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1

はじめに
○

情報公開の一般的な事務の流れ　・・・　事務の流れ　・・・　と非開示部分の分離・・・　は？
横浜市の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、情報の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、関する条例（以下「条例」といいます。）では、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、条例（以下「条例」といいます。）では、 といいます。）では、 「行政文書の提出　・・・・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　

開の一般的な事務の流れ　・・・　示を正確に把握する請求する権利の濫用による請求拒否　・・・　 」といいます。）では、を明らかにするとともに、明らかにするとともに、らかに関する条例（以下「条例」といいます。）では、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、とともに関する条例（以下「条例」といいます。）では、、 「情報公開の一般的な事務の流れ　・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　総合の対応的な事務の流れ　・・・　な事務の流れ　・・・　推進 」といいます。）では、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、関する条例（以下「条例」といいます。）では、し必要な事項必要な事項な事項事項
を明らかにするとともに、定め、め、「市政に関し市民に説明する責務し市民に説明する責務の流れ　・・・　」といいます。）では、を明らかにするとともに、全うするようにし、「うする情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ように関する条例（以下「条例」といいます。）では、し必要な事項、「市民の一般的な事務の流れ　・・・　的な事務の流れ　・・・　確に把握するな事務の流れ　・・・　理解と批判の下と非開示部分の分離・・・　批判の一般的な事務の流れ　・・・　下げ　・・・・・・・・　
にある公正で民主的な事務の流れ　・・・　な事務の流れ　・・・　市政の一般的な事務の流れ　・・・　推進に資するする」といいます。）では、ことを明らかにするとともに、目的とする旨を定めています（条例第１条）。とする情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、旨を定めています（条例第１条）。を明らかにするとともに、定め、めています（条例第１条）。
ここでいう「情報公開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、総合的とする旨を定めています（条例第１条）。な事項推進」とは、市民等からの開示請求に対して行政文書を開」といいます。）では、とは、市民等からの開示請求に対して行政文書を開からの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、対して行政文書を開し必要な事項て行政文書を開を明らかにするとともに、開
示する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、行政文書の提出　・・・・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　開の一般的な事務の流れ　・・・　示制度の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ほか、情報提供施策及び決裁区分一覧　・・・・・　び決裁区分一覧　・・・・・　情報公表施策の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、拡充に努めるなど、市に関する条例（以下「条例」といいます。）では、努めるなど、市める情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、な事項ど、市
政に関する条例（以下「条例」といいます。）では、関する条例（以下「条例」といいます。）では、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、情報の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、公開を明らかにするとともに、総合的とする旨を定めています（条例第１条）。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、推進」とは、市民等からの開示請求に対して行政文書を開する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことを明らかにするとともに、指しています。し必要な事項ています。
そこでこの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、マニュアルでは、情報公開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、総合的とする旨を定めています（条例第１条）。な事項推進」とは、市民等からの開示請求に対して行政文書を開を明らかにするとともに、念頭に置きつつ、主に行政文書の開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、置きつつ、主に行政文書の開きつつ、主に行政文書の開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、開
示制度に関する事務（＝情報公開事務）を対象に、それを適正に進めるための留意事項をまとに関する条例（以下「条例」といいます。）では、関する条例（以下「条例」といいます。）では、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、事務マニュアル（＝情報公開事務マニュアル）を明らかにするとともに、対して行政文書を開象に、それを適正に進めるための留意事項をまとに関する条例（以下「条例」といいます。）では、、それを明らかにするとともに、 適正に進めるための留意事項をまとに関する条例（以下「条例」といいます。）では、進」とは、市民等からの開示請求に対して行政文書を開める情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ための保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、留意事項を明らかにするとともに、まと
めています。
○

情報公開の一般的な事務の流れ　・・・　事務の流れ　・・・　と非開示部分の分離・・・　皆さんの業務の関係とは？さんの一般的な事務の流れ　・・・　業務の流れ　・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　関し市民に説明する責務係とは？と非開示部分の分離・・・　は？
情報公開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、目的とする旨を定めています（条例第１条）。は、市政に関する条例（以下「条例」といいます。）では、関する条例（以下「条例」といいます。）では、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、情報を明らかにするとともに、広く公開することによって、市民が行政運営に関すく公開することによって、市民が行政運営に関す公開する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことに関する条例（以下「条例」といいます。）では、よって、市民が行政運営に関す行政運営に関すに関する条例（以下「条例」といいます。）では、関する条例（以下「条例」といいます。）では、す

る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、的とする旨を定めています（条例第１条）。確な認識の下に適正な意見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意な事項認識の下に適正な意見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、下に関する条例（以下「条例」といいます。）では、適正に進めるための留意事項をまとな事項意見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意を明らかにするとともに、形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意できる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ように関する条例（以下「条例」といいます。）では、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、とともに関する条例（以下「条例」といいます。）では、、それに関する条例（以下「条例」といいます。）では、よって公正に進めるための留意事項をまとで市民の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、意
見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意が行政運営に関す反映された行政が実現されることにあります。したがってされた行政が行政運営に関す実現されることにあります。したがってされる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことに関する条例（以下「条例」といいます。）では、あります。し必要な事項たが行政運営に関すって情報公開の一般的な事務の流れ　・・・　事務の流れ　・・・　は、自らが行う業務ら開示の判断前までが不十分な場合の対応行う業務業務の流れ　・・・　
を正確に把握する市民等の知りたい内容を正確に把握するにより深く理解してもらうためのきっかけく理解してもらうためのきっかけ理解と批判の下してもら開示の判断前までう業務ための一般的な事務の流れ　・・・　きっかけでもあり、職員は、は、情報公開の一般的な事務の流れ　・・・　事務の流れ　・・・　が不十分な場合の対応自らが行う業務ら開示の判断前までの一般的な事務の流れ　・・・　部
署の業務の一般的な事務の流れ　・・・　業務の流れ　・・・　であることを明らかにするとともに、改めて認識しなければなりません。めて認識の下に適正な意見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意し必要な事項な事項ければな事項りません。
○

情報公開の一般的な事務の流れ　・・・　事務の流れ　・・・　を正確に把握する進めるにあたっての一般的な事務の流れ　・・・　留意事項が不十分な場合の対応
個人・法人を明らかにするとともに、問わずわず何人もも実施機関する条例（以下「条例」といいます。）では、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、対して行政文書を開し必要な事項、当該実施機関する条例（以下「条例」といいます。）では、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、開示を明らかにするとともに、請

求に対して行政文書を開する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことが行政運営に関すできる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、旨を定めています（条例第１条）。定め、めており（条例第５条）、どの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ような事項目的とする旨を定めています（条例第１条）。で行政文書を開を明らかにするとともに、請求に対して行政文書を開する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、かを明らかにするとともに、問わずわ
な事項い制度に関する事務（＝情報公開事務）を対象に、それを適正に進めるための留意事項をまとである情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことから、受付まで　・・・・・・・　時の注意点　・・・・・・・　に請求を正確に把握する拒否したり制限するよう業務な事務の流れ　・・・　案内を正確に把握するすること非開示部分の分離・・・　 は、開の一般的な事務の流れ　・・・　示請
求権を正確に把握する不法に制限することにもなりうるに制限すること非開示部分の分離・・・　にもな事務の流れ　・・・　りう業務ることに関する条例（以下「条例」といいます。）では、留意する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、必要な事項が行政運営に関すあります。
また、行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、開示請求に対して行政文書を開が行政運営に関すあったときは、当該開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、係る行政文書を開示しなければる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、行政文書を開を明らかにするとともに、開示し必要な事項な事項ければ
な事項らな事項い旨を定めています（条例第１条）。規定め、し必要な事項ており、原則公開の一般的な事務の流れ　・・・　を明らかにするとともに、徹底する趣旨を明らかにしています（条例第７条第１項）。する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、趣旨を定めています（条例第１条）。を明らかにするとともに、明らかにするとともに、らかに関する条例（以下「条例」といいます。）では、し必要な事項ています（条例第７条第１項）。
一方で、個人、法人の権利利益を保護する等のために、で、個人、法人の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、権利利益を保護する等のために、を明らかにするとともに、保護する等のために、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、等からの開示請求に対して行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ために関する条例（以下「条例」といいます。）では、、非開の一般的な事務の流れ　・・・　示と非開示部分の分離・・・　すべき情報の一般的な事務の流れ　・・・　規定につい内容を正確に把握するても、
適正に運用による請求拒否　・・・　する必要が行政運営に関すあります（条例第７条第２項各号）。
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情報公開の一般的な事務の流れ　・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　一般的な事務の流れ　・・・　な事務の流れ　・・・　事務の流れ　・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　流れ　・・・　れ
※ページ数はマニュアルのページ数です。数はマニュアルのページ数です。は マニュアルのページ数です。の一般的な事務の流れ　・・・　ページ数はマニュアルのページ数です。数はマニュアルのページ数です。です。

受付まで　・・・・・・・　課へ連絡

請求者に対する説明　・・・　

来庁

実施機関し市民に説明する責務
（各所管課へ連絡）

（市民情報センター、
各区広報相談係とは？）

P.5

知りたい内容を正確に把握するりたい内容を正確に把握する内容を正確に把握するを正確に把握する把握する

面談又は電話によりは電話によりにより
請求者に対する説明　・・・　と非開示部分の分離・・・　対象文書の提出　・・・・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　 特定

所管課へ連絡へ連絡

できる

情報提供

P.6

任意又は電話によりは他の制度での一般的な事務の流れ　・・・　制度で
情報提供
できな事務の流れ　・・・　い内容を正確に把握する

P.7

開の一般的な事務の流れ　・・・　示請求書の提出　・・・・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　案内
（制度や記載方法等）記載方法に制限することにもなりうる等の知りたい内容を正確に把握する）

P.7

開の一般的な事務の流れ　・・・　示請求の一般的な事務の流れ　・・・　案内
（具体的な事務の流れ　・・・　な事務の流れ　・・・　請求文書の提出　・・・・・・　件名等の知りたい内容を正確に把握する）

P.8～
請求書の提出　・・・・・・　記載

開の一般的な事務の流れ　・・・　示請求書の提出　・・・・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　記載内容を正確に把握するの一般的な事務の流れ　・・・　確に把握する認

P.11

開の一般的な事務の流れ　・・・　示請求書の提出　・・・・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　受付まで　・・・・・・・　

送付まで　・・・・・・・　

請求書の提出　・・・・・・　正本受理

P.13～

決定通知りたい内容を正確に把握する書の提出　・・・・・・　受理

決定通知りたい内容を正確に把握するの一般的な事務の流れ　・・・　送付まで　・・・・・・・　 P.43

文書の提出　・・・・・・　検索、 特定
１ ４日以内に開の一般的な事務の流れ　・・・　示、 非開の一般的な事務の流れ　・・・　示等の知りたい内容を正確に把握するの一般的な事務の流れ　・・・　決定

P.29

起案、 局区長の一般的な事務の流れ　・・・　決裁

P.45
開の一般的な事務の流れ　・・・　示の一般的な事務の流れ　・・・　実施（閲覧、 写しの作成　・・・・・・・・・　しの一般的な事務の流れ　・・・　交付まで　・・・・・・・　又は電話によりは視聴）

決定内容を正確に把握するに不服ありあり

審査請求書の提出　・・・・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　受付まで　・・・・・・・　

審査請求書の提出　・・・・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　審査

諮問

（情報公開の一般的な事務の流れ　・・・　・個人も情
報保護審査会）

裁決

3

答申

協議案件及び決裁区分一覧　・・・・・　び決裁区分一覧　・・・・・　決裁区分一覧
市民情報課へ連絡と非開示部分の分離・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　
協議の一般的な事務の流れ　・・・　要否
（○：必要、 × 不要）

決裁権者に対する説明　・・・　

対象行政文書の提出　・・・・・・　中に非開示部分がない場合に非開の一般的な事務の流れ　・・・　示部分が不十分な場合の対応な事務の流れ　・・・　い内容を正確に把握する場合の対応
（全部開の一般的な事務の流れ　・・・　示決定を正確に把握する行う業務場合の対応）

×

局区長

対象行政文書の提出　・・・・・・　中に非開示部分がない場合に非開の一般的な事務の流れ　・・・　示部分が不十分な場合の対応ある場合の対応
（一部開の一般的な事務の流れ　・・・　示決定を正確に把握する行う業務場合の対応）

○

局区長

非開の一般的な事務の流れ　・・・　示決定を正確に把握する行う業務場合の対応
（行政文書の提出　・・・・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　全部が不十分な場合の対応非開の一般的な事務の流れ　・・・　示情報に該当すると非開示部分の分離・・・　き 、 行政文書の提出　・・・・・・　を正確に把握する保有してして
い内容を正確に把握するな事務の流れ　・・・　い内容を正確に把握すると非開示部分の分離・・・　き 等の知りたい内容を正確に把握する。 ）

○

局区長

存否応答拒否（条例第９条）を正確に把握する行う業務場合の対応

市民情報室に合議に合の対応議

局区長

権利の濫用による請求拒否　・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　濫用による請求拒否　・・・　による請求拒否（条例第５条第３項が不十分な場合の対応）を正確に把握する行う業務場合の対応

市民情報室に合議に合の対応議

局区長

開の一般的な事務の流れ　・・・　示決定等の知りたい内容を正確に把握するの一般的な事務の流れ　・・・　期限を正確に把握する延長する場合の対応

○

所属部長

補正依頼（条例第６条第２項が不十分な場合の対応）を正確に把握する行う業務場合の対応

○

所属部長

事案の一般的な事務の流れ　・・・　移送（条例第14条）を正確に把握する行う業務場合の対応

○

所属部長

第三者に対する説明　・・・　照会（条例第15条）を正確に把握する行う業務場合の対応

○

所属部長

【参考：情報公開の一般的な事務の流れ　・・・　制度の一般的な事務の流れ　・・・　適正な事務の流れ　・・・　運用による請求拒否　・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　推進につい内容を正確に把握するて （依命通達）（平成16年11月８日（市市情第109号）
一部抜粋】
１ 市民局合の対応議の一般的な事務の流れ　・・・　廃止についてについ内容を正確に把握するて
開の一般的な事務の流れ　・・・　示決定等の知りたい内容を正確に把握するの一般的な事務の流れ　・・・　手続の効率化及び迅速化による市民サービスの向上を図るため、現行の開示決定等の起案の一般的な事務の流れ　・・・　効率化及び決裁区分一覧　・・・・・　び決裁区分一覧　・・・・・　迅速化による市民サービスの向上を図るため、現行の開示決定等の起案の一般的な事務の流れ　・・・　向上を図るため、現行の開示決定等の起案を正確に把握する図るため、現行の開示決定等の起案るため、 現行の一般的な事務の流れ　・・・　開の一般的な事務の流れ　・・・　示決定等の知りたい内容を正確に把握するの一般的な事務の流れ　・・・　起案
に係とは？る市民局合の対応議は廃止についてする。
ただし、 条例の一般的な事務の流れ　・・・　適正な事務の流れ　・・・　運用による請求拒否　・・・　を正確に把握する維持しつつ、円滑に手続の移行を行うため、当分の間、次のとおりの取扱いとしつつ、 円滑に手続の移行を行うため、当分の間、次のとおりの取扱いとに手続の効率化及び迅速化による市民サービスの向上を図るため、現行の開示決定等の起案の一般的な事務の流れ　・・・　移行を正確に把握する行う業務ため、 当分の一般的な事務の流れ　・・・　間の延長、、 次の一般的な事務の流れ　・・・　と非開示部分の分離・・・　おりの一般的な事務の流れ　・・・　取扱い　・・・・・・・・・・・　い内容を正確に把握すると非開示部分の分離・・・　
すること非開示部分の分離・・・　。
(1) 全部開の一般的な事務の流れ　・・・　示決定を正確に把握する行う業務場合の対応
複数はマニュアルのページ数です。の一般的な事務の流れ　・・・　局区等の知りたい内容を正確に把握するで調整を正確に把握する要する案件な事務の流れ　・・・　ど、 所管局区、 事業本部が不十分な場合の対応特に必要と非開示部分の分離・・・　判断した場合の対応は、 市民局と非開示部分の分離・・・　事前まで
に協議すること非開示部分の分離・・・　。
(2) 上を図るため、現行の開示決定等の起案記以外の開示請求のの一般的な事務の流れ　・・・　決定を正確に把握する行う業務場合の対応（一部開の一般的な事務の流れ　・・・　示、 非開の一般的な事務の流れ　・・・　示、 延長、 第三者に対する説明　・・・　照会等の知りたい内容を正確に把握する）
原則と非開示部分の分離・・・　して市民局と非開示部分の分離・・・　事前までに協議すること非開示部分の分離・・・　。

4

１ 開の一般的な事務の流れ　・・・　示請求受付まで　・・・・・・・　まで
（１）市民等の知りたい内容を正確に把握するの一般的な事務の流れ　・・・　知りたい内容を正確に把握するりたい内容を正確に把握する内容を正確に把握するを正確に把握する正確に把握するに把握するする
市民等からの開示請求に対して行政文書を開は、本市に関する条例（以下「条例」といいます。）では、どの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ような事項行政文書を開が行政運営に関す存在しているのかを知らないことが多いため、最し必要な事項ている情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、かを明らかにするとともに、知らないことが多いため、最らな事項いことが行政運営に関す多いため、最いため、最
初から行政文書を特定した請求をすることはほとんどありません。そのため、請求受付時にはから行政文書を開を明らかにするとともに、特定め、し必要な事項た請求に対して行政文書を開を明らかにするとともに、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことはほとんどありません。その保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ため、請求に対して行政文書を開受付時にはに関する条例（以下「条例」といいます。）では、は 、
請求に対して行政文書を開内容を詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要がありますを明らかにするとともに、詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要がありますし必要な事項く公開することによって、市民が行政運営に関す確な認識の下に適正な意見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意認し必要な事項て、その保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、請求に対して行政文書を開内容を詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要がありますに関する条例（以下「条例」といいます。）では、該当する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、案内を明らかにするとともに、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、必要な事項が行政運営に関すあります。
また、文書の提出　・・・・・・　所管課へ連絡の一般的な事務の流れ　・・・　保有してする行政文書の提出　・・・・・・　を正確に把握する市民等の知りたい内容を正確に把握するに提供する場合の対応には、必ずしも情報公開の一般的な事務の流れ　・・・　
制度による開の一般的な事務の流れ　・・・　示を正確に把握する行う業務必要が不十分な場合の対応あるわけではありません。
し必要な事項たが行政運営に関すって、「情報公開請求に対して行政文書を開を明らかにするとともに、し必要な事項たい」といいます。）では、と窓口で言われた場合には、で言われた場合には、われた場合に関する条例（以下「条例」といいます。）では、は、すぐに広報相談係とは？や記載方法等）市
民情報センターを正確に把握する案内するの一般的な事務の流れ　・・・　ではな事務の流れ　・・・　く理解してもらうためのきっかけ、まず来庁した市民等がどのような情報を知りたいと考し必要な事項た市民等からの開示請求に対して行政文書を開が行政運営に関すどの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ような事項情報を明らかにするとともに、知らないことが多いため、最りたいと考
えている情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、かを明らかにするとともに、把握します。その上で、任意に情報提供できる場合については、その旨を説明し必要な事項ます。その保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、上で、任意に情報提供できる場合については、その旨を説明で、任意に関する条例（以下「条例」といいます。）では、情報提供できる場合については、その旨を説明できる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ついては、その保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、旨を定めています（条例第１条）。を明らかにするとともに、説明らかにするとともに、
する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、な事項ど、的とする旨を定めています（条例第１条）。確な認識の下に適正な意見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意に関する条例（以下「条例」といいます。）では、案内を明らかにするとともに、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、必要な事項が行政運営に関すあります。
ア

行政文書の提出　・・・・・・　と非開示部分の分離・・・　は
条例では、「行政文書を開」といいます。）では、を明らかにするとともに、開示請求に対して行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、対して行政文書を開象に、それを適正に進めるための留意事項をまととし必要な事項ています。「行政文書の提出　・・・・・・　」といいます。）では、とは、実施機関する条例（以下「条例」といいます。）では、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、職
員は、が行政運営に関す職務マニュアル上で、任意に情報提供できる場合については、その旨を説明作成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意し必要な事項、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、し必要な事項た文書を開、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、及び電磁的記録であって、び電磁的記録であって、電磁的とする旨を定めています（条例第１条）。記録であって、であって、当
該実施機関し市民に説明する責務の一般的な事務の流れ　・・・　職員が組織的に用いるものが不十分な場合の対応組織的な事務の流れ　・・・　に用による請求拒否　・・・　い内容を正確に把握するるもの一般的な事務の流れ　・・・　とし必要な事項て、当該実施機関する条例（以下「条例」といいます。）では、が行政運営に関す保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、し必要な事項ている情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、もの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 を明らかにするとともに、い
います。（条例第２条）
「当該実施機関する条例（以下「条例」といいます。）では、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、職員は、が行政運営に関す組織的とする旨を定めています（条例第１条）。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取いる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、もの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、」といいます。）では、とは、当該行政文書を開が行政運営に関すその保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、作成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、は取
得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、関する条例（以下「条例」といいます。）では、与した職員個人段階のものではなく、組織としての共用文書の実質を備えた状態、し必要な事項た職員は、個人段階のものではなく、組織としての共用文書の実質を備えた状態、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、もの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ではな事項く公開することによって、市民が行政運営に関す、組織とし必要な事項ての保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、共用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、実質を備えた状態、を明らかにするとともに、備えた状態、えた状態、
すな事項わち、当該組織に関する条例（以下「条例」といいます。）では、おいて業務マニュアル上で、任意に情報提供できる場合については、その旨を説明必要な事項な事項もの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、とし必要な事項て利用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取、保存されている情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、状態の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、もの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、（ 組
織共用による請求拒否　・・・　文書の提出　・・・・・・　）を明らかにするとともに、意味します。し必要な事項ます。

＜行政文書の提出　・・・・・・　に該当するもの一般的な事務の流れ　・・・　＞
・決裁文書を開、供できる場合については、その旨を説明覧文書を開（決裁途中の文書も、組織共用文書として開示請求の対象文書となの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、文書を開も、組織共用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取文書を開とし必要な事項て開示請求に対して行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、対して行政文書を開象に、それを適正に進めるための留意事項をまと文書を開とな事項
ります。）
・決裁等からの開示請求に対して行政文書を開はされていな事項いが行政運営に関す、複数の職員が使用しているもの（実際の使用の有無は関係なくの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、職員は、が行政運営に関す使用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取し必要な事項ている情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、もの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、（実際の使用の有無は関係なくの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、使用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、無は関係なくは関する条例（以下「条例」といいます。）では、係る行政文書を開示しなければな事項く公開することによって、市民が行政運営に関す、
共用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、書を開庫に保存されている場合なども該当します。）に関する条例（以下「条例」といいます。）では、保存されている情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合な事項ども該当し必要な事項ます。）
・個人の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、メモであっても、それを基に議事録等を作成するなど、組織としての利用を予定してであっても、それを明らかにするとともに、基に議事録等を作成するなど、組織としての利用を予定してに関する条例（以下「条例」といいます。）では、議事録であって、等からの開示請求に対して行政文書を開を明らかにするとともに、作成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、な事項ど、組織とし必要な事項ての保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、利用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取を明らかにするとともに、予定め、し必要な事項て
いる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、もの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、
＜行政文書の提出　・・・・・・　に該当しな事務の流れ　・・・　い内容を正確に把握するもの一般的な事務の流れ　・・・　＞
・職員は、が行政運営に関す専ら自己の職務の遂行の便宜のためにのみ利用し、組織としての利用を予定してら自己の職務の遂行の便宜のためにのみ利用し、組織としての利用を予定しての保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、職務マニュアルの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、遂行の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、便宜のためにのみ利用し、組織としての利用を予定しての保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ために関する条例（以下「条例」といいます。）では、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、み利用し、組織としての利用を予定して利用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取し必要な事項、組織とし必要な事項ての保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、利用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取を明らかにするとともに、予定め、し必要な事項て
いな事項いもの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、
・職員は、が行政運営に関す専ら自己の職務の遂行の便宜のためにのみ利用し、組織としての利用を予定してら 自己の職務の遂行の便宜のためにのみ利用し、組織としての利用を予定しての保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、職務マニュアルの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、遂行の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、便宜のためにのみ利用し、組織としての利用を予定しての保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ために関する条例（以下「条例」といいます。）では、利用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、、正に進めるための留意事項をまと式文書を開と重複する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、当該文書を開
の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、写し必要な事項
・職員は、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、個人的とする旨を定めています（条例第１条）。な事項検討段階のものではなく、組織としての共用文書の実質を備えた状態、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、とどまる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、もの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、
イ
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開示請求に対して行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合、開示・非開示の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、判断等からの開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、日時にはを明らかにするとともに、要な事項する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、（決定め、期間は開示請求日の翌は開示請求に対して行政文書を開日の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、翌
日から 14 日間は開示請求日の翌）ため、当該情報に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ついて任意で情報提供できる場合については、その旨を説明できる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合は、市民等からの開示請求に対して行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、利便性
等からの開示請求に対して行政文書を開を明らかにするとともに、考える情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、と情報提供できる場合については、その旨を説明で対して行政文書を開応する方が望ましいと考えられます。する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、方で、個人、法人の権利利益を保護する等のために、が行政運営に関す望ましいと考えられます。まし必要な事項いと考えられます。
開の一般的な事務の流れ　・・・　示請求は、開の一般的な事務の流れ　・・・　示請求日時の注意点　・・・・・・・　点で既に存在する文書を、原則そのまま開示する制度に存在する文書を、原則そのまま開示する制度する文書の提出　・・・・・・　を正確に把握する、原則その一般的な事務の流れ　・・・　まま開の一般的な事務の流れ　・・・　示する制度です。
これに関する条例（以下「条例」といいます。）では、対して行政文書を開し必要な事項て情報提供できる場合については、その旨を説明の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合は、例えば市民が行政運営に関す欲しい情報だけをピックアップするなど加し必要な事項い情報だけを明らかにするとともに、ピックアップするなど加する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、な事項ど加
工した文書を出すことも可能です。し必要な事項た文書を開を明らかにするとともに、出すことも可能です。すことも可能です。です。
一方で、個人、法人の権利利益を保護する等のために、で、写し必要な事項の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、提供できる場合については、その旨を説明等からの開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、あたり相手方で、個人、法人の権利利益を保護する等のために、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、実費の負担を求めることはできません（実費負の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、負担を求めることはできません（実費負を明らかにするとともに、 求に対して行政文書を開める情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことはできません（実費の負担を求めることはできません（実費負負
担を求めることはできません（実費負に関する条例（以下「条例」といいます。）では、関する条例（以下「条例」といいます。）では、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、規定め、を明らかにするとともに、別途設ける場合等を除く。）。ける情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合等からの開示請求に対して行政文書を開を明らかにするとともに、除く。）。く公開することによって、市民が行政運営に関す。）。
情報提供できる場合については、その旨を説明できる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、もの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、かどうかは、文書を開所管課で判断する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことに関する条例（以下「条例」といいます。）では、な事項ります。

【判断の一般的な事務の流れ　・・・　目安の例】の一般的な事務の流れ　・・・　例】
・非開示情報の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、な事項い文書を開
・非開示情報に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ついて既に判断している文書（過去に開示請求の対象となったに関する条例（以下「条例」といいます。）では、判断し必要な事項ている情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、文書を開（過去に開示請求の対象となったに関する条例（以下「条例」といいます。）では、開示請求に対して行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、対して行政文書を開象に、それを適正に進めるための留意事項をまととな事項った
文書を開）
・市民等からの開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、提供できる場合については、その旨を説明する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、あたり区長や局長までの判断が特に必要ないものや請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。局長や局長までの判断が特に必要ないものまでの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、判断が行政運営に関す特に関する条例（以下「条例」といいます。）では、必要な事項な事項いもの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、

な事項お、任意の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、情報提供できる場合については、その旨を説明に関する条例（以下「条例」といいます。）では、より対して行政文書を開応する方が望ましいと考えられます。し必要な事項た場合、その保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、後もし同じ文書の求めがあった際には、もし必要な事項同じ文書の求めがあった際には、じ文書の求めがあった際には、文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、求に対して行政文書を開めが行政運営に関すあった際の使用の有無は関係なくに関する条例（以下「条例」といいます。）では、は、
一度に関する事務（＝情報公開事務）を対象に、それを適正に進めるための留意事項をまと情報提供できる場合については、その旨を説明で対して行政文書を開応する方が望ましいと考えられます。し必要な事項た文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ついては基に議事録等を作成するなど、組織としての利用を予定して本的とする旨を定めています（条例第１条）。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、引き続き情報提供で対応すべきものとき続き情報提供で対応すべきものとき情報提供できる場合については、その旨を説明で対して行政文書を開応する方が望ましいと考えられます。すべきもの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、と
な事項ります。
請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。請求に対して行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、経緯等からの開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、よって対して行政文書を開応する方が望ましいと考えられます。が行政運営に関す変わることのないようご注意ください。わる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、な事項いようご注意ください。注意く公開することによって、市民が行政運営に関すださい。
ウ 開の一般的な事務の流れ　・・・　示請求の一般的な事務の流れ　・・・　対象外の開示請求のと非開示部分の分離・・・　な事務の流れ　・・・　る場合の対応な事務の流れ　・・・　どの一般的な事務の流れ　・・・　情報提供
官報、書を開籍、新聞等からの開示請求に対して行政文書を開、不特定め、多いため、最数の職員が使用しているもの（実際の使用の有無は関係なくの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、販売することを目的として発行されるもの又はする情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことを明らかにするとともに、目的とする旨を定めています（条例第１条）。とし必要な事項て発行される情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、もの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、は
図書を開館、市民情報センター等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等等からの開示請求に対して行政文書を開で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、閲覧に関する条例（以下「条例」といいます。）では、供できる場合については、その旨を説明し必要な事項、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、は貸し出すことを目的とした図書等し必要な事項出すことも可能です。すことを明らかにするとともに、目的とする旨を定めています（条例第１条）。とし必要な事項た図書を開等からの開示請求に対して行政文書を開
は開示請求に対して行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、対して行政文書を開象に、それを適正に進めるための留意事項をまと外となります（条例第２条第２項、第とな事項ります（条例第２条第２項、第 17 条第３項）。
また、道路台帳など、他の法令等の規定に基づき提供している行政文書等についても、な事項ど、他の法令等の規定に基づき提供している行政文書等についても、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、法令等からの開示請求に対して行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、規定め、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、基に議事録等を作成するなど、組織としての利用を予定してづき提供できる場合については、その旨を説明し必要な事項ている情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、行政文書を開等からの開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ついても、
他の法令等の規定に基づき提供している行政文書等についても、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、法令等からの開示請求に対して行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、規定め、と同じ文書の求めがあった際には、一の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、方で、個人、法人の権利利益を保護する等のために、法に関する条例（以下「条例」といいます。）では、よる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、開示は対して行政文書を開象に、それを適正に進めるための留意事項をまと外となります（条例第２条第２項、第とな事項ります（条例第 17 条第１項）。
仮にこれらの文書を開示請求された場合には、非開示決定を行うこととなるため、その旨に関する条例（以下「条例」といいます。）では、これらの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、文書を開を明らかにするとともに、開示請求に対して行政文書を開された場合に関する条例（以下「条例」といいます。）では、は、非開示決定め、を明らかにするとともに、行うこととな事項る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ため、その保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、旨を定めています（条例第１条）。
の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、説明らかにするとともに、を明らかにするとともに、し必要な事項て来庁した市民等がどのような情報を知りたいと考者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、購入方で、個人、法人の権利利益を保護する等のために、法や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。閲覧できる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場所な事項どを明らかにするとともに、適切に案内しなければなりませんに関する条例（以下「条例」といいます。）では、案内し必要な事項な事項ければな事項りません。
その保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、際の使用の有無は関係なくに関する条例（以下「条例」といいます。）では、は、書を開籍等からの開示請求に対して行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、正に進めるための留意事項をまと式名称や手続の方法などを伝え、請求者が目的の情報を探しやや請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。手続き情報提供で対応すべきものとの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、方で、個人、法人の権利利益を保護する等のために、法な事項どを明らかにするとともに、伝え、請求者が目的の情報を探しやえ、請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。が行政運営に関す目的とする旨を定めています（条例第１条）。の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、情報を明らかにするとともに、探しやし必要な事項や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。
すいように関する条例（以下「条例」といいます。）では、案内する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、必要な事項が行政運営に関すあります。

6

エ 自らが行う業務分の一般的な事務の流れ　・・・　個人も情報を正確に把握する開の一般的な事務の流れ　・・・　示請求したい内容を正確に把握する場合の対応
自分の個人情報を開示請求したい場合は、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、個人情報を明らかにするとともに、開示請求に対して行政文書を開し必要な事項たい場合は、「個人情報の本人開示請求」個人も情報の一般的な事務の流れ　・・・　本人も開の一般的な事務の流れ　・・・　示請求」を明らかにするとともに、案内する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、必
要な事項が行政運営に関すあります（手続き情報提供で対応すべきものとの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要があります細は【情報公開事務マニュアル（個人情報本人開示編）】参照）。は【情報公開事務マニュアル（個人情報本人開示編）】参照）。情報公開事務マニュアルマニュアル（個人情報本人開示編）】参照）。参照）。
行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、開示請求に対して行政文書を開制度に関する事務（＝情報公開事務）を対象に、それを適正に進めるための留意事項をまとは、開示請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。が行政運営に関す誰であるかによって開示・非開示の判断がである情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、かに関する条例（以下「条例」といいます。）では、よって開示・非開示の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、判断が行政運営に関す
変わることのないようご注意ください。わる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、もの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ではな事項く公開することによって、市民が行政運営に関す、誰であるかによって開示・非開示の判断がに関する条例（以下「条例」といいます。）では、対して行政文書を開し必要な事項ても同じ文書の求めがあった際には、じ文書の求めがあった際には、決定め、を明らかにするとともに、行わな事項ければな事項りません。この保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ため、非開示と
すべき情報の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、本人が行政運営に関す開示請求に対して行政文書を開し必要な事項た場合であっても、当該非開示情報を明らかにするとともに、開示する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことはでき
ません。
非開示とすべき情報に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ついて、その保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、情報の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、本人が行政運営に関す開示を明らかにするとともに、求に対して行政文書を開めている情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合、個人であれば
前述の「個人情報の本人開示請求」を案内することとなりますが、法人の場合は個人情報の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、「個人情報の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、本人開示請求に対して行政文書を開」といいます。）では、を明らかにするとともに、 案内する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、こととな事項りますが行政運営に関す、法人の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 場合は個人情報
の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、本人開示請求に対して行政文書を開が行政運営に関すできません。し必要な事項たが行政運営に関すって、開示請求に対して行政文書を開制度に関する事務（＝情報公開事務）を対象に、それを適正に進めるための留意事項をまと以外となります（条例第２条第２項、第の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、方で、個人、法人の権利利益を保護する等のために、法に関する条例（以下「条例」といいます。）では、よる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、情報提供できる場合については、その旨を説明を明らかにするとともに、検
討し必要な事項ていただく公開することによって、市民が行政運営に関すこととな事項ります。
【情報公開事務マニュアル（個人情報本人開示編）】参照）。「自分の個人情報を開示請求したい場合は、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、情報」といいます。）では、を明らかにするとともに、求に対して行政文書を開められた場合の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、判断フロー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等図】参照）。

「個人情報の本人開示請求」自らが行う業務 分の一般的な事務の流れ　・・・　 情報を正確に把握する
開の一般的な事務の流れ　・・・　示請求したい内容を正確に把握する」

「個人情報の本人開示請求」自らが行う業務分」と非開示部分の分離・・・　は 、 個人もですか？
法に制限することにもなりうる人もです か？

情報提供で対応
できるもの一般的な事務の流れ　・・・　ですか？

非開の一般的な事務の流れ　・・・　示と非開示部分の分離・・・　す べき法に制限することにもなりうる人も情報（条
例第７ 条第２項が不十分な場合の対応第３号に該当）
を正確に把握する見たいとの御要望ですか？たい内容を正確に把握すると非開示部分の分離・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　 御要望ですか？ですか？

