
主 _ィメ年(行情)諮問第 けスす

理  由 説 明 書

'国 土 交 通 省

本件審査請求について

(1)本件開示請求は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (平成 11年法律

第 42号。以下 「法」 という。)に基づき、中部地方整備局長 (以 下 「処分庁」 とい

う。)に対 し、以下の文書の開示を求めて行われたものである。

0平成 23年 6月 22日 に、中部地方整備局河川部 (以下 「河川部」 とい う。)河川

保全管理官名で記者発表 (以下 「本件記者発表」 とい う。)を行つた 「平成 23年 6

月 8日 に愛知県が開催 した 「長良川河 口堰検証公開ヒアリング」 (以下 「公開ヒア リ

ング」 とい う。)の資料について」 13ページの許可量 と安定供給可能量の 「差分の

2.29m3/sは 、名古屋市が長良川河 口堰及び徳山ダムヘ振 り替えることとなって

います。」、「差分の 2.30m3/sは 、二重県が長良川河 口堰へ振 り替えることとな

つています。」の根拠 となる文書 (以下 「本件対象文書」 とい う。)

(2)本件開示請求を受けて、処分庁は、「木曽川水系における水資源開発基本計画 説明

資料 (1)」 (以 下 「文書①」とい う。)を特定 し、平成 23年 8月 4日 付けで開示決

定 (以下 「原処分」とい う。)を行つた。

(3)審査請求人は、原処分により開示 された文書は本件対象文書にはあたらないとし、

更なる文書の開示を求め、平成 23年 8月 15日 付けで審査請求 (以下 「本件審査請

求 1」 という。)を提起 した。  .
(4)処分庁は、原処分で開示 した文書の他に本件開示請求の対象 とすべき文書の存在を

確認 したとして、平成 24年 2月 14日 付けで以下の 6文書の追カロ開示決定 (以下「本

件追加開示処分」とい う。)を行つた。
。平成 23年 3月 11日 付け22上計水第 31号 許可申請書 (以下 「文書②」 とい

う。)

。平成 23年 3月 4日 付け国部整水第 199号 /平成 21年 9月 10日 付け 20国
部整水第 44号 水利使用 (更新)に 関する河川法 (昭和 39年法律第 167号 )

第 23条及び第 24条の許可 (以 下 「文書③」 とい う。)

。平成 23年 8月 1日 付け国部整水第 10号/平成 21年 6月 15日 付け部地専河

発第 7号 木曾川水系木曾川における水利使用 (変更 (更新))に 関する河川法第

23条及び第 24条に係る同法第 95条の協議 (木 曽川用水・濃尾第二地区)に
ついて (以下 「文書④」とい う。)

・平成 3年 3月 26日 水公規程第 15号/〔最終改正沿革〕平成 15年 9月 3日 水

公規程第 15号改正 阿木川ダムに関する施設管理規程 (以下「文書⑤」とい う。)

。昭和 52年 3月 23日 付け水公規程昭和 52年第 10号/〔最終改正沿革〕平成

21年 10月 14日 水機規程第 7号改正 岩屋ダムに関する施設管理規程 (以下

1



「文書⑥」 という。)

・平成 8年 11月 27日 付け水公規程第 39号/〔最終改正沿革〕平成 15年 9月

3日 水公規程第 16号改正 味噌川ダムに関する施設管理規程 (以 下 「文書⑦」

とい う。)

(5)審査請求人は、本件追加開示処分により開示された文書について、本件対象文書に

はあた らないとして、「開示請求趣 旨に合 う文書の開示決定」又は 「該当文書が不存

在であることを明示 し、平成 23年 6月 22日 に河川部河川保全管理官名で記者発表

した、公開ヒアリング資料についての資料 13ページの、岐阜大学の富樫幸一教授に

対する 「事実誤認」 とい う批判には根拠がないことを明らかにすること」を求め、平

成 24年 3月 26日 付け審査請求 (「以下 「本件審査請求 2」 とい う。)を提起 した。

(6)審理において必要があるため、行政不服審査法 (昭和 37年法律第 160号 )第 3

6条の規定に基づき、諮問庁は平成 24年 7月 31日 付けで本件審査請求 1及び本件

審査請求 2の審理を併合 した。

2 審査請求人の主張について

審査請求人の主張は、おおむね以下のとお りである。

(1)原処分について

ア 文書①は、「2.29m3/s」
根拠にならない。また、「2.

