
 

答 申 第 １ 号 

平成１８年５月１８日 

 

 佐 賀 市 長  様 

 

佐賀市情報公開審査会 

 会 長  村 上 英 明 

 

佐賀市情報公開条例第１５条の規定に基づく諮問について（答申） 

 

 平成１８年２月１４日付佐市社福第２１５５号により諮問がありました下記の件につい

て、別紙のとおり答申します。 

 

記 

 

 「障害程度区分認定モデル事業に係る文書のうち、医師意見書で自閉症と診断された人

の分の資料及び厚生労働省へ送付した電子データ」についての部分公開決定に対する異議

申立て事案 



 

答  申 

 

１ 審査会の結論 

  異議申立人が平成１８年１月１２日付けで公文書公開請求を行った「障害程度区分認

定モデル事業に係る文書のうち、医師意見書で自閉症と診断された人の分の資料及び厚

生労働省へ送付した電子データ」について、実施機関が平成１８年１月３０日に行った

部分公開決定（佐賀市指令社福第１６６３号）（以下「本件処分」という。）により非公

開とした情報のうち、障がい程度区分判定等審査員の所属に関する情報は公開すべきで

ある。 

 

２ 異議申立ての経緯 

 (1) 異議申立人は、平成１８年１月１２日に佐賀市情報公開条例（以下「条例」という。）

第５条の規定により、佐賀市長（以下「実施機関」という。）に対し、障害程度区分認

定モデル事業に関する次の公文書について公開の請求（以下「本件公開請求」という。）

を行った。 

   ・医師意見書で自閉症と診断された人の分の資料 

   ・厚生労働省へ送付した電子データ 

   なお、本件公開請求に係る公文書公開請求書は、佐賀市総務部総務課情報公開係（以

下「情報公開係」という。）宛郵送され、平成１８年１月１６日付けで受け付け、同日、

実施機関に送付されている。 

 (2) 実施機関は、本件公開請求に係る公文書を次の(ｱ)から(ｸ)のとおり特定した（以下、

単に「公文書(ｱ)」のように略す。）。 

    (ｱ) 一次判定結果 

    (ｲ) 報告番号１－１ 

    (ｳ) 報告番号１－２ 

    (ｴ) 報告２ 

    (ｵ) 報告３ 

    (ｶ) 報告４ 

    (ｷ) 報告５－１ 

    (ｸ) 報告５－２ 



 

 (3) 実施機関は、平成１８年１月３０日に、本件公開請求に対し、公文書(ｲ)、(ｳ)、(ｵ)、

(ｶ)及び(ｷ)を部分公開に、公文書(ｱ)、(ｴ)及び(ｸ)を非公開とする部分公開決定を行い、

同日、公開しない理由を次のとおり付して、異議申立人に通知した。なお、公文書に

記録されている情報及びそのうち非公開とした情報は、別紙「公文書整理表」のとお

りである。 

    佐賀市情報公開条例第６条第２号の規定に該当 

    （理由） 

モデル事業の対象者の生活状況、社会活動の参加状況等に関する情報が記載

されており、公開することによって特定の個人が識別、若しくは識別され得る

ものと判断されるため。 

 (4) 異議申立人は、平成１８年２月１日、本件処分を不服として、行政不服審査法第６

条の規定により、実施機関に対して異議申立てを行った。 

(5) 情報公開係は、異議申立書を平成１８年２月６日付けで受け付け、記載事項を確認

後、同日付けで実施機関へ送付した。 

 (6) 実施機関は、異議申立書を受理した後、異議申立人から部分公開の理由の詳細につ

いて説明を求められ、平成１８年２月１７日付け佐市社福第２１５６号にて次のとお

り通知した。 

    （公文書部分公開決定通知書における公文書の一部を非公開とする理由） 

      個人における障がい等に関する情報は、一般的に当人の権利利益を害するこ

とが多く、その情報の取り扱いにおいては特に注意をしているものである。 

      障害程度区分認定モデル事業においても、障がい者の日常生活における状況

や社会との関わり、家庭内の状況等、プライベートにおける詳細な内容に関わ

る情報を提供頂くものであったため、対象者に対して本事業の目的を説明の上、

これらの情報を提供することについて同意を得た上で事業を実施したところで

ある。 

      本件公文書公開請求においては、自閉症と診断された人の分の資料について

は、公文書不存在（該当者がなかった）のため非公開とし、また、厚生労働省

へ送付した電子データに記録された障がい者の日常生活における状況や社会と

の関わり、家庭内の状況等の情報については、これらの情報（又は情報の組み

合わせ）により個人が特定される可能性があり、個人が特定された場合はその



 

