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平成２７年度第５回木更津市情報公開総合推進審議会 会議録 

 

 

○開催日時：平成２７年１０月２７日（火） 午後１時３０分から午後５時まで 

○開催場所：木更津市役所駅前庁舎 防災室・会議室 

○出席者氏名 

  審議会委員：柿崎陽子、小林伸一、佐久間ひろし、清水幸雄、髙浦正行、滝口君江、武田正次、鶴尾和憲、

平野秀樹、松江俊昭、山田次郎、渡邉秀孝 

  木 更 津 市：（事務局） 総務部総務課 高岡課長、山口副主幹、青木主任主事、岡部主事、磯村事務員 

        （関係課）都市整備部市街地整備課 中村副主幹 

             総務部職員課 萩野次長、野口副主幹 

             総務部行政改革推進室 品川副主幹 

             教育部郷土博物館金のすず 半澤副館長 

 

○議題等及び公開非公開の別：諮問 報告 その他 公開 

○傍聴人の数：０人 

 

○会議の内容 

山口副主幹 まだお一方お見えではないのですが、はじまる前に資料の確認をさせていただきたいと思います。

事前に郵送させていただきました資料から申し上げますが、まず会議次第ですが、本日机の上に置かせてい

ただきましたものと差替えをお願いします。それから個人情報取扱事務届とその説明資料を、それから改正

行政不服審査法について、逐条解説行政不服審査法の抜粋、新旧対照図、表になってございます新旧対照図、

それから木更津市における不服申立ての状況、以上がお送りさせていただきました資料でございます。本日

机の上に配付させていただきました資料が、先ほどお伝えしましたが会議次第、木更津市の基本条例、情報

公開条例、個人情報保護条例の３つの抜粋を改めてお配りさせていただきました。それから新旧対照図（弁

明書）、以上を本日お配りさせていただきました。それでははじめに高岡課長からご挨拶申し上げます。 

高岡課長 みなさんこんにちは、総務課長の高岡でございます。本来であれば、渡辺市長からご挨拶を申し上げ

るところでございますが、本日は所用により出席がかなわず、また、副市長、総務部長ともに新規採用の面

接のため、出席がかないませんでした。代わりまして、私からご挨拶を申し上げます。 

皆様には、大変お忙しい中、情報公開総合推進審議会を開催していただき、誠にありがとうございます。 

本日は行政不服審査法の施行に伴う、木更津市の情報公開条例制度及び個人情報保護制度における、行政

不服審査のあり方について諮問をさせていただきます 

このたび、行政不服審査法につきまして、不服申立人の利便性の向上及び審理手続の公正性の確保を柱と

する改正がありました。この改正は、情報公開・個人情報保護審査会のあり方も含む本市の情報公開制度全

般に影響があるものであると存じます。そのため、ご審議いただきたい内容も多岐に渡っております、時間

が限られている中大変恐縮ではございますが、本日、答申まで頂戴できればと存じます。 

なにとぞ、ご審議の程よろしくお願い申し上げましてご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

山口副主幹 それでは、木更津市情報公開総合推進審議会規則第３条第１項の規定により、会長が議長となる、

と定められておりますので、以後の議事進行につきましては、小林会長にお願いしたいと存じます。 

 小林会長、よろしくお願いします。 

小林会長 よろしくお願いいたします。規定によりまして、議長を務めさせていただきます。ご協力のほどよろ

しくお願いします。それでは、ただいまより平成２７年度第５回木更津市情報公開総合推進審議会を始めさ

せていただきます。本日の出席者の確認ですが、何名でしょうか。 

山口副主幹 本日は１２名委員出席でございます。 
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小林会長 そうしますと、定足数を満たしているわけですね。では、会議は成立いたします。 

最初にお諮りいたしますが、本日の会議を公開することについてですが、いかがでしょうか 

委員 異議なし。 

小林会長 ということで、今回も公開ということでよろしくお願いします。それから、本日は、タイトな時間の

中で答申まで求められています、限られた時間の中なので、これまで以上に皆さんのご協力をお願いします。 

所用などでどうしても退出しなければならないという方はあらかじめ私の方に声をかけていただければ

と思います。それでは最初、届出ですね、個人情報取扱事務届出について事務局より説明願います。 

岡部主事 前回の審議会において宿題となっておりました。市街地整備課の街なか居住マンション建設補助事業

補助金交付に関する事務の届出についてご報告させていただきます。 

   こちらの事務を簡単にご説明をさせていただきますとマンションの建設費用、こちらの補助を行う事務で

ございます。 

   それについて申請手続き、補助金交付にあたり、いろいろな個人情報を記録させていただく、ということ

で前回の審議会においてご報告をさせていただきました、その中で委員からご質問いただいたことなんです

けど、申請者、及び地権者の滞納状況について、調べることはないのかとのご質問だったと思います。 

確認したところ、この補助金の事務につきましては、木更津市の補助金等交付規則、こちらにのっとりま

して、申請者の滞納の情報につきましては、申請段階で、納税証明書を添付書類としておりますので、申請

者につきましては滞納の情報につきましては収集をすることとなります、地権者につきましては、申請の段

階では情報を収集することがございませんが、補助金の交付の条件の中で、所有者その他の権利者につきま

しては、滞納がないことということを交付の条件といたしますので、交付決定後に、そういった方に滞納が

あるという情報が入ってきた場合には、申請者から情報を収集したり、場合によっては実施機関内部に照会

をかけてそういった情報を収集したりする場合もあるとのことですので、この審議会の中で修正いたします。 

したがって、前回の審議会の報告と比較すると課税等・納付状況が追加されたこと及び収集先に実施機関

内部（市民税課）、地権者の情報については民間・私人から収集いたします。 

また、申請者の職業・職歴につきましても収集することがございますので、追加させていただきました。 

小林会長 質問等がございましたら。特になければ、前回の報告についてはこれでということですね。 

岡部主事 続きまして、職員課から届出がありました「臨時職員等の任用に関する事務」について、こちらは冒

頭課長の挨拶にもございましたが、職員採用試験がございまして、４時頃に採用試験が終わるとのことです

ので改めてご報告させていただきたいのですが、よろしいでしょうか。 

小林会長 今日のメインは諮問、答申ですので、頃合を見計らって質疑応答の時間の後であるとか、答申案の作

成に取り掛かる前の段階であるとか、最終的には答申案が固まった段階というのも可能性としてはあります

が、その合間で今のような事情ですのでやらざるを得ないと思いますので、皆様ご了承いただければと思い

ます。ではこれは後回しというところで次の届出をお願いします。 

岡部主事 続きまして、行政改革推進室から届出がありました「木更津市公共施設の利用状況等に関する市民ア

ンケート調査の実施事務」についてご説明いたします。アンケートを送付するために、氏名、住所・居所に

つきまして、実施機関内部（市民課）から収集します。アンケートの対象が２０歳以上の市民としておりま

すので、具体的な年齢は収集しませんが、２０歳以上ということが確定いたしますので、年齢を記録項目と

しています。提供先はございません。なお、アンケートの個別具体的な項目につきましては統計的にのみ使

用しますので、個人を特定しない形で使用いたします。以上になります。 

小林会長 なにかご質問等がございましたら。 

平野委員 性別が入っていませんが、必要はないですか 

品川副主幹 これにつきましては、男女同じ割合で、実施いたしますが、対象者の性別について個別に確認はい

たしません。 

平野委員 女性の少し違う考えなどは考えない、年齢だけですね。 

品川副主幹 対象者の選定につきましては、そういうことです。 

小林会長 よろしいですか。他に質問がなければ。よければ次の届出をお願いします。 
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岡部主事 つづきまして、郷土博物館金のすずから届出がありました「木更津市郷土博物館金のすず主催事業」

についてご説明いたします。金のすずが主催するイベントの参加者に関する情報及び金のすずに資料を寄託

していただいた方の情報を収集するものでございます。はじめに主催事業参加者を特定するため、参加者の

氏名、性別、住所・居所を記録項目としております。イベントによっては木更津市内に在住・在勤・在学の

方を優先する場合があるため、参加者の住所・居所、職業・職歴、学業・学歴を記録項目としております。

資料寄託に関する情報につきましては、寄託していただいた方の氏名、性別、住所・居所を記録項目として

います。収集先につきましては、それぞれ本人から収集します。 

小林会長 こちらについてご質問等がございましたら。特に無いようですので、現段階での個人情報の届出につ

いては終了ということですね。 

続きまして次第の２の２、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）の施行に伴う木更津市の情報公開

制度及び個人情報保護制度における行政不服審査のあり方について（諮問）について、事務局よりお願いし

ます。 

山口副主幹 それでは諮問につきましては、市長に代わりまして高岡総務課長から諮問させていただきます。 

高岡課長 木総第５７６号 木更津市情報公開総合推進審議会会長  小 林  伸 一  様 

   行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）の施行に伴う木更津市の情報公開制度及び個人情報保護制度

における行政不服審査のあり方について（諮問） 

   標記の件について、木更津市情報基本条例（平成１５年木更津市条例第２号）第１５条第１号及び第２号

の規定により下記のとおり諮問します。平成２７年１０月２７日 木更津市長  渡 辺  芳 邦 

１ 諮問事項 行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）の施行に伴う木更津市の情報公開制度及び個

人情報保護制度における行政不服審査のあり方について 

２ 諮問の趣旨 別紙のとおり 

別 紙 

１ 諮問の背景 （１）行政不服審査法の主な改正点 公正性の向上、使いやすさの向上、国民の救済手

段の充実・拡充の観点から、現行の行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号。以下「旧法」という。）

が制定以来５０年ぶりに抜本的に見直され、改正後の行政不服審査法（平成２６年法律第６８号。以下「改

正法」という。）は平成２８年４月１日に施行が予定されています。 

主な改正点としては、公正性・客観性の向上の観点から、処分に関与していないなど一定の要件を満たす

審理員による審理手続の導入、審査請求に係る処分の適法性及び妥当性並びに審理員が行った審理手続の適

法性などを審査する第三者機関である行政不服審査会への諮問手続の導入、請求の利便性を向上させるため、

旧法の異議申立手続を廃止し、審査請求に一元化すること及び審査請求期間を６０日から３月に延長するこ

となどがあげられます。 

（２）行政不服審査法における審理手続について 改正法における審査請求の手続は、審理員が審査請求

の審理を行った上で、同法第４３条第１項の規定により審査庁が行政不服審査会に諮問し、その答申を受け

て審査庁が裁決を行います。しかし、審査庁が裁決をしようとする際に、第三者機関の議を経るべき旨が条

例で定められている場合には、当該条例に基づき、第三者機関へ諮問することで、行政不服審査会への諮問

は不要となります。 

この趣旨は、行政不服審査会と同様、有識者から構成される第三者機関が既に設置され、当該機関の議を

経ている場合には、裁決の客観性、公正性が確保されていることから、重ねて行政不服審査会への諮問を義

務付ける必要はないと考えられています。 

また、審査請求がなされた場合、審査庁に所属する職員から審理員が指名され、当該審理員が実質的な審

理を行います。審理員は、審査請求に係る処分に関与していないなど、改正法第９条第２項各号に掲げる者

以外の者の中から指名されます。この審理員が審理することで、改正法の趣旨である審理の公正性を高め、

行政の適正な運営を確保することにつながると考えられています。 

しかし、例外なく審理員が審理手続をしなければならないというわけではなく、改正法第９条第１項ただ

し書は、条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合には、審理員を置くことを定めた改正法第
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９条第１項本文の適用を除外することができるとされています。 

