２００９年度全国情報公開度ランキング 自由記載欄
（寄せられた回答について、一部掲載できなかったものもあります。ご了承ください。）
貴自治体の次年度の予算編成過程の内容の情報公開について、 貴自治体が情報公開の施策について、他の自治体より進んでいると
他の自治体より公開が進んでいる点があればお書きください。
思われる 点があればお書きください。
①インターネットによる情報公開の受付 ②過去に反復して情報公開
平成22年度予算編成に関し、HPの他、市の施設・大学、大型商業施 請求されている文書につき、情報公開とは別の簡易な情報提供制度へ
札幌市 設等に冊子「予算要求の概要」をおき、市の財政状況を市民に公開 の切り替え ③複数回請求実績のある資料につき、市政刊行物コー
している。
ナーに配架し、閲覧可能状態にしている ④情報公開請求しなくても公
開できる資料は、情報公開を経ず、資料等を提供している
繰返し情報公開請求されて、全部公開された公文書などは、情報公開
請求によることなく、情報提供により対応出来るように、一部を情報公
開コーナーに配置している。

函館市
各部に予算額（活用できる税金等の一般財源）を配分し、各部がそ
の額の範囲内で事業等の組立を行う「枠配分方式」を採用しており、
旭川市 枠配分額決定において、各部が予算化したい事業の内容、予算額
等を調査し、各部枠配分額の決定にあたっての考え方を市ホーム
ページで公開している。
H22年度予算編成時から、一部事業について、パブリックコメントを実

江別市 施

予算編成過程では公開していないが，予算の要約版を全戸配布して

赤平市 いる。

H19～H21予算編成にてパブリックコメント実施
①予算要求（意
見募集）、②意見公表、
③査定中間公表、
④
H22予算編成につ
き市長選挙の日程から情報公開のみ

恵庭市 予算案公表（意見１への回答を含む）

岩手県

・知事等が所管する出資法人（特別法による設置及び県の出資比率が
２分の１以上の法人）及び指定管理者について文書等を公開する対象
としています。また、毎年度その開示の実施状況などを公表していま
各部局からの予算要求状況を要求後速やか（12月上旬）に公表する
す。・実施機関が執行する競争入札及び締結する随意契約（いずれも
とともに、知事査定後の状況を詳細（財政分析、事業内容等を詳しく
予定価格が一定額以上のもの）について、入札調書（又は見積もり調
記載）かつ速やか（２月上旬）に公表しています。
書）及び公開用の調書（契約の相手方、契約締結年月日、随意契約の
理由等を記入）を公表しています。・県が購入する物品の状況（購入所
属、品名、数量、金額等）を公表しています。

特になし

盛岡市

遠野市

釜石市

情報公開に係る施策の概要について ○遠野テレビ（CATV)を活用
した市政番組等の制作 ○第３セクター等見直し過程の公開 ○市
左と同じ
長と語ろう ○市政なんでも相談箱 ○財政状況等の公表 ○市議
会、特別委員会等の公開 ○市長記者懇談会のCATV放送
・市民の方々で組織されている釜石市総合振興審議会において、釜
石市総合計画実施計画の事務事業評価を行い、その結果をホーム
ページで公開するとともに、次年度予算案に反映させている。 ・釜
石市総合計画実施計画については、市議会に対しても議員全員協
議会の場で説明を行っている。

新庄市 現在検討中である。

東根市
牛久市
つくば市
守谷市

（１）審議会等の会議を原則公開とし、開催のお知らせと結果をホーム
ページ上で公開 （２）毎年４月末までに前年度の情報公開実施状況の
一覧表を告示及びホームページ上で公開 （３）市が作成した文書目録
（件数の目次）をホームページ上で公開

予算編成の基礎となる振興実施計画を作成し情報公開コーナーに
設置している。

・次期総合計画策定にあたり、市民の方々を委員とする「希望創造市
民委員会」を設置し、その提言を市長に提出していただくこととしてい
る。 ・市内８地域に設置されている「地域会議」において、各地域で実
施する公共事業（県と国の事業も含む。）についての説明も行ってい
る。
情報公開条例は情報の中でも主に公文書等の公開に関して規定され
ており、市民に対するリアルタイムの情報提供については、市報やホー
ムページを通じて実施している。
情報公開コーナーを２か所設置。入札等の結果を無申請で誰でも即閲
覧可能としている。

