
２ 令和元年度における個人情報開示請求等の処理状況 
 

※ 不開示理由又は延長期限欄の略記は、次の不開示理由を意味します。 

      １号：法令秘情報 ２号：本人不利益情報 ３号：第三者（個人）情報 ４号：法人等情報 ５号：公共安全維持情報 

６号：審議、検討、協議情報 ７号：事務事業執行情報 

不存在：請求の対象となる個人情報が存在しない 特定不能：請求の対象となる個人情報が特定できない 

 
             

整
理
番
号 

請求等の区

分 
請 求 等 

の年月日 

請求等に係る個人情報及び求める 

訂正若しくは利用停止の内容又は 

公文書の件名 

決定又は 

処理した 

年月日 

決定等 

の内容 

不開示理由及 

び延長期限 
所管課 

開
示 

訂
正 

利
用
停
止 

1 1     H31.4.1 

平成○年○月○日～平成○年○月○

日 

戸籍謄本を請求した請求書と添付書

類 

H31.4.9 取下げ   
中央区 

市民総合窓口課 

2 2     H31.4.5 

住民票の写し交付申請書 

（平成○年○月○日～平成○年○月

○日） 

H31.4.19 全部開示   
中央区 

市民総合窓口課 

3 3     H31.4.5 

住民票の写し交付申請書 

（平成○年○月○日～平成○年○月

○日） 

H31.4.19 部分開示 
3 号、4 号、7

号 

中央区 

市民総合窓口課 

4 4     H31.4.5 

住民票の写しの交付申請 

印鑑登録証明書の交付申請 

戸籍に関する証明の交付申請履歴 

H31.4.18 不開示 不存在 
花見川区 

市民総合窓口課 

5 5     H31.4.8 
住民票、印鑑登録、転入転出に関す

る閲覧、登録発行の日付等履歴 
H31.4.15 取下げ   

稲毛区 

市民総合窓口課 

6 6     H31.4.8 

所得証明書、課税証明書、納税証明

書に関する閲覧、登録発行の日付等

履歴 

H31.4.15 取下げ   
財政局 

課税管理課 

7 7     H31.4.15 

平成○年○月以降の住民票発行申請

書 

戸籍発行申請書 

H31.4.22 取下げ   
花見川区 

市民総合窓口課 

8 8     H31.4.22 
住民票の写し交付申請書（H○.○.

