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佐賀県情報公開条例に基づく処分に関する審査基準 

 

（公文書の開示義務） 

第６条 実施機関は、前条の規定による開示の請求（以下「開示請求」という。）

があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報（以下「非開示

情報」という。）のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求をしたもの

（以下「請求者」という。）に対し、当該公文書を開示しなければならない。 

《趣旨》 

本条は、実施機関は、開示請求のあった公文書に非開示情報が記録されている場合を除き、当該

公文書を開示しなければならないという、原則開示の義務が実施機関にあることを明らかにすると

ともに、例外的に非開示とする情報を定めたものである。 

【解釈】 

１ 「開示しなければならない」とは、本条例では、開示しないことに合理的な理由がある情報を

非開示情報としてできる限り明確かつ合理的に定めていることから、この非開示情報が記録され

ていない限り、開示請求に係る公文書を開示しなければならないことをいう。 

２ 本条では、非開示情報の範囲はできる限り限定したものとするとの基本的な考え方に立ってお

り、非開示情報が記録されている場合には、第９条（公益上の理由による裁量的開示）の規定に

より実施機関が「公益上特に必要があると認めるとき」は開示することができることの反対解釈

として「公益上特に必要があると認めるとき」以外は、開示してはならないことになる。開示請

求に係る公文書の一部に非開示情報が記録されているときの非開示情報の取扱いは、部分開示

（第７条）の問題である。 

３ 本条各号の非開示情報は、保護すべき利益に着目して分類したものであり、ある情報が各号の

複数の非開示情報に該当する場合があり得る。 

また、例えば、ある個人に関する情報について、第２号のただし書の情報に該当するため、同

号の非開示情報には該当しない場合であっても、他の号の非開示情報に該当し、非開示となるこ

とはあり得る。 

したがって、ある情報を開示する場合は、本条の各号のいずれにも該当しないことを確認する

ことが必要である。 

 

(1) 法令又は他の条例（以下「法令等」という。）の定めるところにより、開示

することができない情報 

《趣旨》 

 本号は、法令又は他の条例の定めるところにより開示することができないとされている情報が記

録されている公文書については、開示しないことを定めたものである。 

【解釈】 

１ 「法令」とは、法律、政令、省令その他の命令をいう。 

また、国の機関から法律又はこれに基づく政令を根拠としてなされる指示その他これに類する

行為であって、公にしてはならない旨が具体的に示されているもので実施機関が従う義務のある

ものを含むものである。 

２ 「他の条例」とは、この条例以外の条例をいう。 
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この条例と他の条例とは、公文書の開示に関して一般法と特別法の関係となるものであるため、

当該他の条例が公にしないと定めた情報は、この条例において開示することができないものであ

る。 

３ 「開示することができない」とは、法令等の規定で開示できないと定められているものはもち

ろん、法令等の規定の趣旨・目的から非開示と認められるものをいい、次のような情報をいう。

なお、法令等の委任を受けて制定された規則等については、当該規則等に非開示とする旨の規定

がある場合でも、その一事のみをもって本号に該当するということはできない。 

 (1) 公開が禁止されているもの 

 (2) 他目的使用が禁止されているもの 

 (3) 手続きの公開が禁止されているもの 

 (4) 個別法により守秘義務が課せられているもの 

 

(2) 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であ

って、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画若しく

は電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を

用いて表された一切の事項をいう。）により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、開示

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。ただし、次

に掲げる情報を除く。 

ア 法令等の定めるところにより、何人でも閲覧することができる情報 

イ 公表することを目的として作成し、又は取得した情報 

ウ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であ

ると認められる情報 

エ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第２条

第１項に規定する国家公務員（独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０

３号）第２条第４項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。）、地方

公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２条に規定する地方公務員並びに

独立行政法人等（独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成

１３年法律第１４０号）第２条第１項に規定する独立行政法人等をいう。以

下同じ。）、地方独立行政法人、土地開発公社等（公有地の拡大の推進に関す

る法律（昭和４７年法律第６６号）第１０条第１項に規定する土地開発公社、

地方住宅供給公社法（昭和４０年法律第１２４号）第１条に規定する地方住

宅供給公社及び地方道路公社法（昭和４５年法律第８２号）第１条に規定す

る地方道路公社をいう。以下同じ。）、第２４条第１項に規定する法人等及び

第２５条第１項に規定する公の施設の管理を行う法人等の役員及び職員を

いう。）である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報である

ときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名（当該公務員等が公安

委員会規則で定める職にある警察職員である場合にあっては、当該公務員等

の氏名に係る部分を除く。）並びに当該職務遂行の内容に係る部分 

オ 県の機関、県が設立した地方独立行政法人又は佐賀県土地開発公社等（以
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下「県の機関等」という。）が作成した交際費又は食糧費の支出に係る公文

書に用いられた当該支出の相手方の職及び氏名並びに当該支出の内容に関

する情報。ただし、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあ

るものとして実施機関が別に定めるもの及び実施機関が開示する旨の規定

を定める前に執行した交際費又は食糧費の支出に係る情報のうち個人の権

利利益を害することが通常認められるものとして実施機関が別に定めるも

のを除く。 

《趣旨》 

本号は、個人の尊厳、基本的人権の尊重の立場から、個人の権利利益を保護するため、非開示事

項を定めたものである。 

個人の権利利益の中心となるプライバシーの概念は、法的にも社会通念上も必ずしも確立したも

のではないことから、この条例では個人の権利利益の十分な保護を図るため、特定の個人を識別で

きる情報は、原則として非開示とする方式（個人識別型）を採用している。ただし、個人識別型を

採用した結果、本来保護する必要のない情報も含まれることになることから、公知の情報等につい

ては、個人に関する情報の非開示情報から除かれるべきものとして限定列挙しているものである。 

また、特定の個人を識別することができない情報であっても、個人の権利利益を害するおそれの

ある情報についても同様に非開示とするものである。 

【解釈】 

１ 「個人に関する情報」とは、個人の内心、身体、身分、地位その他個人に関する一切の事項に

ついての事実、判断、評価等のすべての情報が含まれるものであり、個人に関する情報全般を意

味する。 

  したがって、個人の属性、人格や私生活に関する情報に限らず、個人の知的創作物に関する情

報、組織体の構成員としての個人の活動に関する情報も含まれる。 

  「その他の記述等」とは、例えば電話番号、役職名、個人別に付された記号、番号（個人番号、

振込口座番号、試験の受験番号、保険証の記号番号等）、個人の映像、音声等が挙げられる。 

２ 「（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）」とは、事業を営む個人の当該事業に関す

る情報については、個人の権利利益の保護の問題ではなく次号において判断されることが適当で

あることから本号から除外している。 

３ 「特定の個人を識別することができるもの」の範囲は、当該情報に係る個人が誰であるかを識

別させることとなる氏名その他の記述の部分だけでなく、氏名その他の記述等により識別される

特定の個人情報の全体である。 

氏名以外の記述等単独では、必ずしも特定の個人を識別することができない場合もあるが、当

該情報に含まれるいくつかの記述等が組み合わされることにより、特定の個人を識別することが

できることとなる場合が多いと考えられる。 

４ 「（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。）」とは、当該情報単独では特定の個人を識別することができないが、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ものについても、個人識別情報として非開示情報と

