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１ 

旧 新 備考  

(目的) 

第１条 この条例は，市政に関する情報の公開を

請求する権利を市民に保障することにより，市

民の市政への参加を促進するとともに，市民と

市との信頼関係の強化を図り，もって公正で開

かれた市政の推進に寄与することを目的とす

る。 

(用語の意義) 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用

語の意義は，当該各号に定めるところによる。 

（１）実施機関 市長，教育委員会，選挙管理委

員会，公平委員会，監査委員，農業委員会，

固定資産評価審査委員会，消防長及び議会を

いう。 

 

（２）情報 実施機関の職員が職務上作成し，又

は取得した文書，図画，写真，マイクロフィ

ルム及び磁気テープその他これに類するも

のであって，当該実施機関の職員が組織的に

用いるものとして実施機関が保有している

もの(以下「公文書」という。)に記録された

(目的) 

第１条 この条例は，市政に関する情報の公開を

請求する権利を市民に保障することにより，市

民の市政への参加を促進するとともに，市民と

市との信頼関係の強化を図り，もって公正で開

かれた市 政の推 進に 寄与す ること を目的 とす

る。 

(用語の意義) 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用

語の意義は，当該各号に定めるところによる。 

（１）実施機関 市長，教育委員会，選挙管理委

員会，公平委員会，監査委員，農業委員会，

固定資産評価審査委員会，消防長及び議会を

いう。 

 

（２）情報 実施機関の職員が職務上作成し，又

は取得した文書，図画及び電磁的記録（電子

的方式，磁気的方式その他人の知覚によって

は認識することができない方式で作られた記

録をいう。以下同じ。）であって，当該実施

機関の職員が組織的に用いるものとして実施

 

この条 例は， 市の情 報公 開制度 につ

いて定 めてい るもの であ り，条 例制定

の目的 は，情 報公開 法の 制定の 目的の

表現と 異なる ものの 情報 公開請 求権の

付与そ の他法 の目的 規定 と同等 の内容

である ことか ら，文 言の 整理を する必

要はな いもの と考え てい ます。  

本市で は公 開の 対象を 「情 報」 と規

定して いま すが， 法で は「 行政 文書」

と規定 して いるた め他 の自 治体 の状況

を確認 して みまし たが ，法 に合 わせて

改正し てい るとこ ろが 少な いと いう状

況であ るた め，改 正す る必 要は ないと

考えて います。  
 これ まで も情報 の定 義と して 規定し

ていた 「写 真，マ イク ロフ ィル ム及び

磁気テ ープ その他 これ に類 する もの」

を法第 ２条 第２項 の「 電磁 的記 録」と

いう現 代的な 表現に 改め るもの です。  
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旧 新 備考  

ものをいう。 

 

（３）公開 閲覧若しくは視聴に供し，又は写し

を交付することをいう。 

(実施機関の責務) 

第３条 実施機関は，情報の公開を請求する市民

の権利が十分に尊重されるようこの条例を解

釈し，運用しなければならない。この場合にお

いて，個人に関する情報がみだりに公開される

ことのないよう最大限の配慮をしなければな

らない。 

(利用者の責務) 

第４条 この条例の規定により情報の公開を受

けたものは，当該情報をこの条例の目的に即し

て適正に使用しなければならない。 

 

 

 

 

(情報公開請求権者等) 

第５条 次に掲げるものは，実施機関に対し，情

機関が保有しているもの(以下「公文書」とい

う。)に記録されたものをいう。 

（３）公開 閲覧若しくは視聴に供し，又は写し

を交付することをいう。 

(実施機関の責務) 

第３条 実施機関は，情報の公開を請求する市民

の権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈

し，運用しなければならない。この場合におい

て，個人に関する情報がみだりに公開されるこ

とのないよう最大限の配慮をしなければならな

い。 

(利用者の責務) 

第４条 この条例の規定により情報の公開を受け

たものは，当該情報をこの条例の目的に即して

適正に使用しなければならない。 

 

 

 

 

(情報公開請求権者等) 

第５条 次に掲げるものは，実施機関に対し，情

 

 

 

 

 

情報公 開条例 の解釈 及び 運用に 関し

て実施 機関の 責務を 定め たもの で，法

に規定 はない ものの 法に 準拠し た条例

の改正 を既に 行って いる 他の地 方公共

団体で もその まま維 持し ている ケース

が多い 条項で あるた め改 正の必 要はな

いと考 えてい ます。  

情報の 公開を 受けた 者が ，その 情報

を条例 の目的 に則し て利 用すべ きこと

を定め たもの で，法 に規 定はな いもの

の法に 準拠し た条例 の改 正を既 に行っ

ている 他の地 方地自 体で もその まま維

持して いるケ ースが 多い 条項で あるた

め，改正 の必要 はない と考 えてい ます。 

 

法第３ 条では ，何人 でも 情報公 開の
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旧 新 備考  

報の公開(第５号に掲げるものにあっては，そ

のものの有する利害関係に係る情報の公開に

限る。)を請求することができる。 

 

（１）市の区域内に住所を有する者 

（２）市の区域内に事務所又は事業所を有する個

人及び法人その他の団体 

（３）市の区域内に存する事務所又は事業所に勤

務する者 

（４）市の区域内に存する学校に在学す 

 る者 

（５）前各号に掲げるもののほか，実施機関が行

う事務事業に具体的利害関係を有するもの 

２ 実施機関は，前項各号に掲げるもの以外のも

のから情報の公開の申出があった場合におい

ても，これに応ずるよう努めるものとする。 

 (公開しないことができる情報等) 

第６条 実施機関は，次の各号のいずれかに該当

する情報については，公開しないことができ

る。 

 

報の公開(第５号に掲げるものにあっては，その

ものの有 する利 害関 係に係 る情報 の公開 に限

る。)を請求（以下「公開請求」という。）する

ことができる。 

（１）市の区域内に住所を有する者 

（２）市の区域内に事務所又は事業所を有する個

人及び法人その他の団体 

（３）市の区域内に存する事務所又は事業所に勤

務する者 

（４）市の区域内に存する学校に在学す 

  る者 

（５）前各号に掲げるもののほか，実施機関が行

う事務事業に具体的利害関係を有するもの 

２ 実施機関は，前項各号に掲げるもの以外のも

のから情報の公開の申出があった場合において

も，これに応ずるよう努めるものとする。 

 (公開しないことができる情報等) 

第６条 実施機関は，次の各号のいずれかに該当

する情報については，公開しないことができる。 

 

 

請求をできる ことを 規定 してい ます

が，本 市の条 例の目 的（ 市民の 市政の

参加の 促進及 び市民 と市 との信 頼関係

の強化 を図る こと。 ）か らする と，現

状の情 報公開 請求権 者の 範囲を 拡大す

る必要 はない と考え てい ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市民 の利 便性の 向上 の観 点か ら法の

