
 1 

諮問庁：防衛大臣 

諮問日：平成２９年１２月２５日（平成２９年（行情）諮問第５０１号） 

答申日：令和２年５月１４日（令和２年度（行情）答申第２５号） 

事件名：特定文書に記載の行政文書ファイルにつづられた文書の一部開示決定

に関する件（文書の特定） 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

「特定訴訟に特定号証として提出された陳述書の２頁下から４～５行目

に記された行政文書ファイル（①裁判関連資料②法務局調整資料③海幕調

整資料）（以下，併せて「特定３ファイル」という。）に綴じられている

文書一切。」（以下「本件請求文書」という。）の開示請求につき，別紙

の２に掲げる文書２ないし文書５５０（以下，併せて「本件対象文書」と

いう。）を特定し，一部開示した決定については，本件対象文書を特定し

たことは，妥当である。 

第２ 異議申立人の主張の要旨 

１ 異議申立ての趣旨 

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２６年１０月３１日付け防官文第

１６０７４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，原処分の取

消し及び文書の再特定を求める。 

２ 異議申立ての理由 

 （１）異議申立書 

特定年２の特定訴訟開始時に担当だった横監法務係長特定事務官は，

転勤時に３冊のファイルを後任に申し継いだ。当初はこれを開示請求し

たが，処分庁が「後任者によって編集されている」と言うので請求内容

を変更した。 

しかし，そもそもその３冊のファイルが行政文書ファイル管理簿に登

録されていないのがおかしいし，「互いに密接に関連し，同時に破棄さ

れるべき」文書がまとめられた行政文書ファイルが後に編集されるとい

うのもおかしい。 

また，特定年２特定月日の特定隊員に対する聞き取り調査に関する 

文書がつづられていないのもおかしい。 

 （２）意見書 

ア 「不服申立て事案の事務処理の迅速化について」（平成１７年８月
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３日情報公開に関する連絡会議申合せ）違反について 

同申合せによれば，諮問は不服申立てから原則として３０日以内，

遅くとも９０日以内に行うこととされているが，本件は不服申立て

から諮問まで数年を要している。しかも同申合せによれば，３０日

を超えることが許されるのは「改めて調査・検討等を行う必要が」

ある場合である。本件においては，３０日はおろか，９０日を数年

も超過しているからには，諮問庁・処分庁はさぞかし詳細な「調

査・検討等」を行ったのかと思いきや，「理由説明書」を読む限り，

ほぼ原処分における主張を繰り返しただけである。このように，同

申合せに定められた期限を漫然と超過するようなことは許されるべ

きでない。いずれにせよ，９０日を数年も超過するのは，常軌を逸

している。 

なお，別紙（省略）によれば，諮問庁・処分庁においては，本件以

外にも同申合せの期限を超過した文書が大量に存在するようである

が，平成２８年度に不服申立ての件数が前年度の４倍になったので，

平成２８年度以降は，不服申立てから諮問まで９０日をどれだけ超

過しても同申合せ違反になることはない，と言っているようにさえ

読める。さらには，平成２７年度以前の不服申立てについても，諮

問まで９０日をどれだけ超過しても同申合せ違反になることはない，

と言っているようにさえ読める。これだけでも諮問庁・処分庁の情

報公開請求に係る不服申立てに対する考え方に首をかしげざるを得

ないが，そもそも不服申立てが増加したのは，給油量取り違え隠蔽

事件，たちかぜアンケート事件・南スーダン日報事件等により，諮

問庁・処分庁の情報公開事務の適正性に疑問が生じたからであろう。

それを逆手にとって不服申立てから諮問までの遅延を正当化するの

は，「焼け太り」のようなものでありおかしい。 

審査会におかれては，かかる諮問庁・処分庁の考え方が妥当かどう

か検討し，要すれば諮問庁・処分庁を指導してもらえれば幸いであ

る。 

イ 近日中に「追加意見書」を提出する。 

諮問庁・処分庁は，不服申立て事案を前記申合せに違反し数年も抱

え込んだ挙げ句，一挙に諮問してきた。本来であれば，不服申立人

は３週間程度で意見書を提出しなければならないところであるが，

とても間に合わない。更にいえば，諮問庁・処分庁が数年も準備し

て諮問したのに対し，不服申立人は３週間程度で反論せよというの

は，不公平である。したがって，まず，本日必要最小限の内容を記

した意見書を提出した上で，近日中に追加意見書を提出することと

したい。 
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第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 経緯 

