答申第 818 号
諮問第 1276 号
件名：配偶者からの暴力を訴えている事例についての一部開示決定に関する件

答

申

１

審査会の結論
愛知県知事（以下「知事」という。）が、別表の 2 欄に掲げる行政文書
（以下「本件行政文書」という。
）の一部開示決定において、同表の 3 欄に掲
げる部分を不開示としたことは妥当である。

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、異議申立人が平成 26 年 1 月 22 日及び同年 2
月 4 日付けで愛知県情報公開条例（平成 12 年愛知県条例第 19 号。以下
「条例」という。
）に基づき行った開示請求に対し、知事が同年 2 月 5 日及
び同月 18 日付けで行った一部開示決定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
異議申立人の主張する異議申立ての理由は、条例第 7 条第 2 号、第 5 号、
第 6 号に該当しないというものである。
３

本件異議申立ての併合について
異議申立人は、2 件の一部開示決定に対し、それぞれ異議申立てを提起し
ているが、当該 2 件の一部開示決定は、対象となる行政文書、決定内容等が
同一又は類似していることから、実施機関は、当該 2 件の異議申立てを併合
することとしたものである。

４

実施機関の主張要旨
実施機関の主張は、次の理由により本件行政文書を一部開示としたという
ものである。
(1) 本件行政文書について
本件開示請求は、平成 24 年度から各開示請求日までの間における愛知
県健康福祉部子育て支援課（以下「子育て支援課」という。）が岡崎市及
び名古屋市との間で入手及び発出した文書のうちドメスティック・バイオ
レンス（以下「DV」という。
）に関するものであると解した。
子育て支援課が所管する DV に関する事務として、児童手当に関する事
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務がある。
児童手当は、支給を受けようとする者（一定の公務員を除く。）が住所
地等の市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）に認定の請求をし、
養育状況や所得状況等の支給要件を満たした場合に支給されるものである
が、その認定や支給は児童手当法（昭和 46 年法律第 73 号）第 7 条及び第
8 条により市町村長の権限と規定されており、都道府県は同法第 18 条によ
り児童手当の費用の一部を負担することとされている。
愛知県においても、同法に基づき事務を行っている。現に手当の支給を
受けている者で、配偶者から暴力を受けたと訴えている者（以下「請求
者」という。）の配偶者であるもの（以下「配偶者」という。）については、
例えば、請求者が専属的に児童の監護を行っており、かつ生計が同一であ
る場合、児童手当を受給している配偶者の監護があっても児童の生計を維
持する程度の高い者が請求者であると認められる場合等には、市町村長が
職権により配偶者が有する児童手当の支給事由消滅処理を行うことができ
るとされている。この事務については、厚生労働省からの通知である平成
24 年 3 月 31 日付け雇児発 0331 第 4 号「児童虐待・DV 事例における児童
手当関係事務処理について」に基づき、都道府県と市区町村との間で連携
を取って事務処理を進めることとされており、請求者及び配偶者の所在す
る市区町村が異なる場合は、請求者の所在する市区町村が都道府県に対し
て（所在する都道府県が異なる場合は請求者の所在する都道府県を通じ
て）、配偶者からの暴力を訴えている事例を通知し、都道府県はこの通知
を受けて配偶者の所在する市区町村に対し（所在する都道府県が異なる場
合は配偶者の所在する都道府県に対し）、配偶者からの追跡の可能性を排
除するため請求者の所在する市区町村名等を伏せた上で、職権による支給
事由消滅処理を行うよう通知する（以下「処理依頼通知」という。）。それ
を受けて、職権による支給事由消滅処理を行った市区町村はその旨を都道
府県に通知し（所在する都道府県が異なる場合は配偶者の所在する都道府
県を通じて）、通知を受けた都道府県は請求者の所在する市区町村に（所
在する都道府県が異なる場合は請求者の所在する都道府県に対し）その旨
を通知する（以下「処理結果通知」という。）ことで児童手当の適正な支
給を行っているところである。
以上のことから、本件行政文書として、この通知を含む「配偶者からの
暴力を訴えている事例について」（通知）を特定した。そして、本件行政
文書は、処理依頼通知と処理結果通知の 2 種類の文書に大別される。
処理依頼通知は、起案文、請求者の所在する市区町村（所在する都道府
県が異なる場合は請求者の所在する都道府県を通じて）から本県への通知
文（公的機関の証明書等を含む。）及び本県から配偶者の所在する市区町
村（所在する都道府県が異なる場合は配偶者の所在する都道府県）への通
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知文案で構成されている。起案文には、題名、起案日、施行日、文書番号、
起案者の所属、氏名及び印影、決裁者の職及び印影、県市区町村の名称、
伺い文等が、請求者の所在する市区町村から本県への通知文及び本県から
配偶者の所在する市区町村への通知文案には、文書番号、通知日、収受日、
県市区町村等の名称及び印影、通知文の本文、請求者及び配偶者の住所、
氏名及び生年月日、子の氏名、配偶者からの暴力を訴えている事例と判断
した理由等が記載されている。
処理結果通知は、起案文、配偶者の所在する市区町村（所在する都道府
県が異なる場合は配偶者の所在する都道府県を通じて）から本県への通知
文（鑑文を含む。）及び本県から請求者の所在する市区町村（所在する都
道府県が異なる場合は請求者の所在する都道府県に対し）への通知文案
（鑑文を含む。）で構成されている。起案文には、題名、起案日、施行日、
文書番号、起案者の所属、氏名及び印影、決裁者の職及び印影、県市区町
村の名称、伺い文等が記載され、配偶者の所在する市区町村から本県への
通知文及び本県から請求者の所在する市区町村への通知文案には、文書番
号、通知日、収受日、県市区町村の名称、電話番号及び印影、通知文の本
文、請求者及び配偶者の住所、氏名及び生年月日、子の氏名、市区町村が
配偶者からの暴力を訴えている事例と判断した理由等が記載されている。
このうち不開示とした部分は、請求者及び配偶者の氏名、住所及び生年
月日、子の氏名、起案日、施行日、文書番号、通知日、収受日、県市区町
村の名称、電話番号及び印影等（以下「請求者の氏名等」という。）並び
に市区町村が配偶者からの暴力を訴えている事例と判断した理由に関する
部分（以下「理由部分」という。）である。
なお、理由部分は、具体的には、該当する事例を選択する欄、該当年月
日を記入する欄及び備考欄から成っている。該当年月日を記入する欄の日
付が、配偶者の受給権の消滅日となるが、当該日付については、該当する
事例の事実が客観的に確認できる日付、例えば公的機関が発行する請求者
に係る婦人相談所等による証明書の日付等により決定される。
また、備考欄には、該当する事例を選択する欄で選んだ事例についての
具体的日付、相談機関等の事例の詳細を記載することとなっており、これ
により請求者の所在する市区町村が該当年月日の欄に記入した日付の正確
性を本県で確認することとなっている。
(2) 条例第 7 条第 2 号該当性について
請求者の氏名等及び理由部分は、個人に関する情報であって、特定の個
人を識別することができるもの（他の情報と照合することにより、特定の
個人を識別することができることとなるものを含む。）又は特定の個人を
識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を
害するおそれがあるものであるため、条例第 7 条第 2 号本文に該当する。
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また、これらの情報は、慣行として公にされ、又は公にすることが予定
されている情報とはいえないため、条例第 7 条第 2 号ただし書イには該当
せず、人の生命等を保護するため公にすることが必要であると認められる
情報とは認められないため、同号ただし書ロにも該当せず、請求者、配偶
者及び子は公務員ではなくその職務の遂行に係る情報ではないため、同号
ただし書ハにも該当せず、予算の執行を伴うものではないため、同号ただ
し書ニにも該当しない。
以上のことから、請求者の氏名等及び理由部分は、条例第 7 条第 2 号に
該当する。
(3) 条例第 7 条第 5 号該当性について
理由部分は、請求者の所在する市区町村により、請求者の避難日、避難
先等配偶者の受給資格の消滅日を特定するための情報の他、請求者の請求
年月日等の情報が記載されており、公にすることとなれば、当該市区町村
が配偶者に開示されることを意識して、請求者の情報を詳細に記載しなく
なり、県と市区町村の間の率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当
に損なわれるおそれがある。
以上のことから、当該部分は、条例第 7 条第 5 号に該当する。
(4) 条例第 7 条第 6 号該当性について
理由部分は、請求者の避難先に係る情報が記載されており、これらの情
報と配偶者等が持っている他の情報を照合することにより、請求者の避難
先が特定されてしまうおそれがあることから、県及び他の市区町村が行う
DV に関する事務及び児童手当に関する事務の適正な遂行に支障を及ぼすお
それがある。
以上のことから、当該部分は、条例第 7 条第 6 号に該当する。
５

審査会の判断
(1) 判断に当たっての基本的考え方
条例は、第 1 条に規定されているとおり、行政文書の開示を請求する権
利を保障し、実施機関の管理する情報の一層の公開を図り、もって県の有
するその諸活動を県民に説明する責務が全うされ、公正で民主的な県政の
推進に資することを目的として制定されたものであり、原則開示の理念の
もとに解釈・運用されなければならない。
当審査会は、行政文書の開示を請求する権利が不当に侵害されることの
ないよう、原則開示の理念に立って、条例を解釈し、以下判断するもので
ある。
(2) 本件行政文書について
本件行政文書は、DV の被害者である請求者の所在する市区町村と DV の
加害者である配偶者の所在する市区町村との間で配偶者に対する児童手当
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の職権による支給事由消滅処理について県を通じて通知するため、子育て
支援課において起案した文書一式のうち特定の市に係るものである。その
構成及び記載内容は、前記 4(1)で実施機関が説明するとおりであると認め
られる。
そして、実施機関は、別表の 3 欄に掲げる部分のうち、請求者の氏名等
を条例第 7 条第 2 号に、理由部分を同条第 2 号、第 5 号及び第 6 号に該当
するとして、不開示としている。
(3) 条例第 7 条第 2 号該当性について
ア 条例第 7 条第 2 号は、基本的人権を尊重する立場から、個人に関する
情報であって、特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照
合することにより、特定の個人を識別することができることとなるもの
を含む。以下同じ。）が記録されている行政文書は、不開示とすること
を定めるとともに、特定の個人を識別することはできないが、公にする
ことにより、なお個人の権利利益を害するおそれのある情報が記録され
た行政文書についても、同様に不開示とすることを定めたものである。
また、その一方で、ただし書イからニまでのいずれかに規定された情
報が記録されている行政文書については、条例の目的に照らし、原則開
示と個人の権利利益の最大限の尊重との調整を図ることにより、開示す
ることとしたものである。
この考え方に基づき、請求者の氏名等及び理由部分が同号に該当する
か否かを、以下検討する。
イ 条例第 7 条第 2 号本文該当性について
当審査会において実施機関に確認したところ、DV 事例に関しては、被
害者の安全のため、被害者が避難した住所地に関する情報が加害者に漏
れることのないよう細心の注意を払う必要があるところ、加害者の住所
地の市役所又は町村役場は加害者との接触・対話の機会も多いことが想
定されるため、児童手当の DV に関する事務においては、都道府県を介
することにより、加害者の住所地の市町村に被害者の新住所地の情報が
入らない仕組みとされ、被害者の確実な保護を図っているとのことであ
る。
そうした事情を踏まえると、請求者の氏名等及び理由部分は、個人に
関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの又は特定
の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の
権利利益を害するおそれがあるものであると認められる。
よって、請求者の氏名等及び理由部分は、条例第 7 条第 2 号本文に該
当する。
ウ 条例第 7 条第 2 号ただし書該当性について
当審査会において、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長から都道府県
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知事宛てに発出された通知である平成 24 年 3 月 31 日付け雇児発 0331
第 4 号「児童虐待・DV 事例における児童手当関係事務処理について」を
見分したところ、「事務処理を行う上では、虐待又は配偶者からの暴力
に係る個人情報を、関係行政機関内で共有することとなる。…個人情報
の内容にかんがみ、その取扱いには十分に留意すること。」という記載
が認められた。さらに、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に
関する法律（平成 13 年法律第 31 号）第 23 条第 1 項に秘密の保持に関
する定めがあるように、請求者の氏名等及び理由部分を公にする法令等
の定めはなく、慣行として公にされ又は公にすることが予定されている
情報でもないため、条例第 7 条第 2 号ただし書イに該当しない。
また、仮に請求者の氏名等及び理由部分に係る請求者、配偶者及び子
が公務員等であったとしても、当該請求者の氏名等及び理由部分の情報
は公務員等の職務の遂行に係る情報ではないため、同号ただし書ハに該
当しない。
さらに、請求者の氏名等及び理由部分が同号ただし書ロ及びニに該当
しないことは明らかである。
エ 以上のことから、請求者の氏名等及び理由部分は、条例第 7 条第 2 号
に該当する。
(4) 条例第 7 条第 5 号該当性について
ア 条例第 7 条第 5 号は、審議、検討又は協議に関する情報について、検
討途中の段階の情報を開示することの公共性を考慮してもなお、県や国
等の意思決定に対する支障が看過し得ない程度のものである場合には、
当該審議、検討又は協議に関する情報が記録されている行政文書は、不
開示とすることを定めたものである。
この考え方に基づき、理由部分が同号に該当するか否かを、以下検討
する。
イ 実施機関によると、理由部分は、該当する事例を選択する欄、該当年
月日を記入する欄及び備考欄から成り、備考欄には該当する事例につい
ての詳細が記載され、これにより請求者の所在する市区町村が該当年月
日の欄に記入した日付の正確性を県で確認することとなっているとのこ
とである。
当審査会において本件行政文書を見分したところ、理由部分には、請
求者の避難日、避難先等の配偶者の児童手当の受給資格の消滅日を特定
するための情報などが記載されていることが認められた。
理由部分を公にすることになれば、請求者の所在する市区町村は、配
偶者に開示されることを意識して、請求者の情報を詳細に記載しなくな
り、県と市区町村との間の率直な意見の交換ができなくなるおそれがあ
り、県等の意思決定に対する支障が生ずるおそれがあると認められる。
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ウ 以上のことから、理由部分は、条例第 7 条第 5 号に該当する。
(5) 条例第 7 条第 6 号該当性について
ア 条例第 7 条第 6 号は、県の機関又は国、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事業は、公益に適合するよ
う適正に遂行されるものであるが、これらの事務事業に関する情報の中
には、公にすることにより、当該事務事業の性質上、その適正な遂行に
支障を及ぼすおそれがあるものが含まれるため、これらの情報が記録さ
れた行政文書は不開示とすることを定めたものである。
この考え方に基づき、理由部分が同号に該当するか否かを、以下検討
する。
イ

当審査会において本件行政文書を見分したところ、理由部分には、請

求者の避難先に係る情報が記載されていることが認められた。
このような情報を公にすることとなれば、配偶者等が知り得る他の情
報と照合することにより、請求者の避難先が特定されるおそれがあると
認められる。
したがって、請求者の新住所地の特定につながる情報を明らかにする
ことになり、請求者や市区町村との信頼関係が損なわれ、都道府県及び
市区町村の行う DV に関する事務及び児童手当に関する事務の適正な遂
行に支障を及ぼすおそれがあると認められる。
ウ 以上のことから、理由部分は、条例第 7 条第 6 号に該当する。
(6) まとめ
以上により、「1 審査会の結論」のとおり判断する。
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別表
1

決定年
月日

3
2

行政文書

実施機関が開
示しないことと
した部分

平成 26 年 ・配偶者からの暴力を訴えている事例につ ・請求者及び配偶
者の氏名、住所
2月5日
いて（通知）（20 件）
及び生年月日
岡崎市に発出した文書（平成 24 年度、
平成 25 年度 DV に関するもの）
・子の氏名
・配偶者からの暴力を訴えている事例につ
・起案日
いて（通知）（21 件）
岡崎市から入手した文書（平成 24 年
・施行日
度、平成 25 年度 DV に関するもの）
・配偶者からの暴力を訴えている事例につ ・文書番号
いて（通知）（152 件）
・通知日
名古屋市に発出した文書（平成 24 年
度、平成 25 年度 DV に関するもの）
・収受日
・配偶者からの暴力を訴えている事例につ
いて（通知）（159 件）
・県市区町村の名
名古屋市から入手した文書（平成 24 年
称、電話番号及
度、平成 25 年度 DV に関するもの）
び印影等
平成 26 年 ・配偶者からの暴力を訴えている事例につ
2 月 18 日
いて（通知）（21 件）
岡崎市に発出した文書（平成 24 年度、
平成 25 年度 DV に関するもの）
・配偶者からの暴力を訴えている事例につ
いて（通知）（21 件）
岡崎市から入手した文書（平成 24 年
度、平成 25 年度 DV に関するもの）
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・市区町村が配偶
者からの暴力を
訴えている事例
と判断した理由
に関する部分

（審査会の処理経過）
年

月

日

内

容

26.

5.

1

諮問

28.

2.

8

実施機関から不開示理由説明書を受理

28.

2.10

異議申立人に実施機関からの不開示理由説明書を送付

28. 2.15
(第 481 回審査会)

実施機関職員から不開示理由等を聴取

28. 9.23
(第 500 回審査会)

審議

28.11.15
(第 504 回 審 査 会 )

審議

29.

1.26

答申
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資料 2
答申第 819 号
諮問第 1373 号
件名：ご意見・感想記入用紙の不開示決定に関する件

