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石川県情報公開審査会の答申概要（答申第１８５号） 

 

１ 異議申立ての対象となった本件公文書（諮問案件第２４１号） 

（１）公開請求の内容 

特定建築物に関するアスベスト問題についての県の対応記録及び業者から提出された文書 

 

（２）特定公文書 

番 号 公文書の件名 

文書１ 公害監視日誌（平成25年5月15日、16日） 

文書２ 公害監視日誌（平成25年5月24日） 

文書３ 公害監視日誌（平成25年5月29日） 

文書４ 公害監視日誌（平成25年6月7日） 

文書５ 公害監視日誌（平成25年6月10日） 

文書６ 公害監視日誌（平成25年6月11日） 

文書７ 公害監視日誌（平成25年6月17日） 

文書８ 公害監視日誌（平成25年6月19日） 

文書９ 公害監視日誌（平成25年6月24日） 

文書１０ 公害監視日誌（平成25年7月30日） 

文書１１ 公害監視日誌（平成25年8月3日） 

文書１２ 公害監視日誌（平成25年8月7日） 

文書１３ 公害監視日誌（平成25年8月8日） 

文書１４ 公害監視日誌（平成25年8月28日） 

文書１５ 公害監視日誌（平成26年3月17日） 

文書１６ 公害監視日誌（平成26年3月27日） 

文書１７ 応接メモ（平成25年6月18日） 

文書１８ 応接メモ（平成25年6月27日午前） 

文書１９ 応接メモ（平成25年6月27日午後） 

文書２０ 応接メモ（平成25年11月14日） 

文書２１ 特定粉じん排出等作業実施届出書 

文書２２ 石綿除去工事施工報告書 

 

２ 担当課（所）  南加賀保健福祉センター 

 

３ 審査請求等の経緯 

（１）H26. 3.25  公開請求         （４）H26. 6. 6  諮問 

（２）H26. 4. 4  一部公開決定     （５）H28. 5.26  答申  

（３）H26. 5.23 異議申立て 

 

４ 諮問に係る審査会の判断結果 

 一部公開決定において非公開とした部分のうち、次の表に掲げる部分を公開すべきであるが、その余の部分

について非公開とした決定は、妥当である。 
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実施機関の処分 審  査  会  の  判  断  要  旨 

非公開部分 該当条項 公開すべき部分 判断要旨 

文書１の本文の「○○の改修

工事にかかるアスベストの

苦情について（以下「苦情文

書」という。）（その１）の２

対応状況欄の表題以外の部

分 

７条３、

５、６号 

２、３、８行目 アスベストに関する苦情への対応

状況を記載する文書であるという性

格から、当然に推測され得ると考えら

れる情報であり、これを公にしても、

実施機関の事務事業に支障を及ぼす

とは考えられないので、公開すべきで

ある。 

文書１の本文の苦情文書（そ

の１）の３現地確認欄の（５）

内容欄の表題以外の部分 

７条３、

５、６号 

最終行 同上 

文書１の本文の苦情文書（そ

の２）の１面談内容欄の（５）

内容欄の表題以外の部分 

７条３、

５、６号 

最終行 同上 

文書１の本文の苦情文書（そ

の２）の２苦情申立者へ連絡

欄の表題以外の部分 

７条３、

５、６号 

２行目３字目～１７字

目、同２１字目～行末 

同上 

文書４の本文の苦情文書（そ

の３）の２対応状況欄の表題

以外の部分 

７条３、

５、６号 

２～４行目、１０行目及

び最終行 

同上 

文書４の本文の苦情文書（そ

の４）の１「６月５日（水）

の状況」欄の表題以外の部分 

７条３、

５、６号 

２，５行目 同上 

文書４の本文の苦情文書（そ

の４）の２「６月６日（木）

の状況」欄の表題以外の部分 

７条３、

５、６号 

２，７行目 同上 

文書４の本文の苦情文書（そ

の４）の３「６月７日（金）

の状況」欄の表題以外の部分 

７条３、

５、６号 

２行目１５字目～行末、

３～６行目、１４行目、

２０行目１字目～３字

目、同８字目～行末、２

１行目３字目～６字目、

２２行目、２枚目の１～

４行目、１０行目 

同上 

文書５の表紙の内容欄の表

題以外の部分 

７条３、

５、６号 

１～７行目 同上 

文書７の苦情文書（その５）

の「２○○への説明事項」欄

の表題及び１、２行目以外の

部分 

７条３、

５、６号 

１行目３字目～７字目、

２行目、３行目２字目～

７字目、４～６行目 

同上 

文書９の表紙の内容欄の表

題以外の部分 

７条３、

５、６号 

７行目～最終行 同上 

※ ○字目とは、空白全角１字分、カッコ及び句読点を１字として数えた行頭からの数値 

 