規定に 準じて 改正す るも のです 。  

 現在 の各 行政機 関の 情報 公開 制度に

ついて は， 特に居 住地 等に よる 制限を
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旧 新 備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）個人に関する情報(事業を営む個人の当該

事業に関する情報を除く。)であって，特定

の個人が識別され，又は識別され得るもの。

ただし，次に掲げる情報を除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）個人に関する情報(事業を営む個人の当該事

業に関する情報を除く。)であって，当該情報

に含まれる氏名，生年月日その他の記述によ

り特 定の 個人 を識 別す る こと がで きる も の

（他の情報と照合することにより，特定の個

受けなけれ ば，原 則と して すべ ての行

政機関 に情 報公開 を請 求で きま す。し

たがい まし て，他 の行 政機 関の 制度と

共通す る部 分で地 域の 特性 や機 関の規

模にお いて 特に差 異を 設け る必 要のな

いもの につ いては ，統 一さ れて いた方

が制度 を利 用する 市民 にと って も利便

性の向 上に 繋がる もの と考 えま す。ま

た，制 度の 運用に おけ る実 際の 判断基

準につ いて は，最 高裁 判所 など の判例

や他の 自治 体の審 議会 の答 申の 積み重

ねを基 に行 われて おり ，条 例に 規定す

る基準 等に ついて は， 法や 県条 例との

文言の 統一 が図ら れた 方が より 明確な

制度の 運用 を確保 でき るこ とか ら，文

言の整 理を行 うもの です。  
 第６ 条第 １項第 １号 では ，個 人情報

の定義 及び 非公開 の例 外と して 規定し

ていた 事項 につい て法 に合 わせ て文言

の整理 を行 い，こ れま で運 用（ 総合的

な解釈 等） で行っ てい た公 務員 等の職
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旧 新 備考  

 

 

 

 

 

ア 法令又は条例(以下「法令等」という。)

の規定により，何人でも閲覧することができ

るとされている情報 

 

イ 公表することを目的として実施機関が作

成し，又は取得した情報 

 

 

ウ 法令等の規定により行われた許可，免許，

届出その他これらに相当する行為に際して

実施機関が作成し，又は取得した情報であっ

て，人の生命，身体，健康，財産又は生活を

保護するため，公開することが公益上必要で

あると認められるもの 

 

 

人を識別することができることとなるものを

含む。）又は特定の個人を識別することはで

きないが，公にすることにより，なお個人の

権利利益を害するおそれがあるもの。ただし，

次に掲げる情報を除く。 

ア 法令又は条例(以下「法令等」という。)の

規定により又 は 慣 行 と し て 公 に さ れ ， 又

は 公 に す る こ と が 予 定 さ れ て い る 情 報  

イ  人 の 生 命 ， 健 康 ， 生 活 又 は 財 産 を 保

護 す る た め ， 公 に す る こ と が 必 要 で あ

る と 認 め ら れ る 情 報  

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和

２２年法律第１２０号）第２条第１項に規定

する国家公務員（独立行政法人通則法 （平成

１１年法律第１０３号）第２条第２項に規定

する特定独立行政法人の役員及び職員を除

く。），独立行政法人等（独立行政法人等の

保有する情報の公開に関する法律 （平成１３

年法律第１４０号。以下「独立行政法人等情

報公開法」という。）第２条第１項に規定す

る独立行政法人等をいう。以下同じ。）の役

務の遂行に 関する 情報 につ いて は，そ

の者の 職， 氏名及 び職 務遂 行の 内容に

係る部 分の 公開に つい て明 記す るもの

です。  
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旧 新 備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）法人その他の団体(国及び他の地方公共団

体を除く。以下「法人等」という。)に関す

る情報又は事業を営む個人の当該事業に関

する情報であって，公開することにより，当

該法人等又は当該事業を営む個人の競争上

の地位，財産権その他正当な利益を明らかに

害すると認められるもの。ただし，次に掲げ

る情報を除く。 

員及び職員，地方公務員法（昭和２５年法律

第２６１号）第２条に規定する地方公務員並

びに地方独立行政法人（地方独立行政法人法

（平成１５年法律第１１８号）第２条第１項

に規定する地方独立行政法人をいう。以下同

じ。）の役員及び職員をいう。）である場合

において，当該情報がその職務の遂行に係る

情報であるときは，当該情報のうち，当該公

務員等の職，氏名及び当該職務遂行の内容に

係る部分。ただし，当該公務員等の氏名に係

る情報を公にすることにより当該個人の権利

利益を不当に害するおそれがある場合は，当

該公務員等の氏名に係る部分を除く。 

（２）法人その他の団体(国，独立行政法人等，他

の地 方公 共団 体及 び地 方 独立 行政 法人 を 除

く。以下「法人等」という。)に関する情報又

は事業を営む個人の当該事業に関する情報で

あって，次に掲げるもの。ただし，人の生命，

身体，健康，財産又は生活を保護するため，

公開することが必要であると認められる情報

を除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第６ 条第 １項第 ２号 では ，公 開しな

いこと がで きる法 人等 の情 報の うち，

独立行 政法 人等（ 独立 行政 法人 等が保

有する 情報 の公開 に関 する 法律 第２条

第１項 の法人 をいい ます。）及び 地方独

立行政 法人 に関す る情 報は ，公 開する

ことを 明記 します 。ま た， 公に しない

ことを 前提 に提供 を受 けた 情報 で，当
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旧 新 備考  

ア 人の生命，身体，健康，財産又は生活を保

護するため，公開することが必要であると認

められる情報 

イ 違法又は不当な事業活動によって生ずる

著しい支障から市民の生活を保護するため，

公開することが必要であると認められる情

報 

ウ ア又はイに掲げる情報に準ずる情報で特

に公開することが公益上必要であると認め

られるもの 

 

 

 

（３）公開することにより，人の生命，身体又は

財産等の保護，犯罪の予防その他公共の安全

と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある

情報 

（４）市の機関と国，他の地方公共団体又は公共

的団体(以下「国等」という。)の機関との間

における協議，依頼，指示等に基づいて作成

し，又は取得した情報であって，公開するこ

ア 公開することにより，当該法人等又は当該

事業を営む個人の競争上の地位，財産権その

他正当な利益を明らかに害すると認められる

もの 

イ 実施機関の要請を受けて，公にしないとの

条件で任意に提供されたものであって，法人

等又は個人における通例として公にしないこ

ととされているものその他の当該条件を付す

ることが当該情報の性質，当時の状況等に照

らして合理的であると認められるもの 

 

 

