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密室審議会と NHK 論説委員
野中 公彦（みやざき・市民オンブズマン）
ＮＨＫは、甚大な被害をもたらした農水省らの口蹄疫対応について本質的な調査報道を回避している。公
開されない審議会議事録とＮＨＫの関係について考察した。
に指摘した。以下は、異議申立の概要である。

１．情報公開請求
１－１

「①食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会運

公文書開示請求

営内規により、牛豚等疾病小委員会の所掌事務は、

平成 22 年 9 月 14 日、農林水産省へ「行政機関の

次の通り定めがある。一

保有する情報の公開に関する法律」に基き「食料・

家畜衛生部会の所掌事務

のうち、牛豚等の疾病に係る専門的、技術的な事項

農業農村政策審議会家畜衛生部会牛豚等疾病小委

を調査審議すること。二

員会第 10 回～第 15 回までの議事録（宮崎県におけ
る口蹄疫発生に関する審議）」の開示請求を行った。
１－２ 農林水産省による議事録の全面非公開
開示請求から一か月後に農林水産省より「行政文

牛豚等の疾病に係る専門

的、技術的な助言を行うこと。であるから行政機関
の保有する情報の公開に関する法律第５条第１、第
２及び第６号に該当するという理由で議論内容が
全面非開示になることはあり得ず、異議申立てに係

書開示通知決定書」が届いたが、開示請求した文書

る処分が不正行為であることは自明である。

のうち以下に該当する部分を不開示とされた。

②そもそも国が行う原因究明については、平成 22

「下記の情報のうち個人情報、企業や団体に関する情報、
国が行う原因究明等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ
のある情報については、これらを公にすることにより、
今後同様の委員会を行う際に支障が生じるおそれがある
ため、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第５
条第１、第２及び第６号に該当するので、不開示とした。
（第１０回牛豚等疾病小委員会議事録）
・２～３１ページの議論内容（発言委員名は除く）
（第１１回牛豚頭疾病小委員会議事録）
・２～３０ページの議論内容（発言委員名は除く）
（第１２回牛豚頭疾病小委員会議事録）
・１～９ページの議論内容（発言委員名は除く）
（第１３回牛豚頭疾病小委員会議事録）
・３～４８ページの議論内容（発言委員名は除く）
（第１４回牛豚頭疾病小委員会議事録）
・３～４８ページの議論内容（発言委員名は除く）
（第１５回牛豚頭疾病小委員会議事録）
・２～３１ページの議論内容（発言委員名は除く）」

年 4 月 20 日の宮崎県における口蹄疫の発生を受け、
農林水産省は、4 月 26 日、
「口蹄疫に関する特定家
畜伝染病防疫指針」に基づいて、疫学及びウイルス
学等の専門家で構成される「口蹄疫疫学調査チー
ム」を設置し、感染要因を分析するために検査結果
や現地調査で得られたデータに基づき疫学調査を
進めているとされている。平成２２年１１月２４日
付の農林水産省口蹄疫疫学調査チーム名による口
蹄疫の疫学調査に係る中間取りまとめ－侵入経路
と伝播経路を中心に－と題した文書においては、疫
学調査の目的及びその調査方法が、国及び県におけ
る疫学調査の進め方、立入調査時の記入様式まで公
開されている。また行政機関の保有する情報の公開
に関する法律第５条第１のロ、第２にあるとおり人

