
 

調布市情報公開条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

 改正後 改正前 

○調布市情報公開条例 ○調布市情報公開条例 

平成11年９月22日条例第19号 平成11年９月22日条例第19号 

目次 【略】 目次 【略】 

第１章 総則 第１章 総則 

第１条 【略】 第１条 【略】 

（定義） （定義） 

第２条 【略】 第２条 【略】 

(１) 【略】 (１) 【略】 

(２) 市政情報 実施機関の職員が職務上作成し，又は取得した文書，図画，

写真，フィルム及び電磁的記録（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚に

よっては認識できない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）に記録され

ている情報であって，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。 

(２) 市政情報 実施機関の職員が職務上作成し，又は取得した文書，図画，

写真，フィルム及び電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によっては認識

できない方式で作られた電磁的記録であって，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・イ 【略】 ア・イ 【略】 

第３条～第５条 【略】 第３条～第５条 【略】 

（市政情報の公開の請求方法等） （市政情報の公開の請求方法等） 

第６条・２ 【略】 第６条・２ 【略】 

３ 実施機関は，第１項第１号の規定により提出された請求書又は同項第２号の

規定により送信された情報に形式上の不備があると認めたときは，公開請求を

したもの（以下「公開請求者」という。）に対し，相当の期間を定めて，その

補正を求めることができる。この場合において，実施機関は，公開請求者に対

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。 

３ 実施機関は，第１項第１号の規定により提出された請求書又は同項第２号の

規定により送信された情報に形式上の不備があると認めるときは，公開請求を

したもの（以下「公開請求者」という。）に対し，相当の期間を定めて，その

補正を求めることができる。この場合において，実施機関は，公開請求者に対

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。 

（市政情報の公開義務） （市政情報の公開義務） 

第７条 【略】 第７条 【略】 

(１) 【略】 (１) 【略】 

(２) 【略】 (２) 【略】 

ア 法令等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 ア 法令等の規定により若しくは慣行として公にされ，又は公にすることが

平成２７年９月２４日時点のものです。 

内容が変わる場合があります。 



 

されている情報 予定されている情報 

イ・ウ 【略】 イ・ウ 【略】 

(３)～(７) 【略】 (３)～(７) 【略】 

第８条 【略】 第８条 【略】 

（公益上の理由による裁量的公開） （公益上の理由による裁量的公開） 

第９条 実施機関は，公開請求に係る市政情報に非公開情報（第７条第１号に該

当する情報を除く。）が記録されている場合であっても，公益上特に必要があ

ると認めたときは，公開請求者に対し，当該市政情報を公開することができる。 

第９条 実施機関は，公開請求に係る市政情報に非公開情報（第７条第１号に該

当する情報を除く。）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，公開請求者に対し，当該市政情報を公開することができる。 

第10条・第11条 【略】 第10条・第11条 【略】 

（公開決定等の期限） （公開決定等の期限） 

第12条 前条各項の規定による決定（以下「公開決定等」という。）は，公開請

求があった日から14日以内にしなければならない。ただし，第６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。 

第12条 前条各項の決定（以下「公開決定等」という。）は，公開請求があった

日から14日以内にしなければならない。ただし，第６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・３ 【略】 ２・３ 【略】 

第13条 【略】 第13条 【略】 

（第三者保護に関する手続） （第三者保護に関する手続） 

第14条 【略】 第14条 【略】 

２ 実施機関は，次の各号のいずれかに該当するときは，第11条第１項の規定に

よる決定（以下「公開決定」という。）に先立ち，当該第三者に対し，公開請

求に係る市政情報の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して，

意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし，当該第三者の所在が

判明しない場合は，この限りでない。 

２ 実施機関は，次の各号のいずれかに該当するときは，第11条第１項の決定（以

下「公開決定」という。）に先立ち，当該第三者に対し，公開請求に係る市政

情報の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して，意見書を提出

する機会を与えなければならない。ただし，当該第三者の所在が判明しない場

合は，この限りでない。 

(１)・(２) 【略】 (１)・(２) 【略】 

３ 【略】 ３ 【略】 

第15条～第18条 【略】 第15条～第18条 【略】 

第３章 救済手続 第３章 救済手続 

（審理員による審理手続に関する適用除外） 

第18条の２ 公開決定等に係る審査請求（行政不服審査法（平成26年法律第68

 

