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別表２ 開示すべき部分 

本件対象 

公文書 
開示すべき部分 

１ ・本件非開示情報３ 

・本件非開示情報６のうち、１行目36文字目から２行目11文字目まで、２行目23文字目から25文字目まで、５行目６文字目から行末まで、

６行目22文字目から27文字目まで、６行目30文字目から７行目２文字目まで、７行目12文字目から21文字目まで、８行目16文字目から

行末まで、９行目17文字目から39文字目まで、10行目12文字目から18文字目まで、10行目29文字目から行末まで、11行目12文字目から

17文字目まで、11行目行末から12行目５文字目まで、12行目10文字目から行末まで 

・本件非開示情報７のうち、１行目14文字目から19文字目まで、２行目36文字目から６行目行末まで、11行目行頭から18行目24文字目ま

で 

２ ・本件非開示情報３及び４ 

・本件非開示情報６のうち、件名５文字目から７文字目まで、１行目23文字目から２行目10文字目まで、２行目14文字目から18文字目ま

で、２行目35文字目から３行目行頭まで、５行目15文字目から33文字目まで、５行目37文字目から６行目15文字目まで、22行目11文字

目から23行目行末まで、27行目17文字目から28行目行末まで、29行目９文字目から30行目行末まで、36行目７文字目から41文字目ま

で、37行目２文字目から行末まで、40行目11文字目から行末まで、46行目８文字目から９文字目まで 

・本件非開示情報７のうち、件名１文字目から３文字目まで、１行目１文字目から３文字目まで、６行目行頭から10文字目まで、６行目

14文字目から７行目行末まで、12行目行頭から13行目３文字目まで、14行目４文字目から６文字目 

３ ・本件非開示情報３及び４ 

・本件非開示情報６のうち、件名５文字目、１行目23文字目から２行目21文字目まで、５行目17文字目から29文字目まで、14行目18文字

目から15行目行末まで、16行目７文字目から17行目行末まで、29行目10文字目から行末まで、38行目10文字目から39行目行末まで、61

行目10文字目から行末まで、62行目19文字目から64行目行末まで 

・本件非開示情報７のうち、件名１文字目から３文字目まで、１行目14文字目から16文字目まで、２行目４文字目、７行目行頭から８行

目６文字目まで、９行目９文字目から12文字目まで 

４ ・本件非開示情報３及び４ 

・本件非開示情報６のうち、件名５文字目から７文字目まで、１行目23文字目から２行目24文字目まで、２行目29行目から３行目行末ま

で、９行目７文字目から34文字目まで、10行目３文字目から行末まで、16行目15文字目から17行目行末まで、18行目８文字目から行末

まで、19行目18文字目から20行目行末まで、21行目15文字目から22行目行末まで、23行目８文字目から９文字目まで 

・本件非開示情報７のうち、件名１文字目から３文字目まで、１行目行頭から３文字目まで、６行目行頭から９文字目まで、６行目14文

字目から８行目34文字目まで 

５ ・本件非開示情報３及び４ 

・本件非開示情報６のうち、件名５文字目、１行目23文字目から２行目４文字目まで、６行目24文字目から行末まで、47行目10文字目か



 - 46 - 

ら48行目行末まで、69行目14文字目から70行目行末まで、71行目17文字目から行末まで、72行目８文字目から行末まで、73行目10文字

目から74行目15文字目まで、74行目18文字目から36文字目まで、91行目９文字目から10文字目まで 

・本件非開示情報７のうち、件名１文字目から４文字目まで、１行目行頭から４文字目まで、２行目23文字目から４行目12文字目まで、

４行目17文字目から11行目行末まで 

６ ・本件非開示情報３ 

・本件非開示情報６のうち、件名５文字目から７文字目まで、４行目10文字目から23文字目まで、４行目28文字目から行末まで、５行目

10文字目から24文字目まで、５行目31文字目から６行目行末まで、12行目10文字目から21文字目まで、12行目37文字目から13行目行末

まで、14行目７文字目から10文字目まで、14行目20文字目から15行目行末まで、18行目７文字目から31文字目まで、19行目16文字目か

ら行末まで、20行目７文字目から21文字目まで、21行目6文字目から行末まで、26行目８文字目から行末まで、27行目９文字目から10

文字目まで 

・本件非開示情報７のうち、件名１文字目から３文字目まで、１行目行頭から３文字目まで、６行目17文字目から８行目36文字目まで 

７ ・本件非開示情報３及び４ 

・本件非開示情報６のうち、１行目23文字目から２行目３文字目まで、２行目19文字目から３行目７文字目まで、３行目25文字目から４

行目行末まで、７行目７文字目から８行目行末まで、９行目10文字目から10行目行末まで、16行目10文字目から行末まで、17行目29文

字目から行末まで、25行目10文字目から行末まで、52行目７文字目から行末まで、57行目８文字目から行末まで、58行目16文字目から

59行目21文字目まで、59行目24文字目から行末まで、60行目10文字目から11文字目まで 

