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           地方自治法 〔昭和二十二年四月十七日法律第六十七号〕  （抄）  

 

（公の施設）  

第二百四十四条  普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設

（これを公の施設という。）を設けるものとする。  

２  普通地方公共団体（次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。）は、正当な理由が

ない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。  

３  普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならな

い。  

 

（公の施設の設置、管理及び廃止）  

第二百四十四条の二  普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほ

か、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。  

２  普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、これ

を廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の三

分の二以上の者の同意を得なければならない。  

３  普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条

例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの（以下本条及

び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。）に、当該公の施設の管理を行わせることができる。  

４  前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必

要な事項を定めるものとする。  

５  指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。  

６  普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の

議会の議決を経なければならない。  

７  指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し、当該

公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。  

８  普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金（次

項において「利用料金」という。）を当該指定管理者の収入として収受させることができる。  



９  前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、

指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当

該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。  

１０  普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、

指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必

要な指示をすることができる。  

１１  普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を

継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又

は一部の停止を命ずることができる。  



長野県男女共同参画センター条例

昭和59年長野県条例第６号

　　　（趣旨）

　第１条　この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定に基づき、男

　　女共同参画センターの設置及びその管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

　　　（設置）

　第２条　男女共同参画社会づくりの促進に関する施策を実施し、並びに県民及び事業者による

　　男女共同参画社会づくりに関する活動を支援するための総合的な拠点施設として、長野県男女

　　共同参画センター（以下「セン　ター」という。）を岡谷市に設置する。

　　　（利用の許可）

　第３条　センターを利用しようとする者は、次条の規定によりその管理を行わせる指定管理者（　

　　法第244条の２第３項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）の許可を受けなければならな

　　い。

　　　（指定管理者による管理）

　第４条　センターの管理は、指定管理者に行わせるものとする。

　　　（指定管理者の指定）

　第５条　指定管理者の指定は、センターの管理を行うことを希望するものを公募し、その申請に

　　より指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て行うものとする。

　　　（公募）

　第６条　前条の公募は、次に掲げる事項を公告して行うものとする。

　　(1)　センターの概要

　　(2)　指定管理者の指定の期間

　　(3)　前２号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

　　　（指定の申請）

　第７条　第５条の申請は、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書（職員、センターの管　　

　　理の方法その他のセンターの管理業務の実施に関する計画を記載した書類をいう。次条にお　

　　いて同じ。）その他規則で定める書類を添付して行うものとする。

　　　（候補者の選定の基準）

　第８条　第５条の候補者の選定は、次に掲げる基準により行うものとする。

　　(1)　県民の平等な利用が確保されること。

　　(2)　事業計画書の内容が、センターの効用を最大限発揮するとともに、その管理に係る経費の

　　　縮減が図られるものであること。

　　(3)　事業計画書の内容の確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであるこ

　　　と。

　　(4)　法第244条の２第11項の規定により指定管理者の指定を取り消され、その取消しの日から

　　　２年を経過しないものでないこと。



　　　（指定の告示）

　第９条　知事は、指定管理者の指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び主たる事務所の

　　所在地並びに当該指定の期間を告示しなければならない。

　　　（業務の範囲）

　第10条　指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

　　(1)　施設及び設備の維持管理に関する業務

　　(2)　センターの利用の許可に関する業務

　　(3)　センターの利用に係る料金（以下「利用料金」という。）に関する業務

　　(4)　前３号に掲げる業務に附帯する業務

　　　（管理の基準）

　第11条　指定管理者が行う管理の基準は、次に掲げるとおりとする。

　　(1)　センターの休館日について、月曜日（その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第

　　　178号）に規定する休日（以下この号において「休日」という。）に当たるときは、火曜日）、休日

　　　の翌日及び12月29日から翌年１月３日までとすること。ただし、指定管理者は、特に必要があ

　　　ると認めるときは、あらかじめ知事の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館日を設ける

　　　ことができる。

　　(2)　センターの利用時間について、午前９時から午後９時までとすること。ただし、指定管理者

　　　は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を得て、これを変更することがで　　　

　　　きる。

　　(3)　センターの利用の停止及び許可の取消しについて、センター内において他人の迷惑になる

　　　ような行動をした場合その他の規則で定める場合に行うことができるものとすること。

　　(4)　めいていしている者その他センターの管理上著しく支障があると認められる者の入館を禁

　　　止し、又は退館を命ずることができること。

　　(5)　この条例及び次条の規定による協定を遵守して行うこと。

　　(6)　指定管理者がその業務を行うに当たつて取得した利用者の個人に関する情報を適切に取

　　　り扱うこと。

　　(7)　前各号に掲げるもののほか、センターの管理を適切に行うために必要な基準で知事が定

　　　めるもの

　　　（協定の締結）

　第12条　知事及び指定管理者は、次に掲げる事項について、協定を締結するものとする。

　　(1)　法第244条の２第７項に規定する事業報告書に関する事項

　　(2)　利用者の個人に関する情報の取扱いに関し必要な事項

　　(3)　前２号に掲げるもののほか、センターの管理に関し必要な事項



　　　（利用料金の納付等）

　第13条　センターを利用しようとする者は、利用料金を納付しなければならない。

　２　利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

　３　利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ知事の承認を得て、指定

　　管理者が定めるものとする。　

　　　（利用料金の減免）

　第14条　指定管理者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、特に必要があると認めるときは、　

　　利用料金について規則で定める額を基準とした額を減免することができる。

　　(1)　地方公共団体が、男女共同参画社会の形成の促進を図るため、講演会、講習会、展示会

　　　その他これらに類するものに利用するとき。

　　(2)　前号に定めるもののほか、規則で定める特別の理由があるとき。

　　　（利用料金の還付）

　第15条　指定管理者は、既に納付された利用料金を還付しないものとする。ただし、指定管理

　　者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、特に必要があると認めるときは、規則で定める額

　　を基準とした額を還付することができる。

　　(1)　利用する者の責任によらない理由で利用できなくなつたとき。

　　(2)　利用の申込みをした者が規則で定める日までにその申込みを取り消したとき。

　　(3)　前２号に定めるもののほか、規則で定める特別の理由があるとき。

　　　（管理等の委任）

　第16条　この条例に定めるもののほか、センターの管理及び条例の施行に関し必要な事項は、

　　知事が定める。

　附則（平成26年3月20日条例第6号抄）

　　この条例は、平成26年４月１日から施行する。



（別表）(第１３条関係）

１　ホール、研修室等

金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　額

午前９時 午後零時 午後５時 午前９時 午後零時 午前９時
から 30分から 30分から から 30分から から

区　　　　　分
正午まで 午後５時 午後９時 午後５時 午後９時 午後９時

まで まで まで まで まで

　　　　　円 　　　　　円 　　　　　円 　　　　　円 　　　　　円 　　　　　円 　　　　　円

9,800 15,000 17,400 24,800 32,400 42,200 4,900

12,400 18,800 22,000 31,200 40,800 53,200 6,200

15,000 22,600 26,300 37,600 48,900 63,900 7,500

　第１研修室 800 1,200 1,400 2,000 2,600 3,400 400

　第２研修室

　第３研修室

　視聴覚・音楽室 1,100 1,700 1,900 2,800 3,600 4,700 500

　科学研究室

　（専用して利用する
　場合に限る。）

　生活技術講習室 600 1,000 1,200 1,600 2,200 2,800 300

(備考）
　1　「入場料」とは、入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんを問わず、入場の対価として徴収するものをいう。
　2　入場料の額に２以上の区分がある場合は、その最も高い額を入場料として、この表を適用する。
　3　営業のために利用する場合は、この表に掲げる区分に従い、当該区分に定める額の100分の150に相当する額
　　（その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。）とする。

