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諮問庁：厚生労働大臣 

諮問日：令和２年１２月８日（令和２年（行情）諮問第６７２号）及び同月１

６日（同第６９９号） 

答申日：令和４年１２月８日（令和４年度（行情）答申第３６６号及び同第３

６７号） 

事件名：特定労働基準監督署の監督復命書（特定年度分）の表面の一部開示決

定に関する件 

特定労働基準監督署の監督復命書（特定年度分）の表面の一部開示決

定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

   別紙に掲げる文書（以下「本件対象文書」という。）につき，その一部

を不開示とした各決定については，別表の２欄に掲げる部分を開示すべき

である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

  本件各審査請求の趣旨は，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条の規定に基づく各開示請求に対し，令和２年

５月２１日付け秋労発基０５２１第８号及び同第５号により秋田労働局長

（以下「処分庁」という。）が行った各一部開示決定（以下，それぞれ

「原処分Ａ」及び「原処分Ｂ」といい，併せて「原処分」という。）につ

いて，その取消しを求めるというものである。 

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，各審査請求書によると，おお

むね以下のとおりである。 

  原処分を取り消すとの決定を求める。 

本件対象文書には，法５条２号イに該当する情報は含まれていない。 

本件対象文書には，法５条６号に該当するものが記載されている部分は

ない。 

内閣総理大臣の国会答弁にて，行政指導先の事業所名を公表することと

なり，本省局長より公表に関しての通知が出されているが，公表・開示と

なっていない。公務員が政治に介入して行政指導先の事業所名を不開示と

して処分をしている。よって，厚生労働大臣に審査を請求する。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 本件各審査請求の経緯 
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（１）審査請求人は，令和２年３月２８日付け（同月３０日受付）及び令和

２年３月２５日付け（同月２７日受付）で処分庁に対して，法３条の規

定に基づき本件対象文書の開示請求を行った。 

（２）これに対し，処分庁が，原処分を行ったところ，審査請求人は，これ

を不服として，令和２年８月１９日付け（同月２７日受付）で本件各審

査請求を提起したものである。 

２ 諮問庁としての考え方 

  原処分における不開示部分の法の適用条項について，原処分Ａについて

は法５条６号を法５条６号イに改め，原処分Ｂについては法５条６号を法

５条６号イ及びホに改めた上で，原処分を維持することが妥当と考える。 

３ 理由 

（１）本件対象文書の特定について 

   本件各開示請求を受け，特定労働基準監督署（以下「労働基準監督署」

は「監督署」という。）において探索を行ったところ，特定年度に特定

事業場に対して行った監督指導の記録が認められたことから，当該監督

指導に当たって作成されたもののうち，本件各開示請求書に記載された

該当行政文書を，それぞれ本件対象文書として特定した。 

（２）不開示情報該当性について 

ア 法５条１号該当性について 

  本件対象文書には，個人に関する情報であって，公にすることによ

り特定の個人を識別することができる情報が含まれており，法５条１

号の不開示情報に該当し，かつ，同号ただし書イからハまでのいずれ

にも該当しないことから，原処分を維持して不開示とすることが妥当

である。 

イ 法５条２号イ及び同条６号ホ該当性について 

  本件対象文書には，特定事業場における労務管理状況等種々の内部

管理情報がありのまま具体的に記述されており，これらが公にされた

場合には，取引関係や人材確保等の面において，同業他社との間で競

争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある。 

  また，独立行政法人等に係る事業については，法５条６号ホに該当

するため，原処分を維持して不開示とすることが妥当である。 

したがって，これらの情報は，法５条２号イ及び同条６号ホの不開

示情報に該当するため，原処分を維持して不開示とすることが妥当

である。 

ウ 法５条６号イ該当性について 

  本件対象文書には，特定監督署が行った監督指導の手法や詳細，ま

た，当該特定事業場が特定監督署との信頼関係を前提として誠実に明

らかにした事業場の実態に関する情報等が記載されている。 
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これらが公にされた場合には，事業場や労働者と特定監督署との信

頼関係が失われ，事業場や労働者が関係資料の提出や特定監督署に

対する情報提供に協力的でなくなり，また，事業場においては，指

導に対する自主的改善意欲を低下させ，特定監督署に対する関係資

料の提出等情報提供にも一切協力的でなくなり，ひいては労働関係

法令違反の隠蔽を行うようになるなど，犯罪の予防に支障を及ぼす

おそれがあり，かつ，労働基準行政機関が行う事務に関する情報で

あって，検査事務という性格を持つ臨検監督指導業務に係る事務に

関し，正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法な行為の発見

を困難にするおそれがある。 

したがって，当該情報は，法５条６号イに該当するため，原処分を

維持して不開示とすることが妥当である。 

（３）審査請求人の主張について 

   審査請求人は，各審査請求書において，上記第２の２のとおり主張し

ているが，原処分における不開示部分の不開示情報該当性は，上記（２）

で示したとおりであることから，審査請求人の主張は失当である。 

４ 結論 

  以上のとおり，本件審査請求については，原処分における不開示部分の

法の適用条項について，法５条６号を法５条６号イ及びホに改めた上で，

原処分を維持すべきである。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件各諮問事件について，以下のとおり，併合し，調査審