なる趣旨である。 

照合の対象となる「他の情報」としては、公知の情報や、図書館等の公共施設で一般に入手可

能なものなど一般人が通常入手し得る情報が含まれる。また、仮に当該個人の近親者、地域住民

等であれば保有している又は入手可能であると通常考えられる情報も含まれる。他方、特別の調

査をすれば入手し得るかもしれないような情報については、一般的には、「他の情報」に含めて考
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える必要はないものと考えられる。 

照合の対象となる「他の情報」の範囲については、当該個人に関する情報の性質や内容等に応

じて、個別に適切に判断することが必要となる。 

また、識別可能性の判断に当たっては、厳密には特定の個々人を識別することができる情報で

はないが、特定の集団に属する者に関する情報を開示すると、当該集団に属する個々人に不利益

を及ぼすおそれがある場合があり得る。このように、当該情報の性質、集団の性格、規模等によ

り、個人の権利利益の十分な保護を図る観点から、個人識別性を認める場合があり得る。 

５ 「特定の個人を識別することはできないが、開示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」 

実施機関が管理する個人情報の大部分は、特定の個人を識別することができる情報であり、こ

れを非開示情報とすることで、個人の権利利益の保護は基本的には十分確保されると考えられる。 

しかしながら、中には、匿名の作文や、無記名の個人の著作物のように、個人の人格と密接に

関連したり、開示すれば財産権その他の個人の正当な利益を害するおそれがあると認められるも

のがあることから、特定の個人を識別できない個人に関する情報であっても、開示することによ

り、なお個人の権利利益を害するおそれがある場合について、補充的に非開示情報として規定し

たものである。 

なお、メールアドレスについても、個人を識別することはできないが、未承諾広告などの問題

が生じることから、個人の権利利益を害する場合がある。 

６ ただし書アについて 

本事項は、法令等により何人でも閲覧することができると定められている個人に関する情報が

公文書に含まれている場合に、その部分については何人でも入手できるものであるから、開示す

ることができる情報として取り扱うということである。 

ただし、利害関係人に限って入手できる情報や使用目的等により閲覧等が制限されることがあ

り、実質的に何人でも閲覧できるものといえないものについては、この限りでない。 

なお、過去に閲覧に供されたものであっても、時の経過により開示請求の時点では閲覧に供さ

れているとは見られない場合があり得る。 

７ ただし書イについて 

本事項に該当する情報とは、次のような情報である。 

(1)  実施機関が公表することを目的として作成し、又は取得した情報であって、当該個人も公表

することについて了承しているもの 

(2)  公表することを前提として提供された情報 

(3)  個人が自主的に公表した資料等から何人も知り得る情報 

(4)  従来から慣行上公表しており、今後公表してもそれが他人に知られたくない情報でないこと

が確実である情報 

なお、公表することについて全国一斉に公開するなど、公表時期が指定されているようなもの

については、それまでの間は開示しないものとする。 

８ ただし書ウについて 

非開示情報該当性の判断に当たっては、開示することの利益と開示されないことの利益との調

和を図ることが重要であり、個人に関する情報についても、開示することにより害されるおそれ

がある当該情報に係る個人の権利利益よりも、人の生命、健康等の保護の必要性が上回るときに

は、当該個人に関する情報を開示する必要性と正当性が認められることから、当該情報を開示し

なければならないこととするものである。 
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この比較衡量に当たっては、個人の権利利益にも様々なものがあり、また、人の生命、健康、