答

申

１

審査会の結論
愛知県教育委員会（以下「県教育委員会」という。）が、「ご意見・感想記
入用紙」（以下「本件行政文書」という。）を不開示としたことは妥当である。

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、異議申立人が平成 27 年 2 月 27 日付けで愛知
県情報公開条例（平成 12 年愛知県条例第 19 号。以下「条例」という。
）
に基づき行った開示請求に対し、県教育委員会が同年 3 月 11 日付けで行
った不開示決定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
ア 異議申立書における主張
異議申立人の異議申立書における主張は、おおむね次のとおりである。
異議申立に係る処分は、愛知県情報公開条例（以下、「条例」）の本
旨・目的を蔑ろにし、その規定に違反している。
(ｱ) 条例は、県の「諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにす
るとともに、県民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な県政
の推進に資することを目的」
（第 1 条）にしている。
(ｲ) 異議申立人が開示請求した「2001〜2014 の各年度の教科書展示会場
ごとの県民の意見・感想」は、県下市町村教育委員会及び採択地区協
議会が公立小中学校の教科用図書（教科書）を選定・採択する際の重
要な資料の一部である。
この重要性について、愛知県教育委員会（以下、「県教委」）が設置
する愛知県教科用図書選定審議会で、県教委の担当者は次のように説
明している。「国からも、教員や保護者等に教科書について広く知っ
ていただけるよう努めることが求められています。そうした点から、
…［中略］…また、採択地区協議会においては、展示会場内の御意見
箱に寄せられた県民の皆様の声を参考にしながら、協議がなされるよ
う指導・助言しているところです。ちなみに、前回採択替えのあった
平成 23 年度、教科書展示会に訪れた方は、合計 3,172 名でした。そ
して、展示会場内に設置されたご意見箱に寄せられた御意見の数は
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765 件あり、参考にさせていただきました。愛知県教育委員会としま
しては、多くの方に、貴重な御意見をいただけたものととらえ、子ど
もたちの使用する教科書に関し、県民の皆様の意識が高まっていると
いうことを改めて、痛感いたしました。そして、投函された意見を採
択地区協議会で取り上げていただくように依頼するなど、適切に対応
させていただきました。」（平成 25 年 4 月 23 日の会議録）
(ｳ) よって、教科書の選定・採択は、「県民に説明する責務」のある教
育行政機関の活動であり、「県民の的確な理解と批判の下に」置かれ
るべき事務であることはいうまでもなく、その事務遂行上、異議申立
人が開示請求した「県民の皆様の声」「投函された意見」が重視され
ていることは明らかである。
異議申立人は、この声・意見が正当に参考にされたかどうかを検証
しようと考え、開示請求をした。これは、開示情報を「この条例の目
的に即して適正に使用」（第 4 条）とすることそのものである。
(ｴ) にもかかわらず、県教委は、条例第 7 条第 2 号を機械的に適用し、
異議申立人の開示請求を拒否した。「投函された意見」のほとんどに
は「個人に関する情報」である「氏名」が書かれている（断定する根
拠は後記）が、しかし、異議申立人は、「氏名」ではなく、「意見・感
想」を求めたのである。
条例は、「氏名、…その他の特定の個人を識別することができるこ
ととなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利
益が害されるおそれがないと認められるときは、」（第 8 条第 2 項）
「当該部分を除いた部分につき開示しなければならない」（第 8 条第 1
項）と明記している。
県教委は、異議申立人の意図を問い合わせることもなく、一方的に
「おそれ」を振りかざし、条例の趣旨をねじ曲げる対応をした、と言
わざるを得ない。
(ｵ) 県教委は、また、条例第 7 条第 6 号を適用して、教科書採択「事務
の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」ことを、不開示の根拠と
しているが、異議申立人が開示請求したのは、採択済みの「2001〜
2014 の各年度」の意見・感想であり、当該資料が関わる年度の採択事
務の「遂行に支障を及ぼす」ことはあり得ない。
(ｶ) 異議申立人は、2001 年以降の教科書採択替え年度（小中学校は原則
として 4 年ごと）に、採択事務に関する膨大な一括資料を特定の市教
委に公開請求し、市教委の教科書採択事務の適正度を検証してきた。
公開資料のなかには、条例第 7 条第 2 号と同一趣旨の市条例の規定
により「氏名」部分は当然「非公開」とされているが、特定の市内の
教科書展示会場で投函された市民の「意見・感想」がある。
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県教委が「不開示」とした「意見・感想」には、特定の市分も含ま
れている。(ｲ)で引用した「765 件」のうち、397 件（異議申立人のカ
ウントによる）が特定の市分である。したがって、同一のものが、特
定の市では（一部）公開され、愛知県では全面非公開（不開示）とさ
れていることになる。情報公開条例の細部の違いを超えて、どちらが
情報公開制度の趣旨に沿うものであるかは、明らかである。
イ 意見書における主張
実施機関から不開示理由説明書が提出されたことを受け、異議申立人
に当該不開示理由説明書を送付したところ、異議申立人から意見書が提
出された。その内容は、おおむね次のとおりである。
(ｱ) 愛知県教育委員会（以下、県教委）は、「不開示理由説明書」（以下、
説明書）で、「投函されたものについては県教育委員会が全て回収し、
教科用図書の採択において参考としている」と主張する。
しかし、県教委が「採択」するのは県立学校（高校と特別支援学
校）の教科書のみであり、しかも、県教委は各県立学校が実質的に決
定したものを追認して形式的に「採択」しているだけである。
したがって「採択において参考としている」とは言い難い。
現に、県教委から異議申立人（以下、申立人）に情報提供された県
教委部内資料、「教科書センターに寄せられた主な意見・感想」をみ
れば、9 年間分もありながら、なおかつ、高校の教科書はほぼ毎年い
ずれかの教科で採択が行われているにもかかわらず、高校教科書に関
すると思われる意見・感想は皆無である。
もっとも、これは義務教育課のみの部内資料である、というのかも
しれない。ならば、高等学校教育課が過去に作成した部内資料も示し
てもらいたいものだ。追加提供されるならば、そのときは、県教委が
申立人に対して不誠実であった、ということにもなるのだが。
(ｲ) 「県教委が全て回収し、教科用図書の採択において参考としてい
る」のではなく、現実に実効性があるのは市町村教委の小中学校教科
書の採択においてである。
小中学校教科書は、採択地区協議会が選定・採択し管内の市町村教
育委員会が最終採択するのであるから、申立人が「異議申立書」で引
用した、平成 25 年 4 月 23 日の愛知県教科用図書選定審議会会議録で
義務教育課主査がいうとおり、「意見・感想」を参考にするのは市町
村教委である。
(ｳ) 県教委は、説明書で、一方的な断定と蓋然性の不明な「おそれ」を
乱発している。
①「特定の個人を識別することができるもの」というが、氏名のみを
スミ塗りないし白抜きにより一部不開示とすれば、個人は特定され
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ない。
②「特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、
なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」というが、特定さ
れえない個人なのに「個人の権利利益を害する」、とは意味不明で
ある。
③「本件行政文書を公にすることが前提となれば、記入者は開示され
ることを意識して本音を記入しなくなり、あるいは、『ご意見・感
想記入用紙』そのものを提出しなくなるおそれがある」というが、
県教委は、小中学校教科書について実際の採択事務を行っている市
町村教委に、「おそれ」についての判断・意向を訊いてみたことが
あるのだろうか。
異議申立人は、2001 年以後、中学校教科書採択時を中心に、10
数年間にわたって情報公開制度によって、特定の採択区の市内 3
（2014 年は 6）つの見本本教科書展示会場で投函された「意見・感
想」を閲覧してきた。申立人のカウントと申立人が別途公開させた
県教委部内資料の数値にはズレがあるが、情報公開とそれに基づく
申立人による「意見・感想」そのものの公の場での利用・紹介（公
開集会での印刷配付、研究会機関紙・誌での発表等）にもかかわら
ず、特定の地区の市民の意見・感想の通数は減っている、などとは
言えない。特定の市教委に訊くまでもなく、公開によって「提出し
なくなるおそれ」が生じているわけではない。
④「結果として、教科用図書の採択に関する事務の執行に支障を及ぼ
すおそれがある」との主張に至っては、笑止千万、 風が吹けば桶
屋が儲かる 確率の高さに軍配を上げたくなるほどに、非現実的で
没論理的である。
2006 年度から 2014 年度までの地区ごとの小・中・高、さらには
特別支援学校も含めての意見・感想の通数をまとめてみた。2014 年
の特定の地区の 324 通のうち、小学校分は 50 通、高校分は 10 通。
中学校採択年でもないのに、これら以外はすべて中学校教科書につ
いてであった。一桁の通数の地区では、採択対象校種の教科書につ
いては、さらに少ないのが実態だろう。それはともかく、明白に 0
であった延べ 4 地区に限っても、いったい、事務執行にどんな「支
障」が生じたというのだろうか。提出が少ないことが「支障」につ
ながるというなら、2011・2014 両年以外は「支障」の山ができてい
たに違いなかろう。
しかし、「支障」云々ではなく、このデータが意味することは、
そんなに大事な「ご意見・感想」なのに、多くの県民から提出して
いただくための、県教委の努力が足りない、ということである。
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(ｴ) 県教委の教科書採択事務に対する構えには、疑惑を感ぜざるをえな
い。
2011 年当時、申立人が特定の地区の意見・感想を分析したところ、
総通数 397 のうち 132 通、3 分の 1 が特定の出版社 A 及び B の歴史・
公民教科書に対する批判と疑問の声であった。仮に、特定の地区以外
で同様の意見が全くなかったとしても、全県総通数 765 のうち 132 通、
6 分の 1 弱が批判的な見解である。ところが、「教科書センターに寄せ
られた主な意見・感想（23 年度）」をみると、「主な意見・感想」19
件のなかに、A 及び B ないし両者と同様の記述を含む教科書に対する
批判的な声は 1 件も拾われていない。どのようにも読み取ることが可
能な 6 件を除いたとしても、13 件が A 及び B への賛意を表している。
現実には想定しがたい前述の「6 分の 1 弱」であるが、この割合で採
用するなら 13 件中の 2 件は批判であるべきだろう。これすらも抹殺
した県教委のまとめであり、事実を意図的に歪めたものと言わざるを
えない。
申立人の公開請求の意図は、「異議申立書」を再録すれば、「この
声・意見が正当に参考にされたかどうかを検証しようと考え、開示請
求をした。これは、開示情報を『この条例の目的に即して適正に使
用』（第 4 条）とすることそのものである。」
結果として、県教委の姿勢に強い疑念をもつことになった。もちろ
ん、冒頭で確認したとおり、県教委は小中学校の教科書採択事務につ
いて、直接的な権限はもたないが、しかし、市町村教委に対して「指
導・助言」は可能である。申立人個人の意図をこえて、社会的にも、
県民の意見が「正当に参考にされたかどうか」を「説明する責務」が
県教委には課せられた。そのためには、県教委が回収した「ご意見・
感想」そのものの公開が不可欠である。
(ｵ) 県の「諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするととも
に、県民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な県政の推進に
資することを目的」（第 1 条）にしている情報公開条例に則り、教育
行政に関する情報公開を請求した申立人に対して、実態のない「おそ
れ」を執拗に振りかざし、公開条例を不公開条例に変質させるごとき
県教委の認識と対応は、到底、容認できるものではない。
県教委は、空疎な「説明書」づくりに時間を費やすのではなく、速
やかに異議申立に係る処分を取り消し、一部開示（氏名以外）すると
の決定をすべきである。
ウ 意見陳述における主張
異議申立人の意見陳述における主張は、おおむね次のとおりである。
文科省の市教委への通知文書では、初等中等局長名で次のように通知
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している。
教科書の採択に関する情報の公表について、文科省としては、法令上
の努力義務を課している。義務教育諸学校用教科書の採択結果・理由等
に係る現状に関し、調査したが、明らかになったもので必ずしも十分で
ないと認識している。引き続き、積極的な公表に取り組んでいただきた
い。
今回、私が採択関係の資料でありながら隠されるという、そのことに
関して不服申立てをしたというのは、大本はここになる。なおかつ、当
県の教科用図書選定審議会においては、異議申立書で述べたとおり、そ
れぞれの採択の地区で県民の声を十分に配慮するようにという議論もな
されている。それにもとるような行いが今回の処分であるということで、
異議申立てをした。
教科書展示会は、明らかに県教委の下に開催されて、採択地区がこれ
を採択資料の一部として利用している。したがって、最初に言ったとお
り、文科省が開示する努力目標としたものに当然入ってくる。
今年の中学校教科書の採択に関しても今年 8 月 24 日付けで請求した
ところ、3 月には開示されたものが不開示にされた。これは、本件とは
違うのではないかと言われると思うが、実は大いに関係する。
3 月段階で過去のものについて請求したところ、数字が書き込んであ
る表は公開されたのに、今回情報提供という扱いで不開示とされた。そ
れから、主な県民の意見や感想が分かるものは、3 月にも情報提供され
たが、今回も同じ扱いである。
それが「教科書センターに寄せられた主な意見・感想（27 年度）」と
いうものである。過去のものと比べて多少はましになったと思うが、A4
の紙 1 枚に書かれた意見をたった 1 行で要約するには無理がある。読ん
でいて意味合いが分からないものが多々ある。
私は、採択の資料とされた県民の意見がどのようなものであったか検
証したいということで請求をしているが、要約のようなものでは、県民
の意見がよく分からないから、読み取りたいというのが狙いである。
また、3 月には公開されたのに、今回は情報提供でもらった数字が書
き込んである表については、私が調べた件数と違う旨を言うと、慌てて
書き直し、私が調べた件数と同じものを手渡された。県教委は不開示理
由説明書で、大事な資料であって、これを公開した場合には公正な採択
ができないおそれがあるという趣旨を述べているが、このように事務処
理もかなりずさんなものである。
一番決定的に不信感を持ったのは、3 月のときには公開されたものが、
今回非開示にされたというやり方である。かなり恣意的だと言わざるを
得ない。
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どうして同じものが半年以内に、片や開示、片や不開示とされるのか、
その根拠を県教委へ行って直に問いただしたが、嘘を言っている。虚偽
を基にしてそのような扱いをしたということが分かった。これは別件の
審査ではあるが、義務教育課の対応が極めて異常であるということは、
併せて検討した方がよいと思う。そして、その異様さは、特定の市教委
にも及んでいる。県教委が市教委に介入をしたということである。
私は意見書でも記したとおり、特定の市の市民の声を公開させ、分析
してきた。担当者との話合いによって明らかになったが、県教委が公開
してくれるなと市教委の方に言ってきたそうである。県教委の市教委へ
の介入だと言っておく。義務教育課側も、そのことは認めている。
不開示理由説明書では、特定の市が公開しようと、県は条例に従って
いくと非公開になると言った。その言葉とも矛盾する。全県的にやられ
たようだが、県の意向を市に強制した。今まで公開されたものが非公開
になった。
先程言ったとおり、私はずっと特定の市の市民の声を公開させ、分析
し、色々なところに書いて発表してきた。
色々時の話題になる教科書について賛否の内容を一枚一枚めくって確
認して、その内訳も公表してきた。ところが、私がそのようなことをし
てきたにもかかわらず、そして県教委義務教育課の主張にもかかわらず、
特定の市では 4 年前の採択に比べて、市民の声の数は 5 倍以上に増えて
いる。公表すると県民の声を聞けなくなるおそれがある、ひいては、そ
れは採択に影響を及ぼすと言うが、私は、現物の縮小コピーを使いなが
ら、色々なところで意見の書き方の説明をしたり、こういう問題がある
ということを繰り返してきた。そういうことから見ても、県教委当局の
言うことには何らの根拠がないと分かる。特定の市の採択に関してはこ
のように増えているので、公表すると出されないおそれがあるというの
は、全くの嘘である。
それから、特定の市で公開されたものが県教委の横やりで公開されな
くなったので、私が聴き取りをして、これまでの分析結果と大いに異な
った結果が出て驚いた。教科書出版社 A 及び B に賛成の市民の声はたっ
たの 2 パーセントということが明らかになることを恐れているのかなと
思う。
丸ごと県教委を批判するつもりはないが、このことに関しては、他の
自治体にまで介入しているといえる。なぜならば、市は市、愛知県は愛
知県という言い方をしていたにもかかわらず、介入に他ならない。分か
らなくさせてしまったということは到底容認することはできない。
３

実施機関の主張要旨
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実施機関の主張は、次の理由により本件行政文書を不開示としたというも
のである。
(1) 本件行政文書について
義務教育で使用される教科用図書は 4 年ごとに採択されるが、使用開始
の前年に、教科書の発行に関する臨時措置法（昭和 23 年法律第 132 号）
第 5 条に規定されている教科書展示会を開くことになっており、本県にお
いては教科書の発行に関する臨時措置法施行規則（昭和 23 年文部省令第
15 号）第 10 条に基づき、関係者だけでなく一般に使用開始前の教科用図
書を公開している。
2001〜2013 年度（平成 13 年度から平成 25 年度まで）の間は毎年県内
21 箇所、2014 年度（平成 26 年度）は県内 24 箇所で教科書展示会を開催
している。教科書展示会の来場者の方には、使用前の教科用図書について
「ご意見・感想記入用紙」に率直な意見及び感想を記入して、会場に設置
されたご意見箱に投函いただいており、投函されたものについては県教育
委員会が全て回収し、教科用図書の採択において参考としている。
教科用図書の採択に関して作成又は取得した行政文書について、県教育
委員会学習教育部義務教育課は、5 年保存のファイル（簿冊）情報として
管理しているが、平成 18 年度以降の文書は保存期間の延長を行っている。
よって本件行政文書として、「ご意見・感想記入用紙」のうち請求日現
在管理している平成 18 年度分から平成 26 年度分までを特定した。
なお、本件行政文書は、記入者氏名、記入日、会場名及び使用前の教科
用図書についての意見・感想の自由記入欄で構成されている。
(2) 条例第 7 条第 2 号該当性について
本件行政文書は、義務教育で使用される教科用図書について率直な意
見・感想を記入してもらうものであり、記入者の氏名のほか、子どもによ
りよい教育を受けさせたいという心情や、教科用図書に掲載すべき内容に
ついての個人の考え、特定の出版社に対する批判など、来場者個人の要望、
思想や意見が詳細に記入されていることから、個人に関する情報であって、
特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することにより、
特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）又は特定の
個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利
利益を害するおそれがあるものである。
よって、本件行政文書は、全体として条例第 7 条第 2 号本文に該当する。
また、本件行政文書は、慣行として公にされ、又は公にすることが予定
されている情報とは認められないため、同号ただし書イに該当しない上、
人の生命等を保護するため公にすることが必要であると認められる情報で
はないため、同号ただし書ロにも該当しない。
さらに、本件行政文書は、公務員等の職務の遂行に係る情報ではないた
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め、同号ただし書ハにも該当せず、同号ただし書ニに該当しないことは明
らかである。
以上のことから、本件行政文書は、全体として条例第 7 条第 2 号に該当
する。
(3) 条例第 7 条第 6 号該当性について
本件行政文書には、来場者個人の要望、思想や意見が詳細に記入されて
おり、当然、当該意見等を提出した本人も、公にされることを想定してい
ない性質のものである。
にもかかわらず本件行政文書を公にすることが前提となれば、記入者は
開示されることを意識して本音を記入しなくなり、あるいは、「ご意見・
感想記入用紙」そのものを提出しなくなるおそれがある。そうすると県民
の率直な意見等の収集ができなくなり、結果として、教科用図書の採択に
関する事務の執行に支障を及ぼすおそれがある。
したがって、本件行政文書は、条例第 7 条第 6 号に該当する。
(4) 異議申立人の主張について
ア 異議申立人は異議申立書において、「採択済みの「2001〜2014 の各年
度」の意見・感想であり、当該資料が関わる年度の採択事務の「遂行に
支障を及ぼす」ことはあり得ない。」と主張している。しかし、前記(3)
で述べたとおり、公にすることが前提となれば、記入者は開示されるこ
とを意識して本音を記入しなくなり、あるいは、「ご意見・感想記入用
紙」そのものを提出しなくなるおそれがある。そうすると県民の率直な
意見等の収集ができなくなり、結果として、今後の教科用図書の採択に
関する事務の執行に支障を及ぼすおそれがある。
イ 異議申立人は異議申立書において、本件行政文書と同一のものが特定
の市においては一部公開されているとも主張している。
しかし、開示又は不開示の判断は、それぞれの地方公共団体における
条例に基づいて行われるものであり、他の地方公共団体の開示決定等の
内容が本件決定に影響を与えるものではない。
４

審査会の判断
(1) 判断に当たっての基本的考え方
条例は、第 1 条に規定されているとおり、行政文書の開示を請求する権
利を保障し、実施機関の管理する情報の一層の公開を図り、もって県の有
するその諸活動を県民に説明する責務が全うされ、公正で民主的な県政の
推進に資することを目的として制定されたものであり、原則開示の理念の
もとに解釈・運用されなければならない。
当審査会は、行政文書の開示を請求する権利が不当に侵害されることの
ないよう、原則開示の理念に立って、条例を解釈し、以下判断するもので
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ある。
(2) 本件行政文書について
本件行政文書は、教科書展示会の来場者が教科用図書について意見及び
感想を記入した「ご意見・感想記入用紙」であり、その記載内容は、標題、
記入者氏名、記入日、会場名並びに教科用図書についての意見及び感想で
あると認められる。
実施機関は、条例第 7 条第 2 号及び第 6 号に該当するとして、本件行政
文書の全てを不開示としている。
(3) 条例第 7 条第 6 号該当性について
ア 条例第 7 条第 6 号は、県の機関又は国、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事業は、公益に適合するよ
う適正に遂行されるものであるが、これらの事務事業に関する情報の中
には、公にすることにより、当該事務事業の性質上、その適正な遂行に
支障を及ぼすおそれがあるものが含まれるため、これらの情報が記録さ
れた行政文書は不開示とすることを定めたものである。
この考え方に基づき、本件行政文書が同号に該当するか否かを、以下
検討する。
イ 当審査会において、本件行政文書を見分したところ、教科用図書に関
する来場者個人の要望、思想、意見等が詳細に記載されていることが認
められた。
また、現行の様式上、公開の可否を確認する記入欄などはなく、記入
者も、記入した意見及び感想の部分がそのまま公にされることを想定し
ていないと認められる。
したがって、本件行政文書の内容がそのまま公にされることとなると、
来場者との信頼関係が損なわれ、来場者は開示されることを意識して、
ちゅうちょ
教科用図書に関する率直な意見等を記入することを 躊 躇 し、あるいは、
本件行政文書そのものを提出しなくなるおそれがある。その結果、教科
用図書に関する県民の率直な意見等の収集が困難になるなど、今後の教
科用図書の採択に関する事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあると認め
られる。
ウ 異議申立人は、採択済みの年度の分である本件行政文書が当該年度の
教科用図書の採択に関する事務の遂行に支障を及ぼすことはあり得ない
旨主張している。
しかし、前記イにおいて述べたとおり、採択が終わっていたとしても、
本件行政文書を開示することにより、今後の教科用図書の採択に関する
事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる。
エ したがって、本件行政文書は、全体として条例第 7 条第 6 号に該当す
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ることから、実施機関の主張する同条第 2 号該当性を論ずるまでもなく、
不開示情報に該当する。
(4) 異議申立人のその他の主張について
ア 異議申立人は、特定の市教育委員会においては本件行政文書と同一の
ものが一部開示とされた旨主張している。
しかし、県内各地に会場が設けられ実施されている教科書展示会のう
ち特定の市で実施されたものの「ご意見・感想記入用紙」について、当
該市が開示したからといって、その判断に県が拘束されるものではなく、
県の行う事業に支障を及ぼすおそれがあるかどうかで判断することとな
る。
当審査会が事務局職員をして実施機関に確認させたところ、教科書展
示会は県教育委員会が行う事業であり、県教育委員会は、そこで集めた
県民の意見等も参考にしながら、愛知県教科用図書選定審議会の意見を
聴いた上で、市町村の教育委員会の行う教科用図書の採択について指導、
助言又は援助を行うとのことである。
そして、開示・不開示の判断は、記載された情報の内容のみならず、
開示した場合の影響などについても、総合的に考慮されるべきものであ
って、本件行政文書を開示することとすれば、前記(3)イ及びウで述べ
たような支障が生ずるおそれがあるため、本件行政文書は、条例第 7 条
第 6 号に該当すると認められる。
イ 異議申立人は、その他種々主張しているが、本件行政文書の不開示情
報該当性については、前記(3)において述べたとおりであることから、
異議申立人のその他の主張は、当審査会の判断に影響を及ぼすものでは
ない。
(5) まとめ
以上により、「1 審査会の結論」のとおり判断する。
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（審査会の処理経過）
年

月

日

内

容

27.

4.21

諮問

27.

6.

実施機関から不開示理由説明書を受理

27.

6.15

8

異議申立人に実施機関からの不開示理由説明書を送付

27.11. 6
(第 472 回 審 査 会 )

実施機関職員から不開示理由等を聴取

27.12.22
(第 476 回 審 査 会 )

異議申立人の意見陳述

28. 5.25
(第 489 回 審 査 会 )

審議

28.11.15
(第 504 回審査会)

審議

29.