特になし

・職務著作権を主張しない施策 ・公表制度 （別途資料あり）

予算書等をＨＰで公開している

情報提供を明文化している

予算編成終了後において，新規事業の採択状況を公表
予算編成方針、予算編成日程、財政課長内示の状況を公表してい
栃木県 る

宇都宮
予算編成方針の公開
市

別紙のとおり
全部公開文書の交付手続きの簡便化（例：宇都宮市都市計画の図書
等の写し）
公的個人認証を必要としない電子請求が可能です。栃木県内では、他
に事例が無いかと思います。

下野市
１ １０月上旬各種財政指標の公開

桐生市 ２ １０月中旬予算編成方針の公開
３ ３月上旬当初予算の概要を公開

特にありません

２００９年度全国情報公開度ランキング 自由記載欄
貴自治体の次年度の予算編成過程の内容の情報公開について、
他の自治体より公開が進んでいる点があればお書きください。

伊勢崎
市

特になし

貴自治体が情報公開の施策について、他の自治体より進んでいると
思われる 点があればお書きください。
合併前の4市町村で作成し、又は取得した行政情報の目録を整備し、
当該行政情報を公開請求の対象としている。市民の権利を救済する観
点から、不服申立てに対する裁決又は決定は、できるだけ速やかに行
う必要があるため、不服申立てにおける諮問の期限と審査会の答申を
得てから裁決又は決定までの期限を条例で定め、それぞれ30日以内と
している。情報公開制度に係る施策の一層の充実に努めるため、実施
機関の責務を条例で明文化し、職員に対する意識の啓発・職員研修の
実施に積極的に取り組んでいる。

予算編成過程における知事審査資料を県のホームページで公開し 県の主要事業や各種名簿等の公表を進めるとともに、一覧表を県政情
報センターのホームページに掲載し、閲覧できるようにしている。

埼玉県 ている。
飯能市
春日部
市

開示文書の写しを市政資料コーナーで何人も閲覧できるようにしている
市ホームページで、公文書の件名を検索できるようしている
越谷市長が保有する情報の提供に関する規程等を定め、市民等が必
要とする情報を簡易迅速に提供する努力を行っている。(別紙参照)

越谷市

過去に情報公開実績があり、再度同様の請求がされた実績のある情
報は、窓口にて閲覧できるよう情報を用意し、提供しております。

戸田市
入間市
志木市 毎年12月に当初予算要求状況をホームページで公開

情報公開条例において、土地開発公社が実施機関に入っている点。

他の自治体より進んでいるかどうかは不明だが、平成22年度予算編
成から、その過程の情報をHPに掲載している。詳細は、
和光市 http://www.city.wako.lg.jp/home/busho/_5858/_5859/_5860/_5861/
_8231/_8232.htmlを参照のこと。

久喜市 平成２２年度予算要求状況の公表を市ホームページに掲載
富士見
市
事業仕分け
ふじみ
事業仕分け等は公開する。
野市

-

千葉県

公文書館を設置し、公文書館制度を含めた公文書のライフサイクル
全体の中で情報公開制度を位置付けている
予算地域説明会・他
指定管理者による事業についても準じて公開する。
千葉県情報公開推進会議の設置
情報公開制度の円滑な運用と
充実のため、情報公開制度の運営の改善について、県民の意見を取り
入れ調査審議し、併せて情報公開に係る事務について苦情処理を行う
機能を有する県の附属機関として、平成１７年度に設置。 苦情の処理
については、推進会議が開示請求者等から、実施機関の窓口対応な
どの情報公開に係る事務についての苦情を受け付け、推進会議の委
員のうちから法律的知識や紛争処理に係る専門的知識を有する３名の
委員と住民の代表委員で構成される「苦情処理調査部会」が調査し、
検討の結果、関係する実施機関の対応に問題があったと認められると
きは、実施機関等に対し問題点を指摘し、是正に関する意見を通知す
ることとしている。

