
平成３０年度第２回木更津市行政不服審査会 会議録 
 
○開催日時：平成３０年９月２５日（火） 午前１０時００分から午前１１時４５分まで 
○開催場所：木更津市役所駅前庁舎８階会議室１ 
○出席者氏名 
  審査会委員：渡邉秀孝（会長）、井元岳史（副会長）、清水幸雄 
  木更津市：（事務局）総務部総務課 伊藤次長（兼総務課長）、北原主幹、中原主幹、 

渡辺主査、青木主任主事 
○公開非公開の別：非公開 
○傍聴人の数：０人 
 
○会議の内容 
中原主幹 委員の皆様、お待たせしました。定刻となりましたので、只今から平成３０年度 
第２回の木更津市行政不服審査会を開催したいと思います。 
私、本日司会を務めさせていただきます、木更津市総務部総務課の中原と申します。 

よろしくお願いいたします。 
はじめに会議の成立についてご報告を申し上げます。本審査会の会議ですが、行政不服

審査法施行条例第８条第２項の規定によりまして、全ての委員が出席しなければ開催す

ることはできないとされておりますが、皆様３名ご出席いただいておりますので、本日の

会議は成立しましたことをご報告申し上げます。 
  次に事務局の方から引き続きお伺いをさせていただきたいと思います。今回の審査会

でございますが、審査請求にかかる審議が予定されておりますので、本審査会につきまし

ては、会議の公開については、非公開とさせていただきたいと思いますが、よろしいでし

ょうか。 
委員一同 異議ありません。 
中原主幹 はい。それでは、本日の審査会につきまして、非公開とさせていただきます。 

        続きまして、資料の確認をさせていただきたいと思います。事前にお配りした資料から

ですが、まず次第が１枚、諮問書の写しが１部、審査請求人からの審査請求書が１枚ござ

います。続きまして、５月９日付けの弁明書が１部ございます。５月３０日付けの反論書

が１部、再弁明書が１枚、７月２５日付けの反論書が１枚、８月１４日付けの質問結果記

録書が１枚、８月２３日付けの審理員の意見書が１枚、事務処理マニュアルが１部、それ

から、参考資料として横浜市の行政不服審査会についての資料と７つの例規を付けさせ

ていただきました。 
  それでは、木更津市行政不服審査法施行条例第８条第１項の規定によりまして、会長が

議長になるということになっておりますので、渡邉会長が議長として以後の議事進行をお

願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 



渡邉会長 はい。規定によりまして議長を務めさせていただきます渡邉でございます。皆様、

ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 
次第にございますように、今回は諮問がございます。まずは、事務局の方から諮問をお

願いいたします。 
中原主幹 はい。諮問につきましては、伊藤事務局長の方から諮問の方をさせていただきま

す。なお、諮問書につきましては、お配りしている資料に諮問書の写しがありますので  

そちらをご覧ください。 
伊藤事務局長 それでは、私の方から諮問をさせていただきます。資料の方をご覧いただき

たいと思います。 
  木職第１３８号平成３０年９月５日木更津市行政不服審査会御中、審査庁木更津市長

渡辺芳邦、諮問書、保育料決定処分（平成３０年３月１日付け木子第１６９６号）に係る

審査請求について、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第４３条第１項の規定に

より、別紙のとおり諮問します。別紙の方をご覧いただきたいと存じます。 
  １審査請求に係る処分、処分年月日平成３０年３月１日（木子第１６９６号）、処分庁

木更津市長、被処分者〇〇〇〇、処分の概要平成３０年度分の保育料決定処分、２審査請

求、審査請求年月日平成３０年３月１３日、審査請求人〇〇〇〇、趣旨本件処分の取消し

を求める、３諮問の理由、本件処分の維持が適当と考えるため。 
私からは以上でございます。よろしくお願いいたします。 

渡邉会長 はい。ありがとうございます。渡辺市長からの諮問ということで、伊藤事務局長 
が代読され、当審査会は、諮問について承りました。 
では、この諮問の内容につきまして、事務局の方からご説明をお願いいたします。 

青木主任主事 はい。私より平成３０年９月５日付けで審査庁である木更津市長から諮問 
がございました。平成３０年３月１日付けの保育料決定処分に係る審査請求について、そ

