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題名   

 

国分寺市情報公開条例 

 

１ 「情報公開」とは，市の機関が保有する情報を市民に提供するすべての制度及び

施策をいい，請求によるものから請求によらないものまで含むとともに，義務的な

ものから任意的なものまでも含み，次のように区分される。 

(1) 請求による義務的情報公開法令等に基づく証明書の交付，関係文書の閲覧及び

写しの交付（例：国分寺市政治倫理条例に基づく市長の資産等報告書の閲覧）な

ど 

(2) 請求によらない義務的情報公開法令に基づく情報公表（例：地方自治法に基づ

く地方財政状況の公表）など 

(3) 請求による任意的情報公開 施設や窓口における請求に応じての情報提供

（例：施設案内の頒布）など 

(4) 請求によらない任意的情報公開 例えば，法令等に基づかない自主的な情報公

表，市報の発行，新聞社への情報提供（例：行事案内などや，インターネットホ

ームページへの登載）など 

２ 「公文書公開制度」とは，市の機関が保有する情報を市民等の請求に応じて公開

することを義務づける制度で，１の情報公開のうち(1)及び(2)の義務的情報公開を

個別の法令や条例等を超えた一般法として位置付けたものである。 

３ 上記の「情報公開」と「公文書公開制度」との関係は，「公文書公開制度」は

「情報公開」を構成する部分となる。したがって，市は市民からの請求に応じ，義

務として保有する情報を公開することは当然であるとしても，請求による以前に積

極的に情報を公表あるいは提供することが，市と市民の信頼関係を構築するために

は不可欠であるといえる。 

 

 

前文   

 

日本国憲法が保障する地方自治は，市の政治，行政が市民の意思に基づいて行わ

れ，市民がその政治的自覚に基づいて市の政治を自ら行うものである。 

このような地方自治を推進していくためには，市民が行政に参加する必要があ

る。そのためには，市民に市の保有する情報を知る権利が保障されなければなら

ず，市は，その諸活動について市民に説明する責任を果たす必要がある。 

また，個人の尊重についての憲法上の権利は，知る権利の基本原則を構成するも

のであり，個人の尊厳を確保するためには，市民個人の情報が保護されなければな

らない。 
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よって，国分寺市は，個人の情報を最大限に保護しつつ，市の保有する情報を広

く公開することにより，市民の知る権利を保障し，個人の尊厳の確保及び民主的で

信頼される開かれた市政の健全な発展を目指すために，次の基本原則を確認し，こ

の条例を制定する。 

１ 情報公開の原則 民主的市政を推進するために，市が保有する情報は，公開し

なければならない。 

２ 個人の情報の保護の原則 個人の尊厳を守るために，市が保有する個人の情報

の保護は，確保されなければならない。 

３ 迅速な公開の原則 市の保有する情報は，簡易な手続で迅速に市民に公開され

なければならない。 

 

【趣旨】 

前文は，行政情報の公開について，その必要とされる背景を述べるとともに，本

条例の制定の理念を宣言したものである。 

【解釈】 

１ 前文は，具体的な法規を定めたものではないが，各条とともに条例の一部を構成

するものであり，各条の解釈の基準を示す意義，効力を有するものである。 

２ 「知る権利」は，表現の自由を定めた憲法第21条に由来する憲法上の権利であり，

当該権利をこの条例において市に対して情報の公開を求める権利として実定的に具

体化したものである。 

３ 「説明責任」とは，２の「知る権利」に対応して，市が市民に対してその諸活動

の状況を具体的に明らかにし，説明する義務をいい，前文においてわかりやすくそ

の旨を規定したものである。 

平成11年条例第33号により「市も，その諸活動について市民に説明する責任を果

たす必要がある」として，「説明責任」が新たに前文に明記されることとなった。 

４ 「基本原則１」について 

民主的市政を推進するためには，市の機関が保有するすべての情報は，公開を原

則とする旨規定したものである。したがって，公開することにより個人のプライバ

シーを侵害するおそれがある情報など，非公開とするに足りる合理的理由を有する

ものを除き公開するものである。 

５ 「基本原則２」について 

(1) 日本国憲法の基本理念の一つである個人の尊厳を守るため，個人のプライバシ

ーは最大限保護されなければならない旨規定したものである。 

(2) 平成11年条例第33号により改正される前の国分寺市公文書の公開等に関する条

例には，自己に係る公文書の開示，訂正及び削除についても，あわせて規定され

ていたが，そうした規定について国分寺市個人情報保護条例（平成12年条例第34

号）中にこれらの規定と同様の規定を設けることにより，この条例からは削除す

ることとした。 

６ 「基本原則３」について 

市の機関は，市民が真に必要としている情報を容易に，かつ，迅速に公開しなけ
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ればならない旨規定したものである。 

 

 

１  目的 

 

（目的） 

第１条 この条例は，市が保有する公文書の公開を求める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，もって透明で開かれた

市政を推進することを目的とする。 

 

【趣旨】 

本条は,この条例制定の目的を明らかにしたものであって，前文と同様に条例の

解釈指針となるものである。 

【解釈】 

１ 「公文書の公開を求める権利を明らかにする」とは，実施機関（第２条第１項に

規定する実施機関をいう。以下同じ。）が保有する公文書の閲覧や写しの交付等を

請求する権利をこの条例によって定めるという趣旨である。 

一方，市民の権利を定めた結果，この条例に定める要件を満たした請求に対して，

実施機関は，請求に係る公文書を閲覧や視聴に供し，又は写しを交付する義務を負

うことになる。さらに実施機関の非公開（部分公開を含む。）の決定等に対して不

服がある場合には，市民に法的救済の道が開かれることになる。 

２ 「情報公開の総合的な推進」とは，請求に応じて公文書の公開をする公文書公開

制度と市が自ら積極的に情報を提供する情報提供施策等からなる情報公開制度を総

合的に推進することをいう。 

３ 平成11年条例第33号により改正される前の国分寺市公文書の公開等に関する条例

には，自己に係る公文書の開示，訂正及び削除について明記されていたが，平成12

年４月１日から施行された国分寺市個人情報保護条例（平成11年条例第34号）によ

り行われることとなったため，当該部分を削った。 

【運用】 

この条例は，実施機関が保有する情報の公開を請求する市民の権利を明らかにし，

この権利に対する実施機関の義務を定めたものにとどまらず，請求に基づかない情

報の公表や提供を含め，総合的な情報公開について定めたものである。 

１ 市では，従来からいろいろな方法により市政に関する情報を提供してきたが，具

体的には次のように取り扱うものとする。 

(1) 法令又は他の条例の規定に基づき，市民からの請求により公文書の閲覧等が定

められている場合 

実施機関が所管する法令又は他の条例によって，公文書の閲覧若しくは縦覧又

は謄本，抄本その他の写しの交付の手続が定められている場合は，当該法令又は

条例の定めるところにより閲覧等をすることになる。 

(2) 法令の規定に基づき，情報の提供が求められる場合 
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地方自治法第98条（議会の検査及び監査の請求），同法第100条（議会の調査

権，出頭証言，記録の提出請求等），民事訴訟法第223条（文書提出命令等），

弁護士法第23条の２（報告の請求），公営住宅法第34条（収入状況の報告の請求

等）等の規定により，公文書の提出，閲覧等を要求される場合があるが，この場

合において，当該要求に応ずるか否かは，この条例の定めるところではなく，根

拠となった法令の趣旨，要求の目的，公文書の内容等を総合して，個別具体的に

判断することになる。 

(3) 事務事業の実施に当たって情報を提供する場合 

この条例は，市民の権利としての公文書の公開等の請求に関する一般的な定め

である。したがって，個々の事務事業の実施に当たって，種々の方法により情報

を提供し，そのことによって当該事務事業の円滑な実施を確保することは事務事

業の趣旨，目的，情報の内容等に即して，それらの事務事業のなかで配慮すべき

である。この条例は，それらの事務事業の実施に当たっての情報の提供を禁止し，

又は制限するものではない。 

２ 公文書公開制度は，透明で開かれた市政を推進する上で大きな影響を持つもので

あるが，請求しない限り知りたい情報が公開されないこと，公開される対象が公文

書そのものであり必ずしも理解されやすいものではないこと，公開が請求者に対し

てのみ行われ，その広報的効果が期待できないこと等制度上の限界がある。そこで，

この条例において公文書公開制度を設けるとともに各種の情報提供施策や情報公表

制度を充実する市長の責務を定め，情報公開を総合的に推進することにより，市政

に関する正確でわかりやすい情報を迅速かつ容易に得られるようにしようとするも

のである。 

 

 

２  定義 

 

（定義） 

第２条 この条例において「実施機関」とは，市長，教育委員会，選挙管理委員

会，農業委員会，固定資産評価審査委員会，監査委員及び議会をいう。 

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

機関が管理しているものをいう。ただし，次に掲げるものを除く。 

(1) 官報，新聞，雑誌，書籍等一般に入手することができるもの又は図書館等一

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提供されている

もの 

(2) 歴史的又は文化的な資料として特別に保有しているもので，国分寺市文化財

展示施設条例（昭和55年条例第21号）に規定する施設において保存又は展示さ

れているもの 
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３ この条例において，「公文書の公開」とは，公文書を閲覧若しくは視聴に供

し，又は公文書の写しを交付することをいう。 

 

【趣旨】 

本条は，この条例において，重要な意義をもつ「実施機関」，「公文書」及び

「公文書の公開」について定義したものである。 

【解釈】 

１ 第１項関係 

(1) 本項は，この条例により情報公開制度を実施する機関について定めたものであ

る。 

(2) 「実施機関」とは，地方自治法上の執行機関，議決機関などという位置付けと

は異なるものであり，この条例により情報公開制度を実施する機関のことをいう。

実施機関は，この条例に基づく事務を自らの判断と責任において誠実に管理し，

及び執行する義務を負うものである。 

本制度の目的を達成するために，広く市全体として，制度の実施に取り組むこ

とが必要であることから，地方自治法上の執行機関（市長及び行政委員会，委

員）及び議決機関（議会）を実施機関とすることとした。 

２ 第２項関係 

(1) 本項は，公文書の公開の対象となる公文書についてその概念を形態別に明らか

にするとともに，その範囲を明らかにしたものである。 

(2) 「実施機関の職員」とは，第１項に規定する実施機関に所属するすべての職員

をいう。 

なお，実施機関に所属する職員であっても，土地開発公社等の職員として事務

に従事している場合は，除くものとする。 

(3) 「職務上作成し，又は取得した」とは，実施機関の職員が，国分寺市組織条例，

国分寺市組織規則等に定められた自己の職務の範囲内において作成し，又は取得

した場合をいう。 

(4) 「電磁的記録」とは，電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によっては認識

することができない方式で作られた記録であるが，平成11年条例第33号により改

正される前の国分寺市公文書の公開等に関する条例においては，このうち磁気テ

ープのみが対象となっていた。 

現在のような技術革新が急速に進展していく状況にあっては，現在ある電磁的

記録媒体のほかにも，予測し得ないような電磁的記録媒体が広く使用される可能

性がある。 

このようなことから，録音テープ，ビデオテープ，フロッピーディスク，ハー

ドディスク，光ディスク等の現在存在する電磁的記録媒体のほか，将来出現する

であろうものをも含めて，すべての電磁的記録を例外なく公開対象とする必要が

あるので，この電磁的記録を条例第２条第２項に規定されている公開対象の公文

書に含めて規定した。 

(5) 「職員が組織的に用いるもの」 
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ア  平成11年条例第33号により改正される前の国分寺市公文書の公開等に関する

条例では，「事案決定手続又はそれに準ずる手続が終了し」たもののみを公開

対象としていた。しかし，前文に明記されているように，市民が市政に参加す

るという観点，市の市民に対しての説明責任という観点からは，事案決定手続

の終了前の文書も公開対象とする必要がある。 

よって，「事案決定手続又はそれに準ずる手続が終了し」という部分は削除

することとし，代わって情報公開法と同様に，「職員が組織的に用いるもの」

と規定した。 

イ  この「職員が組織的に用いるもの」とは，作成又は取得に関与した職員個人

の段階のものではなく，組織としての共用文書の実質を備えた状態，すなわち，

当該実施機関の組織において業務上必要なものとして利用・保有されている状

態のものを意味する。 

ウ  本条例における公開対象の公文書は，職務上作成・取得と上記イのような組

織的に用いるもので，保有しているものということが要件となる。 

職員の個人的なメモ等を除いて，この要件を満たしていれば，基本的にはす

べて公開対象となると考えられる。 

上記の公開対象文書には，決裁済み文書や収受文書，審議会や委員会の会議

録等は明らかに該当するが，該当するかどうか判断に迷うと思われるもので，

該当事例を挙げると，以下のようなものが考えられる。 

(ｱ) 情報管理課において受領した文書 

(ｲ) 決裁手続の途中の文書 

(ｳ) 内部検討に付された段階の素案等 

(ｴ) 庁議，部課長会等の資料（決裁を受けていないものを含む。） 

(ｵ) 審議会や委員会（実施機関の附属機関であるか職員のみのものであるかを

問わない。），説明会等の資料（決裁を受けていないものを含む。） 

(ｶ) 申請書，届出書，報告書等（市に到達した段階で該当する。） 

(ｷ) 公文書の内容を補完するものとして，当該公文書に添付されたメモや下書

き等 

(ｸ) 実施機関が，事務の遂行のために委託会社等に依頼して作成した電磁的記

録 

(ｹ) 職員の閲覧に供するため庁内に配布（庁内ＬＡＮを含む。）された文書 

(ｺ) 市立小中学校の職員会議録 

エ  図画，写真，フィルムについても，上記ウと同様に判断するものである。 

オ  逆に，次のようなものは，含まれないと考えられる。 

(ｱ) 備忘録やこれに類するメモや下書きなど 

(ｲ) 職員が自己の執務の便宜のために保有する正式文書のコピー 

(ｳ) 起案途中の文書 

カ  上記ウの例に照らしてもまだ該当のいかんが不明であるものについては，当

該課長等は，作成，内容，用途及び保管のそれぞれの段階において当該文書に

関して具体的な判断を行い，公開対象公文書に該当するか否かを決定するもの

である。その場合においては，次のような図を用いて判断するとわかりやすい。 
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作成 

 

 

 

 

 

 

内容 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

                用途 

 

 

 

 

 

 

管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「管理」段階においての「いいえ」とは，当該公文書を保存年限が経過したこ

とにより廃棄し，又は消去した場合以外は該当しません。 

職員が職務上作成又は取得したか 

はい いいえ 

その課等の事務事業に係る情報が含まれ

ているか 

職員の私的便宜のためでなく職務上使用

するものとして作成したものか 

作成したもの 

課等において保有（保管，保存）してい

るものか 

公開対象文書 

はい いいえ 

はい いいえ 

はい いいえ 

取得したもの 
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(6) 第１号関係 

新聞や市販の書籍等は，書店で購入しだれでも入手できるものであり，また，

図書館等の施設において閲覧等をさせているものについては，その固有の目的に

従い閲覧等の手続が定められ，情報が一般に提供されているものであるため，公

開対象の公文書には該当しないものである。 

図書等において提供されているものは，現に市民の利用に供することを目的と

しているものに限られ，一般行政事務のために作成し，又は取得した予算執行書

類等については，公開請求の対象となる公文書である。 

(7) 第２号関係 

「歴史的又は文化的な資料として特別に保有しているもので」とは，貴重資料

の保存，学術研究への寄与等の観点から保有しているものをいい，これらは，そ

の目的に即して公開等の範囲，方法が定められるべきものであり，公開対象の公

文書から除外したものである。 

「国分寺市文化財展示施設条例（昭和55年条例第21号）に規定する施設」とは，

国分寺市武蔵国分寺跡資料館，国分寺市文化財資料展示室，国分寺市民俗資料室

をいう。 

３  第３項関係 

(1) 本項は，公文書の公開をする方法について定めたものである。 

(2) 「閲覧」とは，文書，図画，写真などを直接見ることをいう。 

(3) 「視聴」とは，フィルムやビデオテープ，録音テープ，フロッピーディスク等

の電磁的記録で閲覧できない情報をその情報を理解できる情報に変換する装置を

使用して変換したものを見たり聴いたりすることをいう。 

(4) 「写しを交付する」とは，公開することを決定した情報を複写し，又は複製を

作成し，その複写又は複製を交付することをいう。 

 

 

３  実施機関等の責務 

 

（実施機関等の責務） 

第３条 実施機関は，この条例を解釈し，運用するに当たっては，前文に規定する

市民の知る権利及び市民に対する説明責任に留意し，かつ，市民個人に関する情

報が保護され，濫用されることのないように最大限の配慮をしなければならな

い。 

２ 実施機関の職員は，所掌する事務を文書により処理しなければならない。ま

た，必要とされる文書を作成せず，又は管理する文書を正当な理由なく廃棄等し

てはならない。 

 

【趣旨】 

本条は，この条例の目的を達成するため実施機関及び実施機関の職員が果たすべ

き責務について規定したものである。 
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【解釈】 

１ 第１項関係 

(1) 本項は，公文書の公開請求があった場合において，第９条（情報の公開義務）

について解釈するときは，市民の知る権利の保障と市の市民に対する説明責任が

全うされることを基本とするとともに，個人のプライバシーを最大限に保護する

ように運用しなければならないことを実施機関の責務として明記したものである。 

(2) 「市民個人に関する情報が保護され，濫用されることのないように最大限の配

慮をしなければならない」とは，原則公開の公文書公開制度の下においても，市

民個人に関する情報については，十分に配慮すべきであり，正当な理由なく公に

してはならない旨を明らかにしたものである。 

(3) 「所掌する事務」とは，実施機関の職員が遂行する国分寺市組織条例，国分寺

市組織規則等に定められたそれぞれの職務に係る事務をいう。 

(4) 「必要とされる文書」とは，職員が所掌する事務処理のそれぞれの段階におい

て，客観的に見て，その処理の内容や経過について市民に十分に説明することが

できるに足る程度の文書をいう。 

(5) 国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例の取り扱いについて（平

成30年４月２日付け通達）別紙「国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関す

る条例の解釈及び運用について（改訂版）」第７項（会議録の作成について）を

踏まえ，附属機関の会議に係る会議録を作成する場合において，要約で作成する

ときは，審議経過が明確に理解できるように作成することはもちろんのこと，審

議内容を録音したテープを備え置かなければならない。 

 

 

４  利用者の責務 

 

（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しようとするもの

は，この条例の目的に即し，適正に請求しなければならない。 

２ 公文書の公開を受けたものは，これによって得た情報を適正に使用しなければ

ならず，濫用することは許されない。 

 

【趣旨】 

本条は，この条例に基づいて公文書の公開を請求しようとするものや受けたもの

の責務を定めたものであり，公開を請求しようとするものは，この条例の目的に即

し，適正に請求しなければならない責務があり，また公開を受けたものは，その情

報を適正に用いる責務を負う旨を規定したものである。 

【解釈】 

１ 本条は，この条例によって保障された権利を行使する際の利用者の責務について

規定したものであり，この制度を利用するに当たっての倫理的指針ないし心構えを

示した訓示的規定である。 
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２ 「適正に請求しなければならない」とは，公文書の公開を請求しようとするもの

