別記第１号様式（第３－３－(3)関係）
第
年

号
月

日

様
高知県知事

印

公文書開示請求書の不受理について
このことについて、

年

月

日付けで開示請求のありました公文書の開示

については、次のとおり当該開示請求は受理できませんので通知します。

開示請求に係る
公文書の件名等

受理できない理由

担当課（所）

電話番号

内線

（教 示）
１ この 処分 につ いて 不服 があ ると きは、この 処分 があ った こと を知 った 日の 翌日 から 起算 して ３月 以
内 に、 行政 不服 審査 法の 規定 に基 づき、 高 知県 知事 に 対し て審 査請 求を する こと がで きま す（ なお、
こ の処 分が あっ たこ とを 知っ た日 の翌 日か ら起 算し て ３月 以内 であ って も、この 処分 の日 の翌 日か ら
起 算し て１ 年を 経過 した とき は、 審査 請求 をす るこ と がで きな くな りま す。 ）。
２ この 処分 につ いて は、こ の処 分が あっ たこ とを 知っ た日 の翌 日か ら起 算し て６ 月以 内に、行 政事 件
訴 訟法 の規 定に 基づ き、高知 県を 被告 とし て（ 訴訟 にお いて 高知 県を 代表 する 者は、高知 県知 事と な
り ます。）、処分 の取 消し の訴 えを 提起 する こと がで きま す（ な お、こ の処 分が あっ たこ とを 知っ た
日 の翌 日か ら起 算し て６ 月以 内で あっ ても、この 処分 の日 の翌 日か ら起 算し て１ 年を 経過 した とき は、
処 分の 取消 しの 訴え を提 起す るこ とが でき なく なり ま す。）。ただ し、この 処分 があ った こと を知 っ
た 日の 翌日 から 起算 して ３月 以内 に審 査請 求を した 場 合に は、その 審査 請求 に対 する 裁決 があ った こ
と を知 った 日の 翌日 から 起算 して ６月 以内 に、処分 の取 消し の訴 えを 提起 する こと がで きま す（ な お、
そ の裁 決が あっ たこ とを 知っ た日 の翌 日か ら起 算し て ６月 以内 であ って も、その 裁決 の日 の翌 日か ら
起 算し て１ 年を 経過 した とき は、 処分 の取 消し の訴 え を提 起す るこ とが でき なく なり ます 。） 。

別記第２号様式（第９－10－(3)関係）
第
年

号
月

日

審査請求人
（住所）
（氏名）

様

高知県知事

印

裁決書謄本送付通知書

あなたが

年

月

日付けで提起した公文書（部分開示・非開示・の存否を

明らかにしない・不存在）決定処分に係る審査請求について、別添裁決書謄本１通を送付
します。

別記例式第１号（第９－１関係）
○○年○○月○○日
高知県知事

様
審査請求人 ○○ ○○
審査請求書

次のとおり、審査請求をします。
１ 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
○○県○○市○○町○○番地
○○ ○○
２ 審査請求に係る処分
知事が○○年○○月○○日付け○○第○○号で審査請求人に対して行った公文書非開示決
定（公文書部分開示決定・公文書の存否を明らかにしない決定・公文書不存在決定等）の処分
３ 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
○○年○○月○○日
４ 審査請求の趣旨
本件決定を取消し、以下の開示を求めます。
（１）

５ 審査請求の理由
本件決定は、次のとおり違法（不当）である。
（１）
（２）
６ 処分庁の教示の有無及びその内容
「この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３月
以内に行政不服審査法に基づき知事に対して審査請求をすることができます。」との教示があ
りました。
※

審査請求人が法人その他の社団若しくは財団である場合は、代表者又は管理人の資格を証す

る書類（登記事項証明書等）を、代理人によって審査請求する場合は、代理人の資格を証する
書類（委任状等）の、それぞれ原本を添えてください。
※

開示決定に対する第三者が審査請求を行う場合は、行政不服審査法（平成26年法律第68号）

第25条第１項の規定により審査請求だけでは開示の実施は停止されず、停止するには同条第２
項の規定による執行停止の申立てを行わなければならないことに留意してください。

別記例式第２号（第９－１関係）
○○年○○月○○日
高知県知事

様
審査請求人 ○○ ○○
審査請求書

次のとおり、審査請求をします。
１ 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
○○県○○市○○町○○番地
○○ ○○
２ 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
審査請求人は、○○年○○月○○日、高知県知事に対して、高知県情報公開条例（平成２年
高知県条例第１号）第５条の規定による公文書の開示請求をした。
３ 審査請求の趣旨
２記載の申請について、速やかに決定の処分をするよう求める。

※

審査請求人が法人その他の社団若しくは財団である場合は、代表者又は管理人の資格を証す

る書類（登記事項証明書等）を、代理人によって審査請求する場合は、代理人の資格を証する
書類（委任状等）の、それぞれ原本を添えてください。

別記例式第３号（第９－６－(1)関係）

弁 明 書
審査請求人○○から○○年○○月○○日付けで提起のあった審査請求について、下記のとおり
弁明します。
記
１ 審査請求に係る処分の対象となった公文書の件名（以下「本件公文書」という。）

