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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 
 加による行政の一層の推進を図るこ 
 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 
 権利及び県の保有する情報の公開 
 の総合的な推進に関して必要な事 
 項を定めることにより、県政運営 
 の透明性の一層の向上を図り、も 
 って県の有するその諸活動を説明 
 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 
 と参加の充実を推進し、及び県政 
 に対する県民の理解と信頼を確保 
 し、公正で開かれた県政の発展に 
 寄与することを目的とする。 

 県が保有する情報を県民に広く公
開することは、民主主義の原理や地
方自治の本旨にのつとつた県政の運
営をしていくための基礎をなすもの
である。 
 このことはまた、県政を信託した
県民の知る権利を尊重し、県政の諸
活動を県民に説明する県の責務を十
分に果たす上で不可欠である。 
 この条例は、このような認識の下
に県民が知りたい情報を適切に知る
ことができるよう、県民の公文書の
公開を求める権利を明らかにすると
ともに県が保有する情報の提供に関
する施策の充実を図ることにより、
開かれた透明性の高い県政を実現し
ようとするものである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（目的） 
第１条 この条例は、県民の公文書 
 の公開を求める権利を明らかに 
 し、及び県が保有する情報の提供 
 に関する施策の充実を図ることに 
 より、県民の県政への理解と信頼 
 を深めるとともに、公正な行政運 
 営の確保と県民参加による県政の 
 一層の推進を図り、もつて地方自 
 治の本旨に即した県政の発展に寄 
 与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、県民の県政に関す 
 る情報の公開を請求する権利につ 
 き定めることにより、県政につい 
 て県民に説明する責務が全うされ 
 るようにするとともに、県民の県 
 政に対する適正な評価の確保及び 
 参加の促進を図り、もって県民の 
 県政に対する理解と信頼を深め、 
 及び県勢の発展に寄与することを 
 目的とする。 
 
 
 

 道が保有する情報は、道民の共有
の財産であり、これを広く公開する
ことは、民主主義の原理及び地方自
治の本旨に由来する開かれた道政を
推進していくために不可欠である。 
 道は、これまで、公文書の開示制
度を導入し、情報の公開に努めてき
た。しかし、近年、地方分権の推進
など道政を取り巻く環境が大きく変
化し、道民による行政参加と監視の
観点から、情報の公開の重要性がま
すます高まっており、公文書の開示
制度に加えて情報提供の積極的な推
進など情報公開制度全般にわたる一
層の整備、充実が求められている。 
 新しい情報公開制度は、だれもが
知りたいときに自由に知り得るよう
知る権利を明らかにするとともに、
道政の諸活動について説明する責任
を全うすることにより、その公開性
を高め、及び道民参加を促進するも
のでなければならない。 
 このような考え方に立って、道政
に対する理解と信頼を深め公正で民
主的な道政を確立するため、この条
例を制定する。 
（目的） 
第１条 この条例は、公文書の開示 
 を請求する権利を明らかにすると 
 ともに、公文書の開示及び情報提 
 供の推進に関し必要な事項を定め 
 ることにより、開かれた道政を一 
 層推進し、もって地方自治の本旨 
 に即した道政の発展に寄与するこ 
 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、公宮企業管理者、 
 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 
 委員会及び内水面漁場管理委員会 
 をいう。 
 
 
 

（定義） 
第２条 
３ 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、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、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企業 
  管理者をいう。 
 (2) 実施機関の職員 実施機関及 
  びその委員並びに実施機関の附 
  属機関の構成員及び事務部局 
  （教育委員会にあっては、学校 
   その他の教育機関を含む｡)の職 
  員（副知事及び出納長を含む。） 
  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、監査委員、人事委 
 員会、地方労働委員会、収用委員 
 会、連合海区漁業調整委員会、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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 書 
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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「行政文書」 
 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 
 真及びスライドフィルム（これら 
 を撮影したマイクロフィルムを含 
 む。次項において同じ。）並びに電
 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。次項において同 
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 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、図画又 
 は写真（これらを撮影したマイク 
 ロフィルムを含む｡)であつて、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 
(3) 公文書 実施機関の職員が職務 
 上作成し、又は取得した文書、図 
 画、写真その他情報が記録された 
 規則で定める記録媒体であって、 
 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 
 るものをいう。 
 

第２条 
２ この条例において「公文書」と 
 は実施機関が作成し、又は取得し 
 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｡)並びに電子計算機による処理 
 に使用される磁気テープ、磁気デ 
 ィスクその他一定の事項を記録し 
 ておくことのできるこれらに類す 
 る物であって、実施機関が管理し 
 ているものをいう。 
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第２条 
３ この条例において「行政文書の 
 開示」とは、文書、図画又は写真 
 を閲覧又は写しの交付により、ス 
 ライドフィルム又は電磁的記録を 
 その種別情報化の進展状況等を勘 
 案して実施機関が別に定める方法 
 により公開することをいう。 
 

第２条 
２ この条例において「公文書の公 
 開」とは、実施機関が、この条例 
 の定めるところにより、公文書を 
 閲覧に供し、又はその写しを交付 
 することをいう。 
 
 
 
 

第２条 
(4) 開示 閲覧に供し、又は写しを 
 交付することその他規則で定める 
 記録媒体については規則で定める 
 方法により情報を提供することを 
 いう。 
 
 
 
 

第２条 
３ この条例において「公文書の開 
 示」とは、次章に定めるところに 
 より公文書を閲覧に供し、又は公 
 文書の写しを交付することをい 
 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。 

（責務） 
第３条 実施機関は、この条例に定 
 められた義務を遂行するほか、県 
 の保有する情報を積極的に公開す 
 るよう努めなければならない。こ 
 の場合において、実施機関は、個 
 人に関する情報が十分保護される 
 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、県民の公文書 
 の公開を求め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。 
２ 実施機関は、公文書の管理の重 
 要性を深く認識し、いやしくもこ 
 の条例の適正かつ円滑な運用に支 
 障が生ずることのないよう、公文 
 書を適正に管理しなければならな 
 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 
 の開示を請求する権利を十分尊重 
 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。 
２ 実施機関は、公文書の開示その 
 他の事務を迅速に処理する等この 
 条例に定める情報公開制度の利用 
 者の利便に配慮をしなければなら 
 ない。 
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（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。 

 

第３条 
２ 行政文書の開示を請求しようと 
 するものは、この条例により保障 
 された権利を正当に行使し、情報 
 の公開の円滑な推進に努めなけれ 
 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。 
 

（適正使用） 
第３条 この条例の定めるところに 
 より公文書の開示を請求するもの 
 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 
 文書の開示により得た情報を、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。 

（情報の適正使用） 
第５条 この条例の定めるところに 
 より公文書の開示又は情報の提供 
 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適 
 正に使用しなければならない。 
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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 

 
 

（開示請求権） 
第４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、 
 行政文書の開示を請求することが 
 できる。 

（公開の請求） 
第５条 県内に住所を有する個人及 
 び県内に事務所又は事業所を有す 
 る法人その他の団体は、実施機関 
 に対し公文書の公開を請求するこ 
 とができる。 
 

（開示の請求） 
第４条 次の各号のいずれかに該当 
 するものは、この条例の定めると 
 ころにより、実施機関に対し、公 
 文書（第５号に掲げるものにあっ 
 ては、そのものの有する利害関係 
 に係る公文書に限る｡)の開示を請 
 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 
   する個人又は法人その他の団体 

 (3) 県内に存する事務所又は事業
  所に勤務する者 
 (4) 県内に存する学校に在学する 
  者 
 (5) 前各号に掲げるもののほか、 
  実施機関が行う事務又は事業に 
  関し相当の利害関係を有すると 
  認められるもの 

（公文書の開示を請求する権利） 
第９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） 

 (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 
 
 

（開示請求の手続） 
第５条 前条の規定による開示の請 
 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。 
一 開示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 
二 行政文書の件名その他の開示請 
 求に係る行政文書を特定するに足 
 りる事項 
三 その他実施機関が別に定める事 
 項 
 