・本件非開示情報７のうち、件名１文字目から４文字目まで、１行目行頭から４文字目まで、２行目23文字目から３行目行末まで、４行

目行頭から12文字目まで、４行目17文字目から27文字目まで、12行目行末から16行目行末まで、19行目行頭から10文字目まで 

８ ・本件非開示情報３及び４ 

・本件非開示情報６のうち、１行目18文字目から２行目９文字目まで、３行目33文字目から４行目行末まで、５行目９文字目から７行目

４文字目まで、10行目10文字目から15文字目まで、10行目31文字目から11行目12文字目まで、39行目10文字目から40行目行末まで、56

行目４文字目から行末まで、57行目８文字目から行末まで、76行目10文字目から77行目10文字目まで、77行目13文字目から29文字目ま

で、85行目９文字目から10文字目まで 

・本件非開示情報７のうち、件名１文字目から４文字目まで、１行目行頭から４文字目まで、４行目行頭から10文字目まで、４行目14文

字目から24文字目まで、９行目16文字目から12行目行末まで 

９ ・本件非開示情報３及び４ 

・本件非開示情報６のうち、27行目10文字目から行末まで、28行目10文字目から29行目行末まで、35行目９文字目から行末まで、36行目

15文字目から37行目行末まで、38行目８文字目から９文字目まで 

・本件非開示情報７のうち、件名１文字目から３文字目まで、１行目行頭から３文字目まで、６行目行頭から10文字目まで、６行目15文

字目から８行目36文字目まで 

10 ・本件非開示情報３及び４ 
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・本件非開示情報６のうち、１行目22文字目から２行目16文字目まで、２行目21文字目から３行目行末まで、21行目10文字目から22行目

行末まで、23行目７文字目から24行目行末まで、27行目10文字目から行末まで、36行目10文字目から37行目行末まで、40行目９文字目

から行末まで、41行目８文字目から９文字目まで 

・本件非開示情報７のうち、件名１文字目から３文字目まで、１行目行頭から３文字目まで、５行目行頭から10文字目まで、５行目15文

字目から７行目36文字目まで 

11 ・本件非開示情報３及び４ 

・本件非開示情報６のうち、１行目20文字目から２行目８文字目まで、２行目14文字目から18文字目まで、２行目36文字目から３行目12

文字目まで、５行目７文字目から17文字目まで、６行目21文字目から７行目行末まで、27行目７文字目から35文字目まで、28行目36文

字目から29行目行末まで、41行目16文字目から42行目行末まで、79行目９文字目から80行目行末まで、171行目16文字目から172行目行

末まで、180行目８文字目から９文字目まで、180行目15文字目から18文字目まで 

・本件非開示情報７のうち、件名１文字目から３文字目まで、１行目19文字目、２行目10文字目から11文字目まで、８行目行頭から15行

目行末まで、21行目行頭から22行目行末まで 

12 ・本件非開示情報３及び４ 

・本件非開示情報６のうち、１行目22文字目から２行目３文字目まで、４行目２文字目から11文字目まで、35行目11文字目から36行目行

末まで、59行目９文字目から行末まで、60行目９文字目から行末まで、61行目23文字目から63行目行末まで、64行目18文字目から行末

まで、65行目10文字目から11文字目まで 

・本件非開示情報７のうち、件名１文字目から２文字目まで、１行目行頭から２文字目まで、３行目10文字目から19文字目まで、３行目

24文字目から38文字目まで、４行目23文字目から５行目12文字目まで、７行目38文字目から42文字目まで、８行目42文字目から行末ま

で 

13 ・本件非開示情報３及び４ 

・本件非開示情報６のうち、１行目20文字目から２行目31文字目まで、３行目26文字目から行末まで、４行目20文字目から５行目10文字

目まで、５行目15文字目から28文字目まで、９行目20文字目から10行小目行末まで、 

・本件非開示情報７のうち、３行目11文字目から27文字目まで、３行目32文字目から48文字目まで、４行目19文字目から６行目33文字目

まで 

14 ・本件非開示情報３及び４ 

・本件非開示情報６のうち、件名５文字目から７文字目まで、１行目23文字目から２行目９文字目まで、３行目12文字目から４行目２文

字目まで、52行目10文字目から53行目31文字目まで、54行目６文字目から行末まで、63行目15文字目から64行目35文字目まで、65行目

30文字目から行末まで、80行目18文字目から81行目行末まで、82行目14文字目から83行目行末まで、84行目10文字目から12文字目まで 

・本件非開示情報７のうち、件名１文字目から３文字目まで、１行目行頭から３文字目まで、４行目行頭から15文字目まで、４行目20文

字目から26文字目まで、５行目３文字目から38文字目まで、８行目行頭から11行目５文字目まで 

15 ・本件非開示情報３及び４ 
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・本件非開示情報６のうち、件名５文字目、１行目23文字目から２行目14文字目まで、２行目19文字目から24文字目まで、３行目17文字