   本件開示請求は，本件請求文書の開示を求めるものであり，これに該当

する行政文書として別紙に掲げる行政文書を特定した。 

本件開示請求に対しては，法１１条に規定する開示決定等の期限の特例

を適用し，まず，平成２５年１２月２５日付け防官文第１７１６３号によ

り，別紙の１に掲げる文書１について一部開示決定処分（以下「先行開示

決定」という。）を行った後，平成２６年１０月３１日付け防官文第１６

０７４号により，残りの行政文書（本件対象文書）について，その一部が

法５条１号，２号，３号，５号及び６号の不開示情報に該当するとともに，

刑事訴訟法５３条の２の１項に該当し，法の適用除外となることから，当

該部分を不開示とする原処分を行った。本件異議申立ては，原処分に対し

て提起されたものである。 

 ２ 不開示とした部分及び理由について 

   原処分において，不開示とした部分及び法５条の該当性については，別

表（省略）のとおりである。 

 ３ 異議申立人の主張について 

異議申立人は，「特定隊員に対する聞き取り調査に関する文書がつづら

れていないのもおかしい。」と主張し，処分の取消し及び文書の再特定を

求めるが，原処分に当たって異議申立人に現在の管理状況を教示した上で

求める行政文書が含まれている行政文書ファイルにつづられた行政文書を

全て特定し原処分を行っていることから，異議申立人の主張には理由がな

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１２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 平成３０年１月１５日    審議 

   ④ 同年２月６日        異議申立人から意見書を収受 

   ⑤ 令和２年４月１７日     委員の交代に伴う所要の手続の実施

及び審議 

   ⑥ 同年５月１２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，別紙の２に掲げる５４９文書である。 

異議申立人は原処分の取消し及び文書の再特定を求める旨主張するが，

異議申立書の内容に鑑みれば，具体的には本件請求文書に該当する文書の

再特定を求めるものと解される（なお，異議申立人は，上記第２の２
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（２）イのとおり，当審査会に対し，近日中に追加意見書を提出する旨主

張するが，その後２年３か月以上経過した時点においても，当該追加意見

書の提出はなされていない。）。 

諮問庁は，本件請求文書に該当する文書として本件対象文書を特定し，

その一部を不開示とした原処分を妥当としていることから，以下，本件対

象文書の特定の妥当性について検討する。 

２ 本件対象文書の特定の妥当性について 

（１）本件対象文書の特定について，当審査会事務局職員をして諮問庁に確

認させたところ，諮問庁から次のとおり説明があった。 

   ア 本件開示請求文言中の特定訴訟については，特定年１に特定護衛艦

で発生した自殺事案に関する民事訴訟を指すものと解されることか

ら，本件開示請求文言中の特定号証とは，特定訴訟において国が提

出した陳述書（以下「特定陳述書」という。）を指すものと解した。 

   イ 特定陳述書の２頁目の下から４行目ないし６行目には，「特定事案

関連で具体的に申し継いだ書類は，特定３ファイルとして管理して

いた」との記述があり，当該申継ぎが行われた平成２０年当時には，

異議申立人が求める３冊のファイルは，それぞれ明確に区分けされ

て管理されていたと考えられる。 

しかしながら，その後，本件開示請求がなされた平成２５年１１月

までの間に，この特定３ファイルは，歴代担当者がファイルを編集

したり新たな文書を追加したりするなどして，１冊の行政文書ファ

イル（以下「現行ファイル」という。）として管理されるようにな

っており，現行ファイル中には異議申立人が求める特定３ファイル

につづられていた文書以外の文書も混在していると思われることか

ら，異議申立人にその旨教示したところ，異議申立人からは，特定

陳述書において特定３ファイルを後任に「熟読するよう申し継い

だ」との記述があることから，何とか区分けするなどして特定して

もらいたい旨の回答があった。 

当該回答を踏まえ，対応を検討したものの，特定３ファイルに元々

つづられていた文書とその他の文書との区分けは困難との見通しで

あったため，その旨異議申立人に教示したところ，現行ファイルに

つづられた全ての文書を特定することにて差し支えないとの回答を

得たことから，現行ファイルにつづられた文書のうち，先行開示決

定で特定された文書を除く全ての文書を本件対象文書として特定し

た。 

   ウ 異議申立人は，特定年２の特定隊員に対する聞き取り調査に関する

文書が現行ファイルにつづられていないことはおかしい旨主張する

が，平成２０年当時に区分けされて管理されていたと考えられる特
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定３ファイルは，その後，本件開示請求時点までの期間に，上記イ