１ 公開対象 一般会計、特別会計、企業会計
２ 公開内容 ・予算編成の流れ ・見積額の概要（総額・局別）
・局別の見積状況（見積総額、基本的な考え方、主要事業各部５事
業） ・財政局長内示 ・市長復活要望 ・市長復活査定
※予算編成の透明性を高める視点で、予算要求内容に加え、新
たに編成過程の各段階における調整・査定の考え方を公開しまし
附属機関の会議について原則公開としている点
た。
３ わかりやすく工夫した点 ・予算編成の流れをイメージ図で説明
・編成過程において論点となっている事項が浮きぼりとなるよう、財
政局長内示額一覧を公表 ・復活要望事業の内容と査定結果を公
千葉市 表
予算要求時に、中期財政計画、見積要領、シーリングの状況等を公 市政情報センターによる市政に関する情報提供の仕組みといわば両
輪で、公文書公開条例の実施が可能な点。
市川市 開している点。（10月頃）。
成田市 平成２２年度予算編成より予算編成過程の状況の公開を開始した。
○市民向け予算編成公開説明会の開催
○予算編成に係る意見公募の実施
佐倉市 ○予算要求状況・査定状況等のＨＰでの公開
公文書の開示を請求できる者以外の者から公文書の開示の申出が
あった場合において、公益上の理由があると認められるときは、これに
応ずるよう努める。

旭市
主要事業について、要求額・査定額・査定の考え方の公開を計画し

市原市 ている。
八千代
特になし
市

会議開催・結果につて（お知らせ，会議録等ＨＰの充実）

２００９年度全国情報公開度ランキング 自由記載欄
貴自治体の次年度の予算編成過程の内容の情報公開について、 貴自治体が情報公開の施策について、他の自治体より進んでいると
他の自治体より公開が進んでいる点があればお書きください。
思われる 点があればお書きください。
（企画課・財政課）
市民に限らずどなたでも、目的を問わず請求ができる。
予算編成方針決定後、市の広報で、その概要をお知らせしている。
新規事業については、リアルタイムで事業の採択や事業費査定の過
我孫子 程を公開し、パブリックコメントを実施している。

市

・市ホームページにより審議会等の会議録を平成１６年度分から公開し
ていること。 ・市ホームページにより条例等の議案を公開しているこ
と。（近隣団体と比較した場合）

富津市

浦安市
匝瑳市 市ホームページで予算要求状況と査定状況を公表している。
国分寺
市
国立市 予算案の調整状況等についてホームページに掲載している。

別紙

福生市

市政出前講座のメニューの1つとして登録し、市民からの要望に応じて
出張して情報公開制度の説明を行う。
公開等決定までの平均日数が、平成20年度実績で3.8日であり、
多摩26市で最も速い。

狛江市

各部局から提出された次年度の予算要求書を、

多摩市 公式ＨＰ上で公開しています。

請求から公開の諾否の決定期間が7日以内である。

情報公開請求により公開（一部公開）した文書は、行政資料室に公開
請求
文書として置き、以降誰でも閲覧可能な状態にしています。情報公開促
進
のために、市が保有している公文書の情報（公文書目録情報：件名、
文書内容、起案日など）をインターネット上で公開し、情報公開の手が
かりとなるようなシステム導入を平成22年度内に稼動予定である。情報
公開制度などの重要性を認識させるため、毎年外部講師を招き、職員
に対して研修を実施し、情報公開制度の促進に努めている。職員一人
一人が情報公開の重要性を認識しており、情報公開の請求者がどの
ような情報をもとめているのか、また、望んでいるのかを理解して情報
公開請求に対応している。その結果、平成18年度以降情報公開の決
定に対する不服申し立てについて、多摩市情報公開・個人情報保護審
査会に諮問する案件は出ていない。

西東京
西東京市のホームページ上から情報公開の請求をすることができる。
予算編成方針、予算編成概要をホームページ等にて公開している。
また、ホームページから要綱の閲覧をすることができる。
市
神奈川 予算編成方針、当初予算に係る要求額・査定額、当初予算に係る査 2010年6月1日から「県民の求めに応じた情報提供制度」を開始
定後の予算見積書、予算案の概要をホームページで公表していま (http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/johokokai/kohyo県
す。
kokai/teikyou/kaishi.html)
横浜市 とくにありません。