この趣旨は、条例に基づく処分に対する審査請求について、地方公共団体に設置される機関が当該処分に

ついての諮問を受けて実質的な審理をしている場合、それらの手続により、すでに客観性・公正性が確保さ

れていることから、審理員を指名してこれによる審理手続を行う必要はないと考えられています。 

２ 諮問の趣旨 本市の木更津市情報公開条例及び木更津市個人情報保護条例に基づく開示決定等（公開

又は開示請求に係る保有する公文書又は個人情報の全部又は一部を公開又は開示する旨の決定、その全部を

公開又は開示しない旨の決定及び訂正又は利用停止の請求に係る決定をいう。）に対し、旧法に基づく不服

申立てがされたときは、公開条例第１８条及び保護条例第２４条の規定により、木更津市情報基本条例（平

成１５年木更津市条例第２号。以下「基本条例」という。）第１８条に規定する木更津情報公開・個人情報

保護審査会（以下「審査会」という。）に諮問しなければならないとされています。 

諮問を受けた審査会は、基本条例第２１条に基づき、実施機関が行った不開示決定等の処分について、当

該処分を行った実施機関の判断の適法性、妥当性等についてインカメラ審理等による調査権限などが与えら

れており、既に実質的な審理を行うことが制度上確保されています。 

そのため、本市の公開条例及び保護条例における不服申立てに係る審理手続については、改正法に基づく

行政不服審査会への諮問を不要とし、審理員制度の適用を除外とした上で、改正法の趣旨に鑑み、現行条例

どおり審査会での審理手続を存続させることが適当であるか審議会の意見を伺うものです。 

以上になります。よろしくお願いします。 

小林会長 諮問をいただきましたので、早速、諮問について事務局の方から、諮問の趣旨・目的の説明、特に改

正法の趣旨、目的や概要について説明していただいたうえで、それらを踏まえて我々が質問をし、事務局か

ら頂いた説明を基に審議し、そこから答申案を練っていこうというのがこれからの流れですのでよろしくお

願いします。それでは説明をお願いします。 

青木主任主事 事前に送付いたしました資料、「改正行政不服審査法について」という総務省が作成した資料がご

ざいます。そちらをご覧ください。 

行政不服審査法は、不服申立制度の一般法で、不服申立制度とは、行政庁の処分に関し、行政庁に対し、

不服を申立てることができる制度をいい、例えば今回の諮問にもございましたが、情報公開条例に基づいて

開示請求をしたが、不開示決定といった処分がされ、その処分に不服がある場合に不服を申し立てるための

手続きなどが規定された法律でございます。 

１ページ目の下に、行政不服審査法に基づく不服申立ての状況という、国と地方公共団体の法令及び条例

別の円グラフがございます。 

地方公共団体における行政不服審査法に基づく不服申立ては、情報公開条例によるものが３分の１以上を

占め、以下道路交通法、地方税法、介護保険法となっております。 

別資料で、事前に送付しました「木更津市における不服申立ての状況」をご覧ください。 

本市における行政不服審査法に基づく不服申立ては、年数件となっております。過去５年間にございまし

た異議申立て４件のうち、３件は地方税法によるもので、残りの１件は、本市の情報公開条例に基づく第三

者意見照会によるもので、不開示決定などの処分によるものではなく、開示請求に係る公文書に、第三者に

係る情報が記載されていたため、第三者に意見照会をした上で、全部開示決定の処分をしたが、その処分に

第三者が異議申立てをしたものによるものでございます。 

また、審査請求３件のうち、２件は生活保護法、残りの１件は介護保険法によるもので、介護保険法や生

活保護法に基づく処分のほとんどは、県の介護認定審査会や県知事などの上級行政庁に審査請求をする旨、

法律に規定されておりますので、市が実質的な審理を行っているわけではございません。 

「改正行政不服審査法について」の資料の１ページ目裏面をご覧ください。 

「行政不服審査法の概要」でございますが、先ほど諮問にもございましたが、現行の行政不服審査法は施

行後５０年以上、本格的な改正はなかったため、公正性・利便性の向上などの観点から、今回抜本的な見直

しがございました。では、どういった改正があったか、諮問に係る主要な部分についてご説明いたします。 

資料の３ページ目、「審理・裁決の公正性の向上」をご覧ください。不服申立てがあった場合の審理から
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裁決までについて、現行と、改正後を比較した図がございます。 

現行の行政不服審査法においては、審査請求人から審査請求（異議申立て）があった場合、審査庁の職員

が審理を行うこととなっておりますが、実際に審理を行う者についての規定はございませんので、原処分に

関与した職員が審理手続を行うことについても、除外されておりません。つまり、原処分に関与した職員も

審理手続を行うことも可能ということになっております。 

これでは、審理の公正性・客観性という観点から、疑念を生じることになるため、改正後では、審査庁が

指名する「審理員」という審理を実際に行う者と、「行政不服審査会」という審理員が作成した裁決の案と

なる審理員意見書を審査する第三者機関が新設されております。  

現行と改正後の審理から裁決までの流れを説明させていただきましたが、これは一般的な行政処分にかか

る不服申立てがあった場合であり、今回の諮問に係る部分でございますが、個別の法令や条例で不服申立て

があった場合の審理手続について規定されているものもございます。 

事前に送付いたしました資料「行政不服審査法に基づく審査請求における審理・裁決の新旧対照図」の右

上の「現行条例における審理・裁決」という図をご覧ください。 

本市の情報公開条例と個人情報保護条例に基づく不開示決定等の処分に対し、不服申立てがあった場合

（図①）、その不服申立てをされた実施機関（図の審査庁又は処分庁）は、木更津市情報公開条例第１８条

及び木更津市個人情報保護条例第２４条の規定により、木更津市情報公開・個人情報審査会に諮問をしなけ

ればならないとされており（図③）、木更津市情報基本条例に基づき、審査会が諮問を受けて、当該不服申

立てに係る実質的な審理を行っております（図④）。審査会から答申を受けて（図⑤）、最終的に不服申立人

に裁決をする（図⑥）という流れになっております。 

つまり、条例に基づく処分で、当該処分に対する不服申立てがあった場合、条例に第三者機関である審査

会の審理を経る旨が定められております。 

先ほどの、カラーの資料の審理・裁決の公正性の向上というページで、説明いたしました、現行の行政不

服審査法と改正後の図を、こちらの資料で左側に上下で示してあります。 

また、現行の行政不服審査法によるものを上の枠で、左が一般的な行政処分における審理・裁決の流れで、

右が現行の本市の情報公開条例または、個人情報保護条例に基づく処分における審理・裁決の流れを示して

あります。 

そして改正法の行政不服審査法によるものを下の枠で、左が一般的な行政処分における審理・裁決の流れ

で、右の図が、現行の本市の情報公開条例または、個人情報保護条例に基づく処分における審理・裁決を、

改正法の趣旨を踏まえた上で、本市の考えを示した図でございます。 

先ほどもご説明させていただきましたが、現行の行政不服審査法では、審理を行うものについての具体的

な規定はないため、原処分に関与した者（処分庁）が、実質的な審理を行うことがあるため、公正性、客観

性に疑念が生じることから、行政不服審査法の改正後の図、左の下の図では、原処分に関与していない、審

理員が実質的な審理をし、さらに審理員が作成した裁決の案となる審理員意見書を審査する第三者機関が新

設されております。 

改正法の趣旨を踏まえた上で、本市の考えを示した右下の図では、その審理員が行う審理手続と、第三者

機関へ諮問し答申を受ける手続に点線でバツで示してございますが、こちらにつきましては、事前に送付い

たしました資料の「逐条解説 行政不服審査法」抜粋を用いて説明させていただきます。 

まず、第三者機関へ諮問し答申を受ける手続のバツとなっている部分ですが、逐条解説の、１８８ページ

をご覧ください。 

この条は、裁決の客観性・公正性を高めるため、行政不服審査会等への諮問を義務付けている規定でござ

いますが、１項各号（１から８まで）に諮問を不要とする場合が規定されてございます。 

第２号において、「裁決をしようとするとき～しようとする場合」とございますが、これは、行政不服審

査法以外でも、例えば条例で、処分についての不服申立ての手続において第三者機関に諮問し、その第三者

機関で処分について調査審議されているなどの規定がされている場合には、客観性・公正性は確保されてい

ることから、重ねて改正された行政不服審査法に基づく、行政不服審査会等への諮問を義務付ける必要はな
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いと考えられております。 

