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大船渡市債権管理条例 

（目的） 

第１条 この条例は、市の債権の管理に関し必要な事項を定めることにより、市の債権の管理の適正化を図り、もって市民負担の公平性の確保及び健全な行財

政運営に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利（地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第240条第４項第３号から第８号までに掲げ

るものを除く。）をいう。 

(２) 公債権 市の債権のうち、法第231条の３第１項に規定する分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の普通地方公共団体の歳入に係るもの及び

地方税法（昭和25年法律第226号）の規定に基づく徴収金に係るものをいう。 

(３) 強制徴収公債権 公債権のうち、地方税法の規定に基づく徴収金に係るもの及び法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分するこ

とができるものをいう。 

(４) 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外のものをいう。 

(５) 私債権 市の債権のうち、公債権以外のものをいう。 

(６) 非強制徴収債権 非強制徴収公債権及び私債権をいう。 

（他の法令等との関係） 

第３条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれらに基づく規則等（地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第10条

に規定する企業管理規程を含む。以下同じ。）に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。 

（市長の責務） 

第４条 市長（水道事業管理者の権限を含む。）は、法令又は条例若しくは規則等（以下「法令等」という。）の定めるところにより、市の債権を適正に管理

しなければならない。 

（台帳の整備） 

第５条 市長は、市の債権を適正に管理するため、規則等で定める事項を記載した台帳を整備するものとする。 

（徴収計画） 

第６条 市長は、市の債権を計画的に徴収するため、毎年度徴収計画を策定するものとする。 

（督促） 

第７条 市長は、公債権（法第231条の３第１項に規定するものに限る。第11条において同じ。）について、大船渡市税外収入金督促手数料及び延滞金の徴収

に関する条例（昭和30年大船渡市条例第22号）の定めるところにより、督促状を発し、及び督促手数料を徴収するものとする。 

２ 市長は、私債権について、債務者が債務の履行期限までに履行しないときは、大船渡市税外収入金督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例第３条の規定

の例により、督促状を発するものとする。 

３ 市長は、前項の規定により督促状を発した場合においては、督促状１通につき100円の督促手数料を徴収するものとする。ただし、やむを得ない理由があ

ると認めるときは、これを徴収しない。 

（滞納処分等） 
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第８条 市長は、強制徴収公債権に係る法第231条の３第３項の規定による滞納処分並びに地方税法第15条第１項の規定による徴収猶予、同法第15条の５第１

項の規定による換価の猶予及び同法第15条の７第１項の規定による滞納処分の停止について、法令等の定めるところにより、これを行わなければならない。 

（強制執行等） 

第９条 市長は、非強制徴収債権について、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「令」という。）第171条の２から第171条の４までの規定により、

その強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置を講じなければならない。 

（徴収停止等） 

第10条 市長は、非強制徴収債権について、令第171条の５から第171条の７までの規定により、その徴収停止、履行期限の延長又は当該債権に係る債務の免除

をすることができる。 

（延滞金） 

第11条 市長は、公債権について、大船渡市税外収入金督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例の定めるところにより、延滞金を徴収するものとする。 

（遅延損害金） 

第12条 市長は、私債権について、債務者が債務の履行期限後に履行する場合においては、当該私債権の額に履行期限の翌日から履行の日までの期間の日数に

応じ、民法（明治29年法律第89号）第404条の規定による年当たりの割合を乗じて得た金額の遅延損害金（履行の遅延に係る損害賠償金その他の徴収金をい

う。以下同じ。）を徴収することができる。ただし、遅延損害金の徴収について、契約に別段の定めがある場合は、その定めるところによるものとする。 

２ 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。 

３ 第１項の遅延損害金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる私債権の額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該私債権の額が2,000円未満

であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。 

４ 遅延損害金に100円未満の端数があるとき、又は当該遅延損害金の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。 

５ 市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、遅延損害金を減額し、又は免除することができる。 

（債権の放棄） 

第13条 市長は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該債権並びにこれに係る既に発生した督促手数料及び延滞

