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建議書

「優 生保護審査会 の審議録 お よび提 出文書等」 の公 文書一部公 開決定に対す る審査請求
に関 して滋賀県知事 よりな された諮問第 146号 。第 147号 。第 149号 につ き、 1日 滋賀県情
報公開審査会での審議、及 び これ を引き継 いだ現滋賀県公文書管理・情報公 開・個人情報保
・ 28日 に当審議会が行 った答申
護審議会審査部会特別分科会 での審議 を経て令和元年 8月

3号 。第 4号 。第 5号 (以 下あわせて 「答 申」 とい う。)に 対 し、答申か ら 6カ 月
近 く経 った令和 2年 2月 12日 に、答 申とは大きく異なる内容 の裁決 (以 下 「裁決」 とい
(情 )第

う。)が 下 された。
確 かに裁決一般 についていえば審査請求人 との関係 で対外的 に権限を有す るの は裁決庁
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であ り、当審議会は諮問機関であることか ら、裁決庁は当審議会 の答申内容 に法的に拘束 さ
れ るわけではない。 しか し、滋賀県情報公開条例 (以 下 「条例」 とい う。)第 22条 第 3項 は
答 申尊重義務を定 めてお り、裁決 がこの義務 に大きく違反 してい るとすれば、その よ うな裁
決 をそ のままに してお くことは、情報公開に係 る県政に対す る信頼 を大きく損ねるもの と
い わ ざるをえない。当審議会は、答 申内容 と異なる裁決 の内容、及び裁決に至る過程には、
答 申に示 された専門的かつ健全な社会常識 を反映 した判断 を蔑 ろに し、答申尊重義務 に明
らかに反する と考 えられ る問題点が あると考えるものである。よって、滋賀県公文書管理・
情報公開・個人情報保護審議会設置条例第 3条 に基づ き、裁決に対する当審議会 の考えを
以下 に示 した上で、今後県 として とるべ き対応 と当審議会 が考 えるところにつ き建議する。
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事実の経緯

(1)平 成 29年

12月 5日 、審査請求人は、条例第 5条 第 1項 の規定 に基づ き、処分庁 に

対 し、優生保護審査会 の審議録や審査会に提出され た文書
生保護法第

)一 式 、優

(申 請書、検診録な ど

4条 に基づ く手術にかかる国費請求 のための会計資料な ど一式、手術実態 が分

かる優 生手術台帳 のよ うなものの公 開を求 めて公文書公開請求を行 った。
平成 30年 1月 11日 、処分庁は、対象公文書 として特定 した文書 (具 体的 には優 生手術
「
̲̲■ の 中請書、健康診断書、承諾書、概要 の調査 に関す る書類、関連する起案文書等。以下 本
対象公文書」 とい う。)に つ き、文書に記載 された情報 の一部を非公開 とした上で、公文
.1

■部公開決定を行 った。
処分庁 の処分理由の概要 は以下の とお りである。

i)滋 賀県優生保護審査会委員 に関す る部分は、答 申と裁決 の内容 が異な らないため省略。
■)手 術対象者に係 る部分 は、条例第 条第 1号 前段 に該当す る情報 を非公開 とす るとと
6・
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もに、優 生手術が必要か どうか とい う情報、いわば病 院 のカルテのよ うなものが含 まれてい
ることか ら、それ らの情報 につ き条例第

6条 第 1号 後段 に該当す る情報 として非公開 とし

た。
Ё)医 師 に係 る部分についても、条例第 6条 第 1号 前段 に該当するとともに、手術対象者
に とつても条例第 6条 第 1号 後段 に該 当す ると して非公開 とした。
平成 30年 2月 27日 、審査請求人 は、行政不服審査法第 2条 の規定 に基づ き、処分庁に
対 して審査請求 (以 下 「本件審査請求」 とい う。)を 行 った。