先ほど使用した資料「行政不服審査法に基づく審査請求における審理・裁決の新旧対照図」の右上の「現

行条例における審理・裁決」という図をもう１度ご覧ください。 

本市の情報公開条例と個人情報保護条例に基づく処分についても、審査請求があった場合、審査会に諮問

をし、当該処分について調査審議をする規定が、条例で規定されております。 

よって、本市においても行政不服審査会への諮問を不要とすることが望ましいのではないかと考えており

ます。 

続いて、もうひとつの審理員が行う審理手続にバツとなっている部分ですが、逐条解説の、５９ページを

ご覧ください。 

改正法第９条１項では、審理員が第２章第３節に規定する審査請求の審理（こちらについてはこの後ご説

明させていただきますが）を行うことを法律事項として規定するものでございます。 

冒頭でもご説明いたしましたが、この審理員の規定は、審理の公正性という観点から新たに導入されたも

のでございますが、本条第１項ただし書において、条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合

には、審理員が審理を行うことを定めた９条１項本文の適用除外することができるとされています。 

これは、条例に基づく処分に対する審査請求について、地方公共団体に設置される審査会などの第三者機

関が、当該処分についての諮問を受けて実質的な審理をしている場合に、すでに客観性・公正性が確保され

ており、審理員を指名してこれによる審理手続を行う必要はないと考えられております。 

本市の情報公開条例と個人情報保護条例に基づく処分についても、審査請求があった場合、審査会が、当

該処分についての諮問を受けて実質的な審理を行っているため、審理員と審査会双方で審理をする必要は、

改正法の趣旨でもある迅速化の観点からも、必要ないのではないかと考え、本市においても審理員の適用を

除外とした上で、現行の審査会での審理を維持することが望ましいのではないかと考えております。 

以上のことから、本市の情報公開条例と個人情報保護条例における不服申立てに係る審理手続きについて

は、改正された行政不服審査法に基づく行政不服審査会への諮問を不要とし、審理員の適用を除外とするこ

とが適当であるかご審議いただければと存じます。 

小林会長 以上で説明は終わりですか。 

山口副主幹 一旦ここで。 

小林会長 まだまだ説明は続くのですか。一旦ここで説明を区切って質問を受け付ける方がよろしいということ

ですか。 

山口副主幹 今、申し上げたところまでで、現行の情報公開・個人情報保護審査会でやってきたことを維持する

方向で、維持する方法につきましては、改正法４３条１項それから、維持しながらの話ではありますが、９

条１項のただし書の規定を適用することによって、図でお示しさせていただいたような形を、来年の４月１

日つまり改正行政不服審査法の施行の日ですけれども、情報公開の制度における本市の不服申立てに対する

制度にしたいというのが市としての考えという説明をさせていただきました。 

   それについて、特段ご質問ですとか、今の説明のところで分からないところがあるよとか、あるいは異論

があるかもしれません。これ以降の説明につきましては、改正行政不服審査法の規定に盛り込まれた具体的

な審理手続きに関する規定がより少し詳細に規定されましたので、審査会を維持していく場合であれば、改

正行政不服審査法の規定に、審査会の規定を揃えて、すりあわせをしたうえで、違いを確認していただいた

うえで、現状維持でよいとのご確認をいただくような説明をさせていただきます。 

   この段階で、新しい行政不服審査会の制度に乗せよう、木更津市情報公開･個人情報保護審査会をなくして、

法一般の行政不服審査会にお任せするような手続きにしようというご意見の場合は、ここから先の説明は、

不要となりますので、ここで一旦そういう方向でよろしいのか、よろしくないのか、一定の方向性を決めて

いただければと思います。 

小林会長 ここで皆様で議論をした上で、我々としての方向性を決めなければならないということですので、そ

ういうことも含めて、ご質問等があれば。 

平野委員 法にのっとれば、第三者機関というのを作るということが既定路線ということですよね。ただし、木
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更津市の場合は情報公開・個人情報保護審査会で審議・裁決というのをやっているから、それを手直しすれ

ばできるのではないかということでよろしいのですか。 

青木主任主事 そうです、改正法の４３条１項であったり、９条の審理員の適用除外であったり、条例に基づく

処分について実質的な審理を行っている機関が例えば今回の場合であれば審査会であったり、それらの第三

者機関が実際の条例に規定されているのであれば、従来どおりの方法、つまり改正法のほうにのらなくても

いいですよというのが、規定されていますので、そういったところの趣旨から、現行の審査会での審理を維

持していくというのはどうかといったところをご審議いただければと。 

小林委員 市のお考えというのも、今の話の中でも明快にされているわけですよね。現行の情報公開・個人情報

審査会を存続させて、改正法が定めるところの行政不服審査会に代わる。なおかつ、審理員についても、情

報公開・個人情報保護審査会が行政不服審査会並びに審理員の機能を兼ねると兼ねさせるべきだというのが

市の考え方ですね。 

   そういう立場に立ったとしても、現行の条例の改正が必要なわけですよね。少なくとも審理員については

条例で特別の定めを置かなければ審理員をおかないことができるとされているわけなのでその旨の改正は

必要になるということですよね。 

山口副主幹 はい、条例改正の必要があります。 

小林会長 一方、審査会が兼ねることについても、条例の改正は必要ですか。 

山口副主幹 それは必要ありません。４３条そのままです。 

小林会長 条例の改正が先に行って、１２月の議会で条例の改正が必要なのかな。来年度から始めたいというこ

とですから。とすると審理員に関する部分については１２月議会に上程するということのことですが、具体

的には何条例ですか。情報基本条例ですか。 

青木主任主事 情報公開条例、個人情報保護条例です。 

小林会長 そのいずれも改正が必要ということですか。 

青木主任主事 それぞれの条例に諮問しなければならないとの規定がございますので。 

小林会長 なるほど。その場合にはやはりそれについても我々が諮問を受けて、答申をするということですね。

ということです。これは重要な確認ですよね。わかりました。 

山口副主幹 一点だけよろしいでしょうか。ご説明しているつもりですが、平野委員からのご質問や会長からの

お話にもあったので問題は無いと思われますが、再度の確認です。この説明は、木更津市におけるすべての

不服審査を情報公開・個人情報保護審査会が担うというのではございません。情報公開・個人情報保護審査

会が担っていただくのは、情報公開条例それから個人情報保護条例に基づく処分に対する不服に限って担う

ということです。 

小林会長 本市の情報公開・個人情報保護審査会のような第三者機関を設けているような業務は他にあるのです

か。 

山口副主幹 法に規定されている建築審査会が、不服申立てに関する審査をしております。ただこの審査会は許

可前における審査も担っている部分もございます。いずれにしても法に定められています。 

小林会長 条例の基での審査会は、情報公開・個人情報保護審査会だけですか 

山口副主幹 今のところはそうです。まだ未定なのですが、この場なので申し上げます。事後の救済措置ではな

く、処分前の第三者機関の審査機能を担うための審議会が３月議会で上がるかもしれません。 

小林会長 それは先の話なので、現時点では無いということですね。分かりました。それでは、質問又はご意見

を伺った上で先ほど申しましたけれども、市のお考えを支持する立場に立つのかそれともそうじゃない立場

に立つのかこの場でわれわれ決めていきましょう。質問やご意見があればお願いします。 

渡邉委員 審理員による審理は一旦置いておいて、行政不服審査会はいずれにしても来年から設置するわけです

よね。条文自体は原則と例外の関係に見えますけれども、いずれにしても第三者機関には変わりないので優

劣はないのかなと気がします。そうすると行政不服審査会に一本化するのではなくて、今の情報公開・個人

情報保護審査会を維持する意味は、今ある審査会っていうのは、行政不服審査会を兼ねてますけれども、そ

れ以外の機能もあるので、専門性のある第三者機関として、行政不服審査会を兼ねるという趣旨なんですか。 



8 

 

山口副主幹 端的に言って、情報公開・個人情報保護審査会を存続させるという基本的な考え方はなにかという

ことでしょうか。 

小林会長 審理員についても同じだと思うんですよ。現行の審査会が審理員の機能を兼ねる意義というか、私は

それをお聞きしたい 

山口副主幹 これは、説明の重複になってしまうかもしれませんが、４３条の趣旨、さきほど逐条解説の１８８

ページのところでは、条文の説明にとどまりましたが、それ以降にこの規定の趣旨が書かれていまして、そ

の１９４ページの大きな３．（1）アとされているところ、諮問を義務付けない理由、法律が行政不服審査会

への諮問を義務付けていない理由の「他方」から始まる段落を読ませていただきますと、最初の処分が、第

三者機関の議を経た上で、なされている処分、これに対する不服申立てが有る場合には、この第三者機関は

専門性の高い第三者機関ということとしていますので、この場合、処分の前に公正かつ慎重に審査が行われ

ている。そうすると、この４３条で行政不服審査会の諮問手続きの目的である、国民の手続的権利の保証は、

処分の前にされている、だから改めてその処分について審査請求があった場合には、改めてもう一度行政不

服審査会、第三者機関、有識者の判断を仰ぐ必要はない、これは一号の話ですね、今回事後救済、処分に対

して、不服申立てがあったあと、処分の後に第三者機関の議を経るというケースですので、今回の情報公開・

個人情報保護審査会の性質なのですが、また、行政不服審査法以外でも処分についての不服申立ての手続き、

つまり、処分がされた後の不服申立てですね、情報公開・個人情報保護審査会など審議会への諮問する定め

がありますね、こうした規定に従って、実際に諮問された場合には、その審議会、第三者機関である審査会

等が採決の客観性・公正性を確保し、機能を担う、そうであれば、重ねて諮問する必要がないということに

なる。 

現行、今までの制度を、国よりも先に情報公開制度、個人情報保護制度を立ち上げてきた地方公共団体の

不服申立て制度を、今まで審査会が担ってきた、そういった中で改めて行政不服審査法が改正されましたと

いうことで、切り替える必要があるほどのものではないだろうと。 

一般的な行政不服審査の場合には、処分そのものの、申請があって処分なのですが、その審査若しくは申

請が情報公開、個人情報保護は、ある意味では特殊だと理解しています、開示請求に限れば、請求対象文書

を見ればこれは処分庁でなくても開示・不開示のある一定の判断ができやすい、もちろん、例えば介護認定

なども認定基準があればそれにしたがって判断するなら同じでしょといわれれば、そうなんですけど、その

ときに、インカメラ制度、ボーンインデックスといった権限が付与された既存の審査会というものを考えま

すと、より公正で第三者的な公平な審査をしていただける、審査会だと思うんですよね、これを新しい行政

不服審査会に移行したときに、情報公開の不服申立てに限っては、インカメラ認めますよ､ボーンインデッ

クス認めますよというルールに変えていくんだとすれば、なにも廃止して、新しいものに切り替えなくても

今までやってきた審査を継続していく、これは審理員についても同じ、審理員にそのような権限の付与をす

ることができなくはないかもしれませんが、難しいのかなと。 

小林会長 これまでの実績があるわけですよね。その実績を支えてきた、インカメラなど特殊な手続きを取るこ

とができると、独特の制度の下で実績を重ねてきた審査会を一新してこの行政不服審査会に包括する行政経

済って言うかな、行政効率性の観点からして一本化するよりは維持したほうが行政効率性は維持されるって

ことですよね。 

山口副主幹 因みにインカメラ、ボーンインデックスとあっさり言ってしまったんですが、インカメラっていう

のは、請求した文書を見せる見せないの処分がされますよね。処分庁として開示決定する、申請した人は、

その黒塗りになったところはもちろん見ることはできない、で不服申立てをすると。それで審査会が審査す

るんですけど、実際黒くなった部分ってどれ、って言って黒く塗る前のものを審査会は見れますよって言う

のをインカメラといいます。 

ボーンインデックスは、請求対象文書が膨大だった場合に、いったいどんなものが請求対象で、どんな内

容が記載されていて、それに対してどのような不開示決定をして、それについてどう不服申立てをしてきた

のかを分かるようにする。例えば、請求対象文書の全部がこれですといって出しても、審査会はわかりにく

いので、インデックス、見出しのような端的なわかりやすい資料を作って出してこいと処分庁に対して審査
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会が言える権限、そうすると、どの文書をどうしたのかというのを審査するときに割りとわかりやすくてス