農林水産省による不開示部分の説明からは、何も

の生命、健康、生活又は財産を保護するため公にす

読み取れないため先ず実際にコピー代等を支払い、

ることが必要であると認められる情報を含む調査

議事録のコピーを入手してみると、審議部分が全面

結果も公表されている。以上のとおり本件処分の理

黒塗りの無意味な代物であった。一体、
「個人情報」

由である行政機関の保有する情報の公開に関する

を除いただけで、どこをどうすれば全面黒塗りにな

法律第５条第１、第２及び第６号に該当とする理由

るのか？担当課である農水省動物衛生課に電話で

は無い。

説明を求めた。井川真一担当官は、半分笑いながら

以上のように本件処分は不正であり、農林水産

「個人、企業、団体情報のオンパレードであるから

省・消費・安全局動物衛生課の隠蔽体質を明白にす

だ」と主張。情報公開法に沿った措置で、動物衛生

るもので、行政機関の保有する情報の公開に関する

課の意思では無いとした。

法律の目的第一条 （この法律は、国民主権の理念

２．異議申立て

にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき

２－１

定めること等により、行政機関の保有する情報の一

農林水産省へ異議申立て

平成 22 年 12 月 17 日付で農水省へ異議申立てを

層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を

行い、議事録全面非公開が不正であることを具体的

国民に説明する責務が全うされるようにするとと
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書を提出した。

もに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民
主的な行政の推進に資することを目的とする。）を

「①については、本件異議申立書 4.異議申し立て

踏み躙る違法行為である。よって、本件処分の取り

の趣旨のなかで（個人情報、企業や団体に関する情

消しを求めるため、本意義申立てを行った。
」
２－２ 農水省が審査会に諮問

報のうち個人名、企業名及び住所は除く）と明記し
ている。さらに本件異議申立書②では｢行政機関の

異議申立てから４ヵ月経過した平成２３年４月

保有する情報の公開に関する法律第５条第１のロ、

１５日付で、農水省は、異議申立てに対し「全面非

第２にあるとおり人の生命、健康、生活又は財産を

公開処分」決定は、変更しないとして「情報公開審

保護するため公にすることが必要であると認めら

査会」に諮問すると通知してきた。決定を変更しな

れる情報を含む調査結果も公表されている｣と記述

ければ、迅速に審査会に諮問すべきことは言うまで

した。仮に「本小委員会においては、具体的な個々

もないが、４ヵ月もかけている。
２－３ 審査会から農水省の弁明書の写しが届く

の氏名、法人名に言及した議論が行われており、こ
れらは、情報公開法第 5 条第 1 号及び第 2 号におい
て原則不開示とされている「特定の個人・法人を識

情報公開審査会より「農水省が審査会に諮問する
際に審査会宛に原処分を維持する理由を説明した

別できる情報」に該当する。」との主張が正しいの

文書」言わば「弁明書」のコピーが当方に送付され、

であれば、口蹄疫疫学調査チーム、口蹄疫対策検証

意見があれば提出できる旨通知された。ところが、

委員会の報告書は、違法であることになる。

その文書で農水省は、当初の非開示理由に全く無い

本来家畜伝染病は、公示が義務付けられている。

理由を持ち出してきた。 以下「弁明書」より抜粋

以下家畜伝染病予防法施行規則の抜粋

以下の理由から、処分庁が判断した原処分は妥当である。
① 情報公開法第 5 条第 1 号及び第 2 号（個人、法人等
に関する情報）平成 22 年 11 月 24 日付で公表された「口
蹄疫の疫学調査に係る中間とりまとめ」においては、異
議申立書に記載されているとおり調査方法は公開してい
るものの、氏名、法人名等の情報は、一切記載されてい
ない。他方で、本小委員会においては、具体的な個々の
氏名、法人名に言及した議論が行われており、これらは、
情報公開法第 5 条第 1 号及び第 2 号において原則不開示
とされている「特定の個人・法人を識別できる情報」に
該当する。
② 情報公開法第 5 条第 6 号（事務または事業に関する
情報） 本小委員会は、牛豚等の疾病が専門的、技術的
な助言をすること等を所掌事務としているが、当該助言
等は、国・県が家畜伝染病予防法（昭和 26 年法律第 166
号）に基づき、
ア 個人の財産である家畜に対し殺処分を強制したり、
イ 発生農場以外の周辺の感染していない農場の家畜の
移動制限を行ったりする
など他に類例のない程の強制的な権限を個々の生産者に
行使するための前提として行われるものであり、その責
任・重要性は極めて重いものがある。
このように、仮に、今後の政策の在り方等について一
般的な議論を行う他の審議会等と性質を異にしている本
小委員会における個々の委員の詳細な発言内容を開示す
ることとした場合、委員が議論の過程における一発言に
まで論難され、責任を問われることをおそれるがあまり、
本来、専門的・技術的な観点から活発になされるべき議
論が十分になされなくなるおそれが極めて高い。
このため、本小委員会の議事録は、情報公開法第 5 条
第 6 号において、不開示となる「公にすることにより、
当該事務の性質上、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼ
すおそれがある情報」に該当する。
なお、本小委員会における大まかな議論の概要につい
ては、毎回、議事要旨としてとりまとめ、速やかに公表
しているところである。

