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審議会の会議の公開・非公開等について 

 
１ 審議会の公開基準（指針第３関係） 

審議会の会議は公開するものとする。ただし、次のいずれ

かに該当する場合は、会議の全部又は一部を非公開とするこ

とができる。 
（１）非公開とすることについて、法令等に規定されている場

合 
（２）京田辺市情報公開条例（平成１０年京田辺市条例第１２

号。以下「公開条例」という。）第９条各号に掲げる情報

に該当すると認められる事項を議事とする場合 
（３）会議等を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営

に支障が生じると認められる場合 
 
２ 公開又は非公開の決定（指針第４関係） 

（１）会議の公開又は非公開の決定は、公開基準に基づき、審

議会が決定するものとする。 
  （２）審議会は、会議を公開しないことを決定した場合は、そ

の理由を明らかにするものとする。 
 

３ 公開の方法（指針第５関係） 

（１）会議の傍聴を希望する者に傍聴を認める 

  （２）傍聴を認める定員 １０名以内 

  （３）傍聴の決定 当日抽選受付 

 

４ 会議開催の周知（指針第７関係） 

   会議開催予定日の７日前までに市ホームページに掲載 

 

５ 会議結果の公表（指針第８関係） 

会議開催後、１月以内に市ホームページに掲載 

資料－３ 
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京田辺市審議会等の会議の公開等に関する指針 

 

第１ 趣旨 

  この指針は、市政の透明性の向上と公正性の確保を図るため、審議会等の

会議の公開に関し、法令等（条例、規則、規程及び要綱を含む。以下同じ。

）に特別の定めのある場合を除き、必要な事項を定めるものとする。 

第２ 審議会等の範囲 

  この指針の対象とする審議会の会議とは、市民、学識経験者等を構成員と

して、市の事務事業について審議、審査、諮問、調査、意見聴取、意見交換

を行うために設置された審議会、審査会、委員会、懇談会、懇話会、有識者

会議等（以下「審議会等」という。）をいう。ただし、主として個人情報等

の非開示情報を扱うものは対象としない。 

第３ 審議会等の公開の基準 

  審議会等の会議は公開するものとする。ただし、次のいずれかに該当する 

場合は、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。 

（１）非公開とすることについて、法令等に規定されている場合 

（２）京田辺市情報公開条例（平成１０年京田辺市条例第１２号。以下「

公開条例」という。）第９条各号に掲げる情報に該当すると認めら

れる事項を議事とする場合 

（３）会議等を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に支障が生

じると認められる場合 

第４ 公開又は非公開の決定 

  （１）会議の公開又は非公開の決定は、第３の規定に基づき、当該審議会

が決定するものとする。 

  （２）審議会等は、会議を公開しないことを決定した場合は、その理由を

明らかにするものとする。 

第５ 公開の方法等 

  （１）会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に傍聴を認めることにより

、行うものとする。 
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  （２）会議を公開する場合は、審議会等は傍聴を認める定員をあらかじめ

定め、会場に傍聴席を設けるものとする。 

  （３）傍聴を認める定員は、５名以上とする。ただし、会場の規模その他

やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 

  （４）傍聴者を決定する方法は、事前申込み又は当日受付により行うもの

とする。 

  （５）事前申込みの方法により傍聴者を決定する場合は、申込期間を限定

し、傍聴を希望する者の氏名及び連絡先を確認のうえ申込みを受け

付けるものとする。この場合において、申込者が傍聴を認める定員

を超えたときは、あらかじめ日時を定めて公開の抽選により決定す

る。 

  （６）当日受付の方法により傍聴者を決定する場合は、あらかじめ指定す

る時刻までに会議の会場に到着した傍聴を希望する者に順次傍聴整

理券を交付するものとする。この場合において、傍聴を認める定員

を超えたときは、その場所で抽選により決定する。 

  （７）傍聴者に対しては、会議次第等を配付し、又は閲覧に供するものと

する。ただし、会議次第等のうち公開条例第９条各号の規定に該当

する情報が記載されているものを除く。 

  （８）審議会等は、会議を公開するに当たっては、会議が公正かつ円滑に

行われるよう、あらかじめ傍聴に係る必要な事項を定めるとともに

、傍聴者に傍聴における遵守事項等を記載した書面を配布するなど

、会議の秩序の維持に努めるものとする。 

  （９）会長等は、報道機関の取材活動について十分配慮するものとする。 

第６ 会議の傍聴 

  （１）傍聴者の遵守事項 

     傍聴者に対しては、次の事項を守り、静穏に傍聴するよう求め、会

議の公正かつ円滑な運営に努めるものとする。 

    ア 写真、ビデオ等を撮影し、または録音等をしないこと。ただし、

会長等の許可を得た場合は、この限りでない。 

    イ 会議における言動に対して、拍手その他の方法により、公然と賛
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否を表明しないこと。 