目から行末まで、４行目10文字目から５行目行末まで、18行目10文字目から19行目行末まで、40行目10文字目から41行目行末まで、73

行目16文字目から74行目行末まで、91行目９文字目から10文字目まで 

・本件非開示情報７のうち、件名１文字目、１行目行頭から４文字目まで、２行目23文字目から４行目13文字目まで、４行目18文字目か

ら23文字目まで、10行目20文字目から15行目10文字目まで 

16 ・本件非開示情報３及び４ 

・本件非開示情報６のうち、件名５文字目から７文字目まで、１行目19文字目から２行目25文字目まで、２行目30文字目から３行目２文

字目まで、３行目７文字目から11文字目まで、３行目28文字目から４行目12文字目まで、５行目行頭から行末まで、６行目10文字目か

ら34文字目まで、６行目37文字目から７行目行末まで、16行目７文字目から17行目行末まで、34行目７文字目から35行目行末まで、36

行目７文字目から37行目行末まで、38行目７文字目から行末まで、39行目８文字目から９文字目まで 

・本件非開示情報７のうち、件名１文字目から３文字目まで、１行目行頭から３文字目まで、６行目行頭から９文字目まで、６行目14文

字目から27文字目まで、６行目32文字目から10行目５文字目まで、11行目14文字目から17文字目まで 

17 ・本件非開示情報３及び４ 

・本件非開示情報６のうち、件名５文字目から７文字目まで、１行目20文字目から２行目５文字目まで、２行目10文字目から行末まで、

12行目10文字目から行末まで、16行目19文字目から17行目行末まで、18行目15文字目から19行目行末まで、20行目９文字目から11文字

目まで 

・本件非開示情報７のうち、件名１文字目から３文字目まで、１行目行頭から３文字目まで、６行目行頭から９文字目まで、６行目14文

字目から17文字目まで、８行目19文字目から10行目34文字目まで、11行目30文字目から33文字目まで 

18 ・本件非開示情報３及び４ 

・本件非開示情報６のうち、１行目18文字目から２行目21文字目まで、３行目24文字目から４行目行末まで、14行目16文字目から15行目

行末まで 

・本件非開示情報７のうち、１行目行頭から11文字目まで、３行目13文字目から27文字目まで、３行目33文字目から４行目39文字目まで、

５行目38文字目から41文字目まで 

19 ・本件非開示情報３及び４ 

・本件非開示情報６のうち、１行目18文字目から２行目21文字目まで、３行目24文字目から４行目行末まで、14行目16文字目から15行目

行末まで 

・本件非開示情報７のうち、１行目行頭から11文字目まで、３行目13文字目から15文字目まで、３行目20文字目から28文字目まで、４行

目９文字目から５行目６文字目まで、５行目43文字目から行末まで 

20 ・本件非開示情報３及び４ 

・本件非開示情報６のうち、件名５文字目から７文字目まで、１行目23文字目から40文字目まで、３行目18文字目から19文字目まで、３

行目24文字目から28文字目まで、６行目２文字目から16文字目まで、69行目７文字目から70行目行末まで、71行目８文字目から行末ま
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で、90行目７文字目から行末まで、135行目18文字目から136行目行末まで、142行目10文字目から11文字目まで 

