
- 12 - 

Ⅱ 個人情報保護制度の運用状況 

１ 個人情報開示請求等の状況 

(1) 開示請求等の状況 

項   目 

平 成 27 年 度  

県 政 情 報 

セ ン タ ー 

県 政 情 報 

コ ー ナ ー 

警 察 情 報 

セ ン タ ー 

口 頭 に よ る 

開 示 請 求 
合   計 

開 示 請 求 60件 27件 225件 43,997（32,812）件 44,309件 

訂 正 請 求 0件 0件 0件 － 0件 

利 用 停 止 請 求 0件 0件 0件 － 0件 

苦情申出（実施機関） 1件 0件 0件 － 1件 

苦情相談（事業者） 0件 1件 0件 － 1件 

写 し の 交 付 

（ 交 付 枚 数 ） 

 40件 

(168枚) 

17件 

(231枚) 

102件 

(1,581枚) 

－ 159件  

(1,980枚) 

相 談 ・ 案 内 334件 0件 0件 － 334件 

計 435件 45件 327件 43,997（32,812）件 44,804 件 

注１ 口頭による開示請求の（ ）の数字は，警察所管分の件数であり，内数である。 

注２ 県政情報センターの件数には，地方独立行政法人の窓口における受付件数を含む。 

 

(2) 開示請求の受付件数及び受理状況（口頭による開示請求を除く） 

（単位：件） 

区   分 

受付件数 処  理  状  況 

累 計 開示 
部 分 
開 示 非開示 

存否応答
拒  否 不存在 

そ の 他 
(取下げ 
及び却下) 

処理中 

県政情報センター  60 38 18  0 0 1 3 0 

県政情報コーナー 27 6 17 0 0 1 3 0 

警察情報センター 225 33 170 1 0 7 14 0 

合      計 312 77 205 1 0 9 20 0 

 

(3) 非開示及び部分開示理由の内訳 

区      分 件  数（構成比） 

１号（法 令 秘 情 報） 5   (1.4%) 

２号（他 の 個 人 情 報） 104   (29.5%) 

３号（法 人 等 情 報） 1    (0.3%) 

４号（犯罪予防等関係情報） 169   (47.9%) 

５号（意 思 形 成 過 程 情 報） 1   (0.3%) 

６号（事 業 執 行 過 程 情 報） 72   (20.4%) 

７号（未 成 年 情 報）  1    (0.3%) 

合       計 353  (100.1%) 

注 小数点以下の処理の関係で各構成比の合計が100.0%にならない場合がある。 
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(4) 実施機関別件数及び処理状況（口頭による開示請求を除く）           

（単位：件） 

         区 分 

 

実施機関名 

件 数 

処  理  状  況 

開示 
部 分 
開 示 

非開示 
存否応答 
拒  否 不存在 

そ の 他 
(取下げ 
及び却下) 

処理中 

知      事 20 5 13 0 0 1 1 0 

 

総 務 部 1 0 1 0 0 0 0 0 

震 災 復 興 ・企 画 部 0 0 0 0 0 0 0 0 

環 境 生 活 部 2 0 2 0 0 0 0 0 

保 健 福 祉 部 11 1 9 0 0 0 1 0 

経 済 商 工 観 光 部 4 3 1 0 0 0 0 0 

農 林 水 産 部 0 0 0 0 0 0 0 0 

土 木 部 2 1 0 0 0 1 0 0 

出 納 局 0 0 0 0 0 0 0 0 

公 営 企 業 管 理 者 0 0 0 0 0 0 0 0 

教 育 委 員 会 46 18 22 0 0 1 5 0 

選 挙 管 理 委 員 会 0 0 0 0 0 0 0 0 

人 事 委 員 会 3 3 0 0 0 0 0 0 

公 安 委 員 会 0 0 0 0 0 0 0 0 

警 察 本 部 長 225 33 170 1 0 7 14 0 

監 査 委 員 0 0 0 0 0 0 0 0 

労 働 委 員 会 0 0 0 0 0 0 0 0 

収 用 委 員 会 0 0 0 0 0 0 0 0 

海 区 漁 業 調 整 委 員 会 0 0 0 0 0 0 0 0 

内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会 0 0 0 0 0 0 0 0 

地 方 独 立 行 政 法 人 

宮 城 県 立 病 院 機 構 
0 0 0 0 0 0 0 0 

地 方 独 立 行 政 法 人 

宮 城 県 立 こ ど も 病 院 
0 0 0 0 0 0 0 0 

公 立 大 学 法 人 宮 城 大 学 18 18 0 0 0 0 0 0 

合 計 312 77 205 1 0 9 20 0 
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(５)個人情報開示請求一覧（口頭による開示請求を除く）

  ①県政情報センター・各地方県政情報コーナー所管分

No 請求日 請求内容 請求者
担当課室
（所）

個人情報の特定内容
（文書件名）

決定日 決定内容
非開示
理由

1 H27.4.2
平成○年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果に関する○○の個人情
報

H27.4.10 部分開示 第６号

2 H27.4.2
平成○年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果に関する○○の個人情
報

H27.4.10 部分開示 第６号

3 H27.4.7

○○への気仙沼保健所の
調査方法等への苦情申立
がされた件に対する副知
事の関与（決裁・指導
等）

本人
行政経営
推進課

苦情申立書提出報告，苦
情申立に対する調査結果

H27.4.21 部分開示
第２号
第６号

4 H27.4.7

平成○年○月に気仙沼保
健所が○○に立ち入った
調査に対する苦情申立を
扱った時，県が入手し
た，地方公共団体○○職
員の出張復命書

本人
循環型社
会推進課

ファクシミリ送信票（平
成○年○月○日付け），
電話受信・発信票（平成
○年○月○日付け）

H27.4.21 部分開示 第２号

5 H27.4.7 同上 本人
気仙沼保

健所

ファクシミリ送信票（平
成○年○月○日付け）電
話受信・発信票（平成○
年○月○日付け）

H27.4.21 部分開示 第２号

6 H27.4.13
宮城県角田高等学校宛に
提出された○○中学校か
らの調査書のすべて

法定
代理人

角田高等
学校

平成○年度宮城県公立高
等学校入学選抜検査に関
する○○の調査書

H27.4.21 開示 　

7 H27.4.15
平成○年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果に関する○○の個人情
報

H27.4.21 部分開示 第６号

8 H27.4.16
平成○年度宮城県立高等
学校入学者選抜検査結果
（後期）

法定
代理人

塩釜高等
学校

平成○年度宮城県公立高
等学校入学選抜検査個人
別成績表に記載された○
○の個人情報

H27.4.22 開示 　

9 H27.4.17
平成○年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

古川黎明
中学校

平成○年度宮城県公立高
等学校入学選抜検査に関
する○○の個人情報

H27.4.20 部分開示 第６号

10 H27.4.20

土木事務所管内県道○号
側の花壇に畑作物を何年
間にもわたり栽培・収穫
した経緯が分かる書類

本人
気仙沼土
木事務所

H27.5.1 不存在 　

11 H27.4.23
平成○年度宮城県立高等
学校入学者選抜検査結果
（前期）

法定
代理人

仙台第三
高等学校

平成○年度宮城県公立高
等学校入学選抜検査個人
別成績表に記載された○
○の個人情報

H27.5.7 開示 　

12 H27.4.28
平成○年度宮城県立高等
学校入学者選抜検査結果

法定
代理人

伊具高等
学校

平成○年度宮城県公立高
等学校入学選抜検査個人
別成績表に記載された○
○の個人情報

H27.5.7 開示 　

13 H27.4.30
平成○年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果に関する○○の個人情
報

H27.5.8 部分開示 第６号

14 H27.5.1
平成○年度宮城県立高等
学校入学者選抜検査結果
（前期）

法定
代理人

古川工業
高等学校

　 H27.5.13 取下げ 　

15 H27.5.15
○○の退職に関する全て
の文書

本人 福利課
退職手当支給台帳，退職
手当決定通知書等

H27.5.29 開示 　

16 H27.6.5

○○に関わる○○からの
暴力に関する児童相談所
の調査記録（平成○年○
月○日～平成○年○月○
日まで）

法定
代理人

東部児童
相談所

相談受付票，ケース記録
票，児童通告書等

H27.6.19 部分開示
第１号
第２号
第６号
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No 請求日 請求内容 請求者
担当課室
（所）

個人情報の特定内容
（文書件名）

決定日 決定内容
非開示
理由

17 H27.6.5

○○に関わる○○からの
暴力に関する児童相談所
の調査記録（平成○年○
月○日～平成○年○月○
日まで）

法定
代理人

東部児童
相談所

相談受付票，ケース記録
票等

H27.6.19 部分開示

第１号
第２号
第４号
第６号

18 H27.6.12

公務災害申請時に○○教
育委員会教育長が公務災
害基金に提出した意見書
等

本人 福利課 H27.6.24 不存在 　

19 H27.7.3

東部児童相談所気仙沼支
所における○○が養護施
設に入所決定されるまで
の私と相談所の経過記録
すべて

本人
東部児童
相談所気
仙沼支所

指導処理経過表，ケース
記録票等

H27.7.31 部分開示
第１号
第２号
第６号

20 H27.7.3

○○が養護施設に入所決
定されるまでの東部児童
相談所気仙沼支所の経過
記録すべて

法定
代理人

東部児童
相談所気
仙沼支所

指導処理経過表，相談受
付票等

H27.7.31 部分開示
第１号
第２号
第６号

21 H27.7.3

○○が養護施設に入所決
定されるまでの東部児童
相談所気仙沼支所の経過
記録すべて

法定
代理人

東部児童
相談所気
仙沼支所

指導処理経過表，相談受
付票等

H27.7.31 部分開示
第１号
第２号
第６号

22 H27.7.9 一般旅券発給申請書 遺族
国際経

済・交流
課

一般旅券発給申請書 H27.7.21 開示 　

23 H27.7.23
平成○年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

本人
仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果に関する○○の個人情
報

H27.7.31 部分開示 第６号

24 H27.8.6

○年○月○日付けで申請
した○○の生活保護申請
の審査及び却下に関する
書類一式

法定
代理人

東部保健
福祉事務

所

保護決定調書，保護台
帳，ケース診断（検討）
票など

H27.8.20 部分開示
第２号
第５号
第６号

25 H27.8.10
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用候補
者選考の試験結果

本人 教職員課
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用候補
者選考資料

H27.8.13 開示 　

26 H27.8.14

資料において「知事に対
して，経緯を説明した」
とあり，また，知事が
「対応については，了解
した」とありましたが，
その説明した内容と，知
事が了解したとする内容
がわかる一切の文書

本人 道路課
知事レク報告：○○氏か
らの知事への手紙への対
応

H27.8.27 開示 　

27 H27.8.31
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校職員採用候補
者選考の試験結果

本人 教職員課
選考に係る請求者の個人
情報

H27.10.7 開示 　

28 H27.9.4
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用選
考・実技試験評価

本人 教職員課 H27.9.8 取下げ 　

29 H27.9.7
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用候補
者選考の試験結果

本人 教職員課
選考に係る請求者の答案
用紙

H27.10.7 開示 　

30 H27.9.10
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用候補
者選考の試験結果

本人 教職員課
選考に係る請求者の答案
用紙

H27.10.7 開示 　

31 H27.9.25
第○回宮城県職員採用試
験(大学卒業程度)の試験
結果

本人 職員課
試験結果（試験種目別の
得点，総合得点及び総合
順位）

H27.9.30 開示 　

32 H27.10.7
平成○年○月○日付けの
休職辞令の根拠となる診
断書

本人 教職員課
平成○年○月○日付けの
休職辞令の根拠となる診
断書

H27.10.21 部分開示
第２号
第６号

33 H27.10.7
平成○年○月○日付けの
休職辞令の根拠となる診
断書

本人 教職員課
平成○年○月○日付けの
休職辞令の根拠となる診
断書

H27.10.21 部分開示
第２号
第６号
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No 請求日 請求内容 請求者
担当課室
（所）

個人情報の特定内容
（文書件名）

決定日 決定内容
非開示
理由

34 H27.10.22
平成○年度宮城県職員採
用試験（大学卒業程度）
の試験結果

本人 職員課
試験結果（試験種目別の
得点，総合得点及び総合
順位）

H27.10.23 開示 　

35 H27.10.23
第○回宮城県職員採用試
験(大学卒業程度)の試験
結果

本人 職員課
試験結果（試験種目別の
得点，総合得点及び総合
順位）

H27.10.27 開示 　

36 H27.10.28
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校職員採用試験
の結果

本人 教職員課 請求者の答案用紙 H28.1.15 開示 　

37 H27.10.29

平成○年○月○日付けの
休職辞令と説明書
平成○年○月○日付けの
休職延長辞令と説明書

本人 教職員課 辞令及び説明書 H27.11.11 開示 　

38 H27.10.30
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校職員採用試験
の結果

本人 教職員課 請求者の答案用紙等 H27.11.11 開示 　

39 H27.10.30
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校職員採用試験
の結果

本人 教職員課 請求者の答案用紙 H27.11.11 開示 　

40 H27.11.20

平成○年○月○日付け意
見書の特定日の本人の体
験記録，来院された方の
話の根拠資料，平成○年
○月○日付意見書の県教
育委員会から提出された
資料

本人 教職員課 H27.12.10 取下げ 　

41 H27.11.24
○○について○○による
虐待の有無の調査文書

本人
東部児童
相談所気
仙沼支所

○○について○○による
虐待の有無の調査文書

H27.12.17 却下 　

42 H27.11.25
平成○年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果に関する○○の個人情
報

H27.11.27 部分開示 第６号

43 H27.12.10
平成○年○月○日付け意
見書の特定日の本人の体
験記録

本人 教職員課 特定日の本人の体験記録 H27.12.24 開示 　

44 H27.12.10
平成○年○月○日付け意
見書の来院された方の話
の根拠資料

本人 教職員課
○○氏から学校及び教職
員課に提出・送付された
書面等

H28.3.4 部分開示 第６号

45 H27.12.10
平成○年○月○日付け意
見書の県教育委員会から
提出された資料

本人 教職員課
平成○年○月○日付け書
面

H28.3.4 部分開示 第６号

46 H27.12.11

平成○年度の宮城県・仙
台市公立学校教員採用試
験選考の自己答案用紙と
点数内訳

本人 教職員課

選考結果記載の請求者の
個人情報
選考に係る請求者の答案
用紙

H27.12.24 部分開示 第６号

47 H27.12.14
平成○年度の宮城県・仙
台市公立学校教員採用試
験選考の試験結果

本人 教職員課
選考結果記載の請求者の
個人情報

H27.12.24 開示 　

48 H27.12.15
第○回宮城マスター検定
○級試験解答用紙

本人
富県宮城
推進室

第○回宮城マスター検定
○級試験の解答用紙

H27.12.16 開示 　

49 H27.12.15
第○回介護支援専門員実
務研修受講試験の解答用
紙

本人
長寿社会
福祉政策

課
答案用紙 H27.12.17 開示 　

50 H27.12.17
第○回宮城マスター検定
○級試験解答用紙

本人
富県宮城
推進室

第○回宮城マスター検定
○級試験の解答用紙

H27.12.18 開示 　

51 H27.12.28

平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用候補
者選考の試験結果，解答
用紙

本人 教職員課
選考に係る請求者の答案
用紙等

H28.1.7 開示 　

52 H28.1.21
平成○年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果に関する○○の個人情
報

H28.1.22 部分開示 第６号
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No 請求日 請求内容 請求者
担当課室
（所）

