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平成25年（ワ）第 13 7号表現の自由及び参政権侵害事件

原告岩崎 信

被告延岡市

証拠説明書

平成 26年 2月 19日

宮崎地方裁判所延岡支部民事合議係御中

上記被告訴訟代理人弁護士 殿所 哲警警
A(儒覧発

向上 代理人弁護士 山下秀

向上 代理人弁護士 笹田雄

号証 標 目
原本・写

作成年月日 作成者 立証趣旨
しの別

乙1 延岡市情報 写し 平成 11年 延岡市 延岡市の情報公開制度
公開条例 1 2月 22 について

日

乙2 行政文書不 写し 平成 25年 延岡市議会 全議案に関する議決結

開示決定通 4月10日 議長 果の賛否一覧表につい

知書 て不開示決定を行って
し、ること

乙3 延岡市議会 写し 平成 25年 延岡市 延岡市議会基本条例に

基本条例 3月25日 ついて

乙4 延岡市情報 写し 平成 25年 延岡市情報 全議案に関する議決結

公開審査会 7月3日 公開審査会 果の賛否一覧表を作成

答申（平成 するための資料等につ

25年度諮問 いての不開示決定に対

第 1号、第 する異議申立てについ
2号） て延岡市情報公開審査

会で審議を行い、当該

不開示決定が妥当であ
るとの答申があったこ



"' ‘ 

乙5

乙6

乙7

乙8

乙9

乙10 

延岡市議会 写し

における情

報公開事務

取扱い要領

行政文書開 写し

示決定通知

書

延岡市情報 写し

公開審査会

の答申（平

成 25年度

諮問第 3

号）

延岡市情報 写し

公開審査会

の答申（平

成 25年度

諮問 第 5

号）

延岡市情報 写し

公開審査会

の答申（平

成 25年度

諮 問 第 6

号）

延岡市情報 写し

公開審査会

の答申（平

成 25年度

諮問第 4
号）

と

延岡市議会 議会における情報公開

事務の取扱いについて

平成 25年 延岡市議会 延岡市議会が保有する

3月26日 議長 議会基本条例特別委員

会の議事録を原告に対

して開示していること

平成 25年 延岡市情報 議会基本条例特別委員

7月3日 公開審査会 会作業部会記録につい

ての不開示決定に対す

る異議申立てについて

延岡市情報公開審査会

で審議を行い、当該不

開示決定が妥当である

との答申があったこと

平成 25年 延岡市情報 24年度区長会理事会会

9月25日 公開審査会 議録の議事事項に係る

部分についての部分開

示決定に対する異議申

立てについて延岡市情

報公開審査会で審議を

行い、当該部分開示決

定が妥当であるとの答

申があったこと

平成 25年 延岡市情報 25年度区長連協資料に

9月 25日 公開審査会 ついての不開示決定に

対する異議申立てにつ

いて延岡市情報公開審

査会で審議を行い、当

該不開示決定が妥当で

あるとの答申があった

こと

平成 25年 延岡市情報 市道整備事業のうち、

7月 31日 公開審査会 きめ細かな交付金事業

実績調査票（金額、補

償金額の掲載）、土地購

入費（金額、買収単価

の掲載）及び立竹木移

転補償費（金額の掲載）

に係る部分の部分開示

決定に対する異議申立

てについて延岡市情報

公開審査会で審議を行

い、部分開示決定が妥
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当であるとの答申があ

ったこと

乙11 行政文書開 写し 平成 25年 岩崎信 原告の開示請求書の記

示請求書 3月 26日 載内容から行政文書か

ら開示請求に係る行政

文書を特定したこと

原告の開示請求の内容

... が図書館の文書を対象
、

としていたこと

乙12 行政文書部 写し 平成 25年 延岡市教育 図書館の平成25年度

分開示決定 5月8日 委員会 予算要望に関する資料

通知書 について追加で開示決

定を行ったこと

乙13 延岡市総務 写し 平成 25年 延岡市 原告からのメールに対

部総務課の 3月8日 して返信を行っている

メールアド こと

レスから原

告宛に送信
した電子メ
ー『ノレ

乙14 情報公開事 写し 平成 13年 延岡市・ 延岡市の情報公開制度

務の手引き 3月 において、開示請求は
開示請求書の直接提出

及び郵送による提出の

み認められていること

. 
‘ 
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0延岡市情報公開条例

延岡市情報公開条例

乙第 ／ 号証

平成11年12月22日

条例第25号

改正 ’平成17年12月19日条例第82号

平成19年 3月27日条例第15号

平成18年 3月28日条例第61号

目次

第 1章総則（第 1条・第 2条）

第 2章行政文書の開示（第3条一第16条）

第 3章不服申立て等

第 1節諮問等（第17条一第19条）

第 2節情報公開審査会（第＂ 20条）

第 3節 審査会の調査審議の手続（第21条ー第25条）

第4章補則（第26条一第30条）

附則

第 1章総則

（目的）

第 1条 この条例は、行政文書の開示を請求する市民の権利について定めることにより、実施機関の

保有する情報の一層の公開を図り、もって延岡市の有するその諸活動を市民に説明する責務が全う

されるようにするとともに、市政に対する市民の理解と信頼を深め、公正で民主的な行政の推進iと

資することを目的とする。

（定義）

第 2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものと

する。

( 1 ) 実施機関・市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会

及び固定資産評価審査委員会をいう。

( 2) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録（電子

的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であ

って、規則で定めるものをいう。以下同じ。）であって、当該実施機関の職員が組織的に用いる

ものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

ア 一般に入手することができるもの又は一般に利用することができる市の施設において閲覧に

供されているもの

イ 市の施設において歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がさ

れているもの

第 2章行政文書の開示

（開示請求権）

第 3条 次の各号に掲げる者は、この条例の定めるところにより、実施機関の長に対し、当該実施機

関の保有する行政文書（第 5号に掲げる者にあっては、利害関係を有する事務事業に係る行政文書

に限る。）の開示を請求することができる。

( 1 ) 市内に住所を有する個人

( 2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

( 3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する個人

(4) 市内に存する学校に在学する個人

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有すると認められるもの

¥ （開示請求の手続）
第4条 前条の規定による開示の誇求（以下 f開示請求j としづ。）は、次に掲げる事項を記載した

書面（以下「開示請求書j という。）を実施機関の長に提出してしなければならなb、。
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( 1 ) 開示請求をする者の氏名文は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表

者の氏名

( 2) 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項

2 実施機関の長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者（以下 f開

示請求者Jという。）に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合に

おいて、実施機関の長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければ

ならない。

（行政文書の開示義務）

第5条 実施機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情

報（以下 f不開示情報j という。）のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、

．当該行政文書を開示しなければならない。

( 1 ) 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって、当該情報

に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の

情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）又は

特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するお

それがあるものo ただし、次に掲げる情報を除くム

ア 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情

報

ウ 当該個人が公務員（国家公務員法（昭和22年法律第120号）第 2条第 1項に規定する国家公務

員及び地方公務員法（昭和25年法律第261号）第2条に規定する地方公務員をいう。）である場

合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務

員の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分

エ 当該個人が実施機関が行う交際の相手方である場合における当該交際に係る市の支出に関す

る情報（公にすることにより、当該個人の権利利益を害するおそれがあるものを除く。）

(2) 法人その他の団体（国及び地方公共団体を除く。以下 f法人等j という。）に関する情報又

は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるものo ただし、人の生命、健康、

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

ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害

するおそれがあるもの

イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又

は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが

当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

( 3) 法令の規定により、開示することができないと認められる情報

(4) 公にすることにより、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれが

あると実施機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報

( 5) 国の機関、他の地方公共団体及び実施機関の内部又は相互間における審議、検討文は協議に

関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当

に損なわれるおそれ、不当に市民の聞に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与

え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 国の機関、他の地方公共団体又は実施機関が行う事務文は事業に関する情報であって、公に

することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正

な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ文は

違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、園、他の地方公共団体文は実施機関の財産上の利益

又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

オ 園、他の地方公共団体又は実施機関が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正
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当な利益を害するおそれ

（部分開示）

第6条 実施機関の長は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合におい

て、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対

し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならなb、。ただし、当該部分を除いた部分に有意

の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでなb、。

（公益上の理由による裁量的開示）

第7条 実施機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、

公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。

（行政文書の存否に関する情報）

第8条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開

示情報を開示することとなるときは、実施機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、

当該開示請求を拒否することができる。

（開示請求に対する措置）

第9条 実施機関の長は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定

をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなけ

ればならない。

2 実施機関の長は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき（前条の規定により開示請求

を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。）は、開示をしない旨

の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

．（開示決定等の期限）

第10条 前条各項の決定（以下「開示決定等J'l::いう。）は、開示請求があった日から起算して15日

以内にしなければならない。ただし、第4条第 2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当

該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関の長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、

同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関の長は、

開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

（開示決定等の期限の特例）

第11条 開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して45日以

内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがあ

る場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関の長は、開示請求に係る行政文書のうちの相当の

部分につき、当該期間内に開示決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に開示決定等

をすれば足りる。この場合において、実施機関の長は、同条第 1項に規定する期間内に、開示請求

者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

( 1 ) 本条を適用する旨及びその理由

( 2) 残りの行政文書について開示決定等をする期限

（事案の移送）

第12条 実施機関の長は、開示請求に係る行政文書が他の実施機関により作成されたものであるとき

その他他の実施機関の長において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の

実施機関の長と協議の上、当該他の実施機関の長に対し、事案を移送することができる。この場合

においては、移送をした実施機関の長は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知

しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関の長において、当該開示請求

についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関の長が移送

前にした行為は、移送を受けた実施機関の長がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関の長が第 9条第 1項の決定（以下 f開示決定j とい

う。）をしたときは、当該実施機関の長は、開示の実施をしなければならない。この場合において、

移送をした実施機関の長は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

（第三者に対する意見書提出の機会の付与等）

第13条 開示請求に係る行政文書に園、他の地方公共団体、他の実施機関及び開示請求者以外の者（以
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下この条、第18条及び第19条において f第三者Jという。）に関する情報が記録されているときは、

実施機関の長は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行

政文書の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関の長は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開

