
 

 

愛知県情報公開審査会答申の概要 

 

答申第 1035 号（諮問第 1699 号） 

件名：法が改正されても旧法を使用している課室がわかる文書等の不開示（不存

在）決定に関する件 

 

１ 開示請求 

  平成 28 年 9 月 5 日等 

２ 原処分 

  平成 28 年 9 月 16 日等（不開示（不存在）決定） 

    愛知県知事（以下「知事」という。）は、別表の 5欄に掲げる開示請求に係

る行政文書（以下「本件請求対象文書」という。）を、愛知県情報公開条例（平

成 12 年愛知県条例第 19 号。以下「条例」という。）第 11 条第 2項（開示請求

に係る行政文書を管理していない）に該当するとして不開示とした。 

３ 審査請求 

  平成 28 年 9 月 20 日等 

  原処分の取消しを求める。 

４ 諮問 

  令和 4年 8月 22 日 

５ 答申 

令和 5年 1月 30 日 

６ 審査会の結論 

  知事が、本件請求対象文書について、不存在を理由として不開示としたこと

は妥当である。 

７ 審査会の判断 

(1) 判断に当たっての基本的考え方 

条例第 5 条に規定されているとおり、何人も行政文書の開示を請求する

権利が保障されているが、開示請求権が認められるためには、実施機関が行

政文書を管理し、当該文書が存在することが前提となる。 

当審査会は、行政文書の開示を請求する権利が不当に侵害されることの 

ないよう、実施機関及び審査請求人のそれぞれの主張から、本件請求対象文

書の存否について、以下判断するものである。 

(2) 本件審査請求について 

  本件審査請求は、特定の審査請求人から提起された 300 件の審査請求で

あるところ、審査請求の対象となっている処分がいずれも不存在を理由とし

た不開示決定であり、また、審査請求の趣旨及び理由が共通していることか

ら、実施機関において併合したものである。 
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実施機関は、審査請求の対象となっている開示請求について、その性質ご

とにまとめた上で不開示理由を整理していることから、当審査会は実施機関

の整理を踏まえて以下判断する。 

(3) 本件請求対象文書について 

行政文書開示請求書の内容を基本として、実施機関が作成した弁明書の 

内容も踏まえると、本件請求対象文書は、別表の 6欄に掲げる課室等におい

て管理する同表の 5欄に掲げる行政文書であると解される。 

(4) 本件請求対象文書の存否について 

ア 別表の 1 欄に掲げる請求 1（以下「請求 1」という。請求 2 以下も同様

とする。）から請求 104 まで 

   実施機関によれば、請求 1 から請求 104 までは、請求 1、請求 15 及び

請求 17 の「法が改正されても旧法を使用している課室がわかる文書」等、

いずれの課室等においても事務として遂行することが想定されないこと

から作成することが考えられない文書が請求されているもののほか、請求

36 の「学校防災マニュアル」のように、知事部局の課室等に対して愛知県

教育委員会が管理している文書を請求するもの、請求 39 の「障害の定義・

判断基準その手続」を県民総務課に対して請求するもの等、特定の課室等

（当時。以下「請求対象課室等」という。）において請求の内容に係る事

務を所掌していないにもかかわらず、当該請求対象課室等に対し、当該請

求の内容に係る文書を請求するものであるとのことである。 

そこで、当審査会において検討したところ、請求1から請求104までは、

いずれの課室等においても事務として遂行することが想定されないもの

又は請求対象課室等において請求の内容に係る事務を所掌していないも

のであるため、当該請求対象課室等において作成又は取得する必要がある

文書ではないという実施機関の主張は合理的であると認められることか

ら、これらの請求に係る文書を作成又は取得することはないという実施機

関の主張に、特段不自然、不合理な点は認められない。 

イ 請求 105 から請求 244 まで 

実施機関によれば、請求 107 及び請求 171 の「開示請求人との面談記

録」等は、事務を遂行する上で必要となれば請求対象課室等で作成する可

能性がある文書であるが、当該開示請求時点の請求対象課室等において必

要なかったことから作成していない文書であり、その他の請求も、請求対

象課室等が事務を遂行する上で必要のない文書を請求するものであると

のことである。 

そこで、当審査会において検討したところ、請求 105 から請求 244 まで

は、当該請求対象課室等が事務を遂行する上で必要のない文書を請求する

ものであるという実施機関の主張は合理的であると認められることから、
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これらの請求に係る文書を作成又は取得することはないという実施機関

の主張に、特段不自然、不合理な点は認められない。   

 ウ 請求 245 から請求 261 まで 

   実施機関によれば、請求 245 から請求 261 までは、請求対象課室等に 

おいて請求の内容に係る事務を所掌していない又は請求対象課室等が事

務を遂行する上で必要のない文書を請求するものであるとの理由から、請

求の内容に係る文書を作成又は取得することはないとのことである。 

そこで、当審査会において検討したところ、請求 245 から請求 261 ま 

でに係る文書を作成又は取得することはないという実施機関の主張に、特

段不自然、不合理な点は認められない。 

 エ 請求 262 及び請求 263 

   実施機関によれば、請求 262 には、財産管理課に対して、「傘袋の設置

について分かる文書」を請求するものがあるが、財産管理課が管理してい

る本庁舎、西庁舎、議事堂及び自治センターの庁舎管理運営上、傘袋の設

置をしていないため、傘袋の設置について分かる文書は存在しないとのこ

とである。 

   また、実施機関によれば、請求 263 には、男女共同参画推進課に対し 

て、平成 27 年度に課長が日本国政府へ出張した際に取得した国が作成し

た文書を請求するものがあるが、平成 27 年度に課長が出張した実績はあ

るものの、国が作成した文書は取得していないことから、当該請求対象文

書は存在しないとのことである。 

   さらに、実施機関によれば、請求 262 及び請求 263 のその他の請求は、

請求対象課室等において請求の内容に係る事務を所掌していないとの理

由から、請求の内容に係る文書を作成又は取得することはないとのことで

ある。 

   そこで、当審査会において検討したところ、請求 262 及び請求 263 に 

係る文書を作成又は取得していないとする実施機関の主張に、特段不自然、

不合理な点は認められない。 

 オ 請求 264 から請求 268 まで 

   実施機関によれば、請求 267 には、尾張福祉相談センターに対して、開

示請求書に特定の職員の個人名を記載し、平成 28 年度から開示請求日で

ある令和元年 10 月 4 日までの当該個人が作成した復命書を請求するもの

があるが、当該期間に当該個人が復命書の作成を要する出張をしていない

ことから、当該請求対象文書は存在しないとのことである。 

また、実施機関によれば、請求264から請求268までのその他の請求は、

請求対象課室等が事務を遂行する上で必要のない文書等を請求するもの

であるとの理由から、請求の内容に係る文書を作成又は取得することはな
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いとのことである。 

そこで、当審査会において検討したところ、請求 264 から請求 268 ま 

でに係る文書を作成又は取得していないとする実施機関の主張に、特段不

自然、不合理な点は認められない。 

 カ 請求 269 から請求 271 まで 

   実施機関によれば、請求 269 には、社会活動推進課に対して、平成 26

年度から平成 28 年度までの「「国際交流活動の推進」に関する事業の支出

金調書」を請求するものがあるが、当該事業は事務費のみであり、事務費

に関する支出金調書の作成は主管課である県民総務課が行うため、主務課

である社会活動推進課では作成しておらず、写しの交付も県民総務課から

受けていないことから、当該請求対象文書は存在しないとのことである。 

   また、実施機関によれば、請求 269 から請求 271 までのその他の請求

は、請求対象課室等において請求の内容に係る事務を所掌していない又は

請求対象課室等が事務を遂行する上で必要のない文書等を請求するもの

であるとの理由から、請求の内容に係る文書を作成又は取得することはな

いとのことである。 

そこで、当審査会において検討したところ、請求 269 から請求 271 ま 

でに係る文書を作成又は取得していないとする実施機関の主張に、特段不

自然、不合理な点は認められない。 

 キ 請求 272 から請求 277 まで 

   実施機関によれば、請求 272 は文化芸術課に対し、「愛知県美術館へ発

出した文書（H28 年度）」を請求するものであるが、平成 28 年度に文化芸

術課から愛知県美術館へ文書を発出した記録はないことから、当該請求対

象文書は存在しないとのことである。 

   また、実施機関によれば、請求 273 から請求 276 までは、実施機関が愛

知県情報公開審査会への諮問をした後に作成する開示理由説明書又は不

開示理由説明書を請求するものであるが、いずれも年度や案件を指定した

形で開示請求をしており、当該期間に請求対象課室等において、請求対象

文書を作成していないことから、当該請求対象文書は存在しないとのこと

である。 

さらに、実施機関によれば、請求 277 は、請求 273 から請求 275 まで 

と同じく不開示理由説明書を請求するものであり、平成 28 年 2 月 17 日付

けで人事課において作成していたが、保存期間が 3年であり、開示請求日

の令和 2 年 2 月 14 日時点では既に廃棄済であることから、当該請求対象

文書は存在しないとのことである。 

そこで、当審査会において検討したところ、請求 272 から請求 277 ま 

では、請求されている文書を作成する場合もあるが、当該期間は作成して
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いない又は廃棄済であるとする実施機関の主張に、特段不自然、不合理な

点は認められない。 

 ク 請求 278 から請求 300 まで 

   実施機関によれば、請求 282 は、法務文書課に対して、「「愛知県史」で

使用した写真電子データ（経典を除く）」を請求するものであるが、愛知

県史で使用した電子データがあるものは別途開示決定又は条例第7条第6

号により不開示決定をしており、電子データがないものについて、不存在

を理由として不開示決定としているとしていることから、行政文書不開示

（不存在）決定通知書に記載した電子データは存在しないとのことである。 

また、実施機関によれば、請求 290 は、男女共同参画推進課に対して、

平成 27 年度及び平成 28 年度に「愛知県が作成した文書のうち、「女性に

対する暴力は犯罪である」と記載した文書」を請求するものであるが、当

該文言が記載された国の通知文があるだけであり、愛知県が作成した文書

に当該文言を記載した文書は存在しないとのことである。 

さらに、実施機関によれば、請求 292 は、文化芸術課に対して、愛知芸

術文化センター愛知県美術館が平成 26 年度に関係した企画展である「こ

れからの写真展」に関して法務文書課に提出した公表資料を請求するもの

であるが、文化芸術課から法務文書課に当該資料を提出することはないこ

とから、当該請求対象文書は存在しないとのことである。 

そして、実施機関によれば、請求 297 は、障害福祉課に対して、「審査請

求人の氏名を開示した事例」を請求するものであるが、審査請求人の氏名

を開示した事例はないことから、当該請求対象文書は存在しないとのこと

である。 

また、実施機関によれば、請求 282、請求 290、請求 292 及び請求 297 を

除いたその他の請求に係る文書は、同様に存在しないとのことである。 

そこで、当審査会において検討したところ、請求 278 から請求 300 まで 

に係る文書を作成又は取得していないとする実施機関の主張に、特段不自

然、不合理な点は認められない。 

ケ 実施機関によれば、念のため、請求対象課室等において、請求 1から請

求 300 までのそれぞれの請求の内容に係る文書を探索したが、存在しなか

ったとのことである。また、本件請求対象文書が存在することについての

審査請求人による具体的主張はなく、本件請求対象文書の存在をうかがわ

せる事情は存在しない。 

コ 以上のことから、本件請求対象文書は存在しないという実施機関の説明 

に、特段不自然、不合理な点があるとは認められない。 

(5) まとめ 

以上により、「６ 審査会の結論」のとおり判断する。 

-5-



　別表

１　請求 ２　審査請求年月日 ３　不開示決定 ４　開示請求日 ５　行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項 ６　担当課等

1 平成28年9月20日
平成28年9月16日付
け28広報第97号

平成28年9月5日
政策企画局各課に対する開示請求
・法が改正されても旧法を使用している課室がわかる文書
・上記のことについて県民総務課から入手した文書

政策企画局広
報広聴課

2 平成28年9月20日
平成28年9月16日付
け28広報第98号

平成28年9月5日
政策企画局各課に対する開示請求
・県の職員が県民の動行を調査し盗聴していることがわかる文書
・上記のことについて県民総務課から入手した文書

政策企画局広
報広聴課

3 平成29年3月24日
平成29年3月15日付
け28広報第242号

平成29年3月1日
広報広聴課に対する開示請求
・復命書（発達障害者支援法上の発達障害者が作成したもの　直近から1件）

政策企画局広
報広聴課

4 平成29年4月3日
平成29年3月10日付
け28広報第238号

平成29年2月24日
広報広聴課に対する開示請求
・復命書（発達障害者支援法上の発達障害者のもの）

政策企画局広
報広聴課

5 平成29年5月9日
平成29年5月8日付
け29広報第42号

平成29年4月26日
広報広聴課に対する開示請求　直近年度
精神障害の説明をICD-10でしたもの

政策企画局広
報広聴課

6 平成29年6月29日
平成29年6月27日付
け29広報第84-1号

平成29年6月13日
広報広聴課に対する開示請求
愛知県情報公開審査会答申第782号
肖像権の定義が記載されている文書

政策企画局広
報広聴課

7 平成29年6月29日
平成29年6月27日付
け29広報第84-3号

平成29年6月13日
広報広聴課に対する開示請求
発達障害者支援法上の発達障害児の定義、判定手続き
（愛知県教育委員会が使用しているもの）

政策企画局広
報広聴課

8 平成29年7月3日
平成29年6月29日付
け29広報第89号

平成29年6月21日
広報広聴課に対する開示請求
復命書（知的障害者のもの　1件）

政策企画局広
報広聴課

9 平成29年7月24日
平成29年7月21日付
け29広報第106-2号

平成29年7月7日

広報広聴課に対する開示請求
H27年度　H28年度
栄典に関する法律および手続き
栄典に関係する愛知県が行う事務の内容がわかる文書

政策企画局広
報広聴課

10 平成29年12月6日
平成29年12月4日付
け29広報第183-4号

平成29年7月28日
広報広聴課に対する開示請求
・名古屋地方検察庁が行う事務の内容がわかる文書
・犯罪の予防を目的とする名古屋地方検察庁の具体的な活動がわかる文書

政策企画局広
報広聴課

11 平成29年12月6日
平成29年12月4日付
け29広報第183-5号

平成29年7月28日
広報広聴課に対する開示請求
・ICD-10 F1 の「精神作用物質使用による精神および行動の障害」の判定手続が記載
されている文書（現在使用しているもの）