個人情報の特定内容
（文書件名）

決定日 決定内容
非開示
理由

53 H28.1.21
平成○年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果に関する○○の個人情
報

H28.1.26 部分開示 第６号

54 H28.1.21
平成○年度宮城県公立高
等学校入学者選抜検査結
果（前期）

本人
石巻高等

学校
 H28.1.26 取下げ 　

55 H28.1.27
平成○年度宮城県・仙台
市公立学校教員採用候補
者選考の試験結果

本人 教職員課
選考に係る請求者の答案
用紙

H28.2.5 開示 　

56 H28.2.12
平成○年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

仙台二華
中学校

H28.2.16 取下げ 　

57 H28.2.16
平成○年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果に関する○○の個人情
報

H28.2.23 部分開示 第６号

58 H28.2.17
平成○年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果に関する○○の個人情
報

H28.2.23 部分開示 第６号

59 H28.2.24
平成○年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

古川黎明
中学校

平成○年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果に関する○○の個人情
報

H28.2.29 部分開示 第６号

60 H28.2.24
平成○年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

古川黎明
中学校

平成○年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果に関する○○の個人情
報

H28.3.10 部分開示 第６号

61 H28.2.25

平成○年に○○に所属し
ていた○○の理事○○が
交代・除名した理由が分
かる文書

本人
商工経営
支援課

役員の氏名（住所）変更
届，対応処理箋，電話処
理箋

H28.3.10 部分開示 第２号

62 H28.3.7
平成○年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

本人
古川黎明
中学校

平成○年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果に関する○○の個人情
報

H28.3.9 部分開示 第６号

63 H28.3.14
平成○年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果に関する○○の個人情
報

H28.3.18 部分開示 第６号

64 H28.3.16

平成○年○月，○○の○
○に関する報告が病院か
らあった時の受理内容文
書

遺族
東部保健
福祉事務

所
○○登録票 H28.3.30 部分開示 第２号

65 H28.3.16

特別養護老人ホーム○○
（入所者：○○）に係る
介護保険法に基づく指
導・監査に関する一切の
書類（事故報告書含む）

遺族
東部保健
福祉事務

所
事故報告書ほか H28.3.29 部分開示 第２号

66 H28.3.17
平成○年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果に関する○○の個人情
報

H28.3.22 部分開示 第６号

67 H28.3.22
平成○年度宮城県立公立
高等学校入学者選抜学力
検査結果

本人
仙台南高
等学校

平成○年度宮城県公立高
等学校入学者選抜（後
期）解答用紙

H28.3.25 開示 　

68 H28.3.23
平成○年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果

法定
代理人

仙台二華
中学校

平成○年度宮城県立中学
校入学者選抜適性検査結
果に関する○○の個人情
報

H28.3.28 部分開示 第６号

69 H28.3.25
○月○日に中央児童相談
所の方が○○に来て面談
を行った際の内容

本人
中央児童
相談所

面談記録 H28.4.8 部分開示 第６号
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②県警センター所管分

№ 請求日 請求内容 請求者
担当課室
（所）

個人情報の特定内容
（文書件名）

決定日 決定内容
非開示
理由

1 H27.4.8

請求者が特定年から特定
年まで特定人からの暴力
について警察署に相談し
た事がわかる文書

本人 県民相談課 H27.4.21 不存在 　

2 H27.4.9

請求者が特定年月から現
在までの間，特定人から
盗撮被害を受けた事につ
いて，警察署と本部に相
談した事がわかる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H27.4.21 部分開示
第２号
第４号

3 H27.4.9

請求者が特定年月から現
在までの間，特定人から
盗撮被害を受けた事につ
いて，警察署と本部に相
談した事がわかる文書

本人 県民相談課 H27.4.21 不存在 　

4 H27.4.21

請求者が特定年月に，特
定人からの暴力に事で警
察署に相談者ことがわか
る文書

本人 県民相談課 相談受理票 H27.5.26 部分開示 第４号

5 H27.4.21

請求者が特定年月に，特
定人からの暴力に事で警
察署に相談者ことがわか
る文書

本人 県民安全対策課
配偶者からの暴力相談等
対応票

H27.5.26 部分開示
第２号
第４号

6 H27.4.21

請求者が特定年月頃に家
族が受けた特定人からの
暴力を相談したことが分
かる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H27.5.14 部分開示 第４号

7 H27.4.21

請求者が特定年月頃に家
族が受けた特定人からの
暴力を相談したことが分
かる文書

本人 県民安全対策課

配偶者からの暴力相談等
対応票
恋愛感情等のもつれに起
因する暴力的事案速報票
ストーカー・ＤＶ等への
対応について

H27.5.14 部分開示
第２号
第４号
第６号

8 H27.4.21

請求者が特定年月から現
在までの間，特定人との
トラブルについて，警察
署と本部に相談した事が
わかる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H27.5.13 部分開示
第２号
第４号

9 H27.4.21

請求者が特定年月から現
在までの間，特定人との
トラブルについて，警察
署と本部に相談した事が
わかる文書

本人 捜査第一課
事件相談取扱簿
申立書

H27.5.13 部分開示
第２号
第４号

10 H27.4.28

請求者は特定人からの暴
力の事で，特定年月から
警察署に相談したことが
わかる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H27.5.21 部分開示 第４号

11 H27.4.28

請求者は特定人からの暴
力の事で，特定年月から
警察署に相談したことが
わかる文書

本人 県民安全対策課

配偶者からの暴力相談等
対応票
ストーカー・ＤＶ等への
対応について
恋愛感情等のもつれに起
因する暴力的事案速報票
電話用紙
相談補助用紙

H27.5.21 部分開示
第２号
第４号
第６号

12 H27.5.1

請求者は特定人からの暴
力の件で，特定年月に請
求者が警察署に相談した
事が分かる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H27.5.25 部分開示 第４号

13 H27.5.1

請求者は特定人からの暴
力の件で，特定年月に請
求者が警察署に相談した
事が分かる文書

本人 県民安全対策課

配偶者からの暴力相談等
対応票
恋愛感情等のもつれに起
因する暴力的事案速報票
ストーカー・ＤＶ等への
対応について

H27.5.25 部分開示
第２号
第４号
第６号
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№ 請求日 請求内容 請求者
担当課室
（所）

個人情報の特定内容
（文書件名）

決定日 決定内容
非開示
理由

14 H27.5.1

請求者は特定人からの暴
力の件で，特定年月に請
求者が警察署に相談した
事が分かる文書

本人 県民安全対策課

恋愛感情等のもつれに起
因する暴力的事案速報票
中の一部

H27.5.25 却下 　

15 H27.5.7

請求者が特定年頃から特
定人とのトラブルについ
て警察本部と警察署に相
談した事がわかる文書

本人 県民相談課 相談措置票 H27.5.21 部分開示
第２号
第４号

16 H27.5.7

請求者が特定年頃から特
定人とのトラブルについ
て警察本部と警察署に相
談した事がわかる文書

本人 捜査第一課
事件相談取扱簿
補助用紙

H27.5.21 部分開示
第２号
第４号

17 H27.5.7

請求者が特定年頃から特
定人とのトラブルについ
て警察本部と警察署に相
談した事がわかる文書

本人 地域課 H27.5.21 不存在 　

18 H27.5.18

特定年月に，特定人とト
ラブルになったことにつ
いて，特定年月に警察署
に相談したことがわかる
文書

本人 県民相談課 相談受理票 H27.5.28 部分開示 第４号

19 H27.5.18

特定年月に，特定人とト
ラブルになったことにつ
いて，特定年月に警察署
に相談したことがわかる
文書

本人 県民相談課 H27.5.28 不存在 　

20 H27.5.19

請求者が特定年月頃に，
特定人とのトラブルにつ
いて警察署に相談したこ
とがわかる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H27.6.1 部分開示 第４号

21 H27.5.21

請求者が特定年から，特
定人からの暴力について
警察署に相談したことが
分かる文書

本人 県民相談課
相談受理票
相談措置票

H27.6.18 部分開示
第２号
第４号

22 H27.5.21

請求者が特定年から，特
定人からの暴力について
警察署に相談したことが
分かる文書

本人 県民安全対策課

配偶者からの暴力相談等
対応票
恋愛感情等のもつれに起
因する暴力的事案速報票
ストーカー・ＤＶ等への
対応について
誓約書
補助用紙
電話用紙

H27.6.18 部分開示
第２号
第４号
第６号

23 H27.5.21

請求者が特定年から，特
定人からの暴力につい
て，請求者もしくは特定
人が１１０番通報し，警
察署の警察官に取り扱わ
れたことが分かる文書

本人 地域課
勤務日誌（乙）
事件・事故・相談等処理
一覧表

H27.6.18 部分開示
第２号
第４号

24 H27.5.21

請求者が特定年から，特
定人からの暴力につい
て，請求者もしくは特定
人が１１０番通報し，警
察署の警察官に取り扱わ
れたことが分かる文書

本人 通信指令課 １１０番受理データ H27.6.18 部分開示 第４号

25 H27.5.28
請求人の子供が，特定年
月日頃警察署に保護され
た状況が分かる文書

本人 生活安全企画課 H27.6.10 不存在 　

26 H27.6.1

請求者が特定年月頃から
現在までの間，特定人か
らのＤＶについて警察署
に相談したことがわかる
文書とその時に撮影され
た写真

本人 県民相談課 相談受理票 H27.6.15 部分開示
第２号
第４号
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№ 請求日 請求内容 請求者
担当課室
（所）

個人情報の特定内容
（文書件名）

決定日 決定内容
非開示
理由

27 H27.6.1

請求者が特定年月頃から
現在までの間，特定人か
らのＤＶについて警察署
に相談したことがわかる
文書とその時に撮影され
た写真

本人 県民安全対策課
写真
申立書

H27.6.15 全部開示 　

28 H27.6.1

請求者が特定年月頃から
現在までの間，特定人か
らのＤＶについて警察署
に相談したことがわかる
文書とその時に撮影され
た写真

本人 県民安全対策課

配偶者からの暴力相談等
対応票
ストーカー・ＤＶ等への
対応について
恋愛感情等のもつれに起
因する暴力的事案速報票
電話用紙
補助用紙

H27.6.15 部分開示
第２号
第４号
第６号

29 H27.6.3

請求者が特定年月頃特定
人からのＤＶ被害につい
て警察署に対応しても
らったことがわかる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H27.6.16 部分開示
第２号
第４号

30 H27.6.3

請求者が特定年月頃特定
人からのＤＶ被害につい
て警察署に対応しても
らったことがわかる文書

本人 県民安全対策課
配偶者からの暴力相談等
対応票

H27.6.16 部分開示
第２号
第４号

31 H27.6.4

特定年月日警察署に請求
者が相談した特定人との
金銭トラブルについて記
載されている書類

本人 県民相談課 相談受理票 H27.6.17 部分開示 第４号

32 H27.6.4

特定年月日に請求者が特
定人とのトラブルに関し
て警察署に相談したこと
について分かる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H27.6.17 部分開示 第４号

33 H27.6.4

特定年月日に請求者が特
定人とのトラブルに関し
て警察署に相談したこと
について分かる文書

本人 県民安全対策課

男女間トラブル事案取扱
連絡票
ストーカー・ＤＶ等への
対応について
恋愛感情等のもつてに起
因する暴力的事案速報票

H27.6.17 部分開示
第２号
第４号
第６号

34 H27.6.4

特定年月日に請求者が特
定人とのトラブルに関し
て警察署に相談したこと
について分かる文書

本人 県民安全対策課
男女間トラブル事案取扱
連絡票の一部

H27.6.17 却下 　

35 H27.6.5

特定年月日，請求者が特
定場所において被害を受
けたことが解る警察署の
対応と特定年月日警察署
に同事案について相談し
たことが解る文書

本人 県民相談課 相談受理票 H27.6.19 部分開示
第２号
第４号

36 H27.6.5

特定年月日，請求者が特
定場所において被害を受
けたことが解る警察署の
対応と特定年月日警察署
に同事案について相談し
たことが解る文書

本人 生活環境課 事件相談取扱簿 H27.6.19 部分開示
第２号
第４号

37 H27.6.5

特定年月日，請求者が特
定場所において被害を受
けたことが解る警察署の
対応と特定年月日警察署
に同事案について相談し
たことが解る文書

本人 県民相談課
相談・苦情受理票
相談受理票

H27.6.19 部分開示
第２号
第４号
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№ 請求日 請求内容 請求者
担当課室
（所）

個人情報の特定内容
（文書件名）

決定日 決定内容
非開示
理由

38 H27.6.5

請求者が特定年頃から現
在までの間，特定人から
のＤＶについて警察署に
相談した事が分かる文書

本人 県民安全対策課

配偶者からの暴力相談等
対応票
恋愛感情等のもつれに起
因する暴力的事案速報票
ストーカー・ＤＶ等への
対応について
ＤＶ相談に起因する児童
虐待事案の対応状況
電話用紙

H27.6.19 部分開示
第２号
第４号
第６号

39 H27.6.5

請求者が特定年月日，特
定人からの言葉の暴力に
ついて警察署に相談した
事が分かる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H27.6.18 部分開示 第４号

40 H27.6.5

請求者が特定年月日，特
定人からの言葉の暴力に
ついて警察署に相談した
事が分かる文書

本人 県民安全対策課

男女間トラブル事案取扱
連絡票
電話用紙
恋愛感情等のもつてに起
因する暴力的事案速報票

H27.6.18 部分開示
第２号
第４号
第６号

41 H27.6.5

請求者が特定年月日，特
定人からの言葉の暴力に
ついて警察署に相談した
事が分かる文書

本人 県民安全対策課
男女間トラブル事案取扱
連絡票の一部

H27.6.18 却下 　

42 H27.6.10

特定年月から特定月頃ま
での間に請求者が特定人
に暴行等の被害を受けた
事に関して警察署に相談
した事が分かる文書

本人 県民相談課

特定年月から特定月頃ま
での間に請求者が特定人
に暴行等の被害を受けた
事に関して警察署に相談
した事が分かる文書

H27.6.19 不存在 　

43 H27.6.10

特定年月日時頃，特定場
所においてのトラブル
で，警察署に相談した事
が分かる文書とその時撮
影した写真

本人 県民相談課 相談受理票 H27.6.23 部分開示
第２号
第４号

44 H27.6.19

特定年月頃に，請求者が
特定人からＤＶ及びス
トーカー被害について，
警察本部及び警察署に相
談したことが分かる文書

本人 県民相談課
1 相談受理票
2 相談措置票

H27.7.6 部分開示 第４号

45 H27.6.19

特定年月頃に，請求者が
特定人からＤＶ及びス
トーカー被害について，
警察本部及び警察署に相
談したことが分かる文書

本人 県民安全対策課

１ 配偶者からの暴力相
談等対応票
2 電話用紙

H27.7.6 部分開示 第４号

46 H27.6.22

請求者が特定年月頃に特
定人からのＤＶについて
警察署に相談した事が分
かる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H27.7.7 部分開示 第４号

