
Ⅱ　個人情報保護制度

１　個人情報保護制度の利用状況

２　個人情報の処理内訳

（件）

市長 教委 選管 監査 公平 農業 固定 病院 水道 消防 議会

開 示 19 1 38 58

部分開示 71 1 72

非 開 示 0

不 存 在 6 3 9

却 下 0

取 下 げ 2 1 3

訂 正 0

部分訂正 0

非 訂 正 0

削 除 0

部分削除 0

非 削 除 1 1

中 止 0

非 中 止 0

合 計 99 3 0 0 0 0 0 41 0 0 0 143

29年度

2
9
年
度

処理区分
実　　　　　施　　　　　機　　　　　関

143人（実質129人）

143件

合計

請求人数

個人情報の件数

※請求人数は延べ人数であり、括弧内は実数である。



３　個人情報保護制度利用の内容と処理状況

種　別 理　由

1 29.4.10 市民課
 平成29年４月○○日付本人通知制度により通知を受け
た○○の住民票の写しの交付請求書

部分開示  ２号　法人等の情報 29.4.14 29.4.17 写しの交付

2 29.4.14 市民課  ○○の外国人登録原票の写し 開　示 29.4.17 29.4.18 写しの交付

3 29.4.18 市民課
 私の平成29年４月○○日付本人通知により交付の戸籍
全部事項証明書、附票全部証明書

部分開示  １号　個人情報 29.4.24 29.4.25 写しの交付

4 29.4.19 市民課
 ○○の平成29年４月○○日付の本人通知により交付の
住民票の写し交付請求書

部分開示  ２号　法人等の情報 29.4.25 29.4.25 写しの交付

5 29.4.20 市民課
 私の平成29年４月○○日付の本人通知により交付の住
民票の写し交付請求書

部分開示  ２号　法人等の情報 29.4.25 29.4.26 写しの交付⇒閲覧

6 29.4.25 市民課
 私の平成29年３月○○日付と平成29年４月○○日付本
人通知により交付の住民票の写しの交付請求書

部分開示
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 29.5.8 29.5.11 写しの交付

7 29.4.26 高齢介護課
 （○○の）平成22年度、平成24年度要介護認定に係る
主治医意見書及び認定調査票の写し

開　示 29.5.1 29.5.2 写しの交付

8 29.5.2 市民課
 本人通知制度により通知を受けた平成29年４月○○日
に交付された私の住民票写しの交付請求書

部分開示  ２号　法人等の情報 29.5.9 29.7.28 写しの送付

9 29.5.2 市民課
 平成29年４月○○日付本人通知制度により通知を受け
た私の住民票写しの交付請求書

部分開示  ２号　法人等の情報 29.5.9 29.5.11 写しの交付⇒閲覧

10 29.5.11 市民課  私の外国人登録原票の写し 開　示 29.5.15 29.5.15 写しの交付

11 29.5.26 市民課  私の平成29年５月○○日付交付の住民票交付請求書類 部分開示
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 29.6.5 29.6.5 写しの交付

12 29.5.26 市民課
 ○○の平成29年５月○○日から５月○○日までの住民
票交付請求書

不存在 29.6.5

13 29.5.26 市民課
 ○○の平成29年５月○○日付交付の住民票交付請求書
類

部分開示  ２号　法人等の情報 29.6.5 29.6.5 写しの交付

14 29.6.9 市民課
 本人通知制度により通知を受けた平成29年６月○○日
に交付された私の住民票の写しの交付請求書

部分開示  ２号　法人等の情報 29.6.13 29.6.14 写しの交付

15 29.6.12 市民課
 本人通知制度により通知を受けた平成29年６月○○日
に交付された私の改製原附票抄本、住民票写しの交付
請求書

部分開示
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 29.6.20 29.6.20 閲覧⇒写しの交付