情報提供します。

一般開の一般的な事務の流れ　・・・　示請求を正確に把握する御案内
します。

個人も情報の一般的な事務の流れ　・・・　 本人も開の一般的な事務の流れ　・・・　示
請求を正確に把握する御案内します。

開の一般的な事務の流れ　・・・　示請求制度で の一般的な事務の流れ　・・・　
開の一般的な事務の流れ　・・・　示は 不 可能のたの一般的な事務の流れ　・・・　 た
め、 情報提供が不十分な場合の対応 で
き な事務の流れ　・・・　 い内容を正確に把握する か 、 検 討しし
て く理解してもらうためのきっかけ だ さ い内容を正確に把握する 。

（２）開の一般的な事務の流れ　・・・　示請求の一般的な事務の流れ　・・・　案内
来庁した市民等がどのような情報を知りたいと考者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、求に対して行政文書を開める情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、情報を明らかにするとともに、その保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場で情報提供できる場合については、その旨を説明する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことが行政運営に関す困難であり、開示請求の手続が必要であり、開示請求に対して行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、手続き情報提供で対応すべきものとが行政運営に関す必要な事項
と判断し必要な事項た場合に関する条例（以下「条例」といいます。）では、は、開示請求に対して行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、手続き情報提供で対応すべきものとを明らかにするとともに、行うよう来庁した市民等がどのような情報を知りたいと考者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、案内し必要な事項ます。
開示請求に対して行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、受付事務マニュアルは、区役所広く公開することによって、市民が行政運営に関す報相談係る行政文書を開示しなければ及び電磁的記録であって、び電磁的記録であって、市民情報センター等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等で行いますが行政運営に関す、請求内
容を正確に把握するの一般的な事務の流れ　・・・　確に把握する認及び決裁区分一覧　・・・・・　び決裁区分一覧　・・・・・　文書の提出　・・・・・・　所管課へ連絡の一般的な事務の流れ　・・・　保有して文書の提出　・・・・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　案内は、請求対象と非開示部分の分離・・・　な事務の流れ　・・・　る行政文書の提出　・・・・・・　を正確に把握する保有してしてい内容を正確に把握するる文
書の提出　・・・・・・　所管課へ連絡の一般的な事務の流れ　・・・　職員が組織的に用いるものが不十分な場合の対応行い内容を正確に把握するます。
また、開示請求に対して行政文書を開書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対された請求に対して行政文書を開内容を詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要がありますから対して行政文書を開象に、それを適正に進めるための留意事項をまと行政文書を開を明らかにするとともに、特定め、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、作業に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ついても、対して行政文書を開
象に、それを適正に進めるための留意事項をまと行政文書を開を明らかにするとともに、保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、文書を開所管課の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、職員は、が行政運営に関す行うことに関する条例（以下「条例」といいます。）では、な事項ります。
開示請求に対して行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、案内を明らかにするとともに、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、あたっては、次の点に注意する必要があります。の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、点に注意する必要があります。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、注意する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、必要な事項が行政運営に関すあります。
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ア

開の一般的な事務の流れ　・・・　示請求の一般的な事務の流れ　・・・　受付まで　・・・・・・・　場所
開の一般的な事務の流れ　・・・　示請求は、18 区役所の一般的な事務の流れ　・・・　区政推進課へ連絡広報相談係とは？及び決裁区分一覧　・・・・・　び決裁区分一覧　・・・・・　市民情報センターの一般的な事務の流れ　・・・　合の対応計 19 か
所の一般的な事務の流れ　・・・　どこでも行う業務こと非開示部分の分離・・・　が不十分な場合の対応できます。開示請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、案内を明らかにするとともに、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合に関する条例（以下「条例」といいます。）では、は、上で、任意に情報提供できる場合については、その旨を説明記 19 か所の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、どこ
でも手続き情報提供で対応すべきものとが行政運営に関すできる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、旨を定めています（条例第１条）。案内し必要な事項ます。
請求した行政文書の提出　・・・・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　開の一般的な事務の流れ　・・・　示を正確に把握する実施する場所は、請求場所と非開示部分の分離・・・　一致しない場合があるのでしな事務の流れ　・・・　い内容を正確に把握する場合の対応が不十分な場合の対応あるの一般的な事務の流れ　・・・　で 、
案内に関する条例（以下「条例」といいます。）では、際の使用の有無は関係なくし必要な事項てはその保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、点に注意する必要があります。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、も留意する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、必要な事項が行政運営に関すあります。
な事項お、郵送及び電磁的記録であって、び電磁的記録であって、横浜市電子申請・届出すことも可能です。サー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等ビスによる開示請求の受付も行っています。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、よる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、開示請求に対して行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、受付も行っています。
（個人情報の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、本人開示請求に対して行政文書を開は横浜市電子申請・届出すことも可能です。サー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等ビスによる開示請求の受付も行っています。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、よる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、請求に対して行政文書を開はできません。）
受付手続き情報提供で対応すべきものとの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要があります細は【情報公開事務マニュアル（個人情報本人開示編）】参照）。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ついては、市民情報課に関する条例（以下「条例」といいます。）では、確な認識の下に適正な意見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意認し必要な事項てく公開することによって、市民が行政運営に関すださい。
【情報公開事務マニュアル（個人情報本人開示編）】参照）。横浜市電子申請・届出すことも可能です。サー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等ビスによる開示請求の受付も行っています。の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ペー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等ジ】】参照）。
横浜市ホー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等ム及び電磁的記録であって、ペー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等ジ】「暮らし・総合」→「電子申請」らし必要な事項・総合」といいます。）では、→「電子申請」といいます。）では、
https://www.e-shinsei.city.yokohama.lg.jp/yokohama/navi/index.html

イ

開の一般的な事務の流れ　・・・　示請求内容を正確に把握する
開示請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。は、自分の個人情報を開示請求したい場合は、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、知らないことが多いため、最りたい情報が行政運営に関すどの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ような事項行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対されていて、その保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、行政
文書を開が行政運営に関すどの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ような事項名称や手続の方法などを伝え、請求者が目的の情報を探しやな事項の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、かを明らかにするとともに、知らないことが多いため、最りません。
し必要な事項たが行政運営に関すって、事前に関する条例（以下「条例」といいます。）では、文書を開所管課に関する条例（以下「条例」といいます。）では、問わず合せが行政運営に関すあった場合に関する条例（以下「条例」といいます。）では、は、開示請求に対して行政文書を開書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対し必要な事項てもら
う内容を詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要がありますに関する条例（以下「条例」といいます。）では、ついて、対象と非開示部分の分離・・・　な事務の流れ　・・・　る行政文書の提出　・・・・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　名称等の知りたい内容を正確に把握するを正確に把握する記載したメモを渡すなどを正確に把握する渡すなどすな事務の流れ　・・・　ど 、開の一般的な事務の流れ　・・・　示請求者に対する説明　・・・　が不十分な場合の対応
請求書の提出　・・・・・・　にどの一般的な事務の流れ　・・・　よう業務に記載を正確に把握するしたら開示の判断前までよい内容を正確に把握するかが不十分な場合の対応分かるよう業務に案内する必要が不十分な場合の対応あります。

ウ 開の一般的な事務の流れ　・・・　示請求手続の効率化及び迅速化による市民サービスの向上を図るため、現行の開示決定等の起案に要する期間の延長、
請求に対して行政文書を開を明らかにするとともに、すればその保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場で開示される情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、と誤解されることがないように、開示請求の場合は開される情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことが行政運営に関すな事項いように関する条例（以下「条例」といいます。）では、、開示請求に対して行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合は開
示請求に対して行政文書を開日の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、翌日から 14 日以内に関する条例（以下「条例」といいます。）では、決定め、し必要な事項、その保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、後もし同じ文書の求めがあった際には、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、開示が行政運営に関す行われる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことを明らかにするとともに、案内する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、必要な事項が行政運営に関す
あります。
（３）開の一般的な事務の流れ　・・・　示請求書の提出　・・・・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　提出（条例第６条）
開示請求に対して行政文書を開は、請求に対して行政文書を開権の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、行使を明らかにするとともに、明らかにするとともに、確な認識の下に適正な意見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意に関する条例（以下「条例」といいます。）では、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ため、開示請求に対して行政文書を開書を開（規則第１号様式）（※）を明らかにするとともに、提出すことも可能です。し必要な事項
て行います（口で言われた場合には、頭に置きつつ、主に行政文書の開、電話等からの開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、よる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、開示請求に対して行政文書を開は、認められません）。
広く公開することによって、市民が行政運営に関す報相談係る行政文書を開示しなければ及び電磁的記録であって、び電磁的記録であって、市民情報センター等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等での保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、開示請求に対して行政文書を開受付時にはに関する条例（以下「条例」といいます。）では、は、原則と非開示部分の分離・・・　して文書の提出　・・・・・・　所管課へ連絡に電
話によりや記載方法等）Ｅメール等を使用して記載内容の確認を行いながらメールのページ数です。等の知りたい内容を正確に把握するを正確に把握する使用による請求拒否　・・・　して記載内容を正確に把握するの一般的な事務の流れ　・・・　確に把握する認を正確に把握する行い内容を正確に把握するな事務の流れ　・・・　が不十分な場合の対応ら開示の判断前まで、開示請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、請求に対して行政文書を開内容を詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要がありますを明らかにするとともに、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対し必要な事項て
もらうことに関する条例（以下「条例」といいます。）では、な事項ります。
請求に対して行政文書を開書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、受付後もし同じ文書の求めがあった際には、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対内容を詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要がありますの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、誤りや請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。不明らかにするとともに、確な認識の下に適正な意見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意な事項点に注意する必要があります。等からの開示請求に対して行政文書を開が行政運営に関すあった場合に関する条例（以下「条例」といいます。）では、は、開示請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。と連
絡をとり補正を求める必要が生じるなど、開示手続の遅れの原因になります。を明らかにするとともに、とり補正に進めるための留意事項をまとを明らかにするとともに、求に対して行政文書を開める情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、必要な事項が行政運営に関す生じるなど、開示手続の遅れの原因になります。じ文書の求めがあった際には、る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、な事項ど、開示手続き情報提供で対応すべきものとの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、遅れの原因になります。れの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、原因になります。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、な事項ります。
その保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ため、受付時には点に注意する必要があります。で請求書の提出　・・・・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　記載内容を正確に把握するを正確に把握するよく理解してもらうためのきっかけ確に把握する認する必要が不十分な場合の対応あります。
※開示請求に対して行政文書を開書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、様式は、市ホー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等ム及び電磁的記録であって、ペー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等ジ】（「市の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、情報・計画」といいます。）では、→「行政運営に関す・監査」→「情報」といいます。）では、→「情報
公開・個人情報保護する等のために、」といいます。）では、→「情報公開制度に関する事務（＝情報公開事務）を対象に、それを適正に進めるための留意事項をまと」といいます。）では、→「行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、開示請求に対して行政文書を開」といいます。）では、→「各種様式（行政文書を開
の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、開示請求に対して行政文書を開書を開等からの開示請求に対して行政文書を開）」といいます。）では、）又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、はＹＣＡＮの市民情報課ページ（「行政文書開示請求関係の様式ダウの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、市民情報課ペー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等ジ】（「行政文書を開開示請求に対して行政文書を開関する条例（以下「条例」といいます。）では、係る行政文書を開示しなければの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、様式ダウ
8

ンロー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等ド」といいます。）では、）に関する条例（以下「条例」といいます。）では、あります。
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記載例

第１号様式（第４条第２項）

開

示

請

求に対して行政文書を開

書を開
年

月

日

（請求に対して行政文書を開先）
横浜市長

・・・ア
請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。 氏

名 情報株式会社
代表取締役 横浜 太郎
郵便番号 ○○○－○○○○
住
所 横浜市中に非開示部分がない場合区港町○－○

・・・イ

電話番号 ０４５－○○○－○○○○

横浜市の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、情報の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、関する条例（以下「条例」といいます。）では、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、条例第6条第1項の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、規定め、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、基に議事録等を作成するなど、組織としての利用を予定してづき、次の点に注意する必要があります。の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、とおり行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、開示を明らかにするとともに、請求に対して行政文書を開
し必要な事項ます。
・令和○年度○○第123号
第３回○○審議会の一般的な事務の流れ　・・・　開の一般的な事務の流れ　・・・　催についてについ内容を正確に把握するて
１

開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、係る行政文書を開示しなければる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、行
政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、名称や手続の方法などを伝え、請求者が目的の情報を探しや又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、は内
容を詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要があります

・令和○年度から開示の判断前まで○年度に○○審議会の一般的な事務の流れ　・・・　設置についてについ内容を正確に把握するて
○○局○○課へ連絡で検討しした資する料

(1)
２ 開示の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、実施方で、個人、法人の権利利益を保護する等のために、法

３ 備えた状態、

考

閲覧

(2) 写し必要な事項の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、交付

(3) 視聴

（希望ましいと考えられます。する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、もの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、を明らかにするとともに、〇で囲んでください。）で囲んでください。）んでく公開することによって、市民が行政運営に関すださい。）

郵送希望ですか？
担 当 △△ △△
連絡先 ０９０－○○○－○○○○○

・・・オ

・・・ウ

・・・エ

受
付
欄

（注意）１ 請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、氏名及び電磁的記録であって、び電磁的記録であって、住所は、法人その保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、他の法令等の規定に基づき提供している行政文書等についても、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、団体にあっては、その名称、事務所又は事業所の所在地及に関する条例（以下「条例」といいます。）では、あっては、その保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、名称や手続の方法などを伝え、請求者が目的の情報を探しや、事務マニュアル所又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、は事業所の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、所在しているのかを知らないことが多いため、最地及び電磁的記録であって、
び電磁的記録であって、代表者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、氏名を明らかにするとともに、記入し必要な事項てく公開することによって、市民が行政運営に関すださい。
２ 請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。が行政運営に関す法人その保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、他の法令等の規定に基づき提供している行政文書等についても、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、団体にあっては、その名称、事務所又は事業所の所在地及の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合は、備えた状態、考欄に関する条例（以下「条例」といいます。）では、連絡をとり補正を求める必要が生じるなど、開示手続の遅れの原因になります。可能です。な事項方で、個人、法人の権利利益を保護する等のために、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、氏名及び電磁的記録であって、び電磁的記録であって、電話番号を明らかにするとともに、記入し必要な事項てく公開することによって、市民が行政運営に関すださ
い。
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ア 「個人情報の本人開示請求」請求先」欄
実施機関する条例（以下「条例」といいます。）では、名を明らかにするとともに、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対し必要な事項てもらいます（○○局○○○課ではな事項く公開することによって、市民が行政運営に関す、条例第２条第１項に関する条例（以下「条例」といいます。）では、定め、める情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、
実施機関する条例（以下「条例」といいます。）では、を明らかにするとともに、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対し必要な事項てもらいます）。
＜実施機関し市民に説明する責務一覧＞
市長や局長までの判断が特に必要ないもの、市会議長や局長までの判断が特に必要ないもの、公営に関す企業管理者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。（水道事業管理者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。・交通事業管理者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。・病院事業管理
者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。）、教育委員は、会、選挙管理委員は、会（市選挙管理委員は、会・各区選挙管理委員は、会）、人事委
員は、会、監査」→「情報委員は、、農業委員は、会（中の文書も、組織共用文書として開示請求の対象文書とな央農業委員は、会・南西部農業委員は、会）、固定め、資産評価審
査」→「情報委員は、会及び電磁的記録であって、び電磁的記録であって、公立大学法人横浜市立大学

イ

「個人情報の本人開示請求」請求者に対する説明　・・・　」欄
氏名、住所、電話番号を明らかにするとともに、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対し必要な事項てもらいます。請求者に対する説明　・・・　と非開示部分の分離・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　連絡調整及び決裁区分一覧　・・・・・　び決裁区分一覧　・・・・・　決定通知りたい内容を正確に把握する書の提出　・・・・・・　等の知りたい内容を正確に把握するの一般的な事務の流れ　・・・　
送付まで　・・・・・・・　先であるため正確に把握するに記載してもら開示の判断前までい内容を正確に把握するます。押印の押印　・・・・・・・・・　は不要です。
法に制限することにもなりうる人も請求の一般的な事務の流れ　・・・　場合の対応
法に制限することにもなりうる人もその一般的な事務の流れ　・・・　他の制度での一般的な事務の流れ　・・・　団体と非開示部分の分離・・・　して請求する場合の対応には、当該法に制限することにもなりうる人も等の知りたい内容を正確に把握するの一般的な事務の流れ　・・・　代表者に対する説明　・・・　が不十分な場合の対応請求者に対する説明　・・・　にな事務の流れ　・・・　
ります（法に制限することにもなりうる人も等の知りたい内容を正確に把握するの一般的な事務の流れ　・・・　名称、代表者に対する説明　・・・　職氏名を正確に把握する記載してもら開示の判断前までい内容を正確に把握するます。）。
実際に連絡調整する担当者名等は「備考」欄に記入してもらいます。に連絡調整する担当者に対する説明　・・・　名等の知りたい内容を正確に把握するは「個人情報の本人開示請求」備考」欄に記入してもらいます。してもら開示の判断前までい内容を正確に把握するます。
（例）
・法人とし必要な事項ての保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、請求に対して行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合

請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。

氏

※「備えた状態、考」といいます。）では、欄に関する条例（以下「条例」といいます。）では、

名
「担を求めることはできません（実費負当

○○株式会社

代表取締役△△ △△

×× ××」といいます。）では、

・個人での保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、請求に対して行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、際の使用の有無は関係なくに関する条例（以下「条例」といいます。）では、肩書を開きを明らかにするとともに、付ける情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことも可能です。です
請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。

氏

名

○○株式会社

××

××

※「○○株式会社」といいます。）では、は、個人の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、所属・肩書を開きと考えます。
ウ 「個人情報の本人開示請求」開の一般的な事務の流れ　・・・　示請求に係とは？る行政文書の提出　・・・・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　名称又は電話によりは内容を正確に把握する」欄
当該欄に関する条例（以下「条例」といいます。）では、、請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。が行政運営に関す開示請求に対して行政文書を開する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、名称や手続の方法などを伝え、請求者が目的の情報を探しや を明らかにするとともに、正に進めるための留意事項をまと確な認識の下に適正な意見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意に関する条例（以下「条例」といいます。）では、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対 し必要な事項てもらいます。具体にあっては、その名称、事務所又は事業所の所在地及
的とする旨を定めています（条例第１条）。な事項行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、名称や手続の方法などを伝え、請求者が目的の情報を探しやを明らかにするとともに、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことが行政運営に関すできな事項い場合は、請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。が行政運営に関す知らないことが多いため、最りたい内容を詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要があります、作成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意年度に関する事務（＝情報公開事務）を対象に、それを適正に進めるための留意事項をまと 、
文書を開所管課等からの開示請求に対して行政文書を開行政文書を開を明らかにするとともに、特定め、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことが行政運営に関すできる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ような事項情報を明らかにするとともに、できる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、だけ具体にあっては、その名称、事務所又は事業所の所在地及的とする旨を定めています（条例第１条）。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対し必要な事項て
もらいます。書を開ききれな事項い場合は、欄外となります（条例第２条第２項、第や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。備えた状態、考欄又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、は別紙を作成し、記載してもらいます。を明らかにするとともに、作成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意し必要な事項、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対し必要な事項てもらいます。
エ 「個人情報の本人開示請求」開の一般的な事務の流れ　・・・　示の一般的な事務の流れ　・・・　実施方法に制限することにもなりうる」欄
開示の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、実施方で、個人、法人の権利利益を保護する等のために、法（行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、閲覧、写し必要な事項の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、交付、視聴の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、いずれか）を明らかにするとともに、請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、選択してし必要な事項て
もらいます。
請求に対して行政文書を開し必要な事項た行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、閲覧後もし同じ文書の求めがあった際には、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、、必要な事項な事項部分の個人情報を開示請求したい場合は、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ついての保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、み利用し、組織としての利用を予定して写し必要な事項の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、交付を明らかにするとともに、求に対して行政文書を開める情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、こともでき
ます。その保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合に関する条例（以下「条例」といいます。）では、は、「閲覧」といいます。）では、及び電磁的記録であって、び電磁的記録であって、「写し必要な事項の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、交付」といいます。）では、を明らかにするとともに、選択してし必要な事項てもらいます。
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オ 「個人情報の本人開示請求」備考」欄
※請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。が行政運営に関す郵送に関する条例（以下「条例」といいます。）では、よる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、写し必要な事項の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、交付を明らかにするとともに、求に対して行政文書を開める情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合
当該欄に関する条例（以下「条例」といいます。）では、、「郵送希望ましいと考えられます。」といいます。）では、と記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対し必要な事項てもらいます。
※請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。が行政運営に関すカラー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、写し必要な事項の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、交付を明らかにするとともに、白黒コピーで求める場合コピー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等で求に対して行政文書を開める情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合
当該欄に関する条例（以下「条例」といいます。）では、、「白黒コピーで求める場合コピー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等希望ましいと考えられます。」といいます。）では、と記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対し必要な事項てもらいます。
※その保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、他の法令等の規定に基づき提供している行政文書等についても、補足事項等からの開示請求に対して行政文書を開が行政運営に関すある情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合は、当該欄を明らかにするとともに、使用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取し必要な事項ます。
（４）窓口、郵送、電子申請以外の開示請求のの一般的な事務の流れ　・・・　開の一般的な事務の流れ　・・・　示請求の一般的な事務の流れ　・・・　取扱い　・・・・・・・・・・・　い内容を正確に把握する
ファクシミリ又は電子メール等による開示請求については、誤送信の危険があり、また、到又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、は電子メー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等ル 等からの開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、よる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ついては、誤送信の危険があり、また、到の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、危険があり、また、到が行政運営に関すあり、また、到
達の確認手段が確立していないため認めていません。来庁できない場合は、郵送又は電子の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、確な認識の下に適正な意見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意認手段が行政運営に関す確な認識の下に適正な意見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意立し必要な事項ていな事項いため認めていません。来庁した市民等がどのような情報を知りたいと考できな事項い場合は、郵送又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、は電子
申請に関する条例（以下「条例」といいます。）では、よる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、請求に対して行政文書を開を明らかにするとともに、御案内し必要な事項ます。
（５）記載事項が不十分な場合の対応が不十分な場合の対応不十分な事務の流れ　・・・　場合の対応の一般的な事務の流れ　・・・　対応
記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対内容を詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要がありますに関する条例（以下「条例」といいます。）では、誤り、不明らかにするとともに、確な認識の下に適正な意見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意な事項点に注意する必要があります。等からの開示請求に対して行政文書を開が行政運営に関すある情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ほか、文書を開所管課が行政運営に関す請求に対して行政文書を開内容を詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要がありますから行政文書を開
の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、特定め、が行政運営に関すできな事項い場合に関する条例（以下「条例」といいます。）では、は、受付課又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、は文書を開所管課は、受付段階のものではなく、組織としての共用文書の実質を備えた状態、で請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、確な認識の下に適正な意見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意認する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、な事項ど
し必要な事項て請求に対して行政文書を開内容を詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要があります等からの開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ついて補正に進めるための留意事項をまとを明らかにするとともに、し必要な事項てもらいます。な事項お、請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。が行政運営に関す補正に進めるための留意事項をまとに関する条例（以下「条例」といいます。）では、応する方が望ましいと考えられます。じ文書の求めがあった際には、な事項い場合でも開示
請求に対して行政文書を開を明らかにするとともに、拒むことはできません。（受付後の補正についてはむことはできません。（受付後もし同じ文書の求めがあった際には、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、補正に進めるための留意事項をまとに関する条例（以下「条例」といいます。）では、ついては P.12 参照）
（６）開の一般的な事務の流れ　・・・　示請求書の提出　・・・・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　受付まで　・・・・・・・　
受付課は、開示請求に対して行政文書を開書を開各葉に受付印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請に関する条例（以下「条例」といいます。）では、受付印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請を明らかにするとともに、 押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請し必要な事項、正に進めるための留意事項をまと本を明らかにするとともに、文書を開所管課へ送付し、副本一部を請送付し必要な事項、副本一部を明らかにするとともに、請
求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。へ送付し、副本一部を請お渡しします。区役所広報相談係で受け付けた場合、副本を一部保管するとともに、副し必要な事項し必要な事項ます。区役所広く公開することによって、市民が行政運営に関す報相談係る行政文書を開示しなければで受け付けた場合、副本を明らかにするとともに、一部保管する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、とともに関する条例（以下「条例」といいます。）では、、副
本を明らかにするとともに、もう一部作成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意し必要な事項、文書を開所管課及び電磁的記録であって、び電磁的記録であって、担を求めることはできません（実費負当者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。名を明らかにするとともに、記入し必要な事項て市民情報課へ送付し、副本一部を請お送りく公開することによって、市民が行政運営に関すださい。
（７）開の一般的な事務の流れ　・・・　示請求者に対する説明　・・・　に対する説明
受付窓口で言われた場合には、では、開示請求に対して行政文書を開書を開を明らかにするとともに、受け付けた後もし同じ文書の求めがあった際には、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、、次の点に注意する必要があります。の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、事項に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ついて説明らかにするとともに、し必要な事項ます。
ア 文書を開所管課は、開示請求に対して行政文書を開日（P.16参照）の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、翌日から起算してし必要な事項て14日以内に関する条例（以下「条例」といいます。）では、開示決定め、等からの開示請求に対して行政文書を開を明らかにするとともに、行
った後もし同じ文書の求めがあった際には、、その保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、結果を開示決定通知書等により遅滞なく請求者に通知すること。を明らかにするとともに、開示決定め、通知らないことが多いため、最書を開等からの開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、より遅れの原因になります。滞なく請求者に通知すること。な事項く公開することによって、市民が行政運営に関す請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、通知らないことが多いため、最する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、こと。
な事項お、事務マニュアル処理上で、任意に情報提供できる場合については、その旨を説明の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、困難であり、開示請求の手続が必要その保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、他の法令等の規定に基づき提供している行政文書等についても、合理的とする旨を定めています（条例第１条）。な事項理由に基づいて、決定期間を延長する場合には、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、基に議事録等を作成するなど、組織としての利用を予定してづいて、決定め、期間は開示請求日の翌を明らかにするとともに、延長や局長までの判断が特に必要ないものする情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合に関する条例（以下「条例」といいます。）では、は、
請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、対して行政文書を開し必要な事項、遅れの原因になります。滞なく請求者に通知すること。な事項く公開することによって、市民が行政運営に関す開示決定め、等からの開示請求に対して行政文書を開期間は開示請求日の翌延長や局長までの判断が特に必要ないもの通知らないことが多いため、最書を開を明らかにするとともに、送付する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、こと。
イ 行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、写し必要な事項の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、交付に関する条例（以下「条例」といいます。）では、つ いては、当該写し必要な事項の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、作成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意及び電磁的記録であって、び電磁的記録であって、送付に関する条例（以下「条例」といいます。）では、要な事項する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、費の負担を求めることはできません（実費負用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取（実費の負担を求めることはできません（実費負） の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、前
納が必要なこと。が行政運営に関す必要な事項な事項こと。
ウ 行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、閲覧等からの開示請求に対して行政文書を開を明らかにするとともに、実施する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、日時には及び電磁的記録であって、び電磁的記録であって、場所は、請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。と 文書を開所管課とで調整し、し必要な事項、
文書を開所管課が行政運営に関す開示決定め、通知らないことが多いため、最書を開等からの開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、より通知らないことが多いため、最する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、こと。
（８）郵送による開の一般的な事務の流れ　・・・　示請求の一般的な事務の流れ　・・・　取扱い　・・・・・・・・・・・　い内容を正確に把握する
郵送に関する条例（以下「条例」といいます。）では、よる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、開示請求に対して行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、受付を明らかにするとともに、行う場合は、窓口で言われた場合には、で受付を明らかにするとともに、行う場合に関する条例（以下「条例」といいます。）では、準じて受付をします。じ文書の求めがあった際には、て受付を明らかにするとともに、し必要な事項ます。
受付日は、開示請求に対して行政文書を開書を開が行政運営に関す市民情報センター等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、は区役所総務マニュアル部区政推進」とは、市民等からの開示請求に対して行政文書を開課広く公開することによって、市民が行政運営に関す報相談係る行政文書を開示しなければに関する条例（以下「条例」といいます。）では、到
達の確認手段が確立していないため認めていません。来庁できない場合は、郵送又は電子し必要な事項た日とし必要な事項、受付後もし同じ文書の求めがあった際には、副本一部を明らかにするとともに、請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、送付し必要な事項ます。
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２ 開の一般的な事務の流れ　・・・　示請求書の提出　・・・・・・　受付まで　・・・・・・・　後から開示の判断前までから開示の判断前まで開の一般的な事務の流れ　・・・　示の一般的な事務の流れ　・・・　判断前までまで
文書の提出　・・・・・・　所管課へ連絡の一般的な事務の流れ　・・・　職員が組織的に用いるものは、開の一般的な事務の流れ　・・・　示請求が不十分な場合の対応あった日（P.16 参照）の一般的な事務の流れ　・・・　翌日から開示の判断前まで起算してして 14 日以内に
開の一般的な事務の流れ　・・・　示決定等の知りたい内容を正確に把握するを正確に把握する行い内容を正確に把握する（条例第 11 条第１項が不十分な場合の対応）、その一般的な事務の流れ　・・・　後から開示の判断前まで遅滞なく開示請求者に通知書を発送しなけな事務の流れ　・・・　く理解してもらうためのきっかけ開の一般的な事務の流れ　・・・　示請求者に対する説明　・・・　に通知りたい内容を正確に把握する書の提出　・・・・・・　を正確に把握する発送しな事務の流れ　・・・　け
ればな事務の流れ　・・・　りません。
（１）請求内容を正確に把握するの一般的な事務の流れ　・・・　確に把握する認
文書を開所管課は、開示請求に対して行政文書を開書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、「１

開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、係る行政文書を開示しなければる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、名称や手続の方法などを伝え、請求者が目的の情報を探しや又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、は内容を詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要があります」といいます。）では、欄の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対

内容を詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要がありますを明らかにするとともに、確な認識の下に適正な意見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意認し必要な事項ます。受付時にはに関する条例（以下「条例」といいます。）では、文書を開を明らかにするとともに、特定め、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことが行政運営に関すできず、文書を開名や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。文書を開番号等からの開示請求に対して行政文書を開具体にあっては、その名称、事務所又は事業所の所在地及的とする旨を定めています（条例第１条）。文書を開
名が行政運営に関す記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対されていな事項い場合、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対内容を詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要がありますから文書を開が行政運営に関す特定め、できる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、かどうかを明らかにするとともに、検討し必要な事項ます。
請求に対して行政文書を開内容を詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要がありますから文書を開が行政運営に関す特定め、できな事項い場合は、速やかに補正を行います。　や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。かに関する条例（以下「条例」といいます。）では、補正に進めるための留意事項をまとを明らかにするとともに、行います。
（２）開の一般的な事務の流れ　・・・　示請求書の提出　・・・・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　補正（条例第６条）
開示請求に対して行政文書を開書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、形式上で、任意に情報提供できる場合については、その旨を説明の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、不備えた状態、が行政運営に関すある情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、と認められる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、とき（行政文書を開を明らかにするとともに、特定め、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、足りる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、事項の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、
記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対が行政運営に関す不十分の個人情報を開示請求したい場合は、で特定め、できな事項いときを明らかにするとともに、含む。）は、請求者に対して相当の期間を定めて、その補む。）は、請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、対して行政文書を開し必要な事項て相当の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、期間は開示請求日の翌を明らかにするとともに、定め、めて、その保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、補
正に進めるための留意事項をまとを明らかにするとともに、求に対して行政文書を開める情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことが行政運営に関すできます（第６条第２項）。
請求に対して行政文書を開内容を詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要がありますが行政運営に関す不明らかにするとともに、確な認識の下に適正な意見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意な事項場合や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。、文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、特定め、が行政運営に関す困難であり、開示請求の手続が必要な事項場合、請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、係る行政文書を開示しなければる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、特定め、を明らかにするとともに、文
書を開所管課は請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。と調整し、し必要な事項な事項ければな事項りません。
な事項お、補正の一般的な事務の流れ　・・・　依頼は、原則と非開示部分の分離・・・　して開の一般的な事務の流れ　・・・　示決定等の知りたい内容を正確に把握するを正確に把握する行う業務文書の提出　・・・・・・　所管課へ連絡が不十分な場合の対応行い内容を正確に把握するます。請求に対して行政文書を開内容を詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要がありますの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、補
正に進めるための留意事項をまとを明らかにするとともに、求に対して行政文書を開める情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、あたって留意すべき事項は、次の点に注意する必要があります。の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、とおりです。
ア

補正につい内容を正確に把握するては、原則と非開示部分の分離・・・　して開の一般的な事務の流れ　・・・　示請求書の提出　・・・・・・　上を図るため、現行の開示決定等の起案の一般的な事務の流れ　・・・　記載を正確に把握する請求者に対する説明　・・・　本人もにより修正してもら開示の判断前までい内容を正確に把握するま
す。具体にあっては、その名称、事務所又は事業所の所在地及的とする旨を定めています（条例第１条）。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、は、請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、来庁した市民等がどのような情報を知りたいと考し必要な事項てもらい補記し必要な事項てもらうか、開示請求に対して行政文書を開書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対を明らかにするとともに、修正に進めるための留意事項をまとする情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、
旨を定めています（条例第１条）。の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、書を開面を改めて提出してもらう等の方法により行います。を明らかにするとともに、改めて認識しなければなりません。めて提出すことも可能です。し必要な事項てもらう等からの開示請求に対して行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、方で、個人、法人の権利利益を保護する等のために、法に関する条例（以下「条例」といいます。）では、より行います。
また、開の一般的な事務の流れ　・・・　示請求者に対する説明　・・・　が行政運営に関す来庁した市民等がどのような情報を知りたいと考できな事項い場合に関する条例（以下「条例」といいます。）では、、電話な事項どに関する条例（以下「条例」といいます。）では、より口頭で補正内容を確認した場で補正内容を正確に把握するを正確に把握する確に把握する認した場
合の対応には、確に把握する認した職員が組織的に用いるものが不十分な場合の対応補記修正を正確に把握するすること非開示部分の分離・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　了承を請求者から得た上で、職員が正本にを正確に把握する請求者に対する説明　・・・　から開示の判断前まで得た上で、職員が正本にた上を図るため、現行の開示決定等の起案で、職員が組織的に用いるものが不十分な場合の対応正本に
補記修正します。
な事項お、開示請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。と請求に対して行政文書を開内容を詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要がありますでの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、齟齬が生じないように、補正内容の確認後に記録書が行政運営に関す生じるなど、開示手続の遅れの原因になります。じ文書の求めがあった際には、な事項いように関する条例（以下「条例」といいます。）では、、補正に進めるための留意事項をまと内容を詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要がありますの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、確な認識の下に適正な意見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意認後もし同じ文書の求めがあった際には、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、記録であって、書を開
面を改めて提出してもらう等の方法により行います。や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。修正に進めるための留意事項をまと後もし同じ文書の求めがあった際には、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、請求に対して行政文書を開書を開を明らかにするとともに、請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、送付する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、な事項ど、請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、意図する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、補正に進めるための留意事項をまと内容を詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要がありますを明らかにするとともに、正に進めるための留意事項をまと確な認識の下に適正な意見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意に関する条例（以下「条例」といいます。）では、確な認識の下に適正な意見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意認
する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、必要な事項が行政運営に関すあります。