議を行った。 

① 令和２年１２月８日   諮問の受理（令和２年（行情）諮問第６

７２号） 

② 同日          諮問庁から理由説明書を収受（同上） 

③ 同月１６日       諮問の受理（令和２年（行情）諮問第６

９９号） 

④ 同日          諮問庁から理由説明書を収受（同上） 

⑤ 同月２４日       審議（令和２年（行情）諮問第６７２号） 

⑥ 令和３年１月１４日   審議（令和２年（行情）諮問第６９９号） 

⑦ 令和４年９月８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（令和２年

（行情）諮問第６７２号及び同第６９９

号） 

⑧ 同年１２月１日     令和２年（行情）諮問第６７２号及び同

第６９９号の併合並びに審議 

第５ 審査会の判断の理由 
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１ 本件対象文書について 

  本件各開示請求に対し，処分庁は，本件対象文書を特定し，その一部を

法５条１号，２号イ及び６号に該当するとして不開示とする原処分を行っ

たところ，審査請求人は，不開示とされた部分の開示を求めている。 

  これに対し，諮問庁は，本件対象文書の不開示部分に係る法の適用条項

を原処分Ａについては法５条１号，２号イ及び６号イ，原処分Ｂについて

は同条１号，２号イ並びに６号イ及びホとした上で，原処分を妥当として

いることから，以下，本件対象文書を見分した結果を踏まえ，不開示部分

の不開示情報該当性について検討する。 

なお，本件においては，不開示部分の全てについて，原処分Ａは法５条

１号，２号イ及び６号イ，原処分Ｂは同条１号，２号イ並びに６号イ及び

ホが主張されているものとして，以下，検討を行う。 

２ 不開示情報該当性について 

（１）開示すべき部分（別表の２欄に掲げる部分）について 

通番２，通番７，通番９（１）及び通番１２（１）は，「労働保険番

号」，「事業場の名称」，「代表者職氏名」及び「面接者職氏名」の各

欄であるが，全て空欄である。通番１１は，「参考事項・意見」欄に記

載された対象事業場の業態，当該事業場で行われていた作業，指導等の

内容及び特定監督署担当官の意見の記載の一部であるが，原処分におい

て開示されている事業場の業種，労働者数，違反法条項・指導事項等の

情報と同様又はそれらから推認できる内容であり，また，対象事業場が

特定されることになる情報であるとは認められない。通番５は，「企業

名公表関係」欄であるが，原処分において開示されている違反条項が

「違反なし」の場合，労働基準関係法令違反に係る企業名公表の対象と

ならないことは明らかであることから，空欄について開示しても，対象

事業場が特定されることになるとは認められない。通番９（２）及び通

番１２（２）は，「代表者職氏名」及び「面接者職氏名」の各欄の記載

であるが，特定の個人を識別できる情報とはいえない。通番１３は，欄

外にゴム印で押印された署長判決を仰ぐため記載された文言であり，定

型的なものと認められる。通番１４は，欄外に記載された手書きのメモ

であるが，対象事業場や個人が特定されることになる情報であるとは認

められない。 

   当該部分には，個人に関する情報が記載されているとは認められない。 

   また，当該部分は，これを公にしても，対象事業場又は独立行政法人

等の行う事業の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれが

あるとは認められず，労働基準監督機関が行う監督指導に係る事務に関

し，正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為

を容易にし，若しくはその発見を困難にするおそれがあるとも認められ
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ない。 

したがって，当該部分は，法５条１号，２号イ並びに６号イ及びホの

いずれにも該当せず，開示すべきである。 

（２）その余の部分（別表の２欄に掲げる部分を除く部分）について 

ア 通番１，通番３ないし通番５，通番１１，通番１３及び通番１４ 

  当該部分は，「監督種別」，「監督重点対象区分」，「特別監督対

象区分」，「企業名公表関係」及び「参考事項・意見」の各欄の記載

並びに欄外にゴム印で押印された決裁欄の伺い文（手書き修正部分）

及び欄内外に記載された手書きのメモである。 

  当該部分については，下記の理由により，これを公にすると，労働

者からの申告という労働基準監督機関の重要な情報源が損なわれ，又

は特定監督署の調査手法・内容等が明らかとなって，労働基準監督機

関が行う監督指導に係る事務に関し，正確な事実の把握を困難にする

おそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし，若しくはその発見を

困難にするおそれがあると認められる。 

  したがって，当該部分は，法５条６号イに該当し，同条１号，２号

イ及び６号ホについて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当

である。 

（ア）監督復命書の「監督種別」欄には，定期監督，災害時監督，災害

調査，申告監督及び再監督の５種類の臨検監督のうち，いずれかを

記載することとされている。監督の種類を公にすると，仮に当該監

督が申告監督であった場合には，原処分において監督年月日等が開

示されていることから，監督を受けた事業者において，誰が申告を

したのか探索が行われ，それにより，労働者が違反等について申告

を行ったことによって自らに不利益な取扱いが及ぶことを恐れて申

告をちゅうちょすることとなり，労働者からの申告という労働基準

監督機関の重要な情報源が損なわれるおそれがある。 

   また，「申告監督」の場合のみ不開示とすると，不開示の場合は

「申告監督」であることが明らかになることに鑑みれば，「申告監

督」以外の場合も含め，「監督種別」欄に記載された情報を不開示

とすることが妥当である。 

（イ）監督復命書の「監督重点対象区分」欄には，監督の種類が定期監

督の場合に限り，各労働基準監督機関で定めた監督重点対象が記載

されることから，当該欄に記載がある場合には，定期監督であるこ

とが明らかになり，また，記載がない場合において，直近に災害の

発生等の事実がないときには，その臨検監督が申告監督であったこ

とが明らかになり，監督種別が特定されることとなる。このため，

「監督重点対象区分」欄を公にすると，上記（ア）と同様のおそれ
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が生じる。 