の概要を説明させていただきたいと思います。 
  まず、はじめに本件処分の概要についてですが、本件処分は、審査請求人の子（次男） 
の保育園の入園に係る保育料の処分になります。 

  保育料の徴収処分の根拠といたしましては、木更津市保育園の設置及び管理に関する 
条例第７条第１項において、「保育園に入園した乳幼児の扶養義務者は、規則で定める額 
の保育料を納入しなければならない」と規定し、保護者に保育料の負担をしていただくと 
ともに、その保育料の額については、木更津市保育料等徴収規則の別表において、認可保 
育園に係る保育料の額を保護者の所得割額を合算した額やお子さんの年齢の区分などに 
応じて決定しております。 

  今回の審査請求人の主張といたしましては、審査請求書の「１ 審査請求に係る処分の 
内容」において、「保育料月額の件」との記載があり、また、同審査請求書の３（２）に 
おいて、「前回０円、今回３７，０００円 課税対象額に疑義がある為」との記載がござ 
います。 



「今回３７，０００円」というのが、本件処分に該当し、審査請求人の子（次男）に係 
る平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの保育料の月額になります。 
その保育料の算定につきましては、弁明書の３ページ目「Ⅱ 審査請求人の世帯におけ 

る保育料の決定について」の（１）及び（２）にございますが、改めて説明させていただ 
きます。 
本日お配りしました資料「木更津市保育料等徴収規則」の別表第２をご覧ください。 

  本件処分は、平成３０年４月１日を基準日として、その基準日において審査請求人の子 
（次男）の年齢は２歳であり、保護者のひと月あたりの就労時間から保育標準時間と認定 
し、また、保護者の市民税所得割額の合算額から、第７階層の３歳未満児、保育標準時間 
に該当し、保育料の月額は、３７，０００円となります。 

  「前回０円」というのは、審査請求人の子（次男）に係る平成２９年６月１日から平成 
２９年８月３１日までの保育料の月額となります。 

  この保育料の月額が異なる理由としては、保育料の算定に係る保護者の市民税所得割 
額が増加したこと、また、それに伴いまして保護者の所得割額が一定基準未満の多子世帯 
における保育料の軽減に該当しなくなったことが理由としてあげられます。 

  この別表第２でいいますと、次ページ以降に備考ということで記載がございます。この 
備考９以降、ページ数でいうと５ページの中段から下の方ですね、丁度５ページ目の真ん 
中辺りに表があり、その下から備考９がはじまりますが、以前審査請求人の子にかかる保

育料といたしましては、備考９の適用がございまして、保育料の額が軽減ということにな

っておりました。 
渡邉会長 備考９は、別表第２とあるページの次のページでしょうか。 
青木主任主事 ５ページ中段の表の下から備考９があり、ここがある一定の所得割額未満 
のお子様が２人以上いる世帯における保育料の軽減というものを定めております。 

  以前は、審査請求人の子の上のお子様が就学前の児童ということで、多子世帯というと 
ころの区分に該当となっていましたが、上のお子様が就学したこと、この世帯の所得割額 
が増加したことに伴って、備考９に該当しなくなったといったところで、保育料の月額が 
３７，０００円という軽減処分となっております。 

  以上が処分の概要となります。 
  続きまして、審理員による審理手続と、その結果についてですが、事前にお配りさせて 
いただきました諮問書の添付書類にございますとおり、弁明書及び反論書の提出がそれ 
ぞれ２回あり、その後に、行政不服審査法第３６条の規定に基づき、審理員から処分庁に 
対し、職権により、審査請求に係る事件に関し質問が行われた後に、審理手続を終結しま 
した。 

  審理員による審理の結果としましては、本件処分は、法令の規定に従い適正になされた 
ものであり、違法又は不当な点は認められないことから、本件処分の維持が適当と考える 
ため、行政不服審査法第４５条第２項の規定により、棄却されるべきとの主旨となってお 



ります。 
事務局からは以上になります。 

渡邉会長 はい。ありがとうございます。この諮問に対しまして、答申という形で当審査会 
は、回答を出していくわけですが、本日は内容について確認した上で、次回期日までに答

申案を作成し、次回期日では、その答申案について検討していければと思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。 
先ほど、事務局から弁明書を基に説明があったところですが、保育料の決定についてそ 