47 H27.6.22

請求者が特定年月頃に特
定人からのＤＶについて
警察署に相談した事が分
かる文書

本人 県民安全対策課 写真 H27.7.7 全部開示 　

48 H27.6.22

請求者が特定年月頃に特
定人からのＤＶについて
警察署に相談した事が分
かる文書

本人 県民安全対策課

1 配偶者からの暴力相談
等対応票
2 恋愛感情等のもつてに
起因する暴力的事案速報
票
3 電話用紙

H27.7.7 部分開示
第２号
第４号
第６号

49 H27.6.22

特定年月頃に請求者が器
物損壊被害にあった事で
警察署に相談した事が分
かる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H27.7.8 部分開示 第４号

50 H27.6.22

特定年月頃に請求者が器
物損壊被害にあった事で
警察署に相談した事が分
かる文書

本人 捜査第一課 事件相談取扱簿 H27.7.8 部分開示 第４号
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№ 請求日 請求内容 請求者
担当課室
（所）

個人情報の特定内容
（文書件名）

決定日 決定内容
非開示
理由

51 H27.6.23

特定年月ころに請求者が
特定人との間のトラブル
の件で警察署員に，自宅
に臨場してもらったこと
が分かる文書

本人 県民安全対策課

1　配偶者からの暴力相
談等対応票
2　恋愛感情等のもつれ
に起因する暴力的事案速
報票
3  報告書

H27.7.6 部分開示
第２号
第４号
第６号

52 H27.6.23

特定年月ころに請求者が
特定人との間のトラブル
の件で警察署員に，自宅
に臨場してもらったこと
が分かる文書

本人 地域課
1 勤務日誌（乙）
2 事件・事故・相談等処
理一覧表

H27.7.6 部分開示
第２号
第４号

53 H27.7.2

特定年月頃，特定人から
のＤＶ被害について警察
署に相談したことがわか
る文書

本人 県民相談課 相談受理票 H27.7.22 部分開示 第４号

54 H27.7.2

特定年月頃，特定人から
のＤＶ被害について警察
署に相談したことがわか
る文書

本人 県民安全対策課

1　配偶者からの暴力相
談等対応票
2　恋愛感情等のもつれ
に起因する暴力的事案速
報票
3  電話用紙
4  補助用紙

H27.7.22 部分開示
第２号
第４号
第６号

55 H27.7.7

特定年月頃から特定事ま
での間特定人からおどさ
れて警察署に相談したこ
とがわかる文書

本人 県民相談課
1 相談受理票
2 電話用紙

H27.7.29 部分開示 第４号

56 H27.7.9

第１
宮城県警察本部長が請求
者に対し，特定年月日付
けで運転免許効力停止処
分をするにあたり作成さ
れた，宮城県警察本部長
「点数制度による行政処
分事務に関する事務処理
容量の一部改正について
（通達）」に基づく，特
定警察署等が宮城県警察
本部交通部運転教育課長
に対し送った，行政処分
（違反報告書，違反等登
録票，各種報告書との他
行政処分手続に関する調
査書類一切）。
第２
同通達の第２の２（３）
及びこれを受けて宮城県
警察本部において作成し
た文書

本人 運転教育課 運転免許停止処分書 H27.8.10 全部開示 　
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№ 請求日 請求内容 請求者
担当課室
（所）

個人情報の特定内容
（文書件名）

決定日 決定内容
非開示
理由

57 H27.7.9

第１
宮城県警察本部長が請求
者に対し，特定年月日付
けで運転免許効力停止処
分をするにあたり作成さ
れた，宮城県警察本部長
「点数制度による行政処
分事務に関する事務処理
容量の一部改正について
（通達）」に基づく，特
定警察署等が宮城県警察
本部交通部運転教育課長
に対し送った，行政処分
（違反報告書，違反等登
録票，各種報告書との他
行政処分手続に関する調
査書類一切）。
第２
同通達の第２の２（３）
及びこれを受けて宮城県
警察本部において作成し
た文書

本人 運転教育課

1 否認・逆走・受領拒否
事件簿
2 取締り原票
3 中期処分量定書

H27.8.11 部分開示 第４号

58 H27.7.9

第１
宮城県警察本部長が請求
者に対し，特定年月日付
けで運転免許効力停止処
分をするにあたり作成さ
れた，宮城県警察本部長
「点数制度による行政処
分事務に関する事務処理
容量の一部改正について
（通達）」に基づく，特
定警察署等が宮城県警察
本部交通部運転教育課長
に対し送った，行政処分
（違反報告書，違反等登
録票，各種報告書との他
行政処分手続に関する調
査書類一切）。
第２
同通達の第２の２（３）
及びこれを受けて宮城県
警察本部において作成し
た文書

本人 運転教育課
否認・逆走・受領拒否事
件簿に添付されている交
通被疑事件関係書類

H27.8.12 却下 　

59 H27.7.10

特定年月に，請求者が特
定人からのストーカー被
害について警察署に相談
対応してもらったことが
分かる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H27.7.24 部分開示
第２号
第４号

60 H27.7.10

特定年月に，請求者が特
定人からのストーカー被
害について警察署に相談
対応してもらったことが
分かる文書

本人 県民安全対策課

1 恋愛感情等のもつれに
起因する暴力的事案速報
票
2 ストーカー・ＤＶ等へ
の対応について
3 「封書の写しの作成」
係る調査等報告書
4 「口頭指導」に係る調
査等報告書

H27.7.24 部分開示
第２号
第４号
第６号

61 H27.7.16

特定年月日時頃１１０番
をして自宅において警察
官に特定人のＤＶについ
て相談した事がわかる書
類

本人 県民相談課 相談受理票 H27.7.30 部分開示
第２号
第４号
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№ 請求日 請求内容 請求者
担当課室
（所）

個人情報の特定内容
（文書件名）

決定日 決定内容
非開示
理由

62 H27.7.16

特定年月日時頃１１０番
をして自宅において警察
官に特定人のＤＶについ
て相談した事がわかる書
類

本人 県民安全対策課

1　配偶者からの暴力相
談等対応票
2　恋愛感情等のもつれ
に起因する暴力的事案速
報票
3  電話用紙

H27.7.30 部分開示
第２号
第４号
第６号

63 H27.7.22

請求者が特定年月頃飼い
犬に係る特定人とのトラ
ブルについて相談したこ
とが分かる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H27.8.4 部分開示 第４号

64 H27.7.22

請求者が特定年月頃飼い
犬に係る特定人とのトラ
ブルについて相談したこ
とが分かる文書

本人 警務課 当直日誌 H27.8.4 部分開示 第４号

65 H27.7.22

請求者が特定年月頃飼い
犬に係る特定人とのトラ
ブルについて相談したこ
とが分かる文書

本人 地域課
1　勤務日誌（乙）
2　事件・事故・相談等
処理一覧表

H27.8.4 部分開示 第４号

66 H27.7.28

請求者が特定人からの暴
力の件で，特定年月に警
察に相談した事がわかる
文書

本人 県民相談課 相談受理票 H27.8.10 部分開示 第４号

67 H27.7.28

請求者が特定人からの暴
力の件で，特定年月に警
察に相談した事がわかる
文書

本人 県民安全対策課

1 配偶者からの暴力相談
等対応票
2 恋愛感情等のもつれに
起因する暴力的事案速報
票
3 ストーカー・ＤＶ等へ
の対応について
4 請求者作成の書面
5 補助用紙

H27.8.10 部分開示
第２号
第４号
第６号

68 H27.7.28

請求者が特定年月日に特
定人からのＤＶ行為につ
いて警察署へ相談した事
が分かる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H27.8.10 部分開示 第４号

69 H27.7.28

請求者が特定年月日に特
定人からのＤＶ行為につ
いて警察署へ相談した事
が分かる文書

本人 県民安全対策課 写真 H27.8.10 全部開示 　

70 H27.7.28

請求者が特定年月日に特
定人からのＤＶ行為につ
いて警察署へ相談した事
が分かる文書

本人 県民安全対策課

1 配偶者からの暴力相談
等対応票
2 恋愛感情等のもつれに
起因する暴力的事案速報
票
3 ストーカー・ＤＶ等へ
の対応について

H27.8.10 部分開示
第２号
第４号
第６号

71 H27.8.4
請求者の実父が特定年頃
から警察署に相談したこ
とが解る文書

遺族 県民相談課 相談受理票 H27.8.24 部分開示 第４号

72 H27.8.10

請求者が，特定年月か
ら，現在までの間に，特
定人からＤＶを受けたこ
とで，警察署，および交
番に相談したことがわか
る文書

本人 県民相談課 相談受理票 H27.8.24 部分開示 第４号

73 H27.8.10

請求者が，特定年月か
ら，現在までの間に，特
定人からＤＶを受けたこ
とで，警察署，および交
番に相談したことがわか
る文書

本人 県民安全対策課
配偶者からの暴力相談等
対応票

H27.8.24 部分開示
第２号
第４号

74 H27.8.11

特定年月に，請求者が特
定人からの暴力等につい
て，警察署に相談したこ
とがわかる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H27.8.25 部分開示
第２号
第４号
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№ 請求日 請求内容 請求者
担当課室
（所）

個人情報の特定内容
（文書件名）

決定日 決定内容
非開示
理由

75 H27.8.14

特定年月ころから現在ま
で請求者が経営している
店の件で特定人とのトラ
ブルに関して交番に相談
したことが判る文書

本人 県民相談課 相談受理票 H27.8.26 部分開示 第４号

76 H27.8.14

特定年月頃から現在まで
請求者が経営している店
の件で特定人とのトラブ
ルに関して交番に相談し
たことが判る文書

本人 捜査第一課
1 事件相談取扱簿
2 事件相談取扱簿，別添
含む

H27.8.26 部分開示
第２号
第４号

77 H27.8.19

請求者が特定年月日以降
警察本部及び，警察署に
相談，要望，または苦情
を申し入れたことが分か
る文書

本人 県民相談課 相談受理票 H27.9.1 部分開示 第４号

78 H27.8.26

請求者が，特定人から受
けたＤＶ行為について，
特定年月頃に警察署に相
談した事が分かる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H27.9.8 部分開示
第２号
第４号

79 H27.8.26

請求者が，特定人から受
けたＤＶ行為について，
特定年月頃に警察署に相
談した事が分かる文書

本人 県民安全対策課
配偶者からの暴力相談等
対応票

H27.9.8 部分開示 第４号

80 H27.8.27

請求者が特定年月に特定
人から受けたＤＶ行為に
ついて，交番に相談した
ことがわかる文書，及
び，その時撮映した写真

本人 県民相談課 相談受理票 H27.9.14 部分開示 第４号

81 H27.8.27

請求者が特定年月に特定
人から受けたＤＶ行為に
ついて，交番に相談した
ことがわかる文書，及
び，その時撮映した写真

本人 県民安全対策課 写真 H27.9.14 全部開示 　

82 H27.8.27

請求者が特定年月に特定
人から受けたＤＶ行為に
ついて，交番に相談した
ことがわかる文書，及
び，その時撮映した写真

本人 県民安全対策課

1 配偶者からの暴力相談
等対応票
2 相談補助用紙
3 電話用紙

H27.9.14 部分開示 第４号

83 H27.9.1

特定年月日に請求者が特
定人からの電話の件で警
察署に相談したことが分
かる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H27.9.14 部分開示 第４号

84 H27.9.4

特定年月日に請求者が特
定人からの暴力等につい
て，警察署に相談したこ
とがわかる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H27.9.18 部分開示 第４号

85 H27.9.4

特定年月日に請求者が特
定人からの暴力等につい
て，警察署に相談したこ
とがわかる文書

本人 県民安全対策課
配偶者と住居が異なるこ
と等の申出書

H27.9.18 全部開示 　

86 H27.9.4

特定年月日に請求者が特
定人からの暴力等につい
て，警察署に相談したこ
とがわかる文書

本人 県民安全対策課

1 配偶者からの暴力相談
等対応票
2 恋愛感情等のもつれに
起因する暴力的事案速報
票
3 ストーカー・ＤＶ等へ
の対応について
4 補助用紙

H27.9.18 部分開示
第２号
第４号
第６号
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№ 請求日 請求内容 請求者
担当課室
（所）

個人情報の特定内容
（文書件名）

決定日 決定内容
非開示
理由

87 H27.9.8

請求者が，特定年月から
特定人からのＤＶ・ス
トーカーの件に関して，
警察に相談した事がわか
る文書

本人 県民相談課 相談受理票 H27.10.7 部分開示 第４号

88 H27.9.8

請求者が，特定年月から
特定人からのＤＶ・ス
トーカーの件に関して，
警察に相談した事がわか
る文書

本人 県民安全対策課

1 援助申出書
2 通報装置借用書
3 写真

H27.10.7 全部開示 　

89 H27.9.8

請求者が，特定年月から
特定人からのＤＶ・ス
トーカーの件に関して，
警察に相談した事がわか
る文書

本人 県民安全対策課

1 配偶者からの暴力相談
等対応票
2 ストーカー・ＤＶ等へ
の対応について
3 恋愛感情等のもつれに
起因する暴力的事案速報
票
4 警告申出書
5 電話用紙

H27.10.7 部分開示 　

90 H27.9.8

請求者が，特定年月から
特定人からのＤＶ・ス
トーカーの件に関して，
警察に相談した事がわか
る文書

本人 県民安全対策課

恋愛感情等のもつれに起
因する暴力的事案速報票
中の一部

H27.10.7 却下 　

91 H27.9.9

特定年月日に，請求者
が，特定人からのＤＶ被
害について警察署に相談
した事が分かる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H27.9.24 部分開示 第４号

