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求
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収受日 請求者区分 請求の内容 開示文書 決定年月日 決定内容 該当理由
不開示部分
の内容

開示実施日 開示方法 実費 主管課 備考

1 1 H30.4.10 本人
平成○○年○○月診察した内容（カル
テ）
レントゲン

・平成○○年○○月に受診したカルテ
・受信時に撮影したレントゲン

H30.4.23 全部開示 ― ― H30.4.24

写しの交付
電磁的記録媒
体に複写した
ものの交付

206円 市民病院医事課

2

要介護認定結果一覧
介護保険主治医意見書（平成○○年○
○月○○日、平成○○年○○月○○日、
平成○○年○○月○○日、平成○○年
○○月○○日、平成○○年○○月○○
日、平成○○年○○月○○日申請分）
介護保険認定調査票（平成○○年○○
月○○日、平成○○年○○月○○日、平
成○○年○○月○○日、平成○○年○
○月○○日、平成○○年○○月○○日）

H30.5.15 全部開示 ― ― 写しの交付 400円 高齢介護課

3
介護保険認定調査票
（平成○○年○○月○○日申請分）

H30.5.15 部分開示
第18条
第2号

請求に係る
本人以外の
特定の個人
に関する情
報（氏名、
電話番号、
続柄）

写しの交付 50円 高齢介護課

3 4 H30.7.11 本人 心理職能意見書 心理・職能意見書 H30.7.20 全部開示 ― ― H30.7.20 写しの交付 10円 障害者福祉課

4 5 H30.7.13 本人 診察で（外来）受診した全ての診療録 外来受診した際の診療録 H30.7.24 全部開示 ― ― H30.8.1 写しの交付 40円 市民病院医事課

5 6 H30.9.14 死者の子
平成○○年○○月以降の要介護認定結
果一覧

故○○○○氏に係る平成○○年○○月
以降の要介護認定の結果一覧資料

H30.9.19 全部開示 ― ― H30.9.19 写しの交付 10円 高齢介護課

6 7 H30.9.20 本人
平成○○年○○月○○日交付の戸籍全
部事項証明書、改正原戸籍謄本請求書

平成○○年○○月○○日に交付した戸
籍全部事項証明書（戸籍謄本）及び改正
原戸籍謄本（平成）の交付請求書

H30.10.2 部分開示
第18条
第2号
第3号

依頼者の氏
名、具体的
事由欄に記
載のある氏
名、行政書
士の職印の
印影

H30.10.4 写しの交付 10円 市民課

7 8 H30.10.3 本人
平成○○年○○月～○○月の入院カル
テ
外来カルテ

平成○○年○○月から○○月までの入
院診療録
外来カルテ（紙カルテ及び電子カルテ）

H30.10.17 部分開示
第18条
第2号

開示対象者
及び開示請
求本人以外
の個人の氏
名

H30.10.22

写しの交付
電磁的記録媒
体に複写した
ものの交付

754円 市民病院医事課

8 9 H30.10.10 本人
H○○.○○.○○
○○○○申請の申入書受付印の入って
いる紙面

平成○○年○○月○○日付け
○○○○氏申請の申し入れ書のうち、
受付印の入っている紙面

H30.10.12 全部開示 ― ― H30.10.17 写しの交付 10円 広報広聴課

平成３０年度保有個人情報開示請求の処理状況

H30.6.12 H30.5.1 死者の子

要介護認定結果一覧資料、
介護保険主治医意見書（平成○○年○
○月○○日、平成○○年○○月○○日、
平成○○年○○月○○日、平成○○年
○○月○○日、平成○○年○○月○○
日、平成○○年○○月○○日）
介護保険認定調査票（平成○○年○○
月○○日、平成○○年○○月○○日、平
成○○年○○月○○日、平成○○年○
○月○○日、平成○○年○○月○○日、
平成○○年○○月○○日）
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9 10 H30.10.11 本人
平成○○年○○月○○日に第三者交付
した住民票の写しの交付請求書