 

（３）公開することにより，人の生命，身体又は

財産等の保護，犯罪の予防又は捜査その他公

共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれ

のある情報 

（４）市の機関，国，独立行政法人等，他の地方

公共団体及び地方独立行政法人（以下「市等」

という。）の内部又は相互間における審議，

検討又は協議に関する情報であって，公にす

時の状況に 照らし て合 理的 と判 断でき

る場合 は， 非公開 とす るこ とが できる

規定を 追加す るもの です 。  

※ 独 立行政 法人等 が保 有する 情報の

公開に 関する 法律  

(定 義 )  

第 ２ 条  こ の 法 律 に お い て 「 独

立 行 政 法 人 等 」 と は 、 独 立 行

政 法 人 通 則 法 (平 成 １ １ 年 法

律 第 １ ０ ３ 号 )第 ２ 条 第 １ 項

に 規 定 す る 独 立 行 政 法 人 及 び

別 表 第 １ に 掲 げ る 法 人 を い

う 。  

第６条 第１項 第３号 では ，社会 的障

害情報 の例示 として 規定 してい た事項

に，法 に準じ て「犯 罪の 捜査」 を加え

るもの です。  

第６条 第１項 第４号 及び 第５号 で規

定して いた国 等協力 関係 情報及 び意思

形成過 程情報 を法に 準じ てまと め，「審

議，検 討又は 協議に 関す る情報 」とし
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旧 新 備考  

とにより，国等との協力関係又は信頼関係を

著しく損なうおそれのあるもの 

（５）市の機関内部若しくは機関相互間又は市の

機関と国等の機関との間における審議，検

討，調査等の意思形成に関する情報であっ

て，公開することにより，当該意思形成又は

同種の意思形成を円滑かつ適切に行うこと

に著しい支障が生ずるおそれのあるもの 

（６）監査，検査，取締り，徴税，試験，調査，

争訟，入札，交渉，人事その他市の機関が行

う事務事業に関する情報であって，公開する

ことにより，当該事務事業若しくは同種の事

務事業の目的を失わせ，又は当該事務事業若

しくは同種の事務事業の公正かつ適切な執

行に著しい支障が生ずるおそれのあるもの 

 

 

 

 

 

 

ることにより，率直な意見の交換若しくは意

思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ，

不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又

は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利

益を及ぼすおそれがあるもの 

 

 

 

（５）市等が行う事務又は事業に関する情報であ

って，公にすることにより，次に掲げるおそ

れその他当該事務又は事業の性質上，当該事

務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがあるもの 

ア 監査，検査，取締り，試験又は租税の賦課

若しくは徴収に係る事務に関し，正確な事実

の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは

不当な行為を容易にし，若しくはその発見を

困難にするおそれ 

イ 契約，交渉又は争訟に係る事務に関し，市，

国，独立行政法人等，他の地方公共団体又は

地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者

て文言整理を 行うも ので す。  

 

 

 

 

 

 

 

第６条 第１ 項第 ６号で は， 非公 開と

するこ とが できる 事務 事業 とし て列記

した事 項が それぞ れど うい う支 障によ

って非 公開 となる 場合 があ るの かを明

確にす るた め，法 に準 じて 文言 の整理

を行う もので す。  
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９ 

旧 新 備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 実施機関は，法令等の規定により公開するこ

とができないとされている情報については，公

開してはならない。 

 

(一部公開) 

第７条 実施機関は，公文書に前条第１項各号又

は第２項のいずれかに該当する情報とそれ以

外の情報とが併せて記録されている場合にお

いて，当該該当する情報とそれ以外の情報とを

容易に，かつ，公開の請求の趣旨を損なわない

程度に分離できるときは，当該該当する情報に

係る部分を除いて情報を公開するものとする。 

としての地位を不当に害するおそれ 

ウ 調査研究に係る事務に関し，その公正かつ

能率的な遂行を不当に阻害するおそれ 

エ 人事管理に係る事務に関し，公正かつ円滑

な人事の確保に支障を及ぼすおそれ 

オ 市，国若しくは他の地方公共団体が経営す

る企業，独立行政法人等又は地方独立行政法

人に係る事業に関し，その企業経営上の正当

な利益を害するおそれ 

２ 実施機関は，法令等の規定により又は法律上

従う義務を負う国の機関の指示等により，公開

することができないとされている情報について

は，公開してはならない。 

(一部公開) 

第７条 実施機関は，公文書に前条第１項各号又

は第２項のいずれかに該当する情報（以下「非

公開情報」という。）とそれ以外の情報とが併

せて記録されている場合において，当該該当す

る情報とそれ以外の情報とを容易に，かつ，公

開請求の趣旨を損なわない程度に分離できると

きは，当該該当する情報に係る部分を除いて情

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第６ 条第２ 項では ，市 が従わ なけれ

ばなら ない法 律上の 義務 を負う 国の機

関の指 示等に より非 公開 となる 場合の

規定を 第１項 第４号 及び 第５号 の整理

に伴い ，本項 に移動 しま す。  

 これ までは ，一つ の公 文書に 公開す

べき情 報と非 公開に すべ き情報 が併せ

て記録 されて いる場 合は ，非公 開とな

る部分 を分離 してで きる 限り公 開する

ことを 規定し ていま した が，非 公開と

なる部 分を除 くと有 意の 情報が なくな

る場合 （線や 意味な い文 字等だ けにな
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１０ 

旧 新 備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報を公開するものとする。この場合において，

当該部分を除いた部分に有意の情報が記録され

ていないと認められるときは，公開しないこと

ができる。 

 

 

 

 

 

 

（公益上の理由による裁量的公開） 

第７条の２ 実施機関は，公文書に非公開情報が

記録されている場合であっても，公益上特に必

要があると認めるときは，第８条の規定に基づ

き公開請求をした者に対し，当該公文書を公開

することができる。 

 

 

 

 

 

ってし まう場 合）は ，例 外的に 公開し

ないこ とがで きるこ とを 明示す る規定

を加え るもの です。 この 規定は ，大量

の情報 を請求 された 場合 に，有 意な情

報がな いのに ，それ を公 開する ための

準備を するこ とで公 開の 時期が 遅れた

りする ことが ないよ うに 例外的 に公開

しない 場合が あるこ とを 想定し ていま

す。こ の取扱 いにつ いて は，最 高裁の

判例に おいて も指示 され ていま す。  

 

 公開 する 文書に 非公 開と すべ き情報

が含ま れて いる場 合で あっ ても ，人の

生命， 身体 ，財産 又は 生活 を保 護する

ため， 公開 するこ とが 公益 上必 要であ

ると認 めら れる場 合は ，本 来は ，非公

開とす べき 情報も 含め て公 開す ること

ができ ること を規定 する もので す。  

 これ まで も別の 条項 （第 ６条 第１項

第１号 ウ及 び同項 第２ 号ウ ）で 個別に

個人情 報及 び法人 情報 につ いて は規定
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１１ 

旧 新 備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(情報の公開の請求方法) 

