
 

 

 

平成２８年度中野区個人情報の保護に 

関する条例の運営状況の報告について 

 

 

 

 中野区個人情報の保護に関する条例第４０条の規定により運営状況を報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中 野 区 長    田 中  大 輔 

  



 

 

目  次 

 

平成２８年度中野区個人情報の保護に関する条例の運営状況 

 

１ 事務の登録状況 ....................................... １ 

２ 目的外利用及び外部提供の登録状況 ..................... １ 

３ 電子計算組織への記録項目 ............................. ２ 

４ 電子計算組織の結合状況 ............................... ３ 

５ 個人情報保護審議会の開催状況 ......................... ４ 

６ 自己情報開示等の請求及び請求に対する決定の状況 ....... ４ 

７ 審査会の開催状況 ..................................... ４ 

８ 不服申立ての処理状況 ................................. ５ 

 

 



 

１ 

１ 事務の登録状況 
 

区が事務を行うために個人情報を収集しようとするときは、事務の名称、個人情報の

収集目的・内容・収集対象者及び利用状況等を登録することが義務づけられている。ま

た、登録した事務を廃止した場合や登録した事項を変更する場合は、登録の廃止又は変

更の登録をしなければならない。 

この個人情報の登録は、区が行う個人情報の収集及び利用について、客観的に区民に

明らかにするためのものである。 

平成２８度の登録状況は表１のとおりである。登録の記録は、経営室経営分野文書・

情報公開担当で全体の管理を行うほか、各担当部署にもその写しを保管し、区民の閲覧

に供している。 

   

表１ 事務の登録状況 

実施機関 
前年度末の 
登録数(Ａ) 

今年度内の登録 今年度末の登録数 
(A＋B－C) 新規(Ｂ) 廃止(Ｃ) 変更(Ｄ) 

区 長 ８６６ ３４ ７ ４０ ８９３ 

教 育 委 員 会 ６１１ １ １ ０ ６１１ 

選挙管理委員会 ８ ０ ０ ７ ８ 

監 査 委 員 ２ ０ ０ ０ ２ 

計 １,４８７ ３５ ８ ４７ １,５１４ 

 

 

２ 目的外利用及び外部提供の登録状況 
 

特定個人情報を除く個人情報については、収集した目的の範囲を超えて、区内部で利

用すること及び区以外の外部機関等に提供することは、原則として禁止されている。 

しかし、「法令に定めのあるとき」、「本人が同意しているとき」、「個人情報保護審議会

の意見を聴いて、実施機関が必要があると認めるとき」等の場合は、例外として目的外

利用及び外部提供ができることとされている。 

目的外利用は、課税関係及び福祉関係情報を他のサービス利用の際の書類提出を省略

するためなどに利用している。外部提供は、法令等に基づく報告や行方不明認知症高齢

者等の情報共有業務などに利用している。 

  平成２８年度の目的外利用及び外部提供の登録状況は、表２のとおりである。 

 

表２ 目的外利用及び外部提供の登録状況 

実施機関 
前年度末の登録 年度内の登録 年度末の登録(合計) 
目的外 
利用 

外部 
提供 

目的外 
利用 

外部 
提供 

目的外 
利用 

外部 
提供 

区 長 １９２ １５８ ２ １０ １９４ １６８ 

教 育 委 員 会 ５ １９ ０ ０ ５ １９ 

選挙管理委員会 ０ １ ０ ０ ０ １ 

監 査 委 員 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

計 １９７ １７８ ２ １０ １９９ １８８ 

 
 

 



 

２ 

３ 電子計算組織への記録項目 
 

電子計算組織による個人情報の処理については、大量かつ迅速に情報を処理できる反

面、利用を誤ると大量の情報が漏れてしまうといった問題が生じることも考えられる。

このため、区が個人情報を電子計算組織に記録するときは、あらかじめ個人情報保護審

議会の意見を聴くこととなっている。 

  平成２８年度に新たに電子計算組織に記録することにした項目は、表３のとおりであ

る。 

 