政策企画局広
報広聴課

12 平成29年12月6日
平成29年12月4日付
け29広報第183-6号

平成29年7月28日
広報広聴課に対する開示請求
・犯罪の予防をすることを目的とする活動を規定する法文及びその活動実績がわかる
文書（刑法解釈・運用基準を含む）

政策企画局広
報広聴課

13 平成30年4月5日
平成30年3月20日付
け29広報第268-4号

平成29年7月28日
広報広聴課に対する開示請求　H28年度　H29年度
・愛知県精神保健福祉センターから入手した文書

政策企画局広
報広聴課

14 平成30年4月5日
平成30年3月22日付
け29広報第273-2号

平成29年7月28日

広報広聴課に対する開示請求
・第20回アジア競技大会に関して決定した内容がわかる文書
・上記大会に関する予算内訳がわかる文書
・上記大会の準備のために支出した内容、項目がわかる文書（支出金調書等を含む）

政策企画局広
報広聴課

15 平成28年9月20日
平成28年9月16日付
け28企第110号

平成28年9月5日
政策企画局各課に対する開示請求
・法が改正されても旧法を使用している課室がわかる文書
・上記のことについて県民総務課から入手した文書

政策企画局企
画課

16 平成28年9月20日
平成28年9月16日付
け28企第111号

平成28年9月5日
政策企画局各課に対する開示請求
・県の職員が県民の動行を調査し盗聴していることがわかる文書
・上記のことについて県民総務課から入手した文書

政策企画局企
画課

17 平成28年9月23日
平成28年9月16日付
け28政調第16-1号

平成28年9月5日
政策企画局各課に対する開示請求
・法が改正されても旧法を使用している課室がわかる文書
・上記のことについて県民総務課から入手した文書

政策企画局政
策調整課

18 平成28年9月23日
平成28年9月16日付
け28政調第16-2号

平成28年9月5日
政策企画局各課に対する開示請求
・県の職員が県民の動行を調査し盗聴していることがわかる文書
・上記のことについて県民総務課から入手した文書

政策企画局政
策調整課
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19 令和元年7月26日
令和元年7月23日付
け31法文第550号

令和元年7月9日

法務文書課に対する開示請求
・言語機能障害の部位がわかる文書及びICD-10による記述
・身体障害認定に係る文書で使用されている知的障害の定義
・知的障害が言語機能障害の部位に与える機能の不全の内容がわかる文書
・知的障害の診断に関係する手引
・知的障害における医学診断の役割が記載されている文書
・知的障害における病歴記載例
・知的障害の原因
・知的障害の原因の推定と分類
・知的障害の治療、療育の方針助言
・知的障害の診断に係る生理学検査の種類、その意
・知的障害の生化学的検査の種類と意義
・臨床病理学的検査の手引

総務部法務文
書課

20 令和元年8月6日
令和元年8月2日付
け31法文第595号

令和元年7月19日

法務文書課に対する開示請求
・Aが障害福祉課に情報提供した文書に関する開示請求（乙第7号証の3）
・組織として内容を確認したことがわかる文書
　H27.8.21の対応記録　ほか
・更生相談所事務マニュアルに記載の内容について作成した文書
・職員研修に使用した文書（更生相談所マニュアルの部分のみ）
・指導記録（様式のみ）

総務部法務文
書課

21 令和元年8月16日
令和元年8月5日付
け31法文第585号

令和元年7月23日
法務文書課に対する開示請求
・別紙1、別紙2に記載の開示請求書
・市町村審査会資料

総務部法務文
書課

22 令和元年10月23日
令和元年10月16日
付け31法文第919号

令和元年10月2日

法務文書課に対する開示請求
・職務の定義
・職務遂行の定義
・勤務時間の内容がわかる文書
（厚生労働省が定義したもの）

総務部法務文
書課

23 令和元年8月6日
令和元年8月2日付
け31人第224号

令和元年7月19日

人事課に対する開示請求
Aが障害福祉課に情報提供した文書に関する開示請求（乙第7号証の3）
・組織として内容を確認したことがわかる文書
　H27.8.21の対応記録　ほか
・更生相談所事務マニュアルに記載の内容について作成した文書
・職員研修に使用した文書（更生相談所マニュアルの部分のみ）
・指導記録（様式のみ）

人事局人事課

24 令和元年8月16日
令和元年8月13日付
け31人第247-1号

令和元年7月30日

人事課に対する開示請求
平成29年度～現在まで
障害者の人権侵害をする者（医師に限る）がわかる文書
障害者の幸福追求権を否定する医師の行動、価値感信条が記載されている文書

人事局人事課

25 令和元年8月16日
令和元年8月9日付
け31人第235号

令和元年7月26日

人事課に対する開示請求
障害福祉課が使用する「知的障害者の障害の程度の判定基準」に関する開示請求
・知的障害者の障害の程度の判定基準に記載の知的障害（者）の定義（1960年　ほか）
・1960年の知的障害者の障害の程度の判定基準　ほか

人事局人事課

26 令和元年8月16日
令和元年8月9日付
け31人第234号

令和元年7月26日
人事課に対する開示請求
精神薄弱者判定要領（厚生省作成のもの）

人事局人事課

27 令和元年8月16日
令和元年8月6日付
け31人第232号

令和元年7月23日
人事課に対する開示請求
・別紙1、別紙2に記載の開示請求書
・市町村審査会資料

人事局人事課

28 令和元年9月10日
令和元年8月30日付
け31人第296号

令和元年8月16日
人事課に対する開示請求
現在の障害福祉課職員の研修参加記録（人権に関するもの）

人事局人事課

29 令和元年10月16日
令和元年10月11日
付け31人第368号

令和元年9月27日

人事課に対する開示請求
・ひぼう中傷した者の氏名がわかる文書
・ひぼう中傷された者の氏名がわかる文書
・ひぼう中傷の定義判断基準（県民総務課が情報公開の協議等で使用するもの）

人事局人事課

30 令和2年3月18日
令和2年2月28日付
け31人第618-1号

令和2年2月14日
人事課監察室に対する開示請求
開示決定をする期限が令和12（2030）年1月31日となる理由がわかる文書

人事局人事課

31 令和元年8月29日
令和元年8月26日付
け31研第221号

令和元年8月16日
自治研修所に対する開示請求
身体障害者はひぼう中傷すると記載のある又はそれに類する文書

自治研修所研
修課

32 令和元年5月7日
平成31年4月23日付
け31県安第66号

平成31年4月9日
防災局に対する開示請求
防災計画書（特別支援学校に係る計画）
防災計画書（災害弱者に対する市町村との連携がわかる文書）

防災安全局県
民安全課
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33 平成29年9月1日
平成29年8月23日付
け29地安第167号

平成29年8月17日

地域安全課に対する開示請求
・警察庁が作成した「人権に配意した警察活動のための手引」
・教養旬報
（現在管理しているもの）

県民生活部地
域安全課

34 平成28年5月19日
平成28年5月12日付
け28県総第59号

平成28年4月28日

県民総務課情報グループに対する開示請求
学校教育法施行令が改正されても、なお改正前の学校教育法施行令が記載されてい
る「障害児就学指導の手引き」を使用していることに対する情報グループの見解が記載
されている文書

県民生活部県
民総務課

35 平成30年7月4日
平成30年6月15日付
け30県総第91号

平成30年6月4日

県民総務課に対する開示請求
E市の自殺「人権侵害」の文書
（県弁護士会が作成したもの）
別紙新聞に記載のもの

県民文化部県
民総務課

36 平成30年10月29日
平成30年10月12日
付け30県総第188-3
号

平成29年3月22日、
同月24日及び同年4
月4日

県民総務課（情報グループを除く）に対する開示請求
・請求内容を評価した者の氏名がわかる文書　ほか
・学校防災マニュアル
・学校保健安全法及び関係する法令（直近のもの）
・別紙新聞記事に関する文書一式
・答申第647号の審議に係る次の文書
　行政文書開示請求書　ほか

県民文化部県
民総務課

37 平成30年7月13日
平成30年7月10日付
け30県総第120-2号

平成29年2月17日、
同月20日、同月24
日、同月27日及び
同年3月1日

県民総務課（情報グループは除く）に対する開示請求
・答申第679号の関係する開示請求書のうち文書特定ができると判断した行政文書名
がわかる文書　ほか

県民文化部県
民総務課

38 平成30年12月3日
平成30年11月28日
付け30県総第217-3
号

平成29年11月30日

県民総務課（総務・人事グループ）に対する開示請求
・春日台養護学校が作成した平成24年11月30日付24春養第1164号　行政文書不開示
決定通知書
・IQ検査による統計的な知的障害者（IQ70以下）のある者の割合と実際の知的障害の
ある者との差の理由がわかる文書
・ICD-10の診断名がわかる文書（精神障害者の手帳の申請に使用する医師の診断書
に記載が必要なもの）
・発達障害者支援センター設置に係る協議文書（直近年度のもの）（採択されたもの）
・法律上のICD-10の名称がわかる文書
・ICD-10によるF2,F3,F4の人の診断手続、生活能力の評価、及び福祉サービスの必要
性が記載されている文書
・学習障害のICD-10コードがわかる文書
・精神障害を有する児童・生徒の定義、判定手続、がわかる文書（最新）
・文部科学省が使用する障害（児）の定義がわかる文書（最新もの）
・知的障害（者）の定義、判定手続がわかる文書（最新もの）
・文部科学省との協議文書（特別支援教育に関するもの）（平成29年度分）
・全体的に発達がゆっくりな人が「知的障害」と説明した文書（最新のもの）
・「発達がゆっくりな人」の概念がわかる文書（最新のもの）

県民文化部県
民総務課

39 令和元年7月2日
令和元年6月4日付
け31県総第61号

令和元年5月21日

県民総務課に対する開示請求
別紙1
1障害の定義・判断基準その手続　ほか
別紙2
1障害の医学診断　ほか
別紙3
1障害の社会診断　ほか
別紙4
1障害の心理診断　ほか

県民生活部県
民総務課

40 令和元年8月16日
令和元年8月13日付
け31県総第140-1号

令和元年7月30日
県民総務課に対する開示請求
・障害者の人権侵害をする者（医師に限る）がわかる文書
・障害者の幸福追求権を否定する医師の行動、価値感信条が記載されている文書

県民生活部県
民総務課

41 令和元年9月10日
令和元年8月30日付
け31県総第158号

令和元年8月16日
県民総務課に対する開示請求
1970年～現在まで
各年度におけるひぼう中傷の定義判断手続き事例

県民生活部県
民総務課

42 令和元年10月16日
令和元年10月11日
付け31県総第206号

令和元年9月27日

県民総務課に対する開示請求
・ひぼう中傷した者の氏名がわかる文書
・ひぼう中傷された者の氏名がわかる文書
・ひぼう中傷の定義判断基準（県民総務課が情報公開の協議等で使用するもの）

県民生活部県
民総務課

43 令和元年10月23日
令和元年10月16日
付け31県総第198号

令和元年10月2日

県民総務課に対する開示請求
・職務の定義
・職務遂行の定義
・勤務時間の内容がわかる文書
（厚生労働省が定義したもの）

県民生活部県
民総務課

44 平成28年5月19日
平成28年5月13日付
け28男女第55号

平成28年3月31日

男女共同参画推進課に対する開示請求
・国の障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針及び各省庁の対応要領
・愛知県教育委員会が使用している学校教育法、学校教育法施行令
H21年度～H27年度

県民生活部男
女共同参画推
進課
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45 平成28年5月23日
平成28年5月20日付
け28男女第60-2号

平成28年4月7日
男女共同参画推進課に対する開示請求
現在管理しているものの内、障害者に対する施策の担当課室ごとの実績が記載されて
いる文書

県民生活部男
女共同参画推
進課

46 平成28年5月23日
平成28年5月20日付
け28男女第61号

平成28年4月8日
男女共同参画推進課に対する開示請求
少年特異事案報告及びその報告から作成した文書

県民生活部男
女共同参画推
進課

47 平成28年5月23日
平成28年5月20日付
け28男女第62号

平成28年4月8日
男女共同参画推進課に対する開示請求
現在管理しているもの
児童虐待に係る文書（男女別に記載されたもの）

県民生活部男
女共同参画推
進課

48 平成28年6月10日
平成28年6月6日付
け28男女第77号

平成28年5月23日
男女共同参画推進課に対する開示請求
愛知県副知事等が直接愛知県の女性職員の各種休暇の取得状況・勤務状況を把握し
た文書

県民生活部男
女共同参画推
進課

49 平成28年6月10日
平成28年6月8日付
け28男女第84号

平成28年5月25日

男女共同参画推進課に対する開示請求
H27年度　H28年度
1 教員によるわいせつ事件に関する文書一式
2 復命書（学校訪問の分のみ）
3 教員による人権侵害事件が記載されている文書
4 わいせつ事件を起こした教員に対する研修指導の内容が記載されている文書

県民生活部男
女共同参画推
進課

50 平成28年6月16日
平成28年6月10日付
け28男女第90号

平成28年4月28日
男女共同参画推進課に対する開示請求
発達障害の定義の有無に関して厚生労働省、文部科学省、愛知県障害福祉課、愛知
県教育委員会の見解が記載されている文書

県民生活部男
女共同参画推
進課

51 平成28年6月16日
平成28年6月10日付
け28男女第91号

平成28年4月28日
男女共同参画推進課に対する開示請求
発達障害者支援法上の発達障害児に対する愛知労働局がいかなる就労支援をしてい
るかがわかる文書

県民生活部男
女共同参画推
進課

52 平成28年6月16日
平成28年6月10日付
け28男女第92-2号

平成28年5月27日
男女共同参画推進課に対する開示請求
わいせつ教員に対する処分の内容がわかる文書

県民生活部男
女共同参画推
進課

53 平成28年6月20日
平成28年6月17日付
け28男女100号

平成28年5月6日
男女共同参画推進課に対する開示請求
防災訓練における障害者対応に係る実績が記載されている文書（愛知県が所有する建
物の分のみ）

県民生活部男
女共同参画推
進課

54 平成28年6月27日
平成28年6月24日付
け28男女第104号

平成28年6月10日
男女共同参画推進課に対する開示請求
現在管理しているもの
わいせつ教員の数が記載されている文書

県民生活部男
女共同参画推
進課

55 平成28年6月27日
平成28年6月24日付
け28男女第105号

平成28年6月10日
男女共同参画推進課に対する開示請求
H27年度～H28年度
わいせつ教員の被害者に対する支援施策とその実施状況が記載されている文書

県民生活部男
女共同参画推
進課

56 平成28年6月27日
平成28年6月24日付
け28男女第106号

平成28年6月10日
男女共同参画推進課に対する開示請求
H27年度～H28年度
わいせつ教員の被害者になった場合の被害者の権利について記載した文書

県民生活部男
女共同参画推
進課

57 平成28年6月27日
平成28年6月24日付
け28男女第107号

平成28年6月10日

男女共同参画推進課に対する開示請求
H27年度～H28年度
内閣府から入手した文書
（市町村に配布したもののうち、DVに関する手引）

県民生活部男
女共同参画推
進課

58 平成28年8月1日
平成28年7月4日付
け28男女第122号

平成28年6月20日
男女共同参画推進課に対する開示請求
人身取引行動計画

県民生活部男
女共同参画推
進課

59 平成28年8月5日
平成28年8月3日付
け28男女第156号

平成28年6月20日
H27年度、H28年度
女性の活躍促進監の復命書、女性の活躍促進監が会議、研修会で入手した文書の
内、教員のわいせつ行為の被害にあった児童の心のケアに関する文書