生活又は財産の保護にも、保護すべき権利利益の程度に差があることから、個別の事案に応じた

慎重な検討が必要である。 

なお、人の生命、健康等の基本的な権利利益の保護以外の公益との調整は、公益上の理由によ

る裁量的開示の規定（第９条）により図られる。 

９ ただし書エについて 

(1) 「公務員等」とは、次に掲げる者をいい、一般職か特別職か、常勤か非常勤かの別を問わな

いものである。また、公務員等であった者が当然に含まれるものではないが、公務員等であっ

た当時の情報については、本規定は適用される。 

・国家公務員（国家公務員法第２条第１項） 

・地方公務員（地方公務員法第２条） 

・独立行政法人等（独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第２条第１項）の役員

及び職員 

・地方独立行政法人（地方独立行政法人法第２条第１項）の役員及び職員 

・土地開発公社（公有地の拡大の推進に関する法律第１０条第１項）の役員及び職員 

・地方住宅供給公社（地方住宅供給公社法第１条）の役員及び職員 

・地方道路公社（地方道路公社法第１条）の役員及び職員 

・本条例第２４条第１項に規定する法人等の役員及び職員 

・本条例第２５条第１項に規定する公の施設の管理を行う法人等の役員及び職員 

(2) 「当該情報がその職務の遂行に係る情報であるとき」 

  「職務の遂行に係る情報」とは、公務員等が行政機関その他の国の機関、独立行政法人等、

土地開発公社等、本条例第２４条第１項に規定する法人、本条例第２５条第１項に規定する公

の施設の管理を行う法人等又は地方公共団体の機関の一員として、その担任する職務を遂行す

る場合における当該活動についての情報を意味する。例えば、行政処分その他の公権力の行使

に係る情報、職務としての会議への出席、発言その他の事実行為に関する情報がこれに含まれ

る。 

また、本規定は、具体的な職務の遂行との直接の関連を有する情報を対象とし、例えば、公

務員の情報であっても、職員の人事管理上保有する健康情報、休暇情報、自宅住所等は管理さ

れる職員の個人情報として保護される必要があり、本規定の対象となる情報ではない。  

(3) 「当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名（当該公務員等が公安委員会規則で定める職

にある警察職員である場合にあっては、当該公務員の氏名に係る部分を除く。）並びに当該職務

遂行の内容に係る部分」 

公務員等の職務の遂行に係る情報には、当該公務員等の氏名、職名及び職務遂行の内容によ

って構成されるものが少なくない。このうち、前述のとおり、県の機関等の諸活動を説明する

責務が全うされるようにする観点から、公務員等の氏名、職名及び職務遂行の内容については、

当該公務員等の個人に関する情報としては非開示とはしないという意味である。  

「（当該公安委員会規則で定める職にある警察職員である場合にあつては、当該公務員等の

氏名に係る部分を除く。）」とは、警察職員については、その特殊性から一定の職にある者の氏

名を開示の対象としないこととしたものである。 

なお、「警察職員」とは、警察法（昭和２９年法律第１６２号）第３４条及び第５５条に規定

する職員をいい、本県職員か他県職員か、地方公務員か国家公務員かの別を問わないものであ

る。 
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10 ただし書オについて 

(1)  「県の機関」とは、県の執行機関（知事及び各行政委員会等）及びその補助機関、議決機関

及びその事務局のほか執行機関が設置する附属機関も含む県のすべての機関をいう。 

(2) 「当該支出の相手方の職及び氏名並びに当該支出の内容に関する情報」とは、交際費又は食

糧費の支出により行われる行為に係る相手方であり、金銭の支払いを受ける相手方だけでなく、

供花の送り先や会食の相手方なども含まれるものである。 

なお、供花の購入先としての相手方情報などについては、本号ではなく、第３号の法人等情

報の規定により開示非開示の判断を行うものである。 

(3) 「開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるものとして、実施機関が別に定

めるもの」としたのは、交際費又は食糧費の支出状況が実施機関により異なることから、それ

ぞれの実施機関の実情等により定めることとしたものである。 

(4)  「実施機関が開示する旨の規定を定める前に執行した交際費又は食糧費の支出に係る情報」

とは、ただし書オの規定の施行日である平成１４年４月１日より以前に執行された交際費又は

食糧費の支出の相手方の民間人の職、氏名等のことである。これらの情報を平成１４年３月３

１日以前に係るものまで遡及して開示する場合、程度の差はあるにせよ、当該民間人のプライ

バシーを侵害する可能性があることは否定できない。しかし、県政の透明性を高めるとの公益

があることから、当該民間人に特段の権利利益の侵害がない場合には、当該民間人の職、氏名

等を開示することとしたものである。 

(5) 「個人の権利利益を害することが通常認められるものとして実施機関が別に定めるもの」と

したのは、公益があるとしても、民間人の権利利益を害することは許されないため、当該民間人

の職、氏名等を開示することにより具体的に支障を生じるかどうかについて、実施機関ごとに、

その事実確認を行ったうえで、開示、非開示の判断を行うこととしたものである。 

 

11 本条第２号に規定する「個人に関する情報」を例示すると概ね次のとおりである。 

なお、すべての情報が一律に非開示となるものではなく、開示することにより特定の個人を識

別できる場合又は個人の権利利益を害するおそれがある場合に非開示となるものである。 

項   目 例     示 

基本的

事項 

個人番号 

個人番号対応符号 

 

識別・整理番号 

氏名 

性別 

生年月日・年齢 

住所 

電話番号 

本籍・国籍 

その他 

番号法第 2条第 5項に規定する個人番号 

個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられ

る番号、記号その他の符号（住民票コードを除く。） 

受験番号、許可番号、整理番号 

本名、通称、ペンネーム、氏、名前 

男女の別 

生年月日、年齢 

住所、所在地、居所、居住地域、住所歴、連絡先 

電話番号、ＦＡＸ番号 

本籍、本籍地、出身地、国籍 

指紋、顔写真、声紋、血液型 

身体の

状況等 

身体的特性 

性質・性格  

身長、体重、体力、運動能力、容姿 

性質、性格、長所、短所 

家庭・経

済 

家族の状況 

親族関係 

家族構成、同居・別居、扶養関係 

養子縁組、認知、離縁、血族・親族関係 
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婚姻関係 

資産・収入 

納税状況 

公的扶助 

取引状況 

その他 

婚姻歴、離婚の事実・時期・理由、内縁関係 

年収、所有財産、持家等、預金、借入金、償還金 

各種税金の納税額 

年金・生活保護等の受給者、福祉資金等の貸付 

事業における取引相手、取引額 

生活の状況、食生活、住居の間取り、住居の鍵の位

置・種類 

社会生

活 

職業・職歴 

学業・成績 

資格 

成績・評価 

賞罰 

趣味・嗜好 

その他 

勤務先、在職期間、就職・退職年、職種、職位、昇格・

降格 

出身校、学業成績、入学、卒業、退学、在学年度 

行政書士等の資格、免許、講習会等の修了 

各種試験の結果、評価、内申書、指導要録 

叙位・叙勲、表彰、行政処分歴（※犯罪歴を除く。） 

趣味、好き嫌い 

地域活動等の状況 

取扱い

に特に

配慮を

要する

情報 

人種  

信条 

 

社会的身分 

 

 

病歴 

犯罪の経歴 

 

犯罪により害を被った事

実 

心身の機能の障害 

 

健康診断等の結果 

医師等により行われた指

導、診療、調剤 

刑事事件に関する手続 

 

 

少年の保護事件に関する

手続 

人種、世系又は民族的若しくは種族的出身 

支持政党名、所属政治団体名、政治的信条、政治活

動歴、人生観、主義・主張、信仰する宗教 

個人にその境遇として固着し、自らの力によって脱

し得ないような地位※単なる職業的地位や学歴は含

まない 

病気に罹患した経歴 

前科、すなわち有罪の判決を受けこれが確定した事

実 

犯罪の被害を受けた事実 

 

