
受付日 名称 決定日 決定区分 非公開とした内容
非公開理由

（条例第17条各号）
担当課名 窓口

2020/4/10 診療報酬明細書 2020/4/21 開示 葵区保険年金課 葵

2020/4/16
特定医療機関に係る診療所開設届出書にある請求者の履

歴書　他
2020/4/23 不存在 生活衛生課 葵

2020/4/21 戸籍等証明交付請求書 2020/5/1 部分開示
受付欄及び作成欄の個人印並びに請

求者の氏名
第２号 清水区戸籍住民課 清水

2020/4/24 請求者が公開請求した清水箕輪神社等の文書 2020/5/14 開示 土木事務所 葵

2020/4/24 請求者が公開請求した静岡浅間神社等の文書 2020/5/29 開示 土木管理課 葵

2020/5/12 戸籍等証明交付請求書 2020/5/14 取下げ 葵区戸籍住民課 葵

2020/5/14 住民基本台帳からの削除についての依頼文 2020/5/21 部分開示 開示請求者以外の住所、氏名等 第２号 清水区戸籍住民課 清水

2020/5/15 戸籍等証明交付請求書 2020/5/27 開示 葵区戸籍住民課 葵

2020/5/15 戸籍の謄（抄）本・戸籍の附票謄本交付申請書　他 2020/5/27 部分開示
請求者以外の個人印印影

利用目的、請求事由　他
第２、３、６号 葵区戸籍住民課 葵

2020/5/18 水道料金の請求履歴、収納履歴 2020/5/27 開示 お客様サービス課 葵

2020/5/20 印鑑登録証明書の発行に係る文書 2020/5/29 開示 駿河区戸籍住民課 駿河

2020/5/20 住民票の写し等交付請求書、戸籍等証明交付請求書 2020/6/3 部分開示 受付欄及び作成欄の個人印 第２号 清水区戸籍住民課 清水

2020/5/25 市民の声に関する資料 2020/5/25 取下げ 広報課 清水

2020/6/1 道路位置指定番号第265号に関する申請書類 2020/6/1 取下げ 建築指導課 駿河

2020/6/1 土地評価額及び納税額 2020/6/12 開示 固定資産税課 駿河

2020/6/5 介護認定調査表、主治医意見書 2020/6/9 開示 葵区高齢介護課 葵

2020/6/5 住民票の写し等交付請求書 2020/6/12 開示 葵区戸籍住民課 葵

2020/6/8 市民の声をHPに掲載するための起案文　他 2020/6/10 取下げ 都市計画課 清水

2020/6/8 市民の声をHPに掲載するための起案文　他 2020/6/12 取下げ 緑地政策課 清水

2020/6/8 市民の声をHPに掲載するための起案文　他 2020/6/12 取下げ 管財課 清水

2020/6/8 市民の声をHPに掲載するための起案文　他 2020/6/15 取下げ 危機管理課 清水

2020/6/8 市民の声をHPに掲載するための起案文　他 2020/6/12 取下げ 広報課 清水

2020/6/8 市民の声をHPに掲載するための起案文　他 2020/6/15 取下げ アセットマネジメント推進課 清水

2020/6/12 後期高齢者医療被保険者証等再交付申請書 2020/9/25 開示 清水区保険年金課 清水

2020/6/17
特定個人の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
2020/6/26 部分開示 通報者氏名 第２号 救急課 葵