・本件非開示情報７のうち、件名１文字目から３文字目まで、１行目行頭から３文字目まで、４行目行頭から９文字目まで、４行目14文

字目から24文字目まで、５行目19文字目から11行目37行目まで、13行目３文字目から７文字目まで 

21 ・本件非開示情報３及び４ 

・本件非開示情報６のうち、件名５文字目から７文字目まで、１行目21文字目から２行目５文字目まで、２行目10文字目から14文字目ま

で、２行目34文字目から３行目行末まで、22行目10文字目から行末まで、29行目７文字目から30行目行末まで、31行目17文字目から32

行目行末まで、44行目10文字目から11文字目まで 

・本件非開示情報７のうち、件名１文字目から３文字目まで、１行目行頭から３文字目まで、６行目行頭から10文字目まで、６行目15文

字目から８行目34文字目まで、９行目30文字目から33文字目まで 

22 ・本件非開示情報３及び４ 

・本件非開示情報６のうち、件名５文字目から７文字目まで、１行目24文字目から２行目６文字目まで、２行目25文字目から29文字目ま

で、４行目行頭から10文字目まで、９行目11文字目から14文字目まで、10行目40文字目から11行目20文字目まで、12行目18文字目から

13行目行末まで、70行目８文字目から行末まで、71行目28文字目から73行目行末まで、74行目17文字目から行末まで、75行目10文字目

から11文字目まで 

・本件非開示情報７のうち、件名１文字目から３文字目まで、１行目行頭から３文字目まで、４行目７文字目から15文字目まで、４行目

21文字目から31文字目まで、７行目40文字目から９行目37文字目まで、10行目37文字目から39文字目まで 

23 ・本件非開示情報３及び４ 

・本件非開示情報６のうち、件名５文字目から7文字目まで、１行目23文字目から２行目８文字目まで、２行目13文字目から16文字目ま

で、２行目35文字目から３行目５文字目まで、27行目７文字目から33文字目まで、41行目16文字目から42行目行末まで、43行目７文字

目から44行目行末まで、45行目９文字目から10文字目まで 

・本件非開示情報７のうち、件名１文字目から３文字目まで、１行目１文字目から３文字目まで、６行目行頭から13文字目まで、６行目

行末から７行目34文字目まで、７行目行末から10行目34文字目まで、11行目34文字目から37文字目まで 

24 ・本件非開示情報３ 

・本件非開示情報６のうち、１行目37文字目から２行目16文字目まで、３行目29文字目から４行目行末まで、24行目18文字目から27文字

目まで、24行目36文字目から26行目行末まで、27行目７文字目から38文字目まで、28行目20文字目から29行目行末まで、30行目９文字

目から14文字目まで、30行目24文字目から31行目行末まで、32行目10文字目から11文字目まで 

・本件非開示情報７のうち、件名１文字目から３文字目まで、１行目行頭から３文字目まで、６行目16文字目から８行目36文字目まで 

25 ・本件非開示情報３及び４ 

・本件非開示情報６のうち、件名５文字目から７文字目まで、１行目20文字目から２行目５文字目まで、２行目10文字目から13文字目ま

で、２行目34文字目から42文字目まで、17行目10文字目から行末まで、24行目15文字目から25行目行末まで、26行目10文字目から行末

まで、27行目９文字目から10文字目まで 
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・本件非開示情報７のうち、件名１文字目から３文字目まで、１行目行頭から３文字目まで、６行目行頭から10文字目まで、６行目15文

字目から８行目34文字目まで、９行目34文字目から37文字目まで 

26 ・本件非開示情報３及び４ 

・本件非開示情報６のうち、件名５文字目から８文字目まで、１行目20文字目から２行目22文字目まで、２行目34文字目から行末まで、

３行目27文字目から37文字目まで、23行目７文字目から26文字目まで、24行目12文字目から25行目30文字目まで、26行目31文字目から

27行目行末まで、32行目11文字目から33行目行末まで、39行目10文字目から行末まで、40行目７文字目から行末まで、54行目15文字目

から55行目行末まで、56行目11文字目から12文字目まで 

・本件非開示情報７のうち、件名１文字目から４文字目まで、１行目行頭から４文字目まで、２行目23文字目から４行目10文字目まで、

４行目14文字目から17文字目まで、７行目行頭から11行目５文字目まで 

27 ・本件非開示情報３ 

・本件非開示情報６のうち、件名５文字目、１行目32文字目から２行目７文字目まで、２行目12文字目から17文字目まで、４行目37文字

目から５行目６文字目まで、９行目10文字目から10行目行末まで、64行目10文字目から65行目14文字目まで、77行目11文字目から19文

字目まで、77行目28文字目から78行目２文字目まで、78行目10文字目から行末まで、92行目７文字目から94行目行末まで、107行目10

文字目から行末まで、108行目10文字目から15文字目まで、108行目24文字目から109行目行末まで 

・本件非開示情報７のうち、件名１文字目から３文字目まで、１行目14文字目から16文字目まで、２行目４文字目、６行目行頭から７行

目４文字目まで 

28 ・本件非開示情報３及び４ 

・本件非開示情報６のうち、１行目22文字目から２行目９文字目まで、６行目22文字目から行末まで、15行目23文字目から16行目16文字

目まで、17行目27文字目から行末まで、25行目７文字目から26行目行末まで 

・本件非開示情報７のうち、４行目行頭から５行目３文字目まで、５行目７文字目から19文字目まで、６行目16文字目から10行目５文字

目まで 

29 ・本件非開示情報３及び４ 

・本件非開示情報６のうち、１行目23文字目から２行目16文字目まで、２行目46文字目から行末まで、３行目19文字目から行末まで、４

行目10文字目から５行目行末まで、６行目10文字目から７行目行末まで、12行目10文字目から行末まで 

・本件非開示情報７のうち、２行目11文字目から28文字目まで、２行目33文字目から３行目33文字目まで、４行目18文字目から７行目７

文字目まで 

30 ・本件非開示情報３及び４ 

・本件非開示情報６のうち、１行目23文字目から２行目４文字目まで、２行目９文字目から13文字目まで、２行目44文字目から３行目12

文字目まで、31行目12文字目から32行目行末まで、61行目14文字目から62行目行末まで 

・本件非開示情報７のうち、３行目行頭から19文字目まで、３行目24文字目から５行目行末まで 

31 ・本件非開示情報３及び４ 
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・本件非開示情報６のうち、件名５文字目から８文字目まで、１行目24文字目から２行目２文字目まで、２行目22文字目から28文字目ま

