
議案第２６号 

行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例の制定

について 

行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例を次のように制定

しようとする。 

記 

行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例  

 

（美幌町附属機関に関する条例の一部改正） 

第１条 美幌町附属機関に関する条例（平成２５年美幌町条例第６号）の一部を

次のように改正する。 

第６条中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。  

２ 委員は、法律又は条例に特別の定めがあるものを除き、再任されることが

できる。 

第７条第３項を次のように改める。 

３ 会長等は、会務を総理し、当該附属機関を代表する。 

第１０条中「知り得た」を「知ることができた」に改め、「、また」を削る。  

第１３条第１項前段中「。以下この条及び附則第１１項において「情報公開

条例」という。）第１８条又は」を「）、」に、「。以下この条及び附則第１

１項において「個人情報保護条例」という。）第３４条の規定により諮問され

た不服申立事案」を「）又は美幌町特定個人情報保護条例（平成２７年美幌町

条例第３０号）の規定に基づく処分に係る審査請求」に、「情報公開条例第２

条第１号又は個人情報保護条例第２条第４号に規定する実施機関」を「当該各

条例に規定する実施機関」に、「当該不服申立事案に係る公文書又は保有個人

情報」を「関係する公文書、保有個人情報又は保有特定個人情報」に改め、同

項後段中「情報」を「もの」に改め、同条第３項中「不服申立事案」を「第１

項の審査請求」に改め、「保有個人情報」の次に「若しくは保有特定個人情報」

を加え、同条第４項中「不服申立事案」を「第１項の審査請求」に、「不服申

立人」を「審査請求人」に改め、「参加人」の次に「（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。）」を加え、「知り得ている」

を「知っている」に改め、同条第５項本文中「不服申立人」を「審査請求人」

に改め、同条第８項を削り、同条第７項中「不服申し立てに係る審査」を「審



査請求」に改め、同項を同条第８項とし、同条第６項中「不服申立人」を「審

査請求人」に改め、同項の次に次の１項を加える。 

７ 審査請求人等は、第４項及び第５号の規定により審査会に提出された資料

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）又は当該主張書面若しくは当該資料の写し若しくは

当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができ

る。この場合においては、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第７

８条の規定を準用する。 

第１４条の次に次の１条を加える。 

（罰則） 

第１５条 第１０条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。 

別表「町長」の部「美幌町名誉町民推薦審議会」の項の次に次のように加え

る。 
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別表「町長」の部「美幌町情報公開・個人情報保護審査会」の項中「美幌町

情報公開・個人情報保護審査会（美幌町情報公開条例）（美幌町個人情報保護

条例）」を「美幌町情報公開・個人情報保護審査会（美幌町情報公開条例）

（美幌町個人情報保護条例）（美幌町特定個人情報保護条例）」に、「・公文

書の公開等の決定に対する行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）の規

定に基づく不服申立てについての審査」を「・第１３条第１項の審査請求に関

する審査及び答申」に、「・個人情報の開示決定等、訂正決定及び利用停止決

定等に対する行政不服審査法の規定に基づく不服申立てについての調査審議」

を「・個人情報の開示決定等、訂正決定及び利用停止決定等に対する審査請求

についての調査審議及び答申」に改める。 

 

（美幌町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）  

第２条 美幌町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年美幌町

条例第１５号）の一部を次のように改正する。 



第２条第１項中「第１」を削る。 

別表第１を別表とする。 

別表「美幌町名誉町民推薦審議会」の項の次に次のように加える。  

行政不服審査会委員（弁護士となる資格を有する者） 同 １４，７００円 

行政不服審査会委員（その他） 同 １２，０００円 

 