    ウ 鉢巻、腕章の類を着用する等示威的行為をしないこと。 

    エ みだりに席を離れないこと。 

    オ プラカード、ビラ、旗、楽器及び拡声器等を持ち込まないこと。 

    カ 飲食又は喫煙をしないこと。 

    キ 他の傍聴者の迷惑になるような行為その他会議の妨害となるよう

な行為をしないこと。 

  （２）傍聴者の退場 

     会議を非公開とする決定があったときは、会長等は、傍聴者に対し

、速やかに退場するよう指示しなければならない。 

  （３）違反に対する措置 

     傍聴者がこの指針に定める事項に違反する場合は、会長等がこれを

制止し、その命令に従わないときは、その者を退場させることがで

きる。 

第７ 会議開催の周知 

  審議会等は、会議を開催するに当たっては、「審議会等の会議開催のお知 

らせ」（様式第１号）により、会議開催予定日の７日前までに、次に掲げる 

事項を市のホームページに掲載する等の方法で周知するものとする。ただし 

、審議会等を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。 

（１）会議の名称 

（２）開催日時 

（３）開催場所 

（４）議題 

（５）会議の公開・非公開の区分 

（６）一部公開又は非公開とするときは、その理由 

（７）傍聴者の定員 

（８）傍聴手続 

（９）問い合わせ先 

（１０）その他必要な事項 

第８ 会議結果の公表 
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  審議会等は会議等の要旨を作成し、会議開催後、１月以内に次に掲げる事

項を「会議結果の公表」（様式第２号）により、市のホームページに掲載す

る等の方法で公表するものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは

、この限りでない。 

  （１）会議の名称 

  （２）開催日時 

  （３）開催場所 

  （４）委員等の人数 

  （５）出席委員等の人数 

  （６）議題 

  （７）会議の公開・非公開の区分 

  （８）一部公開又は非公開としたときは、その理由 

  （９）傍聴者の数 

  （１０）会議資料の名称 

  （１１）会議の要旨 

  （１２）問い合わせ先 

  （１３）その他必要な事項 

 ２ 第３のただし書により、会議の全部又は一部を非公開とした場合の当該

会議の開催結果の公表に当たっては、当該非公開情報が明らかとならない

よう、議題及び議事の概要の記載方法並びに会議資料に十分配慮したうえ

で、可能な範囲の情報を公表するよう努めるものとする。 

第９ 実施状況の公表 

  審議会等は、毎年１回、「審議会等会議の開催状況報告書」（様式第３号 

）により、会議の開催状況について、情報公開担当課長に報告するものとす 

る。 

 ２ 市長は、「審議会等の会議の公開にかかる運用状況報告書」（様式第４

号）により、毎年１回、各執行機関が行った審議会等の会議の公開等につ

いて実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。 

第１０ その他 

  審議会等の会議の公開等について市民等から意見の申出があった場合は、 
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当該審議会等を所管する所属において、適切に対応するものとする。 

第１１ 委任 

  この指針に定めるもののほか、審議会等の会議の公開等に関し必要な事項

は、各審議会等が定めるものとする。 

第１２ 施行期日 

  この指針は、平成２５年４月１日から施行する。 

 



様式第１号 

 

年 月 日 

審議会等の会議開催のお知らせ 

 

 

会議の名称  

開催日時  

開催場所  

議題  

会議の公開・非公開  

一部公開又は非公開とする

ときは、その理由 
 

傍聴者の定員  

傍聴手続  

問い合わせ先  

その他必要な事項  

 

 

 

 

 

 



様式第２号 

年 月 日 

会議結果の公表 

会議の名称  

開催日時  

開催場所  

委員等の人数  

出席委員等の人数  

議題  

会議の公開・非公開  

一部公開又は非公開とした

ときは、その理由 
 

傍聴者の数 
 

会議資料の名称  

会議の要旨 

 
 
 
 
 

１ヶ月以内に公表できなか

った場合は、その理由  

問い合わせ先  

その他必要な事項  



様式第３号 

審議会等会議の開催状況報告書 

年度 

会議の名称  

会議開催回数 回 

公開 回 一部非公開 回 非公開 回 

一部非公開・非公開理由 

※該当するものに○をして下さい（複数可）。 
 
１．法令等の規定により明らかに公開すること

ができない情報 
２．個人に関する情報 
３．法人等の事業活動上の利益を明らかに害す

る情報 
４．本市等の公正な意思形成に著しい支障が生

じるおそれのある情報 
５．本市等の事務事業の適正な遂行に支障が生

じるおそれのある情報 
６．市民生活の安全に支障が生じるおそれのあ

る情報 
７．会議を公開することにより、公正、円滑な

審議等が著しく阻害され、会議の目的が達成

されないと認められる場合 
８．その他 

上記非公開理由で「８．その

他」を選択した場合の理由  

延べ傍聴者数  

担当課  

 