で、３行目８文字目から18文字目まで、３行目30文字目から36文字目まで、14行目16文字目から15行目11文字目まで、16行目行頭から

30文字目まで、17行目31文字目から行末まで、29行目19文字目から30行目行末まで、31行目10文字目から11文字目まで 

・本件非開示情報７のうち、件名１文字目から４文字目まで、１行目行頭から４文字目まで、２行目23文字目から８行目５文字目まで 

32 ・本件非開示情報３ 

・本件非開示情報６のうち、件名５文字目から８文字目まで、４行目10文字目から18文字目まで、４行目22文字目から25文字目まで、４

行目32文字目から５行目行末まで、６行目９文字目から７行目行末まで、８行目10文字目から18文字目まで、８行目27文字目から９行

目行末まで、51行目18文字目から21文字目まで、51行目28文字目から52行目行末まで、53行目10文字目から54行目行末まで、55行目11

文字目から12文字目まで 

・本件非開示情報７のうち、件名１文字目から４文字目まで、１行目行頭から４文字目まで、２行目23文字目から３行目行末まで、４行

目18文字目から23文字目まで、６行目行頭から11行目５文字目まで 

33 ・本件非開示情報３及び４ 

・本件非開示情報６のうち、13行目９文字目から15行目行末まで、25行目10文字目から行末まで、26行目10文字目から28行目行末まで、

54行目10文字目から行末まで、61行目10文字目から33文字目まで、61行目38文字目から62行目行末まで 

・本件非開示情報７のうち、件名１文字目から５文字目まで、１行目行頭から５文字目まで、５行目行頭から12文字目まで、５行目23文

字目から25文字目まで、５行目33文字目から41文字目まで、９行目行頭から行末まで、13行目行頭から17行目10文字目まで、18行目13

文字目 

34 ・本件非開示情報３及び４ 

・本件非開示情報６のうち、件名５文字目、１行目22文字から２行目23文字目まで、２行目29文字目から34文字目まで、３行目12文字目

から行末まで、４行目10文字目から23文字目まで、４行目26文字目から５行目４文字目まで、54行目10文字目から55行目行末まで、56

行目10文字目から行末まで、59行目10文字目から60行目行末まで 

・本件非開示情報７のうち、件名１文字目から３文字目まで、１行目14文字目から16文字目まで、２行目４文字目、13行目行頭から14行

目６文字目まで、15行目11文字目から14文字目まで 

35 ・本件非開示情報３及び４ 

・本件非開示情報６のうち、９行目７文字目から10行目行末まで 

・本件非開示情報７のうち、１行目行頭から11文字目まで、２行目８文字目から18文字目まで、２行目39文字目から３行目28文字目まで、

３行目32文字目から４行目41文字目まで、５行目40文字目から43文字目まで 

36 ・本件非開示情報３及び４ 

・本件非開示情報６のうち、１行目24文字目から２行目７文字目まで、４行目11文字目から行末まで、５行目10文字目から６行目行末ま

で、７行目10文字目から８行目行末まで 

・本件非開示情報７のうち、１行目行頭から５行目行末まで 
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37 ・本件非開示情報３及び４ 