のとおり，新たな文書を追加するなどして現行ファイルに編集した

形で管理されるようになっており，現行ファイルに異議申立人が主

張する当該文書はつづられていない。また，平成２０年当時に区分

けされて管理されていたと考えられる特定３ファイルのいずれかに，

異議申立人が主張する当該文書がつづられていたか否かは，本件開

示請求時点ではもはや確認し得なかった。 

（２）当審査会において，諮問書に添付された異議申立人への教示に係る資

料を確認したところ，その内容は上記（１）イの諮問庁の説明のとおり

であることが認められる。 

一方，特定陳述書には，特定３ファイルが平成２０年当時は横須賀地

方総監部（以下「横監」という。）総務課においてそれぞれ個別のファ

イルとして管理されていたことを示唆する記述が認められることから，

当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，平成２０年当時の横監総務

課における行政文書ファイル管理簿に特定３ファイルが登録されている

か否かを確認させたところ，諮問庁から，特定３ファイルの行政文書フ

ァイル管理簿への登録は確認できないとの説明があった。 

そこで，諮問庁から，平成２０年ないし本件開示請求のあった平成２

５年の各年度に係る横監総務課の行政文書ファイル管理簿及び移管・廃

棄簿の提示を受けて確認したところ，特定３ファイルの登録及び移管・

廃棄の記録は確認できなかった。また，諮問庁によれば，現行ファイル

については，平成２４年度に行政文書ファイル管理簿に登録されている

との説明があったため，当該管理簿の提示を受けて確認したところ，諮

問庁の当該説明のとおりであることが認められる。 

（３）以上を踏まえれば，特定３ファイルが横監総務課において平成２０年

以降も行政文書ファイル管理簿に登録されず，その後，特定３ファイル

につづられた文書の全部又は一部がその他の文書とともに現行ファイル

に改めてつづられて，平成２４年度に行政文書ファイル管理簿に登録さ

れたなどとする経緯に係る上記（１）イの諮問庁の説明は，適正な文書

管理の観点からはにわかに首肯し難いものの，処分庁の教示に対する異

議申立人の回答を踏まえ原処分で特定した現行ファイルに，異議申立人

が主張する文書はつづられていないなどとする上記（１）ウの諮問庁の

説明を覆すに足りる事情は認められないことから，防衛省において先行

開示決定で特定された文書及び本件対象文書の外に本件請求文書に該当

する文書を保有しているとは認められない。 

３ 異議申立人のその他の主張について 

異議申立人のその他の主張は，当審査会の上記判断を左右するものでは

ない。 
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４ 付言 

本件は，異議申立てから諮問までに約２年１１か月が経過しており，

「簡易迅速な手続」による処理とはいい難く，異議申立ての趣旨及び理由

に照らしても，諮問を行うまでに長期間を要するものとは考え難い。 

   諮問庁においては，今後，開示決定等に対する不服申立事件における処

理につき，迅速かつ的確な対応が強く望まれる。 

５ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件請求文書の開示請求につき，本件対象文書を特定

し，一部開示した決定については，防衛省において，先行開示決定で特定

された文書及び本件対象文書の外に開示請求の対象として特定すべき文書

を保有しているとは認められないので，本件対象文書を特定したことは，

妥当であると判断した。 

（第２部会） 

  委員 白井玲子，委員 佐藤郁美，委員 中川丈久 
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別紙 

 

１ 先行開示決定で特定された文書 

  文書１ 特定護衛艦の一般事故調査結果について（通知）（横監監察第１

６６号。１７．１．２７） 

 

２ 本件対象文書 

文書２ 答弁書 

文書３ 準備書面（１） 

文書４ 準備書面（２） 

文書５ 準備書面（３） 

文書６ 準備書面（４） 

文書７ 準備書面（５） 

文書８ 準備書面（６） 

文書９ 準備書面（７） 

文書１０ 準備書面（８） 

文書１１ 判決の言渡しについて（通知） 

文書１２ 答弁書 

文書１３ 準備書面 

文書１４ 準備書面２ 

文書１５ 準備書面３ 

文書１６ 準備書面４ 

文書１７ 準備書面５ 

文書１８ 証拠説明書（１） 

文書１９ 証拠説明書 

文書２０ 証拠説明書 

文書２１ 証拠説明書 

文書２２ 証拠説明書 

文書２３ 証拠説明書 

文書２４ 証拠説明書 

文書２５ 証拠説明書 

文書２６ 証拠説明書 

文書２７ 証拠説明書 

文書２８ 証拠説明書 

文書２９ 証拠説明書 

文書３０ 証拠説明書 

文書３１ 乙第１号証 海上自衛隊員の＊＊事案について 

文書３２ 乙第２号証 隊員の懲戒処分等について 
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文書３３ 乙第３号証 特定護衛艦の服務事故にかかわる事故調査結果に