障害の有無・種類・部位・原因・程度・等級、補装具

の有無 

健康診断、ストレスチェック、遺伝子検査等の結果

保健指導の内容、診療記録、診断書、調剤録、薬剤服

用歴 

逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起などの刑事事

件に関する手続が行われたこと（※犯罪の経歴を除

く） 

非行少年等として、調査、観護の措置、審判、保護処

分などの少年の保護事件に関する手続が行われたこ

と 



 - 8 -

(3) 法人その他の団体（国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法

人及び土地開発公社等を除く。以下「法人等」という。）に関する情報又は事

業を営む個人の当該事業に関する情報のうち、開示することにより、当該法

人等又は当該個人に明らかに不利益を与えると認められるもの及び実施機関

の要請を受けて公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人

等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当

該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であ

ると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 

ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体

又は健康を保護するため、開示することが必要であると認められる情報 

イ 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある著しい支

障から人の財産又は生活を保護するため、開示することが必要であると認め

られる情報 

ウ 県の機関等との契約又は当該契約に関し作成された県の機関等の支出に係

る公文書に用いられた氏名又は名称、住所又は事務所若しくは事業所の所在

地及び電話番号並びに法人等にあっては、その代表者の氏名 

《趣旨》 

本号は、法人等又は事業を営む個人の事業活動を保障する観点から、当該事業活動に明らかに不

利益を与えると認められる情報が記録されている公文書は、原則として非開示とすることを定めた

ものである。 

また、実施機関の要請を受けて、法人等又は事業を営む個人が公にしないとの条件で任意に提供

した情報が記録されている公文書は、合理的な範囲で非開示とすることを定めたものである。 

【解釈】 

１ 「法人」とは、営利法人のほか、学校法人、医療法人、社会福祉法人、その他の公益法人等を

含むものである。 

「その他の団体」とは、自治会、商店会、消費者団体などのように法人格はないが、団体とし

ての規約及び代表者が定められているものをいう。 

２ 「事業を営む個人」とは、地方税法第７２条の２第８項から第１０項までに掲げる事業（例：

物品販売業、畜産業、医業等）を営む個人のほか農業、林業等を営む個人をいう。 

３ 「当該事業に関する情報」とは、事業内容、事業所、事業用資産、事業所得等に関する情報を

いい、当該事業活動と直接関係のない個人に関する情報（例：事業を営む個人の家庭状況等）は

除く。 

４ 「当該法人等又は当該個人に明らかに不利益を与えると認められるもの」とは、開示すること

によって、法人等又は事業を営む個人に、技術開発上、営業販売上、経営管理上及び信用上の支

障などを生じさせる場合をいう。  

なお、「明らかに不利益を与える」かどうかについては、当該情報の内容だけでなく、法人等が

営む事業の性格、規模、事業活動における当該情報の位置付け、開示した場合の影響等を勘案し、

個別に判断することになる。この場合においては、何らかの不利益が生じるおそれがあるという

だけでは足りず、情報の開示によって当該法人等の正当な利益を害するおそれが客観的かつ具体

的に認められる場合でなければならない。 

  ※ 交際費及び食糧費の支出に係る相手方の情報については、個人情報の非開示の例外として相

手方の職及び氏名並びに当該支出の内容が第６条第２号ただし書きオにより原則開示とされ
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たことから、法人等にあっても「明らかに不利益を与えるもの」ではないものとして、個人情

報の取扱いと同様に原則開示することとなるものである。   

５ 「実施機関の要請を受けて公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は

個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当

該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの」とは、実施機関が法人

等又は事業を営む個人に情報の提供を要請し、当該法人等又は個人が公にしないとの条件でこれ

に応じて任意に提供された情報をいう。 

「実施機関の要請を受けて公にしないとの条件で任意に提供されたもの」 

実施機関の要請を受けずに、法人等又は個人から提供された情報は含まれない。ただし、実施

機関の要請を受けずに法人等又は事業を営む個人から提供申出があった情報であっても、提供に

先立ち、法人等又は事業を営む個人の側から非公開の条件が提示され、実施機関が合理的理由が

あるとしてこれを受諾した上で提供を受けた場合には、含まれ得ると解する。 

「要請」には、法令に基づく報告又は提出の命令は含まれない。また、実施機関が報告徴収権

限を有する場合でも、当該権限を行使することなく、行政指導により情報の提供を求める場合は

含まれない。 

「条件」については、実施機関の側から公にしないとの条件で情報を提供してほしいと申し入

れる場合も、法人等又は事業を営む個人の側から実施機関の要請があったので情報は提供するが

公にしないでほしいと申し出る場合も含まれるが、いずれにしても双方の合意により成立するも

のである。また、条件は、原則として、情報の提供を受ける際に、契約書、要綱、調査票等の書

面により明示されていることを要する。 

「法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付

すことが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの」 

「法人等又は個人における通例」とは、当該法人等又は個人の個別具体的な事情ではなく、当

該法人等又は個人が属する業界における通常の取扱いを意味し、当該法人等において公にしてい

ないことだけでは足りない。 

公にしないとの条件を付すことの合理性の判断にあたっては、情報の性質に応じ、当該情報の

提供当時の諸般の事情の変化を考慮して判断する。公にしないとの条件で提供された情報であっ

ても、その後、提供者が公にしたもの、公にすることについて提供者の承諾が得られたものにつ

いては、当該条件が解除されたものとみなされ、本号には当たらないものとみなされる。 

６ ただし書アについて 

「事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護す

る」とは、法人等又は事業を営む個人の事業活動に起因して、現に発生しているか、又は将来発

生するであろうことが確実である危害から人の生命、身体又は健康を保護することをいい、当該

事業活動が違法又は不当であるか否かを問わない。 

したがって、例えば、食品衛生上の危害の発生等を未然に防止し、現に発生している危害を排

除し、若しくは当該危害の拡大を防止し、又はその再発を防止するために必要な場合には、当該

情報は開示することになるものである。 

７ ただし書イについて 

「違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある著しい支障から人の財産又

は生活を保護する」とは、法人等又は事業を営む個人の違法又は不当な事業活動に起因して、現

に発生しているか、又は将来発生するであろうことが確実である著しい支障から人の財産又は生

活を保護することをいう。 



 - 10 -

８ ただし書ウについて 

「県の機関等との契約」とは、法人等又は事業を営む個人が、その事業活動において県の機関

等と締結した契約をいい、契約書の作成の有無を問わないものである。 

「当該契約に関し作成された県の機関等の支出に係る公文書」とは、県の機関等との契約に基

づき、県の機関等の支出を伴い、支出に関して作成された公文書をいう。 

本事項に該当する情報とは、県の機関等との契約等（例：契約書、支出負担行為伺、支出命令

書、請求書、領収書等）に用いられた氏名、住所等をいうものである。 

 

