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１．利用状況

　　令和元年度における情報公開制度の利用者は５，１８１人でした。

　　公開請求件数は１５１件，情報提供件数は４，２５１件で，公開請求件数と情報提

　供件数の合計は４，４０２件となっています。（表１参照）

２．公開請求・情報提供

　　公開請求の処理状況は，令和元年度に請求があった合計１５１件のうち，承諾が

　４２件，一部承諾が７５件，拒否が１８件，却下が０件，審査中が３件であり，取

　下げが１３件となっています。（表２参照）

　　請求者の内訳は，市内に住所を有する個人が１０６，市内の法人等の団体が１６，

　その他のものが２９でした。（表３参照）

　　公開請求を受けた実施機関別内訳は，市長部局が１３８件，教育委員会が７件，

　その他の実施機関が６件で，合計は１５１件となっています。（表４参照）

　　また，公開請求と情報提供の分野別内訳について，公開請求は合計１５１件のうち

　行政一般についてが９５件と最も多く，次いで都市基盤についてが２９件となってお

　り，これらが全体の８割近くを占めています。情報提供は合計４，２５１件のうち，

　文化に関するものが１，９８４件と最も多く，次いで都市基盤に関するものが６１０

　件で，これらを合わせると全体の６割以上を占めています。（表５参照）

　　なお，令和元年度における情報公開請求の内容は＜表６＞のとおりです。
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＜表１＞　年度別利用状況

＜表２＞　請求の年度別処理状況

非公開 不存在

50 87 35 1 34 0 0 4 176

76 111 31 1 29 0 0 8 226

30 58 15 2 11 0 0 10 113

37 79 17 2 15 0 3 8 144

42 75 18 2 16 0 3 13 151

＜表３＞　請求者の年度別内訳

144

113

226

176

151

2

その他のもの

取下げ

合　　計

47

審査中

82 1368

処　　理　　状　　況

合　計

　令和　元年　 106 2916

67

　平成２７年　 107 67

　　２９年 61

　　　３０年　 68

5

9

　　　２８年　

年度 ／ 区分
市内に住所を
有する個人

市内に事務所又は
事業所を有する
法人その他の団体

年度 ／ 区分

　　　３０年　

　令和　元年　

　　２９年

平成２７年

　　　２８年　

承　諾 一部承諾

拒　　否

却　下

4,484 4,597

5,891

4,251　令和　元年　

113

4,683　　　３０年　

　　２９年 5,264

5,032 226

144 4,539

4,944

年度 利用者数(人) 公開請求(件) 情報提供（件） 合　計(件)

4,9344,758

5,181 151

平成２７年 4,953 176

4,718

4,402

　　　２８年　
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＜表４＞　公開請求の実施機関別内訳

平成２９年 平成３０年 令和元年

総 務 部 4 15 10

企 画 政 策 部 8 2 1

財 務 部 6 3 10

防 災 安 全 部 2 5 0

市 民 自 治 部 18 22 42

生 涯 学 習 部 0 3 10

福 祉 健 康 部 3 16 3

子 ど も 青 少 年 部 1 3 3

環 境 部 2 4 2

経 済 部 1 3 7

計 画 建 築 部 15 17 23

都 市 整 備 部 25 8 6

道 路 河 川 部 9 16 4

下 水 道 部 0 2 2

市 民 病 院 0 6 0

オ ン ブ ズ マ ン 事 務 局 0 1 0

会 計 管 理 者 0 0 2

消 防 局 10 7 12

そ の 他 0 0 1

小 計 104 133 138

教 育 部 2 7 6

学 校 1 0 1

そ の 他 1 0 0

小 計 4 7 7

0 0 0

0 0 0

1 0 1

0 0 2

0 0 0

1 1 3

3 3 0

0 0 0

113 144 151

実施機関

市 長

教 育
委 員

会

藤 沢 市 土 地 開 発 公 社

処 分 権 限 を 有 す る 指 定 管 理 者

合 計

年度

農 業 委 員 会

固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会

議 会

選 挙 管 理 委 員 会

公 平 委 員 会

監 査 委 員
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＜表５＞　公開請求・情報提供の分野別内訳

公開請求 情報提供 公開請求 情報提供 公開請求 情報提供

人 口 0 43 0 22 0 15

土 地 ・ 自 然 15 327 2 392 0 470

健 康 ・ 医 療 0 1 9 13 0 2

社 会 福 祉 4 15 5 20 15 43

雇 用 （ 労 働 ） 1 0 0 0 0 0

消 費 生 活 0 6 0 4 0 4

教 育 2 313 3 270 5 279

文 化 1 1,784 0 2,074 0 1,984

防 災 ・ 防 犯 12 159 9 202 0 155

都 市 基 盤 41 880 28 800 29 610

交 通 ・ 運 輸 0 7 0 1 0 5

環境（公害・清掃） 2 12 0 10 1 6

産 業 0 34 0 5 1 23

財 政 4 117 0 121 1 61

議 会 ・ 選 挙 3 82 1 116 4 125

行 政 一 般 28 704 87 489 95 469

合 計 113 4,484 144 4,539 151 4,251

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

区 分
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＜表６＞　行政文書公開請求一覧
番号 受付年月日 請　　　求　　　内　　　容 所　管　課 決定内容 非公開理由

1 2019年4月2日
藤沢市内　生産緑地地区　地番及び指定年月日（告示日）の
一覧

都市計画課 承諾

2 4月2日

白浜養護学校スクールバスについて
・契約書（２９年度，３０年度，３１年度）
・２９年度，３０年度の実績請求書
・２４年度～３０年度の支払後残金計算表
・中間利用分の実績（２４年度～３０年度実績）

教育指導課 一部承諾
第６条第２号

不存在

3 4月2日
白浜養護学校スクールバス契約会社への支払い実績のわか
る文書（２４年度～３０年度までの支払い分）

会計課 一部承諾
第６条第２号

不存在

4 4月4日
２０１９年３月２８日プレリリース「村岡新駅（仮称）に記念像の
設置を！」に係る一切の文書

都市整備課

5 4月5日 生産緑地（地番，指定日） 都市計画課 承諾

6 4月8日
家屋を評価する際に使用している，藤沢市作成の評価要領
・Ｈ３基準年度
・Ｈ３０基準年度

資産税課 一部承諾 第６条第１号

7 4月10日

直近５年分
①藤沢市が補助金を交付する「藤沢市夏期海岸対策協議
会」における片瀬東浜海水浴場下水道関係への支出額
②片瀬東浜海水浴場への救護警備補助金の支払額がわか
る文書及び補助金の申請書類

観光シティープロモー
ション課

一部承諾
第６条第１号
第６条第２号

8 4月12日
白浜養護学校スクールバスに関する各バス会社宛の参考見
積り依頼文書及び見積書（平成２４年度～平成３１年度）

教育指導課 一部承諾
第６条第２号

不存在

9 4月12日

・白浜養護学校のボイラー室内の加温器の修理及びメンテナ
ンス（交換含む）の支出命令書（２１年度以降分～３０年度）
・辻堂公民館・市民センターの基本設計・実施設計に対する
支出命令書（辻堂市民センター改築設計委託費）

会計課 一部承諾 第６条第２号

10 4月15日
藤沢南図書館建替に伴う小田急デパート仮窓口のOPENに
ついての決定経過についての文書

南市民図書館

11 4月15日
平成２９年度諮問第１号（答申第１号）固定資産税及び都市
計画税の賦課決定処分取消請求事件につき，藤沢市行政不
服審査会が保管している記録一式（本人提出資料除く）

内部統制推進室 一部承諾 第６条第１号

12 4月15日

・江の島海水浴場営業組合に関する汚水ポンプ設置助成申
請に係る一切の行政文書
・江の島海水浴場営業組合に関する水洗便所改造等資金貸
申請に係る一切の行政文書

下水道総務課 一部承諾 第６条第１号

13 4月17日

平成３１年度予算下記委託料の積算根拠がわかる一切の文
書
１．村岡新駅周辺地区官民連携可能性調査委託　１１，４４８
千円
２．村岡・深沢地区都市計画手続支援業務委託　１０，７６８
千円

都市整備課

14 4月17日
「藤沢市藤沢公民館・労働会館等複合施設」における指定管
理者相鉄・チームふじさわ共同企業体の平成３０年応募時の
事業計画書及び収支計画書

生涯学習総務課 一部承諾
第６条第１号
第６条第２号
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番号 受付年月日 請　　　求　　　内　　　容 所　管　課 決定内容 非公開理由

15 4月22日 平成３０年度　市民の意見・提案　№８７０ 市民相談情報課 一部承諾 第６条第１号

16 4月24日
２０１９年２月７日付け工事検査報告書作成に係る起案文書
（鑑のみ）契約番号１５２８００１８０

検査指導課

17 4月24日
２０１９年２月７日付け伝票番号０２２２１４６-００１支出命令書
に係る起案文書（鑑のみ）

市民自治推進課 拒否 不存在

18 4月24日 平成２８年度辻堂市民センター改築設計業務委託契約書 市民自治推進課 一部承諾 第６条第２号

19 4月24日

白浜養護学校における委託契約金３２万円の支出が分かる
請求書及び領収書
（校外学習等のバス代，校内の物品購入費等）
３２万円を０円となる支出全ての文書

白浜養護学校 一部承諾
第６条第１号
第６条第２号

20 4月24日
伝票番号０２２２１４６－００１の支出命令書について，システ
ム上で作成された日時が分かる文書

市民自治推進課 拒否 不存在

21 4月26日
柄沢宮ノ下公園における工事全般について
・土木設計の土木設計検査報告書
・公園工事の工事検査報告書

検査指導課 承諾

22 4月26日
平成３０年度江の島地区周辺整備事業に係る基本設計委託
の成果物

江の島地区周辺整備
担当

一部承諾
第６条第１号
第６条第２号

23 4月26日
市政以降の指定金融機関（収納事務取扱金融機関）の契約
書

財政課 一部承諾 第６条第２号

24 5月9日
伝票№０２２２１４６-００１の支出命令書について，システム上
で作成された日時が分かる文書（画面のプリントアウト）

財政課 拒否 不存在

25 5月9日

（契約番号１５２８００１８０）２０１９年２月７日付工事検査報告
書作成に係る
・工事等しゅん工届（設計受託業者→契約課）
・完成検査要請書（契約課→検査課）

契約課 一部承諾 第６条第２号

26 5月9日

（契約番号１５２８００１８０）２０１９年２月７日付工事検査報告
書作成に係る
・完成検査実施計画書（検査課→受託業者，関係部署）
・工事検査報告書
・検査実施記録（文書等）検査時の指摘修正事項等）

検査指導課 一部承諾 不存在

27 5月9日
（契約番号１５２８００１８０）２０１９年２月７日付工事検査報告
書作成に係る
・完成図書の内容確認をした，仕様書での要求確認文書

公共建築課 拒否 不存在

28 5月13日
藤沢市１３自治区在。５地区（明治，善行，湘南大庭，鵠沼，
御所見）で自治会連合会組織を構成している。
各地区の自治会（町内会）負担費用内容

明治市民センター 承諾

29 5月13日
藤沢市１３自治区在。５地区（明治，善行，湘南大庭，鵠沼，
御所見）で自治会連合会組織を構成している。
各地区の自治会（町内会）負担費用内容

善行市民センター 承諾

30 5月13日
藤沢市１３自治区在。５地区（明治，善行，湘南大庭，鵠沼，
御所見）で自治会連合会組織を構成している。
各地区の自治会（町内会）負担費用内容

湘南大庭市民セン
ター

承諾

31 5月13日
藤沢市１３自治区在。５地区（明治，善行，湘南大庭，鵠沼，
御所見）で自治会連合会組織を構成している。
各地区の自治会（町内会）負担費用内容

鵠沼市民センター 承諾

32 5月13日
藤沢市１３自治区在。５地区（明治，善行，湘南大庭，鵠沼，
御所見）で自治会連合会組織を構成している。
各地区の自治会（町内会）負担費用内容

御所見市民センター 承諾
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番号 受付年月日 請　　　求　　　内　　　容 所　管　課 決定内容 非公開理由

33 5月13日 善行地区３７自治会の組織名及び自治会長氏名住所 市民自治推進課 一部承諾 第６条第１号

34 5月13日 １３自治区各々にある各地区社会福祉協議会の収支報告書 六会市民センター 承諾

35 5月13日 １３自治区各々にある各地区社会福祉協議会の収支報告書 片瀬市民センター 承諾

36 5月13日 １３自治区各々にある各地区社会福祉協議会の収支報告書 明治市民センター 承諾

37 5月13日 １３自治区各々にある各地区社会福祉協議会の収支報告書 御所見市民センター 承諾

38 5月13日 １３自治区各々にある各地区社会福祉協議会の収支報告書 遠藤市民センター 承諾

39 5月13日 １３自治区各々にある各地区社会福祉協議会の収支報告書 長後市民センター 承諾

40 5月13日 １３自治区各々にある各地区社会福祉協議会の収支報告書 辻堂市民センター 一部承諾 第６条第１号

41 5月13日 １３自治区各々にある各地区社会福祉協議会の収支報告書 善行市民センター 承諾

42 5月13日 １３自治区各々にある各地区社会福祉協議会の収支報告書
湘南大庭市民セン
ター

承諾

43 5月13日 １３自治区各々にある各地区社会福祉協議会の収支報告書 湘南台市民センター 承諾

44 5月13日 １３自治区各々にある各地区社会福祉協議会の収支報告書 鵠沼市民センター 承諾

45 5月13日 １３自治区各々にある各地区社会福祉協議会の収支報告書 藤沢公民館 承諾

46 5月13日 １３自治区各々にある各地区社会福祉協議会の収支報告書 村岡公民館 一部承諾 第６条第１号

47 5月13日
藤沢市都市公園のうち，各街区公園の公園愛護会補助金内
容（平成１５年以降）

公園課 一部承諾
第６条第１号

不存在

48 5月16日
自治会連合会に参加する各自治会（町内会）から資金提供を
受け構成されている協議会組織の参加自治会（町内会）の名
称及び収支報告書の経年履歴

六会市民センター 一部承諾 第６条第１号

49 5月16日
自治会連合会に参加する各自治会（町内会）から資金提供を
受け構成されている協議会組織の参加自治会（町内会）の名
称及び収支報告書の経年履歴

片瀬市民センター 承諾

50 5月16日
自治会連合会に参加する各自治会（町内会）から資金提供を
受け構成されている協議会組織の参加自治会（町内会）の名
称及び収支報告書の経年履歴

遠藤市民センター 承諾
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番号 受付年月日 請　　　求　　　内　　　容 所　管　課 決定内容 非公開理由

