
平成30年度　個人情報開示請求　一覧表

「開示の種類」においては，全部開示は「開示」，部分開示は「部分開示」，全部不開示は「不開示」，存否の応答を拒否した場合「存否応答拒否」，請求文書がない場合は「不存在」，取り下げた場合は「取下げ」

番号請求年月日 請求公文書の内容 担当課等 開示の種類 該当条文 処分決定日 開示年月日

請求から処
分決定まで
の日数 不服申立て 備考

1 5月1日

平成３０年３月２９日付戸籍抄
本の
交付申請書 市民課 部分開示

第19号第2号
依頼者の氏名，依頼者と被相続
人との続柄及び請求者の印影 5月16日 7月17日 15日

2 5月2日
平成３０年４月１８日付の除籍
謄本の写し等交付通知書 市民課 部分開示

第19条第2号
請求書に係る担当者氏名及び身
分証明書の写しの顔写真，職員
番号，氏名 5月15日 5月15日 13日

3 5月8日
平成３０年４月２０日付の除籍
謄本の写し等交付通知書 市民課 部分開示

第19条第3号
請求者の印影 5月14日 5月14日 6日

4 5月11日

平成３０年４月２５日交付の戸
籍謄本と戸籍の附票の写しの交
付申請書 市民課 部分開示

第19条第2号，第3号
書類請求者の氏名及び印影 5月16日 5月25日 5日

5 5月21日
平成３０年５月１０日交付の除
籍謄本交付申請書 市民課 部分開示

第19条第2号
本籍の一部，筆頭者の一部，請
求に係る者の氏名および生年月
日，業務の種類の一部，依頼者
の氏名
第19条第3号 5月21日 5月21日 15日

6 6月15日

平成２８年１１月９日新浜保育
所で発生した全国市長会学校災
害賠償保険事故報告書 子育て推進課 開示 6月25日 6月25日 10日

7 7月23日
介護認定申請に関する書類（主
治医意見書・調査員票） 高齢介護課 部分開示

第19条第2号
調査員氏名，調査員番号 8月7日 8月7日 15日

8 9月19日
介護認定申請に関する書類（主
治医意見書・調査員票） 高齢介護課 部分開示

第19条第2号
認定調査員氏名，認定調査員番
号及び介護支援事業者，主治医
の印影 9月30日 10月1日 12日

9 10月22日

請求人に係る平成２９年度市民
税・県民税普通徴収税額の変更
通知及び過誤納金還付通知書に
関する次の文書
１上記通知書の決裁文書とその
決裁記録（電磁）
２変更した根拠とする国税から
の所得情報資料 課税課 部分開示

第19条第2号
臨時的任用職員の氏名及び印影 11月5日 11月13日 14日

10 10月26日
平成３０年８月３１日交付の住
民票の写し交付申請書 市民課 開示 11月2日 11月9日 7日

11 11月12日
平成３０年１１月１日交付の住
民票の写し等交付申請書 市民課 不存在 11月15日 3日

12 11月13日
平成３０年１１月１日交付の住
民票の写し等交付申請書 市民課 部分開示

第19条第2号，第3号
書類請求者の氏名及び印影 11月16日 11月16日 3日

13 11月15日

請求人の平成２９年度市民税・
県民税普通徴収税額の変更通知
に係る次の記録
１　本件通知書を請求人に送達
した郵便物受領書
２　本件２９年度の普通徴収税
額変更の理由
３　同様に特別徴収税額変更の
有無とその理由 課税課 開示 11月29日 12月4日 14日

14 11月15日

請求人の平成２９年度後期高齢
者医療保険料納入額変更決定通
知に係る次の記録
１　本件決定通知の決裁文書及
び決裁記録（磁気）
２　本件通知書を請求人に送達
した郵便物受領書
３　保険料決定額及び納入額の
記録 保険課

開示
部分開示
不存在

第19条第2号
保険料額変更決定通知書の送付
に関する決裁文書に記載のある
開示請求人以外の個人に関する
情報 11月29日 12月4日 14日
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平成30年度　個人情報開示請求　一覧表

「開示の種類」においては，全部開示は「開示」，部分開示は「部分開示」，全部不開示は「不開示」，存否の応答を拒否した場合「存否応答拒否」，請求文書がない場合は「不存在」，取り下げた場合は「取下げ」

番号請求年月日 請求公文書の内容 担当課等 開示の種類 該当条文 処分決定日 開示年月日

請求から処
分決定まで
の日数 不服申立て 備考

15 12月12日

平成３０年７月1日から平成３０
年１２月１２日まで交付の住民
票の写しの交付申請書（除票
含）（本人からの請求は除く） 市民課 部分開示

第19条第2号
交付請求書の受付者，作成者，
点検者及び交付者の氏名
第19条第3号
請求者の印影 12月25日 12月25日 13日

16 12月17日

平成３０年１２月７日付交付の
戸籍謄本，戸籍の附票の写し，
除籍謄本の交付請求書 市民課 部分開示

第19条第2号
本籍の一部，筆頭者氏名の一
部，請求に係る者の氏名，請求
書
に添付されていた改製原戸籍謄
本の写し
第19条第3号 12月26日 12月27日 11日

17 12月28日

平成30年12月13日交付戸籍謄本
および戸籍の附票の写しの交付
申請書 市民課 部分開示

第19条第2号
依頼者の氏名，被相続人の死亡
日及び氏名，請求者会員証のう
ち顔写真及び生年月日
第19条第3号
請求者の印影 1月8日 1月15日 11日

18 12月28日
平成30年12月11日付交付の住民
票の写し，戸籍謄本，除籍謄本 市民課 部分開示

第19条第2号
依頼者の氏名
第19条第3号
請求者の印影 1月11日 1月11日 14日

19 1月4日

平成21年1月から現在までの戸籍
謄本，戸籍抄本交付申請者の写
し交付りれきのシステムのログ 市民課 部分開示

第19条2号
交付請求書の受付者・作成者・
点検者・交付者の氏名，請求者
の氏名・生年月日・住所・電話
番号，必要な戸籍等の表示の一
部，請求者と必要なかたとの続
き柄，請求理由の一部(保険会社
名)，請求者の運転免許証の写
し，請求担当者氏名及び請求担 1月17日 13日

請求人との日程調整がつかず，
開示未実施

20 1月11日
平成３０年１２月２７日交付の
住民票の写し交付申請書 市民課 部分開示

第19条第3号
請求者の印影 1月21日 1月21日 10日

21 1月16日
平成３０年１２月２７日交付の
住民票の写し交付申請書 市民課 部分開示

第19条第3号
請求者の印影 1月18日 2日

請求人との日程調整がつかず，
開示未実施

22 3月26日
平成３１年３月１２日に交付し
た住民票の写し１通 市民課 部分開示

第19条第2号
請求担当者の氏名，運転免許証
の写し，社員証の写し
第19条第3号
請求者の印影及び契約書の印影 4月9日 4月9日 13日
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