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は じ め に 

 

 

 和泉市では、市政に対する理解と信頼を深めるため、情報公開制度及び個人

情報保護制度を実施しています。 

 情報公開制度は、「市が保有する情報は市民のもの」との認識の下に、積極的

に情報を公開していくことを定めた制度で、市民の「知る権利」、及び市の「説

明責任」を実現するためのものです。 

 一方、個人情報保護制度は、市がその業務を行っていく上で、市民のみなさ

まの様々な個人情報を取り扱っていることを踏まえて、プライバシー保護のた

めに市が守るべきルールを定めたもので、市が取り扱っている本人の個人情報

の開示、訂正などを求める権利も定められています。 

 市では、これらの制度を市民のみなさまに利用していただく窓口として、市

政情報コーナーを設置し、請求の受付を行うとともに、市政に関する資料の閲

覧、提供なども行っています。 

 今後とも制度をより利用しやすいものとし、その目的を十分に果たせるよう

努めてまいります。 

 この資料は、平成２７年度における情報公開制度・個人情報保護制度による

請求等の状況を取りまとめたものですので、ご一読いただければ幸いです。 

 

 

 

平成２８年（2016 年）８月 

和泉市総務部総務管財室 
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１．　情報公開請求（申出）件数

公開
部分

公開
非公開

請求

拒否

文　書

不存在
取下げ等

請　求 87 25 47 1 4 10

申　出 56 30 24 2

計 143 55 71 1 6 10

請　求 22 6 16

申　出 32 16 11 3 2

計 54 22 27 3 2

平成26年度

(H26.4.1～

H27.3.31)

平成2７年度

(H27.4.1～

H28.3.31)

平成２７年度　和泉市情報公開制度運用状況

決　　　定　　　内　　　容

期　　間 区　　分 件　　数

 

 

※１「適用外公文書」とは、情報公開制度  

 に基づく「請求」の対象とならない公文   

 書で、平成１１年３月３１日以前に作成  

 又は取得し、かつ、保存期間が永年でな  

 いものをいいます。  
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６．不服申立ての状況 なし 

 

７．　市政情報コーナー利用状況

期　　　間 利用者数（人）

平成26年度

（H26.4.1～H27.3.31）
4,040

平成27年度

（H27.4.1～H28.3.31）
4,137
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９．　請求（申出）の内容　　　 平成27年度

番号 区　分 請求（申出）日 決定日 決定内容
根拠条項

（※２）
所管課名

備考
（非公開部分）

1 請求 H27.4.6 H27.4.20 公開
公民協働推
進室

2 請求 H27.4.7 H27.4.10 部分公開 ２、３ こども未来室
代表者の印影（町
会）、代表者の印影
（NPO法人）

3 　　　申出 H27.4.13 H27.4.23 公開 都市政策課

4 　　　申出 H27.4.13 財政課 取下げ

5 請求 H27.4.13 H27.4.23 部分公開 ２
新病院計画
室

個人の氏名、住所、
電話番号、
ＦＡＸ番号、メールア
ドレス

6 　　　申出 H27.4.15 H27.4.28 公開
健康づくり推
進室

7 　　　申出 H27.4.30 H27.5.12 公開 政策企画室

8 請求 H27.5.12 H27.5.22 部分公開 ２ 総務管財室 個人の氏名

9 請求 H27.5.12 H27.5.19 公開 政策企画室

公文書の件名請求（申出）の内容

平成27年度町会館助成金内定先名称
平成27年度　町会館等整備事業費助成金
内定町会・自治会一覧表

平成25年度　エンゼルハウスの事業報告
書、決算書一式

①事業実績報告書
②平成25年度歳入歳出決算書

平成26年11月20日施行の街区の変更にお
いて府中町一丁目（1・11・12・18・19街区の
変更）及び唐国町二丁目（6・12街区の変更）
によって生じた住所の発生、変更等がわかる
図面（住居表示台帳）

