
議案第２４号 

   行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 

宝塚市固定資産評価審査委員会条例新旧対照表（第１条による改正関係） 

現行 改正案 

(審査の申出) (審査の申出) 

第4条第1項 略 第4条第1項 略 

2 審査申出書には、次に掲げる事項を記載

しなければならない。 

2 審査申出書には、次に掲げる事項を記載

しなければならない。 

(1) 審査申出人の氏名又は名称及び住所

又は居所 

(1) 審査申出人の氏名又は名称及び住所

又は居所 

 (2) 審査の申出に係る処分の内容 

(2) 略 (3) 略 

(3) 略 (4) 略 

(4) 略 (5) 略 

3 審査申出人が、法人その他の社団若しく

は財団であるとき、総代を互選したとき、

又は代理人によって審査の申出をするとき

は、審査申出書には、前項各号に掲げる事

項のほか、その代表者若しくは管理人、総

代又は代理人の氏名及び住所    を記

載し、行政不服審査法(昭和37年法律第160

号)第13条第1項   に規定する書面を添

付しなければならない。 

3 審査申出人が、法人その他の社団若しく

は財団であるとき、総代を互選したとき、

又は代理人によって審査の申出をするとき

は、審査申出書には、前項各号に掲げる事

項のほか、その代表者若しくは管理人、総

代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記

載し、行政不服審査法施行令(平成27年政

令第391号)第4条第3項に規定する書面を添

付しなければならない。 

4・5 略 4・5 略 

 6 審査申出人は、代表者若しくは管理人、

総代又は代理人がその資格を失ったとき

は、書面でその旨を委員会に届け出なけれ

ばならない。 

(書面審理) (書面審理) 

第6条第1項 略 第6条第1項 略 

2 委員会は、弁明書の提出があった場合に

おいては、審査申出人に対し、その副本及

び必要と認める資料の概要を記載した文書

を送付しなければならない。ただし、審査

の申出の全部を容認すべきときは、この限

りでない。 

2 委員会は、弁明書の提出があった場合に

おいては、審査申出人に対し、その副本及

び必要と認める資料の概要を記載した文書

を送付しなければならない。 

3 略 3 略 

 4 委員会は、審査申出人から反論書の提出

があったときは、これを市長に送付しなけ

ればならない。 

(決定書の作成) (決定書の作成) 

第11条 委員会は、審査の決定をする場合に

おいては、                

        決定書を作成しなければ

第11条 委員会は、審査の決定をする場合に

おいては、次に掲げる事項を記載し、委員

会が記名押印した決定書を作成しなければ



ならない。 ならない。 

 (1) 主文 

 (2) 事案の概要 

 (3) 審査申出人及び市長の主張の要旨 

 (4) 理由 

2 略 2 略 

 



 執行機関の附属機関設置に関する条例新旧対照表（第２条による改正関係） 

（改正案） 

(設置) 

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、執行機関の附属機

関として、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めるもののほか、次の機関を置く。 

附属機関の属す

る執行機関 

附属機関 担任事務 組織及び構成 

委員総数 構成 

市長     
    
    
宝塚市個人情報

保護・情報公開

審査会 

宝塚市個人情報

保護条例及び宝

塚市情報公開条

例による審査請

求  の審査に関

する事務並びに

出資等法人に係

る異議の申出に

関する事務 

5人以内 知識経験者 5人

以内 

    
    
    

     
     
     
 

（現行） 

(設置) 

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、執行機関の附属機

関として、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めるもののほか、次の機関を置く。 

附属機関の属す

る執行機関 

附属機関 担任事務 組織及び構成 

委員総数 構成 

市長     
    
    
宝塚市個人情報

保護・情報公開

審査会 

宝塚市個人情報

保護条例及び宝

塚市情報公開条

例による不服申

立ての審査に関

する事務並びに

出資等法人に係

る異議の申出に

関する事務 

5人以内 知識経験者 5人

以内 

    
    
    

     
     
     
 



宝塚市行政手続条例新旧対照表（第３条による改正関係） 

現行 改正案 

(聴聞の主宰) (聴聞の主宰) 