示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日

と開示を実施する日との聞に相当の期間を置かなければならない。この場合において、実施機関の

長は、開示決定後直ちに、当該意見書（第17条及び第18条において f反対意見書Jという。）を提

出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知し

なければならない。

（開示の実施）

第14条 行政文書の開示は、文書又は図面については閲覧文は写しの交付により、電磁的記録につい

てはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法

による行政文書の開示にあっては、実施機関の長は、当該行政文書の保存に支障を生ずるおそれが

あると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

2 行政文書の開示は、実施機関の長が指定する日時及び場所において行うものとする。

3 開示決定に基づき行政文書の開示を受けた者はJ最初に開示を受けた日から30日以内に限り、実

施機関の長に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。

（適用除外）

第15条 他の法令の規定により、行政文書の閲覧、縦覧又は写しの交付の手続が定められている場合

には、当該行政文書については、この条例の規定は、適用しない。

2 前項に規定する他の法令の規定による行政文書の閲覧、縦覧又は写しの交付について、その期間

が定められている場合には、同項の規定にかかわらず、その期間を除く期間については、この条例

の規定を適用する。

（費用負担）

第16条 開示決定に基づき行政文書を閲覧する場合の手数料は、無料とする。

2 開示決定に基づき行政文書の写しの交付を受けようとする者は、実費を勘案して市長が定める額

の費用を負担しなければならない。

第3章不服申立て等

第1節諮問等

（審査会への諮問）

第17条 開示決定等について行政不服審査法（昭和37年法律第160号）による不服申立てがあったとき

は、当該不服申立てに対する裁決又は決定をすべき実施機関の長は、次の各号のいずれかに該当す

る場合を除き、情報公開審査会に諮問しなければならない。

( 1 ) 不服申立てが不適法であり、却下するとき。

( 2) 裁決又は決定で、不服申立てに係る開示決定等（開示請求に係る行政文書の全部を開示する

旨の決定を除く。以下この号及び第19条において同じ。）を取り消し又は変更し、当該不服申立

てに係る行政文書の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見

書が提出されているときを除く。

（諮問をした旨の通知）

第18条 前条の規定により諮問をした実施機関の長（以下 f諮問実施機関j という。）は、次に掲げ

る者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

( 1 ) 不服申立人及び参加人

( 2) 開示請求者（開示請求者が不服申立人文は参加人である場合を除く。）

(3) 当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者（当該第三者が不服

申立人又は参加人である場合を除く。）

（第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続）

第19条 第13条第 2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決又は決定をする場合について準

用する。

( 1 ) 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する裁決文は決定

( 2) 不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る行政文書を開示する旨の裁決



又は決定（第三者である参加人が当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。）

第2節情報公開審査会

（設置）

第20条 第17条の規定による諮問に応じ不服申立てについて調査審議するため、情報公開審査会（以

下 f審査会Jという。）を置く。

2 審査会は、前項の調査審議を行うほか、この条例の運用に関する重要な事項について、市長の求

めに応じて意見を述べることができる。

3 審査会は、委員 5人以内をもって組織する。

4 委員は、優れた識見を有する者のうちから市長が任命する。

5 委員の任期は、 2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うも

のとする。

7 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

8 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

9 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

IO 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

II 審査会の庶務は、総務部において行う。r: 第 3節 審査会の調査審議の手続

（審査会の調査権限）

第21条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る行政文書の

提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文

書の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。、

3 第 1項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、参加入又は

諮問実施機関（以下「不服申立人等j という。）に意見書文は資料の提出を求めることその他必要

な調査をすることができる。

（意見の陳述）

第22条 審査会は、不服申立人等から申立てがあったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べ

る機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでな

2 前項本文の場合においては、不服申立人又は参加入は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出

頭することができる。

r-・ （意見書等の提出）
第23条 不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会

が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期開内にこれを提出しなければな

らない。

（調査審議手続の非公開）

第24条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

（答申書の公表）

第25条 実施機関の長は、諮問に対する答申を受けたときは、その内容を公表するものとする。

第4章 補則

（行政文書の管理等）

第26条 実施機関の長は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書の管理に関する定

めを設け、行政文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関の長は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、

当該実施機関が保有する行政文書の特定に資する情報の提供その他必要な措置を講ずるものとする。

（施行の状況の公表）

第27条 市長は、実施機関の長に対し、この条例の施行の状況について報告を求めることができる。

2 市長は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

（実施機関の保有する情報の提供に関する施策の充実）



第28条 市長は、実施機関が保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、実施機関の保有する情

報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。

（規則への委任）

第29条 この条例に定めるもののほかこの条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

（罰則）

第30条 第20条第 7項の規定に違反して秘密を漏らした者は、 30万円以下の罰金に処する。

附則

（施行期日）

1 この条例は、公布の日から起算して 1年を超えない範囲内において規則で定める日から抱行する。

ただし、第20条の規定は、公布の日から施行する。 （平成12年 4月規則第34号で、同12年 7月 1日

から施行）

（この条例の対象となる行政文書の範囲）

2 この条例は、この条例の施行の日以後に作成し、文は取得した行政文書について適用する。

（施行目前の行政文書に係る開示の努力義務）

3 実施機関の長は、この条例の施行の目前に作成し、又は取得した行政文書について、第3条各号

に掲げる者から開示の申出があった場合においては、これに応じるよう努めるものとする。

（延岡市情報公開制度審議会条例の廃止）

'r・ 4 延岡市情報公開制度審議会条例（平成岬条例第19号）は、廃止する。

（北方町及び北浦町の編入に伴う経過措置）

5 北方町及び北浦町の編入の日（以下 f編入日 j という。）前に、北方町情報公開条例（平成13年

北方町条例第 1号。以下「北方町条例j という。）又は北浦町情報公開条例（平成13年北浦町条例

第 6号。以下 f北浦町条例j という。）の規定によりなされた行政文書の開示請求に対する開示決

定等又は公文書の公開の請求に対する公文書を公開する旨若しくは公開しない旨の決定については、

第3条、第 5条から第8条まで、第15条、附則第2項及び附則第 3項の規定にかかわらず、なお従

前の例による。

6 前項に規定するもののほか、編入目前に北方町条例又は北浦町条例の規定によりなされた処分、

手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

（北川町の編入に伴う経過措置）

7 北川町の編入の目前に、北川町情報公開条例（平成13年北川町条例第 3号）の規定によりなされ

た公文書の公開の請求に対する公文書を公開するか否かの決定については、第 2条、第 3条、第 5

条から第8条まで、第15条‘附則第2項及び附則第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

8 前項に規定するもののほか、北川町の編入の目前に北川町情報公開条例の規定によりなされた処

,.. 分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附則（平成17年12月19日条例第82号）

この条例は、平成18年 2月20日から施行する。

附則（平成18年 3月28日条例第61号）

（施行期日）

1 この条例は、平成18年4月 1日から施行する。

（経過措置）

2 改正後の第 5条の規定は、この条例の施行の日以後に作成し、又は取得した行政文書について適

．用し、同日前に作成し、又は取得した行政文書については、なお従前の例による。

附 員lj （平成19年 3月27日条例第15号）

この条例は、平成19年3月31日から施行する。
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様式第6号（第5条関係）
乙第二と号証

延 議 第 8 号

平成 25年 4月 10日

岩崎信 様

延 岡 市 議 会 議 長 佐 藤

行政文書不開示決定通知書

平成25年3月27日付けで開示請求のあった行政文書については、次のとおり開示しないこ

とと決定したので、延岡市情報公開条例第9条第2項の規定により通知します。

開示請求に係る

行政文書のi’2，全議案に関する議決結果の議員賛否一覧表（平成 24年度分）

名称又は 内容

1 不開示 z 匂〉不存在 3 存否応答拒否

（理由）

開示請求に係る文書を保有していないため
開示しない理由

所 管 課｜延岡市議会事務局 電話番号 0982ー 22ー 7029

備 考｜平成24年度第69号

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60

日以内に、延岡市議会議長に対して異議申立てをすることができます。

この決定に係る取消訴訟は、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か

月以内に、延岡市（訴訟において延岡市を代表する者は延岡市議会議長となります。）を被

告として提起しなければなりません。ただし、この決定の日から 1年を経過したときは、

この決定の取消訴訟を提起することはできません。

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60日以内に異議申立てをし

た場合は、この決定の取消訴訟は、当該異議申立てに対する決定の送遣を受けた日の翌日

から起算して 6か月以内に提起しなければなりません。

注 この通知に関する問い合わせば、直接上記の所管課に行ってください。
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0延岡市議会基本条例

