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土浦市情報公開条例の見直し案の内容及び説明 

 

【趣旨】 

市の情報公開制度は，平成９年３月に制定した土浦市情報公開条例（以下「市条例」と略称します。）

に基づき，同年１０月から運用を開始し，以来１０年が経過いたしました。 

 その間に，国では「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」（以下「法」と略称します。）を

制定し，平成１３年４月から情報公開制度を運用しています。 

法の対象には，地方自治体は含まれないことから，法の規定が一般的に本市の保有する情報につい

て適用されることはありません。しかし，法第２６条には，「地方公共団体は，法の趣旨にのっとり，

その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し，及びこれを実施するよう努めなければならな

い。」と規定されています。 

このため，他の自治体においても法に準じた条例の制定や改正を行っており，多くの自治体で国に準

拠した条例の下で情報公開制度の運用が行われるようになってきております。 

一方，市では市条例の解釈等において，可能な範囲で法の規定や法に係る裁判事例などを参考にして，

運用を図ってきました。 

しかしながら，近年，事業者からの大量請求など，当初想定していなかった事例も発生し，現在の市

条例の規定による運営にも限界が生じてきている面があります。このため，今回他の自治体と同様に，

法の趣旨にのっとり，国の情報公開制度を参考に市条例を改正したいと考えています。 

情報公開制度は，市条例第１条に規定されているように，市民の市政参加を目指すものですから，条

例改正に当たっては，広く市民の皆様の御意見をお伺いしたいと考え，今回パブリックコメント（意見

公募手続）を実施するものです。 

お寄せいただきました御意見や御提案につきましては，外部の見識者等で構成しています土浦市情報

公開審査会に諮った上で，市議会に改正条例案として提出いたしますので，御協力くださいますようよ

ろしくお願いいたします。 

 

 ※パブリックコメント（意見公募手続）とは，市が政策の立案等を行おうとする際にその案を公表し，この案

に対して広く市民及び事業者等の皆さんから意見や情報を提出していただく機会を設け，市は，提出さ

れた意見等を考慮して最終的な意思決定を行うというものです。 

 

【資料の説明】 

 このパブリックコメント（意見公募手続）の資料は，この土浦市情報公開条例の見直し案の内容及び説明

（縦長 全２６ページ）と土浦市情報公開条例の一部改正に関する新旧対照表（横長 全２８ページ）から

なっています。 

 土浦市情報公開条例の見直し案の内容及び説明では，最初に情報公開条例の見直しを行う趣旨（１ページ）

を，次に目次（２ページから３ページ），そして改正の概要（４ページから７ページ）を，最後に詳細な改正

内容の説明（８ページから２６ページ）を掲載しています。 

 また，土浦市情報公開条例の一部改正に関する新旧対照表では，現在の土浦市情報公開条例と改正後を比

較し，備考欄に改正内容の説明をつけてあります。 
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【目次】 

１ 手続を新設又は修正すべき必要があると考えられる条項 

 ＜概要 ４ページから５ページ，詳細説明 ８ページから１６ページ＞ 

 

 （１）公益上の理由による裁量的公開【第７条の２】 

 （２）公文書の存否に関する情報【第７条の３】 

 （３）情報公開請求書の不備補正を求める手続【第８条第２項】 

 （４）公開等の決定の期限の特例【第９条の２】 

 （５）第三者に対する意見書提出機会の付与等【第１０条】 

 （６）審査会に諮問した旨の通知手続【第１３条の２】 

 （７）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】 

 （８）土浦市情報公開審査会の調査権限等【第１５条から第２１条】 

 （９）出資団体による情報公開の努力義務及び実施機関の指導等【第２４条】 

 

２ 文言の整理又は運用を明文化する必要があると考えられる条項 

 ＜概要 ５ページから７ページ，詳細説明 １７ページから２３ページ＞ 

 

 （１）電磁的記録の定義【第２条】 

 （２）非公開とすることができる情報の文言の整理【第６条】 

   ア 個人情報【第１項第１号】 

   イ 法人等情報【第１項第２号】 

   ウ 社会的障害情報【第１項第３号】 

   エ 国等協力関係情報及び意思形成過程情報【第１項第４号及び第５号】 

   オ 事務事業執行情報【第１項第６号】 

   カ 法令秘情報【第２項】 

 （３）一部公開の例外を明示【第７条】 

 （４）不服申立てがあった場合で審査会に諮問が不要なケースを例示【第１３条】 

 （５）他制度と情報公開条例との調整【第１８条】 

 （６）情報（公文書）の管理について【第２７条】 

 