請　　求　　公　　文　　書　　名 備　考開示等決定日 開示実施日
開示等の決定等

閲　　覧　　等受付№ 受付日 主　管　課



種　別 理　由

16 29.6.15 市民課
 平成29年５月○○日付本人通知制度より通知を受けた
私の住民票の写しの交付請求書

部分開示  ２号　法人等の情報 29.6.20 29.6.28 写しの交付

17 29.6.15 市民課
 平成29年５月○○日付本人通知制度より通知を受けた
○○の住民票の写しの交付請求書

部分開示
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 29.6.20 29.6.28 写しの交付

18 29.6.15 市民課
 平成29年１月○○日から平成29年６月○○日までの間
に交付された私の戸籍証明と附票の交付申請書（現在
と従前）

不存在 29.6.20

19 29.6.15 市民課
 平成26年６月○○日から平成29年６月○○日までの間
に交付された私の戸籍証明（現在戸籍）の交付請求書

部分開示  １号　個人情報 29.6.26 29.7.13 写しの交付

20 29.6.20 市民課  ○○の外国人登録原票の写し 開　示 29.6.22 29.6.23 写しの交付

21 29.6.29 障害福祉課  私の精神障害者保健福祉手帳の申請時提出した診断書 部分開示  ２号　法人等の情報 29.7.6 29.7.7 写しの交付

22 29.7.3 市民課
 本人通知制度により通知を受けた平成29年６月○○日
に交付された○○の住民票の写し交付請求書

部分開示  ２号　法人等の情報 29.7.7 29.7.10 写しの交付

23 29.7.3 市民課
 本人通知制度により通知を受けた平成29年６月○○日
に交付された私の戸籍証明交付請求書

取り下げ

24 29.7.12 市民課
 本人通知制度により通知を受けた平成29年７月○○日
に交付された私の戸籍証明交付請求書

部分開示
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 29.7.18 29.7.19 写しの交付

25 29.7.13 人権政策課  私のＤＶ相談記録シート 部分開示  １号　個人情報 29.7.20 29.7.24 写しの交付

26 29.7.21 市民課
 本人通知により通知を受けた平成29年７月○○日に交
付された私の戸籍全部事項証明、改製原戸籍謄本証明
書、附票全部証明書の交付請求書

部分開示
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 29.7.25 29.7.25 写しの交付

27 29.7.24 市民課
 本人通知制度により通知を受けた平成29年７月○○日
に交付された私の戸籍全部事項証明書、附票全部証明
書の交付請求書

部分開示
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 29.7.31 29.8.4 写しの交付

28 29.7.31 市民課
 本人通知制度により通知を受けた平成29年７月○○日
～○○日の間にて交付された私の戸籍全部事項証明
書、附票全部証明書の交付請求書

部分開示
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 29.8.3 29.8.3 写しの交付

29 29.8.1 人権教育課
 ○○小学校○○年○○組○○のいじめに関わる全ての
記録

開　示 29.8.14 29.8.15 写しの交付

請　　求　　公　　文　　書　　名受付№ 受付日 主　管　課 備　考
開示等の決定等

開示等決定日 開示実施日 閲　　覧　　等



種　別 理　由

30 29.8.2 市民課
 本人通知制度により通知を受けた平成29年７月○○日
に交付された私の戸籍全部事項証明書の交付請求書

部分開示
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 29.8.7 29.8.7 写しの交付

31 29.8.7 市民課
 本人通知制度により通知を受けた平成29年７月○○日
に交付された私の戸籍全部事項証明書の交付請求書

部分開示
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 29.8.9 29.8.10 写しの交付

32 29.8.7 市民課  私の外国人登録原票の写し 開　示 29.8.9 29.8.14 写しの交付

33 29.8.10
地域福祉
政策課

 ○○の臨時福祉給付金（経済対策分）申請書・臨時福
祉給付金（経済対策分）支給決定通知書兼口座振込通
知書

部分開示
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 29.8.18 29.8.22 写しの交付

34 29.8.10 市民課  私の外国人登録原票の写し 開　示 29.8.17 29.8.17 写しの交付

35 29.8.18 市民課
 本人通知制度により通知を受けた平成29年８月○○日
に交付された私の住民票の写しの交付請求書

部分開示
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 29.8.23 29.8.24 閲覧⇒写しの交付