は，行政資源の有効活用という観点より，条例の目的に沿った制度の利用を公開請

求者に求める趣旨であり，業務の妨害目的や情報の不正使用が明らかな場合や社会

通念上不必要に著しく大量にわたる場合等になるような請求を禁止したものである。 

３ 「適正に使用しなければならず」とは，公文書の公開を受けたものは，そのこと

によって得た情報を社会の良識に従って使用しなければならないという趣旨であり，

名誉棄損や営業妨害等になるような使用を禁止したものである。 

 

 

５  公開請求権 

 

（公開請求権） 

第５条 何人も，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。   

 

【趣旨】 

本条は，だれにもこの条例に基づいて公文書の公開を求める権利があることを定

めたものである。 

【解釈】 

１ 情報公開の基本的な考え方は，情報の自由な流通の実現であり，また，今日の国

際化社会・高度情報化社会の進展を踏まえて，市に直接かかわりを持つと否とにか

かわらず，すべての人が公文書公開請求権を持つということを明確に規定したもの

である。 

２ 平成11年条例第33号により改正される前の国分寺市公文書の公開等に関する条例

第５条では，在住，在勤，在学又は情報を必要とする理由を明記することができる

者を公文書公開請求権者として規定していた。 

これは，実質的には，請求権者に特段の資格を要求しているものではないが，

「情報を必要とする理由を明記する」必要があるということは，市民からすれば，

請求時に何か特段の理由を問われるのではないか，という疑念が生じる余地がある。

そのような疑念から請求権者の範囲を狭めることのないように，請求権者を「何人

も」に改めた。 

３ 「何人も」とは，公文書公開請求権の主体となりうるものをいい，個人であると

法人又は権利能力のない社団（法人格は有しないが，団体としての規約及び代表者

が定められているものをいう。）であるとを問わない。また，国籍も問わないもの

である。 

なお，法人又は権利能力のない社団に該当しない団体は，公文書公開請求権の主

体となり得ないため，当該団体の構成員が個人で請求するものとする。 

【運用】 

未成年者からの請求について 

未成年者については，公文書公開請求の意味を理解し得るものであれば請求でき

るが，請求権者の年齢を限定することは，請求の内容等により必要な能力が異なり，
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また，請求者個人の理解力等も異なることから困難であり，適当でない。 

未成年者の請求に対しては，請求の内容と知る権利を保障したこの条例の趣旨を

考慮し，可能な限り請求を保障するよう，個々の請求内容によって判断する必要が

ある｡ 

 

 

６  公開の請求方法 

 

（公開の請求方法） 

第６条 公文書の公開を請求しようとするものは，実施機関に対して，次の各号の

いずれかの方法によりこれを行わなければならない。 

(1) 次項に規定する事項を記載した請求書を提出する方法 

(2) 電気通信回線を用いて次項に規定する事項に係る情報を実施機関の指定する

情報システム（国分寺市情報システムの管理運営に関する条例（平成17年条例

第７号）第２条（定義）第１号に規定する情報システムをいう。以下同じ。）

へ送信する方法 

２ 前項第１号の規定により記載し，又は同項第２号の規定により送信しなければ

ならない事項は，次のとおりとする。 

(1) 公文書の公開を請求しようと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その代表者の氏名 

(2) 公開の請求に係る公文書の名称又は内容 

(3) 前２号に掲げるもののほか，実施機関の定める事項 

３ 第１項第２号の方法により行われた請求は，送信された情報が同号に規定する

情報システムに記録されたときに当該実施機関に到達したものとみなす。ただ

し，当該情報が記録された日が，国分寺市の休日に関する条例（平成元年条例第

２号）第１条（国分寺市の休日）第１項に規定する国分寺市の休日（以下「市の

休日」という。）に当たるときは，市の休日の翌日とする。 

４ 実施機関は，第１項の規定により提出された請求書又は送信された情報に形式

上の不備があると認めるときは，請求を行ったもの（以下「請求者」という。）

に，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，当該請求

者に対し，補正の参考となる情報を提供しなければならない。   

 

【趣旨】 

本条は，公文書の公開についての具体的な請求方法を定めたものである。 

公文書の公開を請求する場合は，実施機関に対して，本条第２項各号に規定する

事項を記載した請求書を提出する方法又は，実施機関の指定する情報システムへ送

信する方法（以下「電子申請」という。）のいずれかにより行う旨を規定したもの

である。 

また，実施機関は，請求者から提出又は送信された請求内容に不備がある場合は，

当該請求者に補正を求めることができる旨を定めるものである。 
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【解釈】 

１ 第１項関係 

(1) 本項は，閲覧等の請求についての事実関係を明らかにし，後日の紛争を防止す

る等，手続の性格を期すため，請求は文書及び電子申請により行う旨を定めるも

のである。 

(2) 電子申請とは，市へ申請する手続について自宅や職場のパソコンからインター

ネットを利用して24時間いつでも申請を行うことのできるシステムをいう。 

２ 第２項関係 

第２項各号は，請求書に記載又は送信しなければならない事項を規定したもので

ある。 

ア  本項各号に掲げる事項は，請求書に記載又は送信すべき必要的記載事項であ

り，これらの記載は請求書を受ける上での要件となるものである。 

イ  第２号に規定する「公開の請求に係る公文書の名称又は内容」については，

実施機関の職員が当該請求に係る公文書を特定できる程度の記載を必要とする。 

ウ  「実施機関の定める事項」は，請求者に対する連絡方法等が考えられるが，

この条例の趣旨からいって，過度に請求者に負担をかけるような内容としては

ならない。 

エ  請求書の様式は，実施機関が定める本条例の施行に関する規則又は規程等

（以下「規則等」という。）に定める公文書公開請求書（規則様式第１号）又

は公文書公開請求書（電子申請用）（規則様式第１号の２）とする。 

オ  閲覧等の請求に係る諾否の決定は，請求の趣旨，目的によって左右されるも

のではなく，あくまでも情報そのものの内容，性格，それを公開した場合の影

響等を客観的に判断してすべきものであるから，請求書には請求の趣旨，目的

の記載は要しない。 

３ 第３項関係 

本項は，電子申請により行われた請求の到達日について規定したものである。 

公文書を公開するか否かの決定は，条例第７条において，受けた日の翌日から起

算して７日以内に決定しなければならないと規定されている。 

電子申請による請求は，送信された情報が情報管理課の電子計算機に記録された

ときに到達したものとみなし，到達日が受付日となるが，到達日が国分寺市の休日

に関する条例第１項各号に規定する休日の場合，その到達日を国分寺市の休日の翌

日とする旨を定めたものである。 

４ 第４項関係 

(1) 本項前段は，国分寺市行政手続条例第７条（申請に対する審査，応答）と同様

の趣旨から，公文書の公開に係る請求書に形式上の不備があるときに，実施機関

が請求者に対して補正を求めることができることを定めたものである。 

これは，実施機関が単に申請書に不備があるという理由だけで当該申請書の受

付を行わず申請人に返戻することを防止するとともに，また，実施機関において

も，申請人の連絡先や請求されている公文書を特定するために必要な情報を得る

ことができるようにするための措置である。 

(2) 本項後段は，行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成11年法律第42
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号）第４条（開示請求の手続）と同様に，実施機関が補正を求めるときは，公文

書を特定するために必要となる資料の提供と，補正の参考となる情報を提供する

責務があることを定めるものである。 

【運用】 

１ 本条に基づく文書による公文書公開の受付窓口は，電子申請による受付を除き，

情報公開コーナーで行うこととする。したがって，当該公文書に係る市長の事務を

所管する課室等及び他の実施機関（以下「所管課」という。）に直接請求があった

場合には，当該所管課においては，公文書の閲覧等の請求に関する相談には応じる

が，請求書の受付は行わないものとする。 

２ 請求の受付事務について 

(1) 書面による公文書公開の受付は，おおむね次の要領で受付事務を処理する。 

ア  閲覧等の請求に係る公文書の特定 

当該公文書の所管課の職員とともに閲覧等の請求に係る公文書の特定に必要

な事項の聴き取りを十分に行い，必要に応じ，当該公文書の所管課の職員に，

当該公文書の有無，内容等について確認する。 

イ  本条に基づく請求であることの確認 

請求者の請求する情報が本条に規定する請求手続によらなければ得られない

ものであるかどうかを確認し，本条の請求によるまでもなく，従前から他の制

度で対応している情報については，従前どおりの方法で対応する。 

ウ  請求書の記載指導 

請求書の記載事項について書き漏れがないか，誤りがないか，内容が不明確

ではないか等のチェックを行い，不備がある場合は，その不備な部分を補正す

るよう指導するものとする。この場合において，補正の参考となる資料があれ

ば提示する。 

エ  費用に関する説明 

請求書の記載内容を確認し，公開請求に係る公文書を営利目的で使用する場

合は手数料について，公開請求に係る公文書が実施機関以外のものが保有する

出力装置に係るものであるときは出力をするために特別に要する実費の徴収に

ついて，写しの交付の請求があるときは交付に係る費用について説明する。 

オ  請求書の受付 

アからエまでの手続の後，請求書に受付印を押印し，その複写を１部請求者

に渡した後，請求に係る諾否の決定及び請求に係る公文書が不存在の場合や非

公開又は部分公開の場合の審査請求の手続などについて，請求者に説明する。 

上記の受付事務が終了した後，当該受け付けた請求書を所管課の職員に引き

継ぐ。 

(2) 郵送，ファクシミリ又は電話による請求の取扱い 

ア  請求書が郵送された場合の取扱い 

請求書が郵送された場合にも，(1)の「文書による受付の手順」と同様に処

理するものであるが，記載事項に不備があり，補正が必要な場合には，請求者

に電話で確認の上，職員が補正することもできる。 

また，請求書を複写したものは，郵送により送付することになるが，この場
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合には，上記エの説明事項を記載した書面を同封するものとする。 

イ  口頭又は電話による請求の取扱い 

本条では請求は文書及び電子申請によることとしているため，口頭又は電話

による請求は認められない。 

情報公開を担当する職員は，口頭又は電話による請求があったときは，請求

書又は電子申請により請求するよう指導するものとする。また，ファクシミリ

による請求については，することを求められた場合においても，申請書をオー

プナーに持参する請求のほかに，電子申請や郵送での請求も可能としているた

め，ファクシミリでの請求は認めないこととする。 

(3) 電子申請での公文書公開は次の要領で申請及び受付を行う。 

ア  電子申請による請求を行おうとするものは，国分寺市ホームページの電子申

請受付から申請を行う。その場合，ユーザーＩＤ・氏名・メールアドレスを入

力し，電子申請の利用者登録を行う。 

イ  申請画面の公文書公開請求の項目を選択して，郵便番号・住所・氏名・電話

番号・メールアドレス・公文書の内容を入力し送信を行う。 

ウ  送信された請求内容は，情報管理課において，公文書公開請求書（電子申請

用）を紙媒体により出力する。 

エ  情報管理課は請求書の形式審査を行い，請求者に受付処理を行った旨を送信

する。 

オ  情報管理課は公文書公開請求書（電子申請用）を担当課へ送付し，担当課に

おいてのその後の処理は，補正を必要とする場合も含め，郵送による取扱いと

同様とする。 

 

 

７  公開請求に対する決定 

 

（公開請求に対する決定） 

第７条 実施機関は，前条第１項に規定する請求を受けたときは，当該受けた日の

翌日（当該翌日が市の休日に当たるときは，市の休日の翌日。以下同じ。）から

起算して７日以内に，当該請求に係る公文書を公開するか否かの決定（以下「公

開決定等」という。）をしなければならない。 

２ 実施機関は，公開決定等をしたときは，請求者に対し，速やかに，書面により

その旨を通知しなければならない。 

３ 実施機関は，第１項に規定する期間内に公開決定等をすることができないこと

につきやむを得ない理由があるときは，前条に規定する請求書を受けた日の翌日

から起算して30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，当該延長の理由を請求者に通知しなければならない。 

４ 実施機関は，第１項の場合において，公文書を公開しない旨の決定（第12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。以下同じ。）をするときは，書面によりその理由を具体的に示さな



- 15 - 

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，第９

条各号に掲げる情報に該当し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，その期日を当該書面に記載しなければならない。 

５ 前項の決定に係る書面には，当該決定に対し，審査請求をすることができる旨

並びに審査請求をすべき行政庁及び審査請求をすることができる期間を明記しな

ければならない。 

６ 実施機関が第１項に規定する期間（第３項の規定により当該期間が延長された

場合にあっては，当該延長後の期間）内に公開決定等をしないときは，請求者

は，実施機開が公文書を公開しないこととする決定をしたものとみなすことがで

きる。 

７ 実施機関は，第１項に規定する決定を行う場合において，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に意見

書を提出する機会を与えることができる。 

８ 実施機関は，次の各号のいずれかに該当するときは，公文書を公開する旨の決

定に先立ち，当該第三者に対し，請求に係る情報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，当該第三者に意見書を提出する機会を与えなければな

らない。 

(1) 公開しようとする公文書に第９条第２号ただし書に規定する情報が記載され

ていると認められるとき。 

(2) 公開しようとする公文書に第９条第３号ただし書に規定する情報が記載され

ていると認められるとき。 

９ 実施機関は，前２項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当

該公文書の公開に反対の意思を表明した場合において，公開する旨の決定をする

ときは，当該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する日を書面によ

り通知しなければならない。 

 

【趣旨】 

本条は，公文書の公開請求に対する諾否の決定及びその手続について規定したも

のである。 

【解釈】 

１ 第１項関係 

(1) 本項は，公開請求に対する諾否の決定がより迅速に行われることが望ましいこ

とから，実施機関に対し，請求を受けた日の翌日から起算して７日以内に，当該

請求に対する諾否の決定を行うことを義務付けたものである。 

  なお，当該翌日が国分寺市の休日に関する条例（平成元年条例第２号）第１条

（国分寺市の休日）第１項に規定する国分寺市の休日（以下「市の休日」とい

う。）に当たるときは，市の休日の翌日から起算して７日以内と定めたものであ

る。 
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(2) 「受けたとき」とは，国分寺市行政手続条例第７条に規定する「事務所に到達

したとき」と同趣旨であるから，当該請求書に第６条に規定する必要的記載事項

の記載がない場合や不十分な場合については，当該請求書の補正を求めることと

なる。 

(3) 本項でいう７日以内には，郵送に要する日数は算入しない。 

２ 第２項関係 

(1) 本項は，実施機関が公開請求に対する諾否の決定をしたときは，請求者に対し，

速やかに，その内容を通知すべき旨を実施機関に義務付けたものである。 

(2) 上記の通知は，文書により行うものとし，その様式は，公文書公開決定通知書

（規則様式第２号），公文書部分公開決定通知書（規則様式第３号）又は公文書

非公開決定通知書（規則様式第４号）による。 

３ 第３項関係 

(1) 本項においては，やむを得ない理由により第１項に規定する７日以内に決定す

ることができないときは，この期間を延長することができることとしている。こ

の場合においても，請求者への延長の通知を実施機関に対し義務付けたものであ

る。この通知は，規則の定める公文書公開決定期間延長通知書（規則様式第５

号）により行う。 

７日以内に決定できない「やむを得ない理由」とは，実施機関が公文書の公開

請求に対して，諾否の決定をするよう誠実に努力しても，次のような理由により

決定をできない場合であるから，これを業務の多忙により決定できない等の理由

にまで拡大解釈することは許されない。 

ア  第三者に関する情報について，そのものから意見聴取を行う場合 

イ  国等の監査等のため請求に係る公文書が国等に提出中である場合 

ウ  天災等により，短期間に決定することが困難な場合 

エ  その他やむを得ない合理的な理由がある場合 

(2) この通知の発送時期については特に規定はないが，本項設定の趣旨から７日以

内に諾否の決定ができないことが確実になった時点において，直ちに行うことが

適当である。 

(3) 平成11年条例第33号により改正される前の国分寺市公文書の公開等に関する条

例においては，請求に対する諾否の決定までの期間は，請求の日から７日以内，

決定の延長期間は60日を限度と規定されていた。 

迅速な公開という要請からしても，決定期間の７日という期間は，他に例を見

ない短期間で，本市の制度の誇れる点であり，今後も維持すべきであるが，決定

の延長期間は，迅速な公開という面からも60日というのはやや長きに失すると考

えられるので，30日に短縮することとした。 

４ 第４項関係 

(1) 第４項前段においては，請求に係る公文書を非公開とすることと決定した場合

（請求を拒否するとき及び公文書を保有していないときを含む。以下同様とす

る。）には，規則に定める公文書非公開決定通知書等にその非公開理由を記載す

ることとしたものである。 

これは非公開決定が，請求に対する不利益処分となるものであることからその
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理由を書面により明らかにすることを実施機関に義務付けたものである。 

書面により明らかにすべき理由の程度は，単に非公開決定の根拠となる条文を

示すだけでは足りず，どのような事情が非公開理由なのかをその根拠とともに知

り得るような内容が必要である。東京都が行った公文書非開示決定に当該非開示

の理由の詳細が附記されていなかったことが争われた平成４年12月10日の最高裁

判所判例では，処分を受けた側が，事後，都を相手に不服申立てや訴訟によって

その処分の正否を争うときの手がかりを与えるために理由付記が必要である点を

考慮し，拒否処分を行うこととした意思決定過程を知りうる程度に具体的な理由

が記載されていなければならないとされている。 

(2) 第４項後段は，いわゆる「時限性」に関する規定であり，請求に係る公文書の

公開をしないことと決定した場合であっても，当該公文書に記載されている情報

が，一定の期間の経過により第９条各号に規定する非公開情報に該当しなくなる

ことが明らかなときは，請求者の利便を図るため，非公開決定の通知をする際に

その時期を明らかにしなければならないこととしたものである。 

(3) 請求された文書が存在しない場合について，平成11年条例第33号により改正さ

れる前の国分寺市公文書の公開等に関する条例にはこれに対する対応の仕方が規

定されていなかった。 

このような場合，同条例の運用においては，非公開決定として処理し，その非

公開理由の中で対象文書不存在の旨を付記していた。しかし，これに対応する条

例上の規定がないために，決定に対する審査請求ができるかどうかという疑義が

生じる可能性があるので，このようなことを解消するため，本項にその旨を追加

した。 

また，平成11年条例第33号により新たに設けられた第12条の規定により請求を

拒否するときについても非公開決定と同様に扱うこととした。 

５ 第５項関係 

(1) 本項は，行政不服審査法第82条（不服申立てをすべき行政庁等の教示）に規定

されている「教示」について述べたものである。 

これは本条例の第16条に，非公開決定について不服のある請求者は，行政不服

審査法の規定に基づく審査請求をすることができる旨規定していることを受けて，

本項の規定を設けたものである。 

行政不服審査法第82条では，「行政庁は、審査請求若しくは再調査の請求又は

他の法令に基づく不服申立て（以下この条において「不服申立て」と総称す

る。）をすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分

につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不

服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない」と規定して

いる。 

なお，ここでいう「教示」とは，処分の相手方に上記行政不服審査法第82条に

規定するような内容を通知することをいうものである。 

(2) 行政不服審査法第82条でいう「行政庁」とは，一般に，国又は公共団体から公

権力の行使の権限を与えられている機関をいう。 

本条例においては，市長や議長等の実施機関は，請求者に対し，それぞれの名
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において公開・非公開等の決定処分をする権限を有するので，行政庁であるとい