５ 審議経緯  審査回数 １０回 
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平成２８年５月 

 

 

石 川 県 情 報 公 開 審 査 会 

 

 

第１ 審査会の結論 

   石川県知事（以下「実施機関」という。）が、別紙１に掲げる文書１ないし文書２２（以下、併せて「本件

公文書」という。）につき、一部公開とした決定については、非公開とした部分のうち、別紙３の「公開すべ

き部分」欄に掲げる部分を公開すべきである。 
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第２ 異議申立てに至る経緯 

 １ 公開請求の内容 

  異議申立人は、石川県情報公開条例（平成１２年石川県条例第４６号。以下「条例」という。）第６条第１

項の規定により、平成２６年３月２５日に、実施機関に対し、特定建築物に関するアスベスト問題について

の県の対応記録及び業者から提出された文書について、公開請求（以下「本件公開請求」という。）を行った。 

 

２ 実施機関の決定 

 本件公開請求に対応する公文書は、実施機関の環境政策課及び南加賀保健福祉センターの２所属が所掌す

る事務に属しそれぞれ保管しているので、実施機関は、南加賀保健福祉センター所管分について、平成２６

年４月４日に本件公文書を特定して、別紙２に掲げる部分を非公開とする一部公開決定（以下「本件処分」

という。）を行い、異議申立人に通知した。 

 

３ 異議申立て 

異議申立人は、平成２６年５月２３日に、本件処分を不服として、行政不服審査法（昭和３７年法律第１

６０号）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。 

 

４ 諮問 

実施機関は、平成２６年６月６日に、条例第１９条第１項の規定により、石川県情報公開審査会（以下「当

審査会」という。）に対して、本件処分の取消しに係る異議申立てにつき、諮問を行った。 

 
第３ 異議申立人の主張要旨 

 １ 異議申立ての趣旨 

   異議申立ての趣旨は、本件処分を取り消し、本件公文書の全部公開を求めるとともに、更なる文書の特定

及び公開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、異議申立書及び意見書で主張している要旨は、おおむね次のとおりである。 

 （１）異議申立書 

   ア 本件公文書の文書１ないし文書２０における、個人の氏名・住所、相手方の氏名・住所、対象建築物

の名称・所在地が、条例第７条第２号の個人情報及び第３号の法人等の事業活動情報として非公開とさ

れたことについて、このうち、相手方の氏名及び住所並びに対象建築物の名称及び所在地については、

当初から明らかな事項で、添付した報道記事でも報じられていることでもあり、すでに公になっている

情報であるので、非公開は不当である。 

     また、本案件の相手方は、大気汚染防止法（昭和４３年法律第９７号）、労働安全衛生法（昭和４７年

法律第５７号）、石綿障害予防規則（平成１７年厚生労働省令第２１号）、廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律（昭和４５年法律第１３７号）及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年

法律第１０４号）（以下「建築リサイクル法」という。）に違反し、本来必要とされるアスベスト対策を、

少なくとも半ば意図的に採らず、アスベストを周囲に飛散させた違法工事の実施者であるため、個人情

報や事業活動情報としての保護の対象とならないもので、添付した大阪府や名古屋市の事例のように、

通常なら案件の重大性や今後の「犯罪の予防等を目的」に自治体が公表する事案であり、本件処分は不

当である。 

     本件公文書の文書２１及び文書２２における、事業者名、個人名の非公開についても、上記と同様に

不当である。 

   イ 公害監視日誌及び応接メモは、異議申立人の発言内容及び同伴した人物の発言が大半であり、最初か

ら明らかな事項であるため、非公開は不当である。 

     また、同文書の「対応状況」、「立入検査における確認、聴取、指導内容の一切」、「事業者提出資料」、

「今後の予定」及び「その他」については、電話や直接訪問して尋ねると、そのつど内容を明かしてい

ることであり、取材活動に対しても回答しているので、すでに公の情報であるため、非公開は不当であ
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る。 