（患畜等の発生の公示）
第二十四条
法第十三条第四項 又は第五項 の規定に
よる公示は、家畜伝染病の種類及び家畜の種類ごとに次
に掲げる事項につきしなければならない。
一
患畜及び疑似患畜の区分並びにその頭数
二
発生の場所又は区域
三
発生年月日
四
その他参考となるべき事項

上記の通り弁明書の①は根拠が無い。②について
「ア

個人の財産である家畜に対し殺処分を強制

したり、イ

発生農場以外の周辺の感染していない

農場の家畜の移動制限を行ったりするなど他に類
例のない程の強制的な権限を個々の生産者に行使
するための前提として行われるものであり、その責
任・重要性は極めて重いものがある。
」とするので
あれば、本小委員会の議論は、尚更透明性が担保さ
れなければならない。
「委員が議論の過程における一発言にまで論難
され、責任を問われることをおそれるがあまり、本
来、専門的・技術的な観点から活発になされるべき
議論が十分になされなくなるおそれが極めて高い」
という主張は、行政機関の保有する情報の公開に関
する法律の目的と矛盾した詭弁である。
また、諮問庁が不開示とした理由に於いて上記の
説明は、なされていない。
「本小委員会における大まかな議論の概要につい
ては、毎回、議事要旨としてとりまとめ、速やかに
公表しているところである。」との説明であるが、
第 10 回～15 回の議事要旨は、公表されておらず、

２－４

審査会に意見書を提出

公表しているのは概要と称したものである。食料・

審査会に対し農水省の弁明に対し反論した意見
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農業・農村政策審議会家畜衛生部会、各小委員会等
の記録は、議事録、議事要旨、議事概要、概要、こ
のように異なった形となっている。議事要旨及び議
事概要は、委員の議論内容が判るものであり、概要
は結論しか判らない。
」

３．再開示
３－１審査会の答申
当方の意見書を平成２３年５月２７日審査会が
収受してから翌年の３月２１日付で審査会が農水
省に答申を行った。答申の概要としては、異議申立
ての内容を一部認めたものの、農水省の「議事録が
公開されると論難されるおそれ」という情報公開法
の目的と真逆の理屈を追認した形となった。
３－２再開示
前述のとおり異議申立てを行った結果、平成２４
年５月２１日付の、以前の不開示部分から新たな部
分を開示するとした行政文書開示通知決定書が届
いた。またもやコピー代等を支払い、肝心な部分が
黒塗りの議事録のコピーを入手したが、当初の開示
請求から一年半経過している。しかしながら、情報

尚、開示請求した当初より議事録の第 10 回～第

公開審査会の答申により農水省が開示せざるを得

15 回のうち第１２回だけが「議事メモ」となってい

なくなった部分からは、重要な手掛かりも得ること

たが、その理由として会議が連休明けで速記業者を

が出来た。現在は、全面開示させるために東京地裁

手配出来なかった為、農水省職員のメモから作成し

に提訴している状況である。

たからだと、訴訟の過程で主張している。

４．ＮＨＫの問題

下は、異議申立の後一部が開示された議事録

４－１ＮＨＫは議事録を入手していた
平成２３年４月２２日に放送された NHK 特報フロ
ンティアでは、筆者が開示請求していた前述の牛豚
等疾病小委員会の議事録のうち、第１２回の議事録
が写しだされていることがわかった。以下は、番組
映像の画像であるが、克明に読み取れる。