県民生活部男
女共同参画推
進課

60 平成28年8月17日
平成28年8月12日付
け28男女第161号

平成28年8月1日
男女共同参画推進課に対する開示請求
刑事訴訟法の運用・解釈
（公務員の告発義務に関する部分）

県民生活部男
女共同参画推
進課

61 平成29年6月16日
平成29年6月12日付
け29男女第74-2号

平成29年5月29日
男女共同参画推進課に対する開示請求
H28年度　H29年度
復命書（行政機関が設置した保育室に関するもの）

県民生活部男
女共同参画推
進課

62 平成29年5月26日
平成29年5月23日付
け29文芸第74号

平成29年5月15日
文化芸術課に対する開示請求
1愛知県美術館が展示したわいせつ物に関する文書一式
2再発防止に係る文書一式

県民生活部文
化芸術課

63 平成29年7月10日
平成29年7月7日付
け29文芸第121-2号

平成29年5月26日

文化芸術課に対する開示請求
・わいせつ物を撮影した写真データ（プリントしたものも含む）
・愛知県警察職員の発言が記載されている文書（わいせつ物の展示に関するもの）
・「わいせつ作品」に関する文書一式（これからの写真に展示されたもの）
・愛知県警察がわいせつ物と判断した写真、写真家に関する文書一式
・愛知県警察がわいせつと判断した写真、写真家に関する文書一式
・世間のモラルの観点から写真を評価する方法、その実績が記載されている文書
・愛知県警察により、愛知県美術館の表現の自由が侵害された事例が記載されている
文書

県民生活部文
化芸術課
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64 平成30年5月22日
平成30年5月1日付
け30文芸第57-1号

平成30年4月19日
文化芸術課に対する開示請求
H29年度
レコード、フィルムに係る支出金調書（愛知県図書館分）

県民文化部文
化芸術課

65 平成30年6月14日
平成30年6月12日付
け30文芸第114-2号

平成30年5月30日

文化芸術課に対する開示請求
現在管理しているもの
・美術品の支出金調書（オークションで入手したもの）
・美術品販売会社との美術品の価格に関する協議文書
・美術品を購入した会社への購入価格公表に関する照会文書及び回答文書

県民文化部文
化芸術課

66 平成30年7月13日
平成30年7月9日付
け30文芸第148号

平成30年3月1日

文化芸術課に対する開示請求
・社会教育法　その運用解釈が記載されている文書（愛知県図書館に関する文書）
・図書館職員の図書館資料について十分な知識を持つためになした研修、出張の入
手・発表した文書（現在管理しているもの）
・視覚による表現の認識に障害のある障害名がわかる文書
・閲覧制限申立書（現在管理しているもの）

県民文化部文
化芸術課

67 平成30年12月3日
平成30年11月28日
付け30芸文図第153
号

平成30年11月14日
愛知県図書館に対する請求
「芸術」「美術」の定義判定手続が記載されている文書（愛知県美術館が使用しているも
の）

愛知芸術文化
センター愛知
県図書館総務
課

68 平成28年5月23日
平成28年5月20日付
け28芸文管第24-4
号

平成28年4月8日
愛知県美術館に対する開示請求
わいせつ物の定義が記載されている文書

愛知芸術文化
センター管理
部管理課

69 平成28年5月23日
平成28年5月20日付
け28芸文管第24-5
号

平成28年4月8日
愛知県美術館に対する開示請求
事件の送致に関する文書
（愛知県警察が作成したもの）

愛知芸術文化
センター管理
部管理課

70 平成28年5月23日
平成28年5月20日付
け28芸文管第24-6
号

平成28年4月8日
愛知県美術館に対する開示請求
愛知県警察が作成した「捜査の指針」及び引用した文書

愛知芸術文化
センター管理
部管理課

71 平成28年5月23日
平成28年5月20日付
け28芸文管第24-7
号

平成28年4月8日
愛知県美術館に対する開示請求
愛知県警察の捜査権の内容が記載されている文書

愛知芸術文化
センター管理
部管理課

72 平成28年5月23日
平成28年5月20日付
け28芸文管第24-8
号

平成28年4月8日
愛知県美術館に対する開示請求
愛知県警察がわいせつ物と判断した文書

愛知芸術文化
センター管理
部管理課

73 平成30年7月13日
平成30年7月9日付
け30健福第270号

平成30年6月26日

監査指導室に対する開示請求
・「避妊教育」の必要性について記載した文書、その意義・目的について記載した文書
・性教育の必要性について記載した文書
・性教育の意義・目的について記載した文書
・知的障害（者）の定義、判定手続きが記載されている文書
・知的障害者の臨床記述手続きが記載されている文書
・学習障害（者）の定義・判定手続きが記載されている文書
・復命書（発達障害者支援法上の発達障害者のもの、直近から1件）
・ICD-10コード・診断名がわかる文書（発達障害の分）

健康福祉部健
康福祉総務課
監査指導室

74 平成30年11月28日
平成30年11月26日
付け30健福第642-2
号

平成30年11月12日

健康福祉総務課に対する開示請求
・障害者の行動特性が記載されている文書
・身体障害者の行動特性が記載されている文書
・知的障害（者）の定義が記載されている文書
・知的障害（者）の定義（厚生労働省が作成したもの）
・身体障害者手帳申請に係る答申
・発達障害（者）の定義（判断規準、日常生活、社会生活に制限を受ける判定手続を含
む）
・春日台特別支援学校で使用している発達障害（者）の定義が記載されている文書（日
常生活、社会生活に制限を受ける判定手続を含む）
・現在使用しているICD-10のコードと診断名がわかる文書
・身体障害認定に係る法文・通知の全部

健康福祉部健
康福祉総務課

75 平成30年12月19日
平成30年12月17日
付け30健福第691号

平成30年12月3日
健康福祉総務課に対する開示請求
障害者に対する人権侵害関係文書（別紙に記載の文書）

健康福祉部健
康福祉総務課

76 平成29年9月15日
平成29年9月8日付
け29障福第1222-1
号

平成29年7月27日

障害福祉課に対する開示請求
「平成28年6月21日、23日　障害のある人の理解と支援～発達障害を中心に～」のテキ
ストに記載の内容に関する開示請求
・発達障害者支援法上の発達障害者の障害特性が記載されている文書（春日台特別
支援学校が作成したもの）

健康福祉部障
害福祉課

77 令和元年9月10日
令和元年8月29日付
け31障福第1223号

令和元年8月16日
障害福祉課に対する開示請求
1970年～現在まで
各年度におけるひぼう中傷の定義判断手続き事例

福祉部障害福
祉課

78 令和元年9月10日
令和元年8月29日付
け31障福第1224号

令和元年8月16日
障害福祉課に対する開示請求
ひぼう中傷に関する厚生労働省との通話記録

福祉部障害福
祉課
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79 令和元年11月12日
令和元年11月6日付
け31障福第1584号

令和元年10月25日
障害福祉課に対する開示請求
行政文書の定義・判断基準
（各実施機関、年度ごと）

福祉部障害福
祉課

80 平成30年7月4日
平成30年6月18日付
け30障福第683号

平成30年6月4日 E市の自殺「人権侵害」の文書（県弁護士会が作成したもの　別紙新聞に記載のもの）

健康福祉部障
害福祉課ここ
ろの健康推進
室

81 平成30年12月19日
平成30年12月4日付
け30障福第1980号

平成30年11月20日 「きちがい」の用語の意味と使用例が記載されている文書

健康福祉部障
害福祉課ここ
ろの健康推進
室

82 令和元年10月16日
令和元年10月11日
付け31尾福第1443
号

令和元年9月27日

ひぼう中傷した者の氏名がわかる文書
ひぼう中傷された者の氏名がわかる文書
ひぼう中傷の定義　判断基準
（県民総務課が情報公開の協議等で使用するもの）

尾張福祉相談
センター障害
者相談課

83 平成30年6月14日
平成30年6月11日付
け30高福第442号

平成30年5月28日
高齢福祉課に対する開示請求
ICD-10に基づく認知症の種類とその対応方法、判断基準が記載されている文書

健康福祉部高
齢福祉課

84 平成30年11月20日
平成30年11月16日
付け30高福第859-3
号

平成30年11月2日

高齢福祉課に対する開示請求
・ICD-10コード診断名（高齢福祉課が使用しているもの）
・県民総務課が使用している知的障害の定義
・県民総務課が使用している知的障害者の定義
・県民総務課が使用している発達障害者の定義　判定手続き
・障害の定義（高齢福祉課が使用しているもの）
・要介護度の基礎となったモデル事業の文書

健康福祉部高
齢福祉課

85 令和元年9月10日
令和元年8月30日付
け31女相第7号

令和元年8月16日 1970年～現在まで　各年度におけるひぼう中傷の定義判断手続き事例
女性相談セン
ター相談・支
援課

86 令和元年7月2日
令和元年6月26日付
け31児第917号

令和元年6月14日

別紙1から別紙3のとおり
別紙1　知的障害者の障害の程度の判定基準に記載の用語に関する開示請求
○日常生活の定義、内容、評価（年令ごと）　ほか
別紙2　Lさん作成の資料に関する開示請求
1発達障害の定義、判断基準　ほか
別紙3　検討中に関する開示請求
○知的障害の定義および障害認定の基準に関する研究
○現在時点での検討のために使用された文書、知的障害に関する定義、認定案
○知的障害の認定における医学診断、社会診断、心理診断の様式、項目、評価、実施
状況

福祉局児童家
庭課

87 令和元年7月2日
令和元年6月26日付
け31児第914号

令和元年6月13日

○優生保護法上の知的障害の定義判断基準
○優生保護法上の知的障害のある者の定義判断基準
○優生保護法上の知的障害者の定義判断基準
○優生保護法上の知的障害の医学診断
○優生保護法上の知的障害の心理診断
○優生保護法上の知的障害の社会診断

福祉局児童家
庭課

88 令和元年8月16日
令和元年8月5日付
け31児第1047号

令和元年7月23日 市町村審査会資料
福祉局児童家
庭課

89 令和2年1月24日
令和元年12月23日
付け31児第1418号

令和元年6月13日
・知的障害者福祉法（1960年～現在）
・療育手帳（制度）に関する文書（1973年～現在）

福祉局児童家
庭課

90 平成30年6月14日
平成30年6月11日付
け30尾福第1135号

平成30年5月28日

尾張福祉相談センターに対する開示請求
「精神薄弱者判定要領」と「知的障害（精神薄弱）児・者の障害認定の基準と入所判定
に関する総合研究」を前提とし、直接関係性のある
医学診断手続きが記載されている文書
社会診断手続きが記載されている文書
心理診断手続きが記載されている文書

尾張福祉相談
センター企画・
児童指導課

91 平成28年8月15日
平成28年8月12日付
け28子支第542-2号

平成28年8月1日

子育て支援課に対する開示請求
H27年度、H28年度
知的障害（児）の定義が記載されている文書
自閉症（児）の定義が記載されている文書
発達障害（児）の定義が記載されている文書
学習障害（児）の定義が記載されている文書

健康福祉部子
育て支援課

92 平成28年9月13日
平成28年8月26日付
け28子支第578-2号

平成28年8月15日

子育て支援課に対する開示請求
H27年度　H28年度
発達障害者の定義が記載されている文書
（愛知県教育委員会が使用しているもの）

健康福祉部子
育て支援課

93 令和2年3月18日
令和2年2月27日付
け31子支第2096-2
号

令和2年2月14日
子育て支援課に対する開示請求
・発達障害（児）の定義判断基準　発達障害児・者に対する支援状況のわかる文書

福祉局子育て
支援課
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94 平成29年12月17日
平成29年12月14日
付け29医福第538-3
号

平成29年11月30日

医療福祉計画課に対する開示請求
H28年度　H29年度
・発達障害（者）の定義が記載されている文書（判定手続を含む）
・知的障害（者）の定義が記載されている文書
・発達障害のある児童生徒が存在しない市の状況がわかる文書

健康福祉部医
療福祉計画課

95 平成30年1月10日
平成29年12月28日
付け29医福第547号

平成29年12月18日

医療福祉計画課に対する開示請求
・IQ検査による統計的な知的障害者（IQ70以下）のある者の割合と実際の知的障害の
ある者との差の理由がわかる文書
・ICD-10の診断名がわかる文書（精神障害者の手帳の申請に使用する医師の診断書
に記載が可能なもの）
・発達障害者支援センター設置に係る協議文書（直近年度のもの）（採択されたもの）
・法律上のICD-10の名称がわかる文書
・ICD-10によるF2、F3、F4の人の診断手続、生活能力の評価、及び福祉サービスの必
要性が記載されている文書
・学習障害のICD-10コードがわかる文書
・精神障害を有する児童・生徒の定義、判定手続、がわかる文書（最新）
・文部科学省が使用する障害（児）の定義がわかる文書（最新のもの）
・知的障害（者）の定義、判定手続がわかる文書（最新のもの）
・文部科学省との協議文書（特別支援教育に関するもの）（平成29年度分）
・全体的に発達がゆっくりな人が「知的障害」と説明した文書（最新のもの）
・「発達がゆっくりな人」の概念がわかる文書（最新のもの）

健康福祉部医
療福祉計画課

96 令和元年8月16日
令和元年8月13日付
け31医務第1216号

令和元年7月30日
こころの健康推進室に対する開示請求
・障害者の人権侵害をする者（医師に限る）がわかる文書
・障害者の幸福追求権を否定する医師の行動、価値観、信条が記載されている文書

健康医務部医
務課こころの
健康推進室

97 平成28年8月5日
平成28年8月3日付
け28産科技第338号

平成28年7月21日

産業労働部産業科学技術課に対する開示請求
愛知労働局において発達障害者支援法上の発達障害者に対して就労支援の実績がな
い理由が記載されている文書
愛知県教育委員会が発達障害者支援法上の発達障害児に対して教育的支援をしてい
ることが記載されている文書

産業労働部産
業科学技術課

98 平成28年8月8日
平成28年8月3日付
け28産振第579号

平成28年7月21日

産業労働部産業振興課に対する開示請求
愛知労働局において発達障害者支援法上の発達障害者に対して就労支援の実績がな
い理由が記載されている文書
愛知県教育委員会が発達障害者支援法上の発達障害児に対して教育的支援をしてい
ることが記載されている文書