1.26

答申
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答申第 820 号
諮問第 1377 号
件名：訴状の一部開示決定に関する件

答

申

１

審査会の結論
愛知県知事（以下「知事」という。）が、「都市計画決定無効確認請求事件
に係る訴状」（以下「本件行政文書」という。）の一部開示決定において、個
人の氏名、郵便番号、住所、健康状態及び続柄（以下「個人の氏名等」とい
う。）並びに原告訴訟代理人弁護士の印影（以下「弁護士の印影」という。）
を不開示としたことは妥当である。

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、異議申立人が平成 27 年 3 月 13 日付けで愛知
県情報公開条例（平成 12 年愛知県条例第 19 号。以下「条例」という。
）に
基づき行った開示請求に対し、知事が同月 25 日付けで行った一部開示決定
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
異議申立人の主張する異議申立ての理由は、次のとおりである。
条例第 7 条第 2 号、第 3 号イに該当しない。
３

実施機関の主張要旨
実施機関の主張は、次の理由により本件行政文書を一部開示としたという
ものである。
(1) 本件行政文書について
本件行政文書は、愛知県を被告として、平成 26 年 5 月 19 日付けで提起
された都市計画決定無効確認請求事件に係る訴状である。
本件行政文書には、表題、日付、宛名（裁判所名）
、原告訴訟代理人弁護
士の氏名及び印影、原告の郵便番号、住所及び氏名、被告の事務所の所在
地、郵便番号、名称及び代表者の氏名、請求の趣旨、請求の原因等が記載
されている。
このうち、不開示とした部分は、個人の氏名等及び弁護士の印影である。
(2) 条例第 7 条第 2 号該当性について
ア 条例第 7 条第 2 号本文該当性について
個人の氏名等は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別する
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ことができるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別
することができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するお
それがあるものである。
したがって、個人の氏名等は、条例第 7 条第 2 号本文に該当する。
イ 条例第 7 条第 2 号ただし書該当性について
民事訴訟法（平成 8 年法律第 109 号。以下「法」という。
）第 91 条第 1
項の規定によれば、「何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請
求することができる」と規定されているが、同条第 2 項では、公開を禁
止した口頭弁論に係る訴訟記録の閲覧については当事者及び利害関係を
疎明した第三者に制限することが規定されている。また、同条第 3 項で
は、当事者及び利害関係を疎明した第三者は、訴訟記録の謄写又はその
正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができると規定されてい
るが、それ以外の者は訴訟記録の閲覧を請求できるにすぎず、訴訟記録
等の交付を請求することは認められていない。同条第 5 項では、訴訟記
録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、訴訟記録の閲覧、謄写
及び複製の請求をすることができないことも規定されている。さらに法
第 92 条第 1 項の規定によれば、秘密保護のための閲覧等の制限が規定さ
れ、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、訴訟記録中の秘密記載
部分の閲覧等の請求をすることができる者を、当事者に限ることができ
るとされている。
このように、裁判公開の原則は、裁判の公正と司法権に対する信頼を
確保することなどの基本的な理念に基づき、特定の受訴裁判所の具体的
判断の下、様々な制約の中で実施されている。
このことから、裁判は公開が原則といえども、あらゆる場面で訴訟記
録の公表が認められているものではないことから、その手続及び目的の
限度において訴訟関係者のプライバシーが公表されていることがあると
しても、そのことをもって訴訟記録に記載された情報に公表慣行がある
とはいえないことから、個人の氏名等は、条例第 7 条第 2 号ただし書イ
には該当しない。
個人の氏名等における個人は公務員ではないため、個人の氏名等は条
例第 7 条第 2 号ただし書ハには該当しない。
また、個人の氏名等が条例第 7 条第 2 号ただし書ロ及びニにも該当し
ないことは明らかである。
ウ 以上により、個人の氏名等は、条例第 7 条第 2 号に該当する。
(3) 条例第 7 条第 3 号イ該当性について
本件行政文書のうち、不開示とした弁護士の印影は、訴状に押印された
ものであり、当該弁護士において、その印影を事業活動上関わりのない不
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特定多数の者に対して広く一般に公開しているとは認められない。
したがって、このような状況にあって、当該弁護士の内部管理に属する
情報である当該印影を公にすることは、当該弁護士の正当な利益を害する
おそれがあると認められるため、弁護士の印影は、条例第 7 条第 3 号イに
該当する。
４

審査会の判断
(1) 判断に当たっての基本的考え方
条例は、第 1 条に規定されているとおり、行政文書の開示を請求する権
利を保障し、実施機関の管理する情報の一層の公開を図り、もって県の有
するその諸活動を県民に説明する責務が全うされ、公正で民主的な県政の
推進に資することを目的として制定されたものであり、原則開示の理念の
もとに解釈・運用されなければならない。
当審査会は、行政文書の開示を請求する権利が不当に侵害されることの
ないよう、原則開示の理念に立って、条例を解釈し、以下判断するもので
ある。
(2) 本件行政文書について
本件行政文書は、愛知県を被告として提訴された特定の事件に係る訴状
であり、その記載内容は、前記 3(1)で実施機関が説明するとおりであると
認められる。
実施機関は、個人の氏名等を条例第 7 条第 2 号に、弁護士の印影を同条
第 3 号イに該当するとして不開示としている。
(3) 条例第 7 条第 2 号該当性について
ア 条例第 7 条第 2 号は、基本的人権を尊重する立場から、個人に関する
情報であって、特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照
合することにより、特定の個人を識別することができることとなるもの
を含む。以下同じ。）が記録されている行政文書は、不開示とすることを
定めるとともに、特定の個人を識別することはできないが、公にするこ
とにより、なお個人の権利利益を害するおそれのある情報が記録された
行政文書についても、同様に不開示とすることを定めたものである。
また、その一方で、ただし書イからニまでのいずれかに規定された情
報が記録されている行政文書については、条例の目的に照らし、原則開
示と個人の権利利益の最大限の尊重との調整を図ることにより、開示す
ることとしたものである。
この考え方に基づき、個人の氏名等が同号に該当するか否かを、以下
検討する。
イ 条例第 7 条第 2 号本文該当性について
個人の氏名等は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別する
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ことができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にす
ることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであると
認められることから、条例第 7 条第 2 号本文に該当する。
ウ 条例第 7 条第 2 号ただし書該当性について
(ｱ) 裁判所の判決については、裁判所がインターネットで公表するなど
公にされている場合があり、また、法による訴訟記録の閲覧等の制度
があることから、個人の氏名等が記録されている訴訟記録の条例第 7
条第 2 号ただし書イ該当性について、以下検討する。
裁判所が判決の内容をインターネットなどで公表する場合において
は、ほとんどの事件において、判決書中の個人名は伏せられている。
また、法第 91 条第 1 項では、「何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記
録の閲覧を請求することができる。」と規定されているが、同条第 2 項
では、公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録の閲覧については当事
者及び利害関係を疎明した第三者に制限することが規定されている。
また、同条第 3 項では、当事者及び利害関係を疎明した第三者は、訴
訟記録の謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求すること
ができると規定されているが、それ以外の者は訴訟記録の閲覧を請求
できるにすぎず、訴訟記録の謄写等を請求することは認められていな
い。さらに、法第 92 条第 1 項では、秘密保護のための閲覧等の制限が
規定され、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、訴訟記録中の
秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限るこ
とができるとされている。
このように、訴訟記録の閲覧等は、あらゆる場面に認められている
ものではなく、プライバシー保護の観点から制約を受けるものであり、
一般に訴訟記録に記載された情報が同号ただし書イに該当するとまで
は認められない。
(ｲ) 個人の氏名等における個人は公務員ではないことから、個人の氏名
等は、同号ただし書ハに該当せず、また、同号ただし書ロ及びニに該
当しないことは明らかである。
エ 以上のことから、個人の氏名等は、条例第 7 条第 2 号に該当する。
(4) 条例第 7 条第 3 号イ該当性について
ア 条例第 7 条第 3 号イは、自由経済社会においては、法人等又は事業を
営む個人の健全で適正な事業活動の自由を保障する必要があることから、
事業活動に係る情報で、公にすることにより、当該法人等又は個人の権
利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものが記録さ
れている行政文書は、不開示とすることを定めたものである。
そして、当該法人等又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益
を害するおそれがあるものとは、事業者の生産・技術・販売上のノウハ
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ウ、経理、人事等の内容で、公にすることにより、事業者の事業活動が
損なわれると認められる情報のほか、事業者の名誉侵害、社会的評価の
低下となる情報等を含むものとされている。
この考え方に基づき、弁護士の印影が同号イに該当するか否かを、以
下検討する。
イ 弁護士は事業を営む個人であって、事業を営む個人の印影は、事業を
営む個人が事業活動を行う上での内部管理に属する情報であり、これを
公にした場合に、正当な利益を害するおそれがあるかどうかは、当該印
影が使用されている状況から判断する必要がある。
当審査会において本件行政文書を見分したところ、弁護士の印影は、
訴状に押印されたものであり、当該印影を事業活動上関わりのない不特
定多数の者に対し広く一般に公開しているものとは認められない。
よって、そのような状況にあって、当該印影を公にすることは、当該
弁護士の正当な利益を害するおそれがあると認められるため、弁護士の
印影は、条例第 7 条第 3 号イに該当する。
(5) まとめ
以上により、「1 審査会の結論」のとおり判断する。
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（審査会の処理経過）
年

月

日

内

容

27.

5.

8

諮問

27.

7.

3

実施機関から不開示理由説明書を受理

27.

7.

9

異議申立人に実施機関からの不開示理由説明書を送付

28. 8. 8
(第 496 回審査会)

実施機関職員から不開示理由等を聴取

28.10.21
(第 502 回審 査会 )

審議

28.12. 2
(第 506 回審査会)

審議

29.

1.26

答申
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答申第 821 号
諮問第 1397 号
件名：総務部財政課・人事課各グループの時間外勤務手当の予算額（予算内示
額を含む）が分かる文書の不開示（不存在）決定に関する件

答

申

１

審査会の結論
愛知県知事（以下「知事」という。）が、別記に掲げる文書（以下「本件
請求対象文書」という。）について、不存在を理由として不開示としたこと
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、異議申立人が平成 27 年 6 月 14 日付けで愛知
県情報公開条例（平成 12 年愛知県条例第 19 号。以下「条例」という。
）
に基づき行った開示請求に対し、知事が同月 30 日付けで行った不開示決
定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
ア 異議申立書における主張
異議申立人の異議申立書における主張は、おおむね次のとおりであ
る。
(ｱ) 異議申立人は、愛知県知事宛に、以下内容の行政文書の開示を求め、
2015 年 6 月 14 日付行政文書開示請求書を提出した。
「1. 2012 年度〜2015 年度の、総務部財政課・人事課、同課各グ
ループの時間外勤務手当の予算額が分かる文書。
」
(ｲ) 知事は、右開示請求行政文書の内、各課の予算額（予算内示額）を
開示したが、各グループの予算額については、「作成又は取得してい
ない」として、不開示決定した。
(ｳ) 知事（部局）は、「時間外勤務の縮減に関する基本方針」を定め、
関係職員に対し、以下のような対応を求めている。
４ 時間外勤務の状況等の把握
所属長は、「時間外勤務の取扱いに関する要領」に基づき、年
度当初に時間外勤務縮減目標、取組の具体的な方策を定め、実
際に時間外勤務を命じるグループ班長等に周知・徹底するとと
もに、その進捗状況を常に把握し適切な時間管理に努めること。
また、これに併せ、各班員の時間外勤務手当の時間単価を把
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握し、計画的な予算管理を行うこと。
これを読むと、本件開示請求に関わる部分について、以下のよう
に理解することができる。
ａ 班長が、実質的に班員の時間外勤務を命じていること。
ｂ 班長が、班員の時間外勤務手当の「時間単価」を把握している
こと。
（課長が、何十人もの課員の「時間単価」を把握すること自体
無理である。）
ｃ その上で、班長が「班に示された予算額」に基づき、「計画的な
予算管理」を行うこと。
(ｴ) 以上、「班に示された予算額」は存在し、実質的に時間外勤務を命
じている班長による「計画的な予算管理」が行なわれていると考え
られる。
(ｵ) よって、請求どおり開示を求める。
イ 意見書における主張
実施機関から不開示理由説明書が提出されたことを受け、異議申立人
に当該不開示理由説明書を送付したところ、異議申立人から意見書が提
出された。その内容は、おおむね次のとおりである。
(ｱ) 開示請求後の、担当者と異議申立人とのやり取りを記す。（6 月 25
日）
ａ 実施機関の担当者より電話。
担当者「総務部全体の予算額しかない。執行額について情報提
供したい。」
申立人「執行額など開示請求していない。総務部全体の予算が
あって、各課、各グループが、勝手にどんどん超勤して、予算額
を大きく超えては困るだろう。だから、グループごとの班員の時
間単価、班の予算を念頭に合理的に使えと文書に書いてある。当
該公文書が無いというならば、不存在決定してくれればよい。」
担当者「部内で相談する。」
申立人「考える話ではない。文書があるのか否かだ。無いのな
ら無い、でよい。異議申立する。」
ｂ 担当者より電話。
担当者「開示請求文書を補正してよいか。課の部分だけにして
よいか。」
申立人「補正は困る。課の部分は開示、グループの部分は「不
存在」、でよいではないか。」
担当者「その辺が良く分からないので…。」
申立人「情報公開担当に聞いて。あなたとやりあうつもりは無
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い。行政として、もっとスマートにやればよい。」
ｃ 担当者より電話。
担当者「請求文書の「予算額」の後に「予算内示額を含む」と
入れさせてほしい。」
申立人「了解。」
(ｲ) 行政内部の事情が分からない県民にとって、「予算額」と「予算内
示額」の違いは理解できない。実態として、まさに、同じものでは
ないか。よって、当初、実施機関が「存在しない」としたこと自体、
申立人にとって大いに疑問である。このような対応をされたならば、
つまり、ごくわずかな言葉の違いを理由に不存在決定処分がなされ
るようならば、県民にとって、行政情報を入手することは、はなは
だ困難になる。情報公開の方向に反する姿勢ではないか。
(ｳ) 不存在とされた各グループの予算額関係文書に関する意見は、異議
申立書に記載したとおりであり、当該文書は存在するものと考える。
因みに、愛知県教育委員会事務局は、「各班長に時間外勤務の時間
数を示しており、時間数を示すということは予算額を示すことと同
義的である」旨、回答した。
勿論、この場合も、各班への「予算額」（県教委は「予算内示額」
の存在も否定した）が存在しないという意味において、異議申立人
は了解できないが、県教委が、知事部局から独立した機関であると
はいえ、時間外勤務手当の予算管理の枠組みが異なるなどとは考え
られないことである。
３

実施機関の主張要旨
実施機関の主張は、次の理由により本件請求対象文書を作成又は取得して
おらず、不存在であるので、不開示としたというものである。
(1) 本件請求対象文書について
本件開示請求書には、行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書
を特定するに足りる事項として、「2012 年度〜2015 年度の、総務部財政
課・人事課、同課各グループの時間外勤務手当の予算額が分かる文書。」
と記載されていた。しかし、時間外勤務手当の予算は、愛知県総務部（以
下「総務部」という。）全体で一括計上しており、総務部内の課やグルー
プごとの予算額は存在しない。そこで、開示請求者に口頭で補正を求め、
予算内示額を含む旨を確認したことから、開示請求書に「（予算内示額を
含む）」と記入した。
本件開示請求書による請求内容のうち、「2012 年度〜2015 年度の、総務
部財政課・人事課の時間外勤務手当の予算額（予算内示額を含む）が分か
る文書」については、総務部財政課（以下「財政課」という。）及び総務
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部人事局人事課（平成 24 年度及び平成 25 年度は、総務部人事担当局人事
課。以下「人事課」という。）における平成 24 年度から平成 27 年度まで
の各年度の時間外勤務手当の予算内示額が記載されている文書を別途開示
決定している。
よって、本件請求対象文書は、平成 24 年度から平成 27 年度までの財政
課及び人事課の各グループの時間外勤務手当の予算額（予算内示額を含
む。）が分かる文書であると解した。
(2) 本件請求対象文書の存否について
時間外勤務手当の予算額については、前記(1)で述べたとおり、総務部
として計上しており、財政課及び人事課の各グループの予算額は存在しな
い。
なお、総務部総務課（以下「総務課」という。）では、総務部に属する
予算経理に関すること（他の課の事務分掌事項を除く。）を所掌しており、
総務課予算・企画グループから部内各課筆頭グループに対し、時間外勤務
手当の予算内示額を通知しているが、これは各課における予算内示額を示
したものであり、各課内のグループごとの予算内示額は示していない。そ
して、当該通知は、前記(1)で述べたとおり、別途開示決定をしている。
また、財政課及び人事課においても、課内の各グループにおける時間外
勤務手当の予算内示額を示した文書を作成していない。
以上のことから、本件請求対象文書を作成又は取得しておらず、開示請
求に係る行政文書を管理していないことから不開示とした。
(3) 異議申立人のその他の主張について
異議申立人は、異議申立書において、本県が定める「時間外勤務の縮減
に関する基本方針」の「4 時間外勤務の状況等の把握」に「所属長は、
「時間外勤務の取扱いに関する要領」に基づき、年度当初に時間外勤務縮
減目標、取組の具体的な方策を定め、実際に時間外勤務を命ずるグループ
班長等に周知・徹底するとともに、その進捗状況を常に把握し適切な時間
管理に努めること。また、これに併せ、各班員の時間外勤務手当の時間単
価を把握し、計画的な予算管理を行うこと。」との記載があることから、
「班に示された予算額」が存在すると主張している。しかし、「計画的な
予算管理」は、課ごとに示された予算内示額により行っているため、財政
課及び人事課内のグループごとの予算内示額は存在しない。
４

審査会の判断
(1) 判断に当たっての基本的考え方
条例第 5 条に規定されているとおり、何人も行政文書の開示を請求する
権利が保障されているが、開示請求権が認められるためには、実施機関が
行政文書を管理し、当該文書が存在することが前提となる。

761

当審査会は、行政文書の開示を請求する権利が不当に侵害されることの
ないよう、実施機関及び異議申立人のそれぞれの主張から、本件請求対象
文書の存否について、以下判断するものである。
(2) 本件請求対象文書について
本件請求対象文書は、平成 24 年度から平成 27 年度までの財政課及び人
事課の各グループの時間外勤務手当の予算額（予算内示額を含む。）が分
かる文書であると解される。
(3) 本件請求対象文書の存否について
ア グループ制は、所属（本庁の課室及び地方機関をいう。以下同じ。）
において、当該所属の所掌事務の分担に応じて、課長補佐又はこれと同
等以上と認められる職のもとに所属職員を一定規模にくくる所属内の執
行体制であり、グループには、課長補佐等をもって充てるグループ班長
が置かれている。このグループ班長は、班員（グループを構成する職員
をいう。以下同じ。）の指導育成及び服務管理を行うこととされている。
そして、愛知県職員服務規程（昭和 39 年愛知県訓令第 28 号）によ
れば、本庁の課室の職員（課長その他これに相当する職にある者を除
く。）に対する時間外勤務の命令は、所属長である課長が行うこととさ
れているが、グループの班員に対する時間外勤務の命令は、愛知県事務
決裁規程（平成 15 年愛知県訓令第 5 号）に基づき、グループ班長であ
る本庁の課長補佐等が専決することとなる。
イ 実施機関によれば、総務部の本庁各課に属する職員の時間外勤務手当
の予算は、総務部全体で一括計上していることから、部内の課又は課内
のグループごとの時間外勤務手当の予算額は存在しないとのことである。
また、総務部の主管課である総務課は、部内各課に対して当該課の時間
外勤務手当の予算内示額を通知しており、当該通知については別途開示
決定をしているが、各課内のグループごとの予算内示額は示していない
とのことである。
ウ 当審査会において、知事部局で定める「時間外勤務の縮減に関する基
本方針」を見分したところ、「所属長は、…年度当初に時間外勤務縮減
目標、取組の具体的な方策を定め、実際に時間外勤務を命じるグループ
班長等に周知・徹底するとともに、その進捗状況を常に把握し適切な時
間管理に努めること。また、これに併せ、各班員の時間外勤務手当の時
間単価を把握し、計画的な予算管理を行うこと。」と記載されているも
のの、その具体的な方法として、課内の各グループごとに予算内示額等
を定めて文書により示すことまで指定しているとは認められなかった。
また、主管課である総務課から部内各課に対して当該課の予算内示
額を通知しており、課内においては、日常的な連絡調整によって計画的
な予算管理を行い、時間外勤務の縮減に取り組んでいるものと解される。
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エ

以上のことからすれば、本件請求対象文書を作成又は取得しておらず、
不存在であるとしたことについての実施機関の説明に、特段不自然、不
合理な点があるとは認められない。また、他に本件請求対象文書が存在
するとうかがわれる事情も推認することができない。
(4) 異議申立人のその他の主張について
異議申立人は、その他種々主張しているが、本件請求対象文書が不存在
であることについては、前記(3)において述べたとおりであるから、異議
申立人のその他の主張は、当審査会の判断に影響を及ぼすものではない。
(5) まとめ
以上により、「1 審査会の結論」のとおり判断する。

別記
2012 年度〜2015 年度の、総務部財政課・人事課各グループの時間外勤務手
当の予算額（予算内示額を含む）が分かる文書。
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（審査会の処理経過）
年

月

日

内

容

27.

8.

5

諮問

27.

9.

2

実施機関から不開示理由説明書を受理

27.

9.

7

異議申立人に実施機関からの不開示理由説明書を送付

28. 5.11
(第 488 回審査会)

実施機関職員から不開示理由等を聴取

28.10.13
(第 501 回審査会)

審議

28.11. 7
(第 503 回審査会)

審議

29.