第19条第1項 略 第19条第1項 略 

2 次の各号のいずれかに該当する者は、

聴聞を主宰することができない。 

2 次の各号のいずれかに該当する者は、

聴聞を主宰することができない。 

(1)～(3) 略 (1)～(3) 略 

(4) 前3号に規定する者であったことの

ある者 

(4) 前3号に規定する者であった     

  者 

(5)・(6) 略 (5)・(6) 略 

 



宝塚市情報公開条例新旧対照表（第４条による改正関係） 

現行 改正案 

目次 目次 

第1章 総則(第1条―第4条) 第1章 総則(第1条―第4条) 

第2章 公文書の公開(第5条―第14条) 第2章 公文書の公開(第5条―第14条) 

第3章 不服申立て等(第15条―第22条) 第3章 審査請求等 (第15条―第22条) 

第4章 情報公開の総合的推進(第23条―

第25条の2) 

第4章 情報公開の総合的推進(第23条―

第25条の2) 

第5章 雑則(第26条―第29条) 第5章 雑則(第26条―第29条) 

附則 附則 

(定義) (定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲

げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

第2条 この条例において、次の各号に掲

げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 略 (1) 略 

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上

作成し、又は取得した文書、図画、写

真(これらを撮影したマイクロフィルム

を含む。 )及び電磁的記録 (電子的方

式、磁気的方式その他人の知覚によっ

ては認識することができない方式で作

られた記録をいう。以下        

 同じ。)であって、当該実施機関の職

員が組織的に用いるものとして、当該

実施機関が保有しているものをいう。

ただし、次に掲げるものを除く。 

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上

作成し、又は取得した文書、図画、写

真(これらを撮影したマイクロフィルム

を含む。 )及び電磁的記録 (電子的方

式、磁気的方式その他人の知覚によっ

ては認識することができない方式で作

られた記録をいう。第20条を除き、以

下同じ。)であって、当該実施機関の職

員が組織的に用いるものとして、当該

実施機関が保有しているものをいう。

ただし、次に掲げるものを除く。 

ア・イ 略 ア・イ 略 

第3章 不服申立て等 第3章 審査請求  

(不服申立て) (審理員による審理手続に関する規定の

適用除外) 

第15条 実施機関は、公開決定等(第10条

第5項の規定により決定があったものと

みなす場合を含む。)について、行政不

服審査法(昭和37年法律第160号)の規定

による不服申立てがあった場合は、次に

掲げるときを除き、遅滞なく、執行機関

の附属機関設置に関する条例(昭和41年

条例第1号)第1条に規定する宝塚市個人

情報保護・情報公開審査会(以下「審査

会」という。)に諮問し、その答申を尊

重して当該不服申立てに対する裁決又は

決定を行わなければならない。 

第15条 公開決定等(第10条第5項の規定に

より決定があったものとみなす場合を含

む。以下この章において同じ。)に係る

審査請求については、行政不服審査法

(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の

規定は、適用しない。 

(1) 不服申立てが不適法であり、却下

するとき。 

 

(2) 公開決定等(請求に係る公文書の全  



部を公開する旨の決定を除く。以下こ

の号及び第17条において同じ。)を取り

消し、又は変更し、当該不服申立てに

係る公文書の全部を公開するとき(当該

公開決定等について反対意見書が提出

されているときを除く。)。 

(諮問をした旨の通知) (審査会への諮問) 

第16条 第16条 公開決定等について審査請求があ

ったときは、当該審査請求に対する裁決

をすべき実施機関は、次の各号のいずれ

かに該当する場合を除き、執行機関の附

属機関設置に関する条例(昭和41年条例

第1号)第1条に規定する宝塚市個人情報

保護・情報公開審査会(以下「審査会」

という。)に諮問し、その答申を尊重し

て当該審査請求に対する裁決を行わなけ

ればならない。 

 (1) 審査請求が不適法であり、却下す

る場合 

 (2)  裁決で、審査請求の全部を認容

し、当該審査請求に係る公文書の全部

を公開することとする場合(当該公文書

の公開について反対意見書が提出され

ている場合を除く。) 

  前条の規定により諮問をした実施機関

(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げ

るものに対し、諮問をした旨を通知しな

ければならない。 

2 前項の規定により諮問をした実施機関

(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げ

るものに対し、諮問をした旨を通知しな

ければならない。 

(1) 不服申立人及び参加人         

                    

                    

                   

