
番号 請求年月日 請求に係る公文書の名称 決定年月日 決定区分 非開示部分 非開示理由 担当課名 備考 窓口

1 H31.4.10
請求者の提出した新清水庁舎建設基本計画

(案)に関する意見応募用紙
H31.4.19 開示 企画局アセットマネジメント推進課 葵

2 H31.4.18
救急活動報告書及び静岡市救急隊観察搬送記

録票
H31.4.25 部分開示 医師名 条例第17条２号 消防局警防部救急課 葵

3 H31.4.19 住民票の写し等交付請求書等 H31.4.26 部分開示
作成欄の個人印並びに使

者の氏名及び個人印
条例第17条２号 清水区役所戸籍住民課 清水

4 H31.4.26 介護認定に係る調査票および主治医意見書 R1.5.9 開示 駿河区役所駿河福祉事務所高齢介護課 駿河

5 R1.5.13 課税台帳 R1.5.16 開示 財政局税務部清水市税事務所 清水

6 R1.5.13 課税台帳 R1.5.16 開示 財政局税務部清水市税事務所 清水

7 R1.6.14 印鑑登録について登録・廃止に係る書類 R1.6.25 開示 駿河区役所戸籍住民課 駿河

8 R1.6.18 介護保険主治医意見書 R1.6.28 開示 葵区役所葵福祉事務所高齢介護課 葵

9 R1.6.18 印鑑登録証明書交付申請書 R1.6.25 不存在 駿河区役所戸籍住民課 駿河

10 R1.6.19 診療報酬明細書 R1.7.1 開示 葵区役所保険年金課 葵

11 R1.6.20 住民票の写し等交付請求書 R1.7.2 部分開示
免許証等請求者以外の個

人に関する情報等

条例第17条２号、３

号
葵区役所戸籍住民課 葵

12 R1.6.26 介護保険主治医意見書の写し R1.7.8 開示 葵区役所葵福祉事務所高齢介護課 葵

13 R1.7.9 戸籍証明等交付請求書 R1.7.18 不存在 葵区役所戸籍住民課 葵

14 R1.7.18
自動交付機を使用した住民票の写し等の発行

履歴
R1.7.29 開示 葵区役所戸籍住民課 葵

15 R1.7.18
自動交付機を使用した印鑑登録証明書発行履

歴等
R1.7.29 不存在 葵区役所戸籍住民課 葵

16 R1.7.22 主治医意見書 R1.7.24 開示 駿河区役所駿河福祉事務所高齢介護課 駿河

17 R1.7.22 離婚届 R1.7.29 部分開示

請求者以外の氏名、生年

月日、住所、続き柄、職

業及び個人印

条例第17条２号 清水区役所戸籍住民課 清水

18 R1.7.23 課税台帳 R1.7.29 開示 財政局税務部清水市税事務所 清水

19 R1.7.30 市県民税に関するデータ R1.7.31 取下げ 財政局税務部滞納対策課 葵

20 R1.8.14 住民票の写し等交付請求書等 R1.8.19 不存在 清水区役所戸籍住民課 清水

21 R1.8.20 主治医意見書 R1.8.27 開示 葵区役所葵福祉事務所高齢介護課 葵

22 R1.8.22 印鑑登録証明書の発行履歴 R1.9.4 開示 葵区役所戸籍住民課 葵

23 R1.8.22 印鑑登録証明書交付申請書 R1.9.4 不存在 葵区役所戸籍住民課 葵

24 R1.8.22 教員採用選考試験結果資料（回答用紙等） R1.9.4 開示 教育委員会事務局教育局教職員課 清水

25 R1.8.22 教員採用選考試験結果資料（面接評定表等） R1.9.4 部分開示 面接官氏名、特記事項 条例第17条２号 教育委員会事務局教育局教職員課 清水

26 R1.8.27 医療報酬明細書 R1.8.30 開示 葵区役所保険年金課 葵

27 R1.8.29 介護保険認定調査会等の資料 R1.9.4 部分開示 認定調査員番号 条例第17条２号 清水区役所清水福祉事務所高齢介護課 清水

28 R1.9.9 認定調査票 R1.9.13 部分開示
調査員番号等の開示請求

者以外の情報