２　附属設備等

区　　　　　　　　　　　　　　分 金　　　　　　　　　額

附属設備を利用する場合

冷房又は暖房を利用する場合 知事が別に定める額

電気器具の持込みをして電力を利用する場合

超過時間(超過
時間が１時間
未満のときは１
時間とし、超過
時間に１時間
未満の端数が
あるときは、こ
れを切り上げ
る。)１時間につ
き

6002,200 3,100 4,000 5,300

1,600 2,200 2,800600 1,000 3001,200

ホ
ー
ル

入場料を徴収
しないで利用す
る場合

1,000円以下の
入場料を徴収
して利用する場
合
1,000円を超え
る入場料を徴
収して利用する
場合

1,300 1,800



長野県男女共同参画センター管理規則

昭和59年８月30日長野県規則第34号

　　　（趣旨）

　第１条　この規則は、長野県男女共同参画センター条例（昭和５９年長野県条例第６号。以下「条

　　例」という。）の規定に基づき、長野県男女共同参画センター（以下「センター」という。）の管理等

　　に関し必要な事項を定めるものとする。

　　　（利用の申込み）

　第２条　条例第３条の規定により利用の許可を受けようとする者は、長野県男女共同参画センター

　　利用申込書（様式第１号）を条例第４条の規定によりセンターの管理を行う指定管理者（以下｢指

　　定管理者」という。）に提出しなければならない。ただし、条例別表の１に掲げる施設以外の施設

　　を利用する場合及び科学研究室を専用しないで利用する場合にあつては、口頭によることができ

　　る。

　　　（利用許可書の交付）

　第３条　指定管理者は、条例第３条の規定による利用の許可をしたときは、その利用許可書を交付

　　しなければならない。ただし、前条ただし書の場合にあつては、この限りでない。

　　　（利用の変更又は取消し）

　第４条　前条の規定による利用許可書の交付を受けた者は、利用の変更をしようとするときは、長

　　野県男女共同参画センター利用許可変更申請書（様式第２号）に当該利用許可書を添付して、指

　　定管理者に提出しなければならない。

　２　前条の規定による利用許可書の交付を受けた者は、利用の取消しをしようとするときは、長野県

　　男女共同参画センター利用取消届（様式第２号）に当該利用許可書を添付して、指定管理者に提

　　出しなければならない。

　　　（遵守事項）

　第５条　センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

　　(1)　センター内において他人の迷惑になるような行動をしないこと。

　　(2)　センター内の施設又は備品を損傷しないこと。

　　(3)　施設又は備品に特別の施設をし、又はその現状を変更しないこと。

　　(4)　利用許可を受けた施設又は備品以外のものを利用しないこと。

　　(5)　備品をセンターの外に持ち出さないこと。

　　(6)　所定の場所以外で飲食し、火気を使用し、又は喫煙しないこと。

　　(7)　センター内に爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。

　　(8)　別に定める場合を除き、物品を販売しないこと。

　　(9)　前各号に掲げるもののほか、センターの秩序の維持について指定管理者が知事の承認を得

　　　　て定める事項

　　　（施設又は備品の損傷又は滅失の届出）

　第６条　条例第３条の規定による許可を受けた者は、施設又は備品を損傷し、又は滅失したときは、

　　直ちにその旨を指定管理者に届け出て、指定管理者の指示に従いこれを弁償し、又は原状に復



　　さなければならない。

　　　（利用後の処理）

　第７条　条例第３条の規定による許可を受けた者は、施設又は備品の利用を終了したときは、清掃

　　し、又は整理して、その旨を指定管理者に届け出なければならない。

　　　（指定の申請）

　第８条　条例第７条に規定する申請書は、指定管理者指定申請書（様式第３号）によるものとする。

　２　条例第７条に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、条例第５条の申請

　　を行うもの（以下この項において「申請者」という。）について知事がその性格に応じ前項に規定す

　　る申請書に添付することを要しないものと認める書類がある場合には、当該書類を除く。

　　　(1)　定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

　　　(2)　申請の日の属する事業年度の前３年の各事業年度における申請者の事業の状況を記載し

　　　　た書類、貸借対照表及び損益計算書若しくは収支計算書又はこれらに準ずるもの

　　　(3)　申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における申請者の事業の実施及び収支に係

　　　　る計画を記載した書類

　　　(4)　役員の名簿及び履歴書

　　　(5)　申請者が現に行つている業務の概要を記載した書類

　　　(6)　申請者が条例第８条第４号に該当する旨の誓約書

　　　(7)　前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

　　　（利用の停止又は許可の取消しを行うことができる場合）

　第９条　条例第11条第３号に規定する規則で定める場合は、第５条の規定に違反した場合とする。

　　　（利用料金の納付）

　第10条　条例第10条第３号に規定する利用料金（以下「利用料金」という。）は、第３条の利用許可

　　書が交付されるときに納付しなければならない。ただし、条例別表の２に規定する場合の利用料金

　　にあつては、利用の際に納付するものとする。

　２　前項の規定にかかわらず、指定管理者は、国又は地方公共団体が利用する場合にあつては、

　　当該利用が終わつた後に納付させることができる。

　　　（附属設備等の利用料金）

　第11条　条例別表の２の知事が別に定める額は、別表のとおりとする。

　　　（利用料金の減免）

　第12条　条例第14条第２号に規定する規則で定める特別の理由は、指定管理者が特に必要があ

　　ると認め、かつ、知事の承認を受けた場合であることとする。

　２　条例第14条に規定する規則で定める額は、納付すべき利用料金の額に、次の各号に掲げる区

　　分に従い、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。

　　(1)　条例第14条第１号に規定する場合

　　　ア　県が主催するとき　100分の100

　　　イ　県が県以外の地方公共団体（以下この号において「公共団体」という。）と共催するとき

　　　　 100分の75

　　　ウ　県が公共団体以外の団体と共催するとき　100分の50



　　　エ　公共団体が主催し、又は他の公共団体と共催するとき　　　100分の50

　　　オ　公共団体が公共団体以外の団体と共催するとき　100分の25

　　(2)　条例第14条第２号に規定する場合　指定管理者が知事の承認を得てその都度定める率

　３　条例第14条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、長野県男女共同参画センタ

　　ー利用料金減免申請書（様式第４号）を指定管理者に提出しなければならない。

　　　（利用料金の還付）

　第13条　条例第15条第２号に規定する規則で定める日は、利用日の７日前の日（ホールにあつて

　　は、１月前の日）とする。

　２　条例第15条第３号に規定する規則で定める特別の理由は、指定管理者が特に必要があると認

　　め、かつ、知事の承認を受けた場合であることとする。

　３　条例第15条ただし書に規定する規則で定める額は、既に納付した利用料金の額に、次の各号

　　に掲げる区分に従い、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。

　　(1)　条例第15条第１号に規定する場合

　　　ア　全く利用できなくなつたとき　100分の100

　　　イ　利用予定時間の２分の１以上を利用できなくなつたとき　100分の50

　　(2)　条例第15条第２号に規定する場合　　100分の50（利用日の１月前の日（ホールにあつては、

　　　　３月前の日）までに取り消した場合にあつては、100分の75）

　　(3)　条例第15条第３号に規定する場合　指定管理者が知事の承認を得てその都度定める率

　４　利用料金の還付を受けようとする者は、長野県男女共同参画センター利用料金還付申請書

　　（様式第５号）を指定管理者に提出しなければならない。

　　　（補則）

　第14条　この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が定める。　

　　附　則（平成21年３月12日規則第４号）

　　　この規則は、平成21年４月１日から施行する。



（別表）(第11条関係）

１　附属設備を利用する場合の利用料金

単位 金額

円
テープレコーダー（固定型） １台 200
コンパクトディスクプレーヤー １台 200
ミニディスクレコーダー １台 300
ホール拡声装置（マイクロフオン２台を含む） １台 600
拡声装置（可搬型） 1台 200
マイクロフオン １台 200
ワイヤレスマイクロフオン １台 200
音響反射板 １式 1,000
ピアノ（グランド型） １台 1,500
ピアノ（たて型） １台 300
エレクトーン １台 500
16ミリ映写機 １台 1,600
ビデオデツキ １台 300
ＤＶＤプレーヤー １台 300
ビデオプロジェクター １台 500
パーソナルコンピュータ １台 500
フツトライト １列 500
ボーダーライト １列 1,000
ロアーホリゾントライト １列 900
アツパーホリゾントライト １列 1,300
シーリングスポツトライト １組 250
サイドスポツトライト １組 250
フオローピンスポツトライト １台 400
ハロゲンスポツトライト（５００W) １台 100
ハロゲンスポツトライト（１KW) １台 150

（備考）１ 金額は、利用１回（午前９時から正午まで、午後零時30分から午後５時まで、又は
　　　　　　午後５時30分から午後９時まで）についてのものとする。
　　　 　　　２　許可された利用時間を超えて利用する場合は、超過時間（超過時間が１時間に
　　　　　　満たないときは１時間とし、超過時間に１時間未満の端数があるときはこれを切り上
　　　　　　げる。）１時間につき、この表に定める区分に従い、当該区分に定める額の100分の
　　　　　　30に相当する額（その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て
　　　　　　る。）とする。
　　 　　２ 冷房又は暖房を利用する場合の利用料金
　　　　 　　　条例別表の１の金額の100分の30に相当する額の範囲内において別に定める額
　 　　　３ 電気器具の持込みをして電力を利用する場合の利用料金

区分 金額

円

電気器具の定格消費電力の合計が１キロワツトまでごとに 150

（備考）　金額の算定に当たつては、１の備考を準用する。

照
明
設
備

区分

音
響
設
備

楽
器

映
写
設
備



（様式第１号） 　（第２条関係）

年　　　月　　　日

　　　指定管理者

　　　殿 申　込　者 住　所

団体等の名称

代表者氏名

（電話　　　　　　　（　　　　）　　　　　　番）
利用責任者 住　所

氏　名

（電話　　　　　　　（　　　　）　　　　　　番）
　　　下記のとおり利用したいので、申し込みます。

記

行事等の名称 入場料等

行事等の内容 （最高額）

利用月日

名称 人員 利用料金 名称 人員 利用料金

時分　　時分 名 ※　　　　円 時分　　時分 名 ※　　　　円

利用施設  ※　　　  ※　　　　

 ※　　　  ※　　　　

 ※　　　  ※　　　　

 ※　　　  ※　　　　

品名等 数量 利用料金 品名等 数量 利用料金

時分　　時分 ※　　　　円 時分　　時分 ※　　　　円

・  ※　　　  ※　　　　

備　　　品  ※　　　  ※　　　　

 ※　　　  ※　　　　

 ※　　　  ※　　　　

持　　　込 器具名
利用
時間

利用料金 器具名
利用
時間

利用料金

電気器具 ｋｗ 時　時 ※　　　　円 ｋｗ 時　時 ※　　　　円
～ ～

その他の
持込物

※ 　　　円 ※ 　　　円

備　考

（注）※欄は記入しないこと。

～

円

月　　　　日（　　曜日）

利用目的

利用設備

月　　　　日（　　曜日）

～

～

利用時間利用時間

～

～

利用時間

～

長野県男女共同参画センター利用申込書

～

～

電力（容量） 電力（容量）

～

～

～

～

～

～

利用時間

～

※営業･営業以外 冷暖房料 利用料金合計

～

～

～

～

～



（様式第２号）　（第４条関係）

年　　　月　　　日

　　　指定管理者

　　　殿

(電話　　　　　（　　　　　）　　　　　番）

　　　次のとおり利用許可を変更してください。

　　　（次のとおり利用できなくなりました。）

　利 用 許 可 年 月 日

　許可を受けた施設等

　変更（取消し）の内容

　　　　　年　　　月　　　日（　　曜日）　　　時　　　分まで

長野県男女共同参画センター利用許可変更申請書

（長野県男女共同参画センター利用取消届）

　　　　　年　　　月　　　日　　　　　

　　　　　年　　　月　　　日（　　曜日）　　　時　　　分から
　許可を受けた利用日時

住 所

団 体 等 の 名称

代 表 者 氏 名

　利　　 用　 　目　 　的

　備　　　　　　　　 　　考

　変更（取消し）の理由

　既 納 の 利 用 料 金



（様式第３号） 　（第８条関係）

 年　　　月　　　日

　　　長野県知事 　　　殿

主たる事務所の所在地

　　申請者 団体の名称

代表者氏名 　　　　　㊞

　　　長野県男女共同参画センターの指定管理者の指定を受けたいので、長野県男女共同参画セ

　　ンター条例第５条の規定により申請します。

(備考）　２以上の団体が共同して申請する場合は、これらの団体の代表者がそれぞれ主たる事務

　　　　所の所在地及び名称を記載し、記名押印した書類を添付すること。

指定管理者指定申請書



（様式第４号） 　（第１２条関係）

年　　　月　　　日

　　　指定管理者

　　　殿

(電話　　　　　（　　　　　）　　　　　番）

　　　次のとおり利用料金を減免してください。

長野県男女共同参画センター利用料金減免申請書

　　　　　年　　　月　　　日（　　曜日）　　　時　　　分から
　利　　  用　  　日　  　時

　利 　　 用　 　 目　  　的

　　　　　年　　　月　　　日（　　曜日）　　　時　　　分まで

住 所

団 体 等 の 名称

代 表 者 氏 名

　利　  用　  施　  設  　等

  減免を受けようとする理由



（様式第５号） 　（第１３条関係）

年　　　月　　　日

　　　指定管理者

　　　殿 住　　　　　　所

団体等の名称

代 表 者 氏 名

(電話　　　　　（　　　　　）　　　　　番）

　　　次のとおり利用料金を還付してください。

　口　　座　　振　　込 金融機関名

名 　　　　儀

　希　望　の　場　合 口 座 番 号

円 円

円

長野県男女共同参画センター利用料金還付申請書

　還　　　　　　付　　　　　　額

施 設 名 等 既 納 額 納付年月日 還 付 請 求 額

計

　利　　　用　　　日　　　時

　利　　　用　　　目　　　的

　　　　　年　　　月　　　日（　　曜日）　　　時　　　分まで

　利 用 許 可 年 月 日 　　　　　年　　　月　　　日　　　　　

　　　　　年　　　月　　　日（　　曜日）　　　時　　　分から

円

　利　　用　　施　　設　　等

　還付を受けようとする理由



               男女共同参画社会基本法 （抄）  

前文 

 我が国においては、日本国憲法 に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々

な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が必要とされて

いる。 

 一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく

上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分

に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。 

 このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と

位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っていく

ことが重要である。 

 ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、

地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この

法律を制定する。 

   第一章 総則  

（目的）  

第一条  この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を

実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共

団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事

項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。  

（定義）  

第二条  この法律において、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。  

一  男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野

における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享

受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。  



二  積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女

のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。  

（男女の人権の尊重）  

第三条  男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的

取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重さ

れることを旨として、行われなければならない。  

（社会における制度又は慣行についての配慮）  

第四条  男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分

担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画

社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会における制度又は慣行が男女の社会に

おける活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されなければならない。  

（政策等の立案及び決定への共同参画）  

第五条  男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方公共団体における

政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行

われなければならない。  

（家庭生活における活動と他の活動の両立）  

第六条  男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、

家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活

動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなければならない。  

（国際的協調）  

第七条  男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんがみ、

男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。  

（国の責務）  

第八条  国は、第三条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念（以下「基本理念」

という。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を

総合的に策定し、及び実施する責務を有する。  

（地方公共団体の責務）  



第九条  地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施

策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。  

（国民の責務）  

第十条  国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共

同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。  

（法制上の措置等）  

第十一条  政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上

の措置その他の措置を講じなければならない。  

（年次報告等）  

第十二条  政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策についての報告を提出しなければならない。  

２  政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮して講じようとする男女共同参画

社会の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。  

   第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策  

（男女共同参画基本計画）  

第十三条  政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男

女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男女共同参画基本計画」という。）を定めなけれ

ばならない。  

２  男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。  

一  総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱  

二  前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進する

ために必要な事項  

３  内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決定を

求めなければならない。  

４  内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画を公表し

なければならない。  



５  前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。  

（都道府県男女共同参画計画等）  

第十四条  都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域における男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府県男女共同参画計画」という。）を定めな

ければならない。  

２  都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。  

一  都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の

大綱  

二  前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合

的かつ計画的に推進するために必要な事項  

３  市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域におけ

る男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「市町村男女共同参画計画」

という。）を定めるように努めなければならない。  

４  都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更した

ときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。  

（施策の策定等に当たっての配慮）  

第十五条  国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及

び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。  

（国民の理解を深めるための措置）  

第十六条  国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措

置を講じなければならない。  

（苦情の処理等）  

第十七条  国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形

成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために必要な措置及び性別による差別的取扱

いその他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害された場合における被害者の救済

を図るために必要な措置を講じなければならない。  

（調査研究）  



第十八条  国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究そ

の他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するように努めるもの

とする。  

（国際的協調のための措置）  

第十九条  国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外国政府又は国際機関との情

報の交換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るために必要な措

置を講ずるように努めるものとする。  

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援）  

第二十条  国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策及び民間の団体が

男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ず

るように努めるものとする。  
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附則 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、女子差別撤廃条約の採択など国際社会

における取組と連動しながら、男女平等の実現に向けた取組が進められてきた。 

こうした国際社会や国内の動向を踏まえつつ、女性就業率が高く、女性が農業等の産業における重要な担い手にな

っている長野県においても、男女共同参画計画の策定を始めとした諸施策を実施してきた。 

しかしながら、依然として性別で役割を固定的にとらえる意識が根強く残っており、そのことによる社会のさまざまな

場面での男女間の不平等や暴力などの問題が存在し、真に男女平等な社会の実現には至っていない状況にある。 

こうした中で、男女が互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分

に発揮することができる男女共同参画社会の実現が、少子高齢化の進展等の社会経済情勢の急速な変化に対応して

いくためにも、緊急かつ重要な課題となっている。 

このような認識に基づき、県民一人ひとりが、性別によって制約されることなく、よりのびやかに暮らせる長野県を、

県と県民と事業者が協働して築くことを目指して、この条例を制定する。 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画社会づくりに関し、基本理念を定め、並びに県、県民及び事業者の責務を明らかに

