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検討事項 １ 条例の目的（１―１知る権利） 
「知る権利」については、憲法学上、国民主権の理念を背景に、表現の自由を定めた憲法第２１条

に根拠付けて主張されることが多い。この主張は、表現の自由は、国民が広く思想や情報を伝達し、

またそれを受け取る自由のみならず、政府が保有する情報の開示を求める権利（政府情報開示請求権）

をも含むという理解であり、この場合、後者が特に「知る権利」と呼ばれている。このような理解に

立つ場合でも、「知る権利」は基本的には抽象的な権利であるにとどまり、法律による制度化を待って

具体的な権利となるという見解が有力である。 
しかし、憲法第２１条の保障する表現の自由はあくまで自由権であってそのような請求権的なもの

は含まないという見解がある一方、「知る権利」をより広く自己情報の開示請求権を含めて考えたり、

「知る権利」は憲法上既に具体的な内容をもって存在する権利であるとする見解もある。また、最高

裁判所の判例においては、請求権的な権利としての「知る権利」は認知されるに至っていない。 
このように、「知る権利」という概念については、多くの理解の仕方があるのが現状である。 

【情報公開法要綱案の考え方１（２）】 
現行条例 情報公開法 他県等の状況 

◎明記していない。（第１条） 
 

 

【昭和６２年公文書公開懇話会

提言】 
「知る権利」については、言

及していない。 
 

◎目的規定に「知る権利」は明記

していない。（第１条） 
 
（情報公開法要綱案の考え方 1(2)のと

おり） 

 
※ 衆議院内閣委員会の附帯
決議（平成 11 年 2 月 12 日） 

知る権利の法律への明記等

審議の過程において論議され

た事項については、引き続き検

討を行うこと。 
 

◎条例前文に明記 
北海道、秋田県、東京都、愛

知県、京都府、大阪府、香川

県、沖縄県 
 
◎条例本文(目的)に明記 
青森県、岩手県、宮城県、茨

城県、山梨県、三重県、愛媛

県、高知県 
※ 最近の改正では明記する傾

向にある。 

◎従来は多くの県で明記してい

なかった。 
 
○条例改正等にあたっての提言等 
【岩手県意見】（Ｈ１０．９） 

「知る権利」という言葉は、

既に一般化しており、条例に基

づく開示請求権をわかりやすく

表現するものとして有用であ

る。 
 
【大阪府提言】（Ｈ１１．２） 
「知る権利」の中心的なものは、

府政へ参加、監視し、府政につ

いて十分な情報を入手し得るた

めの権利であり、府はこの「知

る権利」を保障することを通じ

て「国民の的確な理解と批判の

下にある公正で民主的な行政の

推進」を図らなければならない

こととなる。 
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【東京都提言】（Ｈ１０．９） 
・「知る権利」に法令用語として

用いるだけの成熟性があるこ

とについて合意は得られなか

った。 
・「知る権利」という文言が情報

公開の制度化を推進する上

で、象徴的な理念であること

は疑いはない。 
 
※東京都の新条例では、前文に

「知る権利」を明記している。 
・東京都の新条例前文（抄） 
 東京都は、都民の「知る権利」
が情報公開の制度化に大きな役
割を果たしてきたことを十分に
認識し………。 
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検討事項 １ 条例の目的（１－２ 説明する責務（説明責任）） 

説明する責務（説明責任）について情報公開法要綱案の考え方は、「民主主義の健全な発展のため

には、国政を信託した主権者である国民に対し、政府がその諸活動の状況を具体的に明らかにし、説

明する責務（説明責任）を全うする制度を整備することが必要である。このような制度を整備するこ

とによって、国政の遂行状況に対する国民の的確な認識と評価が可能となり、国政に関する国民の責

任ある意思形成が促進されることが期待できる。」と説明している。 

【情報公開法要綱案の考え方１（１）】 

現行条例 情報公開法 他県等の状況 
◎明記している。（第１条） 
 
（目的） 
第１条 この法律は、国民主権

の理念にのっとり、行政文書の

開示を請求する権利につき定

めること等により、行政機関の

保有する情報の一層の公開を

図り、もって政府の有するその

諸活動を国民に説明する責務

が全うされるようにするとと

もに、国民の的確な理解と批判

の下にある公正で民主的な行

政の推進に資することを目的

とする。 

◎明記していない。（第１条） 
 

 

【昭和 62 年公文書公開懇話会

提言】 
「説明責任」については、言

及されていない。 
 

 
【東京都提言】（Ｈ１０．９） 
都は都民に対し、その諸活動を

説明する責務を有しており、情

報公開制度はこのような説明す

る責務を全うするための最も重

要な制度である。 
 

【大阪府提言】（Ｈ１１．２） 
「説明責務」については、情報

公開制度の意義を住民自治の側

面から「行政の責務」として明

らかにするものであり、総合的

な情報公開制度の整備に資する

意義は大きく、この意味におい

て、条例化すべきである。 

 

◎最近の改正では、多くの県が明

記する傾向にある。 

◎条例前文に明記 
北海道、秋田県、大阪府 

 
◎条例本文に明記 
青森県、岩手県、宮城県、山形

県、茨城県、栃木県、東京都、

山梨県、愛知県、三重県、岡山

県、山口県、香川県、愛媛県、

熊本県、宮崎県 

 
○条例改正等にあたっての提言等 

 
【神奈川県答申】（Ｈ１１．３） 

現行条例は第１条の目的規定

で、地方自治の本旨に即した県

政の推進のため、公文書の閲覧

等を求める権利を明らかにして

いる。 
しかし、現在では、情報公開

制度は、公文書公開請求権の保

障だけでなく、行政による積極

的な情報提供と一体となって、

県行政の諸活動を県民に対して

説明するために不可欠な制度で

あると考えられるに至っている

から、これを明らかにするため、

行政を任された者が果たすべき

「説明する責務」を目的規定に

加えるのが適当である。 

 



 4

検討事項 ２ 実施機関の範囲（２－１県公安委員会（警察）） 
現行条例 情報公開法 他県等の状況 

◎実施機関となっていない。 

（第２条第１項） 

 
○第２条第１項で規定する

「実施機関」は次のとおり 

・知事、教育委員会、選挙管

理委員会、監査委員、人事

委員会、地方労働委員会、

収用委員会、海区漁業調整

委員会、内水面漁場管理委

員会、公営企業管理者（水

道局長、血清研究所長、企

業庁長） 

 

 
【昭和 62 年公文書公開懇話

会提言】 

『公安委員会について』 
・ 警察事務の特殊性や他の

都道府県の状況を考慮し、

他の実施機関と同様に実

施することは困難である

と認められる。 

・ 警察行政が警察法により

国の調整及び指揮監督を

受けることなど、その組織

や事務の性質及び他の実

施県の動向等から、他の実

施機関と同様に実施する

ことは困難であると認め

られる。 

 

◎ 国会及び裁判所を除く国の機関

が網羅されている。 

（第２条第１項） 
（定義） 

第２条 この法律において「行政

機関」とは、次に掲げる機関をい

う。 

(1) 法律の規定に基づき内閣に

置かれる機関及び内閣の所轄

の下に置かれる機関・・・内閣

官房、内閣法制局、安全保障会

議、人事院 

(2) 内閣府、宮内庁並びに内閣府

設置法第 49 条第 1 項及び第 2

項に規定する機関（4 号の政令

で定める機関が置かれる機関

にあっては、当該政令で定める

機関を除く。） 

(3) 国家行政組織法第 3 条第 2

項に規定する機関（５号の政令

で定める機関が置かれる機関

にあっては、当該政令で定める

機関を除く。）・・・府、省、委

員会、庁 

(4) 内閣府設置法第 39 条及び第

55 条並びに宮内庁法第 16 条第

2 項の機関並びに内閣府設置法

第40条及び第56条の特別の機

関で、政令で定めるもの 

・・・警察庁 

(5) 国家行政組織法第８条の２

の施設等機関及び同法第８条

の３の特別の機関で、政令で定

めるもの・・・（施設等機関）

国立大学、大学共同利用機関、

学位授与機構、国立学校財務セ

ンター、 

（特別の機関）検察庁 

(6) 会計検査院 

◎改正で公安委員会を実施機関

に加えた団体（いずれも未施行） 

茨城県、山梨県、愛知県、三

重県、香川県 

 

〇条例改正等にあたっての提言等 

【北海道提言】（Ｈ９．１２） 

公安委員会については、情報公

開に関する法律の施行後、国の制

度との整合性に配慮し、可及的速

やかに実施機関に加えること。 

 
【高知県提言】（Ｈ９．１２） 

国の情報公開法施行後１年を目

途に実施機関に加えること。 

 

【愛媛県結果報告】(H１０．５) 
情報公開制度の理念・目的か

ら、県のすべての執行機関を実

施機関とすることが適当であ

る。 
ただし、公安委員会について

は、警察事務の特殊性、全国的

な統一性・一体性の観点から、

国の運用状況等を見極め、問題

点を把握するとともに他県警察

との連絡・調整を行う必要があ

ると考えられるので、国の法施

行後１年を目途に必要な条例改

正を行い、実施機関に加えるの

が適当である。 

 

【東京都提言】（Ｈ１０．９） 
都公安委員会（警視庁）を国

に準じて実施機関に加えること

とするのが適当である。 
救済制度及び施行時期は今後

検討する必要がある。 
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【情報公開法要綱案の考え方2(1)】 
政府の諸活動を国民に説明する

責務が全うされるようにするため

には、国政を執行するすべての行

政機関をこの法律の対象とする必

要がある。 

このため、開示請求権制度の対

象となる機関として、国会及び裁

判所を除く国の機関を網羅するこ

ととした。 
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検討事項 ２ 実施機関の範囲（２－２ 出資法人等の情報公開） 

現行条例 情報公開法 他県等の状況 
◎出資法人等の情報公開につい

て明文の規定はない。 
 

【参考：情報提供施策】 
○公社等外郭団体に係る財務諸表

等の閲覧体制の整備について

（平成 11 年 10 月 25 日・総務

部長通知） 

１ 趣旨 
『公益法人の設立及び指導監

督基準』（平成 8 年 9 月 20 日閣

議決定）により公開することと

なっている書類等について、文

書館行政資料室に備え置くこと

によって、県民の閲覧の利便性

の向上を図る。 

２ 対象法人（63 団体） 
本県の「公社等外郭団体に係

る財務諸表等の閲覧体制の整備

について」では、民法に基づく

法人のほか地方 3 公社、社会福

祉法人等の特別の法律に基づく

法人についても対象としてい

る。 
（1）千葉県公社等事務推進連

絡協議会を構成する団体 

（2）（1）以外の団体で県が基

本財産，資本金その他これら

に準ずるものの 25％以上を

出捐又は出資している団体 

３ 閲覧対象書類 
(1)財団法人、社団法人等 

ア 定款又は寄附行為 

イ 役員名簿及び社団法人

にあっては社員名簿 

ウ 事業報告書 

エ 収支計算書 

オ 正味財産増減計算書 

カ 貸借対照表 

キ 財産目録 

ク 事業計画書 

◎ 独立行政法人・特殊法人につ

いては、情報公開法を直接適

用はしないが、公布後２年を

目途に情報公開に関する法制

上の措置その他必要な措置を

講ずると規定している。 
（第４２条、附則第２項） 

 

【情報公開法要綱案の考え方 7(4)】 

〇特殊法人の情報公開の必要性 
・特殊法人については、情報公開

を推進すべきであるという国民

の要請が強い。特に国民の生活

や安全に密接な業務を行ってい

るものについて顕著である。 

 このような国民の要請にこた

えるためにも、特殊法人の情報

公開に関する制度又は施策を速

やかに整備すべきものであると

考える。 

 

〇対象機関とすることについて 
・特殊法人は、それぞれの法的性

格、業務の内容、国との関係が

様々である。 

 特殊法人を本要綱案で定めて

いる開示請求権制度の対象機関

とし、行政機関と一律に同じ取

扱いをすることは適当ではな

い。 

 

〇法制上の措置について 
・本要綱案では、特殊法人に対し

てこの法律を直接適用すること

はしないが、政府は、特殊法人

の性格及び業務内容に応じて情

報の開示及び提供が推進される

よう、情報公開に関する法制上

の措置その他の必要な措置を講

ずるものとするという規定を設

けることとした。 

◎出資法人等が自ら情報公開に

努める旨の規定を置くもの 
北海道、青森県、岩手県、宮城

県、栃木県、東京都、山梨県、

三重県、香川県、高知県 

 

◎出資法人等の情報公開につい

て実施機関に必要な施策を講

ずる旨の規定を置くもの 
岩手県、宮城県、栃木県、東京

都、山梨県、愛知県、三重県、

大阪府、香川県、高知県 

 

◎北海道では、出資法人等に対

して文書を実施機関に提出す

るよう求める規定を置いてい

る。 

 

○条例改正等にあたっての提言等 

【東京都提言】（Ｈ１０．９） 

・「都監理団体」に条例の趣旨にの

っとり情報公開を行う旨の責務

を課す規定を設けるとともに、 

「都監理団体」に対し情報公開を

推進するよう「指導」を行う責務

を実施機関に課す規定を設ける。 

 

【大阪府提言】（Ｈ１１．２） 

府と密接な関係にある一定の

出資法人に関しては、その情報の

収集と公開に努めるとともに、当

該出資法人において情報公開の

制度が整備されるよう必要な措

置を講じるべきである。 



 7

ケ 収支予算書 

(2)株式会社 

ア 定款 

イ 役員名簿 

ウ 決算関係書類(商法等に

基づき公告する内容) 

 貸借対照表及び損益計

算書又はその要旨 
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検討事項 ３ 請求権者の範囲 
現行条例 情報公開法 他県等の状況 