92 H27.9.9

特定年月日に，請求者
が，特定人からのＤＶ被
害について警察署に相談
した事が分かる文書

本人 県民安全対策課 補助用紙 H27.9.24 全部開示 　

93 H27.9.9

特定年月日に，請求者
が，特定人からのＤＶ被
害について警察署に相談
した事が分かる文書

本人 県民安全対策課

1 配偶者からの暴力相談
等対応票
2 恋愛感情等のもつれに
起因する暴力的事案速報
票
3 援助申出書
4 同意書

H27.9.24 部分開示
第２号
第４号
第６号

94 H27.9.9

請求者の子どもの件につ
いて，特定年月頃に，警
察署に相談した事がわか
る文書

本人 県民相談課 H27.9.15 取下げ 　

95 H27.9.9

請求者の子どもの件で，
警察署から，児童相談所
に通知した内容がわかる
文書

法定
代理人

県民安全対策課

1 調査報告書
2 児童虐待取扱報告書
3 少年事案処理簿
4 児童通告書
5 電話用紙

H27.9.15 非開示 第７号

96 H27.9.14

特定年月日，請求者が特
定人からのＤＶについて
警察署に相談した事がわ
かる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H27.9.28 部分開示 第４号

97 H27.9.14

特定年月日，請求者が特
定人からのＤＶについて
警察署に相談した事がわ
かる文書

本人 県民安全対策課

1 配偶者からの暴力相談
等対応票
2 相談補助用紙
3 恋愛感情等のもつれに
起因する暴力的事案速報
票
4 ストーカー・ＤＶ等へ
の対応について

H27.9.28 部分開示
第２号
第４号
第６号

98 H27.9.14

特定年月日に，請求者が
特定人からのストーカー
被害について，警察署に
相談したことが分かる文
書

本人 県民相談課 相談受理票 H27.10.5 部分開示 第４号
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№ 請求日 請求内容 請求者
担当課室
（所）

個人情報の特定内容
（文書件名）

決定日 決定内容
非開示
理由

99 H27.9.14

特定年月日に，請求者が
特定人からのストーカー
被害について，警察署に
相談したことが分かる文
書

本人 県民安全対策課

1 恋愛感情等のもつれに
起因する暴力的事案速報
票
2 ストーカー・ＤＶ等へ
の対応について

H27.10.5 部分開示
第２号
第４号
第６号

100 H27.9.14

請求者が特定年月日に特
定人とのトラブルの件
で，交番に相談した事が
分かる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H27.9.29 部分開示 第４号

101 H27.9.14

請求者が特定年月日に特
定人とのトラブルの件
で，交番に相談した事が
分かる文書

本人 捜査第一課 H27.9.30 却下 　

102 H27.9.17

特定年月日に警察署に特
定人からの暴力について
相談したことが分かる文
書

本人 県民相談課 相談受理票 H27.10.1 部分開示
第２号
第４号

103 H27.9.17

特定年月日に警察署に特
定人からの暴力について
相談したことが分かる文
書

本人 捜査第一課 事件相談取扱簿 H27.10.1 部分開示 第４号

104 H27.9.18

請求者が，特定年月ころ
特定人からの暴力行為に
ついて警察署に相談した
ことが分かる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H27.10.2 部分開示 第４号

105 H27.9.25

特定年月以降，特定人の
飼い犬に咬まれた件につ
いて警察署に相談したこ
とが分かる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H27.10.9 部分開示 第４号

106 H27.10.2

特定年月頃から特定年月
頃までの間に請求者が特
定人との土地をめぐるト
ラブルについて警察署に
相談したことがわかる文
書

本人 県民相談課 相談受理票 H27.10.16 部分開示 第４号

107 H27.10.6

特定年月日に勤務先にお
ける特定人の横領につい
て，警察署に相談した事
が判る文書

本人 捜査第二課 事件相談取扱簿 H27.10.20 部分開示 第４号

108 H27.10.9

請求者が特定年月頃から
特定年月頃までの間に，
特定人からの暴力行為に
ついて警察署に相談した
事がわかる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H27.10.23 部分開示 第４号

109 H27.10.9

請求者が特定年月頃から
特定年月頃までの間に，
特定人からの暴力行為に
ついて警察署に相談した
事がわかる文書

本人 県民安全対策課

1 配偶者からの暴力相談
等対応票
2 ストーカー・ＤＶ等へ
の対応について
3 援助申出書
4 恋愛感情等のもつれに
起因する暴力的事案速報
票
5 住民基本台帳事務にお
ける支援措置申出書の副
本
6 電話用紙

H27.10.23 部分開示
第２号
第４号
第６号

110 H27.10.13

特定年月ころから現在ま
での間，特定人とのトラ
ブルについて，警察本部
及び警察署に相談した事
が分かる文書

本人 県民相談課
1 相談・苦情受理票
2 相談受理票
3 相談措置票

H27.10.27 部分開示 第４号
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№ 請求日 請求内容 請求者
担当課室
（所）

個人情報の特定内容
（文書件名）

決定日 決定内容
非開示
理由

111 H27.10.13

特定年月ころから現在ま
での間，特定人とのトラ
ブルについて，警察本部
及び警察署に相談した事
が分かる文書

本人 捜査第二課
1 補助用紙
2 相談受理票の写し

H27.10.27 全部開示 　

112 H27.10.13

特定年月ころから現在ま
での間，特定人とのトラ
ブルについて，警察本部
及び警察署に相談した事
が分かる文書

本人 捜査第二課
1 事件相談取扱簿
2 補助用紙

H27.10.27 部分開示

第２号
第３号
第４号
第６号

113 H27.10.14

特定年月，請求者が特定
人にＤＶ行為を受け，警
察署へ相談した事が分か
る文書

本人 県民相談課 相談受理票 H27.10.28 部分開示
第２号
第４号

114 H27.10.14

特定年月，請求者が特定
人にＤＶ行為を受け，警
察署へ相談した事が分か
る文書

本人 県民安全対策課
配偶者からの暴力相談等
対応票

H27.10.28 部分開示
第２号
第４号

115 H27.10.22

特定年中，請求者が特定
人から受けた暴力につい
て警察署に相談したこと
が分かる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H27.11.5 部分開示 第４号

116 H27.10.22

特定年中，請求者が特定
人から受けた暴力につい
て警察署に相談したこと
が分かる文書

本人 県民安全対策課
ストーカー・ＤＶ事案指
揮簿

H27.11.5 全部開示 　

117 H27.10.22

特定年中，請求者が特定
人から受けた暴力につい
て警察署に相談したこと
が分かる文書

本人 県民安全対策課

1 配偶者からの暴力相談
等対応票
2 恋愛感情等のもつれに
起因する暴力的事案速報
票
3 電話用紙

H27.11.5 部分開示 第４号

118 H27.11.4

請求者が特定人から受け
たＤＶ及びストーカー行
為について特定年月に警
察署に相談したことが分
かる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H27.11.18 部分開示 第４号

119 H27.11.4

請求者が特定人から受け
たＤＶ及びストーカー行
為について特定年月に警
察署に相談したことが分
かる文書

本人 県民安全対策課
住民基本台帳事務におけ
る支援措置申出書の写し

H27.11.18 全部開示 　

120 H27.11.4

請求者が特定人から受け
たＤＶ及びストーカー行
為について特定年月に警
察署に相談したことが分
かる文書

本人 県民安全対策課

1 配偶者からの暴力相談
等対応票
2 ストーカー・ＤＶ等へ
の対応について
3 恋愛感情等のもつれに
起因する暴力的事案速報
票（
4 援助申出書
5 登録情報の証明書の交
付事務及び情報の提供事
務の取扱い実施請求書の
写し
6 調査等報告書
7 報告書
8 電話用紙

H27.11.18 部分開示
第２号
第４号
第６号

121 H27.11.4
請求者が特定年月日に保
険金の件で警察署に相談
したことがわかる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H27.11.18 部分開示 第４号

122 H27.11.5

請求者が特定年月の下旬
から特定月までの間，隣
の家の苦情で１１０番通
報した事が分かる文書

本人 通信指令課 １１０番受理データ H27.11.19 部分開示 第４号

123 H27.11.6

請求者が特定年中，特定
人から受けた暴力につい
て，警察署に相談したこ
とが分かる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H27.11.20 部分開示 第４号
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№ 請求日 請求内容 請求者
担当課室
（所）

個人情報の特定内容
（文書件名）

決定日 決定内容
非開示
理由

124 H27.11.6

請求者が特定年中，特定
人から受けた暴力につい
て，警察署に相談したこ
とが分かる文書

本人 県民相談課 相談受理票の一部 H27.11.20 却下 　

125 H27.11.6

請求者が特定年中，特定
人から受けた暴力につい
て，警察署に相談したこ
とが分かる文書

本人 県民安全対策課

1 配偶者からの暴力相談
等対応票
2 恋愛感情等のもつれに
起因する暴力的事案速報
票
3 ストーカー・ＤＶ等へ
の対応について

H27.11.20 部分開示
第２号
第４号

126 H27.11.13

請求者が特定年月日に特
定人との金銭トラブルに
より１１０番通報し警察
官が臨場した事がわかる
文書

本人 地域課
1勤務日誌（乙）
2 事件・事故・相談等処
理一覧表

H27.11.27 部分開示
第２号
第４号

127 H27.11.13

請求者が特定年月日に特
定人との金銭トラブルに
より１１０番通報し警察
官が臨場した事がわかる
文書

本人 通信指令課 １１０番受理データ H27.11.27 部分開示 第４号

128 H27.11.16

特定人が特定年月中旬か
ら特定年月日までの間
に，特定人からのＤＶ行
為について，警察署で相
談し作成された相談受理
票

本人 県民相談課 相談受理票 H27.11.30 部分開示 第４号

129 H27.11.17

特定人が特定年月から特
定年月までの間，特定人
からのＤＶ行為につい
て，警察署に相談したこ
とが分かる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H27.12.1 部分開示 第４号

130 H27.11.17

特定人が特定年月から特
定年月までの間，特定人
からのＤＶ行為につい
て，警察署に相談したこ
とが分かる文書

本人 県民安全対策課

1 配偶者からの暴力相談
等対応票
2 恋愛感情等のもつれに
起因する暴力的事案速報
票
3 ストーカー・ＤＶ等へ
の対応について
4 電話用紙

H27.12.1 部分開示
第２号
第４号
第６号

131 H27.11.25

請求者が特定年月頃か
ら，特定年月ころまでの
間に，特定人からの，Ｄ
Ｖ行為について，警察署
に相談した事が分かる文
書

本人 県民相談課 相談受理票 H27.12.9 部分開示
第２号
第４号

132 H27.11.25

請求者が特定年月頃か
ら，特定年月ころまでの
間に，特定人からの，Ｄ
Ｖ行為について，警察署
に相談した事が分かる文
書

本人 県民安全対策課

1 住民基本台帳事務にお
ける支援措置申出書の写
し
2 写真

H27.12.9 全部開示 　

133 H27.11.25

請求者が特定年月頃か
ら，特定年月ころまでの
間に，特定人からの，Ｄ
Ｖ行為について，警察署
に相談した事が分かる文
書

本人 県民安全対策課

1 配偶者からの暴力相談
等対応票
2 男女間トラブル事案取
扱連絡票
3 恋愛感情等のもつれに
起因する暴力的事案速報
票
4 ストーカー・ＤＶ等へ
の対応について
5 援助申出書
6 申し出書
7 申し立て書
8 誓約書

H27.12.9 部分開示
第２号
第４号
第６号
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№ 請求日 請求内容 請求者
担当課室
（所）

個人情報の特定内容
（文書件名）

決定日 決定内容
非開示
理由

134 H27.11.25

請求者が特定年月頃か
ら，特定年月ころまでの
間に，特定人からの，Ｄ
Ｖ行為について，警察署
に相談した事が分かる文
書

本人 県民安全対策課

「男女間トラブル事案取
扱連絡票」及び「恋愛感
情等のもつれに起因する
暴力的事案速報票」中の
一部。

H27.12.9 却下 　

135 H27.11.26

特定年月頃に請求者が特
定人からカードを使われ
た件について，警察署に
相談した事がわかる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H27.12.10 部分開示 第４号

136 H27.12.2

請求者が，特定年月から
特定年月までの間，特定
人との間の事件や，金銭
トラブルのことで警察署
並びに警察本部に相談し
たことが解る文書

本人 県民相談課
１　相談受理票
２　相談措置票

H27.12.16 部分開示 第４号

137 H27.12.2

請求者が，特定年月から
特定年月までの間，特定
人との間の事件や，金銭
トラブルのことで警察署
並びに警察本部に相談し
たことが解る文書

本人 県民相談課
相談受理票及び相談受理
票中の一部

H27.12.16 却下 　

138 H27.12.2

特定人が特定年月頃～特
定年月ころまでの間，特
定人からのＤＶ行意につ
いて警察署に相談した事
が分かる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H27.12.16 部分開示 第４号

139 H27.12.2

特定人が特定年月頃～特
定年月ころまでの間，特
定人からのＤＶ行意につ
いて警察署に相談した事
が分かる文書

本人 県民安全対策課 請求者提出資料 H27.12.16 全部開示 　

140 H27.12.2

特定人が特定年月頃～特
定年月ころまでの間，特
定人からのＤＶ行意につ
いて警察署に相談した事
が分かる文書

本人 県民安全対策課

1 配偶者からの暴力相談
等対応票
2 補助用紙
3 恋愛感情等のもつれに
起因する暴力的事案速報
票
4 ストーカー・ＤＶ等へ
の対応について

H27.12.16 部分開示
第２号
第４号
第６号

141 H27.12.7

請求者が特定年月以降，
警察署，交番で特定人の
事で相談したことがわか
る文書

本人 県民相談課
1 相談受理票
2 相談措置票

H27.12.21 部分開示
第２号
第４号

142 H27.12.7

特定年月日，交番に特定
場所にかかって来るいた
ずら電話について相談し
たことがわかる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H27.12.21 部分開示 第２号

143 H27.12.7

特定年～特定月にかけて
警察署，特定年月頃警察
署に特定人からのＤＶに
ついて，相談したことが
分かる

本人 県民相談課 相談受理票 H27.12.21 部分開示
第２号
第４号

144 H27.12.7

特定年～特定月にかけて
警察署，特定年月頃警察
署に特定人からのＤＶに
ついて，相談したことが
分かる

本人 県民安全対策課
ストーカー・ＤＶ等への
対応について

H27.12.21 全部開示 　

145 H27.12.7

特定年～特定月にかけて
警察署，特定年月頃警察
署に特定人からのＤＶに
ついて，相談したことが
分かる

本人 県民安全対策課

1 配偶者からの暴力相談
等対応票
2 恋愛感情等のもつれに
起因する暴力的事案速報
票
3 ストーカー・ＤＶ事案
指揮簿
4 電話用紙

H27.12.21 部分開示
第２号
第４号
第６号
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№ 請求日 請求内容 請求者
担当課室
（所）

