
○北九州市情報公開条例施行規則 

平成14年3月25日 

規則第15号 

改正 平成14年3月31日規則第56号 

平成17年3月31日規則第44号 

平成23年3月31日規則第26号 

平成28年3月31日規則第36号 

平成28年3月31日規則第47号 

令和元年6月26日規則第10号 

北九州市情報公開条例施行規則(平成元年規則第51号)の全部改正 

(趣旨) 

第1条 この規則は、北九州市情報公開条例(平成13年北九州市条例第42号。以下「条例」

という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 

(行政文書開示請求書) 

第2条 条例第6条第1項に規定する開示請求書は、行政文書開示請求書(第1号様式)とする。 

2 条例第6条第1項第3号の規則で定める事項は、開示請求をするものの連絡先及び電話番

号とする。 

3 行政文書開示請求書には、開示請求に係る行政文書について次に掲げる事項を記載する

ことができる。 

(1) 求める開示の実施の方法 

(2) 事務所における開示(次号に規定する方法以外の方法による行政文書の開示をいう。

第4条第2項第3号及び第3項第1号ア並びに第11条第2項第3号において同じ。)の実施を

求める場合にあっては、その旨 

(3) 写しの送付の方法による行政文書の開示の実施を求める場合にあっては、その旨 

4 条例第6条第1項の規定による開示請求書の提出及び同条第2項の規定による補正の求め

は、北九州市立文書館(以下「文書館」という。)の長を経由して行うものとする。 

(行政文書の存否に関する情報報告書) 

第3条 条例第10条第2項の規定による北九州市情報公開審査会への報告は、行政文書の存

否に関する情報報告書(第2号様式)により、文書館の長を経由して行うものとする。 

(行政文書開示決定通知書等) 

第4条 条例第11条第1項又は第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当



該各号に定める書面により、文書館の長を経由して行うものとする。 

(1) 行政文書の全部を開示する旨の決定をしたとき 行政文書開示決定通知書(第3号様

式) 

(2) 行政文書の一部を開示する旨の決定をしたとき 行政文書一部開示決定通知書(第4

号様式) 

(3) 行政文書の全部を開示しない旨の決定をしたとき 行政文書不開示決定通知書(第5

号様式) 

2 条例第11条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 開示決定に係る行政文書について求めることができる開示の実施の方法 

(2) 前号の開示の実施の方法ごとの開示請求者が負担すべき費用の額 

(3) 事務所における開示を実施することができる日、時間及び場所並びに事務所におけ

る開示を希望する場合には条例第16条第3項の規定による申出をする際に当該事務所

における開示を実施することができる日のうちから事務所における開示の実施を希望

する日を選択すべき旨 

(4) 写しの送付の方法による行政文書の開示を実施する場合における準備に要する日数

及び郵送料の額 

3 行政文書開示請求書に第2条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合における条

例第11条第1項の規則で定める事項は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合

の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 

(1) 第2条第3項第1号の方法による行政文書の開示を実施することができる場合で、次の

ア又はイに該当するとき ア又はイに掲げる区分に応じ、それぞれア又はイに掲げる事

項 

ア 実施機関が提示した事務所における開示を実施することができる日、時間及び場所

のうちから開示請求者が選択した日に事務所における開示を実施することができる

場合 その旨並びに当該実施する開示の実施の方法に係る開示請求者が負担すべき

費用の額並びに当該事務所における開示を実施する日、時間及び場所 

イ 写しの送付の方法による行政文書の開示を実施することができる場合 その旨並

びに当該実施する開示の実施に係る開示請求者が負担すべき費用の額及び前項第4

号に掲げる事項 

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 その旨及び前項各号に掲げる事項 

(行政文書開示決定等期間延長通知書) 



第5条 条例第12条第2項の規定による通知は、行政文書開示決定等期間延長通知書(第6号

様式)により、文書館の長を経由して行うものとする。 

(行政文書開示決定等期間特例延長通知書) 

第6条 条例第13条の規定による通知は、行政文書開示決定等期間特例延長通知書(第7号様

式)により、文書館の長を経由して行うものとする。 

(平28規則36・一部改正) 

(行政文書開示請求事案移送通知書) 

第7条 条例第14条第1項の規定による通知は、行政文書開示請求事案移送通知書(第8号様

式)により、文書館の長を経由して行うものとする。 

(第三者保護に関する手続) 