住居表示台帳

平成20年度以降に起債された地方債（銀行
等引受債）の起債条件等が記載された文書

和泉市立病院　新病院基本構想・パブリック
コメント（第2回）
市民からのコメントの全文

「和泉市立病院　新病院基本構想・計画」の
パブリックコメントの意見書

簡易専用水道給水開始届、廃止届、変更届
（平成26年度）

平成26年度簡易専用水道届出一覧

和泉市歌ＣＤ 和泉市歌（音声の電磁的記録）

庁舎敷地に関しての地主との協議録一切（平
成26年4月1日以降）

平成27年度庁舎建替に伴う地権者交渉記
録について

庁舎建設に関しての議論が分かる資料一切
（平成27年2月1日以降）

下記会議等における資料一式
①庁舎問題等検討会議（第4、5回）、作業部
会（第4回）
②政策調整委員会
③庁舎整備特別委員会
④庁議
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番号 区　分 請求（申出）日 決定日 決定内容
根拠条項

（※２）
所管課名

備考
（非公開部分）

10 　　　申出 H27.5.18 H27.5.25 公開 商工労働室

11 請求 H27.5.20 H27.5.27 部分公開 ２ 総務管財室 個人の印影、住所

12 請求 H27.6.4 H27.6.30 部分公開 ２ 総務管財室
個人の印影、住所、
電話番号、ＦＡＸ番号

13 請求 H27.6.4 H27.6.11 公開 都市政策課

14 　　　申出 H27.6.10 H27.6.16 公開 商工労働室

15 　　　申出 H27.6.15 H27.6.18 公開 環境保全課

16 請求 H27.7.7 H27.7.15 部分公開 ２、３ こども未来室
代表者の印影（個
人、町会）、代表者
の印影（NPO法人）

17 請求 H27.7.7 H27.7.15 部分公開 ２ こども未来室
個人の住所、代表者
の印影（個人）

公文書の件名請求（申出）の内容

大規模小売店立地法届出資料に関する基本
届出事項について記載された概要部分、広
域見取図、周辺見取図、建物配置図

大規模小売店舗を設置している者の変更事
項届出書
①届出概要
②図面1～4

平成7年11月30日契約の和泉市幸三丁目の
土地に係る売買契約書

土地売買契約書

平成27年度谷山池管理委員会の議案書及
び議事録その他谷山池に関係する文書一切

谷山池管理委員会
①総会議案書
②総会会議録
③総会シナリオ
④平成27年度通常総会の開催について
⑤役員会の開催について

第2次和泉市都市計画マスタープランにおけ
る谷山池のことが分かる文書及び記載された
根拠の分かる資料一切

都市計画マスタープラン
①策定委員会会議録
②策定委員会資料（第3、5回）
③まちづくりワークショップ記録（第1、2回）
④第1回関係課ヒアリング
⑤市民意向調査
⑥和泉市観光特大マップ

大規模小売店舗立地法の届出資料に関する
周辺見取図、建物配置図

大規模小売店舗届出書
①別添図面2　周辺見取図
②別添図面3　配置図兼1階平面図

「水質汚濁防止法」「大阪府生活環境の保全
等に関する条例」に基づく特定事業所一覧

特定施設及び届出施設設置事業所一覧（和
泉市内）

平成26年度　いずみエンゼルハウス事業報
告、決算書一式

①事業実績報告書
②平成26年度歳入歳出決算書

いずみエンゼルハウス賃貸契約書 賃貸借契約書
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番号 区　分 請求（申出）日 決定日 決定内容
根拠条項

（※２）
所管課名

備考
（非公開部分）

18 　　　申出 H27.7.27 H27.8.5

平成27年1月1日から6月30日までに付定の
あった和泉市住居表示に関する条例第3条・
同規則に基づく住居表示実施地区の新築
届、付番通知書等、新設物件の付定日（受付
日）・町名・住居番号・地番の明記されている
資料と該当の住居表示台帳又は位置図