第８条 情報の公開を請求しようとするものは，

実施機関に対し，次に掲げる事項を記載した請

求書を提出しなければならない。 

 

（１）氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは

事業所の所在地並びに法人その他の団体に

 

 

 

（公文書の存否に関する情報） 

第７条の３ 公開請求に対し，当該公開請求に係

る公文書が存在しているか否かを答えるだけ

で，非公開情報を公開することとなるときは，

実施機関は，当該公文書の存否を明らかにしな

いで，当該公開請求を拒否することができる。 

 

 

 

 

 

(公開請求の方法) 

第８条 公開請求しようとするもの（以下「公開

請求者」という。）は，実施機関に対し，次に

掲げる事項を記載した請求書（以下「公開請求

書」という。）を提出しなければならない。 

（１）氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは

事業所の所在地並びに法人その他の団体にあ

していまし たが， これ から は国 等に合

わせて その 他の情 報に つい ても 同様に

扱うよ うに再 整理を しま した。  

 

 犯罪 の捜査 情報や 特定 の個人 の病歴

に関す る情報 等につ いて 公開請 求があ

った場 合に，「 その公 文書は 存在 します

が公開 できま せん」 又は 「その 公文書

は存在 しませ ん」と いう 回答を するこ

とによ って， その情 報の 保護利 益が害

される ことと なる場 合は ，この 条項を

一律に 適用し ，対象 文書 が存在 するか

否かも 回答し ないこ とが できる 規定を

新たに 設ける もので す。  
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１２ 

旧 新 備考  

あっては代表者の氏名 

（２）請求に係る情報の内容 

（３）前２号に掲げるもののほか，実施機関の定

める事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(情報の公開の請求に対する決定等) 

第９条 実施機関は，前条に規定する請求書を受

理したときは，受理した日の翌日から起算して

１４日以内に，公開の請求に係る情報を公開す

るかどうかについて決定しなければならない。 

っては代表者の氏名 

（２）請求に係る情報の内容 

（３）前２号に掲げるもののほか，実施機関の定

める事項 

２ 実施機関は，公開請求書に形式上の不備があ

ると認めるときは，公開請求者に対し，相当の

期間を定めて，その補正を求めることができる。

この場合において，実施機関は，公開請求者に

対し，補正の参考となる情報を提供するよう努

めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

(公開請求に対する決定等) 

第９条 実施機関は，公開請求書を受理したとき

は，受理した日の翌日から起算して１４日以内

に，公開請求に係る情報を公開するかどうかの

決定を（以下「公開等の決定」という。）しな

 

 

 

 

 請求 者は ，市が どん な文 書を 保管し

ている かわか らない ため ，請 求内容（対

象文書 ）が はっき りし ない 場合 に，そ

のまま 決定 を行う と対 象文 書が 大量に

なった り， 決定期 限内 に決 定行 為を行

うこと がで きなく なっ たり する おそれ

があり ます 。この ため ，対 象文 書の特

定に当 たり 公開請 求者 に文 書の 特定に

必要な 情報 を提供 する とと もに ，相当

の期間 を定 めて請 求事 項の 補正 を求め

ること がで きる規 定を 新た に設 けるも

のです 。  

 

情報を 公開す るかど うか の決定 まで

の期間 及びや むを得 ない 事由に より延

長する 場合の 延長す る期 間につ いて

は，他市 の状況 を比較 して みまし たが，
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１３ 

旧 新 備考  

 

 

 

２ 実施機関は，やむを得ない理由により，前項

に規定する期間内に同項の決定をすることが

できないときは，前条に規定する請求書を受理

した日の翌日から起算して３０日を限度とし

てその期間を延長することができる。この場合

において，実施機関は，速やかに，延長する期

間及び延長する理由を同条に規定する請求書

を提出したもの(以下「請求者」という。)に通

知しなければならない。 

３ 実施機関は，第１項に規定する決定をしたと

きは，請求者に対し，速やかに，書面により当

該決定の内容を通知しなければならない。 

４ 実施機関は，第 1項の規定による公開しない

ことの決定(第７条の規定に基づき，情報の一

部を公開しないこととする場合の当該公開し

ないことの決定を含む。)をしたときは，前項

の規定による通知書にその理由を記載しなけ

ればならない。この場合において，情報を公開

ければならない。ただし，前条第２項の規定に

より補正を求めた場合にあっては，当該補正に

要した日数は，当該期間に算入しない。 

２ 実施機関は，やむを得ない理由により，公開

等の決定をすることができないときは，公開請

求書を受理した日の翌日から起算して３０日を

限度としてその期間を延長することができる。

この場合において，実施機関は，速やかに，延

長する期間及び延長する理由を公開請求者に通

知しなければならない。 

 

 

３ 実施機関は，公開等の決定をしたときは，公

開請求者に対し，速やかに，書面により当該公

開等の決定の内容を通知しなければならない。 

４ 実施機関は，公開等の決定(第７条の規定に基

づき，情報の一部を公開しないこととする場合

の当該公開しないことの決定及び第７条の３の

規定に基づき当該公開請求を拒否する決定を含

む。)をしたときは，前項の規定による通知書に

その理由を記載しなければならない。この場合

前者について は，本 市と 異なる 期間を

設けて いる自 治体は 少な く，後 者につ

いては ，本市 より長 い期 間を設 けてい

るもの がいく つかみ られ るもの の，こ

れまで の運用 状況と 住民 サービ スの面

を考え ると， 現在の 条項 を維持 すべき

と考え ていま す。  
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１４ 

旧 新 備考  

しない理由がなくなる時期を明示することが

できるときは，その時期を付記しなければなら

ない。 

５ 第１項に規定する期間(第２項の規定により

この期間が延長された場合にあっては，当該延

長後の期間)内に，実施機関が第１項に規定す

る決定をしないときは，請求者は，当該請求に

係る情報を公開しないことの決定があったも

のとみなすことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

において，情報を公開しない理由がなくなる時

期を明示することができるときは，その時期を

付記しなければならない。 

５ 第１項に規定する期間(第２項の規定により

この期間が延長された場合にあっては，当該延

長後の期間)内に，実施機関が公開等の決定をし

ないときは，公開請求者は，当該請求に係る情

報を公開しないことの決定があったものとみな

すことができる。 

 

 

