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原告と被告の電子メール記録 

パブリックコメントについて(不法行為 20) 
----------------------- Original Message ----------------------- 
 From:    "Mako. Iwasaki" <mi6116@gmail.com> 
 To:      publicity@city.nobeoka.miyazaki.jp, 

   gikai@city.nobeoka.miyazaki.jp 
Date:    Mon, 28 Jan 2013 11:19:02 +0900 

 Subject: パブリックコメントについて 
---- 

延岡市長殿  延岡市議会事務局殿

延岡市議会基本条例(案)のパブリックコメント(意見募集) 
http://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/display.php?cont=130116154224 

について、これは、

「行政手続法（又は条例）に基づく手続であるか否か」明示願います。

延岡市におけるこれまでのパブリックコメントの結果を閲覧できる URLがありま 
したら明示願います。

参考：

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3 
http://www.city.kobe.lg.jp/information/public/comment/gyoute/kekka/index.html 

岩崎 信
mi6116@gmail.com 
電話：080-3940-1814 
延岡市北川町長井 4940 
--------------------- Original Message Ends -------------------- 

----------------------- Original Message ----------------------- 
From:    延岡市議会事務局 <gikai@city.nobeoka.miyazaki.jp> 
To:      "Mako. Iwasaki" <mi6116@gmail.com> 
Date:    Wed, 30 Jan 2013 14:58:14 +0900 
Subject: Re: パブリックコメントについて 
---- 

岩崎 信さまへ

延岡市議会事務局の福島と申します。

このたび、岩崎さまよりお問い合わせいただきました議会基本条例(案)の 
パブリックコメントにつきましては、下記のとおり回答いたします。

なお、今回お問い合わせいただきました内容につきましては、基本条例(案)の 
条文内容に対するものではないと判断いたしましたことから、意見募集期間

終了前に、このような形で回答させていただきました。

岩崎さまにおかれましては、その旨ご了解いただきたいと思います。

甲1号証

(甲1～57号証)1/324



2 / 32 

【お問い合わせ内容①】

延岡市議会基本条例(案)のパブリックコメントは、行政手続法（条例）に基づいたものであるか、
否か。

【回答】

このたびの議会基本条例(案)に関するパブリックコメントは、行政手続法（条例）に基づき実施
したものではなく、市議会として、基本条例を制定するまでに、より多くの市民の皆さまからご意

見をいただき、条例制定までの協議や今後の取り組みに参考とさせていただくために実施したもの

です。

【お問い合わせ内容②】

延岡市におけるこれまでのパブリックコメントの結果を閲覧できる URL があれば明示してほし
い。

【回答】

 本市におきますパブリックコメントに関しましては、対象案件への意見募集期間終了後、その結

果についてホームページで公表することにしていますが、一定期間を過ぎますと削除することにい

たしております。

そのため、ご参考としてお示しいただきましたような URL は、本市ホームページ内には設けて
おりませんので、ご理解いただきたいと存じます。

以上です。

********************************** 
延岡市議会事務局 議事係 福島昌宏

住所：〒882-8686 延岡市東本小路 2-1 
電話：０９８２－２２－７０２９

ＦＡＸ：０９８２－３１－００１０

mail：gikai@city.nobeoka.miyazaki.jp 
********************************** 
--------------------- Original Message Ends -------------------- 

----------------------- Original Message ----------------------- 
From:    "Mako. Iwasaki" <mi6116@gmail.com> 
To:      延岡市議会事務局 <gikai@city.nobeoka.miyazaki.jp> 
Date:    Thu, 31 Jan 2013 21:16:25 +0900 
Subject: Re: パブリックコメントについて 
---- 

> 【お問い合わせ内容②】 
> 
>  延岡市におけるこれまでのパブリックコメントの結果を閲覧できる URLがあれば明示してほ
しい。

> 
> 【回答】 
> 
>  本市におきますパブリックコメントに関しましては、対象案件への意見募集期間終了後、その
結果についてホームページで公表することにしていますが、一定期間を過ぎますと削除することに

いたしております。

> 
>  そのため、ご参考としてお示しいただきましたような URLは、本市ホームページ内には設け
ておりませんので、ご理解いただきたいと存じます。

2/324



3 / 32 

それでは過去のパブリックコメントの実施状況、結果を閲覧したいという市民の要望にどのように

応えることができるでしょうか。

「一定期間」の基準を明示願います。（1週間なのか 1年なのか。） 

他市 HPでこの点の公開度を比較することが市政透明度、光明正大度の尺度となっております。 
○トップページに「パブリックコメント」の項目がないこと。

○ 過去の結果情報の集積がないこと。（当然なされるべきことがなされていないのは不健全性の証） 
○ 実施ルールが明確でないこと。

岩崎 信
mi6116@gmail.com 
電話：080-3940-1814 
延岡市北川町長井 4940 
--------------------- Original Message Ends -------------------- 

----------------------- Original Message ----------------------- 
From:    "Mako. Iwasaki" <mi6116@gmail.com> 
To:      延岡市議会事務局 <gikai@city.nobeoka.miyazaki.jp> 
Date:    Tue, 5 Feb 2013 19:08:31 +0900 
Subject: 延岡市議会基本条例(案)に関する意見書（パブリックコメント） 
---- 

2月 3日(日曜) 【北川地区】  ホタルの館での公聴会に参加したが、 

問題点は、

一、      議事進行が逃避的であること。
一人の発言人の発言、問題提議から他の発言人の他の問題に移る場合は、必ず「次に移っていいで

すか？」等の確認が必要ではないか。

問題論点をそらし、逃避的態度であると誤解されることになりかねない。自由な討論を望まない議

員であるとの印象を与えかねない。

二、      執行権について：執行権が万能であるかのような発言が議員から出されていたが、アメ
リカの大統領制を例に見ると、大統領には立法権はない、法案提出の権限はない、ということが確

認される。議会が決定したことを実行することだけができるといえる。

行政府に対して、市議会は政治を決定する機関、決政府である。

執行部に対して、決定部である。

三、      議員は市民の意見の代弁者であり、弁護士であるならば、「議会における最高規範」を制
定するにあたっては、本条例案の公開を中間報告書と位置づけ、市民の意見を十分収集吟味する時

間を設けなければならないことは、本条例案の趣旨によって要請されていることが明らかである。 

－－－－－－

後日追加意見書送付予定です。

岩崎 信
mi6116@gmail.com 
電話：080-3940-1814 
延岡市北川町長井 4940 
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--------------------- Original Message Ends -------------------- 

----------------------- Original Message ----------------------- 
From:    "Mako. Iwasaki" <mi6116@gmail.com> 
To:      延岡市議会事務局 <gikai@city.nobeoka.miyazaki.jp> 
Date:    Tue, 12 Feb 2013 13:23:18 +0900 
Subject: 延岡市議会基本条例(案)に関するパブリックコメント 
---- 

HP でパブリックコメントに関する情報が削除されているようですがどのような理由からでしょう
か。

http://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/display.php?clist=406 

岩崎 信
mi6116@gmail.com 
電話：080-3940-1814 
延岡市北川町長井 4940 
--------------------- Original Message Ends -------------------- 

----------------------- Original Message ----------------------- 
From:    "Mako. Iwasaki" <mi6116@gmail.com> 
To:      延岡市議会事務局 <gikai@city.nobeoka.miyazaki.jp> 
Date:    Wed, 13 Feb 2013 13:15:05 +0900 
Subject: 質問です 
---- 

延岡市議会事務局 宛

市議会 HP http://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/display.php?clist=406 
で議会基本条例案についてのパブリックコメントに関する情報、説明会に関する情報が削除されて

いることについて、

１、削除された日時

２、削除された理由

３、削除担当者の職名

の３点を説明願います。

また、「新着情報」のリストからも説明会開催の項目が削除されています。

http://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/display.php?list=all 

１、削除された日時

２、削除された理由

３、削除担当者の職名

この３点についても説明願います。

岩崎 信
mi6116@gmail.com 
電話：080-3940-1814 
延岡市北川町長井 4940 
--------------------- Original Message Ends -------------------- 

----------------------- Original Message ----------------------- 
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From:    "Mako. Iwasaki" <mi6116@gmail.com> 
To:      延岡市議会事務局 <gikai@city.nobeoka.miyazaki.jp> 
Date:    Mon, 18 Feb 2013 09:30:08 +0900 
Subject: Re: 質問です 
---- 

延岡市議会事務局 宛

説明責任についてどのようにお考えでしょうか。

参考：http://aboutusa.japan.usembassy.gov/j/jusaj-principles15.html 

憲法第十五条 ○２ すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではな

い。

前文：わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて

再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に

存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託

によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれ

を行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、こ

の憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、

法令及び詔勅を排除する。

j議会基本条例案の前文に、 
「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間討議を展開させ、必要な政策提言・政策立案を積極

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

とあり、

第 2条に、 
(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。

とあります。

48時間以内に回答がない場合は議長に問題提議します。 

岩崎 信
mi6116@gmail.com 
電話：080-3940-1814 
延岡市北川町長井 4940 
--------------------- Original Message Ends -------------------- 

----------------------- Original Message ----------------------- 
From:    "Mako. Iwasaki" <mi6116@gmail.com> 
To:      publicity <publicity@city.nobeoka.miyazaki.jp> 
Date:    Tue, 19 Feb 2013 16:46:15 +0900 
Subject: 議会の HP管理者 
---- 

経営政策課 宛

議会の HP 
http://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/display.php?clist=406 
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は経営政策課が更新しているのでしょうか。

情報を追加したり削除したりの作業は経営政策課が行なっているのでしょうか。

あなたのアクセスしようとしたページまたはファイルは見つかりませんでした。

このページに関するお問い合わせはこちら

担当課経営政策課(広報広聴係) 

となります。

岩崎 信
mi6116@gmail.com 
電話：080-3940-1814 
延岡市北川町長井 4940 
自主・独立・互尊

--------------------- Original Message Ends -------------------- 

----------------------- Original Message ----------------------- 
From:    <publicity@city.nobeoka.miyazaki.jp> 
To:      "'Mako. Iwasaki'" <mi6116@gmail.com> 
Date:    Tue, 19 Feb 2013 18:23:28 +0900 
Subject: RE: 議会の HP管理者 
---- 

岩崎様

今回は、当市ホームページをご利用いただきありがとうございます。

ご指摘いただきました議会の HPに関しましては、経営政策課で更新を 
担当しております。

当該ページにアクセスができないということでしたので本課のＰＣで実際に確認

いたしましたが正常にアクセスできる状態でした。

アクセスできない原因として一般的に考えられる事例といたしましては、

閲覧するブラウザのバージョン問題、回線が一時的に混雑していたなどの状況が考えられます。

つきましては、以上のような原因についてチェックしていただきまして、

なお表示ができない場合は、閲覧環境（光ケーブルや携帯電話）やブラウザの種別とバージョンな

どを、

お手数ですが再度ご連絡いただきますようお願いいたします。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

延岡市役所 企画部 経営政策課 

広報広聴係 加行（かぎょう） 

☎0982-22-7042 FAX 0982-22-7090 
Email: publicity@city.nobeoka.miyazaki.jp 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

--------------------- Original Message Ends -------------------- 
----------------------- Original Message ----------------------- 
From:    "Mako. Iwasaki" <mi6116@gmail.com> 
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To:      publicity <publicity@city.nobeoka.miyazaki.jp> 
Date:    Wed, 20 Feb 2013 17:15:45 +0900 
Subject: Re: 議会の HP管理者 
---- 

回答ありがとうございます。

議会基本条例に関する市民説明会

http://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/display.php?cont=130121112914 

のページは残っていますが、

このページにたどりつくためのリンクが議会のトップページから削除されています。

新着情報のページからも削除されています。

「パブリックコメントについてはこちらから」 のリンク先が削除されています。
http://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/display.php?cont=130116154224 
「提出されたご意見の概要と、それに対する市議会の考え方などについては、募集期間終了後にホ

ームページで一定期間公表いたします。」

とありましたが、まだ公表に至っていない期間中の削除は理解に苦しみます。。

延岡市議会基本条例(案) (PDFファイル) 
も削除されています。

これらの情報削除は経営政策課の独自の判断で行われているのでしょうか、あるいは議会からの削

除要請があったから経営政策課によって削除されたのでしょうか。

岩崎 信
mi6116@gmail.com 
電話：080-3940-1814 
延岡市北川町長井 4940 
自主・独立・互尊

--------------------- Original Message Ends -------------------- 

----------------------- Original Message ----------------------- 
From:    "Mako. Iwasaki" <mi6116@gmail.com> 
To:      publicity <publicity@city.nobeoka.miyazaki.jp> 
Date:    Sat, 23 Feb 2013 12:18:23 +0900 
Subject: Re: 議会の HP管理者 
---- 

>> ご指摘いただきました議会の HPに関しましては、経営政策課で更新を 
>> 担当しております。 

ということでした。

指摘問題点、問い合わせにつて回答する必要がないと考えられる理由がありましたら説明願います。 
説明する必要がなく、指摘問題点を是正する必要もないと考えられる理由がありましたら説明願い

ます。

地方公務員法には次の規定があります。

第二十九条  （懲戒） 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分とし
て戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
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一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団

体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合

二  職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三  全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
------------------------ 

このままの状態が継続しますと、懲戒処分を求める手続きに入る必要が生じます。

ご参考ください。

行政機関の応答義務 http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/hosei-1/nishida.pdf 
公開性としての公共性

http://www42.tok2.com/home/takizemi/achievement/articles2001b.html 
公共 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%85%B1 

岩崎 信

--------------------- Original Message Ends -------------------- 

----------------------- Original Message ----------------------- 
From:    <publicity@city.nobeoka.miyazaki.jp> 
To:      "'Mako. Iwasaki'" <mi6116@gmail.com> 
Date:    Mon, 25 Feb 2013 17:34:53 +0900 
Subject: RE: 議会の HP管理者 
---- 

岩崎様

先日送付いただきましたメールについて返信が遅れてしまいましたことをお詫び申し上げます。

早速、ご質問につきまして回答をさせていただきます。

>> ご指摘いただきました議会の HPに関しましては、経営政策課で更新を 
>> 担当しております。 

と回答いたしましたが、この回答は更新作業に関して機械的な処理を

経営政策課が担当しているという意味であり、ページの構成や文案などは

すべて議会事務局で作成しております。

従いまして、ご質問の「議会基本条例に関する市民説明会」のページに関しましては、

議会事務局より回答をさせていただきます。

なお、本日複数のご質問をいただいておりますが、それぞれ担当課で回答をいたしますので、

しばらくお待ちいただきますようお願いいたします。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

延岡市役所 企画部 経営政策課 

広報広聴係 加行（かぎょう） 

☎0982-22-7042 FAX 0982-22-7090 
Email: publicity@city.nobeoka.miyazaki.jp 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

--------------------- Original Message Ends -------------------- 

----------------------- Original Message ----------------------- 
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From:    "Mako. Iwasaki" <mi6116@gmail.com> 
To:      延岡市議会事務局 <gikai@city.nobeoka.miyazaki.jp> 
Date:    Sun, 24 Feb 2013 14:30:13 +0900 
Subject: 応答義務について 
---- 

延岡市議会関係者各位

応答義務についてご参考ください。

行政機関の応答義務 http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/hosei-1/nishida.pdf 
公開性としての公共性

http://www42.tok2.com/home/takizemi/achievement/articles2001b.html 
公共 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%85%B1 

議会基本条例案のパブリックコメントについて、

「提出されたご意見の概要と、それに対する市議会の考え方などについては、募集期間終了後にホ

ームページで一定期間公表いたします。」

との契約がありましたが、いつからいつまで公表する予定なのか明示願います。

24時間以内に回答できない場合はその理由を明示願います。 

岩崎 信
mi6116@gmail.com 
電話：080-3940-1814 
延岡市北川町長井 4940 
--------------------- Original Message Ends -------------------- 

----------------------- Original Message ----------------------- 
From:    "Mako. Iwasaki" <mi6116@gmail.com> 
To:      honbuyan@ma.wainet.ne.jp, gikai <gikai@city.nobeoka.miyazaki.jp> 
Date:    Thu, 28 Feb 2013 15:04:44 +0900 
Subject: 昨日の会議について 
---- 

本部仁俊議員、議会基本条例委員会 宛

名刺にメールアドレスがありましたのでメールします。

今回のパブリックコメントは、

2件しか意見が提出されなかったということは、周知が十分ではなかったことを証明しています。 
このまま原案可決しても後ろめたい感じが残るだけで議員の皆様の精神衛生上良くないのではな

いでしょうか。

次のような方策が最善と考えられます。

１，今回提出された意見と原案を公開対比させ、あらためてパブリックコメントを実施する。この

手続を 3回程繰り返す。提出された意見に対する意見を公募する。 

意見を広く求めるということは、反対意見を喜んで、進んで求める、ということです。

もし私の提示した意見に対して理由ある反対意見が寄せられるのであれば大感謝です。間違いを指

摘してくれる人があれば、改善の機会を与えてくれたのですから（しかも無料で）大感謝です。

反対意見を望まないパブリックコメント、意見提出の機会が与えられないようなパブリックコメン
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トは存在してはいけない、論外です。

岩崎 信
mi6116@gmail.com 
電話：080-3940-1814 
延岡市北川町長井 4940 
自主・独立・互尊

--------------------- Original Message Ends -------------------- 
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議案書共有について (不法行為 15) 
----------------------- Original Message ----------------------- 
From:    "Mako. Iwasaki" <mi6116@gmail.com> 
To:      延岡市議会事務局 <gikai@city.nobeoka.miyazaki.jp> 
Date:    Sun, 24 Feb 2013 15:33:54 +0900 
Subject: 議案書の共有 
---- 

議会関係者各位

 第 11回延岡市議会(定例会)会議について、 
以下の方法により、議案書の共有を求めます。

１，議案書を HPで公開すること。 
２，議案書を電子メールで配布すること。（１が不可能な場合）

送付先： mi6116@gmail.com 
３，議案書を郵送配布すること。（１，２が不可能な場合）

郵送先：延岡市北川町長井 4940 岩崎信 

「議案書」とは予算案を含む全ての議案であり、議員に配布されているのと同一のものであり、過

不足のないものとします。

1～3について、それぞれ可能か否か、不可能な場合はその理由を説明願います。 
拒否回答、2月 26日までに回答がない場合は、緊急を要する問題として即刻裁判を求めます。 

橋本市、福島町等では議案書が事前公開 されています。憲法上の要請です。
http://www.chw.jp/city_conc/giansyo.html 

延岡市は九州で 2番目に広い面積を誇る自治体です。 
広大な延岡市のどこに住んでいても議案の共有ができることが求められています。

「市民力が躍動するまち」、市民協働を真に望んでいるのであれば、HPでの公開は不可欠です。 

岩崎 信
mi6116@gmail.com 
電話：080-3940-1814 
延岡市北川町長井 4940 
--------------------- Original Message Ends -------------------- 

----------------------- Original Message ----------------------- 
From:    "Mako. Iwasaki" <mi6116@gmail.com> 
To:      publicity <publicity@city.nobeoka.miyazaki.jp> 
Date:    Sun, 24 Feb 2013 15:47:30 +0900 
Subject: 市長提出議案の共有 
---- 

延岡市長宛

第 11回延岡市議会(定例会)会議について、 
市長側は市長提出議案だけでも HP公開しませんか。 
憲法上の要請です。

狭山市の例：

http://www.city.sayama.saitama.jp/shicho/gian/index.html 

甲1号証-2
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橋本市、福島町等でも事前公開 されています。
http://www.chw.jp/city_conc/giansyo.html 

延岡市は九州で 2番目に広い面積を誇る自治体です。 
広大な延岡市のどこに住んでいても、費用の負担を強いられることなしに議案の共有ができること

が求められています。

「市民力が躍動するまち」、市民協働を真に望んでいるのであれば、HPでの公開は不可欠です。 

岩崎 信
mi6116@gmail.com 
電話：080-3940-1814 
延岡市北川町長井 4940 
--------------------- Original Message Ends --------------------
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請願書について (不法行為 17) 
----------------------- Original Message ----------------------- 
From:    "Mako. Iwasaki" <mi6116@gmail.com> 
To:      "gikai@city.nobeoka.miyazaki.jp" <gikai@city.nobeoka.miyazaki.jp> 
Date:    Mon, 25 Feb 2013 12:05:09 +0900 
Subject: 請願書 2件 
+ 請願書 1.pdf 
+ 請願書２.pdf 
---- 

延岡市議会長 佐藤 勉 様

憲法第十六条の規定により請願書 2件送付します。 受理番号を通知願います。 
ペーパーレス化の推進が求められています。

紙、インク、送料、交通費、時間労力費等の経費削減が求められています。

行政コスト削減に関する取組方針

http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/990427cost.html 
行政事務のペーパーレス化 http://goo.gl/en8Ot 
うるま市の例：http://www.city.uruma.lg.jp/2/1363.html 

岩崎 信
mi6116@gmail.com 
電話：080-3940-1814 
延岡市北川町長井 4940 

--------------------- Original Message Ends -------------------- 

----------------------- Original Message ----------------------- 
From:    "Mako. Iwasaki" <mi6116@gmail.com> 
To:      gikai <gikai@city.nobeoka.miyazaki.jp> 
Date:    Mon, 4 Mar 2013 11:34:08 +0900 
Subject: 請願書 5件 
+ 「請願書」と「陳情書又はこれに類するもの」について.pdf 
+ 請願書 3a.pdf 
+ 請願書 3b.pdf 
+ 請願書 3c.pdf 
+ 請願書意見公募条例全.pdf 
+ 請願書 6.pdf 
---- 

延岡市議会長 佐藤 勉 様

憲法第十六条の規定により請願書を送付します。 受理番号を通知願います。
電子署名されています。

「請願書」と「陳情書又はこれに類するもの」について

をご確認ください。

添えつけした請願書についてどのように取り扱われるのか、本日中に回答願います。

もし紙の書面での持参提出が必要とされるのであれば、明日午前中に持参します。その場合は、紙、

インク、交通費、時間労力費等の経費を請求させていただく可能性が生じます。

「請願書」か「陳情書又はこれに類するもの」か、どのように処理されるのかについてあらかじめ

甲1号証-3
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ご回答願います。

請願書提出期限が明日までということですので、適時処理願います。

岩崎 信
mi6116@gmail.com 
電話：080-3940-1814 
延岡市北川町長井 4940 
自主・独立・互尊

--------------------- Original Message Ends -------------------- 

----------------------- Original Message ----------------------- 
From:    延岡市議会事務局 <gikai@city.nobeoka.miyazaki.jp> 
To:      "Mako. Iwasaki" <mi6116@gmail.com> 
Date:    Mon, 4 Mar 2013 21:10:05 +0900 
Subject: Re: 請願書 5件 
---- 

岩崎 信 様

平成 25年３月４日付け「請願書 5件」と題して送付いただきましたメールにつきまして次のと
おり、回答いたします。

今回、ご送付いただいた請願書につきましては、請願書の提出要件であります議員の紹介という

要件が満たされておりません。

議会に請願する場合の手続につきましては、地方自治法第 124条において「普通地方公共団体
の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。」と規定さ

れており、議員の紹介によることが要件となっておりますので、請願書としての提出をご希望さ

れる場合は、延岡市議会議員の紹介によりご提出いただくことになります。

 請願書としての提出ができない場合でも、使用される文章中の文言等を「陳情」に改めていた

だいた上で、陳情書としてご提出いただくことは可能です。

 提出いただく場合の方法ですが、請願書の場合は、持参・郵送どちらでも可能ですし、請願の

紹介議員が持参することも可能です。また、陳情書の場合も、持参・郵送どちらでも提出は可能

です。提出後の取り扱いにつきましては、議会で判断されることになります。

なお、今期定例会におきます請願書・陳情書の提出期限は、平成 25年 3月 5日（火）午前 10
時となっておりますので、ご注意ください。
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 なお、岩崎様からのメールにおきまして、持参した場合は紙、インク、交通費、時間労力費等

の経費を請求される可能性があるとのことですが、請願書又は陳情書を提出された方に対して、

当該請願書又は陳情書の作成に要した経費や提出に要した交通費等を負担することはいたしてお

りませんので、ご理解ください。

================================== 
延岡市議会事務局 議事係 福島昌宏

http://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/ 
  mailto:gikai@city.nobeoka.miyazaki.jp 
   Tel.0982-22-7029   Fax.0982-31-0010 
================================== 
--------------------- Original Message Ends -------------------- 

----------------------- Original Message ----------------------- 
From:    "Mako. Iwasaki" <mi6116@gmail.com> 
To:      延岡市議会事務局 <gikai@city.nobeoka.miyazaki.jp> 
Date:    Tue, 5 Mar 2013 07:27:27 +0900 
Subject: Re: 請願書 5件 
---- 

迅速なご回答ありがとうございます。

地方自治法第 124条については、憲法１３条、１６条に違反し、無効と考えられます。憲法第九
十八条の規定により効力を有しないこととなります。

「憲法第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及

び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」

私は、憲法上の請願権の行使として書面を提出しているのであり、地方自治法第 124条の規定に
よるものではありません。それを「請願書」とするか「陳情書又はこれに類するもの」とみなす

かは議会内部の問題です。「請願」と呼ぶか「陳情その他」と呼ぶかは本人が決定することであ

り、第三者に強要されるべきことではありません。表現の自由に関わる問題であす。「陳情」に改

める必要はないものと考えられます。

私は「請願書」として受理されることを第一希望とし、「陳情書又はこれに類するもの」として受

理されることを第２希望とします。しかしながら、「請願書」ではなく「陳情書又はこれに類する

もの」として受理された場合、請願書と同様の審議手続きが行われなかった場合は違憲裁判を提

起する可能性があります。

これから持参します。

岩崎 信
mi6116@gmail.com 
電話：080-3940-1814 
延岡市北川町長井 4940 
自主・独立・互尊

--------------------- Original Message Ends -------------------- 

----------------------- Original Message ----------------------- 
From:    "Mako. Iwasaki" <mi6116@gmail.com> 
To:      延岡市議会事務局 <gikai@city.nobeoka.miyazaki.jp> 
Date:    Wed, 6 Mar 2013 09:52:43 +0900 

15/324



16 / 32 

Subject: Re: 請願書 5件 
---- 

● 表現の自由について

>>  請願書としての提出ができない場合でも、使用される文章中の文言等を「陳情」に改めてい
ただいた上で、陳情書としてご提出いただくことは可能です。

について、

議会の立場としては、

「議員の紹介付きの請願書」と「議員の紹介なしの請願書」を区別したいということではないで

しょうか。

「議員の紹介なしの請願書」を提出してはいけない、という規定はありません。

「議員の紹介なしの請願書」は受理してはいけない、受理しなくてもよい、という規定はありま

せん。

「議員の紹介なしの請願書」は「請願」という語句を使用してはならない、「陳情」という題名に

しなければならない、という規定はありません。

請願書についてはタイトルを「請願書」にしなければならないという規定はありません。

「要望書、提言書、意見書、要求書、請求書、陳情書、希望書、願書、改善提案書、タイトル無

し…」

など、提出者の自由表現にゆだねられています。

「請願」を「陳情」と改めないと受理しないというようなことは、強要罪にあたります。

（強要）

刑法第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫

し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以

下の懲役に処する。

強要が公務員によって行われることは、公務員職権濫用罪にあたります。

（公務員職権濫用）

刑法第百九十三条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行

使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。

議会規則第 134条の記載事項が満たされていれば、請願書として考慮されます。 
その上で、第 140条の規定によって「請願書の例により処理する」こととなります。 

（請願書の記載事項等）

第 134条 請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名（法人
の場合には、その名称及び代表者の氏名）を記載し、請願者が押印をしなければならない。

（陳情書の処理）

第 140条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書
の例により処理するものとする。

第 134条と第 140条の趣旨は、「表現言論の自由」、「個人の最大限の尊重」「法の前の平等」等が
考慮された結果の表現であることを留意願います。

「請願及びこれに類する書面」の提出者としては、誠実な処理がなされたことが議事録等で確認

できればよいのみです。
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自分の領域と、他人の領域の区別、議会内の領域と、請願者の領域の区別、独立、お互いに尊重

する精神、お互いに表現の自由を認め合う精神、他人に特定の表現を使用することを強要しない

精神が必要です。

同様に、パブリックコメントの結果を公表しない、特定の意見を隠微する、恣意的に検閲するよ

うなことは「表現の自由」「法の前の平等」の問題であることに留意願います。

公表されるはずであった言論意見が、恣意的に封殺されるのは検閲にあたるものと考えられま

す。

これが言論の府であるべき議会によって行われることがあるとすれば、深刻さを増す問題となり

ます。

憲法第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

○２ 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

よろしく熟慮願います。

岩崎 信
--------------------- Original Message Ends -------------------- 
----------------------- Original Message ----------------------- 
From:    "Mako. Iwasaki" <mi6116@gmail.com> 
To:      "gikai@city.nobeoka.miyazaki.jp" <gikai@city.nobeoka.miyazaki.jp> 
Date:    Mon, 4 Mar 2013 11:39:18 +0900 
Subject: Re: 請願書 2件 
---- 

延岡市議会長 佐藤 勉 様

2013年 2月 25日に送付しました請願書 2件につきましては取り下げ可能です。 

岩崎 信
mi6116@gmail.com 
電話：080-3940-1814 
延岡市北川町長井 4940 

2013年 2月 25日 12:05 Mako. Iwasaki <mi6116@gmail.com>: 
> 延岡市議会長 佐藤 勉 様 
> 
> 憲法第十六条の規定により請願書 2件送付します。 受理番号を通知願います。 
> ペーパーレス化の推進が求められています。 
> 紙、インク、送料、交通費、時間労力費等の経費削減が求められています。 
> 
> 行政コスト削減に関する取組方針 http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/990427cost.html 
> 行政事務のペーパーレス化 http://goo.gl/en8Ot 
> うるま市の例：http://www.city.uruma.lg.jp/2/1363.html 
> 
> 岩崎 信 
> mi6116@gmail.com 
> 電話：080-3940-1814 
> 延岡市北川町長井 4940 
--------------------- Original Message Ends -------------------- 
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電子書面について (不法行為 16) 
----------------------- Original Message ----------------------- 
From:    "Mako. Iwasaki" <mi6116@gmail.com> 
To:      soumu@city.nobeoka.miyazaki.jp 
Date:    Tue, 12 Mar 2013 08:17:37 +0900 
Subject: 行政文書開示請求書 doc 
---- 

延岡市情報公開センター 宛

行政文書開示請求の電子申請 URLを教示願います。 
行政文書開示請求書の様式ダウンロード URLを教示願います。 
もしなければ、直ちに作成願います。

別途、本日中にメールで送付願います。（ワード形式）

他市の例： http://goo.gl/LkePY 

岩崎 信
mi6116@gmail.com 
電話：080-3940-1814 
延岡市北川町長井 4940 
自主・独立・互尊

--------------------- Original Message Ends -------------------- 

----------------------- Original Message ----------------------- 
From:    延岡市総務部総務課 <soumu@city.nobeoka.miyazaki.jp> 
To:      "Mako. Iwasaki" <mi6116@gmail.com> 
Date:    Tue, 12 Mar 2013 17:55:59 +0900 
Subject: 行政文書開示請求書の様式について 
+ 様式第１号 開示請求書 .doc 
---- 

岩崎 信 様

行政文書開示請求書の様式をお送りします。

よろしくお願いします。

========================================== 
延岡市総務部総務課

http://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/ 
  mailto:soumu@city.nobeoka.miyazaki.jp 
   Tel.0982-22-7006   Fax.0982-34-2110 
========================================== 
--------------------- Original Message Ends -------------------- 

----------------------- Original Message ----------------------- 
From:    "Mako. Iwasaki" <mi6116@gmail.com> 
To:      延岡市総務部総務課 <soumu@city.nobeoka.miyazaki.jp> 
Date:    Sun, 17 Mar 2013 21:46:05 +0900 
Subject: 行政文書開示請求書 1 
---- 

情報公開センター 宛

甲1号証-4
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様式を送付いただきましてありがとうございました。

行政文書開示請求書を送付します。

pdf の署名は PDF署名プラグインによるものです。延岡市の住基カードの電子証明書使用です。 
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/cautions/security/pdf_sign_inst.html 

公的個人認証サービス指定の方法による電子署名も添付しました。

電子署名の付与／検証を行う

http://www.jpki.go.jp/download/howto_win/verification.html 

そちらで印刷、受付完了しましたら、スキャンしてメール添付か、FAXにて返信ください。 
あるいは、そのまま PDF に受付番号など追加記入して返送も可能です。 
不備な点等ありましたらご指摘ください。

岩崎 信
mi6116@gmail.com 
電話：080-3940-1814 
延岡市北川町長井 4940 
自主・独立・互尊

電子署名及び認証業務に関する法律

第二章 電磁的記録の真正な成立の推定

第三条  電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの（公務員が職務上作成したものを
除く。）は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名（これを行うために必

要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに

限る。）が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

--------------------- Original Message Ends -------------------- 

----------------------- Original Message ----------------------- 
From:    延岡市総務部総務課 <soumu@city.nobeoka.miyazaki.jp> 
To:      "Mako. Iwasaki" <mi6116@gmail.com> 
Date:    Mon, 18 Mar 2013 14:37:29 +0900 
Subject: 情報公開請求のメールについて 
---- 

岩崎 信 様

 本市では、これまで、電子メールでの情報公開請求を受けたことがありませんので、取扱いに

ついて検討するため、お時間をください。

========================================== 
延岡市総務部総務課

http://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/ 
  mailto:soumu@city.nobeoka.miyazaki.jp 
   Tel.0982-22-7006   Fax.0982-34-2110 
========================================== 
--------------------- Original Message Ends -------------------- 

---------------------- Original Message ----------------------- 
From:    "Mako. Iwasaki" <mi6116@gmail.com> 
To:      延岡市総務部総務課 <soumu@city.nobeoka.miyazaki.jp> 
Date:    Mon, 18 Mar 2013 17:40:01 +0900 
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Subject: Re: 情報公開請求のメールについて 
---- 

○延岡市行政手続条例 です。
（届出）

第 35条 届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていること
その他の条例等に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が条例等によ

り当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義

務が履行されたものとする。

参考：

行政コスト削減に関する取組方針 http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/990427cost.html 
行政事務のペーパーレス化 http://goo.gl/en8Ot 
うるま市の例：http://www.city.uruma.lg.jp/2/1363.html 

岩崎 信

--------------------- Original Message Ends -------------------- 

----------------------- Original Message ----------------------- 
From:    "Mako. Iwasaki" <mi6116@gmail.com> 
To:      延岡市総務部総務課 <soumu@city.nobeoka.miyazaki.jp> 
Date:    Mon, 18 Mar 2013 17:42:05 +0900 
Subject: Re: 情報公開請求のメールについて 
---- 

～の「メール」というより、「電子書面」とお考えください。

岩崎 信

--------------------- Original Message Ends -------------------- 

----------------------- Original Message ----------------------- 
From:    延岡市総務部総務課 <soumu@city.nobeoka.miyazaki.jp> 
To:      "Mako. Iwasaki" <mi6116@gmail.com> 
Date:    Tue, 19 Mar 2013 16:32:33 +0900 
Subject: 延岡市情報公開事務取扱要領の送付について 
+ SCAN-1492_0000.pdf 
---- 
岩崎 信 様

先程情報公開請求の件でお電話を差し上げました延岡市総務部総務課の松田です。

ご依頼のありました、延岡市情報公開事務取扱要領を送ります。

私が先程電話で述べた部分は、添付ファイルのページ番号 41ページの上から２行目の(1)開
示請求の方法以下の記述を説明させていただきました。

 また、昨日から県内他市に照会しましたが、電子メールでの申請は受け付けていない状況と

聞いております。

 さらに、国土交通省、文部科学省について情報公開制度の状況を調べましたが、同様の取扱

いの記述がありました。

岩崎様のご意見は貴重なご意見として、今後研究してまいりたいと考えています。

 ========================================== 
延岡市総務部総務課 松田

 http://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/ 
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  mailto:soumu@city.nobeoka.miyazaki.jp 
   Tel.0982-22-7006   Fax.0982-34-2110 
 ========================================== 
--------------------- Original Message Ends -------------------- 

----------------------- Original Message ----------------------- 
From:    "Mako. Iwasaki" <mi6116@gmail.com> 
To:      延岡市総務部総務課 <soumu@city.nobeoka.miyazaki.jp> 
Date:    Sun, 17 Mar 2013 22:58:59 +0900 
Subject: 公平と個人の尊厳 
+ 個人の尊厳.pdf 
---- 

先日は「公平」について問題になり、他の部署でも同じように「公平」について問題になったの

で、公平とは何か、を考察しております。

とりあえず、個人の尊厳に関する資料を送付します。

以下は憲法ですが、今一度ご確認ください。

第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持

しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のた

めにこれを利用する責任を負ふ。

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利

については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十四条  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地によ
り、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

○２ 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

○３ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを

有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○２ すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

○３ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

○４ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し

公的にも私的にも責任を問はれない。

第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その

他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待

遇も受けない。

第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところによ

り、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、そ

の意に反する苦役に服させられない。

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を

受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

○２ 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
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○３ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

○２ 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

○２ 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

第二十三条 学問の自由は、これを保障する。

第二十四条  婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本と
して、相互の協力により、維持されなければならない。

○２ 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事

項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならな

い。

第二十五条  すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
○２ 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努

めなければならない。

岩崎 信
--------------------- Original Message Ends -------------------- 

----------------------- Original Message ----------------------- 
From:    "Mako. Iwasaki" <mi6116@gmail.com> 
To:      延岡市総務部総務課 <soumu@city.nobeoka.miyazaki.jp> 
Date:    Tue, 19 Mar 2013 15:11:08 +0900 
Subject: 公平とは何か 
---- 

公平とは何か、を考究すると、究極のところ、「法の前の平等」に行きつきます。

二つの相反する公平解釈論があるようです。

不幸強要型公平論：選択の自由を認めない、価値感強要型。皆を低レベルの水準に引きずり落と

そうとする型。足引っ張り合い型。皆を貧乏に維持することにより「平等」を実現する共産主義

型。皆を不幸にする型。サディステック型。他人を不幸にして喜ぶ型。陰湿卑劣野蛮型。

幸福増進型公平論：選択の自由が認められる、個人尊重型。各人の価値観の違いを認め、お互い

に尊重する型。各人の選択が認められ、皆が幸福になる型。誰もを満足させる型。幸福追求権を

規定する憲法秩序型。公正なルールに基づく法治国家型。

延岡市総務課はどちらの公平論を望むのか選択してください。

もしもこれまでに、または今後、こちらが「法の前の平等」に反することを要望しているのであ

れば、その具体的な法規名を明示していただくようにお願い致します。それ以外で「公平」を持

ち出すことのないようにお願い致します。

法律条例規則によらない市民の自由及び権理の制限、恣意的な制限は、不当な制限、職権濫用と

なります。

参考：
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悪平等について：http://goo.gl/ApgFd 
公平について http://goo.gl/4iIDI 
民主主義とは、何か http://www.fujitsubame.com/democracy1.html 

延岡市立図書館の蔵書

幸福途上国ニッポン http://www.amazon.co.jp/dp/4757219415 
不幸な国の幸福論 http://www.amazon.co.jp/dp/4087205223 
なぜ、デンマーク人は幸福な国をつくることに成功したのか どうして、日本では人が大切にされ
るシステムをつくれないのか

http://www.amazon.co.jp/dp/4772604103 

岩崎 信
mi6116@gmail.com 
電話：080-3940-1814 
延岡市北川町長井 4940 
自主・独立・互尊

--------------------- Original Message Ends -------------------- 

----------------------- Original Message ----------------------- 
From:    "Mako. Iwasaki" <mi6116@gmail.com> 
To:      延岡市総務部総務課 <soumu@city.nobeoka.miyazaki.jp> 
Date:    Tue, 19 Mar 2013 19:15:39 +0900 
Subject: Re: 延岡市情報公開事務取扱要領の送付について 
---- 

延岡市総務部総務課 松田様

送付いただきましてありがとうございます。

「延岡市情報公開事務取扱要領」はあくまでも内規であり、条例とは異なり、市民に対する拘束

力はないものと考えられます。市民の権利の不当な制限が含まれている可能性があります。又、

電子書面を受理してはいけないとは規定されていないようです。社会状況の変化に対応して内規

も改変される必要があります。

市民は市民各々で「延岡市民 情報公開事務取扱要領」を定めることが可能です。
双方に対して拘束力のある規定は次のとおりです。

（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「開示請求」という。）は、次に掲げる事項を記載し

た書面（以下「開示請求書」という。）を実施機関の長に提出してしなければならない。

(１) 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「開示請求者」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。

（開示請求書に係る補正要求書等）

第４条 条例第４条第２項の規定による開示請求書の補正の要求を書面で行うときは、行政文書

開示請求書補正要求書（様式第２号）によるものとする。------------------- 

電子署名法第三条により、

書面＝電子署名付き書面

となります。
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国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与するための法律に基づいて作成されている市民

の書面です。

（目的）電子署名及び認証業務に関する法律------------------- 
第一条  この法律は、電子署名に関し、電磁的記録の真正な成立の推定、特定認証業務に関する
認定の制度その他必要な事項を定めることにより、電子署名の円滑な利用の確保による情報の電

磁的方式による流通及び情報処理の促進を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発

展に寄与することを目的とする。

 第二章 電磁的記録の真正な成立の推定

第三条  電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの（公務員が職務上作成したものを
除く。）は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名（これを行うために必

要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに

限る。）が行われているときは、真正に成立したものと推定する。------------------- 

こちらの書面の真正成立性が疑われる場合はその理由を説明願います。

それ以外の理由で受理しないのは「違法不作為」、「不当な制限」「嫌がらせ、不幸強要」の部類に

入ります。

もしも、補正を求めるのでしたら、行政文書開示請求書補正要求書（様式第２号）によってくだ

さい。

行政文書開示請求書補正要求書が届かない限り、補正要求はなかったものとみなされます。

民主的な法治国家のルールに従ってください。

市民の権理の不当な制限、恣意的な制限は止めてください。

岩崎 信
mi6116@gmail.com 
電話：080-3940-1814 
延岡市北川町長井 4940 
自主・独立・互尊

--------------------- Original Message Ends -------------------- 

----------------------- Original Message ----------------------- 
From:    延岡市総務部総務課 <soumu@city.nobeoka.miyazaki.jp> 
To:      "Mako. Iwasaki" <mi6116@gmail.com> 
Date:    Tue, 19 Mar 2013 23:05:25 +0900 
Subject: Re: 延岡市情報公開事務取扱要領の送付について 
---- 

岩崎 様

延岡市総務部総務課の松田です。

 延岡市情報公開事務取扱要領では、電子メールによる請求を認めることも規定しておりませ

ん。

岩崎様のおっしゃる、社会状況の変化に対応して内規を改正する必要性については、今後研究

していきたいと考えております。

 延岡市情報公開条例第４条第２項の規定は、必ずしも補正は書面で求めなければならないこと

を規定したものではありませんので、請求の方法について口頭で求めましたが、ご要望でありま

すので、改めて行政文書開示請求書補正要求書を郵送させていただきます。

 なお、岩崎様が言われる電子署名法による電磁的記録の真正成立性について疑うものではな

く、本市情報公開条例に基づく情報公開請求の方法について電子メールによらず、書面による請

求をお願いしているところです。

 最後に、岩崎様の申請する権利を不当に制限、恣意的な制限をしているものでは、全くありま

せん。情報公開の請求方法について、これまでの取扱いを改めるためには、十分な研究が必要で
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あり、少なからず時間を要すると判断するため、現時点において、岩崎様の申請を早急に受け付

けるために申請の方法の変更をお示ししたものです。

延岡市総務部総務課 松田

--------------------- Original Message Ends -------------------- 

----------------------- Original Message ----------------------- 
From:    "Mako. Iwasaki" <mi6116@gmail.com> 
To:      延岡市総務部総務課 <soumu@city.nobeoka.miyazaki.jp> 
Date:    Wed, 20 Mar 2013 14:52:11 +0900 
Subject: 強要罪です 
---- 

延岡市総務部総務課 松田様

普通の電子メールで受け付けている自治体は以下のとおり、無数にあります。実施機関の良心の

問題です。受け付けないのは不当な制限としか考えられません。

宮城県 http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jyohokokai/seikyu-mail.html 
http://www.city.shimotsuke.lg.jp/hp/menu000003700/hpg000003612.htm 
http://www.city.iga.lg.jp/ctg/07022/07022.html 
http://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi/8/19/20/001/p005349.html 
http://www.city.minamisoma.lg.jp/index.cfm/8,2730,42,298,html 
http://www.city.kawaguchi.lg.jp/kbn/08100016/08100016.html 

延岡市では次の方法で受け付けられない理由、合理的な理由、法的根拠を説明願います。

裁判費用がかからなくてすむように、法的に納得させてください。

● Fax
● 電子メール

● 電子署名付き電子メール

延岡市民であるということだけでなぜこんなに苦労しなくてはいけないのでしょうか。

市民を不幸にして楽しいでしょうか。

市民を不幸にすれば松田様の給料が上がるのでしょうか。

2013年 3月 19日 23:05 延岡市総務部総務課 <soumu@city.nobeoka.miyazaki.jp>: 
> 岩崎 様 
> 
>  延岡市総務部総務課の松田です。 
>  延岡市情報公開事務取扱要領では、電子メールによる請求を認めることも規定しておりませ
ん。

>  岩崎様のおっしゃる、社会状況の変化に対応して内規を改正する必要性については、今後研
究していきたいと考えております。

「今後」ではなく、今すぐに対応可能です。市民の自由権利保護が優先されます。

自由とは何か、を考えてください。

法律によって禁止されていないことである限り、創意工夫して幸福追求してよい、ということで

す。
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初めに自由ありき、です。

初めに制限ありき、ではありません。

>  延岡市情報公開条例第４条第２項の規定は、必ずしも補正は書面で求めなければならないこ
とを規定したものではありませんので、請求の方法について口頭で求めましたが、ご要望であり

ますので、改めて行政文書開示請求書補正要求書を郵送させていただきます。

メールでも FAXでも可能です。 

>  なお、岩崎様が言われる電子署名法による電磁的記録の真正成立性について疑うものではな
く、本市情報公開条例に基づく情報公開請求の方法について電子メールによらず、書面による請

求をお願いしているところです。

ここが不当な方法制限、正当な理由、法的根拠のない方法制限、嫌がらせ、不幸の強要になると

ころです。

電子メールでは情報公開条例の目的が達せられない理由が説明されていません。

松田様個人の恣意的な「お願い」です。法的根拠がない職権濫用です。自由選択権の侵害です。

できることをやらない嫌がらせです。

簡単にできることを困難にさせるための嫌がらせです。

真正成立性が疑われないのに受理されないということは違法不作為、嫌がらせになります。

受理することによってどのような不利益が発生するのでしょうか？

松田様の給料が減るでしょうか？ 失職するでしょうか？
延岡市の損害になるでしょうか？

誰かが不幸になるでしょうか？

世界中の誰かが不幸になるでしょうか？

情報公開条例の目的に反することになるでしょうか？

>  最後に、岩崎様の申請する権利を不当に制限、恣意的な制限をしているものでは、全くあり
ません。

正当な理由、法的根拠がないにもかかわらず、紙面による方法でしか受理しないということは、

強要罪にあたります。

人に義務のないことを行わせようとしています。

（強要）

刑法第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫

し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以

下の懲役に処する。

（公務員職権濫用）

刑法第百九十三条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行

使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。

不当な強要によって侵害している権理は、自由及び幸福追求権、選択の自由です。憲法第 13条で
す。

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利

については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

市民的及び政治的権利に関する国際規約第１９条

1 すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する。 
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2 すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、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。

憲法第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

○２ 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地によ

り、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

○２ すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

＞情報公開の請求方法について、これまでの取扱いを改めるためには、十分な研究が必要であ

り、少なからず時間を要すると判断するため、現時点において、岩崎様の申請を早急に受け付け

るために申請の方法の変更をお示ししたものです。

「時間を要すると判断」される理由は何でしょうか。

一瞬で判断できないのは能力の問題ではないでしょうか。

判断能力を有する者に交代する必要性がないでしょうか。

市長に聞いてみてください。

強要罪による自由侵害となり、損害賠償請求をせざるをえなくなります。

往復交通費、手間労賃（市長の時給換算）＋遅延損害金（不受理による）＋慰謝料

等になります。

社会改善のための裁判は義務として行わなければなりません。

第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持

しなければならない。

「個人の最大限の尊重」原理により、市民には開示請求書の届出方法を選択する自由があるとい

うこと、特定の方法を強要されることはない、法的根拠なく選択の自由を制限されることはな

い、ということをご確認ください。

岩崎 信
mi6116@gmail.com 
電話：080-3940-1814 
延岡市北川町長井 4940 
自主・独立・互尊

--------------------- Original Message Ends -------------------- 

----------------------- Original Message ----------------------- 
From:    "Mako. Iwasaki" <mi6116@gmail.com> 
To:      延岡市総務部総務課 <soumu@city.nobeoka.miyazaki.jp> 
Date:    Wed, 20 Mar 2013 18:16:07 +0900 
Subject: いまなぜ公務員の市民的・政治的自由か 
---- 

延岡市総務部総務課 松田様

公務員に人権、自由権の感覚がわからないのは、公務員には人権、市民的自由、政治的自由がな

いからです。
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３年毎の強制的な人事異動、自主性のない異動等を繰り返されていれば人権感覚はなくなりま

す。

市民的政治的自由のない人にとって、他人の、市民の人権、自由権感覚がわかるはずはありませ

ん。

公務員は公募制にする必要があります。

目指すべき地方公務員採用制度のあり方について  http://www.f.waseda.jp/katagi/otani5.htm 

海外主要国における地方公務員採用制度 http://www.f.waseda.jp/katagi/ootani2.pdf 
   http://www.f.waseda.jp/katagi/ootani3.pdf 

大久保史郎編著 『いまなぜ公務員の市民的・政治的自由か』
http://blogs.yahoo.co.jp/gakusyu_1/13965670.html 
この本はまだ読んでいませんが、内容は想像できます。

図書館にリクエストすれば取り寄せてくれます。

延岡市立図書館蔵書、 公務員の市民的政治的自由等の違いがわかります。
豊かさを生む地方自治―ドイツを歩いて考える 木佐 茂男
:http://www.amazon.co.jp/dp/4535510687 

よくなるドイツ・悪くなる日本〈2〉政治と社会 関口 博之 : 
http://www.amazon.co.jp/dp/4885031648 

岩崎 信
mi6116@gmail.com 
電話：080-3940-1814 
延岡市北川町長井 4940 
自主・独立・互尊

--------------------- Original Message Ends ------------------- 

この後、電子メールは書面ではない、との補正要求書が郵送で届いた。

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」 (甲 34 号証) 
平成 25 年 3 月 24 日 甲が異議申立書提出 (甲 32 号証) 