条例第17条２号 清水区役所清水福祉事務所高齢介護課 駿河

29 R1.9.9 請求者の診療報酬明細書 R1.9.18 開示 駿河区役所保険年金課 駿河

30 R1.9.9 請求者の診療報酬明細書 R1.9.18 開示 駿河区役所保険年金課 駿河

31 R1.9.9 請求者の診療報酬明細書 R1.9.18 不存在 駿河区役所保険年金課 駿河

32 R1.9.10
戸籍等証明書交付申請書、住民票の写し等交

付請求書
R1.9.20 部分開示

開示請求者以外の個人に

関する情報
条例第17条２号 駿河区役所戸籍住民課 駿河

33 R1.9.10
戸籍等証明書交付申請書に係る委任状、住民

票の写し等交付請求書に係る委任状
R1.9.20 不存在 駿河区役所戸籍住民課 駿河

34 R1.9.10
戸籍等証明書交付申請書、住民票の写し等交

付請求書
R1.9.20 開示 駿河区役所戸籍住民課 駿河

35 R1.9.11
救急活動報告書及び静岡市消防局救急隊観察

搬送記録票
R1.9.19 部分開示 要請者の氏名 条例第17条２号 消防局警防部救急課 葵

36 R1.9.25 介護保険主治医意見書の写し R1.10.2 開示 葵区役所葵福祉事務所高齢介護課 葵

37 R1.10.2 教員採用選考試験結果資料（回答用紙等） R1.10.10 開示 教育委員会事務局教育局教職員課 駿河

令和元年度　保有個人情報の開示請求　内容一覧



38 R1.10.2 教員採用選考試験結果資料（面接評定表等） R1.10.10 部分開示

面接官又は試験官の氏

名、特記事項欄のコメン

ト

条例第17条６号 教育委員会事務局教育局教職員課 駿河

39 R1.10.2 教員採用選考試験結果資料（回答用紙等） R1.10.10 開示 教育委員会事務局教育局教職員課 駿河

40 R1.10.2 教員採用選考試験結果資料（面接評定表等） R1.10.10 部分開示

面接官又は試験官の氏

名、特記事項欄のコメン

ト

条例第17条６号 教育委員会事務局教育局教職員課 駿河

41 R1.10.3 教員採用選考試験結果資料（回答用紙等） R1.10.11 開示 教育委員会事務局教育局教職員課 清水

42 R1.10.3 教員採用選考試験結果資料（面接評定表等） R1.10.11 部分開示

面接官又は試験官の氏

名、特記事項欄のコメン

ト

条例第17条６号 教育委員会事務局教育局教職員課 清水

43 R1.10.3 教員採用選考試験結果資料（回答用紙等） R1.10.11 開示 教育委員会事務局教育局教職員課 清水

44 R1.10.3 教員採用選考試験結果資料（面接評定表等） R1.10.11 部分開示

面接官又は試験官の氏

名、特記事項欄のコメン

ト

条例第17条６号 教育委員会事務局教育局教職員課 清水

45 R1.10.3 教員採用選考試験結果資料（回答用紙等） R1.10.11 開示 教育委員会事務局教育局教職員課 清水

46 R1.10.3 教員採用選考試験結果資料（面接評定表等） R1.10.11 部分開示

面接官又は試験官の氏

名、特記事項欄のコメン

ト

条例第17条６号 教育委員会事務局教育局教職員課 清水

47 R1.10.10 医療報酬明細書 R1.10.23 開示 葵区役所保険年金課 葵

48 R1.10.15 教員採用選考試験結果資料（回答用紙等） R1.10.24 開示 教育委員会事務局教育局教職員課 葵

49 R1.10.15 教員採用選考試験結果資料（面接評定表等） R1.10.24 部分開示
面接官氏名、試験委員氏

名、特記事項
条例第17条６号 教育委員会事務局教育局教職員課 葵

50 R1.10.15 教員採用選考試験結果資料（回答用紙等） R1.10.25 開示 教育委員会事務局教育局教職員課 清水