51 5月16日
自治会連合会に参加する各自治会（町内会）から資金提供を
受け構成されている協議会組織の参加自治会（町内会）の名
称及び収支報告書の経年履歴

長後市民センター 承諾

52 5月16日
自治会連合会に参加する各自治会（町内会）から資金提供を
受け構成されている協議会組織の参加自治会（町内会）の名
称及び収支報告書の経年履歴

辻堂市民センター 一部承諾 第６条第１号

53 5月16日
自治会連合会に参加する各自治会（町内会）から資金提供を
受け構成されている協議会組織の参加自治会（町内会）の名
称及び収支報告書の経年履歴

湘南台市民センター 承諾

54 5月16日
自治会連合会に参加する各自治会（町内会）から資金提供を
受け構成されている協議会組織の参加自治会（町内会）の名
称及び収支報告書の経年履歴

藤沢公民館 承諾

55 5月16日
自治会連合会に参加する各自治会（町内会）から資金提供を
受け構成されている協議会組織の参加自治会（町内会）の名
称及び収支報告書の経年履歴

青少年課 一部承諾
第６条第１号

不存在

56 5月16日
自治会連合会に参加する各自治会（町内会）から資金提供を
受け構成されている協議会組織の参加自治会（町内会）の名
称及び収支報告書の経年履歴

村岡公民館 一部承諾 第６条第１号

57 5月17日
２０１９年５月９日「行政文書公開請求に係る内容確認」の為
の，打合わせ内容（開催起案文書，開催日時。出席者・確認
内容等）が分かる一切の文書

市民相談情報課 一部承諾
第６条第１号

不存在

58 5月20日
２０１９年５月１５日湘南アイパーク産公民５者覚書（神奈川
県・藤沢市・鎌倉市・武田薬品・湘南鎌倉総合病院）起案書含
む

産業労働課 承諾

59 5月21日
藤沢市が設置した放送受信設備（ＴＶ・ワンセグつき携帯・
カーナビ）に関する設置日と台数，契約の記録，受信料支払
の記録がわかる資料

行政総務課 一部承諾
第６条第１号

不存在

60 5月21日
藤沢市教育委員会が設置した放送受信設備（ＴＶ・ワンセグ
つき携帯・カーナビ）に関する設置日と台数，契約の記録，受
信料支払の記録がわかる資料

教育総務課 一部承諾
第６条第２号

不存在

61 5月22日
辻堂市民センター改築設計打ち合わせ記録　平成３０年度６
月２６日以降～現在まで

公共建築課 一部承諾 第６条第１号

62 5月22日

昭和３８年度藤沢市農業委員会が受理した嘆願・陳情等文書
綴り
閲覧証明文書（①閲覧実施日②閲覧場所③立ち合い者④請
求者氏名⑤本綴りの総頁数，特記事項等を明記）

農業委員会事務局 拒否 不存在

63 5月22日 共同募金の経年累積結果 福祉健康総務課

64 5月23日
寄付採納用地を売却したときの決裁書
藤沢市本藤沢○丁目○○○○

管財課 拒否 不存在

65 5月24日
平成３１年４月３日受付（開発業務課第３１－５号）の開発行
為に関する事前相談書の稟議書内の判定文及びその根拠
資料

開発業務課 一部承諾

66 5月27日
藤沢市長，または藤沢市が昭和１５年市制公布以降，委託契
約した顧問弁護士氏名等履歴

行政総務課 一部承諾 第６条第１号

67 5月27日

宗教法人に廃道敷として公有財産を払下げた藤沢市議会記
録
本藤沢○丁目○○○○
昭和５９年６月公有財産として取得　同年１１月宗教法人に払
下げ

（請求先実施機関（藤
沢市長）に所管課な
し）
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番号 受付年月日 請　　　求　　　内　　　容 所　管　課 決定内容 非公開理由

68 5月27日 道路判定カード№〇〇〇〇　一式 建築指導課 一部承諾 第６条第１号

69 5月28日

市内１３地区の以下の共同募金等について
①共同募金として集金した赤い羽根，年末たすけあいの募金
を藤沢市支会長に提供した事務文書
②日本赤十字社社資として集金した寄付金を神奈川県支部
藤沢市地区会長に提供した事務文書

六会市民センター 一部承諾
第６条第１号
第６条第２号

70 5月28日

市内１３地区の以下の共同募金等について
①共同募金として集金した赤い羽根，年末たすけあいの募金
を藤沢市支会長に提供した事務文書
②日本赤十字社社資として集金した寄付金を神奈川県支部
藤沢市地区会長に提供した事務文書

片瀬市民センター 一部承諾
第６条第１号
第６条第２号

71 5月28日

市内１３地区の以下の共同募金等について
①共同募金として集金した赤い羽根，年末たすけあいの募金
を藤沢市支会長に提供した事務文書
②日本赤十字社社資として集金した寄付金を神奈川県支部
藤沢市地区会長に提供した事務文書

明治市民センター 承諾

72 5月28日

市内１３地区の以下の共同募金等について
①共同募金として集金した赤い羽根，年末たすけあいの募金
を藤沢市支会長に提供した事務文書
②日本赤十字社社資として集金した寄付金を神奈川県支部
藤沢市地区会長に提供した事務文書

御所見市民センター 一部承諾
第６条第１号
第６条第２号

73 5月28日

市内１３地区の以下の共同募金等について
①共同募金として集金した赤い羽根，年末たすけあいの募金
を藤沢市支会長に提供した事務文書
②日本赤十字社社資として集金した寄付金を神奈川県支部
藤沢市地区会長に提供した事務文書

遠藤市民センター 一部承諾
第６条第１号
第６条第２号

74 5月28日

市内１３地区の以下の共同募金等について
①共同募金として集金した赤い羽根，年末たすけあいの募金
を藤沢市支会長に提供した事務文書
②日本赤十字社社資として集金した寄付金を神奈川県支部
藤沢市地区会長に提供した事務文書

長後市民センター 承諾

75 5月28日

市内１３地区の以下の共同募金等について
①共同募金として集金した赤い羽根，年末たすけあいの募金
を藤沢市支会長に提供した事務文書
②日本赤十字社社資として集金した寄付金を神奈川県支部
藤沢市地区会長に提供した事務文書

辻堂市民センター 一部承諾
第６条第１号
第６条第２号

76 5月28日

市内１３地区の以下の共同募金等について
①共同募金として集金した赤い羽根，年末たすけあいの募金
を藤沢市支会長に提供した事務文書
②日本赤十字社社資として集金した寄付金を神奈川県支部
藤沢市地区会長に提供した事務文書

善行市民センター 承諾

77 5月28日

市内１３地区の以下の共同募金等について
①共同募金として集金した赤い羽根，年末たすけあいの募金
を藤沢市支会長に提供した事務文書
②日本赤十字社社資として集金した寄付金を神奈川県支部
藤沢市地区会長に提供した事務文書

湘南大庭市民セン
ター

承諾

78 5月28日

市内１３地区の以下の共同募金等について
①共同募金として集金した赤い羽根，年末たすけあいの募金
を藤沢市支会長に提供した事務文書
②日本赤十字社社資として集金した寄付金を神奈川県支部
藤沢市地区会長に提供した事務文書

湘南台市民センター 一部承諾
第６条第１号
第６条第２号
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番号 受付年月日 請　　　求　　　内　　　容 所　管　課 決定内容 非公開理由

79 5月28日

市内１３地区の以下の共同募金等について
①共同募金として集金した赤い羽根，年末たすけあいの募金
を藤沢市支会長に提供した事務文書
②日本赤十字社社資として集金した寄付金を神奈川県支部
藤沢市地区会長に提供した事務文書

鵠沼市民センター 一部承諾
第６条第１号
第６条第２号

80 5月28日

市内１３地区の以下の共同募金等について
①共同募金として集金した赤い羽根，年末たすけあいの募金
を藤沢市支会長に提供した事務文書
②日本赤十字社社資として集金した寄付金を神奈川県支部
藤沢市地区会長に提供した事務文書

藤沢公民館 承諾

81 5月28日

市内１３地区の以下の共同募金等について
①共同募金として集金した赤い羽根，年末たすけあいの募金
を藤沢市支会長に提供した事務文書
②日本赤十字社社資として集金した寄付金を神奈川県支部
藤沢市地区会長に提供した事務文書

村岡公民館 承諾

82 5月31日 位置指定申請図の写し　Ｈ１３　Ｎｏ．２８ 建築指導課 一部承諾
第６条第１号
第６条第２号

83 5月31日
平成２７年度から平成２９年度「協同組合藤沢市建設資源リ
サイクルセンター」決算関係書類

産業労働課 承諾

84 6月3日

２０１９年３月２９日付けで提出された藤沢市職員措置請求書
（住民監査請求）について口頭意見陳述傍聴の件を審議した
経過が検証できる以下の監査委員会議事録
（１）２０１９年４月後半開催監査委員会（傍聴不可の決定経
過が検証できる文書）
（２）２０１９年５月２２日開催監査委員会（傍聴可の決定経過
が検証できる文書）

監査事務局 承諾

85 6月6日

藤沢市が昭和５９年６月宅地として藤沢市本藤沢○○○○を
取得し，同年１１月宗教法人に廃道敷として払下げた際の
１　取得した状況がわかる書面
２　廃道敷として払下げた決裁書

道路管理課 承諾

86 6月21日 位置指定道路　Ｓ５５　２２号　書類一式 建築指導課 一部承諾 第６条第１号

87 6月27日
県条例第５条ただし書許可第６５号（２００１年１２月４日）の事
前相談の結果表

建築指導課

88 7月3日
昭和１５年以降，藤沢市長が公印をもってした藤沢市公金取
扱金融機関と公認した契約書

財政課 一部承諾 第６条第２号

89 7月9日

開発行為許可申請書（○－○○○）の以下の添付図書一式
案内図，現況図，土地利用計画図，造成計画平面図，排水
施設計画平面図・構造図，給水施設計画平面図，崖断面図，
擁壁展開図・展開位置図・断面図・構造計算書，浸透施設に
よる雨水の宅地処理，用途別求積図，協議書，建築制限解
除承認申請書，平面詳細図，面積表，立面図，断面図，工事
完了届出書，現況測量図，求積図，竣工図

開発業務課

90 7月10日
２０１８年８月６日明治消防署○○氏が建築指導課○○氏に
メールをした内容

南管理課 一部承諾
第６条第１号
第６条第２号

91 7月10日

１．２０１７年（平成２９年）予防査察月別計画１号・２号（明治）
２．２０１６年（平成２８年）予防査察月別計画１号・２号（明治）
３．２０１５年（平成２７年）予防査察月別計画１号・２号（明治）
４．２０１４年（平成２６年）予防査察月別計画１号・２号（明治）
５．２０１３年（平成２５年）予防査察月別計画１号・２号（明治）

南管理課 一部承諾 不存在

92 7月10日
２０１８年９月１８日藤沢市議会議員○○氏が消防査察課○
○氏に電話をしてきた内容

査察指導課
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番号 受付年月日 請　　　求　　　内　　　容 所　管　課 決定内容 非公開理由

93 7月16日
藤沢市公共資産活用等検討委員会及び政策会議において，
現辻堂市民センター・公民館等の活用に関し審議されたこと
がわかる会議録

企画政策課 一部承諾 第６条第３号

94 7月17日
昭和４９年度　電電公社関東電気通信局　開発行為に伴う協
議
・協議書　・協議図面（配置図）

開発業務課 一部承諾
第６条第１号
第６条第２号

95 7月24日 ２０１９年７月１日実施の審査請求に係る口頭意見陳述記録 行政総務課 承諾

96 7月24日

藤沢市が昭和５９年に取得した藤沢市本藤沢○○○○につ
いて
・取得した状況がわかる書面　申請時添付・全近隣地権者承
諾書面
・昭和５８年１２月８日　市道路線の区域変更告示