である根拠にならない。

審査請求人は、インターネッ トに公開されている文書の中には「根拠 となる文書」

にあたるものがないので、 300円 の印紙を貝占つて開示請求をした。当該文書はイ

ンターネッ トに掲載 されてお り、
.イ

ンターネ ッ トでアクセスできるものが 「根拠 と

なる文書」に該当するとい うな ら、その旨の連絡及び説明があつて しかるべきであ

る。

イ 平成 23年 6月 22日 、河川部は、公開ヒア リングの資料について、その内容の

一部に事実誤認がある旨の本件記者発表をしているが、研究者の資料を事実誤認 と

するのであれば、きちんとした根拠・裏付けがあるはずである。仮に、「根拠 となる

文書」が開示 された 2枚 しかない とするなら、かくも薄弱な 「根拠」でな した上記

発表は不可解 としか言いようがない。

(2)本件追加開示処分について

ア 文書②において、名古屋市長は 「長良川河 口堰および徳山ダムについては、現段

階で導水施設がないため、本申請においては木曽川 自流、木曽川総合用水および味

噌川ダムの使用を申請するものです」としている。つま り、専用施設がないから「長

良川河 口堰および徳山ダムについては申請 しない」、「振 り替えることになっている」

ことを留保 した文書であ り、本件対象文書にはあたらない。む しろ 「振 り替えるこ

とになっているとはいえない」ことの根拠文書である。

イ 河川部の担当者は、本件追加開示処分実施時の口頭説明において、「なお、長良川

河 口堰および徳山ダムに係 る流水 占用につきましては、取水の確実性が確認 され次

の数値、及び振 り替える主体が 「名古屋市」である

30m3/s」 の数値及び振 り替える主体が 「二重県」
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第、変更申請を行います。」 とい う文言が水利権申請意思を示すものだとしたが、審
査請求人が開示を求めているのは、富樫教授の 「実需要、専用施設がなければ水利
権は生 じない」に対 しての中部地方整備局の赤字添削 「～振 り替えることになって
いる」の根拠文書である。また、木曽川水系連絡導水路事業 「検討の場」において、
名古屋市は導水路建設の意思をペ ンディングにしている。 したがって、当該部分は
「取水の確実性は確認できない、水利権申請をするかどうかは不確定、当面は留保
する」 と読むべきであ り、どうい う意味においても本件対象文書には当た らない。

ウ 本件追加開示処分には複数のダムの施設管理規程が入っているが、開示請求書で
「差分の 2.29m3/sは 」にアンダーラインをつけたのは 「振 り替えることになっ
ている」のは何かを示すためである。施設管理規程にある数字について富樫教授 と
審査請求人がよく認識 していることは河川部 も承知 しているとお りで、全 く不要な
文書である。

3 本件対象文書について

(1)本件記者発表について

河川部は、公開ヒア リングの対象者の一人である富樫幸一教授が説明した内容の一
部に事実誤認があ り、その資料が愛知県の公式ホームページに掲載 されたため、これ
を見る地域住民等に誤解を招 く恐れがあったことか ら、事実関係を訂正する本件記者
発表を行ぃ、その内容を中部地方整備局のホームページに掲載することを決定 した。

本件審査請求 1及び本件審査請求 2は 、当該、ホームページに掲載 された内容に係 る
ものである。

(2)本件対象文書について

ア 文書①について

文書①は、名古屋市及び二重県を含む木曽川水系に係 る関係行政機関の合意の下、
策定 され、平成 16年 6月 15日 に閣議決定された 「木曽川水系における水資源開
発基本計画 (以 下、「フルプラン」 とい う。)」 の一部である。 これには、木曽川水
系に各種用水 (水道用水 。ェ業用水・農業用水)の供給を依存 している長野県、岐
阜県、愛知県 (名 古屋市含む )、 及び二重県の諸地域における平成 27年度を目途 と
する水の用途別の需要の見通 し及び供給の目標について記載 した部分 と、その具体
的な計画の内容を示 した説明資料か らな り、長良川河 口堰及び徳山ダムによる開発
水量 (供給 目標を確保するために各事業により開発する水量)について記載 されて
いる。

イ 文書②について

各種用水 を利用する者が水資源開発基本計画に基づく供給を受けるためには、河
川法第 23条 に基づ く流水の占用の許可を受けることが必要であ り、文書②は、名
古屋市が水利権申請を行 うにあたって当該許可の申請を行った文書である。 これに
は、名古屋市について振替えの前提 となる長良川河 口堰及び徳山ダムに係 る水利権
の変更許可量について記載 されている。

ウ 文書③及び④について

これ らは、名古屋市及び二重県が行った水利権 申請に対する処分庁による許可の
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文書である。 これ らの文書中、水利使用規則においては、本件記者発表に係 る資料