(2)答 申の概要は以下の とお りである。
①条例第 6条 第 1号 前段に係 る部分につい て
本件対象公文書は、特定 の者 が手術対象者 とな った とい う事実に止ま らず、手術対象者や
そ の親族 の生活状況や病歴、病状 にまで及ぶ よ うな極 めてプライバ シー性 の高い情報 が 多
数記載 されてお り、こ うした情報 の内容を考慮すれば、手術対象者やその親族 の居住地 の近
隣住民や職場関係者 といった特定 の者 であれば、 これ らの者 を識別する こ とができるとい
う場合 にお いて も、手術対象者やその規族 の権利利益 を害す ることがない よ う特段 の配慮
を要す べ きものであるとい える。
②条例第 6条 第 1号 後段 に係 る部分 について
プ ライバ シーは、県民の知 る権利や社会 の関心等 の公益 と対抗関係 にあるものであって、
そ の内容 は対抗す る公益 との比較衡量 にお いて法的 に保護 される範囲が決せ られ るべ きも
のであると解 され る。現在、旧優生保護法に基づ く人権侵害の疑い に関す る社会的関心が非
常 に大きく、事実関係 が待 たれてい る、あるい は「旧優 生保護法 に基づ く優生手術等 を受 け
た者 に対す る一時金 の支給等に関す る法律」(以 下 「一時金支給法」とい う。)が 制定 された
とい う状況 の もとでは、プライバ シー として法的な保護 に値す る範囲は一般的な場合 と比
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べ て相 当程度に縮小す ることとなるとい うべ く、カルテに記載 されてい る病名、病歴、処置
の状況等 の情報 であるとい うだけの理由で、個人 の権利利益 を害するおそれがあるとい う
こ とはできない。
③以上の基本的な考え方に基づ き、手術対象者およびそ の親族 に関する情報 の うち、氏名 、
本籍地、住所、居所、印影は非公開 とす るこ とが妥当であ り、年齢、続柄、生年月 日、職業、
生活状況、発病後の経過、病状、遺伝関係等 の情報 の一部 は公開 とするこ とが妥当である。
④ 申請医師の氏名は非公開が妥当であるが、指定医師 の氏名 については、旧優生保護法 の規
定 によ り指定医師が生殖 を不能にす る手術 を行 う権限 を付与 されていた ところ、公務員 の
氏名 は一般に慣行 として公 にされる情報であ りとりわけ実力行使を行 う公務員 に証票の携
帯、呈示 を義務付ける行政代執行法第 4条 、警察官職務執行法第 6条 等の趣 旨もふまえ、
それ らの場合以上に権利侵害 の程度 が甚 だ しい とい える指定医師の氏名 については条例第
′
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6条 第 1号 ただ し書アにより「慣行 として公にされている情報」として公 開す ることが妥当
で ある。
⑤ 申請医師および指定医師が所属す る医療機関 に関す る情報 については、 1日 優 生保護法に
基 づ く優 生手術が、現在 の価値判断 か らす ると人権侵 害行為 であったとい う評価 もなされ
てお り、当該医療機関の社会的評価へ の影響 が全 くない とは言 い切れない。しか しなが ら、
条例第 6条 第 2号 アの正当な利益 の判断 に当たっては、県民の知る権利や社会 の関心等の
公 益 との比較衡量において法的保護 に値する利益であるかを判断すべ きである。現在、旧優
生保護法 に関す る社会的関心 が非常 に大きく、事実解明が待 たれているとい う状況にある
こ と、優 生手術が行われた当時は当該手術 は法律 に基づ き行われていたこ とか らしても、当
該 医療機 関の正 当な利益を害す るおそれがあるとまではい えず、当該医療機 関の印影に関
す る情報 を除き、条例第 6条 第 2号 アに該当す るもの とは認 められない。
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(3)こ れに対 し、裁決の概要 は以下の とお りである。
① 条例第 6条 第 1号 前段に係 る部分 については答 申の とお りである。
② 条例第 6条 第 1号 後段 に係 る部分については答 申の よ うに解す ることはできない。
本件対象公文書 に記載 されてい る手術対象者やその親族 の生活状況や病歴、病状 は、通常
最 も他人に知 られた くない個人 に関す る情報 の一つで あって、みだ りに公開す るこ とのな
い ように最大限の配慮を必要 とす る情報である (条 例第 3条 後段)。 優生手術 の対象 となっ
た者 の病状等の情報 は、個人 の心身 の状況等 に関す る情報 の中でも、特に本人お よびその親
族 が偏見や差別による人権侵害を受けるおそれ がある情報 である。
一時金支給法 の前文では、優 生手術等 を受けた方 々の名誉 と尊厳を重んず ることが うた
われ、同法に基づ く事務の取扱 いにおいては、一時金 の請求者 の心情を理解 した上で、丁寧
な相談・支援な ど、特段 の配慮 を行 うこととされてい る。個 々人のおかれてい る様 々な状況
も想定 し、一律に当該者 に一 時金 の支給対象 とな り得 る旨を個別 に通知す ることは慎重に
考 えるべ きことなど、優生手術等 を受けた者本人に対 して も、その事実に関す る情報の取 り
う０