・本件非開示情報６のうち、件名５文字目から７文字目まで、１行目19文字目から２行目４文字目まで、３行目23文字目から行末まで、

４行目12文字目から５行目24文字目まで、５行目27文字目から６行目行末まで、７行目９文字目から８行目行末まで、９行目12文字目

から11行目行末まで、61行目９文字目から行末まで、67行目17文字目から68行目行末まで、111行目10文字目から11文字目まで 

・本件非開示情報７のうち、件名１文字目から３文字目まで、３行目行頭から12文字目まで、３行目16文字目から19文字目まで、４行目

29文字目から８行目５文字目まで 

38 ・本件非開示情報３及び４ 

・本件非開示情報６のうち、件名５文字目から６文字目まで、１行目23文字目から２行目10文字目まで、２行目15文字目から19文字目ま

で、３行目17文字目から26文字目まで、10行目10文字目から13文字目まで、10行目22文字目から11行目行末まで、12行目７文字目から

13行目行末まで、14行目10文字目から15行目行末まで、30行目10文字目から31行目行末まで、32行目７文字目から行末まで、33行目13

文字目から34行目行末まで、35行目14文字目から15文字目まで 

・本件非開示情報７のうち、件名１文字目から５文字目まで、１行目行頭から５文字目まで、３行目34文字目から44文字目まで、４行目

４文字目から14文字目まで、５行目５文字目から７行目39文字目まで、８行目26文字目から28文字目まで 

39 ・本件非開示情報３及び４ 

・本件非開示情報６のうち、件名５文字目から７文字目まで、１行目24文字目から２行目７文字目まで、２行目23文字目から24文字目ま

で、２行目28文字目から39文字目まで、３行目15文字目から29文字目まで、15行目10文字目から16行目行末まで、29行目７文字目から

30行目行末まで、31行目11文字目から行末まで、32行目10文字目から行末まで、33行目16文字目から34行目行末まで、35行目14文字目

から16文字目まで 

・本件非開示情報７のうち、件名１文字目から３文字目まで、１行目行頭から３文字目まで、２行目13文字目から17文字目まで、６行目

行頭から９文字目まで 

40 ・本件非開示情報３及び４ 

・本件非開示情報６のうち、件名５文字目から６文字目まで、４行目10文字目から５行目行末まで、７行目10文字目から行末まで、14行

目７文字目から15行目行末まで、16行目８文字目から行末まで、17行目16文字目から19行目行末まで、20行目15文字目から16文字目ま

で 

・本件非開示情報７のうち、件名１文字目から２文字目まで、１行目行頭から２文字目まで、４行目行頭から13文字目まで、４行目16文

字目から28文字目まで、５行目16文字目から７行目37文字目まで 

41 ・本件非開示情報３ 

・本件非開示情報６のうち、件名５文字目から７文字目まで、９行目19文字目から38文字目まで、10行目11文字目から11行目行末まで、

15行目18文字目から16行目行末まで、19行目７文字目から20行目行末まで、30行目10文字目から行末まで、31行目10文字目から行末ま

で、32行目15文字目から33行目10文字目まで、33行目36文字目から34行目行末まで、35行目10文字目から11文字目まで 

・本件非開示情報７のうち、件名１文字目から３文字目まで、１行目行頭から３文字目まで、４行目14文字目から５行目８文字目まで、
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５行目13文字目から32文字目まで、６行目９文字目から38文字目まで、９行目21文字目から10行目行末まで、13行目行頭から15行目行

末まで 

42 ・本件非開示情報３及び４ 

・本件非開示情報６のうち、件名１文字目から３文字目まで、６行目９文字目から14文字目まで、６行目32文字目から７行目７文字目ま

で、60行目15文字目から61行目行末まで、83行目18文字目から85行目行末まで、88行目12文字目から行末まで、98行目17文字目から99

行目行末まで、108行目11文字目から109行目行末まで、110行目11文字目から12文字目まで 

・本件非開示情報７のうち、件名１文字目から３文字目まで、１行目行頭から３文字目まで、３行目40文字目から４行目10文字目まで、

４行目14文字目から17文字目まで、４行目26文字目から５行目行末まで、９行目行頭から10行目12文字目まで、11行目５文字目から22

文字目まで、12行目35文字目から行末まで 

43 ・本件非開示情報３及び４ 

・本件非開示情報６のうち、件名１文字目から３文字目まで、６行目７文字目から行末まで、８行目10文字目から行末まで、11行目10文

字目から行末まで、12行目17文字目から13行目行末まで、14行目20文字目から15行目行末まで、16行目10文字目から11文字目まで 

・本件非開示情報７のうち、件名１文字目から３文字目まで、１行目行頭から３文字目まで、10行目行頭から43文字目まで、12行目行頭

から13行目行末まで 

44 ・本件非開示情報３及び４ 

・本件非開示情報６のうち、１行目22文字目から40文字目まで、５行目34文字目から39文字目まで、５行目42文字目から６行目行末まで、

９行目９文字目から行末まで、10行目18文字目から11行目20文字目まで、11行目23文字目から行末まで、12行目17文字目から13行目行

末まで 

・本件非開示情報７のうち、６行目26文字目から７行目行末まで 

45 ・本件非開示情報３及び４ 

・本件非開示情報６のうち、１行目24文字目から２行目８文字目まで、２行目13文字目から25文字目まで、２行目41文字目から３行目13

文字目まで、７行目19文字目から８行目行末まで 

・本件非開示情報７のうち、２行目19文字目から30文字目まで、２行目35文字目から３行目37文字目まで、４行目24文字目から７行目９

文字目まで 

46 ・本件非開示情報３ 

・本件非開示情報６のうち、１行目32文字目から36文字目まで、６行目６文字目から行末まで、10行目10文字目から行末まで、11行目21

文字目から12行目行末まで、15行目９文字目から行末まで 

・本件非開示情報７のうち、１行目16文字目から６行目行末まで、８行目12文字目から９行目行末まで 

47 ・本件非開示情報３及び４ 

・本件非開示情報６のうち、１行目23文字目から行末まで、５行目行頭から行末まで、17行目17文字目から18行目18文字目まで、18行目

30文字目から19行目行末まで、24行目17文字目から25行目行末まで、26行目17文字目から27行目行末まで 
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・本件非開示情報７のうち、１行目行頭から21文字目まで、１行目26文字目から30文字目まで、１行目40文字目から３行目行末まで、20