表３ 電子計算組織への記録項目 

 
事務の名称 

個人情報の 

収集対象者 
記録項目等 

１ 

年金生活者支

援給付金支給

事務 

年金生活者

支援給付金

受給資格者、

その者と同

一世帯に属

する者 

［国民健康保険保険者ネットワーク専用回線に接続するパソ

コンへの記録に係る項目］ 

氏名、住所、性別、生年月日、続柄、転出入、基礎年金番号、

所得金額の合計額、所得控除情報、扶養状況情報、特別区民税・

都民税課税の有無 

２ 
南部障害児通

所支援施設 

障害児、保護

者 

［子育て相談支援システムへの記録に係る項目］ 

氏名、住所、生年月日、性別、電話番号、続柄、転入転出、家

族構成、在籍校、勤務先、健康状態、障害状態、傷病状況、運

動能力、日常生活状況、介護状況、検診状況、医療機関、出産

状況、既往歴、発育状況、母親の妊娠中の状況、相談・指導内

容、診察・異常所見、発育状況、福祉サービス利用状況、契約

内容、サービス提供実績、収納額、受給決定内容 

［自立支援法システムへの記録に係る項目］ 

氏名、住所、生年月日、性別、電話番号、続柄、障害状況、福

祉サービス利用状況、契約内容、サービス提供実績、収納額、

受給決定内容 

３ 予 防 接 種 
予防接種対

象者 

［予防接種履歴管理システムへの記録に係る項目］ 

氏名、住所、生年月日、性別、個人番号、接種日、予防接種名、

接種量、ロット番号、障害状況、公的扶助、接種医療機関、接

種医師名、口座 

４ 
新学校情報配

信システム 

区立幼稚園及

び区立小中学

校の園児・児

童・生徒の保

護者及び教職

員、区立学童

クラブ及びキ

ッズ・プラザ

職員及び民間

委託事業者職

員、その他児

童に関わる事

業の関係者で

学校長が認め

た者 

［新学校情報配信システムへの記録に係る項目］ 

メールアドレス、学校を特定できる区分データ、学年など学校

が指定する配信区分 

 

 



 

３ 

 
事務の名称 

個人情報の 

収集対象者 
記録項目等 

５ 

介護予防・日

常生活支援総

合事業 

事業対象者 

［介護予防システムへの記録に係る項目］ 

氏名、住所、電話番号、生年月日、性別、健康状態、運動能力、

日常生活状況、介護保険認定状況、事業対象判定結果 

［要支援者情報台帳システムへの新規記録に係る項目］ 

氏名、介護保険被保険者番号、介護保険認定状況、事業対象判

定結果、公的扶助、介護保険サービス受給状況、援助計画 

６ 

マイナンバー

利用事務関係

システムの操

作者認証管理 

職員、委託事

業者 

［マイナンバー利用事務関係システムへの記録に係る項目］ 

氏名、所属、指の指紋パターン、ＩＤ番号 

７ 学 事 事 務 

就学前幼児、

児童、生徒、

保護者、その

他世帯員 

［学校教育等業務システムへの記録に係る項目］ 

氏名、住所、生年月日、性別、続柄、在学校、課税状況、納税

状況、公的扶助、口座、就学援助 

８ 

子どもの権利

の実現及び啓

発事業 

事業参加者、

事業講師、サ

ポーター 

［事業用パソコンへの記録に係る項目］ 

氏名、勤務先、在学校 

９ 成人のつどい 

アトラクシ

ョン関係者、 

実行委員・青

年スタッフ 

［事業用パソコンへの記録に係る項目］ 

氏名 

10 
公園の利用

団体の登録 

団体代表者、

使用申請者、

団体の会員、

利用責任者 

［施設予約システムへの記録に係る項目］ 

氏名、住所、電話番号、生年月日 

 

 

 

４ 電子計算組織の結合状況 
 

個人情報を処理するため、区の電子計算組織と区以外の電子計算組織を通信回線等に

より結合することは、原則禁止している。ただし、法令の定めのあるときや、個人情報

保護審議会の意見を聴き実施機関が公益上特に必要と認めるとき等は、結合できること

となっている。 

平成２８年度に新たに電子計算組織の結合を行ったものは、表４のとおりである。 

 

表４ 電子計算組織の結合状況 

 

 

事務の名称 

[結合先] 
所管  

１ 
年金生活者支援給付金支給事務 

［東京都国民健康保険団体連合会］ 
区民サービス管理部 保険医療担当  

２ 
南部障害児通所支援施設 

［東京都国民健康保険団体連合会］ 
子ども教育部 子育て支援担当  

３ 
寄付受領 

［民間事業者］ 
政策室 予算担当  

４ 
行方不明認知症高齢者等情報共有業務 

［東京都］ 
健康福祉部 福祉推進担当  

 



 

４ 

 

 

事務の名称 

[結合先] 
所管  

５ 
新学校情報配信システム 

［民間事業者］ 
教育委員会事務局 学校教育担当  

６ 
公園の利用団体の登録 

［民間事業者］ 
都市基盤部 道路・公園管理担当  

 

５ 個人情報保護審議会の開催状況 
 

個人情報保護審議会は、個人情報保護制度の適正な運営を図るために設置された区長

の附属機関である。 

当審議会は、個人情報の本人以外収集、目的外利用、外部提供、外部委託、電子計算

組織への記録項目及び電子計算組織の結合、中野区住民基本台帳ネットワークシステム

に係る本人確認情報等の保護に関する条例に基づく不適正利用等に対する措置並びに番

号法に規定されている特定個人情報保護評価について、区長の諮問により審議等を行う

ほか、個人情報の保護に関する重要事項について、区長に意見を述べることができる。 

（１）開催回数 ４回 

（２）審議事項 個人情報の収集事務に関する審議等 

 

 

６ 自己情報開示等の請求及び請求に対する決定の状況 
 

原則として、何人も区が保管をしている自己に関する情報について、開示、訂正、削

除及び目的外利用等の中止の請求をすることができることとなっている。 

平成２８年度における開示請求は１１２件で、全部開示６７件、部分開示２４件、不

開示２１件となっている。訂正、削除、目的外利用等の中止の請求はなかった。 

開示請求の詳細は、表５ 自己情報開示請求の事務処理状況（７～１４ページ）のとお

りである。 

 

 

