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平成24年度情報公開制度の実施状況

1 開示請求の件数及び処理状況

区分
請求 取下げ 実施機関別 決定の内訳

件数 件数 の決定件数 開示 部分開示 不開示

市長
． 

6 5 5 0 1 2 3 ． ． 
開示請求 7 2 2 雪目也抗dコ~、 ： ， 7 3 1 3 

教育委員会 8 5 1 2 
． 

開示申出 3 。市長
． 

4 2 1 1 ． ． 
’ 

合計 7 5 2 合計
． 

8 4 6 0 1 5 9 ． ． ． ． 
※「開示請求Jとは延岡市情報公開条例の施行日（平成12年 7月 1日）以後に、「開示申

出Jとは同日前に作成又は取得した文書に関する開示の請求です。

※ 1件の開示請求で複数の文書について開示の請求が行われ、それぞれの文書について決

定を行った例があるため、開示請求の件数と決定の件数が一致していません。

※平成24年度に開示の請求があったものを集計しており、開示決定が平成25年度に行われ

たものを含みます。

2 開示決定等に対する不服申立ての件数

1件

3 開示請求等に係る行政文書の内容、決定内容等

(1) 開示請求

整番理号 行政文書の名称又は内容 請求日

下記の工事請負契約書及び工事場所ごとの

内訳がわかる文書

浜地区外舗装工事（平成 22年度）

野地 3号線外舗装工事（平成 23年度）
24/4/19 1 

川｜島地区外舗装工事（平成 20年度）

川｜島堤防線外舗装工事（平成 21年度）

川｜島堤防線外舗装工事（平成 22年度）

祝子堤防線道路改良工事（平成 23年度）

建築計画概要書

2 
建築主延岡 市長 首藤 正治

24/4/23 
確認、済証番号第 1号

確認、済証交付年月日 平成 24年4月 17日

3 
プレハブ、庁舎移設 機械設備工事の工事設

24/4/25 
計書

1 

決定日
決定内容

所管課
l決定に要したH) 

24/4/26 
開示

土木課
【8日］

24/4/26 
開示

建築指導課
[4日］

24/5/2 
開示

建築住宅課
【8日】

甲7号証



整番理号 行政文書の名称又は内容 請求日 決定日
決定内容

所管課
l決定に要したH) 

（配整）岡富橋橋梁添架工事の工事設計書
開示

4 中央簡易水道配導水管移設工事（舞見回 24/4/25 24/5/7 
[13日］

水道課

地区）の工事設計書

2009～201 1年のA、B、Cにより請求があ
24/5/1 24/5/11 

部分開示
市民課5 

った戸籍謄本、住民票などの請求書の写し 【11日］

平成23年度に市議会議員に支払った

①議員報酬
24/5/14 24/5/28 

開示
議会事務局6-1 

②議員期末手当 【15日】

③費用弁償の明細書

平成23年度に市議会議員に支払った
24/5/14 24/5/28 

不開示
議会事務局6-2 

④その他議員に支払った金額等の明細書 【15日】

平成24年4月20日入札・（配整）沖田橋橋梁
開示

7 添架配水管布設替工事の金入設計書及び最 24/5/16 24/5/23 
【8日］

水道課

低制限価格の開示

平成24年 5月15日入札・（配整）出北地区外
開示

8 配水管布設替工事（その 1）工事の最低制 24/5/16 24/5/23 水道課
【8日】

限価格及び金入設計書

平成23年 9月27日入札・市営住宅（ーケ岡
開示

9 A団地） 2工区M棟管設備工事の金入設計 24/5/16 24/5/25 建築住宅課
【10日】

書及び最低制限価格

10 H24. 5. 11付児童生徒の事故について（報告） 24/5/29 24/6/12 
部分開示

学校教育課
【15日］

延岡市新最終処分場建設にあたり買収した

11 
土地の①所有者②面積③価格④契約と売買

24/5/30 24/6/12 
部分開示 新最終処分

した期日⑤地番などが記された売買契約書 【14日】 場建設室

の写し、またはそれに類するもの

平成24年 3月末日現在の市営住宅家賃の滞

12 
納状況で、 3ヶ月以上の家賃滞納者集計表、

24/6/1 24/6/14 
開示

建築住宅課
及び滞納期間ごとの人数・金額・団地別等 【14日】

が分かるもの

13 
平成24年度市議会議員の行政視察の調査内

24/6/6 24/6/15 
開示

議会事務局
容の詳細 [ 10日】

2 



行政文書の名称又は内容 請求日 決定日
決定内容

［決定に要したBlI 
所管課

延岡市役所の各部局が使用している、パソ
開示

14 Iコン・コピー機のメーカ名及び購入先と購 24/6/6 24/6/20 【15日］ ｜総務部総務課
入日の一覧表

平成24年 5月29日入札・水道線（配整）ー

ケ岡地区老朽給水管切替工事（その 1）、（配

5 I整）日の出地区外配水管布設替工事、（配整）

1 大武地区配水管布設替工事（その 1）、市内
24/6/12 24/6/20 

開示

[ 9日】｜
水道課

一円水道管維持修繕工事の金入設計書の開

示及び最低制限価格

平成24年 5月29日入札・水道課の岡富古川

16 I地区配水管移設工事（その 1）の金入設計I24/6/12 I 24/6/20 I ［開示l 水道課

書の開示及び最低制限価格の開示 9白

, 22年度分・ 23年度分A区地域福祉推進チー

17 ム実績報告書、会計報告書
24/6/14 24/6/20 

開示
【7日】 ｜高齢福祉課

建築計画概要書

建築主 A 代表取締役

18 I 確認済証番号第56号

B 
24/6/21 24/6/27 

開示
【7日】 ｜建築指導課

確認、済証交付年月日 平成24年6月11日

建築計画概要書

9 I建築主 A 24/7/23 
開示

確認済証番号第1182号
24/7/27 【5日】 ｜建築指導課

確認済証交付年月日 昭和50年11月5日

平成23年度保険始期で延岡市が契約者とな

20 Iる賠償責任保険・傷害保険・動産総合保険 lI 24/7/31 I 24/8/14 I部1分開示 管財課
の保険契約書 15日】

平成24年 7月31日入札・下水道課下記工事

21 Iの金入設計書及び最低制限価格の開示 I 24/8/ I I 24/8/8 I ［開示 ｜下水道課

工事名 無鹿汚水枝線工事（第 1工区） 8日】

22 I 7月31日入札・下水道課の無鹿汚水枝線工 ／ 

事（第 1工区）の金入設計書 24 8/10 24/8/17 
開示

【8日】 ｜下水道課

平成24年 8月 7日入札（総合評価落札方

式）・（配整）緑ケ丘地区配水管布設替工事

23 I （その 1）及び（醒）ーケ岡地区老朽給： 124/8/ 17124/8/271 開示 ｜ 水道課
水管切替工事（その 2）の金入設計書及び 【11日】

最低制限価格

3 



整番理号 行政文書の名称又は内容 請求日 決定日
決定内容

所管課
l決定に要した日l

24 
平成24年度（工事番号17）妙町下水処理場

24/8/24 24/9/5 
開示

下水道課
濃縮施設設備工事の金入設計書 【13日】

25 
A及びBがCからの被害について相談した

24/8/29 24/9/12 
部分開示

生活環境課
際の相談記録及び被害調査記録 【15日】

26 
A及びBがCからの被害について相談した

24/8/29 24/9/12 
部分開示

生活環境課
際の相談記録及び被害調査記録 【15日］

水道課（第19号）南浦地区簡易水道さく井
開示

27 工事（熊野江地区）の金入設計書及び最低 24/9/4 24/9/12 水道課
【9日】

制限価格

28 
都市計画課須崎中川｜原通線道路改良工事

24/10/9 24/10/16 
開示

都市計画課
（その 1）の金入設計書 【8日】

29 
下水道課・市内一円舗装復旧工事（その 1) 