個人の権利利益を害する恐れがあると判断し、一般に情報を公開すべきもので

はないとして一部を非公開とする。 

 

３ 異議申立人の主張の要旨 

 (1) 異議申立ての趣旨 

   本件異議申立ての趣旨は、本件処分の取消しを求めるというものである。 

 (2) 異議申立ての理由 

   異議申立人が異議申立書で主張している異議申立ての理由は、実施機関が非公開と

した情報により個人が識別されることはないため、条例第６条第２号には該当せず、

その全てを公開すべきであるというものである。 

 

４ 実施機関の主張の要旨 

  実施機関の主張を総合すると概ね次のとおりである。 

 (1) 障害程度区分認定モデル事業（以下「本件モデル事業」という。）は、平成１７年１

０月に施行された障害者自立支援法の障害程度区分素案の検証と認定実務上の課題の

把握を目的として実施した。本件モデル事業の実施に当たっては、厚生労働省が作成

した障害程度区分判定等試行事業実施要綱にあるとおり、調査対象となった障がい者

（以下「調査対象者」という。）に対し、事業目的を説明し、調査対象者の同意を得た

上で情報を収集している。また、同意を得る際には、収集した情報を本件モデル事業

の目的以外には使用しないこと及び調査対象者のプライバシーを侵害しないことを併

せて説明している。 

 (2) 医師意見書で自閉症と診断された人の分の資料について 

   この資料については、自閉症と診断された者がいなかったため、公文書不存在とし

て非公開とした。 

 (3) 厚生労働省へ送付した電子データについて 

  ① 公文書(ｱ)の非公開理由について 

    公文書(ｱ)は、厚生労働省から配布されたソフトの機能上、解読ソフトがないと見

ることができないデータであったため、厚生労働省に提出したデータの複製は保有

していない。 

よって、公文書不存在により非公開とした。 



 

  ② 公文書(ｲ)、(ｳ)、(ｴ)、(ｵ)、(ｶ)、(ｷ)及び(ｸ)の非公開部分の理由について 

    公文書中には、調査対象者の障がい部位とその程度、日常生活における行動、社

会との関わり、家族構成、家庭内の人間関係等が詳細に記録されているとともに、

障がい程度区分判定等審査員の所属する法人及び団体等が記録されている。 

    これらの情報を一般に公開することで、特定の個人が識別され、又は公文書中に

記録されている他の情報と組み合わせることにより特定の個人が識別され得ること

から、条例第６条第２号の規定により非公開とした。 

また、公文書中の報告番号については、調査対象者それぞれに固有の番号を付し

ているため、本件処分によって公開した情報を報告番号でつなぎ合わせることによ

り、特定の調査対象者が識別され得る可能性が否定できない。さらに、この報告番

号は、調査対象者が各種支援費を受給する際の受給者番号を一定の法則に従って数

値化したものであることから、調査対象者が特定された場合には、調査対象者本人

の受給者番号まで特定され得る情報であるともいえる。よって、条例第６条第２号

の規定により非公開とした。 

 

５ 審査会の判断 

 (1) 審査の対象とする公文書について 

   審査会は、異議申立人から提出された異議申立書及び実施機関からの意見聴取に基

づき、厚生労働省へ送付した電子データのうち公文書(ｲ)、(ｳ)、(ｴ)、(ｵ)、(ｶ)、(ｷ)

及び(ｸ)を審査の対象とし、医師意見書で自閉症と診断された人の分の資料及び厚生労

働省へ送付した電子データのうち公文書(ｱ)については公文書が不存在であるため審

査の対象とはしない。 

 (2) 条例第６条第２号該当性について 

   条例第６条第２号は、個人の尊厳や基本的人権の尊重の立場から、個人のプライバ

シーに関する情報は非公開とする必要があるが、プライバシーという概念が法的にも

社会通念上も必ずしも明確でないことから、個人のプライバシーを最大限に保護する

ために規定されている。 

 ここで、実施機関が条例第６条第２号に該当するとして非公開とした情報をみてみ

ると、調査対象者の障がいの状況、日常生活状況、社会生活状況、家族状況等に関す

る情報（以下「調査対象者に関する情報」という。）と、障がい程度区分判定等審査員



 