     

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審

査法第13条第4項に規定する参加人をい

う。以下この項、次条第2号、第18条第

4項、第19条第2項及び第21条の2におい

て同じ。) 

(2) 公開請求者(公開請求者が不服申立

人又は参加人である場合を除く。) 

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求

人又は参加人である場合を除く。) 

(3) 当該不服申立てに係る公開決定等

について反対意見書を提出した第三者

(当該第三者が不服申立人又は参加人で

ある場合を除く。) 

(3) 当該審査請求  に係る公開決定等

について反対意見書を提出した第三者

(当該第三者が審査請求人又は参加人で

ある場合を除く。) 

(第三者からの不服申立てを棄却する場

合等における手続) 

(第三者からの審査請求 を棄却する場

合等における手続) 

第17条 第11条第3項の規定は、次の各号

のいずれかに該当する裁決又は決定をす

る場合について準用する。 

第17条 第11条第3項の規定は、次の各号

のいずれかに該当する裁決    をす

る場合について準用する。 

(1) 公開決定に対する第三者からの不

服申立てを却下し、又は棄却する裁決

又は決定 

(1) 公開決定に対する第三者からの審

査請求 を却下し、又は棄却する裁決

ああああ 



(2) 不服申立てに係る公開決定等を変

更し、当該公開決定等           

                  

に係る公文書を公開する旨の裁決又は

決定(第三者である参加人が当該公文

書の公開に反対の意思を表示している

場合に限る。) 

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請

求に係る公文書の全部を公開する旨の

決定を除く。)を変更し、当該審査請求

に係る公文書を公開する旨の裁決    

   (第三者である参加人が当該公文

書の公開に反対の意思を表示している

場合に限る。) 

(審査会の調査権限) (審査会の調査権限) 

第18条 審査会は、必要があると認めると

きは、諮問庁に対し、不服申立てのあっ

た公開決定等に係る公文書の提示を求め

ることができる。この場合においては、

何人も、審査会に対し、その提示された

公文書の公開を求めることができない。 

第18条 審査会は、必要があると認めると

きは、諮問庁に対し、審査請求 のあっ

た公開決定等に係る公文書の提示を求め

ることができる。この場合においては、

何人も、審査会に対し、その提示された

公文書の公開を求めることができない。 

2 略 2 略 

3  審査会は、必要があると認めるとき

は、諮問庁に対し、不服申立てのあった

公開決定等に係る公文書に記録されてい

る情報の内容を審査会の指定する方法に

より分類し、又は整理した資料を作成

し、審査会に提出するよう求めることが

できる。 

3  審査会は、必要があると認めるとき

は、諮問庁に対し、審査請求 のあった

公開決定等に係る公文書に記録されてい

る情報の内容を審査会の指定する方法に

より分類し、又は整理した資料を作成

し、審査会に提出するよう求めることが

できる。 

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審

査会は、不服申立てに係る事件に関し、

不服申立人、参加人又は諮問庁 (以下

「不服申立人等」という。)に意見書又

は資料の提出を求めること、適当と認め

る者にその知っている事実を陳述させ、

又は鑑定を認めることその他必要な調査

をすることができる。 

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審

査会は、審査請求 に係る事件に関し、

審査請求人、参加人又は諮問庁 (以下

「審査請求人等」という。)に意見書又

は資料の提出を求めること、適当と認め

る者にその知っている事実を陳述させ、

又は鑑定を認めることその他必要な調査

をすることができる。 

(意見の陳述等) (意見の陳述等) 

第19条 審査会は、不服申立人等から申立

てがあったときは、当該不服申立人等

に、口頭で意見を述べる機会を与えなけ

ればならない。 

第19条 審査会は、審査請求人等から申立

てがあったときは、当該審査請求人等

に、口頭で意見を述べる機会を与えなけ

ればならない。ただし、審査会が、その

必要がないと認めるときは、この限りで

ない。 

2 前項の場合においては、不服申立人又

は参加人は、審査会の許可を得て、補佐

人とともに出頭することができる。 

2 前項の場合においては、審査請求人又

は参加人は、審査会の許可を得て、補佐

人とともに出頭することができる。 

3 不服申立人等は、審査会に対し、意見

書又は資料を提出することができる。た

だし、審査会が意見書又は資料を提出す

べき期間を定めたときは、その期間内に

これを提出しなければならない。 

3 審査請求人等は、審査会に対し、意見

書又は資料を提出することができる。た

だし、審査会が意見書又は資料を提出す

べき期間を定めたときは、その期間内に

これを提出しなければならない。 

4 審査会は、不服申立人等から意見書又

は資料が提出された場合、不服申立人等

 