扱 いについては慎重 さが求められてい る。
したがうて、答 申において社会 の関心や事実解明 が待 た されてい ることと対抗関係 にな
るとされてい る本件対象公文書に記載 された個人 に関す る情報のプライバ シー性 (法 的保
護 の必要性 )は 、極 めて高い と考えられ、本件におけるプライバ シー として法的な保護 に値
す る範囲 については、一般的な場合に比べ てプライバ シー としての高度 の保護 の必 要性 が
あるとい うことがで きることから、答 申の指摘す るよ うに、一般的な場合 と比べてその保護
され る範囲が相 当程度縮小すると解す るこ とはできない。
個人情報 を公開す るのではなく、個人情報を保護 しつつ、この問題に対応 してい く立場 に
ある国の調査や、県 の調査により、社会の関心や事実解明の公益は充足 され るものである。
③以上の基本的な考 え方に基 づ き、手術対象者お よびその親族 に関する情報 であって答 申
において公 開す べ きとされた情報 の うち、年齢・続柄 は非公 開 とし、また、発病後 の経過、
病状、遺伝 関係等 といった法的な保護 の中核 にある と言 える個人に関する情報につい ては、
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個人 に関す る情報 の うち、最 も他人に知 られた くない種類 の ものであり、手術対象者お よび
その家族 に とっては、同意な く公開される こ とを望 まず 、また、そ うなることはない と期待
す ると思われ る情報であることか ら、非公 開 とす る。
④指定医師の氏名 について、答 申とは異な り、非公 開 とする。
行政代執行法第 4条 や警察官職務執行法第

6条 が 当該公務員に証票 の携帯、呈示 を義務

付 けるのは、実力行使 の相手方 に対 してそ の権限の正 当性 を示すための もの と考えられ 、氏
名 を広 く一般 に公 にす ることが 目的ではない。また、本県 において、警部補 およびその相 当
職以下の警察官 について、逮捕等 の実力行使 を行 う公務員 であって も、名簿等によ りその氏
名 を慣行 として公にす ることは してい ない。
指定医師 は公務員 ではなく、その氏名が慣行 として公 にされてい る情報 とは言 えず、公務
員 (例 えば警察官)で あっても、その実力行使 の程度 の強 さによって氏名 の公 開性 が高まる
性質 の ものではない。また、指定医師 につい て権利侵害 の程度 の甚 だしさか ら氏名 が公 開 さ
れ ることも是認 され得 るとす ることは、当時は法律 に基づ き優生手術を行 ったもので ある
ことも踏まえると、採 ることはで きない。
⑤ 申請医師お よび指定医師が所属す る医療機 関に関す る情報は、申請医師お よび指定医師
に関する情報 として も、手術対象者や その親族 に関す る情報 としても条例第 6条 第 1号 に
該 当する。
また、医療機 関 に関す る情報 として条例第 6条 第

2号 アにも該当する。

1日

優生保護法 に基

づ く優生手術は、当該手術 が行われ た当時は法律 に基 づ き行われていた ものであるが、人権
侵害行為 であった とい う評価 もな されてい る。 したがつて医療機 関に関す る情報 を公開 し
「人権侵害行為を した医療機関」と受 け取 られ、当該医療機関の社会的評価や、
た場合 には、
業務上の信用等 が低下 し、または無用 の対応 に迫 られ て当該 医療機関の事業運営が損なわ
れた りす る蓋然性が認められ る。
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裁決 に対す る疑義