24/10/9 24/10/16 
開示

下水道課
の金入設計書 【8日】

平成24年10月12日入札・岡富小学校給食室
開示

30 建設、空調、換気設備工事の金入設計内訳 24/10/15 24/10/22 建築住宅課
【8日】

書及び最低制限価格

31 
平成24年 6月15日入札・多々良雨水校線工

24/10/17 24/10/24 
開示

下水道課
事（第 1工区）の金入設計書 【8日】

32 
平成24年 8月31日入札・岡富古川｜土地区画

24/10/17 24/10/29 
開示

区画整理課
整理事業整地工事（その 5）の金入設計書 【13日】

1 延岡市山下町0丁目の公衆用道路に関

わる「①延土第174号平成23年 6月15日付

通知書J、「②延土第573号平成23年12月27

日付J「③延土353号平成23年 9月10日付J

以上の 3通知書は市長の了解を得たもの
開示

33-1 であるか否かが分かる文書 24/10/19 24/11/2 土木課

3 上記 2 （「②延土174号J山下町0丁目
【15日］

は私有地として岡富村時代から拡幅して

いないと市が主張する根拠となるべき内

部資料並びに証拠書類）の市有財産基本

台帳

5 平成21年 3月13日付、 00番から245rrl 

33-2 が「公衆用道路J国土調査による成果と
24/10/19 24/11/2 

部分開示
土木課して分筆登記しであるが、し、かなる手法 【15日】

を用いて実行したのかが分かる文書

4 



整番理号 行政文書の名称又は内容 請求日 決定日
決定内容

所管課
l決定に要したaJ

34 
（新庁舎に関する）発注方式等の検討委員

24/10/23 24/11/5 
部分開示

新庁舎建設室
会の資料・議事録 【14日】

35 
延岡市が高千穂通00の土地をAに所有権

24/10/25 24/11/5 
開示

管財課
移転登記したときの添付書類 [12日】

36 
祝子水源地浄水施設整備工事（平成24年度）

24/11/2 24/11/14 
開示

水道課
の金入設計書 【13日】

妙田下水処理場濃縮施設機械設備工事（工

事番号17）、大武汚水中継ポンプ場機械設備
開示

37 工事（工事番号11）、妙典下水処理場合流改 24/11/2 24/11/12 下水道課
【11日］

善施設機械設備工事（工事番号19）の金入

設計書

38 
市役所生活環境課の 2名がAさん方へ行っ

24/11/5 24/11/12 
部分開示

生活環境課
たことを確認した文書（平成23年度分） 【8日］

39 延岡市ケープ、ルエリア路線図（北方・北）, , ) 24/11/14 取下げ

40 
平成24年11月 1日付・児童生徒の事故につ

24/11/14 24/11/27 
開示

学校教育課
いて（報告） 【14日】

建築計画概要書

建築主 A 理事長 B 開示
建築指導課41 

確認済証番号第178号
24/11/20 24/11/20 

【1日】

確認済証交付年月日 平成24年11月15日

42 
平成24年度岡富古川土地区画整理事業整地

24/12/3 24/12/7 
開示

区画整理課
工事（その 8）の金入設計書 【5日】

建築計画概要書

建築主 A 代表取締役 B 開示
43 24/12/4 24/12/10 建築指導課

確認済証番号第 ERI12047976号 [ 7日】

確認済証交付年月日 平成24年11月15日

平成24年12月21日入札・下水道課・水道課

の（配整）大貫地区外老朽給水管切替工事
開示 水道課

44 及び工事の金入設計書・最低制限価格及び 24/12/21 25/1/4 

平成24年12月18日入札・祝子農集公共接続
【15日】 下水道課

工事（分）の金入設計書・最低制限価格

5 



整理
番号 行政文書の名称文は内容 請求日 所管課

決定内容
決定日｜ － l決定に要したaJ

延岡市狭あい道路拡幅整備事業に係る下記

の成果品の一部

寄付行為者住所延岡市野地町四丁目 0

0番地O 氏名 A 

寄付用地 延岡市野地町四丁目 00番地
45 I 

O、00番地O

請求に係る行政文書の名称

① 立会証明書

② 不動産調査報書

③ 現況淑lj量図

建築計画概要書

46 I建築主 延岡 市長 首藤 正治

計画通知番号第13号

計画通知交付年月日 平成24年12月10日

24/12121 I 25/1/4 

25/1/4 I 25/1/9 

平成24年12月21日入札・鶴ケ丘雨水枝線工
47 I I 25/1/8 

事の金入設計書
25/1/16 

平成24年12月21日入札・無鹿汚水枝線工事
48 I I 25/1/8 

（第 5工区） の金入設計書
25/1/16 

平成24年10月30日入札・岡富古川土地区画
49 I I 25/1/8 I 25/1/17 

整理事業整地工事（その 6）の金入設計書

平成24年12月18日入札・香花谷線（ 1号箇
50 I 

所）外災害復旧工事（合冊）の金入設計書

平成24年11月16日入札・（工事番号第19号）

25/1/8 I 25/1/17 

51 I須崎中川原通線道路改良工事（その 3）の I25/1/10 I 25/1/17 
金入設計書

平成24年11月20日入札・（工事番号第42号）

部分開示
｜建築指導課

【15日】

開示 ｜建築指導課
【6日】

開示

【9日】
下水道課

開示

【9日】
下水道課

開示 ｜区画整理課
【10日】

開示 ｜北川｜町総合

【10日】｜支所農林課

開示 ｜都市計画課
【8日】

｜無鹿汚水枝線工事（第 2工区）及び（工事｜ ｜ ｜ 開示
I 2511110 I 2511111 I ｜下水道課

番号第46号）ーヶ岡汚水管改築工事の金入｜ ｜ ｜【 8日】

設計書

平成24年12月18日入札・（工事番号第623号）

53 I惣下線（ 1号箇所）災害復旧工事の金入設I2511110 I 251凶 3

計書

6 

開示 ｜北川町総合支所

【14日】｜農林課



盤番理号 行政文書の名称又は内容 請求日 決定日
決定内容

所管課
I決定に要した日l

延岡市新火葬場待合棟空調設備工事（工事

54-1 
番号第 2号 H23-5-13）及び延岡市新火葬場

25/1/9 25/1/22 
開示

生活環境課
火葬棟 空調設備工事（工事番号119号 【14日】

H23-2-25）の実施設計書及び金入設計書

岡富小学校給食室建設空調・換気設備工事

（工事番号67号 H24-10-12）、旭小学校校舎

新増改築空調設備工事（工事番号59号

54-2 
H22-10-1 ）、延岡市中小企業振興センター

25/1/9 25/1/21 
開示

建築住宅課
空調設備改修工事（工事番号 107号 【13日】

H2ト 12-18）及び市民体育館冷房設備設置工

事（工事番号58号 H21-11-13）の実施設計書

及び金入設計書

平成25年 1月11日入札・北方地区簡易水道
開示

55 配水施設整備工事（屋形原・猪の内地区） 25/1/18 25/1/24 水道課
【7日】

の金入設計内訳書

平成24年11月2日小野町の落石案件につい
開示

56 25/1/21 25/2/18 【29日】 生活環境課
て土木課と生活環境課が協議した文書

※ 

古川町00付近下水道課発注の古J，，雨水ポ
ンプ場工事

開示
57-1 ①工事内容の明細 25/1/22 25/2/5 下水道課

【15日】
②工事写真（特に仮設道路建設の為の矢板

の打込引込工事）の状況写真

古川町00付近下水道課発注の古J，，雨水ポ

57-2 
ンプ場工事

25/1/22 25/2/5 
部分開示

下水道課
③建物の調査書（着工前）の内、建物の傾 【15日】

きに関する写真

古川町00付近下水道課発注の古川雨水ポ

57-3 
ンプ場工事

25/1/22 25/2/5 
不開示

下水道課
③建物の調査書（着工後）の内、建物の傾 [15日］

きに関する写真

7 



整番理号 行政文書の名称又は内容 請求日 決定日
決定内容

所管課
l決定に要したal

①平成21年度古川雨水幹線工事第 1工区及

び第 2工区（古川｜町開削工事）

②平成21年度古川雨水ポンプ場土木工事

（古川｜町ポンプ場土木工事）
部分開示

－①②の工事の内 工事箇所（掘削位置）
25/2/12 25/2/26 【15日】 下水道課58-1 

及び内容（矢板の打込状況、掘削、深さ、

幅など）及び工程表（年月日が入ったもの）

及び工事中の写真

－②の工事の内平成21年8月A社事前報告書

の内室内を調査した写真

②平成21年度古川｜雨水ポンプ場土木工事

（古川町ポンプ場土木工事）
開示

－②の工事の内工事用進入路設置工事以外
58-2 25/2/12 25/2/26 【15日｝ 下水道課

の鋼矢板圧入工事の第2回変更分として

（鋼矢板W型圧入長7m)404枚と（圧入長

13m) 115枚の位施工写真及工程表

延岡市新庁舎建設（ 1期建築主体工事・電
開示

59 25/2/15 25/3/25 【39日】 新庁舎建設室
気設備工事・空調設備工事）の最低制限価格

※ 

60 障害程度区分認定審査会委員名簿（平成24年度） 25/2/20 25/3/6 
部分開示

障がい福祉課
【15日】

2月12日入札・延岡市新庁舎建設工事の入 開示

61 札（ 1期建築主体、電気設備、空調設備） 25/2/22 25/3/25 【32日］ 新庁舎建設室

の最低制限価格 ※ 

62 
第11回延岡市議会（定例会）会議に提出さ

25/3/12 25/3/26 
不開示

総務部総務課
れた議案書の電磁的記録 【15日】

63 北川町地域協議会議事録（全署名付） 25/3/12 25/3/26 
開示 北川町総合支所

【15日】 地域振興課

64 議会基本条例制定特別委員会議事録（全） 25/3/12 25/3/26 
開示

議会事務局
【15日】

65 
第11回延岡市議会（定例会）会議において

25/3/12 25/3/26 
不開示

議会事務局
議決される全議案書の電磁的記録 【12日】

66-1 l，図書館協議会議事録（平成20年～現在） 25/3/18 25/3/29 
開示

市立図書館
【12日】

8 



整番理号 行政文書の名称又は内容 請求日 決定日
決定内容

所管課
［決定に要したE]

2, r図書館の設置及び運営上の望ましい基
不開示

66-2 準Jの（二）運営の状況に関する点検及び 25/3/12 25/3/26 市立図書館
【15日】

評価の結果記録（過去 5年分）

67 図書館の平成22年度決算、説明に関する資料 25/3/25 取下げ

南浦地区まちづくり懇談会（24年 6月28日）

68 
議事録音記録

25/3/26 25/4/8 
不開示

経営政策課
東海地区まちづくり懇談会（24年10月11日） 【14日】

議事録音記録

69-1 
l，請願・陳情に関する一切の資料（平成24

25/3/27 25/4/10 
部分開示

議会事務局
年度分） 【15日］

69-2 
2，全議案に関する議決結果賛否一覧表．（平

25/3/27 25/4/10 
不開示

議会事務局
成24年度分） 【15日］

図書館の： 開示

70-1 l，平成25年度予算要望に関する資料 25/3/27 25/4/24 【29日】 市立図書館

2，平成25年度予算事業計画書等 ※ 

図書館の：

3，平成24年度予算執行状況（ 3月末）
不開示

70-2 4，平成24年度予算執行状況（ 2月末） 25/3/27 25/4/10 市立図書館
【15日】

5，平成24年度予算執行状況（ 1月末）

6，平成24年度予算執行状況 (12月末）

図書館の：

70-3 
7，図書館情報システム、検索予約システム

25/3/27 25/4/10 
開示

市立図書館
に関する一切の資料（説明書、仕様書、導 【15日】

入維持経費詳細等）

1，北川町多目的研修集会施設等機能集約

71 
改修事業に関する一切の資料

25/3/27 25/4/10 
開示

北川｜教育課
2，北川公民館機能移転事業に関する一切 【15日｝

の資料

平成18年行政手続法改正後、「第 6章意見公

募手続Jの追加に伴い、同法第46条に対応

72 
した、延岡市における、パブ、リックコメン

25/3/28 25/4/11 
開示

総務部総務課
ト実施結果の電磁的記録（全）及び総合計 【15日】

画、条例等のパブ、リックコメント実施結果

の電磁的記録

※総日数1005日（決定80件）

9 



(2) 開示申出

整番理号 行政文書の名称又は内容 申出日 決定日
決定内容

所管課
I決定に要した日数l

昭和62年度 都市計画街路塩浜通線に係 開示
1001 る伊形町00番地についての用地買収単 24/9/28 24/10/9 

【12日】
都市計画課

価決定のための鑑定評価書

延岡市高千穂通00番地と 0o+o 0番
24/10/26 24/11/2 

開示
総合農政課1002 

地の問の境界をAが立会を行った証拠。 【8日］

2 「延土174号Jによる山下町2丁目。
1003 0番地Oは市有地として岡富村時代か 不開示

ら拡幅していないと市が主張する根拠
24/10/19 24/11/2 

【15日］
土木課

-1  

となるべき内部資料並びに証拠書類

4 本件、当該、 A60名の地籍、山下町2
1003 丁目 00番地Oに上下水道等のインフ 部分開示

24/10/19 24/11/2 土木課
-2 ラの設置がなされているが、それぞれの 【15日】

施行期間が分かる文書

※総日数 50日（決定4件）

10 



《参考》

1 .年度別の実施状況
単位：件

年度 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

開示請求 。 3 6 12 7 25 22 12 5 23 

開示申出 6 1 2 4 3 7 7 。 3 2 

不服申立て 。 。 。 。 2 。 。 。 。 。

年度 22 23 24 

開示請求 36 44 72 

開示申出 1 。 3 

不服申立て 。 。 1 

情報公開請求の実施状況

80 

70 

60 

50 

40 

ao 

~o 

10 

。

・諮求件数
（申出を含む。〉

一

一
一
一
一．．．．．．．． 

．．
． －－－－ 

E
E

・E
・－l::? i:3 1-1 15 16 li 18 19 ::?O 21 22 23 2-1 

2.年度別の決定までに要した日数

（開示請求のあった日から開示等の決定をした日までに要した日数の平均値） 単位：日

年度 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

決定までに 16.0 6.6 18. 1 11. 6 15.3 12. 1 8.8 10. 3 9.3 13.6 

要した日数 ※ ※ ※ ※ ※ 

年度 22 23 24 

決定までに 12.9 10.9 12. 6 

要した日数 ※ ※ 

※12年度、 14年度、 16年度、 17年度、 21年度、 22年度及び24年度中には、延岡市情報公開条

例第10条第 2項の規定により、決定期間を延長したものが含まれています。
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事務連絡

平成25年3月29日

岩崎信様

延岡市立図書館

館長佐藤賢了

行政文書開示決定通知書及び行政文書不開示決定通知書の送付について

平成 25年 3月 18日、情報公開センター受信番号 24年度第66号にて請求

のありまレだ件について、下記の通り、別紙にて行政文書開示決定通知書及び行

政文書不開示決定通知書をお送りいたします。

なお、開示日時（平成 25年 4月 5日（金）午後 1時）に、ご来館できなくなった揚

合には、ご連絡くださいますようお願いいたします。

~G 

1.送信文書

① 行政文書開示決定通知書（延図第 73号）

② 行政文書不開示決定通知書（延図第 74号）

Q
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⑪
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（

旭
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様式第4号（第5条関係）

岩崎信様

延図第73号

平成25年3月29日

平成25年3月18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 l項の規定により通知します。

1 .延岡市立図書館協議会議事録（平成20年～現在）
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4月5日（金）午後l時
開示 を 行う

日時及び 場所 場所 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（

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 平成24年第66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

