４年度（行情）答申第１３５号）７月３０日（平成２４年度（行情）答申第１３５号）７月３０日（平成２４年度（行情）答申第１３５号）７月３０日（平成２４年度（行情）答申第１３５号）    

事件名事件名事件名事件名    ：：：：    金融サービス利用者相談室の利用を国民に強要する理由及び相談を電話金融サービス利用者相談室の利用を国民に強要する理由及び相談を電話金融サービス利用者相談室の利用を国民に強要する理由及び相談を電話金融サービス利用者相談室の利用を国民に強要する理由及び相談を電話

のみとしている理由が分かる文書の一部開示決定に関する件のみとしている理由が分かる文書の一部開示決定に関する件のみとしている理由が分かる文書の一部開示決定に関する件のみとしている理由が分かる文書の一部開示決定に関する件    

    

３３３３        付言付言付言付言    

    本件開示決定通知書には，本件請求文書②を不開示とした理由について，「作成しておら本件開示決定通知書には，本件請求文書②を不開示とした理由について，「作成しておら本件開示決定通知書には，本件請求文書②を不開示とした理由について，「作成しておら本件開示決定通知書には，本件請求文書②を不開示とした理由について，「作成しておら

ず，保有していないため。」と記載されている。ず，保有していないため。」と記載されている。ず，保有していないため。」と記載されている。ず，保有していないため。」と記載されている。    

    しかしながら，前記２（２）ウのとおり，本件請求文書②に該当する相談室設置の決裁しかしながら，前記２（２）ウのとおり，本件請求文書②に該当する相談室設置の決裁しかしながら，前記２（２）ウのとおり，本件請求文書②に該当する相談室設置の決裁しかしながら，前記２（２）ウのとおり，本件請求文書②に該当する相談室設置の決裁

文書については，保存期間満了によ文書については，保存期間満了によ文書については，保存期間満了によ文書については，保存期間満了により廃棄されたものと認められる。り廃棄されたものと認められる。り廃棄されたものと認められる。り廃棄されたものと認められる。    

    したがって，本件開示決定通知書の理由の提示は不正確であり，行政手続法８条の趣旨したがって，本件開示決定通知書の理由の提示は不正確であり，行政手続法８条の趣旨したがって，本件開示決定通知書の理由の提示は不正確であり，行政手続法８条の趣旨したがって，本件開示決定通知書の理由の提示は不正確であり，行政手続法８条の趣旨

に照らし，適切を欠くものであったと言わざるを得ず，諮問庁においては，今後，上記のに照らし，適切を欠くものであったと言わざるを得ず，諮問庁においては，今後，上記のに照らし，適切を欠くものであったと言わざるを得ず，諮問庁においては，今後，上記のに照らし，適切を欠くものであったと言わざるを得ず，諮問庁においては，今後，上記の

点に留意すべきである。点に留意すべきである。点に留意すべきである。点に留意すべきである。    

    

    

諮問庁諮問庁諮問庁諮問庁    ：：：：    外務大臣外務大臣外務大臣外務大臣    

諮問日諮問日諮問日諮問日    ：：：：    平成２３年平成２３年平成２３年平成２３年    ７月１９日（平成２３年（行情）諮問第３７０号）７月１９日（平成２３年（行情）諮問第３７０号）７月１９日（平成２３年（行情）諮問第３７０号）７月１９日（平成２３年（行情）諮問第３７０号）    

答申日答申日答申日答申日    ：：：：    平成２４年平成２４年平成２４年平成２４年    ７月２４日（平成２４年度（行情）答申第１２７号）７月２４日（平成２４年度（行情）答申第１２７号）７月２４日（平成２４年度（行情）答申第１２７号）７月２４日（平成２４年度（行情）答申第１２７号）    