第8条 条例第15条第1項又は第2項の規定による通知は、行政文書の開示に関する意見照会

書(第9号様式)により、文書館の長を経由して行うものとする。 

2 条例第15条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 開示請求の年月日 

(2) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容 

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限 

3 条例第15条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 開示請求の年月日 

(2) 条例第15条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由 

(3) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容 

(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限 

4 条例第15条第1項又は第2項の意見書は、行政文書の開示に関する意見書(第10号様式)と

する。 

5 条例第15条第3項(条例第21条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、行

政文書の開示決定についての通知書(第11号様式)により、文書館の長を経由して行うもの

とする。 

(平17規則44・一部改正) 

(文書及び図画の開示の実施の方法) 

第9条 次の各号に掲げる文書又は図画の閲覧の方法は、当該各号に定めるものを閲覧する

こととする。 

(1) 文書又は図画(次号から第4号まで又は第3項に該当するものを除く。) 当該文書又は



図画(条例第16条第2項の規定が適用される場合にあっては、次項第1号に定めるもの) 

(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを専用機器により映写したもの。ただし、

これにより難い場合にあっては、当該マイクロフィルムを用紙に印刷したもの 

(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したもの 

(4) スライド 当該スライドを専用機器により映写したもの 

2 次の各号に掲げる文書又は図画の写しの交付の方法は、当該各号に定めるものを交付す

ることとする。 

(1) 文書又は図画(次号から第4号までに該当するものを除く。) 当該文書又は図画を複

写機により用紙に複写したもの 

(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを用紙に印刷したもの 

(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したもの 

(4) スライド 当該スライドを印画紙に印画したもの 

3 映画フィルムの開示の実施の方法は、当該映画フィルムを専用機器により映写したもの

の視聴とする。 

(電磁的記録の開示の実施の方法) 

第10条 次の各号に掲げる電磁的記録についての条例第16条第1項の規則で定める方法は、

当該各号に定める方法とする。 

(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法 

ア 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取 

イ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(記録時間120分のものに

限る。以下同じ。)又は録音ディスク(記録時間80分のものに限る。以下同じ。)に複

写したものの交付 

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法 

ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴 

イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(記録時間120分の

ものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付 

(3) 電磁的記録(前2号に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、実施機関が

その保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることがで

きるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの 

ア 当該電磁的記録を日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用

紙に出力したものの閲覧 



イ 当該電磁的記録を専用機器(開示を受けるものの閲覧又は視聴の用に供するために

備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴 

ウ 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付 

エ 当該電磁的記録をフロッピーディスク又は光ディスクに複写したものの交付(当該

複写したものの交付を容易に行うことができる場合に限る。) 

2 前項に規定する開示の方法(同項第3号ア及びウに掲げるものを除く。)は、電磁的記録の

全部を開示する場合に行うものとする。 

(平28規則36・令元規則10・一部改正) 

(開示の実施の方法等の申出) 

第11条 条例第16条第3項の規定による申出は、行政文書の開示の実施の方法等申出書(第

12号様式)により、文書館の長を経由して行うものとする。 

2 第4条第3項第1号に掲げる場合に該当する旨の条例第11条第1項の規定による通知があ

った場合において、第2条第3項各号に掲げる事項を変更しないときは、条例第16条第3

項の規定による申出を改めて行うことを要しない。 

3 条例第16条第3項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 求める開示の実施の方法(開示決定に係る行政文書の部分ごとに異なる開示の実施

の方法を求める場合にあっては、その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法) 

(2) 開示決定に係る行政文書の一部について開示の実施を求める場合にあっては、その

旨及び当該部分 

(3) 事務所における開示の実施を求める場合にあっては、当該事務所における開示の実

施を希望する日 

(4) 写しの送付の方法による行政文書の開示の実施を求める場合にあっては、その旨 

(平17規則44・一部改正) 

(更なる開示の申出) 

第12条 条例第16条第5項の規定による申出は、行政文書の更なる開示の申出書(第13号様

式)により、文書館の長を経由して行うものとする。 

2 前項の行政文書の更なる開示の申出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

(1) 条例第11条第1項に規定する通知があった日 

(2) 最初に開示を受けた日 

(3) 前条第2項各号に掲げる事項 

3 第1項の場合において、既に開示を受けた行政文書(その一部につき開示を受けた場合に



あっては、当該部分)につきとられた開示の実施の方法と同一の方法を当該行政文書につ

いて求めることはできない。ただし、当該同一の方法を求めることにつき正当な理由があ

るときは、この限りでない。 

(行政文書の汚損等に対する措置) 

