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第１ 情報公開制度・個人情報保護制度の運用状況 

（平成31年４月１日から令和２年３月31日まで） 

 

 １ 利用状況 

 (１) 請求件数 

年度 情報公開 
個人情報保護 

開示請求 訂正請求等 

令和元年度 396 97 0 

平成30年度 393 106 0 

平成29年度 389 118 0 

 ※請求の取下げがあったものは、上記の数字から除外しています。 

   取下げ件数  情報公開…10件 個人情報保護…３件 

 

(２) 請求者数 

年度 情報公開 個人情報保護 

令和元年度 174 92 

平成30年度 175 92 

平成29年度 162 109 

 

 (３) 主な請求内容 

 情報公開(件数・比率) 個人情報保護(件数・比率) 

１ 
入札結果等契約事務に関する文書 

(68件・17.2％) 

診療録 

(63件・64.9％) 

２ 
建築計画概要書 

(64件・16.2％) 

住民基本台帳オンラインシステム等

のアクセスログ (８件・8.2％) 

３ 
営業許可に関する文書 

(31件・7.8％) 

生活保護に関する文書 

（４件・4.1％） 
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 ２ 公開・開示等の処理状況 

 (１) 公文書公開請求 

年度 
決定

件数 

決定件数の内訳 

公開 一部

公開 

非 公

開 

不 存

在 

存否応

答拒否 

公開率(％) 

(＊１) 

令和元年度 396 180 174 5 36 1 98.6 

平成30年度 393 201 166 2 23 1 99.5 

平成29年度 400 190 181 2 27 0 99.5 

 (＊１) 公開率＝（公開＋一部公開）÷（公開＋一部公開＋非公開） 

 

 (２) 保有個人情報開示請求 

年度 
決定

件数 

決定件数の内訳 

開示 一部

開示 

非開示 不存在 開示率(％) 

(＊２) 

令和元年度 95 71 20 0 4 100 

平成30年度 105 68 28 2 7 98.0 

平成29年度 121 79 39 1 2 99.2 

 (＊２) 開示率＝（開示＋一部開示）÷（開示＋一部開示＋非開示） 

 

 ３ 審査請求（不服申立て）の状況 

 (１) 公文書公開請求 

年度 件数 実人員 

令和元年度 7 3 

平成30年度 5 4 

平成29年度 0 0 

 

 (２) 保有個人情報開示請求 

年度 件数 実人員 

令和元年度 0 0 

平成30年度 0 0 

平成29年度 1 1 
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４ 情報提供制度の利用状況（金入り設計書） 

  依頼件数・工事件数 

年度 依頼件数 工事件数 

令和元年度 622 2,201 

平成30年度 679 2,204 

平成29年度 526 1,802 

  

第２ 豊橋市情報公開・個人情報保護審査会の運営状況 

（平成31年４月１日から令和２年３月31日まで） 

 

 １ 審査会委員（委嘱期間は、２年） 

                     (会長及び会長職務代理以外は五十音順) 

職名 氏名 所属等 委嘱期間 

会長 庄村 勇人 名城大学 平成31年４月１日から 

令和３年３月31日まで 

会長職務代理 河邊 伸泰 愛知県弁護士会 同上 

委員 赤本 優 愛知県弁護士会 同上 

委員 見目 喜重 豊橋創造大学 同上 

委員 菅生 剛弘 愛知県弁護士会 同上 

委員 松村 享 名古屋学院大学 同上 

 

 ２ 審査会の開催状況   

会議回 開催日 諮問 審査内容 答申 

第77回 平成31年 

４月23日 

第92号 「新アリーナ計画」の都市

公園法上の問題について

検討した会議、打ち合わせ

の議事録、打ち合わせ記

録、メモ、その際の資料な

ど 

一部非公開とされた部

分のうちの一部は、公開

すべきである。 

第78回 

 

平成31年 

４月23日 

 諮問第91号の継続審査 

（豊橋市新アリーナの建

設・運営に関する民間提案

に係る提案書及び審査会

会議録） 

審査 

第79回 令和元年 

６月17日 

第93号 「平成29年度豊橋市民セ

ンター収支計算書４月～

３月毎月の人件費の内訳

非公開処分（文書不存

在）は妥当である。 
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が分かる資料の一切」及び

「連絡調整会議の会議録 

年度内の全て」 

第80回 令和元年 

６月24日 

 諮問第91号の継続審査 一部非公開とされた部

分のうちの一部は、公開

すべきである。 

第81回 令和元年 

10月31日 

第94号 文化会館をどうするかを

検討する資料 

一部非公開とされた部

分のうちの一部は、公開

すべきである。 

第82回 令和元年 

10月31日 

第95号 狭間児童広場及びまちな

か広場（仮称）関係文書 

一部非公開とされた部

分のうちの一部は、公開

すべきである。 

 

第３ 豊橋市情報公開・個人情報保護制度運営審議会の運営状況 

  （平成31年４月１日から令和２年３月31日まで） 

 

 １ 審議会委員（委嘱期間は、２年）                   

職名 氏名 所属等 委嘱期間 

会長 佐野 真一郎 豊橋創造大学 平成31年４月１日から 

令和３年３月31日まで 

会長職務代理 飯田 稔 愛知県弁護士会 同上 

委員 伊藤 博文 愛知大学 同上 

委員 江﨑 雅彰 豊橋市医師会 同上 

委員 五箇野 進 豊橋市自治連合会 同上 

委員 掛布 喜代子 豊橋市民生委員児童委員

協議会 

同上。令和元年12月31日

をもって辞任 

委員 鈴木 由紀子 豊橋市民生委員児童委員

協議会 

令和２年１月１日から 

令和３年３月31日まで 

 

 ２ 審議会の開催状況 

会議回 開催日 諮問 審議内容 

第17回 令和元年６月13日 第21号 

 

第22号 

電子計算機の結合による個人情報の提供

について 
保有個人情報の取得・目的外提供について 

第18回 令和２年３月12日 第23号 個人情報の本人以外からの取得及び利用

目的以外の目的のための提供について 

 