◎県内に住所等を有する個人、法人

等（狭義の県民）としている。 
（第５条） 

○範囲 
(1) 県内に住所を有する個人 
(2) 県内に主たる事務所を有す

る法人その他の団体 
(3) 県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 
 
※公文書の任意的公開制度（申出） 
公開請求権者以外のものからの

公開の申出があった場合は、実施機

関はこれに応ずるよう努めなけれ

ばならない。 
 

 ただし、公開の申出は条例上の請

求権の行使ではないため、申出に対

する回答は行政処分とはならない。

（第１４条申出による公開） 

 
【昭和62年公文書公開懇話会提言】 
請求権者以外にも利害関係者等県

政にかかわりのある者もあり、制度

の意義及び目的が｢開かれた県政｣

の推進にあること等から、請求権者

とされた者以外の利害関係者等か

らの公文書の閲覧又は写しの交付

の申出があった場合には、これに応

ずるよう努めることが望ましい。 
 
 
 
 

◎「何人も」としている。 
（第３条） 

 
【情報公開法要綱案の考え

方 3(1)】 
 

・情報公開法の目的との関

連では、開示請求権を行使

する主体は国民が中心と

なる。 
しかし、これを国民に限

定して外国人を排除する

積極的な意義が乏しく、他

方、我が国が広く世界に情

報の窓を開くことに政策

的意義を認めることがで

きる。 

◎「何人も」とするもの 
北海道、青森県、岩手県、宮

城県、茨城県、山梨県、愛知県、

三重県、大阪府、高知県 10 県 
※最近の改正により規定 

◎広義の県民（狭義の県民+通

勤・通学者）に「利害関係者」

を加えているもの 
（香川県など１５県） 

◎広義の県民とするもの 
（宮崎県など９県） 

◎狭義の県民とするもの 
（本県など１３県） 

 
○条例改正等にあたっての提言等 
【東京都提言】（Ｈ１０．９） 
 現行の「利害関係人」の部分を

「実施機関が保有している情報

の入手を必要とする理由を明示

して請求する個人及び法人その

他の団体」と変更するなど、実質

的に請求権者について制限を設

けないこととする。 
 
【大阪府提言】（Ｈ１１．２） 
 請求権者の範囲については、

「何人も」とすること。 

 
【神奈川県答申】（Ｈ１１．３） 
 請求権者には制限を設けず、

「何人も」とすることが適当であ

る。 
 
【愛媛県結果報告】(Ｈ１０．５) 
 県民を基本とし、その他県内に

おいて経済活動、社会活動を行っ

ている者や、県が行う事務事業に

一定の利害関係を有している者

とするのが適当である。 
※ 条例は、広義の県民に利害関

係者を加えている。 
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検討事項 ４ 対象となる文書（４－１電磁的記録） 
 電磁的記録とは、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。例としては、ビデオテープ、録音テープ、コンピュータ処理

による磁気テープ、磁気ディスク、光ディスクなどに記録されたものが考えられる。 

現行条例 情報公開法 他県等の状況 
◎電磁的記録は対象としていない。 

（第２条第２項） 

 

【解釈運用】 

 磁気テープ、フロッピィーディス

ク、光ディスク等は、それ自体はこ

の条例の対象（「文書、図画又は写

真」）とはならないが，それらに記

録された情報を採録した文書等（紙

に記録）は、この条例の対象となり

得るものである。 

 

【昭和62年公文書公開懇話会提言】 

対象となる公文書の範囲につい

ては、帳票，図画，写真及びマイ

クロフィルムを含んだ文書とする

ことが適当である。 

コンピューター等の磁気テープ

を対象公文書に含めるか否かにつ

いては様々な意見があったが，そ

の特性や管理状況から見て現段階

では対象公文書に含めず、今後の

課題とする。 

◎電磁的記録を対象としている。 

（第２条第２項） 

 

【情報公開法要綱案の考え方2(2)ア】 

・ 開示請求権制度は、行政機関の

保有する情報を処理・加工して国

民に提供するのではなく、あるが

ままの行政運営に関する情報を

国民に提供するものであるから、

開示請求の対象を情報が一定の

媒体に記録されたもの（文書）と

することとした。 

 

・ 文書の媒体の種類については、

情報・通信システムの進展をも踏

まえ、幅広くとらえる必要があ

る。 

 

・ 紙を素材とする文書のみなら

ず、フィルム、磁気テープについ

て例示するとともに、その他の媒

体、例えば磁気ディスク、光ディ

スク等についても、行政機関の実

情に即して対象文書とすること

ができるようにするため、これら

を政令で定めることとした。 

 

◎最近の改正では電磁的記録を

対象としている。 

北海道、青森県、岩手県、宮城

県、山形県、茨城県、栃木県、

埼玉県、東京都、山梨県、愛知

県、大阪府、岡山県、三重県、

香川県、愛媛県、高知県 

○条例改正等にあたっての提言

等 

【東京都提言】（Ｈ１０．９） 

電磁的記録を例外なく対象とする。 

 

【大阪府提言】（Ｈ１１．２） 

 情報化の進展に対応し、電子情

報についても公開請求の対象と

すべきである。 

 

【神奈川県答申】（Ｈ１１．３） 

 記録媒体を問わず電磁的記録

についても対象情報に含めるべ

きである。 
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検討事項 ４ 対象となる文書（４－２組織共用文書） 
「組織共用文書」とは、作成又は取得に関与した職員個人の段階のものではなく、組織として

の共用文書の実質を備えた状態、すなわち、当該行政機関の組織において業務上必要なものとし
て利用・保存されている状態のものを意味する。 

【情報公開法要綱案の考え方 2(2)イ】 

現行条例 情報公開法 他県等の状況 
◎決裁、供覧等の手続が終了し、実

施機関が管理しているものとして

いる。   （第２条第２項） 

 
〇 「決裁、供覧等の手続が終了し」

とは、事務処理手続の面から対象

公文書の範囲を明らかにするも

ので，決裁供覧等の一定の事務処

理手続を経て組織的に認められ、

文書処理が終了したものに限定

するもので、条例の対象となる段

階を定めたものである。 

○ 起案文書、供覧文書のほか台

帳、カード等の帳票類のように文

書による決裁は受けないが、法令

等の規定により作成が義務付け

られ、かつ、様式の定めがある場

合等、事務の性質上、決裁がなさ

れていると認められる文書も対

象となる。 

○ 下書き原稿、備忘的メモ、参考

資料等のような職員が職務を執

行する過程において作成した事

務処理上の補助的な文書は、この

条例の対象とはならない。 
ただし、決裁等で判断資料とし

て添付された参考資料等は条例

の対象となる。 

 

◎組織的に用いるものとして、保有

しているものとしている。 

（第２条第２項） 

 

【情報公開法要綱案の考え方2(2)イ】 

〇対象文書の範囲 

・ 開示請求の対象の範囲を実質要

件により画することとし、行政機

関の職員が職務上作成し又は取

得したものであって、当該行政機

関の職員が組織的に用いるもの

として、行政機関が保有している

ものとした。 

 

〇対象外文書 

・ 職員が自己の執務の便宜のため

に保有する正式文書と重複する

当該文書の写しや職員の個人的

な検討段階にとどまる資料等は、

これに当たらない。 

 

◎最近の改正では法律に合わせ、 
決裁等の手続要件をなくす傾向 

にある。 

 
◎「組織的に用いるものとして、 

保有しているもの」としている。 

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、

山形県、茨城県、栃木県、東京都、

山梨県、三重県、岡山県、香川県、

愛媛県 

 

◎「組織的に用いるものとして、 

管理しているもの」としている。 
愛知県、大阪府、高知県 

 

◎「実施機関が管理しているもの」 
としている。 

北海道、神奈川県、岐阜県 

 
○条例改正にあたっての提言 

【東京都提言】（Ｈ１０．９） 

対象となる文書について、事務

決定手続等を終了したものという

要件を廃止し、「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」とする。 

 

【大阪府提言】（Ｈ１１．２） 
組織的に用いるものとして、実

施機関が管理しているものとすべ

きである。 
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検討事項 ５ 非公開事項（情報）の範囲 
行政機関が保有している情報には公開することによって、個人のプライバシーや企業秘密などの私

的な権利利益や公共の安全など公共の利益が害されるものがあるため、原則公開の例外として一定の

合理的理由に基づいて公開しない事項（情報）の範囲が定められている。 
この非公開事項（情報）の規定について、現行条例と情報公開法とでは次のような違いがある。 
項目 現行条例 情報公開法 

公開しない
ことの表現 

非公開 不開示 

公開・非公開
の枠組み 

非公開事項に該当する情報が記録され

ている場合は公開しないことができる。 
※実施機関に自由裁量の権限を与えたも

のではない。 

不開示情報が記録されている場合を除

き開示しなければならない。 
※原則開示すべきであるが、不開示情報

の開示は禁止している。 

 
第 1 号 
法的非公開
情報 

法令及び条例の定めにより公開できな

いとされている情報。なお、機関委任事

務に関し、国からの通達等で非公開とさ

れている情報については、第 5 号で対応

する。 

 

第 2 号 
個人情報 

個人に関する情報であって、特定の個

人が識別され、又は識別され得る情報 
※ 実施機関職員の職務遂行に係る所属･

職・氏名並びに食糧費支出を伴う懇談

会等の出席者の所属団体名、所属名、

職名及び氏名は特例として公開する。

（特例条例第２条：H10．4～） 

 

個人に関する情報であって、特定の個

人を識別することのできる情報 
※公務員情報（職及び職務の内容に係る

部分）を不開示の例外としている。 

第 3 号 
事業活動情
報 

法人等の事業に関する情報であって、

公開することにより、法人等に不利益を

与え、又は社会的信用を損なわせる情報 
※公開しない旨の特約のある情報の扱い

についての明文の規定はないが、現行は

第８号を非公開の根拠としている。 
※食糧費・タクシー代支出に係る債権者

名、所在地は特例として公開する。 
（特例条例第３条：H10．4～） 

法人等の事業に関する情報であって、

競争上の地位その他正当な利益を害する

おそれのある情報 
※開示しない旨の特約のある情報につ

いて不開示とする規定がある。 

第 4 号 
犯罪予防等
情報 

人の生命、身体、財産及び社会的地位

の保護、犯罪の予防、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 
※刑事法の執行に限定していない。 

犯罪の予防、捜査、公訴の維持、刑の

執行、警備その他公共の安全と秩序の維

持に支障を及ぼすおそれがあると行政機

関の長が認めることにつき相当の理由が

ある情報 
※刑事法の執行に限定している。 
※ 司法審査では行政機関の長の第一次 
的判断を尊重し、判断の合理性を審理 
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項目 現行条例 情報公開法 
第 5 号 
国等協力関
係情報 

国、他の地方公共団体等からの協議、

依頼等に基づいて実施機関が作成・収受

した情報であって、公開することにより、

国等との協力・信頼関係が損なわれると

認められるもの 

規定していない。 
 

第 6 号 
合議制機関
等情報 

行政委員会や審議会等の附属機関等の

会議に係る審議資料・会議録等の情報で

あって、公開することにより、合議制機

関等の公正又は円滑な議事運営が著しく

損なわれると認められるもの 
※議事運営規程や議決等により審議資

料・会議録等の情報を非公開とする
旨定めていても，それをもって一律
に非公開となるものではない。 

規定していない。 

第 7 号 
意思形成過

程情報 

県又は国等の事務事業に係る意思形成

過程において、県の機関内部や機関相互

間又は県と国等との間における審議・協

議等に関し、実施機関が作成・収受した

情報であって、公開することにより、当

該事務事業や将来の同種の事務事業に係

る意思形成に著しい支障が生ずると認め

られるもの 

国の機関及び地方公共団体の内部又は

相互間における審議、検討又は協議に関

する情報で率直な意見交換、意思決定の

中立性が不当に損なわれるおそれ………

のある情報 

※意思形成過程という文言は使用して

いない。 

第 8 号 
行政執行情
報 

実施機関が行う各種事務事業に関する

情報であって、当該事務事業の性質上、

公開することにより、関係者との信頼関

係が損なわれるものや事業実施の目的が

失われるもの又は公正若しくは円滑な執

行に著しい支障が生ずると認められるも

の 

国の機関又は地方公共団体が行う事務

又は事業に関する情報であって、その性

質上、適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

のある情報 

※典型的な例を５項目にわたり列挙し

ている(例示)。 

国の安全等

の情報 
規定していない。 国の安全が害されるおそれ、他国等と

の信頼関係が損なわれるなどのおそれが

あると行政機関の長が認めるにつき相当

の理由がある情報 
※「国の安全」とは国家の構成要素で
ある国土、国民及び統治体制が平和に
保たれていることをいう。 

公益上の裁

量的開示 
規定していない。 行政機関の長は不開示情報が記録されて

いる場合であっても､公益上特に必要があ

ると認めるときは開示することができる｡ 

存否応答拒

否 
規定していない。 行政文書が存在しているか否かを答え

るだけで不開示情報を開示することとなる

ときは、行政機関の長は存否を明らかにし

ないで、請求を拒否できる。 
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検討事項 ５ 非公開事項（情報）の範囲（５－１個人情報） 
個人に関する情報を非開示情報として保護するに当たっては、その範囲をどのように画するかが問

題となる。各県等の条例において規定している非開示とすべき個人情報の範囲については、「個人識別

型」と「プライバシー情報型」の二つの考え方がある。 

 

情報公開法では、特定の個人が識別され得る情報を開示すると、一般に、プライバシーを中心とす

る個人の正当な権利利益を害するおそれがあることから、いわゆる「個人識別型」を基本として不開

示情報を定め、その中から開示すべきものを除くという手法を採ることとした。すねわち、個人に関

する情報であって、特定の個人が識別され又は他の情報と照合することにより識別され得るものを事

項的な不開示情報として定めた上、一般的に当該個人の利益保護の観点から不開示とする必要のない

もの及び保護利益を考慮しても開示する必要性の認められるものを、例外的に不開示情報から除いて

いる。                            【情報公開法要綱案の考え方4(2)イ】 

 
現行条例 情報公開法 他県等の状況 

◎「個人識別型」としている。 

（第１１条第２号本文） 

第１１条第２号ただし書 
イ 法令等の定めるところに

より、何人でも閲覧するこ

とができる情報 
ロ 実施機関が作成し、又は収

受した情報で、公表を目的

としているもの 
ハ 法令等に基づく許可、免

許、届出等の際に実施機関

が作成し、又は収受した情

報で、公開することが公益

上必要であると認められる

もの 

 