道路管理課 一部承諾
第６条第１号

不存在

97 7月25日
平成３０年度政務活動費全会派分収支報告書に関する一切
の関係書類

議会事務局総務課 一部承諾
第６条第１号
第６条第２号

98 7月25日
昭和４９年度　電電公社関東電気通信局　開発行為に伴う協
議
・協議書　・協議図面（配置図）

開発業務課 一部承諾
第６条第１号
第６条第２号

99 7月26日
昭和１５年以降，藤沢市長公印を押し，顧問弁護士として雇
用し取り交わした契約書

行政総務課 拒否 不存在

100 7月29日 道路判定カード№〇〇〇〇 建築指導課 一部承諾 第６条第１号

101 8月9日

（対象地：本藤沢〇丁目〇〇〇-〇）
１..登記時の全地権者承諾書面（特記・除マスキング）
２.行政業務執行に伴う全書面＜例＞起案，企画，稟議，依頼
等
　※法定外公共物を機関委任事務で執行した。処務状況の
公開を求める。
３.昭和５９年当該善行地区道路管理簿の写し請求。

道路管理課 一部承諾
第６条第１号

不存在

102 8月19日 藤沢市学校施設一覧（Ｓ２２．０５．０１） 教育総務課 承諾

103 8月19日

平成３０年度　金入り積算内訳書（別紙明細，代価表，共通
費計算書付き）
市営滝ノ沢住宅１号棟外壁等改修及び防音工事
市営サンシルバー藤沢住宅外壁等改修工事
大清水中トイレ改修工事
滝の沢小学校外壁等改修工事

公共建築課

104 8月21日

居宅介護支援事業所のケアマネジャーを選定するうえで次の
ような情報が記載されている文書（過去，文書保存期間で遡
れるだけ）
尚，ケアマネジャー単位での情報があれば，それも含む。
1.Negative情報
（1）居宅介護支援事業所に対する行政機関による監査や検
査による調書や報告書及び年次などの全体結果報告
（2）特定事業所集中減算及び，運営基準減算などが行われ
た場合の理由や結果が記載された資料並びに，並びに年次
報告
（3）市の窓口など行政機関及び当該居宅介護支援事業所に
寄せられた苦情相談内容及び，年次などの全体報告
（4）その他，居宅介護支援事業所のNegative情報が分かる
全体報告乃至資料
2.Positive情報
居宅介護支援事業所のPositive情報が分かる全体報告乃至
資料

介護保険課 一部承諾
第６条第１号
第６条第２号
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番号 受付年月日 請　　　求　　　内　　　容 所　管　課 決定内容 非公開理由

105 8月23日
昭和３６～６０年度藤沢市農業委員会が受理した，嘆願・陳
情等文書（取下分含む）

農業委員会事務局 一部承諾 第６条第１号

106 8月29日

消防局警防課「１９４７警防課Ｓ２－１警防団常設部関係綴－
警防団常設部関係綴」中の以下の文書
・「通訳に対する補助金交付に関する件伺」（３件）
・「市交際費支出の件」（２件）
・「進駐軍幹部送迎会開催に関する件」
・「藤沢市内進駐軍正月用装飾に関する件」
・「元藤沢航空隊敷地内に立入禁止の件」

警防課 一部承諾 第６条第１号

107 8月29日
昭和２３年５月１６日の飛行機火災に関する文書一式
消防局警防課通信担当　１９４８通信指令課Ｓ０－２火災原簿
（昭和２３～５０年）

警防課 拒否 不存在

108 8月29日
昭和２３年５月１６日の飛行機火災に関する文書一式
消防局予防課　１９４８予防課Ｓ１－２火災調査簿（昭和２３年
１月～３３年１２月）

予防課 拒否 不存在

109 8月30日

２０１８年７月３１日　明治消防署より都市計画課への電話連
絡の内容
都市計画課への連絡を受けて対応または検討を行ったこと
がわかる文書

都市計画課 一部承諾 不存在

110 8月30日

２０１８年７月３１日　明治消防署より開発業務課への電話連
絡の内容
開発業務課への連絡を受けて対応または検討を行ったこと
がわかる文書

開発業務課 一部承諾 不存在

111 8月30日
２０１８年７月１３日以前に藤沢市消防局が○○議員より○○
○○（法人）の立入検査について連絡を受けた日時とその内
容

消防総務課 拒否 不存在

112 9月2日
２０１９年７月２２日　藤沢市情報公開審査会　諮問８５号口頭
意見陳述記録

市民相談情報課 一部承諾
第６条第１号
第６条第３号

113 9月6日
辻堂演習場に関わる文書の全て（特別委員会に関わる文書
を含む）

議会事務局議事課 承諾

114 9月17日 道路境界査定申請書　整理番号２１９３　一式 道路管理課 一部承諾
第６条第１号
第６条第２号

115 9月18日

昭和４６年～５３年藤沢字石原谷宅地造成工事
開発申請，指導，許可～検査終了まで全て
企業名：○○○○
昭和５２年第４２号開発許可にもとづき，藤沢市と事業者が取
交わした以下の情報。
・協議書
・事業者の資格審査全て（申請人は傍系役員）
・審査に関する事項（許可に関する意見・条件）
・施工同意書
・公図　１/６００

開発業務課 一部承諾
第６条第１号
第６条第２号
第６条第５号

116 9月19日

１．平成３０年度「食に関する指導」実施状況調査
２．２０１８年度　生徒用アンケートの調査結果（既実施校）
３．　　 同　　　 保護者用
４．２０１８年度　生徒用アンケートの調査結果（新実施校）
５．　　 同　　　 保護者用
６．［年度ごとの喫食率］Ｈ２６～Ｈ３０の表

学校給食課 承諾
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番号 受付年月日 請　　　求　　　内　　　容 所　管　課 決定内容 非公開理由

117 10月2日
藤沢市亀井野○○○○　○○○○株式会社藤沢工場　工場
立地法届出（図面除く）

産業労働課 拒否 不存在

118 10月7日
１．平成３０年度海上自衛隊　掃海艇の来港に関する副申書
２．上記に関する湘南の宝石実行委員会から市への協力要
請依頼

観光シティプロモー
ション課

一部承諾 第６条第２号

119 10月11日

９月１６日（月・祝）湘南台文化センターで開催された「子ども
食堂」において子ども同士で発生したトラブルについて
・市役所にて取得した市民からのメール
・状況確認後，市民自治推進課から市民に回答のため作成
した文書

市民自治推進課 拒否 第９条

120 10月17日
藤沢市片瀬東浜駐車場審査選定委員会（2019年度）におけ
る自社の評点内容，及び，自社における評点結果の発表時
の討論について

観光シティプロモー
ション課

承諾

121 10月18日
辻堂市民センター・公民館，消防出張所改築工事（建築工
事）契約時の工事見積明細書

契約課 承諾

122 10月31日

藤沢市特定開発事業等に係る手続及び基準に関する条例
第３３条雨水貯留施設等の整備基準　別表第一の制定経緯
が分かる文書
（貯留基準根拠）

下水道総務課 拒否 不存在

123 11月1日 道路判定　No.○○○○ 本文及び道路区域確定図 建築指導課 一部承諾
第６条第１号
第６条第２号

124 11月1日
藤沢市役所昭和40年～60年雇用名簿の写し
根拠法令　労働基準法（昭和22年法律49号）9条，15条，107
条

職員課 拒否 不存在

125 11月6日
〇〇〇〇（法人）が藤沢市鵠沼〇〇で進めている「〇〇新築
工事計画」における北側立面図及び東側立面図

街なみ景観課 一部承諾 第６条第１号

126 11月12日
２０１８年７月２７日消防局明治隊における○○○○（法人）に
関する検討会議の議事録

南管理課 拒否 不存在

127 11月12日
２０１８年７月３１日消防局明治隊より南警備一課長に報告し
た○○○○（法人）に関する内容

南管理課 拒否 不存在

128 11月19日

藤沢市役所平成元年～平成30年度分　藤沢市役所に勤務す
る，職員名簿の写し
根拠法令　労働基準法（昭和22年法律49号）9条，15条，107
条

職員課

129 11月27日
平成３１年４月度の政務活動費全会派分収支報告書に係わ
る一切の関係書類

議会事務局総務課 一部承諾
第６条第１号
第６条第２号

130 12月2日

・委託件名「藤沢市コールセンター及び代表電話交換室運営
業務委託」のプロポーザルにおける評価・採点内訳
・上記プロポーザルの各社提案書（○○○○（法人）が提出し
た提案書を除く）

市民相談情報課 一部承諾 第６条第２号

131 12月5日

1.文書件名　北部環境事業所　フロン含有スプレー缶廃棄契
約
　文書番号273311002069
2.文書件名　北部環境事業所　フロン含有スプレー缶廃棄変
更契約
　文書番号　273311002327

北部環境事業所 一部承諾 第６条第２号

132 12月9日

・藤沢市内で行われている松くい虫対策防除のための薬剤散
布がいつから行われているかわかる資料
・藤沢市内で今年度行われた松くい虫対策防除の薬剤散布
が行われた日時・薬剤名・散布場所のわかる資料

みどり保全課 拒否 不存在
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番号 受付年月日 請　　　求　　　内　　　容 所　管　課 決定内容 非公開理由

133 12月9日
損失補償算定標準書（平成31年度）
区画整理事業における借家人補償の算定方法が明記されて
いる行政文書

北部区画整理事務所 拒否 第６条第４号

134 1月28日

総合交通体系推進業務費（平成３０年度）
「いずみ野線延伸地域における移動手段の転換及び駅周辺
交通施設に関する検討他業務委託７，４４１，２００円」の契約
書及び仕様書

都市計画課 一部承諾 第６条第２号

135 1月28日
村岡公民館改築事業費（平成３０年度）
「村岡公民館等再整備基本構想策定業務委託７，６１９，４０
０円」の契約書及び仕様書

村岡公民館 一部承諾 第６条第２号

136 1月30日
廃棄物等戸別収集事業費（平成３１年度）
可燃ごみ収集運搬業務委託料（４７７，２４９千円）　①契約書
②契約金額明細文書一式

環境事業センター 一部承諾 第６条第２号

137 1月30日
都市計画法第32条の規定に基づく公共施設に関する同意及
び協議書（H29-054）

開発業務課 一部承諾 第６条第１号

138 2月4日

藤沢市鵠沼○○において進捗している建築工事について
①１５階建物のカラー（着色）立面図
②外構計画図（フェンスの色）
③近景・中景・遠景・カラーパース＝完成予想図

街なみ景観課 一部承諾 第６条第１号

139 2月7日
藤沢市と鎌倉市との行政境界を確認した際に片瀬〇〇〇及
び片瀬〇〇〇の所有者が同意したことがわかる書類

行政総務課 一部承諾 第６条第１号

140 2月12日
学校開放施設利用に伴う事故報告書及び事故発生時の対
応方法がわかる文書（保管されているもの全て）

スポーツ推進課 一部承諾 第６条第１号

141 2月14日

１.放課後児童健全育成事業に関わる事業者及び利用者から
の苦情等（苦情，改善要求，陳情，要請など）を把握した際
に，市職員が作成した一時資料。
２.上記一次資料に係る対応を記した，二次資料。
３.上記二次資料に係る決裁書類。
４.上記二次資料に係る顛末を記した資料。
うち，放課後児童クラブの運営事業者の公募及びその後の
運営に係るもの

青少年課 一部承諾
第６条第１号
第６条第２号

142 2月14日
学校開放施設利用に伴う事故報告書及び事故発生時の対
応方法がわかる文書（保管されているもの全て）

教育総務課 一部承諾
第６条第１号

不存在

143 2月21日
令和元年９月４日（水），１０月２６日（土）開催の南消防署本
町出張所（第９分団器具置場）再整備事業についての地元説
明会会議録

消防総務課 承諾

144 2月25日
南藤沢〇〇〇（ビル名〇〇〇）に係る最新の消防設備等点
検結果報告書及び防火対象物点検結果報告書（かがみ及び
総括表）（個人情報及び印影を除く）

南管理課 一部承諾
第６条第１号
第６条第２号

145 2月27日
藤沢市○○○○協同組合
決算届　平成３０年度（令和元年９月期）　・賃借対照表　・損
益計算書　・余剰金処分案または損失処理案

産業労働課 承諾

146 2月28日

①２０２０年２月２０日，２１日，２５日の奥田三角公園の木々
の伐採に至る経緯と決定過程を示した行政文書
②２０１７年４月以降提出された「公園内防犯」「公園内照明」
「木々の伐採要請」「マンションの建設と公園の関係」に関連
する陳情書類

公園課 一部承諾
第６条第１号

不存在

14



番号 受付年月日 請　　　求　　　内　　　容 所　管　課 決定内容 非公開理由

147 3月4日
２０１８年９月１８日○○議員の○○○○（法人）の陶芸窯の
安全性についての問い合わせ後，消防局が行った調査結果
を○○議員に最終報告した内容

査察指導課

148 3月11日

1.藤沢市生きがい福祉センターの管理運営に関する基本協
定書（2015年度～2020年度）
2.同上に基づく「2018年度業務報告書」（やすらぎ荘清掃に関
するトラブル）
　「2019年度業務報告書」（〇〇〇（法人）交通費支給に関す
るトラブル）

地域包括ケアシステ
ム推進室

149 3月26日

２０１５年に生活援護課で起きた横領事件に関する次の事項
がわかる文書

被害届（告訴状）
起訴処分があったかどうか
起訴処分があった場合の裁判の判決内容（主文，判決の理
由）
犯人はどのような被害弁償をしたのか

行政総務課 審査中

150 3月30日

鵠沼運動公園（SL）C11245貸与陳情（メモも含む）書及び貸
与申請書とその回答書
車両貸借契約書、C11245の履歴を書いたもの
搬入及び式典関係書類等（写真も含む）
JRへの引継書