本庁（市民情報センター）をはじめ、各区役所（１８区）でも開示請求の
受付を行っている。

款項別の要求額と予算額のほか増減が大きい事業や主要事業につ

川崎市 いて公表している。

特になし
一般会計歳出予算のみ事業別に要求額と確定額をホームページで 各課で管理している要綱等を集約し、ホームページで公開。

鎌倉市 公開。
藤沢市 特にありません

市ホームページにおいて次の情報を公表している。
・予算編成の流れ

厚木市 ・予算編成の方針

・会計別、款別、主要事業別の編成状況

大和市 特になし
新潟県

県民への説明責任、透明性の向上を図るため、年間を通じ、各段
階に応じた予算編成に関する情報の提供に努めている。
１ 予算編成フレームの公表【9月頃】
国概算要求を踏まえた予算編成の基本的考え方や フレームを
公表
２ 予算編成作業要領の公表【10月頃】
歳入歳出の経費毎の具体的な取扱いや基準、作業 スケジュー
ル等を公表 ・12月下旬～ 財政課長調整
・1月中旬～ 総
務管理部長調整
・2月上旬～ 知事最終調整
３ 部局別調整状況の公表【12月下旬】
部局別の予算要求状況を公表
・部局別集計表（投資事業、公債費を含む）
・主な事業一覧
・主な投資事業一覧
４ 議会への調整状況の説明【1月上旬】 部局毎に予算要求状況に
ついて議会説明
５ 財政運営計画の公表【1月末】 1月中下旬時点の予算調整状
況を、今後１０年間の収支見通しと合わせ公表
６ 予算案の公表【２月中旬】

実施機関に指定管理者を含めている
厚木市の積極的な情報の公開・公表及び提供の推進に関する指針及
び厚木市の積極的な情報公開を推進するための行政文書作成指針を
策定し、徹底した情報公開の推進を図っている。（指針については別紙
のとおり）
電子申請による情報公開を試行している 参考URL
http://www.city.yamato.lg.jp/web/soumu/densi.html
別紙のとおり

２００９年度全国情報公開度ランキング 自由記載欄
貴自治体の次年度の予算編成過程の内容の情報公開について、
他の自治体より公開が進んでいる点があればお書きください。
次年度予算編成にあたり、市長、副市長、教育長、部局長で構成す
る予算編成会議を開催し、予算編成方針や当初予算案を検討して
いるが、その予算編成方針や会議の議事録をホームページ上で公
開している。
なお、予算編成過程は、市政の意思形成過程情報でもあることから
上越市 公開はしていない。

福井県 予算編成方針、予算の概要、主要事業について公表。
鯖江市

山梨県
山梨県
笛吹市

貴自治体が情報公開の施策について、他の自治体より進んでいると
思われる 点があればお書きください。
市民の知る権利を保障し情報の共有化を進めるため、市の審議会等、
会議の開催案内及び会議録をホームページに掲載している。
（別紙添付）県政情報センター、地区県政情報センターの設置、
ＨＰによる制度の周知
電子申請の導入（申請行為のみ）

（他の自治体よりも進んでいるという判断は難しい）
・全部開示可能な文書を閲覧可能情報として情報提供に努めている点
（各部局等の主要な事業の予算要求・査定状況について、公開範囲 ・オンラインによる開示請求に対しては、開示決定通知はインターネット
拡大を検討中）
で行う点
・総合的行政文書管理システムにより管理している行政文書の件名を
HPで検索できる点

要求額及び「財政課長」、「総務部長」、『知事」それぞれの段階で
長野県 査定額を公表している

高山市
瑞穂市
三島市 情報公開については研究中
菊川市
名古屋
市
別紙

豊橋市
一宮市 －

市議会議案の開会前公開など
け、
行政資料等を」配架するなど、積極的な情報提供に努めている。
毎月の交際費・食糧費の支払年月日、使途、量単価、支出の相手
方、支出額を、平成１２年４月１日からの高山市情報公開条例の施行と
同時に高山市役所市民コーナーにおいて公開している。 支出の相手
方については、非個人の全面公開、病気見舞い及び香典を除く個人名
は全て公開している。
広報、ＨＰ等での積極的な情報提供
CMSシステムを活用し、一人一人のパソコンから各担当課の情報を
HPに掲載できるようにしている。
文書管理の充実を図るため、ファイリングシステムを導入している。
別紙
・市政情報コーナー（じょうほうひろば）にて希望者に対し、実務用の情
報公開手引・個人情報保護条例手引を無料配布している。
・じょうほうひろばにて政務調査費の閲覧が可能である。
・市ホームページにて附属機関の委員名簿を公表している。
・請求者の利便性を考慮し、公開請求をじょうほうひろば（請求受付窓
口）だけでなく所管課でもすることができる。
３庁舎に資料コーナーを設置している。