産業労働部産
業振興課

99 平成28年8月8日
平成28年8月4日付
け28人材第288号

平成28年7月21日

産業労働部労政局産業人材育成課に対する開示請求
愛知労働局において発達障害者支援法上の発達障害者に対して就労支援の実績がな
い理由が記載されている文書
愛知県教育委員会が発達障害者支援法上の発達障害児に対して教育的支援をしてい
ることが記載されている文書

産業労働部労
政局産業人材
育成課

100 平成28年8月8日
平成28年8月3日付
け28産通第173号

平成28年7月21日

産業労働部産業立地通商課に対する開示請求
愛知労働局において発達障害者支援法上の発達障害者に対して就労支援の実績がな
い理由が記載されている文書
愛知県教育委員会が発達障害者支援法上の発達障害児に対して教育的支援をしてい
ることが記載されている文書

産業労働部産
業立地通商課

101 平成28年8月5日
平成28年8月3日付
け28産労第162号

平成28年7月21日

産業労働部産業労働政策課に対する開示請求
愛知労働局において発達障害者支援法上の発達障害者に対して就労支援の実績がな
い理由が記載されている文書
愛知県教育委員会が発達障害者支援法上の発達障害児に対して教育的支援をしてい
ることが記載されている文書

産業労働部産
業労働政策課

102 平成28年8月8日
平成28年8月3日付
け28商流第562号

平成28年7月21日

産業労働部商業流通課に対する開示請求
愛知労働局において発達障害者支援法上の発達障害者に対して就労支援の実績がな
い理由が記載されている文書
愛知県教育委員会が発達障害者支援法上の発達障害児に対して教育的支援をしてい
ることが記載されている文書

産業労働部商
業流通課

103 平成28年8月8日
平成28年8月4日付
け28中金第369号

平成28年7月21日

産業労働部中小企業金融課に対する開示請求
愛知労働局において発達障害者支援法上の発達障害者に対して就労支援の実績がな
い理由が記載されている文書
愛知県教育委員会が発達障害者支援法上の発達障害児に対して教育的支援をしてい
ることが記載されている文書

産業労働部中
小企業金融課

104 平成28年8月8日
平成28年8月4日付
け28労福第279号

平成28年7月21日

産業労働部労政局労働福祉課に対する開示請求
愛知労働局において発達障害者支援法上の発達障害者に対して就労支援の実績がな
い理由が記載されている文書
愛知県教育委員会が発達障害者支援法上の発達障害児に対して教育的支援をしてい
ることが記載されている文書

産業労働部労
政局労働福祉
課

105 平成29年7月18日
平成29年7月13日付
け29広報第98-1号

平成29年6月29日
広報広聴課に対する開示請求
パソコンに保存されている発出記録
パソコンに保存されている受信記録

政策企画局広
報広聴課
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106 平成29年7月18日
平成29年7月13日付
け29広報第98-3号

平成29年6月29日
広報広聴課に対する開示請求
パソコンホルダー内の文書の名前がわかる文書

政策企画局広
報広聴課

107 平成29年7月24日
平成29年7月21日付
け29広報第108号

平成29年7月10日
広報広聴課に対する開示請求
開示請求人との面談記録　H29年度

政策企画局広
報広聴課

108 平成29年11月24日
平成29年11月20日
付け29広報第174-4
号

平成29年7月24日

広報広聴課に対する開示請求
H27年度　H28年度　H29年度
・知事との面談記録
・副知事との面談記録
・各局長、部長との面談記録

政策企画局広
報広聴課

109 平成29年11月24日
平成29年11月20日
付け29広報第174-3
号

平成29年7月24日

広報広聴課に対する開示請求
H27年度　H28年度　H29年度
・開示請求人との電話の記録
・知事との電話の記録
・副知事との電話の記録
・各局長、部長との電話の記録

政策企画局広
報広聴課

110 平成29年12月6日
平成29年12月4日付
け29広報第183-1号

平成29年7月19日

広報広聴課に対する開示請求　H29年度
・メモの発出記録
・メモであるか否かの判断基準、その事例
・課長が行政文書ではないと判断したメモ（職員が発出したもの）

政策企画局広
報広聴課

111 平成29年12月6日
平成29年12月4日付
け29広報第183-2号

平成29年7月24日
広報広聴課に対する開示請求　H28年度　H29年度
開示請求に関して県民総務課情報グループと協議した内容が記載されている文書

政策企画局広
報広聴課

112 平成29年12月6日
平成29年12月4日付
け29広報第183-3号

平成29年7月28日

広報広聴課に対する開示請求　H28年度　H29年度
・質問通告書
・準備した答弁書
・議会、委員会での広報広聴課職員の発言記録
（広報広聴課職員が作成した文書）

政策企画局広
報広聴課

113 令和元年7月2日
令和元年6月14日付
け31法文第369号

令和元年5月31日
法務文書課に対する開示請求
・決定期間特定通知書の記載方法、記載内容のわかる文書

総務部法務文
書課

114 令和元年9月27日
令和元年9月24日付
け31法文第824号

令和元年9月10日

法務文書課に対する開示請求
・国、都道府県の答申（裁判書類の開示請求に係るもの）
・面談記録を非開示にした答申
・県民総務課との協議文書（開示請求の対応について）

総務部法務文
書課

115 令和元年10月16日
令和元年10月11日
付け31法文第913-1
号

令和元年9月27日
法務文書課に対する開示請求
障害福祉課との行政不服審査に関する協議文書

総務部法務文
書課

116 令和元年9月10日
令和元年8月30日付
け31人第295号

令和元年8月16日
人事課に対する開示請求
1970年～現在まで
各年度におけるひぼう中傷の定義判断手続き事例

人事局人事課

117 令和元年5月7日
平成31年4月23日付
け31防危第66号

平成31年4月9日
防災局に対する開示請求
防災計画書（特別支援学校に係る計画）
防災計画書（災害弱者に対する市町村との連携性がわかる文書）

防災部防災危
機管理課

118 令和元年5月7日
平成31年4月23日付
け31災対第140号

平成31年4月9日
防災局に対する開示請求
防災計画書（特別支援学校に係る計画）

防災部災害対
策課

119 令和元年5月7日
平成31年4月23日付
け31消保第401号

平成31年4月9日
防災局に対する開示請求
防災計画書（特別支援学校に係る計画）
防災計画書（災害弱者に対する市町村との連携がわかる文書）

防災部消防保
安課

120 平成28年7月22日
平成28年7月19日付
け28県総第150-1号

平成28年7月4日

県民総務課情報グループに対する開示請求
（答申第679号に関する請求）
愛知県教育委員会総務課の職員D等が閲覧室に持込んだと主張している行政文書名
がわかる文書（権利濫用裁判における乙第210号証職員Dの陳述書における主張）

県民生活部県
民総務課

121 平成28年7月22日
平成28年7月19日付
け28県総第150-2号

平成28年7月4日

県民総務課情報グループに対する開示請求
（答申第679号に関する請求）
愛知県教育委員会総務課の職員Dが閲覧にきていないと主張した行政文書名がわかる
文書（権利濫用裁判における乙第210号証職員Dの陳述書における主張）

県民生活部県
民総務課

122 平成28年8月1日
平成28年7月28日付
け28県総第158-2号

平成28年7月14日

県民総務課情報グループに対する開示請求
現在管理しているもの
個別の指導計画
（答申第768号に関する文書　県教育委員会が提出したもの）

県民生活部県
民総務課
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123 平成28年8月1日
平成28年7月28日付
け28県総第158-6号

平成28年7月14日
県民総務課情報グループに対する請求
肖像権に関する法令
（答申第768号に関して県教育委員会が提出した文書）

県民生活部県
民総務課

124 平成28年9月6日
平成28年9月2日付
け28県総第204-3号

平成28年7月20日

県民総務課情報グループに対する開示請求
答申第781号に関する開示請求
医療機関が作成した文書
保健機関が作成した文書
福祉機関が作成した文書
労働機関が作成した文書
（答申第781号に関して県教委が提出した文書）

県民生活部県
民総務課

125 平成28年9月6日
平成28年9月2日付
け28県総第204-5号

平成28年7月20日

県民総務課情報グループに対する開示請求
答申第781号に関する開示請求
障害のある児童生徒のニーズを正確に把握するための手順・方法が記載されている文
書
（答申第781号に関して県教委が提出した文書）

県民生活部県
民総務課

126 平成28年9月6日
平成28年9月2日付
け28県総第204-6号

平成28年7月20日

県民総務課情報グループに対する開示請求
答申第781号に関する開示請求
支援が必要な者の判定基準が記載されている文書
（答申第781号に関して県教委が提出した文書）

県民生活部県
民総務課

127 平成28年9月6日
平成28年9月2日付
け28県総第204-9号

平成28年7月20日

県民総務課情報グループに対する開示請求
答申第781号に関する開示請求
愛知県障害者基本計画
障害の定義（国が定義したもの）
（答申第781号に関して県教委が提出した文書）

県民生活部県
民総務課

128 平成28年9月6日
平成28年9月2日付
け28県総第204-10
号

平成28年7月20日

県民総務課情報グループに対する開示請求
知的障害の定義が記載されている文書
知的障害児の定義が記載されている文書
（答申第781号に関して県教委が提出した文書）

県民生活部県
民総務課

129 平成28年9月6日
平成28年9月2日付
け28県総第204-12
号

平成28年7月20日
県民総務課情報グループに対する開示請求
スクールカウンセラーの所見が記載されている文書
（答申第781号に関して県教委が提出した文書）

県民生活部県
民総務課

130 平成28年9月6日
平成28年9月2日付
け28県総第204-14
号

平成28年7月20日

県民総務課情報グループに対する開示請求
発達障害の定義が記載されている文書
発達障害者の定義が記載されている文書
発達障害者の判断基準が記載されている文書
（答申第781号に関して県教委が提出した文書）

県民生活部県
民総務課

131 平成28年9月6日
平成28年9月2日付
け28県総第204-15
号

平成28年7月20日

県民総務課情報グループに対する開示請求
長期の目標が記載されている文書
（答申第781号に関して県教委が提出した文書。個別の教育支援計画又は個別の指導
計画における長期目標のこと。）

県民生活部県
民総務課

132 平成28年9月6日
平成28年9月2日付
け28県総第204-16
号

平成28年7月20日
県民総務課情報グループに対する開示請求
保護者が公開されることを認めた個別の教育支援計画
（答申第768号に関して県教委が提出した文書）

県民生活部県
民総務課

133 平成28年9月6日
平成28年9月2日付
け28県総第204-17
号

平成28年7月20日

県民総務課情報グループに対する開示請求
現在管理しているもの
個人情報の持ち出し記録簿（県立学校が作成したもの）
（答申第768号及び答申第781号に関して県教委が提出した文書）

県民生活部県
民総務課

134 平成28年9月6日
平成28年9月2日付
け28県総第204-18
号

平成28年7月20日
県民総務課情報グループに対する開示請求
個別の教育支援計画（愛知県教育委員会が開示請求人に情報提供したもの）
（答申第768号及び答申第781号に関して県教委が提出した文書）

県民生活部県
民総務課

135 平成28年9月6日
平成28年9月2日付
け28県総第204-20
号

平成28年7月20日

県民総務課情報グループに対する開示請求
個人の情報のうち、住所地の公表ができると判断できるとした者の氏名がわかる文書
（県民総務課情報グループ職員に限る）
（現在管理しているもの）

県民生活部県
民総務課

136 平成28年9月6日
平成28年9月2日付
け28県総第204-21
号

平成28年7月20日

県民総務課情報グループに対する開示請求
現在管理しているもの
愛知県教育委員会教育長通知（児童生徒等の個人情報の管理の徹底に関するもの）
（平成25年12月6日付けの県教育長通知）
（県教委から提出されたもの）

県民生活部県
民総務課
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137 平成28年9月6日
平成28年9月2日付
け28県総第204-22
号

平成28年7月21日

県民総務課情報グループに対する開示請求
知的障害の特性が記載されている文書
ダウン症候群の特性が記載されている文書
広汎性発達障害の特性が記載されている文書
（答申第679号に関して県教委が提出した文書。）
（開示請求者が提出したものを除く）

県民生活部県
民総務課

138 平成28年9月6日
平成28年9月2日付
け28県総第204-25
号

平成28年7月21日

県民総務課情報グループに対する開示請求
県職員が開示請求人の言動を記録する権利を主張した文書
（答申第679号に関して、県民生活課職員と特別支援教育課とのやりとりが記載されて
いる文書）
（開示請求書に添付されているもの）

県民生活部県
民総務課

139 平成28年9月6日
平成28年9月2日付
け28県総第204-26
号

平成28年7月21日

県民総務課情報グループに対する開示請求
裁判における内部検討課題が記載されている文書
（答申第679号に関して県教委が提出した文書）
（教委が弁護士に相談したことが分かる文書）
（開示請求者が提出したものを除く。）

県民生活部県
民総務課

140 平成28年9月6日
平成28年9月2日付
け28県総第204-27
号

平成28年7月22日

県民総務課情報グループに対する開示請求
ICD-10コード
（答申第781号及び第782号に関して県教委が提出した文書）
（ICD-10コードの内容（F00～F99）が記載されたもの）
（開示請求者の提出したものを除く）

県民生活部県
民総務課

141 平成28年9月6日
平成28年9月2日付
け28県総第204-28
号

平成28年7月22日

県民総務課情報グループに対する開示請求
個別の教育支援計画（診断名が正しくないもの）
（答申第781号、第782号に関して県教委が提出した文書）
（開示請求者の提出したものを除く）

県民生活部県
民総務課

142 平成28年9月6日
平成28年9月2日付
け28県総第204-29
号

平成28年7月22日
県民総務課情報グループに対する開示請求
保護者が確認した個別の教育支援計画　個別の指導計画
（答申第781号、第782号に関して開示請求書に添付されているもの）

県民生活部県
民総務課

143 平成28年9月6日
平成28年9月2日付
け28県総第204-31
号

平成28年7月22日

県民総務課情報グループに対する開示請求
「生徒に障害がある」と判断する根拠が記載されている文書（国の基準）
（答申第781号に関して県教委が提出した文書）
（開示請求者の提出したものを除く）

県民生活部県
民総務課

144 平成28年9月6日
平成28年9月2日付
け28県総第204-32
号

平成28年7月26日
県民総務課情報グループに対する開示請求
答申第782号に関する開示請求
愛知県情報公開審査会に情報グループが提出した文書（文部科学省法令）

県民生活部県
民総務課

145 平成28年9月6日
平成28年9月2日付
け28県総第204-33
号

平成28年7月26日
県民総務課情報グループに対する開示請求
答申第782号に関する開示請求
時習館高等学校が作成した文書

県民生活部県
民総務課

146 平成28年9月6日
平成28年9月2日付
け28県総第204-34
号

平成28年7月26日
県民総務課情報グループに対する開示請求
答申第782号に関する開示請求
愛知県情報公開審査会に情報グループが提出した文書（発達障害（者）に関する答申）