個人情報の特定内容
（文書件名）

決定日 決定内容
非開示
理由

146 H27.12.7

特定年月から特定年月ま
での間特定人からのＤＶ
について警察署で相談し
たことがわかる文書

本人 県民相談課
1 相談受理票
2 相談措置票

H27.12.21 部分開示 第４号

147 H27.12.7

特定年月から特定年月ま
での間特定人からのＤＶ
について警察署で相談し
たことがわかる文書

本人 県民安全対策課

1 配偶者からの暴力相談
等対応票
2 恋愛感情等のもつれに
起因する暴力的事案速報
票
3 ストーカー・ＤＶ等へ
の対応について

H27.12.21 部分開示
第２号
第４号
第６号

148 H27.12.24
特定店舗が営業許可に関
して提出した承諾書

本人 生活安全企画課 承諾書 H28.1.25 全部開示 　

149 H27.12.24
特定店舗が営業許可に関
して提出した承諾書

本人 生活安全企画課 承諾書 H28.1.25 全部開示 　

150 H27.12.24
特定店舗が営業許可に関
して提出した承諾書

本人 生活安全企画課 承諾書 H28.1.25 全部開示 　

151 H27.12.24
特定店舗が営業許可に関
して提出した承諾書

遺族 生活安全企画課 承諾書 H28.1.25 全部開示 　

152 H27.12.24

特定年月日頃に，請求者
が，特定人との交通トラ
ブルにより，警察官に取
り扱われたことがわかる
文書

本人 地域課
1 勤務日誌（乙）
2 事件・事故・相談等処
理一覧表

H28.1.19 部分開示
第２号
第４号

153 H27.12.24

特定年月日頃に，請求者
が，特定人との交通トラ
ブルにより，警察官に取
り扱われたことがわかる
文書

本人 地域課 勤務日誌（乙）中の一部 H28.1.19 却下 　

154 H27.12.24

特定年月日頃に，請求者
が，特定人との交通トラ
ブルにより，警察官に取
り扱われたことがわかる
文書

本人 機動警ら隊 勤務日誌 H28.1.19 部分開示
第２号
第４号

155 H27.12.24

特定年月日頃に，請求者
が，特定人との交通トラ
ブルにより，警察官に取
り扱われたことがわかる
文書

本人 機動警ら隊 勤務日誌中の一部 H28.1.19 却下 　

156 H28.1.4

請求者は特定人から特定
年月日，暴力を受けその
事で警察署に相談したこ
とのわかる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H28.1.15 部分開示 第４号

157 H28.1.4

請求者は特定人から特定
年月日，暴力を受けその
事で警察署に相談したこ
とのわかる文書

本人 県民安全対策課 写真 H28.1.15 全部開示 　

158 H28.1.4

請求者は特定人から特定
年月日，暴力を受けその
事で警察署に相談したこ
とのわかる文書

本人 県民安全対策課

1 配偶者からの暴力相談
等対応票
2 ストーカー・ＤＶ等へ
の対応について
3 恋愛感情等のもつれに
起因する暴力的事案速報
票

H28.1.15 部分開示
第２号
第４号
第６号

159 H28.1.6

特定年月日，特定人との
遺産相続について警察署
に相談したことがわかる
文書

本人 県民相談課 相談受理票 H28.1.20 部分開示 第４号
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№ 請求日 請求内容 請求者
担当課室
（所）

個人情報の特定内容
（文書件名）

決定日 決定内容
非開示
理由

160 H28.1.7

請求者が特定年月日，特
定人からのＤＶについて
警察本部に相談したこと
がわかる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H28.1.20 部分開示 第４号

161 H28.1.7

請求者が特定年月日，特
定人からのＤＶについて
警察本部に相談したこと
がわかる文書

本人 県民安全対策課

1 配偶者からの暴力相談
等対応票
2 恋愛感情等のもつれに
起因する暴力的事案速報
票
3 ストーカー・ＤＶ事案
指揮簿

H28.1.20 部分開示
第２号
第４号
第６号

162 H28.1.12

請求者が特定年月日に特
定場所において発生した
交通事故について，警察
署に取り扱われた事がわ
かる文書

本人 交通指導課 H28.1.22 却下 　

163 H28.1.15

請求者は，特定人から，
特定年月日に暴力を受け
た件で，警察署に相談し
たことがわかる個人情報

本人 県民相談課 相談受理票 H28.1.28 部分開示
第２号
第４号

164 H28.1.15

請求者は，特定人から，
特定年月日に暴力を受け
た件で，警察署に相談し
たことがわかる個人情報

本人 県民安全対策課 写真 H28.1.28 全部開示 　

165 H28.1.15

請求者は，特定人から，
特定年月日に暴力を受け
た件で，警察署に相談し
たことがわかる個人情報

本人 県民安全対策課

1 配偶者からの暴力相談
等対応票
2 恋愛感情等のもつれに
起因する暴力的事案速報
票
3 ストーカー・ＤＶ事案
指揮簿
4 電話用紙

H28.1.28 部分開示
第２号
第４号
第６号

166 H28.1.15

請求者が特定年月に特定
人からの暴力について警
察署に相談したことが分
かる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H28.1.29 部分開示 第４号

167 H28.1.15

請求者が特定年月に特定
人からの暴力について警
察署に相談したことが分
かる文書

本人 県民安全対策課

1 配偶者からの暴力相談
等対応票
2 ストーカー・ＤＶ事案
指揮簿

H28.1.29 部分開示 第４号

168 H28.1.18

特定年月日に，請求者に
迷惑行為をした人につい
て，警察署に相談したこ
とがわかる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H28.1.28 部分開示
第２号
第４号

169 H28.1.18

特定年月日に，請求者に
迷惑行為をした人につい
て，警察署に相談したこ
とがわかる文書

本人 県民安全対策課
「写真」及び「提出資
料」

H28.1.28 全部開示 　

170 H28.1.18

特定年月日に，請求者に
迷惑行為をした人につい
て，警察署に相談したこ
とがわかる文書

本人 捜査第一課 補助用紙 H28.1.28 部分開示
第２号
第４号

171 H28.1.19

特定年月日，請求者が特
定会社とのトラブルにつ
いて警察署に相談したこ
とが分かる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H28.2.1 部分開示 第４号

172 H28.1.22

請求者が，苦情相談，警
察に係る相談，警察との
交通違反（取締りに対す
る）否認事件，相談各々
に関係する，警察本部下
部署・各警察署で保管，
保存する全ての資料

本人 県民相談課
相談受理票，相談措置票
共通，苦情受理票，苦情
事実関係調査書

H28.3.23 部分開示 第４号
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№ 請求日 請求内容 請求者
担当課室
（所）

個人情報の特定内容
（文書件名）

決定日 決定内容
非開示
理由

173 H28.1.22

請求者が，苦情相談，警
察に係る相談，警察との
交通違反（取締りに対す
る）否認事件，相談各々
に関係する，警察本部下
部署・各警察署で保管，
保存する全ての資料

本人 県民相談課 H28.3.23 不存在 　

174 H28.1.22

請求者が，苦情相談，警
察に係る相談，警察との
交通違反（取締りに対す
る）否認事件，相談各々
に関係する，警察本部下
部署・各警察署で保管，
保存する全ての資料

本人 交通指導課 起案用紙，補助用紙 H28.3.23 部分開示
第４号
第６号

175 H28.1.22

請求者が，苦情相談，警
察に係る相談，警察との
交通違反（取締りに対す
る）否認事件，相談各々
に関係する，警察本部下
部署・各警察署で保管，
保存する全ての資料

本人 運転教育課

電話用紙

H28.3.23 部分開示 第４号

176 H28.1.26

特定年月日，警察署に請
求者が「学外通学するこ
とについて」相談した文
書

本人 県民相談課 相談受理票 H28.2.1 部分開示 第４号

177 H28.1.26
特定店舗が営業許可に関
して提出した証明書

本人 生活安全企画課 証明書 H28.2.8 全部開示 　

178 H28.1.26
特定店舗が営業許可に関
して提出した証明書

本人 生活安全企画課 証明書 H28.2.8 全部開示 　

179 H28.1.26
特定店舗が営業許可に関
して提出した証明書

本人 生活安全企画課 証明書 H28.2.8 全部開示 　

180 H28.1.26
特定店舗が営業許可に関
して提出した証明書

遺族 生活安全企画課 証明書 H28.2.8 全部開示

181 H28.1.27

特定年月日に請求者が特
定人からDV被害を受けた
ことを警察署に相談した
ことが分かる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H28.2.9 部分開示 第４号

182 H28.1.27

特定年月日に請求者が特
定人からDV被害を受けた
ことを警察署に相談した
ことが分かる文書

本人 県民安全対策課 提出資料 H28.2.9 全部開示 　

183 H28.1.27

特定年月日に請求者が特
定人からDV被害を受けた
ことを警察署に相談した
ことが分かる文書

本人 県民安全対策課

1 配偶者からの暴力相談
等対応票
2 ストーカー・ＤＶ事案
指揮簿
3 恋愛感情等のもつれに
起因する暴力的事案速報
票

H28.2.9 部分開示
第２号
第４号
第６号

184 H28.1.28
特定年月日に特定人が特
定人に対する虐待行為で
相談した内容

本人 県民相談課 相談受理票，相談措置票 H28.2.10 部分開示
第２号
第４号
第６号

185 H28.1.29

請求者が特定年月日，警
察署に請求者が勤務先の
ことについて相談した事
がわかる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H28.2.10 部分開示 第４号

186 H28.2.3

請求者が特定年月ころに
特定人からのDVについて
警察署に相談したことが
わかる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H28.2.15 部分開示
第２号
第４号
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№ 請求日 請求内容 請求者
担当課室
（所）

個人情報の特定内容
（文書件名）

決定日 決定内容
非開示
理由

187 H28.2.3

請求者が特定年月ころに
特定人からのDVについて
警察署に相談したことが
わかる文書

本人 県民安全対策課

1 配偶者からの暴力相談
等対応票
2 恋愛感情等のもつれに
起因する暴力的事案速報
票
3 ストーカー・ＤＶ事案
指揮簿

H28.2.15 部分開示
第２号
第４号
第６号

188 H28.2.8
特定年月頃に，中傷メー
ルを送られ，警察署に相
談したことがわかる文書

本人 県民相談課
1 相談受理票
2 相談措置票

H28.2.22 部分開示
第２号
第４号

189 H28.2.8
特定年月頃に，中傷メー
ルを送られ，警察署に相
談したことがわかる文書

本人 県民安全対策課
1 本人提出資料
2 写真

H28.2.22 全部開示

190 H28.2.8
特定年月頃に，中傷メー
ルを送られ，警察署に相
談したことがわかる文書

本人 県民安全対策課

1 ストーカー・ＤＶ事案
指揮簿
2 援助申出書

H28.3.3 部分開示 第４号

191 H28.2.18

請求者が特定年月頃に特
定人からのＤＶについて
警察署に相談したことが
わかる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H28.2.29 部分開示 第４号

192 H28.2.18

請求者が特定年月頃に特
定人からのＤＶについて
警察署に相談したことが
わかる文書

本人 県民安全対策課

1 配偶者からの暴力相談
等対応票
2 申立書

H28.2.29 部分開示
第２号
第４号

193 H28.2.18

特定人が行方不明なった
件について，特定年月
日，請求者が警察署に作
成提出した行方不明者届
出書及び同届出書にかか
る行方不明者届出受理票

本人 県民安全対策課
1 行方不明者届出書
2 行方不明者届出受理票

H28.2.26 部分開示
第２号
第４号

194 H28.2.26

特定年月日ころから特定
年月日ころまでの請求者
が特定人からＤＶを受け
たことを警察署に相談し
たことが分かる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H28.3.10 部分開示 第４号

195 H28.2.26

特定年月日ころから特定
年月日ころまでの請求者
が特定人からＤＶを受け
たことを警察署に相談し
たことが分かる文書

本人 県民安全対策課

1 男女間トラブル事案取
扱連絡票
2 配偶者からの暴力相談
等対応票
3 恋愛感情等のもつれに
起因する暴力的事案速報
票

H28.3.10 部分開示
第２号
第４号
第６号

196 H28.2.26

特定年月日ころから特定
年月日ころまでの請求者
が特定人からＤＶを受け
たことを警察署に相談し
たことが分かる文書

本人 地域課
1 勤務日誌（乙）
2 事件・事故・相談等処
理一覧表

H28.3.10 部分開示
第２号
第４号

197 H28.2.26

請求者が特定年月に，特
定人とのトラブルについ
て，警察署に相談した事
のわかる文書

本人 県民相談課
1 相談受理票
2 相談措置票

H28.3.10 部分開示
第２号
第４号

198 H28.2.29

特定年月日頃に請求者と
特定人がトラブルにな
り，警察署の警察官が請
求者の自宅等に臨場し，
取扱われた内容及び相談
したことが分かる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H28.3.14 部分開示 第４号

199 H28.2.29

特定年月日頃に請求者と
特定人がトラブルにな
り，警察署の警察官が請
求者の自宅等に臨場し，
取扱われた内容及び相談
したことが分かる文書

本人 県民安全対策課

男女間トラブル事案取扱
連絡票， 恋愛感情等の
もつれに起因する暴力的
事案速報票

H28.3.14 部分開示
第２号
第４号
第６号
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200 H28.2.29

特定年月日頃に請求者と
特定人がトラブルにな
り，警察署の警察官が請
求者の自宅等に臨場し，
取扱われた内容及び相談
したことが分かる文書

本人 県民安全対策課
男女間トラブル事案取扱
連絡票の一部

H28.3.14 却下 　

201 H28.2.29

特定年月日頃に請求者と
特定人がトラブルにな
り，警察署の警察官が請
求者の自宅等に臨場し，
取扱われた内容及び相談
したことが分かる文書

本人 地域課
勤務日誌（乙），事件・
事故・相談等処理一覧表

H28.3.14 部分開示
第２号
第４号

202 H28.3.1

特定年月から特定年月ま
で主に請求者が受けた被
害について警察署に相談
したことがわかる文書

本人 県民相談課
1 相談受理票
2 相談措置票（添付資料
含む。)

H28.3.11 部分開示 第４号

203 H28.3.4

請求者が特定人から脅迫
を受けた件で特定年月日
警察署に相談したことの
わかる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H28.3.14 部分開示 第４号

204 H28.3.4

請求者が特定人から脅迫
を受けた件で特定年月日
警察署に相談したことの
わかる文書

本人 県民安全対策課

1 配偶者からの暴力相談
等対応票
2 恋愛感情等のもつれに
起因する暴力的事案速報
票
3 ストーカー・ＤＶ等へ
の対応について

H28.3.14 部分開示
第２号
第４号
第６号

205 H28.3.4

請求者が特定年月日夜に
交番に特定人とのトラブ
ルについて，相談した事
がわかる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H28.3.18 部分開示 第４号