1.26

答申
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答申第 822 号
諮問第 1418 号
件名：訴状の一部開示決定に関する件

答

申

１

審査会の結論
愛知県知事（以下「知事」という。
）が、別表の 1 欄に掲げる行政文書（以
下「本件行政文書」という。
）の一部開示決定において、同表の 2 欄に掲げる
部分を不開示としたことは妥当である。

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、異議申立人が平成 27 年 3 月 13 日付けで愛知
県情報公開条例（平成 12 年愛知県条例第 19 号。以下「条例」という。
）に
基づき行った開示請求に対し、知事が同月 26 日付けで行った一部開示決定
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
異議申立人の主張する異議申立ての理由は、次のとおりである。
条例第 7 条第 2 号、第 3 号イに該当しない。
３

実施機関の主張要旨
実施機関の主張は、次の理由により本件行政文書を一部開示としたという
ものである。
(1) 本件行政文書について
本件行政文書は、愛知県を当事者とする本件開示請求日時点において係
属していた裁判のうち、愛知県建設部道路維持課が管理していた 2 件の訴
訟に係る別表の 1 欄に掲げる訴状である。
別表の 1 欄に掲げる文書 1（以下「文書 1」という。同欄に掲げる文書 2
も同様とする。
）には、表題、日付、裁判所名、原告である法人の郵便番号、
事務所の所在地、法人名及び代表取締役氏名、原告訴訟代理人弁護士の氏
名及び印影、送達場所の郵便番号、住所、電話番号及び FAX 番号、被告の
名称、代表者氏名、郵便番号及び事務所の所在地、請求の趣旨、請求の原
因等が記載されている。
文書 2 には、表題、日付、裁判所名、原告である個人の氏名、郵便番号
及び住所、原告訴訟代理人弁護士の氏名及び印影、送達場所の郵便番号、
住所、電話番号及び FAX 番号、被告の名称、代表者氏名、郵便番号、事務
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所の所在地及び送達場所、請求の趣旨、請求の原因等が記載されている。
文書 1 及び文書 2 のうち、開示しないこととした部分は、別表の 2 欄に
掲げる部分である。
(2) 条例第 7 条第 2 号該当性について
ア 条例第 7 条第 2 号本文該当性について
本件行政文書のうち、条例第 7 条第 2 号に該当するとして不開示とし
た部分は、個人の氏名、郵便番号、住所、印影及び通院した医療機関名
並びに争点となっている土地の所在、地番及び座標値（以下「個人の氏
名等」という。）である。
個人の氏名等は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別する
ことができるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別
することができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別するこ
とはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するお
それがあるものに当たると認められる。
以上のとおり、個人の氏名等は、条例第 7 条第 2 号本文に該当する。
イ 条例第 7 条第 2 号ただし書該当性について
民事訴訟法（平成 8 年法律第 109 号。以下「法」という。
）第 91 条第 1
項の規定により、「何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求
することができる」とされているが、同条第 2 項では、公開を禁止した
口頭弁論に係る訴訟記録の閲覧については当事者及び利害関係を疎明し
た第三者に制限することが規定されている。また、同条第 3 項では、当
事者及び利害関係を疎明した第三者は、訴訟記録の謄写又はその正本、
謄本若しくは抄本の交付を請求することができると規定されているが、
それ以外の者は訴訟記録の閲覧を請求できるにすぎず、訴訟記録等の交
付を請求することは認められていない。同条第 5 項では、訴訟記録の保
存又は裁判所の執務に支障があるときは、訴訟記録の閲覧、謄写及び複
製の請求をすることができないことも規定されている。さらに、法第 92
条第 1 項の規定によれば、秘密保護のための閲覧等の制限が規定され、
裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、訴訟記録中の秘密記載部分
の閲覧等の請求をすることができる者を、当事者に限ることができると
されている。
このように、裁判公開の原則は、裁判の公正と司法権に対する信頼を
確保すること等の基本的な理念に基づき、特定の受訴裁判所の具体的判
断の下、様々な制約の中で実施されている。
このことから、裁判は公開が原則といえども、あらゆる場面で訴訟記
録の公表が認められているものではないことから、その手続及び目的の
限度において訴訟関係者のプライバシーが公表されていることがあると
しても、そのことをもって訴訟記録に記載された情報に公表慣行がある
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とはいえないことから、個人の氏名等は、条例第 7 条第 2 号ただし書イ
には該当しない。
個人の氏名等における個人は公務員ではないため、個人の氏名等は、
条例第 7 条第 2 号ただし書ハには該当せず、同号ただし書ロ及びニにも
該当しないことは明らかである。
ウ 以上のことから、個人の氏名等は、条例第 7 条第 2 号に該当する。
(3) 条例第 7 条第 3 号イ該当性について
本件行政文書のうち、条例第 7 条第 3 号イに該当するとして不開示とし
た原告訴訟代理人弁護士の印影（以下「弁護士の印影」という。）は、訴状
に押印されたものであり、当該弁護士において、その印影を事業活動上関
わりのない不特定多数の者に対し広く一般的に公開しているとは認められ
ない。
したがって、このような状況にあって、当該弁護士の内部管理に属する
情報である当該印影を公にすることは、当該弁護士の正当な利益を害する
おそれがあると認められるため、弁護士の印影は、条例第 7 条第 3 号イに
該当する。
また、本件行政文書のうち、条例第 7 条第 3 号イに該当するとして不開
示とした訴外土地家屋調査士の印影（以下「調査士の印影」という。）は、
当該土地家屋調査士が事業活動を行う上での内部管理に属する情報であり、
事業活動に関わりのない不特定多数の者に広く一般に公開しているものと
は認められない。
したがって、当該土地家屋調査士の内部管理に属する情報である当該印
影を公にすることは、当該土地家屋調査士の正当な利益を害するおそれが
あると認められるため、調査士の印影は、条例第 7 条第 3 号イに該当する。
４

審査会の判断
(1) 判断に当たっての基本的考え方
条例は、第 1 条に規定されているとおり、行政文書の開示を請求する権
利を保障し、実施機関の管理する情報の一層の公開を図り、もって県の有
するその諸活動を県民に説明する責務が全うされ、公正で民主的な県政の
推進に資することを目的として制定されたものであり、原則開示の理念の
もとに解釈・運用されなければならない。
当審査会は、行政文書の開示を請求する権利が不当に侵害されることの
ないよう、原則開示の理念に立って、条例を解釈し、以下判断するもので
ある。
(2) 本件行政文書について
本件行政文書は、愛知県が被告補助参加人となった特定の事件に係る訴
状及び愛知県を被告として提訴された特定の事件に係る訴状であり、その
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記載内容は、前記 3(1)で実施機関が説明するとおりであると認められる。
実施機関は、別表の 2 欄に掲げる部分のうち、個人の氏名等を条例第 7
条第 2 号に、弁護士の印影及び調査士の印影を同条第 3 号イに該当すると
して不開示としている。
(3) 条例第 7 条第 2 号該当性について
ア 条例第 7 条第 2 号は、基本的人権を尊重する立場から、個人に関する
情報であって、特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照
合することにより、特定の個人を識別することができることとなるもの
を含む。以下同じ。）が記録されている行政文書は、不開示とすることを
定めるとともに、特定の個人を識別することはできないが、公にするこ
とにより、なお個人の権利利益を害するおそれのある情報が記録された
行政文書についても、同様に不開示とすることを定めたものである。
また、その一方で、ただし書イからニまでのいずれかに規定された情
報が記録されている行政文書については、条例の目的に照らし、原則開
示と個人の権利利益の最大限の尊重との調整を図ることにより、開示す
ることとしたものである。
この考え方に基づき、個人の氏名等が同号に該当するか否かを、以下
検討する。
イ 条例第 7 条第 2 号本文該当性について
個人の氏名等は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別する
ことができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にす
ることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであると
認められることから、条例第 7 条第 2 号本文に該当する。
ウ 条例第 7 条第 2 号ただし書該当性について
(ｱ) 裁判所の判決については、裁判所がインターネットで公表するなど
公にされている場合があり、また、法による訴訟記録の閲覧等の制度
があることから、個人の氏名等が記録されている訴訟記録の条例第 7
条第 2 号ただし書イ該当性について、以下検討する。
裁判所が判決の内容をインターネットなどで公表する場合において
は、ほとんどの事件において、判決書中の個人名は伏せられている。
また、法第 91 条第 1 項では、「何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記
録の閲覧を請求することができる。」と規定されているが、同条第 2 項
では、公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録の閲覧については当事
者及び利害関係を疎明した第三者に制限することが規定されている。
また、同条第 3 項では、当事者及び利害関係を疎明した第三者は、訴
訟記録の謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求すること
ができると規定されているが、それ以外の者は訴訟記録の閲覧を請求
できるにすぎず、訴訟記録の謄写等を請求することは認められていな
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い。さらに、法第 92 条第 1 項では、秘密保護のための閲覧等の制限が
規定され、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、訴訟記録中の
秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限るこ
とができるとされている。
このように、訴訟記録の閲覧等は、あらゆる場面に認められている
ものではなく、プライバシー保護の観点から制約を受けるものであり、
一般に訴訟記録に記載された情報が同号ただし書イに該当するとまで
は認められない。
(ｲ) 個人の氏名等における個人は公務員ではないことから、個人の氏名
等は、同号ただし書ハに該当せず、また、同号ただし書ロ及びニに該
当しないことは明らかである。
エ 以上のことから、個人の氏名等は、条例第 7 条第 2 号に該当する。
(4) 条例第 7 条第 3 号イ該当性について
ア 条例第 7 条第 3 号イは、自由経済社会においては、法人等又は事業を
営む個人の健全で適正な事業活動の自由を保障する必要があることから、
事業活動に係る情報で、公にすることにより、当該法人等又は個人の権
利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものが記録さ
れている行政文書は、不開示とすることを定めたものである。
そして、当該法人等又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益
を害するおそれがあるものとは、事業者の生産・技術・販売上のノウハ
ウ、経理、人事等の内容で、公にすることにより、事業者の事業活動が
損なわれると認められる情報のほか、事業者の名誉侵害、社会的評価の
低下となる情報等を含むものとされている。
この考え方に基づき、弁護士の印影及び調査士の印影が同号イに該当
するか否かを、以下検討する。
イ 弁護士の印影について
弁護士は事業を営む個人であって、事業を営む個人の印影は、事業を
営む個人が事業活動を行う上での内部管理に属する情報であり、これを
公にした場合に、正当な利益を害するおそれがあるかどうかは、当該印
影が使用されている状況から判断する必要がある。
当審査会において本件行政文書を見分したところ、弁護士の印影は、
訴状に押印されたものであり、当該印影を事業活動上関わりのない不特
定多数の者に対し広く一般に公開しているものとは認められない。
よって、そのような状況にあって、当該印影を公にすることは、当該
弁護士の正当な利益を害するおそれがあると認められるため、弁護士の
印影は、条例第 7 条第 3 号イに該当する。
ウ 調査士の印影について
調査士の印影についても、その印影を事業活動上関わりのない不特定
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多数の者に対し広く一般に公開しているものとは認められない。
よって、当該印影を公にすることは、当該事業者の正当な利益を害す
るおそれがあると認められるため、調査士の印影は、条例第 7 条第 3 号
イに該当する。
(5) まとめ
以上により、「1 審査会の結論」のとおり判断する。
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別表
1

行政文書

文書 1
境界確定等請求事件に係る訴状

2

実施機関が開示しないこととした部分

・個人の氏名及び印影
・争点となっている土地の所在、地番及
び座標値
・原告訴訟代理人弁護士の印影
・訴外土地家屋調査士の印影

文書 2
・個人の氏名、郵便番号、住所及び通院
バイク事故損害賠償請求事件に係る
した医療機関名
訴状
・原告訴訟代理人弁護士の印影
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（審査会の処理経過）
年

月

日

内

容

27.12.10

諮問

28.

2.

2

実施機関から不開示理由説明書を受理

28.

2.

9

異議申立人に実施機関からの不開示理由説明書を送付

28. 8. 8
(第 496 回審査会)

実施機関職員から不開示理由等を聴取

28.10.21
(第 502 回審 査会 )

審議

28.12. 2
(第 506 回審査会)

審議

29.

1.26

答申
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答申第 823 号
諮問第 1277 号
件名：DV に関する名古屋市、豊田市の事務の内容がわかる文書の不開示（不存
在）決定に関する件

答

申

１

審査会の結論
愛知県知事（以下「知事」という。
）が、別記に掲げる文書（以下「本件請
求対象文書」という。
）について、不存在を理由として不開示としたことは妥
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、異議申立人が平成 26 年 2 月 10 日付けで愛知
県情報公開条例（平成 12 年愛知県条例第 19 号。以下「条例」という。
）に
基づき行った開示請求に対し、知事が同月 24 日付けで行った不開示決定の
取消しを求めるというものである。
(2) 異議申立ての理由
異議申立人の主張する異議申立ての理由は、開示請求に係る行政文書を
作成又は取得しているというものである。
３

実施機関の主張要旨
実施機関の主張は、次の理由により本件請求対象文書を作成又は取得して
おらず、不存在であるので、不開示としたというものである。
(1) 本件請求対象文書について
本件請求対象文書は、平成 24 年度から本件開示請求のあった平成 26 年 2
月 10 日までの間に愛知県健康福祉部子育て支援課（以下「子育て支援課」
という。
）が作成又は取得した文書のうち、ドメスティック・バイオレンス
（以下「DV」という。
）に関する被害者への案内事項・提出書類等の DV に
関し名古屋市及び豊田市における両市が定めた規定等に基づく固有の事務
の内容が分かる文書であると解した。
(2) 本件請求対象文書の存否について
子育て支援課がつかさどる事務は、愛知県行政組織規則（昭和 39 年愛知
県規則第 21 号）第 8 条第 8 項（当時）において、児童の保育及び健全育成
に関すること、児童手当に関すること（職員厚生課の事務分掌事項を除く。
）
並びに少子化対策の総合的な調整に関することと規定されている。
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子育て支援課の所掌事務のうち、DV に関係する事務としては、児童手当
に関するものがある。
児童手当は、支給を受けようとする者（一定の公務員を除く。）が住所地
等の市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）に認定の請求をし、養育
状況や所得状況等の支給要件を満たした場合に支給されるものであるが、そ
の認定や支給は児童手当法（昭和 46 年法律第 73 号）第 7 条及び第 8 条によ
り市町村長の権限と規定されており、都道府県は同法第 18 条により児童手
当の費用の一部を負担することとされている。
愛知県においても、同法に基づき事務を行っている。
この児童手当の支給を受けている者で、配偶者から暴力を受けたと訴えて
いる者（以下「請求者」という。）の配偶者であるもの（以下「配偶者」と
いう。）については、例えば、請求者が専属的に児童の監護を行っており、
かつ生計が同一である場合、児童手当を受給している配偶者の監護があって
も児童の生計を維持する程度の高い者が請求者であると認められる場合等に
は、市町村長は職権により配偶者が有する児童手当の支給事由の消滅処理を
行うことができるとされている。
この事務については、請求者及び児童の確実な保護を図る観点から、請求
者の新住所地の市区町村（以下「請求者の市区町村」という。）から配偶者
の住所地の市区町村（以下「配偶者の市区町村」という。）へ直接通知を行
わず、都道府県を介することにより、配偶者の市区町村には請求者の新住所
地の情報が入らない仕組みとし、平成 24 年 3 月 31 日付けで厚生労働省より
発出された雇児発 0331 第 4 号「児童虐待・DV 事例における児童手当関係事
務処理について」（以下「DV 通知」という。）に基づき、都道府県と市区町
村が連携を取って事務処理を進めることとされている。請求者が配偶者と異
なる市区町村に移動した場合、請求者の市区町村が都道府県に対して通知し、
都道府県はこの通知を受けて配偶者の市区町村に対し、配偶者からの追跡の
可能性を排除するため、請求者の市区町村名等を伏せた上で職権による支給
事由の消滅処理を行うよう通知している。それを受けて配偶者の市区町村は
職権による支給事由の消滅処理を行いその旨を都道府県に通知し、通知を受
けた都道府県は請求者の市区町村にその旨を通知することで児童手当の適正
な支給を行っている。
本県においても、DV 通知に基づき事務を行っている。
しかし、厚生労働省からの DV 通知並びに同通知に基づき発出される本県
から市区町村に対する通知及び市区町村から本県に対する通知は、全国一律
の事務に関するものであり、名古屋市及び豊田市における DV に関する固有
の事務の内容について記載されているものではない。
そのため、子育て支援課が関わる DV に関する事務は、前記で述べた市区
町村との文書のやり取りのみであるため、本件請求対象文書について、子育

774

て支援課は作成又は取得していない。
なお、昭和 47 年 2 月 19 日付け児発第 75 号「児童手当の支給に関する処
分等についての不服申立てについて」により、市町村長が行った児童手当に
関する処分について不服がある場合は、都道府県に審査請求をすることとさ
れている。仮に児童手当の DV に係る処分につき、審査請求が行われた場合
には、審理の手続上、市町村における児童手当の DV に関する固有の事務の
内容が分かる文書が、本県に提出され、子育て支援課が当該文書を取得する
可能性があると考えられたが、本件開示請求において指定されている年度に
おいて、該当する案件はなかった。
念のため、子育て支援課において本件請求対象文書の有無を探索したが、
存在しなかった。
以上により、本件請求対象文書を作成又は取得しておらず、不開示（不存
在）決定としたものである。
４

審査会の判断
(1) 判断に当たっての基本的考え方
条例第 5 条に規定されているとおり、何人も行政文書の開示を請求する
権利が保障されているが、開示請求権が認められるためには、実施機関が
行政文書を管理し、当該文書が存在することが前提となる。
当審査会は、行政文書の開示を請求する権利が不当に侵害されることの
ないよう、実施機関及び異議申立人のそれぞれの主張から、本件請求対象
文書の存否について、以下判断するものである。
(2) 本件請求対象文書について
本件請求対象文書の特定については、実施機関が作成した不開示理由説
明書に記載されており、当審査会において、当該不開示理由説明書を異議
申立人に送付して意見を求めたところ、異議申立人から意見はなく、意見
陳述の機会を設ける旨の通知に対しても回答はなかった。
したがって、当審査会においては、実施機関が行った文書の特定には、
誤りがないものとして以下検討する。
(3) 本件請求対象文書の存否について
ア 実施機関によると、子育て支援課の所掌事務のうち、DV に関係する事
務としては、児童手当に関するものがあり、当該事務については、DV 通
知に基づき、都道府県と市区町村が連携を取って事務処理を進めること
とされているとのことである。
そして、本県においても、DV 通知に基づき事務を行っているが、厚生
労働省からの DV 通知並びにそれに基づき発出される本県から市区町村に
対する通知及び市区町村から本県に対する通知は、全国一律の事務に関
するものであり、名古屋市及び豊田市における DV に関する固有の事務の
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内容について記載されているものではないとのことである。
さらに、児童手当法第 29 条の 3 及び地方自治法（昭和 22 年法律第 67
号）第 255 条の 2 の規定（当時）により、市町村長が行った児童手当に
関する処分についての不服申立ては、都道府県知事に審査請求をするこ
ととされているところ、当該処分で DV に関するものにつき審査請求が行
われた場合には、市町村における DV に関する固有の事務の内容が分かる
文書を子育て支援課が取得する可能性があるが、本件開示請求において
指定されている年度においては該当する案件がなかったとのことである。
イ 当審査会において、実施機関から提出された DV 通知を見分したところ、
職権による支給事由消滅処理を行うべき事例、請求者の市区町村と都道
府県との間及び都道府県と配偶者の市区町村との間における通知の様式
その他の連絡及び報告方法等、配偶者からの暴力を訴えている事例にお
ける児童手当関係事務の処理方法について、都道府県及び市区町村にお
ける事務処理の流れ等が記載されていることが認められた。
ウ DV 通知並びにそれに基づく県及び市区町村からの通知は、全国一律で
行われる事務について記載されているもの及びそれに基づくものであっ
て、名古屋市及び豊田市が定めた規定等に基づく固有の事務について記
載されているものではないと解される。また、平成 24 年 4 月 1 日から本
件開示請求がなされた平成 26 年 2 月 10 日までの間において、児童手当
に関する処分で DV に関するものについての知事への審査請求事案がなかっ
たのであれば、本件請求対象文書を作成又は取得していないとする実施
機関の説明に、特段不自然、不合理な点があるとは認められない。
また、他に本件請求対象文書を作成又は取得したことが推認される事
情は特に認められない。
エ 以上のことから、本件請求対象文書を作成又は取得しておらず、不存
在であるとしたことについての実施機関の説明に、特段不自然、不合理
な点があるとは認められない。
(4) まとめ
以上により、「1 審査会の結論」のとおり判断する。

別記
子育て支援課に対する開示請求 H24 年度 H25 年度
DV に関する名古屋市、豊田市の事務の内容がわかる文書
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（審査会の処理経過）
年

月

日

内

容

26.

5.

1

諮問

28.

2.

8

実施機関から不開示理由説明書を受理

28.

2.10

異議申立人に実施機関からの不開示理由説明書を送付

28. 2.15
(第 481 回 審 査 会 )

実施機関職員から不開示理由等を聴取

28. 9.23
(第 500 回 審 査 会 )

審議

29. 2. 9
(第 51 2 回 審 査 会 )

審議

29.

