
平 成 １ ８ 年 度  基 本 施 策 進 行 管 理 票 

課名 総務部政策法務課 課長名 淺岡 隆 

１ 課の使命・役割（最終目的／上位目的） 

「県民に開かれた県政の実現」のため、情報公開制度及び個人情報保護制度の推進に取り組むとともに、行政資料頒

布の推進及び県政に関する情報提供の充実に努めます。 

２ 施策の概要 

施策名 情報公開の推進 
施策 
コード

４ － ０ ２ ０ ６ － ２

アクションプラン 
における位置付け 

施策３３ 県民に開かれた県政の実現 

上位政策 
計画等 

 
関係
課名

報道広報監 

（最終成果指標／上位成果指標） ※「課の使命・役割」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 

達成状況 
（年度） 

区
分

県政情報の公表に関する要綱に基づく

公表件数 

774件 

（16年度） 

1,300件（18年度） 

1,500件（20年度） 

2,031件 

（18年度） 
A

行政資料有償頒布対象種類 
408件 

（16年度） 

425件（18年度） 

450件（20年度） 

422件 

（18年度） 
A

情報公開ページへのアクセス件数 
412,144件 

（16年度） 

500,000件（18年度） 

650,000件（20年度） 

460,469件 

（18年度） 
B

目標の達成状況に 

影響を及ぼす施策 

以外の要因と程度 

  

目標の 

達成状況総括 

 情報公開の推進に向けて、概ね順調に進んでいます。その理由として、①県政情報の公表に

関する要綱に基づく公表件数が基準年（16年度）に比較し262.4％と増加し、文書館等が保有

する県政情報が充実したこと。②行政資料有償頒布の対象となる資料数が基準年（16年度）に

比較し103.4％と増加していること。③千葉県ホームページのうち情報公開に係るものへのアク

セス数が基準年（16年度）の111.7％と増加し、インターネットによる県政情報の入手が増加

したことなどが挙げられます。 

３ 施策展開                                    （単位：千円、人） 

１７年度当初予算 １８年度当初予算 
施策展開の柱（中位目的） 

１７年度決算 １８年度決算 

3,388 4,321 
金額

3,812 2,668 

8.0 7.0 Ⅰ 

（情報公開・個人情報保護制度の周知･徹底） 

 情報公開･個人情報保護条例の適正な運用を図るため、事務

研修会を開催するとともに各所属への出前講座を積極的に実

施します。また、情報公開推進会議では、情報公開制度の運

営の改善について調査審議し、併せて、情報公開に係る事務

の苦情の処理を進めます。 

人員
8.0 7.0 

8,007 7,925 
金額

8,068 9,061 

8.0 7.0 
Ⅱ 

（利便性の向上と情報提供の推進等） 

 請求手続きの利便性の向上のため、通信機器による請求の

受付を行います。 

 また、請求者の意向を的確に判断して公表情報の案内をす

るとともに積極的に情報提供を推進し、請求の処理では担当

課と協議して早期開示等を進めます。 

 さらに制度の円滑な運用を阻害する堆積した異議申立案件

の処理を進めます。 

人員
8.0 7.0 

 

 



（中間成果指標） ※「施策展開の柱」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 

達成状況 
（年度） 

区
分

情報公開・個人情報保護等事務研

修会 

8回 

（16年度） 

5回（18年度） 

5回（20年度） 

25回 

（18年度） 
A

職場出前講座 
0回 

（16年度） 

12回（18年度） 

12回（20年度） 

15回 

（18年度） 
AⅠ 

情報公開推進会議の開催 
0回 

（16年度） 

3回（18年度） 

3回（20年度） 

2回 

（18年度） 
B

郵送等による請求受付率 
26％ 

（16年度） 

45％（18年度） 

50％（20年度) 

47％ 

（18年度） 
A

情報提供による写しの交付件数 
不明 

（16年度） 

250件（18年度） 

300件（20年度） 

333件 

（18年度） 
A

請求日から30日以内に開示決定

等を行った割合 

73.2％ 

（16年度） 

80％（18年度） 

85％（20年度） 

68.3％ 

（18年度） 
B

Ⅱ 

堆積した異議申立案件数 
233件 

（16年度） 

200件（18年度） 

100件（20年度） 

517件※ 

（18年度） 
B

※ 件数から見ると目標を達成していないが、その原因として、年度末の平成19年 3月 27日に234件の異議申立てが 

なされた等の特殊事情があることから、Bの区分とした。 

 