するとともに、男女共同参画社会づくりの促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会

づくりを総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この条例において「男女共同参画社会づくり」とは、男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって

社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文

化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。 

２ この条例において「積極的改善措置」とは、前項に規定する機会に係る男女間の格差を改善する上で適切な範囲

内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

 

（男女の人権の尊重） 

第３条 男女共同参画社会づくりは、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、直接的であるか間接的であるかを

問わず男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されること等男

女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。 

 

（生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利の尊重） 

第４条 男女共同参画社会づくりは、生涯にわたる性並びに妊娠及び出産を含む生殖に関する事項に関し、男女が互

いの意思を尊重し、共に健康な生活を営む権利が尊重されることを旨として、行われなければならない。 



 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第５条 男女共同参画社会づくりに当たっては、社会における制度又は慣行が男女の社会における自由な活動の選択

を阻害することのないよう配慮されなければならない。 

 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第６条 男女共同参画社会づくりは、男女が、社会の対等な構成員として、県その他の団体における政策又は方針の

立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければならない。 

 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第７条 男女共同参画社会づくりは、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介

護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、職業生活における活動

その他の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなければならない。 

 

（国際社会の動向を踏まえた取組） 

第８条 男女共同参画社会づくりの促進が国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男女共

同参画社会づくりは、国際社会の動向を踏まえながら推進されなければならない。 

 

（県の責務） 

第９条 県は、第３条から前条までに定める男女共同参画社会づくりに関する基本理念（以下「基本理念」という。）にの

っとり、男女共同参画社会づくりの促進に関する施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実

施するものとする。 

２ 県は、前項の規定による施策の策定及び実施に当たっては、県民、事業者及び市町村等と協働するよう努めるも

のとする。 

 

（県民の責務） 

第10条 県民は、家庭、職域、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参

画社会づくりに寄与するよう努めるとともに、県が実施する男女共同参画社会づくりの促進に関する施策に協力するよ

う努めなければならない。 

 

（事業者の責務） 

第11条 事業者は、基本理念にのっとり、男女が共同してその事業活動に参画することができる体制及び職業生活に

おける活動と家庭生活その他の活動とを両立して行うことができる職場環境を整備するよう努めるとともに、県が実施

する男女共同参画社会づくりの促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

 

（性別による差別的取扱いの禁止等） 

第12条 何人も、家庭、職場、学校、地域社会等において、直接的であるか間接的であるかを問わず、性別を理由とし

て差別的な取扱いをしてはならない。 

２ 何人も、家庭、職場、学校、地域社会等において、男女間における身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為を

してはならない。 

３ 何人も、家庭、職場、学校、地域社会等において、セクシュアルハラスメント（性的な言動により個人の生活環境を

害する行為又は性的な言動を受けた個人の対応により当該個人に不利益を与える行為をいう。第 25条第１項第３号

において同じ。）を行ってはならない。 

 

（公衆に表示する情報に関する留意） 

第13条 何人も、公共の場所又は公共交通機関を利用する不特定多数の者に対して表示する情報において、次に掲

げる表現を行わないよう努めなければならない。 

(１) 性別による固定的な役割分担又は男女間の暴力等を助長し、又は連想させる表現 

(２) みだりに女性の身体を強調する等の過度の性的な表現 

 



第２章 男女共同参画社会づくりの促進に関する施策の推進 

 

第１節 男女共同参画計画等 

 

（男女共同参画計画） 

第14条 知事は、男女共同参画社会基本法（平成 11年法律第 78号）第14条第１項の規定により男女共同参画社会

づくりの促進に関する基本的な計画（以下「男女共同参画計画」という。）を定めようとするときは、県民及び事業者の

意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、長野県男女共同参画審議会の意見を聴かなくてはならない。 

２ 前項の規定は、男女共同参画計画の変更について準用する。 

 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第15条 県は、男女共同参画社会づくりに影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、男

女共同参画社会づくりに配慮するものとする。 

 

（財政上の措置） 

第16条 県は、男女共同参画社会づくりを促進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

（施策の実施状況の公表等） 

第17条 知事は、毎年、県が講じた男女共同参画社会づくりの促進に関する施策の実施状況及び男女共同参画社会

づくりの推進状況について、その概要を公表しなければならない。 

２ 県は、男女共同参画社会づくりの推進状況を勘案し、県の施策等について検討を加え、その結果に基づいて必要

な措置を講ずるものとする。 

 

第２節 男女共同参画社会づくりの促進に関する施策等 

 

（広報活動の充実） 

第18条 県は、基本理念に関する県民及び事業者の理解を深めるため、男女共同参画社会づくりに関する広報活動

の充実その他の措置を講ずるものとする。 

 

（教育活動等による意識の醸成） 

第19条 県は、男女共同参画社会づくりについて教育の果たす役割の重要性にかんがみ、学校教育その他のあらゆ

る教育活動及び学習活動により、個人の尊重、男女平等及び男女相互の理解と協力についての意識をはぐくむよう努

めるものとする。 

 

（家庭生活における活動と他の活動との両立支援） 

第20条 県は、男女が共に家庭生活における活動と職業生活における活動その他の活動とを両立することができる

ように必要な支援を行うよう努めるものとする。 

 

（自営業における環境整備） 

第21条 県は、自営の農林業、商工業等に従事する女性が、正当な評価のもとに、その主体性をいかし、その能力を

十分に発揮して、対等な立場で方針の立案及び決定に参画する機会が確保されるための環境整備に努めるものとす

る。 

 

（調査研究の推進） 

第22条 県は、男女共同参画社会づくりの促進に関する施策の策定及び実施に必要な調査研究を推進するよう努め

るものとする。 

２ 知事は、前項の調査研究において必要があると認める場合は、事業者の協力を得た上でその事業活動における

男女共同参画の状況について報告を求めることができる。 

 

（県民等に対する支援） 



第23条 県は、県民及び事業者が行う男女共同参画社会づくりの促進に関する活動並びに市町村が実施する男女共

同参画社会づくりの促進に関する施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとす

る。 

 

（拠点施設の設置等） 

第24条 県は、男女共同参画社会づくりの促進に関する施策を実施し、並びに県民及び事業者による男女共同参画

社会づくりに関する活動を支援するための総合的な拠点施設を設置するとともに、全県にわたり男女共同参画社会づ

くりを推進する体制を整備して、これら施策の充実を図るものとする。 

 

（県の職場における環境整備等） 

第25条 県は、県の職員が勤務する職場において、次に掲げる取組を行うものとする。 

(１) 性別による固定的な役割分担意識を払しょくするための取組 

(２) 男女が職業生活における活動と家庭生活における活動その他の活動とを両立して行うための支援 

(３) セクシュアルハラスメントその他の男女共同参画社会づくりを阻害する要因による人権侵害のない環境の整備 

２ 県は、県の職員について、女性の登用を促進し、及び職域を拡大するための総合的な取組を推進するものとする。 

 

（附属機関の委員等の構成） 

第26条 県は、附属機関の委員等について、できる限り男女の数が均衡した構成とするよう努めるものとする。 

 

第３節 苦情の処理等 

 

（苦情の申出等） 

第27条 県民及び県内に事務所又は事業所を有する事業者は、県が実施する男女共同参画社会づくりの促進に関す

る施策若しくは男女共同参画社会づくりに影響を及ぼすと認められる施策について苦情がある場合又は男女共同参

画社会づくりを阻害する要因によって人権を侵害された場合は、知事に対し、その旨を申し出ることができる。 

２ 知事は、前項の申出を受けた場合において必要があると認めるときは、関係する他の県の機関に対し、当該申出

に対する対応を求めることができる。 

３ 知事及び前項の規定により対応を求められた関係機関は、第１項の申出に対し、男女共同参画社会づくりの推進

に資するよう、迅速かつ適切に対応するものとする。 

４ 知事及び前項の関係機関は、第１項の申出が男女共同参画社会づくりを阻害する要因によって人権を侵害された

場合についてのものであるときは、その関係者に対して、協力を得た上で資料の提出及び説明を求め、必要があると

認めるときは、助言、是正の要望その他の行為を行うことができる。 

 

（不服の申出） 

第28条 前条第１項の申出を行った者で、同条第３項及び第４項の対応等に対して不服があるものは、長野県男女共

同参画推進指導委員に対し、書面により、その旨を申し出ることができる。 

２ 長野県男女共同参画推進指導委員は、前項の申出を受けた場合においては、別に定めるものを除き、その内容を

審査し、申出者に対しその結果及び理由を書面により通知しなければならない。 

３ 長野県男女共同参画推進指導委員は、第１項の申出が男女共同参画社会づくりを阻害する要因によって人権を侵

害された場合についてのものであるときは、その関係者に対して、協力を得た上で資料の提出及び説明を求めること

ができる。 

４ 長野県男女共同参画推進指導委員は、第２項の審査の結果必要があると認めるときは、関係する県の機関に対し、

是正若しくは改善の措置を講じ、又は前項の関係者に対する助言、是正の要望その他の行為を行うよう勧告すること

ができる。 

５ 長野県男女共同参画推進指導委員は、前項の勧告をした場合において、必要があると認めるときは、別に定める

ところにより、当該勧告の内容を公表することができる。 

６ 関係する県の機関は、第４項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。 

 

第３章 長野県男女共同参画推進指導委員 

 



（設置） 

第29条 この条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、長野県男女共同参画推進指導委員

（以下「指導委員」という。）を設置する。 

 

（定数等） 

第30条 指導委員の定数は、３人とする。 

２ 指導委員は、男女共同参画社会づくりに関し識見を有する者のうちから知事が委嘱する。 

 

（任期） 

第31条 指導委員の任期は、２年とする。 

 

（合議による勧告等の決定） 

第32条 第28条第４項の規定による勧告及び同条第５項の規定による公表の決定は、指導委員の合議によるものと

する。 

 

第４章 長野県男女共同参画審議会 

 

（設置） 

第33条 男女共同参画社会づくりに関する重要事項を調査審議するため、長野県男女共同参画審議会（以下「審議

会」という。）を設置する。 

 

（任務） 

第34条 審議会は、次に掲げる事項について、知事の諮問に応じて調査審議するものとする。 

(１) 男女共同参画計画の策定に関する事項 

(２) 県が実施する男女共同参画社会づくりの促進に関する施策に関する事項 

(３) 男女共同参画社会づくりの推進状況に関する事項 

(４) その他男女共同参画社会づくりに関する重要事項 

２ 審議会は、前項第２号に規定する施策の実施状況について調査審議し、知事に意見を述べることができる。 

 

（組織） 

第35条 審議会は、委員15人以内で組織する。 

２ 委員のうち、男女のいずれか一方の委員の数は、委員総数の 10分の４未満であってはならない。 

３ 委員は、男女共同参画社会づくりに関し識見を有する者のうちから知事が委嘱する。 

 

（任期） 

第36条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（会長） 

第37条 審議会に会長を置き、委員が互選する。 

２ 会長は、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員が、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第38条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

４ 会議は、原則として公開とする。 

 

第５章 補則 

 



（補則） 

第39条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。 

 

 

附 則（平成19年７月17日条例第 35号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

 



配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 

〔平成十三年四月十三日法律第三十一号〕 （抄） 

 

第一章 総則 

（定義） 

第一条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力（身体に

対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。）又はこれ

に準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動（以下この項及び第二十八条の二において「身体

に対する暴力等」と総称する。）をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、そ

の者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から

引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情に

ある者を含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあ

った者が、事実上離婚したと同様の事情に入ることを含むものとする。 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第二条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の自立を支援

することを含め、その適切な保護を図る責務を有する。 

 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針） 

第二条の二 （略） 

 

（都道府県基本計画等） 

第二条の三 （略） 

 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等 

 

（配偶者暴力相談支援センター） 

第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、当

該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとする。 

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支

援センターとしての機能を果たすようにするよう努めるものとする。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため、次

に掲げる業務を行うものとする。 
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一 被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること又は婦人相談員若しくは相談を行

う機関を紹介すること。 

二 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理学的な指導その他の必要な指導

を行うこと。 

三 被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被害者及びその同伴する家族。次

号、第六号、第五条及び第八条の三において同じ。）の緊急時における安全の確保及び一時

保護を行うこと。 

四 被害者が自立して生活することを促進するため、就業の促進、住宅の確保、援護等に関す

る制度の利用等について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこ

と。 

五 第四章に定める保護命令の制度の利用について、情報の提供、助言、関係機関への連絡

その他の援助を行うこと。 

六 被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調

整その他の援助を行うこと。 

４ 前項第三号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を

満たす者に委託して行うものとする。 

５ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当たっては、必要に応じ、配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体との連携に努めるものと