７ 審査会の開催状況 
 

 （１）個人情報保護審査会（平成 28 年 8 月末廃止） 

    個人情報保護審査会は、自己に関する個人情報の開示等の請求に対する区の決定

について不服申立てがあった場合に、審査をするために設置された区長の附属機関

である。当審査会は、審査を踏まえ個人情報の保護に関する重要事項について、区

長に意見を述べることができる。 

    平成２８年度は、不服申立ての審査を行うため、５回の審査会を開催した。 

 （２）情報公開・個人情報保護審査会（平成 28 年 9 月設置） 

        情報公開・個人情報保護審査会は、区政情報の公開請求に対する区の決定又は自

己に関する個人情報の開示等の請求に対する区の決定について、不服申立てがあっ

た場合に、審査をするために設置された区長の附属機関である。 

また、当審査会は、審査を踏まえ区政情報の公開又は個人情報の保護に関する重

要事項について、区長に意見を述べることができる。 

なお、当審査会は、平成 28 年 9 月に、情報公開審査会及び個人情報審査会を統合

し、設置したものである。 

平成２８年度は、不服申立ての審査を行うため、７回の審査会を開催した。 



 

５ 

８ 不服申立ての処理状況 
 

 

 （１） 地域包括支援センターにおける高齢者・養護者の相談記録 

請 求 年 月 日 平成 27年  6月 15日 

決 定 年 月 日 平成 27年  6月 30日 

請求情報の内容 
中野地域包括支援センターにおける平成 26年 10月から平成 27年 1月まで

の母の病状についてと支援記録等。1月 10日以降の母に関する記録 

決 定 区 分 部分開示 

開示することが 

で き な い 理 由 

1 請求情報の一部は開示することにより、特定の個人が識別され当該第三

者に不利益を及ぼすおそれがあるため。（条例第 26条 2号） 

2  請求情報の一部は開示することにより、相談・支援業務の公正又は適正

な職務執行が著しく妨げられるため。（条例第 26条 4号） 

不 服 申 立 平成 27年  8月 20日 実施機関（区長）に異議申立書が提出された。 

審 査 会 の 

処 理 状 況 

平成 27年  8月 31日  実施機関から諮問を受けた。 

平成 27年 10月  2日 実施機関から理由説明書を受理した。 
平成 27年 11月  9日 異議申立人から意見書を受理した。 
平成 27年 12月 16日  実施機関から事情を聴取した。 

平成 28年 10月 17日  答申 

審 査 会 の 結 論 

「相談記録」に記載された自己情報につき、その一部を不開示とした決定

について、区が不開示とすべきとしている部分については、当審査会がな

お不開示とする部分を除き開示すべきである。 

 

 

 

 

（２） 高齢者・養護者の相談記録 

請 求 年 月 日 平成 27年  6月 15日  

決 定 年 月 日 平成 27年  6月 30日 

請求情報の内容 
平成 26年 10月から平成 27年 1月までの母の病状についてと支援記録。１

月 10日以降の母に関する記録  

決 定 区 分 部分開示 

開示することが 

で き な い 理 由 

1 請求情報の一部は開示することにより、特定の個人が識別され当該第三

者に不利益を及ぼすおそれがあるため。（条例第 26条 2号） 

2  請求情報の一部は開示することにより、相談・支援業務の公正又は適正

な職務執行が著しく妨げられるため。（条例第 26条 4号） 

不 服 申 立 平成 27年  8月 20日 実施機関（区長）に異議申立書が提出された。 

審 査 会 の 

処 理 状 況 

平成 27年  8月 31日 実施機関から諮問を受けた。 

平成 27年 10月 2日  実施機関から理由説明書を受理した。 
平成 27年 11月  9日 異議申立人から意見書を受理した。 
平成 27年 12月 16日 実施機関から事情を聴取した。 

平成 28年 10月 17日 答申 

審 査 会 の 結 論 
「相談援助台帳」に記載された自己情報につき、その一部を不開示とした

決定について、区が不開示とすべきとしている部分については、当審査会

がなお不開示とする部分を除き開示すべきである。 

 

 

 



 

６ 

 

（３） 介護事業者への対応記録 

請 求 年 月 日 平成 27年  6月 22日 

決 定 年 月 日 平成 27年  7月  3日 

請求情報の内容 母に関する介護事業所から区が収集した情報 

決 定 区 分 部分開示 

開示することが 

で き な い 理 由 

1 請求情報の一部は開示することにより、特定の個人が識別され当該第三

者に不利益を及ぼすおそれがあるため。（条例第 26条 2号） 

2  請求情報の一部は開示することにより、指導・調整業務の公正又は適正

な職務執行が著しく妨げられるため。（条例第 26条 4号） 

不 服 申 立 平成 27年  8月 20日  実施機関（区長）に異議申立書が提出された。 

審 査 会 の 

処 理 状 況 

平成 27年  8月 31日 実施機関から諮問を受けた。 

平成 27年 10月 2日  実施機関から理由説明書を受理した。 
平成 27年 11月  9日 異議申立人から意見書を受理した。 
平成 27年 12月 16日 実施機関から事情を聴取した。 

平成 28年 10月 17日 答申 

審 査 会 の 結 論 
「苦情対応の記録」に記載された自己情報につき、その一部を不開示とし

た決定について、区が不開示とすべきとしている部分については、当審査

会がなお不開示とする部分を除き開示すべきである。 

 