れが適当であったか、そうではなかったかが議論の対象となるところでありますが、形式

的に金額の方は決まってくるもので、それまでのプロセスが間違っていなければこちらと

して指摘することはないと思われますが、その辺についての関係法規や提出書類がありま

したので、ご一読いただき、委員の皆様にご意見を賜りたいと思います。 
  続きまして、審査の理由についてというところですが、審査請求書の審査の趣旨や理由

を見ていただくと審査請求人がどういった点にご不満を抱いていらっしゃるのかという

ところが透けて見えてくるかと思いますが、のぞみ発達支援センターであるとか、関係人

であるとかの説明とか、自分が実際に受けた処分の内容、保育料が高くなったことの適切

な説明を受けていなかったという点にご不満があると見受けられます。この辺りのところ

は、処分そのものの要否に影響するほどの違法性があったのかという点も議論の対象にな

るかと思われます。処分の内容に対して影響を与えるほどの違法な行政手続があったとい

う普通では考えられないわけではございますけども、いずれにしても説明の適切さについ

ても意見、付言事項として述べていくというのが一般的な行政不服審査会における手続に

おいて行われているようですし、そういったことも含めて議論の対象とするのが相当では

ないかと思料いたしますので、そのあたりにつきまして、行政としてのあるべき姿につい

ても委員の皆様にご意見を賜りたいと思っております。 
本日お話したい内容というのは、主だったところでは、今お話した２点というわけでご

ざいますが、それ以外でも手続的なものもありますので、その辺も踏まえてお話をしてい

きたいと考えております。 
まず、一つ目として、行政不服審査法第４３条第１項各号に規定する諮問を要しない場

合の該当の有無についてですが、この件につきまして、事務局よりご説明よろしいでしょ

うか。 
中原主幹 はい。行政不服審査法第４３条という規定の概要を申し上げますと、審査庁は、

審理員から意見書の提出を受けた場合におきまして、原則として行政不服審査会へ諮問す

るということが決められております。ただし、同法第４３条第１項各号に該当する場合に

は行政不服審査会へ諮問しないことができるという規定になっております。この点、今回

につきましては、同条同項各号に該当する場合ではありませんので、行政不服審査会に諮

問する場合にあたると考えております。 
渡邉会長 今、事務局からご説明がありましたとおり、この度、審査庁より諮問がなされて



おりますが、委員の皆さま、この諮問につきましては、疑義がないということで、よろし

いでしょうか。 
委員一同 はい。結構でございます。 
渡邉会長 それでは、委員の皆さま、この点につきましては、疑義がないということで、審

議を行わせていただきます。 
      続きまして、調査審理手続の併合・分離、審査関係人への追加の主張書面の提出という

手続も取ることができます。この後、本案について３万７，０００円という決定の当否や、

それに至る説明の適切さについて議論をさせていただきますが、そういった議論をしてい

く中で、更に審理・調査をする必要があるとお考えの委員の方がいらっしゃればその旨仰

っていただければと思います。次回期日までに追加の調査の手続を取るということになっ

ております。本日の審査会で特にその旨のご意見がないということであれば、そのような

手続は行わないという流れでいきたいと考えております。  
  また、併合・分離といった手続につきましては、複雑な事例等の場合に行われたりしま

すが、本件は、そのような事情もないと思料いたしますので、併合・分離といった手続は

取らないで進めさせていただこうと思います。委員の皆さまいかがでしょうか。 
委員一同 異議ありません。 
渡邉会長 はい。ありがとうございます。 
清水委員 条例・規則に関しまして、読み方の確認ですが、保育園に入園した場合に、保育