４ 施策展開の説明（事前評価） 

残された 

課題 

Ⅰ．情報公開・個人情報保護制度の周知･徹底 

（１）情報公開・個人情報保護制度に対する理解や適正な運用を図る上で事務研修会等の開催に重点的

  に取組む必要があります。 

（２）学識経験者や住民代表者（公募委員を含む）から構成される情報公開推進会議では、情報公開制

  度のあり方について調査審議を行い、制度改善に取組みます。 

Ⅱ．利便性の向上と情報提供の推進等 

（１）請求手続きの利便性の向上のため、通信機器による請求の受付を導入して手続きの充実を図りま

  す。 

（２）求める県政情報が容易に入手できるよう、開示等の意思決定の迅速化及び情報提供の推進に努め

  ます。 

今後の 

施策展開 

Ⅰ．情報公開・個人情報保護制度の周知･徹底 

（１）事務説明の機会を拡大させるため、より一層出前講座に対応するとともに行政部門別の研修に取

組みます。 

（２）情報公開推進会議では、制度の現状について分析して改善事項の検討に取組みます。 

Ⅱ．利便性の向上と情報提供の推進等 

（１）請求書の受付方法については、窓口持参・郵送・FAXに加えて電子申請を導入し円滑な運用に努め

ます。 

（２）担当課との協議により開示請求手続きの迅速化に努めるとともに判例や審査会答申の事例集の作

成に取組みます。 

昨年度との 

主な変更点・ 

改善点 

Ⅰ．情報公開・個人情報保護制度の周知･徹底 

（１）制度の事務研修については、年度当初の説明会中心から職場単位の出前講座及び行政部門別研

 修へ変更して周知徹底を図ります。 

（２）情報公開推進会議は、初年度の概要的な検討から具体的な改善事項の検討に取組みます。 

Ⅱ．利便性の向上と情報提供の推進等 

（１）請求方法を拡大して手続きの利便性の向上を図ります。 

（２）判例答申事例集作成により実施機関の開示等の意思決定の迅速化を図ります。 



（主な活動内容） 

当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

４月 

～６月 

・情報公開・個人情報保護等事務説明会の開

催 

・情報公開・個人情報保護制度に係る出前講

座（通年） 

・情報公開・個人情報保護条例運用に係る実

施機関との個別協議（通年） 

・実施機関に対する情報提供の促進要請（通

年） 

・県政情報公表一覧表の更新及び閲覧（3 か

月ごと） 

・行政資料作成計画及び有償頒布行政資料の

指定 

・情報公開推進会議の開催（年3回） 

・情報公開推進会議苦情処理調査部会（随時）

４月 

～６月

・情報公開・個人情報保護等事務説明会（6コマ）

・情報公開・個人情報保護条例運用に係る実施機

関との個別協議（通年） 

・実施機関に対する情報提供の促進要請（通年）

・情報公開・個人情報保護等研修会2回実施 

・県政情報公表一覧表の更新及び閲覧（429件）

・行政資料作成計画及び有償頒布行政資料の指定

・第1回情報公開推進会議開催  

・第1回苦情処理部会開催 

 

 

７月 

～９月 

 

７月 

～９月

・情報公開・個人情報保護等研修会12回実施 

・情報公開・個人情報保護制度に係る出前講座 

 （9回実施） 

・県政情報公表一覧表の更新及び閲覧（506件）

・第2回苦情処理部会開催 

・第3回苦情処理部会開催 

 

10月 

～12月 

 