(当該意見書又は資料を提出したものを

除く。)にその旨を通知するよう努める

ものとする。 

(提出資料の閲覧等) (提出資料の写しの送付等) 

第20条  第20条 審査会は、第18条第3項若しくは

第4項又は前条第3項の規定による意見書

又は資料の提出があったときは、当該意

見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的

方式、磁気的方式その他人の知覚によっ

ては認識することができない方式で作ら

れる記録であって、電子計算機による情

報処理の用に供されるものをいう。以下

この項及び次項において同じ。)にあっ

ては、当該電磁的記録に記録された事項

を記載した書面)を当該意見書又は資料

を提出した審査請求人等以外の審査請求

人等に送付するものとする。ただし、第

三者の利益を害するおそれがあると認め

られるとき、その他正当な理由があると

きは、この限りでない。 

不服申立人等は、審査会に対し、第18

条第3項及び第4項並びに前条第3項の規定

により審査会に提出された意見書又は資

料の閲覧(                   

                     

        )を求めることができ

る。この場合において、審査会は、第三

者の利益を害するおそれがあると認める

とき、その他正当な理由があるときでな

ければ、その閲覧を拒むことができな

い。 

2 審査請求人等は、審査会に対し、     

                     

   審査会に提出された意見書又は資

料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録さ

れた事項を審査会が定める方法により表

示したものの閲覧)を求めることができ

る。この場合において、審査会は、第三

者の利益を害するおそれがあると認める

とき、その他正当な理由があるときでな

ければ、その閲覧を拒むことができな

い。 

 3 審査会は、第1項の規定による送付を

し、又は前項の規定による閲覧をさせよ

うとするときは、当該送付又は閲覧に係

る意見書又は資料を提出した審査請求人

等の意見を聴かなければならない。ただ

し、審査会が、その必要がないと認める

ときは、この限りでない。 

2 審査会は、前項 の規定による閲覧につ

いて、その日時及び場所を指定すること

ができる。 

4 審査会は、第2項の規定による閲覧につ

いて、その日時及び場所を指定すること

ができる。 

 (答申書の送付等) 

 第21条の2 審査会は、諮問に対する答申

をしたときは、答申書の写しを審査請求

人及び参加人に送付するとともに、答申

の内容を公表するものとする。 

 



宝塚市個人情報保護条例新旧対照表（第５条による改正関係） 

現行 改正案 

目次 目次 

第1章 総則(第1条―第5条) 第1章 総則(第1条―第5条) 

第2章 実施機関における個人情報の取

扱い(第6条―第16条) 

第2章 実施機関における個人情報の取

扱い(第6条―第16条) 

第3章 開示、訂正及び利用停止 第3章 開示、訂正及び利用停止 

第1節 開示(第17条―第29条) 第1節 開示(第17条―第29条) 

第2節 訂正(第30条―第35条) 第2節 訂正(第30条―第35条) 

第3節 利用停止(第36条―第41条) 第3節 利用停止(第36条―第41条) 

第4節 不服申立て(第42条―第49条) 第4節 審査請求(第42条―第49条) 

第4章 雑則(第50条―第57条) 第4章 雑則(第50条―第57条) 

第5章 罰則(第58条―第63条) 第5章 罰則(第58条―第63条) 

附則 附則 

(開示決定等の期限) (開示決定等の期限) 

第24条第1項～第3項 略 第24条第1項～第3項 

4 第1項に規定する期間(前項の規定によ

り当該期間が延長された場合にあって

は、当該延長後の期間)内に、実施機関

が保有個人情報を開示するがどうかの決

定を行わないときは、開示請求者は、保

有個人情報を開示しないこととする処分

があったものとみなすことができる。 

4 第1項に規定する期間(前項の規定によ

り当該期間が延長された場合にあって

は、当該延長後の期間)内に、実施機関

が保有個人情報を開示するがどうかの決

定を行わないときは、開示請求者は、保

有個人情報を開示しないこととする決定

があったものとみなすことができる。 

(第三者に対する意見書提出の機会の付

与等) 