の 13ページ記載の 「差分の 2.29m3/s」 及び 「差分の 2.30m3/s」 (以 下 「差

分数値」とい う。)の算出に必要な 「最大取水量」について記載 されている。
工 文書⑤～⑦について

これ らは、関連するダムの施設管理規定であり、差分数値を算出するにあ た り必

要な開発水量が記載 されている。

オ また、二重県が振 り替えることの根拠については、「2010.6.17第 7回木

曽川部会議事録」が既に国土交通省本省のホームページ上で公開され、ここでフル

プランに係 る二重県の考え方が明確 に示 されてお り、審査請求人が上記 2(1)ア
のとお り、原処分においてインターネ ッ ト上で公開されている文書を開示決定 した

ことについて不服を述べていることか ら、当該ホームページのア ドレスを審査請求

人に教示し、これに関して追加の開示決定は行つていない。また、差分数値の根拠

については、 (独)水資源機構作成のパンフレットが同機構のホームページで公開さ

れ、これには算出に必要な数値が記載されていることから、同様に当該ホームペー

ジア ドレスを審査請求人に教示し、これに関しても追加の開示決定は行つていない。

4 原処分及び本件追カロ開示処分の妥当性について             、

審査請求人は、文書①～⑦では、本件記者発表の内容の根拠にはな り得ないこと等

を理由として、根拠たる文書の更なる開示又は不存在を理由とする不開示決定を行 う

こと等を主張 している。 よつて、文書特定の妥当性について、,以 下検討する。

(1)振 り替えることの根拠について

ア 原処分及び追カロ開示処分における処分庁の考え方について

(ア )処分庁は、本件対象文書は、.名 古屋市及び二重県が水源 を木曽川か ら長良川河

口堰及び徳 山ダムヘ振 り替えることを示す文書であると解釈 した。こうした解釈

に基づき、処分庁は、名古屋市等の関係行政機関の合意の下で策定されたフルプ

ランに、長良川河 口堰及び徳 山ダムの開発水を用いることとする需要の見通 し及

び供給の 目標が示 されてお り、振 り替えることが関係機関における共通認識であ

ることが示 されていると判断 し、文書①が振 り替えることを示 していると考え、

本件対象文書 として特定 した。

(イ )本件審査請求 1を受け、処分庁において改めて原処分の見直 しを行つた ところ、

審査請求人が求めている本件対象文書には、「振 り替えることを示す」文書だけで

はなく、名古屋市及び二重県が具体的に 「振 り替える意思を有 していることを示

す」文書 も含まれると解釈 し、これについても探索を行つた。その結果、処分庁

は名古屋市が自ら処分庁に提出 した文書②において 「本 申請の取水量を安定的に

充足 させ るためには、木曽川 自流、木曽川総合用水、味噌川ダム、長良川河 口堰

および徳山ダムの使用が必要 とな りますが、長良川河 口堰および徳山ダムについ

ては、現段階で導水施設がないため、本申請においては木曽川 自流、木曽川総合

用水および味噌川ダムの使用を申請するものです。なお、長良川河 口堰および徳

山ダムに係 る流水 占用につきま しては、取水の確実性が確認 され次第、変更申請

を行います。」 と記述 されてお り、この記述が名古屋市が振替えを行 う意思を有 し
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ていることを裏付けるものであると認識 したことから、文書②を本件対象文書 と

して特定 した。

なお、二重県については、上記 3(2)オ のとお り教示を行つた。

(ウ )さ らに処分庁は、文書①及び文書②以外の文書がないか確認をしたが、河川部、

事務所及び出張所の執務室、倉庫及び書庫に存在する関連文書において、名古屋

市又は二重県が振 り替えることに言及 した記述は見当たらなかった。

イ 原処分及び追加開示処分に対する諮問庁の考え方について

(ア )本件審査請求 1及び本件審査請求 2に よれば、審査請求人は、名古屋市及び三

重県について現在でも振替えを行 う確実な予定を有 していることを示す文書の開

示を求めていると考えられる。諮問庁が確認をしたところ、文書①には、開発水

量の欄に事業 (長 良川河 口堰及び徳山ダムを含む。)ご とに愛知県及び二重県の数

値が記載 され、名古屋市の数値は、愛知県の数値に含まれていることは明らかで

ある。また、県別の記載はないものの、下記 (2)における差分数値の算出に必

要な安定供給可能量 (近 20年の間で 2番 目の渇水年において供給可能な水量 )