28/324



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。
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----------------------- Original Message ----------------------- 
From:    "Mako. Iwasaki" <mi6116@gmail.com> 
To:      延岡市総務部総務課 <soumu@city.nobeoka.miyazaki.jp> 
Date:    Mon, 8 Apr 2013 10:31:52 +0900 
Subject: 行政文書開示請求書 6 
+ 開示請求書 6s.pdf 
---- 

情報公開センター 宛

行政文書開示請求書を提出します。

取扱説明：

１．添付書面「開示請求書 6s.pdf」を開いてください。 
２．印刷してください。

３．印刷された書面を受領してください。

４．不備な点等ありましたらご指摘ください。

岩崎 信
mi6116@gmail.com 
電話：080-3940-1814 
延岡市北川町長井 4940 
--------------------- Original Message Ends -------------------- 

----------------------- Original Message ----------------------- 
From:    "Mako. Iwasaki" <mi6116@gmail.com> 
To:      延岡市総務部総務課 <soumu@city.nobeoka.miyazaki.jp> 
Date:    Thu, 11 Apr 2013 08:10:07 +0900 
Subject: 行政文書開示請求書 7 
+ 開示請求書 8.pdf 
+ 開示請求書 7.pdf 
---- 

情報公開センター 宛

行政文書開示請求書を提出します。

取扱説明：

１．添付書面「開示請求書 7.pdf」「開示請求書 8.pdf」を開いてください。 
２．印刷してください。

３．印刷された書面を受領してください。

４．不備な点等ありましたらご指摘ください。

岩崎 信
mi6116@gmail.com 
電話：080-3940-1814 
延岡市北川町長井 4940 
--------------------- Original Message Ends -------------------- 

----------------------- Original Message ----------------------- 
From:    "Mako. Iwasaki" <mi6116@gmail.com> 
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To:      延岡市総務部総務課 <soumu@city.nobeoka.miyazaki.jp> 
Date:    Mon, 15 Apr 2013 13:13:43 +0900 
Subject: 行政文書開示請求書 10 
+ 開示請求書 12.pdf 
+ 開示請求書 11.pdf 
+ 開示請求書 10.pdf 
---- 

情報公開センター 宛

行政文書開示請求書を提出します。

取扱説明：

１．添付書面を開いてください。

２．印刷してください。

３．印刷された書面を受領してください。

４．不備な点等ありましたらご指摘ください。

岩崎 信
mi6116@gmail.com 
電話：080-3940-1814 
延岡市北川町長井 4940 

--------------------- Original Message Ends -------------------- 

----------------------- Original Message ----------------------- 
From:    "Mako. Iwasaki" <mi6116@gmail.com> 
To:      延岡市総務部総務課 <soumu@city.nobeoka.miyazaki.jp> 
Date:    Mon, 15 Apr 2013 17:33:59 +0900 
Subject: 行政文書開示請求書 13 
+ 開示請求書 13.pdf 
+ 議員賛否一覧表.xls 
---- 

情報公開センター 宛

行政文書開示請求書を提出します。

取扱説明：

１．添付書面を開いてください。

２．印刷してください。

３．印刷された書面を受領してください。

４．不備な点等ありましたらご指摘ください。

岩崎 信
mi6116@gmail.com 
電話：080-3940-1814 
延岡市北川町長井 4940 

--------------------- Original Message Ends -------------------- 
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----------------------- Original Message ----------------------- 
From:    "Mako. Iwasaki" <mi6116@gmail.com> 
To:      延岡市総務部総務課 <soumu@city.nobeoka.miyazaki.jp> 
Date:    Tue, 16 Apr 2013 17:00:08 +0900 
Subject: 行政情報開示請求書 14 
+ 開示請求書 14.pdf 
---- 

情報公開センター 宛

行政情報開示請求書を提出します。

取扱説明：

１．添付書面を開いてください。

２．印刷してください。

３．印刷された書面を受領してください。

４．不備な点等ありましたら指摘してください。

岩崎 信
mi6116@gmail.com 
電話：080-3940-1814 
延岡市北川町長井 4940 

--------------------- Original Message Ends -------------------- 

この後、補正要求書が届いた。

平成 25 年 4 月 10 日 延総第 5 号 
平成 25 年 4 月 16 日 延総第 12 号 延総第 11 号 延総第 10 号 延総第 9 号 
平成 25 年 4 月 17 日 延総第 13 号 
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議案に関する各議員の賛否結果について(不法行為 1) 
----------------------- Original Message ----------------------- 
From:    "Mako. Iwasaki" <mi6116@gmail.com> 
To:      gikai <gikai@city.nobeoka.miyazaki.jp> 
Date:    Wed, 10 Apr 2013 15:38:21 +0900 
Subject: 賛否結果について 
---- 

丸山様

議案に関する各議員の賛否結果は基本的な情報です。

議員が生きているか死んでいるかの一覧表を作ることと同じくらい簡単にできます。

表に全部◯印を付けることであればすぐにできるのではないでしょうか。

他議会の例です：

https://www.google.co.jp/search?num=20&hl=ja&safe=off&qscrl=1&q=%E8%AD%B0%E5%93
%A1+%E8%B3%9B%E5%90%A6+%E4%B8%80%E8%A6%A7+%E5%B8%82&oq=%E8%AD%B
0%E5%93%A1+%E8%B3%9B%E5%90%A6+%E4%B8%80%E8%A6%A7+%E5%B8%82&gs_l=s
erp.3...0.0.0.5501.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0...0.0...1c..8.serp.Gg2mjy3MQLY 

岩崎 信
mi6116@gmail.com 
電話：080-3940-1814 

--------------------- Original Message Ends -------------------- 

甲1号証-5
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※ ○は賛成、×は反対、欠は欠席、退は退席（棄権）、除は除斥、「－」は議長を表します。
（注）１．議長は、過半数議決の場合は表決に加わりません。ただし、可否同数の場合は裁決権を行使します。また、特別多数議決の場合は、議長は議員として表決権を有しています。

（注）２．除斥とは、議会の審議における審議の公正を期するため、審議事件と一定の利害関係を有するため審議に参加することができない議員です。

議員の賛否結果一覧 (例) 共産

議案 結果 議決月日

佐
藤
勉

白
石
良
盛

内
田
理
佐

佐
藤
誠

松
田
満
男

佐
藤
裕
臣

上
田
美
利

稲
田
雅
之

早
瀨
賢
一

下
田
英
樹

葛
城
隆
信

矢
野
戦
一
郎

松
田
和
己

熊
本
貞
司

稲
田
和
利

本
部
仁
俊

長
友
幸
子

佐
藤
大
志

太
田
龍

三
上
毅

小
野
正
二

西
原
茂
樹

上
杉
泰
洋

髙
木
益
夫

中
城
あ
か
ね

小
田
忠
良

甲
斐
正
幸

河
野
治
満

平
田
信
広

第６回延岡市議会（臨時会）での議案等審議結果
（会期：平成２４年５月７日）
[市長提出議案]
公平委員会委員の選任 原案同意 ５月７日 － ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

専決処分の承認（延岡市税条例の一部を改正する条例の制定） 承        認 ５月７日 － ◯

専決処分の承認（延岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定） 承        認 ５月７日 － ◯

監査委員の選任 原案同意 ５月７日 － ◯

専決処分の報告（物損事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定） ５月７日 － ◯

第7回延岡市議会（定例会）議案等審議結果 － ◯

（会期︓平成24年6月4日～平成24年6月22日） － ◯

［市長提出議案］ － ◯

平成24年度延岡市一般会計補正予算 原案可決 6月22日 － ◯

延岡市税条例の一部を改正する条例の制定 原案可決 6月22日 － ◯

延岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定 原案可決 6月22日 － ◯

財産の取得（水槽付消防ポンプ自動車） 原案可決 6月22日 － ◯

市道の路線認定（８路線） 原案可決 6月22日 － ◯

和解及び損害賠償の額の決定 原案可決 6月22日 － ◯

監査委員の選任（安藤辰男氏） 原案同意 6月22日 － ◯

固定資産評価審査委員会委員の選任（甲斐勝吉氏） 原案同意 6月22日 － ◯

人権擁護委員候補者の推薦（池田拓二氏） 原案同意 6月22日 － ◯

人権擁護委員候補者の推薦（甲斐棋悊氏） 原案同意 6月22日 － ◯

［請願・陳情］ ◯

公的年金の改悪に反対する意見書提出を求める陳情 継続審査 ― ◯

住民の安全・安心を支える公務・公共サービスの体制・ 機能の充実を求め
る意見書の提出に関する陳情

継続審査 ―
◯

国民の権利を支える行政サービスの確保を求める意見書 提出に関する陳情 継続審査 ― ◯

川水流・岡元両やなの架設に対する公費助成を求める陳 情 継続審査 ― ◯

［議員提出議案︓意見書］ ◯

「こころの健康を守り推進する基本法（仮称）」の制定 を求める意見書
（案）

原案可決 6月22日
◯

30人以下学級の実現と教育予算の拡充を求める意見書（案） 原案可決 6月22日 ◯

［市長報告］ ◯

平成23年度延岡市繰越明許費繰越計算書の報告 6月22日 ◯

平成23年度延岡市水道事業会計予算繰越計算書の報告 6月22日 ◯

平成23年度延岡市下水道事業会計予算繰越計算書の報告 6月22日 ◯

第8回延岡市議会（定例会）議案等審議結果 ◯

（会期︓平成24年9月4日～平成24年9月24日） ◯

［市長提出議案］ ◯

平成23年度延岡市一般会計歳入歳出決算の認定 継続審査 ― ◯

平成23年度延岡市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の 認定 継続審査 ― ◯

平成23年度延岡市食肉センター特別会計歳入歳出決算の 認定 継続審査 ― ◯

平成23年度延岡市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定 継続審査 ― ◯

平成23年度延岡市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 の認定 継続審査 ― ◯

平成23年度延岡市水道事業会計決算の認定 継続審査 ― ◯

平成23年度延岡市下水道事業会計決算の認定 継続審査 ― ◯

平成24年度延岡市一般会計補正予算 原案可決 9月24日 ◯

平成24年度延岡市国民健康保険特別会計補正予算 原案可決 9月24日 ◯

平成24年度延岡市介護保険特別会計補正予算 原案可決 9月24日 ◯

延岡市恒富南コミュニティセンター条例の制定 原案可決 9月24日 ◯

延岡市防災会議条例及び延岡市災害対策本部条例の一部 を改正する条例の
制定

原案可決 9月24日
◯

延岡市水防協議会条例の一部を改正する条例の制定 原案可決 9月24日 ◯

延岡市火災予防条例の一部を改正する条例の制定 原案可決 9月24日 ◯

延岡市暴力団排除条例の一部を改正する条例の制定 原案可決 9月24日
宮崎県後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議 原案可決 9月24日
財産の取得（クレアパーク延岡工業団地緑地ゾーン用 地） 原案可決 9月24日
専決処分の承認（平成24年度延岡市一般会計補正予算） 承  認 9月24日
教育委員会委員の選任（森  憲一氏） 原案同意 9月24日
教育委員会委員の選任（土井成子氏） 原案同意 9月24日
公平委員会委員の選任（山本恵子氏） 原案同意 9月24日
人権擁護委員候補者の推薦（大石  孟氏） 原案同意 9月24日
人権擁護委員候補者の推薦（伊東忠俊氏） 原案同意 9月24日
人権擁護委員候補者の推薦（小田むつ子氏） 原案同意 9月24日
［議員提出議案︓意見書］

審議結果 議決月日
国の対韓国外交見直しを求める意見書（案） 原案可決 9月24日
香港民間団体による領海侵入及び尖閣諸島不法上陸に関 する意見書（案） 原案可決 9月24日
不活化ポリオワクチン導入に伴う費用の助成を求める意 見書（案） 原案可決 9月24日
［請願・陳情］
新庁舎建設の地元業者への発注に関する請願 採  択 9月24日
公的年金の改悪に反対する意見書提出を求める陳情 継続審査 ―

住民の安全・安心を支える公務・公共サービスの体制・ 機能の充実を求め
る意見書の提出に関する陳情

継続審査 ―

国民の権利を支える行政サービスの確保を求める意見書 提出に関する陳情 継続審査 ―

川水流・岡元両やなの架設に対する公費助成を求める陳 情 継続審査 ―

［市長報告］
延岡市土地開発公社の経営状況に関する書類の提出 9月24日
公益財団法人延岡総合文化センターの経営状況に関する書類の提出 9月24日
財団法人延岡市高齢者福祉協会の経営状況に関する書類の提出 9月24日
株式会社ヘルストピア延岡の経営状況に関する書類の提出 9月24日
有限会社延岡市リサイクルプラザゲン丸館の経営状況に関する書類の提出 9月24日
一般財団法人速日の峰振興事業団の経営状況に関する書類の提出 9月24日

社民党 公明党 無所属クラブ市民派クラ延岡きずな自民の会 友愛クラブ

甲2号証
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平成25年5月8日 

延岡市議会議長  宛 

異議申立人  岩崎 信   

住所  〒889-0102 延岡市北川町長井4940 

Email mi6116@gmail.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」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」 

（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。」 

（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。 

甲3号証
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「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

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

な行政の推進に資することを目的とする。」 

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理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。 

「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条に規定するいかなる差別もなく、かつ、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。 

（c）一般的な平等条件の下で自国の公務に携わること」 

「憲法第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有

の権利である。 

○２  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

○３  公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

○４ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙

人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。」 

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

が推進されなければならない。 

5  処分庁の教示の有無:有 

教示の内容： 

「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。」 

添付書類: 

証拠書類: 甲1号証 延議第20号「行政文書不開示決定通知書」 
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様式第 6号（第 5条関係）

延議第 2 0 号

平成 25年 4月 25日

岩崎信 様

行政文書不開示決定通知書

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｜平成 24年度分：全議案に関する議決結果の賛否一覧表を作成するた

行政文書の｜めの資料

名称又は内容｜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

1 不開示 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 0982-22-7029

備 考｜ 平成2峨第10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 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4号証
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平成25年5月8日 

延岡市議会議長  宛 

異議申立人  岩崎 信   

住所  〒889-0102 延岡市北川町長井4940 

Email mi6116@gmail.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」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

「行政文書開示請求書」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」 

（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。」 

（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

甲5号証
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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

な行政の推進に資することを目的とする。」 

5  処分庁の教示の有無:有 

教示の内容： 

「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。」 

添付書類: 

証拠書類: 甲1号証 延議第18号「行政文書不開示決定通知書」 

甲2号証  議会基本条例制定特別委員会活動報告 
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平成25年5月20日 

延岡市情報公開審査会  宛 

異議申立人  岩崎 信   

住所  〒889-0102 延岡市北川町長井4940 

Email mi6116@gmail.com 

電話 080-3940-1814 

Fax   0982-46-3118 

異議申立補充書(意見書) 

延岡市情報公開条例第23条の規定により、平成25年5月8日付け異議申立書について、次の

とおり補充する。 

1 異議申立に係る処分 

延岡市議会議長 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」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「行政文書開示請求書」に対す

る不開示決定 

2 異議申立の理由の補充 

「延岡市議会における情報公開事務取扱い要領」 には、 

「一 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。」 

「二の(2) 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

条例第五条に定める情報とし、概ね次のとおりとする。」 

と規定されている。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。 

以上   
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様式第6号（第 5条関係）

延議第 1 8 号

平成 25年 4月 25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4月11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I1，議会基本条例制定特別委員会内、作業部会記録

名称又は内容

1 不開示 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 0982-22-7029

備 考｜平成2時 第5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 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6号証
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■平成 24 年度 議会基本条例制定特別委員会活動報告

【1】委員会設置後の活動概要 
期日 特別委員会活動内容 期日 作業部会活動内容 

H23.05.13 第 1 回臨時会で本特別委員会設置。
H23.06.29 ≪第 1 回≫ 

◆基礎資料の配布・説明 
◆年間活動計画の協議 
◆委員会行政視察実施の協議 

H23.07.21 ≪第 2 回≫ 
◆委員会行政視察実施の決定 
◆委員間での意見交換 

自 H23.08.04 
至 H23.08.06 

◆委員会行政視察実施 
【京都府京丹後市、三重県伊賀市】

H23.08.18 ≪第 3 回≫ 
◆条例制定項目の選定作業 
◆委員間での意見交換 

H23.09.22 ≪第 4 回≫ 
◆条例制定項目の決定 
◆制定作業方法の協議 
 ＊作業部会設置を決定 
◆アンケート実施の決定 

H23.10.11 ＜第 1 回＞ 
◆アンケート項目の内容協議 

H23.10.13 ≪第 5 回≫ 
◆アンケート内容等の協議 
◆条例素案作業状況の説明 

H23.10.31 ＜第 2 回＞ 
◆アンケート項目の内容協議 
◆条例素案作成手順の協議 

H23.11.02 ≪第 6 回≫ 
◆アンケート項目内容の協議 
◆アンケート団体配布先の協議 
◆条例素案作業状況の報告 

H23.11.07 ≪第 7 回≫ 
◆アンケート項目内容の決定 
◆アンケート団体配布先の協議 
＊配布先/配布部数等の協議 

≪H23.11.14～≫ アンケート調査用紙配布開始（個人配布分） 
H23.11.16 ＜第 3 回＞ 

◆アンケート団体配布先の協議 
 ＊リスト作成（配布先・数・班分）
◆条例素案の検討 

H23.11.21 ≪第 8 回≫ 
◆アンケート団体配布先の決定 
◆アンケート集計作業班の設置 

≪H23.11.29～≫ アンケート調査用紙配布開始（団体配布分） 
H23.12.13 ＜第 4 回＞ 

◆条例素案の検討 

甲7号証
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H23.12.14 ≪第 9 回≫ 
◆条例素案の協議 

H23.01.20 ＜第５回＞ 
◆法制執務に関する基本研修実施 
◆条例素案の検討 

≪～H24.01.31≫ アンケート調査用紙回収終了（個人・団体） 
H24.02.08 ≪第 10 回≫ 

◆条例素案の協議 
◆アンケート集約方法の検討 

H24.03.21 ≪第 11 回≫ 
◆条例素案の協議 
◆委員会中間報告内容の検討 

H24.03.22 ◎3 月定例会最終日（本会議）にて委員長が中間報告 
H24.03.30 ＜第 6 回＞ 

◆条例素案の検討 
◆アンケート集計の協力 

H24.04.09 ≪第 12 回≫ 
◆条例素案の協議 

H24.04.25 ≪第 13 回≫ 
◆アンケート集計作業 

H24.05.28 ＜第 7 回＞ 
◆条例素案の検討 

H24.06.04 ≪第 14 回≫ 
◆アンケート報告書内容の協議 
◆条例素案の協議 

H24.06.15 ＜第 8 回＞ 
◆条例素案の検討 

H24.06.20 ≪第 15 回≫ 
◆アンケート報告書内容の決定 
◆条例素案の協議 

H24.06.20 ＜第 9 回＞ 
◆条例素案の検討 

H24.08.06 ＜第 10 回＞ 
◆条例素案の検討 

H24.08.21 ≪第 16 回≫ 
◆条例素案の協議 

H24.08.21 ＜第 11 回＞ 
◆条例素案の検討 

H24.08.29 ＜第 12 回＞ 
◆条例素案に関する関係当局との
意見交換 

H24.09.04 ≪第 17 回≫ 
◆条例素案の協議 

H24.09.20 ≪第 18 回≫ 
◆条例素案の決定（2 条～28 条） 

H24.09.25 ＜第 13 回＞ 
◆条例素案の検討 

H24.10.15 ＜第 14 回＞ 
◆解説文素案の検討 

H24.11.05 ＜第 15 回＞ 
◆条例素案の修正検討 

H24.11.13 ≪第 19 回≫ 
◆修正後の条例素案が決定 

（前文～附則） 
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H24.12.14 ＜第 16 回＞ 
◆条文解説案の検討 
◆今後のスケジュール検討 

H24.12.19 ≪第 20 回≫ 
◆条文解説案の協議 
◆今後のスケジュール決定 

H24.12.25 ≪第 21 回≫ 
◆条文解説の決定 

H25.01.11 ＜第 17 回＞ 
◆市民説明会・パブリックコメント
に関する協議 

H25.01.15 ≪第 22 回≫ 
★市民説明会・パブリックコメント
の協議 

H25.01.25 パブリックコメント開始 
H25.02.01 ≪第 23 回≫ 

★市民説明会開催の最終調整 
H25.02.03 市民説明会（岡富地区、北川地区） 
H25.02.05 市民説明会（恒富地区、南浦地区、北方地区） 
H25.02.06 市民説明会（伊形地区） 
H25.02.07 市民説明会（東海地区、北浦地区） 
H25.02.08 市民説明会（川中地区、島浦地区） 
H25.02.10 市民説明会（南方地区） 
H25.02.12 パブリックコメント終了 
H25.02.18 ≪第 24 回≫ 

★市民説明会・パブリックコメント
の協議 

H25.03.08 ≪第 25 回≫ 
★パブリックコメントの協議 
★条文に関する協議 
★施行後の条例検証に関する協議 
★付託陳情の審査 

H25.03.18 ≪第 26 回≫ 
★条例案の最終確認 
★活動報告・提案理由等の確認 

【2】議会に関するアンケート結果（概要） 
【調査対象】  20 歳以上の市民 
【調査方法】  無記名アンケート調査（個人、企業、団体等） 
【調査期間】  平成 23 年 11 月～平成 24 年 3 月 
【調査依頼数】 3,427 人 
【回収数】   2,854 人 ※回収率（83.3%） 

●現在の延岡市議会での議会改革・活性化の取り組みをどう評価するか？
・大いに評価する   … 761 人 (27%)
・ある程度評価する  … 1,615 人 (56%)
・あまり評価しない  … 271 人 (9%)
・全く評価しない   … 74 人 (3%)
・無回答 … 133 人 (5%)
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1 

平成25年6月5日 

延岡市長  宛 

異議申立人  岩崎 信   

住所  〒889-0102 延岡市北川町長井4940 

Email mi6116@gmail.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27日、延経発第19号「行政文書部分開

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5月13日付け「行政文書開

示請求書」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」 

（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。」 

（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」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」「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

甲8号証

45/324



2 
 

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、延岡市情報公開条例第5条第2号に相当しない不開示決定である。 

 

 

5  処分庁の教示の有無: 有 

 教示の内容： 

「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。」 

 

添付書類: 

証拠書類: 甲1号証延経発第19号「行政文書部分開示決定通知書」 
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様式第 5号（第5条関係〉

岩崎信 様

延経発第 19号

平成 25年 5月 27日

実施機関の長
延岡市長首藤

行政文書部分開示決定通知書

サ~1~~~界！
正治副主

三ミ＇ ! ~・氾三l

平成25年5月 13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年度区長連協資料（上半期） 24年度区長会理事会会議録

開示請求に係る 24年度区長連協補助金 2 3～2 5年度市政連絡員名簿

行政文書の 24年度区長連協役員名簿 2 3～2 5年度市政連絡員現況調査票

名称又は内 容 宮崎県区長連合会総会資料

区長連協関係者表彰

行政文書の 日 時 平成25年5月30日（木） 9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
閲喝 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 別紙のとおり

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

る場合の負担すベ

き郵便料の額

所 会届足早 課 経営政策課 電話番号09 8 2-2 2-7 0 7 9 

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。

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9号証
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平成24年度第 1回 σJそZの月てfA.ripゃti1争ttrJ 

ι"l {, ｛ノい ι、、 岬

M 巧 trl1仰いじ2・・ （＇Fil,,fa偽）

ヅクエ之ト．色見 £寸ぃ定‘メールカラ

1 .日時平成24年6月20日（水） 1 0 : 0 0～ 明事会13 : 0 0～） 

2.場所 まちづくりセンター υiBll1 時~）φ川グ 811件
3.内容 J@.)O砂jfi｝主 1 I . I 

九.i＇~，丘功従~－ c1'為t

( 1 ）夕刊デイリー新聞社より、 FMのベおかへの出演依頼。 ？各社 Tjlt1~刀v （ 野U すµ~＇ Y:.7 

2）理事会協議事項 必俳 ーー
。私倒的し11円 7 ・A

O平成24年度重点活動方針の対策と専門委員会活動について／説今れ広務九三，

・自主防災組織の結成促進と未結成区の防災対策の推進について
＊自主防災組織連協との協調 司 '/.t乏偽伊佐

・区の運営体制の充実について

＊専門委員会の設置ー「区のあり方検討委員会J
＊委員は原則地区会長とする。

＊全区長にアンケート実施。

＊市政連絡員のみの所への対応 ． 

・若者の地域への定着と少子化対策について（区のあり方検討委員会）

＊雇用の場の創出への協力（高速自動車道整備促進運動への参加他）

＊晩婚化等未婚者対策一若者男女の出会いの場を計画する団体の支援。

・区長連協、地区区長会、区長の連携強化について（組織広報委員会）

：官設計~：~：実一役員の区長 1 年任期を 2年以上に。
・未加入世帯の加入促進について（区の加入促進委員会）
＊宮崎市、日向市、玉名市の対策を参考に。． 

・市議会改革対策について（議会改革対策委員会）
＊議会の独自改革の推移を注視。

＊全区長に改革についてのアンケート実施

・地減の生活潔境改善対策について（生活環境改善促進委員会）

＊宅提案f改善は若者の定着にも附することであり、継続検討。

·；：：：：：：~：~：諸；；：：；」！~~~~：；が家
協調して、地道に推進を員どまること説きながら、まちづくり推進市民会議と

甲10号証
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明戎24年度医悶孫各慨装会 第2巨開開会

3果 政
I也4.6.20(if¥) l,3. : 00～14: 30 

市民まちづくりセンター3附樹被

1. n桧のことば賜l陰長

2.会長あいさつ 山口会長，．

3.協力依頼

f防団訴断Jステッカーを各区友宅に貼り付け表示の依税 金員了紘

こついて警影、の取次ぎ守する。

田櫛氏よりオリンヒ・ック出場する松田対の市民大激励会を野口記愉で7月1日14mから開

償ずるので、 区長4幼肪依紙参カ讃無料。各地玄から2名程度動けることで全員了係

＠渦榊潤競艇の山中氏より自主貯必鴎附側鎖織とへり体験俗粟袋内あり。全員了紙

4.紐齢賠鵬捌

． 

． 

「一一ー－一一一一一竺一一一一三三二三】

員会について

． 

． 

［一ーでこ二二二一一一一一ニユ

＠溌療畏寿・地銅慰寮対策客員会l

⑪月 00日開催¢新任匹唇研修会には各地玄¢湿靭ま12:00に築合し自分の旭玄¢測寸守する。全員了鯨

③FM砂〈おかから各地区会長期こ仕鍛依蜘まあった 8月から却祖日の16:00首搬の場開帯に2.0分程関:tl

るというもの。まずは 10鮒窓会長羽I［真次仕織ということにしたしが、強制ではな川

地獄明背Uよど紹介、自4甥舌でも良いということである。協力をしてし、くことで金負了紙 ． 
刊を報告しますユ

市民協働係、吉岡

． 
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H23.72:7 鎗~ 13.：αト 14：鈎

市民協働センター3

1.会長あいさつ山口会長 ． 課 裏
ミら各種¢棚月と依頼

• "19!11'量刑lm-/_J、ら今後‘区の印跡敗防取扱いをしない旨

・1峨釘舌センターから振り込明欄斑止調政コ申し込み要請

·－－＝司回叩』ミら如ul~悩、中央自酎直道建設協館名活動にて丸、て説朋

3.議事日明診照 ． 

(1）報官事実 駅間績料にて組晶を鋭朋

q潟明柿から約100名の自治委員カ噺修搬に来て、． 
？合、。

包）協議事実

①帯強員会から中間搬告について

＠漸人区悶修会の反省

＠期専委員会のメンノ吋俄と

③「違協だよりjlこq 、て

こて潟、て

⑥今後の主デ行定

を湾側こより碍鉱

•~I.臨めとおりであるが、他Jこ8月 28 日に

＠）第5巨砲事会

、

ま宮崎市民プラザ匂開催される。

・県内9市窃灘員定数・主士子~

以上、報告します三 市民樹勘係吉岡

． 

． 
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員

1.開会のことぱ東高l陰長

2.会長あいさつ山口会長

3.協力依頼

政

協齢

q潟築士会より 男吻積率ゅように fひむか世情調産！としち窓宣していくため、市内にある価値のある

を提供して欲しし、全員了偲

②大輪η会より 日明紡「現也君胸部舘撮lL無制を開催する。チャリテイ｝募金の協力依頼あり。全員了係

③勝目協会より 叩月6日に開健する蝿披主主人会可η動噸カ依頼あり。全員了鯨

（今後は残りの7地区会長州｜

G洛尊罪呼委員会からの中間報告

⑫州中央自 、山こ関わる署名活動

＠濁外理事研修

（一一一一一一一一一一←一一一一一一一一二一一一一一一」⑤今後の予定 見嚇めとおり

⑥その他

a.1> 巨躍’会 9月26日側 13初 からまちづくりセンター大会織蜜 全員了紙
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有面 、

媒

員

平成24年度区民訴各協議会 E也4.9.26(7j<) 13. : 00～14: 30 

市民まちづくりセンター3献会髄

1.開会のことば東II.陰長

2.協力依頼

より蹴額料のように「4Day令子Jを開催する、 区民枢長に例日協力依頼あり。全員了鉱

より糊紡「動吻側司募金lカ場まる。これまで同検η募金の協力依頼あり。全員了係

3.会長あいさつ

4.紐酪始原隊紡とおり

①FM砂対3カヰこ4地丞会長坊主出演 伶後は残りの3地区会長剣｜

②まちなカ窃諌パスの頬逝？を見守ってして。

5.協議事項

q涯のあり方委・議会改革委

，，
v
，
 、中こ関わる署名活動

＠溌康長寿のまちづくりに関連して

＠漣織だよりにq 、て ． 

⑥今後の主デ冴定

．官司事りとおり網開除

・制批りえ酌鳴で、U月7叶日の県連研修大会、串間市開値に4功、て仕帰陣鯨をする。。崎勝

帝マイクロパス ＝ 東海1名、相113名、南浦2名、岡宮3名、南方2名、 北方0名、）11中2名、慣富3名、

伊形2名、市職員2名、肝20名 何回；動防

= ~悌3名、市職員1名、 肝4人 ω月 7 日のみ働。
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平成24年度区長麟各蹴宴会第6回理事会
H24.10.29 （月） ll.：お～12:00 

勝浦刻現発総合センタ-4謡館

i. n桧のことば頼恰長

湛島県 より 531附 ω に「市周戦j抑るの棚ゆ糊頒 了間時間。

＠激画 fここに生きるj市町乍・脳命委員会代表堀有三氏より DVD~詫ス級紙各区最低1枚購入て全員了鉱

3.会長あいさつ

4.紐晶報告 B嶋紛とおり

新市宇舎建設発注方おこついて、特殊樹？があること等精慮され府勢諸に限らないこと市長提言した徐局

5.様溺碩

①まちなカヰ矯環パスの気随桁(2ヶ月間

@ju）判中央自 設偲隼に関わる署名活動

． 

L て二二二三二二二二二二二
まちづくり推進にっし、て

⑤「城~(J)r治が復興プロジェクトの発会て臓血）司こシシぽジウムj について

＠漣協だよりについて

「二一一一一一J
＠県自治鈴齢会研修大蛍智姉開働について

⑦今後の封よ予定

－制御コとおり⑨務局長。

・第7巨理事会 11月2.8日旬。13なトまちセシ今 朝 喉員会同日 10以トまちセンー

以上L会議内容を要約して報告しますユ

市民協償訴、吉岡
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明求24侍夜区民政各協議会第7回理事会 ． H24.ll.28 （水） 13.αト 14. 10 

市民まちづくりセンタ ・3~特歩合後室
1. 開会のことば鳳1陰長

2.協力綱領

より 糊級料のように f市民樹跡肝修会jを開設する、区長に劇陀依殺する。

当日開教tJに、ごみ綿岳会があり地区会長は欠席になるが他は全員出席こと。俊民全員了係

より Ni沖央自動車道選名活版精果報告と紛lがある。

、占合会鶴己1名が励日刈足進委員会に同席・研修沈挨拶あり。

3.会長あいさつ 課 襲ハ家重 憲
4.結晶報告玖脚色りとおり

①ごみ滅菌防労者表彰を3者~~ffった。 員 長

②自主貯必蹴縮減が、 215組紙組織率68%になった 他

5.協溺頬

包県自治矧修大会の反省一 一

＠途区表へのアンク」ト結果を君嶋紛とおり報告される。

＠洛毒罪理委員会の紐齢踏

ア議会改革対策委員会

イ．区のあり方機守委員会

ウ生活環境改善委員会

エ．悶UN足進委員会 （日向市朗司席・刷働

オ鍵瞭長寿地隼・

＠湖面「ここに生きるjDVD販売

＠漣協だよりについて

＠湖沼理事会

・2月17日明） 17:0::ト 18:00 ・忘年会is:exト ・場所：キャトルセゾンマツイ

⑦今御コ封汗定

・2萌伽コとおり（胴船
③その他

以上λ会議内容を要約して報告しますユ 市民制動係留司

政
策
宮泉
長

， ． 

． 
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平成24

1.開会のことば東11陰長

2.協力依頼
． 

線

員

⑧ ・．
．・

7~.i(ょ．
． 

H24.12.17 （月） 17. : 00～17: 40 

キャトノレセゾン マツイ 会場

り 糊績料にて、「信仰操廃止Jq;粗品と今後の取り組みに効、て税関し協力依蜘Sある。

この方針はごみ絹話会に掛目している医畏の意見でもあるので協力していく。徐張。 全員了鉱

3.会長粉、さつ

4.紐齢賠 B嚇わとおり

①高齢者クラブ連合針通ら要望民主あった高齢者クラプ倒閣糊制策へ支接期、関B要事会環期防Sある。

②まちなカ錆環パス獄償却¥I.7.4人／便で｝諮問庫ベースの17人／偲こ届いてげよ川和即して本格逝nヴよるよ
う和聞の周知をお齢、した川 俊民 全員了侃

5.協議事項

①ご刻脇吻操廃止

． 

＠玖画『ここに生きるjDVD販売

＠漣協だより

＠別B到陰

・1月2.5日幽守強員会900～10：釦

①今後のぎ行定

－配織防とおり領峨

③その他

． 

・要因島全11:30-1200 ・場折：まちづくりセンター

． 

． 
以k，、会忌J需を費約して報告します． 市民鰍脈割問

． 

ー

" 
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． 
係 係長 課長

③ 
平成24年度区民動各協議会第9巨理事会 H25.l.25後う 10・ω～1220 

市民制動まちづくりセンター3階

1.開会のことば東高l陰長

2占禁プ齢よりゆらも駆の醐クラブ岬械博棚棚机側関度

・連協会長名で各区長へ文書割こて環青することでよし、か信託お 全員了係

より ・TGCOJt焼裏、これ左きっかとして細殺する明碕ザポートネットワーク推進協議会jと

績予委員会jとの関係、についての制月と、梢回実質洲淀してからの区長連協へ協力努

・チケットR防P区馬車協への依繍対照J、組珂の憐邸送信が蛍草にてさることでもあり、ーザ』

していくことでよし、か倹馬 全員了鉱

’k 

~ 

3.会長あいさつ

4.筋齢賠脱即コとおり

・柿lj80周将司民で、区民創設的竣彰されることになった。俊民

5.協溺頬

⑬配13(X)年シンポジウム

． 

＠松田光吉Jすリンヒ。ック詑念プール娼婦名

＠繍bパ子~コボランティア参加

、E＇•（；官員会からの報告

． 
活

⑥訓スi思盤委員会から0涛賠

ゆ
同
四

』州
w
t〉

＠涯のあり方機守委員会から広報告

＠灘康畏期縫・ ＝ι、σ瀬告

一裏面へー
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係、

平成24年度区元郵各協議会第10回理事会

1.開会のことば東桜議

2.協力依頼

係長 線長

H25.227 （オ：） 10 .筑ト12 00 

市民協働まちづくりセノター3階

①岱画課より ・まちな村鹿東レミスの4月から妨蹴泊こついての資料説1月と未明協力依頼あり。全員了紘

②宮崎宛昆より

③満場2課より

＠商業観主犠より

3.会長あいさつ

・パスの乗り方教郵有能刈乃参力暖績があり。 全員了角弘

．一人暮らしの直遁緒住毛可わ立ち入り検査に対する

•TGC明額抑月と協力繋青あり。全員了紘

・今夜、地元の515区長に対明日寺点での地元糊会を陸

・高車道カ可欠々 と腕首するが、これからの取り組み品瀬自主徐時

＠長改革矧む委員会

＠凶日対応盤委員会

＠定側主り方樹楼員会

⑦その他

・3月22日 <1it-)13：ぬ～ ・勝斤：まちづくりセンタ｝

E辻、会議戸幸容を勤句して報告しますユ

あり。全員了紘

市民協働係吉岡

， 
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（第 11回）

市区長連協理事会次第

1 . 日時 3月22日 1 3 : 3 0～ 
2.場所まちづくりセンター

1....3. 関係機関・団体からの要請等
小中 y

－、

(.) 1 ）国民健康保険課侍定健診受診率の向上について協力要請 E

よ／及 2）高齢福祉課民生委員児童委員の改選作ついて協力要請 ；争防護坊E

;f'~~ 3）社会教育課学校支援活動への協力要一

＼－．幾題 正ラ7ふ・IJ川t宇1

長々読、 Jア
Jフ1）事業活動経過報告（2月28日～3月21日） 別添資料参照

． 

2）各専門委員会報告に基づく処置について

(1じて君主〉印 4年度重点要望事項市内望 … 日 15 : 