（ウ）「特別監督対象区分」欄は，監督が特別監督の場合に限り，各労

働基準監督機関で定めた特別監督対象区分が記載されることから，

当該欄に記載がある場合には，特別監督であることが明らかになり，

また，記載がない場合のみ開示すると，不開示となった場合には，

特別監督であったことが明らかになる。このため，これを開示する

と，特定監督署が臨検監督を行った際の手法，着眼点等が明らかに

なるものと認められる。 

（エ）「企業名公表関係」欄，「参考事項・意見」欄，欄外にゴム印で

押印された決裁欄の伺い文（手書き修正部分）及び欄外の手書きメ

モは，これを開示すると，臨検監督の端緒及び手法並びに監督官が

臨検監督を行ったことにより判明した事実及び監督官の判断等が明

らかとなる。 

イ 通番２，通番６ないし通番１０及び通番１２ 

当該部分は，「労働保険番号」，「事業の名称」，「事業場の名

称」，「事業場の所在地」，「代表者職氏名」，「店社」及び「面

接者職氏名」の各欄の記載の一部である。 

  当該部分には，対象事業場を特定することができる情報等が記載さ

れている。また，当審査会において本件対象文書を見分したところ，

全ての対象事業場の「労働者数」，「労働組合」，「週所定労働時間」

及び「最も賃金の低い者の額」の各欄が原処分において開示されてお

り，これらの各欄には監督官が臨検監督を行ったことにより判明した

各事業場の内部情報が記載されている。このため，これに加えて当該

部分を公にすると，各対象事業場の内部情報が明らかとなり，当該事

業場だけでなく他の事業者の信頼を失い，労働基準監督機関が行う監

督指導に係る事務に関し，正確な事実の把握を困難にするおそれ又は

違法若しくは不当な行為を容易にし，若しくはその発見を困難にする

おそれがあると認められる。 

したがって，当該部分は，法５条６号イに該当し，同条１号，２号

イ及び６号ホについて判断するまでもなく，不開示とすることが妥

当である。 

 ３ 付言 

法６条１号は，開示請求に係る文書の一部に法５条各号に定める不開示

情報が記録されている場合において，当該部分を容易に区分して除くこと

ができるときは，当該部分を除いた部分につき開示しなければならないと

定めている。 

原処分は，不開示部分に係る法の適用条項として，法５条１号，２号イ

及び６号を挙げ，本件対象文書の一部を不開示としているが，その際，処
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分庁は，別欄で開示することとしている情報と同一の内容が記載されてい

る部分など上記各号のいずれにも該当しない部分を区分して部分開示を行

うための検討を行っているとは認められない。処分庁においては，今後，

法の規定を踏まえ，不開示部分についての判断を適切に行う必要がある。 

４ 本件各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，２号イ

及び６号に該当するとして不開示とした各決定について，諮問庁が同条１

号，２号イ並びに６号イ及びホに該当することから不開示とすべきとして

いることについては，別表の２欄に掲げる部分を除く部分は，同号イに該

当すると認められるので，同条１号，２号イ及び６号ホについて判断する

までもなく，不開示としたことは妥当であるが，同欄に掲げる部分は，同

条１号，２号イ並びに６号イ及びホのいずれにも該当せず，開示すべきで

あると判断した。 

（第３部会） 

委員 長屋 聡，委員 久末弥生，委員 葭葉裕子 
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別紙 

文書１ 「平成３１年特定期間に特定労働基準監督署が実施した定期監督，災

害時監督，再監督の監督復命書の表面（１ページ目の様式第１の１号）

全て」 

文書２ 「平成２８年度に特定労働基準監督署が実施した定期監督，災害時監

督，再監督の監督復命書の表面（１ページ目の様式第１の１号）全て」 
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別表 不開示情報該当性 

１ 原処分における不開示部分 ２ １欄のうち開示すべき部分 

欄名等 該当箇所の頁 通番 

「監督種

別」欄 

文書１及び文書２

の各頁 

１ － 

 

「労働保

険番号」

欄 

文書１及び文書２

の各頁 

２ 文書１の５頁，２３頁，文書２の２３頁，

８２頁，８５頁，９０頁，１０８頁，１２

２頁，１２９頁，１４５頁，１８９頁，２

０９頁ないし２１２頁，２４８頁，２６４

頁，３３３頁，３６５頁，３８９頁，５０

１頁，５２７頁，５３６頁，５５０頁，５

７８頁，５８３頁，５９６頁，５９９頁，

６０１頁，６０３頁ないし６０６頁，６１

６頁，６４２頁 

「監督重

点対象区

分」欄 

文書１及び文書２

の各頁 

３ － 

「特別監

督対象区

分」欄 

文書１及び文書２

の各頁 

４ － 

「企業名

公 表 関

係」欄 

文書１の各頁，文

書２の当該欄があ

る頁 

５ 文書１の１６頁，１８頁ないし２０頁，２

２頁，２６頁，２７頁，文書２の１４５ 

頁，５５１頁，５５４頁 

「事業の

名称」欄 

文書１及び文書２

の各頁 

６ － 

「事業場

の名称」

欄 

文書１及び文書２

の各頁 

７ 文書１の１頁，２頁，４頁，６頁ないし８

頁，１３頁，１４頁，２２頁，２３頁，３

１頁ないし３３頁，文書２の４頁，８頁，

６６頁，８０頁ないし８２頁，８４頁，８

６頁ないし８８頁，９１頁，９７頁，９９

頁，１００頁，１０２頁，１０３頁，１１

０頁，１１１頁，１１３頁，１１５頁，１

１７頁，１１８頁，１１９頁，１２１頁，

１２５頁，１２７頁，１２８頁，１３１

頁，１３３頁，１３６頁，１４２頁，１４

３頁，１４４頁，１４５頁，１４６頁，１

５９頁，１６３頁，１６６頁，２０５頁，
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２０６頁，２４１頁，２４３頁，２４６頁