イ

請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、補正に進めるための留意事項をまとを明らかにするとともに、求に対して行政文書を開める情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合に関する条例（以下「条例」といいます。）では、は、請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、対して行政文書を開し必要な事項て補正に進めるための留意事項をまとの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、参考とな事項る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、情報を明らかにするとともに、提供できる場合については、その旨を説明する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、よう
努めるなど、市めな事項ければな事項りません（第６条第２項）。
具体にあっては、その名称、事務所又は事業所の所在地及的とする旨を定めています（条例第１条）。な事項方で、個人、法人の権利利益を保護する等のために、法とし必要な事項ては、行政文書を開目録であって、検索システムを案内したり、請求対象文書としてシスによる開示請求の受付も行っています。テム及び電磁的記録であって、を明らかにするとともに、案内し必要な事項たり、請求に対して行政文書を開対して行政文書を開象に、それを適正に進めるための留意事項をまと文書を開とし必要な事項て
考えられる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、具体にあっては、その名称、事務所又は事業所の所在地及的とする旨を定めています（条例第１条）。な事項保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 文書を開名、内容を詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要があります等からの開示請求に対して行政文書を開を明らかにするとともに、 説明らかにするとともに、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、な事項 ど、意図する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、行政文書を開を明らかにするとともに、開
示請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。が行政運営に関す特定め、し必要な事項や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。すい案内を明らかにするとともに、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことが行政運営に関す必要な事項とな事項ります。
【情報公開事務マニュアル（個人情報本人開示編）】参照）。行政文書を開目録であって、検索システムを案内したり、請求対象文書としてシスによる開示請求の受付も行っています。テム及び電磁的記録であって、】参照）。
横浜市ホー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等ム及び電磁的記録であって、ペー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等ジ】「市の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、情報・計画」といいます。）では、→「行政運営に関す・監査」→「情報」といいます。）では、→「情報公開・個人情報保
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護する等のために、」といいます。）では、→「行政文書を開目録であって、検索システムを案内したり、請求対象文書として（市が行政運営に関す保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、件名の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、検索システムを案内したり、請求対象文書として）」といいます。）では、→「横浜市の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、行政文
書を開目録であって、検索システムを案内したり、請求対象文書としてに関する条例（以下「条例」といいます。）では、ついて」といいます。）では、
https://drweb.city.yokohama.lg.jp/
ウ

な事項お、条例第 11 条第１項に関する条例（以下「条例」といいます。）では、は、「第６条第２項の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、規定め、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、より補正に進めるための留意事項をまとを明らかにするとともに、求に対して行政文書を開めた場合に関する条例（以下「条例」といいます。）では、あっては、
当該補正に進めるための留意事項をまとに関する条例（以下「条例」といいます。）では、要な事項し必要な事項た日数の職員が使用しているもの（実際の使用の有無は関係なくは、当該期間は開示請求日の翌に関する条例（以下「条例」といいます。）では、算して入し必要な事項な事項い」といいます。）では、と規定め、されています。
これは補正に進めるための留意事項をまとを明らかにするとともに、求に対して行政文書を開める情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことに関する条例（以下「条例」といいます。）では、ついて意思決定め、を明らかにするとともに、行うための保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、起案作成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意日から補正に進めるための留意事項をまとが行政運営に関す完了した日し必要な事項た日
までは開示決定め、等からの開示請求に対して行政文書を開を明らかにするとともに、行う期間は開示請求日の翌に関する条例（以下「条例」といいます。）では、含む。）は、請求者に対して相当の期間を定めて、その補まれな事項いことを明らかにするとともに、定め、めたもの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、で、この保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、規定め、は文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、より補正に進めるための留意事項をまと
を明らかにするとともに、求に対して行政文書を開めた場合に関する条例（以下「条例」といいます。）では、適用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取されます。
文書の提出　・・・・・・　による補正を正確に把握する行う業務場合の対応には、事前までに市民情報課へ連絡と非開示部分の分離・・・　協議を正確に把握する行ってく理解してもらうためのきっかけださい内容を正確に把握する。

エ

第６条第２項の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、規定め、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、基に議事録等を作成するなど、組織としての利用を予定してづき文書を開で補正に進めるための留意事項をまとを明らかにするとともに、求に対して行政文書を開め、請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。が行政運営に関す補正に進めるための留意事項をまとに関する条例（以下「条例」といいます。）では、応する方が望ましいと考えられます。じ文書の求めがあった際には、な事項い場合は、補正に進めるための留意事項をまと
期間は開示請求日の翌を明らかにするとともに、除く。）。いた決定め、期間は開示請求日の翌内に関する条例（以下「条例」といいます。）では、非開示決定め、を明らかにするとともに、行います。

オ

第 11 条第２項に関する条例（以下「条例」といいます。）では、基に議事録等を作成するなど、組織としての利用を予定してづく公開することによって、市民が行政運営に関す決定め、期間は開示請求日の翌の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、延長や局長までの判断が特に必要ないものを明らかにするとともに、行った場合（P.18 参照）に関する条例（以下「条例」といいます。）では、は、補正に進めるための留意事項をまとに関する条例（以下「条例」といいます。）では、要な事項し必要な事項た日
数の職員が使用しているもの（実際の使用の有無は関係なくは、原則とし必要な事項て延長や局長までの判断が特に必要ないもの後もし同じ文書の求めがあった際には、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、決定め、期間は開示請求日の翌に関する条例（以下「条例」といいます。）では、含む。）は、請求者に対して相当の期間を定めて、その補まれる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、取扱いとしてください。いとし必要な事項てく公開することによって、市民が行政運営に関すださい。

（３）文書の提出　・・・・・・　検索、特定
請求に対して行政文書を開内容を詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要がありますの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、確な認識の下に適正な意見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意認が行政運営に関すでき次の点に注意する必要があります。第、対して行政文書を開象に、それを適正に進めるための留意事項をまと行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、検索システムを案内したり、請求対象文書として、特定め、を明らかにするとともに、行います。
開示決定め、等からの開示請求に対して行政文書を開は、開示請求に対して行政文書を開が行政運営に関すあった日の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、翌日から起算してし必要な事項て 14 日以内に関する条例（以下「条例」といいます。）では、行わな事項ければな事項らな事項
いの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、で（条例第 11 条第１項）、対して行政文書を開象に、それを適正に進めるための留意事項をまと文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、検索システムを案内したり、請求対象文書として、特定め、は早急に行わなければなりません。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、行わな事項ければな事項りません。
ア

請求内容を正確に把握するに該当する行政文書の提出　・・・・・・　は、対象行政文書の提出　・・・・・・　と非開示部分の分離・・・　して全て特定しな事務の流れ　・・・　ければな事務の流れ　・・・　りません。
（例）
「個人情報の本人開示請求」○○事業に関し市民に説明する責務する費用による請求拒否　・・・　が不十分な場合の対応分かる文書の提出　・・・・・・　」と非開示部分の分離・・・　い内容を正確に把握するう業務請求内容を正確に把握するの一般的な事務の流れ　・・・　場合の対応には、費用による請求拒否　・・・　が不十分な場合の対応分かる文書の提出　・・・・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　う業務ちの一般的な事務の流れ　・・・　
一つを正確に把握する特定するの一般的な事務の流れ　・・・　ではな事務の流れ　・・・　く理解してもらうためのきっかけ、費用による請求拒否　・・・　が不十分な場合の対応分かる文書の提出　・・・・・・　は全て特定しな事務の流れ　・・・　ければな事務の流れ　・・・　りません。具体的な事務の流れ　・・・　には、執
行伺、発注伺、契約書の提出　・・・・・・　、支出命令書の提出　・・・・・・　、前まで渡すなど金精算して書の提出　・・・・・・　な事務の流れ　・・・　ど、それら開示の判断前まで全てを正確に把握する特定すること非開示部分の分離・・・　にな事務の流れ　・・・　ります。

14

イ

対象行政文書の提出　・・・・・・　は原則と非開示部分の分離・・・　して文書の提出　・・・・・・　単位（※）で特定し必要な事項ます。基に議事録等を作成するなど、組織としての利用を予定して本的とする旨を定めています（条例第１条）。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、は対して行政文書を開象に、それを適正に進めるための留意事項をまと行政文書を開中の文書も、組織共用文書として開示請求の対象文書となに関する条例（以下「条例」といいます。）では、
請求に対して行政文書を開内容を詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要があります以外となります（条例第２条第２項、第の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、部分の個人情報を開示請求したい場合は、が行政運営に関すあっても除く。）。外となります（条例第２条第２項、第せず、一件の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、行政文書を開全うするようにし、「体にあっては、その名称、事務所又は事業所の所在地及を明らかにするとともに、対して行政文書を開象に、それを適正に進めるための留意事項をまととし必要な事項ます。
請求に対して行政文書を開内容を詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要がありますが行政運営に関す一件の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、行政文書を開中の文書も、組織共用文書として開示請求の対象文書となの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、特定め、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、部分の個人情報を開示請求したい場合は、である情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことが行政運営に関す明らかにするとともに、確な認識の下に適正な意見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意である情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合は、最低ペーペー
ジ数はマニュアルのページ数です。単位で特定め、し必要な事項ます。同じ文書の求めがあった際には、一ペー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等ジ】中の文書も、組織共用文書として開示請求の対象文書となに関する条例（以下「条例」といいます。）では、請求に対して行政文書を開内容を詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要があります以外となります（条例第２条第２項、第の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、部分の個人情報を開示請求したい場合は、が行政運営に関すあっても、その保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、部分の個人情報を開示請求したい場合は、を明らかにするとともに、含む。）は、請求者に対して相当の期間を定めて、その補めて
開示・非開示等からの開示請求に対して行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、決定め、を明らかにするとともに、行います。
（例）
「個人情報の本人開示請求」○○局が不十分な場合の対応保有してする平成○年度○○事業補助金申請受付まで　・・・・・・・　簿の内○○区分」という請求内容のの一般的な事務の流れ　・・・　内○○区分」と非開示部分の分離・・・　い内容を正確に把握するう業務請求内容を正確に把握するの一般的な事務の流れ　・・・　
場合の対応、該当区の一般的な事務の流れ　・・・　記載されてい内容を正確に把握するるページ数はマニュアルのページ数です。を正確に把握する特定します。特定したページ数はマニュアルのページ数です。の一般的な事務の流れ　・・・　 中に非開示部分がない場合に他の制度での一般的な事務の流れ　・・・　区の一般的な事務の流れ　・・・　申請が不十分な場合の対応記
載されてい内容を正確に把握するても対象外の開示請求のと非開示部分の分離・・・　はな事務の流れ　・・・　りません。
ただし、請求書の提出　・・・・・・　に記載した内容を正確に把握する以外の開示請求のの一般的な事務の流れ　・・・　部分は不要である、又は電話によりは一部分を正確に把握する限定して請求したい内容を正確に把握する
旨が明確に請求書に記載されている場合は、請求者の意向に従い、当該部分のみ開示・非開示が不十分な場合の対応明確に把握するに請求書の提出　・・・・・・　に記載されてい内容を正確に把握するる場合の対応は、請求者に対する説明　・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　意 向に従い、当該部分のみ開示・非開示い内容を正確に把握する、当該部分の一般的な事務の流れ　・・・　み開示・非開示開の一般的な事務の流れ　・・・　示・非開の一般的な事務の流れ　・・・　示
等の知りたい内容を正確に把握するの一般的な事務の流れ　・・・　決定を正確に把握する行い内容を正確に把握するます。
その一般的な事務の流れ　・・・　場合の対応、対象外の開示請求の部分は、枠で囲い中を白く塗り、対角線を一本引くことにより処理（白抜き）しで囲い中を白く塗り、対角線を一本引くことにより処理（白抜き）しい内容を正確に把握する中に非開示部分がない場合を正確に把握する白く塗り、対角線を一本引くことにより処理（白抜き）しく理解してもらうためのきっかけ塗り、対角線を一本引くことにより処理（白抜き）しり、対角線を一本引くことにより処理（白抜き）しを正確に把握する一本引くことにより処理（白抜き）しく理解してもらうためのきっかけこと非開示部分の分離・・・　により処理（白く塗り、対角線を一本引くことにより処理（白抜き）し抜き）し
ます。

※

文書を開管理シスによる開示請求の受付も行っています。テ ム及び電磁的記録であって、 に関する条例（以下「条例」といいます。）では、おける情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、決 裁文書を開一式を明らかにするとともに、 特定め、し必要な事項た場合、当該決裁文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、範 囲んでください。）は

「起案用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取紙を作成し、記載してもらいます。・本文、案文（施行資料含む。）は、請求者に対して相当の期間を定めて、その補む）及び電磁的記録であって、び電磁的記録であって、資料」といいます。）では、までとし必要な事項、「施行文及び電磁的記録であって、び電磁的記録であって、添付されてい
る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、過去に開示請求の対象となったの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、決裁文書を開（保存文書を開）」といいます。）では、は原則とし必要な事項て対して行政文書を開象に、それを適正に進めるための留意事項をまと行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、は含む。）は、請求者に対して相当の期間を定めて、その補めません。
ウ

請求に対して行政文書を開が行政運営に関すあった行政文書を開は、原則とし必要な事項て請求日現在する文書を、原則そのまま開示する制度保有してする文書の提出　・・・・・・　が行政運営に関す対して行政文書を開象に、それを適正に進めるための留意事項をまととな事項ります。
（例）通帳の開示請求があった場合の一般的な事務の流れ　・・・　開の一般的な事務の流れ　・・・　示請求が不十分な場合の対応あった場合の対応
請求日時の注意点　・・・・・・・　点での一般的な事務の流れ　・・・　当該対象の一般的な事務の流れ　・・・　通帳の開示請求があった場合を正確に把握する特定し、開の一般的な事務の流れ　・・・　示等の知りたい内容を正確に把握するの一般的な事務の流れ　・・・　決定及び決裁区分一覧　・・・・・　び決裁区分一覧　・・・・・　開の一般的な事務の流れ　・・・　示の一般的な事務の流れ　・・・　実施を正確に把握する行う業務こと非開示部分の分離・・・　にな事務の流れ　・・・　りま
す。請求日時の注意点　・・・・・・・　点での一般的な事務の流れ　・・・　当該通帳の開示請求があった場合の一般的な事務の流れ　・・・　状態を保存しておくために、当該通帳の全部の写しを取り、この文を正確に把握する保存しておく理解してもらうためのきっかけために、当該通帳の開示請求があった場合の一般的な事務の流れ　・・・　全部の一般的な事務の流れ　・・・　写しの作成　・・・・・・・・・　しを正確に把握する取り、この一般的な事務の流れ　・・・　文
書の提出　・・・・・・　につい内容を正確に把握するて開の一般的な事務の流れ　・・・　示等の知りたい内容を正確に把握するの一般的な事務の流れ　・・・　決定を正確に把握する行い内容を正確に把握するます。

エ

内容を詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要がありますを明らかにするとともに、特定め、し必要な事項た結果を開示決定通知書等により遅滞なく請求者に通知すること。、行政文書を開が行政運営に関す不存在しているのかを知らないことが多いため、最（未作成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意、未取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、は廃棄済み）であった場合み利用し、組織としての利用を予定して）であった場合
は、非開示の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、決定め、を明らかにするとともに、し必要な事項ます。（P.38 参照）

（４）請求の一般的な事務の流れ　・・・　取下げ　・・・・・・・・　げ
請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。との保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、調整し、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 結果を開示決定通知書等により遅滞なく請求者に通知すること。、開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、よらず任意の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 情報提供できる場合については、その旨を説明を明らかにするとともに、 行うことに関する条例（以下「条例」といいます。）では、ついて請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、
了した日解されることがないように、開示請求の場合は開が行政運営に関す得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、られた場合や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。、請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。 からの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、取下げの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、意思が行政運営に関す確な認識の下に適正な意見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意認された場合は、請求に対して行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、取下げを明らかにするとともに、
し必要な事項てもらいます。取下げは「取下書を開」といいます。）では、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、提出すことも可能です。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、より行います。電話等からの開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、よる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、口で言われた場合には、頭に置きつつ、主に行政文書の開での保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、取下げは
認められません。決定期間の延長、内に「個人情報の本人開示請求」取下げ　・・・・・・・・　書の提出　・・・・・・　」を正確に把握する提出してい内容を正確に把握するただけな事務の流れ　・・・　い内容を正確に把握する場合の対応は、通常どおりの開示どおりの一般的な事務の流れ　・・・　開の一般的な事務の流れ　・・・　示
決定等の知りたい内容を正確に把握するを正確に把握する行い内容を正確に把握するます。
請求に対して行政文書を開対して行政文書を開象に、それを適正に進めるための留意事項をまと文書を開が行政運営に関す不存在しているのかを知らないことが多いため、最の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、際の使用の有無は関係なくに関する条例（以下「条例」といいます。）では、、非開示決定め、が行政運営に関す不要な事項である情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、と請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。から了した日承が得られた場が行政運営に関す得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、られた場
合も、同じ文書の求めがあった際には、様の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、手続き情報提供で対応すべきものとが行政運営に関す必要な事項とな事項ります。
請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。から提出すことも可能です。された「取下書を開」といいます。）では、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、正に進めるための留意事項をまと本は文書を開所管課が行政運営に関す受け取り、請求に対して行政文書を開書を開とともに関する条例（以下「条例」といいます。）では、課長や局長までの判断が特に必要ないものま
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で供できる場合については、その旨を説明覧し必要な事項、保管し必要な事項ます。また取下書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、コピー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等を明らかにするとともに、市民情報課へ送付し、副本一部を請送付し必要な事項てく公開することによって、市民が行政運営に関すださい。
※取下書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 ひな事項型は、市ホームページ（「市の情報・計画」→「行政運営・監査」→「情報公 は 、市ホー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等 ム及び電磁的記録であって、ペ ー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等 ジ】（「市の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 情報・計画」といいます。）では、 →「行政運営に関す・監査」→「情報」といいます。）では、 →「情報公
開・個人情報保護する等のために、」といいます。）では、→「情報公開制度に関する事務（＝情報公開事務）を対象に、それを適正に進めるための留意事項をまと」といいます。）では、→「行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、開示請求に対して行政文書を開」といいます。）では、→「各種様式（行政文書を開
の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、開示請求に対して行政文書を開書を開等からの開示請求に対して行政文書を開）」といいます。）では、）又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、はＹＣＡＮの市民情報課ページ（「行政文書開示請求関係の様式ダウの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、市民情報課ペー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等ジ】（「行政文書を開開示請求に対して行政文書を開関する条例（以下「条例」といいます。）では、係る行政文書を開示しなければの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、様式ダ
ウンロー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等ド」といいます。）では、）に関する条例（以下「条例」といいます。）では、あります。

取

下

私が、令和○年〇月○日付で行ったが行政運営に関す、令和○年〇で囲んでください。）月○日付で行った

書を開

記載例

開の一般的な事務の流れ　・・・　示 請求書の提出　・・・・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　「個人情報の本人開示請求」受 付まで　・・・・・・・　日」を正確に把握する
記載します。

○○工した文書を出すことも可能です。事に関する条例（以下「条例」といいます。）では、係る行政文書を開示しなければる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、金入り設ける場合等を除く。）。計書を開（細は【情報公開事務マニュアル（個人情報本人開示編）】参照）。目まで）

の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、開示請求に対して行政文書を開を明らかにするとともに、取り下げます。
令和○年〇で囲んでください。）月○日

開の一般的な事務の流れ　・・・　示請求書の提出　・・・・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　「個人情報の本人開示請求」１ 開の一般的な事務の流れ　・・・　示請求に
係とは？る行政文書の提出　・・・・・・　」欄と非開示部分の分離・・・　同様に記に記
載します。

住 所

横浜市中の文書も、組織共用文書として開示請求の対象文書とな区○○町○○－○

氏 名

○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○

取下げ　・・・・・・・・　書の提出　・・・・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　記入してもらいます。日を正確に把握する記載します。

開の一般的な事務の流れ　・・・　示請求書の提出　・・・・・・　に記載の一般的な事務の流れ　・・・　住 所
を正確に把握する記載します。

開の一般的な事務の流れ　・・・　示請求書の提出　・・・・・・　に記載の一般的な事務の流れ　・・・　氏名を正確に把握する記載しま
す。法に制限することにもなりうる人もの一般的な事務の流れ　・・・　場合の対応も、担当者に対する説明　・・・　名ではな事務の流れ　・・・　く理解してもらうためのきっかけ請
求者に対する説明　・・・　名を正確に把握する記載します。

（５）開の一般的な事務の流れ　・・・　示決定等の知りたい内容を正確に把握するの一般的な事務の流れ　・・・　期限、決定期間の延長、の一般的な事務の流れ　・・・　延長、期限の一般的な事務の流れ　・・・　特例（条例第 11 条、第 12 条）
ア

開の一般的な事務の流れ　・・・　示決定等の知りたい内容を正確に把握するの一般的な事務の流れ　・・・　期限
開の一般的な事務の流れ　・・・　示決定等の知りたい内容を正確に把握するは、開の一般的な事務の流れ　・・・　示請求が不十分な場合の対応あった日の一般的な事務の流れ　・・・　翌日から開示の判断前まで起算してして 14 日以内にしな事務の流れ　・・・　ければな事務の流れ　・・・　り
ません（条例第 11 条第１項）。14 日以内の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、期限は、開示決定等（決裁登録）の期限を定めは、開示決定め、等からの開示請求に対して行政文書を開（決裁登録であって、）の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、期限は、開示決定等（決裁登録）の期限を定めを明らかにするとともに、定め、め
る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、規定め、であり、開示請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、対して行政文書を開する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、通知らないことが多いため、最の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、到達の確認手段が確立していないため認めていません。来庁できない場合は、郵送又は電子日が行政運営に関す 14 日以内である情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことを明らかにするとともに、求に対して行政文書を開めている情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、も
の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ではありませんが行政運営に関す、決定め、後もし同じ文書の求めがあった際には、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、は通知らないことが多いため、最書を開等からの開示請求に対して行政文書を開を明らかにするとともに、遅れの原因になります。滞なく請求者に通知すること。な事項く公開することによって、市民が行政運営に関す請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、送付し必要な事項な事項ければな事項りません。

16

開の一般的な事務の流れ　・・・　示請求が不十分な場合の対応あった日と非開示部分の分離・・・　は？
窓口で言われた場合には、受付の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合：市民情報センター等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等及び電磁的記録であって、び電磁的記録であって、区役所総務マニュアル部区政推進」とは、市民等からの開示請求に対して行政文書を開課広く公開することによって、市民が行政運営に関す報相談係る行政文書を開示しなければに関する条例（以下「条例」といいます。）では、
おいて、開示請求に対して行政文書を開書を開を明らかにするとともに、受け付けた日
横浜市電子申請・届出すことも可能です。サー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等ビスによる開示請求の受付も行っています。利用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合：請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。が行政運営に関す自宅等からの開示請求に対して行政文書を開で開示請求に対して行政文書を開を明らかにするとともに、行った
日（横浜市行政手続き情報提供で対応すべきものと等からの開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、おける情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、情報通信の危険があり、また、到の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、技術の利用に関すの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、利用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取に関する条例（以下「条例」といいます。）では、関する条例（以下「条例」といいます。）では、す
る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、条例第３条第３項参照）
郵送に関する条例（以下「条例」といいます。）では、よる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合：開示請求に対して行政文書を開書を開が行政運営に関す市民情報センター等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、は区役所総務マニュアル部区政推進」とは、市民等からの開示請求に対して行政文書を開課
広く公開することによって、市民が行政運営に関す報相談係る行政文書を開示しなければに関する条例（以下「条例」といいます。）では、到達の確認手段が確立していないため認めていません。来庁できない場合は、郵送又は電子し必要な事項た日
14 日目が不十分な場合の対応休庁日だった場合の対応は？
14 日目が行政運営に関す休庁した市民等がどのような情報を知りたいと考日に関する条例（以下「条例」といいます。）では、当たる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ときは、その保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、直後もし同じ文書の求めがあった際には、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、休庁した市民等がどのような情報を知りたいと考日でな事項い日が行政運営に関す満了した日日とな事項ります。

記載例
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第５号様式（第６条）

開 示 決 定め、 等からの開示請求に対して行政文書を開 期 間は開示請求日の翌 延 長や局長までの判断が特に必要ないもの 通 知らないことが多いため、最 書を開
○○○第 100号
令和○年４月15日
情報株式会社
代表取締役 横浜 太郎 様
横浜市長

林

文

子

印の押印　・・・・・・・・・　

令和○年４月１日に関する条例（以下「条例」といいます。）では、開示請求に対して行政文書を開が行政運営に関すありまし必要な事項た行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、開示決定め、等からの開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ついては、横浜市の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、情報の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、公開
に関する条例（以下「条例」といいます。）では、関する条例（以下「条例」といいます。）では、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、条例第11条第２項の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、規定め、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、より、次の点に注意する必要があります。の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、とおりその保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、期間は開示請求日の翌を明らかにするとともに、延長や局長までの判断が特に必要ないものし必要な事項まし必要な事項たの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、で通知らないことが多いため、最し必要な事項ます。
特定した行政文書の提出　・・・・・・　件名
１ 開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、係る行政文書を開示しなければる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、行政文書を開

（文書の提出　・・・・・・　が不十分な場合の対応特定されな事務の流れ　・・・　い内容を正確に把握する場合の対応は、請求書の提出　・・・・・・　内容を正確に把握するを正確に把握するその一般的な事務の流れ　・・・　まま記載してく理解してもらうためのきっかけださ
い内容を正確に把握する。）

２

条例第11条第１項の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、規 定め、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、よる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、決
定め、期間は開示請求日の翌

３ 延長や局長までの判断が特に必要ないもの後もし同じ文書の求めがあった際には、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、決定め、期間は開示請求日の翌

４ 延長や局長までの判断が特に必要ないものの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、理由に基づいて、決定期間を延長する場合には、

令和○年 ４月 ２日 から
令和○年 ４月１５日 まで

令和○年 ４月 ２日 から
令和○年 ４月２２日 まで

当該開の一般的な事務の流れ　・・・　示請求に係とは？る行政文書の提出　・・・・・・　は、検索に日時の注意点　・・・・・・・　を正確に把握する要し、決定期
間の延長、内に開の一般的な事務の流れ　・・・　示決定等の知りたい内容を正確に把握するを正確に把握する行う業務こと非開示部分の分離・・・　が不十分な場合の対応困難であるためであるため

５ 担を求めることはできません（実費負 当 課

○○局○○部○×課へ連絡
電話により０４５（６７１）○○○○

６ 備えた状態、

イ

考

決定期間の延長、の一般的な事務の流れ　・・・　延長
事務マニュアル処理上で、任意に情報提供できる場合については、その旨を説明の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、困難であり、開示請求の手続が必要その保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、他の法令等の規定に基づき提供している行政文書等についても、正に進めるための留意事項をまと当な事項理由に基づいて、決定期間を延長する場合には、が行政運営に関すある情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ときは、開示請求に対して行政文書を開が行政運営に関すあった日の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、翌日から起
算してし必要な事項て 60 日以内の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、延長や局長までの判断が特に必要ないものを明らかにするとともに、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことが行政運営に関すできます（条例第 11 条第２項）。
ただし必要な事項、延長期間の延長、は実施機関し市民に説明する責務が不十分な場合の対応い内容を正確に把握するく理解してもらうためのきっかけ ら開示の判断前まででも自らが行う業務由に設定できるものではなく、合理的な理に設定できるもの一般的な事務の流れ　・・・　ではな事務の流れ　・・・　く理解してもらうためのきっかけ、合の対応理的な事務の流れ　・・・　な事務の流れ　・・・　理
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由に設定できるものではなく、合理的な理に基づくものでなければなりませんづく理解してもらうためのきっかけもの一般的な事務の流れ　・・・　でな事務の流れ　・・・　ければな事務の流れ　・・・　りません。また、延長や局長までの判断が特に必要ないもの決定め、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、通知らないことが多いため、最も、14 日以内に関する条例（以下「条例」といいます。）では、決裁の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、上で、任意に情報提供できる場合については、その旨を説明、そ
の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、後もし同じ文書の求めがあった際には、遅れの原因になります。滞なく請求者に通知すること。な事項く公開することによって、市民が行政運営に関す請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、送付し必要な事項な事項ければな事項りません。
な事項お、延長の一般的な事務の流れ　・・・　規定を正確に把握する適用による請求拒否　・・・　する場合の対応には、延長期間の延長、等の知りたい内容を正確に把握するについ内容を正確に把握するて事前までに市民情報課へ連絡と非開示部分の分離・・・　協議
を正確に把握する行ってく理解してもらうためのきっかけださい内容を正確に把握する。
延長期間の延長、を正確に把握する決めるには？
延長や局長までの判断が特に必要ないもの期間は開示請求日の翌の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、日数の職員が使用しているもの（実際の使用の有無は関係なくを明らかにするとともに、決める情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合は、漠然と１週間、２週間といった日数の決め方ではなと１週間は開示請求日の翌、２週間は開示請求日の翌といった日数の職員が使用しているもの（実際の使用の有無は関係なくの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、決め方で、個人、法人の権利利益を保護する等のために、ではな事項
く公開することによって、市民が行政運営に関す、文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、検索システムを案内したり、請求対象文書としてに関する条例（以下「条例」といいます。）では、○日、非開示部分の個人情報を開示請求したい場合は、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、検討に関する条例（以下「条例」といいます。）では、○日、関する条例（以下「条例」といいます。）では、係る行政文書を開示しなければ課との保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、調整し、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、○日、決裁に関する条例（以下「条例」といいます。）では、○日
な事項ど、延長や局長までの判断が特に必要ないものする情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、足る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、合理的とする旨を定めています（条例第１条）。な事項日数の職員が使用しているもの（実際の使用の有無は関係なくを明らかにするとともに、算して出すことも可能です。する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、必要な事項が行政運営に関すあります。
60 日延長した場合の対応に 60 日目にあたる日が不十分な場合の対応休庁日だった場合の対応は？
60 日目に関する条例（以下「条例」といいます。）では、あたる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、日が行政運営に関す休庁した市民等がどのような情報を知りたいと考日に関する条例（以下「条例」といいます。）では、当たる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合でも、60 日目にあたる日が不十分な場合の対応満了日と非開示部分の分離・・・　な事務の流れ　・・・　りま
す。

当該開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、係る行政文書を開示しなければる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、行政文書を開は、検索システムを案内したり、請求対象文書としてに関する条例（以下「条例」といいます。）では、日時にはを明らかにするとともに、要な事項し必要な事項、決定め、期間は開示請求日の翌内に関する条例（以下「条例」といいます。）では、開示決
定め、等からの開示請求に対して行政文書を開を明らかにするとともに、行うことが行政運営に関す困難であり、開示請求の手続が必要である情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ため
当該開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、係る行政文書を開示しなければる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、行政文書を開は、所管課の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、特定め、及び電磁的記録であって、び電磁的記録であって、文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、検索システムを案内したり、請求対象文書としてに関する条例（以下「条例」といいます。）では、日時にはを明らかにするとともに、

延長や局長までの判断が特に必要ないものの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、理由に基づいて、決定期間を延長する場合には、例

要な事項し必要な事項、決定め、期間は開示請求日の翌内に関する条例（以下「条例」といいます。）では、開示決定め、等からの開示請求に対して行政文書を開を明らかにするとともに、行うことが行政運営に関す困難であり、開示請求の手続が必要である情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ため
当該開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、係る行政文書を開示しなければる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ついては、文書を開が行政運営に関す大量であり、検索に日時であり、検索システムを案内したり、請求対象文書としてに関する条例（以下「条例」といいます。）では、日時には
を明らかにするとともに、要な事項し必要な事項、また内容を詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要がありますが行政運営に関す複雑であって、開示非開示の判断に日時を要するためであって、開示非開示の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、判断に関する条例（以下「条例」といいます。）では、日時にはを明らかにするとともに、要な事項する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ため
当該開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、係る行政文書を開示しなければる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、第三者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、関する条例（以下「条例」といいます。）では、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、情報が行政運営に関す含む。）は、請求者に対して相当の期間を定めて、その補まれており、当該
第三者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、意見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意聴取に関する条例（以下「条例」といいます。）では、時には間は開示請求日の翌を明らかにするとともに、要な事項する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ため

ウ 期限の一般的な事務の流れ　・・・　特例
開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、係る行政文書を開示しなければる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、行政文書を開が行政運営に関す著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起し必要な事項く公開することによって、市民が行政運営に関す大量であり、検索に日時である情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ため、開示請求に対して行政文書を開が行政運営に関すあった日の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、翌日から起
算してし必要な事項て 60 日以内に関する条例（以下「条例」といいます。）では、その保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、全うするようにし、「てに関する条例（以下「条例」といいます。）では、ついて開示決定め、等からの開示請求に対して行政文書を開を明らかにするとともに、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことに関する条例（以下「条例」といいます。）では、より事務マニュアルの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、遂行に関する条例（以下「条例」といいます。）では、著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起し必要な事項い支
障が生ずるおそれがある場合には、実施機関は開示請求に係る行政文書のうちの相当のが行政運営に関す生じるなど、開示手続の遅れの原因になります。ずる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、おそれが行政運営に関すある情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合に関する条例（以下「条例」といいます。）では、は、実施機関する条例（以下「条例」といいます。）では、は開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、係る行政文書を開示しなければる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、うちの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、相当の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、
部分の個人情報を開示請求したい場合は、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、つき当該期間は開示請求日の翌内に関する条例（以下「条例」といいます。）では、開示決定め、等からの開示請求に対して行政文書を開を明らかにするとともに、し必要な事項、残りの行政文書については相当の期間内に開りの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ついては相当の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、期間は開示請求日の翌内に関する条例（以下「条例」といいます。）では、開
示決定め、等からの開示請求に対して行政文書を開を明らかにするとともに、すれば足りる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、旨を定めています（条例第１条）。、条例に関する条例（以下「条例」といいます。）では、規定め、されています（条例第 12 条）。特例延長や局長までの判断が特に必要ないものは、14 日
以内に関する条例（以下「条例」といいます。）では、請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、通知らないことが多いため、最を明らかにするとともに、行わな事項ければな事項りません。
な事項お、特例延長の一般的な事務の流れ　・・・　規定を正確に把握する適用による請求拒否　・・・　する場合の対応には、延長期間の延長、等の知りたい内容を正確に把握するについ内容を正確に把握するて事前までに市民情報課へ連絡と非開示部分の分離・・・　
協議を正確に把握する行ってく理解してもらうためのきっかけださい内容を正確に把握する。
（６）事案の一般的な事務の流れ　・・・　移送（条例第 14 条）
開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、係る行政文書を開示しなければる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、行政文書を開が行政運営に関す、他の法令等の規定に基づき提供している行政文書等についても、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、実施機関する条例（以下「条例」といいます。）では、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、より作成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意されたもの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 である情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ときや請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。当該行政
文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、他の法令等の規定に基づき提供している行政文書等についても、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、実施機関する条例（以下「条例」といいます。）では、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、事務マニュアルに関する条例（以下「条例」といいます。）では、密接な関連を有する情報が記録されているときなど、当該他な事項関する条例（以下「条例」といいます。）では、連を明らかにするとともに、有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、情報が行政運営に関す記録であって、されている情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ときな事項ど、当該他の法令等の規定に基づき提供している行政文書等についても、
の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、実施機関する条例（以下「条例」といいます。）では、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、開示決定め、等からの開示請求に対して行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、判断を明らかにするとともに、委ねたほうが行政運営に関す迅速やかに補正を行います。　かつ適切に案内しなければなりませんな事項処理が行政運営に関す行える情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合に関する条例（以下「条例」といいます。）では、、開示
決定め、等からの開示請求に対して行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、事務マニュアル処理を明らかにするとともに、開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、係る行政文書を開示しなければる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、行政文書を開を明らかにするとともに、保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、実施機関する条例（以下「条例」といいます。）では、から当該他の法令等の規定に基づき提供している行政文書等についても、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、実施機関する条例（以下「条例」といいます。）では、
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に関する条例（以下「条例」といいます。）では、移すことをいいます。すことを明らかにするとともに、いいます。
（７）第三者に対する説明　・・・　照会(条例第 15 条第１項が不十分な場合の対応)
開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、係る行政文書を開示しなければる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、市、国、独立行政法人等からの開示請求に対して行政文書を開、他の法令等の規定に基づき提供している行政文書等についても、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、地方で、個人、法人の権利利益を保護する等のために、公共団体にあっては、その名称、事務所又は事業所の所在地及、地方で、個人、法人の権利利益を保護する等のために、独立行政
法人及び電磁的記録であって、び電磁的記録であって、開示請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。以外となります（条例第２条第２項、第の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、第三者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、関する条例（以下「条例」といいます。）では、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、情報が行政運営に関す記録であって、されている情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合に関する条例（以下「条例」といいます。）では、は、当該第三者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。
の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、権利利益を保護する等のために、を明らかにするとともに、保護する等のために、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ため、実施機関する条例（以下「条例」といいます。）では、は、当該情報に関する条例（以下「条例」といいます。）では、係る行政文書を開示しなければる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、第三者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、対して行政文書を開し必要な事項、開示・非開示に関する条例（以下「条例」といいます。）では、つ
いての保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、意見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意書を開を明らかにするとともに、提出すことも可能です。する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、機会を明らかにするとともに、与した職員個人段階のものではなく、組織としての共用文書の実質を備えた状態、える情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことが行政運営に関すできる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、旨を定めています（条例第１条）。、規定め、されています。
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開の一般的な事務の流れ　・・・　示・非開の一般的な事務の流れ　・・・　示等の知りたい内容を正確に把握するの一般的な事務の流れ　・・・　判断（条例第７条）
対して行政文書を開象に、それを適正に進めるための留意事項をまと行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 特定め、後もし同じ文書の求めがあった際には、、 それぞれの一般的な事務の流れ　・・・　行政文書の提出　・・・・・・　ごと非開示部分の分離・・・　に、記録であって、されている情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、情報に関する条例（以下「条例」といいます。）では、つ いて開示・
非開示の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、判断を明らかにするとともに、行うことに関する条例（以下「条例」といいます。）では、な事項り、条例第７条第２項各号に関する条例（以下「条例」といいます。）では、当てはまる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合に関する条例（以下「条例」といいます。）では、は非開示とな事項ります。
非開示の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、判断を明らかにするとともに、し必要な事項た場合に関する条例（以下「条例」といいます。）では、は、非開示部分の個人情報を開示請求したい場合は、が行政運営に関す対して行政文書を開象に、それを適正に進めるための留意事項をまと行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、全うするようにし、「部で全うするようにし、「部非開示とする情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、
か、それとも一部分の個人情報を開示請求したい場合は、で一部開示（第８条）とする情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、かを明らかにするとともに、判断し必要な事項ます。
また、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対 内容を詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要がありますに関する条例（以下「条例」といいます。）では、つ いて条例第７条第２項各号に関する条例（以下「条例」といいます。）では、定め、める情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、非開示情報の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、該当性を明らかにするとともに、審査」→「情報する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、
あたっては、条例の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、解されることがないように、開示請求の場合は開釈・運用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、手引き続き情報提供で対応すべきものと、横浜市情報公開・個人情報保護する等のために、審査」→「情報会の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、答申、情報公
開訴訟の判例・過去の事例等を参考に、個別具体的に、かつ慎重に行わなければなりません。の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、判例・過去に開示請求の対象となったの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、事例等からの開示請求に対して行政文書を開を明らかにするとともに、参考に関する条例（以下「条例」といいます。）では、、個別具体にあっては、その名称、事務所又は事業所の所在地及的とする旨を定めています（条例第１条）。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、、かつ慎重に関する条例（以下「条例」といいます。）では、行わな事項ければな事項りません。
非開示情報は各号の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、いずれかに関する条例（以下「条例」といいます。）では、該当する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、だけでな事項く公開することによって、市民が行政運営に関す、複数の職員が使用しているもの（実際の使用の有無は関係なくの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、号に関する条例（以下「条例」といいます。）では、該当する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことが行政運営に関すある情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことに関する条例（以下「条例」といいます。）では、
留意する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、必要な事項が行政運営に関すあります。
な事項お、１か所でも条例第７条第２項が不十分な場合の対応各号に定める非開の一般的な事務の流れ　・・・　示情報に該当する非開の一般的な事務の流れ　・・・　示の一般的な事務の流れ　・・・　判断が不十分な場合の対応ある
場合の対応には、起案する前までに市民情報課へ連絡と非開示部分の分離・・・　協議を正確に把握する行ってく理解してもらうためのきっかけださい内容を正確に把握する。（P.29 参照）
（情報公開制度に関する事務（＝情報公開事務）を対象に、それを適正に進めるための留意事項をまとの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、適正に進めるための留意事項をまとな事項運用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、推進」とは、市民等からの開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ついて（依命通達の確認手段が確立していないため認めていません。来庁できない場合は、郵送又は電子）（平成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意 16 年 11 月８日市市情第
109 号））
※横浜市情報公開・個人情報保護する等のために、審査」→「情報会の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、答申は、ＹＣＡＮの市民情報課ページ（「行政文書開示請求関係の様式ダウの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、市民情報課ペー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等ジ】掲出すことも可能です。の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、
答申集及び電磁的記録であって、び電磁的記録であって、市ホー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等ム及び電磁的記録であって、ペー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等ジ】掲出すことも可能です。の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、審査」→「情報会答申一覧（「市の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、情報・計画」といいます。）では、→「行政運営に関す・監査」→「情報」といいます。）では、
→「情報公開・個人情報保護する等のために、」といいます。）では、→「情報公開制度に関する事務（＝情報公開事務）を対象に、それを適正に進めるための留意事項をまと」といいます。）では、→「横浜市情報公開・個人情報保護する等のために、審査」→「情報
会」といいます。）では、→「答申」といいます。）では、）を明らかにするとともに、御覧く公開することによって、市民が行政運営に関すださい。

