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諮問庁：防衛大臣 

諮問日：平成２９年７月２５日（平成２９年（行情）諮問第３１６号） 

答申日：平成２９年１２月１８日（平成２９年度（行情）答申第３９３号） 

事件名：「国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会」に関する文書

の一部開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

別表に掲げる８０文書（以下，併せて「本件対象文書」という。）につ

き，その一部を不開示とした決定は，妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく開示請求に対し，平成２９年４月２７日付け防官文第６

９０７号により，防衛大臣（以下「処分庁」又は「諮問庁」という。）が

行った一部開示決定（以下「原処分」という。）について，その取消しを

求める。 

２ 審査請求の理由 

審査請求人の主張する審査請求の理由は，審査請求書の記載によると，

おおむね以下のとおりである（意見書１及び２の記載は省略）。 

（１）本件対象文書につき，本件開示決定通知書で特定されたＰＤＦファイ

ル形式以外の電磁的記録形式が存在すれば，それについても特定を求め

る。 

（２）本件対象文書の履歴情報が特定されていなければ，改めてその特定を

求める。 

（３）特定されたＰＤＦファイルが本件対象文書の全ての内容を複写したも

のであるかの確認を求める。 

（４）本件対象文書に「本件対象文書の内容と関わりのない情報」（平成２

４年４月４日付け防官文第４６３９号）として開示されなかった情報が

存在するなら，改めてその特定と開示・不開示の判断を求める。 

（５）原処分で一部不開示とされた部分につき，当該部分に記録された内容

を精査し，支障が生じない部分については開示すべきである。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 経緯 

   本件開示請求は，「「国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員

会」がその業務のために行政文書ファイル等に綴った文書の全て。＊電磁
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的記録が存在する場合，その履歴情報も含む。」の開示を求めるものであ

り，処分庁は，法１１条の規定を適用して平成２９年４月２８日まで開示

決定等の期限を延長し，まず，「国防を担う優秀な人材を確保するための

検討委員会（第１回） 平成２５年３月２８日（木） １３３０～１４１

０ 佐藤政務官室」外１３文書（付紙第１（本答申では省略））を特定し，

法９条１項の規定に基づき，平成２８年１２月２６日付け防官文第２１４

８３号により開示決定を行い，次に別表（付紙第２）に掲げる８０文書

（本件対象文書）を特定し，同項の規定に基づき，平成２９年４月２７日

付け防官文第６９０７号により，法５条１号及び５号に該当する部分を不

開示とする一部開示決定（原処分）を行った。 

   本件審査請求は，原処分に対してされたものである。 

 ２ 法５条該当性について 

原処分においては，本件対象文書の一部について，「個人に関する情報

であり，特定の個人を識別することができることから法５条１号に該当す

る」又は「審議・検討に関する内容が記載されており，これを公にするこ

とにより，外部からの圧力や干渉等の影響を受け，率直な意見の交換が不

当に損なわれるおそれがあることから，同条５号に該当する」ことを理由

に不開示とした（不開示とした具体的な部分については，本答申では省略

する。）。 

３ 審査請求人の主張について 

（１）審査請求人は，「他にも文書が存在するものと思われる。」と主張し，

本件開示決定通知書で特定されたＰＤＦファイル形式以外の電磁的記録

形式が存在すれば，それについても特定するよう求めるが，本件対象文

書の電磁的記録はＰＤＦファイル形式とは異なるいわゆる文書作成ソフ

ト及びプレゼンテーションソフトであり，ＰＤＦファイル形式以外の電

磁的記録を特定している。 

なお，審査請求人は，処分庁が原処分における行政文書開示決定通知

書においてＰＤＦファイル形式の電磁的記録を特定したかのように述べ

るが，法その他の関係法令において，特定した電磁的記録の記録形式ま

で明示しなければならないことを義務付けるような趣旨の規定はないこ

とから，原処分においては「ＰＤＦファイル形式」と電磁的記録の記録

形式は明示していない。 

（２）審査請求人は，「本件開示決定通知からは不明である」として，本件

対象文書の履歴情報についても特定するよう求めるとともに，「平成２

４年４月４日付け防官文第４６３９号で示すような「本件対象文書の内

容と関わりのない情報」との処分庁の勝手な判断は，法に反する」とし

て，「本件対象文書の内容と関わりのない情報」についても特定し，開

示・不開示を判断するよう求めるが，本件対象文書の履歴情報やプロパ
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ティ情報等については，いずれも防衛省において業務上必要なものとし