 

 

 

（４） 嘱託医協議関係文書 

請 求 年 月 日 平成 28年 6月 20日 

決 定 年 月 日 平成 28年 8月 19日 

請求情報の内容 平成 28年 6月 2日に行われた嘱託医協議の内容等 

決 定 区 分 部分開示 

開示することが 

で き な い 理 由 

嘱託医協議は、請求者を直接診断するのではなく、間接的な情報により医

師としての所見を行うもので、そのまま請求者に開示されることを予定し

ていない。当該嘱託医は、氏名・協議内容について、非開示の意向を示し

ており、嘱託医の意見開示の自由・公平性を担保し、嘱託医との信頼関係

を維持し、公正又は適正な職務執行を行うため、嘱託医氏名、嘱託医協議

の内容及び回答は非開示とする。（条例第 26条 4号） 

不 服 申 立 平成 28年 8月 23日 実施機関（区長）に審査請求書が提出された。 

審 査 会 の 

処 理 状 況 

平成 28年 9月 21日 実施機関から諮問を受けた。 

平成 28年 10月 17日 実施機関から事情を聴取した。 

平成 28年 11月 16日 審査請求人から意見を聴取した。 

平成 29年 1月 18日 答申 

審 査 会 の 結 論 

非開示とされた部分のうち、「嘱託医への協議連絡票」中「協議内容」欄は、

これを開示すべきである。また、嘱託医の氏名について、これを非開示と

した実施機関の判断は妥当である。 

実施機関の決定 答申のとおり 

 

 

 



 

７ 

表５ 自己情報開示請求の事務処理状況 

(1) 全部開示決定分 

 受理 決定 請求内容 
開示 

方法 
所管名 

１ 3/31 4/7 

平成 28年 1月 1日から平成 28年 3月 30

日に発行した自己に係る住民票等交付

申請書 

写しの 

交付 

区民サービス管理部 

戸籍住民担当 

２ 4/4 4/19 診療報酬明細書 
写しの 

交付 

区民サービス管理部 

保険医療担当 

３ 4/8 4/11 

平成 28年 3月 16日申請の自己に係る印

鑑登録申請書、印鑑登録証明書交付申請

書、印鑑登録廃止申請書、住民票等交付

申請書 

写しの 

交付 

区民サービス管理部 

戸籍住民担当 

４ 4/14 4/14 審査会資料、介護認定調査票 
写しの 

交付 

区民サービス管理部 

介護保険担当 

５ 4/18 5/2 
審査会資料、主治医意見書、介護認定調

査票 

写しの 

交付 

区民サービス管理部 

介護保険担当 

６ 4/19 4/19 建設リサイクル法第 10条の届出書一式 
写しの 

交付 
環境部生活環境担当 

７ 4/21 4/21 
非木造共同住宅・緊急輸送道路等沿道建

築物耐震診断助成金額確定通知書 

写しの 

交付 

都市基盤部 

建築担当 

８ 5/2 5/2 自己に係る印鑑登録関係 
写しの 

交付 

区民サービス管理部 

戸籍住民担当 

９ 5/2 5/2 主治医意見書 
写しの 

交付 

区民サービス管理部 

介護保険担当 

10 5/2 5/6 審査会資料、介護認定調査票 
写しの 

交付 

区民サービス管理部 

介護保険担当 

11 5/17 5/17 審査会資料、介護認定調査票 
写しの 

交付 

区民サービス管理部 

介護保険担当 

12 5/23 5/23 審査会資料、介護認定調査票 
写しの 

交付 

区民サービス管理部 

介護保険担当 

13 5/31 5/31 審査会資料、介護認定調査票 
写しの 

交付 

区民サービス管理部 

介護保険担当 

14 6/7 6/28 審査会資料、介護認定調査票 
写しの 

交付 

区民サービス管理部 

介護保険担当 

15 6/７ 6/15 

平成 28 年 4 月 4 日から平成 28 年 6 月 6

日に発行した自己に係る戸籍に関する

証明書交付申請書 

閲覧 
区民サービス管理部 

戸籍住民担当 

16 6/9 6/9 審査会資料、介護認定調査票 
写しの 

交付 

区民サービス管理部 

介護保険担当 

17 6/9 6/28 審査会資料、介護認定調査票 
写しの 

交付 

区民サービス管理部 

介護保険担当 

18 6/15 6/29 診療報酬明細書 
写しの 

交付 

区民サービス管理部 

保険医療担当 

19 6/24 6/24 

平成 28 年 5 月 30 日から平成 28 年 6 月

24 日に発行した自己に係る印鑑登録証

明書及び印鑑登録申請書 

写しの 

交付 

区民サービス管理部 

戸籍住民担当 

20 6/27 6/27 
平成 27 年 2 月 5 に提出した美容所開設

届に添付した請求者の健康診断書 

写しの 

交付 
環境部生活環境担当 

21 7/8 7/8 審査会資料、介護認定調査票 
写しの 

交付 

区民サービス管理部 

介護保険担当 



 

