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0

0

0
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22

２　自己情報開示実施機関別の請求状況　　　　　　　　　　（単位：件）

　選挙管理委員会

木更津市

１　自己情報開示請求の状況（ただし、請求の取り下げは除く。）

請　　　　　求

実施機関

　市長

　教育委員会

令和３年４月１日～令和４年３月３１日　　個人情報保護制度の運用状況

　消防長

　合　　　　　計

　公平委員会

　監査委員

　農業委員会

　固定資産評価審査委員会



開　示 部分開示 不開示 不存在等

請　求 3 11 0 8 22

件　数 率（％）

9 81.8

2 18.2

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0 0.0

0 0.0

11 100.0

※　１件中に不開示理由（部分開示の不開示理由を含む。）が複数存在するものは、そ
れぞれの欄に計上している。

　主務大臣等の明示の指示により開示してはならない情報

合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計

３　決定状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：件）

４　不開示理由別内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：件）

　個人に関する情報

　法人等に関する情報

　個人の指導、診断、評価、選考当に関する情報

　審議・検討・協議に関する情報

　事務事業執行過程における情報

　法令等の規定により開示できない情報

区　分
決　　定　　区　　分

合　計

不　　　開　　　示　　　理　　　由



番
号

請　求
年月日

開示の請求に係る情報名（公文書の件名）又は内容 主管課 決定の内容 処理経過 備考

福祉部 部分開示 決定通知

介護保険課 （理由） R3.4.19
13条5項1号 開示

R3.4.21
市民部 部分開示 決定通知
市民課 （理由） R3.6.2

13条5項1号 開示
R3.6.2

市民部 拒否 決定通知
市民課 （理由） R3.6.21

15条4項2号

福祉部 部分開示 決定通知
介護保険課 （理由） R3.6.25

13条5項1号 閲覧
R3.6.29

市民部 部分開示 決定通知
市民課 （理由） R3.6.23

13条5項2号 開示
R3.6.28

福祉部 部分開示 決定通知
障がい福祉課 （理由） R3.7.19

13条5項1号 開示
R3.7.21

市民部 開示 決定通知
市民課 R3.8.6

開示
R3.8.11

福祉部 部分開示 決定通知
介護保険課 （理由） R3.9.6

13条5項1号 開示
R3.9.15

福祉部 部分開示 決定通知
介護保険課 （理由） R3.9.6

13条5項1号 開示
R3.9.15

市民部 拒否 決定通知
市民課 （理由） R3.9.24

15条4項2号

8

9

10 R3.9.14

補正
期間
8/20
～

8/31

私に係る木更津市証明書等交付申請書
及び戸籍証明書等の交付申請書につい
て　戸籍及び附票に限る

4
R3.6.11
(R3.6.10

付）

7

6

私にかかる介護保険の要介護認定にか
かる認定情報、認定調査票（概況調査）、
主治医意見書　平成３１年４月１日、令和
２年１月２０日、令和２年１１月２０日、令和
３年１月１６日申請分
私に関わる住民票の写し等職務上請求
書（住民基本台帳法１２条の３第２項等に
よる申出）及び戸籍謄本等職務上請求書
（戸籍法１０条の２第３項から第５項までの
規定による請求）及び添付書類
期間　令和元年５月１日～令和３年６月９
日

R3.6.9

開示請求人にかかる令和３年４月２７日に
申請した身体障害者手帳交付申請書に
添付した身体障害者診断書・意見書（じ
ん臓障害用）

補正
期間
8/20
～

8/31

「故●●　▲▲に係る要介護認定等に係
る認定調査票、主治医意見書、介護認定
審査会資料、要介護認定及び要支援認
定等の審査判定結果に認定された個人
情報のうち、御行政庁に現存するもの全
て」

R3.8.11
(R3.8.10

付）

R3.8.11
(R3.8.10

付）

私に係る印鑑登録証明書交付申請書及
び木更津市証明書等交付申請書
期間　平成３０年４月１日から令和３年７月
２６日まで

R3.7.5

R3.7.26

　　木更津市

令和3年4月1日～令和4年3月31日　　　自己情報開示請求の内容と処理状況

2
私に係る証明書等交付申請書及び戸籍
証明書等の交付申請書並びに委任状に
ついて

R3.5.20

3

R3.4.91

「故●●　▲▲に係る要介護認定等に係
る認定調査票、主治医意見書、介護認定
審査会資料、要介護認定及び要支援認
定等の審査判定結果に認定された個人
情報のうち、御行政庁に現存するもの全
て」

