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勝浦市情報公開・個人情報保護審査会条例（平成１６年勝浦市条例第５号）新旧対照表

改正後（案） 現行

（趣旨） （趣旨）

第１条 この条例は

、勝浦市情報公開・

個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続

等について定めるものとする。

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１３８条の４第３項の規定に基づき、勝浦市情報公開・

個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続

等について定めるものとする。

（設置） （設置）

第２条 次に掲げる事務を行うため、勝浦市情報公開・個人

情報保護審査会（以下「審査会」という。）を置く。

(1) 勝浦市情報公開条例（平成１３年勝浦市条例第５号。

以下「情報公開条例」という。）第１９条の規定による

諮問に応じて、審査請求に関する調査審議を行うこと。

(2) 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。）第１０５条第３項において準

用する同条第１項の規定よる諮問に応じて、審査請求に

関する調査審議を行うこと。

(3) 勝浦市議会の個人情報の保護に関する条例（令和５年

勝浦市条例第 号。以下「議会個人情報保護条例」と

いう。）第４５条第１項の規定による諮問に応じて、審

第２条 勝浦市情報公開条例（平成１３年勝浦市条例第５号。

以下「情報公開条例」という。）第１９条及び勝浦市個人

情報保護条例（平成１６年勝浦市条例第４号。以下「個人

情報保護条例」という。）第４５条の規定による諮問に応

じ審査請求について調査審議し、答申すること並びに情報

公開制度及び個人情報保護制度の運営について諮問に応じ

調査審議し、これに関し必要と認める事項を答申し、又は

建議するため、勝浦市情報公開・個人情報保護審査会（以

下「審査会」という。）を置く。
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査請求に関する調査審議を行うこと。

(4) 勝浦市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和５

年勝浦市条例第 号）第４条の規定による諮問に応じ

て、意見を述べること。

(5) 議会個人情報保護条例第５０条の規定による諮問に応

じて、意見を述べること。

(6) 特定個人情報保護評価に関する規則（平成２６年特定

個人情報保護委員会規則第１号）第７条第４項の規定に

よる諮問に応じて、意見を述べること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、諮問に応じて、情報公開

制度及び個人情報保護制度の運用に係る重要な事項に関

する調査審議を行うこと。

（定義） （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、

それぞれ当該各号に定めるところによる。

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、

それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 諮問実施機関 情報公開条例第１８条、法第１０５条

第３項において準用する同条第１項及び議会個人情報保

護条例第４５条第１項の規定により審査会に諮問をした

実施機関

(1) 諮問実施機関 情報公開条例第１８条及び個人情報

保護条例第４４条

の規定により審査会に諮問をした

実施機関

(2) 公文書 情報公開条例第１１条第１項に規定する開

示決定等に係る公文書（同条例第２条第２号に規定する

公文書をいう。）をいう。

(2) 公文書 情報公開条例第１１条第１項に規定する開

示決定等に係る公文書（同条例第２条第２号に規定する

公文書をいう。）をいう。
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(3) 保有個人情報 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に係る保有個人情報

（法第６０条第１項 に規定する保有個人情報をいう。）

及び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。）をいう。

(3) 保有個人情報 個人情報保護条例第２２条第１項、第

３３条第１項又は第４１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に係る保有個人情報

（同条例第２条第５号に規定する保有個人情報をいう。）

をいう。

（組織） （組織）

第４条 審査会は、委員５人をもって組織する。 第４条 審査会は、委員５人をもって組織する。

（委員） （委員）

第５条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、議会の

同意を得て、市長が委嘱する。

第５条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、議会の

同意を得て、市長が委嘱する。

２ 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期

は、前任者の残任期間とする。

２ 委員の任期は、３年とする。ただし、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。 ３ 委員は、再任されることができる。

４ 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委

嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

４ 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委

嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

５ 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、その委員を解嘱

５ 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、その委員を解嘱
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することができる。 することができる。

６ 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、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。

（会長） （会長）

第６条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定

める。

第６条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定

める。

２ 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 ２ 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

３ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委

員が、その職務を代理する。

３ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委

員が、その職務を代理する。

（会議及び議決） （会議及び議決）

第７条 審査会の会議は、会長が招集する。 第７条 審査会の会議は、会長が招集する。

２ 審査会は、会長又は前条第３項の規定により会長の職務

を代理する者のほか、委員の過半数が出席しなければ、会

議を開き、議決をすることができない。

２ 審査会は、会長又は前条第３項の規定により会長の職務

を代理する者のほか、委員の過半数が出席しなければ、会

議を開き、議決をすることができない。

３ 審査会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のと

きは、会長の決するところによる。

３ 審査会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のと

きは、会長の決するところによる。

（審査会の調査権限） （審査会の調査権限）

第８条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機

関に対し、公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

の提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めること

第８条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機

関に対し、公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

の提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めること
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ができない。 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。

２ 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあ

ったときは、これを拒んではならない。

３ 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に

対し、公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

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。

３ 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に

対し、公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

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、参加人又は諮問実施機

関（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。

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、参加人又は諮問実施機

関（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） （意見の陳述）

第９条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、

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。

第９条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、

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。

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。
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（意見書等の提出） （意見書等の提出）

第10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

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。

第10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

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） （委員による調査手続）

第11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８条第１項の規定により提示された公文書又

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９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。

第11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８条第１項の規定により提示された公文書又

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９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。