36 29.8.30 市民課
 本人通知制度により通知を受けた平成29年８月○○日
に交付された私の戸籍証明の交付請求書

部分開示
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 29.9.4 29.9.5 写しの交付

37 29.9.1 指導課  ○○のいじめに関する全ての記録 部分開示  １号　個人情報 29.9.15 29.9.19 写しの交付

38 29.9.4 市民課
 本人通知制度により通知を受けた平成29年８月○○日
に交付された私の改製原戸籍謄本の交付請求書

部分開示
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 29.9.7 29.9.7 写しの交付

39 29.9.12 市民課  私の外国人登録原票の写し 開　示 29.9.19 29.9.26 写しの交付

40 29.9.12 市民課  私の外国人登録原票の写し 開　示 29.9.19 29.9.26 写しの交付

41 29.9.14 高齢介護課  ○○の高額介護サービス費支給決定通知書 開　示 29.9.25 29.9.28 写しの交付

42 29.9.19 市民課
 ○○のH29年３月○○日～H29年３月○○日の印鑑登録
申請書、それに伴う照会文書と印鑑登録証明書の交付
申請書

部分開示
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 29.10.2 29.10.2 写しの交付

43 29.9.20 市民課
 本人通知制度により通知を受けた平成29年９月○○日
に交付された私の戸籍全部事項証明書、住民票の写し
の交付請求書

部分開示
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 29.9.27 29.9.28 写しの交付

44 29.9.25 市民課  私の外国人登録原票の写し 開　示 29.9.27 29.9.28 写しの交付

主　管　課 閲　　覧　　等 備　考請　　求　　公　　文　　書　　名
開示等の決定等

開示等決定日 開示実施日受付№ 受付日



種　別 理　由

45 29.9.27 市民課
 本人通知制度により通知を受けた平成29年９月○○日
に交付された私の戸籍証明交付請求書

部分開示  ２号　法人等の情報 29.10.4 29.10.5 写しの交付

46 29.9.29 高齢介護課
 平成29年９月○○日に私が行った虐待相談に関する地
域包括支援センター総合相談受付票

部分開示  １号　個人情報 29.10.13 29.11.27 写しの交付

47 29.9.29 市民課  私の外国人登録原票の写し 開　示 29.10.3 29.10.4 写しの交付

48 29.9.29 市民課  私の外国人登録原票の写し 開　示 29.10.3 29.10.11 写しの交付

49 29.9.29 市民課  私の外国人登録原票の写し 開　示 29.10.3 29.10.4 写しの交付

50 29.10.4 市民課
 平成26年４月○○日から平成29年10月○○日までに交
付された私の印鑑証明書の交付請求書

部分開示
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 29.10.13 29.10.16 写しの交付

50-2 29.10.4 市民課
 平成26年４月○○日から平成29年10月○○日までに交
付された私の住民票の写し交付請求書

不存在 29.10.13

51 29.10.4 市民課
 平成26年４月○○日から平成29年10月○○日までに交
付された私の住民票の写しと印鑑証明書の交付請求書

不存在 29.10.13

52 29.10.11 市民課  私の外国人登録原票の写し 取り下げ

53 29.10.13 市民課
 私の平成29年10月○○日付本人通知により交付の住民
票の写し交付請求書

部分開示  ２号　法人等の情報 29.10.23 29.10.23 写しの交付

54 29.10.19 障害福祉課
 平成28年１月○○日交付の○○の身体障害者手帳申請
時の診断書

部分開示  ２号　法人等の情報 29.10.25 29.10.26 写しの交付

55 29.10.19 市民課
 平成29年10月○○日付本人通知により交付の私の住民
票の写し交付請求書

部分開示  ２号　法人等の情報 29.10.24 29.12.15 写しの交付⇒閲覧

56 29.10.26 市民課
 私の平成28年３月○○日から平成28年４月○○日まで
の戸籍交付請求書

部分開示  １号　個人情報 29.11.6 29.11.13 写しの交付

57 29.10.30 市民課
 私の平成29年10月○○日付本人通知により交付の住民
票の写し交付請求書

部分開示
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 29.11.13 29.11.13 閲覧⇒写しの交付

58 29.10.30
福祉指導
監査課

 ○○のサービス提供責任者にかかる変更届け（H29.５
月以降）

部分開示  ２号　法人等の情報 29.11.6 29.11.6 写しの交付

受付№ 受付日 主　管　課 開示等決定日 開示実施日請　　求　　公　　文　　書　　名
開示等の決定等

備　考閲　　覧　　等



種　別 理　由

59 29.11.9
障がい福祉課
医療型児童発達
支援センター

 ○○才から○○才ごろ（不確定ではある）にいちょう
学園に通園していた際の情報
名簿など、個人を特定しうる氏名及びかな氏名

非削除 　適法取得によるもの 29.12.4 29.12.6

60 29.11.10 市民課
 平成29年10月○○日付本人通知制度により通知された
私の戸籍証明交付請求書

部分開示
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 29.11.20 29.11.20 写しの交付

61 29.11.17 市民課
 私の平成29年11月○○日付本人通知により交付の戸籍
証明交付請求書

部分開示
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 29.11.27 29.12.1 閲覧

62 29.11.21 市民課
 本人通知制度により通知を受けた平成29年11月○○日
に交付された私の住民票写しの交付請求書

部分開示  ２号　法人等の情報 29.11.27 29.11.28 写しの交付

63 29.11.22 市民課
 本人通知制度により通知を受けた平成29年11月○○日
に交付された私の戸籍証明交付請求書

部分開示
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 29.11.27 29.11.28 写しの交付