（請求の方法） 
第７条 公開請求をしようとするも 
 のは、次に掲げる事項を記載した 
 請求書を実施機関に提出しなけれ 
 ばならない。 
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務 
 所若しくは事業所の所在地並びに 
 法人その他の団体にあつては、そ 
 の代表者の氏名 
(2) 公開請求に係る公文書の内容 
(3) その他実施機関の定める事項 
 

第４条 
２ 前項の規定により公文書の開示 
 を請求しようとするものは、次に 
 掲げる事項を記載した書面を実施 
 機関に提出しなければならない。 
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務 
 所若しくは事業所の所在地並びに 
 法人その他の団体にあってはその 
 代表者の氏名 
(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 前項第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 
 口 前項第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 
 ハ 前項第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 
 ニ 前項第５号に掲げるもの 
  実施機関が行う事務又は事業に 
 関しそのものが有する利害関係の 
 内容 
(3) 開示を請求する公文書を特定す 
 るために必要な事項 
(4) 前３号に掲げるもののほか、規 
 則で定める事項 
 
 
 

（公文書の開示の請求の手続） 
第13条 開示請求をしようとするも 
 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。ただし、実施機関 
 が別に定めるところにより当該請 
 求書の提出を要しないと認めたと 
 きは、この限りでない。 
(1) 氏名及び住所（法人その他の団 
 体にあっては、名称、事務所又は 
 事業所の所在地及び代表者の氏 
 名） 
(2) 開示請求をしようとする公文
書 
 の名称その他の当該公文書を特定 
 するために必要な事項ために必要 
 な事項 
(3) 公文書が第11条の規定に該当
す 
 るものとして開示請求をしようと 
 する場合にあっては、同条に該当 
 する旨及びその理由及びその理由 
(4) 前３号に定めるもののほか、実 
 施機関が定める事項機関が定める 
 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。 
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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、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。 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

（開示請求に対する決定等） 
第６条 実施機関は、開示請求のあっ
 た日から起算して 15 日以内に、 
 行政文書の全部若しくは一部を開 
 示する旨の決定、行政文書を開示 
 しない旨の決定、第 11 条の規定 
 により開示請求を拒否する旨の決 
 定又は開示請求に係る行政文書を 
 保有していない旨の決定（以下「開 
 示決定等」と総称する。）をしなけ
 ればならない。ただし、前条第２ 
 項の規定により補正を求めた場合 
 にあっては、当該補正に要した日 
 数は、当該期間に算入しない。 
４ 第１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 
 に規定する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、開示請求者に 
 対し、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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（公開請求に対する決定方法） 
第８条 実施機関は、公開請求があつ 
 たときは、当該公開請求があつた 
 日から起算して 15 日以内に、当 
 該公開請求に係る公文書の公開を 
 するかどうかの決定（第６条の２ 
 の規定による公開請求を拒否する 
 旨の決定を含む。以下同じ。）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、前項に規定する期間内に公 
 開をするかどうかの決定ができな 
 いときは、15 日を限度としてその 
 期間を延長することができる。こ 
 の場合において、実施機関は、速 
 やかに当該延長の理由及び決定を 
 することができる時期を公開請求 
 をしたもの（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、公開請求に係る公 
 文書が著しく大量であるため、前 
 項の規定により第１項に規定する 
 期間を 15 日延長しても、当該延 
 長をした後の期間内にそのすべて 
 について公開をするかどうかの決 
 定をすることにより実施機関の事 
 務の遂行に著しい支障が生ずるお 
 それがあるときは、同項の規定に 
 かかわらず、公開請求に係る公文 
 書のうちの相当の部分につき当該 
 期間内に公開をするかどうかの決 
 定をし、残りの公文書については 
 相当の期間内に公開をするかどう 
 かの決定をすれば足りる。この場 
 合において、実施機関は、同項に 
 規定する期間内に、次に掲げる 

（開示請求に対する決定等） 
第７条 実施機関は､開示請求に係る 
 公文書の開示をするときは、開示 
 請求があった日から起算して 30 
 日以内に、開示の決定をし、開示 
 請求者に対し、その旨及び開示の 
 実施に関し必要な事項を通知しな 
 ければならない。 
２ 実施機関は､開示請求に係る公文 
 書の開示をしないときは、開示請 
 求があった日から起算して 30 日 
 以内に開示をしない旨の決定を 
 し、開示請求者に対し、その旨を 
 通知しなければならない。 
３ 実施機関は､事務処理上の困難そ 
 の他正当な理由により前２項の期 
 間内に前２項に規定する決定（以 
 下「開示等決定」という｡)をする 
 ことができないときは､30日を限 
 度として、これを延長することが 
 できる。この場合においては、実 
 施機関は、開示請求者に対し、そ 
 の旨、前２項の期間内に開示等決 
 定をすることができない理由及び 
 延長する期間を通知しなければな 
 らない。 
 
４ 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 
 た日から起算して 60 日以内にそ 
 のすべてについて開示等決定をす 
 ることにより事務又は事業の実施 
 に著しい支障が生ずるおそれがあ 
 る場合には、実施機関は、当該公 
 文書の相当の部分につき、当該期 
 間内に開示等決定をし、残りの部 
 分については、相当期間内に開示 
 等決定をすれば足りる。この場合 
 においては、第１項及び第２項の 
 期間内に前項後段の規定の例によ 
 り開示請求者に通知しなけれはな 
 らない。 

（公文書の開示の決定） 
第14条 実施機関は､開示請求があっ 
 たときは、その翌日から起算して 
 14日以内に、公文書の開示をする 
 かどうかの決定(以下｢開示等の決 
 定」という｡)をしなければならな 
 い。ただし、やむを得ない理由に 
 よりその翌日から起算して14日以 
 内に開示等の決定をすることがで 
 きないときは、その期間を14日を 
 限度として延長することができ 
 る。 
２ 前項ただし書の規定にかかわら 
 ず実施機関は、開示請求に係る公 
 文書が大量であるときは、同項本 
 文に規定する開示等の決定をする 
 期間を、開示請求があった日の翌 
 日から起算して２月を限度として 
 延長することができる。ただし、 
 開示請求に係る公文書が著しく大 
 量であって、その翌日から起算し 
 て２月以内に開示等の決定をする 
 ことができないことに相当の理由 
 があるときは、北海道情報公開審 
 査会の意見を聴いて、その期間を 
 延長することができる。 
３ 実施機関は､前２項の規定により 
 期間を延長するときは、速やかに 
 期間を延長する理由及び開示等の 
 決定をすることができる時期を前 
 条の請求書を提出したもの（同条 
 ただし書の規定により同条の請求 
 書の提出を要しないと認められた 
 ものを含む。以下「開示請求者」 
 という｡)に書面により通知しなけ 
 ればならない。 
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    事項を請求者に書面により通知し 

 なければならない。 
(1) この項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をす 
 るかどうかの決定をする期限 

  

 
 開 
 示 
 決 
 定 
 の 
 通 
 知 
 等 
 
 
 
 
 

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。 

第６条 
２ 実施機関は､開示決定等をしたと 
 きは、速やかに、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。 
３ 実施機関は､行政文書の全部を開 
 示する旨の決定以外の開示決定等 
 をしたときは、その理由（その理 
 由がなくなる期日をあらかじめ明 
 示することができるときは、その 
 理由及び期日）を前項の書面に具 
 体的に記載しなければならない。 
 

第８条 
４ 実施機関は､公開をするかどうか 
 の決定をしたときは、速やかに当 
 該決定の内容を請求者に通知しな 
 ければならない。 
５ 前項の場合において､公文書の公 
 開をしない旨の決定（第６条第２ 
 項の規定に基づき公文書の一部を 
 公開しないこととする場合の当該 
 公開しない旨の決定及び第６条の 
 ２の規定による公開請求を拒否す 
 る旨の決定を含む。第 11 条第１ 
 項において同じ）の通知をすると 
 きは、その決定の理由を記載した 
 書面により行わなければならな 
 い。この場合において、当該公文 
 書に記録されている情報が一定の 
 期間の経過により第６条第１項に 
 規定する公開しないことができる 
 情報に該当しなくなることが明ら 
 かであるときは、併せてその該当 
 しなくなる時期を記載しなければ 
 ならない。併せてその該当しなく 
 なる時期を記載しなければならな 
 い。 
 

