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（目的） 
第１条 この条例は、県民の公文書の 
 公開を請求する権利を明らかにす 
 るとともに、公文書の公開に関し必 
 要な事項を定めることにより、県民 
 の県政に対する理解と信頼を深め、 
 県政の公正な運営の確保と県民参 
 加による行政の一層の推進を図る 
 ことを目的とする。 

 新たな時代に向けて地方分権が進
展する中で、公正で透明な都政の推
進と都民による都政への参加の促進
により開かれた都政を実現し、日本
国憲法が保障する地方自治を確立し
ていくことが求められている。 
 情報公開制度は、このような開か
れた都政を推進していく上でなくて
はならない仕組みとして発展してき
たものである。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、都民がその知ろうとする東
京都の保有する情報を得られるよ
う、情報の公開を一層進めていかな
ければならない。 
 このような考え方に立って、この
条例を制定する。 
（目的） 
第１条 この条例は、日本国憲法の保
 障する地方自治の本旨に即し、公 
 文書の開示を請求する都民の権利 
 を明らかにするとともに情報公開 
 の総合的な推進に関し必要な事項 
 を定め、もって東京都（以下「都」 
 という。）が都政に関し都民に説明
 する責務を全うするようにし、都 
 民の理解と批判の下に公正で透明 
 な行政を推進し、都民による都政 
 への参加を進めるのに資すること 
 を目的とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（目的） 
第１条 この条例は、地方自治の本旨
 にのっとり県民の知る権利を尊重 
 し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、県の 
 保有する情報の一層の公開を図 
 り、もって県の諸活動を県民に説 
 明する責務が全うされるようにす 
 るとともに、県民による県政の監 
 視及び参加の充実に資することを 
 目的とする。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（目的） 
第１条 この条例は、県民の知る権利
 を保障し、県民参加による公正で 
 開かれた県政を推進するため、県 
 民の公文書の公開を求める権利を 
 明らかにすることにより県政につ 
 いて県民に説明する県の責務が全 
 うされるようにし、もって県政に 
 対する県民の理解と信頼を深める 
 ことを目的とする。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（目的） 
第１条 この条例は、地方自治の本旨
 に基づく県民の知る権利にのっと 
 り公文書の開示に関し必要な事項 
 を定めるとともに情報提供の充実 
 を図ることにより、県民の県政に 
 対する理解と信頼を深め、もって 
 県民参加による公正で開かれた県 
 政を一層推進することを目的とす 
 る。 
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（定義） 
第２条 この条例において「実施機関」

とは、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
会及び公営企業管理者をいう。 

 
 

（定義） 
第２条 この条例において「実施機関
 」とは、知事、教育委員会、選挙 
 管理委員会、人事委員会、監査委 
 員、地方労慟委員会、収用委員会、 
 海区漁業調整委員会、内水面漁場 
 管理委員会、固定資産評価審査委 
 員会、公営企業管理者及び消防総 
 監並びに東京都規則で定める行政 

（定義） 
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 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 
 漁場管理委員会及び公営企業の管 

（定義） 
第２条 この条例において「実施機関
 」とは、次に掲げる県の機関をい 
 う。 
(1)知事(2)議会(3)公営企業管理者 
(4)教育委員会(5)選挙管理委員会 
(6)人事委員会(7)監査委員 
(8)地方労働委員会(9)収用委員会 
(10)海区漁業調整委員会 

（定義） 
第２条 この条例において「実施機関
 」とは、知事、議会、教育委員会、 
 選挙管理委員会、人事委員会、監 
 査委員、地方労働委員会、収用委 
 員会、海区漁業調整委員会、内水 
 面漁場管理委員会及び公営企業管 
 理者をいう。 
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  機関の長をいう。  理者をいう。 (11)内水面漁場管理委員会  
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第２条 
２ この条例において「公文書」とは、
 実施機関の職員が職務上作成し、又
 は収受した文書、図画及び写真（こ 
 れらを撮影したマイクロフィルム 
 を含む。）であって、決裁、供覧等 
 の手続が終了し、実施機関が管理し 
 ているものをいう。 
 

第２条 
２ この条例において「公文書」とは
 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、 
 フィルム及び電磁的記録（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、当該実施機関が保有している 
 ものをいう。 

第２条 
(2) 行政文書 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、 
 当該実施機関が保有しているもの 
 をいう。 

 

第２条 
２ この条例において「公文書」と 
 は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、当該実施機 
 関が保有しているものをいう。 

 

第２条 
２ この条例において「公文書」とは
 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（こ 
 れらを撮影したマイクロフィルム 
 を含む。）その他実施機関（議会に
 あっては議長。第８条第３号、第 
 ９条、第10条、第12条及び第18条 
 において同じ。）が定めるものであ
 って、組織的に用いるものとして 
 実施機関において管理しているも 
 のをいう。 
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（解釈及び運用） 
第３条 実施機関は、県民の公文書の
 公開を請求する権利を十分尊重し 
 てこの条例を解釈し、運用するもの
 とする。この場合において、実施機
 関は、個人に関する情報がみだりに
 公に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。 

 

 

 

 

 
（この条例の解釈及び運用） 
第３条 実施機関は、この条例の解釈
 及び運用に当たっては、公文書の 
 開示を請求する都民の権利を十分 
 に尊重するものとする。この場合 
 において、実施機関は、個人に関 
 する情報がみだりに公にされるこ 
 とのないよう最大限の配慮をしな 
 ければならない。 
 
 
 
 
 

 
（解釈及び運用） 
第３条 実施機関は、この条例の解釈
 及び運用に当たっては、この条例 
 の目的にのっとり行政文書の開示 
 を請求する権利を十分尊重すると 
 ともに個人に関する情報がみだり 
 に公に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。 
 
 
 
 
 

 
（実施機関の責務） 
第３条 実施機関は、この条例の解釈
 及び運用に当たっては、県民の公 
 文書の公開を求める権利を十分に 
 尊重するものとする。この場合に 
 おいて実施機関は、個人に関する 
 情報が十分に保護されるよう最大 
 限の配慮をしなければならない。 
 
 
 
 
 
 

 
（解釈及び運用） 
第３条 実施機関は、県民の公文書の
 開示を請求する権利が十分に尊重 
 されるようにこの条例を解釈し、 
 運用しなければならない。この場 
 合において、実施機関は個人に関 
 する情報が十分に保護されるよう 
 に最大限の配慮をしなければなら 
 ない。 
 
 
 
 
 



項 目       千葉県     東京都     岩手県     愛媛県     高知県 

 
 利 
 用 
 者 
 の 
 責 
 務 
 

（適正使用） 
第４条 この条例の定めるところによ

り公文書の公開を受けたものは、こ
れによつて得た情報を適正に使用し
なければならない。 

 

（適正な請求及び使用） 
第４条 この条例の定めるところに 
 より公文書の開示を請求しようと 
 するものは、この条例の目的に即 
 し、適正な請求に努めるとともに、
 公文書の開示を受けたときは、こ 
 れによって得た情報を適正に使用 
 しなければならない。 

（適正使用） 
第４条 この条例の定めるところに 
 より行政文書の開示を受けた者 
 は、これによって得た情報を、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。 
 

（利用者の責務） 
第４条 この条例の定めるところに 
 より公文書の公開を請求するもの 
 は、この条例により認められた権 
 利を正当に行使するとともに、公 
 文書の公開により得た情報を適正 
 に使用しなければならない。 
 
 
 

（適正使用） 
第４条 この条例の定めるところに 
 より公文書の開示を受けたもの 
 は、これによって得た情報を、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。 
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 求 
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（公開を請求することができるもの） 
第５条 次の各号に掲げるものは、実

施機関に対して公文書の公開を請
求することができる。 

 (1) 県内に住所を有する個人及び県
内に主たる事務所を有する法人
その他の団体 

 (2)  前号に掲げるもののほか、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 

 
 

（公文書の開示を請求できるもの） 
第５条 次に掲げるものは、実施機関 
 に対して公文書の開示を請求する 
 ことができる。 
(1) 都の区域内に住所を有する者 
(2) 都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) 都の区域内に存する事務所又は 
 事業所に勤務する者業所に勤務す 
 る者 
(4) 都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 
 施機関が保有している公文書の開 
 示を必要とする理由を明示して請 
 求する個人及びその他の団体 
 

（開示請求権） 
第５条 何人も、この条例の定めると
 ころにより、実施機関に対し、当 
 該実施機関の保有する行政文書の 
 開示を請求することができる。 
 

（公開を請求できるもの） 
第５条 次に掲げるものは、この条例
 の定めるところにより、実施機関 
 に対し、当該実施機関が保有する 
 公文書の公開（第５号に掲げるも 
 のにあっては、そのものが有する 
 利害関係に係る公文書の公開に限 
 る。）を請求することができる。 
(1) 県内に住所を有する者 
(2) 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 
(3) 県内の事務所又は事業所に勤務 
 する者 
(4) 県内の学校に在学する者 
(5) 前各号に掲げるもののほか、実 
 施機関が行う事務又は事業に利害 
 関係を有する個人及び法人その他 
 の団体 
 
 

（請求権者） 
第５条 何人も、実施機関に対して、 
 公文書の開示を請求することがで 
 きる。 
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（公開請求の手続） 
第７条 第５条の規定により公開を請

求しようとするものは、実施機関に
対して次の各号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) 氏名及び住所（法人その他の団 
 体にあつては、その名称、代表者の
 氏名及び主たる事務所の所在地） 
 
 

（公文書の開示の請求方法） 
第６条 前条の規定による開示の請 
 求（以下「開示請求」という。）は、
 実施機関に対して、次の事項を記 
 載した請求書（以下「開示請求書」 
 という。）を提出してしなければな
 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その 
 代表者の氏名 

（開示請求の手続） 
第６条 前条の規定に基づく開示の 
 請求（以下「開示請求」という。） 
 は次に掲げる事項を記載した書面 
 （以下「開示請求書」という。）を
 実施機関に提出してしなければな 
 らない。 
(1) 開示請求をする者の氏名又は名 
 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 

（公開請求の手続） 
第６条 前条の規定による公開の請 
 求（以下「公開請求」という。）は、
 次に掲げる事項を記載した書面 
 （以下「公開請求書」という。）を
 実施機関に提出してしなければな 
 らない。 
(1) 公開請求をするものの氏名又は 
 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 
 