(1)裁 決 の判断内容 について
条例第 1条 は 「県民の知る権利を尊重 し、県 の有するその諸活動を県民 に説明する責務
が全 うされるよ うにすることが重要である」 と述べ 、これ を受けて条例第 3条 は、「実施機
関は、公文書の公 開を請求す る権利が十分 に尊重 され るようにこの条例を解釈 し、運用する
ものとす る」と定め、条例第 4条 がそのよ うな権利を何人 に も認めている。このよ うな条例
の基本構造を前提 として、条例第

6条 が定める公開義務 の例外 としての非公 開情報該当性

については、情報 の公 開を原則 とした上で の例外 であることを十分に踏まえた判断が求め
られる。
また、条例第 22条 第 3項 に定める答 申尊重義務 とは、裁決庁が答 申内容 と異なる裁決を
行 うことを否定す るものではないが、答 申を行 った本審議会の委員構成に鑑みれば、裁決庁
⌒

には、当審議会 の専門的かつ一般人 の健全 な社会常識を反映 した判断を尊重 して裁決を行
うことが求められてい るとい える。裁決庁は、当審議会 と同 じ立場に立って答申の内容を一
か ら検討 し直す のではなく、答申の判断 が明 らかに不当である場合 に限って答 申と異なる
判断をな しうるもの と解 され る。
以上の よ うな基本的な理解を前提 とす ると、裁決 には以下の ような疑義 がある。

1)② 条例第 6条 第 1号後段 に係 る部分 について
答申が 「プライバ シー として法的な保護 に値する範囲は一般的な場合 と比べ て相当程度
に縮小す ることとなる」と述べ るのは、処分理 由にお いて、個 々の情報を個別具体的に検討
す ることなく、病歴などの医療関連情報 であることをもってただちに第 6条 第 1号 後段該
当性を認 めるかの よ うな判断が示 されてい るこ とに対するものである。答申は、一方で、情
報 の公 開 を支持す る諸事情、すなわち優 生手術等 を受けた当事者 を含む 県民 の知る権利や
′‐ヽ

社会の関心等の公 益 と、もう一方で、非公開 を支持す る諸事情、す なわち個人 に関する情報
の偏見・差別関連性 を含めたプライバ シー性 とを、条例 の趣 旨をふまえて個別具体的 に比較
衡 量すべ きであるとの考 え方を示 した ものである。このことは、答申を慎重 に読めば十分に
理解す ることができるものである。に もかかわ らず、裁決は、本件対象公文書に記載 されて
い る情報 が個人 に とって有す る意味を軽ん じてい るかのよ うに答申の内容を曲解 し、答申
に示 された基本的な考え方を尊重す ることなく、 これ と大きく異 なる考 え方にとつて代え
て い る。
具体的には、答申の考え方を否定す るにあた り、裁決は、特 に本人およびその親族 が偏見
や差別による人権侵害を受けるおそれがある情報である点を指摘する。しか し、条例第 6条
第 1号 後段 に係 る情報は、条例第 6条 第 1号 前段 に該当せず、特定の個人を識別すること
ができない情報 であ り、そのことを踏 まえて答 申の考 え方が示 されたもので あるところ、裁
決 の指摘 は論理的に答申の内容に対応す るものではない。
次に、特定の個人を識別す ることができない情報 であって も、優生手術等 を受けた者本人
″０

に対 して、個 々人 のおかれてい る様 々な状況 も想定 し、情報 の取 り扱 いに慎重 さが求め られ
る点は、裁決 が指摘す るとお りである。 しか し、当審議会審査部会特別分科会 (以 下 「特別
分科会」 とい う。)は 、そ うした点についても十分 に考慮 した上で、答申に示 した考 え方 を
とるに至 ったものである。他方 で、一時金給付法に基 づ く救済が進まない との近時の報道 は、
情報 の取 り扱 い に慎重 を期 しつつ 、救済 されるべ き当事者 に情報 が伝 わるよ う最善を尽 く
す ことの重要性 を示 してい る。優生手術等 を受 けた者本人が事実を知 ら