（開示請求に対する決定等）／再掲 
第７条 実施機関は､開示請求に係る 
 公文書の開示をするときは、開示 
 請求があった日から起算して 30 
 日以内に、開示の決定をし、開示 
 請求者に対し、その旨及び開示の 
 実施に関し必要な事項を通知しな 
 ければならない。 
２ 実施機関は､開示請求に係る公文 
 書の開示をしないときは、開示請 
 求があった日から起算して 30 日 
 以内に開示をしない旨の決定を 
 し、開示請求者に対し、その旨を 
 通知しなければならない。 
３ 実施機関は､事務処理上の困難そ 
 の他正当な理由により前２項の期 
 間内に前２項に規定する決定（以 
 下「開示等決定」という｡)をする 
 ことができないときは､30日を限 
 度として、これを延長することが 
 できる。この場合においては、実 
 施機関は、開示請求者に対し、そ 
 の旨、前２項の期間内に開示等決 
 定をすることができない理由及び 
 延長する期間を通知しなければな 
 らない。 

（公文書の開示等の決定の通知） 
第15条 実施機関は､開示等の決定を 
 したときは、速やかに開示請求者 
 に書面により通知しなければなら 
 ない。この場合において、実施機 
 関は、公文書の開示をしないこと 
 と決定したときはその理由を、第 
 10条第2項の規定により非開示情 
 報が記録されている部分を除いて 
 公文書の開示をすることと決定し 
 たときはその旨及び理由を記載し 
 て開示請求者に通知しなければな 
 らない。 
２ 実施機関は､開示請求に係る公文 
 書について公文書の開示をしない 
 ことと決定した場合において、当 
 該公文書の全部又は一部について 
 公文書の開示をすることができる 
 期日が明らかであるときは、その 
 期日を前項の書面に付記するもの 
 とする。 
 

 
 存 
 否 
 情 
 報 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（行政文書の存否に関する情報） 
第 11 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６条の２ 第５条の規定による公 
 文書の公開の請求（以下「公開請 
 求」という｡)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、前条第１項 
 各号のいずれかに該当する情報を 
 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 

第６条 
２ 開示請求があった場合におい 
 て、当該開示請求に係る公文書の 
 存否を明らかにすることが、前条 
 第２項の規定により保護しようと 
 する利益を前項の不開示情報を公 
 にする場合と同様に害することと 
 なるときは、実施機関は、当該公 
 文書の存否を明らかにせず、当該 
 公文書の開示をしないことができ 

（公文書の存否に関する情報の取扱 
              い） 
第12条 実施機関は､開示請求に係る 
 公文書が存在しているかどうかを 
 答えるだけで､特定の個人の生命､ 
 身体又は名誉が侵害されると認め 
 られる場合に限り、当該公文書の 
 存否を明らかにしないことができ 
 る。 
（公文書の存否を明らかにしない決 
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    することができる。  る。               定） 

第16条 実施機関は､第12条の規定に 
 より公文書の存否を明らかにしな 
 いときは、開示請求があった日の 
 翌日から起算して14日以内に、そ 
 の旨の決定をしなければならな 
 い。 
２ 前条第１項の規定は､前項の決定 
 について準用する。 

 
 不 
 存 
 在 
 通 
 知 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

第６条 実施機関は､開示請求のあっ 
 た日から起算して 15 日以内に、 
 行政文書の全部若しくは一部を開 
 示する旨の決定、行政文書を開示 
 しない旨の決定、第十一条の規定 
 により開示請求を拒否する旨の決 
 定又は開示請求に係る行政文書を 
 保有していない旨の決定（以下「開 
 示決定等」と総称する｡)をしなけ 
 ればならない。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

（公文書の不存在の通知） 
第17条 実施機関は､開示請求に係る 
 公文書が存在しないときは、開示 
 請求があった日の翌日から起算し 
 て14日以内に、当該公文書が不存 
 在である旨の通知をするものとす 
 る。 
 
 
 

 
 第 
 三 
 者 
 情 
 報 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（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。 
 

 

 

 

 

 

 

 

（第三者に対する意見書提出の機会 
           の付与等） 
第12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もの（以下こ 
 の条、第15条第３号及び第17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別に定め 
 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 
 求に係る行政文書の表示その他実 
 施機関が別に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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（第三者保護に関する手続） 
第９条 開示請求に係る公文書に国､ 
 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。） 
 に関する情報が記録されている場 
 合は実施機関は、開示等決定をす 
 るに際し、当該第三者の意見を聴 
 くことができる。 
２ 前項の場合において､第６条第１ 
 項第２号へ又は同項第３号ただし 
 書の規定に該当することにより開 
 示の決定をす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、実施機関は、開示等決定をす 
 るに際し、当該第三者に対し、規 
 則で定めるところにより、意見を 
 述べ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 
 判明しない場合等相当の理由があ 
 るときは、この限りでない。 
３ 第１項の規定により第三者の意 
 見を聴き、又は前項の規定により 

（道以外のものに関する情報に係る 
         意見の聴取等） 
第18条 実施機関は､開示等の決定又 
 は第16条第１項の決定をするに際 
 して、開示請求に係る公文書に道 
 以外のものに関する情報が記録さ 
 れている場合であって必要がある 
 と認めるときは、当該情報に係る 
 道以外のものの意見を聴くものと 
 する。 
２ 実施機関は､前項の規定により道 
 以外のものの意見を聴いた場合に 
 おいて、公文書の開示をすること 
 と決定したときは、速やかにその 
 旨を当該道以外のものに通知する 
 ものとする。 
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   ない場合は、この限りでない。 
一 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８ 
 条第３号ただし書の情報に該当す 
 ると認められるとき。 
二 第三者に関する情報が記録され 
 ている行政文書を第10条の規定に 
 より開示しようとするとき。 
３ 実施機関は､前２項の規定により 
 意見書の提出の機会を与えられた 
 第三者が当該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 15 条第３号にお 
 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。 
４ 前項の規定にかかわらず､実施機 
 関は、正当な理由があるときは、 
 同項に規定する期間を延長するこ 
 とができる。 

  第三者に意見を述べる機会を与え 
 た場合において、当該第三者に関 
 する情報が記録されている公文書 
 の開示の決定をしたときは、実施 
 機関は、当該第三者に対し、規則 
 で定めるところにより、通知する 
 ものとする。 
 
 

 

 
 開 
 示 
 の 
 方 
 法 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（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。 

（開示の実施） 
第７条 実施機関は､前条第１項の行 
 政文書の全部又は一部を開示する 
 旨の決定（以下「開示決定」とい 
 う｡)をしたときは、速やかに、開 
 示請求者に対し、行政文書の開示 
 をしなければならない。 
２ 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 
 行政文書を汚損し、又は破損する 
 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は、前項の 
 規定にかかわらず、その写しによ 
 り、これを行うことができる。 

（公開の実施） 
第９条 実施機関は､前条の規定によ 
 り公文書の公開をする旨の決定を 
 行つたときは、速やかに、請求者 
 に対し当該公文書の公開をしなけ 
 ればならない。 
２ 前項の規定にかかわらず､実施機 
 関は、公文書の公開をすることに 
 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き、第 
 ６条第２項の規定による公文書の 
 公開をするときその他相当の理由 
 があるときは、当該公文書の公開 
 に代えて、当該公文書を複写した 

（実施機関の開示義務等） 
第５条 実施機関は､前条第１項の規 
 定による公文書の開示の請求（以 
 下「開示請求」という｡)があった 
 場合は、当該開示請求をしたもの 
 （以下「開示請求者」という｡）に
 対し当該開示請求に係る公文書の 
 開示をしなければならない。 
 
 
 
 
 
 

