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第１ 情報公開請求の状況 

 

 １ 平成２７年度の経過 

 

  (1) 請求の特徴 

    平成２７年度の情報公開の請求件数は、５０件であり、前年度の３２件から

１８件増加した。 

    請求の傾向としては、思川開発事業等上水道に関することについて１０件、

中学校の教科書選定について８件、市が締結した保険契約について３件など

様々な分野について請求がなされており、その内容を分類すると、営利企業の

事業活動等に係る主観的請求が２７件、議員又は新聞社からの行政運営の適正

化等に係る客観的請求が２３件となっている。 

 

  (2) 実施機関別の請求件数 

    実施機関別の請求件数（情報の任意的な公開の申出の件数を含む。）は、次の

表のとおりである。 

実施機関名 所管部等名 請求件数 小  計 

市    長 

総  務  部 １１件 

３５件 

財  務  部 ６件 

市  民  部 ２件 

保健福祉部 １件 

環  境  部 ３件 

都市建設部 ３件 

水 道 部 ９件 

消 防 長  ４件 ４件 

教 育 委 員 会  １１件 １１件 

合    計  ５０件 ５０件 
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 ２ 平成２７年度の請求内容 

 

  (1) 請求の概要 

   ア 請求者区分別の請求件数 

     請求者区分別の請求件数は、次の表のとおりである。 

請  求  者  区  分 請求件数 

市内に住所を有する者 １９件 

市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 ６件 

市内に存する事務所又は事業所に通勤する者  

市内に存する学校に在学する者  

市税の納税義務者  

実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者 ８件 

情報の公開を請求することができる者以外の者 １７件 

合           計 ５０件 

   （注）情報の公開を請求することができる者以外の者は、情報公開請求権を有

しないことから、情報の任意的な公開の申出又は請求の取下げを行った。 

   イ 請求に対する決定内容別の件数 

     請求に対する決定内容別の件数は、次の表のとおりである。 

決 定 内 容 
請求に対する決定内容別の件数 

決 定 件 数 対象情報件数 交 付 枚 数 

公   開 １２件 ３８件 
３，０８２枚 

部 分 公 開 ２１件 １６６件 

非 公 開 １３件 １件  

合   計 ４６件 ２０５件 ３，０８２枚 

   （注）請求件数のうち４件は、請求後に取り下げられた。 
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  (2) 請求の内容 

    請求の内容は、資料の情報公開請求の個別状況（平成２７年度）のとおりで

ある。 

 

  (3) 主な請求事例 

    次に掲げる事例は、平成２７年度に情報公開請求のあった５０件のうちから、

特徴的な２件の事例を抜粋したものである。 

   ア 事例１（受付番号４９） 

    (ｱ) 請求内容 

      上水道の水源井戸確保のための調査結果の概要（2004 年以降の調査） 

    (ｲ) 決定内容 

      公開 

    (ｳ) 情報の内容等 

      この事例では、地下水電気探査業務委託報告書、地下水揚水量試掘調査

業務委託報告書等が対象文書となったが、これらの文書については、条例

で定める非公開情報が記載されていないことから、全部を公開することと

した。なお、思川開発事業において国に動きがあったことから、この事例

のほか同様の請求が９件あった。 

   イ 事例２（受付番号１６） 

    (ｱ) 請求内容 

      平成２８年度使用の中学校教科用図書採択に係る書類の交付 

    (ｲ) 決定内容 

      部分公開 

    (ｳ) 情報の内容等 

      この事例では、選定委員会の会議録、調査研究資料、選定委員会委員名

簿等が対象文書となったが、これらの文書については、会議録に記録され

た法人の評価に関する委員の発言部分を除き、全部を公開することとした。

なお、平成２７年度が中学校教科用図書の選定を行う年度であることから、

この事例のほか同様の請求が７件あった。 

 

第２ 不服申立ての状況 

   平成２７年度中に不服申立ての事例はなかった。 
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第１ 個人情報開示等請求の状況 

 

 １ 平成２７年度の経過 

 

  (1) 請求の特徴 

    平成２７年度の個人情報の開示請求件数は、５件であり、前年度の１５件か

ら１０件減少した。また、請求の対象となる実施機関は、市長のみであった。 

なお、個人情報の削除、訂正、目的外利用等の中止の請求はなかった。 

 

  (2) 実施機関別の請求件数 

    実施機関別の請求件数は、次の表のとおりである。 

実 施 機 関 名 所 管 部 名 請 求 件 数 

市    長 

市 民 部 ２件 

保健福祉部 ２件 

経 済 部 １件 

合    計  ５件 

 