行目行頭から22行目行末まで、24行目行頭から行末まで 

48 ・本件非開示情報３及び４ 

・本件非開示情報６のうち、件名５文字目から８文字目まで、４行目15文字目から５行目15文字目まで、５行目26文字目から６行目行末

まで、17行目10文字目から18行目行末まで、52行目18文字目から53行目行末まで、54行目９文字目から12文字目まで 

・本件非開示情報７のうち、件名１文字目から４文字目まで、１行目行頭から４文字目まで、１行目12文字目から24文字目まで、９行目

行頭から11行目10文字目まで 

49 ・本件非開示情報３及び４ 

・本件非開示情報６のうち、１行目22文字目から２行目４文字目まで、２行目17文字目から21文字目まで、３行目19文字目から行末まで、

６行目10文字目から行末まで、20行目７文字目から21行目行末まで、22行目10文字目から23行目行末まで、24行目10文字目から行末ま

で、25行目４文字目から行末まで、29行目17文字目から行末まで、30行目９文字目から21文字目まで 

・本件非開示情報７のうち、件名１文字目から４文字目まで、１行目行頭から４文字目まで、３行目31文字目から４行目３文字目まで、

４行目11文字目から21文字目まで、４行目45文字目から６行目15文字目まで、６行目19文字目から43文字目まで、７行目39文字目から

42文字目まで 

50 ・本件非開示情報３及び４ 

・本件非開示情報６のうち、１行目22文字目から２行目11文字目まで、５行目33文字目から６行目行末まで、20行目17文字目から21行目

38文字目まで、28行目17文字目から29行目行末まで 

・本件非開示情報７のうち、１行目行頭から11文字目まで、１行目16文字目から２行目６文字目まで、４行目行頭から７行目行末まで 

51 ・本件非開示情報３及び４ 

・本件非開示情報６のうち、件名１文字目から３文字目まで、１行目20文字目から２行目10文字目まで、２行目21文字目から23文字目ま

で、４行目22文字目から行末まで、５行目５文字目から行末まで、23行目12文字目から24行目行末まで、40行目９文字目から41行目行

末まで、42行目15文字目から43行目39文字目まで、46行目10文字目から12文字目まで 

・本件非開示情報７のうち、件名１文字目から３文字目まで、２行目27文字目から５行目10文字目まで、５行目15文字目から６行目28文

字目まで、７行目34文字目から36文字目まで 

52 ・本件非開示情報３及び４ 

・本件非開示情報６のうち、件名１文字目から３文字目まで、１行目22文字目から２行目14文字目まで、２行目19文字目から25文字目ま

で、３行目４文字目から行末まで、４行目12文字目から５行目行末まで、６行目13文字目から７行目行末まで、８行目９文字目から９

行目行末まで、21行目12文字目から22行目行末まで、23行目９文字目から24行目12文字目まで、27行目10文字目から11文字目まで 

・本件非開示情報７のうち、件名１文字目から３文字目まで、２行目27文字目から５行目９文字目まで、５行目14文字目から６行目26文

字目まで、７行目35文字目から38文字目まで 

53 ・本件非開示情報３及び４ 
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・本件非開示情報６のうち、１行目23文字目から行末まで、５行目20文字目から30文字目まで、６行目20文字目から行末まで、15行目18