（公開等の決定の期限の特例） 

第９条の２ 公開請求に係る公文書が著しく大量

であるため，公開請求があった日から３０日以

内にそのすべてについて公開等の決定をするこ

とにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそ

れがある場合には，前条の規定にかかわらず，

実施機関は，公開請求に係る公文書のうちの相

当の部分につき当該期間内に公開等の決定を

し，残りの公文書については相当の期間内に公

開等の決定をすれば足りる。この場合において，

 

 

 

公開等 の決定 が期間 内に 行われ なか

った場 合，請 求者は ，本 項の規 定に基

づき非 公開の 決定が あっ たもの とみな

すこと で不服 申立て など の救済 を求め

ること ができ るよう に規 定して いるも

ので， 住民の 権利救 済の 観点か らこの

項は維 持すべ きもの だと 考えて いま

す。  

 

 請求 を受 けた公 文書 が著 しく 大量で

あるた め， 決定期 間内 にす べて の公開

決定す るこ とが事 務の 遂行 に著 しい支

障が生 ずる おそれ があ る場 合に ，公開

決定の 期限 を延長 する こと がで きる規

定を新 たに設 けるも ので す。  

また， 請求者 が不服 申立 て等の 救済

の機会 を失わ ないよ う， この条 を適用

して公 開決定 の期限 を延 長した 場合で
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旧 新 備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(第三者の意見の聴取) 

第１０条 実施機関は，前条第 1項に規定する決

定をする場合において，当該決定に係る情報に

市以外のものに関する情報が記録されている

ときは，必要に応じてこれらのものの意見を聴

くことができる。 

 

 

 

実施機関は，同条第１項に規定する期間内に，

公開請求者に対し，次に掲げる事項を書面によ

り通知しなければならない。 

（１）本条を適用する旨及びその理由 

（２）残りの公文書について公開等の決定をする

期限 

２ 公開請求者は，前項の規定による通知があっ

た場合において，同項第 2号に規定する期限内

に実施機関が公開等の決定をしないときは、公

開請求者は，当該請求に係る情報を公開しない

ことの決 定があ った ものと みなす ことが でき

る。 

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等) 

第１０条 実施機関は，公開等の決定をする場合

において，当該公開等の決定に係る情報に国，独

立行政法人等，他の地方公共団体，地方独立行政法

人，これらを除く法人等及び公開請求者以外の者（以

下「第三者」という。）に関する情報が記録さ

れているときは，当該情報に係る第三者に対し，

公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が

定める事項を通知して，意見書を提出する機会

その期限まで に公開 決定 をしな かった

ときは ，非公 開の決 定が あった ものと

みなす 規定も 併せて 設け るもの です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 情報 公開 の請求 を受 けた 文書 に第三

者 に 関 す る 情 報 が 記 載 さ れ て い る 場

合，こ れま でもそ の者 に意 見を 聴く手

続はあ りま したが ，さ らに その 者の権

利利益 を保 護する ため ，そ の者 に対し

て意見 書提 出の機 会を 付与 する こと及

びその 者に 公開す る前 に公 開等 の決定

につい ての 争訟の 機会 を保 障す るため
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旧 新 備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を与えることができる。 

２ 実施機関は，次の各号のいずれかに該当する

ときは，公開等の決定に先立ち，当該第三者に

対し，公開請求に係る公文書の表示その他実施

機関が定める事項を書面により通知して，意見

書を提出する機会を与えなければならない。た

だし，当該第三者の所在が判明しない場合は，

この限りでない。 

（１）第三者に関する情報が記録されている公文

書を公開しようとする場合であって，当該情

報が第６条第 1項第１号イ又は同項第２号た

だし書に規定する情報に該当すると認められ

るとき。 

（２）第三者に関する情報が記録されている公文

書を第７条の２の規定により公開しようとす

るとき。 

３ 実施機関は，前２項の規定により意見書の提

出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公

開に反対の意思を表示した意見書（以下「反対

意見書」という。）を提出した場合において，

公開等の決定をするときは，公開等の決定の日

の措置（猶 予期間 の付 与） を設 けるた

めの規 定を加 えるも ので す。  

 ただ し，第 三者の 情報 であっ ても，

公務員 等の情 報や人 の生 命，身 体，健

康，財 産又は 生活を 保護 するた め公開

が必要 と判断 された 情報 ，公益 上の必

要によ りあら かじめ 公開 を決定 した情

報につ いては ，対象 外と なりま す。  
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１７ 

旧 新 備考  

 

 

 

 

 

 

(情報の公開の実施及び方法) 

第１１条 実施機関は，第９条第１項の規定によ

り請求に係る情報を公開することと決定した

ときは，請求者に対し，速やかに当該情報を公

開しなければならない。 

２ 情報の公開は，実施機関が第９条第３項の規

定による通知書により指定する日時及び場所

において行う。 

３ 実施機関は，公開の請求に係る情報が記録さ

れた公文書を直接公開することにより当該公

文書を汚損し，又は破損するおそれがあると認

めるとき，第 7条の規定による情報の公開をす

るときその他相当の理由があるときは，第１項

の規定にかかわらず，当該公文書を複写したも

のにより公開することができる。 

と公開を実施する日との間に少なくとも２週間

を置かなければならない。この場合において，

実施機関は，公開等の決定後直ちに，反対意見

書を提出した第三者に対し，公開等の決定をし

た旨及びその理由並びに公開を実施する日を書

面により通知しなければならない。 

(情報の公開の実施及び方法) 

第１１条 実施機関は，公開等の決定をしたとき

は，公開請求者に対し，速やかに当該情報を公

開しなければならない。 

 

２ 情報の公開は，実施機関が第９条第３項の規

定による通知書により指定する日時及び場所に

おいて行う。 

３ 実施機関は，公開請求に係る情報が記録され

た公文書を直接公開することにより当該公文書

を汚損し，又は破損するおそれがあると認める

とき，第 7条及び第７条の２の規定による情報

の公開をするときその他相当の理由があるとき

は，第１項の規定にかかわらず，当該公文書を

複写したものにより公開することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

実際に 情報の 公開を 行う 際の方 法に

ついて 規定し ている もの で，法 と比較

しても その条 項につ いて 特段追 加又は

修正す べき手 続はな いも のと考 えま

す。  
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１８ 

旧 新 備考  

(費用の負担) 

第１２条 この条例の規定による公文書の閲覧

又は視聴に要する費用は，無料とする。 

２ 第５条第１項の規定による情報の公開の請

求又は同条第２項に規定する情報の公開の申

出をして，公文書の写し(前条第３項に規定す

る写しを含む。)の交付を受けるものは，当該

写しの作成及び送付に要する費用を負担しな

ければならない。 

(不服申立てがあった場合の手続) 