2020/6/19 児童相談所の家庭訪問の記録 2020/7/1 開示 児童相談所 駿河

2020/6/22
（令和２年５月20日～６月12日）請求人に係る印鑑登録

証明書交付申請書
2020/6/17 不存在 清水区戸籍住民課 清水

2020/6/29 特定個人の診療報酬明細書（平成27年９月以降） 2020/7/10 開示 駿河区保険年金課 葵

2020/6/29 特定個人の診療報酬明細書（平成27年８月以前） 2020/7/10 不存在 駿河区保険年金課 葵

2020/7/8 戸籍等証明交付請求書 2020/7/17 開示 葵区戸籍住民課 葵

2020/7/8 戸籍謄本等交付請求書、住民票の写し　他 2020/7/17 部分開示
交付申請者の印影

請求者以外の個人印印影　他
第２、６号 葵区戸籍住民課 葵

2020/7/8 戸籍謄本等の写し 2020/7/17 部分開示
交付申請者の印影

請求者以外の個人印印影　他
第２、６号 葵区戸籍住民課 葵

2020/8/5 住民票の写し等交付請求書 2020/8/17 開示 葵区戸籍住民課 葵

2020/8/7 印鑑登録証明書交付申請書 2020/8/18 開示 葵区戸籍住民課 葵

2020/8/14
（平成31年４月１日から令和２年５月31日）請求人に係

る戸籍等証明交付請求書
2020/6/24 部分開示 受付欄及び作成欄の個人印 第２号 清水区戸籍住民課 清水

2020/8/19 住民票の写し等交付請求書 2020/8/27 開示 葵区戸籍住民課 葵

令和２年度　保有個人情報の開示請求　内容一覧



2020/8/19 戸籍証明等交付請求書 2020/8/27 不存在 葵区戸籍住民課 葵

2020/8/24 教員採用試験　実技試験結果　他 2020/8/26 開示 教職員課 清水

2020/8/24 教員採用試験　個人面接試験・グループ活動評定票 2020/8/26 部分開示
面接官又は試験官の氏名、特記事項

のコメント
第６号 教職員課 清水

2020/8/25 診療報酬明細書（平成27年8月分他） 2020/9/4 開示 駿河区保険年金課 駿河

2020/8/25 診療報酬明細書（平成27年9月分他） 2020/9/4 不存在 駿河区保険年金課 駿河

2020/9/7 市民税・県民税課税台帳 2020/8/27 開示 清水市税事務所 清水

2020/9/15 教員採用試験　教職・一般教養採点済解答用紙　他 2020/9/18 開示 教職員課 清水

2020/9/15 教員採用試験　個人面接試験評定票 2020/9/18 部分開示
面接官又は試験官の氏名、特記事項

のコメント
第６号 教職員課 清水

2020/10/5 教員採用試験第１次選考　試験採点済解答用紙 2020/10/14 開示 教職員課 葵

2020/10/5 教員採用試験　個人面接試験評定票 2020/10/14 部分開示 面接官の氏名、特記事項コメント 第６号 教職員課 葵

2020/10/30 教員採用試験第１次選考　採点済解答用紙　他 2020/11/5 開示 教職員課 駿河

2020/10/30 教員採用試験　個人面接評定票 2020/11/5 部分開示
面接官の氏名、特記事項欄のコメン

ト
第６号 教職員課 駿河

2020/11/9 印鑑登録証明書交付申請書 2020/11/16 不存在 葵区戸籍住民課 葵

2020/11/11
令和２年10月１日に交付された住民票の写し等交付請求

書
2020/11/24 部分開示

請求理由に記載されている原告の氏

名及び事件番号
第２号 駿河区戸籍住民課 駿河

2020/11/11
令和２年10月１日に交付された住民票の写し等交付請求

書に係る委任状
2020/11/24 不存在 駿河区戸籍住民課 駿河

2020/11/25 住民票の写し等交付請求書 2020/12/1 開示 葵区戸籍住民課 葵

2020/12/7 主治医意見書 2020/12/9 開示 駿河区高齢介護課 駿河

2020/12/9 介護保険要介護（要支援）認定等結果通知書 2020/12/10 開示 清水区高齢介護課 清水

2020/12/15 診療報酬明細書 2020/12/18 不存在 清水区保険年金課 清水

2020/12/18
障害支援区分認定に係る市町村審査会資料のうち医師意

見書
2020/12/28 部分開示

傷病、行動、精神等の状態に関する

意見　他
第６号 駿河区障害者支援課 駿河

2020/12/18 障害福祉サービスに係る概況調査票、認定調査票他 2020/12/28 開示 駿河区障害者支援課 駿河

2021/1/8 市民税・県民税課税台帳 2021/1/18 開示 市民税課 葵

2021/1/14 住民票の写し等交付請求書、戸籍等証明交付請求書他 2021/1/21 部分開示 開示請求者以外の個人氏名、住所他 第２号 清水区戸籍住民課 清水

2021/1/19 精神障害者保健福祉手帳用診断書 2021/2/1 開示 駿河区障害者支援課 駿河

2021/1/22 市民税・県民税課税台帳 2021/1/29 開示 市民税課 清水

2021/1/27 市民の声の回答 2021/2/2 開示 緑地政策課 清水

2021/1/27 市民の声の回答 2021/2/2 不存在 緑地政策課 清水

2021/1/28 印鑑登録証明書の発行日（Ｒ２．１２月分） 2021/1/28 取下げ 駿河区戸籍住民課 駿河

2021/2/1
新型コロナワクチン接種に伴い自身の疾患の有無が分か

る書類
2021/2/15 不存在 保健衛生医療課 清水

2021/2/9
介護保険要介護認定に係る認定情報（調査票）、主治医

意見書
2021/2/17 開示 葵区高齢介護課 葵

2021/2/9
支援区分認定等審査会における支給量変更に関する資料

（医師意見書を除く）
2021/2/18 開示 駿河区障害者支援課 駿河

2021/2/9 医師意見書 2021/2/18 部分開示
疾病、身体、行動等の状態に関する

意見　他
第６号 駿河区障害者支援課 駿河

2021/2/12
2020.1.20　静岡市立賎機南小学校の案件についての報告

記録
2021/3/26 部分開示

開示請求者以外の関係者の状況、学

校の対応　他
第２、６号 教職員課 葵

2021/2/12
2020.1.20　静岡市立賎機南小学校の案件についての報告

記録
2021/3/26 部分開示

開示請求者以外の関係者の状況、学

校の対応　他
第２、６号 教職員課 葵

2021/2/16 請求者が記入の上提出した令和２年国勢調査調査票 2021/2/19 却下 企画課 清水

2021/3/4 市民の声の回答に関する資料 2021/3/16 開示 緑地政策課 清水

2021/3/4 市民の声の回答に関する資料 2021/3/10 取下げ 広報課 清水



2021/3/4 市民の声に対する回答について(伺い) 2021/4/14 開示 アセットマネジメント推進課 清水

2021/3/10
住民票の写し等の請求書のうち請求者以外の請求による

もの
2021/3/22 不存在 駿河区戸籍住民課 駿河

2021/3/15 診療報酬明細書 2021/3/24 開示 清水区保険年金課 清水