64 29.11.30 市民課
 本人通知制度により通知を受けた平成29年11月○○日
に交付された私の住民票写しの交付請求書

部分開示  ２号　法人等の情報 29.12.8 29.12.13 写しの交付

65 29.11.30 市民課
 私の平成29年４月○○日～平成29年10月○○日の住民
票の交付請求書

部分開示
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 29.12.8 29.12.8 写しの交付

66 29.12.13 市民課
 私の平成29年４月○○日から平成29年12月○○日まで
の間に交付された住民票の写し交付請求書

部分開示
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 29.12.18 30.3.23 閲覧⇒写しの交付

67 29.12.19
福祉指導
監査課

 ○○のサービス提供責任者にかかる変更届け（H29.５
月以降）（障害）

部分開示  ２号　法人等の情報 29.12.26 30.1.4 写しの交付

68 30.1.17 市民課
 私の平成29年２月○○日～平成30年１月○○日までの
間に交付された住民票写し交付請求書

部分開示
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 30.1.19 30.1.22 写しの交付

69 30.1.23 市民課
 本人通知制度により通知を受けた平成30年１月○○日
に交付された私の戸籍全部事項証明書、附票全部証明
書の交付請求書

部分開示
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 30.2.2 30.2.6 写しの交付

70 30.1.25 市民課
 本人通知制度により通知を受けた平成30年１月○○日
に交付された私の住民票写しの交付請求書

部分開示
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 30.2.2 30.2.2 写しの交付⇒閲覧

71 30.1.25 市民課
 本人通知制度により通知を受けた平成30年１月○○日
に交付された私の住民票の写しの交付請求書

部分開示  ２号　法人等の情報 30.2.2 30.2.2 写しの交付

72 30.1.30 指導課
 ○○のいじめに関する記録（H29.８.○○付事象報告
を除く）但し、○○小学校分に限る。

取り下げ

73 30.1.31 市民課
 私の平成29年12月○○日付本人通知により交付の戸籍
証明書の交付請求書

部分開示
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 30.2.6 30.2.7 閲覧⇒写しの交付

開示等決定日 開示実施日 閲　　覧　　等受付№ 受付日 主　管　課 請　　求　　公　　文　　書　　名
開示等の決定等

備　考



種　別 理　由

74 30.2.1 市民課
 本人通知制度により通知を受けた平成30年１月○○日
に交付された私の住民票写しの交付請求書

部分開示  ２号　法人等の情報 30.2.13 30.2.28 写しの交付⇒閲覧

75 30.2.2 市民課
 本人通知制度により通知を受けた2018年１月○○日に
交付された私の住民票交付請求書

部分開示
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 30.2.13 30.2.14 写しの交付

76 30.2.5 市民課
 私の平成30年２月○○日付本人通知により交付の戸籍
の証明書交付請求書

部分開示  １号　個人情報 30.2.15 30.2.20
写しの送付⇒
写しの交付

77 30.2.5 市民課
 私の平成30年２月○○日付本人通知により交付の戸籍
の証明書交付請求書

部分開示
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 30.2.13 30.2.13 写しの交付

78 30.2.8 市民課
 私の平成29年２月○○日から平成30年２月○○日の住
民票交付請求書

部分開示
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 30.2.14 30.2.15 写しの交付⇒閲覧

79 30.2.13 市民課
 私の平成29年６月○○日付及び平成30年２月○○日付
本人通知により交付の戸籍の証明書交付請求書

部分開示
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 30.2.19 30.2.20 写しの交付

80 30.2.28 市民課  私の外国人登録原票の写し 開　示 30.3.6 30.3.6 写しの交付

81 30.2.28 市民課  私の外国人登録原票の写し 開　示 30.3.6 30.3.8 写しの交付

82 30.3.1 健康保険課
 ○○の診療報酬明細書（平成29年７月～９月分）（○
○病院分に限る）

開　示 30.3.12 30.3.12 写しの交付

83 30.3.2 市民課
 私の平成30年２月○○日付本人通知により交付の戸籍
証明交付請求書

部分開示  １号　個人情報 30.3.8 30.3.8 写しの交付

84 30.3.5 市民課
 私の平成30年2月○○日付本人通知により交付の戸籍
証明交付請求書

部分開示
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 30.3.8 30.3.8 閲覧⇒写しの交付