○～） 
H31.4.26 部分開示 

3 号、4 号、7

号 

中央区 

市民総合窓口課 

9 9     H31.4.22 

○.○.○から相談しはじめた○○に

ついての相談記録一式 

※相手方から聞き取った情報も含む 

H31.4.24 部分開示 3号 

市民局 

消費生活センタ

ー 

10 10     H31.4.23 
H○年○月～○月 

印鑑登録証明書の発行履歴 
H31.4.23 取下げ   

稲毛区 

市民総合窓口課 

11 11     H31.4.24 
印鑑登録証明書発行申請書（H○年○

月～）発行履歴（H○年○月～） 
R1.6.6 

延長 

全部開示 
R1.5.22 

中央区 

市民総合窓口課 



12 12     R1.5.8 
○月○日以降の印鑑証明発行申請

書、印鑑登録の廃止と変更の有無 
R1.5.10 取下げ   

花見川区 

市民総合窓口課 

13 13     R1.5.8 
○年○月○日～今日までの印鑑登録

証明発行履歴・交付申請書 
R1.5.15 全部開示   

花見川区 

市民総合窓口課 

14 14     R1.5.14 
平成○年○月～の印鑑証明の発行申

請書 
R1.5.28 全部開示   

中央区 

市民総合窓口課 

15 15     R1.5.16 

住民票の閲覧の記録 

住民票の交付申請書 

（○年○月～○年○月○日） 

R1.5.27 部分開示 7号 
緑区 

市民総合窓口課 

16 16     R1.5.17 
千葉市立青葉病院内科受診時のカル

テ開示をお願いします 
R1.5.24 部分開示 3号 青葉病院事務局 

17 17     R1.5.27 
○年○月○日～住民票、印鑑証明、

戸籍に関する証明の発行申請書 
R1.6.10 不開示 不存在 

若葉区 

市民総合窓口課 

18 18     R1.5.28 

１ ○年○月○日、千葉市立○○中

学校において、生徒○○と○○との

間で発生した事故に関し、学校事故

報告書など事故概要が記載された書

面。○○の供述申し立てを記録した

書面。 

２ 同事故に関して学校、保護者が

話し合いをしたことを記録した議事

録などの書面 

３ ○年○月○日以降、生徒○○が

登校時間及び下校時間などを制限し

た期間における授業計画、実施結果

及び学校内における行動を制限する

ことを制限することを記載した書面

及びメモ（３年生を送る会及び卒業

式など行事不参加としたときの授業

計画を含む） 

４ ○年○月○日、千葉市立○○中

学校において開催された体育祭にお

いて、生徒○○を他の生徒と別行動

するために策定した計画書などの書

面 

R1.6.10 

全部開示 

部分開示 

不開示 

 