８ 

 受理 決定 請求内容 
開示 

方法 
所管名 

22 7/12 7/12 審査会資料、介護認定調査票 
写しの 

交付 

区民サービス管理部 

介護保険担当 

23 7/12 7/14 
平成 27年 7月 27日以前に印鑑登録して

いた印影 

写しの 

交付 

区民サービス管理部 

戸籍住民担当 

24 7/12 7/14 

平成 28年 6月 1日から平成 28年 7月 11

日に発行した自己に係る戸籍に関する

証明書交付申請書 

写しの 

交付 

区民サービス管理部 

戸籍住民担当 

25 7/15 7/25 

平成 27 年 4 月から 6 月迄の間に、鷺宮

すこやか福祉センターにおいて相談を

した際の相談記録 

写しの 

交付 

地域支えあい推進室 

鷺宮すこやか福祉セン

ター地域ケア担当 

26 7/28 7/29 審査会資料、介護認定調査票 
写しの 

交付 

区民サービス管理部 

介護保険担当 

27 7/28 7/28 

平成 28年 4月 1日から平成 28年 7月 27

日に発行した自己に係る住民票等に関

する証明書交付申請書 

写しの 

交付 

区民サービス管理部 

戸籍住民担当 

28 7/29 8/8 

平成 25年 4月 1日から平成 28年 7月 29

日までの自己に係る生活保護世帯台帳

の一部 

閲覧・写

しの交付 

健康福祉部 

生活援護担当 

29 8/1 8/16 

平成 27 年 7 月 25 日から平成 28 年 7 月

31 日に発行した自己に係る住民票等に

関する証明書交付申請書、戸籍に関する

証明書交付申請書 

写しの 

交付 

区民サービス管理部 

戸籍住民担当 

30 8/17 8/30 診療報酬明細書及び調剤報酬明細書 
写しの 

交付 

区民サービス管理部 

保険医療担当 

31 8/23 9/1 

平成 28年 3月 1日から平成 28年 8月 23

日に発行した自己に係る住民票等交付

申請書 

写しの 

交付 

区民サービス管理部 

戸籍住民担当 

32 9/2 9/5 要介護度が記載されている資料 
写しの 

交付 

区民サービス管理部 

介護保険担当 

33 9/4 9/12 

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 9 月 4

日に発行した自己に係る住民票等交付

申請書。平成 25 年 4 月 1 日から平成 28

年 9月 4日に発行した自己に係る戸籍に

関する証明書交付申請書 

写しの 

交付 

区民サービス管理部 

戸籍住民担当 

34 9/7 9/15 

平成 28 年 4 月 1 日から平成 28 年 9 月 7

日に発行した自己に係る住民票等交付

申請書 

写しの 

交付 

区民サービス管理部 

戸籍住民担当 

35 9/21 9/23 診療報酬明細書及び調剤報酬明細書 
写しの 

交付 

区民サービス管理部 

保険医療担当 

36 9/23 9/29 

平成 27年 4月 1日から平成 28年 9月 22

日に発行した自己に係る住民票等交付

申請書 

写しの 

交付 

区民サービス管理部 

戸籍住民担当 

37 9/23 9/29 

平成 27年 4月 1日から平成 28年 9月 22

日に発行した自己に係る住民票等交付

申請書 

写しの 

交付 

区民サービス管理部 

戸籍住民担当 

38 9/27 9/27 審査会資料、介護認定調査票 
写しの 

交付 

区民サービス管理部 

介護保険担当 

39 9/30 10/14 診療報酬明細書及び調剤報酬明細書 
写しの 

交付 

区民サービス管理部 

保険医療担当 

 



 