ないし２５２頁，２５７頁，２５９頁ない

し２６２頁，２６４頁，２６６頁，２６７

頁，２６９頁，２７０頁，２７４頁，２７

５頁，２７８頁，２７９頁，２８７頁ない

し２９２頁，２９５頁ないし３０４頁，３

０６頁，３１０頁ないし３１２頁，３１９

頁，３２１頁，３２３頁，３２４頁，３２

７頁，３３０頁，３３２頁，３３６頁，３

３９頁ないし３４１頁，３４６頁ないし３

４８頁，３５０頁，３５４頁，３５８頁，

３６１頁ないし３６３頁，３６５頁，３７

０頁，３７５頁，３８０頁，３８３頁，３

８５頁，３９４頁，３９７頁，４００頁，

４０１頁，４０４頁，４１３頁，４２１

頁，４２４頁ないし４２６頁，４３０頁，

４３４頁，４３６頁，４４０頁，４４３

頁，４４９頁ないし４５１頁，４６８頁，

４７１頁ないし４７３頁，４７８頁，４８

５頁，４８７頁，５０６頁，５０７頁，５

１０頁ないし５１５頁，５１７頁，５１９

頁ないし５２３頁，５２７頁ないし５３８

頁，５４０頁ないし５４３頁，５４５頁，

５４８頁ないし５５２頁，５５５頁，５５

７頁ないし５５９頁，５６２頁ないし５６

４頁，５６６頁ないし５６９頁，５７１頁

ないし５７４頁，５７６頁ないし５７９

頁，５８１頁，５８３頁ないし５８８頁，

５９０頁，５９３頁，５９６頁，５９７

頁，５９９頁ないし６０８頁，６１３頁な

いし６１５頁，６１８頁，６２２頁，６２

４頁ないし６３８頁，６４５頁，６４９

頁，６５０頁，６５３頁，６５６頁ないし

６５９頁 

「事業場

の 所 在

地」欄 

文書１及び文書２

の各頁 

８ － 
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「代表者

職氏名」

欄 

文書１及び文書２

の各頁 

９ （１）文書２の３４４頁，５９４頁，６１

６頁 

（２）文書２の９０頁 

「店社」

欄 

文書１及び文書２

の各頁記載部分 

１０ － 

「参考事

項 ・ 意

見」欄 

文書１及び文書２

の各頁 

１１ 文書１の１頁３行目１文字目ないし２５文

字目，６頁３行目１文字目ないし１８文字

目，７頁２行目及び３行目，８頁２行目１

文字目ないし１８文字目，９頁５行目１２

文字目ないし１９文字目，１０頁４行目２

１文字目ないし３９文字目，１１頁３行目

１文字目ないし３１文字目，１２頁５行目

１文字目ないし１１文字目，１９文字目な

いし最終文字，１３頁３行目，１５頁３行

目，４行目１文字目ないし９文字目，２１

頁２行目２４文字目ないし３行目８文字

目，３０頁５行目３０文字目ないし最終文

字，３２頁２行目３文字目ないし２４文字

目，文書２の１頁４行目，１６頁５行目１

文字目ないし１４文字目，２７文字目ない

し最終文字，２９頁３行目３７文字目ない

し５行目最終文字，４９頁４行目及び５行

目，６８頁５行目１８文字目ないし最終文

字，８１頁２行目，８２頁３行目１文字目

ないし１６文字目，８３頁４行目１文字目

ないし１８文字目，８５頁２行目，３行目

１文字目ないし２１文字目，８６頁４行目

１文字目ないし６文字目，１５文字目ない

し２５文字目，８７頁２行目，３行目１文

字目ないし８文字目，１８文字目ないし２

３文字目，８９頁２行目，３行目１文字目

ないし１５文字目，９１頁３行目，４行目

１文字目ないし３１文字目，９３頁４行目

１文字目ないし２８文字目，９６頁３行目

１文字目ないし３５文字目，１００頁４行

目１文字目ないし１１文字目，１０７頁４

行目１０文字目ないし３３文字目，１０８
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頁３行目２５文字目ないし４行目１９文字