（請求の方法） 
第８条 第５条の規定に基づき公文 
 書の開示を請求しようとするもの 
 は、実施機関に対して、次の事項 
 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主た 
 る事務所の所在地並びに法人その 
 他の団体にあっては、その代表者 
 の氏名 
(2) 開示を請求しようとする公文書 
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 (2) 第５条第２号に掲げるものにあつ

 ては、そのものの県内に有する事務 
 所又は事業所の名称及び所在地 
(3) 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 
(4)  前各号に掲げるもののほか、実 
 施機関が定める事項 
 

(2)次に掲げるものの区分に応じ、そ
 れぞれ次に掲げる事項 
イ 前条第２号に掲げるもの 
  そのものの有する事務所又は事 
 業所の名称及び所在地 
ロ 前条第３号に掲げる者 
  その者の勤務する事務所又は事 
 業所の名称及び所在地 
ハ 前条第４号に掲げる者 
  その者の在学する学校の名称及 
 び所在地 
ニ 前条第５号に掲げるもの 
  実施機関が保有している公文書 
 の開示を必要とする理由 
(3) 開示請求に係る公文書を特定す
 るために必要な事項 
(4) 前３号に掲げるもののほか、実
 施機関が定める事項 
 

(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 
 
 

(2) 次に掲げるものの区分に応じ、 
 それぞれ次に掲げる事項 
ア 前条第２号に掲げるもの 
  そのものが県内に有する事務所 
 又は事業所の名称及び所在地 
イ 前条第３号に掲げる者 
  その者が勤務する事務所又は事 
 業所の名称及び所在地 
ウ 前条第４号に掲げる者 
  その者が在学する学校の名称及 
 び所在地 
エ 前条第５号に掲げるもの 
  実施機関が行う事務又は事業に 
 そのものが有する利害関係の内容 
(3) 公文書の件名その他の公開請求
 に係る公文書を特定するに足りる 
 事項 
(4) その他実施機関（議会にあって
 は議長。次項、第10条から第12条 
 まで第14条、第15条及び第26条に 
 おいて同じ。）が定める事項 

 を特定するために必要な事項 
(3) 前２号に掲げるもののほか、実 
 施機関が定める事項 

 
 補 
 正 

 ２ 実施機関は、開示請求書に形式上
 の不備があると認めるときは、開 
 示請求をしたもの（以下「開示請 
 求者」という。）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、開示請求者に対し、 
 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。 

２ 実施機関は、開示請求書に形式上
 の不備があると認めるときは、開 
 示請求をした者（以下「開示請求 
 者」という。）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 
 施機関は開示請求者に対し、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。 

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 
 開請求をしたもの（以下「公開請 
 求者という。）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。 

 

 
 請 
 求 
 に 
 対 
 す 
 る 
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（公開請求に対する決定等） 
第８条 実施機関は、前条に規定する
 請求書を受理したときは、当該請求
 書を受理した日から起算して１５ 
 日以内に、請求に係る公文書を公開
 するかどうかの決定をしなければ 
 ならない。 
５ 実施機関は、やむを得ない理由に
 より第１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、同項の規定にかかわらず、 

（開示請求に対する決定等） 
第11条 実施機関は、開示請求に係る
 公文書の全部又は一部を開示する 
 ときは、その旨の決定をし、開示 
 請求者に対し、その旨並びに開示 
 をする日時及び場所を書面により 
 通知しなければならない。 
２ 実施機関は、開示請求に係る公文
 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公文書を 
 保有していないときを含む。以下 

（開示決定等の期限） 
第12条 前条各項の決定（以下「開示
 決定等」という。）は、開示請求が
 あった日から起算して15日以内に 
 しなければならない。ただし、第 
 ６条第２項の規定に基づき補正を 
 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 前項の規定にかかわらず、実施機
 関は、事務処理上の困難その他正 
 当な理由があるときは、同項に 

（公開決定等の期限） 
第11条 前条各項の決定（以下「公開
 決定等」という。）は、公開請求が
 あった日から起算して15日以内に 
 しなければならない。ただし、第 
 ６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 前項の規定にかかわらず、実施機
 関は、事務処理上の困難その他正 
 当な理由があるときは、公開請求 

（請求に対する決定等） 
第９条 実施機関は、前条の請求書を
 受理したときは、受理した日から 
 起算して15日以内に、当該請求に 
 対する決定をしなければならな 
 い。 
２ 実施機関は、やむを得ない理由に
 より前項の期間内に同項の決定を 
 することができないときは、当該 
 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、書面によりその延長する 
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 当該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、書面により当該機関を延長 
 する理由及び当該決定をすること 
 ができる期日を請求者に通知しな 
 ければならない。 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 同じ。）は、開示しない旨の決定を
 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。 
（開示決定等の期限） 
第12条 前条各項の決定（以下「開示
 決定等」という。）は、開示請求が
 あった日から14日以内にしなけれ 
 ばならない。ただし、第６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、前項に規定する期間内に 
 開示決定等をすることができない 
 ときは開示請求があった日から60 
 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、開示請求者に対 
 し、速やかに延長後の期間及び延 
 長の理由を書面により通知しなけ 
 ればならない。 
３ 開示請求に係る公文書が著しく 
 大量であるため、開示請求があっ 
 た日から60日以内にそのすべてに 
 ついて開示決定等をすることによ 
 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、前二項 
 の規定にかかわらず、実施機関は、
 開示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開示 
 決定等をし、残りの公文書につい 
 ては相当の期間内に開示決定等を 
 すれば足りる。この場合において、
 実施機関は、第１項に規定する期 
 間内に、開示請求者に対し、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) 本項を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について開示決定
 等をする期限 
 

 規定する期間を30日以内に限り延 
 長することができる。この場合に 
 おいて、実施機関は、開示請求者 
 に対し、遅滞なく、延長後の期間 
 及び延長の理由を書面により通知 
 しなければならない。 
（開示決定等の期限の特例） 
第13条 開示請求に係る行政文書が 
 著しく大量であるため、開示請求 
 があった日から起算して45日以内 
 にそのすべてについて開示決定等 
 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、開示請求に係る行政 
 文書のうちの相当の部分につき当 
 該期間内に開示決定等をし、残り 
 の行政文書については相当の期間 
 内に開示決定等をすれば足りる。 
 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、 
 開示請求者に対し、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) この条を適用する旨及びその理 
 由 
(2) 残りの行政文書について開示決
 定等をする期限 

 があった日から起算して60日を限 
 度として、同項の期間を延長する 
 ことができる。この場合において、
 実施機関は、公開請求者に対し、 
 遅滞なく、延長後の期間及び延長 
 の理由を書面により通知しなけれ 
 ばならない。 
（公開決定等の期限の特例） 
第12条 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 
 った日から起算して60日以内にそ 
 のすべてについて公開決定等をす 
 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 
 間内に公開決定等をし、残りの公 
 文書については相当の期間内に公 
 開決定等をすれば足りる。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) この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決定
 等をする期限 
 

 理由及び期間を前条の請求書を提 
 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項の決定をした
 ときは、速やかに書面により当該 
 決定の内容を請求者に通知しなけ 
 ればならない。この場合において、
 当該決定が公文書の開示をしない 
 旨の決定（第７条の規定による公 
 文書の開示をする旨の決定を含 
 む。以下この条において「非開示 
 決定」という。）であるときは、当
 該書面において当該非開示決定の 
 理由（当該非開示決定の理由がな 
 くなる時期をあらかじめ示すこと 
 ができるときは、当該非開示決定 
 の理由及び当該時期）を示さなけ 
 ればならない。 
４ 前項の規定により示す理由は、当
 該非開示決定において第６条各号 
 の規定を適用した根拠を具体的に 
 示したものでなければならない。 
 ただし当該根拠を具体的に示すこ 
 とにより開示しないこととされた 
 情報が明らかになるときは、当該 
 情報が明らかにならない限度で示 
 すものとする。 
７ 実施機関は、非開示決定をした公
 文書について開示の請求があった 
 ときは、改めて第１項の決定をし 
 なければならない。この場合にお 
 いて、当該公文書を開示しない理 
 由がなくなっているときは、当該 
 公文書の開示をしなければならな 
 い。 
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第８条 
２ 実施機関は、前項の決定をしたと

きは、前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。 

３ 実施機関は、第１項の規定により
公開する旨の決定をしたときは、当
該公開をする日時及び場所を前項
の書面に記載しなければならない。 

４ 実施機関は、第１項の規定により
 公開しない旨の決定をしたときは、
 その理由を第２項の書面に記載し 
 なければならない。この場合におい
 て、当該理由が消滅する期日をあら
 かじめ明らかにすることができる 
 ときは、その期日を同項の書面に記
 載しなければならない。 

（理由付記等） 
第13条 実施機関は、第11条各項の規
 定により開示請求に係る公文書の 
 全部又は一部を開示しないとき 
 は、開示請求者に対し、当該各項 
 に規定する書面によりその理由を 
 示さなければならない。この場合 
 において、当該理由の提示は、開 
 示しないこととする根拠規定及び 
 当該規定を適用する根拠が、当該 
 書面の記載自体から理解され得る 
 ものでなければならない。 
２ 実施機関は、前項の場合において
 開示請求に係る公文書が、当該公 
 文書の全部又は一部を開示しない 
 旨の決定の日から１年以内にその 
 全部又は一部を開示することがで 
 きるようになることが明らかであ 
 るときは、その旨を開示請求者に 
 通知するものとする。 

（開示請求に対する措置） 
第11条 実施機関は、開示請求に係る
 行政文書の全部又は一部を開示す 
 るときは、その旨の決定をし、開 
 示請求者に対し、その旨及び開示 
 の実施に関し実施機関が定める事 
 項を書面により通知しなければな 
 らない。 
２ 実施機関は、開示請求に係る行政
 文書の全部を開示しないとき（前 
 条の規定に基づき開示請求を拒否 
 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。 
 
 
 
 
 

（公開請求に対する措置） 
第10条 実施機関は、公開請求に係る
 公文書の全部又は一部を公開する 
 ときは、その旨の決定をし、公開 
 請求者に対し、速やかに、その旨 
 及び公開の日時、場所その他実施 
 機関が定める事項を書面により通 
 知しなければならない。 
２ 実施機関は、公開請求に係る公文
 書の全部を公開しないとき（前条 
 の規定により公開請求を拒否する 
 とき及び公開請求に係る公文書を 
 保有していないときを含む。）は、 
 公開をしない旨の決定をし、公開 
 請求者に対し、速やかに、その旨 
 を書面により通知しなければなら 
 ない。 
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（公文書の存否に関する情報） 
第10条 開示請求に対し、当該開示 
 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、非開示情 
 報を開示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、当該開示請求 
 を拒否することができる。 