青少年課 審査中

151 3月26日

２０１５年に生活援護課で起きた横領事件に関する次の事項
がわかる文書

犯人の氏名
行政処分の結果

職員課 審査中
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３．不服申立ての状況

　　公開請求を受けて実施機関が行った全部又は一部非公開などの決定に対して，請求者

　は不服申立てをすることができます。不服申立てを受けた実施機関は，原則としてその

　不服申立てについて情報公開審査会に諮問しなければなりません。

　　情報公開審査会は，実施機関からの諮問に応じて，不服申立ての内容について調査審

　議し，実施機関に対して，実施機関が行った諾否決定の当否について答申します。答申

　を受けた実施機関は，原則としてその答申を尊重しなければなりません。

　　令和元年度において，不服申立て後，情報公開審査会に諮問された件数は１０件で，

　審査中となっている件数は６件です。（表７及び表８参照）

　　令和元年度の審査会の開催状況は＜表９＞のとおりとなっています。

　　また，不服申立て及び答申に係る請求内容は＜表１０＞のとおりです。

【第１７期藤沢市情報公開審査会委員】 【第１８期藤沢市情報公開審査会委員】

任期：2018.2.1～2020.1.31 任期：2020.2.1～2022.1.31

◎会長　○職務代理者 (50音順) ◎会長　○職務代理者 (50音順)

＜表７＞　不服申立ての状況

単位：件

当該年度の
不服申立て
に係る諮問
件 数

前 年 度 の
不服申立て
に係る諮問
件 数

当該年度の
不服申立て
に係る諮問
件 数

前 年 度 の
不服申立て
に係る諮問
件 数

Ｈ２９ 3 0 3 3 0 3 2 1

Ｈ３０ 6 0 6 6 0 6 5 1

Ｒ　１ 11 0 10 10 0 5 4 1 (1件却下あり)

役職名等

弁護士

役職名等

弁護士

文教大学国際学部教授

弁護士

1

1

弁護士

慶應義塾大学名誉教授・弁
護士・京都産業大学法学部
客員教授

氏　　　名

〇 青 木     孝

◎ 金 井 恵里可

　 河 合  秀 樹

　 田 中  則 仁

　 中 嶌  慶 子

藤沢市情報公開審査会実施機関

諮問件数

◎ 安 冨     潔

弁護士

文教大学国際学部教授

年 度 審査中
件 数

神奈川大学経営学部国
際経営学科教授

弁護士

答申件数

　審査会により答申がなされた件数は５件，２０２０年（令和２年）３月３１日時点で

諮 問
手 続 中
の 件 数

不 服
申 立 て
件 数

6

氏　　　名

   青 木     孝

○ 小 澤  弘 子

　 金 井 恵里可

　 河 合  秀 樹
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＜表８＞　答申の内容

＜表９＞審査会の開催状況

第18期
第1回

2020年2月10日

１　会長の選出
２　職務代理者の指名
３　藤沢市情報公開審査会運営要領について
４　行政文書公開拒否決定に係る審査請求（諮問第８８号）について
５　その他

第2回 3月30日

１　第１回情報公開審査会会議記録の確認
２　行政文書公開拒否決定に係る審査請求（諮問第８８号）について
３　行政文書公開一部承諾決定に係る審査請求（諮問第８９号）について
４　行政文書公開拒否決定に係る審査請求（諮問第９０号）について
５　その他

0

3

0

0

平成２９年度

0

4

1

1

平成３０年度

0

2

3

0

令和元年度

１　第１６回情報公開審査会会議記録の確認
２　行政文書公開一部承諾決定に係る審査請求（諮問第８７号）について
３　その他

１　第１５回情報公開審査会会議記録の確認
２　行政文書公開拒否決定に係る審査請求（諮問第８６号）について
３　その他

１　第１４回情報公開審査会会議記録の確認
２　行政文書公開一部承諾決定に係る審査請求（諮問第８５号）について
３　行政文書公開拒否決定に係る審査請求（諮問第８６号）について
４　その他

１　第１３回情報公開審査会会議記録の確認
２　行政文書公開一部承諾決定に係る審査請求（諮問第８５号）について
３　その他

１　第１２回情報公開審査会会議記録の確認
２　行政文書公開拒否決定に係る審査請求（諮問第８４号）について
３　その他

不服申立てを一部認容

不服申立てを認容

１　第１７回情報公開審査会会議記録の確認
２　行政文書公開一部承諾決定に係る審査請求（諮問第８７号）について
３　その他

審議内容

不服申立てを却下

不服申立てを棄却

第18回 12月16日

第16回

第17回 11月25日

10月28日

第14回

第15回 8月26日

7月22日

回数

第17期
第13回

2019年5月27日

開催年月日
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＜表１０＞不服申立て及び答申に係る請求内容
諮問
番号

請 求 内 容 所 管 課
不服申立て
年 月 日

諮　問
年 月 日

答　申
年 月 日

答申内容

84

行政不服審査法第３１条の「口頭意見陳述」
を藤沢市情報公開審査会答申後に実施する
運用決定に至る理由及び根拠規程等が検証
できる起案文書一式

行政総務課 2019.1.28 2019.1.30 2019.6.10

文書不存在に
よる公開拒否
決定処分は妥
当

85

辻堂市民センター改築設計委託業務の設計
終了に伴う成果品資料と検査結果資料
①実施設計完了図書（建築・電気・機械・外
構）
②実施設計完了に伴う積算資料（建築・電
気・機械・外構）　工事内訳の分る資料（棟別
見積書）
③実施設計業務完了に伴う検査結果報告書
（検査時の指摘項目含む）
④基本設計から実施設計の間に地域住民か
ら提案された項目の審査及び採否結果の状
況一覧表（設計受託者からの提案含む）（状
況がわかる会議録を含む）

市民自治推
進課

2019.4.24 2019.4.25 2019.8.26

①及び②を非
公開としたこと
は妥当である
が、③につい
て、審査請求
人が公開を求
める趣旨と合
致すると認め
られる行政文
書を、改めて
公開するか否
かの決定をす
べき。

86
平成３０年度行政文書公開請求受理番号６９
号に係る行政文書一部公開決定処分に対す
る平成３０年１０月３日付け審査請求書

行政総務課 2019.5.31 2019.5.31 2019.10.28

対象文書の2
枚目を全て非
公開としたこと
は妥当である
が、1枚目につ
いては、「審査
請求人の記名
捺印」及び「第
1項の氏名、住
所」の記載部
分を除き公開
すべき。

87
２０１９年７月２２日　藤沢市情報公開審査会
諮問８５号口頭意見陳述記録

市民相談情
報課

2019.9.17 2019.9.24 2019.12.16

条例第6条第3
号に該当する
として非公開と
した審査会委
員及び実施機
関職員の発言
内容につい
て，非公開と
する理由を条
例第6条第1号
に該当するた
めとした上で，
別表に掲げる
部分は公開す
べき。

88
昭和15年以降，藤沢市長公印をおし，顧問
弁護士として雇用し，取り交わした契約書

行政総務課 2019.10.29 2019.11.1 2020.3.30

文書不存在に
よる公開拒否
決定処分は妥
当
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＜表１０＞不服申立て及び答申に係る請求内容
諮問
番号

請 求 内 容 所 管 課
不服申立て
年 月 日

諮　問
年 月 日

答　申
年 月 日

答申内容

89
昭和１５年以降，藤沢市長が公印をもって藤
沢市公金取扱金融機関と公認した契約書

財政課 2019.10.29 2019.11.2 審査中

90
藤沢市役所昭和４０年～６０年雇用名簿の写
し（根拠法令　労働基準法９条，１５条，１０７
条）

職員課 2019.11.12 2019.11.15 審査中

91
昭和３６～６０年度藤沢市農業委員会が受理
した，嘆願・陳情等文書（取下分含む）

農業委員会
事務局

2019.11.12 2019.11.18 審査中

92

昭和４６年～５３年藤沢字石原谷宅地造成工
事　開発申請，指導，許可～検査終了まで全
て　企業名：飛島建設（株）　昭和５２年第４２
号開発許可にもとづき，藤沢市と事業者が取
交わした以下の情報　・協議書・事業者の資
格審査全て（申請人は傍系役員）・審査に関
する事項（許可に関する意見，条件）・施工同
意書・公図１／６００

開発業務課 2019.11.12 2019.11.21 審査中

93
１．登記時の全地権者承諾書面　２．行政業
務執行に伴う全書面　３．昭和５９年当該善
行地区道路管理簿の写し請求

道路管理課 2019.11.12 2019.11.26 審査中

94

①２０２０年２月２０日（木），２１日（金），２５
日（火）の奥田三角公園の木々の伐採に至る
経緯と決定過程を示した行政文書②２０１７
年４月以降提出された「公園内防犯」「公園
内照明」「木々の伐採要請」「マンションの建
設と公園の関係」に関する陳情書類

公園課 2020.3.18 2020.3.30 審査中
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４．情報公開制度運営審議会の運営状況

　　制度の公正かつ円滑な運営，さらに実施状況や社会情勢の変化等に対応して，

　よりよい制度としていくため調査審議する，「藤沢市情報公開制度運営審議会」を

　設置しています。

　　令和元年度の審議会の開催状況は＜表１１＞のとおりとなっています。

【第１７期藤沢市情報公開制度運営審議会委員】 　　任期

　　　　　＜2018.4.1～2020.3.31＞

　◎会長　○副会長

＜表１１＞審議会の開催状況

回 数

第17期
第５回

第６回

第７回

第８回

１　第７回審議会会議録の確認について
２　情報公開制度の運用状況（１０月～１２月）について
３　第１７期藤沢市情報公開制度運営審議会報告書について
４　その他

　公募委員

　　　　　手　塚　明　美

１　第４回審議会会議録の確認について
２　平成３０年度情報公開制度の運用状況について
３　その他

１　第６回審議会会議録の確認について
２　情報公開制度の運用状況（７月～９月）について
３　第１７期藤沢市情報公開制度運営審議会報告書について
４　その他

審　　　議　　　内　　　容

2020年3月9日

　　○　　山　元　　一 　学識経験者（慶應義塾大学法科大学院教授）

8月29日

2019年5月28日

開催年月日

（50音順）

氏　　　　　名 役　　職　　名　　等

　　　　　飯　島　奈津子 　学識経験者（弁護士）

　　◎　　猪　狩　庸　祐 　学識経験者（弁護士）

　学識経験者（日本大学兼任講師）

　　　　　佐　伯　耕　司

　学識経験者（弁護士）

11月20日

　　　　　安　田　　泉

　公募委員

１　第５回審議会会議録の確認について
２　情報公開制度の運用状況（４月～６月）について
３　その他

　　　　　尾　形　　浩 　公募委員

　　　　　福　田　英　訓

　　　　　小　針　健　慈

　公募委員
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５．審議会等の会議の開催状況

　　全部公開の会議は２０３回，一部公開の会議は２２回，非公開の会議は５２６回となっ

　ています。（表１２参照）

　　非公開の会議については，個人に関する情報を取り扱う「藤沢市介護認定審査会」

　が４３３回開催され，非公開の会議のうち８割以上を占めています。

　　令和元年度の各課における審議会等の会議の開催状況は＜表１３＞のとおりと

　なっています。

＜表１２＞審議会等の開催状況（経年）

全部公開 一部公開 非 公 開
（人）

735 226 23 486 180

815 227 22 566 132

769 231 24 514 185

762 207 28 527 144

751 203 22 526 166

　　３０年

令和　元年

平成２７年

会 議 の
傍聴者数

会議の開催数（回）

　　２８年

会議の区分年度

　　２９年
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＜表１３＞令和元年度　各課における審議会等の開催状況