うことができる。 

(3) 「審査請求をすることができる期間」は，処分があったことを知った日の翌日

から起算して三月以内である。 

６ 第６項関係 

本項では，公開請求に対して実施機関が不作為のまま７日（決定期間を延長した

場合は30日）が経過したときには，非公開決定があったものとみなすことにより請

求者に当該非公開決定処分に対する審査請求をする道を開き，請求者の権利の迅速

な救済に資することとしたものである。 

７ 第７項関係 

(1) 本項は，請求された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

らかじめこれらのものの意見を聴いて，慎重かつ公正に公開か否かの決定を行う

ことについて定めたものであり，利害関係人の意見を聴くことを規定している国

分寺市行政手続条例上の聴聞や弁明としての性格とは異なる。また，意見を聴い

た第三者に対して，公開・非公開決定についての同意権を与えたものではない。 

(2) 「意見を聴くことができる」とは，実施機関がその必要性の判断をすることが

できるという趣旨である。 

(3) 実施機関は，第三者から受けた意見聴取の内容を考慮すれば，当該第三者の個

人の利益をより保護すべきであると考えられるときは，公開する予定の公文書の

一部を非公開としたり，あるいは，公文書全体を非公開とする措置も考慮すべき

である。 

(4) 本項の意見聴取は，公文書公開第三者意見照会書（規則様式第６号）により行

うものとする。 

８ 第８項関係 

(1) 本項は，平成11年条例第33号により追加された規定である。 

(2) 本項は，請求された公文書に第三者に関する情報で次に掲げるものが記録され

ている場合においては，必ず第７項に規定する手続をとらなければならないこと

及びその手続について定めるものである。 

ア  個人の思想，信条，宗教，身体的特徴，家族構成，学歴，職歴，住所，所属

団体，財産，所得等の個人に関する情報であって，特定の個人が識別され，又

はされ得るもののうち，一般に他人に知られたくないと望むことが正当である

と認められる情報である場合において，人の生命，身体，生活又は財産の保護

のためという公益的理由により公開しようとする情報 

イ  法人その他の団体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，このような法人などや事業を営む個人の競争

上又は事業運営上の地位が明らかに損なわれると認められるもののうち事業活

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，身体，生活又は

財産を保護するためという公益的理由により，公開しようとする情報 

(3) 本項では，第７項の場合と異なり，公開請求された公文書に第三者の情報が記

録されている場合でも，その公文書に人の生命，身体等の保護のため，行政機関

として公開しなければならないと認められる場合であり，公開すべき公益上の理
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由と公開されることにより侵害される第三者の利益とを比較衡量するため，公開

決定をする前に必ず公文書公開第三者意見照会書（規則様式第６号）により当該

第三者の意見を聴かなければならないことを定めるものである。 

第三者から受けた意見聴取の内容を考慮し，一部又は全部を非公開とする措置

も考慮すべきであることは，第７項の場合と同様である。 

９ 第９項関係 

(1) 本項は，平成11年条例第33号により追加された規定である。 

(2) 前項の規定により第三者から提出された意見が当該情報の公開に反対の意思を

表明したものである場合において，当該公文書を公開しようとするときは，当該

第三者に審査請求の機会を確保することが第三者の正当な権利利益を保障するた

めに適当であることから，公開決定をした旨等を公文書公開決定第三者通知書

（規則様式第７号）により，当該第三者に通知し，公開決定から少なくとも２週

間置いてから公開を実施することとしたものである。 

【運用】 

１ 諾否の決定までの事務処理 

(1) 公文書の作成又は取得時に行う公文書の公開についての予備的判断については，

第９条各号列記以外の部分の【運用】を参照のこと。 

(2) 公開請求がなされた場合において，当該請求された公文書に記載された情報に

係る事務を所管する課は，情報公開担当から回付された公文書公開請求書に基づ

き，次の手順及び内容により事務を行う。 

ア  請求に係る公文書の検索等 

回付された請求書の内容を確認の上，当該請求に係る公文書を検索して取り

出す。 

イ  組織共用文書該当の確認 

アによって取り出された文書が組織共用文書に該当するか否かを確認する。 

ウ  公文書の内容の検討 

当該公文書に記録された情報が第９条（実施機関の公開義務）各号に列記し

てあるものに該当するか否かについて十分に検討する。 

エ  請求に対する諾否の決定 

請求に対する諾否の決定は，回議書を用いて行う。その場合には，公開か非

公開かにかかわらず，事前に情報管理課長と合議する。また，当該公文書に記

録されている情報が他の所管課に関係している場合には，必要に応じて協議す

るとともに，決裁に当たっては合議するものとする。 

(3) 諾否の決定に当たっての決裁責任者 

公開請求に対する諾否の決定に係る事務は，当該公文書を作成し，又は取得し

た所管課において行う。 

諾否の決定に係る決裁の区分は，実施機関の事務専決に係る規程の定めるとこ

ろにより，原則として課長専決となることから，所管課長が諾否の決定に当たっ

ての決裁責任者となるものである。 

(4) 諾否の決定に当たっての留意事項 

請求に対する諾否の決定は，請求に係る公文書に記載された情報が第９条に規
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定する非公開情報として同条各号に列記されているもののいずれかに該当するか

否かの判断により行われるものであるが，この決定に当たっては，予備的判断を

参考にするとともに，内部調整等の手続をとり，十分な検討を行うことが必要で

ある。 

特に非公開情報が記録されているために非公開とする旨の決定に当たっては，

当該決定に対する審査請求がなされ，また，更に訴訟の提起も予想されることか

ら，特に慎重な検討を行い，非公開とされるときは，その理由を明確にしておく

必要がある。 

(5) 非公開事項と秘密文書処理規程との関係 

非公開事項と秘密文書処理規程とは，ともに非公開とすべき公文書の範囲を定

めるものであるという点では共通しているが，次のような理由から両者は異なる

性質のものである。 

ア  非公開事項と秘密文書処理規程とは，その趣旨目的を異にする。 

非公開事項は，公文書の公開請求に対し，公開を請求する者の公開請求権の

保障と公開請求された行政機関に情報を提供した者の権利，利益や公益の保護

との調和を図る観点から，非公開とすべき情報の範囲を定めたものであるのに

対し，秘密文書処理規程は，職員が職務上知り得た秘密として漏らしてはなら

ない情報が記載されている公文書の文書管理上の取扱いを定めたものである。 

イ  非公開事項は，本条例により定められたものであり，したがって，裁判規範

たり得るのに対し，秘密文書処理規程は，行政内部の訓令の形式で定められた

ものであり，したがって，単なる内部規程に過ぎないということである。 

(6) 公開請求に係る公文書の存否を明らかにしない場合の取扱い 

第12条の【運用】を参照のこと。 

(7) 公開請求に係る公文書が存在しない場合等の取扱い 

請求に係る公文書が存在しない場合（もともと存在しない，又は廃棄済みであ

る場合等）には，実施機関は，当該請求に対して非公開決定をし，その旨を公文

書非公開決定通知書により請求者に通知しなければならないが，その際，不存在

である旨及びその理由（例えば，「保存年限が経過したため，×年×月×日廃

棄」等）をその「公開をすることができない理由」欄に記載するものとする。 

また，請求に係る公文書がこの条例の適用を受けないものである場合（他の手

続により閲覧等を行うことができるもの等）には，情報提供等他の方法により閲

覧できる旨を説明すること。 

(8) 第三者の意見聴取について 

請求された公文書に第三者に関する情報が記録されているときは，公開するこ

とについて，第７項に規定する場合は次の意見聴取の範囲で，第８項に規定する

ときは該当するすべてのものに必ず意見を聴くものとする。 

第７項における意見聴取の範囲 

本項の，第三者に関する情報についての意見聴取は，公開か否かの判断を慎重

かつ公正に行うための手続であるので，その判断が容易にできるときその他相当

の理由があるときは，手続を省略するものとする。したがって，意見聴取は，次

のいずれかに該当するときを除き，行うものとする。 
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ア  第９条各号のいずれにも該当しないで，公開することが客観的に明らかなと

き 

イ  第９条各号のいずれかに該当し，非公開とすることが明らかなとき 

ウ  第三者が多数のため，意見聴取が困難なとき（必要と認める範囲内の意見は，

聴取するものとする。） 

意見聴取の方法 

第７項及び第８項の規定により第三者から意見を聴取するときは，公文書公開

第三者意見照会書（規則様式第６号）により行い，当該様式に附属する公文書公

開請求に関する意見書により当該第三者から回答を求めるものとする。この場合，

回答は，１週間以内に行うよう協力を求めるものとする。 

(9) 第三者が公開に反対している公文書を公開する場合の手続 

第７項又は第８項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該

公文書の公開に反対の意思を表明している場合において，実施機関が当該公文書

を公開する旨を決定したときは，直ちに，当該第三者に公文書公開決定第三者通

知書（規則様式第７号）によりその旨を通知する。当該通知書には，審査請求に

ついて教示するものとする。 

その通知された決定に不服がある第三者は，実施機関に対して審査請求をする

ことができる。 

この審査請求をする機会を与えるために，実施機関は，当該公開決定の日と公

開を実施する日との間に，少なくとも２週間の期間を置かなければならない。 

２ 諾否の決定後の事務処理 

(1) 事務の手順及び内容 

公開の請求に対する諾否の決定後，本条の規定により所管課において行う事務

の手順及び内容は，おおむね次のとおりである。 

ア  決定内容の請求者への通知等 

請求に対する諾否の決定がなされたときは，公文書公開決定通知書，公文書

部分公開決定通知書又は公文書非公開決定通知書により，速やかに請求者あて

に通知する。 

第９項に該当して，当該第三者に対し，公開決定をした旨及びその理由並び

に公開をする日を書面で通知するときは，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。この場合において第三者

に対する通知は，公文書公開決定第三者通知書によるものとする。 

イ  閲覧等の準備 

公開する旨の決定をした場合は，請求者に通知した日時，場所において，公

開窓口担当職員の立会いの下で閲覧等ができるよう準備しなければならない。 

ウ 公開時における請求者との対応 

(ｱ) 公開窓口担当職員は，請求者に決定通知書の提示を求め，その内容を確認

した後，所管課の職員とともに公開事務を進める。 

(ｲ) 所管課の職員は，公開決定に係る公文書を請求者に提示し，請求者の求め

に応じ必要な説明を行うものとする。 

(ｳ) 公開窓口担当職員は，請求者の求めに応じて，コピーを作成し，交付する。 
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(ｴ) 公開窓口担当職員は，請求者からコピーに要した費用を徴収し，領収書を

交付する。 

(ｵ) 請求者が視聴又は聴取による公開を請求しているときは，公開窓口担当職

員は，あらかじめ当該公文書の所管課の職員と協議して，その視聴設備等の

準備をしておくものとする。 

３ 写しの作成及び交付事務について 

閲覧後，公文書の写しの交付の求めがあった場合における事務は，おおむね次の

とおりである。 

(1) 請求者が提出した公文書公開請求書により当該請求に係る公文書を検索する。 

(2) 写しの作成に要する費用の額を計算し，その費用は，請求者の負担となること

を説明する。 

(3) 写しを作成し，請求者に提示して確認する。写しの作成は，原則的に複写機に

よる。 

(4) 図面等その場で写しを作成することができないものは，その後の手続について

説明する。この場合において写しの交付に要する費用が請求者の負担になること

を必ず説明するものとする。 

(5) 写しの作成に要した費用を徴収し，写し及び領収書を交付する。 

(6) 営利目的による公開請求をした場合においては，閲覧手数料に併せて写しの作

成に要した費用を徴収し，写し及び領収書を交付する。 
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公文書公開の流れ  

 

 

公文書公開請求  

 

           公文書公開請求の受付   

 

                                在否応答を拒否 

する場合 

 

 

    文書がある場合                文書がない場合 

 

 

    組織共用文書に該当するか？ 

 

 

    該当する                  該当しない 

 

 

   非公開情報（第９条各号）に該当するか？     公文書不存在 

 

 

    該当しない     一部該当する   全部該当する 

 

 

所管課長の決裁 

 

 

    公 文 書     公 文 書                公 文 書 

     公開決定   部分公開決定             非公開決定 

 

 

                 決定通知書の送付 

 

 

      公文書の公開  

 

※公開窓口職員及び当該文書の所

管課職員が請求内容を確認する。 
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８  公開の方法 

 

（公開の方法） 

第８条 公文書の公開は，実施機関が前条第２項の規定による通知書により指定す

る日時及び場所において，別表第２に定める方法により行う。 

２ 実施機関は，公開の請求に係る公文書を直接公開することにより，当該公文書

の保存に支障が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公開することができる。 

 

【趣旨】 

本条は，第７条第１項の規定により公文書を公開する旨の決定及び第10条の規定

により公文書の一部を公開する旨の決定をした場合における具体的な公開の方法を

定めたものである。 

【解釈】 

１ 第１項関係 

本項は，公開決定をした場合は，実施機関が定める日時，場所において公開する

こととし，公開対象公文書の形態が多岐にわたるため，それぞれの形態に応じて公

開の方法を別表において定めることを規定したものである。 

２ 第２項関係 

(1) 本項は，公文書の原本に代えて，その写しによる公開ができることについて定

めたものである。 

(2) 「公文書の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるとき」とは，歴史的な意

味を持つ古い公文書で，請求がしばしば予測されるようなもの又はマイクロフィ

ルムによって管理している公文書について，原本を直接公開することにより，原

本を破損するおそれがあるときなどをいう。 

(3) 「その他合理的な理由があるとき」とは，部分公開の場合において，原本の一

部を覆って秘匿する必要があるときや，常用の公文書で，閲覧等に供することに

より，日常業務に支障が生ずるときなどをいう。 

【運用】  

１ 公開の実施日時 

公開決定に係る公文書の公開の実施は，公文書公開決定通知書又は公文書部分公

開決定通知書で指示した日時に行うものとする。ただし，指定した日時に実施でき

なかったときは，請求者及び公開窓口担当職員と協議して，別の日時に実施するこ

とができるものとし，この場合には，新たな決定通知書の交付は，行わないものと

する。 

２ 公開の実施場所 

公開の実施は，原則として政策部情報管理課の情報公開コーナー（オープナー）

において行うこととする。 

３ 別表第２に定める公文書の形態別の公開方法は，次のとおりである。 

(1) 文書，図画及び写真等 閲覧又は写しの交付 
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(2) フィルム 

ア  映画，スライドその他のフィルム 視聴（写しの交付は行わない。） 

イ  マイクロフィルム 印刷物として出力したものの閲覧（写しの交付は，閲覧

に供したものを交付することによる。） 

(3) 電磁的記録  

ア  ビデオテープ 視聴（写しの交付は行わない。） 

イ  録音テープ 聴取（写しの交付は行わない。） 

ウ  実施機関が保有する出力装置に係るもの ディスプレイ等に出力したものの

視聴又は印刷物として出力したものの閲覧（写しの交付は，印刷物として出力

したものによる。） 

エ  実施機関以外のものが保有する出力装置に係るもの 印刷物として出力した

ものの閲覧（写しの交付は，印刷物として出力したものによる。） 

４ 公開事務の手順 

公開事務の手順については，前条の運用２諾否の決定後の事務処理参照 

 

 

９  実施機関の公開義務 

 

（実施機関の公開義務） 

第９条 実施機関は，公開の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「非公開情報」という。）が記録されているときを除き，公開しなけれ

ばならない。 

(1) 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公開

することができないと認められる情報 

(2) 個人の思想，信条，宗教，身体的特徴，家族構成，学歴，職歴，住所，所属

団体，財産，所得等の個人に関する情報（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，又はされ得るもののうち，

一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる情報。ただ

し，人の生命，身体，生活又は財産を保護するために，公開することが必要で

あると認められる情報を除く。 

(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

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又は事業運営

上の地位が明らかに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，又は生ずるおそれがある危害から人の生命，身体，生活又は財産を保護

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を除く。 

(4) 公開することにより，人の生命，身体，財産又は社会的な地位の保護，犯罪

の予防，行政上の取締り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 

(5) 市と国，地方公共団体又は公共的団体との間における協議，協力，調査等に
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より実施機関が作成し，又は取得した情報であって，公開することにより，市

と国，地方公共団体又は公共的団体との協力関係又は信頼関係が著しく損なわ

れると認められる情報 

(6) 実施機関が行う監査，検査，徴税，交渉，争訟，試験，職員の身分取扱い，

用地買収計画等の事務事業に関する情報であって，公開することにより，当該

事務事業及び将来の同種の事務事業の公正かつ適正な執行又は意思形成に著し

い支障が生ずると認められるもの 

 

 

９－２  第９条各号列記以外の部分 

 

（実施機関の公開義務） 

第９条 実施機関は，公開の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「非公開情報」という。）が記録されているときを除き，公開しなけれ

ばならない。 

 

【趣旨】 

１ 本条は，公文書の公開請求に係る公文書に本条各号に掲げる情報（以下「非公開

情報」という。）が記録されている場合を除き，当該公文書を公開しなければなら

ないことを明らかにしたものである。 

２ 非公開情報は，公開原則の例外となる情報を類型化して規定したものである。こ

のような非公開情報が記録されている公文書について公開請求があった場合は，当

該非公開情報が記載されている部分は，公開できないものである。 

３ 平成11年条例第33号により改正される前の国分寺市公文書の公開等に関する条例

第９条各号列記以外の部分は，「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ときは，当該公文書に係る情報を公開しないことができる」

という規定になっていたが，条例の前文にある情報公開の原則の趣旨をより明確に

するために，「実施機関は，……非公開情報が記録されているときを除き当該公文

書を公開しなければならない」という規定に変更することとした。 

また，条文見出しを「（公開しないことができる公文書）」から「（実施機関の

公開義務）」に変更した。 

【解釈】 

１ この条例においては，実施機関の保有する公文書は，公開が原則である。しかし，

公文書に記載されている情報の中には，公開することにより，個人のプライバシー

を侵害するものや，行政執行上著しい支障が生ずるおそれのあるもの等が含まれて

いる。本条は，このような公開原則の例外として，公開できない情報の範囲を定め

たものである。 

この非公開情報の範囲は，この条例で保障される公文書の閲覧等を請求する権利

を制限するものであるから，必要最小限度で，かつ，明確に定めなければならない。 

２ 非公開情報と地方公務員法第34条（秘密を守る義務）の守秘義務との関係につい
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ては，次のように考えられる。 