(4) 県の機関等と国、独立行政法人等、他の地方公共団体、県が設立した地方独

立行政法人以外の地方独立行政法人又は佐賀県土地開発公社等以外の土地開

発公社等（以下「国等」という。）との間における委任、依頼、協議等に関する

情報で、開示することにより、県の機関等と国等との協力関係が著しく損なわ

れるおそれのあるもの 

《趣旨》 

本号は、県の機関等と国等との協力関係を維持する観点から非開示事項を定めたものである。 

 県の行政は、国等の行政と委任、依頼、協議等により、密接に関連しながら運営されており、こ

れらに関する情報の中には、開示することにより、国等の協力関係を著しく損なうおそれのあるも

のがある。 

 したがって、これらの情報が記録されている公文書については、非開示とすることを定めたもの

である。 

【解釈】 

１ 「委任、依頼、協議等に関する情報」とは、法令等に基づき又は任意に行われる委任、依頼、

協議、照会等に関する情報をいう。 

２ 「協力関係が著しく損なわれるおそれのあるもの」とは、次のような情報をいう。ただし、何

らかの支障が生じるおそれがあるというだけでは足りず、情報の開示によって協力関係が損なわ

れるおそれが客観的かつ具体的に認められる場合でなければならない。 

 (1) 国等の事務に関して県に協議されているもので、国等において当該事務事業に関する情報を

公表していないもの 

 (2) 国等からの依頼、委託等による調査等で、当該依頼、委託等の中に国等の許可なしに公表し

てはならない旨の条件が付されているもの 

 (3) 国等からの依頼、委託等による県又は市町村の行政の実態調査で、国等において公表するま

で公表してはならない旨の指示があるもの 

(4) 全国を通じて統一的に公表することを要するとされているもの 

 

(5)  県の機関等又は国等の事務事業について県の機関等の内部若しくは県の機

関等相互又は県の機関等と国等との間において行われる審議、調査、試験研究

等（以下「審議等」という。）に関する情報で、開示することにより、当該審議

等若しくは同種の審議等又は当該事務事業若しくは同種の事務事業の公正か

つ円滑な実施に著しい支障が生ずるおそれのあるもの 

《趣旨》 

  本号は、県の機関等又は国等の事務事業についての行政内部の審議、調査、試験研究等及び当該
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事務事業の公正かつ円滑な実施を確保する観点から非開示事項を定めたものである。 

 行政内部の審議等の情報の中には、それぞれ職務上作成又は取得し、組織的に用いるものとして

管理しているものであっても、行政としての最終的な意思決定までの一過程にあるものが多く、こ

のような未確定の情報を開示すると、県民に混乱や誤解を招いたり、行政内部の率直な意見交換、

情報交換に支障を生じ、当該審議等又は当該事務事業の実施に支障を生ずることがある。 

 したがって、これらの情報が記録された公文書は、非開示とすることを定めたものである。 

【解釈】 

１ 「県の機関等の内部若しくは県の機関等相互又は県の機関等と国等との間において行われる」

とは、県の機関等が行う事務事業及び国等が行う事務事業に関して、県の機関等又は国等が単独

に行うもの、県の機関等が相互に協力して行うもの、県の機関等と国等が共同して行うものなど

をいう。 

２ 「審議、調査、試験研究等（以下「審議等」という。）に関する情報」とは、審議、検討、調査、

試験研究、意見調整、打合せ、相談等に直接利用する目的で作成し、又は取得した情報及びこれ

らに関連して作成し、又は取得した情報をいう。 

３ 「当該審議等若しくは同種の審議等」とは、当該審議等のほか、現在行っている又は将来行う

同種の審議等をいい、他の実施機関が行う同種の審議等も含まれる。 

４ 「当該事務事業若しくは同種の事務事業」とは、当該事務事業のほか、現在行っている、又は

将来行う同種の事務事業をいい、他の実施機関が行う同種の事務事業も含まれる。 

５ 「著しい支障が生ずるおそれのあるもの」とは、次のような情報をいう。ただし、何らかの支

障が生じるおそれがあるというだけでは足りず、情報の開示によって審議等の公正かつ円滑な実

施が損なわれるおそれが客観的かつ具体的に認められる場合でなければならない。 

 (1)  未成熟な情報であって、開示することにより県民に誤解を与えたり、又は無用の混乱を招

くおそれのあるもの 

 (2)  行政内部の各種会議、意見交換等の記録で、開示することにより率直な意見交換又は情報

の交換が妨げられるおそれがあるもの 

 (3)  審議等に関して収集（取得）した資料等で、開示することにより、その後の審議等に必要な

資料等を得られなくなるおそれのあるもの 

  (4)  調査、試験研究等の結果等又は統一的に公にする必要のある事業計画、検討案等で、開示す

ることにより、一部の利用者にのみ特定の利益を与えると認められるもの 

６ 審議等に関する情報は、県の機関としての意思決定が行われた後は、一般的には当該意思決定

そのものに影響が及ぶことはなくなることから、本号の非開示情報に該当する場合は少なくなる

ものと考えられる。しかし、当該意思決定が政策決定の一部の構成要素であったり、当該意思決

定を前提として次の意思決定が行われる等、審議等の過程が重層的、連続的な場合には、当該意

思決定後であっても、政策全体の意思決定又は次の意思決定に関して本号に該当するかどうかの

検討が行われるものであることに注意が必要である。また、当該審議等に関する情報が公になる

と、審議等が終了し意思決定が行われた後であっても、県民の間に混乱を生じさせたり、将来予

定されている同種の審議等に係る意思決定に不当な影響を与えるおそれがある場合等があれば、

本号に該当しうる。 

 

(6) 県の機関等又は国等が行う検査、監査、取締り、交渉、渉外、争訟、入札、

試験、租税の賦課又は徴収等（以下「検査等」という。）に関する情報で、開示
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することにより、当該検査等若しくは同種の検査等を実施する目的を失わせ、