１．ＦＡＸによる情報公開請求が可能となっていること。２．文書を特定す
る際は、文書目録を備えるだけでなく、担当課が同席をして請求者が求
検討をして実施したいと考えていますが、次年度の予算編成過程で める文書を提示できるよう努めていること。３．質問⑪にも関連するが、
の公開については、具体的に行う予定は現在ありません。
条件付きではあるが電磁的記録による公開も一部可能であり、請求さ
れたものが部分公開等に該当しない場合には、フロッピーディスクへの
複写等の請求者が希望する方法により交付を行うよう努めていること。

蒲郡市
一昨年度（平成21年度当初予算編成）より、知事査定の一部を報道
公文書件名のホームページ上での検索システム「滋賀県文書情報検
機関に公開するとともに、その結果についてホームページで公開して
索システム」の実施
滋賀県 いる。
平成22年度の予算案の最終案の取りまとめを前にして市民にご意
見を伺う市民懇談会を2月に開催しました。内容は、予算編成や次年
野洲市 度以降の事業等の計画や見直しの状況を公開し「透明性を高めると
ともに、市民から意見をいただくことで創造性を高める」ために実施し
たものです。
要求状況と最終計上状況を事業仕分け・評価調書を付して公表
京都府 HPアドレス http://www.pref.kyoto.jp/yosan/1256028049140.html 別紙のとおり

大阪市
堺市

市会への提供資料を逐次ホームページで公表

情報公開請求をしていただくまでもなく、情報提供するよう努めていま
す

重要施策にかかる予算要求の状況や過程などを、市ホームページ
上で公開しています。

電子申請システムを運用しており、パソコン・携帯電話から、
公文書公開請求を行うことができます。

新規・拡充事業を含む主な事業の事業概要と要求額及び査定結果
（法人の印、選定委員会等による選考結果（個別の）委員の採点を
をはじめ、当初予算の決定に至る経過について、3月に市ホーム
寝屋川 ページで公表している。
含む。）は不開示情報ではない。受付等を行う市民情報コーナーを
本庁舎1階の玄関ホール横に設置している。
市
情報公開請求により公開した文書はすべて保存し）情報公開の窓口で
情報提供している。（同じ内容であれば再度の情報公開請求は不要に
ーーー
守口市
なるようにしている。）
市ホームページや市民情報コーナーにおいて予算編成過程を公表
阪南市 している。
市ホームページにおいて、行政文書の簿冊情報を公表している

２００９年度全国情報公開度ランキング 自由記載欄
貴自治体の次年度の予算編成過程の内容の情報公開について、
他の自治体より公開が進んでいる点があればお書きください。

兵庫県

神戸市

貴自治体が情報公開の施策について、他の自治体より進んでいると
思われる 点があればお書きください。

事務業務の点検・見直しを進めるため、また、予算編成過程の透明
性を高めるため、主要事業について、事業目標の達成状況を点検
し、事業の必要性や有効性・効率性の観点から評価を行い、その結
果を当県HP上に公表しています。
予算編成における政策的経費（新規・拡充・重点事業）の要求査定
状況、予算案集計上の考え方を議会上程段階で公表している。

尼崎市 個別具体的な資料によると思われるが、基本は開示

宝塚市 該当なし
加西市
たつの トータルコスト計算書を作成し、ＨＰで公開している
市
奈良県 平成22年度当初予算編成過程を県HPに公表している。（別紙１）
奈良市 要求額及び査定額・査定理由をホームページに公開している