【解釈運用】 

プライバシーに関する情報の

範囲は、明確になっていない状

況であるため、広く個人に関す

る情報について、特定個人が識

別され、又は識別され得る情報

は原則として非公開としてい

る。 

 

 

◎「個人識別型」としている。 

（第５条第１号本文） 

第５条第１号ただし書 
イ 法令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 
ロ 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 

ハ 当該個人が公務員（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

家公務員及び地方公務員法（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、当該公務員の職及び当

該職務遂行の内容に係る部分 

 

◎「個人識別型」（多くの県） 

 

◎「プライバシー情報型」 
北海道、京都府、大阪府、兵

庫県 

（北海道は識別型からプライバ

シー型へ改正、山梨県は逆に識

別型に改正） 

○プライバシー情報型の解説 
【大阪府条例】 

「一般に他人に知られたくな

いと望むことが正当であると認

められるもの」とは、一般的に

社会通念上、他人に知られるこ

とを望まないものをいう。なお、

「正当と認められるもの」かど

うかが客観的に明白である場合

を除き、当該個人から意見を聴

取するなどにより、慎重に取扱

い、客観的な判断に努めること

とする。 
※改正条例においても「プラ

イバシー情報型」を維持した。 
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検討事項 ５ 非公開事項（情報）の範囲（５－１個人情報） 
現行条例 情報公開法 他県等の状況 

【昭和 62 年公文書公開懇話会提言】 

個人のプライバシーは最大限

に保護されなければならない。し

かし、プライバシーの概念は、そ

の内容及び範囲が必ずしも明確

ではなく「通常他人に知られたく

ない」という主観的要素が残るこ

とから、これをもって直ちに非公

開の基準とすることは適当では

ない。したがって、プライバシー

を「特定の個人が識別され、又は

識別され得る個人に関する情報」

としてとらえ、これを原則とし

て、非公開とすることが適当であ

る。 

しかし、明らかに個人的法益の

侵害に当たらないものや、公益上

の必要性から公開すべき場合も

あるので、その場合には、公開す

ることが適当である。 

【情報公開法要綱案の考え方4(2)イ】 

・ 開示されないことの利益は、

個人の正当な権利利益である

が、その中心部分はプライバシ

ーである。 

 

・ プライバシーの具体的な内容

は、法的にも社会通念上も必ず

しも明確ではない。 

 

・ また、本来なら私人が直接当

該個人に対して開示を求めるこ

とができないような情報を、行

政機関が保有しているとの理由

のみをもって開示することは、

個人情報の適正な管理の観点か

らも適当ではない。 

 

 

○条例改正にあたっての提言 

 

【北海道提言】（Ｈ９．１２） 

いわゆる「プライバシー

型」とすること。 

 

※ 個人が識別される情報は

原則非開示とする「個人識

別型」の規定では不必要に

非開示となる範囲が広くな

りやすいため「プライバシ

ー型」に転換すべきである。 

（プライバシー型に改正済） 

 

【東京都提言】（Ｈ１０．９） 

「個人識別情報型」の現行

のとおりとする。 

 

※ 個人のプライバシーを

最大限に保護するため、個

人に関する一切の情報は

非開示を原則とした上で、

一般的に非開示とする必

要のないものや、開示する

必要性の認められるもの

を、例外的に非開示情報か

ら除く個人識別情報型の

現行の規定のとおりとす

る。 

（個人識別型を維持した） 

 

【東京都提言用語集】 
 プライバシーの権利につい

ては、一般的には「ひとりにし

ておいてもらう権利」とか「私

生活をみだりに公開されない

権利」であると理解されてき
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た。 

さらに、情報化の進展に伴い、

個人に関する情報の集中化及

び広範な利用が可能となるに

つれて、自己に関する情報の

存在や内容を知り、その誤り

の訂正を求めるなど、「自己

に関する個人情報の流れを自

らコントロールする権利であ

る」として、積極的、能動的

な側面も重視されるようにな

ってきている。 
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検討事項 ５ 非公開事項（情報）の範囲（５－１個人情報（公務員情報）） 
現行条例 情報公開法 他県等の状況 

◎個人情報の例外として公務員

に関する情報を公開する規定

はない。 （第１１条第２号） 
 

※ 実施機関職員の職務遂行に
係る所属・職・氏名は特例と
して公開する。 

（特例条例第２条：H10．4～） 
 
【解釈運用】 
・職務遂行に関する情報に含ま

れる本県職員の所属・職・氏

名についても、特定個人が識

別され、又は識別され得る情

報は原則として非公開として

いる。 
・ただし、次の情報は、「ただし

書ロ」の公表に該当する情報

として公開している。 
（ｱ)公文書の発信者、名あて人等

のうち事務事業上の権限を

有する者の職・氏名 
（ｲ)事務事業の執行について公

文書を作成した起案者、復命

者、報告者等の実施機関の職

員の職・氏名 
（ｳ)決裁欄に押印した実施機関

職員の印影 
（ｴ)事務事業の執行に立ち会っ

た者として検査調書、報告

書、確認書等に記載された検

査立会人等の実施機関の職

員の職・氏名 
【特例条例：解釈運用】 

「職務の遂行に係る情報」

とは、実施機関職員が分掌事

務として配分された事務を遂

行する行為について、公文書

に記録された情報をいう。 

◎個人情報の例外として公務員

に関する情報を開示する規定

がある。 
（第５条第１号ただし書ハ） 

 
  【情報公開法要綱案の考え方 4(2)ｵ】 

 
〇公務員の職 
・公務員の職に関する情報は、

行政事務に関する情報として

はその職務行為に関する情報

と不可分の要素であり、政府

の諸活動を説明する責務が全

うされるようにするために、

これを明らかにする意義は大

きい。 
・「公務員の職務の遂行に係る情

報に含まれる当該公務員の職

に関する情報」については、

公務員の範囲を限定せず、仮

に特定の公務員を識別される

ことになっても、開示するこ

ととした。 
 
〇公務員の氏名 
・公務員の氏名は、行政事務の

遂行に係る行政組織の内部管

理情報として担当公務員を特

定するために記録されること

が多い。 
・同時に、私生活においても個

人を識別する基本的な情報と

して一般に用いられており、

これを開示すると、公務員の

私生活等に影響を及ぼすこと

があり得る。 
・この点については、公務員と

法人その他の団体の職員と区

別する理由はないので、公務

員の氏名については、同号た

だし書イにより開示・不開示

の判断がなされるものとし

た。 

◎公務員の職及び氏名に関する

情報を非開示の例外事項とし

ている。 
青森県、宮城県、秋田県、山形

県、福島県、岐阜県、愛知県、

岡山県、鳥取県、山口県、香川

県、愛媛県、高知県、福岡県、

佐賀県、大分県、熊本県、宮崎

県（１８県） 
 
◎公務員の職に関する情報を非

開示の例外事項としている。 
岩手県、茨城県、栃木県、東京

都、山梨県 
◎公務員の職務に関する情報の

うち公やけにすることにより

当該個人の私生活上の権利利

益を害するおそれがあるもの

又はそのおそれがあると知事

が認めて規則で定める職にあ

る公務員の氏名を非開示とし

た。 
三重県 
 

○条例改正等にあたっての提言等 
【東京都提言】（Ｈ１０．９） 
・ 公務員情報については、職
務の遂行に係る情報のうち、
公務員の職及び職務遂行の内
容に係る部分を開示する旨の
規定を置く。 

・ 公務員の氏名については「法
令の規定により又は慣行とし
て公にされ、又は公にされる
ことが予定されている情報」
の規定により開示、非開示の
判断を行う。 

 
【福島県意見】（Ｈ１１．１） 
・ 公務員の職務遂行に関する
情報には、公務員の職、氏名
に関する情報及び職務行為に
関する情報とで構成されるも
のが多い。 
職務遂行に関する職、氏名
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は、一般的には個人の権利利
益保護への配慮の必要性は少
ないと認められることから、
ただし書の運用ではなく、条
文上明記することが望まし
い。 
なお、このことは公表して

も社会通念上個人の権利利益
を不当に侵害するおそれがな
いと認められる場合における
当該情報に限ることは言うま
でもない。 
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検討事項 ５ 非公開事項（情報）の範囲（５－２事業活動情報（任意提供情報）） 
法人その他の団体及び個人事業者に関する情報には、営業秘密等、開示すると当該法人等の権利利

益を害するおそれのあるものがあるが、法人等が有する正当な権利利益は、原則として開示すること
により害されるべきではない。そこで、情報公開法では、開示することにより、当該法人等の競争上
の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがある情報を不開示情報としている。 
                            【情報公開法要綱案の考え方 4(3)ア】 

さらに、情報公開法は行政機関の要請を受けて、公にしないことを条件に任意に提供された情報（任
意提供情報）を非公開とする明文の規定を置いている。 

現行条例 情報公開法 他県等の状況 
◎任意提供情報の明文の規定はな

いが現行は第１１条第８号の
「関係者との信頼関係が損なわ
れると認められるもの」という
規定を根拠として非公開として
いる。 

 
 
【解釈運用】 
・ 公にしないことを条件に任意に

第三者から提供された情報など
のように、公開することにより、
県と第三者との間における信頼
関係が損なわれ、信義則に反す
る場合をいう。 

・ この場合において、単に「公に
しない」という約束があるとい
うことのみをもって直ちに約束
に係る情報が該当することとな
るものではない。公開されるこ
とにより、県と第三者との間に
おける信頼関係が損なわれてし
まう場合など、非公開とするこ
とに合理的な理由があるかどう
かを検討して判断する必要があ
る。 

 
 

◎法人等に関する情報に任意提供
情報の規定を置いている。 
（第５条第２号 ただし書ロ） 

 
【情報公開法要綱案の考え方 4(3)イ】 
〇任意提供情報保護の必要性 
・行政機関の要請に応じて任意に
提供され、行政機関がこれを保
有することになった場合に、行
政機関が保有していることのみ
を理由として、当然に何人に対
しても開示されるとするのは合
理的でない。 

・ある種の情報は非公開を前提と
して初めて受け渡しされるとい
う情報流通の形態は、行政機関
との間においては否定されると
する合理的な理由はない。 

・行政機関の要請を受け、非公開
とする約束の下に初めて提供す
ることを決めた当該情報の提供
者における非公開扱いに対する
期待と信頼は、保護に値するも
のである。 

 
〇任意提供情報の規定上の留意点 
・不開示情報を定めるに当たっ
て、非公開約束がある場合には
すべて不開示とするのではな
く、非公開約束の下に提供され
た情報が、当該情報の性質上、
法人等又は個人における常例と
して公にしないこととされてい
るものである場合など、公にし
ないことにしてほしいという法
人等の申出が常識的にも理解で
きる場合に限る旨の要件を付加
する。 
このことは、不開示情報を合理

的な理由があるものに限定すると
いう、この法律の趣旨に合致する
ところである。 

 

（事業活動情報の中で規定） 
◎法と同様に、事業活動情報につ

いて任意提供情報を置くもの 
岩手県、山形県、茨城県、栃木
県、山梨県、愛知県、愛媛県、
宮崎県 

 
◎（独立に任意提供情報として規定）

信頼関係規定を合理的かつ明確
な要件とし、第三者（国及び地
方公共団体を除く。）の任意提供
資料について、公にしないとす
る条件が合理的であり、当該第
三者の信頼が保護に値するもの
で、公にすることにより信頼を
不当に損なうことになると認め
られるもの 
青森県、東京都、岡山県、香川
県 

 
◎任意に提供された情報について

公開することにより、当該個人
又は法人等との信頼関係、協力
関係が損なわれると認められる
（おそれのある）ものを非開示
としているもの 

 
・独立した非開示事由とするもの

秋田県、新潟県、岐阜県、京都
府、大阪府、兵庫県、徳島県、
高知県、鹿児島県 

 
・行政執行情報の一つとするもの 

群馬県 
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検討事項 ５ 非公開事項（情報）の範囲（５－２事業活動情報（任意提供情報）） 
現行条例 情報公開法 他県等の状況 

  ◎任意提供情報に限定せず、「関係当事

者間の信頼関係が損なわれると認めら

れるもの」に該当するか否かで判断し

ているもの 

（本県を含めた多くの県） 

  ○条例改正等にあたっての提言等 

１ 事業活動情報に規定するもの 

【岩手県意見】（Ｈ１０．９） 

情報公開法案に準じ、「任意提供情

報」を法人等に関する情報の非開示事

由として明記する。 

この場合、当該条項により保護され

る利益に優越する公益が認められる場

合には、開示される旨を明記する。 

 

２ 信頼関係規定を合理的かつ明確な

要件にして規定したもの 

【東京都提言】（Ｈ１０．９） 

「任意提供情報」については、非公開

への第三者の信頼が正当と認められる

ものに限定するように要件を厳格に定

めた。 

【秋田県答申】（Ｈ１０．４） 

情報公開法案の規定を参考にしなが

ら、より限定的に規定すべき 

 

３ 新たに規定する必要はないとしてい

るもの 

【宮城県建議】（Ｈ１０．１２） 

行政執行情報の規定により対処する

ことが可能であり、新たに規定を設け

る必要はない。 

 

 
 
 