て利用又は保存されている状態になく，法２条２項の行政文書に該当し

ないため，本件開示請求に対して特定し，開示・不開示の判断を行う必

要はない。 

（３）審査請求人は，「本件対象文書が当初のファイル形式を変換して複写

の交付が行われている場合，本件対象文書の内容が，交付された複写に

は欠落している可能性がある。」として，特定されたＰＤＦファイルが

本件対象文書の全ての内容を複写しているか確認するよう求めるが，本

件審査請求がされた時点においては，審査請求人は複写の交付を受けて

いない。 

（４）審査請求人は，「記録された内容を精査し，支障が生じない部分につ

いては開示すべきである。」として，不開示部分についてその取消しを

求めるが，本件対象文書の法５条該当性を十分に検討した結果，その一

部が上記２のとおり同条１号及び５号に該当することから当該部分を不

開示としたものであり，その他の部分については開示している。 

（５）以上のことから，審査請求人の主張はいずれも理由がなく，原処分を

維持することが妥当である。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

   ① 平成２９年７月２５日  諮問の受理 

   ② 同日          諮問庁から理由説明書を収受 

   ③ 同年８月２２日     審査請求人から意見書１及び２を収受 

   ④ 同月３１日       審議 

   ⑤ 同年１２月６日     委員の交代に伴う所要の手続の実施，本

件対象文書の見分及び審議 

   ⑥ 同月１４日       審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象文書について 

本件対象文書は，防衛省・自衛隊に優秀な人材を確保するための必要な

施策について防衛省内で検討を行った「国防を担う優秀な人材を確保する

ための検討委員会」（以下「検討委員会」という。）に関する文書であり，

処分庁は，その一部を法５条１号及び５号に該当するとして不開示とする

原処分を行った。 

これに対し，審査請求人は不開示部分の開示等を求めており，諮問庁は

原処分を維持することが妥当としていることから，以下，本件対象文書の

見分結果を踏まえ，不開示部分の不開示情報該当性について検討する。 

２ 不開示情報該当性について 

（１）法５条１号該当性について 
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   不開示部分のうち，自衛隊員の写真の顔部分は，法５条１号本文前段

に規定する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

きるものであると認められる。 

   次に，当該部分の法５条１号ただし書該当性を検討するに当たり，自

衛隊員の写真の顔部分を公にする慣行の有無，範囲等について，当審査

会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ，防衛省においては，自

衛隊員のうち将官（将補以上の階級の者を指す。）等の顔写真について

は公にする慣行があるとの説明であった。そして，当該部分における自

衛隊員は，かかる慣行のない将官等以外の自衛隊員であるとのことであ

り，当該部分の記載内容からしてその説明は首肯できるので，当該部分

は，同号ただし書イに該当せず，また，同号ただし書ロ及びハに該当す

ると認めるべき事情も存しない。 

   さらに，当該部分は，個人識別部分に該当すると認められることから，

法６条２項による部分開示の余地はなく，法５条１号に該当し，不開示

とすることが妥当である。 

（２）法５条５号該当性について 

   不開示部分のうち，上記（１）以外の部分には，防衛省・自衛隊にお

ける優秀な人材確保のための施策に関し，原処分の時点で検討中の内容

に係る情報が記載されており，これを公にすることにより，当該検討中

の内容について外部からの圧力や干渉等の影響を受けるなどして，今後

の検討委員会における率直な意見の交換が不当に損なわれるおそれがあ

ると認められるので，当該部分は，法５条５号に該当し，不開示とする

ことが妥当である。 

３ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人のその他の主張は，いずれも理由がなく，原処分の妥当性に

係る当審査会の判断を左右するものではない。 

４ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象文書につき，その一部を法５条１号及び５号

に該当するとして不開示とした決定については，不開示とされた部分は，

同条１号及び５号に該当すると認められるので，妥当であると判断した。 

（第４部会） 

  委員 山名 学，委員 常岡孝好，委員 中曽根玲子  
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別表（本件対象文書） 

 

文書１ 
配席図 国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会（第

１回） 

文書２ 国防を担う優秀な人材を確保するための検討体制【資料１】 

文書３ 優秀な人材を自衛隊に確保するための検討事項【資料２】 

文書４ 検討委員会のスケジュール（案）【資料３】 

文書５ 政務官の部隊視察で挙がった要望等【参考】 

文書６ 
第１回 国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会 議

事概要 

文書７ 

第２回 国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会 配

席図 平成２５年６月１９日（水） １６：００～１６：４０ 

第１省議室 

文書８ 
検討項目（案）総括表 ２５．６．１９ 募集ＷＧ，再就職支援

ＷＧ及び予備自ＷＧ 

文書９ 
第２回 国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会 議

事概要 

文書１０ 

第３回 国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会 配

席図 平成２５年８月７日（水） １７：２０～１８：００ 第

１省議室 

文書１１ 
第３回 国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会資料  

 平成２５年８月７日 

文書１２ 
第３回 国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会 議

事概要 

文書１３ 

第４回 国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会 配

席図 平成２５年９月３０日（月） １０：３０～１１：００ 

第１省議室 

文書１４ 
国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会（第４回）平

成２５年９月３０日 

文書１５ 
第４回 国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会 議

事概要 

文書１６ 

第５回 国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会 配

席図 平成２５年１１月２１日（木） １６：２０～１７：００  

 第１省議室  

文書１７ 
国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会（第５回）平

成２５年１１月２１日 

文書１８ 参考資料 
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文書１９ 人事制度改革の検討の方向性 平成２５年１１月２１日 