85 30.3.7 市民課
 私の平成30年３月○○日付本人通知により交付の住民
票の写し交付請求書

部分開示
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 30.3.15 30.3.23 写しの交付

86 30.3.7 市民課
 私の平成30年３月○○日付本人通知により交付の住民
票の写し交付請求書

部分開示
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 30.3.15 30.3.15 写しの交付

87 30.3.12 市民課
 私の平成30年１月○○日から平成30年３月○○日まで
の間に交付された住民票の写し交付請求書

不存在 30.3.22

88 30.3.12 市民課
 ○○の平成30年１月○○日から平成30年３月○○日ま
での間に交付された住民票の写し交付請求書

不存在 30.3.22

89 30.3.12 高齢介護課
 ○○の要介護認定通知書、主治医意見書、認定調査票
（直近５年分）

部分開示  ２号　法人等の情報 30.3.15 30.3.16 写しの交付

備　考請　　求　　公　　文　　書　　名
開示等の決定等

閲　　覧　　等受付№ 受付日 主　管　課 開示等決定日 開示実施日



種　別 理　由

90 30.3.13 市民課
 本人通知制度により通知を受けた平成30年３月○○日
に交付された私の住民票写しの交付請求書

部分開示
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 30.3.22 30.3.22 写しの交付

91 30.3.13 市民課

 本人通知制度により通知を受けた平成30年３月○○日
に交付された私の戸籍全部事項証明書、改製原戸籍謄
本の交付請求書及び平成30年３月○○日に交付された
私の附票全部証明書の交付請求書

部分開示  ２号　法人等の情報 30.3.22 30.3.26 写しの交付

92 30.3.13 市民課

 本人通知制度により通知を受けた平成30年３月○○日
に交付された私の戸籍全部事項証明書、改製原戸籍謄
本の交付請求書及び平成30年３月○○日に交付された
私の附票全部証明書の交付請求書

部分開示
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 30.3.22 30.3.26 写しの交付⇒閲覧

93 30.3.14 市民課
 昭和47年11月○○日町名地番改正時における○○と八
尾市との間の経過が分かる資料

部分開示  １号　個人情報 30.3.23 30.3.29 写しの交付

94 30.3.16 市民課  私の外国人登録原票の写し 開　示 30.3.23 30.3.28 写しの交付

95 30.3.19 市民課
 私の平成30年３月○○日付本人通知により交付の戸籍
証明書の交付請求書

部分開示  １号　個人情報 30.3.30 30.4.2 写しの交付

96 30.3.20 健康保険課  私の診療報酬明細書（平成29年１月分～12月分まで） 開　示 30.4.3 30.4.16 写しの交付

97 30.3.20 市民課
 私の平成26年４月○○日から平成30年３月○○日に交
付された印鑑登録証明書交付申請書

部分開示  １号　個人情報 30.3.30 30.3.30 写しの交付

98 30.3.22 市民課
 本人通知制度により通知を受けた平成30年３月○○日
に交付された私の戸籍全部事項証明書、附票全部証明
書の交付請求書

部分開示
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 30.3.28 30.3.30 閲覧⇒写しの交付

99 30.3.23 市民課
 H26年４月○○日～H29年３月○○日までの間に交付さ
れた住民票の写しの交付請求書（小阪合町１丁目２-○
○、荘内町２丁目２-○○）

開　示 30.3.30 30.4.4 写しの交付

100 30.3.27 市民課
 本人通知制度により通知を受けた平成30年３月○○日
に交付された私の附票全部証明書の交付請求書

部分開示
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 30.3.30 30.4.2 閲覧⇒写しの交付