の所属に関する情報（以下「審査員の所属に関する情報」という。）に大別できる。 

よって、本審査会では、実施機関が非公開としたこれらの情報が条例第６条第２号

に規定する非公開事由に該当するかどうかについて検討する。 

  ① 調査対象者に関する情報について 

実施機関が非公開とした調査対象者に関する情報には、調査対象者の障がいの状

況、日常生活状況、社会生活状況、家族状況等が詳細に記録されているが、これら

の情報は、調査対象者個人の極めて機微な情報であり、直接的又は公文書中に記録

されている他の情報との組み合わせにより特定の調査対象者が識別され得る情報で

あると認められ、かつ条例第６条第２号ただし書きのいずれにも該当しない。 

また、実施機関が非公開とした調査対象者に関する情報のうち、報告番号につい

ては、直接的には個人を識別できないが、本件処分により公開した情報を報告番号

によって結びつけることにより、特定の個人を識別できることが考えられる。また、

この報告番号は、調査対象者が各種支援費を受給するために個人に付された受給者

番号を一定の法則に従って数値化したものであるという性格上、調査対象者個人が

特定された場合には、その個人の受給者番号まで特定され得るおそれがある。よっ

て、条例第６条第２号に該当することが認められ、かつ同条同号ただし書きのいず

れにも該当しない。 

以上の理由から、調査対象者に関する情報は、条例第６条第２号にいう「個人に

関する情報であって、特定の個人が識別され、若しくは識別され得る情報」に該当

し、非公開とすることが妥当である。 

  ② 審査員の所属に関する情報について 

    実施機関は、審査員の所属に関する情報は審査員の所属する団体名であり、本件

処分により実施機関がすでに公開している審査員の職種及び専門分野の情報と組み

合わせることにより、特定の個人が識別され得る情報であるとの判断から非公開と

したが、次の理由から条例第６条第２号ただし書きイの規定に該当し、公開するこ

とが妥当であると考える。 

佐賀市では、「佐賀市審議会等の会議の公開に関する規程」に基づき、市の事務に

ついて審議、審査、諮問、調査等を行うために設置された審議会、審査会、協議会

等（以下「審議会等」という。）の会議について積極的な公開に努めており、審議会

等の委員の氏名や所属については、一般に公開することで審議会等の会議の公正か



 

つ円滑な運営に著しい支障が生ずると認められる場合を除き、原則公開することと

している。このことは、佐賀市における審議会等の委員の氏名及び所属に関する情

報が、条例第６条第２号ただし書きイにいう「公表することを目的として実施機関

が作成し、又は取得した情報」に該当すると判断できる。 

本件モデル事業における障がい程度区分判定等審査員は、平成１７年１０月に施

行された障害者自立支援法の障害程度区分素案の検証と認定実務上の課題を把握す

る目的で選定され、さらに本件モデル事業自体もすでに終了していることから、審

査員の所属に関する情報を一般に公開し審査員個人が識別されることで、審査会の

公正かつ円滑な運営に著しい支障を生ずるとは認められない。 

従って、本件処分により実施機関が非公開とした審査員の所属に関する情報は、

条例第６条第２号ただし書きイに該当し、公開することが妥当である。 

 (3) 条例第６条第５号及び第６号該当性について 

   実施機関が行った本件処分により非公開とされた審査員の所属に関する情報につい

て、実施機関がいう非公開事由は条例第６条第２号のみであったが、本審査会におい

ては、条例第６条第５号（意思形成過程情報）及び同条第６号（事務事業に関する情

報）の該当性についても審議を行った。 

   その結果、審査会の判断(2)の②で述べたように、本件モデル事業はすでに終了して

いることから、条例第６条第５号にいう意思形成過程情報には該当しない。また、審

査員個人が識別されることで今後の同種の事務事業の運営に著しい支障を生ずるおそ

れがあるとは認められないため、条例第６条第６号に規定する事務事業に関する情報

にも該当しない。 

   従って、審査員の所属に関する情報は、条例第６条第５号及び同条第６号のいずれ

にも該当せず、公開することが妥当であると判断する。 

 (4) 実施機関に対する意見 

   審査会は、実施機関が行った本件処分について、次のとおり意見を付す。 

   実施機関は、本件処分に際して異議申立人へ送付した公文書部分公開決定通知書に、

公文書の一部を非公開とする根拠として条例第６条第２号該当性を明記し、その理由

として「モデル事業の対象者の生活状況、社会活動の参加状況等に関する情報が記載

されており、公開することによって特定の個人が識別、若しくは識別され得るものと

判断されるため。」と記載している。 



 