非公開情報

1 藤沢市石綿関連疾患対策委員会 行政総務課 2 2 0

2 藤沢市行財政改革協議会 行財政改革推進室 4 4 0

3
藤沢市公の施設指定管理者評価委
員会

行財政改革推進室 2 2 第30条第2号
法人等情報
事務等情報

4 藤沢市公正職務審査会 内部統制推進室 1 1 第30条第2号
個人情報
事務等情報

5 藤沢市行政不服審査会 内部統制推進室 1 1 第30条第2号 個人情報

6 藤沢市公務災害補償等認定委員会 職員課 0

7 公務災害補償等審査会 職員課 0

8 藤沢市地域ＩＴ推進会議 ＩＴ推進課 0

9
ふじさわ男女共同参画プラン推進協
議会

人権男女共同平和
課

3 3 1

10 ふじさわ人権協議会
人権男女共同平和
課

2 2 0

11 藤沢市いじめ問題再調査委員会
人権男女共同平和
課

1 1 第30条第2号
個人情報
審議等情報

12 藤沢市防災会議 防災政策課 0

13 藤沢市国民保護協議会 危機管理課 1 1 0

14 藤沢市市民活動推進委員会 市民自治推進課 9 9 14

15 藤沢市建築紛争調停委員会 市民相談情報課 0

16 藤沢市情報公開制度運営審議会 市民相談情報課 4 4 0

17 藤沢市情報公開審査会 市民相談情報課 8 8 第30条第2号 審議等情報

18
藤沢市個人情報保護制度運営審議
会

市民相談情報課 12 12 0

19 藤沢市個人情報保護審査会 市民相談情報課 0

20 文書館運営委員会
市民相談情報課（文
書館）

4 4 0

21 （続）藤沢市史編纂委員会
市民相談情報課（文
書館）

4 4 0

22 六会公民館評議員会 六会公民館 2 2 0

23 片瀬公民館評議員会 片瀬公民館 3 3 0

24 明治公民館評議員会 明治公民館 2 2 0

25 御所見公民館評議員会 御所見公民館 3 3 0

26 遠藤公民館評議員会 遠藤公民館 2 2 0

27 長後公民館評議員会 長後公民館 3 3 0

28 辻堂公民館評議員会 辻堂公民館 2 2 0

29 善行公民館評議員会 善行公民館 2 2 0

30 湘南大庭公民館評議員会 湘南大庭公民館 1 1 0

31 湘南台公民館評議員会 湘南台公民館 2 2 0

32 鵠沼公民館評議員会 鵠沼公民館 3 3 0

33 藤沢市社会教育委員会議 生涯学習総務課 6 5 1 第30条第2号
個人情報
審議等情報

0

34 公民館運営審議会 生涯学習総務課 4 3 1 第30条第2号 個人情報 0

35 藤沢公民館評議員会 藤沢公民館 3 3 0

36 村岡公民館評議員会 村岡公民館 3 3 0

37 文化財保護委員会 郷土歴史課 4 4 第30条第2号
個人・法人・審議
等・事務等情報

38 藤沢市藤澤浮世絵館運営委員会 郷土歴史課 2 2 第30条第3号

39 藤沢市民ギャラリー運営協議会 文化芸術課 2 2 0

40 藤沢市アートスペース運営協議会 文化芸術課 2 2 0

41
藤沢市文化芸術振興計画評価委員
会

文化芸術課 1 1 0

非公開理由一部
公開

非公開
傍聴
人数

№ 審  議  会  等  名  称 事務局担当課名 開催数 公開
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非公開情報

42 藤沢市スポーツ推進審議会 スポーツ推進課 5 4 1 第30条第2号 個人情報 0

43 藤沢市図書館協議会 総合市民図書館 4 4 0

44
藤沢市子ども読書活動推進計画策
定委員会

総合市民図書館 2 2 0

45 藤沢市民生委員推薦会 福祉健康総務課 7 7 第30条第2号 個人情報

46 藤沢市災害弔慰金支給審査委員会 福祉健康総務課 0

47 藤沢市介護保険運営協議会 介護保険課 4 4 第30条第2号 法人等情報 0

48 藤沢市介護認定審査会 介護保険課 433 433 第30条第2号 個人情報

49 藤沢市国民健康保険運営協議会 保険年金課 4 3 1 第30条第2号 審議等情報 3

50 愛の輪福祉基金審査委員会 福祉医療給付課 2 2 第30条第2号 法人等情報

51
藤沢市障がい者計画・障がい福祉計
画検討委員会

障がい福祉課 4 4 17

52 藤沢市障がい者総合支援協議会 障がい福祉課 4 4 32

53
藤沢市障がい者介護給付費等支給
審査会

障がい福祉課 13 13 第30条第2号 個人情報

54
藤沢市太陽の家(心身障がい者福祉センター)指定管理
者審査選定委員会 障がい福祉課 0

55
藤沢市障がい者差別解消支援地域
協議会

障がい福祉課
産業労働課

3 3 第30条第2号
個人情報
法人等情報

56 藤沢市地域福祉計画推進委員会
地域包括ケアシステ
ム推進室

3 3 0

57
藤沢型地域包括ケアシステム推進会
議

地域包括ケアシステ
ム推進室

3 3 2

58 藤沢市老人ホーム入所判定会議
地域包括ケアシステ
ム推進室

4 4 第30条第2号 個人情報

59 藤沢市高齢者施策検討委員会
地域包括ケアシステ
ム推進室

4 4 7

60
藤沢市高齢者虐待防止ネットワーク
会議

地域包括ケアシステ
ム推進室

3 3 0

61 藤沢市在宅医療推進会議
地域包括ケアシステ
ム推進室

1 1 第30条第2号 審議等情報 0

62
藤沢市老人福祉センター指定管理
者審査選定委員会

地域包括ケアシステ
ム推進室

0

63
藤沢市高齢者保健福祉計画・介護保険
事業計画策定委員会

地域包括ケアシステ
ム推進室

0

64
藤沢市生きがい福祉センター指定管理者
審査選定委員会

地域包括ケアシステ
ム推進室

0

65 藤沢市健康危機管理保健所協議会 地域保健課 0

66 藤沢市感染症診査協議会 保健予防課 7 7 第30条第2号 個人情報

67 藤沢市自殺対策協議会 保健予防課 2 2 1

68
藤沢市地域精神保健福祉連絡協議
会

保健予防課 2 2 0

69 藤沢市難病対策地域協議会 保健予防課 2 2 0

70 藤沢市タバコ対策協議会 健康増進課 3 3 1

71 歯科保健推進会議 健康増進課 3 3 0

72 藤沢市食育推進会議 健康増進課 4 4 0

73 藤沢市健康づくり推進会議 健康増進課 6 6 10

74 藤沢市子ども・子育て会議 子育て企画課 5 4 1 第30条第2号 審議等情報 4

75 藤沢市子ども発達支援連絡会議 子ども家庭課 2 0 2 第30条第2号 個人情報

76 藤沢市青少年問題協議会 青少年課 0

77
藤沢市予防接種健康被害調査委員
会

子ども健康課 0

78 藤沢市予防接種運営協議会 子ども健康課 2 2 第30条第2号 個人情報 0

79 藤沢市母子保健推進協議会 子ども健康課 2 2 0

80
藤沢市母子保健推進協議会　専門部会
「小児在宅療養支援部会」

子ども健康課 2 2 1

81 藤沢市環境審議会 環境総務課 1 1 2

82 藤沢市廃棄物減量等推進審議会 環境総務課 2 2 0

非公開理由一部
公開

非公開
傍聴
人数

№ 審  議  会  等  名  称 事務局担当課名 開催数 公開

23



非公開情報

83 藤沢市労働問題懇話会 産業労働課 2 2 0

84 藤沢市畜産振興審議会 農業水産課 1 1 0

85
藤沢市農業振興地域整備促進協議
会

農業水産課 0

86 藤沢市地産地消推進協議会 農業水産課 2 2 0

87
藤沢市社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画
事業）及び都市再生整備計画事後評価委員会 建設総務課 1 1 0

88 藤沢市都市計画審議会 都市計画課 3 3 3

89 藤沢市地域公共交通会議 都市計画課 1 1 1

90
ふじさわサイクルプラン推進連絡協
議会

都市計画課 3 3 0

91 藤沢市都市景観審議会 街なみ景観課 1 1 第30条第2号 審議等情報

92 藤沢市建築審査会 建築指導課 4 3 1 第30条第2号 個人情報 0

93 藤沢市住居表示審議会 建築指導課 0

94 藤沢市営住宅運営審議会 住宅政策課 3 3 第30条第2号 個人情報 0

95 藤沢市特定空き家審査会 住宅政策課 3 3 第30条第2号 審議等情報

96 空き家利活用事業審査会 住宅政策課 2 2 第30条第2号 審議等情報

97 藤沢市みどり保全審議会 みどり保全課 3 3 0

98
藤沢都市計画事業北部第二（三地
区）土地区画整理審議会

北部地区整理事務
所

3 3 第30条第2号
個人情報
審議等情報

0

99 藤沢市下水道運営審議会 下水道総務課 5 4 1 第30条第2号 個人情報 0

100 藤沢市民病院運営協議会 病院総務課 3 3 0

101 藤沢市民病院地域医療支援委員会 病院総務課 2 2 0

102
藤沢市民病院改革プラン評価委員
会

病院総務課 0

103 藤沢市消防賞じゆつ金審査委員会 消防総務課 0

104 藤沢市消防表彰審査会 消防総務課 2 2 第30条第2号 個人情報

105
藤沢市教育振興基本計画評価委員
会

教育総務課 3 3 0

106
藤沢市八ヶ岳野外体験教室指定管
理者審査選定委員会

教育総務課 0

107 藤沢市奨学金給付審査委員会 教育総務課 4 4 第30条第2号 個人情報

108
第３期藤沢市教育振興基本計画策
定委員会

教育総務課 5 5 0

109 藤沢市就学支援委員会 教育指導課 9 9 第30条第2号 個人情報

110 藤沢市いじめ問題対策連絡協議会 教育指導課 3 3 0

111 藤沢市教科用図書採択審議委員会 教育指導課 3 3 66

112 藤沢市特別支援教育協議会 教育指導課 4 4 1

113 藤沢市いじめ問題調査委員会 教育指導課 15 15 第30条第2号 個人情報

114 藤沢市学校事故措置委員会 学務保健課 2 2 第30条第2号 個人情報 0

115 藤沢市学校事故調査委員会 学務保健課 1 1 0

751 203 22 526 166

93 47 9 37 71
※第30条第1号…他の法令等に特別の定めがある場合
※第30条第2号…会議の内容が非公開情報に係るものである場合
※第30条第3号…会議を公開することにより，当該会議の適正な運営に著しい支障が生ずると認められる場合

合　　　　　計

非公開理由一部
公開

非公開
傍聴
人数

№ 審  議  会  等  名  称 事務局担当課名 開催数 公開
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Ⅱ 令和元年度個人情報保護制度運用状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１．個人情報取扱事務登録状況

　　市が行う様々な事務において個人情報を取扱う場合には，あらかじめその事務の内

　容を登録し，どのような個人情報を，どのような目的で，どのように収集し，どのよ

　うに利用しているかを明らかにすることが条例によって義務付けられています。

　　また，登録後，その取扱いの内容に変更が生じた場合や個人情報を取り扱わなく

　なった場合には，変更や廃止の登録を行うことになっています。

　　なお，この登録簿を誰でも自由に閲覧することができるように市政情報コーナーに

　展示しています。また，登録簿の概要をホームページに掲載しています。

　　年度内の登録数は，令和元年度末で１，２４５件となっています。

　　各実施機関ごとの登録状況については，<表１>のとおりです。

＜表１＞　個人情報取扱事務登録状況 （単位　件）

開始 変更 廃止

市長 952 43 143 87 908

教育委員会 276 0 4 16 260

選挙管理委員会 15 0 0 0 15

公平委員会 1 0 0 0 1

監査委員 1 1 2 0 2

農業委員会 3 0 0 0 3

固定資産評価審査委員会 1 0 0 0 1

議会 16 0 0 0 16

藤沢市土地開発公社 7 0 0 0 7

処分権限を有する指定管理者 29 5 0 2 32

合計 1,301 49 149 105 1,245

実施機関
年度当初
登録数

年度内登録
年度末
登録数
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２．自己情報開示請求等処理状況

　　市が保有し取扱う個人情報について，当該本人は自己に関する個人情報の開示を

　請求することができ，誤りがあれば訂正を，また必要の範囲を超えて収集されたり，

　不当に収集されたときは利用の停止や消去を，目的以外の目的で利用や提供をされ

　ようとしているとき又はされているときは，目的外利用等の差し止めや中止の請求

　をすることができるようになっています。

　　自己情報開示請求の処理状況は，令和元年度の合計１３８件のうち承諾が７８

　件，一部承諾が３６件，請求された文書の不存在等による拒否が２０件，却下が１

　件，取下げが２件，審査中が１件となっています。（表２参照）

　　なお，請求の年度別内訳については＜表３＞，令和元年度における請求の内容

　については＜表４＞のとおりです。

＜表２＞　令和元年度請求処理状況（単位　件）

138

承諾 78

一部承諾 36

拒否 20

却下 1

取下げ 2

審査中 1

(2)訂正請求 0

(3)利用の差止請求 0

(4)利用の中止請求 0

(5)消去又は廃棄の請求 0

(6)目的外提供の差止請求 0

(7)目的外提供の中止請求 0

＜表３＞　開示請求の年度別内訳 （単位　件）

平成２７年 平成２８年 平成３０年 令和元年

140 138 155 138

承諾 69 69 87 78

一部承諾 50 48 48 36

拒否 21 18 13 20

却下 0 0 0 1

取下げ 0 3 5 2

審査中 0 0 2 1

平成２９年

(1)開示請求

処理内容

開示請求

処理内容

区分／年度

0

0

0

10

32

75

117
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１　平成３０年度請求分
No 受付年月日 請求内容 担当課 決定内容 非開示理由

154 2019.3.19
診療録
画像記録

医事課 承諾

155 2019.3.22
診療録
画像記録

医事課 承諾

２　令和元年度請求分
No 受付年月日 請求内容 担当課 決定内容 非開示理由

1 2019.4.9
住民票の写し等交付請求書（2018年
11月19日から2019年1月20日まで）

市民窓口センター 拒否 不存在

2 2019.4.9
診療録
画像記録

医事課 承諾

3 2019.4.12 診療報酬明細書 保険年金課 承諾

4 2019.4.22
住民票の写し等交付請求書（平成30
年度以降）

市民窓口センター 一部承諾 第２３条第１号

5 2019.4.22
住民票の写し等交付請求書（平成30
年度以降）

市民窓口センター 承諾

6 2019.4.23
診療録
画像記録

医事課 承諾

7 2019.4.25
診療録
画像記録

医事課 承諾

8 2019.4.26 藤沢市図書館個人情報の記録状況 総合市民図書館 拒否 不存在

9 2019.4.30
最近１年分の診療録等全て（超音波
等の画像記録は含まず）

医事課 承諾

10 2019.5.10 事故報告書 保育課 承諾
11 2019.5.15 診療報酬明細書 保険年金課 承諾
12 2019.5.20 画像記録 医事課 承諾
13 2019.5.29 精神保健福祉相談の記録 保健予防課 一部承諾 第２３条第１号