101 30.3.28 市民課
 本人通知制度により通知を受けた平成30年３月○○日
に交付された私の戸籍全部事項証明書、改製原戸籍謄
本の交付請求書

部分開示
 １号　個人情報
 ２号　法人等の情報 30.3.30 30.4.5 写しの交付

受付№ 受付日 主　管　課 閲　　覧　　等 備　考開示等決定日 開示実施日請　　求　　公　　文　　書　　名
開示等の決定等



　市立病院　受付分

種　別 理　由

八市病-100 H29.5.9 市立病院
　○○○氏に係る診療情報
（H27年以降の診療記録）

開　示 H29.5.11 H29.5.22
閲覧及び

写しの交付

八市病-149 H29.6.5 市立病院
　○○○氏に係る2008年９月○○日付け
血液検査の診療情報

開　示 H29.6.8 H29.6.13
閲覧及び

写しの交付

八市病-156 H29.6.6 市立病院
　○○○氏に係る診療情報
（H24年以降の診療記録）

開　示 H29.6.13 H29.6.15
閲覧及び

写しの交付

八市病-157 H29.6.6 市立病院
　○○○氏に係る診療情報（H26年７月以降の診療録・
検査データの一式）

開　示 H29.6.20 H29.6.23
閲覧及び

写しの交付

八市病-171 H29.6.14 市立病院
　○○○氏に係る診療情報
（すべての診療録・検査画像の一式）

開　示 H29.6.23 H29.6.29
閲覧及び

写しの交付

八市病-196 H29.6.27 市立病院
　○○○氏に係る整形外科の検査・MRI含む診療録
（H28年５月以降の診療記録）

開　示 H29.7.10 未受領

八市病-197 H29.6.30 市立病院
　○○○氏に係る診療情報（平成27年４月以降の消化
器内科にかかる診療録）

開　示 H29.7.10 H29.7.14
閲覧及び

写しの交付

八市病-198 H29.7.3 市立病院
　○○○氏に係る診療情報（平成28年６月○○日以降
の整形外科における診療録・検査画像の一式）

開　示 H29.7.10 H29.7.18
閲覧及び

写しの交付

八市病-199 H29.7.5 市立病院
　○○○氏に係る診療情報
（すべての診療録・検査画像の一式）

開　示 H29.7.10 H29.7.11
閲覧及び

写しの交付

八市病-208 H29.7.5 市立病院
　○○○氏に係る診療情報（平成28年11月以降の消化
器内科・外科における診療録・検査画像の一式）

開　示 H29.7.18 H29.7.24
閲覧及び

写しの交付

八市病-217 H29.7.14 市立病院
　○○○氏に係る診療情報（H27年以降の消化器内科診
療録の一式）

開　示 H29.7.27 H29.8.2
閲覧及び

写しの交付

八市病-223 H29.7.18 市立病院
　○○○氏に係る診療情報（平成28年８月○○日以降
の消化器内科における診療録・検査画像の一式）

開　示 H29.7.24 H29.7.28
閲覧及び

写しの交付

八市病-247 H29.7.31 市立病院
　○○○氏に係る診療情報
（小児科の診療録・検査画像の一式）

開　示 H29.8.9 H29.8.10
閲覧及び

写しの交付

八市病-248 H29.7.31 市立病院
　○○○氏に係る診療情報（産婦人科の診療録・検査
画像の一式）

開　示 H29.8.9 H29.8.10
閲覧及び

写しの交付

八市病-257 H29.8.8 市立病院
　○○○氏に係る診療情報（平成28年５月○○日～平
成29年５月○○日までの診療録・検査画像の一式）

開　示 H29.8.16 H29.8.21
閲覧及び

写しの交付

八市病-264 H29.8.15 市立病院
　○○○氏に係る診療情報（平成24年11月以降の外科
における診療録の一式）

開　示 H29.8.23 H29.8.25
閲覧及び

写しの交付

受付№ 主　管　課 請　　求　　公　　文　　書　　名受付日 備　考
開示等の決定等

開示等決定日 開示実施日 閲　　覧　　等



種　別 理　由

八市病-283 H29.8.28 市立病院
　○○○氏に係る診療情報（平成28年８月手術の整形
外科及び平成29年７月○○日以降の消化器内科・外科
における診療録・検査データの一式）