3.23

答申
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答申第 824 号
諮問第 1408 号
件名：都市高速東海線が建設されたことにより新幹線騒音が悪化したことに対
して愛知県が公社にどのような対応をしたかがわかる文書の不開示（不
存在）決定に関する件

答
１

申

審査会の結論

愛知県知事（以下「知事」という。
）が、別記に掲げる文書（以下「本件請
求対象文書」という。
）について、不存在を理由として不開示としたことは妥
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、異議申立人が平成 27 年 8 月 11 日付けで愛知
県情報公開条例（平成 12 年愛知県条例第 19 号。以下「条例」という。
）に
基づき行った開示請求に対し、知事が同月 25 日付けで行った不開示決定の
取消しを求めるというものである。
(2) 異議申立ての理由
ア 異議申立書における主張
異議申立人の異議申立書における主張は、
おおむね次のとおりである。
関連する文書を作成していないとすれば職務怠慢であり、愛知県とし
てそのようなことをするはずはないと考える。開示を求めた文書の開示
を求める。
開示を求めた文書は「新幹線の六番町高架の上に都市高速道路東海線
が建設されたことにより、新幹線騒音が悪化したことに対して、愛知県
が公社にどのような対応をしたかがわかる全ての文書」である。この問
題は、公社が新幹線原告団に騒音を悪化させないことを確約し、原告団
が建設を了解したものであり、結果として、公社の確約違反となってい
る問題であり、名古屋高速道路公社にとって重大な問題である。公社の
出資団体でもあり、指導監督する立場でもあり、出向で職員を派遣し、
また理事も出している愛知県としても、放置できない大きな問題である
はずである。
したがって、愛知県として公社を指導監督する立場から、さまざまな
対応をしなければならないはずであり、それがなされていないとは考え
られない。

778

該当文書の開示を求める。
イ 意見書における主張
実施機関から不開示理由説明書が提出されたことを受け、異議申立人
に当該不開示理由説明書を送付したところ、異議申立人から意見書が提
出された。その内容は、おおむね次のとおりである。
「不開示理由説明書」によれば、不開示の理由は「不存在」で、「作成
又は取得していないため」とのことである。そして公社へ働きかけたこ
とを認め、「通常はまず、相手方に対して口頭により行っている。」とし
「相手方が当該行政指導に従う意思を表示し、また、当該行政指導の内
容について書面による交付を求めない場合は、当該行政指導について書
面による交付は行っていない。」としている。じつにいい加減な行政とい
うほかない。口頭で従う意向を示しても、実際にはやられないことは少
なくない。そうした場合には、言われていないと言い逃れができるよう、
文書の交付を求めないのは当然である。こんなことをやっているから様々
な不祥事が発生するのだと思えてしまう。
さらに、愛知県行政文書管理規程には「処理に係る事案が軽微なもの
である場合」は文書を作成しなくてもいいと定められているとしている。
あきれる他はない認識であると言わざるを得ない。公社が原告団と交わ
した騒音レベルが守られず、追加対策に 5 億円ともそれ以上ともいわれ
る追加工事が必要になり、それでも確約した騒音値が達成できない事が
明らかで、それ以上の対応策について公社からは何も示されていない現
状を「事案が軽微」として容認する姿勢なのであるとすれば、県民を愚
弄するにも程がある。そうではなく、愛知県は、出資者として公社に「確
約した騒音値を達成させる」責任を持ち実現させるということなのか。
それとも、5 億円以上も経費が掛かり、原告団と交わした確約が守られな
いことは、愛知県にとっては「軽微な事案」で、どうなろうともどうで
もよいと言うのであろうか。全く信じられない。「軽微な事案」というの
であれば愛知県の基準を明らかにすべきである。
百歩譲って、文書は作成していないとして、いつ、愛知県の誰が、公
社の誰に口頭で伝えたというのであろう。口頭で伝えることが担当部局
で意思統一されたのであれば、それが記載されたものが存在するはずで
ある。それも存在しないとすれば、「口頭で働きかけた」こと自体が疑わ
しくなる。「働きかけた」というが、仮にそれが事実であるとしても、そ
れは担当者の記憶の中だけにあるだけのことになり、担当者が移動すれ
ばそれ自体も消えてしまい、あったかなかったかも曖昧になってしまう。
今回の、六番町の騒音が公社が原告団と交わした確約値を超えてしまっ
たことは、公社にとって、また公社の出資者である愛知県にとっても重
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大な事案であり、決して軽微な事案ではない。従って、働きかけたこと
を示す何らかの文書が存在するはずである。開示すべきである。
ウ 意見陳述における主張
異議申立人の意見陳述における主張は、おおむね次のとおりである。
名古屋高速道路公社が原告団と都市高速道路を作っても新幹線の音の
反射音で騒音を悪化させないという確約をした。そのことによって、原
告団は高架を架けることをある意味で容認したということで、騒音を悪
化させないという非常に重大な約束がある。ただ、現実に作ってみたら、
3 から 4 デシベル悪化した。エネルギー量にすると倍になるということで、
非常に大きな問題になっている。これは公社にとっては非常に重大な問
題であると思う。
愛知県と名古屋市は、公社の出資者であり、職員も派遣している。ち
なみに今の理事長は前副知事が担当しているということで、県や市が公
社にどういう指導をするかが非常に重大な問題として今問われていると
思っている。
したがって、県がどのように指導をしたのかを問い合わせたら、そう
いう資料はないということであった。ないが、口頭では言ったというこ
とであった。では、何を言ったか。それははっきりしない。そんなこと
で、行政というのが実際にはやられていくのか。どういうことを誰に言っ
たかという記録は最低残さなければ、次の世代には伝わっていかない。
そういうこともしないで口頭だけで済まされていくと、後になって、言っ
た言わないとか、誰に責任があるのかという問題が出てくる。
都庁の豊洲問題を見ていても、本当にそういう感じがする。誰が、何
をしたか、はっきりしない。行政は平気でそういうことをやるという前
提に立てば、きちんとしたそういうものが残されているはずである。逆
に言えば、そういうものがあったとしても、それは行政文書ではないメ
モだとか、作っていてもそれはないと言えば、開示しなくてもよいこと
になる。
ということで、私の推測からすれば、何かはあるはずだ。いつ、誰が、
公社の誰にどういう内容の話をしたかという、少なくともメモぐらいは
残っているはずである。そうでなければ、言ったという証拠には何もな
らないと思う。そういうものを、都合が悪いものは全て隠すという体質
になっているのが今の実態ではないか。責任を曖昧にするということに
なっているのではないかと思う。
かなり前に、特定の市だったと思うが、文書がないと言われて、いや、
あるはずだと言ったら、あるということをどうやって確認するのかとい
うふうに言われた。私はあるかないかを確認する権限がない。私はその
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とき、もしよければ、私が探すから全部書類を見せるよう言った。それ
は駄目だとなり、では、どうやって証明しろというのかとなった。そう
いう水掛け論になってしまう。
だから、行政を進めていく上で必要な文書が残されていないとすれば、
これはまた大問題であり、残されていてもそれは行政文書ではないとい
う言い訳をしたり、あってもないと言ったりする可能性があるという前
提に立って、しっかりと現状を認識して指導をしてもらいたい。
原告団にとっても公社にとっても、反射音で騒音が悪化したのは非常
に重大な問題だと思う。公社の理事会は役員会と言っているそうで、役
員会の議事録を見たが、愛知県から指導があったという話は一切出てい
ないし、議題にもなっていない。わずかに、報告事項で騒音が超えたと
いうことが報告されているだけである。担当者に聞いたら、担当者のと
ころで十分議論をして、その結果が役員会で報告されるだけだというこ
とだった。また、方針が示されていない。そういう状況の中で、愛知県
や名古屋市にきちんと公社を指導してほしいという要望をしたら、指導
をしたと言うので、どういう指導をしたかの情報を明らかにするよう言っ
たら、それはないといういきさつになっている。こんなことがあってい
いのだろうか。
例えば、今日のような私の呼出しについても、わざわざ手紙が来る。
電話一本で済むことが公文書で、しかも会長印まで押したものが来る。
ここまでやっている行政が公社に指導するというときに一切何もなくて、
口頭で何を言ったのか分からないということである。ちゃんとやれよぐ
らいしか言っていないのか、何か文句を言われているからちゃんとやれ
よというぐらい言ったのか、それは知らないが、そういうやり方で行政
というのは進んでいいのだろうかということも含めて、是非しっかりと
本当にないのかどうかを審議して、きちんと情報を開示してもらいたい。
そういうことがされなければ、東京都の豊洲のようなこと、愛知県で
も過去に色々な問題が起こっており、そういうことが何度も繰り返され
てしまうと思う。そういうことを避ける意味でも、きちんとこういうも
のは文書にすべきである。行政のやり方としてそういう文書を作るとい
うことは、多分マニュアルには書いてあるのだろうと思うが、それは入
手できていないので、そういう文書の作成基準があるのかないのかは知
らないが、そういうものがなければ、行政として何をやっているのかが
全然県民の前に明らかになってこないという問題があると思う。
そういう意味で、この問題は、私は存在するとしか思えない。それが
行政文書であるかないか、メモだと言うのかもしれないが、メモだとし
てもそれは行政文書の一部であると私は思う。そういうものをきちんと
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開示しなければ、愛知県から何か言われたという記録が公社にもない、
愛知県にもない。つまり、公社も愛知県も担当者が替わればそんなこと
はなかったことになってしまう。もし仮にそういう指導を愛知県がした
としても、なかったことになってしまう。そういうことをしっかりと是
非検討してもらいたい。
３

実施機関の主張要旨
実施機関の主張は、次の理由により本件請求対象文書を作成又は取得して
おらず、不存在であるので、不開示としたというものである。
(1) 本件請求対象文書について
ア 本件開示請求に係る経緯
名古屋高速道路公社（以下「公社」という。）は、昭和 45 年 9 月、名
古屋市の区域及びその周辺の地域において、その通行又は利用について
料金を徴収することができる指定都市高速道路（道路整備特別措置法（昭
和 31 年法律第 7 号）第 12 条第 1 項に規定する指定都市高速道路をいう。
以下同じ。）の新設、改築、維持、修繕その他の管理を総合的かつ効率的
に行うこと等により、この地域の地方的な幹線道路の整備を促進して交
通の円滑化を図り、もって住民の福祉の増進と産業経済の発展に寄与す
ることを目的として、地方道路公社法（昭和 45 年法律第 82 号）に基づ
き、愛知県（以下「県」という。）及び名古屋市の共同出資により設立さ
れた。
指定都市高速道路である名古屋高速道路は、昭和 54 年に最初の路線が
開通して以来、順次開通区間を拡大し、平成 25 年 11 月に高速 4 号東海
線（以下「東海線」という。）が開通したことにより、全計画路線 81.2
キロメートルが完成した。
東海線の建設工事においては、東海線が名古屋市熱田区六番一丁目付
また
近で新幹線の線路の上を跨ぐ形となるため、現況より新幹線鉄道騒音を
悪化させないように、東海線の高架橋による反射音対策として橋桁の側
面及び下面に裏面吸音板を設置した。
こ
新幹線鉄道騒音については、東海線の建設工事の完了後、新幹線跨線
部周辺の 9 地点で測定を行い、東海線の建設工事の着手前と比較した結
果、一部の測定点で最大 3 デシベルの上昇が認められた。
このような騒音測定の結果を受けて、公社は、学識経験者等で構成さ
れた「平成 25 年度立体交差部に関する騒音検討委員会」を設置し、新幹
こ
線跨線部における騒音上昇の原因解明及び効果ある対策の方向性の整理
を行った。
県建設部道路維持課（以下「道路維持課」という。）は、愛知県行政組
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織規則（昭和 39 年愛知県規則第 21 号）第 11 条第 10 項第 5 号に規定さ
れているとおり、公社に関する事務を所掌しているが、公社から、当該
委員会における検討の結果を踏まえ、騒音値上昇の原因の一つである裏
面吸音板取り付け金具部分への追加の吸音対策を、平成 27 年度から 3 年
程度かけて実施する方向で準備を進めているという報告を受けている。
この報告を受けて、道路維持課は、公社に対して、平成 27 年 7 月に開
催された市民団体と県との話し合いの場である「第 39 回健康と環境を守
れ！愛知の住民いっせい行動デー」（以下「第 39 回いっせい行動」とい
う。）等の機会を捉えて、追加の吸音対策ができる限り早く確実に実施さ
れるよう口頭で働きかけており、公社も働きかけに対し、できる限り努
力する旨を口頭により道路維持課に回答している。
イ 本件請求対象文書について
本件開示請求に係る経緯及び開示請求書の記載内容から、本件請求対
象文書は、公社に関する事務を所掌する道路維持課が管理する行政文書
のうち、公社が実施した東海線の建設工事による名古屋市熱田区六番一
丁目付近における新幹線鉄道騒音の悪化に関して、県が設立団体（出資
者）として公社に対して行った調整、指導、監督その他の対応が分かる
行政文書であると解した。
なお、本件開示請求に係る開示請求書において、異議申立ての対象と
なった本件開示請求のほかに「2015 年度「健康と環境を守れ！愛知の住
民いっせい行動」における、新幹線公害に関する再要請への回答予定文
書」についても開示請求がなされているが、こちらについては、別に対
象文書（以下「別件行政文書」という。）を特定した上で開示の決定及び
実施を行っている。
(2) 本件請求対象文書の存否について
こ
東海線の新幹線跨線部における騒音の悪化に関して、公社に対して道路
維持課が行った働きかけは、前記(1)アで述べたとおり口頭で行っている。
愛知県行政手続条例（平成 7 年愛知県条例第 28 号。以下「行政手続条例」
という。）第 2 条第 7 号では、行政指導を「県の機関がその任務又は所掌事
務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為
又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって行政庁の処分
その他公権力の行使に当たる行為に該当しないもの」と定義しているが、
当該働きかけは、行政指導の定義に該当する行為である。
行政指導の方法については、当該行政指導の内容、相手方の当該行政指
導に従う意思の有無等により様々であるが、通常はまず、相手方に対して
口頭により行っている。一般的に、口頭による行政指導に対して、相手方
が当該行政指導に従う意思を表示し、また、当該行政指導の内容について
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書面による交付を求めない場合は、当該行政指導について書面による交付
は行っていない。行政手続条例第 33 条第 3 項においても、「行政指導が口
頭でされた場合において、その相手方から前二項に規定する事項を記載し
た書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特
別の支障がない限り、これを交付しなければならない。」とされ、全ての行
政指導において書面の交付が義務付けられているものではない。
また、愛知県行政文書管理規程（平成 16 年愛知県訓令第 4 号）第 3 条第
1 項に「事務処理は、次に掲げる場合を除き、文書（図画及び電磁的記録を
含む。以下この条において同じ。）を作成して行うことを原則とする。」と
規定されているが、「次に掲げる場合」として同項第 2 号に「処理に係る事
案が軽微なものである場合」と規定されている。
そして、当該働きかけが行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為
に至らない行政指導であり、また、追加の吸音対策ができる限り早く確実
に実施されるよう求めるという分かりやすい内容であること及び口頭によ
る行政指導が一般的に許容されていること等を勘案し、当該働きかけに係
る事案は、同号に該当するとして、道路維持課は、本件請求対象文書を作
成しなかった。
さらに、当該働きかけを行った後においては、公社から道路維持課に対
して、当該働きかけにできる限り応じるよう努力する旨を口頭により伝え、
また、当該働きかけの内容を記載した書面の交付の求めがなかったことか
ら、道路維持課には、当該働きかけの内容を記載した書面を交付しなけれ
ばならないという行政上の必要性及び行政手続条例上の義務は生じていな
いため、道路維持課は、本件請求対象文書を作成しなかった。
なお、本件開示請求を受けて、道路維持課において本件請求対象文書の
有無を探索したが、存在しなかった。
以上により、本件請求対象文書を作成又は取得しておらず、不存在であ
るため、不開示決定を行った。
(3) 異議申立人の主張について
異議申立人は、異議申立書において、県として公社を指導監督する立場
から、様々な対応をしなければならないはずであり、それがなされていな
いとは考えられず、関連する文書を作成していないとすれば職務怠慢であ
り、県としてそのようなことをするはずがない旨の主張をしている。
こ
しかし、東海線の新幹線跨線部における騒音の悪化に関して、公社に対
して道路維持課が行った働きかけは、前記(1)アで述べたとおり口頭で行っ
ており、本件請求対象文書を作成又は取得しておらず、不存在であるため、
不開示決定をしたものである。
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４

審査会の判断
(1) 判断に当たっての基本的考え方
条例第 5 条に規定されているとおり、何人も行政文書の開示を請求する
権利が保障されているが、開示請求権が認められるためには、実施機関が
行政文書を管理し、当該文書が存在することが前提となる。
当審査会は、行政文書の開示を請求する権利が不当に侵害されることの
ないよう、実施機関及び異議申立人のそれぞれの主張から、本件請求対象
文書の存否について、以下判断するものである。
(2) 本件請求対象文書について
地方道路公社法第 39 条では、設立団体の長は、地方道路公社の業務の健
全な運営を確保するため必要があると認めるときは、地方道路公社に対し
てその業務に関し監督上必要な命令をすることができると規定されている。
本件請求対象文書は、公社に関する事務を所掌する道路維持課が管理す
る文書のうち、公社が実施した東海線の建設工事による名古屋市熱田区六
番一丁目付近における新幹線鉄道騒音の悪化に関して、地方道路公社法の
規定を踏まえ、県が設立団体（出資者）として公社に対し働きかけを行っ
たことが分かる文書であると解される。
(3) 本件請求対象文書の存否について
こ
ア 実施機関によると、東海線の新幹線跨線部における騒音の悪化に関し
ては、第 39 回いっせい行動等の機会を捉えて、追加の吸音対策ができる
限り早く確実に実施されるよう公社に対して口頭で働きかけているとの
ことである。そして、公社から道路維持課に対して、できる限り努力す
る旨の回答が口頭でなされているとのことである。また、公社から当該
働きかけの内容を記載した書面の交付も求められなかったことから、道
路維持課には、当該書面を交付する行政上の必要性及び行政手続条例上
の義務は生じていないため、本件請求対象文書を作成しなかったとのこ
とである。
また、当審査会において、実施機関に確認したところ、前記の働きか
けを行った内容は、別件行政文書に記載された内容と同じで、分かりや
すいものであるため事後に確認が必要とされるものではなく、また、公
社との間で働きかけの有無について争いが発生することはないと判断し
たことから、働きかけたことを示す文書を作成しなくとも職務上支障が
生じないと判断したとのことである。
イ

当審査会において、実施機関が別途開示した別件行政文書である第 39
回いっせい行動における部局要請絞込み項目に対する回答予定文書を見
分したところ、県から公社に対し働きかける内容を具体的に示されたい
という団体からの要請に対し、回答のポイントとして、公社から裏面吸
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音板の取り付け金具部分への追加の吸音対策を 3 年程度かけて実施する
方向で準備を進めていると聞いており、県としては公社に対して追加の
裏面吸音対策ができる限り早く完了するよう働きかけていく旨が記載さ
れていた。
こ
ウ 当審査会において、実施機関に確認したところ、新幹線跨線部周辺 9 地
点における測定で新幹線鉄道騒音が最大の地点では、東海線建設の工事
前は 70 デシベルであったところ、工事完了後には 73 デシベルになった
とのことである。
また、事務局職員をして実施機関に確認させたところ、公社が沿線住民
の団体と交わした確認書において、公社は東海線の建設に当たって 70 デ
シベルを超えないための方策として高架裏面吸音板を設置し、騒音を悪化
させないことを確約するとともに、騒音が 70 デシベルを超えた場合には、
公社は速やかに対策を実施する旨が記載されていた。
エ 行政手続条例第 33 条第 1 項及び第 2 項には、行政指導をする際に当該
行政指導の趣旨及び内容等の一定の事項を相手方に示さなければならな
い旨が定められているが、同条第 3 項において、行政指導を口頭でした
場合で相手方から当該事項を記載した書面の交付を求められたときには、
当該書面を原則として交付しなければならない旨が定められている。よっ
て、行政指導が口頭で行われた場合には、必ずしも相手方に書面が交付
されるとは限らないと解される。
また、前記ウの確認書の騒音レベルを超えたことについて、公社が裏
面吸音板の取り付け金具部分への追加の吸音対策を実施する方向で準備
を進めていることを道路維持課において事前に確認しており、対策をで
きる限り早く完了するよう働きかけた際、公社からできる限り努力する
旨の回答があり、公社に対し働きかけたことを示す文書を作成しなくと
も職務上支障が生じないと判断したことからすれば、本件請求対象文書
が存在しないとしても不自然、不合理とまではいえない。
さらに、実施機関が文書の探索も行っていることからすれば、本件請
求対象文書が存在しないとする実施機関の説明を覆す特段の事情もうか
がわれない。
オ 以上のことから、本件請求対象文書を作成又は取得しておらず、不存
在であるとしたことについての実施機関の説明に、特段不自然、不合理
な点があるとは認められない。
(4) 異議申立人のその他の主張について
異議申立人は、その他種々主張しているが、本件請求対象文書の存否に
ついては、前記(3)において述べたとおりであることから、異議申立人のそ
の他の主張は、当審査会の判断に影響を及ぼすものではない。
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(5) まとめ
以上により、「1

審査会の結論」のとおり判断する。

別記
新幹線の六番町高架の上に都市高速東海線が建設されたことにより、新幹線
騒音が悪化したことに対して、愛知県が公社にどのような対応をしたかがわか
る全ての文書
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（審査会の処理経過）
年

月

日

内

容

27.10.13

諮問

28.

1.

4

実施機関から不開示理由説明書を受理

28.

1.

6

異議申立人に実施機関からの不開示理由説明書を送付

28.

5.25

(第 48 9 回 審 査 会 )

実施機関職員から不開示理由等を聴取

28. 9.23
(第 50 0 回 審 査 会 )

異議申立人の意見陳述

28.12. 2
(第 506 回 審 査 会 )

審議

29. 2. 9
(第 51 2 回 審 査 会 )

審議

29.

