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  １ 情報公開制度の目的 

 

 

那覇市は、民主的な開かれた市政を実現するためには、行政の持つ情報を広く市民に公開する必要があ

ると考えています。市民の「知る権利」を憲法で保障される基本的人権に内在する具体的な権利として位

置づけ保障し、行政に対しては「原則公開」を義務付けるのが情報公開制度です。 

  次の３点を制度の柱として、ガラス張りの市民参加の市政をめざします。 

    (1) 市の行政機関等のもっている情報は、原則としてすべて公開します。 

    (2) 市民のプライバシーは最大限に保護します。 

  (3) 非公開とする情報は、プライバシー保護や公的保護を図るための必要最小限とします。 

 

 

  情報公開制度の主な内容 

    (1) 実施機関 

    市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員

会、消防局長、上下水道事業管理者、議会及び市が設立した地方独立行政法人（市立病院）をいう。 

  (2) 対象となる公文書 

    実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該実施機関 

   の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものです。 

    (3) 公文書の公開を請求できる者 

    住所、国籍、年齢、個人、法人の区別なく、どなたでも実施機関のもっている公文書の公開を請 

   求できます。 

  (4) 非公開とすることができる公文書 

    実施機関のもっている公文書は公開が原則ですが、次のような情報が記録されている公文書は非 

   公開とすることがあります。 

    ①法令等により、明らかに守秘義務が課されている情報 

    ②個人に関する情報 

    ③公にすると会社などの法人等に著しい不利益を与える情報 

    ④公にすると行政の適正な執行に支障を及ぼす情報 

  (5) 公開の請求方法 

    公開請求は、請求書を窓口の市政情報センター（生活衛生課（那覇市保健所内）、上下水道局及び 

市立病院はそれぞれの窓口）に提出して行います。 

  (6) 決定に対する審査請求 

    実施機関の決定に対して不服があるときは、審査請求をすることができます。 

    審査請求を受けた実施機関は那覇市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重し 

て、審査請求に対する決定又は裁決を行います。 

 (7) 費用の負担 

    閲覧、視聴、聴取は無料ですが、写しの交付を受ける場合は請求者がその費用（写しの作成に要す

る費用又は手数料、写しの送付に要する費用）を負担します。 
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  ２ 情報公開制度の運用状況 

 

 

  (1) この運用状況は、平成31年４月１日から令和２年3月3１日までの１年分です。 

   (2) 公開請求件数は462件で、内訳は下記の表のとおりとなっています。(表１参照) 

   (３) 受付窓口別にみると、市政情報センター367件（うち教育委員会24件、選挙管理委員会0件、監

査委員0件、農業委員会0件、公平委員会0件、固定資産評価委員会0件、消防局長84件、議会3件）、

那覇市保健所（生活衛生課）75件、上下水道事業管理者20件、市立病院0件となっています。 

   (４) 月平均の請求件数は、約39件となります。 

   (５) 非公開、部分公開の理由内訳は下記の表のとおりです。(表２参照) 

   (６)  処分に対する審査請求は0件でした。（表１参照） 

 

     (表１) 情報公開請求の処理状況内訳                          
 

  

年  度 

 
 

審査請求 

 
請求件数 公 開 部分公開 非公開 取り下げ 

平成30年度 392 229 91 55（52） 17 ３ 

令和元年度 462 

 

 

248 143 

 

56（52） 15 ０ 

 
 

      ※  非公開欄のかっこ書きは文書不存在の件数です。 

 

     (表２) 非公開、部分公開の理由内訳 
 

    非公開  部分公開     計  

   法 令 秘 情 報 

   個  人  情  報 

    法  人  情  報 

   行 政 執 行 情 報 

    （時 限 秘） 

   文 書 不 存 在 

    そ    の    他 

0 

1 

1 

2 

０ 

52 

0 

0 

87 

22 

26 

０ 

7 

1 

0 

88 

23 

28 

０ 

59 

1 

 

          合   計 56 143 199 

 
※ 複数の理由に該当する場合もあるので、各合計が必ずしも請求 

件数と一致するわけではありません。 



（表３）実施機関別処理状況

請求件数 公開 部分公開 非公開 取り下げ

総　務　部 12 8 3 1 0 0

企画財務部 7 4 2 1 0 0

経済観光部 9 6 1 2 0 0

環　境　部 13 1 3 9 0 0

市民文化部 12 4 5 2 1 0

福　祉　部 2 0 1 0 1 0

健　康　部 76 34 42 0 0 0

こどもみらい部 6 4 2 0 0 0

都市みらい部 90 66 17 6 1 0

まちなみ共創部 104 70 20 8 6 0

出　納　室 0 0 0 0 0 0

331 197 96 29 9 0

24 20 4 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

84 21 37 20 6 0

20 9 5 6 0 0

3 1 1 1 0 0

0 0 0 0 0 0

462 248 143 56 15 0

小　　　計

合　　　計

上下水道事業管理者

地方独立行政法人
（市立病院）

議　　　会

消防局長

市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長

審査請求

監査委員

農業委員会

固定資産評価委員会

実施機関

公平委員会

教育委員会

選挙管理委員会

公　開　請　求　内　訳
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（1）情報公開請求の内容

①市政情報センター受付分

通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

１ １ H31.4.2

消防法に基づく危険物施設及び少量
危険物施設情報について（施設名、設
置場所、設置許可年月日、廃止年月
日、施設区分、種別）

非公開 H31.4.5
文書不存在（調査対象地番に
おける危険物施設の申請又は
届出が無いため）

第12条第
2項

消防局
予防課

２ ２ H31.4.2 低濃度PCB廃棄物保管事業者一覧 公開 H31.4.4
環境部

廃棄物対策課

３ ３ H31.4.4
〇〇〇〇　消防局予防課指摘事項
H31年度

部分公開 H31.4.8

検査立会・通知書受領者氏名
（個人に関する情報であって、
当該情報に含まれる氏名、その
他の記述により特定の個人を識
別することができるため）

第7条第1
項第2号

消防局
予防課

４

H３０年度発注工事の工事設計書及び
仕訳書、内訳書　・汀良市営住宅2-2
棟屋上防水工事　・小禄市営住宅５・６
号棟改修工事　・壷川市営住宅1号棟
改修工事

公開 H31.4.18
まちなみ共創部

市営住宅課

５
・（仮称）ともかぜ振興会館建設工事
（解体）

公開 H31.4.18
まちなみ共創部

建築工事課

６ 5 H31.4.4

H３０年度発注工事の工事設計書及び
仕訳書、内訳書　・仲井真中学校外壁
補修工事（1工区）　・仲井真中学校外
壁補修工事（2工区）　・松城中学校外
壁補修工事（1工区）　・松城中学校外
壁補修工事（2工区）　　・松城中学校
外壁補修工事（3工区）　・開南小学校
校舎外壁補修工事　・奥武山野球場大
屋根鉄骨部補修工事（その２）　・神原
中学校校舎解体工事　・上間小学校校
舎及び屋内運動場解体工事

公開 H31.4.17
生涯学習部

施設課

７ ６ H31.4.5 松尾2丁目10番の住居表示台帳 公開 H31.4.10
まちなみ共創部

地籍調査課

７ H31.4.9
建築協定書一式　首里金城町4丁目7
番区域

８ H31.4.9
建築協定書一式　(仮)ベアーズタウン
首里金城町Ⅱ区域

９ H31.4.9
建築協定書一式　首里石嶺町4丁目分
譲地

９ １０ H31.4.10 自治会の活動に関する活動報告書 部分公開 H31.4.23
個人に関する情報（氏名・住
所・電話番号）

第7条第1
項第2号

市民文化部
まちづくり協働

推進課

１０ １１ H31.4.11
〇〇〇〇〇〇〇〇〇　消防点検が行
われているか(申請があるか)点検の書
類(図面等)

非公開 H31.4.15
文書不存在（請求のあった防火
対象物は消防用設備点検結果
報告書の届出がないため）

第12条第
2項

消防局
予防課

１１ １２ H31.4.16
測定基図　那覇5　17-17　古波蔵15号
付近

公開 H31.4.18
都市みらい部
道路管理課

１２ １３ H31.4.16

H30年9月1日～12月31日までに付定
のあった住居表示実施地区の日付、新
築物の住居番号、町名地番が明記さ
れている資料と当該の住居表示台帳

公開 H31.4.25
まちなみ共創部

地籍調査課

１３ １４ H31.4.16

H28年度石嶺市営住宅建替工事(造
成）　平成29年度石嶺市営住宅第6期
建替え工事(造成）　上記工事に係る、
表紙、内訳書、単価表、共通仮設費内
訳書、現場管理費、一般管理費、間接
費一覧のすべての金入り(当初）設計
書

公開 H31.4.26
まちなみ共創部

建築工事課

１４ １６ H31.4.16
H30年度大名市営住宅第3期建替工事
（A棟・外構)

公開 H31.4.26
まちなみ共創部

建築工事課

１５ １７ H31.4.16
H29年度石嶺宇栄原市営住宅第4期建
替工事(外構)　　H29年度大名市営住
宅第3期建替工事(造成その２）

公開 H31.4.26
まちなみ共創部

建築工事課

１６ １５ H31.4.16
H30年度歴史散歩道整備工事(識名地
内外３箇所）、歴史散歩道整備工事(上
間地内）、

部分公開 H31.4.26 著作権等に関わる部分
第7条第1
項第3号

都市みらい部
道路建設課

１７ １６ H31.4.16
H30年度石嶺線（２）街路工事(第34工
区)

部分公開 H31.4.26

刊行物から採用した単価の根
拠（刊行物を発刊する法人の権
利、競争上の地位その他正当
な利益を害するおそれがあるた
め）

第7条第1
項第3号

都市みらい部
道路建設課

１５ H31.4.16 新都心公園整備工事(土木２)
１７ H31.4.16 H29年度虎瀬公園整備工事(土木2)

１６ H31.4.16
H30年度上間小学校屋内運動場改築
造成工事、上間小学校及び幼稚園外
構工事（その２）

H31.4.24
生涯学習部

施設課

都市みらい部
花とみどり課

１９ 公開

１８ 公開 H31.4.23

４ H31.4.4

８ 公開 H31.4.19
まちなみ共創部

建築指導課
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

１７ H31.4.16
H29年度上間小学校及び幼稚園外構
工事（その１）

H31.4.24
生涯学習部

施設課

２０
那覇市が管理している孔子廟裁判判
決資料

部分公開 Ｒ元.5.8 個人に関する情報のため
第7条第1
項第2号

都市みらい部
公園管理課

那覇市迷惑防止条例
那覇市禁煙条例
那覇市喫煙防止条例
那覇市喫煙防止規則
那覇市禁煙規則
那覇市禁煙施行令
那覇市喫煙防止施行令

２２
①真和志中学校屋外環境整備工事
工事仕訳書、諸経費計算書、内訳明
細書、見積もり比較表

部分公開 Ｒ元.5.8

公にすることにより、刊行物を発
行する法人に著しい不利益を
あ与えることが明らかであるた
め

第7条第1
項第3号

生涯学習部
施設課

２３

②宇栄原市営住宅第5期建替工事（解
体・1工区）③宇栄原市営住宅第5期建
替工事（解体・2工区）工事仕訳書、諸
経費計算書、内訳明細書、見積もり比
較表

部分公開 Ｒ元.5.8

公にすることにより、刊行物を発
行する法人等に著しい不利益
をあ与えることが明らかであるた
め

第7条第1
項第3号

まちなみ共創部
建築工事課

２４ ２０ H31.4.25
H30・29年度購入の防災備蓄食及び飲
料に係る納品書

公開 H31.4.26
総務部

防災危機管理
課

２５ ２１ H31.4.26

那覇市の市税事務所において平成31
年3月末までに法人設立の届出を受理
した事業所の下記項目　①電話番号
②住所③商号、屋号④代表者氏名⑤
設立⑥資本金

部分公開 R1.5.10

電話番号（一般公開されていな
い法人の電話番号を公開する
ことで今後の本市への情報提
供が消極的になり、正確な事実
の把握を困難にする恐れがあ
るため）

第7条第1
項第4号

企画財務部
市民税課

２６ ２２ H31.4.26
資産税係で保有する公文書の全目録
廃棄文書の目録も含む

部分公開 R1.5.10
個人または法人に関する情報
が含まれる部分

第7条第1
項第2号

企画財務部
資産税課

２７ ２３ R1.5.9
事業地を表示する図面　平面図
3-4-那88号真和志線

公開 R1.5.10
都市みらい部
道路建設課

２８ ２４ R1.5.9
平成30年度市道具志73号実施設計業
務委託（平面図、縦断図、断面図、横
断図）のＣＡＤデータ

公開 R1.5.15
都市みらい部
道路建設課

２９ ２５ R1.5.9

平成31年1月1日から平成3月31日まで
に設定のあった住居番号地番、地名町
名、設定された日付が明記されている
資料及びそれに対応するＪ注居表示台
帳

公開 R1.5.14
まちなみ共創部

地籍調査課

３０ ２６ R1.5.13

真嘉比古島第1区土地区画整理事業
における本換地所前に行われる地権
者の土地境界立会を求めた文書通知
書及び立会境界確認署名押印の写
し、境界を示す境界票、を設置したこと
を示す書類

非公開 R1.5.27 文書不存在
第12条第
2項

まちなみ共創部
まちなみ整備課

３１ ２７ R1.5.13
Ｈ３０年度　Ｈ30年度新都心公園整備
工事（土木2）

公開 R1.5.14
都市みらい部
花とみどり課

刊行物から採用した単価の根
拠（公にすることにより、刊行物
を発刊する法人に著しい不利
益を与えることが明らかである
ため)

第7条第1
項第3号

工事設計書内の決裁者の押印
(決裁者の押印が知られると事
業執行に支障を及ぼすため）

第7条第1
項第4号

刊行物から採用した単価の根
拠（公にすることにより、刊行物
を発刊する法人に著しい不利
益を与えることが明らかである
ため)

第7条第1
項第3号

工事設計書内の決裁者の押印
(決裁者の押印が知られると事
業執行に支障を及ぼすため）

第7条第1
項第4号

工事設計書内の決裁者の押印
(決裁者の押印が知られると事
業執行に支障を及ぼすため）

第7条第1
項第3号

工事設計書内の決裁者の押印
(決裁者の押印が知られると事
業執行に支障を及ぼすため）

第7条第1
項第4号

３１ R1.5.13 松城中学校外壁補修工事（3工区）
生涯学習部

施設課

３２ R1.5.13
上間小学校校舎及び屋内運動場解体
工事

生涯学習部
施設課

３３ R1.5.13
上間小学校校舎及び屋内運動場改築
造成工事

生涯学習部
施設課

３４ R1.5.13 上間小学校及び幼稚園外構工事
生涯学習部

施設課

まちなみ共創部
建築工事課

３５ 公開 R1.5.22

まちなみ共創部
建築工事課

３０ R1.5.13
宇栄原市営住宅第5期建替工事（解

体・2工区）
３４ 部分公開 R1.5.27

まちなみ共創部
建築工事課

２９ R1.5.13
宇栄原市営住宅第5期建替工事（解

体・1工区）
３３ 部分公開 R1.5.27

２８ R1.5.13
Ｈ３０年度　石嶺市営住宅第6期建替

工事（造成その2）
３２ 部分公開 R1.5.27

１９ H31.4.25

１９ 公開

１８ H31.4.24
２１ 非公開 H31.4.26 文書不存在

第12条第
2項

総務部
法制契約課
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

３５ R1.5.13 小禄小学校及び幼稚園耐震改修工事
生涯学習部

施設課

３６ ３６ R1.5.13 真和志中学校屋外環境整備工事 部分公開 R1.5.22

刊行物から採用した単価の根
拠（公にすることにより、刊行物
を発刊する法人に著しい不利
益を与えることが明らかである
ため)

第7条第1
項第3号

生涯学習部
施設課

３７ ３７ R1.5.13 測定基図　那覇-2 公開 R1.5.14
都市みらい部
道路管理課

３８ ３８ R1.5.17
那覇市字松川774番、775番　換地図、
座標面積計算書、測量図

公開 R1.5.30
まちなみ共創部
まちなみ整備課

３９ ３９ R1.5.21
H31年度那覇市教育課程研究員(全教
科)

公開 R1.6.4
学校教育部
学校教育課

４０ ４０ R1.5.22 与儀国場北線　道路台帳 公開 R1.5.23
都市みらい部
道路管理課

４１ ４１ R1.5.27

H31年1月1日～4月30日までに付定の
あった住居表示実施地区の日付、新
築物の住居番号、町名地番が明記さ
れている資料と当該の住居表示台帳

公開 R1.5.29
まちなみ共創部

地籍調査課

４２ ４２ R1.5.28
H28年(行ウ）第14号換地処分取消請
求事件の公訴に係る書類一切

部分公開 R1.6.11

原告氏名(個人に関する情報で
あって、公にすることにより、個
人の権利利益を害するおそれ
があるため）

第7条第1
項第2号

まちなみ共創部
まちなみ整備課

４３ ４３ R1.5.28

H３０年度発注工事の工事設計書及び
仕訳書、内訳書　・仲井真中学校外壁
補修工事（1工区）　・仲井真中学校外
壁補修工事（2工区）　・松城中学校外
壁補修工事（1工区）　・松城中学校外
壁補修工事（2工区）　　・松城中学校
外壁補修工事（3工区）　・開南小学校
校舎外壁補修工事

公開 R1.5.31
生涯学習部

施設課

４４ ４４ R1.5.28 那覇市道路種別マップ　No.3 公開 R1.6.4
まちなみ共創部

建築指導課

４５ ４５ R1.5.31
小禄市営住宅５・６号棟改修工事　壷
川市営住宅１号棟改修工事　工事内
訳書

公開 R1.6.7
まちなみ共創部

市営住宅課

４６ ４６ R1.6.3
真嘉比古島第二土地区画整理地区の
集合換地土地についての減免につい
て

非公開 R1.6.17 文書不存在
第12条第
2項

まちなみ共創部
まちなみ整備課

４７ ４７ R1.6.3
真嘉比古島第二土地区画整理地区の
集合換地土地についての減免につい
て

公開 R1.6.17
企画財務部
資産税課

４８ ４８ R1.6.6
H30年度、こんにちは赤ちゃん事業の
入札結果の落札金額、落札業者名等

部分公開 R1.6.13

予定価格（公にすることにより、
市の機関又は国等の機関が行
う契約、交渉又は訴訟に係る事
務に関し、市又は国等の財産
上の利益又は当事者としての
地位を不当に害するおそれが
あるため

その他（存
否応答拒
否・権利
乱用・他
制度）

こどもみらい部
子育て応援課

４９ ４９ R1.6.10 道路台帳 公開 R1.6.11
都市みらい部
道路管理課

５０ ５０ R1.6.11 那覇市道路種別マップ　No.2 公開 R1.6.12
まちなみ共創部

建築指導課

５１ ５１ R1.6.11 位置指定道路の広告の写し 取下げ R1.6.12
まちなみ共創部

建築指導課

５２ ５２ R1.6.12

Ｈ３１年度街路樹維持管理業務委託
(那覇西・東地区）、Ｈ３１年度街路樹美
化業務委託、宜野湾南風原線植栽工
事（Ｈ３１）　金入り設計書(単価表を含
むすべて）

部分公開 R1.6.25

単価表、表紙決裁欄の押印部
分（内訳書に掲載している単価
の根拠にもなっており、今後発
注予定の類似工事費積算にお
いて工事費を類推される等、事
業執行に支障を及ぼすため）

第7条第1
項第4号

都市みらい部
道路管理課

５３ ５３ R1.6.13 道路台帳 公開 R1.6.14
都市みらい部
道路管理課

５４ ５４ R1.6.17 開発許可申請書 公開 R1.7.2
まちなみ共創部

建築指導課

５５ ５５ R1.6.17 2019年4月2日にあった火事の原因 部分公開 R1.7.1

出火場所の氏名、年齢に関す
ること（個人に関する情報で
あって、当該情報に含まれる氏
名、年齢の記述によりと特定の
個人を識別することができるた
め）

第7条第1
項第2号

消防局
予防課

５６ ５６ R1.6.17

市道石嶺26号線及びその道路に接続
する建築基準法第42条2項の道路に面
している那覇市首里石嶺町一丁目132
番1に設置されている擁壁の図面

公開 R1.6.26
都市みらい部
道路建設課

５７ ５７ R1.6.18
事業地を表示する図面　平面図
3-4-那88号真和志線

公開 R1.6.19
都市みらい部
道路建設課

３５ 公開 R1.5.22

6



通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

５８ ５８ R1.6.20

H31年度生活保護法等診療報酬明細
書点検　国民健康保険診療明細書
内容点検業務における　１．入札もしく
は見積もり合わせ参加業者及び各事
業者の応札金額　２．仕様書　３．契約
書及び契約金額

取下げ R1.6.20
福祉部

保護管理課

５９ ５９ R1.6.24

陸軍病院識名分室豪調査に関する予
算の書類の件
私たちの那覇市総合学習（資料1）にお
いて、識名園の南東側に識名分室が
あり（資料2.3）識名園からは下りられな
い場所で、那覇市教育委員会1997年
（平成9年）に調査したとある
そうすると識名分室を調査するには足
場等をくむ必要があり費用がいります。
よって、識名分室の調査に関する予算
の書類を公開してください。

非公開 R1.7.8 文書不存在
第12条第
2項

市民文化部
文化財課

６０
2019年4月4日に発生した火災につい
ての、消防活動記録、火災原因判定
書、現場検証記録（写真）

部分公開 R1.7.3

出火場所及び関係者の氏名、
年齢に関すること（個人に関す
る情報であって、当該情報に含
まれる氏名、年齢の記述により
特定の個人を識別することがで
きるため）

第7条第1
項第2号

消防局
予防課

６１ 消防活動報告書 公開 R1.7.3
消防局
警防課

６１ R1.6.27
令和元年度　城岳小学校外壁補修工
事（1工区）　に係る、すべての金入りの
工事設計書

６２ R1.6.27
令和元年度　城岳小学校外壁補修工
事（2工区）　に係る、すべての金入りの
工事設計書

６３ ６３ R1.6.27
令和元年度　H31年度石嶺線（２）街路
工事（第33工区）に係る、すべての金
入りの工事設計書

部分公開 R1.6.28

刊行物から採用した単価の根
拠（刊行物を発刊する法人の権
利、競争上の地位その他正当
な利益を害するおそれがあるた
め）

第7条第1
項第3号

都市みらい部
道路建設課

６４ ６４ R1.6.27

那覇市久茂地3-18-10　久茂地華僑ビ
ルのエレベーターの故障のため人間が
閉じ込められたために消防署が出動し
た記録

部分公開 R1.7.8
個人が特定される情報（当該情
報に含まれる氏名、生年月日そ
の他の記述等があるため）

第7条第1
項第2号

消防局
警防課

６５

調査対象地番：那覇市おもろまち4丁
目　　　　　　　1.水質汚濁防止法に係る
特定施設設置届出の有無　2.土壌の
特定有害物質による汚染状態に関す
る公的届出資料　3.特定有害物質又は
特定有害物質を含む個体・液体の埋
設等に関する公的届出資料　4.特定有
害物質の使用等に関する公的届出資
料　5.自然的原因による土壌汚染に関
する公的届出資料

非公開 R1.7.1 文書不存在
第12条第
2項

環境部
環境保全課

欠番
下水道法に伴う特定施設の公的届出
資料

上下水道局

６６

給油設備敷設等に伴う設置に伴う公的
届出資料、危険物製造所等設置許可
書及び配置図、危険物貯蔵所廃止届
書及び配置図

非公開 R1.7.8 文書不存在
第12条第
2項

消防局
予防課

６７

調査対象地番：那覇市港町2丁目
1.水質汚濁防止法に係る特定施設設
置届出の有無　2.土壌の特定有害物
質による汚染状態に関する公的届出
資料　3.特定有害物質又は特定有害
物質を含む個体・液体の埋設等に関
する公的届出資料　4.特定有害物質の
使用等に関する公的届出資料　5.自然
的原因による土壌汚染に関する公的
届出資料

非公開 R1.7.1 文書不存在
第12条第
2項

環境部
環境保全課

欠番
下水道法に伴う特定施設の公的届出
資料

上下水道局

６８

給油設備敷設等に伴う設置に伴う公的
届出資料、危険物製造所等設置許可
書及び配置図、危険物貯蔵所廃止届
書及び配置図

部分公開 R1.7.8
個人名及び印影、法人代表印
の印影

第7条第1
項第2号

消防局
予防課

６９ ６７ R1.6.28

別紙記載の分筆業務にかかる那覇市
と財団法人沖縄県公共嘱託登記土地
調査士協会との契約書およびその契
約にかかる仕様書及び起案書

部分公開 R1.7.11

法人代表者の印影（法人に関
する情報であって、公にするこ
とにより、当該法人に著しい不
利益を与えるため）

第7条第1
項第3号

まちなみ共創部
まちなみ整備課

７０ ６８ R1.6.28 道路台帳 公開 R1.7.2
都市みらい部
道路管理課

７１ ６９ R1.6.28
①事業地を表示する図面
②設計の概要を表示する図面

公開 R1.7.2
都市みらい部
道路建設課

６６ R1.6.27

６２ 公開 R1.7.8
生涯学習部

施設課

６５ R1.6.27

６０ R1.6.27
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

７２ ７０ R1.7.2 開発許可申請書 非公開 R1.7.16
公開することにより、法人等の
活動利益を著しく害するおそれ
があるため

第7条第1
項第3号

まちなみ共創部
建築指導課

７３ ７１ R1.7.3
土砂災害防止法第4条に係る基礎調
査資料

公開 R1.7.3
総務部

防災危機管理
課

７４ ７２ R1.7.3
行政書類に対し、開示できない旨の根
拠となる条文

取下げ R1.7.3
市民文化部

ハイサイ市民課

７５ ７３ R1.7.4 S57年度に作成された狭あい道路台帳 公開 R1.7.10
まちなみ共創部

建築指導課

７６ ７４ R1.7.4

H31年4月1日～6月30日までに設定の
あった住居表示地番、地名町名、設定
された日付が明記されている資料及び
それに対応する住居表示台帳

公開 R1.7.10
まちなみ共創部

地籍調査課

７７ ７５ R1.7.8

（仮称）大嶺コミュニティーセンター建
設工事　上記の工事に係る、表紙、内
訳書、単価表、共通仮設費内訳書、現
場管理費、一般管理費、間接費一覧
のすべての金入りの工事設計書