ついて 

文書３４ 乙第４号証 海上自衛隊員の自殺事故に係るアフターケア等の

実施要領について（通知） 

文書３５ 乙第５号証 平成１５年度特定護衛艦訓育実施計画に関する特

定護衛艦一般命令 

文書３６ 乙第６号証 平成１６年度特定護衛艦訓訓育実施計画に関する

特定護衛艦一般命令 

文書３７ 乙第７号証 事故速報（海） 

文書３８ 乙第８号証 供述調書 

文書３９ 乙第９号証 答申書 

文書４０ 乙第１０号証 陳述書 

文書４１ 乙第１１号証 上陸（外出）簿（平成１６年９月，同年１０月 

    ） 

文書４２ 乙第１２号証 答申書 

文書４３ 乙第１３号証 答申書 

文書４４ 乙第１４号証 答申書 

文書４５ 乙第１５号証 答申書 

文書４６ 乙第１６号証 答申書 

文書４７ 乙第１７号証 上陸（外出）簿（平成１６年９月，同年１０月 

    ） 

文書４８ 乙第１８号証 答申書 

文書４９ 乙第１９号証 答申書 

文書５０ 乙第２０号証 答申書 

文書５１ 乙第２１号証 答申書 

文書５２ 乙第２２号証 特定護衛艦各区画について（報告） 

文書５３ 乙第２３号証 預金取引明細表 

文書５４ 乙第２４号証 調査結果報告書 

文書５５ 乙第２５号証 陳述書 

文書５６ 乙第２６号証 陳述書 

文書５７ 乙第２７号証 陳述書 

文書５８ 乙第２８号証 返還書 

文書５９ 乙第２９号証 陳述書 

文書６０ 乙第３０号証 手紙 

文書６１ 乙第３１号証 聴取書 

文書６２ 乙第３２号証 陳述書 

文書６３ 乙第３３号証 金銭の浪費に係る参考 

文書６４ 乙第３４号証 特定護衛艦に係る編成表 



 9 

文書６５ 乙第３５号証 特定護衛艦における編成の概要 

文書６６ 乙第３６号証の１ 特定護衛艦の外観写真（左舷上空からの全

景図） 

文書６７ 乙第３６号証の２ 特定護衛艦の外観写真（艦橋周辺部拡大図

） 

文書６８ 乙第３７号証 ＊＊等の状況 

文書６９ 証人調書 

文書７０ 証人調書 

文書７１ 更正調書 

文書７２ 更正調書 

文書７３ 証人調書 

文書７４ 更正調書 

文書７５ 証人調書 

文書７６ 証人調書 

文書７７ 更正調書 

文書７８ 丙第１号証 聴取書 

文書７９ 尋問事項 

文書８０ 意見書 

文書８１ 民事訴訟法２２３条３項による求意見書 

文書８２ 民事訴訟法第２２３条３項による求意見書について（回答） 

文書８３ 文書の提示命令 

文書８４ 決定の告知について（通知） 

文書８５ 即時抗告申立書 

文書８６ 即時抗告理由書 

文書８７ 決定 

文書８８ 意見書 

文書８９ 口頭弁論期日呼出及び答弁書催告状 

文書９０ 第１回口頭弁論調書 

文書９１ 指定書 

文書９２ 指定書 

文書９３ 指定書 

文書９４ 第７回口頭弁論調書 

文書９５ 対話要旨録 

文書９６ 第１３回口頭弁論調書 

文書９７ 指定書 

文書９８ 指定書 

文書９９ 指定書 

文書１００ 訴訟代理権消滅通知書 
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文書１０１ 訴訟代理権消滅通知書 