所管課に述絡してください。

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。



様式第 2号（第4条関係）

岩崎信 様

延岡市長

行政文書開示請求書補正要求書

延総第 13 9号

平成25年 3月 28日

平成25年 3月27日付けで、提出のあった行政文書開示請求書については、形式上の不備が

あると認められますので、延岡市情報公開条例第4条第2項の規定により次のとおり補正を

求めます。

図書館の

l，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

開示請求に係る 13，平成 24年度予算執行状況（ 3月末）

行政文書の 14，平成 24年度予算執行状況（ 2月末）

名称文は内容｜
i;;::i I 5，平成 24年度予算執行状況（ 1月末）

6，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一切の資料

（説明書、仕様書、導入維持経費詳細等）

， 延岡市情報公開条例第4条第 1項で、開示の請求は書面を提出してし
補正を求める｜

項！なければならないと規定されており、ファックスによる申請は認めてい

．ないため、書面の開示請求書を直接又は郵送にて提出してください。

補正の期 限｜ 平成25年4月5日（金）

延岡市情報公開条例

目 （開示請求の手続）
補正の参考｜

｜第4条 前条の規定による開示の請求（以下「開示請求Jという。）
となる情報｜

目 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い

所 管 課｜市立図書館 電話番号 0982一32一3附

備 考｜ 平成24年度第70

注 1 この補正に要した日i数は、延岡市情報公開条例第10条第 1項に規定する開示決定等

の期間に参入されません。

2 補正を書面で行うときは、別紙「行政文書開示請求書補正書Jを提出してください。

3 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。

甲9号証



様式第 2号（第4条関係）

岩崎信様

延岡市長

行政文書開示請求書補正要求書

延総第134号

平成25年 3月21日

平成25年 3月18日付けで、提出のあった行政文書開示請求書については、形式上の不備が

あると認められますので、延岡市情報公開条例第4条第2項の規定により次のとおり補正を

求めます。

開示請求に係る I1，図書館協議会議事録（平成20年～現在）

行政文書の I2, 「図書館の設置及び運営上の望ましい基準Jの（二）運営の状況

名称文は内容｜に関する点検及び評価の結果記録（過去5年分）

， 延岡市情報公開条例第4条第 1項で、開示の請求は書面を提出してし
補正を求める｜

項｜なければならないと規定されており、電磁的記録は書面に該当しないた

Eめ、書面の開示請求書を直接又は郵送にて提出してください。

補正の期 限 平成25年 3月28日（木）

延岡市情報公開条例

目 （開示請求の手続）
補正の参 考｜

｜第 4条 前条の規定による開示の請求（以下「開示請求Jという。）
となる情報｜

’ 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い。

所管課 総務部総務課 電話番号 0982-22-7006 

備 考｜平成2倒第66

注 1 この補正に要した日数は、延岡市情報公開条例第10条第 1項に規定する開示決定等

の期間に参入されません。

2 補正を書面で行うときは、別紙「行政文書開示請求書補正書Jを提出してください。

3 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。

甲10号証



事務連絡

平成25年5月13日

岩崎信様

延岡市立図書館

館長佐藤賢了

行政文書開示決定通知書等の送信について

平成 25年5月2目、情報公開センター受信番号 25年度第18号にて請求の

ありました件について、下記の通り、別紙にて行政文書開示決定通知書、行政文

書部分開示決定通知書及び行政文書不開示決定通知書をお送りいたします。

なお、開示日時（平成 25年 5月 16日（木）午後 1時）に、ご来館できなくなっだ

揚合には、ご連絡くださいますようお願いいたします。

コU－一
＝
o

1.送付文書

① 行政文書開示決定通知書（延図第 30号）

② 行政文書部分開示決定通知書（延図第 31号）

③ 行政文書不開示決定通知書（延図第 32号）

担当：図書館サーピス係

宮田

凪 0982・32・3058

甲11号証



様式第4号（第5条関係）

岩崎信様

延図第30号

平成25年5月13日

延岡市教育委員会教育長 町田

行政文書開示決定通知書

平成25年5月2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。

図書館：

開示請求に係る
24年度リクエスト統計

行 政文書の

名称文は内容

行政文書の 日 時 平成25年5月16日（木）午後l時
開示を行う

日時及び場所 場所 図書館事務室

閲覧｜
開示の実施方法

11 2 写しの交付 3 写しの送付

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 延岡市立図書館 電話番号 0982-32-3058 

備 考 平成25年度第18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。



様式第5号（第5条関係）

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31号
平成25年5月13日

平成25年 5月2日付けで開示請求のあった行政文書については、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 1項の規定により通知します。

開示請求に係る 図書館：

行政文書の 6 20～25年度、キャンセル分処理済（リクエスト）

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

開示請求に係る文書には、個人の氏名が記載されており、これらを開示
文書から一部の

すると、特定の個人が識別されるため、また、電話番号は、特定の個人を
情報を除く

識別することはできないが、個人の権利利益を害するおそれがあるため、
こととした理由

不開示とする。

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 β日均 課 延岡市立図書館 電話番号0982-32 -3058 

考 平成25年度第18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、延岡市教育委員会に対して審査請求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教育委員会となります。）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日以内に審査請求をした場

合は、この決定の取消訴訟は、当該審査請求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。



様式第6号（第5条関係）

岩崎信様

延図第32号

平成25年5月13日

陰気；再三割
延岡市教育委員会教育長町田 訓じ提言ヨ｜

｜祭主訳出｜
行政文書不開示決定通知書 陸！創刊

平成25年5月2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

名称又は内容

開示しない理由

図書館：

24年度リクエスト発注書

3 20～25年度、未処理分（リクエスト）

4 20～25年度、保留分（リクエスト）

1 不開示 3 存否応答拒否

（理由）

開示請求に係る行政文書を保有していないため。

所 管 課｜延岡市立図書館 電話番号 0982-32-3058 

備 考｜平成2問第18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、延岡市教育委員会に対して審査請求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教育委員会となります。）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日以内に審査請求をした

場合は、この決定の取消訴訟は、当該審査請求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 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。



事務連絡

平成25年5月8日

岩崎信様

延岡市立図書館

館長佐藤賢了

行政文書開示決定通知書等の送付について

平成 25年4月24目、情報公開センター受付番号 25年度第16号にて請求

のありましだ件について、下記の通り、別紙にて行政文書開示決定通知書、行政

文書部分開示決定通知書及び行政文書不開示決定通知書をお送りいたします。

なお、開示日時（平成 25年 5月 16日（木）午後 1時）に、ご来館できなくなつだ

揚合には、ご連絡くださいますようお願いいたします。

コU＝＝ロ

1.送｛寸文書

① 行政文書開示決定通知書（延図第 21号）

② 行政文書部分開示決定通知書（延図第 22号）

③ 行政文書不開示決定通知書（延図第 23号）
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様式第4号（第5条関係）

岩崎信様

延図第21号

平成25年5月8日

平成25年4月24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 l項の規定により通知します。

図書館の：

視察・研修・復命書（22～24年）
開示請求に係る 旅行命令簿、内国旅費請求内訳書兼領収書、復命書（22～24年）
行政文書の 24年度図書資料購入契約（書店組合）

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
開示を行う

日時及び場所 場所 図書館事務室

11 閲覧｜ 写しの送付
開示の実施方法

2 写しの交付 3 

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 件国卑 課 延岡市立図書館 電話番号 0982 -32-3058 

。信 考 平成25年度第16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。



様式第5号（第5条関係）

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22号
平成25年5月8日

伝言活：湖
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平成25年4月24日付けで開示請求のあった行政文書については、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 1項の規定により通知します。

開示請求に係る 24年度資料購入見積書
行政文書の

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 合日向 課 延岡市立図書館 電話番号 0982-32-3058 

備 考 平成25年度第16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、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。



様式第6号（第5条関係）

岩崎信様

延岡市教育委員会教育長

行政文書不開示決定通知書

延図第23号

平成25年5月8日

平成25年4月24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

名称又は 内容

開示しない理由

図書館の：

24年度資料購入請書

24年度図書資料購入契約（その他の業者）

24年度 AV資料購入契約全

1 不開示 3 存否応答拒否

（理由）

開示請求に係る行政文書を保有していないため。

所 管 課｜延岡市立図書館 電話番号 0982-32-3058 

備 考｜平成25年度第16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、延岡市教育委員会に対して審査請求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教育委員会となります。）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日以内に審査請求をした

場合は、この決定の取消訴訟は、当該審査請求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 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。



事務連絡

平成25年5月8日

岩崎信様

延岡市立図書館

館長佐藤賢了

行政文書部分開示決定通知書の送信について

平成 25年 3月27目、情報公開センター受信番号 24年度第70号にて請求

のありました件について、下記の通り、別紙にて行政文書部分開示決定通知書を

お送りいたします。

なお、開示日時（平成 25年 5月 16日（木）午後 1時）に、ご来館できなくなった

揚合には、ご連絡くださいますようお願いいたします。

コU－一＝ロ

1.送信文書

行政文書部分開示決定通知書（延図第 26号）

担当：図書館サーピス係

宮田

咽..0982・32・3058



様式第5号（第5条関係）

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ついては、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。

開示訪求に係る 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
名称文は 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 行う

日時及び 場所 場所 延岡市立図書館事務室

閲覧｜ 2 写しの交付 3 写しの送付
開示の実施方法

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くださいn

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、五らかじめその旨を
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。



岩崎信様

延図第37号

平成25年5月24日

延岡市教育委員会委員長北林嘉晃

裁決書謄本の送付について

平成25年4月18日付けで提起された審査請求について、裁決を行ったので、

行政不服審査法第42条の規定により、別紙の通り裁決書の謄本を送付します。

【文書取扱】

延岡市立図書館

図書館サーピス係

担当：宮田

TFl.0982-32-3058 

甲12号証
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審査請求人

宮崎県延岡市北川町長井4940

岩崎信

上記審査請求人が、平成25年4月18日付で提起した延岡市情報公開条例〈平成11年条例

第25号。以下「条例」という。）の規定による行政文書の不開示決定（以下「本件処分」と

いう。）に対する審査請求（以下「本件審査請求」という。）について、次のとおり裁決す

る。

主 文

本件審査請求を認容し、本件処分を取り消す。

理由

第 1 事実の経過

審査請求人は、平成25年3月27日付けで延岡市教育委員会に対し、開示請求（以下

「本件開示請求」という。）を行った。本件開示請求に係る行政文書のうち、「図書館

の：平成24年度予算執行状況（ 3月末）、平成24年度予算執行状況（ 2月末）、平成24

年度予算執行状況（ 1月末）、平成24年度予算執行状況（12月末〉」について、平成25

年4月10日、延岡市教育委員会教育長は、本件開示請求に係る行政文書を保有してい

ないため、延岡市情報公開条例第9条第2項の規定に基づき、本件処分を行った。審－

査請求人は、本件処分を不服として、平成25年4月18日付けで延岡市教育委員会に対

し、本件処分を取り消し、本件行政文書の全部開示を求める審査請求を行った。

第2 審査請求の趣旨及び理由

審査請求人は、おおむね以下の理由により、本件処分を取り消し、全部開示を求め

るものである。

毎月末の予算執行状況については執行機関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、当然保有する情報を整理して、市民

に提供する義務がある。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。

図書館員は、「予算がない」ことを理由に、図書館利用者のためのあらゆる運営改善

案を拒んでいるのであるから、予算執行状況について説明する責任がある。
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第3 裁決の理由

延岡市教育委員会教育長は、本件開示請求に対し、本件開示請求に係る行政文書

を保有していないとして、不開示決定を行ったものである。

本件審査請求の審理にあたり、審査庁において調査を行ったところ、教育委員会

では本件開示請求に係る行政文書を保有していないものの、予算執行状況に係る情

報が記録された文書について市長が保有していることが判明した。当該文書の開示

決定等については、当該文書を保有する市長の権限で行うべきものであるから、事

案を市長に移送すべきである。 f

したがって、本件処分は取り消すべきであるから、行政不服審査法第40条第3項

の規定を適用し、主文のとおり裁決する。

平成25年5月24日

延岡市教育委員会委員長



岩崎信 様

延岡市教育委員会

延図第36号

平成25年5月24日

平成25年3月27日付けでなされた行政文書の開示請求については、延岡市情報公開条

例第12条第 1項の規定により次のとおり事案の移送をすることと決定したので、同項の

規定により通知します。

図書館の：

平成24年度予算執行状況表（3月末）
開示請求に係る｜平成24年度予算執行状況表（2月末）

行 政 文 書 の ｜ 平 成24年度予算執行状況表 (I月末）
平成24年度予算執行状況表(12月末）

名称文は内容

事案の移送を
｜延岡市長

受けた実施機関

所 管 課｜延岡市立図書館

l平成24年度第70号備 考l

電話番号0982-32-3058

注 1 移送後は、移送を受けた実施機関の長が開示決定等を行うことになります。

2 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。



様式第4号（第5条関係）

岩崎信様

行政文書開示決定通知書

延会第 4 号

平成25年 5月24日

延岡市長首藤

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。

図書館の：

平成24年度予算執行状況（3月末）
開示請求に係る 平成24年度予算執行状況（2月末）
行政文書の 平成24年度予算執行状況（ 1月末）
名称又は内容 平成24年度予算執行状況 (12月末）

行政文書の 日時
開示を行う

日時及び場 所 場所 情報公開センター

3 写しの送付
開示の実施方法

閲覧｜ 2 写しの交付

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 会計課 電話番号 0982-22 -7008 

備 考

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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延総第 1 3 号