ムーズにすすむ。それが情報公開・個人情報保護審査会には権限として認められている。 

小林委員長 カタカナ表記になっているのは、それぞれアメリカの連邦裁判所の有名な判決の中で用いられた言

葉、理論が普及している。それを導入して普及しているということですよね。 

   審理員に関しては、審理員は職員の方の中から選抜されるということですよね。とは限らないんですか。 

山口副主幹 職員にしなければなりませんので、裏技としては、非常勤特別職に例えば弁護士とか税理士とか大

学の教授とかを任命して、その方に審査庁の職員として審理員をお願いするということもあります。 

小林会長 純然たる正規の職員についても可能ですよね。それについては法律上の制約は無いのですよね。 

山口副主幹 審査庁の職員ということです。 

小林会長 ちょっとわたしも誤解していた部分もあったのですが、審理員は正規の職員でなければならないと勝

手に思っていたのでそこからなんだけど、審理員は直接処分を出した、要するに現場の処分を知っているわ

けですよね。ただし直接の処分には係らなかったということを除いてね、現場の考え方とか、現場独自の論

理というものを審理員が審理に反映させることができるんだろう。 

まったくの第三者、部外者となると現場の論理なり現場のありざまというのがまったくの白紙ですよね。

そのあたりが審査でのマイナスはないのかな、その点はいかがですか。 

山口副主幹 改正法ではそういった部分も出てくると思います。現行のように処分に直接関わったものでやって

いれば、とりあえず弁明書の延長のような形で裁決なり決定をすることができる。それを改正法では減らしま

しょうと。そうすると会長おっしゃるとおり分からない部分が増えてくる、ということです。なので改正法で

は弁明書の提出を義務付けたり、それに対する反論書の提出の規定ができたり、さらに意見書の規定ができた

り、より対面的な裁判に近い形に書面のやり取りがされる。まして処分庁に対する質問権も新たに規定された

り対面性が増したということです。そういうことによってやり取りをさせたうえで審理をするということです。 

小林会長 他に質問やご意見はございますか。 

松江委員  行政不服でしょ、市民がそういう申し出をするわけですよね、どの立場で審理をするかは重要なこ

ととなりますよね。行政の立場に立って審査をするのか、そうじゃないわけです、法律的に近い審査をしてい

かないと、住民の行政に対する不服について公正な判断というのはできないと思います。そういったことから

改正法では第三者機関を設けるって書いてありますよね。 

小林会長 ご意見でいいですか。 

松江委員 意見になるかどうか。 

小林会長 改正法が成立していくわけですから、第三者機関を設けなければならないということですよね。それ

が行政不服審査会ですよね。何のために設けられているかというと松江委員がいわれたような、市民目線に立

ってといっていいかというのは疑問がありますが、改正法の趣旨・目的からすれば、公正性の向上、不服手続

きのスピードを確保するということ、それによって行政に対する市民の信頼性の確保につながっていくのでし

ょうかね、そのあたりで今のご意見とマッチングするのかなと私は思いますね。 

平野委員 情報公開・個人情報保護審査会の範疇に入らないものはどのくらいあるのでしょうか。 

山口副主幹 情報公開と個人情報保護制度に基づく不服申立てにつきましては、情報公開・個人情報保護審査会

の範疇です。それ以外は、行政不服審査会となります。 

平野委員 他の法律に基づくものはどこが担うのですか。 

山口副主幹 それは原則に戻ります。たまたま我々は総務課法規担当でございますので、行政不服審査法を所管

するものですので、そちらはそちらの審査会を新設します。 

平野委員 そうすると、本市の不服申立ての大半は情報公開・個人情報保護審査会となる。だからこちらの制度

でカバーできるということでしょうか。 

山口副主幹 他の制度までは情報公開の審査会に担ってもらうことは考えていません。 

因みに、他市の状況ですが、情報公開の審査会に新しい制度の行政不服審査会の機能を付加することでお願

いしようとしている市があると聞いています。因みに国ですが、２年前の最初の説明の際には、国の情報公

開の審査会、国は個人情報の審査会を別に持っているのですけれども、国の情報公開審査会をすり替えて行
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政不服審査会にすると説明していましたが、昨年の説明会では両者を併存させると説明がありました。これ

は本市の清水専門委員のお話ですが、総務省と内閣府の所管の違いによるものとのことでした。近隣市でも

統合させる方向で検討しているところもあるという状況です。 

小林会長 他にご質問等ございますか。 

鶴尾委員 質問というより感想ですが、この後の話に繋がることなのですが、改正された行政不服審査法では、

手続きが非常に極め細やかになっていくと思いますし、その点について審査会で担うことができるのか、手

続きをどの程度までカバーできるのか、またこの後説明があるかと思いますが、標準審理期間等の適用があ

りますので、かなりスケジュールがタイトになるのかなといったことを含めてこの後の事務局の説明を聴き

たいと思います。 

小林会長 既存の情報公開・個人情報審査会が、行政不服審査会並びに審理員を兼ねると、いうのが市の意向と

いうことですよね。その立場に立っていく場合でも、審査会の業務というのはこれまで以上に増えますよと、

増えるということは、それを根拠付ける条例を出す必要があるということですよね。最初の岐路に立ってい

るということなんですけれども。 

山田委員 よろしいでしょうか。具体的な形がよく見えてこないのですが、情報公開・個人情報保護審査会をや

めてしまって、行政不服審査会に一本化したといった場合に、審査会の方の不服申立てはどういう形になる

ですか。どこが審査庁になって、どういう人選がされて、やるのかが分からないのですが。具体的に分から

ないとちょっと趣旨が分からないのですが。 

小林会長 行政不服審査会に一本化されるという説明が事務局の方からございましたが。 

山田委員 その場合に、個人情報保護条例に係る異議が出てきたときに、具体的にどこが審査庁となって誰が選

ばれるのかというのが分からないので、現行の体制との比較ができないのですが。一般論はいいとしても、

具体的にみえないとそれでいいのかどうか分からないのですよ、具体的にみえないということであれば、そ

の件数も良く分かっていないのですよ。現実に情報公開条例や個人情報保護条例に係る異議申立ての件数が

それなりに数があると誤解されている方もいらっしゃると思いますが、数年に１件くらいしかないわけです

よ。行政不服審査法の関係でも年に何件もあるわけではないですよね。ですから実際に審査請求があがって

くるということはないわけですよね。ですから具体例がみえないと判断がしづらいのですが。 

清水委員 情報公開請求の場合ですと、請求があって、それに対して役所の方が不開示にしますよね、その場合

に不服申立てがあるんですけども、その場合の受け方というのは、条例で審査会に対して諮問すると書いて

あるのでやっているだけで、別にそうでなければいけないというルールはございません。今は、審査会は５

人でやっていますよね、条例の作り方によってはそれを１人でやっても構いません。 

山田委員 具体的にどういう行政不服審査にするかというのは決まっていないということなんですよ。 

清水委員 そうではなくて、行政不服審査というのは、行政不服審査法に基づいて審査するわけですよね。ただ、

木更津市が不開示にしたときに、木更津市に対して異議申立てをしても、実質的には同じ人が同じことを判

断することになりますよね。例えば、小林会長が窓口の担当者だとします、仮に課長さんだとして、請求が

あって、小林会長が拒否処分の決定をしたとします。それに対して山田委員が異議申立てをしました。その

ときに、決定をしているところに戻すわけですから、当然判断がひっくり返るということは少ないわけです

よ。ですので、現在の木更津市の条例は、第三者機関に諮問しなければいけないと書いてあるわけですよ。

第三者機関の構成が５人である必要性というのは、法律上ございません。１人でやっても当然かまいません。

ですからそういった組織は条例で決めることであって、条例でそうなっているのであれば、条例に則ってる

ということです。それで今度は新しいものと比較をしようとしたときに、どっちに一本化してもかまわない

わけですよ。看板の付け替えだけです。 

山田委員 看板を付け替えるだけじゃないから今やった方がいいという話をしているんだと思うんですけれども。 

清水委員 そうではなくて、新しい行政不服審査法の審査を兼ねるとした場合にどっちに一本化してもいいので

す。 

山田委員 一本化するということはいいのですが、木更津市はそれを二本立てでやろうとしているわけですよね。 

清水委員 原案はそうです。 
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山田委員 二本立てでいいかどうかを判断するに際して、一本化するという道もあるのではないかということを