公開 都市政策課

19 　　　申出 H27.8.3 H27.8.14 公開 消防本部

20 　　　申出 H27.8.6 H27.8.20 部分公開 ３ 総務管財室 法人の印影

21 　　　申出 H27.8.6 H27.8.20 部分公開 ３ 教育総務室 法人の印影

22 　　　申出 H27.8.7 総務管財室 取下げ

23 請求 H27.8.12 H27.8.20 公開 生涯学習課

24 　　　申出 H27.8.18 H27.8.25 公開 商工労働室

25 　　　申出 H27.8.21 H27.9.2 公開 公園緑地課

公文書の件名請求（申出）の内容

住居表示台帳

平成27年1月～6月の和泉市消防本部の月
別の消防救急（急病除く）の出動回数（各署
別）

月別火災件数、出場件数
救急月報

平成26年6月1日～平成27年5月31日に市長
が締結した損害保険契約（保険料が年間10
万円以上のもの）の保険証券の写し

動産総合保険証券、団体総合補償制度費
用保険証券、賠償責任保険証券

平成26年6月1日～平成27年5月31日に教育
委員会が締結した損害保険契約（保険料が
年間10万円以上のもの）の保険証券の写し

団体総合補償制度費用保険証券

市が管轄する施設（ポンプ場・上下水場を除

く。）で高圧電力を使用しているものの関西電
力の電気料金計算内訳書（直近1年分）

和泉市生涯学習サポート館における自主事
業の実施状況及び収支状況（平成25、26年
度分）

平成25、26年度和泉市生涯学習サポート館
事業報告等

大規模小売店立地法届出資料に関する広域
見取図、周辺見取図、建物配置図

大規模小売店舗立地法届出書
別添図面1～3

大池公園平面図（A3)
昭和59年度　和泉市都市計画公園の変更
図書のうち、大池公園の計画図、施設平面
計画図
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番号 区　分 請求（申出）日 決定日 決定内容
根拠条項

（※２）
所管課名

備考
（非公開部分）

26 請求 H27.8.27 H27.9.1 部分公開 ２ 総務管財室 個人の印影、住所

27 　　　申出 H27.9.4 H27.9.16 部分公開 ３ 保険年金室 法人の印影

28 　　　申出 H27.9.8 H27.9.17 部分公開 ３
建築・開発指
導室

法人の印影

29 　　　申出 H27.9.14 H27.9.25 部分公開 ２ 環境保全課
個人の氏名、住所、
印影

30 請求 H27.9.14 H27.9.28 公開 政策企画室

31 請求 H27.9.24 H27.10.8 部分公開 ４ 政策企画室
都市計画変更につ
いての記述部分

32 　　　申出 H27.9.29 H27.10.21 部分公開 ２、３ 高齢介護室

氏名、顔写真、
営業上のノウハウ、
取引先の名称、法人
間の提携、機械の機
種に関する情報、機
器の利用技術、社内
規定、販売実績

公文書の件名請求（申出）の内容

昭和62年11月9日土地境界確定協議書（室
堂町に係るもの）

土地境界確定協議書

平成27年度和泉市国民健康保険診療報酬
明細書点検業務における
①契約書及び契約金額
②入札参加業者及び各業者の応札金額

①平成27年度契約書
②平成27年度プロポーザル結果報告書

緑ケ丘三丁目における開発指導要綱協議の
申請書のうち様式第1号から第4号まで、図
面一式、覚書

緑ケ丘三丁目における開発指導要綱協議の
申請書のうち様式第１号から第4号まで、図
面一式、覚書

土砂等による埋立て等に関する地番図、登
記事項証明書、計画図、指導書

公図、法務局地籍図写、現況境界立合図、
計画図、登記事項証明書、措置命令書、指
導書一式

平成26年12月以降に開催された庁議・政策
調整会議における資料及び資料説明文・議
事等一切

政策調整委員会・庁議資料一式（平成26年
12月25日開催分以降）
①政策調整委員会（4回分）
②庁議（4回分）

庁舎検討会議の議事録等資料一切（平成27
年5月以降分）

下記庁内会議に関する資料・議事録
①庁舎問題等検討会議（第6、7回）
②庁舎問題等検討会議作業部会（第5～9
回）
③庁舎整備計画チーム会議（第1～3回）
④和泉府中駅前活性化チーム会議・和泉中
央活性化チーム合同会議（第1～3回）
⑤UR処分計画支援チームワークシート

和泉市介護予防事業における提案書 和泉市介護予防事業委託企画提案書
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番号 区　分 請求（申出）日 決定日 決定内容
根拠条項