14 2019.5.29 辻堂新町地区内地籍整理組合資料 農業水産課 一部承諾
第２３条第１号
第２３条第２号

15 2019.6.3 平成３１年申請分の認定調査票 介護保険課 承諾
16 2019.6.4 診療録 医事課 承諾
17 2019.6.7 平成３１年申請分の主治医意見書 介護保険課 一部承諾 第２３条第１号
18 2019.6.11 診療報酬明細書 保険年金課 承諾
19 2019.6.13 診療録 医事課 承諾
20 2019.6.17 住民票，戸籍の証明申請書 市民窓口センター 拒否 不存在
21 2019.6.18 救急活動報告書 救急救命課 一部承諾 第２３条第１号

22 2019.6.18 小児医療費助成受給履歴 子育て給付課 承諾

23 2019.6.20 戸籍全部事項証明書請求書 市民窓口センター 一部承諾 第２３条第１号

24 2019.6.21
平成28年度以降の戸籍証明書等の
請求書及び印鑑登録証明書交付申

市民窓口センター 一部承諾 第２３条第２号

25 2019.6.21
診療録
画像記録

医事課 承諾

26 2019.6.21
印鑑証明交付申請書（平成２６年度
以降）及び住民票の写し等交付申請
書（平成３０年度以降）

市民窓口センター 拒否 不存在

27 2019.6.24
診療録
画像記録

医事課 承諾

28 2019.6.25
診療録
画像記録

医事課 承諾

29 2019.6.26
診療録
画像記録

医事課 承諾

30 2019.6.28
診療録
画像記録

医事課 承諾

＜表４＞　管理情報開示請求一覧
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No 受付年月日 請求内容 実施機関(担当課) 決定内容 非開示理由

31 2019.7.1
印鑑照明交付申請書,戸籍証明書等
の請求書,及び住民票の写し等交付
申請書

市民窓口センター 承諾

32 2019.7.1
印鑑照明交付申請書,戸籍証明書等
の請求書,及び住民票の写し等交付
申請書

市民窓口センター 拒否 不存在

33 2019.7.1
印鑑照明交付申請書,戸籍証明書等
の請求書,及び住民票の写し等交付
申請書

市民窓口センター 拒否 不存在

34 2019.7.1
印鑑照明交付申請書,戸籍証明書等
の請求書,及び住民票の写し等交付
申請書

市民窓口センター 拒否 不存在

35 2019.7.1
印鑑照明交付申請書,戸籍証明書等
の請求書,及び住民票の写し等交付
申請書

市民窓口センター 一部承諾 第２３条第１号

36 2019.7.4 スクールカウンセラーとの相談記録 教育指導課 拒否 不存在
37 2019.7.5 主治医意見書（保存期間内すべて） 介護保険課 一部承諾 第２３条第１号

38 2019.7.8
診療録
画像記録(一部除く）

医事課 承諾

39 2019.7.8 印鑑登録証明書交付申請書 市民窓口センター 承諾

40 2019.7.8
診療録
画像記録

医事課 承諾

41 2019.7.8
認定調査票(平成２９年２月分、平成３
０年２月分）

介護保険課 一部承諾 第２３条第１号

42 2019.7.9
住民票の写し等交付請求書
印鑑登録証明書交付申請書

市民窓口センター 拒否 不存在

43 2019.7.9 画像記録 医事課 承諾
44 2019.7.11 法律相談予約カード 市民相談情報課 承諾

45 2019.7.16
認定調査票（平成２７、２８年分）
特記事項

介護保険課 一部承諾 第２３条第１号

46 2019.7.16
開発行為許可申請書に関する添付
図書一式

開発業務課 一部承諾 第２３条第１号

47 2019.7.17 診療報酬明細書 保険年金課 承諾
48 2019.7.24 特定疾患の診断書 医事課 承諾

49 2019.7.25
診療録
画像記録

医事課 承諾

50 2019.7.26 診療録 医事課 承諾

51 2019.7.29
2019年7月1日実施の審査請求に係
る口頭意見陳述記録

行政総務課 承諾

52 2019.7.29

認定審査会資料
認定調査票
特記事項
主治医意見書
要介護認定・要支援認定等結果通知

介護保険課 却下

53 2019.7.30 印鑑登録証明書交付申請書 市民窓口センター 承諾

54 2019.8.2
認定調査票
特記事項
主治医意見書

介護保険課 一部承諾 第２３条第１号

55 2019.8.5
診療録
画像記録

医事課 承諾

56 2019.8.7
認定審査会資料
認定調査票
特記事項

介護保険課 承諾

57 2019.8.7 主治医意見書 介護保険課 承諾
58 2019.8.13 診療報酬明細書 保険年金課 承諾

59 2019.8.23
診療録
画像記録

医事課 承諾

60 2019.8.26
診療録
画像記録

医事課 承諾
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No 受付年月日 請求内容 実施機関(担当課) 決定内容 非開示理由

61 2019.8.27 診療報酬明細書 保険年金課 承諾
62 2019.8.27 住民票の写し等交付請求書 市民窓口センター 一部承諾 第２３条第１号
63 2019.8.28 戸籍証明書等の請求書 市民窓口センター 一部承諾 第２３条第１号

64 2019.8.28
診療録
画像記録

医事課 承諾

65 2019.8.29 開発行為における施工同意書 開発業務課 一部承諾 第２３条第１号

66 2019.8.29 生徒指導担当者会資料 教育指導課 一部承諾
第２３条第１号
第２３条第３号

67 2019.8.30
診療録
画像記録

医事課 承諾

68 2019.9.2
診療録
画像記録
院内検討会議事録

医事課 承諾

69 2019.9.2 診療録 医事課 承諾
70 2019.9.4 診療録 医事課 承諾

71 2019.9.9
診療録
画像記録

医事課 承諾

72 2019.9.10
診療録
画像記録

医事課 承諾

73 2019.9.12 住民票の写し等交付請求書 市民窓口センター 一部承諾 第２３条第１号
74 2019.9.12 所得（課税）証明書申請書 税制課 拒否 不存在

75 2019.9.12
戸籍に記録されている事項を証明し
た書面を発行した記録

市民窓口センター 拒否 不存在

76 2019.9.12
戸籍に記録されている事項を証明し
た書面を発行した記録

市民窓口センター 拒否 不存在

77 2019.9.17 診療報酬明細書 保険年金課 承諾

78 2019.9.18

認定審査会資料
認定調査票の特記事項
主治医意見書
要介護認定・要支援認定結果通知書

介護保険課 一部承諾 第２３条第１号

79 2019.10.3
診療録
画像記録

医事課 承諾

80 2019.10.8
住民票の写し等交付請求書
印鑑登録証明書交付申請書

市民窓口センター 拒否 不存在

81 2019.10.16 住民票の写し等交付請求書 市民窓口センター 拒否 不存在

82 2019.10.18
住民票の写し等交付請求書
戸籍証明書等の請求書（附票）

市民窓口センター 承諾

83 2019.10.21 印鑑登録証明書交付申請書 市民窓口センター 拒否 不存在
84 2019.10.23 診療報酬明細書 保険年金課 一部承諾 不存在
85 2019.10.25 生活保護決定（変更）通知書 生活援護課 承諾

86 2019.10.28
平成３０年２月申請分
認定調査票
特記事項

介護保険課 一部承諾 第２３条第１号

87 2019.11.5
診療録
画像記録

医事課 承諾

88 2019.11.6 印鑑登録証明書交付申請書 市民窓口センター 拒否 不存在
89 2019.11.8 レポート及び検査結果 医事課 承諾

90 2019.11.13

認定審査会資料
認定調査票特記事項
主治医意見書
要介護認定・要支援認定等結果通知

介護保険課 一部承諾 第２３条第１号
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No 受付年月日 請求内容 実施機関(担当課) 決定内容 非開示理由

91 2019.11.14 生活保護決定（変更）通知書 生活援護課 拒否 不存在

92 2019.11.19

平成３０年８月，令和元年７月認定分
認定審査会資料
認定調査票
認定調査票特記事項
主治医意見書
要介護認定・要支援認定申請書
要介護認定・要支援認定等結果通知
書

介護保険課 一部承諾 第２３条第１号

93 2019.11.19 診療報酬明細書 保険年金課 承諾

94 2019.11.25
住民票の写し等交付請求書
印鑑登録証明書交付申請書

市民窓口センター 一部承諾 第２３条第２号

95 2019.11.26 診療録 医事課 承諾
96 2019.11.27 退院時サマリー 医事課 承諾
97 2019.11.29 診療録 医事課 承諾

98 2019.12.3

平成３０年１２月２５日認定分
認定調査票
認定調査票特記事項
主治医意見書
要介護認定・要支援認定申請書

介護保険課 一部承諾 第２３条第１号

99 2019.12.3

①認定調査票（添付資料も含む）
②主治医意見書（添付資料も含む）
③介護認定審査会資料（添付資料も
含む）
④介護認定審査会議事録（添付資料
も含む）

介護保険課 一部承諾 第２３条第１号

100 2019.12.4 診療録 医事課 承諾

101 2019.12.11

所得（課税・非課税）証明申請書
平成31、30、29年度分
納税証明（個人市県民税）申請書
平成31、30、29年度分

税制課 拒否 不存在

102 2019.12.11 退院サマリー 医事課 承諾

103 2019.12.13

火災調査報告書
火災原因認定書
火災状況報告書
現況見分調書
質問調書
写真（カラー）、図面

北消防署管理課 取下げ

104 2019.12.17 診療報酬明細書 保険年金課 承諾

105 2019.12.17
戸籍証明書の請求書
住民票の写し等交付請求書
R1年10月16日～R1年12月17日

市民窓口センター 承諾

106 2019.12.19
2019年9月～
診療録

医事課 一部承諾 第２３条第１号

107 2019.12.20 診療録 医事課 承諾
108 2019.12.25 診療録 医事課 承諾

109 2019.12.25
診療録
画像記録

医事課 承諾

110 2020.1.10
診断書
診療録
画像記録

医事課 承諾

111 2020.1.14 印鑑登録証明書交付申請書 市民窓口センター 承諾
112 2020.1.14 印鑑登録証明書交付申請書 市民窓口センター 拒否 不存在
113 2020.1.15 現介護認定の元となった主治医意見 介護保険課 承諾
114 2020.1.16 診療録 医事課 承諾
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No 受付年月日 請求内容 実施機関(担当課) 決定内容 非開示理由

115 2020.1.20

印鑑登録証明書交付申請書
戸籍証明書の請求書
住民票の写し等交付請求書
2018年６月～

市民窓口センター 承諾

116 2020.1.24 救急活動報告書 北消防署管理課 一部承諾 第２３条第１号

117 2020.1.24
診療録
画像記録

医事課 承諾

118 2020.1.24 介護給付費明細書 介護保険課 一部承諾 不存在
119 2020.1.28 印鑑登録証明書交付申請書 市民窓口センター 拒否 不存在

120 2020.1.29

いじめに係る文書
・認定に至った経緯の記録
・認定文書
・小学校に対する教育委員会の評価

教育指導課 一部承諾
第２３条第１号
第２３条第５号

121 2020.1.30
診療録
画像記録

医事課 承諾

122 2020.1.31 事故報告書 介護保険課 一部承諾 第２３条第１号
123 2020.1.31 診療報酬明細書 医事課 取下げ
124 2020.1.31 相談記録 生活援護課 一部承諾 第２３条第１号

125 2020.2.7
診療録
画像記録

医事課 承諾

126 2020.2.10

認定審査会資料
認定調査票
特記事項
主治医意見書

介護保険課 一部承諾 第２３条第１号

127 2020.2.12 認定調査票 障がい福祉課 承諾

128 2020.2.12
認定調査票
医師意見書

障がい福祉課 承諾

129 2020.2.13 相談記録 子ども家庭課 一部承諾
第２３条第１号
第２３条第４号
第２３条第５号

130 2020.2.18
認定調査票
主治医意見書

介護保険課 一部承諾 第２３条第１号

131 2020.2.20 相談記録 保健予防課 承諾

132 2020.2.25

訴訟に関する書類
①和解調書
②検査済証とその関係書類
③建築確認の際の敷地が確認できる
図面
④判決文

行政総務課 承諾

133 2020.2.26 診療録 医事課 承諾

134 2020.3.3
診療録
画像記録

医事課 一部承諾 不存在

135 2020.3.11
診療録
主治医意見書

医事課 承諾

136 2020.3.17 診療録 医事課 承諾
137 2020.3.17 診療録 医事課 承諾

138 2020.3.26
ケース記録
ケース会議記録

生活援護課 審査中
第２３条第１号
第２３条第３号
第２３条第４号
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３．不服申立ての状況

　　開示等請求を受けて実施機関が行った全部又は一部非公開などの決定に対して，請

　求者は不服申立てをすることができます。不服申立てを受けた実施機関は，原則とし

　てその不服申立てについて個人情報保護審査会に諮問しなければなりません。

　　個人情報保護審査会は，実施機関からの諮問に応じて，不服申立ての内容について

　調査審議し，実施機関に対して，実施機関が行った諾否決定の当否について答申しま

　す。

　　答申を受けた実施機関は，原則としてその答申を尊重しなければなりません。

　　令和元年度における不服申立てはありませんでした。（表５参照）

【第１６期藤沢市個人情報保護審査会委員】

　＜任期　2018.4.1～2020.3.31＞

　◎会長　○職務代理者 (50音順)