（行政文書の存否に関する情報） 
第10条 開示請求に対し、当該開示 
 請求に係る行政文書が存在してい 
 るか否かを答えるだけで、非開示 
 情報を開示することとなるとき 
 は、実施機関は、当該行政文書の 
 存否を明らかにしないで、当該開 
 示請求を拒否することができる。 

（公文書の存否に関する情報） 
第９条 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。 
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（開示請求に対する決定等） 
第11条 
２ 実施機関は、開示請求に係る公 
 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公文書 
 を保有していないときを含む。以 
 下同じ。）は、開示しない旨の決定
 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。 

（開示請求に対する措置） 
第11条 
２ 実施機関は、開示請求に係る行 
 政文書の全部を開示しないとき 
 （前条の規定に基づき開示請求を 
 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。 

（公開請求に対する措置） 
第10条 
２ 実施機関は、公開請求に係る公 
 文書の全部を公開しないとき（前 
 条の規定により公開請求を拒否す 
 るとき及び公開請求に係る公文書 
 を保有していないときを含む。） 
 は、公開をしない旨の決定をし、 
 公開請求者に対し、速やかに、そ 
 の旨を書面により通知しなければ 
 ならない。 
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（県以外のものの意見の聴取等） 
第９条 実施機関は、公開しようとす

る公文書に県以外のものに関する
情報が記録されているときは、あら
かじめ当該県以外のものの意見を
聴くことができる。 

２ 実施機関は、前項の規定により県 
 以外のものの意見を聴いた場合に 
 おいて当該公文書を公開するとき 
 は、あらかじめその旨を当該県以外 
 のものに通知しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（第三者保護に関する手続） 
第15条 開示請求に係る公文書に都 
 以外のものに関する情報が記録さ 
 れているときは、実施機関は、開 
 示決定等に先立ち、当該情報に係 
 る都以外のものに対し、開示請求 
 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、開示決定に 
 先立ち、当該第三者に対し、開示 
 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、この眼りでない。 
(1) 第三者に関する情報が記録され
 ている公文書を開示しようとする 
 場合であって、当該情報が第７条 
 第２号ロ又は同条第３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９条の規定によ 
 り開示しようとするとき。 
３ 実施機関は、前二項の規定によ 
 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開示に反 
 対の意思を表示した意見書を提出 
 した場合において、開示決定をす 
 るときは、開示決定の日と開示を 
 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、開示決 
 定後直ちに当該意見書（第19条及 
 び第20条において「反対意見書」 
 という。）を提出した第三者に対 
 し、開示決定をした旨及びその理 
 由並びに開示をする日を書面によ 

（第三者に対する意見書提出の機会 
           の付与等） 
第15条 開示請求に係る行政文書に 
 県、国、県以外の地方公共団体及 
 び開示請求者以外の者（以下この 
 条、第19条及び第20条において「第 
 三者」という。）に関する情報が記
 録されているときは、実施機関は、
 開示決定等をするに当たって、当 
 該情報に係る第三者に対し、開示 
 請求に係る行政文書の表示その他 
 実施機関が定め事項を通知して、 
 意見書を提出するる機会を与える 
 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、開示決定に 
 先立ち、当該第三者に対し、開示 
 請求に係る行政文書の表示その他 
 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
 ている行政文書を開示しようとす 
 る場合であって、当該情報が第７ 
 条第２号イ又は同条第３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
 ている行政文書を第９条の規定に 
 基づき開示しようとするとき。 
３ 実施機関は、前２項の規定に基 
 づき意見書の提出の機会を与えら 
 れた第三者が当該行政文書の開示 
 に反対の意思を表示した意見書を 
 提出した場合において、開示決定 
 をするときは、開示決定の日と開 
 示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、開示決定後直ちに当該意見書 

（第三者の意見の聴取等） 
第14条 公開請求に係る公文書に 
 国、他の地方公共団体及び公開請 
 求者以外のもの（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、実施機関は、公開 
 決定等をするに当たって、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、その 
 意見を聴くことができる。 
２ 実施機関は、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７条第２項第１号イ又は 
 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は、公 
 開決定に先立ち、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 
 る事項を書面により通知して、そ 
 の意見を聴かなければならない。 
 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。 
３ 実施機関は、前２項の規定によ 
 り意見を聴いた第三者が当該公文 
 書の公開に反対の意思を表示した 
 場合において、公開決定をすると 
 きは、公開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、公開決 
 定後直ちに、当該反対の意思を表 
 示した第三者に対し公開決定をし 
 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。 
 
 
 
 
 

（請求に対する決定等） 
第９条 
５ 実施機関は、第１項の決定をす 
 る場合において、当該決定に係る 
 公文書に第三者に関する情報が記 
 録されているときは、あらかじめ 
 当該第三者の意見を聴くことがで 
 きる。 
６ 実施機関は第６条ただし書の規 
 定により公文書の開示をする場合 
 において、当該公文書の開示をす 
 ることにより不利益を受ける第三 
 者があるときは、あらかじめ書面 
 によりその旨を当該第三者に通知 
 しなければならない。 
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   り通知しなければならない。  （第18条第１項及び第19条におい 
 て「反対意見書」という。）を提出
 した第三者に対し、開示決定をし 
 た旨及びその理由並びに開示を実 
 施する日を書面により通知しなけ 
 ればならない。 
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（公開の方法） 
第１０条 公文書の公開は、公文書を

閲覧に供し、又は公文書の写しを交
付して行うものとする。 

２ 実施機関は、公文書を公開するこ
とにより当該公文書が汚損され、又
は破損されるおそれがあると認め
られるときその他相当の理由があ
るときは、前項の規定にかかわら
ず、当該公文書の写しを閲覧に供
し、又はその写しを交付することに
より公文書の公開を行うことがで
きる。 

（公文書の開示の方法） 
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
 的記録にムついては視聴、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（以下「都規則等」とい 
 う。）で定める方法により行う。 
２ 前項の視聴又は閲覧の方法によ 
 る公文書の開示にあっては、実施 
 機関は、当該公文書の保存に支障 
 を生ずるおそれがあると認めると 
 きその他合理的な理由があるとき 
 は、当該公文書の写しによりこれ 
 を行うことができる。 

 

（開示の実施） 
第16条 行政文書の開示は、文書又 
 は図画については閲覧又は写しの 
 交付により、電磁的記録について 
 はその種別、情報化の進展状況等 
 を勘案して実施機関が定める方法 
 により行う。ただし、閲覧の方法 
 による行政文書の開示にあって 
 は、実施機関は、当該行政文書の 
 保存に支障を生ずるおそれがある 
 と認めるときその他正当な理由が 
 あるときは、その写しにより、こ 
 れを行うことができる。 
２ 開示決定に基づき行政文書の開 
 示を受ける者は、実施機関が定め 
 るところにより、当該開示決定を 
 した実施機関に対し、その求める 
 開示の実施の方法その他の実施機 
 関が定める事項を申し出なければ 
 ならない。 
３ 前項の規定による申出は、第11 
 条第１項に規定する通知があった 
 日から起算して30日以内にしなけ 
 ればならない。ただし、当該期間 
 内に当該申出をすることができな 
 いことにつき正当な理由があると 
 きは、この限りでない。 
４ 開示決定に基づき行政文書の開 
 示を受けた者は、最初に開示を受 
 けた日から起算して30日以内に限 
 り、実施機関に対し、更に開示を 
 受ける旨を申し出ることができ 
 る。この場合においては、前項た 
 だし書の規定を準用する。 

 

（公文書の公開の実施） 
第15条 実施機関は、公開決定をし 
 たときは、公開請求者に対し、速 
 やかに、当該公開決定に係る公文 
 書の公開をするものとする。 
２ 公文書の公開は、文書又は図画 
 については閲覧又は写しの交付に 
 より電磁的記録については実施機 
 関が定める方法により行う。 
３ 実施機関は、公文書の公開によ 
 り公文書を汚損し、又は破損する 
 おそれがあるとき、第８条の規定 
 による公開を行うとき、その他相 
 当の理由があるときは、公文書を 
 複写した物を閲覧に供し、又はそ 
 の写しを交付することができる。 

 

（開示の実施） 
第10条 実施機関は、公文書の開示 
 をする旨の決定をしたときは、速 
 やかに、請求者に対し当該公文書 
 の開示をしなければならない。 
２ 公文書の開示は、公文書を閲覧 
 に供し、又はその写しを交付する 
 ことにより行うものとする。 
３ 前項の規定にかかわらず、実施 
 機関は、公文書を汚損し、又は破 
 損するおそれがあるとき、第７条 
 の規定により公文書の開示をする 
 ときその他必要があると認めると 
 きは、当該公文書を複写した物を 
 閲覧に供し、若しくはその写しを 
 交付し、その他当該実施機関が定 
 める方法によることができる。 
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 非 
 開 
 示 
 情 
 報 
 

（公開しないことができる公文書） 
第１１条 実施機関は、次の各号の一に

該当する情報が記録されている公文
書については、公開しないことができ
る。 

 

（公文書の開示義務） 
第７条 実施機関は、開示請求があ 
 ったときは、開示請求に係る公文 
 書に次の各号のいずれかに該当す 
 る情報（以下「非開示情報」とい 
 う。）が記録されている場合を除 
 き、開示請求者に対し、当該公文 
 書を開示しなければならない。 
 

（行政文書の開示義務） 
第７条 実施機関は、開示請求があ 
 ったときは、開示請求に係る行政 
 文書に次の各号に掲げる情報（以 
 下「非開示情報」という。）のいず
 れかが記録されている場合を除 
 き、開示請求者に対し、当該行政 
 文書を開示しなければならない。 
 

（公文書の公開義務等） 
第７条 実施機関は、公開請求があ 
 った場合においては次項の規定に 
 より公文書を公開しないときを除 
 き、公開請求者に対し、当該公開 
 請求に係る公文書を公開しなけれ 
 ばならない。 
２ 実施機関は、次の各号のいずれ 
 かに該当する情報が記録されてい 
 る公文書については、公開しない 
 ものとする。 
 

（開示をしてはならない公文書） 
第６条 実施機関は、次の各号のい 
 ずれかに該当する情報が記録され 
 ている公文書については、開示を 
 してはならない。ただし、当該情 
 報が第２号から第６号までのいず 
 れかに該当する場合において、当 
 該公文書の開示をしないことによ 
 り保護される利益に明らかに優越 
 する公益上の理由があると認めら 
 れるときは、開示をするものとす 
 る。 