（※２）
所管課名

備考
（非公開部分）

33 請求 H27.10.21 H27.10.30 部分公開 ３ 生涯学習課

指定管理者選定に
係る提出書類（優先
交渉団体分）、指定
管理者選定委員会
審査集計比較表の
第3位の業者の点数

34 請求 H27.10.21 H27.10.30 部分公開 ３ 生涯学習課
選定委員会審査集
計比較表の第3位の
業者の点数

35 　　　申出 H27.11.2 H27.11.11 公開 農林課

36 請求 H27.11.6 H27.11.10 部分公開 ２、３
建築・開発指
導室

個人の住所、印影、
生年月日、法人の印
影

37 　　　申出 H27.11.11 H27.11.24 部分公開 ３ 総務管財室 法人の印影

38 　　　申出 H27.11.11 H27.11.24 部分公開 ３ 経営総務課 法人の印影

39 　　　申出 H27.11.11 H27.11.25 不存在 教育総務室

40 　　　申出 H27.11.11 H27.11.18 不存在 消防本部

公文書の件名請求（申出）の内容

和泉市生涯学習サポート館指定管理者公募
に係る提出資料のうち様式2号①～⑲、様式
6～9号、選考の採点表

和泉市生涯学習サポート館指定管理者選定
委員会審査集計比較表

平成27年度　和泉市生涯学習サポート館指
定管理者公募にかかる選定委員の結果

和泉市生涯学習サポート館指定管理者選定
委員会審査集計比較表

ため池台帳  和泉市伯太町三丁目ほか

台帳番号25、26、27
ため池台帳

平成2年6月4日付け宅地造成等規制法第8
条による許可申請書一式

許可申請書一式

平成27年11月現在、市長が民間の保険会社
と契約を締結している損害保険証券の写し
（年間保険料10万円以上、明細書含む、指定

管理者分も含む。）

動産総合保険証券、団体総合補償制度費
用保険証券、賠償責任保険証券

平成27年11月現在、水道事業管理者が民間
の保険会社と契約を締結している損害保険
証券の写し（年間保険料10万円以上、明細
書含む、指定管理者分も含む。）

賠償責任保険証券

平成27年11月現在、教育委員会が民間の保
険会社と契約を締結している損害保険証券
の写し（年間保険料10万円以上、明細書含
む、指定管理者分も含む。）

平成27年11月現在、消防本部が民間の保険
会社と契約を締結している損害保険証券の
写し（年間保険料10万円以上、明細書含む、
指定管理者分も含む。）
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番号 区　分 請求（申出）日 決定日 決定内容
根拠条項

（※２）
所管課名

備考
（非公開部分）

41 　　　申出 H27.11.16 H27.11.25 公開 商工労働室

42 　　　申出 H27.11.17 H27.11.30 不存在 契約検査室

43 　　　申出 H28.1.15 H28.1.26 公開 消防本部

44 請求 H28.1.18 H28.1.29 部分公開 ３
健康づくり推
進室

法人の印影、口座番
号

45 　　　申出 H28.2.9 H28.2.23 部分公開 ２、３
スポーツ振興
課

個人の氏名、顔写
真、
積算内訳、各種マ
ニュアルリスト、報告
内容画面、報告書リ
スト画面（発生順）

46 　　　申出 H28.2.16 H28.2.26 公開
公民協働推
進室

公文書の件名請求（申出）の内容

大規模小売店舗立地法届出資料に関する基
本届出事項について記載された概要部分、
広域見取図、周辺見取図、建物配置図

大規模小売店舗立地法届出書
①別紙
②別表1
③添付図面1～3

過去10年の公共工事で特定業者が元請け
や下請けとして関わっている工事が分かる書
類

危険物許可施設のうち、ガソリン、灯油、軽
油又は重油を貯蔵する地下・屋外・屋内タン
ク貯蔵所及び給油取扱所の設置者）の名
称、施設所在地、危険物施設区分、危険物
の品名、数量の一覧

燃料貯蔵取扱施設一覧表

①予防接種に関する医師会との契約書又は
それに類するもの
②過去1年間の予防接種の委託料に関する
支出負担行為及び支出命令

①予防接種業務委託契約書
②高齢者（定期）肺炎球菌予防接種業務委
託契約書
③インフルエンザ予防接種業務委託契約書
④平成26、27年度支出負担行為伺
⑤平成26、27年度支出命令書（平成27年1
～12月）