   ウ 平成２５年８月７日のアスベスト除去工事時に、ある会社と石川県が、現場の負圧除じん装置の排気

口出口等でデジタル粉じん計を用いて測定を行っており、その際の測定データ・報告書が存在する。 

同日に、県・保健所は、現地でアスベストの測定を実施するとともに、立入検査を行っており、その

際の報告が存在するにもかかわらず、当該文書を特定しておらず、不当である。 

 （２）意見書 

   ア 実施機関の理由説明書は、当初の一部公開決定で示された非公開理由に若干補足しているものの、内

容的にはこれを繰り返したにすぎず、異議申立ての理由で指摘した事項を否定することもできておらず、

本件処分は不当である。 

   イ 公害監視日誌の具体的な内容、その他記載事項については、関係機関との協議内容や指導内容の詳細

が、報道されており、これは取材に対して県側が明らかにしたものである。このことは、理由説明書の

主張が全く不当であり、実際には実施機関の主張するおそれはなく、あるいは、本件がアスベストが大

量に飛散する、人の命に係わる事故であったと実施機関が認識し、情報提供をより重要であると判断し

たことを裏付けるもので、本件異議申立てについても、同様に判断し、改めて公開決定を行うことが当

然である。 

   ウ 分析機関の名称等については、違法な分析を行ったわけでもなく、これが公にされても、「事業活動に

おける社会的信用、評価、社会的活動の自由」を害したり、「正当な利益を害する」というようなことは

あり得ない。 

   エ 平成２５年８月７日の測定データについては、添付した報道資料では、具体的な測定値は記載されて

いないが、取材者は県職員から測定値を聞いており、異議申立人が実施機関を訪問した際に、県職員か

ら測定データが存在することを確認している。 

県による依頼があって測定したデータではないようであるので、正式な報告書は存在しないかもしれ

ないが、何らかの測定データが記載された文書が提供されているにもかかわらず、その存在を隠してい

る。 

仮に、外部から提供された文書が存在しないとしても、実施機関は取材に対して測定値を答えており、

理由説明書でもこれらの記載された何らかの文書の存在までは否定していないので、実施機関はメモ等

を保有している。それにもかかわらず、本件公開請求に対して、それらの文書の存在を明らかにしてい

ないことは、条例に違反するもので、対応を是正し、当該文書は公開されるべきである。 

 

第４ 実施機関の主張要旨 

実施機関が理由説明書及び当審査会における説明で主張している要旨は、おおむね次のとおりである。 

 １ 公害監視日誌について 

   当該公文書は、公害等の苦情現場や公害関連法令で規制対象としている施設に立入調査 

を実施した際の調査内容等を個別具体的に記載した文書である。 

 （１）記載事項のうち、苦情申立者並びに立入調査時に面談した関係者等の個人の氏名及び職業については、

特定の個人が識別される情報であり、条例第７条第２号の個人情報に該当するため非公開とした。 

 （２）立入調査の対象とした建築物の名称及び住所（字以下）については、公にすることにより、この建築物

を保有する事業者の事業活動における社会的信用、評価、社会的活動の自由といった面で正当な利益を害

するおそれがあり、条例第７条第３号の事業活動情報に該当するため非公開とした。 

（３）「対応状況」、「立入調査における確認、聴取、指導内容の一切」欄の記載内容については、今回の事案に

係わった事業者を特定できる情報が含まれており、条例第７条第３号の事業活動情報に該当するため、非

公開とした。 

   また、実施機関及び関係機関の指導方針について協議した部分については、公にすると、今後の率直な

意見の交換が不当に損なわれるおそれがあり、条例第７条第５号の審議、検討又は協議に関する情報に該

当するので非公開とした。 

   さらに、指導対象事業者への指導方針、指導内容及び指導に対する改善状況に関する部分については、

公にすることにより、指導対象事業者が、調査や関係資料の提出に協力的でなくなるとともに、自主的な

改善意欲をなくす可能性が考えられるほか、実施機関の具体的な指導基準が明らかとなるなど、今後の業
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務の適正な遂行に支障を及ぼすことから、条例第７条第６号の事務事業情報に該当するので非公開とした。 