10月 

～12月

・情報公開・個人情報保護等研修会3回実施 

・情報公開・個人情報保護制度に係る出前講座 

 （4回実施） 

・個人情報保護法一般向け説明会の開催及び個人

情報保護法事業者向け講演会の開催 

・県政情報公表一覧表の更新及び閲覧（525件）

・第2回情報公開推進会議開催 

・第4回苦情処理部会開催 

１月 

～３月 

・年間公表計画の調査 

１月 

～３月

・年間公表計画の調査 

・情報公開・個人情報保護等研修会２回実施 

・情報公開・個人情報保護制度に係る出前講座 

 （2回実施） 

・県政情報公表一覧表の更新及び閲覧（571件）

５ 施策実施結果（事後評価） 

施 

策 

実 

施 

結 

果 

主な成果 

Ⅰ．情報公開・個人情報保護制度の周知・徹底 

（１）研修会等の開催 

    情報公開・個人情報保護制度の周知徹底を図るため、全所属を対象とする情報公開・個人情

  報保護事務説明会を4回開催し、教育庁職員を対象とする事務説明会2回に講師を派遣しまし

た。 

また、各所属における研修会等へ講師の派遣を行いました。その結果、合計40回の説明会・

 研修会を実施し、職員等に対する情報公開・個人情報保護制度の周知徹底を行いました。 

（２）情報公開推進会議 

   情報公開推進会議については2回開催し、前年度から懸案となっていた請求件数等の公表方

 法の見直しや開示請求書に受付番号を付することについて、制度の現状を分析し、具体的な改

善策を検討しました。その結果、知事が保有する行政文書の開示等に関する事務取扱要綱を改

正し、公表方法の見直し及び開示請求書に受付番号を付して決定まで管理する改善を行いまし

た。 

また、情報公開に関する苦情の処理を行う情報公開推進会議苦情処理調査部会を4回開催し、

県民からの苦情に対応しました。その結果、12件の苦情申出書が提出され、うち1件について

実施機関に対する改善通知を行いました。 



Ⅱ．利便性の向上と情報提供の推進等 

（１） 請求手続きの利便性の向上 

平成17年度からＦＡＸ、平成18年 3月から電子申請システムによる開示請求の受付を開始

     した結果、ＦＡＸによる開示請求書の数は770枚、電子システムによる開示請求書の数は12

枚となり、郵送による開示請求書の153枚と合わせ、窓口以外で提出された開示請求書の割

合は46.8％となりました。 

（２）情報提供の推進等 

   県政情報の公表に関する要綱に基づく公表件数の増加や千葉県ホームページの充実に伴い、

  行政文書の開示等を求める方に対する公表情報の案内を積極的に進めました。その結果、行政

文書の写し等交付申請件数のうち、約46％を情報提供で交付しました。 

   なお、開示決定の迅速化に努めましたが、18年度開示請求件数22,422件の19.8％に当たる

4,441件の大量請求があり、期限の特例延長を余儀なくされた結果、請求日から30日以内に開

示決定等を行った割合について目標を達成できませんでした。 

  また、堆積した異議申立ての処理については、過年度分の処理は進みましたが、年度後半に

 多数の新たな申立てがあったこと等により目標を達成できませんでした。 

特記事項 

Ⅰ．情報公開・個人情報保護制度の周知徹底 

（１）個人情報保護法に関する説明会及び講演会の開催 

平成18年 11月 24日に、内閣府等との共催で千葉県個人情報保護法一般向け説明会及び事

  業者向け講演会を実施し、合計661名の県民、事業者等に対する研修、講演を行いました。 

（２）知事が保有する個人情報の適切な管理 

知事が保有する個人情報を適切に管理するため、19年 2月に「知事が保有する個人情報の適

切な管理のための措置に関する要領」を制定、19年 4月から施行しました。 

Ⅱ．利便性の向上と情報提供の推進等 

情報公開審査会の答申事例及び最近の最高裁判例、情報公開推進会議に寄せられた苦情等をま

とめた情報公開事例集を平成 19 年 1 月に作成、職員に周知し、開示決定等に係る手続きの迅速

化や情報公開事務の的確な執行を図りました。 

残された 

課題 

Ⅰ．情報公開・個人情報保護制度の周知徹底 

県民に開かれた県政を実現するための徹底した情報公開、高度情報化社会における県民の個 

人情報の保護のため、職員等に対し研修の機会を豊富に提供し、かつ、その内容を充実すること

により、制度の内容や基本的取扱いについてさらに周知徹底する必要があります。 

Ⅱ．利便性の向上と情報提供の推進等 

県民が県政に関する情報を容易に入手できるよう、開示請求手続きによらない情報の公表、情

報提供による県政情報の提供をさらに推進する必要があります。 

方向性 

      Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅰ． Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅱ． Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

次 

年 

度 

以 

降 

の 

対 

応 

課題への 

対応策 

Ⅰ．情報公開・個人情報保護制度の周知徹底 

各所属の業務と情報公開制度等との関連を職員により深く認識させるため、出前講座等に積極

的に対応するとともに、事前に質問を聴取して具体的事例を取り上げた内容とします。 

Ⅱ．利便性の向上と情報提供の推進等 

開示請求手続きによらない情報の公表、情報提供による県政情報の提供を推進するため、担当

課との調整をより一層進めるとともに、県民にお知らせする公表情報の集積に努めます。 

（二次評価結果） 
Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

今後の取組方法については指示事項なし。 

なお、堆積した異議申し立ての処理について、目標達成に努めること。 

 