文書１０２ 訴訟代理権消滅通知書 

文書１０３ 文書送付嘱託申立書 

文書１０４ 第１４回口頭弁論調書 

文書１０５ 上申書 

文書１０６ 指定書 

文書１０７ 訴訟代理権消滅通知書 

文書１０８ 訴訟代理権消滅通知書 

文書１０９ 証拠申出書 

文書１１０ 意見書 

文書１１１ 調査嘱託申立書 

文書１１２ 第１７回口頭弁論調書 

文書１１３ 検証申出書に対する意見書 

文書１１４ 証人調書の訂正申立書 

文書１１５ 証人調書の訂正申立書 

文書１１６ 証拠調べ期日変更申立書 

文書１１７ 証拠申出書 

文書１１８ 上申書 

文書１１９ 第２０回口頭弁論調書 

文書１２０ 証拠申出書 

文書１２１ 上申書 

文書１２２ 意見書 

文書１２３ 証人調書の訂正申立書 

文書１２４ 訴状 

文書１２５ 準備書面１ 

文書１２６ 準備書面２（求釈明） 

文書１２７ 準備書面３ 

文書１２８ 準備書面４ 

文書１２９ 準備書面５ 

文書１３０ 準備書面６ 

文書１３１ 準備書面７ 

文書１３２ 最終準備書面 

文書１３３ 陳述要旨 

文書１３４ 陳述要旨 

文書１３５ 陳述要旨 

文書１３６ 証拠説明書 

文書１３７ 証拠説明書 

文書１３８ 証拠説明書 
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文書１３９ 証拠説明書 

文書１４０ 証拠説明書 

文書１４１ 証拠説明書 

文書１４２ 証拠説明書 

文書１４３ 証拠説明書 

文書１４４ 証拠説明書 

文書１４５ 証拠説明書 

文書１４６ 証拠説明書 

文書１４７ 証拠説明書 

文書１４８ 証拠説明書 

文書１４９ 証拠説明書 

文書１５０ 証拠説明書 

文書１５１ 証拠説明書 

文書１５２ 甲第１号証 戸籍謄本 

文書１５３ 甲第２号証 遺書 

文書１５４ 甲第３号証 供述調書 

文書１５５ 甲第４号証 供述調書 

文書１５６ 甲第５号証 供述調書 

文書１５７ 甲第６号証 供述調書 

文書１５８ 甲第７号証 供述調書 

文書１５９ 甲第８号証 供述調書 

文書１６０ 甲第９号証 供述調書 

文書１６１ 甲第１０号証 供述調書 

文書１６２ 甲第１１号証 実況見分調書 

文書１６３ 甲第１２号証 実況見分調書 

文書１６４ 甲第１３号証 供述調書 

文書１６５ 甲第１４号証 供述調書 

文書１６６ 甲第１５号証 被告人供述調書（２） 

文書１６７ 甲第１６号証 判決書 

文書１６８ 甲第１７号証 一般事故調査結果 

文書１６９ 甲第１８号証 艦艇の出入港記録（平成１８年１１月１２日

現在） 

文書１７０ 甲第１９号証 平成１８年度第１回掃海特別訓練について 

文書１７１ 甲第２０号証 海上自衛隊装備品ギャラリー：艦艇（特定護

衛艦型） 

文書１７２ 甲第２１号証 陸上自衛隊岩手山演習場における訓練予定に

ついて 

文書１７３ 甲第２２号証 第１護衛隊群の概要 



 12 

文書１７４ 甲第２３号証 文書提出命令制度小委員会（第６回）議事要 

     旨 

文書１７５ 甲第２４号証 決定書の謄本の送達について 

文書１７６ 甲第２５号証 訓育実施記録 

文書１７７ 甲第２６号証 あなたの大切な人を失わないために 

文書１７８ 甲第２７号証の１ 答申書 

文書１７９ 甲第２７号証の２ 答申書 

文書１８０ 甲第２７号証の３ 答申書 

文書１８１ 甲第２７号証の４ 答申書 

文書１８２ 甲第２７号証の５ 答申書 

文書１８３ 甲第２７号証の６ 答申書 

文書１８４ 甲第２７号証の７ 答申書 

文書１８５ 甲第２７号証の８ 答申書 

文書１８６ 甲第２７号証の９ 答申書 

文書１８７ 甲第２７号証の１０ 答申書 

文書１８８ 甲第２７号証の１１ 答申書 

文書１８９ 甲第２７号証の１２ 答申書 

文書１９０ 甲第２７号証の１３ 答申書 

文書１９１ 甲第２７号証の１４ 答申書 

文書１９２ 甲第２７号証の１５ 答申書 

文書１９３ 甲第２７号証の１６ 答申書 

文書１９４ 甲第２７号証の１７ 答申書 

文書１９５ 甲第２８号証 供述調書 

文書１９６ 甲第２９号証 一般事故調査結果（特定護衛艦の服務事故） 

文書１９７ 甲第３０号証の１ 懲戒処分報告書 

文書１９８ 甲第３０号証の２ 懲戒処分報告書 

文書１９９ 甲第３０号証の３ 懲戒処分報告書 

文書２００ 甲第３０号証の４ 懲戒処分報告書 

文書２０１ 甲第３０号証の５ 懲戒処分報告書 

文書２０２ 甲第３０号証の６ 懲戒処分報告書 

文書２０３ 甲第３１号証 供述調書 

文書２０４ 甲第３２号証 供述調書 

文書２０５ 甲第３３号証 供述調書 

文書２０６ 甲第３４号証 陳述書 

文書２０７ 甲第３５号証 班長手帳 

文書２０８ 甲第３６号証 防犯資料－私的制裁の未然防止について－ 

文書２０９ 甲第３７号証 新聞記事（北海道新聞） 

文書２１０ 甲第３８号証の１ 自衛隊員のメンタルヘルスに関する検討 
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     会 

