
令和４年度 第７回瀬戸市情報公開・個人情報保護審査会会議議事録 

 

１ 開催日時 令和４年１０月１７日（月）午後２時～午後３時 

 

２ 開催場所 瀬戸市役所北庁舎４階 庁議室 

 

３ 出席者 

江坂 正光   会長 

小川 直人  委員 

菅沼 綾子   委員 

松村 芳明   委員 

三輪 まどか 委員 

  （事務局・実施機関） 

  行政課長       原 貴徳 

  議事課長       長谷 一憲 

  行政課課長補佐    藤掛 淳一 

  議事課課長補佐    北原 裕子 

  行政課法務係長    山口 武蔵 

行政課法務係主査   田中 千恵子 

  行政課事務管理係主任 峯藤 駿佑 

 

４ 傍聴者 ６名 

   

＜議事録＞ 

５ 議題 

⑴ 個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う対応について 

実施機関から説明 

・資料№９検討用個表により説明 

№１ 本人開示等請求における手数料 

 個人情報開示請求手数料について 

 これまで手数料については、現行の個人情報保護条例（以下「現条例」という。）

第１条で規定する「市の機関が保有する個人情報の開示～を請求する個人の権利

（自己に関する情報の流れをコントロールする権利）」を保障するため、無料の



取扱いとしていた。 

今回の個人情報保護制度の見直しにおいては、原則として改正後の個人情報の

保護に関する法律（以下「改正法」という。）に基づいて運用するべきという考

えから、改正法第８９条及び同施行令第２７条の規定による国の取扱いに準じ、

併せて、受益者負担の観点から、手数料は有料とする。 

金額（３００円）については、改正法第８９条第２項の規定により、「実費の

範囲内において条例で定める額」を徴収することができることから、開示請求を

受けた実施機関において発生する事務にかかるコストだけではなく、国における

手数料や本市における各種証明書発行手数料等との均衡を考慮した。 

また、写しの作成及び送料については、受益者負担の観点から、現条例第２７

条の規定と同様の取扱いを行うこととし、有料とする。 

 

№１２ 本人開示等請求における手数料 

 公文書開示請求（情報公開）手数料について 

 これまで手数料については、瀬戸市情報公開条例（以下「情報公開条例」とい

う。）第１条で規定する「市民の知る権利」や「公文書の開示を請求する権利」

を保障するため、情報公開条例第１８条第１項の規定により、無料の取扱いとし

ていた。 

 今回の個人情報保護制度の見直しにおいては、原則として法律の規定に基づい

て運用するべきと考えており、瀬戸市個人情報保護法施行条例（以下「新条例」

という。）において有料の取扱いとしたことにより、個人情報保護と公文書の開

示の両制度で差異を生じさせないことや、行政機関の保有する情報の公開に関す

る法律第１６条及び同施行令第１３条の規定による国の取扱いに準じ、併せて、

受益者負担の観点から、手数料は有料とする。 

 金額及び写しの作成及び送料については、個人情報開示請求手数料に同じ。 

  

・追加資料№１９の説明 

公文書開示請求（情報公開）のコストについて（令和３年度のデータ） 

開示請求件数      １９６件 

総時間       １，５２５時間 

※開示請求書の記載事項の確認から審査等開示決定に至る事務（実際に受付 

けた担当課における事務）に係る時間であり、行政課で内容が適正か否か判 

断する時間は含まれていない。 



平均処理時間      ７．８時間／件 

平均処理コスト  １４，００９円／件 

※人件費については、係長級以下の事務職、技術職の職員の平均単価を採用

している。 

なお、個人情報は文書の特定が容易なためここまでの費用はかからないと思 

われる。 

 

会長：№１及び２について、両方手数料の話ではあるが、根拠となる法律 

が違うので別々に議論していきたいがよろしいか。 

（委員からの異議なし） 

 