（４）特定粉じん排出等作業を請け負った事業者から任意に提出された作業中に測定したアスベストに関する

分析結果報告書が、本件公文書の文書１１に添付されている。 

   当該分析報告書に記載された作業請負事業者の名称等については、公にすると、事業活動における社会

的信用、評価、社会的活動の自由といった面で正当な利益を害するおそれがあり、条例第７条第３号の事

業活動情報に該当するため非公開とした。 

   また、分析機関等の担当者の氏名及び資格等については、特定の個人が識別される情報であり、条例第

７条第２号の個人情報に該当するので非公開とした。 

２ 応接メモについて 

  応接メモは、関係者との応接時に面談した内容を個別具体的に記録した文書である。 

（１）面談者の氏名及び住所については、特定の個人が識別される情報であり、条例第７条第２号の個人情報

に該当するので非公開とした。 

（２）立入検査の対象とした建築物の名称については、公にすることにより、建築物を保有する事業者の事業

活動における社会的信用、評価、社会的活動の自由といった面で正当な利益を害するおそれがあり、条例

第７条第３号の事業活動情報に該当するため非公開とした。 

（３）具体的な記載内容、今後の予定及びその他については、今回の事案に係わった事業者を特定できる情報

が含まれており、条例第７条第３号の事業活動情報に該当するため非公開とした。 

   また、実施機関及び関係機関の指導方針について協議した部分については、公にすると、今後の率直な

意見の交換が不当に損なわれるおそれがあり、条例第７条第５号の審議、検討又は協議に関する情報に該

当するので非公開とした。 

   さらに、指導対象事業者への指導方針、指導内容及び指導に対する改善状況に関する部分については、

公にすることにより、指導対象事業者が、調査や関係資料の提出に協力的でなくなるとともに、自主的な

改善意欲をなくす可能性が考えられるほか、実施機関の具体的な指導基準が明らかとなるなど、今後の業

務の適正な遂行に支障を及ぼすことから、条例第７条第６号の事務事業情報に該当するので非公開とした。 

３ 特定粉じん排出等作業実施届について 

特定粉じん排出等作業実施届は、大気汚染防止法第１８条の１５第１項の規定により、作業実施の１４日 

前までに届け出るべきもので、特定工事の場所、種類、実施期間、作業資材の種類、作業方法、建築物等の

概要、作業・工事の工程の概要及びその他参考資料で構成されている。 

（１）作業に従事する者などの氏名、住所、写真、資格については、特定の個人が識別される情報であり、条

例第７条第２号の個人情報に該当するので非公開とした。 

（２）当該作業に係わった事業者の名称、住所、電話番号については、公にすることにより、事業者の事業活

動における社会的信用、評価、社会的活動の自由といった面で正当な利益を害するおそれがあり、条例第

７条第３号の事業活動情報に該当するため非公開とした。 

（３）作業対象の建築物の名称及び住所（字以下）については、公にすることにより、建築物を保有する事業

者の事業活動における社会的信用、評価、社会的活動の自由といった面で正当な利益を害するおそれがあ

り、条例第７条第３号の事業活動情報に該当するため非公開とした。 

４ 石綿除去工事施工報告書について 

   石綿除去工事施工報告書は、実施届に対応する作業結果の報告書であるが、法令上は提出が義務付けられ

ておらず、任意に提出されたものである。 

（１）作業に従事した者などの氏名、住所及び資格については、特定の個人が識別される情報であり、条例第

７条第２号の個人情報に該当するので非公開とした。 

（２）当該作業に係わった事業者の名称、住所、電話番号については、公にすることにより、事業者の事業活

動における社会的信用、評価、社会的活動の自由といった面で正当な利益を害するおそれがあり、条例第

７条第３号の事業活動情報に該当するため非公開とした。 

（３）作業対象の建築物の名称及び住所（字以下）については、公にすることにより、建築物を保有する事業

者の事業活動における社会的信用、評価、社会的活動の自由といった面で正当な利益を害するおそれがあ

り、条例第７条第３号の事業活動情報に該当するため非公開とした。 

 ５ 公文書の特定について 
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異議申立人は、「平成２５年８月７日のアスベスト除去工事時にある会社と石川県が現場の負圧除塵装置の 