和泉市総合スポーツセンターにおける直近の
指定管理公募時に選定団体が提出した事業
計画書、収支計画書

和泉市総合スポーツセンターの指定管理者
の指定申請に関する書類
様式第5号から第27号まで

①平成27年度に募集した和泉市南部リージョ

ンセンターの指定管理者に選定された団体

の事業計画書（提案書・収支計画書）
②指定管理者選定における選定結果資料
（得点表）

①南部リージョンセンター指定管理者申請書
類（事業計画書）
②南部リージョンセンター指定管理者選定採

点表

 

 



- 10 - 

 

番号 区　分 請求（申出）日 決定日 決定内容
根拠条項

（※２）
所管課名

備考
（非公開部分）

47 　　　申出 H28.2.23 H28.3.4

平成27年7月1日から12月31日までに付定の
あった和泉市住居表示に関する条例第3条・
同規則に基づく住居表示実施地区の新築
届、付番通知書等、新設物件の付定日・町
名・住居番号・地番の明記されている資料と
該当の住居表示台帳又は位置図

公開 都市政策課

H28.3.4
庁舎敷地・駐車場所有者との交渉経過がわ
かる書面一切

平成27年度　庁舎建替に伴う交渉録につい
て

部分公開 ２，５ 総務管財室 個人の氏名、坪単価

H28.3.9
庁舎敷地の借地解消に関する行政の方針が
分かる文書・資料一切

庁舎会議録要旨（平成24年5月28日） 公開 政策企画室

49 　　　申出 H28.2.29 H28.3.7 部分公開 ２ 環境保全課
個人の氏名、技術管
理者の交付番号

50 請求 H28.3.7 H28.3.17 公開
お客さまサー
ビス課

51 請求 H28.3.8 H28.3.17 部分公開 3
建築・開発指
導室

法人の印影、病院内
の間取り

52 請求 H28.3.8 H28.3.10 部分公開 ２ 総務管財室 個人の印影、住所

公文書の件名請求（申出）の内容

土地売買契約書

住居表示台帳

48 請求 H28.2.25

土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出
区域に係る
①最新又は消除時の区域台帳一式
②一定の規模以上の土地の形質の変更届
出書、土壌汚染状況調査結果報告書、指定
の申請書、土地の形質の変更届出書、汚染
土壌の区域外搬出届出書、措置完了報告書
の受理文書の鑑
③指定・解除の際の告示文

形質変更時要届出区域に係る書類一切

判決文
①平成12年6月1日（ワ）第456号
②平成13年2月27日（ネ）2439号
③平成13年（ネオ）第98号
④平成13年（受）第994号

①大阪地裁平成10年（ワ）第456号損害賠
償請求事件　判決正本
②大阪高裁平成12年（ネ）第2439号損害賠
償請求控訴事件
③大阪高裁平成13年（ネオ）第98号事件
④最高裁平成13年（受）第994号事件

医療法人の開発申請不要の書類 開発許可等不要証明申請書

財団法人和泉市開発協会との間で締結した
土地売買契約書（昭和47年）
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番号 区　分 請求（申出）日 決定日 決定内容
根拠条項

（※２）
所管課名

備考

（非公開部分）

53 　　　申出 H28.3.14 H28.3.25 公開 消防本部

54 　　　申出 H28.3.18 H28.3.25
平成26年度の市議の政務活動費に係る一切

の書類
部分公開 ２、３ 議会事務局

個人の氏名、住所、

電話番号、メールア

ドレス、印影、口座

番号、個人を識別で

きる番号、法人の印

影

直接埋設一重殻地下タンク（ＦＲＰ内面ライニ

ング、電気防食未施工の施設）を有する危険

物許可施設の事業所名、貯蔵取扱区分、設

置場所、タンク容量を抽出したリスト

燃料貯蔵取扱施設一覧表、地下タンク漏え

い関係調査表

平成26年度政務活動費交付申請書、交付

決定通知書、交付請求書、収支報告書、帳

簿、政務活動費領収書貼付用紙、領収書

公文書の件名請求（申出）の内容

 

（※２）「根拠条項」とは、部分公開又は非公開と決定した理由について、和泉市情報公開条例第６条第１項各号のうち該当するものを表しています。
　　　　　請求(申出)された公文書の一部を全部公開し、残りの公文書が存在しなかった場合、「決定内容」は「部分公開」とし、「根拠条項」は空欄としています。  