(さ

れ)な い、ある

い は事実を知 りたい と思って も個人情報保護条例 に基 づ く自己情報 の開示請求 自体、また、
一 時金給付法に定 める相談 自体、少なか らず精神的な苦痛 を伴 うといった様 々な状況 を想
定 し、「自らの身 に何 が起 こったか を知 りたい」 とい う本人 の切実な思 いが あるとすれ ば、
そ のよ うな思 い も無視するこ とがで きない との視点 も重視 して、特別分科会 は審査 を行 っ
た ものである。答 申が重視す る 「県民 の知 る権利」は当然に「優生手術等を受けた県民の知
る権利」を含む もので ある。
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本件対象公文書に記載 された発病後 の経過 、病状、遺伝関係等 といった情報 は、裁決 が強
調す るよ うに、最 も他人に知 られたくない情報 である と同時に、その ような自らの情報 が ど
のよ うに医師に取 り扱 われていたかを知る ことがで きる貴重な情報でもある。
そ うした情報 に対 し、優 生手術等を受 けた方 々の受 け止め方は一人ひ とり様 々であ り、そ
の一人一人 の方 の心の 中でも様 々な思い、感情 があることが想像 される。そのよ うな当事者
の方 々一人 一人 の多様 で複雑な心の内を知 ることがで きない特別分科会 が、当事者 の心 の
内を勝手に付度 して一方的に決め付 ける ことは厳 に控 えるべ きであるとの健全な社会通念
に基づ き、条例第 6条 第 1項 前段 に該 当 しない場合 に問題 となる後段該当性については、
優 生手術等 を受 けた方 々の心の内に踏 み込まない答 申の内容 となった ものである。個人 に
関す る情報 につい ては、個人 にとって情報 が有す る多面的な側面を総合的に考慮す る必要
が あるのであって、答 申の内容は このよ うな意味を含むものである。
以上の とお り、裁決 が強調す る点も含 め様 々な観 点か ら検討 した結果 として答 申が示 し
た判断 に対 し、考慮すべ き事項を十分に考慮す ることなくこれ と異なる判断 に とつて代 え
て裁決 を下す こ とは、明らかに答申の尊重義務 に反す るもの と考えられる。
なお裁決 が「個人情報を保護 しつつ 、この問題 に対応 してい く立場 にある国の調査や、県
の調査により、社会 の関心や事実解明の公益は充足 され る」と述べ る点につ き、県の調査 と
はい うまで もな く実施機関による調査 であるところ、実施機 関の調査によって どのよ うな
事実が解明 された のか、あるいは解明 され つつ あるのか、個人情報を保護 しつつ調査結果 を
公 にす ることによつて、当事者はい うまでもなく広 く県民の関心に応 え、公益 を充足 してい
ただきたい。

2)④ 指定医師の氏名について非公開 とする点。
条例第 6条 第 1号 ただし書アの趣 旨は、情報 の公開が原則であるところ、個人情報であっ
ても慣行 として公 にされる情報 につ き非公開情報 か ら除外 され るのは、 どのよ うな 目的で
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あれ行政組織外部に対 して公 にされ 、あるいは公に され る こ とが予定 されてい る情報 であ
る以上、例外的に非公開 とすることに意味がない とい う点 に尽きるのであり、裁決 のい う当
該情報提示の 目的の如何は関係がない。
また、裁決は「公にされ」とい う条例第 6条 第 1号 ただ し書 アの文言を「広 く公にす る」
と曲解 しているかのよ うであるが、「公にされ る」 とは 「公開 (公 表)す る」 とい う意味で
はない。情報公開 とは別 の制度 である行政手続法 5条 1項 にい う「公にする」とは、求めに
応 じて情報 を伝 えることを含 む と解 されてお り、「公表す る」 と同義ではない とされてい る
条解行政手続法 〔
第 2版 〕
』 (弘 文堂,2017)166頁 。)と ころ、情報 の公開を原則 とする
情報公開条例において、行政手続法よりも「公にされ る」を限定的に解すべ き理由はない。
(『

以上 2点 から、行政代執行法第 4条 や警察官職務執行法第 6条 につ き、「広 く情報 を公 に
す ることを 目的 とするものではない」と指摘 して答申の内容を否定する裁決は、明 らかに条
⌒