排気口出口などでデジタル粉じん計を使用して測定を実施しており、測定データ・報告書が存在する」と主

張している。 

 これは、同日に当該事案に関係のない者が現場を測定したことを指すと推定されるが、その際の測定デー

タについて書類等の提供は受けていないので、当該資料は存在しない。 

 

第５ 審査会の判断理由 

 １ 条例の基本的な考え方について 

   条例は、地方自治の本旨にのっとり、県政に関する県民の知る権利を尊重し、公文書の公開を請求する権 

利につき定めること等により、もって県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とともに、 

県民の県政に対する理解と信頼を深め、県民参加による公正で開かれた県政をより一層推進することを目的 

として制定されたものであり、公開の原則に基づき適正に解釈・運用されなければならない。当審査会は、 

この公開の原則を基本として条例を解釈し、以下判断するものである。 

 

 ２ 本件公開請求に対応する公文書の性格等について 

   特定の建築物に係るアスベストに関する苦情に対する実施機関の対応を記載した文書及びその過程で事業

者から取得した文書である。 

 

 ３ 非公開情報の条例該当性について 

 （１）条例第７条第２号該当性について 

ア 条例第７条第２号の規定について 

     条例第７条第２号では、個人に関する情報であって、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、公にするこ

とにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものを非公開情報と規定し、ただし書において、

「イ 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」、「ロ 

人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報」及び

「ハ 当該個人が公務員等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当該職務遂行の内容に係る部分」に該当する情報について、非

公開の例外と規定している。 

   イ 非公開情報の条例第７条第２号該当性について 

     条例第７条第２号に該当するとして非公開とされた情報は、本件公文書の文書１ないし文書１６の苦

情申立者、立入検査時に面談した関係者等の氏名、文書１７ないし文書２０の面談者の氏名及び住所並

びに文書２１及び文書２２の作業に従事する者などの氏名、住所、写真、資格、看板の写真に記載され

た個人名である。 

これらの情報は、同号本文に該当し、ただし書イからハに該当する特段の事情も認められないので、

非公開は妥当である。 

     なお、事業者の代表者としての氏名は、同号には該当しない。 

（２）条例第７条第３号該当性について 

   ア 条例第７条第３号の規定について 

     条例第７条第３号は、法人その他の団体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で

あって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、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情報として規定し、ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するた

め、公にすることが必要であると認められる情報を除くと規定している。 

   イ 非公開情報の条例第７条第３号該当性について 

   （ア）条例第７条第３号本文該当性について 

     a  大気汚染防止法等に違反する工事を行った当初の事業者（以下「当初工事実施事業者」という。）

の名称、住所、代表者氏名、電話番号及びファクシミリ番号 
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当該事業者は、実施機関から、特定粉じん排出等作業に係る作業基準の遵守の徹底等に関する指

導を文書で受けているが、実施機関は、行政処分に該当するものではなく、大気汚染防止法等に違

反、又は違反するおそれのある事項につき、改善を図る目的で行った行政指導であり、通常、行政

指導については、その内容を実現するために相手方の任意の協力を得て実施するもので、また、行

政指導の段階では指導を受けた事業者名は公表していないことから、公開請求に対してこれを公に

すると、行政指導を受けたということだけで、社会的評価が損なわれ、当該事業者の権利、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主張している。 