料を支払うのは、どなたでしょうか。というのは、条例第７条を見ますと、扶養義務者と

いう規定になっておりますが、これはおそらくは民法上の扶養義務者のことを指している

かと思います。ところが、規則の方を見ると、園児の保護者から徴収すると書かれていま

す。この、扶養義務者と保護者の使い分けはしているのでしょうか。民法的な発想ですと、

扶養義務者が支払う義務があり、そして、扶養義務者から徴収するということになりそう

ですが、敢えて保護者という言葉を使用しているので、疑問を感じました。 
渡邉会長 扶養義務者と保護者という定義につきまして、事務局としましては、どのように

捉えていらっしゃいますか。また、このことが、本件に問題になるのか、ならないのかに

ついてもご説明をいただければと思います。 
清水委員 できれば原課から説明をいただければと思いますが。 

   もう一点確認したいことは、急激な保育料の値上がりがあって、それが具体的にいく

らかとか、法的にどうかいうことではなくて、それが高すぎやしないかということを仰り

たかったのではないでしょうか。減免規定がある関係で、条例第７条ただし書を見ると、

「扶養義務者に負担能力がないと認めるときは、」どういうときに認められるかはわから

ないですが、一方で、規則第６条を見ますと、「その他市長が特に必要と認めるとき」と

いう規定があります。請求人が保育料は高すぎるという主張については、これ以上保育料

は低くはなりませんよという説明をしていたのでしょうか。 
渡邉会長 今のご指摘の中ですと、何らかの減免規定に該当しないということは、手続の中



で説明したかもしれないが、規則第６条第３項の該当性については、説明していない、本

人に説明したかは別として、この手続の中で、回答していなかったかもしれません。 
中原主幹：用語の定義につきましては、保育園の設置及び管理に関する条例についてですが、

これは、保育の義務について定められている児童福祉法が大元の法律になっております。

その児童福祉法の規定で扶養義務者という用語が使われており、この扶養義務者について

は、民法上の扶養義務者をいうと定義付けられております。 
また、保育料の徴収等の規則では、子ども・子育て支援法という法律が大元となってお

りまして、ここの規則第２条でこの規則で使用する用語というのは法で定めるものによっ

ているとあり、そして、子ども・子育て支援法では、保護者とは親権を行う者、未成年後

見人、その他の者で子どもを現に監護する者をいうとされております。用語に関しまして

は、それぞれで用語の使い分けがなされております。 
渡邉会長 ありがとうございます。今回の申立人は、親権者であるから、扶養義務者に該当

するし、保護者にも該当するといえます。よって、条例と規則の対象であると考えられま

す。そこはわかるのですが、 
清水委員 扶養義務者であるけれども、親権を行う者ではない者は、支払義務はないという

ことになりますね。 
渡邉会長 今回については、定義規定の重複する範囲であり、条例と規則に基づくことは問

題はないと言えそうですが、場合によっては、条例か規則のどちらかからは範囲外となっ

てしまうこともあり得そうですね。ただ、それぞれ根拠法令が異なるし、保育料に関する

決定というのは、全部市のお金でやっているわけではないこと等を考えると、このような

紐付けもやむを得ないといえるかもしれません。 
清水委員 いずれにしても、わかりづらいですね。 
渡邉会長 そうですね。わからない方に対して説明するとなると難しいかもしれません。 
清水委員 定義にしても、質問にすぐに答えることができず、バラバラな説明をされても、