目次

前文

延岡市議会基本条例

第 1章総員lj （第 1条）

第2章 議会及び議員の活動と責務（第 2条一第4条）

第3章 市民との関係（第 5条一第 7条）

第4章行政との関係（第8条一第12条）

第5章議会運営（第13条）

第6章議会の権能強化（第14条一第21条）

第7章議会改革の推進（第22条）

第8章 議員の政治倫理、議員定数及び議員報酬（第23条一第25条）

第9章最高規範性と条例の見直し（第26条・第27条）

乙第 δ 号琶

平成25年 3月25日

条例第26号

伊附則

延岡市議会（以下 f議会Jという。）は、延岡市民（以下「市民j という。）から選出された議員

により構成される機関であり、同じく市民から選出された延岡市長（以下 f市長Jという。）ととも

に、延岡市の代表機関を構成している。

それぞれの機関は、ともに市民の負託に応え、議会は合議制の機関として、また市長は独任制の機

関として、それぞれの特性を活かしながら、市民福祉の向上と郷土延岡市の発展を実現する共通の使

命を有している。

地方分権が進展し、地方公共団体における自己決定、自己責任の範囲が急速に拡大する今日にあっ

て、議会は二元代表制の趣旨を踏まえ、自らが持つ議決権や行政監視・評価といった権能を最大限に

発揮するため、常に議員及び議会としての資質を高める努力を重ねながら真の地方自治実現のため、

その責務を果たさなければならない。

このため、議会は、市民への情報公開と説明責任を果たすことはもとより、市民との協働を進める

ため、その多様な意見を聴き、反映させるための議員問討議を展開させ 必要な政策提言・政策立案

を積極的に行い、さらに市民に聞かれ、信頼される議会づくりを実現することが必要である。

ここに、議会は、地方自治の本旨実現のために、自らの活動と責務等を定めるとともに、市民との

ザ 関係及び市長との関係を明確にし、市民の負託に的確に応えることを決意し、議会における最高規範

として、この条例を定める。

第 1章 総則

（目的）

第 1条 この条例は、議会に関する基本的事項を定めることにより、議会の活性化を推進し、市民の

負託に的確に応え、もって市民福祉の向上と延岡市の発展に寄与することを目的とする。

第2章議会及び議員の活動と責務

（議会活動の原則と責務）

第2条 議会は、次に掲げる原則に基づいて活動し、その責務を果たさなければならない。

. ( 1 ) 市民を代表する議決機関であることを認識し、公平性及び透明性を重視して、市にとって重

要な事項の意思決定を行うとともに、市長その他の執行機関（以下「市長等Jという。）が行う

市政の運営状況を公正に監視、評価すること。

(2) 市民の多様な意見を聴き、市政に反映させるために必要な政策を立案し、市長等への政策の

提言に努めるとともに、国会又は関係行政庁への意見書提出にも積極的に取り組むこと。

( 3) 市民に開かれた議会を目指し、情報公開に取り組むとともに、市民に対して議会の議決又は

運営についての経緯、理由等を説明すること。

(4) 常に社会情勢を的確にとらえ、市民の視点に立った政策形成のため、調査機能体制の強化を

図ること。



（議員活動の原則と責務）

第3条 議員は、次に掲げる原則に基づいて活動し、その責務を果たさなければならない。

; ( 1 ) 市民の代表として、公正及び公平に、市民全体の福祉向上を目指して活動すること。

( 2) 市政全般について市民の多様な意見を聴き、市政に反映させるため、常に自己研鎖に努める

とともに、広い視野と長期的展望を持って活動すること。

( 3) 議会活動を最優先するよう努めること。

（会派）

第4条 議員は、議会活動を行うために、 2人以上で構成する会派を結成することができる。

2 会派は、政策の理念を共有する議員で活動しなければならない。

3 会派は、議会運営や政策立案、政策提言等に関して、十分な合意形成に努めなければならない。

4 会派は、視察を行ったときにはその内容について、速やかに報告書を作成し、議長に報告しなけ

ればならない。

第3章市民との関係

（市民参加及び市民との協働）

第5条 議会は、市民に対して議会活動に関する情報を積極的に公表し、透明性を高めるとともに、

市民との協働を図るよう努めなければならない。

r'' 2 議会は、公聴会制度及び参考人制度を活用して、市民の専門的又は政策的な視点等を議会の討議

に反映させる・ょう努めなければならない。

3 議会は、請願及び陳情を市民の政策提案と位置づけ、その審議においては、必要に応じこれら提

出者の意見を聴く機会を設けるものとする。

（議会活動報告会）

第6条 議会は、市民に対し、議会で行われた議案等の審議及び審査の内容について報告する議会活

動報告会を毎年 1回以上定期的に開催しなければならない。

2 議会活動報告会に関し必要な事項は、別に定める。

（会議の公開）

第7条 議会は、聞かれた議会を実現するため、本会議のほか、全ての会議を原則として公開する。

第4章行政との関係

（議会と市長等との関係）

第8条 議会は、議会審議における議員と市長等との関係、については、対等な緊張関係の保持に努め

るものとする。

2 議会の会議における議員と市長等との質疑応答は、論点を明確にするため、一問一答の方式で行

うことができるor 3 議会の会議に出席した市長等は、議長文は委員長の許可を得て、議員からの質問又は質疑に対し

て反問することができる。

（文書質問）

第9条 議会は、閉会中に市長等に対し、文書により質問を行い、文書による回答を求めることがで

きる。

（議会審議における論点情報の整理）

第10条 議会は、市長等が提案する重要な政策、施策、計画等（以下「政策等Jという。）について、

議会審議における論点を整理し、その政策水準を高めるため、市長等に対し、次に掲げる事項につ

いて明らかにするよう求めるものとする。

( 1) 政策等の提案に至った経緯及び理由

( 2) 他の自治体の類似する政策等との比較検討

(3) 市民参画の有無とその内容

(4) 延岡市長期総合計画（第12条に規定する延岡市長期総合計画をいう。）との整合性

( 5) 財源措置

( 6) 将来にわたる費用及び効果

〈予算及び決算の審査）

第11条 議会は、市長が予算を議会に提出し、又は決算を議会の認定に付する場合に当たっては、前

条の規定に準じて、市長に対し、施策別又は事業別のわかりやすい政策説明資料の作成に努めるよ



う求めるものとする。

（議決事件）

第12条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第 2項の規定による議会の議決すべき事件は、延

岡市長期総合計画（市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための計画をいう。）のうち

基本構想及び基本計画の策定及び変更（軽微な変更を除く。）とする。

第5章議会運営

（議会運営）

第13条 議会は、民主的で効率的な議会運営を行わなければならない。

2 議会は、議長の選挙を行うときは、所信を表明する機会を設け、その過程を明らかにするものと

する。

3 議会は、重要な議案に対する議員の賛否の表明について、議会広報紙等により市民に公表するよ

う努めるものとする。

第6章議会の権能強化

（議員相互間の討議）

第14条 議会は、言論の府であることを認識し、議会の権能を十分に発揮するため、議会における全

ての会議において、積極的な議員相互間の討議を中心とした運営に努め、合意形成を図っていくも

－ のとする。
（委員会の活動）

第15条 常任委員会、特別委員会及び議会運営委員会（以下「委員会Jという。）は、専門性とその

特性を発揮するため、それぞれ所管に属する事務の調査（以下 f所管事務調査Jとしづ。）を積極

的に行い、議案、請願等を審査するとともに、必要に応じて市長等に対して政策提言を行うものと

する。

2 常任委員会は、所管事務調査に関し、任期開始当初に当該任期における活動方針及び関連する視

察等について十分な検討を行い、活動計画を策定するよう努めるものとする。

3 常任委員会は、第 1項の調査を終了したときは、その結果を次の定例会において報告しなければ

ならない。

4 特別委員会は、議会の議決により付議された事件について、適切かつ迅速に対応するため、目標、

期間等を定めて、議案、請願等の審査及び調査を行うものとする。

5 委員会は、視察を行ったときは、その内容について速やかに報告書を作成し、議長に報告しなけ

ればならない。

6 委員会は、市政の課題に柔軟に対応するため、委員及び市民が自由に情報及び意見を交換できる

懇談会等を積極的に行うよう努めるものとする。

(' （政策提言協議の場の設置）

第16条 議会は、会議規則の定めるところにより、市政に関する重要政策及び課題について、共通認

識及び合意形成を図り、議会としての対応方針を協議するための場を設置するものとする。

2 前項の協議において決定された事項については、市長等に対し政策提言を行うものとする。

（広報広聴）

第17条 議会は、多様な広報手段を活用することにより、多くの市民が議会と市政に関心を持つよう

広報活動に努めるとともに、市民の意見や要望等を聴くための広聴活動に努めるものとする。

2 議会は、広報広聴機能の充実のため、議員で構成する広報及び広聴に関する組織を置くものとす

る。

（議員の研修）

第18条 議会は、議員の政策の形成及び立案に関する能力の向上を図るため、議員研修の充実強化に

努めるものとする。

（交流及び連携の推進）

第19条 議会は、政策等の形成及び広域的な課題に対処するため、他の地方公共団体の議会と積極的

な交流及び連携を図るものとする。

（議会事務局の体制整備）

第20条議会は、議員の政策立案能力の向上を図り、議会運営を円滑かっ効率的に行うため、議会事

務局の調査機能及び法務能力の充実強化並びに組織体制の充実に努める。



2 前項の調査機能については、別に定める議会事務局調査業務処理要領に基づき強化を図るものと

する。

（議会図書室）

第21条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の充実に努め、その有効活用を図るもの

とする。

2 議会図書室は、誰もが利用できるものとする。

3 議会図書室に関し必要な事項は、別に定める。

第 7章議会改革の推進

（議会改革の推進）

第22条 議会は、議会の信頼性を高めるため、議会運営に関する評価と改善を行い、継続的な議会改

革に取り組まなければならない。

2 議会は、この条例に規定するもののほか、議会運営の基本となる会議規則、委員会に関する条例

等及び議会内での申合せ事項について常に見直すよう努めなければならない。

第 8章 議員の政治倫理、議員定数及び議員報酬

（議員の政治倫理）

第23条 議員は、市民全体の代表者として、良心と責任感を持って、議員の品位を保持し、行動しな

ければならないor・ 2 議員の政治倫理については、別に定める延岡市議会政治倫理綱領を道守しなければならない白

（議員定数）

第24条 議員定数の改正について、委員会又は議員が条例改正議案を提案する場合は、明確な改正理

由を付して提出するものとする。

2 前項の改正に当たっては、市政の現状と諜題及び将来の予測と展望を十分に勘案するとともに、

市民の意見を聴取するものとする。

3 前項の場合においては、人口、面積、財政カ及び市の事業課題並びに類似市の議員定数を総合的

に検討するものとする。

（議員報酬）

第25条 議員報酬の改正について、委員会又は議員が条例改正議案を提案する場合は、明確な改正理

由を付して提出するものとする。

2 前項の改正に当たっては、類似市との比較だけでなく、市政の現状及び課題並びに将来の展望を

十分に勘案するとともに、市民の意見を聴取するものとする。

第 9章最高規範性と条例の見直し

（最高規範性）

p 第26条 この条例は、議会における最高規範であり、議会に関する他の会議規則、委員会に関する条． 

例等の制定又は改廃並びにその解釈及び運用に当たっては、この条例との整合を図らなければなら

ない。

2 議会及び議員は、この条例の理念及び基本原則並びにこれらに基づいて制定される会議規則、委

員会に関する条例等を遵守して議会を運営しなければならない。

3 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、必要に応じて、この条例に関する研修を行わ

なければならない。

（条例の見直し）

第27条 議会は、この条例の施行後、常に市民の意見及び社会情勢の変化を勘案し、必要があると認

めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものと

する。

附 則

この条例は、平成25年4月 1日から施行する。
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平成25年 7月 3日

延岡市議会議長

佐藤勉様

延岡市情報公開条例第17条の規定に基づく諮問について（答申）

次の 3件の諮問について、別紙のとおり答申します。

。諮問に係る事件の内容

平成25年度諮問第 1号

『全議案に関する議決結果の議員賛否一覧表に係る行政文書の不開示

決定に対する異議申立て事件j

平成25年度諮問第 2号

f全議案に関する議決結果の議員賛否一覧表を作成するための資料等

~－ に係る行政文書の不開示決定に対する異議申立て事件j

平成25年度諮問第 3号

『議会基本条例特別委員会作業部会記録に係る行政文書の不開示決定

に対する不服申立て事件j
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諮問実施機関：延岡市議会議長

諮開日：平成25年5月15日

答申日：平成25年7月3日

事件名： 『全議案に関する議決結果の議員賛否一覧表に係る行政文書の不開示決定に対す

る不服申立て事件j

ラ

答 申書

平成25年5月15日付けで貴職から受けた、平成25年4月10日付け延議第8号で異議申立

人に対して行った行政文書不開示決定（以下『本件処分』という。）についての異議申立

てに係る諮問について、次のとおり答申します。

第 1 審査会の結論

延岡市議会議長が平成25年4月10日付けで異議申立人に対して行った本件処分は妥

当である。

第2 ．異議申立ての内容

1 異議申立ての趣旨

本件処分を取り消し、全部開示を求めるものである。

2 異議申立ての理由

異議申立人が、異議申立書及び口頭による意見の陳述で主強している異援申立ての

理由は、おおむね次のとおりである。

議決時の各議員の賛否の情報については、穏長が当然保有しなければならない

情報である。不存在はありえない。同一の文書が存在するか否か、ではなく、求

められている情報が存在するか否か、によって判断されなければならない。存在

する限りの情報、最大限の情報が提供されなければならない。延岡市情報公開条

例の目的に従って、議長が当然保有する情報を聾理して、市民に鑓供する義務が

ある。不開示決定は、延岡市情報公開条例第 1条の規定に反するものであるー

他の市町村の議会では、議員賛否一覧表がホームページで公表されている。延

岡市議会においても、市民に求められるまでもなく、ホームページでの公開を推

進しなければならない。

賛否一覧表が無いということは議員を罷免する権利を侵害するものである。

第3 実施機関の説明の要旨

開示請求に係る行政文書は、要するに f事件を表決する際の各議員の賛否に係る状

況j を記載したものと思われる。．

本市の議会における表決は、簡易表決や起立表決の方法により行っており、個々の

議員について、賛否に係る状況を記録することはない。したがって、当該情報を記録

した文書を作成しておらず、当該行政文書を保有していない。
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第4 審査会の判断