   しかしながら、本件公開請求のうち、「医師意見書で、自閉症と診断された人の分の

資料」及び「厚生労働省へ送付した電子データのうち、一次判定結果」に関する公文

書が存在しないことについて、実施機関から異議申立人に対し何ら説明がなされてお

らず、異議申立書受理後に異議申立人からの求めに応じて公文書の一部を非公開とす

る理由の詳細を通知した際にはじめて説明がなされている。このことから、実施機関

が行った異議申立人に対する非公開事由の説明は不十分であったといえる。 

   よって、今後、公文書公開請求に対する決定処分を行う際には、公文書公開請求者

に対して非公開の理由説明を十分に行うよう、実施機関に対し強く要望する。 

 

６ 審査会の異議申立て処理経過 

  審査会は、本件異議申立てについて、次のように審査を行った。 

  平成１８年２月２７日  実施機関から諮問書を受理、実施機関の意見聴取、 

第１回審議 

  平成１８年３月２３日  実施機関の意見聴取、第２回審議 

  平成１８年４月２１日  第３回審議、答申案の検討 

  平成１８年５月１５日  第４回審議、答申案の検討 



 

（別紙） 

公文書整理表 

※（括弧）で表示している情報は、非公開情報である。 

公文書名 決定内容 公文書中に記録されている情報 

一次判定結果 非公開（不存在）  

報告番号１－１ 部分公開 【データ管理用項目】 

・通し番号 

・市町村番号 

・（報告番号） 

・障害種別 

【認定調査時間】 

・認定調査時間 

【生年月日】 

・（生年月日） 

【現在受けているサービスの状況】 

 ・ホームヘルプ等の利用時間数 

・デイサービス、ショートステイ等その他のサービス

の種類 

【地域生活関連】 

・外出の頻度 

・（社会活動の参加状況） 

・過去の入所歴 

・入所期間 

・（入所した施設の種類） 

・過去の入院歴 

・入院期間 

・（入院の原因となった病名） 

・その他勘案事項 

【就労関連】 

 ・就労状況 



 

   一般就労・パート・アルバイト・就労していない・

その他の別、（その他の詳細） 

 ・過去の就労経験 

 ・就労希望の有無 

 ・（その他勘案事項） 

【日中活動関連】 

 ・日中活動場所 

   主に自宅・施設・病院・その他の別、（その他の

詳細） 

 ・（その他勘案事項） 

【介護者関連】 

 ・介護者の有無 

 ・健康状態等特筆すべきこと 

【居住関連】 

 ・生活の場所 

   自宅・グループホーム・病院・入所施設・その他

の別、その他の詳細 

 ・（その他勘案事項） 

【その他特筆すべき事項】 

 ・（勘案事項） 

報告番号１－２ 

 

部分公開 【データ管理用項目】 

・通し番号 

・市町村番号 

・（報告番号） 

・障害種別 

【特別な治療の種類】 

【心身の状態に関する意見】 

【その他特筆すべき事項】 

報告２ 非公開  



 

報告３ 部分公開 通し番号、市町村番号、（報告番号）、障害種別、審査時

間、一次判定結果、二次判定結果、変更の有無、変更の

理由 

報告４ 部分公開 通し番号、市町村番号、（報告番号）、障害種別、一次判

定結果、二次判定結果、生活訓練等を伴う家事等の援助、

訓練系サービス、就労系サービス 

報告５－１ 部分公開 ・認定調査員の職種、審査会委員の職種及び（所属）、

障害程度区分判定件数等 

・審査会委員が記した運営上の課題・問題点・工夫点、

意見等 

・調査及び審査に要した所要時間、（調査・判断上の疑

問他） 

報告５－２ 非公開  

 