（公文書の開示の実施） 
第19条 公文書の開示は､公文書の開 
 示をすることと決定された公文書 
 （以下｢開示公文書」という。）を 
 保管している事務所の所在地（以 
 下「開示公文書の所在地」という｡) 
 において、実施機関が第15条第１ 
 項の規定による通知の際に指定す 
 る日時及び場所で行うものとす 
 る。 
２ 実施機関は､開示請求者の住所が 
 開示公文書の所在地から遠隔の地 
 にあること等により開示請求者が 
 開示公文書の所在地において開示 
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    ものを閲覧させ又は当該公文書を 

 複写したものの写しを交付するこ 
 とができる。 

  公文書を閲覧することが著しく困 
 難であると認められる場合であっ 
 て、当該開示公文書の写しを開示 
 公文書の所在地以外の地に送付す 
 ることにより公文書の開示をする 
 ことができるときは、前項の規定 
 にかかわらず、開示公文書の所在 
 地以外の地の実施機関が指定する 
 場所で、当該開示公文書の写しに 
 より公文書の開示をすることがで 
 きる。 
３ 実施機関は､開示公文書に係る公 
 文書の開示をすることにより当該 
 開示公文書を汚損し、又は破損す 
 るおそれがある等当該開示公文書 
 の保存に支障があると認められる 
 ときその他合理的な理由があると 
 きは、当該開示公文書の写しによ 
 り公文書の開示をすることができ 
 る。 

 
 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。 

（行政文書の開示義務） 
第８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。 

（非公開基準） 
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、公文書の 
 公開をしないことができる。 
 

第５条 
２ 前項の規定にかかわらず､開示請 
 求に係る公文書に不開示情報が記 
 録されている場合は､実施機関は､ 
 当該公文書の開示をしてはならな 
 い。 
（不開示情報等） 
第６条 前条に規定する不開示情報 
 は次の各号に掲げる情報とする。 

（実施機関の開示義務） 
第10条 実施機関は､公文書の開示の 
 請求（以下「開示請求」という。） 
 があったときは、開示請求に係る 
 公文書に、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、当該公文書に係る公文書の 
 開示をしなければならない。 
 

 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 

 

一  法令（条例を含む。以下同じ。 
 ）の規定により公開することがで 
 きないとされている情報 
 

(8) 法令又は条例の規定により、明 
  らかに公開することができないと 
 認められる情報 
 

(1) 法令及び他の条例（以下「法令 
 等」という。）の規定により、公 
 にしてはならないこととされてい 
 る情報 

(7) 法令又は他の条例（以下「法令
 等」という。）の規定により明らか
 に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。 

二  個人に関する情報（事業を宮む
 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、若しくは識別され得るも 
 の又は特定の個人を識別すること 
 はできないが、公開することによ 
 り、なお個人の権利利益が害され 

(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。）であつて、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 

(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、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。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 

(1) 個人の思想、宗教、身体的特徴､
 健康状態、家族構成、学歴、職歴、 
 住所、所属団体、財産、所得等に 
 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得るも 
 ののうち、通常他人に知られたく 
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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 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 るおそれがあるもの。ただし、次 
 に掲げる情報を除く。 
イ  法令の規定により又は慣行と 
 して公開され、又は公開するこ 
 とが予定されている情報 
ロ  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 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、氏名及び当該職務遂 
 行の内容に係る部分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 別することができることとなるも 
 のを含む。）。ただし、次に掲げ 
 るものを除く。 
①  法令若しくは条例の規定によ 
 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 
 るもの 
②  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。）の職務の遂行 
 に係る情報のうち、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 
③  実施機関の行う事務又は事業 
 で予算の執行を伴うものに係る 
 情報のうち、個人の職（これに 
 類するものを含む。）及び氏名 
 並びに当該予算の執行の内容に 
 係る部分であつて、公開しても 
 個人の権利利益を不当に害する 
 おそれがないと認められるもの 
④  法令又は条例の規定による許 
 可、免許、届出その他これらに 
 相当する行為に際して実施機関 
 が作成し、又は取得した情報で 
 あつて、公開することが公益上 
 必要と認められるもの 
⑤  ①から④までに掲げるものの 
 ほか、人の生命、身体、健康、 
 生活又は財産を保護するため、 
 公開することが必要と認められ 
 るもの 
 
 
 
 
 
 
 
 

 して公にされている情報 
口 一定の職務上の権限又は責任 
 を有する公務員として規則で定 
 める者（以下「権限ある公務員 
 」という。）の職務の遂行に係 
 る情報に含まれる当該権限ある 
 公務員の職に関する情報（開示 
 をすることにより、当該権限あ 
 る公務員の権利が不当に侵害さ 
 れるおそれがある場合の当該情 
 報を除く。） 
ハ 権限ある公務員以外の公務員 
 の職務の遂行に必要な歳出予算 
 の支出に係る情報に含まれる当 
 該公務員の職に関する情報（開 
 示をすることにより、当該公務 
 員の権利が不当に侵害されるお 
 それがある場合の当該情報を除 
 く。） 
ニ 権限ある公務員の職務の遂行 
 に係る情報に含まれる当該権限 
 ある公務員の氏名に関する情報 
 （開示をすることにより、当該権 
 限ある公務員の権利を不当に侵 
 害し、又は生活に不当に影響を 
 与えるおそれがある場合の当該 
 情報を除く。） 
ホ 権限ある公務員以外の公務員 
 の職務の遂行に必要な歳出予算 
 の支出に係る情報に含まれる当 
 該公務員の氏名に関する情報 
 （開示をすることにより、当該公 
 務員の権利を不当に侵害し、又 
 は生活に不当に影響を与えるお 
 それがある場合の当該情報を除 
 く。） 
へ 人の生命、身体、健康、財産 
 又は生活（以下「人の生命等」 
 という。）を保護するため、開 
 示をすることがより必要であると 
 認められる情報 
 

 ないと認められるもの 
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 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ず 
  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 

三  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、公開することにより 
 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が 
 損なわれると認められるもの。た 
 だし、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、健康、生活又は財 
 産を保護するため、公開すること 
 が必要であると認められる情報を 
 除く。 
 
 
 
 
 
 

(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 
 報であつて、公開することにより 
 当該法人等又は当該個人の競争上 
 若しくは事業運営上の地位又は社 
 会的な地位が損なわれると認めら 
 れるもの。ただし、次に掲げるも 
 のを除く。 
① 法人等又は個人の事業活動に 
 よつて生じ、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、公開 
 することが必要と認められるも 
 の 
②  法人等又は個人の違法又は不 
 当な事業活動によつて生じ、又 
 は生ずるおそれのある支障から 
 人の生活を保護するため、公開 
 することが必要と認められるも 
 の 
③  ①又は②に掲げる情報に準ず 
 る情報であつて、公開すること 
 が公益上必要と認められるもの 
 

(3) 法人その他の団体(国及び地方 
 公共団体を除く。以下「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、当該法人等又は当該個人の 
 事業活動によって生ずる人の生命 
 身体若しくは健康への危害又は財 
 産若しくは生活への侵害から人の 
 生命等を保護するため、開示をす 
 ることがより必要であると認めら 
 れる情報を除く。 
イ 開示をすることにより、当該法 
 人等又は当該個人の競争上の地 
 位、財産権その他正当な利益を害 
 するおそれがある情報 
口 実施機関からの要請を受けて公 
 にしないとの約束（法人等又は個 
 人において一般に公にされていな 
 い等当該約束の締結に合理的な理 
 由があると認められるものに限 
 る。）の下に､任意に提供された情 
 報 

(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。）に関する情報及び事業を
 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、 
 当該法人等及び当該事業を営む個 
 人の競争上若しくは事業運営上の 
 地位又は社会的な地位が不当に損 
 なわれると認められるもの 
 

 
 犯 
 罪 
 の 
 予 
 防 
 捜 
 査 
 等 
 情 
 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

四  公開することにより、犯罪の予
 防又は捜査、人の生命、身体又は 
 財産の保護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 
 のある情報 
 

(7) 公開することにより、個人の生 
 命、身体、財産等の保護又は犯罪 
 の予防及び捜査その他公共の安全 
 と秩序の維持に支障が生ずるおそ 
 れのある情報 
 