そのような状況で、説明したといえるのかと思います。ただし、だからといって今回の結

論が変わるとは思いませんが。 
   もう一つ質問があります。規則第６条第３号の減免規定のところですが、「その他市長

が特に認めた場合」と定めてありますが、具体的にどのようなケースでしょうか。 
中原主幹 ただいまのご質問についてですが、想定されている具体的なものとしては、処分

庁が定めている審査基準にもないことは確認しております。具体的な状況はご説明できま

せんが、規則第６条第１号及び第２号に該当しないがそれらと同等の状況があるというも

のと捉えております。 
清水委員 もし、申請人の方からこの規則第６条第３号に該当するから減免するよう言われ

たらどのように判断しますか。 
中原主幹 規則第６条第３号に該当するという事情等を詳細に確認させていただいた上で、

同条第１号及び第２号と同等の事情があるもの判断できる場合は第３号に該当し、減免で



きると考えております。一方で、申請人が同項第３号に該当すると言っても、同条第１号

及び第２号と同等の事情があるものと判断できない場合は、減免は拒否をするということ

になります。 
清水委員 同条第３号の場合については、説明は行わないのでしょうか。 

市の方が、積極的に事案を判断して、減免するか否かを決定するようなケースだとする

ならば話は別ですが、申請をしなくてはならない制度だと思います。そうすると、何を申

請すればよいのかわからない状態で申請してくださいというのはかなり無理があるよう

に思えます。同条第３号が、同条第１号及び第２号に準ずる場合という規定の仕方であれ

ばまだしも、「その他」という規定の仕方だと想像するのが難しいと思います。 
中原主幹 今後、第６条第３号の「その他」について具体的にどのような場合かという質問

があれば、十分な説明ができるようにしておかなくてはならないと思います。 
渡邉会長 今の議論の経過につきましては、答申書の案に反映させていただきたいと思い

ます。今回は申立人には支払義務があるのかということが議論の対象となり、その申立人

は、条例と規則にある扶養義務者・保護者に該当し、支払義務があるということも盛り込

んでいきたいと思います。そして、条例及び規則とで支払義務者の定義が異なり、市民か

ら見て、わかりづらいものとなっているので、行政としては、わかりやすく説明できる体

制を作っていくことが望ましい旨、当審査会の意見として付していただきたいです。 
また、規則第６条各号の保育料の減額あるいは免除事由にはあたらないという点につ

いても答申していきたいと考えておりますが、これら減免事由についても、行政側として

できる限りわかりやすく説明ができるよう望まれる旨、審査会の意見として答申書に反

映させていきたいと考えています。 
委員一同 異議ございません。 
渡邉会長 ところで、行政不服審査法第８１条が準用する同法第７６条の規定による審査請

求人の審査会に対する主張書面及び資料の提出でございますが、提出期限を決めておきた

いと思います。この点、弁明書等の提出期限を概ね３週間程度としていたことから、明日

事務局より主張書面及び資料の提出ができる旨の通知を発送していたくことを考えると、

１０月１７日を提出期限とさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 
委員一同 異議ございません。 
清水委員 この件につきまして、役所に対しての弁明を求めるということですと、３週間く

らいでよろしいかと思いますが、市民に対してですとそれなりの準備が必要であろうかと

思いますので、審査請求人への通知に配達記録などを付けて到達から数えて３週間という

ことでよろしいかと思います。 
渡邉会長 それでは、審査請求人に通知が到達してから３週間ということにしましょう。そ

うすると、結果として先ほどお話した日が期限ということでよろしいでしょうか。 
委員一同 異議ありません。 
渡邉会長 それでは、今度は実質的な内容につきまして、今回の保育料が３万７，０００円



という決定が適切であったのか、それ以前の審査請求人への説明の過程に問題はなかった

のかという点について、委員の皆さまからご意見をいただければと思います。 
   まず、私から事務局へ質問ですが、上のお子様が保育園を卒園して、下のお子様だけに

なったから保育料が３万７，０００円になったということですけども、上のお子様がいら

っしゃった時はいくらだったのでしょうか。 
青木主任主事 仮にこの３万７，０００円という決定が平成３０年度の保育料の決定です

けれども、上のお子様がいた場合でも所得要件から軽減の対象とはならないのですけれ

ども、保育料の徴収に関する規則の別表２の区分で言うと、備考９で、ある一定基準の所

得割額の世帯、お子様が二人いる世帯ですが、備考９で、所得割額の基準が５万７，００

０円未満といったところで、今回の世帯の合算額が、５万７，０００円を超えているとい

うことで、この備考９には該当しない。そして、前回の０円というのは、備考９、備考１

１に該当していたということによります。 
備考９（１）アに該当しておりまして、備考９（１）に該当すると減免額が２分の１に

なるところですが、備考１１のところで、平成２９年度において、この世帯が第２階層の

世帯に該当していた関係で、第２階層の世帯については、０円ということでございました。

基本的に所得要件という、平成２９年度につきましては、平成２８年度の所得割額、平成

３０年度につきましては、平成２９年度の所得割額を基に計算していますが、平成２８年

度と平成２９年度とで、保護者は、この世帯では父と母ですが、それぞれ合算した額で計

算しているところ、母の収入が増えた関係で階層が変わり、この世帯の軽減が変わった関

係で０円だったのが、今回３万７，０００円になってしまったことが考えられます。 
青木主任主事 訂正させて下さい。先ほどの上のお子様との関係で、別表２の備考の読み方