(第三者に対する意見書提出の機会の付

与等) 

第26条 開示請求に係る保有個人情報に

市、国等及び開示請求者以外の者(以下

この条、第43条及び第44条            

         において「第三者」

という。)に関する情報が含まれている

ときは、実施機関は、開示決定等をする

に当たって、当該情報に係る第三者に対

し、宝塚市規則で定めるところにより、

当該第三者に関する情報の内容その他宝

塚市規則で定める事項を通知して意見書

を提出する機会を与えることができる。 

第26条 開示請求に係る保有個人情報に

市、国等及び開示請求者以外の者(以下

この条、第43条第2項、第44条並びに第

47条第1項及び第2項において「第三者」

という。)に関する情報が含まれている

ときは、実施機関は、開示決定等をする

に当たって、当該情報に係る第三者に対

し、宝塚市規則で定めるところにより、

当該第三者に関する情報の内容その他宝

塚市規則で定める事項を通知して意見書

を提出する機会を与えることができる。 

2 略 2 略 

3 実施機関は、前2項の規定により意見書

の提出の機会を与えられた第三者が当該

第三者に関する情報の開示に反対の意思

を表示した意見書を提出した場合におい

て、開示決定をするときは、開示決定の

日と開示を実施する日との間に少なくと

も2週間を置かなければならない。この

3 実施機関は、前2項の規定により意見書

の提出の機会を与えられた第三者が当該

第三者に関する情報の開示に反対の意思

を表示した意見書を提出した場合におい

て、開示決定をするときは、開示決定の

日と開示を実施する日との間に少なくと

も2週間を置かなければならない。この



場合において、実施機関は、開示決定後

直ちに、当該意見書(第42条及び第43条

において「反対意見書」という。)を提

出した第三者に対し、開示決定をした旨

及びその理由並びに開示を実施する日を

書面により通知しなければならない。 

場合において、実施機関は、開示決定後

直ちに、当該意見書(     第43条

において「反対意見書」という。)を提

出した第三者に対し、開示決定をした旨

及びその理由並びに開示を実施する日を

書面により通知しなければならない。 

(訂正決定等の期限) (訂正決定等の期限) 

第34条第1項・第2項 略 第34条第1項・第2項 

3 第1項に規定する期間(前項の規定によ

り当該期間が延長された場合にあって

は、当該延長後の期間)内に、実施機関

が保有個人情報を訂正するかどうかの決

定を行わないときは、訂正請求者は、保

有個人情報を訂正しないこととする処分

があったものとみなすことができる。 

3 第1項に規定する期間(前項の規定によ

り当該期間が延長された場合にあって

は、当該延長後の期間)内に、実施機関

が保有個人情報を訂正するかどうかの決

定を行わないときは、訂正請求者は、保

有個人情報を訂正しないこととする決定

があったものとみなすことができる。 

(利用停止決定等の期限) (利用停止決定等の期限) 

第40条第1項・第2項 略 第40条第1項・第2項 略 

3 第1項に規定する期間(前項の規定によ

り当該期間が延長された場合にあって

は、当該延長後の期間)内に、実施機関

が保有個人情報を利用停止するかどうか

の決定を行わないときは、利用停止請求

者は、保有個人情報を利用停止しないこ

ととする処分があったものとみなすこと

ができる。 

3 第1項に規定する期間(前項の規定によ

り当該期間が延長された場合にあって

は、当該延長後の期間)内に、実施機関

が保有個人情報を利用停止するかどうか

の決定を行わないときは、利用停止請求

者は、保有個人情報を利用停止しないこ

ととする決定があったものとみなすこと

ができる。 

第4節 不服申立て 第4節 審査請求 

(審査会への諮問) (審理員による審理手続に関する規定の

適用除外) 