※1 3項目について関係各線に充分検討し善処するよう指示する旨約束ありo

Eiii~~~~f f~I~1IiEf ff ~~~E；~~ 要望に応えてもらったものであり、感謝の意を長えておいた；

なお、先にデイリー新聞に掲載された「25年度川中地区に防犯カメラ設置J

＝~~~！~：~：：転；：~~~；~~~：こ？道沿いの防犯灯も速
と~~！~~~：~ついては早速3月末発行予定の「連協だよりJ に速報記事

(2) ＜区加入促進〉宅建業協会との協定締結交渉について

~~~ ~！~~~~~~：z：~，~2r. 
＝~~＝＝~ ~7'c~辺；忠弘~~~~~ヰニ~~）会長、事務局に

(3) ＜滋会改革対応〉改革に関する要盟諸Fを滋長に提出 3月4日1

※織長から f今議会で議決予定の議会基本条例に基づき、 2 年度：~；A~；

． 
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平成24年度 専門委員会構成表（案）
延岡市区長連絡協議会

委員構成 。委員長
O副委員長

委員会名 役 書リ
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市
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－
贋
春
勉
男
一
）
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活
委
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進

．
促

・区のありかた
検討委員会

・健康長寿推進
・地域医療対策

委員会

彦
望
功

武

佐

問
補

藤
村
西
顧
岡

佐
大
中
＊
吉
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難
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進
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j
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部
へ
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を
発
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本
長
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療
持

づ
の
区
施
医
維

ち
当
た
実
域
の

ま
担
じ
し
地
療

一
の

J
通
討
の
医

一
寿
域
を
検
北
域

一
長
地
会
を
県
地

一
康
「
長
策
、

健
る
区
援
た
し
。

「
け
区
支
ま
携
る

お

地

な

連

す

大村 望
中西 功

（地域医療）
O虞瀬武男

吉田 修
＊顧問
中村補佐

日吉 秀一 ｜・生活環境改善に関わる区個別対応
困難な重要課題を各地区毎に検討し
、必要により関係機関等に解決につ

いての要望を行う。
・ごみステーションの適正な管理の
方策とごみ減量化意識の高揚策を検
討する。

彦
行
治
造
進

武

紘

幸

万

佐
）

補

藤
村
下
高
田
問
問

佐
河
山
森
池
顧
吉

。
。
（

進促入加の
会

区
貝

・
委

－加入促進事例集を活用した加入促
進運動の実施。
－アパート・マンション等について
の宅建協会等との調整。
－宮崎市、日向市の事例を視察研修
し、実践に努める。

男
郎
伴

武

一
喜

佐

征

）

補

瀬
尾
本
間
岡

広
平
松
顧
士
口

。。（

員委報広織組．
会

各区長の活動に資する情報を収集
し、連協広報紙として年4回程発行
する。

・議会改革対策Ic東 清市
委員会 lo吉田敏 春

0広瀬武男
権藤久 人
吉田 修
高平文 雄
村田 勝
藤田統三
~.I ~～ 

＊昨年度からの継続h等に配慮しながら、 一！？委員候補として当ててみました。各理事
の皆さんの希望や地域性等から変更希望があれば調整します。
＊「区のありかたj と「健康長寿J委員会は、できる限り「地区区長ム長会Jと同時に
行う。委員が重視し、同時に行われる場合は各自で判断・調整する。ロ

－最気が冷え込む中で地方財政は硬
直下しており、住民の生活環境瞥備
へのニーズに応え切れない状況にあ
る。そのような中で、議会の役割と
議員の報酬や定数に疑問の声が高ま
っているため、 調査・研究を行う 。
．手始めに各区長の意向確認のため
アンケート調査を実施する。

一司

ふZ会J

〉で「 ？－・乙
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平成25年6月5日 

延岡市長  宛 

異議申立人  岩崎 信   

住所  〒889-0102 延岡市北川町長井4940 

Email mi6116@gmail.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27日、延経発第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5月13日付け「行政文書開示

請求書」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」 

（２） 乙は、平成25年5月27日、（１）の請求のうち、「24年度区長連協資料」は開示

したが、「25年度区長連協資料」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。」 

（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。 

甲11号証
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5  処分庁の教示の有無: 有 

教示の内容： 

「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。」 

添付書類: 

証拠書類: 甲1号証 延経発第20号「行政文書不開示決定通知書」 
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様式第6号（第5条関係）

岩崎信 様

行政文書不開示決定通知書

延経発第 20号

平成 25年 5月 27日

実施機関の長

延岡市長首藤

平成25年5月 13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。

2 5年度区長連協資料（上半期）

2 5年度区長連協資料（下半期）

目 5年度区長連協補助金
開示請求に係る｜

12 5年度区長連協役員名簿
行政文書 の．

名称又は内容
2 5年度区長会理事会会議録

24年度区加入申込書

2 5年度区加入申込書

2 3～24年度区別世帯数等変更表

1 不開示 12 不存在｜ 3 存否応答拒否

延岡市情報公開条例第 条第 号に該当

（理由）

開示しない理由｜ 開示請求に係る行政文書を保有していないため

所管課

備考

経営政策課 電話番号 0982 -22-7079 

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 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12号証
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様式第6号（第 5条関係）

岩崎信 様

行政文書不開示決定通知書

延経第 7 5 号

平成25年 6月 24日

ff璽脳同
延岡市長首藤正1コE問時i¥

｜長fllil~J

平成 25年6月 10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。

・ホームページ自動更新システム操作手順書

開示請求に係るトホームページ画像等の利用申請

行 政 文 書のIP2 4年度ウェブアンケ｝ト

名称又は 内 容 卜 24年度コンテンツ修正

開示しない理由

所管課

・24年度 CMS関連業務

11 不開示｜ 12 不存在｜ 3 存否応答拒否

（理由）

0ホームページ自動更新システム操作手順書

（延岡市情報公開条例第5条第2号アに該当）

請求文書には製造業者固有の技術に関する情報が記載されており、公

にすることで、製造業者の権利、利益を害するおそれがあるため。

0ホームページ画像等の利用申請

文書での申請がないため、当該文書を保有していないため。

02 4年度ウェブアンケート

アンケートを実施しておらず、当該文書を保有していないため。

02 4年度コンテンツ修正・ 24年度 CMS関連業務

当該文書は年度末廃棄となっており、文書を保有していないため。

経営政策課 電話番号 0982-22-7042 

腔 ~I 平成25年度第48号
V周 ぷラ l

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 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13号証
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1 

平成25年5月20日 

延岡市長  宛 

異議申立人  岩崎 信   

住所  〒889-0102 延岡市北川町長井4940 

Email mi6116@gmail.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「行政文書部分開示

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」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。 

1，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 

（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: 「住民生活に光を注ぐ交付金」「きめ細かな交付金」

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）」 

（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。 

1，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。 

「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

甲14号証
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2 

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。 

乙は、「個人の財産に関するプライバ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。 

以上により、延岡市情報公開条例第5条の規定に反する部分不開示決定である。 

5  処分庁の教示の有無: 有 

教示の内容： 

「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。」 

添付書類: 

証拠書類: 甲1号証 延企第54号「行政文書部分開示決定通知書」 
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平成25年6月5日 

延岡市情報公開審査会  宛 

異議申立人  岩崎 信   

住所  〒889-0102 延岡市北川町長井4940 

Email mi6116@gmail.com 

電話 080-3940-1814 

Fax   0982-46-3118 

異議申立補充書(意見書) 

延岡市情報公開条例第23条の規定により、平成25年5月20日付け異議申立書について、

次のとおり補充する。 

1 異議申立に係る処分 

延岡市長が、平成25年4月26日、延企第54号「行政文書部分開示決定通知書」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」に対する部

分開示決定 

2 異議申立の理由の補充 

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」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条の住民監査請求権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。情報公開条例第5条第1号の不開示情報に該当しない。 

以上   
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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

一開一週
間
佃
日
比

正藤首

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「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 会国¢ 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15号証
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ー’別紙

部分開示と決定した行政文書から一部の情報を除くこととした理由

< 1) I文書名 ls-2きめ細かな・住民生活に光をそそぐ交付金（実績報告）｜該当箇所｜きめ細かな交付金事業実績調査票
I I I I ＜買収・補償金額の掲載）

理由
··1廷．尚清官報·~·閲2転倒．．第··5·案策T写I：·該当γ－－－－…．

市道整備事業の事業実績調査票において、土地購入費、立竹木移転補償資の事業費及び交付金充当額の欄
に金額を掲載している。買収文は補償に関する金額については、個人の財産に関するプライバシーに関する
事項であり、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
おそれがあるものとして不開示とする。

c 2) I文書名ls-2きめ細かな・住民生活に光をそそぐ交付金（実績報告）｜該当箇苛｜きめ細かな交付金事業実績調査票I I I ' ｜（個人氏名の掲載）

聖由
＂＂＂［＂遊．尚．市 t青．議室．関茶例．第・5裟．第γ苓l三．該．当γ”・・・・・・

市道整備事業の事業実績調査票において、立竹木移転補償費の実施事業の欄に補償費支払先として記載の
ある個人の氏名を掲載している。立竹木の所有者は、土地の所有者とは異なり、一般的には、公にされてい
ないものと判断する。よって、この情報は個人識別情報に該当するため不開示とする。

c 3) I文書名 16-1きめ細かな交付金実績証拠書類（市道） 該当箇所l守護説言語潟計入費

．．．【．定尚．市稽．報·~·関茶例．．第·5·茶第T.苓官該当γ－．． 
土地購入費に関する支出命令書に売買代金の振込先情報として金融機関名、口座名義氏名及び口座番号を

掲載している。この情報は、個人を識別できる情報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であり、一般的に公にされていないものである
ため不開示とする。

C4) I文書名 16-1きめ細かな交付金実績証拠書類（市道）

．．．【進両市．僧．謙三~·関茶例策官楽．第T.苓l三．該当．】…

該当箇所l市道整備事業の土地購入費
（金額の掲載）

土地購入費に関する支出負担行為書、土地売買契約書及び支出命令書に金額を掲載している。売買金額
は、売主と買主との問で決定するものであり、一般的に公になる情報ではない。この金額を公にすることで
個人の財産に関するプライバシー権という個人の権利利益を害するおそれがあるため不開示とする。

c 5) I文書名 16-1きめ細かな交付金実績証拠書類（市道）

・・r廷潤．市．情．報室開案例．．第・・5茶第寸苓ぞ該当γ…・

該当箇所｜市道整備事業の土地購入費
（買収単価の掲載）

土地購入費に関する土地売買契約書に買収単価を掲載している。この契約書中に買収地積が記載されてお
り、買収単価を開示すると、金額が判明するため不開示とする。

c 6) I文書名 16-1きめ細かな交付金実績証拠書類（市道）

理
・・1廷．阿南．情報室開．条．例第ち．楽．第・・r等T：・該当】H・H・－－－

該当箇所｜市道整備事業の立竹木移転補償費
（住所及び氏名の掲載）

立竹木移転補償費に関する支出負担行為書、補償契約書及び支出命令書に補償費支払先として記載のある
個人の住所及び氏名を掲載している。立竹木の所有者は、土地の所有者とは異なり、一般的には、公にされ
ていないものと判断する。よって、この情報は個人識別情報に該当するため不開示とする。

< 7) I文書名 16-1きめ細かな交付金実績証拠書類（市道） 該当箇所内室税協立竹木移転補償資

雇
“．【廷．尚．市．情報·~·関茶働．．第··5··条．第

立竹木移転補償費に関する支出負担行為書、補償契約書及び支出命令書に金額を掲載している。補償金額
は、市と補償の相手方との問で決定するものであり、一般的に公になる情報ではない。この金額を公にする
ことで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ため不開示とする。
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延情第 2 5号

平成25年 5月13日

岩崎信様 !:f;i1~E~ 
延岡市長首藤正治~； ：~~二旬以斗！

! Ir~－ ：：~：~I＿~－－~七！己：3
lQf.；叫；ζゴ行政文書不開示決定通知書 巴

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

財務会計システム操作マニュアル

①不 開示 2 不存在 3 存否応答拒否

延岡市情報公開条例第5条第2号アに該当

開示しない理由｜・操作マニュアルにはシステム開発業者固有の技術に関する情報

が記載されており、公にすることにより、当該開発業者の権利、

競争上の地位その他の正当な利益を害するおそれがあるため。

所管諜 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23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6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 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16号証
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．、

附宮崎県ソフトウェアセンター「第18期定時株主総会J決議ご通知

1 .出席状況等

1）開催日時

2）開催場所

3r出席状況

平成24年6月21日（木） 13:30～14:30 

宮崎観光ホテル（東館2階｛紅の問］）

議決権のある当社株主総数 55名

議決権のある発行済株式総数 1 8, 0 0 0株

出席株主数（委任状による者を含む） 50名

この議決権のある持株総数 17,644株

以上のとおり株主の出席がありましたので、本定時株主総会は有効に成立いたしまし

た。

4）ご来賓 3名

組立行政法人情報処理推進機構！？人材育成企画部次長

宮崎県商工観光労働部商業支援課

2.定時株主総会の報告ならびに決議について

報告事項

下回忠義様

課長椎 重明様

主任主事日高昌典様

・第1号報告 第 18期（H23.4. 1～H24.3.31）事業報告及び計算書類報告の件

本件は上記報告および計算書類の内容等を報告いたしました。

決議事項

・第 1号議案取締役 1名選任の件

本件は重松芳文氏（

しました。

－第2号議案監査役3名選任の件

）が新たに選任され就任いた

本件は是津一男、比江島昌信（社外監査役、・－－－－・E ・－ーー）、若杉

昭二（社外監査役、・・・・・・・・・・・・）の 3氏が再選され、それぞれ就

任いたしました。

なお、本総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役に是淳一男が選定され就

任いたしました。

以上

甲17号証
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5. 会社が対処すべき課題

当社の繰越欠償金は、 297.255千円と依然として高い水準にあります。

従いまして単年度黒字をしっかり積み重ねて会社の足腰を強化し、財務体質を強固にすることが最重

要課題と認識しております。

その為に現在当社の中心事業である fカスタマーケアセンターの運用事業j をさらに鉱充してまい

ります。また、次年度社内組織の改定を行いより効率的な運営に努め業績の向上を目指します。

当社の大株主への出資状況

持株数 ｜議決権比率

該
当
あ
り
ま
せ
ん

32.000株

~8.000 株
55名

宮崎市佐土原町東上那珂字長谷水 16500番地2

※上記株主のほか、株主 47名で 3.986株の株式数がございます。

（注）株主に対する当社の出資はありません。

該
当
あ
り
ま
せ
ん

当社への出資状況

持株数 ｜議決権比率

8.000株 I 44. 44% 

3,000株 I 16. 66% 

773株 I 4.29% 

・・株｜ ・・%
423株 I 2.Js% 

・・株｜ ・・%・・株｜ ・・%

n 会社の現況

1 .主要な事業内容 （平成25年3月31日現在）

－パソコン研修・ lT人材養成事業

• ITコンサルティング・コーディネート事業

・ネットワーク事業・システム開発事業

・IT人材派遣・有料職業紹介事業

－カスタマーケ－アセンター運用

5 

5. 自己株式の取得、処分等及び保有の状況

該当ありません。

3.株式の状況

①会社が発行する株式の総数

②発行済株式の総数

③株主数

情報処理推進機構

宮崎県

宮崎市

株式会社 MJC

都城市

富士通 株 式 会 社

日本電気株式会社

名

2.事業所

〔本社〕住所

主

4. 大株主の状況

株
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6. 新株予約権の状況

該当ありません。

7.従業員の状況

従業員数は、男性 81名、女性 16名の合計 97名となっております。なお、このうち 80名が契約

社員、パートが3名です。

8.主要な借入先の状況

該当ありません。

9.取締役・監査役の状況

役 職

取締役会長

代表取締役社長

取締役

取締役

取締役

取締役

取締役

取締役

取締役

取締役

取締役

取締役

取締役

監査役

監査役

常勤監査役

計

氏 名 主な験業

川崎友裕

川 口博士 鮒宮崎県ソフトウ17センター 代表取締役社長

井上浩一

岡野徹

重松芳文

佐蔵博夫

町川安久

今村美穂

渡辺得祥．

原 野 茂 盛

平川正巳

川畑博文

高木一洋

若杉昭二

比江島昌 信

是淳一男 側宮崎県ソフトウ17センター 常勤監査役

取締役 13名

監査役 3名

当該事業年度に係る取締役・監査役に支払った報酬等の額

区分 支給人員 支給額 摘 要

株主総会の決議（平成 17年 6月28日改訂）

取締役 1名 ． ． 千 円 による限度額

〔4,200,000円以内〕

株主総会の決議（平成 15年 6月24日改訂）

監査役 1名 ．．．千円 による限度額

〔1.200, 000円以内〕

（注） 1 .非常勤取締役は無報酬であり、上記支給額以外の取締役及び監査役に支払った報酬は

ありません。

2. 記載金額は、千円未満を切り姶てております。

6 
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1 0. 会計監査人の状況

役 職 氏 名 主な臓業

会計監査人 大塚孝一． 公認会計士

会計監査人 j青家秀夫 公認会計士

E十 会計監査人 2名

当該事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

I 区分 ｜ 人員 ｜ 報酬額 摘 要

会計監査人 2名 ．．．千円
公認会計士法（昭和 23年法律第 103号）第2条

第 1項の業務に係る報酬等の額

（注） 1 .公認会計士法第2条第 1項の業務以外の業務に係る報酬等の額はありません。

2. 記載金額は、千円未満を切り捨てております。

m 決算期後に生じた会社の状況に関する重要な事実

該当ありません。

7 
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決議事項

第 1号議案取締役 12名選任の件

取締役全員は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、下記の

取締役 12名の選任をお願いします。

取締役候補者は、次の通りであります。

氏名 主な職業
重任、新任の

男IJ

川崎友裕 重任

川口博士 側宮崎県ソフトウ工7センター 代表取締役社長 重任

井上浩一 重任

原野茂盛
ー

重任

平川正巳 重任

今村美穂 重任

町川安久 重任

佐 蔵 博 夫 重任

重松芳文 重任

高 橋 敏 邦 新任

新 田 博 好 新任

田原幸雄 新任

重任 9名 新任3名であります。

も

14 
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決議事項

第 1号議案取締役 1名選任の件

取締役津浦宏氏（一一一一一一一一一一一一一一一一）は本総会終結の時をもって辞任されます。

また取締役小玉修市氏（一一一一一一一一一一一一一一）は平成 24年 3月 31をもって辞任されて
おります。

つきましては取締役 1名の選任をお願いしたいと存じます。なお選任される取締役の任期は他の

在任取締役の残任期と同ーとなります。

取締役候繍者は次のとおりです。

重任

氏名（生年月日） 主な践歴 新任

の別

昭和 49年4月

平成9年5月

平成 11年7月
ー

平成 12年7月
しげまつ よしふみ 平成 14年7月
重松 芳文 平成 17年6月 新任

平成 19年6月

平成 19年6月

平成20年6月

平成20年6月

決議事項

第2号議案監査役3名選任の件

監査役是漂一男（常勤監査役）、比江島昌信〈・・・・・・・・・・・・町、若杉昭二四・ーーー

Jの3氏は本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては監査役3名の選任をお願いしたいと存じます。

監査役候補者は次のとおりであります。

氏名（生年月日） 主な駿業

これさわかずお

是漂一男 側宮崎県ソフトウェアセンター

常勤監査役

ひえじま まさのぷ

比江島 昌信

2・・・・・・・・・・・

わさすぎ しょうじ

若杉昭二

（注）比江島昌信氏と若杉昭二氏は社外監査役候補者であります。

14 

重任、新任の別

重任

重任

重任
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決議事項

第 1号議案取締役2名選任の件

取締役明珍安典氏（

また、取締役松信幸彦氏（

され、取締役中島勝美氏（1

任されております。

）は、本総会終結の時をもって辞任されます。

）は平成22年 1月 27日をもって辞任

は平成22年 1月2日をもって退

つきましては、取締役2名の選任をお願いしたいと存じます

なお、選任される取締役の任期は他の在任取締役の残任期と同ーとなります。

取締役候補者は次の通りであります。

氏名
主な駿匿 新任・重任の別

（生年月日）

昭和55年 4月
たかぎかずひろ 平成 17年 4月
高木一洋 平成21；年 4月 新任

平成21年 12月

現在に至る

昭和ω年 4月
いまむらみほ 平成 5年 7月
今村美 穂 平成 11年 7月 新任

平成22年 4月

現在に至る

14 
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決議事項

第 1号議案取締役 15名選任の件

取締役全員は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります．つきましては下記の

取締役 1.5名の選任をお願いします．

取締役候補者は次のとおりであります．

氏名
重任、新任

の別
主な駿業

川崎友俗

川口縛土

中島勝美

小玉修市
；賓砂猛敏

岡野 徹

津浦 宏

弁口直久

三宅理一郎

松信幸彦

明珍安典

原野茂 盛

平川 正巳

川畑 鱒 文

渡辺得祥

開宮崎県ソフトウェアセンター 代表取締役社長

任

任

任

任

任

任

任

任

任

任

任

任

任

任

任

重

重

量

重

重

重

重

重

重

重

重

重

重

重

新

重任 14名、新任 1名であります．

決議事項

第 2号議案会計監査人 1名選任の件

会計監査人は 2名の内 1名が欠員となっております．つきましては 1名の選任をお願い

します．

本件につきましては平成 21年 6月5日開催の監査役会に報告し同意を得ております．

会計監査人の候補者は次のとおりであります．

氏名
主な駿業・聡歴

継続、新任

〈生年月日） の別

平成 11年 10月，15日
せいけひでお

清家秀 夫 平成 16年 3月 26日 新任

， 
平成 16年 8月 31日

平成 16年 9月 1日

清家公認会計士事務所開設〈宮崎市）

なお現任の会計監査人大塚孝一氏（公認会計士）は継続となります．

14 
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9.取締役・監査役の状況

川崎友俗

川 口 樽 土

中島勝美

小 玉 修 市
漬砂猛敏

岡野徹

小 林 貞 雄

弁口直久

三宅理一郎

木村卓司

明珍安典

柴山惟紘

原野茂盛

菊地信

平川正巳

長尾鰻

重永俊紘

飛松建二

菊池銑一郎

取締役

主な駿業名－氏戦

代表取締役社長開宮崎県ソフトウ17センター

常勤監査役関宮崎県ソフトウ17tンター

長社

長

長

園

長

役

社

地

役

役

役

役

役

役

役

役

役

役

役

役

役

役

役

役
一
会
締
副

一

議

鍛

糊

締

締

締

締

締

締

締

締

締

締

締

締

踏

査

査

一

取

代

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

取

税

監

監

1 6名

3名監査役
計

当2案事業年度に係る取締役・監査役に支払った報酬等の額

区分 支給人員 支給額 鏑 要

株主総会の決議〈平成 17年 6月 28日改訂）

取締役 1名 千円 による限度額

〔4, 200, 000円以内〕

株主総会の決議〈平成 15年 6月 24日改訂）

監査役 1名 千円 による限度額

〔1, 200, 000円以内〕

（注） 1.非常勤取締役は無報酬であり、上位支給額以外の取締役及び監査役に支払った報酬はあり

ません．

2.記滋金額は、千円未満を切り捨てております．

1 0.会計監査人の状況

役 駿 氏 名 主な駿業

会計監査人 大塚重孝 公認会計士

会計監査人 大塚孝一 公認会計士

計 会計監査人 2名

5 
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決議事項

第2号議案取締役3名選任の件

取締役木村卓司姐圃圃圃圃圃圃圃園田、長尾鐸＜•・E・~）、小林貞雄．
。の3氏は、本総会終結の時をもって辞任されます．

つきましては取締役3名の選任をお願いしたいと存じます．

なお選任される取締役の任期は他の在任取締後の残任期と同ーとなります．

取締役候補者は次の通りであります。

氏名
主な駿歴

（生年月日）

昭和57年4月
平成13年4月

まつのぷ ゆきひこ
平成15年4月

松 信 幸彦
平成18年4月
平成19年4月

平成20年4月
現在に至る

昭和43年4月
かわぱた ひろふみ 平成11年6月
川畑 得文 平成16年6月

平成19年6月
現在に至る

昭和45年4月

つうら ひろし 平成11年7月

津浦 宏 平成14年6月
平成17年6月

平成18年6月
平成19年6月

現在に至る

14 
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決議事項

第3号議案監査役3名選任の件

監査役霊永俊紘（常勤監査役）、飛松健二（ー－＇弱池銑一郎 C
－－－－・）の3氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては監査役3名の選任をお願いしたいと存じます。

監査役候補者は次のとおりであります。

氏名

（生年月日）

ひえじま まさのぶ

比江島 昌信

わかすぎ しょうじ

若杉 昭一

（圃圃圃圃圃圃圃圃圃•）

これさわ

是津
かずお

男

昭和47年4月
平成13年6月
平成17年6月

昭和54年4月
昭和55年1月
平成 8年6月
平成17年8月
平成20年4月

昭和41年4月
昭和59年2月
昭和60年2月
昭和61年2月
平成 9年2月
平成13年9月
平成19年8月

15 

主な駿歴

現在に至る

現在に至る

．．．．．．． 
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様式第7号（第6条関係）

岩崎信様

延岡市長

行政文書開示決定等の期間延長通知書

延工発第 4 7 号

平成25年7月 16日

平成25年7月4日付けでなされた行政文書の開示請求については、次のとおり開示決定

の期間を延長したので、延岡市情報公開条例第IO条第2項の規定により通知します。

開示請求に係る｜ 延岡市が株式を保有する会社のリストとその会社の最新株主総会資

行政文書の｜料、延岡市の保有株式総数、株式購入金額が分かる資料

名称又は内容｜ 株式会社宮崎県ソフトウェアセンターの株主総会資料

条例第10条第 l

項に規定する閲｜ 平成25年7月 18日休）

示決定等の期限

開示請求に係る行政文書には、第三者に関する情報が記録されてお

延長の理由｜り、延岡市情報公開条例第13条第 1項の規定により当該第三者から意見

を聴くため

延長後の開示

決定等の期間
44日間（延長後の開示決定等の期限 平成25年 8月 16日）

所 管 課｜工業振興課 電話番号 0982-22-7035 

備 考｜平成25年第53号

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。

甲18号証
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様式第5号

岩崎 信様

延岡市長

行政文書部分開示決定通知書

延職第 68号
平成25年 9月10日

平成25年 9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。

開示請求に係る

行 政 文 書の 延岡市立図書館長の給与報酬明細（平成 23年度－ 24年度）

名称又は 内容

行 政 文 書の 日 時 平成25年9月19日（木） 時 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l号に該当

文書から一部の 開示対象文書に個人の給与の額、給与振込口座などの情報が記載されて

情報を除く います。これらは、特定の個人の情報であり、これを公にすることにより、

こととした理由 個人の権利利益を害するおそれがあるため不開示とします。

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 総務部職員課 電話番号0982-22-7007 

備 考 平成 25年度第 11 0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19号証
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支給明細書平成24年 4月分

所 属 図書館

職員番号－・氏 名 佐藤 賢了

甲20号証
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所 属

職員番号

氏 名

’ー ， ，

図書館．．． 
九鬼勉

単身赴任

置園旦置
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延岡市長宛

荷受領色

平成25年4月15日

審査請求人岩崎信 .鴫椅
住所 干889-0~02 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訪，，久が平成25年4月10日、延図第7号「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21日付け

f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

l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 f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、判断能力を有す

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
し、。

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「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

1 
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解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該図書館の運

営の状況に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。 

5 処分庁の教示の有無：無 

以上 
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様式第7号（第6条関係）

岩崎信様

延図第7号

平成25年 4月 10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、次のとおり開示

決定の期間を延長したので、延岡市情報公開条例第10条第2項の規定により通知します。

図書館の：

開示請求に係る I1 ，平成25年度予算要望に関する資料

行政文書のI2.平成25年度予算事業計画書等

名称又は内容

条例第10条第 1

項に規定する開

示決定等の期限

平成25年4月 10日（木）

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、
延長の理由｜

上記期限までに開示決定等を行うことができないため。

延長後の開示

決定等の期間

所管課

45日間（延長後の開示決定等の期限 平成25年 5月 10日）

延岡市立図書館 電話番号 0982-32-3058 

備 考 l平成24年度第70号

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。

甲23号証
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1 

平成25年5月8日 

延岡市教育委員会  宛 

審査請求人  岩崎 信   

住所  〒889-0102 延岡市北川町長井4940 

Email mi6116@gmail.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 町田訓久（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」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」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 

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。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」 

（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。 

図書館のファイル基準表内に、「翌年度当初予算見積書」「翌年度予算要求書

作成資料」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

か開示しないのは騙欺である。延岡市情報公開条例第 5 条に反する違法な不開示

甲24号証
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2 

である。 

乙は、延岡市情報公開条例第 10 条の規定に違反し、開示決定までに 16 日以上を

要した。第 10 条の 2 の規定による正当な理由がある期間延長とはいえない。違法

な期限超過である。 

5  処分庁の教示の有無: 無 

添付書類: 

証拠書類: 甲1号証 延議第15号「行政文書開示決定通知書」 

甲2号証 延議7号「行政文書開示決定等の期間延長通知書」 
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様式第4号（第5条関係）

岩崎信様

延図第15号

平成25年4月24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、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：

1 ＇平成 25年度予算要望に関する資料
開示請求に係る 2，平成25年度予算事業計画書等
行政 文書の

名称又は内容

行政文書 の 日 時 平成25年4月25日（木）午前11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
11 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 β回卑 課 延岡市立図書館 電話番号 0982-32-3058 

備 考 平成24年度第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25号証
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平成25年4月16日

延岡市教育委員会宛

審査請求人岩崎信 ゆ 領静
住所干889-0102延岡市北川町長井4940

Email mi6116@gmai 1. 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 f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。

「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。

f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、 f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。

f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

1 
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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

な行政の推進に資することを目的とする。」 

● 平成 22 年3月31日 内閣官房国家戦略室により発せられた、

「予算執行の情報開示充実に関する指針」の中に次の記述がある。 

「Ⅱ 予算支出状況の継続的な開示  

年度を通じた予算の支出状況を透明化するとともに、年度末の使い切りなど無

駄な予算執行について、国民や予算監視・効率化チームの目にさらすことによ

る抑止を図るため、各府省において、予算の支出状況を定期的に開示する。 

従来から財務省において公表されている「予算使用の状況」、「国庫歳入歳

出状況」に加えて、各府省において所管・組織・項別に、毎月の支出状況を公

表する。特に、年度末に、事務経費等の無駄な駆け込み執行や不要不急な出張

等が行われていないか、国民の目から監視を可能とするため、庁費及び旅費に

ついては、目ベースの数字を公表する。  

開示する情報の更新は、定期的・継続的に、少なくとも四半期ごとに行うも

のとし、当該期間の終了後、適宜に遅滞なく行う。  

上記の各府省の情報開示について、財務省のホームページにリンクを設け

る。」 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kokkasenryaku/kaigi/yosansisin.html  

各府省の予算執行情報： http://www.e-gov.go.jp/link/execution.html 

以上のように、「予算支出状況の継続的な開示」は国策であるから、延岡市

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。 

5 処分庁の教示の有無:有 

教示の内容： 

「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l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。」 

関連法規：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

解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該図書館の運

営の状況に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。 

添付証書1：延図第9号「行政文書不開示決定通知書」 
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様式第6号（第5条関係）

岩崎信様

延図第9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

名称又は内容

開示しない理由

図書館の

3、平成24年度予算執行状況（3月末）

4、平成24年度予算執行状況（2月末）

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）

1 不開示

（理由）

12 不存在｜ 3 存否応答拒否

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l平成昨度第70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 l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。
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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   

住所  〒889-0102 延岡市北川町長井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「延図第7号関係」(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」(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」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。 

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。 

関係法規: 

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条に規定するいかなる差別もなく、かつ、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。 

甲28号証
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（c）一般的な平等条件の下で自国の公務に携わること 

憲法第16条  何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又

は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたため

にいかなる差別待遇も受けない。 

添付書類: 

証拠書類:甲1号証 平成25年4月15日付け、審査請求書「延図第7号関係」 

甲2号証 平成25年4月16日付け、審査請求書「延図第9号関係」
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同り
様式第6号（第5条関係）

延こ第 38 1 号

平成25年 10月21日

岩崎信様

延岡市長首藤

行政文書不開示決定通知書

平成25年10月7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｜裏面のとおり

名称又は内容

1 不開示 ② 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｜ なお、当該文書は、日本赤十字社が保有している文書であり、延岡市

情報公開条例第2条第2号に規定する開示請求の対象となる行政文書

（本市の職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、職員が組織

的に用いるものとして本市が保有するもの）に該当しません。、

所 管 課｜健康福祉部こども家庭課

備 考｜平成25年度第1同

電話番号 0982-22-7017 

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 l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 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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24-25年度 目赤文書処理簿

24-25年度 目赤県支部からの通知（回答要）

24-25年度 日赤県支部からの通知（回答不要）

24-25年度 日赤県支部への通知

24-25年度 日赤報道依頼文書原稿

24-25年度 羅災者調書及び救援物資受払簿

24-25年度復命書

24-25年度 日赤事務システム（保守管理）

24-25年度車両運行表

日赤職員雇用及び勤務規定

日赤宮崎県支部評議員改選

月刊社会保険

赤十字新聞

24-25年度 区長・奉仕団員名簿

24-25年度 日赤有功会

24-25年度 日赤協力会

24-25年度 日赤奉仕団

24-25年度 目赤救急安全奉仕団

24-25年度 日赤アマチュア無線奉仕団

24-25年度 日赤少年赤十字

24-25年度 目赤看護赤十字奉仕団

24-25年度 目赤事業計画書

24-25年度 目赤事業交付金

24-25年度 目赤支出負担行為書

24-25年度 目赤社資集計表・送納書

24-25年度戸別社員集計票

24-25年度特別社員等各種表彰申請書

日赤法人社員台帳

日赤特別社員の証書等受渡簿

24-25年度 日赤社資仕分台帳

日赤現金出納簿

日赤有功会現金出納簿

24-25年度 九州八県支部連合赤十字大会

24-25年度 目赤 1日赤十字（福祉まつり）

24-25年度 のぼりざるフェスタ

24-25年度社資募集お願い文書
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こども家庭課

平成 25年度

平成 25年 4月制定

ファイリングマトン。ヤー
「一一一一一一一一~『守干守一一ー自由ー－－－ －園田・

ファイリングクラーク

ファイリングクラーク

ファイリングクラーク

i課長 i

承認印｜

斎藤章二

戸高祐樹

橘薗絵理菜

I 

12！イ！）ンゲララーヲ！一 一 → 

［ファイリングクラークl I 

/ 7！＿イり〆クラプク［

甲30号証
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キャビネット l 岳

1共通文書引出し見出しl － 

第1ガイド ！第2ガイド
（大マトメ） ｜ （中マトメ）
「ー一一一一一一一一一一一ァ一一寸一一一一一一一一一

A1：各課共通 I OL文書・庶務

」 ト十

I ! ___ LJ 

第3ガイド
（小マトメ）

こども家庭課ファイル基準表 ｜手ウツシ同いで別 問＝3年保存
↓＝下の段へ 1~＝5年保存

（前年度引出しへ）｜⑩＝10年保存

マ＝オキカエないでステル 長＝長期保存 INo 1 

フォルダーテーマ

1 25年度ファイル基準表＝文書情報管理台帳

2 ファイリングシステム運用資料

ウツシ力工
いつ ｜どこへ

年度末 ｜ ↓ 

オキカエ｜ 資料取扱の説明
保存年｜ （ウツシカエ・オキ力エ特別説明）

3 文書保存箱（引継）カード＝保存文書目録

4 25年度文書処理簿

5 庁報・通達（長期保管分）

6-1 25年度各課からの通知（回答不要分1)

6-2 25年度各課からの通知（回答不要分2)

6-3 25年度各課からの通知（回答を要するもの1)

6-4 25年度各課からの通知（回答を要するもの2)

7-1 25年度庁外からの通知（回答不要分）

7-2 25年度庁外からの通知（回答を要するもの）

8 パソコン・記録媒体管理簿

9 25年度条例・規則・訓令・要綱等の起案

10 延岡市長期総合計画（作成資料含）

11-1 事務引継書（控）・課長用

11-2 事務引継書（控）・一般職員用

12 地域防災計画書 E 緊急連絡網

13 25年度行事予定表（事業計画を含む）

14-1 広報「のベおか」

14-2 広報「のベおか」掲載依頼原稿

年度末 ｜ ↓ 

年度末 ｜ 

年度末 ［ 

年度末 ｜ ↓ 

年度末 I T 

マ

（資）一部サシカ工長期保管

（資）保存満了時ハイキ

マ

マ ｜（資）ただし一部見直しハイキ

マ ｜（資）ただし一部見直しハイキ

マ

マ

マ

マ

（資）新版とサシカヱ

⑤ ｜※長期保存する必要のないもの

（資）次期計画書とサシカエ

（資）次の引継ぎまで保管

（資）次の引継ぎまで保管

（資）次期計画書とサシカエ

（資）前年同月号とサシカエ

（資）ただし一部見置しハイキ

配
下
一
赤
一
＋
亦
一
赤
一
赤
一
赤
一
赤
一
赤
一
赤
一
赤
一
赤
一
赤
一
赤
一
赤
一
赤
一
赤
一
赤
一
赤
一
点
下
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キャピ、ネット
引出し見出しl固有文書 こども家庭課ファイル基準表

第1ガイド
（大マトメ）

IO ：福祉総括

第2ガイド
（中マトメ）

04：日赤

第3ガイド
（小マトメ）

01：献血

T＝ウツシカエないでステル れき ~3年保存
↓＝下の段へ 1([=5年保存

」一一_le:前年度引出しー－） I R=10年保存
マ＝オキカエないでステル 長＝長期保存 INo 115 

フォルダーテーマ 色

2 

25年度日赤献血事業

25年度献血推進協議会

25年度日赤移動採血日程表

25年度献血功労者表彰選考資料

25年度献血推進協議会支出負担行為書

日赤献血事業様式・パンフレット

献血推進協議会予算差引簿

へ

工
一
～
こ
二
↓
一

l

i

－
－
－

力

一

と

二

一

一

一

シ

下

｜

十

l
十
｜
十
｜
十

l

w一η
献
一
献
一
献
一
献
一
献

し

年

年

一

年

年

年
3 

4 

5 

6 

7 

オキカエ｜ 資料取扱の説明
保存年｜ （ウツシカエ・オキ力工特別説明）

： 一一一日
③ 

⑤ 

（資）新版とサシカエ

（資）長期継続保管

青
一
青
一
青
一
青
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キャピ、ネット
引出し見出し1固有文書 こども家庭課ファイル基準表 ＇＼＂＝ウツシカエないでステル ｜③＝3年保存

↓＝下の段へ 1R=5年保存

（前年度引出しへ）｜⑮＝10年保存

マニオキカエないでステル 長＝長期保存 INo 116 

オキカエ｜ 資料取扱の説明
保存年｜ （ウツシ力エ・オキ力エ特別説明）

マ

めたの存保類書係関険保両車検車

⑤
一
⑤
一
⑤
一
③
一
⑤
一
⑤
一
⑤
一
③

第1ガイド
（大マトメ）

IO l福祉総括
h一一一

第2ガイド
（中マトメ）

04：日赤

第3ガイド
（小マトメ）

02：諸務
ト一一

一千一一I 2 2s年度日赤関連団体からの通知（回答要）

i -1 3 25年度目赤関連団体からの通知（回答不要）

フォルダーテーマ

25年度日赤文書処理簿

4 25年度目赤県支部への通知

ウツシカエ
いつ ｜どこへ

末

末

一

末

一

末

末

一

末

一

末

一

末

末

度

度

一

度

一

度

度

一

度

一

度

一

度

度

年

年

一

年

年

年

一

年

年

年

年

年度末

5 25年度目赤報道依頼文書原稿

6 25年度羅災者調書及び救援物資受払簿

7 25年度復命書

8 25年度目赤事務システム（保守管理）

9 25年度車両管理

10 日赤職員雇用及び勤務規定

11 日赤宮崎県支部評議員改選

12 月聞社会保険

13 赤十字新聞

14 25年度区長・審仕団員名簿

（資）長期継続保管

（資）長期継続保管

マ

マ

マ

色

赤
一
赤
一
赤
一
赤
一
赤
一
赤
一
赤
一
赤
一
赤
一
赤
一
赤
一
赤
一
赤
一
赤
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キャビネット l

引出し見出し｜固有文書

第1ガイド ｜第2ガイド
（大マトメ） ｜ （中マトメ）

i福祉総括 ｜叫赤

十一一

」トぺ

第3ガイド
（小マトメ）

03：団体

2 

3 

4 

5 

6 

7 

こども家庭課ファイル基準表

フォルダーテーマ

25年度日赤有功会

25年度日赤協力会

25年度目赤奉仕団

25年度目赤救急安全奉仕団

25年度日赤アマチュア無線奉仕団

25年度目赤少年赤十字

25年度日赤看護赤十字奉仕団

ウツシ力エ
いつ ｜どこへ

年度末 ｜ 

年度末 ｜ 

年度末

年度末

年度末

年度末 ｜ 

年度末 ｜ ↓ 

オキカエ
保存年

⑤ 

⑤ 

③ 

③ 

③ 

③ 

③ 

T＝ウツシカエないでステル

↓＝下の段へ
（前年度引出しへ）

マ＝オキカエないでステル

資料取扱の説明
（ウツシカエ・オキカエ特別説明）

No 117 

色

黄

黄

黄

黄

黄

賞

黄

105/324



キャビネット
引出し見出し｜固有文書 こども家庭課ファイル基準表

第1ガイド
（大マトメ）

IO l福祉総括

第2ガイド
（中マトメ）

04；日赤

第3ガイド
（小マトメ）

04：社資台帳

フォルダーテーマ ウツシ力工
いつ ｜どこへ

1 25年度目赤事業計画書

1-2 25年度日赤事業交付金

3 25年度目赤支出負担行為書

4 25年度日赤社資集計表・送納書

5 25年度戸別社員集計票

6 25年度特別社員等各種表彰申請書

7 日赤社資リスト

8 日赤領収書入力リスト

9 日赤社員台帳

10 日赤特別社員の証書等受渡簿

11 25年度白赤社資台帳

12 日赤現金出納簿

13 日赤有功会現金出納簿

江
年

射
存
二
⑤
一
⑤
一
⑤
一
⑤
一
⑤
一
③
一
③
一
③
一
長
一
長
一
長
一
長
一
長

オ
保
ニ

資料取扱の説明
（ウツシ力エ・オキ力エ特別説明）

色

緑
一
緑
一
緑
一
緑
一
緑
一
緑
一
緑
一
緑
一
緑
一
緑
一
緑
十
緑
一
緑
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キャビネット
引出し見出し｜固有文書 こども家庭課ファイル基準表 ③＝3年保存

⑤＝5年保存

⑩＝10年保存

長＝長期保存 INo 119 

T＝ウツシカエないでステル

↓＝下の段へ
（前年度引出しへ）

マ＝オキカエないでステル

第1ガイド
（大マトメ）

IO ：福祉総括

第2ガイド
（中マトメ）

04：日赤

第3ガイド
（小マトメ）

05：行事．

2 
一一一一L一一

3 

フォルダーテーマ
ウツシ力工

いつ どこへ

25年度九州八県支部連合赤十字大会 年度末

25年度日赤1日赤十字（福祉まつり） 年度末

25年度のぼりざるフェスタ 年度末

25年度防災フェスタ 年度末4 

ー
年

射
存
二
⑤
一
③
一
③
一
③

オ
保
二

一寸一一

色
資料取扱の説明

（ウツシ力工・オキカ工特別説明）

権
一
種
一
揖
一
種
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キャビネット
引出し見出し 固有文書 こども家庭課ファイル基準表

第1ガイド
（大マトメ）

IO ：福祉総括

卜十一

L__i_一一一一

第2ガイド
（中マトメ）

04：日赤

第3ガイド
（小マトメ）

06：社資募集

T＝ウツシカエないでステル
↓＝下の段へ

（前年度引出しへ）

マ＝オキカエないでステル

③＝3年保存

⑤＝5年保存

⑩＝10年保存

長＝長期保存 INo 120 

フォルダーテーマ

2 

25年度社資募集お願い文書

25年度社員申込書

ウツシカエ
いつ ｜どこへ

年度末 ｜ ↓ 

問
時
一
⑤

資料取扱の説明
（ウツシカエ・オキカエ特別説明） 色

青
一
青
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様式第6号（第 5条関係）

延 議 第 1 5 7 号

平成 25年 10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10月3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｜平成25年度9月、第16回延岡市議会（定例会）議事録

名称又は内容

1 不開示 。〉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｜ なお、当該文書は、 12月定例会開会までには保有する予定です

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138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 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31号証
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延岡市長宛

． ，．－ 

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 
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:

: 
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/fukushi/shogai/jisatsutaisaku/page00091.html 
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http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/cautions/security/pdf_sign_inst.html 

http://www.jpki.go.jp/download/howto_win/verification.html
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----------------------- Original Message ----------------------- 
From:    "Mako. Iwasaki" <mi6116@gmail.com> 
To:      延岡市総務部総務課 <soumu@city.nobeoka.miyazaki.jp> 
Date:    Mon, 8 Apr 2013 10:31:52 +0900 
Subject: 行政文書開示請求書 6 
+ 開示請求書 6s.pdf 
---- 

情報公開センター 宛

行政文書開示請求書を提出します。

取扱説明：

１．添付書面「開示請求書 6s.pdf」を開いてください。 
２．印刷してください。

３．印刷された書面を受領してください。

４．不備な点等ありましたらご指摘ください。

岩崎 信
mi6116@gmail.com 
電話：080-3940-1814 
延岡市北川町長井 4940 
--------------------- Original Message Ends -------------------- 

----------------------- Original Message ----------------------- 
From:    "Mako. Iwasaki" <mi6116@gmail.com> 
To:      延岡市総務部総務課 <soumu@city.nobeoka.miyazaki.jp> 
Date:    Thu, 11 Apr 2013 08:10:07 +0900 
Subject: 行政文書開示請求書 7 
+ 開示請求書 8.pdf 
+ 開示請求書 7.pdf 
---- 

情報公開センター 宛

行政文書開示請求書を提出します。

取扱説明：

１．添付書面「開示請求書 7.pdf」「開示請求書 8.pdf」を開いてください。 
２．印刷してください。

３．印刷された書面を受領してください。

４．不備な点等ありましたらご指摘ください。

岩崎 信
mi6116@gmail.com 
電話：080-3940-1814 
延岡市北川町長井 4940 
--------------------- Original Message Ends -------------------- 

----------------------- Original Message ----------------------- 