 20

検討事項 ５ 非公開事項（情報）の範囲（５－３犯罪予防等情報） 
現行条例 情報公開法 他県等の状況 

◎公共の安全と秩序維持の観点

から、規定している。 
     （第１１条第４号） 

 
【解釈運用】 
〇刑事法の執行に限定していない。 
〇実施機関の第一次的判断を尊

重する規定とはなっていない。 
 
(本号の具体例) 
〇生命等又は社会的地位の保護

に支障 
・犯罪等の情報提供者等の氏名

等 
・公害、医療、違反建築物等の

苦情・告発に係る情報提供者の

氏名等 
〇犯罪の捜査・公共の安全に支障 
・捜査事項照会（回答）文書 
・警備機器等の配置図 

 
【昭和62年公文書公開懇話会提言】 
・県の基本的な責務として、公

共の安全と秩序の維持を図る

ことと、住民の生命、身体､財

産等を保護することが挙げら

れており、これらに関する情報

のうち公開することにより責

務の遂行に支障が生ずるおそ

れがあるものは、非公開とする

ことが適当である。 
 

◎刑事法の執行を中心としたもの

に限定している。 
◎司法審査では行政機関の長の第

一次的判断を尊重し、その判断

の合理性を審理することとな

る。 
（第５条第４号） 
【情報公開法要綱案の考え方4(4)ア】 
〇刑事法の執行に限定 
・「公共の安全と秩序の維持」に、

いわゆる行政警察の諸活動まで

広く含める理解があり得るが、

本号は、犯罪の予防・捜査等に

代表される刑事法の執行を中心

としたものに限定する趣旨であ

る。 
 
・いわゆる行政警察の分野に係る

情報は「行政機関の事務・事業

に関する情報」として開示・不

開示の判断がされることとな

る。 
 
〇行政機関の長の第一次的判断尊重 
・第４号に規定する情報について

は、その性質上、開示・不開示

の判断に高度の政策的判断を伴

うこと、犯罪等に関する将来予

測としての専門的・技術的判断

を要することなどの特殊性が認

められる。 
 
・このような事情を前提とする

と、司法審査の場においては、

裁判所は、行政機関の長の第一

次的判断を尊重し、その判断が

合理性を持つ判断として許容さ

れる限度内のものであるかどう

かを審理・判断することとする

のが適当である。 
 
 

〇条例改正等にあたっての

提言 
【東京都提言】（H10．9） 
・刑事法の執行を中心とした

ものに限定するとともに、

国と整合のとれたものと

する。 
・実施機関が刑事法執行等に

支障を及ぼすおそれがあ

ると認めることにつき相

当の理由がある情報を非

開示とする規定に変更す

る。 
・「行政警察」に関する情報

は、個別案件が犯罪の予

防、捜査等に該当すること

があり得ることは別とし

て、一般的には「行政運営

情報」の規定により、開

示・非開示の判断がなされ

ることとなる。 
 
※新条例では公安委員会を

実施機関とすることを先

送りした結果、その内容

は、旧条例の規定と変わっ

ていない。 
 
【大阪府提言】（H11．2） 

公共安全情報について

は、新たに公安委員会が実施

機関となることを前提に、刑

事法の執行を中心とする情

報に限定して、規定内容等の

整理検討がなされるべき 
 

【神奈川県答申】（H11．3） 
犯罪の予防や捜査等の情

報を中心としたものに限定

すべき。 
なお、国の法律との均衡を

配慮する必要がある。 
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検討事項 ５ 非公開事項（情報）の範囲（５－４国等協力関係情報） 
 県の行政は、国、他の都道府県、市町村等の行政機関や公社、公団、組合等の公共的団体と相互に

関係しながら推進されるものであることから、公開することにより、国等との信頼関係、協力関係が

損なわれると認められる情報は「国等協力関係情報」として非公開とするものである。 

現行条例 情報公開法 他県等の状況 
◎国等協力関係情報の規定がある｡

（第 11 条第５号） 

 

【解釈運用】 

県と国等との協力又は信頼関

係を維持する観点から定められ

ている。 

「協議、依頼等」とは、協議、

依頼、照会、委託など、国等の発

意に基づき実施機関が受身の立場

で行うものをいう。これには、国

の依頼に応じて県が直接回答する

ものだけでなく、国の発意により

県が市町村等の情報を収集し、国

へ回答するようなものも含む。 

【昭和 62 年公文書公開懇話会提言】 

県政を適正に執行するために

は国等の協力が不可欠である。

これらにかかる情報で公開する

ことによって協力関係や信頼関

係を損なうおそれがあるような

情報は、非公開とすることが適

当である。 
また、機関委任事務に係る国か

らの通達によって公開が禁止さ

れている情報についても同様で

ある。 

 

◎規定していない。 

 

 

・情報公開法は国と地方公共団

体との協力関係や信頼関係が

損なわれるか否かにより判断

するのではなく、行政機関の

事務・事業に関する情報とし

て、「国の機関又は地方公共

団体が行う事務又は事業に関

する情報であって、公にする

ことにより当該事務・事業の

適正な執行に支障を及ぼすお

それがあるか否か」で判断す

ることとしている。 

 

◎従来はほとんどの県で規定さ

れていたが、最近の条例改正

では規定しない傾向にある。

「行政執行情報の一類型とす

るもの」（規定を削除した都

県） 

青森県、岩手県、宮城県、茨

城県、栃木県、東京都、山梨

県、愛知県、三重県、大阪府、

岡山県、香川県、高知県（埼

玉県はもともと規定なし） 

 

◎規定している場合のパターン 

・本県条例と類似する規定を置

くもの（多くの県） 

・国等との協力関係が損なわれ

ることに加え、当該協議又は

依頼に係る事務又は事業の適

正な執行に支障が生ずること

を要件とするもの（北海道） 
（改正後も規定を残した。） 

 

〇条例改正等にあたっての提言 
【東京都提言】（Ｈ１０．９） 

「国等関係情報の非開示条項

は削除する。」 
規定があいまいで、主観的な

運用がされるおそれがあり、地

方分権推進の観点からは特別

の非開示条項で対応する必要

はなく、他の非開示条項で判断

すれば足りると考えられるの

で、削除することが適当であ

る。 
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検討事項 ５ 非公開事項（情報）の範囲（５－４合議制機関等情報） 
 本県条例の合議制機関等とは、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、地方労働委員会、収用

委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会の行政委員会、監査委員及び県の執行機関の附

属機関（地方自治法第１３８条の４第３項の規定により設置された審議会等）及び附属機関に類似し

た機能を持つ懇話会等をいう。 
 独立した機関としての性格を持たず、対外的に意思表明できない行政内部の会議は含まれない。 

現行条例 情報公開法 他県等の状況 
◎合議制機関等情報の規定があ

る。   （第１１条第６号） 

 

【解釈運用】 

合議制機関等は、一般の行政

機関と異なり、独立性や第三者性

の確保が要請され、その意思形成

に関して構成員の自由な討議の

過程を必要とする場合があるの

で、審議資料、会議録等の情報で、

公開することにより、合議制機関

等の公正又は円滑な議事運営が

著しく損なわれると認められる

ものについて、公開しないことが

できるとしたものである。 

 

【昭和62 年公文書公開懇話会提言】 

行政委員会や法律、条例、要綱

等により設置されている各種の

合議制機関等は、それぞれの設置

目的及び根拠法令等の範囲内で

自らの意思で活動しているもの

であり、独立性や第三者性の確保

が要請され、会議での自由な討議

及び公正、円滑な議事運営が保障

される必要がある。このことか

ら、公開された場合自由な討議を

確保する上で支障があったり、公

正、円滑な議事運営が著しく損な

われると認められる会議録等の

情報については、非公開とするこ

とが適当である。この場合には、

あらかじめ議事運営規程又は議

決によって公開しない旨を定め

ておくことが適当である。 

◎規定していない。 
 

 

【情報公開法要綱案の考え方 4(5)】 

・審議会に関する情報についても、

審議、検討等に関する情報の一

般原則が適用される。 

・審議会に関する情報の開示・不

開示の判断は、当該審議会の議

決等により決せられるものでは

ない。 

・当該審議会の性質及び審議事項

の内容に照らし、個別具体的に、

率直な意見の交換等を「不当に」

損なうおそれがあるかにより判

断されることとなる。 

・審議会に関する情報の公開に関

する国民の要望は強く、行政の

政策形成における審議会の機能

に照らし、これを可能な限り開

示することの意義が大きいこと

に十分に配慮すべきである。 

◎合議制機関等情報の規定のあ

るもの 
本県含め１８県 

 

※最近の改正では削除する傾向に

ある。 

北海道、青森県、岩手県、宮城

県、東京都、愛知県、岡山県、

香川県 

 

〇条例改正等にあたっての提言等 

【東京都提言】（Ｈ１０．９） 

「合議制機関等関係情報の非開

示条項は削除する。」 

このような規定を置くことは、

事実上合議制機関等に関する情

報を開示請求権の対象から除外

することを意味し、合理性を見出

しがたいことから、このような情

報については「審議・検討・協議

に関する情報」の非開示条項に照

らして、合議制機関等の性質や審

議内容によって開示・非開示を判

断すべきである。 

 

【福島県意見】（Ｈ１１．１） 

「現行の規定を削除すべきであ

る。」 

合議制機関等に関する情報の開

示非開示の判断は、規程若しくは

議決によって決定されるもので

はなく、個別具体的かつ客観的に

開示した場合の支障の有無によ

って判断されるべきである。 
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検討事項 ５ 非公開事項（情報）の範囲（５－５意思形成過程情報） 
 県においては、意思決定を行うため、内部的な又は関係機関との審議、協議、調査研究等を繰り返

しながら意思形成を行う場合が数多くある。この審議等の過程において発生する情報には、個別の事

案決定は終了しているが、意思形成の一段階のものであるため、情報として成熟していないものがあ

る。現行の県の条例では、この点に着目して、意思形成過程情報を非公開事項の一項目として類型化

している。 
現行条例 情報公開法 他県等の状況 

◎意思形成過程情報の規定があ

る。 

（第 11 条第７号） 
県又は国等が行う事務事業につ

いて、その意思形成過程における

審議、協議、調査研究等に関する

情報であって、公開することによ

り、当該事務事業又は将来の同種

の事務事業に係る意思形成に著し

い支障が生ずると認められるもの 

 

〇本号の具体例 

・ 行政情報として未成熟であるた

め、公開することにより誤解や

混乱を招くと認められるもの 

・ 行政内部の会議録等で、公開す

ることにより自由な意見と情報

の交換が妨げられると認められ

るもの 

・ 検討等のため収集した資料で公

開することにより、今後必要な

資料を得ることが困難になると

認められるもの 

 

【解釈運用】 

「意思形成過程」・・・個別の事

務事業における決定の手続が終了

するまでの間のほか、当該事務事

業が複数の決定手続を要するもの

である場合には、当該事務事業に

係る全体としての最終的な意思決

定が終了するまでの間をいう。 

「意思形成に著しい支障が生ず

ると認められる」・・・事務事業に

ついて最終的な意思形成が終了し

ていない段階の情報で、公開する

◎審議・検討・協議に関する情報

として規定されている。 

（第５条第５号） 

①審議・検討・協議に関する情報 

②意思形成過程という文言を排除 

③「不当に」との要件を付加 

 

【情報公開法要綱案の考え方 4(5)ア】 

〇保護される利益 

検討途中の段階の情報を開示す

ることの公益性を考慮してもな

お、これらの行政機関の意思決定

に対する支障が看過し得ない程度

のものである場合には、これを不

開示とすべき合理的な理由が認め

られるため、それぞれの場合に「不

当に」との要件を付加した上で、

これらのおそれのある情報を不開

示情報とすることとした。 

「不当」なものであるかの判断

は、当該情報の性質に照らし、開

示することによる利益と不開示と

することによる利益とを比較衡量

してなされるべきである。 

 

〇審議会に関する情報 

審議会に関する情報の開示・不開

示の判断は、当該審議会の議決等に

より決せられるものではなく、当該

審議会の性質及び審議事項の内容

に照らし、個別具体的に、率直な意

見の交換等を「不当に」損なうおそ

れがあるかにより判断されること

となる。 

 

◎最近の改正では法と同様に、

「審議・検討・協議に関する情

報で、率直な意見の交換等が不

当に損なわれる等」と規定する

傾向にある。 

青森県、岩手県、秋田県、山形

県、茨城県、栃木県、東京都、

山梨県、愛知県、三重県、岡山

県、香川県、愛媛県 

 

〇条例改正等にあたっての提言 

【東京都提言】（Ｈ１０．９） 

都民に対する説明する責務を全

うし、都民による都政への参加に

資するという観点からは、意思形

成過程の情報について非開示とす

る場合をできる限り限定すること

が望ましい。 

そこで、非開示の範囲が拡大解

釈されるおそれのある「意思形成

過程等情報」という言葉を排し、

「審議・検討・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、不当に都民の間に混乱を生

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

及ぼすおそれのあるもの」という

規定に変更する。 

 

【北海道提言】（Ｈ９．１２） 

未成熟な情報が開示されること

により、誤解や憶測に基づく混乱

を生じさせたり、不当な圧力や干

渉等によって意思決定の中立性が
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ことにより、事務事業の意思形成

に著しい支障が生ずると認められ

るものをいう。（上記具体例参照） 

損なわれるような事態も有り得る

が、政策形成過程への住民参加が

課題となっている今日、意思形成

の過程にある情報も可能な限り積

極的に道民に提供されるべきであ

る。この条項で非開示とできる場

合は、意思形成に著しい支障が生

ずることが明らかに認められるこ

とを要件としてより限定すべきで

ある。 
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検討事項 ５ 非公開事項（情報）の範囲（５－６行政執行情報）  
 事務事業の内容及び性質に着目し、公開することにより、公正又は円滑な事務事業の執行を妨げる
おそれがあるものは非公開とする趣旨の規定である。            
 行政の事務事業については、その内容が極めて多様であり、公開による支障の内容、程度も様々で
ある。 