下は、NHK 番組映像から文字に起こしたもので
タイトル部分に〇○メモとあるが、「議事」を隠蔽
している。公文書の変造である。
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計画（平成１１年４月２７日閣議決定）等。会議及

下は、開示請求を行い「開示」された議事録

び議事録は、審議会の会長が理由があれば非公開と
することができるとなっているが、完全に形骸化し
ている。牛豚等疾病小委員会第 10 回～第 15 回まで
の宮崎県における口蹄疫発生に関する審議につい
ては、筆者が当時の審議会長、小委員長に聞いたと
ころ、審議会長は、関与しておらず部会長に委ねら
れているとしたが、当時の家畜衛生部会長は、一度
も部会を招集した記録が無い。小委員会は、部会長
が招集することになっているから、実態は、「名義
貸し」に等しい。当時の小委員長は、４年間の任期
中に牛豚等疾病小委員会は、一度も公開されたこと
が無く、会議の非公開について小委員長に諮られた
こともない。小委員長が事務方より会議の非公開理
由の説明を受けたこともないという。
このように審議会は、密室談合の場と言ってよい。
４－４ 密室審議会の当事者のＮＨＫ解説員
尚、合瀬宏毅 NHK 解説員が家畜衛生部会の委員
に就任してからの小委員会の議事録を開示請求し
たが、議事部分は全て黒塗りであった。氏は、非公
開にしている当事者であることになる。現在筆者が
提訴している小委員会第 10 回～第 15 回までの議事
録についても当時からの食料・農業・農村政策審議
４－２

ＮＨＫはどこから議事録を入手したのか

番組は、議事録について次のように紹介している。

会委員として当事者ではないのか。
４－５ 「知りたい」にこたえる？

「農水省は口蹄疫の対策を考える会議を開きました。・・

審議会の議事録は、公開するために作成している

集められたのは家畜の伝染病やウイルスに詳しい専門家

国民の公文書である。それを非公開としている審議

たち。その時の発言を記録したメモを、私たちは入手しま

会委員の NHK 解説員がおり、NHK は、番組で審議

した。
」
（文字化した番組のナレーションより抜粋）

会の議事録を「その時の発言を記録したメモ」と解説。

合瀬宏毅 NHK 解説員は、現在は、上記の会議で

国民は、本来公開されていなければならない議事録

ある牛豚等疾病小委員会を招集する立場にある。
この小委員会は、
「食料・農業・農村政策審議会

を、わざわざ開示請求の手続きをしたうえ、
家

異議申立て、再開示の手続きで一年半かかり、さら

畜衛生部会」に設置され、同部会が会議を招集する。

に提訴せざるを得なくなり今だに殆どの審議部分

そもそも同 NHK 解説員は、
平成 21 年 7 月から食料・

を読むことが出来ない。NHK は「公共放送ＮＨＫだ

農業・農村政策審議会の委員であった。

からこそ、こたえられる「知りたい」が、あります。」

平成 22 年に被害をもたらした農水省の口蹄疫対応

と謳っているが、実態は、全く逆ではないのか。

について第三者で検証するとした「検証委員会」の
委員を経て、平成 23 年 5 月 25 日から家畜衛生部会

５．参考資料 URL

の委員として実際に家畜伝染病予防法の改正、口蹄

1) 牛豚と鬼（宮崎口蹄疫の防疫対策を検証し、新しい防

疫に関する特定家畜伝染病防疫指針の改定等、家畜

疫方針と体制を提案する「口蹄疫対策民間ネット」
）

疾病の重要な法令を「改正」とする答申を行い、実

http://sato-usi.blog.ocn.ne.jp/blog/

際に法改正がなされている。このような状況から

2) 口蹄疫情報公開請求（みやざき・市民オンブズマン）

NHK がどこから議事録を入手したのか推して知るべ

http://www.miyazaki-ombuds2.org/kouteieki.php

しではないか。
４－３ 形骸化し議事規則も無視の「審議会」
そもそも審議会の会議は公開し議事録は、公表す
るとされている。「食料・農業・農村政策審議会議
事規則」等。審議会等の整理合理化に関する基本的
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