（提出資料の閲覧） （提出資料の閲覧）

第12条 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。

第12条 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。

２ 審査会は、前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。

２ 審査会は、前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） （調査審議手続 の非公開）

第13条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公

開しない。

第13条 審査会の行う 調査審議の手続は、公

開しない。
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（答申書の送付等） （答申書の送付等）

第14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。

第14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。

（庶務）

第15条 審査会の庶務は、総務課総務係において処理する。

（委任）

（新設）

（委任）

第16条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、会長が

審査会に諮って定める。

第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、会長が

審査会に諮って定める。

（罰則） （罰則）

第17条 第５条第６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。

第16条 第５条第６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。
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勝浦市保健福祉センターの設置及び管理に関する条例（平成１７年勝浦市条例第１８号）新旧対照表

改正後（案） 現行

（秘密保持義務） （秘密保持義務）

第25条 指定管理者又は保健福祉センターの業務に従事し

ている者（以下この条において「従事者」という。）は、

第１９条の協定及び個人情報の保護に関する法律（平成１

５年法律第５７号）の規定を遵守し、個人情報が適切に保

護されるよう配慮するとともに、保健福祉センターの管理

に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のため

に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、

若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後

においても、同様とする。

第25条 指定管理者又は保健福祉センターの業務に従事し

ている者（以下この条において「従事者」という。）は、

第１９条の協定及び勝浦市個人情報保護条例（平成１６年

勝浦市条例第４号）の規定を遵守し、個人情報が適切に保

護されるよう配慮するとともに、保健福祉センターの管理

に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のため

に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、

若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後

においても、同様とする。
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勝浦市火葬場の設置及び管理に関する条例（平成１６年勝浦市条例第１８号）新旧対照表

改正後（案） 現行

（秘密保持義務） （秘密保持義務）

第21条 指定管理者又は火葬場の業務に従事している者（以

下この条において「従事者」という。）は、第１５条の協

定及び個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５

７号）の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう

配慮するとともに、火葬場の管理に関し知り得た秘密を他

に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。

指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消

され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とす

る。

第21条 指定管理者又は火葬場の業務に従事している者（以

下この条において「従事者」という。）は、第１５条の協

定及び勝浦市個人情報保護条例（平成１６年勝浦市条例第

４号）の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう

配慮するとともに、火葬場の管理に関し知り得た秘密を他

に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。

指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消

され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とす

る。
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勝浦市農村交流施設の設置及び管理に関する条例（平成１７年勝浦市条例第１９号）新旧対照表

改正後（案） 現行

（秘密保持義務） （秘密保持義務）

第22条 指定管理者又は交流施設の業務に従事している者

（以下この条において「従事者」という。）は、第１６条

の協定及び個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律

第５７号）の規程を遵守し、個人情報が適切に保護される

よう配慮するとともに、交流施設の管理に関し知り得た秘

密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはなら

ない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を

取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同

様とする。

第22条 指定管理者又は交流施設の業務に従事している者

（以下この条において「従事者」という。）は、第１６条

の協定及び勝浦市個人情報保護条例（平成１６年勝浦市条

例第４号）の規程を遵守し、個人情報が適切に保護される

よう配慮するとともに、交流施設の管理に関し知り得た秘

密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはなら

ない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を

取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同

様とする。



1/1

勝浦市観光案内所の設置及び管理に関する条例（平成１７年勝浦市条例第２０号）新旧対照表

改正後（案） 現行

（秘密保持義務） （秘密保持義務）

第21条 指定管理者又は観光案内所の業務に従事している

者（以下この条において「従事者」という。）は、第１５

条の協定及び個人情報の保護に関する法律（平成１５年法

律第５７号）の規定を遵守し、個人情報が適切に保護され

るよう配慮するとともに、観光案内所の管理に関し知り得

た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用しては

ならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指

定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、

同様とする。

第21条 指定管理者又は観光案内所の業務に従事している

者（以下この条において「従事者」という。）は、第１５

条の協定及び勝浦市個人情報保護条例（平成１６年勝浦市

条例第４号）の規定を遵守し、個人情報が適切に保護され

るよう配慮するとともに、観光案内所の管理に関し知り得

た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用しては

ならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指

定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、

同様とする。
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勝浦市観光交流施設設置管理条例（平成２４年勝浦市条例第１９号）新旧対照表

改正後（案） 現行

（秘密保持義務） （秘密保持義務）

第22条 指定管理者又は観光交流施設の業務に従事してい

る者（以下この条において「従事者」という。）は、第１

６条の協定及び個人情報の保護に関する法律（平成１５年

法律第５７号）の規定を遵守し、個人情報が適切に保護さ

れるよう配慮するとともに、観光交流施設の管理に関し知

り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用し

てはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しく

は指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後におい

ても、同様とする。

第22条 指定管理者又は観光交流施設の業務に従事してい

る者（以下この条において「従事者」という。）は、第１

６条の協定及び勝浦市個人情報保護条例（平成１６年勝浦

市条例第４号）の規定を遵守し、個人情報が適切に保護さ

れるよう配慮するとともに、観光交流施設の管理に関し知

り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用し

てはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しく

は指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後におい

ても、同様とする。



1/1

勝浦市かつうら海中公園滞在型観光施設設置管理条例（令和３年勝浦市条例第１２号）新旧対照表

改正後（案） 現行

（秘密保持義務） （秘密保持義務）

第29条 指定管理者又は滞在型観光施設の業務に従事して

いる者（以下この条において「従事者」という。）は、第

２３条の協定及び個人情報の保護に関する法律（平成１５

年法律第５７号）の規定を遵守し、個人情報が適切に保護

されるよう配慮するとともに、滞在型観光施設の管理運営

に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のため

に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、

若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後

においても、同様とする。

第29条 指定管理者又は滞在型観光施設の業務に従事して

いる者（以下この条において「従事者」という。）は、第

２３条の協定及び勝浦市個人情報保護条例（平成１６年勝

浦市条例第４号）の規定を遵守し、個人情報が適切に保護

されるよう配慮するとともに、滞在型観光施設の管理運営

に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のため

に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、

若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後

においても、同様とする。