金又は遅延損害金を放棄することができる。 

(１) 債務者が著しい生活困窮状態（生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定による保護を受け、又はこれに準ずる状態をいう。）にあり、資力の回復

が困難で、債務の履行の見込みがないと認められるとき。ただし、当該債務者に対する債権が、同法第63条の規定による返還金又は同法78条の規定による

徴収金である場合を除く。 

(２) 破産法（平成16年法律第75号）第253条第１項、会社更生法（平成14年法律第154号）第204条第１項その他の法令の規定により、債務者が当該債権に

ついてその責任を免れたとき。 

(３) 私債権について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき。ただし、債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。 

(４) 債務者が失踪、行方不明その他これに準ずる事情にあり、当該債権を徴収できる見込みがないと認められるとき。 

(５) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合、相続人全員が相続放棄をした場合又は相続人が存在しない場合において、その相続財産の

価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける市の債権及び市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。 

(６) 令第171条の２の規定による強制執行等又は令第171条の４の規定による債権の申出等の措置を講じても、なお完全に債務が履行されなかった場合にお

いて、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、債務の履行の見込みがないと認められるとき。 
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(７) 令第171条の５の規定による徴収停止の措置を講じた場合において、当該措置を講じた日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資

力又はこれに近い状態にあり、債務の履行の見込みがないと認められるとき。 

２ 市長は、前項の規定により非強制徴収債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。 

（債務者に関する情報の利用等） 

第14条 市長は、履行期限までに履行されない市の債権がある場合において、当該市の債権の管理に関する事務を効率的に行うため必要があると認めるときは、

当該事務の遂行に必要な限度で、当該債務者の個人情報（法令に別段の定めがある場合を除き、国税通則法（昭和37年法律第66号）第127条及び地方税法第

22条の秘密に該当する情報を除く。以下この条において「債務者情報」という。）を、同一の実施機関（大船渡市個人情報の保護に関する法律施行条例（令

和５年大船渡市条例第 号）第２条第１項に規定する実施機関及び議会をいう。以下この条において同じ。）内において利用し、他の実施機関に提供し、又

は他の実施機関その他の当該債務者以外の者から収集することができる。 

２ 市長は、前項の規定により利用し、又は収集した債務者情報を当該市の債権の管理に関する事務以外の事務に利用してはならない。 

３ 市長は、第１項の規定により利用し、又は収集した債務者情報を当該市の債権の管理に関する事務に利用する場合は、当該債務者及び第三者の権利利益を

不当に侵害することがないようにしなければならない。 

４ 債権者情報の範囲は、規則等で定める。 

（補則） 

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第７条第２項及び第３項並びに第12条の規定は、令和６年４月１日から施行する。 

（大船渡市税外収入金督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例の一部改正） 

２ 大船渡市税外収入金督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

第５条 督促手数料は督促状１通について100円とする。 第５条 市長は、第３条第１項の規定により督促状を発した場合において

は、督促状１通につき100円の督促手数料を徴収するものとする。ただし、

やむを得ない理由があると認めるときは、これを徴収しない。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 



- 6 - 

 

大船渡市個人情報の保護に関する法律施行条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「法」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者の権

限を行う市長をいう。 

２ 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令（平成15年政令第507号。第６条第２項において「令」

という。）で使用する用語の例による。 

（開示請求の手続） 

第３条 開示請求書には、法第77条第１項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。 

（開示決定等の期限） 

第４条 開示決定等は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第３項の規定により補正を求めた場合にあっては、

当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。

この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 

（開示決定等の期限の特例） 

第５条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行

に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に

開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第１項に規定する期間内

に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 

(１) この条の規定を適用する旨及びその理由 

(２) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限 

（開示請求に係る手数料等） 

第６条 法第89条第２項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。 

２ 法第87条第１項の規定による写しの交付（開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合は、複製したもの又は出力したものの交付。以下こ