 

10. 出資法人における情報公開制度の実施状況 

番号 請求日 決定日 決定内容
根拠条項

（※３）

備考

（非公開部分）

1 H28.2.26 H28.3.1 公開

文書の件名請求の内容

和泉市シティプラザ生涯学習センター生涯学習事業等

委託事業者募集にかかる配点表

和泉市シティプラザ生涯学習センター生涯学習

事業等委託事業者選定採点表（集計）
 

（※３）「根拠条項」とは、部分公開又は非公開と決定した理由について、一般財団法人和泉市公共施設管理公社情報公開規程第６条第１項各号のうち該当するものを表して 

います。
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平成２７年度　和泉市個人情報保護制度運用状況

４．　不服申立ての状況

　　　なし

２．　請求者の内訳

平成２６年度 平成２７年度

本　　　　人 12 24

未成年者等に係る

法定代理人
5 2

遺　　　　族 5 4

計 22 30

区　　　　　　分
請求件数

１．　請求等の件数

開示等
部分

開示等
非開示等

個人情報

不存在
取下げ等

開示請求 21 14 4 2 1

訂正請求 1 1

利用停止請求

是正の申出

計 22 14 4 1 2 1

開示請求 30 10 18 1 1

訂正請求

利用停止請求

是正の申出

計 30 10 18 1 1

区　分 件　数

決　　　定　　　内　　　容

平成２６年度

(H26.4.1～

H27.3.31)

平成２７年度

(H27.4.1～

H28.3.31)

期　　間

３．　開示の方法

平成２６年度 平成２７年度

開　　示 3 10

写しの交付

（開示及び写しの交付を含む）
15 18

計 18 28

区　　　　　　分
請求件数
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５．　請求等の内容　　　 平成２７年度

番号 請求等の区分 請求者の区分 請求日 決定日 情報の件名 決定内容 根拠条項（※） 所管課名 備考（非開示部分）

1 開示 遺族 H27.4.17 H27.4.28 救急活動記録票 部分開示 ２ 消防本部
個人の氏名、年齢、関係、住所、電

話番号

2 開示 本人 H27.4.24 H27.5.7 生活保護に係る文書 開示 生活福祉課

3 開示 本人 H27.5.1 H27.5.13 勤務先から提出されている給与支払報告書 不存在 税務室

4 開示 本人 H27.5.14 ＤＶに関する記録 こども未来室 取下げ

5 開示 本人 H27.5.15 H27.5.28 住民票等の交付請求書 部分開示 ２、７ 市民室

個人の印影、申請の任に当たる者

の法人の所属、社員証の顔写真、

社員番号、氏名、運転免許証記載

事項及び顔写真、

法人及び法人役員の印影

6 開示 法定代理人 H27.5.25 H27.6.8 住民票等の交付請求書 部分開示 ２、７ 市民室

社員証の顔写真、社員番号、氏

名、運転免許証記載事項及び顔写

真、水栓番号、フリガナ、使用者氏

名、水栓所在地、

法人の印影

7 開示 本人 H27.5.29 H27.6.11 介護保険の利用者基本情報、経過記録 部分開示 ２ 高齢介護室

緊急連絡先の氏名・住所・電話番

号、相談内容で個人が特定できる

もの

8 開示 本人 H27.5.29 H27.6.3 住民票等の交付申請書 部分開示 ７ 市民室 請求者の職印

9 開示 本人 H27.6.8 H27.6.18 印鑑登録票 開示 市民室

10 開示 本人 H27.6.8 H27.6.18 印鑑登録票 開示 市民室
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番号 請求等の区分 請求者の区分 請求日 決定日 情報の件名 決定内容 根拠条項（※） 所管課名 備考（非開示部分）