非公開情報は，公文書という形態を有する情報を公開するか否かの判断基準を示

すものであるのに対し，地方公務員法第34条の守秘義務は，職務上知り得た秘密を

守るべき公務員の服務規律を定めたものであって，両者は趣旨，目的及び範囲を異

にしている。したがって，両者の対象となる情報は重なる場合が多いが，必ずしも

そのすべてが一致するものではない。 

しかしながら，守秘義務の範囲に属する情報は，この条例により定めた非公開情

報に含まれることになるので，本項各号のいずれにも該当せず公開する公文書は，

守秘義務の対象とはならないものである。 

【運用】 

１ 公開又は非公開の予備的判断 

公文書の閲覧等の具体的請求があった場合に，公開か非公開かの迅速かつ適正な

判断を行うため，及び次の理由から，あらかじめ所管課において公文書の作成時又

は取得時に，当該公文書に記録されている内容が本条各号の非公開情報に該当する

か否かの判断を行い，回議書等に記載するものとする。 

(1) 公文書の作成者が当該公文書の内容を熟知していることから，当該内容が公開

しないことができる事項に該当するか否かについて，より的確な判断を行えるた

め 

(2) 具体的に請求があったときに，公文書の作成時又は取得時の判断を参考にする

ことにより，慎重な判断を行うことができるため 

ただし，第２条第２項に規定する公文書のうち，文書については上記のような

ことがいえるが，図画，写真，フィルム又は電磁的記録のみで作成されている公

文書については，公開か非公開かを事前に判断することができないことから，

個々具体的な公文書公開請求が出たときに判断すべきである。 

２ 予備的判断の表示等 

(1) 回議書のように予備的判断ができる表示区分が設けられている公文書について

は，当該表示区分に従って公開，部分公開又は非公開の別を朱又は赤色で表示す

るとともに，当該公文書に記録されている内容が条例第９条各号のいずれに該当

するかを表示する。 

(2) 当該部課限りで定期的に使用する帳票等で，(1)による表示をすることが適当

でないものについては，あらかじめ公開又は非公開に係る判断を回議書で決裁を

受けておくこととする。 

(3) 公文書が公開請求された場合，当該公文書の公開又は非公開の決定に際しては，

予備的判断の有無又は結果にかかわらず，情報管理課長の合議を必要とする。 
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９－３  第９条第１号 

 

(1) 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公開す

ることができないと認められる情報 

 

【趣旨】 

１ 本項は，法令秘情報について定めたものである。 

２ 条例は，法令の規定に抵触しない範囲において制定することができる（地方自治

法第14条（条例の制定及び罰則の委任））ものであり，法令の規定に基づき公開す

ることができないとされている情報は，この条例においても公開できないものであ

る。 

【解釈】 

１ 「法令」とは，法律又はこれに基づく命令をいい，法的拘束力のない通達は含ま

ない。 

２ 「明らかに公開することができないと認められる情報」とは，法令等の規定が公

開してはならない情報を具体的に明示している場合及び法令等の趣旨，目的から公

開することができない情報であると明らかに認められる情報をいう。 

本号に該当する情報には，次のようなものがある。 

(1) 明文の規定をもって閲覧等が禁止されている情報 

(2) 他の目的に使用することが禁止されている情報 

(3) 地方税法等の規定により守秘義務が課されている情報 

(4) その他法令等の趣旨，目的から見て明らかに公開することができないと認めら

れる情報 

【運用】 

１ この条例の施行後に制定された法令等に非公開とする旨の定めがある場合は，非

公開と決定されるように実務上取り扱われている。 

このような運用が無限定にされた場合は，この条例の基本原則の一つである公開

の原則が没却されてしまうおそれがあるので，法令等が具体的な項目を示して非公

開を定めているものは別として，抽象的な定め方で秘密取扱いについて規定してい

る場合においては，その秘密の範囲は実質的な秘密の範囲に限定するよう解釈すべ

きであり，形式的に秘密の範囲を広げて解釈すべきではない。 

２ 新たに条例を制定したり改正する場合においても，具体的な項目を示して非公開

と定めるような場合については，極力非公開の範囲を狭める等の措置を講じるなど，

規定の仕方について慎重に考慮し，市民の知る権利を侵害することのないよう配慮

すべきである。 
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９－４  第９条第２号 

 

(2) 個人の思想，信条，宗教，身体的特徴，家族構成，学歴，職歴，住所，所属

団体，財産，所得等の個人に関する情報（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，又はされ得るもののうち，

一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる情報。ただ

し，人の生命，身体，生活又は財産を保護するために，公開することが必要で

あると認められる情報を除く。 

 

【趣旨】 

本号は，個人のプライバシーの保護を図るため，個人のプライバシーを侵害する

ような情報については，非公開とすることを定めたものである。 

平成11年条例第33号による改正前の国分寺市公文書の公開等に関する条例では，

「個人に関する情報で特定の個人であると識別され得るもの」と規定されていた。

この規定では，識別される情報が一律に非公開にされてしまうおそれがあった。そ

のため平成11年の改正において，保護する利益に着眼したいわゆるプライバシー型

の規定に改めたものである。 

【解釈】 

１  「個人の思想，信条・・・所得等の個人に関する情報」は，個人のプライバシー

に関する情報について例示するものである。 

２ 「身体的特徴」とは，身体障害の有無・部位・程度，人種の別，容姿等による身

体の特徴をいう。 

３ 「所属団体」とは，所属政党，所属組合，政治結社等をいう。 

４ 「事業を営む個人の当該事業に関する情報」は，個人に関する情報には含まれず，

「法人等又は事業を営む個人」に関する情報に含まれるものであるから，次号にお

いて判断すべきものである。 

５ 「特定の個人が識別され，又はされ得るもの」とは，個人に関する情報のうち当

該公文書の内容から，その情報がだれについてのものであるかが分かるものをいう。 

通常，ある情報がだれについてのものであるかが分かるのは氏名及び住所による

が，氏名等の記載がない場合であっても，なお特定の個人が識別され得るものにつ

いて該当する。 

また，公文書に記録されている情報とそれ以外の情報との組合せにより，特定の

個人が判別される可能性のある情報も「特定の個人が識別され得る情報」に該当す

るものである。 

６ 「一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる情報」とは，

一般的に社会通念上他人に知られることを望まない情報をいう。なお，「正当と認

められる情報」かどうかが客観的に明白である場合を除き，当該個人から意見を聴

取するなどにより，慎重に取り扱い，客観的な判断に努めるものとする。 

７ 「一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる情報」に該

当する情報の例 
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(1) 個人の内心の秘密に関する情報 

思想・信条 図書貸出カード 

意識 世論調査等意識調査の調査票 

(2) 個人の身体状況に関する情報 

身体的特徴 身体障害者手帳交付関係文書 

健康状態 健康診断書 

能力 市立学校児童・生徒の成績表 

体力 児童体力記録簿 

病歴 医師の診断記録 休職者名簿 

(3) 個人の家族状況に関する情報 

家族，親族関係 生活保護決定調書 

(4) 個人の経歴，社会的活動に関する情報 

犯歴 犯歴簿 

住所，国籍，本籍 住民票の写し，戸籍謄本 

(5) 個人の財産状況に関する情報 

財産 固定資産評価額 

所得 所得証明書 課税証明書 納税証明書 

８ 「一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる情報」に該

当せず，公開することができる情報の例としては，次のようなものが考えられる。 

(1) 何人でも法令の規定により閲覧・交付請求できる情報（閲覧・交付請求を利害

関係人等にのみ認めているもの及び法令の規定では何人でもとされていても，現

に制限されているものは含まない。） 

（例）法人役員名 商業登記法第10条（登記事項証明書の交付等） 

(2) 個人が公表することについて了承し，又は公表することを前提として提出した

文書 

（例）被表彰者名簿 

(3) 個人が自主的に公表した資料等から他人がだれでも知りうる情報 

（例）報道記事等で公表された個人の職業，所属団体 

(4) 公務員の職務に関する情報 

（例）起案者氏名，決裁者名，出張命令簿・復命書の出張者名，決裁印 

９ 本項ただし書においては，本文に該当する個人情報であっても，人の生命，身体

等を保護するためという公益上の理由に基づいて例外的に公開できることを規定し

たものである。 

【運用】 

１ 個人に関する情報で一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認め

られる情報が記録された公文書の部分公開の取扱い 

個人に関する情報で一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認め

られる情報であっても，特定の個人が識別されないものであれば公開してもプライ

バシーを侵害するおそれがない場合が多い。このような場合において，住所，氏名

等の特定の個人が識別される部分を除いても，請求の趣旨を損なわないときは，当

該部分を除き，公開することとする。 
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２ 公務員の氏名等の取扱い 

公務員の職務執行に際して記録された情報に含まれる当該公務員の役職や氏名は，

当該公務を遂行した者を特定し，場合によっては責任の所在を明示するために表示

されるにすぎないものであって，それ以上に公務員の個人としての行動ないし生活

に関する意味合いを含むものではないから，一般に他人に知られたくないと望むこ

とが正当であると認められる情報には該当しない。 

したがって，公務員の職名や氏名については，公開しても差し支えない。 

３ 非公開情報に該当するか否かの判断は，公開請求者のいかんを問わずに行われる

ものである。したがって，自然人たる個人に係る情報を当該本人が公開請求すると

きは，この条例によらないで，個人情報保護条例に基づき請求するものとする。 

４ 本号に該当しないとして，個人に関する情報を公開しようとするときは，第７条

の規定により当該個人情報が記載されている者に対して第三者の意見聴取等の手続

をとるものとする。 

 

 

９－５  第９条第３号 

 

(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

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又は事業運営

上の地位が明らかに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，又は生ずるおそれがある危害から人の生命，身体，生活又は財産を保護

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を除く。 

 

【趣旨】 

法人等又は個人の事業に関する情報であって，公開することにより競争上又は事

業運営上の地位が明らかに損なわれると認められるものについては，非公開とする

こととした。しかし，事業活動が違法，不当な場合に限らず，適法妥当な事業活動

に基づくものであっても，市民の権利，利益に重大な侵害を加えるような場合は，

これを公開することとした。 

【解釈】 

１ 本号本文は，次の二つの要件で構成されている。 

(1) 法人その他の団体又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であること。 

(2) 公開することにより，当該法人等又は事業を営む個人の競争上又は事業運営上

の地位が明らかに損なわれると認められること。 

２ 「法人」とは，株式会社，有限会社などの営利法人，社会福祉法人，学校法人等

の公益法人などすべての法人をいう。 

３ 「その他の団体」とは，いわゆる「人格なき社団」，「権利能力なき社団」など

といわれるものであるが，団体としての名称があり，なんらかの規約，代表者の定

めがある等，団体としての実体を有することを要する。 
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４ 「国及び地方公共団体」は，当然法人格を有するものであるが，その行政活動に

ついては，法人等の事業活動と性質を異にすることから，第５号で対処することと

し，本号の法人等からは除くこととした。 

なお，公社，公団等のいわゆる外郭団体などは，「国及び地方公共団体」と法人

格を異にするものであり，本号の法人等に含まれるものである。 

５ 「事業を営む個人の当該事業に関する情報」とは，いわゆる個人事業主に関する

ものであるが，「事業を営む個人」とは，地方税法第72条の２（事業税の納税義務

者等）に規定する事業のほか，農業，林業等を営む個人をいい，「当該事業に関す

る情報」とは，事業内容，事業所，事業用資産，事業所得等に関する情報をいい，

事業と直接関係のない個人に関する情報は，第２号で判断することとした。 

６ 「公開することにより」とは，当該閲覧等の請求者が閲覧等を行った場合のみな

らず，当該情報が広く一般に知られることとなった場合を意味する。 

７ 「競争上又は事業運営上の地位が明らかに損なわれると認められるもの」とは，

次のような情報をいう。 

(1) 生産技術上又は販売上の情報 

(2) 経営方針，経理，人事等の事業活動を行う上での内部管理に属する事項に関す

る情報 

(3) その他公開することにより，法人等又は事業を営む個人の名誉，社会的評価，

社会的活動の自由等が損なわれると認められる情報 

８ 本号ただし書においては，法人等又は事業を営む個人の競争上又は事業運営上の

地位が明らかに損なわれる情報であっても，人の生命，身体，生活又は財産を保護

するため公開する必要があるものについては，当該事業活動が違法又は不当である

か否かを問わず，公開することができることとした。 

例えば，薬品，食品中毒等による危害の発生を未然に防止し，又は現に発生して

いる当該危害を排除し，若しくは当該危害の拡大を防止し，又は当該危害の再発を

防止するために必要な場合は，本号本文に該当する情報であっても，公開すること

ができるものとしたのである。 

９ 「人の生命，身体，生活又は財産」については，現に危害が発生しているか，あ

るいは危害が発生することが確実に予測されることを要する。 

10 「生活」とは，消費生活その他の日常生活のすべての場面を含むものであり，生

活に関する危害については，例えば，買占め，売惜しみによる消費生活物資の欠乏，

価格の高騰などのように，市民の生活について著しい支障を生じさせることをいい，

そのような支障が現に発生しているか，発生することが確実に予測されることを要

するものである。 

11 「保護する」とは，そのような生命等についての危害の発生を未然に防止し，又

は危害の拡大及び再発を防止することをいう。 

【運用】 

１ 「事業を営む個人」に関する情報については，本号で対処すべきものと第２号の

個人情報で対処すべきものとが混在することが考えられることから，プライバシー

保護に欠けることのないよう，慎重に取り扱う必要がある。 

２ 法人等又は事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位を害するか否かの判断
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に当たっては，その情報のみで判断するのではなく，当該法人等又は事業を営む個

人の当該事業の性格，規模，事業活動における当該情報の位置付け等を総合的に勘

案し，当該情報を公開した場合に生じる影響について慎重に検討し，客観的な判断

を下すことが必要である。そこで，市の保有する情報のみでは，不利益を与えるか

否かの判断が困難なものについては，当該法人等又は事業を営む個人に意見を聴く

とともに，必要があれば，資料の提出を受けることなどにより，客観的判断に努め

ることとする。 

 

 

９－６  第９条第４号 

 

(4) 公開することにより，人の生命，身体，財産又は社会的な地位の保護，犯罪

の予防，行政上の取締り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 

 

【趣旨】 

地方公共団体は，地域社会の安全と秩序を守り，住民の生命，身体，財産等を保

護することが基本的責務であり，そのために法令の規定により必要な取締り，監視，

立入，検査等を行っている。 

これらの事務に関する情報であって，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，行政上の取締り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については，非公開とすることを定めた

ものである。 

【解釈】 

１ 「人の生命，身体，財産又は社会的な地位の保護」とは，公共の安全と秩序の維

持の観点から人の生命，身体，財産又は社会的な地位を保護する趣旨であって，例

えば，次のような情報をいう。 

(1) 公開することにより，犯罪の被疑者，参考人又は通報者が特定され，その結果，

これらの人々の生命若しくは身体に危害が加えられ，又はその社会的地位が脅か

されることになるおそれがある情報 

(2) 公開することにより，家屋の構造等が明らかにされ，その結果，これが犯罪に

利用されるおそれがある情報 

(3) 公開することにより，違法又は不当な行為の通報者又は告発者が特定され，そ

の結果これらの人々の生命若しくは身体に危害が加えられ，又は社会的地位が脅

かされるおそれがある情報 

２ 「その他の公共の安全と秩序の維持」とは，犯罪の予防及び捜査活動のほか，平

穏な市民生活，社会の風紀その他の公共の安全と秩序を維持するために必要な活動

等をいう。 

３ 「支障が生ずるおそれがある」とは，公共の安全と秩序の維持のための活動等が

阻害され，若しくは適正に行われなくなり，又はその可能性がある場合をいう。 
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【運用】 

１ 本号に該当する情報は，公開することにより，犯罪の被疑者，参考人，情報提供

者の生命，身体等の保護に支障が生じたり，あるいは犯罪の予防，犯罪の捜査その

他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある場合に，これらを防止する

ため非公開とするものであるが，この目的を超えて必要以上に非公開の範囲を広げ

ることのないように注意しなければならない。 

２ 個人，法人等の違反歴，犯罪歴等については，第２号又は第３号で判断すべき問

題である。 

 

 

９－７  第９条第５号 

 

(5) 市と国，地方公共団体又は公共的団体との間における協議，協力，調査等に

より実施機関が作成し，又は取得した情報であって，公開することにより，市

と国，地方公共団体又は公共的団体との協力関係又は信頼関係が著しく損なわ

れると認められる情報 

 

【趣旨】 

市の事務には，その固有の事務事業のほかに，国及び他の地方公共団体又は公共

的団体（以下「国等」という。）との間の委任，依頼，協力等にかかわる事務もあ

る。このような国等との関係において実施される事務事業に関する情報を一方的に

公開すると，これら国等との現在及び将来にわたる継続的な協力関係又は信頼関係

が損なわれるおそれがあることから，そのような情報は非公開とした。 

【解釈】 

１ この号は，次の二つの要件で構成されている。 

(1) 市の機関と国等の機関との間の協議，協力，調査等に基づいて作成し，又は取

得した情報であること。 

(2) 公開することにより，国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれると認

められる情報であること。 

２ この号に該当するためには，協議，協力，調査その他表現や形式のいかんを問わ

ず，市と国等との協力関係に基づき，作成し，又は取得した情報であることを要す

る。 

３ 国等との間の協議等に基づき作成し，又は取得した情報であっても，すべてが非

公開となるものではなく，公開することにより国等との協力関係又は信頼関係を著

しく損なうおそれのあるものに限り非公開とすることができるものである。 

４ 「公共的団体」とは，法令等により設置された公社，公団，組合等のほか，公共

的活動を行うために設置された法人その他の団体をいう。 

５ 「協力関係又は信頼関係」とは，市と国等との間における当面の又は将来にわた

る継続的で包括的な協力関係又は信頼関係をいう。 

６ 「協力関係又は信頼関係が著しく損なわれるおそれのある情報」とは，次のよう
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なものが考えられる。 

(1) 本市から国等に依頼し，提供を受けた情報であって，公開することにより国等

との協力関係を著しく損なうおそれのあるもの 

(2) 国等が実施する調査等に際して作成し，又は取得した情報であって，国等にお

いて統一的に公表する必要のあるもの 

 

 

９－８  第９条第６号 

 

(6) 実施機関が行う監査，検査，徴税，交渉，争訟，試験，職員の身分取扱い，

用地買収計画等の事務事業に関する情報であって，公開することにより，当該

事務事業及び将来の同種の事務事業の公正かつ適正な執行又は意思形成に著し

い支障が生ずると認められるもの 

 

【趣旨】 

市が保有している情報の中には，監査，検査，徴税等の計画及び実施要領，争訟，

交渉の方針，試験の問題及び採点基準，職員の身分取扱い，用地買収計画その他の

情報があるが，これら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

の目的が損なわれると認められるもの，特定のものに不当な利益又は不利益が生ず

ると認められるもの，関係当事者の信頼関係を損なうと認められるもの又は当該事

務事業又は将来の同種の事務事業の公正かつ適正な執行に支障をきたすと認められ

るものは，非公開としたものである。 

【解釈】 

１ 本号は，次の二つの要件で構成されている。 

(1) 実施機関が行う監査，検査，徴税，交渉，争訟，試験，職員の身分取扱い，用

地買収計画等の事務事業に関する情報であること。 

(2) 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公正かつ

適正な執行又は意思形成に著しい支障が生ずると認められること。 

２ 「監査，検査」とは，「検査」が一定の目的をもって，独立した立場で，施設や

物件等を審査することをいい，「監査」とは，検査と同様の意味で用いられる場合

もあるが，ここでの相違は，監査があるものの行った経済活動やその計数的記録で

ある帳簿類を対象にしているのに対し，検査は，施設や物件等を対象にしていると

いう点である。 

３ 「交渉」とは，一定の取決めを目的とした話合いをいい，その種類としては，補

償・賠償に係る交渉，土地等の売買に係る交渉，労務交渉等が考えられる。 

４ 「争訟」とは，訴訟，行政不服審査法に基づく不服申立てをいう。 

５ 「試験」とは，資格試験，採用試験等をいう。 

６ 「職員」とは，市の職員をいい，特別職及び一般職をともに含み，常勤，非常勤

を問わない。 

７ 「身分取扱い」とは，採用選考，勤務評定，懲戒・分限処分，給与，報酬，諸手
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当，退職給付等をいう。 