開　示 H29.9.5 H29.9.12
閲覧及び

写しの交付

八市病-295 H29.8.28 市立病院
　○○○氏に係る診療情報（平成29年６月○○日以降
の診療録・検査データの一式）

開　示 H29.9.11 H29.9.12
閲覧及び

写しの交付

八市病-296 H29.8.28 市立病院
　○○○氏に係る診療情報（肝臓に係るもので、放射
線治療以外の診療録の一式）

開　示 H29.9.13 H29.10.13
閲覧及び

写しの交付

八市病-305 H29.9.11 市立病院
　○○○氏に係る診療録
（昭和53年頃以降の診療録）

不存在 H29.9.20

八市病-328 H29.9.27 市立病院
　○○○氏に係る診療録（最近一年分の血液検査、画
像データ、エコー所見、医師記録等の医療記録）

開　示 H29.10.2 H29.10.11
閲覧及び

写しの交付

八市病-329 H29.10.2 市立病院
　○○○氏に係る平成28年11月○○日以降の検査画像
の一式

開　示 H29.10.4 H29.10.11
閲覧及び

写しの交付

八市病-342 H29.10.2 市立病院
　○○○氏に係る平成28年10月○○日以降の診療録・
検査画像の一式

開　示 H29.10.18 H29.10.28
閲覧及び

写しの交付

八市病-348 H29.10.13 市立病院
　○○○氏に係る平成28年４月○○日～同年11月○○
日までの診療録

開　示 H29.10.18 H29.10.19
閲覧及び

写しの交付

八市病-350 H29.10.13 市立病院
　○○○氏に係る平成28年11月○○日以降の診療録・
検査画像の一式

開　示 H29.10.19 H29.11.1
閲覧及び

写しの交付

八市病-351 H29.10.18 市立病院
　○○○氏に係る直近1年分の医療記録（検査、画像、
エコー、医師記録）

開　示 H29.10.31 H29.11.8
閲覧及び

写しの交付

八市病-430 H29.11.15 市立病院
　○○○氏に係る平成29年７月○○日～同年11月○○
日までの医療記録（検査、画像、エコー、医師記録）

開　示 H29.12.7 H29.12.20
閲覧及び

写しの交付

八市病-428 H29.12.4 市立病院 　○○○氏に係る平成10年頃以降の診療録 不存在 H29.12.8

八市病-484 H30.1.22 市立病院 　○○○氏に係る全ての診療録 開　示 H30.1.30 H30.2.5
閲覧及び

写しの交付

八市病-493 H30.1.29 市立病院
　○○○氏に係る平成24年２月○○日～25年12月○○
日までの診療録・検査画像(整形外科)

開　示 H30.1.30 H30.2.1
閲覧及び

写しの交付

八市病-511 H30.1.29 市立病院
　○○○氏に係る直近１年分、B型肝炎ウイルス感染が
確認できる最も古い１年分、肝炎発症から１年分の各
医療記録

開　示 H30.2.8 H30.2.27
閲覧及び

写しの交付

開示実施日 閲　　覧　　等 備　考受付№ 受付日 主　管　課 請　　求　　公　　文　　書　　名
開示等の決定等

開示等決定日



種　別 理　由

八市病-529 H30.2.8 市立病院
　○○○氏に係る昭和47年４月○○日から１年間及び
平成16年５月○○日以降の診療録

不存在 H30.2.27

八市病-553 H30.2.19 市立病院
　○○○氏に係る平成29年３月○○日以降の診療録・
検査画像（整形・形成）

開　示 H30.3.5 H30.3.8
閲覧及び

写しの交付

八市病-554 H30.2.21 市立病院
　○○○氏に係る平成29年10月○○日以降の診療録・
検査画像

開　示 H30.3.2 H30.3.14
閲覧及び

写しの交付

八市病-565 H30.3.2 市立病院
　○○○氏に係る平成21年７月○○日から１年間及び
平成27年９月○○日から１年間の診療録

開　示 H30.3.12 H30.3.16
閲覧及び

写しの交付

八市病-568 H30.3.2 市立病院
　○○○氏に係る平成26年８月○○日頃及び平成27年
２月○○日頃の診療録

開　示 H30.3.15 H30.3.19
閲覧及び

写しの交付

八市病-569 H30.3.6 市立病院 　○○○氏に係る平成18年５月頃の診療録 開　示 H30.3.15 H30.3.16
閲覧及び

写しの交付

八市病-576 H30.3.12 市立病院
　○○○氏に係る平成28年10月○○日以降の診療録・
検査画像

開　示 H30.3.20 H30.3.20
閲覧及び

写しの交付

八市病-587 H30.3.14 市立病院
　○○○氏に係る平成28年８月○○日～29年６月○○
日までの診療録

開　示 H30.3.29 H30.4.6
閲覧及び

写しの交付

八市病-615 H30.3.16 市立病院
　○○○氏に係る平成16年６月○○日以降の診療録・
検査画像

開　示 H30.3.30 H30.4.6
閲覧及び

写しの交付

八市病-598 H30.3.19 市立病院

　○○○氏に係る平成28年11月○○日～29年12月○○
日まで、B型肝炎感染が判明した日から１年分、B型肝
炎発症が判明した日から１年分、肝疾患入院に関する
全ての各医療記録