(1) 異議申立人は、議決時の各議員の賛否の情報については、実施機関が当然保有し

なければならない情報である。同一の文書が存在するか否か、ではなく、求めら

れている情報が存在するか否か、によって判断されなければならない。存在す

る限りの情報、最大限の情報が提供されなければならないと主張する。

この点について、地方公共団体の議会の表決について定めた地方自治法第116条第

1項では『この法律に特別の定がある場合を除く外、普通地方公共団体の議会の議

事は、出席議員の過半数でこれを決し、・可否同数のときは、議長の決するところに

よる。』と定められているのみで、同創こ実施機関に議員の賛否の記録について作

成義務を課す旨の規定があるとは認められない。

また、実施機闘が定めた延岡市議会会議規則においては、表決の方法についての

定めはあるものの、閉じく実施機関に議員の賛否の記録について作成議務を課す旨

の規定は認められない。

以上のことから、本市の議会における表決は、簡易表決や起立表決の方法により

行っており、個々の議員について、賛否に係る状況を記録した行政文書が存在しな

いという実施機関の説明に不合理な点はない。．

(2) 次に、異議申立人は、延岡市情報公開条例の目的に従って、当然保有する情報を

整理して、市民に提供する義務があり、延岡市情報公開条例第 1条の規定に反する

と主張する。．

この点について、延岡市情報公開条例第3条では、『条例の定めるところにより、

実施機関の長に対し、実施機関の保有する行政文書の開示を請求することができ

る。』と定めている。その開示績求の対象となる行政文書に．ついては、同条例第2

条第2号で、行政文書とは『実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、

図画及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認議する

ことができない方式で作られた記録であって、規則で定めるものをいう。以下閉じ。）

であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有

しているものをいう。 j と定義されている。

以上のことから、延岡市情報公開条例において、開示請求の．対象となるものは、

実施機関の保有する文書であることが認められるものの、他に実施機関に保有する

情報を整理して文書として提供すべき義務までを課していることを認めるに足りる

資料はない。 ぐ

もっとも、上記（1）のとおり、実施機関は、議員の賛否の記録を保有していないこ

とが認められる。

。） 次に、異議申立人は、他の市町村の議会では議員賛否一覧表を公表しているため、

本市においてもホームページでの公開を推進しなければならないと主張する。

この点について、延岡市情報公開条例第3条の規定により開示請求のあった行政

文書の開示は、閲覧又は写しの交付（電磁的記録については規則で定める方法）に

より行うものであり、異議申立人の主張は、本件処分に対する異議申立ての理由と

しては妥当なものではない。

(4) 次に、異議申立人は、賛否一覧表が無いということは議員を罷免する権利を侵
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害するものであると主張する。

この点について、上記(1）のとおり、地方自治法では地方議会の議員の賛否の記録

に係る作成義務については規定されていない。

そもそも、異議申立人の議員を罷免する権利に関する主張については、本件処

分の妥当性の有無の判断に直綾関係するものではなく、また、当審査会の判断に影

響を及ぼすものではない。

(5) 以上の次第であるから、当審査会は、本件異議申立てには理由がないので、上記

第 1の結論のとおり答申するものである。

第5 調査審議の経過

当審査会は、本件諮問事件について、以下のとおり、調査審議を行った。

①平成25年5月15日 実施機関から諮問書を受理

②同日 実施機関から理由書を受理

③平成25年5月24日 異議申立人の意見陳述及び調査審緩

④平成25年6月5日 調査審織及び答申案の審議

⑤平成25年6月26日 答申案の審繕

第6 答申に関与した委員

佐々木能彦渡部恭久橋田美穂子
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諮問実施機関：延岡市議会議長

諮問日：平成25年5月15日

答申日：平成25年7月3日

事件名： 『全議案に関する議決結果の議員賛否一覧表を作成するための資料等に係る行政

文書の不開示決定に対する不服申立て事件J

答申書

．平成25年5月15日付けで貧職から受けた、平成25年4月25日付け延議第20号で異議申立

人に対して行った行政文書不開示決定（以下『本件処分』という。）についての異議申立．

てに係る諮問について、次のとおり答申します。

第 1 審査会の結論

延岡市議会議長が平成25年4月25.日付けで異議申立人に対して行った本件処分は妥

当である。

第2 異議申立ての内容

1 異議申立ての趣旨

本件処分を取り消し、全部開示を求めるものである。

2 異議申立ての理由

異議申立人が、異議申立書及ぴ口頭による意見の陳述で主張している異議申立ての

理由は、おおむね次のとおりである。

議決時の各議員の賛否の情報については、－議長が当然保有しなければならない情報

である。不存在はありえない。同ーの文書が存在するか否か、ではなく、求められて

いる情報が存在するか否か、によって判断されなければならない。存在する限りの情

報、最大限の情報が提供されなければならないー延岡市情報公開条例の目的に従って、

議長が当然保有する情報を整理して、市民に提供する畿務がある。不開示決定は、延

岡市情報公開条例第 1条の規定に反するものである。

また、議案についての議員賛否情報は、市民が選挙の際に・議員として再選させるに

ふさわしいかどうかを判断するための不可欠な情報である。この情報を記録すること

は議会の使命である。これを怠ることは市民に対する参政権の侵害であり、選挙権の

侵害である。罷免されるべき議員候補者を選択する自由を侵害するものである。市民

的及び政治的権利に関する国際規約第25条、憲法第15条に違反するものである。

他の市町村の議会では、議員賛否一覧表がホームページで公表されている。延岡市

議会においても、市民に求められるまでもなく、ホームページでの公聞が推進されな

ければならない。

第3 実施機関の説明の要旨
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開示請求に係る行政文書は、要するに f事件を表決する際の各議員の賛否に係る状

況jを記載したものと思われる。

本市の議会における表決は、簡易表決や起立表決の方法により行っており、個々の

議員について、賛否に係る状況を記録することはない。

したがって、当該情報を記録した文書を作成しておらず、当該行政文書を保有して

いない。

第4 審査会の判断

(1) 異議申立人は、議決時の各議員の賛否の情報については、実施機関が当然保有し

なければならない情報である。同一の文書が存在するか否か、ではなく、求めら

れている情報が存在するか否か、によって判断されなければならない。存在す

る限りの情報、最大限の情報が提供されなければならないと主張する。

この点について、地方公共団体の議会の表決について定めた地方自治法第116条第

1項では『この法律に特別の定がある場合を除く外、普通地方公共団体の議会の議

事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 j と定められているのみで、同法に実施機関に議員の賛否の記録について作

成義務を課す旨の規定があるとは認められない。

また、実施機闘が定めた延岡市議会会議規則においては、表決の方法についての

定めはあるものの、同じく実施機関に議員の賛否の記録について作成義務を課す旨

の規定は認められない。

．以上のことから、本市の滋会における表決は、簡易表決や起立表決の方法により

行っており、個々の議員について、賛否に係る状況を記録した行政文書が存在しな

いという実施機関の説明に不合理な点はない。

(2) 次に、異議申立人は、延岡市情報公開条例の目的．に従って、当然保有する情報を

整理して、市民に提供する義務があり、延岡市情報公開条例第 1条の規定に反する

と主張する。

この点について、延岡市情報公開条例第3条では、 f条例の定めるところにより、

実施機関の長に対し、実施機関の保有する行政文書の開示を請求することができ

る。 Jと定めている。その開示請求の対象となる行政文書については、同条例第2

条第2号で、行政文書とは『実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、

図面及び電磁的記録（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であって、規則で定めるものをいう。以下同じ。）

であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有

しているものをいう。 j と定義されている。

以上のことから、延岡市情報公開条例において、開示請求の対象となるものは、

実施機関の保有する文書であることが認められるものの、他に実施機関に保有する

情報を整理して文書として鍵供すべき義務までを課していることを認めるに足りる

資料はない。

もっとも、上記（1）のとおり、実施機関は、議員の賛否の記録を保有していないこ

とが認められる。
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(3）次に、異議申立人は、議案についての議員賛否情報を記録することは議会の使

命であり、これを怠ることは市民に対する参政権、選挙権及び罷免されるべき

議員候補者を選択する自由を侵害するものであると主張する。

この点について、上記（1）のとおり、地方自治法では地方議会の議員の賛否の記録

に係る作成義務については規定されていない。

そもそも、異議申立人の参政権や選挙権等に関する主張については、本件処分

の妥当性の有無の判断に直接関係するものではなく、また、当審査会の判断に影響

を及ぼすものではない。

何） 次に、異議申立人は、他の市町村の議会では議員賛否一覧表を公表しているため、

本市においてもホームページでの公闘が推進されなければならないと主張する。

この点について、延岡市情報公開条例第3条の規定により開示錆求のあった行政

文書の開示は、閲覧又は写しの交付（電磁的2録については規則で定める方法）に

より行うものであり、異議申立人の主張は、本件処分に対する異議申立ての理由と

しては妥当なものではない。

(5) 以上の次第であるから、当審査会は、本件異議申立でには理由がないので、上記

第1の結論のとおり答申するものである。

第5 調査審議の経過

当審査会は、本件繕悶事件について、以下のとおり4調査審議を・行った。

① 平成25年5月15日 実施機関から諮問書を受理

②同日 実施機関から理白書を受理

③ 平成25年5月24日 異様申立人の意見陳述及び調査審穏

④平成25年6月5日 調査審議及び答申案の審議

⑤ 平成25年6月26日 答申案の審議

第6 答申に関与した委員

佐々木龍彦渡部恭久摘由美穂子
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i延岡市議会関係例規集〈要綱・要領・綱領tl

2 私費

(I) パスポート取得料（印紙代）及び書類作成料

(2) 出入国記録書類作成料

(3) 旅行保険料（任意）

位） 戸籍抄本

(5) 住民票

(6）写真

(7) その他

・延岡市議会における情報公開事務取扱い要領

乙第 s- 号車E

本市議会が情報公開を実施するにあたり、その円滑な運営を図るために、次のとおり事

務取扱い要領を定める。

1 実施における基本的事項

議会における情報公開については、情報公開条例に基づいて的確に対応するととも

に、積極的に議会情報の提供に努めることとする。

2 開示請求に対する開示・不開示の取扱い

(1) 市長部局と共通の公文書

市長部局の取扱いの例による。

(2) 議会固有の公文書

延岡市議会の議員及び職員が職務上作成し、または取得した文書等で、市議会が

管理している情報は、情報公開の対象とするが、開示できない情報は、延岡市情報

公開条例第 5条に定める情報とし、概ね次のとおりとする。

①議員の履歴事項（既に公表されている公職歴は除く）

②議員年金支給額明細書・議員年金受給者台帳のうち、受給者氏名を除く部分。

③議員報酬内訳明細書・報酬差引資料のうち、議員名および報酬額を除く部分。

＠請願・陳情書の代表者を除く署名簿の部分。

3 開示に当たり疑義を生じた場合の取扱い

議会公文書の開示・不開示の決定は議長が行うが、決定に疑義を生じた場合には、

議会運営委員会の意見を聞き、議長が最終決定する。

附則

この要領は平成 12年 7月 1日より施行する。

-111・
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様式第4号（第 5条関係） 乙第 b 号証

岩崎信様

延議第 27 1 号

平成 25年 3月 26日

延岡市議会議長佐藤

行政文書開示決定通知書

平成25年 3月 12日付けで開示請求のあった行政文書については、次のとおり全部を

開示することと決定したので、延岡市情報公開条例第9条第 1項の規定により通知します。

議会基本条例制定特別委員会議事録（全）
開示請求に係る

行政文書の .. 
名称又は 内容

行政文． 書の 日 時 平成25年3月 29日（金） 1 3時 00分
開示を行 う

日時及び場所 場所 延岡市中小企業振興センター 3階 議 会 委 員 会 室

《二堕窒〉 2 写しの交付 3 写しの送付

開示の実施方法 4 その他（

写しの交付を受

ける場合の負担

すべき費用の額

写しの送付を

受ける場合の

負担 す べき

郵便料の額

所 管 課 延岡市議会事務局 電話番号 0982-22-7029

備 考
平成24年度第64号

注 1 行政文書の開示を受ける際は、この通知書を提示してください。

2 指定された行政文書の開示を行う日時に来庁できないときは、あらかじめその旨を

所管課に連絡してください。

3 この通知に関する問い合わせは、直接上記の所管課に行ってください。
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平成25年 7月 3日