８ 本号に例示されている事務事業は，本号により「公開しないことができる」情報

が含まれている典型的なものである。 

９ 例示の事務事業に関する情報であっても，そのすべてを非公開情報とするもので

はなく，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公正

かつ適正な執行又は意思形成に著しい支障が生ずると認められる情報に限って非公

開情報とするものである。 

10 「当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正かつ適正な執行又は意思形

成に著しい支障が生ずると認められるもの」を整理すると，次のとおりである。 

(1) 公開することにより，当該事務の目的が損なわれると認められる情報 

(2) 公開することにより，特定のものに不当な利益又は不利益が生ずると認められ

る情報 

(3) 公開することにより，事務の公正な執行を妨げるおそれのあるもの 

(4) 公開することにより，市の権利行使が著しく損なわれる情報 

(5) 公開することにより，経費が著しく増大し，事務事業の円滑な実施を困難にす

る情報又は実施の時期が大幅に遅れ，市民生活に著しく影響を及ぼす情報 

(6) 公開することにより，関係当事者間における信頼関係が著しく損なわれ，その

結果，相手方の理解や協力が得にくくなるおそれのある情報 

(7) その他公開することにより，当該事務事業及び将来の同種の事務事業の公正か

つ適正な執行又は意思形成に著しい支障をきたすと認められる情報 

11 本号により請求に係る公文書を非公開とする場合は，漠然とした理由では足りず，

「著しい支障が生ずると認められる」ことを具体的に説明しなければならない。 

 

 

10  部分公開 

 

（部分公開） 

第10条 実施機関は，公開の請求に係る公文書に非公開情報が含まれている場合に

おいて，当該非公開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，公開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，当該非公開情報に係る部分以外の部分の公開（以下「部分公開」とい

う。）をしなければならない。 

２ 第７条の規定は，前項に規定する部分公開について準用する。 

 

【趣旨】 

１ 本条は，公文書を可能な限り公開しようという趣旨から，請求された公文書に，

非公開情報が記録されている場合において，その部分を除いた一部を公開すること

について定めたものである。 

２ 公開することができない情報とそれ以外の情報とが同一の公文書に記載されてい

る場合において，容易に，かつ，公開の請求の趣旨を損なわない程度に合理的に区
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分できるときは，当該公文書の全体を非公開とするのではなく，公開することがで

きない情報に係る部分（以下「非公開部分」という。）を除いて公開することとし

た。 

３ 平成11年条例第33号により，条例第９条各号列記以外の部分において第９条各号

に定める情報を「非公開情報」と言い換えたことに伴い，本条においても文言の整

理をした。 

４ 第２項は，本条の部分公開に，第７条の公開決定期間，決定通知，公開期間の延

長，部分公開とした具体的理由の記載，審査請求の教示，非公開決定とみなすこと

ができる場合及び公開請求に係る公文書に第三者に関する情報が含まれている場合

の取扱いについての規定を準用する旨を定めるものである。 

【解釈】 

１ 第１項関係 

(1) 「公開請求に係る公文書に，非公開情報が含まれている場合」とは，これらの

情報が，同一ページに記録されている場合のほか，２枚以上で構成されている公

文書の別の用紙に記録されている場合等をいう。 

(2) 「容易に区分して除くことができる」とは，非公開部分が記録されている状態

や，部分公開のために写しを作成する時間，費用等から総合的に判断し，容易に

可能なときをいう。 

(3) 「区分して除くことにより，公開請求の趣旨が損なわれることがない」とは，

請求の趣旨から判断し，請求者が知りたいと思う情報が，非公開部分を除いた残

りの部分から十分に知り得る程度に区分して除くことができる場合をいう。 

２ 第２項関係 

第７条の準用については，同条の解釈を参照 

【運用】 

１ 部分公開の判断 

部分公開か全部非公開かの判断は，前記の「趣旨」及び「解釈」によって行うこ

ととするが，「公開請求の趣旨」の判断に当たっては，請求書の記載内容によって

行うほか，これによっても不明確なときは，必要に応じて請求者に電話等で確認す

ることとする。 

２ 非公開部分を区分して除き公開する方法 

非公開部分を区分して除く方法は，その部分の記載方法，当該公文書のつづられ

方等によって個別具体的に判断するものであるが，おおむね次の方法によるものと

する。 

(1) 非公開部分とそれ以外の部分とが別の用紙に記載されているときは，非公開部

分を取りはずして，残りを公開する。 

(2) 非公開部分とそれ以外の部分が同一のページに記載されているときは，非公開

部分を覆って複写したもの又は該当するページのすべてを複写して，非公開部分

をマジック等で消した上で，さらにそれを複写したものをもって公開する。 

３ 公開請求に係る公文書が電磁的記録に記録されている場合は，印刷物に出力して

２の場合と同様に扱うものとする。 

４ 電磁的記録の部分公開 
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(1) 録音テープについては，当該録音テープに記録されている非公開情報を分離し

て消去した結果，残った部分のみを聴取してもなお請求者の請求の趣旨を損なわ

ない場合に部分公開するものとする。 

(2) コンピュータ等の出力装置を用いてディスプレイ等に出力できる電磁的記録は，

いったん印刷物として出力したものについて，非公開部分をマジック等で消し，

さらにそれを複写したものをもって公開するものとする。 

５ 第２項の運用については，第７条の運用を参照 

 

 

11  公益上の必要による公開 

 

（公益上の必要による公開） 

第11条 実施機関は，公開の請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合

であっても，公益上特に必要があると認めるときは，当該公文書を公開すること

ができる。 

 

【趣旨】 

本条は，第９条に規定する非公開情報であっても，公益上の観点から，公開する

ことができる場合があることについて定めるものである。 

【解釈】 

１ 実施機関は，公開・非公開の決定を行うに際し，請求された情報が第９条各号の

いずれかに該当すると認められる場合においても，当該非公開情報の規定によって

保護される利益と，公益上の必要性とを個別具体的に比較衡量し，なお後者が優っ

ていると認められる場合においては，当該情報を公開することができるものである。 

２ 平成11年条例第33号により第９条各号列記以外の部分が「非公開情報を除き，公

開しなければならない」とされたことに伴い，非公開情報であればすべて非公開と

いう解釈が成り立つことになる。しかし，非公開情報であっても公益上の理由によ

り公開しなければならないことがある。こうしたことから本条が設けられたもので

ある。 

３ 「公益上特に必要があると認めるとき」とは，人の生命，身体，生活又は財産等

を保護するために必要とされる場合をいう。 

【運用】 

本条の規定により公開するか否かの決定をするときは，当該非公開情報の規定に

よって保護される利益と，公益上の必要性とを個別具体的に比較衡量して判断され

るものである。 
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12  公文書の存否に関する情報 

 

（公文書の存否に関する情報） 

第12条 実施機関は，公開の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，生活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。 

 

【趣旨】 

本条は，公文書の公開請求に対し，特例として，一定の場合に限り，公文書の存

否を明らかにしない決定ができることを定めたものである。 

【解釈】 

「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，生

活又は名誉が侵害されると認められる場合」とは，例えば，多数の市に対して，特

定の個人に関する情報の有無を探索的に確認するための手段として，公文書の公開

請求をする場合であって，他市等の情報を総合的に判断し，また他の手段を用いれ

ば容易に当該個人の所在を知ることができるような場合をいう。 

【運用】 

本条は，「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」限定的に適用するものであり，また，個人を特定した上で特定の事項等につい

て公開請求された場合について適用されるものである。 

したがって，単に非公開決定をすれば足りるもの等に拡大して適用することは許

されない。 
 

 

13  公開等手数料及び費用負担 

 

（公開等手数料及び費用負担） 

第13条 この条例の規定に基づく公文書の公開に係る手数料は，無料とする。ただ

し，公文書の公開を受けるものが当該公開に係る公文書を営利目的で使用する場

合においては，別表第１に定める公開手数料を納付しなければならない。この場

合において，市長は，既納の公開手数料は，返還しないものとする。 

２  第５条の規定により公文書の公開の請求をして，公文書の写しの交付を受ける

ものは，別表第２の左欄に定める公文書の形態及び同表中欄に定める公開の方法

等により行われる同表右欄に定める写しの交付に係る費用を負担しなければなら

ない。 

３  第５条の規定により公文書の公開の請求をして，電磁的記録の公開を受けるも

のは，当該電磁的記録を出力するため特別に要した費用を負担しなければならな

い。この場合において，実施機関は，公開する旨の決定（部分公開を含む。）を

行う前に，当該費用の見積額を当該電磁的記録の請求者に通知しなければならな

い。 
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【趣旨】 

本条は，公開手数料は徴収しないが，当該公開された公文書を営利目的に使用す

る場合には公開手数料を徴収すること及び公文書の写しの交付を受ける場合並びに

電磁的記録を公開する場合の費用負担について規定したものである。 

【解釈】 

１ 第１項関係 

本項は，手数料を原則として無料とする旨を定めるものである。平成11年条例第

33号による改正前の国分寺市公文書の公開等に関する条例においては，１件名につ

き100円の閲覧手数料を徴収していたが，市民の知る権利の保障，市の市民に対す

る説明責任，他市における同様の条例で手数料を無料としている例が大多数を占め

ていること等を考慮して，無料とすることとしたものである。 

ただし，公開請求に係る公文書を営利を目的に利用するため請求する場合にまで

無料にする必要はないことから，このような場合には従来どおり１件名につき100

円の公開手数料を徴収することとした。 

２ 第２項関係 

(1) 本項は，公文書の公開の請求をして公文書の写しの交付を受けるものは，交付

に要する実費相当額を写しの交付に要する経費として負担する旨を定めるもので

ある。 

(2) 写しの交付に要する費用は，別表第２に定める金額を徴収する。具体的には，

公文書の形態とその公開の方法に応じて定められた写しの交付に要する経費を徴

収することとする。 

３ 第３項関係 

(1) 公文書公開に要する費用は，コピー代を除き，原則的に無料とするものであり，

電磁的記録であっても公開に要する費用は，無料とすることが原則である。しか

し，当市の電磁的記録は，委託会社に委託して処理しているものもあり，出力す

るために相当の費用が必要な場合がある。 

本項前段は，こうした場合に限って，電磁的記録を出力するため，特別に要し

た経費を当該請求者が負担しなければならない旨を定めるものである。 

(2) 「電磁的記録を出力するために特別に要した費用」とは，実施機関以外のもの

が保有するコンピュータ等を用いて電磁的記録を可視的なものとして公開するた

めに要した費用（写しの交付に要する経費を除く。）をいい，実施機関が保有す

るコンピュータ等を用いた場合は，費用（写しの交付に要する経費を除く。）は

要しないものである。 

(3) 本項後段は，前段の規定により出力するために要した費用を請求者に負担させ

る場合において，出力費用の見積額を公開決定又は部分公開決定をする前に請求

者に通知することにより，請求者に公開による利益と費用の負担という不利益と

を比較衡量する機会を与える趣旨から，実施機関に通知義務を課したものである。 

【運用】 

１ 上記の写しの交付及び手数料に要する費用は，原則として前納とし，その徴収は，

公文書公開窓口を担当する職員が行う。徴収の方法は，第７条の【運用】を参照の
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こと。 

２ 郵便による写しの請求の場合は，この郵送に係る郵便料金も徴収するものとする。

また，本条の規定により徴収する費用は，原則として，郵便小為替又は現金書留に

よる前納とし，切手による納入は認めない。 

３ 営利を目的とするか否かの判断は，公文書公開請求書の「目的欄」，「申請者」

欄等から総合的に判断するものとする。 

４ 実施機関以外のものが保有するコンピュータ等を用いて電磁的記録を可視的なも

のとして公開するため特別に要した費用は，公開を受けるものの負担となる。この

ことは，公開請求を受けるときに必ず説明するものとする。 

５ 電磁的記録を公開するに際し，出力するために要した経費を徴収しようとすると

きは，公開決定を行う前に当該費用の見積額を公開を受けるものにあらかじめ通知

し，公開を実施する前に納入させるものとする。 

６ 電磁的記録の出力費用を請求者に通知するときは，文書により通知するものとす

るが，速やかな公開を行うために，あらかじめ電話等により見積額を請求者に連絡

するよう努めるものとする。また，請求者において，公開による利益と費用を負担

する不利益との比較衡量の結果，当該請求を取り下げる場合は，文書によるものと

する。 

 

 

14  他の制度等との調整 

 

（他の制度等との調整） 

第14条 公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本，抄本その他の写しの交付について法

令又は他の条例の規定に定められている場合は，この条例は適用しない。 

 

【趣旨】 

本条は，公文書の閲覧等の手続が別に定められている場合については，この条例

を適用しないこととしたものである。 

【解釈】 

１ 第１項関係 

(1) この条例で対象になる公文書であっても，他の制度で閲覧等が認められ，所要

の手続が定められているものについては，この条例による閲覧等と別に定められ

ている閲覧等との間の調整を図る必要があることから，閲覧等の手続が別に定め

られている限りにおいて，この条例は適用しないこととした。ただし，法令又は

他の条例に基づく閲覧又は縦覧の期間を終了した公文書については，本条例を適

用する。 

(2) また，法令又は他の条例に定められた手続において，閲覧等の請求者の範囲，

閲覧等をすることができる公文書の範囲が限定されている場合には，定められた

範囲では当該手続となるが，それ以外ではこの条例が適用されることとなる。 

この場合において，次に掲げる事項について当該法令又は他の条例の趣旨を踏
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まえて判断し，公開等の決定を行うものとする。 

ア  法令又は他の条例が公文書の閲覧，縦覧等の期間以外の期間について公文書

の閲覧，縦覧等を禁止しているものであるかどうか 

イ  法令又は他の条例が対象者以外のものについて公文書の閲覧，縦覧等を禁止

しているものであるかどうか 

ウ  法令又は他の条例に規定する方法以外の方法による公文書の閲覧，縦覧等で

禁止しているものであるかどうか 

エ  法令又は他の条例に規定する事項以外の事項に係る公文書の閲覧，縦覧等を

禁止しているものであるかどうか 

【運用】 

１ 閲覧等が定められている場合の例としては，次のようなものがある。 

(1) 閲覧 

・住民基本台帳（住民基本台帳法第11条の２（個人又は法人の申出による住民

基本台帳の一部の写しの閲覧）） 

・道路台帳（道路法第28条（道路台帳）） 

・公共下水道台帳（下水道法第23条（公共下水道台帳）） 

・選挙人名簿の抄本（公職選挙法第28条の２（登録の確認及び政治活動を目的

とした選挙人名簿の抄本の閲覧）） 

・固定資産課税台帳（地方税法第382条の２（固定資産課税台帳の閲覧） 

(2) 縦覧 

・土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿（地方税法第416条（土地価格等

縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧）） 

・区画整理事業計画（土地区画整理法第20条（事業計画の縦覧及び意見書の処

理）） 

・開発基本計画の写し（国分寺市まちづくり条例第42条（開発基本計画の周知

等）） 

(3) 謄本，抄本その他の写しの交付・住民票の全部又は一部の写し（住民基本台

帳法第12条（本人等の請求による住民票の写し等の交付）） 

・戸籍の附票（住民基本台帳法第20条（戸籍の附票の写しの交付）） 

・印鑑登録証明書（国分寺市印鑑条例第17条（印鑑登録の証明）） 

・戸籍の謄本，抄本（戸籍法第10条（謄本等の交付請求）） 

・除かれた戸籍の謄本，抄本（戸籍法第12条の２（除籍簿の謄本等の交付請

求）） 

２ 法令又は他の条例の趣旨を踏まえて判断し，公開等の決定を行う場合は，次のよ

うな場合である。 

(1) 法令が請求者を限定している場合において，当該請求者以外のものから公開の

請求があったとき。 

（請求者を限定している例） 

・戸籍法第48条（受理又は不受理の証明書，届書等の閲覧等）の規定により届書

その他市長が受けた書類の閲覧（利害関係人で特別の理由のある場合） 

(2) 法令が閲覧等の期間を限定している場合において，当該期間外に公開の請求が
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あったとき。 

（閲覧等の期間を限定している例） 

・公職選挙法第192条（報告書の公表，保存及び閲覧）の規定による市長及び市

議会議員の選挙運動に関する収入及び支出の報告書（報告を受けた日から３年

間） 

(3) 法令が謄本，抄本その他の写しの交付の手続についてのみ定めている場合にお

いて，公文書の公開のうち閲覧の請求があったとき。 

（写しの交付の手続のみを定めている例） 

・戸籍法第10条の規定による戸籍の謄本，抄本の交付 

(4) 法令が特定の事項について公文書の閲覧，縦覧等について定めている場合にお

いて，それ以外の項目について公文書の公開請求があったとき。 

（閲覧に供する項目を定めている例） 

・住民基本台帳法第11条及び第11条の２の規定による閲覧（住民基本台帳の一部

の写しの閲覧） 

 

 

15  審理員に関する規定の適用除外 

 

（審理員に関する規定の適用除外） 

第15条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については，行政不

服審査法（平成26年法律第68号）第９条（審理員）第１項本文の規定は，適用し

ない。 

 

【趣旨】 

本条は，審査庁における審理員の指名等を定めた行政不服審査法第９条（審理

員）第１項本文の規定に関し，公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請

求については適用しないことを定めたものである。 

【解釈】 

公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については，本条例の第16

条において審査請求があった場合の手続を定めているため，行政不服審査法第９条

（審理員）第１項本文の規定による手続は適用しない。 

 

 

16  審査請求があった場合の手続 

 

（審査請求があった場合の手続） 

第16条 実施機関が行った公開決定等又は公開請求に係る不作為について不服のあ

るものは，行政不服審査法の規定に基づく審査請求をすることができる。 

２ 実施機関は，当該審査請求が不適法であるとき及び裁決で，審査請求の全部を
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認容し，当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとするとき（第三者が

当該公文書の公開に反対の意思を表明しているときを除く。）を除き，遅滞な

く，国分寺市情報公開・個人情報保護審査会設置条例（平成11年条例第35号）に

より設置された国分寺市情報公開・個人情報保護審査会（以下「審査会」とい

う。）に当該審査請求に対する裁決について諮問しなければならない。 

３ 実施機関は，前項の諮問をしたときは，次の各号に掲げるものに対し，諮問し

た旨を通知しなければならない。 

(1) 審査請求人及び参加人（行政不服審査法第13条（参加人）第４項に規定する

参加人をいう。以下この条において同じ。） 

(2) 公文書の公開を請求したもの（当該公文書の公開を請求したものが審査請求

人又は参加人である場合を除く。） 

(3) 当該審査請求に係る公開決定等について反対する意見書を提出した第三者

（当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。） 

４ 審査会は，第２項に規定する諮問が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。 

５ 実施機関は，審査会が第２項の規定による諮問に対する答申をしたときは，こ

れを尊重して，速やかに，当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。 

６ 第７条第９項の規定は，次の各号に掲げる裁決をする場合について準用する。 

(1) 公開決定等に対する第三者からの審査請求を却下し，又は棄却する裁決 

(2) 審査請求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（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明し