第１３条 第９条第１項に規定する決定につい

て，行政不服審査法(昭和３７年法律第１６０

号)の規定に基づく不服申立てがあった場合

は，当該不服申立てに係る裁決又は決定をする

市長又は実施機関は，当該不服申立てが明らか

に不適法であるときを除き，遅滞なく，土浦市

情報公開審査会に諮問し，その答申を尊重し

て，当該不服申立てについての裁決又は決定を

しなければならない。 

 

 

(費用の負担) 

第１２条 この条例の規定による公文書の閲覧又

は視聴に要する費用は，無料とする。 

２ 第５条第１項の規定による公開請求又は同条

第２項に規定する情報の公開の申出をして，公

文 書 の 写 し (前 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 写 し を 含

む。)の交付を受けるものは，当該写しの作成及

び送付に 要する 費用 を負担 しなけ ればな らな

い。 

(不服申立てがあった場合の手続) 

第１３条 公開等の決定について，行政不服審査

法(昭和３７年法律第１６０号)の規定に基づく

不服申立てがあった場合は，当該不服申立てに

係る裁決又は決定をする市長又は実施機関は，

次の各号のいずれかに該当する場合を除き，次

条に規定する土浦市情報公開審査会に諮問しな

ければならない。 

（１）不服申立てが不適法であり，却下するとき。 

（２）裁決又は決定で，不服申立てに係る公開等

の決定（公開請求に係る公文書の全部を公開

する旨の決定を除く。以下この号及び第１３

 

情報公 開の際 に請求 者に 求める 費用

の負担 につい て規定 して いるも のです

が，請 求者に 市政参 加と いう目 的に照

らして 実費負 担を求 めて いるこ とか

ら，改正 の必要 はない と考 えてい ます。 

 

 

 

 

 これ まで も情報 の公 開の 請求 に対す

る決定 につ いて， 行政 不服 審査 法によ

る不服 申立 てがあ った 場合 の救 済手続

につい て規 定して いま した が， 不服申

立ての 法定 期限切 れの 場合 など 不適法

である 場合 など審 査会 に諮 問す る必要

がない 場合 を明示 する 規定 を加 えるも

のです 。  

 

 

 



土浦市情報公開条例〈平成９年３月２７日 条例第２３号〉の一部改正に関する新旧対象表 

１９ 

旧 新 備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条の３において同じ。）を取り消し又は変更

し，当該不服申立てに係る公文書の全部を公

開することとするとき。ただし，当該公開等

の決定について反対意見書が提出されている

ときを除く。 

２ 前項の規定により諮問をした実施機関は，当

該諮問に対する答申があったときは，これを尊

重して，同項の不服申立てに対する裁決又は決

定を行わなければならない。 

（諮問をした旨の通知） 

第１３条の２ 前条の規定により諮問をした実施

機関は，次に掲げる者に対し，諮問をした旨を

通知しなければならない。 

（１）不服申立人及び参加人〈行政不服審査法〈昭

和３７年法律第１６０号〉第２４条第１項に

規定するものをいう。以下同じ。〉 

（２）公開請求者（公開請求者が不服申立人又は

参加人である場合を除く。） 

（３）当該不服申立てに係る公開等の決定につい

て反対意見書を提出した第三者（当該第三者

が不服申立人又は参加人である場合を除く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 公開 等の 決定に つい て， 不服 申立て

があっ た場 合にお いて ，審 査会 に諮問

をした 実施 機関（ 市長 ，教 育委 員会，

議会な ど） は，諮 問を した 旨を その不

服申立 人の 関係者 （情 報公 開を 請求し

た者及 びそ の不服 申立 てに 対す る公開

決定等 につ いて反 対意 見書 を提 出した

第三者 ）に 通知し なけ れば なら ないこ

と と す る 規 定 を 新 た に 設 け る も の で

す。  

 なお ，参 加人と は， 行政 不服 審査法
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２０ 

旧 新 備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(土浦市情報公開審査会) 

第１４条 前条に規定する諮問に応じて審議を

行わせるため，土浦市情報公開審査会(以下「審

査会」という。)を設置する。 

 

 

 

 

 

（第三者からの不服申立てを棄却する場合等に

おける手続） 

第１３条の３ 第１０条第３項の規定は，次の各

号のいずれかに該当する裁決又は決定をする場

合について準用する。 

（１）公開等の決定に対する第三者からの不服申

立てを却下し，又は棄却する裁決又は決定 

（２）不服申立てに係る公開等の決定を変更し，

当該公開等の決定に係る公文書を公開する旨

の裁決又は決定（第三者である参加人が当該

公文書の公開に反対の意思を表示している場

合に限る。） 

(土浦市情報公開審査会) 

第１４条 第１３条に規定する諮問に応じて審議

を行わせるため，土浦市情報公開審査会(以下

「審査会」という。)を設置する。 

第２４条の利 害関係 人を いいま す。  

 

※行政 不服審 査法 

（ 参 加 人 ）  

第 ２ ４ 条  利 害 関 係 人 は、 審 査 庁 の許 可

を得 て 、 参 加 人 として 当 該 審 査 請

求 に参 加 す ることがで き る。  

 第三 者に 関する 情報 が記 録さ れてい

る公文 書の 公開の 決定 等に 対す る不服

申立て につ いて裁 決又 は決 定を した場

合は， その 裁決又 は決 定し た日 と情報

を公開 する 日との 間に 少な くと も２週

間の期 間を 置くこ とで ，そ の者 に訴訟

を提起 する 機会を 確保 する 手続 に関す

る規定 （第 １０条 第３ 項の 準用 規定）

を新た に設け るもの です 。  
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２１ 

旧 新 備考  

２ 審査会は，前項に規定する審議のほか，この

条例による情報公開制度の運営に関する重要

事項について，実施機関に意見を述べることが

できる。 

３ 審査会は，市長が委嘱する委員５人以内をも

って組織する。 

４ 委員の任期は，２年とし，補欠委員の任期は，

前任者の残任期間とする。ただし，再任を妨げ

ない。 

５ 審査会は，第１項に規定する審議のため必要

があると認めたときは，不服申立人，実施機関

の職員その他関係者の出席を求めて意見若し

くは説明を聴き，又は必要な資料の提出を求め

ることができる。 

６ 委員は，職務上知り得た秘密を漏らしてはな

らない。その職を退いた後も同様とする。 

７ 前各項に定めるもののほか，審査会の組織及

び運営に関し必要な事項は，市規則で定める。 

 

 

 