また、ふるさと石川の環境を守り育てる条例（平成１６年条例第１６号）において、石綿粉じん

排出等作業を伴う建設工事の実施者が作業基準を遵守していないと認める場合などにおける氏名又

は名称等の公表に関する規定が設けられている。 

このようなことから、この情報を公にすると、行政指導を受けたということだけで、社会的評価

が損なわれ、当該事業者の権利、競争上の地位、その他正当な利益を害するおそれが生じることは

否定できず、非公開が妥当である。 

     b  対象建築物の名称及び住所 

       本件情報を公にすると、登記簿情報等から、大気汚染防止法等に違反する工事を実施した事業者

が明らかとなるので、aと同様に非公開が妥当である。 

  c  当初工事実施事業者の依頼を請け、アスベスト除去工事を施工した事業者（以下「除去工事実施

事業者」という。）の名称、住所、代表者氏名、電話番号及びファクシミリ番号 

       本件情報を公にすると、大気汚染防止法等に違反した当初工事実施事業者や本件事案との関係性

について疑義が生じ、社会的評価が損なわれるなど、その権利、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する実施機関の主張は、否定することができず、非公開が妥当である。 

d  除去工事実施事業者の依頼によって分析を行った分析機関の名称、住所、代表者氏名、電話番号

及びファクシミリ番号 

       本件情報を公にすると、当該分析機関について、大気汚染防止法等に違反した当初工事実施事業

者や本件事案との関係性について疑義が生じ、社会的評価が損なわれるなど、その権利、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する実施機関の主張は、否定することができず、

非公開が妥当である。 

     e  除去工事実施事業者の依頼を受けた最終処分事業者の名称、住所、代表者氏名、電話番号及びフ

ァクシミリ番号 

本件情報を公にすると、大気汚染防止法等に違反した当初工事実施事業者や本件事案との関係性

について疑義が生じ、社会的評価が損なわれるなど、その権利、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する実施機関の主張は、否定することができず、非公開が妥当である。 

   （イ）条例第７条第３号ただし書該当性について 

      条例第７条第３号ただし書は、事業者の事業活動により、現に発生しているか、又は将来発

生するおそれがある危害等から人の生命、健康等を保護するために公にすることが必要である

と認められる情報が記録された公文書は、同号本文に該当する場合であっても公開しなければ

ならないという趣旨と解されるものである。 

      本件に関する吹付け材等の除去工事については、実施機関は、現在においてアスベストが飛

散するような状況ではないと述べている。 

除去工事実施事業者から実施機関に提出された本件公文書の文書２２において、当該除去工事

が平成２５年８月に終了したと記載されていることに鑑み、実施機関の主張は不合理ではなく、

ただし書に該当するとは認められない。 

（３）条例第７条第６号該当性について 

   ア 条例第７条第６号の規定について 

条例第７条第６号では、県の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政 

法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、「イ 監査、検査、取締り、試験

又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、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」、「ロ 契約、交渉又は争訟に係る事
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務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者として

の地位を不当に害するおそれ」、「ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に

阻害するおそれ」、「ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ」

及び「ホ 地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、そ

の企業経営上の正当な利益を害するおそれ」、その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適

正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるものを非公開情報と規定している。 

イ 非公開情報の条例第７条第６号該当性について 

条例第７条第６号に該当するとして非公開とされた情報は、公害監視日誌における対応状況欄及び立 

入調査票における具体的な記載内容である。 

本件情報は、特定者から申出のあったアスベストの飛散等に関する苦情について、実施機関及び関係 

機関が行った対応の概要とその結果等である。 

これを公にすると、大気汚染防止法に違反する、又はそのおそれがある工事に関する実施機関等の対 

応方針等が明らかとなり、このことから幾多の弊害が生じ、今後、同種の事案に関する実施機関の事務

事業の遂行に支障を及ぼすことも否定できないので、非公開が妥当である。 

しかしながら、本件情報のうち、別紙３に掲げる部分は、アスベストに関する苦情への対応状況を記 

載する文書であるという性格から、当然に推測され得ると考えられる情報であり、これを公にしても、

実施機関の事務事業に支障を及ぼすとは考えられないので、公開すべきである。 

（４）条例第７条第５号該当性について 

ア 条例第７条第５号の規定について 

     条例第７条第５号では、県の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立 

行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることによ 

り、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民の間に混 

乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるも 

の、を非公開情報と規定している。 

イ 非公開情報の条例第７条第５号該当性について 

条例第７条第５号に該当するとして非公開とされた情報は、公害監視日誌における対応状況欄及び立

入調査票の記載のうち、実施機関の内部又は関係機関との相互間の審議、検討又は協議に関する部分で

ある。 

 本件情報（本件公文書の文書１６の今後の予定欄を除く。）については、条例第７条第６号の事務事業 

情報に関する該当性により、内容欄及びその他欄の記載事項の全体について、当審査会が公開すべきと 

判断した部分を除き、非公開妥当と判断しているので、改めて判断しない。 

 また、本件公文書の文書１６の今後の予定欄については、不確定な情報であり、公にすると、混乱を 

生じさせるおそれがあることは否定できず、非公開が妥当である。 

 