文書２０ 
第５回 国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会 議

事概要 

文書２１ 

第６回 国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会 配

席図 平成２６年４月１５日（火） １１：００～１４：００ 

第１省議室 

文書２２ 
国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会（第６回）平

成２６年４月１５日 

文書２３ 
第６回 国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会 議

事概要 

文書２４ 

第７回 国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会 配

席図（案）平成２６年７月２２日（火） １６：００～１６：４

０ 第１省議室 

文書２５ 
国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会（第７回）平

成２６年７月２２日 

文書２６ 参考資料（各検討項目の施策の概要等） 

文書２７ 
第７回 国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会 議

事概要 

文書２８ 

第８回 国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会 配

席図 平成２６年９月２日（火） １６：００～１６：４０ 第

１省議室 

文書２９ 
国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会（第８回）平

成２６年９月２日 

文書３０ 参考資料（各検討項目の施策の概要等） 

文書３１ 
第８回 国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会 議

事概要 

文書３２ 

第９回 国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会 配

席図 平成２７年４月１７日（金） １６：３０～１７：００ 

第１省議室 

文書３３ 
国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会（第９回）平

成２７年４月１７日 

文書３４ 参考資料（各検討項目の施策の概要等） 

文書３５ 
第９回 国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会 議

事概要 

文書３６ 

第１０回 国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会 

配席図 平成２７年７月１５日（水） １４：４０～１５：２０  

 第１省議室 
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文書３７ 
国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会（第１０回）

平成２７年７月１５日 

文書３８ 
第１０回 国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会 

議事概要 

文書３９ 

配席図 国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会（第

１１回）平成２８年２月８日（月） １５：００～１６：００ 

（熊田政務官室） 

文書４０ 
国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会（第１１回）

平成２８年２月８日 

文書４１ 
第１１回 国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会 

議事概要 

文書４２ 

第１２回 国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会 

配席図 平成２８年５月２７日（金） １６：００～１７：００ 

 第１省議室 

文書４３ 
国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会（第１２回）

平成２８年５月２７日 

文書４４ 参考資料 

文書４５ 
第１２回 国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会 

議事概要 

文書４６ 

第１３回 国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会 

配席図 平成２８年８月１日（月） １５：４５～１６：３０ 

第１省議室 

文書４７ 
国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会（第１３回）

平成２８年８月１日 

文書４８ 
第１３回 国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会 

議事概要 

文書４９ 
起案用紙 国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会に

ついて 

文書５０ 
（案）国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会設置要

綱について（通達） 

文書５１ 

防衛大臣の決裁，防衛副大臣の代決，防衛事務次官の専決及び代

決並びに防衛省内部部局における専決及び代決に関する訓令（昭

和３５年防衛庁訓令第５号）（抄） 

文書５２ 
国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会設置要綱につ

いて（通達） 

文書５３ 
起案用紙 国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会委

員長の指名について 
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文書５４ 
（案）国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会委員長

の指名について（通知） 

文書５５ 
国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会設置要綱につ

いて（通達） 

文書５６ 
国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会委員長の指名

について（通知） 

文書５７ 
起案用紙 国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会委

員長の指名について 

文書５８ 
（案）国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会委員長

の指名について（通知） 

文書５９ 
国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会設置要綱につ

いて（通達） 

文書６０ 
国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会委員長の指名

について（通知） 

文書６１ 
起案用紙 第８回国防を担う優秀な人材を確保するための検討委

員会の委員の指名について 

文書６２ 
（案）第８回国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会

の委員の指名について（通知） 

文書６３ 
国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会設置要綱につ

いて（通達） 

文書６４ 
第８回国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会の委員

の指名について（通知） 

文書６５ 
起案用紙 国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会設

置要綱についての一部改正について 

文書６６ 
（案）国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会設置要

綱についての一部改正について（通達） 

文書６７ 
概要 国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会設置要

綱についての一部改正について 

文書６８ 
国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会設置要綱につ

いて（通達）新旧対照表 

文書６９ 

防衛大臣の決裁，防衛副大臣の代決，防衛事務次官の専決及び代

決並びに防衛省内部部局における専決及び代決に関する訓令（昭

和３５年防衛庁訓令第５号） 

文書７０ 
国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会設置要綱につ

いての一部改正について（通達） 

文書７１ 
起案用紙 国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会委

員長の指名について 
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文書７２ 
（案）国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会委員長

の指名について（通知） 

文書７３ 
国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会設置要綱につ

いて（通達） 

文書７４ 
国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会委員長の指名

について（通知） 

文書７５ 
起案用紙 国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会委

員長の指名について 

文書７６ 
（案）国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会委員長

の指名について（通知） 

文書７７ 
国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会委員長の指名

について（通知） 

文書７８ 
国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会設置要綱につ

いて（通達） 

文書７９ 

防衛大臣の決裁，防衛副大臣の代決，防衛事務次官の専決及び代

決並びに防衛省本省の内部部局における専決及び代決並びに防衛

装備庁長官の専決に関する訓令（昭和３５年防衛庁訓令第５号）

（抄） 

文書８０ 
国防を担う優秀な人材を確保するための検討委員会委員長の指名

について（通知） 

 