 
 法 
 令 
 秘 
 情 
 報 
 
 

(1)  法令及び条例（以下「法令等」と
 いう。）の定めるところにより、公 
 開することができない情報 
 
 

 

(1) 法令及び条例（以下「法令等」 
 という。）の定めるところ又は実施
 機関が法律上従う義務を有する主 
 務大臣その他国の機関の指示によ 
 り、公にすることができないと認 
 められる情報 

 

(1) 法令若しくは他の条例（以下「法
 令等」という。）の規定又は国から
 の明示の指示により公にすること 
 ができないと認められる情報 
 
 

 

(3) 法令又は他の条例の規定により
 公にすることができない情報及び 
 法律又はこれに基づく政令の規定 
 により知事その他の執行機関の権 
 限に属する国の事務に関して、主 
 務大臣等から公にしてはならない 
 旨の明示の指示がある情報 

(1) 法令又は他の条例（以下「法令
 等」という。）の規定により開示す
 ることができないとされている情 
 報 
 
 
 

 
 
 個 
 人 
 情 
 報 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2)  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。）であつて特定個人が識別さ
れ、又は識別され得るもの。ただ
し、次に掲げる情報を除く。 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

(2) 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。 
 
 
イ 法令等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 

(2) 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等 
 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 法令等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（国家公務員 
 法（昭和22年法律第120 号）第２ 

(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等 
 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、条例若しくは実施機関の 
 規則（規程を含む。）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 

(2) 個人に関する情報（事業を営む
 個人の当該事業に係る情報を除 
 く。）であって、特定の個人を識別
 することができると認められるも 
 の。ただし、次に掲げる情報を除 
 く。 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ 法令等の規定により何人も閲覧 
 できるとされている情報 
ロ 公表を目的として作成し、又は 
 取得した情報 
ハ 次に掲げる者の職務の遂行に係 
 る情報に含まれる当該者の職名及 
 び氏名 
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 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 

 

 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 

ウ 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 
 及び氏名並びに当該職務遂行の内 
 容に係る部分（当該公務員の氏名 
 に係る情報にあつては、公にする 
 ことにより、当該公務員の権利利 
 益を不当に害するおそれがある場 
 合の当該情報を除く。） 

 

 ① 国家公務員及び地方公務員 
 ② 地方自治法施行令（昭和22年 
  政令第16号）第152条第１項に 
  規定する法人（第17条において 
  「公社等」」という。）及び同令 
  第140条の７第１項に規定する 
  法人の役員 
 ③ 県から補助金、交付金等の交付
  を受けている民法（明治29年法 
  律第89号）第34条の法人、私立 
  学校法（昭和24年法律第270号） 
  第３条に規定する学校法人医療 
  法（昭和23年法律第205号）第39 
  条第２項に規定する医療法人、 
  社会福祉事業法（昭和26年法律 
  第45号）第22条に規定する社会 
  福祉法人及び同法第74条に規定 
  する社会福祉協議会の役員 

 
 事 
 業 
 活 
 動 
 情 
 報 
 

(3) 法人その他の団体（国及び地方公
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
つて、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
争上若しくは事業運営上の地位に
不利益を与え、又は社会的信用を損
なうと認められるもの。ただし、次
に掲げる情報を除く。 

 イ 事業活動によつて生じ、又は生 
  ずるおそれがある危害から人の 
  生命、身体及び健康を保護するた 
  めに、公開することが必要である 
  と認められる情報 
 ロ 違法又は不当な事業活動によ 
  つて生じ、又は生ずるおそれがあ 
  る支障から人の財産及び生活を 
  保護するために公開することが 
  必要であると認められる情報 
 ハ イ又はロに掲げる情報に準る 
  情報であつて、公開することが公 
  益上必要であると認められるも 
  の 

(3) 法人（国及び地方公共団体を除
 く。）その他の団体（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、公にすることにより、 
 当該法人等又は当該事業を営む個 
 人の競争上又は事業運営上の地位 
 その他社会的な地位が損なわれる 
 と認められるもの。ただし、次に 
 掲げる情報を除く。 
イ 事業活動によって生じ、又は生 
 ずるおそれがある危害から人の生 
 命又は健康を保護するために、公 
 にすることが必要であると認めら 
 れる情報 
ロ 違法若しくは不当な事業活動に 
 よって生じ、又は生ずるおそれが 
 ある支障から人の生活を保護する 
 ために、公にすることが必要であ 
 ると認められる情報 
ハ 事業活動によって生じ、又は生 
 ずるおそれがある侵害から消費生 
 活その他都民の生活を保護する 

(3) 法人その他の団体（国及び地方
 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、次に掲げるもの。ただ 
 し、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を 
 除く。 
ア 公にすることにより、当該法人 
 等又は当該個人の権利、競争上の 
 地位その他正当な利益を害するお 
 それがあるもの 
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 
 

(2) 法人その他の団体（国及び地方
 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、次に掲げるもの。ただ 
 し、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を 
 除く。 
ア 公にすることにより、当該法人 
 等又は当該個人の権利、競争上の 
 地位その他正当な利益を害するお 
 それがあるもの 
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) 法人その他の団体（国及び地方
 公共団体を除く。以下この条にお 
 いて「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、開示す 
 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又は事 
 業運営上の地位その他正当な利益 
 を害すると認められるもの。ただ 
 し、次に掲げる情報を除く。 
イ 事業活動によって生じ、又は生 
 ずるおそれのある危害から人の生 
 命、身体又は健康を保護するため 
 開示することが必要であると認め 
 られる情報 
ロ 違法又は不当な事業活動によっ 
 て生じ、又は生ずるおそれのある 
 支障から人の生活を保護するため 
 開示することが必要であると認め 
 られる情報 
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   ために、公にすることが必要であ 

 ると認められる情報 
   

 
犯 捜 
罪 査 
の 等 
予 情 
防 報 
 

(4)  公開することにより、人の生命、 
 身体、財産及び社会的な地位の保 
 護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他
 の公共の安全と秩序の維持に支障 
 が生ずるおそれがある情報 

(4) 公にすることにより、人の生命、
 身体、財産又は社会的な地位の保 
 護犯罪の予防、犯罪の捜査その他 
 の公共の安全と秩序の維持に支障 
 が生ずるおそれがある情報 

(4) 公にすることにより、犯罪の予
 防又は捜査、人の生命、身体、財 
 産等の保護その他の公共の安全と 
 秩序の維持に支障を及ぼすおそれ 
 がある情報 
 

(4) 公にすることにより、人の生命、
 健康、財産又は社会的な地位の保 
 護及び犯罪の予防、鎮圧又は捜査 
 その他の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実 
 施機関が認めることにつき相当の 
 理由がある情報 

(4) 開示することにより、人の生命、
 身体、財産等の保護、犯罪の予防、 
 犯罪の捜査その他の公共の安全と 
 秩序の維持に支障を生ずるおそれ 
 のある情報 
 

 合 
 議 
 制 
 機 
 関 
 等 
 情 
 報 

(6) 実施機関（知事及び公営企業管
 理者を除く。）、県の執行機関の附 
 属機関及びこれらに類するもの 
 （以下「合議制機関等」という。） 
 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 

    

 
 国 
 等 
 関 
 係 
 情 
 報 

(5) 国、他の地方公共団体又はその他
 の公共団体（以下「国等」という。） 
 からの協議、依頼等に基づいて実施
 機関が作成し、又は収受した情報で
 あつて、公開することにより、国等
 との協力関係又は信頼関係が損な 
 われると認められるもの 

  (5) 県の機関と国、他の地方公共団
 体その他の公共団体又はこれらに 
 類する公共的団体（以下「国等」 
 という。）の機関との間における協
 議、依頼等により実施機関が作成 
 し、又は取得した情報であって、 
 公にすることにより、県と国等と 
 の協力関係又は信頼関係が不当に 
 損なわれるおそれがあるもの 
 

(5) 県又は国若しくは他の地方公共
 団体その他の公共団体（以下この 
 号において「国等」という。）の機
 関が行う事務事業に関する情報で 
 あって開示することにより次のい 
 ずれかに該当することが明らかな 
 もの 
ハ 法律又はこれに基づく政令の規 
 定により知事その他の県の機関に 
 属する国等の事務に関して、主務 
 大臣等からの公表してはならない 
 旨の明示の指示があるもの、国等 
 からの委託による調査等で、公表 
 してはならない旨の条件が付され 
 ているもの等、県と国等との協力 
 関係又は信頼関係が著しく損なわ 
 れるもの 

意 
思 
形 
成 
過 
程 情 
  報 

(7) 県又は国等の事務事業に係る意思
 形成過程において、県の機関内部若
 しくは機関相互間又は県と国等と 
 の間における審議、協議、調査研究
 等に関し、実施機関が作成し、又は
 収受した情報であつて、公開するこ
 とにより、当該事務事業又は将来の

(5) 都の機関並びに国及び他の地方
 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 

(5) 県の機関、国の機関及び県以外
 の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、不当に県民等の間 

(6) 県の機関及び国等の機関の内部
 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 
 県民の間に混乱を生じさせるおそ 

ロ 機関内部又は機関相互間におけ 
 る審議、検討、協議、調査、研究 
 等に関する意思決定が不当に阻害 
 されるもの 
 



項 目     千葉県     東京都     岩手県     愛媛県     高知県 
  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 

 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 
 

 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 

 れ又は特定のものに不当に利益を 
 与え若しくは不利益を及ぼすおそ 
 れがあるもの 
 

 

 
 行 
 政 
 運 
 営 
 執 
 行 
 情 
 報 

(8) 実施機関が行う交渉、取締り、立 
 入検査、監査、争訟、入札、試験等
 の事務事業に関する情報であつて、
 当該事務事業の性質上、公開するこ
 とにより、実施機関と関係者との信
 頼関係が損なわれると認められる 
 もの、当該事務事業若しくは将 来 
 の同種の事務事業の実施の目的が 
 失われるおそれがあるもの又は当 
 該事務事業若しくは将来の同種の 
 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 

(6) 都の機関又は国若しくは他の地
 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、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 
イ 監査、検査、取締り又は試験に 
 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 
ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務 
 に関し、国又は地方公共団体の財 
 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 
ハ 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 
ニ 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 
ホ 国又は地方公共団体が経営する 
 企業に係る事業に関し、その企業 
 経営上の正当な利益を害するおそ 
 れ 
へ 大学の管理又は運営に係る事務 
 に関し、大学の教育又は研究の自 
 由が損なわれるおそれ 