９ 

 受理 決定 請求内容 
開示 

方法 
所管名 

40 10/13 10/24 

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 10 月

12 日に発行した自己に係る住民票等交

付申請書 

写しの 

交付 

区民サービス管理部 

戸籍住民担当 

41 10/14 10/24 

平成 26 年 4 月 1 日から平成 28 年 10 月

13 日に発行した自己に係る戸籍に関す

る証明書交付申請書 

写しの 

交付 

区民サービス管理部 

戸籍住民担当 

42 10/14 10/28 診療報酬明細書及び調剤報酬明細書 
写しの 

交付 

区民サービス管理部 

保険医療担当 

43 10/17 10/17 通路協定図（中野区松が丘○－○－○） 
写しの 

交付 

都市基盤部 

建築担当 

44 10/24 10/24 主治医意見書 
写しの 

交付 

区民サービス管理部 

介護保険担当 

45 10/26 10/28 

国民健康保険被保険者資格取得届によ

る加入手続きの際添付した、自己に係る

勤務先の株式会社が発行した退職証明

書 

写しの 

交付 

区民サービス管理部 

保険医療担当 

46 11/4 11/4 
審査会資料、主治医意見書、介護認定調

査票 

写しの 

交付 

区民サービス管理部 

介護保険担当 

47 11/14 11/14 審査会資料、介護認定調査票 
写しの 

交付 

区民サービス管理部 

介護保険担当 

48 11/18 11/18 

国民健康保険被保険者資格取得届によ

る加入手続きの際添付した、自己に係る

勤務先の株式会社が発行した健康保

険・厚生年金保険資格証明書 

写しの 

交付 

区民サービス管理部 

保険医療担当 

49 11/29 11/30 

国民健康保険被保険者資格取得届によ

る加入手続きの際添付した、日本年金機

構が発行した自己に係る勤務先の会社

の代表者あて健康保険厚生年金保険資

格取得・資格喪失等確認通知書 

写しの 

交付 

区民サービス管理部 

保険医療担当 

50 12/20 12/22 柔道整復施術療養費支給申請書 
写しの 

交付 

区民サービス管理部 

保険医療担当 

51 12/20 1/4 主治医意見書 
写しの 

交付 

区民サービス管理部 

介護保険担当 

52 12/26 12/26 審査会資料、介護認定調査票 
写しの 

交付 

区民サービス管理部 

介護保険担当 

53 12/28 12/28 審査会資料、介護認定調査票 
写しの 

交付 

区民サービス管理部 

介護保険担当 

54 1/17 1/20 診療報酬明細書及び調剤報酬明細書 
写しの 

交付 

区民サービス管理部 

保険医療担当 

55 1/20 1/27 
平成 28 年 6 月 27 日から平成 29 年 1 月

20日までの自己に係る世帯台帳の一部 

閲覧・写

しの交付 

健康福祉部 

生活援護担当 

56 1/31 2/6 
平成 21年 12月 10日から平成 29年 1月

31日の間の心理相談記録 

写しの 

交付 

地域支えあい推進室 

鷺宮すこやか福祉セン

ター地域ケア担当 

57 2/3 2/6 
建築基準法第４３条第１項ただし書き

許可に係る「道」図 

写しの 

交付 

都市基盤部 

建築担当 

58 2/6 2/17 
審査会資料、主治医意見書、介護認定調

査票 

写しの 

交付 

区民サービス管理部 

介護保険担当 

59 2/13 2/24 診療報酬明細書及び調剤報酬明細書 
写しの 

交付 

区民サービス管理部 

保険医療担当 



 

１０ 

 

(2)部分開示決定分 

 受理 決定 請求内容 
開示 

方法 
所管名 

60 2/28 2/28 審査会資料、介護認定調査票 
写しの 

交付 

区民サービス管理部 

介護保険担当 

61 3/1 3/2 

平成 26 年 4 月 1 日から平成 28 年 2 月 6

日に発行した自己に係る印鑑登録証明

書交付申請書 

写しの 

交付 

区民サービス管理部 

戸籍住民担当 

62 3/2 3/3 審査会資料、介護認定調査票 
写しの 

交付 

区民サービス管理部 

介護保険担当 

63 3/3 3/15 

平成 29 年 3 月 2 日から平成 29 年 3 月 3

日に発行した自己に係る住民票等交付

申請書 

写しの 

交付 

区民サービス管理部 

戸籍住民担当 

64 3/10 3/22 診療報酬明細書及び調剤報酬明細書 
写しの 

交付 

区民サービス管理部 

保険医療担当 

65 3/13 3/22 
審査会資料、主治医意見書、介護認定調

査票 

写しの 

交付 

区民サービス管理部 

介護保険担当 

66 3/22 3/23 

平成 29年 3月 17日に発行した自己に係

る印鑑登録廃止申請書、印鑑登録申請

書、印鑑登録証明書交付申請書 

写しの 

交付 

区民サービス管理部 

戸籍住民担当 

67 3/27 3/27 
審査会資料、主治医意見書、介護認定調

査票 

写しの 

交付 

区民サービス管理部 

介護保険担当 

 受理 決定 請求内容 
開示 

方法 
所管名 

１ 3/31 4/7 

平成 26年 4月 1日から平成 28年 3月 30

日に発行した自己に係る住民票等交付

申請書の写し、及び、印鑑登録証明書交

付申請書 

写しの 

交付 

区民サービス管理部 

戸籍住民担当 

２ 4/22 5/23 世帯台帳 
閲覧・写

しの交付 

健康福祉部 

生活援護担当 

３ 5/10 5/25 
職員の怪我に伴う対応に関する経過報

告書 

写しの 

交付 

地域支えあい推進室 

北部すこやか福祉セン

ター地域ケア担当 

４ 5/24 5/26 

平成 26 年 4 月 1日から平成 28 年 5 月

24日に発行した自己に係る印鑑登録証

明書交付申請書。平成 27年 4月 1日か

ら平成 28 年 5 月 24 日に発行した自己

に係る住民票等交付申請書。住民基本

台帳カードの発行の有無 

閲覧 
区民サービス管理部 

戸籍住民担当 

５ 5/30 6/3 

平成 27年 4月 1日から平成 28年 5月 30

日に発行した自己に係る住民票等交付

申請書 

写しの 

交付 

区民サービス管理部 

戸籍住民担当 

６ 6/6 6/21 
子ども家庭支援センターで相談した記

録 

閲覧・写

しの交付 

子ども教育部 

子育て支援担当 

７ 6/20 8/19 
平成 28 年 6 月 2 日に行われた嘱託医協

議の内容等 

写しの 

交付 

健康福祉部 

生活援護担当 

８ 6/21 6/29 

平成 27年 4月 1日から平成 28年 6月 20

日に発行した自己に係る住民票等交付

申請書、戸籍に関する証明書交付申請

書、住民基本台帳の閲覧申請書 

写しの 

交付 

区民サービス管理部 

戸籍住民担当 



 