判断するのに、一本化した場合に、行政不服審査の方を具体的に審査庁とか審理員とか書いていないのです

けれども、情報公開に関する場合だけなのですが、どこが審査庁になってどういう人が審理員になるのかと

いうことを聞いてみないと、審査会を残しておく方がいいのかそれとも一本化した方がいいのかという判断

が、新しい行政不服審査制度の人選とか審査庁とかをみて、だったら一本化の方がいいのかなといったこと

もあり得るのかなと思ったものですから。 

山口副主幹 少し説明が駆け足だったところもあったかもしれませんが、先ほど青木の方から説明したＡ４横の

図ですが、こちらで説明をさせていただきます。今、山田委員のご指摘は、情報公開・個人情報保護審査会

の方をやめてしまった場合にどうなるのかということですが、資料の左下の図になります。情報公開の不開

示決定に対する審査請求も左下の図のようになります。審査請求人が審査請求をします。点線で四角で囲っ

てある部分が市長だと思ってください。そうすると処分庁とあえて分けてあるのが、例えば、開示請求の対

象物があるのが環境部としましょう、市長である環境部というところとは違うところが審査庁ということに

なります。部は違わないかもしれませんけれども、違う組織の中で、①の審査請求を受ける審査庁というの

が市長となります。そうしますと、市長部局内の審査庁という組織の中の職員を審理員に選びまして、選ぶ

といいますか、審査庁からの指名をしまして、審理員は個人です。複数でもいいということにはなっており

ますけれども、ここでは１人とします。仮に私が指名されたとすると、そうすると③の審理を私個人の権限

で行います。まず審査請求が来ましたら、写しをとって処分をした処分庁に送っていつまでに弁明書を出し

なさいと、このあたりは法に書いてございますので、あとは口頭意見陳述が申立てられたら意見を述べる機

会を与えるなどして、最終的に私の方で一定の判断をして、④の審理員意見書というものを審査庁に出しま

す。なぜ意見書なのかといいますと、裁決をするのは⑦の審査庁で、審査庁が請求者に対して裁決をします

から裁決にあたる前に審理員としては、実際に審理をした意見を出します。ほとんど裁決書に近いと思いま

す。そうすると審査庁は審理員意見書を受けましたら、審理は終わりました、ということで⑤です。第三者

機関であります（仮称）行政不服審査会に、こういう意見書が提出されました、ということで諮問をします。

そうすると、ここであがりました専門性の高い委員、一応今３名の予定ですけれども、先生方で構成される

機関に諮問をしまして、今度は、ここでは弁明書を改めて出させるとか意見書を出させるとかではなくて、

書面の審査をして、審査庁に対して答申をします。その答申を受けて、審査庁は、請求人に対して裁決をす

るという流れになっております。ここで、点線の四角で囲った部分において、審査庁と処分庁を分けました

のは、少なくとも審理員は、処分をした手続き、決裁、アドバイスに関わっていないものでなければならな

いということからでございます。ただ、現実的にといいますと、木更津市レベルでいいますと、そんなに区

分して職員がいるわけではありません。僭越ではありますが、情報公開の話でいいますと、総務課職員のＯ

Ｂ以外で、情報公開の不服申立てについて中身を理解して審理をしていくということは、現実的に難しい。  

けれども、形式上、公平に聴くことが本来ですから、そのようにやればもちろんできる。ですから情報公開

の話であれば、総務課は合議で決裁をしてしまいます、審査に関わっていますし、審理員にはなれません。

そうしますと違う部署の職員が審理員を務めまして、手続きをして第三者に諮問をして、答申をして、裁決

をするといったスタイルになろうかと思います。そうしますと、第三者機関の方に、情報公開の世界に詳し

い方でなくてもいいといえばいいですし、やはり今までの蓄積がございますのでそういった部分で一定ライ

ンそういった方がいないと困るねということもあるかと思います。そういう形にすれば、そこで審査される

ので、公正な判断というのは一定ラインいけるかと思います。それよりは、今までやってきていただいた情

報公開・個人情報保護審査会を維持した方が、そこの専門性も高まるねといったところに意味があるかと思

います。 

山田委員 少し食い違いがあったかもしれません。それはそれとして、この第三者機関というのは具体的にどう

いうメンバーなのでしょうか。 

山口副主幹 今考えておりますのは、まだ不確定ではありますし、ご本人にも承諾をいただいておりませんが、

３名を予定しております。 

小林会長 具体的には言わなくてもいいのではないでしょうか。有識者ということだけ分かれば。 
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山口副主幹 法曹界の方や税理士さんを予定しております。 

山田委員 第三者機関で審査するときに、審査を求められた情報によってインカメラ審理を行うとか行わないと

かといったやり方を変えるということはないのですか。 

山口副主幹 そうなりますと、一本化というよりは、ダブらせるかたちになるかと思います。つまり情報公開・

個人情報保護審査会のメンバーのまま、ここに行政不服審査会としての任務も条例上担わせるというかたち

になるお考えだと思います。ですから、既存の情報公開・個人情報審査会をそのまま残して、行政不服審査

会への諮問は、行政不服審査法４３条１項で適用除外ですよ、かにみえるんですけれども、実は同じなので、

行政不服審査会への諮問であるということになります。ですが、もしかすると審理員は、情報公開に関して

は、適用除外にするかもしれません。一般の例えば、市民税に関する審査請求が来た場合であれば、審理員

が審理して、諮問して、答申すると、ただそのときには、先ほども言いましたけれども、実際の請求者本人

の口頭意見陳述ですとか、弁明書のやりとりですとか、質問だとかは、審理員が行います。ですけど、情報

公開の方では、それを審査会が行います。それをどうするかっていうのがありますが、それを審理員が行う

のだとすれば、完全にダブルというよりかは、むしろ先生がおっしゃった、情報公開の方の審査会は廃止し

て、行政不服審査法の方でいってしまおうという方の一本化だと思いますし、一本化といっても２種類ござ

います。本市では、一本化ではなく両方で、人も重なる方もいらっしゃるかもしれませんし、全部重なるか

もしれませんし、分かりませんが。 

小林会長 原案ですと、既存の審査会を残して、その審査会に、審理員並びに行政不服審査会の機能を合わせる

ということですね。簡単にいうとそういうことですよね。 

山口副主幹 はい。 

山田委員 すいません。行政不服審査会で情報公開の関係と、他の行政不服審査のやり方とを分けてやることも

不可能ではないですよね。 

山口副主幹 不可能ではないです。反対に、分けないで同じ審査会にお願いするというのは、傍からみると、今

の審査会に他の法律の不服申立てもお願いするというかたちでもあるので、本市ではそれはしないで、それ

はそれで新しい方に、情報公開の方は今までどおりで、多少すり合わせる必要があったり、鶴尾委員ご指摘

のとおり条例改正を要する部分もございますので、その上で、既存の審査会について残すのはいかがでしょ

うか、という案でございます。 

小林会長 ここまで事務局の方から説明されて、みなさん理解されているのではないかと思いますが。 

平野委員 よろしいでしょうか。既存の審査会を残すことがいいとされる理由はなんでしょうか。 

山口副主幹 一番最後の説明の中で言えば、十分に公正性ですとか、確保されている制度ですし、ましてや今の

情報公開・個人情報保護審査会の委員の皆さんに他の制度に係る審査会のルールもお願いしますというよう

なことをするつもりはないということです。別に作りますと申し上げたのは１つにはそういうことです。も

う一方の言い方として、そんなものもういらないよというつもりも全くないということです。単刀直入に言

いますと今までどおりお願いをしたいということです。もう少し、実務の話をしますと、木更津市では全国

でも珍しく、特定個人情報にかかりますＰＩＡ、これに対する第三者への意見照会という機能を実は審議会

ではなく審査会にお願いすることにしました。多くの自治体は、審議会に対して意見照会しておりますが、

本市では、審査会に対してとなっております。仮に既存の審査会をなくしてしまいますと、それが宙に浮い

てしまいますので、番号法に基づく意見を聴く機関というのがなくなってしまうということになります。 

小林会長 一つの波及効果もあるということですね。 

山口副主幹 はい。 

平野委員 よく分かりました。ちなみにＰＩＡとはなんでしょうか。 

山口副主幹 特定個人情報を扱う事務において、特定個人情報ファイルを扱う際に、どういった個人情報をこの

事務で扱うのか、漏えいしたときにどういった対応をするのか、いわゆる評価書になります。 

渡邉委員 情報公開・個人情報保護審査会を維持する場合には、弁明書を送付したり、意見書の提出期限を定め

たり、口頭意見陳述とかを、審査会がやるということでしょうか。 

山口副主幹 今までもやっていただいておりますので、審査会としてどうするのかといった詳細はこの後説明さ
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せていただきます。 

渡邉委員 分かりました。 

小林会長 原案をご支持されるご意見ということですね。いかがでしょうか。 

山口副主幹 多分ですね、こういった議論することがあっても、概ね、原案どおりでということであれば、先ほ

ど鶴尾委員からのご指摘があったとおり、個々に条文毎にみていった中で、大丈夫ですね、といった部分も

あろうかと思います。そういう前提でなければ、やはりよろしくないかと思いますので。 

小林会長 我々として方向性を決めてから、一方の構成によれば、行政不服審査会と審理員の２つの機能を既存

の審査会が兼ねるということになるからそれに伴った様々な新たな規定等に対する説明、あるいは皆さんか

ら質問をしていただいて、ない方向でいけばそれでいらなくなるわけですから、まずは方向性を決めましょ

うと。いかがでしょうか。お二人の方からは原案どおりの方向性で行くべきだというご意見が出ましたが。

異論がある方はいらっしゃいますでしょうか。特に異論がないということであれば、わたくしとしても原案

どおりの方向で良いかと思いますが。 

委員 異議なし。 

小林会長 それでは方向性が決まりましたので少し休憩をはさみたいと思います。 

 

休 憩 

 

小林会長 よろしいでしょうか。それでは方向性が定まったところで、それを前提にした事務局からの説明を聞

いた上で、時間の都合もございますので多少質問を聞いた上で、我々の答申案作りとしたいと思います。 

   あと、届出が１件残っておりますが、これに関してはいかがでしょうか。 

岡部主事 １６時以降でお願いします。 

小林会長 そうしますと、頃合を見ながら、ということでしょうか。 

山口副主幹 今確認しておりますが、このタイミングでいければ一番いいのですが、動きが分かりませんので、

ダメでしたら、その都度確認をして対応させていただきます。 

小林会長 この審議会の流れですと、大きな項目と項目の間が一番いいですけれども。 

山口副主幹 まだ時間がかかるとのことです。 

小林会長 休憩中に事務局から伺いましたが、予定していた時間よりも３０分かかっているということですので、

皆さんのご協力をお願いします。では早速お願いします。 

青木主任主事 それでは引き続き説明をさせていただきます。改正された行政不服審査法では、先ほどもご説明

いたしましたが、処分に関与していないなど一定の要件を満たす審理員が審査請求の審理を行うこととして

おります。こちらの点につきましては、不服申立て人の手続保障という観点から、改正法の第２章第３節、

第２８条から４２条に審理員の手続が規定されております。改正法の審理員の審理手続の規定と現行の行政

不服審査法の規定を比較した上で、本市の情報公開条例及び個人情報保護条例に係る不服申立てについて、

審査会が実質的な審理を行っておりますので、審査会の審理手続が規定されております本市の情報基本条例

において、改正法と同様の規定が必要か、若しくはその必要はないのか、本市の考えを説明させていただい

た上で、審議会のご意見をいただければと考えております。 

小林会長 そのための解説を次になされるのでしょうが、その前に、これは皆さんと答申案を最後の段階で作る

わけなのですが、答申案の内容というのは、その答申を踏まえて、市長部局が早速、条例作りに入るという

ことになるのですよね。だからといってこの審議会が、改正条例の案文をここで練るわけではございません。

条例改正における方向性をここで示すということをご理解していただかないといけません。よろしいでしょ

うか。ですから、旧法と新法の比較対照であれ、これから説明されるのでしょうけど、詳細な説明というの

は、時間を節約しなくてはならないという観点から、要点だけを示していただければと思います。それでは

お願いします。 

青木主任主事 事前に郵送でお送りしました、現行の行政不服審査法と改正後の行政不服審査法の比較した表を

ご覧ください。対照表の一番右の備考欄に、改正法の審理員の審理手続の規定がされている各条文の趣旨と、
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それに対応すると考えられる、審査会の審理手続の規定がされている現行の木更津市情報基本条例の趣旨、