平成25年 4月17日

様式第 2号（第4条関係）
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様信岩崎

首藤延岡市長

行政文書開示請求書補正要求書

平成25年4月16日付けで、提出のあった行政文書開示請求書については、形式上の不備が

あると認められますので、延岡市情報公開条例第4条第2項の規定により次のとおり補正を

求めます。

監査委員事務局ファイル基準表内の：

開示請求に係る｜決算審査資料（図書館） (21年～24年度分）

行政文書の｜定期監査資料（教委・図書館） (21年～24年度分）

名称又は内容｜その他、監査委員会の保有する図書館に係る全資料

， 延岡市情報公開条例第4条第 1項で、開示の請求は書面を提出してし
補正を求める｜

項｜なければならないと規定されており、電磁的記録は書面に該当しないた

．め、書面の開示請求書を直接又は郵送にて提出してください。

平成25年4月23日（火）補正の期 限

延岡市情報公開条例

（開示請求の手続）

補正の参考｜第4条 前条の規定による開示の請求（以下「開示請求Jという。）

となる情報｜ は、次に掲げる事項を記載した書面（以下「開示請求書Jとし、う。）

を実施機関の長に提出してしなければならない。

電話番号総務部総務課課管所 0982-22-7006 

平成25年度第11号

注

考

1 この補正に要した日数は、延岡市情報公開条例第10条第 1項に規定する開示決定等

の期間に参入されません。

2 補正を書面で行うときは、別紙「行政文書開示請求書補正書Jを提出してください。

3 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。

備

甲13号証



様式第4号（第5条関係）

岩崎信様

行政文書開示決定通知書

延監第 14 号

平成25年4月23日

平成25年4月16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。

監査委員事務局ファイル基準表内の：

決算審査資料（図書館） (21年～24年度分）
開示請求に係る 定期監査資料（教委・図書館） (21年～24年度分）
行政文書 の その他、監査委員会の保有する図書館に係る全資料
名称又は内容

行 政 文 書の 日時 平成25年4月25日（木） 1 5時00分

開示を行う

日時及び場所 場所 情報公開センター

開示の実施方法 V閲覧 3 写しの送付

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 監査委員事務局 電話番号 0982-22-7027 

備 考 平成25年度第11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。

甲14号証



延情第 12号

岩崎信様

延岡市長首藤正

行政文書開示決定通知書

平成25年4月8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。

｜開示請求に係る －延岡市情報化推進本部 (IT推進本部）に関する全資料

行政文書の －電子計算機処理依頼書（22～24年度）

名称又は内容
－パーソナルコンビュータ等運用管理基準

行政文書の 日時 平成25年4月25日（木） 1 3時
開示を行う
日時及び場所 場所 延岡市情報公開センター

開示の実施方法 ①4 閲覧 2 写しの交付 3 写しの送付
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 延岡市企画部情報管理課 電話番号 0982-22-7004 

備 考 平成25年度第3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。



様式第4号（第5条関係）

岩崎信様

行政文書開示決定通知書

延岡市長

延 企 第 53 号

平成25年 4月26日

平成25年4月15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。

「住民生活に光を注ぐ交付金J「きめ細かな交付金Jに関する一切

の資料（事業計画、予算配分、執行評価、国県通信文書等）

開示請求に係る 14-1地域活性化・きめ細かな臨時交付金

行政文書の 14-2地域活性化・きめ細かな臨時交付金（事業計百）

~ 14-3地域活性化・きめ細かな臨時交付金（実績報告）
名称又は内 ~1

’5-1きめ細かな・住民生活に光をそそぐ交付金（資）

行政文書の

開示を行 う

日時及び場所

開示の実施方法

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

6-2きめ細かな交付金実績証拠書類（市道以外）

I 7住民生活に光をそそぐ交付金実績証拠書類

日時｜平成25年 5月 2日同時00分

場所｜延岡市情報公開センター

11 閲 覧 2 写しの交付 3 写しの送付

4 その他（ ） 

所 管 ．課｜延岡市企画部企画課 電話番号 0982-22-7003

備 考l平成25年度8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ば、直接上記の所管課に行ってください。

甲15号証



様式第 2号（第4条関係）

岩崎 信様

延 総 第 1 0号

平成25年4月16日

延岡市長 首藤

行政文書開示請求書補正要求書

平成25年4月15日付けで提出のあった行政文書開示請求書については、形式上の不備が

あると認められますので、延岡市情報公開条例第4条第2項の規定により次のとおり補正を

求めます。

開示請求に係る

行政文書の

名称又は内容

「住民生活に光を注ぐ交付金Jrきめ細かな交付金Jに関する一切

の資料（事業計画、予算配分、執行評価、国県通信文書等）

4-1 地域活性化・きめ細かな臨時交付金

4-2 地域活性化・きめ細かな臨時交付金（事業計画）

4-3 地域活性化・きめ細かな臨時交付金（実績報告）

5-1 きめ細かな・住民生活に光をそそぐ交付金（資）

5-2 きめ細かな・住民生活に光をそそぐ交付金（実績報告）

6-1 きめ細かな交付金実績証拠書類（市道）

6-2 きめ細かな交付金実績証拠書類（市道以外）

I 7 住民生活に光をそそぐ交付金実績証拠書類

． 延岡市情報公開条例第4条第 1項で、開示の請求は書面を提出してし
補正を求める｜
事 項｜なければならないと規定されており、電磁的記録は書面に該当しないた

’め、書面の開示請求書を直接又は郵送にて提出してください。

補正の期限｜平成25年4月22日（月）

延岡市情報公開条例

（開示請求の手続）

補正の参考｜第4条 前条の規定による開示の請求（以下「開示請求Jという。）

となる情報｜ 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い。

所 管 課｜総務部総務課 電話番号 0982-22一7006

備 考｜平成25年度第8号

注 1 この補正に要した日数は、延岡市情報公開条例第10条第 1項に規定する開示決定等

の期間に参入されません。

2 補正を書面で行うときは、別紙「行政文書開示請求書補正書Jを提出してください。

3 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。

甲16号証



t...., 

同圃圃・E

様式第 5号（第 5条関係）

延企第 54 号

平成25年 4月26日

岩崎 信様

延岡市長

行政文書部分開示決定通知書

同時首藤正治む問団
~1温室j

平成25年4月15日付けで開示請求のあった行政文書については、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 1項の規定により通知します。

開示請求に係る
「住民生活に光を注ぐ交付金j fきめ細かな交付金Jに関する一切

行政文書の
の資料（事業計画、予算配分、執行評価、国県通信文書等）

名称又は内容 5-2きめ細かな・住民生活に光をそそぐ交付金（実績報告）

6-1きめ細かな交付金実績証拠書類（市道）

行政文書の 日 時 平成25年 5月 2日（木） 9時00分
開示を行う

日時及び場所 場 所 延岡市情報公開センター

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

文書から一部の
別紙記載のとおりです。

情報を除く

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 延岡市企画部企画課 電話番号 0982-22-7003

備 考 平成25年度8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。

甲17号証



延企第 247号

平成25年 9月24日

岩崎信様

延岡市長首藤正治

決定書謄本の送付について

平成25年5月21日付けで提起された行政文書部分開示決定に対する異議申立

てについて、決定を行ったので、行政不服審査法第48条において準用する同法

第42条の規定により、別紙のとおり決定書の謄本を送付します。

文書取扱企画部企画課

甲18号証



決 定 室田

異議申立人

宮崎県延岡市北川町長井4940

岩 崎 信

上記異議申立人が、平成25年5月21日付で提起した延岡市情報公開条例（平成11年条例

第25号。以下「条例Jという。）に基づく行政文書の部分開示決定（以下『本件処分Jとい

う。）に対する異議申立て（以下『本件異議申立てj という。）について、延岡市情報公開

審査会の答申を経て、次のとおり決定する。

主文

本件異議申立てを棄却する。

理由

第 1 事実経過

平成25年4月15日、異議申立人は、延岡市長（以下『市長Jという。）に対し、行政文

書の開示請求（以下「本件開示請求Jという。）を行った。

平成25年4月26日、本件開示請求に対し、市長は、本件開示請求に係る行政文書のうち

『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）Jについて、部分開示決定を行った。

平成25年5月21日、異議申立人は、本件処分を不服として、市長に対し、本件処分を取

り消し、本件行政文書の全部開示を求める異議申立てを行った。

平成25年 6月4目、市長は、本件異議申立てについて情報公開審査会に諮問した。

平成25年 7月31日、情報公開審査会から市長に答申があり、「本件処分は妥当であるJ

との結論であった。

第 2 異議申立ての趣旨及び理由



1 異議申立ての趣旨

市長が異議申立人に対して行った行政文書部分開示決定を取り消し、全部開示すると

の決定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日付異議申立補充

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。

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・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J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。

条例第5条第 1号の不開示情報に該当しない。

第3 答申を受けての決定について

1 土地購入費の買収単価及び金額

(1) 本件処分の判断について

本件処分で不開示と判断した買収単価及び金額は、個人の財産に関する情報であって、

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、条例第5条第 1号の不開示情報

に該当すると判断したものである。

(2) 異議申立ての理由について

異議申立人から異議があった次の点について、答申を踏まえて次のとおり判断する。

ア 条例第5条第 1号について

2 



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、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Jよりも公益が優先されるものである。 Jと主

張する。

この点について、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Jを不開示とする旨を規定している。

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、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情報である。

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ものであり、

市の支出に関する情報も例外となるものではない。

よって、異議申立人が主張する、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の異議は認められない。

イ 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。

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、上記

アでみたように、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、住民監査請求のために全てを公にしなければなら

ないとの異議は認められない。

ウ 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

3 



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。

この点について、土地の買収単価は、固定資産評価を基にして算定するものである

が、地方税法第20条の10及び地方税法施行令第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はできな

いものである。

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情報以外の情報につい

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ら、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であるとはいえない。

よって、異議申立人が主張する、土地の「個人の財産Jは既に開示されている情報

であり、公知情報であるとの異議は認められない。

(3) 小括

本件処分に係る開示対象文書のように、氏名や住所が登記情報であるという理由によ

り公知情報として既に開示されている場合、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り、個人の権利利益を害するおそれが生じる。

したがって、開示対象文書中の土地購入費に係る買収単価及び金額は、条例第5条第

1号の個人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に該当すると判断する。

2 立竹木移転補償費の買収単価及び金額

(1) 本件処分の判断について

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、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が、これらの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、これを公にすることに

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号に該当すると判断

したものである。

(2) 異議申立ての理由について

異議申立人から異議があった次の点について、答申を踏まえて次のとおり判断する。

ア 条例第5条第 1号について

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、その支出先が個人であるか否かに関

4 



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

ライパシ一権という個人の権利利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Jよりも公益が優先されるものである。 j と

主張する。

この点については、 1(2）アのとおり、異議申立人が主張する、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の異議は認められない。

イ 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。

この点については、 1'(2）イのとおり、住民監査請求のために全てを公にしなければ

ならないとの異議は認められない。

ウ 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。

よって、異議申立人が主張する、立竹木の「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との異議は認められない。

。） 小括

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。

したがって、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は、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に該当す

ると判断する。

第4 結論

以上のとおり、本件処分に違法又は不当な点は認められず、異議申立人の主張は、本件

処分の違法性及び妥当性の判断に影響を及ぼすものではない。

5 



したがって、本件異議申立てには理由がないため、行政不服審査法第47条第2項の規定

により、主文のとおり決定する。

平成25年9月24日

延岡市長首藤

この決定に係る取消訴訟は、この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、延岡市（訴訟において延岡市を代表する者は、延岡市長となります。）を被告と

して提起することができます。ただし、この決定の日から 1年を経過したときは、この

決定に係る取消訴訟を提起することはできません。
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平成25年4見1,5日