する。 

 

（婦人相談員による相談等） 

第四条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指導を行うことができる。 

 

（婦人保護施設における保護） 

第五条 都道府県は、婦人保護施設において被害者の保護を行うことができる。 

 

第三章 被害者の保護 

 

（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

第六条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る。以

下この章において同じ。）を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援セ

ンター又は警察官に通報するよう努めなければならない。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し

又は疾病にかかったと認められる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援センタ

ー又は警察官に通報することができる。この場合において、その者の意思を尊重するよう努

めるものとする。 
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３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律

の規定は、前二項の規定により通報することを妨げるものと解釈してはならない。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し

又は疾病にかかったと認められる者を発見したときは、その者に対し、配偶者暴力相談支援

センター等の利用について、その有する情報を提供するよう努めなければならない。 

 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等） 

第七条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通報又は相談を受けた場合には、

必要に応じ、被害者に対し、第三条第三項の規定により配偶者暴力相談支援センターが行う

業務の内容について説明及び助言を行うとともに、必要な保護を受けることを勧奨するものと

する。 

 

（警察官による被害の防止） 

第八条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われていると認めるときは、警察法

（昭和二十九年法律第百六十二号）、警察官職務執行法（昭和二十三年法律第百三十六号）

その他の法令の定めるところにより、暴力の制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴

力による被害の発生を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

 

（警察本部長等の援助） 

第八条の二 警視総監若しくは道府県警察本部長（道警察本部の所在地を包括する方面を除く

方面については、方面本部長。第十五条第三項において同じ。）又は警察署長は、配偶者か

らの暴力を受けている者から、配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための援助を受

けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該配偶者からの暴力を受けてい

る者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該被害を自ら防止するための措

置の教示その他配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な援助を行うも

のとする。 

 

（福祉事務所による自立支援） 

第八条の三 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）に定める福祉に関する事務所（次条

において「福祉事務所」という。）は、生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）、児童福

祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年

法律第百二十九号）その他の法令の定めるところにより、被害者の自立を支援するために必

要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

 

（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 
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第九条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務所等都道府県又は市町村の

関係機関その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、その適切な保護が行わ

れるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。 

 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第九条の二 前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員の職務の執行に関して被害者から

苦情の申出を受けたときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。 
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      個人情報の保護に関する法律 （平成十五年五月三十日法律第五十七号） （抄） 

 

   第一章 総則  

（目的）  

第一条  この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、

個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護

に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情

報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の

権利利益を保護することを目的とする。  

 

（定義）  

第二条  この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる

氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照合

することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）をいう。  

２  この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げ

るものをいう。  

一  特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの  

二  前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したも

のとして政令で定めるもの  

３  この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者

をいう。ただし、次に掲げる者を除く。  

一  国の機関  

二  地方公共団体  

三  独立行政法人等（独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 （平成十五年法律第五

十九号）第二条第一項 に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。）  

四  地方独立行政法人（地方独立行政法人法 （平成十五年法律第百十八号）第二条第一項 に規定す

る地方独立行政法人をいう。以下同じ。）  

五  その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとし

て政令で定める者  

４  この法律において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。  

５  この法律において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削

除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、

その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は一年

以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。  

６  この法律において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。  

 

（基本理念）  

第三条  個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、

その適正な取扱いが図られなければならない 

第四章 個人情報取扱事業者の義務等  

    第一節 個人情報取扱事業者の義務  

（利用目的の特定）  

第十五条  個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的（以下「利用目

的」という。）をできる限り特定しなければならない。  



２  個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有する

と合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。  

 

（利用目的による制限）  

第十六条  個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利

用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。  

２  個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継すること

に伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情

報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。  

３  前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。  

一  法令に基づく場合  

二  人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難で

あるとき。  

三  公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意

を得ることが困難であるとき。  

四  国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対し

て協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすお

それがあるとき。  

 

（適正な取得）  

第十七条  個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。  

 

（取得に際しての利用目的の通知等）  

第十八条  個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表してい

る場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。  

２  個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約

書その他の書面（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

作られる記録を含む。以下この項において同じ。）に記載された当該本人の個人情報を取得する場合そ

の他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、

その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必

要がある場合は、この限りでない。  

３  個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、

又は公表しなければならない。  

４  前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。  

一  利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権

利利益を害するおそれがある場合  

二  利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益

を害するおそれがある場合  

三  国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合

であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれが

あるとき。  

四  取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合  

 

（データ内容の正確性の確保）  

第十九条  個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ

最新の内容に保つよう努めなければならない。  

 

（安全管理措置）  

第二十条  個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個

人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。  



 

（従業者の監督）  

第二十一条  個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人

データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。  

 

（委託先の監督）  

第二十二条  個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取

扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監

督を行わなければならない。  

 

（第三者提供の制限）  

第二十三条  個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、

個人データを第三者に提供してはならない。  

一  法令に基づく場合  

二  人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難で

あるとき。  

三  公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意

を得ることが困難であるとき。  

四  国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対し

て協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすお

それがあるとき。  

２  個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が

識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項につ

いて、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定に

かかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。  

一  第三者への提供を利用目的とすること。  

二  第三者に提供される個人データの項目  

三  第三者への提供の手段又は方法  

四  本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。  

３  個人情報取扱事業者は、前項第二号又は第三号に掲げる事項を変更する場合は、変更する内容に

ついて、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。  

４  次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前三項の規定の適用については、

第三者に該当しないものとする。  

一  個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は

一部を委託する場合  

二  合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合  

三  個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個

人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理につ

いて責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る

状態に置いているとき。  

５  個人情報取扱事業者は、前項第三号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理につ

いて責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人

に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。  

 

（保有個人データに関する事項の公表等）  

第二十四条  個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得

る状態（本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。）に置かなければならない。  

一  当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称  

二  すべての保有個人データの利用目的（第十八条第四項第一号から第三号までに該当する場合を除

く。）  



三  次項、次条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による求めに

応じる手続（第三十条第二項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。）  

四  前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政令で

定めるもの  

２  個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求め

られたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該

当する場合は、この限りでない。  

一  前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合  

二  第十八条第四項第一号から第三号までに該当する場合  

３  個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨

の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。  

 

（開示）  

第二十五条  個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示（当該本

人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。）を求めら

れたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければな

らない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示

しないことができる。  

一  本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合  

二  当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合  

三  他の法令に違反することとなる場合  

２  個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部又は一部について

開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。  

３  他の法令の規定により、本人に対し第一項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識

別される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合には、当該全部又は一部の

保有個人データについては、同項の規定は、適用しない。  

 

（訂正等）  

第二十六条  個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実

でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除（以下この条において「訂

正等」という。）を求められた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続

が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、

その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。  

２  個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの内容の全部若しくは一部

について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、そ

の旨（訂正等を行ったときは、その内容を含む。）を通知しなければならない。  

 

（利用停止等）  

第二十七条  個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第十六条の

規定に違反して取り扱われているという理由又は第十七条の規定に違反して取得されたものであるとい

う理由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去（以下この条において「利用停止等」とい

う。）を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために

必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保

有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合で

あって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。  

２  個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第二十三条第一項の規

定に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人データの第三者への提供の

停止を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人

データの第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当該保有個人データの第三者への提供



の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本

人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。  

３  個人情報取扱事業者は、第一項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部につ

いて利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は前項の規定に基

づき求められた保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第

三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければなら

ない。  

 

（理由の説明）  

第二十八条  個人情報取扱事業者は、第二十四条第三項、第二十五条第二項、第二十六条第二項又は

前条第三項の規定により、本人から求められた措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を

通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、本人に対し、その理由を説明する

よう努めなければならない。  

 

（開示等の求めに応じる手続）  

第二十九条  個人情報取扱事業者は、第二十四条第二項、第二十五条第一項、第二十六条第一項又は

第二十七条第一項若しくは第二項の規定による求め（以下この条において「開示等の求め」という。）に

関し、政令で定めるところにより、その求めを受け付ける方法を定めることができる。この場合において、

本人は、当該方法に従って、開示等の求めを行わなければならない。  

２  個人情報取扱事業者は、本人に対し、開示等の求めに関し、その対象となる保有個人データを特定す

るに足りる事項の提示を求めることができる。この場合において、個人情報取扱事業者は、本人が容易

かつ的確に開示等の求めをすることができるよう、当該保有個人データの特定に資する情報の提供そ

の他本人の利便を考慮した適切な措置をとらなければならない。  

３  開示等の求めは、政令で定めるところにより、代理人によってすることができる。  

４  個人情報取扱事業者は、前三項の規定に基づき開示等の求めに応じる手続を定めるに当たっては、

本人に過重な負担を課するものとならないよう配慮しなければならない。  

 

（手数料）  

第三十条  個人情報取扱事業者は、第二十四条第二項の規定による利用目的の通知又は第二十五条

第一項の規定による開示を求められたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができ

る。  

２  個人情報取扱事業者は、前項の規定により手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的である

と認められる範囲内において、その手数料の額を定めなければならない。  

 

（個人情報取扱事業者による苦情の処理）  

第三十一条  個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めな

ければならない。  

２  個人情報取扱事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。  
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長野県個人情報保護条例 

平成３年３月14日 

条例第２号 

目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 実施機関における個人情報の取扱い（第３条―第９条） 

第３章 開示、訂正及び利用中止 

第１節 開示（第10条―第22条） 

第２節 訂正（第23条―第30条） 

第３節 利用中止（第31条―第37条） 

第４節 不服申立て（第37条の２―第39条） 

第４章 事業者が保有する個人情報の保護（第40条―第45条） 

第５章 長野県個人情報保護運営審議会（第46条―第49条） 

第６章 長野県個人情報保護審査会（第50条―第57条） 

第７章 雑則（第58条―第62条） 

第８章 罰則（第63条―第67条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、日本国憲法第13条にうたわれている個人の尊重の理念の下に、県及び地方独立

行政法人長野県立病院機構（以下「病院機構」という。）が保有する個人情報の開示、訂正及び利

用中止を求める権利を明らかにするとともに、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を

定めることにより、個人の権利利益を保護することを目的とする。 

一部改正〔平成16年条例33号・21年49号〕 

（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。 

(１) 実施機関 知事、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、

警察本部長、労働委員会、収用委員会、内水面漁場管理委員会及び公営企業管理者並びに病院機

構をいう。 

(２) 事業者 事業を営む法人その他の団体（国、独立行政法人等（独立行政法人等の保有する個

人情報の保護に関する法律（平成15年法律第59号）第２条第１項に規定する独立行政法人等をい

う。以下同じ。）、地方公共団体及び地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成15年法律第

118号）第２条第１項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。）を除く。）及び事業を営

む個人をいう。 

(３) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等

により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を

識別することができることとなるものを含む。）をいう。ただし、法人その他の団体に関して記

録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報（行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号。以下「番号利用法」とい

う。）第２条第８項に規定する個人番号をその内容に含むものを除く。）を除く。 

(４) 特定個人情報 番号利用法第２条第８項に規定する特定個人情報をいう。 

(５) 公文書 実施機関の職員（病院機構の役員を含む。以下同じ。）が職務上作成し、又は取得

した文書、図画及び電磁的記録（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条及び第65条において同じ。）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、当該実施機関が管理しているもの（公報、新聞、雑

誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの及び図書館、博物館

その他これらに類する施設において、当該施設の設置目的に応じ特別の管理がされているものを

除く。）をいう。 

(６) 記録情報 公文書に記録された個人情報をいう。 

(７) 特定記録情報 公文書に記録された特定個人情報をいう。 
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(８) 記録情報の本人 記録情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。 

(９) 特定記録情報の本人 特定記録情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

注 平成27年12月17日条例第47号により、行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）附則第１条第５号に掲げる規定の施