（美幌町情報公開条例の一部改正） 

第３条 美幌町情報公開条例（平成１２年美幌町条例第４号）の一部を次のよう

に改正する。 

目次中 

「第３節 不服申立てに関する手続（第１８条）」 

を 

「第３節 審査請求（第１７条の２－第１８条の２）」 

に、 

「第５章 雑則（第３２条・第３３条）」 

を 

「第５章 雑則（第３２条）」 

に改める。 

第１５条第１項前段中「請求拒否の決定」の次に「（以下「公開決定等」と

いう。）」を加え、同条第５項及び第６項を削る。 

第１５条の次に次の１条を加える。 

（第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 

第１５条の２ 公開請求に係る公文書に国、独立行政法人等、地方公共団体、

地方独立行政法人及び公開請求者以外の者（以下「第三者」という。）に関

する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たっ

て、当該情報に係る第三者に対し、意見書を提出する機会を与えることがで

きる。 

２ 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようと

する場合であって、当該情報が第１０条第１号ウ又は同条第２号ただし書に

規定する情報に該当すると認められるときは、公開決定に先立ち、当該第三

者に対し、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第

三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。 



３ 実施機関は、前２項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者

が当該行政文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合におい

て、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少な

くとも２週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公

開決定後直ちに、当該意見書（以下「反対意見書」という。）を提出した第

三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面

により通知しなければならない。 

第１７条第２項中「及び送付」を削り、「、請求者の負担とする」を「、美

幌町手数料徴収条例（昭和３１年美幌町条例第６号）で定める」に改める。 

第２章第３節の節名を次のように改める。 

第３節 審査請求 

第１７条の次に次の１条を加える。 

（審理員による審理手続に関する規定の適用除外） 

第１７条の２条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求につい

ては、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第９条第１項本文の規定

は、適用しない。 

第１８条の見出しを「（審査会への諮問）」に改め、同条を次のように改め

る。 

前条の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、美幌町附属機関に関す

る条例（平成２５年美幌町条例第６号）に規定する美幌町情報公開・個人情

報保護審査会（以下「審査会」という。）に諮問しなければならない。  

（１） 審査請求が不適法であり、却下する場合 

（２） 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全

部を公開することとする場合（当該公文書の公開について反対意見書が提

出されている場合を除く。） 

第１８条に次の２項を加える。 

２ 前項の規定により諮問をした実施機関は、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） 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） 公開請求者（公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除

く。） 



（３） 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第

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。）  

３ 審査会は、第１項の諮問に対する答申をしたときは、その内容を公表しな

ければならない。 

第１８条の次に次の１条を加える。 

（第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等）  

第１８条の２ 第１５条の２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） 公開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） 審査請求に係る公開決定等（開示請求に係る公文書の全部を公開す

る旨の決定を除く。）を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨

の裁決（第三者である参加人が当該第公文書の公開に反対の意思を表示し

ている場合に限る。） 

第３３条を削る。 

 

（美幌町個人情報保護条例の一部改正） 

第４条 美幌町個人情報保護条例（平成１７年美幌町条例第２９号）の一部を次

のように改正する。 

目次中 

「第４章 不服申立て（第３４条－第３６条）」 

を 

「第４章 審査請求（第３４条－第３６条）」 

に、 

「第７章 罰則（第４８条－第５３条）」 

を 

「第７章 罰則（第４８条－第５２条）」 

に改める。 

第７条第５項を次のように改める。 

５ 町長は、第１項及び第２項の規定による届出を受けたときは、これを一般

の閲覧に供しなければならない。 

第４章の章名を次のように改める。 

第４章 審査請求 



第３４条を次のように改める。 

（審理員による審理手続に関する規定の適用除外） 

第３４条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求

若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審

査法（平成２６年法律第６８号）第９条第１項本文の規定は、適用しない。  

第３５条の見出しを「（審査会への諮問）」に改め、同条各号列記以外の部

分中「前条」を「前項」に改め、同条第１号中「不服申立人」を「審査請求人」

に改め、「参加人」の次に「（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。）」を加え、同条第２号中「不服申立人」を「審査請求

人」に改め、同条第３号中「不服申立てに係る開示決定等」を「審査請求に係

る保有特定個人情報の開示」に、「不服申立人」を「審査請求人」に改め、同

条を同条第２項とし、同条に次の１項を加える。 

３ 審査会は、第１項の諮問に対する答申をしたときは、その内容を公表しな

ければならない。 

第３５条に第１項として次の１項を加える。 

前条の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、美幌町附属機関に関す

る条例（平成２５年美幌町条例第６号）に規定する美幌町情報公開・個人情

報保護審査会（以下「審査会」という。）に諮問しなければならない。  

（１） 審査請求が不適法であり、却下する場合 

（２） 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情

報の全部を開示することとする場合（当該保有個人情報の開示について反

対意見書が提出されている場合を除く。） 

（３） 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情

報の訂正をすることとする場合 

（４） 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情

報の利用停止をすることとする場合 

第３６条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条各号列記以

外の部分中「決定」を「裁決」に改め、同条第１号中「不服申立て」を「審査

請求」に、「棄却する決定」を「棄却する裁決」に改め、同条第２号中「不服

申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等」を「審査請求に係る開示

決定等（開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。）を

変更し、当該審査請求」に、「の決定」を「の裁決」に改める。 



第４４条第２項中「及び送付」を削り、「、請求者の負担とする」を「、美

幌町手数料徴収条例（昭和３１年美幌町条例第６号）で定める」に改める。 

第５２条を削り、第５３条を第５２条とする。 

 