例第 6条 第 1号 ただし書 アの解釈 を誤 るものである。
答申が行政代執行法第

4条 や警察官職務執行法第 6条 といった直接 には当事者の適正手

続保障 にかかる法条に言及す るのは、実力行使 を伴 う公権力 の行使 を担 当する職にある者
については、強い権力性を有す る行為 の透明性 の観点か ら、氏名が公 にされるべ き要請が特
に強いこ とが法律 において前提 とされてい ることを示すためである。公権力の行使 は第二
者・衆人 の監視・環視 によりその適正がはか られ るもので あ り、強い権力性 を有する行為に
は より高 い透明性 が求められ るとい う考え方は、広 い意味で条例 の理念 と共通するもので
ある。このよ うな考 え方に基づ き、答申は指定医師 の氏名について も公 開とすべ きと判断 し
た もので ある。
これ に対 して裁決は、「実力行使 の程度 の強 さによって氏名の公開性が高まる性質の もの
ではない」と述べ るが、その根拠は明 らかでなく、合理的な理由なく答申の考え方を否定す
るもので あるとともに、条例 の理念を尊重する姿勢にも欠けるものである。
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確 かに指定医師の氏名の公開の是非については見解 の分 かれ るところであり、特別分科
会 において も議論 の末に上記 の結論に至つた もので ある。しかるに裁決 においては、議論 と
な りうる論点につ き前提 となる条例の解釈 が明 らかに誤 つてお り、また、答申と異なる結論
に至った点につ き何 ら説得的な説明がな されていない。 よって答申尊重義務 に反す ること
はい うまでもない。

3)⑤ 医療機関に関する情報の条例第 6条 第 2号 ア該当性について
「印影以外の医療機関に関する情報を公開 した場合には、
裁決は、
『 人権侵害行為をした医
療機関』と受け取 られ、当該医療機関の社会的評価や、業務上の信用等が低下 し、または無
用 の対応 に迫られて当該医療機関の事業運営が損なわれた りす る蓋然性が認められる。
」と
述べて、第 6条 第 2号 アにも該当するものとす る。 当審議会は、 この部分に裁決の最も大
きな問題点が象徴的な形で表れていると考えるものである。
条例第 6条 第 2号 アは、「公にすることにより、当該法人等または当該個人の権利、競争
″

上の地位 その他正 当な利益を害す るおそれがあるもの」を非公開事由と定めるが、文言か ら
明 らかなように、同条項は条例第 6条 第 1号 とは異な り当該法人等を識別 しうるだ けで非
公 開 とす るものではない。む しろ当該法人等 の権利、競争上の地位 その他正当な利益を害す
るおそれがない限 り、当該法人等に関す る情報であ つて も公開す るのが同条項 の趣 旨であ
る。
もっ とも、当該法人等が社会的 に問題 とされ る行為 を行 った疑 いが ある場合に行政調査
を行 った結果、真偽不明であるため行政指導 にとどめたよ うな事例においては、真偽不明の
情報 に基づいて当該法人等が社会的評価 を受けることは条例第