これらの検査等の公正かつ円滑な実施に著しい支障が生じ、又はこれらの検査

等に関する関係者との信頼関係若しくは協力関係が著しく損なわれるおそれ

のあるもの 

《趣旨》 

本号は、行政が行う検査、監査、取締り等の事務の公正かつ円滑な実施を確保する観点から非開

示事項を定めたものである。 

検査等に関する情報の中には、事務の内容及び性格上開示することにより、当該事務の実施の目

的を失うもの、公正かつ円滑な実施が阻害されるもの、又は開示することにより第三者との信頼、

協力関係が著しく損なわれるおそれのあるものがある。 

したがって、これらの情報が記録されている公文書については、非開示とすることを定めたもの

である。 

【解釈】 

１ 「検査、監査、取締り」とは、県又は国等が権限に基づいて行う立入検査、監査、法令違反の

取締り等をいう。 

２ 「交渉」とは、相手方と協議し、決定するために折衝する事務をいい、補償、賠償に係る交渉、

土地等の売買に係る交渉、労務上の交渉等をいう。 

３ 「渉外」とは、外国、国、地方公共団体、民間団体等と行う県の行財政運営等の推進のための

接遇、儀礼、交際をいう。 

４ 「争訟」とは、訴訟及び行政不服審査法その他の法律に基づく不服申立てをいう。 

５ 「入札」とは、工事発注、物品購入等に係る競争入札をいう。 

６ 「試験」とは、資格試験、採用試験等をいう。 

７ 「租税の賦課又は徴収」とは、国税、県税等の課税、収税等をいう。 

８ 「当該検査等若しくは同種の検査」とは、当該検査等のほか、現在行っている、又は将来行う

同種の検査等をいい、他の実施機関が行う検査等も含まれる。 

  検査等の情報のうち、検査の要領など当該検査等の実施後であっても開示することにより、同

種の検査等の実施の目的を失うもの、公正かつ円滑な実施に著しい支障を生ずるもの、又は第三

者との信頼関係、協力関係が著しく損なわれるものについては、非開示とするものである。 

９ 「実施する目的を失わせ」とは、立入検査、取締りなど事務の性質上、それらに関する情報を

開示すれば、当該事務を実施しても予想どおりの成果が得られず、実施する意義を喪失する場合

などをいう。 

10 「公正かつ円滑な実施に著しい支障を生じ」とは、検査等の情報が開示されることにより、特

定のものに不当な利益又は不利益を与える場合や、経費が著しく増大したり、実施の時期が大幅

に遅れる場合などをいう。 

11 「関係者との信頼関係若しくは協力関係が著しく損なわれる」とは、検査等に関する情報が開

示されることにより、検査等の実施のために必要な情報や関係者の理解、協力が得られなくなる

など、検査等を実施する過程における第三者又は関係者との信頼、協力関係が著しく損なわれる

ことをいう。 

12 10～11 のいずれの場合でも、検査等の公正かつ円滑な実施に何らかの支障が生じるおそれや、

信頼関係等が損なわれるおそれがあるというだけでは足りず、これらのおそれが、客観的かつ具

体的に認められる場合でなければならない。 
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(7) 国若しくは地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等、地方独立行政

法人若しくは土地開発公社等に係る事業に関する情報で、開示することにより、

その企業経営上の正当な利益を害するおそれのあるもの 

《趣旨》 

本号は、国若しくは地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等、地方独立行政法人若しく

は土地開発公社等の事業活動を保護する観点から、その正当な利益を害するおそれがある情報は非

開示とすることを定めたものである。 

【解釈】 

１ 「国若しくは地方公共団体が経営する企業」とは、国営企業及び特定独立行政法人の労働関係

に関する法律（昭和２３年法律第２５７号）第２条第１号の国営企業並びに地方公営企業法（昭

和２７年法律第２９２号）第２条の適用を受ける企業をいう。 

なお、これらの企業を第３号に含めず別に規定しているのは、国営企業や地方公営企業の場合、

第３号の法人等と基本的に共通するものの、特に国又は地方公共団体が経営していることに照ら

して説明責任の観点を重視した判断が必要になるからである。 

２ 「正当な利益を害するおそれのあるもの」とは、第３号にいう「明らかに不利益を与えると認

められるもの」と同義であるが、「正当な利益」の内容については、経営主体、事業の性格、内容

等に応じて判断する必要がある。 

３ 本号に該当する情報は、第３号と同様であるが、開示の範囲は異なる場合が有り得る。 

 

(8) 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護に支障が生ずるおそれ

のある情報 

《趣旨》 

 本号は、開示することにより人の生命、身体、財産等の保護に支障を生ずるおそれのある情報が

記録されている公文書は、非開示とすることを定めたものである。 

 本号により非開示とされる情報には、第２号の個人に関する情報等他の非開示情報と一部重複す

る内容を含んでいるが、人の基本的な権利利益の保護の重要性にかんがみ、独立した非開示情報と

して設けたものであり、本号の適用に当たっては、他の非開示情報に該当するかどうかについても、

併せて検討する必要がある。 

【解釈】 

１ 「人の生命、身体、財産等の保護」とは、個人の生命等を犯罪等に起因する危険から保護し、

又は当該危険を除去することをいう。 

２ 「支障が生ずるおそれのある」とは、現実に人の生命、身体、財産等に被害が発生している場

合に限らず、将来これが侵害される蓋然性が高い場合も含まれるものである。 

 

(9) 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行そ

の他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると実施機関が認

めることにつき相当の理由がある情報 

《趣旨》 

 本号は、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に

支障を生ずるおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報が記録されている

公文書は、非開示とすることを定めたものである。 
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【解釈】 