（美幌町特定個人情報保護条例の一部改正） 

第５条 美幌町特定個人情報保護条例（平成２７年美幌町条例第３０号）の一部

を次のように改正する。 

目次中 

「第４節 不服申立て（第３３条－第３５条）」 

を 

「第４節 審査請求（第３３条－第３５条）」 

に改める。 

第９条第３項を削る。 

第１０条第２項中「。同条第３項の規定による開示請求にあっては、同項各

号に掲げる者」を削る。 

第２０条中第３項を削り、第４項を第３項とする。 

第２１条第２項中「。同条第３項の規定による訂正請求にあっては、第９条

第３項各号に掲げる者」を削る。 

第２７条中第３項を削り、第４項を第３項とする。 

第２８条第２項中「。同条第３項の規定による利用停止請求にあっては、第

９条第３項各号に掲げる者」を削る。 

第３章第４節の節名を次のように改める。 

第４節 審査請求 

第３３条を次のように改める。 

（審理員による審理手続に関する規定の適用除外） 

第３３条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求

若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審

査法（平成２６年法律第６８号）第９条第１項本文の規定は、適用しない。  

第３４条の見出しを「（審査会への諮問）」に改め、同条各号列記以外の部

分中「前条」を「前項」に改め、同条第１号中「不服申立人」を「審査請求人」

に改め、「参加人」の次に「（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。）」を加え、同条第２号中「不服申立人」を「審査請求

人」に改め、同条第３号中「不服申立てに係る開示決定等」を「審査請求に係



る保有特定個人情報の開示」に、「不服申立人」を「審査請求人」に改め、同

条を同条第２項とし、同条に次の１項を加える。 

３ 審査会は、第１項の諮問に対する答申をしたときは、その内容を公表しな

ければならない。 

第３４条に第１項として次の１項を加える。 

前条の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、美幌町附属機関に関す

る条例（平成２５年美幌町条例第６号）に規定する美幌町情報公開・個人情

報保護審査会（以下「審査会」という。）に諮問しなければならない。  

（１） 審査請求が不適法であり、却下する場合 

（２） 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有特定個

人情報の全部を開示することとする場合（当該保有特定個人情報の開示に

ついて反対意見書が提出されている場合を除く。） 

（３） 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有特定個

人情報の訂正をすることとする場合 

（４） 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有特定個

人情報の利用停止をすることとする場合 

第３５条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条各号列記以

外の部分中「又は決定」を削り、同条第１号中「不服申立て」を「審査請求」

に改め、「又は決定」を削り、同条第２号中「不服申立てに係る開示決定等を

変更し、当該開示決定等」を「審査請求に係る開示決定等（開示請求に係る保

有特定個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。）を変更し、当該審査請求」

に改め、「又は決定」を削る。 

第４章中第３９条を第４０条とし、第３８条の次に次の１条を加える。  

（費用の負担） 

第３９条 この条例の規定による保有特定個人情報の閲覧に係る手数料は、無

料とする。 

２ この条例の規定による保有特定個人情報の写しの交付に要する費用は、美

幌町手数料徴収条例（昭和３１年美幌町条例第６号）で定める。 

 

（美幌町手数料徴収条例の一部改正） 

第６条 美幌町手数料徴収条例（昭和３１年美幌町条例第６号）の一部を次のよ

うに改正する。 



別表の末尾に次の２項を加える。 

３８ 行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第３８条第６項の準用す

る同条第４項及び第５項並びに第８１条第３項の準用する第７８条第４項及

び第５項の規定（他の法令において準用する場合を含む。）により納付しな

ければならない手数料の額は、用紙１枚につき１０円（カラーで複写され、

又は出力された用紙にあっては、２０円）とし、手数料の減額、免除その他

の事項については、行政不服審査法施行令（平成２７年政令第３９１号）第

１２条第１項、第１３条及び第２３条の規定による。 

３９ 美幌町情報公開条例（平成

１２年美幌町条例第４号）第１７

条第２項、美幌町個人情報保護条

例（平成１７年美幌町条例第２９

号）第４４条第２項及び美幌町特

定個人情報保護条例（平成２７年

美幌町条例第３０号）第３９条第

２項に規定する写しの交付に要す

る費用 

白黒で印刷され

たもの 
１枚につき １０円 

カラーで印刷さ

れたもの 
１枚につき ２０円 

日本工業規格に

よるＡ３判より

も大きな印刷物 

１枚につき ３００円 

 