(6) 県の機関、国の機関又は県以外
 の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、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、取締り又は試験に 
 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、県、国又は県以外の地方 
 公共団体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 県、国又は県以外の地方公共団 
 体が経営する企業に係る事業に関 
 し、その企業経営上の正当な利益 
 を害するおそれ 
 

(7) 県の機関又は国等の機関が行う
 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、取締り又は試験に 
 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、県又は国等の財産上の利 
 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 県、国又は他の地方公共団体が 
 経営する企業に係る事業に関し、 
 その企業経営上の正当な利益を害 
 するおそれ 
 

イ 監査、検査、取締り、試験、入 
 札、交渉、渉外、争訟その他すべ 
 ての事務事業若しくは将来の同種 
 の事務事業の実施の目的が失われ 
 又はこれらの公正若しくは円滑な 
 執行に著しい支障を生ずるもの 
 

 
 任 
 意 
 提 
 供 
 情 
 報 
 

 (7) 都、国、他の地方公共団体及び
 開示請求者以外のもの（以下「第 
 三者」という。）が、実施機関の要
 請を受けて、公にしないとの条件 
 で任意に提供した情報であって、 
 第三者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 

(3)（再掲） 
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 

(2)（再掲） 
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 

(6) 県の機関からの要請を受けて、 
 開示しないとの約束の下に、個人 
 又は法人等から県の機関へ提供さ 
 れた情報であって、開示すること 
 により、当該個人又は法人等と県 
 との協力関係又は信頼関係が著し 
 く損なわれることが明らかなも 
 の。ただし、当該情報が一般的に 
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   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 
 その他当該情報が公にされないこ 
 とに対する当該第三者の信頼が保 
 護に値するものであり、これを公 
 にすることにより、その信頼を不 
 当に損なうことになると認められ 
 るもの。ただし、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 
 れるものを除く。 
 

 的であると認められるもの 
 

 的であると認められるもの 
 

 公表されないものであること等、 
 当該約束の締結状況に照らし合理 
 的であると認められる場合に限 
 る。 
 

 
 一 
 部 
 開 
 示 
 
 
 
 
 
 
 
 個 
 人 
 識 
 別 
 性 
 の 
 な 
 い 
 部 
 分 
 の 
 開 
 示 
 

（部分公開） 
第１２条 実施機関は、公開しようと
 する公文書に、前条各号の一に該当
 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、
 同条の規定により公開しないこと 
 ができる情報に係る部分とそれ以 
 外の部分とを容易に、かつ、当該公
 文書の公開を受けようとする趣旨 
 を損なわない程度に分離できると 
 きは、当該公開しないことができ 
 る情報に係る部分を除いて当該公 
 文書を公開しなければならない。 

（公文書の一部開示） 
第８条 実施機関は、開示請求に係 
 る公文書の一部に非開示情報が記 
 録されている場合において、非開 
 示情報に係る部分を容易に区分し 
 て除くことができ、かつ、区分し 
 て除くことにより当該開示請求の 
 趣旨が損なわれることがないと認 
 められるときは当該非開示情報に 
 係る部分以外の部分を開示しなけ 
 ればならない。 
２ 開示請求に係る公文書に前条第 
 ２号の情報（特定の個人を識別す 
 ることができるものに限る。）が記
 録されている場合において、当該 
 情報のうち、特定の個人を識別す 
 ることができることとなる記述等 
 の部分を除くことにより、公にし 
 ても、個人の権利利益が害される 
 おそれがないと認められるとき 
 は、当該部分を除いた部分は、同 
 号の情報に含まれないものとみな 
 して、前項の規定を適用する。 
 

（部分開示） 
第８条 実施機関は、開示請求に係 
 る行政文書の一部に非開示情報が 
 記録されている場合において、非 
 開示情報が記録されている部分を 
 容易に区分して除くことができる 
 ときは、開示請求者に対し、当該 
 部分を除いた部分につき開示しな 
 ければならない。ただし、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、この限りでない。 
２ 開示請求に係る行政文書に前条 
 第２号の情報（特定の個人を識別 
 することができるものに限る。）が
 記録されている場合において、当 
 該情報のうち、氏名、生年月日そ 
 の他の特定の個人を識別すること 
 ができることとなる記述等の部分 
 を除くことにより、公にしても、 
 個人の権利利益が害されるおそれ 
 がないと認められるときは、当該 
 部分を除いた部分は同号の情報に 
 含まれないものとみなして、前項 
 の規定を適用する。 
 

（部分公開） 
第８条 実施機関は、公開請求に係 
 る公文書の一部に前条第２項各号 
 のいずれかに該当する情報（以下 
 「非公開情報」という。）が記録さ
 れている場合において、非公開情 
 報が記録されている部分を容易に 
 区分して除くことができるとき 
 は、公開請求者に対し、当該部分 
 を除いた部分につき公開しなけれ 
 ばならない。ただし当該部分を除 
 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、こ 
 の限りでない。 
２ 公開請求に係る公文書に前条第 
 ２項第１号の情報（特定の個人を 
 識別することができるものに限 
 る。）が記録されている場合におい
 て、当該情報のうち、氏名、生年 
 月日その他の特定の個人を識別す 
 ることができることとなる記述等 
 の部分を除くことにより、公にし 
 ても、個人の権利利益が害される 
 おそれがないと認められるとき 
 は、当該部分を除いた部分は、同 
 号の情報に含まれないものとみな 
 して、前項の規定を適用する。 
 
 

（公文書の部分開示） 
第７条 実施機関は、公文書が前条 
 各号のいずれかに該当する情報を 
 記録した部分とその他の部分から 
 なる場合において、これらの部分 
 を容易にかつ、公文書の開示の請 
 求の趣旨を損なわない程度に分離 
 することができるときは、当該そ 
 の他の部分については、開示しな 
 ければならない。 
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 公 
 益 
 上 
 の 
 開 
 示 
 

 （公益上の理由による裁量的開示） 
第９条 実施機関は、開示請求に係 
 る公文書に非開示情報（第７条第 
 １号に該当する情報を除く。）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、開示請求者に対し、当該公文 
 書を開示することができる。 
 

（公益上の理由による裁量的開示） 
第９条 実施機関は、開示請求に係 
 る行政文書に非開示情報（法令等 
 の規定により公にすることができ 
 ないと認められる情報を除く。）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、開示請求者に対し、当該行 
 政文書を開示することができる。 

 （開示をしてはならない公文書） 
第６条 実施機関は、……開示をし 
 てはならない。ただし、当該情報 
 が第２号から第６号までのいずれ 
 かに該当する場合において、当該 
 公文書の開示をしないことにより 
 保護される利益に明らかに優越す 
 る公益上の理由があると認められ 
 るときは、開示をするものとする。

 
 事 
 案 
 の 
 移 
 送 

 （事案の移送） 
第14条 実施機関は、開示請求に係 
 る公文書が他の実施機関により作 
 成されたものであるときその他他 
 の実施機関において開示決定等を 
 することにつき正当な理由がある 
 ときは、当該他の実施機関と協議 
 の上、当該他の実施機関に対し、 
 事案を移送することができる。こ 
 の場合において、移送をした実施 
 機関は、開示請求者に対し、事案 
 を移送した旨を書面により通知し 
 なければならない。 
２ 前項の規定により事案が移送さ 
 れたときは、移送を受けた実施機 
 関において、当該開示請求につい 
 ての開示決定等をしなければなら 
 ない。この場合において、移送を 
 した実施機関が移送前にした行為 
 は、移送を受けた実施機関がした 
 ものとみなす。 
３ 前項の場合において、移送を受 
 けた実施機関が第11条第１項の決 
 定（以下「開示決定」という。）を
 したときは、当該実施機関は、開 
 示をしなければならない。この場 
 合において、移送をした実施機関 
 は、当該開示に必要な協力をしな 
 ければならない。 
４ （省略） 
 議会関係 
 

（事案の移送） 
第14条 実施機関は、開示請求に係 
 る行政文書が他の実施機関により 
 作成されたものであるときその他 
 他の実施機関において開示決定等 
 をすることにつき正当な理由があ 
 るときは、当該他の実施機関と協 
 議の上、当該他の実施機関に対し、
 事案を移送することができる。こ 
 の場合においては、移送をした実 
 施機関は、開示請求者に対し、事 
 案を移送した旨を書面により通知 
 しなければならない。 
２ 前項の規定に基づき事案が移送 
 されたときは、移送を受けた実施 
 機関において、当該開示請求につ 
 いての開示決定等をしなければな 
 らない。この場合において、移送 
 をした実施機関が移送前にした行 
 為は、移送を受けた実施機関がし 
 たものとみなす。 
３ 前項の場合において、移送を受 
 けた実施機関が第11条第１項の決 
 定（以下「開示決定」という。）を
 したときは、当該実施機関は、開 
 示の実施をしなければならない。 
 この場合において、移送をした実 
 施機関は、当該開示の実施に必要 
 な協力をしなければならない。 
 

（事案の移送） 
第13条 実施機関（議会にあっては、
 議長）は、公開請求に係る公文書 
 が他の実施機関により作成された 
 ものであるときその他他の実施機 
 関（議会にあっては、議長。以下 
 この条において同じ。）において公
 開決定等をすることにつき正当な 
 理由があるときは、当該他の実施 
 機関と協議の上、当該他の実施機 
 関に対し、事案を移送することが 
 できる。この場合においては、移 
 送をした実施機関は公開請求者に 
 対し、事案を移送した旨を書面に 
 より通知しなければならない。 
２ 前項の規定により事案が移送さ 
 れたときは、移送を受けた実施機 
 関において、当該公開請求につい 
 ての公開決定等をしなければなら 
 ない。この場合において、移送を 
 した実施機関が移送前にした行為 
 は、移送を受けた実施機関がした 
 ものとみなす。 
３ 前項の場合において、移送を受 
 けた実施機関が第10条第１項の決 
 定（以下「公開決定」という。）を
 したときは、当該実施機関は、公 
 開の実施をしなければならない。 
 この場合において、移送をした実 
 施機関は、当該公開の実施に必要 
 な協力をしなければならない。 
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 開 
 示 
 手 
 数 
 料 
 