延岡市議会議長

佐藤勉 様

延岡市情報公開条例第17条の規定に基づく諮問について（答申）

次の 3件の諮問について、別紙のとおり答申します。

く〉諮問に係る事件の内容

平成25年度諮問第 1号

f全議案に関する議決結果の議員賛否一覧表に係る行政文書の不開示

決定に対する異議申立て事件j

平成25年度諮問第 2号

f全議案に関する議決結果の議員賛否一覧表を作成するための資料等

に係る行政文書の不開示決定に対する異議申立て事件j

平成25年度諮問第 3号

『議会基本条例特別委員会作業部会記録に係る行政文書の不開示決定

に対する不服申立て事件j
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諮問実施機関：延岡市議会議長

諮問日：平成25年 5月15日

答申日：平成25年7月3日

事件名：『議会基本条例特別委員会作業部会記録に係る行政文書の不開示決定に対する不

服申立て事件j

答 申 書

平成25年 5月15日付けで貧職から受けた、平成25年4月25日付け延議第18号において異

議申立人に対して行った行政文書不開示決定（以下『本件処分j という。）についての異

議申立てに係る諮問について、次のとおり答申します。

第 1 審査会の結論

延岡市議会議長が平成25年4月25日付けで異議申立人に対して行った本件処分は妥

当である。

第2・異議申立ての内容

1 異議申立ての趣旨

本件処分を取り消し、全部開示を求めるものである。

2 異議申立ての理由

異議申立人が、異議申立書、意見書及ぴ口頭による意見の陳述で主張している異議

申立ての理由は、おおむね次のとおりである。

議会基本条例特別委員会内に設置された作業部会の記録は、議会基本条例特別委員

会の記録として保存されなければならないものである。議長が当然保有する情報であ

る。不存在はありえない。

．延岡市情報公開条例の目的に従って、議長が当然保有する情報を整理して、市民に

鍵供する義務がある。不開示決定は、延岡市情報公開条例第1条の規定に反するもの

である。
議会基本条例特別委員会内作業部会の記録は、議員及び職員が職務上作成した

文書であり、または取得した文書であり、それなしには議会基本条例特別委員会

は成り立たないものであり、議会基本条例の成立過程が明らかにならないもので

あるから、情報公開の対象となるものである。

地方自治法第115条で議会の公開の原則があり、この規定に照らして、作業部

会の記録がないということは違法である。

第3 実施機関の説明の要旨

開示請求に係る行政文書は、議会基本条例制定特別委員会の委員が独自に設けた作

業部会（条文の検討を行うグループと市民アンケートの実施及び評価を行うグループ

に分かれている。）の内容を記載したものであると思われる。
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議会基本条例制定特別委員会は、議会の議決によって正式に設置された特別委員会

であり、担当の書記が配置され、会議の記録を作成、保有している。作業部会では、

通常の特別委員会のように、委員長の議事整理権に基づいて厳格に運営されるものと

は異なり、自由な議論や意見交換の場として運営されており、開示請求の対象となる

行政文書としての作業部会記録は作成されていない。

このため、延岡市議会では、議会基本条例制定特別委員会作業部会記録は、保有し

ていない。

第4 審査会の判断

(1）異議申立人は、議会基本条例制定特別委員会の作業部会の記録については、実施

機関が当然保有しなければならない情報であると主張する。

この点について、地方公共団体の議会の特別委員会について定めた地方自治法第

109条、同条の規定を受けて定められた延岡市議会委員会条例及び実施機関が定めた

延岡市議会会議規則のいずれにも特別委員会に設置される作業部会についての規定

は認められない。また、地方自治法第123条の規定は市議会の会議の記録について、

延岡市議会委員会条例第27条の規定は委員会の会議の記録について、それぞれ定め

たものであることが認められるものの、いずれも議員の署名の義務を課すなど、議

長又は委員長の議事整理権に基づいて厳格に運営されたものの記録に係る規定であ

ると認められる。

以上のことから、議会基本条例制定特別委員会の委員が独自に設けた作業部会に

ついて、その記録を作成すべき義務を課す旨の規定は認められず、よって、作業都’

会は、自由な議論や意見交換の場として運営されており、作業部会の記録を作成し

ていないという実施機関の説明に不合理な点はない。

(2) 次に、異議申立人は、延岡市情報公開条例の目的に従って、当然保有する情報を

整理して、市民に提供する義務があり、延岡市情報公開条例第 1条の規定に反する

と主張する。

この点について、延岡市情報公開条例第3条では、『条例の定めるところにより、

実施後闘の長に対し、実施機関の保有する行政文書の開示をま青求することができ

る。』と定めている。その開示請求の対象となる行政文書については、同条例第2

条第2号で、行政文書とは『実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、

図面及び電磁的記録（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であって、規則で定めるものをいう。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、当該実施後闘が保有

しているものをいう。 j と定義されている。

以上のことから、延岡市情報公開条例において、開示請求の対象となるものは、

実施機関の保有する文書であることが認められるものの、他に実施機関に保有する

情報を整理して文書として提供すべき義務までを課していることを認めるに足りる

資料はない。

なお、開示請求の対象となる行政文書であるかどうかは、延岡市情報公開条例の

規定に照らして判断すべきであるが、延岡市議会における情報公開取扱要領におい
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て、開示請求の対象となるものとして『延岡市議会の議員及び職員が職務上作成し、

または取得した文書等で、市議会が管理している情報j と規定しているのは、同条

例における行政文書の定義と同様の趣旨であると認められる。

また、他の開示請求において異議申立人には、－既に議会基本条例制定特別委員会

の記録を開示している事実があり、当該文書以外に実施機関が、議会基本条例制定

特別委員会又は作業部会の記録を保有していると認定するに足りる資料はない。

β）次に、異議申立人は、地方自治法第115条で議会の公開の原則があり、この規

定に照らして、作業都会の記録がないということは違法であると主張する。

地方自治法第115条の規定は、議会の会議いわゆる本会議の公開について定めた規

定であると認められ、この規定に照らして、作業部会の記録がないということが違

法であるとする異議申立人の主張には理由がない。

(4) 以上の次第であるから、当審査会は、本件異議申立てには理由がないので、上記

第tの結論のとおり答申するものである。

第5 調査審議の経過

当審査会は、本件諮問事件について、以下のとおり、調査審議を行った。

①平成25年5月15日 実施機関から諮問書を受理

②同日 実施機関から理由書を受理

③平成25年5月24日 異議申立人の意見陳述及び調査審議

④平成25年6月5日 調査審議及び答申案の審議

⑤平 成25年6月26日 答申案の審議

第6 答申に関与した委員

佐々木龍彦渡部恭久繍田美穂子
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乙第 ~号証

平成25年 9月25日

延岡市長 首藤正治 様
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延岡市情報公開条例第17条の規定に基づく諮問について（答申）

平成25年 6月26日延経第70号及び延経第71号による次の諮問について、別紙のとおり答

申します。

。諮問に係る事件の内容

平成25年度諮問第5号

『24年度区長会理事会会議録の議事事項に係る部分を不開示とした部分開示決定

に対する異議申立て事件j についての諮問

平成25年度諮問第6号

r2~年度区長連協資料について不存在のため不開示とした不開示決定に対する異

議申立て事件j についての諮問
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諮問実施機関：延岡市長

諮問日：平成25年6月26日

答申日：平成25年9月25日

事件名： 『24年度区長会理事会会議録の議事事項に係る部分を不開示とした部分開示決定

に対する異議申立て事件j

答申書

平成25年6月26日付けで貧職から受けた、平成25年5月27日付け延経第19号で異議申立

人に対して行った行政文書部分開示決定（以下『本件処分j という。）についての異議申

立てに係る諮問について、次のとおり答申します。

第 1 審査会の結論

延岡市長が平成25年5月27日付けで異議申立人に対して行った本件処分は妥当であ

る。

第2 異議申立ての内容

1 異議申立ての趣旨

本件処分を取り消し、全部開示を求めるものである。

2 異議申立ての理由

延岡市の職員が公務として出席している会議であり、出席した職員によって作成さ

れている議事録であるから不開示情報とはなりえない。

『区長会j は延岡市市政連絡員の会であり、公の会である。その議事録は、不開示

情報とはなりえない。

『理事会は原則非公開j 『公にしないとの条件』があるとされているが、根拠がな

いものである。根拠文書を所管課に対して提示を求めたが、明示されなかった。

延岡市が毎年継続的に多額の補助金、報酬を支出している延岡市市政連絡員とその

会の理事会が『原則非公開Jではありえない。

以上により、延岡市情報公開条例（以下『条例j という。）第 5条第2号に相当し

ない不開示決定である。

第3 実施機関の説明の要旨

条例第5条第2号イにおいては、『実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で

任意に提出されたものであって、法人等又は個人における通例として公に・しないこと

とされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に

照らして合理的であると認められるものj は開示してはならないとされている。

区長連絡協議会の理事会に関しては経営政策課市民協働係長が職務として出席し、

その会議内容を経営政策課長に報告することとしている。
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本件開示請求の対象となった文書は、平成24年度中に開催された区長連絡協議会に

市民協働係長が出席した際に、理事の発言内容や議論された事項を整理した経営政策

課長への報告書と当該理事会において配布された資料である。

今回、不開示とした部分は、報告書に記載された情報のうち、理事の発言内容を記

載した部分と、配布された資料に市民協働係長が理事の発言内容を書き留めた部分で

ある。

本件理事会に関しては非公開で開催されており、また、区長連絡協議会においても

会議録は公にされていない。その趣旨は理事の発言内容等が公開されると、率直な意

見交換や議論が阻害されることにあると確認している。

本件部分開示決定した報告書に記載された情報に関しては、前記趣旨から理事会が

非公開であるとの前提のもと、公にしないとの条件で、市の要請により、理事会に出

席し、市の職務として経営政策課長への報告の必要性から、理事の発言内容（情報）

をとりまとめたものである。

以上のことから、本件不開示とした部分は、条例第5条第2項イで定める『実施機

関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又

は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付す

ることが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものj

に明らかに該当するし、発言部分の不開示は妥当だと判断する。

第4 審査会の判断

1 区長連絡協議会の性質について

異議申立人は、 『『区長会j は延岡市市政連絡員の会であり、公の会である。その

議事録は、不開示情報とはなりえない。 j 『多額の補助金、報酬を支出している延岡

市市政連絡員とその会の理事会が『原則非公開』ではありえないj と主張する。

この点について、延岡市市政連絡員は、市長が任命する非常勤特別職の職員である

一方、区長は、それぞれの区において地域の代表者として任意に選ばれた者である。

確かに、区長は、市と住民の連絡調整を担う者として公的な一面を有すると考えら

れ、市政連絡員と兼務している区長が多いのも事実であるが、市政連絡員とは異なっ

て市から独立した存在であり、また、それら区長から繕成される区長連絡協議会も同

線に、市の組織とは別の独立した任意の団体と認められる。

したがって、区長連絡協議会は、延岡市市政連絡員の会ではないのであり、区長会

が市政連絡員の会であることを理由として区長連絡協議会の理事会の議事録が不開示

情報とはなりえないとの異議申立人の主張には理由がない。 （なお、仮に、市政連絡

員の会であっても、会議の内容によっては、会議を非公開とすることもあり得るし、

会議録が不開示情報に該当する場合もあり、市政連絡員の会の情報が不開示情報とは

なりえないとは直ちには言えない。）

また、市が区長連絡協議会に対して補助金を支出している事実は認められるが、市

が保有する行政文書について条例に基づく開示請求がなされた場合には、条例に従っ

てその開示又は不開示について判断しなければならないものであり、市が補助金を支

出している団体の文書であるからといって、必ずしも、その全ての情報が公にされる
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わけではない。