の項において同じ。）により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第４項

の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても、同様とする。 

（訂正請求の手続） 

第７条 訂正請求書には、法第91条第１項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。 

（利用停止請求の手続） 

第８条 利用停止請求書には、法第99条第１項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。 

（大船渡市情報公開・個人情報保護審査会への諮問） 

第９条 実施機関は、次に掲げる事項について、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるとき
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は、大船渡市情報公開・個人情報保護審査会条例（令和５年大船渡市条例第 号）第２条に規定する大船渡市情報公開・個人情報保護審査会に諮問すること

ができる。 

(１) この条例の施行に関すること。 

(２) 法第66条第１項の規定により講ずる安全管理のための措置に関すること。 

(３) その他市の個人情報保護の施策に関すること。 

（補則） 

第10条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（大船渡市個人情報保護条例の廃止） 

第２条 大船渡市個人情報保護条例（平成17年大船渡市条例第30号。以下「旧条例」という。）は、廃止する。 

（大船渡市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置） 

第３条 次に掲げる者に係る旧条例第９条の規定による職務上知り得た旧条例第２条第１号に規定する個人情報（以下「旧個人情報」という。）の内容をみだ

りに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。 

(１) この条例の施行の際現に旧条例第２条第２号に規定する実施機関（以下「旧実施機関」という。）の職員である者又はこの条例の施行前において旧実

施機関の職員であった者のうち、旧個人情報の取扱いに従事していたもの 

(２) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者又は指定管理者（地方自治法第244条の２第３項

に規定する指定管理者をいう。）として旧個人情報を取り扱う業務に従事していた者 

２ この条例の施行の日前に旧条例第11条、第26条第１項若しくは第２項又は第34条第１項若しくは第２項の規定による請求がされた場合における旧個人情報

の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。 

３ 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧個人情報を含む情

報の集合物であって、一定の事務又は業務の目的を達成するために特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したも

の（その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。）をこの条例の施行後に提供したときは、２年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 

(１) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者 

(２) 第１項第２号に掲げる者 

４ 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第

三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、１年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 

５ 前２項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。 

６ 旧条例の廃止前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 
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大船渡市情報公開・個人情報保護審査会条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、大船渡市情報公開・個人情報保護審査会の設置、組織、調査審議の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （設置） 

第２条 情報公開制度における審査請求並びに個人情報保護制度における審査請求及び個人情報の適正な取扱いの確保について調査審議するため、大船渡市情

報公開・個人情報保護審査会（以下「審査会」という。）を置く。 

 （定義） 

第３条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 (１) 諮問実施機関等 次に掲げるものをいう。 

  ア 大船渡市情報公開条例（平成17年大船渡市条例第29号。以下「情報公開条例」という。）第19条第１項の規定により審査会に諮問をした実施機関（情

報公開条例第２条第１号に規定する実施機関をいう。） 

  イ 個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。）第105条第３項において準用する同条第１項の規定により審

査会に諮問をした実施機関（大船渡市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和５年大船渡市条例第 号。以下「個人情報保護法施行条例」という。）

第２条第１項に規定する実施機関をいう。） 

  ウ 大船渡市議会の保有する個人情報の保護に関する条例（令和５年大船渡市条例第 号。以下「議会個人情報保護条例」という。）第45条第１項の規定

により審査会に諮問をした議長 

 (２) 行政文書 情報公開条例第12条第１項に規定する開示決定等（次条第１号において「開示決定等」という。）に係る行政文書（情報公開条例第２条第

２号に規定する行政文書をいう。）をいう。 

 (３) 保有個人情報 次に掲げるものをいう。 

ア 個人情報保護法第78条第１項第４号、第94条第１項又は第102条第１項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等（次条第２号において

「開示決定等」という。）に係る保有個人情報（個人情報保護法第60条第１項に規定する保有個人情報のうち同項に規定する地方公共団体等行政文書に

係るものをいう。） 

イ 議会個人情報保護条例第20条第５号ア、第35条第１項又は第42条第１項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等（次条第３号において