文書２１１ 甲第３８号証の２ 自衛隊員のメンタルヘルスに関する検討

会開催要領 

文書２１２ 甲第３８号証の３ 自衛隊員のメンタルヘルスに関する検討

会議事要旨（第１回会議） 

文書２１３ 甲第３８号証の４ 自衛隊員のメンタルヘルスに関する検討

会議事要旨（第２回会議） 

文書２１４ 甲第３８号証の５ 自衛隊員のメンタルヘルスに関する検討

会議事要旨（第３回会議） 

文書２１５ 甲第３８号証の６ 自衛隊員のメンタルヘルスに関する検討

会議事要旨（第４回会議） 

文書２１６ 甲第３８号証の７ 自衛隊員のメンタルヘルスに関する検討

会議事要旨（第５回会議） 

文書２１７ 甲第３８号証の８ 自衛隊員のメンタルヘルスに関する検討

会中間報告 

文書２１８ 甲第３８号証の９ 自衛隊員のメンタルヘルスに関する提言

の要旨 

文書２１９ 甲第３９号証 メンタルヘルス教育（１尉～２佐用） 

文書２２０ 甲第４０号証 判決書 

文書２２１ 甲第４１号証 取引履歴 

文書２２２ 甲第４２号証の１ 取引履歴 

文書２２３ 甲第４２号証の２ 取引履歴 

文書２２４ 甲第４２号証の３ 取引履歴 

文書２２５ 甲第４２号証の４ 取引履歴 

文書２２６ 甲第４２号証の５ 取引履歴 

文書２２７ 甲第４２号証の６ 取引履歴 

文書２２８ 甲第４２号証の７ 取引履歴 

文書２２９ 甲第４３号証 陳述書 

文書２３０ 甲第４４号証 陳述書 

文書２３１ 甲第４５号証 陳述書 

文書２３２ 甲第４６号証 現場確認報告書 

文書２３３ 甲第４７号証 実況見分調書 

文書２３４ 甲第４８号証 実況見分調書 

文書２３５ 甲第４９号証 実況見分調書 

文書２３６ 甲第５０号証 実況見分調書 

文書２３７ 甲第５１号証 証拠品の写真撮影について報告 

文書２３８ 甲第５２号証 証拠品の写真撮影について報告 

文書２３９ 甲第５３号証 取扱説明書（ガスガン） 
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文書２４０ 甲第５４号証 取扱説明書（電動ガン） 

文書２４１ 甲第５５号証 ナイフ製作講座 

文書２４２ 甲第５６号証 答申書 

文書２４３ 甲第５７号証 新聞記事（毎日新聞神奈川版） 

文書２４４ 甲第５８号証 携帯電話登録情報 

文書２４５ 甲第５９号証 陳述書 

文書２４６ 甲第６０号証 遺留品目録 

文書２４７ 甲第６１号証 報告書 

文書２４８ 甲第６２号証の１ 領収書 

文書２４９ 甲第６２号証の２ 領収書 

文書２５０ 甲第６２号証の３ 領収書 

文書２５１ 甲第６２号証の４ 領収証 

文書２５２ 甲第６２号証の５ 領収証 

文書２５３ 甲第６２号証の６ 請求書 

文書２５４ 甲第６２号証の７ お取扱明細表 

文書２５５ 甲第６３号証 改製原戸籍謄本 

文書２５６ 甲第６４号証 陳述書 

文書２５７ 甲第６５号証 陳述書 

文書２５８ 甲第６６号証 陳述書 

文書２５９ 甲第６７号証の１ 関係書類一式 

文書２６０ 甲第６７号証の２ 取引履歴 

文書２６１ 甲第６９号証 写真撮影報告書 

文書２６２ 甲第７０号証 意見書 

文書２６３ 甲第７１号証 自衛艦乗員服務規則について（通達） 

文書２６４ 甲第７２号証の１ 「心理的負荷による精神障害等に係る業

務上外の判断指針」の一部改正について 

文書２６５ 甲第７２号証の２ 職場における心理的負荷評価表の見直し

等に関する検討会報告書 

文書２６６ 証人調書 

文書２６７ 証人調書 

文書２６８ 証人調書 

文書２６９ 証人調書 

文書２７０ 文書提出命令申立書 

文書２７１ 文書送付嘱託申出書 

文書２７２ 現場確認報告書 

文書２７３ 実況見分調書 

文書２７４ 証拠品の写真撮影について報告 

文書２７５ 実況見分調書 
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文書２７６ 実況見分調書 

文書２７７ 実況見分調書 

文書２７８ 実況見分調書 

文書２７９ 証拠品の写真撮影について報告 

文書２８０ 実況見分調書 

文書２８１ 供述調書 

文書２８２ 供述調書 

文書２８３ 供述調書 

文書２８４ 供述調書 

文書２８５ 供述調書 

文書２８６ 供述調書 

文書２８７ 供述調書 

文書２８８ 供述調書 

文書２８９ 供述調書 

文書２９０ 供述調書 

文書２９１ 被告人供述調書（２） 

文書２９２ 反論書 

文書２９３ 申立の一部取下書 

文書２９４ 反論書 

文書２９５ 申立書の訂正 

文書２９６ 文書提出命令申立書について 

文書２９７ 補充書面 

文書２９８ 補充書面（２） 

文書２９９ 文書提出命令申立書 

文書３００ 意見書 

文書３０１ 証拠申出書 

文書３０２ 意見書 

文書３０３ 訴訟手続受継の申立書 

文書３０４ 検証申出書 

文書３０５ 意見書～ガスガン及び電動ガンの検証に関して～ 

文書３０６ 意見書～証人採用に関して～ 

文書３０７ 求釈明書 

文書３０８ 調査嘱託申立書 

文書３０９ 意見書～証人尋問の実施場所に関して～ 

文書３１０ 上申書 

文書３１１ 上申書 

文書３１２ 上申書 

文書３１３ 特定訴訟の判決対応について 
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文書３１４ 写真 