3.23

答申
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答申第 825 号
諮問第 1417 号
件名：職員の非違行為に関わる報告について等の不開示決定に関する件

答

申

１

審査会の結論
愛知県教育委員会（以下「教育委員会」という。）が、別記に掲げる行政
文書（以下「本件行政文書」という。
）を不開示としたことは妥当である。

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、異議申立人が平成 27 年 11 月 6 日付けで愛知
県情報公開条例（平成 12 年愛知県条例第 19 号。以下「条例」という。
）
に基づき行った開示請求に対し、教育委員会が同月 13 日付けで行った不
開示決定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
ア 異議申立書における主張
異議申立人の異議申立書における主張は、おおむね次のとおりであ
る。
(ｱ) 不開示理由にある、なぜ「権利利益を害する」のか、「人事の確保
に支障をおよぼす」等、明確でない。もし処分庁の主張するような
ことであれば、具体的に説明をする、義務が、処分庁にはあるとい
える。処分をする場合は、その理由を具体的に明確にするというこ
とである。明確な説明なく処分をする、受けるという関係「特別権
力関係」には、ない。
また、申立人は、文書が不開示であるので、その内容が想像もで
きない文書であるから、反論すらできない。
(ｲ) 不開示決定通知書から、推測できる項目としては「非違行為報告
書」「審査表」「教職員の人事」ということなら、まずその表題は開
示できる。そのほか、個人が特定できないことは開示できる。また、
処分等に関係した職員に関しても、開示できる。
(ｳ) 本件、は処分に関しての文書でもあるので、考えられるものとして、
事実関係のわかるもの、本人の事情聴取、事実確認、関係者の弁明
書、処分説明書、などがあるが、不開示決定通知書には記載されて
いない。開示するしないにかかわらず、本件処分に関して処分庁の
弁明において明らかにしてもらいたい。
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イ

意見書における主張
実施機関から不開示理由説明書が提出されたことを受け、異議申立人
に当該不開示理由説明書を送付したところ、異議申立人から意見書が提
出された。その内容は、おおむね次のとおりである。
(ｱ) 処分庁が開示しないこととした根拠規定及び当該規定を適用する理
由に対する反論
ａ 条例第 7 条第 2 号に該当するということについて
「個人に関する情報であって、特定の個人を識別することがで
きるもの」とあるが、本件請求のもとになった事件は、教え子に
わいせつか？高校講師を懲戒免職についてである。高校講師の単
独行為なら、確かに、個人に関する情報といえるかもしれない。
事件は公務員（教え子に対する）の違法行為である。背景、状況
は、職務に関係していることは明らかである。場所時間帯等も関
わることであるが、教え子ということからも、個人の情報とは言
い切れないことであり、本件の事案は、公務員の違法行為であり、
事案の内容から公開されるべきものである。
「公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれの
あるものが記録されているため」ということであるが、個人とは、
具体的には、高校講師か、教え子か、だれを指すのか、もしくは
他の人物か不明である。誰のどのようなことが公になったら権利
利益を害するのかの、処分庁の説明を求めるものである。開示し
ないとする理由があるはずであるがその理由を述べるべきである。
ｂ 条例第 7 条第 6 号に該当するということについて
「人事管理に関する情報又は被害者が公表を望まないものであ
り、被害者の人権に配慮すべき必要があるものとして非公表とし
ている情報であり」ということについて、人事管理に関する情報
ということについて、被害者とは関係ないことのようである。被
害者が望まない等も、個人情報、それも内心の自由に含まれると
思うと、処分庁の非公開とする理由等に、疑問を感じる。処分庁
が云う「人事管理に関する…非公表としている情報」ということ
に理由がないということになる。人事管理等について再度処分庁
の具体的な、説明、反論を聞きたい。もしないとしたら、速やか
に、公開することを求める。
「意思決定過程において公にされることにより、公正かつ円滑
な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため」とあるが、人事
の確保に支障を及ぼすということは、具体的にはどのようなこと
か、理解し難い。
処分庁が、非公開の根拠としている、引用条例について、その

790

処分庁の説明等に、理解し難い点があり、また、説明内容は、不
十分であることは明らかである。非公開としている理由根拠そし
て、内容について、具体的に、詳しく説明等を求めるものであり、
これは処分庁の責務である。この説明責任を果たさないうえでの、
非開示はあり得ないということである。
意思決定過程とは、いつの時点のことか、どのような人事の確
保か、等についての説明を求める。もし時期等に関して、現在は
その時期を過ぎているとしたらそのような事実を伝えるべき、公
開できると伝えるべきである。
(ｲ) 開示しないこととした理由について
ａ 「新聞記事を基に、…開示を求めたものであると考えられる」
という認識が処分庁にあることは、報道内容のわいせつ事実につ
いて、認めているということであるから、公表もしくは、報道さ
れたものについては、請求された事実関係に関することがあった
ことは、処分庁も認めたということで、確かであるということで
ある。そうであるなら、請求内容に関して、部分的にも公開でき
るということであり、公表すべきであるといえる。
ｂ さらに、処分庁は「平成 27 年 9 月に教育委員会が行った懲戒免
職について分かるものと解し、…特定した。」とあることから、わ
いせつ事実に関して、処分の表題、等含め、内容の全面黒塗りと
いうことも予想できるが、本件では、処分庁の特定されたことか
らも、少なくとも「一部開示」ということは最低条件でも行われ
るべきである。念のために付け加えると、厳密にいうと、処分庁
及び、申立人の特定しているものが、一致しているか、いないの
かは、現時点では不明であることを述べておく。
ｃ 「その全てを不開示とした」ということであるが、事案が事案
だけに、A 職員について、万一に再犯等起きたとき、その後、加害
者の名前等、公開されても手遅れであったということになったら、
加害者の行動、姿勢が、あらためられていなかったら、それゆえ
のその後の被害等について誰が責任を取れるのか、ということに
なる。
加害者であるゆえの、非難等を、無条件で受けいれなさいとい
うことは、だれも強制できるものではないが、それゆえにか、不
満を持った第三者からの、攻撃的、圧力が予想されることも確か
である。
逆に、被害者もまた、さらされる等の、被害について、避けら
れないことは確かであるが、2 次被害等については、行政等が対応
することになるといえるので、名前等の不開示ということも理解
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したいが、全面的な不開示は、容認できない。
ｄ 文書 1「職員の非違行為に関わる報告について」に関して、「詳
細に記載した…作成し」とあるから、報告書が作成されているな
ら、一部、もしくは全面黒塗りであったとしても、不開示、非公
開にする理由はない。開示できる（する）努力と、請求者の期待
に少しでも応えることが、情報公開法、の趣旨であり、その趣旨
と請求者の期待等に処分庁は答えるのが職務であり、責任である。
なお、記載事項について、生年月日、年齢等については、記載
してあること自体、申立人には、理解し難い。まず、両方記載し
てあることの疑問、どうしてもということなら、年齢だけでも事
足りるということである。法的に絶対記載しないと違法という規
則、もしくは罰則規定があれば、説明として述べてもらいたい。
両方、記載してある以上、開示を求めるものであり、記載され
ている以上常に、開示の対象になることなどを考慮するとしたら、
これまで通りの記載内容を見直す必要があるということである。
ｅ 文書 2「審査表」についても、生年月日、年齢に関しては、前記
したことと同様のことが言える。
また、開示できる一部として、審査表という表題は、まったく
差支えないということは明らかである。規律違反というならその
違反の条文等は当然開示できるといえる。また、審査結果、処分
結果であれば、これも差し支えないといえる。
審査会は私的なものでも、個人的なものでもない、審査に関す
ることを秘密にすることこそが問題である。
ｆ 文書 3「教職員の人事について」について、「起案者」、「標題」、
ということが記載してあるということであるから、これらは、処
分庁が明らかにしたことなので、少なくとも、この言葉の部分は、
速やかに、開示すべき事項である。
ｇ 条例第 7 条第 2 号該当性について
「仮に一部でも開示すれば」ということについて、具体的にど
のようなことだから、特定につながるのか、詳しい説明等が一切
なされていない。申立人に反論等できない、させない処分庁の主
張は、審査における公平なやり取りとは言えない。処分庁（行
政）がこう決めたからこうなのだ、というような対応は処分庁に
は許されないということである。もし、説明できないが、「開示し
ないと決めてしまったから、開示しないのである」ということな
らそのように答えていただけたら、今後の対応、反論において考
慮できるので、明確な回答、反論を求める。「個人の権利利益を害
するおそれ」について個人とは生徒、職員、具体的にどちらを指
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しているのか、また、どのような点でどのような、権利利益を害
するのか、処分庁の説明・内容で、処分庁の主張が、納得できる
ものかどうかの判断をしたい。「個人の権利利益を害する」だけの
ことば（理由）で開示しないとすることはできない。
なぜそうなのかを、説明できて（明確にして）初めて、開示し
ないということができるといえる。説明できない、しない、従え。
ということならそれは横暴ということである。
ｈ 「人の生命等を保護するため公にすることが必要であると認め
られる情報でないため、本号ただし書ロには該当せず」というこ
とについては、主観の問題になることではあるが、次のように主
張する。
人の生命を保護とは、生命は身体的、精神的な面で保護するか
どうか、保護できるかどうかを、ということを考えていかなけれ
ば、保護とは言えない。付け加えていえば、生命、健康は、個人
差があり、外的な判断だけで、大丈夫、そうでないということで
は、一概に言えないことは明らかである。
処分庁が言う保護できているということは、ただ単に、見た目
の安全だからということだけで、主張しているとしたら、誤りで
あることを述べておく。
保護するため公にすることが必要であると認められる情報でな
いという本件事案の判断は（本件わいせつ行為は）、生命等に影響
がないという判断をされているように見える。
県の条例第 7 条第 2 号ただし書ロ「人の生命、健康、生活又は
財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情
報」には、生命、健康、生活…とある。ある意味、生活全般にか
かわること、影響することは、開示するということである。処分
庁の危惧することも、少しは理解しているつもりでもあるが、開
示しないための前提で、条例の拡大解釈をしているとしか言いよ
うがない。
再度、処分庁は、この視点・生活全般にかかわることで、判断
等をするべきである。極端なことを云えば、被害者生徒個人に関
すること以外は、公開ということである。前記したように、生命
健康については、個人差があり、本件請求事案の様な、情報につ
いて、生命等保護に、必要ないという処分庁の判断は、加害者の
論理でもあるといえる。加害者の論理とは、被害者の受ける、精
神的苦痛、不安等の感情を理解することなく自らの、行為を正当
化するもの、相手にも非があるとするような理屈である。
つまり、処分庁も、根底では、現時点では、加害者側の論理で

793

あるということである。生活環境のなかで、周辺のわいせつ事案
に関する情報は、被害者側からすると真に、死活問題である。知
らされないということは、不安、恐怖、精神的苦痛を伴うもので
あるということである。
どこにどのような人がいるのかどうか、「人を見たら、…とかと
思え」と人を疑うことを、伝えたいわけではないが、無防備であ
ることは、容認できないということである。「公務員の立場を離れ
た個人としての評価をも低下させる」ということについて、個人
の名前等特定できるものが明らかになっていない以上、処分庁が
開示していない時点で、開示しないとする理由とするには矛盾し
ているといわざるを得ない。
何が何でも開示しないということの理由づけなのかどうか、理
解に苦しむところであるが、逆に、個人が特定できない時点では、
開示できる部分もあるということであるので速やかに開示するこ
とを求める。
ｉ 「職務の遂行に係る情報ではない」ということであるが、具体
的に内容が不明であるので、判断できない。処分庁は、この事案
について、いつ、どのような、こと・事件であったのか、説明し
た上で、ただし書ハに該当しないという主張を求める。処分庁の
具体的な主張がないと反論のしようがない。
ｊ 「慣行として…」ということであるが、時代により、もしくは
人権感覚等の、進化等により変化していることは当然のことであ
り、ただし書イに該当するかしないかも、再考が必要といわざる
を得ない。条例第 7 条第 2 号に該当するという主張は、誤りであ
る。
ｋ 処分庁の云う「懲戒処分等を行ったが公表していない事案に関
する文書」ということであるが、行政文書は、公開されることが
原則であるから、公開しないという前提が誤りであるといわざる
を得ない。そのうえで、「被害者等との信頼関係が崩れる」という
特別な事例であるということになる。なぜ、特別ということを主
張したかというと、わいせつと規定された事案については、第三
者が、被害者には、非がないという認識を持つことができたら、
信頼関係等持ち出すことはなかったといえる。残念ながら処分庁
の云うことも理解されるが、あたかも被害者に、公開しないとす
る、理由等を負わせているように受け取られることには疑問を感
じる。処分庁は、具体的には、どう考えているのか、どの分は公
開したい、できるが、したくない等、その理由や説明、等がない
ということである。
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処分庁は「作成者が開示されることを意識した画一的な記述」
ということを危惧しているが、作成者を含め、職務行為であり、
公開する、しないとは、別の問題である。危惧することは、否定
するものではないが、危惧することを開示しないとする理由にす
ることは、問題である。気分で不開示にしているということにな
る。
一方的に、申立人には、不明であるから、本当にそうなのか、
なぜそうなるのか、判断できないことであり、処分庁の推測のみ
で、開示されないことを認めることはできない。知る権利を放棄
できないということである。
「人事管理に係る事務に関し…支障を及ぼす」ということであ
るが、本件請求事案については、仮にそうであるとしても、説明
が不十分であるのか説明されていないのか、どのように、支障を
きたすのか不明である。
処分庁の、開示しないとしている理由、主張は、公開しないと
したがゆえの、理由づけとしか言いようがない。
公開が原則という原点に立って、開示できるかできないか、さ
らに、一方的にできないとする結論ではなく、できる部分につい
て、検討された上での開示を求める。
できるところから始めるということも情報公開法の精神である
と考える。
(ｳ) 「異議申立人のその他の主張について」の反論
ａ 「行政文書の表題は明らかにしており、これと同一の情報には
「有意性」はない。」という処分庁の主張について「表題」という
ことについて、処分庁の主張の中で明らかにしていることから、
文書全体を（一部分でも）、開示することは（開示されることは）
当然であるということである。速やかに開示することを求める。
しかしながら、処分庁が、「有意性」がないということを、開示
しないということの理由にすることについては、処分庁は、「有意
性の意味」について、具体的にどのようなことを想定して言うの
か、明らかにしてもらいたい。
ｂ しかしながら現時点で、処分庁が、「有意性」ということを理由
にすることについて、処分庁が、有意性があるかないかを勝手に
決めて、申立人の求めることについて、ストップすることについ
ては、容認できない。
もしこの主張（有意性がないという判断による不開示）に、正
当性があるとするなら処分庁の、具体的な根拠、説明が必要であ
るといえる。説明、根拠等なく、開示しないこととしたとしたら、
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不当もしくは違法であるということである。
①有意性とは何か、②処分庁にとっての有意性とは何か、③申
立人にとっての有意性とは何か、処分庁は、開示しないとした理
由であるから説明する義務がある。そのうえで本件において有意
性ないとした理由、根拠等を述べるべきである。
しかしながら、申立人にとって何が利益等になるのかについて、
申立人の知る権利については、申立人が判断することであること
を、あえて、申立人の能力を判断したのか、それとも、軽視した
のか、処分庁の独断と偏見すら感じる主張である。申立人を「見
下した言葉」と感じた。
言い換えると、申立人の、意思、考えも確認せずに、役に立つ
の？立たないでしょう、だから開示しない、といわれているよう
なものである。
このような「見下された」と感じる取り方に問題があるといわ
れたとしても、知る権利のための取り組みである、異議申し立て
において、このような、気持ちになることを、予想していなかっ
たので素直な気持ちを記載した。
しかしながら、問題は、処分庁が、今回の開示において、開示
請求者に対して、独断と偏見ともとられる、姿勢において、判断
を出したことは、違法で、開示等しないということの理由にもな
らないといえる。処分庁は、開示する・しない、今回の判断にお
いて、再度、検討をして、判断・結論の見直しをしてもらいたい。
(ｴ) 請求者にとって有意性がないという判断、理解できないだろうとい
う偏見ともいえる判断で一方的に不開示にしたことは独断としか言
いようがない。気分的、思い付き的、理由等で開示をしなかったこ
とは違法もしくは不適切な判断といえる。
請求者の知りたいという願いに対して、一切開示をしないとして
いる、対応姿勢は、住民にたいする行政の姿勢態度としては、容認
されないことであり、不適切な対応、独断といえる。審査会には、
処分庁は、自らの、姿勢、対応について、検証をして、再度、判断
をして結論をだす義務があることを求める。
ウ 意見陳述における主張
異議申立人の意見陳述における主張は、おおむね次のとおりである。
まず、今回の不開示決定について、全く何も出ていなかったので、
本当はどんな文書があるか等について、表題ぐらいは今回の処分庁の不
開示理由説明書に記載してあるので、少しはこういうのがあるのだなと
分かる。私が請求書で書いた、わいせつ行為がどこから出てきた言葉か
というと、これは報道関係から出てきた用語だと思っている。
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しかしながら、事件そのものもわいせつという判断でいいかどうか
は分からない。だが、教え子の生徒に対し、元生徒だったのかどうかは
分からないが、問題があったということだけが現時点では推定される。
しかし、何があったかが分からないと反論の仕方が非常に難しい。ある
程度当てずっぽうに言わなければいけないという、もどかしさが今回の
意見書ではあった。
処分庁が本件を全面的に不開示にした理由というのは、色々記載は
してあるが、この不開示によって何が守られたのか、何を優先して、そ
れがその目的にかなったのかというようなことを考えると、なかなかこ
れも内容が分からないので言いづらいところもあるが、何を守ろうとし
ていたのか、何が守られたのかと、何回もそこに戻っていく。
それで、不開示が前面に出てきているが、今日か昨日の新聞でも、
職員の非違行為についての非公開ということで取り上げられていて、そ
こで知事の言葉も引用されていた。公開が原則だが、保護者や当事者が
絶対公開するなと言われているので、非公開になるのだというようなこ
とを記事で読んだ。
だから、本件も公開が原則であって、それぞれ色々理由があって不
開示になったと思うが、わいせつ行為という報道で、わいせつだったの
かどうか、それから、それ以外で時々問題になるのは、青少年保護育成
条例違反、迷惑防止条例違反等で、学校職員が逮捕されたり問題になっ
たりしているので、わいせつかどうかということも現在明確にされてな
い。当事者の申告等があったり告発があった場合には、わいせつという
言葉が使われやすいのではないかと勝手に解釈をしている。わいせつだ
ったら完全に不開示にする理由にはならないし、ある程度は開示しても
いいのではないかと思っている。
教え子だったかどうかも一切記載がされていないので、非常に意見
が言いづらいが、処分庁が、教諭と言っていいのか、その人の行動につ
いて、個人情報であるというような引用をしている。しかし、その流れ
とか、具体的なシチュエーションがちょっと分からないので、なかなか
言いづらいが、教諭と教え子というようなことが当たっているならば、
生徒と教師という公的状態でのつながりだから、これを個人的どうのこ
うのと言い切れるのかどうか。実際はそういう公務に就いていて、その
中での教師と生徒の流れで出てきたことなので、やはり、個人のどうの
こうのということは、なかなか難しいだろうと思う。
それから、教諭だったら個人とか何か言って言い逃れしそうだが、
この教師は大人でしょう、相手は子供ではないか、何でそうなるのとい
う疑問点がいつもこういう事案については思っている。だから、この教
師に関して、そういう問題を起こしたときに公にされるのは、ちょっと
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嫌だなと思うだろうが、大人でしょう、あなた責任を取るんですよとい
うふうに突き詰めないと、こういう中途半端な大人は、これからも出て
くるのではないか。今の教員には、あなた大人でしょうと常に言い続け
ないと忘れてしまう。そういうことを思ったので、このわいせつや育成
条例違反の行為については、本人は魔が差したとか何か、時々新聞で報
う の
道されているが、それについて鵜呑みにする前に、行政としては何をし
てもらいたいかを時々思っている。それで、事情聴取における文書は見
たいということを請求の気持ちとして、いつも述べている。
ところが、特定の市教育委員会は、大まかなまとめはするが、正確
な事情聴取録というのは作成していないという見解のようである。
この事情聴取録というのは、それぞれの狙いがあって、これを作成
するということは、処分のための作成だけでなく、なぜこのような問題
が起きたかを全て明らかにし、どこに問題があったかということの検証
のための文書でもあるのではないか。そうしなければ、こういうわいせ
つだけでなく、職員の不祥事というのは継続して出ているので、そのた
めの解決の糸口があまりつかめられないのではないかと思っている。だ
から、私としては、日頃から県教委だけではなく他の自治体でも、こう
いう不祥事があったときに、当事者や自治体を責めるよりも、まず事情
聴取録の確立が必要ではないかと申し上げている。
事情聴取録というのは、現象的な面は、大体記載されている。体罰
でいえば、殴った、蹴った、わいせつでいえば、例えば盗撮だと、自分
の携帯で撮り、壊そうとして捕ったというようなことは分かる。だが、
しょっちゅう人を殴ったり蹴ったり、盗撮する訳ではない。ある瞬間、
あるタイミングで、そういう行動を本人が選択したと思う。だから、そ
の人たちがなぜその瞬間、やってはいけないと言われることをしたのか、
そういう具体的な手段をどこで学び、身に付けたのか、そして、それを
どうしてその瞬間に選択したかということも含めて、本人が自分で自分
に語りかけるように記録に残していけたら、そういう人たちが今後自分
はこういうときに気をつければいいということが思考、分析できるので
はないか。そこまでのものを事情聴取で残しておきたいと思っているが、
まだそういうものを作成したところがないので、是非そういうものを作
成して見せてくださいと言い続けている。
最近は、自治体のそういう問題があったときの事情聴取録の請求に
力を入れて、そういうところを聞いていないのかと尋ねることにしてい
る。そうしないと、実際に問題が起きて、幹部職員は申し訳ないと頭を
下げて苦労しているが、それだけではもったいない。事例があって、そ
れについて心を痛めるのも必要かもしれないが、それ以外に今後どう取
り組んでいくかという具体的な資料や、本人の言い分をきちんと聞く機
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会ではないか。そういう事情聴取録も今後できたらいいと思っている。
実際にそういう検証のできる文書はできていないので、幾ら行政の
人が謝罪し、頭を下げ、今後させないとか、職場で取り組むとかと言わ
れても、信ぴょう性が薄いなと思っている。気持ちはあっても、具体的
にそれぞれの職場や管理職がどう自分の目の前の職員に今後の防止のた
めに何を語るのかということが具体的に思い浮かんでこないのではない
か。実際に一つ一つの事案について具体的に加害者と言われる立場の人
たちが自分の生い立ちから、魔が差したり、そのときにすぐ不適切行為
に走ったり、色々あるが、走ったときは何がそうさせたのかということ
を自己分析できるところまでになったときに、初めて、こういう職員は
こういうことに気をつけていけばいいとか、日頃からこういうことを本
人は獲得していけば、そこに走らずに済むのではないかということが分
かって、管理職の人にも理解できて、ささやかな今後の取組の参考にな
るのではないか。
それをしたからといって完全になくなるものではないが、不適切行
為というのは絶対なくならないから何もしなくていいということではな
い。そこで絶望するのではなくて、すべき努力はしていいのではないか。
10 人の中の一人でも踏み止まれたら、それはそれでいいという気持ち
で努力するためには、是非、事情聴取と、簡単な背景、見た目の現象だ
けでなく、その理由、背景、今後どうするか等の記載された報告書等も
併せて希望している。そのために今回の請求をしたし、今回の申立てを
した。
３