206 H28.3.4

請求者が特定年月日夜に
交番に特定人とのトラブ
ルについて，相談した事
がわかる文書

本人 県民安全対策課

1 配偶者からの暴力相談
等対応票
2 恋愛感情等のもつれに
起因する暴力的事案速報
票

H28.3.18 部分開示
第２号
第４号
第６号

207 H28.3.8

特定年頃から特定年月頃
までの間，特定人からの
つきまといやトラブルに
関して警察署に相談した
ことが分かる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H28.3.22 部分開示
第２号
第４号

208 H28.3.8

特定年頃から特定年月頃
までの間，特定人からの
つきまといやトラブルに
関して警察署に相談した
ことが分かる文書

本人 県民安全対策課

1 恋愛感情等のもつれに
起因する暴力的事案速報
票
2 相談補助用紙
3 補助用紙
4 電話用紙

H28.3.22 部分開示
第２号
第４号
第６号

209 H28.3.8

請求者が特定人から暴力
を受けたりしたことで特
定年月日警察署に相談し
たことのわかる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H28.3.14 部分開示 第４号

210 H28.3.8

請求者が特定人から暴力
を受けたりしたことで特
定年月日警察署に相談し
たことのわかる文書

本人 県民安全対策課 写真 H28.3.14 全部開示 　

211 H28.3.8

請求者が特定人から暴力
を受けたりしたことで特
定年月日警察署に相談し
たことのわかる文書

本人 県民安全対策課

1 恋愛感情等のもつれに
起因する暴力的事案速報
票
2 ストーカー・ＤＶ等へ
の対応について

H28.3.14 部分開示
第２号
第４号
第６号

212 H28.3.15

請求者が特定年月日に警
察署に特定人の行方不明
について相談した事がわ
かる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H28.3.25 部分開示
第２号
第４号

213 H28.3.16
特定年月日，特定場所で
の交通事故の警察通報

本人 交通指導課
１１０番受理データの写
し

H28.3.30 部分開示
第２号
第４号
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214 H28.3.17

特定年月に，請求者が特
定人からのDV被害につい
て警察に相談したことが
分かる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H28.3.28 部分開示
第２号
第４号

215 H28.3.17

特定年月に，請求者が特
定人からのDV被害につい
て警察に相談したことが
分かる文書

本人 県民安全対策課

1 配偶者からの暴力相談
等対応票
2 恋愛感情等のもつれに
起因する暴力的事案速報
票
3 ストーカー・ＤＶ等へ
の対応について

H28.3.28 部分開示
第２号
第４号
第６号

216 H28.3.24

特定年月に請求者が特定
人からＤＶ被害を受けた
ことを警察署に相談した
ことが分かる文書

本人 県民相談課 相談受理票 H28.4.6 部分開示 第４号

217 H28.3.24

特定年月に請求者が特定
人からＤＶ被害を受けた
ことを警察署に相談した
ことが分かる文書

本人 県民安全対策課
ストーカー・ＤＶ等への
対応について

H28.4.6 全部開示

218 H28.3.24

特定年月に請求者が特定
人からＤＶ被害を受けた
ことを警察署に相談した
ことが分かる文書

本人 県民安全対策課

1 配偶者からの暴力相談
等対応票
2 恋愛感情等のもつれに
起因する暴力的事案速報
票

H28.4.6 部分開示
第２号
第４号
第６号

219 H28.3.25
特定店舗が営業許可に関
して提出した証明書，承
諾書

本人 生活安全企画課 証明書，承諾書 H28.4.7 全部開示

220 H28.3.25
特定店舗が営業許可に関
して提出した証明書，承
諾書

本人 生活安全企画課 証明書，承諾書 H28.4.7 全部開示

221 H28.3.25
特定店舗が営業許可に関
して提出した証明書，承
諾書

本人 生活安全企画課 証明書，承諾書 H28.4.7 全部開示

222 H28.3.25
特定店舗が営業許可に関
して提出した証明書，承
諾書

遺族 生活安全企画課 証明書，承諾書 H28.4.7 全部開示

223 H28.3.29

請求者が特定年頃から息
子に係るトラブルの件に
ついて相談したことがわ
かる文書

本人 県民相談課 相談・苦情受理票 H28.4.7 部分開示 第４号

224 H28.3.30

特定期間頃に請求者が特
定人からのＤＶの件で警
察署の警察官が臨場して
作成した文書

本人 県民相談課 相談受理票 H28.4.11 部分開示
第２号
第４号

225 H28.3.30

特定期間頃に請求者が特
定人からのＤＶの件で警
察署の警察官が臨場して
作成した文書

本人 県民安全対策課
配偶者からの暴力等相談
対応票，電話用紙

H28.4.11 部分開示
第２号
第４号
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(6)口頭による開示請求の件数及び内訳

口頭により開示請求 請求受付及び 請求

を受け付けた期間 開示場所 件数

第87回警察官B採用試験第１次試験
試験結果の種目別得点、総合得点
及び総合順位

平成27年4月1日
警察本部警務課
（警察情報センター）

0

平成27年度宮城県森林インストラク
ター養成講座受講者選考

第一次選考評点，第二次選考評点
及び総合評点による順位

平成27年4月10日～
平成27年5月28日

環境生活部自然保護課 1

宮城県立病院機構職員（言語聴覚士）
採用試験

得点及び順位
平成27年4月30日～
平成27年6月1日

宮城県立病院機構本部
事務局

0

警備員指導教育責任者講習修了考査 修了考査の得点
平成27年6月11日～
平成27年6月12日

社団法人宮城県警備業
協会

36

宮城県立病院機構職員（看護師）第1回
目採用試験

得点及び順位
平成27年7月2日～
平成27年8月3日

宮城県立病院機構本部
事務局

5

警備員指導教育責任者講習修了考査 修了考査の得点
平成27年7月9日～
平成27年7月10日

社団法人宮城県警備業
協会

35

第66回宮城県職員採用試験（大学卒業
程度）第１次試験

試験種目別の得点，総合得点及び
総合順位（第１次試験不合格者）

平成27年7月9日～
平成27年8月10日

人事委員会事務局職員
課

29

平成27年度宮城県職員採用選考考査第
１次考査

考査種目別の得点，総合得点及び
総合順位（第１次考査不適格者）

平成27年7月9日～
平成27年8月10日

人事委員会事務局職員
課

0

宮城県立病院機構職員（薬剤師）採用
試験

得点及び順位
平成27年7月16日～
平成27年8月17日

宮城県立病院機構本部
事務局

0

第88回警察官Ａ採用試験第１次試験
試験結果の種目別得点、総合得点
及び総合順位

平成27年7月22日～
平成27年7月31日

警察本部警務課
（警察情報センター）

1

平成27年度宮城県任期付職員採用選考
考査第１次考査

考査種目別の得点及び総合順位
（第1次考査不適格者）

平成27年7月23日～
平成27年8月24日

人事委員会事務局職員
課

0

平成27年度サイバー捜査官採用選考考
査第1次考査

考査種目別の得点、総合得点及び
総合順位

平成27年8月3日～
平成27年8月21日

警察本部警務課
（警察情報センター）

3

第88回警察官Ａ採用試験第１次試験
試験結果の種目別得点、総合得点
及び総合順位

平成27年8月3日～
平成27年8月21日

警察本部警務課
（警察情報センター）

1

公立大学法人宮城大学職員採用試験
（第１次）

第１次試験の得点及び順位(第一
次試験不合格者)

平成27年8月5日～
平成27年8月28日

宮城大学 2

宮城県立病院機構職員（事務（大学卒
業程度））採用試験

得点及び順位

平成27年8月7日～
平成28年9月7日及び
平成27年9月10日～
平成27年10月13日

宮城県立病院機構本部
事務局

3

平成27年度狩猟免許試験
知識経験の総得点，適性試験の合
否及び技能試験の総得点

平成27年8月11日～
平成27年9月10日、
平成27年9月8日～
平成27年10月7日及び
平成27年9月24日～
平成27年10月23日

環境生活部自然保護課
及び
管轄の地方振興事務所

20

公立大学法人宮城大学職員採用試験
（第２次）

総合得点(第一次試験と第二次試
験の合計得点)，及び順位(第二次
試験不合格者)

平成27年8月19日～
平成27年8月28日

宮城大学 6

平成27年度製菓衛生師試験 総合得点及び科目別得点
平成27年8月19日～
平成27年9月18日

環境生活部食と暮らし
の安全推進課

1

第66回宮城県職員採用試験（大学卒業
程度）第２次試験

試験科目別の得点，総合得点及び
総合順位（第２次試験受験者）

平成27年8月21日～
平成27年9月24日

人事委員会事務局職員
課

107

平成27年度宮城県職員採用選考考査第
２次考査

試験科目別の得点，総合得点及び
総合順位（第２次試験受験者）

平成27年8月21日～
平成27年9月24日

人事委員会事務局職員
課

5

公立大学法人宮城大学職員採用試験
（第３次）

総合得点(第一次試験から第三次
試験の合計得点)，及び順位(第三
次試験不合格者)

平成27年8月27日～
平成27年9月11日

宮城大学 1

第88回警察官Ａ採用試験第２次試験
試験種目別の得点、総合得点及び
総合順位

平成27年8月28日～
平成27年8月31日

警察本部警務課
（警察情報センター）

6

平成27年度早期3級技能検定試験
学科試験の得点及び実技試験の得
点

平成27年8月28日～
平成27年9月28日

経済商工観光部
産業人材対策課

27

家畜人工授精講習会修業試験（平成27
年度）

総合得点・科目別得点
平成27年8月28日～
平成27年9月28日

農林水産部畜産課 0

第88回警察官Ａ採用試験第２次試験
試験種目別の得点、総合得点及び
総合順位

平成27年9月1日～
平成27年9月28日

警察本部警務課
（警察情報センター）

35

宮城県立病院機構職員（看護師）第2回
目採用試験

得点及び順位
平成27年9月3日～
平成27年10月5日

宮城県立病院機構本部
事務局

0

平成27年度毒物劇物取扱者試験 総合得点及び科目別得点
平成27年9月4日～
平成27年10月2日

保健福祉部薬務課 6

宮城県任期付職員採用選考考査第２次
考査

考査種目別の得点，総合得点及び
総合順位（第２次考査者 受考
者）

平成27年9月4日～
平成27年10月5日

人事委員会事務局職員
課

1

警備員指導教育責任者講習修了考査 修了考査の得点 平成27年9月9日
社団法人宮城県警備業
協会

32

試験等の名称 開示する内容
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口頭により開示請求 請求受付及び 請求

を受け付けた期間 開示場所 件数
試験等の名称 開示する内容

宮城大学編入学者選抜試験
総合得点，科目別得点及び総合得
点による順位

平成27年9月25日～
平成27年10月26日及び
平成27年10月29日～
平成27年11月30日

宮城大学 2

宮城大学大学院入学者一般選抜試験
総合得点，科目別得点及び総合得
点による順位

平成27年9月25日～
平成27年10月26日及び
平成28年2月19日～
平成28年3月18日

宮城大学 0

宮城大学大学院入学者特別選抜試験
（推薦入学）

総合得点，科目別得点及び総合得
点による順位

平成27年9月25日～
平成27年10月26日

宮城大学 1

宮城大学大学院入学者特別選抜試験
（社会人，外国人留学生）

総合得点，科目別得点

平成27年9月25日～
平成27年10月26日及び
平成28年2月19日～
平成28年3月18日

宮城大学 0

平成27年度宮城県登録販売者試験 総合得点及び科目別得点
平成27年9月28日～
平成27年10月27日

保健福祉部薬務課 22

平成27年度職業訓練指導員試験 学科試験の得点
平成27年9月28日～
平成27年10月27日

経済商工観光部
産業人材対策課

2

調理師試験 総得点及び科目別得点
平成27年9月29日～
平成27年10月30日

保健福祉部健康推進課
及び保健福祉事務所

37

第89回警察官Ｂ採用試験第１次試験
試験種目別の得点、総合得点及び
総合順位

平成27年10月1日～
平成27年10月30日

警察本部警務課
（警察情報センター）

4

平成27年度前期技能検定試験
学科試験の得点及び実技試験の得
点

平成27年10月2日～
平成27年11月2日

経済商工観光部
産業人材対策課

91

警備員指導教育責任者講習修了考査 修了考査の得点 平成27年10月8日
社団法人宮城県警備業
協会

29

宮城県職員採用試験（大学卒業程度・
民間企業等職務経験者）第１次試験

試験種目別の得点，総合得点及び
総合順位（第１次試験不合格者）

平成27年10月8日～
平成27年11月9日

人事委員会事務局職員
課

1

第66回宮城県職員採用試験（短期大学
卒業程度）第１次試験

試験種目別の得点，総合得点及び
総合順位（第１次試験不合格者）

平成27年10月8日～
平成27年11月9日

人事委員会事務局職員
課

4

第73回宮城県職員採用試験（高等学校
卒業程度）第１次試験

試験種目別の得点，総合得点及び
総合順位（第１次試験不合格者）

平成27年10月8日～
平成27年11月9日

人事委員会事務局職員
課

3

平成27年度宮城県職員採用選考考査第
１次考査

考査種目別の得点，総合得点及び
総合順位（第１次考査不適格者）

平成27年10月8日～
平成27年11月9日

人事委員会事務局職員
課

0

平成28年度宮城県農業大学校推薦入校
試験

学力検査の総合得点及び教科別得
点

平成27年10月9日～
平成27年11月9日

宮城県農業大学校 0

第44回採石業務管理者試験 総合得点及び科目別得点
平成27年10月23日～
平成27年11月19日

経済商工観光部産業立
地推進課

3

機械警備業務管理者講習修了考査 修了考査の得点 平成27年10月23日
社団法人宮城県警備業
協会

7

宮城大学AO（アドミッションオフィ
ス）入学者選抜試験

総合得点，選考次別得点
平成27年10月29日～
平成27年11月30日

宮城大学 0

宮城県立病院機構職員（事務（社会人
経験者））採用試験

得点及び順位
平成27年11月6日～
平成27年12月7日

宮城県立病院機構本部
事務局

1

宮城大学大学院入学者一般選抜試験
総合得点，科目別得点及び総合得
点による順位

平成27年11月6日～
平成27年12月7日

宮城大学 1

任期付職員(法務専門職)採用選考考査 順位及び得点
平成27年11月10日～
平成27年12月9日

人事課 0

平成27年度砂利採取業務主任者試験
試験結果(法令問題得点並びに技
術問題得点及び総合得点)