 費 
 用 
 負 
 担 
 

 （開示手数料） 
第17条 公文書の開示については、 
 別表に定めるところにより開示手 
 数料を徴収する。 
２ 実施機関が公文書の開示をする 
 ため、第11条第１項に規定する書 
 面により開示をする日時及び場所 
 を指定したにもかかわらず、開示 
 請求者が当該開示に応じない場合 
 に、実施機関が再度、当初指定し 
 た日から14日以上の期間をおいた 
 開示をする日時及び場所を指定 
 し、当該開示に応ずるよう催告を 
 しても、開示請求者が正当な理由 
 なくこれに応じないときは、開示 
 をしたものとみなして別表に定め 
 る開示手数料を徴収する。 
３ 知事及び公営企業管理者は、実 
 施機関が開示決定に係る公文書を 
 不特定多数の者が知り得る方法で 
 実施機関が定めるものにより公に 
 することを予定し、又は公にする 
 べきであると判断するときは、当 
 該公文書の開示に係る開示手数料 
 を免除する。 
４ 前項に規定する場合のほか、知 
 事及び公営企業管理者は、特別の 
 理由があると認めるときは、開示 
 手数料を減額し、又は免除するこ 
 とができる。 
５ 既納の開示手数料は、還付しな 
 い。ただし、知事及び公営企業管 
 理者は特別の理由があると認める 
 ときは、その全部又は一部を還付 
 することができる。 
 

（費用負担） 
第22条 開示請求又は前条第１項の 
 開示の申出（以下「開示請求等」 
 という。）を行い、文書又は図画の
 写しの交付を受ける者は、実施機 
 関が定める額の当該写しの交付に 
 要する費用を負担しなければなら 
 ない。 
２ 開示請求等を行い、電磁的記録 
 の開示を受ける者は、当該電磁的 
 記録の種別に応じ、実施機関が定 
 める開示の実施の方法ごとに実施 
 機関が定める額の当該開示の実施 
 に要する費用を負担しなければな 
 らない。 

（費用負担） 
第16条 この条例により公文書（こ 
 れを複写した物を含む。）の写しの
 交付を受ける者は、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。 
 
 

（費用負担） 
第11条 前条第２項の規定により公 
 文書の写しの交付を受けるもの 
 （同条第３項の規定により公文書 
 を複写した物の写しの交付を受け 
 るものを含む。）は、当該写しの交
 付に要する費用として知事及び公 
 営企業管理者が定める額を負担し 
 なければならない。 
 

 
 救 
 済 
 手 
 続 
 

（不服申立てがあつた場合の手続等）
第１３条 実施機関は、第８条第１項
 の規定による決定について、行政不
 服審査法（昭和３７年法律第１６０
 号）に基づく不服申立てがあつた場
 合は、当該不服申立てを却下する場

（審査会への諮問） 
第19条 開示決定等について、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 
 係る処分庁又は審査庁は、次に掲 

（審査会への諮問等） 
第18条 開示決定等について行政不 
 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 
 たときは、当該不服申立てに対す 
 る裁決又は決定をすべき実施機関 

（不服申立てがあった場合の審査会 
           への諮問） 
第17条 実施機関（議会を除く。次 
 条第１９条及び第２１条において 
 同じ。）は、公開決定等について行
 政不服審査法（昭和３７年法律第 

（不服申立てがあった場合の手続） 
第12条 実施機関は、第９条第１項 
 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、当該不服申立てを却下すると 
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 合及び当該不服申立てに係る公文 
 書を公開しない旨の決定を取り消 
 す場合を除き、速やか に、千葉県 
 行政組織条例（昭和３２年千葉県条
 例第３１号）に基づき設置された千
 葉県公文書公開審査会（以下「審査
 会」という。）に諮問しなければな 
 らない。 
２ 実施機関は、前項の規定による諮
 問に対する答申を受けたときは、こ
 れを尊重して、速やかに、当該不服
 申立てに対する決定又は裁決を行 
 わなければならない。 
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。 

４ 審査会の委員は、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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 げる場合を除き、東京都情報公開 
 審査会に諮問をして、当該不服申 
 立てについての決定又は裁決を行 
 うものとする。 
(1) 不服申立てが不適法であり、却
 下する場合 
(2) 開示決定等（開示請求に係る公
 文書の全部を開示する旨の決定を 
 除く以下この号及び第21条におい 
 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 
 部を開示する場合（当該開示決定 
 等について第三者から反対意見書 
 が提出されているときを除く。） 
２ 前項の処分庁又は審査庁は、東 
 京都情報公開審査会に対し、速や 
 かに諮問をするよう努めなければ 
 ならない。 
（諮問をした旨の通知） 
第20条 前条の規定により諮問をし 
 た処分庁又は審査庁（以下「諮問 
 庁」という。）は、次に掲げるもの
 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 
(2) 開示請求者（開示請求者が不服
 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開示決定
 等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。） 
（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21条 第15条第３項の規定は、次 
 の各号のいずれかに該当する決定 
 又は裁決をする場合について準用 
 する。 
(1) 開示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 
 る決定又は裁決 
(2) 不服申立てに係る開示決定等を

 は、次の各号のいずれかに該当す 
 る場合を除き、速やかに岩手県情 
 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
 係る開示決定等（開示請求に係る 
 行政文書の全部を開示する旨の決 
 定を除く。以下この号及び第20条 
 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行 
 政文書の全部を開示することとす 
 るとき。ただし、当該開示決定等 
 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（以下「諮問実施機関」と 
 いう。）は、同項の規定による諮問
 に対する答申を受けたときは、そ 
 の答申を尊重して、速やかに、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。この 
 場合において当該裁決又は決定 
 は、不服申立てを受理した日から 
 起算して90日以内に行うよう努め 
 なければならない。 
（諮問をした旨の通知） 
第19条 諮問実施機関は、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 
(2) 開示請求者（開示請求者が不服
 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開示決定
 等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。） 
（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20条 第15条第３項の規定は、次 

 １６０号）による不服申立てがあ 
 ったときは、次の各号のいずれか 
 に該当する場合を除き、愛媛県公 
 文書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
 係る公開決定等（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20条にお 
 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、当該公開決定等につ 
 いて第三者の反対の意思が表示さ 
 れているときを除く。 
（諮問をした旨の通知） 
第18条 前条の規定により諮問をし 
 た実施機関は、次に掲げるものに 
 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 
(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決定
 等について反対の意思を表示した 
 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。） 
（不服申立てに対する裁決又は決 
              定） 
第19条 実施機関は、第17条の規定 
 による諮問に対する答申があった 
 ときは、これを尊重して、速やか 
 に、当該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。 
（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20条 第14条第３項の規定は、次 
 の各号のいずれかに該当する裁決 

 きを除き、速やかに、次条第１項 
 に規定する高知県公文書開示審査 
 会に諮問し、同審査会から答申が 
 あったときは、これを尊重して、 
 当該不服申立てに対する裁決又は 
 決定をしなければならない。 
（公文書開示審査会） 
第13条 前条の規定による諮問に応 
 じて審査を行うため高知県公文書 
 開示審査会（以下この条において 
 「審査会」という。）を置く。 
２ 審査会は、前項の審査を行うほ 
 か公文書開示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、委員10人以内で組織 
 する。 
４ 委員は、学識経験を有する者の 
 うちから知事が委嘱する。 
５ 委員の任期は、２年とする。た 
 だし、補欠の委員の任期は、前任 
 者の残任期間とする。 
６ 委員は、再任されることができ 
 る。 
７ 審査会は、前条の規定による諮 
 問があったときは、当該諮問のあ 
 った日から起算して90日以内に答 
 申するよう努めなければならな 
 い。 
８ 審査会は、第１項の審査のため 
 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関 
 係者に対して、出席を求めて意見 
 を聴き、又は資料の提出を求める 
 ことができる。 
９ 委員は、職務上知ることのでき 
 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。 
10 第２項から前項までに定めるも 
 ののほか、審査会の組織及び運営 
 に関し必要な事項は、知事が定め 
 る。 
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 変更し、当該開示決定等に係る公 
 文書を開示する旨の決定又は裁決 
 （第三者である参加人が当該公文 
 書の開示に反対の意思を表示して 
 いる場合に限る。） 
（東京都情報公開審査会） 
第22条 第19条に規定する諮問に応 
 じて審議するため、東京都情報公 
 開審査会（以下「審査会」という。） 
 を置く。 
２ 審査会は、前項に規定する審議 
 を通じて必要があると認めるとき 
 は、情報公開に関する事項につい 
 て、実施機関に意見を述べること 
 ができる。 
３ 審査会は、知事が任命する委員 
 10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 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 委員は、在任中、政党その他の 
 政治的団体の役員となり、又は積 
 極的に政治運動をしてはならな 
 い。 
（部会） 
第23条 審査会は、その指名する委 
 員３人以上をもって構成する部会 
 に、不服申立てに係る事件につい 
 て審議させることができる。 
（審査会の調査権限） 
第24条 審査会（前条の規定により 
 部会に審議させる場合にあっては 
 部会以下同じ。）は、必要があると
 認めるときは、諮問庁に対し、不 
 服申立のあった開示決定等に係る 
 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 

 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) 開示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) 不服申立てに係る開示決定等を
 変更し、当該開示決定等に係る行 
 政文書を開示する旨の裁決又は決 
 定（第三者である参加人が当該行 
 政文書の開示に反対の意思を表示 
 している場合に限る。） 
第３章 岩手県情報公開審査会 
（設置等） 
第23条 第18条第１項の規定による 
 諮問に応じ不服申立てについて調 
 査審議するため、岩手県情報公開 
 審査会（以下「審査会」という。） 
 を置く。 
２ 審査会は、前項の規定による調 
 査審議のほか、この条例の実施に 
 関し実施機関に意見を述べること 
 ができる。 
（組織） 
第24条 審査会は、委員５人以内で 
 組織する。 
（委員） 
第25条 委員は、学識経験のある者 
 のうちから知事が任命する。 
２ 委員の任期は、２年とする。た 
 だし、欠員が生じた場合における 
 補欠委員の任期は、前任者の残任 
 期間とする。 
３ 知事は、委員が心身の故障のた 
 め職務の執行ができないと認める 
 とき又は委員に職務上の義務違反 
 その他委員たるに適しない非行が 
 あると認めるときは、その委員を 
 罷免することができる。 
４ 委員は、職務上知ることができ 
 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。 