実施機関の主張要旨
実施機関の主張は、次の理由により本件行政文書を不開示としたというも
のである。
(1) 本件行政文書について
ア 本件行政文書の特定に係る経緯
平成 27 年 11 月 6 日付けで行われた本件開示請求は、教え子にわい
せつ行為を行った高校講師を教育委員会が懲戒免職とした旨の新聞記事
を基に、同記事内容に対応する行政文書の開示を求めたものであると考
えられる。
よって、本件請求対象文書は、わいせつ行為を行った教職員（以下
「A 職員」という。）に対して平成 27 年 9 月に教育委員会が行った懲戒
免職について分かるものと解し、本件行政文書を特定した。
イ 本件行政文書の内容
本件行政文書は、A 職員の非違行為について、教育委員会が作成又は
取得した文書であって、その全てを不開示としたものである。
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(ｱ) 文書 1「職員の非違行為に関わる報告について」
当該文書は、発生した非違行為について、A 職員の所属の校長が事
実関係を調査し、その内容を詳細に記載した非違行為報告書を作成
し、教育委員会に提出したものである。
当該文書のうち、非違行為報告書には、作成者の職名、氏名及び
印影、A 職員の所属、職名、氏名、生年月日、年齢、性別等、非違行
為の名称、発生日時等、発生の場所、事後措置等が記載されている。
また、校長の意見書には、校長の氏名、意見等が、A 職員の申立書
には、A 職員の所属、氏名、申立て等が記載されている。
(ｲ) 文書 2「審査表」
当該文書は、処分の審査に当たり、教育委員会の人事考査委員会
で審査された内容について、審査表として作成したものである。
当該文書には、事案の種別、発生年月日及び場所、審査対象者の
所属名、職名、氏名、生年月日及び年齢、事件の概要、規律違反と
認められる内容、人事考査委員会事務局の処分案、人事考査委員会
の審査結果（所見）等が記載されている。
(ｳ) 文書 3「教職員の人事について」
当該文書は、教育委員会において、A 職員の処分内容を決定するた
めに起案したものである。
当該文書のうち、起案文には、起案者氏名、標題、決裁者の印、
伺い文等が記載されている。また、案文には、A 職員の所属、職名及
び氏名、発令事項、処分内容、処分理由、通知内容等が記載されて
いる。
(2) 条例第 7 条第 2 号該当性について
ア 本件行政文書は、被害者及び保護者に配慮し、教育委員会が懲戒処
分等を行ったが公表をしないこととした事案に関する文書である。
仮に一部でも開示すれば、被害者等の特定の個人が識別されるおそ
れがあることから、全体として個人に関する情報であって、特定の
個人を識別することができるもの（他の情報と照合することにより、
特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）又は特
定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお
個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため、条例第 7 条
第 2 号本文に該当する。
イ 本件行政文書に記載された情報は、人の生命等を保護するため公に
することが必要であると認められる情報ではないため、本号ただし
書ロには該当せず、予算の執行を伴うものではないため、同号ただ
し書ニにも該当しない。
また、被処分者は公務員であるが、懲戒処分を受けたことは、公
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務員の立場を離れた個人としての評価をも低下させる性質を有する
情報であることから、職務の遂行に係る情報ではない。よって、本
号ただし書ハに該当しない。
さらに、慣行として公にされ、又は公にすることが予定されてい
る情報ではないため、同号ただし書イにも該当しない。
ウ 以上のことから、本件行政文書は、条例第 7 条第 2 号に該当する。
(3) 条例第 7 条第 6 号該当性について
ア

本件行政文書は、懲戒処分等を行ったが公表していない事案に関す
る文書であり、被害者の人権に配慮すべき必要があるものとして全
体として非公表としているものである。したがって、仮に一部でも
開示すれば、非公表である事案が公にされることで、被害者等との
信頼関係が崩れることとなり、今後、被害者等の関係者が具体的な
ちゅうちょ
事実や率直な意見を述べることを 躊 躇 したり、作成者が開示される
ことを意識した画一的な記述をせざるを得なくなるおそれがある。
その結果、教育委員会における審議、検討等に支障を及ぼしたり、
不当な影響を与えるおそれがあり、人事管理に係る事務に関し、公
正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある。
イ 以上のことから、本件行政文書は、条例第 7 条第 6 号に該当する。
(4) 異議申立人のその他の主張について
ア 異議申立人は、異議申立書において、「不開示決定通知書から、推
測できる項目としては「非違行為報告書」「審査表」「教職員の人
事」ということなら、まずその表題は開示できる」と記載している。
しかし、本件不開示決定通知書において行政文書の表題は明らか
にしており、これと同一の情報には「有意性」はない。
そして、本件行政文書の不開示情報該当性については、前記(2)及
び(3)において述べたとおりであるから、表題部分を含めて、文書の
全てを不開示としたものである。
イ 異議申立人は、異議申立書において「考えられるものとして、事実
関係のわかるもの、本人の事情聴取、事実確認、関係者の弁明書、
処分説明書、などがあるが、不開示決定通知書には記載されていな
い」と記載しているが、「事実関係のわかるもの、本人の事情聴取、
事実確認、関係者の弁明書」に関する内容は、本件不開示決定通知
書の「行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定する
に足りる事項」に記載の文書 1「職員の非違行為に関わる報告につい
て」に含まれている。また、「処分説明書」に関する内容は文書 3
「教職員の人事について」に含まれており、それぞれ本件行政文書
である文書 1「職員の非違行為に関わる報告について」、文書 2「審
査表」及び文書 3「教職員の人事について」として作成又は取得して
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いる。
４

審査会の判断
(1) 判断に当たっての基本的考え方
条例は、第 1 条に規定されているとおり、行政文書の開示を請求する権
利を保障し、実施機関の管理する情報の一層の公開を図り、もって県の有
するその諸活動を県民に説明する責務が全うされ、公正で民主的な県政の
推進に資することを目的として制定されたものであり、原則開示の理念の
もとに解釈・運用されなければならない。
当審査会は、行政文書の開示を請求する権利が不当に侵害されることの
ないよう、原則開示の理念に立って、条例を解釈し、以下判断するもので
ある。
(2) 本件行政文書について
本件行政文書は、平成 27 年 9 月に教育委員会が懲戒免職処分を行った
教職員の非違行為について、教育委員会が作成又は取得した文書であり、
その記載内容は、前記 3(1)イで実施機関が説明するとおりであると認め
られる。
実施機関は、条例第 7 条第 2 号及び第 6 号に該当するとして、本件行政
文書の全てを不開示としている。
(3) 条例第 7 条第 2 号該当性について
ア 条例第 7 条第 2 号は、基本的人権を尊重する立場から、個人に関する
情報であって、特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照
合することにより、特定の個人を識別することができることとなるもの
を含む。以下同じ。）が記録されている行政文書は、不開示とすること
を定めるとともに、特定の個人を識別することはできないが、公にする
ことにより、なお個人の権利利益を害するおそれのある情報が記録され
た行政文書についても、同様に不開示とすることを定めたものである。
また、その一方で、ただし書イからニまでのいずれかに規定された
情報が記録されている行政文書については、条例の目的に照らし、原則
開示と個人の権利利益の最大限の尊重との調整を図ることにより、開示
することとしたものである。
この考え方に基づき、本件行政文書が同号に該当するか否かを、以
下検討する。
イ 本件行政文書は、わいせつ行為をした教職員を懲戒免職処分としたが、
被害者の人権に配慮する必要があるとして実施機関が公表しないことと
し、当審査会において実施機関に確認したところによれば、被害者側が
一切公表しないでほしいとの意向を示している事案に係るものであると
のことである。そして、当審査会において本件行政文書を見分したとこ
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ろ、わいせつ行為の内容、被害者の状況等が詳細に記載されており、個
人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの又は
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個
人の権利利益を害するおそれがあるものであると認められる。
したがって、本件行政文書は、条例第 7 条第 2 号本文に該当する。
ウ 本件行政文書に係る事案については、被害者の人権に配慮する必要が
あるとして実施機関が公表しないこととしており、仮に、当該事案に関
する情報が報道されており、一時的に公衆の知り得る状態に置かれてい
たとしても、当該情報は、報道機関の独自の取材に基づき報道されたも
のであって、実施機関自らが公表しているものではないことから、その
ことをもって、当該情報が慣行として公にされ、又は公にすることが予
定されている情報に該当するとは認められない。したがって、本件行政
文書は、条例第 7 条第 2 号ただし書イに該当しない。
また、本件行政文書を公にすること自体が、人の生命、健康、生活又
は財産を保護するために必要であるとまでいうことはできず、本件行政
文書に記載されているような個人に関する情報を、直ちに同号ただし書
ロに該当するとして開示すべきものと認めることはできない。
そして、本件行政文書における被処分者は公務員であるが、処分を
受けたことは、被処分者の職務遂行の内容に係る情報とは認められない
ことから、本件行政文書は、同号ただし書ハには該当しない。
さらに、本件行政文書が同号ただし書ニに該当しないことは明らか
である。
エ 以上のことから、本件行政文書は、条例第 7 条第 2 号に該当する。
(4) 条例第 7 条第 6 号該当性について
ア 条例第 7 条第 6 号は、県の機関又は国、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事業は、公益に適合するよ
う適正に遂行されるものであるが、これらの事務事業に関する情報の中
には、公にすることにより、当該事務事業の性質上、その適正な遂行に
支障を及ぼすおそれがあるものが含まれるため、これらの情報が記録さ
れた行政文書は不開示とすることを定めたものである。
なお、「適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」であるかどう
かの判断は、公益的な開示の必要性等種々の利益を比較衡量して行うも
のである。
この考え方に基づき、本件行政文書が同号に該当するか否かを、以
下検討する。
イ

本件行政文書は、被害者側の要望を受け、また、被害者の人権に配慮
する必要があるとして公表しないこととされた事案に係るものであって、
公にすることになれば、関係者が具体的な事実や率直な意見を述べるこ
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ちゅうちょ

とを 躊 躇 したり、作成者が開示されることを意識した画一的な記述を
せざるを得なくなるおそれがあるなど、非違行為発生の際における諸般
の事情を客観的かつ正確に把握することが困難になるおそれがある。そ
の結果、教育委員会における審議、検討等に支障を及ぼしたり、不当な
影響を与えるおそれがあり、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑
な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められる。
なお、本件行政文書を開示することで同種の事案の再発防止につな
がるのではないかといった開示による利益も考えられるところではある。
実施機関では、平成 27 年度に有識者らによるプロジェクトチームにお
いて教員の不祥事、特にわいせつ行為をなくすための有効な対策を検討
し、その提言を踏まえた取組を進めているところであるが、過去の事例
を紹介することが再発防止に一定の役割を果たすことを考慮してもなお、
個別性の強い具体的な情報である本件行政文書そのものを部分的にでも
開示することが直ちに再発防止につながるとまではいえず、本件行政文
書に係る事案の内容に照らすと、被害者との信頼関係を損なうことにも
なって前記で述べたおそれがあることからすれば、本件行政文書につい
ては、開示によって得られる利益が不開示によって保護される利益を上
回るとはいえず、その全部を不開示とすることはやむを得ないものと認
められる。
ウ 以上のことから、本件行政文書は、条例第 7 条第 6 号に該当する。
(5) 異議申立人のその他の主張について
異議申立人は、その他種々主張しているが、本件行政文書の不開示情報
該当性については、前記(3)及び(4)において述べたとおりであるから、異
議申立人のその他の主張は、当審査会の判断に影響を及ぼすものではない。
(6) まとめ
以上により、「1 審査会の結論」のとおり判断する。

別記
文書 1
文書 2
文書 3

職員の非違行為に関わる報告について
審査表
教職員の人事について
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（審査会の処理経過）
年

月

27.12.

日

9

内

容

諮問

28.

1.21

実施機関から不開示理由説明書を受理

28.

1.28

異議申立人に実施機関からの不開示理由説明書を送付

28. 6.23
(第 491 回審査会)

実施機関職員から不開示理由等を聴取

28. 8. 3
(第 495 回審査会)

異議申立人の意見陳述

28.11. 7
(第 503 回審査会)

審議

28.11.30
(第 505 回審査会)

審議

29. 1.12
(第 509 回 審 査 会 )

審議

29.

3.23

答申
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答申第 826 号
諮問第 1419 号
件名：学校施設等における石綿含有保温材等の使用状況調査票の一部開示決定
に関する件

答

申

１

審査会の結論
愛知県知事（以下「知事」という。）が、別表の 1 欄に掲げる行政文書
（以下「本件行政文書」という。
）の一部開示決定において、同表の 2 欄に
掲げる部分を不開示としたことは妥当である。

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、異議申立人が平成 27 年 10 月 23 日付けで愛
知県情報公開条例（平成 12 年愛知県条例第 19 号。以下「条例」とい
う。
）に基づき行った開示請求に対し、知事が同年 11 月 6 日付けで行った
一部開示決定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
ア 異議申立書における主張
異議申立人の異議申立書における主張は、おおむね次のとおりである。
(ｱ) 本件、決定通知書では開示しない部分の、担当者名、E-mai1 につ
いて、個人の利益を害するおそれがあるものということを述べてある
が、どのようなことを想定しているのか等、具体的にどのような利益
を害するのか、害するといえる、事例についての説明がないと理解し
難い。
(ｲ) 法人番号等、学校名の開示をしないということが電話番号、等開示
しないということになっているといえる。開示することにより、法人
の正当な利益を害するのか明らかになっていない。処分庁は、説明す
る義務がある。明確な説明もなく処分をすることは、違法であるとい
える。
(ｳ) そもそも、本件については、本質的には、アスベストに関する開示
請求である。アスベストの危険性を考えると、どこかにあるけど、場
所は不明であるという行政の対応は、容認されない。処分庁の述べる
開示しないことの理由が、あったとしても、危険な物質の場所を隠す
ことは容認されない。仮に封じ込め等をしたとしても、アメリカの世
界貿易センタービル崩落、神戸淡路震災、東日本震災等、封じ込めら
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れていたとされる、アスベストが、粉塵として大気中に放出され被害
をもたらすことになる。
突然の、災害では、その後の対応にあたっては、どこに何があるの
か等あらかじめ知らされることが、必要であることは明らかである。
現在問題になっている建築関係の建物、「本当はどうなのか、」「場所
を特定すること、」を例にとるまでもなく、そのようなことからする
と、本件アスベストの場所がなぜ明らかにならないのか、問題である
とともに疑問を持つ。
イ 意見書における主張
実施機関から不開示理由説明書が提出されたことを受け、異議申立人
に当該不開示理由説明書を送付したところ、異議申立人から意見書が提
出された。その内容は、おおむね次のとおりである。
(ｱ) 担当者名、E-mail について、「個人の権利利益を害するおそれがあ
るものが記録されているため」とあるが、具体的にはどのようなこと
か不明である。ここではどのような個人の権利利益が、害されるとい
うことか説明を求めるものである。もし反論がなければ、単なる憶測
もしくは苦し紛れの理由づけということになり、開示されることを求
める。
(ｲ) また、「法人等に関する情報であって、…法人等の正当な利益を害
するおそれがあるため」とあるがこれも、具体的にどのようなことな
のか、不明であるから、説明を求める。
(ｳ) 法人番号・学校名、電話番号、学校所在市区町村名等、機関名につ
いて、念のために、述べておくと、通常だと、単独では、これらの情
報は、公開されている。しかしながら、本件請求に関する情報と一緒
だと公開できないということである。当然、開示請求している情報に
関して、どのようなものかを明らかにしたうえで、開示できるものか
どうかを明確にすることが必要である。
開示しないとした具体的な理由、説明なしに、開示しないというこ
とはできない。
(ｴ) 本件請求の内容は、「アスベスト調査について私立校から報告のあ
った内容について」である。アスベストの抱える問題点から、建物の
アスベスト調査については、社会的に公の情報であると認識されてい
ると考えるべきである。通常、地域に住んでいるもの等は、煙突は外
部から見えるものであるから、今回開示されて受け取ったものにある、
長さ、本数、（建築年）、から、どの学校か、特定でき、公開されてい
るものといえる。そうすれば、(ｳ)で述べた、内容については明らか
にすることが、妥当である。公になっているものは当然公開、開示さ
れるべきであるということである。また、文書 1 については、石綿含
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有率、0.00 パーセントということであるから、なぜ開示できないの
か、理解できない。逆に開示しないこととした方が、学校が、地域等
に対する不信感、を持たれることになるといえる。公にしないことに
より当該法人等の正当な利益を害するおそれがあることになるという
ことである。この学校が、調査に応じていることは明らかであり、調
査結果を開示しない、もしくはできない理由はない。この点も、具体
的な説明を求める。なければ校名に関しては、開示できるということ
である。それに関係したものも開示できるということである。特に、
文書 1 の学校については、開示されることが、学校が、地域住民の信
頼にこたえ、学校の評判を上げる、ことにつながることは明らかであ
る。
(ｵ) 文書 2 に関しては、石綿含有率、70〜80 パーセントということで
ある。これがどのようなことであるのか、どれだけの煙突に対しての
含有量なのか等明確にされていないので明言はできない。しかしなが
ら、申立人としては、含有率の高さからして、これでも公表しないと
することが理解できない。本来は、含有率が判明した時点で、学校名
等公表されるべきであると考えている。調査当時、学校がどのように
対応しているのか、地域には何らかの説明等をしたのかしなかったの
か、現在どのように対応しているのか、気がかりであるとしか言いよ
うがない。学校名が明らかになっていたら、その後の対応等について、
知ることもできたし、場合によっては話を聞くこともできたといえる。
住民等の不安、心配に対して情報が公開されるべきものであるのに、
本件不開示部分のために、手をこまねいていることになっていること
を、理解してもらいたい。これは、アスベストに対する理解不足、創
造性、認識の違いということも、あるのかもしれないと考えている。
しかしながら、当然ではあるが、愛知県は、「建築物のアスベスト対
策」（2013 年 2 月 26 日アスベスト対策に関する講習会）等を見るま
でもなく、取り組んできている。ここには、「大災害時に平常時と同
様のアスベスト飛散防止対策を取ることは困難です。」と述べている。
さらに、「平常時からアスベスト建材の使用実態を把握し、その適
切な管理を行う…」とあることからも、言い換えると、アスベストに
関する情報公開を求める、申立人の主張は、県の取り組みからも、正
当であるということである。
(ｶ) 申立人は、アスベストに関しては次のように理解認識している。
「静かな時限爆弾 アスベスト災害」（広瀬弘忠著 新曜社 1985
年発行）の表題通り、発がん物質である、アスベストは、何十年後か
に、肺がん・中皮腫を発症させるといわれている。それゆえの、静か
なる時限爆弾ということである。アスベストの吸入による疾患につい
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ては県の資料（建築物のアスベスト対策）にも触れてある。さらに、
「アスベストによるガン発生に関しては、それ以下ならば安全だとい
えるアスベストの曝露量、すなわち閾値というものは存在しないのだ。
閾値が存在することを証明してみせた研究はない。」（同著 42 頁）と
述べている。「すなわち、どんな少量であっても、アスベストはガン
発生に関して危険な役割を演じるということなのである。」（同著 42
頁）。この本の 2 刷 1987 年発行当時からアスベストに関して、少量で
も危険という認識であった。「中皮腫はほぼアスベストが原因である
といわれるが、難しいのは、アスベストを吸い込んだ量や、曝露期間
の多少にかならずしも関係がないことである。」（アスベスト禍 粟野
仁雄著 集英社 42 頁）ということである。
ニューヨーク世界貿易センタービル崩落の環境破壊に関する報告で
は、アスベストに関して「「70 本/平方ミリ」という尺度は、最初に
導入された際には、大気中の安全基準として意図されたものではなか
った。…「70 本」検査に合格しなければ、学校を再開することはで
きない。なぜ基準が 70 本になったかというと、この規則が適用され
た 1986 年当時は、これが検査用のフィルターの測定限界だったから
だ。当時は低レベルのアスベストを測定することはできなかったので
ある。」（フォールアウト フアン・ゴンザレス著尾崎元訳 岩波書店
119 頁〜120 頁）
「大気汚染防止法はアスベスト工場や事業所の敷地境界における基
準として、「大気 1 リットル中アスベスト繊維 10 本」を許容限度とし
ている。これは事業所の敷地環境を示すものであって、一般大気の基
準ではない。…「ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議」が国に
立法提案している。アスベスト対策を幅広くとらえたものだが、その
中の環境基準が興味深い。望ましい基準値案として示したのは、「大
気 1 リットル当たり石綿繊維 0.2 本」という低さだ。」（忍び寄る震災
アスベスト 中部剛 加藤正文著 かもがわ出版 69 頁〜70 頁）。こ
の本は、神戸・石巻、ニューヨークのルポタージュである。
アスベストの測定技術の進化があることは認めたとしても、アスベ
ストに関しても、基準値は、これ以下なら安全という値では、ないと
いうことを前提に認識しなければならないことは、明らかである。
(ｷ) アスベストの危険性、その対応について等非常に困難な問題として、
具体的な事例としてあげるとまずは、学校の石綿理科実験での発症。
石綿労災で初の認定ということで裁判所が認めたということである。
また、情報が不十分であったための（明確な、情報公開がなされて
いなかったためといえる）事案、とその後の対応等の問題点について。
アスベストの有無を確認しないままの解体作業、アスベストだとは
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思わなかったという事案があるが、工事にあたっては、目視、図面等
から確認したうえでの工事と認識しているが、どのような工程から、
このようなことに至ったのかは不明である。事業者にアスベストに関
する理解が不足していたのか、建物にアスベストが使用されているの
かどうか、わかりやすい体制になっていなかったのかということであ
る。同様な事案といえる、煙突ということからすると、本件事案に共
通する件でもある、県外の特定の市の学校煙突撤去事案等がある。
「アスベスト含有」を気づかずに対策なしに、アスベスト含有の煙突
を倒してしまったということである。これは、図面を見た建築の担当
が見落としていたようであるとのこと。「アスベスト」が、あるので
はないかという人が、市としての対応を聞きたいということから、明
らかになった事案である。アスベスト情報を知っている人が明らかに
した問題であり、もしこの問い合わせがなかったら、何ら対応等され
ないままの事案であるといえる。
特に、アスベストの飛散についての、災害における危険性について
は、具体的に、ニューヨークの世界貿易センタービルの報告、阪神・
淡路と東日本の震災における報告等を考えると、震災の警鐘が伝えら
れている愛知県においては、震災はいつ起きても不思議はない、同時
にアスベストの飛散による、暴露被害も予想されるというような事態
である。
(ｸ) 何らかの事態における「アスベストが飛散」してから、の対応につ
いては、どれだけ困難であるかについては、報告で述べられてきてい
る。県の資料（建築物のアスベスト対策）でも触れてある。そのため
にどこにアスベスト製品が使用されているのか、どこにあるのか、い
つでも、わかるようにすることこそが、まずしなければならないこと
である。災害だけではなく、平時における、事例にみるように、担当
者がまずすべき、対応について、図面を見落としていたということで
は済まない。取り返しのつかない「地域住民、工事従事者の被害」さ
らに、工事担当者の責任問題、行政庁の責任問題、等その影響は多岐
にわたることは明らかである。これが震災ということになると、飛散
するアスベストの量は、図り知れないものであることが予想されると
いうことを根底において、今回の事案についての判断をされなければ
ならない問題であるといえる。
(ｹ) アスベストに関しては、法人の利益、「具体的な理由、説明のない
利益」に優先する問題であるということである。
今回の件、学校名を開示しないということは、「アスベストの使用
されている場所」について、生徒等、および保護者、学校職員、当然
地域にも、危険性が、知らされないということにもなる。そのために、
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明らかになった後では、場合によっては検査結果については、アスベ
スト量は、「問題ない」ということになる。それまで誰がどのくらい
暴露したのかどうか、不明のままである。暴露したことを知らされな
いままであるということである。労災認定においてはいつどこで等、
被害者が明らかにしなければならない。被害者に対する、責任を放棄
することになり許されることではない。本来は、まずは、アスベスト
使用の建物は、いつどのような製品を使用しているのか公表、明示す
べきであると考えている。その表示がなされていたら、解体時におい
て、図面を見過ごしていたということは防げることになるといえる。
職員の判断だけで、大丈夫ということで、工事が先行することも防
げるということである。
また、災害時における、救援活動等において、防塵マスクもなく踏
み込むということも防げるということである。アスベストは、危険と
いうことを知らずに使用していたことは、当時からすると学校の責任
ではないかもしれない。しかしながら現在において、県の資料を見る
までもなく、アスベストが校内にある、ないのかを含め、その対応に
ついて、公表等をしないことは、公共性の高い学校としてはその社会
的責任は重いということである。自らの管理する建物について、その
社会的役割を担う、存在として、積極的に公表公開する社会的責任が
あるということである。
(ｺ) 平時においても、震災時においても、アスベストの問題は、解決し
ているとは言えない、対策対応の遅れは、明らかである。今回の事案
は、生命、健康について、明らかにするということからすると開示し
なければならない情報であることは明らかである。
条例第 7 条第 3 号イ該当性について、まず、問題の本質を理解しな
い主張であるということを述べておく。
「問題のある学校であると推測されるおそれがあり」という推測で
学校名を明らかにしないということである。しかしながら、アスベス
ト被害については、緊急深刻な間題であることは、法的な面等含め、
県の取り組みからも明らかであり、本件に関する情報を明らかにしな
いことこそが、怪しい、おかしいというような疑念、不安を持たれる
ことになるといえる。「なんで隠すのですか」「行政等の安全対策、対
応に、不安になる」ということである。これは学校に対する気持ちで
もあるといえる。理由書に「当該学校の社会的評価の低下を招き」等
とあるが、危険情報を明らかにしないで、不安、不信を与える方が、
社会的評価の低下を招くことは、これまでの企業等の、不祥事等での
対応から明らかになっている。現在では、自ら襟を正すことが常識に
なっている。逆に隠すことは、その後の企業にとっては、大きな痛手

