
陸山会事件に関する情報公開請求リスト

平成 25年 H月 29日

請求者 石川克子 。志岐武彦

(  )内 は請求 日

NO. 開示通知 日 請求先 内容 備考

1 H22.11.1 東京第五検察

審査会

不開示通知 (4を除く)

1.東京第五検察審査会による、事件名小沢一郎議員事件 (平成

16年度収支報告書分)について事務局が作成 し、あるいは取

得 した文書で第 1回 日と2回 日の 11人の年齢を知ることがで

きるもの

2.第 1回 日と2回 目の審査会はいつ (日 時)開催 したかを知るこ

とができるもの

3.審査員・補充員 。審査補助員らに支払つた日当もしくはそれに

代わるものがわかる文書

4.日 当額の基準がわかるもの

5.1に 係るもので、検察審査会法第 28条に定めている会議録の

公開を求める

通知書添

付な し

2 H22.12.22 東京第五検察

審査会

1.「検察審査会の保有する検察審査会行政文書開示に関する事務

の基本的取扱いについて」がわかる文書

2.1に 関連 した文書

3 H23.1.26 東京第一～第
六検察審査会

検察審査会が用いる様式等 一式

(選定通知及び招集状、宣誓書、招集状、請求書、審査事件会議録

供述調書、実地見聞調書、建議勧告事件会議録等)

通知書添

付なし

4 H23.2.21

(22.12.27)

東京地方裁判

所

東京地方裁判所から提出された歳出支出証拠書類のうち、東京第五

検察審査会に係る旅費、日当等の支出が明記されているもの (平成

21年度平成 22年度 4月 分～平成 22年度平成 22年 10月 分)

(ま とめ払いあり)

森氏に提

供

5 H23.3.4

(22 12.28)

会計検査院 東京地方裁判所から提出された歳出支出証拠書類のうち、東京第五

検察審査会に係る旅費、日当等の支出が明記されているもの (平成

21年度平成 22年度 4月 分～平成 22年度平成 22年 10月 分)

開示書類

一部添付

(ま とめ

払い分 )

6 H23.11.25 会計検査院 東京地方裁判所か ら提出された歳出支出証拠書類の うち、米澤敏雄

審査補助員及び吉田繁賞審査補助員の委員手当て (審 査補助員手

当)の支出に係 るもの (平成 21年度平成 22年 3月 ～平成 22年度

平成 22年 10月 分 )

7 H23.12.14 東京第一 。第
二検察審査会

不開示通知 :2005年 ～2009年 10月 までに行つた審査員・補充員の

選出 20回の各国の平均年齢

不開示理由 :記載された検察審査会行政文書は存在しない

通知書添

イ寸な し

8 H23.12.14 東京第五検察

審査会

3群の審査員及び補充員選定録

群、2群、3群用)検察審査員

H21年 4群、H22年 1群、2群、

H21年度 (4群用 )、 H22年度 (1

候補者名簿

選定録 の

み添付

9 19Ｕ
ｌｌ 東 京 第 一 ～

六 検 察 審 査

会

H21年 4群、H22年 1群、2群、3群の検察審査員・補充員選定録

10 H23.12.28 東 京 第 一 ～

六検 察 審査

会

不開示通知 :H22年 2月 1日 ～10月 31日 の間の申し立てを受けた

案件で、議決を行った件数、それぞれの議決日、それぞれの議決を

行つた審査員の平均年齢

不開示理由 :各事項が記載された検察審査会行政文書は存在 しない



H23 12.28 東 京 第 一 ～

六検 察 審 査

会

審査事件票 (H22年 2月 1日 ～10月 31日 の間の申し立てを受けた

案件で、それぞれの議決 口が分かる者に該当する文書)

H23.12.28 東 京 第 一検

察審査会

「検察審査員候補者名簿管理システムユーザーマニュアル (集約

庁)第 2.3.0版 }抜粋

事務連絡

H24.1.11 東 京 第 二検

察審査会

質問票 (「候補者に対する質問表の書式」に該当する文書) 開示文書

添付

14 H24 1 16 最高裁判所 1.検察審査会ハン ドブック契約書と会計伝票

全国 165あ る検察審査会への配布方法と配布数

2.く じ引きソフ トの契約書、仕様書、入札調書等

3.検察審査会候補者に対する通知書等の印刷及び発送業務の契約

書、仕様書、入札調書

通知書添

付な し

H24.1.20 東京第一検察

審査会

1.検察審査会行政文書の保存期間を記載 した文書

2.質問票のヒナ型

3.検察審査員候補者等管理システムの操作マニュアル

4,検察審査員候補者名簿のヒナ型

通知書添

付な し

16 H24.2.10 土浦検察審査
/、

1.平成 23年 4月 から 12月 までの期間で申立の件数 (各月毎がわ

かるもの)→ 6件
2.平成 23年 もしくは直近で、検察審査会ハン ドブックが届いた

月及び冊数 →100冊

通知書添

付なし

H24.2.15 東京第五検察

審査会

。H21年 4群、H22年 1群、2群、3群用の検察審査員を選定する

検察審査員候補者名簿 (候補者の生年月が分かるも)

