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情報公開・個人情報保護審査会第５部会 

開催記録 

 

１ 日  時 平成２８年８月２９日（月）１３：３０～１７：３０ 

２ 場  所 情報公開・個人情報保護審査会第１会議室 

３ 出席委員 南野聡部会長，椿愼美委員，山田洋委員 

４ 議事の項目等 

（１）事件名：平成２８年（行情）諮問第４７７号「損害賠償請求事件の裁

判書類一式（判決がされたもので直近のもの）の一部開示決

定に関する件」 

   諮問庁：文部科学大臣 

   調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

 

（２）事件名：平成２８年（独情）諮問第５８号「特定団地の特定工事にお

ける屋外給水配管図等の一部開示決定に関する件」 

   諮問庁：独立行政法人都市再生機構 

   調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

 

（３）事件名：平成２８年（独情）諮問第５９号「科学研究費助成事業に係

る特定研究に関するプロジェクト予算差引簿に記載の特定納

品物の不開示決定に関する件」 

   諮問庁：国立大学法人筑波大学 

   調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

 

（４）事件名：平成２８年（独個）諮問第１２号「本人に係る訴訟に関する

弁護士等に対する相談等の記録（特定期間）の不開示決定に

関する件」 

   諮問庁：独立行政法人海技教育機構 

   調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

 

（５）事件名：平成２８年（行個）諮問第７８号「平成１７年１月より全て

のカーブミラーの所有者から占用料を徴収しているかのよう

に装い，本人に支払いの請求をして占用料を騙し取ろうとし

たことが分かる文書の不開示決定（不存在）に関する件」 

   諮問庁：国土交通大臣 

   調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 
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（６）事件名：平成２８年（行情）諮問第１１号「「預託法の執行フロー」等

の一部開示決定に関する件」 

   諮問庁：消費者庁長官 

   調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

 

（７）事件名：平成２６年（行情）諮問第２１１号「新国立競技場工事費概

算の一部開示決定に関する件」 

   諮問庁：文部科学大臣 

   調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

 

（８）事件名：平成２８年（行情）諮問第３７６号「公教育における交ぜ書

き表記の改善を求める要望書の一部開示決定に関する件」 

   諮問庁：文化庁長官 

   調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

 

（９）事件名：平成２８年（独個）諮問第８号「本人が行った公益通報に関

する記録の一部開示決定に関する件（保有個人情報の特定）」 

   諮問庁：国立研究開発法人理化学研究所 

   調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

 

（10）事件名：平成２８年（独個）諮問第７号「本人がアカデミックハラス

メントの申立てをしたことに対して問題なしと結論付けた根

拠等が分かる文書の一部開示決定に関する件」 

   諮問庁：国立大学法人九州大学 

   調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

 

（11）事件名：平成２８年（行情）諮問第３９２号「特定の建築計画に係る

特定建築審査会の不服申立て事件について平成２７年以降に

関係機関とやり取りした内容が分かる文書の不開示決定（不

存在）に関する件」 

   諮問庁：国土交通大臣 

   調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

 

（12）事件名：平成２８年（独情）諮問第１２号「平成２５年度第１回研究

活動調査委員会（医系）議事要旨等の一部開示決定に関する

件」 

   諮問庁：国立大学法人岡山大学 

   調査審議の内容：上記諮問事件につき調査審議 
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（13）事件名：平成２８年（行情）諮問第３３７号「特定市所在物件に係る

鑑定評価書の一部開示決定に関する件」 

   諮問庁：国土交通大臣 

   調査審議の内容：上記諮問事件につき調査審議 

 

（14）事件名：平成２８年（行情）諮問第３３８号「特定の不動産鑑定評価

書の一部開示決定に関する件」 

   諮問庁：国土交通大臣 

   調査審議の内容：上記諮問事件につき調査審議 

 

（15）事件名：平成２８年（行情）諮問第３３９号「特定日開催の土地鑑定

委員会鑑定評価小委員会に特定地方整備局が提出した不動産

鑑定書の不開示決定（不存在）に関する件」 

   諮問庁：国土交通大臣 

   調査審議の内容：上記新規諮問事件につき調査審議 

 