３ 改正すべき要素が少ないと考えられる条項 

 ＜詳細説明 ２４ページから２６ページ＞ 

 

 目的規定【第１条】，用語の定義【第２条】，実施機関の責務【第３条】，利用者の責

務【第４条】，情報公開請求権者等【第５条】，情報の公開の請求に対する決定等【第９

条第１項及び第２項】，情報の公開の請求に対する決定等〈みなし非公開決定規定〉【第

９条第５項】，情報の公開の実施及び方法【第１１条】，費用の負担【第１２条】，情報
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検索資料の作成等【第１５条⇒第２２条】，情報提供【第１６条⇒第２３条】，運用状況

の公表【第１７条⇒第２５条】，委任【第１９条⇒第２８条】，事案の移送【法第１２条】，

独立行政法人等への事案の移送【法第１２条の２】，権限又は事務の委任【法第１７条】，

訴訟の移送の特例【法第２１条】，地方公共団体の情報公開【法第２６条】 
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【改正の概要】 

１ 手続を新設又は修正すべき必要があると考えられる条項 

【詳細説明 ８ページから１６ページ】 

 

 （１）公益上の理由による裁量的公開【第７条の２】 

 

     非公開とすべき情報であっても，公益上の理由で公開することができる規定

を新設します。 

 

 （２）公文書の存否に関する情報【第７条の３】 

 

     個人の病歴等の公開請求に対して，その情報が存在するかどうかも回答しな

いことができる規定を新設します。 

 

 （３）情報公開請求書の不備補正を求める手続【第８条第２項】 

 

     情報公開請求書に記載された内容が不明な場合に，請求者にその内容を修正

してもらう手続を新設します。 

 

 （４）公開等の決定の期限の特例【第９条の２】 

 

     請求された公文書が大量である場合の決定期限の延長など特例的な手続を新

設します。 

 

 （５）第三者に対する意見書提出機会の付与等【第１０条】 

 

     請求された公文書に第三者の情報が含まれている場合の手続をより明確にし

ます。 

 

 （６）審査会に諮問した旨の通知手続【第１３条の２】 

 

     情報公開した内容に関する不服申立てがあった場合に土浦市情報公開審査会

に諮問したことを関係者に通知する手続を新設します。 

 

 （７）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】 

 

     条例第１０条により第三者に意見を求める手続を行い，その第三者の意思に
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反した情報公開の決定をする場合の手続を新設します。 

 

 

 （８）土浦市情報公開審査会の調査権限等【第１５条から第２１条】 

 

     土浦市情報審査会が，市の行った情報公開の決定が適正なものであったかを

審査するための手続として，審査会の調査権限【第１５条】，審査会で意見の陳

述を行う場合の手続【第１６条】，不服申立人が意見書を提出する場合の手続【第

１７条】，委員による調査の手続【第１８条】，審査会に提出された資料を閲覧

する場合の手続【第１９条】，審査会の調査手続の非公開【第２０条】，審査会

が行った決定の通知等の手続【第２１条】を新設します。 

 

 （９）出資団体による情報公開の努力義務及び実施機関の指導等【第２４条】 

 

     出資団体については，情報公開制度の整備を促す規定を新設するとともに，

実施機関が保有していない公の施設の管理に関する文書について請求があった

場合で指定管理者が保有しているときは，その文書の提供を受け，実施機関の

情報公開制度により公開することができる規定を新設します。 

 

 

２ 文言の整理又は運用を明文化する必要があると考えられる条項 

【詳細説明 １７ページから２３ページ】 

 

 （１）電磁的記録の定義【第２条】 

 

     「写真，マイクロフィルム及び磁気テープ等」の表現を「電磁的記録」に修

正します。 

 

 （２）非公開とすることができる情報の文言の整理【第６条】 

 

     非公開にすることができる情報として例示している以下の情報の表現をより

わかりやすく整理するとともに，国等の事例についての裁判所の判例を基に判

断していて明文化できていなかったもの表現します。ただし，これまでよりも

非公開にすることができる情報の対象を拡大するということではありません。 

 

   ア 個人情報【第１項第１号】 
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     すでに判例で判断されている公務員の職務遂行に関する情報については，非

公開としないことを明記します。 

 

   イ 法人等情報【第１項第２号】 

 

     公にしないことを前提に提供された情報の扱いについては，法の表現に合わ

せて公開しないことに修正します。 

 

   ウ 社会的障害情報【第１項第３号】 

 

     法の表現に合わせて社会的障害情報の例として「犯罪の捜査」を明記するも

のです。 

 