3号、7号 

不存在 

教育委員会 

教育支援課 

19 19     R1.6.7 ○○に関する児童記録 R1.6.20 部分開示 
1 号、3 号、7

号 

こども未来局 

児童相談所 

20 20     R1.6.7 
平成○年○月戸籍に関する証明発行

申請書 
R1.6.25 全部開示   

中央区 

市民総合窓口課 

21 21     R1.6.11 
生活保護法第 63 条に基づく生活費

の返還金○○円内訳（具体的に） 
R1.6.25 全部開示   

花見川保健福祉

センター 

社会援護課 



22 22     R1.6.20 
平成○年～○年住民票交付証および

履歴 
R1.7.3 不開示 不存在 

若葉区 

市民総合窓口課 

23 23     R1.6.28 

ケースファイル一式 

（若葉区社会援護課が保有するも

の） 

R1.7.31 部分開示 3号、7号 

若葉区保健福祉

センター 

社会援護第一課 

24 24     R1.7.1 

○.○.○付消費生活センターの苦情

相談の中でＮＨＫに関するもの。個

人カードの中身のわかるもの。の公

文書開示請求を部分開示にした決裁

書と関連文書 

R1.7.10 部分開示 
3 号、4 号、7

号 

市民局 

消費生活センタ

ー 

25 25     R1.7.1 

○.○.○付自衛隊からの住民基本台

帳の閲覧又は提供の要望書及び決裁

書、人数、電話、メール、記録等の

公文書開示請求を不存在にした決裁

書と関連文書 

R1.7.16 全部開示   
中央区 

市民総合窓口課 

26 26     R1.7.1 

○.○.○付自衛隊からの住民基本台

帳の閲覧又は提供の要望書及び決裁

書、人数、電話、メール、記録等の

公文書開示請求を不存在にした決裁

書と関連文書 

R1.7.12 全部開示   
花見川区 

市民総合窓口課 

27 27     R1.7.1 

○.○.○付自衛隊からの住民基本台

帳の閲覧又は提供の要望書及び決裁

書、人数、電話、メール、記録等の

公文書開示請求を不存在にした決裁

書と関連文書 

R1.7.12 全部開示   
稲毛区市民総合

窓口課 

28 28     R1.7.1 

○.○.○付自衛隊からの住民基本台

帳の閲覧又は提供の要望書及び決裁

書、人数、電話、メール、記録等の

公文書開示請求を不存在にした決裁

書と関連文書 

R1.7.11 全部開示   
若葉区 

市民総合窓口課 

29 29     R1.7.1 

○.○.○付自衛隊からの住民基本台

帳の閲覧又は提供の要望書及び決裁

書、人数、電話、メール、記録等の

公文書開示請求を不存在にした決裁

書と関連文書 

R1.7.12 全部開示   
緑区 

市民総合窓口課 

30 30     R1.7.1 

○.○.○付自衛隊からの住民基本台

帳の閲覧又は提供の要望書及び決裁

書、人数、電話、メール、記録等の

公文書開示請求を不存在にした決裁

書と関連文書 

R1.7.11 全部開示   
美浜区 

市民総合窓口課 

31 31     R1.7.10 
平成○年―○年住民票交付証及び履

歴 
R1.7.24 部分開示 3号 

若葉区 

市民総合窓口課 



32 32     R1.7.16 

印鑑登録証明書の申請書 

但し、平成○年○月○日以前の直近

のもの 

履歴（H○年～○年） 

R1.7.24 全部開示   
稲毛区 

市民総合窓口課 

33 33     R1.7.16 転居届（平成○年○月○日届出） R1.7.24 全部開示   
稲毛区 

市民総合窓口課 

34 34     R1.7.19 ○年○月○日の自宅火災の資料一式 R1.8.2 部分開示 3号 
消防局 

総務課 

35 35     R1.7.23 
平成○年○月○日の火災調査内容の

すべて 
R1.8.6 全部開示   

消防局 

総務課 

36 36     R1.7.31 
私の税務部門に関するすべての個人

情報 
R1.8.26 

延長 

全部開示 
R1.8.30 

西部市税事務所 

市民税課 

37 37     R1.8.9 
印鑑登録変更などの記録（履歴や申

請書）平成○年から 
R1.8.23 全部開示   

花見川区 

市民総合窓口課 

38 38     R1.8.15 ○の印鑑登録原票と履歴や申請書 R1.8.29 全部開示   
花見川区 

市民総合窓口課 

39 39     R1.8.16 

平成○年○月○日～令和○年○月○

日までの交付申請書（戸籍と住民票）

本籍：千葉市○○区○○ 

R1.8.28 全部開示   
美浜区 

市民総合窓口課 

40 40     R1.8.16 

平成○年○月○日～令和○年○月○

日までの交付申請書（戸籍と住民票） 

本籍：千葉市花見川区○○ 

R1.8.28 全部開示   
美浜区 

市民総合窓口課 

41 41     R1.8.19 

○年○月～の住民票の発行申請書

（○月○日に本人がとったものを除

く） 

R1.9.2 取下げ   
中央区 

市民総合窓口課 

42 42     R1.8.20 
平成○年～平成○年度 

児童相談所に○○が通っていた記録 
R1.9.3 部分開示 3号、7号 

こども未来局 

児童相談所 

43 43     R1.9.2 
令和○年○月○日から○月○日まで

の印鑑登録証明の交付申請書 
R1.9.12 取下げ   

中央区 

市民総合窓口課 

44 44     R1.9.17 

○○が千葉市立○○中学校に在籍し

ていた期間（平成○年○月から平成

○年○月まで）の本人の長期欠席児

童生徒報告書 

R1.9.30 部分開示 3号 
教育委員会 

教育支援課 

45 45     R1.9.17 

○○が千葉市立○○中学校に在籍し

ていた期間（平成○年○月から平成

○年○月まで）の本人の中学校生徒

指導要録 

R1.9.30 全部開示   
教育委員会 

教育支援課 

46 46     R1.9.17 

○○が千葉市立○○中学校に在籍し

ていた期間（平成○年○月から平成

○年○月まで）の本人の出席簿 

R1.9.30 部分開示 3号 
教育委員会 

教育支援課 



47 47     R1.9.25 
H○年○月頃自立支援医療受給者証

を申請した時に提出した診断書 
R1.9.25 取下げ   

若葉保健福祉セ

ンター 

健康課 

48 48     R1.10.10 

○○に係る○○病院の院長が作成し

た検診書の開示を求める 

平成○年○月○日付のもの 

R1.10.21 不開示 不存在 
総務局 

政策法務課 

49 49     R1.10.10 

○○に係る不服申立書（H○年）の開

示を求める（千葉市長あて個人情報

開示請求）。 

R1.10.21 不開示 不存在 
総務局 

政策法務課 

50 50     R1.10.28 

H○年○月に千葉市長あてに書類を

送付した○○センターの○○（副院

長）が作成した簡易精神鑑定書（H

○年○月○日付）の写しの開示を求

める。 

R1.10.31 取下げ   
保健福祉局 

精神保健福祉課 

51 51     R1.10.30 

住民票交付申請書（○.○.○～○.

○.○） 

戸籍証明等交付申請書（○.○.○～

○.○.○） 

戸籍の附票の写し等交付請求書（○.