ですが、備考９と備考１１の適用はありますが、元々の階層といたしましては、表でいう

第５階層に該当していました。所得割額が４万８，６００円以上７万２，８００円未満の

世帯に該当されていました。 
そして、第５階層の世帯ですけれども、上のお子様が療育手帳をお持ちであり、この療

育手帳をお持ちの方というのは、備考７というところに該当し、在宅障害者のいる世帯の

区分となります。第２階層から第５階層の世帯でお子様に療育手帳をお持ちの方がいる

場合には、単独世帯に当てはめますということになり、そうすると、平成２９年度は、第

５単独世帯に該当しておりました。 
そして、上のお子様も就学前の児童でしたので、多子世帯ということでした。第５単独

世帯ですと、備考９（１）アに該当し、表の２分の１の額となります。第５単独世帯です

と９，０００円なのでこの２分の１だと４，５００円が正しい額となりますが、ここで備

考１１がございまして、園児の属する世帯が備考７に掲げる世帯のいずれかに該当する場

合とあるので、この備考７というのが、療育手帳をお持ちのお子様がいらっしゃる世帯の

ことであり、今回は、上のお子様が該当するので、昨年の保育料は、備考１１が該当し、

かつ、備考９の適用については、５万７，０００円未満が７万７，１０１円未満というこ



とになり、基準があがります。 
そうすると、この方の所得割の額から７万７，１０１円未満という基準によることとな

りますが、更に備考９（１）の適用により２分の１となりますが、単独世帯で療育手帳を

お持ちの世帯なので、所得割の基準額が上がって、かつ、２分の１という額が０円になっ

たということになります。 
渡邉会長 わかりました。７月２５日付けの反論書ですが、第１本件の問題のところに、「今

回の「審査請求」は、「長男の入園時からの保育料と次男の入園時からの保育料の両方」

の審査請求です。」と書かれてあります。 
これは、審査請求書の記載とは明らかに異なりますが、これについて応答した方がよろ

しいかと思いますので、長男について０円であった部分というのも答申書に加えていくべ

きかなと思います。 
審査請求の対象を審査の途中から拡張することはできないというのも難しく、別の審

査請求手続として長男の分について申し出ることも可能かと思いますので、そうであれば、

長男と次男の両方が対象であったかのように対応した方が、行政不服審査会としてはよろ

しいかと思います。答申書の書き方としては、まずは次男さんについては、審査会の判断

の理由として記載し、あとは付言の中で、長男さんについて記載する方向でよろしいでし

ょうかね。 
清水委員 長男さんについての主張があった旨を審査関係人の主張で少し触れた上で、付

言で詳しく述べた方がよろしいのではないでしょうか。 
渡邉会長 そうですね。その上で、次男さんの分については、条例等の規定から保育料が算

定され、減免については、規則第６条の部分につき従前の審査庁の判断には出てこなかっ

たと思いますが、そこは出しておいた方が適切だと思いますので、付言ではなく、本案で

出しておいた方がいいかと思います。 
７月２５日の反論書のあたりになってくると審査請求人の主張がご長男の入園時のこ

とばかりになってしまっており、ここについては、審理員意見書を見ると、このこととは

関係ないとしていますが、この辺のところにつきましてもう少し丁寧に説明をするとすれ

ばどうしたら良いのでしょうか。ここは直接対応された方に聞けばわかってくるのでしょ

うかね。この点についても付言事項に盛り込んでおきたいですね。 
清水委員 多くの市民は、規則とか見せられたとしてもわからないと思います。 
渡邉会長 そうですね。だからこそ、付言事項等にも説明を盛り込んで丁寧に向き合って対

応していくべきであるというのが清水委員のお考えだと思います。そこまでが行政不服審

査会に求められていることではないのかと思います。 
清水委員 基本的には、そもそも市民の立場に立ってしっかりと説明を行っていればこの

ようなことは起こらないと考えています。不信感を持たれるからこのようなことになると

思っています。付言事項としては、そのような提言をすることで良いかと思います。 
渡邉会長 そうすると、本件の付言としては、「のぞみ発達支援センター」に〇〇保育園へ