「開示決定等」という。）に係る保有個人情報（議会個人情報保護条例第２条第４項に規定する保有個人情報をいう。） 

 （所掌事項） 

第４条 審査会の所掌事項は、次のとおりとする。 

 (１) 情報公開条例第19条第１項の規定による諮問に応じ、開示決定等又は情報公開条例第６条第１項に規定する開示請求に係る不作為の審査請求について

調査審議すること。 

 (２) 個人情報保護法第105条第３項において準用する同条第１項の規定による諮問に応じ、開示決定等又は個人情報保護法第76条第２項、第90条第２項若

しくは第98条第２項に規定する開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為の審査請求について調査審議すること。 

 (３) 議会個人情報保護条例第45条第１項の規定による諮問に応じ、開示決定等又は議会個人情報保護条例第18条第２項、第31条第２項若しくは第38条第２

項に規定する開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為の審査請求について調査審議すること。 

 (４) 個人情報保護法施行条例第９条の規定による諮問又は議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ、個人情報の適正な取扱いの確保に関し諮
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問実施機関等に意見を述べること。 

 (５) 前各号に掲げるもののほか、情報公開条例、個人情報保護法、議会個人情報保護条例及び個人情報保護法施行条例の施行に関し諮問実施機関等に意見

を述べること。 

 （組織） 

第５条 審査会は、委員５人以内をもって組織する。 

 （委員） 

第６条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

４ 市長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、

その委員を罷免することができる。 

５ 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

６ 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。 

 （会長及び副会長） 

第７条 審査会に、会長及び副会長各１人を置き、委員の互選により選任する。 

２ 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第８条 審査会の会議は、会長が招集する。 

２ 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

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

４ 審査会は、情報公開条例第19条第１項の規定による諮問、個人情報保護法第105条第３項において準用する同条第１項の規定による諮問又は議会個人情報

保護条例第45条第１項の規定による諮問（以下「審査請求に係る諮問」という。）のあった日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。 

 （審査会の調査権限） 

第９条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関等に対し、行政文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人

も、審査会に対し、その提示された行政文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。 

２ 諮問実施機関等は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。 

３ 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関等に対し、行政文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指

定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。 

４ 第１項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人（行政不服審査法（平成26年法律第68号）第13条第４項

に規定する参加人をいう。以下同じ。）又は諮問実施機関等（以下「審査請求人等」という。）に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にそ

の知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。 

 （意見の陳述） 



- 10 - 

 

第10条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必

要がないと認めるときは、この限りでない。 

２ 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。 

 （意見書等の提出） 

第11条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料の提出すべき相当の期間を定めたときは、

その期間内にこれを提出しなければならない。 

 （委員による調査手続） 

第12条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第９条第１項の規定により提示された行政文書若しくは保有個人情報を閲覧させ、同条

第４項の規定による調査をさせ、又は第10条第１項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。 

 （提出資料の写しの送付等） 

第13条 審査会は、第９条第３項若しくは第４項又は第11条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し（電磁的記録（電

子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをい

う。以下この項及び次項において同じ。）にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面）を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以

外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。 

２ 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧（電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示し

たものの閲覧）を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなけ

れば、その閲覧を拒むことができない。 

３ 審査会は、第１項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請

求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。 

４ 審査会は、第２項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。 

 （審査請求に係る調査審議手続の非公開） 

第14条 審査請求に係る諮問について審査会が行う調査審議の手続は、公開しない。 

 （答申書の送付等） 

第15条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものと

する。 

 （個人情報の適正な取扱いの確保に関する調査審議） 

第16条 審査会は、第４条第４号に掲げる所掌事項を遂行するため必要があると認めるときは、諮問実施機関等に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その

他の必要な協力を求めることができる。 

２ 審査会は、第４条第４号に掲げる所掌事項を遂行するため特に必要があると認めるときは、諮問実施機関等以外の者に対しても、必要な協力を依頼するこ

とができる。 

 （庶務） 

第17条 審査会の庶務は、総務部において処理する。 

 （委任） 
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第18条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

 （罰則） 

第19条 第６条第５項の規定に違反して秘密を漏らした者は、１年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 

２ 前項の規定は、市の区域外において同項の罪を犯した者にも適用する。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。 