事件名事件名事件名事件名    ：：：：    予算委員会要求資料において「別途提出」とされた項目事項の回答が掲予算委員会要求資料において「別途提出」とされた項目事項の回答が掲予算委員会要求資料において「別途提出」とされた項目事項の回答が掲予算委員会要求資料において「別途提出」とされた項目事項の回答が掲
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載された文書の不開示決定（不存在）に関する件載された文書の不開示決定（不存在）に関する件載された文書の不開示決定（不存在）に関する件載された文書の不開示決定（不存在）に関する件    

    

３３３３        付言付言付言付言    

    原処分では，本件開示請求の趣旨を作成未了分の開示請求と限定的に解釈しているが，原処分では，本件開示請求の趣旨を作成未了分の開示請求と限定的に解釈しているが，原処分では，本件開示請求の趣旨を作成未了分の開示請求と限定的に解釈しているが，原処分では，本件開示請求の趣旨を作成未了分の開示請求と限定的に解釈しているが，

本件開示請求の文言は作成未了分に限定していないので，本件開示請求の趣旨に沿う文書本件開示請求の文言は作成未了分に限定していないので，本件開示請求の趣旨に沿う文書本件開示請求の文言は作成未了分に限定していないので，本件開示請求の趣旨に沿う文書本件開示請求の文言は作成未了分に限定していないので，本件開示請求の趣旨に沿う文書

を特定するために，異議申立人に対し，その趣旨を確認するか，あるいは，請求文言の補を特定するために，異議申立人に対し，その趣旨を確認するか，あるいは，請求文言の補を特定するために，異議申立人に対し，その趣旨を確認するか，あるいは，請求文言の補を特定するために，異議申立人に対し，その趣旨を確認するか，あるいは，請求文言の補

正を求めるべきであったのに，本件開示請求の趣旨を確認することなく，限定的に解釈し正を求めるべきであったのに，本件開示請求の趣旨を確認することなく，限定的に解釈し正を求めるべきであったのに，本件開示請求の趣旨を確認することなく，限定的に解釈し正を求めるべきであったのに，本件開示請求の趣旨を確認することなく，限定的に解釈し

て原処分を行ったものであり，今後，処分庁において情報公開制度に関する事務処理の適て原処分を行ったものであり，今後，処分庁において情報公開制度に関する事務処理の適て原処分を行ったものであり，今後，処分庁において情報公開制度に関する事務処理の適て原処分を行ったものであり，今後，処分庁において情報公開制度に関する事務処理の適

正化を図ることが望まれる。正化を図ることが望まれる。正化を図ることが望まれる。正化を図ることが望まれる。    

    

    

諮問庁諮問庁諮問庁諮問庁    ：：：：    文化庁長官文化庁長官文化庁長官文化庁長官    

諮問日諮問日諮問日諮問日    ：：：：    平成２１年１１月２６日（平成２１年（行情）諮問第５２８号）平成２１年１１月２６日（平成２１年（行情）諮問第５２８号）平成２１年１１月２６日（平成２１年（行情）諮問第５２８号）平成２１年１１月２６日（平成２１年（行情）諮問第５２８号）    

答申日答申日答申日答申日    ：：：：    平成２４年平成２４年平成２４年平成２４年    ５月２１日（平成２４年度（行情）答申第３７号）５月２１日（平成２４年度（行情）答申第３７号）５月２１日（平成２４年度（行情）答申第３７号）５月２１日（平成２４年度（行情）答申第３７号）    

事件名事件名事件名事件名    ：：：：    特定宗教法人等の財産目録等の不開示決定に関する件特定宗教法人等の財産目録等の不開示決定に関する件特定宗教法人等の財産目録等の不開示決定に関する件特定宗教法人等の財産目録等の不開示決定に関する件    

    

４４４４        付言付言付言付言    

    本件における諮問庁の対応は，法の適用が除外されない行政文書につき，記録されてい本件における諮問庁の対応は，法の適用が除外されない行政文書につき，記録されてい本件における諮問庁の対応は，法の適用が除外されない行政文書につき，記録されてい本件における諮問庁の対応は，法の適用が除外されない行政文書につき，記録されてい