行の日から施行 

第２条に次の１号を加える。 

(10) 情報提供等記録 番号利用法第23条第１項及び第２項（これらの規定を番号利用法第26

条において準用する場合を含む。第30条において同じ。）の規定により記録された特定個人

情報をいう。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

一部改正〔平成12年条例38号・16年33号・41号・21年49号・27年47号〕 

第２章 実施機関における個人情報の取扱い 

全部改正〔平成16年条例33号〕 

（個人情報取扱事務登録簿の作成及び閲覧） 

第３条 実施機関は、個人情報取扱事務（個人情報を取り扱う事務であって、氏名、生年月日その他

の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により特定の個人を検索することができる状

態で個人情報が記録された公文書を使用するものをいう。以下この条及び第11条において同じ。）

について、次に掲げる事項を記載した帳簿（以下この条において「個人情報取扱事務登録簿」とい

う。）を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。 

(１) 当該個人情報取扱事務の名称 

(２) 当該個人情報取扱事務を所掌する組織の名称 

(３) 当該個人情報取扱事務において取り扱う個人情報の収集目的及び収集の根拠 

(４) 当該個人情報取扱事務において取り扱う個人情報の収集の対象となる個人の範囲 

(５) 当該個人情報取扱事務において取り扱う個人情報の収集方法 

(６) 当該個人情報取扱事務において取り扱う個人情報を当該個人情報取扱事務以外の事務に利用

する場合には、利用する組織及び事務の名称並びに利用の根拠 

(７) 当該個人情報取扱事務において取り扱う個人情報を実施機関以外の者に提供する場合には、

提供先、提供の方法及び提供の根拠 

(８) 当該個人情報取扱事務において取り扱う個人情報を記録する公文書の名称及び記録する内容 

(９) 当該個人情報取扱事務を委託する場合には、その旨 

(10) その他実施機関の定める事項 

２ 実施機関は、個人情報取扱事務を行おうとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務につ

いて前項各号に掲げる事項を個人情報取扱事務登録簿に記載しなければならない。個人情報取扱事

務登録簿に記載した事項を変更しようとするときも、同様とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、やむを得ない理由により、あらかじめ、個人情報取扱事

務登録簿に記載することができないときは、その理由がやんだ後に記載することができる。 

４ 個人情報取扱事務登録簿への記載は、その内容が明確になるようにしなければならない。ただし、

犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持を目的とする

個人情報取扱事務について、当該記載の内容を明確にすることにより、当該個人情報取扱事務を行

っている事実、当該個人情報取扱事務において取り扱う個人情報の内容及び収集の対象その他の事

項を多数又は特定の者の知り得る状態に置くこととなる結果、当該目的の達成に支障が生ずるおそ

れがあるものと認められるときは、当該記載をその支障が生じない程度の内容のものとすることが

できる。 

５ 実施機関は、個人情報取扱事務を行わないこととしたとき又は個人情報取扱事務において個人情

報を収集しないこととしたときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る個人情報取扱事務登録

簿を廃棄しなければならない。 

６ 実施機関は、第２項、第３項又は前項の規定による個人情報取扱事務登録簿への記載又は個人情

報取扱事務登録簿の記載事項の変更若しくは廃棄をしたときは、その適否について、長野県個人情

報保護運営審議会の意見を聴くものとする。 
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一部改正〔平成16年条例33号〕 

（収集の制限等） 

第４条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報の収集目的を明確にし、所掌

事務の範囲内で、当該収集目的の達成に必要な限度において、適法かつ公正な手段により収集しな

ければならない。 

２ 実施機関は、個人情報（特定個人情報を除く。第７項を除き、以下この条において同じ。）を収

集するときは、本人から収集しなければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、本人以外の者か

ら個人情報を収集することができる。 

(１) 法令又は条例（以下「法令等」という。）に基づくとき。 

(２) 本人の同意があるとき。 

(３) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないとき。 

(４) 本人から収集することにより、当該収集に係る事務の目的の達成に支障が生じ、又はその円

滑な実施を困難にするおそれがあると認められるとき。 

(５) 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持を目的

として収集するとき。 

(６) 出版、報道等により公にされたものから収集するとき。 

４ 実施機関は、前項第４号の規定により本人以外の者から個人情報を収集するときは、あらかじめ、

長野県個人情報保護運営審議会の意見を聴かなければならない。 

５ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、第３項第４号の規定により本人以外の者から個人情報を

収集する場合で、当該収集に係る事務の円滑な実施を著しく困難にするおそれその他やむを得ない

理由があるときは、あらかじめ長野県個人情報保護運営審議会の意見を聴くことを要しない。この

場合において、実施機関は、当該収集をした後にその適否について長野県個人情報保護運営審議会

の意見を聴き、その後に行う当該収集において当該意見を尊重しなければならない。 

６ 実施機関は、第３項第３号又は第４号の規定により本人以外の者から個人情報を収集したときは、

その旨及び個人情報の収集目的を本人に通知しなければならない。ただし、実施機関が、長野県個

人情報保護運営審議会の意見を聴いた上で、本人に通知することにより当該収集に係る事務の円滑

な実施に支障が生ずるものと認めるときは、この限りでない。 

７ 実施機関は、本人から当該本人の個人情報を収集するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじ

め、本人に対し、その収集目的を明示しなければならない。 

(１) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないとき。 

(２) 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持を目的

として収集するとき。 

８ 実施機関は、次に掲げる場合を除き、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の

原因となるおそれのある個人情報を収集してはならない。 

(１) 法令等に基づくとき。 

(２) 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持を目的

として収集するとき。 

(３) 前２号に掲げる場合のほか、実施機関が、長野県個人情報保護運営審議会の意見を聴いた上

で、相当な理由があると認めるとき。 

一部改正〔平成12年条例38号・16年33号・27年47号〕 

（利用及び提供の制限） 

第５条 実施機関は、記録情報（特定記録情報を除く。次項ただし書及び第２号並びに第４項を除き、

以下この条及び第21条第１項において同じ。）の収集目的以外の目的のために、記録情報を実施機

関の内部において利用し、又は実施機関以外の者に提供してはならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、記録情報の収集

目的以外の目的のために記録情報を利用し、又は提供することができる。ただし、第２号から第８

号までのいずれかに該当する場合において、記録情報（特定記録情報を除く。）が記録情報の本人

又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあるときは、この限りでない。 

(１) 法令等に基づき、記録情報を提供しなければならないとき。 
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(２) 記録情報の本人に記録情報（特定記録情報を除く。）を提供するとき又は記録情報の本人の

同意を得たとき。 

(３) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないとき。 

(４) 記録情報を実施機関の内部において利用する場合（犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、

刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持を目的として利用する場合を除く。）において、記録

情報を利用する者が当該利用に係る事務の目的の達成に必要な限度で当該記録情報を利用し、か

つ、当該記録情報を利用することについて相当な理由があると認められるとき。 

(５) 記録情報を他の実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人（病

院機構を除く。）（以下この項において「公的機関」という。）の求めに応じて提供する場合（犯

罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持のために提供

する場合を除く。）において、記録情報の提供を受ける者が当該提供を受ける事務の目的の達成

に必要な限度で当該記録情報を利用し、かつ、当該記録情報を利用することについて相当な理由

があると認められるとき。 

(６) 記録情報を、犯罪の予防、鎮圧若しくは捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と

秩序の維持を目的として実施機関の内部において利用する場合又は公的機関の求めに応じて犯罪

の予防、鎮圧若しくは捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持のために提

供する場合において、記録情報を利用する者又は記録情報の提供を受ける者が当該利用に係る事

務の目的又は当該提供を受ける事務の目的の達成に必要な限度で当該記録情報を利用し、かつ、

当該記録情報を利用することについて相当な理由があると認められるとき。 

(７) 記録情報を犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の

維持を目的として公的機関以外の者に提供する場合において、記録情報の提供を受ける者が当該

記録情報を当該目的以外の目的のためには利用しないものと認められるときその他特別な理由が

あると認められるとき。 

(８) 前各号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために記録情報を提供す

るときその他記録情報を提供することについて特別な理由があると認められるとき。 

３ 実施機関は、前項第４号、第５号又は第８号の規定により記録情報の収集目的以外の目的のため

に記録情報を利用し、又は提供するときは、あらかじめ、長野県個人情報保護運営審議会の意見を

聴かなければならない。 

４ 実施機関は、第２項第３号から第５号まで又は第８号の規定により記録情報（特定記録情報を除

く。）の収集目的以外の目的のために記録情報（特定記録情報を除く。）を利用し、又は提供した

ときは、その旨及びその理由を記録情報の本人に通知しなければならない。ただし、実施機関が、

長野県個人情報保護運営審議会の意見を聴いた上で、記録情報の本人に通知することにより当該利

用又は提供の目的の達成に支障が生ずるものと認めるときは、この限りでない。 

５ 実施機関は、記録情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受ける者に

対し、当該記録情報の使用目的、使用方法その他必要な制限を付し、又は適切な管理のために必要

な措置を講ずるよう求めるものとする。 

一部改正〔平成12年条例38号・16年33号・21年49号・27年47号〕 

第５条の２ 実施機関は、特定記録情報の収集目的以外の目的のために、特定記録情報を実施機関の

内部において利用してはならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、特定記録情報の

収集目的以外の目的のために特定記録情報を利用することができる。ただし、特定記録情報が特定

記録情報の本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあるときは、この限りでない。 

(１) 法令等に基づくとき。 

(２) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ない場合であって、特定記録情

報の本人の同意があり、又は特定記録情報の本人の同意を得ることが困難であるとき。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

注 平成27年12月17日条例第47号により、行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）附則第１条第５号に掲げる規定の施

行の日から施行 

第５条の２第２項中「は、特定記録情報」及び「に特定記録情報」の次に「（情報提供等記録
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を除く。）」を加え、同項ただし書中「、特定記録情報」の次に「（情報提供等記録を除く。）」

を加える。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

３ 実施機関は、前項第２号の規定により特定記録情報の収集目的以外の目的のために特定記録情報

を利用したとき（特定記録情報の本人の同意がある場合を除く。）は、その旨及びその理由を特定

記録情報の本人に通知しなければならない。 

追加〔平成27年条例47号〕 

（オンライン結合による記録情報の提供の制限） 

第６条 実施機関は、公益上必要があり、かつ、記録情報について必要な保護措置が講じられていな

ければ、通信回線による電子計算組織の結合（記録情報の提供を受ける者が随時当該記録情報を入

手し得る状態にあるものに限る。以下この条において「オンライン結合」という。）により実施機

関以外の者に記録情報を提供してはならない。 

２ 実施機関は、実施機関以外の者に対し、オンライン結合により新たに記録情報を提供しようとす

るとき又はオンライン結合の内容を変更して記録情報を提供しようとするときは、あらかじめ、長

野県個人情報保護運営審議会の意見を聴かなければならない。ただし、実施機関である警察本部長

が、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持を目的と

して、警察庁又は他の都道府県警察に提供しようとするときは、この限りでない。 

３ 実施機関は、実施機関以外の者に対し、オンライン結合により記録情報を提供している場合にお

いて、当該記録情報について必要な保護措置が講じられていないものと認めるときは、当該オンラ

イン結合による記録情報の提供の停止その他必要な措置を講じなければならない。 

４ 前項の措置は、原則として長野県個人情報保護運営審議会の意見を聴いて講ずるものとする。 

追加〔平成16年条例33号〕 

（安全性及び正確性の確保） 

第７条 実施機関は、記録情報の管理に当たっては、記録情報の漏えい、滅失又は損傷の防止その他

の記録情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

２ 実施機関は、記録情報を保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに、当該記録情報の

抹消（記録情報を記録した公文書の廃棄を含む。第31条及び第37条において同じ。）をしなければ

ならない。ただし、歴史的資料として保存されるものについては、この限りでない。 

３ 実施機関は、記録情報の収集目的に必要な範囲内で、記録情報を正確なものに保つよう努めなけ

ればならない。 

追加〔平成16年条例33号〕、一部改正〔平成27年条例47号〕 

（受託者等に対する措置要求等） 

第８条 実施機関は、個人情報の取扱いを実施機関以外の者に委託するとき又は指定管理者（地方自

治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項に規定する指定管理者で市町村以外のものをいう。

以下この条及び次条において同じ。）に公の施設の管理を行わせるときは、受託者又は指定管理者

に対し、当該個人情報又は当該公の施設の管理を行うことにより取り扱う個人情報の適切な管理の

ために必要な措置を講ずるよう求めなければならない。 

２ 前条第１項及び第２項本文の規定は前項の受託者が受託した業務を行う場合について、同条第１

項、第２項本文及び第３項の規定は前項の指定管理者が公の施設の管理を行う場合について準用す

る。 

一部改正〔平成16年条例33号・17年10号〕 

（職員等の義務） 

第９条 個人情報の取扱いに従事する実施機関の職員若しくは職員であった者、実施機関の委託を受

けて個人情報を取り扱う業務に従事している者若しくは従事していた者又は指定管理者の指定を受

けて県の公の施設の管理に係る業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関し

て知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 

一部改正〔平成17年条例10号〕 

第３章 開示、訂正及び利用中止 

追加〔平成16年条例33号〕 

第１節 開示 
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追加〔平成16年条例33号〕 

（開示請求権） 

第10条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関が管理する自己の

記録情報（氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により検索

し得るものに限る。）の開示を請求することができる。 

２ 未成年者の法定代理人（合理的な理由がある場合を除き、当該未成年者の同意がある場合のもの

に限る。）又は成年被後見人の法定代理人（特定記録情報にあっては、これらの法定代理人又は本

人の委任による代理人）は、本人に代わって前項の開示の請求（以下「開示請求」という。）をす

ることができる。 

一部改正〔平成12年条例16号・38号・16年33号・27年47号〕 

（開示請求の方法） 

第11条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなけれ

ばならない。ただし、実施機関があらかじめ定めた記録情報については、口頭により請求すること

ができる。 

(１) 開示請求をする者の氏名及び住所 

(２) 個人情報取扱事務の名称又は記録情報を特定するために必要な事項 

(３) 記録情報の本人の氏名（第１号に掲げる氏名と異なる場合に限る。） 

(４) その他実施機関の定める事項 

２ 前項の場合において、開示請求をする者は、自己が開示請求に係る記録情報の本人であること（前

条第２項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る記録情報の本人の法定代理人（特定記

録情報にあっては、法定代理人又は委任による代理人。第12条、第24条第２項及び第32条第２項に

おいて「代理人」という。）であること及び当該記録情報の本人が未成年者である場合でその者の

同意があるときには当該同意があること）を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。 

３ 実施機関は、第１項に規定する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。 

一部改正〔平成12年条例38号・16年33号・27年47号〕 

（記録情報の開示義務） 

第12条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る記録情報に次の各号に掲げる情報（以

下「不開示情報」という。）のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該記録

情報を開示しなければならない。 

(１) 法令等に基づき開示することができない情報 

(２) 開示請求者（第10条第２項の規定により代理人が記録情報の本人に代わって当該記録情報の

開示請求をする場合にあっては、当該記録情報の本人。次号及び第４号並びに第19条第１項にお

いて同じ。）の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報 

(３) 開示請求者以外の個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）で

あって、当該個人の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるもの。ただし、人の生

命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。 

(４) 法人その他の団体（国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下

この号において「法人等」という。）に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該

事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の権利、

競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は

財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。 

(５) 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安

全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると実施機関が認めることにつき相当な理由がある情

報 

(６) 県並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間に

おける審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換又は

意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの 
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(７) 県又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人（イにおいて「国