（16）事件名：平成２８年（独個）諮問第９号「本人の民事法律扶助制度利

用に係る受任弁護士からの終結報告書の一部開示決定に関す

る件」 

   諮問庁：日本司法支援センター 

   調査審議の内容：上記諮問事件につき調査審議 

 

（17）事件名：平成２７年（独情）諮問第６０号「特定法人との交渉経緯に

関する文書の不開示決定に関する件」 

   諮問庁：独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

   調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

 

（18）事件名：平成２７年（行情）諮問第４３号「特殊車両通行許可申請書

類等の一部開示決定に関する件」 

   諮問庁：国土交通大臣 

   調査審議の内容：上記諮問事件につき調査審議 

 

（19）事件名：平成２８年（行情）諮問第２０２号「昭和２９年のビキニ水

爆実験に関する文書の一部開示決定に関する件」 

   諮問庁：海上保安庁長官 

   調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 
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（20）事件名：平成２８年（行情）諮問第１６５号「特定団体が特定自動車

道（特定区間）の「ルート内の公人土地問題」を内容証明等

で知らせた件に関する討議に係る文書の開示決定に関する件

（文書の特定）」 

   諮問庁：国土交通大臣 

   調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

 

（21）事件名：平成２８年（行情）諮問第１６７号「特定自動車道（特定区

間）に関してインターネットで公表されていない議事録等の

不開示決定（不存在）に関する件」 

   諮問庁：国土交通大臣 

   調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

 

（22）事件名：平成２８年（行情）諮問第１７７号「特定自動車道（特定区

間）ルート帯（案）の決定経緯が分かる文書の開示決定に関

する件（文書の特定）」 

   諮問庁：国土交通大臣 

   調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

 

（23）事件名：平成２８年（行情）諮問第１７８号「特定自動車道間の特定

地接続の有効性が記載された文書の開示決定に関する件（文

書の特定）」 

   諮問庁：国土交通大臣 

   調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

 

（24）事件名：平成２７年（行情）諮問第４８６号「発達障害者支援法上の

発達障害児に対する個別の教育計画を作成している都道府県

教育委員会・特別支援学校が分かる文書等の不開示決定に関

する件」 

   諮問庁：文部科学大臣 

   調査審議の内容：上記新規諮問事件につき調査審議 

 

（25）事件名：平成２８年（行情）諮問第８９号「「Ｆ８１ 学習障害」と記

述した根拠が分かる文書の不開示決定に関する件」 

   諮問庁：文部科学大臣 

   調査審議の内容：上記新規諮問事件につき調査審議 
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（26）事件名：平成２８年（行情）諮問第９２号「ＩＣＤ－１０において

「学習障害」という用語を使用している医療機関が記載され

ている文書の不開示決定（不存在）に関する件」 

   諮問庁：文部科学大臣 

   調査審議の内容：上記新規諮問事件につき調査審議 

 

（27）事件名：平成２８年（行情）諮問第９４号「課長が情報公開請求者に

夜の０時にＦＡＸを送ることを認めたことが分かる文書の不

開示決定（不存在）に関する件」 

   諮問庁：文部科学大臣 

   調査審議の内容：上記新規諮問事件につき調査審議 

 

（28）事件名：平成２８年（行情）諮問第１０７号「開示請求者との面談を

しない理由が分かる文書の不開示決定（不存在）に関する

件」 

   諮問庁：文部科学大臣 

   調査審議の内容：上記新規諮問事件につき調査審議 

 

（29）事件名：平成２８年（行情）諮問第１１４号「平成２６年度「行政文

書開示請求書の補正について（依頼）」に係る決裁文書の不開

示決定（不存在）に関する件」 

   諮問庁：文部科学大臣 

   調査審議の内容：上記新規諮問事件につき調査審議 

 