From:    "Mako. Iwasaki" <mi6116@gmail.com> 
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To:      延岡市総務部総務課 <soumu@city.nobeoka.miyazaki.jp> 
Date:    Mon, 15 Apr 2013 13:13:43 +0900 
Subject: 行政文書開示請求書 10 
+ 開示請求書 12.pdf 
+ 開示請求書 11.pdf 
+ 開示請求書 10.pdf 
---- 

情報公開センター 宛

行政文書開示請求書を提出します。

取扱説明：

１．添付書面を開いてください。

２．印刷してください。

３．印刷された書面を受領してください。

４．不備な点等ありましたらご指摘ください。

岩崎 信
mi6116@gmail.com 
電話：080-3940-1814 
延岡市北川町長井 4940 

--------------------- Original Message Ends -------------------- 

----------------------- Original Message ----------------------- 
From:    "Mako. Iwasaki" <mi6116@gmail.com> 
To:      延岡市総務部総務課 <soumu@city.nobeoka.miyazaki.jp> 
Date:    Mon, 15 Apr 2013 17:33:59 +0900 
Subject: 行政文書開示請求書 13 
+ 開示請求書 13.pdf 
+ 議員賛否一覧表.xls 
---- 

情報公開センター 宛

行政文書開示請求書を提出します。

取扱説明：

１．添付書面を開いてください。

２．印刷してください。

３．印刷された書面を受領してください。

４．不備な点等ありましたらご指摘ください。

岩崎 信
mi6116@gmail.com 
電話：080-3940-1814 
延岡市北川町長井 4940 

--------------------- Original Message Ends -------------------- 
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----------------------- Original Message ----------------------- 
From:    "Mako. Iwasaki" <mi6116@gmail.com> 
To:      延岡市総務部総務課 <soumu@city.nobeoka.miyazaki.jp> 
Date:    Tue, 16 Apr 2013 17:00:08 +0900 
Subject: 行政情報開示請求書 14 
+ 開示請求書 14.pdf 
---- 

情報公開センター 宛

行政情報開示請求書を提出します。

取扱説明：

１．添付書面を開いてください。

２．印刷してください。

３．印刷された書面を受領してください。

４．不備な点等ありましたら指摘してください。

岩崎 信
mi6116@gmail.com 
電話：080-3940-1814 
延岡市北川町長井 4940 

--------------------- Original Message Ends -------------------- 
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平成25年4月30日 

延岡市長  宛 

異議申立人  岩崎 信   

住所  〒889-0102 延岡市北川町長井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「延総第134号関係」(甲1号証) 

平成25年4月15日付け、異議申立書「延総第7号関係」(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」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。 

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。 

関係法規: 

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条に規定するいかなる差別もなく、かつ、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。 

甲33号証
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（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。 

（c）一般的な平等条件の下で自国の公務に携わること 

憲法 第十六条  何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止

又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたた

めにいかなる差別待遇も受けない。 

添付書類: 

証拠書類:甲1号証 平成25年3月24日付け、異議申立書「延総第134号関係」 

 甲2号証 平成25年4月15日付け、異議申立書「延総第7号関係」 
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延岡市長宛
一．，．－ 

異議申立人岩崎信

平成25年3月24日

ゅ健診
住所干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 ι 

氏名岩崎

住所干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

e3 r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。電子メール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 

120/324



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@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、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「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 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 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l2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

f行政文書開示決定通知書j によれば、 f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l以下の分量の情報しか開示されなかった。

例えば、 f第2期延岡市地域福祉計画（原案）のノヨブリックコメント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 「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 
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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34号証
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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 5 号

平成25年4月10日

平成25年4月8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。

情報管理課の：

24年度行事予定表（事業計画表を含む）

25年度行事予定表（事業計画表を含む）

延岡市情報化推進本部（ I T推進本部）に関する全資料

開示請求に係る｜他課主管データ利用承認処理依頼書（22～24年度）

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｜システム改善要望書（22～24年度）

収納業務処理依頼資料（22～24年度）

情報セキュリティ事故・障害等報告書

ノミーソナルコンビュータ等運用管理基準

， 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

目め、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m 伺

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 0982-22-7006 

備 考｜ 平成25年度第3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。
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様式第 2号（第4条関係）

延総第 9 号

平成25年4月16日

岩 崎 信様

延岡市長 首藤正

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。

（株）北川はゆまに関する一切の資料

開示請求に係る｜ 支配人公募、選定過程に関する資料

行政文書の｜役員名簿等

名称又は内容 112-4 （株）北J1 Iはゆま資料

11-3 経営改善計画書（北J1 Iはゆま）

， 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

目め、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月別（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 7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は、直接上記の所管課に行ってください。
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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。
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様式第 2号（第4条関係）

延 総 第 1 1号

平成25年4月16日

延岡市長 首藤

岩崎信様

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。

延岡市内における市有林の分布がわかる地図

開示請求に係る｜市有林経営計画書（最新2年分）

行政文書の｜延岡市森林簿

名称又は内容｜森林基本図

． 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

補正を求めそ｜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

苧 唄 l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」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25年度第9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。
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様式第 2号（第4条関係）

岩崎信 様

延総第 1 2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。

平成24年度分：

開示請求に係る｜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

行政文書の｜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

名称又は内容
添付ファイル：議員賛否一覧表.xls 

目 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

目め、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2問月22日目）

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 0982-22-7006 

備 考｜平成25年度第10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は、直接上記の所管課に行ってください。
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間り
延総第 1 3 号

平成25年 4月17日

様式第 2号（第4条関係）

信~~；－~胃1コ；－：－でπ？こ・：：＇寸 J1! 

正1ム＂lLl~~1~l~t
l罷i凶~I

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
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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 7号

平成25年 3月 28日

！悶WL:, 
首藤正l量t

平成25年 3月26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｜南浦地区まちづくり懇談会（ 2 4年 6月 28日）議事録音記録

行政文書の｜東海地区まちづくり懇談会（ 2 4年 10月 11日）議事録音記録

名称又は内 容

I 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

目ないため、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

． （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 経営政策課 電話番号 0982-22一7042

備 考｜ 平成2峨第68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35号証

129/324



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 8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。

開示請求に係る 11，請願・陳情に関する一切の資料（平成 24年度分）

行政文書の 12，全議案に関する議決結果の議員賛否の一覧表（平成 24年度
名称又は内容｜，、、

フゴj

I 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

冒ないため、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｜

’ 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 議会事務局 電話番号 0982-22一7029

備 考｜平成岬度第69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。

~ 
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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。
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様式第2号（第4条関係）

岩崎信 様

延総第 14 0号

平成25年 3月 28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 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。

開示請求に係る， 1，北川｜町多目的研修集会施設等機能集約改修事業に関する一

行政文書の｜切の資料

名称又は内容｜
廿＇ 2，北川公民館機能移転事業に関する一切の資料

I 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

． （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 北川教育課 電話番号 0982-46-2017 

備 考｜平成2峨第n

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。
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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 14 1号

平成25年 3月 29日

平成25年 3月28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。

， 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｜

’ 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 経営政策課 電話番号 0982-22-7042 

備 考｜平成岬度第η

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 f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。
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13/11/09 ○延岡市議会会議規則

https://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/d1w_reiki/34591510000100000000/34591510000100000000/34591510000100000000_j.html 1/1

第３章　請願
（請願書の記載事項等）

第134条　請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名
（法人の場合には、その名称及び代表者の氏名）を記載し、請願者が押印をしなければな
らない。

２　請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印をしなければならない。
３　請願書の提出は、平穏になされなければならない。
４　請願者が請願書（会議の議題となったものを除く。）を撤回しようとするときは、議長の承認
を得なければならない。
（請願文書表の作成及び配付）

第135条　議長は、請願文書表を作成し、議員に配付する。
２　請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員
の氏名並びに受理年月日を記載する。
（請願の委員会付託）

第136条　議長は、請願文書表の配付とともに、請願を、所管の常任委員会又は議会運営委
員会に付託する。ただし、委員会の付託は議会の議決で省略することができる。

２　前項の規定にかかわらず、議長が特に必要があると認めるときは、常任委員会に係る請願
は、議会の議決で、特別委員会に付託することができる。

３　請願の内容が２以上の委員会の所管に属する場合は、２以上の請願が提出されたものと
みなす。
（紹介議員の委員会出席）

第137条　委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることが
できる。

２　紹介議員は、前項の要求があったときは、これに応じなければならない。
（請願の審査報告）

第138条　委員会は、請願について審査の結果を次の区分により意見を付け、議長に報告し
なければならない。
(１)　採択すべきもの
(２)　不採択とすべきもの

２　採択すべきものと決定した請願で、市長その他の関係機関に送付することを適当と認める
もの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについて
は、その旨を付記しなければならない。
（請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求）

第139条　議長は、議会の採択した請願で、市長その他の関係機関に送付しなければならな
いものはこれを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決したものにつ
いては、これを請求しなければならない。
（陳情書の処理）

第140条　議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請
願書の例により処理するものとする。

第４章　辞職及び資格の決定

甲36号証
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延岡市長宛

． ，．－ 

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 
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:

: 
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/fukushi/shogai/jisatsutaisaku/page00091.html 
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http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/cautions/security/pdf_sign_inst.html 

http://www.jpki.go.jp/download/howto_win/verification.html
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平成25年4月30日 

延岡市長  宛 

異議申立人  岩崎 信   

住所  〒889-0102 延岡市北川町長井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「延総第134号関係」(甲1号証) 

平成25年4月15日付け、異議申立書「延総第7号関係」(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」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。 

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。 

関係法規: 

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条に規定するいかなる差別もなく、かつ、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。 
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（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。 

（c）一般的な平等条件の下で自国の公務に携わること 

憲法 第十六条  何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止

又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたた

めにいかなる差別待遇も受けない。 

添付書類: 

証拠書類:甲1号証 平成25年3月24日付け、異議申立書「延総第134号関係」 

 甲2号証 平成25年4月15日付け、異議申立書「延総第7号関係」 
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延岡市長宛
一．，．－ 

異議申立人岩崎信

平成25年3月24日

ゅ健診
住所干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 ι 

氏名岩崎

住所干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

e3 r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。電子メール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 
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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@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、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「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 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 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l2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

f行政文書開示決定通知書j によれば、 f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l以下の分量の情報しか開示されなかった。

例えば、 f第2期延岡市地域福祉計画（原案）のノヨブリックコメント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 「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 
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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。
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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 5 号

平成25年4月10日

平成25年4月8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。

情報管理課の：

24年度行事予定表（事業計画表を含む）

25年度行事予定表（事業計画表を含む）

延岡市情報化推進本部（ I T推進本部）に関する全資料

開示請求に係る｜他課主管データ利用承認処理依頼書（22～24年度）

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｜システム改善要望書（22～24年度）

収納業務処理依頼資料（22～24年度）

情報セキュリティ事故・障害等報告書

ノミーソナルコンビュータ等運用管理基準

， 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

目め、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m 伺

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 0982-22-7006 

備 考｜ 平成25年度第3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。
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様式第 2号（第4条関係）

延総第 9 号

平成25年4月16日

岩 崎 信様

延岡市長 首藤正

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。

（株）北川はゆまに関する一切の資料

開示請求に係る｜ 支配人公募、選定過程に関する資料

行政文書の｜役員名簿等

名称又は内容 112-4 （株）北J1 Iはゆま資料

11-3 経営改善計画書（北J1 Iはゆま）

， 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

目め、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月別（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 7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は、直接上記の所管課に行ってください。
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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。
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様式第 2号（第4条関係）

延 総 第 1 1号

平成25年4月16日

延岡市長 首藤

岩崎信様

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。

延岡市内における市有林の分布がわかる地図

開示請求に係る｜市有林経営計画書（最新2年分）

行政文書の｜延岡市森林簿

名称又は内容｜森林基本図

． 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

補正を求めそ｜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

苧 唄 l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」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25年度第9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。
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様式第 2号（第4条関係）

岩崎信 様

延総第 1 2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。

平成24年度分：

開示請求に係る｜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

行政文書の｜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

名称又は内容
添付ファイル：議員賛否一覧表.xls 

目 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

目め、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2問月22日目）

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 0982-22-7006 

備 考｜平成25年度第10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は、直接上記の所管課に行ってください。
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間り
延総第 1 3 号

平成25年 4月17日

様式第 2号（第4条関係）

信~~；－~胃1コ；－：－でπ？こ・：：＇寸 J1! 

正1ム＂lLl~~1~l~t
l罷i凶~I

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
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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 7号

平成25年 3月 28日

！悶WL:, 
首藤正l量t

平成25年 3月26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｜南浦地区まちづくり懇談会（ 2 4年 6月 28日）議事録音記録

行政文書の｜東海地区まちづくり懇談会（ 2 4年 10月 11日）議事録音記録

名称又は内 容

I 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

目ないため、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

． （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 経営政策課 電話番号 0982-22一7042

備 考｜ 平成2峨第68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。
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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 8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。

開示請求に係る 11，請願・陳情に関する一切の資料（平成 24年度分）

行政文書の 12，全議案に関する議決結果の議員賛否の一覧表（平成 24年度
名称又は内容｜，、、

フゴj

I 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

冒ないため、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｜

’ 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 議会事務局 電話番号 0982-22一7029

備 考｜平成岬度第69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。

~ 
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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。
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様式第2号（第4条関係）

岩崎信 様

延総第 14 0号

平成25年 3月 28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 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。

開示請求に係る， 1，北川｜町多目的研修集会施設等機能集約改修事業に関する一

行政文書の｜切の資料

名称又は内容｜
廿＇ 2，北川公民館機能移転事業に関する一切の資料

I 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

． （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 北川教育課 電話番号 0982-46-2017 

備 考｜平成2峨第n

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。
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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 14 1号

平成25年 3月 29日

平成25年 3月28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。

， 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｜

’ 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 経営政策課 電話番号 0982-22-7042 

備 考｜平成岬度第η

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 f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。

155/324



甲37号証
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甲38号証
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甲40号証
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甲41号証
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European Charter of Local Self-Government
World Charter of Local Self-Government
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RULES OF DEBATE 
Rule 17.  
Upon all debatable matters a Councillor shall speak no more than three (3) times or 
more than fifteen (15) minutes on the same issue. Any citizen or petitioner shall be 
limited to ten (10) minutes. 
    http://medford.org/Pages/MedfordMA_Council/City%20Council%20Rules.pdf  

Bagley-Keene Open Meeting Act Ralph M. 
Brown Act

180/324



181/324



甲42号証
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サイトマップ｜延岡市公式ホームページについて｜文字を大きくしてみるには

記事の検索： 検索

 > 市政情報 > 議会 > 延岡市議会基本条例(案)のパブリックコメント(意見募集)

延岡市議会基本条例(案)のパブリックコメント(意見募集) 

掲載日： 2013年1月16日

現在、延岡市議会では、市民福祉の向上と延岡市の発展をめざして、議会や議員に関する基本的な事項を定め

た延岡市議会基本条例の制定に向け取り組んでいます。

このたび、この条例の素案がまとまりましたので、これを公表し、市民のみなさまからのご意見を募集します。

意見募集対象

延岡市議会基本条例(案) (PDFファイル)

意見募集期間

平成25年1月25日(金曜)から2月12日(火曜)まで

公表方法

●延岡市議会事務局においての縦覧

●各総合支所の地域振興課及び東海・伊形・島浦・南浦の各支所においての縦覧

●延岡市のホームページ

意見の提出方法下記から所定の様式をダウンロードしていただくか、議会事務局で所定の用紙に直接記入してい

ただくか、「延岡市議会基本条例(案)に関するパブリックコメント」と明記し、意見と住所、氏名、年齢を記入の上、
郵送、ファクス、メールにて提出してください。なお、直接持参していただいても結構です。

意見書提出様式 (Word2007ファイル)

意見書提出様式 (PDFファイル)

※なお、電話や窓口等での口頭による受付はいたしかねますのでご了承下さい。

意見の提出先

持参の場合

延岡市議会事務局

住所:延岡市東本小路121-1 
延岡市中小企業振興センター2階
※土日、祝祭日を除く

午前8時30分から午後5時15分まで

郵送の場合

〒882-8686
延岡市東本小路2-1
延岡市議会事務局宛

(平成25年2月12日(火曜)までに必着)
ファクスの場合 FAX番号 0982-31-0010
電子メールの場合 gikai@city.nobeoka.miyazaki.jp

提出された意見の取扱い

延岡市議会基本条例(案)のパブリックコメント(意見募集)

1/2
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サイトマップ｜延岡市公式ホームページについて｜セキュリティポリシー 延岡市役所

882-8686 宮崎県延岡市東本小路2番地1
電話 0982-34-2111(代表)

提出されたご意見の概要と、それに対する市議会の考え方などについては、募集期間終了後にホームページで一

定期間公表いたします。なお、個々のご意見に対して、直接個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承く

ださい。

公表の際には、ご意見の内容以外(住所・氏名・年齢)は公表いたしません。

住所・氏名・年齢を明かされずに提出していただいた意見は、正式に受理しない場合があります。

担当課 議会・行政委員会等議会事務局

住所
延岡市中小企業振興センター(882-0813 延岡市東本小路121番
地1)

電話番号 0982-22-7029

FAX 0982-31-0010

メールアドレス gikai@city.nobeoka.miyazaki.jp 

[ ▲ ページの先頭へ ]
 > 市政情報 > 議会 > 延岡市議会基本条例(案)のパブリックコメント(意見募集)

Copyright (C) 2006 Nobeoka-City All Rights Reserved. 

延岡市議会基本条例(案)のパブリックコメント(意見募集)
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平成 25 年 2 月 12 日 

延岡市議会基本条例(案)に関する意見書（パブリックコメント） 

氏名: 岩崎 信 

Email:mi6116@gmail.com

電話: 080-3940-1814 

住所: 延岡市北川町長井 4940

条文に沿って、★印が意見です。（参考資料追加しました。時間不足でまとまりきれなか

った感じです。） 

--------------------------- 

前 文  

延岡市議会（以下「議会」という。）は、延岡市民（以下「市民」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「市長」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間討議を展開させ、必要な政策

提言・政策立案を積極的に行い、さらに市民に開かれ、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。  

★ 修正案「延岡市議会は正当な選挙によって延岡市民に選出された代議員によって構成さ

れる立法決政機関であり、市民の自由と幸福の増進を目的として、市民と議員が討議を行

う場所である。 

かつて、聖徳太子は、「十七に曰く、夫れ事独り断（さだ）むべからず。必ず衆（もろもろ）

とともに宜しく論（あげつら）ふべし。」と示し、明治天皇は、「広く会議を興し、万機公

論に決すべし。旧来の陋習を破り、天地の公道に基づくべし。」と誓した。 

我々は、言論表現の自由を妨げるあらゆる圧力を排し、法の下の平等原理により、老若男女

甲44号証
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相まみえ、自由な議論を盛んにすることが求められている。 

我々は、憲法の「主権在民」「個人の尊重」「地方自治の本旨」に則り、又、欧州地域自治

憲章（EuropeanCharter of LocalSelf-Government）、世界地域自治憲章（WORLD CHARTER 

OF LOCAL SELF-GOVERNMENT）の理念に賛同し、延岡市民の協力によってできることは県や

国の干渉を招くことなく、その自由意志によって、我々と子孫のために幸福な社会を築い

ていかなければならない。」 

 

趣旨:議論が成立するためには自我が確立していること（個人の独立）と、人と人の間の対等な関

係（儒教的上下差別排除）が必要条件である。 

 

 市長に関する言及は必要ない。 

 「二元代表制」という語は不適切の感がある。議会は議会の自由独立を最大限追求すれば

よい。あえて言うならば「二権分立制」である。執行権と立法決政権は全く役割が違うもの

であることを認識すべし。同じ役割の機関が2つあるわけではない。 

 この前文は主権者である市民の立場からのものではなく、議員、議会が主体となって市民

を捉えている。憲法の主権在民原理にそぐわない。 

 

（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。  

★ 修正案「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、議会における市民と議

員の自由な討論を保証し、市民の幸福増進に寄与することを目的とする。」 

 

（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」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。  

★ 「議決機関」→「立法決政機関」とする。 

「公平性及び透明性」とともに、何よりも「独立性」が重視、確立されなければならな

い。 

 (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。  

★ 「提言」は弱い語調ではないか。「提示」はどうか。意見書提出は素晴らしい。地域主権

の拡大のためには、場合により、裁判所への求裁定も必要である。 

 

(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。  

206/324



 3 / 12 

 

★ 開かれた議会であるためにはどうあらねばならないのか、何をどうしなければならないの

か、を規定するのが条例である。 

 

(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。  

 

★「福祉」という語は社会福祉、老人福祉等のみであるかのように連想されかねないので「幸

福」度を向上させることを目標とすべし。市民幸福度世界一を目指すべし。延岡市は自殺率の

実質世界一の地域であることが直視されなければならない 

 

(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、常に自己研鑽に努

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。  

 

★「1人以上」としなければならない。憲法13条「個人の尊重」理念に反する。あるいは「会

派」の規定は不要である。削除すべし。 

 

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。  

（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。  

 

★そのためには予算案、議案等は会議期日前にHP等で公開し、世界中に意見、修正案、対案を

求めなければならない。すべての情報が公開されるのが当然であるから「積極的に」という

のは違和感あり。何をどのように公表しなければならないかを規定するのが条例である。何

をどうのようにしたら市民との協働を図っていることになるのかを規定するのが条例であ

る。 

「努めたが何もしなかった」状態を招くことを防止するのが条例である。 

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

討議に反映させるよう努めなければならない。  
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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。  

 

★当然である。 

これまでの会議における議場の市長とその職員が座っていた場所は本来市民が座るべき場

所である。市長とその職員は議員の資格はないのであるから、地方自治法第百二十一条によ

り、執行府の職員を議場に呼び出すのは最小限にとどめなければならない。市長職員も自粛

しなければならない。市長職員は年間会議開催時間の2分の1を越えて会議に出席することは

できない規定を設けること。 

 

（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。  

 

★事前報告は事後報告と同様に重要である。 

 

（会議の公開）  

第7条 議会は、開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。  

 

★「開かれた議会」とはどのような状態なのかが問題。第一に市民の最大多数が参加できる

時間帯でなければならない。市民が会議において発言可能な状態でなければならない。あ

らゆる情報があらゆる方法で直ちに公開されなければならない。あらゆる方法による会議

の記録、写真撮影、録音録画、放送が妨げられないものでなければならない。これらの「思

いやり」が表現されなければ市民と共に立つ議員集団とは言えない。 

★ 地方自治法第百二条の二により、通年会期制とすべきである。毎週土曜日の夜 7時等の時間帯が

望ましい。欧米の先進民主主義国では当然の慣行であり、日本でも通年制に移行する自治体が増加

しており、基本条例に規定が盛り込まれている。定例会期制では市長による専決処分濫用、議会招

集権問題を避ける事ができない。 

議員報告会、説明会等は常に夜 7 時から開催されていることを考慮すれば、本会議も同様に毎週開

催できるはずである。 

 

（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。  

 

★ 自由討議の場では市長に限らず、誰もが対等独立互尊の関係が維持されなければ議論が

成り立たない。 
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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。  

 

★ 一問一答式→「一題集中式」とする。:1問に対して 1回答えたらそれで終わりという誤解を招く。

質問対回答の呪縛から脱し、意見対意見の構図にすべし。 

 

3 議会の会議に出席した市長等は、議長又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。  

 

★ 修正案:「何人も自由な質問発言を妨げられない。」 

市長に限らず、疑問があれば誰でも質問できるのがあたりまえな自由討論である。 

 

（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。  

 

★ 閉会中、開会中にかかわらず文書による質問回答ですむ問題はわざわざ議場に呼び出し

て問答儀式を行う必要はない。 

 

（議会審議における論点情報の形成）  

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」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。  

 

★市長が予算案を提出する前までに、議会は立法決政府として独立して予算案を策定しなけ

ればならない。その後両案を対比し、修正作業を行うものとする。 

市長の予算案はあくまでもタタキ台である。原案可決という事態はあっってはならないこと

である。 

（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、
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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。  

 

★法律によって禁じられていないあらゆる事件が議会の議決すべき事件である。 

 

（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。  

 

★他の市町議会、例えば栗山町議会では全ての案件、陳情、請願について議員の賛否をHP公表

している。 

http://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/gikai/disclosure/pro_and_con/index.html 

「重要な議案」に限定する理由はない。秘匿性を連想させる表現は極力排除されなければな

らない。 

 

（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。  

 

★ 他の市町の議会基本条例と比較すると本市案は「自由」という語が注意深く避けられて

いる。全文の中で「自由」の使用回数は栗山町9回、都城市7回、小林市5回に対し、延岡市1回の

みである。 

議員の発言が積極的であるのは当然であり、積極的でないのであれば議論を妨げるのは何で

あるかを考察しなければならない。不自然な議会規則、権威、上下年齢差別、議員バッジ等

ではないだろうか。自由に議論できるための必要条件づくりが先決である。延岡市ほど自由

な言論が求められている地域はない。100回以上この条例案の中で「自由」が出てきても少

ないくらい自由のない地域である。自由がない→自主性がない、幸福度が低い→創造性がな

い→起業がない→県民所得低化→自殺率実質世界最高、となっている。 

議会基本条例の元祖である栗山町の条文を参考したい: 

『（ 自由討議による合意形成） 

第9 条 議会は、議員による討論の広場であることを十分に認識し、議長は、町長等に対する本

会議等への出席要請を必要最小限にとどめ、議員相互間の討議を中心に運営しなければなら

ない。 

2 議会は、本会議、常任委員会、特別委員会等において、議員提出議案、町長提出議案及び町

民提案等に関して審議し結論を出す場合、議員相互間の自由討議により議論を尽くして合意

形成に努めるとともに、町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。 
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3 議員は、前2 項による議員相互間の自由討議を拡大するため、政策、条例、意見等の議案の

提出を積極的に行うよう努めるものとする。』 

 

これは執行府の出席を最小限化することが不可欠であることを認識している。執行府員がい

なくなればその代わりに市民と向き合わざるを得なくなる。ドイツ、アメリカ、イギリス等、

民主政治先進国で住民が会議に参加して発言する機会のない市町村議会はないはずである。

傍聴するのに住所氏名の記帳を要求される国はないであろう。「傍聴」ではなく「参会」と

しなければならない。 

 

（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」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「所管事務調査」という。）

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。  

 

★ 常任委員会制度は廃止し、本会議中心の読会制を採用すべし。そもそも常任委員会制は、常

時無数の法案が出されるアメリカでは審議迅速化のために意義あるものであるかもしれな

いが、議員立法（立条例）が皆無に等しい延岡市議会においては有害である。 

議員は特定分野の議案について審議するために選ばれたのではなく、「市民の代表」とし

て、市民の意向を反映するために議会に送り込まれたのであるから、全ての議案審議に参加

し、住民の立場で行政を統制する責務がある。 

 

（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。  
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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。  

（議会の研修）  

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。  

 

★ドイツの自治行政学校、市町村研修所、公務員養成学校並の教育機関が必要である。日本

国内のみを見ていては井の中の蛙である。民選議員をパブリックサーバント（公員）の傀儡

化する構図から脱却しなければならない。 

例:http://www.bsvk.info/    http://www.akademie-rlp.de/  

参考文献:「豊かさを生む地方自治 ドイツを歩いて考える」 

 

（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、議会運営を円滑かつ効率的に行うため、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。  

 

★ 議会の独立性を確保するためには事務局職員の採用は議会の責任による公募制でなけれ

ばならない。執行府の職員の出入りは禁止されなければならない。 

1972年までのアメリカ統治下の沖縄の琉球政府（執行府）に対して琉球立法院は予算編成権

と立法権を独占しており、29人の議員に140人の職員が補佐していた。 

 

（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。  

（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。 

（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。  

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遵守しなければならな

212/324



 9 / 12 

い。  

（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、市政の現状と課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、財政力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。  

 

★ 会議ファシリテーター（進行役）専門家の意見によれば、自由討議が活発であるために

は15人以下の定数が適当である。それ以上であれば指名なしの発言が困難になる。 

もう一つの条件は、地方自治法第百十二条の規定により、議案提出は12分の1以上の賛成が

必要、と規定されており、12人以上の定数であれば2人以上の賛成が必要となるから、憲法

13条「個人の尊重」に反することになる。1人の議員の背後には多数の支持市民があり、そ

の支持者が望む議案を審議採決にかけることができないのは不合理であり、参政権侵害であ

る。議員提案が多すぎて処理できないほどの件数があるのであればこのような制限も考慮さ

れることもあるかもしれないがほぼ皆無の状態である。議員一人で議案提出可能であるため

には12人以下でなければならない。市内各地域から最低1人の議員を確保し、残りの定数枠

は得票数順の当選とする。 

どのような議案も審議採決にかけてその結果を市民に公表し、次期選挙時の決定資料とする

ことに意義がある。最初は1人のみの意見であっても審議を進めるうちに賛同者が増えるも

のである。 

 

（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。  

 

★ 市議員報酬は実費弁済程度に収めるのが民主政治先進国共通の慣行である。ボランティ

アによる自主的な政治が尊重されなければならない。報酬がなくても議員になって延岡市を

改善したいという市民を募ることが第一選択肢であり、応募者がない場合にのみ報酬の増額

を検討すべきである。そのためには議会の開催時間が誰でも参加できる時間帯、午後7時以

降でなければならない。 

業績に見合わない報酬は、餌とされて執行府 Public servant（公員）の家畜となる有害な

ものである。 

 

（最高規範性）  

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
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ればならない。  

 

★「傍聴規則」は「参会規則」とする。あるいは会議規則の中で規定する。 

会議規則は自由討議が活発になるように改めなければならない。「会議規則」と「基本条例」

を分ける必要はない。一本化可能である。 

 

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日より施行する。 

 

★ 会議の種類:発言権のある者に応じて、4つに分けることができる。 

（民議会）市民と議員のみの会議 

（民議執会）市民と議員と執行府の会議 

（議員会）議員のみの会議 

（議執会）議員と執行府のみの会議 

民議会を主たる会議とし、議執会は月間民議会開催時間の総数の 2分の 1以下でなければならないも

のと規定する必要がある。 

 

★ 会議規則について 

自由討議のルールについて 

延岡市の姉妹都市であるアメリカのMedford市の議会規則には次のようにある。 

----------------------- 

RULES OF DEBATE 

Rule 17.  

Upon all debatable matters a Councillor shall speak no more than three (3) times  

or more than fifteen (15) minutes on the same issue. Any citizen or petitioner  

shall be limited to ten (10) minutes. 

http://medford.org/Pages/MedfordMA_Council/City%20Council%20Rules.pdf  

同一事項について、議員は 3回、又は 15分以上話すことはできない、市民及び請願陳情者は 10分

以内話すことができる。 

----------------------- 

自由討議のためにはこの程度の制限のみで十分である。Medford市の議会規則を参考に 

延岡市の議会規則を再構成する必要がある。 
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★ カリフォルニア州の公開会議法（Bagley-KeeneOpenMeeting Act、RalphM. Brown Act）には、以

下の規定がある。http://www.clair.or.jp/j/forum/c_report/pdf/265-2.pdf  

「会議や委員会は原則公開で開催され、公開の場において政策決定をしなければならない。 

会議等の開催にあたっては、議題等を既定の日数前に市民に通知する。 

会議等の開催にあたって、出席者の氏名や個人情報を収集してはならない。 

会議等での写真撮影や録音を認める。 

会議等で市民が発言する権利を確保する。」 

 

延岡市議会基本条例においても同様の規定が最低限盛り込まれなければならない。アメリカ市民はどの

ような公開会議においても発言する時間が与えられる、延岡市民は与えられないのであればどちらの市

民が幸福かであろうか。 

 

★ 本条例案の公聴会（説明会）に関して: 

2月 3日(日曜) 【北川地区】  ホタルの館での公聴会に参加したが、 

 問題点は、 

一、      議事進行が逃避的であること。 

一人の発言人の発言、問題提議から他の発言人の他の問題に移る場合は、必ず「次に移っていいで

すか?」等の確認が必要ではないか。 

問題論点をそらし、逃避的態度であると誤解されることになりかねない。自由な討論を望まない議

員であるとの印象を与えかねない。 

 

二、      執行権について:執行権が万能であるかのような発言が出されていたが、アメリカの大統領

制を例に見ると、大統領には立法権はない、法案提出の権限はない、ことが確認される。議会が決

定したことを実行することだけができるといえる。 

行政府に対して、市議会は政治を決定する機関、決政府である。 

執行部に対して、決定部である。 

 

★ パブリックコメントの実施方法について 

2月 12日締切日の午前中にパブリックコメントの情報を市議会の HPで確認しようとすると削除さ

れていた。延岡市全体の新着情報「議会基本条例に関する市民説明会」（掲載日:2013年 1月 25日）

の項目からも削除されていた。削除しなければならない理由がないのであれば、市民の不審感を増

す事態である。 

しかも「パブリックコメント実施」に関する単独見出しの新着情報はもともとなかった。「市民説明

会」の情報の奥のリンクにあるだけであった。 

市の広報誌、議会広報誌にも掲載された形跡がない。 

本条例案第 17条の「多様な広報手段」によって広報されなかったのではないだろうか。 

「多様な広報手段」によって広報された事実が証明されない限り、再実施されるべきではな

いだろうか。 

★ パブリックコメントにおいて年齢の記載が求められているが、これは特別な理由がない限

り必要ない個人情報と考えられる。年齢差別の悪しき慣習は絶たねばならない。 
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★ 欧米の先進民主主義国、最低限ドイツ、アメリカ、イギリスにおける地域自治体の議会がど

のような規則によって運営されているか、議員全員が市民に対して説明できるような状態

になってから、本条例を審議することが望ましい。 

 