 



 

号）に基づく審査請求をいう。以下同じ。）については，同法第９条第１項の

規定は，適用しない。 

（諮問） 

 

 

（諮問） 

第19条 実施機関は，公開決定等について審査請求があった場合は，次の各号に

掲げる場合を除き，調布市情報公開審査会に速やかに諮問し，その意見を尊重

して，当該審査請求についての裁決を行うものとする。 

第19条 実施機関は，公開決定等について行政不服審査法（昭和37年法律第160

号）の規定に基づく不服申立てがあった場合は，次の各号に掲げる場合を除き，

調布市情報公開審査会に速やかに諮問し，その意見を尊重して，当該不服申立

てについての決定又は裁決を行うものとする。 

(１) 審査請求が不適法であり，却下する場合 (１) 不服申立てが不適法であり，却下する場合 

(２) 裁決で，審査請求の全部を認容し，当該審査請求に係る市政情報の全部

を公開することとする場合（当該審査請求に係る公開決定等について第三者

から反対意見書が提出されている場合を除く。） 

(２) 公開決定等（公開請求に係る市政情報の全部を公開する旨の決定を除

く。以下この号及び第21条において同じ。）を取り消し，又は変更し，当該

不服申立てに係る市政情報の全部を公開する場合（当該公開決定等について

第三者から反対意見書が提出されている場合を除く。） 

（諮問をした旨の通知） （諮問をした旨の通知） 

第20条 【略】 第20条 【略】 

(１) 審査請求人及び参加人（行政不服審査法第13条第４項に規定する参加人

をいう。以下同じ。） 

(１) 不服申立人及び参加人 

(２) 公開請求者（公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。） (２) 公開請求者（公開請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。） 

(３) 当該審査請求に係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者

（当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。） 

(３) 当該不服申立てに係る公開決定等に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。） 

（第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続） （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21条 第14条第３項の規定は，次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合

について準用する。 

第21条 第14条第３項の規定は，次の各号のいずれかに該当する決定又は裁決を

する場合について準用する。 

(１) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し，又は棄却する裁決 (１) 公開決定に対する第三者からの不服申立てを却下し，又は棄却する決定

又は裁決 

(２) 審査請求に係る公開決定等（公開請求に係る市政情報の全部を公開する

旨の決定を除く。）を変更し，当該公開決定等に係る市政情報を公開する旨

の裁決（第三者である参加人が当該市政情報の公開に反対の意思表明をして

いる場合に限る。） 

(２) 不服申立てに係る公開決定等を変更し，当該公開決定等に係る市政情報

を公開する旨の決定又は裁決（第三者である参加人が当該市政情報の公開に

反対の意思表明をしている場合に限る。） 

第４章 調布市情報公開審査会 第４章 調布市情報公開審査会 



 

（調布市情報公開審査会） （調布市情報公開審査会） 

第22条 【略】 第22条 【略】 

２ 審査会は，前項の規定による審議のほか，情報公開に関する重要事項につい

て，実施機関に意見を述べることができる。 

２ 審査会は，前項に規定する審議のほか，情報公開に関する重要事項について，

実施機関に意見を述べることができる。 

３・４ 【略】 ３・４ 【略】 

５ 審査会の委員は，職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退い

た後も，また同様とする。 

５ 審査会の委員は，職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退い

た後も，同様とする。 

（審査会の調査権限） （審査会の調査権限） 

第23条 審査会は，必要があると認めたときは，諮問実施機関に対し，審査請求

のあった公開決定等に係る市政情報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，その提示された市政情報の公開を求めるこ

とはできない。 

第23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，不服申立

てのあった公開決定等に係る市政情報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，その提示された市政情報の公開を求める