様式第４号 
審議会等の会議の公開にかかる運用状況報告書（   年度） 

Ａ 会議の名称 Ｂ 担当課 Ｃ 年度中の会議開催回数 Ｄ Ｃの開催回数の

内非公開とした回

数 

Ｅ Ｄで非公開の会

議があった場合、

その理由 

Ｆ Ｅで「８．その他」を

選択した理由 
Ｇ 延べ傍聴者数 Ｈ 備考 

        

        

        

        

        

        

        

Ｅ欄は下記の選択肢より選択 
１．法令等の規定により明らかに公開することができない情報 
２．個人に関する情報 
３．法人等の事業活動上の利益を明らかに害する情報 
４．本市等の公正な意思形成に著しい支障が生じるおそれのある情報 
５．本市等の事務事業の適正な遂行に支障が生じるおそれのある情報 
６．市民生活の安全に支障が生じるおそれのある情報 
７．会議を公開することにより、公正、円滑な審議等が著しく阻害され、会議の目的が達成されないと認められる場合 
８．その他 



京田辺市情報公開条例(抜粋) 

 

平成 10 年 6 月 22 日 

京田辺市条例第 12 号 

 

  (開示しないことができる公文書) 

第 9 条 実施機関は、開示の請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報

が記録されている場合は、当該公文書の開示をしないことができる。 

(1) 法令若しくは条例の定めるところにより開示することができないとされてい

る情報又は法律若しくはこれに基づく政令により市長その他の執行機関の権限

に属する国の事務に関し主務大臣等から開示してはならない旨の指示がある情

報 

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であっ

て、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの(他の情報と照合することが

でき、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)。

ただし、次に掲げる情報を除く。 

ア 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公

開され、又は公開することが予定されている情報 

イ 人の生命、身体、生活又は財産を保護するため、開示することが必要である

と認められる情報 

ウ 法令等の規定に基づく許可、免許、届出等の際に実施機関が作成し、又は取

得した情報で、開示することが公益上必要であると認められるもの 

エ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和 22 年法律第 120 号)第 2 条第 1 項に

規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第 2条第4項

に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法

人等の保有する情報の公開に関する法律(平成 13 年法律第 140 号)第 2 条第 1 項

に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法

(昭和 25 年法律第 261 号)第 2 条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人

(地方独立行政法人法(平成 15 年法律第 118 号)第 2 条第 1 項に規定する地方独

立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、

当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務

員等の職及び当該職務遂行の内容に係るもの。ただし、市職員にあっては、当該



市職員の職名、課長級以上の氏名及び職務の遂行に関するもの 

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人

を除く。以下「法人等」という。)に関する情報(法人等に関する情報に含まれる

当該法人等の役員に関する情報を含む。)又は事業を営む個人の当該事業に関する

情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の正当

な利益を害するおそれがあると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 

ア 人の生命、身体又は健康を事業活動によって生ずる危害から保護するため、

開示することが必要であると認められる情報 

イ 人の生活を違法又は不当な事業活動によって生ずる支障から保護するため、

開示することが必要であると認められる情報 

ウ ア又はイに掲げるもののほか、開示することが公益上必要であると認められ

るもの 

(4) 開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の

予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある

もの 

(5) 実施機関(市長、水道事業管理者及び消防長を除く。)、市の執行機関の附属機

関及びこれらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る会議録、

審議資料等の情報であって、当該合議制機関等の議事運営規程若しくは議決によ

りその全部若しくは一部について開示しない旨を定めているもの又は開示するこ

とにより当該合議制機関等の公正若しくは円滑な議事運営が著しく損なわれると

認められるもの 

(6) 市と国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人その他公共的

団体(以下「国等」という。)との間の協力、協議、依頼等により実施機関が作成

し、又は取得した情報であって、開示することにより、市と国等との協力関係又

は信頼関係が損なわれると認められるもの 

(7) 市の機関又は国等の機関が行う事務事業について、その意思形成過程におけ

る審議、検討、調査、研究等に関する情報であって、開示することにより、当該

事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に支障が生ずると認められる

もの 

(8) 監査、検査、取締り、徴税等の計画及び実施要領、渉外、争訟、交渉の方針、

契約の予定価格、試験の問題及び採点基準、職員の身分取扱い、用地買収計画そ

の他実施機関が行う事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該



事務事業の目的が損なわれるおそれがあるもの、特定のものに不当な利益若しく

は不利益が生ずるおそれがあるもの、関係当事者間の信頼関係が損なわれると認

められるもの、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正若しくは円滑

な執行に支障が生ずるおそれがあるもの又は市の行政の公正若しくは円滑な運営

に著しい支障が生ずることが明らかなもの 

 