。H21年 4群、H22年 1群、2群、3群の検察審査員・補充員選定

録 (審査員・補充員の生年月が分かる文書)

・H21年 4群、H22年 1群の検察審査員 。補充員選定録 (1回 日議

決時の審査員平均年齢を 34.27歳 と計算 した際の審査員 H人の生

年月が分かる文書)

・H21年 4群、H22年 1群、2群、3群の検察審査員・補充員選定

録 (審査員 。補充員の生年月が分かる文書)

。H21年 4群、H22年 1群の検察審査員・補充員選定録(1回 目議

決時の審査員平均年齢を 34.27歳 と計算 した際の審査員 H人の生

年月が分かる文書)

。H22年 2群、3群の検察審査員・補充員選定録 ((2回 目議決時の

審査員平均年齢を 30,9歳 と計算 した際の審査員 11人の生年月が

分かる文書))

。H22年 2群、3群の検察審査員・補充員選定録 ((2回 目議決時の

審査員平均年齢を 34.55歳 と計算 した際の審査員 11人の生年月が

分かる文書))

・不開示通矢口:小沢一郎第 1回 目議決時の審査員平均年齢 34.55
歳と計算 した際に使用 した表で、審査員の個々の年齢が記載された

もの

不開示理由 :事項が記載された検察審査会文書は、存在 しない
。不開示通知 :1.小沢―郎第 2回 目議決時の審査員平均年齢 34.

55歳 と計算 した際に使用した表で、審査員の個々の年齢が記載さ

れたもの

不開示理由 :事項が記載された検察審査会文書は、存在 しない

開示文書

一部添付

45.46号

47号

48号

49号

50号

51号

52号

54号

H24.3 30 東京第五検察

審査会

補欠の検察審査員、

(平成 22年 3月 9

た期間)22枚

臨時に検察審査員の職務を行 う者の選定録

日～10月 4目 までの間に、審査会議が行なわれ

H24.5.15 東京第五検察

審査会

平成 22年度第 2郡 と 3郡の検察審査員・補充員毎に通知した

定通知及び召集状」の開示 (22枚 )

「選 通知書添

付なし

2



H24.5.18 東京第五検察

審査会

不開示通知 :平成 22年 3月 1日 から 10月 4日 までの期間中におい

て、東京第五検察審査会が「被疑者小澤一郎に対する政治資金規正

法違反被疑事件」の審査につき、東京第五検察審査会が、東京地検

特捜部に会議出席の要請書を通知した文書のすべて

不開示理由 : ・個別の審査事務に関する文書
・検察審査会行政文書ではない

H24 6 5 東京第五検察

審査会

被疑者小沢一郎こと小澤一郎、

審査議決した平成 22年 4月 27

事件名政治資金規正法違反被疑事の

日議決の審査事件票

H24.6.5 東京第五検察

審査会

不開示通知 :9月 14日 議決の審査事件票

不開示理由 :書類が存在 しない

H24.6.18 会計検査院 東京地方裁判所か ら提出された歳出支出証拠書類の うち、東京第五

検察審査会に係 る旅費、 日当等の支出が明記 されているもの

(平成 21年度平成 22年 4月 分歳出支出証拠書類 )

24 1.H24.6.13

(24 4.23)

2.H24.6.22

(24.4.23)

東京地方検 察

庁

不開示通知 1:平成 22年 3月 9日 から 10月 4日 までの期間中にお

いて、東京第五検審が「被疑者小澤一郎に対する政治資金規正法違

反被疑事件」の審査につき、東京地検特捜部の検察官が、事件の説

明等をするために東京第五検審に赴いたことがわかる文書

不開示の理由 :行政文書を保有せず

不開示通知 2:1の際の東京第五検審から特捜部に会議出席の要請

等があったことがわかる通知書等 (日 時や場所等、目的等が記され

ているもの)

不開示の理由 :刑事訴訟法第 53条の 2第 1項「訴訟に関する書類」

H24.6.19 東京第五検察

審査会

,審査事件票を作成するための通達の開示

,選定通知及び召集状の注意)3にある「出欠届」、「アンケー ト」、
「口座振込申出書」の開示

,個別の審査事務に関する文書とは具体的にどの文書を指すのか

1

26 H24.6.25

(24423)
東京地方検察

庁

旅行命令簿

出張管理簿 253枚

出張計画 (申 請・復命書 )

(平成 22年 3月 9か ら 10月

別捜査部所属の検察官分 )、

4日 までの間の東京地方検察庁特

出張管理

簿一部添

付

森氏へ提

供

H24.7.30 最高裁判所 東京第五検察審査会が作成 し、

(平成 22年 1月 1日 から 12月

1.審査事件票 33枚
2.統計表の月報第 1表 「審査

最高裁判所 に提出 した もの

31 日)