１１ 

 

  受理 決定 請求内容 
開示 

方法 
所管名 

９ 6/27 6/29 

平成 26年 8月 14日に発行した自己に係

る住民票等交付申請書。平成 26 年 8 月

15 日に発行した自己に係る戸籍に関す

る証明書交付申請書 

写しの 

交付 

区民サービス管理部 

戸籍住民担当 

10 7/4 7/7 

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 7 月 4

日に発行した自己に係る住民票等交付

申請書 

写しの 

交付 

区民サービス管理部 

戸籍住民担当 

11 8/15 8/18 

平成 27年 4月 1日から平成 28年 8月 14

日に発行した自己に係る住民票等交付

申請書 

写しの 

交付 

区民サービス管理部 

戸籍住民担当 

12 9/23 9/29 

平成 28年 1月 1日から平成 28年 9月 22

日に発行した自己に係る住民票等交付

申請書 

写しの 

交付 

区民サービス管理部 

戸籍住民担当 

13 10/7 10/21 

平成 28年 9月 23日から平成 28年 10月

7 日に発行した自己に係る住民票等交付

申請書 

写しの 

交付 

区民サービス管理部 

戸籍住民担当 

14 10/13 10/28 

平成 27年 9月 24日付介護給付費等支給

決定以降の自己に係る介護給付費等支

給申請書兼利用者負担額減額・免除等申

請書、申請にかかる概況調査票、主治医

意見書、勘案事項整理票、サービスの利

用意向聴取書、介護給付費等支給決定通

知書兼利用者負担額減額・免除等決定通

知書、審査会への諮問書、諮問にかかる

回答書及びその添付書類等一式、障害者

総合支援法にかかる介護給付費等支給

変更申請書兼利用者負担額減額・免除等

変更申請書、介護給付費等支給変更決定

通知書兼利用者負担額減額・免除等変更

決定通知書、申請にかかる審査会への諮

問書、諮問にかかる回答書及びその添付

書類等一式、障害者総合支援法にかかる

介護給付費支給決定に際して作成され

た審議会議事録、その他関係書類、録音

データ等一式、その他障害者支援に基づ

く介護給付費等支給申請及び支給決定

手続にかかる一式の書類 

写しの 

交付 

健康福祉部 

障害福祉担当 

15 10/19 10/31 

平成 28年 4月 16日から平成 28年 10月

18 日に発行した自己に係る住民票等交

付申請書、戸籍に関する証明書交付申請

書 

写しの 

交付 

区民サービス管理部 

戸籍住民担当 

16 11/15 11/22 

平成 28年 11月 1日から平成 28年 11月

14 日に発行した自己に係る住民票等交

付申請書、印鑑登録証明書交付申請書、

戸籍に関する証明書交付申請書 

写しの 

交付 

区民サービス管理部 

戸籍住民担当 

17 12/27 1/4 

法人Ａ及び法人Ｂから提出されている

平成 24 年度分の自己に係る給与支払報

告書。法人Ａから提出されている平成 25

年度分の自己に係る給与支払報告書 

写しの 

交付 

区民サービス管理部 

税務担当 



 

１２ 

 

 

(3)不開示決定分 

 

 