目，１０９頁４行目，５行目１文字目ない

し２０文字目，１１０頁３行目１文字目な

いし１７文字目，１１２頁４行目，５行目

１文字目ないし２５文字目，１１４頁４行

目１文字目ないし２６文字目，１１６頁５

行目１文字目ないし６文字目，１９文字目

ないし最終文字，１１７頁４行目１文字目

ないし２１文字目，１１９頁５行目，１２

３頁２行目，１３６頁２行目１文字目ない

し５文字目，２行目３文字目ないし５文字

目，８文字目ないし最終文字，１４１頁４

行目１文字目ないし６文字目，２３文字目

ないし２９文字目，１４２頁３行目，４行

目１文字目ないし３文字目，１４５頁４行

目，５行目１文字目ないし１２文字目，１

４６頁２行目１文字目ないし２１文字目，

１４７頁２行目１文字目ないし１８文字

目，１４８頁２行目１文字目ないし１８文

字目，１４９頁２行目１文字目ないし１８

文字目，１５０頁２行目，３行目１文字目

ないし２８文字目，１５３頁２行目，３行

目，１５７頁３行目，４行目１文字目ない

し２３文字目，１６６頁２行目ないし３行

目１９文字目，１７８頁４行目１文字目な

いし１１文字目，２３文字目ないし５行目

最終文字，１８５頁４行目５文字目ないし

５行目最終文字，１８６頁４行目，５行

目，２０６頁１行目３５文字目ないし３行

目最終文字，２２４頁３行目，４行目，５

行目１文字目ないし２２文字目，２４６頁

５行目１文字目ないし７文字目，１５文字

目ないし１９文字目，２３文字目ないし２

７文字目，３１文字目ないし３３文字目，

２４７頁２行目１文字目ないし３３文字

目，２４８頁２行目１文字目ないし６文字

目，１５文字目ないし最終文字，２４９頁
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４行目１文字目ないし１８文字目，２５０

頁３行目（手書き部分を含む），４行目１

文字目ないし２１文字目，２５１頁３行

目，４行目１文字目ないし２６文字目，２

５２頁２行目，３行目１文字目，２文字

目，２５３頁３行目３７文字目ないし最終

文字，４行目，２５４頁３行目３７文字目

ないし最終文字，４行目，２５５頁３行目

３７文字目ないし最終文字，４行目，２５

７頁１行目１０文字目ないし最終文字，２

行目，２５８頁３行目，４行目１文字目な

いし２０文字目，２５９頁４行目１文字目

ないし１５文字目，２６０頁４行目，２６

３頁４行目，５行目，２６６頁３行目１文

字目ないし６文字目，３４文字目ないし４

行目２１文字目，２６７頁４行目１文字目

ないし２５文字目，２６８頁５行目１文字

目ないし６文字目，２７文字目ないし最終

文字，２７７頁２行目２文字目ないし３９

文字目，２７８頁２行目１文字目ないし３

２文字目，２７９頁２行目３６文字目ない

し３行目６文字目，２３文字目ないし４行

目２文字目，２８６頁３行目，４行目１文

字目ないし１９文字目，２８７頁２行目，

３行目１文字目ないし１６文字目，２９０

頁２行目ないし３行目７文字目，２９６頁

４行目，５行目１２文字目ないし２１文字

目，２９８頁４行目１文字目ないし６文字

目，１５文字目ないし２０文字目，２９９

頁３行目，４行目１文字目ないし２２文字

目，３００頁４行目１６文字目ないし２８

文字目，３０１頁５行目９文字目ないし３

０文字目，３０２頁２行目ないし３行目３

３文字目，３０５頁２行目１文字目ないし

２２文字目，３１０頁２行目８文字目ない

し１４文字目，３６文字目ないし３行目最

終文字，３１２頁２行目１９文字目ないし
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最終文字，３１３頁２行目ないし３行目２

２文字目，３１５頁３行目９文字目ないし

最終文字，３２３頁４行目１７文字目ない

し３５文字目，３２４頁４行目２２文字目

ないし最終文字，３３０頁３行目１文字目

ないし３３文字目，３３１頁２行目２０文

字目ないし２９文字目，３３２頁５行目１

文字目ないし６文字目，３３６頁２行目な

いし３行目２０文字目，３３７頁２行目１

文字目ないし１５文字目，３４０頁４行

目，３４２頁３行目，４行目１文字目ない

し２２文字目，５行目１５文字目ないし２

２文字目，３４３頁３行目，４行目１文字

目ないし２２文字目，３４４頁３行目，４

行目１文字目ないし２２文字目，３４６頁

２行目１文字目ないし２４文字目，４行目

１８文字目ないし２９文字目，３４７頁４

行目１文字目ないし７文字目，３０文字目

ないし５行目２文字目，２５文字目ないし

３１文字目，３４８頁３行目１文字目ない

し６文字目，１０文字目ないし２４文字

目，４行目１９文字目ないし２５文字目，

３５２頁３行目，４行目１文字目ないし２

６文字目，３５７頁３行目，３５８頁３行

目１文字目ないし２６文字目，３６０頁３

行目，３６１頁２行目１文字目ないし１０

文字目，３６２頁３行目１文字目ないし１

５文字目，２１文字目ないし３３文字目，

３６３頁３行目，４行目１文字目ないし２

０文字目，３６６頁４行目１文字目ないし

７文字目，３６９頁３行目１文字目ないし

１６文字目，３７１頁３行目１文字目ない

し２４文字目，３７４頁４行目１文字目な

いし１６文字目，３７５頁３行目，４行目

１文字目ないし１４文字目，３７７頁３行

目，３７８頁３行目，３７９頁２行目１文

字目ないし６文字目，２行目８文字目ない
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し１６文字目，２５文字目ないし３２文字