１ 「犯罪の予防」とは、刑事犯、行政犯を問わず、犯罪行為の発生を未然に防止することをいう。 

２ 「（犯罪の）鎮圧」とは、犯罪が正に発生しようとするのを未然に防止したり、犯罪が発生した

後において、その拡大を防止し、若しくは終息させることをいう。 

３ 「（犯罪の）捜査」とは、捜査機関が犯罪があると思料するときに、公訴の提起及び遂行のため

に犯人を発見保全し、証拠を収集する活動をいう。 

４ 「公訴の維持」とは、検察官が裁判所に対し、特定の刑事事件について審判を求める意思表示

をすることを内容とする訴訟行為を公訴の提起というが、この提起された公訴の目的を達成する

ため、終局判決を得るまでに検察官が行う公判廷における主張、立証、公判準備などの活動を指

す。 

５ 「刑の執行」とは、犯罪に対して科される制裁を刑といい、刑法第２章に規定された死刑、懲

役、禁錮、罰金、拘留、科料、没収、追徴及び労役場留置の刑又は処分を具体的に実施すること

をいう。 

６ 「その他の公共の安全と秩序の維持」とは、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執

行のほか、健全な社会生活その他の公共の安全と秩序を維持するために必要な警察活動等をいう。 

７ 「支障が生ずるおそれがある」とは、公共の安全と秩序を維持する警察活動等が阻害され、又

は適正に執行できなくなるおそれのある場合をいい、具体的には、次のような情報がある。 

(1) 犯罪の捜査等の事実又は内容に関する情報 

(2) 犯罪の捜査等の手段、方法等に関する情報 

(3) 情報提供者、被疑者、捜査員等関係者に関する情報  

(4) 犯罪の目標となることが予想される施設の所在や警備の状況に関する情報 

８ 「実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報」とは、司法審査の場においては、実施

機関の一次的な判断を尊重し、その判断が合理性を持つ判断として許容される限度内であるかど

うかを審査・判断するものであることを示すものである。これは、本号に係る情報の性質上、開

示・非開示の判断に、犯罪等に関する専門的・技術的判断を要するなどの特殊性が認められるた

めである。 

 

 （公文書の部分開示） 

第７条 実施機関は、開示請求に係る公文書に、非開示情報及びそれ以外の情報が

併せて記録されている場合において、非開示情報に係る部分とそれ以外の部分と

を容易に、かつ、請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、

前条の規定にかかわらず、非開示情報に係る部分を除いて、当該公文書の開示を

しなければならない。 

《趣旨》 

本条は、開示請求のあった公文書に、非開示情報とそれ以外の情報とが併せて記録されている場

合には、非開示情報に係る部分とそれ以外の部分とを容易に分離でき、かつ、分離しても請求の趣

旨が損なわれないと認められるときは、非開示情報を除いて開示しなければならないことを定めた

ものである。 

【解釈】 

「容易に、かつ、請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるとき」とは、非開示情

報に係る部分とそれ以外の部分とを分離することが、物理的、技術的に困難でなく、また、時間、

経費等から判断しても容易であり、かつ、非開示情報が記録されている部分を分離した残りの部分
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の開示であっても、請求の趣旨が損なわれることがないと判断される場合をいう。 

 

 （公益上の理由による裁量的開示） 

第９条 実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報（第６条第１号の情報を

除く。）が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるとき

は、請求者に対し、当該公文書を開示することができる。 

《趣旨》 

本条は、開示請求に係る公文書に条例第６条各号（１号を除く。）の個別の非開示事由の規定に該

当する情報が記録されている場合でも、開示することに当該保護すべき利益を上回る公益上の必要

性があると認められる場合は、実施機関の行政的判断により、開示することができることを定めた

ものである。 

【解釈】 

１ 「公益上特に必要があると認めるとき」                          

第６条各号（１号を除く。）の非開示情報該当性の判断に当たっては、例えば、個人に関する情

報（同条第２号）及び法人等に関する情報（同条第３号）のように、個人を識別できる情報や法

人に明らかに不利益を与えると認められる場合であっても、人の生命、健康、生活又は財産を保

護するため、開示することが必要である場合には、開示をしなければならない。 

このように、第６条各号（１号を除く。）においても、当該規定により保護する利益と当該情報

を開示することの公益上の必要性との比較衡量が行われる場合があるが、本条では、第６条の規

定を適用した場合に非開示となる場合であっても、なお開示することに公益上の必要性があると

認められる場合には、開示することができるとするものである。 

なお、この趣旨を明確化するため、見出しは「公益上の理由による裁量的開示」としている。 

２ 「（第６条第１号の情報を除く。）」とは、法令等によって開示が禁止されている情報であり、開

示の余地のないものであることから、裁量的開示の対象から除外するものである。 

 

 （公文書の開示請求に対する決定等） 

第１０条 実施機関は、第８条第１項の規定により請求書の提出があったときは、

当該請求書の提出があった日から起算して１５日以内に次の各号のいずれかの決

定をしなければならない。ただし、同条第２項の規定により補正を求めた場合に

あっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 

(1) 開示請求に係る公文書の全部を開示する決定 

(2) 開示請求に係る公文書の一部を開示する決定 

(3) 開示請求に係る公文書の全部を開示しない決定（第５項の規定により開示請

求を拒否する決定及び開示請求に係る公文書を管理していないことを理由と

する開示しない決定を含む。） 

２ 実施機関は、前項各号の決定（以下「開示決定等」という。）をしたときは、そ

の旨並びに同項第１号又は第２号の決定（以下「開示の決定」という。）をしたと

きにあっては開示する日時及び場所を、請求者に対して、書面により、速やかに

通知しなければならない。ただし、直ちに開示することができるときは、口頭に

より通知することができる。 

３ 実施機関は、第１項第２号又は第３号の決定をしたときは、前項の規定による
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通知書にその理由を付記しなければならない。この場合において、当該理由がな