第13条 実施機関は、開示決定を受けたもので行政文書の閲覧又は視聴(聴取を含む。以下

この条において同じ。)をするものが当該閲覧又は視聴に係る行政文書を汚損し、若しく

は破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該行政文書の閲覧又

は視聴を中止させることができる。 

(写しの作成及び送付に要する費用) 

第14条 条例第18条に規定する写しの作成に要する費用の額は、別表のとおりとする。 

2 条例第18条に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵送料

に相当する額とする。 

3 条例第18条に規定する費用は、写しの交付を受けるとき(写しの送付の場合においては、

実施機関が当該行政文書の写しを発送するとき)までに納付しなければならない。 

(北九州市情報公開審査会に諮問した旨の通知) 

第15条 条例第20条の規定による通知は、北九州市情報公開審査会諮問通知書(第14号様

式)により、文書館の長を経由して行うものとする。 

(北九州市情報公開審査会) 

第16条 北九州市情報公開審査会(以下「審査会」という。)は、会長が招集する。 

2 審査会は、委員(情報公開制度の運営に関する特別の事項を調査審議する場合にあっては、

当該議事に関係のある臨時委員を含む。次項において同じ。)の過半数が出席しなければ、

会議を開くことができない。 

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するとこ

ろによる。 

4 審査会の庶務は、総務局において処理する。 

5 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って

定める。 

(平14規則56・平23規則26・平28規則47・一部改正) 

(諮問庁の申出) 

第16条の2 諮問庁は、開示決定等に係る行政文書に記録されている情報が、その取扱いに

ついて特別の配慮を必要とするものであるときは、審査会に対し、その旨を申し出ること



ができる。 

2 審査会は、前項の規定による申出を受けた場合において、条例第27条第1項の規定によ

り当該行政文書の提示を求めようとするときは、当該諮問庁の意見を聴かなければならな

い。 

(平17規則44・追加) 

(審査請求人等の意見の聴取) 

第16条の3 審査会は、審査会に提出された主張書面又は資料について、条例第27条第4項

の規定により鑑定を求めようとするときは、当該主張書面又は資料を提出した審査請求人、

参加人又は諮問庁の意見を聴かなければならない。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。 

(平17規則44・追加、平28規則36・一部改正) 

(施行の状況の公表) 

第17条 条例第40条の規定による条例の施行の状況の公表は、市長が各実施機関の状況を

取りまとめ、北九州市公報に登載することにより行うものとする。 

(委任) 

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、総務局長が定める。 

(平14規則56・平23規則26・平28規則47・一部改正) 

付 則 

この規則は、平成14年4月1日から施行する。 

付 則(平成14年3月31日規則第56号)抄 

(施行期日) 

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。 

付 則(平成17年3月31日規則第44号) 

この規則は、平成17年4月1日から施行する。 

付 則(平成23年3月31日規則第26号)抄 

(施行期日) 

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。 

付 則(平成28年3月31日規則第36号) 

この規則は、平成28年4月1日から施行する。 

付 則(平成28年3月31日規則第47号)抄 

(施行期日) 



1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。 

付 則(令和元年6月26日規則第10号) 

この規則は、令和元年7月1日から施行する。 

別表(第14条関係) 

(平17規則44・平28規則36・一部改正) 

 

行政文書の種別 

 

写しの種類 

 

費用の額 

 

1 文書又は図画(2の項か

ら4の項までに該当する

ものを除く。) 

 

 

複写機により複写したもの(A3判以下

の大きさのもの。以下同じ。)(単色刷

り) 

用紙1枚につき10円 

複写機により複写したもの(多色刷り) 用紙1枚につき20円 

2 マイクロフィルム 用紙に印刷したもの(A3判以下の大き

さのもの) 

用紙1枚につき10円 

3 写真フィルム 印画紙(縦89ミリメートル、横127ミリ

メートルのもの。以下同じ。)に印画し

たもの 

1枚につき40円 

4 スライド 印画紙に印画したもの 1枚につき130円 

5 電磁的記録 用紙に出力したもの(A3判以下の大き

さのもの) 

用紙1枚につき10円 

録音カセットテープに複写したもの 1巻につき300円 

録音ディスクに複写したもの 1枚につき400円 

ビデオカセットテープに複写したも

の 

1巻につき400円 

  フロッピーディスクに複写したもの 1枚につき50円 

備考 

1 用紙の両面に複写、印刷又は出力を行うときは、片面を1枚として額を算定する。 

2 この表により難い場合の費用の額は、当該行政文書の写しの作成に要する費用の実

費に相当する額とする。 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