★   議員は市民の意見の代弁者であり、弁護士であるならば、「議会における最高規範」を制定するに

あたっては、本条例案の公開を中間報告書と位置づけ、市民の意見を十分収集吟味する時間を設け

なければならないことは、本条例案の趣旨によって要請されていることが明らかである。 

 

参考資料: 

欧米における地方議会の制度と運用 http://www.clair.or.jp/j/forum/series/pdf/h16-1.pdf  

ア メ リ カ の マ サ チ ュ ー セ ッ ツ 州 内 の 自 治 体 に お け る ガ バ メ ン ト と ガ バ ナ ン ス 

http://www.clair.or.jp/j/forum/series/pdf/h20_02.pdf  

ヨーロッパの自治体制度  

http://staff.aichi-toho.ac.jp/okabe/ronbun/eurojichi.html  

アメリカの自治体制度  

http://staff.aichi-toho.ac.jp/okabe/ronbun/jichius.html   

「豊かさを生む地方自治 ドイツを歩いて考える」木佐茂雄 著 

「地方議会改革マニフェスト」日経グローカル編 

 

以上 
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平成25年 9月9日

議案書

延岡市議会議長宛

氏名 岩崎信 .，~， 

住所 延岡市北川町長井4940

Email mi6116@gmai 1. com 

電話 080-3940-1814 

憲法第 16条、延岡市議会基本条例第 5条 3項、延岡市議会会議規則第 140条の規定に

より議案を提出する。

件名 図書館資料の貸出冊数の制限を「5冊Jから「10冊J又は「無制限Jに変更する

1. 提案要旨

延岡市立図書館の図書資料の貸出冊数の制限を 5冊から 10冊又は無制限に変更する。

2.提案理由

現状： 5冊以上の貸出を希望する利用者は、他人のカードを何枚も使用している。貸

し出し事務手続きが煩雑になっている。

特定のテーマについて調査研究する必要が発生したH寺に、 smtしか借りれないと効率が

悪い。一度に複数の資料を参照する必要がある場合に困る。

遠隔地から来館する利用者にとっては、 1度に 10冊を 2週間後に返却するために来館す

る必要があるが、 5冊しか借りれない場合は、 1週間後に借り換えのために来訪しなければ

ならない等、必要来館数が増え、交通費、時間作業費等が増加する。

宮崎市、日向市も 10冊である。人口 6万人の日向市は、本年2月 18日の図書館協議会

において、 10冊に変更することを可決し、 4月から実施している。

本年2月の延岡市図書館協議会において、菅家幸子委員が貸出冊数の増加を提案してい

るが、決議されることなく放置されている。

市民の利用者からも同様の要望書が提出され、家族のカードを複数使用する際の不便さ

を訴えている投書もあるが、放置されている。

そもそも、貸出冊数の制限には意味が無い。一人の人間が一度に持てる本の重さには限

界がある。一人の人間が 2週間以内に利用できる資料数には限界がある。市民の調査研究

活動に対して不必要な制限を加えることは、自由の侵害である。表現の自由、学問の自由、

個人の尊厳の侵害である。

九州ーの面積（903 km2）を誇る佐伯市立図書館では図書、雑誌ともに貸出附数無制陸ごで

ある。隣接する九州第二位の面積（868 km2）の延岡市立図書館でも無制限とす弘辱志賀美尽d

当である。 f lfW 叉
1 I 3 
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東京都内の区市町村立図書館の貸出冊数制限

http://tokyo-toshokan.net/00000588.htm 

貸出冊数制限 自治体

昭島市

無制限
小金井市

多摩市

あきる野市

荒川区

葛飾区

30冊
北区

文京区

日野市

西東京市

足立区

板橋区

江東区

20冊 品川区

墨田区

目黒区

調布市

文部科学省の社会教育調査の統計によると、人口一人あたりの貸出冊数は 47都道府

県中 45位である。秋田県、高知県等とともに、自殺率の高さと相関関係がある。

人口 1人あたり年間貸出冊数ランキング

順位 都道府県 貸出冊数 人口 1人あたり 偏差値

滋賀県 12,706,016冊 9.00冊 81.02 

2 東京都 106,461,645冊 8.09冊 74.12 

3 山口県 9,604,893冊 6.62冊 63.02 

4 佐賀県 5,431,966冊 6.39冊 61.29 

5 福井県 5,068,872冊 6.29冊 60.53 

6 愛知県 46,427,740冊 6.26冊 60.34 

7 香川県 6,143,645冊 6.17冊 59.62 

8 岡山県 11,748,276冊 6.04冊 58.65 

9 大阪府 53,388,400冊 6.02冊 58.52 

10 静岡県 21,883,328冊 5.81冊 56.93 

11 情玉県 41,098,004冊 5.71冊 56.17 

12 兵庫県 31,911,913冊 5.71冊 56.17 

13 長野県 12,190,729冊 5.66冊 55.82 
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14 山梨県 4,830,846冊 5.60冊 55.31 

15 石川県 6,437,661冊 5.50冊 54.59 

16 広島県 15,661,609冊 5.47冊 54.38 

17 奈良県 7,658,626冊 5.47冊 54.32 

18 京都府 14,256,525冊 5.41冊 53.88 

19 千葉県 33,472,956冊 5.38冊 53.71 

20 鳥取県 3,070,130冊 5.21冊 52.41 

21 富山県 5,614,435冊 5.14冊 51.83 

22 岐阜県 10,432,471冊 5.01冊 50.9 

23 島根県 3,545,584冊 4.95冊 50.39 

24 徳島県 3,873,659冊 4.93冊 50.31 

25 福岡県 24,794,646冊 4.89冊 49.96 

26 茨城県 14,213,606冊 4.79冊 49.19 

27 二重県 8,654,246冊 4.67冊 48.28 

28 長崎県 6,589,269冊 4.62冊 47.92 

29 栃木県 9,211,737冊 4.59冊 47.69 

30 愛媛県 6,548,776冊 4.58冊 47.61 

31 群馬県 9,179,546冊 4.57冊 47.57 

32 新潟県 10,620,861冊 4.47冊 46.83 

33 北海道 22,492,926冊 4.09冊 43.9 

34 神奈川県 36,152,857冊 4.00冊 43.23 

35 熊本県 7,055,902冊 3.88冊 42.38 

36 大分県 4,499,894冊 3.76冊 41.44 

37 山形県 4,278,546冊 3.66冊 40.7 

38 鹿児島県 6,101,566冊 3.58冊 40.07 

39 沖縄県 4,695,193冊 3.37冊 38.51 

40 宮城県 7,901,208冊 3.37冊 38.47 

41 岩手県 4,474,467冊 3.36冊 38.46 

42 和歌山県 3,366,904冊 3.36冊 38.43 

43 高知県 2,530,194冊 3.31冊 38.07 

44 福島県 6,366,735冊 3.14冊 36.76 

45 宮崎県 3,419,101冊 3.01冊 35.81 

46 青森県 3,633,237冊 2.65冊 33.05 

47 秋田県 2,642,172冊 2.43冊 31.44 

全国 682.343,518冊 5.33冊

(2010) 

h抗p://todo・ran.com/凶cijν14245
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延岡市議会議長宛

議案書

氏名

住所

平成 25年 9月 9日

岩崎信 組静
延岡市北川町長井 4940

Emai 1 mi6116@gmai 1. com 

電話 080-3940-1814 

憲法第 16条、延岡市議会基本条例第 5条 3項、延岡市議会会議規則第 140条の規定に

より議案を提出する。

件名 延岡市立図書館 3分館にインターネット接続 PCを設置する

1. 提案要旨

延岡市立図書館北方分館、北浦分館、北川分館にインターネット接続PCを設置する。

2.提案理由

現状：延岡市立図書館本館にはインターネット接続PCが l台設置されているが、分館

には設置されていない。利用者が資料を検索する場合、館内所蔵資料は検索できるが、県

立図書館、国会図書館等の資料を検索することができない。極めて不便である。

図書館の設置及び運営上の望ましい基準（平成 24年 12月 19日文部科学省告示第 172

号）には次のように規定されているが、延岡市立図書館においては満たされていない。

図書館の設置及び運営上の望ましい基準（平成 24年 12月 19日文部科学省告示第 172号）

（二）情報サービス

1 市町村立図書館は、インターネット等や商用データベース等の活用にも留意しつつ、利

用者の求めに応じ 資料の提供・紹介及び情報の提示等を行うレファレンスサービスの充

実・高度化に努めるものとする。

2 市町村立図書館は、図書館の利用案内、テーマ別の資料案内、資料検索システムの供用

等のサービスの充実に努めるものとする。

3 市町村立図書館は、利用者がインターネット等の利用により外部の情報にアクセスで

きる環境の提供、利用者の求めに応じ、求める資料・情報にアクセスできる地域内外の機

関等を紹介するレフェラルサービスの実施に努めるものとする。

四連携・協力

1 図書館は、高度化・多様化する利用者及び住民の要望に対応するとともに、利用者及玲M 必

住民の学習活動を支援する機能の充実を図~；~i、資料や情報の相互利用などの他の機時マ
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団体等との協力を積極的に推進するよう努めるものとする。

2 図書館は、前項の活動の実施に当たっては、図書館相互の連携のみならず、国立国会図

書館、地方公共団体の議会に附置する図書室、学校図書館及び大学図書館等の図書施設、

学校、博物館及び公民館等の社会教育施設、関係行政機関並びに民間の調査研究胞設及び

民間団体等との連携にも努めるものとする。

以上
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延岡市議会議長宛

議案書

氏名

住所

平成 25年 9月9日

岩崎信 領多
延｜両市北川町長井4940

Emai I mi6116@gmai I. com 

電話 080-3940-1814 

憲法第 16条、延岡市議会基本条例第 5条 3項、延岡市議会会議規則第 140条の規定に

より議案を提出する。

件名 延岡市立図書館内で無線インターネット接続環境を整える

l. 提案要旨

延岡市立図書館本館、北方分館、北浦分館、北川分館内で利用者がインターネットに

自由に接続できる環境を整える。

2.提案理由

現状：延岡市立図書館ではインターネット接続環境が整っていない。利用者が館内資料

で調査研究中にインターネットの情報を検索する必要がある場合に手持ちのノート PC等

で直ちに接続できないと不便である。効率的な調査研究活動を行うことができない。

ノートパソコン、スマートフォン、 iPadその他の携帯端末が紙のノートとしての機能を

果たしている。その機能を最大限発揮するための環境が延岡市立図書館においては整って

いない。極めて不便である。図書館は情報オアシスとしての機能を果たす必要がある。

宮崎県立図書館においては常時無線LAN接続が可能である。宮崎市民は図書館内で携帯

端末でインターネットに接続する環境が整っている。 lOOkm離れた延岡市内にはそのよう

な環境の図書館がない。地域間格差をなくし、延岡市民の調査研究、生涯学習環境を充実

させる必要がある。

図書館の設置及び運営上の望ましい基準（平成 24年 12月 19日文部科学省告示第 172

号）には次のように規定されているが、延岡市立図書館においては満たされていない。

図書館の設置及び運営上の望ましい基準（平成 24年 12月.19日文部科学省告示第 172号）

（二）情報サービス

1 市町村立図書館は、インターネット等や商用データベース等の活用にも留意しつつ、利

用者の求めに応じ、資料の提供・紹介及び情報の提示等を行うレファレンスサービスの充

実・高度化に努めるものとする。

2 市町村立図書館は、図書館の利用案内、テーマ別の資料案内、資料検索システムの
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等のサービスの充実に努めるものとする。

3 市町村立図書館は、利川者がインターネット等の利用により外部の情報にアクセスで

きる環境の提供、利用者の求めに応じ、求める資料・情報にアクセスできる地域内外の機

関等を紹介するレフェラルサービスの実施に努めるものとする。

四連携・協力

1 図書館は、高度化・多様化する利用者及び住民の要望に対応するとともに、利用者及び

住民の学習活動を支援する機能の充実を図るため、資料や情報の相互利用などの他の施設・

団体等との協力を積極的に推進するよう努めるものとする。

2 図書館は、前項の活動の実施に当たっては、図書館相互の連携のみならず、国立国会図

書館、地方公共団体の議会に附置する図書室、学校図書館及び大学図書館等の図書施設、

学校、博物館及び公民館等の社会教育施設、関係行政機関並びに民間の調査研究施設及び

民間団体等との連携にも努めるものとする。

図書館内のみならず、カルチャープラザ、のべおか全域、市庁舎内全域での無線インター

ネット接続環境の整備も検討可能である。

以上
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平成25年9月9日

議案書

延岡市議会議長宛

氏名

住所

岩崎信 衛参
延岡市北川町長井4940

Email mi6116@gmail.com 

電話 080-3940-1814 

憲法第 16条、延岡市議会基本条例第 5条 3項、延岡市議会会議規則第 140条の規定に

より議案を提出する。

件名 図書館の運営情報、図書館協議会議事録等をホームページで公表する

1. 提案要旨

延岡市立図書館の運営情報、図書館協議会の議事録等をホームページで、公表する。

2.提案理由

現状：図書館の運営情報、図書館協議会の議事録等がホームページで公表されていない。

市民、利用者は図書館の運営状況を知ることができず、客観的評価を求めることができな

い。図書館の運営、図書館協議会の運営がずさんとなり、利用者の不利益がはなはだしい。

図書館の設置及び運営上の望ましい基準（平成 24年 12月 19日文部科学省告示第 172

号）には次の規定がある。

1 管理運営

（ー）基本的運営方針及び事－業計画

1 市町村立図書館は、その設置の目的を踏まえ、社会の変化や地域の実情に応じ、当該図

書館の事業の実施等に関する基本的な運営の方針（以下「基本的運営方針Jという。）を策

定し、公表するよう努めるものとする。

2 市町村立図書館は、基本的運営方針を踏まえ、図書館サービスその他図書館の運営に関

する適切な指標を選定し、これらに係る目標を設定するとともに、事業年度ごとに、当該

事業年度の事業計画を策定し、公表するよう努めるものとする。

3 市町村立図書館は、基本的運営方針並びに前項の指標、目標及び事業計画の策定に当た

っては、利用者及び住民の要望並びに社会の要請に十分留意するものとする。

（二）運営の状況に関する点検及び評価等

1 市町村立図書館は、基本的運営方針に基づいた運営がなされることを確保し、その事業

の水準の向上を図るため、各年度の図書館サービスその他図書館の運営の状況についてf ・

（ー）の2の目標及び事業計画の達成状況等に関し自ら点検及び評価を行うよう努めえ

1 I 2 
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ばならない。

2 市町村立図書館は、前項の点検及び評価のほか、当該図書館の運営体制の整備の状況に

応じ、図書館協議会（法第十四条第一項に規定する図書館協議会をしづ。以下同じ。）の活

用その他の方法により、学校教育又は社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を

行う者、図書館の事業に関して学識経験のある者、図書館の利用者、住民その他の関係者・

第三者による評価を行うよう努めるものとする。

3 市町村立図書館は、前二項の点検及び評価の結果に基づき、当該図書館の運営の改善を

図るため必要な措世を講ずるよう努めなければならない。

4 市町村立図書館は、第一項及び第二項の点検及び評価の結果並びに前項の措置の内容

について、インターネットその他の高度情報通信ネットワーク（以下「インターネット等j

という。）をはじめとした多様な媒体を活用すること等により、積極的に公表するよう努

めなければならない。

（三）広報活動及び情報公開

市町村立図書館は、当該図書館に対する住民の理解と関心を高め、利用者の拡大を図るた

め、広報紙等の定期的な刊行やインターネット等を活用した情報発信等、積極的かつ計画

的な広報活動及び情報公開に努めるものとする。

日向市立図書館等、他の図書館では図書館協議会の議事録等、図書館運営情報がホーム

ページで公表されており、市民は自宅に居ながらにして図書館の運営情報を得ることがで

きる。

図書館の設置及び運営上の望ましい基準の規定の通り、延岡市立図書館でも公表する必

要がある。

以上
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延岡市議会議長宛

議案書

氏名

住所

平成 25年 9月 9日

岩崎信 轡
延岡市北川町長井4940

Emai 1 mi6116@gmai 1. com 

電話 080-3940-1814 

憲法第 16条、延岡市議会基本条例第 5条 3項、延岡市議会会議規則第 140条の規定に

より議案を提出する。

件名 延岡市立図書館協議会の委員を公募する

1. 提案要旨

延岡市立図書館協議会の委員 8名のうち、 1人以上の委員は公募制とする。広報のべ

おか等で公募する。

2.提案理由

現状：図書館協議会の委員に利用者の立場からの委員が選出されておらず、利用者の意

見が反映されない運営がなされている。図書館協議会の本来の機能が果たされていない。

改善策：図書館協議会の委員を公募すること。

「図書館協議会委員公募Jで検索すれば、宮崎県立図書館を含む多数の図書館が

公募していることがわかる。

図書館の設置及び運営上の望ましい基準（平成 24年 12月 19日文部科学省告示第 172

号）には図書館協議会に関する次の規定がある。市民利用者の中から公募する必要がある。

（二）運営の状況に関する点検及ひ吉平価等

1 市町村立図書館は、基本的運営方針に基づいた運営がなされることを確保し、その事業

の水準の向上を図るため、各年度の図書館サービスその他図書館の運営の状況について、

（ー）の 2の目標及び事業計画の達成状況等に関し自ら点検及び評価を行うよう努めなけれ

ばならない。

2 市町村立図書館は、前項の点検及び評価のほか、当該図書館の運営体制の整備の状況に

応じ、図書館協議会（法第十四条第一項に規定する図書館協議会をいう。以下同じ。）の活

用その他の方法により、学校教育又は社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を

行う者、図書館の事業に関して学識経験のある者、図書館の利用者、住民その他の関係者・

第三者による評価を行うよう努めるものとする。
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（五）図書館協議会

1 市町村教育委員会は、図書館協議会を設置し、地j戒の実情を踏まえ、利用者及び住民の

要望を十分に反映した図書館の運営がなされるよう努めるものとする。

2 図書館協議会の委員には、法第十六条の規定により条例で定める委員の任命の基準に

従いつつ、地域の実情に応じ、多様な人材の参画を得るよう努めるものとする。

図書館法（図書館協議会）

第十四条 公立図書館に図書館協議会を置くことができる。

2 図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図

書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関とする。

第十五条 図書館協議会の委員は、当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会が

任命する。

第十六条 図書館協議会の設置、その委員の任命の基準、定数及び任期その他図書館協議

会に関し必要な事項については、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなけれ

ばならない。この場合において、委員の任命の基準については、文部科学省令で定める基

準を参酌するものとする。

カルチャープラザ‘のべおか条例（図書館協議会）

第 13条の2 図書館法第 14条第 1項の規定に基づき、市立図書館に延岡市立図書館協議

会（以下「協議会Jとしづ。）を置く。

2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行

う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。

3 協議会の委員の定数は、 8人とする。

4 委員の任期は、 2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、その前任者の残任期

間とする。

5 協議会は、図書館長が招集する。

カルチャープラザのべおか条例施行規則第5節 図書館協議会

（議長等）

第 23条延岡市立図書館協議会（以下「協議会Jという。）に委員の互選により議長及び

副議長各 1人を置く。

2 議長及び副議長の任期は、 1年とする。

3 議長は、協議会の会議を主宰する。

4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、その職務

を代理する。

（協議会の招集）

第 24条館長は、協議会を招集するときは、あらかじめ開催の日時、場所及び議題を委員

に通知するものとする。

（議事）

第25条協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。

（協議会の運営）

2 I 3 

227/324



なければならない。

（三）広報活動及び情報公開

市町村立図書館は、当該凶書館に対する住民の理解と関心を高め、利用者の拡大を図るた

め、広報紙等の定期的な刊行やインターネット等を活用した情報発信等、積極的かつ計画

的な広報活動及び情報公開に努めるものとする。

日向市立図書館、都城市立図書館、宮崎市立図書館では、図書館要覧、図書館協議会議

事録等、運営情報がホームページで公開されているが、延岡市立図書館では全く公開され

ていない状態である。

佐賀県の武雄市立図書館は、年中無休であり、開館時間も夜 9ll寺まで 20台のインター

ネット用 PCがあり、携幣PCでも館内全域の無線以Nで自由にインターネット接続可能で

ある。同等以上のサービス提供することを条件として、意欲のある館長を公募すべきであ

る。

図書館は自治体の頭脳であり、顔である。図書館を見ればその日治体の実態がわかる。

図書館サービス比較表

図書館名 人口 開館日数 開館時間 貸出 インターネ 携帯 返却ポ

冊数 ット PC PC スト

武雄市立図書館 50, 768 365日 9-21 n寺 10 20台 無線接 駅、公

続可 民館等

延岡市立図書館 128,385 296日 火ー金 9-19時 5 1台（本館） 不可 なし

(69日開館） 土日祝9-17時 0台（3分館）

宮崎県立図書館 l, 120, 708 300日 火一土 9-19u寺 10 6台 無線接 なし

(65日閉館） 日祝 9-17時 続可

以上
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延岡市議会議長宛

議案書

氏名

住所

平成25年 9月 9日

岩崎信 織
延岡市北川町長井 4940

Emai 1 mi6116@gmai 1. com 

電話 080-3940-1814 

憲法第 16条、延岡市議会基本条例第 5条 3項、延岡市議会会議規則第 140条の規定に

より議案を提出する。

件名 図書館長の採用は公募制とする

1. 提案要旨

延岡市立図書館の館長の採用は公募制とする。

2.提案理由

現状：高度な専門性が求められる図書館長として適任か否かが考慮されることなく任用

されている。能力の実証に基いて任用されていない。年間人件費の支出が無駄となる。

改善策：図書館長は公募すること。庁内公募、市内公募、県内公募、全国公募かは選択

の余地がある。図書館運営のための能力と意欲のある者を公募する。

「図書館長公募jで検索すれば、多数の図書館が公募していることがわかる。

地方公務員法第十五条によれば、織員の任用は、「能力の実証に基いて行わなければなら

ない。Jと規定され、第十三条において、すべての国民が平等に候補者として取り扱われな

ければならないことが規定されている。

地方公務員法（任用の根本基準）第十五条 職員の任用は、この法律の定めるところに

より、受験成績、勤務成績その他の能力の実証に基いて行わなければならない。

（平等取扱の原則）第十三条 すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱わ

れなければならず、人積、信条、性別 社会的身分若しくは門地によって、又は第十六条

第五号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によって差別されて

はならない

図書館長の職に就くことを希望する者を公募し、他の候補者、庁内候補者等と比較渇
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する必要がある。これは随意契約において、「3人以上の者から見秘書を徴するものとするj

との延岡市契約規則第 21条の規定に準じるものである。

この公募選考を怠ることは、不適性な者、能力の低い者に対して不相応に高額な報酬を

支払うことになり、地方自治法2条 l4項が事務処理にあたって最小の経費で、最大の効果

を挙げるべきことを求め、地方財政法4条1項が地方公共団体の経費は、その目的を達成

するための必要且つ最小の限度をこえてこれを支出してはならない、と定めていることに

反するもので、あり、監査請求の対象となる公費の無駄遣いである。

現状では、「最大の効果を挙げるべきこと」も「目的を達成するJことも困難である。

図書館の設置及び運営上の望ましい基準（平成 24年 12月 19日文部科学省告示第 172

号）には、「市町村教育委員会は、市町村立図書館の館長として、その職責にかんがみ、図

書館サービスその他の図書館の運営及び行政に必要な知識・経験とともに、司書となる資

格を有する者を任命することが望ましい。j と規定されている。

また、同基準には次の規定があるが、延岡市立図書館ではすべての項目において実行さ

れていない。

I 管理運営

（一）基本的運営方針及び事業計画

1 市町村立図書館は、その設置の目的を踏まえ、社会の変化や地域の実情に応じ、当該図

書館の事業の実施等に関する基本的な運営の方針（以下「基本的運営方針Jという。）を策

定し、公表するよう努めるものとする。

2 市町村立図書館は、基本的運営方針を踏まえ、図書館サービスその他図書館の運営に関

する適切な指標を選定し、これらに係る目標を設定するとともに、事業年度ごとに、当該

事業年度の事業計画を策定し、公表するよう努めるものとする。

3 市町村立図書館は、基本的運営方針並びに前項の指標、目標及び事業計画の策定に当た

っては、利用者及び住民の要望並びに社会の要請に十分留意するものとする。

（二）運営の状況に関する点検及び評価等

1 市町村立図書館は、基本的運営方針に基づいた運営がなされることを確保し、その事業

の水準の向上を図るため、各年度の図書館サービスその他図書館の運営の状況について、

（ー）の 2の目標及び事業計画の達成状況等に関し自ら点検及び評価を行うよう努めなけれ

ばならない。

2 市町村立図書館は、前項の点検及び評価のほか、当該図書館の運営体制の整備の状況に

応じ、図書館協議会（法第十四条第一項に規定する図書館協議会をいう。以下同じ。）の活

用その他の方法により、学校教育又は社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を

行う者、図書館の事業に関して学識経験のある者、図書館の利用者、住民その他の関係者・

第三者による評価を行うよう努めるものとする。

3 市町村立図書館は、前二項の点検及ひ評価の結果に基づき、当該図書館の運営の改善を

図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4 市町村立図書館は、第一項及び第二項の点検及び評価の結果並びに前項の措置の内容

について、インターネットその他の高度情報通信ネットワーク（以下「インターネット等J

という。）をはじめとした多様な媒体を活用すること等により、積極的に公表するよう努め
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第 26条 本節に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、協議会において

定める。

以上
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Hard Look 法理の変容と行政機関の応答義務

西 田 昌 弘
(公法専攻・研究コース)

序 章

わが国の市民参加手続については，個々の行政作用に対する個別行政法

令の規定1)と，一般法としての行政手続法の規定2)がある。しかし，行政

活動の一般準則の形成手続に対して市民の参加を認める一般的制度は欠如

していた3)。行政活動の一般準則を形成する活動への市民参加手続は民主

制をさらに確保し，利害を調整する手法として重要である。このような重

要性にかんがみ，近年，「規制の制定または改廃にかかる意見提出手続

（以下，パブリックコメント手続という）」が閣議決定によって設けられた。

この手続はわが国における市民参加手続の現時点での１つの到達点である

といえる。

39

序 章

第一章 手続的要件としての行政機関の応答義務

第一節 混合規則制定手続と行政機関の応答義務

第二節 混合規則制定手続の鎮静

第二章 実体的合理性確保のための行政機関の応答義務の承認

第一節 手続的 hard look 審査と実体的 hard look 審査

第一款 実体的 hard look の承認

第二款 手続的 hard look の変容

第二節 hard look 審査と行政機関の応答義務の関係

第三章 応答すべき意見と応答の程度

第一節 応答義務が課されるべき意見

第二節 行政機関の果たさなければならない応答の程度

第四章 不十分な応答に対する是正手段

終 章
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しかしながら，このパブリックコメント手続は行政活動の一般準則の形

成に対する市民参加の要請を十分満たしているのであろうか。市民参加を

活性化させるためには市民の意見を行政機関が考慮し，応答する必要があ

る。この点，パブリックコメント手続には意見・情報の処理4)に関する手

続が設けられているが，実際に当該規定が行政機関に応答義務を課し，市

民参加手続を促進させるかどうかは運用にかかっている。そのように当該

規定を運用するためには，行政活動の一般準則の形成に対する市民参加に

おいて行政機関の応答義務が重要なものであるということを明らかにする

必要がある。また，パブリックコメント手続は提出された意見すべてに対

して行政機関の考え方を公表しなければならないのか，どの程度の説明を

しなければならないのか5)，という問題について定めをおいていない。そ

して，行政機関の考慮や応答を義務として考えた場合6)，不十分な応答に

対する救済方法が問題となる7)が，これについての定めもおいていない。

本稿では行政機関の応答義務の重要性を確認し，先に述べた応答義務の

諸問題を検討するために，1970年代以降のアメリカ合衆国におけるイン

フォーマルな規則制定手続に焦点を当て，行政機関の応答義務8)について

の理論枠組みを把握し，分析することを試みる。裁決（adjudication)9)で

なく規則制定手続10)に焦点を当てる理由は，行政活動の一般準則を形成す

る活動への市民参加を認めた一般的制度をわが国が依然として欠いている

ためである。フォーマル11)な規則制定手続ではなくインフォーマルな規則

制定手続に焦点を当てた理由は，フォーマルな規則制定手続は法律で定め

た，極めて限定的な場合に用いられているにすぎないからである12)。そし

て，1970年代以降に焦点を当てる理由は，すべての利益を適切に代表させ

ることによって行政決定における利益のバランスを回復させ，行政判断の

欠陥を是正するという統制手法（利益代表モデル)13)において，行政機関

の応答義務が登場したからである。

以上の視点にたって，まず，混合規則制定手続の１つとして行政機関の

応答義務が登場しながら，混合規則制定手続自体が判例によって否定され

立命館法政論集 第１号（2003年)

40

233/324



てしまうことを検討する（第一章）。次に，それにもかかわらず行政機関

の応答義務自体は hard look 審査14)によってなお認められていることを分

析する（第二章）。しかし，学説上，行政機関の応答義務を認める手法で

ある hard look 審査はインフォーマルな規則制定に過大な負担をかけるも

のとして批判されるようになったため，裁判所は行政機関が応答すべき意

見を絞り（第三章），不十分な応答に対する是正手法をより柔軟なものに

する（第四章），これによって行政機関の応答義務を生き延びさせようと

してきたことを検討する。

第一章 手続的要件としての行政機関の応答義務

第一節 混合規則制定手続（hybrid rulemaking）と行政機関の応答義務

１ 混合規則制定手続の生成

インフォーマルな規則制定手続における行政機関の応答義務は，混合規

則制定手続として現れた。まず，この混合規則制定手続について検討する。

連邦行政手続法が制定された時点での行政機関の主要な活動形式は裁決

（adjudication）であった15)。そのため，連邦行政手続法の規定は規則制定

ではなく裁決を中心としたものであり，さらにインフォーマルな手続に比

べてフォーマルな手続が重視されていた。インフォーマルな規則制定手続

は連邦行政手続法上あまり重視されておらず，規則案の告知16)とコメン

ト17)のみ履行すればよいと考えられていた。それゆえ，インフォーマルな

規則制定手続は利害関係人の権利・利益を十分に保護するものではなかっ

た。

1960年代，社会が高度に複雑化し，それに対応すべく，行政需要が拡

大・多様化することにより，行政機関に能率性が求められるようになった。

能率性が重視されることによって，行政機関の政策決定手法は裁決から裁

決基準をあらかじめ規則によって定める手法へと変わっていった18)。しか

しながら，行政機関の政策決定にインフォーマルな規則制定手続が用いら

Hard Look 法理の変容と行政機関の応答義務（西田)
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れるに伴って，被規制者の側から，インフォーマルな規則制定は十分に利

害関係人を保護していないという批判が強まった。そのため，利害関係人

に十分な参加の機会を与えるための手続的権利を追加することによって適

切な決定過程を保障する規則制定手続が登場した。この規則制定手続を混

合規則制定手続（hybrid rulemaking）という。混合とはフォーマルな規

則制定手続とインフォーマルな規則制定手続との折衷的形態をとることを

意味する。混合規則制定手続によって追加された手続的要件には多くの形

態があるが，その典型例として，① 一方的協議（ex parte contacts）の禁

止，② 膨大な行政記録を審査できるように整理すること，③ 重要資料の

開示，④ 重要な意見に対する応答，⑤ 反対尋問，をあげることができ

る19)。このように，行政機関の応答義務は連邦行政手続法に追加する手続

的要件として現れたのである。

２ 行政機関の応答義務の判例

以下では，本稿の目的から応答義務に焦点を絞り，行政機関の応答義務

について判示した1970年代前半の２つの判決を分析する。

① Kennecott Copper Co. v. Environmental Protection Agency
20)

[事実の概要]

1971年に，環境保護庁（Environmental Protection Agency）は硫黄酸化

物の年間最大許容濃度数値を 60 mic/m3 とする基準を確立した。この数

値について，1970年修正大気清浄法（the Clean Air Act）109条は1969年

に保健・社会福祉・教育省（the Department of Health, Education and

Welfare）によって確立された硫黄酸化物の年間最大許容数値 85 mic/m3

を用いるように要求したものであると原告の Kennecott Copper Co. は主張

した。環境保護庁は大気質基準を確立する際に，当該基準の性質と目的の

説明について「大気質基準は行政機関の判断において，国内の大気汚染に

よって予想される害悪から公共の福祉を守る必要がある」と述べるのみで

立命館法政論集 第１号（2003年)
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ある。これに対して，原告は当該説明が連邦行政手続法４条ｃ項21)によっ

て要求された「根拠と目的の簡潔な説明」を満たしておらず，十分な根拠

によって支持されていないと異議を述べた。

[判 旨]

Leventhal 判事による法廷意見は以下のように述べている。環境保護庁

が述べた説明は，最低要件として連邦行政手続法４条ｃ項が規定する「根

拠と目的の簡潔な説明」を満たしている。しかしながら，連邦行政手続法

の定める最低限の要件では事実認定，法律の枠組み，行為の性質上，不十

分であるという背景がある。それゆえ，正義の観点から，あるいは基準に

対する異議を迅速に解決する裁判所の機能を助けるために，行政機関が

60 mic/m3 という数値をとった根拠を記録により明らかにするような補足

的な説明を付すために当該規則を環境保護庁長官に差し戻す。

[分析・検討]

この判決はインフォーマルな規則制定手続が十分に利害関係人を保護し

ていないという背景を考慮した判決である。連邦行政手続法はインフォー

マルな規則制定手続に告知とコメント手続を行い，最終規則に規則の根拠

および目的に関する簡潔な説明を付記するように要求しているが，当該手

続は連邦行政手続法が規定した最低限の手続的要件であり，裁判所はこの

手続的要件に追加要件を課すことを認めたのである22)。本件では，審査の

ための規則制定記録を補充するために，行政機関が利害関係人の主張を退

けた理由について応答するように要求している23)。行政機関の応答義務を，

連邦行政手続法が規定する以上の手続的追加要件として裁判所が要求した

のである24)。

② U. S. v. Nova Scotia Food Prods. Co.
25)

[事実の概要]

連邦食品薬品局（the Food and Drug Administration）はすべての魚に対

して用いられる時間・温度・塩分に関する燻製処理基準を定めた。この基
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準に対して，ホワイトフィッシュの加工業者である Nova Scotia Food

Prods. Co. は連邦食品薬品局の定めた基準は商業上適しておらず，魚の種

類ごとに時間・温度・塩分の要件を具体的に変えるべきであるとし，ホワ

イトフィッシュは燻製から生じた中毒事故が歴史的にも少なく，ホワイト

フィッシュの商品性を考慮して，他の魚よりも緩やかな基準を設定すべき

であるとコメントした。このコメントに対して，連邦食品薬品局はまった

く応答しなかった。これに対して，Nova Scotia Food Prods Co. は，連邦

食品薬品局の定めた時間・温度・塩分に関する魚の燻製処理基準の根拠は

十分に示されておらず，また当該基準は行政記録によって支持されていな

いことを理由に取り消しを求めた。

[判 旨]

Gurfein 判事による法廷意見は以下のように述べ，規則を取り消した。

連邦食品薬品局は時間・温度・塩分に関する魚の燻製処理基準を定める際

に用いた科学的根拠を行政記録に記載せず，利害関係人に知らせていない。

このような行政機関のみが知るデータを根拠として規則を制定することは

規則制定の目的に反する行為である。このような科学的根拠を利害関係人

に知らせないことは利害関係人のコメントの提出の機会を実質的に奪った

ものといえる。また，原告である Nova Scotia Food Prods Co. のコメント

は重要な問題であり，このような重大な問題にもかかわらずコメントに応

答しないことを認めるならば，「簡潔な説明」という連邦行政手続法上の

要件を専断的決定に対する十分な保護措置とは言いがたいものにする。

[分析・検討]

この判決は規則制定手続において利害関係人が主張，立証し，行政決定

過程へ参加することを重視した判決である26)。裁判所は認定事実に十分な

証拠がないことを理由として規則を取り消すことができた。しかし，裁判

所は結果に対する認定事実が不十分であるという理由ではなく，行政機関

が用いたデータを相手方に開示せずにコメントの機会を奪ったこと，コメ

ントに対する応答を行わなかったことが手続上の不備であるとの理由を用
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いて，当該規則を取り消した27)。このように，この判決の特徴は手続上の

不備を強調していることである。

３ 小 括

1946年の連邦行政手続法制定時において，インフォーマルな規則制定手

続は行政機関の政策決定の例外的な手法として用いられることが予定され

ていた。しかし，社会が複雑化する中で，インフォーマルな規則制定手続

が行政機関の政策決定の手法としてよく用いられるようになったが，この

インフォーマルな規則制定手続については，権利・利益の保護の側面が不

十分であると批判されるようになった。また，行政法における理念が公益

擁護者モデルから利益代表モデルへ変化したこととあいまって，行政過程

に利害関係人を参加させることによって，利害関係人の権利・利益を確保

し，行政判断を統制することになった。このような流れの中で，イン

フォーマルな規則制定手続に追加的手続を課す混合規則制定手続が判例法

上生成されたのである。

行政機関の応答義務はこの混合規則制定手続の１つであり，利害関係人

に十分な参加の機会を与えることを主たる目的として，連邦行政手続法の

規定や立法史から解釈できる手続に追加する手続として登場した。そして，

裁判所は規則制定手続の追加的要件としての行政機関の応答義務を果たさ

ない場合，利害関係人を行政機関の決定過程に参加させなかった手続上の

瑕疵があるとして，規則を取り消していた。

第二節 混合規則制定手続の鎮静

裁判所による混合規則制定手続は1978年まで発展し28)，判例及び立法29)

において広く支持されていた。このように混合規則制定手続は判例法に

よって形成されてきたが，連邦行政手続法を越えた手続的要件を裁判所が

自由に形成できるかどうかの是非についての判断はこれまで最高裁判所レ

ベルにおいては明らかにされていなかった。この問題に取り組んだ連邦最
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高裁判所の判決が1978年に出されており，以下，その判決を分析し，行政

機関の応答義務との関係を検討する。

Vermont Yankee Nuclear Power Co. v. Natural Resources Defence Council,

Inc.
30)

[事実の概要][判旨]

すでに多数の紹介があるため31)，紙幅の都合により割愛する。

[分析・検討]

この判決は連邦行政手続法は議会が意図した最大限の手続的要件である

ことを確認することによって，1970年代前半に控訴裁判所が形成してきた

混合規則制定手続を否定し32)，利益代表モデルを鎮静させた。行政機関の

応答義務は利害関係人に十分な参加の機会を与えるために，連邦行政手続

法が規定する手続を超えるものとして登場した。しかし，この連邦行政手

続法を最低限のものとみなし，行政決定過程に参加させることを主たる目

的として行政機関に応答義務を課すという手法は Vermont Yankee 判決に

よって否定されたといえる33)。

第二章 実体的合理性確保のための行政機関の

応答義務の承認

連邦行政手続法を最低限のものとみなし，参加手続を補充するために追

加要件として行政機関の応答義務を課す手法は，先述したように，Ver-

mont Yankee 判決によって否定された。しかし，これによって，行政機

関の応答義務自体が消滅してしまったわけではない。Vermont Yankee 判

決以降，行政機関のコメントに対する応答は hard look 審査により義務付

けられていると解されるのではないか34)。この仮説を検証するために，ま

ず hard look 審査について検討し，次に hard look 審査と行政機関の応答

義務との関係を分析する。
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第一節 手続的hard look審査と実体的hard look審査

インフォーマルな規則制定手続を経て制定された規則の司法審査には恣

意的専断的裁量濫用基準（arbitrary, capricious, an abuse of discretion)35)が

用いられる。インフォーマルな規則は法律と同様の強い適法性の推定が認

められるため36)，規則に最小限の合理性があれば恣意的専断的裁量濫用基

準は満たされていた。

しかし，Overton Park 判決37)が規則の適法性の推定を排し，行政記録

に基づいて規則が不合理でないことを立証する責任を行政機関に負わせた。

そして，恣意的専断的裁量濫用基準は最小限の合理性を示すだけでは満た

されず，行政機関が厳格な検討に基づいて決定を行ったか否かを裁判所が

審査するものとなった。このような審査が hard look 審査と呼ばれるもの

である。

この hard look 審査と混合規則制定手続は利益代表モデルにおいて現れ

たものであり，密接な関係にある。裁判所が直接に参加手続を充実化させ

ることを目的とするのが混合規則制定手続である。これに対して，hard

look 審査は規則制定手続を厳格に審査することを目的とするものであり，

その結果として間接的に手続の充実化をもたらすものである38)。ところで，

裁判所による混合規則制定手続は Vermont Yankee 判決によって否定され

てしまった。厳格な司法審査である hard look 審査も，間接的に手続の充

実化を図るものであり，連邦行政手続法がもともと予定していなかった審

査方法であるため，Vermont Yankee 判決との関係が問題となる。以下で

は，hard look 審査を実体的 hard look と手続的 hard look に分けて，

Vermont Yankee 判決との関係を検討する。実体的 hard look とは政策決

定の結果の合理性を問う審査であり，手続的 hard look とは政策決定に至

る判断過程の合理性を問う審査である。まず，Vermont Yankee 判決以降

に実体的 hard look の存否を判断した判決に即して，実体的 hard look に

ついて検証する。次に，学説上存否に争いのある手続的 hard look につい
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て検証する。

第一款 実体的 hard look の承認

審査裁判所の裁量によって連邦行政手続法の定める手続以上の手続的権

利を付与することを禁止した Vermont Yankee 判決が，間接的に手続の充

実化を図る hard look を否定するかどうかは明らかではなかった。この問

題について述べた連邦最高裁判所の判決が５年後の1983年に下されており，

以下，その判決を分析し，実体的 hard look が承認されたことを検証する。

Motor Vehicle Mfrs. Ass'n of the United States v. State Farm Mutual Auto.

Ins. Co.
39)

[事実の概要][判旨]

すでに多数の紹介があるため40)，紙幅の都合により割愛する。

[分析・検討]

実体的 hard look とは，行政機関の政策選択の最終結果の合理性を審査

するものであり，以下の２つの内容を含むものとされる41)。第一に，行政

機関の事実認定は行政記録にその根拠を有さなければならない。第二に，

行政機関の最終的な政策選択が法律の目的，記録上の証拠，各選択肢に照

らして合理的である。この２つの要素は行政機関の決定が実体的に不合理

なものであってはならないという側面から生じたものである42)。

本件では，以前の全国道路交通安全局の調査記録によれば，手動ベルト

の代わりに自動シートベルトを取り付けることにより，シートベルトの着

用率は増加すると記録されている。それにもかかわらず，全国道路交通安

全局は取り外し可能な自動シートベルトの着用率が増加しないという認定

を行った。しかし，当該事実認定は証拠によって支持されていない。この

ことが，実体的 hard look の一つ目の要素に該当する。

また，全国道路交通安全局は取り外し可能なシートベルトを用いること

が交通事故による死傷者の数を減らさないことを根拠に，当該規則を廃止
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した。しかし，取り外し可能なシートベルトの代替手段としてのエアー

バック，取り外し不可能な自動シートベルトを採用しないことについて，

恣意的専断的裁量濫用基準を満たすために要求される事実と結果との合理

的な関連性を行政機関は明らかにしていないと判示した。このことが，実

体的 hard look の二つ目の要素に該当する。

以上から，本件は実体的 hard look を承認した43)判決であるといえる。

また，このことは学説上も一般的に認められている44)。

第二款 手続的 hard look の変容

Vermont Yankee 判決以降，手続的 hard look が否定されたのか否かは

判例上明らかではなく，学説上も争いがある。以下では，Cass R. Sun-

stein とMerrick B. Garland の手続的 hard look に対する考え方を検討し，

現在のアメリカ合衆国における行政法の学説上，手続的 hard look はどの

ように解されているのかを明らかにする。

１ Cass R. Sunstein の手続的 hard look に対する見解45)

Sunstein は手続的 hard look は以下の４つの内容からなると説明する46)。

第一は，行政決定の詳細な説明であり，この説明において行政機関は関連

するすべての要因を十分考慮し，不適切な要因を考慮していないことを示

さなければならない。第二は，過去の慣行からの逸脱を正当化することで

ある。過去の政策は適法であるとの推定を受けるために，それからの逸脱

は説明されなければならない。第三は，行政決定の影響を受ける者に効果

的な参加の機会を与えることである。第四は，代替的な選択肢の考慮であ

る。Sunstein は Vermont Yankee 判決は，第三の内容である，行政決定

に影響を受けるものに効果的な参加の機会を与えることを否定したが，そ

の他の手続的 hard look の内容は否定していないとする。また，State

Farm 判決においても十分な説明や代替手段の考慮は認められており，依

然として，手続的 hard look は存在すると述べている。
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２ Merrick B. Garland の手続的 hard look に対する見解47)

Garland は hard look を手続的 hard look，準手続的 hard look，実体的

hard look に分けて次のように論じている48)。

手続的 hard look とは政策決定に至る判断過程の合理性を問う審査のう

ち，行政機関以外のものが行政機関に主張や証拠を提出する外部的判断過

程に課される手続の審査をいうと定義される。この手続的 hard look が要

請する手続の例としては反対尋問や口頭聴聞がある。この手続的 hard

look の手法は規則制定によって影響を受けるすべての利害関係人に十分

な参加の機会を確保するものであるが，手続の過度な厳格化をもたらす危

険もある。そして，この手続的 hard look の手法は Vermont Yankee 判決

によって否定された。

次に，準手続的 hard look は，政策決定に至る判断過程の合理性を問う

審査のうち，行政機関の内部的判断過程に課される手続の審査と定義され

る。この準手続的 hard look が要請する手続の例としては，関連する要件

の検討，代替的な選択肢の考慮がある。この準手続的 hard look が要請す

る手続が手続的 hard look の要請する手続と異なるところは，実体的な側

面を持つところである49)。この実体的な側面を持つために，準手続的

hard look は連邦行政手続法が定める以上の手続的要件を追加することを

禁じた Vermont Yankee 判決の効力を免れることとなった。ただ Ver-

mont Yankee 判決や State Farm 判決を経ることによって，関連する要件

の検討，代替的な選択肢の考慮がなされているかどうかを審査する準手続

的 hard look は，行政機関の最終的な政策選択が法律の目的，記録上の証

拠，各選択肢に照らして合理的でなければならないとする実体的 hard

look に吸収されてしまった50)。つまり，手続的要件として関連する要件

の検討，代替的な選択肢の考慮を課す側面もあるが，むしろ関連する要件

の検討，代替的な選択肢の考慮は恣意的専断的裁量濫用基準を満たすため

に行政機関の最終決定が合理的であるかどうかを審査するための基準とし

て認められているのである。この視点から，確かに，準手続的 hard look
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の要素として関連する要件の検討，代替的な選択肢の考慮は Vermont

Yankee 判決以降否定されずに残っているが，それは実体的 hard look の

仮面に覆われたものとして残っているといえる。

３ 手続的 hard look に対する学説の分析

Sunstein と Garland の結論は異なっている。Sunstein は手続的 hard

look は Vermont Yankee 判決以降も否定されずに残っているとするが，

Garland は手続的 hard look は Vermont Yankee 判決以降否定されて，準

手続的 hard look は実体的 hard look に包含されたとする。両氏の結論が

異なる理由は手続的 hard look の定義が大きくずれていることにある。

Sunstein のいう手続的 hard look は Garland のいう準手続的 hard look に

相当するものを含んでいる。ただ，Sunstein のいう手続的 hard look の第

三の内容である参加の確保は Garland のいう手続的 hard look に相当し，

両氏とも，Vermont Yankee 判決によって否定されたことを認めている。

関連する要件の検討，代替的な選択肢の考慮という要素については，両氏

とも Vermont Yankee 判決によっては否定されていないとしている。そし

て注意しなければならないことは，関連する要件の検討，代替的な選択肢

の考慮という要素は手続的な側面を持つものであるが，むしろ実体的合理

性を審査する際の一要素として認められていることである。この意味にお

いて，Sunstein のいう手続的 hard look のある要素，Garland のいう準手

続的 hard look は実体的 hard look に包含されたものであるといえる。関

連する要件の検討，代替的な選択肢の考慮を審査することは Vermont

Yankee 判決によって否定されていないが，それは実体的合理性を確保し，

恣意的専断的な規則が制定されることを防ぐためである。

現在のアメリカ行政法の学説においても，Vermont Yankee 判決は裁判

所が行政機関に追加的な手続要件を課すことを制限した判決であるが，行

政機関の規則を実体的に審査することは制限していないと解釈することが

一般的である51)。この視点からも，関連する要件の検討，代替的な選択肢
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の考慮という要素は実体的合理性を確保する実体的 hard look によって認

められているということがいえる。

以上から，手続的 hard look の手続の過度な厳格化をもたらす要素は

Vermont Yankee 判決によって否定され，関連する要件の検討，代替的な

選択肢の考慮といったその他の要素は，実体的 hard look によって規則を

審査するための要素として残っているといえる。

第二節 hard look 審査と行政機関の応答義務の関係

１ 実体的合理性を審査する際の一要素としての行政機関の応答義務

連邦行政手続法を最低限のものとみなし，参加手続を補充するための追

加要件として行政機関に応答義務を課す手法は Vermont Yankee 判決に

よって否定された。しかし，行政機関の応答義務自体が消滅してしまった

わけではない。下級審において，行政機関の応答義務は以下の２つの手法

によって，依然として，認められているのである。１つは実体的合理性を

審査する際の一要素として行政機関の応答義務を認めるという手法である。

これは，学説上も支持されており52)，例えば，次のような判決において確

認される。

American Mining Congress v. EPA
53)

[事実の概要]

環境保護庁は資源保護回復法（Resource Conservation and Recovery

Act）に基づいて，有害廃棄物を特定する基準を告知した。規則制定手続

を行った後に，環境保護庁はある６つの廃物を有害廃棄物に特定した。原

告である American Mining Congress は溶解，精製された銅から生じる廃

物について，1977年に抽出された当該廃物に含まれているカドミウムのレ

ベルが飲料水基準の50倍以下である 0.01ppm cadmium であったという

データに基づいて，有害廃棄物に特定する必要はないとコメントした。こ

れに対して，環境保護庁は1977年に作成されたデータについて何も述べず
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に1980年に作成された書類に基づいて応答し，規則を制定した。この規則

に対して，原告は提訴した。

[判 旨]

Edwards 判事による法廷意見は以下のように述べている。

まず，審査の基準について以下のように述べている。環境保護庁の科学

的な判断を取り扱うのは裁判所の役割ではない。しかし，裁判所は行政機

関が適切なデータを検討し，認定された事実となされた選択の間に合理的

な関係がある決定を保障するために，記録を注意深く審査しなければなら

ない。行政機関の決定の合理的な質を評価する際に，裁判官はすべてのコ

メントに応答し，すべての選択肢や問題を検討する必要はないが，行政機

関が提示した規則に変化を要求するコメントに対する応答を検討しなけれ

ばならない。

次にこの基準を適用し，以下のように述べた。1988年規則について，行

政機関は1980年に作成された書類のみに基づいて有害廃棄物に特定できる

基準を満たすと応答しているが，これは証拠に基づいていない応答であり，

原告が提示した1977年のデータに対する異議に十分明快かつ具体的に応答

していない。記録に基づいて原告が提示した意見に行政機関が応じないこ

とは重大な問題である。それゆえ，当該規則は恣意的専断的なものであり，

行政機関に差し戻す。

[分析・検討]

本件は実体的合理性を審査する際の一要素として行政機関の応答義務を

認めていることを確認できる判決である。なぜなら，裁判所は審査の基準

において，行政機関の決定の合理的な質を評価するために，重要なコメン

トに行政機関が応答したかどうかを審査すると明言しているからである。

つまり，行政機関に重要なコメントが提示されたにもかかわらず，行政機

関が当該コメントを考慮して，どのような対応をとるのかを説明せずにな

した決定は実体的に不合理なものであり，恣意的専断的な決定であるとい

える。
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２ ｢根拠と目的の簡潔な説明」の拡大解釈としての行政機関の応答義務

実体的合理性が確保されているかどうかを審査する一手法として行政機

関の応答義務が認められたが，手続的要素としては認められないのであろ

うか。裁判所の判決を分析してみると，依然として，手続的要素として行

政機関の応答義務を認める手法が存在している。その手法とは，連邦行政

手続法§553(ｃ)の「根拠と目的の簡潔な説明｣54)を拡大解釈することに

よって行政機関の応答義務を認めるという手法である。この「根拠と目的

の簡潔な説明」は連邦行政手続法が制定される際には規則制定の詳細な理

由を示すことを目的とするものではなかった。しかし，hard look 審査を

するために，行政記録の１つである連邦行政手続法§553(ｃ)の「根拠と

目的の簡潔な説明」を詳細にするという手法によって，「根拠と目的の簡

潔な説明」の機能は強化された55)。この二つ目の手法も，hard look 審査

により連邦行政手続法§553(ｃ)にいう「説明」が制定当時に意図された

内容を拡大して，応答を求めるものにまで高められたという意味において，

hard look 審査が大きく影響しているといえる。この手法は次のような判

決において確認できる。

Action on Smoking and Health v. Civil Aeronautics Board
56)

[事実の概要]

民間航空委員会（the Civil Aeronautics Board）は連邦航空法（the

Federal Aviation Act）に基づいて，1973年に喫煙を規制する規則を制定

した。1979年に民間航空委員会は1973年規則を見直すことを告知し，原告

である Action on Smoking and Health は民間航空委員会に喫煙の規制をさ

らに強化するようにコメントした。これに対して，民間航空委員会は喫煙

規制や換気の制度は航空会社が自由に決定できるべきであると応答し，葉

巻やパイプの喫煙規制や換気規制を弱める規則である ER-1245を制定し

た。原告はこの ER-1245規則について，禁煙保護を弱める根拠や目的を

民間航空委員会は説明していないと異議を述べ，提訴した。
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[判 旨]

Bazelon 判事による法廷意見は以下のように述べている。

まず，審査の基準について以下のように述べている。ER-1245を制定し

た民間航空委員会は連邦行政手続法§553(ｃ)によって規定されている告

知コメント手続を遵守しなければならない。それゆえ，民間航空委員会は

根拠と目的の説明を与えなければならない。行政機関はすべてのコメント

に応答する必要はないが，合理的な手法において行政機関がコメントに

よって生じた重要な問題を解決する方法を説明するために，コメントに応

答しなければならない。審査基準は行政機関が恣意的専断的に活動したか

どうかであるが，受け取ったコメントが重要な場合には，「根拠と目的の

説明」をするために，行政機関がコメントに応答したかどうかを裁判所は

審査しなければならない。

次にこの基準を適用し，以下のように述べて民間航空委員会の規則の一

部を差し戻している。民間航空委員会は喫煙規制や換気の制度は航空会社

が自由に決定できるべきであると応答しているが，この説明は明らかに不

十分なものである。その理由は喫煙規制や換気の制度が航空会社の裁量に

完全に委ねてしまってよいとする理由を述べていないからである。

[分析・検討]

本件は連邦行政手続法§553(ｃ)の「根拠と目的の簡潔な説明」を拡大

かつ詳細に解釈することによって行政機関の応答義務を認めていることが

確認できる判決である。なぜなら，裁判所は審査の基準において，本来規

則制定の詳細な理由を示すことを予定していない「根拠と目的の簡易な説

明」に基づいて行政機関はコメントに応答しなければならないと述べてい

るからである。また，hard look 審査だけで手続的要素として行政機関の

応答義務を導くことは，Vermont Yankee 判決との関係により困難な点が

ある。しかし，hard look 審査により連邦行政手続法§553(ｃ)の「根拠と

目的の簡潔な説明」を拡大かつ詳細に解することによって，行政機関の応

答義務を手続的要素として導くことが可能となることを示している。
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３ 小 括

以上のように，実体的合理性を審査する際の一要素として行政機関の応

答義務を認める手法と連邦行政手続法§553(ｃ)の拡大解釈によって行政

機関に応答義務を認める手法において，行政機関の応答義務が依然存在し

ていることが確認された。前者の手法では裁判所が実体的に審査し，後者

の手法では手続的に審査している点でこの２つの手法は異なる57)。しかし，

いずれの手法においてもコメントを考慮し，どのように対応したのかを

「説明」するという要素と「hard look 審査」が大きく係わっているのであ

る。前者の手法は，考慮や「説明」をすることによって実体的結果が合理

性を持つかどうかを「hard look」する手法である。また，後者の手法も，

「hard look 審査」により連邦行政手続法§553(ｃ)にいう「説明」が制定

当時に意図された内容を拡大して，応答を求めるものにまで高められたの