（美幌町行政手続条例の一部改正） 

第７条 美幌町行政手続条例（平成８年美幌町条例第１２号）の一部を次のよう

に改正する。 

目次中 

「第２節 聴聞（第１５条－第２６条）」 

を 

「第２節 聴聞（第１５条－第２６条の２）」 

に改める。 

第２条中第７号を第８号とし、同条に次の３号を加える。 

（９） 審査基準 申請により求められた許認可等をするかどうかをその条

例等の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。  

（１０） 処分基準 不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分

とするかについてその条例等の定めに従って判断するために必要とされる

基準をいう。 

（１１） 行政指導指針 同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当

する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共

通してその内容となるべき事項をいう。 

第２条中第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を加える。  



（６） 執行機関 地方自治法第１３８条の４第１項に規定する執行機関又

はその職員であって法令若しくは条例等の規定により独立に権限を行使す

ることを認められたものをいう。 

第３条第８号を次のように改める。 

（８） 前号に規定する処分の手続又は第３章に規定する聴聞若しくは弁明

の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において法令に基づい

てされる処分及び行政指導 

第３条中第８号を第９号とし、第７号の次に次の１号を加える。  

（８） 審査請求、再調査の請求その他の不服申立てに対する行政庁裁決、

決定その他の処分 

第５条第１項中「申請により求められた許認可等をするかどうかをその条例

等の定めに従って判断するために必要とされる基準（以下「審査基準」とい

う。）」を「審査基準」に改める。 

第１２条第１項中「不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分と

するかについてその条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準

（次項において「処分基準」という。）」を「処分基準」に改める。  

第１９条第２項第４号中「ことのある」を削る。 

第３章第２節中第２６条の次に次の１条を加える。 

（審査請求の制限） 

第２６条の２ この節の規定に基づく処分又はその不作為については、審査請

求をすることができない。 

第３４条中「これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項」を「行

政指導指針」に改める。 

 

（美幌町法令遵守の推進に関する条例の一部改正） 

第８条 美幌町法令遵守の推進に関する条例（平成２７年美幌町条例第４号）の

一部を次のように改正する。 

第６条第５項中「自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟

姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接

の利害関係のある事件」を「自己、配偶者、三親等内の親族、同居の親族又は

代理人の一身上に関する事件又はその従事する業務に直接の利害関係のある事

件」に改める。 



第９条第１項本文中「２０日」を「１箇月」に改め、同条第２項本文中「６

０日」を「３箇月」に改める。 

第１０条第１項中「職員等」を「町の関係機関」に改め、同条第２項中「関

係機関」を「町以外の関係機関」に改める。 

 

（美幌町職員の給与に関する条例の一部改正） 

第９条 美幌町職員の給与に関する条例（昭和２６年美幌町条例第２３号）の一

部を次のように改正する。 

第２０条の３第４項中「行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第１

４条又は第４５条」を「行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第１８条」

に改める。 

 

（美幌町固定資産評価審査委員会条例の一部改正） 

第１０条 美幌町固定資産評価審査委員会条例（平成１１年美幌町条例第２２号）

の一部を次のように改正する。 

第４条第２項第４号を同項第５号とし、同項第３号を同項第４号とし、同項

第２号を同項第３号とし、同項第１号中「住所」の次に「又は居所」を加え、

同号の次に次の１号を加える。 

（２） 審査の申出に係る処分の内容 

第４条第３項中「住所」の次に「又は居所」を加え、「行政不服審査法（昭

和３７年法律第１６０号）第１３条第１項」を「行政不服審査法施行令（平成

２７年政令第３９１号）第３条第１項」に改め、同条に次の１項を加える。  

６ 審査申出人は、代表者若しくは代理人、総代又は代理人がその資格を失っ

たときは、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。  

第６条中第３項を第４項とし、同条に次の１項を加える。 

５ 委員会は、審査申出人から反論書の提出があったときは、これを町長に送

付しなければならない。 

第６条第２項ただし書を削り、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次

の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、行政手続等における情報通信の技術の利用に関

する法律（平成１４年法律第１５１号。第１０条第１項第２号及び第２項第

３号において「情報通信技術利用法」という。）第３条第１項の規定により



同項に規定する電子情報処理組織を使用して弁明がされた場合には、前項の

規定に従って弁明書が提出されたものとみなす。 

第１１条第１項中「場合においては、」の次に「次に掲げる事項を記載し、

委員会が記名押印した」を加え、同項に次の各号を加える。 

（１） 主文 

（２） 事案の概要 

（３） 審査申出人及び町長の主張の要旨 

（４） 理由 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例中第１０条の規定による改正後の固定資産評価審査委員会条例第４

条第２項、第３項及び第６項、第６条第２項、第３項及び第５項、第１０条、

第１１条並びに第１３条第１項の規定は、平成２８年度以後の年度分の固定資

産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の

申出について適用し、平成２７年度までの固定資産税に係る固定資産について

固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出（申出期間の初日が平成

２８年４月１日以後である審査の申出を除く。）については、なお従前の例に

よる。 

 