２ 審査会は，前項に規定する審議のほか，この

条例による情報公開制度の運営に関する重要事

項について，実施機関に意見を述べることがで

きる。 

３ 審査会は，市長が委嘱する委員５人以内をも

って組織する。 

４ 委員の任期は，２年とし，補欠委員の任期は，

前任者の残任期間とする。ただし，再任を妨げ

ない。 

５ 審査会は，第１項に規定する審議のため必要

があると認めたときは，不服申立人，実施機関

の職員その他関係者の出席を求めて意見若しく

は説明を聴き，又は必要な資料の提出を求める

ことができる。 

５ 委員は，職務上知り得た秘密を漏らしてはな

らない。その職を退いた後も同様とする。 

６ 前各項に定めるもののほか，審査会の組織及

び運営に関し必要な事項は，市規則で定める。 

（審査会の調査権限）  

第１５条 審査会は，必要があると認めるときは，

実施機関に対し，公文書の提示を求めることが

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第１ ４条 で規定 して いた 土浦 市情報

公開審 査会 （「審 査会 」以下 同じ 。）の

調査手 続等に ついて ，「情 報公開・個人

情報保 護審 査会設 置法 の規 定に 準じて

整理し ，同 条第５ 項を 削り ，７ つの条

を追加 するも のです 。  

 

 

 

 

 第１ ４条 で規定 して いた 土浦 市情報

公開審 査会 （以下 「審 査会」 と略 称し
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２２ 

旧 新 備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

できる。この場合においては，何人も，審査会

に対し，その提示された公文書の公開を求める

ことができない。  

２ 実施機関は，審査会から前項の規定による求

めがあったときは，これを拒んではならない。

ただし，審査会が正当な理由があると認めた場

合は，この限りでない。 

３ 審査会は，必要があると認めるときは，実施

機関に対し，公文書に記録されている情報の内

容を審査会の指定する方法により分類又は整理

した資料を作成し，審査会に提出するよう求め

ることができる。  

４ 第１項及び前項に定めるもののほか，審査会

は，不服申立てに係る事件に関し，不服申立人，

参加人又は実施機関（以下「不服申立人等」と

いう。）に意見書又は資料の提出を求めること，

適当と認める者にその知っている事実を陳述さ

せ，又は鑑定を求めることその他必要な調査を

することができる。  

（意見の陳述）  

第１６条 審査会は，不服申立人等から申立てが

ます。）の 調査 手続等 につ いて，情 報公

開・個 人情 報保護 審査 会設置 法の 規定

に準じ て整 理する もの で，具 体的 には

次の７ つの条 を追加 する もので す。  

 第１ ５条 は， 審査会 が不 服申 立人 に

公開さ れた 公文書 の原 本（ 公開 するこ

と が で き な い 部 分 を 消 し て い な い も

の）を 実施 機関に 提示 させ ，そ の文書

を検証 して 審議を する とい う権 限を審

査会に 持た せる規 定を 明示 する ほか，

文書が 大量 である 場合 は， 審議 の迅速

化を図 るた め，実 施機 関に その 文書に

記載さ れて いる情 報を 整理 した 資料を

審査会 に提 出させ るな どの 調査 権限に

ついて 新たに 規定す るも のです 。  

 

 

 

 

 

 第１ ６条は ，不服 申立人 等（「 不服申
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２３ 

旧 新 備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あったときは，当該不服申立人等に口頭で意見

を述べる機会を与えなければならない。ただし，

審査会が，その必要がないと認めるときは，こ

の限りでない。  

２ 前項本文の場合においては，不服申立人又は

参加人は，審査会の許可を得て，補佐人ととも

に出頭することができる。  

（意見書等の提出）  

第１７条 不服申立人等は，審査会に対し，意見

書又は資料を提出することができる。ただし，

審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期

間を定めたときは，その期間内にこれを提出し

なければならない。  

（委員による調査手続）  

第１８条 審査会は，必要があると認めるときは，

その指名する委員に，第１５条第１項の規定に

より提示された公文書を閲覧させ，同条第４項

の規定による調査をさせ，又は第１６条第１項

本文の規定による不服申立人等の意見の陳述を

聴かせることができる。  

（提出資料の閲覧）  

立人， 参加 人又は 実施 機関」 のこ とを

いいま す。）に 弁明，反 論の 機会を 保障

するた め審 査会で 口頭 による 意見 陳述

をする 権利 を有す るこ とを明 確に する

もので す。  

 

 

 

 第１ ７条 は，不 服申 立人 等に 意見書

等の提 出権 がある こと を明確 にす るも

のです 。  

 

 

 

 第１ ８条 は，審 査会 が指 名す る委員

に調査 を行 わせる こと により ，審 査が

よりス ムー ズに進 めら れるよ うに する

ための 規定を 新たに 設け るもの です。  
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２４ 

旧 新 備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(情報検索資料の作成等) 

第１９条 不服申立人等は，審査会に対し，審査

会に提出された意見書又は資料の閲覧を求める

ことができる。この場合において，審査会は，

第三者の利益を害するおそれがあると認めると

きその他正当な理由があるときでなければ，そ

の閲覧を拒むことができない。 

２ 審査会は，前項の規定による閲覧について，

日時及び場所を指定することができる。  

（調査審議手続の非公開）  

第２０条 審査会の行う調査審議の手続は，公開

しない。  

 

 

 

 

（答申書の送付等）  

第２１条 審査会は，諮問に対する答申をしたと

きは，答申書の写しを不服申立人及び参加人に

送付するとともに，答申の内容を公表するもの

とする。   

(情報検索資料の作成等) 

 第１ ９条 は，不 服申 立人 等が ，より

実効的 な意 見の表 明が 可能に なる よう

にする ため ，他の 不服 申立人 等か ら審

査会に 提出 された 意見 書又は 資料 の閲

覧を認 める 規定を 新た に設け るも ので

す。た だし ，公開 の是 非が争 われ てい

る公文 書で 正当な 理由 がある 場合 は除

きます 。  

 

 第２ ０条 は，非 公開 （一 部公 開の場

合の非 公開部 分も含 む。）の 決定が なさ

れた公 文書 も必要 に応 じて実 際に 検証

して調 査審 議を行 うた め，そ の調 査審

議手続 は， 非公開 とな ること を明 確に

するも のです 。  

 第２ １条 は，審 査会 の答 申の 内容が

不服申 立人 及び参 加人 に確実 に伝 達さ

れるこ とを 担保す ると ともに ，審 査会

のアカ ウン タビリ ティ （説明 責任 ）の

観点か ら答 申内容 を公 表する こと を義

務付け る規定 を明示 する もので す。  



土浦市情報公開条例〈平成９年３月２７日 条例第２３号〉の一部改正に関する新旧対象表 

２５ 

旧 新 備考  

第１５条 実施機関は，情報の検索に必要な資料

を作成し，一般の閲覧に供するものとする。 

(情報提供) 