４ 文書の特定について 

異議申立人は、平成２５年８月７日に、特定者が工事現場でデジタル粉じん計を用いて計測を行っており、

特定者から提供された正式な報告書はないとしても、実施機関は測定値を記載したメモ等の何らかの文書を

保有していると主張し、実施機関は、理由説明書において、測定データに関する文書等の提供は受けていな

いと述べ、また、当審査会における説明で、特定者から計測値が通常より高いとの電話連絡を受けたものの、

文書等は受けとっておらず、このことに関する文書は保管していないと述べている。 

   このようなことから、本件処分における文書の特定は、妥当であると判断する。 

 

５ まとめ 

   以上の理由により、第１に掲げる審査会の結論のとおり判断する。 

 

 

第６ 審査の処理経過 

   当審査会の処理経過は、別表のとおりである。 
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＜別表＞ 

審  査  会  の  処  理  経  過 

年  月  日 処  理  内  容 

平成26年６月６日 ○諮問を受けた。（諮問案件第２４１号） 

平成26年７月14日 ○実施機関（南加賀保健福祉センター）から理由説明書を受理した。 

平成26年８月７日 

 

○異議申立人から意見書を収受した。 

平成26年12月25日 

（第２５８回審査会） 

○事案の審議を行った。 

 

平成27年１日29日 

（第２５９回審査会） 

○実施機関職員から説明を聴取した。 

平成27年２月26日 

（第２６０回審査会） 

○事案の審議を行った。 

平成27年３月23日 

（第２６１回審査会） 

○事案の審議を行った。 

平成27年４月23日 

（第２６２回審査会） 

○事案の審議を行った。 

平成27年６月２日 

（第２６３回審査会） 

○事案の審議を行った。 

平成27年７月２日 

（第２６４回審査会） 

○事案の審議を行った。 

平成27年９月10日 

（第２６６審査会） 

○事案の審議を行った。 

平成27年11月26日 

（第２６８回審査会） 

○事案の審議を行った。 

平成28年１月28日 

（第270回審査会） 

○事案の審議を行った。 
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別紙１（本件公文書） 

番 号 公文書の件名 

文書１ 公害監視日誌（平成25年5月15日、16日） 

文書２ 公害監視日誌（平成25年5月24日） 

文書３ 公害監視日誌（平成25年5月29日） 

文書４ 公害監視日誌（平成25年6月7日） 

文書５ 公害監視日誌（平成25年6月10日） 

文書６ 公害監視日誌（平成25年6月11日） 

文書７ 公害監視日誌（平成25年6月17日） 

文書８ 公害監視日誌（平成25年6月19日） 

文書９ 公害監視日誌（平成25年6月24日） 

文書１０ 公害監視日誌（平成25年7月30日） 

文書１１ 公害監視日誌（平成25年8月3日） 

文書１２ 公害監視日誌（平成25年8月7日） 

文書１３ 公害監視日誌（平成25年8月8日） 

文書１４ 公害監視日誌（平成25年8月28日） 

文書１５ 公害監視日誌（平成26年3月17日） 

文書１６ 公害監視日誌（平成26年3月27日） 

文書１７ 応接メモ（平成25年6月18日） 

文書１８ 応接メモ（平成25年6月27日午前） 

文書１９ 応接メモ（平成25年6月27日午後） 

文書２０ 応接メモ（平成25年11月14日） 

文書２１ 特定粉じん排出等作業実施届出書 

文書２２ 石綿除去工事施工報告書 

 

別紙２（非公開とされた部分） 

区      分 非公開部分 該当条項 

(条例第７条) 別紙１の文書番号 記載部分 

文書１ないし文書１０及

び文書１２ないし文書１

６ 

 