部分公開 R1.7.10
工事設計書内の決裁者の押印
（決裁者の押印が知られると事
業執行に支障を及ぼすため）

第7条第1
項第4号

まちなみ共創部
建築工事課

７８ ７６ R1.7.8
2019年5月5日に発生した交通事故の
救急搬送記録

取下げ R1.7.9
消防局
救急課

７９ ７７ R1.7.8 道路種別マップNo.3（東）２５－R 公開 R1.7.9
まちなみ共創部

建築指導課

８０ ７８ R1.7.10
事業地を表示する図面　平面図
3-4-那88号真和志線

公開 R1.7.11
都市みらい部
道路建設課

８１ ７９ R1.7.10 那覇市道路台帳測定図　那覇２ 公開 R1.7.16
都市みらい部
道路管理課

８２

那覇中学校プール改築工事（設備）、
石嶺小学校校舎改築工事（空調）、金
城小学校空調機更新工事、石嶺小学
校校舎改築工事（電気）、石嶺小学校
校舎改築工事（衛生）、神原中学校校
舎改築工事（機械）、神原中学校校舎
改築工事（電気）

公開 R1.7.25
生涯学習部

施設課

８３

（仮称）ともかぜ振興会館建設工事（衛
星設備）、（仮称）ともかぜ振興会館建
設工事（舞台音響）、石嶺市営住宅建
替工事（配水管布設）、（仮称）ナハメカ
ルパーキング建設工事（設備）

公開 R1.7.23
まちなみ共創部

建築工事課

８４
平成30年度石嶺駅前線照明灯工事
（第5工区）

部分公開 R1.7.17

刊行物等から採用した単価の
根拠（刊行物を発行する法人の
権利、競争上の地位その他正
当な利益を害するおそれがある
ため）

第7条第1
項第3号

都市みらい部
道路建設課

８５
平成30年度旭ヶ丘便所整備工事（設
備）

公開 R1.7.16
都市みらい部
公園管理課

８６ ８１ R1.7.12

那覇市、〇〇〇、〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇、近隣住民との国際通り屋台村に
関する話し合い議事録とその資料

部分公開 R1.7.25

個人の氏名、連絡先、法人の
代表取締役印（公開することに
より当該個人や法人の権利利
益を害するおそれがあるため）

第7条第1
項第2号

環境部
環境保全課

８７ ８２ R1.7.16
那覇市字安里381番2　使用開始届、
消防設備検査済証、立入検査報告書

部分公開 R1.7.29
使用開始届、消防設備検査済
み証（文書不存在）

第12条第
2項

消防局
予防課

８８ ８３ R1.7.17
那覇市道路種別マップＮＯ．３（東）３２
Ｌ、３２Ｒ

公開 R1.7.18
まちなみ共創部

建築指導課

８９ ８４ R1.7.22
字安謝617番地42先内の道（建築基準
法第42条第2項の規定による道路）の
相談に関する資料一式

部分公開 R1.7.26

印影の部分（個人のプライバ
シーの保護のため、法人等に
不利益を与える恐れがあるた
め）

第7条第1
項第2号

まちなみ共創部
建築指導課

９０ ８５ R1.7.23

８・７那10号東河川、仲之川線ほか14
路線　事業地を表示する図面（平面
図）、設計の概要を表示する図面（標
準断面図）、那覇広域都市計画道路の
変更（那覇市決定）

公開 R1.7.25
都市みらい部
道路建設課

９１ ８６ R1.7.25

那覇市曙の放課後等デイサービス・児
童発達支援「ジャンプステージ」及び
「ジャンプステージハート」に関し、市が
2017年以降所有する一切の書類。

部分公開 R1.8.30
個人名、住所等（特定の個人を
識別するおそれがあるため）

第7条第1
項第2号

福祉部
障がい福祉課

９２ ８７ R1.7.30 Ｈ２５年の〇〇〇〇との反社契約書 非公開 R1.8.13 文書不存在
第12条第
2項

都市みらい部
花とみどり課

９３ ８８ R1.7.30
3･5那22号　古波蔵線　事業地を表示
する図面（平面図）

公開 R1.7.31
都市みらい部
道路建設課

８９ R1.7.30
工事設計書(工事積算内訳書）開南小
学校校舎外壁補修工事

９０ R1.7.30
工事設計書(工事積算内訳書）仲井真
中学校外壁補修工事（1工区)

９１ R1.7.30
工事設計書(工事積算内訳書）松城中
学校外壁補修工事(1工区)

９２ R1.7.30
工事設計書(工事積算内訳書）松城中
学校外壁補修工事(3工区)

R1.8.6
生涯学習部

施設課

８０ R1.7.11

９４ 公開

8



通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

９３ R1.7.30
工事設計書(工事積算内訳書）城岳小
学校外壁補修工事(1工区)

９４ R1.7.30
工事設計書(工事積算内訳書）小禄市
営住宅５・６棟改修工事

９５ R1.7.30
工事設計書(工事積算内訳書）壷川市
営住宅1号棟改修工事

９６ ９６ R1.8.1
2019年4月30日に首里石嶺町で起きた
火事の出火原因が分かる文書

部分公開 R1.8.13

出火場所の氏名、年齢に関す
ること(個人に関する情報であっ
て、当該情報に含まれる氏名、
年齢の記述により特定の個人を
識別するものであるため）

第7条第1
項第2号

消防局
予防課

９７ ９７ R1.8.1
H30年（行コ）第8号換地処分取消請求
公訴事件の判決書の写し

部分公開 R1.8.14

一審原告氏名、住所(個人に関
する情報であって、公にするこ
とにより、個人の権利利益を害
するおそれがあるため)

第7条第1
項第2号

まちなみ共創部
まちなみ整備課

９８ ９８ R1.8.7
H13年度沖縄県戦争遺跡詳細分布調
査実施要綱のすべて

部分公開 R1.8.20
個人に関する情報（氏名・生年
月日・住所など)戸籍事項に関
する情報が記載されているため

第7条第1
項第2号

市民文化部
文化財課

９９ ９９ R1.8.13 測定基図　那覇-2 公開 R1.8.15
都市みらい部
道路管理課

１００ １００ R1.8.14

ハイサイ市民課窓口業務委託契約に
ついて　１．直近の仕様書、２、委託料
の算出根拠の分かる資料、３．直近の
業務報告書

部分公開 R1.8.28

法人の印影、雇用条件調書の
うちノウハウや実績等企業秘密
に該当する部分（企業秘密に
該当し公開することで法人に著
しい不利益を与えることが明ら
かであるため）

第7条第1
項第2号

市民文化部
ハイサイ市民課

１０１ １０１ R1.8.14
那覇広域都市計画道路　3・5・20号
一銀線平面図

公開 R1.8.16
都市みらい部
道路建設課

１０２ １０２ R1.8.19

1.平成２８年(行ウ）第１４号換地処分取
消請求事件　2.平成３０年(行コ）第８号
換地処分取り消し請求公訴事件　3.上
告受理申立通知事件番号令和元年
第７号、上告提起事件番号令和元年
（サ）第７号　上記の１及び２の裁判に
係る費用一切並びに上記３裁判に要
する費用一切の金額が分かる文書等

部分公開 R1.8.30

原告氏名（個人に関する情報
であって、公にすることにより、
個人の権利利益を害するおそ
れがあるため）

第7条第1
項第2号

まちなみ共創部
まちなみ整備課

１０３ １０３ R1.8.21

なかよし給食センター(豊見城市）が那
覇市及び市立こども園に報告した給食
への異物混入に関する情報「異物混入
に関する報告書」の内容すべて（２０１６
~２０１９年度分）

公開 R1.9.4
こどもみらい部
子ども教育保育

課

１０４ １０４ R1.8.21 道路台帳　那覇４　３１年11-19 公開 R1.8.22
都市みらい部
道路管理課

１０５ １０５ R1.8.21 一銀線の拡幅予定の図面 公開 R1.8.22
都市みらい部
道路建設課

１０６ １０６ R1.8.22
平成24年10月27日那覇市壷川　○○
所有の火災について

部分公開 R1.9.2

個人に関する情報（個人に関
する情報であって、当該情報に
含まれる氏名、生年月日その他
の記述等により特定の個人を識
別することができるため）

第7条第1
項第2号

消防局
西消防署

１０７ １０７ R1.8.22
H29年度松城中学校東側線道路改良
工事　工事設計書

公開 R1.8.28
都市みらい部
道路建設課

１０８ １０８ R1.8.22
石嶺小学校配管切り回し工事　工事設
計書

公開 R1.8.27
生涯学習部

施設課

１０９ １０９ R1.8.22
宇栄原市営住宅第4期建替工事(外構)
工事設計書

公開 R1.9.4

刊行物から採用した単価の根
拠（公にすることにより、刊行物
を発刊する法人に著しい不利
益を与えることが明らかなた
め）、工事設計書内の決裁者の
押印（決裁者の押印が知られる
と事業執行に支障を及ぼすた
め）

第7条第1
項第3号

まちなみ共創部
建築工事課

１１０ R1.8.22
H30年度新都心公園整備工事(土木2)
工事設計書

都市みらい部
花とみどり課

１１１ R1.8.22
H29年度虎瀬公園整備工事(土木2)工
事設計書

都市みらい部
花とみどり課

１１１ １１２ R1.8.23 測定基図　那覇２　11-1 公開 R1.8.26
都市みらい部
道路管理課

１１２ １１３ R1.8.21

なかよし給食センター(豊見城市）が那
覇市及び市立こども園に報告した「栄
養定期報告書」の内容すべて（２０１６~
２０１９年度分）

部分公開 R1.9.3
2016～2017年度給食施設栄養
定期報告書（文書不存在）

第12条第
2項

健康部
健康増進課

１１３ １１４ R1.8.26

現在那覇市が売却を予定し入札を
行っている首里石嶺市営住宅活用用
地の汚水が接続される市営住宅保有
の下水管への工事。配管位置、形状、
深さ等が確認できる図面

公開 R1.9.2
市民文化部
文化財課

１１４ １１５ R1.8.27 末吉公園平面図 公開 R1.8.27
都市みらい部
公園管理課

１１０ 公開 R1.8.23

R1.8.6
生涯学習部

施設課

９５ 公開 R1.8.6
まちなみ共創部

市営住宅課

９４ 公開

9



通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

１１４ １１６ R1.8.28 那覇市道路種別マップNo1（西）３６L 公開 R1.9.3
まちなみ共創部

建築指導課

１１５ １１７ R1.8.28 道路台帳　測定基図　那覇２ 公開 R1.8.30
都市みらい部
道路管理課

１１６ １１８ R1.9.2
那覇市首里金城町1丁目における沖縄
県から基礎調査資料及び調査結果報
告書

部分公開 R1.9.6
沖縄県から送付された基礎調
査結果報告書（文書不存在）

第12条第
2項

総務部
防災危機管理

課

１１７ １１９ R1.9.3
45-R　那覇市道路種別マップNo.2
（西）

公開 R1.9.4  
まちなみ共創部

建築指導課

１１８ １２０ R1.9.4
H３０年9月30日那覇市安里178番で発
生した火災調査に関すること全て

部分公開 R1.9.18

個人情報に関する事（個人に
関する情報であって、当該情報
に含まれる氏名、年齢の記述に
より特定の個人を識別すること
ができるものであるため）

第7条第1
項第2号

消防局
予防課

１１９ １２１ R1.9.4 道路台帳　測定基図　4番　11-19 公開 R1.9.10
都市みらい部
道路管理課

１２０ １２２ R1.9.4
H31年度街路樹維持管理業務委託（那
覇西地区）（那覇東地区）の工事費内
訳書

部分公開 R1.9.9

単価表（内訳書に掲載している
単価の根拠にもなっており、今
後発注予定の類似工事費積算
において工事費を類推される
等、事業執行に支障を及ぼす
ため）

第7条第1
項第4号

都市みらい部
道路管理課

１２１ １２３ R1.9.4
令和元年度道路除草業務委託の工事
費内訳書

部分公開 R1.9.9

単価表（内訳書に掲載している
単価の根拠にもなっており、今
後発注予定の類似工事費積算
において工事費を類推される
等、事業執行に支障を及ぼす
ため）、処分場名（参考としてい
る沖縄県の報告書において、
非公開とされてるため）

第7条第1
項第4号

都市みらい部
道路管理課

１２２ １２４ R1.9.5
石嶺市営住宅活用用地前　那覇市道
64号公共下水道計画図面の取得（コ
ピー）

公開 R1.9.6
まちなみ共創部

建築工事課

１２３ １２５ R1.9.6
土砂災害区域等に関する法律の7条の
３・４・５に関する資料および資料に対
する根拠

公開 R1.9.17
総務部

防災危機管理
課

１２４ １２６ R1.9.6
なかよし給食センターが報告した給食
への異物混入に関する情報「異物混入
に関する報告書」の内容

公開 R1.9.19
こどもみらい部
子ども教育保育

課

１２５ １２７ R1.9.6

2019年2月27日に公立認定こども園
「小禄南こども園」に提供された給食の
中にアレルギー対応ができなかった経
緯を説明した文書のすべて

公開 R1.9.19
こどもみらい部
子ども教育保育

課

１２８ R1.9.6
宇栄原小学校屋内運動場解体工事
工事設計書

１２９ R1.9.6
天妃小学校屋内運動場解体工事　工
事設計書

１３０ R1.9.6
神原小学校屋内運動場等解体工事
工事設計書

１３１ R1.9.6
安岡中学校屋内運動場及びプール解
体工事　工事設計書

１２７ １３２ R1.9.9 建築確認申請の製本の開示 取下げ R1.9.11
まちなみ共創部

建築指導課

１２８ １３３ R1.9.9
DFS新築工事　確認申請書、構造計算
書

取下げ R1.9.24
まちなみ共創部

建築指導課

１２９ １３４ R1.9.11

平成27年度、28年度
事務連絡委託料、行事補助金実績の
文書
令和元年6月　自治会会長名の文書
県営古波蔵第3市街地住宅

部分公開 R1.9.20

補助金の確定について（通知）
の控え（平成２７年度）（那覇自
治会及び準備委員会等事業補
助金の交付申請が無く文書不
存在のため（交付申請なし））

第12条第
2項

市民文化部
まちづくり協働

推進課

１３０ １３５ R1.9.11
那覇市が識名分室壕を識名園の南東
と確定した資料

非公開 R1.9.24 文書不存在
第12条第
2項

市民文化部
文化財課

１３６ R1.9.11
金城小学校空調機更新工事
・工事内訳書
・工事内訳明細書

１３７ R1.9.11
石嶺小学校校舎改築工事（空調）
・工事内訳書
・工事内訳明細書

１３２ １３８ R1.9.11

那覇市ぶんかテンブス館施設機能強
化工事（空調設備）
・工事内訳書
・工事内訳明細書

公開 R1.9.24
まちなみ共創部

建築工事課

１３９ R1.9.11

那覇市新文化芸術発信拠点施設建設
工事（機械・2工区）
・工事内訳書
・工事内訳明細書

１４０ R1.9.11

那覇市新文化芸術発信拠点施設建設
工事（機械・1工区）
・工事内訳書
・工事内訳明細書

１３１ 公開 R1.9.20
生涯学習部

施設課

１３３ 公開 R1.9.17
市民文化部
文化振興課

１２６ 公開 R1.9.20
生涯学習部

施設課
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

１３４ １４１ R1.9.11

（仮称）ともかぜ振興会館建設工事（空
調設備）
・工事内訳書
・工事内訳明細書

公開 R1.9.24
まちなみ共創部

建築工事課

１３５
伝統工芸館、泊魚市場、てんぶす館、
IT創造館、なは産業支援センターのこ
れまでの経緯がわかる文書

公開 R1.9.25

１３６

伝統工芸館、泊魚市場、てんぶす館、
IT創造館、なは産業支援センターのこ
れまでの経緯がわかる業務の引き継ぎ
文書（H27年度～）

非公開 R1.9.25

本市が行う業務又は事業にお
いて、業務執行に関する情報
が記載された職員業務引き継
ぎ書を公にすることにより、当該
業務又は事業の適正な執行に
著しい支障を及ぼす可能性が
あるため

第7条第1
項第4号

１３７ １４３ R1.9.12 安里1丁目浸水履歴 公開 R1.9.25
総務部

防災危機管理
課

１３８ １４４ R1.9.13

平成30年度31年度那覇市役所前自動
二輪駐車場管理運営業務委託に関す
る公告・仕様書・契約書案・落札金額・
落札会社・参加業者別入札額・関連す
る書類

公開 R1.9.20
都市みらい部
道路管理課

１３９ １４５ R1.9.17
那覇市中学校教育課程研究員一覧
（全教科分）

公開 R1.9.20
学校教育部
学校教育課

１４０ １４６ R1.9.18 〇〇〇〇の住所、責任者の名簿 非公開 R1.10.2 文書不存在
第12条第
2項

都市みらい部
花とみどり課

１４１ １４７ R1.9.18
第一牧志公設市場など市場について
のデータ

部分公開 R1.10.1
氏名（個人に関する情報に該
当するため）

第7条第1
項第2号

経済観光部
なはまち振興課

１４２ １４８ R1.9.20 那覇市道路種別マップ　NO.2　６８－R 公開 R1.9.27
まちなみ共創部

建築指導課

１４３ １４９ R1.9.20 住居表示台帳 公開 R1.10.3
まちなみ共創部

地籍調査課

１４４ １５０ R1.9.25
事業地を表示する図面　平面図
3-4-那88号真和志線

公開 R1.9.26
都市みらい部
道路建設課

１４５ １５１ R1.9.26 道路種別マップ　NO.2　51-L 公開 R1.9.27
まちなみ共創部

建築指導課

１４６ １５２ R1.9.30

石嶺市営住宅第6期建替事業業務委
託（造成その2磁気探査）に係る表紙、
積算内訳書、総括表、代価表、単価表
一覧、単価表

公開 R1.10.9
まちなみ共創部

建築工事課

１４７ １５３ R1.10.1
那覇市道路種別マップ　NO3（東）２１
－R

公開 R1.10.2
まちなみ共創部

建築指導課

１４８ １５４ R1.10.3 市道具志73号実施設計業務委託 公開 R1.10.4
都市みらい部
道路建設課

１４９ １５５ R1.10.4

平成30年（31年使用）中学校道徳教科
用図書採択に関する資料　・調査報告
（答申）及び採択理由　・調査及び選定
委員名簿　・教育委員会議録

公開 R1.10.11
学校教育部
学校教育課

１５０ １５６ R1.10.4
首里大名町に新設予定の認可保育園
を町外に設置するよう求める　陳情書

部分公開 R1.10.18

陳情者、請願者の氏名、住所、
連絡先、所属（個人に関する情
報であって、特定の個人を識別
することができるものであるた
め）

第7条第1
項第2号

こどもみらい部
こども政策課

１５１ １５７ R1.10.9
平成29年度から令和元年10月9日の期
間「安岡中学校屋内運動場等建設事
業」について作成された文書

公開 R1.10.21
生涯学習部

施設課

１５２ １５８ R1.10.10
最新の土地の固定資産評価事務取扱
に関する文書

公開 R1.10.25
企画財務部
資産税課

１５３ １５９ R1.10.10 道路種別マップ25-L　No.3 公開 R1.10.15
まちなみ共創部

建築指導課

１５４ １６０ R1.10.10
事業地を表示する図面　平面図
3-4-那88号真和志線

公開 R1.10.15
都市みらい部
道路建設課

１５５ １６１ R1.10.15
事業地を表示する図面　平面図
3,5,那22号古蔵上線

公開 R1.10.16
都市みらい部
道路建設課

１５６ １６２ R1.10.15 建設リサイクル法届出受付簿 公開 R1.10.24
まちなみ共創部

建築指導課

１５７ １６３ R1.10.18
令和元年9月6日入札　令和元年度識
名公園整備工事（土木）工事設計書

公開 R1.10.25
都市みらい部
花とみどり課

１５８ １６４ R1.10.18

那覇市が「自衛隊基地から排出される
ゴミを那覇市の清掃工場へ搬入・処理
をしない」との決定をした経緯が分かる
文書全て

非公開 R1.11.1 文書不存在
第12条第
2項

環境部
廃棄物対策課

１５９ １６５ R1.10.18

①自衛隊基地・駐屯地内に居住する
市民が排出するごみの搬入・処理につ
いて市で検討した文書全て②①に関
連して自衛隊と市が交渉した記録全て
③①に関連して、市が自衛隊に通知・
回答した文書全て④警察の寮から排
出されるごみの処理について市で検討
した文書全て

部分公開 R1.11.1
④警察の寮から排出されるごみ
の処理について市で検討した
文書全て（文書不存在）

第12条第
2項

環境部
廃棄物対策課

１４２ R1.9.11
経済観光部
商工農水課

11



通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

１６６ R1.10.23
令和元年度　高良小学校校舎及び屋
内運動場解体工事（1工区）　すべての
金入りの工事設計書

１６７ R1.10.23
令和元年度　高良小学校校舎及び屋
内運動場解体工事（2工区）　すべての
金入りの工事設計書

１６１ １６８ R1.10.23
令和元年度　第一牧志公設市場解体
工事　すべての金入りの工事設計書

公開 R1.10.28
経済観光部

なはまち振興課

１６９ R1.10.23
令和元年度　小禄市営住宅6号棟改修
工事　すべての金入りの工事設計書

第7条第1
項第4号

１７０ R1.10.23
令和元年度　小禄市営住宅7・８号棟
改修工事　すべての金入りの工事設計
書

第7条第1
項第3号

１６３ １７１ R1.10.23
令和元年度　汀良市営受託2-2号棟外
壁改修工事　すべての金入りの工事設
計書

公開 R1.11.1
まちなみ共創部

市営住宅課

１６４ １７２ R1.10.25
平成30年度漫湖公園樹木剪定業務
金額の内訳が分かる文書

部分公開 R1.10.28
単価表（事業執行に支障を及
ぼすため）

第7条第1
項第4号

都市みらい部
公園管理課

１６５
貸し切りバス乗降場・待機場に関する
文書全て

公開 R1.11.7
まちなみ共創部

建築工事課

１６６
貸し切りバス乗降場・待機場に関する
文書全て

公開 R1.11.5
経済観光部

観光課

１６７ １７４ R1.10.29 道路種別マップ　55-L　No.2 公開 R1.10.31
まちなみ共創部

建築指導課

１６８ １７５ R1.10.29
那覇市道路台帳測定図　那覇６　16-
14

公開 R1.10.31
都市みらい部
道路管理課

１６９ １７６ R1.10.29 小禄・垣花地区旧跡　歴史的地名地図 公開 R1.11.11
市民文化部
文化財課

１７０ １７７ R1.10.30 道路種別マップ　38-L 公開 R1.10.31
まちなみ共創部

建築指導課

１７１ １７８ R1.10.30
2018年中の登記異動修正済の、地籍
図・家屋図shapeデータ

公開 R1.11.29
企画財務部
資産税課

１７２ １７９ R1.10.30

①土地・家屋課税台帳の電磁的記録
②：①が不存在、又は開示が不可能の
場合は、那覇市内の登記されている土
地・家屋の登記情報のうち、登記名義
人、土地の所在・地番地目・地積、家
屋の所在・地番・家屋番号・種類・構
造・床面積・建築年月日の情報を含む
一覧

非公開 R1.11.29

①土地・家屋課税台帳には、実
地調査によって知りえた情報が
記載されているため（地方税第
22条）②土地・家屋課税台帳に
記載された登記情報は、他の
情報と照合することにより特定
の個人を識別することができ、
かつ同号ただし書ア、イ、ウの
いずれにも該当しないため

第7条第1
項第2号

企画財務部
資産税課

１７３ 公開

１７４ 部分公開
陳情者、の氏名、住所、印影。
第三者の氏名

第7条第1
項第2号

１７５ 非公開 文書不存在
第12条第
2項

１７６ １８１ R1.10.31
建設リサイクル法届出受付簿　令和元
年10月16日～10月31日

公開 R1.11.6
まちなみ共創部

建築指導課

１７７ １８２ R1.11.1
首里城及び首里城公園の消防計画に
関する一切の文書

取下げ R1.11.8
消防局
予防課

１７８ １８３ R1.11.1
首里城がH21～H３０年に実施した消
火訓練の報告書

部分公開 R1.11.12 個人名
第7条第1
項第2号

消防局
予防課

１７９ １８４ R1.11.5
首里城の分電盤など電気設備に関す
る資料

非公開 R1.11.11 文書不存在
第12条第
2項

消防局
予防課

１８０ １８５ R1.11.6
首里城火災に係る一切の動画・写真
消火活動を中心に

部分公開 R1.11.8

首里城火災に関する画像（原
因調査及び警察捜査に関する
画像）（現在、警察を含む関係
機関と火災原因判定中であり、
公開することにより捜査に影響
を及ぼす可能性があるため）

第7条第1
項第4号

消防局
総務課

１８１ １８６ R1.11.7

首里城火災に関して企画広報課の隊
員が出火当時に撮影し、SNSで拡散さ
れた施設内の動画　那覇市消防局の
企画広報課の隊員が出火当時に撮影
したその他の動画

公開 R1.11.8
消防局
総務課

１８２ １８７ R1.11.7
那覇市道路台帳　測定基図　那覇１
6-12

公開 R1.11.12
都市みらい部
道路管理課

１８３ １８８ R1.11.7
首里城火災に関する一切の動画・写真
の提供

部分公開 R1.11.8

首里城火災に関する画像（原
因調査及び警察捜査に関する
画像）（現在、警察を含む関係
機関と火災原因判定中であり、
公開することにより捜査に影響
を及ぼす可能性があるため）

第7条第1
項第4号

消防局
総務課

１８４ １８９ R1.11.7
令和元年10月31日発生の首里城火災
についての全ての画像及び動画

部分公開 R1.11.8

首里城火災に関する画像（原
因調査及び警察捜査に関する
画像）（現在、警察を含む関係
機関と火災原因判定中であり、
公開することにより捜査に影響
を及ぼす可能性があるため）

第7条第1
項第4号

消防局
総務課

まちなみ共創部
建築工事課

１７３ R1.10.29

１８０ R1.10.31 別紙の通り　陳情書、委員会記録 R1.11.13
議会事務局
議事管理課

１６２ 部分公開 R1.11.6

①工事設計書内の決裁者の押
印（決裁者の押印が知られると
事業執行に支障を及ぼすた
め）②単価表及び刊行物から

採用した単価の根拠（公にする

１６０ 公開 R1.11.1
生涯学習部

施設課
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

１８５ １９０ R1.11.7
首里城火災に伴う那覇市消防局記録
の映像・画像

部分公開 R1.11.8

首里城火災に関する画像（原
因調査及び警察捜査に関する
画像）（現在、警察を含む関係
機関と火災原因判定中であり、
公開することにより捜査に影響
を及ぼす可能性があるため）