平成27年11月18日～
平成27年12月18日

経済商工観光部産業立
地推進課

0

宮城県職員採用試験（大学卒業程度・
民間企業等職務経験者）第２次試験

試験種目別の得点，総合得点及び
総合順位（第２次試験受験者）

平成27年11月20日～
平成27年12月21日

人事委員会事務局職員
課

3

第66回宮城県職員採用試験（短期大学
卒業程度）第２次試験

試験種目別の得点，総合得点及び
総合順位（第２次試験受験者）

平成27年11月20日～
平成27年12月21日

人事委員会事務局職員
課

19

第73回宮城県職員採用試験（高等学校
卒業程度）第２次試験

試験種目別の得点，総合得点及び
総合順位（第２次試験受験者）

平成27年11月20日～
平成27年12月21日

人事委員会事務局職員
課

21

平成27年度宮城県職員採用選考考査第
２次考査

考査種目別の得点，総合得点及び
総合順位（第２次考査受考者）

平成27年11月20日～
平成27年21月21日

人事委員会事務局職員
課

0

第89回警察官Ｂ採用試験第１次試験
試験種目別の得点、総合得点及び
総合順位

平成27年11月20日～
平成27年11月30日

警察本部警務課
（警察情報センター）

23

第89回警察官Ｂ採用試験第２次試験
試験種目別の得点、総合得点及び
総合順位

平成27年12月1日～
平成27年12月21日

警察本部警務課
（警察情報センター）

21

宮城大学入学者特別選抜試験（推薦入
学）

総合得点，科目別得点及び総合得
点による順位

平成27年12月3日～
平成28年1月4日

宮城大学 63

宮城大学入学者特別選抜試験（帰国子
女）

総合得点，科目別得点
平成27年12月3日～
平成28年1月4日

宮城大学 0

平成27年度クリーニング師試験
科目別得点及び総合得点（実技試
験を含む）

平成27年12月8日～
平成28年1月7日

環境生活部食と暮らし
の安全推進課

4

平成28年度宮城県農業大学校前期一般
入校試験

学力検査の総合得点及び教科別得
点

平成27年12月18日～
平成28年1月18日

宮城県農業大学校 0
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口頭により開示請求 請求受付及び 請求

を受け付けた期間 開示場所 件数
試験等の名称 開示する内容

高等技術専門校入学選考試験
普通課程一般入学選考試験(一次選考)

学力考査の総合得点及び科目別得
点

平成27年12月21日～
平成28年1月20日

各高等技術専門校 0

宮城障害者職業能力開発校入校選考試
験（平成28年度普通課程入校選考試験
(第一次)）

学力考査の総合得点及び科目別得
点

平成27年12月21日～
平成28年1月20日

障害者職業能力開発校 1

平成27年度宮城県職員採用選考考査
（身体障害者対象）第１次考査

考査種目別の得点，総合得点及び
総合順位（第１次考査不合格者）

平成27年12月22日～
平成28年1月21日

人事委員会事務局職員
課

1

平成27年度宮城県任期付職員(一般事
務)採用試験第1次試験

試験種目別の得点，総合得点及び
総合順位(第1次試験不合格者)

平成27年12月24日～
平成28年1月25日

人事委員会事務局職員
課

6

宮城大学入学者特別選抜試験（社会
人・外国人留学生）

総合得点，科目別得点及び総合得
点による順位

平成27年12月25日～
平成28年1月25日及び
平成28年1月14日～
平成28年2月15日

宮城大学 0

第88回警察官Ａ採用試験第１次試験
試験種目別の得点、総合得点及び
総合順位

平成28年1月4日～
平成28年1月29日

警察本部警務課
（警察情報センター）

1

平成28年度県立中学校入学者選抜適性
検査

総合問題の得点，作文の得点及び
検査点合計

平成28年1月16日～
平成28年2月16日

各県立中学校 246

平成27年度宮城県職員採用選考考査
（身体障害者対象）第２次考査

考査種目別の得点，総合得点及び
総合順位（第２次考査受考者）

平成28年1月20日～
平成28年2月19日

人事委員会事務局職員
課

1

宮城県高等看護学校入学試験 総合得点及び科目別得点
平成28年1月21日～
平成28年2月20日

宮城県高等看護学校 7

平成28年度宮城県立特別支援学校
高等部・専攻科入学者選考

学力検査の受検者本人の教科別得
点

平成28年1月22日～
平成28年2月22日、
平成28年2月2日～
平成28年3月1日及び
平成28年3月17日～
平成28年4月18日

各県立特別支援学校 45

宮城県立病院機構職員（精神保健福祉
士・臨床心理士）採用試験

得点及び順位
平成28年1月28日～
平成28年2月29日

宮城県立病院機構本部
事務局

0

平成27年度宮城県任期付職員(一般事
務)採用試験第2次試験

試験種目別の得点，総合得点及び
総合順位(第1次試験不合格者)

平成28年2月12日～
平成28年3月14日

人事委員会事務局職員
課

24

警備員指導教育責任者講習における修
了考査

修了考査の得点
平成28年2月18日～
平成28年2月19日

社団法人宮城県警備業
協会

18

宮城大学大学院入学者特別選抜試験
（社会人，外国人留学生）

総合得点，科目別得点
平成28年2月19日～
平成28年3月18日

宮城大学 0

平成27年度宮城県農薬管理指導士認定
試験（宮城県農薬管理指導士）

得点
平成28年2月19日～
平成28年3月18日

農園園芸環境課 0

平成28年度宮城県農業大学校後期一般
入校試験

学力検査の総合得点及び教科別得
点

平成28年2月19日～
平成28年3月19日

宮城県農業大学校 0

高等技術専門校入学選考試験
普通課程一般入学選考試験(二次選考)

学力考査の総合得点及び科目別得
点

平成28年2月25日～
平成28年3月24日

各高等技術専門校 1

宮城障害者職業能力開発校入校選考試
験（平成28年度普通課程入校選考試験
(第二次)）

学力考査の総合得点及び科目別得
点

平成28年2月25日～
平成28年3月24日

障害者職業能力開発校 0

第89回警察官Ｂ採用試験第1次試験
試験種目別の得点、総合得点及び
総合順位

平成28年3月1日～
平成28年3月31日

警察本部警務課
（警察情報センター）

1

宮城大学入学者一般選抜試験
総合得点，科目別得点及び総合得
点による順位

平成28年3月7日～
平成28年4月6日及び
平成28年3月22日～
平成28年4月21日

宮城大学 124

平成27年度後期技能検定試験
学科試験の得点及び実技試験の得
点

平成28年3月11日～
平成28年4月11日

経済商工観光部
産業人材対策課

59

平成27年度宮城県准看護師試験 総得点
平成28年3月14日～
平成28年4月14日

保健福祉部医療整備課 26

平成28年度県立高等学校入学者選抜前
期選抜

学力検査の教科別得点及び学校独
自検査の種目別得点

平成28年3月17日～
平成28年4月18日

各県立高等学校 3,602

平成28年度県立高等学校入学者選抜後
期選抜

学力検査の教科別得点
平成28年3月17日～
平成28年4月18日

各県立高等学校 6,319

平成28年度県立高等学校入学者選抜社
会人特別選抜

学力検査の教科別得点及び学校独
自検査の種目別得点

平成28年3月17日～
平成28年4月18日

各県立高等学校 0

平成28年度県立高等学校入学者選抜連
携型入試

学力検査検査点及び学校独自検査
(面接)点

平成28年3月17日～
平成28年4月18日

宮城県志津川高等学校 21

高等技術専門校入学選考試験
普通課程一般入学選考試験(三次選考)

学力考査の総合得点及び科目別得
点

平成28年3月24日～
平成28年4月25日

各高等技術専門校 0

宮城障害者職業能力開発校入校選考試
験（平成28年度普通課程入校選考試験
(第三次)）

学力考査の総合得点及び科目別得
点

平成28年3月24日～
平成28年4月23日

障害者職業能力開発校 0

平成28年度県立高等学校入学者選抜第
二次募集学力検査

学力検査の教科別得点
各県立高等学校が合格
発表を行った日の翌日
から１月間

各県立高等学校 53
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口頭により開示請求 請求受付及び 請求

を受け付けた期間 開示場所 件数
試験等の名称 開示する内容

運転免許申請（受験申
請）を行った場所
・県運転免許センター

・石巻運転免許センター

・古川運転免許センター

・仙南運転免許センター

・気仙沼警察署

計 43,997

32,716運転免許試験（学科試験，技能試験）

学科試験の得点及び技能試験の得
点（ただし，運転技能試験の中止
項目に該当して途中で試験を中止
した場合は中止判定要素となった
項目）

合格発表の日から１月
間
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２ 不服申立ての状況 

(1) 不服申立て件数 

 

26年度 

からの 

継続分 

27年度

の不服 

申立て 

計 

処   理   状   況 

決 定 （ 裁 決 ） 

取下げ 審理中 
却 下 棄 却 

一 部 

認 容 
認 容 

異 議 

申立て 
15 1 16 1 0 2 0 1 12 

審 査 

請 求 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

計 15 1 16 1 0 2 0 1 12 

（Ｈ９～27年度累計）    93 6 34 17 3 21 12 

 

(2) 不服申立ての件名等（審査会に諮問されたもの） 

諮問番号 不服申立て年月日 件       名 決定，裁決 

乙 １ 平成10年１月６日 
児童記録に記載されている個人情報の部分開示

決定に対する異議申立て 

平成11年6月22日 

一部認容 

乙 ２ 平成10年３月９日 
児童記録に記載されている個人情報の部分開示

決定に対する異議申立て 

平成11年９月24日 

一部認容 

乙 ３ 平成12年８月31日 
建築士事務所立入検査結果の個人情報の部分開

示決定に対する異議申立て 

平成13年８月３日 

一部認容 

乙 ４ 平成13年９月６日 

請求者に関して第三者から提出された要望書等

に記載された個人情報の部分開示決定に対する

異議申立て 

平成14年９月４日 

一部認容 

乙 ５ 平成14年５月１日 
請求者に関する事情調査記録部分開示決定に対

する異議申立て 

平成15年６月４日 

一部認容 

乙 ６ 平成14年６月14日 
請求者に関する入校選考総合判定表等部分開示

決定に対する異議申立て 

平成15年１月27日 

一部認容 

乙 ７ 平成14年９月２日 
請求者に関する「医療なんでも相談記録票」部

分開示決定に対する異議申立て 

平成15年４月18日 

認容 

乙 ８ 平成17年７月16日 
職員会議録に記載されている個人情報の不存在

決定に対する異議申立て 

平成 20年１月 21日 

原処分取消し 

乙 ９ 平成17年７月16日 

○○高校教頭が作成し，校長や県教委に提出し

た文書に記載されている個人情報の不存在決定

に対する異議申立て 

諮問後， 

乙８に併合 

乙 １０ 平成17年７月16日 

教育長が教育委員の○○に行った助言内容が分

かる文書等に記載されている個人情報の不存在

決定に対する異議申立て 

平成 18年 11月 13日 

棄却 

乙 １１ 平成17年７月16日 

県教委にも提出した○○と同じ診断書等に記載

されている個人情報の不存在決定に対する異議

申立て 

平成 18年 11月 13日 

棄却 
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諮問番号 不服申立て年月日 件       名 決定，裁決 

乙 １２ 平成17年７月16日 

○○と明記されている○○研修に係る要綱文書

に記載されている個人情報の不存在決定に対す

る異議申立て 

平成 18年 11月 13日 

棄却 

乙 １３ 平成17年７月16日 

病休を申し出て許可承認された記録と添付診断

書に記載された個人情報の不存在決定に対する

異議申立て 

平成 18年 11月 13日 

棄却 

乙 １４ 平成17年７月16日 

請求者が○○職員に○○を受け○○を負った

が，その○○が○○，○○，さらには他理由に

よる○○とする証明文書の不存在決定に対する

異議申立て 

平成 18年 11月 13日 

棄却 

乙 １５ 平成17年７月16日 

平成○，○，○年度の県教委と県顧問弁護士の

法律相談記録に記載された請求者に関する個人

情報不存在決定に対する異議申立て 

平成 18年 11月 13日 

棄却 

乙 １６ 平成17年７月16日 
請求者に関する県教委の○○があった記録の不

存在決定に対する異議申立て 

平成 18年 11月 13日 

棄却 

乙 １７ 平成17年12月26日 

１．平成○年度の○○研修員の請求者の研修状

況の評価に関わる文書 

２．判定会の判定に関わる文書 

３．研修状況の努力や姿勢が記録され・指導評

価に使う文書 

以上の文書に記載されている個人情報の部分開

示決定に対する異議申立て 

平 成 19年 10月 5日 

認容 

乙 １８ 平成18年４月８日 

当時の社教班長○○が，○○市○○になり県

教委の指導力不足教員研修審議の協力委員に

なって，発言した全ての文書に記載されてい

る個人情報の不存在決定に対する異議申立て 

平成 18年 11月 13日 

棄却 

乙 １９ 平成18年４月８日 

請求者の情報で，新しい教員のあり方に関す

る調査研究会議第１回第１分科会の内容，資

料に記載されている個人情報の不存在決定に

対する異議申立て 

平成 18年 11月 13日 

棄却 

乙 ２０ 平成18年４月14日 
長期特別研修報告書に記載されている個人情

報の部分開示決定に対する異議申立て 

平 成 19年 10月 5日 

一部認容 

乙 ２１ 平成18年４月14日 
弁護士相談記録に記載されている個人情報の

部分開示決定に対する異議申立て 

平成 19年３月７日 

棄却 

乙 ２２ 平成18年４月３日 

平成○年○月○日に○○へ行った際，警察官

が臨場し，事情を説明したときの状況が分か

る書類に記載されている個人情報の部分開示

決定に対する審査請求 

平成 19年６月 20日 

一部認容 

乙 ２３ 平成18年５月８日 

○○校長が○月○日に確かに請求者事実であ

ると判断した証拠証言に記載されている個人

情報の不存在決定に対する異議申立て 

平 成 19年 10月 5日 

棄却 

乙 ２４ 平成18年５月８日 

○○校長報告書の根拠が○○証言の場合に

は,記録が確かである証拠，また年休了解を

行った記録に記載されている個人情報の不存

在決定に対する異議申立て 

平 成 19年 10月 5日 

棄却 
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諮問番号 不服申立て年月日 件       名 決定，裁決 