 又は決定をする場合について準用 
 する。 
(1) 公開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決定等を
 変更し、当該公開決定等に係る公 
 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 
 いる揚合に限る。） 
（愛媛県公文書公開審査会） 
第21条 第17条の規定による諮問に 
 応じて審査を行わせるため、愛媛 
 県公文書公開審査会（以下「審査 
 会」という。）を置く。 
２ 審査会は、委員４人以内で組織 
 する。 
３ 委員は、学識経験のある者のう 
 ちから、知事が委嘱する。 
４ 審査会は、第１項の審査のため 
 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関 
 係者に対して、出席を求めて意見 
 若しくは説明を聴き、又は必要な 
 書類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 第２項から前項までに定めるも 
 ののほか、審査会の組織及び運営 
 に関し必要な事項は、知事が定め 
 る。 
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 文書の開示を求めることができな 
 い。 
２ 諮問庁は、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。 
３ 審査会は、必要があると認める 
 ときは、諮問庁に対し、不服申立 
 てのあった開示決定等に係る公文 
 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 
 し、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 
 人又は諮問庁（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。 
（意見の陳述等） 
第25条 審査会は、不服申立人等か 
 ら申出があったときは、当該不服 
 申立人等に、口頭で意見を述べる 
 機会を与え、又は意見書若しくは 
 資料の提出を認めることができ 
 る。 
２ 審査会は、不服申立人等から意 
 見書又は資料が提出された場合、 
 不服申立人等（当該意見書又は責 
 料を提出したものを除く。）にその
 旨を通知するよう努めるものとす 
 る。 
（提出資料の閲覧等） 
第26条 不服申立人及び参加人は、 
 諮問庁に対し、第24条第３項及び 
 第４項並びに前条第１項の規定に 
 より審査会に提出された意見書又 
 は資料の閲覧又は複写を求めるこ 
 とができる。 

５ 委員は、在任中、政党その他の 
 政治的団体の役員となり、又は積 
 極的に政治運動をしてはならな 
 い。 
（会長） 
第26条 審査会に会長を置き、委員 
 の互選によりこれを定める。 
２ 会長は、会務を総理し、会議の 
 議長となる。 
３ 会長に事故があるとき、又は会 
 長が欠けたときは、会長があらか 
 じめ指名する委員が、その職務を 
 代理する。 
（会議） 
第27条 審査会は、会長が招集する。
２ 審査会は、委員の半数以上が出 
 席しなければ会議を開くことがで 
 きない。 
３ 審査会の議事は、出席委員の過 
 半数で決し、可否同数のときは、 
 議長の決するところによる。 
４ 審査会は、第18条第１項の規定 
 による諮問のあった日から起算し 
 て60日以内に答申するよう努めな 
 ければならない。 
（審査会の調査権限） 
第28条 審査会は、必要があると認 
 めるときは、諮問実施機関に対し、
 開示決定等に係る行政文書の提示 
 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、その提示された行政文書の開 
 示を求めることができない。 
２ 諮問実施機関は、審査会から前 
 項の規定に基づく求めがあったと 
 きはこれを拒んではならない。 
３ 審査会は、必要があると認める 
 ときは、諮問実施機関に対し、開 
 示決定等に係る行政文書に記録さ 
 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し、又は整 
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  この場合において、諮問庁は、 
 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 
 又は複写を拒むことができない。 
２ 諮問庁は、前項の規定による閲 
 覧又は複写について、その日時及 
 び場所を指定することができる。 
（審議手続の非公開） 
第27条 審査会の行う審議の手続 
 は、公開しない。 
（規則への委任） 
第28条 この条例に定めるもののほ 
 か審査会の組織及び運営に関し必 
 要な事項は、東京都規則で定める。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 
 人又は諮問実施機関（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29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 
 機会を与えるよう努めなければな 
 らない。 
２ 前項の規定に基づき意見の陳述 
 の機会を与えられた不服申立人又 
 は参加人は、審査会の承認を得て、
 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30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31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28条第１項の規定に基づき提示 
 された行政文書を閲覧させ、同条 
 第４項の規定に基づく調査をさ 
 せ、又は第29条第１項の規定に基 
 づく不服申立人等の意見の陳述を 
 聴かせることができる。 
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   （提出資料の閲覧） 

第32条 審査会は、審査会に提出さ 
 れ意見書又は資料について不服申 
 立人等から閲覧の求めがあった場 
 合においては、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を除 
 き、これに応ずるよう努めなけれ 
 ばならない。 
２ 審査会は、前項の閲覧について、
 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33条 審査会の行う不服申立てに 
 係る調査審議の手続は、公開しな 
 い。 
（答申書の送付等） 
第34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 
 不服申立人及ぴ参加人に送付する 
 とともに、答申の内容を公表する 
 ものとする。 
（庶務） 
第35条 審査会の庶務は、総務部に 
 おいて処理する。 
（会長への委任） 
第36条 この章に定めるもののほ 
 か、審査会の運営に関し必要な事 
 項は、会長が審査会に諮って定め 
 る。 

  

 
 他 
 制 
 度 
 と 
 の 
 調 
 整 
 
 
 
 

（他の制度との調整） 
第１５条 この条例は、他の法令等 
 （千葉県個人情報保護条例（平成５
 年千葉県条例第１号）を除く。）に 
 基づき公文書の閲覧若しくは縦覧 
 又は公文書の謄本、抄本等の交付の
 手続が定められている場合におけ 
 る当該公文書については、適用しな
 い。 
２ この条例は、県の文書館、図書館、
 博物館その他の施設において、県民

（他の制度等との調整） 
第18条 実施機関は、法令又は他の 
 条例の規定による閲覧若しくは縦 
 覧又は謄本、抄本その他の写しの 
 交付の対象となる公文書（東京都 
 事務手数料条例（昭和24年東京都 
 条例第30号）第２条第11号に規定 
 する謄本若しくは抄本の交付又は 
 同条第12号に規定する閲覧の対象 
 となる公文書を含む。）について 
 は、公文書の開示をしないものと 
 する。 

（法令等による開示の実施との調 
              整） 
第17条 実施機関は、法令等の規定 
 により、何人にも開示請求に係る 
 行政文書が前条第１項本文に規定 
 する方法と同一の方法で開示する 
 こととされている場合（開示の期 
 間が定められている場合にあって 
 は、当該期間内に限る。）には、同
 項本文の規定にかかわらず、当該 
 行政文書については、当該同一の 
 方法による開示を行わない。ただ 

（他の制度との調整） 
第22条 この条例の規定は、法令又 
 は他の条例の規定により、閲覧し、 
 若しくは縦覧し、又は謄本、抄本 
 その他の写しの交付を受けること 
 ができる公文書については、適用 
 しない。 
 
 
 
 

（他の制度との調整） 
第14条 この条例の規定は、法令等 
 の規定により、実施機関に対して 
 閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本 
 等の交付を求めることができると 
 されている公文書については、適 
 用しない。 
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  の利用に供することを目的として 
 管理している公文書であつて、一般
 に閲覧させ、又は貸し出すことがで
 きるものについては、適用しない。 

２ 実施機関は、都の図書館等図書、
 資料、刊行物等を閲覧に供し、又 
 は貸し出すことを目的とする施設 
 において管理されている公文書で 
 あって一般に閲覧させ、又は貸し 
 出すことができるとされているも 
 のについては、公文書の開示をし 
 ないものとする。 

 し、当該法令等の規定に一定の場 
 合には開示をしない旨の定めがあ 
 るときは、この限りでない。 
２ 法令等の規定に定める開示の方 
 法が縦覧であるときは、当該縦覧 
 を前条第１項本文の閲覧とみなし 
 て、前項の規定を適用する。 

  
 

 
 適 
 用 
 除 
 外 
 

 （他の制度との調整）（再掲） 
第１５条 この条例は、他の法令等 
 （千葉県個人情報保護条例（平成５
 年千葉県条例第１号）を除く。）に 
 基づき公文書の閲覧若しくは縦覧 
 又は公文書の謄本、抄本等の交付の
 手続が定められている場合におけ 
 る当該公文書については、適用しな 
 い。 
２ この条例は、県の文書館、図書館、
 博物館その他の施設において、県民
 の利用に供することを目的として 
 管理している公文書であつて、一般
 に閲覧させ、又は貸し出すことがで
 きるものについては、適用しない。 

第２条 
２ ただし、次に掲げるものを除く。 
(1) 官報、公報、白書、新聞、雑誌
 書籍その他不特定多数の者に販売 
 することを目的として発行される 
 もの 
(2) 都の公文書館その他東京都規則
 で定める都の機関において、歴史 
 的若しくは文化的な資料又は学術 
 研究用の責料として特別の管理が 
 されているもの 
 

第２条 
(2) ただし、次に掲げるものを除く。
ア 新聞、雑誌、書籍その他不特定 
 多数の者に販売することを目的と 
 して発行されるもの 
イ 岩手県立図書館その他の機関に 
 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 
 

第２条 
２ ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 公報、白書、新聞、雑誌、書籍
 その他不特定多数の者に販売し、 
 又は頒布することを目的として発 
 行されるもの 
(2) 図書館、博物館、試験場その他
 これらに類する施設において、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 
 

第14条 
２ この条例の規定は、高知県立図 
 書館等において県民の利用に供し 
 ている公文書については、適用し 
 ない。 

 
 任 
 意 
 的 
 開 
 示 
 

(申出による公開) 
第１４条 実施機関は，第５条の規 
 定により公開を請求できるもの以 
 外のものから第６条に規定する公 
 文書の公開の申出があつた場合 
 は、これに応ずるよう努めなけれ 
 ばならない。 
２ 実施機関は，第６条に規定する 
 公文書以外の公文書の公開の申出 
 があつた場合は、これに応ずるよ 
 う努めなければならない。 

（公文書の任意的な開示） 
第29条 実施機関は、第５条の規定 
 により公文書の開示を請求するこ 
 とができるもの以外のものから公 
 文書（その写しを含む。）の開示の
 申出があった場合においては、こ 
 れに応ずるよう努めるものとす 
 る。 
２ 第17条の規定は、前項の規定に 
 よる公文書の開示について準用す 
 る。 

   

 本 
 人 
 情 
 報 
 の 
 開 
 示 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

（本人情報の開示） 
第21条 実施機関は、個人に関する 
 情報が記録された行政文書につい 
 て、当該行政文書に記録された情 
 報に係る本人から、当該行政文書 
 の開示の申出があった場合におい 
 て、公にすることにより、当該開 
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    示の申出のあった行政文書に記録 
 された情報に係る事務又は事業の 
 適正な遂行に支障を及ぼすおそれ 
 がないと認めるときは、これに応 
 ずるよう努めなければならない。 
２ 前項の開示の申出をすることが 
 できる行政文書については、実施 
 機関が別に定めることができる。 
３ 第１項の開示の申出をしようと 
 する者は、本人であることを明ら 
 かにしなければならない。 