5

木更津市●●　▲▲に関わる介護保険
の要介護認定にかかる認定情報、認定調
査票（概況調査、特記事項）、主治医意
見書 令和元年11月19日申請分

R3.6.7

私に係る印鑑登録証明書交付申請書及
び証明書等交付申請書及び委任状につ
いて　期間　令和２年８月１日から令和３
年６月７日まで



番
号

請　求
年月日

開示の請求に係る情報名（公文書の件名）又は内容 主管課 決定の内容 処理経過 備考

市民部 拒否 決定通知
市民課 （理由） R3.9.24

15条4項2号

福祉部 部分開示 決定通知
障がい福祉課 （理由） R3.10.11

13条5項1号 開示
13条5項2号 R3.10.27

福祉部 部分開示 決定通知
介護保険課 （理由） R3.11.22

13条5項1号 開示
R3.11.25

市民部 開示 決定通知
市民課 R3.12.21

開示
R3.12.22

市民部 拒否 決定通知
市民課 （理由） R3.12.21

15条4項2号

福祉部 拒否 決定通知

障がい福祉課 （理由） R3.12.28
15条4項1号

市民部 部分開示 決定通知
市民課 （理由） R4.2.10

13条5項1号 開示
13条5項2号 R4.2.25

市民部 拒否 決定通知
市民課 （理由） R4.2.10

15条4項2号

市民部 拒否 決定通知
市民課 （理由） R4.2.15

15条4項2号

福祉部 部分開示 決定通知

障がい福祉課 （理由） R4.3.25
13条5項1号 開示

R4.3.30
市民部 開示 決定通知
市民課 R4.3.31

開示
R4.4.12

21

R4.2.1

17

R4.2.7

13

20

18

私に係る木更津市証明書等交付申請書
及び住民票・諸証明等の交付請求書に
ついて
平成３０年４月１日～令和４年３月２９日

R3.12.7

14

12

15

11

R3.12.7

R3.9.27

私に係る木更津市証明書等交付申請書
及び戸籍証明書等の交付申請書につい
て　戸籍及び附票に限る

R3.9.14

開示請求人にかかる令和３年４月１１日に
相談支援事業所はちどりから提出された
相談報告書

●●　▲▲にかかわる一次判定結果・認
定調査票（概況調査、基本調査①、②、
特記事項）主治医意見書①、②　平成２６
年９月１６日、平成２７年８月４日、平成２９
年８月２日、令和元年８月１５日申請分

私にかかる印鑑登録証明書交付申請書
について
平成３０年４月１日から令和３年１２月３日

16

R3.11.9

R4.3.29

R3.12.20

私に係る木更津市証明書等交付申請書
期間　令和３年１１月１日から令和４年１月
３１日まで

令和３年８月２５日に申請した身体障害者
手帳と交付申請書及び身体障害者診断
書、意見書（肢体不自由）

19

R4.3.16

R4.1.27

私に係る印鑑登録証明書交付申請書及
び木更津市証明書等交付申請書（印鑑
証明に限る）　平成３０年４月１日から令和
４年２月７日まで

開示請求人にかかる令和４年３月１１日に
申請した精神障害者保健福祉手帳申請
書に添付されている診断書（精神障害者
保健福祉手帳用）

　私に係る木更津市証明書等交付申請
書及び戸籍証明書等の交付申請書、住
民票・諸証明等の交付申請書、住民票等
の交付申請書、戸籍謄本等職務上請求
書、住民票の写し等職務上請求書、戸籍
謄本等の公用請求書、委任状について
期間　平成３０年４月１日から令和４年１月
２７日まで

私にかかる木更津市証明書等交付申請
書について
平成３０年４月１日から令和３年１２月３日



番
号

請　求
年月日

開示の請求に係る情報名（公文書の件名）又は内容 主管課 決定の内容 処理経過 備考

市民部 拒否 決定通知
市民課 （理由） R4.3.31

15条4項2号

（参考）
１３条５項１号：開示の請求に係る個人情報に本人以外の個人に関する個人情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日
　　　　　　　　 その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、開示
　　　　　　　　 することにより、なお当該本人以外の個人の権利利益を害すると認められるもの
１３条５項２号：開示の請求に係る個人情報に法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報が含まれる場合
　　　　　　　　 であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上若しくは事業運営上の地位に不利益
　　　　　　　　 を与え、又は社会的信用を損なうと認められるもの
１５条４項１号：開示請求者が開示の請求をすることができる者でない場合
１５条４項２号：開示の請求に係る個人情報が存在しない場合

22 R4.3.29
私に係る委任状について（住民票に限
る）
平成３０年４月１日～令和４年３月２９日