第7条第1
項第4号

消防局
総務課

１８６ １９１ R1.11.7

10月31日に発生した那覇市にある首
里城での火災の際に消防が撮影した、
画像、動画の全ての（10月31日以降の
ものを含む）データ

部分公開 R1.11.8

首里城火災に関する画像（原
因調査及び警察捜査に関する
画像）（現在、警察を含む関係
機関と火災原因判定中であり、
公開することにより捜査に影響
を及ぼす可能性があるため）

第7条第1
項第4号

消防局
総務課

１８７ １９２ R1.11.8
2019年10月31日に発生した、首里城
公園での火災に関し那覇市消防局が
撮影した動画と画像（写真）の全て

部分公開 R1.11.8

首里城火災に関する画像（原
因調査及び警察捜査に関する
画像）（現在、警察を含む関係
機関と火災原因判定中であり、
公開することにより捜査に影響
を及ぼす可能性があるため）

第7条第1
項第4号

消防局
総務課

１８８ １９３ R1.11.8

2019年10月31日に発生した、首里城
公園での火災に関し那覇市消防局の
職員で業務連絡を共有した無料通信
アプリLINEでのやりとりの全て

取下げ R1.11.8
消防局
総務課

１８９ １９４ R1.11.8 首里城火災の写真・映像全て 部分公開 R1.11.8

首里城火災に関する画像（原
因調査及び警察捜査に関する
画像）（現在、警察を含む関係
機関と火災原因判定中であり、
公開することにより捜査に影響
を及ぼす可能性があるため）

第7条第1
項第4号

消防局
総務課

１９０ １９５ R1.11.8 首里城の火災原因調査報告書 非公開 R1.11.11
文書不存在（現在調査中のた
め）

第12条第
2項

消防局
予防課

１９１ １９６ R1.11.11

那覇市子ども教育保育課に関する文
書　①確認監査に関する規程、または
確認監査に関する条例②確認監査対
応マニュアル③接遇マニュアル、電話
対応マニュアル④那覇市公立保育所
における各種計画の作成マニュアル、
戸外遊び等の計画書⑤職員研修計
画、研修記録⑥確認監査事前回議議
事録

公開 R1.11.26
こどもみらい部
子ども教育保育

課

１９２ １９７ R1.11.11

2019年10月31日未明に発生した首里
城の火災時において那覇市消防局が
消火活動の際に撮影した画像・動画一
式。及び他消防局が撮影し那覇市消
防局が保持している画像・動画一式。

部分公開 R1.11.11
首里城火災に関する画像（原
因調査及び警察捜査に関する
画像）

第7条第1
項第4号

消防局
総務課

１９３
①H31年度番号18令和元年度識名公
園設備工事（土木）

公開 R1.11.14
都市みらい部
花とみどり課

１９４
②H31年度番号83（仮称）ともかぜ振興
会館建設工事（外構及び駐車場整備）

公開 R1.11.22
まちなみ共創部

建築工事課

１９５
③H31年度番号103令和元年度久茂地
泊線道路改良工事

部分公開 R1.11.20

刊行物から採用した単価根拠
(刊行物を発刊する法人の権
利、競争上の地位その他正当
な利益を害するおそれがあるた
め）

第7条第1
項第3号

都市みらい部
道路建設課

１９６
④H31年度番号106エコマール那覇敷
地内道路擁壁補強工事（その②）上記
工事の工事設計書

公開 R1.11.22
まちなみ共創部

建築工事課

１９７
①H31年度番号81真和志中学校屋外
環境整備工事

部分公開 R1.11.11

刊行物から採用した単価根拠
(公にすることにより、刊行物を
発刊する法人に著しい不利益
を与えることが明らかであるた
め）

第7条第1
項第3号

生涯学習部
施設課

１９８
②H30年度番号168石嶺市営住宅第6
期建替工事（造成その２）

公開 R1.11.22
まちなみ共創部

建築工事課

１９９ ２００ R1.11.11
10月31日に発生した首里城の火災の
消防活動において、那覇市消防局で
撮影した画像及び動画の全て

部分公開 R1.11.11
首里城火災に関する画像（原
因調査及び警察捜査に関する
画像）

第7条第1
項第4号

消防局
総務課

２００ ２０１ R1.11.11

10月31日に発生した首里城の火災の
消防活動において、11月11日までに那
覇市消防局で作成した消火活動の記
録や原因究明調査に関してまとめた報
告書など書類の全て

非公開 R1.11.14
文書不存在(現在調査中のた
め）

第12条第
2項

消防局
予防課

２０１ ２０２ R1.11.11

2018年12月、那覇市消防局立ち合い
で行われた首里城公園の防災訓練に
関する記録、書類の全て。首里城公園
に関して2017年1月以降から19年11月
までに提出された消防防災計画届など
の全ての書類。18年5月22日に、首里
城公園に関して行われた消防による立
入検査に関する書類の全て

部分公開 R1.11.14 個人名
第7条第1
項第2号

消防局
予防課

１９８ R1.11.11

１９９ R1.11.11
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

２０２
首里城火災を想定した那覇市消防局
の警防計画。

公開 R1.11.25
消防局
警防課

２０３
首里城に設置された消火設備と配置
図。

非公開 R1.11.25
火災原因調査中で業務上支障
があるため

第7条第1
項第4号

消防局
警防課

２０４
2019年10月31日に発生した首里城火
災における那覇市消防局の時系列の
活動経過

非公開 R1.11.25 文書不存在
第12条第
2項

消防局
警防課

２０５ ２０４ R1.11.11
10/31に発生した首里城正殿等火災で
消防により撮影された映像

公開 R1.11.11
消防局
総務課

２０６ ２０５ R1.11.11
首里城火災に関して、那覇市消防局
の職員が、出火当日に現場で撮影した
写真一式

部分公開 R1.11.11
首里城火災に関する画像（原
因調査及び警察捜査に関する
画像）

第7条第1
項第4号

消防局
総務課

２０７ ２０６ R1.11.11
令和元年10月31日発生の首里城での
火災において那覇市消防局が消火活
動の際に撮影した映像、静止画像

部分公開 R1.11.11
首里城火災に関する画像（原
因調査及び警察捜査に関する
画像）

第7条第1
項第4号

消防局
総務課

２０８ ２０７ R1.11.11
2019年10月31日に発生した首里城公
園での火災を受けて市消防局が職員
に送ったメールの中身全て

公開 R1.11.12
消防局

指令情報課

２０９ ２０８ R1.11.11

2019年10月31日に発生した首里城火
災に関し、那覇消防局が記録のため撮
影した消火活動の動画と画像全て。ま
た当日の消火活動を記録した、公開可
能な資料一式。

部分公開 R1.11.12
首里城火災に関する画像（原
因調査及び警察捜査に関する
画像）

第7条第1
項第4号

消防局
総務課

２１０ ２０９ R1.11.11
首里城火災に関する活動報告書の一
切

公開 R1.11.29
消防局
総務課

２１１ ２１０ R1.11.12 那覇市道路種別マップ　55-L(No.2) 公開 R1.11.13
まちなみ共創部

建築指導課

２１２ ２１１ R1.11.12

平成30年度石嶺小学校校舎磁気探査
業務（その1）（その2）に係る表紙、積算
内訳書、総括表、代価表、単価表一
覧、単価表

公開 R1.11.20
生涯学習部

施設課

２１３ ２１２ R1.11.12
貸し切りバス乗降場舗装工事（那覇市
樋川2丁目564番の2）について法制契
約課から返却された文書すべて

部分公開 R1.11.25

決裁者の押印（事業執行に支
障を及ぼす）、刊行物から採用
した単価の根拠（刊行物を発刊
する法人に著しい不利益を与
える）

第7条第1
項第4号

まちなみ共創部
建築工事課

２１４ ２１３ R1.11.12

貸し切りバス乗降場舗装工事（那覇市
樋川2丁目564番の2）について前記の
県有地の使用について那覇市長ある
いは県知事に対して県観光協会など
の団体からの要望文書すべて

公開 R1.11.13
経済観光部

観光課

２１５ ２１４ R1.11.13
建設リサイクル法届け出受付簿　令和
元年11月1日～令和元年11月13日

公開 R1.11.20
まちなみ共創部

建築指導課

２１６ ２１５ R1.11.13
建築確認申請、検査済証、過去の立
入検査指導書、立入検査指導の是正
報告書、図面、建築概要証明書

取下げ R1.11.27
まちなみ共創部

建築指導課

２１７ ２１６ R1.11.13
使用開始届、消防設備設置届、消防
設備検査済証、立入検査指導書、是
正報告書

部分公開 R1.12.3

個人の氏名、生年月日、住所、
電話番号、資格等（個人情報を
含む内容については公開しな
い）及び消防設備検査済み証
並びに改修等報告書（文書不
存在）

第7条第1
項第2号

消防局
西消防署

２１８ ２１７ R1.11.13

10/31首里城正殿等火災当日における
先着隊到着の到着場所および侵入経
路、先着隊放水開始の放水開始場所
および放水の状況がわかる資料

公開 R1.11.27
消防局
警防課

２１９ ２１８ R1.11.14

令和元年7月1日から令和元年9月30日
までに設定のあった住居番号地番、地
名町名、設定された日付が明記されて
いる資料及びそれに対応する住居表
示台帳

公開 R1.11.22
まちなみ共創部

地籍調査課

２２０ ２１９ R1.11.15 航空写真　那覇市字安謝617-43 公開 R1.11.19
まちなみ共創部

建築指導課

２２１ ２２０ R1.11.15
那覇市前島１，２，３丁目の市有地。地
番、地積、地目。

公開 R1.11.19
総務部
管財課

２２２ ２２１ R1.11.18 道路台帳平面図 公開 R1.11.25
都市みらい部
道路管理課

２２３ ２２２ R1.11.18
首里城正殿の防火設備点検結果がわ
かる過去2年分の資料

部分公開 R1.11.20

個人名及び個人を判断できる
情報、平成29年度消防用設備
点検結果報告書(1年保存のた
め文書不存在)

第7条第1
項第2号

消防局
予防課

２２４ ２２３ R1.11.18 登記図面　樋川2丁目564-5 取下げ R1.11.25
まちなみ共創部

市営住宅課

２２５ ２２４ R1.11.19 那覇市道路種別マップ　39-R 公開 R1.11.22
まちなみ共創部

建築指導課

２２６ ２２５ R1.11.19
H30年11月21日県知事と那覇市長の
間で交わされた貸切バス乗降場実施
事業に関する合意書の起案文書

公開 R1.11.26
経済観光部

観光課

２２７ ２２６ R1.11.20
首里城火災に関する火災原因調査報
告書

非公開 R1.11.26
文書不存在（現在調査中のた
め）

第12条第
2項

消防局
予防課

２０３ R1.11.11
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

２２８ ２２７ R1.11.21 消防用設備等点検報告書(首里城) 部分公開 R1.11.26
個人名及び個人を判断できる
情報

第7条第1
項第2号

消防局
予防課

２２９ ２２８ R1.11.22
首里城公園、識名園、那覇市歴史博
物館の防火設備に関する法定点検の
直近の結果

部分公開 R1.11.26

個人名及び個人を判断できる
情報、平成29年度消防用設備
点検結果報告書(1年保存のた
め文書不存在)

第7条第1
項第2号

消防局
予防課

２３０ ２２９ R1.11.22
那覇市の固定資産税評価の要項・要
領(土地および建物)

公開 R1.12.4
企画財務部
資産税課

２３１ ２３０ R1.11.25
農連市場地区に建設中の市営住宅
（樋川2丁目564-5）の位置を示す図面

公開 R1.12.6
まちなみ共創部

市営住宅課

２３２ ２３１ R1.11.25 那覇市道路種別マップ　56-L 公開 R1.11.27
まちなみ共創部

建築指導課

２３３ ２３２ R1.11.26

首里城の火災を受けて那覇市消防局
がフランスの消防局から受け取った手
紙に関する内容の全て、那覇市消防
局がフランスの消防局に返信した手紙
やメール

公開 R1.11.26
消防局
総務課

２３４ ２３３ R1.11.26
10月31日に発生した首里城の火災に
おいて、那覇市消防局で作成した消火
活動の記録などの書類全て

公開 R1.11.29
消防局
総務課

２３５ ２３４ R1.11.26 首里城火災に関する消防活動報告書 公開 R1.11.29
消防局
総務課

２３６ ２３５ R1.11.27
令和元年度実施　校務支援システム推
進事業にかかるプロポーザルの結果

部分公開 R1.12.9

①「決定業者の金額（応札額）・
評価点」「次点者名称・金額（応
札額）・評価額」法人に関する
情報であって、公にすることに
より、当該法人に著しい不利益
を与えることが明らかであるため
②「決定業者の評価点」「次点
者の評価点」市が行う事務の性
質上、公にすることにより、当該
事務の適正な執行に著しい支
障を及ぼすことが明らかである
ため。『那覇市校務支援システ
ム導入及び運用・保守業務提
案依頼書』において、「各審査
評価区分評価値及び評価値を
算出するための計算式は公開
しないものとする。また、審査結
果に対する異議は受け付けな
い。」と記載しているため。

第7条第1
項第3号

学校教育部
学校教育課

２３７ ２３６ R1.11.28

那覇市〇〇〇〇〇〇〇に所在する
「〇〇〇〇　〇〇〇〇〇〇]に関する
下記書類　１、消防用設備等点検結果
報告書　２、防火対象物点検結果報告
書

部分公開 R1.12.10
個人氏名、住所、資格関係情
報

第7条第1
項第2号

消防局
予防課

２３８ ２３７ R1.11.28

①神原小学校屋内運動場等磁気探査
業務委託　②天妃小学校屋内運動場
及びこども園磁気探査業務委託　③宇
栄原小学校屋内運動場等磁気探査業
務委託　に係る表紙、積算内訳書、総
括表、代価表、単価表一覧、単価表

公開 R1.12.10
生涯学習部

施設課

２３９ ２３８ R1.11.28
令和元年度識名公園磁気探査調査業
務委託　に係る表紙、積算内訳書、総
括表、代価表、単価表一覧、単価表

公開 R1.12.2
都市みらい部
花とみどり課

２４０ ２３９ R1.11.28

H31年度総務部平和交流・男女参画課
発注「那覇軍港地権者等合意形成支
援業務」に関する、入札結果報告書の
写し、入札参加各業者の入札書及び
見積書の写し、予定価格調書の写し、
業務委託契約書及び仕様書の写し、
業務委託契約書及び仕様書の写し、
設計額（が分かる資料、若しくは算出
資料）及び内訳書の写し、設計価格設
定の基となる見積書及び内訳書の写
し、及び過去3年分（H２８～３０）におけ
る前記支援業務に係る前記項目に関
する資料の写しの一式

部分公開 R1.12.9

入札参加者の入札書中の見積
書中、法人に関する情報（当該
法人の有する技術ノウハウに関
する情報であって、公にするこ
とにより、当該法人に著しい不
利益を与えることが明らかであ
るため）

第7条第1
項第3号

総務部
平和交流・男女

参画課

２４１ ２４０ R1.11.28
違反指導の対応記録、違反内容の詳
細

部分公開 R1.12.11

印影の部分（個人のプライバ
シーの保護のため、法人等に
不利益を与える恐れがあるた
め）

第7条第1
項第2号

まちなみ共創部
建築指導課

２４２ ２４１ R1.11.29 建設リサイクル法届出受付簿 公開 R1.12.4
まちなみ共創部

建築指導課

２４３ ２４２ R1.12.2
2019.11.30付け、琉球新報1面に記載
のある「活動報告書」

公開 R1.12.2
消防局
総務課

２４４ ２４３ R1.12.2 道路台帳現況平面図 公開 R1.12.6
都市みらい部
道路管理課
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

２４５ ２４４ R1.12.2
2019年10月31日に発生した首里城火
災に関して那覇市消防局が出した活
動報告書の全て

公開 R1.12.2
消防局
総務課

２４６ ２４５ R1.12.2 首里城火災に関する消防活動報告書 公開 R1.12.2
消防局
総務課

２４７ ２４６ R1.12.2

2019年10月31日未明に発生した首里
城火災について消火活動に従事した
那覇市消防局作成の活動記録及び活
動報告書一式

公開 R1.12.3
消防局
総務課

２４８ ２４７ R1.12.2
令和元年10月31日に発生した首里城
火災における同日の活動報告書

公開 R1.12.3
消防局
総務課

２４９ ２４８ R1.12.2 真地宅地開発建築協定の協定書 公開 R1.12.5
まちなみ共創部

建築指導課

２５０ ２４９ R1.12.3
首里城火災における那覇市消防局の
活動報告書

公開 R1.12.4
消防局
総務課

２５１ ２５０ R1.12.6 2019年4月26日　火災原因調査報告書 取下げ R1.12.11
消防局
予防課

２５２ ２５１ R1.12.9
首里城公園の防火管理に係る消防計
画

取下げ R1.12.9
消防局

２５３ ２５２ R1.12.9

市消防局が把握しているこれまでに発
生し局内でのパワハラの件数とその内
容の全て、2019年度中に複数の局職
員に対する言動を受けて消防局が調
査を実施し、該当職員に注意をしたと
いう事実があれば、その調査内容に関
する資料の内容の全て

非公開 R1.12.17
文書不存在（該当文書が存在
しないため）

第12条第
2項

消防局
総務課

２５４

調査対象地番：那覇市松尾一丁目260
番2　　　　　　　1.水質汚濁防止法に係
る特定施設設置届出の有無　2.土壌の
特定有害物質による汚染状態に関す
る公的届出資料　3.特定有害物質又は
特定有害物質を含む個体・液体の埋
設等に関する公的届出資料　4.特定有
害物質の使用等に関する公的届出資
料　5.自然的原因による土壌汚染に関
する公的届出資料

非公開 R1.12.19
該当する資料は、那覇市への
提出がないため、文書は保有し
ていません。

第12条第
2項

環境部
環境保全課

２５５ 6.不法投棄に係る報告資料 非公開 R1.12.12
調査対象とする資料がないた
め

第12条第
2項

環境部
クリーン推進課

２５６ ２５４ R1.12.10
給油設備敷設等に伴う設置・廃止等に
関する届出危険物製造所等に伴う設
置・廃止等に関する届出

非公開 R1.12.19
調査対象地番における危険物
設置の申請又は届出が無いた
め

第12条第
2項

消防局
予防課

２５７ ２５５ R1.12.11 2019年4月26日　火災原因調査報告書 部分公開 R1.12.12 個人情報に関すること
第7条第1
項第2号

消防局
予防課

２５８ ２５６ R1.12.13
那覇市道路台帳、測定基図那覇２平
成31年3月
6-20

公開 R1.12.17
都市みらい部
道路管理課

２５９ ２５７ R1.12.13 首里城火災の火災原因調査報告書 非公開 R1.12.20
文書不存在、現在調査中のた
め

第12条第
2項

消防局
予防課

２６０ ２５８ R1.12.13 那覇市の後援、共催に関する要綱等 公開 R1.12.20
総務部

秘書広報課

２６１ ２５９ R1.12.16 那覇市道路種別マップ44－L、38－L 公開 R1.12.17
まちなみ共創部

建築指導課

２６２ ２６０ R1.12.16
建設リサイクル法届け出受付簿　令和
元年12月1日～１２月16日

公開 R1.12.25
まちなみ共創部

建築指導課

２６３ ２６１ R1.12.17
令和元年度のアートアラウンドプロジェ
クトについて作成された文書（見積もり
の詳細内訳）

部分公開 R2.1.6
見積もり詳細内訳（個人の収入
に関する情報（個人情報）に該
当するため）

第7条第1
項第3号

市民文化部
文化振興課

２６４ ２６２ R1.12.17
座標法面積計算書　（地番　92-11）
（那覇市銘苅1-11-3）

公開 R1.12.24
まちなみ共創部
まちなみ整備課

２６５ ２６３ R1.12.18

2017年12月22日に実施された首里城
公園内における火災防御訓練におけ
る火災防御訓練実施計画書及びその
報告書及び当日撮影された画像の一
切

部分公開 R1.12.23

・首里城火災防御訓練に伴う訓
練報告書
（理由：開示請求に該当する公
文書が保管期間を過ぎており
存在しない。）

第12条第
2項

消防局
予防課

２６６ ２６４ R1.12.18
那覇市道路台帳　測定基図那覇5（18-
22）　所在　那覇市字仲井真272番1

公開 R1.12.19
都市みらい部
道路管理課

２６７ ２６５ R1.12.19
12/6 那覇市三原2-11-23　201Fで夕

方火災があり、その詳細情報
部分公開 R2.2.14

・個人情報に関すること
（理由：個人に関する情報で
あって、当該情報に含まれる氏
名、年齢の記述により特定の個
人を識別することができるもの
であるため。）

第7条第1
項第2号

消防局
予防課

２６８ ２６６ R1.12.25

マカビ古島第二地区の事業計画書
・都市計画決定後から仮換地や事業収
監開始時までの年月がわかるもの
（仮換地の１期、2期などの場所がわか
る地図も）

公開 R2.1.6
まちなみ共創部
まちなみ整備課

２６９ ２６７ R1.12.27
建設リサイクル法届け出受付簿　令和
元年12月17日～12月27日

公開 R2.1.15
まちなみ共創部

建築指導課

２５３ R1.12.10
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

２７０ ２６８ R2.1.9

令和元年10月1日から令和元年12月31
日までに設定のあった住居番号番地、
地名町名、設定された日付が明記され
ている資料及びそれに対応する住居
表示台帳
※町名・街区符号が分かるように複写
していただくようお願いします。

公開 R2.1.14
まちなみ共創部

地籍調査課

２７１ ２６９ R2.1.10
平成28年度　真和志線実施設計業務
委託
平面図（1）

公開 R2.1.14
都市みらい部
道路建設課

２７２ ２７０ R2.1.10 安里公園の配置平面図 公開 R2.1.15
都市みらい部
公園管理課

２７３ ２７１ R2.1.10
(農連市場地区内の市営住宅）入居者
を決める根拠がわかる文書及び建築申
請者がわかる書類

公開 R2.1.23
まちなみ共創部

市営住宅課

２７４ ２７２ R2.1.14
那覇市パートナーシップ登録制度に関
する職員向けマニュアル等

公開 R2.1.27
総務部

平和交流・男女
参画課

２７５ ２７３ R2.1.14

平成31年度　首里崎山公園樹木剪定
業務
上記の金入り設計書（単価表を含むす
べて）

部分公開 R2.1.15

単価表は、内訳書に掲載して
いる単価の根拠にもなってお
り、今後発注予定の類似工事
費積算において工事費を類推
される等、事業施行に支障を及
ぼすため。

第7条第1
項第4号

都市みらい部
公園管理課

２７６ ２７４ R2.1.14 那覇市道路種別マップNo.2　44－R 公開 R2.1.15
まちなみ共創部

建築指導課

２７７ ２７５ R2.1.14 首里城火災時の映像記録と写真 部分公開 R2.1.16

原因調査及び警察捜査に関す
る画像（警察を含む関係機関と
火災原因判定中であり、公開す
ることにより捜査に影響を及ぼ
す可能性があるため）

第7条第1
項第4号

消防局
総務課

２７８ ２７６ R2.1.17 首里城火災原因について 非公開 R2.1.22
文書不存在（現在調査中のた
め）

第12条第
2項

消防局
予防課

２７９ ２７７ R2.1.17

平成31年度、令和元年度における、小
禄中学校及び鏡原中学校の１年生～３
年生の定期テスト（中間テスト及び期末
テスト）のうち、英語、数学、理科、社
会、国語の５科目、美術、技術家庭
科、保健体育、音楽の４科目の問題、
答案用紙、解答

公開 R2.3.17
学校教育部
学校教育課

２８０ ２７８ R2.1.17
建設リサイクル法届け出受付簿
令和2年1月4日～令和2年1月17日

公開 R2.1.24
まちなみ共創部

建築指導課

２８１ ２７９ R2.1.17 首里城火災時の消火活動報告書 公開 R2.1.22
消防局
総務課

２８２ ２８０ R2.1.20

平成28年度真和志線実施設計業務委
託
・平面図（1）、（2）　A3
・横断図（8）、（9）、（10）、（11）　A3

公開 R2.1.23
都市みらい部
道路建設課

２８３ ２８１ R2.1.21 道路台帳平面図（測定基図）11-11 公開 R2.1.22
都市みらい部
道路管理課

２８４ 公開 R2.2.5
まちなみ共創部
まちなみ整備課

２８５ 非公開 R2.2.5

「従前地の分筆が必要な場合、
登記名義人の変更（死亡など）
があれば、事前に変更登記（相
続登記など）を済ませておいて
ください。」旨などの記載がある
文書の作成時期、使用時期、
担当課、担当課長、担当職員
がわかる文書。

第12条第
2項

まちなみ共創部
まちなみ整備課

２８６ ２８３ R2.1.23

建築指導課
　令和元年12月に届出があった建設リ
サイクル法の届出書のうち、建設物の
解体工事（基準床面積80平方メート
ル）の届出書
　申請者、工事場所、用途、施工者、
着工時期、完了時期が記載されている
ページのみで結構です。開示できる範
囲で構いません。
　（台帳等一覧表があり、上記内容が
記載されていれば、台帳でも構いませ
ん）

部分公開 R2.2.4

・発注者氏名（個人に関する情
報）
（理由：特定の個人が識別され
る情報のため）

第7条第1
項第2号

まちなみ共創部
建築指導課

２８７ ２８４ R2.1.24

平成29年度　久美橋橋梁整備工事（上
部工その3）
上記工事に係る表紙、内訳書、単価
表、共通仮設費内訳書、現場管理費、
一般管理費、間接費一覧のすべての
金入りの工事設計書

公開 R2.2.4
都市みらい部
道路建設課

２８２ R2.1.22

1　真嘉比古島第二土地区画整理事業
の「集合換地」（墓地換地の残地に係る
一般宅地の仮換地）に関して、「従前
地の分筆が必要な場合、登記名義人
の変更（死亡など）があれば、事前に変
更登記（相続登記など）を済ませてお
いてください。」旨などの記載がある文
書。
2　上記文書の作成時期、使用時期、
担当課、担当課長、担当職員がわかる
文書。
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

２８８ ２８５ R2.1.24

平成29年度　松川高架橋補修工事（そ
の6）
上記工事に係る表紙、内訳書、単価
表、共通仮設費内訳書、現場管理費、
一般管理費、間接費一覧のすべての
金入りの工事設計書