現行条例 情報公開法 他県等の状況 
◎実施機関が行う各種の事務事
業の公正又は円滑な執行を確
保する観点から規定してい
る。（第 11 条第８号） 

 
【解釈運用】 
実施機関が行う交渉、監査等

の事務事業に関する情報のう
ち、次のいずれかに該当するも
のについて非公開とするもので
ある。 

 
(1) 実施機関と関係者との信頼

関係が損なわれるもの 
・労使交渉、用地交渉記録等 

 
(2)事務事業の実施の目的が失わ
れるおそれがあるもの 
・各種試験問題、採点基準等 

 
(3)事務事業の公正若しくは円滑
な執行に著しい支障が生ずる
と認められるもの 
①特定の者に不当な利益又は
不利益を与えるもの 

・設計単価、設計価格等 
 
②経費が著しく増大したり、
実施の時期が大幅に遅れる
など、事務事業が著しく混
乱するもの 

・用地買収計画案等 
 
③その他事務事業の公正若し
くは円滑な執行に著しい支
障が生ずると認められもの 

・心理判定書、診療録 

◎国の機関又は地方公共団体が
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、当該事務又は事業の性
質上、その適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあるもの
（第５条第６号） 

 
◎要綱案に列挙された事務又は

事業をグル－プ分けし、その
グル－プごとに公にすること
による典型的な支障を記述
し、全般的な事務又は事業の
適正な遂行に支障を及ぼすお
それの例示としている 

※典型的な５項目 
①監査、検査、取締り、試験 
②契約、交渉、争訟 
③調査研究 
④人事管理 
⑤国又は地方公共団体が経営す

る企業 
 
【情報公開法要綱案の考え方4(6)】 
・「適正な遂行に支障を及ぼすお

それ」は、行政機関に広範な
裁量権限を与える趣旨ではな
い。 

 
・ 本号が人の生命、身体等を保

護するため開示することがよ
り必要と認められる情報を明
示的に除外していないのは、
公益的な開示の必要性等の
種々の利益を衡量した上での
「適正」が要求されているか
らである。 

 
・「支障」の程度は実質的なも
のが要求され、「おそれ」の程
度も法的保護に値する蓋然性
が当然に要求される。 

 

◎法と同様に、事務又は事業に
ついて、グルーブ分けし、グ
ループごとに典型的な公にす
ることによる支障を記述し、
全般的な事務又は事業の適正
な遂行に支障を及ぼすおそれ
の例示とするもの 
青森県、岩手県、秋田県、茨
城県、栃木県、東京都、山梨
県、愛知県、三重県、岡山県、
香川県、愛媛県 

 
〇条例改正等にあたっての提言 
 
【東京都提言】（Ｈ１０．９） 
・事務事業についてグループ分
けし、各グループごとに非開
示とするものを具体的に記述
するとともに、それ以外の場
合であって当該事務事業の公
正、円滑な執行に支障が生じ
るおそれがあるものを非開示
とする。 

 
・「関係当事者間の信頼関係が
損なわれると認められるも
の」という規定については、
これを合理的かつ明確な要件
のものに限定する 

 
※東京都の新条例では、「行政

運営情報」の次号として「任
意提供情報」の規定を置いて
いる。 

 
【大阪府提言】（Ｈ１１．２） 

原則公開の方向で、より具体
的かつ客観的な解釈運用が図ら
れる必要があり、情報公開法の
趣旨にのっとり、可能な限り解
釈上該当する情報の具体的な類
型化に努めるべきである。 
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検討事項 ５ 非公開事項（情報）の範囲（５－６行政執行情報）  
現行条例 情報公開法 他県等の状況 

 

【昭和 62 年公文書公開懇話会提言】 

県が行う事務事業の中には、

用地買収交渉記録や各種の検

査監査計画書や入札予定価格

調書等事務事業の性質上、公開

することにより関係当事者と

の信頼関係が損なわれたり、当

該事務事業又は将来の同種の

事務事業の実施の目的が失わ

れたり、公正、円滑な執行に支

障が生じたりするおそれのあ

るものもあるので、これらの情

報は公開しないことが適当で

ある。 

・その具体的な基準については、

すべての行政の事務・事業に

ついて、あらかじめ定めるこ

とは困難である。 

 

・監査、交渉、試験その他同種

のものが反復されるような性

質の事務・事業にあっては、

ある個別の事務・事業に関す

る情報を開示すると、将来の

同種の事務・事業の適正な遂

行に支障が生ずることがあり

得るが、これも、当該事務・

事業の適正な遂行に支障を及

ぼすおそれがある場合に当た

ることとなる。 

【宮城県建議】（Ｈ１０．１２） 

行政執行情報については、

「支障が生ずるおそれのある

情報」を「支障が生ずると認め

られる情報」とすること。 

第８条第６号 

県の機関又は国等の機関が

行う検査、監査、取締り、争訟、

交渉、渉外、入札、試験であっ

て、当該事務事業の性質上、公

開することにより当該事務事

業若しくは将来の同種の事務

事業の目的が達成できなくな

り又はこれらの事務事業の公

正若しくは円滑な執行に支障

が生ずると認められるもの 

 

【神奈川県答申】（Ｈ１１．３） 

各種事務事業を類型化し、各

類型ごとに公開することによ

って生じる支障を一層具体的

に明示すべきである。 

また、任意提供情報につい

て、は非公開情報の一類型とし

て規定すべきであるが、公にし

ないとの条件を付することが

情報の性質等に照らして合理

的であるものに限定する必要

がある。 
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検討事項 ５ 非公開事項（情報）の範囲（５－７ 公益上の裁量的開示） 
不開示情報は、人の生命、身体等を保護するために開示することがより必要なものを除くなどの利

益衡量を行った上でなお不開示とすることの必要性が認められる情報であるから、行政機関の長が、

これをみだりに公開することは、公益に反し、許されないこととなる。しかしながら、個別具体的な

場合においては、開示することに優越的な公益が認められる場合があり得るところであり、このよう

な場合には、行政機関の長の高度の行政的判断により開示することができるとすることが合理的であ

る。                           【情報公開法要綱案の考え方 4(8)】 

 そこで、情報公開法では、公益上の裁量的開示を規定している。 
現行条例 情報公開法 他県等の状況 

◎公益上の裁量的公開は規定

していない。 

 

 
【参考】 

個人情報及び事業活動情報

における公益上の義務的な公

開は規定している。 

・個人情報 

（第 11 条第２号ただし書ハ） 
・事業活動情報 

（第 11 条第３号ただし書ハ） 

 

 

第 11 条第２号 

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。 

ハ  法令等の規定に基づく許

可、免許、届出等の際に実施

機関が作成し、又は収受した

情報で、公開することが公益

上必要であると認められる

もの 

◎不開示情報全般に対する公益上

の裁量的開示を規定している。 

（第７条） 

【情報公開法要綱案の考え方 4(8)】 

・ 行政機関の長が開示すること

の公益性を判断するに当たっ

ては、個々の不開示情報の規定

による保護利益の性質及び内

容を考慮し、これを不当に侵害

することがないようにしなけ

ればならない。とりわけ、個人

の人格的な利益その他憲法上

保障されている利益について

は、慎重な配慮が求められる。 

◎最近の改正で公益上の裁量的

開示を規定しているもの 

青森県、岩手県、宮城県、茨城

県、栃木県、東京都、山梨県、

愛知県、三重県、大阪府、岡山

県、香川県、高知県 

◎「人の生命、身体、健康又は生

活の保護のため公益上必要があ

る」ものとの規定 

北海道 
◎最近の改正等でも公益上の裁量

的開示を規定していないもの 

秋田県、山形県、愛媛県 

 

○条例改正等にあたっての提言 

【東京都提言】（Ｈ１０．９） 
公益上の特別の理由による裁

量的開示の規定を設ける。 

非開示情報の規定により保護

される利益に優越する公益上の

理由があると認められる場合に

は、実施機関の高度の行政的判

断により開示することができる

こととする。 

 
【愛媛県結果報告】（Ｈ11．２） 

国は、非公開情報に該当する場

合でも高度の行政的判断により

裁量的開示ができることとして

いるが個々の非公開情報は、公

益性を考慮してもなお非公開と
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すべき必要性が認められるもの

であり、基本的には更に公益性

を考慮して公開すべき場合は考

えられず、また、制度運用上の

困難も予測されるため、この規

定を設ける必要はないと考え

る。 
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検討事項 ５ 非公開事項（情報）の範囲（５－８ 存否応答拒否） 
 公開請求に係る公文書が存在するか否か明らかになるだけで、非公開とすることによる利益が害さ

れる情報。例えば、特定の個人の病歴、犯罪の内定捜査に関する情報等が考えられる。 
 これらの文書を実施機関が保有している場合に、非公開事項に該当し公開できないとすれば、その

存在が請求者に分かる。また、文書が存在しない場合は、不存在決定をすることとなり、いずれにし

ても請求者に情報の有無が分かり、保護されるべき利益が害されることとなる。 
 こうした情報は文書の存否を明らかにすることなく、請求を拒否できるとするのが「存否応答拒否」

の規定である。 
現行条例 情報公開法 他県等の状況 

◎条例上の規定はない。 
 
 
【参考】 
〇「存否応答拒否」を非開示理
由に付記した事例 

A 県・・・福祉関係の資金貸
付申請書等の開示請求に対し、
個人情報に該当するとして非開
示決定を行い、非開示理由に「存
否応答拒否」を付記したもの。（平
成３年７月） 
※ 特定の個人が実施機関に対

し、福祉関係資金の貸付けを
申請したか否か、また、それ
に対する貸付決定があったか
否かは、特定の個人にとって
公文書の内容と同様、第三者
に知られたくない事実であ
り、その文書の存在を明らか
にすれば、個人に関する情報
が最大限保護されるべきとす
る条例の趣旨に反することと
なる。 

 
B 県・・・公共用財産用途廃止
申請書に係る同意書のうち自治
会長以外の同意書 
※ この存在について言及す
ることが付近の状況から非開
示とすべき情報を開示するの
と同様の効果が生じ、個人の
情報を保護する条例の趣旨に
反することになる 

◎規定している。（第８条） 
 
 
【情報公開法要綱案の考え方4(9)】 
〇存否応答拒否を規定した趣旨 
・開示請求が探索的になされた
場合等、存否に関する情報と
開示請求に含まれる情報とが
結合することにより、不開示
又は不存在と回答するだけで
不開示情報の保護利益が害さ
れることがあり得る。 

・このような事態に適切に対処
するため、開示請求に係る行
政文書の存否を明らかにしな
いで開示請求を拒否できる場
合についての規定を設けた。 

 
〇適用範囲 
・この規定の適用範囲を一部の
不開示情報に限定すること
は、それぞれの不開示情報に
ついて上記のような問題が生
ずることに照らし適当ではな
く、また保護利益の侵害の程
度で限定することも、不開示
情報を合理的な範囲に限定し
た本要綱案の趣旨に照らして
適当ではない。 

 
〇救済措置 
・ 開示請求を拒否するとき
は、必要にして十分な拒否理
由の提示をする必要があり、
請求拒否決定に対し行政上及
び司法上の救済を求めること
ができるので、適正な運用は
確保されるものと考える。 

◎最近の改正においては、存否応
答拒否を規定する傾向にある。 
北海道、青森県、岩手県、宮城
県、秋田県、山形県、茨城県、
栃木県、東京都、山梨県、愛知
県、三重県、大阪府、岡山県、
香川県、愛媛県、熊本県、宮崎
県 

 
※北海道は、「人の生命、身体又
は名誉が侵害されると認めら
れる場合」に限られる。 

※高知県は改正条例に規定せ
ず。 

 
○条例改正等にあたっての提言 
【東京都提言】（Ｈ１０．９） 
「存否応答拒否」の規定を置く

存否応答拒否は「処分」として
位置付け、理由の提示が義務づ
けられること及び行政不服審
査、抗告訴訟の対象となること
を条例上明らかにする。 

実施機関がこの規定を援用す
る場合には、事前に情報公開担
当部局に照会する制度を設け、
事後に新設予定の運営審議会に
報告する制度を設ける。 
 
 
【北海道提言】（Ｈ９．１２） 

開示請求権が濫用されること
により、文書の存否を答えるだ
けで特定の個人の生命、身体、
名誉が侵害される場合に限り、
文書の存否を明らかにしない処
分ができることとする。 
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検討事項 ６ 請求及び決定手続（６－１ 請求手続） 
現行条例 情報公開法 他県等の状況 

◎公開請求書による請求（第７条） 
 
〇公開請求書に記載すべき事項 
（１）氏名及び住所（法人その他の

団体にあっては、その名称、代表

者の氏名及び主たる事務所の所

在地） 

県内に事務所等を有する個人・

法人等にあっては、その県内に有

する事務所等の名称及び所在地 

（２）公開を請求しようとする公文

書を特定するために必要な事項 

（３）その他実施機関が定める事項 

・公開の方法（区分） 

（閲覧、写しの交付） 

・請求の目的 

・連絡先  等 

〇郵送による請求も認めている

（事務取扱要綱）が、ファックス、

電子メールによる請求は受け付

けていない。 

 
【解釈運用】 
公開請求は、請求者の権利行使とし

て公開の決定という行政行為を求め

る申請手続であって，文書により事

実関係を明確にしておくことが適当
であり、様式行為としたものである。

したがって、口頭、電話等による請

求は認められない。 

 
【昭和６２年情報公開懇話会提言】 
公開請求の方法は、来庁の上請求書

を提出して行うものとする。ただし、

公文書の特定が容易で、本人の窓口

来庁が困難な場合などには郵送によ

る請求も妨げないとすることが適当

である。 
公文書公開制度に基づく公開請求

は、請求された公文書を具体的かつ

確定的に把握する必要があること

と、公開を拒否した場合、行政救済

への移行を考慮して適正な手続を確 

◎開示請求書による請求（第４条） 
 
〇開示請求書に記載すべき事項 
（１）氏名又は名称及び住所又は居

所並びに法人その他の団体にあ

っては代表者の氏名 

（２）行政文書の名称その他の開示

請求に係る行政文書を特定する

に足りる事項 

※その他請求書に記載することがで

きる事項を施行令第５条で定めて

いる。 

 

※情報公開法は、 

①開示請求（第４条）と 

②開示方法の申出（第 14 条第２項）

の２段階の構成となっている。 

 