(4) 開示をすることにより、人の生
 命、身体、財産又は社会的地位の 
 保護、犯罪の予防又は捜査その他 
 公共の安全と秩序の維持に支障を 
 及ぼすおそれがあると実施機関が 
 認めるに足りる相当の理由がある 
 情報 
 

(3) 開示することにより、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 
 が生ずるおそれのある情報 
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 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 
 あつて、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 

 (3) 県の機関が国又は他の地方公共 
 団体（以下「国等」という。）の 
 機関と協力して行う事務又は県の 
 機関が国等の機関から協議、委任 
 依頼等を受けた事務に関する情報 
 であつて、公開することが当該事 
 務の条件若しくは趣旨に明らかに 
 反することになり、又は国等との 
 協力関係若しくは信頼関係を著し 
 く損なうことになると認められる 
 もの 

(7) 実施機関が保有する国及び他の 
 地方公共団体（以下「国等」とい 
 う。）に関する情報又は国等から 
 の協議、依頼等により実施機関が 
 作成し、若しくは取得した情報で 
 あって、開示をすることにより、 
 国等との適正な協力関係又は信頼 
 関係を損なうおそれがあるもの 
 

(5) 道と国等との間における協議に
 より、又は国等からの依頼により、
 実施機関が作成し、又は取得した 
 情報であって、開示することが当 
 該協議又は依頼の条件又は趣旨に 
 反し、国等との協力関係が著しく 
 損なわれることにより、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と認めら 
 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 
 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 

五  県又は国等（国又は地方公共団
 体その他の公共団体をいう。以下 
 同じ。）の事務事業に係る意思形 
 成過程において行われる県の機関 
 内部若しくは機関相互又は県の機 
 関と国等の機関との間における審 
 議、検討、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支障 
 が生ずると明らかに認められるも 
 の 
 

(4) 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つて、公 
 開することにより、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 
 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 
 れのあるもの 
 

(5) 県の内部の審議、検討又は協議 
 に関する情報であって、開示をす 
 ることにより、率直な意見の交換 
 が不当に阻害され、意思決定の中 
 立性が不当に損なわれ、県民その 
 他のものに不当に混乱を生じさせ 
 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 

(4) 道又は国若し＜は地方公共団体
 その他の公共団体（以下「国等」 
 という。）の事務又は事業に係る意
 思形成過程において、道の機関内 
 部若しくは道の機関相互間又は道 
 の機関と国等の機関との間におけ 
 る審議、協議、調査研究等に関し、 
 実施機関が作成し又は取得した情 
 報であって､開示することにより､ 
 当該事務又は事業に係る意思形成 
 に著しい支障が生ずると明らかに 
 認められるもの 
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 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 

六  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、試験その他の事務事 
 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、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 
 

(5) 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つ 
 て、公開することにより、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 
 のあるもの 
① 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 
② 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 
③ 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 
④ 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 
⑤ 県又は国等が経営する企業に 
 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 
 

(6) 監査、検査、取締り、争訟、交
 渉、契約、試験、調査、研究、人 
 事管理、公営企業の経営その他の 
 県の事務又は事業に関する情報で 
 あって、開示をすることにより、 
 当該事務又は事業の性質上、当該 
 事務若しくは事業又は将来の同種 
 の事務若しくは事業の適正な実施 
 に支障を及ぼすおそれがあるもの 

(6) 試験の問題及び採点基準、検査、
 取締り等の計画及び実施要領、争 
 訟の方針、入札予定価格、用地買 
 収計画その他の道又は国等の事務 
 又は事業に関する情報であって、 
 開示することにより、当該事務若 
 しくは事業の目的を失わせ、又は 
 当該事務若しくは事業若しくは将 
 来の同種の事務若しくは事業の公 
 正若しくは円滑な実施を著しく困 
 難にすると認められるもの 
 

 
 任 
 意 
 提 
 供 
 情 
 報 
 

  (6) 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 
 れた情報（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 
 のに限る）その他の公開すること 
 により関係当事者間の信頼関係 
 を著しく損なうおそれのある情 
 報 
 
 
 
 

(3)（再掲） 
 口 実施機関からの要請を受けて 
  公にしないとの約束（法人等又 
  は個人において一般に公にされ 
  ていない等当該約束の締結に合 
  理的な理由があると認められる 
  ものに限る。）の下に、任意に 
  提供された情報 
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 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。 

（部分開示） 
第９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 
 録されていないと明らかに認めら 
 れるときは、この限りでない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第６条 
２ 実施機関は、公文書に前項各号 
 のいずれかに該当することにより 
 公開しないことができる情報とそ 
 れ以外の情報とが併せて記録され 
 ている場合において、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分離する 
 ことができ、かつ、当該分離によ 
 り公開の請求の趣旨が損なわれる 
 ことがないと認めるときは、公開 
 しないことができる情報に係る部 
 分を除いて、公文書の公開をする 
 ものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 公文書に第１項第１号の情報が 
 記録されている場合における前項 
 の規定の適用については、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 
 くことにより公開しても、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、同号の情報には該 
 当しないものとする。 

第５条 
３ 開示請求に係る公文書の一部に 
 不開示情報が記録されている場合 
 において、当該不開示情報が記録 
 されている部分（以下「不開示部 
 分」という｡)が当該不開示部分を 
 除いた部分（以下「開示部分」と 
 いう｡)と容易に区分することがで 
 きるときは前項の規定にかかわら 
 ず、実施機関は、開示請求者に対 
 し、当該開示部分の開示をしなけ 
 ればならない。ただし、当該開示 
 部分に客観的に有意な情報が記録 
 されていないと認められるときは 
 、この限りでない。 
４ 前項本文の場合において、一の 
 用紙（複数の用紙で構成され、容 
 易に分離できないものを含む｡)の 
 一部に不開示部分があるときは、 
 当該不開示部分を除いた当該一の 
 用紙の写しの開示をするものとす 
 る。 
５ 第３項の規定は、開示請求に係 
 る公文書が規則で定める記録媒体 
 である場合は、適用しない。 
 
 
 
 
 
 
 
 

（実施機関の開示義務） 
第10条 
２ 実施機関は、開示請求に係る公 
 文書に、非開示情報とそれ以外の 
 情報が記録されている場合におい 
 て、非開示情報とそれ以外の情報 
 とを容易に、かつ、開示請求の趣 
 旨が損なわれない程度に分離する 
 ことができるときは、前項の規定 
 にかかわらず、当該非開示情報が 
 記録されている部分を除いて、当 
 該公文書に係る公文書の開示をし 
 なければならない。 
 

 
 公 
 益 
 上 
 の  
 開 
 示 

 （公益上の理由による裁量的開示） 
第 10 条 実施機関は、開示請求に 
 係る行政文書に非開示情報が記録 
 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、開示請求者に対し、当該行政 
 文書を開示することができる。 

  （公益上の必要による開示） 
第11条 実施機関は、開示請求に係 
 る公文書に非開示情報が記録され 
 ている場合であっても、当該情報 
 を開示することが人の生命､身体､ 
 健康又は生活の保護のため公益上 
 必要があると認めるときは、当該 
 公文書に係る公文書の開示をする 
 ものとする。 
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 事 
 案 
 の 
 移 
 送 
 

   （事案の移送） 
第８条 実施機関は、開示請求に係 
 る公文書が当該実施機関以外の実 
 施機関により作成されたものであ 
 るときその他相当の理由かあると 
 きは、関係実施機関と協議の上、 
 事案を移送することができる。こ 
 の場合においては、開示請求者に 
 対し、その旨を通知しなければな 
 らない。 

 