。建議勧告事件月報」他

審査事件

票添付

28 H24.9.6 東京第五検察

審査会

不開示通知

平成 21年度及び 22年度における、東京第五検察審査会が作成 した

米澤敏雄、吉田繁賞両弁護士に係る

①推薦依頼書 ②委嘱書 ③解職書

不開示理由 :いずれも個別の審査事務に関する文書であり、検察審

査会行政文書に該当せず

H24.9.19 最高裁判所 平成 21年 5月 7日 付け最高裁刑一第 000070号刑事局長通達「検察

審査会における会議録及び選定録の様式等について」

H24.11.2 会計検査院 那覇地方裁判所から提出された歳出支出証拠書類のうち、那覇検察

審査会議に出頭 した審査員 。審査補充員・審査補助員に支出した日

当・交通費・手当てに係る会計伝票及びその他の支払い証拠書類

(平成 22年度平成 22年 4月 分～平成 22年度平成 22年 8月 分)

H24.11.22 会計検査院 東京地方裁判所から提出された歳出支出証拠書類のうち、東京第二

検察審査会に係る旅費、日当等の支出が明記されているもの (平成

21年度平成 21年 5月 分～平成 21年 7月 分歳出支出証拠書類 )

※議決日 7月 21日 の請求書存在せず

志岐→ X
氏→森氏



H25.2 20 東京第五検察

審査会

H21年度、22年度、

査員候補者名簿

H21年度、22年度、

査員選定録

H21年度、22年度、

23年度、24年度 25年度 (I群)の検察審

23年度、24年度.25年度 (I群)の検察審

23年度、24年度の宣誓書

候補者名

簿一部添

付

宣誓書一

部添付

H25.2.20 東京第二検察

審査会

の検察審

の検察審

の検察審

H21年度、22年度、23年度

査員候補者名簿

H21年度、22年度、23年度

査員及び補充員選定録

H21年度、22年度、23年度

査員及び補充員の宣誓書

24年度、25年度 (I群 )

24年度、25年度 (I群 )

24年度、25年度 (I群 ) 宣誓書一

部添付

34 H25.2 20 東京第二検察

審査会

不開示通知 :

1.H21年 5月 19日 、6月 2日 、6月 16日 、

察審査員の選定録」

2.H21年 5月 19日 、6月 2日 、6月 16日 、

察審査員の職務を行 う者の選定録」

不開示の理由 :

1 この検察審査会行政文書は存在 しない

2 当該開示情報に係る行政文書が存在 しているか否かを答えるこ

とで、情報公開法第 5条各号の不開示情報を開示することになるた

め、当該行政文書の存否を明らかにしない。

7月 7日 の「補欠の検

7月 7日 の「臨時に検

H25.3.4
(25.1.7.)

東京地方裁判

所

東京第二検察審査会に係る旅費、日当等の支出が明記されているも

の (平成 21年 8月 分の歳出支出証拠書類 )

※議決 日7月 21日 の請求書存在せず

志岐→ X
氏→森氏

36 H25.3.19 東京第二検 察

審査会

審査事件票 (H21年度、22年度、23年度、24年度) 審査事件

票一部添

付

H25 3.19 東京第五検察

審査会

審査事件票 (H21年度、22年度、23年度、24年度) 審査事件

票一部添

付

H25.3 26

(25.1.17)

会計検査院 1 最高裁判所窓口宛に送信 した平成 24年 10月 25日 付け行政文書

の開示等に関する意見を求めるメール本文

2 上記 1に添付されている「開示請求対象文書一覧表 (リ ス ト)」

及び 「不開示部分一覧表」等

39 H25.3.26

(25 1 23)

会計検査院 東京地方裁判所か ら提出された歳出支出証拠書類 (平成 21年 8月

分)の うち、東京第二検察審査会に係 る旅費、日当等の支出が明記

されているもの (た だ し、支出決定、請求 目が 21年 7月 中のもの )

(31の 請求で開示文書に無かつたため再請求 し直 した分 )

40 H25.5.29 会計検査院 東京地裁から提出された歳出支出証拠書類 (H21年度H21年 4月 分

からH21年 9月 分まで)の うち、東京第五検察審査会に係る日当。

旅費の支出が明記されているもの

41 H25.8.16 東京第一検察

審査会

役員名簿 (H24年 12月 現在 全国検察審査会協会連合会) 役員名簿

添付

И
ｉ H25.9.25 会計検査院 東京地裁から提出された歳出支出証拠書類 (H21年度H22年 1月

分からH22年 4月 分及び 5月 分)の うち、東京第四検察審査会に係

る日当。旅費の支出が明記されたもの

22年 3月

請求書発

生分 (ま

とめl_/Nい

有 )