 ２ 平成２７年度の請求内容 

 

  (1) 請求の概要 

   ア 請求者区分別の請求件数 

     請求者区分別の請求件数は、次の表のとおりである。 

区          分 請求件数 

市内に住所を有する者 ３件 

市内に住所を有しないが、実施機関に個人情報を収集されている者 ２件 

合          計 ５件 
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   イ 請求に対する決定内容別の件数 

     請求に対する決定内容別の件数は、次の表のとおりである。 

決 定 内 容 
請求に対する決定内容別の件数 

決 定 件 数 対象情報件数 交 付 枚 数 

開  示 ２件 １４件 １４枚 

部分開示 ３件 ３件 ４枚 

非 開 示    

合  計 ５件 １７件 １８枚 

 

  (2) 請求及び決定の内容 

受付

番号 
請求内容又は件名 対象情報 決定内容 理由 非開示部分 

１ 市の担当課、関係

団体及び自分の 

代理人弁護士との

会議の記録 

会議・打合せ記

録 

部分開示 第１号 発言者の氏名 

２ 私の父に関する介

護認定調査票及び

主治医意見書 

介護認定調査票

及び主治医意見

書 

開示   

３ 平成２７年１０月

２１日に申請され

た私に関する戸籍

類の交付申請書 

戸籍附票又は

除籍謄本送付

依頼書 

部分開示 第１号 請求者である

法人の事務担

当者氏名 

４ 私の母の介護認定

の意見書 

主治医意見書 開示    

５ 平成２８年２月 

２６日私に関する

戸籍類の交付申請

書 

戸籍謄本・戸籍

抄本（附票）等

交付申請書 

部分開示 第１号 請求者である

法人の事務担

当者氏名 

 

第２ 不服申立ての状況 

   平成２７年度中に不服申立ての事例はなかった。 
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第１ 審査会の役割 

 

   この審査会は、情報公開制度及び個人情報保護制度における市民からの不服申

立て及び両制度の運営に関する重要事項について、実施機関からの諮問に応じて

審査・審議し、答申する機関である。 

 

第２ 審査会の委員構成 

 

   審査会の委員構成は、次の表のとおりである。 

（委員５０音順） 

役 職 氏  名 任  期 備     考 

会 長 杉原 弘修 

H27.6.13 

～ 

H30.6.12 

宇都宮大学名誉教授 

副会長 直井  勇 〃 栃木県弁護士会所属弁護士 

委 員 大貫 良明 〃 （元）鹿沼市立南摩中学校長 

〃 鈴木 節也 〃 鹿沼市自治会連合会会長 

〃 関口 昌江 〃 鹿沼市人権擁護委員 

〃 山下 雄大 〃 栃木県弁護士会所属弁護士 

〃 横尾 光夫 〃 粟野地区自治会協議会会長 

  （注）備考の欄は、平成２７年度現在の情報である。 

 

第３ 審査会の会議の開催状況 

 

   平成２７年度は、委員の任期満了に伴う会長及び副会長の選出等のため、平成  

２７年６月２２日に審査会の会議を開催した。 
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第１ 審議会等の会議を公開する目的 

 

   審議過程の透明性の確保を図ること、さらには情報公開制度の目的である一層

公正で開かれた市政の実現に寄与することを目的として、平成２０年１月１日か

ら審議会等の会議を原則として公開している。 

 

第２ 審議会等の会議の開催状況 

 

   平成２７年度は、制度の対象となる審議会等の数は６０であり、延べ２４３回

の会議が開催され、傍聴人の総数は、２人であった。 

   詳細については、次の表のとおりである。 

 