 
 開 
 示 
 手 
 数 
 料 
 
 費 
 用 
 負 
 担 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（手数料等） 
第 13 条 行政文書の開示に係る手数
 料は、徴収しない。 
２ 第４条の行政文書の開示又は第 
 30 条第１項の閲覧等を請求して 
 文書、図画又は写真の写しの交付 
 その他の物品の供与を受けるもの 
 は、当該供与に要する費用を負担   
 しなければならない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（費用の負担） 
第 10 条 前条の規定による公文書 
 の写し又は公文書を複写したもの 
 の写しの交付に要する費用は、請 
 求者の負担とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（手数料） 
第 10 条 県は、開示請求に係る公 
 文書の開示の決定を受けたものの 
 うち次の各号に掲げるものから、 
 それぞれ当該各号に定める額の手 
 数料を徴収する。 
(1) 文書、図画又は写真について第 
 ５条第４項の規定による写しの開 
 示を閲覧により受けるもの当該写 
 しの枚数１枚につき 30 円 
(2) 文書、図画又は写真について写 
 しの交付により開示を受けるもの 
 交付する写しの枚数（閲覧に引き 
 続き写しの交付による開示を受け 
 る場合で、当該交付する写しに前 
 号に規定する写しが含まれるとき 
 は、当該写しの枚数を除いた枚数 
 １枚につき 30 円 
(3) 第２条第３号に規定する情報が 
 記録された規則で定める記録媒体 
 について開示を受けるもの当該記 
 録媒体の種類に応じ、同号に規定 
 する規則で定める方法ごとに規則 
 で定める額 
２ 既に納められた前項の手数料 
 は、還付しない。ただし、知事及 
 び企業管理者は、手数料を納付し 
 たものがそのものの責めに帰すこ 
 とができない理由により、開示の 
 決定に係る公文書の開示を受ける 
 ことができないときその他特別の 
 理由があると認めるときは、その 

（費用の負担） 
第20条 この節の規定により開示公 
 文書の写しの交付を受けるもの 
 は、当該開示公文書の写しの交付 
 に要する費用を負担しなければな 
 らない。 
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     全部又は一部を還付することがで 
 きる。 
３ 知事及び企業管理者は､経済的困 
 難その他特別の理由があると認め 
 るときは、第１項の手数料の全部 
 又は一部を免除することができ 
 る。 

 

 
 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 
 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。 
 
 
 
 
 
 

（審査会への諮問等） 
第 14 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）の規定による不服申立てがあ 
 った場合は、当該不服申立てに対 
 する決定又は裁決をすべき実施機 
 関（公宮企業管理者を除く。）は、 
 当該不服申立てが不適法であると 
 きを除き、宮城県情報公開審査会 
 （次項において｢審査会｣という｡）
 に諮問しなければならない。 
２ 前項の場合において、同項の実 
 施機関は、審査会に対し、審議に 
 必要な資料を提出するものとす 
 る。 
（諮問をした旨の通知） 
第15条 前条第１項の規定による諮 
 問をした実施機関（以下「諮問実 
 施機関」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。 
一 不服申立人及び参加人 
二 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。） 
三 前条第１項の不服中立てに係る 
 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。） 
（答申の尊重） 
第16条 諮問実施機関は、第14条第 
 １項の規定による諮問に対する答 
 申があったときは、その答申を尊 
 重して同項の不服申立てについて 

（救済制度） 
第 11 条 実施機関は、公文書の公開 
 をしない旨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 
 あつた場合は、その不服申立てを 
 不適法なものとして却下するとき 
 を除き、遅滞なく、秋田県公文書 
 公開審査会に当該不服申立てに対 
 する決定又は裁決について諮問し 
 なければならない。 
２ 実施機関は、前項の規定による 
 諮問に対する答申があつたとき 
 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。 
（公文書公開審査会） 
第12条 前条第１項の規定による諮 
 問に応じて調査審議をするため、 
 秋田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、前項に規定する調査 
 審議をするほか、実施機関の諮問 
 に応じ情報公開に関する制度の運 
 営の改善等について調査審議する 
 とともにこれらの事項に関して実 
 施機関に意見を述べることができ 
 る。 
３ 審査会は、委員５人以内で組織 
 する。 
４ 委員は、学識経験のある者のう 
 ちから、知事が任命する。 
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。 

（不服申立てに関する手続） 
第 11 条 開示等決定に対して行政不 
 服審査法（昭和 37 年法律第 160  
 号）の規定に基づく審査請求又は 
 異議申立て（以下「不服申立て」 
 という。）があった場合は、当該不
 服申立てに係る開示等決定をした 
 実施機関（企業管理者が開示等決 
 定をした場合にあっては、知事。 
 以下「諮問庁」という。）は、次の
 各号に掲げる場合を除き、山形県 
 情報公開審査会（以下「審査会」 
 という。）に諮問して当該不服申立
 てに対する裁決又は決定をしなけ 
 ればならない。 
(1) 不服申立てが不適法であり、却
 下する場合 
(2) 不服申立ての趣旨の全部を認容
 する旨の裁決又は決定をしようと 
 する場合 
（審査会の設置及び組織） 
第12条 不服申立てについて、諮問庁
 の諮問に応じ、調査審議させるた 
 め審査会を置く。 
２ 審査会は、委員５人以内で組織す
 る。 
（委員） 
第13条 委員は、学識経験のある者の
 うちから知事が委嘱する。 
２ 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。 
３ 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、また、同様とす 

第21条 実施機関は､第14条第１項若 
 しくは第16条第１項の決定又は第 
 17条の通知について、行政不服審 
 査法（昭和34年法律第160号）の規
 定に基づき不服申立てがあったと 
 きは、当該不服申立てが不適法な 
 ものであるときを除き、北海道情 
 報公開審査会に諮問して、当該不 
 服申立てに対する決定又は裁決を 
 行うものとする。この場合におい 
 て、実施機関は、北海道情報公開 
 審査会の答申を尊重するものとす 
 る。 
２ 実施機関は､前項の不服申立てが 
 あったときは、その翌日から起算 
 して３月以内に当該不服申立てに 
 対する決定又は裁決を行うよう努 
 めなければならない。 
北海道情報公開審査会 
（設置） 
第28条 北海道における情報公開の 
 推進を図るため、知事の附属機関 
 として、北海情報公開審査会（以 
 下「審査会」という。）を置く。 
（所掌事項） 
第29条 審査会は､この条例の規定に 
 よりその権限に属させられた事項 
 を処理するほか、情報公開の推進 
 に関し知事に意見を具申すること 
 ができる。 
（組織） 
第30条 審査会は､委員７人以内で組 
 織する。 
２ 委員は､学識経験を有する者のう 
 ちから、知事が任命する。 
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 の決定又は裁決を行わなければな 
 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17条 第12条第３項及び第４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。 
一 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 
二 不服中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決定又は裁 
 決（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。） 
情報公開審査会 
第21条 第14条第１項の規定による 
 諮問又は情報の公開に関する事項 
 についての諮問に応じ不服申立て 
 等について調査審議するため、宮 
 城県情報公開審査会（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 
 査審義のほか、情報の公開に関す 
 重要事項について、実施機関に建 
 議することができる。 
（組織） 
第23条 審査会は、委員５人以内で 
 組織する。 
２ 委員は、学識経験を有する者の 
 うちから、知事が任命する。 
（任期） 
第24条 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。 
２ 委員は､再任されることができる 
（会長） 
第25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、審査会を 

６ 審査会は、第１項に規定する調査 
 審議をするため必要があるとき 
 は、不服申立人、実施機関の職員 
 その他の関係者に対して、意見若 
 しくは説明又は必要な書類の提出 
 を求めることができる。 
７ 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 
 を退いた後も、同様とする。 
８ 前各項に定めるもののほか、審査 
 会の組織及び運営に関し必要な事 
 項は、規則で定める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 る。 
４ 前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 
 ３万円以下の罰金に処する。 
（会長） 
第14条 審査会に会長を置き､委員の 
 互選により定める。 
２ 会長は､会務を総理し、審査会を 
 代表する。 
３ 会長に事故があるとき又は会長 
 が欠けたときは、あらかじめ会長 
 の指名する委員か、その職務を代 
 理する。 
（会議） 
第15条 審査会の会議（以下「会議」 
 という。）は、会長が招集する。 
２ 会長は、会議の議長となる。 
３ 会議は､会長及び２人以上の委員 
 の出席がなければ、開くことがで 
 きない。 
４ 会議の議事は､出席した委員の過 
 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。 
５ 会長に事故がある場合又は会長 
 が欠けた場合の第３項の規定の適 
 用については、前条第３項の規定 
 により会長の職務を代理する委員 
 は、会長とみなす。 
（調査等） 
第16条 審査会は､必要と認めるとき 
 は、諮問庁に対し、不服申立てに 
 係る公文書の提示、必要な書類そ 
 の他の物件の提出又は諮問に関す 
 る説明を求めることができる。 
２ 審査会は、必要と認めるときは、 
 不服申立てをしたものその他関係 
 者に対し、出席を求めて意見若し 
 くは説明を聴き、又は必要な書類 
 その他の物件の提出を求めること 
 かできる。 
３ 前２項に定めるもののほか､審査 
 会は、必要な調査をすることがで 

