
整理
番号

請求日 決定日
公文
書件
数

決定等
の内容

非 開 示
理 由

窓    口 備    考

1 H24.4.3 H24.4.16 1 部分開示 ３号 警察本部 警察センター

2 H24.5.2 H24.5.7 1 開示 教育委員会 出雲高等学校 出雲高等学校

3 H24.6.6 H24.6.8 1 開示 健康福祉部 障がい福祉課 県政情報センター

4 H24.6.12 H24.6.25 1 開示 総務部 人事課 県政情報センター

5 H24.6.20 H24.7.2 2 部分開示 ３号 警察本部 警察署窓口

6 H24.6.26 H24.7.5 1 部分開示 ３号 警察本部 警察署窓口

7 H24.6.27 H24.7.4 1 開示 健康福祉部 障がい福祉課 県政情報センター

8 H24.7.6 H24.7.19 3 部分開示 ３・７号 警察本部 警察センター

9 H24.7.6 H24.8.20 12 部分開示 ３・７号 健康福祉部 松江保健所 県政情報センター
期間延
長

10 H24.7.31 H24.8.6 1 部分開示 ３・７号 警察本部 警察署窓口

11 H24.8.3 H24.8.8 1 開示 農林水産部 農村整備課 県政情報センター

12 H24.8.15 H24.8.28 6 部分開示 ３・５・７号 警察本部 警察センター

13 H24.8.24 H24.9.6 1 部分開示 ３号 警察本部 警察署窓口

14 H24.10.10 H24.10.23 1 部分開示 ３・７号 人事委員会 松江地区コーナー

15 H24.10.15 H24.10.25 1 部分開示 ３号 警察本部 警察署窓口

16 H24.11.1 H24.11.15 3 部分開示 ３・７号 警察本部 警察署窓口

17 H24.11.8 H24.12.11 1 開示 総務部 税務課 県政情報センター
期間延
長

18 H24.11.8 H24.12.25 3 部分開示 ３号 総務部
東部県民セン
ター

県政情報センター
期間延
長

平成○年○月○日受理の警察
相談記録票に記録された請求
人の個人情報

平成２４年度島根県警察官採
用試験第一次試験の請求人の
得点等

請求人の納税者登録情報

自動車税・自動車取得税申告
書、過誤納金等還付（充当）決
議書、自動車税一人別課税内
訳書の中の請求人の情報

平成○年○月○日、平成○年
○月○日及び平成○年○月○
日受理の警察相談記録票に記
録された請求人の個人情報

平成○年○月○日受理の警察
相談記録票に記録された請求
人の個人情報

島根県公立高等学校入学者選
抜学力検査の請求人の合計得
点及び教科別得点

平成２４年度第３回島根県育休
代替職員採用試験における請
求人の総合得点・種目別得点
及び総合順位

平成○年○月○日及び平成○
年○月○日受理の警察相談記
録票に記録された請求人の個
人情報

平成１９年１月１日より現在ま
での請求人の名前の記載され
ている文書

平成○年○月○日受理の警察
相談記録票に記録された請求
人の個人情報

換地計画書

警察相談記録票その３

参  　考　  資　  料

１．個人情報の開示請求の処理概要

平成○年○月○日受理の警察
相談記録票に記録された請求
人の個人情報

身体障害者手帳交付申請書の
添付書類の診断書

平成○年○月○日及び平成○
年○月○日受理の警察相談記
録票並びに平成○年○月○日
付け警察相談記録票その３に
記録された請求人の個人情報

担　当　課　等
請求の内容又は
対象公文書名

身体障害者手帳交付申請書の
添付書類の診断書

平成○年○月○日受理の警察
相談記録票に記録された請求
人の個人情報
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整理
番号

請求日 決定日
公文
書件
数

決定等
の内容

非 開 示
理 由

窓    口 備    考担　当　課　等
請求の内容又は
対象公文書名

19 H24.11.8 H24.12.25 14 部分開示 ３・７号 健康福祉部 松江保健所 県政情報センター
期間延
長

20 H24.11.8 H24.12.14 1 部分開示
１・３・６・７

号
健康福祉部 中央児童相談所 県政情報センター

期間延
長

H24.12.19 1 部分開示 ３・７号
期間延
長

H24.12.19 1 非開示 ７号
期間延
長

22 H24.11.8 H24.12.25 1 非開示 １６条 健康福祉部
女性相談セン
ター

県政情報センター

期間延
長　存否
応答拒
否

23 H24.11.8 H24.12.21 1 非開示 不存在 教育委員会 総務課 県政情報センター
期間延
長

24 H24.11.27 H24.12.11 1 部分開示 ３号 警察本部 警察署窓口

25 H24.12.3 H24.12.13 5 部分開示 ３・７号 警察本部 警察署窓口

H24.12.19 1 部分開示 ３・６・７号

H24.12.19 1 非開示 ３号

27 H25.1.10 H25.1.23 1 開示 教育委員会 義務教育課 県政情報センター

28 H25.1.25 H25.1.28 1 開示 健康福祉部 薬事衛生課 県政情報センター

29 H25.3.18 H25.3.27 1 部分開示 ３・７号 人事委員会 県政情報センター

2  個人情報の訂正等請求の処理概要

個人情報の訂正等請求はありませんでした。

3  個人情報の利用停止請求の処理概要

個人情報の利用停止請求はありませんでした。

平成１９年１月１日より現在ま
での請求人の名前の記載され
ている文書

注  1   この表には、平成24年度に請求されたものを登載する。

平成１９年１月１日より現在ま
での請求人の名前の記載され
ている文書に関する情報

3   「非開示理由」は、該当する条例第13条各号の号数等を記入する。

2   「整理番号」は、請求の受付の連番である。

21 H24.11.8

平成１９年１月１日より現在ま
での請求人の名前の記載され
ている文書に関する情報

健康福祉部

中央児童相談所

心と体の相談セ
ンター

平成２４年度島根県警察官採
用試験第一次試験の請求人の
得点等

平成○年○月○日から平成○
年○月○日までの請求人の相
談記録

平成１９年１月１日より現在ま
での請求人の名前の記載され
ている文書に関する情報

同上

平成１９年１月１日より現在ま
での請求人の名前の記載され
ている文書に関する情報

昭和○年○月○日、請求人が
○○保健所に届け出た○○に
よる中毒症に関する調査書類

26 H24.12.12 健康福祉部

県政情報センター

平成○年○月○日受理の警察
相談記録票に記録された請求
者の個人情報

電話・口頭受（発）用紙（平成○
年○月○日受信）外４件に記
録された請求者の個人情報

児童記録の中の請求人の相談
記録の一部

請求人の配偶者が書いた誓約
書

中央児童相談所
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