2 条例第 5条第 2号イの該当性について

異議申立人は、「『理事会は原則非公開Jr公にしないとの条件があるとされているが、

根拠がないものである。根拠文書を所管課に対して提示を求めたが、明示されなかっ

たJと主張する。

これに対し、実施機関は、区長連絡協議会理事会は原則非公開で開催されており、

その会議録についても公にされていないこと、また、その理由については、会議の内

容、特に会議における発言内容が公開されることとなると、以後の会議において、率

直な意見交換や議論が阻害されるためであることを区長連絡協議会に確認したうえで、

内容を公にしないとの条件で職員が出席したものであるとしている。

この点について、前述のとおり、区長連絡協議会は、市から独立した任意の団体で

あることを踏まえると、その理事会が原則非公開で行われており、その会議録につい

ても公にされていないという実施機関の説明に不合理な点はない。また、区長連絡協

議会に関することをその所掌事務のーっとしている経営政策課の要請に対し、区長連

絡協議会からは、その内容を公にしないとの条件で職員の出席が認められているとす

る主張についても閉じく不合理な点はない。

なお、異議申立人が主張するように、それらの根拠を明示した文書がないとしても、

それをもって根拠がないとは言えないものである。

今回、不開示とした情報は、報告書に記載された情報のうち、理事の発言内容を記

載した部分と、配布された資料に経営政策課の職員が理事の発言内容を書き留めた部

分であるが、これらの不開示情報については、上記のとおり、区長連絡協議会が市か

ら独立した任意の団体であり、その理事会は原則非公開で行われており、その会議録

についても公にされていないところ、経営政策課の要請に対し、区長連絡協議会から

その内容を公にしないとの条件で職員の出席が認められたのであるから、条例第5条

第2号イの『実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたもの

であって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその

他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照ら．して合理的である

と認められるものj に該当することが認められる。

3 小括

以上の次第であるから、当審査会は、本件異議申立てには理由がないので、上記第

1の結論のとおり答申するものである。

第5 調査審議の経過

当審査会は、本件諮問事件について、以下のとおり、調査審議を行った。

① 平成25年6月26日

② 同日

③ 平成25年 7月8日

④ 平成25年7月26日

⑤ 平成25年 9月4日

実施機関から諮問書を受理

実施機関から理白書を受理

調査審議

調査審議及び答申案の審議

答申案の審議



第6 答申に関与した委員

佐々木龍彦渡部恭久楠田美穂子
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乙第 J 号証

平成25年 9月25日

延 岡 市長首藤正治 様

延岡市情報公開審査会延断戸矛

会長 佐々 木龍総務審査当
ヒ吉三~J

．延岡市情報公開条例第17条の規定に基づく諮問について（答申）

平成25年6月26日延経第70号及び延経第71号による次の諮問について、別紙のとおり答

申します。

く〉諮問に係る事件の内容

平成25年度諮問第5号

『24年度区長会理事会会議録の議事事項に係る部分を不開示とした部分開示決定

に対する異議申立て事件j についての諮問

平成25年度諮問第6号

『2~年度区長連協資料について不存在のため不開示とした不開示決定に対する異
議申立て事件Jについての諮問
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諮問実施機関：延岡市長

諮問日：平成25年6月26日

答申日：平成25年9月25日 I一
事件名：『25年度区長連協資料について不存在のため不開示とした不開示決定に対する異

議申立て事件j

答申書

平成25年6月26日付けで貴職から受けた、平成25年5月27日付け延経第20号で異議申立

人に対して行った行政文書不開示決定（以下 f本件処分j という。）についての異議申立

てに係る諮問について、次のとおり答申します。

第 1 審査会の結論

延岡市長が平成25年5月27日付けで異議申立人に対して行った本件処分は妥当であ

る。

第2 異議申立ての肉容

1 異議申立ての趣旨

本件処分を取り消し、全部開示を求めるものである。

2 異議申立ての理由

不開示決定目、平成25年5月27日現在で該当文書は存在している。所管課も存在を

認めている。

開示請求があった日から起算して15日以内に存在することが予想される情報が不存

在とされることはあってはならない。市の善意、誠意の問題である。情報公開条例の

目的に添って、法規は市民本位に解釈されなければならない。

以上により、延岡市情報公開条例（以下『条例j という。）第5条の規定に反する

不開示決定である。

第3 実施機関の説明の要旨

異議申立人の言う区長逮協資料のうち、区長連絡協議会総会議案書は総会終了後、

区長連絡協議会が本市に対し、補助金請求を行う際に添付資料として本市に提出され

るものである。

区長連絡協議会の総会は、異議申立ての理由のとおり、申請日から起算して15日以

内に開催されることは予想された。

しかしながら、本市が総会資料を保有する条件となる区長連絡協議会の補助申請日

には、とくに定めがなく、不確定である。そのため、本市が開示請求から起算して15
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日以内に当該文書を保有することは不明確であり、実際開示決定時には当該文書を保

有していなかった。

よって、今回不開示とした決定は妥当だと判断する。

なお、区長連絡協議会の補助金請求目が例年より早かったため、現在、本市は当該

文書を保有している。

情報開示請求日・ 5月13日

区長連絡協議会総会 5月24日

情報開示決定日 5月27日 午前

区長連絡協議会補助金申請日 5月27日 午後

区長連絡協議会補助金請求日 5月29日

審査会の判断

異議申立人は r開示請求があった日から起算して15日以内に存在することが予想さ

れる情報が不存在とされることはあってはならない。 j と主張する。

これに対し、実施機関は『本市が開示請求から起算して15日以内に当該文書を保有

することは不明確であり、実際開示決定時には当該文書を保有していなかった。 j と

し、不開示決定は妥当なものであると説明する。

この点について、条例第3条では、『条例の定めるところにより、実施機関の長に対

し、実施機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。』と定めており、開

示請求の対象となる『行政文書j については、条例第2条第2号において、行政文書

とは『実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及ぴ電磁的記録（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

れた記録であって、規則で定めるものをいう。）であって、当該実施機関の職員が組織

的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいうけと定義されている。

よって、条例において開示請求の対象となる文書は、実施機闘が保有している文書

である。

本件処分で不開示とした区長連絡協議会総会議案審は、例年、区長連絡協議会が本

市に対して補助金の請求を行う際の添付資料であるとのことである。そうであるなら

ば、区長連絡協議会総会の開催期日が事前に判明していたとしても、いつの時点で補

助金請求が行われ、市がその議案書を実際に保有することになるかは不明確なもので

あると認められる。

また、本件処分時である 5月27日午前中には、未だ区長連絡協議会からの補助金の

請求が行われていなかったことからすると、本件処分時、当該文書を保有していなか

ったとの実施機関の説明に不合理な点はない。

以上の次第であるから、当審査会は、本件異議申立てには理由がないので、上記第

1の結論のとおり答申するものである。

なお、実施機関は、開示請求を受ける際には、開示請求の対象となる文書について、

その時点では保有していない場合であっても将来的に保有することが予測されるもの

であるときは、開示請求者に対し、文書の保有の時期に関する情報提供に努めるよう

にすべきことを審査会の意見として補足する。
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第 5 調査審議の経過

当審査会は、本件諮問事件について、以下のとおり、調査審議を行った。

①平成25年 6月26日 実施機関から諮問書を受理

②岡田 実施機関から理白書を受理

③平成25年7月8日 調査審議

④平成25年 7 月 2~ 日 調査審議及び答申案の審議

⑤平成25年 9月4回 答申案の審議

第6 答申に関与した委員

佐々木龍彦渡部恭久楠由美穂子
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平成25年 7月31日

延岡市長 首藤正治様

延岡市情報公開条例第17条の規定に基づく諮問について（答申）

r 次の諮問について、別紙のとおり答申します。

’ 

く〉諮問に係る事件の内容

平成25年度諮問第4号

f市道整備事業のうち、きめ細かな交付金事業実績調査票（金額、補償金額の

掲載）、土地購入費（金額、買収単価の掲載）及び立竹木移転補償費（金額の掲

載）に係る行政文書の不開示決定に係る異議申立て事件j



諮問実施機関：延岡市長

諮問日：平成25年6月4日

答申日：平成25年7月31日

事件名： f市道整備事業のうち、きめ細かな交付金事業実績調査票（金額、補償金額の掲

載）、土地購入費（金額、買収単価の掲載）及び立竹木移転補償費（金額の掲載）

に係る行政文書の不開示決定に係る異議申立て事件J

答申書

伊 平成25年 6月4日付で貴職から受けた、平成25年4月26日付延企第54号で異議申立人に

~ 

対して行った行政文書部分開示決定（以下『本件処分j という。）についての異議申立て

に係る諮問について、次のとおり答申します。

第 1 審査会の結論

延岡市長が平成25年4月26日付で異議申立人に対して行った本件処分は妥当である。

第2 異議申立ての肉容

1 異議申立ての趣旨

本件処分を取り消し、全部開示を求めるものである。

2 異議申立ての理由

異議申立人が、平成25年5月21日付異議申立書及び平成25年6月5日付異議申立繍

充書（意見書）で主張している異議申立ての理由は、おおむね次のとおりである。

『市の支出に関する情報j はいかなる理由によっても不開示にすることはできない

情報である。市の支出の金額が妥当であるか否か、を市民が判断することを妨げるも

のである。市の支出の金額は、その支出先が個人であるか否かに関わらず、開示を免

れることはできないものである。市長は、 『個人の財産に関するプライパシー権とい

う個人の権利利益を害するおそれがある』としているが、この場合には、 f個人の権

利利益を害するおそれjよりも公益が優先されるものである。監査のための支出金額

の開示は不可避である。

公共用地の取得価額は公金の支出に関わる情報であり、地方自治法第242条により、

公金の支出の不当・違法なものについては、住民監査請求ができる事項となっており、

本来、市民の監視にさらされなければならない情報である。
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土地の購入金額、立竹木移転補償金額は、個人の財産としての情報ではなく、補償