県民生活部県
民総務課

147 平成28年9月6日
平成28年9月2日付
け28県総第204-35
号

平成28年7月26日

県民総務課情報グループに対する開示請求
答申第782号に関する開示請求
発達障害のICD-10コードが記載されている文書
（県教委が提出したもの。開示請求者の提出したものを除く。）

県民生活部県
民総務課

148 平成28年9月6日
平成28年9月2日付
け28県総第204-36
号

平成28年7月26日

県民総務課情報グループに対する開示請求
答申第782号に関する開示請求
時習館高等学校長が改正前の法律を使用して事務事業をしていることがわかる文書
（県教委が提出したもの。開示請求者の提出したものを除く。）

県民生活部県
民総務課

149 平成28年9月6日
平成28年9月2日付
け28県総第204-37
号

平成28年7月26日

県民総務課情報グループに対する開示請求
答申第782号に関する開示請求
発達障害者支援法上の発達障害児童生徒に対する医師の助言が記載されている文書
（県教委が提出したもの。開示請求者の提出したものを除く。）

県民生活部県
民総務課

150 平成28年9月6日
平成28年9月2日付
け28県総第204-38
号

平成28年7月26日

県民総務課情報グループに対する開示請求
答申第782号に関する開示請求
文部科学省が作成した発達障害者支援法上の発達障害者（児）の特徴的な言動が記
載されている文書
（県教委が提出したもの。開示請求者の提出したものを除く。）

県民生活部県
民総務課

151 平成28年9月6日
平成28年9月2日付
け28県総第204-39
号

平成28年7月26日

県民総務課情報グループに対する開示請求
答申第782号に関する開示請求
発達障害者支援法上の発達障害を有する生徒の数が記載されている文書
発達障害者の定義判断手続きが記載されている文書
（県教委が提出したもの。開示請求者の提出したものを除く）

県民生活部県
民総務課
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152 平成28年9月6日
平成28年9月2日付
け28県総第204-40
号

平成28年7月29日
県民総務課情報グループに対する開示請求
H28年度
情報公開担当者の開示請求人と閲覧日の調整に関する電話記録

県民生活部県
民総務課

153 令和元年5月27日
令和元年5月21日付
け31県総第48-1号

令和元年5月7日

県民総務課に対する開示請求
別紙不開示決定処分に係る開示請求
・補正通知に対する補正文書
・県民総務課職員と特別支援教育課職員との面談記録（権利濫用処分に関する分の
み）

県民生活部県
民総務課

154 令和元年7月2日
令和元年6月17日付
け31県総第70号

令和元年6月4日
県民総務課に対する開示請求
障害福祉課職員との面談記録（開示請求に関係する分のみ）

県民生活部県
民総務課

155 令和元年8月19日
令和元年8月15日付
け31県総第141号

令和元年8月1日
本庁各課室に対する開示請求
「ひぼう中傷」と判断する基準、手続き
（県民総務課情報グループが作成したものを含む）

県民生活部県
民総務課

156 令和元年8月19日
令和元年8月15日付
け31県総第142号

令和元年8月1日

本庁各課室に対する開示請求
「身体障害者はひぼう中傷する」と主張している尾張障害者相談センターが作成した文
書及び同じ趣旨の文書
愛知県が作成した準備書面の該当部分を添付する

県民生活部県
民総務課

157 令和元年8月19日
令和元年8月15日付
け31県総第143号

令和元年8月1日
本庁各課室に対する開示請求
ひぼう中傷する障害者（身体障害者）の事例
（尾張障害者相談センターが作成した事例を添付する）

県民生活部県
民総務課

158 令和2年3月18日
令和2年2月26日付
け31県総第368-1号

令和2年2月12日

県民総務課に対する開示請求
別紙不開示理由説明書に関する開示請求
・各課室の行政文書目録
・各課室の保存文書目録
・各課室が担当する法律、その法律に関係する事務事業
・各課室が会議、研修等で入手した文書
・答申（発達障害（者）、学習障害（者）、知的障害（者））の定義、判断基準に関するもの

県民生活部県
民総務課

159 平成30年12月27日
平成30年12月17日
付け30県総第229号

平成30年12月3日
人権推進室に対する開示請求
障害者に対する人権侵害関係文書（別紙に記載の文書）

県民文化部県
民総務課人権
推進室

160 平成28年6月10日
平成28年6月6日付
け28男女第78号

平成28年5月23日
男女共同参画推進課に対する開示請求
愛知県の女性職員のためのメンター制度及びその実施状況が記載されている文書

県民生活部男
女共同参画推
進課

161 平成28年6月10日
平成28年6月6日付
け28男女第79号

平成28年5月23日
男女共同参画推進課に対する開示請求
愛知県の女性職員が管理職となるために必要な職務の経験の内容が記載されている
文書及びその実績が記載されている文書（研修、職務機会を含む）

県民生活部男
女共同参画推
進課

162 平成28年6月10日
平成28年6月8日付
け28男女第82号

平成28年5月25日
男女共同参画推進課に対する開示請求
H27年度　H28年度
DV=児童虐待の認識を示めした文書

県民生活部男
女共同参画推
進課

163 平成28年6月10日
平成28年6月8日付
け28男女第83号

平成28年5月25日

男女共同参画推進課に対する開示請求
H27年度　H28年度
「女性職員のまとまり」ごとの把握した項目の数値がわかる文書（職種、資格、任用形
態、勤務形態）
女性職員の人事異動や頻度が記載されている文書

県民生活部男
女共同参画推
進課

164 平成28年6月16日
平成28年6月3日付
け28男女第76-2号

平成28年4月20日

男女共同参画推進課に対する開示請求
障害を有する女性の実態調査報告
障害者雇用上の課題及び配慮について記載した文書
（国が作成したものに限る）

県民生活部男
女共同参画推
進課

165 平成28年8月1日
平成28年7月6日付
け28男女第127-2号

平成28年6月22日
男女共同参画推進課に対する開示請求
2 上記法律（配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律）第二条に関
して課員が収集した文書

県民生活部男
女共同参画推
進課

166 平成29年6月16日
平成29年6月12日付
け29男女第73-3号

平成29年5月29日
男女共同参画推進課に対する開示請求
有給取得がH28年度において12日未満の者に対する指導が記録されている文書

県民生活部男
女共同参画推
進課

167 平成30年7月17日
平成30年7月11日付
け30男女第128-3号

平成30年6月27日
男女共同参画推進課に対する開示請求
子育てに係る知識技術を記載した部分（男女共同参画推進課作成したもの）

県民文化部男
女共同参画推
進課

168 平成30年7月17日
平成30年7月11日付
け30男女第127号

平成30年6月27日
男女共同参画推進課に対する開示請求
障害者である女性が出産・子育てする場合の支援の内容がわかる文書

県民文化部男
女共同参画推
進課
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169 平成28年5月24日
平成28年5月20日付
け28文芸第65-3号

平成28年4月7日

文化芸術課に対する開示請求　現在管理しているもの
・不服申立てを受けてから審査会に諮問するまでの期間がわかる文書
（文化芸術課　図書館・美術館に対する不服申立ての分のみ）
・不服申立てを受けてから裁決決定をするまでの期間がわかるもの
（文化芸術課　図書館・美術館に対する不服申立ての分のみ）
・不服申立てに対する裁決・決定等の状況がわかる文書
（文化芸術課　図書館・美術館に対する不服申立ての分のみ）

県民生活部文
化芸術課

170 平成28年6月16日
平成28年6月3日付
け28文芸第84号

平成28年5月23日

文化芸術課に対する開示請求
・H27年度　H28年度
開示請求人との協議文書
・H27年度　H28年度
愛知県美術館との開示請求に係る協議文書
・H27年度　H28年度
県民総務課情報グループとの開示請求に係る協議文書

県民生活部文
化芸術課

171 平成29年8月8日
平成29年7月27日付
け29文芸第143-1号

平成29年7月13日

文化芸術課に対する開示請求
・県民総務課情報グループとの協議記録
H26年度～H29年度
・開示請求人との面談記録
H26年度～H29年度

県民生活部文
化芸術課

172 平成30年4月5日
平成30年3月28日付
け29文芸第331号

平成29年6月21日
文化芸術課に対する開示請求
・Gさんとの面談記録

県民生活部文
化芸術課

173 平成30年6月22日
平成30年6月18日付
け30文芸第118号

平成30年6月4日

文化芸術課に対する開示請求
・オークション、画商、ギャラリー、美術品販売のカタログ
・会議　研修会で入手した文書
（美術品の価格決定の市場メカニズムに関するものの分、市場メカニズムの事例が記
載されている部分）

県民文化部文
化芸術課

174 平成30年7月13日
平成30年7月9日付
け30文芸第149-2号

平成30年6月25日
文化芸術課に対する開示請求
・美術品販売会社、個人との協議記録（美術品を購入したものの分）
・現課長が研修会、会議で入手した文書（美術品の価格に関するもの）

県民文化部文
化芸術課

175 平成30年9月26日
平成30年9月10日付
け30文芸第190号

平成30年8月27日
文化芸術課に対する開示請求
・Hより高い評価をしている写真家及びその価格がわかる文書

県民文化部文
化芸術課

176 平成31年3月12日
平成31年3月5日付
け30文芸第344号

平成31年2月21日
文化芸術課に対する開示請求
「芸術」「芸術作品」「美術」「美術品」の定義　判断基準　判定手続きが記載されている
文書

県民文化部文
化芸術課

177 令和元年8月29日
令和元年8月20日付
け31文芸第146号

令和元年8月6日

文化芸術課に対する請求
2019年国際芸術祭に係る文書一式（展示作品の展示中止に関係する文書を含む）
・芸術家、芸術作品、美術作品の定義、判断基準、評価基準、その手続き（2019年国際
芸術祭に関するもの）他の年度、他の芸術祭、展示に関するものは含まない
・出品された芸術作品の評価が記載されている文書
・作品を出品した芸術家の評価が記載されている
・芸術家の行動、発言が記載されている文書
・身体障害者の発言が記載されている文書
・身体障害者の表現の評価が記載されている文書
・警察との防犯に関する協議文書
・芸術家、芸術作品に対するひぼう中傷の文書

文化部文化芸
術課

178 平成28年5月23日
平成28年5月20日付
け28芸文管第24-3
号

平成28年4月6日
愛知県美術館に対する開示請求
芸術の定義が記載されている文書

愛知芸術文化
センター管理
部管理課

179 平成28年5月23日
平成28年5月20日付
け28芸文管第24-9
号

平成28年4月8日
愛知県美術館に対する開示請求
20世紀の前衛芸術家の氏名、作品名がわかる文書

愛知芸術文化
センター管理
部管理課

180 平成28年12月26日
平成28年12月16日
付け28障福第1736-
4号

平成28年12月2日
障害福祉課に対する開示請求
「学習障害」のICD-10コードが記載されている文書

健康福祉部障
害福祉課

181 平成29年4月3日
平成29年3月30日付
け28障福第2454-2
号

平成29年3月16日

障害福祉課に対する開示請求
平成28年度
個別に、愛知県知的障害者育成会と意見交換をしたことがわかる文書（参考として開示
請求人のケースを記載した厚生労働省が作成した文書を添付する）

健康福祉部障
害福祉課
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182 平成29年5月19日
平成29年5月16日付
け29障福第385-1号

平成29年4月3日

障害福祉課に対する開示請求
・障害者虐待に関する文書のうち人権侵害であると県が認定した事例
・障害者虐待に関する文書のうち保護者等に対する指導助言が記載されている文書
・障害者虐待に関する文書のうち施設、法人等を指導した文書
・障害者虐待に関する文書のうち障害者を措置したことがわかる文書
・障害者虐待に関する文書のうち生活障害評価が記載されている文書
・障害者虐待に関する文書のうち身体の状態に関する医師の意見が記載されている文
書
・障害者虐待に関する文書のうち日常生活能力の判定が記載されている文書
・障害者虐待に関する文書のうち情動及び行動の障害の内容、状況が記載されている
文書

健康福祉部障
害福祉課

183 平成29年9月15日
平成29年9月7日付
け29障福第1204-2
号

平成29年7月25日
障害福祉課に対する開示請求
・知的障害（ICD-10)の医学診断基準
・精神遅滞（MSM-4)の医学診断基準

健康福祉部障
害福祉課

184 平成29年9月15日
平成29年9月7日付
け29障福第1204-3
号

平成29年7月25日
障害福祉課に対する開示請求
・MSM-5の診断名（あいち発達障害者支援センターが使用しているもの）

健康福祉部障
害福祉課

185 平成29年9月15日
平成29年9月7日付
け29障福第1204-4
号

平成29年7月25日
障害福祉課に対する開示請求
･DSM-4の診断名（障害福祉課が作成・入手したもの）
・DSM-4の診断名（あいち発達障害者支援センターが使用しているもの）

健康福祉部障
害福祉課

186 平成29年9月15日
平成29年9月7日付
け29障福第1204-5
号

平成29年7月25日

障害福祉課に対する開示請求
・愛知県コロニー中央病院が使用しているICD-10コードの内容がわかる文書
・DSM-5のコード、診断名がわかる文書
・DSM-4のコード、診断名がわかる文書

健康福祉部障
害福祉課

187 平成29年9月15日
平成29年9月7日付
け29障福第1204-6
号

平成29年7月25日

障害福祉課に対する開示請求
・厚生労働省が使用しているICD-10コードの内容がわかる文書
・障害福祉課が使用しているICD-10コードの内容がわかる文書
・あいち発達障害者支援センターが使用しているICD-10コードの内容がわかる文書

健康福祉部障
害福祉課

188 平成29年9月15日
平成29年9月8日付
け29障福第1222-2
号

平成29年7月27日

障害福祉課に対する開示請求
「平成28年6月21日、23日　障害のある人の理解と支援～発達障害を中心に～」のテキ
ストに記載の内容に関する開示請求
・県民総務課職員に対してテキストの内容について説明した文書

健康福祉部障
害福祉課

189 平成29年9月15日
平成29年9月8日付
け29障福第1222-3
号

平成29年7月27日

障害福祉課に対する開示請求
「平成28年6月21日、23日　障害のある人の理解と支援～発達障害を中心に～」のテキ
ストに記載の内容に関する開示請求
・自閉症の特性の判断基準（時間感覚の特異性に関するもの）