るとする情報が類型的に不開示情報に該当すると主張して，具体的に文書の特定を行わず，るとする情報が類型的に不開示情報に該当すると主張して，具体的に文書の特定を行わず，るとする情報が類型的に不開示情報に該当すると主張して，具体的に文書の特定を行わず，るとする情報が類型的に不開示情報に該当すると主張して，具体的に文書の特定を行わず，

かつ，当審査会への行政文書の提示を免れようとした点，法８条による不開示決定（存否かつ，当審査会への行政文書の提示を免れようとした点，法８条による不開示決定（存否かつ，当審査会への行政文書の提示を免れようとした点，法８条による不開示決定（存否かつ，当審査会への行政文書の提示を免れようとした点，法８条による不開示決定（存否

応答拒否）をしなかったにもかかわらず，各法人につ応答拒否）をしなかったにもかかわらず，各法人につ応答拒否）をしなかったにもかかわらず，各法人につ応答拒否）をしなかったにもかかわらず，各法人につき保有している文書と保有していなき保有している文書と保有していなき保有している文書と保有していなき保有している文書と保有していな

い文書を明らかにしようとしなかった点で，いずれも法の理解に重大な問題があると言わい文書を明らかにしようとしなかった点で，いずれも法の理解に重大な問題があると言わい文書を明らかにしようとしなかった点で，いずれも法の理解に重大な問題があると言わい文書を明らかにしようとしなかった点で，いずれも法の理解に重大な問題があると言わ

ざるを得ず，今後は，法の趣旨に則って適切な対応をすることが強く望まれる。ざるを得ず，今後は，法の趣旨に則って適切な対応をすることが強く望まれる。ざるを得ず，今後は，法の趣旨に則って適切な対応をすることが強く望まれる。ざるを得ず，今後は，法の趣旨に則って適切な対応をすることが強く望まれる。    

    

    

諮問庁諮問庁諮問庁諮問庁    ：：：：    外務大臣外務大臣外務大臣外務大臣    

諮問日諮問日諮問日諮問日    ：：：：    平成２３年平成２３年平成２３年平成２３年    ３月２５日（平成２３年３月２５日（平成２３年３月２５日（平成２３年３月２５日（平成２３年        （行情）諮問第１２９号）（行情）諮問第１２９号）（行情）諮問第１２９号）（行情）諮問第１２９号）    

答申日答申日答申日答申日    ：：：：    平成２４年平成２４年平成２４年平成２４年    ４月１７日（平成２４年度（行情）答申第８号）４月１７日（平成２４年度（行情）答申第８号）４月１７日（平成２４年度（行情）答申第８号）４月１７日（平成２４年度（行情）答申第８号）    

事件名事件名事件名事件名    ：：：：    第１３回個人通報制度関係省庁研究会に係る文書の一部開示決定に関す第１３回個人通報制度関係省庁研究会に係る文書の一部開示決定に関す第１３回個人通報制度関係省庁研究会に係る文書の一部開示決定に関す第１３回個人通報制度関係省庁研究会に係る文書の一部開示決定に関す

る件る件る件る件    

    

５５５５        付言付言付言付言    

（１）（１）（１）（１）    行政文書の適正な管理等について行政文書の適正な管理等について行政文書の適正な管理等について行政文書の適正な管理等について    

    個人通報制度関係個人通報制度関係個人通報制度関係個人通報制度関係省庁研究会は，多くの関係省庁の職員が出席し回を重ねて開催されて省庁研究会は，多くの関係省庁の職員が出席し回を重ねて開催されて省庁研究会は，多くの関係省庁の職員が出席し回を重ねて開催されて省庁研究会は，多くの関係省庁の職員が出席し回を重ねて開催されて