51 R1.10.15 教員採用選考試験結果資料（面接評定表等） R1.10.25 部分開示
面接官氏名、試験委員氏

名、特記事項
条例第17条６号 教育委員会事務局教育局教職員課 清水

52 R1.10.15 教員採用選考試験結果資料（回答用紙等） R1.10.25 開示 教育委員会事務局教育局教職員課 清水

53 R1.10.15 教員採用選考試験結果資料（面接評定表等） R1.10.25 部分開示
面接官氏名、試験委員氏

名、特記事項
条例第17条６号 教育委員会事務局教育局教職員課 清水

54 R1.10.23 精神保健福祉相談記録 R1.10.30 部分開示 個人印 条例第17条２号
保健福祉長寿局保健衛生医療部

こころの健康センター
葵

55 R1.10.23 児童記録票、面接記録、相談受付票等 R1.11.1 部分開示

職員が行った評価、請求

者以外の個人に関する情

報（勤務先等）

条例第17条２号、６

号
子ども未来局児童相談所 葵

56 R1.10.25
住民票の写し等の交付請求書、戸籍証明等交

付請求書
R1.11.8 開示 葵区役所戸籍住民課 葵

57 R1.10.25
住民票の写し等の交付請求書、戸籍証明等交

付請求書
R1.11.8 部分開示

免許証等請求者以外の個

人に関する情報等

条例第17条２号、３

号
葵区役所戸籍住民課 葵

58 R1.10.25 印鑑登録証明書交付申請書 R1.11.8 不存在 葵区役所戸籍住民課 葵

59 R1.11.11 印鑑登録証明書交付申請書 R1.11.14 開示 葵区役所戸籍住民課 葵

60 R1.11.14 警察官通報　口頭通報記録 R1.11.25 部分開示
関係機関名、関係者の聞

き取り内容
条例第17条６号

保健福祉長寿局保健衛生医療部

保健所精神保健福祉課
葵

61 R1.11.14 精神障害者（疑いのある者）発見通報書 R1.11.25 開示
保健福祉長寿局保健衛生医療部

保健所精神保健福祉課
葵

62 R1.11.18 措置入院に関する診断書 R1.11.25 部分開示 精神保健指定医氏名 条例第17条６号
保健福祉長寿局保健衛生医療部

保健所精神保健福祉課
葵

63 R1.11.18 請求者の診療報酬明細書 R1.11.26 開示 駿河区役所保険年金課 駿河

64 R1.11.18 請求者の診療報酬明細書 R1.11.26 不存在 駿河区役所保険年金課 駿河

65 R1.11.18 請求者の診療報酬明細書 R1.11.26 開示 駿河区役所保険年金課 駿河

66 R1.11.18 請求者の診療報酬明細書 R1.11.26 不存在 駿河区役所保険年金課 駿河

67 R1.11.21 小学校児童指導要録（指導に関する記録） R1.11.27 開示 教育委員会事務局教育局学校教育課 葵

68 R1.12.3 介護認定時の調査票、主治医の意見書 R1.12.6 開示 葵区役所葵福祉事務所高齢介護課 葵

69 R1.12.3 市民の声に関する資料 R1.12.9 開示 保健福祉長寿局保健衛生医療部保健医療課 清水

70 R1.12.3 市民の声に関する資料 R1.12.6 開示 財政局財政部管財課 清水

71 R1.12.3 市民の声に関する資料 R1.12.3 取下げ 総務局市長公室広報課 清水

72 R1.12.3 市民の声に関する資料 R1.12.10 開示 企画局アセットマネジメント推進課 清水

73 R1.12.3 市民の声に関する資料 R1.12.10 開示 企画局企画課 清水



74 R1.12.3 市民の声に関する資料 R1.12.12 開示 都市局都市計画部緑地政策課 清水

75 R1.12.3 市民の声に関する資料 R1.12.16 開示 総務局市長公室秘書課 清水

76 R1.12.13 住民票の写し等交付請求書 R1.12.20 開示 葵区役所戸籍住民課 葵