健康福祉部障
害福祉課

190 平成29年9月15日
平成29年9月8日付
け29障福第1222-4
号

平成29年7月27日

障害福祉課に対する開示請求
「平成28年6月21日、23日　障害のある人の理解と支援～発達障害を中心に～」のテキ
ストに記載の内容に関する開示請求
・自閉症の特性の判断基準（感覚の特異性に関するもの）

健康福祉部障
害福祉課

191 平成29年9月15日
平成29年9月8日付
け29障福第1222-5
号

平成29年7月27日

障害福祉課に対する開示請求
「平成28年6月21日、23日　障害のある人の理解と支援～発達障害を中心に～」のテキ
ストに記載の内容に関する開示請求
・DSM-5の学習症の診断手続が記載されている文書

健康福祉部障
害福祉課

192 平成29年9月15日
平成29年9月8日付
け29障福第1222-6
号

平成29年7月27日

障害福祉課に対する開示請求
「平成28年6月21日、23日　障害のある人の理解と支援～発達障害を中心に～」のテキ
ストに記載の内容に関する開示請求
・ICD-10の注意欠陥多動性障害の診断手続が記載されている文書

健康福祉部障
害福祉課

193 平成29年9月15日
平成29年9月8日付
け29障福第1222-7
号

平成29年7月27日

障害福祉課に対する開示請求
「平成28年6月21日、23日　障害のある人の理解と支援～発達障害を中心に～」のテキ
ストに記載の内容に関する開示請求
・ICD-10の学習障害の医学診断手続が記載されている文書

健康福祉部障
害福祉課

194 平成29年9月15日
平成29年9月8日付
け29障福第1222-8
号

平成29年7月27日

障害福祉課に対する開示請求
「平成28年6月21日、23日　障害のある人の理解と支援～発達障害を中心に～」のテキ
ストに記載の内容に関する開示請求
・「DSM-5」の意味が記載されている文書

健康福祉部障
害福祉課

195 平成29年9月15日
平成29年9月8日付
け29障福第1222-9
号

平成29年7月27日

障害福祉課に対する開示請求
「知的障害の定義」では文書の特定ができないと判断した文書（春日台特別支援学校
の見解の分のみ）
・「ICD-10」の意味が記載されている文書

健康福祉部障
害福祉課

196 平成29年9月15日
平成29年9月8日付
け29障福第1222-10
号

平成29年7月27日

障害福祉課に対する開示請求
「平成28年6月21日、23日　障害のある人の理解と支援～発達障害を中心に～」のテキ
ストに記載の内容に関する開示請求
・「DSM-5」の自閉症スペクトラム障害の定義、意味が記載されている文書

健康福祉部障
害福祉課

-18-



197 平成29年9月15日
平成29年9月8日付
け29障福第1222-11
号

平成29年7月27日

障害福祉課に対する開示請求
「平成28年6月21日、23日　障害のある人の理解と支援～発達障害を中心に～」のテキ
ストに記載の内容に関する開示請求
・ICD-10の注意欠陥多動性障害の定義、意味が記載されている文書

健康福祉部障
害福祉課

198 平成29年9月15日
平成29年9月8日付
け29障福第1222-12
号

平成29年7月27日

障害福祉課に対する開示請求
「平成28年6月21日、23日　障害のある人の理解と支援～発達障害を中心に～」のテキ
ストに記載の内容に関する開示請求
・ICD-10の学習障害の定義、意味が記載されている文書

健康福祉部障
害福祉課

199 平成29年9月15日
平成29年9月8日付
け29障福第1222-13
号

平成29年7月27日

障害福祉課に対する開示請求
「平成28年6月21日、23日　障害のある人の理解と支援～発達障害を中心に～」のテキ
ストに記載の内容に関する開示請求
・発達障害者の障害特性が記載されている文書

健康福祉部障
害福祉課

200 平成29年9月15日
平成29年9月8日付
け29障福第1222-14
号

平成29年7月27日

障害福祉課に対する開示請求
「平成28年6月21日、23日　障害のある人の理解と支援～発達障害を中心に～」のテキ
ストに記載の内容に関する開示請求
・発達障害の障害特性が記載されている文書

健康福祉部障
害福祉課

201 平成29年9月15日
平成29年9月8日付
け29障福第1222-15
号

平成29年7月27日

障害福祉課に対する開示請求
「平成28年6月21日、23日　障害のある人の理解と支援～発達障害を中心に～」のテキ
ストに記載の内容に関する開示請求
・「発達障害者」の定義意味が記載されている文書

健康福祉部障
害福祉課

202 平成29年9月15日
平成29年9月8日付
け29障福第1222-16
号

平成29年7月27日

障害福祉課に対する開示請求
「平成28年6月21日、23日　障害のある人の理解と支援～発達障害を中心に～」のテキ
ストに記載の内容に関する開示請求
・「発達障害」の定義、意味が記載されている文書

健康福祉部障
害福祉課

203 平成29年9月15日
平成29年9月8日付
け29障福第1222-17
号

平成29年7月27日

障害福祉課に対する開示請求
「平成28年6月21日、23日　障害のある人の理解と支援～発達障害を中心に～」のテキ
ストに記載の内容に関する開示請求
・「知的障害」の定義、意味が記載されている文書

健康福祉部障
害福祉課

204 平成29年9月15日
平成29年9月8日付
け29障福第1222-18
号

平成29年7月27日

障害福祉課に対する開示請求
「平成28年6月21日、23日　障害のある人の理解と支援～発達障害を中心に～」のテキ
ストに記載の内容に関する開示請求
・「障害者」の定義、意味が記載されている文書

健康福祉部障
害福祉課

205 平成29年9月15日
平成29年9月8日付
け29障福第1222-19
号

平成29年7月27日

障害福祉課に対する開示請求
「平成28年6月21日、23日　障害のある人の理解と支援～発達障害を中心に～」のテキ
ストに記載の内容に関する開示請求
・「障害」の定義、意味が記載されている文書

健康福祉部障
害福祉課

206 平成29年9月15日
平成29年9月8日付
け29障福第1222-20
号

平成29年7月27日
障害福祉課に対する開示請求
・発達障害者支援法上の学習障害者の定義が記載されている文書（春日台特別支援
学校の見解の分のみ）

健康福祉部障
害福祉課

207 平成29年9月15日
平成29年9月8日付
け29障福第1222-21
号

平成29年7月27日
障害福祉課に対する開示請求
・発達障害者支援法上の自閉症の定義が記載されている文書（春日台特別支援学校
の見解の分のみ）

健康福祉部障
害福祉課

208 平成29年9月15日
平成29年9月8日付
け29障福第1222-22
号

平成29年7月27日
障害福祉課に対する開示請求
・発達障害者の定義が記載されている文書（春日台特別支援学校の見解の分のみ）

健康福祉部障
害福祉課

209 平成29年9月27日
平成29年9月21日付
け29障福第1277-2
号

平成29年8月4日

障害福祉課に対する開示請求
採用2年目職員研修資料に関する開示請求
・「知的障害」の定義意味が記載されている文書
・重症心身障害児・者を支える法律がわかる文書（解釈運用を含む）
・治る見込みのない障害児は健康保険の適応を認めないとの通告の文書その内容を説
明した文書
・重症心身障害施策が記載されている法文
・重症心身障害を守る会が作成した文書及び会議等での発言記録
・「精神発達遅滞」の定義・意味が記載されている文書
・「精神障害（精神遅滞）」の定義・意味が記載されている文書
・「知的障害」という言葉は福祉用語とした文書
・「精神遅滞」という言葉は医学用語とした文書

健康福祉部障
害福祉課

210 平成29年9月28日
平成29年9月21日付
け29障福第1282号

平成29年8月8日
障害福祉課に対する開示請求
平成29年度　厚生労働省との通話記録

健康福祉部障
害福祉課
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211 平成29年12月20日
平成29年12月18日
付け29障福第1872-
2号

平成29年12月4日
障害福祉課に対する開示請求
発達障害（者）の定義（判断基準を含む）

健康福祉部障
害福祉課

212 平成30年1月10日
平成29年12月28日
付け29障福第1936
号

平成29年12月15日

障害福祉課に対する開示請求
平成29年9月修正版「障害のある方の理解と支援」に関する開示請求
・発達障害の定義（P1で使用しているもの、P2で使用しているもの、P3で使用しているも
の、P4で使用しているもの、P8で使用しているもの、P9で使用しているものP10で使用し
ているもの、P11で使用しているもの）
・「障害のある人」の定義・意味内容がわかる文書
・「発達障害」に関係する法律名がわかる文書
・「発達上得意なところ」の内容がわかる文書
・「発達上苦手なところ」の内容がわかる文書
・「全体的に発達がゆっくりな人」の内容がわかる文書
・生まれつきの「障害」の内容がわかる文書
・障害特性の内容がわかる文書
・文部科学省の発達障害の可能性のある児童・生徒に関する調査結果文書
・発達障害（者）のスキル・能力・発達レベルの内容がわかる文書
・P2で使用している障害の定義・意味内容がわかる文書
・発達障害の実際の凸凹に関する調査研究の文書
・「ウイングの三つ組み」の内容がわかる文書（著作権を持つ出版社が出版したものの
記載文書）
・ウイングがICD-10を使用して自閉症を説明した文書
・自閉症の特性（ウイングがなしたもの）
・社会性の障害（ウイングがなしたもの）
・コミュニケーションの障害（ウイングがなしたもの）
・孤立型の内容がわかる文書
・受身型の内容がわかる文書
・積極奇異型の内容がわかる文書
・ウイングが「相手との距離のとり方のタイプ」と表現したことがわかる文書

健康福祉部障
害福祉課

213 平成30年12月27日
平成30年12月17日
付け30障福第2059-
1号

平成30年12月3日
障害福祉課に対する開示請求
障害者に対する人権侵害関係文書（別紙に記載の文書）

健康福祉部障
害福祉課

214 平成31年4月4日
平成31年3月29日付
け30障福第2967-2
号

平成31年3月15日

障害福祉課医療・給付グループに対する開示請求
・重複障害（者）の定義　判定基準　手続きが記載されている文書
・知的障害（者）の定義　手続きが記載されている文書
・身体障害（者）の定義が記載されている文書
・精神障害（者）の定義　判定基準　手続きが記載されている文書
・重複障害（者）の特性が記載されている文書
・知的障害（者）の特性が記載されている文書
・精神障害（者）の特性が記載されている文書
・ICD-10の重複障害（者）の定義基準　判定手続きが記載されている文書
・ICD-10の知的障害（者）の定義基準　判定手続きが記載されている文書
・ICD-10の精神障害（者）の定義基準　判定手続きが記載されている文書
・WHOのICD-10の重複障害（者）の定義基準　判定手続きが記載されている文書
・厚生労働省が作成したICD-10の日本語版

健康福祉部障
害福祉課

215 令和元年5月29日
令和元年5月27日付
け31障福第611号

令和元年5月15日
障害福祉課に対する開示請求
厚生労働省発達障害者支援室職員との協議通話記録（H30年度）

福祉部障害福
祉課

216 令和元年7月2日
令和元年6月28日付
け31障福第841号

令和元年6月14日

障害福祉課に対する開示請求
知的障害者の障害の程度の判定基準に記載の用語に関する開示請求
・日常生活の定義　内容、評価（年令ごと）
・知能指数と日常生活能力の関係がわかる文書
・知的障害者の日常生活がわかる文書
・知的障害者が日常生活に支障をきたしていることがわかる文書
・知的障害者の障害の判定基準
I作成の資料に関する開示請求
・発達障害の定義判断基準
・発達障害者（児）の定義判断基準
・自閉症の定義・判断基準
・自閉症児の定義・判断基準
・自閉症スペクトラム障害の定義・判断基準
・自閉症の認知知的特徴の定義・判断基準
・自閉症の社会性の障害の内容とその評価
・知的障害の社会性の障害内容と評価
・自閉症の対人関係の障害の内容と評価
・知的障害の対人関係の障害の内容と評価
・自閉症のコミュニケーションの障害の内容と評価
・知的障害のコミュニケーションの障害の内容と評価
・自閉症の想像力の障害の内容と評価
・知的障害の想像力の障害の内容と評価
・自閉症の生活スキルの内容と評価
・知的障害の生活スキルの内容と評価
検討中に関する開示請求
・知的障害の定義および障害認定の基準に関する研究
・現在時点での検討のために使用された文章、知的障害者に関する定義・認定案
・知的障害の認定における医学診断・社会診断・心理診断の様式、項目、評価、実施状
況

福祉部障害福
祉課
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217 令和元年7月2日
令和元年6月27日付
け31障福第835号

令和元年6月13日

障害福祉課に対する開示請求
・知的障害者福祉法（1960年～現在）
・優性保護法上の知的障害の定義　判断基準
・優性保護法上の知的障害のある者の定義　判断基準
・優性保護法上の知的障害者の定義　判断基準
・優性保護法上の知的障害の医学診断
・優性保護法上の知的障害の心理診断
・優性保護法上の知的障害の社会診断
・児童相談所運営指針

福祉部障害福
祉課

218 令和元年7月2日
令和元年6月25日付
け31障福第811号

令和元年6月11日

障害福祉課に対する開示請求
別紙のとおり
国の作成したもの
・知的障害の障害の有無の判定基準　ほか

福祉部障害福
祉課

219 令和元年7月2日
令和元年6月18日付
け31障福第774号

令和元年6月4日
障害福祉課に対する開示請求
行政処分に係る審査請求の処理状況がわかる文書
（裁決等をしていないもの）

福祉部障害福
祉課

220 令和元年7月2日
令和元年6月4日付
け31障福第675号

令和元年5月21日
障害福祉課に対する開示請求
別紙1～4のとおり
・障害の定義・判断基準その手続　ほか

福祉部障害福
祉課

221 令和元年7月26日
令和元年7月23日付
け31障福第1001号

令和元年7月9日

障害福祉課に対する開示請求
言語機能障害の部位がわかる文書及びICD-10による記述
身体障害認定に係る文書で使用されている知的障害の定義
知的障害が言語機能障害の部位に与える機能の不全の内容がわかる文書
知的障害の診断に関係する手引
知的障害における医学診断の役割が記載されている文書
知的障害における病歴記載例
知的障害の原因
知的障害の原因の推定と分類
知的障害の治療、療育の方針助言
知的障害の診断に係る生理学検査の種類、その意
知的障害の生化学的検査の種類と意義
臨床病理学的検査の手引

福祉部障害福
祉課

222 令和元年7月26日
令和元年7月10日付
け31障福第931号

令和元年7月2日

障害福祉課に対する開示請求
別紙補正文書に記載の文書の存否に関する基準がわかる文書及び関係する保存文書
目録
（別紙1、別紙2、別紙3、別紙4）

福祉部障害福
祉課

223 令和元年8月16日
令和元年8月2日付
け31障福第1065号

令和元年7月19日

障害福祉課に対する開示請求
Aが障害福祉課に情報提供した文書に関する開示請求（乙第7号証の3）
・組織として内容を確認したことがわかる文書
H27.8.21の対応記録　ほか
・更生相談所事務マニュアルに記載の内容について作成した文書
・職員研修に使用した文書（更生相談所マニュアルの部分のみ）
・指導記録（様式のみ）