（30）事件名：平成２８年（行情）諮問第１１５号「行政文書ファイル管理

簿を提示しないことを課長が決裁したことが分かる文書の不

開示決定（不存在）に関する件」 

   諮問庁：文部科学大臣 

   調査審議の内容：上記新規諮問事件につき調査審議 

 

（31）事件名：平成２８年（行情）諮問第１１６号「行政文書の定義（ＩＣ

Ｄ－１０におけるＬＤの診断基準が記載されている部分）の

不開示決定（不存在）に関する件」 

   諮問庁：文部科学大臣 

   調査審議の内容：上記新規諮問事件につき調査審議 

 

（32）事件名：平成２８年（行情）諮問第１１７号「個別の教育支援計画等

の内容を理解していない教育委員会に対する指導等が記載さ
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れている文書の不開示決定（不存在）に関する件」 

   諮問庁：文部科学大臣 

   調査審議の内容：上記新規諮問事件につき調査審議 

 

（33）事件名：平成２８年（行情）諮問第１１８号「平成２７年度開示請求

人との面談記録の不開示決定（不存在）に関する件」 

   諮問庁：文部科学大臣 

   調査審議の内容：上記新規諮問事件につき調査審議 

 

（34）事件名：平成２８年（行情）諮問第１１９号「発達障害者支援法上の

発達障害児の判定手続が記載されている文書の不開示決定

（不存在）に関する件」 

   諮問庁：文部科学大臣 

   調査審議の内容：上記新規諮問事件につき調査審議 

 

（35）事件名：平成２８年（行情）諮問第１２０号「「特定課職員の肖像権の

定義 それを根拠として開示請求人の面談記録作成を制限す

る発言をしたことを示す文書」の不開示決定（不存在）に関

する件」 

   諮問庁：文部科学大臣 

   調査審議の内容：上記新規諮問事件につき調査審議 

 

（36）事件名：平成２８年（行情）諮問第１２１号「Ｆ８１を「学習障害」

と説明した理由等を示す文書の不開示決定（不存在）に関す

る件」 

   諮問庁：文部科学大臣 

   調査審議の内容：上記新規諮問事件につき調査審議 

 

（37）事件名：平成２８年（行情）諮問第１２２号「「特定職員が作成した補

正依頼文書（課長が決裁したことがわかる文書）」の不開示決

定（不存在）に関する件」 

   諮問庁：文部科学大臣 

   調査審議の内容：上記新規諮問事件につき調査審議 

 

（38）事件名：平成２８年（行情）諮問第１２３号「特定職員が写真撮影を

拒否することができる根拠が分かる文書の不開示決定（不存

在）に関する件」 

   諮問庁：文部科学大臣 
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   調査審議の内容：上記新規諮問事件につき調査審議 

 

（39）事件名：平成２８年（行情）諮問第１２４号「特定職員が課長に報告

した開示請求人等の発言が分かる文書の不開示決定（不存

在）に関する件」 

   諮問庁：文部科学大臣 

   調査審議の内容：上記新規諮問事件につき調査審議 

 

（40）事件名：平成２８年（行情）諮問第１２５号「補正文書を夜の０時に

ＦＡＸすることを課長に報告した文書の不開示決定（不存

在）に関する件」 

   諮問庁：文部科学大臣 

   調査審議の内容：上記新規諮問事件につき調査審議 

 

（41）事件名：平成２８年（行情）諮問第１２６号「ＦＡＸの送付記録（平

成２６年度）の不開示決定（不存在）に関する件」 

   諮問庁：文部科学大臣 

   調査審議の内容：上記新規諮問事件につき調査審議 

 

（42）事件名：平成２８年（行情）諮問第１２７号「課長に特定の補正書の

内容を説明した文書の不開示決定（不存在）に関する件」 

   諮問庁：文部科学大臣 

   調査審議の内容：上記新規諮問事件につき調査審議 

 

（43）事件名：平成２８年（行情）諮問第９０号「特定の文書を管理してい

る都道府県教育委員会等が分かる文書の不開示決定に関する

件」 

   諮問庁：文部科学大臣 

   調査審議の内容：上記新規諮問事件につき調査審議 

 