文書３１５ 訴訟経過報告書 

文書３１６ 訴訟経過報告書 

文書３１７ 訴訟経過報告書 

文書３１８ 訴訟経過報告書 

文書３１９ 訴訟経過報告書 

文書３２０ 訴訟経過報告書 

文書３２１ 訴訟経過報告書 

文書３２２ 訴訟経過報告書 

文書３２３ 訴訟経過報告書 

文書３２４ 訴訟経過報告書 

文書３２５ 訴訟経過報告書 

文書３２６ 訴訟経過報告書 

文書３２７ 訴訟経過報告書 

文書３２８ 訴訟経過報告書 

文書３２９ 訴訟経過報告書 

文書３３０ 訴訟経過報告書 

文書３３１ 訴訟経過報告書 

文書３３２ 訴訟経過報告書 

文書３３３ 訴訟経過報告書 

文書３３４ 訴訟経過報告書 

文書３３５ 訴訟経過報告書 

文書３３６ 訴訟経過報告書 

文書３３７ 訴訟経過報告書 

文書３３８ 訴訟経過報告書 

文書３３９ 訴訟経過報告書 

文書３４０ 処理担任者の指定について（通知） 

文書３４１ 指定書 

文書３４２ 指定書 

文書３４３ 訴訟代理権消滅通知書 

文書３４４ 訴訟代理権消滅通知書 

文書３４５ 訴訟代理人の指定及び解除について 

文書３４６ 訴訟代理人の指定について 

文書３４７ 訴訟代理人の解除について 

文書３４８ 訴訟代理人の指定及び解除について 

文書３４９ 特定護衛艦における暴行事件等に関する懲戒処分等について 

文書３５０ 関係者の懲戒処分等について 

文書３５１ 規律違反の懲戒処分に関する検討（案） 
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文書３５２ 懲戒処分宣告書 

文書３５３ 辞令書 

文書３５４ 辞令書 

文書３５５ 懲戒処分等の基準に関する達の解説について（通知） 

文書３５６ 文書提出命令申立への対応 

文書３５７ 「特定自殺事案」関連請求対象文書 

文書３５８ 防衛庁（海上自衛隊）における訴訟事務処理の枠組み（海自

訴訟実施規則） 

文書３５９ 特定訴訟のポイント 

文書３６０ 各行政機関における公務員の氏名の取扱いについて 

文書３６１ 意見書 

文書３６２ 文書提示命令 

文書３６３ 供述調書 

文書３６４ 訓育実施記録 

文書３６５ 答弁書 

文書３６６ 準備書面（１） 

文書３６７ 準備書面（２） 

文書３６８ 準備書面（３） 

文書３６９ 準備書面（４） 

文書３７０ 準備書面（５） 

文書３７１ 準備書面（６） 

文書３７２ 準備書面（７） 

文書３７３ 準備書面（８） 

文書３７４ 意見書の提出について（通知） 

文書３７５ 特定護衛艦パンフレット 

文書３７６ 特定護衛艦（写真） 

文書３７７ 特定護衛艦総員名簿 

文書３７８ 遺留品目録 

文書３７９ 遺留品目録 

文書３８０ 受領書 

文書３８１ 受領書 

文書３８２ 受領書 

文書３８３ 勤務記録表 

文書３８４ 勤務記録表 

文書３８５ 勤務記録表 

文書３８６ 勤務記録表 

文書３８７ 勤務記録表 

文書３８８ 勤務記録表 
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文書３８９ 勤務記録表 

文書３９０ 勤務記録表 

文書３９１ 勤務記録表 

文書３９２ 勤務記録表 

文書３９３ 勤務記録表 

文書３９４ 勤務記録表 

文書３９５ 勤務記録表 

文書３９６ 勤務記録表 

文書３９７ 勤務記録表 

文書３９８ 勤務記録表 

文書３９９ 勤務記録表 

文書４００ 勤務記録表 

文書４０１ 勤務記録表 

文書４０２ 勤務記録表 

文書４０３ 勤務記録表 

文書４０４ 勤務記録表 

文書４０５ 勤務記録表 

文書４０６ 勤務記録表 

文書４０７ 勤務記録表 

文書４０８ 勤務記録表 

文書４０９ 勤務記録表 

文書４１０ 勤務記録表 

文書４１１ 勤務記録表 

文書４１２ 起訴状 

文書４１３ 追起訴状 

文書４１４ 特定護衛艦行動表（１５．１２．１９～１６．１０．２７） 

文書４１５ 暴行を受けていた者の経歴等 

文書４１６ 第２分隊当直割（関係者） 

文書４１７ 上陸（外出）簿（平成１６年８月～同年１０月） 

文書４１８ 平成１６年１月行動予定 

文書４１９ 平成１６年２月行動予定 

文書４２０ 平成１６年３月行動予定 

文書４２１ 平成１６年４月行動予定 

文書４２２ 平成１６年５月行動予定 

文書４２３ 平成１６年６月行動予定 

文書４２４ 平成１６年７月行動予定 

文書４２５ 平成１６年８月行動予定 

文書４２６ 平成１６年９月行動予定 
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文書４２７ 平成１６年１０月行動予定 