延岡市長宛

時匂九
審査献人岩崎信 鯵嚇
住所 千889-0102延岡市北川町長井4940

Email mi6116@gmail.com 

電話 080-3940-1814

Fax 0982-46-3118 

審査請求書

行政不服審査法の規定により、審査請求権を行使する。

1 審査請求に係る処分
延岡市教育委員会．教育長町田訓久が平成25年4月10日、延図第7号 f行政文書開示

決定等の期間延長通知書Jにより審査請求人に対して行ったJ平成25年3月27日付け

「行政文書開示請求書Jに対する開示決定期間の延長

2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

平成25年4月11日

3 審査請求の趣旨
1延長の理由に正当性がないので即時開示を求める。
2今後、同様の期間延長の濫用、正当な理由のない期間延長をしないことを求め

る。

4 審査請求の理由
f行政文書開示決定等の期間延長通知書Jの中に次の記載がある。

「延長の理由：開示請求に係る行政文書には、実施機関の内部の検討に関する情報等

が記録されており、不開示情報該当性の審査・判断に相当の期間を要し、上記期限まで

に開示決定等を行うことができないため。 j

開示請求文書「平成25年度予算要望に関する資料j 「平成25年度予算事業計画書

等j に不開示情報が含まれる可能性は皆無である。図書館法第七条の四（運営の状況

に関する情報の提供）を考慮すれば、即時開示決定を妨げることのできる障害は考え

られない。判断に要する時間の長短は個人の能力の問題であるから、判断能カを有す

る者を採用しなければならない。条例の定める決定期限内に判断することのできる能

力を有する者を広く公募し、複数の応募者の中から厳正に選考採用しなければならな

以上により、延岡市情報公開条例第10条第2項の規定による f正当な理由のあると

きJとは認められないので、決定期限を延長することはできない。違法な期間延長で
あるから、即時開示を求める。

図書館法（運営の状況に関する情報の提供）

第七条の四 図書館は、当該図書館の図書館奉仕に関する地域住民その他の関係者の理

甲19号証
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平成25年4月16日

延岡市教育委員会宛

審査献人岩崎信 ゆ 齢
住所 干889-0102延岡市北川町長井4940

Email mi6116@gmail.com 

電話 080-3940-1814

Fax 0982-46-3118 

審査請求書

行政不服審査法の規定により、審査請求権を行使する。

1 審査請求に係る処分
延岡市教育委員会教育長町田訓久（以下、乙という） が、平成25年4月10日、延図

第9号「行政文書不開示決定通知書jにより審査請求人に対して行った、平成25年3月27

日付け「行政文書開示請求書Jに対する不開示決定

2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日：平成25年4月11日

3 審査請求の趣旨

1. 乙が当然提供可能な情報であるから、不開示決定を取り消すことを求める。

2. 速やかな情報公開を求める。

4 審査請求の理由

( 1) 審査請求人は、平成25年3月27日、乙に対して、延岡市情報公開条例に基づき、
次の情報公開請求をした。

f開示請求に係る情報：図書館の

平成24年度予算執行状況（3月末）

平成24年度予算執行状況（2月末）

平成24年度予算執行状況（1月末）

平成24年度予算執行状況（12月末） J 

(2) 乙は、平成25年4月10日、 ( 1）の請求に対し、次の理由により、不開示決定を
行った。

「開示しない理由：不存在＝開示請求に係る行政文書を保有していないた
め。 j

(3) 本件処分は、次の理由により違法である。

毎月末の予算執行状況については執行機関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、当然保有する情報を整

理して、市民に提供する義務がある。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。

図書館員は、 「予算がないJことを理由に、図書館利用者のためのあらゆる

運営改善案を拒んでいるのであるから、予算執行状況について説明する責任が
ある。

「延岡市情報公開条例第1条（目的）この条例は、行政文書の開示を請求す



平成25年4月15日

延 岡市 長宛

異議申立人岩崎信 ゅ健診
住所干889-0102延岡市北川町長井4940

Email mi6116@gmai 1. com 

電話 080-394か1814

Fax 0982-46-3118 

異議申立書

行政不服審査法の規定により、審査請求権を行使する。

1 異議申立てに係る処分
延岡市長須藤正治が平成25年4月11日、延総第7号 f行政文書開示請求書j により異

議申立人に対して行った、平成25年3月28日付け「行政文書開示請求書Jに対する虚偽

の全部開示決定と一部開示の実施

2 異議申立てに係る処分があったことを知った年月日

平成25年4月i2日

3 異議申立ての趣旨

•1 開示請求に係る行政情報に対して、過少な量の情報しか開示されなかった。結果
として一部開示であり、虚偽の全部開示決定である。全部開示を求める0・2今後、同様の虚偽の全部開示決定をしないことを求める。

4 異議申立ての理由

「行政文書開示決定通知書j によれば、 「全部を開示することと決定したj とあるが、

実際には10分の1以下の分量の情報しか開示されなかった。

例えば、 「第2期延岡市地域福祉計画（原案）のバブリックコメントj f第2次延岡市

環境基本計画（素案）のパブリックコメントj f延岡市景観計画（素案）のパブリックコメ

ントJ等が過去に実施されているが、その結果が開示されていない。

開示請求の趣旨によれば、平成18年度以降に実施された全てのパブリックコメントの

リストとその結果情報の開示を求めるものであり、そのように口頭でも繰り返し説明し

たにもかかわらず、平成24年11月以降に実施された2件の情報しか開示されなかった。
速やかに全部開示を求めるものである。

5 処分庁の教示の有無：無

以上

別紙延総第7号「行政文書開示請求書j

I 



延岡市長宛
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異議申立人岩崎信

平成25年3月24日

ゅ⑮
住所 〒889-0102延岡市北川町長井4940

Email mi6116＠伊ail.com 

電話 080-3940-1814

Fax 0982-46-3118 

異議申立書

次のとおり、異議を表明する。

1 異議申立人の氏名C住所
氏名岩崎t信

住所〒889-0102延岡市北川町長井4940

2 異議申立てに係る処分

延岡市長が平成25年3月21日、延総第134号「行政文書開示請求書補正要求書Jにより

異議申立人に対して行った、平成25年3月18日付け「行政文書開示請求書j に対する補

正要求

3 異議申立でに係る処分があったことを知った年月日

平成25年3月22日

4 異議申立ての趣旨

•1 補正の利益がないから、今後、同様の補正要求をしないことを求める。
•2 補正要求の理由に正当性が不足しているから、今後、同様の補正要求をしないこ

とを求める0.3「補正要求書j の「要求j は、 「依頼J f必要通知j 等に改めることを求める。

5 異議申立ての理由

行政文書開示請求書補正要求書の中に次の記載がある。

「補正を求める事項：延岡市情報公開条例第4条1項で、開示の請求は書面を提出して

しなければならないと規定されており、電磁的記録は書面に該当しないため、書面の開

示請求書を直接又は郵送にて提出してください。 j

・電子メールは書面である。

理由1：経験則により、電子メールを受信した者の前面には、文字が書かれており、文章

が書かれている。書かれている面であるから、書面である。電子メール受信可能者＝書面

受領者である。 PDF文書のやり取りによる書面交換は世間一般的に行われているところで

あり、特殊な事例ではない。電子メーノレが書面であることを否定することによって得られ

る利益はない。ペーパーレス化の推進による行政効率化は国策である。

1 



平成25年6月5日

延岡市長宛

異議申立人岩崎信 電樋陸マ
住所 〒889-0102延岡市北j澗了妄井4940

Emai 1 mi6116@gmai 1. com 

電話 080-3940-1814 

Fax 0982-46-3118 

年齢 1、年齢差別禁止、憲法14条、 19条、

個人情報保護法

異議申立書

行政不服審査法の規定により、異議申立書を提出する。

I 異議申立に係る処分
延岡市長（以下 乙という） が、平成25年5月27日、延経発第20号「行政文書不開示

決定通知書j により異議申立人に対して行った、平成25年5月13日付け「行政文書開示

請求書j に対する部分開示決定

2 異議申立に係る処分があったことを知った年月日：平成25年5月30日

3 異議申立の趣旨

1. 不開示決定を取り消すことを求める。

2. 速やかな情報公開を求める。

4 異議申立の理由

( 1 ) 異議申立人は、平成25年5月13日、乙に対して、延岡市情報公開条例に基づき、

次の情報公開請求をした。

「開示請求に係る情報： 24～25年度区長連協資料J

(2) 乙は、平成25年5月27日、 ( 1 ）の請求のうち、 r24年度区長連協資料Jは開示

したが、 「25年度区長連協資料Jについて、次の理由により、不開示決定を行

った。

「開示しない理由：不存在＝開示請求に係る文書を保有していないため。 J

(3) 本件処分は、次の理由により違法である。

不開示決定日、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。乙の善意、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第5条の規定に反する不開示決定である。
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延岡市長宛
平成25年6月5日

異議申立人岩崎信 電磁汐
住所 〒889-0102 延岡市~B訂町長井4940

Emai 1 mi6116@gmai 1. com 

電話 080-3940-1814 

Fax 0982-46-3118 

年齢 1、年齢差別禁止、憲法14条、 19条、

個人情報保護法

異議申立書

行政不服審査法の規定により、異議申立書を提出する。

1 異議申立に係る処分

延岡市長（以下、乙という） が、平成25年5月 ~7 日、延経発第19号 f行政文書部分開
示決定通知書j により異議申立人に対して行った、平成25年5月13日付け「行政文書開

示請求書Jに対する部分開示決定

2 異議申立に係る処分があったことを知った年月日：平成25年5月30日

3 異議申立の趣旨

次の部分の不開示決定を取り消すことを求める。

• 24年度区長会議事録（各回ごとの議事事項）

4 異議申立の理由

( 1 ) 異議申立人は、平成25年5月13日、乙に対して、延岡市情報公開条例に基づき、

次の情報公開請求をした。

「開示請求に係る情報： 24～25年度区長会理事会会議録J

(2) 乙は、平成25年5月27日、 ( 1）の請求に対し、次の部分を不開示とした。・24年度区長会議事録（各回ごとの議事事項）
理由：延岡市情報公開条例第5条第2号に相当＝理事会は原則非公開とされてお

り、議事録については公にしないとの条件で任意に提出された情報を記録した

ものであるため、不開示とします。 j

(3) 本件処分は、次の理由により違法である。

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 f公にしないとの条件J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