等」という。）が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるお

それその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障が生ずるお

それがあるもの 

ア 監査、検査、取締り又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困

難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそ

れ 

イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、県又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位

を不当に害するおそれ 

ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ 

エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障が生ずるおそれ 

オ 診断、相談、指導、選考、試験その他個人の評価又は判断に係る事務に関し、公正な評価若

しくは判断を困難にするおそれ又は適正な遂行を不当に阻害するおそれ 

カ 県、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に

係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ 

追加〔平成16年条例33号〕、一部改正〔平成21年条例49号・27年47号〕 

（部分開示） 

第13条 実施機関は、開示請求に係る記録情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情

報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除い

た部分につき開示しなければならない。 

追加〔平成16年条例33号〕 

（裁量的開示） 

第14条 実施機関は、開示請求に係る記録情報に不開示情報（第12条第１号に規定する情報を除く。）

が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、

開示請求者に対し、当該記録情報を開示することができる。 

追加〔平成16年条例33号〕 

（記録情報の存否に関する情報） 

第15条 開示請求に対し、当該開示請求に係る記録情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開

示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該記録情報の存否を明らかにしないで、当該

開示請求を拒否することができる。 

追加〔平成16年条例33号〕 

（開示請求に対する決定等） 

第16条 実施機関は、開示請求に係る記録情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、

開示請求者に対し、その旨、開示する記録情報の収集目的及び開示の実施に関し実施機関が定める

事項を書面により通知しなければならない。ただし、第４条第７項第２号に該当する場合における

当該収集目的については、この限りでない。 

２ 実施機関は、開示請求に係る記録情報の全部を開示しないとき（前条の規定により開示請求を拒

否するとき及び開示請求に係る記録情報を管理していないときを含む。）は、開示をしない旨の決

定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 

３ 実施機関は、前２項の場合において、開示請求に係る記録情報の全部又は一部を開示しないとき

は、開示請求者に対し、当該各項の規定による通知に当該決定の理由（当該決定の理由がなくなる

期日をあらかじめ明示することができるときは、当該決定の理由及び当該期日）を併せて通知しな

ければならない。 

追加〔平成16年条例33号〕 

（開示決定等の期限） 

第17条 前条第１項又は第２項の決定（以下「開示決定等」という。）は、開示請求があった日から

起算して15日以内にしなければならない。ただし、第11条第３項の規定により補正を求めた場合に

あっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 

２ 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に開示決定等をすることができな

いときは、同項の規定にかかわらず、開示請求があった日から起算して60日を限度として同項に規
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定する期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞な

く、延長の理由及び延長後の期間を書面により通知しなければならない。 

３ 著しく大量の記録情報の開示請求がなされたこと等のため、開示請求があった日から起算して60

日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれ

がある場合には、前２項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る記録情報のうちの相当

の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの記録情報については相当の期間内に開示決定等

をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第１項に規定する期間内に、開示請求者に対し、

次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 

(１) この項の規定を適用する旨及びその理由 

(２) 残りの記録情報について開示決定等をする期限 

一部改正〔平成12年条例38号・16年33号〕 

（事案の移送） 

第18条 実施機関は、開示請求に係る記録情報が他の実施機関から提供されたものであるときその他

他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と

協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をし

た実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

注 平成27年12月17日条例第47号により、行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）附則第１条第５号に掲げる規定の施

行の日から施行 

第18条第１項中「が他」を「（情報提供等記録を除く。第29条第１項及び第３節において同じ。）

が他」に改める。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

２ 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求につ

いての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした

行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。 

３ 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第16条第１項の決定（以下「開示決定」という。）

をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をし

た実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。 

追加〔平成16年条例33号〕 

（第三者保護に関する手続） 

第19条 開示請求に係る記録情報に県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人

及び開示請求者以外の者（以下この条、第38条及び第39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、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が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 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開

示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を書面により通知して、

意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、

この限りでない。 

(１) 第三者に関する情報が含まれている記録情報を開示しようとする場合であって、当該第三者

に関する情報が第12条第３号ただし書又は第４号ただし書に規定する情報に該当すると認められ

るとき。 

(２) 第三者に関する情報が含まれている記録情報を第14条の規定により開示しようとするとき。 

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38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。 
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追加〔平成16年条例33号〕、一部改正〔平成21年条例49号〕 

（開示の実施方法） 

第20条 実施機関は、開示決定をしたとき又は第11条第１項ただし書の場合における請求があったと

きは、速やかに、当該開示決定又は請求に係る記録情報について開示をしなければならない。 

２ 記録情報の開示は、文書又は図画については閲覧、写しの交付その他実施機関が定める方法によ

り、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により

行うものとする。ただし、閲覧の方法による記録情報の開示にあっては、実施機関は、当該記録情

報が記録されている公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があ

るときは、その写しにより、これを行うことができる。 

一部改正〔平成12年条例38号・16年33号〕 

（他法令等による開示との関係） 

第21条 実施機関は、他の法令等の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る記録情報が前条第

２項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合（開示の期間が定められて

いる場合にあっては、当該期間内に限る。）には、同項本文の規定にかかわらず、当該記録情報に

ついては、当該同一の方法による開示を行わないものとする。ただし、当該他の法令等の規定に一

定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。 

２ 他の法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第２項本文の閲覧と

みなして、前項の規定を適用する。 

追加〔平成16年条例33号〕 

（費用の負担） 

第22条 第20条第２項の規定により公文書の写し等の交付を受ける者は、実費の範囲内において実施

機関が定める費用を負担するものとする。 

一部改正〔平成12年条例38号・16年33号〕 

第２節 訂正 

追加〔平成16年条例33号〕 

（訂正請求権） 

第23条 何人も、実施機関が管理する自己の記録情報が事実に合致していないと考えるときは、この

条例の定めるところにより、当該実施機関に対し、当該記録情報の訂正（追加及び削除を含む。以

下同じ。）を請求することができる。ただし、当該記録情報の訂正に関して他の法令等の規定によ

り特別の手続が定められているときは、この限りでない。 

２ 未成年者の法定代理人（合理的な理由がある場合を除き、当該未成年者の同意がある場合のもの

に限る。）又は成年被後見人の法定代理人（特定記録情報にあっては、これらの法定代理人又は本

人の委任による代理人）は、本人に代わって前項の訂正の請求（以下「訂正請求」という。）をす

ることができる。 

追加〔平成16年条例33号〕、一部改正〔平成27年条例47号〕 

（訂正請求の方法） 

第24条 訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書に請求する訂正の内容が事

実に合致していることを明らかにする資料を添えて実施機関に提出しなければならない。 

(１) 訂正請求をする者の氏名及び住所 

(２) 訂正請求に係る記録情報を特定するために必要な事項及び訂正請求の趣旨 

(３) その他実施機関の定める事項 

２ 前項の場合において、訂正請求をする者は、自己が訂正請求に係る記録情報の本人であること（前

条第２項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る記録情報の本人の代理人であること及

び当該記録情報の本人が未成年者である場合でその者の同意があるときには当該同意があること）

を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。 

３ 実施機関は、第１項に規定する請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者

（以下「訂正請求者」という。）に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、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。 

一部改正〔平成12年条例38号・16年33号・27年47号〕 
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（記録情報の訂正義務） 

第25条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、

速やかに、当該記録情報の訂正をしなければならない。 

追加〔平成16年条例33号〕 

（訂正請求に対する措置の特例） 

第26条 訂正請求に対し、当該訂正請求に係る記録情報の訂正をするか否かを答えるだけで、不開示

情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該訂正請求を拒否することができる。 

追加〔平成16年条例33号〕 

（訂正請求に対する決定） 

第27条 実施機関は、訂正請求に係る記録情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者

に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 

２ 実施機関は、訂正請求に係る記録情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に

対し、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。 

追加〔平成16年条例33号〕 

（訂正決定等の期限） 

第28条 前条各項の決定（以下「訂正決定等」という。）は、訂正請求があった日から起算して30日

以内にしなければならない。ただし、第24条第３項の規定により補正を求めた場合にあっては、当

該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 

２ 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に訂正決定等をすることができな

いときは、同項の規定にかかわらず、訂正請求があった日から起算して60日を限度として同項に規

定する期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞な

く、延長の理由及び延長後の期間を書面により通知しなければならない。 

一部改正〔平成12年条例38号・16年33号〕 

（事案の移送） 

第29条 実施機関は、訂正請求に係る記録情報が第18条第３項の規定による開示に係るものであると

きその他他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実

施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、

移送をした実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならな

い。 

２ 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求につ

いての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした

行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。 

３ 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第27条第１項の決定（以下この条及び次条におい

て「訂正決定」という。）をしたときは、移送をした実施機関は、当該訂正決定に基づき訂正の実

施をしなければならない。 

追加〔平成16年条例33号〕 

（記録情報の提供先への通知） 

第30条 実施機関は、訂正決定（前条第３項の訂正決定を含む。）に基づく記録情報の訂正の実施を

した場合において、必要があると認めるときは、当該記録情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨

を書面により通知するものとする。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

注 平成27年12月17日条例第47号により、行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）附則第１条第５号に掲げる規定の施

行の日から施行 

第30条の見出し中「提供先」の次に「等」を加え、同条中「提供先」の次に「（情報提供等記

録にあっては、総務大臣及び番号利用法第19条第７号に規定する情報照会者若しくは情報提供者

又は同条第８号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者（当該訂正

に係る番号利用法第23条第１項及び第２項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機

関以外のものに限る。））」を加える。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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追加〔平成16年条例33号〕 

第３節 利用中止 

追加〔平成16年条例33号〕 

（利用中止請求権） 

第31条 何人も、実施機関が管理する自己の記録情報が次の各号のいずれかに該当すると考えるとき

は、この条例の定めるところにより、当該実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求すること

ができる。ただし、当該記録情報の利用の中止、抹消又は提供の中止（以下「利用中止」という。）

に関して他の法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。 

(１) 第４条第１項から第３項まで及び第８項の規定に違反して収集されたものであるとき、第５

条第１項及び第２項若しくは第５条の２第１項及び第２項の規定に違反して利用されているとき、

番号利用法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき又は番号利用法第28

条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル（番号利用法第２条第９項に規定する特定

個人情報ファイルをいう。）に記録されているとき 当該記録情報の利用の中止又は抹消 

(２) 第５条第１項及び第２項、第６条第１項若しくは番号利用法第19条の規定に違反して提供さ

れているとき又は第５条第５項の規定による求めに応じない者に提供されているとき 当該記録

情報の提供の中止 

(３) 第７条第２項本文の規定による抹消をしなければならないものであるとき 当該記録情報の

抹消 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

注 平成27年12月17日条例第47号により、行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）附則第１条第５号に掲げる規定の施

行の日から施行 

第31条第１項第１号中「第28条」を「第29条」に改める。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