6条 第 2号 アに該当す る余

地がある。しか し、本件対象公文書 は、当該医療機 関 自身 において作成 された文書、もしく
はそれに基 づ く文書 であ り、当該医療機関 において 旧優生保護法 に基づ き手術 が行 われた
ことは、動 か しがたい事実であるとい える。
県政に関わる社会的に関心の高い事件につ き、事件 に対す る県民 の理解・評価 の基礎 とな
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る事実を県民に公開す るこ とは、まさに条例 の 目的 とす るところであ り、その よ うな事実に
関す る情報 に基 づ き、人権侵害行為が行われていたか否 か といった判断を県民がな しうる
ことこそが地方 自治 の基礎である。 当該医療機 関が社会的 に厳 しく評価 され るおそれがあ
るとい う理由だけで、その よ うな判断の機会を県民 か ら奪 うことは、条例 の理念 と仝 く相容
れない ものであ り、到底正 当化 で きるものではない。本件対象公文書 のよ うに社会的に極め
て関心の高い事件 に関す る文書 であっても、文書 に記載 されてい る法人等に対する低 い評
価 のおそれを理 由に非公開 とされ るのであれば、お よそ法人等に対す る評価 を左右するお
それ のある情報が記載 された文書は全て非公開 とされ ることになるので あ り、その よ うな
条例 の存在意義 自体を否定す るような事態を条例 が容認す るもの とは考 えられない。 よっ
て、事実 に基づいて 当該医療機関が厳 しく評価 され るおそれ があるとしても、そのよ うな評
価 を受けないこ とが、当該医療機関の正当な利益 として条例第 6条 第 2号 によつて保護 さ
れているとはい えない。
以上の ように、裁決は、情報 の公開による当該医療機 関の社会的評価へ の影響を過度に重
視す る一方で、条例 の理念である情報公開の要請を極 めて低 く評価するものである。裁決に
おいては、 1日 優生保護法 に基づ く手術が行われた とい う事実 の解明 に向けた県民 の高い 関
心は、人権侵害行為 だ と評価 される可能性 のある行為 を実際に行 ったことが明 らかな医療
機関が「人権侵害行為を した」との社会的評価を受 けない 「利益」に劣後す るものなのであ
り、一般人 の健全な社会常識 とは大きくかけ離れた利益衡 量がな されてい ると言 わざるを
えない。 このよ うに本件対象公文書を公 開する要請 を極めて低 く評価す る裁決 の基本的立
場は、
⑤医療機関に関す る情報 の条例第 6条 第 2号 ア該 当性 についての判断 にとどま らず、
上記 1)で 指摘 したよ うに条例第 6条 第 1号 該 当性 のみを過度 に強調す る判断、 さらには

③個人 に関する情報 の一つ一つについての具体的な判断、④指定医師の氏名 に関する判断
においても前提 とされてい ると考 えることができるのであ り、裁決全体を通 じて公正妥当
な判断がなされてい るか大いに疑間を生ぜ しめる結果 となっている。
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以上、 1)2)3)の 点は、条例 の解釈 を明 らかに誤 つてい るとともに、一般人 の健全な
社会常識 にも反す るものであ り、答申尊重義務 に反す ることは明 らかである。
もっ とも、裁決 の問題点はそれだけではない。

(2)裁 決期 間に つい て
2019年 8月 末 に答 申が な されて か ら 2020年 2月 に裁 決 がな され るまで 6ヶ 月近 くかか
っ てお り、条例第

22条 第 3項 に明 らかに違反す る。条例 の 下 での従来 の 実務 では、 この点

に 関 し 原則 30日 、特別 の理 由がある場合 は 60日 以 内」 とされ てきた ところである。
.「

1)条 例第 22条 第 3項 の趣 旨は、裁決にあたつては答申の尊重が前提 となるため、裁決庁
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としては答申の内容 を一か ら検討 し直す のではなく、答申の判断が明 らかに不当で ある場
合 に限って答申 と異 なる判断をな しうる ところ、答 申の判断 が明 らかに不当であるか否 か
の判断 には多 くの時間を要 しない ことか ら、速やかな裁決が求められ るとするもの と考 え
られる。
したが って、仮 に答 申と異なる裁決に多 くの時間を要するとすれば、それは答 申の判断が
明 らかに不当とはいえないこ とを示す ものである可能性が高く 、仮 にそ うであるとすれば、
答 申内容 と異なる裁決 をす べ く多 くの時間を費や して答申 と異なる内容 の裁決 をす ること
自体が答 申の尊重義務 に反す るとい うことがで きる。
他方、裁決の内容 につ き

(1)で 指摘 した ところか らすると、この点に関す る答申の内容

につ き十分慎重 に検討 したために多 くの時間を費や した との説 明 に も無理 があるよ うに思
われる。
ちなみに本県条例 と類似 の条例 の定 めを置 く他 の地方公共団体にお いて、答申 と異なる
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裁決がなされた こ とに対 して建議 がなされた例 の多 くは、1月 前後の期間で答申 と異なる裁
執:が なされている。
以上か らして、答 申と基本的立場を異にす る内容 の裁決 を下 したことは、裁決 の大幅な遅
延 を正当化するものではない。