ている場合に限る。） 

 

【趣旨】 

本条は，公文書の公開請求に対する処分に不服がある場合の救済手続である審査

請求について規定したものである。 

【解釈】 

１ 平成11年条例第33号において条例の名称を「国分寺市情報公開条例」としたこと

及びこの審査会が個人情報保護条例に係る審査請求についての審査も行うことから，

審査会の名称を「国分寺市公文書公開審査会」から「国分寺市情報公開・個人情報

保護審査会」に改めた。 

２ 第１項関係 

「実施機関が行った公開決定等又は公開請求に係る不作為について不服のあるも

の」とは，次のものをいう。 

(1) 実施機関が行った公文書公開請求に対する非公開決定に不服のあるもの 

(2) 実施機関が行った公文書公開請求に対する部分公開決定に不服のあるもの 

 (3) 第７条第９項後段による通知を受けた第三者 

３ 第２項関係 

「審査請求が不適法であるとき」とは，行政不服審査法に基づく審査請求が，審

査の結果，審査請求人適格又は請求期間の徒過等の要件不備により却下される場合
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をいう。 

４ 第４項関係 

「努めなければならない」とは，審査会が60日以内に諮問に係る答申を実施機関

に提出すべきであるという努力義務を規定したもので，当該答申が60日を超えて提

出された場合において，当該答申が違法性を帯びるということではない。 

５ 第５項関係 

「これを尊重して」とは，実施機関は審査会の答申に法的に拘束されるものでは

ないが，審査会の設置の趣旨からすると，審査会の答申を最大限尊重しなければな

らないことをいう。 

【運用】 

審査請求から決定に至る手続は，次のとおり行う。 

１ 審査会への諮問 

(1) 公文書の公開の決定について審査請求をしようとするものは，所定の事項を記

載した審査請求書を公文書公開窓口に提出するものとする。 

(2) 審査請求書の提出があったときは，公文書公開窓口の職員は，審査請求の所管

課の職員を窓口に呼び，当該審査請求書に行政不服審査法第19条（審査請求書の

提出）第２項又は第３項に規定する必要的記載事項が記載されているかどうかを

当該所管課の職員に確認させるものとする。 

(3) 形式上の要件に適合しない審査請求については，速やかに，当該審査請求をし

た者に対し，相当の期間を定めてその補正を求めるものとする。補正が必要のな

いものについては，当該審査請求を受け付けるものとする。 

(4) 実施機関は，当該審査請求が不適法であるとき及び非公開決定を取り消すとき

を除いては，諮問書に必要な資料（請求書，決定通知書，非公開等理由説明書，

審査請求書等）を添えて，審査会に諮問する。 

(5) 実施機関は，審査会に諮問したときは，審査請求人等に対し，諮問した旨を情

報公開・個人情報保護審査会諮問通知書（規則様式第８号）により通知しなけれ

ばならない。 

２ 第三者からの執行停止の申立て 

実施機関は，審査請求をした第三者からの申立てにより，行政不服審査法第25条

（執行停止）に基づき，必要に応じ，公文書公開の執行を停止するものとする。 

３ 審査請求に対する決定 

(1) 実施機関は，審査会から答申を受けたときは，その答申を尊重して，速やかに，

当該審査請求に対する決定を行わなければならない。この決定に際しては，事前

に情報管理課長と合議するものとする。 

(2) 公文書公開窓口の職員は，審査会が審査請求に係る答申をしたときは，国分寺

市情報公開・個人情報保護審査会設置条例（平成11年条例第35号）第11条（答申

書の送付等）の規定に基づき，当該答申書の写しを審査請求人等に送付するもの

とする。 

(3) 実施機関は，審査請求に対する決定をしたときは，直ちに審査請求人に当該決

定を送付すること。 

なお，実施機関は，非公開（部分公開を含む。）とした原処分を取り消して，
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公開する場合には，審査請求に対する決定の送付と同時に，公文書の公開決定

（部分公開等を含む。）を行い，その旨を当該審査請求人に通知する。 

 

 

17  情報公開の総合的推進 

 

（情報公開の総合的推進） 

第17条 市長は，第２章に定める公文書の公開のほか，市民が市政に関する情報を

迅速かつ容易に得られるよう，情報提供及び情報公表の充実を図り，情報公開の

総合的な推進に努めるものとする。 

２ 市長は，市報その他の広域媒体の効果的な活用及び充実に努めるとともに，市

の刊行物その他の行政資料を広く市民の閲覧に供するものとする。 

 

【趣旨】 

本条は，市長にこの条例に基づく公文書公開制度によらない簡易な情報の提供等，

広い意味での総合的な情報公開の推進を図る責務を課し，市報等を有効に活用し，

市の刊行物等を広く市民の閲覧に供するよう定めたものである。 

【解釈】 

１ 第１項関係 

(1) 本項は，請求による公文書の公開だけでなく，広い意味での総合的な情報公開

の推進を図る市長の責務を定めたものである。 

(2) 市民の行政への参加という面から見ると，公開請求を待たずに，広く一般に情

報が提供されることが大切であるので，実施機関は，適時に，使いやすい形で

様々な媒体を用いて積極的に行政情報を提供する施策の充実に努めるべきである。 

市長は，このような施策の充実を図るため，実施機関に協力を求め，要請して

いくことにより，本市における総合的な情報公開の推進が図られるようにしなけ

ればならない責務を負うものである。 

(3) 「情報提供」とは，実施機関が，公文書の公開請求がなくても，任意に，情報

の提供を行うことをいう。 

(4) 「情報公表」とは，実施機関が，法令等の定めにより，又は自主的に情報の公

表を行うことをいう。 

２ 第２項関係 

(1) 本項は，市長に市報などの活用及び充実に努め，市の刊行物等を広く市民の閲

覧に供する責務を課したものである。 

(2) 「市報その他の広域媒体の効果的な活用及び充実」とは，市報に限らず，提供

する情報の性質や量に応じてより効果的な手段によって，提供する情報の量的拡

充と質的向上を図ることをいう。 

(3) 「市の刊行物その他の行政資料を広く市民の閲覧に供する」とは，市が発行し

た刊行物や他の市などが発行した刊行物等を収集し，市民の閲覧に供することを

いう。 
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(4) 平成11年５月１日から第三庁舎一階に情報公開コーナーを設置し，市民の公募

により，オープナーと命名された（平成20年５月７日に第四庁舎附属棟に移設）。 

この情報公開コーナーでは，本市の各所管課が現在保有している各種調査結果，

計画書，審議会や委員会等の会議録や答申など（以下「市政情報」という。）を

集め，市民の閲覧に供するとともに，市政情報目録（市政情報に関する目録をい

う。）を作成し，市民の閲覧に供するものとする。 

 

 

18  運営に関する重要事項の諮問 

 

（運営に関する重要事項の諮問） 

第18条 実施機関は，この条例の運営に関する重要事項について，国分寺市情報公

開・個人情報保護審議会設置条例（平成11年条例第36号）により設置された国分

寺市情報公開・個人情報保護審議会に諮問することができる。 

 

【趣旨】 

１ 平成11年条例第36号により国分寺市情報公開・個人情報保護審議会（以下「個人

情報保護審議会」という。）が設置されたことに伴い，情報公開制度の運営に関す

る重要事項について個人情報保護審議会に諮問できる旨を定めるものである。 

２ この個人情報保護審議会は，審査会と同様に，本市の情報公開制度だけでなく，

個人情報保護制度についても，その運営面での諸問題等について審議するものであ

る。 

【解釈】 

「この条例の運営に関する重要事項」とは，公文書公開，情報提供，情報公表を

含む広い意味での情報公開制度に関する重要事項を指す。 

実施機関が個人情報保護審議会に諮問する内容としては，例えば，実施機関によ

る任意的な情報提供ができる情報の範囲，情報公開コーナーの運営のあり方，文書

管理のあり方，電磁的記録の取り扱い方等が考えられる。 

 

 

19  公文書の管理 

 

（公文書の管理） 

第19条 実施機関は，この条例の適正かつ円滑な運営に資するため，公文書を適正

に管理しなければならない。 

２ 実施機関は，公文書の分類，作成，保存及び廃棄等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。 

 

【趣旨】 
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情報公開条例の前文には，市民の知る権利の保障と行政の説明責任とが明記され

ている。本条は，これに対応して，実施機関に公文書を適正に管理する責務及び公

文書の分類，作成，保存及び廃棄等に関する定めを設け，一般の閲覧に供する責務

を課したものである。 

【解釈】 

１ 第１項関係 

(1) 本項は，公文書は，市民と市との共有財産であり，実施機関が作成した公文書

が適正に管理されることも必要であることから実施機関に公文書を適正に管理す

る責務を課したものである。 

(2) 「この条例の適正かつ円滑な運営」とは，市民の知る権利が実効性あるものと

して保障され，かつ，行政の説明責任が十分果たされるよう運営されることをい

う。 

２ 第２項関係 

(1) 「公文書の分類」とは，国分寺市文書管理規則（平成12年規則第30号。以下

「文書管理規則」という。）第12条に規定する「文書分類基準表」により，公文

書をそれぞれの公文書の性質に応じ分類し，内容に応じ保存年限を定め，区分す

ることをいう。 

(2) 「作成」とは，文書管理規則第３条第１項「…市民に説明する責務を有するこ

とを念頭において，…必ず文書等を作成しなければならない。」として義務化さ

れているものであり，同条第２項の規定も含め，市民に対する行政の説明責任を

全うするために，市の施策の決定過程から実施結果に至るまでの流れが明確にさ

れることはもちろんのこと，決定までの経過も含め，場面に応じた公文書が存在

し，市民がいつでも知ることができるようにしておくことである。 

(3) 「保存」とは，公文書を文書管理規則に定める所定の手続をとった上で，，統

括文書管理者が管理する所定の場所に保存することをいう。 

(4) 「廃棄」とは，保存期間が満了した公文書を文書管理規則に定める所定の手続

をとった上で，適正に廃棄し，あわせて，当該廃棄した旨を記録しておくことを

いう。 

(5) 「一般の閲覧に供する」とは，情報公開コーナー（オープナー）に文書管理規

則に定めるような公文書の分類，作成，保存，廃棄に係る定めを備えおき，市民

が知りたいときに，いつでも見られる状態にしておくことをいう。 

 

 

20  検索資料の作成等 

 

（検索資料の作成等） 

第20条 実施機関は，公文書の検索に必要な資料を作成し，一般の利用に供するも

のとする。 

 

【趣旨】 
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本条は，公文書の目録作成等に関する実施機関の責務について定めたものである。 

【運用】 

「公文書の検索に必要な資料」とは，公文書の収受・起案の際に作成される公文

書目録などをいい，公文書検索システム等により一般の利用に供するものとする。 

 

 

21  実施状況の公表 

 

（実施状況の公表） 

第21条 市長は，毎年１回，各実施機関の公文書の公開についての実施状況を公表

しなければならない。 

 

【趣旨】 

本条は，この条例の運用状況の公表について定めるものである。 

【運用】 

１ 本条例に規定する公文書の公開について必要な措置が適時に講じられるようにす

るためには，市長が情報公開条例に基づく公文書の公開の実施状況を的確に把握し，

これを広く公表することが効果的であるので，実施状況の公表を行うこととした。 

２ 本条の運用状況の公表は，おおむね次のとおりとする。 

(1) 公表事項 

ア 公文書の公開の請求件数 

イ 公文書の公開を決定した件数 

ウ 公文書の部分公開を決定した件数 

エ 公文書の非公開を決定した件数 

オ 審査請求の件数 

カ 審査請求の処理状況 

(2) 公表の方法 

  国分寺市長が行う情報公開事務に関する規則（平成12年規則第３号）第10条の

規定どおり，国分寺市掲示場に掲示するとともに，市報に掲載することで公表す

る。 

 

 

22  指定管理者の情報公開 

 

（指定管理者の情報公開） 

第22条 公の施設（地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条（公の施設）第１

項に規定するものをいう。以下同じ｡）を管理する指定管理者（同法第244条の２

（公の施設の設置，管理及び廃止）第３項に規定するものをいう。以下同じ。）

は，当該公の施設の管理の業務に関する情報公開を行うためこの条例と同様の措
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置を講ずるものとする。 

２ 指定管理者を指定した実施機関は，当該指定管理者に対し，前項に定める必要

な措置を講ずるよう指導・助言するものとする。 

 

【趣旨】 

国分寺市公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例（平成17年条例第

31号）第８条（管理の基準）第３項と本条項によって指定管理者が指定管理業務に

おいて取り扱う情報の公開について，実施機関と同様の措置を求める旨を定めたも

のである。 

【解釈】 

１ 第１項関係 

(1) 「公の施設」とは，普通地方公共団体が住民の福祉を推進する目的をもってそ

の利用に供するための施設（地方自治法第244条）であり，公民館・図書館・地

域センター・スポーツセンター等をいう。 

(2) 「指定管理者」とは，普通地方公共団体が公の施設の目的を効果的に達成する

ために必要があると認める場合，公の施設の管理を行わせる法人その他の団体を

いう。 

(3) 公の施設の管理を行う指定管理者は，その施設の指定管理業務協定期間中の文

書等（指定管理業務を行う上で作成し，又は取得した文書，図画，写真，フィル

ム及び電磁的記録）については，指定管理者において，市と同様の取扱いを行う

こととなる。このことから，指定管理者が行う情報公開についても「条例と同様

の措置」を講ずるものとする。 

(4) 「条例と同様の措置」とは，指定管理業務における情報公開の取扱いについて

は，指定管理者が条例と同様の要綱等を制定するなど，適切な情報公開を行うた

めの措置を講ずることをいう。 

指定管理者は，公の施設の管理運営に関し適切な個人情報の収集・維持管理及

び適切な文書管理並びに情報の公表・公開が求められることから，次条の全額出

資法人において規定する「この条例の趣旨にのっとり必要な措置を講ずる」旨の

取扱い以上に，実施機関の情報公開条例と同様の基準を設けることを指定管理者

に求めるものとする。 

２ 第２項関係 

「必要な措置を講ずるよう指導・助言する。」とは，実施機関から条例と同内容

の要綱案を提示することにより，指定管理者が情報公開の要綱等を制定し，適切な

情報公開の措置が講ぜられるよう必要な指導・助言を行うことをいう。 

【運用】 

指定管理者においては，公の施設の管理業務に関する情報公開を行う上で，実施

機関の条例と同様の措置を講じ，実施機関と同様の情報公開を実施することとなる

が，文書公開を請求したものは，指定管理者の非公開等の決定について，行政不服

審査法の規定に基づく審査請求ができない。 

そのような場合，実施機関は，請求者に対して，何らかの救済措置を講じなけれ
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ばならない。 

具体的には，指定管理者に当該指定管理業務に係る情報の公開を請求した者が当

該指定管理者の決定に不服があるときは，国分寺市公の施設の指定管理者の情報の

公開等に係るあっせんに関する規程（平成17年訓令第８号）に基づき，実施機関に

対してあっせんの申出を行うこととなる。申出を受けた実施機関は，その決定につ

いて審査会の意見等も考慮し，当該指定管理者に対しあっせんを行う。また，実施

機関は，あっせんの結果をあっせんを申し出たものに通知するものとする。 

 

 

23  全額出資法人等の情報公開 

 

（全額出資法人等の情報公開） 

第23条 市が全額出資（出えんを含む。）している法人（以下「全額出資法人」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に必要な措置を講

ずるものとする。 

２ 市長は，全額出資法人に対し，前項に定める必要な措置を講ずるよう指導・助

言するものとする。 

３ 市長は，市が事業運営費等を助成している公共的団体及び市が加入する一部事

務組合（以下「公共的団体等」という。）に対し，その性格及び業務内容に応

じ，当該公共的団体等に情報の公開が推進されるよう協力を要請するものとす

る。 

 

【趣旨】 

本条は，情報公開に関し，全額出資法人については市に準じた措置をとること，

また，市長は，これを指導しなければならないこと並びに補助団体及び一部事務組

合に対して情報公開について協力することを要請することを定めるものである。 

【解釈】 

１ 第１項関係 

(1) 全額出資法人といえども，法律上は，市とは人格を異にする団体であり，団体

自身の自主的な意思決定が尊重されるべきである。 

市が一般の市民の事業活動等について，原則的には干渉できないと同様に，法

人格を異にする団体の事業活動についても，条例により規定することは原則的に

できないところである。 

このような団体に市の条例を適用することは，法律に特段の定めがない現状に

おいては，条例制定権の範囲を超えた越権行為ともなりかねないが，反面，全額

出資法人については，このような市と一般の市民との関係と同視できないほど密

接な関係を有していることから，市として現状で可能な措置を考慮し，本条にお

いて市と同様な措置がとられるよう当該団体において，必要な措置を講じてもら

うものとした。 

(2) 「市が全額出資（出えんを含む。）している法人」とは，東京都国分寺市土地
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開発公社及び財団法人国分寺市健康福祉サービス協会である。 

(3) 「この条例の趣旨にのっとり，情報公開を行うために必要な措置」とは，具体

的には，それぞれの法人において市の条例と同様の趣旨を持つ要綱を制定し，そ

れぞれの法人において情報公開を行うような措置をいう。 

２ 第２項関係 

「必要な措置を講ずるよう指導・助言する」とは，市から条例とほぼ同様の内容

を持つ要綱案を提示し，上記の全額出資法人において当該要綱を制定できるよう必

要な指導・助言を行うことをいう。 

３ 第３項関係 

(1) 「事業運営費等を助成している」とは，市がその公益上必要がある場合におい

て交付する補助金，負担金，利子補給金その他の給付金で相当の反対給付を受け

ないもの（以下「補助金等」という。）を給付していることをいう。 

(2) 「市が加入する一部事務組合」とは，東京市町村総合事務組合，東京都四市競

艇事業組合，東京都十一市競輪事業組合，浅川清流環境組合及び東京たま広域資

源循環組合をいう。 

(3) 「その性格及び業務内容に応じ……協力を要請するものとする」とは，市が事

業運営費等を助成している団体には，社会福祉法人から文化団体まで幅広い団体

が含まれており，また，法人格の有無や当該団体の事業における市とのかかわり

方も異なることから，全額出資法人のように市の条例と同様の措置を講ずるよう

求めることは適当ではない。 

また，一部事務組合は，それぞれ固有の情報公開制度を持つ近隣市が加入してい

ることから，本市の制度をそのまま一部事務組合において実施するよう要請するこ

ともできない。 

このような補助団体及び一部事務組合の特殊性を考慮して，情報の公開について

もそれぞれに応じた協力が得られるよう要請することとしたものである。 

【運用】 

１ 全額出資法人については，解釈１で述べたような措置を講じてもらい，市に準じ

た情報公開を実施してもらうが，この措置については，前条に規定する指定管理者

と同様に，当該法人の決定に対して審査請求ができないことから，全額出資法人に

情報の公開を請求した者が当該法人の決定に不服があるときは，全額出資法人の情

報の公開等に係るあっせんに関する規程（平成12年訓令第４号）に基づき，市長に

対してあっせんの申出をしてもらい，その申出を受けて，市長は，審査会の意見等

も考慮し，当該法人に対し再考を促す指導をする。そして，市長は，あっせんの結

果をあっせんを申し出たものに通知することとした。 

２ 市が事業運営費等を助成している団体に対し，協力を要請することのなかには，

当該団体の補助金等に関する文書で市が管理していない文書について，地方自治法

（昭和22年法律第67号）第221条（予算の執行に関する長の調査権）第２項の規定

に基づき報告を求め，当該報告に係る求めに応じて提出された文書を公開する措置

を含むものと解する。 

３ 市から事業運営費等の助成を受けている団体に関し，当該団体の補助金等に係る

文書（当該補助金等に関する事務を所管する実施機関において当該文書を保有して
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いない場合に限る。）について公開請求があったときは，市長は，地方自治法第