そしてそれを踏まえた上での現行の木更津市情報基本条例の改正の要否について、それぞれ要点を示してご

ざいます。また、対照表の一番下、欄外に二重括弧についての説明がございますが、改正法第２８条から４

２条までの各条文の規定は、審理員による審理手続の規定となっておりますが、改正法の９条１項ただし書

きの規定、先ほど審理員を適用除外とした場合に、改正法の第９条第３項で、審理員を審査庁と読み替える

規定がございますので、左から２列目は、新しい行政不服審査法の条文になりますが、その中に、分かりづ

らくなっておりますが、二重括弧で示されたものが審理員を排除した場合の審査庁と読み替えたものとなっ

ております。それでは、改正法第２８条から順番にご説明いたします。改正法第２８条では、公正性の向上

のため、原処分に関与していない審理員が審査請求に係る実質的な審理を行うため、審理員が主宰となって、

審査請求人、参加人、処分庁等が主張及び証拠の提出を行う対審的な構造を取ることになります。一方で審

理員は、審査請求に係る事件の内容を知らないため、審理手続を迅速に行うという改正法の趣旨から、本条

では、審理関係人と審理員に相互に協力するよう規定されたものでございます。現行条例には同趣旨の規定

はございませんが、現行条例においても、改正法と同様に第三者である審査会が実質的な審理を行っており

ます。また審査会が迅速かつ適正に審理を行えるように、基本条例第２１条で、インカメラやボーン・イン

デックスなどの調査権限が審査会に与えられています。以上のことから、改正法と同様の規定を加えること

は不要ではないかと考えます。 

続いて、改正法第２９条に移らさせていただきます。今ご説明いたしましたが、審理員は、原処分に関与

していない者でございますので、原処分の理由を処分庁に弁明させて把握する必要があると、改正法では、

処分庁等に対して必ず弁明書の提出を求めなければならないとして、審理員に処分庁等に対し弁明書の提出

の求めを義務付けております。現行法では、一番左の列でございますが、弁明書の提出を求めることができ

るという規定となっておりまして、弁明書の提出を求めるか否かは、審査庁の裁量に委ねられております。

現行条例では、審査会の権限で処分に係る情報の提示を求めることができるため、審理員による審理と審査

会による審理が併存することも可能となります。分かりにくいので、本日お配りしました資料、Ａ４縦１枚

の弁明書と書かれた図をご覧ください。先ほどの説明の中で、審査庁は処分庁に対し弁明書の提出を求める

ことができると、必ず求めるものではなく、上の図、現行法及び現行条例の中で審査請求人が審査請求をし

て、審査庁がその審査請求を受けて審査会に諮問をするというのが、現行条例の流れとなっておりますが、

審査庁が処分庁に対して弁明書の提出を求めるのは、できる規定となっておりますので、必ず求めるもので

はないということになります。それが、下の図、改正法及び現行条例と書かれた図におきましては、審査庁

が必ず処分庁に対して弁明書の提出を求めなければならないとなっておりますので、審査庁は処分庁に対し

弁明書を必ず提出させるということになります。審査請求に対する実質的な審理を行っているのは審査会に

なりますので、審査請求人から審査請求を受けて、審査庁が審査会に諮問をして審査会が実質的な審理を行

うかたちになりますが、審査庁が弁明書の提出を求めて弁明書が提出されてその弁明書を審査請求人、参加

人にそれぞれに送付しなければならないと改正法の中で規定されておりますので、そうしますと、審査庁が

処分庁に対して弁明書の提出を求める際に提出期限などの設定をしないと、例えば審査会で審査請求に係る

審理を行っていて、その審理が終わって審査庁に対して答申をしたあとに処分庁から弁明書が提出されると

いうケースも考えられるのではないか。以上のことから弁明書の提出期限を定めて、提出された弁明書を審

査会に諮問をする際に添付するなど、適切な時期に提出するといった改正が必要なのではないかと考えられ

ます。 

続いて、改正法第３０条ですが、またＡ３横の対照表をご覧ください。改正法の第３０条は、反論書等の

提出について規定されておりますが、こちらの３０条では、審査請求人と参加人に主張の機会を与えており、

その主張の内容を審理員とその他の審理関係人に明らかにするために、審査請求人による反論書、参加人に

よる意見書の提出について規定されたものでございます。現行法では、審査請求人のみ反論書の提出をする

ことができるとなっており、参加人からの意見書の提出という規定はございません。改正法第３０条第２項

では、参加人についても書面による主張をする権利が与えられております。左から３列目、現行条例では、

第２２条第２項で、不服申立人等は、市長が規則で定めるところにより、審査会に対し、意見書又は資料を
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提出することができるとなっております。この不服申立人等というのは、ご覧いただいている資料の左から

３列目、現行条例第２１条第４項で不服申立人等と略称が置かれておりまして、不服申立人、参加人、諮問

実施機関その他関係人を合わせて不服申立人等としております。 

山田委員 すいませんちょっと話が分からないのですが、要は行政不服審査法に反しないように条例を変えよう

ということですよね。だとすれば、現行法と現行条例を書いて、新しい行政不服審査法がこう変わるので、

現行条例もこう変わりますよと説明していただいた方が分かりやすいのですが。 

小林会長 私はそういう流れで説明されているというように聞いておりますが、ただ、様々な資料を使われるの

で、流れが途切れちゃうというようには感じます。 

山田委員 図もどこを説明されているのか分からないのですが。 

山口副主幹 そうしますと同じように感じている方もいらっしゃるかもしれませんが、あらかじめお話をすると、

左から２列目の改正法、これを軸にして作られた資料なのですが、新しく作られた改正法、この規定を中心

にみていきますよということで、新法の条文の説明をしております。その時に対比するのは、１つには、一

番左の列の旧法との比較もする必要があるかもしれませんが、その必要がないところは割愛しています。中

心的には左から３列目の現行条例、これがどうなっているのかといったところを中心に、真ん中の２列で対

比をしております。時には、一番左の列、現行法がこうなっている中で右から２列目、現行条例はこうなっ

ている。その上で左から２列目、法はこう変わったので、どうするかといった視点を説明する必要もあろう

かと思います。山田委員がおっしゃるとおり、改正条例の案まではお示ししておりません。その点につきま

しては、先ほど会長からお話があったとおりです。方向性のお話ですので、条ごとに基本的には、改正の必

要はないと考えていますよ、ですとか、同様の規定の追加ないしは訂正、つまり改正がいると考えています

よ、ということで括りつつ改正法の条ごとに進んでいこうと思っているのですけれども。 

平野委員 対照表だけで説明をした方がいいと思います。一番右の列を中心に説明された方がよいかと。 

小林会長 現行条例の改正の要否についての市の意見を結論として出すための理由付けを説明されているわけで

すよ。色々な資料を使われているので、逸れていってまた戻ってといった印象を受けるのではないかという

ことですよ。先ほどお伝えしたとおり、話の筋は分かるのですよ。平野委員がおっしゃられたように要点に

的を絞って説明された方がよいのではないでしょうか。つまり対照表の一番右の列の改正の要否というとこ

ろに力点を置いて説明していただけますか。 

山口副主幹 一旦、改正法のところの説明をさせていただきましたが、そこを若干省きつつ説明させていただき

ます。 

小林会長 旧法の説明については必要ないかと思います。 

山口副主幹 ときに旧法の説明も交えた方が分かりやすいこともあるかと思いますが、いずれにしても改正の要

否を中心に説明させていただきます。 

小林会長 改正の要否というところを中心として、改正法、条例と。ちなみに改正の要否というのは、条例の改

正要否ということでよろしいですか。 

山口副主幹 はい。現行条例の改正の要否です。 

それでは、そのようなかたちで説明させていただきますのでよろしくお願いします。 

青木主任主事 先ほどの説明の続き、改正法の３０条でございますが、改正法では、審査請求人による反論書の

提出ができるとされているのが３０条１項、２項で参加人が意見書を提出することができると規定されてお

りまして、それぞれ審査請求人と参加人に書面で主張する権利が与えられております。現行条例においても、

２２条２項で、不服申立人、参加人、諮問実施機関その他関係人をまとめて不服申立人等と規定しておりま

すが、不服申立人等が審査会に対して意見書又は資料を提出することができるとされております。つまり現

行条例においても、審査請求人、参加人に、審査会に対して意見書を提出することができると現行条例２２

条２項で規定されておりますので改正の必要はないのではないかと考えております。続けて改正法３１条で

ございますが、３１条１項で審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、口頭で意見を述

べる機会を与えなければならないという規定がございます。そして改正法３１条２項は、新たに加わった規

定ですが、口頭意見陳述の際に審理員は、場所を指定して全ての審理関係人を招集してさせるものとすると
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いう規定が新たに加わっております。こちらの趣旨というのは、改正法の３１条５項で、口頭意見陳述に際