福祉部障害福
祉課

224 令和元年8月16日
令和元年8月9日付
け31障福第1091号

令和元年7月26日
障害福祉課に対する開示請求
精神薄弱者判定要領（厚生省作成のもの）

福祉部障害福
祉課

225 令和元年9月10日
令和元年8月29日付
け31障福第1225号

令和元年8月16日
障害福祉課に対する開示請求
国が使用する知的障害（者）身体障害（者）精神障害（者）の定義

福祉部障害福
祉課

226 令和元年11月29日
令和元年11月22日
付け31障福第1706
号

令和元年11月12日
令和元年　課長のパソコンデータ
（行政文書であるもののうち表題名（ファイル名のみ））

福祉部障害福
祉課

227 平成30年7月13日
平成30年7月6日付
け30障福第874号

平成30年6月22日 自殺防止に関係する職員厚生課との協議文書

健康福祉部障
害福祉課ここ
ろの健康推進
室

228 平成30年12月27日
平成30年12月20日
付け30障福第2102
号

平成30年12月6日
・市町村審査会資料　福祉支給区分に係る文書
・医師診断書　福祉支給区分に係る文書
・ICD10コード　診断名がわかる文書（精神障害に関係する部分）

健康福祉部障
害福祉課ここ
ろの健康推進
室

229 平成30年4月26日
平成30年4月18日付
け30尾福第862号

平成30年4月6日

尾張福祉相談センターに対する開示請求
・発達障害（者）の定義　判定手続きが記載されている文書
・学習障害（者）の定義　判定手続きが記載されている文書
・知的障害（者）の定義・判定手続きが記載されている文書
・知的障害の医学診断、社会診断、心理診断の判定手続き、項目が記載されている文
書
・知的障害者に対する強制手術を受けた者の記録

尾張福祉相談
センター企画・
児童指導課
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230 令和元年7月2日
令和元年6月27日付
け31尾福第1136号

令和元年6月13日

○優生保護法上の知的障害の定義判断基準
○優生保護法上の知的障害のある者の定義判断基準
○優生保護法上の知的障害者の定義判断基準
○優生保護法上の知的障害の医学診断
○優生保護法上の知的障害の心理診断
○優生保護法上の知的障害の社会診断

尾張福祉相談
センター障害
者相談課、企
画・児童指導
課

231 令和元年7月2日
令和元年6月25日付
け31尾福第1132号

令和元年6月11日
国の作成したもの
知的障害の障害の有無の判定基準　ほか

尾張福祉相談
センター障害
者相談課、企
画・児童指導
課

232 令和元年7月26日
令和元年7月23日付
け31尾福第1230号

令和元年7月9日

言語機能障害の部位がわかる文書及びICD-10による記述
身体障害認定に係る文書で使用されている知的障害の定義
知的障害が言語機能障害の部位に与える機能の不全の内容が分かる文書
知的障害の診断に関係する手引
知的障害における医学診断の役割が記載されている文書
知的障害における病歴記載例
知的障害の原因
知的障害の原因の推定と分類
知的障害の治療、療育の方針助言
知的障害の診断に係る生理学検査の種類、その意
知的障害の生化学的検査の種類と意義
臨床病理学的検査の手引

尾張福祉相談
センター障害
者相談課、企
画・児童指導
課

233 令和元年8月6日
令和元年8月2日付
け31尾福第1274号

令和元年7月19日

Aが障害福祉課に情報提供した文書に関する開示請求（乙第7号証の3）
・組織として内容を確認したことがわかる文書
H27.8.21の対応記録　ほか
・更生相談所事務マニュアルに記載の内容について作成した文書
・職員研修に使用した文書（更生相談所マニュアルの部分のみ）
・指導記録（様式のみ）

尾張福祉相談
センター障害
者相談課

234 令和元年8月16日
令和元年8月9日付
け31尾福第1297号

令和元年7月26日
精神薄弱者判定要領
（厚生省作成のもの）

尾張福祉相談
センター障害
者相談課

235 令和元年8月16日
令和元年8月9日付
け31西福第687号

令和元年7月26日
精神薄弱者判定要領
（厚生省作成のもの）

西三河福祉相
談センター障
害者相談課

236 令和元年8月16日
令和元年8月9日付
け31東福第69-2号

令和元年7月26日
精神薄弱者判定要領
（厚生省作成のもの）

東三河児童・
障害者相談セ
ンター障害者
相談課

237 令和元年8月16日
令和元年8月6日付
け31東福第69-1号

令和元年7月23日
別紙1、別紙2に記載の開示請求書
市町村審査会資料

東三河児童・
障害者相談セ
ンター障害者
相談課

238 令和2年1月24日
令和元年12月13日
付け31女相第13号

令和元年11月27日
H30年度～現在まで
こころの健康推進室との協議文書

女性相談セン
ター相談・支
援課

239 令和2年1月24日
令和元年12月13日
付け31児第1397号

令和元年11月27日
H30年度～現在まで
こころの健康推進室との協議文書

福祉局児童家
庭課

240 平成28年9月13日
平成28年8月26日付
け28子支第577-2号

平成28年8月15日
子育て支援課に対する開示請求
H27年度　H28年度
開示請求人との会話の記録

健康福祉部子
育て支援課

241 平成30年7月4日
平成30年6月29日付
け30医福第310号

平成30年6月15日

地域包括ケア・認知症対策室に対する開示請求
・認知症（者）の定義（厚生労働省が使用しているもの　判定手続を含む）
・各認知症の診断をすることができる医療機関名　医師名がわかる文書（認知症を理解
しように記載のもの）
・米国アルツハイマー病協会が作成した文書
・認知症（者）の定義（認知症を理解しようで使用しているもの　判定手続を含む）

健康福祉部医
療福祉計画課
地域包括ケ
ア・認知症対
策室

242 平成30年2月2日
平成30年1月30日付
け29衣保第595-68
号

平成30年1月16日

・知的障害（者）の定義が記載されている文書
・精神障害（者）のコミュニケーションの項目がわかる文書
・精神障害（者）の社会性の項目がわかる文書
　平成29年度精神保健に関する技術研修「第12回発達障害地域包括支援研修　早期
支援」の研修テキストの中に記載されているコミュニケーションの項目及び社会性の項
目の英文を和訳したもの

衣浦東部保健
所総務企画
課、健康支援
課

243 令和元年8月19日
令和元年8月13日付
け31医務第1195-1
号

令和元年7月30日
医務課に対する開示請求
・障害者の人権侵害をする者（医師に限る）がわかる文書
・障害者の幸福追求権を否定する医師の行動、価値観、信条が記載されている文書

健康医務部医
務課
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244 平成30年4月26日
平成30年4月20日付
け30精セ第69-1号

平成30年4月6日

精神保健福祉センターに対する開示請求
・学習障害（児）の定義判断手続が記載されている文書
・厚生労働省国際分類情報管理室作成の「疾病、障害及び死因の統計分類」及びそれ
に関する文書

精神保健福祉
センター管理
課

245 平成30年4月5日
平成30年3月22日付
け29広報第273-1号

平成29年7月19日

広報広聴課に対する開示請求
・PCに関するマニュアル
・PCに関する指示書
・PCに関する個人情報保護の文書
・H29年度メール受信記録
・H29年度メール発出記録

政策企画局広
報広聴課

246 平成30年10月9日
平成30年9月27日付
け30広報第87-1号

平成29年8月21日

広報広聴課に対する開示請求
・「法人の担当者」の定義が記載されている文書
・法人の正当な利益の内容がわかる文書
・会計管理者又は出納員の氏名がわかる文書
H27年度
・請求書（H27年度）に記載されている担当者氏名が事実であることがわかる文書
・広報広聴職員の盗聴権が記載されている文書（課長は職務として県民の会話を盗聴
する職務の存在を認めている）訴訟事件の準備書面を参考にしてください
・課長の個人情報を公開する権利の内容及びその実績がわかる文書（現在管理してい
るもの）

政策企画局広
報広聴課

247 平成29年7月10日
平成29年7月6日付
け29県総第108号

平成29年6月21日及
び同月30日

県民総務課に対する開示請求
・復命書（発達障害者のもの　直近から1件）
・復命書（学習障害者のもの　直近から1件）
・復命書（知的障害者のもの　直近から1件）
・平成24年訴訟事件に係る裁判書類
 上記裁判に係る原告の発言が記載されている文書

県民生活部県
民総務課

248 平成30年3月19日
平成30年3月9日付
け29県総第338-2号

平成29年2月3日、
同月7日、同月8日、
同月9日、同月10
日、同月13日、同月
14日、同月15日及
び同月16日

県民総務課（情報グループは除く）に対する開示請求
・発達障害者支援法上の発達障害者に係る厚生労働省通知（日常生活、社会生活に係
る判定手続、発達障害者手帳、申請文書、障害認定手続）
・県民総務課の障害認定に係る権限が記載されている文書
・法律の解釈権（県民総務課長が行使したもの）　ほか

県民生活部県
民総務課

249 平成30年12月3日
平成30年11月30日
付け30県総第438-2
号

平成30年10月19日
及び同月29日

県民総務課に対する開示請求
・ICD－10コード診断名が記載されている文書
・発達障害の診断を受けた児童生徒がいるとの愛知県情報公開審査会の答申
・裁判とことなる愛知県情報公開審査会の答申を作成した経過がわかる文書（愛知県
教育委員会高等学校教育課の分）
・「発達障害を有するために日常生活又は社会生活に制限を受ける者」の判断基準が
記載されている文書（文書特定に資する行政文書開示決定通知書を添付する）
県民総務課に対する開示請求（豊川養護学校に関するもの）
・学級経営案　ほか

県民文化部県
民総務課

250 平成30年12月19日
平成30年12月14日
付け30県総第445-3
号

平成30年11月2日

県民総務課に対する開示請求
・平成24年訴訟事件の裁判記録のうち訴状、答弁書、甲準備書面、乙準備書面、甲証
拠説明書、乙証拠説明書、乙上申書
・平成24年訴訟事件の裁判記録のうち訴えの変更申立書、訴えの変更申立に対する答
弁書
・平成24年訴訟事件の裁判記録のうち愛知県教育委員会が特定生徒の氏名を公開し
たことに関する文書一式
・豊田市、安城市、刈谷市、豊橋市から入手した文書及び発出した文書　H27年度～
H30年度（介護認定に係る不服申立の分のみ）

県民文化部県
民総務課

251 令和元年8月16日
令和元年8月6日付
け31県総第138-1号

令和元年7月23日及
び同月26日

県民総務課に対する開示請求
・市町村審査会資料
県民総務課情報グループに対する開示請求
・行政手続法の解釈・運用の実績（個別事案）
・Fが作成した開示請求人との面談記録
・発達障害（者）の定義、判断基準（国の基準）
・知的障害（者）の定義、判断基準
・行政文書管理システム（不服申立分）

県民生活部県
民総務課
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252 令和元年8月16日
令和元年8月13日付
け31県生第371号

令和元年7月30日

県民生活課に対する開示請求
H13年～現在まで
・盗聴をすることが職務であると信じている者の行動が記載されている文書
・開示請求人と行動発言を他課室へ報告した内容がわかる文書
・開示決定等をした課室のうち、文書を搬入しなくてもよいとする対応事例が記載されて
いる文書
・開示請求書に記載の開示請求の内容の特定する課室がわかる文書
・開示請求書に記載の文書名に対する各課室の対応がわかる文書
・県民総務課との対応・協議記録

県民生活部県
民生活課

253 平成29年11月24日
平成29年9月8日付
け29社活第1109号

平成28年8月8日及
び同月10日

社会活動推進課に対する開示請求
・平成27年度、平成28年度
　教育委員会から入手した文書（教師による虐待に関するもの）
・平成27年度、平成28年度
　教育委員会から入手した文書（学生で発生したいじめ不登校に関するもの）
・現在管理しているもの
　深刻な心的外傷体験をした児童・生徒への支援状況がわかる文書
・PTSDの罹患率がわかる文書（性的虐待に関するもの）
・現在管理しているもの
　被虐待児の特徴のうち
　①周囲への警戒に関するもの
　②感情麻痺に関するもの
　③過剰な不安に関するもの
　④知覚過敏に関するもの
　⑤対人不信に関するもの
　⑥問題行動に関するもの
・平成27年度、平成28年度分
　児童家庭課から入手した文書
　財政課から入手した文書
　人事課へ発出した文書

県民生活部社
会活動推進課

254 平成30年4月5日
平成30年3月8日付
け29社活第2356号

平成29年4月24日

社会活動推進課に対する開示請求　H28年度
・少年補導職員等の設置の計画及びその実績が記載されている文書
・アートフェスタの計画及びその実績が記載されている文書
・県立学校部活動指導の計画及びその実績が記載されている文書
・キャリア教育推進の計画及びその実績が記載されている文書
・こども読書活動推進支援の計画及びその実績が記載されている文書　ほか

県民生活部社
会活動推進課

255 平成28年9月13日
平成28年9月7日付
け28県総第208号

平成28年7月25日

平成27年度　平成28年度
人権侵害事例が記載されている文書
障害者虐待の専門家の氏名が記載されている文書
高齢者虐待の専門家の氏名が記載されている文書

県民生活部県
民総務課人権
推進室

256 平成30年12月19日
平成30年12月5日付
け30芸文図第163-2
号

平成30年11月21日

愛知県図書館に対する開示請求
・身体障害の定義
・身体障害のある者の定義
・身体障害者の定義
・視覚障害の定義
・視覚障害のある者の定義
・視覚障害者の定義
・図書館協会の発行物でコピーサービスの実施状況がわかる文書
・調査研究と個人的研究の差について記載した文書
・図書館運営委員の研究実績がわかる文書（図書館運営に関するもの）

愛知芸術文化
センター愛知
県図書館総務
課

257 平成30年12月19日
平成30年12月7日付
け30芸文図第168-2
号

平成30年11月23日
及び同月28日

愛知県図書館に対する開示請求
・差別の判断基準用語の意味がわかる文書
・プライバシーの判断基準、判断手続がわかる文書
・閲覧制限に係る裁判事例
・著作権者の思想信条を伝達する権利
・プライバシーの内容がわかる文書
・源氏物語の著作権の有無に関してわかる文書