３ 委員の任期は、２年とする。ただ
 し、委員が欠けた場合における補 
 欠の委員の任期は、前任者の残任 
 期間とする。 
４ 委員は､再任されることができる｡
（会長及び副会長） 
第31条 審査会に会長及び副会長を 
 置く。 
２ 会長及び副会長は、委員が互選す
 る。 
３ 会長は、審査会を代表し、会務を
 総理する。 
４ 副会長は、会長を補佐し、会長に
 事故があるときはその職務を代理 
 する。 
（会議） 
第32条 審査会の会議は、会長が招集
 する。 
２ 審査会は、委員の過半数が出席し
 なければ、会議を開くことができ 
 ない。 
３ 会議の議事は、出席した委員の過
 半数で決し、可否同数のときは、 
 会長の決するところによる。 
４ 審査会は、第21条第１項の規定に
 よる諮問に係る事案等を審議する 
 会議であって、これを公開するこ 
 とが適当でないと認められるもの 
 を除きその会議を公開するものと 
 する。 
（不服申立人等からの意見の聴取 
              等） 
第33条 審査会は､第21条第１項の規 
 定による諮問に係る事案の審議を 
 行う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 
 その他関係者から意見若しくは説 
 明を聴き又は必要な調査をするこ 
 とができる。 
２ 不服申立人又はその関係者は､審 
 査会に対して、口頭により意見を 
 陳述し、又は意見を記載した書面 
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 代表する。 
３ 会長に事故があるときは､あらか 
 じめその指名する委員が、その職 
 務を代理する。 
（会議） 
第26条 審査会の会議は､会長が招集 
 し、会長がその議長となる。 
２ 審査会の会議は､委員の半数以上 
 の出席がなければ開くことができ 
 ない。 
３ 審査会の議事は､出席した委員の 
 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。 
（審査会の調査権限） 
第27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､第14条第２項の規定に 
 より提出された資料のほか、必要 
 があると認めるときは、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及 
 び当該開示決定等を判断した理由 
 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 
 るもの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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 きる。 
４ 審査会の調査及び審議の手続 
 は、公開しない。 
５ 審査会は、答申の内容を公表す 
 るものとする。 
（庶務） 
第17条 審査会の庶務は、総務部に 
 おいて処理する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 を提出することができる。ただし､ 
 審査会がその必要がないと認める 
 ときはこの限りでない。 
（部会） 
第34条 審査会に､必要に応じ、部会 
 を置くことができる。 
（秘密の保持） 
第35条 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。 
（会長への委任） 
第36条 第28条から前条までに定め 
 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。 
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 の他必要な調査をすることができ 
 る。 
（意見の陳述） 
第28条 審査会は､不服申立人等から 
 申立てがあったときは、当該不服 
 申立人等に口頭で意見を述べる機 
 会を与えなければならない。ただ 
 し、審査会が、その必要がないと 
 認めるときは、この限りでない。 
２ 前項本文の場合においては､不服 
 申立人又は参加人は、審査会の承 
 認を得て、補佐人とともに出席す 
 ることができる。 
（意見書等の提出） 
第29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。 
（提出資料の閲覧等） 
第30条 不服申立人等は､審査会に対 
 し、審査会に提出された意見書若 
 しくは資料の閲覧又はそれらの写 
 しの交付（以下この条において「閲 
 覧等」という｡)を求めることがで 
 きる。この場合において、審査会 
 は、第三者の利益を害するおそれ 
 があると認めるときその他正当な 
 理由があるときでなければ、その 
 閲覧等を拒むことができない。 
２ 審査会は、閲覧等について、日時
 及び場所を指定することができ 
 る。 
（不服中立てに関する 
   調査審議の会議の非公開） 
第31条 第14条第１項の規定による 
 諮問に応じ、審査会が調査審議す 
 る会議は、公開しない。 
（答申書の送付等） 
第32条 審査会は､諮問に対する答申 
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  をしたときは、答申書の写しを不 
 服申立人及び参加人に送付すると 
 ともに、答申の内容を公表するも 
 のとる。 
（秘密の保持） 
第33条 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。 
（委任） 
第34条 この章に定めるもののほか､ 
 審査会の運営及び調査審議の手続 
 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 
 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。 

（他の法令による開示 
        の実施との調整） 
第18条 この章の規定は、他の法令 
 （個人情報保護条例（平成８年宮 
 城県条例第２７号）を除く｡)の規 
 定により、何人にも開示請求に係 
 る行政文書が第２条第３項に規定 
 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 
 項の規定にかかわらず、当該同一 
 の方法による開示に係る当該行政 
 文書については、適用しない。た 
 だし、当該他の法令の規定に一定 
 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 他の法令の規定に定める開示の 
 方法が縦覧であるときは、当該縦 
 覧を第２条第３項の閲覧とみなし 
 て、前項の規定を適用する。 

（他の制度との調整） 
第16条 法令又は他の条例の規定に 
 より、実施機関に対して公文書の 
 閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄 
 本、抄本その他の写しの交付を求 
 めることができる揚合における当 
 該公文書の閲覧又はその写しの交 
 付については当該法令又は他の条 
 例の定めるところによる。 
 
 

（他の制度との調整） 
第18条 法令等の規定により公文書 
 を閲覧し、若しくは縦覧し、又は 
 公文書の写しの交付を受けること 
 ができる場合における当該公文書 
 の閲覧若しくは縦覧又は写しの交 
 付については、当該法令等の定め 
 るところによる。 
 
 

（法令等の規定による公文書） 
第22条 法令等の規定により､実施機 
 関に対して公文書の閲覧若しくは 
 縦覧又は公文書の謄本、抄本その 
 他写しの交付を求めることができ 
 る場合における当該公文書の閲覧 
 又はその写しの交付については、 
 当該法令等の定めるところによ 
 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 

３ この章の規定は､図書館その他の 
 県の施設において、県民の利用に 
 供することを目的として管理して 
 いる行政文書については、適用し 
 ない。 
 
 
 

２ この条例の規定は、県の図書館、 
 博物館その他これらに類する施設 
 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 
 書については、適用しない。 
 
 
 

第２条 
(3) 公文書 
  ただし、次に掲げるものを除く 
イ ー般に入手することができるも 
 の又は一般に利用することができ 
 る施設において閲覧等の方法によ 
 り情報が提供されているもの 
口 歴史的若しくは文化的な資料又 

（北海道立文書館等が保有する公文 
              書） 
第23条 この章の規定は､北海道立文 
 書館、北海道立開拓記念館その他 
 の道の施設が一般の利用に供する 
 ことを目的として保有している公 
 文書の閲覧又はその写しの交付に 
 ついては適用しない。 
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  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。 

   は学術研究用の資料として特別に 
 保有しているもの 
 

 

 
 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。 

 （情報の提供等） 
第15条 
３ 実施機関は､第５条に定めるもの 
 以外のものから公文書の閲覧又は 
 その写しの交付の申出があつた場 
 合においても、これに応ずるよう 
 努めるものとする。 

  

本 
人 
情 
報 開 
の 示 

     

 
 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。 

 
 