 （委員の委嘱に関する準備行為） 

第２条 市長は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前においても、第６条第１項の規定の例により、審査会の委員を委嘱することができる。こ

の場合において、その委嘱された委員は、施行日において同項の規定により委嘱されたものとみなす。 

 （大船渡市個人情報保護条例の廃止による大船渡市個人情報保護審査会の廃止に伴う経過措置） 

第３条 施行日前に個人情報保護法施行条例附則第２条の規定による廃止前の大船渡市個人情報保護条例（平成17年大船渡市条例第30号。以下「旧個人情報保

護条例」という。）第43条第１項の規定により設置された大船渡市個人情報保護審査会（以下「旧個人情報保護審査会」という。）にされた諮問（この条例の

施行の際これに係る調査審議を終えていないものに限る。）は、施行日において審査会に諮問されたものとみなす。この場合において、旧個人情報保護審査

会により施行日前に行われた調査審議は、この条例の定めるところにより審査会により行われたものとみなす。 

２ この条例の施行の際現に旧個人情報保護審査会の委員である者又は施行日前において旧個人情報保護審査会の委員であった者に係る旧個人情報保護条例

第45条第４項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。 

３ この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用につ

いては、なお従前の例による。 
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大船渡市情報公開条例の一部を改正する条例 

大船渡市情報公開条例（平成17年大船渡市条例第29号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

目次 目次 

第１章～第２章 [略] 第１章～第２章 [略] 

第３章 大船渡市情報公開審査会（第22条―第35条）  

第４章 雑則（第36条―第41条） 第３章 雑則（第22条―第27条） 

附則 附則 

  

（行政文書の開示義務） （行政文書の開示義務） 

第７条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に

次の各号に掲げる情報（以下「非開示情報」という。）のいずれかが記録

されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなけれ

ばならない。 

第７条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に

次の各号に掲げる情報（以下「不開示情報」という。）のいずれかが記録

されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなけれ

ばならない。 

(１)～(６) [略] (１)～(６) [略] 

  

（部分開示） （部分開示） 

第８条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の一部に非開示情報が記録さ

れている場合において、非開示情報が記録されている部分を容易に区分し

て除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分に

つき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情

報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。 

第８条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録さ

れている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分し

て除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分に

つき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情

報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。 

２ [略] ２ [略] 

  

（公益上の理由による裁量的開示） （公益上の理由による裁量的開示） 

第９条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に非開示情報（第７条第１号

の情報を除く。）が記録されている場合であっても、公益上特に必要があ

ると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することがで

きる。 

第９条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に不開示情報（第７条第１号

の情報を除く。）が記録されている場合であっても、公益上特に必要があ

ると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することがで

きる。 

  

（行政文書の存否に関する情報） （行政文書の存否に関する情報） 

第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否 第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否
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改正前 改正後 

かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、

当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することが

できる。 

かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、

当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することが

できる。 

  

（審査会への諮問等） （審査会への諮問等） 

第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について行政不服審査法（平

成26年法律第68号）の規定による不服申立てがあったときは、当該不服申

立てに対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場

合を除き、速やかに、大船渡市情報公開審査会に諮問しなければならない。 

第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について行政不服審査法（平

成26年法律第68号）の規定による審査請求があったときは、当該審査請求

に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を

除き、速やかに、大船渡市情報公開・個人情報保護審査会条例（令和５年

大船渡市条例第 号）第２条に規定する大船渡市情報公開・個人情報保護

審査会に諮問しなければならない。 

(１) 不服申立てが不適法であり、却下するとき。 (１) 審査請求が不適法であり、却下するとき。 

(２) 裁決で、不服申立ての全部を認容し、当該不服申立てに係る行政文

書の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について

反対意見書が提出されているときを除く。 

(２) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の

全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対

意見書が提出されているときを除く。 

２ 前項の規定により諮問をした実施機関（以下「諮問実施機関」という。）

は、同項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、その答申を尊重

して、速やかに、当該不服申立てについての裁決をしなければならない。

この場合において、当該裁決は、不服申立てを受理した日から起算して90

日以内に行うよう努めなければならない。 

２ 前項の規定により諮問をした実施機関（以下「諮問実施機関」という。）

は、同項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、その答申を尊重

して、速やかに、当該審査請求についての裁決をしなければならない。こ

の場合において、当該裁決は、審査請求を受理した日から起算して90日以

内に行うよう努めなければならない。 

３ 第１項の不服申立てについては、行政不服審査法第９条第１項の規定

は、適用しない。 

３ 第１項の審査請求については、行政不服審査法第９条第１項の規定は、

適用しない。 

  