ことはできない。 

２ 【略】 ２ 【略】 

３ 審査会は，必要があると認めたときは，諮問実施機関に対し，審査請求のあ

った公開決定等に係る市政情報の内容を審査会の指定する方法により分類し，

又は整理した資料を作成し，審査会に提出するよう求めることができる。 

３ 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，不服申立ての

あった公開決定等に係る市政情報の内容を審査会の指定する方法により分類

し，又は整理した資料を作成し，審査会に提出するよう求めることができる。 

４ 第１項及び前項に規定するもののほか，審査会は，審査請求に係る事件に関

し，審査請求人，参加人及び諮問実施機関（以下「審査請求人等」という。）

に意見書又は資料の提出を求めること，適当と認める者にその知っている事実

を陳述させることその他必要な調査をすることができる。 

４ 第１項及び前項に規定するもののほか，審査会は，不服申立てに係る事件に

関し，不服申立人，参加人及び諮問実施機関（以下「不服申立人等」という。）

に意見書又は資料の提出を求めること，適当と認める者にその知っている事実

を陳述させることその他必要な調査をすることができる。 

（意見の陳述等） （意見の陳述等） 

第24条 審査会は，審査請求人等から申出があったときは，当該審査請求人等に，

口頭で意見を述べる機会を与え，又は意見書若しくは資料の提出を認めること

ができる。 

第24条 審査会は，不服申立人等から申出があったときは，当該不服申立人等に，

口頭で意見を述べる機会を与え，又は意見書若しくは資料の提出を認めること

ができる。 

２ 審査会は，前項の規定により審査請求人等から意見書又は資料が提出された

ときは，審査請求人等（当該意見書又は資料を提出したものを除く。）にその

旨を通知するよう努めるものとする。 

２ 審査会は，不服申立人等から意見書又は資料が提出された場合，不服申立人

等（当該意見書又は資料を提出したものを除く。）にその旨を通知するよう努

めるものとする。 

（提出された意見書等の閲覧等） （提出された意見書等の閲覧等） 

第25条 審査請求人及び参加人は，諮問実施機関に対し，第23条第３項及び第４第25条 不服申立人及び参加人は，諮問実施機関に対し，第23条第３項及び第４



 

項並びに前条第１項の規定により審査会に提出された意見書若しくは資料又

は電磁的記録にあっては，記録された事項を審査会が定める方法により表示し

たものの閲覧又は複写（以下「閲覧又は複写」という。）を求めることができ

る。この場合において，諮問実施機関は，第三者の利益を害するおそれがある

と認めたときその他正当な理由があるときでなければ，閲覧又は複写を拒むこ

とができない。 

項並びに前条第１項の規定により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。この場合において，諮問実施機関は，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，閲覧又は複写を拒むことができない。 

２ 諮問実施機関は，閲覧又は複写について，その日時及び場所を指定すること

ができる。 

２ 諮問実施機関は，前項の規定による閲覧又は複写について，その日時及び場

所を指定することができる。 

（審議手続の非公開等） （審議手続の非公開等） 

第26条 審査会の行う審査請求に係る審議の手続は，公開しない。 第26条 審査会の行う不服申立てに係る審議の手続は，公開しない。 

２ 【略】 ２ 【略】 

（規則への委任） （規則への委任） 

第27条 この章に定めるもののほか審査会の組織及び運営について必要な事項

は，規則で定める。 

第27条 この条例に定めるもののほか審査会の組織及び運営について必要な事

項は，規則で定める。 

第５章 情報公開の総合的な推進 第５章 情報公開の総合的な推進 

第28条～第30条 【略】 第28条～第30条 【略】 

（出資等法人の情報公開等） （出資等法人の情報公開等） 

第31条 【略】 第31条 【略】 

２ 実施機関は，出資等法人に対し，前項の必要な措置を講ずるよう協力を求め

るものとする。 

２ 実施機関は，出資等法人に対し，前項に定める必要な措置を講ずるよう協力

を求めるものとする。 

（文書管理） （文書管理） 

第32条 実施機関は，この条例の適正かつ円滑な運営に資するため，市政情報の

基となる公文書を適正に管理しなければならない。 

第32条 実施機関は，この条例の適正かつ円滑な運営に資するため，市政情報の

もととなる公文書を適正に管理しなければならない。 

第33条～第35条 【略】 第33条～第35条 【略】 

附 則 

１ この条例は，行政不服審査法の施行の日から施行する。 

２ この条例による改正後の調布市情報公開条例の規定は，この条例の施行の日

以後にされる公開決定等又は公開請求に対する不作為に係るものについて適

用し，同日前にされた公開決定等又は公開請求に対する不作為に係るものにつ

 



 

いては，なお従前の例による。 

 