２ 未成年者の法定代理人（合理的な理由がある場合を除き、当該未成年者の同意がある場合のもの

に限る。）又は成年被後見人の法定代理人（特定記録情報にあっては、これらの法定代理人又は本

人の委任による代理人）は、本人に代わって前項の利用中止の請求（以下「利用中止請求」という。）

をすることができる。 

追加〔平成16年条例33号〕、一部改正〔平成27年条例47号〕 

（利用中止請求の方法） 

第32条 利用中止請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しな

ければならない。 

(１) 利用中止請求をする者の氏名及び住所 

(２) 利用中止請求に係る記録情報を特定するために必要な事項並びに利用中止請求の趣旨及び理

由 

(３) その他実施機関の定める事項 

２ 前項の場合において、利用中止請求をする者は、自己が利用中止請求に係る記録情報の本人であ

ること（前条第２項の規定による利用中止請求にあっては、利用中止請求に係る記録情報の本人の

代理人であること及び当該記録情報の本人が未成年者である場合でその者の同意があるときには当

該同意があること）を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。 

３ 実施機関は、第１項に規定する請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用中止請求をし

た者（以下「利用中止請求者」という。）に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることが

できる。この場合において、実施機関は、利用中止請求者に対し、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。 

追加〔平成16年条例33号〕、一部改正〔平成27年条例47号〕 

（記録情報の利用中止義務） 

第33条 実施機関は、利用中止請求があった場合において、当該利用中止請求に理由があると認める

ときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、速やかに、

当該利用中止請求に係る記録情報の利用中止をしなければならない。ただし、当該記録情報の利用

中止をすることにより、当該記録情報の収集目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著
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しい支障が生ずるおそれがあると認められるときは、この限りでない。 

追加〔平成16年条例33号〕 

（利用中止請求に対する措置の特例） 

第34条 利用中止請求に対し、当該利用中止請求に係る記録情報の利用中止をするか否かを答えるだ

けで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該利用中止請求を拒否することが

できる。 

追加〔平成16年条例33号〕 

（利用中止請求に対する決定） 

第35条 実施機関は、利用中止請求に係る記録情報の利用中止をするときは、その旨の決定をし、利

用中止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 

２ 実施機関は、利用中止請求に係る記録情報の利用中止をしないときは、その旨の決定をし、利用

中止請求者に対し、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。 

追加〔平成16年条例33号〕 

（利用中止決定等の期限） 

第36条 前条各項の決定（以下「利用中止決定等」という。）は、利用中止請求があった日から起算

して30日以内にしなければならない。ただし、第32条第３項の規定により補正を求めた場合にあっ

ては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 

２ 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に利用中止決定等をすることがで

きないときは、同項の規定にかかわらず、利用中止請求があった日から起算して60日を限度として

同項に規定する期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、利用中止請求者に

対し、遅滞なく、延長の理由及び延長後の期間を書面により通知しなければならない。 

追加〔平成16年条例33号〕 

（記録情報の提供先への通知等） 

第37条 実施機関は、第35条第１項の決定に基づく記録情報の利用中止をしたときは、当該記録情報

の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するとともに、必要があると認めるときは、

当該記録情報の利用の中止又は抹消その他必要な措置を講ずるよう求めなければならない。 

２ 実施機関は、第35条第１項の決定に基づく記録情報の利用中止をしたときは、その適否について、

長野県個人情報保護運営審議会の意見を聴くものとする。 

追加〔平成16年条例33号〕 

第４節 不服申立て 

追加〔平成16年条例33号〕 

（病院機構に対する異議申立て） 

第37条の２ 病院機構がした開示決定等、訂正決定等若しくは利用中止決定等又は病院機構に対する

開示請求、訂正請求若しくは利用中止請求に係る不作為について不服がある者は、病院機構に対し、

行政不服審査法（昭和37年法律第160号）の規定に基づく異議申立てをすることができる。 

追加〔平成21年条例49号〕 

（審査会への諮問等） 

第38条 実施機関は、開示決定等、訂正決定等又は利用中止決定等について行政不服審査法の規定に

基づく不服申立てがあった場合は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、遅滞なく、長野県

個人情報保護審査会に諮問をし、その審査を経て、当該不服申立てについての裁決又は決定をしな

ければならない。 

(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（開示請求に係る記録情報の全部を開示する

旨の決定を除く。以下この号及び次条において同じ。）を取り消し、又は変更し、当該不服申立

てに係る記録情報の全部を開示するとき。ただし、当該第14条第１項の決定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中止決定等（利用中止請求の全部を容認して利用中
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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中止請求の全

部を容認して利用中止をすることとするとき。 

２ 前項の規定により諮問をした実施機関（第51条において「諮問実施機関」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 

(２) 開示請求者、訂正請求者又は利用中止請求者（これらの者が不服申立人又は参加人である場

合を除く。） 

(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。） 

一部改正〔平成12年条例38号・16年33号・21年49号〕 

（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等） 

第39条 第19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。 

(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 

(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記録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。） 

追加〔平成16年条例33号〕 

第４章 事業者が保有する個人情報の保護 

追加〔平成16年条例33号〕 

（事業者の責務） 

第40条 事業者は、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を保護するため必要な措置を講

ずるよう努め、適正な取扱いをしなければならない。 

一部改正〔平成16年条例33号〕 

（指導及び助言） 

第41条 知事は、事業者が自ら個人情報の保護措置を講ずるために必要な指導及び助言をするものと

する。 

一部改正〔平成16年条例33号〕 

（説明又は資料の提出要求） 

第42条 知事は、事業者が個人情報を不適正に取り扱っている疑いがあると認めるときは、当該事業

者に対して、事実を明らかにするために必要な限度において、説明又は資料の提出を求めることが

できる。 

一部改正〔平成16年条例33号〕 

（是正の勧告） 

第43条 知事は、事業者が個人情報を著しく不適正に取り扱っていると認めるときは、当該事業者に

対して、当該取扱いの是正を勧告することができる。 

一部改正〔平成16年条例33号〕 

（事実の公表） 

第44条 知事は、事業者が第42条の規定による説明又は資料の提出を正当な理由なく拒んだとき又は

前条の規定による勧告に従わないときは、その事実を公表することができる。 

２ 知事は、前項の規定により公表をしようとするときは、事業者に対して、意見を述べる機会を与

えるとともに、長野県個人情報保護運営審議会の審議を経なければならない。 

一部改正〔平成８年条例１号・16年33号〕 

（苦情相談の処理） 

第45条 知事は、事業者が行う個人情報の取扱いに関する苦情相談があったときは、適切かつ迅速な

処理に努めるものとする。 

一部改正〔平成16年条例33号〕 

第５章 長野県個人情報保護運営審議会 

追加〔平成16年条例33号〕 

（長野県個人情報保護運営審議会） 
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第46条 この条例の規定によりその権限に属させられた事項の審議、個人情報の保護に関する事項に

ついての実施機関からの諮問に応じた調査審議及び個人情報の保護に関する事項についての建議を

行うため、長野県個人情報保護運営審議会（以下この章において「審議会」という。）を設置する。 

２ 前項に定めるもののほか、審議会は、特定個人情報保護評価に関する規則（平成26年特定個人情

報保護委員会規則第１号）第７条第４項の規定により実施機関から意見を聴かれた事項の審議を行

うものとする。 

３ 審議会は、５人の委員をもって組織する。 

４ 委員は、個人情報の保護に関し識見を有する者のうちから知事が任命する。 

５ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

６ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

一部改正〔平成12年条例38号・16年33号・26年35号〕 

（審議会による意見聴取等） 

第47条 審議会は、必要があると認めるときは、実施機関の職員その他の関係人に対して、意見若し

くは説明又は書類の提出を求めることができる。 

追加〔平成16年条例33号〕 

（審議手続の公開） 

第48条 審議会の行う審議の手続は、個人情報の保護を図る上で支障があると認められる場合を除き、

公開する。 

追加〔平成16年条例33号〕 

（規則への委任） 

第49条 この章に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、知事が規則で定め

る。 

追加〔平成16年条例33号〕 

第６章 長野県個人情報保護審査会 

追加〔平成16年条例33号〕 

（長野県個人情報保護審査会） 

第50条 第38条第１項の規定による審査（次条において「不服申立ての審査」という。）及び第61条

第２項の規定により意見を聴かれた事項の審議を行うため、長野県個人情報保護審査会（以下この

章において「審査会」という。）を設置する。 

２ 第46条第３項から第６項までの規定は、審査会について準用する。 

追加〔平成16年条例33号〕、一部改正〔平成17年条例10号・26年35号〕 

（審査会の調査権限） 

第51条 審査会は、不服申立ての審査を行うため必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、

開示決定等、訂正決定等又は利用中止決定等に係る記録情報の提示を求めることができる。この場

合においては、何人も、審査会に対し、その提示された記録情報の開示を求めることができない。 

２ 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。 

３ 審査会は、不服申立ての審査を行うため必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示

決定等、訂正決定等又は利用中止決定等に係る記録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、不服申立ての審査に関し、不服申立人、参加人

又は諮問実施機関（以下「不服申立人等」という。）に意見書又は資料の提出を求めること、適当

と認める者にその知っている事実を陳述させ、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。 

追加〔平成12年条例38号〕、一部改正〔平成16年条例33号〕 

（意見の陳述等） 

第52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。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 前項本文の場合においては、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。 
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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相当の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。 

追加〔平成12年条例38号〕、一部改正〔平成16年条例33号〕 

（委員による調査手続） 

第53条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第51条第１項の規定により提

示された記録情報を閲覧させ、同条第４項の規定による調査をさせ、又は前条第１項本文の規定に

よる不服申立人等の意見の陳述を聴かせることができる。 

追加〔平成12年条例38号〕、一部改正〔平成16年条例33号〕 

（意見書等の送付） 

第54条 審査会は、第51条第４項又は第52条第３項の規定により不服申立人等から意見書又は資料の

提出があったときは、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

きを除き、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。）に対し、当該意見書又は

資料の写しを送付しなければならない。 

追加〔平成12年条例38号〕、一部改正〔平成16年条例33号〕 

（答申書の送付等） 

第55条 審査会は、第38条第１項の諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び

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。 

追加〔平成12年条例38号〕、一部改正〔平成16年条例33号〕 

（審査手続の非公開） 

第56条 審査会の行う審査の手続は、公開しない。 

追加〔平成12年条例38号〕、一部改正〔平成16年条例33号〕 

（規則への委任） 

第57条 この章に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、知事が規則で定め

る。 

追加〔平成12年条例38号〕、一部改正〔平成16年条例33号〕 

第７章 雑則 

追加〔平成16年条例33号〕 

（適用除外） 

第58条 統計法（平成19年法律第53号）第２条第６項に規定する基幹統計調査及び同条第７項に規定

する一般統計調査に係る調査票情報（同条第11項に規定する調査票情報をいう。以下この条におい

て同じ。）に含まれる個人情報、同条第８項に規定する事業所母集団データベースに含まれる個人

情報、同法第24条第１項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれ

る個人情報並びに同法第29条第１項の規定により他の行政機関から提供を受けた行政記録情報に含

まれる個人情報については、この条例の規定は、適用しない。 

２ 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第58号）その他の法律の規定に

より、同法第４章の規定が適用されない記録情報については、第３章の規定は、適用しない。 

追加〔平成16年条例33号〕、一部改正〔平成21年条例５号〕 

（運用状況の公表） 

第59条 知事は、毎年この条例の規定に基づく開示請求、訂正請求及び利用中止請求に係る運用状況

を公表するものとする。 

追加〔平成16年条例33号〕 

（苦情の処理） 

第60条 実施機関は、実施機関が行う個人情報の取扱いに関する苦情の申出があったときは、適切か

つ迅速な処理に努めるものとする。 

追加〔平成16年条例33号〕 

（出資法人等の個人情報の保護） 

第61条 実施機関（病院機構を除く。以下この条において同じ。）は、出資法人等（県が出資その他

の財政支出を行う法人であって、県の施策と密接な関連を有する事業を実施するものとして実施機

関が定めるものをいう。次項において同じ。）の個人情報の保護が適切になされるよう、必要な措
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置を講ずるものとする。 

２ 実施機関は、出資法人等が行った個人情報の開示等に対してされた異議の申出等に関して、当該

出資法人等から意見を聴かれたときは、必要に応じ長野県個人情報保護審査会の意見を聴いた上で、

当該出資法人等に対し、助言するものとする。 

追加〔平成16年条例33号〕、一部改正〔平成17年条例10号・21年49号〕 

（補則） 

第62条 この条例の施行に関し、実施機関が保有する個人情報の保護について必要な事項は実施機関

が、事業者が保有する個人情報の保護について必要な事項は知事が定める。 

一部改正〔平成16年条例33号〕 

第８章 罰則 

追加〔平成16年条例33号〕 

（罰則） 

第63条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は実施機関の委託を受けて個人情報を取り扱う業

務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項

が記録された公文書の集合物（一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日その他の記述又

は個人別に付された番号、記号その他の符号により特定の記録情報を容易に検索することができる

ように体系的に構成したものに限り、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。）を

提供したときは、２年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 

追加〔平成16年条例33号〕 

第64条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た記録情報を自己若しくは第三者の不正な利

益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、１年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 