（44）事件名：平成２８年（行情）諮問第９５号「「職員の行動予定（業務の

ために準備した文書を含む）（特定日における特定課職員

分）」の不開示決定に関する件」 

   諮問庁：文部科学大臣 

   調査審議の内容：上記新規諮問事件につき調査審議 

 

（45）事件名：平成２８年（行情）諮問第９６号「平成２６年度「行政文書

開示請求書の補正について（依頼）」に使用している用語につ
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いて上司等に説明した文書の不開示決定に関する件」 

   諮問庁：文部科学大臣 

   調査審議の内容：上記新規諮問事件につき調査審議 

 

（46）事件名：平成２８年（行情）諮問第９７号「開示請求者に文書特定に

関して電話したことが記録されている文書（特定課分）の不

開示決定に関する件」 

   諮問庁：文部科学大臣 

   調査審議の内容：上記新規諮問事件につき調査審議 

 

（47）事件名：平成２８年（行情）諮問第９８号「発達障害者等の定義に関

する開示請求者との面談記録（特定課分）の不開示決定に関

する件」 

   諮問庁：文部科学大臣 

   調査審議の内容：上記新規諮問事件につき調査審議 

 

（48）事件名：平成２８年（行情）諮問第９９号「平成２６年度厚生労働省

発達障害担当との会議で配布された文書等の不開示決定に関

する件」 

   諮問庁：文部科学大臣 

   調査審議の内容：上記新規諮問事件につき調査審議 

 

（49）事件名：平成２８年（行情）諮問第１００号「「開示請求に対する補正

をした場合で，開示請求人が非応答であったにもかかわらず，

開示請求に係る文書を特定して，開示決定等の処分をしたこ

とがわかる文書（直近年度のもの）（特定課に対する開示請

求）」の不開示決定に関する件」 

   諮問庁：文部科学大臣 

   調査審議の内容：上記新規諮問事件につき調査審議 

 

（50）事件名：平成２８年（行情）諮問第１０１号「特定職員が開示請求人

に送付した文書の不開示決定に関する件」 

   諮問庁：文部科学大臣 

   調査審議の内容：上記新規諮問事件につき調査審議 

 

（51）事件名：平成２８年（行情）諮問第１０２号「障害を有する児童生徒

に対する人権侵害の事例が記載されている文書（教員による

もの）（特定課分）の不開示決定に関する件」 
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   諮問庁：文部科学大臣 

   調査審議の内容：上記新規諮問事件につき調査審議 

 

（52）事件名：平成２８年（行情）諮問第１０３号「「Ｈ２６年度 行政文書

名が記載されている文書（特定課分）」の不開示決定に関する

件」 

   諮問庁：文部科学大臣 

   調査審議の内容：上記新規諮問事件につき調査審議 

 

（53）事件名：平成２８年（行情）諮問第１０４号「特定日付け補正文書の

内容を説明した文書（特定課分）の不開示決定に関する件」 

   諮問庁：文部科学大臣 

   調査審議の内容：上記新規諮問事件につき調査審議 

 

（54）事件名：平成２８年（行情）諮問第１０５号「平成２６年度に愛知県

教育委員会が入手した文書等（特定課分）の不開示決定に関

する件」 

   諮問庁：文部科学大臣 

   調査審議の内容：上記新規諮問事件につき調査審議 

 

（55）事件名：平成２８年（行情）諮問第９３号「補正依頼文書を組織的に

利用していることが分かる文書（平成２６年度特定課分）の

一部開示決定に関する件（文書の特定）」 

   諮問庁：文部科学大臣 

   調査審議の内容：上記新規諮問事件につき調査審議 

 

（56）事件名：平成２８年（行情）諮問第１０６号「「Ｈ２６年度 補正者

（組織共用したことがわかる文書を含む）（特定課分）」の一

部開示決定に関する件（文書の特定）」 

   諮問庁：文部科学大臣 

   調査審議の内容：上記新規諮問事件につき調査審議 

 

 

〈文責：総務省情報公開・個人情報保護審査会事務局〉 