目，４行目１文字目ないし３６文字目，５

行目２文字目ないし５文字目，３８１頁３

行目１文字目ないし６文字目，１９文字目

ないし４行目２９文字目，３８５頁３行目

１文字目ないし１５文字目，２３文字目な

いし２９文字目，３８６頁３行目１文字目

ないし３４文字目，３８９頁３行目１文字

目ないし２３文字目，３９０頁３行目，４

行目１文字目ないし１９文字目，３９１頁

３行目，４行目１文字目ないし１９文字

目，３９２頁３行目１文字目ないし６文字

目，２６文字目ないし４行目１３文字目，

３９４頁４行目，３９７頁３行目１文字目

ないし１１文字目，３９８頁３行目１文字

目ないし６文字目，４行目１８文字目ない

し３１文字目，３９９頁３行目１文字目な

いし２２文字目，４００頁２行目，４０２

頁３行目１文字目ないし６文字目，２７文

字目ないし４行目最終文字，４０３頁３行

目，４行目１文字目ないし３０文字目，４

０４頁３行目１文字目ないし２７文字目，

４０５頁３行目１文字目ないし１６文字

目，４０６頁３行目，４行目１文字目ない

し２０文字目，４０７頁２行目１０文字目

ないし１４文字目，３行目１３文字目ない

し２３文字目，４０８頁３行目，４０９頁

３行目１文字目ないし７文字目，３２文字

目ないし４行目最終文字，４１０頁３行目

１文字目ないし２０文字目，２７文字目な

いし３０文字目，４１１頁２行目１文字目

ないし４文字目，１３文字目ないし１８文

字目，４１３頁３行目１文字目ないし１６

文字目，４１４頁２行目１文字目ないし６

文字目，１７文字目ないし２２文字目，３

行目４文字目，５文字目，１３文字目ない

し最終文字，４行目１文字目ないし６文字
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目，１４文字目ないし２７文字目，４１５

頁４行目１文字目ないし７文字目，１４文

字目ないし２７文字目，４１６頁４行目１

文字目ないし６文字目，１７文字目ないし

最終文字，４１７頁４行目（手書き部分を

除く），４１８頁２行目３５文字目ないし

３行目１０文字目，４２１頁３行目，４２

２頁５行目１文字目ないし５文字目，４２

３頁３行目，４行目１文字目ないし３文字

目，４２９頁４行目１文字目ないし４文字

目，８文字目ないし２９文字目，４３０頁

３行目１文字目ないし３６文字目，４３２

頁３行目，４行目１文字目ないし１７文字

目，４３３頁３行目，４行目１文字目ない

し１７文字目，４３５頁３行目１文字目な

いし６文字目，４行目１３文字目ないし２

１文字目，４３６頁３行目１文字目ないし

２５文字目，４３７頁３行目１文字目ない

し６文字目，２４文字目ないし３２文字

目，４３９頁３行目１文字目ないし３２文

字目，４４０頁２行目２５文字目ないし３

１文字目，３行目１０文字目ないし最終文

字，４４４頁４行目１０文字目ないし最終

文字，５行目１文字目ないし２６文字目，

４４７頁３行目１文字目ないし３５文字

目，４４８頁２行目，４４９頁２行目，４

５１頁２行目１文字目ないし６文字目，２

１文字目ないし最終文字，４５２頁２行

目，３行目１文字目ないし１８文字目，４

５３頁２行目，４５４頁２行目，３行目１

文字目ないし１６文字目，４行目１８文字

目ないし３０文字目，４５５頁２行目，４

５６頁２行目，３行目１文字目ないし２１

文字目，４５７頁２行目，３行目１文字目

ないし１９文字目，４５８頁２行目，４５

９頁２行目３３文字目ないし最終文字，４

６０頁２行目，３行目１文字目ないし６文
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字目，４６１頁２行目，４６２頁２行目，

４６３頁２行目，３行目１文字目ないし１

６文字目，４６４頁２行目１文字目ないし

６文字目，３４文字目ないし３行目２１文

字目，４６５頁５行目４文字目ないし１９

文字目，４６６頁２行目１文字目ないし２

０文字目，４６７頁２行目，４６８頁２行

目９文字目ないし最終文字，４６９頁２行

目，４７０頁２行目，４７２頁２行目１文

字目ないし４文字目，２３文字目ないし最

終文字，４７３頁２行目，３行目１文字目

ないし２０文字目，４７４頁２行目，４７

５頁２行目，３行目１文字目ないし２４文

字目，４７６頁２行目，３行目１文字目な

いし２４文字目，４７７頁２行目，３行目

１文字目ないし２４文字目，４７８頁２行

目，４７９頁２行目１４文字目ないし最終

文字，５行目１文字目ないし６文字目，４

８０頁２行目，４８１頁２行目，４行目１

文字目ないし５文字目，４８３頁２行目，

３行目１文字目ないし１９文字目，４８４

頁２行目，４８５頁２行目，３行目１文字

目ないし２０文字目，４８６頁２行目１文

字目ないし１４文字目，４８７頁２行目，

４８８頁２行目，４８９頁２行目，４９０

頁２行目，４９１頁２行目１文字目ないし

１７文字目，４９２頁２行目，３行目１文

字目ないし２２文字目，４９３頁２行目，

４９４頁２行目，４９５頁２行目１文字目

ないし６文字目，１９文字目ないし２５文

字目，３２文字目ないし最終文字，４９６

頁２行目，３行目１文字目ないし３３文字

目，４９７頁２行目，３行目１文字目ない

し６文字目，２６文字目ないし３６文字

目，４行目４文字目ないし１３文字目，４

９８頁２行目，４９９頁２行目１文字目な

いし７文字目，１４文字目ないし最終文
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字，５０１頁５行目１文字目ないし２１文