〇国は、郵送による請求は認めるが、

ファクシミリや電子メールによる

請求については、当面受け付けない

予定。今後、実施について検討して

いく。 
 

【情報公開法要綱案の考え方 5(4)】 

・ 開示請求に関する法律関係の内容

という重要な事項を明らかにする

ため、書面を提出してしなければ

ならないこととした。 

 

・ 開示請求権制度の適正かつ円滑な

運用を確保するためには、開示請

求書に、開示請求の対象が明確に

記載される必要がある。 

 

・開示請求の対象として、開示を請

求する行政文書の件名が記載され

るか、これが困難な場合にあって

は、その記載内容から行政機関の

担当職員が請求対象文書の件名及

びその範囲を合理的な範囲に特定

◎本県を含む多くの県が書面によ

る請求 
◎電子メールによる請求を認めて

いる県 
三重県、鳥取県 

◎ファクシミリによる請求を認め

ている県 
北海道、岩手県、宮城県、三重

県、鳥取県 など 

 
○北海道では、実施機関が別に定め

るところにより当該請求書提出を要

しないと認めたとき（請求者が障害

等により請求書に必要事項を記載す

ることが困難であると認められると

き）は、この限りでないとしている。 

『運用』 
実施機関の職員が必要記載事項を

聴き取って記入し、確認する。 

 

○条例改正等にあたっての提言等 

【東京都提言】（Ｈ１０．９） 

ファクシミリや電子メール等によ

る請求についても認められることが

望ましいので、到達の確認方法など

技術的な問題等を踏まえつつ、実施

可能な方法を検討すべきである。 

 

【岩手県意見】（Ｈ１０．９） 

請求者の利便を図るため、ファクシ

ミリによる請求について、実務上の

問題点を勘案し、検討する。 

 

【宮城県建議】（Ｈ１０．１２） 
ファックスによる開示請求を認め

ること。 

電子メールによる請求にも早期に

対応できるようにすること。 

 

【大阪府提言】（Ｈ１１．２） 
郵便やファクシミリ、電子メールに
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保する必要があることにより、書面

を提出して行うことが適当である。 
 

できる程度に記載される必要があ

る。 

より遠隔地からでも請求が可能とな

るよう、目録の適正整備や事務事業

の流れ、仕組みを整理し、インター

ネットなどにより一般に提供するべ

きである。 
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検討事項 ６ 請求及び決定手続（６－２ 公文書不存在の場合の処理） 
現行条例 情報公開法 他県等の状況 

◎条例に規定はないが、規則で「公

文書不存在等通知書」を定め、行

政処分として位置付けている。 

 

 

(公文書公開請求書に対する審査等) 

規則第 2 条の３ 

知事は、条例第７条の規定による

請求書が到達した場合において、次

の各号のいずれかに該当するとき

は、速やかに、当該請求書により公

開の請求をした者に対し相当の期間

を定めて当該請求の補正を求め、又

は当該請求を拒否しなければならな

い。 

(1) 公開の請求をした者が条例第５

条の規定により公開を請求するこ

とができる者でない場合 

(2) 公開の請求に係る公文書が条例

第６条に規定する公文書でない場

合 

(3) 公開の請求に係る公文書が存在

しない場合 

(4) 公開の請求に係る公文書が条例

第１５条の規定により条例の適用

を除外されている公文書である場

合 

２ 知事は、前項の規定により請求

を拒否するときは、「公文書不存在

等通知書」により不適合の理由を付

して請求者に通知しなければなら

ない。 

 

 

・公文書不存在に対する異議申立て

は、審査会に諮問不要 

◎請求拒否処分の一類型としてい

る。      （第９条第２項） 
第９条 

２ 行政機関の長は、開示請求に係る

行政文書の全部を開示しないとき

（前条の規定により開示請求を拒

否するとき及び開示請求に係る行

政文書を保有していないときを含

む。）は開示をしない旨の決定を

し、開示請求者に対し、その旨を

書面により通知しなければならな

い。 

【情報公開法要綱案の考え方 5(5)】 

請求拒否の決定については、 
１ 不開示情報が記録されているた

めに開示請求に係る行政文書を開

示しない場合と 
２-1 行政文書の存否を明らかにし

ないで請求を拒否する 

２-2 開示請求に係る行政文書が存

在しない 

２-3 その他、例えば開示請求制度が

適用されない文書に対する請

求である 

などの理由により請求を拒否す

る場合とがある。 

 

いずれも請求拒否の処分とし、拒

否決定を書面で通知することとし

た。 

この決定については、行政手続法

第８条の定めるところにより、必要

十分な理由の提示をしなければな

らない。 

 
・行政文書不存在に対する異議申立

ては、審査会に諮問 

◎最近の改正では文書不存在に関

し明文で規定する傾向にある。 
北海道、青森県、岩手県、宮城

県、茨城県、栃木県、東京都、

山梨県、愛知県、三重県、大阪

府、岡山県、香川県、愛媛県、

宮崎県 

 
○条例改正等にあたっての提言等 

【東京都提言】（Ｈ１０．９） 

文書不存在による請求拒否につ

いては、処分として位置付け、不

存在の理由を提示しなければなら

ないこと及び行政不服審査・抗告

訴訟の対象となることを条例上明

らかにする。 

 
【大阪府提言】（Ｈ１１．２） 

請求に係る公文書を保有してい

ない場合においても、保有してい

る公文書を非公開とするのと同様

に、公開しない旨の決定を行うよ

う条例に規定すべきである。 
救済手続に係る条例の規定は、

この場合も適用することとすべ

きである。 

 

【神奈川県答申】（Ｈ１１．３） 

請求された文書が存在しない旨

の実施機関の通知は拒否処分にあ

たるとみるべきであるから、不服

申立てがあったときは、審査会に

諮問することとすべきである。 
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検討事項 ６ 請求及び決定手続（６－３ 公開・非公開の決定期間） 
現行条例 情報公開法 他県等の状況 

◎決定期間 
請求書を受理した日から起算し

て１５日以内 

（第８条第１項） 

 

◎延長期限 

やむを得ない理由がある場合、延

長できるが、その期限については規

定されていない。 

（第８条第５項） 
 

◎決定期間 
請求書を受理した日から３０日

以内 （第 10 条第 1 項） 

 
◎延長期間 

正当な理由があるときは３０日

以内に限り延長することができる

と規定している。 （第 10 条第２

項） 

 
【情報公開法要綱案の考え方 5(6)】 

・開示請求に対しては、速やかに開

示又請求拒否の決定がなされる

べきであるが、個々の開示請求に

対する決定をするために要する

期間は、対象情報の量、不開示情

報該当性の審査・判断の難易、第

三者保護手続の要否、行政機関の

事務の繁忙の状況等により、違い

があり、一義的に定めることは困

難である。 

 
・原則的な処理期限を、適法な開示

請求が行政機関に到達してから

３０日以内とし、事務処理上の困

難その他正当な理由がある場合

には、３０日を限度として、その

期限を延長できることとした。 

◎決定期間 
・請求のあった日から起算して一

定の期間内に決定する。 

（４５都道府県） 

 

３０日 山形県 

１５日 本県含め４２都道府県 

１０日 岡山県、山口県 

 

 

・北海道は翌日から起算して１４日

（実質的には請求から１５日） 

 

・直ちに（相当の理由がある場合は

請求のあった日から起算して 15

日以内）としている。 

福井県、大分県 

 

◎延長期限（決定期間＋延長期間） 

・延長期限を定めている。 
（２５都道府県） 

 

 

 

 

 

 

 

・延長期限を定めていない。 
（本県含め２２県） 

 

◎決定期間内に決定がされない場

合は非公開の決定があったとみ

なすとしている。 

京都府、大阪府、兵庫県 

 

６０日 東京都等 11 都府県 

４５日 

３０日 

２９日 

岩手県等 6 県 

秋田県等７府県 

北海道 
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検討事項 ６ 請求及び決定手続（６－４ 大量請求の場合の特例） 

大量請求とは、公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、事務の執行に著しい支障が生ずるおそれの

ある請求のことをいう。 

現行条例 情報公開法 他県等の状況 
◎規定していない。 

 

◎規定している。（第１１条） 

 

 

【情報公開法要綱案の考え方 5(6)】 

〇大量請求への対応の必要性 
開示請求に係る行政文書が著し

く大量であるため、これを処理す

ることにより当該部局の通常の行

政事務の遂行が著しく停滞するこ

とは避ける必要がある。 

 
〇大量請求の場合の特例措置 

開示請求に係る行政文書が著し

く大量であるため、６０日以内に

そのすべてについて開示等決定を

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とき

は、行政機関の長は、６０日以内

にその相当の部分につき開示等決

定をし、残りの部分については相

当の期間内に開示等決定をすれば

足りることとした。 

 
○大量請求への一般的対処 

なお，特定部局の保有するすべて

の行政文書の開示請求や行政機関

の事務遂行能力を減殺させること

を目的とする開示請求等に対して

は、特別の規定を設けていないが、

権利濫用に関する一般法理を適用

することによって対処することが

できると考えられる。 

 

◎最近の改正では規定する傾向にあ

る。 
北海道、青森県、岩手県、秋田県、

山形県、茨城県、栃木県、東京都、

山梨県、愛知県、三重県、大阪府、

岡山県、愛媛県、熊本県、宮崎県 

 

◎最近の改正まで、規定する条例はな

かった。 

 

○条例改正等にあたっての提言 
【東京都提言】（Ｈ１０．９） 

（特例措置） 

開示請求に係る公文書が著しく大

量であるため、事務の執行に著しい

支障が生ずるおそれがある場合に

は、公文書のうち相当の部分につき

６０日以内に開示等の決定をし、残

りの公文書については、相当の期間

内に決定すれば足りる旨を規定す

る。 

（適用の際の手続） 

この場合において実施機関は、１４

日以内にこの規定を適用する旨及

びその理由、残りの公文書について

開示決定等をする期限を開示請求

者に対し、通知しなければならない

こととする。 
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検討事項 ６ 請求及び決定手続（６－５ 第三者の保護） 
公文書に県以外の第三者に関する情報が記録されている場合、その情報を公開することにより、個人・法人

の権利利益を不当に侵害するおそれがあることから、第三者保護のための適正手続を保障するため、第三者の

意見を聴くことや、公開実施前に不服申立てや訴訟提起を可能にする規定を設ける必要がある。 
また、著作権法（第１８条）との関係上も第三者保護の規定を設ける必要がある。 

現行条例 情報公開法 他県等の状況 
◎公文書に第三者の情報が記録さ
れている場合、意見を聴くことが
できると規定している。 

（第９条） 
◎第三者の範囲 

県以外のものとしている。 
 
【解釈運用】 

請求のあった公文書に第三者の
情報が記録されているとき、公開す
るかどうかの判断をより適正に行
うため定められたものである。 

実施機関に対して第三者の意見
を聴くことを義務付ける行政手続
上の事前の告知又は聴聞としての
性格を持つものではなく、また、意
見を聴いた第三者に対して公開・非
公開決定についての同意権を与え
たものではない。 

 
〇著作権法との関係 
情報公開法による開示と著作権法
の公表権、複製権との調整措置の具

体的な内容は次のとおり 
 
①法施行後は未公表著作物につい

ては、著作者が法に基づく開示に

同意しない旨を表明していない
場合には開示に同意したとみな

すこと。（著作権法第 18 条第３

項） 
 
②公益上の理由により開示する場

合には公表権を害することには
ならないこととすること。（同法

第 18 条第 4 項） 
 
③法に基づき開示に必要な限度で

複製等を行う場合には複製権等

を害することにはならないこと
とすること。（同法第 42 条の２） 

 

◎第三者保護の手続について規定
がされている。   （第１３条） 
 
◎第三者の範囲 

国、地方公共団体及び開示請求
者以外の者としている。 
 
【情報公開法要綱案の考え方 5(8)】 
〇任意的照会 

行政機関が、第三者の正当な権利

利益の保護に関する不開示情報の

規定に該当するかどうかを適切に

判断するために必要な調査の一環

として、当該第三者から意見を聴く

ことが有意義である。 

 
〇義務的照会 

行政文書に人の生命、身体等の保

護のためという公益的理由により

不開示情報から除外されるものが

記録されているとき又は不開示情

報が記録されているが優越する公

益の存在を理由として当該行政文

書を開示するときには、行政機関の

長は、開示の決定に先立ち、当該第

三者に意見を述べる機会を与えな

ければならないこととした。 

 
〇救済手続 

第三者から意見を聴いた場合等

において、当該情報を開示しようと

するときは、当該第三者からの不服

申立ての機会を確保することが第

三者の正当な権利利益を保護する

ために適当である。開示の決定を当

該第三者に通知するとともに、開示

の決定と開示の実施との間に不服

申立手続を講ずるに足りる相当の

期間を確保することとした。 

◎最近の改正では情報公開法と同
様の規定をする傾向にある。 

 
◎第三者の範囲の主なもの 

（最近の条例改正から） 
①法と同様とするもの 
青森県、岩手県、宮城県、山形県、
茨城県、栃木県、山梨県、愛知県、
三重県、大阪府、愛媛県、宮崎県 
 

②当該地方自治体以外とするもの 
北海道、東京都、岡山県 
 

③当該地方自治体及び請求者以外
とするもの 
高知県 
 

④請求者以外とするもの 
香川県 

 
○条例改正等にあたっての提言等 
【東京都提言】（Ｈ１０．９） 

法案と同じような第三者に意見を

提出する機会を保障するなどの手続

に関する規定を設ける。 

なお、開示決定をするときには第

三者に通知すること、開示決定から

開示までに相当の期間を置くことも

明記する。 

 

※ 第三者保護のための適正な行政

手続の保障という観点から、不利益

を受けるおそれのある第三者に、事

前に意見書提出の機会を保障する

とともに、第三者が開示に反対する

意見書を提出した場合において、開

示決定した旨、開示の実施日等を通

知することにより、事後における争

訟の機会を確保することとした。 
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検討事項 ７ 公開の方法（公開手続） 
現行条例 情報公開法 他県等の状況 