おり，個人通報制度の導入に向けて多岐にわたる検討を進めてきたものと考えられるから，おり，個人通報制度の導入に向けて多岐にわたる検討を進めてきたものと考えられるから，おり，個人通報制度の導入に向けて多岐にわたる検討を進めてきたものと考えられるから，おり，個人通報制度の導入に向けて多岐にわたる検討を進めてきたものと考えられるから，

これまでの議論を前提に更に議論を深め，関係省庁の担当者が交代した場合にも，継続的これまでの議論を前提に更に議論を深め，関係省庁の担当者が交代した場合にも，継続的これまでの議論を前提に更に議論を深め，関係省庁の担当者が交代した場合にも，継続的これまでの議論を前提に更に議論を深め，関係省庁の担当者が交代した場合にも，継続的
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な議論を可能にするために，各回における議論の内容を記録にとどめる必要性があると考な議論を可能にするために，各回における議論の内容を記録にとどめる必要性があると考な議論を可能にするために，各回における議論の内容を記録にとどめる必要性があると考な議論を可能にするために，各回における議論の内容を記録にとどめる必要性があると考

えられ，本件研究会の議事録を作成していないことは，行政事務の在り方として妥当性をえられ，本件研究会の議事録を作成していないことは，行政事務の在り方として妥当性をえられ，本件研究会の議事録を作成していないことは，行政事務の在り方として妥当性をえられ，本件研究会の議事録を作成していないことは，行政事務の在り方として妥当性を

欠くと言わざるを得ない。欠くと言わざるを得ない。欠くと言わざるを得ない。欠くと言わざるを得ない。    

    今後，同種の研究会を開催するに当たっては，行政が適正かつ効率的に運営され，国民今後，同種の研究会を開催するに当たっては，行政が適正かつ効率的に運営され，国民今後，同種の研究会を開催するに当たっては，行政が適正かつ効率的に運営され，国民今後，同種の研究会を開催するに当たっては，行政が適正かつ効率的に運営され，国民

に対する説明責任が全うに対する説明責任が全うに対する説明責任が全うに対する説明責任が全うされるように，公文書管理の適正化の観点から，必要な文書を作されるように，公文書管理の適正化の観点から，必要な文書を作されるように，公文書管理の適正化の観点から，必要な文書を作されるように，公文書管理の適正化の観点から，必要な文書を作

成・保管すべきである。成・保管すべきである。成・保管すべきである。成・保管すべきである。    

    

（２）（２）（２）（２）    文書特定について文書特定について文書特定について文書特定について    

    原処分においては，上記２のとおり，「本件研究会の日時，場所，担当課が分かる文書」原処分においては，上記２のとおり，「本件研究会の日時，場所，担当課が分かる文書」原処分においては，上記２のとおり，「本件研究会の日時，場所，担当課が分かる文書」原処分においては，上記２のとおり，「本件研究会の日時，場所，担当課が分かる文書」

に該当すると認められる文書１を決裁文書として特定し，本件文書に該当する本来の決裁に該当すると認められる文書１を決裁文書として特定し，本件文書に該当する本来の決裁に該当すると認められる文書１を決裁文書として特定し，本件文書に該当する本来の決裁に該当すると認められる文書１を決裁文書として特定し，本件文書に該当する本来の決裁

文書については，文書特定をしておらず，文書特定について妥当性を欠いている。今後，文書については，文書特定をしておらず，文書特定について妥当性を欠いている。今後，文書については，文書特定をしておらず，文書特定について妥当性を欠いている。今後，文書については，文書特定をしておらず，文書特定について妥当性を欠いている。今後，

開示請求に対する対象文書の特定に当たっては，法に基づく適切な対応が望まれる。開示請求に対する対象文書の特定に当たっては，法に基づく適切な対応が望まれる。開示請求に対する対象文書の特定に当たっては，法に基づく適切な対応が望まれる。開示請求に対する対象文書の特定に当たっては，法に基づく適切な対応が望まれる。    

    

    