（諮問をした旨の通知） （諮問をした旨の通知） 

第20条 諮問実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなけ

ればならない。 

第20条 諮問実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなけ

ればならない。 

(１) 不服申立人及び参加人 (１) 審査請求人及び参加人（行政不服審査法第13条第４項に規定する参

加人をいう。以下同じ。） 

(２) 開示請求者（開示請求者が不服申立人又は参加人である場合を除

く。） 

(２) 開示請求者（開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除

く。） 

(３) 当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した (３) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第
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改正前 改正後 

第三者（当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。） 三者（当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。） 

  

（第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続） （第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続） 

第21条 第15条第３項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする

場合について準用する。 

第21条 第15条第３項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする

場合について準用する。 

(１) 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する

裁決 

(１) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁

決 

(２) 不服申立てに係る開示決定等（開示請求に係る行政文書の全部を開

示する旨の決定を除く。）を変更し、当該開示決定等に係る行政文書を

開示する旨の裁決（第三者である参加人が当該行政文書の開示に反対の

意思を表示している場合に限る。） 

(２) 審査請求に係る開示決定等（開示請求に係る行政文書の全部を開示

する旨の決定を除く。）を変更し、当該開示決定等に係る行政文書を開

示する旨の裁決（第三者である参加人が当該行政文書の開示に反対の意

思を表示している場合に限る。） 

  

第３章 大船渡市情報公開審査会  

  

（設置等）  

第22条 第19条第１項の規定による諮問に応じ不服申立てについて調査審

議するため、大船渡市情報公開審査会（以下「審査会」という。）を置く。 

 

２ 審査会は、前項の規定による調査審議のほか、この条例の実施に関し実

施機関に意見を述べることができる。 

 

  

（組織）  

第23条 審査会は、委員５人以内をもって組織する。  

  

（委員）  

第24条 委員は、識見を有する者のうちから市長が委嘱する。  

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委

員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

３ 市長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき又

は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認め

るときは、その委員を罷免することができる。 

 

４ 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を  
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改正前 改正後 

退いた後も同様とする。 

５ 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に

政治運動をしてはならない。 

 

  

（会長及び副会長）  

第25条 審査会に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選とする。  

２ 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。  

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

 

  

（会議）  

第26条 審査会は、会長が招集する。  

２ 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができな

い。 

 

３ 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

 

４ 審査会は、第19条第１項の規定による諮問のあった日から起算して60日

以内に答申するよう努めなければならない。 

 

  

（審査会の調査権限）  

第27条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示

決定等に係る行政文書の提示を求めることができる。この場合において

は、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書の開示を求めること

ができない。 

 

２ 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、こ

れを拒んではならない。 

 

３ 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定

等に係る行政文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法

により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求める

ことができる。 

 

４ 第１項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件  
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改正前 改正後 

に関し、不服申立人、参加人又は諮問実施機関（以下「不服申立人等」と

いう。）に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知

っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をする

ことができる。 

  

（意見の陳述）  

第28条 審査会は、不服申立人等から申立てがあったときは、当該不服申立

人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会

がその必要がないと認めるときは、この限りでない。 

 

２ 前項本文の場合においては、不服申立人又は参加人は、審査会の許可を

得て、補佐人とともに出頭することができる。 

 

  

（意見書等の提出）  

第29条 不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することが

できる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定め

たときは、その期間内にこれを提出しなければならない。 

 

  

（委員による調査手続）  

第30条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第27

条第１項の規定により提示された行政文書を閲覧させ、同条第４項の規定

による調査をさせ、又は第28条第１項本文の規定による不服申立人等の意

見の陳述を聴かせることができる。 

 