である。これらのことから，Vermont Yankee 判決以降，行政機関のコメ

ントに対する応答は hard look 審査により義務付けられているという仮説

が検証されたといえる。

しかし，行政機関は hard look 審査を満たすような規則を制定するため

に多くの労力と時間を必要とし，莫大な負担がかかるようになった。そこ

で，行政機関はしばしば規則制定を用いる代わりに，告知コメント手続を

とらなくてすむ非立法的規則58)を用いて，政策決定をするようになった

（以下，規則制定の硬直化と呼ぶ）。このため，近年，hard look 審査は多

くの学者から非難されるようになっている59)。この批判に対して，裁判所

は行政機関が応答すべき意見を絞り，不十分な応答に対する是正手法をよ

り柔軟なものにして，行政機関の応答義務を残している。これらについて

第三章，第四章で検討する。

第三章 応答すべき意見と応答の程度

実体的合理性を審査する際の一要素として行政機関の応答義務を認める
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手法と連邦行政手続法§553(ｃ)の拡大解釈により行政機関に応答義務を

認める手法によって，Vermont Yankee判決以降も行政機関の応答義務が

認められることが明らかにされた。しかし，第二章第二節の と で検討

した判決からもわかるように，いずれの手法においても，すべての意見に

対して行政機関は応答義務を課されているわけではない。裁判所は応答義

務が課されるべき意見を絞っているのである。では行政機関が応答義務を

課せられる意見とはどのような意見であろうか。まず，行政機関が応答義

務を負うべき意見について明らかにする。次に，行政機関はこの応答すべ

き意見に対してどの程度の応答を果たさなければならないのかということ

が問題となる。そこで，この応答の程度ついても検討を加える。

第一節 応答義務が課されるべき意見

行政機関に応答義務が課されるべき意見を正面から定義した判決はない。

しかしながら，応答義務が課されるべき意見に値しないので応答する必要

はないと述べた判決は幾つかある。この応答義務が課されるべき意見に値

しないとされたケースを分析し，そこから応答義務が課されるべき意見と

はどのような意見であるのかを検討する。

１ 告知コメント期間を過ぎた意見

Personal Watercraft Industry Ass'n v. Department of Commerce
60)

[事実の概要]

海洋保護調査法（the Marine Protection, Research, Sanctuaries Act）に

基づいて，商務長官（the Secretary of Commerce）はモンテレー湾の海域

を海洋保護地区に指定すると告知した。海洋保護地区に指定されると様々

な規制が課せられる。長官は権限を海洋大気管理局（the National Oceanic

and Atmospheric Administration）に委任し，海洋大気管理局は1990年10

月２日までの60日の期間にコメントを提示するように利害関係人に要求し

た。コメント期間が終了した1991年６月と10月に，海洋生物学者である
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Dr. Rote はモンテレー湾の海域におけるエンジンを搭載した小型船に関す

る報告書を提示した。この海洋学者の報告書に対して原告である Personal

Watercraft Industry Ass'n は1992年７月にエンジンを搭載した小型船に課

せられる制限に反対するコメントを提示した。しかし，行政機関は当該コ

メントに応答せず，1992年９月18日に最終規則を発し，モンテレー湾の海

域を海洋保護地区に指定した。それによって，エンジンを搭載している小

型船の使用は制限された。これに対して，原告はこのコメントに応じてい

ないことは恣意的専断的であると提訴した。

[判 旨]

Randolph 判事による法廷意見は以下のように述べ，原告の訴えを棄却

した。行政機関がエンジンを搭載した小型船を規制したのは，海洋生物学

者の報告書だけによるものではなく，私船を制限するように要求した他の

コメントを考慮したからである。原告はコメント期間を１年９か月過ぎた

1992年７月にコメントを提示しているが，行政機関は遅れて出されたコメ

ントを自由に無視できる。その理由は，もし行政機関が遅れて追加された

コメントに応答しなければならないとすれば，規則制定手続はいつまで

たっても終わらないからである。

[分析・検討]

本件では，裁判所は，１年９か月遅れて提出されたコメントについては

応答しなくてもよいとした61)。他のケースにおいて62)，本件を引用して，

コメント期間を２ヶ月遅れて提示されたコメントに対して行政機関は原則

として63)応答する義務を負わないとする判決が出されている。これらの判

決から，告知コメント期間を過ぎた意見については，行政機関は応答する

義務を負わないことが明らかにされている。

２ コメントの趣旨が不明確なもの

Northside Sanitary Landfill, Inc. v. EPA
64)

[事実の概要]

立命館法政論集 第１号（2003年)

58

251/324



包括的環境対処，補償，責任法（Comprehensive Environmental Re-

sponse, Compensation and Liability Act of 1980）に基づいて，危険汚染排

出物に汚染された危険汚染用地を浄化するために，環境保護庁は全国浄化

優位順位表（National Priority List）を作成し，浄化の恒久措置を行って

いる。環境保護庁は原告である Northside Sanitary Lamdfill, Inc. の所有す

る131エーカーの危険汚染用地を規則の形式で全国浄化優位順位表に記載

するという告知をなした。これに対して原告は420頁にわたるコメントを

提示した。環境保護庁は当該コメントを考慮した後に，当該用地を全国浄

化優位順位表に記載することは適切であることを確認し，最終規則におい

て，当該用地を全国浄化優位順位表に記載した。これに対して，原告が全

国浄化優位順位表への記載に異議を述べた。

[判 旨]

Kaufman 判事による法廷意見は以下のように述べている。原告である

Northside Sanitary Lamdfill, Inc. は420頁にわたるコメントを提示している

が，当該コメントは趣旨が不明確であり，当該認定が適切なものではない

という具体的な理由を明確にしていない。行政機関に応答を求めるために

は利害関係人はその立場を明確に述べたコメントを提示する必要である。

それゆえ，環境保護庁が原告のコメントに応答しなかったことは恣意的専

断的ではないと結論付けられる。また，原告の所有する用地を全国浄化優

位順位表に記載するという環境保護庁の決定は行政記録において十分支持

されており，恣意的専断的なものではない。

[分析・検討]

本件では行政機関はコメントの趣旨が不明確なものに対して応答する必

要はないと判示し65)，応答義務を課すためには，提示するコメントにおい

てその立場を明確に述べる必要があることが明示した。

３ 根拠を示していないコメント（speculative comments）

Public Citizen, Inc., Aviation Consumer Action Project, and Families of Pan-
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Am 103/Lockerbie v. Federal Aviation Administration
66)

[事実の概要]

1988年に，テロリストがスコットランドのロッカビー上空でパン・アメ

リカン航空103号機を爆破させた。この事件に応じて，議会は1990年に航

空安全改良法（the Aviation Security Improvement Act）を修正した。

1990年修正航空安全改良法は連邦航空局（the Federal Aviation Admi-

nistration）にテロ対策として最低限のスタッフのレベルとスタッフへの

最低限の訓練の要請を規定する規則を制定するように命じた。1990年修正

航空安全改良法に従って，連邦航空局は規則を告知した。しかし，各空港

の特性や安全性の観点からスタッフのレベルや訓練の要請に関する告知は

詳細なものではなかった。これに対して，原告の一人である Public

Citizen はスタッフのレベル67)は安全性に関係ないとコメントした。しか

し，連邦航空局は安全問題にかかわると応答して詳細な訓練とスタッフの

要件を開示せずに，最終規則を交付した。これに対して Public Citizen を

含む原告は，最低限の訓練の要件やスタッフのレベルは1990年修正航空安

全改良法の要求する基準を満たしていないとして提訴した。

[判 旨]

Sentelle 判事による法廷意見は以下のように述べている。原告の一人が

スタッフのレベルは安全性に関係ないと提示したコメントに連邦航空局は

応答していないが，応答する必要はない。その理由は原告の提示したコメ

ントは根拠を示していないものであるからである。行政機関に応答を求め

るためには，コメントは行政機関の前提や結論が誤っていることを単に述

べるだけではなく，行政機関が独断的に誤っていることの理由を説明する

ものでなければならない。当該コメントはそのようなものではなく，行政

機関が応答しなかったことは恣意的専断的ではない。

[分析・検討]

本件では単に行政機関の前提や結論が誤っていることのみを指摘するコ

メントには行政機関は応答する必要はないと述べている。行政機関に応答
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を要求するためには行政機関の結論がどのような理由により誤っているの

かを説明するものでなければならない。

４ 小 括

以上の判決から行政機関に応答義務を負わせるべき意見とは ① 当該コ

メントが告知コメント手続期間内に提起され，② コメントにおいて主張

したい意見を明確に述べたもので，③ 行政機関の結論がどのような理由

によって誤っているのかを説明するものでなければならないことが明らか

にされた。このような意見が要求されることから，行政機関と対話するた

めには，コメントをする側にもコミュニケーションをする努力が求められ

ていることがわかる。

第二節 行政機関の果たさなければならない応答の程度

行政機関に応答すべき意見が提示された場合，行政機関はどの程度の応

答を果たさなければならないのであろうか。この点について正面から述べ

た判決はない。しかしながら，十分に応答を果たしたものとはいえないと

判示した判決は幾つかある。この応答義務を果たしたものとはいえないと

述べた判決を分析し，行政機関の果たさなければならない応答の程度を明

らかにする。

１ コメントの根拠となった資料に反論する証拠・根拠のない

（conclusory）応答

American Mining Congress v. EPA
68)

[事実の概要][判旨]

第二章第二節 の判決を参照。

[分析・検討]

原告は，溶解，精製された銅から生じる廃物について，1977年に抽出さ

れた当該廃物に含まれているカドミウムのレベルが飲料水基準の50倍以下
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の 0.01 ppm cadmium であったというデータに基づいて，有害廃棄物に

特定する必要はないとコメントしている。これに対して行政機関は1977年

のデータに何も応じることなく，1977年のデータとは別の1980年に作成さ

れた書類に基づいて有害廃棄物に特定すると応答している。原告の提示し

た行政機関にとって不利な証拠を無視しており，行政機関にとって有利な

データにのみ基づいて有害廃棄物に特定している。このような応答は1977

年のデータに対して反論する証拠・根拠を提示していない応答である。こ

のような証拠・根拠のない応答をしても，行政機関は応答義務をしたこと

にはならない。

２ 理由のない応答

Action on Smoking and Health v. Civil Aeronautics Board
69)

[事実の概要][判旨]

第二章第二節 の判決を参照。

[分析・検討]

原告は民間航空委員会に喫煙の規制を強めるようにコメントした。これ

に対して，民間航空委員会は喫煙規制や換気の制度は航空会社が自由に決

定できるべきであると応答した。しかし，このような応答は喫煙規制や換

気制度を航空会社の裁量に完全に委ねてしまってもよいとする理由を述べ

ていない。理由を述べずに応答したとしても，行政機関は応答義務を果た

したとはいえない。

３ 小 括

以上の判決から，行政機関は当該決定を行った証拠・根拠や理由を提示

して応答しなければならないことが明らかにされた。このような証拠・根

拠や理由まで付け加えて応答することは ① 行政機関の応答をより合理的

で，きめの細かいものにさせ，② コメントを述べた者を納得させること

ができる。また，③ この証拠・根拠，理由が全く不合理なものである場
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合には行政機関の応答が恣意的なものであるとして訴訟が提起しやすくな

るのである。

第四章 不十分な応答に対する是正手段

裁判所は近年，規則制定の硬直化を和らげるために新たな手法をとり始

めた。その手法とは恣意的専断的裁量濫用基準を満たさない場合でも，規

則を取り消さずに行政機関に差し戻す（remand without vacation）という

手法である。従来，規則が恣意的専断的裁量濫用基準を満たさなかった場

合，当該規則は取り消され，行政機関に差し戻されていた。しかし，規則

が取り消されることにより行政機関が時間と労力をかけて制定した規則は

無効になる。無効になることにより，行政機関は新たに告知コメント手続

を経て規則を制定しなおさなければならない。規則を制定しなおす際に，

行政機関は取り消された理由を考慮し，厳格な審査に耐えうるようなもの

にしなければならない。このような莫大な負担がかかるために，行政機関

は規則制定を用いなくなっている70)。

また，規則が取り消されることは規則制定の硬直化を生むだけではなく，

社会的損失も生む。それは規則の失効期間が生じるためである。例えば，

新規設備に取り付けなければならない環境保護装置の基準を定めていた規

則が取り消された場合，当該設備を設置しようと考えているものは新たな

基準が定められるまでの期間，設備を設置できないのである。行政機関の

定める基準を予想して設備を設置したとしても，その予想が誤っている場

合には改造のための多額の損失を被る恐れがある71)。

これに対して，恣意的専断的裁量濫用基準を満たさない場合でも，規則

を取り消さずに差し戻し，失効期間を作らずに行政機関に瑕疵を治癒させ

ることにより，社会的損失を防ぐことができる。規則を取り消さずに差し

戻す手法は行政機関に新たに告知コメント手続を経させることを要求しな

いので，規則制定の硬直化を和らげることにもなる72)。
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もっとも，恣意的専断的裁量濫用基準を満たさない規則すべてが取り消

されずに行政機関に差し戻されるわけではない。規則が取り消されずに差

し戻される手法をとる基準を述べた判決が1993年に下された73)。以下では，

この判決を分析し，取り消さずに差し戻す手法をとる基準を明らかにする。

そして，行政機関の応答義務についてもこの是正手段が適用されるかどう

かを検討する。

１ 恣意的専断的裁量濫用基準を満たさない規則を取り消さずに差し戻す

基準

次にみる判決は行政機関の応答義務を扱った判決ではない。この判決は

恣意的専断的裁量濫用基準を満たしていない規則でも，ある条件を満たし

さえすれば取り消さなくてもよいと判示したものである。この判決を通じ

て，取り消さずに差し戻してもよいとする基準を明らかにする。

Allied Signal, Inc. v. Nuclear Regulatory Commision
74)

[事実の概要]

1990年総括的予算調整法（Omnibus Reconciliation Act）に基づいて，原

子力規制委員会は原子炉を作動させる免許を持つものに廃棄物処理，安全

調査にかかる費用を課した。この決定に対して，原告のウラン製造業者で

ある Allied Signal は以下のように異議を唱えた。国内のウラン製造業者

は海外のウラン製造業者と厳しい競走をしており，原子力規制委員会の

サービス料金を価格に転嫁することは顧客を海外のウラン製造会社にとら

れる結果を招く。1990年総括的予算調整法の立法史は，原子力規制委員会

の特定の免許所持者は最終的に消費者に料金を転嫁する能力に限界がある

ので，委員会はこれを考慮しなければならないと述べている。原子力規制

委員会は費用を分配する際に，ウラン製造業者の転嫁能力に限界があるこ

とを考慮しておらず，このような取り扱いは1990年総括的予算調整法に違

反すると提訴した。
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[判 旨]

Williams 判事による法廷意見は以下のように述べている。原子力規制

委員会は費用を転嫁する能力に限界があることを理由に，非営利的な教育

機関については費用の支払いを免除している。しかし，同じように費用を

転嫁する能力に限界のあるウラン製造業者に対しては費用の支払いを免除

していない。このような異なった取り扱いをすることは合理的な取り扱い

ではない。

しかし，恣意的専断的な規則は必ずしも取り消される必要はない75)。当

該規則は ① 差し戻しにおいて委員会が非営利的な教育機関に対する免除

を十分合理的に説明する可能性がある。また，② 取り消しの効果は非常

に破壊的である。ウラン製造業者に対する免除を否定する決定を取り消す

ことを想定した場合，委員会はウラン製造業者に費用を返済することにな

るが，後に規則を制定して，これらの料金を再び取り戻すことは規則の遡

及的効果を否定する先例（Georgetown University Hospital 判決（488 U. S.

204(1988)））により不可能である。以上より，転嫁の限界に基づく免除の

主張を合理的に取り扱わせるために当該規則を取り消さずに行政機関に差

し戻す。

[分析・検討]

本件はある規則が恣意的専断的裁量濫用基準を満たしていない場合に，

① 行政機関は差し戻しにおいて当該規則が十分合理的であることを示す

可能性があり，② 当該規則が取り消されることが非常に破壊的な結果を

生む場合には当該規則は取り消されずに，行政機関に差し戻されるという

ことを述べている76)。規則は将来に向かって一般的な効果を持つものであ

り，このような効果を持つ規則を取り消すことは非常に影響が大きい。ゆ

えに，恣意的な規則であっても，一定の場合に取り消さずに差し戻すとい

う手法は非常に優れている。近年，この判決に基づいて，恣意的な規則で

あっても，取り消さずに差し戻すという手法が用いられるようになってい

る。
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２ 不十分な応答に対する是正手段

取り消さずに差し戻すという是正手段は行政機関の応答が不十分であり，

恣意的専断的な規則であると認定された場合にも適用されていることが以

下の判決からわかる。

Utility Solid Waste Activities Group v. EPA
77)

[事実の概要]

近年，ポリ塩化ビフェニールは発がん性の高い物質であることが確認さ

れ，環境保護庁はポリ塩化ビフェニールの規制を改正するために1994年12

月にポリ塩化ビフェニールの使用，保管，処分を統制する規則制定の告知

（Notice of Proposed Rulemaking）を行った。この規則案の中に，特定の要

件を満たせば再利用のためにポリ塩化ビフェニールを保管する権限を与え

るものがあった。しかし，その要件は厳しいものであった。この要件につ

いて，環境保護庁は当該要件の免除に関するコメントを被規制団体に要求

していた。原告の Utility Solid Waste Activities Group は免除を要求するコ

メントを提示していた。これについて，「最終規則において制定された再

利用のための保管要件は，告知において出された再利用のための保管要件

よりも緩やかなものである。それゆえ，最終規則が再利用のための保管に

関するすべてのコメントに対する包括的な応答となっている」と環境保護

庁は述べた。この応答に対して，原告が環境保護庁は免除を要求するコメ

ントに対する応答を果たしたとはいえず，この規則は取り消されるべきで

あると提訴した。

[判 旨]

W. Eugene Davis 判事による法廷意見は以下のように述べている。環境

保護庁の免除に対する応答は不合理なものである。しかし，① 環境保護

庁は免除を与えなかったことを正当化する可能性があり，② 規制された

他の団体にも適応される規則を取り消すことは破壊的な効果をもたらすの

で，最終規則を取り消さずに，免除を与えなかった合理的な説明を求めて
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環境保護庁に差し戻す。

[分析・検討]

本件は行政機関の応答義務が不十分で，当該規則が恣意的専断的である

とされた事案である。規則が恣意的専断的である場合，通常は取り消して

差し戻されていた。しかし，本件はAllied Signal, Inc. 判決78)を引用して，

① 行政機関が差し戻しにおいて当該規則が十分合理的であることを示す

可能性があり，② 当該規則を取り消すことが非常に破壊的な結果を生む

という基準を当てはめ，当該規則が取り消されずに，行政機関に差し戻さ

れると判示した。この判決から，行政機関の応答が不十分な場合において

も，取り消さずに行政機関に差し戻すという是正手法が用いられることが

明らかにされている。

終 章

Vermont Yankee 判決や hard look 審査への批判があるにもかかわらず，

行政機関に応答義務を課し続けているアメリカ合衆国の裁判所の態度から，

行政機関の応答義務は ① 行政機関が利害関係人の意見を誠実に考慮して

いるかどうかをチェックする機能を果たし，② 市民参加をより実質化さ

せるという重要な意義を果たしていると結論付けることができる。

では，この結論はわが国に対してどのようなことを示唆するのであろう

か。まず，市民参加における行政機関の応答義務の重要性が確認されたこ

とにより，わが国のパブリックコメント手続も，行政機関に応答義務を課

し，市民参加手続を促進するように運用していかなければならないことが

検証されたといえる。次に，どのような意見に行政機関は応答しなければ

ならないのか，どの程度の応答を行政機関は果たさなければならないのか，

不十分な応答に対してはどのように是正すればよいのかという問題に対す

るアメリカ合衆国の判決は，わが国のパブリックコメント手続の運用上の

問題や行政活動の一般準則を形成する活動への参加手続の立法化に対して，
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以下のように一定の基準を与えると考える。① 行政機関に応答を求める

ような意見の提出があって始めて行政機関は応答しなければならない，②

行政機関に応答義務を負わせる意見であるかどうかの基準は， 当該意見

が定められた期間内に提出され， 主張したいことを明確に述べたもので

あり， 行政機関の決定がどのような理由によって誤っているのかを説明

するものでなければならない，③ 応答すべき意見が提出された場合に，

行政機関は当該決定を行った証拠・根拠や理由を提示して応答しなければ

ならない，④ 不十分な応答が行政機関によってなされた場合でも，当該

行政決定が一般的な効果を持ち，不十分な行政機関の応答が軽微な瑕疵に

あたる場合には，当該行政機関の決定を取り消さずに軽微な瑕疵を治癒す

ればよい場合がある。

市民参加手続の重要性を指摘したこれまでわが国の行政法学の先行業績

をふまえて本稿では，市民参加を実現させるために不可欠である行政機関

の応答義務の重要性を指摘するとともに，行政機関の応答義務に関して，

応答すべき意見，応答の程度，不十分な応答に対する是正手段についての

一定の基準を以上のようにつけ加えるものである。

1) 行政立法手続に関する個別法の規定については常岡孝好編『行政立法手続』224頁（信

山社 1998年）参照。計画策定手続に関しては宇賀克也「行政手続法制定後の課題」法学

教室180号19頁（有斐閣 1995年）参照。

2) 行政手続法10条は申請処理手続における申請者以外の者の意見陳述を規定しており，行

政手続法17条は不利益処分手続における関係人の聴聞への参加を規定している。

3) 行政手続法の立法過程においては，行政立法手続，計画策定手続が検討されていたが，

法案化されずに今後の課題とされた。

4) ｢規制の制定または改廃にかかる意見提出手続」（平成十一年三月二十三日閣議決定）２

意見提出の手続の(6)意見・情報の処理を参照。

5) 常岡孝好「パブリックコメント制度に関する指摘コメント（下）」自治研究75巻６号91

頁も同様の指摘をしている。

6) 北村喜宣「自治体版パブリックコメントの可能性」地方自治職員研修452号29頁（2000

年）はコメントする「権利」と行政機関が応答する「義務」を認めた一般的制度として導

入する必要性を述べている。

7) 常岡孝好「パブリックコメント制度と公益決定」公法研究64号201頁（有斐閣 2002年）
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はコメントに対する行政機関の考慮義務・説明義務が果たされなかった場合に対する救済

方法もつめて考えなければならないと述べている。

8) 行政機関の応答義務とは市民の意見を行政機関が考慮し，どのように対応したのかを明

確に説明することである。アメリカの文献において，「行政機関の応答義務」という用語

が用いられているわけではない。例えば，「The agency must respond to significant

comments from the private sector.」のような文脈を本稿では「行政機関の応答義務」と呼

んでいる。

9) 裁決の定義については連邦行政手続法§551(6)，(7)参照。

10) 規則制定の定義については連邦行政手続法§551(4)，(5)参照。

11) 本稿で用いている「インフォーマル」と「フォーマル」の意味は日本の行政法学上用い

られている「インフォーマル」と「フォーマル」の意味とは異なる。日本の行政法学上用

いられている「フォーマル」は法律に書かれた方式のとおりに行政機関が活動するという

意味である。そして，「インフォーマル」は法律に規定されていないという意味である。

これに対して，本稿で用いる「フォーマル」とは対審的な構造をとるという意味であり，

「インフォーマル」とはフォーマルではないという意味である。中川丈久『行政手続と行

政指導』297頁（有斐閣 2000年）参照。

12) 宇賀克也『アメリカ行政法（第２版）』80頁（弘文堂 2000年）参照。

13) 利益代表モデルが出てきた経緯については古城誠「規制緩和理論とアメリカ行政法」ア

メリカ法（1986-Ⅱ）277頁参照。

14) 行政機関の決定の合理性を精査することである。

15) 古城誠「規則制定と行政手続法」藤倉皓一郎編『英米法論集』229頁（東大出版会

1987年）参照。ニューディール期から1960年半ばまで行政機関は公正に公益を実現するも

のと考えられていた。行政機関に対するこのような信頼を確保するために，行政機関の行

う政策決定は一般的な効果を持つ規則制定ではなく，限られた範囲での効果を持つ裁決が

好まれた。また，規制の対象となる企業の数も限られていたので，裁決で間に合っていた。

Colin S. Diver, Policymaking Paradigms in Administrative Law, 95 Harv. L. Rev. 393 at 401

（1981年）。

16) 連邦行政手続法§553(ｂ)参照。

17) 連邦行政手続法§553(ｃ)参照。

18) 行政機関が規則制定手続をとり始めた理由として，①規則制定により規制基準を設定す

ることを求める政治的学問的な思潮が高まったこと，②規制対象が増えたため，個別的な

効果を持つ裁決では対処できず，規則を活用せずに規制を行うことが難しくなったこと，

などがあげられる。Colin S. Diver, supra note 15, at 408. また，規則を制定することによっ

て，後の適用段階でとられる裁決の対審型手続を簡略化することが可能であるという判例

法が確立され，規則の役割が増大した。古城・前掲(注15)233頁参照。そして，規則の役

割が増大する中で，規則によって定められた事項が具体的事実に基づく決定となり，規則

の効果も直接的なものへと変化していった。古城・前掲(注13)287頁参照。

19) 佐藤宏「新しい規則制定手続の創造」中央大学大学院研究年報14巻Ⅰ-1号15頁参照。

20) 462 F. 2d 846 (D. C. Cir 1972).
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21) 現行連邦行政手続法§553(ｃ)参照。

22) Alfred C. Aman, Jr., William T. Mayton, Administrative Law, 509（2nd ed. 2001年).

23) 先行業績はこの判決を説得力のあるコメントへの応答として引用している。例えば，宇

賀・前掲(注12)79頁脚注54，佐藤・前掲(注19)19頁参照。判決そのものはコメントに対す

る応答を求めて提訴したものではなく，行政機関が説明義務を満たしていないことを提訴

している。直接的に応答義務を扱った判決ではないが，趣旨として実質的に行政機関の応

答義務を扱ったものといえる。

24) 春日修「行政手続法と政策決定過程の公開(2)」文化紀要45号39頁脚注12(1997年)参照。

25) 568 F. 2d 240 (2nd Cir. 1977年)．なお，行政機関の応答義務の同様の性格を示した判決

として，他に Portland Cement Ass'n v. Ruckelshaus, 486 F. 2d 375 (D. C. Cir 1973)．がある。

26) Ernest Gellhorn/ Ronald M. Levin, Administrative Law and Process, 318 (4th ed. 1997年)．

27) この時期は，実体的合理性までは審査せずに，手続上の不備を理由として取り消してい

た。古城・前掲(注15)249頁参照。

28) 行政機関の応答義務については他に Portland Cement Ass'n v. Ruckelshaus, 486 F. 2d 375

(D. C. Cir 1973)．がある。これは U. S. v. Nova Scotia Food Prods. Co., 568 F. 2d 240 (2nd

Cir. 1977年)．と同旨である。行政機関の応答義務以外で混合規則制定手続を展開したも

のとして，①一般的協議の禁止につき，Home Box Office, Inc. v. FCC, 567 F. 2d 9 (D. C. Cir.

1977)，②行政記録の整理につき，Ethyl Co. v. EPA, 541 F. 2d 1 (D. C. Cir. 1976)，③重要資

料の開示につき，International Harvester Co. v. Rucklhaus, 478 F. 2d 615 (D. C. Cir. 1973)，

④反対尋問につき，Appalachian Power Co. v. EPA, 477 F. 2d 495 (4th Cir. 1973）などがあ

げられる。

29) 議会も1970年代に個別制定法において混合規則制定手続を積極的に導入していた。この

ような個別制定法のリストは Jeffrey S. Lubbers, A Guide To Federal Agency Rulemaking,

203 (3rd ed. 1998年）参照。もっとも，個別制定法における混合規則制定手続も Vermont

Yankee 判決を契機に沈静化する。

30) 435 U. S. 519 (1978).

31) 本判決の紹介として，綿貫芳源「アメリカにおける原子力発電所建設等の許可と司法審

査」ジュリスト668号67頁以下（1978年），太田幸夫「原子力行政と司法審査」判例時報

884号19頁以下（1978年），外間寛「最近の判例」アメリカ法（1980-Ⅱ）309頁（1980年）

等があげられる。

32) 学説上一般的に，この判決は裁判所による混合規則制定手続を否定したものとして認め

られている。例えば，Bernard Schwarts, Administrative Law (3rd ed.), 202 (1991）参照。

33) 確かに連邦行政法を最低限の手続とみなし，行政決定過程に参加させることを主たる目

的として行政機関に応答義務を課すという手法は Vermont Yankee 判決によって否定され

た。しかし，行政機関に応答義務を課すこと自体が否定されたのかは Vermont Yankee 判

決だけでははっきりしない。この意味において，行政機関の応答義務を連邦行政手続法の

規定に追加する手続であると述べた Kennecott Copper Co. 判決は Vermont Yankee 判決に

よって否定されたということができるが，Nova Scotia Food Prods. Co. 判決は Vermont

Yankee 判決によって否定されたかどうかは明らかではない。
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34) 宇賀・前掲(注12)80頁参照。

35) 連邦行政手続法§706(2)(Ａ)参照。

36) Pacific States Box & Basket Co. v. White, 296 U. S. 176 (1935).

37) Citizen to Preserve Overton Park, Inc. v. Volpe, 401 U. S. 402 (1971).

38) 古城・前掲(注13)286頁参照。

39) 463 U. S. 29 (1983).

40) 本判決の紹介として，畠山武道「最近の判例」アメリカ法（1984-Ⅱ）297頁（1984年）

参照。

41) Merrick B. Garland, Deregulation and Judicial Review, 98 Harv. L. Rev. 507 at 545 (1985).

42) これに対して，手続的 hard look は，手続的要件さえ満たせば，たとえ行政機関の決定

が実体的に不合理なものであっても，裁判所は支持せざるを得ないのである。

43) 1970年代の hard look 審査は行政機関が関係処理益を考慮したかどうかを審査するにと

どまり，形成された行政決定の実体的結果の合理性までを裁判所が審査するものではな

かった。State Farm 判決により hard look 審査は実体的合理性に踏み込んで審査を行うも

のになった。宇賀・前掲(注12)76頁参照。

44) 例えば，Neil D. Mcfeeley, Judicial Review of Informal Administrative Rulemaking, 1984

Duke. L. J. 347 at 370 (1984), Merrick B. Garland, supra note 41, at 545, Cass R. Sunstein,

Deregulation and the Hard Look Doctrine, 1983 Sup. Ct. Rev. 177 at 210 等において，State

Farm 判決が実体的 hard look を承認したと明記している。Vermont Yankee 判決後，実

体的 hard look が承認されたこと自体について争いはなく，どの学説も認めている。

45) Cass R. Sunstein, supra note 44, at 177 ; Cass R. Sunstein, In Defense of the Hard Look :

Judicial Activism and Administrative Law, 7 Harv. J. L. & Pub. Pol'y. 51 (1984).

46) Cass R. Sunstein, supra note 44, at 181.

47) Merrick B. Garland, supra note 41, at 98.

48) Id. at 510 n. 23.

49) 実体的側面を持つとは行政機関が最終的に達する決定の合理性を審査する際に当該手続

が検討されるという意味である。Id. at 530.

50) Id. at 581.

51) 例えば，Neil D. Mcfeeley, supra note 44, at 370, Alfred C. Aman, Jr., William T. Mayton,

supra note 22, at 509.

52) 例えば，Ernest Gellhorn と Ronald M. Levin は Administrative Law and Process (4th

ed.)，322頁（1997）において，「厳格な実体的審査が Vermont Yankee 判決によって否定

されたとは解釈されておらず，hard look により，……規則制定手続参加者による重要な

意見書に行政機関が応答すべきことが要求される」と記述している。

53) 907 F. 2d 1179 (D. C. Cir 1990).

54) 連邦行政手続法§553(ｃ)；本条の定めによる告知の後，行政機関は利害関係人に対し

て，口頭によるコメントの機会を与え，あるいは与えずに，書面による資料，意見，ある

いは弁論の提出を通じて，規則の制定に参加の機会を付与しなればならない。行政機関は

提示された関連事実の検討の後に，制定する規則の中に規則の根拠と目的の概要を簡潔に
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記載しなければならない。

55) 春日・前掲(注24)38頁参照。

56) 713 F. 2d 795 (D. C. Cir 1983).

57) もっとも，この２つの手法を裁判所がどのように使い分けているかについては不明であ

る。

58) 非立法的規則とは直接的に法的効果を待たない規則であり，私人の権利を変動するもの

ではない。それゆえ，行政機関は告知コメント手続を経ずに規則を制定できる。非立法的

規則の例として解釈規則や一般的政策説明などが挙げられる。これに対して，立法的規則

とは法律の委任によって法的効果を有する規則であり，告知コメント手続を経て制定され

る。個別的な決定をも含むという点で，規則自体が日本の行政法学上の行政立法と必ずし

も一致するものではないが，立法的規則は日本の行政法学上の法規命令に該当し，非立法

的規則は日本の行政法学上の行政規則に相当する。

59) 例えば，hard look 審査に対する批判について以下のものがある。Richard J. Pierce, Jr./

Sidney A. Shapiro/ Paul R. Verkuil, Administrative Law and Process, 389 (3rd ed. 1999) ;

Richard J. Pierce, Jr., Administrative Law Treatise, 450 (4th ed. 2002)

60) 48 F. 3d 540 (D. C. Cir 1995).

61) Ronald M. Levin, Nonlegislative Rules and the Administrative Open Mind, 41 Duke L. J.

1497 at1501 (1992).

62) Dr. Zinovy Reytblatt and Ohio Citizens for Responsible Energy v. Nuclear Regulatory

Commission, 105 F. 3d 715 (D. C. Cir 1997).

63) ただ，この事案では行政機関は応答する義務はないが，行政機関自身が自発的にコメン

ト期間以降になされたコメントについても実用的な範囲で考慮している。

64) 849 F. 2d 1516 (D. C. Cir 1988).

65) Ronald M. Levin, supra note 61, at 1501.

66) 988 F. 2d 186 (D. C. Cir 1993).

67) 最低限のスタッフのレベルとは審査官になるために満たさなければならない適性や身体

能力に関する最低審査基準がどのような基準であり，そのような基準を満たした検査官が

最低何人検問所に配置されているのかということである。

68) 907 F.2d 1179 (D. C. Cir 1990).

69) 713 F. 2d 795 (D. C. Cir 1983).

70) Richard J. Pierce, Jr., supra note 59, at 457.

71) Richard J. Pierce, Jr./ Sidney A. Shapiro/ Paul R. Verkuil, supra note 59, at 391.

72) 取り消さずに差し戻す手法を違法と考える論者は以下のように述べ，① 規則制定手続

の硬直化を防ぎ，② 失効期間を作らないために，政策上必ずしも取り消さずに差し戻す

手法をとる必要はないと述べる。

① 規則制定手続の硬直化を和らげることによって得られる利益よりも，「恣意的専断的裁量

濫用基準を満たさない規則は取り消すものとする」と規定している連邦行政手続法の規定

を忠実に遵守する利益のほうが勝っている。また，② 失効期間を作らないためには，取

り消さずに差し戻すという手法をとらなくとも，仮の規則を発することにより失効期間を
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回避できる。Brian S. Prestes, Remanding Without Vacating Agency Action, 32 Seton Hall L.

Rev. 108, 122 (2001)

73) Richard J. Pierce, Jr., supra note 59, at 521.

74) 988 F. 2d 146, (D. C. Cir 1993).

75) アメリカ行政法における司法審査を求める訴訟類型には個別法上の司法審査訴訟と判例

法上の司法審査訴訟という区分しかない。判例法上の司法審査訴訟は個別法上の司法審査

訴訟における救済が不十分であると裁判所が認定した場合に用いられる。当該判決によっ

て認められた取り消さずに差し戻す手法は判例法上の司法審査といえる。中川丈久「行政

訴訟に関する外国事情調査結果（アメリカ合衆国）」５頁（第７回行政訴訟検討会議録配

布 資 料）http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou...ukai/gyouseisosyou/dai7/7gijiroku.html

（2003年１月31日利用）

76) 規則を取り消さずに行政機関に差し戻された場合，行政機関はさらに時間と労力をかけ

て新たに規則を制定しなおすこともできるが，一般的には行政機関は新たに告知コメント

手続を行わずに合理的な説明を付け加えることにより規則を制定しなおす。規則が取り消

されずに差し戻された場合，行政機関はどのような義務を負うのであろうか。この点を詳

細に述べた文献は見当たらないが，American Forest & Paper Ass'n Inc. v. EPA, 1996 U. S.

Dist. Lexis 13230 (1996）判決が興味深いことを述べている。この判決によれば，行政機関

が瑕疵を治癒する期間を裁判所が定め，それまでに行政機関が合理的な説明をなした場合

には瑕疵は治癒されるが，合理的な説明を付け加えることなしに当該期間を経過した場合

には規則は取り消されてしまい，行政機関は新たに告知コメント手続を経て規則を制定し

なければならないとしている。

77) 220 F. 3d 683 (4th Cir. 2000).

78) 988 F. 2d 146, (D. C. Cir 1993).
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1

宇都宮市議会基本条例大綱（案）に関するパブリックコメントについて 

１ パブリックコメントの実施状況 

（１）募集期間 平成２５年８月１日（木）～８月２１日（水） 

（２）意見の応募者数 ３名 

（３）提出方法の内訳 

郵送 ファクシミリ Ｅメール 持参 電話 計 

人数 ０ １ ２ ０ ０ ３ 

（４）意見数 １９件 

 （内訳） 

内 容 意見数（内数） 

１ 大綱（案）全体に関すること ３ 

２ 大綱（案）の内容に関すること １４ 

大綱２ 議会の活動原則 

（１）積極的な情報公開 

 （４）委員会の適切な活用 

（１） 

（１） 

大綱５ 市民と議会との関係 

（１）市民の議会活動への参加の確保 

ア 全ての会議の原則公開 

（２）広報広聴の充実 

 イ 広報活動の充実 

（１） 

（２） 

（３） 

大綱６ 議会と市長等との関係 

 （１）市長等との関係の基本原則 （２） 

大綱７ 議会の機能強化 

 （１）議員間の討議 （１） 

大綱８ 議会事務局等 

（１）議会事務局 

（２）議会図書室 

（１） 

（１） 

大綱９ 議員の政治倫理 

（１）議員の品位の保持 （１） 

３ その他 ２ 

合  計 １９ 

甲52号証
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2

２ 意見の概要と議会の考え方

（１）大綱（案）全体に関すること 

寄せられた意見の概要 議会の考え方 

1 議会としての基本姿勢が列挙されてい

る形であり，あまりにも抽象的である。 

もう少し具体的な方針や行動を掲げる

べきだと思う。 

この大綱（案）は，「市民の負託に

応えられる開かれた議会を実現し，

市民福祉の向上に寄与する」という

目的を果たすため，議会に関する基

本的な事項を定めたものでありま

す。 

具体的な取組として，「大綱５ 市

民と議会との関係（１）市民の議会

活動への参加の確保」や「大綱７ 議

会の機能強化（１）議員間の討議」

に，議会における全ての会議の原則

公開や常任委員会における政策討論

の実施について定めております。 

2 大綱（案）については，パブリックコメ

ントだけではなく，必ず市内各地で「市民

説明会」や「意見交換会」を行ってほしい。

この大綱（案）について，市民の

皆様から御意見を聴取するための手

法として，パブリックコメントを実

施したところであります。 

3 議会基本条例を制定する上で，必ず複数

の学者や複数の公募市民を委員に入れて

案を練ってほしい。 

本市議会では，各会派から選出さ

れた議員で構成する「議会制度検討

会議」を設置し，平成 23 年７月から

これまでの約２年間に，会議を 47 回

開催するなど，議会基本条例を含む

議会制度について，丁寧に検討を進

めてまいりました。 

この間に２回，議会基本条例に造

詣の深い講師を迎え，議員研修会を

開催したほか，先進都市の視察を実

施いたしました。また，議員自身も

議会基本条例について調査研究し，

大綱（案）をまとめたところであり

ます。 
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3

（２）大綱（案）の内容に関すること 

ア【大綱２ 議会の活動原則 （１）積極的な情報公開】 

寄せられた意見の概要 議会の考え方 

 1 情報公開の大項目がないのは問題では

ないか。 

大綱（案）には，情報公開に関す

る新たな取組として，原則として議

会における全ての会議を公開する旨

を定めております。 

また，市民の負託に応えられる開

かれた議会を実現するため，議会広

報紙や議会ホームページを通じて，

議会活動に関する情報も積極的に発

信してまいります。 

イ【大綱２ 議会の活動原則 （４）委員会の適切な活用】 

寄せられた意見の概要 議会の考え方 

1 委員会の開催日時が原則重ならないよ

うにしてほしい。 

委員会の開催日時につきまして

は，議会制度検討会議で検討すべき

事項の一つとなっておりますので，

御意見も参考として，今後，検討し

てまいります。 

ウ【大綱５ 市民と議会との関係 （１）市民の議会活動への参加の確保 

ア 全ての会議の原則公開】 

寄せられた意見の概要 議会の考え方 

1 「原則公開とし」という表現は，公開し

ないということもあるということではな

いか。 

極めて曖昧であることから，「原則」を

削除したらどうか。 

本市議会では，新たな取組として，

議会における全ての会議を公開して

まいります。ただし，個人の秘密を

扱うなど特別な場合に，地方自治法

や宇都宮市議会委員会条例に基づい

て，例外として秘密会とする会議は，

公開できないことから，大綱（案）

には，「原則公開」と定めております。
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エ【大綱５ 市民と議会との関係 （２）広報広聴の充実】 

寄せられた意見の概要 議会の考え方 

1 「多様な広報手段を活用」とあるが，従

来の方法と何も変わらないと思う。 

議会終了後に各自治会に持ち帰り，住民

に説明会を行うなど，多くの市民の意見を

聴くための具体的な方法を決めてほしい。

議会報告会や住民への説明会につ

きましては，議会制度検討会議にお

いて，先進都市の視察等も行いなが

ら熱心に検討を重ねてきたところで

あり，市民意見の聴取や多様な広報

手段の活用に積極的に取り組むこと

が重要であることから，大綱（案）

に広報広聴機能の充実について盛り

込むことといたしました。 

具体的な取組として，現在の広報

委員会の機能を拡充し，市民意見の

聴取等を行う広報広聴委員会を新た

に設置し，広報や広聴の充実に積極

的に取り組んでまいります。 

2 議会基本条例には，必ず議会報告会を定

期的に開催するよう定め，実行してほし

い。 

オ【大綱５ 市民と議会との関係 （２）広報広聴の充実 イ 広報活動の充実】 

寄せられた意見の概要 議会の考え方 

1 議員がどのような執務を行っているか

公表してほしい。 

重要な議案に対する各議員の態度を議

会広報紙で公表するなど，議員の活動に対

して市民の評価が的確になされるよう情

報の提供に努めてほしい。 

本市議会では，議会広報紙や議会

ホームページにおいて，議会に関す

る情報を積極的に発信しており，ま

た，議会制度検討会議での検討結果

を受けて，議会広報紙の紙面の見直

し，議会ホームページの掲載項目の

追加等に取り組んでまいりました。

各議員の賛否につきましては，平

成 24 年３月定例会から議会ホーム

ページで，各会派の賛否につきまし

ては，平成 24 年６月定例会から議会

広報紙で，それぞれ公表していると

ころであります。 

今後も，広報活動の更なる充実を

図ってまいります。 
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2 前段で，「議会の活動を積極的に市民へ

発信し」としながら，後段では，市民が議

会と市政に関心を持つための活動につい

て，「努める」という表現で結んでいる。

前段と後段が不整合であり，消極的な表

現になっているのは問題ではないか。 

本市議会では，議会広報紙の紙面

の見直し，議会ホームページの掲載

項目の追加等に取り組み，議会に関

する情報を積極的に発信しておりま

す。 

今後も，市民の皆様に，議会と市

政に関心を持っていただけるよう，

議会活動に関する情報を，より一層

積極的に発信してまいります。 

3 委員会など公開できるものは，ユースト

リームなどを使ってネット同時配信して

ほしい。 

インターネット中継につきまして

は，議会制度検討会議において検討

を行い，これまでと同様，本会議を

対象に行っていくこととしておりま

す。 

 

カ【大綱６ 議会と市長等との関係 （１）市長等との関係の基本原則】 

 寄せられた意見の概要 議会の考え方 

1 議員の質問回数や時間の制限を撤廃し

てほしい。 

一般質問につきましては，議会制

度検討会議において見直しを行い，

平成 24 年３月定例会からは一括質

問方式と一問一答方式の選択制を導

入しております。議員の質問時間に

つきましては，一括質問方式は，当

初質問は 30 分以内，再質問は答弁も

含めて 15 分以内，一問一答方式は，

質問，答弁，全てを含めて 75 分以内

で実施しております。 

質問回数につきましては，議会制

度検討会議で検討すべき事項の一つ

となっておりますので，御意見も参

考として，今後，検討してまいりま

す。 

2 議会を開催できないために，重要な審議

ができないケースがある。 

議会は，議長の権限でいつでも開催でき

る体制（通年議会）にしてほしい。 

通年議会の実施につきましては，

議会制度検討会議で検討すべき事項

の一つとなっておりますので，御意

見も参考として，今後，検討してま

いります。 
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キ【大綱７ 議会の機能強化 （１）議員間の討議】 

寄せられた意見の概要 議会の考え方 

1 民主主義の本質である「議会の熟議」を

進めるため，議員間で議題に対して「自由

討議」が行われるようにしてほしい。 

議員間の自由討議につきまして

は，「大綱３ 議員の活動原則（５）

自由討議の尊重」及び「大綱７ 議

会の機能強化（１）議員間の討議」

のとおり定めております。  

具体的な取組の一つとして，この

６月定例会から，常任委員会ごとに

それぞれ討論テーマを決め，各委員

が積極的に情報収集を行い，委員間

で自由な討議を行う「政策討論」を

実施しております。 

ク【大綱８ 議会事務局等 （１）議会事務局】 

寄せられた意見の概要 議会の考え方 

1 議会事務局の権限を高めてほしい。 

政務活動費の厳正なチェックや議員の

執務倫理に関して，議会事務局がもう少し

議員を牽制できる体制を作ってほしい。 

議会事務局は，地方自治法や宇都

宮市議会事務局設置条例に基づき設

置されております。 

本市議会では，これまでも事務局

の機能や組織体制の見直しを図って

まいりましたが，今後も，より一層

の充実に努めてまいります。 

ケ【大綱８ 議会事務局等 （２）議会図書室】 

寄せられた意見の概要 議会の考え方 

1 一般市民も利用できるようにしてほし

い。 

本市議会の図書室は，「宇都宮市議

会図書室規程」に基づき，議員の調

査研究に支障のない範囲で，市民の

皆様にも閲覧に限り御利用いただく

ことができますので，議会事務局係

員にお申出ください。 
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コ【大綱９ 議員の政治倫理 （１）議員の品位の保持】 

寄せられた意見の概要 議会の考え方 

1 市民に議会活動に積極的に参加しても

らうことが掲げられているが，議会を傍聴

していると，野次や私語が多い。議員の倫

理を高めるような項目を追加してほしい。

本市議会では，平成 11 年に「宇都

宮市議会議員の倫理に関する条例」

を制定しており，また，「大綱９ 議

員の政治倫理」においても，市民の

代表としての品位を持って，高い識

見を養うよう努める旨を定めており

ます。 

（３）その他 

寄せられた意見の概要 議会の考え方 

 1 宇都宮市議会には，「真の議会改革」を

進め，首長等執行機関や市民に対して，「議

会の意志」を示す責務を果たしてほしい。

本市議会は，議会基本条例を定め

ることにより，市民に開かれた議会

を実現し，市民福祉の向上や将来に

わたる市政の発展に寄与してまいり

ます。 

また，独自の政策立案や政策提言

に取り組むことなど，議会の活動原

則を定め，議会に求められる役割を

果たしてまいります。 

2 議長や副議長選挙は，市民に公開し，所

信表明や討論会を行ってほしい。 

正副議長選挙における所信表明の

実施につきましては，議会制度検討

会議で検討すべき事項の一つとなっ

ており，現在，検討を行っておりま

す。 
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意見等募集の結果について 

案 件 茨木市議会 議会基本条例（素案）について

結果の公表場所
・市議会ホームページ
・市議会事務局（市役所本館４階）
・情報ルーム（市役所南館１階）

意見募集期間 平成２４年７月２日から平成２４年７月３１日まで

意見提出件数
１７人

   １３５件
  （うち賛否のみ ０件、無効 ０件）

公表資料   ・茨木市議会 議会基本条例 素案
  ・【参考資料】茨木市議会 議会基本条例 素案（解説付き）

結果公表日 平成２４年９月１８日

担当課

市議会事務局 議事課 議事係
電 話 ：０７２－６２０－１６７１
ＦＡＸ ：０７２－６２３－７５９１
Eメール：giji@city.ibaraki.lg.jp

甲53号証

274/324



茨木市議会　議会基本条例素案に対するパブリックコメント及び市議会の考え方

No. 条文 ご意見の概要 市議会の考え方

1

市民説明・意見交換会の資料では、「地方自治法や茨木市議会に
関する条例、規則等に規定されている事項については規定しない
ことを基本に作成」とあるが、条例化せずとも実行できる事項が
多く見られ、条例を制定する必要性に欠ける。また、素案の第19
条に「この条例は議会における最高規範であり」と謳われてお
り、そうであれば、他の法規等に規定の事項も整理して規定され
るべきである。

　これまでも議会運営に関する条例、規則等に基づき議会運営を行って
きましたが、より議会の活性化を図り、市民に開かれた議会を目指して
いくために条例として明文化しました。
　素案には、地方自治法や茨木市（議会）の他の条例で規定されている
事項は規定しないこととしています。今後も継続して議会改革に取り組
んでいきます。

2

議会基本条例の制定が、北摂地域で最初といっても、さほど誇ら
しいものでない。先行条例を学び、茨木らしさのある内容が求め
られるが、素案にはこの点で見るべきものが見当たらない。期待
されているのは、二元代表制における議会のミッションを踏ま
え、茨木市民としても恥ずかしくない条例である。

　条例策定過程において、条例策定の目的について共通認識を図るた
めに全議員を対象としたワークショップを行ったことは、茨木市議会独自
の取り組みであり、茨木らしさだと考えております。今後、条例に基づき
議会運営を検討していく中で、茨木市議会独自の取り組みについても検
討していければと考えております。

3
条例の文体は、「である体」でなく、「です、ます体」が望まれ
る。

　他の条例の文体との整合性を踏まえ、素案の形式にしております。

4

議会の責務を条文化する必要があるのではないか。前文の「議会
は、執行機関」を責務として捉えるならば、市民への説明責任を
追加すべきではないか。

　この条例は、市議会が担うべき役割を果たすための基本的事項を定
めており、条例そのものが責務であると考えております。
　市民への説明責任については、第５条に規定しております。

5

第２条、第３条、第11条、第19条の各条文について、「するもの
とする」と努力義務となっているが、「しなければならない」と
責務として表現すべきものではないか。

　努力義務については「努めるものとする」（例：第13条）という表現で統
一しております。

【項目番号１】　全体

1
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茨木市議会　議会基本条例素案に対するパブリックコメント及び市議会の考え方

No. 条文 ご意見の概要 市議会の考え方

6

条例内の市民を「有権者（将来的有権者を含む）」とすべき。
「行動力と活力にあふれる存在感ある議会をめざし」とあるが、
議会というより、議員が日常において存在感を示すべきであり、
内容に盛り込むべき。
条例に、茨木市感及び国家感がない。茨木市を良くするため、ひ
いては日本をよくするためというような文言を前文に取り入れ、
目的が一層明確になるようにすべき。

　この条例は、法令上の市民の権利を定めたり、制限をしたり、義務を
課すものではないことから、厳密にその範囲を確定しなければならない
ものではないため、特に市民の定義はしておりません。
　この条例は、市議会が担うべき役割を果たすための基本的事項を定
めたものであり、「議会」を主語にしております。
　「茨木市観」は現議員だけで決めるべきものではないと考えています。
前文は、社会状況の変化などにより左右されない表現に努めました。

7

二元代表制は、それぞれが異なった役割を担い、相互にその役割
を果たしてこそ、まちづくりに貢献できる。市民の信頼に基づく
負託に応えるには、市民に開かれた議会、市民参加を促進する議
会でなければならない。以上のような内容を追加できないか。

　市民に開かれた議会を目指す中に、市民参加の促進もあると考えて
おります。

8

議会は有権者に対してどのように説明責任を果たすのか。地方分
権時代の議会の役割について、どのように考えているのか。

　議会報告会の実施などを通じて、説明責任を果たしていきたいと考え
ております。
　地方分権改革が進む中、地方自治体の権限がふえ、議会の役割もよ
り重要になっていると考えております。

9

議会は今まで執行機関の監視、評価、政策立案、提言は行ってい
なかったのか。
市民の意見の集約、調整、議員間の議論は今までできなかったの
か。
今までどんな改革を進めてきたのか。市民の信頼と負託にこたえ
るのは当然の事で、こたえられないのは議員自身の心構え、資質
に起因すると思うが、それができなかったのか。
以上のことを行うため、今回の条例を制定するというが、それな
ら、今まではどうしていて、今までどういう不都合があり、今後
はこういう点を改革したい旨の比較対象した資料を出すべき。

　これまでの改革については、会議規則の全面見直しや政務調査費の
見直し、子ども連れでも傍聴できる特別傍聴室の設置など、さまざまな
形で行ってきておりますが、今回は、市議会が担うべき役割を果たすた
めに必要な基本事項を定め、議会の決意表明として条例を策定するも
のです。

【項目番号２】　前文

2
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茨木市議会　議会基本条例素案に対するパブリックコメント及び市議会の考え方

10

茨木市民とは、選挙権を持った茨木市の住民と定義すること。
「将来を見据えたまちづくりの実現」という何かを連想させるよ
うな目的とはせず、第１章　総則　第１条にあるような具体的な
目的にするべき。

　この条例は、法令上の市民の権利を定めたり、制限をしたり、義務を
課すものではないことから、厳密にその範囲を確定しなければならない
ものではないため、特に市民の定義はしておりません。

11

前段の終わりに、「茨木市民の代表機関」とあるが、地方議会は
二元代表制にあって、当該自治体に住所を有する住民の選挙権行
使によって選ばれた議員で構成する議事機関であり、市民の代表
機関というより、住民の代表機関というべき。
後段の「これまで行ってきた議会改革を」とあるが、具体的にど
のような議会改革がなされたのか。
同じく、後段に「存在感ある議会を」とあるが、ここは存在感で
はなく、存在意義のある議会であるべき。
（修正案）
茨木市議会は、住民の直接選挙によって選ばれた議員で構成する
市の議事機関であり、同じく選挙によって選ばれた市長及び他の
執行機関(以下、｢市長等｣と記述)とともに、地方自治における二元
代表制のもと、市政に対する市民の負託に応える責務がありま
す。
議会は、もとより、執行機関の監視及び評価、政策立案･提言の権
能を有しており、市民の多様な意見の集約･調整を行い、議員間の
議論を通じて政策の論点や課題を明らかにした上で、意思決定を
行うものです。
そこで、茨木市議会は、市民の信頼に基づく負託に応え、行動力
と活力にあふれて存在意義のある議会を目指すなか、将来を見据
えたまちづくりの実現に向け、議会の最高規範として、この条例
を制定します。

　この条例は、法令上の市民の権利を定めたり、制限をしたり、義務を
課すものではないことから、厳密にその範囲を確定しなければならない
ものではないため、特に市民の定義はしておりません。
　これまでの改革については、会議規則の全面見直しや政務調査費の
見直し、子ども連れでも傍聴できる特別傍聴室の設置など、さまざまな
形で行ってきています。
　議会は、日本国憲法、地方自治法に定められており、存在意義はある
と考えておりますので、素案のとおりといたします。

3
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茨木市議会　議会基本条例素案に対するパブリックコメント及び市議会の考え方

No. 条文 ご意見の概要 市議会の考え方

12 １条

議会の活性化と有権者の福祉の向上の実現を目的とするために、
なぜ条例である必要があるのかの具体的な説明がない。なぜ、規
約や指針、目標課題などではだめなのか、詳しく理由を明記して
ほしい。
条文中に、条例でないとだめだというのがあるのなら、それだけ
を条例にしてはどうか。

　規約や指針であれば、議会で審議しなくても改正することが可能です
が、条例について改正する場合は議会で審議する必要があります。
　条例として定め、改正などの場合も、その審議をきちんと見える形で
行っていきたいと考えております。

13 １条

目的達成のため、なぜ条例を制定しなければならないのか、理由
づけが乏しい。
市民の定義は何か。また、少なくとも、市民とはせずに住民とす
べき。

　この条例は、法令上の市民の権利を定めたり、制限をしたり、義務を
課すものではないことから、厳密にその範囲を確定しなければならない
ものではないため、特に市民の定義はしておりません。

14 １条

「議会の活性化を図り」は、前文の趣旨からしても当然であり、
市民に分かりやすい開かれた議会も同様に、当然のことであり、
目的に当たらない。
（修正案）
この条例は、日本国憲法に定める地方自治の本旨に基づき、茨木
市議会(以下、｢議会｣と記述)の活動及び運営並びに茨木市議会議員
(以下、｢議員｣と記述)の活動に関する基本的事項を定めることによ
り、議会本来の役割を果たし、市民全体の福祉の向上と市政の発
展に寄与することを目的とします。

　ご意見を踏まえ、以下のとおり改めます。

15

第19条第２項に「この条例の理念を浸透させるため」とあるが、
その理念が条例素案の中で、何ら規定がなく、ここで明文化する
べき。
（追加）
議会は、二元代表制のもと、市民の負託に応えることにより、市