№１ 本人開示等請求における手数料 

 会長：№１の本人開示等請求における手数料について、質問はあるか。 

委員：個人情報について、主な申請内容は何か。 

行政課：件数は、年間２０件ほどである。把握している限りでは、住民票などの    

情報をいつ、どれだけ出したか、要介護認定に関わるもので介護や認知症

等の判定がどのようになされたか、消防では火災保険等の関係等の開示請

求があり、多岐に渡る。 

委員：今回は改正法により現条例が新条例に変わるということだが、法に基づ 

いて統一するということか。そもそも国の手数料は改正法でこのような表 

現になったのか 

行政課：国は元々改正法第８９条第１項の規定で手数料を徴収していた。逐条解 

説には受益者負担が妥当であるとされていることが前提にある。議論の始 

まりとしては今まで無料であったから無料にするのではなく、一旦国の法 

律が適用されるという大前提があるため、それに沿った形で議論していき 

たいと考えた。 

委員：改正法で国と考え方が統一されるため、それに基づいて元々あった国の 

手数料に準じたという考え方か。 

行政課：そのとおり。国の改正法第８９条第２項で、「地方公共団体については 

   条例で定める」とあり、自治体が判断することになっている。 

委員：従来の解釈からすると瀬戸市ではこの解釈を基に手数料は無料だったが 

   今回改正されたから有料にする事ではなく、考え方を変えたから有料にす 

るということか。 



行政課：そうではなく、元々現条例は瀬戸市独自の条例だったが、今回国の改正 

   法に基づいて事務を行うことになり、その中で国が有料であるため、そこ 

から議論を始めさせていただいた。 

   現条例は、国の法律に基づいて作られたものではなく、瀬戸市が独自で 

作った条例のため関連はない。今回は国の改正法を基に事務を行うので、 

そこは根拠が違ってくる。 

委員：今までは瀬戸市が独自で条例を定められたが、今回は改正法に従い条例 

を制定し、施行するため、国に合わせるという形にしたということか。 

「実費の範囲内において」という文言だが、この文言は国の判断では手 

数料を３００円としているが、年間２０件の個人情報の開示請求は文書の 

特定が容易なため、資料№１９の情報公開の費用ほどはかからないと思わ 

れるが、個人情報保護の方はどの位かかるものなのか。 

行政課：仮に１時間としても１，７００円ほどと出ているので、その範囲を上回 

っている。受益者負担としてはその範囲内であり、実費を超えていない。 

委員：１時間以上は必ずかかるということか。 

行政課：仮に３００円の手数料は時間としては１０分位となるので、決裁等の時 

間もかかるため３００円かかるのかと言われればかかる。 

委員：何を実費ととらえるかということが非常に重要なことだと思う。 

行政課：国の根拠は資料№９の№１の４その他にあるとおり、「開示請求書の記 

   載事項の確認等の受付事務、本人確認の事務、開示・不開示の審査事務等」 

   がある。また実費の内容については、「人件費、光熱費、消耗品費、送付 

   に要する費用等が含まれる」となっている。 

委員：現時点で愛知県及び、市町村で無料としている自治体と有料化しようと 

  しているところの比率はどのようなものか。 

行政課：現時点で現行の条例でお話させていただくと、県内については有料とし 

ているところはない。 

   改正法に基づいてということになると、まだ示されていない所も多いが、 

全国のパブリックコメントの状況で言うと、兵庫県の赤穂市と相生市の２ 

市が今回法改正に合わせて３００円を徴収していきたいというパブリック 

コメントが出されていたと把握している。ただし、まだ議会で決まったわ 

けではなく、最終的に徴収すると決まった自治体はまだない。 

委員：現時点で市町村の対応がバラバラであり現時点で手数料を有料とすると

ころは少数だと思う。値段を上げるにあたっては、行政間で足並みを揃え



た方が良いと思う。そういう意味ではバラバラであり、少数。それで有料

化すべきだという判断はちょっと早いのではないか。大勢の判断が出てき

てから判断しても遅くはないと思う。過去、個人の権利の保障等そういう

大義があって無料にしてきたということであれば、手数料を有料化するに

は市民が納得する理由があって良いのではないか。 

委員：先日新聞報道のあった豊田市はどうか。 

行政課：情報公開の方である。情報公開でいうと県内においては、現在春日井市 

   と尾張旭市が有料で手数料を徴収している。豊田市はパブリックコメント 