審議会等の名称 開催期日 議       題 
公開等 

の別 

傍聴 

人数 

介護認定審査会 4月 6日 

午後 7 時 

外 13回 

介護認定申請者の１次判定の

審査について 非公開  

自立支援審査会 4月 22日 

午後 7 時 

障害支援区分認定審査 
非公開  

介護認定審査会 5月 7日 

午後 7 時 

外 11回 

介護認定申請者の 1 次判定の

審査について 非公開  

鹿沼市景観審議会 5月 12日 

午後 1時 30分 

１ 鹿沼市景観計画について 

２ 鹿 沼 市 景 観 審 議 会 に

ついて  

３ 鹿沼市景観審議会規定

(案)について 

４ 今後の予定について 

公開  

野生鳥獣対策協議会 5月 14日 

午後 1時 30分 

平成 26 年度実績と平成 27 年

度事業計画報告 
公開  

社会教育委員の会議 5月 19日 

午前 10時 

１ 社会教育関係団体補助金

について 

２ 公民館ヒアリングについて 

３ 「地域で育てる子どもた

ちの人づくりを一層推進す

るため今後鹿沼市の社会教

育委員として求められる役

割」について 

公開  

鹿沼市いじめ問題対策委

員会 

5月 20日 

午後 1時 30分 

１ 委嘱状交付 

２ 対策委員会の役割について 

３ 重大事案の調査について 

非公開  

鹿沼市いじめ問題対策連

絡協議会 

5月 20日 

午後 2時 30分 

１ 連絡協議会の役割について 

２ 役員選出 

３ 意見交換 

非公開  
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文化財保護審議会 5 月 21 日 

午前10時30分 

平成 27 年度各部会の活動予

定について 
非公開  

食育推進会議 5 月 25 日 

午後 2時 30分 

１ 平成 26 年度実績報告 

２ 平成 27 年度重点取組 
公開  

図書館協議会 5 月 27 日 

午後 1時 30分 

１ H26 年度事業･利用状況

報告 

２ H27 事業計画 

公開  

自立支援審査会 5月 27日 

午後 7時 

障害程度区分認定審査 
非公開  

介護認定審査会 6月 2日 

午後 7時 

外 14回 

介護認定申請者の 1 次判定の

審査について 非公開  

野生鳥獣対策協議会 6月 2日 

午前 10時 

１ 報告事項 

(1) 平成 26 年度実績 

２ 協議事項 

(1) 平成 27 年度事業計画報

告 

(2) 平成 27年度新規事業等 

(3) その他 

公開  

水防協議会 6月 22日 

午前 10時 

平成 27 年度水防計画書（案）

について 
公開  

情報公開・個人情報保護

審査会 

6月 22日 

午後 1時 30分 

１ 会長及び副会長の選出につ

いて 

２ 平成 26 年度における制

度運用状況の報告について 

公開  

人権啓発推進市民会議 6月 24日 

午後 1時 30分 

平成 26 年度事業報告及び平

成 27 年度事業計画について 
公開  

自立支援審査会 6月 24日 

午後 7時 

障害支援区分判定 
非公開  

消費生活市民会議 6月 25日 

午前 10時 

平成 26 年度事業報告並びに

平成 27 年度事業計画(案)等 公開  

鹿沼市要保護児童対策 

ネットワーク会議 

6月 25日 

午後 2時 

児童虐待ケース・特定妊婦に

ついての状況確認、援助方針

の確認 

非公開  

教育支援委員会 6月 25日 

午後 1時 30分 

１ 平成 26 年度就学指導委

員会活動報告 

２ 平成 27 年度教育支援委

員会活動計画 

３ 平成 26 年度就学指導判

断会議結果について 

４ 就学基準について 

非公開  

都市計画審議会 6月 30日 

午後 1時 30分 

粟野都市計画区域の整備、開

発及び保全の方針(案)の報告

について 

公開  

総合教育会議 6月 25日 

午後 1時 30分 

 

１ 総合教育会議設置要綱に

ついて 

２ 教育に関する大綱の策定

方針について 

公開  
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介護認定審査会 7月 1日 介護認定申請者の１次判定の 非公開  

 午後 2時 

外 14回 

審査について 
  

教育支援委員会 7月 2日 

午後 1時 30分 

１ 平成 26 年度就学指導委

員会活動報告 

２ 平成 27 年度鹿沼市教育

支援委員会活動計画 

３ 平成 26 年度就学指導判

断会議結果 

４ 就学基準票の確認 

５ 第１回就学判断会議 

非公開  

総合計画審議会 7月 3日 

午後 1時 30分 

１ 委員委嘱 

２ 会長・副会長選出 

３ 鹿沼市の人口問題の現状

説明 

公開  

新鹿沼駅西土地区画整理

審議会 

7月 7日 

午前 10時 

仮換地変更 
非公開  

学校教育共同調理場運営

協議会 

7月 9日 

午前 10時 

１ 協議事項 

(1) 副委員長選出 
公開  

  ２ 報告事項 

(1) 運営協議会について 

(2) 学校給食の概要につい

て 

(3) 食育の取組について 

(4) 給食費の滞納対策につ

いて 

(5) 安全安心の取組につい

て 

  