公開 R2.2.4
都市みらい部
道路建設課

２８９ ２８６ R2.1.27

２０２０年１月２日〇〇〇〇内喫煙室内
で発生した消臭器焼損の那覇市消防
局からの報告書（見解）
　消臭機器は当社製品にて、その調査
のため使用。

部分公開 R2.2.25

個人情報に関すること（個人に
関する情報であって、当該情報
に含まれる氏名、年齢の記述に
より特定の個人を識別すること
ができるものであるため）

第7条第1
項第2号

消防局
予防課

２９０ ２８７ R2.1.27

No.31
真地宅開発
建築協定図書一式
那覇市字真地140-1

部分公開 R2.1.30
印影部分
（理由：個人情報保護のため）

第7条第1
項第2号

まちなみ共創部
建築指導課

２９１ ２８８ R2.1.27 首里城火災現場のドローン撮影画像 公開 R2.1.28
消防局
総務課

２９２ ２８９ R2.1.30
那覇市具志３丁目３１番４　換地図面
具志区画整理

公開 R2.2.13
まちなみ共創部
まちなみ整備課

２９３ ２９０ R2.1.30
首里城火災の原因調査に関し那覇消
防局が作成した調査結果の報告書一
式

非公開 R2.2.3
公文書不存在、現在調査中の
ため

第12条第
2項

消防局
予防課

２９４

那覇市は、真嘉比古島第二土地区画
整理事業の「集合換地」（墓地換地の
残地に係る一般住宅地の仮換地）（現
在の真嘉比１丁目２４－１９までの８筆
の土地）について、どのような処分方法
をすると地権者に説明してきたか、わか
る文書

公開 R2.2.17
まちなみ共創部
まちなみ整備課

２９５

特に、〇〇〇〇〇区画整理課長当
時、どのように地権者に説明したかわ
かる文書
　なお、那覇市人事課によると、高江洲
広美氏は、現在、那覇市都市計画課
に勤務とのことである。

非公開 R2.2.17 ・公文書不存在
第12条第
2項

まちなみ共創部
まちなみ整備課

２９６ ２９２ R2.2.4

・平成28年度真和志線実施設計業務
委託平面図（1）
・平成28年度真和志線実施設計業務
委託平面図（7）
・平成28年度真和志線実施設計業務
委託平面図（8）

公開 R2.2.7
都市みらい部
道路建設課

２９７ ２９３ R2.2.7
2019年の首里城火災に関する消火活
動報告書

公開 R2.2.13
消防局
総務課

２９８ ２９４ R2.2.7

那覇市真嘉比古島第二土地区画整理
事業の「集合換地」（墓地換地の残地
に係る一般住宅の仮換地）（現在の、
真嘉比１丁目２４－１２から真嘉比１丁
目２４－１９までの8筆の土地）を含む土
地区画整理事業について、

1　国または県の補助金その他資金が
入っている（いた）かどうか
2　入っている（いた）場合、その資金の
公式名称
3　その資金の根拠法令等
がわかる公文書。

公開 R2.2.21
まちなみ共創部
まちなみ整備課

２９９ ２９５ R2.2.7

松尾1丁目319、321-2において昭和62
年になされた建築基準法第59条の2の
規定による許可申請の図書及び建築
基準法第86条第1項の規定による認定
申請の図書一式

部分公開 R2.2.21

個人名、住所、個人印及び法
人代表者印の印影部分、並び
に住戸間取りや階高等の寸
法。
（理由：個人の権利利益を害す
る恐れがあるため）

第7条第1
項第2号

まちなみ共創部
建築指導課

３００ ２９６ R2.2.10

おもろまち〇丁目に存する株〇所有の
建物について建物使用開始から届け
出及び消防法に関わる設備等の一切
の届け出についてわかる文書

非公開 R2.2.20
公文書不存在（各種届出不存
在のため）

第12条第
2項

消防局
中央消防署

３０１ ２９７ R2.2.10
別紙（平成30年３月７日付）、に記載の
「通常の換地手法」がどのような手法か
わかる文書

非公開 R2.2.21

・「通常の換地手法」がどのよう
な手法かわかる文書
（理由：土地区画整理法第89条
第1項に基づくため）

第12条第
2項

まちなみ共創部
まちなみ整備課

３０２ ２９８ R2.2.10
２０１９年１１月１５日に那覇市港で発生
した〇〇火災についての消防の火災
原因判定書等一切

部分公開 R2.2.17

・個人情報に関すること。
（理由：個人に関する情報で
あって、当該情報に含まれる氏
名、年齢の記述により特定の個
人を識別することができるもの
であるため。

第7条第1
項第2号

消防局
予防課

３０３ ２９９ R2.2.12
平成30年度市道具志73号実施設計業
務委託全面平面図

公開 R2.2.13
都市みらい部
道路建設課

２９１ R2.2.3
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

３０４ ３００ R2.2.13

平成31年度道路維持管理業務委託
（那覇西地区）
平成31年度道路維持管理業務委託
（那覇東地区）

部分公開 R2.2.25

・単価表（今後発注予定の類似
工事費積算において工事費を
類推される等、事業執行に支
障をおよぼすため）
・処分費に関する処分場名（参
考としている沖縄県の報告書に
おいて非公開とされているた
め）

第7条第1
項第4号

都市みらい部
道路管理課

３０５ ３０１ R2.2.17

〇〇〇〇の反社誓約書は、出すきまり
になっており、〇〇〇〇、〇〇〇〇、
〇〇も、きちんと出しています。世界は
テロとの闘いで暴力団や反社的勢力を
排除しなければならないと、今からでも
反社誓約書を出して下さい。どうして出
せないのですか？

非公開 R2.3.2 公文書不存在
第12条第
2項

都市みらい部
花とみどり課

３０６ ３０２ R2.2.17

那覇市上之屋１丁目２番１号（最新のも
の）
元仮庁舎跡地の駐車場入札結果金額
のわかる文章

部分公開 R2.2.19

入札立会人の職員氏名（氏名
を公にすることにより当該人の
権利利益を不当に害するおそ
れがあるため）

第7条第1
項第2号

総務部
管財課

３０７ ３０３ R2.2.20
3.4.那88号真和志線設計の概要を表
示する図面
標準断面図　（1）　（2）

公開 R2.2.21
都市みらい部
道路建設課

３０８ ３０４ R2.2.20

龍柱の件ですが、那覇港管理組合が
出した情報システムによると、支出港は
高雄で、直前港も高雄です。（支出港
の意味は貨物を最初に積み込んだ港）
これを、こちらの税関に問い合わせる
と、高雄で高雄で貨物を積み込んでい
ると（調べて教えてくれました）
龍柱はどこで作られ又、何という会社な
のか証明する文書を出して下さい。

部分公開 R2.3.5

・個人の氏名、容姿（個人を識
別できる情報のため）
・法人代表者の印影（公にする
ことにより当該法人に著しい不
利益を与えることが明らかであ
るため）

第7条第1
項第2号

都市みらい部
花とみどり課

３０９ ３０５ R2.2.25
〇〇〇〇〇〇〇〇〇が反社誓約書と
同意書を出さないでよいという根拠

公開 R2.3.10
都市みらい部
花とみどり課

３１０ ３０６ R2.2.27
クレスト壷川中公園の公開空地範囲の
分かる図面

公開 R2.2.28
まちなみ共創部

建築指導課

３１１ ３０７ R2.2.27
令和元年度識名公園磁気調査業務委
託（その2）に係る表紙、積算内訳書、
総括表、代価表、単価表一覧、単価表

公開 R2.3.10
都市みらい部
花とみどり課

３１２ ３０８ R2.2.27

令和元年度久茂地7号（甲辰橋）橋梁
整備に伴う磁気探査業務委託に係る
表紙、積算内訳書、総括表、代価表、
単価表一覧、単価表

部分公開 R2.3.2

刊行物から採用した単価根拠
及び民間施工業者からの見積
金額及び法人名（刊行物を発
行する法人及び見積もりを提出
した法人の権利、競争上の地
位その他正当な利益を害する
おそれがあるため）

第7条第1
項第3号

都市みらい部
道路建設課

３１３ ３０９ R2.2.28
農連乗降場の機械等の設置に係る契
約

公開 R2.3.5
経済観光部

観光課

３１４ ３１０ R2.3.2

平成30年度市道具志73号実施設計業
務委託測量成果簿、4級基準点網図、
多角点成果簿、4級基準点点の記、4
級水準観測路線図、水準測量平均成
果表、水準点点の記（固定点1,2）

公開 R2.3.10
都市みらい部
道路建設課

３１５ ３１１ R2.3.2
令和元年度道路除草業務委託
金入り設計書

部分公開 R2.3.10

単価表　表紙決裁欄の押印部
分
（理由：単価表は内訳書に掲載
している単価の根拠にもなって
おり、今後発注予定の類似工
事費積算において工事費を類
推される等、事業執行に支障を
及ぼすため。処分場名は、参
考としている沖縄県の報告書に
おいて、非公開とされるため。

第7条第1
項第4号

都市みらい部
道路管理課

３１６ ３１２ R2.3.3

那覇市首里石嶺町4丁目262番地4、
261番地3
昭和49年9月21日第13号　5号道路（位
置指定道路）に関する許認可申請書

取下げ R2.3.4
まちなみ共創部

建築指導課

３１７ ３１３ R2.3.4
那覇市道路台帳測定基図　那覇１　6-
12の一部
泊１0号　泊３丁目６番４

公開 R2.3.5
都市みらい部
道路管理課

３１８ ３１４ R2.3.4
事件番号　令和元年（行ヒ）第369号に
係る行政文書一切

部分公開 R2.3.18

・原告氏名
（理由：個人に関する情報で
あって、公にすることにより、個
人の権利利益を害するおそれ
があるため。）

第7条第1
項第2号

まちなみ共創部
まちなみ整備課
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

３１５ R2.3.5

平成29年度発注工事
高良小学校校舎改築工事（空調）（衛
生）
金城中学校空調機更新工事
上記工事に係る工事費内訳書、種目
別内訳書、科目別内訳書、細目別内
訳書、代価表、共通費・諸経費計算書

公開 R2.3.18
生涯学習部

施設課

３１６ R2.3.5

平成30年度発注工事
金城小学校空調機更新工事
石嶺小学校校舎改築工事（衛生）
上記工事に係る工事費内訳書、種目
別内訳書、科目別内訳書、細目別内
訳書、代価表、共通費・諸経費計算書

公開 R2.3.18
生涯学習部

施設課

平成30年度発注工事
那覇市真和志南地区活き活き人材育
成支援施設（仮称）建設工事（機械）
上記工事に係る工事費内訳書、種目
別内訳書、科目別内訳書、細目別内
訳書、代価表、共通費・諸経費計算書

公開 R2.3.18
生涯学習部

施設課

３２０

平成30年度発注工事
那覇市新文化芸術発信拠点施設建設
工事（機械・1工区、2工区）
上記工事に係る工事費内訳書、種目
別内訳書、科目別内訳書、細目別内
訳書、代価表、共通費・諸経費計算書

公開 R2.3.17
市民文化部
文化振興課

３２１ ３１７ R2.3.5

平成29年度発注工事
那覇市IT創造館基盤整備工事（空調）
大名市営住宅第3期建替工事（E棟・機
械1工区、2工区）
上記工事に係る工事費内訳書、種目
別内訳書、科目別内訳書、細目別内
訳書、代価表、共通費・諸経費計算書

公開 R2.3.16
まちなみ共創部

建築工事課

３２２ ３１９ R2.3.5

平成30年度発注工事
那覇市ぶんかテンブス館施設機能強
化工事（空調設備）
（仮称）ともかぜ振興会館建設工事（空
調設備）
上記工事に係る工事費内訳書、種目
別内訳書、科目別内訳書、細目別内
訳書、代価表、共通費・諸経費計算書

公開 R2.3.16
まちなみ共創部

建築工事課

３２３

土壌汚染対策法の自主的調査に係る
土地の履歴調査の実施に伴い、下記
地番における以下の公的届出資料（対
象地番：那覇市前島3丁目4番）
1.水質汚濁防止法に係る特定施設設
置届出の有無
2.土壌の特定有害物質による汚染状
態に関する公的届出資料
3.特定有害物質又は特定有害物質を
含む固体・液体の埋設等に関する公的
届出資料
4.特定有害物質の使用等に関する公
的届出資料
5.自然的原因による土壌汚染に関する
公的届出資料

非公開 R2.3.6
公文書不存在（該当する資料
は那覇市への提出がないため
保有していない）

第12条第
2項

環境部
環境保全課

３２４ 6.不法投棄に係る報告資料 非公開 R2.3.6
公文書不存在（調査対象とする
資料がないため）

第12条第
2項

環境部
クリーン推進課

３２５

土壌汚染対策法の自主的調査に係る
土地の履歴調査の実施に伴い、下記
地番における以下の公的届出資料（対
象地番：那覇市前島3丁目5番）
1.水質汚濁防止法に係る特定施設設
置届出の有無
2.土壌の特定有害物質による汚染状
態に関する公的届出資料
3.特定有害物質又は特定有害物質を
含む固体・液体の埋設等に関する公的
届出資料
4.特定有害物質の使用等に関する公
的届出資料
5.自然的原因による土壌汚染に関する
公的届出資料

非公開 R2.3.6
公文書不存在（該当する資料
は那覇市への提出がないため
保有していない）

第12条第
2項

環境部
環境保全課

３２６ 6.不法投棄に係る報告資料 非公開 R2.3.6
公文書不存在（調査対象とする
資料がないため）

第12条第
2項

環境部
クリーン推進課

３２０ R2.3.5

３２１ R2.3.5

３１９

３１８ R2.3.5
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

３２７ ３２２ R2.3.5

土壌汚染対策法の自主的調査に係る
土地の履歴調査の実施に伴い、下記
地番における以下の公的届出資料（対
象地番：那覇市前島3丁目4番）
1.給油設備敷設等に伴う設置・廃止等
に関する届出
2.危険物製造所等に伴う設置・廃止等
に関する届出

非公開 R2.3.9
公文書不存在（調査対象地番
における危険物施設の申請又
は届出がないため）

第12条第
2項

消防局
予防課

３２８ ３２３ R2.3.5

土壌汚染対策法の自主的調査に係る
土地の履歴調査の実施に伴い、下記
地番における以下の公的届出資料（対
象地番：那覇市前島3丁目5番）
1.給油設備敷設等に伴う設置・廃止等
に関する届出
2.危険物製造所等に伴う設置・廃止等
に関する届出

非公開 R2.3.9
公文書不存在（調査対象地番
における危険物施設の申請又
は届出がないため）

第12条第
2項

消防局
予防課

３２９ ３２４ R2.3.6
まちなみ整備課が保有する土地区画
整理法に関する解説書参考書（閲覧し
必要なぺージの写しの交付）

公開 R2.3.19
まちなみ共創部
まちなみ整備課

３３０
3月6日の首里城火災に関する記者会
見での資料

公開 R2.3.11
消防局
総務課

３３１ 首里城火災についてまとめた報告書 非公開 R2.3.11
公文書不存在
（理由：現在作成中のため）

第12条第
2項

消防局
総務課

３３２ ３２６ R2.3.9
2020年3月6日に実施した消防の会見
に使用されていたパワーポイント資料

公開 R2.3.9
消防局
予防課

３３３ ３２７ R2.3.9

3/6の記者会見で示された「首里城火
災の原因分析について」の資料を含
む、那覇市消防としての首里城火災に
関する調査・分析を記録した一切の資
料

部分公開 R2.3.11

那覇市消防としての首里城火
災に関する調査・分析を記録し
た一切の資料
（理由：公文書不存在。現在作
成中のため）

第12条第
2項

消防局
総務課

３３４ ３２８ R2.3.9
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇が下請けでは
ないという根拠

公開 R2.3.23
都市みらい部
花とみどり課

３３５ ３２９ R2.3.9

平成28年度真和志線実施設計業務委
託
1、平面図（2）
2、横断図（9）
3、横断図（10）

公開 R2.3.24
都市みらい部
道路建設課

３３６ ３３０ R2.3.9
那覇市具志1-9-11現場において建築
指導課が行った指導の内容が分かる
文書

部分公開 R2.3.18
印影の部分
（理由：個人のプライバシーの
保護のため）

第7条第1
項第2号

まちなみ共創部
建築指導課

３３７ ３３１ R2.3.9
那覇市具志1-9-11現場において環境
保全課が行った指導の内容が分かる
文書

部分公開 R2.3.19

個人の氏名、連絡先（個人の氏
名を公開することにより当該個
人の連理利益を害するおそれ
があるため）

第7条第1
項第2号

環境部
環境保全課

３３８ ３３２ R2.3.9
那覇市具志1-9-11現場において道路
管理課が行った指導の内容が分かる
文書

部分公開 R2.3.18

個人の氏名、連絡先（個人に関
する情報であって、特定の個人
を識別することができるものであ
るため）

第7条第1
項第2号

都市みらい部
道路管理課

３３９ ３３３ R2.3.9
設計の概要を表示する図面　平面図
（S=1/1,000）3・4・那88号　真和志線

公開 R2.3.10
都市みらい部
道路建設課

３４０ ３３４ R2.3.10 那覇市道路種別マップ　37-R （西） 公開 R2.3.11
都市みらい部
道路管理課

３４１ ３３５ R2.3.10

令和元年12月25日、那覇市小禄4丁目
15付近　沖縄技建前の路上にて発生
した車両火災出動報告書の活動時系
列及び火災調査書

取下げ R2.3.13
消防局

３４２ ３３６ R2.3.10
那覇市道路台帳測量基図　那覇2
11-12の1部　松尾22号

公開 R2.3.11
都市みらい部
道路管理課

３４３ ３３７ R2.3.10
1.壺屋牧志線（やちむん通り部分）測
定基図
2.壺屋牧志線標準断面図

公開 R2.3.11
都市みらい部
道路管理課

３４４ ３３８ R2.3.10
事業地を表示する図面
平面図（S=1/1000）
3-4-那88号　真和志線

公開 R2.3.11
都市みらい部
道路管理課

３４５
令和元年12月25日、那覇市小禄4丁目
12-1付近　路上にて発生した活動時系
列及び火災調査書

部分公開 R2.3.25

・個人情報に関すること
（理由：個人に関する情報で
あって、当該情報に含まれる氏
名、年齢の記述により特定の個
人を識別することができるもの
であるため。）

第7条第1
項第2号

消防局
予防課

３４６
令和元年12月25日、那覇市小禄4丁目
12-1付近　路上にて発生した車両火災
出動報告書

部分公開 R2.3.25
・個人情報に関すること
（理由：個特定の個人を識別す
ることができるため。）

第7条第1
項第2号

消防局
警防課

３３９ R2.3.13

３２５ R2.3.6
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

３４７ ３４０ R2.3.16

平成29年度
工事件名：令和元年度　久茂地７号
（甲辰橋）橋梁整備工事
上記工事に係る、表紙、内訳書、単価
表、共通仮設費内訳書、現場管理費、
一般管理費、間接費一覧のすべての
金入りの工事設計書の交付を希望しま
す。

部分公開 R2.3.18

刊行物から採用した単価根拠
及び民間施工業者からの見積
金額及び法人名
（理由：刊行物を発刊する法人
及び見積を提出した法人の権
利、競争上の地位その他正当
な利益を害するおそれがあるた
め。）

第7条第1
項第3号

都市みらい部
道路建設課

３４８ ３４１ R2.3.16

那覇市公有財産台帳（農連市場地区）
樋川2丁目564-
15.16.17.18.19.20.21.22.29.30.31以上
公家道路
樋川2丁目564-5　土地のみ　+4等62-
14-宅地
77-3　79-6　551-7

公開 R2.3.23
総務部
管財課

３４９ ３４２ R2.3.17
市道具志73号（平面図）（縦断図）（横
断図）
地積測量図Ａ３　白黒各１枚

公開 R2.3.27
都市みらい部
道路建設課

３５０ ３４３ R2.3.17 首里城火災の火災原因調査報告書 非公開 R2.3.25
（理由：公文書不存在、現在作
成中のため）

第12条第
2項

消防局
予防課

３５１ ３４４ R2.3.17

今回出していただいた龍柱製作工程
の図で製作工場の場所が、〇〇〇〇
〇〇の公文書の恵安県崇武鎮とは違
います。本当の住所はどちらですか？
　もし、この工程図ニセ物であれば公文
書偽証になります。この写真の中に〇
〇〇〇と書いた物があり本物でなけれ
ば公文書偽証になります。本当の住所
を教えてください。

非公開 R2.3.31 （理由：公文書不存在、）
第12条第
2項

都市みらい部
花とみどり課

３５２ ３４５ R2.3.17

以前出していただいた龍柱の値段が６
６００万円と出ています。ところが輸入許
可通知書の仕入書価格の合計金額は
２５００万円（１ドル100円で）です。これ
は大きく違い、どちらかが公文書偽造
です。公文書偽造は犯罪ですから、市
が正しいと言うのなら、この、２５００万円
は犯罪になりますからきちんとどちらが
正しいのか出して下さい。
公文書でいくらか？

公開 R2.3.31
都市みらい部
花とみどり課

３５３ ３４６ R2.3.17

これは〇〇〇〇〇〇の届出書です。
工期と、契約日が出ており、〇〇〇〇
〇との契約だと思われます。契約日が
何度も出ており、〇〇〇〇〇と契約の
上、下請け業者として、請負っていま
す。これは下請けであり反社誓約書提
出の義務があります。この契約日にそ
の記載（契約書）があるはずですから出
して下さい。〇〇〇〇〇に問い合わせ
て誓約書を出して下さい。

非公開 R2.3.31 （理由：公文書不存在、）
第12条第
2項

都市みらい部
花とみどり課

３５４ ３４７ R2.3.17

施工台帳に、平成25年11月20日契約
日とあり、〇〇〇〇〇〇〇〇〇と契約
した日が、記載されています。工期とあ
り、下請けとしての工期、期間が記載さ
れています。この契約日に何らかの契
約を出しているはずですから、この契
約書を開示して下さい。ウソであれば
問題です。

非公開 R2.3.31 （理由：公文書不存在、）
第12条第
2項

都市みらい部
花とみどり課

３５５ ３４８ R2.3.18
令和１年度の石嶺市営住宅第６期建替
工事　　（機械・２工区）について作成さ
れた工事内訳書

公開 R2.3.24
まちなみ共創部

建築工事課

３５６ ３４９ R2.3.19

那覇市〇〇〇〇工事現場において道
路管理課が〇〇〇に行った指導の内
容が分かる文書。
2020年３月頃

取下げ
都市みらい部
道路管理課

３５７ ３５０ R2.3.23
壷川土地区画整理事業、壷川地区道
路工事（第一工区）横断図（１）（２）平
成元年度

公開 R2.3.24
都市みらい部
道路管理課

３５８ ３５１ R2.3.23 道路種別マップＮＯ２、45-Ｌ.Ｒ. 公開 R2.3.30 建築指導課

３５９ ３５２ R2.3.24

令和元年度防災街区整備事業に係る
街路整備工事（施工業者〇〇〇）につ
いて整備事業組合とまちなみ整備課
（あるいは那覇市長）との間で交わされ
た誓約書全てそして市（まちなみ整備
課）が整備事業組合に支払う工事費の
価格を明示する文書

公開 R2.3.27
まちなみ共創部
まちなみ整備課
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分（理由） 根拠条文 担当部課名

３６０

①令和2年３月２４日公開請求した文書
について「那まま第181号」の通知を受
けたが、その中で記されている「協定
書」の平成２２年６月２９日、平成２６年９
月８日（変更）平成３０年３月２９日（変
更）の記録。

部分公開 R2.4.13
法人等の代表者印の印影（理
由：当該法人に著しく不利益を
与えることが明らかである場合）

第7条第1
項第3号

まちなみ共創部
まちなみ整備課

３６１

②さらに密集法により整備事業組合は
平成３１年３月３０日に全ての事業を完
了し、開解散しているはずであり、前記
「那まま第１８１号」の協定書は無効だ
が市の回答を求める。③事業組合から
金秀建設に提出された詳細な事業内
容書の図面を直ちに入手してその写し
を請求者に開示すること。

非公開 R2.4.13 （理由：公文書不存在）
第12条第
2項

まちなみ共創部
まちなみ整備課

３６２ ３５４ R2.3.30

那覇市道路台帳測定基図
那覇4　11-20の一部、12-16の一部
識名三原線、三原3号
県道との管理区分の図面

公開 R2.3.31
都市みらい部
道路管理課

３６３ ３５５ R2.3.30 首里城火災の調査報告書の一切 非公開 R2.4.2
（理由：公文書不存在、現在作
成中のため）

第12条第
2項

消防局
総務課

３６４ ３５６ R2.3.31

那覇市立中学校の2019～2020年に行
われた定期試験、総合テスト、学力テス
ト及び休み明けの試験の英語・数学・
国語・理科・社会・音楽・体育・美術・技
術・家庭科の一式。CD-ROMにて希望

公開 R2.4.2
学校教育部
学校教育課

３６５

市営住宅課の説明によれば樋川2-
564-5が県有地から私有地になったの
は”権利変換”によるもにだと説明が
あったが、権利変換は密集法199条に
定められた通り認可後遅延なく施行さ
れるべきものが、1年半も遅れており違
法だ。
さらに、この広大な土地に市営住宅が
建てられたが、登記を確認すれば白明
だが、10階建ての建物の4,5,6階が市
の所有で残りは事業組合すなわち〇
〇〇〇〇〇〇というコンサルタント会社
が選んだ契約者となっている。。

非公開 R2.4.13 公文書不存在
第12条第
2項

まちなみ共創部
市営住宅課

３６６
もう一つ、市営住宅棟の工事完了を示
す文書

部分公開 R2.4.13 代表者印の印影
第7条第1
項第3号

まちなみ共創部
市営住宅課

３６７ ３５８ R2.3.31

農連市場地工内の県有地A-2（管財課
台帳によれば3億149百万円）の1等地
に市観光課が初の財産でもあるかのよ
うに共和と日本パーキングに工事費と
機械貸与の契約を交わしたが、去る3
月27日 日本パーキングは看板を出し
「バスなど利用者は20分毎に1,000円の
駐車代金を払え」と要求している。契約
後この土地に1台もバスが駐車したこと
はない。日本パーキングの要求する権
利を証明する文書を出せ。

非公開 R2.4.14

　料金表示の看板については、
日本パーキング（株）ではなく、
市が設置したものであり、日本
パーキングの要求する権利を
証明する文書は存在しない（文
書不存在）

第12条第
2項

経済観光部
観光課

３５３ R2.3.30

３５７ R2.3.31
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分と理由 担当部課名

1 1 H31.4.9 食品営業許可台帳 公開 H31.4.19 生活衛生課

2 2 H31.4.15 旅館業営業許可申請書 部分公開 H31.4.19
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

3 3 H31.4.23 旅館業営業許可台帳 公開 R1.5.7 生活衛生課

4 4 H31.4.24 旅館業営業許可台帳 部分公開 R1.5.10
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

5 5 H31.4.11 旅館業営業許可台帳 公開 H31.4.17 生活衛生課

6 6 R1.5.7 あはき台帳、柔整台帳 公開 R1.5.8 生活衛生課

7 7 R1.5.28 食品営業台帳 部分公開 R1.5.30
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