第１６条 実施機関は，この条例に定める情報の

公開のほか，情報提供施策の充実を図り，市政

に関する情報を市民に積極的に提供するよう

努めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２２条 実施機関は，情報の検索に必要な資料

を作成し，一般の閲覧に供するものとする。 

(情報提供) 

第２３条 実施機関は，この条例に定める情報の

公開のほか，情報提供施策の充実を図り，市政

に関する情報を市民に積極的に提供するよう努

めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出 資 団 体 へ の 要 請 等 )  

第２４条 市長は，市が資本金，基本金その他これ

らに準ずるものを出資している法人であって，

市との関係の緊密度，その性格及び業務内容を

勘案して規則で定める要件に該当するもの (以下

「出資法人」という。 )に対し，その性格及び業

条例第１５条 は情報 公開 を行う 際に

請求者 が市に どのよ うな 情報が あるか

を確認 できる ような 資料 を作成 するこ

と，同 第１６ 条は情 報公 開制度 によら

なくて も公開 できる 情報 につい て積極

的に公 開する ことを 規定 してい るもの

で，情 報公開 制度の 趣旨 から改 正の必

要はな いと考 えてい ます 。  

なお， 法にお いても 第２ ３条及 び第

２５条 で同様 の内容 が規 定され ていま

す。  

※土浦 市情報 公開審 査会 の調査 権限に

ついて ，計７ 条を追 加す る必要 がある

と考え ている ため， 第１ ５条及 び第１

６条を それぞ れ７条 ずつ 繰り下 げたい

と考え ていま す。  

 出資 団体 につい ては 市が 出資 するな

どの支 援を 行って おり ，そ の保 有する

情報に つい ても当 該団 体で 情報 公開制

度の整 備を 促すと とも に， 市が その運

用につ いて ，要請 や支 援が でき るよう
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２６ 

旧 新 備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(運用状況の公表) 

第１７条 市長は，毎年１回，各実施機関の情報

の公開に関する運用状況を取りまとめ，公表す

るものとする。 

 

 

 

 

 

 

務内容に応じ，出資法人の保有する情報の開示

及び提供が推進されるよう，情報の公開の実施

に関し必要な支援を行うものとする。  

２ 実施機関は，地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４４条第１項に規定する公の施設に関する

文書であって実施機関が保有していないものに関し

閲覧，写しの交付等を求められたときは，当該施設

の指定管理者（同法第２４４条の２第３項に規定す

る指定管理者をいう。）に対し，当該文書を実施機関

に提出するよう求めるものとする。  

 

(運用状況の公表) 

第２５条 市長は，毎年１回，各実施機関の情報

の公開に関する運用状況を取りまとめ，公表す

るものとする。 

 

 

 

 

 

 

に規定 を新た に設け るも のです 。  

 また ，指 定管理 者に つい ては ，市の

業務（ 公の 施設の 管理 ）を 行わ せてい

ること から ，指定 管理 者が 公の 施設の

管理に 関し て保有 して いる 情報 で実施

機関が 保有 してい ない もの を提 出させ

る規定 を新 たに設 ける もの です 。実施

機関は ，提 供を受 けた 文書 をこ の条例

による 対象 公文書 とし て扱 い， 公開等

の決定 をする ことに なり ます。  

 

情報公 開制度 の運用 状況 を公表 する

ことに ついて 規定し てい るもの で，情

報公開 制度の 趣旨か ら改 正の必 要はな

いと考 えてい ます。  

なお， 法第２ ４条で も同 様の内 容が

規定さ れてい ます。  

※審査 会の調 査権限 に加 え，さ らに出

資団体 の情報 公開（ 第２ ４条） を追加

する必 要があ ると考 えて いるた め，第

１７条 をその まま第 ２５ 条とし て移動
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２７ 

旧 新 備考  

 

（他の制度との調整) 

第１８条 この条例は，法令又は他の条例(土浦

市個人情報保護条例(平成１２年土浦市条例第

２０号)を除く。)の規定により，公文書の閲覧

若しくは縦覧又はその写しの交付の手続が定

められている場合は，適用しない。 

２ この条例は，図書館，博物館その他の市の施

設において市民の利用に供することを目的と

して保有している図書，資料等については，適

用しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（他の制度との調整) 

第２６条 この条例は，法令又は他の条例(土浦市

個人情報保護条例(平成１２年土浦市条例第２

０号)を除く。)の規定により，公文書の閲覧若

しくは縦覧又はその写しの交付の手続が定めら

れている場合は，適用しない。 

２ この条例は，図書館，博物館その他の市の施

設において市民の利用に供することを目的とし

て保有している図書，資料等については，適用

しない 

３ 規則で定める博物館その他の機関において，

規則で定めるところにより，歴史的若しくは文

化的な資料又は学術研究用の資料として特別の

管理がされているものについては，適用しない。 

（公文書の管理） 

第２７条 実施機関は，この条例の適切かつ円滑

な運用に資するため，公文書の分類，作成，保

存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理

に関し必要な事項を規則その他の規程で定め，

これに基づき公文書を適正に管理しなければな

したいと考え ていま す。  

 図書 館や 博物館 に保 管さ れて いる歴

史的， 文化 的な資 料や 学術 研究 用の資

料とし て特 別の管 理が され てい るもの

につい ては ，その 資料 の性 格に 応じて

個別の 定め により 公開 すべ きで あり，

情報公 開制 度によ り一 律に 公開 してい

くもの では ないた め， 情報 公開 条例を

適用し ない ことを 明示 する 規定 を加え

るもの です。  

 

 

 

 

 

 情報 公開 の事務 と情 報（ 公文 書）の

管理は ，切 り離す こと ので きな い関係

であり ，情 報公開 の請 求対 象と なる情

報（公 文書 ）を適 切に 分類 ，作 成，廃

棄する とい う基本 原則 を明 示す る規定

を加え るもの です。  
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２８ 

旧 新 備考  

 

 

 

 

 

(委任) 

第１９条 この条例の施行に関し必要な事項は，

実施機関が定める。 

 

らない。 

 

 

 

 

(委任) 

第２８条 この条例の施行に関し必要な事項は，

実施機関が定める。 

 

 なお，こ れらの 規則 及び 規程 （市長

以外の 執行 機関（ 実施 機関 ）で 定める

規則相 当も ので地 方自 治法 の規 定に沿

った文 言を使 用する こと としま した。）

は既に 整備さ れてい ます 。  

条例を 施行す る際に 必要 な事項 を定

める権 限を各 実施機 関に 委任す るもの

であり ，法第 ２７条 でも 同様に 規定し

ていま す。  

※前条 と同様 の趣旨 で， 条項の 追加に

伴い第 １９条 をその まま 第２８ 条とし

て移動 したい と考え てい ます。  

 