（情報公開の総合的推進） 
第20条 県は､第２章に定める行政文 
 書の開示及び前章に定める会議の 
 公開のほか、県民が県政に関する 
 情報を迅速かつ容易に得られるよ 
 う、情報提供施策及び情報公表制 
 度の充実を図り、情報の公開の総 
 合的な推進に努めるものとする。 
（情報提供施策等の充実） 
第21条 県は､広報媒体の効果的な活 
 用及び自主的広報手段の充実に努 
 めるとともに、刊行物その他の行 
 政資料を広く閲覧に供すること等 
 によりその保有する情報を県民に 
 積極的に提供するよう努めるもの 
 とする。 
２ 県は､法令の規定により義務付け 
 られた情報公表制度の内容の充実 

（情報の提供等） 
第15条 県は､その保有する情報の公 
 開の総合的な推進を図るため、公 
 文書の公開と併せて、県民がその 
 必要とする情報を容易に得られ、 
 かつ、それがわかりやすいもので 
 あるよう情報の提供に関する施策 
 の充実に努めるものとする。 
２ 県は､県が出資している法人で規 
 則で定めるものについて、その保 
 有する情報の提供が推進されるよ 
 う、当該法人の経営状況を説明す 
 る書類等を県民が閲覧することの 
 できる措置その他の措置を講ずる 
 ものとする。 

（情報公開の総合的な推進） 
第19条 実施機関は､この条例に定め 
 る公文書の開示のほか、情報の提 
 供その他情報公開に関する施策の 
 充実を図り、県民に対する情報公 
 開の総合的な推進に努めるものと 
 する。 
２ 実施機関は､この条例の円滑な運 
 用を確保するため、資料の提供そ 
 の他開示請求をしようとするもの 
 の利便を考慮した適切な措置を講 
 するものとする。 
３ 知事は､情報公開の推進及びこの 
 条例の規定に基づき開示請求をし 
 ようとするものの利便性の向上に 
 資するため、情報公開に係る総合 
 的な案内のための窓口を整備する 
 ものとする。 

（情報提供の総合的推進） 
第24条 実施機関は､その保有する情 
 報を積極的に道民の利用に供する 
 ため、情報提供の総合的推進に努 
 めるものとする。 
（情報提供施策の充実） 
第25条 実施機関は､道民が道政に関 
 する情報（政策形成過程にあるも 
 のを含む。）を迅速かつ容易に得 
 られるよう、広報及び広聴の活動 
 の充実、刊行物その他の資料の積 
 極的な提供高度な情報通信技術を 
 活用した多様な媒体による情報提 
 供の推進等により情報提供施策の 
 充実に努めるものとする。 



項 目       千葉県        宮城県        秋田県        山形県        北海道  
   を図るとともに、県政に関する情 

 報を公開する制度の整備に努める 
 ものとする。 
 

   

 
 出 
 資 
 法 
 人 
 等 
 の 
 情 
 報 
 公 
 開 

 （出資団体等の情報公開） 
第38条 県から出資､出捐又は補助金 
 等の交付（以下「出資等」という。 
 ）を受けた団体（以下「出資団体 
 等」という｡)は、当該出資等の公 
 共性にかんがみ、当該出資団体等 
 の保有する情報の公開に努めなけ 
 ればならない。 
２ 出資団体等で資本金又は基本財 
 産（基金を含む｡)の額に占める県 
 から出資又は出捐を受けた額の割 
 合が二分の一以上の団体は、この 
 条例の趣旨に即して当該団体の保 
 有する情報の公開に関する規程を 
 定め、当該情報の一層の公開に努 
 めなければならない。 
３ 県は、出資団体等について､その 
 性格及び業務内容に応じ、当該出 
 資団体等の情報の公開が推進され 
 るよう、必要な施策を講ずるもの 
 とする。 

  第27条 道が出資その他の財政上の 
 援助等を行う法人等であって、実 
 施機関が定めるもの（以下「出資 
 法人等という｡)は、経営状況を説 
 明する文書等その保有する文書の 
 公開に努めるものとする。 
２ 実施機関は､出資法人等が保有す 
 る文書であって、実施機関が管理 
 していないものについて、その閲 
 覧又はその写しの交付の申出があ 
 ったときは、出資法人等に対して 
 当該文書を実施機関に提出するよ 
 う求めるものとする。 
３ 前項の規定により実施機関が出 
 資法人等に提出を求める文書の範 
 囲、文書の閲覧又はその写しの交 
 付の手続、費用の負担その他必要 
 な事項は実施機関が定める。 

 
 会 
 議 
 の 
 公 
 開 
 
 

 （会議の公開） 
第19条 実施機関の附属機関の会議 
 その他の実施機関が別に定める会 
 議（法令の規定により公開するこ 
 とができないとされている会議を 
 除く。）は、公開するものとする。 
 ただし、次に掲げる場合であって 
 当該会議の構成員の三分の二以上 
 の多数で決定したときは、非公開 
 の会議を開くことができる。 
一 非開示情報が含まれる事項につ 
 いて調停、審査、審議、調査等を 
 行う会議を開催する場合 
二 会議を公開することにより、当 
 該会議の公正かつ円滑な運営に支 
 障が生ずると認められる場合 
 

  会議の公開 
第26条 実施機関に置く附属機関及 
 びこれに類するものは、その会議 
 を公開するものする。ただし、当 
 該会議の審議の内容が許可、認可 
 等の審査行政不服審査､紛争処理､ 
 試験に関する事務等に係るもので 
 あって、会議を公開することが適 
 当でないと認められるときはこの 
 限りでない。 
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 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。 
 

（行政文書の管理） 
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、行 
 政文書を適正に管理するものとす 
 る。 
２ 実施機関は、行政文書の管理に 
 関する定めを設けるとともに、こ 
 れを一般の閲覧に供しなければな 
 らない。 
３ 前項の行政文書の管理に閏する 
 定めにおいては､行政文書の分類､ 
 作成、保存及び廃棄に関する基準 
 その他の行政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。 
（開示請求をしようとするもの 
     に対する情報の提供等） 
第36条 実施機関は､開示請求をしよ 
 うとするもの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ものの利 
 便を考慮した適切な措置を講ずる 
 ものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（公文書の検索資料の作成等） 
第13条 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 
 に供しなければならない。 
 

 （公文書の管理等） 
第４条 実施機関は､この条例に定め 
 る情報公開制度の的確な運用を図 
 るよう、公文書の分類、保存、廃 
 棄等公文書の管理を適切に行うと 
 ともに公文書の検索に必要な資料 
 を作成するものとする。 
 

 制 
 度 
 の 
 周 
 知 

    （制度の周知） 
第６条 実施機関は､この条例に定め 
 る情報公開制度が適正かつ有効に 
 活用されるよう､この条例の目的､ 
 内容等について広く周知を図るよ 
 う努めるものとする。 

 
 制 
 度 
 改 
 善 

    （制度の改善） 
第７条 知事は､広く道民の意見を聴 
 いて、この条例に定める情報公開 
 制度を円滑に運用するよう努める 
 とともに、必要に応じその改善に 
 取り組むよう努めるものとする。 

運 
用 
状 
況 公 
の 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。 

（施行の状況の公表） 
第37条 知事は、毎年度、各実施機関
 におけるこの条例の施行の状況を 
 取りまとめ、これを公表しなけれ 
 ばならない。 

（実施状況の公表） 
第14条 実施機関は､毎年公文書の公 
 開の実施状況について公表するも 
 のとする。 
 

 （制度の実施状況の公表） 
第８条 知事は、毎年、各実施機関の
 この条例に定める情報公開制度の 
 実施状況を取りまとめ、これを公 
 表するものとする。 
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 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39条 この条例に定めるもののほ 
 かこの条例の実施のため必要な事 
 項は実施機関が別に定める。 

（実施機関への委任） 
第17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20条 この条例の施行に関し必要 
 な事項は、規則で定める。 
 

（実施機関への委任） 
第37条 この条例(前章を除く。）の 
 施行に関し必要な事項は、実施機 
 関が定める。 

 
 罰 
 則 
 

   （委員） 
第13条 
３ 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、また、同様と 
 する。 
４ 前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 
 ３万円以下の罰金に処する。 
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