し、申立人は、審理員の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することが

できると、口頭意見陳述の申立人が、審理員の許可を得なければなりませんが、処分庁等に対して質問をす

る権利が新たに与えられております。この質問をする権利を担保するために、口頭意見陳述の際に処分庁に

対して質問をしたいのに処分庁が出席していないのでは意味をなされないため、改正法の３１条２項で、審

理員は全ての審理関係人を招集させるものとするという規定が新たに加わっております。それを踏まえ、現

行条例の２２条１項ですが、不服申立人等は、審査会に対して口頭で意見を陳述することを求めることがで

きると規定されております。現行条例との比較で、改正の要否でございますが、現行条例においても、口頭

意見陳述の機会を与える規定はございますが、先ほど説明させていただきました、改正法の３１条２項及び

５項でございますが、口頭意見陳述の際に全ての審理関係人を招集させて、口頭意見陳述の申立人に対して

質問権を与えるといった規定はございませんので、改正法と同趣旨の規定を置く必要があるのではないかと

考えております。続けて改正法３２条でございますが、こちらにつきましては、審査請求人、参加人に、証

拠書類等の提出をすることができるとした規定でございますが、こちらは現行条例にも規定しておりますが、

現行条例２２条２項で、不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができると規定さ

れております。こちらの資料とございますが、意見書の根拠又は補足となるものと解されております。以上

のことから、現行条例において、改正法と同趣旨の規定があると考えられるため、改正の必要はないと考え

ております。 

山口副主幹 すいません、説明の途中ではございますが、資料の中で改正の必要がないと出てきたり、あると出

てきたり正直分かりにくさもあるかと思いますが、改正の必要があるというところを抽出して申し上げます

と、今説明が終わっているところでいうと、改正法の２９条、３１条、それから続きでいいますと、３２条

は改正の必要がないと、３３条もない、３４条もない、３５条もない、３６条もない、３７条もない、そし

て次の３８条は改正の必要があるとしておりますので、そこまでを割愛させていただければと思うのですが。 

小林会長 改正の必要がないというところについては、改正法が要求する手続等と、全く同じとは言えませんが、

同質性が明らかなものということですよね。だから改正の必要がないという判断でよろしいでしょうか。私

も前もって確認してみたところ、今私が言ったようにほぼ同じといっていいような手続き、それがここでい

う改正の必要がないというものになりますので、改正の必要があると、明らかに現行の条例にはないとか、

あるいは現行の条例と齟齬があるものに焦点を絞って審議するということでいかがでしょうか。 

委員 異議なし。 

小林会長 ではそういうやり方でご説明の程お願いします。 

山口副主幹 振り返らせていただきますが、２９条と３１条は説明が終わっていますが、改正が必要だとご説明

申し上げたところになります。１点だけ付け足させていただきたいのですが、３１条のところで、改正前の

法律、改正後の法律の左２列は、意見を述べる機会を与えなければならないとしまして、審理する側に義務

付けられた規定となっております。一方で３列目、現行の条例でいいますと、申立人等は、意見を陳述する

ことを求めることができるとしまして、不服申立人等の権利となってしまっております。ですのでこの箇所

につきましてはこれを機にすり合わせをさせていただこうかと考えております。つまり、与えなければなら

ないと申立人の権利ではなく審理する側の義務に変えさせていただこうかと思います。ということで３８条

の説明に進ませていただきます。 

小林会長 今のところは、改正の要否でご説明されたように変えるということですか。 

山口副主幹 ３１条は、それ以外のところ、質問権のところですとか、全ての審理関係人を招集させて質問権を

与えるところですとか、その部分は最低でも違いますので、その部分につきましては加えさせていただこう

というのが青木の説明でしたが、プラスしてそもそもの口頭意見陳述の規定も義務と権利で書き方が異なり

ますので、義務の方に書き変えさせていただこうかということです。 

小林会長 現行は権利ということですね。 

山口副主幹 はい。 

小林会長 法律に合わせると、改正法に合わせるということですね。 
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山口副主幹 はい。それでは３８条の説明をさせていただきます。 

青木主任主事 それでは、改正法３８条の説明をさせていただきます。改正法３８条１項では、審査請求人又は

参加人に対して、提出書類の閲覧又は写しの交付を求めることができるといった権利が与えられております。

こちらにつきましては、現行条例２２条４項で、不服申立人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見

書又は資料の閲覧又は複写を求めることができるとされておりますので、現行条例においても、不服申立人

等に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は複写を求める権利は与えられております。しかし、

改正法３８条２項で、審理員は、前項の規定による閲覧をさせ、又は交付をしようとするときは、当該閲覧

又は交付に係る提出書類等の提出人の意見を聴かなければならないとしており、こちらの規定については、

現行条例にはございません。改正法の３８条３項につきましては、現行条例の２２条５項で同様の規定がご

ざいます。そして改正法の３８条４項及び５項ですが、こちらが新たに加わった規定で、現行条例にない規

定となっております。３８条４項では、第１項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、政令で

定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならないと、規定され

ておりまして、続いて５項では、審理員は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定

めるところにより、前項の手数料を減額し、又は免除することができると規定されております。６項につき

ましては、地方公共団体に所属する行政庁が審査庁となる場合において、第４項及び第５項中の政令を条例

と読み替えますという規定となっております。以上のことから、改正法の３８条４項及び５項の手数料の納

付及び減免についての規定を現行条例においても置く必要があるのではないかと考えております。 

山口副主幹 ここも、大きな変換だと思いますが、手数料の規定はございませんでしたので。手数料の徴収及び

減免についての規定を置く必要があると考えられるというだけでは少し分かりにくいかもしれませんが、今

までどおり、審査会に閲覧をするとかしないとか減免をするとかしないとかという処分をしていただくよう

な規定にするような改正は、考えていません。冒頭でも説明させていただきましたが、いずれにしても審理

員を適用除外とした場合には、読み替え規定により審理員の権限が審査庁に残る部分もございますので、こ

の部分につきましても、審査庁としての権限というのはまだ残っておりまして、審査会に諮問した際と同じ

書類が審査庁にも当然あるわけですので、この部分につきましては、そちらの方で処理をするといった規定

の方が、いわゆる市長がという規定の方がよろしいのではないかと考えております。 

清水委員 書類の閲覧となりますと、情報公開条例ではみんなやってますよね、それの減免規定がありますよね、

それと同じではないですか。 

山口副主幹 結果的には同じです。 

清水委員 今までは、情報公開以外の不服申立てについて手数料を取れるという規定がなかったから、それで国

の方はどっちも有料ですから、うちについても両方取ると統一されたことで、それに合わせてこちらの方も

手数料を取る以上は減免規定を置くということではないですか。 

山口副主幹 おっしゃるとおりです。その権限は審査庁であるような形に工夫をしたいと思います。 

小林会長 どちらにしても改正は必要ということですね。 

山口副主幹 そうですね、今のままですと、資料Ｐ７左から３列目、現行条例２２条４項２行目、審査会に対し

て閲覧又は複写を求めることができるとなっておりまして、それはそれで意味があると思いますが、閲覧又

は複写を５行目、この場合において、市長は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当

な理由があるときでなければ拒むことができない、逆に読めば、認めるときは拒めるということになります

ので、拒むのは市長と、いうように逆に読めると思いますが、審査会に拒むような判断、ないしは処分をし

ていただくような規定になっておりません。それは現行条例２２条５項をご覧いただいても分かるように、

市長は、前項の閲覧又は複写について日時を指定することができると、市長が閲覧又は複写をさせる規定に

切り替えております。これがいいか悪いかという意見はあるかもしれませんが、それを抜きにしますと、今

まで本市の条例がそのようにしてきたのは、審査会に処分をさせないためでしたので、同様に減免の処分が

規定されることになりますけれども、こちらも審査会では、処分をしていただくような規定にはしないよう

に考えております。 

小林会長 分かりました。ということで、早速質疑、質問、あるいは意見を述べる時間に移りたいと思います。
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ご意見等ございましたらお願いします。 

清水委員 改正法の３６条あたりの表現ですが、審理関係人にとありますが、今までなかった概念で、そこで真

ん中の２列、改正法と現行条例をみますと、現行の条例では不服申立人等とありますが、こういった言葉は

どのように統一されますか。あるいはどういった統一が望ましいのですか。 

山口副主幹 審理関係人という言葉と、現行条例上の不服申立人等という差が、言葉に違いがあるけれどもどう

するのか、といったご質問ですが、細かい精査はこれからさせていただくのですが、現行条例との差を確認

させていただきますと、改正法の審理関係人というのは、審査請求人と参加人と処分庁等となっております。

現行条例の不服申立人等の方には、そこに、諮問実施機関となっておりますので、諮問実施機関というのは、

処分をした実施機関も含まれます。プラスしてその他関係人というのが入って不服申立人等となっておりま

すので、参加はしていないですが利害関係を有する人も含まれるということになります。そうすると、実質

は同じだと思うのですが。 

清水委員 ですからそういった文言の修正ですとか改正ですとかされると思うのですけれども、だけどそれは今

日の諮問には入らないということでよろしいですか。 

山口副主幹 はい。整理させていただきます。 

小林会長 その線で条例化をする際にはということですね。他に質問やご意見等ございますか。 

佐久間委員 法の趣旨が公正性の向上ということで、意見陳述や弁明書ですとかがあると思うんですけれども、

木更津市情報基本条例の中の構成委員の人選のとこで、公正性を担保するためですと、そういった文言を入

れなくていいのですか。つまり審査会の人を選ぶ段階で公正性とか透明性とかを担保する規定を作らなくて

いいのですか。 

小林会長 審査会の委員の選定手続の公正性ということですか。 

佐久間委員 そうです。今までの条文を見ていないので分からないのですが。 

小林会長 選定に当たっては、市長が任命権者ですよね。例えばその選定手続において第三者機関を置くとかと

いうことですか。 

佐久間委員 いや第三者機関という言葉が出てきましたので、公正性を担保するといった一文を条例に入れなく

ていいのかなと思いまして。 

小林会長 教育委員会の委員は、議会の同意を得ていると思いますので、議会の意見が反映されるわけですから、

そこでいうところの公正性なんかは担保されていると思いますが、審査会や審議会の委員の人選については、

市長の専任事項ですから。国の審査会はいかがでしょうか。 

清水委員 国の情報公開・個人情報保護審査会も国会の同意が必要です。 

小林会長 そこから習うと、そこから平仄を合わせるという発想が市にはあるのでしょうか。 

山口副主幹 結論から申し上げるとございません。なぜかと申しますと、国の審査会と地方自治体における審査

会は、位置付けが異なります。国の組織を決めている法律での位置付けと、地方自治法で定められている附

属機関では、権限も位置付けも違いますので、従いまして手続きも違うのであろうという認識をしておりま

す。 

小林会長 ただ、ご意見としては。 

山口副主幹 そうですね。規定では、審査会は、５人の委員をもって組織し、学識経験を有する者のうちから市

長が委嘱するとだけですから、学識経験者で言えば、例えば、市寄りの学識経験者だったりすると、公平性

の担保はいかがなものかという意見もあるかと思います。 

清水委員 どこかの自治体で、情報公開に関して学識経験を有する者という条例の文言にしてしまいまして、市

民から情報公開に関して学識経験を有することが分かる書類の請求がございまして、相当人選が困難になる

と思いますよ。 

小林会長 他になにかございますか。 

鶴尾委員 改正法の３０条と３３条ですが、双方とも改正要否については改正の必要はないと考えられると書い

ていますが、相当の期間を定めてと、先ほど少しお話があったかと思いますが、もしかしたら手続的権限を

期間を定めることによって制限してしまうおそれがないこともないですが、保障するという観点からは、手
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続的権利を保障するというような、改正法にもそういった趣旨はございますので、答申書の中でどこか一文