第42条 開示決定等、訂正決定等又は利用

停止決定等について行政不服審査法(昭

和37年法律第160号)による不服申立てが

あったときは、当該不服申立てに対する

裁決又は決定をすべき実施機関は、次の

各号のいずれかに該当する場合を除き、

遅滞なく、執行機関の附属機関設置に関

する条例第1条に規定する宝塚市個人情

報保護・情報公開審査会 (以下「審査

会」という。)に諮問し、その答申を尊

重して当該不服申立てに対する裁決又は

決定を行わなければならない。 

第42条 開示決定等(第24条第4項の規定に

より決定があったものとみなす場合を含

む。以下この章において同じ。)、訂正

決定等(第34条第3項の規定により決定が

あったものとみなす場合を含む。以下こ

の章において同じ。)又は利用停止決定

等(第40条第3項の規定により決定があっ

たものとみなす場合を含む。以下この章

において同じ。)に係る審査請求につい

ては、行政不服審査法(平成26年法律第

68号)第9条第1項本文の規定は、適用し

ない。 

(1) 不服申立てが不適法であり、却下

するとき。 

 

(2) 裁決又は決定で、不服申立てに係

る開示決定等(開示請求に係る保有個人

情報の全部を開示する旨の決定を除

く。以下この号及び第44条において同

じ。)を取り消し、又は変更し、当該不

 



服申立てに係る保有個人情報の全部を

開示することとするとき。ただし、当

該開示決定等について反対意見書が提

出されているときを除く。 

(3) 裁決又は決定で、不服申立てに係

る訂正決定等(訂正請求の全部を容認し

て訂正をする旨の決定を除く。)を取り

消し、又は変更し、当該不服申立てに

係る訂正請求の全部を容認して訂正を

することとするとき。 

 

(4) 裁決又は決定で、不服申立てに係

る利用停止決定等(利用停止請求の全部

を容認して利用停止をする旨の決定を

除く。)を取り消し、又は変更し、当該

不服申立てに係る利用停止請求の全部

を容認して利用停止をすることとする

とき。 

 

(諮問をした旨の通知) (審査会への諮問) 

 第43条 開示決定等、訂正決定等又は利用

停止決定等について審査請求があったと

きは、当該審査請求に対する裁決をすべ

き実施機関は、次の各号のいずれかに該

当する場合を除き、執行機関の附属機関

設置に関する条例第1条に規定する宝塚

市個人情報保護・情報公開審査会(以下

「審査会」という。)に諮問し、その答

申を尊重して当該審査請求に対する裁決

を行わなければならない。 

 (1) 審査請求が不適法であり、却下す

る場合 

 (2)  裁決で、審査請求の全部を認容

し、当該審査請求に係る保有個人情報

の全部を開示することとする場合(当該

保有個人情報の開示について反対意見

書が提出されている場合を除く。) 

 (3)  裁決で、審査請求の全部を認容

し、当該審査請求に係る保有個人情報

の訂正をすることとする場合 

 (4)  裁決で、審査請求の全部を認容

し、当該審査請求に係る保有個人情報

の利用停止をすることとする場合 

前条の規定により諮問をした実施機関

(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げ

る者に対し、諮問をした旨を通知しなけ

ればならない。 

2 前項の規定により諮問をした実施機関

(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げ

る者に対し、諮問をした旨を通知しなけ

ればならない。 

(1) 不服申立人及び参加人 (1) 審査請求人及び参加人(行政不服審

査法第13条第4項に規定する参加人をい



う。以下この項、次条第2号、第45条第

4項、第46条第2項及び第48条の2におい

て同じ。) 

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用

停止請求者(これらの者が不服申立人又

は参加人である場合を除く。) 

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用

停止請求者(これらの者が審査請求人又

は参加人である場合を除く。) 

(3) 当該不服申立てに係る開示決定等   

   について反対意見書を提出した

第三者(当該第三者が不服申立人又は参

加人である場合を除く。) 

(3) 当該審査請求に係る保有個人情報

の開示について反対意見書を提出した

第三者(当該第三者が審査請求人又は参

加人である場合を除く。) 

(第三者からの不服申立てを棄却する場

合等における手続) 

(第三者からの審査請求 を棄却する場

合等における手続) 

第44条 第26条第3項の規定は、次の各号

のいずれかに該当する裁決又は決定をす

る場合について準用する。 

第44条 第26条第3項の規定は、次の各号

のいずれかに該当する裁決    をす

る場合について準用する。 

(1) 開示決定に対する第三者からの不

服申立てを却下し、又は棄却する裁決

又は決定 

(1) 開示決定に対する第三者からの審

査請求 を却下し、又は棄却する裁決

ああああ 

(2) 不服申立てに係る開示決定等     

                    