諮問庁諮問庁諮問庁諮問庁    ：：：：    防衛大臣防衛大臣防衛大臣防衛大臣    

諮問日諮問日諮問日諮問日    ：：：：    平成２３年平成２３年平成２３年平成２３年    ３月１６日（平成２３年（行情）諮３月１６日（平成２３年（行情）諮３月１６日（平成２３年（行情）諮３月１６日（平成２３年（行情）諮問第１０５号）問第１０５号）問第１０５号）問第１０５号）    

答申日答申日答申日答申日    ：：：：    平成２４年平成２４年平成２４年平成２４年    ３月２６日（平成２３年度（行情）答申第５６５号）３月２６日（平成２３年度（行情）答申第５６５号）３月２６日（平成２３年度（行情）答申第５６５号）３月２６日（平成２３年度（行情）答申第５６５号）    

事件名事件名事件名事件名    ：：：：    調査結果通知書等の一部開示決定に関する件調査結果通知書等の一部開示決定に関する件調査結果通知書等の一部開示決定に関する件調査結果通知書等の一部開示決定に関する件    

    

６６６６        付言付言付言付言    

    本件請求文書のうち，文書５及び文書６（別紙１の②及び③に該当する文書）について本件請求文書のうち，文書５及び文書６（別紙１の②及び③に該当する文書）について本件請求文書のうち，文書５及び文書６（別紙１の②及び③に該当する文書）について本件請求文書のうち，文書５及び文書６（別紙１の②及び③に該当する文書）について

は，保存期間満了（１年未満）により廃棄されたとのことであるが，「リスト新潟訴訟」のは，保存期間満了（１年未満）により廃棄されたとのことであるが，「リスト新潟訴訟」のは，保存期間満了（１年未満）により廃棄されたとのことであるが，「リスト新潟訴訟」のは，保存期間満了（１年未満）により廃棄されたとのことであるが，「リスト新潟訴訟」の

経緯に鑑みると，上記の保存期間の設定については，疑問の余地なしとはしない。今後，経緯に鑑みると，上記の保存期間の設定については，疑問の余地なしとはしない。今後，経緯に鑑みると，上記の保存期間の設定については，疑問の余地なしとはしない。今後，経緯に鑑みると，上記の保存期間の設定については，疑問の余地なしとはしない。今後，

処分庁においては，行政文書の管理について，適切な対応が望まれる。処分庁においては，行政文書の管理について，適切な対応が望まれる。処分庁においては，行政文書の管理について，適切な対応が望まれる。処分庁においては，行政文書の管理について，適切な対応が望まれる。    

    

    

諮問庁諮問庁諮問庁諮問庁    ：：：：    金融庁長官金融庁長官金融庁長官金融庁長官    

諮問日諮問日諮問日諮問日    ：：：：    平成２３年平成２３年平成２３年平成２３年    ４月４月４月４月    ５日（平成２３年（行情）諮問第１６４号）５日（平成２３年（行情）諮問第１６４号）５日（平成２３年（行情）諮問第１６４号）５日（平成２３年（行情）諮問第１６４号）    

答申日答申日答申日答申日    ：：：：    平成２４年平成２４年平成２４年平成２４年    ３月２６日（平成２３年度（行情）答申第５６６号）３月２６日（平成２３年度（行情）答申第５６６号）３月２６日（平成２３年度（行情）答申第５６６号）３月２６日（平成２３年度（行情）答申第５６６号）    

事件名事件名事件名事件名    ：：：：    前払式証票発行者に係る届出・登録状況調査表等の不開示決定（不存在）前払式証票発行者に係る届出・登録状況調査表等の不開示決定（不存在）前払式証票発行者に係る届出・登録状況調査表等の不開示決定（不存在）前払式証票発行者に係る届出・登録状況調査表等の不開示決定（不存在）

に関する件に関する件に関する件に関する件    

    