金額としての情報である。土地と貨幣の交換、立竹木移転と貨幣の交換のための契約

であり、個人の財産の培減を伴うことを前提・目的とする契約ではない。契約によっ

て、延岡市から金銭の支払いを受けた者のよ土地・立竹木としての『個人の財産j は

既に開示されている情報であり、公知情報である。それが貨幣に交換されたことによ

り、不開示情報に転換されることは不当である。公知情報を不開示情報に転換するこ

とはできない。

以上により、地方自治法第242条の住民監査請求を侵害する情報不開示であり、『公

正で民主的な行政の推進に資すること』とする情報公開条例の目的に反する不開示で

あるから取り消されなければならない。

延岡市情報公開条例（以下『条例j という。）第5条第1号の不開示情報に該当し

ない。

第3 実施機関の説明の要旨．

1 実飽機関が理白書及び口頭による意見の陳述で主張している内容は、おおむね次の

とおりである。

土地の買収単価は、当事者しか知りえない個人の財産に関する情報であり、公にす

ることにより、個人の権利剥益を害するおそれがあるため、－市道聾備事業に係る土地

購入の金額及び買収単価について不開示と判断した。

これは、登記簿上、土地の所有者の住所及び氏名並びに土地の地積は公になってい

るところ、これらの登記情報に加え、金額及び買収単価を開示するとよ売買契約の相

手方にいくら支払われたのかが公になり、この開示により個人の財産に関する権利利

益を害するおそれがあるためである。

2 この点について、土地の収用裁決事業に関する判例（最判平成17年7月15日・最判

平成17年10月1l日〉において、土地の買収単価を開示するものがあるが、本市が行つ

ている市道整備事業に伴う用地取得事務とは、次の点で差異があるため、これらの事‘

案と必ずしも同じではないと判断する。

(1) 土地の買収単価の決定過程

ア 用地取得の方法について

国及び県が行う事業については、終局的に一方的な土地収用を行う収用裁決の

手法で土地開発公社が用地取得を行ったものであって、より客観的な買収価格が

求められることから不動産鑑定評価額を基に買収単価が算定されており、その情

報について開示の対象となることも考えられる。

他方、市道整備事業は、地元からの要望に基づいて事業を行うものがほとんど

で、事業開始にあたっては、関係地権者からの要望書に加え、『買収単価について

は、土木課の提示した金額で協力する』旨の同意書が提出されているので、買収

する土地について、不動産鑑定評価をとることはほとんどない。

また、本市の地元要望による道路整備事業の用地取得においては、土地所有者

と任意に話し合いを行う任意契約の手法で行っており、自由な交渉過程を経た結
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果として当事者間で合意に至るものである。

イ 買収単価の算定根拠について

買収単価については、基本的に固定資産税の評価額を基に買収単価を積算して

いるが、整備する市道部分に市街化調整区域などの固定資産税の評価額が低くな

る区域が含まれる場合に固定資産評価額を基に算定すると、同じ市道の整備事業

でありながら買収額が極端に安価になる場合があるため、例外的な取扱いとして、

近隣地で国や県の整備事業が行われている場合には当該事業の買収単価を基に算

出した単価を採用し、同事業が行われていない場合には過去の同地域の買収単価

（固定資産税の評価額を基にしたもの）を基に算出した単価を探用している。

今回対象となった松山町については、県が平成20年に行った事業を基に算定し、

また下三輪町と舞野町については、市の過去の買収単価を基に算出している。

なお、地方税法第20条の10及ぴ地方税法施行令第6条の21では、固定資産課税

台帳に登録された事項の証明書については、本人に関するものに限り、交付を受

けることができると規定され、一般に誰もが証明書を入手することができないも

のであるため、この買収単価を公にすると、この固定資産税の評価額に係る情報

を開示することにつながり、個人の財産に関する権利利益を害するおそれがある。

(2) 用地取得額の公表

今回の用地取得にあたっては、地権者との交渉の際、土地蟻入に関して個人が得

た金額及び所有する土地の買収単価について公表を行う旨の承諾を得ておらず、金

額及び買収単価を公表すると、土地の売主に不測の損害を与えるおそれがある。

(3) .事業完了の考え方

国及び県は、事業が完了したものについては、買収単価について情報開示に応じ

る事務運用をしているが、これは、都市計画道路や高速道路といった道路に関する

事業であるたぬ、基本的に整備を行う道路の区切りが明確であり、近い時期に閉じ

区間で改良工事が行われることがないため、当該事業に係る買収単価等を開示して

も他の事業に支障を及ぼさないためと思われる。

他方、市が行う市道整備事業は、あくまでも予算の範囲内で事業を実施するもの

で、工事についても部分的に道路を拡幅して、離合ができるようにする改良事業が

あるなど、本件のように一路線のうちの一部分について整備工事を行う場合が多く

ある。

この場合、今後近い時期（予算が確保されたとき）に同路線で同様の整備工事が

実施される可能性があり、事業の完了という概念で情報公開に応じることは妥当で

はない。

3 立竹木の移転補償費はv 土地購入の場合と異なり、その対象が筆記簿等で公になっ

ておらず、個人の財産に係る情報として、対象物件に係る買収単価及び金額、補償対

象者の氏名及ぴ住所について不開示とする。

第4 審査会の判断

1 土地購入費の買収単価及び金額について
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本件処分に係る開示対象文書中には、土地の売主である個人の氏名、住所、土地の

地番及び地積、買収単価及び金額が記載されている。

そのうち、個人の氏名、住所、土地の地番及び地積については、土地の釜記簿に記

載されており、すでに公になっていることを理由として実施機関は文書中の当該情報

を開示しており、残る買収単価及び金額に係る部分について不開示としている。

本件不開示の理由については、買収単価及び金額は、個人の財産に関する情報であ

って、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第5条

第1号に該当するとしている。

これに対し、異議申立人が実施機関の理由は正当でなく、公金の支出については、

全て公にされなければならない旨を主張している。

そこで、この不開示決定について、以下判断する。

(1) 条例第5条第 1号該当性について

異議申立人は、 『『市の支出に関する情報jはいかなる理由によっても不開示に

することはできない情報である。市の支出の金額が妥当であるか否か、を市民が判

断することを妨げるものである。市の支出の金額はよその支出先が個人であるか否

かに関わらず、開示を免れることはできないものである。市長は4 『個人の財産に

関するプライパシー権という個人の権利純益を害するおそれがあるjとしているが、

この場合には、 『個人の権利利益を害するおそれ』よりも公益が優先されるもので

ある。監査のための支出金額の開示は不可避である。』と主張する。

この点について、実施機闘が不開示の理由とした条例第5条第1号は、 『個人に

関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって、当該情

報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することがで

きるもの（他の情報と照会することにより、特定の個人を識別することができるこ

ととなるものを含む。）又は特定の個人を識別することはできないが、公にするこ

とにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの』を不開示とするもので

あり、このうち、 『公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあ

るものj とは、その情報自体は、個人識別情報でないものであっても、個人識別可

能部分を除いてもJなお開示することで個人の正当な利益を害するおそれがある場

合には、不開示とすることを規定したものである。

このように条例第5条第1号は、個人情報を保護する必要があるため、個人に関

する情報のうち一定のものについて不開示情報とする旨を規定しているが、一般に

個人の財産に関する情報は開示されることを想定しないものであり、これを公にす

ることで個人の権利利益を害するおそれがあるため、不開示情報に該当するとの実

施機関の判断は妥当である。

よって、異議申立人が主張するように、市の支出に関する情報はいかなる理由に

よっても不開示にすることはできないと言えるものではない。

(2) 住民監査請求について

異議申立人は、公共用地の取得価額は公金の支出に関わる情報であり、地方自治

法第242条により、公金の支出の不当・違法なものについては、住民監査請求ができ
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る事項となっており、本来、市民の監視にさらされなければならない情報であると

主張する。

確かに、地方自治法第242条においては、違法又は不当な公金の支出が認められ

る場合について住民監査請求ができると規定されているが、住民監査請求は住民が

監査の全てを行う制度ではなく、住民から請求を受けた監査委員が監査を行うこと

が規定されているにとどまるものであることからすれば、一般的には、公金の支出

に関する情報は公にされることが望ましい情報であるとしても、情報公開制度にお

いては、個人の権利利益を害するおそれがある情報等の不開示情報に照らして決定

する必要があり、公金の支出に関する情報について一律に開示義務があると判断す

ることはできない。

よって、異議申立人が主張するように、住民監査請求のために全てを公にしなけ

ればならないとまでは言えない。

(3) 公知情報について

異議申立人は、 『土地の購入金額は、個人の財産としての情報ではなく、補償金

額としての情報である。土地と貨幣の交換のための契約であり、個人の財産の増減

を伴うことを前提・目的とする契約ではない。契約によっ．て、延岡市から金銭の支

払いを受けた者の、土地の『個人の財産』は既に開示されている情報であり、公知

情報である。それが貨幣に交換されたことにより、不開示情報に転換されたことは

不当である。公知情報を不開示情報に転換することはで．きない。 j と主張する。

実施機関の説明によれば、土地の買収単価は、固定資産評価を基にして算定する

とのことであるが、地方税法第20条の10及ぴ地方税法施行令第6条の21では、固定

資産課税台帳に登録された事項の証明書については、 J本人に関するものに限り、交

付を受けることができると規定されていることから、当該証明書は、一般に誰もが

入手することができないものであることが認められる。

個人の財産に関する情報であって登記簿等で公にされている以外の情報について

は、公にされることが予定されるものとは言えず、また、登記等で所有者や面積等

が公にされている財産であっても、それらの財産の価値は一定ではなく、その評価

額等は上述のとおり、公表されていないものであるか信、異議申立人が主張するよ

うに、個人の財産である土地の情報が必ずしも既に開示されている情報とはいえな

し、。

なお、地権者との交渉の際に、土地購入に関して個人が得た金額及・びその買収単

価について公表する旨の承諾は得ていないところ、これを開示すると売主に不測の

侵害を与えるとの実施機関の説明については、それ自体が不開示の判断を根拠付け

るものではないものの、当訟情報が公にされることは予定されていないことを示す．

事情として考慮することとする。

(4) 判例等の検討

もっとも、上記判断に一見相反するような、買収単価等を開示すべきとした用地

買収に関する判例並びに国及ぴ県の用地買収の実務運用の存在が確認されたので、

それらとの比較検討を行う。
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ア 判例の事例との比較検討

まず、用地買収に関する判例（最判平成17年7月15日・最判平成17年10月11日）

について検討する。

実施機関の説明によれば、これらの判例における事例は、終局的に一方的な土

地収用を行う収用裁決の手法で土地開発公社が用地取得を行ったものであること

から、より客観的な土地の買収価格の算定のために、不動産鑑定評価額を基に買

収単価が算定されているものである。

これらの事例は、公有地の拡大の推進に関する法律第7条の適用がある事例で

あり、当該土地と地価公示法第2条第 1項の標準地との位置、地積、環境等の土

地の客観的価値に作用する諸要因について比較して、標準地の公示価絡と当該土

地の取得価格との均衡を保たせるように算定され、売買の当事者聞の自由な交渉

の結果が取得価格に反映することは比較的少ないという状況にあったため、取得

価格は、一般人であればおおよその見当をつけることができる客観的な価格であ

るとして、不開示情報に当たらないとされたものである。’