2)も っ とも、本件審査請求に関 しては、審査請求 の対象 となった情報 につ き答申と異なる
基本的立場に立って検討 し直 した ところ、対象 となった情報 が膨大であったため、とりわけ
③個人に関する情報 につ き、個 々の情報 の公開非公開の判断 に長期間 を要 した とい う説明
が考えられる。 しか し、結論 か らい えば、その よ うな事情 も裁決 の大幅な遅延 を正当化す る
ものではない。
一般に、多くの者 の大量 の同種類 の情報 を対象 として公正平等な判断 が特 に要請 される
場合 には、その よ うな判断 に多 くの時間 と労力を要するとしても、公正平等な判断の要請に
厳格 に応 えるべ く、一定の期間内に集 中 した判断を行 うとい う判断過程 が求められ る。長期
ｑυ

間にわたる断続的 な判断 によつて対象者 の情報 の間で判断基準 の実質的変更の危険が生ず
ることを防 ぐためである。したがって、多 くの者 の大量 の情報につ き非公開情報該当性 を一
か ら検討 し直 した として も、そのこ とは本裁決が答 申か ら 6ヶ 月近 くかかったことの正 当
な理由にはな らない。む しろ非公 開情報該 当性 を一 か ら検討 し直 したために実際に 6ヶ 月
近 くかか つた とすれば、そ の事実 自体 が一貫 した基 準 による公正な判断であることを大い
に疑 わせ るもの とい える。
なお この点、他 の地方公共団体 の先例 として、宮城県情報公開審査会 の建議 (別 添資料参
照)の 事案では、答申か ら裁決まで 6ヶ 月余 りの時間を要 してい るが、これは同答申におい
て審査会 自身が 自らの審議 に限界 があると認め、十分な心証を形成できなかったことか ら、
実施機関に対 して調査及び審議 を尽 くす ことを求めた ことによるもの と理解す るこ とがで
きる。そのよ うな特段 の事情がある場合であって も答 申か ら 6カ 月余 りで裁決がなされた
ことと比較 して も、そのよ うな特段 の事情 のない本件審査請求にお いて同程度の期間を要
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した とはにわかに信 じることができない。
以 上の よ うに、1)答 申 と基 本 的 に異 な る立場 か ら審 査 し直 した とい う理 由 も、また、2)
そ の よ うな 立場 か ら個別 の 情報 の検討 に多 くの 時 間 を要 した とい う理 由 も、答 申か ら裁決
に至 るまで 6ヶ 月近 くを要 した こ とを正 当化す るもので はな い とい える。他 に裁決 の 大幅
な遅延 を説 明 し うる理 由は 当審議 会 には見 出 し難 く、 この 点 につ きぜ ひ とも納 得 のい く説
明 を伺 い たい ところで ある。

(3)結 論 として、建議 が公 にされてい る他 の地方公共団体における事例 と比べて も、裁決
の内容及び裁決 に至る過程 の両面においで答申尊重義務違反 の程度 が甚 だ しいことか ら、
裁決には重大な瑕疵 があるもの と当審議会 は考える次第である。
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提案
以上のよ うな疑義 のある裁決 をそのまま放置す ることは、当該裁決 の是非を超えて、県政

全体 に対す る県民 の信頼を損ね るものであ り、単 に裁決に対す る当審議会 の見解 を示す の
みでは、裁決によって失われた公 益 の回復には程遠 い と考えられ るため、裁決に対する今後
の県 としての対応 につ き以下の とお り提案 したい。
〔1〕

裁決 の内容について、 この建議書 とあわせて県民に対 して公 開す るこ と。
通常は答 申通 りの裁決がなされることか ら、答 申理 由を詳 しく説明する答申とは別
に、裁決を公 開す る必要性がそれほ ど高 くない としても、答申と大きく異なる裁決
については、裁決 の内容 を答申 と比較 し ,る 形で公開す るこ とが求められるとい え
る。む しろ行政組織 の内部行為 としての答申す ら公 開され てい るのであれば、行政
組織外部に向けた滋賀県知事 の裁決につ き公開を拒否すべ き理由は見当た らない。
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〔2〕

本建議 において裁決に対す る疑義 として指摘 した上記 2点

((1)(2))に つ き、裁

決庁 としての考えを当審議会に対 し公開の場 で説明す るとともに、県民に対 して も
説明責任 を果 たすべ く公開す ること。
以上
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