         を変更し、当該開

示決定等に係る保有個人情報を開示す

る旨の裁決又は決定(第三者である参加

人が当該第三者に関する情報の開示に

反対の意思を表示している場合に限

る。) 

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請

求に係る保有個人情報の全部を開示す

る旨の決定を除く。)を変更し、当該開

示決定等に係る保有個人情報を開示す

る旨の裁決    (第三者である参加

人が当該第三者に関する情報の開示に

反対の意思を表示している場合に限

る。) 

(審査会の調査権限) (審査会の調査権限) 

第45条 審査会は、必要があると認めると

きは、諮問庁に対し、不服申立てのあっ

た決定に係る公文書              

           の提示を求める

ことができる。 

第45条 審査会は、必要があると認めると

きは、諮問庁に対し、審査請求のあった

開示決定等、訂正決定等又は利用停止決

定等に係る保有個人情報の提示を求める

ことができる。この場合において、何人

も、審査会に対し、その提示された保有

個人情報の開示を求めることができな

い。 

2 略 2 略 

 3  審査会は、必要があると認めるとき

は、諮問庁に対し、審査請求のあった開

示決定等、訂正決定等又は利用停止決定

等に係る保有個人情報に含まれている情

報の内容を審査会の指定する方法により

分類又は整理をした資料を作成し、審査

会に提出するよう求めることができる。 

3 第1項    に定めるもののほか、審

査会は、不服申立てに係る事件に関し、

不服申立人、参加人又は諮問庁 (以下

「不服申立人等」という。)に意見書又

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審

査会は、審査請求 に係る事件に関し、

審査請求人、参加人又は諮問庁 (以下

「審査請求人等」という。)に意見書又



は資料の提出を求めること、適当と認め

る者にその知っている事実を陳述させ、

又は鑑定を求めることその他必要な調査

をすることができる。 

は資料の提出を求めること、適当と認め

る者にその知っている事実を陳述させ、

又は鑑定を求めることその他必要な調査

をすることができる。 

(意見の陳述等) (意見の陳述等) 

第46条 審査会は、不服申立人等から申立

てがあったときは、当該不服申立人等

に、口頭で意見を述べる機会を与えなけ

ればならない。 

第46条 審査会は、審査請求人等から申立

てがあったときは、当該審査請求人等

に、口頭で意見を述べる機会を与えなけ

ればならない。ただし、審査会が、その

必要がないと認めるときは、この限りで

ない。 

2 前項の場合においては、不服申立人又

は参加人は、審査会の許可を得て、補佐

人とともに出頭することができる。 

2 前項の場合においては、審査請求人又

は参加人は、審査会の許可を得て、補佐

人とともに出頭することができる。 

3 不服申立人等は、審査会に対し、意見

書又は資料を提出することができる。た

だし、審査会が意見書又は資料を提出す

べき期間を定めたときは、その期間内に

これを提出しなければならない。 

3 審査請求人等は、審査会に対し、意見

書又は資料を提出することができる。た

だし、審査会が意見書又は資料を提出す

べき期間を定めたときは、その期間内に

これを提出しなければならない。 

4 審査会は、不服申立人等から意見書又

は資料が提出された場合、不服申立人等

(当該意見書又は資料を提出した者を除

く。)にその旨を通知するよう努めるも

のとする。 

 

(提出資料の閲覧等) (提出資料の写しの送付等) 