＜表５＞　不服申立ての状況 （単位　件）

実施機関

Ｈ２９ 0 0 0 0 0 0

Ｈ３０ 0 0 0 0 0 0

Ｒ１ 0 0 0 0 0 0

役職名等

　弁護士

　医師

　弁護士

　神奈川大学経営学部国際経営学科教授

　公認会計士　　吉　田　眞　次

　　田　中　則　仁

◎　篠　崎　百合子

○　小　澤　弘　子

氏　　　名

　　石　原　宏　尚

審査中
件　数

諮問件数

不　服
申立て
件　数

年度

藤沢市個人情報保護審査会

答申件数

前年度の
不服申立
てに係る
答申件数

当該年度の
不服申立て
に係る答申
件　　　数
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４．個人情報保護制度運営審議会の運営状況

　　個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を推進するため，市民及び学識者７名で

　構成する「藤沢市個人情報保護制度運営審議会」を設置しています。　

　　この審議会では，条例により付与された権限に属する事項や制度の運営に関する

　重要な事項について，実施機関の諮問に応じ調査審議して答申するほか，実施機関

　に対し建議を行うことができるようになっています。

　　 なお，条例により付与された権限に属する事項は，次のとおりです。

　　・個人情報の取扱いを禁止する事項について意見を述べる(第8条第3項）

　　・個人情報取扱事務の登録事項の報告を受ける(第9条第4項)

　　・本人直接収集の例外及びその際の本人通知の例外について意見を述べる(第10条第4・5項)　

　　・目的外利用及び目的外提供の禁止の例外及びその際の本人通知の例外について意見を述べ

　　　る(第12条第4・5項)　　　　　　

　　・特定個人情報の目的外のための利用の禁止の例外及びその際の本人通知の例外について意

　　　見を述べる（第12条の2第3・4項）

　　・特定個人情報の目的外のための提供及びその際の本人通知の例外について意見を述べる

　　　（第12条の3第1・3項）

　　・登録事務のコンピュータ処理について意見を述べる(第18条)　　　

　  ・登録事務のコンピュータ結合の禁止の例外について意見を述べる(第19条)

　  ・管理情報の開示請求又は訂正等の請求について意見を述べる(第22条第1・2項)

　　審議会は原則として毎月開催されています。

　　令和元年度における審議会への諮問状況及び年度別諮問内訳は＜表６＞及び＜

　　表７＞のとおりとなっています。

　　　なお，令和元年度の審議会の開催状況は＜表８＞，諮問の内容及び審議会の

　　結論は＜表９＞のとおりです。

【第１６期藤沢市個人情報保護制度運営審議会委員】 　　 　任期
　　＜第16期　2017.11.1～2019.10.31＞

　弁護士

　弁護士

　（元）会社員

　文教大学国際学部教授

　（元）神奈川県職員

　明治学院大学法学部教授

　ＮＰＯ法人ぐるーぷ藤会長

◎は会長　○は副会長 (50音順)

　　宮　地　　　基

　　鷲　尾　公　子

役職名等氏　　　名

　　猪　狩　庸　祐

　　大　関　亮　子

○　加　藤　　　滋

　　金　井　恵里可

◎　畠　山　鬨　之
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【第１７期藤沢市個人情報保護制度運営審議会委員】 　　 　任期
　　＜第17期　2019.11.1～2021.10.31＞

◎は会長　○は副会長 (50音順)

内容 件数

承認 40

（うち条件付） 9

一部承認 1

（うち条件付） 1

不承認 1

＜表７＞　審議会諮問件数年度別処理内訳

平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年

70 52 68 48 43

70 50 67 48 42

承認 68 49 63 46 40

一部承認 2 1 1 0 1

不承認 0 0 3 2 1

0 1 1 0 1

0 1 0 0 0

　明治学院大学法学部教授

　ＮＰＯ法人ぐるーぷ藤会長

　　飯　島　奈津子

　　大　関　亮　子

○　加　藤　　　滋

　　金　井　恵里可

◎　畠　山　鬨　之

　　宮　地　　　基

　　鷲　尾　公　子

　（元）神奈川県職員

氏　　　名 役職名等

　弁護士

　弁護士

　（元）会社員

　文教大学国際学部教授

（単位　　件）

＜表６＞　令和元年度審議会への諮問状況　

諮問件数
答申

区分／年度

諮問件数

答
申
内
容

諮問取下げ

審査中

審査中件数 取下げ

43 0 1

答申件数
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＜表８＞　審議会の開催状況

回数 開催年月日 審　議　内　容

(第16
期)
18

2019年4月11日

１　第17回審議会記録の確認
２　諮問第960号　生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定による保護に関することに係る個人情報を
目的外に提供することについて
３　諮問第961号　住民基本台帳に関することに係る個人情報を目的外に提供すること及び目的外に提供
することに伴う本人通知の省略について
４　藤沢青少年会館における受付名簿の紛失について（報告）
５　個人情報取扱事務の登録状況について（報告）
６　諮問第956号から第959号までに対する答申文の確認について
７　その他

19 5月9日

１　第18回審議会記録の確認
２（１）諮問第962号　生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定による保護に関することに係る個人情
報を目的外に提供すること及び目的外に提供することに伴う本人通知の省略について
（２）諮問第963号　生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定による保護に関することに係る個人情報
を目的外に提供すること及び目的外に提供することに伴う本人通知の省略について
３（１）諮問第964号　個人の市民税及び県民税の賦課の事務に係るコンピュータ処理について
（２）諮問第965号　部等における他課に属しない事務(プレミアム付商品券に係る事務)に係る要配慮個
人情報を取り扱うこと，個人情報を本人以外のものから収集すること及び本人以外のものから収集するこ
とに伴う本人通知の省略並びにコンピュータ処理について
（３）諮問第966号　住民基本台帳に関すること
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護に関すること
中国残留邦人等支援事業に関すること
障がい者の虐待防止に関すること
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による自立
支援給付その他支援並びに指定特定相談支援事業者及び地域生活支援事業に係る事業者の指定に関するこ
と
老人福祉法（昭和38年法律第133号）の規定による養護老人ホーム等への入所に関すること
上記事務に係る個人情報を目的外に利用させること及び目的外に利用させることに伴う本人通知の省略に
ついて並びにコンピュータ処理について
４　諮問第967号　行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定による審査庁が行う事務にあたり審査請
求人から提出された審査請求書を対象とする行政文書公開請求に係る諾否の決定にあたり，非公開とする
「個人に関する情報」の範囲について（非公開）
５　諮問第960号及び第961号に対する答申文の確認について
６　その他

20 6月13日

１　第19回審議会記録の確認
２　諮問第968号　防犯意識の普及啓発に係る個人情報を目的外に提供すること及び目的外に提供するこ
とに伴う本人通知の省略について
３　諮問第969号　建築基準法（昭和25年法律第201号）第6条第1項の建築基準関係規定による特定行政
庁，建築主事等の事務に関することに係る個人情報を目的外に提供することについて
４　平成30年度各課の定めた目的外提供のガイドラインの運用実績について（報告）
５　個人情報取扱事務の登録状況について（報告）
６　諮問第962号から第966号までに対する答申文の確認について
７　その他

21 7月11日

１　第20回審議会記録の確認
２　諮問第970号　生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定による保護に関することに係る個人情報を
目的外に提供すること及び目的外に提供することに伴う本人通知の省略について
３（１）諮問第971号　建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の建築基準関係規定による特定行政
庁，建築主事等の事務に関すること。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成12年政令第495号)第8条第1項各号に掲げる事
務に関すること。
住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)の規定による住居表示の実施及び維持管理
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の規定による事務に関すること。
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)の規定による事務に関すること。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)の規定による事務に関すること。
上記事務に係るコンピュータ処理について
（２）諮問第972号　開発行為等の許可及び工事完了の検査
宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)の施行に係る事務
市街化調整区域内の建築等の規制に関すること。
上記事務に係るコンピュータ処理について
４（１）防犯カメラ設置の取組に関するアンケート調査結果について（報告）
（２）諮問第973号　防犯意識の普及啓発に係る個人情報を本人以外のものから収集すること及び本人以
外のものから収集することに伴う本人通知の省略並びにコンピュータ処理について
５　諮問第974号　市立保育所の運営管理に係る個人情報を本人以外のものから収集すること及び本人以
外のものから収集することに伴う本人通知の省略並びにコンピュータ処理について
６　諮問第968号及び第969号に対する答申文の確認について
７　その他
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回数 開催年月日 審　議　内　容

22 8月8日

１　第21回審議会記録の確認
２　諮問第975号　生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定による保護に関することに係る個人情報を
目的外に提供することについて
３　諮問第976号　東京オリンピック・パラリンピックの開催準備に関することに係るコンピュータ処理に
ついて
４（１）諮問第977号　市民センターの施設の運営及び維持管理に係る個人情報を本人以外のものから収集
すること及び本人以外のものから収集することに伴う本人通知の省略，目的外に提供すること及び目的外
に提供することに伴う本人通知の省略並びにコンピュータ処理について
（２）諮問第978号　消防施設の整備に係る個人情報を本人以外のものから収集すること及び本人以外のも
のから収集することに伴う本人通知の省略，目的外に提供すること及び目的外に提供することに伴う本人
通知の省略並びにコンピュータ処理について
５　平成30年度各課の定めた目的外提供のガイドラインの運用実績について（報告）
６　藤沢市民病院での個人情報の不適切な取扱いについて（報告）
７　諮問第970号から第974号までに対する答申文の確認について
８　その他

23 9月12日

１　第22回審議会記録の確認
２　諮問第979号　建築基準法（昭和25年法律第201号）第6条第1項の建築基準関係規定による特定行政
庁，建築主事等の事務に関することに係る個人情報を目的外に提供することについて
３　諮問第980号　生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定による保護に関することに係る個人情報を
目的外に提供すること及び目的外に提供することに伴う本人通知の省略について
４　諮問第981号　病院の防災、防火その他の安全管理に係る個人情報を目的外に提供すること及び目的外
に提供することに伴う本人通知の省略について
５（１）諮問第982号　防犯意識の普及啓発に係る個人情報を目的外に提供すること及び目的外に提供する
ことに伴う本人通知の省略について
（２）諮問第983号　防犯意識の普及啓発に係る個人情報を本人以外のものから収集すること及び本人以外
のものから収集することに伴う本人通知の省略並びにコンピュータ処理について
６　諮問第984号　複合施設の施設及び設備の維持管理に関する業務に係る個人情報を本人以外のものから
収集すること及び本人以外のものから収集することに伴う本人通知の省略，目的外に提供すること及び目
的外に提供することに伴う本人通知の省略並びにコンピュータ処理について
７　諮問第985　藤沢市情報公開条例（平成１３年藤沢市条例第３号）及び藤沢市個人情報の保護に関する
条例（平成１５年藤沢市条例第７号）の規定による請求の受付に係る管理情報の開示請求者としての権限
について
８　多摩大学グローバルスタディーズ学部（大学市民講座業務委託）における個人情報の流出について
（報告）
９　個人情報取扱事務の登録状況について（報告）
１０　諮問第975号から第978号までに対する答申文の確認について
１１　第１６期藤沢市個人情報保護制度運営審議会の審議結果（案）について
１２　その他

24 10月10日

１　第23回審議会記録の確認
２　諮問第984号　複合施設の施設及び設備の維持管理に関する業務に係る個人情報を本人以外のものから
収集すること及び本人以外のものから収集することに伴う本人通知の省略，目的外に提供すること及び目
的外に提供することに伴う本人通知の省略並びにコンピュータ処理について
３　諮問第986号　道路の管理及び応急補修に係る個人情報を目的外に提供すること及び目的外に提供する
ことに伴う本人通知の省略について
４　諮問第987号　病院の防災、防火その他の安全管理に係る個人情報を目的外に提供すること及び目的外
に提供することに伴う本人通知の省略について
５　諮問第988号　観光施設(指定管理者が管理を行う施設を除く。)の維持管理に係るコンピュータ処理に
ついて
６　諮問第971号及び第972号の条件に係る報告
７　諮問第989号　下水道管路の管理及び応急補修
排水設備新設等の確認申請の受付及び審査並びに排水設備の工事の完了検査
浄化槽の設置等の届出 ，審査及び監視指導
上記事務に係る個人情報を目的外に提供すること及び目的外に提供することに伴う本人通知の省略並びに
コンピュータ処理について
８　諮問第979号から第983号まで及び第985号に対する答申文の確認について
９　第１６期藤沢市個人情報保護制度運営審議会の審議結果（案）について
１０　その他
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回数 開催年月日 審　議　内　容

(第17
期)
1

11月14日

１　会長，副会長及び専門委員の選出
２　今後の運営について
３　諮問第９９０号　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による保護に関することに係る個
人情報を目的外に提供すること及び目的外に提供することに伴う本人通知の省略について
４　諮問第９９１号　資金調達に関することに係るコンピュータ処理について
５　諮問第９９２号　国民健康保険被保険者に対する保健事業の実施に係る個人情報を本人以外のものか
ら収集すること及び本人以外のものから収集することに伴う本人通知の省略，目的外に提供すること及び
目的外に提供することに伴う本人通知の省略並びにコンピュータ処理について
６　諮問第９８９号の条件に係る報告
７　情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の照会及び提供状況の報告
８　その他