◎閲覧と写しの交付による。 

 

◎原本を公開しないことにつき、相

当の理由があるときは、複写した

ものの閲覧又はその写しの交付を

もって公開を行うことができる。 

（第１０条） 

 

【解釈運用】 

・現行は紙媒体による公開のみで

ある。 

・電磁的記録については対象文書

としていないことから、公開方

法の規定はない。 

・請求者の便宜を図るため、郵送

による写しの交付も行ってい

る。（事務取扱要綱） 

 

 

【昭和 62 年公文書公開懇話会提言】 

公文書の公開は、原本の閲覧又は

複写の交付により行うのが原則で

あるが、原本により難い相当な理由

があるときは、原本を複写したもの

の閲覧又は（写しの）交付によるこ

ともやむを得ない。 

◎閲覧と写しの交付よる。 

 

◎電磁的記録については、その種別

情報化の進展状況等を勘案して政

令で定める方法により行う。 

 

◎請求者は決定通知があった日から

３０日以内に開示の実施方法等を

申し出て開示を受ける。 

（第１４条） 

 

【情報公開法要綱案の考え方 5(9)】 

・行政文書の開示には、閲覧及び写

しの交付があるが、行政文書の性質

や媒体の種類によっては、技術的な

制約が避けられない場合がある。 

 

・原本保護の必要性等から原本自体

を閲覧に供することが適当でない場

合は写しの閲覧又は写しの交付によ

り、磁気ディスク等であって部分開

示の作業が技術的に困難な場合は印

字物に部分削除の加工をしたものの

閲覧又は交付によることができると

するなどの措置が必要な場合があ

る。 

・このような技術的な問題に適切に

対処するため、開示の方法は、政令

で定めることとした。 

 

・政令の策定に際しては、技術的な

問題等を前提としつつも、開示請求

者の便宜を考慮し、できるだけその

要望に応えることができるものと

すべきである。 

 

・写しの交付については、開示請求

者の利便を考慮し、郵送によること

ができることとすべきである。 

◎従来は多くの県で閲覧と写しの

交付としていた。 
 

◎視聴を加えている。 

青森県、埼玉県、東京都、三重県、

福岡県、沖縄県 

 

◎最近の改正では電磁的記録の開示

についても規定している。 

青森県、岩手県、宮城県、山形県、

茨城県、栃木県、東京都、山梨県、

愛知県、三重県、大阪府、岡山県、

香川県、愛媛県 

 

○条例改正等にあたっての提言等 

【東京都提言】（Ｈ１０．９） 

「電磁的記録」の開示方法につい

ては、情報通信システムの進展を踏

まえ、請求者の利便にできるだけ配

慮することとすべきであるが、技術

上、体制の整備上等の制約が避けら

れない場合もあるので、このような

問題に適切に対応できるよう、規則

で別に定めるものとする。 

※東京都条例第１６条 

公文書の開示は、文書、図画又は

写真については閲覧又は写しの交付

により、フィルムについては視聴又

は写しの交付（マイクロフィルムに

限る。）により、電磁的記録について

は視聴、閲覧、写しの交付等（ビデ

オテープ及び録音テープにあっては

視聴に限る。）でその種別、情報化の

進展状況等を勘案して東京都規則又

は実施機関（知事を除く。）の規則そ

の他の規程で定める方法により行

う。 

【岩手県意見】（Ｈ１０．９） 

・視聴覚障害者への開示方法につい

て検討する。 
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検討事項 ８ 手数料（費用負担） 

〇公開請求権制度の運用には、相当の労力と費用を要する。 

その主なものとして、①請求書の受付、②対象文書の特定・検索、③公開・非公開の審査、④非公開部分を

除く作業、⑤決定書の郵送、⑥閲覧の実施、⑦写しの作成に要する費用などがある。 

〇受益者負担の観点から閲覧手数料を徴収しているのは３都県であり、その他４４道府県は閲覧手数料を徴収

せずに写しの交付に際してのコピー代金のみを徴収している。 
ただし、山形県は、1 枚の用紙（複数の用紙で分離できないものを含む。）の一部に非公開部分があるとき

（当該非公開部分を除いた当該用紙の写しの公開をすることになるが）は、閲覧の場合でも写しの作成に係

るコピー代を徴収している。閲覧に引き続き当該用紙(写し)の交付をする場合は、別途コピー代は徴収しな

い。 

〇なお、請求手数料を徴収している都道府県はない。 

現行条例 情報公開法 他県等の状況 
◎閲覧手数料を徴収していない。 
 
【写しの交付】 
・Ｂ４以内  １枚につき１０円 

これを超える大きさのものについ

ては B4 による用紙を用いた場合の

枚数に換算（整数倍）して算定する。

（事務取扱要綱） 
 
【昭和62年公文書公開懇話会提言】 
○費用負担 

公開請求に係る手数料は無料と

することが望ましい。 
公開請求に係る費用負担につい

ては、制度の趣旨から手数料は徴収

しないことが適当である。 
ただし、公文書の写しの作成等に

要する費用については、実費を請求

者に負担してもらうことが望まし

い。 
 
 
 
 

◎開示請求に係る手数料と開示の

実施に係る手数料を徴収すると

している。 
◎経済的困難その他特別の理由が

あると認めるときは、政令で定め

るところにより、手数料を減額

し、又は免除することができる。 
（第１６条） 

 
【情報公開法要綱案の考え方

5(10)】 
〇手数料の徴収 
・開示請求権制度の運用には、相当

の労力と費用を要し、開示請求者

にその公平な負担が求められる。 
・手数料の金額、徴収方法等は、技

術的な問題を多く含むため、手数

料は、実費を勘案し、政令で定め

るところによることとした。 
・政令の策定に際しては、利用しや

すい金額とすることに留意すべ

きである。 
 
〇手数料の減免 
・手数料については、経済的困難そ

の他特別の理由があると認める

ときは、行政機関の長の裁量によ

りこれを減免することができる

こととした。 
・なお、開示請求権制度は、開示請

求の理由を問わず、また開示され

た情報の利用に制約を課するも

◎閲覧手数料を徴収している。 
・静岡県、香川県 

文書１件２００円 
・東京都１枚１０円 

（１件名１００円を限度） 
詳細は別表に記載 
 

※ 香川県では公益を目的として

いる場合、手数料を減免すること

ができるとしている。（条例改正

後も手数料制度維持） 
詳細は別紙に記載 
 

※ 岡山県は条例改正（H11．10）
により無料化（従来２００円） 

 
※ 静岡県提言（H１２.３） 

閲覧手数料については、情報公

開制度を一層進めるため、行政機

関の説明責任と県民参加を全う

する観点から、廃止することが適

当である。 
 
◎写しの交付費用 
全ての都道府県で徴収している。

詳細は別表に記載 
 
○条例改正等にあたっての提言等 
【神奈川県答申】（Ｈ１１．３） 

現在、手数料の徴収に踏み切る

特段の理由はなく、また、本制度

を利用しやすい制度としてなお
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のでないことから、請求の理由又

は利用の目的による手数料の減

免を一般的に認める規定は設け

ず、行政機関の長の合理的な裁量

にゆだねることとした。 

一層推進していくうえでも、閲覧

手数料は徴収すべきでないと判

断した。 
 

【愛媛県結果報告】（Ｈ10．５） 
情報公開制度を広く利用しや

すいものとするため、公文書の閲

覧手数料については徴収しない。 
情報公開法 他県等の状況 

〇参議院総務委員会附帯決議（平成１１年４月２７日） 
手数料については、情報公開制度の利用の制約要

因とならないよう、実費の範囲内で、できる限り利

用しやすい金額とすること。ただし、本制度が濫用

されないよう十分配慮すること。 
なお、開示請求に係る手数料は、１請求につき定

額として内容的に関連の深い文書は１請求にまと

めることができることとし、開示の実施に係る手数

料は開示の方法に応じた額とし、また、実質的に開

示請求に係る手数料相当額が控除されたものとな

るようにすること。 
 
〇情報公開法施行令（平成 12 年政令第 41 号） 
・開示請求手数料：一律 300 円（相互に密接に関連

する複数の行政文書をまとめて請求する場合も同

額） 
・開示実施手数料：例えば、文書は、閲覧は 100 枚

ごと 100 円、ｺﾋﾟｰ代は 1 枚 20 円、FD1 枚分〔約

1.5 メガバイト〕の交付代は 740 円。ただし、合計

金額が 300 円に達するまでは無料（超える場合は

300 円を控除） 

【東京都提言】（H10．9） 
費用の公平な負担を求める観点から、手数料を全

廃することは困難であるが、情報公開制度の目的に

照らし、都民の利用しやすい制度にすべきである。 
そこで、実質的に開示手数料の額を引き下げるこ

とで、請求者の利用しやすいものとし、適正な利用

を妨げることのないようにする。 

 
 

【栃木県意見書】（Ｈ１１．３） 
公文書が県民との共有財産であるという理念、あ

るいは行政機関に課せられた説明する責務を果た
すという観点からは請求者に負担させることに合
理性がないのではないかという意見が多数を占め
た。 

 
 
【香川県提言】（Ｈ１１．１２） 

これまでの請求事例において、明らかに営利を目
的とした請求が認められる以上、費用の公平な負担
を求める観点からも、手数料を全廃する必要性は認
められない。また、現行の公益を目的とする手数料
の減免制度は、幅広く解釈・運用され、一定の成果
をあげている。このようなことから、基本的には現
行の手数料制度を維持することが適当である。 

 
 
【静岡県提言】（Ｈ１２．３） 

制度発足からこの間、地方分権が新たな段階に移
行するなど情報公開を取り巻く環境は大きく変化
し、情報公開制度に期待される役割もますます大き
くなってきている。地方分権に対応した県民本位の
県政を築き上げていくには、県民と行政が共に協力
し合い施策を進めていくことが不可欠で、県民参加
の手段である情報公開制度は利用しやすいもので
なければならない。また、行政に課せられた説明責
任を全うするための制度であるという理念からも、
請求者に負担させることはやめ、手数料は廃止すべ
きである。 
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閲覧手数料の徴収を肯定する意見 閲覧手数料の徴収を否定する意見 
・公文書の公開に関する事務は、特定の者のためにす

る役務の提供であり、受益者負担の観点から手数料

を徴収するものである。 
【香川県解釈運用基準】 

 
・ 情報公開制度に基づく公文書開示事務は、請求者の

請求により公文書の開示を当該個人に対して行う

ものであり、まさに特定の者のためにする役務の提

供であるので、受益者負担の観点から手数料を徴収

することに妥当性がある。 
【情報公開制度実務便覧 東京都情報公開制度研究会

編】 
 

・情報公開制度を運営していくためには、相当の人員

を投入し所要の手続を整備していかければならな

い。制度の運営に必要な費用を回収するために、受

益者負担の原則及び原価補償主義に基づいて手数料

の制度を設けることが考えられる。 
【情報公開制度のポイント 情報公開法研究会】 

・公文書の公開に要する費用については、公開請求権

が広く一般に「知る権利」の保障に資するものであ

ることからそれに要する経費は、本来、他の行政事

務と同じく公費で賄われるべきである。 
【大阪府提言】 

――――――――――――――――――――――― 
・情報公開制度の目的が「県民の県政に対する理解と

信頼を深め、県政への参加を推進し、もって一層公

正で開かれた県政の実現に寄与する」ことである以

上、この制度の運用に要するコストのすべてを請求

者に負担させることは必ずしも適切ではない。 
【栃木県意見書】 

――――――――――――――――――――――― 
・住民参加、住民監視による「開かれた透明性の高い

県政」を推進する目的として、公文書の開示を行う

ものであることから、県民がこの制度を容易に利用

できるよう、閲覧については無料とする。 
【秋田県解釈運用基準】 

 

 
 

 
 
〇写しの交付費用（全国の状況）－Ａ４サイズでコピーした場合－ 
 

白黒コピー カラーコピー 

１枚金額 都道府県数 １枚金額 都道府県数 

１０円 ８（本県等） ３０円 １（静岡県） 
１５円 １（北海道） ５０円 １（宮城県） 
２０円 １４（東京都等） ７０円 １（奈良県） 
３０円 ２２（山形県等） ８０円 ２（青森県、神奈川県） 
３５円 １（福岡県） ９０円 ２（長野県、高知県） 
４０円 １（広島県） １００円 ５（秋田県、東京都等） 

  １８０円 １（島根県） 
  ２２０円 １（熊本県） 
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〇東京都条例の手数料の新旧比較表 
公文書の種類 開示の方法 旧条例 新条例 

①閲覧 200 円／1 件名 １０円／枚 
（１件名１００円を限度） 

②写し（白黒） 40 円/枚+① ２０円／枚＋①の金額 

 文  書 
 図  画 
 写  真 

③写し（ｶﾗｰ）  １００円／枚＋①の金額 
 

フィルム（映画、ス 
ライドを除く） 

④視聴 200 円／1 件名 １０円／回／こま 
（１件名１００円を限度） 

 マイクロフィルム ⑤写し 
（印刷物） 

 １０円／枚（１件名１００円 
を限度）＋２０円／枚 

映画フィルム ⑥視聴 800 円／回／巻 ４００円／回／巻 

 
フ
ィ
ル
ム 

スライド ⑦視聴 500 円／１件名 １０円／回／こま 
（１件名につき３００円を限度） 

    
ビデオテープ ⑧視聴 500 円／回／巻 ３００円／回／巻 
録音テープ ⑨視聴 400 円／回／巻 ３００円／回／巻 

⑩視聴 
（画面出力） 

 １００円／１件名 
（１枚につき３００円を限度） 

⑪閲覧 
（印刷物） 

 １０円／１枚 
（１件名につき１００円を限度） 

⑫写し 
（フロッピー） 

 １００円／１枚（フロッピー） 
＋⑩の金額 

フロッピーディスク 

⑬写し 
（印刷物） 

 ２０円／１枚（印刷物） 
＋⑪の金額 

⑭閲覧 
（印刷物） 

 １０円／１枚 
（１件名につき１００円を限度） 

電 
磁 
的 
記 
録 
 

その他の電磁的記録 

⑮写し 
（印刷物） 

 ２０円／１枚（印刷物） 
＋⑭の金額 

※ １件名とは、事務決定手続等を一にするものをいう。 
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〇 香川県の公益減免の制度 
〇香川県公文書公開条例（現行条例） 
第１１条 …公文書の公開を受けるものは、…手数料を納付しなければならない。ただし、知事において公