  

（提出資料の閲覧）  

第31条 審査会は、審査会に提出された意見書又は資料について不服申立人

等から閲覧の求めがあった場合においては、第三者の利益を害するおそれ

があると認めるときその他正当な理由があるときを除き、これに応ずるよ

う努めなければならない。 

 

２ 審査会は、前項の閲覧について、日時及び場所を指定することができる。  

  

（調査審議手続の非公開）  
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改正前 改正後 

第32条 審査会の行う不服申立てに係る調査審議の手続は、公開しない。  

  

（答申書の送付等）  

第33条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申

立人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。 

 

  

（庶務）  

第34条 審査会の庶務は、総務部において処理する。  

  

（会長への委任）  

第35条 この章に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会

長が審査会に諮って定める。 

 

  

第４章 雑則 第３章 雑則 

  

（行政文書の管理） （行政文書の管理） 

第36条 [略] 第22条 [略] 

  

（開示請求をしようとする者に対する情報の提供等） （開示請求をしようとする者に対する情報の提供等） 

第37条 [略] 第23条 [略] 

  

（実施状況の公表） （実施状況の公表） 

第38条 [略] 第24条 [略] 

  

（情報の提供に関する施策の推進） （情報の提供に関する施策の推進） 

第39条 [略] 第25条 [略] 

  

（出資法人の情報公開） （出資法人の情報公開） 

第40条 [略] 第26条 [略] 

  

（委任） （委任） 
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第41条 [略] 第27条 [略] 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

第２条 この条例による改正前の大船渡市情報公開条例（以下「旧情報公開条例」という。）第22条第１項の規定により設置された大船渡市情報公開審査会（以

下「旧情報公開審査会」という。）にされた諮問（この条例の施行の際これに係る調査審議を終えていないものに限る。）は、施行日において大船渡市情報公

開・個人情報保護審査会条例（令和５年大船渡市条例第 号）第２条の規定により設置された大船渡市情報公開・個人情報保護審査会（以下この項において

「審査会」という。）に諮問されたものとみなす。この場合において、旧情報公開審査会により施行日前に行われた調査審議は、この条例の定めるところに

より審査会により行われたものとみなす。 

２ この条例の施行の際現に旧情報公開審査会の委員である者又は施行日前において旧情報公開審査会の委員であった者に係る旧情報公開条例第24条第４項

の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。 
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大船渡市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一

部を改正する条例 

大船渡市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成27

年大船渡市条例第30号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係） 

 執行機関 事務   執行機関 事務  

 １ 市長  [略]   １ 市長  [略]  

     ２ 市長 生活に困窮する外国人を対象として生活保護法（昭和

25年法律第144号）を準用して行う保護の決定及び実

施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、

被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用

の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で

定めるもの 

 

  

別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係） 

 執行機関 事務 特定個人情報   執行機関 事務 特定個人情報  

 １ 市長  [略]   １ 市長  [略]  

 ２ 市長 国民健康保険法（昭和33年

法律第192号）による保険

給付の支給又は保健事業

の実施に関する事務であ

って規則で定めるもの 

生活保護法（昭和25年法律

第144号）による保護の実

施若しくは就労自立給付

金の支給に関する情報（以

下「生活保護関係情報」と

いう。）又は障害者の日常

生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律

（平成17年法律第123号）

による自立支援給付の支

給に関する情報（以下「障

害者自立支援給付関係情

報」という。）であって規

則で定めるもの 

  ２ 市長 国民健康保険法（昭和33年

法律第192号）による保険

給付の支給又は保健事業

の実施に関する事務であ

って規則で定めるもの 

生活保護法による保護の

実施、就労自立給付金若し

くは進学準備給付金の支

給又は被保護者健康管理

支援事業の実施に関する

情報（以下「生活保護関係

情報」という。）であって

規則で定めるもの 

 

   障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援す

るための法律（平成17年法

律第123号）による自立支

援給付の支給に関する情

報（以下「障害者自立支援 
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改正前 改正後 

給付関係情報」という。）

であって規則で定めるも

の 

 