8 8 R1.5.28
薬局台帳、特例販売業台帳、店舗販売業台帳、卸
売販売業台帳

公開 R1.5.31 生活衛生課

9 9 R1.5.8 理容所台帳、美容所台帳 部分公開 R1.5.14
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

10 10 R1.5.9 理容所台帳、美容所台帳 部分公開 R1.5.17
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

11 11 R1.5.16 旅館業営業許可台帳 部分公開 R1.5.17
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

12 12 R1.6.19 食品営業許可台帳 公開 R1.7.2 生活衛生課

13 13 R1.6.5 理容所台帳、美容所台帳 部分公開 R1.6.12
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

14 14 R1.6.26 薬局台帳、店舗販売業台帳 公開 R1.6.27 生活衛生課

15 15 R1.6.11 食品営業許可台帳、美容所台帳 部分公開 R1.6.25
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

16 16 R1.6.24 食品営業許可台帳、給食施設届出台帳 部分公開 R1.7.11
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

17 17 R1.6.11 簡易専用水道台帳 公開 R1.6.12 生活衛生課

18 18 R1.7.2 あはき台帳、柔整台帳 公開 R1.7.2 生活衛生課

19 19 R1.7.1 旅館業営業許可台帳 部分公開 R1.7.5
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

②保健所受付分
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分と理由 担当部課名

20 20 R1.7.19 生活衛生営業台帳 部分公開 R1.8.2
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

21 21 R1.7.24 卸売販売業台帳 公開 R1.7.25 生活衛生課

22 22 R1.7.3 理容所台帳、美容所台帳 部分公開 R1.7.9
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

23 23 R1.7.12 理容所台帳、美容所台帳 公開 R1.7.24 生活衛生課

24 24 R1.8.27 食品営業台帳 公開 R1.8.29 生活衛生課

25 25 R1.8.2 病院、診療所、歯科診療所　各台帳 部分公開 R1.8.27
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

26 26 R1.8.2
薬局、医薬品販売業、高度管理医療機器等販売業
（・貸与業）、管理医療機器販売業、毒物劇物販売
業　各台帳

部分公開 R1.8.27
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

27 27 R1.8.29 旅館業営業許可台帳 部分公開 R1.9.12
条例第７条第１項第３
号（個人情報）に該当

生活衛生課

28 28 R1.9.3 あはき台帳、柔整台帳 公開 R1.9.4 生活衛生課

29 29 R1.9.12 理容所台帳 公開 R1.9.30 生活衛生課

30 30 R1.9.2
食品台帳、理容所・美容所台帳、クリーニング所台
帳

部分公開 R1.9.30
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

31 31 R1.9.4 理容所・美容所台帳 部分公開 R1.9.27
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

32 32 R1.9.26 食品営業許可台帳 部分公開 R1.10.11
条例第７条第１項第３
号（個人情報）に該当

生活衛生課

33 33 R1.10.9 食品営業台帳 部分公開 R1.10.15
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

34 34 R1.10.16 理容所・美容所台帳 部分公開 R1.9.27
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

35 35 R1.10.23
理容所・美容所台帳、クリーニング所台帳、旅館業
営業許可台帳、公衆浴場営業許可台帳、興行場営
業許可台帳

部分公開 R1.11.7
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

36 36 R1.10.28 食品営業許可台帳 部分公開 R1.11.7
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

37 37 R1.11.5 食品営業許可台帳 公開 R1.11.7 生活衛生課

38 38 R1.11.11 食品営業許可台帳 公開 R1.11.12 生活衛生課

25



通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分と理由 担当部課名

39 39 R1.11.1 あはき台帳、柔整台帳 公開 R1.11.5 生活衛生課

40 40 R1.11.5 食品営業許可台帳、理容所・美容所台帳 部分公開 R1.11.11
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

41 41 R1.11.12 施術所開設届出事項変更届 公開 R1.11.13 生活衛生課

42 42 R1.11.6 理容所・美容所台帳 部分公開 R1.11.27
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

43 43 R1.11.13 管理医療機器販売業台帳 公開 R1.11.20 生活衛生課

44 44 R1.11.26 旅館業営業許可台帳 公開 R1.12.5 生活衛生課

45 45 R1.11.28 食品営業許可台帳 部分公開 R1.11.11
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

46 46 R1.11.21 診療所台帳、あはき台帳、柔整台帳 部分公開 R1.11.27
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

47 47 R1.12.5 クリーニング所台帳 公開 R1.12.5 生活衛生課

48 48 R1.12.4 旅館業台帳 部分公開 R1.12.9
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

49 49 R1.12.5 理・美容所台帳 部分公開 R1.12.9
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

50 50 R1.12.2 食品営業許可台帳・美容所台帳 部分公開 R1.12.10
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

51 51 R1.12.12 旅館業台帳 部分公開 R1.12.19
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

52 52 R1.12.13 食品営業許可台帳 部分公開 R1.12.20
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

53 53 R1.12.18 旅館業台帳 部分公開 R1.12.23
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

54 54 R1.12.12 理・美容所台帳 公開 R1.12.18 生活衛生課

55 55 R1.12.24 診療所台帳 公開 R1.12.25 生活衛生課

56 56 R1.12.24 苦情処理票 部分公開 R2.1.8
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

57 57 R2.1.6 あはき台帳、柔整台帳 部分公開 R2.1.9
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分と理由 担当部課名

58 ５８ R2.1.17 歯科技工所台帳 部分公開 R2.1.21
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

59 59 R2.1.6 旅館業営業許可台帳 公開 R2.1.9 生活衛生課

60 60 R2.1.8 理容所台帳、美容所台帳 部分公開 R2.1.20
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

61 61 R2.1.10 毒物劇物一般販売業台帳 公開 R2.1.15 生活衛生課

62 ６２ R2.2.13
那覇市保健所(生活衛生課)の照会事項に対する回
答文

公開 R2.2.14 生活衛生課

63 63 R2.2.10
診療所開設届（医師開設）、添付書類（平面図）
・診療所名称：〇〇〇〇
・診療所開設者：池　徹

部分公開 R2.2.13
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

64 64 R2.2.6 理容所台帳、美容所台帳 部分公開 R2.2.14
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

65 65 R2.2.4 旅館業台帳 公開 R2.2.14 生活衛生課

66 ６６ R2.2.3 あはき台帳、柔整台帳 公開 R2.2.3 生活衛生課

67 67 R2.2.26 理・美容所台帳 公開 R2.3.4 生活衛生課

68 68 R2.3.2 あはき台帳 部分公開 R2.3.3
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

69 69 R2.3.3 歯科技工所台帳 公開 R2.3.10 生活衛生課

70 ７０ R2.3.10 旅館業営業許可台帳 公開 R2.3.17 生活衛生課

71 71 R2.3.5 理・美容所台帳 部分公開 R2.3.18 生活衛生課

72 72 R2.3.11 旅館業営業許可台帳 公開 R2.3.23 生活衛生課

73 73 R2.3.9 旅館業営業許可台帳、住宅宿泊事業台帳 公開 R2.3.23 生活衛生課

74 ７４ R2.3.16 クリーニング所台帳、歯科診療所台帳、旅館業台帳 部分公開 R2.3.27
条例第７条第１項第２
号（個人情報）に該当

生活衛生課

75 75 R2.3.17 歯科技工所台帳 公開 R2.3.31 生活衛生課
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分と理由 担当部課名

1 ３７５ R1.5.13

件名：石嶺地区地下雨水調整池
①雨水調整池の設計条件
②現状の地形、用地の範囲が分かる図面（平面図
等、断面図等）
③地下水位が分かる資料

部分公開 R2.5.20

[非公開部分]
今後発注予定である
工事の設計図書に活
用される箇所

下水道課

2 ６６０ R1.6.11

「平成30年度豊見城配水池実施設計業務委託」の
成果品
・配水地築造工事
・業務概要説明書等（同工事内容が解るもの）

公開 R2.6.19 水道工務課

3 ７５３ R1.6.27

土壌汚染対策法の自主的調査に係る土地履歴調
査に伴い、下記地番における以下の公的届出資料

6.下水道法に伴う特定施設の公的届出資料
調査対象地番：那覇市おもろまち〇丁目〇番〇、〇
番〇、〇番〇、〇番〇、〇番〇、〇番〇、〇番〇

非公開 R2.7.3
[理由]
第12条第2項（公文書
不存在）

料金サービス
課

4 ７５４ R1.6.27

土壌汚染対策法の自主的調査に係る土地履歴調
査に伴い、下記地番における以下の公的届出資料

6.下水道法に伴う特定施設の公的届出資料
調査対象となる地番：那覇市港町〇丁目〇番〇、〇
番〇、〇番〇、〇番〇、〇番〇、〇番〇、〇番、〇
番〇

非公開 R2.7.3
[理由]
第12条第2項（公文書
不存在）

料金サービス
課

5 ９２７ R1.7.22

令和元年度
工事件名：平成30年度5工区樋川地内公共下水道
(雨水）工事
上記工事に係る、表紙、内訳書、単価表、共通仮設
費内訳書、現場管理費、一般管理費、間接費一覧
すべての金入り工事設計書の交付を希望します。

公開 R2.7.26 下水道課

6 ９２８ R1.7.22

令和元年度
工事件名：平成29年度5工区樋川地内公共下水道
(雨水）工事
上記工事に係る、表紙、内訳書、単価表、共通仮設
費内訳書、現場管理費、一般管理費、間接費一覧
すべての金入り工事設計書の交付を希望します。

公開 R2.7.26 下水道課

7 ９４１ R1.7.23
平成29年度5工区樋川地内公共下水道(雨水）工事
上記工事の工事設計書写しの交付申請をお願い致
します。

公開 R2.7.26 下水道課

8 １３０２ R1.8.29

令和元年度
工事件名：平成30年度8工区樋川地内公共下水道
（雨水）工事
上記工事に係る、表紙、内訳書、単価表、共通仮設
費内訳書、現場管理費、一般管理費、間接費一覧
のすべての金入りの工事設計書の交付を希望しま
す。

公開 R2.9.10 下水道課

9 １４８６ R1.9.20

・工事名：令和元年度　市内一円公共桝設置工事
 
上記の工事の金入り設計書全てお願いします。（図
面は結構です）

公開 R2.10.4 下水道課

10 １４８６ R1.9.20

・平成30年度国道330号配水幹線布設替工事
・平成30年度農連市場地区防災街区整備に伴う配
水管布設替工事（その2）
・平成30年度県道29号線配水幹線布設替工事
　
上記工事の金入り設計書全てお願いします。（図面
は結構です）

部分公開 R2.10.4

[非公開部分]
水道資材統一単価表

水道工務課

11 １５８２ R1.10.3
下記の工事設計書複写願い。
1.令和元年度泊配水池電気計装設備更新工事

公開 R2.10.17 水道工務課

12 １５８３ R1.10.3
下記の工事設計書複写願い。
1.令和元年度安里配水池電気計装設備更新工事

公開 R2.10.17 水道工務課

13 １６３４ R1.10.21
平成30年度8工区樋川地内公共下水道（雨水）工事
工事請負契約書 部分公開 R2.10.24

[非公開部分]
法人の印影が特定で
きる箇所

下水道課

14 １７５２ R1.11.6

・平成30年度8工区樋川地内公共下水道（雨水）工
事の図面及び入札の結果についての書類
・平成29年度5工区樋川地内公共下水道（雨水）工
事の支払いに関する文書

部分公開 R2.11.8

[非公開部分]
法人の印影及び銀行
口座情報が特定できる
箇所

下水道課

③上下水道局受付分
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分と理由 担当部課名

15 １９１４ R1.12.2
平成31年度西地内磁気探査業務委託に係る代価
表

非公開 R2.12.9

[非公開部分]
平成31年度西地内磁
気探査業務委託に係
る代価表
[理由]
第12条第2項（公文書
不存在）

平成31年度西地内磁
気探査業務委託の業
務委託設計書におい
て代価表は作成して
いない。

下水道課

16 １９１４ R1.12.2
平成31年度西地内磁気探査業務委託に係る表紙、
積算内訳書、総括表、単価一覧表、単価表

公開 R2.12.9 下水道課

17 １９７２ R1.12.9

母〇〇〇〇からの相続で土地建物の売買を行い、
来期の確定申告に向けての書類を揃える中、那覇
市役所からの「被相続人住居用家屋等確認書」の証
明書を発行してもらうため、その一つに電気、水道
局又はガスの利用中止日（閉栓日、契約廃止日等）
が確認できる書類を必要としております。
那覇市〇〇〇〇

部分公開 R2.12.12

[非公開部分]
・検針員、整理係担当
者氏名
・送付先住所等
・水量及び上下水道
料金

料金サービス
課

18 １９７９ R1.12.10

土壌汚染対策法の自主的調査に係る土地の履歴調
査の実施に伴い、下記地番における以下の公的届
出資料

　1.　　下水道に伴う特定施設の使用・廃止等に関
する届出

調査対象とする地番：沖縄県那覇市松尾一丁目260
番2
　　　　　　　　　　　　　　[施設名称：シマ駐車場]

非公開 R2.12.11

[理由]
第12条第2項（公文書
不存在）

当該箇所において、下
水道に伴う特定施設
の使用・廃止等に関す
る届出が存在しない。

料金サービス
課

19 ２６５７ R2.3.5

土壌汚染対策法の自主的調査に係る土地の履歴調
査の実施に伴い、下記地番における以下の公的届
出資料

　1.　　下水道に伴う特定施設の使用・廃止等に関
する届出

調査対象とする地番：沖縄県那覇市前島〇丁目〇
番

非公開 R2.3.6

[理由]
第12条第2項（公文書
不存在）

当該箇所において、下
水道に伴う特定施設
の使用・廃止等に関す
る届出が存在しない。

料金サービス
課

20 ２６５８ R2.3.5

土壌汚染対策法の自主的調査に係る土地の履歴調
査の実施に伴い、下記地番における以下の公的届
出資料

　1.　　下水道に伴う特定施設の使用・廃止等に関
する届出

調査対象とする地番：沖縄県那覇市前島〇丁目〇
番

非公開 R2.3.6

[理由]
第12条第2項（公文書
不存在）

当該箇所において、下
水道に伴う特定施設
の使用・廃止等に関す
る届出が存在しない。

料金サービス
課
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通し
番号

受付
番号

受付日 請求内容 決定内容 決定日 非公開部分と理由 担当部課名

※令和元年度は、市立病院に対する情報公開請求はありませんでした。

④市立病院受付分
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平成２６年度 平成２７年度 平成２8年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

審議会 5 4 2 2 2 2

審査会 5 1 0 4 6 1

　 當　原　直　子 消費生活相談員

當　山　清　久 行政書士

金　城　秀　樹 大学教授

前　原　信　達 那覇市自治会長会連合会・会長

折　井　真　人 　　　　　（副会長）　　　弁護士

上 原 香 代 子 税理士

大　城　幸　子 行政評価事務所

伊 良 皆 進 功 司法書士

　　　　（２）那覇市情報公開・個人情報保護運営審議会、審査会の開催状況

　　　　（３）那覇市情報公開・個人情報保護運営審議会委員名簿

名前 職業

朝　 崎　  咿  　　　　　（会　 長）　　大学客員教授

宮　里　玲　子 那覇人権擁護委員協議会・会長
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（４）那覇市情報公開・個人情報保護審査会委員名簿

渡名喜　庸安 学識経験者

名前 職業

上　原　義　信  　　　　　（会　 長）　　弁護士

当　山　恵　子 　　　　　 （副会長）　　税理士　　

仲　地　博 学識経験者

林　千賀子 弁護士
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Ⅱ 個人情報保護制度 
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  １ 個人情報保護制度の目的 

 

 

高度情報通信社会といわれる今日、個人情報がインターネットを通して迅速に処理できるようになり、

市民生活に便利さと豊かさをもたらした反面、プライバシー侵害の危険が高まってきています。 

那覇市の個人情報保護制度は一人一人の人権を尊重し、保護することを目的として、次の４点を柱に適

正な運営をめざします。 

   (1)  市が個人情報を扱うときのルールを定めています。 

   ① 個人の思想、信条などに関する情報は収集しません。 

   ② 個人情報は原則として直接、本人から収集します。 

   ③ 収集した個人情報は原則として目的外に利用したり、外部等に提供することはありません。 

   (2)  自分の情報は自分でコントロールできます。 

    市がもっている自分の個人情報について開示（閲覧、写しの交付）、訂正、利用停止の請求が  

   できます。 

   (3)  苦情も受け付けます。 

        自分の個人情報が保護に欠けていると思うときは、市や民間業者にその是正を求めることができ 

   ます。 

   (4)  民間業者の協力義務を定めています。 

        民間業者の個人情報の取扱いに不適正があると認められるときは、市長はその業者に対して指導及

び助言することができます。 

 

  個人情報保護制度の主な内容 

   (1) 実施機関 

    市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員

会、消防局長、上下水道事業管理者、議会及び市が設立した地方独立行政法人（市立病院）をいう。 

   (2) 個人情報の開示（閲覧、写しの交付）等を請求できる者 

     どなたでも市がもっている自分の個人情報について開示（閲覧、写しの交付）、訂正、利用の停止、

消去、提供の停止を請求できます。 

   (3) 開示（閲覧、写しの交付）等の請求方法 

     開示（閲覧、写しの交付）等の請求は、本人であることを確認することができる書類（例えば運転 

免許証）を窓口の市政情報センター（上下水道局及び市立病院はそれぞれの窓口）に提出して行いま

す。 

   (4) 決定に対する不服申立て 

    実施機関の決定に対して不服があるときは、審査請求をすることができます。審査請求を受 

けた実施機関は那覇市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、審査請求 

に対する決定又は裁決を行います。 

 

   (5) 費用の負担 

     閲覧は無料ですが、写しの交付を受ける場合は請求者がその費用（写しの作成及び送付に要する費

用）を負担します。 
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  ２ 個人情報保護制度の運用状況 

 

  (1) この運用状況は、平成31年４月１日から令和２年３月３１日までの１年分です。 

   (2) 個人情報の開示請求については、承諾が116件でした。(表１参照) 

   (３) 実施機関別請求件数は、市長が101件で、教育委員会10件、選挙管理委員会0件、監査委員0件、

公平委員会0件、消防局長9件、上下水道事業管理者2件、議会0件、市立病院が41件となっていま

す。（表３参照） 

   (４) 審査請求は0件でした。（表１参照） 

   (５) 個人情報の目的外利用等届出は539件で、その内訳は目的外利用14件、提供525件と 

   なっています。 

 

     (表１) 個人情報請求の処理状況内訳                          

年度 開 示 請 求 内 訳 審査 

請求 

訂正 

請求 

利用停止 

請求 請求 

件数 

承諾 一部 

承諾 

拒否 取下げ 却下 

平成30年度 269 148 34 82 5 0 2 0 0 

令和元年度 163 116 25 21 1 0 0 0 0 

  

     (表２) 開示請求に対する一部承諾、拒否の理由内訳 

 一部承諾 拒否 

法令秘情報 0 1 

個人の評価等情報 3 ０ 

請求者の生命等を害するおそれの

ある情報 
0 0 

第三者の個人情報 18 0 

法人等に関する情報 1 0 

職務執行情報 0 0 

審議会の意見 0 ０ 

文書不存在 3 20 

合  計 25 21 

※複数の理由に該当する場合もあるので、各合計が必ずしも請求件数と一致するわけではありません。 



（表３）実施機関別処理状況

請求
件数

承諾
一部
承諾

拒 否 取下げ 却 下

総　務　部 3 3 0 0 0 0 0 0 0

企画財務部 9 3 3 2 1 0 0 0 0

経済観光部 0 0 0 0 0 0 0 0 0

環　境　部 0 0 0 0 0 0 0 0 0

市民文化部 30 11 6 13 0 0 0 0 0

福祉部 33 26 4 3 0 0 0 0 0

健康部 17 14 2 1 0 0 0 0 0

こどもみらい部 0 0 0 0 0 0 0 0 0

都市みらい部 1 0 1 0 0 0 0 0 0

まちなみ共創部 8 4 4 0 0 0 0 0 0

出　納　室 0 0 0 0 0 0 0 0 0

101 61 20 19 1 0 0 0 0

10 5 4 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 7 1 1 0 0 0 0 0

2 2 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 41 0 0 0 0 0 0 0

163 116 25 21 1 0 0 0 0

選挙管理委員会

開　　示　　請　　求　　内　　訳

合　　　計

上下水道事業管理者

地方独立行政法人
（市立病院）

議　　　会

小　　　計

公平委員会

訂正
請求

利用停止
請求

消防局長

審査
請求

監査委員

農業委員会

固定資産評価委員会

実施機関

市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長

教育委員会
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（1）個人情報請求の内容
　①市政情報センター受付分
通し
番号

受付
番号

受付日
請求の
種類

請求内容 決定内容 決定日 不開示部分（理由） 根拠条文
担当部課

名

1 1 H31.4.1 開示 久茂地三丁目　1998年以降の資産税 一部承諾 H31.4.11
H22年度以前の固定資産税
額

文書不存在

企画財務
部

資産税課

2 2 H31.4.1 開示 H28年に面会した公文書の内容 承諾 H31.4.2
福祉部

保護第2課

3 3 H31.4.2 開示 H4年2月　中央保健所での血液検査の結果 拒否 H31.4.3

文書不存在（那覇市保健所は
H25年に設立されたため、H４
年の沖縄県中央保健所の血
液検査結果は存在しない）

文書不存在

健康部
保健総務

課

4 4 H31.4.3 開示
2018年7月～12月ごろまでに障がい福祉課に相談し
ていた内容

承諾 H31.4.17
福祉部

障がい福
祉課

5 5 H31.4.4 開示 印鑑登録証明書交付申請書の写し 拒否 H31.4.8 文書不存在 文書不存在

市民文化
部

ハイサイ市
民課

6 6 H31.4.8 開示 救急活動報告書（H31.3.27) 承諾 H31.4.9
消防局
救急課

7 7 H31.4.8 開示 H29年11月に按分廃止届の写し 承諾 H31.4.11
企画財務

部
資産税課

8 8 H31.4.15 開示
いじめにより重大事態が発生した旨を地方公共団体
の長等に提出した報告書

承諾 R1.5.10

学校教育
部

学校教育
課

9 9 H31.4.16 開示 包括支援センターの記録 拒否 H31.4.26 文書不存在 文書不存在

福祉部
ちゃーが
んじゅう課

10 10 H31.4.17 開示 介護認定審査会の議事録の請求直近のもの 承諾 H31.4.23
福祉部

ちゃーが
んじゅう課

11 11 H31.4.18 開示
〇〇〇〇整備事業に係る用地取得予定地の価格決
定資料

一部承諾 H31.4.26

鑑定評価書に記載されている
第三者の個人氏名、法人名、
住所、電話番号、取引事例地
及び取引価格（開示請求者以
外の情報であって、特定の個
人・法人を識別することができ
る情報であるため）

条例第12条
の2第1項第

5号

都市みら
い部

公園管理
課

12 12 H31.4.22 開示
那覇市字安里にてH30年9月10日に起きた火災に
ついて　火災調査報告書のすべて

一部承諾 H31.4.23

（火元・占有者）氏名及び年齢
（開示請求者以外の個人に関
する情報であって、特定の個
人を識別することができるた
め）

条例第12条
の2第1項第

2号

消防局
予防課

13 13 H31.4.22 開示
2017年4月頃障がい福祉課でワンストップ支援セン
ターでの対応についての相談

承諾 H31.4.26
福祉部

障がい福
祉課

14 14 H31.4.24 開示 H18～現在までの納税額 承諾 R1.5.10
企画財務

部
納税課

15 15 H31.4.25 開示 これまで登録した印鑑登録の履歴 一部承諾 R1.5.7 保存年限を経過しているため 文書不存在

市民文化
部

ハイサイ市
民課

16 16 R1.5.7 開示 亡父の救急事案（Ｈ30.12.8） 承諾 R1.5.7
消防局
救急課

17 17 R1.5.7 開示 包括支援センター高良の記録 一部承諾 R1.5.10

介護支援経過に記載されてい
る第三者の個人氏名（特定の
個人を識別することができる
情報であるため）

条例第12条
の2第1項第

4号

福祉部
ちゃーが
んじゅう課

18 18 R1.5.7 開示 Ｈ31.2/15～3/30〇〇〇〇のレセプト 承諾 R1.5.21
健康部

国民健康
保険課

19 19 R1.5.9 開示 平成31年4月8日に保護申請した際に提出した書類 承諾 R1.5.10
福祉部

保護管理
課

20 20 R1.5.17 開示 相談カードの写し 承諾 R1.5.22

市民文化
部

市民生活
安全課

21 21 R1.5.21 開示
H２７年12月3日頃那覇市消費生活センターに相談
した相談票

承諾 R1.5.28

市民文化
部

市民生活
安全課

22 22 R1.5.24 開示 土地の賃貸契約書 承諾 R1.5.27
総務部
管財課

23 23 R1.5.31 開示 亡母の入院記録又は介護記録 承諾 R1.6.10
福祉部

ちゃーが
んじゅう課
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通し
番号

受付
番号

受付日
請求の
種類

請求内容 決定内容 決定日 不開示部分（理由） 根拠条文
担当部課

名

24 24 R1.6.5 開示 虐待認定の記録 拒否 R1.6.18

法令等（「高齢者虐待の防
止、高齢者の養護者に対する
支援等に関する法律」第8条
の規定（通報等を受けた職員
は、通報等した者の氏名、年
齢、住所等そのものを特定さ
れるものをもらしてはいけな
い）により開示することができ
ないとされている情報であるた
め

条例第12条
の2第1項第

1号

福祉部
ちゃーが
んじゅう課

25 25 R1.6.14 開示
令和元年5月から今までの分の住民票の写し等交付
申請書及び戸籍に関する証明交付申請書の写し

承諾 R1.6.21

市民文化
部

ハイサイ市
民課

26 26 R1.6.20 開示 介護施設又は医療機関等に母の自署があるか 拒否 R1.6.27

本人氏名が記された介護認
定申請書等は存在するが、氏
名記載欄は代筆でも可能であ
るため、本人の直筆か否かは
不明。よって、本人が自署した
文書であるとの判断が不可能
という理由により不開示とす
る。

文書不存在

福祉部
ちゃーが
んじゅう課

27 27 R1.6.26 開示 保健師訪問の記録、3か月健診の記録 一部承諾 R1.7.2

保護し訪問の記録に記載され
ている第三者の個人情報、乳
児健康診査受診票に記載さ
れている第三者の個人情報
（開示請求者以外の個人に関
する情報であって、特定の個
人を識別することができるた
め）