本文 個人の氏名、住所 ２号 

相手方の氏名、住所 ２,３号 

対象建築物の名称、所在地 ３号 

対応状況 ３,５,６号 

立入調査の確認、聴取、指導内容 ３,５,６号 

文書１１ 本文 個人の氏名、住所 ２号 

相手方の氏名、住所 ２,３号 

対象建築物の名称、所在地 ３号 

対応状況 ３,５,６号 

立入調査の確認、聴取、指導内容 ３,５,６号 

分析結果報告書（事業者

提出資料） 

事業者の担当者氏名 ２号 

分析機関の担当者氏名 

事業者の法人名、住所 ３号 

分析機関の法人名、登録番号、住所、電

話・ＦＡＸ番号 

工事名 

文書１７～文書２０ 本文 個人の氏名 ２号 

相手方の氏名、住所 ２,３号 
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内容 ３,５,６号 

今後の予定 ５号 

その他 ２,５,６号 

文書２１ 回議票 工事名 ３号 

表紙 法人の住所、名称、代表者名 ３号 

対象建築物の名称、所在地 ２,３号 

発注者の氏名 ３号 

現場責任者の氏名、連絡場所 ３号 

施工計画書のうち 

１ 建築物概要 

 

工事場所の住所、工事名 ３号 

平面図作製者の住所、氏名 ２号 

同申請人の住所、氏名 ２号 

特別管理産業廃棄物収集運搬事業者の

名称、住所、電話 

３号 

特別管理産業廃棄物最終処分事業者の

名称、住所、電話 

３号 

施工計画書のうち 

２ 工程表 

工事場所の住所、工事名 ３号 

施工計画書のうち 

３ 工事要領 

工事場所の住所、工事名 ３号 

平面図作製者の住所、氏名 ２号 

同申請人の住所、氏名 ２号 

施工計画書のうち 

４ 組織管理図 

発注者の氏名、住所、電話 ２,３号 

元受業者、アスベスト除去事業者、特別

管理産業廃棄物収集運搬事業者、特別管

理産業廃棄物最終処分事業者、環境測

定・採取事業者、環境測定機関の名称、

代表者氏名、住所、電話 

３号 

特別管理産業廃棄物管理責任者、特定化

学物質等作業主任者の氏名、元受業者、

アスベスト除去事業者、特別管理産業廃

棄物収集運搬事業者、特別管理産業廃棄

物最終処分事業者、環境測定機関担当者

の氏名 

２号 

施工計画書のうち 

５ 安全教育 

発注者、元受、施工(事業者)の名称、住

所、電話 

３号 

現場責任者の氏名 ２号 

施工計画書のうち 

６ アスベスト分析結

果（石綿障害予防規則

第3条第2項に基づく

事前調査における石

綿分析結果報告書） 

事業者の名称 ３号 

現場責任者の氏名 ２号 

建築物等の種別 ３号 

分析機関の名称、代表者氏名、所在地、

電話・FAX番号 

 

分析機関担当者名 ３号 

工事名 ３号 

平面図作製者及び申請人の住所、氏名 ２号 

施工計画書のうち 

７ 特別産業廃棄物処

理計画書 

特別産業廃棄物処理事業者管理責任者

の氏名 

２号 

同事業者の住所、法人名、代表者氏名、 ２,３号 
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 許可番号 

同施設内容 ３号 

施工計画書のうち 

８ 使用機材 

工事名（現場名） ３号 

施工計画書のうち 

９ 資格証明書 

 

一般建設業法人の住所、名称、代表者氏

名、許可番号 

３号 

同担当者資格証交付年月日、生年月日、

住所、写真 

２,３号 

石綿取扱作業従事者特別教育実施報告

書の場所、講師名、資格及び受講者氏名 

工事名、住所、発注者氏名、 

事業者の住所、名称、電話 

３号 

現場責任者の氏名 ２号 

文書２２ 回議票 工事名、事業者名 ３号 

表紙 工事名 ３号 

施工報告書のうち 

１ 工事概要 

工事名、対象建築物住所、発注者氏名、

事業者名 

３号 

 