1 



平成25年4月16日

延岡市議会議長宛

異議申立人岩崎信 ゅ鰯
住所干889-0102延岡市北川町長井4940

Email mi6116@g皿ail.com 

電話 080-3940-1814 

Fax 0982-46-3118 

異議申立書

行政不服審査法の規定により、審査請求権を行使する5

1 異議申立に係る処分
延岡市議会議長佐藤勉〈以下、乙という） が、平成2・5年4月'lU・目、延議第8号 f行

政文書不開示決定通知書Jにより異議申立人に対して行った、平成25年3月27日付け

「行政文書開示請求書j に対する不開示決定

2 異議申立に係る処分があったことを知った年月日：平成25年4月11日

3 異議申立の趣旨

1. 乙が当然提供可能な情報であるから、不開示決定を取り消すことを求める。

2. 速やかな情報公開を求める。

4 異議申立の理由

( 1) 異議申立人は、平成25年3月27目、乙に対して、延岡市情報公開条例に基づき、

次の情報公開請求をした。

f開示請求に係る情報：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） J 

(2) 乙は、平成2S年4月.10日、 (1〕の請求に対し、次の理由により、不開示決定を

行った。

「開示しない理由：不存在＝開示請求に係る文書を保有していないため。 j

(3) 本件処分は、次の理由により違法である。

議決時の各議員の賛否の情報については、乙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。

延岡市情報公開条例の目的に従って、乙が当然保有する情報を整理して、市

民に提供する義務がある。不関示決定は、延岡市情報公開条例第 1条の規定に

反するものである。

「延岡市情報公開条例第1条（目的）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



／ 

平成25年5月20日

延岡市長宛

異議申立人岩崎信 lllHLU 
住 所 干889-0102延岡市北川町妄井4940

&iail mi6116@gmai 1. com 

電話 080-3940-1814 

Fax 0982-46-3118 

年齢 1、年齢差別禁止、憲法14条、 19条、

個人情報保護法

異議申立書

行政不服審査法の規定により、異議申立書を提出する。

1 異議申立に係る処分
延岡市長（以下、乙という） が、平成25年4月26日、延企第54号 f行政文書部分開示

決定通知書Jにより異議申立人に対して行った、平成25年4月15日付け「行政文書開示

請求書Jに対する部分開示決定

2 異議申立に係る処分があったことを知った年月日：平成25年5月2日

3 異議申立の趣旨

次の部分の不開示決定を取り消すことを求める。

l，きめ細かな交付金事業実績調査票（買収・補償金額の掲載）

2，市道整備事業の土地購入費（金額の掲載）

3，市道整備事業の土地購入費（買収単価の掲載）

4，市道整備事業の立竹木移転補償費（金額の掲載）

4 異議申立の理由

CI) 異議申立人は、平成25年4月15日、乙に対して、延岡市情報公開条例に基づき、
次の情報公開請求をした。

「開示請求に係る情報： 「住民生活に光を注ぐ交付金j fきめ細かな交付金j

に関する一切の資料（事業計画、予算配分、執行評価、国県通信文書等）

5-2きめ細かな・住民生活に光をそそぐ交付金（実績報告）

6-1きめ細かな交付金実績証拠書類（市道） J 

(2) 乙は、平成25年4月26日、 ( 1 ）の請求に対し、次の部分を不開示とした。

l，きめ細かな交付金事業実績調査票（買収・補償金額の掲載）
2，市道整備事業の土地購入費（金額の掲載）

3，市道整備事業の土地購入費（買収単価の掲載）

4，市道整備事業の立竹木移転補償費（金額の掲載）

(3) 本件処分は、次の理由により違法である。

f市の支出に関する情報Jはし、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

1 



延岡市議会議長宛

gt成25年5月8日

異議申立人岩崎信切断刃

住所 〒889-0102延岡市北川町長井4940

Emai 1 mi6116@gmai 1. com 

電話 080-3940-1814 

Fax 0982-46-3118 

年齢 1、年齢差別禁止、憲法14条、 19条、

個人情報保護法

異議申立書

行政不服審査法の規定により、異議申立書を提出する。

1 異議申立に係る処分
延岡市議会議長佐藤勉（以下、乙という） が、平成25年4月25日、延議第18号「行

政文書不開示決定通知書j により異議申立人に対して行った、平成25年4月11日付け

f行政文書開示請求書Jに対する不開示決定

2 異議申立に係る処分があったことを知った年月日：平成25年4月26日

3 異議申立の趣旨

1. 乙が当然提供可能な情報であるから、不開示決定を取り消すことを求める。

2. 速やかな情報公開を求める。

4 異議申立の理由

( 1 ) 異議申立人は、平成25年4月11日、乙に対して、延岡市情報公開条例に基づき、

次の情報公開請求をした。

「開示請求に係る情報：議会基本条例特別委員会内、作業部会記録j

(2) 乙は、平成25年4月25日、 ( 1）の請求に対し、次の理由により、不開示決定を

行った。

f開示しない理由：不存在＝開示請求に係る文書を保有していないため。 J

(3) 本件処分は、次の理由により違法である。

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。乙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、乙が当然保有する情報を整理して、市

民に提供する義務がある。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。

「延岡市情報公開条例第 1条（目的）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

I 



平成25年5月8日

延岡市議会議長宛

異．議申立人岩崎信 事蚤~

住所 干889-0102延岡市北川町長井4940

Emai 1 mi6116@gmai 1. com 

電話 080-3940-1814 

Fax 0982-46-3118 

年齢 1、年齢差別禁止、憲法14条、 19条、

個人情報保護法

異議申立書

行政不服審査法の規定により、異議申立書を提出する。

1 異議申立に係る処分

延岡市議会議長佐藤勉（以下、乙という） が、平成25年4月25日、延議第20号「行

政文書不開示決定通知書」により異議申立人に対して行った、平成25年4月15日付け

「行政文書開示請求書Jに対する不開示決定

2 異議申立に係る処分があったことを知った年月日：平成25年4月26日

3 異議申立の趣旨

1. 乙が当然提供可能な情報であるから、不開示決定を取り消すことを求める。

2. 速やかな情報公開を求める。

4 異議申立の理由

( 1 ) 異議申立人は、平成25年4月15日、乙に対して、延岡市情報公開条例に基づき、

次の情報公開請求をした。

「開示請求に係る情報：平成24年度分：

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

議決の際に、どの議員が賛成し、どの議員が反対したかがわかる資料J

(2) 乙は、平成25年4月25日、 ( 1）の請求に対し、次の理由により、不開示決定を

行った。

「開示しない理由：不存在＝開示請求に係る文書を保有していないため。 j

(3) 本件処分は、次の理由により違法である。

議決時の各議員の賛否の情報については、乙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、乙が当然保有する情報を整理して、市

民に提供する義務がある。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。

1 



平成25年4月30日

延岡市教育委員会宛

異議申立人岩崎信 験
住所 千889-0102延岡市北川町長井4940

年齢 1 

Emai 1 mi6116@gmail.com 

電話 080-3940-1814 

Fax 0982-46-3118 

異議申立書

行政不服審査法の規定により、異議申立書を提出する。

1 不作為に係る申請の内容及び年月日

異議申立人は現在までに、延岡市教育委員会に対して、次の審査請求書を提出した。

平成25年4月15日付け、異議申立書 f延図第7号関係J（甲1号証）

平成25年4月16日付け、異議申立書「延図第9号関係J（甲2号証）

2 異議申立の趣旨

1. 上の1記載の審査請求につき、すみやかに情報公開審査会に諮問し、 「諮問を

した旨j を異議申立人に対して通知することを求める。

3 異議申立の理由

( 1 ) 異議申立人は、上の1記載の審査請求書を行政不服審査法の規定により提出した。

関係法規：

未だに延岡市情報公開条例第17条、第18条に規定される手続きが行われていな

い。延岡市情報公開条例の目的が達せられないので、すみやかな手続き進行を

求めるものである。

表現の自由、参政権、請願権の侵害に関わる問題であるから、すみやかな手続

き進行を求めるものである。

市民的及び政治的権理に関する国際規約第19条（表現の自由）

1 すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権理を有するo

2 すべての者は、表現の自由についての権理を有する。この権理には、口頭、手書き若

しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あら

ゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。

市民的及び政治的権理に関する国際規約第25条（政治に参与する自由）

すべての市民は、第2条に規定するし、かなる差別もなく、かっ、不合理な制限なしに、
次のことを行う権理及び機会を有する。

(a) 直接に、又は自由に選んだ代表者を通じて、政治に参与すること。

(b) 普通かつ平等の選挙権に基づき秘密投票により行われ、選挙人の意思の自由な表

明を保障する真正な定期的選挙において、投票し及び選挙されること。



平成25年4月30日

延岡市議会議長宛

異議申立人岩崎信 切面白予
住所 干889-0102延岡市若再刊了長井4940

年齢 1 

Email mi6116@gmail.com 

電話 080-3940-1814 

Fax 0982-46-3118 

異議申立書

行政不服蕃査法の規定により、異議申立書を提出する。

1 不作為に係る申請の内容及び年月日
異議申立人は現在までに、延岡市長（以下乙という）に対して、次の異議申立書を提出

した。

平成25年4月16日付け、異議申立書「延議第8号関係J（甲1号証）

2 異議申立の趣旨

1. 上の1記載の異議申立てにつき、すみやかに情報公開審査会に諮問し、 「諮問

をした旨j を異議申立人に対して通知することを求める。

3 異議申立の理由

( 1) 異議申立人は、上の1記載の異議申立書を行政不服審査法の規定により提出した。

関係法規：

未だに延岡市情報公開条例第17条、第四条に規定される手続きが行われていな

い。延岡市情報公開条例の目的が達せられないので、すみやかな手続き進行を

求めるものである。

表現の自由、参政権、請願権の侵害に関わる問題であるから、すみやかな手続

き進行を求めるものである。

市民的及び政治的権理に関する国際規約第19条（表現の自由）

1 すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権理を有する。

2 すべての者は、表現の自由についての権理を有する。この権理には、口頭、手書き若

しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あら

ゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。

市民的及び政治的権理に関する国際規約第25条（政治に参与する自由）

すべての市民は、第2条に規定するし、かなる差別もなく、かっ、不合理な制限なしに
次のことを行う権理及び機会を有する。

(a) 直接に、又は自由に選んだ代表者を通じて、政治に参与すること。

(b) 普通かつ平等の選挙権に基づき秘密投票により行われ、選挙人の意思の自由な表



平成25年4月30日

延岡市長宛

異議申立人岩崎信 ,llfLtY 
住所 干889-0102延岡市北川町長井4940

年齢 1 

Email mi 6ll6@gmai1. com 

電話 080-3940-1814 

Fax 0982-46-3118 

異議申立書

行政不服．審査法の規定により、異議申立書を提出する。

1 不作為に係る申請の内容及び年月日
異議申立人は現在までに、延岡市長（以下乙という）に対して、次の異議申立書を提出

した。
平成25年3月24日付け、異議申立書 f延総第134号関係J（甲1号証）

平成25年4月15日付け、異議申立書 f延総第7号関係J（甲2号証）

2 異議申立の趣旨
1. 上の1記載の異議申立てにつき、速やかに情報公開審査会に諮問し、 「諮問を

した旨Jを異議申立人に対して通知することを求める。

3 異議申立の理由

( 1 ) 異議申立人は、上の1記載の異議申立書を行政不服審査法の規定により提出した。

関係法規：

未だに延岡市情報公開条例第17条、第18条に規定される手続きが行われていな

い。延岡市情報公開条例の目的が達せられないので速やかな手続き進行を求め

るものである。

表現の自由、参政権、請願権の侵害に関わる問題であるから、速やかな手続き
進行を求めるものである。

市民的及び政治的権理に関する国際規約第四条（表現の自由）

1 すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権理を有するo

2 すべての者は、表現の自由についての権理を有する。この権理には、口頭、手書き若

しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あら
ゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。

市民的及び政治的権理に関する国際規約第25条（政治に参与する自由）

すべての市民は、第2条に規定するし、かなる差別もなく、かっ、不合理な制限なしに
次のことを行う権理及び機会を有する。

(a) 直接に、又は自由に選んだ代表者を通じて、政治に参与すること。



様式第4号（第5条関係）

延契第 4 号

平成25年5月15日

岩崎信 様

延岡市長

関
問
国
一

一
底
割
盟

問
細
長
一

正藤首

行政文書開示決定通知書

平成25年5月1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 l項の規定により通知します。

延岡市随意契約ガイドライン、 24年度落札率等集計（毎月末締）

24年度随意契約結果公表の写し、 6-124年度入札結果表（物品）

.6-2 24年度入札結果表（車両）、 6-324年度入札結果表（印刷）
開示請求に係る｜

16-4 24年度入札結果表（委託）、 6-524年度入札結果表（不用品）
行政文書の｜

16-6 24年度入札結果表（広告等）、
名称又は内容｜

'9-8 24年度業者選定依頼書（委託（各総合支所））

9-10 24年度業者選定依頼書（委託（教育委員会））

9-11 24年度業者選定依頼書（委託（その他））

行政文書の｜日時｜ 平成25年5月20日（月） 9時00分
開示を行う 1 I 

日時及び場所｜場所｜ 延岡市情報公開センター

開示の実施方法｜ ①閲覧 2写しの交付 3写しの送付 4 その他（ ） 

写しの交付を受

ける場合の負担・ ー

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 延岡市企画部契約管理課 電話番号 0982-22-7048 

備 考｜平成25年第17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。

甲20号証



様式第5号

岩崎信 様

延契第 5 号

平成25年 5月15日

延岡市長 首藤正

行政文書部分開示決定通知書

平成25年5月 1日付けで開示請求のあった行政文書については、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 1項の規定により通知します。

開示請求に係る

行 政文 書の 7 24年度不用品売払（入札書・契約書）

名称又は内容

行政文書の 日 時 平成25年5月20日（月） 9時00分
開 示 を 行 う

日時及び場所 場所 延岡市情報公開センター

開示の実施方法 ① 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

情報を除く 本件行政文書中に、見積書提出業者の担当職員の氏名及び印鑑の印影が

こととした理由 記載されており、これを開示すると特定の個人が識別されるため。

写しの交付を受

ける場合の負担 一

すべき費用の額

写しの送付を

受ける場合の
一

負担 すべき

郵便料の額

所 管 課 延岡市企画部契約管理課 電話番号 0982-22-7048 

備 考 平成25年第17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、市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市長となります。）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。



様式第5号（第 5条関係）

岩崎信 様

延議第 47 号
平成 25年 5月 22日

延岡市議会議長

行政文書部分開示決定通知書

平成25年 5月8日付けで開示請求のあった行政文書については、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 1項の規定により通知します。

開示請求に係る 会議録録音速記契約・印刷製本伺 23～24年

行政文書 の 会議録録音速記契約に係る一切の資料
名称又は内容 議員視察案内・支出関連資料（23～25年）

行政文書 の 日 時 平成25年 5月28日（火） 9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

開示の実施方法
《閲益 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 開示請求に係る行政文書には、個人の氏名が記載されており、この情報

情報を除く を開示すると、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 延岡市議会事務局 電話番号0982-22-7029

