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審査会における諮問から答申までの期間について 

 

１ 現状と課題 

 現在、諮問してから答申するまでの期間については、情報公開審査会及び個人情報保護

審査会の各条例において、「諮問を受けた日の翌日から起算して 30 日以内に行うものとす

る。ただし、やむを得ない理由があるときはこれを延長することができる。」と規定されて

いますが、北摂地域の状況については、以下のとおりであり、大阪府内の市町村において

も、本町と同様の規定をしている団体はありません。 

 1 回の会議で審議が終わらず継続審議となった場合、規定どおり諮問を受けた日の翌日

から起算して 30日以内に答申するのは、実質的に困難となっています。 

 

２ 北摂地域の状況 

団体名 規定内容 

島本町 
諮問を受けた日の翌日から起算して 30日以内に行うものとする。ただ

し、やむを得ない理由があるときはこれを延長することができる。 

高槻市 諮問があったときは、速やかに、答申するよう努めなければならない。 

茨木市 

規定なし 

吹田市 

摂津市 

豊中市 

池田市 

箕面市 

能勢町 

豊能町 

 

３ 改正案 

 

「実施機関の諮問に応じて審議し、速やかに答申するように努めなければならない。」に

改正 

  

資料２ 
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審議会等の統合について 

 

１ 現状と課題 

 情報公開制度と個人情報保護制度については、非常に関連が深い制度ですが、本町にお

いては、それぞれ制度において審議会を設置しており、会議内において一体的な審議がで

きない状況となっています。また、情報公開・個人情報保護審査会設置法が平成 15年に制

定されて以降、各団体において情報公開及び個人情報保護制度に係る審議会等（以下、「審

議会等」という。）を統合する動きも見られ、現在、大阪府内の市町村において、４つの会

議体に分かれているのは、本町のみとなっています。 

 

制定年 情報公開 個人情報保護 

昭和 58年 島本町情報公開条例 

島本町情報公開審査会条例 

島本町情報公開運営審議会条例 

 

昭和 60年  島本町個人情報保護条例 

島本町個人情報保護審査会条例 

島本町個人情報保護運営審議会条例 

平成 11年 行政機関の保有する情報の公開に関す

る法律 

行政機関の保有する個人情報の保護に

関する法律 

平成 15年 情報公開・個人情報保護審査会設置法 

 

２ 北摂地域の審議会等の設置状況 

団体名 制度に関する重要事項など 審査請求に係る諮問など 

島本町 
情報公開運営審議会 情報公開審査会 

個人情報保護運営審議会 個人情報保護審査会 

高槻市 
情報公開審査会 

個人情報保護運営審議会 個人情報保護審査会 

茨木市 
情報公開審査会 

個人情報保護運営審議会 個人情報保護審査会 

吹田市 
情報公開運営審議会 

情報公開・個人情報保護審査会 
個人情報保護審議会 

摂津市  
情報公開審査会 

個人情報保護審査会 

豊中市 情報公開・個人情報保護運営委員会 情報公開・個人情報保護審査会 

池田市 情報公開・個人情報保護審査会 

箕面市 
情報開示審査会 （情報公開、個人情報） 

個人情報保護制度運営審議会  

能勢町 
情報公開審査会 

個人情報保護審査会 

豊能町 
情報公開審査会 

個人情報保護審議会 個人情報保護審査会 

（令和元年 6月 25日現在インターネット調べ） 
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３ 審議会等の過去５か年の開催実績 

年度 
情報公開 個人情報保護 

合計 
審査会 運営審議会 審査会 運営審議会 

平成 26年度 なし 1回 なし 3回 4回 

平成 27年度 なし 2回 なし 5回 7回 

平成 28年度 1回 1回 1回 2回 5回 

平成 29年度 4回 3回 なし 4回 11回 

平成 30年度 なし 1回 なし 2回 3回 

 

⑴ 情報公開審査会 

年度 開催日 審議内容 

H28 H28. 5.26  ・会長の選出について 

・島本町情報公開審査会運営要領の改正について 

H29 H29. 8.30  ・島本町情報公開条例第11条の2第1項の規定に基づく諮問案件について 

H29.10.16  ・島本町情報公開条例第11条の2第1項の規定に基づく諮問案件について 

H29.12.26  ・島本町情報公開条例第11条の2第1項の規定に基づく諮問案件について 

H30. 1.23  ・島本町情報公開条例第11条の2第1項の規定に基づく諮問案件について 

 