が記載 されていた。以上より、文書①には、少なくともフルプラン策定時におい

て、名古屋市及び二重県が振替えを行 う予定を有 していたことが示 されているも

のと考えられる。

(イ )そ して、その後 も振替えを行 う予定を有 していたことを裏付けるものを広 く開

示する観点から、処分庁が、名古屋市が振 り替える意思を有 していることを示す

文書を本件対象文書に含まれると解釈 したことは特段不合理なものではない。 こ

の点、文書②は、「長良川河 口堰および徳山ダムに係る流水占用につきま しては、

取水の確実性が確認 され次第、変更申請を行います。」 との記述があり、名古屋市

が 自ら処分庁に提出したものであることか らすれば、これには名古屋市が振 り替

える意思を有 していたことが示 されていると解釈することもできる。

(ウ )上記ア (ウ )の とお り、他に名古屋市が振 り替えることに言及 した記述のある

文書が見当たらなかつたことも併せて考えれば、政府が有するその諸活動を国民

に説明する責務を全 うするとい う情報公開制度の目的を踏まえ、上記のように「名

古屋市が長良川河 口堰および徳山ダムヘ振 り替えることとなっています」の根拠

となる資料を求めるとい う請求の趣 旨を広 く解釈 し、本件対象文書 として文書①

及び文書②の特定を行つた処分庁の判断は妥当なものであると考える。

また、実際に振 り替える場合は、事前協議や河川法第 23条及び第 24条に基

づ く許可の申請等がなされるが、フルプランにおける平成 27年度の供給の目標

について、現時点において具体的にこれ らに関連する文書を取得又は作成する必

要がない点を踏まえると、文書①及び文書②以外の文書で、本件対象文書 として

特定すべき文書がなかったとの処分庁の説明にも、特段不自然な点はない。

(2)差分数値の根拠について

ア 原処分及び追加開示処分における処分庁の考え方について

(ア )処分庁は、原処分にあた り、審査請求人に本件開示請求以外の機会において長

良川河 口堰等について河川部職員が何度 も説明をしてきた経緯があり、審査請求

人は差分数値の算出方法を熟知 していることか ら、これを必要 としていないと考



え、差分数値の算出に必要な数値は本件対象文書に該当しないと判断していた。

(イ )しかし、本件審査請求 1を受け、改めて本件開示請求書を確認 したところ、差

分数値についてもその根拠を求めているとも受け取れ る記載内容であり、その算

出に必要な数値が記載 されている文書③～⑦を新たに特定 した。

(ウ )振 り替えることの根拠には、当然にその振替えの内容をなす差分数値 とその算

出の根拠が含まれ るものと解 される。諮問庁が確認をした ところ、文書① と合わ

せて、文書③～⑦をもとに差分数値の算出が可能であ り、差分数値の根拠を示す

ものとして文書①及び文書③～⑦を特定 した処分庁の判断は妥当なものである。

また、処分庁は、業務上で差分数値の算出をする際には、審査請求人に教示 し

た (独)水資源機構のホームページに掲載 されているパンフレッ トのみを使用す

れば足 りることか ら、計算過程に係 る文書は残 していない と説明するが、差分数

値の根拠 となる文書を作成すべき法令等の定めはなく、法令上 。実務上の観点か

ら、他に本件対象文書に該当する文書を取得又は作成 していない としても何 ら不

自然なことはないと考えられる。

(3)以上のとお り、諮問庁は、処分庁が本件対象文書 として文書①～⑦を特定 したこ

とは妥当であ り、また、他に本件対象文書 として特定すべき文書は存在 しない と考

えるが、念のため、本諮問に際 し、本件対象文書 として特定できる文書がないかを

確認するため、処分庁を通 じ、河川部、事務所及び出張所の執務室、倉庫及び書庫

を再度入念に探索させたが、本件対象文書 として特定できる文書は確認できなかっ

た。

なお、文書①については、国土交通省本省のホームページに掲載 されているもの

であ り、これを開示する場合であつても、審査請求人か ら手数料を徴収することを

踏まえると、文書の特定にあたつて当該ホームページア ドレスを教示 した上でその

必要の有無を審査請求人に確認することが適当であった と考える。また、審査請求

人が 2(2)ウ のとお り、文書⑤～⑦の開示が不要であつた旨主張 していることに

ついては、河川部職員 と審査請求人 との間で何度 も長良川河 口堰に係る説明等のや

りとりがあつたとい うそれまでの経緯を踏まえれば、原処分にあたつても審査請求

人の意向を聞き取 り、開示請求書の補正によつてその対象を明確にすることが望ま

しかったと考える。 しか しなが ら、以上のように開示請求の趣旨を広 く解 して、そ

の範囲を決定 した原処分及び追加開示処分 自体が違法又は不当であったとまでは言

えない。

(4)審査請求人のその他の主張について

そもそも、情報公開制度は、行政機 関が現に保有 している行政文書を国民か らの

請求に応 じて開示することを趣旨とする制度であり、審査請求人の要求するように、

行政機関の主張に 「根拠がないことを明らかにすること」な ど、行政機関の見解 を

改めて示すことは、その制度の範疇を超えるものである。

5 結論

以上のとお り、原処分及び本件追加開示処分は妥当であ り、審査請求人が求める原

処分及び本件追カロ開示処分の変更の必要はないと考える。
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