５５５５        付言付言付言付言    

    本件において不可解なのは，上記３（２）アのとおり，処分庁における文書管理規則及本件において不可解なのは，上記３（２）アのとおり，処分庁における文書管理規則及本件において不可解なのは，上記３（２）アのとおり，処分庁における文書管理規則及本件において不可解なのは，上記３（２）アのとおり，処分庁における文書管理規則及

び基準表において，本件対象文書が含まれる「前払式証票関係統計」の保存期間が，平成び基準表において，本件対象文書が含まれる「前払式証票関係統計」の保存期間が，平成び基準表において，本件対象文書が含まれる「前払式証票関係統計」の保存期間が，平成び基準表において，本件対象文書が含まれる「前払式証票関係統計」の保存期間が，平成

１８年４月の基準表改正により，それまでの３０年から３年へと大幅に短縮された点であ１８年４月の基準表改正により，それまでの３０年から３年へと大幅に短縮された点であ１８年４月の基準表改正により，それまでの３０年から３年へと大幅に短縮された点であ１８年４月の基準表改正により，それまでの３０年から３年へと大幅に短縮された点であ
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る。る。る。る。    

    このように，このように，このように，このように，当該文書の保存期間が３０年から３年に大幅に短縮された理由について，当該文書の保存期間が３０年から３年に大幅に短縮された理由について，当該文書の保存期間が３０年から３年に大幅に短縮された理由について，当該文書の保存期間が３０年から３年に大幅に短縮された理由について，

当審査会事務局職員をして確認させたところ，諮問庁は，当該区分に分類される文書につ当審査会事務局職員をして確認させたところ，諮問庁は，当該区分に分類される文書につ当審査会事務局職員をして確認させたところ，諮問庁は，当該区分に分類される文書につ当審査会事務局職員をして確認させたところ，諮問庁は，当該区分に分類される文書につ

いては，業務上の参考として活用するものであるので，文書管理規則の別表２で定められいては，業務上の参考として活用するものであるので，文書管理規則の別表２で定められいては，業務上の参考として活用するものであるので，文書管理規則の別表２で定められいては，業務上の参考として活用するものであるので，文書管理規則の別表２で定められ

ている行政文書保存期間基準に従い，３年の保存期間に短縮したと説明するのみである。ている行政文書保存期間基準に従い，３年の保存期間に短縮したと説明するのみである。ている行政文書保存期間基準に従い，３年の保存期間に短縮したと説明するのみである。ている行政文書保存期間基準に従い，３年の保存期間に短縮したと説明するのみである。    

    そもそも，行政文書の保存期間については，当該文書の内容及び性質に応じて適切な期そもそも，行政文書の保存期間については，当該文書の内容及び性質に応じて適切な期そもそも，行政文書の保存期間については，当該文書の内容及び性質に応じて適切な期そもそも，行政文書の保存期間については，当該文書の内容及び性質に応じて適切な期

間を設定すべきものであるところ，一般的に，３０年の保存を要するとされていた文書に間を設定すべきものであるところ，一般的に，３０年の保存を要するとされていた文書に間を設定すべきものであるところ，一般的に，３０年の保存を要するとされていた文書に間を設定すべきものであるところ，一般的に，３０年の保存を要するとされていた文書に

ついて，その保存期間が３年という短期間に変更ついて，その保存期間が３年という短期間に変更ついて，その保存期間が３年という短期間に変更ついて，その保存期間が３年という短期間に変更されるという理由は想定し難い。されるという理由は想定し難い。されるという理由は想定し難い。されるという理由は想定し難い。    

    当審査会としては，当該文書の保存期間について，３０年と３年のいずれが妥当である当審査会としては，当該文書の保存期間について，３０年と３年のいずれが妥当である当審査会としては，当該文書の保存期間について，３０年と３年のいずれが妥当である当審査会としては，当該文書の保存期間について，３０年と３年のいずれが妥当である