平成○○年○○月○○日に第三者交付
した住民票の写しの交付請求書

H30.10.24 部分開示
第18条
第2号

・申出人の
住所
・別紙1に記
載のある登
録番号、請
求者以外の
氏名、生年
月日、性
別、照会住
所

H30.10.25 写しの交付 70円 市民課

10 11 H30.10.12 本人
平成○○年○○月○○日交付、住民票
の写しの請求申請書

平成○○年○○月○○日に交付した住
民票の写しの請求申請書

H30.10.24 部分開示
第18条
第2号

・申出人の
住所
・別紙1に記
載のある登
録番号、請
求者以外の
氏名、生年
月日、性
別、照会住
所

H30.10.26 写しの交付 70円 市民課

11 12 H30.10.18 本人
・平成○○年○○月の入院カルテ
・平成○○年○○月の外来カルテ
・レントゲン

1）入院カルテ（平成○○年○○月○○日
～○○日）
2）外来カルテ（平成○○年○○月○○
日）
3）画像（平成○○年○○月に撮影したレ
ントゲン、CT）

H30.11.19 部分開示
第18条
第6号

医師の印影 H30.11.20

写しの交付
電磁的記録媒
体に複写した
ものの交付

754円 市民病院医事課

12 13 H30.10.19 本人 H○○.○○月から現在までの外来カルテ
平成○○年○○月初診から現在（最終受
診：平成○○年○○月）までの外来カル
テ

H30.11.20 全部開示 ― ― H30.11.22 写しの交付 380円 市民病院医事課

13 14 H30.10.30 死者の子
介護保険認定調査票　平成○○年○○
月○○日申請分

介護保険認定調査票（平成○○年○○
月○○日申請分）

H30.11.5 全部開示 ― ― H30.11.5 写しの交付 40円 高齢介護課

14 15 H30.11.6 本人
東松山市西本宿○○○○
給水申込書一式

東松山市西本宿○○○○の給水申込書
一式

H30.11.16 部分開示
第18条
第2号
第6号

個人の氏
名、個人及
び建築士の
印影

H30.11.26 写しの交付 130円 水道課

15 16 H30.11.8 本人
平成○○年○○月○○日に交付した武
本英治の戸籍抄本の請求書

平成○○年○○月○○日に第三者に交
付した戸籍抄本（戸籍個人事項証明）の
交付申請書

H30.10.15 部分開示
第18条
第2号

申出人の役
職及び氏名

H30.11.16 写しの交付 10円 市民課

16 17 H30.11.20
未成者の法定
後見人

発達検査報告書
1才6か月健診心理相談記録票

・発達検査報告書
・1歳6か月健診　心理相談記録票

H30.11.27 全部開示 ― ― H30.12.3 写しの交付 30円 障害者福祉課

17 18 H30.12.14 本人 心理・職能意見書 心理・職能意見書 H30.12.21 全部開示 ― ― H30.12.27 写しの交付 10円 障害者福祉課
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18 19 H30.12.17 本人
平成○○年○○月～○○月までの住民
票（含む除票）に関する請求書

平成○○年○○月から○○月までの住
民票（含む除票）に関する請求書

H30.12.27 部分開示
第18条
第2号
第3号

申請人の担
当者氏名、
本人以外の
個人の氏名
及び住所

H31.1.7 写しの交付 10円 市民課

19 20 H30.1.17 本人
平成○○年○○月○○日交付に係る戸
籍謄本（戸籍全部事項証明書）の請求書

平成○○年○○月○○日交付に係る戸
籍謄本(戸籍全部事項証明書)の請求書

H31.1.25 部分開示
第18条
第2号

被相続人の
氏名、依頼
者の氏名及
び続柄

H31.1.28 閲覧 ― 市民課

20 21 H31.1.31 本人
自立支援医療用診断書（精神通院医療
用）

自立支援医療用診断書（精神通院医療
用）

H31.2.8 部分開示
第18条
第6号

医師の印影 H31.2.18 写しの交付 10円 障害者福祉課

21 22 H31.2.7 本人
H○○.○○.○○提出東松山市長選挙に
絡む「堀越博文議員の言動について」

H○○.○○.○○提出東松山市長選挙に
絡む「堀越博文議員の言動について」

H31.2.19 全部開示 ― ― H31.2.21 写しの交付 30円 議会事務局

22 23 H31.2.20 任意代理人
平成○○年○○月○○日申請分の介護
保険主治医意見書

介護保険主治医意見書（平成○○年○
○月○○日）

H31.2.25 全部開示 ― ― H31.2.27 写しの交付 20円 高齢介護課

23 24 H31.2.7 本人
○○.○○.○○提出
市長選挙に絡む吉田英三郎の言動につ
いて

平成○○年○○月○○日提出　東松山
市長選挙に絡む吉田英三郎議員の言動
について

H31.3.18 全部開示 ― ― H31.3.25 写しの交付 10円 議会事務局

24 25 H31.3.8 本人
診断書（精神障害者保健福祉手帳用）平
成○○年提出の物

診断書（精神障害者保健福祉手帳用）平
成○○年提出の物

H31.3.13 全部開示 ― ― H31.3.19 写しの交付 10円 障害者福祉課

25 26 H31.3.13 本人 心理・職能意見書 心理・職能意見書 H31.3.27 全部開示 ― ― H31.4.11 写しの交付 10円 障害者福祉課

26 27 H31.3.15 本人
H○○.○○.○○～H○○.○○.○○まで
の外来カルテ

平成○○年○○月○○日から平成○○
年○○月○○日までの外来カルテ

H31.3.28 全部開示 ― ― H31.4.9 写しの交付 300円 市民病院医事課

27 28 H31.3.18 死者の配偶者

外来診療録（夫　○○○○に関する）
入院診療録（H○○.○○.○○～H○○.
○○.○○）
（H○○.○○.○○～H○○.○○.○○）

○○○○に関する外来・入院診療録
外来（平成○○年○○月○○日～最終
受診まで）
入院（1回目）平成○○年○○月○○日
～平成○○年○○月○○日
　　　（2回目）平成○○年○○月○○日
～平成○○年○○月○○日

H31.3.28 部分開示
第18条
第2号
第6号

医師の印
影、開示対
象者及び開
示請求者本
人以外の個
人の氏名

H31.4.4 写しの交付 1,280円 市民病院医事課

28 29 H31.3.28 本人
外来カルテ（平成○○年○○月○○日～
平成○○年○○月○○日）

外来診療録
外来（平成○○年○○月○○日～平成
○○年○○月○○日まで）

H31.4.10 部分開示
第18条
第2号

本人以外の
個人の氏名

H31.4.15 写しの交付 1,470円 市民病院医事課