すすめられて行きだしてから、「療育の条件」は出来ており、制度が有るにも関わらず、

教えて頂けなかった」という審査請求人の長男の入園時からの保育料に関する主張に対

して、十分な説明がなされていない旨の指摘ということでよろしいでしょうか。 
清水委員 そうですね。市役所の担当者としては、説明したつもりになっていることもあり

ます。かつてある自治体で、情報公開請求があり、中学校が高校へ送付した内申書を見せ

てほしいという請求でしたが、自治体が非開示と判断し、その理由が、開示をしてしまう

と、学校と生徒との信頼関係が失われてしまうということでした。 
その後請求があり、審査会が開かれたわけですが、そもそも情報公開制度は、そういう

信頼関係がないからある制度であって、信頼関係があるくらいなら、そもそもこのような

請求はしないもので、ありもしない信頼関係が壊されることはないという結論を出した例

があります。どうしても、見てる目が違うのです。十分説明がなされているとお考えなの

かもしれませんが、市民の目線からしたらそれは違っていることもあり得ます。と私は思

います。 
渡邉会長 結局、ここで審査請求人が仰りたかったことは、療育手帳の申請手続が速やかに

なされなかったという意味なのでしょうかね。 
清水委員 色々な事情が重なっているのだと思います。 
渡邉会長 一言では言い尽くせないのかもしれませんね。そのような状況の中で、できるだ

け丁寧な説明をしていきましょうということを付言にて提言していきましょうというこ

とを清水委員よりご意見をいただきました。 
  井元委員はいかがでしょうか。 
井元委員 私としては、これまでのやり取りを見ますと、これ以上の調査は不要であるかと

思います。 
渡邉会長 ありがとうございます。そうすると、付言の中では、ご長男さんの分の保育料の

決定について触れ、発達支援センターのことですとか、療育手帳の申請のことですとかに

ついて、行政側から十分な説明や手続にしてもどのような手続があるのかという選択肢を

保護者に示していくことの大切さだとか、そういったところで、手続を改善していくこと

が望まれる旨提言し、これ以上の追加調査等は、当審査会では不要ということでまとまっ

てきたかと思います。あとはいかがでしょうか。 
委員一同 これでよろしいかと思います。 
渡邉会長 では、審査会としては、今までの議論を踏まえまして、答申案の作成を事務局に

お願いしたいと思います。あとは、審査請求人の方から主張書面等の提出があれば、それ

も踏まえて次回の審査会の期日にて内容をつめていく方向で考えております。そのような

内容について、事務局は何かご意見ございますか。無いようであれば、次回の審査会の日

程を調整させていただこうと思いますが。 
中原主幹 事務局といたしましては、日程等を考慮しますと、次回の期日は１０月３１日、

１１月１日、又は１１月２日辺りはいかがでしょうか。 



委員一同 いずれも大丈夫です。では、１０月３１日はいかがでしょうか。 
中原主幹 承知いたしました。それでは、次回期日は、１０月３１日の水曜日、午前１０時

でいかがでしょうか。 
委員一同 承知いたしました。 
中原主幹 場所につきましては、後日追ってお伝えいたします。答申書案につきましては、

次回期日の１週間前、１０月２４日を目処に送らせていただきます。 
渡邉会長 では、その他事務局より何かございますか。 
中原主幹 はい。今、ちょうど９月議会が開催中でして、今週の木曜日が最終日でございま

す。そして、その９月議会に行政不服審査会の施行条例の一部改正を議案として提出して

おります。 
内容でございますが、本審査会の条例第８条の規定によりまして、委員全員の出席がな

いと開けないという規定で運用させていただいておりますが、第１回の行政不服審査会に

て清水委員のご意見をいただきまして、委員の皆さまの急なご用事等でなかなか集まれな

いといった場合に審査会を開けないのでは、迅速性に欠けてしまうという点も考慮させて

いただきまして、原則３名は崩さずに、ただしということで、審査会を開かないと審査会

の運営に著しい支障が生じると認められる場合には、委員二人の出席で開くことができる

というただし書きを加える形で９月議会へ上程させていただいております。 
まだ議決はされておりませんが、一応予定では、今週の木曜日に議決、金曜日に交付と

なり、施行は公布の日からとなっておりますので、議決されれば、次回の審査会より適用

がございます。事務局よりご報告は以上となります。 
渡邉会長 ありがとうございます。それでは、委員の皆さまは他にはよろしいでしょうか。 
委員一同 結構です。 
渡邉会長 はい。それでは、本日はありがとうございました。 
一同 ありがとうございました。 
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