＜非開の一般的な事務の流れ　・・・　示条項が不十分な場合の対応の一般的な事務の流れ　・・・　適用による請求拒否　・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　考え方＞方＞
条例第７条第１項では行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、「 原則公開の一般的な事務の流れ　・・・　 」といいます。）では、を明らかにするとともに、徹底する趣旨を明らかにしています（条例第７条第１項）。する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、趣旨を定めています（条例第１条）。を明らかにするとともに、明らかにするとともに、らかに関する条例（以下「条例」といいます。）では、し必要な事項ており、第２項
各号の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、非開示情報は「例外となります（条例第２条第２項、第」といいます。）では、とし必要な事項て規定め、し必要な事項ています。
ア 条例第７条第２項が不十分な場合の対応第１号【法に制限することにもなりうる令秘情報】
地方税法に制限することにもなりうる、刑事訴訟法に制限することにもなりうる等の知りたい内容を正確に把握する多くの法令に「法令秘」規定は存在しますが、それをもってく理解してもらうためのきっかけの一般的な事務の流れ　・・・　法に制限することにもなりうる令に「個人情報の本人開示請求」法に制限することにもなりうる令秘」規定は存在する文書を、原則そのまま開示する制度しますが不十分な場合の対応、それを正確に把握するもって
当然に全部非開示となるとの考え方はありませんに全部非開の一般的な事務の流れ　・・・　示と非開示部分の分離・・・　な事務の流れ　・・・　ると非開示部分の分離・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　考え方＞方はありません。当該法令それぞれに関する条例（以下「条例」といいます。）では、保護する等のために、法益を保護する等のために、が行政運営に関すあり、
法令等からの開示請求に対して行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、趣旨を定めています（条例第１条）。及び電磁的記録であって、び電磁的記録であって、目的とする旨を定めています（条例第１条）。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、よって個別に関する条例（以下「条例」といいます。）では、検討・判断し必要な事項ていく公開することによって、市民が行政運営に関すことに関する条例（以下「条例」といいます。）では、な事項ります。
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法令等からの開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、「開示し必要な事項てはな事項らな事項い」といいます。）では、等からの開示請求に対して行政文書を開、明らかにするとともに、確な認識の下に適正な意見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意な事項禁止規定め、が行政運営に関すな事項い場合に関する条例（以下「条例」といいます。）では、は、当該法令等からの開示請求に対して行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、
主に行政文書の開管官庁した市民等がどのような情報を知りたいと考等からの開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、照会する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことも考えられます。
イ

条例第７条第２項が不十分な場合の対応第２号【個人も情報】
氏名、住所、職業、内心、財産等の知りたい内容を正確に把握するの一般的な事務の流れ　・・・　い内容を正確に把握するわゆる個人も情報の一般的な事務の流れ　・・・　う業務ち識別部分を正確に把握する非開の一般的な事務の流れ　・・・　示と非開示部分の分離・・・　 しま
す。基に議事録等を作成するなど、組織としての利用を予定して本的とする旨を定めています（条例第１条）。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、は、「横浜太郎さんが育児休暇を取った。」という個人情報があった場合、個さんが行政運営に関す育児休暇を取った。」という個人情報があった場合、個を明らかにするとともに、取った。」といいます。）では、という個人情報が行政運営に関すあった場合、個
人識の下に適正な意見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意別部分の個人情報を開示請求したい場合は、である情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、、「横浜太郎さんが育児休暇を取った。」という個人情報があった場合、個」といいます。）では、 を明らかにするとともに、黒コピーで求める場合く公開することによって、市民が行政運営に関す塗抹し、「し必要な事項、「

さんが行政運営に関す育児休暇を取った。」という個人情報があった場合、個を明らかにするとともに、取った。」といいます。）では、と

処理し必要な事項ます。「横浜太郎さんが育児休暇を取った。」という個人情報があった場合、個」といいます。）では、を明らかにするとともに、非開示とできな事項い場合は「育児休暇を取った。」という個人情報があった場合、個を明らかにするとともに、とった。」といいます。）では、を明らかにするとともに、非開示とし必要な事項ま
す。
「関する条例（以下「条例」といいます。）では、内小学校のの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、

さんは白血病で入院し必要な事項ています。」といいます。）では、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ような事項記述の「個人情報の本人開示請求」を案内することとなりますが、法人の場合は個人情報で、所属学

校の名な事項ど他の法令等の規定に基づき提供している行政文書等についても、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、記述の「個人情報の本人開示請求」を案内することとなりますが、法人の場合は個人情報と組み利用し、組織としての利用を予定して合わされる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことに関する条例（以下「条例」といいます。）では、より、一般的な事務の流れ　・・・　には識別されな事務の流れ　・・・　い内容を正確に把握するが不十分な場合の対応その一般的な事務の流れ　・・・　学校内
では識別されてしまい内容を正確に把握する、病名が不十分な場合の対応知りたい内容を正確に把握するら開示の判断前までれること非開示部分の分離・・・　により個人もの一般的な事務の流れ　・・・　正当な事務の流れ　・・・　権利の濫用による請求拒否　・・・　利の濫用による請求拒否　・・・　益が侵害されるが不十分な場合の対応侵害されるされる
場合の対応、第２号後もし同じ文書の求めがあった際には、段が行政運営に関す適用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取され病名も非開示とし必要な事項ます。
個人も情報であっても、以下げ　・・・・・・・・　に該当する場合の対応は、第２号ただし書の提出　・・・・・・　により例外の開示請求の的な事務の流れ　・・・　に開の一般的な事務の流れ　・・・　示と非開示部分の分離・・・　
な事務の流れ　・・・　ります。
①法令等からの開示請求に対して行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、規定め、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、より又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、は慣行とし必要な事項て公に関する条例（以下「条例」といいます。）では、な事項っている情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、もの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、（例：不動産登記簿で確認でで確な認識の下に適正な意見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意認で
きる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、不動産所有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、情報、団体にあっては、その名称、事務所又は事業所の所在地及代表者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、氏名、法人登記簿で確認でで確な認識の下に適正な意見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意認できる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、役員は、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、氏
名、職員は、録であって、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ある情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、横浜市職員は、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、氏名等からの開示請求に対して行政文書を開）、公に関する条例（以下「条例」といいます。）では、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことが行政運営に関す予定め、されている情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、もの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、
（公に関する条例（以下「条例」といいます。）では、すべきもの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、）
②人の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、生じるなど、開示手続の遅れの原因になります。命、財産等からの開示請求に対して行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、保護する等のために、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ため公に関する条例（以下「条例」といいます。）では、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことが行政運営に関す必要な事項な事項もの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、
③公務マニュアル員は、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、職務マニュアル情報

事業を正確に把握する営む個人の当該事業に関する情報についてむ個人の当該事業に関する情報について個人もの一般的な事務の流れ　・・・　当該事業に関し市民に説明する責務する情報につい内容を正確に把握するて
例えば、横浜小太郎さんが育児休暇を取った。」という個人情報があった場合、個税理士事務マニュアル所の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、横浜小太郎さんが育児休暇を取った。」という個人情報があった場合、個税理士の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、氏名が行政運営に関す、当該事業に関する条例（以下「条例」といいます。）では、
関する条例（以下「条例」といいます。）では、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、情報とし必要な事項て対して行政文書を開象に、それを適正に進めるための留意事項をまと行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対が行政運営に関す あった場合に関する条例（以下「条例」といいます。）では、は、その保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 情報の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、性格上で、任意に情報提供できる場合については、その旨を説明、法
人等からの開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、関する条例（以下「条例」といいます。）では、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、情報と同じ文書の求めがあった際には、様の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、もの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、と捉えて、第２号ではなく第３号に該当するかどうかえて、第２号ではな事項く公開することによって、市民が行政運営に関す第３号に関する条例（以下「条例」といいます。）では、該当する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、かどうか
で判断し必要な事項ます。
※その保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、事業とは直接な関連を有する情報が記録されているときなど、当該他関する条例（以下「条例」といいます。）では、係る行政文書を開示しなければの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、な事項い個人情報に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ついては、第２号で判断し必要な事項ます。

ウ 条例第７条第２項が不十分な場合の対応第３号【法に制限することにもなりうる人も等の知りたい内容を正確に把握するに関し市民に説明する責務する情報】
第３号アの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、「法人等からの開示請求に対して行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、権利、競争上で、任意に情報提供できる場合については、その旨を説明の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、地位その他正当な利益を害するおそれがあるもその保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、他の法令等の規定に基づき提供している行政文書等についても、正に進めるための留意事項をまと当な事項利益を保護する等のために、を明らかにするとともに、害するおそれがあるもする情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、おそれが行政運営に関すある情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、も
の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 」といいます。）では、 とは、生じるなど、開示手続の遅れの原因になります。産 技術の利用に関すや請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。 営に関す 業上で、任意に情報提供できる場合については、その旨を説明 の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 ノウハウや請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。 経 理等からの開示請求に対して行政文書を開 の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 内 部管理情報が行政運営に関すそれに関する条例（以下「条例」といいます。）では、 あ たります
（代表例：建物平面を改めて提出してもらう等の方法により行います。図や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。法人税納が必要なこと。付額、銀行口で言われた場合には、座情報等からの開示請求に対して行政文書を開）。
第３号イは「公にしないとの条件で任意に提供されているもの」について少なくとも当は「公に関する条例（以下「条例」といいます。）では、し必要な事項な事項いとの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、条件で任意に関する条例（以下「条例」といいます。）では、提供できる場合については、その旨を説明されている情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、もの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、」といいます。）では、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ついて少なくとも当な事項く公開することによって、市民が行政運営に関すとも当
時にはの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、状況では合理的な理由があるものを非開示とすることができます。では合理的とする旨を定めています（条例第１条）。な事項理由に基づいて、決定期間を延長する場合には、が行政運営に関すある情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、もの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、を明らかにするとともに、非開示とする情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことが行政運営に関すできます。
「正に進めるための留意事項をまと当な事項利益を保護する等のために、」といいます。）では、を明らかにするとともに、判断する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、あたって、ノウハウ性や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。競争性に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ついて具体にあっては、その名称、事務所又は事業所の所在地及的とする旨を定めています（条例第１条）。な事項支障が生ずるおそれがある場合には、実施機関は開示請求に係る行政文書のうちの相当の性を明らかにするとともに、
判断する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、とともに関する条例（以下「条例」といいます。）では、、その一般的な事務の流れ　・・・　情報が不十分な場合の対応持しつつ、円滑に手続の移行を行うため、当分の間、次のとおりの取扱いとつ開の一般的な事務の流れ　・・・　示の一般的な事務の流れ　・・・　利の濫用による請求拒否　・・・　益が侵害されると非開示部分の分離・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　比較衡量が不十分な場合の対応重要にな事務の流れ　・・・　ります。例えば、

21

建物平面を改めて提出してもらう等の方法により行います。図でも、その保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、建物に関する条例（以下「条例」といいます。）では、重大な事項欠陥が見つかった場合など、公にする必要が出てくが行政運営に関す見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意つかった場合な事項ど、公に関する条例（以下「条例」といいます。）では、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、必要な事項が行政運営に関す出すことも可能です。てく公開することによって、市民が行政運営に関す
る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合もあり得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、ます。
法に制限することにもなりうる人も等の知りたい内容を正確に把握するには「個人情報の本人開示請求」法に制限することにもなりうる人も」及び決裁区分一覧　・・・・・　び決裁区分一覧　・・・・・　「個人情報の本人開示請求」その一般的な事務の流れ　・・・　他の制度での一般的な事務の流れ　・・・　団体」も含まれます。まれます。
「法人」といいます。）では、とは営に関す利法人、公益を保護する等のために、法人、学校の法人、宗教法人、特定め、非営に関す利法人等からの開示請求に対して行政文書を開であ
って、国、独立行政法人等からの開示請求に対して行政文書を開、地方で、個人、法人の権利利益を保護する等のために、公共団体にあっては、その名称、事務所又は事業所の所在地及及び電磁的記録であって、び電磁的記録であって、地方で、個人、法人の権利利益を保護する等のために、独立行政法人を明らかにするとともに、除く。）。く公開することによって、市民が行政運営に関すすべての保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、法
人を明らかにするとともに、いいます。また、「その保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、他の法令等の規定に基づき提供している行政文書等についても、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、団体にあっては、その名称、事務所又は事業所の所在地及」といいます。）では、とは、自治会・町内会、商店会、消費の負担を求めることはできません（実費負者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。団体にあっては、その名称、事務所又は事業所の所在地及等からの開示請求に対して行政文書を開
の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、いわゆる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、権利能です。力なき社団等をいいます。な事項き社団等からの開示請求に対して行政文書を開を明らかにするとともに、いいます。

エ 条例第７条第２項が不十分な場合の対応第４号【財産等の知りたい内容を正確に把握する保護情報】
個人・法人を明らかにするとともに、問わずわず、人の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、生じるなど、開示手続の遅れの原因になります。命･財産等からの開示請求に対して行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、保護する等のために、その保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、他の法令等の規定に基づき提供している行政文書等についても、公共の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、安全うするようにし、「確な認識の下に適正な意見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意保に関する条例（以下「条例」といいます。）では、支障が生ずるおそれがある場合には、実施機関は開示請求に係る行政文書のうちの相当のが行政運営に関す生じるなど、開示手続の遅れの原因になります。ず
る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、おそれが行政運営に関すある情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、情報で、具体にあっては、その名称、事務所又は事業所の所在地及的とする旨を定めています（条例第１条）。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、は、個人の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 実印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請及び電磁的記録であって、び電磁的記録であって、法人等からの開示請求に対して行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 代表者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請 影、印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請 鑑
証明らかにするとともに、書を開、銀行口で言われた場合には、座情報、家屋の詳細図面などを公にすることにより、犯罪の被害者となりの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要があります細は【情報公開事務マニュアル（個人情報本人開示編）】参照）。図面を改めて提出してもらう等の方法により行います。な事項どを明らかにするとともに、公に関する条例（以下「条例」といいます。）では、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことに関する条例（以下「条例」といいます。）では、より、犯罪の被害者となりの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、被害するおそれがあるも者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。とな事項り
又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、は、その保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、人の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、地位その他正当な利益を害するおそれがあるもや請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。平穏な生活が脅かされる場合などが考えられます。な事項生じるなど、開示手続の遅れの原因になります。活が脅かされる場合などが考えられます。が行政運営に関す脅かされる場合などが考えられます。かされる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合な事項どが行政運営に関す考えられます。

ための保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、意
際の使用の有無は関係なくに関する条例（以下「条例」といいます。）では、使用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取される情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことから、財産等からの開示請求に対して行政文書を開保護する等のために、情報とし必要な事項て非開示とし必要な事項ます。
印の押印　・・・・・・・・・　思決定め、が行政運営に関す行われる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、
影についてについ内容を正確に把握するて
１ を明らかにするとともに、個人印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請
影
代表者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請
押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請すの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、
る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請
ことが行政運営に関す予定め、されている情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、
書を開類（契約書を開、請求に対して行政文書を開書を開等からの開示請求に対して行政文書を開）又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、は代表者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請を明らかにするとともに、押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請す
条例上で、任意に情報提供できる場合については、その旨を説明保護する等のために、すべき個人の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、財産とし必要な事項て、実印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請を明らかにするとともに、押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことが行政運営に関す予定め、されている情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、書を開類
る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことが行政運営に関す予定め、されていな事項い書を開類であっても、印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請
鑑証明らかにするとともに、書を開が行政運営に関す添付されている情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、
場合や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。当該印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請影の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、
（契約書を開、遺産分の個人情報を開示請求したい場合は、割協議書を開等からの開示請求に対して行政文書を開）又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、は実印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請
を明らかにするとともに、押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことが行政運営に関す予定め、されていな事項い書を開類で
あっても、添付された印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請
鑑証明らかにするとともに、書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、
って実印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請
である情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、
とが行政運営に関すわかる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合に関する条例（以下「条例」といいます。）では、は、財産等からの開示請求に対して行政文書を開
文字自体にあっては、その名称、事務所又は事業所の所在地及か
ら代表者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請である情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことが行政運営に関すわかる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、
場よ
合に関する条例（以下「条例」といいます。）では、
は、財産等からの開示請求に対して行政文書を開
保こ護する等のために、情報該当とし必要な事項て非開示とし必要な事項
保護する等のために、情報該当とし必要な事項て非開示とし必要な事項ます。
ます。
逆に、実印の押印が予定されていない書類（領収書、届出書等）の個人印の印影に関する条例（以下「条例」といいます。）では、、実印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請が行政運営に関す予定め、されていな事項い書を開類（領収書を開、届出すことも可能です。書を開等からの開示請求に対して行政文書を開）の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、個人印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請影
は、認印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請
とみ利用し、組織としての利用を予定してな事項社
し必要な事項、当該個人の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、
名と同じ文書の求めがあった際には、じ文書の求めがあった際には、取扱いとしてください。いとし必要な事項ます（個人情報とし必要な事項て氏名が行政運営に関す非
社名の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、み利用し、組織としての利用を予定しての保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、いわゆる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、
印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請 （社判、角印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請氏
）は、領収書を開等からの開示請求に対して行政文書を開
の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、軽易な書類に使用され、一般的にな事項 書を開類に関する条例（以下「条例」といいます。）では、使用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取され、一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等的とする旨を定めています（条例第１条）。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、
開示な事項ら印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請影も非開示、氏名が行政運営に関す開示な事項ら印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請影も開示）。
認印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請とし必要な事項ての保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、性質を備えた状態、を明らかにするとともに、持つものであり、財産等保護情報ではないため開示となります。つもの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、であり、財産等からの開示請求に対して行政文書を開保護する等のために、情報ではな事項いため開示とな事項ります。
２ 法人の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、代表者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請影
法人代表者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請影は、契約書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、な事項ど、一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等に関する条例（以下「条例」といいます。）では、法人の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、財産管理の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、
３ 廃止された実印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請・代表者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請影
個人の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、実印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。法人の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、代表者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請が行政運営に関す変わることのないようご注意ください。更されている場合や、当該法人が解散した場合などでされている情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。、当該法人が行政運営に関す解されることがないように、開示請求の場合は開散した場合などでし必要な事項た場合な事項どで
あっても、保護する等のために、すべき財産上で、任意に情報提供できる場合については、その旨を説明の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、利益を保護する等のために、はある情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、もの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、と考え、非開示とし必要な事項ます。

オ 条例第７条第２項が不十分な場合の対応第５号【審議検討し協議情報】
行政に関する条例（以下「条例」といいます。）では、おける情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、審議検討協議情報である情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ということの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、み利用し、組織としての利用を予定してでは、非開示情報に関する条例（以下「条例」といいます。）では、は該当し必要な事項ませ
ん。開示する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことに関する条例（以下「条例」といいます。）では、より、その保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、円滑な審議や意思決定がな事項審議や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。意思決定め、が行政運営に関す不当に損なわれたり、な事項われたり、不当に市民の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、
間は開示請求日の翌に関する条例（以下「条例」といいます。）では、混乱を生じさせたり、を明らかにするとともに、生じるなど、開示手続の遅れの原因になります。じ文書の求めがあった際には、させたり、不当な事務の流れ　・・・　利益を保護する等のために、･不利益を保護する等のために、を明らかにするとともに、及び電磁的記録であって、ぼす具体にあっては、その名称、事務所又は事業所の所在地及的とする旨を定めています（条例第１条）。な事項支障が生ずるおそれがある場合には、実施機関は開示請求に係る行政文書のうちの相当の性が行政運営に関すある情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、もの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、が行政運営に関す該当
し必要な事項ます。開示する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことに関する条例（以下「条例」といいます。）では、より混乱を生じさせたり、が行政運営に関す生じるなど、開示手続の遅れの原因になります。じ文書の求めがあった際には、る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、というだけでは、本号に関する条例（以下「条例」といいます。）では、は該当し必要な事項ません。
例とし必要な事項ては、道路や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。地下鉄の整備計画等において、計画が未決定・未成熟である場合、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、整し、備えた状態、計画等からの開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、おいて、計画が行政運営に関す未決定め、・未成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意熟である場合、である情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合、
そうし必要な事項た計画を明らかにするとともに、基に議事録等を作成するなど、組織としての利用を予定してに関する条例（以下「条例」といいます。）では、し必要な事項た、土地等からの開示請求に対して行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、先行買収等からの開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、より、不当な事項利益を保護する等のために、や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。不利益を保護する等のために、を明らかにするとともに、市民に関する条例（以下「条例」といいます。）では、及び電磁的記録であって、ぼ
す場合な事項どが行政運営に関す考えられます。
適用による請求拒否　・・・　にあたっては、拡大解と批判の下釈をすることなく、を正確に把握するすること非開示部分の分離・・・　な事務の流れ　・・・　く理解してもらうためのきっかけ、 行政の一般的な事務の流れ　・・・　審議経過の透明性及び開示の利益の一般的な事務の流れ　・・・　透明性及び決裁区分一覧　・・・・・　び決裁区分一覧　・・・・・　開の一般的な事務の流れ　・・・　示の一般的な事務の流れ　・・・　利の濫用による請求拒否　・・・　益が侵害される
22

と非開示部分の分離・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　比較衡量により適用による請求拒否　・・・　します。
カ 条例第７条第２項が不十分な場合の対応第６号【行政運営む個人の当該事業に関する情報について情報】
「行政運営に関す情報」といいます。）では、で、開示する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことに関する条例（以下「条例」といいます。）では、より第６号ア～オに掲げるおそれのあるものだけでなに関する条例（以下「条例」といいます。）では、掲げる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、おそれの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ある情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、もの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、だけでな事項
く公開することによって、市民が行政運営に関す、様々な行政のな事項行政の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 事務マニュアル又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、は事業の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、適正に進めるための留意事項をまとな事項遂行に関する条例（以下「条例」といいます。）では、具体にあっては、その名称、事務所又は事業所の所在地及的とする旨を定めています（条例第１条）。な事項支障が生ずるおそれがある場合には、実施機関は開示請求に係る行政文書のうちの相当のを明らかにするとともに、及び電磁的記録であって、ぼすおそれが行政運営に関すある情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、もの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、
に関する条例（以下「条例」といいます。）では、適用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取し必要な事項ます。
開示する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことに関する条例（以下「条例」といいます。）では、よる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、利益を保護する等のために、と、市の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、機関する条例（以下「条例」といいます。）では、等からの開示請求に対して行政文書を開が行政運営に関す行う事務マニュアル又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、は事業の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、適正に進めるための留意事項をまとな事項遂行を明らかにするとともに、確な認識の下に適正な意見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意保する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、こ
とに関する条例（以下「条例」といいます。）では、よる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、利益を保護する等のために、との保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、比較衡量であり、検索に日時に関する条例（以下「条例」といいます。）では、より判断し必要な事項ます。｢支障｣の程度は名目的なものでは足りず、支障が生ずるおそれがある場合には、実施機関は開示請求に係る行政文書のうちの相当の｣の程度は名目的なものでは足りず、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、程度に関する事務（＝情報公開事務）を対象に、それを適正に進めるための留意事項をまとは名目的とする旨を定めています（条例第１条）。な事項もの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、では足りず、
実質を備えた状態、的とする旨を定めています（条例第１条）。な事項もの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、である情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことが行政運営に関す必要な事項で、「おそれ」といいます。）では、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、程度に関する事務（＝情報公開事務）を対象に、それを適正に進めるための留意事項をまとも単なる確率的な可能性ではなく法的な事項る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、確な認識の下に適正な意見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意率的とする旨を定めています（条例第１条）。な事項可能です。性ではな事項く公開することによって、市民が行政運営に関す法的とする旨を定めています（条例第１条）。
保護する等のために、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、値するような蓋然性が要求されます。する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ような事項蓋然と１週間、２週間といった日数の決め方ではな性が行政運営に関す要な事項求に対して行政文書を開されます。開示する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことに関する条例（以下「条例」といいます。）では、より業務マニュアル量であり、検索に日時が行政運営に関す増える等の理由える情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、等からの開示請求に対して行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、理由に基づいて、決定期間を延長する場合には、
だけでは、本号に関する条例（以下「条例」といいます。）では、は該当し必要な事項ません。
「情報公開の一般的な事務の流れ　・・・　を正確に把握する推進し、情報を正確に把握する共有してしたう業務え方＞で市民と非開示部分の分離・・・　議論し、行政運営を行うし、行政運営む個人の当該事業に関する情報についてを正確に把握する行う業務 」といいます。）では、という情報
公開条例の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、趣旨を定めています（条例第１条）。からすれば、安易な書類に使用され、一般的にに関する条例（以下「条例」といいます。）では、本号の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、適用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取範囲んでください。）を明らかにするとともに、拡大する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、な事項いよう注意し必要な事項な事項け
ればな事項りません。
決定通知りたい内容を正確に把握する書の提出　・・・・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　非開の一般的な事務の流れ　・・・　示の一般的な事務の流れ　・・・　根拠規定を正確に把握する適用による請求拒否　・・・　する理由に設定できるものではなく、合理的な理欄への一般的な事務の流れ　・・・　記載につい内容を正確に把握するて
非開示部分の個人情報を開示請求したい場合は、が行政運営に関すあった場合に関する条例（以下「条例」といいます。）では、は、適用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、理由に基づいて、決定期間を延長する場合には、が行政運営に関す決定め、通知らないことが多いため、最書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対自体にあっては、その名称、事務所又は事業所の所在地及から理解されることがないように、開示請求の場合は開さ
れ得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、よう具体にあっては、その名称、事務所又は事業所の所在地及的とする旨を定めています（条例第１条）。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対し必要な事項な事項ければな事項りません。（条例第 10 条、第 13 条）
特に関する条例（以下「条例」といいます。）では、第６号【情報公開事務マニュアル（個人情報本人開示編）】参照）。行政運営に関す情報】参照）。を明らかにするとともに、適用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合は、単なる確率的な可能性ではなく法的純に「開示すると事業に支障があに関する条例（以下「条例」といいます。）では、「開示する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、と事業に関する条例（以下「条例」といいます。）では、支障が生ずるおそれがある場合には、実施機関は開示請求に係る行政文書のうちの相当のが行政運営に関すあ
る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、」といいます。）では、といった記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、仕方で、個人、法人の権利利益を保護する等のために、ではな事項く公開することによって、市民が行政運営に関す、「開示する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことで、どんな事項支障が生ずるおそれがある場合には、実施機関は開示請求に係る行政文書のうちの相当のが行政運営に関すある情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、か、事業に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ど
の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ような事項支障が生ずるおそれがある場合には、実施機関は開示請求に係る行政文書のうちの相当のを明らかにするとともに、 及び電磁的記録であって、ぼすの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、か」といいます。）では、ということを明らかにするとともに、具体にあっては、その名称、事務所又は事業所の所在地及的とする旨を定めています（条例第１条）。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、必要な事項が行政運営に関すあります。（ P.26～
27 参照）
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開の一般的な事務の流れ　・・・　示部分と非開示部分の分離・・・　非開の一般的な事務の流れ　・・・　示部分の一般的な事務の流れ　・・・　分離（条例第８条第１項が不十分な場合の対応）
対して行政文書を開象に、それを適正に進めるための留意事項をまと文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、一部に関する条例（以下「条例」といいます。）では、非開示情報が行政運営に関す記録であって、されている情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合、当該非開示情報を明らかにするとともに、容を詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要があります易な書類に使用され、一般的にに関する条例（以下「条例」といいます。）では、区分の個人情報を開示請求したい場合は、し必要な事項て
除く。）。く公開することによって、市民が行政運営に関すことが行政運営に関すできる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ときは、当該部分の個人情報を開示請求したい場合は、を明らかにするとともに、除く。）。 いた部分の個人情報を開示請求したい場合は、を明らかにするとともに、 開示し必要な事項ます。対して行政文書を開象に、それを適正に進めるための留意事項をまと文書を開が行政運営に関す紙を作成し、記載してもらいます。媒 体にあっては、その名称、事務所又は事業所の所在地及の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合は、
対して行政文書を開象に、それを適正に進めるための留意事項をまと文書を開を明らかにするとともに、複写し必要な事項、その保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、複写物の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、非開示情報を明らかにするとともに、黒コピーで求める場合く公開することによって、市民が行政運営に関す塗抹し、「し必要な事項ます。
対して行政文書を開象に、それを適正に進めるための留意事項をまと文書を開が行政運営に関す Word、Excel、PowerPoint な事項どの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、電磁的とする旨を定めています（条例第１条）。記録であって、（ＰＤＦを除く※）の場合は、既存を明らかにするとともに、除く。）。く公開することによって、市民が行政運営に関す※）の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合は、既に判断している文書（過去に開示請求の対象となった存
の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、プするなど加ログラム及び電磁的記録であって、では容を詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要があります易な書類に使用され、一般的にに関する条例（以下「条例」といいます。）では、区分の個人情報を開示請求したい場合は、し必要な事項て除く。）。く公開することによって、市民が行政運営に関すことが行政運営に関すできな事項いもの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、とし必要な事項て、用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取紙を作成し、記載してもらいます。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、出すことも可能です。力なき社団等をいいます。し必要な事項、非開示情報を明らかにするとともに、
黒コピーで求める場合く公開することによって、市民が行政運営に関す塗抹し、「し必要な事項ます。
な事項お、開示部分の個人情報を開示請求したい場合は、と非開示部分の個人情報を開示請求したい場合は、を明らかにするとともに、容を詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要があります易な書類に使用され、一般的にに関する条例（以下「条例」といいます。）では、区分の個人情報を開示請求したい場合は、し必要な事項て除く。）。く公開することによって、市民が行政運営に関すことが行政運営に関すできな事項いため、部分の個人情報を開示請求したい場合は、開示を明らかにするとともに、行わず
に関する条例（以下「条例」といいます。）では、対して行政文書を開象に、それを適正に進めるための留意事項をまと文書を開を明らかにするとともに、非開示とする情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、根拠規定め、は、条例第８条第１項及び電磁的記録であって、び電磁的記録であって、条例第７条第２項各号に関する条例（以下「条例」といいます。）では、
な事項ります。
※ＰＤＦを除く※）の場合は、既存に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ついて、電磁的とする旨を定めています（条例第１条）。記録であって、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、よる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、交付を明らかにするとともに、求に対して行政文書を開められた場合に関する条例（以下「条例」といいます。）では、は、非開示情報の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、漏えい防止えい防止
の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、観点に注意する必要があります。から、ＹＣＡＮの市民情報課ページ（「行政文書開示請求関係の様式ダウ 市民情報課情報公開・個人情報サポー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等トデスによる開示請求の受付も行っています。ク に関する条例（以下「条例」といいます。）では、掲載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対し必要な事項ている情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 「 情報公
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開請求に対して行政文書を開Ｑ＆Ａ２-22」といいます。）では、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、手順に沿って処理を行ってください。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、沿って処理を行ってください。って処理を明らかにするとともに、行ってく公開することによって、市民が行政運営に関すださい。