221条第２項の定めるところにより，当該団体から当該文書を取得することにより

公開するものとする。 

 

 

24  委任 

 

（委任） 

 第24条 この条例の施行に関し必要な事項は，実施機関が別に定める。 

 

【趣旨】 

本条は，この条例の施行に関し必要な実施細目は，各実施機関がそれぞれ別に定

めることとしたものである。 

【運用】 

教育委員会，選挙管理委員会，農業委員会，固定資産評価審査委員会，監査委員，

及び議会の実施機関ごとに，それぞれ規則等によって，国分寺市長が行う情報公開

事務に関する規則（平成12年規則第３号）を準用する旨の規定が置かれている。 

 

 

附則   

 

附 則 

 略 

 

 

 

別表   

 

別表第１（第13条関係） 

公 開 の 方 法 金 額 

営利目的による閲覧 １件名につき100円 

営利目的による聴取又は視聴 １件名につき100円 

別表第２（第８条，第13条関係） 

公文書の形態 公開の方法等 写しの交付に係る費

用 公開の方法 写しの交付方法 

文書，図画，写真等 閲覧 複写機により複写した

ものを交付（写真は，

単色刷り １枚につ

き10円 
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ネガフィルムによる焼

増しは，行わない。） 

多色刷り １枚につ

き50円 

フィルム 映画，スライ

ドその他のフ

ィルム 

視聴 行わない  

マイクロフィ

ルム 

印刷物として出力し

たものの閲覧 

閲覧に供したものを交

付 

単色刷り １枚につ

き10円 

多色刷り １枚につ

き50円 

電磁的記

録 

ビデオテープ 視聴 行わない  

録音テープ 聴取 行わない  

実施機関が保

有する出力装

置に係るもの 

視聴（ディスプレイ

に出力したものの視

聴）又は閲覧（印刷

物として出力したも

のの閲覧） 

印刷物として出力した

ものを交付 

単色刷り １枚につ

き10円 

多色刷り １枚につ

き50円 

実施機関以外

のものが保有

する出力装置

に係るもの 

印刷物として出力し

たものの閲覧 

印刷物として出力した

ものを交付 

単色刷り １枚につ

き10円 

多色刷り １枚につ

き50円 

備考 

１ 写しの交付を行う際は，原則として，日本工業規格Ａ列４版による用紙を用いるものとし，こ

れを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は，日本工業規格Ａ列４版による用紙を用いた

場合の枚数に換算して算定する。 

２ 郵便により写しを交付する場合は，写しに要する費用に併せ，当該郵便料金を徴収する。 
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国分寺市情報公開条例 

平成11年12月27日 

条例第33号 

国分寺市公文書の公開等に関する条例（昭和63年条例第28号）の全部を改正する。 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条―第４条） 

第２章 公文書の公開（第５条―第14条） 

第３章 救済手続（第15条・第16条） 

第４章 情報公開の総合的推進（第17条） 

第５章 補則（第18条―第24条） 

附則 

日本国憲法が保障する地方自治は，市の政治，行政が市民の意思に基づいて行われ，市民がそ

の政治的自覚に基づいて市の政治を自ら行うものである。 

このような地方自治を推進していくためには，市民が行政に参加する必要がある。そのために

は，市民に市の保有する情報を知る権利が保障されなければならず，市は，その諸活動について

市民に説明する責任を果たす必要がある。 

また，個人の尊重についての憲法上の権利は，知る権利の基本原則を構成するものであり，個

人の尊厳を確保するためには，市民個人の情報が保護されなければならない。 

よって，国分寺市は，個人の情報を最大限に保護しつつ，市の保有する情報を広く公開するこ

とにより，市民の知る権利を保障し，個人の尊厳の確保及び民主的で信頼される開かれた市政の

健全な発展を目指すために，次の基本原則を確認し，この条例を制定する。 

１ 情報公開の原則 民主的市政を推進するために，市が保有する情報は，公開しなければなら

ない。 

２ 個人の情報の保護の原則 個人の尊厳を守るために，市が保有する個人の情報の保護は，確

保されなければならない。 

３ 迅速な公開の原則 市の保有する情報は，簡易な手続で迅速に市民に公開されなければなら

ない。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は，市が保有する公文書の公開を求める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，もって透明で開かれた市政を推進することを目的

とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「実施機関」とは，市長，教育委員会，選挙管理委員会，農業委員会，
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固定資産評価審査委員会，監査委員及び議会をいう。 

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，当該実施機関が管理しているものをいう。ただし，次に掲げる

ものを除く。 

(1) 官報，新聞，雑誌，書籍等一般に入手することができるもの又は図書館等一般に利用す

ることができる施設において，閲覧等の方法により提供されているもの 

(2) 歴史的又は文化的な資料として特別に保有しているもので，国分寺市文化財展示施設条

例（昭和55年条例第21号）に規定する施設において保存又は展示されているもの 

３ この条例において，「公文書の公開」とは，公文書を閲覧若しくは視聴に供し，又は公文書

の写しを交付することをいう。 

（平成17年条例第６号・平成26年条例第41号・一部改正） 

（実施機関等の責務） 

第３条 実施機関は，この条例を解釈し，運用するに当たっては，前文に規定する市民の知る権

利及び市民に対する説明責任に留意し，かつ，市民個人に関する情報が保護され，濫用される

ことのないように最大限の配慮をしなければならない。 

２ 実施機関の職員は，所掌する事務を文書により処理しなければならない。また，必要とされ

る文書を作成せず，又は管理する文書を正当な理由なく廃棄等してはならない。 

（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しようとするものは，この条例の

目的に即し，適正に請求しなければならない。 

２ 公文書の公開を受けたものは，これによって得た情報を適正に使用しなければならず，濫用

することは許されない。 

（平成26年条例第41号・一部改正） 

第２章 公文書の公開 

（公開請求権） 

第５条 何人も，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。 

（公開の請求方法） 

第６条 公文書の公開を請求しようとするものは，実施機関に対して，次の各号のいずれかの方

法によりこれを行わなければならない。 

(1) 次項に規定する事項を記載した請求書を提出する方法 

(2) 電気通信回線を用いて次項に規定する事項に係る情報を実施機関の指定する情報システ

ム（国分寺市情報システムの管理運営に関する条例（平成17年条例第７号）第２条（定義）

第１号に規定する情報システムをいう。以下同じ。）へ送信する方法 
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２ 前項第１号の規定により記載し，又は同項第２号の規定により送信しなければならない事項

は，次のとおりとする。 

(1) 公文書の公開を請求しようと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その代表者の氏名 

(2) 公開の請求に係る公文書の名称又は内容 

(3) 前２号に掲げるもののほか，実施機関の定める事項 

３ 第１項第２号の方法により行われた請求は，送信された情報が同号に規定する情報システム

に記録されたときに当該実施機関に到達したものとみなす。ただし，当該情報が記録された日

が，国分寺市の休日に関する条例（平成元年条例第２号）第１条（国分寺市の休日）第１項に

規定する国分寺市の休日（以下「市の休日」という。）に当たるときは，市の休日の翌日とす

る。 

４ 実施機関は，第１項の規定により提出された請求書又は送信された情報に形式上の不備があ

ると認めるときは，請求を行ったもの（以下「請求者」という。）に，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，当該請求者に対し，補正の参考となる情報を提供

しなければならない。 

（平成17年条例第45号・平成26年条例第41号・一部改正） 

（公開請求に対する決定） 

第７条 実施機関は，前条第１項に規定する請求を受けたときは，当該受けた日の翌日（当該翌

日が市の休日に当たるときは，市の休日の翌日。以下同じ。）から起算して７日以内に，当該

請求に係る公文書を公開するか否かの決定（以下「公開決定等」という。）をしなければなら

ない。 

２ 実施機関は，公開決定等をしたときは，請求者に対し，速やかに，書面によりその旨を通知

しなければならない。 

３ 実施機関は，第１項に規定する期間内に公開決定等をすることができないことにつきやむを

得ない理由があるときは，前条に規定する請求書を受けた日の翌日から起算して30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，当該延長の理由を

請求者に通知しなければならない。 

４ 実施機関は，第１項の場合において，公文書を公開しない旨の決定（第12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。以下同じ。）

をするときは，書面によりその理由を具体的に示さなければならない。この場合において，当

該公文書に記録されている情報が，第９条各号に掲げる情報に該当し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，その期日を当該書面に記載しなければならない。 

５ 前項の決定に係る書面には，当該決定に対し，審査請求をすることができる旨並びに審査請

求をすべき行政庁及び審査請求をすることができる期間を明記しなければならない。 

６ 実施機関が第１項に規定する期間（第３項の規定により当該期間が延長された場合にあって
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は，当該延長後の期間）内に公開決定等をしないときは，請求者は，実施機関が公文書を公開

しないこととする決定をしたものとみなすことができる。 

７ 実施機関は，第１項に規定する決定を行う場合において，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に意見書を提出する機会を与える

ことができる。 

８ 実施機関は，次の各号のいずれかに該当するときは，公文書を公開する旨の決定に先立ち，

当該第三者に対し，請求に係る情報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，

当該第三者に意見書を提出する機会を与えなければならない。 

(1) 公開しようとする公文書に第９条第２号ただし書に規定する情報が記載されていると認

められるとき。 

(2) 公開しようとする公文書に第９条第３号ただし書に規定する情報が記載されていると認

められるとき。 

９ 実施機関は，前２項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公

開に反対の意思を表明をした場合において，公開する旨の決定をするときは，当該公開決定の

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

びに公開をする日を書面により通知しなければならない。 

（平成17年条例第45号・平成26年条例第41号・平成27年条例第54号・一部改正） 

（公開の方法） 

第８条 公文書の公開は，実施機関が前条第２項の規定による通知書により指定する日時及び場

所において，別表第２に定める方法により行う。 

２ 実施機関は，公開の請求に係る公文書を直接公開することにより，当該公文書の保存に支障

が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

り公開することができる。 

（実施機関の公開義務） 

第９条 実施機関は，公開の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

公開情報」という。）が記録されているときを除き，公開しなければならない。 

(1) 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公開することがで

きないと認められる情報 

(2) 個人の思想，信条，宗教，身体的特徴，家族構成，学歴，職歴，住所，所属団体，財産，

所得等の個人に関する情報（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，又はされ得るもののうち，一般に他人に知られたくないと望むこと

が正当であると認められる情報。ただし，人の生命，身体，生活又は財産を保護するために，

公開することが必要であると認められる情報を除く。 

(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
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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

人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位が明らかに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，又は生ずるおそれがある危害から人の生命，身

体，生活又は財産を保護するために，公開することが必要であると認められる情報を除く。 

(4) 公開することにより，人の生命，身体，財産又は社会的な地位の保護，犯罪の予防，行

政上の取締り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 

(5) 市と国，地方公共団体又は公共的団体との間における協議，協力，調査等により実施機

関が作成し，又は取得した情報であって，公開することにより，市と国，地方公共団体又は

公共的団体との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれると認められる情報 

(6) 実施機関が行う監査，検査，徴税，交渉，争訟，試験，職員の身分取扱い，用地買収計

画等の事務事業に関する情報であって，公開することにより，当該事務事業及び将来の同種

の事務事業の公正かつ適正な執行又は意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの 

（部分公開） 

第10条 実施機関は，公開の請求に係る公文書に非公開情報が含まれている場合において，当該

非公開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，公

開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，当該非公開情報に係る部分以外の

部分の公開（以下「部分公開」という。）をしなければならない。 

２ 第７条の規定は，前項に規定する部分公開について準用する。 

（公益上の必要による公開） 

第11条 実施機関は，公開の請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合であっても，

公益上特に必要があると認めるときは，当該公文書を公開することができる。 

（公文書の存否に関する情報） 

第12条 実施機関は，公開の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，生活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。 

（公開等手数料及び費用負担） 

第13条 この条例の規定に基づく公文書の公開に係る手数料は，無料とする。ただし，公文書の

公開を受けるものが当該公開に係る公文書を営利目的で使用する場合においては，別表第１に

定める公開手数料を納付しなければならない。この場合において，市長は，既納の公開手数料

は，返還しないものとする。 

２ 第５条の規定により公文書の公開の請求をして，公文書の写しの交付を受けるものは，別表

第２の左欄に定める公文書の形態及び同表中欄に定める公開の方法等により行われる同表右欄

に定める写しの交付に係る費用を負担しなければならない。 

３ 第５条の規定により公文書の公開の請求をして，電磁的記録の公開を受けるものは，当該電

磁的記録を出力するため特別に要した費用を負担しなければならない。この場合において，実
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施機関は，公開する旨の決定（部分公開を含む。）を行う前に，当該費用の見積額を当該電磁

的記録の請求者に通知しなければならない。 

（他の制度等との調整） 

第14条 公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本，抄本その他の写しの交付について法令又は他の条

例の規定に定められている場合は，この条例は適用しない。 

第３章 救済手続 

（審理員に関する規定の適用除外） 

第15条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については，行政不服審査法（平

成26年法律第68号）第９条（審理員）第１項本文の規定は，適用しない。 

（平成27年条例第54号・追加） 

（審査請求があった場合の手続） 

第16条 実施機関が行った公開決定等又は公開請求に係る不作為について不服のあるものは，行

政不服審査法の規定に基づく審査請求をすることができる。 

２ 実施機関は，当該審査請求が不適法であるとき及び裁決で，審査請求の全部を認容し，当該

審査請求に係る公文書の全部を公開することとするとき（第三者が当該公文書の公開に反対の

意思を表明しているときを除く。）を除き，遅滞なく，国分寺市情報公開・個人情報保護審査

会設置条例（平成11年条例第35号）により設置された国分寺市情報公開・個人情報保護審査会

（以下「審査会」という。）に当該審査請求に対する裁決について諮問しなければならない。 

３ 実施機関は，前項の諮問をしたときは，次の各号に掲げるものに対し，諮問した旨を通知し

なければならない。 

(1) 審査請求人及び参加人（行政不服審査法第13条（参加人）第４項に規定する参加人をい

う。以下この条において同じ。） 

(2) 公文書の公開を請求したもの（当該公文書の公開を請求したものが審査請求人又は参加

人である場合を除く。） 

(3) 当該審査請求に係る公開決定等について反対する意見書を提出した第三者（当該第三者

が審査請求人又は参加人である場合を除く。） 

４ 審査会は，第２項に規定する諮問が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。 

５ 実施機関は，審査会が第２項の規定による諮問に対する答申をしたときは，これを尊重して，

速やかに，当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。 

６ 第７条第９項の規定は，次の各号に掲げる裁決をする場合について準用する。 

(1) 公開決定等に対する第三者からの審査請求を却下し，又は棄却する裁決 

(2) 審査請求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

（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明している場合に限る。） 

（平成27年条例第54号・旧第15条繰下・一部改正） 
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第４章 情報公開の総合的推進 

（情報公開の総合的推進） 

第17条 市長は，第２章に定める公文書の公開のほか，市民が市政に関する情報を迅速かつ容易

に得られるよう，情報提供及び情報公表の充実を図り，情報公開の総合的な推進に努めるもの

とする。 

２ 市長は，市報その他の広域媒体の効果的な活用及び充実に努めるとともに，市の刊行物その

他の行政資料を広く市民の閲覧に供するものとする。 

（平成27年条例第54号・旧第16条繰下） 

第５章 補則 

（運営に関する重要事項の諮問） 

第18条 実施機関は，この条例の運営に関する重要事項について，国分寺市情報公開・個人情報

保護審議会設置条例（平成11年条例第36号）により設置された国分寺市情報公開・個人情報保

護審議会に諮問することができる。 

（平成27年条例第54号・旧第17条繰下） 

（公文書の管理） 

第19条 実施機関は，この条例の適正かつ円滑な運営に資するため，公文書を適正に管理しなけ

ればならない。 

２ 実施機関は，公文書の分類，作成，保存及び廃棄等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。 

（平成27年条例第54号・旧第18条繰下） 

（検索資料の作成等） 

第20条 実施機関は，公文書の検索に必要な資料を作成し，一般の利用に供するものとする。 

（平成27年条例第54号・旧第19条繰下） 

（実施状況の公表） 

第21条 市長は，毎年１回，各実施機関の公文書の公開についての実施状況を公表しなければな

らない。 

（平成27年条例第54号・旧第20条繰下） 

（指定管理者の情報公開） 

第22条 公の施設（地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条（公の施設）第１項に規定する

ものをいう。）を管理する指定管理者（同法第244条の２（公の施設の設置，管理及び廃止）

第３項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）は，当該公の施設の管理の業務に関する情

報公開を行うためこの条例と同様の措置を講ずるものとする。 

２ 指定管理者を指定した実施機関は，当該指定管理者に対し，前項に定める必要な措置を講ず

るよう指導・助言するものとする。 

（平成17年条例第31号・追加，平成27年条例第54号・旧第21条繰下） 
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（全額出資法人等の情報公開） 

第23条 市が全額出資（出えんを含む。）している法人（以下「全額出資法人」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に必要な措置を講ずるものとする。 

２ 市長は，全額出資法人に対し，前項に定める必要な措置を講ずるよう指導・助言するものと

する。 

３ 市長は，市が事業運営費等を助成している公共的団体及び市が加入する一部事務組合（以下

「公共的団体等」という。）に対し，その性格及び業務内容に応じ，当該公共的団体等に情報

の公開が推進されるよう協力を要請するものとする。 

（平成17年条例第31号・旧第21条繰下，平成27年条例第54号・旧第22条繰下） 

（委任） 

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は，実施機関が別に定める。 

（平成17年条例第31号・旧第22条繰下，平成27年条例第54号・旧第23条繰下） 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成12年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

以下略 

 

別表第１（第13条関係） 

公開の方法 金額 

営利目的による閲覧 １件名につき100円 

営利目的による聴取又は視聴 １件名につき100円 

 

別表第２（第８条，第13条関係） 

公文書の形態 公開の方法等 写しの交付に係る費用 

公開の方法 写しの交付方法 

文書，図画，写真等 閲覧 複写機により複写したものを

交付(写真は，ネガフィルム

に よ る 焼 増 し は ， 行 わ な

い。) 