条例第12条
の2第1項第

4号

健康部
地域保健

課

28 28 R1.6.26 開示 住民票の写し等の交付申請書 承諾 R1.7.1

市民文化
部

ハイサイ市
民課

29 29 R1.6.27 開示 那覇市福祉事務所から支給した保護費全て 承諾 R1.7.3
福祉部

保護管理
課

30 30 R1.6.28 開示 2017年卒業識名小学校○○指導要録の写し 承諾 R1.7.10

学校教育
部

学校教育
課

31 31 R1.7.1 開示
H30年12月上旬ごろ、奥武山公園イベント会場から
の救急搬送の記録

拒否 R1.7.2 文書不存在
消防局
救急課

32 32 R1.7.3 開示 市民課が提供した公用請求について 拒否 R1.7.5 文書不存在

市民文化
部

ハイサイ市
民課

33 33 R1.7.3 開示 Ｈ31.3月分　〇〇〇〇のレセプト 承諾 R1.7.17
健康部

国民健康
保険課

34 34 R1.7.5 開示
H30年3月6日～H31年3月までの戸籍に関する証明
交付申請書の写し

一部承諾 R1.7.17

（開示請求者以外の特定の個
人を識別することができる情
報）。法人又は事業を営む個
人の権利委任状中、翻訳者
氏名、印影（競争上の地位そ
の他正当な利益を不当に害
するおそれがあるため）

条例第12条
の2第1項第

4号

市民文化
部

ハイサイ市
民課

35 35 R1.7.5 開示 H31年2月から現在までのレセプト 承諾 R1.7.19
健康部

国民健康
保険課

36 36 R1.7.5 開示 印鑑登録証明書の発行履歴 拒否 R1.7.19 保存年限経過により廃棄済み 文書不存在

市民文化
部

ハイサイ市
民課

37 37 R1.7.16 開示
令和元年6月25日（火）　那覇市役所11階で行われ
た元石田中学校○○の第1回那覇市いじめ問題専
門委員会の議事録

承諾 R1.8.13

学校教育
部

学校教育
課

38 38 R1.7.18 開示
2019年3月28日～7月20日までの住民法及び戸籍
に対する申請書の写し

拒否 R1.7.24 文書不存在

市民文化
部

ハイサイ市
民課

39
2017年4月以降に発生した教諭によるパワハラにつ
いてやりとりした経緯。

一部承諾 R1.8.16
平成３０年度の経過（開示請
求者以外の個人に関する情
報のため)

条例第12条
の2第1項第

4号

40
いじめのアンケート、進路希望調査のアンケートを含
む

拒否 R1.8.16 文書不存在

41 40 R1.8.13 開示 印鑑登録申請書の写し 承諾 R1.8.21

市民文化
部

ハイサイ市
民課

42 41 R1.8.14 開示 住民税申告書の写し 取下げ R1.8.21
企画財務

部
市民税課

43 42 R1.8.14 開示
①H30年度国保証の交付日、有効期限、発送日、
簡易書留番号②H30年度国保証再発行の発行記録
(交付日、有効期限、交付方法)

承諾 R1.8.19
健康部

国民健康
保険課

学校教育
部

学校教育
課

39 R1.7.19 開示

37



通し
番号

受付
番号

受付日
請求の
種類

請求内容 決定内容 決定日 不開示部分（理由） 根拠条文
担当部課

名

44 43 R1.8.16 開示
過去５年間の介護認定情報、認定調査票、主治医
意見書

承諾 R1.8.19
福祉部

ちゃーが
んじゅう課

45 44 R1.8.21 開示

福祉用具等を購入するにあたり、那覇市が請求者本
人又は請求者の債権者に対して給付をした場合、そ
の給付について、支給日、支払先、支払名目、各支
給額、合計額、並びに給付がなされる前の費用及び
同費用の合計額

承諾 R1.8.29
福祉部

障害福祉
課

46 45 R1.8.21 開示 亡夫のマイナンバーカードの発行の記録 拒否 R1.8.26 文書不存在 文書不存在

市民文化
部

ハイサイ市
民課

47 46 R1.8.21 開示 亡夫の印鑑証明申請書の写し(五年間) 拒否 R1.8.26 文書不存在 文書不存在

市民文化
部

ハイサイ市
民課

48 47 R1.8.22 開示
登記のために那覇市が登記所に提出した文書等一
切

承諾 R1.9.5

まちなみ
共創部

まちなみ
整備課

49 48 R1.8.26 開示 H30年6～8月分医療・調剤レセプト 承諾 R1.9.3
健康部

国民健康
保険課

50 49 R1.8.26 開示 死亡診断書の写しの請求の記録 承諾 R1.9.3

市民文化
部

ハイサイ市
民課

51 50 R1.8.26 開示 住基カード発行の記録 承諾 R1.9.3

市民文化
部

ハイサイ市
民課

52 51 R1.9.6 開示 R.１年6月分のレセプト 承諾 R1.9.24
健康部

国民健康
保険課

53 52 R1.9.17 開示
昭和52年以降　夫の扶養に入っていたことが分かる
文書

拒否 R1.9.18

社会保険の扶養情報につい
ては、本市ではなく那覇年金
事務所において管理している
ため

文書不存在

市民文化
部

ハイサイ市
民課

54 53 R1.9.19 開示 土地の賃貸借契約書 承諾 R1.9.20
総務部
管財課

55 54 R1.9.30 開示 那覇市より購入した土地の金額 承諾 R1.10.2
総務部
管財課

56 55 R1.10.1 開示
昭和52年以降　夫の扶養に入っていたことが分かる
文書

拒否 R1.10.3

社会保険の扶養情報につい
ては、本市ではなく那覇年金
事務所において管理している
ため

文書不存在

市民文化
部

ハイサイ市
民課

57 56 R1.10.1 開示 2019年2月10日の救急活動報告書 承諾 R1.10.15
消防局
救急課

58 57 R1.10.1 開示
銀行の窓口で現金で支払ったことが分かる写し（Ｈ
16～Ｈ29年度）

一部承諾 R1.10.11

共有名義代表者の生年月日
及び住所（開示請求者以外の
個人に関する情報であるた
め）

条例第12条
の2第1項第

2号

企画財務
部

納税課

59 58 R1.10.2 開示 9月24日生活保護課での相談内容 承諾 R1.10.4
福祉部

保護管理
課

60 59 R1.10.3 開示 市民課に出した不現住申立書の写し 一部承諾 R1.10.17
受付者の氏名（開示請求者以
外の個人に関する情報である
ため）

条例第12条
の2第1項第

2号

市民文化
部

ハイサイ市
民課

61 60 R1.10.7 開示 H30年5月24日救急車で運ばれた時の記録 承諾 R1.10.11
消防局
救急課

62 61 R1.10.9 開示
保護管理課での相談の記録　無料弁護士相談会の
記録

一部承諾 R1.10.15

請求者が相談した警察官の
氏名及び富山県女性相談所
相談員の氏名（職務の性質
上、氏名の公表は控えること
が適正と判断したため）

条例第12条
の2第1項第

4号

福祉部
保護管理

課

63 62 R1.10.11 開示 印鑑証明（申請書） 承諾 R1.10.18

市民文化
部

ハイサイ市
民課

64 63 R1.10.11 開示 印鑑登録されているかの確認できる文書 拒否 R1.10.23 文書不存在 文書不存在

市民文化
部

ハイサイ市
民課

65 64 R1.10.15 開示
H30年11月20日　建築指導課〇〇〇〇と話した内
容が分かる文章

承諾 R1.10.24

まちなみ
共創部

建築指導
課

66 65 R1.10.15 開示 平成26年～住民票申請者の履歴 一部承諾 R1.10.25
廃棄済みの文書、特定の個
人を識別することができる文
書

条例第12条
の2第1項第

4号

市民文化
部

ハイサイ市
民課

67 66 R1.10.15 開示
2019年4月～10月15日の住民票の写し等交付申請
書及び印鑑登録証明書交付申請書の写し

承諾 R1.10.18

市民文化
部

ハイサイ市
民課

38



通し
番号

受付
番号

受付日
請求の
種類

請求内容 決定内容 決定日 不開示部分（理由） 根拠条文
担当部課

名

68 67 R1.11.13 開示
令和元年8月20日、27日に行われた石田中学校　い
じめ事件の第三者委員会会議録

承諾 R1.12.12

学校教育
部

学校教育
課

69 68 R1.11.13 開示 平成31年1月19日の救急車の搬送記録 承諾 R1.11.21
消防局
救急課

70 69 R1.11.18 開示 平成31年1月18日の救急車の搬送記録 承諾 R1.11.19
消防局
救急課

71 70 R1.11.18 開示 H23~H30年までにかかったレセプト 承諾 R1.11.20
健康部

国民健康
保険課

72 71 R1.11.27 開示
現在寄宮中学校3年〇〇〇〇の指導要録。元石田
中学校平成〇〇年度卒業〇〇期生〇〇〇〇の指
導要録

承諾 R1.12.9

学校教育
部

学校教育
課

73 72 R1.11.28 開示 介護認定審査会資料と主治医意見書 承諾 R1.12.6
福祉部

ちゃーが
んじゅう課

74 73 R1.12.2 開示
2018年12月～2019年12月2日までの住民票の写し
及び戸籍に関する証明交付申請書の写し及び印鑑
登録の履歴の確認

拒否 R1.12.4 文書不存在 文書不存在

市民文化
部

ハイサイ市
民課

75 74 R1.12.2 開示
H20年1月1日から現在までの下記情報
受診年月、医療機関名、診療日数、医療費総額、医
療費保険者負担額、医療費自己負担額

承諾 R1.12.4
健康部

国民健康
保険課

76 75 R1.12.2 開示
H20年1月1日から現在までの下記情報
介護認定の調査資料

承諾 R1.12.6
福祉部

ちゃーが
んじゅう課

77 76 R1.12.5 開示 H２４～２７年のレセプトの開示 承諾 R1.12.25
福祉部

保護管理
課

78 77 R1.12.5 開示
那ま建指第168号の件で私が建築指導課とやり取り
した対応記録

一部承諾 R1.12.19

・開示請求者以外の個人に関
する情報
（理由：開示請求者以外の個
人の権利利益を害するおそれ
ががあるため。）

・法人等に関する情報又は開
示請求者以外の事業を営む
個人の事業に関する情報
（理由：当該法人又は当該個
人の権利、競争上の地位その
他の正当な利益を害するおそ
れがあるため）

・公正又は適切な職務執行が
著しく妨げられるおそれのある
情報
（理由：取締りに係る事務に関
し、正確な事実の把握を困難
にし、又は違法若しくは不当
な行為を容易にし、若しくはそ
の発見を困難にする恐れがあ
るため）

条例第12条
の2第1項第

4号

まちなみ
共創部

建築指導
課

79 78 R1.12.11 開示
平成20年1月から現在までの下記情報
介護で給付を受けた金額（自己負担額が分かるも
の）

承諾 R1.12.17
福祉部

ちゃーが
んじゅう課

80 79 R1.12.13 開示
2017年1月から2019年12月13日までの住民票の写
し等交付申請及び戸籍に関する証明交付申請の写
し

一部承諾 R1.12.19
文書不存在、開示請求者以
外の特定の個人を識別するこ
とができる情報であるため。

条例第12条
の2第1項第

4号

市民文化
部

ハイサイ市
民課

81 80 R1.12.16 開示 生活歴がわかる資料 一部承諾 R1.12.17

第三者の氏名、連絡先、住所
に関する部分。
（理由：個人が特定されるおそ
れ又は開示することにより当
該個人の権利利益を害する
おそれががあるため。）

条例第12条
の2第1項第

4号

福祉部
保護第2課

82 81 R1.12.16 開示
・違反建築の確認記録
・違反指導の対応記録

一部承諾 R1.12.20

・開示請求者以外の個人に関
する情報
（理由：開示請求者以外の個
人の権利利益を害するおそれ
ががあるため。）

・法人等に関する情報又は開
示請求者以外の事業を営む
個人の事業に関する情報
（理由：当該法人又は当該個
人の権利、競争上の地位その
他の正当な利益を害するおそ
れがあるため）

条例第12条
の2第1項第

4号

まちなみ
共創部

建築指導
課

83 承諾 R2.1.7
企画財務

部
資産税課

82 R1.12.24 開示
亡母 〇〇〇〇（平成〇年〇月〇日死亡）の所有す
る土地に係る固定資産税額の年度毎の税額。
平成８年～令和元年

39



通し
番号

受付
番号

受付日
請求の
種類

請求内容 決定内容 決定日 不開示部分（理由） 根拠条文
担当部課

名

84 拒否 R2.1.7

・平成26年度～令和元年度ま
では証明書の発行ができるた
め
・平成8年～14年までの土地
に係る固定資産税額について
は文書不存在

文書不存在

企画財務
部

資産税課

85 83 R1.12.25 開示
〇〇〇ある　昭和〇年〇月〇日
介護保険認定審査係る情報、医師意見書等

承諾 R1.12.27
福祉部

ちゃーが
んじゅう課

86 84 R1.12.27 開示 死者の介護認定の資料 承諾 R1.12.27
福祉部

ちゃーが
んじゅう課

87 85 R2.1.15 開示
平成25年8月那覇市保健所で受けたＢ型肝炎の結
果

承諾 R2.1.17
健康部

保健総務
課

88 86 R2.1.16 開示 確認申請書 一部承諾 R2.01.21

・開示請求者以外の個人情報
（理由：開示請求者以外の個
人の権利利益を害する恐れが
あるため）

条例第12条
の2第1項第

4号

まちなみ
共創部

建築指導
課

89 一部承諾 R2.1.27

・共有名義代表者の住所及び
他構成員に関する情報
（理由：）開示対象以外の個人
に関する情報であるため

条例第12条
の2第1項第

4号

企画財務
部

納税課

90 拒否 R2.1.27
・平成２年度から平成２１年度
については、当該土地に係る
税額の文書が存在しないため

文書不存在

企画財務
部

納税課

91 88 R2.1.17 開示
2016年１２月８日29日、2017年1月12日13日
〇〇〇〇診療報酬明細書

承諾 R2.1.30
健康部

国民健康
保険課

92 89 R2.1.20 開示
診療報酬明細書（〇〇〇〇）
2016年12月8日、12月29日、2017年1月12日（内科）

承諾 R2.1.30
健康部

国民健康
保険課

93 90 R2.1.22 開示
現住所の契約書及び付随する全てのもの。領収書
等

承諾 R2.1.24
福祉部

保護第3課

94 91 R2.1.28 開示
住民票、戸籍、印鑑登録証明書交付申請書の写し
令和元年12月1日～令和2年1月28日

一部承諾 R2.1.31

令和元年12月1日から令和2
年1月28日までの住民票交付
申請書及び印鑑登録証明書
交付申請書
（理由：上記については、令和
元年12月1日～令和2年1月
28日までの期間の住民票写し
等交付申請書及び印鑑登録
証明書交付申請書はありませ
んでした。）

文書不存在

市民文化
部

ハイサイ市
民課

95 92 R2.1.30 開示 H28.6～H30.6　医療費が分かる文書 承諾 R2.1.31
健康部

国民健康
保険課

96 93 R2.2.3 開示
亡母　〇〇〇〇（〇年〇月〇日)
生活保護費の開始年月日、受給金額

承諾 R2.2.10
福祉部

保護第3課

97 94 R2.2.5 開示
障害年金の資料添付のため、自立支援の診断書の
写し

承諾 R2.2.6
福祉部

障がい福
祉課

98 95 R2.2.6 開示
マイナンバーの申請履歴がないか知りたい。令和2
年1月1日～令和2年2月6日までの印鑑登録証明書
交付申請書の写し

拒否 R2.2.14

文書不存在
（理由：マイナンバーカード交
付申請の記録はありませんで
した。また、令和２年1月1日か
ら令和２年2月6日までの期間
の印鑑証登録証明書交付申
請書はありませんでした。）

文書不存在

市民文化
部

ハイサイ市
民課

99 96 R2.2.7 開示
令和2年1月24日～令和2年2月7日までに発行され
た登録印鑑証明書の履歴

承諾 R2.2.14

市民文化
部

ハイサイ市
民課

100 97 R2.2.7 開示 現在登録している印鑑の登録した日付がわかる書類 承諾 R2.2.10

市民文化
部

ハイサイ市
民課

101 98 R2.2.13 開示 印鑑登録の発行履歴　2/7～ 拒否 R2.2.17

文書不存在
（理由：令和２年２月７日から
令和２年２月１３日までの期間
の印鑑登録証明書交付申請
はありませんでした。）

文書不存在

市民文化
部

ハイサイ市
民課

102 99 R2.2.14 開示
母　〇〇〇〇（平成〇年〇月〇日死亡）の要介護の
認定情報（事務局用）の平成16年、17年、18年、19
年の分

承諾 R2.2.19
福祉部

ちゃーが
んじゅう課

103 100 R2.2.17 開示 令和元年12月22日の事故による救急搬送記録 承諾 R2.2.18
消防局
救急課

104 101 R2.2.19 開示 主治医の意見書 承諾 R2.2.21
福祉部

ちゃーが
んじゅう課

105 102 R2.2.20 開示 要介護認定が２になった理由がわかる文 承諾 R2.2.21
福祉部

ちゃーが
んじゅう課

106 103 R2.2.25 開示
亡父が区画整理事業で那覇市に売却した家屋の金
額が分かる文書

承諾 R2.2.28

まちなみ
共創部

まちなみ
整備課

82 R1.12.24 開示
亡母 〇〇〇〇（平成〇年〇月〇日死亡）の所有す
る土地に係る固定資産税額の年度毎の税額。
平成８年～令和元年

87 R2.1.17 開示
亡母の所有していた土地の納税額がわかる書類

（H2～H25年度分）

40



通し
番号

受付
番号

受付日
請求の
種類

請求内容 決定内容 決定日 不開示部分（理由） 根拠条文
担当部課

名

107 104 R2.2.25 開示
亡父が那覇市に売却した学校用地の金額が分かる
文書

一部承諾 R2.3.2
氏名、生年月日等の第三者
情報

条例第12条
の2第1項第

4号

生涯学習
部

施設課

108 105 R2.2.26 開示
母　〇〇〇〇（平成〇年〇月〇日死亡）の要介護の
認定情報（事務局用）の平成20年の分

承諾 R2.2.28
福祉部

ちゃーが
んじゅう課

109 106 R2.2.26 開示 診療報酬明細書 承諾 R2.3.5
健康部

国民健康
保険課

110 107 R2.2.28 開示
2018年7月～2019年11月15日までの診療報酬明細
書

承諾 R2.3.12
健康部

国民健康
保険課

111 108 R2.3.5 開示

①実際に受けた障害福祉サービスの内容とその金
額。障害福祉サービスを利用できる「枠」として認定
を受けているサービスの内容およびその「点数」
②申請書、診断書、その他審査内容、障害認定に
関するすべての情報（最初の認定から再認定まです
べて）

一部承諾 R2.3.19

1.　起案用紙に記載されてい
る第三者の個人氏名
2.　審査部会議事録に記載さ
れている審査部会委員氏名
及び印影
3.　審議会諮問者一覧に記載
されている第三者の障害名、
区分、諮問番号、氏名、生年
月日、申請等級、等級、再認
定、通知、備考。
4.　新規交付者一覧表（審議
会経由）、再認定予定者名簿
及び再交付一覧表に記載さ
れている第三者の受付番号、
受付年月日、申請年月日、発
行者、手帳番号、氏名、生年
月日、年齢、性別、代表部
位、種別、総合級、肢体級、
上肢級、下肢級、住所、保護
者名、続柄、保護者生年月
日、初回交付日、再認定日、
部位、級、枝、明細再認定
日、再認定事由、人口透析、
障害状況、備考。

（理由：開示請求者以外の個
人に関する情報であって、特
定の個人を識別することがで
きる情報、又は、開示すること
により、公正又は適正な職務
遂行が著しく妨げられるおそ
れがあるため。

条例第12条
の2第1項第

4号

福祉部
障がい福

祉課

112 109 R2.3.6 開示
請求人が那覇市と争った、土地区画整理換地処分
取消し争訟における那覇市の上告申立理由書等に
関する一切の書類

一部承諾 R2.3.19
条例第12条
の2第1項第

4号

まちなみ
共創部

まちなみ
整備課

113 110 R2.3.6 開示
請求人とまちなみ整備課職員等（城間部長含む）と
交渉した際の記録、メモ類等一切の書類（平成29年
１月～令和元年12月31日まで）

承諾 R2.3.19

まちなみ
共創部

まちなみ
整備課

114 111 R2.3.9 開示
元石田中学校平成29年度卒業５２期生　〇〇〇〇
の１年生出席簿、３年出席簿、１年２年３年支援カル
テ

一部承諾 R2.3.27

①出席簿に記録されている請
求
された生徒以外の個人情報
（理由：開示請求者以外の情
報のため）
②中学校1、2、3年生（平成27
～平成29年度）支援カルテ
（支援記録）
（理由：公文書不在

条例第12条
の2第1項第

4号

学校教育
部

学校教育
課

115 112 R2.3.11 開示 (亡母)〇〇〇〇介護認定証明書 承諾 R2.3.24
福祉部

ちゃーが
んじゅう課

116 113 R2.3.16 開示
安岡中学校いじめ重大事案に関する報告書
スクールカウンセラーによる面談記録
〇〇〇〇

一部承諾 R2.3.27

安岡中学校いじめ重大事案
に関する報告書の開示請求
以外の部分
（理由：開示請求者以外の情
報のため）

条例第12条
の2第1項第

4号

学校教育
部

学校教育
課

117 114 R2.3.17 開示
母が介護を受けていた事業所名。
できれば担当者まで

承諾 R2.3.19
福祉部

ちゃーが
んじゅう課

118 115 R2.3.23 開示
介護保険の認定がわかる文章一式
会議認定決定通知書（うつし）

承諾 R2.3.23
福祉部

ちゃーが
んじゅう課

119 116 R2.3.30 開示
令和2年3月13日～3月30日までの住民票の写し等
交付申請書に関する証明交付申請書の写し

拒否 R2.3.31
文書不存在（住民票の写し等
交付申請書はありませんでし
た）

文書不存在

市民文化
部

ハイサイ市
民課
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通し
番号

受付
番号

受付日
請求の
種類

請求内容 決定内容 決定日 非公開部分と理由 担当部課名

1 1 R1.5.9 開示
那覇市〇〇番地の旅館業申請書類の写しの
一式

一部承認 R1.5.10

開示しない部分：
開示請求者以外
の情報（氏名、電
話番号、生年月
日、住所）

理由：特定の個人
を識別できるもの
に該当するため

生活衛生課

②保健所受付分
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通し
番号

受付
番号

受付日
請求の
種類

請求内容 決定内容 決定日 非公開部分と理由 担当部課名

1 1489 R2.10.2 開示
私が、那覇市（本人住所）の水道名義人になっ
た日付の情報を請求します。

承認 R2.10.7 料金サービス課

2 2869 R2.3.24 開示

1.2014年4月以降の〇〇〇〇氏の出退勤記録
簿
2.経歴表等。〇〇氏の職場の経歴、業務分担
が分かる資料
3.〇〇氏の人事評価シート（残っているもの全
て）

承認 R2.3.27 総務課

③上下水道局受付分
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通し
番号

受付
番号

受付日
請求の
種類

請求内容 決定内容 決定日
非公開部分
と理由

担当部課名

1 12 H31.4.8
個人情
報開示

診療録の写し 開示 H31.4.12 無し 診療情報管理室

2 35 H31.4.19
個人情
報開示

診療録の写し 開示 H31.4.25 無し 診療情報管理室

3 97 R1.5.27
個人情
報開示

診療録の写し 開示 R1.5.30 無し 診療情報管理室

4 135 R1.6.17
個人情
報開示

診療録の写し 開示 R1.7.2 無し 診療情報管理室

5 145 R1.6.27
個人情
報開示

診療録の写し 開示 R1.7.3 無し 診療情報管理室

6 149 R1.7.2
個人情
報開示

診療録の写し 開示 R1.7.9 無し 診療情報管理室

7 153 R1.7.3
個人情
報開示

診療録の写し 開示 R1.7.9 無し 診療情報管理室

8 157 R1.7.4
個人情
報開示

診療録の写し 開示 R1.7.18 無し 診療情報管理室

9 160 R1.7.5
個人情
報開示

診療録の写し 開示 R1.7.5 無し 診療情報管理室

10 172 R1.7.22
個人情
報開示

診療録の写し 開示 R1.7.25 無し 診療情報管理室

11 180 R1.7.31
個人情
報開示

診療録の写し 開示 R1.8.7 無し 診療情報管理室

12 184 R1.8.7
個人情
報開示

診療録の写し 開示 R1.8.20 無し 診療情報管理室

13 185 R1.8.7
個人情
報開示

診療録の写し 開示 R1.8.14 無し 診療情報管理室

14 188 R1.8.13
個人情
報開示

診療録の写し 開示 R1.8.20 無し 診療情報管理室

15 194 R1.8.16
個人情
報開示

診療録の写し 開示 R1.8.23 無し 診療情報管理室

16 195 R1.8.19
個人情
報開示

診療録の写し 開示 R1.8.23 無し 診療情報管理室

17 204 R1.8.22
個人情
報開示

診療録の写し 開示 R1.8.28 無し 診療情報管理室

18 212 R1.8.22
個人情
報開示

診療録の写し 開示 R1.8.28 無し 診療情報管理室

19 227 R1.9.4
個人情
報開示

診療録の写し 開示 R1.9.30 無し 診療情報管理室

20 237 R1.9.9
個人情
報開示

診療録の写し 開示 R1.9.11 無し 診療情報管理室

④市立病院受付分
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通し
番号

受付
番号

受付日
請求の
種類

請求内容 決定内容 決定日
非公開部分
と理由

担当部課名

21 257 R1.9.20
個人情
報開示

診療録の写し 開示 R1.10.2 無し 診療情報管理室

22 279 R1.10.1
個人情
報開示

診療録の写し 開示 R1.10.4 無し 診療情報管理室

23 286 R1.10.3
個人情
報開示

診療録の写し 開示 R1.10.16 無し 診療情報管理室

24 287 R1.10.3
個人情
報開示

診療録の写し 開示 R1.10.15 無し 診療情報管理室

25 288 R1.10.3
個人情
報開示

診療録の写し 開示 R1.10.10 無し 診療情報管理室

26 318 R1.10.23
個人情
報開示

診療録の写し 開示 R1.10.24 無し 診療情報管理室

27 332 R1.10.30
個人情
報開示

診療録の写し 開示 R1.11.7 無し 診療情報管理室

28 353 R1.11.12
個人情
報開示

診療録の写し 開示 R1.11.19 無し 診療情報管理室

29 352 R1.11.12
個人情
報開示

診療録の写し 開示 R1.11.25 無し 診療情報管理室

30 355 R1.11.13
個人情
報開示

診療録の写し 開示 R1.11.20 無し 診療情報管理室

31 356 R1.11.14
個人情
報開示

診療録の写し 開示 R1.11.20 無し 診療情報管理室

32 359 R1.11.15
個人情
報開示

診療録の写し 開示 R1.11.25 無し 診療情報管理室

33 375 R1.11.26
個人情
報開示

診療録の写し 開示 R1.11.29 無し 診療情報管理室

34 402 R1.12.11
個人情
報開示

診療録の写し 開示 R1.12.20 無し 診療情報管理室

35 409 R1.12.17
個人情
報開示

診療録の写し 開示 R1.12.26 無し 診療情報管理室

36 416 R1.12.27
個人情
報開示

診療録の写し 開示 R2.1.8 無し 診療情報管理室

37 418 R2.1.6
個人情
報開示

診療録の写し 開示 R2.1.8 無し 診療情報管理室

38 430 R2.1.20
個人情
報開示

診療録の写し 開示 R2.1.21 無し 診療情報管理室

39 469 R2.2.13
個人情
報開示

診療録の写し 開示 R2.2.18 無し 診療情報管理室

40 490 R2.3.6
個人情
報開示

診療録の写し 開示 R2.3.16 無し 診療情報管理室

41 493 R2.3.11
個人情
報開示

診療録の写し 開示 R2.3.23 無し 診療情報管理室
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（２）個人情報の目的外利用・外部提供の状況
①市政情報センター分