愛知芸術文化
センター愛知
県図書館総務
課

258 令和元年9月10日
令和元年9月2日付
け31障福第1230号

令和元年8月19日

国が定義する別紙の文書
愛知県が定義する別紙の文書
知事部局が定義する別紙の文書
障害者相談センター定義する別紙の文書
障害福祉課が定義する別紙の文書
児童家庭課が定義する別紙の文書
女性相談センターが定義する別紙の文書
・愛知県行政文書管理規定により作成した行政文書ファイル名及び個々の明細
・総合文書管理システムへ登録した行政文書の文書名
・療育手帳（制度）に関する文書（1973年～現在）
・公権力行使に対する不服申立事案一式（結審していないもの）　ほか

福祉部障害福
祉課
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259 令和元年9月10日
令和元年8月30日付
け31女相第8号

令和元年8月19日

国が定義する別紙の文書
愛知県が定義する別紙の文書
知事部局が定義する別紙の文書
障害者相談センター定義する別紙の文書
障害福祉課が定義する別紙の文書
児童家庭課が定義する別紙の文書
女性相談センターが定義する別紙の文書
別紙1
愛知県行政文書管理規定により作成した行政文書ファイル名及び個々の明細　ほか
別紙2
「日常生活に支障をきたしている」の状態の内容がわかる文書　ほか
別紙3
知的障害の障害の有無の判定基準　ほか
別紙4
知的障害の判断基準・判定基準　ほか
別紙5
重度知的障害の程度の内容がわかる文書
別紙6
身体障害者手帳について　ほか
別紙7
聴覚障害者の判定手続　ほか
別紙8
聴覚障害者の判定手続　ほか
別紙9
視覚障害者の判定手続　ほか
別紙⑩
視覚障害者の判定手続　ほか

女性相談セン
ター相談・支
援課

260 平成28年8月5日
平成28年8月3日付
け28就促第159号

平成28年7月21日

産業労働部労政局就業促進課に対する開示請求
愛知労働局において発達障害者支援法上の発達障害者に対して就労支援の実績がな
い理由が記載されている文書
愛知県教育委員会が発達障害者支援法上の発達障害児に対して教育的支援をしてい
ることが記載されている文書

産業労働部労
政局就業促進
課

261 平成30年1月10日
平成29年12月28日
付け29就促第283号

平成29年12月21日

就業促進課に対する開示請求
就業促進課が作成した「発達障害者の雇用のために」使用している
①発達障害の定義
②発達障害者の定義
③学習障害の定義
④学習障害者の定義
⑤自閉症の症状の内容がわかる文書
⑥自閉症者の症状の内容がわかる文書
⑦学習障害の症状の内容がわかる文書
⑧学習障害者の症状の内容がわかる文書
平成28年度、平成29年度
厚生労働省、愛知労働局から入手した文書
厚生労働省、愛知労働局へ発出した文書
・発達障害のICD-10コード
・発達障害のICD-10コード
平成28年度、平成29年度
愛知県教育委員会から入手した文書
愛知県教育委員会へ発出した文書
・発達障害者支援に関する行政評価監視結果報告（総務省作成のもの）

産業労働部労
政局就業促進
課

262 令和2年1月24日
令和2年1月20日付
け31財管第534-2号

令和2年1月7日
財産管理課に対する開示請求
①各施設が作成したカレンダー
③傘袋の設置についてわかる文書

総務局財務部
財産管理課

263 平成28年5月19日
平成28年5月13日付
け28男女第53-3号

平成28年3月30日

男女共同参画推進課に対する開示請求
H27年度
国が作成した文書（課長が日本国政府へ出張した際に取得した文書）
虐待事例が記載されている文書（児童、障害者、高齢者、DV)
障害者の定義が記載されている文書

県民生活部男
女共同参画推
進課

264 平成28年8月25日
平成28年8月18日付
け28文芸第158号

平成28年7月5日

国際芸術祭推進室に対する開示請求
・招待する芸術家の制作過程がわかる文書
・芸術の定義が記載されている文書
・国際芸術祭推進室の職員の芸術に対する態度が記載されている文書
・警察に報告する事案に関する文書

県民生活部文
化芸術課国際
芸術祭推進室
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265 平成28年7月19日
平成28年7月13日付
け28県総第136-1号

平成28年6月29日

県民総務課情報グループに対する開示請求
答申第679号に関して情報グループが保有している文書
・開示請求取り下げ申出書　16件
・報告書
・行政文書開示請求書
・判決　4件
・行政文書開示請求書の補正について（通知）
・取下状況報告書
・上記取下状況報告書から引用した文書（引用した文書は、準備書面又は証拠説明書
のこと。）
・調査報告書
・職員Bの証人調書（期日平成24年1月30日午後1時00分）から引用した文書
　（引用した文書は、準備書面のこと。）
・職員Cの証人調書（期日平成24年1月30日午後1時00分）から引用した文書
　（引用した文書は、準備書面のこと。）

県民生活部県
民総務課

266 平成29年9月15日
平成29年9月7日付
け29障福第1204-7
号

平成29年7月25日

障害福祉課に対する開示請求
H28年度、H29 年度
・ICD-10の解釈の裁量権の内容がわかる文書
・復命書（発達障害に関するもの）
・厚生労働省から入手した文書（発達障害に関するもの）
・厚生労働省へ発出した文書（発達障害に関するもの）

健康福祉部障
害福祉課

267 令和元年10月23日
令和元年10月18日
付け31尾福第1475
号

令和元年10月4日

平成28年度～現在まで（後任を含む）Kさんが作成した
1市民応接記録（FAX、メールを含む）
2復命書
3審理員手続の内容（愛知県の場合）
4弁明書の意味がわかる文書（乙第7号証の4の分）

尾張福祉相談
センター障害
者相談課

268 平成28年8月15日
平成28年8月12日付
け28子支第542-1号

平成28年8月1日

子育て支援課に対する開示請求
H27年度、H28年度
・保育士を対象とする研修会で配布された文書
・開示請求人との面談記録

健康福祉部子
育て支援課

269 平成29年3月23日
平成29年3月9日付
け28社活第2683号

平成28年5月30日、
同年6月20日及び同
年7月6日

社会活動推進課に対する開示請求
・個人的メモを作成している者の氏名がわかる文書（H26年度～H28年度）
・個人的メモの管理規定（現在管理しているもの）
・「国際交流活動の推進」に関する事業の支出金調書（H26年度～H28年度）
・「よい本」の評価基準・方法が記載されている文書
・開示請求人との通話記録の管理者氏名がわかる文書（H26年度～H28年度）
・開示請求人との通話記録（H26年度～H28年度）
・わいせつ教員から児童・生徒を守ることを事務とする課室、及び現在の責任者名がわ
かる文書（現在管理しているもの）
・わいせつ教員を0人にするための施策・事業及びその成果が記載されている文書（現
在管理しているもの）　ほか

県民生活部社
会活動推進課

270 平成29年5月11日
平成29年4月27日付
け29学振第249号

平成29年4月14日

私学振興室に対する開示請求
・裁判書類一式（答申第814号分）
・民事訴訟法（上記答申で採用しているもの）訴訟記録、閲覧制限申立書、訴訟記録の
閲覧制限の判例、学説
・決定書の控（答申第814号分）
・室長復命書　H28年度

県民生活部学
事振興課私学
振興室

271 平成30年12月19日
平成30年12月6日付
け30会計第130-3号

平成30年5月23日、
同月25日及び同月
30日

会計課に対する開示請求
・H29年度H30年度　人事課へ発出した文書
・H30年度　開示請求人との面談記録
・H29年度　美術品購入に係る支払い記録

会計局会計課

272 平成30年4月5日
平成30年3月28日付
け29文芸第333-2号

平成29年8月8日
文化芸術課に対する開示請求
・愛知県美術館へ発出した文書（H28年度）

県民生活部文
化芸術課

273 令和2年3月18日
令和2年2月28日付
け31秘書第182-1号

令和2年2月14日
秘書課に対する開示請求
不開示理由説明書（H27年度～現在まで）

政策企画局秘
書課

274 令和2年3月18日
令和2年2月28日付
け31財管第612-2号

令和2年2月14日
財産管理課に対する開示請求
不開示理由説明書（H27年度～現在まで）

総務局財務部
財産管理課

275 令和2年2月12日
令和2年2月7日付け
31県総第352-1号

令和2年1月24日
県民総務課に対する開示請求
令和2年1月17日付審査会諮問通知書の分
・不開示理由説明書

県民生活部県
民総務課

276 令和元年8月29日
令和元年8月16日付
け31医務第1249-1
号

令和元年8月2日
医務課に対する開示請求
平成29年度から平成30年度
・理由説明書

健康医務部医
務課

277 令和2年3月18日
令和2年2月28日付
け31人第618-2号

令和2年2月14日
人事課監察室に対する開示請求
不開示理由説明書（H27年度～現在まで）

人事局人事課
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278 平成30年7月20日
平成30年7月18日付
け30学振第710号

平成30年7月4日
学事振興課に対する開示請求
支出金調書（愛知県立芸術大学が購入した美術作品分のみ）

県民文化部学
事振興課

279 平成28年5月30日
平成28年5月27日付
け28男女第69号

平成28年4月15日
男女共同参画推進課に対する開示請求
愛知県女性相談センターが作成したDV相談マニュアルを入手した時期がわかる文書

県民生活部男
女共同参画推
進課

280 平成28年6月10日
平成28年6月8日付
け28男女第85-2号

平成28年5月25日
男女共同参画推進課に対する開示請求
H27年度　H28年度
愛知県女性相談センターが作成したDV相談マニュアルを入手した時期が分かる文書

県民生活部男
女共同参画推
進課

281 平成29年6月29日
平成29年6月22日付
け29広報第82-3号

平成29年6月9日
広報広聴課に対する開示請求
課長の復命書　H28年度　H27年度

政策企画局広
報広聴課

282 平成28年5月30日
平成28年5月27日付
け28法文第588号

平成27年8月21日
法務文書課に対する開示請求
『愛知県史』で使用した写真電子データ（経典を除く）

総務部法務文
書課

283 平成28年8月1日
平成28年7月28日付
け28県総第151号

平成28年6月16日

県民総務課情報グループへの開示請求
「決定期間の特例延長」の行政処分性について
総務省へ照会した文書及びその回答
Ｈ23年度～Ｈ25年度

県民生活部県
民総務課

284 平成28年9月6日
平成28年9月2日付
け28県総第204-41
号

平成28年7月29日

県民総務課情報グループに対する開示請求
教育委員会が権利の濫用の処分をしたときの、教育委員会が処分の適法性について
説明した文書（現在答申がなされていない分のみ）
（不服申立が出されているもののうち、権利濫用について、不開示理由説明書が作成さ
れ、不服申立人に送付済みのもの）

県民生活部県
民総務課

285 令和元年7月2日
令和元年6月7日付
け31県総第62号

令和元年5月24日
県民総務課に対する開示請求
害意のある開示請求書及びその具体的様態
（別紙質疑事項に関係する分）

県民生活部県
民総務課

286 令和元年7月2日
令和元年6月7日付
け31県総第63号

令和元年5月24日
県民総務課に対する開示請求
権利濫用処分に係る文書
（別紙質疑事項に関係する分）

県民生活部県
民総務課

287 令和元年7月2日
令和元年6月17日付
け31県総第69号

令和元年6月4日
県民総務課に対する開示請求
同じ内容の開示請求書（権利濫用の処分をしたもの）

県民生活部県
民総務課

288 令和元年8月19日
令和元年8月15日付
け31県総第147号

令和元年8月1日

県民総務課に対する開示請求
個人情報（自己情報）の開示決定に必要とされる時間理由（開示請求書決定書不服申
立書の内容枚数）が確定しているもの
（31県総第131号の分）
決定期間特例通知書を添付する

県民生活部県
民総務課

289 令和元年8月19日
令和元年8月15日付
け31県総第148号

令和元年8月1日

県民総務課に対する開示請求
自己情報公開において
開示請求書
開示決定等の通知書
審査請求書
を全部の開示をしなかったもの

県民生活部県
民総務課

290 平成28年8月1日
平成28年7月4日付
け28男女第121号

平成28年6月20日
男女共同参画推進課に対する開示請求
H27年度　H28年度
愛知県が作成した文書のうち、「女性に対する暴力は犯罪である」と記載した文書

県民生活部男
女共同参画推
進課

291 平成28年8月1日
平成28年7月6日付
け28男女第131-3号

平成28年5月23日
男女共同参画推進課に対する開示請求
H27年度　H28年度
弁護士団体との協議文書

県民生活部男
女共同参画推
進課

292 平成30年4月5日
平成30年3月28日付
け29文芸第332-2号

平成29年7月13日
文化芸術課に対する開示請求
記者発表資料　法務文書課に提出した文書（これからの写真展に関する分）

県民生活部文
化芸術課

293 平成30年5月30日
平成30年5月25日付
け30芸文管第25号

平成30年5月11日
愛知県美術館に対する開示請求
支出金調書　H29年度

愛知芸術文化
センター管理
部管理課

294 平成28年12月26日
平成28年12月16日
付け28障福第1734
号

平成28年12月2日
障害福祉課に対する開示請求
平成27年度及び平成28年度の以下の文書
知事から障害福祉課長が委任を受けている権限の内容と実績がわかる文書

健康福祉部障
害福祉課

295 平成29年4月3日
平成29年3月30日付
け28障福第2465号

平成29年3月16日

障害福祉課に対する開示請求
大村知事が知的障害者、保護者に対して知的障害者を対象とする福祉に関して言及し
ない理由がわかる文書（愛知県知的障害者育成会会報平成29年2月1日第81号の表紙
を添付する）

健康福祉部障
害福祉課
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296 平成30年9月26日
平成30年7月27日付
け30障福第1047号

平成30年6月15日

障害福祉課に対する開示請求
判決が出て完結している直近の裁判に係るもの１件
・証拠説明書（甲）
・準備書面（甲）
・準備書面（乙）
・陳述書（乙）
・証人調書
・弁論の再開申立書（控訴人）
・プロセスカード

健康福祉部障
害福祉課

297 令和元年7月26日
令和元年7月23日付
け31障福第1000号

令和元年7月9日
障害福祉課に対する開示請求
審査請求人の氏名を開示した事例

福祉部障害福
祉課

298 令和元年11月12日
令和元年10月31日
付け31障福第1583
号

令和元年10月23日
障害福祉課に対する開示請求
保存文書目録
（裁判に提出したものに限る）

福祉部障害福
祉課

299 令和元年11月27日
令和元年10月30日
付け31障福第1566-
3号

平成30年11月8日
障害福祉課に対する開示請求
身体障害者福祉専門分科会同審査部会議事録
（H29年度～H30年度）

福祉部障害福
祉課

300 平成28年9月5日
平成28年8月30日付
け28子支第601-1号

平成28年3月2日
子育て支援課に対する開示請求
H26年度、H27年度　人事課へ発出した文書

健康福祉部子
育て支援課
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