単色刷り １ 枚 に つ

き10円 

多色刷り １ 枚 に つ

き50円 

フィルム 映画，スライドそ

の他のフィルム 
視聴 行わない   

マイクロフィルム 印刷物として出力したものの

閲覧 
閲覧に供したものを交付 単色刷り １ 枚 に つ

き10円 

多色刷り １ 枚 に つ

き50円 

電磁的記録 ビデオテープ 視覚 行わない   

録音テープ 聴取 行わない   

実施機関が保有す

る出力装置に係る

視聴(ディスプレイに出力し

たものの視聴)又は閲覧(印刷

印刷物として出力したものを

交付 
単色刷り １ 枚 に つ

き10円 
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もの 物として出力したものの閲

覧) 
多色刷り １ 枚 に つ

き50円 

実施機関以外のも

のが保有する出力

装置に係るもの 

印刷物として出力したものの

閲覧 
印刷物として出力したものを

交付 
単色刷り １ 枚 に つ

き10円 

多色刷り １ 枚 に つ

き50円 

 

備考 

１ 写しの交付を行う際は，原則として，日本工業規格A列４判による用紙を用いるものと

し，これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は，日本工業規格A列４判による

用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。 

２ 郵便により写しを交付する場合は，写しに要する費用に併せ，当該郵便料金を徴収す

る。 
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国分寺市長が行う情報公開事務に関する規則 

平成12年１月17日 

規則第３号 

国分寺市長が管理する公文書の公開等に関する規則（昭和63年規則第30号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規則は，国分寺市情報公開条例（平成11年条例第33号。以下「条例」という。）第

23条（委任）の規定に基づき，市長が行う情報公開事務について必要な事項を定めるものとす

る。 

（平成17年規則第52号・一部改正） 

（公開の請求） 

第２条 公文書の公開の請求は，条例第６条（公開の請求方法）第１項第１号の規定によるとき

は公文書公開請求書（様式第１号）により，同項第２号の規定によるときは公文書公開請求書

（電子申請用）（様式第１号の２）により行うものとする。 

（平成18年規則第４号・全改） 

（公開の決定通知等） 

第３条 条例第７条（公開請求に対する決定）第２項の規定により市長が公文書を公開するか否

かの決定（以下「公開決定等」という。）をしたときに請求者に通知する書面は，次の各号に

掲げる決定の区分に応じ，当該各号に定める通知書とする。 

(1) 公文書の公開をすることの決定 公文書公開決定通知書（様式第２号） 

(2) 条例第10条（部分公開）の規定による公文書の一部を公開をすることの決定 公文書部

分公開決定通知書（様式第３号） 

(3) 公文書の公開をしないことの決定 公文書非公開決定通知書（様式第４号） 

２ 市長は，条例第７条第３項の規定に基づき期間を延長した場合は，公開決定期間延長通知書

（様式第５号）により，公文書公開請求書を提出したものに通知するものとする。 

（第三者の意見聴取等） 

第４条 条例第７条第７項及び第８項の規定に基づき市長が第三者の意見を聴く場合の書類は，

公文書公開第三者意見照会書（様式第６号）とする。 

２ 条例第７条第９項の規定に基づき公文書の公開に反対の意思を表明した第三者に対し市長が

公開する旨の通知をする場合の書面は，公文書公開決定第三者通知書（様式第７号）とする。 

（公開の実施等） 

第５条 公文書の公開は，市長が指定する日時において，情報公開窓口等で行うものとする。 

２ 公文書の公開を行う場合において，閲覧後当該公文書の写しを交付するときの交付部数は，

請求があった公文書１件名につき１部とする。 
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３ 市長は，公文書の閲覧，視聴又は聴取（以下「閲覧等」という。）を受けるものが，当該閲

覧等に係る公文書を汚損し，又は破損するおそれがあると認めるときは，当該閲覧等の中止を

命ずることができる。 

（公開手数料等） 

第６条 条例第13条（公開等手数料及び費用負担）第１項ただし書に規定する公開手数料及び同

条第２項に規定する写しの交付に要する費用は，前納しなければならない。 

（諮問した旨の通知） 

第７条 条例第16条（審査請求があった場合の手続）第３項の規定に基づき同項各号に規定する

ものに対し諮問した旨を通知する書面は，情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書（様式第

８号）とする。 

（平成28年規則第23号・一部改正） 

（公文書の分類等に関する定め） 

第８条 市長は，条例第19条（公文書の管理）第２項の規定に基づき公文書の分類，作成，保存

及び廃棄等に関する定めを作成し，市民が利用しやすい場所に備え置くものとする。 

（平成28年規則第23号・一部改正） 

（検索に必要な資料） 

第９条 市長は，条例第20条（検索資料の作成等）の規定に基づき公文書の検索に必要な資料

（以下「検索資料」という。）を作成し，市民が利用しやすい場所に備え置くものとする。 

（平成28年規則第23号・一部改正） 

（実施状況の公表） 

第10条 市長は，条例第21条（実施状況の公表）の規定に基づき公文書の公開に係る実施状況を

国分寺市掲示場に提示するとともに，市報に掲載することにより公表する。 

（平成28年規則第23号・一部改正） 

（指定管理者の情報公開） 

第11条 市長は，条例第22条（指定管理者の情報公開）に規定する指定管理者（以下「指定管理

者」という。以下同じ。）が情報公開を行うために必要な措置を講ずることができるよう資料

の提供等により当該指定管理者に必要な情報を提供し，指定管理者において円滑に情報の公開

を行えるよう指導するものとする。 

２ 市長は，指定管理者が行う情報公開に係る非公開決定等について，請求者からあっせんの申

出があったときは，当該指定管理者に対し，適宜，指導・助言するものとする。 

（平成17年規則第52号・追加，平成28年規則第23号・一部改正） 

（全額出資法人の情報公開） 

第12条 市長は，条例第23条（全額出資法人等の情報公開）に規定する全額出資法人（以下「全

額出資法人」という。）が情報公開を行うために必要な措置を講ずることができるように，資
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料の提供等により当該全額出資法人に必要な情報を提供し，全額出資法人において円滑に情報

の公開を行えるよう指導するものとする。 

２ 市長は，全額出資法人が行う情報公開に係る非公開決定等について，請求者からあっせんの

申出があったときは，当該全額出資法人に対し，適宜，指導・助言するものとする。 

（平成17年規則第52号・旧第11条繰下・一部改正，平成28年規則第23号・一部改正） 

（委任） 

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。 

（平成17年規則第52号・旧第12条繰下） 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，平成12年４月１日から施行する。 

以下略 
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国分寺市情報公開条例 様式 

 

国分寺市長が行う情報公開事務に関する規則 

 国分寺市情報公開条例第 22条（委任）の規定に基づき，市長が行う情報公開事務につ

いて必要な事項を定める。 

 

様式番号 様式の名称 条例の規定 内容等 P 

第１号 

-１ 
公文書公開請求書 

６条１項 

実施機関「市長・教育委員会・議長・選

管・監査・農業委員会・固定資産評価審

査委員会」別に申請する。 

68 

第１号 

-２ 

公文書公開請求書 

（電子申請用） 
69 

第２号 公文書公開決定通知書 ７条２項 公文書を公開することの決定 70 

第３号 
公文書部分公開決定通知

書 
７条２項 公文書の一部を公開することの決定 71 

第４号 公文書非公開決定通知書 
７条２・４

項 
公文書の公開をしないことの決定 72 

第５号 
公文書公開決定期間延長

通知書 
７条３項 

条例第７条第３項の規定に基づき期間延

長した場合 
73 

第６号 
公文書公開第三者意見照

会書 

７条7・8

項 
第三者の意見を聴く場合 74 

別紙 
公文書公開請求に関する

意見書 
 第三者の意見聴取の回答 75 

第７号 
公文書公開決定第三者通

知書 
７条９項 

公文書公開に反対の意思を表明した第三

者に対し公開する旨の通知をする場合 
76 

第８号 
情報公開・個人情報保護

審査会諮問通知書 
15条３項 異議申し立てがあった場合 77 
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様式第１号（第２条関係） 

                       請求日       年 月 日  

 国分寺市長 殿 

 

                住 所(法人その他の団体にあっては，事務所又は事業所の所在地) 

 

            請求者                        

                氏 名(法人その他の団体にあっては，名称及び代表者の氏名) 

 

                                                   

                   

                電話番号          (         )                

 

   公文書公開請求書 

 

 国分寺市情報公開条例第６条第１項第１号の規定により，下記のとおり請求します。 

 

公文書の名称

又 は 内 容 

（公文書を特定することができるように，公文書の件名又はあなた

が知りたいと思う事項の内容を具体的に記載してください。） 

公開の方法区分 

(1) 公文書の閲覧 

(2) 公文書の視聴 

(3) 写しの交付 

ア（□窓口交付 □郵送希望) 

イ（□全部 □一部のみ) 

ウ（□単色刷り □多色刷り □一部のみ多色刷り） 

情報を使用する

目 的 

(1) 営利目的 

(2) 非営利目的 

処理欄 

（この欄には何

も記入しないで

ください。） 

担 当 課 
部              課 

備   考  
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様式第１号の２(第２条関係) 

請求日         年 月 日  

 国分寺市長  殿 

 

郵便番号                    

住 所                    

請求者  氏 名                    

電話番号     (    )          

E―MAILアドレス                 

  (法人その他の団体にあっては，事業所又は事

務所の所在地，名称及び代表者の氏名) 

 

   公文書公開請求書(電子申請用) 

 

 国分寺市情報公開条例第６条第１項第２号の規定により，下記のとおり請求しま

す。 

 

公文書の名称

又は内容 

  

公開の方法区

分 
(1) 公文書の閲覧 

(2) 公文書の視聴 

(3) 写しの交付 

 ア(□窓口交付 □郵送希望) 

 イ(□全部 □一部のみ) 

 ウ(□単色刷り □多色刷り □一部のみ多色刷り) 

情報を使用す

る目的 

・営利目的 ・非営利目的 

処理欄 
担当課 部      課 

備 考 
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様式第２号（第３条関係） 

                              第      号  

                              平成 年 月 日   

 ● ● ● ● 様 

 

                      国分寺市長 ● ● ● ● 印   

 

   公文書公開決定通知書 

 

 ●年●月●日付けで請求のあった公文書の公開については,次のとおり公開することに

決定したので，国分寺市情報公開条例第７条第２項の規定により通知します。 

公文書の件名

（名称又は内

容） 

 

公開の期日及

び場所 

               午前        午前 

     年  月  日        時から        時までの間に 

               午後         午後 

（                  ）にお越しください。 

 

 なお，当日御都合が悪い場合には，あらかじめその旨を電話等で情報

公開窓口まで御連絡ください。 

連 絡 欄  

情報公開窓口 
      部      課 電話 (042)325-0111 （内線  ） 

備考  

 お越しの際には，この通知書を係員に提示してください。 
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様式第３号（第３条関係） 

                              第      号  

                              平成 年 月 日  

 ● ● ● ● 様 

 

国分寺市長 ● ● ● ● 印   

 

   公文書部分公開決定通知書 

 

 平成●年●月●日付けで請求のあった公文書の公開については，次のとおりその一部

を公開することに決定したので，国分寺市情報公開条例第７条第２項の規定により通知

します。             

公文書の件名 

（名称又は内

容） 

  

公開すること

ができない部

分及び理由 

（公開することができない部分の概要） 

  

 国分寺市情報公開条例第９条第 号該当 

（理由） 

公開の期日及

び場所 

               午前        午前 
     年  月  日        時から         時までの間に 
               午後         午後 
（                  ）にお越しください。 

なお，当日御都合が悪い場合には，あらかじめその旨を電話等で情

報公開窓口まで御連絡ください。 

連 絡 欄  

情報公開窓口 部       課     電話 (042)325-0111 （内線    ） 
備考 お越しの際には，この通知書を係員に提示してください。 
この決定に不服があるときは，この決定があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内に，国分

寺市長に対して審査請求をすることができます（なお，この決定があったことを知った日の翌日から起算し
て３箇月以内であっても，この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができな
くなります。）。 
また，この決定については，この決定があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に，国分寺

市を被告として（訴訟において国分寺市を代表する者は国分寺市長となります。），処分の取消しの訴えを
提起することができます（なお，この決定があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内であって
も，この決定の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなりま
す。）。ただし，審査請求をした場合には，当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から
起算して６箇月以内に，処分の取消しの訴えを提起することができます（なお，審査請求に対する裁決があ
ったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内であっても，当該審査請求に対する裁決の翌日から起算
して１年を経過すると，処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 
なお，正当な理由があるときは，上記の期間及びこの決定（審査請求をした場合には，当該審査請求に対

する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても，審査請求及び処分の取消しの訴え
の提起が認められる場合があります。 
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様式第４号（第３条関係） 

                              第 号  

                              平成 年 月 日  

 ● ● ● ● 様 

 

国分寺市長 ● ● ● ● 印   

 

   公文書非公開決定通知書 

 

 平成●年●月●日付けで請求のあった公文書の公開については，公開しないことと決

定したので，国分寺市情報公開条例第７条第２項及び第４項の規定により通知します。 

 

公文書の件名 

（名称又は内

容） 

  

公開すること

ができない理

由 

国分寺市情報公開条例第９条 号該当 

＊時限性公開 平成 年 月 日以降であれば当該公文書の（全部・一部）を公開す

ることができるので，同日以後改めて公開の請求をしてください。 

情報公開窓口   部    課 電話 (042)325-0111（内線    ） 

備考  

＊印は，当該公文書を公開しない理由がなくなる期限をあらかじめ明示できる場合に記入し
てあります。 
この決定に不服があるときは，この決定があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内

に，国分寺市長に対して審査請求をすることができます（なお，この決定があったことを知った日
の翌日から起算して３箇月以内であっても，この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると審
査請求をすることができなくなります。）。 

また，この決定については，この決定があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内
に，国分寺市を被告として（訴訟において国分寺市を代表する者は国分寺市長となります。），処
分の取消しの訴えを提起することができます（なお，この決定があったことを知った日の翌日から
起算して６箇月以内であっても，この決定の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴
えを提起することができなくなります。）。ただし，審査請求をした場合には，当該審査請求に対
する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に，処分の取消しの訴えを提起す
ることができます（なお，審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６箇
月以内であっても，当該審査請求に対する裁決の翌日から起算して１年を経過すると，処分の取消
しの訴えを提起することができなくなります。）。 

なお，正当な理由があるときは，上記の期間及びこの決定（審査請求をした場合には，当該審査
請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても，審査請求及び処
分の取消しの訴えの提起が認められる場合があります。 
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様式第５号（第３条関係） 

                               第      号  

                               平成 年 月 日  

 ● ● ● ● 様 

 

                        国分寺市 ● ● ● ● 印   

 

   公文書公開決定期間延長通知書 

 

 ●年●月●日付けで請求のあった公文書の公開については，国分寺市情報公開条例第

７条第３項の規定により，公開の可否の決定を延長したので通知します。 

 なお，決定を行ったときは，速やかに通知します。 

公文書の件名

又は内容 

  

延長の理由   

決定すること

ができる期日 
      年  月  日 

情報公開窓口     部    課 

 電話 (042）325-0111（内線  ） 
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様式第６号（第４条関係） 

                              第      号  

                              平成 年 月 日  

 ● ● ● ● 様 

 

                      国分寺市長 ● ● ● ● 印   

 

   公文書公開第三者意見照会書 

 

 国分寺市情報公開条例第６条の規定に基づき●年●月●日付けで公開請求された公文

書に               に関する下記のような情報が記録されています。 

 つきましては，当該公文書を公開するか否かの決定を行うに際し参考とするため，同

条例第７条第７項・第８項の規定により，当該公文書の公開請求に関する御意見を別紙

公文書公開請求に関する意見書により平成●年●月●日までに提出してくださるようお

願いします。 

請求のあった

公文書の件名 

  

情報の概要  

  

連 絡 欄  

情報公開窓口      部    課 

 電話 (042)325-0111 （内線  ） 
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別紙 

                            平成 年 月 日  

 国分寺市長 殿 

 

                     住 所                          

                     氏 名                          

                     電話番号                        

                   （法人その他の団体にあっては，事業 

                    所又は事務所の所在地，名称及び代 

                    表者の氏名を記入してください。） 

 

   公文書公開請求に関する意見書 

 ●年●月●日付けで照会のあった公文書の公開に関し，次のとおり回答しま

す。 

 （該当する番号を○で囲み，必要な事項を記入してください。） 

 １ 公開されても支障を生じない。 

 ２ 公開されると支障を生ずる。 

   （公開により支障を生ずる部分） 

 

 

   （支障を生ずる理由） 
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様式第７号（第４条関係） 

                               第      号  

                               平成 年 月 日  

 ● ● ● ● 様 

 

                       国分寺市長 ● ● ● ● 印   

 

   公文書公開決定第三者通知書 

 

 ●年●月●日付け第   号で意見の照会をいたしました公文書の公開請求について

下記のとおり公開することと決定しましたのでお知らせします。 

請求のあった

公文書の件名

又 は 内 容 

 

公文書を公開

す る こ と と

決 定 し た 日 

 ●年●月●日 

公 開 の 期 日  ●年●月●日 
午前 

午後 
  時から 

午前 

午後 
  時まで 

公開する理由  

情報公開窓口 
      部      課 

電話 (042)325―0111 (内線   ) 

備考 

  この決定に不服があるときは，この決定があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以
内に，国分寺市長に対して審査請求をすることができます（なお，この決定があったことを知
った日の翌日から起算して３箇月以内であっても，この決定の日の翌日から起算して１年を経
過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

  また，この決定については，この決定があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内
に，国分寺市を被告として（訴訟において国分寺市を代表する者は国分寺市長となりま
す。），処分の取消しの訴えを提起することができます（なお，この決定があったことを知っ
た日の翌日から起算して６箇月以内であっても，この決定の翌日から起算して１年を経過する
と処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし，審査請求をした場合
には，当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に，
処分の取消しの訴えを提起することができます（なお，審査請求に対する裁決があったことを
知った日の翌日から起算して６箇月以内であっても，当該審査請求に対する裁決の翌日から起
算して１年を経過すると，処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 

  なお，正当な理由があるときは，上記の期間及びこの決定（審査請求をした場合には，当該審査
請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても，審査請求及び処
分の取消しの訴えの提起が認められる場合があります。  

  審査請求については，上記の期間においてすることができますが，文書の公開が公開の期日欄の
日時に実施されますので，御注意ください。 
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様式第 8 号(第 7 条関係) 

                           第     号  

                        平成 年  月  日  

 ● ● ● ● 様 

 

                  国分寺市長 ● ● ● ● 印   

 

   情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書 

 

 ●年●月●日付けで受けた審査請求について，下記のとおり国分寺市情報公

開・個人情報保護審査会に諮問したので通知します。 

 なお，同審査会から答申があったときは，答申書の写しを送付いたします。 

審 査 請 求 に 

係る公文書の

件 名 

  

諮問をした日       年  月  日 

情報公開窓口 
      部      課 

電話 (042)325―0111 (内線   ) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国分寺市情報公開条例の 

解釈運用基準 
 

平成12年２月発行 

平成14年４月増刷 

平成16年４月増刷 

平成16年10月増刷 

平成17年４月改正 

平成1８年４月改正 

平成20年７月改正 

平成22年４月改正 

平成24年７月改正 

平成26年12月改正 

平成30年８月改正 

編集 国分寺市政策部情報管理課 

 

 