民から信頼され、市民生活の向上に役立つ議会を目指し、真の地
方自治の実現に取り組むものとします。

　条例の策定過程も含め、前文をはじめ条例全体に脈打つ理念がある
ものと考えております。

【項目番号３】　第１章　総則（第１条）

（目的）

第１条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、議会及び議員の

活動原則、議会運営のあり方等を定めることにより、議会の活性化

を図り、市民に分かりやすい開かれた議会を実現し、市民福祉の

向上に寄与することを目的とする。
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No. 条文 ご意見の概要 市議会の考え方

16 ２条
議会の議決事項を記載されたい。 　議決事項は地方自治法第96条に規定されております。

17
第２条の１か条のみであり、第３章（議員の活動原則）と１つに
まとめるのがよい。

　「議会」と議会を構成する「議員」とは分けて考えております。

18 ２条

活動原則には一切の具体例がない。
(1)公平性及び透明性を重んじるための具体的な方法を教えてほし
い。
(2)市民参加の機会の拡充とは具体的にどのような機会か、教えて
ほしい。
(3)分かりやすいとは具体的にどのような事か、教えてほしい。
(4)事前に質問の内容をしていては、結局、読み上げるだけの議会
になると思う。
(5)条文にしないといけないくらい議決責任を軽く扱っているのな
ら、議員でいる事自体問題だと思う。
(6)市政運営が適正に行われているかを監視、評価する範囲を具体
的に示してほしい。例えば、期限切れのパンフレット放置の
チェック、市内公共施設の国旗の状態が良好であるかまで監視す
るのか。

19 ２条

(2)の住民参加の機会の拡充とはどういうことをやるのか、具体的
に説明してほしい。また、間接民主主義の観点からも、どう考え
るのかが明確でない。
(3)分かりやすい視点と方法とあるが、何をどうやるのか。
(4)、(5)は当たり前のことで、どうやればこれができるのか、具
体的に示すこと。
(6)市政運営が適正に行われているかを監視及び評価するとある
が、何をどこまでやるのかといった基準がないと、絵に描いた餅
になる。

　条例については、社会的規範としての力を持つためには一定の抽象
度を備えていなくてはならないと考えております。
　この条文については、議会の活動原則を掲げており、この原則を踏ま
え、活動するものと考えております。

【項目番号４】　第２章　議会の活動原則（第２条）

5
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20 ２条

（修正案）
議会は、市の合議制代表機関として、第　条に定める理念を具現
するため、次の各号に掲げる原則に基づき、活動を行うものとし
ます。
(1) 公正性及び透明性を重んじ、積極的な情報公開を行うことによ
り、市民に信頼される議会を目指すこと。
(2) 市民の意見を的確に把握して市政に反映するため、市民参加の
機会の拡充に努めること。
(3) 分かりやすい視点と方法で開かれた議会運営に努めること。
(4) 意思決定機関として、議決責任を深く認識するとともに、市民
に対する説明責任を果たすこと。
(5) 市民本位の立場から、市政運営が適正に行われているかを監視
及び評価すること。
(6) 市の政策水準の向上を図るため、立法機能の強化に努め、独自
の政策立案及び政策提言に取り組むこと。

No. 条文 ご意見の概要 市議会の考え方

21 ３条

議会が考える茨木市らしい倫理性を具体的にあげる必要があると
思う。
(2) 市民全体とあるが、当然の事で、一部の有権者のために努め
ている議員がいるから、条文化が必要であると感じる。
(3) 有権者の意見を的確に把握する具体的な方法を教えてほし
い。
(4) 日常の調査、研修活動とは、どんな内容か、例をあげて説明
してほしい。

　条例については、社会的規範としての力を持つためには一定の抽象
度を備えていなくてはならないと考えております。
　この条文については、議員の活動原則を掲げており、この原則を踏ま
え、それぞれの議員が活動するものと考えております。
　一部の有権者のために努めている議員がいるから条文化するというこ
とではなく、活動原則として必要かつ重要なこととして定めたものです。

22 ３条

１号の合意形成は、補足か何かで制約をつけること。４号の資質
の向上に努めることは当然であり、必要ないと思う。

　合意形成に努めることを定めており、制約を設けることは適さないと考
えます。
　資質の向上に努めることは当然のことですが、重要なこととして定めた
ものです。

23 ３条
市民とともに地域公共政策をつくる責務を十分自覚されたい。 　そのとおりだと考えます。

【項目番号５】　第３章　議員の活動原則（第３条・第４条）

6
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茨木市議会　議会基本条例素案に対するパブリックコメント及び市議会の考え方

24 ３条

(1)の解説の中で、「公正で中立な言論の場」の中立の意味は。
(2)で福祉の向上（実現）を目指すとは、どういう意味か。

　議会運営において、公正で中立であるということを表しています。
　解説の「実現」は「向上」のほうが適切と考えますので修正いたします。

25 ３条

(2)住民全体の福祉は当たり前で、今まで偏った市民への福祉が
あったということなのか。
(3)住民の意見を的確に把握しとあるが、具体的にどうやるのか明
確にすること。
(4)日常の調査及び研修活動とは、どのようなことなのか具体的に
しないと歯止めが利かない。

　これまでに偏った市民への福祉があったわけではなく、活動原則とし
て定めたものです。
　条例については、社会的規範としての力を持つためには一定の抽象
度を備えていなくてはならないと考えております。
　この条文については、議員の活動原則を掲げており、この原則を踏ま
え、それぞれの議員が活動するものと考えております。

26 ３条

（修正案）
議員は、倫理性と責任を自覚し、次の各号に掲げる原則に基づ
き、活動を行うものとします。
(1) 議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを認識
し、活発な議員間討議を経ることにより、合意形成に努めるこ
と。
(2) 議会の構成員として、一部団体や地域の代表にとどまらず、市
民全体の福祉の向上を目指すこと。
(3) 市政の課題及び市民の多様な意見･意向を的確に把握し、議会
活動に反映させること。
(4) 意思決定機関として、議決責任を深く認識するとともに、市民
に対する説明責任を果たすこと。

27 ４条

茨木市議会として、超党で同一理念を持つ新たな会派を、議題毎
に結成できるという意味なら面白いと思う。そうでなければ、こ
の条文は必要なく、「各党が党本部に持ち帰り、政党法の制定を
目指すように努める」としたほうが具体的であると思う。

　地方自治法上に明確な規定がないこと、議会運営において会派が存
在していることから、今回、会派について定めたものです。

（２）の解説

議員は、市民全体の福祉の向上を目指し、現在及び将来を見据え

て活動することを定めています。

7
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茨木市議会　議会基本条例素案に対するパブリックコメント及び市議会の考え方

議会活動を行うためとは、どういう意味合いか。会派を結成しな
ければ議会活動ができないのか。ここは、円滑な議会運営を行う
ためであってこそ理解できる。
第２項の「必要に応じて議会内の合意形成に努める」とあるが、
これでは、第12条の議員間討議も意味をなさず、せめて「必要に
応じて会派間で協議、調整を行い、合意形成に努める」であるべ
き。また、第３条第１号との整合性は。
また、会派に所属しない議員の立場はどうなるのか。本条第３
項、あるいは第６章において、その意見が議会運営に反映される
ように配慮することの規定が必要である。
（修正案）
議員は、円滑な議会運営を行うため、同一の理念を共有する議員
により、会派を結成することができます。
２　会派は、議会運営及び政策立案等に関し、必要に応じて会派
間で協議･調整を行い、合意形成に努めるものとします。
３　会派に所属しない議員は、その意見が議員運営に反映される
よう、配慮されなければなりません。

29

（追加）
（議員の政治倫理）
第　条　議員は市民の代表者としてその政治倫理性を常に自覚
し、条例を規範としなければならない。

　第３条にその趣旨を含んでいます。

No. 条文 ご意見の概要 市議会の考え方

30 ５条
議会報告会を開催とあるが、どのようにやるのか、考えているの
か、教えてほしい。

31 ５条
(2)で議会報告会を開催するには、いつ、どこでなのか。

32 ５条
議会報告会とは具体的にどうやるのか。

【項目番号６】　第４章　市民と議会の関係（第５条・第６条）

４条

　会派を結成しなければ議会活動ができないわけではなく、「結成でき
る」ことをうたったものです。
　合意形成については、「必要に応じて」とあるように、必ずしも会派の中
で縛られるものではありません。
　第２項で、議会内の合意形成に努めるものとしているのは、会派に属
していない議員も含め、合意形成に努めるとの趣旨です。

28

　開催に関しては、規則や要綱等を制定し、実施したいと考えておりま
す。

8
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茨木市議会　議会基本条例素案に対するパブリックコメント及び市議会の考え方

33

第２条第２号に「市民参加の機会の拡充に」とあるに反し、第５
条と第６条の２か条のみの規定であり、先行条例と対比し、あま
りにも内容に乏しい。
前文、第１条、第２条第１号、それぞれに「市民に開かれた議
会」と謳われながら、会議の公開についても、全く言及されてお
らず、どこに具体的な規定があるのか。
とにかく、市民にとって、最も関心が高いところである。

　本会議については、地方自治法第115条で原則公開となっています。
また、委員会については、委員会条例第18条第１項において公開と定
めており、重ねての規定はしておりません。

（修正　その１）
第　条(市民参加及び市民との連携)[新設] 議会は、市民が議会活動
に参加する機会の確保に努めます。
２　議会は、本会議のほか、すべての会議を原則公開するととも
に、議員提案条例等に関し、パブリックコメントの実施等によ
り、市民の意見を反映させるよう努めるものとします。
３　議会は、地方自治法に規定する公聴会制度及び参考人制度を
活用し、市民の専門的又は政策的識見等を討議に反映させるよ
う、努めるものとします。
４　議会は、請願及び陳情を市民による政策提案と位置づけ、請
願の審議においては、請願者の意見を聴く機会を設けるものとし
第５条(市民に対する説明責任)[修正] 議会は、その活動に関する情
報公開を徹底するとともに、そこでの意見決定に関し、市民に対
して説明責任を果たすため、議会報告会を開催するものとしま
第６条(議会広報の充実)[修正] 議会は、その活動をはじめ、議会が
有する市政の情報について、多様な広報手段を活用して分かりや
すい周知を行い、より多くの市民が議会と市政に関心を持てるよ
う努めるものとします。」に修正できないか。

（修正　その２）
第　条(情報の共有及び公開) 議会は、その活動をはじめ、議会が
有する市政の情報について、市民に分かりやすく提供して共有す
ることにより、より多くの市民が議会と市政に関心を持てるよう
努めるものとします。
２　議会は、開かれた議会運営に資するため、本会議及び常任委
員会をはじめ、すべての会議を原則公開するとともに、市民の傍
聴(参観)の意欲を高める議会運営に努めるものとします。
３　議会は、議案に対する議員の態度(賛否)の表明を市民に公表す
るほか、議員の活動に対して市民の評価が的確になされるよう、
情報の提供に努めるものとします。

9
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茨木市議会　議会基本条例素案に対するパブリックコメント及び市議会の考え方

第　条(市民参画及び協働) 議会は、市民との意見交換の場を多様
に設け、市民参画の機会を保障するとともに、市民との協働を推
進するものとします。
２　議会は、委員会の運営にあたり、専門的知見の活用並びに公
聴会制度及び参考人制度を十分に活用し、市民の専門的又は政策
的識見等を討議に反映させるものとします。
３　議会は、請願及び陳情を市民による政策提言と位置付け、請
願の審議においては、請願者の意見を聴く機会を設けるものとし
第　条(市民との対話の場) 議会は、議決責任を踏まえ、議会審議
の経過等を説明するため、市民に対する議会報告会を開催するも
のとします。
２　議会は、前項の議会報告会に加え、その年1回以上を市民との
市政全般にわたっての意見交換会とし、議会運営及び市政に反映
させるものとします。

34 ６条
当たり前のことで、わざわざ条例化するまでもないし、したから
といって、効果は期待できない。

　条例で定めることにより、確実な実施につなげていきたいと考えており
ます。

35 ６条

具体的な周知方法、議会と市政への関心度を上げるための具体的
な方法を教えてほしい。

　これまでにも議会改革の一環として、公共施設に議会日程を掲示する
など、議会情報の発信については取り組んできましたが、今後、議会へ
の関心度をさらに上げるため、インターネット中継や庁内モニター放送、
議会報告会の実施等について検討しています。

36 ６条

インターネット中継、庁内モニター放送の早期実現を望む。Ｅ
メールによる議会情報発信に取り組まれたい。また、メール受信
環境がない希望者のために、ＦＡＸによる情報発信がある。

　インターネット中継や庁内モニター放送は、その実現を目指し、現在検
討中です。今後も議会情報の発信について、その手法も含め、検討を進
めていきます。

37

（追加）
（市民参加及び市民との連携）
第　条　議会は､市民に対して積極的に情報を発信し、市民が的確
な判断を行えるようにするための情報及び連携のまちづくりを進
めるための情報の共有に努めるものとする。
２　議会は､開かれた議会運営に資するため､本会議及び委員会を
はじめ、全ての会議を原則として公開するものとする。
３　議会は､請願を市民の政策提案と位置づけ、請願者から意見を
聴く機会を設けるものとする。
４　議会は、市民の傍聴意欲を高める議会運営に努めるものとす
る。

10
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No. 条文 ご意見の概要 市議会の考え方

38 ７条

議会と市長の立場及び権能の違いをせめて解説に入れてほしい。 　合議制であり、議事機関としての議会と、独任制であり、執行機関とし
ての市長の立場と権能の違いを踏まえ、定めたものです。
　なお、用語の説明については、今後検討していく考えです。

39 ７条

施政方針を議案と同時に、情報ルームに配架されたい。 　情報ルームの議案書は市長部局で配架していることから、担当である
政策企画課に確認しましたところ、施政方針については本会議当日に
置いているとのことです。

40 ７条

その他の執行機関とは、市長と同じ権限と責任があるのか。 　執行機関については、地方自治法第138条に定められており、市長の
ほか、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資
産評価審査委員会、公平委員会といった委員会及び委員があります。
それぞれの執行機関が独立した権限を持つとともに、これらの執行機関
全体への総合調整は市長が行うことから、権限と責任については同じで
はないと考えております。

41 ７条
「話（わ）のある関係」とは。これが独自の表現なのかもしれな
いが、抽象すぎて分かりづらい。

42 ７条

「常に緊張と話（わ）のある」の文言が条文としてふさわしい表
現ではないと思う。その表現にこだわるならば、前文の中で表現
してはどうか。

43 ８条
議会活性化のためには、確認機会の付与は全議員に等しく与えら
れるべき。

　確認機会の付与は、市長等に対して与えるものであり、議員に対する
ものではありません。

44 ８条

確認の機会とは、いわゆる反問権を意味すると理解するが、なぜ
一般的な用語によらないのか。
「審議又は審査の充実を図るため」の意味合いは。また、「論点
等」の等とは。

　「反問権」が一般的な用語とは考えてはおりませんが、より実情に近い
表現にしました。
　本会議における審議や委員会における審査の質疑をより充実したも
のにするため、確認の機会を新たに導入するものです。
　論点等の「等」とは、発言の意図や趣旨の確認を想定しています。

45 ９条
議会の長い歴史の中で、一問一答方式はできなかったのか。条例
でなく、規約の見直しでどうにかできないのか。

　現在の一括質疑一括答弁方式に一問一答方式を加えるものであり、
よりわかりやすい議会運営に重要な事項として、定めております。

　検討の結果、素案のとおりといたします。

【項目番号７】　第５章　市長等と議会の関係（第７条-第10条）
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茨木市議会　議会基本条例素案に対するパブリックコメント及び市議会の考え方

46 ９条
一問一答方式は、民主主義に反する恐れがあり、やるべきではな
い。

　現在の一括質疑一括答弁方式に一問一答方式を加えるものであり、
民主主義に反するとは考えておりません。

47 ９条

（修正案）
議会の会議における議員と市長等との質疑応答は、広く市政上の
論点及び争点を明確にするため、一問一答方式で行うことができ
るものとします。

48 10条
市長等に説明を求めて終わりではなく、説明を受けた結果、場合
によっては審議し、採決できるようにしないと意味がない。

　議会における十分な審議を行うために説明を求めるものです。

49 10条
市長に説明を求めてその後どうするのか、具体的でない。 　審議を行う際の資料として活用していきます。

50 10条

（修正案）
議会は、市長等が提案する計画、政策、施策、事業等について、
必要な情報を明らかにするよう求めるものとします。

51

（追加）
（反問権・反論権）
第　条　市長等は、本会議及び委員会における質疑及び質問を、
市政上の論点をわかりやすく明確にするため､議員の質疑又は質問
に対し､反問し反論することが出来る。

　確認機会の付与について定めておりますが、反論権については定め
ておりません。

No. 条文 ご意見の概要 市議会の考え方

52 11条
議長の議会運営の評価は、各定例会終了時に必ず機会を設けて行
うべき。

　現在のところ、考えておりません。

53 11条

この条文が殊更に必要なのか。ならば、副議長は。むしろ、議員
の責務を定めるべき。

　　「議会」の代表である議長の責務については重要であると考え、定め
たものです。副議長がその職務を行うのは議長に事故あるときであり、
副議長の責務まで特に定める必要はないと考えております。

【項目番号８】　第６章　議会運営（第11条-第14条）
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茨木市議会　議会基本条例素案に対するパブリックコメント及び市議会の考え方

54 12条
議会は、「委員会等において」の「等」とは定例会を指すのか。
議員間討議の時間をどこに設けるのか、具体的に教えてほしい。

55 12条

「議員間討議の時間を設けるものとする」と明記したことは良い
ことと思う。その具体的な運営方法を念頭に置きながら、討議の
広場である議会の役割を発揮してもらいたい。

56 12条

「議員間討議の時間を設ける」とは、具体的に分かりやすく説明
してほしい。第３条第１号に定める「議会が言論の府であるこ
と」を踏まえ、現状がどのように変わるのか。また、第２条第４
号の「活発な議員間討議を経ることにより」との整合性は。
「委員会等において」の等が意味するところは。

57 13条
委員長が公正であるために、委員会内で持ち回れるようにしたら
いいと思う。

　委員長の責務を定めたものであり、持ち回りにすることが、より公正と
なる要件であるとは考えおりません。

58 13条
第３項は、第11条と同様、殊更に定める意味合いは。 　委員会運営を担う委員長の責務を定めたものであり、委員会運営の

充実のために必要と考え、定めたものです。

59 14条
思想が同じ人ばかりを集めるのではなく、相反する思想を持つ学
識経験者を同数採用する事を決まりとして、明記してほしい。

　公聴会については、委員会条例第22条第２項で賛成者、反対者が偏
らないよう規定されています。

60 14条

「学識経験を有する者等」は、公募市民も含むと解釈できる。見
解を示してもらいたい。

　地方自治法第100条の２では、議案の審査に関して専門的知見の活
用が必要な場合、議会が第三者に一定の調査研究を行った上での報
告を求めることができるよう、学識経験者等に専門的事項に係る調査を
させることができる旨を定めており、その趣旨を踏まえ、公募市民とは違
うものと考えております。

61 14条

学識経験を有する者等を活用すると書いてあるが、色々意見を
持っている人がいると思う。どのような基準で採用しているの
か。他府県、他市では、行政に都合のいい採用が多く見られる
が、なぜか。有識者の活用は必要と思うが、採用の仕方を再考し
てほしい。

　他市のことについてはわかりかねますが、茨木市議会では、今後の検
討の中で、採用基準等について考えていきます。

62 14条
学識経験者の人選が大切であり、必ず反対意見の人選も必要であ
るというところまで抑えるべきである。

　さまざまな意見の聴取が必要と考えますので、ご指摘の点も踏まえて
いきたいと考えております。

　まずは委員会からの実施を考えていますが、将来的に本会議でも実
施を検討する考えであることから「等」としています。具体的な運用につ
いては、今後、規則や要綱等で定めていきたいと考えております。
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茨木市議会　議会基本条例素案に対するパブリックコメント及び市議会の考え方

63 14条

公聴会制度や参考人制度は、民意を直接聴取し、議会を活性化す
る手段として活用が期待されているものであり、第４章の修正案
で記述のとおり、そこで規定されるのが妥当である。

　議会運営における意見聴取の方法、積極的な活用として、この章に定
めています。

64

（追加）
（政策立案、政策提案及び政策提言）
第　条　議会は､政策水準の向上を図るため､政策立案機能の強化
に努めると共に、条例の提案、条例の修正・決議等の政策提案を
行うと共に市長に対し政策提言を行うものとする。
（議長、副議長の任期と選出）
第　条　議長、副議長の任期は２年とする。
２　議長及び副議長の選出は立候補制とし、立候補する議員は､そ
の実施に先立って意見表明を行うものとする。
（議長、副議長の役割）
第　条　議長は議会を代表し効果的な運営に努め、この条例の展
開の実態と問題を把握し､その解決に努めるものとする。
２　副議長は議長を補佐し､議長による特任業務に当たるものとす
る。
（政務調査費）
第　条　政務調査費の交付を受けた議員は､議長に対して帳票類を
添付した報告書を提出する際に、政務調査費の活用内容について
も報告しなければならない。

　議長、副議長の任期については、地方自治法第103条２項では「議長
及び副議長の任期は、議員の任期による」となっており、年限を定める
ことはできないと考えております。

　政務調査費の交付に関する条例が存在することから、議会基本条例
では定めておりません。

No. 条文 ご意見の概要 市議会の考え方

65 15条
どのような研修をするのか、具体的に教えてほしい。 　具体的に定めると研修範囲が狭められるため、その時々の課題に応

じて必要な研修を行うものと考えております。

66 15条
議会は研修の場なのか。 　充実した審議を行うための研修は必要であると考えております。

67 15条
議員の研修とあるが14条と同様で、偏った研修をしないような歯
止めが必要である。

　幅広い見識が得られるよう努めます。

【項目番号９】　第７章　議会の体制整備（第15条-第18条）
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茨木市議会　議会基本条例素案に対するパブリックコメント及び市議会の考え方

68 15条

「研修を実施する」が研修の充実に相当するのか。 　ご意見を踏まえ、以下のとおり改めます。

　
　

69 16条
新刊書を整備してもらいたい。 　議員の調査研究のため、必要に応じて整備していきます。

70 16条
議会図書室は一般利用は可能なのか。 　地方自治法第100条第19項に規定されているとおり、一般利用は可能

です。

71 16条
図書、資料等の充実とあるが、内容の吟味をきちんとやるのと、
無駄使いしないように歯止めが必要である。

　ご意見として伺います。

72 16条
適正に管理、運用するための努力とは具体的にどのようにするの
か、教えてほしい。

73 16条

「適正に管理し、運営する」とあるが、具体的にどのようなこと
を指すのか。図書、資料等の充実とともに、これらを議員が積極
的に利用し、一般も利用できることの明文化が求められる。この
際、図書室の有効利用を高めるため、司書の配置を提言する。
（修正案）
議会は、議員の調査研究に資するために附置する議会図書室の図
書、資料等の充実に努めるとともに、議員は、それを積極的に利
用するものとします。
２　議会図書室は、議員のみならず、一般に利用できるよう、適
正に管理し、運営するものとします。

74 17条

議会事務局の強化、体制の整備に努めるためにどのような事を行
うのか、具体的に教えてほしい。

　人員の整備や研修等について、予算の確保を含め、今後検討してい
きます。

75 17条

議会事務局職員の政策法務能力向上に資するため、参議院法制局
の研修を受講させてはどうか。

　現在もさまざまな機会を利用して行っていますが、今後も必要な研修
を行います。

　法令が変更になるごとに整理を行うことや、会議録の整理等を常に行
うなど、適正に管理運営されており、一般も利用可能ですが、継続的に
充実を図るために条文化しています。

（議員研修の充実）

第15条 議会は、議員の政策立案及び政策提言能力の向上を図

るため、研修を実施し、その充実に努めるものとする。

15
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茨木市議会　議会基本条例素案に対するパブリックコメント及び市議会の考え方

76 17条
「議会は、」の後に「議会の政策立案能力等を向上させ」を挿入
できないか。

77 17条

見出しに、「調査・法務機能の充実」とあるが、このように議会
事務局に求めるならば、第15条も同様に規定するべきで、ここは
「議会事務局の充実」で十分である。
（修正案）
議会は、議員の立法機能を高め、議会活動を円滑かつ効率的に行
うため、議会事務局の調査及び法務の機能強化並びに組織体制の
充実に努めるものとします。

78 17条
具体性がない。

79 18条
具体性がない。

80 18条

予算の確保に努めるとは具体的にどうするのか、教えてほしい。
議会図書室の充実もこの一部なのか。

　そのときの状況により変わっていくものでありますので、必要に応じて
予算の確保に努めていきます。

81 18条

この条文の必要性は。定めるとすれば、議会事務局の体制整備の
議員研修の充実、政務調査費などとパッケージであるべきでは。
むしろ、政務調査費に関する単独の条文が求められる。

　議事機関として機能を充実していくためには予算の確保が必要ですの
で、条文を設けています。

No. 条文 ご意見の概要 市議会の考え方

82 19条
「議会における最高規範であり」とあるが、条例の位置づけであ
り、謳うならば、前文であるべきでないか。

　基本的事項をうたった上で、他の条例との関係性から第19条として定
めました。

　ご指摘の点を踏まえ、以下のとおり改めます。

【項目番号10】　第８章　最高規範性及び継続的な検討（第19条・第20条）

　条例については、社会的規範としての力を持つためには一定の抽象
度を備えていなくてはならないと考えております。

（議会事務局の充実）

第17条 議会は、議員の政策立案能力等の向上を図るとともに、

議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の調査及び

法務機能の充実強化並びに組織体制の整備に努めるものとする。
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茨木市議会　議会基本条例素案に対するパブリックコメント及び市議会の考え方

83 19条

最高規範は日本国憲法だけなので違法性を危惧する。最高規範と
いう文言、議会に関する他の条例と、この条例を中心に整合性を
図るなど、他の条例より優位と感じさせる内容は、この条例や条
文自体にそのような性質がないと説明されても納得のいくもので
もない。この条例に限って、廃止の道がないような扱いに感じる
ので、そこにも違法性があるかもしれないことを危惧する。議会
に関する他の条例、規則等とは、どんな条例や規則等があるの
か、具体的にあげないとわかりにくい。
２項、議員だけがこの条例を理解しても意味がない。議員研修の
際に、住民も傍聴できるよう募集をかけるべきだと思う。

84 19条

この条例は議会における最高規範とあるが、他における最高規範
もあるのか。なぜ最高規範が幾つも要るのか。最高規範は日本国
憲法だけのはずである。また、最高規範という文言は思想がかっ
ているので、あえていうなら、根本規範というべきである。それ
と、地方自治法の下、各条例に上下はない。

85 20条

条例の中には、明確かつ具体的に決めないといけないことがある
と思うが、期限を決めないと「機能しない条例」になる可能性も
あるので、具体的に決めないといけないことに関し、半年ほどの
期限を設け、１年後に運用状況を確認し、運用状況によっては廃
止するくらいの扱いにすべき。

86 20条

議会は､議会の一般選挙が行われる３ヶ月前までに､この条例の目
的が達成しているかどう検証し、その結果に基づいて適切な処置
を講ずるものとするに修正してはどうか。

87 20条
「適切な措置を講ずるものとする」の補足説明として、適切な措
置を速やかに講じ、市民に速やかに徹底としてほしい。

88 20条

条例は、①理念に基づき、目的が達成されているかを検証するこ
と、②住民主体の地方分権が推進されるなか、市民の意見や社会
情勢の変化等を勘案するとき、議会改革(活性化)に終わりがない
こと、これらを踏まえ、継続的な見直しを担保する定めが求めら
れる。

　検討の方法などについては、別途定めてまいります。

　日本国内では、日本国憲法が最高法規です。
　茨木市議会議会基本条例は、茨木市議会においての最高規範であ
り、日本国憲法や地方自治法などの法律よりも優先されるものではあり
ません。
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茨木市議会　議会基本条例素案に対するパブリックコメント及び市議会の考え方

No. 条文 ご意見の概要 市議会の考え方

89 ９条
議場に大型スクリーンを設置してもらいたい。現行では、質問者
が傍聴席に背を向けており、顔が見えない。

　議場での大型スクリーンについては、今後の課題といたします。

90 13条

地方自治法改正により、議員は委員会に複数参加してもよいこと
となった。ぜひとも取り組まれたい。傍聴席を確保してもらいた
い。補助職員が多数を占め、余地もない。

　傍聴規則第３条に基づき、傍聴席を確保しており、現状において、補
助職員がいるため傍聴できないということはありません。

91 15条

行政視察報告書には、視察内容と実際に本市で提案されたり、審
議された政策との関係があまり説明されていない。よって、視察
から得られた知見だけでなく、それがいかに政策形成に反映され
たかについても有権者に対し、説明責任が発生するはずである。
視察は、複数人で実施されている。より多くの知見を得るために
は、分散したほうがよいのではないだろうか。すなわち、複数人
が１本の報告書を書くよりも、一人で責任を持って視察し、その
成果を持ち寄ることで、当該事案について、より深く考察できる
のである。

　議員の視察については、委員会視察や政務調査費を活用しての個人
視察など、さまざまな形があると考えますが、委員会視察については、
委員全員で視察内容を共有し、複眼的な視点から視察を行うことが有
意義であると考えております。

92

目次にも独自性が見られず、他市の議会などを参考にされたく、
あるいは次のとおり簡潔にするのも一案であり、再考を望みた
い。
第１章　総則、第２章　議会及び議員、第３章　市民と議会（の
関係）、第４章　市長等と議会（の関係）、第５章　議会運営
（のあり方）と体制整備、第６章　条例の位置付けと見直し

　検討の結果、素案のとおりといたします。

93

この条例策定に向けての基本方針で、その一つとして、「議会の
権能強化と議員の資質向上について」があるが、素案では、関連
条項と見なされる第７条や第15条を含め、それらしき条文がな
く、どのように意図されているのか。
地方自治法一部改正による市町村基本構想の議決等の廃止に対応
しての法第96条第２項による議決事件の追加は、この条例でどの
ように取り計らわれるのか。

94
基本計画を議決事項に加えるべき。

【項目番号11】　その他

　今回は、議決事件の拡大について議論はしておらず、今後の検討課
題と考えております。
　この条例に追加するのか、単独の条例を策定するのかなど、今後検
討していく必要があると考えております。
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茨木市議会　議会基本条例素案に対するパブリックコメント及び市議会の考え方

95
議会だよりの質疑について、会派名を掲載するならば、答弁者の
所属氏名を掲載してほしい。

　議会での答弁は、市としての見解が述べられているものであり、現状
のままとします。

96

議案に対する各議員の賛否は、議会だよりに掲載するようだが、
ホームページには掲載されないのか。

　現在、市議会のホームページにおいて議会だよりをＰＤＦで掲載してお
り、各議員の賛否についても見ていただけますが、議会情報の発信に
ついては、その重要性を認識しており、今後、掲載方法について検討課
題とします。

97

議会改革・活性化によって実現が期待される地方議会のあるべき
姿に向けての茨木市議会にふさわしい議会基本条例の制定が切望
される。

　ご意見として伺います。

98
基本条例だから罰則規定はそぐわないかもしれないが、考えられ
ないか。少なくとも、始めに「遵守する」を入れてはどうか。

　検討の結果、素案のとおりといたします。

99
附則に施行期日を明記されたい。 　現任期（平成25年１月30日）後の期日を考えており、議案を提案する

際には記載いたします。

100
市議会議員の中で、この素案内容を十分理解できている議員がい
るとは思えない。

　議会改革・活性化検討委員会を議員全員で組織し、取り組んできまし
た。

101
議会事務局機能の積極的強化を記すべき。議会が独自で職員を採
用する仕組みを取り入れないのか。

　現在のところ、検討しておりません。

102

市民参加、参画とあるが、市民の定義もはっきりせず、どこの、
誰の、どんな資格の人の意見を聞こうというのか、まさに策定あ
りきからのスタートであり、拙速も甚だしい。

　この条例は、法令上の市民の権利を定めたり、制限をしたり、義務を
課すものではないことから、厳密にその範囲を確定しなければならない
ものではないため、特に市民の定義はしておりません。

103
条例には国家感がなく、どこの国の条例か判断できないし、あえ
てそうつくってある。

　表題のとおり、茨木市議会の条例です。

104
条例が制定されれば、地方版外国人参政権の自治基本条例、住民
投票条例の制定という道をたどることになる。

　この条例は、議会の基本的事項を定めた議会基本条例です。

105

第15条、第19条の研修の目的は何か。議会改革・活性化のための
研修は、議会基本条例なしでは不可能か。

　第15条、第19条ともに研修の目的は、条文のとおりです。
　なお、不可能ではないと考えますが、重要な事項として定めたもので
す。
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茨木市議会　議会基本条例素案に対するパブリックコメント及び市議会の考え方

106

大池の車止めの要望。 　申し訳ありませんが、今回のパブリックコメントではお答えすることがで
きません。

107

せめて方針や規定にして、あえて条例にする必要はないと思う。
まして、前文の目的に盛り込まれたまちづくりという言葉から、
今後、地方版外国人参政権と言われだしている自治基本条例や住
民投票条例に発展する可能性を危惧し、制定には反対である。茨
木市議会基本条例は廃案になることを希望する。

108
議会の憲法は要らない。今すぐ廃案にするよう希望する。

109
なぜこの条例をつくらなければならないのか理由が明確でなく、
動議づけもない。

110
今までの慣例、規則等のどこに問題があったのかわからない。

111

茨木市における必要性が見えない。固有名詞をどこの自治体に置
き換えても違和感がない。なぜ今、茨木市でわざわざ条例化する
必要があるのか。条例でなければ茨木市議会は運営できないの
か。

112
何かうまくいかないことがあり、その原因が今までの慣例、規則
等にあるのであれば、そこだけを手直しすればよい。

113
現在の慣例、規則に不具合があるのであれば、その限られた部分
だけの見直しをするべきである。

114

今あるものでうまくいかないからといって、新しく条例をつくっ
たところで、うまくいく保証はないし、絵に描いた餅になる可能
性が大である。

115

新たに条例をつくる必要はないと思う。また、議会の改革よりも
議員自身の意識改革が必要と考える。この条例を制定したからと
いって、議員の意識改革ができるとは思えない。

　市議会が担うべき役割を果たすための基本的事項を、議会の決意表
明として条例を策定することが大きな目的であり、必要なことと考えてお
ります。
　また、条例については、社会的規範としての力を持つためには一定の
抽象度を備えていなくてはならないと考えております。具体的な取り決め
が必要な場合は、規則や要綱等で検討する考えです。
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茨木市議会　議会基本条例素案に対するパブリックコメント及び市議会の考え方

116
この条例は必要ない。議会が今まで以上に混乱するだけである。
議会改革は必要だが、規則変更で十分できる。

117

なぜこの条例が必要なのか、動機がはっきりしていない。時代の
流れ的な感じで策定しようとしているように感じられるので、策
定の必要性をもっと明らかにしてほしい。

118
条例の中身が具体性に乏しく、何をどうやるのか明確でない。

119
理念条例は、いかようにも解釈でき、混乱の元となる。

120

特定のイデオロギーを持つ、いわゆるプロ市民といわれる人たち
の意見を議会に反映させようとする魂胆が透けて見える。議会弱
体化にもつながる当条例策定には断固反対であり、廃案にすべ
し。

121

条例策定に当たり、研修会の講師は左翼イデオロギーを持った人
達であり、特定の思想に傾いたところからの出発となっている。
この条例を制定することで、国家を解体し、市民社会をつくる本
来の目的を達成する第一歩にしようとしていると考える。

122

この条例の策定に当たり講義をした教授は、他市で自治基本条例
策定を指導しているような人で、茨木市でも、将来、自治基本条
例策定の前段階として議会基本条例を策定、指導しているように
思われるが、その点、調査はしたのか。

123

議員研修や視察先を見る限り、最初の段階から明らかに目的が議
会改革・活性化から、条例策定そのものにスライドしてしまって
いることが透けて見える。
地域連携協定を結ぶに当たり、議会ではどのような審議がなされ
たのか。
自治基本条例とは関係がないとされる議会基本条例策定に当た
り、自治基本条例推進派教授の研修しか存在しないのはなぜか。

　これまでもさまざまな分野において議会の研修を実施しており、多くの
方に講師に来ていただいております。また、議会としても視察などを行っ
た上で、議員全員で組織する議会改革・活性化検討委員会を議会の意
思で立ち上げ、議会基本条例策定を視野に入れ、これまで取り組んでき
ております。

　市議会が担うべき役割を果たすための基本的事項を、議会の決意表
明として条例を策定することが大きな目的であり、必要なことと考えてお
ります。
　また、条例については、社会的規範としての力を持つためには一定の
抽象度を備えていなくてはならないと考えております。具体的な取り決め
が必要な場合は、規則や要綱等で検討する考えです。
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茨木市議会　議会基本条例素案に対するパブリックコメント及び市議会の考え方

124

自治基本条例は、自治労の運動方針にもその策定があげられてい
るように、松下圭一理論を実現して、将来、日本国を共産化し
て、国家崩壊を目論む大変危険な思想であることを、議員がよく
調査しての議会基本条例策定なのか。

　この条例は、議会の基本的事項を定めた議会基本条例です。

125

議会における最高規範とあるが、最高規範は日本国憲法であり、
法律に上下はない。

　日本国内では、日本国憲法が最高法規です。
　茨木市議会議会基本条例は、茨木市議会においての最高規範であ
り、日本国憲法や地方自治法などの法律よりも優先されるものではあり
ません。

126 20条

地方自治法改正により、規定された議会運営のための全員協議
会、会派代表者会議等についても傍聴を要望する。

127
信頼される開かれた議会を目指すなら、幹事長会はどう位置づけ
るのか。公開しないのか。

128

茨木の議会基本条例の主な特徴は何かと考えるとき、どう答えら
れるのかがよくわからない。

　議会としての役割を果たすための基本的事項を定めたものであるた
め、そこには独自性は見出せないかもしれません。条例策定過程にお
いて、条例策定の目的について共通認識を図るために全議員を対象と
したワークショップを行ったことは、茨木市議会独自の取り組みだと考え
ております。今後、条例に基づき議会運営を検討していく中で、茨木市
議会独自の取り組みについても検討していければと考えております。

129

説明会で「最高規範とすることが憲法違反になる」との意見につ
いて、見当違いだと考える。素案で「議会における最高規範」と
なっているので、「議会運営における（に関する）最高規範」と
すれば正確かもしれない。

　ご意見として伺います。

130
一部の市民による議会支配を招く危険性がある。 　そのようには考えておりません。

131
議会の活性化を実現する道は、条例制定ではなく、議員の意識改
革にあるといえる。

　ご意見として伺います。

　地方自治法の改正に基づき、会議規則第93条（協議又は調整を行う
ための場）において、幹事長会、議員総会なども定めております。
　なお、傍聴については現在のところ、規定しておりません。
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茨木市議会　議会基本条例素案に対するパブリックコメント及び市議会の考え方

132
自治基本条例の一里塚ではないか。 　この条例は、議会の基本的事項を定めた議会基本条例です。

133
議会における最高規範の次に来るのは、市民自治における最高法
規ではないか。

　言われている趣旨がわかりかねますが、そのようには考えておりませ
ん。

134
意見はいろいろあるものの、制定に向け、ご努力を切に願う。

135

市民参加の機会の拡充に努めることや市民の意見を的確に把握
し、議会活動に反映させること等はとてもうれしく思う。提唱で
終わることのないよう切に望む。

　今後、条例に基づき議会運営を検討していく中で、必要に応じて、規則
や要綱等も検討し、実施していく考えです。
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番号 該当箇所 意　見　・　提　言 松阪市議会の考え方

1 全般

　もう随分前になりますが、ＮＨＫ放送文化調査研究所が北海道庁の
職員３４０人を対象に、公務員自身が気になる言い回しにはどういう
ものがあるか尋ねました。そのトップは「～するものである（とす
る）」
　議会が作る基本条例もおんなじですね。市民感覚とは、やはりかけ
離れているんだと思う。「するものとする」記述が目立つ。
　条例の中は、概ね賛同出来るが、この内容のような議員ばかりな
ら、議員報酬は上げたくなるし、議員定数がどうのこうのと言う議論
も封じることが出来る。
　実施要綱はどうなるのか。それで骨抜きにするのか。

　「するものとする」は検討した結果、一部「しなければならない」
に改めました。なお、実施要綱は細部を記載するのであり骨抜きにす
る考えはありません。

2 全般

　全般を読んで、何をいまさら当たり前のことをという気がして仕方
がありませんでした。しかし、その当たり前のことが実践されていな
いことが多く、条例として定められるのなら、ぜひ今の議会運営よ
り、よいものを目指して欲しいと思います。

　従来は議会運営は地方自治法の下に規則等があり、これを根拠にし
ていましたが、情報公開、市民参加、政策立案、提言の定めがなく議
会として市民の要請に応えられないことから、今回法的根拠のある議
会基本条例を新たに制定するようになりました。
　全議員３０人が「議会改革特別委員」、内１０人が作業部会で検討
して２年以上、全員一致の結果、素案ができ、市民の皆さんに説明す
るようになりました。正に全議員総意ですのでご指摘のとおりより良
いものを目指します。

3 全般

　この素案の各条例には細く説明がありますが、この説明は基本条例
として共に記されるのでしょうか？市民に分かりやすく、市民に開か
れた議会づくりをするのであれば必要であると思います。市民にわか
りやすい条文でなければ、何のための条例でしょう。もし記されない
のであれば、総則に反するのではないでしょうか。
　またこの度募集で集まったパブリックコメントはしっかりと精査さ
れ、最終案が決まった時点で、もう一度市民に説明をして頂くのが
「市民の意見や意思を市政に的確に反映させる」事になるのではない
ですか？ここへきて急ぎ過ぎではないですか？条例は簡単に変えるこ
とが出来ません。だからこそ、他市の真似事ではなく、じっくり松阪
市民と話し合いをした上で制定されなければ、市民無視の議会になる
のではないかと懸念を抱いています。
　この素案を読んで、現在の市議会では守られていない項目が多々あ
ると感じています。市民が求める議会の質が上がった為に、基本理念
を条例化する事となったのが理由であれば、それを忘れないで頂きた
いものです。

　条例は章・条になり「説明」は記載しませんが、市民説明会や資料
には記載します。
　パブリックコメントを真摯に受け止め、全議員３０人の合議で決め
ていきますのでご理解願います。
　地方分権が更に進む中、議会の責任は増々範囲の拡大と重要度が増
しますので基本理念は大切です。

松阪市議会基本条例（素案）に対するパブリックコメントに寄せられた意見・提言と松阪市議会の考え方
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番号 該当箇所 意　見　・　提　言 松阪市議会の考え方

松阪市議会基本条例（素案）に対するパブリックコメントに寄せられた意見・提言と松阪市議会の考え方

4 全般

　議会基本条例の制定についてはとても大事なことと思いますが、ほ
とんどが本来あるべき姿について明文化したにすぎず、市民の批判の
的となっている議員定数や報酬の削減の先延ばしの感がぬぐえませ
ん。
　そもそも、過去において第３条に記載の議員力が十分に発揮されて
いれば、現在の市の危機的な財政悪化にはいたってなかったはずで
す。その責任の重さの反省が聞かれないために、報酬削減の問題ばか
りに執着されるのです。
　議員力のしっかり備わった議員さんが少数精鋭で仕事をしていただ
ければ、決して高い報酬だとは思いません。
　また、地方議会においては特に会派に属さなくても発言の機会ほか
公平な待遇も改善される方がよいのではと考えます。
　議会力、議員力の向上が見られその力を十分に発揮していただき、
通年議会を採用され、常に緊張感を持って仕事をしていただければ、
部外者による事業仕分けの必要もないのではと思います。

　国の財政基準の指標では松阪市の財政状況は、危機的な状況ではあ
りません。
　議員定数、議員報酬は第２２条、第２３条で方向性を示しておりま
す。
　通年議会については、法律改正に伴い検討してまいります。
　議員の発言の機会においても検討しています。
　

5 全般

　７/２５議会基本条例素案の説明会に出席したが、市民が議会（議
員）に対して痛烈な批判意見が出た。これは何を意味するのか。

　議会の情報発信、市民の声を聞く、そして意見交換をすることが大
切であると思っております。

6 全般

　今回発表された素案に「市民の為に」などの言葉が各所に出てく
る。市民参加・市民に対して、市民との意見交換など市民本意の表現
が組み込まれているが、従来の議会運営をみていると、市議の自己保
身、自己顕示姿勢がありありとしており、本制度により姿勢を急転回
できるか疑問である。

　議会基本条例を制定することによって、開かれた議会や市民参加の
議会を目指していきます。

7 全般

　松阪市議会基本条例（素案）の後についている「説明」文は議会基
本条例（本案）に補足して書かれるのか？条例作成の経緯や考え方が
市民にもよく判り「補足説明」として必要と思うがどうか？

　条例は章・条になり「説明」は記載しませんが、市民説明会や資料
には記載します。なお、通常補足説明ではなく「説明」を使用しま
す。
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番号 該当箇所 意　見　・　提　言 松阪市議会の考え方

松阪市議会基本条例（素案）に対するパブリックコメントに寄せられた意見・提言と松阪市議会の考え方

8 全般

　平成２４年７月２日～７月３１日の間で「議会基本条例（素案）」
に対するパブリックコメントを募集されたが、議会改革検討委員会で
は平成２２年２月から約２年半かけて作られ（長すぎる、問題有
り）、市民のパブリックコメントは１ヶ月間というのは、市民を馬鹿
にしていませんか？
　また、その市民のコメントを取りまとめて（約１カ月）９月議会に
上程するとのこと！市民説明会とパブリックコメントを参考にして最
終案を作られるにしては拙速過ぎませんか？そんなに急ぐ必要がある
のですか？
　市民への説明責任、市民の信頼、市民の立場から、市民の視点か
ら、広く市民の意思を把握し、市民に信頼される議会、と、キラ星の
ごとく、市民の市民のと書かれていますが、このパブリックコメント
の事1つとっても、本当に市民に顔が向いているのですか？
　市民不在の魂の無い条例は無用です。９月議会に上程される前に、
市民に充分な説明責任を果たすべきではありませんか？

　当初より９月に議員提案による議会基本条例を制定を目指すなか
で、市民の皆様からのご意見をお聴きしたく、パブリックコメントや
３会場による素案説明会を開催させていただきました。市民の皆様に
周知、ご意見を頂くには期間が短いとのご指摘ですが、マスコミや市
の広報、ネットを通じ公表させて頂てきました。又、条例案は、議会
のあるべき姿、決意を表明するものであって、選挙によって負託を受
けた市民の代表として、常に市民目線に立った条例案作りをしてまい
りました。条例を制定することが目的ではなく、いかに条例に定めた
ことを実践していくかが本来の議会改革であると決意しております。

9 全般

　～することができる。→と条例の末尾に書かれているが、説得力が
まったくない。これでは「やるつもりがない」「やってもできなかっ
た」という言い訳になる。～をする。～を行う等ポジティブに書くべ
き。

　作業部会で再度見直しをしました。その後、専門的機関に再度確認
をさせていただき、修正するところは修正をさせていただきます。

10 全般

市議の質の向上について
　条例の中に質の向上があったが（図書館へ行き勉強をするなど）
ＴＶで議会中継を見ると、市議が寝ていたり携帯でメールをしたり、
話をしたり、途中で席を立ったりしている為、条例文に議会中は居眠
りをしない。携帯電話をいじらないと書いてはどうか。基本的なこと
ができているのならあえて書くべき。

　ご指摘事項は議員全員が確認をさせて頂いております。最低限の資
質が問われていることに対し十分各議員が注意をしなければなりませ
ん。

11 全般

　条例の中に土、日、夜間の開催を加えてはどうか？又、小、中、高
の学生さんの社会見学として傍聴席に来てもらってはどうか。市議も
気が引き締まるし、学生さんも、議会に興味をもってもらえる。

　市民に開かれた議会を目指す中では、土日、夜間議会開催も考えら
れると思いますが、恒常的に開催するのは課題もあると考えます。検
討させていただきます。

12 全般

　「市議会」ではなく「議会」と略してはいかがでしょうか。 　前文の最初に、松阪市議会（以下市議会という。）と表記しまし
た。又、議会とすると、他に県議会、組合議会等もあるため、他と区
別するため市議会としました。
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番号 該当箇所 意　見　・　提　言 松阪市議会の考え方

松阪市議会基本条例（素案）に対するパブリックコメントに寄せられた意見・提言と松阪市議会の考え方

13 全般
「など」は「等」と漢字に統一してはいかがでしょうか。 　前文以外は「等」に統一します。

14 前文

　二元代表制のところで市長と議会は独立対等と書かれてあります。
議会は対等かもしれませんが、議員と市長は、対等ではないと思いま
す。議会のなかで、議員の態度に市長に対する礼儀が見られない時が
あります。私達は議員が市長の言葉のはしをつかまえ、たてついた
り、非難したりしているのは、見苦しい。会社なら社長と対等とは考
えないと思います。市長を補佐していく気持ちがあまりにもなさすぎ
る。対決姿勢を市民は望んではいません。

　二元代表制において、市長は執行機関の長、議会は監視機関の立場
から独立、対等な立場で議論を行っています。議員として、ときに議
論が白熱した時等においても、発言には注意をしていきます。

15 前文

「選挙によって信託を受けた」を「選挙によって市民の信託を受け
た」としてはいかがでしょうか。

　「信託を受けた」を「市民の信託を受けた」とすると、市民の範囲
が限定され定義づけられることになることから、「選挙によって信託
を受けた」と素案通りとします。

16 前文

　以下のように表現を変えてはいかがでしょうか。
・「市議会の基本理念及び基本方針を定める」
・「市議会と市民との関係及び市議会と松阪市長」

　再度検討した結果、ご指摘のとおり「市議会の基本理念及び基本方
針」、「市議会と市民との関係及び市議会と松阪市長」に改めまし
た。

17 第２条

　市議会は、二元代表制の下、市民の代表としてその負託と信頼に応
え大局的な視点から意思決定し、行動する議会を目指して真の地方自
治の実現に取り組むものとする。→取り組まなければならない。

　再度検討しましたが、基本理念の条項であることから、また、宣言
という意味合いもあることから、素案通り「取り組むものとする」と
します。

18 第２条

　「意思決定し」を「意思を決定し」としたほうがよいのではないで
しょうか。

　再度検討した結果、ご指摘通り「意思を決定し」と改めました。

19
第２条
第３条
第４条

　この３条は今さら書くべきことではなく、議員ならば当然やるべき
ことである。

　ご指摘の通りかと思いますが、議会基本条例は議会として議員とし
ての決意表明であり、議員の責務、役割を明確に条例として示すもの
です。よって、この３つの「基本理念」、「基本方針」、「議会から
の情報発信」の条項は、最も重要な条項に位置付けています。

20 第３条

　議会力、議員力の強化についてはまさにその通りであり、そのため
に議員一人ひとりが自己研鑽を重ねお互い切磋琢磨していくべきと考
えます。

　ご指摘の通りだと考えております。個々の議員、議会が市民の負託
に応えられるよう、切磋琢磨していかなけらばならないと決意してお
ります。
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21 第３条

　開かれた議会（１）市民にわかりやすく市民が参加しやすい議会と
あるが一般の市民が議会の傍聴にいけるのは平日の夜間か土日に限り
ます。会期中たとえ１日でもそういう日に本会議を開くつもりはない
のか。特に議決責任を深く認識しとあるが、議決のときこそ夜間か土
日にするべきである。

　夜間・休日議会については、市民からの要望もございますが現在、
インターネットやケーブルＴＶ上で議会の生中継や録画中継が見られ
ることから、開催にあたっては効果等をさらに検討してまいります。

22 第３条

　条文の具体的表現付属文でもよい
　６つの基本方針の条文は抽象的である。特に「議員力」「議会力」
について、市民の立場からの問題点や課題、市長からの政策、計画、
予算の適正等を理解し解決するために議員は今後どのように能力を
アップしていくのか？「機能強化を目指す」と書かれているが「議会
力」を上げ、議員個々の能力をアップするために、どのように研鑽し
ていくのか？見えてこない！１７条、２４条に簡単に書かれてはいる
が・・・。

　第３条は市議会が取り組むべき基本方針を示したものです。６つの
基本方針の条文については、第２章の第４条から第７章の第２４条に
おいて具体的に規定しております。また、６つの基本方針は説明文に
も記載させていただいております。
　「議員力」「議会力」のアップについては、第６章　議会力及び議
員力の強化で規定しておりますが、議会基本条例を遵守することに
よって、ご意見の「市民の立場からの問題点や課題、市長からの政
策、計画、予算の適正等を理解し解決するための能力アップ」につな
がると考えております。

23 第３条

　市議会は、市民を代表する議事機関として議決責任を深く認識し前
条の基本理念を実現するため、次の各号に掲げる基本方針に基づき議
会活動を行うものとする。→行う。

　一定の行為をすることを義務付け、それをするかしないかの裁量の
余地を与えない表現として、「次の各号に掲げる基本方針に基づき議
会活動を行わなければならない。」に改めました。

24
第３条
第２号

「中立、公正」を「中立かつ公正」としてはいかがでしょうか。 　検討の結果、「中立かつ公正」に改めました。

25
第３条
第４号

「市議会としての合意形成を図り」を「市議会としての合意形成を図
ることによって」としてはいかがでしょうか。

　検討の結果、「市議会としての合意形成を図ることにより」に改め
ました。

26
第３条
第５号

「活性化に取り組み」を「活性化に取り組むことによって」としては
いかがでしょうか。

　検討の結果、「活性化に取り組むことにより」に改めました。

27
第３条
第５号

　「・・・に取り組み、議会力及び議員力を強化すること。 」につ
いて、「議会力」や「議員力」という用語が一般的では無く、また
「議員力」については特定のサービスを推奨するものと誤認される恐
れがあるため、一般的な言い換えに置き換える、ないしは「議会力」
「議員力」が持つ意味を、別に項を増設して記載することが望まし
い。

　「議会力」「議員力」の用語につきましては、説明文のところで記
載させていただいております。
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松阪市議会基本条例（素案）に対するパブリックコメントに寄せられた意見・提言と松阪市議会の考え方

28 第４条

　多様な媒体を用いて積極的に発信し、説明責任を十分果たさなけれ
ばならない。→どのようにするのか？多様な媒体とは？又、開かれた
議会というならば、夜間、休日議会はもちろん、ケーブルTVでの放映
も一般質問だけでなく本来、議案に対しての放映をすべきである。

　議決結果の公表につきましては、平成２２年６月定例会から、市議
会だよりで、平成２３年６月定例会からは市議会のホームページでも
公表させていただいており、今後も多様な媒体を使っての発信を検討
しております。
　また、平成２４年６月定例会からは、本会議全てについてもケーブ
ルＴＶで放映を行っております。
　夜間休日議会に関しましては、検討課題として位置づけ、これから
も検討していきます。

29 第４条

　３．市議会は議案に対する議決結果及び各議員の表決を公表するも
のとする。→発言内容及び表決を公表する。

　発言内容はすでに議事録において公表していることから、素案通り
とさせていただきます。

30
第４条
第１項

　「十分果たさなければならない」を「十分に果たさなければならな
い」としてはいかがでしょうか。

　検討の結果、「十分に果たさなければならない」に改めました。

31
第４条
第２項

　地方自治法第１１５条が定める範囲より広いものを想定しない限
り、改めて記載する意味合いが薄い。よって削除するのが望ましい。

　議会の説明責任を果たしていくうえで、全ての会議を原則公開と致
しました。このことによって、これまで原則非公開とされていた会派
代表者会議も原則公開となることを含め、素案通りとさせていただき
ます。

32
第４条
第２項

　「すべて」は「全て」と漢字表記とした上で、
　「すべての会議を原則公開とする」を「全ての会議を原則として公
開するものとする」としてはいかがでしょうか。

　平成２２年１１月３０日内閣告示の常用漢字表に伴い、ご意見の通
り、「全て」に改めました。

33
第４条
第３項

「議決結果」は「議決の結果」としたほうがよいのではないでしょう
か。

　検討の結果、「議決の結果」に改めました。

34 第５条

　議会報告会を設けるのは当然である。今さら言うのは遅い。 　説明の場を設けていくことを条文に入れた策定を目指しております
ので、ご理解いただきたいと思います。

35 第５条

　２の「議会報告会に関する必要な事項」とはどういうものですか？ 　詳細については現在検討中ですが、松阪市議会報告会実施要綱（仮
称）に、趣旨、開催時期、報告内容、班の編成及び構成、報告会の役
割、会場、資料、記録及び公表等を定める予定です。
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36 第５条

　市議会は議会活動について
　市民に対し報告等を行う場（・・・）を設け、情報提供及び情報共
有に努めるものとする。→市民に対して定期的に報告等を行う場
（・・・）を設け、市民との情報提供及び情報共有に努める。

　検討の結果、「市民に対し定期的に報告等を行う場（・・・）を設
け、情報提供及び情報共有に努めなければならない。」に改めまし
た。

37 第５条

　補足：報告を行う場合には、事前に公表するべきである。 　市民への周知をはかるため、開催日時及び会場等、「市広報」「市
議会だより」「議会ホームページ」等を通して事前に公表を行う予定
です。

38 第６条

　市議会は、法第109条第5項及び第6項に規定する公聴会制度及び参
考制度を活用し、市民の専門的又は政策的識見を議会の審議に反映さ
せるよう努めるものとする。→努めなければならない。

　検討の結果、「努めなければならない。」に改めました。

39 第６条

　「専門的又は政策的識見等」は「専門的、政策的その他の識見」と
してはいかがでしょうか。

　検討の結果、素案通りとさせていただきます。

40 第６条

　文章の前段と最後ではニュアンスが違う。文章としておかしい。

41
第６条
第２項

　２．陳情者に意見を聴く事ができる。→官僚が作った文章を引用し
たようなもってまわった言い方で、してもしなくてもいいという事に
なる。
　説明機会の確保に努める。→と言っておきながらやらなかった時の
自己弁護にすぎない。意見を聴かなければ、この条文は意味をなさな
い。

42
第６条
第２項

　市民との連携（２）請願者は陳情者に意見を聞くことができるでは
なく、聞かなければならないとかえるべき。

43
第６条
第２項

　「請願者又は陳情者の説明機会の確保に努める」と「当該請願者又
は陳情者に意見を聴くことができる。」というのは同じ意味であるた
め、後者を削ることが望ましい。

　条文の表記において、より明確にするために第６条の第２項を修正
し、新たに第２項において「請願者又は陳情者の説明機会の確保に努
めなければならない。」とし、第３項として「前項の規定により、請
願者又は陳情者からの説明を受けた後、必要に応じて、当該請願者又
は陳情者の意見を聴くものとする。」に改めました。
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44
第６条
第２項

　「当該請願者又は陳情者に意見を聴くことができる」とあるが「聴
かなければいけない」にかえるべきだと思う。「聴くことができる」
では聴かなくてもいいということにもなり上から目線もはなはだし
い。

45
第６条
第３項

　３の「市民との意見交換の場を設けることができる」というのは
「設けなくてもいい」ともとれます。
「努めて設ける」というようにならないものでしょうか？
曖昧な、逃げの表現と感じてしまいます。

46
第６条
第３項

　市民との意見交換会が出来ると書かれてあります。「年２回を設け
る」と具体的に約束事項をいれるべきと思います。議員自ら、すぐに
改革を実行する時です。謙虚に松阪のため何をすべきことなのか。文
書、言葉を望みません。今の基本条例であるならば反対です。

47
第６条
第３項

　（３）市民との意見交換の場を設けることができるを設けなければ
ならないとかえるべき。あまりにも上から目線での文言といえる。

48
第６条
第３項

　市民との意見交換の場を設けるのは当然であり、今さら言うのは遅
い。

49
第６条
第３項

　「市民との意見交換の場を設けることができる」とあるがこれも②
と同様「設けなければいけない」にかえるべきだと思う。

50
第６条
第３項

　３.市民との意見交換の場を設ける事ができる。→この条文も同
じ。してもしなくてもいい事になる。具体的に年２回とか明記すべ
き。

51
第６条
第３項

　第５条第１項に規定される議会報告会との違いが分かりづらくなっ
ている。また公聴会制度や参考人制度との違いもあやふやであるた
め、例えば重要な議案に限定する等なんらかの特徴を持たせることが
望ましい。

　ここでいう意見交換会の場というのは、議会から政策立案をしてい
く過程において市民の方々より、意見を聞く場のことです。
　第５条に規定する議会報告会は、定期的な開催を義務付けていま
す。

　この条項は、政策立案の意見交換の場についての規定であり、設け
ることができるとしました。

8
305/324



番号 該当箇所 意　見　・　提　言 松阪市議会の考え方
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52 第７条

　理事者（市長・副市長・教育長・各部局長）と議員（各議員）の質
疑応答について、次の項目を検討していただきたいと思います。
（議会の円滑な運営）
１　理事者及び議員は、議会を円滑に運営するために、簡潔・明瞭に
質疑・応答しなければならない。
２　次の質疑・応答は、極力避けなければならない。
（１）　冗長な内容（同じよう内容を繰り返して述べること。また、
先の発言者と同じような発言。）
（２）　私見の押し付け。
（３）　議案に対し、内容が逸脱しているもの。
（４）　行政ではなく、個人を批判するもの。
（５）　個人的な挨拶、近況報告。
（６）　その他、著しく不適当と思われるもの。
３　議長は、上記の質疑・答弁があった場合、発言者に内容を要約す
るように、指示できる。この場合、議長の指示に従わなければならな
い。

　貴重なご意見として拝聴いたします。
　基本条例に記載はありませんが、円滑な議会運営に必要な事項は十
分に検討し、周知を図ってまいります。

53 第７条

　２の「議長、副議長の選出」は、本当に実際の経緯が明らかにされ