字目，５０２頁２行目１文字目ないし１４

文字目，５０３頁２行目，３行目，５０４

頁３行目５文字目ないし最終文字，５０５

頁２行目，３行目１文字目ないし２４文字

目，５０６頁２行目，３行目８文字目ない

し１３文字目，５１４頁４行目，５行目１

文字目ないし２２文字目，５１５頁５行目

３文字目ないし１０文字目，３０文字目な

いし最終文字，５１６頁５行目８文字目な

いし最終文字，５２０頁５行目１文字目な

いし３文字目，１２文字目ないし最終文

字，５２２頁３行目１６文字目ないし４行

目１５文字目，５３３頁２行目１２文字目

ないし２３文字目，２９文字目ないし最終

文字，４行目，５３４頁５行目，５３６頁

３行目，５４３頁５行目，５４６頁４行目

１１文字目ないし５行目最終文字，５４７

頁３行目１３文字目ないし４行目最終文

字，５５０頁５行目２文字目ないし最終文

字，５５５頁２行目，３行目，５５７頁２

行目，３行目１文字目ないし１９文字目，

５５８頁２行目１文字目１９文字目，２５

文字目ないし最終文字，５５９頁２行目，

３行目１文字目ないし１２文字目，４行

目，５６０頁２行目，５６１頁２行目，３

行目１文字目ないし１５文字目，５６２頁

２行目，３行目１文字目ないし１５文字

目，４行目３７文字目ないし５行目１文字

目，５６４頁２行目，５６５頁２行目，３

行目，５６６頁２行目１文字目ないし６文

字目，１８文字目ないし３３文字目，５６

７頁２行目１文字目ないし４文字目，１３

文字目ないし最終文字，５６９頁２行目，

５７０頁２行目，３行目１文字目ないし１

５文字目，５７１頁２行目，５７２頁２行

目１文字目ないし６文字目，１３文字目な
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いし最終文字，３行目１文字目ないし１０

文字目，１６文字目ないし３２文字目，５

７３頁２行目１文字目ないし１９文字目，

２６文字目ないし最終文字，３行目１文字

目ないし５文字目，１８文字目ないし最終

文字，５７４頁２行目１文字目ないし４文

字目，８文字目ないし最終文字，５行目６

文字目ないし８文字目，２０文字目ないし

最終文字，５７５頁２行目，５７６頁２行

目１文字目ないし６文字目，１８文字目な

いし最終文字，５７７頁２行目１文字目な

いし７文字目，１９文字目ないし最終文

字，５行目，５７８頁２行目１０文字目な

いし最終文字，３行目，５７９頁２行目

（手書き部分を除く），３行目８文字目な

いし最終文字，５８０頁２行目，３行目１

文字目ないし１７文字目，５８３頁２行

目，３行目１文字目ないし５文字目，１２

文字目ないし最終文字，５行目１文字目な

いし３７文字目，５８４頁２行目，３行目

１文字目ないし１８文字目，５８５頁２行

目１文字目ないし７文字目，１４文字目な

いし最終文字，４行目，５８６頁２行目，

３行目１文字目ないし１０文字目，４行目

１文字目ないし７文字目，５８７頁２行

目，３行目１文字目ないし１５文字目，５

８８頁３行目１１文字目ないし２２文字

目，３９文字目ないし４行目２文字目，５

８９頁２行目，５９０頁２行目，３行目１

文字目ないし１９文字目，５９３頁２行

目，３行目１文字目ないし２２文字目，５

９５頁２行目，３行目１文字目ないし１９

文字目，５９６頁３行目３７文字目ないし

４行目最終文字，５９８頁１行目１文字目

ないし７文字目，１５文字目ないし最終文

字，４行目１文字目ないし１９文字目，５

行目２４文字目ないし３０文字目，５９９
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頁２行目，４行目１７文字目ないし２４文

字目，３３文字目ないし最終文字，６００

頁２行目，３行目７文字目ないし最終文

字，６０１頁５行目２４文字目ないし３２

文字目，６０２頁２行目，６０３頁２行

目，４行目１文字目ないし１３文字目，５

行目，６０４頁３行目，４行目１文字目な

いし１５文字目，６０５頁２行目，５行

目，６０６頁２行目１文字目ないし１７文

字目，６０７頁３行目，４行目１文字目な

いし１６文字目，６０８頁３行目，６０９

頁５行目，６１０頁２行目１文字目ないし

２２文字目，３行目１５文字目ないし２２

文字目，６１１頁２行目１文字目ないし２

２文字目，６１２頁２行目１文字目ないし

２２文字目，６１３頁４行目１文字目ない

し１４文字目，３１文字目ないし３６文字

目，５行目１２文字目ないし最終文字，６

１４頁２行目１文字目ないし１３文字目，

３行目２０文字目ないし２７文字目，６１

５頁３行目，５行目１文字目ないし３６文

字目，６１６頁３行目１文字目ないし１３

文字目，６１７頁２行目１文字目ないし６

文字目，２２文字目ないし最終文字，３行

目，６１８頁２行目，３行目２０文字目な

いし最終文字，６１９頁４行目１文字目な

いし１６文字目，６２０頁２行目，６２４

頁３行目，４行目１文字目ないし１９文字

目，６２６頁２行目，３行目１文字目ない

し１７文字目，６２８頁２行目８文字目な

いし１５文字目，３行目１６文字目ないし

最終文字，６２９頁２行目，３行目，６３

１頁２行目１文字目ないし２４文字目，６

３２頁２行目，３行目１文字目ないし１６

文字目，６３３頁１行目２０文字目ないし

最終文字，６３６頁２行目，６４１頁３行

目１文字目ないし２２文字目，６４５頁２
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行目１７文字目ないし３９文字目，６４６