備 考 平成 25年度第 21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。

甲21号証



様式第4号（第5条関係）

延議第 46 号

平成 25年 5月 22日

岩崎信様

延岡市議会議長佐藤

行政文書開示決定通知書

平成25年 5月 8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。

費用弁償支給明細書（23～24年度）
開示請求に係る 議員研修案内（20～25年度）支出関連も
行政文書の

名称又は内容

行政文書の 日 時 平成25年5月28日（火） 9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

《二直撃〉 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 25年度第 21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。



延企第113号

平成25年 6月4日

様式第17号
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首藤延岡市長

様信岩崎

情報公開審査会への諮問通知書

平成25年 5月21日付けでなされた行政不服審査法による異議申立てについて、延

岡市情報公開審査会に諮問したので、延岡市情報公開条例第18条の規定により通知

します。

「住民生活に光を注ぐ交付金J「きめ細かな交付金Jに関する一切の

資料（事業計画、予算配分、執行評価、国県通信文書等）

開示請求に係る

きめ細かな・住民生活に光をそそぐ交付金（実績報告）

6-1 きめ細かな交付金実績証拠書類（市道）

5-2 
行政文書の

名称又は内容

開示等の決定

平成25年 4月26日

をした日

3 不開示部分開示② 1 開示開示決定等

5 存否応答拒否4 不存在
~ 

廿内の

電話番号 0982-22-7003 企画部企画課課管所

平成25年度第8号考備

この決定に対する問い合わせは、直接上記の所管課に行ってください。注

甲22号証
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様式第4号（第5条関係）

延 契 第 9 号

平成25年6月5日
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様信岩崎

正藤首延岡市長

行政文書開示決定通知書

平成25年5月22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 l項の規定により通知します。

準市内業者となるべき者の要件、 24年度準市内業者集計結果

物品等入札参加資格審査受付、業者からの陳情・要望 (H23～25年度）

.24年度指名停止・回避、 24年度入札結果表全
開示請求に係る｜

124年度業者選定 依 頼 書 全 、 24年度石油製品類請求集計表
行政文書の｜

124年度 石油製品類請求明細書、
名称又は内容｜

．給油券交付台帳、図書台帳全

延岡市条件付一般競争入札（要綱ほか）

延岡市条件付一般競争入札（過年度実績等）

日時｜
場所｜

9時00分平成25年6月6日（木）

延岡市情報公開センター

行政文 書の

開示を 行う

日時及び場所

4 その他（3写しの送付2写しの交付①閲覧開示の実施方法

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 電話番号 0982-22-7048 延岡市企画部契約管理課

平成25年第34号

注

考

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。

備

甲23号証



.・・: ：勺？！阜；

;i ・n f ・1;.1 

~H ：、！
. ff 亡、i
、’，’

様式第5号

延契第 I0号

平成25年 6月5日
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様信岩崎

正藤首延岡市長

行政文書部分開示決定通知書

平成25年5月22日付けで開示請求のあった行政文書については、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
24年度業者選定伺全、 24年度石油製品類（契約書）、

行政文書 の
24年度建設業者等からの陳情書全

名称又は内容

行政文 書の 日 時 平成25年6月6日（木） 9時00分
開示を行う

日時及び場所 場 所 延岡市情報公開センター

開示の実施方法 ① 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
本件行政文書中の見積書その他資料に記載されている業者、医療機関

情報を除く
及び私立高校の職員の氏名については、個人識別情報であり、これを開

こととした理由
刀てすると特定の個人が識別されるため

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
一

負担すべき

郵便料の 額

所 管 課 延岡市企画部契約管理課 電話番号 0982-22-7048 

備 考 平成25年第34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、市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市長となります。）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。



様式第4号（第5条関係）

延議第 6 7 号

平成 25年 6月 17日

岩崎信様

延岡市議会議長佐藤

行政文書開示決定通知書

平成25年5月8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。

議員視察、研修関係資料（23～25年度）
開示請求に係る （不足分）旅行日程詳細表、宿泊場所の記録
行政文書の 参加者全員分、事務局職員も含む
名称又は内容

行政文書の 日 時 平成25年6月25日（火） 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

〈二堕望D 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 タ回毎 課 延岡市議会事務局 電話番号 0982-22-7029 

備 考
平成 25年度第 21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ば、直接上記の所管課に行ってください。

甲24号証



様式第5号（第5条関係）

岩 崎 信 様

延岡市長首藤

行政文書部分開示決定通知書

平成25年6月3日付けで開示請求のあった行政文書については、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 1項の規定により通知します。

24年度分市政に対する要望書全

前年度分要望への対応

開示請求に係る｜大武二区（H5.9. 13) 

行政文書の｜北方町蔵田地区会（H17. 8. 4) 

名称又は内容｜大峡区（H22.12. 15 ) 

24年度市政連絡員報酬内訳（4～6月）

24年度市政連絡員委嘱伺

行政文書の｜日時｜平成25年6月27日（木） 9時00分
開示を行う i I 
日時及び場所｜場所｜ 情報公開センター

I I 1 閲覧｜ 2 写しの交付 3 写しの送付
開示の実施方法｜

開示する行政

文書から一部の

情報を除 く

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

I 4 その他（ ） 

別紙のとおり

経営政策課 電話番号09 8 2-2 2-7 0 7 9 

備 考｜平成25年度第36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、市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市長となります。）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ば、直接上記の所管課に行ってください。

甲25号証



様式第4号（第5条関係）

岩崎信様

延図第60号

平成25年7月！？日

延岡市教育委員会教育長 町田

行政文書開示決定通知書

平成25年7月4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ー

開示請求に係る

行政文書の

名称又は内容

行政文書の

開 示を行う

日時及び場所

開示の実施方法

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

図書館：

25年度図書館システム（機器リース契約）

25年度図書館システム（保守委託契約）

25年度事務用コピー機レンタル契約

25年度利用者用コピー機レンタル契約

25年度TRCDリース契約

25年度マーク使用料契約

25年度その他のリース及び委託契約

公衆電話業務委託契約書

日時｜平成25年7月24日（水）午前9時

場所｜図書館事務室

11 閲覧 I 2 写しの交付

4 その他（ ） 

3 写しの送付

所 管 課｜延岡市立図書館 電話番号 0982-32-3058 

備 考｜平成25年度第52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。

甲26号証



延情第 6 3 号

平成 25年 8月 2日

岩崎信様

延岡市長

行政文書開示決定通知書

平成 25年 7月 19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。

・パソコン・記録媒体管理簿 ・宮崎県ソフトウェアセンターに関する全資料

• ?4～25年度庁内OA機器調査書 • I R U契約・保守契約検討資料

－延岡市情報化推進本部（ I T推進本部） • 24～25年度NT T個別契約書

開示請求に係る • 24～25年度 ITリーダー －行政情報提供システム資料

行 政文書の
－電子計算機機種選定委員会 ・宮崎情報ハイウェイ 21基盤整備基本構想に

－機器入替資料 ついて
名称又は内容 －庁内統合OAシステム －情報化政策他市資料

・LGWA Nサービス －宮崎情報ハイウェイ 21協定書

・LGWA N登録分局

行政文書の 日 時 平成25年 8月8日（木） 9時00分から

開示を行う

日時及び場 所 場 所 延岡市情報公開センター

開示の実施方法
開閉 2 写しの交付 3 写しの送付

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 情報管理課 電話番号 0982-22-7004 

備 考 平成 25年度第66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ば、直接上記の所管課に行ってください。

甲27号証



延情第

岩崎｛言様

延 岡 市 長 首 膝 正

行政文書部分開示決定通知書

平成 25年 7月 19日付けで開示請求のあった行政文書については、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 1項の規定により通知します。

・公有財産台帳

－汎用機入替納品書

－汎用機ソフト資料

開示請求に係る －事務用パソコン等導入・入替資料
行称政又文は書内 の
名 容 ・LGWA N提供設備資料

• 24～25年度に処分された事務機器（パソコン、通信設備等）の機種名と処分方法

がわかる資料

行政文書の 日時 平成25年 8月8日（木） 9時 00分から

開示を行う
日時及び場所 場所’ 延岡市情報公開センター

開示の実施方法
閲覧l 2 写しの交付 3 写しの送付

4 その他（

開示する行 政部 延岡市情報公開条例第 5条第 1号に該当
文情書からー

開示請求に係る文書には、個人の氏名が記載されており、これらを開示すると、の報を除く
こととした理由 特定の個人を識別することができることとなるため

写しの交付を受け
る場合の負担すベ
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 ~ 課 情報管理課 電話番号 0982-22-7004 

備 考 平成 25年度第66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ば、直接上記の所管課に行ってください。



様式第l号（第3条関係）

実施機関の長

延岡市長様

平成25年8月13日

請 求者住所干889-0102延岡市北川町長井4940

氏名岩崎信 万
電話 oso-3940-1814 I ' 
Fax 0982-46-3118 

Email mi6116@gmai 1. com 

行政文書開示請求書

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

巨〕市内に住所を有する個人
請求者の区分

開示請求する

行政文書の

名称、又は内容

開示の実施方法

所管課

情報公開セン

ター受付印

経営政策課：
平成24-25年度、随意契約に関する全資料
契約書、随意契約理由書、起案書、支出負担行為書、支出命令書等

①閲覧 2 写しの交付 3 写しの送付

4 その他 （ 

緑色＆娩抹 22-70クタ
情報公開センター受付番号｜宇r;:Js年度第>lb号

備考

事項を記入し、該当する番号をOで囲んでください。

、

甲28号証



様式第1号（第3条関係）

実施機関の長

延岡市長様

平成25年8月9日

請 求者住所干889-0102延岡市北川町長井4940

氏名岩崎信 必／
電話 080-3940-1814 / //  

Fax 0982-46-3118 I 

Email mi6116@gmail.com 

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、次のとおり行政情報の開示を請求します。

請求者の区分巨〕市内に住所を有する個人

情報管理課：
24-25年度契約起案文書・見積書
24-25年度電算業務委託料契約書
24-25年度機器保守管理委託料契約書
24-25年度計算機借上料契約書
24-25年度機器借上料契約書
覚書
24-25年 度 契 約書

開示請求する fcATV保守契約・IRU契約
行政文書の ICATV網の貸出し
名称又は内容｜未利用の光ファイバー芯線の情報

開示の実施方法

ケーブル事業関係覚書・確認書
事故・苦情処理
CATV施設行政財産使用許可

CATV関連事業の総合収支がわかる資料
（九電、 NTT、ワイワイ等への支払総額、総収入等）

①閲覧 2 写しの交付 3 写しの送付

4 その他

所 管 課 14者桜島家持 22.-700午

情報公開セン

ター受付 印

情報公開センター受付番号｜科5年度第お号

、、l備考

~~要事項を記入し、該当する番号をOで囲んでください。

甲29号証



様式第4号（第 5条関係）

岩崎信様

延図第66号

平成25年8月8日

延岡市教育委員会教育長 町田

行政文書開示決定通知書

平成25年7月26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。

図書館：

開示請求に係る
資料購入計画（24～25年度）

行政文書の

名称文は内容

行政文 書 の 日 時 平成25年8月15日（木）午後 1時
開 示 を行う

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（

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 平成25年度第76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ば、直接上記の所管課に行ってください。

甲30号証



様式第 5号（第 5条関係）

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67号

平成25年8月8日

平成25年7月26日付けで開示請求のあった行政文書については、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 1項の規定ιより通知します。

開示請求に係る 図書館起案文書（23～25年度、全）

行政文書の 機器保守管理契約において、臨時保守役務、故障修理等の発生状況記
名称又 は内容 録（20～25年度）

行政文書の 日 時 平成25年8月15日（木）午後 1時
開示を行う

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、個人の氏名、住所、役職等が記載されており、

情 報 を除く
これらを開示すると、特定の個人が識別されるため、また 開示請求に係

こととした理由
る文書には、会社の従業員の氏名が記載されており、これらを開示すると、

特定の個人が識別されるため、不開示とする。

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 会届均 課 延岡市立図書館 電話番号0982-32 -3058 

備 考 平成25年度第76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、延岡市教育委員会に対して審査請求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教育委員会となります。）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、こ取の消決訴定訟地を提起することはできません。
なお 三あったことを知った日の翌日から起算して60日以内に審査請求をした場