環境審議会 7月 14日 

午後 2時 

１ 第３次環境基本計画重点

施策の数値目標の達成状況

について 

２ 地球温暖化対策地域推進

計画の平成 26 年度実績に

ついて 

３ 第４次鹿沼市環境基本計

画等の策定、基礎調査の実

施について 

４ 環境クリーンセンター基 

公開  

  幹的設備改良工事の進捗状

況及び工事に伴うごみ減量

化、ごみ処理委託の経過報

告について 

５ 地域再生計画（第２次鹿

沼市「水のふるさと」再生

計画）の事後評価について 

６ 創エネルギー・廃棄物処

理事業の取組みについて 
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建築審査会 7月 14日 

午前 10時 

１ 建築基準法第４８条第５

項ただし書きの規定に基づ

く許可の同意 

２ 建築基準法第４３条第１

項ただし書きの規定に基づ

く許可（包括同意）の報告 

公開  

自立支援審査会 7月 22日 

午後７時 

障害支援区分判定 
非公開  

介護認定審査会 8月 3日 

午後７時 

外 14回 

介護認定申請者の１次判定の

審査について 非公開  

農業振興地域整備促進協

議会 

8月 2日 

午前 10時 

農用地区域の変更（除外）に

ついて 
非公開  

自立支援審査会 8月 26日 

午後 19時 

障害支援区分判定 
非公開  

介護認定審査会 9月 1日 

午後 2時 

外 12回 

介護認定申請者の１次判定の

審査について 非公開  

国民健康保険運営協議会 9月 3日 

午前 10時 

平成 26 年度決算 他 
公開  

鹿沼市福祉有償運送運営

協議会 

9月 8日 

午後 1時 30分 

福祉有償運送の申請事案の協

議 
公開  

総合計画審議会 9月 14日 

午前 10時 

鹿沼市総合戦略(案) 他 
公開 ２人 

都市計画審議会 9月 14日 

午後 1時 30分 

粟野都市計画区域の整備、開

発及び保全の方針の決定につ

いて（栃木県決定） 

公開  

鹿沼市要保護児童対策 

ネットワーク会議 

9月 17日 

午後 2時 

１ 児童虐待ケース・特定妊

婦についての状況確認 

２ 援助方針の確認 

非公開  

自立支援審査会 9月 30日 

午後 7時 

障害支援区分判定 
非公開  

介護認定審査会 10月 1日 

午後 9時 

外 14回 

介護認定申請者の１次判定の

審査について 非公開  

教育支援委員会 10月 1日 

午前 1時 30分 

就学判断会議 
非公開  

自立支援審査会 10月 28日 

午後 7時 

障がい支援区分判定 
非公開  

総合計画審議会 10月 29日 

午後 1時 30分 

鹿沼市総合戦略 他 
公開  

子ども・子育て会議 10月 29日 

午後 1時 15分 

委嘱式、事業計画の進捗状況

の検証等 
公開  

男女共同参画審議会 10月 30日 

午前 10時 

委嘱式、プラン進捗状況報告 
公開  

介護認定審査会 11月 2日 

午後 7時 

外 13回 

介護認定申請者の１次判定の

審査について 非公開  
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社会教育委員の会議 11月 12日 

午後 1時 30分 

１ 平成 27 年度上半期事業

報告について 

２ 平成 27 年度下半期事業

計画について 

３ その他 

公開  

隣保館運営審議会 11月 17日 

午後 1時 30分 

１ 正副委員長の選出 

２ 平成 27 年度上半期事業

報告 

３ 平成 27 年度下半期事業

計画 

公開  

環境審議会 11月 18日 

午後 1時 30分 

１ 平成 26 年度環境基本計

画の実績について 

２ 第４次環境基本計画の策

定等について 

３ 環境クリーンセンター基

幹的設備改良工事について 

公開  

鹿沼市要保護児童対策 

ネットワーク会議 

11月 19日 

午後 2時 

 