原則として、審議会資料・議事録を市政情報室で閲覧できる（市ホーム
ページでも閲覧可）。外郭団体の財務諸表を市政情報室で閲覧でき
る。
市民が必要とする情報を的確に把握し効果的な情報提供に努めるも
のとする
情報公開請求のうち請求件数が多い建築計画概要書及び道路位置指
定図については、情報公開請求の手続によらず、各種証明交付の手
続により即日交付している。
条例逐条解説等を作成し、全職員に制度周知を実施
別紙２のとおり
指定管理者の保有する文書について、実施機関が取り寄せて開示の
対応ができるよう条例に規定している

財政課長査定、企画財政部長査定の各査定の段階ごとに増減理由

生駒市 を付してホームページ上に公開している。
毎年度の県の施策としての新政策議論の節々において公表を行
い、一般の方の意見はもちろん「市町村長懇談会」を通して意見を頂
和歌山 くなどのプロセスを踏んでいるところです。

県

１ 具体的な予算編成日程と手続のわかる予算編成スケジュールを
すべて事前に公開。
２ 当初予算について、各課からの予算要求内容（公共事業事業箇
所含む）を予算査定前に公開。
３ 財政課長査定、総務部長査定、知事査定がそれぞれ終了した段
階において、各部局からの要求内容（各事業ごとの要求書）及びそ
の査定状況(査定の理由を含む)を公開。
４ トータルコスト（事業費と人件費を一体としたコスト）についても費

鳥取県 用対効果を判断する参考指標として公開。

５ 県民から各要求事業に対して質問・意見が提案できるように、各
要求事業の公開ページから直接事業実施所属に対して簡単にメー
ル送付が可能となるように公開ページを工夫。また、閲覧したい事業
のページに容易にアクセスできるようにするため、キーワードによる
検索機能も付加。
６ 予算編成過程をオープンにするために｢事業棚卸し｣を実施し、併
せてその結果を広く県民に公開し予算査定へ反映。

市ホームページで、予算編成方針、総務部長審査段階、予算（案）

鳥取市 と、予算編成過程を公開している

１ 全国学力・学習状況調査の結果を市町村別・学校別に開示。（鳥取
県のみ）
２ 県内で選出された国会議員、県議会議員、市町村長及び市町村
議会議員から寄せられた提言、要望、意見等をホームページで公開｡
（一定の公職者からの提言）
３ 県民の声で寄せられた意見及び意見に対する回答・対応状況を
ホームページで公開（２１年度１、２４２件）。
４ 退職した職員の再就職情報（氏名、退職時役職名、退職年月日、
再就職先企業、役職等）をホームページで公開
５ その他次の情報をホームページで公開
① 一般職の部局長等の交際費支出情報（知事等の特別職と同
様）② 職員の処分状況③ 公立学校教員候補者選考試験の問題及
び解答例④ 職員名簿
６ 次の情報を開示請求の手続をとらなくても県民に提供
・過去１年以内に一度全部開示決定したことのある文書と同一の文
書及び同種の文書等（任意提供）
・建設工事、委託業務に係る設計書及び積算内訳（入札後、速やか
に公表）
７ 公文書の写しを郵送により交付する場合に、納入通知書と併せて公
文書の写しを送付。(コピー代等は後払い)また、本県発行の納入通知
書での納付が可能。
８ 全部開示決定以外は知事決裁としている。
９ 出資法人や指定管理者に対して情報公開制度の整備を求めるとと
もに、これらの団体の情報公開に関する相談、苦情等に応じるととも
に、必要に応じて出資法人等に対して指導をしている。

特になし

他の自治体との詳細な比較はしていないが、平成１７年からホーム
ページ及び議会に対して、査定状況を公開するとともに、平成２１年
米子市 度からは全事業を掲載した「事業別予算説明書」をホームページに 公文書の公開請求権を米子市民に限定せず、認めている。
おいて公開している。
財政課長→総務部長→（副市長→）市長の各段階での査定状況を
倉吉市 ホームページにて公開していること。
特になし
境港市 財政課長の査定段階から査定状況を公開
○公文書の写しを郵送により交付する場合に、本県会計システムの納
入通知書 を利用することにより写しの代金の払込料が不要（無料）と
なるので、請求 者の負担が軽減されます。また、ペイジーにも対応し、
納付がより容易にな っています。○島根県ホームページに行政資料
特になし
（県が作成した刊行物等）検索システムを掲 載しているため、いつでも
資料検索ができ、資料の有無も事前に把握できる ため、利用者のス
ムーズな資料検索を可能としている。