開　示 H30.3.30 H30.4.4
閲覧及び

写しの交付

受付№ 受付日 主　管　課 請　　求　　公　　文　　書　　名
開示等の決定等

開示等決定日 開示実施日 閲　　覧　　等 備　考



４　審査請求の状況

（１）審査請求の件数 （件）

（２）審査請求の処理内容 （件）

（３）審査請求の経過

（４）個人情報保護審査会

0

全 部

区　　　　　　分
諮 問 せ ず
諮 問
取 り 下 げ

区　　　　　　分 ２９年度

審
査
会

個人情報保護審査会開催回数

0答 申

0

0

２９年度
0

審　査　請　求

1

0

平成29年度は審査請求がありませんでした。

0

一 部
検 討 中
取 り 下 げ 等

認　　　容

審 査 中
却 下
棄 却

0
0
0

処
理
内
容

平成29年度は審査請求がありませんでした。

0
0



Ⅲ　八尾市個人情報保護審議会への諮問状況

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

（１）

（２）

（３）

8

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（７）

（８）

（９）

（10）

H29.12.25

29年度

年　　度

マイナポータル子育てワンストップサービスの実施について

審議会
開催日

ふるさと納税ワンストップ特例制度に関する事務における寄附者の個人情報の電算管
理について

諮　　　　　問　　　　　事　　　　　項

H29.7.28

八尾市立生涯学習施設の予約・案内システムの機器更新に伴うクラウドサービス利用に
ついて

市内事業者さんの送迎バスの空席を活用した高齢者「おでかけ支援バス」お試し運行
に係る利用者管理事務の開始について

がん登録オンラインシステムを利用したがん情報の届出について

戦傷病者戦没者遺族等への援護事務における戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
（第十回特別弔慰金）未請求者の現住所等の確認及び市外転居者名簿の大阪府等へ
の提供について

無線通信式防犯カメラの設置及び運用並びに画像の外部提供について

H29.10.27

農地基本台帳管理業務におけるクラウド環境へのデータ移行及びオンライン結合によ
る農地台帳情報の提供について

出張所及び市民ふれあい課における総合相談の開始について

マイナンバー関連

障がい者医療費公費負担制度の事務における個人番号の電子計算機処理に
ついて

ひとり親家庭医療費公費負担制度の事務における個人番号の電子計算機処理
について

子ども医療費公費負担制度の事務における個人番号の電子計算機処理につい
て

民生委員・児童委員に対する厚生労働大臣表彰事務

専門性の高い意思疎通支援者派遣・養成に関する事務

障害者自立更生等の厚生労働大臣表彰関係事務

難聴児補聴器交付事業に関する事務

保健所における保健師学生等実習受入事務

医療相談窓口事務

生活保護法による被保護者の留置施設等収容情報通知制度の導入について

大阪臨床研究病院ネットワーク連携（ＯＣＲ－ｎｅｔ）事業に係る電子症例報告書の外部
提供について

中核市移行関連

高齢者予防接種費用の免除申請事務における健康管理システムへの税情報の取り込
みについて

屋外広告物の許可事務における電算処理について

高齢者予防接種費用の免除申請事務における健康管理システムへの生活保護受給者
及び中国残留邦人等支援給付受給者情報の取り込みについて

不育症治療費助成事務の開始について

Web１１９からNET１１９へのシステム移行について

国民健康・栄養調査事務

医療品等に関する相談事務

大阪府薬物乱用防止指導員関連事務

表彰事務
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在宅難病患者相談記録事務

精神保健福祉相談事務

保育事業従事者に対する厚生労働大臣表彰事務

H29.12.25

29年度

検体検査事務（匿名）

感染症発生動向調査報告事務（後天性免疫不全症候群）

検体検査事務（実名）

自殺未遂者支援に伴う事務

保育教諭確保のための資格等取得支援事業関係事務

感染症患者医療費公費負担事務

結核接触者健康診断関係事務

結核患者登録者の管理事務

感染症発生動向調査報告事務（１類～５類）

感染症患者医療費（療養費）公費負担事務

H30.3.27

個人住民税に係る住民登録外課税通知の電子的送付について

マイナンバーカード等への旧姓併記に伴う個人情報記録項目の追加について

民生委員児童委員に対する市長表彰事務の開始について

市営住宅等の家賃、使用料等の収納事務における口座振替データの伝送化につ
いて

八尾市立亀井小学校における防犯カメラの増設及び運用並びに撮影データの外
部提供について

在外選挙人名簿登録申請事務における国外転出申請の開始について

学校園諸費徴収・送金事務におけるインターネットバンキングサービスの利用につ
いて

心神喪失者等医療観察法の地域社会における処遇に関する事務

精神保健指定医による診察立会いに関する事務

身体障がい児・慢性疾患児等療育指導事務

結核児童療育給付事業事務

動物引取・返還申請事務

飼犬咬傷届出事務

犬捕獲依頼事務

定期の予防接種で獲得した免疫を治療により失った未成年者に対する再接種費用助
成事業における健康管理システムでの接種履歴の管理について

し尿汲取手数料徴収事務における口座振替データの伝送化について

埋蔵文化財の受領・認定に関する事務

産後ケア事業の開始に伴う健康管理システムへの個人情報記録項目の追加について

産婦健康診査事務の開始に伴う健康管理システムへの個人情報記録項目の追加につ
いて

福祉生活相談支援事業の開始について

動物苦情事務（電話対応・訪問等）
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