11 開示 本人 H27.6.9 H27.6.18 印鑑登録票 開示 市民室

12 開示 本人 H27.6.12 H27.6.18 住民票等の交付請求書 部分開示 ２、７ 市民室

個人の印影、社員証の顔写真、社

員番号、氏名、運転免許証記載事

項及び顔写真、法人及び法人役員

の印影

13 開示 本人 H27.6.16 H27.6.24  印鑑証明書の交付申請書 開示 市民室

14 開示 本人 H27.6.22 H27.6.29 戸籍証明関係の交付申請書 部分開示 ７ 市民室 請求者の職印

15 開示 本人 H27.7.2 H27.7.9 住民票等の交付請求書 部分開示 ２ 市民室

在留カードの顔写真、番号、性別、

国籍・地域、在留資格、就労制限の

有無、在留期間、許可年月日、交

付年月日、有効期限

16 開示 本人 H27.7.31 H27.8.13
戸籍証明関係の交付申請書、住民票等の交付請

求書
部分開示 ２、７ 市民室 請求者の職印、事務担当者氏名

17 開示 遺族 H27.8.27 H27.9.4  救急活動記録票 開示 消防本部

18 開示 本人 H27.9.3 H27.9.8 戸籍証明関係の交付申請書 部分開示 ７ 市民室 請求者の職印

19 開示 本人 H27.10.15 H27.10.20 戸籍証明関係の交付申請書 部分開示 ２，７ 市民室

依頼者の氏名、事務担当者氏名、

司法書士会員証の顔写真、生年月

日、認定日及び認定番号、請求者

の職印、法人の印影

20 開示 本人 H27.10.23 H27.10.29  住民票等の交付請求書 開示 市民室

21 開示 本人 H27.12.1 H27.12.3  住民票等の交付請求書 部分開示 ２、７ 市民室

個人の印影、申請の任に当たる者

の氏名、生年月日、運転免許証記

載事項及び顔写真、

法人及び法人役員の印影
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番号 請求等の区分 請求者の区分 請求日 決定日 情報の件名 決定内容 根拠条項（※） 所管課名 備考（非開示部分）

22 開示 遺族 H27.12.21 H27.12.25 救急活動記録票 部分開示 ２ 消防本部
開示請求者以外の個人の氏名、年

齢、関係、住所、電話番号

23 開示 本人 H27.12.28 H28.1.7  住民票等の交付請求書 部分開示 ２、７ 市民室

個人の印影、申請の任に当たる者

の氏名、住所、生年月日、性別、運

転免許証記載事項及び顔写真、

法人及び法人役員の印影

24 開示 本人 H28.1.5 H28.1.15  住民票等の交付請求書 部分開示 ７ 市民室 申請者の職印

25 開示 本人 H28.2.26 H28.3.8 住民票等の交付請求書 開示 市民室

26 開示 法定代理人 H28.2.26 H28.3.8  住民票等の交付請求書 開示 市民室

27 開示 本人 H28.3.11 H28.3.24 戸籍証明関係の交付申請書 部分開示 ２、７ 市民室

申請の任に当たる者の氏名、住

所、社員番号、顔写真、運転免許

証の表面記載事項、法人の印影

28 開示 本人 H28.3.18 H28.3.28  住民票等の交付請求書 部分開示 ２、７ 市民室

申請の任に当たる者の氏名及び開

示請求者以外の氏名・性別・生年

月日・住所、請求者の職印

29 開示 本人 H28.3.30 H28.4.12 戸籍証明関係の交付申請書 開示 市民室

30 開示 遺族 H28.3.31 H28.4.12 印鑑証明書の交付申請書、印鑑登録票 部分開示 不存在 市民室
印鑑証明書の交付申請書について

は不存在

 

（※）「根拠条項」とは、部分開示又は非開示と決定した理由について、和泉市個人情報保護条例第２１条各号のうち該当するものを表しています。
　　　　請求された公文書の一部を全部開示し、残りの公文書が存在しなかった場合、「決定内容」は「部分開示」とし、「根拠条項」は空欄としています。  

 

 ６．　出資法人における個人情報保護制度の実施状況

なし
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 情報公開制度及び個人情報保護制度の運用状況  

 （ 平 成 ２ ７ 年 ４ 月 １ 日 ～ 平 成 ２ ８ 年 ３ 月 ３ １ 日 ）  

編集・発行  平成２８年８月  

和泉市総務部総務管財室  

〒 594-8501 和泉市府中町二丁目７番５号 

Tel 0725-99-8105 （直通） 

T   0725-41-1551 （代表） 

 

 