で今後手数料を徴収することを検討中である。個人情報についてはパブリ 

ックコメントで春日井市と日進市は有料化しないとの考え方であった。 

委員：このことについて、いつまでに決めないといけないということはないか。 

行政課：令和５年４月１日からの施行のため、１２月定例会にかけさせていただ 

くことになる。今回結論がでなければ現行どおりという考えもある。 

委員：今回の改正の時ではなく、もう少し他市の状況等をみて、また改めて有 

料化を審議するということか。 

行政課：それは議論の結果で構わない。 

   東京方面の自治体では有料化について議論し、今回は見送りになったも 

のの、継続的に情報収集をして、またいつでも議論できるようにというよ 

うな補足意見のある答申もあった。横浜市はパブリックコメントで有料化 

の意見があったが審査会の答申では無料となった。 

   多くの自治体が、今まで無料だったから引続き無料というところが多い。 

委員：愛知県の答申では開示手数料は無料とし、別途実費を徴収することが適 

当であると書いてある。 

    個人情報の開示を請求し、写しを申請した場合、はいくらであるか。 

行政課：Ａ３判以内は１０円である。瀬戸市では事例がないが、閲覧のときに 

スマホで撮影する事例もあるようである。写しでも閲覧でもコピーして 

用意するため、渡すか渡さないかだけでそこにかかる費用は変わらない。 

 委員：改正法は「開示請求する者は」と、開示請求をする者の義務として規定 

があるが、新条例で定める額は無償とすると定めればそれで良いというこ 

とか。 

行政課：そのとおり。国のＱ＆Ａでは無償とすると定めても良いと出ている。 

 委員：国が手数料を定めた趣旨としては実費の補填と考えて良いか。 

行政課：そのとおり。法律の立法趣旨は「かかる費用のうち、適切な範囲で開示 



に係る費用を負担させる」ということが逐条解説には書かれている。 

 会長：他に質問等はないか。 

（特になし） 

一人ずつ意見をお願いしたい。 

委員：実費というのはコピー代等を指していると思う。 

    かかる人件費は逐条解説にもあるが、そもそも個人情報保護の場合、行 

政機関が持っている個人情報について、どういう風に書かれているか本人 

が確認するという趣旨であるため、そういう意味では勝手に持たれている 

こともありうる。それを開示するための手数料、人件費というのはそれを 

開示を請求した者が負担するべきかどうか考えると、それは実費には該当 

しないのではないかと思う。逐条解説を読むと実費の解釈はそうではないと 

読めなくもないため、国がなぜ３００円徴収しているかという話になると思 

うが、そこは国の考え方に合わせる必要はないのではないかと思う。実費は 

あくまでもコピー代等にかかった費用という理解である。 

事務手数料としては従来どおり無料。コピー代等かかる実費は自己負担と 

いうのが妥当ではないかと思う。 

委員：有料化するという判断は少し整ってから、大勢が出てきてから判断し 

ても遅くはないのではないか。 

委員：開示請求のコスト負担という意味合いで有料化することは無理があるの 

ではないか。仮に徴収したとしても、財政上の増収にはならないと考えら 

れる。市民の知る権利を比較した場合に、あえて今の段階で徴収するとい 

うことは合理的根拠に乏しいと思われる。 

委員：手数料を徴収するべきではないと思う。 

先ほど例示のあった要介護認定の判定、火災保険の申請等することは必 

要だから行うことであり、本人の情報を開示請求するに当たり、何故手数 

料が必要なのか。 

コピー代等実費については必要と思われるが、それ以外のものに対して 

は行政の責任の範囲内だと思う。わざわざ手数料を徴収する必要はないと 

思う。 

委員：郵送で請求できるものもあるか。また、新条例にも送付に要する費用は 

実費と規定されているが、これは請求者に負担してもらうということか。 

行政課：そのとおり。返信用の封筒や切手を入れてもらう等、返送料は請求者に 

負担していただいている。 



委員：写しをもらう場合は実費負担というのはあまり抵抗がないような気がす 

る。単に情報請求するだけで実費負担というのは、財政が困窮している、 

ひっ迫している等何とも補填していかないといけない場合は仕方がないと 

思うが、現時点で実費負担、受益者負担等という言葉が出てくることが引 

っかかる。 

 会長：審査会の意見としては個人情報の手数料については無償を継続すべきで 

あるという意見で良いか。 

（委員からの異議なし） 

・審査会の意見 

 手数料は無料を継続すべきである。 

 