乙 ２５ 平成18年５月８日 

○○研修○月○日～○日の間に請求者がここ

にいること，○○との発言が事実である証拠

証言に記載されている個人情報の不存在決定

に対する異議申立て 

平 成 19年 10月 5日 

棄却 

乙 ２６ 平成18年５月８日 

請求者の年休が○月○日以前に監督校長が即

日承認した証拠文書，承認の事実に反して未

承認とした欠席簿に記載されている個人情報

の不存在決定に対する異議申立て 

平成 20年３月 24日 

棄却 

乙 ２７ 平成18年５月８日 

○年○日年休，○日病休をいつ誰が承認した

のか分かる文書，欠勤であれば欠勤認定の期

日と責任者氏名の分かる文書，不許可の欠席

簿公文書に記載されている個人情報の不存在

決定に対する異議申立て 

平成 19年 12月 10日 

棄却 

乙 ２８ 平成18年５月８日 

○第○号の記録が請求者事実であると判断し

た証拠証言等に記載されている個人情報の不

存在決定に対する異議申立て 

平成 19年 12月 10日 

棄却 

乙 ２９ 平成18年５月８日 

診断書期限が切れている場合に虚偽理由であ

るとして○○した行為が正当であるとする証

拠に記載されている個人情報の不存在決定に

対する異議申立て 

平成 19年 12月 10日 

棄却 

乙 ３０ 平成18年５月８日 

○第○号記録が請求者事実であると判断した

証拠証言，○日の打ち合わせで発言を求めた

記録が確かであるとする○○教頭の目撃証

言，休みを取る理由が相手によって違うとす

る証拠に記載されている個人情報の不存在決

定に対する異議申立て 

平成 19年 12月 10日 

棄却 

乙 ３１ 平成18年５月８日 

○第○号の記録が請求者事実であると判断し

た証拠証言で○○と言った証拠証言に記載さ

れている個人情報の不存在決定に対する異議

申立て 

平成 19年３月 24日 

棄却 

乙 ３２ 平成18年５月８日 
礼状原本に記載されている個人情報の不存在

決定に対する異議申立て 

平成 20年８月５日 

取下げ 

乙 ３３ 平成18年５月８日 

○第○号の記録総合所見で，研修命令通知の

際の自己主張の証拠に記載されている個人情

報の不存在決定に対する異議申立て 

平成 19年３月 24日 

棄却 

乙 ３４ 平成18年５月８日 

研修配慮を義務付けた研修要綱に記載されて

いる個人情報の不存在決定に対する異議申立

て 

平成 19年３月 24日 

棄却 

乙 ３５ 平成18年５月８日 

○○校長の意見書にあるテレビ局職員に対す

る発言の証拠に記載されている個人情報の不

存在決定に対する異議申立て 

平成 20年８月５日 

取下げ 

乙 ３６ 平成18年５月８日 
懲戒処分理由の証拠証言に記載されている個

人情報の不存在決定に対する異議申立て 

平成 19年３月 24日 

棄却 
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諮問番号 不服申立て年月日 件       名 決定，裁決 

乙 ３７ 平成18年５月８日 

○○校長，○○教委，県教委が○○研修に送

る以前に事実確認を行った証拠に記載されて

いる個人情報の不存在決定に対する異議申立

て 

平成 20年８月５日 

取下げ 

乙 ３８ 平成18年５月18日 

事故報告書が稟議にかけられた日が分かる文

書に記載されている個人情報の不存在決定に

対する異議申立て 

平成 20年８月５日 

取下げ 

乙 ３９ 平成18年５月８日 

○○校長の意見書にある虚偽の申し出による

病休の証拠，診断書があるのに自己都合とし

て○○を行わせた証拠に記載されている個人

情報の不存在決定に対する異議申立て 

平成 20年８月５日 

取下げ 

乙 ４０ 平成18年５月11日 

弁護士記録と監督校長承認の違いが分かる書

類等に記載されている個人情報の不存在決定

に対する異議申立て 

平成 20年８月５日 

取下げ 

乙 ４１ 平成18年５月11日 

診断書期限が切れている場合に虚偽理由であ

るとして○○した行為が正当であるとする証

拠等に記載されている個人情報の不存在決定

に対する異議申立て 

平成 20年８月５日 

取下げ 

乙 ４２ 平成18年５月11日 

病休承認が服務規律違反となる証拠に記載さ

れている個人情報の不存在決定に対する異議

申立て 

平成 20年８月５日 

取下げ 

乙 ４３ 平成18年５月11日 

即日承認されたのに校長の了解なしに研修放

棄したと認定できる証拠に記載されている個

人情報の不存在決定に対する異議申立て 

平成 20年８月５日 

取下げ 

乙 ４４ 平成18年５月11日 

長特研検討結果の事実認定証拠に記載されて

いる個人情報の不存在決定に対する異議申立

て 

平成 20年８月５日 

取下げ 

乙 ４５ 平成18年５月11日 
○○が○○を強要した記録に記載されている

個人情報の不存在決定に対する異議申立て 

平成 20年８月５日 

取下げ 

乙 ４６ 平成18年５月15日 

懲戒処分事情聴取テープ文書を作成した職員

氏名等に記載されている個人情報の不存在決

定に対する異議申立て 

平成 20年８月５日 

取下げ 

乙 ４７ 平成17年７月16日 

○○教委あて第２期から第４期研修報告書に

記載されている個人情報の不存在決定に対す

る異議申立て 

平成 20年８月５日 

取下げ 

乙 ４８ 平成18年７月10日 

平成○年○月○日の年休が不許可となってい

る○○教委への文書に記載されている個人情

報の不存在決定に対する異議申立て 

平成 20年８月５日 

取下げ 

乙 ４９ 平成18年７月13日 

○号文書の関係機関への送付簿に記載されて

いる個人情報の不存在決定に対する異議申立

て 

平成 20年８月５日 

取下げ 

乙 ５０ 平成18年７月13日 

長特研文書一切，不適切事実調査文書に記載

されている個人情報の不存在決定に対する異

議申立て 

平成 20年８月５日 

取下げ 
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諮問番号 不服申立て年月日 件       名 決定，裁決 

乙 ５１ 平成18年９月２日 

○○町からの懲戒処分内申書の理由と非違事

実を書いた文書(添付されたもの）に記載さ

れている個人情報の不存在決定に対する異議

申立て 

平成 20年８月５日 

取下げ 

乙 ５２ 平成18年12月18日 

平成○年○月○日○頃に発生した事故処理に

関する物件事故報告書に記載されている個人

情報の部分開示決定等に対する審査請求 

平成 20年８月 27日 

一部認容 

乙 ５３ 平成19年１月８日 

請求者の長期特別研修状況報告書(１期～４

期の前期分）に記載されている個人情報の不

存在決定に対する異議申立て 

平成 20年８月５日 

取下げ 

乙 ５４ 平成20年４月24日 

平成○年○月○日に実施された，○○試験の

採点された解答用紙に記載されている個人情

報の非開示決定に対する異議申立て 

平成 21年８月 12日 

一部認容 

乙 ５５ 平成20年６月30日 

平成○年○月○日付け意見書，平成○年○月

○日付け○○に関する調査資料に記載されて

いる個人情報の部分開示決定等に対する異議

申立て 

平成 22年 2月 10日 

一部認容 

乙 ５６ 平成20年11月12日 

平成○年○月○日○頃に発生した請求者の事

故の写真及び図に記載されている個人情報の

不存在決定等に対する審査請求 

平成 22年 5月 19日 

棄却 

乙 ５７ 平成21年４月７日 

○○審査会での請求者に関する話し合いの全

内容及び○○が提出した請求者に関する報告

書に記載されている個人情報の部分開示決定

に対する異議申立て 

平成 22年 9月 15日 

一部認容 

乙 ５８ 平成21年５月27日 

平成○年○月○日付け○○の認定について及

び平成○年○月○日付け平成○年度第○回○

○審査委員会資料に記載されている個人情報

の部分開示決定に対する異議申立て 

平成 23年 1月 14日 

一部認容 

乙 ５９ 平成21年12月25日 

平成○年○月○日付け○○の所見及び平成○

年○月○日付け○○の所見に記載されている

個人情報の非開示決定に対する異議申立て 

平成 24年５月 23日

棄却 

乙 ６０ 平成23年２月14日 

第○回宮城県教育委員会定例会会議録に記載

されている個人情報の部分開示決定に対する

異議申立て 

平成 24年 10月 12日

棄却 

乙 ６１ 平成23年２月14日 

平成○年○月○日付け事実確認音声記録（被

害者）及び平成○年○月○日付け追加事実確

認音声記録（被害者）に記録されている個人

情報の非開示決定に対する異議申立て 

平成 25年４月 17日

棄却 

乙  ６２ 平成23年６月６日 
第三者の提出した始末書に記載された個人情

報の部分開示決定に対する異議申立て 

平成 26年４月 24日

棄却 

乙  ６３ 平成23年11月５日 

昇給・昇格発令内申調書（Ｈ○○．○）及び

昇給・昇格発令内申調書（Ｈ○○．○）に記

載された個人情報の部分開示決定に対する異

議申立て 

平成 25年３月 12日

一部認容 
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諮問番号 不服申立て年月日 件       名 決定，裁決 

乙  ６４ 平成24年３月12日 
請求者に対する懲戒請求書に記載された個人

情報の部分開示決定に対する異議申立て 

平成 25年９月 12日

棄却 

乙  ６５ 平成24年１月26日 
請求者の措置入院関係文書に記載された個人

情報の部分開示決定に対する異議申立て 

平 成 28年 3月 16日

一部認容 

乙 ６６ 平成24年６月11日 
公共職業訓練入学選考面接票に記載された個

人情報の部分開示決定に対する異議申立て 

平 成 25年 11月 15日

一部認容 

乙 ６７ 平成24年12月19日 
教職員の事故報告書に記載された個人情報の

部分開示決定に対する異議申立て 

平 成 27年 7月 23日

一部認容 

乙 ６８ 平成25年２月22日 
教職員の事故関係文書に記載された個人情報

の部分開示決定に対する異議申立て 
審理中 

乙 ６９ 平成25年７月27日 

児童相談所における請求者の記録が記載され

た個人情報の部分開示決定に対する異議申立

て 

平 成 27年 6月 10日

却下 

乙 ７０ 平成25年12月18日 
児童相談記録等関係文書に記載された個人情

報の部分開示決定に対する異議申立て 
審理中 

乙 ７１ 平成25年12月22日 
児童相談記録等関係文書に記載された個人情

報の不存在決定に対する異議申立て 
審理中 

乙 ７２ 平成25年12月22日 
児童相談記録等関係文書に記載された個人情

報の不存在決定に対する異議申立て 
審理中 

乙 ７３ 
平成25年12月17日 

平成25年12月18日 

児童相談記録等関係文書に記載された個人情

報の部分開示決定に対する異議申立て 
審理中 

乙 ７４ 平成25年12月22日 
児童相談記録等関係文書に記載された個人情

報の不存在決定に対する異議申立て 
審理中 

乙 ７５ 平成25年12月22日 
児童相談記録等関係文書に記載された個人情

報の不存在決定に対する異議申立て 
審理中 

乙 ７６ 平成25年12月22日 
児童相談記録等関係文書に記載された個人情

報の不存在決定に対する異議申立て 
審理中 

乙 ７７ 平成25年12月22日 
児童相談記録等関係文書に記載された個人情

報の不存在決定に対する異議申立て 
審理中 

乙 ７８ 平成25年12月13日 
児童相談記録等関係文書に記載された個人情

報の部分開示決定に対する異議申立て 
審理中 

乙 ７９ 平成25年12月17日 
児童相談記録等関係文書に記載された個人情

報の部分開示決定に対する異議申立て 
審理中 

乙 ８０ 平成25年12月17日 
児童相談記録等関係文書に記載された個人情

報の部分開示決定に対する異議申立て 
審理中 
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３ 個人情報保護審査会の開催状況 

 平成27年度は12回開催され，実施機関から諮問等のあった事案について審議を行い，制度に係る

もの（甲号）２件，不服申立てに係るもの（乙号）２件の答申がなされています。  

 

回 次 開催年月日 審 議 事 項 等 

第197回 Ｈ27.４.16 
・諮問乙第67号（教職員の事故報告書（部分開示））事案に係る審議 

・諮問乙第65号（措置入院関係文書（部分開示））事案に係る審議 

第198回 Ｈ27.５.28 
・諮問乙第67号（教職員の事故報告書（部分開示））事案に係る審議 

・諮問乙第65号（措置入院関係文書（部分開示））事案に係る審議 

第199回 Ｈ27.６.25 

◇諮問乙第67号（教職員の事故報告書（部分開示））事案に係る答申 

・諮問乙第65号（措置入院関係文書（部分開示））事案に係る審議 

・諮問乙第68号（教職員の事故関係文書（部分開示））事案に係る審議 

第200回 Ｈ27.７.29 
・諮問乙第65号（措置入院関係文書（部分開示））事案に係る審議 

・諮問乙第68号（教職員の事故関係文書（部分開示））事案に係る審議 

第201回 Ｈ27.８.25 

・諮問甲第40号（事業者が保有する個人情報の適切な取扱いに関する指針の

改正）事案に係る審議【公開】 

・諮問乙第68号（教職員の事故関係文書（部分開示））事案に係る審議 

第202回 Ｈ27.９.16 

◇諮問甲第40号（事業者が保有する個人情報の適切な取扱いに関する指針の

改正）事案に係る答申【公開】 

◇諮問乙第65号（措置入院関係文書（部分開示））事案に係る答申 

・諮問甲第37号（児童虐待情報に係る個人情報の提供の制限の例外）事案に

係る審議 

第203回 Ｈ27.10.22 

・諮問乙第68号（教職員の事故関係文書（部分開示））事案に係る審議 

・諮問甲第37号（児童虐待情報に係る個人情報の提供の制限の例外）事案に

係る審議 

・住民基本台帳ネットワークシステムにおける本人確認情報の県独自利用事

務について【公開】 

・個人情報保護条例の一部を改正する条例について【公開】 

第204回 Ｈ27.11.26 

◇諮問甲第37号（児童虐待情報に係る個人情報の提供の制限の例外）事案に

係る答申 

・諮問乙第68号（教職員の事故関係文書（部分開示））事案に係る審議 

・諮問乙第70～80号（児童相談記録等関係文書（部分開示及び不存在））事案

に係る審議 

第205回 Ｈ27.12.16 

・諮問乙第68号（教職員の事故関係文書（部分開示））事案に係る審議 

・諮問乙第70～80号（児童相談記録等関係文書（部分開示及び不存在））事案

に係る審議 

第206回 Ｈ28.１.19 ・諮問乙第68号（教職員の事故関係文書（部分開示））事案に係る審議 
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回 次 開催年月日 審 議 事 項 等 

第207回 Ｈ28.２.16 

・諮問乙第68号（教職員の事故関係文書（部分開示））事案に係る審議 

・諮問乙第70～80号（児童相談記録等関係文書（部分開示及び不存在））事案

に係る審議 

第208回 Ｈ28.３.15 

・宮城県個人情報保護審査会運営規程の改正（案）に係る審議【公開】 

・諮問乙第68号（教職員の事故関係文書（部分開示））事案に係る審議 

・諮問乙第70～80号（児童相談記録等関係文書（部分開示及び不存在））事案

に係る審議 
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（参考） 

宮城県個人情報保護審査会委員名簿（五十音順） 

 
 

（平成26年10月14日から） 

氏  名 区  分 備  考 

飯 島 淳 子 学識経験者 会長職務代理者 

 佐々木 好 志 法律家  

 中 原 茂 樹 学識経験者 
 

 細 川 美千子 個人情報の保護に造詣の深い者 
 

 松 尾  大 法律家 会長 
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