 受理 決定 請求内容 
開示 

方法 
所管名 

18 1/19 2/8 

平成 28 年 10 月 1 日から平成 29 年 1 月

18 日に発行した自己に係る住民票等交

付申請書 

閲覧 
区民サービス管理部 

戸籍住民担当 

19 1/19 2/8 

平成 28 年 10 月 1 日から平成 29 年 1 月

18 日に発行した自己に係る住民票等交

付申請書 

写しの 

交付 

区民サービス管理部 

戸籍住民担当 

20 2/10 2/17 

平成 28年 10月 1日から平成 29年 2月 9

日に発行した自己に係る住民票等交付

申請書 

写しの 

交付 

区民サービス管理部 

戸籍住民担当 

21 3/3 3/16 

平成 29年 2月 1日から平成 29年 2月 28

日に発行した自己に係る住民票等交付

申請書 

写しの 

交付 

区民サービス管理部 

戸籍住民担当 

22 3/23 3/29 
平成 28 年中の自己に係る給与支払い報

告書 

写しの 

交付 

区民サービス管理部 

税務担当 

23 3/23 3/31 

平成 27年 4月 1日から平成 29年 3月 23

日に発行した自己に係る住民票等交付

申請書 

平成 26年 4月 1日から平成 29年 3月 23

日に発行した自己に係る印鑑登録証明

書交付申請書 

平成 25年 4月 1日から平成 29年 3月 23

日に発行した自己に係る戸籍に関する

証明書交付申請書 

写しの 

交付 

区民サービス管理部 

戸籍住民担当 

24 3/27 3/28 
私道についての協定（中野区上鷺宮○－

○－○） 

写しの 

交付 

都市基盤部 

建築担当 

 受理 決定 請求内容 理由 所管名 

１ 4/13 4/20 

平成 27年 4月 1日から平成 28年 4月 12

日に発行した自己に係る住民票等交付

申請書の写し、及び、住民税証明書交付

申請書。平成 26 年 4 月 1日から平成 28

年 4 月 12 日に発行した自己に係る印鑑

登録証明書交付申請書。平成 25年 4月 1

日から平成 28年 4月 12日に発行した自

己に係る戸籍に関する証明書交付申請

書 

文書 

不存在 

区民サービス管理部 

戸籍住民担当 

２ 4/22 5/2 

平成 24年 8月 1日から平成 28年 4月 21

日に発行した自己に係る住民票等交付

申請書 

文書 

不存在 

区民サービス管理部 

戸籍住民担当 

３ 4/26 4/27 

平成 28年 3月 1日から平成 28年 4月 15

日に発行した自己に係る住民票等交付

申請書 

文書 

不存在 

区民サービス管理部 

戸籍住民担当 

４ 5/9 5/19 

平成 24 年 8月 1 日から平成 28年 5月 8

日に発行した自己に係る住民票等交付

申請書 

文書 

不存在 

区民サービス管理部 

戸籍住民担当 



 

１３ 

６ 6/17 6/21 

平成 28 年 3 月 31 日から平成 28 年 6 月

16 日に発行した自己に係る住民票等交

付申請書 

文書 

不存在 

区民サービス管理部 

戸籍住民担当 

７ 7/29 7/29 

平成 28年 1月 1日から平成 28年 7月 24

日に発行した自己に係る戸籍に関する

証明書交付申請書 

文書 

不存在 

区民サービス管理部 

戸籍住民担当 

８ 8/19 8/25 

平成 28年 2月 3日から平成 28年 8月 19

日に発行した自己に係る戸籍謄本と附

票の交付申請書 

文書 

不存在 

区民サービス管理部 

戸籍住民担当 

９ 8/26 9/1 

平成 27年 10月 1日から平成 28年 3月 1

日に発行した自己に係る戸籍に関する

証明書交付申請書 

文書 

不存在 

区民サービス管理部 

戸籍住民担当 

10 9/2 9/12 

平成 26 年 4月 1 日から平成 28年 9月 1

日に発行した自己に係る印鑑登録証明

書交付申請書 

文書 

不存在 

区民サービス管理部 

戸籍住民担当 

11 9/7 9/12 

平成 26 年 4月 1 日から平成 28年 9月 6

日に発行した自己に係る住民票等交付

申請書。平成 25 年 4 月 1日から平成 28

年 9月 6日に発行した自己に係る戸籍の

附票に関する証明書交付申請書 

文書 

不存在 

区民サービス管理部 

戸籍住民担当 

12 9/23 9/30 

平成 28年 1月 1日から平成 28年 9月 23

日に発行した自己に係る戸籍に関する

証明書交付申請書 

文書 

不存在 

区民サービス管理部 

戸籍住民担当 

13 11/4 11/14 

平成 28年 9月 1日から平成 28年 11月 4

日に発行した自己に係る印鑑登録証明

書交付申請書 

文書 

不存在 

区民サービス管理部 

戸籍住民担当 

14 12/1 12/6 

平成 28 年 11 月 19 日から平成 28 年 12

月 1日に発行した自己に係る印鑑登録証

明書交付申請書 

文書 

不存在 

区民サービス管理部 

戸籍住民担当 

15 12/15 12/27 

平成 28 年 11 月 20 日から平成 28 年 12

月 15 日に発行した自己に係る印鑑登録

証明書交付申請書 

文書 

不存在 

区民サービス管理部 

戸籍住民担当 

16 12/15 12/27 

平成 28 年 6 月 2 日から平成 28 年 12 月

15 日に発行した自己に係る住民票及び

印鑑登録証明書交付申請書 

文書 

不存在 

区民サービス管理部 

戸籍住民担当 

17 1/30 2/7 

平成 28 年 10 月 1 日から平成 29 年 1 月

27 日に発行した自己に係る印鑑登録証

明書交付申請書 

文書 

不存在 

区民サービス管理部 

戸籍住民担当 

18 2/2 2/6 

平成 29年 1月 24日から平成 29年 2月 1

日に発行した住民票及び印鑑登録申請

書の発行履歴 

文書 

不存在 

区民サービス管理部 

戸籍住民担当 

19 2/16 2/21 

平成 27年 4月 1日から平成 29年 2月 16

日に発行した自己に係る住民票等交付

申請書 

文書 

不存在 

区民サービス管理部 

戸籍住民担当 

 

 

  受理 決定 請求内容 理由 所管名 

５ 6/2 6/9 

平成 27 年 4月 1 日から平成 28年 6月 2

日に発行した自己に係る住民票等交付

申請書の写し、及び、印鑑登録証明書交

付申請書 

文書 

不存在 

区民サービス管理部 

戸籍住民担当 



 

１４ 

 受理 決定 請求内容 理由 所管名 

20 3/1 3/6 

平成 29年 2月 26日から平成 29年 3月 1

日に発行した自己に係る住民票等交付

申請書 

文書 

不存在 

区民サービス管理部 

戸籍住民担当 

21 3/2 3/10 

平成 27 年 4月 1 日から平成 29年 3月 1

日に発行した自己に係る住民票等交付

申請書 

文書 

不存在 

区民サービス管理部 

戸籍住民担当 

 