島根県
岡山市

の
開示請求や閲覧ができます。

２００９年度全国情報公開度ランキング 自由記載欄
貴自治体の次年度の予算編成過程の内容の情報公開について、
他の自治体より公開が進んでいる点があればお書きください。
予算の概要等についてはインターネットでも公開されていたが、
平成22年度より写真、イラスト等の入ったダイジェスト版を新たに
作成し、よりわかりやすい情報をインターネット等で市民に提供して
倉敷市 いる。
広島県 要求及び査定状況だけでなく，各調整段階の日程も公表している。
平成２１年度当初予算から別紙のとおり主要事業の要求査定状況
広島市 について記者発表資料などで公開している。

貴自治体が情報公開の施策について、他の自治体より進んでいると
思われる 点があればお書きください。

別紙のとおり
電子申請システムにより公文書開示請求を行うことができる。

福山市
電子申請を行っている
安芸高
分かりやすい予算書の作成の目的で事業別予算書を作成している。 年度ごとの運用状況をホームページで公開
田市
山口県
（県独自事業）年1回職員研修会を実施
高松市 重点取組事業の予算要求額等をＨＰにて公表している。
特記事項なし

当初予算編成のポイントのほか、当初予算編成方針及び編成

愛媛県 スケジュールを県ホームページで公開している。）

松山市
福岡県 予算編成方針、編成日程及び予算の概要をＨＰで公表
北九州 予算の編成過程をＨＰ上に公開し、それについて意見を募集してい
市
る。
各局等からの見積状況（要求額）を公表（1月）、重要施策や特色あ
る事業について事業所管局の見積額と予算額、調整の考え方を公
福岡市
みやま 表（4月）

市
佐賀県 特にありません
佐賀市 経営戦略会議における予算編成方針等の公開

県民参加の開かれた県政を進めるため、県民の視点に立ち、県政の
施策や取り組みはもとより、県民生活に直結するきめ細かな情報が、
ホームページや広報紙、テレビなど様々な広報媒体を活用して、タイム
リーに、より広く、わかりやすい形で県民に伝わるよう努めている。ま
た、県民の要望に基づき職員が出向いて情報提供を行う県政出前講
座など、県民と対面した情報提供にも注力している。
従来，松山市情報公開条例に基づき「公開請求書」を提出しなければ
入手することができなかった情報のうち，一部の情報については，より
簡便な手続で提供することができる「情報提供制度」を運用していま
す。ニーズの高い情報をより迅速に提供することにより，行政サービス
の向上を図っています。詳細については，別添の松山市ホームページ
の写しをご参照ください。
･賃金、旅費、交際費及び食糧費の予算執行状況のＨＰでの公表・職
員団体との交渉概要の公表
予算の編成過程をＨＰ上に公開し、それについて意見を募集している。
電子申請による開示請求を行っており、広く市民に利用されている。
（全請求件数の３～４割程度）
別紙
いわゆる告示･訓令についてもインターネット上で公開している
公文書の開示がメールで行える場合がある

当初予算の決定状況について、目的別、主要事業毎に

鳥栖市 要求毎の査定額を集計し、予算議案の
告示後にホームページ上で公表している。
①予算編成方針の公表(１０月)②予算要求状況の公表(１２月)、住
民意見の受付（１２～１月）③予算案、県民意見反映状況の公表(２
大分県 月)

① 公文書公開請求に基づく公開のほか、大分県情報提供推進要綱
等を定め、積極的な情報提供に取り組んでいる。② 県内11カ所に情報
公開窓口として地区情報コーナーを設けている。

沖縄県 ・予算編成方針（10月末） ・予算調整状況（1月末）

豊見城
市
市民向けの予算解説書を発行：「私たちの生活と“よさん”」

公開請求に係る市政に関する文書等が不存在でも、当該文書を新た
に作成又は取得することが市の利益に資するものと認めるものについ
ては、新たに当該文書等を作成又は取得して公開するものとする。（豊
見城市情報公開及び個人情報保護に関する条例第13条第1項第2号
関係）