  [略]    [略]  

 ７ 市長 大船渡市有住宅条例によ

る市有住宅の管理に関す

る事務であって規則で定

めるもの 

地方税関係情報又は生活

保護関係情報であって規

則で定めるもの 

  ７ 市長 大船渡市有住宅条例によ

る市有住宅の管理に関す

る事務であって規則で定

めるもの 

地方税関係情報であって

規則で定めるもの 

 

   生活保護関係情報であっ

て規則で定めるもの 

 

      ８ 市長 生活に困窮する外国人を

対象として生活保護法を

準用して行う保護の決定

及び実施、就労自立給付金

若しくは進学準備給付金

の支給、被保護者健康管理

支援事業の実施、保護に要

する費用の返還又は徴収

金の徴収に関する事務で

あって規則で定めるもの 

国民健康保険法による保

険給付の支給に関する情

報であって規則で定める

もの 

 

    地方税関係情報であって

規則で定めるもの 

 

    介護保険法による保険給

付の支給、地域支援事業の

実施又は保険料の徴収に

関する情報であって規則

で定めるもの 

 

    児童扶養手当法による児

童扶養手当の支給に関す

る情報であって規則で定

めるもの 

 

    身体障害者福祉法による

身体障害者手帳、精神保健

及び精神障害者福祉に関

する法律（昭和25年法律第

123号）による精神障害者

保健福祉手帳又は知的障

害者福祉法にいう知的障

害者に関する情報であっ

 



- 21 - 

 

改正前 改正後 

て規則で定めるもの 

    障害者自立支援給付関係

情報であって規則で定め 

 

    るもの  

    特別児童扶養手当等の支

給に関する法律（昭和39年 

法律第134号）による障害

児福祉手当若しくは特別

障害者手当又は国民年金

法等の一部を改正する法

律（昭和60年法律第34号）

附則第97条第１項の福祉

手当の支給に関する情報

であって規則で定めるも

の 

 

     

    児童手当法（昭和46年法律

第73号）による児童手当又

は特例給付の支給に関す

る情報であって規則で定

めるもの 

 

  

備考 改正部分は、下線の部分である。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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大船渡市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

大船渡市国民健康保険条例（昭和34年大船渡市条例第15号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（出産育児一時金） （出産育児一時金） 

第４条の２ 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯

主に対し、出産育児一時金として40万８千円を支給する。ただし、市長が

健康保険法施行令（大正15年勅令第243号）第36条の規定を勘案し、必要

があると認めるときは、規則で定める額を加算するものとする。 

第４条の２ 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯

主に対し、出産育児一時金として48万８千円を支給する。ただし、市長が

健康保険法施行令（大正15年勅令第243号）第36条の規定を勘案し、必要

があると認めるときは、規則で定める額を加算するものとする。 

２ [略] ２ [略] 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の大船渡市国民健康保険条例第４条の２第１項の規定は、この条例の施行の日以後の被保険者の出産について適用し、同日前の被保

険者の出産については、なお従前の例による。 



- 23 - 

 

大船渡市営住宅条例の一部を改正する条例 

大船渡市営住宅条例（平成９年大船渡市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

 名称 建設年度 構造 戸数 位置   名称 建設年度 構造 戸数 位置  

  [略]    [略]  

 赤沢アパート  [略]   赤沢アパート  [略]  

 
上山団地 昭和37年度 

簡易耐火構造

平家建 
12 

大船渡市大船渡町

字赤沢17番地１ 

  上山東アパート  [略]  

 [略] 

 上山東アパート  [略]   

長安寺団地 

昭和44年度 
簡易耐火構造

平家建 
12 

大船渡市日頃市町

字沼川16番地１ 

 

  [略]    

 

長安寺団地 

昭和44年度 
簡易耐火構造

平家建 
28 

大船渡市日頃市町

字沼川16番地１ 

   [略]  

 [略] 

  [略]    [略]  

  [略]   

  [略]   

  

備考 改正部分は、下線の部分である。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