811

になっている例は、数多くあるといえる。この常識についての認識の
ない判断は誤りであり、あらためてもらいたいところである。
(ｻ) 建物の担当者としての名前については、学校の代表格であると判断
される。アスベストに関する調査でもあるので、学校の代表格に匹敵
する。そうでなければ、調査に答えること自体問題である。学校名公
表と、記載者、ここでは代表格の公開は当然であり、公開が求められ
る。アスベストに関する、責任の所在が明確でなければならない情報
である。その名前を公にすることが個人の権利利益を害するおそれと
いうことの理由が不明。学校責任者の責任等と比べたときに、なぜ個
人の利益が優先するということなのか明らかでない。本件アスベスト
に関する調査及びその結果が、なぜ、条例第 7 条第 2 号ただし書きロ
「人の生命、健康、生活…を保護するため…」等に該当しないとする
判断をされたのか理解できない。誤りであることは明らかである。
再度、県の、アスベストに関する考え、及び本件に関しての開示を
しないとする点について具体的、理由、説明を聞いたうえで、反論を
したい。
申立人の開示を求めている点については、早急に明らかにすること
を求めるものであることを、述べておく。
ウ 意見陳述における主張
異議申立人の意見陳述における主張は、おおむね次のとおりである。
こういう請求をした趣旨についてであるが、学校に関する環境問題と
しては、PCB、ダイオキシン、そして今回のアスベストという流れにな
っている。
PCB に関しては、保管場所があって、管理基準に基づいて管理されて
いると聞いている。
ダイオキシンについては、焼却炉で発生するということで、公的場所
にあった焼却炉については、特に学校においては使用しないという形で
現在まで来ている。
PCB とダイオキシンは、塩素系の化学物質と聞いている。これらは多
分、発がん物質、遺伝子に傷を付けるということで、当時は相当問題に
なっている。
それから、アスベストに関しては、化学物質ではなく自然界にある物
質で、今、分解のための試験が繰り返されていると聞いているし、また、
そういう工場ができて、分解過程に入ったと聞いていないので、ただ保
管という対応だと思う。
先に PCB を取り上げたのは、PCB は学校において保管されているし、
その保管の場所については公表されている。現在でも、PCB のある学校
についての開示請求を出せば、多分公表されると思う。
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ところが、アスベストに関しては、学校で保管ということではなく、
建物の中にあるので、どういうふうに対応していいのか明確になってい
ないと考えている。一応は、除去又は封じ込めということでやっている
が、厳密に言えば、保管という形態をとっていないという気がしている。
だから今回、アスベストのある場所については、PCB 等と同じように、
明確にしてもらえたらと思っているし、そうすることが行政としての責
務かと思っている。
アスベストを原因とする病気等については、その量がどの程度だと安
全、どの程度だと病気を発症するということが明確にはされていない。
ただ、これぐらいだったら何とか我慢できるのではないかといった数値
が一応アスベストについても策定されていると認識している。
アスベストというのは、災害時における対応が大変であることが明ら
かになってきている。実際にアスベストは封じ込めをされて現存してい
る訳であるから、建物が崩壊したりしたときには、このアスベストが飛
散していくということが、例えば神戸、東北の地震のときにも明らかに
なっている。
だから、そこにいる人たちだけではなく、その後、救助隊、消防士、
警察隊、ボランティアの方たちが入ってくる訳であるから、どこにある
のか全く分からずに闇雲に入っていけば、アスベストの飛散のために病
気を発症するということは、資料にも記載されていると思う。
それでは、実際にアスベストについては、どのような対応がベストか
と考えると、やはり実際にどこにあるか、誰もが見て、緊急時でも分か
りやすい場所に置いてあるのか、それから、実際にどういう形で置いて
あるのかが掲示板等で示されていれば、緊急時の対応にも具体的に役に
立つ。
それから、いつからいつまで置いておくのかということが掲示される
ことが必要ではないか。実際に知らずに浴びると、何十年後か病気の発
症をするということで、静かなる時限爆弾と言われているいわれも、そ
の辺にあるのではないかと思っている。
それから、アスベストの現在と将来の問題点について述べると、一番
新しい資料の数字だと思うが、年に 1,500 人がアスベストの影響で亡く
なるとのことである。これは、今日浴びたから今日亡くなるという訳で
ばく
はなく、何十年も前に被曝した人たちが影響を受けて亡くなっていく。
資料によると、平成 70 年ぐらいまで続くと書いてあったかと思うが、
それぐらいアスベストの被害は続く訳である。
現在、アスベストは、使わない、売らない、買わないということが言
われているが、実際に建物にある以上は、いつ飛び出ていくのか、扱い
がまだ十分とは言えない状態である。だから、最低でも、アスベストの
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ある場所については、行政としては明確にしてもらうことが必要ではな
いかと思っている。
それから、アスベストのある場所を特定して名前を公表したら、そこ
の施設の管理者、学校に風評被害を及ぼす心配があるので、学校名を公
表しないという考えのようだが、アスベストというのは、管理責任者に
問題があったからアスベストをそこで使った訳ではなく、当時は知られ
ていなかった物質だから、アスベストを使ったことは、別に設置責任者
に責任はない。だが、そこにあることを隠したりして、その周辺に被害
を及ぼすときに、その管理責任者の責任ということで問題になるという
ことである。
その辺を明確にしていれば、別に学校にあったからといって、明確に
したとしても、何ら問われる問題ではない。あることを現在までクロー
ズしていることが、学校に責任があると言われるおそれがあると考えて
いるので、公表しないことの方が逆に学校に不利益になるし、今後の問
題の火種になると考えている。
そういう意味では、安全を優先するという現在の社会においては、ま
ず、事実を公表することが先決ではないか。完全に封じ込めることがで
きるとは言われていない、病気になったら大変だということは言われて
いるが、まず情報が知られていなかったら、それらに対する精神的な配
慮もできないということで、やはり今の隠されている現状はよくないと
思っている。
今後の被災等がいつあるか分からないということでは、建物が崩壊す
れば、必ずある訳ではないが、そこから飛散することを考えたら、今後
の緊急対応の共通情報として、そういうものは皆さんに知らせることが
必要不可欠だと思っているので、今回の黒塗りの学校名については、最
低明らかにしてもらいたい。
３

実施機関の主張要旨
実施機関の主張は、次の理由により本件行政文書を一部開示としたという
ものである。
(1) 本件行政文書について
平成 26 年 7 月 14 日付け 26 文科施第 197 号による文部科学省大臣官房
文教施設企画部長からの依頼（以下「文部科学省調査依頼」という。）を
受けて、愛知県県民生活部学事振興課私学振興室（以下「私学振興室」と
いう。）は、同年 8 月 21 日付け 26 学振第 776 号「学校施設等における石
綿含有保温材等の使用状況調査（特定調査）について」（以下「本件調
査」という。）により、愛知県内の私立学校に照会した。
本件行政文書は、本件調査に基づく回答として、石綿含有煙突用断熱材
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を使用している煙突で劣化のあるものを保有している各私立学校から私学
振興室に提出された「学校施設等における石綿含有保温材等の使用状況調
査票（調査票 4）」である。
当該調査票には、石綿含有煙突用断熱材を使用している煙突で劣化のあ
るものを保有しているとして回答のあった私立学校の法人番号・学校名、
担当者名、電話番号、E-mail、学校所在市区町村名等及び機関名並びに煙
突の本数、建築年、建築区分、長さ、太さ、使用状況、石綿含有状況、措
置状況、劣化の有無等が記載されており、このうち開示しないこととした
部分は、法人番号・学校名、担当者名、電話番号、E-mail、学校所在市区
町村名等及び機関名である。
(2) 条例第 7 条第 2 号該当性について
本件行政文書のうち、今回不開示とした担当者名及び E-mail（以下
「担当者名等」という。）は、個人に関する情報であって、特定の個人を
識別することができるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人
を識別することができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別
することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害す
るおそれがあるものであるため、条例第 7 条第 2 号本文に該当する。
担当者名等は、慣行として公にされ、又は公にすることが予定されてい
る情報とは認められないため、本号ただし書イに該当しない。
また、担当者名等における個人は公務員ではないため、担当者名等は、
本号ただし書ハにも該当しない。
さらに、担当者名等は、人の生命等を保護するため公にすることが必要
であると認められる情報ではないため、本号ただし書ロには該当せず、予
算の執行を伴うものではないため、同号ただし書ニにも該当しない。
以上のことから、担当者名等は、条例第 7 条第 2 号に該当する。
(3) 条例第 7 条第 3 号イ該当性について
本件行政文書のうち、今回不開示とした法人番号・学校名、電話番号、
学校所在市区町村名等及び機関名（以下「学校名等」という。）並びに担
当者名等は、石綿含有煙突用断熱材を使用している煙突で劣化のあるもの
を保有しているとして回答のあった私立学校の特定につながるおそれのあ
る情報であることから、当該部分を公にすることで、当該学校に当該煙突
があることが明らかとなり、当該煙突の実際の状態いかんにかかわらず、
本件調査に対し回答のあった内容のみをもって問題のある学校であると推
測されるおそれがあり、その結果、当該学校の社会的評価の低下を招き、
当該学校の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある。
よって、学校名等及び担当者名等は、条例第 7 条第 3 号イに該当する。
４

審査会の判断
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(1) 判断に当たっての基本的考え方
条例は、第 1 条に規定されているとおり、行政文書の開示を請求する権
利を保障し、実施機関の管理する情報の一層の公開を図り、もって県の有
するその諸活動を県民に説明する責務が全うされ、公正で民主的な県政の
推進に資することを目的として制定されたものであり、原則開示の理念の
もとに解釈・運用されなければならない。
当審査会は、行政文書の開示を請求する権利が不当に侵害されることの
ないよう、原則開示の理念に立って、条例を解釈し、以下判断するもので
ある。
(2) 本件行政文書について
本件行政文書は、文部科学省調査依頼を受けて私学振興室が私立学校に
照会した本件調査に対し、石綿含有煙突用断熱材を使用している煙突の状
況について特定の私立学校が回答した調査票である。
実施機関から当審査会に提出のあった、文部科学省が作成した本件調査
に係る実施要領によると、調査票には、煙突用断熱材を使用している各煙
突の状況を記入することとされている。
このうち、石綿含有状況の欄には、石綿含有煙突用断熱材の有無のほか、
石綿含有率が分かる場合はその含有率を記入することとされている。なお、
当審査会において実施機関に確認したところ、石綿含有煙突用断熱材が使
用されていても石綿含有率が不明の場合は零を記入し、形式上「0.00%」
と表示されるとのことである。
また、劣化の有無の欄で「有」を選択される煙突は、封じ込め状態又は
囲い込み状態ではなく、煙突用断熱材の損傷、劣化等があるため石綿の粉
じんの飛散による、ばく露のおそれがあるものとされている。本件行政文
書は、当該煙突を保有しているとして回答のあった調査票であると認めら
れる。
実施機関は、別表の 2 欄に掲げる部分のうち、担当者名等を条例第 7 条
第 2 号及び第 3 号イに、学校名等を同条第 3 号イに該当するとして不開示
としている。
(3) 条例第 7 条第 3 号該当性について
ア 条例第 7 条第 3 号イは、自由経済社会においては、法人等又は事業を
営む個人の健全で適正な事業活動の自由を保障する必要があることから、
事業活動に係る情報で、公にすることにより、当該法人等又は個人の権
利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものが記録さ
れている行政文書は、不開示とすることを定めたものである。
そして、当該法人等又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益
を害するおそれがあるものとは、事業者の生産・技術・販売上のノウハ
ウ、経理、人事等の内容で、公にすることにより、事業者の事業活動が
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損なわれると認められる情報のほか、事業者の名誉侵害、社会的評価の
低下となる情報等を含むものとされている。
なお、同号ただし書は、同号イ又はロに該当する情報であっても、法
人等又は個人の事業活動によって生ずる危害又は支障から人の生命、健
康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認めら
れる情報が記録されている行政文書については、開示することとしたも
のである。
この考え方に基づき、担当者名等及び学校名等が同号に該当するか否
かを、以下検討する。
イ 条例第 7 条第 3 号イ該当性について
当審査会において実施機関に確認したところ、本件行政文書において
石綿含有煙突用断熱材を使用しているとして回答のあった煙突は、調査
機関の分析の結果、石綿を含有していないことが判明したものもあると
のことである。
なお、文部科学省が作成した本件調査に係る実施要領によれば、各機
関の状況を公表することを目的としたものではない旨が記載されており、
また、本件行政文書である調査票の様式によると、記入上の留意事項と
して、状況を完全に把握していない場合でも、把握している範囲で回答
することを求めている。
こうしたことから、各私立学校において、調査票に記入した情報が学
校を特定される形で公にされることを想定して回答しているとはいえず、
また、本件行政文書に記載された情報は、必ずしも石綿含有煙突用断熱
材の状況を正確に反映していない不確定なものであると解される。
そして、担当者名等及び学校名等は、私立学校の特定につながる情報
であって、仮にこれらを公にした場合、本件行政文書の記載内容をもっ
て、その私立学校が保有する煙突の実態と解され、それに基づき風評被
害が生ずるおそれは否定できないことから、当該学校の社会的評価の低
下を招き、当該学校の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するお
それがあると認められる。
よって、担当者名等及び学校名等は、条例第 7 条第 3 号イに該当する。
ウ 条例第 7 条第 3 号ただし書該当性について
条例第 7 条第 3 号ただし書の「公にすることが必要であると認められ
る」とは、不開示とすることにより保護される利益と開示することによ
り保護される人の生命、健康、生活又は財産を比較衡量し、後者が優越
する場合をいい、事業者の事業活動によって生ずる人の生命、健康、生
活又は財産に対する危害又は支障が現実に発生している場合のほか、そ
の発生の蓋然性が高い場合において、当該事業活動に関する情報の開示
が、その危害若しくは支障を排除し、拡大を防止し、又は発生を予防す
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るために必要な場合がこれに相当する。
本件行政文書に記載された情報は、必ずしも正確な状況とはいえない
不確定な情報であると解され、また、当審査会において実施機関に確認
したところ、本件行政文書に記載された煙突については、石綿を含有し
ていないことが判明したものがあるほか、既に飛散防止のための措置が
講じられているとのことでもあり、人の生命、健康等への危害又は支障
の発生の蓋然性が高いとまでは認められない。
したがって、担当者名等及び学校名等を公にすることが人の生命、健
康、生活若しくは財産に対する危害若しくは支障を排除し、拡大を防止
し、又は発生を予防することに直ちにつながるものでもないことから、
担当者名等及び学校名等を公にすることにより保護される人の生命、健
康等の利益と、これらを公にしないことによる私立学校の利益とを比較
衡量した場合に、前者の利益が上回るとまではいえない。
よって、担当者名等及び学校名等は、同号ただし書に該当しない。
エ 以上のことから、担当者名等及び学校名等は、条例第 7 条第 3 号に該
当する。
(4) 条例第 7 条第 2 号該当性について
担当者名等は、前記(3)で述べたとおり、条例第 7 条第 3 号に該当する
ことから、実施機関の主張する同条第 2 号該当性について論ずるまでもな
く、不開示情報に該当する。
(5) 異議申立人のその他の主張について
異議申立人は、その他種々主張しているが、別表の 2 欄に掲げる部分の
不開示情報該当性については、前記(3)において述べたとおりであるから、
異議申立人のその他の主張は、当審査会の判断に影響を及ぼすものではな
い。
(6) まとめ
以上により、「1 審査会の結論」のとおり判断する。
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別表
1

2

行政文書

平成 26 年 8 月 21 日付け 26 学振第 776 号「学
校施設等における石綿含有保温材等の使用状
況調査（特定調査）について（照会）」に基づ
き提出された「学校施設等における石綿含有
保温材等の使用状況調査票（調査票 4）」
文書 1
特定の私立学校 A から提出されたもの
文書 2
特定の私立学校 B から提出されたもの
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実施機関が開示しないこ
ととした部分

・法人番号・学校名
・担当者名
・電話番号
・E-mail
・学校所在市区町村名等
・機関名

（審査会の処理経過）
年

月

日

内

容

27.12.16

諮問

28.

1.28

実施機関から不開示理由説明書を受理

28.

2.

異議申立人に実施機関からの不開示理由説明書を送付

2

28. 8. 3
(第 495 回審査会)

実施機関職員から不開示理由等を聴取

28.10.13
(第 501 回 審 査 会 )

異議申立人の意見陳述

28.11.30
(第 505 回 審 査 会 )

審議

28.12.16
(第 507 回 審 査 会 )

審議

29. 1.12
(第 509 回 審 査 会 )

審議

29.

3.23

答申
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