文字目から16行目行末まで 

・本件非開示情報７のうち、１行目行頭から11文字目まで、１行目16文字目から２行目６文字目まで、４行目行頭から７行目行末まで 

54 ・本件非開示情報３及び４ 

・本件非開示情報６のうち、15行目17文字目から38文字目まで、16行目２文字目から13文字目まで、20行目15文字目から21行目行末まで、

22行目18文字目から23行目３文字目まで、31行目19文字目から32行目行末まで 

・本件非開示情報７のうち、１行目行頭から11文字目まで、１行目16文字目から20文字目まで、１行目28文字目から２行目８文字目まで、

５行目行頭から６行目行末まで 

55 ・本件非開示情報３ 

・本件非開示情報６のうち、８行目27文字目から９行目23文字目まで、10行目21文字目から行末まで、14行目10文字目から32文字目まで、

14行目41文字目から46文字目まで、16行目43文字目から17行目８文字目まで 

・本件非開示情報７のうち、１行目15文字目から21文字目まで、２行目行頭から35文字目まで、９行目行頭から８文字目まで 

56 ・本件非開示情報３及び４ 

・本件非開示情報６のうち、１行目23文字目から２行目２文字目まで、５行目15文字目から25文字目まで、６行目15文字目から行末まで、

14行目19文字目から15行目行末まで 

・本件非開示情報７のうち、１行目行頭から11文字目まで、１行目16文字目から２行目６文字目まで、４行目行頭から７行目行末まで 

57 ・本件非開示情報３及び４ 

・本件非開示情報６のうち、７行目10文字目から８行目行末まで、18行目16文字目から19行目行末まで 

・本件非開示情報７のうち、２行目20文字目から５行目38文字目まで、５行目41文字目から６行目27文字目まで 

58 ・本件非開示情報３及び４ 

・本件非開示情報６のうち、件名１文字目から４文字目まで、１行目21文字目から２行目24文字目まで、２行目29文字目から33文字目ま

で、３行目９文字目から32文字目まで、５行目10文字目から６行目行末まで、48行目10文字目から49行目行末まで、56行目10文字目か

ら行末まで、57行目17文字目から行末まで、58行目９文字目から12文字目まで 

・本件非開示情報７のうち、件名１文字目から４文字目まで、１行目行頭から４文字目まで、２行目23文字目から３行目行末まで、６行

目行頭から８行目10文字目まで 

59 ・本件非開示情報３及び４ 

・本件非開示情報６のうち、１行目20文字目から41文字目まで、３行目42文字目から４行目24文字目まで、９行目17文字目から10行目８

文字目まで、10行目18文字目から42文字目まで、10行目47文字目から11行目行末まで、14行目10文字目から行末まで 

・本件非開示情報７のうち、１行目行頭から13文字目まで、１行目18文字目から３行目31文字目まで、４行目４文字目から行末まで、13

行目行頭から15行目行末まで 

60 ・本件非開示情報３及び４ 
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・本件非開示情報６のうち、１行目22文字目から２行目22文字目まで、６行目39文字目から７行目７文字目まで、11行目行頭から12行目

15文字目まで、21行目７文字目から22行目行末まで、23行目10文字目から24行目行末まで 

・本件非開示情報７のうち、１行目行頭から11文字目まで、１行目15文字目から２行目23文字目まで、７行目行頭から９行目行末まで 

61 ・本件非開示情報３及び４ 

・本件非開示情報６のうち、件名１文字目から３文字目まで、４行目17文字目から５行目行末まで、６行目10文字目から29文字目まで、

７行目５文字目から９文字目まで、７行目12文字目から24文字目まで、７行目28文字目から８行目４文字目まで、８行目25文字目から

行末まで、12行目10文字目から13行目行末まで、21行目７文字目から35文字目まで、22行目10文字目から行末まで、25行目９文字目か

ら26行目行末まで、27行目19文字目から28行目行末まで、29行目10文字目から行末まで、30行目17文字目から31行目20文字目まで、31

行目23文字目から行末まで、32行目10文字目から11文字目まで 

・本件非開示情報７のうち、件名１文字目から３文字目まで、１行目行頭から３文字目まで、９行目13文字目から28文字目まで、９行目

42文字目から11行目行末まで、13行目行頭から14行目行末まで 

62 ・本件非開示情報３及び４ 

・本件非開示情報６のうち、１行目20文字目から37文字目まで、４行目39文字目から５行目行末まで、８行目18文字目から23文字目まで、

８行目35文字目から９行目行末まで、10行目18文字目から11行目15文字目まで、11行目27文字目から行末まで、12行目18文字目から13

行目行末まで 

・本件非開示情報７のうち、１行目行頭から５行目行末まで 

63 ・本件非開示情報３及び４ 

・本件非開示情報６のうち、１行目19文字目から40文字目まで、７行目22文字目から行末まで、８行目17文字目から９行目23文字目まで、

10行目11文字目から行末まで、11行目14文字目から12行目行末まで、16行目14文字目から行末まで 

・本件非開示情報７のうち、２行目９文字目から６行目行末まで、９行目32文字目から12行目行末まで、15行目27文字目から16行目行末

まで 

64 ・本件非開示情報３及び４ 

・本件非開示情報６のうち、７行目18文字目から27文字目まで、９行目25文字目から31文字目まで、９行目38文字目から11行目行末まで、

12行目９文字目から行末まで 

・本件非開示情報７のうち、５行目行頭から７行目行末まで 

65 ・本件非開示情報３及び４ 

・本件非開示情報６のうち、12行目12文字目から13行目行末まで、14行目12文字目から15行目行末まで 

・本件非開示情報７のうち、５行目行頭から８行目28文字目まで 

66 ・本件非開示情報３及び４ 

・本件非開示情報６のうち、１行目23文字目から２行目21文字目まで、３行目24文字目から行末まで、10行目11文字目から11行目行末ま

で、12行目10文字目から13行目行末まで、20行目７文字目から21行目行頭まで、21行目30文字目から行末まで、26行目７文字目から27
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行目行末まで 

・本件非開示情報７のうち、１行目行頭から10文字目まで、１行目14文字目から３行目15文字目まで、３行目19文字目から４行目行末ま

で 

67 ・本件非開示情報３及び４ 

・本件非開示情報６のうち、１行目20文字目から37文字目まで、５行目33文字目から６行目行末まで、13行目12文字目から14行目行末ま

で、18行目12文字目から33文字目まで、18行目37文字目から19行目行末まで、20行目10文字目から21行目行末まで 

・本件非開示情報７のうち、２行目19文字目から34文字目まで、２行目39文字目から４行目７文字目まで、４行目行末から８行目15文字

目まで 

68 ・本件非開示情報３及び４ 

・本件非開示情報６のうち、１行目20文字目から38文字目まで、６行目18文字目から行末まで、９行目12文字目から10行目17文字目まで、

10行目21文字目から行末まで、11行目13文字目から行末まで 

・本件非開示情報７のうち、２行目16文字目から32文字目まで、２行目37文字目から３行目42文字目まで、４行目32文字目から８行目12

文字目まで 

 