○.○～○.○.○） 

本人と夫と子の申請・公的機関から

の申請を除く 

  取下げ   
中央区 

市民総合窓口課 

52 52     R1.11.1 

（○年○月○日～） 

・住民異動届 

・住民票の写し交付申請書 

  取下げ   
若葉区 

市民総合窓口課 

53 53     R1.11.5 

・花見川区保健福祉センター（生活

保護担当課）が保有するケースファ

イル一式（世帯主：○○、世帯員：

○○、○○、○○）＜全ての保護決

定調書、保護費決定通知書、ケース

記録、処遇簿（訪問調査状況がわか

るもの）、主及び員から徴した収入

申告書及び資産申告書、法第61条に

基づく収入申告義務の確認書、扶養

照会状況のわかるもの、扶養届、29

条調査の照会状況がわかるもの、保

護申請書（開始時）、一時扶助申請

書、法第27条に基づく指導指示書、

ケース診断会議録、保護台帳等を含

む＞・当該世帯の課税調査の実施状

況がわかるもの・主又は員を債務者

とする債権管理台帳（返還金の納入

状況、納付指導状況がわかるもの一

式）・主又は員に施行した法第63条

R2.1.6 部分開示 
3 号 、 7 号

R2.1.6 

花見川保健福祉

センター 

社会援護課 



に基づく費用返還通知及び法第 78

条に基づく費用徴収通知・主又は員

から徴した履行延期申請書及びその

承認書・主又は員から徴した分納誓

約書等 

54 54     R1.11.6 

・○○保育園から保育園変更手続き

の書類とその記録 

・○○保育園○○園の入園手続きの

書類とその記録 

・○○保育園○○園の提出書類とそ

の記録 

・○○保育園○○園の保護者連絡先

の記録とその書類 

R1.11.19 不開示 不存在 

中央保健福祉セ

ンター 

こども家庭課 

55 55     R1.11.6 

・○○保育園から保育園変更手続き

の書類とその記録 

・○○保育園○○園の入園手続きの

書類とその記録 

・○○保育園○○園の提出書類とそ

の記録 

・○○保育園○○園の保護者連絡先

の記録とその書類 

R1.11.19 不開示 不存在 

中央保健福祉セ

ンター 

こども家庭課 

56 56     R1.11.6 

・○○保育園から保育園変更手続き

の書類とその記録 

・○○保育園○○園の入園手続きの

書類とその記録 

・○○保育園○○園の提出書類とそ

の記録 

・○○保育園○○園の保護者連絡先

の記録とその書類 

R1.11.19 
部分開示 

不開示 

3号 

不存在 

緑保健福祉セン

ター 

こども家庭課 

57 57     R1.11.6 

・○○保育園から保育園変更手続き

の書類とその記録 

・○○保育園○○園の入園手続きの

書類とその記録 

・○○保育園○○園の提出書類とそ

の記録 

・○○保育園○○園の保護者連絡先

の記録とその書類 

R1.11.19 
部分開示 

不開示 

3号 

不存在 

緑保健福祉セン

ター 

こども家庭課 

58 58     R1.11.6 

・健康診断の記録とその書類 

・定期健診の記録とその書類 

・定期予防接種の記録とその予診票 

R1.11.18 
部分開示 

不開示 

3号 

不存在 

中央保健福祉セ

ンター 

健康課 

59 59     R1.11.6 

・健康診断の記録とその書類 

・定期健診の記録とその書類 

・定期予防接種の記録とその予診票 

R1.11.18 
部分開示 

不開示 

3号 

不存在 

中央保健福祉セ

ンター 

健康課 



60 60     R1.11.6 

・健康診断の記録とその書類 

・定期健診の記録とその書類 

・定期予防接種の記録とその予診票 

R1.11.18 不開示 不存在 

緑保健福祉セン

ター 

健康課 

61 61     R1.11.6 

・健康診断の記録とその書類 

・定期健診の記録とその書類 

・定期予防接種の記録とその予診票 

R1.11.18 不開示 不存在 

緑保健福祉セン

ター 

健康課 

62 62     R1.11.6 

・健康診断の記録とその書類 

・定期健診の記録とその書類 

・定期予防接種の記録とその予診票 

R1.11.19 
部分開示 

不開示 

3号 

不存在 

保健福祉局 

感染症対策課 

63 63     R1.11.6 

・健康診断の記録とその書類 

・定期健診の記録とその書類 

・定期予防接種の記録とその予診票 

R1.11.19 
部分開示 

不開示 

3号 

不存在 

保健福祉局 

感染症対策課 

64 64     R1.11.6 

・健康診断の記録とその書類 

