情報公開制度・個人情報保護制度
運

用

状

況

報

平成 29 年度

告

書

目

次

◎ 情報公開制度
Ⅰ 制度のあらまし ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
１ 情報公開制度の意義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
２ 情報公開条例の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
３ 情報提供施策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
Ⅱ 平成 29 年度の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
１ 情報公開制度の運用状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
(1) 請求（申出）状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
(2) 処理状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
(3) 請求（申出）者の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
(4) 不開示理由の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
(5) 審査請求及び愛知県情報公開審査会からの答申の状況・・・・・・・・・・・13
(6) 愛知県情報公開審査会の運営状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
２ 情報提供の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
(1) 県民生活課（県民相談・情報センター）の利用状況・・・・・・・・・・・・19
(2) 行政資料の登録状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
(3) 有償刊行物の頒布状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
３ 出資法人等の情報公開・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
４ 指定管理者等の情報公開・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
Ⅲ 制度運用の年度別推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
１ 請求等の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
２ 情報提供の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
３ 行政資料の登録状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
４ 情報公開制度の変遷・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
資 料
●請求内容一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
●申出内容一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・324
●審査請求の内容及び処理状況一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・340
●愛知県情報公開審査会答申書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・355
（答申第 827 号（諮問第 1278 号）
）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・355
（答申第 828 号（諮問第 1385 号）
）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・377
（答申第 829 号（諮問第 1407 号）
）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399
（答申第 830 号（諮問第 1413 号）
）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・416
（答申第 831 号（諮問第 1416 号）
）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・425
（答申第 832 号（諮問第 1428 号）
）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・431
（答申第 833 号（諮問第 1440 号）
）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・445

（答申第 834 号（諮問第 1401 号）
）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・451
（答申第 835 号（諮問第 1461 号）
）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・468
（答申第 836 号（諮問第 1495 号）
）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・484
（答申第 837 号（諮問第 1496 号）
）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・489
（答申第 838 号（諮問第 1395 号及び 1399 号））
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・495
（答申第 839 号（諮問第 1497 号）
）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・535
（答申第 840 号（諮問第 1404 号）
）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・550
（答申第 841 号（諮問第 1500 号）
）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・561
（答申第 842 号（諮問第 1514 号）
）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・574
（答申第 843 号（諮問第 1518 号）
）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・584
（答申第 844 号（諮問第 1519 号）
）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・589
（答申第 845 号（諮問第 1520 号）
）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・593
（答申第 846 号（諮問第 1521 号）
）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・597
（答申第 847 号（諮問第 1453 号）
）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・601
（答申第 848 号（諮問第 1471 号）
）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・610
（答申第 849 号（諮問第 1515 号）
）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・620
（答申第 850 号（諮問第 1501 号）
）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・633
（答申第 851 号（諮問第 1502 号）
）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・636
（答申第 852 号（諮問第 1503 号）
）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・639
（答申第 853 号（諮問第 1504 号）
）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・642
（答申第 854 号（諮問第 1505 号）
）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・646
（答申第 855 号（諮問第 1506 号）
）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・649
（答申第 856 号（諮問第 1507 号）
）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・653
（答申第 857 号（諮問第 1508 号）
）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・659
（答申第 858 号（諮問第 1509 号）
）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・662
（答申第 859 号（諮問第 1412 号）
）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・665
（答申第 860 号（諮問第 1415 号）
）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・676
（答申第 861 号（諮問第 1438 号）
）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・682
（答申第 862 号（諮問第 1517 号）
）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・713
（答申第 863 号（諮問第 1525 号）
）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・719
（答申第 864 号（諮問第 1524 号）
）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・724
（答申第 865 号（諮問第 1534 号）
）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・735
（答申第 866 号（諮問第 1535 号）
）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・740
（答申第 867 号（諮問第 1536 号）
）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・745
（答申第 868 号（諮問第 1537 号）
）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・750
（答申第 869 号（諮問第 1538 号）
）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・753
（答申第 870 号（諮問第 1526 号）
）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・757

◎ 個人情報保護制度
Ⅰ 制度のあらまし・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・769
１ 個人情報保護制度の意義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・769
２ 個人情報保護条例の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・769
Ⅱ 平成 29 年度の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・775
個人情報保護制度の運用状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・775
(1) 個人情報取扱事務の登録状況について・・・・・・・・・・・・・・・・・・775
(2) 自己情報の開示、訂正及び利用停止の請求の状況・・・・・・・・・・・・・776
(3) 審査請求及び愛知県個人情報保護審議会からの答申の状況・・・・・・・・・777
(4) 愛知県個人情報保護審議会の審議状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・778
Ⅲ 制度運用の年度別推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・781
１ 請求等の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・781
２ 個人情報保護制度の変遷・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・781
資 料
●請求内容一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・784
●審査請求の内容及び処理状況一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・823
●不服申立て事案答申の概要について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・824
第 122 号の概要について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 824
第 123 号の概要について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 829
第 124 号の概要について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 831
第 125 号の概要について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 841
第 126 号の概要について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 853
第 127 号の概要について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 862