合は、この決定の取消訴訟は、当該審査請求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。



事務連絡

平成25年5月16日

岩 崎信様

延岡市教育委員会

情報公開審査会への諮問通知書の送信について

平成25年4月18自信けでなされた行政不服審査法による審査請求について、

延岡市情報公開審査会に諮問いたしまし疋ので、延岡市情報公開条例第 18条の

規定により、下記の通り、別紙にて諮問通知書をお送りいたします。

コU＝＝ロ

1.送付文書

情報公開審査会への諮問通知書（延図第34号）

担当：図書館サーピス係

宮田

TEL.0982・32-3058

甲31号証



様式第17号

延図第34号

平成25年5月16日

岩崎信様

情報公開審査会への諮問通知書

平成25年 4月18日付けでなされた行政不服審査法による審査請求について、延岡

市情報公開審査会に諮問したので、延岡市情報公開条例第18条の規定により通知し

ます。

開示請求に係る
図書館の：

3、平成24年度予算執行状況（ 3月末）

行政文書の 14、平成24年度予算執行状況（ 2月末）

名称又は内容 15、平成24年度予算執行状況（ 1月末）

6、平成24年度予算執行状況 (12月末）

開示等の決定

平成25年4月10日

をした日

開示決定等 1 開示 2 部分開示 3 不開示

の内 容 ④ 不存在 5 存否応答拒否

所管課 図書館 電話番号 0982-32-3058 

備 考 平成24年度第70号

注 この決定に対する問い合わせは、直接上記の所管課に行ってください。



延岡市教育委員会宛

モ成25年5月8日

審査請求人岩崎信 電 Sヲ

住所干889-0102延岡市北川町長井4940

Emai 1 mi6116@gmai 1. com 

電話 080-3940-1814 

年齢 1、年齢差別禁止、憲法14条、 19条、

個人情報保護法

審査請求書

行政不服審査法の規定により、審査請求書を提出する。

1 審査請求に係る処分

延岡市教育委員会教育長町田司11久（以下、乙という） が、平成25年4月24日、延図

第15号「行政文書開示決定通知書Jにより審査請求人に対して行った、平成25年3月27

日付け f行政文書開示請求書Jに対する虚偽の全部開示決定と一部開示の実施

2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日：平成25年4月25日

3 審査請求の趣旨

l，開示請求に係る行政情報に対して、過少な量の情報しか開示されなかった。結

果として一部開示であり、虚偽の全部開示決定である。速やかな全部開示を求

める。

2，開示請求があった日から起算して15日以内に開示決定がなされなかったことは

違法である。違法確認を求める。

4 審査請求の理由

( 1 ) 審査請求人は、平成25年3月27日、乙に対して、延岡市情報公開条例に基づき、

次の情報公開請求をした。

「開示請求に係る情報：平成25年度予算要望に関する資料

平成25年度予算事業計画書等J

(2) 乙は、平成25年4月25日、 ( 1 ）の請求に対し、全部開示決定を行った。しかし

ながら実際に開示されたのは、図書資料収集、視聴覚資料の収集に関する細目

の事業計画書2枚だけだった。過少開示であった。平成25年度予算全体の要望に

関する資料が全く開示されなかったo

図書館のファイル基準表内に、 「翌年度当初予算見積書J f翌年度予算要求書

作成資料Jの項目があるが、それが開示されなかった。

乙による開示決定通知があったのは、延岡市情報公開条例第10条に規定される

15日を超えていた。

(3) 本件処分は、次の理由により違法である。

全部を開示することと決定したと通知しながら、一部の情報、過少な量の情報し

か開示しないのは騎欺である。延岡市情報公開条例第 5条に反する違法な不開示

1 

甲32号証



延経第 11 7号

平成.25年 11月5日

延岡市北川町長井4940番地

岩 崎 信様

延岡市長首藤

決定書謄本の送付について

平成25年 6月6日付けであなたから提起のありました行政文書不開示決定に対す

る異議申し立てについて決定しましたので、行政不服審査法第48条において準用する

同法第 42条第2項の規定により、別紙のとおり決定書の謄本を送付しますム

1. 「24年度区長連絡協議会会議録j の議事事項に係る不開示決定に対する決定

2. 「平成25年度区長連絡協議会資料Jの不存在による不開示決定に係る異議申し立

てに対する決定

文書取扱／経営政策課

甲33号証



決 定 書

異議申立人

宮崎県延岡市北川町長井4940番地

岩崎信

上記異議申立人が、平成25年6月6日付で提起した延岡市情報公開条例（平成11年条例

第25号。以下『条例jという。）第9条第 2項の規定による行政文書の不開示決定（以下『本

件処分j という。）に対する異議申立て（以下『本件異議申立てj という。）について、延

岡市情報公開審査会の答申を経て、次のとおり決定する。

主文

本件異議申立てを棄却する。

理由

第1 事実経過

平成25年5月13日、異議申立人は、延岡市長（以下『市長j という。〉に対し、行政

文書の開示請求（以下『本件開示請求Jという。）を行った。

平成25年5月27日、本件開示請求に対し、市長は、本件開示請求に係る行政文書の

うち『区長連絡協議会総会議案書（以下『本件文書』という。）Jについては、請求に

係る行政文書を保有していないとして、不開示決定を行．った。

平成25年6月6目、異議申立人は、本件処分を不服として、市長に対し、本件処分

を取り消し、本件行政文書の全部開示を求める異議申立てを行った。

平成25年6月26目、市長は、本件異議申立てについて情報公開審査会に諮問した。

平成25年9月25日、情報公開審査会から市長に答申があり J本件処分は妥当である』

との結論であった。



第2 異議申立ての趣旨及び理由

1 異議申立ての趣旨

延岡市長が異議申立人に対して行った行政文書部分開示決定を取り消し、全部開示

するとの決定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。

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。市の普意、践意の問題である。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、条例第5条の規定に反する不開示決定である。

第3 決定の理由

1 開示請求の対象となる行政文書について

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、開示請求の対象となる

『行政文書』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、当該実施機闘が保有しているものをいう。』と定義されてい

る。

このように、条例において開示請求の対象となる文書は、実施機関が保有してい

る文書である。

2 本件文書が不存在であることについて

本件処分を行った 5月27日午前中には、未だ延岡市区長連絡協議会からの補助金

の請求が行われておらず、本件処分時、当該文書を保有していなかった。

なお、本件文書は、例年、延岡市区長連絡協議会が本市に対して補助金の申請を

行う際の添付資料であり、当該補助金の申鶴田については、特に定めがなく不確定

なものであり、延岡市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、当該補助金の申請日を事前に把握することはできず、事実、本件処分時におい

て、当該補助金の申請はなされていなかった。

3 判断

このように、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

る文書であるところ、本件処分時には、異議申立人が求める文書が存在していなか

ったのであるから、行政文書の不存在を理由に行った本件処分は妥当と判断する。



第4 結論

以上のとおり、本件処分に違法又は不当な点は認められず、異議申立人の主張は、本

件処分の違法性及び妥当性の判断に影響を及ぼすものではない。

したがって、本件異議申立て．には理由がないため、行政不服審査法第47条第 2項の規

定により、主文のとおり決定する。

平成25年11月 1日

延岡市長 首藤

この決定に係る取消訴法は、この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、延岡市（訴訟において延岡市を代表する者は、延岡市長となります。〉を被告とし

て提起することができます。ただし、この決定の日から 1年を経過したときは、この決

定に係る取消訴訟を提起することはできません。



決定 書

異議申立人

宮崎県延岡市北川町長井4940番地

岩崎信

上記異議申立人が、平成25年6月6日付で提起した延岡市情報公開条例（平成11年条例

第25号。以下『条例Jという。）第9条第 1項の規定による行政文書の部分開示決定（以下

「本件処分』という。）に対する異議申立て（以下『本件異議申立てjという。）について、

延岡市情報公開審査会の答申を経て、次のとおり決定する。

主 文

本件異議申立てを棄却する。

理由

第 1 事実経過
平成25年5月・13日、異議申立人は、延岡市長（以下『市長』という。）に対し、行政文

書の開示請求（以下『本件開示請求』という。）を行った。

平成25年5月27目、市長は、本件開示請求に対し、本件開示請求に係る行政文書に記

録されている情報のうち一部について不開示とする部分開示決定を行った。

平成25年6月6目、異議申立人は、本件処分を不服として、市長に対し、本件処分を

取り消し、本件行政文書の全部開示を求める異議申立てを行った。

平成25年6月26目、市長は、本件異議申立てを受けて情報公開審査会に諮問した。

平成25年9月25日、情報公開審査会から市長に答申があり、『本件処分は妥当である』

との結論であった。

第 2，異議申立ての趣旨及び理由

1 異議申立ての趣旨

延岡市長が異議申立人に対して行った行政文書部分開示決定を取り消し、金制3開示

するとの決定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闘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』ではありえない。

以上により、条例第 5条第2号に相当しない不開示決定である。

第3 決定の理由

, 異議申立人は、異議申立て理由として、まず、『市の職員が公務として出席した会議

において、市の職員が作成した議事録であるから不開示情報に骸当しない』と、また、

『区長会は公の会であるから‘その議事録は不開示情報に該当じない』と主張してい

る。

条例においては、職員が職務上作成し、又は取得した行政文書を開示請求の対象と

し、そのうえで、当該行政文書に条例第5条各号に掲げる情報（不開示情報）が記録

されている場合においては、当該不開示情報を除いて開示しなければならないとして

いる。

条例第5条各号の規定において、異議申立人の主張する『職員が公務上作成した議

事録に関する情報』、『公の会の議事録に関する情報』は不開示情報から除かれるとす

る明文の規定は存在しない。また、条例第5条各号ないし条例各条の趣旨からもその

ような解釈を導くことはできず、これらの主張は、条例をE解しない主張であり、本

件処分に関する異議申立ての理由とはならない。

2 なお、延岡市区長連絡協議会は、延岡市市政連絡員の会ではない。市政連絡員は、

市長が任命する非常勤特別職職員であり、また－、区長はそれぞれの自治会（区）にお

いて代表者として任意に選出された者であ－って、身分を異にする。延岡市区長連絡協

議会は、区長で構成される任意の団体である。

さらに、『公の会』が何を意味するのか不明ではあるが、延岡市区長連絡協議会は市

の組織とは別の独立した任意の団体である。

－以上のとおり、－異議申立人はー異議申立ての前提事実を誤怨している。

3 本件処分lま、本件処分において不開示とした部分が、条例第5条第2号イに該当す

るとしてなされた処分である。

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』は、不開示情報としている。

本件処分において不開示とした部分は、市とは独立した任意の団体である延岡市区



長連絡協議会の理事会に出席し、公にしないとの条件で職員が作成した議事録に関す

る情報である。また、延岡市区長連絡協議会においては、理事会は通例として公にし

ていないことから、理事会に出席した際に職員が作成する議事録を公にしないとの条

件を付すことには、合理的な理由がある。

なお、異議申立人は、『理事会は原則非公開』 『公にしないとの条件』には根拠が

ないと、また、『毎年継続的に多額の補助金、報酬を支出している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』と主張するが、理事会は非公開で開催するこ

とが通例となっており、また、公開で理事会を開催したことはないとの延岡市区長連

．絡協議会からの回答を得ている。

4 以上の理由から、本件処分において不開示とした部分は、条例第 5条第2号イに規

定する不開示情報に該当するから、当該部分を不開示とする本件処分は妥当と判断す

る。 e

第4 結論

以土のとおり、本件処分に違法又は不当な点は認められず、異議申立人の主張は、本

件処分の違法性及び妥当性の判断に影響を及ぼすものではないと判断する。

したがって、本件異議申立てには理由がないため、行政不服審査法第47条第2項の規

定により、主文のとおり決定する。

平成25年11月 1日

延岡市長 首藤

この決定に係る取消訴訟は、この決定の送達を受けた自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、延岡市長となります。）を被告とし

て提起することができます。ただし、この決定の日から 1年を経過したときは、この決

定に係る取消訴訟を提起する ζ とはできません。



様式第4号（第5条関係）

岩崎信様

延図第8号

平成25年4月 10日

延岡市教育委員会教育長 町田

行政文書開示決定通知書

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。

7、図書館情報システム、検索予約システムに関する一切の資料（説明書、

開示請求に係る 1仕様書、導入維持経費詳細等）

行政文書の

名称又は内容

平成25年4月12日（金） 15:00～17:15 

行 政文 書の｜日 時｜ただし、終了しない場合には、協議の上、再度、日時を決定し

開示を行う｜ ｜ます。

日時及び場所i I 

開示の実施方法

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

場所｜図書館事務室

11 閲覧 I 2 写しの交付

4 その他（ ） 

3 写しの送付

所 管 課｜延岡市立図書館 電話番号 0982-32-3058 

備 考｜平成2倒第70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。

甲34号証
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