２ 審査請求の対象となった処分の内容
●●年●月●日付け●●第●号（●●決定）

３ 処分の理由（非開示、部分開示等とした具体的かつ詳細な理由）
(1) 本件公文書について
① << 作成の根拠 >>
② << 本件公文書の記載事項 >>
③ << 本件公文書の記載事項について法令等で公開又は非公開に関する規定等 >>

(2) 高知県情報公開条例（以下「条例」という。）第６条第１項第●号該当性について

４ 添付書類各１通
(1) 関係法令等抜粋
(2)

年

月

日
審査庁
高知県知事

印

別記例式第４号（第９－６－(2)関係）
第
年

号
月

日

審査請求人
（氏名）

様

審査庁
高知県知事

印

弁明書の送付及び反論書等の提出について

あなたが○○年○○月○○日付けで提起した公文書（部分開示・非開示・の存否を明らかにし
ない・不存在）決定処分に係る審査請求について、行政不服審査法（平成26年法律第68号。以下
「行服法」という。）第９条第３項の規定により読み替えて適用する行服法第29条第５項の規定
により、別添のとおり弁明書（副本）を送付します。
また、行服法第30条第１項の規定により弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面
（以下「反論書」という。）（反論書にその内容を引用しているなど反論書と一体をなす書面で、
参加人及び高知県公文書開示審査会に送付しても差し支えないものを含む。）を提出する場合に
は○○年○○月○○日までに○部、行服法第32条第１項の規定により証拠書類又は証拠物を提出
する場合には○○年○○月○○日までに、それぞれ提出してください。
なお、上記の証拠書類又は証拠物は、行服法第38条第１項の規定に基づき、他の審査請求人又
は参加人による閲覧等の請求の対象となっておりますので、証拠書類又は証拠物の提出に当たっ
ては、これらの閲覧等を行うことについての意見を付してください。ただし、閲覧等の請求に対
する審査庁の判断が、提出いただいた意見と異なる場合があることをご承知おきください。

別記例式第５号（第９－６－(2)関係）
第
年

号
月

日

参加人
（氏名）

様

審査庁
高知県知事

印

弁明書の送付及び意見書等の提出について

○○年○○月○○日に提出された（審査請求人）からの（処分庁）が行った公文書（部分開示・
非開示・の存否を明らかにしない・不存在）決定処分に係る審査請求について、行政不服審査法
（平成26年法律第68号。以下「行服法」という。）第９条第３項の規定により読み替えて適用す
る行服法第29条第５項の規定により、別添のとおり弁明書（副本）を送付します。
また、行服法第30条第２項の規定により審査請求に係る事件に関する意見を記載した書面（以
下「意見書」という。）（意見書にその内容を引用しているなど意見書と一体をなす書面で、審査
請求人及び高知県公文書開示審査会に送付しても差し支えないものを含む。）を提出する場合に
は○○年○○月○○日までに、○部、行服法第32条第１項の規定により証拠書類又は証拠物を提
出する場合には○○年○○月○○日までに、それぞれ提出してください。
なお、上記の証拠書類又は証拠物は、行服法第38条第１項の規定に基づき、他の審査請求人又
は参加人による閲覧等の請求の対象となっておりますので、証拠書類又は証拠物の提出に当たっ
ては、これらの閲覧等を行うことについての意見を付してください。ただし、閲覧等の請求に対
する審査庁の判断が、提出いただいた意見と異なる場合があることをご承知おきください。

別記例式第６号（第９－７－(1)関係）
第

号

高知県公文書開示審査会 様
高知県情報公開条例第10条の規定に基づき、

年 月 日付けで行った開示決定等に対し、

別添のとおり審査請求がありましたので、同条例第15条の３第１項の規定により諮問します。
年

月

日
高知県知事

印

記

１ 審査請求人

２ 諮問に至るまでの経緯

３ （参加人がいる場合は）参加人

４ 添付書類（各１通）
(１) 弁明書（写し）
(２) 審査請求書（写し）
（審査請求人から提出された反論書及び証拠書類又は証拠物を含む。）
(３) ●●決定通知書（写し）
(４) 開示請求及び審査請求の対象となった公文書（写し）
(５) 公文書開示請求書（写し）
(６) （参加人がいる場合は）参加人から提出された意見書（写し）（参加人から提出された
証拠書類又は証拠物を含む。）
(７) 審査請求人が条例第12条の２第１項又は第２項の規定による意見照会をした結果、反対
の意思を表示した「公文書の開示請求に関する意見書」を提出した者である場合は、当該意
見照会通知（写し）、当該「公文書の開示請求に関する意見書」（写し）及び当該者への「公
文書の開示決定に関する通知書」（写し）
(８) 前号の場合において、審査請求人が行政不服審査法（平成26年法律第68号）第25条第２
項の規定による執行停止を申し立てているときは、審査請求人から提出された執行停止申立
書（写し）（添付書類等を含む。）
(９) その他必要な書類（事前に条例第12条の２第１項又は第２項の規定による意見照会をし
た場合の当該通知等（写し））