届出
年月日

区分 所管課
利用課

又は提供先
業務の名称 保有個人情報の内容 利用及び提供の根拠

1 H31.4.3 提供 保護第1課 那覇警察署
捜査関係事項照
会

保護開始年月日、保護受給開始事由、支給
金額、支給方法、受診先医療機関名、扶養
義務者の連絡先、その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

2 H31.4.4 提供 保護第1課 那覇警察署
捜査関係事項照
会

保護開始年月日、保護受給開始事由、保護
費受給日、保護費支給日、支給金額、支給
方法、保護費支給先の銀行口座、家屋構成
及び結婚歴、その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

3 H31.4.8 目的外利用 障がい福祉課 健康増進課
高齢者肺炎球菌
接種対象者決定

60歳以上65歳未満（昭和30年4月2日～昭和
35年4月1日生まれ）で、心臓、腎臓、呼吸
器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極
度に制限される程度の障害を有する者。ま
たヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能
に日常生活がほとんど不可能な程度の障害
を有する者。(これらの障害により身体障
害者手帳１級の者及び同程度の診断を受け

ている者)

条例第9条第1項第5号
予防接種法第5条第１項
予防接種法施行令第1条

の３

4 H31.4.11 提供 保護第2課 中部福祉事務所
生活保護ケース
記録等の送付に
ついて

保護決定調書の写し、ケース記録の写し、
面接記録票及び相談記録の写し、取り下げ
願いの写し

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

5 H31.4.11 提供 消防局救急課
㈱生保リサーチ

センター
生命保険支払査
定業務

救急活動報告書(写） 条例第9条第1項第4号

6 H31.4.15 提供 保護管理課
糸満市福祉事務

所
保護記録等郵送
依頼

面接記録の写し、保護記録の写し、ケース
記録（申請時1年分、直近1年分）、保護決
定調書、その他保護の決定に際し必要と思
われる資料

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

7 H31.4.16 提供 保護管理課 那覇警察署
捜査関係事項照
会

受給開始年月日、受給開始事由、受給金
額、受給方法、最終受給日、その他参考資
料

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

8 H31.4.16 提供 障がい福祉課 那覇警察署
精神障害者手帳
の交付等に関す
る業務

精神保健福祉手帳の交付年月日等
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

9 H31.4.17 提供 保護第2課 那覇警察署
捜査関係事項照
会

保護受給の有無、受給開始年月日、受給に
いたる経緯、受給金額、受給方法、最終受
給日、家族構成及び結婚歴、病歴、その他
参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

10 H31.4.17 提供 保護第1課
さいたま市北福

祉事務所

生活保護ケース
記録等の写しの
送付(回答)

保護台帳、保護決定調書(平成31年1月以
降)、保護記録（１）～（６）、直近1年分
のケース記録、その他保護の決定に際し必
要と思われる資料

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

11 H31.4.12 提供 保護第1課
豊見城警察署刑

事第1課
捜査関係事項照
会書（回答）

受給開始年月日、受給開始事由、保護受給
額、受給方法、最終受給日、扶養義務者の
連絡先等、その他参考資料

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

12 H31.4.18 提供 保護第1課 西成警察署
捜査関係事項照
会書（回答）

保護受給年月日、申請理由、住所、氏名、
生年月日等、保護受給額、受給方法、受給
日、稼働先住所、連絡先、名称、住宅一時
扶助の支給の有無、過去の生活保護歴及び
移管先等、その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

13 H31.4.18 提供 保護管理課 沖縄刑務所長
出所後の生活環
境の調整業務

返還金の有無及び金額

条例第9条第1項第2号
刑事収容施設及び被収容
者等の処遇に関する法律

第91条に基づき

14 H31.4.19 提供 保護第2課
登米市役所総務

部税務課

平成31年度固定
資産税の減免の
ため

保護受給の有無、生活保護決定年月日、保
護の内容

条例第9条第1項第2号
地方税法第20条の11

15 H31.4.22 提供 保護第3課 那覇警察署
捜査関係事項照
会

受給開始年月日、受給期間、受給額、受給
認定の基準となる資料、受給認定の際に提
出された資料、申請日、申請時の状況等

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

16 H31.4.23 提供 保護第1課 那覇警察署
捜査関係事項照
会

生活保護受給年月日、受給開始事由、受給
金額、受給方法、最終受給日、家族構成及
び結婚歴、病歴、その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

17 H31.4.18 提供 救急課 豊見城警察署 交通事故調査 救急活動報告書(写）
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

18 H31.4.22 提供 警防課 豊見城警察署 交通事故調査 その他活動報告書
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

19 H31.4.24 目的外利用 地域保健課 地域保健課
こんにちは赤
ちゃん訪問事業

H31年度（2019年度）分の出生連絡票にか
かる情報

条例第9条第1項第5号

20 H31.4.24 提供 保護第1課
那覇警察署組織

犯罪対策課
捜査関係事項照
会（回答）

受給開始理由、支給開始年月日、支給額、
支給状況、支給方法、支給先、住居、連絡
先、その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

21 H31.4.24 提供 保護第2課
奄美市福祉事務

所長

生活保護記録等
の写しの送付に
ついて（回答）

保護台帳、保護記録（１）～（６）、直近
1年分のケース記録、その他保護の決定に
際し必要と思われる資料

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

22 H31.4.22 提供 市営住宅課
沖縄県警察本部

刑事部
捜査関係事項照
会

契約者、入居者及び連帯保証人（氏名、生
年月日、職業、連絡先）、入居年月日、契
約駐車場番号、家賃金額、家賃支払い方
法、賃貸契約書の写し（請求書の写し）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

23 H31.4.24 提供 保護第3課 南部福祉事務所
生活保護ケース
記録等の写しの
送付

保護台帳、保護決定調書、保護記録、扶養
照会回答書、医療要否意見書、年金事務所
からの回答書、戸籍関係の写し、資産証明
書、その他保護の決定に際し必要と思われ
る資料

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

24 H31.4.24 提供 保護第1課
沖縄市介護保険

課
生活保護業務 平成31年度沖縄市介護保険対象者 条例第9条第1項第2号

25 H31.4.26 提供 保護管理課 那覇警察署
捜査関係事項照
会

支給開始年月日、受給開始事由、支給日、
支給金額、支給方法、扶養義務者の連絡先
等、その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項
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年月日

区分 所管課
利用課

又は提供先
業務の名称 保有個人情報の内容 利用及び提供の根拠

26 H31.4.26 提供 保護管理課
名護市福祉事務

所
保護記録等郵送
依頼

保護台帳、保護決定調書(平成28年12月以
降)、保護記録（1～6）、ケース記録（Ｈ
26.1.31～Ｈ30.9.3）、その他資料（戸
籍、資産証明、不要届け等）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

27 R1.5.7 提供 保護第2課 那覇警察署
捜査関係事項照
会

保護受給開始年月日、受給開始年事由、受
給金額・受給方法（振込口座）、最終受給
日、家族構成及び結婚歴、病歴、その他参
考事項（職歴・公的年金の受給）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

28 R1.5.7 提供 保護第3課
浦添市福祉事務

所
生活保護業務

保護台帳、保護決定調書1年分、ケース記
録直近1年分、医療扶助関係要否意見書、
その他保護の決定に際し必要と思われる書
類

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

29 R1.5.7 提供 保護第1課 よみたん救護園 生活保護業務 面接記録、保護記録、ケース記録等
条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

30 R1.5.8 提供 保護第3課 那覇警察署
捜査関係事項照
会

支給開始年月日、支給日、支給方法、支給
認定の際に提出された資料の写し、支給理
由、その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

31 R1.5.13 提供 保護第1課 那覇区検察庁
捜査関係事項照
会

保護受給の有無、受給開始年月日、受給者
の住所・職業・連絡先、受給者の家族の連
絡先、生活保護の支給日、支給額、支払い
方法、その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

32 R1.5.16 提供 保護第1課
和歌山県すさみ
町役場税務署課

徴収係

生活保護の実態
調査について
（回答）

保護受給の有無、開始日、住民票
条例第9条第1項第2号

す税滞第3号

33 R1.5.16 提供 保護第1課 那覇警察署
捜査関係事項照
会

支給開始年月日、支給日、支給方法（口座
振り込みであれば金融機関名、口座名義
人、口座番号）、支給額（月額）、支給理
由、その他参考事項、病歴・入院歴・逮捕
歴

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

34 R1.5.20 提供 保護第3課 那覇警察署
捜査関係事項照
会

支給開始年月日、支給期間、支給額、支給
認定の基準となる資料、支給認定の際に提
出された資料、申請日・申請時の状況等、
支給終了の事由、その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

35 R1.5.20 提供 保護管理課
宜野湾市国民健

康保険課
保護記録等郵送
依頼

保護廃止決定調書

条例第9条第1項第2号
高齢者の医療の確保に関
する法律第138条第1項第

1号に基づく

36 R1.5.23 提供 保護第3課 南部保健所

措置入院者の費
用徴収額認定に
要する書類交付
について

氏名、住所、生年月日、生活保護の受給歴
条例第9条第1項第2号

精神保健法31条

37 R1.5.23 提供 障がい福祉課 那覇警察署
捜査関係事項照
会

療育手帳に係る交付履歴等の有無
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

38 R1.5.24 提供 保護第2課
鎌ヶ谷市福祉事

務所
保護記録等郵送
依頼

保護台帳、相談記録、保護記録(1～6)、
ケース記録、その他資料(扶養届出書、医
療要否意見書)

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

39 R1.5.24 提供 保護第3課
沖縄県警察本部
警備部外事課

捜査関係事項照
会

受給開始年月日、受給開始事由、受給金
額、受給方法、最終受給日、家族構成及び
結婚歴、病歴、その他参考事項(職歴、生
活状況、他の公的年金の受給等)

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

40 R1.5.27 目的外利用 市民税課 市営住宅課
市営住宅敷地内
の放置バイクの
撤去指導

バイク所有者の住所、氏名、電話番号、生
年月日

条例第9条第1項第5号

41 R1.5.31 提供 障がい福祉課 那覇警察署
捜査関係事項照
会

療育手帳の交付の有無
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

42 R1.6.4 提供 保護第1課
西成警察署警備

課
捜査関係事項照
会(回答)

受給開始年月日、保護申請理由、申請者の
本籍、住所、氏名、生年月日及び連絡先
等、受給金額、受給方法、過去の就労先、
住宅扶助の支給の有無等、過去の生活保護
歴及び移管先等、その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

43 R1.6.5 提供 管財課
沖縄県警察本部
警備部外事課

那覇市役所本庁
舎保安警備及び
駐車場管理業務

2019年5月29日午後3時30分00秒から2019年
5月29日午後5時30分00秒までの間の防犯カ
メラ録画映像

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

44 R1.6.5 提供 保護第1課 豊見城警察署
捜査関係事項照
会

支給開始年月日、支給期間、支給額（月額
及び総額）、支給方法又は場所（口座振り
込みの場合は金融機関等）、支給に至る経
緯・理由、保証人等家族関係、その他参考
事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

45 R1.6.5 提供 保護第3課 那覇警察署
捜査関係事項照
会

支給開始年月日、支給期間、支給額、支給
認定の基準となる資料、支給認定の際に提
出された資料、申請日・申請時の状況等、
支給終了の事由、その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

46 R1.6.5 提供 保護管理課
○○市福祉事務

所
保護証明書等郵
送依頼

保護証明書、普通徴収の場合の代理納付の
有無

条例第9条第1項第2号
介護扶助運営要領第1介
護扶助運営方針第2項第3

号

47 H31.4.4 提供 国民健康保険課 那覇警察署
捜査関係事項照
会書

国民健康保険の記号・番号、加入状況、医
療機関の記録

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

48 H31.4.4 提供 国民健康保険課 那覇警察署
捜査関係事項照
会書

国民健康保険の記号・番号、加入状況、医
療機関の記録

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

49 H31.4.8 提供 国民健康保険課 那覇警察署
捜査関係事項照
会書

平成26年3月からの受診期間、医療機関
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

50 H31.4.16 提供 国民健康保険課
サッポロビール
健康保険組合

傷病手当請求に
係る資格照会

那覇市国民健康保険加入期間、被保険者
（であった者）の資格期間

条例第9条第1項第2号

51 H31.4.16 提供 国民健康保険課 那覇警察署
捜査関係事項照
会書

資格取得年月日及び申請年月日、国民健康
保険の記号・番号、交付年月日・有効期
限、加入者及び家族の氏名、保険診療事実
について、保険料納付の有無、国民健康保
険被保険者証交付履歴

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項
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利用課
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52 H31.4.22 提供 国民健康保険課 那覇警察署
捜査関係事項照
会書

受診期間、診療月、医療機関名
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

53 H31.4.23 提供 国民健康保険課 那覇区検察庁
捜査関係事項照
会書

国民健康保険加入の有無、国民健康保険の
記号・番号、療養給付事実の有無、医療機
関の名称及び所在地、受診月、その他(加
入期間）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

54 R1.5.9 提供 国民健康保険課 那覇警察署
捜査関係事項照
会書

国民健康保険の記号・番号、加入状況、受
診した医療機関、上記受診年月日、保険者
番号、上記の者にかかる診断名

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

55 R1.5.14 提供 国民健康保険課 沖縄警察署
捜査関係事項照
会書

国民健康保険の記号・番号、国民健康保険
の加入年月日、診療年月日、診療機関

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

56 R1.5.17 提供 国民健康保険課 茨城県牛久市
国民健康保険の
加入状況につい
て

平成29年12月31日現在に、調査対象者が、
国民健康保険加入の世帯主であり、合計所
得金額が38万円以下の19歳未満の被保険者
がいる世帯であるか

条例第9条第1項第2号
国民健康保険法第113条

の２

57 R1.5.21 提供 国民健康保険課
トランスコスモ
ス健康保険組合

加入資格の照会
について

国民健康保険の記号・番号及び加入期間 条例第9条第1項第１号

58 R1.5.21 提供 国民健康保険課
MBK連合健康保

険組合
加入資格の照会
について

国民健康保険の記号・番号及び加入期間 条例第9条第1項第１号

59 R1.5.24 提供 国民健康保険課 愛知県中警察署
捜査関係事項照
会書

国民健康保険加入の有無、国民健康保険の
記号・番号、国民健康保険の加入日・喪失
日、診療機関等、診療月日等

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

60 R1.6.4 提供 国民健康保険課 那覇警察署
捜査関係事項照
会書

国民健康保険加入の有無、国民健康保険の
記号・番号、最新診療月からの過去5年間
までの診察記録、診察機関の名称及び診察
月

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

61 R1.6.4 提供 国民健康保険課 荒川区役所
国民健康保険の
加入状況照会

平成29年12月31日現在に調査対象者が、国
民健康保険加入の世帯主であり、国民健康
保険法第113条の2に規定する、19歳未満の
被保険者がいる世帯であるか

条例第9条第1項第2号
国民健康保険法第113条

の２

62 R1.6.4 提供 国民健康保険課
トランスコスモ
ス健康保険組合

加入資格の照会
について

国民健康保険の記号・番号及び加入期間 条例第9条第1項第１号

63 R1.6.4 提供 国民健康保険課 麹町警察署
捜査関係事項照
会書

資格取得年月日及び申請年月日、資格喪失
年月日及び申請年月日、国民健康保険被保
険者証交付あれば交付年月日・有効期限、
加入者及び家族の氏名、生年月日、保険診
療事実の有無あれば診療年月日及び医療機
関と病名、国民健康保険被保険加入期間に
おける保険税納付の事実の有無あれば納付
年月日及び方法、国民健康保険加入期間に
おける国民健康保険被保険者証再発行の有
無

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

64 R1.6.4 提供 国民健康保険課 那覇区検察庁
裁判執行関係事
項照会書

国民健康保険加入の有無、取得日、加入者
番号、被保険者証交付年月日及び有効期
限、療養給付事実の有無、診察機関の名称
及び診療月

条例第9条第1項第2号

65 R1.6.4 提供 国民健康保険課 岡山市役所
70歳以上の国民
健康保険

平成29年12月31日現在に調査対象者が、国
民健康保険加入の世帯主であり、合計所得
金額が38万円以下の19歳未満の被保険者が
いる世帯であるか

条例第9条第1項第2号
国民健康保険法第113条

の２

66 R1.6.4 提供 国民健康保険課 茨城県牛久市
国民健康保険の
加入状況につい
て

平成29年12月31日現在に調査対象者が、国
民健康保険加入の世帯主であり、合計所得
金額が38万円以下の19歳未満の被保険者が
いる世帯であるか

条例第9条第1項第2号
国民健康保険法第113条

の２

67 R1.6.5 提供 保護管理課
糸満市福祉事務

所
保護証明書等郵
送依頼

保護証明書、普通徴収の場合の代理納付の
有無

条例第9条第1項第2号
介護扶助運営要領第1介
護扶助運営方針第2項第3

号

68 R1.6.6 提供 地域保健課
健康部特定健
診課

特定健診の受診
対象者決定

親子健康手帳交付申請に基づく個人デー
タ①宛名コード ②氏名 ③住所 ④生年
月日 ⑤申請年月日

条例第9条第1項第5号

69 R1.6.6 提供 保護第3課 那覇警察署
捜査関係事項照
会書

受給開始年月日、受給開始事由、受給
額、受給方法、最終受給日、家族構成及
び結婚歴、病歴、その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

70 R1.6.6 提供 保護第3課
豊見城市福祉事

務所長

ケース記録等の
写しの送付につ
いて

保護台帳、開始時のケース記録、開始時の
保護決定調書、廃止前1年分の保護決定調
書、廃止前1年分のケース記録、扶養照会
回答書、医療扶助関係要否意見書、年金加
入歴回答文書、戸籍関係写し、資産評価証
明書等、その他、保護決定実施上必要と思
われるもの

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

71 R1.6.11 提供 保護管理課 南部福祉事務所
ケース記録等の
写しの送付につ
いて(回答)

保護台帳、保護決定調書(直近1年分)、保
護記録(1)～(6)、直近1年分のケース記
録、扶養照会回答書、年金事務所からの年
金加入歴照会回答書

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

72 R1.6.11 提供 保護第3課 那覇税務署
生活保護法に基
づく保護の状況
について(回答)

受給の有無、保護の種類、金銭の納付状
況、給付の方法等

条例第9条第1項第2号
国税徴収法第146条第2項

73 R1.6.11 提供 保護管理課
那覇警察署刑事

第三課
捜査事項照会 捜査事項照会書(回答)

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

74 R1.6.12 提供 保護管理課
那覇警察署刑事

第三課
捜査事項照会 捜査事項照会書(回答)

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

75 R1.6.12 提供 保護第3課
警視庁麹町警察

署
捜査関係事項照
会

受給者の住居、連絡先、世帯の詳細、受給
開始年月日、受給期間、受給額、受給方法
(振込であれば振込先）、受給理由、就労
の有無、就労先、病歴、通院歴等、申請時
の申込書、身分確認書類の写し、面談記録
について(婚姻歴について)、その他参考事
項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項
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届出
年月日

区分 所管課
利用課

又は提供先
業務の名称 保有個人情報の内容 利用及び提供の根拠

76 R1.6.13 提供 子育て応援課

沖縄県子ども生
活福祉部青少

年・子ども家庭
科

特別児童扶養手
当業務（沖縄県
子ども生活福祉
部青少年・子ど
も家庭課への所
得情報の提供）

特別児童扶養手当受給者本人、配偶者、扶
養義務者の平成３０年度
所得情報

条例第9条第1項第2号
特別児童扶養手当等の支
給に関する法律第３７条

77 R1.6.13 目的外利用 市民税課 子育て応援課

特別児童扶養手
当業務（沖縄県
子ども生活福祉
部青少年・子ど
も家庭課への所
得情報の提供）

特別児童扶養手当受給者本人、配偶者、扶
養義務者の平成３０年度
所得情報

条例第9条第1項第2号
特別児童扶養手当等の支
給に関する法律第３７条

78 R1.6.17 提供 障がい福祉課
警視庁麹町警察

署
捜査関係事項照
会

身体障害者手帳の交付の有無
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

79 R1.6.18 提供 保護管理課 学校教育課

日本スポーツ振
興センター災害
共済給付契約名
簿更新

令和元年５月１日現在の生活保護世帯に属
する児童生徒の
氏名、学年、在学している学校名

条例第9条第1項第4号

80 R1.6.18 提供 消防局救急課
スミセイ保険

サービス株式会
社

生命保険給付金
支払手続きに関
する事実確認

救急活動報告書(写） 条例第9条第1項第1号

81 R1.6.19 提供 保護第2課
名護市福祉事務

所長

生活保護ケース
記録等の送付に
ついて

保護台帳、開始時のケース記録、開始時の
保護決定調書（廃止前1年分）、保護記録
（１）～（６）、ケース記録（廃止前1年
分）、患者実態調査表

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

82 R1.6.24 提供 保護第2課
警視庁中央警察

署

捜査関係事項照
会について（回
答）

保護開始年月日、生活保護額（令和元年6
月支給分）、支払方法、その他参考事項
（受給開始事由）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

83 R1.6.24 提供 保護第1課
那覇警察署
刑事第一課

捜査関係事項照
会書（回答）

受給開始年月日、受給開始事由、受給金
額・受給方法、最終受給日、扶養義務者の
連絡先等、病院通院先・把握している病
名、その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

84 R1.6.24 提供 国民健康保険課
神奈川県警田浦

警察署
捜査関係事項照
会書

平成27年1月1日～令和元年6月20日の間に
おける受診医療機関名

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

85 R1.6.24 提供 地域保健課

沖縄県保健医療
部

地域保健課

妊婦健診・乳幼
児健診等データ
利活用による妊
産婦・乳幼児支
援体制整備推進
事業

①H30年度分母子健康手帳交付台帳デー
タ：母子健康手帳番号、
交付年月日、年齢、妊娠週数　（氏名、住
所、電話番号を省く）
②H30年度分妊婦健康診査データ（氏名、
住所、電話番号を省く）
③H30年度分乳幼児健康診査データ（氏
名、住所、電話番号を省く

条例第9条第1項第5号

86 R1.6.28 提供 保護第3課 北部福祉事務所

生活保護ケース
記録等の写しの
送付について
（回答）

保護台帳、保護記録（１～６）、保護決定
調書（直近1年間）、ケース記録（直近1年
間）、預貯金調査及び生命保険調査、その
他保護の決定に際し必要と思われる資料

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

87 R1.7.2 提供 保護第3課
警視庁麹町警察

署
捜査関係事項照
会

受給者の住居に居住した経緯、受給者住所
の管理会社（不動産会社）の会社名、受給
者の連絡先、転居等に関する情報、近隣ト
ラブル等に関する情報

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

88 R1.7.2 提供 保護第2課 那覇警察署
捜査関係事項照
会

支給開始年月日・支給期間・支給額、支給
認定の基準となる資料・支給認定の際に提
出された資料、申請日、申請時の状況等・
支給終了の事由、振込先口座情報・その他
参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

89 R1.7.3 提供 保護第3課
八重瀬町
税務課

生活保護受給者
証明書の送付
（回答）

生活保護受給者証明書
条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

90 R1.7.4 提供 保護管理課 名護市

プレミアム付商
品券事業に係る
生活保護受給者
等に関する情報
提供依頼

平成31年1月1日時点において名護市に住所
を有し、那覇市より生活保護を受給してい
るものの、氏名・生年月日・性別・住所・
保護開始日・保護停止日・保護廃止日の情
報

条例第9条第1項第2号

91 R1.7.5 提供 保護第1課
南部福祉事務所

長

生活保護ケース
記録等の写しの
送付

保護受給の有無、受給開始年月日、受給回
数、受給にいたる経緯、受給金額、受給方
法、勤務経歴及びその期間、その他参考事
項

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条1項

92 R1.7.8 提供 保護管理課
九州厚生局麻薬

取締支所
捜査関係事項照
会

受給開始日、受給理由、申請住所、連絡先
電話番号、支給額（各月分）、支給方法、
支給実績、生活実態（世帯構成、勤労の有
無、交友関係等）通院歴の有無、該当があ
れば通院状況、その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

93 R1.7.9 提供
こどもみらい部
子育て応援課

福祉部障がい福
祉課

障害児福祉手当
受給資格審査業
務

認定請求のあった対象者児童の特別児童扶
養手当資格関係情報（申請内容・決定内
容・有期認定日・障害等級・病名・資格履
歴・診断書写）

条例第9条第1項第2号
特別児童扶養手当等の支
給に関する法律第36条第

1項

94 R1.7.9 提供 消防局救急課
株式会社生保リ
サーチセンター

損害保険業務に
関する事実確認

救急活動報告書(写） 条例第9条第1項第4号

95 R1.7.11 提供 保護管理課
豊見城市福祉事

務所
保護記録等郵送
依頼

保護台帳、保護記録（１～６）、開始時の
決定調書、保護決定調書（平成30年4月以
降）、医療要否意見書、ケース記録（直近
1年間）、年金に関する記録（平成20年5月
1日ケース記録）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条1項

96 R1.7.12 提供 管財課
沖縄県警察本部
警備部外事課

那覇市役所本庁
舎保安警備及び
駐車場管理業務

那覇市役所本庁舎各出入口及び1階ロビー
付近一帯における①令和元年7月6日午前8
時から午後8時まで②令和元年7月11日午前
8時から午後8時までの防犯カメラ録画映像