⑵ 情報公開運営審議会 

年度 開催日 審議内容 

H26 H26. 9.29  ・平成25年度の実績報告について 

・情報の存在の有無を判定する基準日の運用について 

・島本町情報公開条例施行規則の改正について 

H27 H27. 8.20  ・平成26年度の実績報告について 

H28. 1.28  ・行政不服審査法改正に伴う審査請求制度について 

H28 H28. 8.30  ・会長の選出について 

・平成27年度の実績報告について 

H29 H29. 8.24  ・平成28年度の運用状況について 

H30. 1.31  ・「島本町情報公開・個人情報保護制度の趣旨と解説」の改定について 

H30. 2.22  ・「島本町情報公開・個人情報保護制度の趣旨と解説」の改定について 

H30 H30. 8.30 ・平成29年度の運用状況について 
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⑶ 個人情報保護審査会 

年度 開催日 審議内容 

H28 H28. 5.26  ・会長の選出について 

・島本町個人情報保護審査会運営要領の制定について 

 

⑷ 個人情報保護運営審議会 

年度 開催日 審議内容 

H26 H26. 9.29 ・平成25年度島本町個人情報保護制度の実績報告について 

・第16条第1項に関する事後報告について 

・特定個人情報に関する今後のスケジュール等について 

H27. 2. 2 ・島本町個人情報保護条例の改正について 

H27. 3.16 ・島本町個人情報保護条例の改正について 

H27 H27. 4.28 ・島本町個人情報保護条例の改正について 

H27. 7.16 ・島本町個人情報保護条例の改正について 

H27. 8.20 ・平成26年度島本町個人情報保護制度の実績報告について 

・第16条第1項に関する事後報告について 

H28. 1.28 ・行政不服審査法改正に伴う審査請求制度について 

・第16条第1項に関する事後報告について 

H28. 3.30 ・島本町個人情報保護条例第15条第1項に基づく審議について 

（農地情報公開システム） 

H28 H28. 6. 9 ・会長の選出について 

・島本町個人情報保護条例第12条第2項第6号に基づく審議について 

（防犯カメラ関係） 

H28. 8.30 ・平成27年度の制度運用状況について 

H29 H29. 8.24 ・平成28年度の制度運用状況について 

・「島本町情報公開・個人情報保護制度の趣旨と解説」の改定について 

H29.10.12 ・留置施設等の収容情報の収集について 

・「島本町情報公開・個人情報保護制度の趣旨と解説」の改定について 

H29.12. 8 ・留置施設等の収容情報の収集について 

・「島本町情報公開・個人情報保護制度の趣旨と解説」の改定について 

H30. 2.22 ・「島本町情報公開・個人情報保護制度の趣旨と解説」の改定について 

H30 H30. 8.30 ・平成 29年度の制度運用状況について 

H31. 2.14 ・児童・生徒の健全育成に関する学校・警察相互連絡制度の協定について 
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４ 審議会等の統合パターン 

パターン① 所掌事務で統合 

メ リ ッ ト 

・制度の運用や審査などについて、それぞれ一体的な審議ができる 

・統合する審議会の委員構成が同じ（情報公開制度の各審議会の委員が個

人情報保護制度の各審議会委員を兼ねている） 

デメリット ・審査会の案件が少なく、稼働率が低い 

パターン② 制度ごとに統合 

メ リ ッ ト 
・各制度の制度運用や審査などについて、深い審議ができる 

・各審議会の稼働率が高くなる 

デメリット ・統合する審議会の委員構成が異なる 

パターン③ 情報公開制度のみ統合 

メ リ ッ ト ・情報公開制度の運用や審査などについて、一体的な審議ができる 

デメリット 
・統合する審議会の委員構成が異なる 

・個人情報保護制度は現状のままとなり、効率性の効果が低い 

パターン④ １つに統合 

メ リ ッ ト 
・両制度の運用と審査について、一体的かつ深い審議ができる 

・最も事務の効率性が高い 

デメリット 
・統合する審議会の委員構成が異なる 

・年度によっては開催回数が多くなり、委員の負担が大きくなる 

 

５ 改正案 

 

所掌事務で統合する。 

 

 
情報公開 

運営審議会 

個人情報保護 

運営審議会 

情報公開 

審査会 

個人情報保護 

審査会 

情報公開・個人情報保護 

運営審議会 

情報公開・個人情報保護 

審査会 