追加〔平成16年条例33号〕 

第65条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘

密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、１年以下の懲役又は50

万円以下の罰金に処する。 

追加〔平成16年条例33号〕 

第66条 第46条第６項(第50条第２項において準用する場合を含む。）の規定に違反して秘密を漏らし

た者は、１年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 

追加〔平成12年条例38号〕、一部改正〔平成16年条例33号・26年35号〕 

第67条 知事は、偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく記録情報の開示を受けた者に対し、

５万円以下の過料を科する。 

追加〔平成16年条例33号〕 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３年10月１日から施行する。 

（以下略） 
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長野県情報公開条例 

平成12年12月25日 

条例第37号 

  

目次 

第１章 総則（第１条―第４条） 

第２章 公文書の公開（第５条―第17条） 

第３章 不服申立て等 

第１節 諮問等（第17条の２―第20条） 

第２節 情報公開審査会（第21条―第28条） 

第４章 雑則（第29条―第36条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、県民の知る権利を尊重し、公文書の公開を請求す

る権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、

県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにし、もって県政に対する県民の理解と信頼を

深め、県民参加による公正で開かれた県政の一層の推進に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「実施機関」とは、知事、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員

会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、内水面漁場管理委員会及び公

営企業管理者並びに地方独立行政法人長野県立病院機構（以下「病院機構」という。）をいう。 

２ この条例において「公文書」とは、実施機関の職員（病院機構の役員を含む。以下同じ。）が職

務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録（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15条において同じ。）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、当該実施機関が管理しているものをいう。ただ

し、次に掲げるものを除く。 

(１) 公報、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの 

(２) 図書館、博物館その他これらに類する施設において、当該施設の設置目的に応じ特別の管理

がされているもの 

一部改正〔平成16年条例41号・21年49号〕 

（解釈及び運用の方針） 

第３条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の公開を請求する権利を十分に

尊重するとともに、個人の秘密その他の通常他人に知られたくない個人に関する情報がみだりに公

開されることがないよう最大限の配慮をしなければならない。 

（適正な請求及び使用） 

第４条 この条例の定めるところにより公文書の公開を請求しようとするものは、この条例の目的に

即した適正な請求に努めるとともに、公文書の公開を受けたときは、その情報を適正に使用しなけ

ればならない。 

第２章 公文書の公開 

（公開請求権） 

第５条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関が管理する公文書

の公開を請求することができる。 

（公開請求の方法） 

第６条 前条の規定による公開の請求（以下「公開請求」という。）をしようとするものは、次に掲

げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。 

(１) 公開請求をしようとするものの氏名（法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名）

及び住所 

(２) 公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項 

(３) その他実施機関の定める事項 



2/7  

２ 実施機関は、前項の規定による請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたも

の（以下「公開請求者」という。）に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めな

ければならない。 

（公文書の公開義務） 

第７条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報（以

下「非公開情報」という。）のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公

文書を公開しなければならない。 

(１) 法令若しくは条例（以下この条及び第16条において「法令等」という。）の規定により、又

は地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条第１号のへに規定する指示その他これに類する行為

により、公開することができない情報 

(２) 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって、当該情報

に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の

情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）又は

特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益を害するお

それがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 

ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報 

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情

報 

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和22年法律第120号)第２条第１項に規定する国家公

務員（独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第２条第４項に規定する行政執行法人の役

員及び職員を除く。）、独立行政法人等（独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律

（平成13年法律第140号）第２条第１項に規定する独立行政法人等をいう。以下この条及び第14

条において同じ。）の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号）第２条に規定する

地方公務員並びに地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）第２条第１

項に規定する地方独立行政法人をいう。以下この条及び第14条において同じ。）の役員及び職

員をいう。）である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該

情報のうち、当該公務員等の職及び氏名（当該公務員等の氏名に係る部分を公開することによ

り当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合の当該氏名及び公安委員会規則で定め

る職にある警察職員の氏名を除く。）並びに当該職務遂行の内容に係る部分 

(３) 法人その他の団体（国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下

この号において「法人等」という。）に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報

であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の権利、競争上の地位その

他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するた

め、公開することが必要であると認められる情報を除く。 

(４) 公開することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安

全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情

報 

(５) 県並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間に

おける審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若し

くは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ又

は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの 

(６) 県又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人（イにおいて「国

等」という。）が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるお

それその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすお

それがあるもの 

ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は

違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ 

イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、県又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位

を不当に害するおそれ 
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ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ 

エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ 

オ 県、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に

係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ 

一部改正〔平成14年条例43号・15年９号・19年６号・21年49号・27年６号〕 

（部分公開） 

第８条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非

公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当

該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報

が記録されていないと認められるときは、この限りでない。 

２ 公開請求に係る公文書に前条第２号の情報（特定の個人を識別することができるものに限る。）

が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別する

ことができることとなる記述等の部分を除くことにより、公開しても、個人の権利利益が害される

おそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみな

して、前項の規定を適用する。 

（公益上の理由による裁量的公開） 

第９条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報（第７条第１号に規定する情報を除く。）

が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当

該公文書を公開することができる。 

（公文書の存否に関する情報） 

第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開

情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開

請求を拒否することができる。 

（公開請求に対する決定等） 

第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、

公開請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなけれ

ばならない。 

２ 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき（前条の規定により公開請求を拒否

するとき及び公開請求に係る公文書を管理していないときを含む。）は、公開をしない旨の決定を

し、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 

３ 実施機関は、前２項の場合において、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開しないときは、

公開請求者に対し、当該各項の規定による通知に当該決定の理由（当該決定の理由がなくなる期日

をあらかじめ明示することができるときは、当該決定の理由及び当該期日）を併せて通知しなけれ

ばならない。 

（公開決定等の期限） 

第12条 前条第１項又は第２項の決定（以下「公開決定等」という。）は、公開請求があった日から

起算して15日以内にしなければならない。ただし、第６条第２項の規定により補正を求めた場合に

あっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 

２ 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に公開決定等をすることができな

いときは、同項の規定にかかわらず、公開請求があった日から起算して60日を限度として同項に規

定する期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、遅滞な

く、延長の理由及び延長後の期間を書面により通知しなければならない。 

３ 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から起算して60日以内にそ

のすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合

には、前２項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき

当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。

この場合において、実施機関は、第１項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項

を書面により通知しなければならない。 

(１) 本項を適用する旨及びその理由 

(２) 残りの公文書について公開決定等をする期限 
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（事案の移送） 

第13条 実施機関は、公開請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他

他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と

協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をし

た実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。 

２ 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求につ

いての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした

行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。 

３ 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第11条第１項の決定（以下「公開決定」という。）

をしたときは、当該実施機関は、公開の実施をしなければならない。この場合において、移送をし

た実施機関は、当該公開の実施に必要な協力をしなければならない。 

（第三者保護に関する手続） 

第14条 公開請求に係る公文書に県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及

び公開請求者以外のもの（以下この条、第19条及び第20条において「第三者」という。）に関する

情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者

に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が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 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公

開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する

機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。 

(１) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が

第７条第２号のイ又は同条第３号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。 

(２) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第９条の規定により公開しようとするとき。 

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公文書の公開に

反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公

開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、公開決定後直ちに、当該意見書（第18条及び第19条において「反対意見書」という。）を提出

した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しな

ければならない。 

一部改正〔平成14年条例43号・21年49号〕 

（公文書の公開の実施） 

第15条 実施機関は、公開決定をしたときは、速やかに、公開請求者に対し、当該公開決定に係る公

文書の公開を実施しなければならない。 

２ 公文書の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはそ

の種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行うものとする。ただし、閲

覧の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれが

あると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。 

（他の法令等との調整） 

第16条 実施機関は、他の法令等の規定により、何人にも公開請求に係る公文書が前条第２項本文に

規定する方法と同一の方法で公開することとされている場合（公開の期間が定められている場合に

あっては、当該期間内に限る。）には、同項本文の規定にかかわらず、当該公文書については、当

該同一の方法による公開を行わないものとする。ただし、当該他の法令等の規定に一定の場合には

公開をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。 

２ 他の法令等の規定に定める公開の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第２項本文の閲覧と

みなして、前項の規定を適用する。 

（費用の負担） 

第17条 第15条第２項の規定により公文書の写し等の交付を受けるものは、実費の範囲内において実

施機関が定める費用を負担するものとする。 

第３章 不服申立て等 

第１節 諮問等 
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（病院機構に対する異議申立て） 

第17条の２ 病院機構がした公開決定等又は病院機構に対する公開請求に係る不作為について不服が

ある者は、病院機構に対し、行政不服審査法（昭和37年法律第160号）の規定に基づく異議申立てを

することができる。 

追加〔平成21年条例49号〕 

（審査会への諮問） 

第18条 実施機関は、公開決定等について行政不服審査法の規定に基づく不服申立てがあった場合は、

次の各号のいずれかに該当するときを除き、遅滞なく、長野県情報公開審査会に諮問をし、当該不

服申立てについての裁決又は決定をしなければならない。 

(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。以下この号及び第20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。ただし、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。 

一部改正〔平成21年条例49号〕 

（諮問をした旨の通知） 

第19条 前条の規定により諮問をした実施機関（第22条において「諮問実施機関」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 

(２) 公開請求者（公開請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。） 

(３) 当該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。） 

（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20条 第14条第３項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決又は決定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 

(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。） 

第２節 情報公開審査会 

（情報公開審査会） 

第21条 第18条の規定による諮問に応じた不服申立てに関する調査審議、第33条第３項の規定により

意見を聴かれた事項の審議及び情報公開に関する事項についての建議を行うため、長野県情報公開

審査会（以下「審査会」という。）を設置する。 

２ 審査会は、５人の委員をもって組織する。 

３ 委員は、学識経験を有する者のうちから知事が任命する。 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

一部改正〔平成17年条例11号〕 

（審査会の調査権限） 

第22条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、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 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。 

３ 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、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

加人又は諮問実施機関（以下「不服申立人等」という。）に意見書又は資料の提出を求めること、

適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、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。 
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（意見の陳述等） 

第23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。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 前項本文の場合においては、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。 

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相当の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。 

（委員による調査手続） 

第24条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第22条第１項の規定により提

示された公文書を閲覧させ、同条第４項の規定による調査をさせ、又は前条第１項本文の規定によ

る不服申立人等の意見の陳述を聴かせることができる。 

（意見書等の送付） 

第25条 審査会は、第22条第４項又は第23条第３項の規定により不服申立人等から意見書又は資料の

提出があったときは、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

きを除き、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。）に対し、当該意見書又は

資料の写しを送付しなければならない。 

（調査審議手続の非公開） 

第26条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。 

（答申書の送付等） 

第27条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立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。 

（規則への委任） 

第28条 この節に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、知事が規則で定め

る。 

第４章 雑則 

（公文書の管理） 

第29条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書の分類、作成、保存、廃

棄その他の公文書の管理に関する必要な事項を定めるとともに、公文書を適正に管理するものとす

る。 

（公開請求のための情報の提供等） 

第30条 実施機関は、公開請求をしようとするものが容易かつ的確に公開請求をすることができるよ

う、当該実施機関が管理する公文書の特定に資する情報の提供その他公開請求をしようとするもの

の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。 

（実施状況の公表） 

第31条 知事は、毎年この条例の規定に基づく公文書の公開の実施状況を公表するものとする。 

（情報提供施策の充実） 

第32条 県は、県政に関する正確で分かりやすい情報を県民が迅速かつ容易に得られるよう、情報提

供施策の充実を図り、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。 

（出資法人等の情報公開） 

第33条 県が出資その他の財政支出を行う法人であって、県の施策と密接な関連を有する事業を実施

するものとして実施機関（病院機構を除く。以下この条において同じ。）が定めるもの（以下この

条において「出資法人等」という。）は、この条例の趣旨にかんがみ、出資法人等の管理する情報

の公開に関して、当該出資法人等の性格及び業務内容に応じ必要な措置を講ずるよう努めるものと

する。 

２ 実施機関は、出資法人等の情報公開が推進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。 

３ 実施機関は、出資法人等が行った情報の公開等に対してされた異議の申出等に関して、当該出資

法人等から意見を聴かれたときは、必要に応じ審査会の意見を聴いた上で、当該出資法人等に対し、

助言するものとする。 
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一部改正〔平成17年条例11号・21年49号〕 

（適用除外） 

第34条 法律の規定により、行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成11年法律第42号）の

規定が適用されない公文書については、この条例の規定は、適用しない。 

（補則） 

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。 

（罰則） 

第36条 第21条第５項の規定に違反して秘密を漏らした者は、１年以下の懲役又は30万円以下の罰金

に処する。 

一部改正〔平成21年条例49号〕 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、平成13年４月１日から施行する。 

（以下略） 