を入れていただければと思います。 

山口副主幹 改正法の３１条の方でご説明させていただきましたが、確かに審査会の審理の進行と、沿わないタ

イミングになってしまうというおそれは、理論上はあるのですが、実態上は、諮問をしているのは審査庁と

なりますので、審査会の進行状況を確認しながら、期間についてご意見を伺うとか、若しくは審査会の方が

このくらいのタイミングで出してくれだとかというのが実態のお話になるかと思います。一方で審査会が求

めることができるという規定も残りますので、そこを除くのであれば同じにした方がというご指摘だと理解

したのですが、そういう理解でいうと本音は、審査会は、自分の審理の進行がございますので、もしくは、

学識経験者で第三者機関という面合わせしていることからすると我々よりは公平にやっていただけるはず

ですし、ものを１週間で出せという話は当然しないという前提ですし、自分たちの審理の進行上の期間設定

というのはしてしかるべきですので。同時に審査庁の方が、審査庁の権限でいついつまでに出しなさいとい

うことは可能なので、審査会の方の規定に入れるということも。ご指摘は分かりました。 

小林会長 これから答申案を練る際には、審査手続の審査プロセスですね、具体的な審査関係人の手続きと、手

続上の権利と限定するよりも、審査手続の公正性を確保するですとか、というふうであれば問題ないですね。 

平野委員 資料の逐条解説の６ページに審査請求に対する裁決をするまでに通常ようすべき標準的な期間、標準

審理期間を定めるよう努めると、これを定めたときは公にしておかなければならないと載っております。ま

た、Ｐ１４１の反論書のところに、相当の期間を定めたときというのは、要するに遅滞を防ぐ観点から、提

出期限を設定し得るものとするものであるが、合理的な判断に委ねられる 

小林会長 ご意見として。 

他にご質問等ございましたら。なければこのあと報告が１件ございますし、事務局としては答申案を作成

しなくてはいけないので、これまでの議論、ご意見、ご質問等を踏まえて事務局の方に答申案を速やかに書

いていただいて、我々の方にご提示をお願いします。 

山口副主幹 少しお時間をいただきまして、その間に届出についてご報告させていただいてもよろしいでしょう

か。 

小林会長 それではペンディングになっていた届出の１件ですね、早速お願いします。 

岡部主事 それでは最後の届出ですね、臨時職員等の任用に関する事務、職員課の届出でございます。こちらに

つきましては、これまでにも臨時職員の任用等はやっておりましたけれども、１月１日から、主に社会保険

や労働保険などの加入手続等で個人番号を利用する事務ということになりますので、個人番号を記録項目と

して追加する旨の変更の届出でございます。従いまして記録項目のところでございますが、臨時職員の任用

の申請者を特定するための情報と、任用後の臨時職員等の給料を支払うための情報、その他社会保険等の加

入手続きのために必要となる情報、これらの情報を記録項目とさせていただいております。収集先につきま

しては、臨時職員本人から収集いたします。提供先ですけれども、臨時職員等の登録簿につきまして、任用

先の部署に閲覧をさせるというところでございます。社会保険、労働保険の加入要件を満たす臨時職員等に

つきましては、日本年金機構や、公共職業安定所などの他の官公庁に対して個人番号を含む情報を提供させ

ていただきます。以上でございます。 

小林会長 ご質問等ございましたらお願いします。 

山田委員 個人番号の収集元は、本人からだけでよろしいですか。 

萩野次長 収集先は本人からだけですが、集める情報としては、社会保険の加入の際には本人の家族からも個人

番号を収集します。 

岡部主事 ご家族の情報を申請者本人から収集するというかたちになると、そういった意味では民間・私人から

も収集するということになりますので、記録項目の個人番号の収集先としましては、本人及び民間・私人と

なります。 

清水委員 マイナンバーだけが必要ではないですか。 

小林会長 さらに補正が必要ですか。 

山口副主幹 補正が大きくありそうなので。 
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萩野次長 すいません、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届というものを提出しているのですが、今ま

でも本人だけでなく家族の情報、住所・居所、氏名、生年月日などを提供しておりましたが、それに今回番

号法の施行に伴いまして本人の個人番号及び扶養家族の個人番号を新たに収集するため追加するものでご

ざいます。 

清水委員 扶養家族の氏名と個人番号だけでいいですか。 

岡部主事 届出書の規定の様式がございまして、今までも個人番号以外の情報を収集しています。 

清水委員 それは分かりますが、どれとどれが追加となるのですか。 

岡部主事 説明資料の中でいいますと、個人番号が記録項目として追加されるというところで、収集先につきま

しては、記録項目としているものすべてを、本人と民間・私人から収集いたします。 

清水委員 そうすると、先ほど話したとおり、障害とか趣味・活動とかも記録項目として入ってしまうのですか。 

萩野次長 障害や趣味・活動といった情報は、臨時職員として市に申請する際に出されるもので、そこに書いて

あるだけですので、社会保険等で被扶養者としてのご家族の障害とかといった情報は収集しておりません。 

清水委員 ですので、この届出書に収集先として民間・私人を加えなければならないものはどれとどれですか。 

萩野次長 まず個人番号は、本人とご家族から、識別番号はなしです。氏名は、本人とご家族、性別も本人とご

家族、住所・居所、生年月日も本人とご家族、年齢は本人のみ、本籍・国籍はございません。学業・学歴、

資格・許可は本人のみ、賞罰、成績・評価、財産・収入はございません。取引状況は本人のみ。以下はあり

ません。以上です。 

小林会長 訂正をされるということでよろしいですか。 

萩野次長 はい。 

山口副主幹 そうしますと、収集先がご家族の分も取ると、訂正をさせていただいたところにつきましては、本

人以外からの収集となりますので、本人に加えて民間・私人が入ります。 

小林会長 他にご質問等ございましたら。なければ、これは訂正をしていただくと。 

山口副主幹 はい。説明書の方も併せて訂正させていただきます。 

小林会長 それでは、今配られた答申案に目を通していただいて、あまり時間はかけられませんが、これはあく

まで答申案ですので、てにをはを含めた内容を確認していただければと思います。 

   いかがでしょうか。訂正すべき点等ございましたら。私からよろしいでしょうか。一番最後の、審査会に

おける審理及び審査プロセスについては、公正性や使いやすさの向上といった改正法の趣旨を踏まえた、あ

るいは踏まえて、現行条例を適切に改正することが望ましいと考える。と少なくともそのようにしないと日

本語の文章としていかがかと。２枚目の最後が、答申案の根幹となるところですので、皆さんそこに注目を

してみていただければと思います。 

青木主任主事 すいません、１ページ目の下から３行目、条例の例の字が誤っておりますので訂正させていただ

きます。 

佐久間委員 ただし書という言葉が２回出てくるのですが、片方は送り仮名のきがあって、もう片方はないので

すが。 

山口副主幹 なしが正しいです。 

小林会長 不服申立てに係るの係るは漢字でよかったでしょうか。 

山口副主幹 漢字で書かせていただいております。 

小林会長 それであれば。ただ、通常使う場合は、ひらがなですよね。ちなみに諮問書の係るは、これですか。

もちろん統一されていればいいのですが。 

青木主任主事 諮問書の係るも答申案と同じです。 

小林会長 ではそれはそれでいいです。他にございませんでしょうか。 

   今の点を直していただいて、最終案をご提示いただけますでしょうか。 

   いかがでしょうか。時間も時間ですので、これを正式な答申としますが。それではこれから答申を読み上

げます。 

   平成２７年１０月２７日 木更津市長 渡辺芳邦様 木更津市情報公開総合推進審議会 会長 小林 伸
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一行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）の施行に伴う木更津市の情報公開制度及び個人情報保護制度

における行政不服審査のあり方について（答申） 

平成２７年１０月２７日付け木総第５７６号で諮問のありましたこのことについては、行政不服審査法

（平成２６年法律第６８号。以下「改正法」という。）の趣旨を踏まえ検討を行った結果、下記のとおり答

申します。 

当審議会は、諮問事項を判断するにあたり、現行の行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号。以下「旧

法」という。）と改正法を比較し、改正法の趣旨を踏まえ、木更津市情報基本条例（平成１５年木更津市条

例第２号。以下「基本条例」という。）第１８条に基づく木更津市情報公開・個人情報保護審査会（以下「審

査会」という。）のあり方について、以下のとおり考えるものである。 

木更津市情報公開条例（平成１２年条例第４号。以下「公開条例」という。）及び木更津市個人情報保護

条例（平成１１年条例第４号以下「公開条例」という。）及び木更津市個人情報保護条例（平成１１年条例

第４号。以下「保護条例」という。）に基づく開示決定等の処分に係る不服申立てがあった場合は、公開条

例第１８条及び保護条例第２４条に基づき、決定又は裁決をすべき実施機関は、審査会に諮問しなければな

らないとされており、審査会は、諮問を受けて、基本条例に基づく調査権限により、当該処分に係る実質的

な審理を行ってきた。 

改正法における審査請求の手続は、原処分に関与していない審理員による審理を尽くしたのちに、第三者

機関である行政不服審査会に、審理員が行った審理手続の適正性や判断の妥当性について諮問をし、その答

申を受けて審査庁が裁決を行うこととされている。 

改正法第４３条第１項の規定は、裁決の客観性・公正性を高める観点から、行政不服審査会等に対し、審

査請求に対する判断について諮問することを義務付けているものであるが、同項第２号で、処分に係る審査

請求の手続において、他の法令や条例に、第三者機関へ諮問する旨の定めがある場合は、改めて改正法に基

づく行政不服審査会等への諮問の必要はないとされている。 

この改正法の趣旨は、行政不服審査法以外の個別の法令や条例で、処分についての不服申立ての手続にお

いて、専門性の高い第三者機関に諮問し、当該第三者機関で調査審議がされることが、国民の権利利益の救

済に重要であり、改正法の目的である公正性・客観性は確保されているためであるとされている。 

また、必ず審理員による審理手続をしなければならないということではなく、改正法第９条第１項ただし

書において、条例に基づく処分について条例に特別の定めをおくことにより、審理員による審理手続の適用

を除外することができることとしている。 

この改正法の趣旨は、条例に基づく処分に対する審査請求に関して、地方公共団体に設置される、有識者

で構成される審査会が、当該処分についての諮問を受けて実質的な審理をしている場合に、すでに客観性・

公正性は確保されていることから、審理員による審理手続を省くことにより、審理手続の迅速化・合理化を

図るものであるとされている。 

以上を踏まえ諮問事項について以下のとおり判断する。 

公開条例及び保護条例に基づく不開示決定等の処分に係る不服申立てについては、当該条例において審査

会への諮問を経て、裁決又は決定をしなければならないと規定されており、また、基本条例において、審査

会は有識者から構成され、不服申立てに係る審査会の調査権限や、審査会に諮問された事項の取り扱い等の

審理手続が規定されており、公正性・客観性は既に確保されていると考える。 

そこで、公開条例及び保護条例に基づく不開示決定等の処分に係る不服申立てについては、改正法第４３

条第１項に基づく行政不服審査会ではなく、審査会に諮問をし、改正法第９条第１項ただし書の規定に基づ

き、審理員の適用を除外とした審査会での審理を存続させることが妥当であると考える。 

また、審査会における審理及び審査プロセスについては、公正性や使いやすさの向上といった改正法の趣

旨を踏まえて、現行条例を適切に改正することが望ましいと考える。以上です。 

久良知部長 ありがとうございます。 

小林会長 以上で、本審議会の議題はすべて終了いたしました。その他はございますか。 

山口副主幹 ございません。 
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小林会長 皆様からのご意見ご要望はございませんでしょうか。ないようですので、これをもちまして平成２７

年度第５回木更津市情報公開総合推進審議会を終了いたします。長時間にわたりご苦労さまでした。 

 

上記会議録を証するため下記署名する。 

 

   平成２８年６月２９日 

 

      

          木更津市情報公開総合推進審議会会長  小 林  伸 一 