かという点の判断は差し控えるが，処分庁において，かかる保存期間の大幅な変更の理由かという点の判断は差し控えるが，処分庁において，かかる保存期間の大幅な変更の理由かという点の判断は差し控えるが，処分庁において，かかる保存期間の大幅な変更の理由かという点の判断は差し控えるが，処分庁において，かかる保存期間の大幅な変更の理由

を十分な説得力をもって説明しているとは言い難い。を十分な説得力をもって説明しているとは言い難い。を十分な説得力をもって説明しているとは言い難い。を十分な説得力をもって説明しているとは言い難い。    

    処分庁においては，自らの遂行する事務について，的確に説明するという責務を有して処分庁においては，自らの遂行する事務について，的確に説明するという責務を有して処分庁においては，自らの遂行する事務について，的確に説明するという責務を有して処分庁においては，自らの遂行する事務について，的確に説明するという責務を有して

いるのであり，かかる責務を十分に果たすため，今後，行政文書の管理につき，適切な検いるのであり，かかる責務を十分に果たすため，今後，行政文書の管理につき，適切な検いるのであり，かかる責務を十分に果たすため，今後，行政文書の管理につき，適切な検いるのであり，かかる責務を十分に果たすため，今後，行政文書の管理につき，適切な検

討をすべきである。討をすべきである。討をすべきである。討をすべきである。    

    

    

諮問諮問諮問諮問庁庁庁庁    ：：：：    法務大臣法務大臣法務大臣法務大臣    

諮問日諮問日諮問日諮問日    ：：：：    平成２２年平成２２年平成２２年平成２２年    ８月２４日（平成２２年（行情）諮問第３９３号８月２４日（平成２２年（行情）諮問第３９３号８月２４日（平成２２年（行情）諮問第３９３号８月２４日（平成２２年（行情）諮問第３９３号））））    

答申日答申日答申日答申日    ：：：：    平成２３年１０月１７日（平成２３年度（行情）答申第２９４号）平成２３年１０月１７日（平成２３年度（行情）答申第２９４号）平成２３年１０月１７日（平成２３年度（行情）答申第２９４号）平成２３年１０月１７日（平成２３年度（行情）答申第２９４号）    

事件名事件名事件名事件名    ：：：：    秘密文書受付簿（平成２１年・特定刑事施設）の不開示決定（不存在）秘密文書受付簿（平成２１年・特定刑事施設）の不開示決定（不存在）秘密文書受付簿（平成２１年・特定刑事施設）の不開示決定（不存在）秘密文書受付簿（平成２１年・特定刑事施設）の不開示決定（不存在）

に関する件に関する件に関する件に関する件    

    

３３３３        付言付言付言付言    

    特定刑事施設において特定刑事施設において特定刑事施設において特定刑事施設において,,,,自ら定めた細則に則った秘密文書管理が行われておらず，しかも，自ら定めた細則に則った秘密文書管理が行われておらず，しかも，自ら定めた細則に則った秘密文書管理が行われておらず，しかも，自ら定めた細則に則った秘密文書管理が行われておらず，しかも，

処分庁が，その実態の把握が不十分なまま誤った教示したことから，本件開示請求への対処分庁が，その実態の把握が不十分なまま誤った教示したことから，本件開示請求への対処分庁が，その実態の把握が不十分なまま誤った教示したことから，本件開示請求への対処分庁が，その実態の把握が不十分なまま誤った教示したことから，本件開示請求への対

応が混乱したものである。処分庁においては，今後，文書管理の適正化を図り，開示請求応が混乱したものである。処分庁においては，今後，文書管理の適正化を図り，開示請求応が混乱したものである。処分庁においては，今後，文書管理の適正化を図り，開示請求応が混乱したものである。処分庁においては，今後，文書管理の適正化を図り，開示請求

時には，その実態把握に努めることが望まれる。時には，その実態把握に努めることが望まれる。時には，その実態把握に努めることが望まれる。時には，その実態把握に努めることが望まれる。    

    