・定期健診の記録とその書類 

・定期予防接種の記録とその予診票 

R1.11.19 
部分開示 

不開示 

3号 

不存在 

保健福祉局 

健康支援課 

65 65     R1.11.6 

・健康診断の記録とその書類 

・定期健診の記録とその書類 

・定期予防接種の記録とその予診票 

R1.11.19 
部分開示 

不開示 

3号 

不存在 

保健福祉局 

健康支援課 

66 66     R1.11.25 

○年○月○日○○:○○頃、千葉家庭

裁判所（新館）○F へ、体調不良の

ため救急車による救護の要請を依頼

した記録。救急搬送に関する開示の

依頼 

R1.12.2 部分開示 3号 
中央消防署 

消防課 

67 67     R1.11.29 

○年○月～ 戸籍・住民票の写しの

交付申請書 

本人及び配偶者からのものを除く 

  取下げ   
美浜区 

市民総合窓口課 

68 68     R1.12.5 
私に関する生活保護のケース記録 

ただし○年○月○日以降の記録 
R1.12.13 全部開示   

中央保健福祉セ

ンター 

社会援護第一課 

69 69     R1.12.13 千葉市児童相談所への相談履歴   取下げ   
こども未来局 

児童相談所 

70 70     R1.12.13 千葉市児童相談所への相談履歴   取下げ   
こども未来局 

児童相談所 

71 71     R1.12.13 千葉市児童相談所への相談履歴   取下げ   
こども未来局 

児童相談所 

72 72     R1.12.13 千葉市児童相談所への相談履歴   取下げ   
こども未来局 

児童相談所 

73 73     R1.12.17 印鑑登録の交付証明書（○年○月～） R1.12.26 全部開示   
美浜区 

市民総合窓口課 

74 74     R1.12.25 

戸籍の交付申請書（○.○.○～○.

○.○） 

※本人からの申請を除く。 

R2.1.8 部分開示 3号 
美浜区 

市民総合窓口課 



75 75     R2.1.10 戸籍の交付申請書（○.○.○～） R2.1.20 不開示 不存在 
美浜区 

市民総合窓口課 

76 76     R2.2.17 

〇年度千葉市職員採用試験技能員 A

に関する、以下のもの。 

(1)請求者である本人の受験番号○

に関する、次のもの。 

イ.適性検査の結果 

ロ.体力検査の各項目と各得点 

ハ.面接試験の各項目と各得点であ

り、内容は含まない。 

以上のもので、無ければその旨。 

R2.2.28 部分開示 3号、7号 
人事委員会事務

局 

77 77     R2.2.20 
○年○月中に交付申請をした戸籍謄

本及び附票、除籍謄本 
R2.3.4 部分開示 3号 

稲毛区 

市民総合窓口課 

78 78     R2.2.21 
○年○月～○月の間の印鑑登録交付

申請書 
  取下げ   

花見川区 

市民総合窓口課 

79 79     R2.2.28 

○○小に入学して以来いじめに遭い

学校が何も対応しなかった為、千葉

市教育委員会に相談調査してもら

い、いじめが認定された際の記録公

開を求む 

R2.3.12 部分開示 3号、7号 
教育委員会 

教育支援課 

80 80     R2.3.10 

戸籍の附票、住民票等住所が分かる

書類の交付申請書（○年○月～○年

○月） 

  取下げ   
稲毛区 

市民総合窓口課 

81 81     R2.3.10 

戸籍の附票、住民票等住所が分かる

書類の交付申請書（○年○月～○年

○月） 

  取下げ   
稲毛区 

市民総合窓口課 

82 82     R2.3.17 
住民票の写しの交付申請 

（○年○月～） 
R2.3.24 不開示 不存在 

若葉区 

市民総合窓口課 

83 83     R2.3.19 
印鑑登録証明書の交付申請書 

（○年○月○日～○年○月○日） 
R2.4.6 不開示 不存在 

緑区 

市民総合窓口課 

84 84     R2.3.24 

下水道の接続と使用料開始○年○月

○日からの実態、現地確認に関する

書類 

物件：○区○○ 

R2.3.31 
部分開示 

不開示 

3号 

不存在 

建設局 

下水道営業課 

85 85     R2.3.26 
○年の春頃 

障害者認定時の開示できる書類全て 
R2.4.8 全部開示   

保健福祉局 

こころの健康セ

ンター 

86 86     R2.3.30 

千葉市教育委員会の外国人指導協力

員が本請求者に対して指導した内容

が記録された文書。 

○年度分と○年度分。 

R2.4. 全部開示   
教育委員会 

教育指導課 

 

 