2 12月12日

１　第１回審議会記録の確認
２　諮問第９９３号　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による保護に関することに係る個
人情報を目的外に提供すること及び目的外に提供することに伴う本人通知の省略について
３　諮問第９９４号　公用自動車の管理の総括に係る個人情報を本人以外のものから収集すること及び本
人以外のものから収集することに伴う本人通知の省略，目的外に提供すること及び目的外に提供すること
に伴う本人通知の省略並びにコンピュータ処理について
４　諮問第９９５号　防犯意識の普及啓発に係る個人情報を本人以外のものから収集すること及び本人以
外のものから収集することに伴う本人通知の省略並びにコンピュータ処理について
５　諮問第９９６号　戸籍に関することに係るコンピュータ処理について
６（１）諮問第９９７号　学校給食の企画，運営及び指導に関することに係る個人情報を本人以外のもの
から収集すること及び本人以外のものから収集することに伴う本人通知の省略，目的外に利用すること及
び目的外に利用することに伴う本人通知の省略並びにコンピュータ処理について
（２）諮問第９９８号　学齢児童及び学齢生徒の就学事務に関することに係る個人情報を目的外に利用さ
せること及び目的外に利用させることに伴う本人通知の省略について
７　情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の照会及び提供状況について（報告）
８　個人情報取扱事務の登録状況について（報告）
９　諮問第９９０号から第９９２号までに対する答申文の確認について
１０　その他

3 1月9日

１　第２回審議会記録の確認
２（１）諮問第９９７号　学校給食の企画，運営及び指導に関することに係る個人情報を本人以外のもの
から収集すること及び本人以外のものから収集することに伴う本人通知の省略，目的外に利用すること及
び目的外に利用することに伴う本人通知の省略並びにコンピュータ処理について
（２）諮問第９９８号　学齢児童及び学齢生徒の就学事務に関することに係る個人情報を目的外に利用さ
せること及び目的外に利用させることに伴う本人通知の省略について
３　諮問第９９３号から第９９６号までに対する答申文の確認について
４　その他

4 2月13日

１　第３回審議会記録の確認
２　諮問第９９９号　市立保育所の運営管理に係る個人情報を目的外に提供すること及び目的外に提供す
ることに伴う本人通知の省略について
３　諮問第１０００号　藤沢市有料自転車等駐車場運営業務に係る個人情報を本人以外のものから収集す
ること及び本人以外のものから収集することに伴う本人通知の省略，個人情報を目的外に提供すること及
び目的外に提供することに伴う本人通知の省略及びコンピュータ処理について
４　平成３０年度各課の定めた目的外提供のガイドラインの運用実績について
　　児童・生徒の健全育成に向けての学校と警察との情報連携に係るガイドラインに基づく運用実績報告
５　窓口業務の外部委託について（報告）
６　諮問第９９７号及び第９９８号に対する答申文の確認について
７　その他

5 3月12日

１　第４回審議会記録の確認
２　諮問第１００１号　防犯意識の普及啓発に係る個人情報を目的外に提供すること及び目的外に提供す
ることに伴う本人通知の省略について
３　諮問第１００２号　庁舎の管理及び秩序保持に係る個人情報を目的外に提供すること及び目的外に提
供することに伴う本人通知の省略について
４　個人情報取扱事務の登録状況について（報告）
５　諮問第９９９号及び第１０００号に対する答申文の確認について
６　その他
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No 諮問年月日 諮問事項 担当課 結論

960 2019.3.25
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による保護
に関することに係る個人情報を目的外に提供することについ
て

生活援護課
承認
（条件
付き）

961 2019.4.4
住民基本台帳に関することに係る個人情報を目的外に提供す
ること及び目的外に提供することに伴う本人通知の省略につ
いて

市民窓口センター 承認

962 2019.4.22
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による保護
に関することに係る個人情報を目的外に提供すること及び目
的外に提供することに伴う本人通知の省略について

生活援護課 承認

963 2019.4.22
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による保護
に関することに係る個人情報を目的外に提供すること及び目
的外に提供することに伴う本人通知の省略について

生活援護課
承認
（条件
付き）

964 2019.4.24
個人の市民税及び県民税の賦課の事務に係るコンピュータ処
理について

市民税課 承認

965 2019.4.24

部等における他課に属しない事務(プレミアム付商品券に係
る事務)に係る要配慮個人情報を取り扱うこと，個人情報を
本人以外のものから収集すること及び本人以外のものから収
集することに伴う本人通知の省略並びにコンピュータ処理に
ついて

福祉健康総務課 承認

966 2019.4.24

・住民基本台帳に関すること
・生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護に関
すること
・中国残留邦人等支援事業に関すること
・障がい者の虐待防止に関すること
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律(平成17年法律第123号)の規定による自立支援給付その
他支援並びに指定特定相談支援事業者及び地域生活支援事業
に係る事業者の指定に関すること
・老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）の規定による養
護老人ホーム等への入所に関すること
上記事務に係る個人情報を目的外に利用させること及び目的
外に利用させることに伴う本人通知の省略について並びにコ
ンピュータ処理について

市民窓口センター
生活援護課
障がい福祉課
地域包括ケアシス
テム推進室

承認

967 2019.4.26

行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定による審査庁が
行う事務にあたり審査請求人から提出された審査請求書を対
象とする行政文書公開請求に係る諾否の決定にあたり，非公
開とする「個人に関する情報」の範囲について

行政総務課 取下げ

968 2019.5.27
防犯意識の普及啓発に係る個人情報を目的外に提供すること
及び目的外に提供することに伴う本人通知の省略について

防犯交通安全課 承認

969 2019.6.3
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項の建
築基準関係規定による特定行政庁，建築主事等の事務に関す
ることに係る個人情報を目的外に提供することについて

建築指導課 承認

970 2019.6.24
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による保護
に関することに係る個人情報を目的外に提供すること及び目
的外に提供することに伴う本人通知の省略について

生活援護課 承認

＜表９＞　審議会への諮問内容
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No 諮問年月日 諮問事項 担当課 結論

971 2019.6.27

・建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の建築基準
関係規定による特定行政庁，建築主事等の事務に関するこ
と。
・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平
成12年政令第495号)第8条第1項各号に掲げる事務に関するこ
と。
・住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)の規定によ
る住居表示の実施及び維持管理
・長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第
87号)の規定による事務に関すること。
・都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)
の規定による事務に関すること。
・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27
年法律第53号)の規定による事務に関すること。
上記事務に係るコンピュータ処理について

建築指導課
承認
（条件
付き）

972 2019.6.27

・開発行為等の許可及び工事完了の検査
・宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)の施行に係る事
務
・市街化調整区域内の建築等の規制に関すること。
上記事務に係るコンピュータ処理について

開発業務課
承認
（条件
付き）

973 2019.6.24
防犯意識の普及啓発に係る個人情報を本人以外のものから収
集すること及び本人以外のものから収集することに伴う本人
通知の省略並びにコンピュータ処理について

防犯交通安全課 承認

974 2019.6.24
市立保育所の運営管理に係る個人情報を本人以外のものから
収集すること及び本人以外のものから収集することに伴う本
人通知の省略並びにコンピュータ処理について

保育課 承認

975 2019.7.22
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による保護
に関することに係る個人情報を目的外に提供することについ
て

生活援護課 承認

976 2019.7.22
東京オリンピック・パラリンピックの開催準備に関すること
に係るコンピュータ処理について

東京オリンピッ
ク・パラリンピッ
ク開催準備室

承認

977 2019.7.22

市民センターの施設の運営及び維持管理に係る個人情報を本
人以外のものから収集すること及び本人以外のものから収集
することに伴う本人通知の省略，目的外に提供すること及び
目的外に提供することに伴う本人通知の省略並びにコン
ピュータ処理について

辻堂市民センター 承認

978 2019.7.22

消防施設の整備に係る個人情報を本人以外のものから収集す
ること及び本人以外のものから収集することに伴う本人通知
の省略，目的外に提供すること及び目的外に提供することに
伴う本人通知の省略並びにコンピュータ処理について

消防総務課 承認

979 2019.8.7
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項の建
築基準関係規定による特定行政庁，建築主事等の事務に関す
ることに係る個人情報を目的外に提供することについて

建築指導課 承認

980 2019.8.7
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による保護
に関することに係る個人情報を目的外に提供すること及び目
的外に提供することに伴う本人通知の省略について

生活援護課
承認
（条件
付き）

981 2019.8.26
病院の防災、防火その他の安全管理に係る個人情報を目的外
に提供すること及び目的外に提供することに伴う本人通知の
省略について

病院総務課 承認

982 2019.8.26
防犯意識の普及啓発に係る個人情報を目的外に提供すること
及び目的外に提供することに伴う本人通知の省略について

防犯交通安全課 承認

983 2019.8.26
防犯意識の普及啓発に係る個人情報を本人以外のものから収
集すること及び本人以外のものから収集することに伴う本人
通知の省略並びにコンピュータ処理について

防犯交通安全課 承認
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No 諮問年月日 諮問事項 担当課 結論

984 2019.8.26

複合施設の施設及び設備の維持管理に関する業務に係る個人
情報を本人以外のものから収集すること及び本人以外のもの
から収集することに伴う本人通知の省略，目的外に提供する
こと及び目的外に提供することに伴う本人通知の省略並びに
コンピュータ処理について

（産業労働課）

一部承
認（条
件付
き）

985 2019.8.23

藤沢市情報公開条例（平成１３年藤沢市条例第３号）及び藤
沢市個人情報の保護に関する条例（平成１５年藤沢市条例第
７号）の規定による請求の受付に係る管理情報の開示請求者
としての権限について

市民相談情報課 不承認

986 2019.9.27
道路の管理及び応急補修に係る個人情報を目的外に提供する
こと及び目的外に提供することに伴う本人通知の省略につい
て

道路維持課 承認

987 2019.9.24
病院の防災、防火その他の安全管理に係る個人情報を目的外
に提供すること及び目的外に提供することに伴う本人通知の
省略について

病院総務課
承認
（条件
付き）

988 2019.9.24
観光施設(指定管理者が管理を行う施設を除く。)の維持管理
に係るコンピュータ処理について

観光シティプロ
モーション課

承認
（条件
付き）

989 2019.9.27

・下水道管路の管理及び応急補修
・排水設備新設等の確認申請の受付及び審査並びに排水設備
の工事の完了検査
・浄化槽の設置等の届出 ，審査及び監視指導
上記事務に係る個人情報を目的外に提供すること及び目的外
に提供することに伴う本人通知の省略並びにコンピュータ処
理について

下水道管路課
下水道総務課
下水道施設課

承認
（条件
付き）

990 2019.10.21
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による保護
に関することに係る個人情報を目的外に提供すること及び目
的外に提供することに伴う本人通知の省略について

生活援護課 承認

991 2019.10.24 資金調達に関することに係るコンピュータ処理について 財政課 承認

992 2019.11.1

国民健康保険被保険者に対する保健事業の実施に係る個人情
報を本人以外のものから収集すること及び本人以外のものか
ら収集することに伴う本人通知の省略，目的外に提供するこ
と及び目的外に提供することに伴う本人通知の省略並びにコ
ンピュータ処理について

保険年金課 承認

993 2019.11.22
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による保護
に関することに係る個人情報を目的外に提供すること及び目
的外に提供することに伴う本人通知の省略について

生活援護課 承認

994 2019.9.27

公用自動車の管理の総括に係る個人情報を本人以外のものか
ら収集すること及び本人以外のものから収集することに伴う
本人通知の省略，目的外に提供すること及び目的外に提供す
ることに伴う本人通知の省略並びにコンピュータ処理につい
て

管財課
承認
（条件
付き）

995 2019.11/27
防犯意識の普及啓発に係る個人情報を本人以外のものから収
集すること及び本人以外のものから収集することに伴う本人
通知の省略並びにコンピュータ処理について

防犯交通安全課 承認

996 2019.10.31 戸籍に関することに係るコンピュータ処理について 市民窓口センター 承認

997 2019.12.20

学校給食の企画，運営及び指導に関することに係る個人情報
を本人以外のものから収集すること及び本人以外のものから
収集することに伴う本人通知の省略，目的外に利用すること
及び目的外に利用することに伴う本人通知の省略並びにコン
ピュータ処理について

学校給食課 承認

998 2019.11.25
学齢児童及び学齢生徒の就学事務に関することに係る個人情
報を目的外に利用させること及び目的外に利用させることに
伴う本人通知の省略について

学務保健課 承認

999 2020.1.27
市立保育所の運営管理に係る個人情報を目的外に提供するこ
と及び目的外に提供することに伴う本人通知の省略について

保育課 承認

1000 2020.1.20

藤沢市有料自転車等駐車場運営業務に係る個人情報を本人以
外のものから収集すること及び本人以外のものから収集する
ことに伴う本人通知の省略，個人情報を目的外に提供するこ
と及び目的外に提供することに伴う本人通知の省略及びコン
ピュータ処理について

道路河川総務課 承認
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No 諮問年月日 諮問事項 担当課 結論

1001 2020.2.27
防犯意識の普及啓発に係る個人情報を目的外に提供すること
及び目的外に提供することに伴う本人通知の省略について

防犯交通安全課 承認

1002 2020.2.14
庁舎の管理及び秩序保持に係る個人情報を目的外に提供する
こと及び目的外に提供することに伴う本人通知の省略につい
て

管財課 承認
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