５ 権利の濫用による請求拒否　・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　濫用による請求拒否　・・・　による請求拒否（条例第５条）
行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、開示を明らかにするとともに、請求に対して行政文書を開する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、権利の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、濫用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取に関する条例（以下「条例」といいます。）では、当たる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、と認められる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ときは、当該開示請求に対して行政文書を開を明らかにするとともに、拒むことはできません。（受付後の補正については否
（非開示決定め、）する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことに関する条例（以下「条例」といいます。）では、な事項ります。権利の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、濫用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取に関する条例（以下「条例」といいます。）では、当たる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、請求に対して行政文書を開である情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、かどうかは、個別の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、事案ご注意ください。
とに関する条例（以下「条例」といいます。）では、様々な行政のな事項要な事項素を総合的に勘案して判断する必要があります。（単に対象文書が大量であるこを明らかにするとともに、総合的とする旨を定めています（条例第１条）。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、勘案し必要な事項て判断する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、必要な事項が行政運営に関すあります。（単なる確率的な可能性ではなく法的に関する条例（以下「条例」といいます。）では、対して行政文書を開象に、それを適正に進めるための留意事項をまと文書を開が行政運営に関す大量であり、検索に日時である情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、こ
との保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、み利用し、組織としての利用を予定してを明らかにするとともに、理由に基づいて、決定期間を延長する場合には、 とし必要な事項て開示請求に対して行政文書を開を明らかにするとともに、拒むことはできません。（受付後の補正については否する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことはできません。）権利の濫用による請求拒否　・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　濫用による請求拒否　・・・　による請求拒否を正確に把握する行
う業務場合の対応には、事前までに市民情報課へ連絡と非開示部分の分離・・・　協議を正確に把握する行ってく理解してもらうためのきっかけださい内容を正確に把握する。
また、権利の濫用による請求拒否　・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　濫用による請求拒否　・・・　による請求拒否を正確に把握する行う業務場合の対応、情報公開の一般的な事務の流れ　・・・　・個人も情報保護審査会に報告するする
必要が不十分な場合の対応あるため、非開の一般的な事務の流れ　・・・　示決定の一般的な事務の流れ　・・・　起案時の注意点　・・・・・・・　に「個人情報の本人開示請求」権利の濫用による請求拒否　・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　濫用による請求拒否　・・・　による請求拒否処分報告する書の提出　・・・・・・　」を正確に把握するあわせ
て施行案と非開示部分の分離・・・　 して添付まで　・・・・・・・　し、市民情報室に合議に「個人情報の本人開示請求」合の対応議」（市民情報室に合議長まで回議ルのページ数です。ートに入れてくださに入してもらいます。れてく理解してもらうためのきっかけださ
い内容を正確に把握する。）を正確に把握する行ってく理解してもらうためのきっかけださい内容を正確に把握する。

６ 行政文書の提出　・・・・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　存否応答拒否（条例第９条）
開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、対して行政文書を開し必要な事項、対して行政文書を開象に、それを適正に進めるための留意事項をまと文書を開が行政運営に関す存在しているのかを知らないことが多いため、最し必要な事項ている情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、か否かを明らかにするとともに、答える情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、だけで非開示情報を明らかにするとともに、開示する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、こ
ととな事項る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ときは、対して行政文書を開象に、それを適正に進めるための留意事項をまと文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、存否を明らかにするとともに、明らかにするとともに、らかに関する条例（以下「条例」といいます。）では、し必要な事項な事項い存否応する方が望ましいと考えられます。答拒むことはできません。（受付後の補正については否（非開示決定め、）を明らかにするとともに、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことに関する条例（以下「条例」といいます。）では、な事項
ります。存否応答拒否を正確に把握する行う業務場合の対応には、事前までに市民情報課へ連絡と非開示部分の分離・・・　協議を正確に把握する行ってく理解してもらうためのきっかけださい内容を正確に把握する。

存否応答拒否を正確に把握するしな事務の流れ　・・・　い内容を正確に把握すると非開示部分の分離・・・　・・・
例えば、「○○○○（←特定の個人の氏名）が市立病院に入院していたときのカル 特定め、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 個人の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、氏名）が行政運営に関す市立病院に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 入院し必要な事項ていたときの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、カ ル
テ」といいます。）では、と請求に対して行政文書を開し必要な事項た場合、該当する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、カルテを明らかにするとともに、「第７条第２項第２号に関する条例（以下「条例」といいます。）では、規定め、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、個人情報に関する条例（以下「条例」といいます。）では、該当
する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ため非開示」といいます。）では、と決定め、すれば、当該個人が行政運営に関す入院し必要な事項ていたという事実が行政運営に関す明らかにするとともに、らかに関する条例（以下「条例」といいます。）では、な事項り、
カルテが行政運営に関す「不存在しているのかを知らないことが多いため、最である情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ため非開示」といいます。）では、と決定め、すれば、当該個人が行政運営に関す入院し必要な事項ていな事項いという
事実が行政運営に関す明らかにするとともに、らかに関する条例（以下「条例」といいます。）では、な事項ります。
その保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、結果を開示決定通知書等により遅滞なく請求者に通知すること。、いずれの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、決定め、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、おいても、当該個人の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、入院の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、無は関係なくを明らかにするとともに、回答する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことに関する条例（以下「条例」といいます。）では、な事項り、
当該個人の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、個人情報を明らかにするとともに、開示し必要な事項たことに関する条例（以下「条例」といいます。）では、な事項ってし必要な事項まいます。

また、存否応答拒否を正確に把握する行う業務場合の対応、情報公開の一般的な事務の流れ　・・・　・個人も情報保護審査会に報告するする必要が不十分な場合の対応あるた
め、非開の一般的な事務の流れ　・・・　示決定の一般的な事務の流れ　・・・　起案時の注意点　・・・・・・・　に「個人情報の本人開示請求」存否応答拒否条項が不十分な場合の対応適用による請求拒否　・・・　報告する書の提出　・・・・・・　」を正確に把握するあわせて施行案と非開示部分の分離・・・　して添付まで　・・・・・・・　し、
市民情報室に合議に「個人情報の本人開示請求」合の対応議」（市民情報室に合議長まで回議ルのページ数です。ートに入れてくださに入してもらいます。れてく理解してもらうためのきっかけださい内容を正確に把握する。）を正確に把握する行ってく理解してもらうためのきっかけださい内容を正確に把握する。
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＜非開の一般的な事務の流れ　・・・　示と非開示部分の分離・・・　した具体的な事務の流れ　・・・　事例＞
次の点に注意する必要があります。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、示し必要な事項た非開示部分の個人情報を開示請求したい場合は、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、概要な事項は、過去に開示請求の対象となったに関する条例（以下「条例」といいます。）では、非開示に関する条例（以下「条例」といいます。）では、し必要な事項たことの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ある情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、事例を明らかにするとともに、示し必要な事項たもの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、です。実
際の使用の有無は関係なくに関する条例（以下「条例」といいます。）では、開示・非開示の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、判断を明らかにするとともに、 行うに関する条例（以下「条例」といいます。）では、あたっては、当該情報が行政運営に関す条例に関する条例（以下「条例」といいます。）では、規定め、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、非開示情報に関する条例（以下「条例」といいます。）では、該当
する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、か否かを明らかにするとともに、、個別具体にあっては、その名称、事務所又は事業所の所在地及的とする旨を定めています（条例第１条）。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、検討し必要な事項な事項ければな事項りません。
「非開示とする情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、部分の個人情報を開示請求したい場合は、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、概要な事項」といいます。）では、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、具体にあっては、その名称、事務所又は事業所の所在地及的とする旨を定めています（条例第１条）。事例

第７ 条 第２ 項が不十分な場合の対応 第
２号
（個人も情報）

根拠規定め、を明らかにするとともに、適用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、理由に基づいて、決定期間を延長する場合には、

次の一般的な事務の流れ　・・・　情報の一般的な事務の流れ　・・・　う業務ち、特定の一般的な事務の流れ　・・・　個 人もが不十分な場合の対応識別される
情報及び決裁区分一覧　・・・・・　び決裁区分一覧　・・・・・　個 人も識別性はな事務の流れ　・・・　い内容を正確に把握するが不十分な場合の対応個人もの一般的な事務の流れ　・・・　権利の濫用による請求拒否　・・・　利の濫用による請求拒否　・・・　
益が侵害されるを正確に把握する害されるするおそれが不十分な場合の対応あるもの一般的な事務の流れ　・・・　

１ 家庭や生活に関する情報や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。生じるなど、開示手続の遅れの原因になります。活が脅かされる場合などが考えられます。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、関する条例（以下「条例」といいます。）では、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、情報
個人の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、氏名、住所、郵便番号、個人印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請
影、個人の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、サイは「公にしないとの条件で任意に提供されているもの」について少なくとも当ン、生じるなど、開示手続の遅れの原因になります。年月日、年齢、性別、住
所、本籍、国籍、家庭や生活に関する情報状況では合理的な理由があるものを非開示とすることができます。 （母子家庭や生活に関する情報等からの開示請求に対して行政文書を開）、続き情報提供で対応すべきものと

（個人識の下に適正な意見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意別情報の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合）
個人に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 関する条例（以下「条例」といいます。）では、す る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、情報であって、開示する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことに関する条例（以下「条例」といいます。）では、
より特定め、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、個人が行政運営に関す識の下に適正な意見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意別される情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ため

柄、養子縁組、電話番号、FAX 番号、電子メ
ー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等 ル アドレスによる開示請求の受付も行っています。 、 マイは「公にしないとの条件で任意に提供されているもの」について少なくとも当 ナ ンバー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等 （ 個人番号）、親
族関する条例（以下「条例」といいます。）では、 係る行政文書を開示しなければ 、住民票、印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請 鑑 証明らかにするとともに、書を開、被保険があり、また、到者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。 番

（個人識の下に適正な意見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意別 性はな事項いが行政運営に関す権利利益を保護する等のために、を明らかにするとともに、侵 害するおそれがあるもする情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 場

号（横浜市職員は、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、職員は、番号）、写真上で、任意に情報提供できる場合については、その旨を説明の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、個人

合）

の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、顔、住居の間取り、写真に撮影された部屋の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、間は開示請求日の翌取り、写真に関する条例（以下「条例」といいます。）では、撮影された部屋の詳細図面などを公にすることにより、犯罪の被害者となり
の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、内部な事項ど

２

開示する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことに関する条例（以下「条例」といいます。）では、 より、個人の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 権利利益を保護する等のために、を明らかにするとともに、害するおそれがあるもす
る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、おそれが行政運営に関すある情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ため

内心の秘密に関する情報の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、秘密に関する条例（以下「条例」といいます。）では、関する条例（以下「条例」といいます。）では、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、情報
信の危険があり、また、到書を開、作文、支持つものであり、財産等保護情報ではないため開示となります。 政 党、宗教に関する条例（以下「条例」といいます。）では、関する条例（以下「条例」といいます。）では、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、情
報、相談記録であって、、未発表の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、論文な事項ど

（個人識の下に適正な意見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意別性及び電磁的記録であって、び電磁的記録であって、権利侵害するおそれがあるも性が行政運営に関すある情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合）
個人に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 関する条例（以下「条例」といいます。）では、す る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、情報であって、開示する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことに関する条例（以下「条例」といいます。）では、
より特定め、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、個人が行政運営に関す識の下に適正な意見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意別される情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ため

３

知らないことが多いため、最識の下に適正な意見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意、技術の利用に関す及び電磁的記録であって、び電磁的記録であって、能です。力なき社団等をいいます。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、関する条例（以下「条例」といいます。）では、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、情報
資格証明らかにするとともに、書を開、運転免許番号、資格取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、年
月日、学業成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意 績 、医籍登録であって、年月日、看護する等のために、士
免許証な事項ど

４ 心の秘密に関する情報身の状況に関する情報の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、状況では合理的な理由があるものを非開示とすることができます。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、関する条例（以下「条例」といいます。）では、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、情報
傷病名、傷病の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、具体にあっては、その名称、事務所又は事業所の所在地及的とする旨を定めています（条例第１条）。部位その他正当な利益を害するおそれがあるも、通院先、傷病
程度に関する事務（＝情報公開事務）を対象に、それを適正に進めるための留意事項をまと、心の秘密に関する情報身の状況に関する情報の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、障が生ずるおそれがある場合には、実施機関は開示請求に係る行政文書のうちの相当の害するおそれがあるもの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、状況では合理的な理由があるものを非開示とすることができます。、健康診断書を開、診断
書を開、診療情報、介護する等のために、記録であって、、相談記録であって、、ケー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等 スによる開示請求の受付も行っています。
会議の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 内容を詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要があります、看護する等のために、記録であって、、既に判断している文書（過去に開示請求の対象となった往 症、検査」→「情報結果を開示決定通知書等により遅滞なく請求者に通知すること。、
死亡年月日、死因になります。、カルテな事項ど
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また、開示する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことに関する条例（以下「条例」といいます。）では、より、個人の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、権利利益を保護する等のために、を明らかにするとともに、
害するおそれがあるもする情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、おそれが行政運営に関すある情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ため

５ 経歴や社会的活動に関する情報や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。社会的とする旨を定めています（条例第１条）。活が脅かされる場合などが考えられます。動に関する条例（以下「条例」といいます。）では、関する条例（以下「条例」といいます。）では、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、情報
勤務マニュアル先、勤続き情報提供で対応すべきものと年数の職員が使用しているもの（実際の使用の有無は関係なく、学校の名、成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意績に関する条例（以下「条例」といいます。）では、関する条例（以下「条例」といいます。）では、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、
情報、履歴や社会的活動に関する情報書を開、役職、所属、肩書を開、勤務マニュアル時には間は開示請求日の翌に関する条例（以下「条例」といいます。）では、
関する条例（以下「条例」といいます。）では、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、情報、人事評価、観察指しています。導記録であって、、民事
処分の個人情報を開示請求したい場合は、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 無は関係なく に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 関する条例（以下「条例」といいます。）では、 す る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、証 明らかにするとともに、書を開、出すことも可能です。勤・退出すことも可能です。時には
間は開示請求日の翌、雇用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取 契 約書を開、給与した職員個人段階のものではなく、組織としての共用文書の実質を備えた状態、 に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 関する条例（以下「条例」といいます。）では、 す る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 情 報、解されることがないように、開示請求の場合は開 雇 ・
停職に関する条例（以下「条例」といいます。）では、関する条例（以下「条例」といいます。）では、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、情報な事項ど

６ 財産状況では合理的な理由があるものを非開示とすることができます。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、関する条例（以下「条例」といいます。）では、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、情報
振込先口で言われた場合には、座情報（金融機関する条例（以下「条例」といいます。）では、 名 ・支店名、
口で言われた場合には、座種別、口で言われた場合には、座番号）（第４号に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 も該当）、印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請
鑑証明らかにするとともに、書を開（第４号に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 も 該当）、遺産分の個人情報を開示請求したい場合は、割 協議
書を開、収入証明らかにするとともに、書を開、車両登録であって、番号な事項ど

設ける場合等を除く。）。計者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 建 築設ける場合等を除く。）。計上で、任意に情報提供できる場合については、その旨を説明 の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、技 術の利用に関す的とする旨を定めています（条例第１条）。 ノウハウが行政運営に関す含む。）は、請求者に対して相当の期間を定めて、その補ま

第７条第２項が不十分な場合の対応

各階のものではなく、組織としての共用文書の実質を備えた状態、平面を改めて提出してもらう等の方法により行います。図・断面を改めて提出してもらう等の方法により行います。図

第３号ア

（本市が行政運営に関す所有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、建物を明らかにするとともに、除く。）。く公開することによって、市民が行政運営に関す。）

れており、開示する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことに関する条例（以下「条例」といいます。）では、より、設ける場合等を除く。）。計者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、事業活が脅かされる場合などが考えられます。
動上で、任意に情報提供できる場合については、その旨を説明の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、正に進めるための留意事項をまと当な事項利益を保護する等のために、を明らかにするとともに、害するおそれがあるもする情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、おそれが行政運営に関すある情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ため

（法に制限することにもなりうる人も等の知りたい内容を正確に把握する情報）

法人が行政運営に関すその保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、事業活が脅かされる場合などが考えられます。動の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、過程で自ら開拓し得たし必要な事項得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、た
取引き続き情報提供で対応すべきものと先法人の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、情報

取引き続き情報提供で対応すべきものと先に関する条例（以下「条例」といいます。）では、係る行政文書を開示しなければる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、情報であり、開示する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 ことに関する条例（以下「条例」といいます。）では、よ り、
他の法令等の規定に基づき提供している行政文書等についても、 の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 事 業者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。 と の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 間は開示請求日の翌 で、競争上で、任意に情報提供できる場合については、その旨を説明 不 利益を保護する等のために、を明らかにするとともに、被る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 な事項
ど、当該法人の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 事 業活が脅かされる場合などが考えられます。 動 が行政運営に関す損なわれたり、な事項われる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 お それ
が行政運営に関すある情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ため

法人の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、財務マニュアル関する条例（以下「条例」といいます。）では、係る行政文書を開示しなければ書を開類

法人の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、事業活が脅かされる場合などが考えられます。動を明らかにするとともに、行う上で、任意に情報提供できる場合については、その旨を説明での保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、内部管理に関する条例（以下「条例」といいます。）では、関する条例（以下「条例」といいます。）では、

法人の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、固定め、資産金額

する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、情報であり、開示する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことに関する条例（以下「条例」といいます。）では、より、当該法人

振込先口で言われた場合には、座情報（金融機関する条例（以下「条例」といいます。）では、名・支店名、

の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、事業活が脅かされる場合などが考えられます。動が行政運営に関す損なわれたり、な事項われる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、おそれが行政運営に関すある情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ため

口で言われた場合には、座種別、口で言われた場合には、座番号）（第４号に関する条例（以下「条例」といいます。）では、も該当）
不動産鑑定め、士の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、署名及び電磁的記録であって、び電磁的記録であって、印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請影

不動産鑑定め、士（会計士、税理士）の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、署名及び電磁的記録であって、び電磁的記録であって、

（不動産鑑定め、評価書を開中の文書も、組織共用文書として開示請求の対象文書となの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、もの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、）

印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請 影 を明らかにするとともに、開示する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 こ とに関する条例（以下「条例」といいます。）では、 よ り、不動産鑑定め、士（会

会計士の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、署名及び電磁的記録であって、び電磁的記録であって、印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請影

計士、税理士）及び電磁的記録であって、び電磁的記録であって、不動産鑑定め、業者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。 (会計士事

（公認会計士法第 34 条の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 12 に関する条例（以下「条例」といいます。）では、基に議事録等を作成するなど、組織としての利用を予定してづき押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請

務マニュアル所、税理士事務マニュアル所)等からの開示請求に対して行政文書を開当該法人の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、権利、競争

されたもの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、）

上で、任意に情報提供できる場合については、その旨を説明の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、地位その他正当な利益を害するおそれがあるも そ の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、他の法令等の規定に基づき提供している行政文書等についても、正に進めるための留意事項をまと当 な事項利益を保護する等のために、を明らかにするとともに、害するおそれがあるもする情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、おそれが行政運営に関す

税理士の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、署名及び電磁的記録であって、び電磁的記録であって、印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請影

ある情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ため

（税理士法第 33 条に関する条例（以下「条例」といいます。）では、基に議事録等を作成するなど、組織としての利用を予定して づ き押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請されたも
の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、）
建築士印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請影

開示する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 こ とに関する条例（以下「条例」といいます。）では、 よ り、建築士（土地家屋の詳細図面などを公にすることにより、犯罪の被害者となり 調 査」→「情報

（建築士法第 20 条第１項に関する条例（以下「条例」といいます。）では、基に議事録等を作成するなど、組織としての利用を予定してづき押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請さ
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士、司法書を開士、行政書を開士）及び電磁的記録であって、び電磁的記録であって、建築士事務マニュアル所

れたもの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、）（答申第 309 号参照）

(土地家屋の詳細図面などを公にすることにより、犯罪の被害者となり調査」→「情報士事務マニュアル所、司法書を開士事務マニュアル所、行

土地家屋の詳細図面などを公にすることにより、犯罪の被害者となり調査」→「情報士印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請影

政書を開士事務マニュアル所)等からの開示請求に対して行政文書を開当該法人の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 権 利、競争上で、任意に情報提供できる場合については、その旨を説明 の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、

（土地家屋の詳細図面などを公にすることにより、犯罪の被害者となり 調 査」→「情報士法施行規則第 26 条第１

地位その他正当な利益を害するおそれがあるも そ の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 他の法令等の規定に基づき提供している行政文書等についても、 正に進めるための留意事項をまと 当な事項利益を保護する等のために、を明らかにするとともに、害するおそれがあるも する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 お それが行政運営に関すある情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、

項に関する条例（以下「条例」といいます。）では、基に議事録等を作成するなど、組織としての利用を予定してづき押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請されたもの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、）

ため

司法書を開士印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請影
（司法書を開士法施行規則第 28 条第１項に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 基に議事録等を作成するなど、組織としての利用を予定して
づき押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請されたもの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、）
行政書を開士印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請影
（行政書を開士法施行規則第９条第２項に関する条例（以下「条例」といいます。）では、基に議事録等を作成するなど、組織としての利用を予定してづき
押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請されたもの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、）

第７条第２項が不十分な場合の対応

法人代表者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請影

開示する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことに関する条例（以下「条例」といいます。）では、 よ り、当該法人（団体にあっては、その名称、事務所又は事業所の所在地及 、 弁護する等のために、

第４号

団体にあっては、その名称、事務所又は事業所の所在地及代表者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請影

士、個人）の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、財産権が行政運営に関す侵害するおそれがあるもされる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、お それが行政運営に関すある情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、

弁護する等のために、士印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請影

ため

（財産保護情報）

個人印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請影（実印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合）
印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請鑑証明らかにするとともに、書を開
振込先口で言われた場合には、座情報（金融機関する条例（以下「条例」といいます。）では、名・支店名、
口で言われた場合には、座種別、口で言われた場合には、座番号）（第２号又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、は第３
号アに関する条例（以下「条例」といいます。）では、も該当）

第７条第２項が不十分な場合の対応
第６号

建築局の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 違 反是正に進めるための留意事項をまと指しています。導業務マニュアルに関する条例（以下「条例」といいます。）では、 関する条例（以下「条例」といいます。）では、 す る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 情 報
違反建築物に関する条例（以下「条例」といいます。）では、対して行政文書を開する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、是正に進めるための留意事項をまと指しています。導内容を詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要があります

であって、開示する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことに関する条例（以下「条例」といいます。）では、より、当該違反者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、は
当該違反者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。以外となります（条例第２条第２項、第の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。が行政運営に関す、建築基に議事録等を作成するなど、組織としての利用を予定して準じて受付をします。法等からの開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、違反

（行政運営む個人の当該事業に関する情報について情報）

する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、建築物等からの開示請求に対して行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 所有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 対して行政文書を開し必要な事項て横浜市が行政運営に関す行う

（ア～オに掲げるおそれのあるものだけでな又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、 は 柱書を開

是正に進めるための留意事項をまと指しています。導対して行政文書を開応する方が望ましいと考えられます。 の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 傾 向を把握できることとなり、を明らかにするとともに、 把 握します。その上で、任意に情報提供できる場合については、その旨を説明 で きる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 こととな事項り、

の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、どれに関する条例（以下「条例」といいます。）では、該当する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、

事務マニュアルの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、適正に進めるための留意事項をまとな事項遂行に関する条例（以下「条例」といいます。）では、支障が生ずるおそれがある場合には、実施機関は開示請求に係る行政文書のうちの相当のを明らかにするとともに、及び電磁的記録であって、ぼすおそれが行政運営に関すあ

かも併せて記載しせて記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対し必要な事項

る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ため

ます。）

例）

職員は、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、個人電子メー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等ルアドレスによる開示請求の受付も行っています。

職員は、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、個人メー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等ルアドレスによる開示請求の受付も行っています。は、日常の事務にの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、事務マニュアルに関する条例（以下「条例」といいます。）では、
おいて市役所内部の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、関する条例（以下「条例」といいます。）では、係る行政文書を開示しなければ者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。外となります（条例第２条第２項、第部の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、関する条例（以下「条例」といいます。）では、係る行政文書を開示しなければ者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。な事項

人 事 管 理 に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 関する条例（以下「条例」といいます。）では、 す

ど、限は、開示決定等（決裁登録）の期限を定められた者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。との保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、連絡をとり補正を求める必要が生じるなど、開示手続の遅れの原因になります。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、使用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取されており、公に関する条例（以下「条例」といいます。）では、

る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 も の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 場 合 ： ６

な事項った場合、いたずらや請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。偽計等からの開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、使用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取される情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 な事項

号エ

どに関する条例（以下「条例」といいます。）では、より、メー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等ルアドレスによる開示請求の受付も行っています。を明らかにするとともに、用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取いる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、本来の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、業務マニュアルに関する条例（以下「条例」といいます。）では、
支障が生ずるおそれがある場合には、実施機関は開示請求に係る行政文書のうちの相当のを明らかにするとともに、来たすな事項どの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、弊害するおそれがあるもを明らかにするとともに、生じるなど、開示手続の遅れの原因になります。じ文書の求めがあった際には、る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、おそれが行政運営に関すある情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、

ア～オに掲げるおそれのあるものだけでなに関する条例（以下「条例」といいます。）では、 は 該当し必要な事項

ことから、市の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、機関する条例（以下「条例」といいます。）では、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、事務マニュアルの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、適正に進めるための留意事項をまとな事項遂行に関する条例（以下「条例」といいます。）では、支障が生ずるおそれがある場合には、実施機関は開示請求に係る行政文書のうちの相当の

な事項いが行政運営に関す、開示する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、

を明らかにするとともに、及び電磁的記録であって、ぼすおそれが行政運営に関すある情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ため

27

ことに関する条例（以下「条例」といいます。）では、より当該事
務マニュアル の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 適 正に進めるための留意事項をまと な事項 遂 行

ＹＣＡＮの市民情報課ページ（「行政文書開示請求関係の様式ダウホー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等ム及び電磁的記録であって、ペー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等ジ】アドレスによる開示請求の受付も行っています。

サー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等バ名や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。ドメイは「公にしないとの条件で任意に提供されているもの」について少なくとも当 ン名な事項どから、庁した市民等がどのような情報を知りたいと考 内ネットワ
ー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等 ク 構造を類推されることにより、端末の不正 を明らかにするとともに、 類推される情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 ことに関する条例（以下「条例」といいます。）では、 よ り、端末の不正の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 不 正に進めるための留意事項をまと

に関する条例（以下「条例」といいます。）では、支障が生ずるおそれがある場合には、実施機関は開示請求に係る行政文書のうちの相当のを明らかにするとともに、及び電磁的記録であって、ぼすお

接な関連を有する情報が記録されているときなど、当該他続き情報提供で対応すべきものとや請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。侵入、マルウェアの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、混入が行政運営に関す発生じるなど、開示手続の遅れの原因になります。し必要な事項た場合

それが行政運営に関すある情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 も の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、

の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、脅かされる場合などが考えられます。威が増大するおそれがあり、また職員のみが行政運営に関す増える等の理由大する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、おそれが行政運営に関すあり、また職員は、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、み利用し、組織としての利用を予定して

場合：６号柱書を開

が行政運営に関す知らないことが多いため、最りうる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 情報であり、開示する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことで成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意りすま
し必要な事項な事項どに関する条例（以下「条例」といいます。）では、 利 用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取 で きる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 情 報を明らかにするとともに、 提 供できる場合については、その旨を説明 す る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 こ とに関する条例（以下「条例」といいます。）では、 な事項 る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、
ため、開示する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 こ とに関する条例（以下「条例」といいます。）では、 よ り、市の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 事 務マニュアル事業の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 適
正に進めるための留意事項をまとな事項遂行に関する条例（以下「条例」といいます。）では、著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起し必要な事項い支障が生ずるおそれがある場合には、実施機関は開示請求に係る行政文書のうちの相当のが行政運営に関す生じるなど、開示手続の遅れの原因になります。じ文書の求めがあった際には、る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、おそれが行政運営に関すある情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、た
め

第 ７ 条 第 ２ 項が不十分な場合の対応 第
◯号及び決裁区分一覧　・・・・・　び決裁区分一覧　・・・・・　第８条
第１項が不十分な場合の対応
（開の一般的な事務の流れ　・・・　示 部分と非開示部分の分離・・・　非開の一般的な事務の流れ　・・・　示
部分の一般的な事務の流れ　・・・　分離）

（非開示決定め、）

当該請求に対して行政文書を開対して行政文書を開象に、それを適正に進めるための留意事項をまと の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 行 政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 一部に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 非 開示情

当該開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 係る行政文書を開示しなければ る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 行 政文書を開は、個人に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 関する条例（以下「条例」といいます。）では、

報が行政運営に関す記録であって、されていて、当該非開示情報を明らかにするとともに、容を詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要があります易な書類に使用され、一般的に

する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、情報（個人の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、氏名）を明らかにするとともに、含む。）は、請求者に対して相当の期間を定めて、その補む電磁的とする旨を定めています（条例第１条）。記録であって、であ

に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 区 分の個人情報を開示請求したい場合は、し必要な事項 て除く。）。く公開することによって、市民が行政運営に関す こ とが行政運営に関すできず、部分の個人情報を開示請求したい場合は、開 示を明らかにするとともに、 行 わ

り、開示する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことに関する条例（以下「条例」といいます。）では、より特定め、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、個人が行政運営に関す識の下に適正な意見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意別される情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、

な事項い場合

おそれが行政運営に関すある情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 た め。また、非開示部分の個人情報を開示請求したい場合は、 と 開示部

（非開示情報が行政運営に関す第７条第２項第２号に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 該 当する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 分の個人情報を開示請求したい場合は、を明らかにするとともに、分の個人情報を開示請求したい場合は、離するプログラムを保有しておらず、非開する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、プするなど加ログラム及び電磁的記録であって、を明らかにするとともに、保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、し必要な事項ておらず、非開
場合）

示情報に関する条例（以下「条例」といいます。）では、係る行政文書を開示しなければる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、部分の個人情報を開示請求したい場合は、だけを明らかにするとともに、容を詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要があります易な書類に使用され、一般的にに関する条例（以下「条例」といいます。）では、区分の個人情報を開示請求したい場合は、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことが行政運営に関す
できな事項いため

第９条

当該請求に対して行政文書を開対して行政文書を開象に、それを適正に進めるための留意事項をまと の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、行 政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 存否を明らかにするとともに、答 える情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、こ と

（存否応答拒否）

が行政運営に関すできな事項い場合

報を明らかにするとともに、公に関する条例（以下「条例」といいます。）では、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、こととな事項り、横浜市の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、情報

（非開示決定め、）

（第７条第２項第２号に関する条例（以下「条例」といいます。）では、該当する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、とし必要な事項て存否応する方が望ましいと考えられます。答

の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、関する条例（以下「条例」といいます。）では、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、条例第７条第２項第２号に関する条例（以下「条例」といいます。）では、より非

拒むことはできません。（受付後の補正については否を明らかにするとともに、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合）

開示とすべき情報を明らかにするとともに、開示する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、こととな事項り、存否を明らかにするとともに、

当該文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 存否を明らかにするとともに、答える情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 こ と自体にあっては、その名称、事務所又は事業所の所在地及 が行政運営に関す 個人情

答える情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことが行政運営に関すできな事項い文書を開である情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ため

第 10 条第２項が不十分な場合の対応

・未作成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合

請求に対して行政文書を開内容を詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要がありますの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、○○事業の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、△△が行政運営に関す分の個人情報を開示請求したい場合は、かる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、報告書を開
に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ついては、当該○○事業報告書を開を明らかにするとともに、確な認識の下に適正な意見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意認し必要な事項たと

（文書の提出　・・・・・・　不存在する文書を、原則そのまま開示する制度）

ころ、△△に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 ついては××の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 理由に基づいて、決定期間を延長する場合には、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 より記録であって、を明らかにするとともに、 し必要な事項
ておらず、また、これに関する条例（以下「条例」といいます。）では、関する条例（以下「条例」といいます。）では、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、○年○月○日の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、会

（非開示決定め、）

議資料に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ついては、口で言われた場合には、頭に置きつつ、主に行政文書の開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、より報告されている情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、こ
とから、当該開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、係る行政文書を開示しなければる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、行政文書を開は作成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意し必要な事項
ておらず、保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、し必要な事項ていな事項いため
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・廃棄済み）であった場合み利用し、組織としての利用を予定しての保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合

当該開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 係る行政文書を開示しなければ る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 行 政文書を開は、横浜市行
政文書を開管理規則第 10 条第 4 項に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 規 定め、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 行
政文書を開分の個人情報を開示請求したい場合は、類表（共通又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、は 課等からの開示請求に対して行政文書を開別 ）に関する条例（以下「条例」といいます。）では、基に議事録等を作成するなど、組織としての利用を予定してづ き、保
存年限は、開示決定等（決裁登録）の期限を定め（○年）経過に関する条例（以下「条例」といいます。）では、より廃棄済み）であった場合み利用し、組織としての利用を予定してであり、保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、
し必要な事項ていな事項いため

・行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、該当し必要な事項な事項い場合

当該開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 係る行政文書を開示しなければ る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 請 求に対して行政文書を開対して行政文書を開象に、それを適正に進めるための留意事項をまと 文 書を開は、個人
メモであっても、それを基に議事録等を作成するなど、組織としての利用を予定してであって組織共用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取し必要な事項ていな事項いことから、当該
開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、係る行政文書を開示しなければる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、行政文書を開は作成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意し必要な事項ておらず、保
有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、し必要な事項ていな事項いため

・所在しているのかを知らないことが多いため、最不明らかにするとともに、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、

・過去に開示請求の対象となったに関する条例（以下「条例」といいます。）では、作成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意 又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、 は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、 し必要な事項 た

場合

か不明らかにするとともに、な事項場合

当該開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、かかる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ついては、
作成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意 又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、 は 取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、 し必要な事項 たか不明らかにするとともに、であり、執務マニュアル室、書を開庫に保存されている場合なども該当します。）
及び電磁的記録であって、び電磁的記録であって、マイは「公にしないとの条件で任意に提供されているもの」について少なくとも当クロフィルム及び電磁的記録であって、保管庫に保存されている場合なども該当します。）を明らかにするとともに、探しやし必要な事項たが行政運営に関す、存在しているのかを知らないことが多いため、最が行政運営に関す
確な認識の下に適正な意見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意認できな事項いため
(事案に関する条例（以下「条例」といいます。）では、応する方が望ましいと考えられます。じ文書の求めがあった際には、た具体にあっては、その名称、事務所又は事業所の所在地及的とする旨を定めています（条例第１条）。検索システムを案内したり、請求対象文書として場所を明らかにするとともに、示す)
また、仮にこれらの文書を開示請求された場合には、非開示決定を行うこととなるため、その旨 に関する条例（以下「条例」といいます。）では、作成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意 又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、は 取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、し必要な事項 ていても保存年限は、開示決定等（決裁登録）の期限を定め
（○年又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、は△年）経過に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 より廃棄済み）であった場合み利用し、組織としての利用を予定してであり、保
有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、し必要な事項ていな事項いため

・過去に開示請求の対象となったに関する条例（以下「条例」といいます。）では、作成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意 又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、 は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、 し必要な事項 た

当該開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、かかる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ついては、

が行政運営に関す、所在しているのかを知らないことが多いため、最不明らかにするとともに、で廃棄し必要な事項たか

執務マニュアル室、書を開庫に保存されている場合なども該当します。）及び電磁的記録であって、び電磁的記録であって、マイは「公にしないとの条件で任意に提供されているもの」について少なくとも当クロフィルム及び電磁的記録であって、保管庫に保存されている場合なども該当します。）を明らかにするとともに、探しやし必要な事項

不明らかにするとともに、な事項場合

たが行政運営に関す、存在しているのかを知らないことが多いため、最が行政運営に関す確な認識の下に適正な意見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意認できな事項いため
(事案に関する条例（以下「条例」といいます。）では、応する方が望ましいと考えられます。じ文書の求めがあった際には、た具体にあっては、その名称、事務所又は事業所の所在地及的とする旨を定めています（条例第１条）。検索システムを案内したり、請求対象文書として場所を明らかにするとともに、示す)

第 17 条第１項が不十分な場合の対応
（条例適用による請求拒否　・・・　外の開示請求の）

他の法令等の規定に基づき提供している行政文書等についても、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 法 令等からの開示請求に対して行政文書を開 で同じ文書の求めがあった際には、 一 の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 方で、個人、法人の権利利益を保護する等のために、 法 で開示する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 こ ととな事項
っている情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合

当該開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、かかる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、行政文書を開は○○法第
○条第○項の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、規定め、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、より、何人に関する条例（以下「条例」といいます。）では、も横浜市の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、保
有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、情報の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、関する条例（以下「条例」といいます。）では、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、条例第 16 条第１項
に関する条例（以下「条例」といいます。）では、規定め、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、方で、個人、法人の権利利益を保護する等のために、法と同じ文書の求めがあった際には、一の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、方で、個人、法人の権利利益を保護する等のために、法で開示する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことと

（非開示決定め、）

されており、同じ文書の求めがあった際には、条例第 17 条第１項の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、規定め、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、より、
当該同じ文書の求めがあった際には、一の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、方で、個人、法人の権利利益を保護する等のために、法に関する条例（以下「条例」といいます。）では、より開示を明らかにするとともに、行わな事項いため
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第 17 条第３項が不十分な場合の対応

例規集

（条例適用による請求拒否　・・・　外の開示請求の）

横浜市報

れに関する条例（以下「条例」といいます。）では、類 する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 横 浜市の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 施設ける場合等を除く。）。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、お いて市民の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 利 用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取

（非開示決定め、）

その保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 他の法令等の規定に基づき提供している行政文書等についても、 横 浜市立図書を開館、市民情報センター等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等等からの開示請求に対して行政文書を開

に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 供できる場合については、その旨を説明 す る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 こ とを明らかにするとともに、 目 的とする旨を定めています（条例第１条）。 と し必要な事項て収集し必要な事項、整し、理し必要な事項、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、は

に関する条例（以下「条例」といいます。）では、おいて配架されている資料されている情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、資料

保存し必要な事項ている情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 も の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 で あり、横浜市の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 保 有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 す る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 情

当該行政文書を開は、横浜市立図書を開館その保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 他の法令等の規定に基づき提供している行政文書等についても、 こ

報の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、関する条例（以下「条例」といいます。）では、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、条例第 17 条第３項に関する条例（以下「条例」といいます。）では、規定め、す
る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、、条例適用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取外となります（条例第２条第２項、第の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、資料に関する条例（以下「条例」といいます。）では、該当する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ため

第２条第２項が不十分な場合の対応

請求に対して行政文書を開対して行政文書を開象に、それを適正に進めるための留意事項をまとが行政運営に関す販売することを目的として発行されるもの又は物の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合

当該行政文書を開は、不特定め、多いため、最数の職員が使用しているもの（実際の使用の有無は関係なく の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。 に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 販 売することを目的として発行されるもの又はす
る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 こ とを明らかにするとともに、目的とする旨を定めています（条例第１条）。 と し必要な事項て発行される情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 も の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 で あり、横浜

（条例適用による請求拒否　・・・　外の開示請求の）

市の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 保 有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 す る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 情 報の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 公 開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 関する条例（以下「条例」といいます。）では、 する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 条 例第２条
第２項に関する条例（以下「条例」といいます。）では、規定め、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、、条例適用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取外となります（条例第２条第２項、第の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、資料に関する条例（以下「条例」といいます。）では、該当す

（非開示決定め、）

る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ため
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７ 協議
一部開示、非開示、延長や局長までの判断が特に必要ないもの、第三者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。照会等からの開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ついて文書を開所管課に関する条例（以下「条例」といいます。）では、おいて判断を明らかにするとともに、し必要な事項た場合に関する条例（以下「条例」といいます。）では、は、
その保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、内容を詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要がありますに関する条例（以下「条例」といいます。）では、ついて市民情報課と協議を明らかにするとともに、行います。
【対象行政文書の提出　・・・・・・　に非開の一般的な事務の流れ　・・・　示部分が不十分な場合の対応含まれます。まれると非開示部分の分離・・・　文書の提出　・・・・・・　所管課へ連絡が不十分な場合の対応判断した場合の対応】
１ 市民情報課へ送付し、副本一部を請連絡をとり補正を求める必要が生じるなど、開示手続の遅れの原因になります。し必要な事項、協議の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、日時にはの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、調整し、を明らかにするとともに、し必要な事項ます。
２ 当該行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、コピー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ライは「公にしないとの条件で任意に提供されているもの」について少なくとも当ンマー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等カー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等等からの開示請求に対して行政文書を開で非開示部分の個人情報を開示請求したい場合は、が行政運営に関す分の個人情報を開示請求したい場合は、かる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ように関する条例（以下「条例」といいます。）では、し必要な事項たもの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、を明らかにするとともに、市民
情報課に関する条例（以下「条例」といいます。）では、お持つものであり、財産等保護情報ではないため開示となります。ちいただき、非開示部分の個人情報を開示請求したい場合は、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、理由に基づいて、決定期間を延長する場合には、（条例上で、任意に情報提供できる場合については、その旨を説明の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、根拠）を明らかにするとともに、説明らかにするとともに、し必要な事項ていただきな事項が行政運営に関すら協
議を明らかにするとともに、行います。（黒コピーで求める場合で塗りつぶし必要な事項てし必要な事項まうと非開示部分の個人情報を開示請求したい場合は、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、内容を詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要がありますが行政運営に関す分の個人情報を開示請求したい場合は、からな事項く公開することによって、市民が行政運営に関すな事項ってし必要な事項まいま
す。）
な事項お、メー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等ルでの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、協議も可能です。です。この保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合、非開示部分の個人情報を開示請求したい場合は、が行政運営に関すわかる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ように関する条例（以下「条例」といいます。）では、し必要な事項た対して行政文書を開象に、それを適正に進めるための留意事項をまと行政文
書を開と決定め、通知らないことが多いため、最書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、案文を明らかにするとともに、お送りいただき、市民情報課が行政運営に関す確な認識の下に適正な意見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意認を明らかにするとともに、行います。

対象文書の提出　・・・・・・　に「個人情報の本人開示請求」個人も番号（マイナンバー）」が不十分な場合の対応含まれます。まれてい内容を正確に把握するる場合の対応の一般的な事務の流れ　・・・　協議につい内容を正確に把握するて
「個人番号（マイは「公にしないとの条件で任意に提供されているもの」について少なくとも当ナンバー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等）」といいます。）では、は、その保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、性質を備えた状態、上で、任意に情報提供できる場合については、その旨を説明、従来の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、個人情報以上で、任意に情報提供できる場合については、その旨を説明に関する条例（以下「条例」といいます。）では、漏えい防止えいリ又は電子メール等による開示請求については、誤送信の危険があり、また、到スによる開示請求の受付も行っています。クの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、低減
を明らかにするとともに、図る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、必要な事項が行政運営に関すある情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、もの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、であり、取扱いとしてください。者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。を明らかにするとともに、な事項る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、べく公開することによって、市民が行政運営に関す限は、開示決定等（決裁登録）の期限を定め定め、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、必要な事項が行政運営に関すあります。
この保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ため、開示請求に対して行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、対して行政文書を開象に、それを適正に進めるための留意事項をまととな事項った文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、個人番号が行政運営に関す含む。）は、請求者に対して相当の期間を定めて、その補まれている情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合、協議の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ために関する条例（以下「条例」といいます。）では、
市民情報課へ送付し、副本一部を請当該文書を開を明らかにするとともに、持つものであり、財産等保護情報ではないため開示となります。参又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、は送付される情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、当たっては、 個人番号はマスによる開示請求の受付も行っています。キングし必要な事項た状
態で持つものであり、財産等保護情報ではないため開示となります。参又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、は送付く公開することによって、市民が行政運営に関すださる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ようお願いします。いし必要な事項ます。
また、開示決定め、等からの開示請求に対して行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、起案に関する条例（以下「条例」といいます。）では、当たっても注意が行政運営に関す必要な事項です。「８

開の一般的な事務の流れ　・・・　示決定等の知りたい内容を正確に把握するの一般的な事務の流れ　・・・　起案」といいます。）では、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、（１）

④を明らかにするとともに、ご注意ください。参照く公開することによって、市民が行政運営に関すださい。

８

開の一般的な事務の流れ　・・・　示決定等の知りたい内容を正確に把握するの一般的な事務の流れ　・・・　起案
起案文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、作成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意に関する条例（以下「条例」といいます。）では、当たっては、文書を開事務マニュアルサポー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等トデスによる開示請求の受付も行っています。ク等からの開示請求に対して行政文書を開を明らかにするとともに、参照の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、うえ起案し必要な事項ます。また、決
定め、通知らないことが多いため、最書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、作成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意に関する条例（以下「条例」といいます。）では、あたっては、条例施行規則に関する条例（以下「条例」といいます。）では、定め、める情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、書を開式を明らかにするとともに、使用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取し必要な事項ます。
（参考）文書を開事務マニュアルサポー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等トデスによる開示請求の受付も行っています。ク起案文書を開・供できる場合については、その旨を説明覧文書を開作成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意ガイは「公にしないとの条件で任意に提供されているもの」について少なくとも当ド
例 12 行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、開示請求に対して行政文書を開を明らかにするとともに、受けた場合（全うするようにし、「部を明らかにするとともに、開示する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、決定め、を明らかにするとともに、行う例）
例 13 行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、開示請求に対して行政文書を開を明らかにするとともに、受けた場合（一部を明らかにするとともに、開示する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、決定め、を明らかにするとともに、行う例）

（１）

起案時の注意点　・・・・・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　注意点
①
・

起案の一般的な事務の流れ　・・・　件数はマニュアルのページ数です。
開示請求に対して行政文書を開１件（開示請求に対して行政文書を開書を開１通）に関する条例（以下「条例」といいます。）では、対して行政文書を開し必要な事項、開示決定め、等からの開示請求に対して行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、起案は１件とし必要な事項ます。同じ文書の求めがあった際には、一人か
ら同じ文書の求めがあった際には、日に関する条例（以下「条例」といいます。）では、複数の職員が使用しているもの（実際の使用の有無は関係なくの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、請求に対して行政文書を開書を開が行政運営に関す出すことも可能です。された場合であっても、個別に関する条例（以下「条例」といいます。）では、起案を明らかにするとともに、作成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意し必要な事項ます。

・

開示請求に対して行政文書を開１件（開示請求に対して行政文書を開書を開１通）に関する条例（以下「条例」といいます。）では、対して行政文書を開し必要な事項、複数の職員が使用しているもの（実際の使用の有無は関係なくの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、行政文書を開が行政運営に関す対して行政文書を開象に、それを適正に進めるための留意事項をまととな事項り、複数の職員が使用しているもの（実際の使用の有無は関係なくの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、決定め、
通知らないことが多いため、最書を開を明らかにするとともに、作成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合も、開示決定め、等からの開示請求に対して行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、起案は１件とし必要な事項、複数の職員が使用しているもの（実際の使用の有無は関係なくの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、施行文案を明らかにするとともに、添付し必要な事項ま
す。
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・

開示請求に対して行政文書を開１件に関する条例（以下「条例」といいます。）では、対して行政文書を開し必要な事項複数の職員が使用しているもの（実際の使用の有無は関係なく課の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、行政文書を開が行政運営に関す対して行政文書を開象に、それを適正に進めるための留意事項をまととな事項る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合は、文書の提出　・・・・・・　を正確に把握する保有してする課へ連絡ごと非開示部分の分離・・・　
に別々な行政のに関する条例（以下「条例」といいます。）では、起案し必要な事項ます。

②

開の一般的な事務の流れ　・・・　示決定等の知りたい内容を正確に把握するの一般的な事務の流れ　・・・　件数はマニュアルのページ数です。
決定め、通知らないことが多いため、最書を開は一つの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、行政文書を開ご注意ください。とに関する条例（以下「条例」といいます。）では、１枚の決定通知書を作成します。ただし、処分内の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、決定め、通知らないことが多いため、最書を開を明らかにするとともに、作成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意し必要な事項ます。ただし必要な事項、処分の個人情報を開示請求したい場合は、内

容を詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要がありますが行政運営に関す同じ文書の求めがあった際には、じ文書の求めがあった際には、場合に関する条例（以下「条例」といいます。）では、限は、開示決定等（決裁登録）の期限を定めり、決定め、通知らないことが多いため、最書を開を明らかにするとともに、まとめる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことが行政運営に関すできます。（P.36 参照）
③

決裁区分
文書を開を明らかにするとともに、保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、課の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、区局長や局長までの判断が特に必要ないもの、統括本部長や局長までの判断が特に必要ないもの決裁で行います（総務マニュアル担を求めることはできません（実費負当課合議）。
期間は開示請求日の翌延長や局長までの判断が特に必要ないもの、補正に進めるための留意事項をまと等からの開示請求に対して行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、決裁は所属部長や局長までの判断が特に必要ないもので行います。（P.４参照）

④

対象文書の提出　・・・・・・　に「個人情報の本人開示請求」個人も番号（マイナンバー）」が不十分な場合の対応含まれます。まれてい内容を正確に把握するる場合の対応
文書を開管理シスによる開示請求の受付も行っています。テム及び電磁的記録であって、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、よる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、起案に関する条例（以下「条例」といいます。）では、当たっては、総務マニュアル局通知らないことが多いため、最「個人番号（マイは「公にしないとの条件で任意に提供されているもの」について少なくとも当ナンバー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等）に関する条例（以下「条例」といいます。）では、
関する条例（以下「条例」といいます。）では、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、文書を開事務マニュアルに関する条例（以下「条例」といいます。）では、係る行政文書を開示しなければる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、取扱いとしてください。いに関する条例（以下「条例」といいます。）では、ついて（通知らないことが多いため、最）（平成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意 27 年 12 月 28 日総行第 1532
号）」といいます。）では、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、準じて受付をします。じ文書の求めがあった際には、た取扱いとしてください。い（閲覧範囲んでください。）を明らかにするとともに、「個人」といいます。）では、とし必要な事項、個人番号の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対が行政運営に関すある情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、資料（対して行政文書を開象に、それを適正に進めるための留意事項をまと文書を開）
は原則紙を作成し、記載してもらいます。添付）とし必要な事項てく公開することによって、市民が行政運営に関すださい。
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記載例

第２号様式（第５条第１号）

開

示

決

定め、

通

知らないことが多いため、最
1

情報株式会社
代表取締役

横浜

太郎 様に記

書を開
○○○第１２３号
・・・ 令和○年４月17日

・・・②
③・・・

横浜市長

林

文

子

印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請

④
令和○年４月１日 に関する条例（以下「条例」といいます。）では、開示請求に対して行政文書を開が行政運営に関すありまし必要な事項た行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ついては、横浜市の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、情報の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、関する条例（以下「条例」といいます。）では、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、条
例第 10 条第１項の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、規定め、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、より、次の点に注意する必要があります。の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、とおりその保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、全うするようにし、「部を明らかにするとともに、開示する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことと決定め、し必要な事項まし必要な事項たの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、で通知らないことが多いため、最し必要な事項ます。

１

開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、係る行政文書を開示しなければ る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、行政文
書を開

第３回○○審議会の一般的な事務の流れ　・・・　開の一般的な事務の流れ　・・・　催についてについ内容を正確に把握するて（令和○年度○○第123号）
・・・⑤

日時には

令和○年４月２５日 午前・午後もし同じ文書の求めがあった際には、 ２時には００分の個人情報を開示請求したい場合は、

２ 開示の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、日時には及び電磁的記録であって、び電磁的記録であって、場所
場所

市民情報センター（市庁舎３階）

・・・⑥
・・・⑥

３ 開示の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、実施方で、個人、法人の権利利益を保護する等のために、法

写しの作成　・・・・・・・・・　しの一般的な事務の流れ　・・・　交付まで　・・・・・・・　

・・・⑦

４ 担を求めることはできません（実費負

○○局○○部○○○課へ連絡

・・・⑧

当

課

電話 045（XXX）XXXX

５ 備えた状態、

考

・・・⑨

（注意）１ この保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、通知らないことが多いため、最書を開を明らかにするとともに、持つものであり、財産等保護情報ではないため開示となります。参の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、上で、任意に情報提供できる場合については、その旨を説明、指しています。定め、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、日時にはに関する条例（以下「条例」といいます。）では、指しています。定め、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場所に関する条例（以下「条例」といいます。）では、おいでく公開することによって、市民が行政運営に関すださい。
２ 指しています。定め、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、日時にはに関する条例（以下「条例」といいます。）では、来られな事項い場合は、事前に関する条例（以下「条例」といいます。）では、その保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、旨を定めています（条例第１条）。を明らかにするとともに、電話等からの開示請求に対して行政文書を開で担を求めることはできません（実費負当課まで連絡をとり補正を求める必要が生じるなど、開示手続の遅れの原因になります。し必要な事項てく公開することによって、市民が行政運営に関すださい。
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（２）

開の一般的な事務の流れ　・・・　示決定通知りたい内容を正確に把握する書の提出　・・・・・・　（全部開の一般的な事務の流れ　・・・　示）の一般的な事務の流れ　・・・　作成
① 「個人情報の本人開示請求」記号、文書の提出　・・・・・・　番号及び決裁区分一覧　・・・・・　び決裁区分一覧　・・・・・　年月日」欄（通知りたい内容を正確に把握する書の提出　・・・・・・　右上を図るため、現行の開示決定等の起案）
文書を開番号及び電磁的記録であって、び電磁的記録であって、年月日は、請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。へ送付し、副本一部を請当該決定め、通知らないことが多いため、最書を開を明らかにするとともに、発送する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ときに関する条例（以下「条例」といいます。）では、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対し必要な事項ますの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、で 、
起案時にはは空欄で回議し必要な事項ます。な事項お、年月日は文書を開通知らないことが多いため、最日（発送日）を明らかにするとともに、記入し必要な事項ます（決裁日
ではありません。）。
例）決裁日４月５日、発送日４月７日、開の一般的な事務の流れ　・・・　示日４月 11 日の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合は、
４月７日とな事項ります。

② 「個人情報の本人開示請求」通知りたい内容を正確に把握する先」欄（通知りたい内容を正確に把握する書の提出　・・・・・・　左上を図るため、現行の開示決定等の起案）
開示請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。名を明らかにするとともに、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対し必要な事項ます。請求に対して行政文書を開が行政運営に関す個人からの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合は「個人名」といいます。）では、、法人の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合は「法
人名・代表者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。職氏名」といいます。）では、を明らかにするとともに、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対し必要な事項ます。
※開示請求に対して行政文書を開書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、、法人名や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。職名を明らかにするとともに、「（株）」といいます。）では、「（有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、）」といいます。）では、「（代）」といいます。）では、な事項ど省略して書かれている場合は、し必要な事項て書を開かれている情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合は、
「株式会社」といいます。）では、「有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、限は、開示決定等（決裁登録）の期限を定め会社」といいます。）では、「代表取締役」といいます。）では、と、正に進めるための留意事項をまと式な事項記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対を明らかにするとともに、し必要な事項ます。

③ 「個人情報の本人開示請求」通知りたい内容を正確に把握する者に対する説明　・・・　」欄
決定め、通知らないことが多いため、最は実施機関する条例（以下「条例」といいます。）では、（ P.10 参照）の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、名称や手続の方法などを伝え、請求者が目的の情報を探しや等からの開示請求に対して行政文書を開（横浜市長や局長までの判断が特に必要ないもの ○○○○、横浜市会議長や局長までの判断が特に必要ないもの ○
○○○、横浜市教育委員は、会、横浜市代表監査」→「情報委員は、 ○○○○、横浜市水道事業管理者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。
○○○○、横浜市交通事業管理者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。○○○○等からの開示請求に対して行政文書を開）を明らかにするとともに、各実施機関する条例（以下「条例」といいます。）では、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、規程に関する条例（以下「条例」といいます。）では、従って記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対し必要な事項て
く公開することによって、市民が行政運営に関すださい。決裁が行政運営に関す取れたら、名前の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、右側に公印を押します。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、公印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請を明らかにするとともに、押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請し必要な事項ます。
※決裁権者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、職氏名を明らかにするとともに、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ではありませんの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、で御注意く公開することによって、市民が行政運営に関すださい。
④ 「個人情報の本人開示請求」請求日」欄
開示請求に対して行政文書を開書を開右下「受付欄」といいます。）では、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、受付印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、日付を明らかにするとともに、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対し必要な事項ます。
※請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。が行政運営に関す右上で、任意に情報提供できる場合については、その旨を説明に関する条例（以下「条例」といいます。）では、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対し必要な事項た日付ではありませんの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、で御注意く公開することによって、市民が行政運営に関すださい。
⑤ 「個人情報の本人開示請求」１

開の一般的な事務の流れ　・・・　示請求に係とは？る行政文書の提出　・・・・・・　」欄

対して行政文書を開象に、それを適正に進めるための留意事項をまと行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 文書を開名を明らかにするとともに、 記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対し必要な事項ます。開の一般的な事務の流れ　・・・　示請求者に対する説明　・・・　が不十分な場合の対応請求書の提出　・・・・・・　に書の提出　・・・・・・　い内容を正確に把握するた請求内容を正確に把握するを正確に把握するそ
の一般的な事務の流れ　・・・　まま記載するの一般的な事務の流れ　・・・　ではな事務の流れ　・・・　く理解してもらうためのきっかけ 、開の一般的な事務の流れ　・・・　示する文書の提出　・・・・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　件名、作成年度、記号、文書の提出　・・・・・・　番号を正確に把握する行政文
書の提出　・・・・・・　管理規則に定める文書の提出　・・・・・・　名で正確に把握するに記載します。対して行政文書を開象に、それを適正に進めるための留意事項をまと文書を開数の職員が使用しているもの（実際の使用の有無は関係なくが行政運営に関す大量であり、検索に日時であっても、１文書を開
ずつ記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対し必要な事項ます。当該欄に関する条例（以下「条例」といいます。）では、書を開ききれな事項い場合は、別紙を作成し、記載してもらいます。を明らかにするとともに、作成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意し必要な事項記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対し必要な事項ます。
また、請求に対して行政文書を開書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対された内容を詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要がありますと文書を開件名が行政運営に関す著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起し必要な事項く公開することによって、市民が行政運営に関す異なる場合は、特定した文書件名な事項る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合は、特定め、し必要な事項た文書を開件名
とともに関する条例（以下「条例」といいます。）では、、かっこ書を開で請求に対して行政文書を開書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対された内容を詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要がありますを明らかにするとともに、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対し必要な事項ます。
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○（正しい内容を正確に把握する記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対例）
(1)○○事業の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、執行に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ついて（令和○年度に関する事務（＝情報公開事務）を対象に、それを適正に進めるための留意事項をまと市市情第12号）
(2)発注伺 ○○○の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、購入に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ついて（令和○年度に関する事務（＝情報公開事務）を対象に、それを適正に進めるための留意事項をまと）
(3)支出すことも可能です。命令書を開（令和○年度に関する事務（＝情報公開事務）を対象に、それを適正に進めるための留意事項をまと）（支出すことも可能です。命令番号1234-5）
(4)支出すことも可能です。命令書を開（令和○年度に関する事務（＝情報公開事務）を対象に、それを適正に進めるための留意事項をまと）（支出すことも可能です。命令番号9876-5）
（○○の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、支出すことも可能です。の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、分の個人情報を開示請求したい場合は、かる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、もの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、※請求に対して行政文書を開書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対内容を詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要があります）
１

開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、
係る行政文書を開示しなければる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、行政文書を開

※開示請求に対して行政文書を開書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対さ れた行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、名称や手続の方法などを伝え、請求者が目的の情報を探しや又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、は内容を詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要がありますが行政運営に関す、特定め、し必要な事項た行政文
書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、件名と著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起し必要な事項く公開することによって、市民が行政運営に関す異なる場合は、特定した文書件名な事項る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合は、決定め、通知らないことが多いため、最書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、係る行政文書を開示しなければる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、行政文書を開
欄に関する条例（以下「条例」といいます。）では、、特定め、し必要な事項た行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、件名とともに関する条例（以下「条例」といいます。）では、、括弧書を開きで開示請求に対して行政文書を開書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対さ
れた行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、名称や手続の方法などを伝え、請求者が目的の情報を探しや又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、は内容を詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要がありますを明らかにするとともに、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対し必要な事項ます。

×（誤ったった記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対例）

１

開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、
係る行政文書を開示しなければる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、行政文書を開

⑥ 「個人情報の本人開示請求」２

(1)○○事業に関し市民に説明する責務する費用による請求拒否　・・・　が不十分な場合の対応わかる文書の提出　・・・・・・　
※開示請求に対して行政文書を開書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、請求に対して行政文書を開内容を詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要がありますを明らかにするとともに、その保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、まま記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対し必要な事項てはいけません。
(2)発注伺 全10件
※文書を開名は、まとめて書を開く公開することによって、市民が行政運営に関すことは認められず、１件ずつ正に進めるための留意事項をまと式文書を開名を明らかにするとともに、記
載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対し必要な事項な事項ければな事項りません。
(3)○○事業関し市民に説明する責務連起案文書の提出　・・・・・・　綴りり
※この保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合は、伺綴り（ドッチファイル）を１文書とせず、各起案文書ごとり（ドッチファイは「公にしないとの条件で任意に提供されているもの」について少なくとも当ル）を明らかにするとともに、１文書を開とせず、各起案文書を開ご注意ください。と
に関する条例（以下「条例」といいます。）では、別々な行政のに関する条例（以下「条例」といいます。）では、正に進めるための留意事項をまと式文書を開名を明らかにするとともに、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対し必要な事項な事項ければな事項りません。

開の一般的な事務の流れ　・・・　示の一般的な事務の流れ　・・・　日時の注意点　・・・・・・・　及び決裁区分一覧　・・・・・　び決裁区分一覧　・・・・・　場所」欄

決裁後もし同じ文書の求めがあった際には、請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。と調整し、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、上で、任意に情報提供できる場合については、その旨を説明記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ため、起案時にはは空欄とな事項ります。（P.39～40
参照）
⑦ 「個人情報の本人開示請求」開の一般的な事務の流れ　・・・　示の一般的な事務の流れ　・・・　実施方法に制限することにもなりうる」欄
開示請求に対して行政文書を開時にはに関する条例（以下「条例」といいます。）では、、請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。が行政運営に関す選択してし必要な事項た開示の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、実施方で、個人、法人の権利利益を保護する等のために、法（閲覧、写し必要な事項の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、交付、視聴）を明らかにするとともに、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対
し必要な事項ます。
※閲覧、写し必要な事項の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、交付の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、両方で、個人、法人の権利利益を保護する等のために、選択してされている情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合は、「閲覧」といいます。）では、と記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対し必要な事項ます。
⑧ 「個人情報の本人開示請求」担当課へ連絡」欄
開示決定め、等からの開示請求に対して行政文書を開を明らかにするとともに、行う文書を開を明らかにするとともに、所有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、課（○○局○○部○○課）を明らかにするとともに、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対し必要な事項ます。
また、電話番号「 045（XXX）XXXX 」といいます。）では、も記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対し必要な事項ます。
⑨ 「個人情報の本人開示請求」備考」欄
特記事項等からの開示請求に対して行政文書を開が行政運営に関すな事項い場合は、空欄に関する条例（以下「条例」といいます。）では、し必要な事項ます。
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記載例
第３号様式（第５条第２号）

一

部

開

示

決

定め、

通

知らないことが多いため、最

書を開
○○○第１２３号
令和○年4月17日

情報株式会社
代表取締役

横浜

太郎 様
横浜市長

林

文

子

印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請

令和○年 4 月 1 日に関する条例（以下「条例」といいます。）では、開示請求に対して行政文書を開が行政運営に関すありまし必要な事項た行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ついては、横浜市の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、情報の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、関する条例（以下「条例」といいます。）では、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、条
例第 10 条第１項の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、規定め、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、より、次の点に注意する必要があります。の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、とおりその保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、一部を明らかにするとともに、開示する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことと決定め、し必要な事項まし必要な事項たの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、で通知らないことが多いため、最し必要な事項ます。
１ 開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、係る行政文書を開示しなければ る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、行政 ○○審議会の一般的な事務の流れ　・・・　設置についてについ内容を正確に把握するて（令和○年度○○第○○号）
開の一般的な事務の流れ　・・・　 示 決 定 通 知りたい内容を正確に把握する 書の提出　・・・・・・　 （ 全
文書を開
部開の一般的な事務の流れ　・・・　示）と非開示部分の分離・・・　重複する欄
令和○年４月２５日
午前・午後もし同じ文書の求めがあった際には、
２時には00分の個人情報を開示請求したい場合は、
につい内容を正確に把握するては、同様に記の一般的な事務の流れ　・・・　記
日 時には
２ 開示の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、日時には及び電磁的記録であって、び電磁的記録であって、場所
載を正確に把握する行い内容を正確に把握するます。
場 所
市民情報センター（市庁舎３階）
３ 開示の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、実施方で、個人、法人の権利利益を保護する等のために、法

写しの作成　・・・・・・・・・　しの一般的な事務の流れ　・・・　交付まで　・・・・・・・　

(1) 個人もの一般的な事務の流れ　・・・　氏名、住所、戸籍謄本及び決裁区分一覧　・・・・・　び決裁区分一覧　・・・・・　個人も印の押印　・・・・・・・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　印の押印　・・・・・・・・・　影について（２号）

４ 非開示とする情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、部 分の個人情報を開示請求したい場合は、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 (2) 取引くことにより処理（白抜き）し先企業名（３号ア）
概要な事項

(3) 法に制限することにもなりうる人も代表者に対する説明　・・・　印の押印　・・・・・・・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　印の押印　・・・・・・・・・　影について（４号）

・・・・①（記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対例）

５ 非開示とする情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、根 拠規 横浜市の一般的な事務の流れ　・・・　保有してする情報の一般的な事務の流れ　・・・　公開の一般的な事務の流れ　・・・　に関し市民に説明する責務する条例第７条第２項が不十分な場合の対応第２号、第３号ア及び決裁区分一覧　・・・・・　び決裁区分一覧　・・・・・　第４
定め、
号
・・・・②（記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対例）
(1) 個人もに関し市民に説明する責務する情報であって、開の一般的な事務の流れ　・・・　示すること非開示部分の分離・・・　により特定の一般的な事務の流れ　・・・　個人もが不十分な場合の対応識別されるため
(2) 法に制限することにもなりうる人もが不十分な場合の対応その一般的な事務の流れ　・・・　事業活動の過程で自ら開拓し得た取引先に係る情報であり、開示するこの一般的な事務の流れ　・・・　過の透明性及び開示の利益程で自ら開拓し得た取引先に係る情報であり、開示するこで自らが行う業務ら開示の判断前まで開の一般的な事務の流れ　・・・　拓し得た取引先に係る情報であり、開示するこし得た上で、職員が正本にた取引くことにより処理（白抜き）し先に係とは？る情報であり、開の一般的な事務の流れ　・・・　示するこ
６ 根拠規定め、を明らかにするとともに、適用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取 す る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 と非開示部分の分離・・・　により、他の制度での一般的な事務の流れ　・・・　事業者に対する説明　・・・　と非開示部分の分離・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　間の延長、で、競争上を図るため、現行の開示決定等の起案不利の濫用による請求拒否　・・・　益が侵害されるを正確に把握する被るなど、当該法人の事業活動が損なるな事務の流れ　・・・　ど、当該法に制限することにもなりうる人もの一般的な事務の流れ　・・・　事業活動の過程で自ら開拓し得た取引先に係る情報であり、開示するこが不十分な場合の対応損なな事務の流れ　・・・　
われるおそれが不十分な場合の対応あるため
理由に基づいて、決定期間を延長する場合には、
(3) 開の一般的な事務の流れ　・・・　示すること非開示部分の分離・・・　により、当該法に制限することにもなりうる人もの一般的な事務の流れ　・・・　財産権が不十分な場合の対応侵害されるされるおそれが不十分な場合の対応あるため
・・・・③（記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対例）

７ 担を求めることはできません（実費負

当

８ 備えた状態、

課

○○局○○部○○課
電話 045（XXX）XXXX

考

この保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、処分の個人情報を開示請求したい場合は、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算してが行政運営に関すある情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ときは、この保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、処分の個人情報を開示請求したい場合は、が行政運営に関すあったことを明らかにするとともに、知らないことが多いため、最った日の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、翌日から起算してし必要な事項て ３か月以内に関する条例（以下「条例」といいます。）では、、

横浜

市長（・・・④）に関する条例（以下「条例」といいます。）では、審査」→「情報請求に対して行政文書を開を明らかにするとともに、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことが行政運営に関すできます。
また、この保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、処分の個人情報を開示請求したい場合は、が行政運営に関すあったことを明らかにするとともに、知らないことが多いため、最った日から６か月以内に関する条例（以下「条例」といいます。）では、、横浜市を明らかにするとともに、被告とし必要な事項て訴訟の判例・過去の事例等を参考に、個別具体的に、かつ慎重に行わなければなりません。を明らかにするとともに、提起する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、こともできます。
（注意）１

（３）

この保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、通知らないことが多いため、最書を開を明らかにするとともに、持つものであり、財産等保護情報ではないため開示となります。参の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、上で、任意に情報提供できる場合については、その旨を説明、指しています。定め、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、日時にはに関する条例（以下「条例」といいます。）では、指しています。定め、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場所に関する条例（以下「条例」といいます。）では、おいでく公開することによって、市民が行政運営に関すださい。
２ 指しています。定め、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、日時にはに関する条例（以下「条例」といいます。）では、来られな事項い場合は、事前に関する条例（以下「条例」といいます。）では、その保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、旨を定めています（条例第１条）。を明らかにするとともに、電話等からの開示請求に対して行政文書を開で担を求めることはできません（実費負当課まで連絡をとり補正を求める必要が生じるなど、開示手続の遅れの原因になります。し必要な事項てく公開することによって、市民が行政運営に関すださい。

一部開の一般的な事務の流れ　・・・　示決定通知りたい内容を正確に把握する書の提出　・・・・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　作成

36

① 「個人情報の本人開示請求」４

非開の一般的な事務の流れ　・・・　示と非開示部分の分離・・・　する部分の一般的な事務の流れ　・・・　概要」欄

請求に対して行政文書を開対して行政文書を開象に、それを適正に進めるための留意事項をまととな事項った文書を開内で、条例に関する条例（以下「条例」といいます。）では、基に議事録等を作成するなど、組織としての利用を予定してづき非開示と判断し必要な事項た情報に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ついては、黒コピーで求める場合く公開することによって、市民が行政運営に関す塗
ったもの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、を明らかにするとともに、開示する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ため、黒コピーで求める場合塗り部分の個人情報を開示請求したい場合は、が行政運営に関すどの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ような事項情報な事項の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、かを明らかにするとともに、一部開示決定め、通知らないことが多いため、最書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、
記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、必要な事項が行政運営に関すあります。その保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ため、当該欄に関する条例（以下「条例」といいます。）では、は黒コピーで求める場合塗り部分の個人情報を開示請求したい場合は、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、概要な事項を明らかにするとともに、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対し必要な事項ます。
※概要な事項を明らかにするとともに、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合、非開示に関する条例（以下「条例」といいます。）では、し必要な事項た情報の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、内容を詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要がありますが行政運営に関すわからな事項いよう記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対し必要な事項ます。
（記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対例）
４

非開示とする情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、
部分の個人情報を開示請求したい場合は、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、概要な事項

（１）個人の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、氏名、住所、戸籍謄本及び電磁的記録であって、び電磁的記録であって、個人印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請影（２号）
（２）取引き続き情報提供で対応すべきものと先企業名（３号ア）
（３）法人代表者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請影（４号）

※非開の一般的な事務の流れ　・・・　示部分の一般的な事務の流れ　・・・　概要は、第７条第２項が不十分な場合の対応各号ごと非開示部分の分離・・・　に分類して記載します。して記載します。
※個人もの一般的な事務の流れ　・・・　戸籍全部事項が不十分な場合の対応証明（謄本）な事務の流れ　・・・　ど、書の提出　・・・・・・　類して記載します。全部を正確に把握する非開の一般的な事務の流れ　・・・　示と非開示部分の分離・・・　する場合の対応は、その一般的な事務の流れ　・・・　書の提出　・・・・・・　類して記載します。の一般的な事務の流れ　・・・　
名称を正確に把握する記載します。