他方、市が行う市道整備事業は、それとは異なり、戸別に交渉を行う方法で買

収単価及び金額を算定するものであるとのことであり、この場合においては、当

事者（買主である本市と売主である土地所有者）で自由な交渉により買収単価を

決定しているとのことであり、また、その買収単価については、当事者以外の第－

三者には、公表していないとのことである。

このように買収単価及ぴ金額が通常公にされるものでないのであれば、判例の

事例とは事案が異なるものであり、本件決定に係る判断に影響を及ぼすものでは

ない。

イ 国及び県の事業との比較検討

また、国及び県の事務運用では、事業が完了したものについては、買収単価に

ついて情報開示に応じているとのことである。

実施機関の説明によると、国及び県の事業は、都市計画道路や高速道路といっ

た道路に関する事業であって、基本的に整備を行う区切りが明確な道路であり、

近い時期に閉じ区間で改良工事が行われることがないため、当該事業に係る買収

単価等を開示しても他の事業に支障を及ぼさないことから事業完了後に買収単価

の開示を行っているものとのことである。

他方、市が行う市道整備事業は、地元からの要望が寄せられるもののうち、あ

くまでも予算の範囲内で事業を実施していくので、本件のように一路線のうちの

一部分について整備工事を行う場合が多くあり、今後、近い時期（予算が確保さ

れたとき）に同路線で同様の整備工事が実施される可能性があることから、明確

にその事業についての完了を認定することができないとのことである。

この点について、実施機関の説明どおり、国及び県と本市では事情が異なるこ

とにより、事務運用上の差異が存在することが認められる。

本市の事務運用上、市道の買収単価を公にすることが予定されていないのであ

れば、国及び県が買収単価を公表しているとしても、国及び県と同様に、市道の
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買収単価が公にされ、文は公にすることが予定されでいる情報に該当することに

なるものでなく、上記判断に影響を及ぼすものではない。

(5) 小括

以上を踏まえると、氏名や住所が登記情報であるという理由により公知情報とし

て開示されている本件の場合に、さらに土地購入費の買収単価及び金額について開

示すると、特定の個人が売却した土地の買収単価及び金額が明らかになることから、

それらの情報を公にすることによって、個人の権利利益を害するおそれが生じると

判断できる。

したがって、開示対象文書中の土地購入賞に係る買収単価及び金額について、上

記の判断から、条例第5条第 1号の個人の財産に関する情報であって『特定の個人

を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害する

おそれがあるものj として、実施機関が行った不開示決定は妥当である。

・2 立竹木移転補償費の買収単価及び金額について

~ 本件処分に係る開示対象文書中には、立竹木移転補償対象者である個人の氏名、住

所、買収単価及び金額が記載されている。このうち、個人の氏名及び住所を不開示と

した決定については異議申立人からの異議はなく、買収単価及び金額を不開示とした

部分について異議申立てがなされているところである。

本件不開示の理由については、買収単価及び金額は、個人の財産に関する情報であ

って、登記簿等で公になっておらず、公にすることにより、個人の権利利益を害する

おそれがあるため、条例第5条第 1号に該当するとしている。

これに対し、異議申立人が実施機関の理由ば正当でなく、公金の支出については、－

全て公にされなければならない旨を主張している。

そこで、この不開示決定について、以下判断する。

(1) 条例第5条第 1号の該当性について

異議申立人は、 『『市の支出に関する情報jはいかなる理由によっても不開示に

することはできない情報である。市の支出の金額が妥当であるか否か、を市民が事l

("' 断することを妨げるものである。市の支出の金額は、その支出先が個人であるか否

かに関わらず、開示を免れることはできないものである。市長は、 『個人の財産に

関するプライパシー権という個人の権利利益を害するおそれがある』としているが、

この場合には、 『個人の権利利益を害するおそれ』よりも公益が優先されるもので

ある。監査のための支出金額の開示は不可避である。 j と主張する。

この点について、補償を受けた物件及びその金額については、通常公にされてお

らず、当事者しか知りえない個人の財産に関する情報であって、一般に開示される

ことが望まれないものであるところ、立竹木の所有者は、その立竹木が所在する土

地の所有者と一致することも少なくないのであるから、公にすることにより、個人

の権利利益を害するおそれがあると考えられる。その他については、 1(1｝の判断と

同旨である。

よって、異議申立人が主張するように、市の支出に関する情報はいかなる理由に
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よっても不開示にすることはできないと言えるものではない。

(2) 住民監査請求について

異議申立人は、 『公共用地の取得価額は公金の支出に関わる情報であり、地方自

治法第242条により、公金の支出の不当・違法なものについては、住民監査請求がで

きる事項となっており、本来、市民の監視にさらされなければならない情報である。J

と主張する。

これについては、 1(2）で判断したとおり、住民監査請求のために全てを公にしな

ければならないとまでは言えない。

(3) 公知情報について

異議申立人は、 『立竹木移転補償金額は、個人の財産としての情報ではなく、補

償金額としての情報である。－立竹木移転と貨幣の交換のための契約であり、個人の

財産の僧減を伴うことを前提・目的とする契約ではない。契約によって、延岡市か

ら金銭の支払いを受けた者の立竹木としての『個人の財産Jは既に開示されている

情報であり、公知情報である。それが貨幣に交換されたことにより、不開示情報に

転換されることは不当である。公知情報を不開示情報に転換することはできない。 j

と主張する。

この点について、補償を受けた物件及びその金額については、通常公にされてお

らず、当事者しか知りえない個人の財産に関する情報であって、一般に開示される

ことが望まれないものであるところ、立竹木の所在する土地の地番は本件開示鋳求

で開示しており、立竹木の所有者はらその立竹木が所在する土地の所有者と一致す

ることも少なくないのであるから、公にすることにより、個人の権利利益を害する

おそれがあると考えられる。

(4) 小話

以上のとおり、開示対象文書中の立竹木の移転補償費に係る買収単価及び金額に

ついて、条例第5条第 1号の個人の財産に関する情報であって『特定の個人を識別

することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれ

があるものj として、実施機関が行った不開示決定は妥当である。

3 結論

以上の次第であるから、当審査会は、本件異議申立てには理由がないので、上記第

1の審査会の結論のとおり答申するものである。

第5 調査審議の経過

当審査会は、本件諮問事件について、以下のとおり、調査審議を行った。

① 平成25年6月4日 実施機関から諮問書を受理

②同日 実施機関から理白書を受理

③平成25年 6月25日 調査審議

④平成25年7月8回 答申案の審議

⑤平成25年7月26日 答申案の審議

8 
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2013/03/26 19:38 送信者： Fax 受信者： 0982342110 ページ： 002I 003 

る第／／場証

様式第1号（第3条関係）

平成25年3月26日

実施機関の長

教育委員会長様

請求者 住 所

氏名

電話

Fax 

Email 

ー0102延岡市北JW町長井4940

岩崎信 8グ／

行政文書開示請求書

延岡市情報公開条例第4条第1項の規定により、次のとおり行政文書の開示を請求します。

f"' I lo市内に住所を有する個人

請求者の 区分

（開示請求する行政文書が特定できるよう、行政文書の名称又は知りたい内容

の概要を具体的に記入してください，）

図書館の：

1，平成25年度予算要望に関する資料
.2，平成25年度予算事業計画書等

開示請求す る l
13，平成24年度予算執行状況（3月末）

行政文書のi
名称又は‘内容f4，：平成24年度予算執行状況（2月末）

~·－＇ rs，平成24年度予算執行状況（1月末）
•5，平成24年度予算執行状況（12月末）
7，図書館情報システム、検索予約システムに関するート

切の資料（説明書よ仕様書、導入維持経費詳細等）

開示の実施方法

所管課

情報公開センタ

ー受付印

2 写しの交付 3 写しの送付

均 年 度 創 作

注請求者欄及び太線の枠内に必要事項を記入し、該当する番号をOで囲んでください。
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様式第5号（第5条関係） る第／シ号・軽

岩崎信様

延岡市教育委員会教育長

行政文書部分開示決定通知書．

延図第26号
平成25年5月8日

平成25年3月27日付けで開示請求のあった行政文書にづいては、その一部に不開示情報
が記録されているため、当該不開示情報部分を除いた部分について開示することと決定した
ので、延岡市情報公開条例第9条第l項の規定により通知します。

開示請求に係る 図書館の：

行政文書の 1.平成25年度予算要望に関する資料
名称又は内容

行政文書の 日時 平成25年5月16日（木）午後l時
開示を一行う
日時及び場所 場所 延岡市立図書館事務室

開示の実施方法
閲覧｜ 2 写しの交付 3 写しの送付

4 その他（

開示する行政 延岡市情報公開条例第5条第1号に該当

文書から一部の 開示請求に係る文書には、会社の従業員の氏名が記載されており、これを

情報を除く 開示すると、特定の個人が識別されるため

こととした理由

写しの交付を受

ける場合の負担

すべき費用の額

写しの送付を

受ける場合の

負担すべき

郵便料 の額

所 管 課 延岡市立図書館 電話番号 0982-32-3058 

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60
日以内に、実施機関の長に対して異議申立てをすることができます。
この決定に係る取消訴訟は、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か月

以内に、延岡市（訴訟において延岡市を代表する者は実施機関の長となります。）を被告と

して提起しなければなりません。ただし、この決定の日から 1年を経過したときは、この決

定の取消訴訟を提起することはできません。

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60日以内に異議申立てをした
場合は、この決定の取消訴訟は、当該異議申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日から
起算して 6か月以内に提起しなければなりません。

注 1 行政文書の開示を受ける際は、この通知書を提示してぐださい。
2 指定された行政文書の開示を行う日時に来庁できないときは、あらかじめその旨を

所管課に連絡してください。

3 この通知に関する問い合わせは、直接上記の所管課に行ってください。



延岡市総務部総務課

差出人：
日除
宛先：
件名：

H 延岡市総務部総務課＂ <soumu@city .nobeoka.miyazakijp) 
20~3年3月8日 17:26
くmi6116@gmail.com>
市長提出議案のホームページ公開について

岩崎信様

課長

I I Iページ

乙第／、〉〉号証

延岡市総務部総務

このたびは、市議会における市長提出議案の市ホームページによる公開について、ご意見をいた
だき、ありがとうございます。
この件につきましては、今後研究してまいりたいと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願
いいたします。

延岡市総務部総務課
,... http:i／…i卸.nobeoka川 yazakijp/

mailto:soumu@ci旬.nobeoka.mivazakijp
Tel.0982-22-7006 Fax.0982-34-2110 
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〈開示請求の手続）

第 4条 前条の規定による開示の請求（以下 f開示請求Jという。）は、次に

掲げる事項を記載した書面（以下 f開示請求書 j という。）を実施機関の長

に提出してしなければならない。

(]) .開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の

団体にあっては代表者の氏名

(2) 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事

項

2 実施機関の長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示

請求をした者〈以下 f開示請求者j という。〉に対し、相当の期間を定め

て、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関の長は、

開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければなら

r I ない。

, r--

I 本条は、行政文書の開示請求に当たっては、開示請求書を提出してしなけ

ればならないことを定めたものである。

2 この条例に基づく制度の適正かっ円滑な運用を確保するためには、開示請

求書に開示請求の対象となる行政文書が明確に記載される必要がある。すな

わち開示請求の対象である行政文書の件名が記載されるか、これが困難な場

合には、その記載内容から実施機関の職員が開示請求の対象となる文書の件

名及びその範囲を合理的な範囲に特定できる程度に記載される必要があるこ

とを定めたものである。

3 実施機関の長は、開示請求書に形式上の不備があるときは、その補正を求

めることができることとし、併せて、補正の参考となる情報の提供に努める

べきことを定めたものである。

4 本条に基づく開示請求は、実施機関の長に対する開示請求書の直接提出及

ぴ郵便による開示請求書の郵送に限るものとし、口頭による請求、電話によ

る請求及びファックスによる請求は認められないものである。
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