くなる期日を明示することができるときは、その期日を併せて付記するものとす

る。 

４ 実施機関は、やむを得ない理由により、第１項に規定する期間内に同項の決定

を行うことができないときは、当該期間の満了する日の翌日から起算して１５日

を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関

は、延長する期間及びその理由を請求者に通知しなければならない。 

５ 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否

かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、当該公文書の存否

を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。 

《趣旨》 

本条は、請求書が提出された場合において、公文書の開示の請求を受けた実施機関が行う公文書

の開示請求に対する決定及び通知に関して、その内容及び手続について定めたものである。 

【解釈】 

１ 第１項関係 

 (1)  「請求書の提出があった日から起算して１５日以内」とは、情報公開センター（本庁）及び

情報公開コーナー（各現地機関）の公開窓口に公文書開示請求書が提出された日を算入し、１

５日目が期間の満了日となることをいい、この期間内に第１項各号に規定する決定を行わなけ

ればならない。 

なお、条例第８条第２項の規定により、補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日

数（補正を求めてから開示請求者が補正書を実施機関に提出するまでの期間）は、「１５日」の

期間には算入しない。 

 (2)  「（第５項の規定により開示請求を拒否する決定及び開示請求に係る公文書を管理していな

いことを理由とする開示しない決定を含む。）」とは、第５項の規定により公文書の存否を明ら

かにしないで開示請求を拒否する場合、及び対象となる公文書が物理的に存在しないときや条

例上の公文書に該当しないときなど公文書が管理されていない場合も「全部を開示しない決定」

と同様に行政処分に位置付けることを明らかにしたものである。 

   したがって、これらに係る決定に対し不服のある場合は、行政不服審査法又は行政事件訴訟

法の規定により不服申立て等をすることができるものである。 

なお、県が設立した地方独立行政法人及び佐賀県土地開発公社等は、この条例により開

示請求に対する決定の権限の行使を認められているものであり、各法人が行った決定につ

いても、不服申立ての対象となる。この場合、各法人には上級行政庁がないことから、決定

を行った法人に対して異議申立てを行うこととなる。（第１６条の２を参照。） 

２ 第２項関係 

「通知」とは、決定の内容を、各実施機関が定める通知書により請求者に対して知らせること

をいうが、開示決定通知の場合は、開示の日時及び場所も併せて通知しなければならない。なお、

即時開示ができる場合は口頭による通知もできるものである。 

３ 第３項関係 

 (1)  「通知書にその理由を付記しなければならない」とは、全部又は一部を開示しない決定をし

たときは、開示請求に係る情報が、第６条各号のいずれに該当するのか、及びその理由を記載

した書面によって、請求者に通知することを実施機関に義務づけたものである。この理由の付

記は、適法に全部又は一部を開示しない旨の決定をするための要件であることから、理由は明
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確に付記しなければならない。 

なお、全部又は一部を開示しない旨の決定の通知は、行政不服審査法による不服申立て及び

行政事件訴訟法による取消訴訟の提起をすることができる行政処分を書面によって行うもの

であるから、その通知書において行政不服審査法第５７条第１項の規定により６０日以内に不

服申立てをすることができる旨及び行政事件訴訟法第４６条第１項の規定により６箇月以内

に取消訴訟を提起することができる旨の教示をしなければならない。 

 (2)  「当該理由がなくなる期日を明示することができるとき」とは、全部又は一部を開示しない

とした理由が消滅することが確実であり、その理由の消滅する期日を明示することができる場

合をいい、将来理由が消滅することが確実であっても、その期日を明示することができないも

のはこれにはあたらない。 

なお、非開示とした理由がなくなる期日を付記した場合において、その期日以後に、当該公

文書の開示を請求しようとするものは、改めて請求手続をしなければならない。 

４ 第４項関係 

「やむを得ない理由」とは、一度に多くの量又は種類の開示請求があった場合や、天災等の発

生、その他の合理的理由により、実施機関が誠実に努力しても、決定期間内に開示するかどうか

の決定をすることができないと認められる場合をいう。 

５ 第５項関係 

 (1) 本項は、開示請求を拒否するときは、開示請求に係る公文書の存否を明らかにした上で拒否

することが原則であるが、存否を明らかにするだけで、非開示情報として保護すべき利益が害

されることとなる場合があることから、このような場合には、例外的に開示請求に係る公文書

の存否を明らかにしないで開示請求を拒否することができるいわゆる存否応答拒否について

定めたものである。 

特定の者又は特定の事項を名指しした探索的請求があった場合に、公文書の存否自体を答え

ると非開示情報の規定の保護利益が害される可能性は、理論的には、すべての非開示情報につ

いて存在しうるものである。例えば、個人に関する情報についていえば、ある人を名指しして、

特定の県立病院に入院していたときのカルテの請求があった場合、当該公文書はあるが条例第

６条第２号により非開示と回答したのでは、そのことのみで名指しされた者が当該病院に入院

していた事実が明らかになる。 

また、公共の安全等に関する情報の場合には、犯人が無関係の第三者に依頼して内偵捜査に

関する公文書の開示請求をしたような場合、当該文書の存在を知られることにより、捜査の密

行性が損なわれ、証拠隠滅を容易にしたりするおそれがある。 

その他にも次のような場合には、本項の適用が考えられる。 

・特定の個人の前科、前歴に関する情報 

・特定分野に限定しての試験問題の出題予定に関する情報 

 (2) 公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する決定も佐賀県行政手続条例（平成７年

佐賀県条例第２８号）に定める「申請に対する処分」であることから処分の理由を示す必要が

ある。提示すべき理由の程度としては、開示請求者が拒否の理由を明確に認識し得る程度のも

のとするとともに、当該情報の性質、内容、開示請求書の記載内容を踏まえ、請求のあった公

文書の存否を答えることにより、どのような非開示情報を開示することになるかを提示するも

のとする。 
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 （開示決定等の期限の特例） 

第１１条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日か

ら起算して３０日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の

遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条第１項及び第４項の規定

にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当

該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等

をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第１項に規定する期間内

に、請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 

(1) この条を適用する旨及びその理由 

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限 

《趣旨》 

本条は、開示請求に係る公文書が著しく大量である場合、これを処理するため通常の事務の遂行

に著しい支障が生ずることから、開示決定等の期限の特例を定めたものである。 

【解釈】 

１ 「開示請求に係る公文書が著しく大量」かどうかは、一件の開示請求に係る公文書の物理的な

量とその審査等に要する業務量だけによるわけではなく、担当課所の事務体制、他の開示請求事

案の処理に要する事務量、その他事務の繁忙、勤務日等の状況をも考慮した上で判断される。 

２ 「事務の遂行に著しい支障」とは、当該開示請求の処理を担当する課所が遂行すべき通常の事

務に容認できない遅滞を来すことを意味する。 

３ 「相当の部分」とは、開示請求を受けた実施機関が通常３０日以内に開示決定等ができる分量

を意味する。著しく大量な公文書の開示請求であっても、他の開示請求者との平等を図る観点か

ら、３０日以内に処理できる量については、当該期間内に開示決定等を行うべきである。 

４ 「相当の期間内」とは、当該残りの公文書について実施機関が処理するに当たって必要とされ

る合理的な期間をいう。 

５ 「その理由」とは、本条を適用することが必要となった事情を一般の人が理解し得る程度に示

すことを意味する。 

６ 「残りの公文書について開示決定等をする期限」とは、最終的に当該開示請求に係るすべての

公文書についての開示決定等を終えることが可能であると見込まれる期限を意味する。 

７ 条例には、権利濫用に係る特別の規定を設けていないが、開示請求権の本来の目的を著しく逸

脱したような開示請求は、法の一般原則である、権利の濫用に当たるものとして対応することが

考えられる。 

   