77 R1.12.16 住民票の写し等交付請求書 R1.12.20 部分開示
静岡市職員以外の事務担

当者の印
条例第17条２号 葵区役所戸籍住民課 葵

78 R2.1.6
請求者が行った生活支援課に行った相談の記

録
R2.1.9 不存在 清水区役所清水福祉事務所生活支援課 清水

79 R2.1.9
請求者が行ったこころの健康センターでの相

談記録
R2.1.17 開示

保健福祉長寿局保健衛生医療部

こころの健康センター
葵

80 R2.1.15
平成21年度から平成25年度の市民税・県民税

課税（所得）証明書
R2.1.16 不存在 財政局税務部市民税課 葵

81 R2.1.17 住民票の写し等交付請求書等 R2.1.22 不存在 清水区役所戸籍住民課 清水

82 R2.1.24
請求者の公文書公開請求書、公文書非公開決

定通知書
R2.1.30 開示 財政局税務部清水市税事務所 葵

83 R2.1.24 過去に請求者が開示請求した関する文書一式 R2.2.4 開示 建設局土木部土木事務所 葵

84 R2.1.28 主治医意見書 R2.1.29 開示 清水区役所清水福祉事務所高齢介護課 清水

85 R2.1.31 介護保険要介護認定等結果通知書 R2.2.26 開示 駿河区役所駿河福祉事務所高齢介護課 駿河

86 R2.1.31
児童相談所で記録された請求者に係る全ての

資料
R2.3.13 部分開示

請求者以外の発言内容、

職員が行った評価等

条例第17条２号、６

号
子ども未来局児童相談所 駿河

87 R2.1.31
児童相談所で記録された請求者に係る全ての

資料
R2.3.13 部分開示

請求者以外の発言内容、

職員が行った評価等

条例第17条２号、６

号
子ども未来局児童相談所 駿河

88 R2.2.4

児童相談所で記録された請求者に係る全ての

資料（請求者が書いた日記、意見箱に投書し

た紙等を含む）

R2.3.13 部分開示
請求者以外の発言内容、

職員が行った評価等

条例第17条２号、６

号
子ども未来局児童相談所 駿河

89 R2.2.7 介護認定結果通知書 R2.2.17 開示 葵区役所葵福祉事務所高齢介護課 葵

90 R2.2.14
要介護認定・要支援認定結果通知書、主治医

意見書、認定調査票
R2.2.17 開示 駿河区役所駿河福祉事務所高齢介護課 駿河

91 R2.2.17 教員採用試験関係資料 R2.2.27 部分開示
面接官氏名、試験委員氏

名、特記事項
条例第17条６号 教育委員会事務局教育局教職員課 清水

92 R2.2.28 給水装置申込書 R2.3.3 取下げ 上下水道局水道部水道事務所 清水

93 R2.3.3 救急隊観察搬送記録票 R2.3.16 開示 消防局警防部救急課 清水

94 R2.3.3 救急活動報告書 R2.3.16 部分開示 通報者の氏名 条例第17条２号 消防局警防部救急課 清水

95 R2.3.4 印鑑登録証明書交付申請書、印鑑登録申請書 R2.3.10 不存在 葵区役所戸籍住民課 葵

96 R2.3.9
印鑑登録証明書が発行された印鑑登録証明書

交付申請書
R2.3.10 不存在 駿河区役所戸籍住民課 駿河

97 R2.3.11 清水庁舎に係る市民の声に関する資料 R2.3.12 取下げ 総務局市長公室広報課 清水

98 R2.3.17 診療報酬明細書 R2.3.26 開示 葵区役所保険年金課 葵

99 R2.3.24 市民の声に係る打合せ資料 R2.3.31 開示 総務局市長公室広報課 清水

100 R2.3.26 教員採用選考試験結果資料（回答用紙等） R2.4.2 開示 教育委員会事務局教育局教職員課 葵

101 R2.3.26 教員採用選考試験結果資料（面接評定表等） R2.4.2 部分開示
面接官又は試験官の氏

名、特記事項のコメント
条例第17条６号 教育委員会事務局教育局教職員課 葵