  

 
 情 
 報 
 提 
 供 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（情報の提供） 
第１８条 実施機関は、公文書の公開

と併せて、県民に必要な情報の提供
を行うよう努めなければならない。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（情報公開の総合的な推進に関する 
           都の責務） 
第30条 都は、前章に定める公文書 
 の開示のほか、情報公表施策及び 
 情報提供施策の拡充を図り、都政 
 に関する正確で分かりやすい情報 
 を都民が迅速かつ容易に得られる 
 よう、情報公開の総合的な推進に 
 努めるものとする。 
２ 都は、情報収集機能及び情報提 
 供機能の強化並びにこれらの機能 
 の有機的連携の確保並びに実施機 
 関相互間における情報の有効活用 
 等を図るため、総合的な情報管理 
 体制の整備に努めるものとする。 
３ 都は、情報公開の効果的推進を 
 図るため、特別区及び市町村との 
 協力及び連携に努めるものとす 
 る。 
（情報公表制度） 
第31条 実施機関は、次に掲げる事 
 項に関する情報で当該実施機関が 
 保有するものを公表しなければな 
 らない。ただし、当該情報の公表 
 について法令等で別段の定めがあ 
 るとき、又は当該情報が第７条各 
 号に規定する非開示情報に該当す 
 るときはこの限りでない。 
(1) 都の長期計画その他都規則等で
 定める都の重要な基本計画 

（開示請求をしようとする者に対す 
        る情報の提供等） 
第38条 実施機関は、開示請求をし 
 ようとする者が容易かつ的確に開 
 示請求をすることができるよう、 
 当該実施機関が保有する行政文書 
 の特定に資する情報の提供その他 
 開示請求をしようとする者の利便 
 を考慮した適切な措置を講じなけ 
 ればならない。 
（情報の提供に関する施策の推進） 
第40条 実施機関は、第２章に定め 
 る行政文書の開示と併せて、実施 
 機関の保有する情報が適時に、か 
 つ、適切な方法で県民に明らかに 
 されるよう、実施機関の保有する 
 情報の提供に関する施策の推進に 
 努めなければならない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（情報提供の拡充） 
第24条 実施機関は、公文書の公開 
 と併せて、県民がその必要とする 
 情報を迅速かつ容易に利用するこ 
 とができるよう情報提供施策の拡 
 充に努めるものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（情報提供施策の充実） 
第16条 県は、公文書の開示のほか、
 情報提供施策の充実を図り、情報 
 公開の総合的な推進に努めるもの 
 とする。 
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  (2) 前号の計画のうち、実施機関が
 定めるものに係る中間段階の案 
(3) 地方自治法（昭和22年法律第67 
 号）第138 条の４第３項に規定す 
 る執行機関の附属機関又はこれに 
 類するもので実施機関が定めるも 
 の（以下「附属機関等」という。） 
 の報告書及び議事録並びに当該附 
 属機関等への提出資料 
(4) 実施機関が定める都の主要事業
 の進行状況 
(5) その他実施機関が定める事項 
２ 実施機関は、同一の公文書につ 
 き複数回開示請求を受けてその都 
 度開示をした場合等で、都民の利 
 便及び行政運営の効率化に資する 
 と認められるときは、当該公文書 
 を公表するよう努めるものとす 
 る。 
３ 前二項の公表の方法は、実施機 
 関が定める。 
（情報提供施策の拡充） 
第32条 実施機関は、報道機関への 
 積極的な情報提供及び自主的広報 
 手段の充実に努めるとともに、そ 
 の管理する資料室等都政に関する 
 情報を提供する施設を一層都民の 
 利用しやすいものにする等情報提 
 供施策の拡充に努めるものとす 
 る。 
２ 実施機関は、効果的な情報提供 
 を実施するため、広聴機能等情報 
 収集機能を強化し、都民が必要と 
 する情報を的確に把握するよう努 
 めるものとする。 
 

   

 出 
 資 
 法 
 人 
 等 
 の 

 
 
 
 
 
 

（出資等法人の情報公開） 
第33条 都が出資その他財政支出等 
 を行う法人であって、実施機関が 
 定めるもの（以下「出資等法人」 
 という。）は、この条例の趣旨にの
 っとり情報公開を行うため必要な 

（出資法人の情報公開） 
第41条 県が資本金、基本金その他 
 これらに準ずるものを出資してい 
 る法人（以下「出資法人」という。） 
 はこの条例の趣旨にのっとり、当 
 該出資法人の保有する情報の公開 

 
 
 
 

（情報の収集等） 
第17条 
３ 県は公社等に対して有する調査 
 権等に基づき、公社等の情報の積 
 極的な収集に努めなければならな 
 い。 
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 情 
 報 
 公 
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  措置を講ずるよう努めるものとす 
 る。 
２ 実施機関は、出資等法人に対し、
 前項に定める必要な措置を講ずる 
 よう指導に努めるものとする。 
 

 に関し必要な措置を講ずるよう努 
 めなければならない。 
２ 実施機関は、出資法人のうち実 
 施機関が定めるものについて、そ 
 の性格及び業務内容に応じ、当該 
 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、必要な 
 措置を講じなければならない。 

 ４ 公社等は、この条例の趣旨にの 
 っとり、自ら積極的な情報公開に 
 努めなければならない。 
 

 会 
 議 
 の 
 公 
 開 

     

 
 文 
 書 
 管 
 理 
 
 検 
 索 
 資 
 料 
 作 
 成 
 
 
 
 
 
 

（目録等の作成等） 
第１６条 実施機関は、公文書を検索
 するための目録等を作成し、一般の
 利用に供するものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（文書管理） 
第35条 実施機関は、この条例の適 
 正かつ円滑な運用に資するため、 
 公文書を適正に管理するものとす 
 る。 
２ 実施機関は、都規則等（地方労 
 働委員会及び収用委員会並びに第 
 ２条第１項に規定する東京都規則 
 で定める行政機関の長の規程を除 
 く。）で定めるところにより公文書
 の管理に関する定めを設けなけれ 
 ばならない。 
３ 前項の都規則等においては、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 
 めるものとする。 
（文書検素目録等の作成等） 
第36条 実施機関は、公文書の検索 
 に必要な文書目録を作成し、一般 
 の利用に供するものとする。 
２ 実施機関は、一般に周知する目 
 的をもって作成した刊行物等につ 
 いてその目録を作成し、毎年公表 
 するものとする。 
 
 
 

（行政文書の管理） 
第37条 実施機関は、この条例の適 
 正かつ円滑な運用に資するため、 
 行政文書を適正に管理しなければ 
 ならない。 
２ 実施機関は、行政文書の分類、 
 作成、保存及び廃棄その他の行政 
 文書の管理に関する必要な事項に 
 ついての定めを設けなければなら 
 ない。 
 
 
 
 
 
 
 

（公文書の管理等） 
第23条 実施機関は、この条例の適 
 正かつ円滑な運用に資するため、 
 公文書を適正に管理するものとす 
 る。 
２ 実施機関は、公文書の検索に必 
 要な資料を作成し、一般の利用に 
 供するものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（情報の収集等） 
第17条 県は、県民が必要とする情 
 報を的確に把握し、積極的に収集 
 するとともに、その管理に努める 
 ものとする。 
２ 県は、その保有する情報を広く 
 県民の利用に供するため、正確で 
 分かりやすい情報の提供に努める  
 ものとする。 
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 制 
 度 
 の 
 周 
 知 

     

 
 制 
 度 
 の 
 改 
 善 
 等 
 

 （東京都情報公開・個人情報 
          保護審議会） 
第34条 情報公開制度その他情報公 
 開に関する重要な事項について、 
 実施機関の諮問を受けて審議し、 
 又は実施機関に意見を述べるた 
 め、東京都情報公開・個人情報保 
 護審議会（以下「審議会」という。） 
 を置く。 
２ 審議会は、前項に規定する事項 
 のほか、東京都個人情報の保護に 
 関する条例（平成２年東京都条例 
 第113号）第26条に規定する事項に
 ついて実施機関の諮問を受けて審 
 議し、又は実施機関に意見を述べ 
 ることができる。 
３ 審議会は、知事が任命する委員 
 ７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 前各項で定めるもののほか、審 
 議会の組織及び運営に関し必要な 
 事項は、東京都規則で定める。 

   

 運 
 用 
 状 
 況 
 の 
 公 
 表 

（実施状況の公表） 
第１７条 知事は、毎年１回、実施機 
 関における公文書の公開の実施状 
 況を取りまとめ、これを公表するも 
 のとする。 

（実施状況の公表） 
第37条 知事は、毎年１回各実施機 
 関の公文書の開示等についての実 
 施状況をとりまとめ、公表しなけ 
 ればならない。 
 

（実施状況の公表） 
第39条 知事は、毎年度、実施機関 
 における第２章に定める行政文書 
 の開示についての実施状況を取り 
 まとめその概要を公表しなければ 
 ならない。 

（実施状況の公表） 
第25条 知事は、毎年、実施機関に 
 おける公文書の公開の実施状況を 
 取りまとめ、その概要を公表する 
 ものとする。 
 

（実施状況の公表） 
第15条 知事は、毎年１回、実施機 
 関における公文書の開示の実施状 
 況を取りまとめ、これを公表しな 
 ければならない。 
 

 
 委 
 任 
 

（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。 

（委任） 
第38条 この条例の施行に関し必要 
 な事項は、都規則等で定める。 
 

（補則） 
第43条 この条例に定めるもののほ 
 かこの条例の実施に関し必要な事 
 項は実施機関が別に定める。 
 

（委任） 
第26条 この条例に定めるもののほ 
 かこの条例の施行に関し必要な事 
 項は実施機関が定める。 
 

（委任） 
第18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。 
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 罰 
 則 
 

 （罰則） 
第39条  第22条第５項の規定に違 
 反して秘密を漏らした者は、１年 
 以下の懲役又は30万円以下の罰金 
 に処する 
 

   

 
 そ 
 の 
 他 
 

  （適用除外） 
第42条 漁業法（昭和24年法律第267 
 号）第50条第１項に規定する免許 
 漁業原簿については、この条例の 
 規定は、適用しない。 
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