第47条  第47条 審査会は、第45条第3項若しくは

第4項又は前条第3項の規定による意見書

又は資料の提出があったときは、当該意

見書又は資料の写し(電磁的記録(電子計

算機による情報処理の用に供されるもの

に限る。以下この項及び次項において同

じ。)にあっては、当該電磁的記録に記

録された事項を記載した書面)を当該意

見書又は資料を提出した審査請求人等以

外の審査請求人等に送付するものとす

る。ただし、第三者の利益を害するおそ

れがあると認められるとき、その他正当

な理由があるときは、この限りでない。 

不服申立人等は、審査会に対し、第45

条第3項又は前条第3項の規定により審査

会に提出された意見書又は資料の閲覧(電

磁的記録にあっては、記録された事項を

審査会が定める方法により表示したもの

の閲覧)を求めることができる。この場合

において、審査会は、第三者の利益を害

するおそれがあると認めるとき、その他

正当な理由があるときでなければ、その

2 審査請求人等は、審査会に対し、     

                審査

会に提出された意見書又は資料の閲覧(電

磁的記録にあっては、記録された事項を

審査会が定める方法により表示したもの

の閲覧)を求めることができる。この場合

において、審査会は、第三者の利益を害

するおそれがあると認めるとき、その他

正当な理由があるときでなければ、その



閲覧を拒むことができない。 閲覧を拒むことができない。 

 3 審査会は、第1項の規定による送付を

し、又は前項の規定による閲覧をさせよ

うとするときは、当該送付又は閲覧に係

る意見書又は資料を提出した審査請求人

等の意見を聴かなければならない。ただ

し、審査会が、その必要がないと認める

ときは、この限りでない。 

2 審査会は、前項 の規定による閲覧につ

いて、その日時及び場所を指定すること

ができる。 

4 審査会は、第2項の規定による閲覧につ

いて、その日時及び場所を指定すること

ができる。 

 (答申書の送付等) 

 第48条の2 審査会は、諮問に対する答申

をしたときは、答申書の写しを審査請求

人及び参加人に送付するとともに、答申

の内容を公表するものとする。  

(宝塚市個人情報保護・情報公開審議会) (宝塚市個人情報保護・情報公開審議会) 

第55条 実施機関は、この条例の規定に基

づく個人情報保護制度の適正かつ円滑な

運営の推進に関する重要事項について、

審議会の意見を聴くことができる  。   

第55条 実施機関は、この条例の規定に基

づく個人情報保護制度の適正かつ円滑な

運営の推進に関する重要事項について、

審議会の意見を聴かなければならない。 

2 略 2 略 

 



宝塚市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例新旧対照表（第６条による改正関係） 

現行 改正案 

(公平委員会の報告事項) (公平委員会の報告事項) 

第5条 公平委員会が前条の規定により報

告しなければならない事項は、次に掲げ

る事項とする。 

第 5 条 公平委員会が前条の規定により報

告しなければならない事項は、次に掲げ

る事項とする。 

(1) 略 (1) 略 

(2) 不利益処分に関する不服申立ての

状況 

(2) 不利益処分に関する審査請求 の

状況 

 



宝塚市一般職の職員の給与に関する条例新旧対照表（第７条による改正関係） 

現行 改正案 

第19条の3第1項 略 第19条の3第1項 略 

2 前項の規定による期末手当の支給を一

時差し止める処分 (以下「一時差止処

分」という。)を受けた者は、行政不服

審査法(昭和37年法律第160号)第14条又

は第45条に規定する期間が経過した後に

おいては、当該一時差止処分後の事情の

変化を理由に、当該一時差止処分をした

者に対し、その取消しを申し立てること

ができる。 

2 前項の規定による期末手当の支給を一

時差し止める処分 (以下「一時差止処

分」という。)を受けた者は、行政不服

審査法(平成26年法律第68号)第18条第1

項   に規定する期間が経過した後に

おいては、当該一時差止処分後の事情の

変化を理由に、当該一時差止処分をした

者に対し、その取消しを申し立てること

ができる。 

3～6 略 3～6 略 

 



宝塚市消防団員等公務災害補償条例新旧対照表（第８条による改正関係） 

現行 改正案 

(異議申立て) (審査請求 ) 

第26条 市の行う非常勤消防団員等の死

亡、負傷又は疾病が公務又は消防作業等

に従事し、若しくは救急業務に協力し、

又は応急措置の業務に従事したことによ

るものであるかどうかの認定、療養の方

法、損害補償の金額の決定その他損害補

償の実施について不服のある者は、市長

に対して、異議申立てをすることができ

る。 

第26条 市の行う非常勤消防団員等の死

亡、負傷又は疾病が公務又は消防作業等

に従事し、若しくは救急業務に協力し、

又は応急措置の業務に従事したことによ

るものであるかどうかの認定、療養の方

法、損害補償の金額の決定その他損害補

償の実施について不服のある者は、市長

に対して、審査請求 をすることができ

る。 

 

 