ているのでしょうか？形だけの投票であることを市民は知っていま
す。悪しき慣例は、もうやめて頂きたいです。

54 第７条

　２．市議会は議長及び副議長を選出する時は、その経過を明らかに
しなければならない。→市民感覚に照らして議員間の公平公正に努
め、経過及び結果を明らかにしなければならない。

55 第７条

　現状は明らかにされていない。
　３．公平性、公正性の確保に努めるものとする。→努めなければな
らない。

　検討の結果、「努めなければならない」に改めました。

56
第７条
第２項

　「経過」とすると、選出に当たってあらゆる事項の公開を迫られる
ことから、例えば「・・・ときは、市民に分かりやすい選出方法とし
なければならない。」といったようにある程度限定的にするのが望ま
しい。

　立候補の届出、所信表明、選挙結果の経過を公開し、より公平公正
で透明な議会運営に努めてまいります。

　「議長、副議長の選出」にあたっては、平成２３年８月臨時会よ
り、候補者による所信表明を含めた立候補制を導入しています。ま
た、その経過は公開しています。
　選出については、議員間の公平・公正は当然のことと考えていま
す。
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番号 該当箇所 意　見　・　提　言 松阪市議会の考え方

松阪市議会基本条例（素案）に対するパブリックコメントに寄せられた意見・提言と松阪市議会の考え方

57
第７条
第４項

　「運営しなければならない」を「運営されなければならない」と受
動形にしてはいかがでしょうか。

　検討の結果、素案通りとしました。

58 第８条

　会派がなければ何もできない、会派によって発言が制限されるなど
の状況が見られる中、８条の会派の条文が必要なのかどうかいささか
疑問。会派は政党ではなく、自己研鑽や切磋琢磨の場にとどめるべ
き。

59 第８条

　会派は必要ないと思っていますので、条例で定める必要もないと
思っています。会派の中に埋もれ、議員個人の意見が聞けないのでは
と懸念しています。会派は政党とは違います。私たち有権者は会派で
はなく、1人の議員に投票しているのです。集団でないと意見を述べ
ることが出来ない議員は不要です。

60 第８条

　会派について、→議員一人一人が市民の代表ならば、会派に属さず
とも個々に政策審議、議会に上程されるべき。

61 第８条

　会派の意義について
・会派結成のために条例が必要なのか？
・市民感覚でみれば、会派は不要であり害である。
　やめるべきだと思う。
・政策集団として機能していくことは否定しないが、条文に書く必要
はない！

62 第９条

　「・・・事項の説明に努めるよう求めるものとする。」では意味合
いが弱い。最終的に応じるか否かについて市長の裁量であるならば
「・・・事項の説明を求めることができる。」とするのが望ましい。

　検討の結果、「を市長に求めることができる。」に改めました。

63 第９条

　行政の監視及び評価（６）将来にわたる効果及び費用、行政の出し
た提案をきちんと精査し、広く市民に公表すること。いままで、これ
をしっかりやっていれば、莫大な借金をかかえることはなかったとい
える。山中市長以前のベルライン、ベルファーム、すでに決定してい
た中部公園など、議会の監視が機能していなかったといえる。

　市民の立場から一層行政の監視機能の充実強化を目指します。
　ご意見として承ります。

　会派の必要性については、多様な意見があると認識しております。
ご指摘のように改善すべきところもありますが、会派は政策を共有す
る集団として活動し、十分協議をし合意形成に努めていくものと考え
ています。
　会派の定義については地方自治法に規定が無く、これまでは「松阪
市議会会派及び会派代表者会議規約」をもって運用していますが、市
議会としては基本条例でその位置づけを明文化したものです。
　また、議員の職責、権限と義務については、会派に属する、属さな
いに関わらず議員個々の問題であると考えます。
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松阪市議会基本条例（素案）に対するパブリックコメントに寄せられた意見・提言と松阪市議会の考え方

64 第９条

　市長（＝行政）が提案する全ての案件を審議し質問する能力が個々
の議員に備わっているのかが疑問である。
　第３条、２４条、１７条にも書かれているが、議員としての能力向
上のため定期的な研修制度をもうけて「議員力」「議会力」のアップ
を図るべきであり、補則条例として加えるべきではないか？

　第１７条の記載のとおり、議員力、議会力の向上に向け多面的に取
り組んでまいります。

65
第９条
第２項

　７同様に「・・・事業別の説明を求めることができる。」とするの
が望ましい。

　検討の結果、「求めることができる。」に改めました。

66
第１０条
第２項

　現時点において地方議会における「反論権」は一般的なものではな
く、また市長と議会の物理的な能力差を鑑みれば、本規定の取り扱い
は二元代表制のあるべき姿も考慮に入れて慎重に判断されるべきと考
える。

反論権を設けることによって、議会審議に積極的な意義をもたらす
ものと考えます。議会と市長との対等性を確保できると考えます。

67 第１１条

　議決機関の責任を持つ。→市の負債はすべて議決機関の怠慢である
ベルファーム、ベルライン、運動公園、何も責任を果たしていない。

　ご意見として承ります。

68 第１１条

　条例上に「議事機関」（第３条）と「議決機関」（本条）とありま
すが用語の使い方の整理はされているのでしょうか。

第３条における「議事機関」については「議員によって構成され
る」という文言を加えることによって議決機関との違いを示しまし
た。

69
第１１条
第３項

　逐条解説によると、本規定の意図は「...通年議会のあり方も含め
て調査研究を行うこと...」とされているが、条文は通年議会に向け
て会期を定めるよう求めるものとなっている。また条文は、委員会の
開会について規定していない。よって、例えば「・・・年間を通じて
適切に本会議を開くことができるよう、会期を定めるものとする。」
の部分を「・・・年間を通じて本会議等を開くことができるよう、適
切な会期を定めるものとする。」とするのが望ましい。

　趣旨に違いなく、素案通りとしました。

70 第１２条

　「政策提言を行う」を「政策提言を行うものとする」と他の条文と
文言をあわせてはいかがでしょうか。

「ものとする」という表現をできるだけ減らしましたので、素案通
りとしました。

71 第１３条
　議員同士が質問に答えないので、答えるようにしてほしい。 　ご意見として承ります。
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番号 該当箇所 意　見　・　提　言 松阪市議会の考え方

松阪市議会基本条例（素案）に対するパブリックコメントに寄せられた意見・提言と松阪市議会の考え方

72
第１３条
第１項

「運営しなければならない」を「運営されなければならない」と受動
形にしてはいかがでしょう。

　趣旨に変わりなく、素案通りとしました。

73 第１５条
　予算などはどうするのか？ 　議会費として予算化を図るように執行部と調整をいたします。

74 第１６条

　１５条と１６条の具体的な違いは？１５条は議決は必要ないのか？ 第１５条の附属機関は議会として解決していくべき課題に限定した
ものです。これに対し第１６条は市政全体を対象とします。附属機関
の設置にあたっては別途条例を必要としており、議決を前提としてい
ます。

75 第１７条

　３０名の市議会議員中、一番長い方で２１年、１０年以上の方は半
数ほどいるのに、松阪市議会は決定できず、全国市議会議長会法制執
務に対処法を聞く。円滑な議会できず、残念な事です。「議会の品
格」「議員の品格」を望みます。

　不適切な対応とならないよう、慎重な議会運営に心がけています。

76
第１７条
第２項

　「審議及び審査、政策立案」を「審議、審査及び政策立案」として
はいかがでしょうか。

　検討の結果、「審議、審査及び政策立案」に改めました。

77 第１８条

　政務調査費をどのような目的で使ったのか。議会のホームページに
載せるとともに、議会だよりで紹介する。視察に行くのはよいが、ど
のように生かしたいのか述べること。

　公正性・透明性の確保の観点からホームページや市議会だよりで公
開していくことを定めています。

78 第１８条

　政務調査費について必要ない。議員報酬のなかでやればよいこと。
いままでの政務調査費の使われ方にはかなりの問題点がある。平成２
２年２月、真政クラブ、沖縄、男女共同参画計画についてとあるが、
こんなことにわざわざ沖縄までいかなくてもとなりの奈良県などで十
分にできることだ。また、同じ真政クラブは平成２０年７月に北海道
でアイヌ文化保存とまちづくりについて、以後どのように市政にいか
したのか。これでは単なる観光目的といわれてもいたしかたあるま
い。ある議員さんは自分は電話代しか使わないので、月額２５，００
０円のうち１，０００円だけいただいて残りはすべて返金していると
のこと。調査することがなかったときは返金するべき。大切な市民の
血税です。政務調査費は議員報酬のなかから出すべき。

　政務調査費は、収入及び支出の報告書を作成し、毎年４月３０日ま
でに議長に提出しています。
　また、政務調査費の交付は、その年度において市政の調査研究に必
要な経費として支出した総額から差し引き残余金が出た場合は、市長
に変換しています。
　なお、政務調査費は使途基準を作成していますが、ご意見の中にあ
る「電話代」は対象外となっておりますので、そのような事実はあり
ません。
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番号 該当箇所 意　見　・　提　言 松阪市議会の考え方

松阪市議会基本条例（素案）に対するパブリックコメントに寄せられた意見・提言と松阪市議会の考え方

79 第１８条

　政務調査費の使い方には大いに疑問があるところです。視察という
名の旅行としか思えないことが多く、費用対効果もまったく検証され
ていません。会派ごとに、夏は涼しいところに、冬は暖かいところに
行くと言う「わかりやすい」使い方は誰が見てもおかしいでしょう。
議員力の向上のためにも、議員報酬の中で実施すべきだと思います。

80 第１８条

　「政務調査費」に関しては、現状では税金を納めている市民とし
て、納得の出来ない部分があります。遠方への視察など、報告書を読
む限りでは具体的な費用対効果は見られないケースが多いと感じてい
ます。ただ公開すればよいというものではなく、個人使用、会派使用
ともに、慣例で使用せず、今一度見直すべきだと思います。くれぐれ
も税金と言う事を忘れないで頂きたい。

81 第１８条

　政務調査費→必要なし！本来どんな仕事についても自費でスキル
アップしている。議員という仕事をするなら、調査、研究に費すの
は、当然であるしそれなりの報酬を得ている。日当制とかボランティ
アなら必要経費として出すべきだが。この条例は本来必要のない、視
察や研修を認める事になる。

82 第１８条

　１．地方自治法上に制度として認められているので、基本的にやむ
を得ないと思っているが、その使用目的、場所、結果報告などいわゆ
る出張報告と変わりはないようでは意味がない。

83 第１８条

　２．各地自治体の諸政策の中で、松阪市にとってメリットがあると
考えられる事業は政策立案に是非結びつけてもらいたい。（これが政
務調査の根本）

84 第１８条

　１．適切に活用するものとする→活用しなければならない
　２．会派及び議員は公共性及び透明性を確保し政務調査費による活
動状況を積極的に公開するものとする。→・「会派」は削除する。・
政務調査費による活動状況を下記項目ごとに詳細を公開する。（項目
とは、目的・訪問先・費用対効果・費用（1円単位）等）

政務調査費の交付は、地方自治法に記載されるとおり、会派または
議員としています。政務調査費による活動状況の公開方法について
は、今後の検討課題といたします。

　地方自治法第１００条第１４項の規定に基づき、本条第１項で「厳
正かつ適切に活用する」と定めたことから、ご指摘の視察地などの選
定はもとより、使途についても適切に活用する取り決めをしたもの
で、今後それらを第２項の規定に基づき活動状況も含め公開していく
ことを定めています。
　貴重なご意見として受け止めさせていただきました。
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85
第１８条
第２項

　政務調査費による活動状況を積極的に公開するものとする。「積極
的に」を削除。

　削除しました。

86 第１９条

　議員は１年間に何冊本を読んでいるのか。最近読んだ本は何か。私
は議会図書室はあっても意味がないように思う。

　議会図書室の充実は今後の課題であることから条文に記載しまし
た。

87 第２０条

　議員の政治倫理というのはどういうものでしょうか？条例に入れる
のであれば文章として内容を記載するべきではないでしょうか。

88 第２０条

・現在、議員の倫理規定は存在しているのか？
・懲罰規定や罷免規定はあるのか？
あるのであれば、補則条例として規定を加えるべき。

89
第２１条
～
第２３条

　基本条例では、経済情勢、財政状況等、外部要因を調査比較し、機
関設置をし、市民や有識者の意見を聴き、検討を行ない、客観的な判
断で議会が提案するとある。
　議会基本条例（素案）の６つの基本方針の文面は「市民の市民によ
る市民のための議会」を目指すと読み取れるが、この22条、23条では
市民が決めることは出来なくなっている。
　市民の関心の高い報酬（税金である）と定数については、議員（議
会）自らが報酬や定数を決めるのでなく、最終の決めの部分は市民が
決めるシステムを作るべきであるし、この方向で再検討されたい。今
回の条例案では市民は納得しない。

90
第２２条
第２３条

　本気で取り組む気があるのか、今までの議会では疑問が残るところ
です。市民や学識経験者から意見を聞くとあるが、議員自ら意見を発
し、市民に見える形で議論をすべきだと考えます。また、市民の意見
を聞く場所をきちんと設けるべきです。市民や学識経験者から意見を
聞くなどとあいまいな表現にするべきではないと思います。

　議員定数、議員報酬の決定は、松阪市議会議員定数条例、松阪市議
会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の改正の議決を必要としま
す。議決案件として、他の議案と同様、議会における議員間討議、討
論の対象となりますので、ケーブルテレビの中継・録画放送を含む公
開のもとでの議論が行われることが前提です。市民や学識経験者から
意見を聴くということは、市民や学識経験者を含む第三者機関を設け
ることで議員定数や議員報酬についての検討を委ねることで公正さを
確保しようというものです。また、議案審査の過程で委員会における
公聴会等を開催することで市民の意見を聴くことは可能ですが、より
広範に市民のご意見をうかがっていくことは必要だと考えています。

　現在松阪市議会には議員の政治倫理について規定したものはなく、
その必要性から、今回の基本条例に盛り込み規定するものです。
　議員の政治倫理についての詳細内容は、当該条第２項に基づき政治
倫理要綱を別に定め、遵守することを規定します。
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91
第２２条
第２３条

　議員定数と議員報酬について（２）の学識経験者や一般市民から意
見を聴くなどによりとあるが、どういう方法で一般市民を選んでいる
のか文言を明記すべき。類似団体との調査比較とあるが、比較するこ
とはない。それぞれの市町村により事情はことなり、財政状況もちが
う。借金の多い松阪市（人口１人当たり）はそのことを考慮して、議
員自ら減額の方向にもっていくべき。第１条、第２条を実行していた
だきたい。また、客観的な判断に基づいてとあるが非常にあいまいで
す。誰が客観的に判断するのか。口を開けば報酬審議会にとばかり
いっているが、本当に市政発展のためにつくす覚悟があるなら、今の
社会情勢を考えれば、定数の削減、報酬の減額は早急にすべき。

　学識経験者及び市民を選定する方法については、第三者機関の設置
規定の検討の中で位置付けたいと考えます。比較対象として挙げてい
る類似団体とは、総務省が全市区町村を人口と産業構造（産業別就業
人口の構成比）を基準にグループ化しているもので自治体の財政状況
を比較する資料として広く活用されているものです。当然、議員定
数、議員報酬を検討するにあたって参考とすべき資料の一つとするこ
とが公正さの確保につながるものと考えます。「借金の多い松阪市
（人口１人当たり）」とありますが、類似団体（松阪市を含め２１団
体）の中での松阪市の位置は、借金の少ないほうから５番目に該当し
ます。
＊類似団体平均の市民一人当たりの借金は約４１万４５０円であるの
に対し、松阪市は３３万３８００円。
「定数の削減、報酬の減額は早急にすべき」という意見ですが、議会
基本条例は議員又は委員会が提案する場合について定めています。

92
第２２条
第２３条

　度々夕刊三重に掲載される議員定数、議員報酬の記事が約５０件ほ
どあります。市民の関心がこれほどあるので、「議員と市民の意見交
換会」を望みます。

　第２２条及び第２３条において、市民が参加できるしくみを定めて
います。

93
第２２条
第２項

　「類似団体における議員定数の調査比較」とあるが、比較する必要
はない。それぞれの市町村の事情は異なり財政状況も違うはず。

94
第２２条
第２３条

　類似団体の定数比較、この言葉は省いていただきたい。松阪のこと
は松阪市民が考えること、比べるものではない。市民や学識団体と書
かれてあります。学識団体とは大きな会社社長、理事長、高給な人た
ちの団体です。学識団体を一般納税者と言葉を換えてください。（個
人商店主２０人以下の会社に勤めるサラリーマン、若者）を入れた市
民であるべきと考えます。報酬、定数、大阪府では３割カットしてい
ます。日本国すべての住民は、今、定数、報酬カットを望んでいるの
です。議員の生活保障するために議会があるわけではありません。次
の世代に借金を少なく身軽にするのが大人のする仕事です。議員は最
終的にはボランテアで活動、ボランテアでも機能できると思います。
そのためには、夜仕事を終えた市民が参加出来る議会であって欲し
い。今までの延長ではなく、新しい議会に進もうと思って基本条例を
作られようとしていますか。反対に阻止しようとされているのでは。

　類似団体との比較は参考資料の一つとして公正さの確保の観点から
必要であると考えます。「学識団体」ではなく、「学識経験を有する
者」という言葉を用いていますが、これは「大きな会社社長、理事
長、高給な人たち」を意味するものではなく、専門的知見を有する人
を指しています。もちろん、「市民」も対象としていますので、「個
人商店主、２０人以下の会社に勤めるサラリーマン、若者」も対象者
に含みます。ボランティアによって構成される議会であるべきとのご
意見ですが、松阪市議会での議会改革に向けた協議の中では検討項目
とはしませんでした。議会基本条例は新しい議会に進もうと決意して
制定作業をしており、条例制定後、どのような議会になるか、引き続
き、議会を監視いただきたく思います。
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番号 該当箇所 意　見　・　提　言 松阪市議会の考え方

松阪市議会基本条例（素案）に対するパブリックコメントに寄せられた意見・提言と松阪市議会の考え方

95
第２３条
第２項

　これも２２条２項と同様、類似団体における議員報酬の調査比較は
必要ない。定数や報酬を自分たち議員が決めるのはおかしい。会社で
も経営者が決めることであり、従業員はそれに従うだけ。議会も同じ
税金を出している市民が決め、雇われている議員がそれに従うべき
だ。この問題は市民による機関を作るべきだと思う。

96
第２２条
第２３条

　市民の一番の関心事ですが、そうではいけないと思います。なぜ関
心事なのかお分かりでしょうか？最後の「市民または学識経験者を有
する者からの意見徴収などにより検討を行い」は「行わなければなら
ず」と変更するべきだと思います。客観的な判断に基づくと言いなが
らも、その決定権は議員自らにあり、それゆえに市民の意見は必ず聴
く責任と義務があります。審議会に委ねるなどと逃げず、審議会を開
くなら広く市民に参加を呼び掛け、議員個人が自分の意見をしっかり
発し、市民と共に決定するべきだと思います。

　「検討を行い」という表現で意を尽くしていると考えます。

97
第２２条
第２３条

　議員報酬、定数について社会情勢及び市の財政状況並びに類似団体
とあるが、他と比較するものではない。あくまで、市民の意見に基づ
くものとする。税金で報酬を得るものが、納税者より、高額な報酬を
得るのは間違い！
　最後に、こんなあたり前のことを条例にする意味があるのか！２年
余かかって、何も議会改革ができていない言い訳にすぎないし、自己
保身の条例でいらない。
　まちづくり、住民基本条例のほうが優先されるべきである。

98
第２２条
第２３条

　１．現在の松阪市の財政状態・経済状態からみて、本当にヤル気が
あるのか。

99
第２２条
第２３条

　２．３年前の選挙で一部議員が公約していたのに、一向に改善され
ないこの問題を素案に組み入れて、果たして市民の要望に応えられる
のか。

100 第２３条

　１項と２項に反対である。他者が報酬額を決めるのはよくない。議
員自らが報酬額を決めるのがよい。平成２１年７月の選挙で５％減を
公約にして当選した議員は、まだ下げていないがどうしてか。

　法律上、議員の報酬は議会の議決で決まります。

　ご意見として承ります。
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番号 該当箇所 意　見　・　提　言 松阪市議会の考え方

松阪市議会基本条例（素案）に対するパブリックコメントに寄せられた意見・提言と松阪市議会の考え方

101
第２３条
第２項

　「調査比較、市民又は学識経験を有する者からの意見聴取などによ
り検討を行い」を「調査比較並びに市民又は学識経験を有する者から
の意見聴取等により検討を行い」としてはいかがでしょうか。

　ご意見を参考にさせていただき、一部を改めました。

102 第２４条

　３．議会事務局も上記出張報告を内部回覧し、編綴しておくだけで
なく、そこから何を取り出せばよいのか問題意識をもって対応しても
らいたい。これが質の向上に結びつくと思う。

　公表などとともに、有効な対応に努めてまいりたいと考えていま
す。

103 第２４条

　具体的な活動方法、活動方針を明文化するべき！ 　条文としては、議会事務局のあり方、体制の基本を示すことになり
ます。

104 第２６条

　改正する場合は「市民の意見を聴き、市民の立場で、市民への説明
を充分に行い修正するものとする。」

　手続きの規定ですが、措置を講ずる場合、御趣旨を踏まえて運用す
るものです。

105 その他

　本会議と委員会を休日と夜間に実施すると、議員は昼間他の仕事に
をして働くことができる。そして、報酬を月額１５万円に削減する。
試しに一度、夜間と休日に本会議と委員会を実施してはどうか。

　報酬などについては、ご意見として承っておきたいと考えます。議
会開催の形態については今後の検討課題とします。

106 その他

　代表質問の時間を党派ごとに６０分とする。無党派は今３人いる
が、１つのグループとして６０分与える。

　議員の質問を保障する質問時間については、公正公平な設定を行い
たいと協議していきます。ご意見として承っておきます。

107 その他

　市民（傍聴者も含めて）が、本会議と委員会において、議員に質問
し、議論することができるようにする。

本条例では規定していません。市民との連携については第6条におい
て様々な規定を設けています。

108 その他

　議場内のレイアウトについて、できれば議員同士が議論しやすいよ
うにする。

　ご意見として受け止めさせていただき、可能なことがあれば改善し
ていきたいと考えます。
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番号 該当箇所 意　見　・　提　言 松阪市議会の考え方

松阪市議会基本条例（素案）に対するパブリックコメントに寄せられた意見・提言と松阪市議会の考え方

109 その他

　この素案が５月にできていたにもかかわらず、市民への説明会が、
意見締め切り間際に、たった３回しか行われず、素案を議会のホーム
ページから見よとはあまりにもずさんで横柄だ。一般市民の中には、
パソコンも開けられないひとも大勢いる。議会だよりといっしょに広
報にはさんで、広く市民に公表するべきではないか。これでは開かれ
た議会とはいえないし、単なるパフォーマンスにすぎない。また、よ
く読んでみると、あまりにも当たり前のことばかりで、こんなことを
わざわざ条例として、定めなければ改革できないほどの議会のレベル
なのかとおどろいている。それよりも大切なのは、住民まちづくり基
本条例のほうで、行政側の出した提案を感情論でむやみに否決してい
るばかりでなく、本当に市民のことを考えているならこちらのほう
を、早く解決するべきではないか。

　５月１６日の特別委員会で素案が承認され、広報等の可能な日時か
ら、７月にパブリックコメントとなりました。もっとも直近の日時設
定だったと考えています。素案を全戸配布ということにはなりません
でした。ホームページ等でという通常のやり方となりました。これが
不十分という受け止めがあることは認識させていただきます。「ずさ
んで横柄」「単なるパフォーマンス」というご意見とは考え方が違っ
ています。　まちづくり基本条例の可否とは別の問題と考えていま
す。

110 その他

　素案を読み、またシンポジウムに参加して、基本条例について考え
てみました。なぜ基本条例を今作るのか、新しい改革の意思は条例か
らも議員の姿勢からも見つけることは、出来ません。条例を作ること
で、お墨付きをもらって議員の身分の保障を守り市民の議会改革の声
を阻止しとうとされているのではないかと疑います。マニフェスト条
例を否決されたことは、言葉に責任を持ちたくないからではないです
か。あかつき会も否決に変わったことは、選挙の時の公約を市民から
責められることから逃げたのだと思います。市民町づくり基本条例も
否決したことは、市民の力を封じ込めようとしているのでは。マニ
フェストなく町づくり基本条例なく今議会基本条例を作るとは、だま
されている気分になりました。

　「新しい改革の意思が見えない」という評価ですが、いくつかの新
たな実践もしてきており、そのようには考えておりません。「お疑
い」の点については見解を異にいたします。
　マニフェスト条例の可否とは別の問題と考えています。
　「市民の力を封じ込める」と言われますがそのような考え方は全く
ありません。

111 その他

　本年２月の議会で本条例を否決しておきながら、一方で、２４年度
予算のうち、住民協議会への交付金７，８百万円を議決承認してい
る。

112 その他

　この条例は、市の憲法に準ずるものである。それを否認したまま、
５ヶ月も放置しておくのは如何なものか。

　ご意見として承りますが、議会基本条例の素案とは別の問題と考え
ます。
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番号 該当箇所 意　見　・　提　言 松阪市議会の考え方

松阪市議会基本条例（素案）に対するパブリックコメントに寄せられた意見・提言と松阪市議会の考え方

113 その他

　条例案の一部に異議があれば、行政側と議論をつくして早急に解決
されたい。
「市民の為」というお題目はどこへいったのか。

114 その他

　後日、市側から１１月議会に条例案が再上程されるとの報道があ
り、お互いに背を向け合っている場合ではない。

19
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条項 寄せられたご意見の内容 ご意見の理由 井原市議会の考え方

全般 井原市議会基本条例（案）の全般について。市民と議会との関係及び議会と執行機
関との関係は明記されていても、市民と議員との関係及び議員と執行機関との関係
は明記されていない。明記すべきだ。

市民が議員に対して、資料提出と説明を求める市民の権利も必要だ。 井原市議会基本条例は、選挙で選ばれた複数の議員が集まった集合
体である「議会」のあり方を定めたものです。集合体としての「議会」の
構成員である「議員」の活動原則も定めていますが、この条例では市
民や執行機関に対するのは集合体である「議会」と位置付けていま
す。よって、市民と議員の関係及び議員と執行機関の関係は定めてお
りません。なお、資料提出については第７条第１項で情報公開につい
て規定しているとおり、井原市情報公開条例や井原市個人情報保護条
例等に基づき資料の閲覧・提供は可能です。

本基本条例（案）は、議会側の立案でしょうか。又、執行部側からの立案提案でしょう
か。

前者であるならば、本条例案の中にパブリック・コメントについて触れて
いなければと考えられる。

井原市議会基本条例は議会の基本原則を定めるものであり議会側の
提案となります。現在の井原市パブリック・コメント手続要綱では実施
機関に市議会が入っておりません。そのため、条例には盛り込まず、
議会独自のパブリック・コメント実施要領を定め実施したところです。

第１条 第１章総則の目的にある第１条について。条文の中に「市民の負託にこたえられる」
とあるが「負託」という言葉が官尊民卑であり、修正を求める。修正案の一つとして、
「市民の負託にこたえられる」ではなく、「市民の心情にこたえられる」という柔らかい
表現にしてはいかがか。

「負託」の言葉の頭に「市民の」という言葉があり、市民が負けて託すと
いう意味にも受け取れ、不快だ。官尊民卑を象徴するかのような表現と
も思えるような表現であり、好ましくない。

第１条について　「市民の負託」という言葉を使用している。「負託」という言葉はよく
ない。言葉を変えよ。

第１条について　言葉狩りであるかもしれないが、市民が議員に対し、
負けて託すという意味にも受け取れ、よくない。

第５条
第１号

第３章議員の活動原則にある第５条について。「（１）議会が言論の場であること及び
合議制の機関であることを認識し、議員間の自由な討議を重んじること。」とあるが、
自由な討議とは何なのか。当選してから一度も議会で一般質問をしない議員（正副
議長以外）がいるが、これも自由な討議に当たるのか。任期中に少なくとも一度は一
般質問の場に出なけばならないと定めるべきだ。

自由な討議を履き違え、一度も一般質問をしない議員（正副議長以外）
を出さないため。

井原市議会基本条例で規定する自由討議とは、提案された議案や市
政の課題等について議員同士で討議をすることを示しています。現在
の議会では、議員が発言できる機会として、提案された議案の疑問点
を尋ねる「質疑」、議案に対する賛成・反対の意思表示をする「討論」、
市政に対し広く尋ねたり政策提言できる「質問」があります。いわゆる
一般質問はこの「質問」の部類に入り、これは議員間ではなく市長等へ
尋ねるもので、条例に規定する議員間の自由討議とは意味合いが違う
ものです。
ただ、一般質問は議員に与えられた権利の一つでありますので、各議
員が積極的に一般質問を行うよう努力していく必要は大切なことだと考
えております。

第５条
第３号

第３章 議員の活動原則の「第５条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動しなけれ
ばならない。」について。「（３） 政務調査費を活用し、積極的に調査研究を行うこ
と。」とあるが、不正な利用が発覚した場合の措置についてが記されていない。「（３）
政務調査費を活用し、積極的に調査研究を行うこと。」の後ろに補足文書を入れ、
「ただし、政務調査費の不正利用の発覚や市民等による問題が指摘された場合は、
直ちに全額返還しなければならない。」とすべきだ。

「積極的に調査研究を行うこと。」となっていると、調査研究とは名ばかり
の娯楽旅行を誘発する恐れがある。

【第５条】「政務調査費を活用し、積極的に調査研究を行うこと。」の記述。この記述
は要らない。

全国あちらこちらで政務調査費に対する批判がでている最中、政務調
査費の積極的な活用を正当化しようとする記述は許せない。調査研究
のための視察として観光を兼ねた視察が横行する恐れもあり、政務調
査費を正当化する記述は削除すべき。

第５条について　議員のご都合主義が露呈しており、修正すべき。 調査研究という名の視察旅行や、情報発信という名の迷惑行為を正当
化するものであり、認められない。

第５条
第４号

第３章議員の活動原則にある第５条について。「インターネット等多様な手段を通じ
て、市民への情報発信に努めること」とあるが、「多様な手段」という何でもありの表
現は良くない。右翼的な街宣活動等の迷惑行為まで肯定するようなもの。「多様な手
段」という言葉を削除すべきだ。また、インターネットによる議員個人の情報発信は
義務化させるべきだ。

情報発信のためなら何をしてもよいというのは、市民にとって迷惑。情報
化社会であるというのにインターネットを通じた情報発信をしていない議
員が大半。従来型の街宣活動やビラ配り、地元や後援会のみの活動で
終わり、市民に幅広く活動実態が伝わっていない。

【第５条】「インターネット等多様な手段～」の記述。言葉が曖昧だ。各議員又は会派
ごとにホームページを持たし、ホームページ開設を義務化させることくらいはすべき
だ。

「インターネット等多様な手段～」の解説によると、情報発信のためにあ
らゆる手段を行使できることを規定する内容となっているが、あらゆる手
段を行使できることを認めれば、問題が起きる。

広辞苑によると負託とは「人に引き受けてさせて任せること」とありま
す。「負」と「託」と一文字ずつに分けますと好ましくない意味にもとれる
のですが、議会及び行政の専門用語として「負託」という単語は定着し
ておりますので、このままの表現で条例は策定させていただきたいと考
えております。

井原市議会基本条例（案）に関するパブリック・コメントへの回答書

総じての回答とさせていただきます。議員に支給されている政務調査
費は、地方自治法第１００条第１４項及び第１５項で規定されており、井
原市においても井原市議会政務調査費の交付に関する条例及び同条
例施行規則により使途基準等を設け、議員の政務調査活動に活用し
ています。調査のため他市町村へ視察に赴くこともありますが、決して
娯楽等で使用していることはありません。当然１年間の収支報告書は
全て領収証等の写しを添え提出しています。
現在、全国各地で不正な政務調査費の使用が報道されておりますが、
井原市議会では独自の政務調査費マニュアルを作成し遵守していま
す。今後もこのマニュアルを定期的に見直すとともに市民の皆さんへ
の透明性を高めるため、収支報告書をホームページで閲覧できるよう
にするなどの改革を検討していきたいと考えております。

各議員による情報発信は、インターネットやホームページなどのＩＴだけ
でなく、個人報などの紙媒体、個人報告会の開催や各戸訪問など直接
相対しての発信など様々な形があります。各議員にはそれぞれ自分に
合った方法での情報発信があり、全議員または会派に、インターネット
による情報発信を義務化させることは困難と考えます。ただし、井原市
は井原放送の光ケーブル網が全市的に行き渡っており、今後は各議
員がＩＴを使って情報発信していけるよう努力することは重要だと考えて
おります。
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条項 寄せられたご意見の内容 ご意見の理由 井原市議会の考え方

第３章　議員の活動原則について
市民への情報発信、広報いばら等、回覧板についてカラーで作成されているが、白
黒等にして経費の安いもので市民の税金を節約してほしい。

市長が良く口にされる経費節減ではないのですか。 今後、運用体制を協議していく中で現在の「議会だより」の充実につい
て検討していきます。そうした中でコスト面も当然考慮した検討をしてい
く予定にしております。

第６条 第３章 議員の活動原則「第６条 議員は、議会活動のために２人以上の議員により、
会派を結成することができる。」について。「会派を結成することができる。」の後に、
「ただし、改選以前に会派を有しており、改選後も会派を存続させる予定の議員、お
よび改選後に会派を立ち上げる予定のある議員は、改選時に会派名を名乗り市議
会議員選挙に挑まなければならない。また、会派に属さない議員が、当選後におい
て会派を結成、もしくは参加する場合は、その理由を市民に説明しなければならな
い。」とすべき。

市議会議員選挙に無所属で立候補しながら、当選後において会派を結
成することは、市民を騙しているようなもの。改選後も同じ会派で活動す
るのであれば、会派名を名乗り、選挙に出るべき。選挙後に会派を結
成、もしくは参加するのであれば、その理由を説明してもらわないと、票
を投じた者として納得できない。

第３章議員の活動原則の会派にある第６条について。
選挙中は無所属で出ながら、当選後に会派を組むという流れは、市民には理解でき
ない。会派が必要なら、選挙も会派を名乗らして出させるべきだ。

会派に所属する議員が、市議会解散後、会派を名乗らず選挙に出て、
当選後に再び会派を名乗るというのは、おかしな話。これでは有権者が
会派を審判することができない。

「第６条について」会派の活動の在り方についても明記すべし。 会派に属しながら、改選になると会派を名乗らず出馬し、当選すれば再
び会派を名乗るという現状は理解できないので。

第６条の会派について
議員が地域政党や政治団体を結成した場合のことについても盛り込むべきだ。

議員が地域政党や政治団体を結成した場合についてが盛り込まれてい
ない。大阪府では知事や議員が地域政党を立ち上げ、井原市でも市長
選で議員が政治団体を立ち上げたが、そうした地域政党や政治団体に
ついても明記すべきである。

第６条について
会派の定義を明確にすることは良いが、会派に所属する議員のほかに政党所属議
員や政治団体所属議員もおり、市議会におけるそれらの所属議員の位置付けや機
能についても明確にすべきだ。
会派に所属する議員は市議会議員選挙において会派名を名乗らず、当選後に再び
会派を名乗るということが常態化しているが、選挙時に会派名を名乗るように規定す
べきだ。

条例全般に政党所属議員や政治団体所属議員のことが全く示されてい
ないため。
市民が会派に対し、選挙において評価を下すことができないため。

第６条について　会派以外の政党や団体の政治活動についても触れるべき。 政党や団体を結成もしくは参加した場合の扱いを想定していない。

第７条 第４章市民と議会との関係にある第７条６について。「議会は、前項に定める傍聴の
機会を拡大するため、休日又は夜間に本会議を開催することができる」とあるが、傍
聴の機会を拡大するためであるなら、本庁舎議場に限定せず、市内の体育館や運
動場等を利用した青空市議会を開催することもできると明記すべきだ。

市庁舎議場以外での議会の開催が触れられていない。幅広く、自由に
市民が議会を傍聴できるようにするためには、音楽ライブコンサートのよ
うな青空市議会の開催が不可欠。

【第７条６】「議会は、前項に定める傍聴の機会を拡大するため、休日又は夜間に本
会議を開催することができる。」の記述。休日又は夜間に本会議を開催するだけで
はなく、議場を飛び出し、市役所以外の場所でも本会議を開催できるように規定して
おくべきだ。

傍聴の機会を拡大するためなら、市役所にこだわっていては駄目だ。芳
井町や美星町でも開催できるようし、市役所まで足を運べない人にも傍
聴の機会を与えられるようにしたほうがよい。

第７条について　本庁舎議場以外の場所での議会開催についても触れるべき。 本庁舎議場以外の場所での議会開催を想定していない。

第９条 【第９条】「本会議および委員会において、市長等は議員の質問及び質疑について、
論点を明確にするため、議員に対して問うことができる。」の記述。議員に対して問う
だけではなく、資料も請求できるようにすべきだ。また市民も議員に対し、問い質した
り、資料請求を求められるように議会基本条例のどこかに記述すべきだ。

第９条（２)　市長等だけではなく一般の人達が議員に質問できる議会であってほし
い。

国の流れがそうだと思うので

井原市議会基本条例（案）に関するパブリック・コメントへの回答書

総括して回答させていただきます。井原市議会で定義している会派と
は、あくまで議会内で政策立案、政策提言を行う同一の理念を持った
議員の集まりを指します。議会外に対して会派の活動を報告すること
はありますが、選挙活動や後援会活動には用いられない性格のもので
す。議員は４年に一度選挙がありますが、選挙後の当選した議員の中
で新たに結成されるものが「会派」と考えています。選挙前と同じメン
バーで結成することもありますし、同じ会派名でも構成する議員が異な
ることもあります。
対して政党や政治団体は、議会外の活動でも行動をし、当然選挙活動
も行う組織であり、個々の議員の信条に基づき活動するものと考えま
す。議会基本条例は、議会活動を定めた条例であり選挙活動や後援
会活動を行う政党や政治団体の位置づけを盛り込むことはできないと
考えます。
今回会派に関するご意見が多かった背景には、井原市議会の会派の
活動を市民の皆さんに周知できていないことも原因の一つと考えられ、
今後、会派を結成している議員また会派をこれから結成する議員は、
議員個人の活動のほか、会派の活動やあり方についても情報発信し
ていく必要があると考えています。

総括しての回答とさせていただきます。本会議を議場以外で開催して
はとのご意見ですが、本会議は議事録作成のため一言一句を録音す
る必要があること、市長をはじめ執行機関の職員の出席が必要である
こと、井原放送の生中継をしているため放送設備等の機材が必要なこ
となどから、現時点では議場以外の場所での本会議は困難と考えま
す。ただ、本会議ではありませんが、基本条例には市民との意見交換
会の開催を規定しております。これは議員が市役所を出て、芳井支
所、美星支所、各地区公民館等で市民の方と膝を交えた意見交換を
行うというものであり、そうした機会の中で青空議会なども検討していき
たいと考えております。
また、本会議を行う議場は前述のように井原放送の設備が整ってお
り、過去にも行ったことのある子供議会や女性議会といったものも検討
していきたいと考えております。

議会は口頭による議論を原則としているため「言論の府」と呼ばれま
す。しかし、現行の地方自治法や会議規則には市長側から議員に対し
質問をするなどの規定がありませんので、この第９条第１項の規定は、
こうしたものを補完するものです。あいまいな回答を避けることが目的
であり資料提出までは想定しておりませんでした。今後、この条例に基
づいた運用をしていく中で、市長等とも協議し、その必要性について検
討していきたいと考えております。なお、基本条例の中で規定している
市民との意見交換会において、議会側から説明する場合、市民の方か
ら議員へ質問したり、議会側へ詳細な資料がほしいとのご意見をいた
だければと思います。条例へ規定はいたしませんが、意見交換会の実
施要領など運用面で規定をつくりたいと考えております。
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条項 寄せられたご意見の内容 ご意見の理由 井原市議会の考え方

第10条 【第１０条】「議会は、市長が重要な政策等を議会に提案するに当たり、論点を明確
にし、その政策水準を高めるため、市長に対し、次に掲げる事項～」の記述。「次に
掲げる事項」の中に、将来性・先見性についても追加すべきだ。

将来を見据えた先見性のある斬新な取り組みが制限される恐れがあ
り、将来性・先見性についても記載し、他市にはない先進的な政策立案
が制限されないようにしておく必要があるため。

第１０条には第１号から第７号までの規定がありますが、将来性・先見
性については第５号から第７号までの規定に包含されていると考えて
おります。先進的な斬新な提案についても、第５号から第７号までで説
明は可能と考えております。

第14条 第７章　委員会の活動の条について
市民の意見や要望など提案できる制度はある様ですが、正直意見があってもなかな
か提案できないところがあります。この条例（案）を読ませて頂き、初めて陳情、請願
というのがあるということも知りました。
もっと意見や要望を簡単に出せる場があればいいなと思います。子供を育てる親と
しては市役所だけでなく児童会館・サンサン交流館等にも意見箱があればいいなと
思います。

皆が集まる場所に意見箱があれば、もっと市民の身近に感じる市政に
なるのではないかと思います。

現在の市長への提案箱と同様の方法がよいかどうか、また設置場所
はどこが適当かなど、今後の議会活動を検討していく際に協議したい
と考えております。

第18条 第１８条④　議会は、市民の多様な意見及び～ 市民アンケート等の広聴活動は、もう少し具体的に方法等をあげて、集
約に努めないと色々な意見はあつまりにくいと思います。

ご意見にある具体的方法については、今後運用の中であり方を検討し
ていきたいと考えております。

第20条 【第２０条２】「議員の政治論理に関することは、別に条例で定める。」の記述。別に定
める条例についてもパブリック・コメントを実施し、市民の意見を求めるべき。

議会基本条例と同時施行を目指しているのに、市民に意見を問わない
のはおかしい。議員が議員のための条例を市民に公開せず、勝手に決
めることは許せない。

第２０条について　「２　議員の政治倫理に関することは、別に定める。」としており、
その解説には「この議員の政治倫理に関しては、新たに条例を制定することとしてい
ます。議会基本条例との同時施行を目標に、現在協議を進めています。」となってい
る。議員の政治倫理に関する条例は、パブリック・コメントを実施して市民から意見を
募らなくてよいのか。　井原市議会基本条例と同様に、議員の政治倫理に関する条
例もパブリック・コメントを実施せよ。

第２０条について　議会基本条例の案については、パブリック・コメントを
実施し、市民から意見を募りながら、議員の政治倫理に関する条例は、
市民から意見を募らないというのは、おかしな話だ。議員の政治倫理に
関する条例を議員らが自身で好き勝手に作成することは、市民として許
せない。

第２０条について　別に定める条例の内容をすべて公開し、市民から意見を募るべ
き。

別に定める条例は市民から意見を聴かなくてよいのか。

第21条 第２１条及び第２２条について　市民や学識者による第三者に決定権を持たせるべ
き。

議員に決定権を持たせるべきでない。 現在、議員定数は地方自治法第９１条で人口規模に応じ定数の上限
が定められております。井原市議会の上限定数は２６人です。議員定
数はこの上限以下で地域の実情により市町村の条例で定数を定めら
れ、井原市議会では２２人と定めています。今後、井原市の議員定数
を何人にするかは、実際に議会活動を行っている議員自身が一番地
域の実情を把握できていると考えます。したがって議員定数は、議員
が責任を持って定めていくべきと考えております。

第22条 第９章 政治倫理・議員定数・議員報酬「第２２条 議員報酬は、別に条例で定める。」
の「２ 議員報酬の改正に当たっては、行財政改革の視点及び他市との比較だけで
なく、市政の現状と課題及び将来の予測と展望を十分に考慮するとともに、市民の
意見を参考に決定するものとする。」について。「市民の意見を参考に決定するもの
とする。」ではなく、「学識者と市民の中から無作為に選出した者による第三者検討
委員会が市民の意見を参考に決定するものとする。」とすべきだ。

議員が議員の報酬を決めるという仕組みのままでは、市民の意見は反
映されない。議員を排除した第三者検討委員会を立ち上げて、第三者
検討委員会に決定権を持たす必要がある。

議員報酬については現在も第三者による特別職報酬審議会におい
て、客観的に検証し決められています。議会では審議会の答申を最大
限尊重し議員報酬を定めてきており、今後もその方向性で定めていき
たいと考えております。

第23条 第１０章雑則の条例の検証及び見直し手続にある第２３条について。「議会は、この
条例の目的が達成されているのかどうかを検証し、その結果を公表するものとす
る。」とあるが、検証を行う場合は議員ではなく、一般市民や学識者といった外部の
者に検証をさせるべきだ。

議員が検証すれば身内の庇い合いにつながり、検証が検証にならな
い。議会と関係のない第三者に検証を行わせないと意味がない。

第２３条について　市民や学識者による第三者に検証権を持たせるべき。 議員に検証権を持たせるべきではない。

自己評価というのはどうしても甘くなりがちであり、正しい目で客観的に
見られなくなる場合があると考えます。ご意見のように市民の方や学識
経験者などの意見を参考に検証を行っていくよう条例に盛り込むことと
いたしました。

井原市議会基本条例（案）に関するパブリック・コメントへの回答書

総括して回答させていただきます。
井原市議会では議会基本条例と議員政治倫理条例を策定することを
決定していましたが、当面議会基本条例の策定に全力で取り組み、議
員政治倫理条例については基本条例制定後、取り組むことにしており
ました。今回、基本条例が制定する運びとなりましたので、今後は議員
政治倫理条例の策定作業に取りかかります。基本条例と同じ平成２３
年４月施行を目指しております。当然素案ができた段階で、今回の基
本条例と同様にパブリック・コメントを求めることとしておりますのでご理
解をお願いいたします。
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関係条項等 寄せられたご意見 

前文 修正案：「延岡市議会は正当な選挙によって延岡市民に選出された代議員によって構成される立法決政機関であり、市民の自由と幸福の増進を目的とし

て、市民と議員が討議を行う場所である。 

かつて、聖徳太子は、「十七に曰く、夫れ事独り断（さだ）むべからず。必ず衆（もろもろ）とともに宜しく論（あげつら）ふべし。」と示し、明治天皇

は、「広く会議を興し、万機公論に決すべし。旧来の陋習を破り、天地の公道に基づくべし。」と誓した。 

我々は、言論表現の自由を妨げるあらゆる圧力を排し、法の下の平等原理により、老若男女相まみえ、自由な議論を盛んにすることが求められている。 

我々は、憲法の「主権在民」「個人の尊重」「地方自治の本旨」に則り、又、欧州地域自治憲章（EuropeanCharter of LocalSelf-Government）、世界地域

自治憲章（WORLD CHARTER OF LOCAL SELF-GOVERNMENT）の理念に賛同し、延岡市民の協力によってできることは県や国の干渉を招くことなく、その自由

意志によって、我々と子孫のために幸福な社会を築いていかなければならない。」 

趣旨：議論が成立するためには自我が確立していること（個人の独立）と、人と人の間の対等な関係（儒教的上下差別排除）が必要条件である。 

※市長に関する言及は必要ない。 

※「二元代表制」という語は不適切の感がある。議会は議会の自由独立を最大限追求すればよい。あえて言うならば「二権分立制」である。執行権と立

法決政権は全く役割が違うものであることを認識すべし。同じ役割の機関が2つあるわけではない。 

※この前文は主権者である市民の立場からのものではなく、議員、議会が主体となって市民を捉えている。憲法の主権在民原理にそぐわない。 

第１条 修正案：「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、議会における市民と議員の自由な討論を保証し、市民の幸福増進に寄与すること

を目的とする。」 

第２条 第１号 「議決機関」→「立法決政機関」とする。 

「公平性及び透明性」とともに、何よりも「独立性」が重視、確立されなければならない。 

第２条 第２号 「提言」は弱い語調ではないか。「提示」はどうか。意見書提出は素晴らしい。地域主権の拡大のためには、場合により、裁判所への求裁定も必要であ

る。 

第２条 第３号  開かれた議会であるためにはどうあらねばならないのか、何をどうしなければならないのか、を規定するのが条例である。 

第３条 第１号 「福祉」という語は社会福祉、老人福祉等のみであるかのように連想されかねないので「幸福」度を向上させることを目標とすべし。市民幸福度世界一

を目指すべし。延岡市は自殺率の実質世界一の地域であることが直視されなければならない。 

第４条 第１項 「1人以上」としなければならない。憲法13条「個人の尊重」理念に反する。あるいは「会派」の規定は不要である。削除すべし。 

第５条 第１項 そのためには予算案、議案等は会議期日前にHP等で公開し、世界中に意見、修正案、対案を求めなければならない。すべての情報が公開されるのが当

然であるから「積極的に」というのは違和感あり。何をどのように公表しなければならないかを規定するのが条例である。何をどうのようにしたら市民

との協働を図っていることになるのかを規定するのが条例である。 

「努めたが何もしなかった」状態を招くことを防止するのが条例である。 

第５条 第３項 当然である。 

これまでの会議における議場の市長とその職員が座っていた場所は本来市民が座るべき場所である。市長とその職員は議員の資格はないのであるから、

地方自治法第百二十一条により、執行府の職員を議場に呼び出すのは最小限にとどめなければならない。市長職員も自粛しなければならない。市長職員

は年間会議開催時間の2分の1を越えて会議に出席することはできない規定を設けること。 

第６条 第２項 事前報告は事後報告と同様に重要である。 

甲56号証
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第７条 「開かれた議会」とはどのような状態なのかが問題。第一に市民の最大多数が参加できる時間帯でなければならない。市民が会議において発言可能な状

態でなければならない。あらゆる情報があらゆる方法で直ちに公開されなければならない。あらゆる方法による会議の記録、写真撮影、録音録画、放送

が妨げられないものでなければならない。これらの「思いやり」が表現されなければ市民と共に立つ議員集団とは言えない。 

地方自治法第百二条の二により、通年会期制とすべきである。毎週土曜日の夜7時等の時間帯が望ましい。欧米の先進民主主義国では当然の慣行であり、

日本でも通年制に移行する自治体が増加しており、基本条例に規定が盛り込まれている。定例会期制では市長による専決処分濫用、議会招集権問題を避

ける事ができない。 

議員報告会、説明会等は常に夜7時から開催されていることを考慮すれば、本会議も同様に毎週開催できるはずである。 

第８条 第１項 自由討議の場では市長に限らず、誰もが対等独立互尊の関係が維持されなければ議論が成り立たない。 

第８条 第２項 一問一答式→「一題集中式」とする。：1 問に対して１回答えたらそれで終わりという誤解を招く。質問対回答の呪縛から脱し、意見対意見の構図にす

べし。 

第８条 第３項 修正案：「何人も自由な質問発言を妨げられない。」 

市長に限らず、疑問があれば誰でも質問できるのがあたりまえな自由討論である。 

第９条 閉会中、開会中にかかわらず文書による質問回答ですむ問題はわざわざ議場に呼び出して問答儀式を行う必要はない。 

第11条 市長が予算案を提出する前までに、議会は立法決政府として独立して予算案を策定しなければならない。その後両案を対比し、修正作業を行うものとす

る。市長の予算案はあくまでもタタキ台である。原案可決という事態はあっってはならないことである。 

第12条 法律によって禁じられていないあらゆる事件が議会の議決すべき事件である。 

第13条 第３項 他の市町議会、例えば栗山町議会では全ての案件、陳情、請願について議員の賛否をHP公表している。 

「重要な議案」に限定する理由はない。秘匿性を連想させる表現は極力排除されなければならない。 

第14条 他の市町の議会基本条例と比較すると本市案は「自由」という語が注意深く避けられている。全文の中で「自由」の使用回数は栗山町9回、都城市7回、

小林市5回に対し、延岡市1回のみである。 

議員の発言が積極的であるのは当然であり、積極的でないのであれば議論を妨げるのは何であるかを考察しなければならない。不自然な議会規則、権威、

上下年齢差別、議員バッジ等ではないだろうか。自由に議論できるための必要条件づくりが先決である。延岡市ほど自由な言論が求められている地域は

ない。100回以上この条例案の中で「自由」が出てきても少ないくらい自由のない地域である。自由がない→自主性がない、幸福度が低い→創造性がな

い→起業がない→県民所得低化→自殺率実質世界最高、となっている。 

議会基本条例の元祖である栗山町の条文を参考したい： 

『（ 自由討議による合意形成） 

第９ 条 議会は、議員による討論の広場であることを十分に認識し、議長は、町長等に対する本会議等への出席要請を必要最小限にとどめ、議員相互間

の討議を中心に運営しなければならない。 

２ 議会は、本会議、常任委員会、特別委員会等において、議員提出議案、町長提出議案及び町民提案等に関して審議し結論を出す場合、議員相互間の

自由討議により議論を尽くして合意形成に努めるとともに、町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。 

３ 議員は、前２ 項による議員相互間の自由討議を拡大するため、政策、条例、意見等の議案の提出を積極的に行うよう努めるものとする。』 

これは執行府の出席を最小限化することが不可欠であることを認識している。執行府員がいなくなればその代わりに市民と向き合わざるを得なくなる。

ドイツ、アメリカ、イギリス等、民主政治先進国で住民が会議に参加して発言する機会のない市町村議会はないはずである。傍聴するのに住所氏名の記

帳を要求される国はないであろう。「傍聴」ではなく「参会」としなければならない。 
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第15条 常任委員会制度は廃止し、本会議中心の読会制を採用すべし。そもそも常任委員会制は、常時無数の法案が出されるアメリカでは審議迅速化のために意

義あるものであるかもしれないが、議員立法（立条例）が皆無に等しい延岡市議会においては有害である。 

議員は特定分野の議案について審議するために選ばれたのではなく、「市民の代表」として、市民の意向を反映するために議会に送り込まれたのである

から、全ての議案審議に参加し、住民の立場で行政を統制する責務がある。 

第18条 ドイツの自治行政学校、市町村研修所、公務員養成学校並の教育機関が必要である。日本国内のみを見ていては井の中の蛙である。民選議員をパブリッ

クサーバント（公員）の傀儡化する構図から脱却しなければならない。 

第20条 議会の独立性を確保するためには事務局職員の採用は議会の責任による公募制でなければならない。執行府の職員の出入りは禁止されなければならな

い。1972年までのアメリカ統治下の沖縄の琉球政府（執行府）に対して琉球立法院は予算編成権と立法権を独占しており、29人の議員に140人の職員

が補佐していた。 

第24条 会議ファシリテーター（進行役）専門家の意見によれば、自由討議が活発であるためには15人以下の定数が適当である。それ以上であれば指名なしの

発言が困難になる。 

もう一つの条件は、地方自治法第百十二条の規定により、議案提出は12分の1以上の賛成が必要、と規定されており、12人以上の定数であれば2人以

上の賛成が必要となるから、憲法 13 条「個人の尊重」に反することになる。1 人の議員の背後には多数の支持市民があり、その支持者が望む議案を審

議採決にかけることができないのは不合理であり、参政権侵害である。議員提案が多すぎて処理できないほどの件数があるのであればこのような制限も

考慮されることもあるかもしれないがほぼ皆無の状態である。議員一人で議案提出可能であるためには12人以下でなければならない。市内各地域から

最低1人の議員を確保し、残りの定数枠は得票数順の当選とする。 

どのような議案も審議採決にかけてその結果を市民に公表し、次期選挙時の決定資料とすることに意義がある。最初は1人のみの意見であっても審議を

進めるうちに賛同者が増えるものである。 

第25条 市議員報酬は実費弁済程度に収めるのが民主政治先進国共通の慣行である。ボランティアによる自主的な政治が尊重されなければならない。報酬がなく

ても議員になって延岡市を改善したいという市民を募ることが第一選択肢であり、応募者がない場合にのみ報酬の増額を検討すべきである。そのために

は議会の開催時間が誰でも参加できる時間帯、午後7時以降でなければならない。 

業績に見合わない報酬は、餌とされて執行府 Public servant（公員）の家畜となる有害なものである。 

第26条 第1項 「傍聴規則」は「参会規則」とする。あるいは会議規則の中で規定する。 

会議規則は自由討議が活発になるように改めなければならない。「会議規則」と「基本条例」を分ける必要はない。一本化可能である。 

その他 会議の種類：発言権のある者に応じて、４つに分けることができる。 

（民議会）市民と議員のみの会議 

（民議執会）市民と議員と執行府の会議 

（議員会）議員のみの会議 

（議執会）議員と執行府のみの会議 

民議会を主たる会議とし、議執会は月間民議会開催時間の総数の2分の1以下でなければならないものと規定する必要がある。 

その他 会議規則について 

自由討議のルールについて 

延岡市の姉妹都市であるアメリカのMedford市の議会規則には「同一事項について、議員は3回、又は15分以上話すことはできない、市民及び請願陳

情者は10分以内話すことができる。」とある。 
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自由討議のためにはこの程度の制限のみで十分である。Medford市の議会規則を参考に延岡市の議会規則を再構成する必要がある。 

カリフォルニア州の公開会議法（Bagley-KeeneOpenMeeting Act、RalphM. Brown Act）には、「会議や委員会は原則公開で開催され、公開の場において

政策決定をしなければならない。」「会議等の開催にあたっては、議題等を既定の日数前に市民に通知する。」「会議等の開催にあたって、出席者の氏名や

個人情報を収集してはならない。」「会議等での写真撮影や録音を認める。」「会議等で市民が発言する権利を確保する。」との規定がある。 

延岡市議会基本条例においても同様の規定が最低限盛り込まれなければならない。アメリカ市民はどのような公開会議においても発言する時間が与えら

れる、延岡市民は与えられないのであればどちらの市民が幸福かであろうか 

その他 本条例案の公聴会（説明会）に関して：2月3日(日曜) 【北川地区】  ホタルの館での公聴会に参加したが、 問題点は、 

一、議事進行が逃避的であること。一人の発言人の発言、問題提議から他の発言人の他の問題に移る場合は、必ず「次に移っていいですか？」等の確認

が必要ではないか。問題論点をそらし、逃避的態度であると誤解されることになりかねない。自由な討論を望まない議員であるとの印象を与えかねない。 

二、執行権について：執行権が万能であるかのような発言が出されていたが、アメリカの大統領制を例に見ると、大統領には立法権はない、法案提出の

権限はない、ことが確認される。議会が決定したことを実行することだけができるといえる。行政府に対して、市議会は政治を決定する機関、決政府で

ある。執行部に対して、決定部である。 

その他 パブリックコメントの実施方法について 

2月12日締切日の午前中にパブリックコメントの情報を市議会のHPで確認しようとすると削除されていた。延岡市全体の新着情報「議会基本条例に関

する市民説明会」（掲載日：2013 年 1月25 日）の項目からも削除されていた。削除しなければならない理由がないのであれば、市民の不審感を増す事

態である。しかも「パブリックコメント実施」に関する単独見出しの新着情報はもともとなかった。「市民説明会」の情報の奥のリンクにあるだけであ

った。市の広報誌、議会広報誌にも掲載された形跡がない。本条例案第17条の「多様な広報手段」によって広報されなかったのではないだろうか。「多

様な広報手段」によって広報された事実が証明されない限り、再実施されるべきではないだろうか。 

パブリックコメントにおいて年齢の記載が求められているが、これは特別な理由がない限り必要ない個人情報と考えられる。年齢差別の悪しき慣習は絶

たねばならない。 

欧米の先進民主主義国、最低限ドイツ、アメリカ、イギリスにおける地域自治体の議会がどのような規則によって運営されているか、議員全員が市民に

対して説明できるような状態になってから、本条例を審議することが望ましい。 

議員は市民の意見の代弁者であり、弁護士であるならば、「議会における最高規範」を制定するにあたっては、本条例案の公開を中間報告書と位置づけ、

市民の意見を十分収集吟味する時間を設けなければならないことは、本条例案の趣旨によって要請されていることが明らかである。 

上記ご意見に対する市議会の考え方 
ご意見として承らせていただきます。 

 今回の議会基本条例は、議会・議員に関する基本的事項を定めるとともに、市民と議会との関係、また執行機関と議会との関係等を明確にして、条例案目的（第１条）を

達成するために制定するもので、制定後は条例の趣旨に沿って、これまで以上に議会・議員が質の向上に努めながら、政策提案型議会の実現や会議での議員間討議、また、

議会活動報告会などに努め、その取り組みを幅広い市民の方々に評価していただきたいと考えています。なお、条例の見直しにつきましては、制定後も常に検証しながら、

必要に応じて改正してまいりますので、その中で、今回のご意見も含め、多くの市民の方々からのご意見を参考にしながら、より良い条例にしてまいりたいと考えています。 
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票査業 実 績 闘事

（単位：円〕

備考事業完了年月日事業開始年月日計ょした予算名
（日付）

延岡市市町村名

平成23年5月27日
平成23年3月31日
平成23年6月8日

平成23年8月21日
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平成24年1月27日
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平成24年3月30日
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平成23年3月31日
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平成24年2月24日
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平成23年3月29日
平成23年10月7日

平成23年10月27日
平成23年10月18日
平成23年12月9日

平成23年11月30日
平成23年11月18日
平成24年1月23日
平成24年2月13日
平成24年3月21日
平成23年10月7日
平成23年12月9日

平成23年l1月30日
平成23年11月18日
平成24年1月23日
平成24年2月13日

21 

平成23年2月18日
平成23年3月4日
平成23年3月8日
平成23年3月8日
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平成23年3月11日
平成23年3月10日
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実施事業No 

5 

事業の名称
（実施計画に記織しているもの）

市道聾備事業

計

平成24年3月30日平成23年2月17日
141,727,997 

注） 1・きめ細かな交付金及び住民生活に光をそそぐ交付金の実施計画に計上している1事業につき1Sheetで犯載すること。

冷強制民謡：~~~需厭号拡充溢諒広告？いる事業全てについて一事業ごと記載すること。
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141 ,727,000 
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甲57号証
324/324