№１２ 本人開示等請求における手数料 

会長：№１２の本人開示等請求における手数料について、質問はあるか。 

 委員：個人情報とは違い、有料化のところで考えなくてはいけないのは、公平 

   性の部分と思っている。意見がゆれているが、今の状況で手数料３００円 

徴収し、開示するものが何もない等ということはまずいのではないかと思 

う。市民の知る権利、市政の状況を当然知る権利がある。 

開示請求を待たずして積極的な情報提供をするべきであるということを 

前提に、公平性の観点から色々考えたが、結論に至っていない。 

 委員：具体的な事務の取扱いとして、もし有料化した場合、調査して不開示と 

した場合でも手数料は徴収するのか。 

行政課：そうなると思われる。国の個人情報の例でＱ＆Ａに出ているが、有料の 

場合、「手数料を徴収した時点で請求の権利が発生するため、納付が無い 

場合は、不開示とする」とある。請求の要件となるためそのような取扱い 

になると思われる。 

不利益にならないように事前に特定する文書がないことをある程度分か 

る場合はないということを教示し、それでも請求したいということであれ 

ば受付けることになろうかと思う。教示は必要と考えている。 

 委員：不存在の場合は、できる限り事前の教示をし、徴収はしないということ 

か。 

行政課：そのとおり。 

 委員：事前確認で不存在であってもそれに類似する文書が出てきた場合はどう 

なるのか。 



行政課：手数料の納付を待っていただき、分かった時に徴収するという運用で行 

う形はあるかと思われる。 

 委員：手数料を徴収する１件のとらえ方はどうなるのか。 

これまでの情報公開請求にあたっては、「何～に関する全て」等色々な 

申請方法があるが、それを１件ととらえるのか。情報公開は開示する側の 

労力が相当かかっているように思われる。開示請求をする側からすれば当 

たり前のこととなるかもしれないが、そこからしても１件をどのように考 

えているのか。 

行政課：今回、ファイリングシステムを導入し、現年度と前年度でファイル基準 

表が作成され、この中にある文書である程度明確化できるため、その中で 

行っていきたいと考えている。ただ、春日井市は実施機関ごととしており、 

１件の範囲が違うので、考え方としては難しいと思われる。 

 委員：解釈の仕方によって違ってくるため、あの人のは良くてこの人のはダメ   

   等となったらそれこそ公平性に欠けことになる。 

    個人情報保護と明確に違うのは、行政機関の保有する情報の公開に関す

る法律施行令できちんと開示請求手数料が書かれている点である。手数料

３００円、電子情報の場合は２００円というのはわからなくもないが、瀬

戸市の現在の状況を考えると不存在が多いため、そういう状況下で手数料

を徴収するのは懐疑的である。 

もう少し情報公開の体制を整えて、きちんと文書を揃え何があっても公 

開できる、色々な情報を公開してから手数料をとるのであれば理解できる。 

 行政として積極的に必要な情報を提供するべきだと思う。請求を待たず 

してきちんと提供していくというのは姿勢としては大事だと思う。 

 委員：個人情報で手数料を徴収するから、「差異を生じさせないため」という 

ところは、同じではなく別のことと考える必要があると思う。財政が困窮 

している、大変なことになっている等という環境の変化があるならともか 

く、今のタイミングではないと思う。 

 委員：皆さんと同じく、今回は手数料を徴収するという合理的根拠には乏しい 

と思う。改正法によって新条例に変える、だからそこに合わせて情報公開 

も手数料を徴収するというのは根拠に乏しいと思う。市民の知る権利を受 

益者負担という考え方で負担を強いるのはどうかと思う。 

手数料を徴収することについては反対である。 

 委員：実費の補填と言われてもしっくりこない。不存在が多すぎるため、手数 



料で揉めそうな気もする。まず開示すべきものは進んで開示をすべき。 

 開示請求を受けた実施機関側がもう少し開示請求に対する理解をし、そ 

れに備えた処分の仕方、当然開示請求があるという前提で仕事をするとい 

う体制をもう少し整え、その上で有料にするかどうかまた考えていただい 

ても良いかと思われる。 

会長：全員有償化ではなく、現在の無償を継続するという意見でよろしいか。  

 （委員からの異議なし） 

・審査会の意見 

 手数料は無料を継続すべきである。 

 

・「個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う対応について」審議した審査

会の意見を踏まえ、答申とする。 

 

 

 

― 以 上 ― 

 

 

 

 

 

 

 