② 「個人情報の本人開示請求」５

非開の一般的な事務の流れ　・・・　示と非開示部分の分離・・・　する根拠規定」欄

非開示部分の個人情報を開示請求したい場合は、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ついて、適用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取し必要な事項た条項を明らかにするとともに、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対し必要な事項ます。
③ 「個人情報の本人開示請求」６ 根拠規定を正確に把握する適用による請求拒否　・・・　する理由に設定できるものではなく、合理的な理」欄
条例第７条第２項に関する条例（以下「条例」といいます。）では、規定め、された非開示情報が行政運営に関すある情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合は、非開示とする情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、理由に基づいて、決定期間を延長する場合には、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ついて 、
決定め、通知らないことが多いため、最書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対自体にあっては、その名称、事務所又は事業所の所在地及から理解されることがないように、開示請求の場合は開され得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、よう具体にあっては、その名称、事務所又は事業所の所在地及的とする旨を定めています（条例第１条）。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対し必要な事項な事項ければな事項りません。（条
例第 13 条第１項）
また、当該欄に関する条例（以下「条例」といいます。）では、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、理由に基づいて、決定期間を延長する場合には、は、「４

非開示とする情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、部分の個人情報を開示請求したい場合は、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、概要な事項」といいます。）では、欄に関する条例（以下「条例」といいます。）では、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対し必要な事項ている情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、非

開示情報の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、分の個人情報を開示請求したい場合は、類（条例第７条第２項各号ご注意ください。とに関する条例（以下「条例」といいます。）では、分の個人情報を開示請求したい場合は、類）に関する条例（以下「条例」といいます。）では、対して行政文書を開応する方が望ましいと考えられます。させて記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対し必要な事項ます。（適用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取理
由に基づいて、決定期間を延長する場合には、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対例は P.25～28 参照）
④ 「個人情報の本人開示請求」審査請求等の知りたい内容を正確に把握するの一般的な事務の流れ　・・・　教示」欄
・審査」→「情報請求に対して行政文書を開
実施機関する条例（以下「条例」といいます。）では、名（横浜市長や局長までの判断が特に必要ないもの、事業管理者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。、教育委員は、会等からの開示請求に対して行政文書を開）を明らかにするとともに、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対し必要な事項ます。
・訴訟の判例・過去の事例等を参考に、個別具体的に、かつ慎重に行わなければなりません。
「横浜市」といいます。）では、と記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対し必要な事項ます。
（※横浜市立大学は「公立大学法人横浜市立大学」といいます。）では、と記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対し必要な事項ます。）
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◇「個人情報の本人開示請求」一部開の一般的な事務の流れ　・・・　示決定通知りたい内容を正確に把握する書の提出　・・・・・・　」を正確に把握するまと非開示部分の分離・・・　めるには・・・
１請求に対して行政文書を開書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、対して行政文書を開し必要な事項て複数の職員が使用しているもの（実際の使用の有無は関係なくの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、対して行政文書を開象に、それを適正に進めるための留意事項をまと文書を開が行政運営に関すあり、一部開示決定め、を明らかにするとともに、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、際の使用の有無は関係なくに関する条例（以下「条例」といいます。）では、は、原則、１対して行政文書を開象に、それを適正に進めるための留意事項をまと文書を開
に関する条例（以下「条例」といいます。）では、つき１通の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、一部開示決定め、通知らないことが多いため、最書を開を明らかにするとともに、作成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意し必要な事項な事項ければな事項りません。
しかし、「個人情報の本人開示請求」４非開の一般的な事務の流れ　・・・　示と非開示部分の分離・・・　する部分の一般的な事務の流れ　・・・　概要」、「個人情報の本人開示請求」５非開の一般的な事務の流れ　・・・　示と非開示部分の分離・・・　する根拠規定」、「個人情報の本人開示請求」６根拠規定
を正確に把握する適用による請求拒否　・・・　する理由に設定できるものではなく、合理的な理」が不十分な場合の対応完全に一致しない場合があるのでする場合の対応は、１通の一般的な事務の流れ　・・・　一部開の一般的な事務の流れ　・・・　示決定通知りたい内容を正確に把握する書の提出　・・・・・・　にまと非開示部分の分離・・・　めること非開示部分の分離・・・　が不十分な場合の対応
できます。

＜具体例＞
対象文書の提出　・・・・・・　が不十分な場合の対応 4 文書の提出　・・・・・・　で、非開の一般的な事務の流れ　・・・　示部分の一般的な事務の流れ　・・・　概要が不十分な場合の対応それぞれ以下げ　・・・・・・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　と非開示部分の分離・・・　おりの一般的な事務の流れ　・・・　場合の対応
行政文書を開Ａ
個人の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、氏名

行政文書を開Ｂ
個人の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、氏名
個人印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請影

行政文書を開 C
個人の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、氏名

行政文書を開 D
個人の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、住所
個人印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請影

一部開の一般的な事務の流れ　・・・　示決定通知りたい内容を正確に把握する書の提出　・・・・・・　を正確に把握する作成する場合の対応は、4 文書の提出　・・・・・・　を正確に把握する次の一般的な事務の流れ　・・・　と非開示部分の分離・・・　おり非開の一般的な事務の流れ　・・・　示部分の一般的な事務の流れ　・・・　概要ごと非開示部分の分離・・・　に
分類して記載します。し、3 通の一般的な事務の流れ　・・・　一部開の一般的な事務の流れ　・・・　示決定通知りたい内容を正確に把握する書の提出　・・・・・・　を正確に把握する作成します。

一部開の一般的な事務の流れ　・・・　示決定通知りたい内容を正確に把握する書の提出　・・・・・・　（個人もの一般的な事務の流れ　・・・　氏名）
行政文書の提出　・・・・・・　Ａ
行政文書の提出　・・・・・・　 C
一部開の一般的な事務の流れ　・・・　示決定通知りたい内容を正確に把握する書の提出　・・・・・・　（個人もの一般的な事務の流れ　・・・　氏名、個人も印の押印　・・・・・・・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　印の押印　・・・・・・・・・　影について）
行政文書の提出　・・・・・・　Ｂ
一部開の一般的な事務の流れ　・・・　示決定通知りたい内容を正確に把握する書の提出　・・・・・・　（個人もの一般的な事務の流れ　・・・　住所、個人も印の押印　・・・・・・・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　印の押印　・・・・・・・・・　影について）
行政文書の提出　・・・・・・　 D
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記載例

第４号様式（第５条第３号）

非

開

示

決

定め、

通

知らないことが多いため、最

書を開
○○○第 １５号
令和○年４月17日

情報株式会社
代表取締役

横浜

太郎 様
横浜市長

林

文

子

印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請

令和○年４月１日に関する条例（以下「条例」といいます。）では、開示請求に対して行政文書を開が行政運営に関すありまし必要な事項た行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ついては、横浜市の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、情報の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、関する条例（以下「条例」といいます。）では、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、条例
第10条第２項の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、規定め、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、より、次の点に注意する必要があります。の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、とおりその保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、全うするようにし、「部を明らかにするとともに、開示し必要な事項な事項いことと決定め、し必要な事項まし必要な事項たの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、で通知らないことが多いため、最し必要な事項ます。

１

開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、係る行政文書を開示しなければる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、行
政文書を開

○○審議会の一般的な事務の流れ　・・・　設置についてについ内容を正確に把握するて（令和○年度○○第○○号）

・・・①

開の一般的な事務の流れ　・・・　示決定通知りたい内容を正確に把握する書の提出　・・・・・・　 （全部 開の一般的な事務の流れ　・・・　
示）と非開示部分の分離・・・　重複する欄につい内容を正確に把握するて
は、同様に記の一般的な事務の流れ　・・・　記載を正確に把握する行い内容を正確に把握するます。
２ 行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、概要な事項

○○審議会の一般的な事務の流れ　・・・　設置についてに関し市民に説明する責務する伺

３ 非開示とする情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、根拠
規定め、

横浜市の一般的な事務の流れ　・・・　保有してする情報の一般的な事務の流れ　・・・　公開の一般的な事務の流れ　・・・　に関し市民に説明する責務する条例第10条第２項が不十分な場合の対応

・・・②

・・・③

当該開の一般的な事務の流れ　・・・　示請求に係とは？る行政文書の提出　・・・・・・　は、横浜市行政文書の提出　・・・・・・　管理規則第10条第4項が不十分な場合の対応に規定する

４ 根拠規定め、を明らかにするとともに、適用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取す 行政文書の提出　・・・・・・　分類して記載します。表（共通又は電話によりは課へ連絡等の知りたい内容を正確に把握する別）に基づくものでなければなりませんづき、保存年限（○年）経過の透明性及び開示の利益により廃棄済みであみ開示・非開示であ
り、保有してしてい内容を正確に把握するな事務の流れ　・・・　い内容を正確に把握するため ・・・④
る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、理由に基づいて、決定期間を延長する場合には、

５ 担を求めることはできません（実費負 当 課

○○局○○部○○課へ連絡
電話 045（XXX）XXXX

６ 備えた状態、

考

この保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、処分の個人情報を開示請求したい場合は、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算してが行政運営に関すある情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ときは、この保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、処分の個人情報を開示請求したい場合は、が行政運営に関すあったことを明らかにするとともに、知らないことが多いため、最った日の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、翌日から起算してし必要な事項て３か月以内に関する条例（以下「条例」といいます。）では、、 横浜市長
に関する条例（以下「条例」といいます。）では、審査」→「情報請求に対して行政文書を開を明らかにするとともに、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことが行政運営に関すできます。
また、この保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、処分の個人情報を開示請求したい場合は、が行政運営に関すあったことを明らかにするとともに、知らないことが多いため、最った日から６か月以内に関する条例（以下「条例」といいます。）では、、横浜市を明らかにするとともに、被告とし必要な事項て訴訟の判例・過去の事例等を参考に、個別具体的に、かつ慎重に行わなければなりません。を明らかにするとともに、提起する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、こともできます。
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（４）

非開の一般的な事務の流れ　・・・　示決定通知りたい内容を正確に把握する書の提出　・・・・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　作成
開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、係る行政文書を開示しなければる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、全うするようにし、「部が行政運営に関す非開示情報である情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合、非開示情報を明らかにするとともに、容を詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要があります易な書類に使用され、一般的にに関する条例（以下「条例」といいます。）では、 区分の個人情報を開示請求したい場合は、
し必要な事項て除く。）。く公開することによって、市民が行政運営に関すことが行政運営に関すできな事項い場合、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、は廃棄済み）であった場合み利用し、組織としての利用を予定して等からの開示請求に対して行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、理由に基づいて、決定期間を延長する場合には、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、より文書を開が行政運営に関す不存在しているのかを知らないことが多いため、最の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合、存否応する方が望ましいと考えられます。
答拒むことはできません。（受付後の補正については否の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合等からの開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ついては、非開示決定め、を明らかにするとともに、行います。
① 「個人情報の本人開示請求」開の一般的な事務の流れ　・・・　示請求に係とは？る行政文書の提出　・・・・・・　」欄
対して行政文書を開象に、それを適正に進めるための留意事項をまと行政文書を開が行政運営に関す存在しているのかを知らないことが多いため、最する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、（又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、は存在しているのかを知らないことが多いため、最し必要な事項ていた）場合に関する条例（以下「条例」といいます。）では、は、開示決定め、通知らないことが多いため、最書を開等からの開示請求に対して行政文書を開と同じ文書の求めがあった際には、様
に関する条例（以下「条例」といいます。）では、行政文書を開名を明らかにするとともに、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対し必要な事項ます。
請求に対して行政文書を開対して行政文書を開象に、それを適正に進めるための留意事項をまととな事項る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、行政文書を開が行政運営に関す（作成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意し必要な事項、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、し必要な事項ておらず）過去に開示請求の対象となったに関する条例（以下「条例」といいます。）では、も不存在しているのかを知らないことが多いため、最である情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場
合に関する条例（以下「条例」といいます。）では、は、行政文書を開名を明らかにするとともに、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことが行政運営に関すできな事項いため、開示請求に対して行政文書を開書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対された請求に対して行政文書を開内容を詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要があります
を明らかにするとともに、その保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、まま記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対し必要な事項ます。ただし必要な事項、開示請求に対して行政文書を開書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対された請求に対して行政文書を開内容を詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要がありますでは一見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意し必要な事項て請求に対して行政文書を開内
容を詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要がありますが行政運営に関す読み取れない場合などは、文書所管課として読み取った請求内容を記載するとともみ利用し、組織としての利用を予定して取れな事項い場合な事項どは、文書を開所管課とし必要な事項て読み取れない場合などは、文書所管課として読み取った請求内容を記載するとともみ利用し、組織としての利用を予定して取った請求に対して行政文書を開内容を詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要がありますを明らかにするとともに、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ととも
に関する条例（以下「条例」といいます。）では、かっこ書を開きで請求に対して行政文書を開書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対された内容を詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要がありますを明らかにするとともに、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対し必要な事項ます。
② 「個人情報の本人開示請求」行政文書の提出　・・・・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　概要」欄
対して行政文書を開象に、それを適正に進めるための留意事項をまと行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、全うするようにし、「部を明らかにするとともに、非開示に関する条例（以下「条例」といいます。）では、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、と、請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。は対して行政文書を開象に、それを適正に進めるための留意事項をまと行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、文書を開名以外となります（条例第２条第２項、第に関する条例（以下「条例」といいます。）では、当
該文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 内容を詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要がありますを明らかにするとともに、 一切に案内しなければなりません見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、こ とが行政運営に関すできな事項いため、請求に対して行政文書を開対して行政文書を開象に、それを適正に進めるための留意事項をまととな事項った当該文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、概 要な事項を明らかにするとともに、決
定め、通知らないことが多いため、最書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、必要な事項が行政運営に関すあります。
な事項お、請求に対して行政文書を開対して行政文書を開象に、それを適正に進めるための留意事項をまととな事項る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、行政文書を開が行政運営に関す（作成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意し必要な事項、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、し必要な事項ておらず）過去に開示請求の対象となったに関する条例（以下「条例」といいます。）では、も不存在しているのかを知らないことが多いため、最であ
る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合に関する条例（以下「条例」といいます。）では、は、概要な事項に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ついても記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことが行政運営に関すできな事項いため当該欄に関する条例（以下「条例」といいます。）では、横線を引きます。を明らかにするとともに、引き続き情報提供で対応すべきものときます。
（記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対例）
２

行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、概要な事項

③ 「個人情報の本人開示請求」非開の一般的な事務の流れ　・・・　示と非開示部分の分離・・・　する根拠規定」欄
全うするようにし、「部非開示の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合、一部開示決定め、通知らないことが多いため、最書を開と同じ文書の求めがあった際には、様 に関する条例（以下「条例」といいます。）では、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことに関する条例（以下「条例」といいます。）では、な事項 ります。対して行政文書を開象に、それを適正に進めるための留意事項をまと行
政文書を開が行政運営に関す不存在しているのかを知らないことが多いため、最の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合に関する条例（以下「条例」といいます。）では、は、根拠規定め、は「第 10 条第２項」といいます。）では、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、な事項ります。
④ 「個人情報の本人開示請求」根拠規定を正確に把握する適用による請求拒否　・・・　する理由に設定できるものではなく、合理的な理」欄
一部開示決定め、通知らないことが多いため、最書を開と同じ文書の求めがあった際には、様に関する条例（以下「条例」といいます。）では、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことに関する条例（以下「条例」といいます。）では、な事項りますが行政運営に関す、対して行政文書を開象に、それを適正に進めるための留意事項をまと文書を開が行政運営に関す不存在しているのかを知らないことが多いため、最の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合、
保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、し必要な事項ていな事項い理由に基づいて、決定期間を延長する場合には、を明らかにするとともに、具体的な事務の流れ　・・・　に関する条例（以下「条例」といいます。）では、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことが行政運営に関す必要な事項です。（P.27 参照）
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９ 開の一般的な事務の流れ　・・・　示決定等の知りたい内容を正確に把握する決裁後から開示の判断前まで
（１）開の一般的な事務の流れ　・・・　示請求者に対する説明　・・・　への一般的な事務の流れ　・・・　連絡（開の一般的な事務の流れ　・・・　示日時の注意点　・・・・・・・　等の知りたい内容を正確に把握するの一般的な事務の流れ　・・・　調整）（条例第 10 条）
ア

請求者に対する説明　・・・　への一般的な事務の流れ　・・・　連絡
文書を開所管課は、決裁の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、終了した日後もし同じ文書の求めがあった際には、、開示の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、日時には及び電磁的記録であって、び電磁的記録であって、場所を明らかにするとともに、調整し、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ため速や記載方法等）かに電話等からの開示請求に対して行政文書を開で
請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、連絡をとり補正を求める必要が生じるなど、開示手続の遅れの原因になります。し必要な事項ます。な事項お、区役所広く公開することによって、市民が行政運営に関す報相談係る行政文書を開示しなければ及び電磁的記録であって、び電磁的記録であって、市民情報センター等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等で開示を明らかにするとともに、行う場合に関する条例（以下「条例」といいます。）では、
は、開示スによる開示請求の受付も行っています。ペー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等スによる開示請求の受付も行っています。の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、空き状況では合理的な理由があるものを非開示とすることができます。を明らかにするとともに、確な認識の下に適正な意見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意認の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、うえ、請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。と日時にはの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、調整し、を明らかにするとともに、行います。
請求者に対する説明　・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　個 人も情報保護の一般的な事務の流れ　・・・　観点から開示の判断前まで、連絡は請求者に対する説明　・・・　本人もに直接行い内容を正確に把握するます 。電話連絡をとり補正を求める必要が生じるなど、開示手続の遅れの原因になります。の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、
際の使用の有無は関係なく、本人が行政運営に関す不在しているのかを知らないことが多いため、最で家族等からの開示請求に対して行政文書を開が行政運営に関す出すことも可能です。た場合は、相手に関する条例（以下「条例」といいます。）では、課名と担を求めることはできません（実費負当者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。名及び電磁的記録であって、び電磁的記録であって、連絡をとり補正を求める必要が生じるなど、開示手続の遅れの原因になります。を明らかにするとともに、取りたい旨を定めています（条例第１条）。だ
けを明らかにするとともに、伝え、請求者が目的の情報を探しやえて再度に関する事務（＝情報公開事務）を対象に、それを適正に進めるための留意事項をまとかけ直すか、当方で、個人、法人の権利利益を保護する等のために、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、電話番号を明らかにするとともに、伝え、請求者が目的の情報を探しやえて連絡をとり補正を求める必要が生じるなど、開示手続の遅れの原因になります。を明らかにするとともに、もらうように関する条例（以下「条例」といいます。）では、し必要な事項ます。
や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。むを明らかにするとともに、得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、ず留守番電話に関する条例（以下「条例」といいます。）では、録であって、音する時には、本人以外の方が聞く可能性があるため、「開する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、時にはに関する条例（以下「条例」といいます。）では、は、本人以外となります（条例第２条第２項、第の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、方で、個人、法人の権利利益を保護する等のために、が行政運営に関す聞く公開することによって、市民が行政運営に関す可能です。性が行政運営に関すある情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ため、「開
示請求に対して行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、件で…」といいます。）では、な事項ど、請求に対して行政文書を開を明らかにするとともに、行った事実が行政運営に関す分の個人情報を開示請求したい場合は、かる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ような事項表現されることにあります。したがってはせず、連絡をとり補正を求める必要が生じるなど、開示手続の遅れの原因になります。を明らかにするとともに、欲しい情報だけをピックアップするなど加し必要な事項い旨を定めています（条例第１条）。だけ
を明らかにするとともに、伝え、請求者が目的の情報を探しやえる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ように関する条例（以下「条例」といいます。）では、し必要な事項ます。

イ

請求者に対する説明　・・・　と非開示部分の分離・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　連絡・調整事項が不十分な場合の対応
(ア)

開の一般的な事務の流れ　・・・　示日時の注意点　・・・・・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　調整

請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、開示決定め、等からの開示請求に対して行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、手続き情報提供で対応すべきものとが行政運営に関す 終わったことを明らかにするとともに、 告げ、開示日時にはの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、調整し、を明らかにするとともに、行います。基に議事録等を作成するなど、組織としての利用を予定して本
的とする旨を定めています（条例第１条）。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、は、請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。と文書を開所管課の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、職員は、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、双 方で、個人、法人の権利利益を保護する等のために、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、都合が行政運営に関す良い日時を設定します。いつまでにい日時にはを明らかにするとともに、設ける場合等を除く。）。定め、し必要な事項ます。いつまでに関する条例（以下「条例」といいます。）では、
開示を明らかにするとともに、行うかに関する条例（以下「条例」といいます。）では、ついては特に関する条例（以下「条例」といいます。）では、定め、めはありませんが行政運営に関す、審査」→「情報請求に対して行政文書を開及び電磁的記録であって、び電磁的記録であって、訴訟の判例・過去の事例等を参考に、個別具体的に、かつ慎重に行わなければなりません。の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、出すことも可能です。訴期間は開示請求日の翌な事項どを明らかにするとともに、考
慮し、合理的な範囲内で日時を調整する必要があります。し必要な事項、合理的とする旨を定めています（条例第１条）。な事項範囲んでください。）内で日時にはを明らかにするとともに、調整し、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、必要な事項が行政運営に関すあります。
また、納が必要なこと。付書を開を明らかにするとともに、開示時にはに関する条例（以下「条例」といいます。）では、請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、渡しします。区役所広報相談係で受け付けた場合、副本を一部保管するとともに、副すこととし必要な事項た場合に関する条例（以下「条例」といいます。）では、、金融機関する条例（以下「条例」といいます。）では、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、営に関す業時には間は開示請求日の翌終了した日後もし同じ文書の求めがあった際には、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、
開示時には間は開示請求日の翌を明らかにするとともに、設ける場合等を除く。）。定め、し必要な事項てし必要な事項まうと、金融機関する条例（以下「条例」といいます。）では、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、写し必要な事項の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、交付の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、実費の負担を求めることはできません（実費負が行政運営に関す納が必要なこと。入できず、開示文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、写
し必要な事項を明らかにするとともに、その保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場で交付できな事項く公開することによって、市民が行政運営に関すな事項りますの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、でご注意ください。注意く公開することによって、市民が行政運営に関すださい。
請求者に対する説明　・・・　と非開示部分の分離・・・　連絡が不十分な場合の対応取れな事務の流れ　・・・　い内容を正確に把握する等の知りたい内容を正確に把握するの一般的な事務の流れ　・・・　理由に設定できるものではなく、合理的な理により、日時の注意点　・・・・・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　調整が不十分な場合の対応つかな事務の流れ　・・・　い内容を正確に把握する場合の対応であっても、請求
者に対する説明　・・・　への一般的な事務の流れ　・・・　通知りたい内容を正確に把握するは遅滞なく開示請求者に通知書を発送しなけな事務の流れ　・・・　く理解してもらうためのきっかけ行う業務必要が不十分な場合の対応あります。この一般的な事務の流れ　・・・　場合の対応には、文書の提出　・・・・・・　所管課へ連絡で相当な事務の流れ　・・・　期間の延長、を正確に把握する空
けて任意の一般的な事務の流れ　・・・　開の一般的な事務の流れ　・・・　示日時の注意点　・・・・・・・　を正確に把握する決めて記載し、決定通知りたい内容を正確に把握する書の提出　・・・・・・　を正確に把握する発送します。
（記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対例）
日 時には

令和○年４月１５日

午前・午後もし同じ文書の求めがあった際には、 １時には３０分の個人情報を開示請求したい場合は、

請求者に対する説明　・・・　と非開示部分の分離・・・　連絡が不十分な場合の対応取れな事務の流れ　・・・　い内容を正確に把握する場合の対応、日時の注意点　・・・・・・・　を正確に把握する空欄で送付まで　・・・・・・・　してもい内容を正確に把握するい内容を正確に把握するの一般的な事務の流れ　・・・　？
条例第 10 条第 1 項は、「開示する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、日時には及び電磁的記録であって、び電磁的記録であって、場所を明らかにするとともに、書を開面を改めて提出してもらう等の方法により行います。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、より通知らないことが多いため、最し必要な事項な事項ければな事項
らな事項い」といいます。）では、と規定め、し必要な事項ており、日付欄を明らかにするとともに、空欄に関する条例（以下「条例」といいます。）では、し必要な事項たり、後もし同じ文書の求めがあった際には、日調整し、との保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、み利用し、組織としての利用を予定して記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことはでき
ません。必ず日時にはを明らかにするとともに、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対し必要な事項て送付し必要な事項てく公開することによって、市民が行政運営に関すださい。
（イ）

開の一般的な事務の流れ　・・・　示場所の一般的な事務の流れ　・・・　調整
① 局、統括本部が不十分な場合の対応文書の提出　・・・・・・　所管課へ連絡の一般的な事務の流れ　・・・　場合の対応
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開示場所は、基に議事録等を作成するなど、組織としての利用を予定して本的とする旨を定めています（条例第１条）。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、当該文書の提出　・・・・・・　所管課へ連絡又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、は市民情報センターに関する条例（以下「条例」といいます。）では、な事項ります。市民情
報センター等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等を明らかにするとともに、利用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合は、事前に関する条例（以下「条例」といいます。）では、市民情報課に関する条例（以下「条例」といいます。）では、予約を明らかにするとともに、し必要な事項てく公開することによって、市民が行政運営に関すださい。
② 区が不十分な場合の対応文書の提出　・・・・・・　所管課へ連絡の一般的な事務の流れ　・・・　場合の対応
開示場所は、基に議事録等を作成するなど、組織としての利用を予定して本的とする旨を定めています（条例第１条）。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、当該区の一般的な事務の流れ　・・・　広報相談係とは？又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、は当該文書の提出　・・・・・・　所管課へ連絡に関する条例（以下「条例」といいます。）では、な事項ります。
（市民情報センター等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等も利用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取できます。市民情報センター等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等を明らかにするとともに、利用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合は、事前に関する条例（以下「条例」といいます。）では、
市民情報課に関する条例（以下「条例」といいます。）では、予約を明らかにするとともに、し必要な事項てく公開することによって、市民が行政運営に関すださい。）
③ 文書の提出　・・・・・・　所管課へ連絡が不十分な場合の対応複数はマニュアルのページ数です。区局にわたる場合の対応
それぞれの一般的な事務の流れ　・・・　区の一般的な事務の流れ　・・・　広報相談係とは？及び決裁区分一覧　・・・・・　び決裁区分一覧　・・・・・　局の一般的な事務の流れ　・・・　文書の提出　・・・・・・　所管課へ連絡、い内容を正確に把握するずれか１区の一般的な事務の流れ　・・・　広報相談係とは？、局
の一般的な事務の流れ　・・・　文書の提出　・・・・・・　所管課へ連絡又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、は市民情報センターに関する条例（以下「条例」といいます。）では、な事項 ります。市民情報センター等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等を明らかにするとともに、 利用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合
は、事前に関する条例（以下「条例」といいます。）では、市民情報課に関する条例（以下「条例」といいます。）では、予約を明らかにするとともに、し必要な事項てく公開することによって、市民が行政運営に関すださい。
ただし、前まで述の場所に限らず、文書所管課等で確保した会議室などを開示場所とすの一般的な事務の流れ　・・・　場所に限ら開示の判断前までず、文書の提出　・・・・・・　所管課へ連絡等の知りたい内容を正確に把握するで確に把握する保した会議室に合議な事務の流れ　・・・　どを正確に把握する開の一般的な事務の流れ　・・・　示場所と非開示部分の分離・・・　す
ること非開示部分の分離・・・　 も可能のたですの一般的な事務の流れ　・・・　で、個人も情報保護に配慮する必要がある場合等、必要に応じて適する必要が不十分な場合の対応ある場合の対応等の知りたい内容を正確に把握する、必要に応じて適
宜対応するよう業務にしてく理解してもらうためのきっかけださい内容を正確に把握する。
文書を開所管課が行政運営に関す複数の職員が使用しているもの（実際の使用の有無は関係なく区局に関する条例（以下「条例」といいます。）では、わたる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合に関する条例（以下「条例」といいます。）では、は、できる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、だけ文書を開所管課の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、中の文書も、組織共用文書として開示請求の対象文書となから取りまと
めの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、課を明らかにするとともに、決めて、請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。との保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、開示日程の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、調整し、を明らかにするとともに、行ってく公開することによって、市民が行政運営に関すださい。
＜開の一般的な事務の流れ　・・・　示場所が不十分な場合の対応市民情報センターの一般的な事務の流れ　・・・　場合の対応の一般的な事務の流れ　・・・　記載例＞
２

開示の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、日
時には及び電磁的記録であって、び電磁的記録であって、場所

日時には

令和○年４月１日

場所

午前・午後もし同じ文書の求めがあった際には、 ２時には００分の個人情報を開示請求したい場合は、

市民情報センター（市庁舎３階）

＜郵送による開の一般的な事務の流れ　・・・　示の一般的な事務の流れ　・・・　場合の対応の一般的な事務の流れ　・・・　記載例＞
「日時には」といいます。）では、欄

→

年月日及び電磁的記録であって、び電磁的記録であって、時には分の個人情報を開示請求したい場合は、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、欄すべてに関する条例（以下「条例」といいます。）では、ハイは「公にしないとの条件で任意に提供されているもの」について少なくとも当フン（－）

「場所」といいます。）では、欄

→

「郵送」といいます。）では、

２

開示の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、日
時には及び電磁的記録であって、び電磁的記録であって、場所

日時には

令和－年－月－日

場所

（ウ）

午前・午後もし同じ文書の求めがあった際には、

－時には－分の個人情報を開示請求したい場合は、

郵送

開の一般的な事務の流れ　・・・　示当日の一般的な事務の流れ　・・・　請求者に対する説明　・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　持しつつ、円滑に手続の移行を行うため、当分の間、次のとおりの取扱いとち物等の知りたい内容を正確に把握する
請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、、送付し必要な事項た決定め、通知らないことが多いため、最書を開を明らかにするとともに、開示日当日に関する条例（以下「条例」といいます。）では、持つものであり、財産等保護情報ではないため開示となります。参する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ように関する条例（以下「条例」といいます。）では、伝え、請求者が目的の情報を探しやえます。
写し必要な事項の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、交付を明らかにするとともに、希望ましいと考えられます。する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、は、納が必要なこと。付書を開も併せて記載しせて送付する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことを明らかにするとともに、伝え、請求者が目的の情報を探しやえます。そし必要な事項て
写し必要な事項の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、交 付を明らかにするとともに、受ける情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、前に関する条例（以下「条例」といいます。）では、、納が必要なこと。付書を開裏面を改めて提出してもらう等の方法により行います。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、書を開かれている情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、金融機関する条例（以下「条例」といいます。）では、で振込を明らかにするとともに、済み）であった場合ませ、振込
人控え（領収書）を持参することで、写しの交付を受けられることも説明します。え（領収書を開）を明らかにするとともに、持つものであり、財産等保護情報ではないため開示となります。参する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことで、写し必要な事項の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、交付を明らかにするとともに、受けられる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことも説明らかにするとともに、し必要な事項ます。
閲覧後もし同じ文書の求めがあった際には、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、写し必要な事項の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、交付を明らかにするとともに、希望ましいと考えられます。する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合に関する条例（以下「条例」といいます。）では、は、納が必要なこと。付書を開は送らず、開示の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、実施後もし同じ文書の求めがあった際には、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、文書を開所
管課が行政運営に関す作成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意し必要な事項た納が必要なこと。付書を開を明らかにするとともに、 請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、渡しします。区役所広報相談係で受け付けた場合、副本を一部保管するとともに、副し必要な事項、文書を開所管課が行政運営に関す請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、振込み利用し、組織としての利用を予定してを明らかにするとともに、確な認識の下に適正な意見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意認し必要な事項た後もし同じ文書の求めがあった際には、
に関する条例（以下「条例」といいます。）では、写し必要な事項を明らかにするとともに、交付し必要な事項ます。（P.46 参照）
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（２）公印の押印　・・・・・・・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　押印の押印　・・・・・・・・・　
開示日時にはを明らかにするとともに、記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対し必要な事項た決定め、通知らないことが多いため、最書を開が行政運営に関す作成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意できたら、公印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請申請を明らかにするとともに、行い決定め、通知らないことが多いため、最に関する条例（以下「条例」といいます。）では、公印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請
を明らかにするとともに、押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請し必要な事項ます。
ア

実施機関し市民に説明する責務が不十分な場合の対応市長の一般的な事務の流れ　・・・　場合の対応
市長や局長までの判断が特に必要ないもの印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請を明らかにするとともに、使用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取し必要な事項ます。

イ

その一般的な事務の流れ　・・・　他の制度での一般的な事務の流れ　・・・　実施機関し市民に説明する責務の一般的な事務の流れ　・・・　場合の対応
詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要があります細は【情報公開事務マニュアル（個人情報本人開示編）】参照）。は各実施機関する条例（以下「条例」といいます。）では、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、定め、めに関する条例（以下「条例」といいます。）では、よります。
1

市会議長や局長までの判断が特に必要ないもの‥‥‥‥‥‥

議長や局長までの判断が特に必要ないもの印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請

2

公営に関す企業管理者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。‥‥‥ 公営に関す企業管理者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請

3

行政委員は、会‥‥‥‥‥

行政委員は、会の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請

4

監査」→「情報委員は、‥‥‥‥‥‥

代表監査」→「情報委員は、印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請

5

公立大学法人横浜市立大学‥‥ 理事長や局長までの判断が特に必要ないものの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請

ウ 契印の押印　・・・・・・・・・　につい内容を正確に把握するて
決定通知りたい内容を正確に把握する書の提出　・・・・・・　に別紙を使用する場合には、とじ目に通知書と同一の公印を押します。を正確に把握する使用による請求拒否　・・・　する場合の対応には、と非開示部分の分離・・・　じ目に通知りたい内容を正確に把握する書の提出　・・・・・・　と非開示部分の分離・・・　同一の一般的な事務の流れ　・・・　公印の押印　・・・・・・・・・　を正確に把握する押します。 起案
中の文書も、組織共用文書として開示請求の対象文書となの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、案文と施行文を明らかにするとともに、重ねて双方で、個人、法人の権利利益を保護する等のために、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、かけて押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請す「契」といいます。）では、印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請は必要な事項ありません（文書を開事務マニュアルの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、手引き続き情報提供で対応すべきものと
参照）。
（３）納付まで　・・・・・・・　書の提出　・・・・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　作成（条例第 18 条）
ア

納付まで　・・・・・・・　書の提出　・・・・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　入してもらいます。手・作成
写し必要な事項の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、交付の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 場合に関する条例（以下「条例」といいます。）では、は、写し必要な事項の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 作成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意等からの開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、要な事項する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、費の負担を求めることはできません（実費負用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取を明らかにするとともに、請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、納が必要なこと。付し必要な事項てもらうため、
開示決定め、等からの開示請求に対して行政文書を開後もし同じ文書の求めがあった際には、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、交付枚の決定通知書を作成します。ただし、処分内数の職員が使用しているもの（実際の使用の有無は関係なくを明らかにするとともに、確な認識の下に適正な意見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意定め、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、上で、任意に情報提供できる場合については、その旨を説明で納が必要なこと。付書を開を明らかにするとともに、作成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意し必要な事項ます。納が必要なこと。付書を開は、市民情報課か
らお送りし必要な事項ます。
□市民情報センター等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等受付時には：正に進めるための留意事項をまと本送付時にはに関する条例（以下「条例」といいます。）では、同じ文書の求めがあった際には、封します。し必要な事項ます。
□各区広く公開することによって、市民が行政運営に関す報相談係る行政文書を開示しなければ受付時には ：副本が行政運営に関す市民情報課に関する条例（以下「条例」といいます。）では、届き次の点に注意する必要があります。第お送りし必要な事項ます。
※記入ミスによる開示請求の受付も行っています。が行政運営に関すあった場合な事項どで必要な事項な事項場合は、市民情報課に関する条例（以下「条例」といいます。）では、御連絡をとり補正を求める必要が生じるなど、開示手続の遅れの原因になります。く公開することによって、市民が行政運営に関すださい。
（各区広く公開することによって、市民が行政運営に関す報相談係る行政文書を開示しなければに関する条例（以下「条例」といいます。）では、も置きつつ、主に行政文書の開いてあります。）
※公営に関す企業管理者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。等からの開示請求に対して行政文書を開は各局で納が必要なこと。付書を開等からの開示請求に対して行政文書を開を明らかにするとともに、作成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意し必要な事項てく公開することによって、市民が行政運営に関すださい。
※市民情報センター等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等以外となります（条例第２条第２項、第の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場所で閲覧に関する条例（以下「条例」といいます。）では、よる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、開示を明らかにするとともに、行う際の使用の有無は関係なくに関する条例（以下「条例」といいます。）では、、閲覧後もし同じ文書の求めがあった際には、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、写し必要な事項の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、交付を明らかにするとともに、求に対して行政文書を開
められる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことが行政運営に関す予想される場合も、事前に市民情報課から納付書を取り寄せておいてされる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合も、事前に関する条例（以下「条例」といいます。）では、市民情報課から納が必要なこと。付書を開を明らかにするとともに、取り寄せておいてせておいて
く公開することによって、市民が行政運営に関すださい。
※納が必要なこと。付書を開は、納が必要なこと。付者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。が行政運営に関す同じ文書の求めがあった際には、じ文書の求めがあった際には、であれば、複数の職員が使用しているもの（実際の使用の有無は関係なくの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、決定め、通知らないことが多いため、最の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、実費の負担を求めることはできません（実費負を明らかにするとともに、まとめて記載された請求内容から対象行政文書を特定する作業についても、対する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことが行政運営に関す
できます。（ＹＣＡＮの市民情報課ページ（「行政文書開示請求関係の様式ダウ 市 民情報課情報公開・個人情報サポー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等 ト デスによる開示請求の受付も行っています。 ク 『情報公開通信情報公開通信の危険があり、また、到
2009 年４月号』参照）参照）