   エ 国等協力関係情報及び意思形成過程情報【第１項第４号及び第５号】 

 

     これまでの「国等協力関係情報」及び「意思形成過程情報」を法に準じて「審

議，検討又は協議に関する情報」として整理します。 

 

   オ 事務事業執行情報【第１項第６号】 

 

     事務事業の執行に関する情報は，どういう支障がある場合に非公開にできる

かを具体的に表現します。 

 

   カ 法令秘情報【第２項】 

 

     これまで，第４号で表現していた国の指示により公開することができない情

報を今回の整理に伴い第２項で表現します。 

 

 （３）一部公開の例外を明示【第７条】 

 

     公文書の大部分に個人情報等の非公開となる情報が記載されている場合，そ

の情報を除くと意味のない文書になるときは，公開しないことを明示します。 

 

 （４）不服申立てがあった場合で審査会に諮問が不要なケースを例示【第１３条】 

 

     不服申立ての期限切れなど審査会に諮問する必要がない場合を明らかにしま

す。 
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 （５）他制度と情報公開条例との調整【第１８条】 

 

     博物館等で歴史的又は文化的な資料として特別に管理されている文書は，こ

の条例の公開対象としないことを明記します。 

 

 （６）情報（公文書）の管理について【第２８条】 

 

     公文書を適正に管理することを明記します。 

 

 

３ 改正すべき要素が少ないと考えられる条項【詳細説明 ２４ページから２６ページ】 

 

 目的規定【第１条】，用語の定義【第２条】，実施機関の責務【第３条】，利用者の責

務【第４条】，情報公開請求権者等【第５条】，情報の公開の請求に対する決定等【第９

条第１項及び第２項】，情報の公開の請求に対する決定等〈みなし非公開決定規定〉【第

９条第５項】，情報の公開の実施及び方法【第１１条】，費用の負担【第１２条】，情報

検索資料の作成等【第１５条⇒第２２条】，情報提供【第１６条⇒第２３条】，運用状況

の公表【第１７条⇒第２５条】，委任【第１９条⇒第２８条】，事案の移送【法第１２条】，

独立行政法人等への事案の移送【法第１２条の２】，権限又は事務の委任【法第１７条】，

訴訟の移送の特例【法第２１条】，地方公共団体の情報公開【法第２６条】 
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【詳細説明資料】 

１ 手続を新設又は修正すべき必要があると考えられる条項 

 

（１）公益上の理由による裁量的公開（対象を個人及び法人情報限定から全般へ拡大） 

 第７条の２関係【新設】 

 

（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。 

 

【説明】 

 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。 

 

 

（２）公文書の存否に関する情報 

 第７条の３関係【新設】 

 

（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。 

 

【説明】 

 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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（３）情報公開請求書の不備補正を求める手続 

 第８条第２項関係【新設】 

 

(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。 

 

【説明】 

 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。 
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（４）公開等の決定の期限の特例（大量請求に係る延長） 

 第９条の２関係【新設】 

 

（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，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。 

 

【説明】 

 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。 
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（５）第三者に対する意見書提出機会の付与等 

 第１０条関係（修正） 

 

(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。 

 

【説明】 

 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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（６）審査会に諮問した旨の通知手続 

 第１３条の２関係【新設】 

   

（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。） 

 

【説明】 

 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２４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。  
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（７）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関係【新設】 

 

（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。） 

 

  【説明】 

 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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（８）土浦市情報公開審査会の調査権限等（＊旧第１５条以下の繰下げを伴う）  

 第１５条関係から第２１条関係【新設】 

 

（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）  

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
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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。 

 

【説明】 

   第１４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１５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１６条は，不服申立人等（「不服申立人，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１７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１８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。 

   第１９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２０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２１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。 
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（９）出資団体による情報公開の努力義務及び実施機関の指導等（＊旧第１５条以下

の繰下げを伴う）  

 第２４条関係【新設】 

 

(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。 

 

【説明】 

 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。 
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２ 文言の整理又は運用を明文化する必要があると考えられる条項 

 

（１）電磁的記録の定義（現代の技術に沿った表現への見直し） 

 第２条関係（修正） 

 

(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。 

 

【説明】 

 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。 

 

 

（２）非公開とすることができる情報の文言の整理（国等との統一化） 

 第６条関係（修正） 

 

 (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。 

 

【説明】 

 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
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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。 

 

 

ア 第６条第１項第１号〈個人情報〉 

（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。 

 

【説明】 

 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。 

 



１９ 

 