文書４２８ 企業概要 

文書４２９ 社名変更のお知らせ 

文書４３０ 閉店のお知らせ 

文書４３１ 社名変更のお知らせ 

文書４３２ 社名変更のご案内 

文書４３３ 個人情報保護に関する基本方針 

文書４３４ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例 

文書４３５ ＦＡＸ送信票 

文書４３６ ０９２９打合せ 

文書４３７ 特定訴訟 控訴審判決に対する上告受理申立の要否について 

文書４３８ 預金取引明細表 

文書４３９ 事実経過一覧表 

文書４４０ Ｇｏｏｇｌｅマップ検索結果 

文書４４１ Ｇｏｏｇｌｅマップ検索結果 

文書４４２ Ｇｏｏｇｌｅマップ検索結果 

文書４４３ Ｇｏｏｇｌｅマップ検索結果 

文書４４４ 地図 

文書４４５ 店舗詳細 

文書４４６ 金融機関コード・銀行コード・支店コード検索 

文書４４７ 金融機関コード・銀行コード・支店コード検索 

文書４４８ 金融機関コード・銀行コード・支店コード検索 

文書４４９ 金融機関コード・銀行コード・支店コード検索 

文書４５０ 店舗・ＡＴＭのご案内 

文書４５１ 地図情報 

文書４５２ 店舗・ＡＴＭのご案内 

文書４５３ 地図情報 

文書４５４ 債権届 

文書４５５ ＦＡＸ連絡書 

文書４５６ 陳述書 

文書４５７ 特定護衛艦各区画について（報告） 

文書４５８ ＦＡＸ送信票 

文書４５９ ＦＡＸ送信票 

文書４６０ 部付検事に対する回答について 

文書４６１ 部付検事の依頼事項に関する回答 

文書４６２ 特定事案における書証の取扱いについて 

文書４６３ 電測長による「自衛艦乗員服務規則」に基づく指導監督につ

いて 
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文書４６４ 民事訴訟法２２３条３項による求意見書について（回答） 

文書４６５ 民事訴訟法第２２３条３項による求意見書について（回答） 

文書４６６ 証拠方法 

文書４６７ 提出文書目録 

文書４６８ 特定護衛艦の一般事故調査結果について（通知） 

文書４６９ 供述調書 

文書４７０ 入隊に際しての所感 

文書４７１ 修業に際しての所感 

文書４７２ 上陸（外出）簿（平成１６年４月～同年１０月） 

文書４７３ 電測員長による「自衛艦乗員服務規則」に基づく指導監督に

ついて 

文書４７４ 電測長による「自衛艦乗員服務規則」に基づく指導監督につ

いて 

文書４７５ 答申書 

文書４７６ 答申書 

文書４７７ 答申書 

文書４７８ 答申書 

文書４７９ 答申書 

文書４８０ 答申書 

文書４８１ 答申書 

文書４８２ 答申書 

文書４８３ 答申書 

文書４８４ 答申書 

文書４８５ 答申書 

文書４８６ 答申書 

文書４８７ 答申書 

文書４８８ 答申書 

文書４８９ 答申書 

文書４９０ 答申書 

文書４９１ 答申書 

文書４９２ 答申書 

文書４９３ 答申書 

文書４９４ 答申書 

文書４９５ 答申書 

文書４９６ 答申書 

文書４９７ 答申書 

文書４９８ 答申書 

文書４９９ 答申書 
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文書５００ 答申書 

文書５０１ 答申書 

文書５０２ 答申書 

文書５０３ 答申書 

文書５０４ 答申書 

文書５０５ 答申書 

文書５０６ 答申書 

文書５０７ 答申書 

文書５０８ 答申書 

文書５０９ 答申書 

文書５１０ 答申書 

文書５１１ 答申書 

文書５１２ 答申書 

文書５１３ 答申書 

文書５１４ 答申書 

文書５１５ 答申書 

文書５１６ 答申書 

文書５１７ 答申書 

文書５１８ 答申書 

文書５１９ 答申書 

文書５２０ 答申書 

文書５２１ 答申書 

文書５２２ 答申書 

文書５２３ 答申書 

文書５２４ 答申書 

文書５２５ 答申書 

文書５２６ 答申書 

文書５２７ 答申書 

文書５２８ 答申書 

文書５２９ 答申書 

文書５３０ 答申書 

文書５３１ 答申書 

文書５３２ 答申書 

文書５３３ 答申書 

文書５３４ 答申書 

文書５３５ 答申書 

文書５３６ 答申書 

文書５３７ 答申書 
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文書５３８ 答申書 

文書５３９ 答申書 

文書５４０ 答申書 

文書５４１ 答申書 

文書５４２ 答申書 

文書５４３ 答申書 

文書５４４ 答申書 

文書５４５ 上陸（外出）簿（平成１５年１２月～平成１６年１０月） 

文書５４６ 自殺事案後のアフターケアについて（報告） 

文書５４７ 訓育実施記録 

文書５４８ 懲戒処分等報告書 

文書５４９ 入校に際しての所感 

文書５５０ 修業に際しての所感 

 