頁４行目，５行目１文字目ないし１２文字

目，６４９頁３行目，６５０頁３行目１文

字目ないし５文字目，１２文字目ないし２

０文字目，２６文字目ないし最終文字，６

５１頁３行目，４行目１文字目ないし１６

文字目，６５２頁３行目１文字目ないし１

７文字目，６５４頁４行目，６５６頁３行

目 

「面接者

職氏名」

欄 

文書１及び文書２

の各頁 

１２ （１）文書２の１７１頁，５２０頁，６０

９頁，６１６頁 

（２）文書２の８頁，１１頁，１２頁，２

２頁，２６頁，５７頁，６５頁，９０頁，

６０８頁 

欄外にゴ

ム印で押

印された

決裁欄の

伺い文 

文書１及び文書２

の各頁（記載があ

る頁に限る） 

１３ 文書１の１頁，５頁，８頁，３２頁， 

文書２の２頁，３頁，６頁，７頁，１３

頁，１６頁，２０頁，２４頁，２７頁，３

０頁ないし３２頁，３５頁ないし３７頁，

４６頁ないし４９頁，５２頁ないし５５

頁，５８頁ないし６２頁，６７頁，６８頁

（手書き部分を除く），７５頁，７７頁，

７９頁，８０頁，８２頁ないし８８頁，９

２頁ないし９４頁，９７頁ないし１０２

頁，１０４頁，１０６頁ないし１０９頁，

１１１頁，１１２頁，１１４頁ないし１１

６頁，１１８頁ないし１２０頁，１２６

頁，１２８頁，１２９頁，１３１頁，１３

３頁，１３５頁，１３６頁，１３９頁（手

書き部分を除く），１４１頁，１４４頁，

１４６頁，１５０頁，１５３頁，１５６

頁，１５７頁，１６３頁，１６６頁ないし

１７７頁，１７９頁ないし１８２頁，１８

５頁，１８７頁，１８８頁，１９１頁，１

９９頁ないし２０２頁，２０４頁（２箇

所），２０６頁，２１６頁，２１７頁，２

１９頁ないし２２７頁，２３５頁ないし２

３７頁，２４７頁，２５０頁，２５１頁，
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２５３頁ないし２５５頁，２５７頁ないし

２５９頁，２６５頁，２６７頁ないし２７

５頁，２８１頁ないし２８４頁，２８６

頁，２８７頁，２９０頁ないし２９２頁

（２９１頁手書き部分を含む），２９６

頁，２９８頁，３０１頁ないし３０４頁，

３０６頁，３０９頁，３１１頁，３１３

頁，３１５頁，３１７頁，３１８頁，３２

０頁，３２２頁，３２４頁，３２７頁，３

２８頁，３３０頁ないし３３２頁，３３５

頁（２箇所），３３９頁ないし３４７頁，

３４９頁，３５１頁，３５２頁，３５４頁

ないし３５６頁，３６２頁，３６４頁，３

６５頁，３６７頁，３７４頁ないし３７６

頁，３７９頁，３８３頁，３８５頁，３９

０頁，３９１頁，３９５頁，３９６頁，３

９８頁，４０１頁ないし４０５頁，４０８

頁ないし４１１頁，４１３頁，４１６頁，

４１８頁，４１９頁，４２１頁，４２４頁

ないし４２９頁，４３１頁（手書き部分を

除く），４３４頁，４３５頁，４４７頁，

４４８頁，４５５頁，４５８頁，４５９頁

ないし４６１頁，４６３頁，４６４頁，４

６９頁，４７０頁，４７２頁，４７６頁な

いし４７８頁，４８１頁，４９７頁，５０

０頁，５０３頁ないし５０５頁，５１０

頁，５１４頁，５１６頁，５１８頁，５１

９頁，５２９頁（手書き部分を除く），５

３０頁，５３２頁，５３４頁，５３５頁

（２箇所），５４０頁，５４１頁，５４５

頁，５５７頁ないし５５９頁，５６１頁，

５６３頁，５６６頁，５６７頁，５６９

頁，５７１頁，５７４頁，５７５頁，５８

３頁，５９９頁，６００頁，６１８頁，６

２０頁ないし６２２頁，６２６頁，６３２

頁ないし６３５頁，６３７頁，６４３頁，

６４８頁，６５１頁，６５２頁，６５４
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頁，６５６頁ないし６５９頁 

欄内外手

書きメモ 

文書１及び文書２

の各頁（記載があ

る頁に限る） 

１４ 文書１の１４頁欄外手書きメモ，文書２の

９７頁代表者職氏名欄手書きメモ，１２０

頁事業場の所在地欄手書きメモ２行目５文

字目ないし１３文字目，１６７頁代表者職

氏名欄手書きメモ５文字目５文字目ないし

最終文字，２４０頁事業場の名称欄手書き

メモ１７文字目ないし最終文字，４４６頁

監督重点対象区分欄手書きメモ，４５７頁

事業場の名称欄手書きメモ，４９７頁参考

事項・意見欄５行目手書きメモ 

（注）上表は，当審査会事務局において作成した。 