益のため必要があると認めた場合その他の規則で定める場合には……手数料を減免することができる。 
 

※香川県情報公開条例（新条例（H12．３．２７公布、H12．10．1 施行）） 
第１７条 …行政文書の公開を受けるものは、…手数料を納入しなければならない。ただし、公益のた

め必要があるものとして規則で定める場合は、……これを減免することができる。 
 
〇公文書公開条例施行規則（現行規則） 
第５条 条例第 11 条第 1 項ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。 
（１）人の生命、身体、健康、財産及び消費生活の保護、環境の保全その他公共の福祉のために行われる公

文書の公開請求である場合 
（２）国又は地方公共団体からの公文書の公開請求である場合 
（３）公共的性格を有する法人その他の団体からの公文書の公開請求であって、知事が別に定めるものであ

る場合 
（公文書公開の手数料の減免に関する要綱） 
・特殊法人（総務庁設置法に規定する法人） 
・地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社 
・地方公共団体以外の公共団体（国から独立して公の行政を行うため、国の定めた公共の目的のために

設立された団体） 
・公共法人（法人税法に規定する公共法人） 
・公益法人等（法人税法別表第２に掲げる法人） 
・時事の報道を目的とする新聞 
・学校、試験所、研究所、文教施設、日本学術会議法に規定する登録学術研究団体 

（４）県の機関が行う処分又は事業により自己の権利又は利益に直接影響を受け、又は直接影響を受けるお

それがあると認められるものからの当該処分又は事業に係る公文書の公開請求である場合 
（５）生活保護法の規定による保護を受けている者又は天災その他の災害により生活に困窮していると認め

られる者からの公文書の公開請求であって、営利を目的としないものである場合 
 
〇公益減免の実績（平成１０年度） 
 

延請求者 延減免者 減免率 対象公文書 減免対象公文書 減免率 

３４４人 １７３人 ５０．３％ ７,９７５ ７,５６５ ９４．８％ 

 
※主な減免理由（閲覧手数料） 
・県の○○行政が適正か否か調査するため 
・県の予算執行が適正か否か調査するため 
・県の財政活動が適正に行われているかどうか調査するため 
※手数料徴収 
・延請求者数７７人 
・対象公文書数４１０件（総額８２，０００円） 
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（主な事例） 
食品関係営業者台帳１０人３０７件 
道路位置指定添付図面３４人３９件 
入札結果表１２人３４件 

※344 人（請求者数）－173 人（減免した者）－77 人（徴収した者）＝94 人（非公開、不存在等） 
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検討事項 ９ 公文書公開審査会の機能 
公開・非公開の決定に対して不服がある場合は、決定をした実施機関に対して、行政不服審査法に基づく不

服申立てができる。不服申立てを受けた実施機関は、「千葉県公文書公開審査会」に諮問して、決定を行うこ

ととしている。 
この審査会は、第三者的性格の救済機関で、公正な救済手続を確保するために設けられた知事の附属機関で

ある。 

現行条例 情報公開法 他県等の状況 
◎体制 

・諮問機関     （第１３条） 

・委員は５名、任期は２年 

（行政組織条例第２９条、別表第 3） 

 

※不服申立ての増加、審議内容の複

雑化等により審議に時間がかかっ

ている。 

 

◎調査権限及び手法 
・調査権限について一般的な規定は

あるが、具体的な調査手法につい

ては明文上規定されていない。 

 

◎委員の罰則規定 

・委員の守秘義務違反に対する罰則

規定はない。 

 

◎建議機能 
※H12・2 議会で行政組織条例を改

正し、建議機能を付与した。 

 
【解釈運用】 

インカメラ制度については、運

用上実施している。 

条例第１３条 

３ 審査会は、必要があると認める

ときは、不服申立人、実施機関の

職員その他の関係人に対し，その

出席を求めて説明若しくは意見を

聴き、又は資料の提出を求めるこ

とができる。 

 
 

◎体制 
・諮問機関（第２１条） 

・委員定数は９名 

・委員３名による部会制 

（第２５条第１項） 

・任期は３年（第２３条第４項） 

 

 

 

◎調査権限及び手法 

・調査権限及び手法の明確化及び提

出資料の閲覧について規定があ

る。  （第２７条、第３１条） 

 

◎委員の罰則規定 
・委員の守秘義務違反に対する罰則

規定がある。（第４４条） 

◎委員の政治的中立性の要件も明示 

◎建議機能 

・建議機能はない。 

 

〇審査会の設置 
【情報公開法要綱案の考え方 6(1)】 

（１）審査会への諮問 

開示請求に対する不服申立ての

審査にあっては、開示するかどう

かの判断を当事者である行政機関

の自己評価のみに任せるのではな

く、諮問機関としての審査会の意

見、すなわち第三者的立場からの

評価を踏まえた判断を加味するこ

とによって、より客観的で合理的

な解決が期待できる。 

◎体制 
・埼玉県だけが苦情処理機関 

（情報公開監察委員） 

○委員数の全国状況 

・４名以内・・・愛媛県 

・５名以内又は５名・・・本県を含

め３９府県 

・６名以内・・・茨城県 

・７名以内・・・北海道、三重県、

香川県、福岡県 

・１０名以内・・・東京都、高知県 

（山梨県・・５人に限り増加できる。） 

 

◎部会制を明記 

・北海道、東京都、山梨県、三重県、

香川県、高知県 

 

◎委員の罰則規定 
・山形県、茨城県、栃木県、東京都 

 

◎建議機能 
・審査会に建議機能を付与 

（本県含め２４都府県） 

・運営審議機関を設置又は予定 

（４都県） 

 

○条例改正等にあたっての提言等 
【東京都提言】（Ｈ１０．９） 

（１）体制の整備 

・委員数の増加 

（※７人→１０人） 

・部会制を明記 

・委員の中立性を明記 

（２）調査権限及び手法の明確化 

・「インカメラ審理」 

審査会が必要と認めるときは 
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検討事項 ９ 公文書公開審査会の機能 
現行条例 情報公開法 他県等の状況 

 （２）審査会の性格 
行政機関に最終的な判断権限

を残しつつ、審査会が第三者的立

場から意見を述べることに積極

的な意義が認められることなど

から諮問機関とすることとした。 

 

 

〇審査会の調査権限 

【情報公開法要綱案の考え方 6(2)】

審査会は、独立した第三者的な

立場で、適切な判断をすることが

できるようにする必要がある。 
そこで次の調査権限及び手法

を明文化した。 

 
（１）「インカメラ審理」 

開示請求に係る行政文書を事

件の審理にあたる委員をして直

接に見分させること。 

 

（２）「提出義務」 
諮問庁は、開示請求に係る行政

文書の提出の要求があったとき

はこれを拒むことはできないこ

と。 

 

（３）「ヴォーンインデックス」 
審査会の指定する方式により

請求拒否の決定のあった行政文

書又はその部分と請求拒否の理

由とを分類・整理することその他

の方法により、諮問に関する説明

を求めること。 

公文書の提示を求めることができる

旨を条例に明記する。 

 

・「提出義務」 
審査会の公文書提示要求を拒否

できないことも明記する。 

 
・｢ヴォーンインデックス｣ 

審査会が必要と認めるときは

｢ｳﾞｫｰﾝｲﾝﾃﾞｯｸｽ｣の作成の指示が

できる旨について規定する。 

 

（３）運営審議会の設置 
・情報公開制度に関する重要事

項について建議する機能を強

化するため、運営審議会を設

置する。 

 

【宮城県建議】（Ｈ１０．１２） 
審査案件の増加に伴い、答申が

遅れる傾向にあるため、委員の

増員と部会制の導入、事務局体

制の整備が必要である。 
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検討事項 １０ 情報提供施策と情報公開制度の総合的推進 
現行条例 情報公開法 他県等の状況 

◎ 条例上は、情報の提供について

の努力義務規定がある。 
（第１８条） 

しかし、現行条例は公文書公

開を制度化したもので、情報提供

施策を含めた情報公開制度の総

合的推進までは規定していない。 

◎ 保有する情報の提供に関する

施策の充実に努める旨の規定が

ある。       （第４０条） 
 

【情報公開法要綱案の考え方７(2)】 

・基本的な政策、重要な政策等に関

する情報は、国民からの請求を待

たずに広く国民に提供されるべ

きである。 
 
・環境、消費生活その他特定の行政

分野においては、国民一般に伝達

すべき情報を行政機関に作成又

は取得させた上、最も適切な方法

で国民に提供することを義務付

けるなどの情報提供の充実、強化

も図られるべきである。 

 
・このような情報の公開に関する制

度がこの法律に基づく一般的な

開示請求権制度と相互に補完し

あいながら機能することにより、

この法律の目的はよりよく達成

できる。 
 
・このような考え方から、本要綱案

では、開示請求権制度のほか、広

く情報公開の総合的な推進を図

ることの政府の努力義務を定め

ることとした。 

◎ 多くの県で情報提供施策に努
める旨の規定を置いている｡ 

○ 条例改正等にあたっての提言
等 

【岩手県意見】（Ｈ１０．９） 
・受動的な情報提供を行うことに
とどまらず、能動的な情報提供を
積極的に進めていく必要があり、
とりわけ、県民の県政への参加を
一層促進するためには、政策形成
過程の情報などが適時適切に公
表、提供されることが重要であ
る。 

 
【東京都提言】（Ｈ１０．９） 
・「情報公開の総合的推進に関する

要綱」の基本部分を条例に明記 
 
・複数回開示請求を受けて開示し
た場合等で、都民の利便及び行政
運営の効率化に資すると認めら
れるものについては、公表又は文
書閲覧室への備付け等により、公
にしておくよう努める責務を規
定する。 

 
・行政立法手続、計画策定手続の整

備についても、法制化等も含めた
検討がなされるよう要望する。 
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検討事項 １１ 公文書の管理 
現行条例 情報公開法 他県等の状況 

◎条例に文書管理についての規定

はない。 

 
◎現行の文書管理は「千葉県文書規

程」（訓令）により定められ、告

示されている。 
 
〇主な内容 
・文書の分類 
・文書の受領、配布及び収受 
・文書の処理 

・起案 
・回議、合議及び供欄 

・文書の施行 
・文書の保管及び保存 

 
長期、１０年、５年、３年、２年,

１年の６区分 

 

〇長期保存文書の例 

・（例規等）法令、条例、規則、訓令、

告示その他将来の例証となるべき文

書の制定及び改廃に関する文書 

・（議会）県議会の議案等に関する文書

で重要なもの 

・（県行政の基本方針等）県行政の総合

的な計画に関する文書で特に重要な

もの 

・（財務、公有財産）歳入歳出予算及び

決算に関する文書（財政課所管のも

の） 

・（行政行為、行政事務一般）許可、認

可、免許、登録、証明、認定等の行政

処分に関する文書で法律関係が１０

年を超えるもの 

・訴訟及び行政不服審査に関する文書

で重要なもの 

 

◎文書管理についての規定がある。 
(第３７条) 

 
【情報公開法要綱案の考え方 2(3）】 
・行政文書の管理に関する根拠を法

律に置いた上で、各行政機関の長

が政令で定めるところにより、行

政文書の管理に関する定めを制

定し、これを公にするとともに、

当該定めに従った適切な行政文

書の管理を行うものとした。 

 
 
・政令で規定すべき内容としては、

例えば、行政文書の系統的な分類

に関する事項、その作成の責務に

関する事項、保存期間に関する事

項、廃棄に関する事項等、行政文

書の管理につき、行政機関を通じ

て共通的な取扱いをすべき重要

事項が考えられる。 
 

〇条例改正等にあたっての提言等 
 

 
【東京都提言】（Ｈ１０．９） 

条例に実施機関が公文書を適正

に管理する旨の責務規定を置き、

基本的事項を規則で定めるとい

う国の法案に準じた考え方をと

ることとする。 
・規則においては、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する

必要な事項について定める。 
 
【栃木県意見書】（Ｈ１１．３） 
・文書管理に関する条例を制定すべ

きである。 

 
【岩手県意見】（Ｈ１０．９） 
・情報公開制度が的確に運用される

ためには、文書管理が重要 
・条例に「適正管理」の責務規定を

置く。 

 
【宮城県建議】（Ｈ１０．１２） 
・「適正管理」の規定を条例に明記

すること。 
 

 


	１　条例の目的
	－１　知る権利
	－２　説明する責務(説明責任）
	２　実施機関の範囲
	－１　県公安委員会
	－２　出資法人等の情報公開
	３　請求権者の範囲
	４　対象となる文書
	－１　電磁的記録
	－２　組織共用文書
	５　非公開事項（情報）の範囲
	－１　個人情報
	－１　個人情報（公務員情報）
	－２　事業活動情報（任意提供情報）
	－３　犯罪予防等情報
	－４　国等協力関係情報
	－４　合議制機関等情報
	－５　意思形成過程情報
	－６　行政執行情報
	－７　公益上の裁量的開示
	－８　存否応答拒否
	６　請求及び決定手続
	－１　請求手続
	－２　公文書不存在の場合の処理
	－３　公開・非公開の決定期間
	－４　大量請求の場合の特例
	－５　第三者の保護
	７　公開の方法
	８　手数料（費用負担）
	９　公文書公開審査会の機能
	１０　情報提供施策と情報公開制度の総合的推進
	１１　公文書の管理