イ 第６条第１項第２号〈法人等情報〉 

（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。 

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 

 

【説明】 

 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１１年法律第１０３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。 

 

 

ウ 第６条第１項第３号〈社会的障害情報〉 

（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 

 

【説明】 

 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。 

 

 



２０ 

エ 第６条第１項第４号〈国等協力関係情報〉及び第５号〈意思形成過程情報〉 

（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 

 

【説明】 

 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」として文言の整理

を行うものです。 

 

 

オ 第６条第１項第６号〈事務事業執行情報〉 

（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 

 

【説明】 

 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。 

 



２１ 

カ 第６条第２項〈法令秘情報〉 

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。 

 

【説明】 

 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。 

 

 

（３）一部公開の例外を明示 

 第７条関係（修正） 

 

(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。 

 

【説明】 

 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。 

 

 



２２ 

（４）不服申立てがあった場合で審査会に諮問が不要なケースを例示 

 第１３条関係（修正） 

 

(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。 

 

【説明】 

 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。 

 

 



２３ 

（５）他の制度と情報公開条例との調整 

 第１８条から第２６条に移動（修正） 

 

（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 

３ この条例は，博物館その他の機関において，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。 

 

【説明】 

 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。 

 

 

（６）情報（公文書）の管理について 

 第２７条関係【新設】 

 

（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らない。 

 

【説明】 

 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。 



２４ 

３ 改正すべき要素が少ないと考えられる条項 

 

NO. 検討事項 本市条例 
情 報 

公開法 
検 討 内 容 

1 目的 第１条 第１条 

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。 

2 
用語の定

義 
第２条 第２条 

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。 

3 
実施機関

の責務 
第３条   

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。 

4 
利用者の

責務 
第４条   

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。 

5 

情報公開

請求権者

等 

第５条 第３条 

法第３条では，何人でも情報公開の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。 

6 

情報の公

開の請求

に対する

決定等 

第９条 

第１項 

及び 

第２項 

第１０条 

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，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。 



２５ 

NO. 検討事項 本市条例 
情 報 

公開法 
検 討 内 容 

7 

情報の公

開の請求

に対する

決定等

〈みなし

非公開決

定規定〉 

第９条 

第５項 
  

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。 

8 

情報の公

開の実施

及び方法 

第１１条 第１４条 

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。 

9 
費用の負

担 
第１２条 第１６条 

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。 

10 

情報検索

資料の作

成等 

第１５条 

  ⇒ 

第２２条 

11 情報提供 
第１６条 

  ⇒ 

第２３条 

第２３条

及び 

第２５条 

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２３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１５条及び第１６

条をそれぞれ７条ずつ繰り下げたいと考えています。 

12 
運用状況

の公表 

第１７条 

  ⇒ 

第２５条 

第２４条 

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２４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２４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条として移動したいと考えてい

ます。 



２６ 

NO. 検討事項 本市条例 
情 報 

公開法 
検 討 内 容 

13 委任 
第１９条 

  ⇒ 

第２８条 

第２７条 

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。 

14 
事案の移

送 
第１２条 

情報公開の対象となる文書を作成した実施機関以外の

実施機関に情報公開請求がなされた場合において，その文

書を作成した実施機関の方がよりよく公開の是非を判断

できると想定されるようなときは，作成した実施機関で公

開を行うもので，国や規模の大きい自治体には必要な条項

ですが，本市の規模では必要のないものと考えています。 

15 

独立行政

法人等へ

の事案の

移送 

第１２条

の２ 

法第１２条に規定している事案の移送で独立行政法人

等に事案を移送する場合について規定しているもので，本

市には，該当する事項がないため追加する必要はないもの

と考えています。 

16 

権限又は

事務の委

任 

第１７条 

情報の公開に関する事務又は権限を委任できることを

規定しているもので，本市では権限を委任すべき相手方が

ないため，追加する必要はないものと考えています。 

17 
訴訟の移

送の特例 
第２１条 

情報公開に関して訴訟を提起する場合は，情報公開を行

った行政庁の所在地の裁判所が所管することになります。 

国の機関の場合は，原告に負担（遠隔地で訴訟をしなけれ

ばならない。）を強いるケースも想定されることから規定

されているもので，本市ではこのようなケースは想定され

ないため，追加する必要はないものと考えています。 

18 

地方公共

団体の情

報公開 

  

第２６条 

地方公共団体は，法の趣旨にのっとり情報公開を行う必

要があることを規定しているものですが，本市では，改め

て条項を追加する必要はないものと考えています。 

 