【情報公開事務マニュアル（個人情報本人開示編）】参照）。YCAN 市民情報課ペー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等ジ】→納が必要なこと。付書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、記入方で、個人、法人の権利利益を保護する等のために、法参照】参照）。
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イ

枚数はマニュアルのページ数です。確に把握する認及び決裁区分一覧　・・・・・　び決裁区分一覧　・・・・・　費用による請求拒否　・・・　につい内容を正確に把握するて

（ア）枚数はマニュアルのページ数です。確に把握する認につい内容を正確に把握するて
写し必要な事項の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、交付の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、枚の決定通知書を作成します。ただし、処分内数の職員が使用しているもの（実際の使用の有無は関係なくを明らかにするとともに、計算してし必要な事項ます。
・両面を改めて提出してもらう等の方法により行います。印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請刷の場合は、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合は、片面を明らかにするとともに、１枚の決定通知書を作成します。ただし、処分内とし必要な事項て計算して
・Ａ３用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取紙を作成し、記載してもらいます。を明らかにするとともに、半分の個人情報を開示請求したい場合は、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、折って綴じてある場合は、Ａ３判１枚分として計算って綴り（ドッチファイル）を１文書とせず、各起案文書ごとじ文書の求めがあった際には、てある情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合は、Ａ３判１枚の決定通知書を作成します。ただし、処分内分の個人情報を開示請求したい場合は、とし必要な事項て計算して
・文書を開が行政運営に関す大きいな事項どで、分の個人情報を開示請求したい場合は、割し必要な事項た場合に関する条例（以下「条例」といいます。）では、は、分の個人情報を開示請求したい場合は、割し必要な事項た枚の決定通知書を作成します。ただし、処分内数の職員が使用しているもの（実際の使用の有無は関係なく
対して行政文書を開面を改めて提出してもらう等の方法により行います。での保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、開示の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、実施の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合に関する条例（以下「条例」といいます。）では、は、写し必要な事項の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、交付時にはに関する条例（以下「条例」といいます。）では、請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。と確な認識の下に適正な意見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意認を明らかにするとともに、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、な事項ど、数の職員が使用しているもの（実際の使用の有無は関係なくえ間は開示請求日の翌違
えの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、な事項いように関する条例（以下「条例」といいます。）では、確な認識の下に適正な意見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意認を明らかにするとともに、し必要な事項てく公開することによって、市民が行政運営に関すださい。
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（イ）費用による請求拒否　・・・　につい内容を正確に把握するて
行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、種類（紙を作成し、記載してもらいます。・電磁的とする旨を定めています（条例第１条）。記録であって、な事項ど）、大きさ、単なる確率的な可能性ではなく法的色・多いため、最色刷の場合は、りに関する条例（以下「条例」といいます。）では、応する方が望ましいと考えられます。じ文書の求めがあった際には、て費の負担を求めることはできません（実費負用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取が行政運営に関す異なる場合は、特定した文書件名な事項
ります。
費の負担を求めることはできません（実費負用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、計算してに関する条例（以下「条例」といいます。）では、あたっては、複数の職員が使用しているもの（実際の使用の有無は関係なくの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、職員は、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、よる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ダブルチェックを明らかにするとともに、行うな事項どし必要な事項、間は開示請求日の翌違いの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、な事項
いように関する条例（以下「条例」といいます。）では、し必要な事項てく公開することによって、市民が行政運営に関すださい。
＜写しの作成　・・・・・・・・・　しの一般的な事務の流れ　・・・　作成に要する費用による請求拒否　・・・　＞
行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、種類

文書を開、図画及び電磁的記録であって、び電磁的記録であって、
写真

マイは「公にしないとの条件で任意に提供されているもの」について少なくとも当クロフィルム及び電磁的記録であって、

写し必要な事項の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、作成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、方で、個人、法人の権利利益を保護する等のために、法
複写機に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 よ り複写し必要な事項たもの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 （日本産業規格Ａ
列３番までの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 大 きさの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取 紙を作成し、記載してもらいます。 を明らかにするとともに、用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取 い たもの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 に関する条例（以下「条例」といいます。）では、限は、開示決定等（決裁登録）の期限を定め
る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、。）

金

額

単なる確率的な可能性ではなく法的色刷の場合は、り

１枚の決定通知書を作成します。ただし、処分内に関する条例（以下「条例」といいます。）では、つき 10 円

多いため、最色刷の場合は、り

１枚の決定通知書を作成します。ただし、処分内に関する条例（以下「条例」といいます。）では、つき 50 円

複写機に関する条例（以下「条例」といいます。）では、より複写し必要な事項たもの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、（日本産業規格Ａ列３番を明らかにするとともに、超える大える情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、大
きさの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取紙を作成し、記載してもらいます。を明らかにするとともに、用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取いたもの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、限は、開示決定等（決裁登録）の期限を定める情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、。）

実費の負担を求めることはできません（実費負

用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取紙を作成し、記載してもらいます。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請刷の場合は、し必要な事項たもの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、

１枚の決定通知書を作成します。ただし、処分内に関する条例（以下「条例」といいます。）では、つき 10 円

録であって、音する時には、本人以外の方が聞く可能性があるため、「開カセットテー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等プするなど加に関する条例（以下「条例」といいます。）では、複写し必要な事項たもの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、

１巻につき に関する条例（以下「条例」といいます。）では、つき 120 円

ビデオに掲げるおそれのあるものだけでなカセットテー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等プするなど加に関する条例（以下「条例」といいます。）では、複写し必要な事項たもの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、

１巻につき に関する条例（以下「条例」といいます。）では、つき 250 円

用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取紙を作成し、記載してもらいます。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、出すことも可能です。力なき社団等をいいます。し必要な事項たもの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、（単なる確率的な可能性ではなく法的色刷の場合は、り）

１枚の決定通知書を作成します。ただし、処分内に関する条例（以下「条例」といいます。）では、つき 10 円

フレキシブルディスによる開示請求の受付も行っています。クカー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等トリ又は電子メール等による開示請求については、誤送信の危険があり、また、到ッジ】に関する条例（以下「条例」といいます。）では、複写し必要な事項たもの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、

１枚の決定通知書を作成します。ただし、処分内に関する条例（以下「条例」といいます。）では、つき 60 円

電磁的とする旨を定めています（条例第１条）。記録であって、

光ディスクに複 デ ィ スによる開示請求の受付も行っています。 ク に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 複
写し必要な事項たもの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、

ＣＤ－Ｒ
（日本産業規格 X0606 及び電磁的記録であって、び電磁的記録であって、 X6281 に関する条例（以下「条例」といいます。）では、適 １枚の決定通知書を作成します。ただし、処分内に関する条例（以下「条例」といいます。）では、つき 70 円
合する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 直 径 120mm の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 光ディスクに複 ディスによる開示請求の受付も行っています。クの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 再 生じるなど、開示手続の遅れの原因になります。
装置きつつ、主に行政文書の開で再生じるなど、開示手続の遅れの原因になります。する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことが行政運営に関す可能です。な事項もの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、）
ＤＶＤ－Ｒ
（日本産業規格 X6241 に関する条例（以下「条例」といいます。）では、適合する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 直 径
120mm の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 光ディスクに複 ディスによる開示請求の受付も行っています。クの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 再 生じるなど、開示手続の遅れの原因になります。 装 置きつつ、主に行政文書の開で再生じるなど、開示手続の遅れの原因になります。
する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことが行政運営に関す可能です。な事項もの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、）

１枚の決定通知書を作成します。ただし、処分内に関する条例（以下「条例」といいます。）では、つき 100 円

※ マイは「公にしないとの条件で任意に提供されているもの」について少なくとも当 ク ロフィ ル ム及び電磁的記録であって、及び電磁的記録であって、 び電磁的記録であって、 電 磁 的とする旨を定めています（条例第１条）。 記録であって、 の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 写し必要な事項 （ 用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取 紙を作成し、記載してもらいます。 に関する条例（以下「条例」といいます。）では、出すことも可能です。力なき社団等をいいます。し必要な事項 たも の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 ） を明らかにするとともに、作 成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意 す る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、
場 合は 、日本産業 規 格Ａ列３ 番 ま で の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、大き さの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取紙を作成し、記載してもらいます。を明らかにするとともに、 用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取い る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 も の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、と する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 。

（４）決定通知りたい内容を正確に把握する書の提出　・・・・・・　等の知りたい内容を正確に把握するの一般的な事務の流れ　・・・　発送（条例第 10 条）
決定め、通知らないことが多いため、最書を開及び電磁的記録であって、び電磁的記録であって、納が必要なこと。付書を開が行政運営に関す完成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意し必要な事項たら、遅れの原因になります。滞なく請求者に通知すること。な事項く公開することによって、市民が行政運営に関す開示請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、普通郵便で（全うするようにし、「部開示決定め、
又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、は一部開示決定め、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合）発送し必要な事項ます。その保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、際の使用の有無は関係なくの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、郵送料は文書を開所管課の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、負担を求めることはできません（実費負とな事項ります。
非開示決定め、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、み利用し、組織としての利用を予定しての保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、通知らないことが多いため、最は、審査」→「情報請求に対して行政文書を開期間は開示請求日の翌の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、起算して日を明らかにするとともに、明らかにするとともに、確な認識の下に適正な意見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意に関する条例（以下「条例」といいます。）では、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ため、 配達の確認手段が確立していないため認めていません。来庁できない場合は、郵送又は電子証明らかにするとともに、郵便に関する条例（以下「条例」といいます。）では、よ
り郵送し必要な事項ます。後もし同じ文書の求めがあった際には、日、郵便局から郵便物配達の確認手段が確立していないため認めていません。来庁できない場合は、郵送又は電子証明らかにするとともに、書を開が行政運営に関す送付される情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、で、送付されたら非開示
決定め、起案と同じ文書の求めがあった際には、一期間は開示請求日の翌保存し必要な事項ます。
同じ文書の求めがあった際には、一案件で開示決定め、と非開示決定め、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、双方で、個人、法人の権利利益を保護する等のために、が行政運営に関す存在しているのかを知らないことが多いため、最する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合に関する条例（以下「条例」といいます。）では、は、開示決定め、通知らないことが多いため、最書を開等からの開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、同じ文書の求めがあった際には、
封します。し必要な事項、普通郵便で郵送し必要な事項ます。非開示決定め、通知らないことが多いため、最書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、み利用し、組織としての利用を予定してを明らかにするとともに、送付する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合と異なる場合は、特定した文書件名な事項り、開示が行政運営に関す行わ
れる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことから、請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、対して行政文書を開し必要な事項て非開示決定め、を明らかにするとともに、行った旨を定めています（条例第１条）。を明らかにするとともに、伝え、請求者が目的の情報を探しやえる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、機会が行政運営に関すある情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ため、配達の確認手段が確立していないため認めていません。来庁できない場合は、郵送又は電子証明らかにするとともに、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、よ
る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、通知らないことが多いため、最は不要な事項と考えられます。
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※公印の押印　・・・・・・・・・　を正確に把握する押印の押印　・・・・・・・・・　した決定通知りたい内容を正確に把握する書の提出　・・・・・・　は、請求者に対する説明　・・・　に送付まで　・・・・・・・　する前までに必ずコピーを正確に把握すると非開示部分の分離・・・　り、市民情報課へ連絡に１部
送付まで　・・・・・・・　してく理解してもらうためのきっかけださい内容を正確に把握する。（決裁日は、通知りたい内容を正確に把握する書の提出　・・・・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　右上を図るため、現行の開示決定等の起案に「個人情報の本人開示請求」○／○○決裁」と非開示部分の分離・・・　鉛筆で記入してください。）で記入してもらいます。してく理解してもらうためのきっかけださい内容を正確に把握する。）
延長や局長までの判断が特に必要ないものの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、決定め、を明らかにするとともに、行った場合は、延長や局長までの判断が特に必要ないもの決定め、通知らないことが多いため、最に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ついても同じ文書の求めがあった際には、様に関する条例（以下「条例」といいます。）では、送付し必要な事項てく公開することによって、市民が行政運営に関すださい。
（５）開の一般的な事務の流れ　・・・　示文書の提出　・・・・・・　の一般的な事務の流れ　・・・　準備（条例第 16 条）
ア

全部開の一般的な事務の流れ　・・・　示の一般的な事務の流れ　・・・　場合の対応
原則とし必要な事項て原本を明らかにするとともに、用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取意し必要な事項ます。ただし必要な事項当日使用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、可能です。性の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ある情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、常の事務に用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取文書を開や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。破損なわれたり、
の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、おそれが行政運営に関すある情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、文書を開等からの開示請求に対して行政文書を開は、写し必要な事項を明らかにするとともに、作成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意し必要な事項、写し必要な事項に関する条例（以下「条例」といいます。）では、より開示を明らかにするとともに、実施し必要な事項ます。

イ 一部開の一般的な事務の流れ　・・・　示の一般的な事務の流れ　・・・　場合の対応
行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、非開示情報の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、部分の個人情報を開示請求したい場合は、を明らかにするとともに、黒コピーで求める場合く公開することによって、市民が行政運営に関す塗抹し、「（透けて見えないようにします。）けて見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意えな事項いように関する条例（以下「条例」といいます。）では、し必要な事項ます。）し必要な事項た写し必要な事項に関する条例（以下「条例」といいます。）では、よ
る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、開示を明らかにするとともに、行います。また、複数の職員が使用しているもの（実際の使用の有無は関係なくの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ペー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等ジ】に関する条例（以下「条例」といいます。）では、わたる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、おいて、ペー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等ジ】全うするようにし、「体にあっては、その名称、事務所又は事業所の所在地及が行政運営に関す非開示とな事項る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、
場合は、原則とし必要な事項て当該非開示とな事項る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ペー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等ジ】を明らかにするとともに、除く。）。いて開示し必要な事項ます。
な事項お、非開示情報の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、部分の個人情報を開示請求したい場合は、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、黒コピーで求める場合テー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等プするなど加を明らかにするとともに、貼り付けた原本を開示するり付けた原本を明らかにするとともに、開示する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 方で、個人、法人の権利利益を保護する等のために、法は、黒コピーで求める場合テー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等プするなど加が行政運営に関すは
が行政運営に関すれる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、こと等からの開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、よる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、非開示情報の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、漏えい防止えいの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、危険があり、また、到が行政運営に関すある情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ため、極力なき社団等をいいます。避けます。けます。
開の一般的な事務の流れ　・・・　示部分と非開示部分の分離・・・　非開の一般的な事務の流れ　・・・　示部分が不十分な場合の対応重な事務の流れ　・・・　ってい内容を正確に把握するる場合の対応
非開示とされた印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請影に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ついては、印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請影が行政運営に関す見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意える情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、な事項いよう黒コピーで求める場合く公開することによって、市民が行政運営に関す塗る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、必要な事項が行政運営に関すあります
が行政運営に関す、同じ文書の求めがあった際には、時にはに関する条例（以下「条例」といいます。）では、、当該印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請影が行政運営に関す開示すべき部分の個人情報を開示請求したい場合は、（法人名や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。代表者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。氏名な事項ど）の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、一部に関する条例（以下「条例」といいます。）では、重な事項る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、よ
うに関する条例（以下「条例」といいます。）では、押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請し必要な事項ている情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合に関する条例（以下「条例」といいます。）では、は、当該開示部分の個人情報を開示請求したい場合は、が行政運営に関す きちんと見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意える情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ように関する条例（以下「条例」といいます。）では、し必要な事項て、非開示とされた
印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請影部分の個人情報を開示請求したい場合は、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、み利用し、組織としての利用を予定してを明らかにするとともに、黒コピーで求める場合く公開することによって、市民が行政運営に関す塗る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、必要な事項が行政運営に関すあります。
ウ 写しの作成　・・・・・・・・・　しによる開の一般的な事務の流れ　・・・　示を正確に把握する行う業務際に連絡調整する担当者名等は「備考」欄に記入してもらいます。の一般的な事務の流れ　・・・　準備
非開示部分の個人情報を開示請求したい場合は、を明らかにするとともに、黒コピーで求める場合く公開することによって、市民が行政運営に関す塗抹し、「し必要な事項た写し必要な事項を明らかにするとともに、開示する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合に関する条例（以下「条例」といいます。）では、、原本の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、提示を明らかにするとともに、求に対して行政文書を開められる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことも考え
られる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ため、開示時にはに関する条例（以下「条例」といいます。）では、は原本も用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取意し必要な事項ておきます。原本の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、提示を明らかにするとともに、求に対して行政文書を開められた場合に関する条例（以下「条例」といいます。）では、は、外となります（条例第２条第２項、第形
的とする旨を定めています（条例第１条）。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、文書を開全うするようにし、「体にあっては、その名称、事務所又は事業所の所在地及を明らかにするとともに、示すな事項ど、非開示情報が行政運営に関す記録であって、された部分の個人情報を開示請求したい場合は、以外となります（条例第２条第２項、第を明らかにするとともに、示すことに関する条例（以下「条例」といいます。）では、より対して行政文書を開応する方が望ましいと考えられます。し必要な事項ます。
（６）写しの作成　・・・・・・・・・　しの一般的な事務の流れ　・・・　作成
開示請求に対して行政文書を開では、「新たに関する条例（以下「条例」といいます。）では、行政文書を開を明らかにするとともに、作成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意し必要な事項、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、は加工した文書を出すことも可能です。し必要な事項てはな事項らな事項い」といいます。）では、とし必要な事項ている情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、
ことから、写し必要な事項の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、作成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意に関する条例（以下「条例」といいます。）では、あたっては原則とし必要な事項て原本と同じ文書の求めがあった際には、一の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、形状で作成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意し必要な事項ます。情報公開条例
施行規則では、開示する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、原本が行政運営に関す文書を開（紙を作成し、記載してもらいます。）の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、写し必要な事項の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、作成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意に関する条例（以下「条例」といいます。）では、要な事項する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、費の負担を求めることはできません（実費負用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取とし必要な事項
て、複写機に関する条例（以下「条例」といいます。）では、より複写し必要な事項たもの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、だけが行政運営に関す規定め、されています。
その保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ため、原本が行政運営に関す文書を開（紙を作成し、記載してもらいます。）の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合、原本を明らかにするとともに、スによる開示請求の受付も行っています。キャンし必要な事項、その保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、デー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等タを明らかにするとともに、ＣＤ－Ｒ等からの開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、複写し必要な事項て交
付する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことはできません。
原本が行政運営に関す文書を開（紙を作成し、記載してもらいます。）の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合、その保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、サイは「公にしないとの条件で任意に提供されているもの」について少なくとも当ズがＡ４であればＡ４、Ａ３であればＡ３、が行政運営に関すＡ４であればＡ４、Ａ３であればＡ３、
両面を改めて提出してもらう等の方法により行います。であれば両面を改めて提出してもらう等の方法により行います。、片面を改めて提出してもらう等の方法により行います。であれば片面を改めて提出してもらう等の方法により行います。で原則作成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意し必要な事項ます。
（ＹＣＡＮの市民情報課ページ（「行政文書開示請求関係の様式ダウ市民情報課情報公開・個人情報サポー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等トデスによる開示請求の受付も行っています。ク「情報公開Ｑ＆Ａ」といいます。）では、参照）
※

片面を改めて提出してもらう等の方法により行います。印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請刷の場合は、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、文書を開を明らかにするとともに、、両面を改めて提出してもらう等の方法により行います。印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請刷の場合は、し必要な事項て欲しい情報だけをピックアップするなど加し必要な事項いと請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。から申出すことも可能です。が行政運営に関すあった場合は、両

面を改めて提出してもらう等の方法により行います。印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請

刷の場合は、で対して行政文書を開応する方が望ましいと考えられます。する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、こともできます。（片面を改めて提出してもらう等の方法により行います。を明らかにするとともに、１枚の決定通知書を作成します。ただし、処分内とする情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、で費の負担を求めることはできません（実費負用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取は変わることのないようご注意ください。わりません。） ただし必要な事項、複数の職員が使用しているもの（実際の使用の有無は関係なく
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枚の決定通知書を作成します。ただし、処分内の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、文書を開を明らかにするとともに、１面を改めて提出してもらう等の方法により行います。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、集約する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことはできません。
○（正しい内容を正確に把握する例）

×（誤ったった例）

※

文書を開所管課に関する条例（以下「条例」といいます。）では、対して行政文書を開応する方が望ましいと考えられます。できる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、コピー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等機器がない場合（原本サイズがＡ２やＡ１の場　合等）が行政運営に関すな事項い場合（原本サイは「公にしないとの条件で任意に提供されているもの」について少なくとも当ズがＡ４であればＡ４、Ａ３であればＡ３、が行政運営に関すＡ２や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。Ａ１の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場

合等からの開示請求に対して行政文書を開）

は、原寸大の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、写し必要な事項を明らかにするとともに、 作成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意（Ａ３を明らかにするとともに、超える大える情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合は実費の負担を求めることはできません（実費負請求に対して行政文書を開） する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、か、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、は請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、了した日承が得られた場を明らかにするとともに、得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、
た上で、任意に情報提供できる場合については、その旨を説明で、保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、コピー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等機器がない場合（原本サイズがＡ２やＡ１の場　合等）で対して行政文書を開応する方が望ましいと考えられます。可能です。な事項サイは「公にしないとの条件で任意に提供されているもの」について少なくとも当ズがＡ４であればＡ４、Ａ３であればＡ３、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、分の個人情報を開示請求したい場合は、割し必要な事項た写し必要な事項を明らかにするとともに、作成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意し必要な事項て対して行政文書を開応する方が望ましいと考えられます。する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、こと
とし必要な事項ます。
※

原本が行政運営に関すカラー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合は、原則カラー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等で作成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意し必要な事項ます。ただし必要な事項、請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。が行政運営に関す希望ましいと考えられます。すれば単なる確率的な可能性ではなく法的色
（白黒コピーで求める場合）で作成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意し必要な事項て交付する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことも可能です。です。

※

カラー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合は請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、負担を求めることはできません（実費負する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、費の負担を求めることはできません（実費負用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取が行政運営に関す高くなりますので、事前に請求者に単色の交く公開することによって、市民が行政運営に関すな事項りますの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、で、事前に関する条例（以下「条例」といいます。）では、請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、単なる確率的な可能性ではなく法的色の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、交
付を明らかにするとともに、希望ましいと考えられます。する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、かどうか確な認識の下に適正な意見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意認を明らかにするとともに、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、とスによる開示請求の受付も行っています。ム及び電磁的記録であって、ー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等ズがＡ４であればＡ４、Ａ３であればＡ３、です。

また、原本が行政運営に関す電磁的とする旨を定めています（条例第１条）。記録であって、（ＰＤＦを除く※）の場合は、既存を明らかにするとともに、除く。）。く公開することによって、市民が行政運営に関す）の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、写し必要な事項の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、作成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意に関する条例（以下「条例」といいます。）では、要な事項する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、費の負担を求めることはできません（実費負用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取とし必要な事項ては、用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取紙を作成し、記載してもらいます。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、
出すことも可能です。力なき社団等をいいます。し必要な事項たもの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、及び電磁的記録であって、び電磁的記録であって、ＣＤ－Ｒ等からの開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、複写し必要な事項たもの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、が行政運営に関す規定め、されています。ただし必要な事項、非開示情報を明らかにするとともに、既に判断している文書（過去に開示請求の対象となった 存
の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、プするなど加ログラム及び電磁的記録であって、では容を詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要があります易な書類に使用され、一般的にに関する条例（以下「条例」といいます。）では、区分の個人情報を開示請求したい場合は、し必要な事項て除く。）。く公開することによって、市民が行政運営に関すことが行政運営に関すできな事項い場合は、ＣＤ－Ｒ等からの開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、複写し必要な事項たもの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、での保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、交
付はできません（P.23 参照）。

10 開の一般的な事務の流れ　・・・　示の一般的な事務の流れ　・・・　実施
（１）開の一般的な事務の流れ　・・・　示当日の一般的な事務の流れ　・・・　対応
指しています。定め、し必要な事項た日時には・場所で開示を明らかにするとともに、実施し必要な事項ます。開示は基に議事録等を作成するなど、組織としての利用を予定して本的とする旨を定めています（条例第１条）。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、次の点に注意する必要があります。の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、手順に沿って処理を行ってください。で行います。
ア

請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。が行政運営に関す持つものであり、財産等保護情報ではないため開示となります。参し必要な事項た決定め、通知らないことが多いため、最書を開を明らかにするとともに、確な認識の下に適正な意見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意認し必要な事項、請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。本人である情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことを明らかにするとともに、確な認識の下に適正な意見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意認し必要な事項ます。
請求に対して行政文書を開し必要な事項た本人以外となります（条例第２条第２項、第の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、方で、個人、法人の権利利益を保護する等のために、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ついても、請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。が行政運営に関す了した日承が得られた場し必要な事項ていれば、開示を明らかにするとともに、受ける情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことが行政運営に関す可能です。
です。請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。と一緒に開示を受ける場合は特に手続を必要としませんが、第三者が単独でに関する条例（以下「条例」といいます。）では、開示を明らかにするとともに、受ける情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合は特に関する条例（以下「条例」といいます。）では、手続き情報提供で対応すべきものとを明らかにするとともに、必要な事項とし必要な事項ませんが行政運営に関す、第三者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。が行政運営に関す単なる確率的な可能性ではなく法的独で
受ける情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合は、委任状が行政運営に関す必要な事項とな事項ります。
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イ 写しの作成　・・・・・・・・・　しの一般的な事務の流れ　・・・　交付まで　・・・・・・・　の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合
写し必要な事項は、必ず実費の負担を求めることはできません（実費負の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、納が必要なこと。入を明らかにするとともに、確な認識の下に適正な意見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意認し必要な事項た後もし同じ文書の求めがあった際には、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、交付し必要な事項ます。領収書を開（納が必要なこと。付書を開）の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、領収印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請を明らかにするとともに、確な認識の下に適正な意見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意認し必要な事項、
領収書を開は領収を明らかにするとともに、確な認識の下に適正な意見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意認後もし同じ文書の求めがあった際には、本人に関する条例（以下「条例」といいます。）では、返却します（当日渡しの場合は納付書を交付し、金融機関し必要な事項ます（当日渡しします。区役所広報相談係で受け付けた場合、副本を一部保管するとともに、副し必要な事項の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合は納が必要なこと。付書を開を明らかにするとともに、交付し必要な事項、金融機関する条例（以下「条例」といいます。）では、
で納が必要なこと。入し必要な事項てもらい、領収印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請を明らかにするとともに、確な認識の下に適正な意見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意認し必要な事項ます）。
写し必要な事項の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、交付は、行政文書を開１件に関する条例（以下「条例」といいます。）では、つき１部です。（施行規則第 13 条）
ウ

閲覧の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合
開示の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、目的とする旨を定めています（条例第１条）。は、市民へ送付し、副本一部を請の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、 説明らかにするとともに、責務マニュアルを明らかにするとともに、 全うするようにし、「うする情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことに関する条例（以下「条例」といいます。）では、ある情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、（ 条例第 1 条）の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、で、開示の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、実
施の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、際の使用の有無は関係なくに関する条例（以下「条例」といいます。）では、は 文書を開所管課が行政運営に関す立ち会い、必要な事項に関する条例（以下「条例」といいます。）では、応する方が望ましいと考えられます。じ文書の求めがあった際には、 非開示事由に基づいて、決定期間を延長する場合には、や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。請求に対して行政文書を開対して行政文書を開象に、それを適正に進めるための留意事項をまと文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、関する条例（以下「条例」といいます。）では、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、事
務マニュアル事業の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、内容を詳しく確認して、その請求内容に該当する行政文書の案内をする必要があります等からの開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ついて説明らかにするとともに、を明らかにするとともに、行い、質を備えた状態、疑等からの開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、応する方が望ましいと考えられます。じ文書の求めがあった際には、ます。
立会者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。は 、上で、任意に情報提供できる場合については、その旨を説明記の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、説明らかにするとともに、、質を備えた状態、疑等からの開示請求に対して行政文書を開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、応する方が望ましいと考えられます。じ文書の求めがあった際には、る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことが行政運営に関すできる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、人であれば、責任職等からの開示請求に対して行政文書を開である情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、必要な事項
はありません。
な事項お、説明は合の対応理的な事務の流れ　・・・　な事務の流れ　・・・　範囲い中を白く塗り、対角線を一本引くことにより処理（白抜き）しで行い内容を正確に把握するます。請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、理解されることがないように、開示請求の場合は開し必要な事項ていただける情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ように関する条例（以下「条例」といいます。）では、努めるなど、市める情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことは
当然と１週間、２週間といった日数の決め方ではなですが行政運営に関す、最終的とする旨を定めています（条例第１条）。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、了した日解されることがないように、開示請求の場合は開を明らかにするとともに、得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、る情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ということまで求に対して行政文書を開められている情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、もの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ではありませ
ん。

エ

閲覧に関する条例（以下「条例」といいます。）では、よる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、開示時にはに関する条例（以下「条例」といいます。）では、、写し必要な事項の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、交付を明らかにするとともに、求に対して行政文書を開められた場合の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、対して行政文書を開応する方が望ましいと考えられます。
閲覧後もし同じ文書の求めがあった際には、、全うするようにし、「部又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、は一部の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、写し必要な事項の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、交付を明らかにするとともに、求に対して行政文書を開められた場合は、その保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場で納が必要なこと。付書を開を明らかにするとともに、発行し必要な事項、請
求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、金融機関する条例（以下「条例」といいます。）では、で写し必要な事項の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、交付費の負担を求めることはできません（実費負用いるもの」とは、当該行政文書がその作成又は取を明らかにするとともに、納が必要なこと。付し必要な事項てもらい、領収印を押し、正本を文書所管課へ送付し、副本一部を請を明らかにするとともに、 確な認識の下に適正な意見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意認し必要な事項た上で、任意に情報提供できる場合については、その旨を説明で対して行政文書を開象に、それを適正に進めるための留意事項をまと文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、
写し必要な事項を明らかにするとともに、交付し必要な事項ます。
な事項お、この保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合、新たに関する条例（以下「条例」といいます。）では、決定め、通知らないことが多いため、最書を開を明らかにするとともに、作成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意、交付する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、必要な事項はありません。

オ

指しています。定め、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、日時にはに関する条例（以下「条例」といいます。）では、開示を明らかにするとともに、実施できな事項かった場合の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、対して行政文書を開応する方が望ましいと考えられます。
指しています。定め、の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、日時にはに関する条例（以下「条例」といいます。）では、開示を明らかにするとともに、実施できな事項かったときは、請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。と調整し、し必要な事項、改めて認識しなければなりません。めて別の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、日時にはに関する条例（以下「条例」といいます。）では、開示
を明らかにするとともに、実施し必要な事項てく公開することによって、市民が行政運営に関すださい。
な事項お、この保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、場合、新たに関する条例（以下「条例」といいます。）では、決定め、通知らないことが多いため、最書を開を明らかにするとともに、作成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意、交付する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、必要な事項はありません。

（２）郵送開の一般的な事務の流れ　・・・　示
写し必要な事項の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、送付は郵送（日本郵便株式会社が行政運営に関す行う郵便事業）に関する条例（以下「条例」といいます。）では、より行います。（施行規則
第 14 条第２項）
郵送に関する条例（以下「条例」といいます。）では、よる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、開示は基に議事録等を作成するなど、組織としての利用を予定して本的とする旨を定めています（条例第１条）。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、次の点に注意する必要があります。の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、手順に沿って処理を行ってください。で行います。すべて普通郵便で行います。
ア

決定め、通知らないことが多いため、最書を開、お知らないことが多いため、最らせ（ひな事項形：ＹＣＡＮの市民情報課ページ（「行政文書開示請求関係の様式ダウの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、市民情報課ペー等で一般の閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とした図書等ジ】「郵送に関する条例（以下「条例」といいます。）では、よる情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、開示方で、個人、法人の権利利益を保護する等のために、法」といいます。）では、参
照）及び電磁的記録であって、び電磁的記録であって、納が必要なこと。付書を開を明らかにするとともに、請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、郵送し必要な事項ます。
到着後もし同じ文書の求めがあった際には、、請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、金融機関する条例（以下「条例」といいます。）では、で実費の負担を求めることはできません（実費負を明らかにするとともに、納が必要なこと。付し必要な事項てもらいます。

イ 請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、領収書を開（写し必要な事項も可）を明らかにするとともに、文書を開所管課あてに関する条例（以下「条例」といいます。）では、返送し必要な事項てもらいます。
ウ

到着後もし同じ文書の求めがあった際には、、請求に対して行政文書を開対して行政文書を開象に、それを適正に進めるための留意事項をまと文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、写し必要な事項及び電磁的記録であって、び電磁的記録であって、返送いただいた領収書を開を明らかにするとともに、同じ文書の求めがあった際には、封します。し必要な事項請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。あてに関する条例（以下「条例」といいます。）では、郵送し必要な事項
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ます。
（参考）郵送による開の一般的な事務の流れ　・・・　示の一般的な事務の流れ　・・・　流れ　・・・　れ

（３）再開の一般的な事務の流れ　・・・　示（条例第 16 条）
最初から行政文書を特定した請求をすることはほとんどありません。そのため、請求受付時にはに関する条例（以下「条例」といいます。）では、開示を明らかにするとともに、受けた日から 30 日以内に関する条例（以下「条例」といいます。）では、限は、開示決定等（決裁登録）の期限を定めり、再開示を明らかにするとともに、する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことが行政運営に関すできます。再開示の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、申出すことも可能です。
は口で言われた場合には、頭に置きつつ、主に行政文書の開でも可能です。で、新たな事項決定め、通知らないことが多いため、最書を開も不要な事項です。手続き情報提供で対応すべきものとは単なる確率的な可能性ではなく法的に関する条例（以下「条例」といいます。）では、電話等からの開示請求に対して行政文書を開で日時には調整し、を明らかにするとともに、行うだけ
で再開示する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ことが行政運営に関すできます。
再開示の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、実施の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、際の使用の有無は関係なくに関する条例（以下「条例」といいます。）では、は改めて認識しなければなりません。めて決定め、通知らないことが多いため、最書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、確な認識の下に適正な意見を形成できるようにするとともに、それによって公正で市民の意認を明らかにするとともに、行うため、請求に対して行政文書を開者や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。に関する条例（以下「条例」といいます。）では、持つものであり、財産等保護情報ではないため開示となります。参し必要な事項てもらうよう
説明らかにするとともに、し必要な事項ます。
な事項お、行政文書を開の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、量であり、検索に日時と比較し必要な事項て再開示の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、申出すことも可能です。回数の職員が使用しているもの（実際の使用の有無は関係なくが行政運営に関す著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起し必要な事項く公開することによって、市民が行政運営に関す多いため、最い場合や請求の経緯等によって対応が変わることのないようご注意ください。、既に判断している文書（過去に開示請求の対象となったに関する条例（以下「条例」といいます。）では、写し必要な事項の保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、交付を明らかにするとともに、
行ったもの保有する情報の公開に関する条例（以下「条例」といいます。）では、に関する条例（以下「条例」といいます。）では、ついては、再開示を明らかにするとともに、拒むことはできません。（受付後の補正についてはむことが行政運営に関すできます。
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