児童虐待ケース・特定妊婦に

ついての状況確認、援助方針

の確認 

非公開  

青少年問題協議会 11月 20日 

午後 3時 

１ 平成 27 年度青少年健全

育成プランの進捗状況につ

いて 

２ 平成 28 年度青少年健全

育成プランの推進について 

３ その他 

公開  

農業振興地域整備促進協

議会 

11月 24日 

午後 1時 30分 

農用地区域の変更(除外)につ

いて 
非公開  

自立支援審査会 11月 25日 

午後 7時 

障がい支援区分判定 
非公開  

スポーツ推進審議会 11月 13日 

午後 6時 30分 

鹿沼地域スポーツクラブ連絡

協議会について 
公開  

介護認定審査会 12月 1日 

午後 7時 

外 12回 

介護認定申請者の１次判定の

審査について 非公開  

前日光つつじの湯交流館

運営委員会 

12月 11 日 

午後 2時 

１ 平成２７年度事業経過 

２ 平成２８年度事業計画 
公開  

自立支援審査会 12月 16日 

午後 7時 

障がい支援区分判定 
非公開  

介護認定審査会 1月 4日 

午後 7時 

外 13回 

要介護認定の判定 

非公開  

子ども・子育て会議 1月 19 日 

午後 1時 30分 

地域子育て支援事業について 
公開  

都市計画審議会 1月 19日 

午後 1時 30分 

１ 宇都宮都市計画区域の整

備、開発及び保全の方針の

決定について（栃木県決定） 

２ 宇都宮都市計画区域及び

上河内都市計画区域の変更 

公開  
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  について（栃木県決定）   

自立支援審査会 1月 27日 

午後 7時 

障がい支援区分判定 
非公開  

介護認定審査会 2月 1日 

午後 7時 

外 14回 

要介護認定の判定 

非公開  

人権施策推進審議会 2月 5日 

午後 1時 30分 

人権啓発推進総合計画実施プ

ラン（平成 28 年度）計画書に

ついて 

公開  

隣保館運営審議会 2月 10日 

午前 10時 

１ 平成 27 年度事業報告 

２ 平成 28 年度事業計画 
公開  

都市計画審議会 2月 10日 

午後 1時 30分 

「花と森と清流のまちづくり

基本計画」について 
公開  

防災会議 2月 12日 

午後 1時 30分 

鹿沼市地域防災計画修正（案）

について 
公開  

環境審議会 2月 15日 

午後 2時 30分 

第４次鹿沼市環境基本計画骨

子案について 
公開  

川上澄生美術館運営委員

会 

2月 16日 

午後 1時 30分 

１ 平成 27 年度事業報告 

２ 平成 28 年度事業計画 
公開  

学校給食共同調理場運営

協議会 

2月 23日 

午前 10時 

１ 平成 27 年度事業報告 

２ 給食費滞納対策状況 

３ 食物アレルギー対応状況 

４ 給食業務民間委託状況 

公開  

保健福祉審議会 2月 23日 

午後 2時 

保健福祉部主要事業について 
公開  

総合計画審議会 2月 24日 

午前10時30分 

次期総合計画 外 
公開  

自立支援審査会 2月 24日 

午後 7時 

障がい支援区分判定 
非公開  

図書館協議会 2月 25日 

午前 10時 

１ 平成 27 年度事業の実施

状況 

２ 平成 28 年度資料の貸出

状況 

公開  

国民健康保険運営協議会 2月 25日 

午後 1時 30分 

平成 28 年度予算（案）につい

て 
公開  

鹿沼市地域公共交通活性

化協議会 

2月 29日 

午後 2時 

リーバスダイヤの改正等 
公開  

公設地方卸売市場運営協

議会 

2月 23日 

午前 10時 

平成 26 年度及び平成 27 年度

事業報告 
公開  

鹿沼市景観審議会 2月 25日 

午前 10時 

景観重要建造物及び樹木につ

いて 
公開  

介護認定審査会 3月 1日 

午後 7時 

外 14回 

要介護認定の判定 

非公開  

鹿沼市福祉有償運送運営

協議会 

3月 11日 

午後 1時 30分 

福祉有償運送の申請事案の協

議 
公開  

南部地区会館運営委員会 3月 16日 

午後 1時 30分 

１ 平成 27 年度事業報告及

び事業総括 
公開  
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  ２ 平成 28 年度事業計画案   

交通安全対策審議会 3月 18日 

午後 2時 

１ 交通事故発生状況 

２ 平成 27 年度事業報告 

３ 平成 28 年度事業案 

公開  

農業振興地域整備促進協

議会 

3月 22日 

午後 1時 30分 

農用地区域の変更（除外） 
非公開  

社会教育委員の会議 3月 23日 

午後 3時 

１ 下半期の公民館の事業実

績 

２ 平成 27 年度鹿沼市社会

教育委員会議の取組実績 

３ 「地域で育てる子供たち

の人づくり」報告 

公開  

 