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

97 R1.7.12 提供 保護第1課 那覇警察署
捜査関係事項照
会

支給開始年月日、支給開始事由、支給日、
支給金額、支給方法、その他

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項
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区分 所管課
利用課

又は提供先
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98 R1.7.17 提供 保護第1課
那覇警察署刑事

一課

捜査関係事項照
会書について
（回答）

受給開始年月日、保護申請理由、支給金
額、最終受給日、支給方法、支給先、家族
構成及び婚姻歴、病歴、その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

99 R1.7.18 提供 保護管理課
枚方市福祉事務

所

保護台帳等
（写）の送付依
頼

保護台帳、ケース記録
条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

100 R1.7.18 提供 保護第3課 那覇警察署
捜査関係事項照
会

保護受給の有無、受給開始年月日、受給回
数、受給にいたる経緯、受給金額、受給方
法、勤務経歴及びその期間、その他参考事
項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

101 R1.7.18 提供 保護第2課 那覇警察署
捜査関係事項照
会

受給開始年月日、受給開始事由、受給金
額・受給方法、最終受給日、家族構成及び
婚姻歴、病歴、職歴、公的年金受給状況

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

102 R1.7.18 提供 保護第3課 那覇警察署
捜査関係事項照
会

受給開始年月日、受給開始事由、受給金
額・受給方法、最終受給日、家族構成及び
結婚歴、病歴、その他参考事項（職歴、生
活状況、年金受給等）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

103 R1.7.18 提供 保護第3課 那覇警察署
捜査関係事項照
会

受給開始年月日、受給開始事由、受給金
額・受給方法、最終受給日、家族構成及び
結婚歴、病歴、その他参考事項（職歴、生
活状況、年金受給等）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

104 R1.7.18 提供 保護第2課
九州厚生局麻薬

取締支所
捜査関係事項照
会

受給開始日、受給理由、申請住所、連絡先
電話番号、支給額、支給方法、支給実績、
生活実態、通院歴の有無、その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

105 R1.7.18 提供 保護管理課
浦添市福祉事務

所
ケース関係資料

保護台帳、保護記録票、保護決定調書、
ケース記録、病状調査票、その他関係書類

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

106 R1.7.18 提供 保護管理課
浦添市福祉事務

所
ケース関係資料

保護台帳、保護記録票、保護決定調書、
ケース記録、病状調査票、その他関係書類

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

107 R1.7.18 提供 保護第3課 那覇警察署長
捜査関係事項照
会

保護支給の有無、開始日
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

108 R1.7.18 提供 保護第3課 那覇区検察庁
捜査関係事項照
会

支給の有無、支給開始年月日、受給者の住
所、職業、連絡先・受給者の家族の連絡
先、支給日、支給額・支給方法、その他参
考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

109 R1.7.19 提供 保護第3課 中央児童相談所
被保護世帯証明
書の発行

生活保護受給者氏名、生年月日、住所、生
活保護開始日

条例第9条第1項第2号
児童福祉法第56条第1

項、第4項

110 R1.7.19 提供 保護第1課 大阪家庭裁判所

生活保護法に基
づく生活保護情
報の照会につい
て

保護歴の有無、保護の期間及び保護開始の
経緯、被照会者の住所・経歴・父母・兄弟
姉妹・配偶者の氏名及び住所

条例第9条第1項第2号
家事事件手続法第58条

111 R1.7.19 提供 保護第1課
豊見城市福祉事

務所

生活保護ケース
記録等の送付に
ついて

保護台帳、保護決定調書（直近1年分）、
保護記録（1）～（6）、直近1年分のケー
ス記録、その他保護の決定に際し必要と思
われる資料

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

112 R1.7.18 提供 保護第2課 那覇警察署
捜査関係事項照
会

受給開始年月日、受給開始事由、受給金
額・受給方法、最終受給日、家族構成及び
婚姻歴、病歴、その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

113 R1.7.25 提供 保護第3課 那覇警察署
捜査関係事項照
会

受給開始年月日、受給開始事由、受給金
額・受給方法、最終受給日、家族構成及び
婚姻歴、病歴、その他参考事項(職歴・生
活歴・年金の受給等）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

114 R1.7.25 提供 保護第4課 那覇警察署
捜査関係事項照
会

保護開始年月日・支給日、申請理由、支給
金額、受給方法、最終受給日、家族構成及
び結婚歴、病歴、通院状況

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

115 R1.7.25 提供 保護第1課
南風原町役場国

保年金課

生活保護廃止証
明書の交付につ
いて（回答）

保護受給証明書
条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

116 R1.7.26 提供
ちゃーがんじゅ

う課
那覇警察署

捜査関係事項照
会書

※照会のあった対象者の情報（1.介護認定
調査に関する記録、2.介護認定に必要な
「意見書」を作成した担当医師名および所
属病院名3.担当する包括支援センター名称
4.支援するうえで連携中の事業所等の名称
5.その他参考事項（面談記録など））

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

117 R1.7.26 提供 保護第3課 豊見城警察署
捜査関係事項照
会

支給開始年月日、支給期間、支給額、支給
方法又は場所、支給に至る経緯・理由、保
証人等家族関係、その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

118 R1.7.26 提供 保護管理課
沖縄県南部福祉

事務所

生活保護ケース
記録等に資料提
供

保護台帳、保護決定調書、保護記録、ケー
ス記録、廃止決定通知書、医療要否意見書

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

119 R1.7.30 提供 保護第1課
那覇警察署刑事

三課

捜査関係事項照
会書について
（回答）

受給開始年月日、保護申請理由、支給金
額、最終受給日、支給方法、支給先、家族
構成及び婚姻歴、病歴、その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

120 R1.7.29 提供 保護第1課 那覇警察署
捜査関係事項照
会業務

預貯金等の保有状況届、生活歴票、保護申
請書、収入申告書、資産申告書（提出され
たもの全て）、家賃証明書、賃貸借契約書

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

121 R1.7.30 提供 保護第3課 中央児童相談所
被保護世帯証明

書の発行
生活保護受給者氏名、生年月日、住所、生
活保護開始日

条例第9条第1項第2号
児童福祉法第56条第1

項、第4項

122 R1.7.30 提供 保護第3課 中央児童相談所
被保護世帯証明

書の発行
生活保護受給者氏名、生年月日、住所、生
活保護開始日

条例第9条第1項第2号
児童福祉法第56条第1

項、第4項

123 R1.7.30 提供 保護管理課 中央児童相談所
保護記録等郵送

依頼
被保護証明書の発行について(回答)

条例第9条第1項第2号
児童福祉法第56条第1

項、第5項

124 R1.7.31 提供 消防局救急課 那覇警察署
捜査関係事項照

会書
救急活動報告書　令和元年7月15日(月)事
案番号：9143(写)

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

125 R1.7.31 提供 消防局救急課 那覇警察署
捜査関係事項照

会書
救急活動報告書　令和元年7月17日(水)事
案番号：9329(写)

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項
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届出
年月日

区分 所管課
利用課

又は提供先
業務の名称 保有個人情報の内容 利用及び提供の根拠

126 R1.8.1 提供 保護第3課 中央児童相談所
被保護世帯証明

書の発行
生活保護受給者氏名、生年月日、住所、生
活保護開始日

条例第9条第1項第2号
児童福祉法第56条第1

項、第4項

127 R1.8.1 提供 保護第1課
那覇警察署刑事

三課

捜査関係事項照
会書について
（回答）

受給開始年月日、保護申請理由、支給金
額、最終受給日、支給方法、支給先、家族
構成及び婚姻歴、病歴、その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

128 R1.8.1 提供 消防局予防課 那覇警察署 火災調査
火災調査書、消防活動報告書及び救助活動
報告書

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

129 R1.8.1 提供 保護第1課 中央児童相談所 保護受給証明書 生活保護受給期間
条例第9条第1項第2号
児童福祉法第56条第1

項、第5項

130 R1.8.2 提供 保護第3課 那覇警察署
捜査関係事項照

会

受給開始年月日、受給開始理由、受給金
額、受給方法、振込口座、最終受給日、家
族構成及び結婚歴、病歴、その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

131 R1.8.1 提供 保護第1課 那覇警察署
捜査関係事項照

会

受給開始年月日、受給開始理由、受給金
額、受給方法、振込口座、最終受給日、家
族構成及び結婚歴、病歴、その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

132 R1.8.1 提供 保護第1課 那覇警察署
捜査関係事項照

会

受給開始年月日、受給開始理由、受給金
額、受給方法、振込口座、最終受給日、家
族構成及び結婚歴、病歴、その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

133 R1.8.2 提供 保護第2課 中央児童相談所
被保護世帯証明

書の発行
被保護証明書

条例第9条第1項第2号
児童福祉法第56条第1

項、第5項

134 R1.8.5 提供 保護管理課 中央児童相談所
保護記録等郵送

依頼
被保護証明書の発行について(回答)、保護
証明書

条例第9条第1項第2号
児童福祉法第56条第1

項、第5項

135 R1.8.6 提供 保護第1課
沖縄県中央児童

相談所
被保護世帯証明

書の発行
被保護者の住所、氏名、生年月日、続柄、
性別、保護受給期間、扶助の種類

条例第9条第1項第2号
児童福祉法第56条第1

項、第5項

136 R1.8.8 提供 保護第2課
沖縄市福祉事務

所
生活保護業務

保護台帳、保護決定調書、ケース記録、医
療要否意見書

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項

137 R1.8.8 提供 保護第3課 横浜刑務所

収容日及び収容
期間の証明書の
交付について
（依頼）

氏名、住所、生年月日、国籍
条例第9条第1項第2号

生活保護法第29条第2項

138 R1.8.14 提供 障がい福祉課
北九州医療刑務

所
障害福祉サービ
ス等給付業務

障害福祉サービスの受給内容及び有効期限

条例第9条第1項第2号
刑事収容施設及び被収容
者等の処遇に関する法律

第91条

139 R1.8.16 提供 保護管理課
江戸川区福祉事

務所

生活保護ケース
記録等の送付に
ついて

保護台帳、保護決定調書(全部)、保護記録
（１～６）、ケース記録(全部)

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項

140 R1.8.13 提供 消防局救急課
株式会社損害保

険リサーチ
保険調査業務 救急活動報告書（写） 条例第9条第1項第4号

141 R1.8.20 提供 保護第3課 那覇警察署
捜査関係事項照
会書について
（回答）

保護開始年月日、支給期間、支給日、支給
額、支給方法、場所(金融機関)、支給に至
る経緯、通院状況、本人確認できるもの
(精神福祉手帳２級所持・顔写真付)

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

142 R1.8.21 提供 保護第1課 那覇警察署
捜査関係事項照
会への回答

受給開始年月日、受給開始理由、受給金
額、受給方法、最終受給日、家族構成及び
結婚歴、病歴

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

143 R1.8.21 提供 保護管理課 南部福祉事務所
保護記録等郵送

依頼

保護台帳、保護決定調書(直近１年分)、保
護記録（１～６）、ケース記録(直近１年
分）、その他資料(戸籍、資産証明、不要
届け等)

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項

144 R1.8.21 提供 保護第3課 那覇警察署
捜査関係事項照

会書

保護受給の有無、受給開始年月日、受給回
数、受給にいたる経緯、受給金額、受給方
法、勤務歴及びその期間、その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

145 R1.8.23 提供 管財課 那覇警察署
那覇市役所本庁
舎保安警備及び
駐車場管理業務

那覇市役所本庁舎南側駐輪場及び地下駐車
場出口に設置した防犯カメラの「令和元年
8月9日午後6時30分ごろから翌10日午前11
時30分までの間」の録画映像

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

146 R1.8.23 提供 保護第3課 那覇警察署
捜査関係事項照

会

受給開始年月日、受給開始事由、受給額、
受給方法、最終受給日、家族構成及び結婚
歴、病歴、その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

147 R1.8.23 提供 保護第2課
鹿児島県鹿児島

中央警察署
捜査関係事項照

会

生活保護申請年月日、支給開始年月日、申
請理由、現住居、連絡先、支給停止してい
れば、停止理由及び停止日、現在の生活状
況、その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

148 R1.8.26 提供 保護第2課
浦添市福祉事務

所長

生活保護ケース
記録等の送付に
ついて（回答）

保護台帳の写し、保護決定調書の写し、保
護記録（１）～（７）の写し、ケース記録
等の写し、医療要否意見書の写し

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

149 R1.8.27 提供 保護第2課
沖縄市福祉事務

所長

生活保護記録等
の写しの送付に
ついて（回答）

保護台帳、保護決定調書（直近1年分）、
保護記録（1）～（6）、直近1年分のケー
ス記録、医療要否意見書、保護受給証明書

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

150 R1.8.28 提供 保護第2課 那覇警察署
捜査関係事項照

会

受給開始年月日、受給開始事由、受給金
額、受給方法、最終受給日、家族構成及び
結婚歴、病歴、その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

151 R1.8.28 提供 保護第3課 那覇警察署
捜査関係事項照

会

保護受給の有無、受給開始年月日、受給開
始事由、受給金額、受給方法、最終受給
日、家族構成及び結婚歴、病歴、その他参
考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

152 R1.8.28 提供 中央図書館 那覇警察署
捜査関係事項照

会書

①那覇市立牧志駅前ほしぞら図書館の平成
30年10月24日（水）午後3時55分から同日
午後4時25分までの図書の貸し出しに係る
利用者記録　②那覇市立牧志駅前ほしぞら
図書館の平成30年10月24日（水）午後3時
55分から翌25日（木）午前9時30分までの
図書の返却に係る利用者記録

条例第9条第1項第4号
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届出
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区分 所管課
利用課

又は提供先
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153 R1.8.29 提供 保護第1課 那覇警察署
捜査関係事項照
会への回答

受給開始年月日、受給開始事由、受給金
額、受給方法、最終受給日、家族構成及び
結婚歴、病歴

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

154 R1.8.30 提供 保護第1課 与那原警察署
捜査関係事項照

会

生活保護支給歴（年月日）、生活保護支給
額、通院先病院に係る診療情報、受給開始
日及び受給理由、、訪問時の生活譲許

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

155 R1.8.29 提供 指令情報課 那覇警察署 傷害被疑事件捜査
災害用高所カメラの映像記録の確認　映像
データの提出「USBメモリー」

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

156 R1.8.30 提供 保護第2課 那覇警察署
捜査関係事項照

会

受給開始年月日、受給開始理由、受給金
額、受給方法、最終受給日、家族構成及び
結婚歴、病歴、その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

157 R1.9.2 提供 保護第3課 那覇税務署

対象者の生活保
護法に基づく保
護の状況につい
て

受給の有無、受給期間、保護の種類、各扶
助額、月々の金銭の納付状況、給付の方
法、給付方法、振込口座、口座番号

条例第9条第1項第2号
国税徴収法第146条第2項

158 R1.9.3 提供 保護第2課 那覇警察署
捜査関係事項照

会

保護受給の有無、受給開始年月日、受給回
数、受給にいたる経緯、受給金額、受給方
法、勤務経歴及びその期間、その他参考事
項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

159 R1.9.3 提供 保護第2課
宜野湾市福祉事

務所
生活保護法関連業務

保護台帳の写し、保護決定調書の写し（直
近2年分）、開始時の保護記録及びケース
記録等の写し（直近2年分）、面接記録
票、扶養届書の写し

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

160 R1.9.4 提供 保護第1課 那覇地方検察庁
捜査関係事項照

会

生活保護支給の有無、支給開始年月日、終
了年月日、受給者の住所、職業、連絡先
（電話番号等）、受給者の家族の連絡先、
生活保護の支給日、支給額、支給方法（口
座振込、事務所払いの別）、その他参考事
項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

161 R1.9.6 提供 保護管理課 那覇警察署
捜査関係事項照

会

支給開始日、支給期間、支給額、支給認定
の基準となる資料、支給認定の際に提出さ
れた資料、申請日、申請時の状況、支給終
了の事由、振込先口座情報、その他参考事
項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

162 R1.9.6 提供 保護第2課 那覇地区税関
捜査関係事項照

会
保護費の種類、保護の支給開始日、受給
額、振込口座

条例第9条第1項第2号
関税法119条第2項

163 R1.9.6 提供 保護第3課
浦添市福祉事務

所

生活保護ケース
記録等の写しの
送付について

保護台帳、保護決定調書（保護開始以
降）、保護記録（１）～（６）、保護開始
時からのケース記録、その他保護の決定に
際し必要と思われる資料

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

164 R1.9.9 提供 保護第2課
沖縄市福祉事務

所
生活保護業務

保護台帳、保護決定調書、ケース記録、医
療要否意見書

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

165 R1.9.10 提供 国民健康保険課
那覇労働基準監

督署
捜査関係事項照
会書

平成30年4月12日から現在までの機関にか
かる受診日、医療機関名、傷病名

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

166 R1.9.10 提供 保護第2課 富士吉田警察署
捜査関係事項照
会書

保護受給の有無、受給開始年月日、受給金
額、受給方法、その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

167 R1.9.12 目的外利用 資産税課 地籍調査課 地籍調査業務

町字名、丁目、本番、枝番、登記地目コー
ド、現況地目コード、現況地目、登記地
籍、課税地籍、所有者名、住所、方書、区
分所有者情報（氏名、住所、方書）、共有
者構成員情報（氏名、住所、方書）、送付
先情報（氏名、住所、方書）、その他地籍
調査に関する情報

条例第9条第1項第5号

168 R1.9.13 提供 保護第1課
浦添市福祉事務

所

生活保護ケース
記録等の送付に
ついて

保護台帳、保護決定調書（平成30年4月以
降）、保護記録（１）～（６）、ケース記
録（直近年分）、その他資料（扶養届書、
医療要否意見書、介護保険書、施設利用
料、廃止決定通知書）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

169 R1.9.17 提供 保護第1課
沖縄県介護保険

広域連合

生活保護廃止決
定通知書の送付
について

生活保護廃止年月日
条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

170 R1.9.18 目的外利用

ハイサイ市民課
保護1課
市民税課

子育て応援課
障がい福祉課

ちゃーがんじゅ
う課

商工農水課
プレミアム付商
品券事業

1.平成31年1月1日時点で住民基本台帳に記
録されている者の、氏名、生年月日、異動
情報、課税情報等。
2.平成28年4月2日以降に出生した者の氏
名、生年月日、異動情報、課税情報等。
3.平成31年1月1日時点で生活保護を受けて
いる者の、氏名、生年月日等。
4. 平成31年1月2日から9月30日までに、生
活保護が廃止又は停止となった者につい
て、氏名、生年月日等
5.虐待等で、施設等に入所している者の氏
名、生年月日等

条例第9条第1項第5号
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171 R1.9.19 目的外利用 生活保護課

ハイサイ市民課
提供先：日本年
金機構那覇年金

事務所

国民年金法第89
条第2号に規定す
る法定免除の該
当者等に関する
事務

新たに生活扶助を受給することとなった者
（法免該当者）、生活扶助を受給しなく
なった者（法免非該当者）、新たに生活扶
助以外の給付を受給することとなった者並
びに保護受給外国人（申免対象者）に関す
る情報（以下「生活保護情報」という。）
の提供
①基礎年金番号
②氏名
③生年月日
④性別
⑤住所
⑥国籍
⑦保護開始（廃止）年月日
⑧扶助の種類（生活保護法に基づく生活扶
助以外の扶助情報の提供を受ける場合）

条例第9条第1項第2号

172 R1.9.19 提供 保護第3課
沖縄県中央児童

相談所
被保護世帯証明
書発行

世帯主住所、世帯員氏名及び生年月日、支
給開始年月日、支給期間、扶助の種類

条例第9条第1項第2号
児童福祉法第56条第5項

173 R1.9.19 提供 保護第2課
沖縄市福祉事務

所
要保護者の情報
提供

保護台帳、保護決定調書、ケース記録、そ
の他参考事項

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

174 R1.8.1 提供 保護管理課
藤沢市福祉事務

所
生活保護業務

保護台帳（写）、保護決定調書（直近2年
分）（写）、面接記録票（写）、ケース記
録（直近2年分）（写）、ケース診断会議
録（写）、扶養義務者の状況（写）、医療
要否意見書（写）、健診命令書（写）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

175 R1.8.7 提供 保護管理課
沖縄県中央児童

相談所

児童福祉施設入
所措置児童にか
かる負担金決定
のため

保護受給証明書の交付（保護受給の有無）
条例第9条第1項第2号

児童福祉法第56条第4項

176 R1.8.19 提供 保護管理課 中城村
滞納村税に対す
る滞納処分の執
行停止

受給歴の有無、申請歴の有無
条例第9条第1項第2号
地方税法第20の11

177 R1.8.20 提供 保護管理課
日本年金機構大
阪広域事務セン

ター

国民年金保険料
法定免除確認業
務

生活保護の受給期間
条例第9条第1項第2号

国民年金保険法第108条
第2項の規定に基づき

178 R1.8.21 提供 保護管理課 和泊町
町税の滞納整理
事務

受給歴の有無、扶助の種類、受給期間
条例第9条第1項第2号
地方税法第20の11

179 R1.8.29 提供 保護管理課
九州厚生局麻薬

取締支所
捜査関係事項照
会

生活保護の受給期間、受給理由、申請住
所、連絡先電話番号、支給額（各月分）、
支給方法、支給実績、生活実態、通院歴の
有無

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

180 R1.8.29 提供 保護管理課
九州厚生局麻薬

取締支所
捜査関係事項照
会

生活保護の受給期間、受給理由、申請住
所、連絡先電話番号、支給額（各月分）、
支給方法、支給実績、生活実態、通院歴の
有無

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

181 R1.9.19 提供 保護管理課
船橋市福祉事務

所長
生活保護業務

保護台帳（写）、保護決定調書（写）、面
接記録票（写）、ケース記録（直近2年
分）（写）、ケース診断会議録（写）、健
診命令書（写）、暴力団照会資料（写）、
患者実態調査票（写）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

182 R1.9.19 提供 保護管理課 沖縄刑務所長
出所後の生活環
境の調整業務

受給期間、扶助の種類及び受給額、受給に
いたった経緯及び受給中の生活状況、入通
院先の医療機関、疾病名、治療経過、福祉
サービス等の利用状況、返還金の有無及び
金額

条例第9条第1項第2号
刑事収容施設及び被収容
者等の処遇に関する法律

第91条に基づき

183 R1.9.19 提供 消防局救急課
株式会社データ

キャリ
損害保険業務 救急活動報告書（写） 条例第9条第1項第1号

184 R1.9.20 提供 保護第2課
沖縄県中央児童

相談所
被保護世帯証明
書発行

世帯主住所、世帯員氏名及び生年月日、支
給開始年月日、支給期間、扶助の種類

条例第9条第1項第2号
児童福祉法第56条第5項

185 R1.9.25 提供 保護第2課
沖縄県南部福祉

事務所
ケース記録回答

（１）保護台帳（２）保護決定調書（直近
1年分）（３）保護記録（１）～（７）、
ケース記録（直近1年分）（４）保護廃止
時の決定書（５）扶養照会回答書（６）医
療要否意見書（７）年金事務所からの年金
加入歴照会回答書（８）戸籍関係の写し、
資産評価証明書等（９）その他保護決定に
際し必要と思われる書類

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

186 R1.9.27 提供 保護管理課
沖縄市福祉事務

所
保護記録等郵送
依頼

保護台帳、保護決定調書、ケース記録、医
療要否意見書、保護歴が確認できる資料、
その他参考資料

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

187 R1.10.1 提供 保護第3課
沖縄県中央児童

相談所
保護受給証明書 保護受給証明書

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

188 R1.9.30 提供 救急課 豊見城警察署 交通事故捜査
救急活動報告書　令和元年8月25日（日）
11605-1（写）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

189 R1.9.30 提供 警防課 豊見城警察署 交通事故捜査
その他活動報告書　令和1年8月25日（日）
2019-8-258（写）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

190 R1.10.3 提供 子育て応援課 沖縄地区税関
調査関係事項照
会書による情報
提供

調査対象者の児童手当資格状況や受給額について
条例第9条第1項第2号

関税法第119条第2項に基
づく照会依頼であるため

191 R1.10.4 提供 市民スポーツ課 保護第2課

生活保護法にお
ける学習支援費
（県外の大会参
加費用）の支給
を適正に実施す
るための業務

交付確定した補助金の金額、補助金の内
訳、補助金の支給日、支払い先（個人また
は代表）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条
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届出
年月日

区分 所管課
利用課

又は提供先
業務の名称 保有個人情報の内容 利用及び提供の根拠

192 R1.10.4 提供 学校教育課 保護第2課

生活保護法にお
ける学習支援費
（県外の大会参
加費用）の支給
を適正に実施す
るための業務

交付確定した補助金の金額、補助金の内
訳、補助金の支給日、支払い先（個人また
は代表）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条

193 R1.10.4 提供 救急課 那覇警察署
捜査関係事項照
会について

救急活動報告書　令和元年9月7日（土）
12391（写）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

194 R1.10.4 提供 保護第1課 泉大津市役所 市税滞納整理
生活保護法の適用の有無、生活保護法の扶
助の種類、生活保護の開始月日、生活保護
の状況、その他

条例第9条第1項第2号
地方税法第20の11

195 R1.10.7 提供 保護第1課 那覇保護観察所 協力等依頼

生活保護受給時の生活状況、生活保護支給
内容、支給方法、親族等に関する情報、追
加支給の有無、貸付金の有無、生活保護中
止の理由、生活保護費の返還金の有無、生
活保護受給時、担当職員が苦慮した点や留
意点等

条例第9条第1項第2号
更生保護法第30条

196 R1.10.10 提供 保護第2課 那覇警察署
捜査関係事項照
会

保護受給の有無、受給開始年月日、受給回
数、受給に至る経緯、受給金額、受給方
法、勤務経歴及びその期間、その他参考事
項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

197 R1.10.10 提供 子育て応援課 豊見城警察署
児童扶養手当支
給事務

児童扶養手当受給者の生年月日、住所、勤
務先を証明する申告書、所得等を証明する
申告書

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

198 R1.10.15 提供 保護第3課
宜野湾市福祉事

務所

生活保護ケース
記録等の写しの
送付について

保護台帳、保護決定調書、保護記録（１）
～（６）及びケース記録、面接記録票、扶
養届書、その他保護の決定実施上必要と思
われるもの

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条

199 R1.10.18 提供 救急課 那覇警察署
捜査関係事項照
会書

救急活動報告書（写）平成29年3月2日
（木）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

200 R1.10.18 提供 保護第3課
福岡市博多福祉

事務所

生活保護ケース
記録等の送付に
ついて

保護台帳の写し、保護決定調書の写し（直
近2年分）、開始時の保護記録及びケース
記録等の写し（直近2年分）、面接記録
票、その他（医療要否意見書、指導指示書
等）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

201 R1.10.23 提供 保護第2課 那覇警察署
捜査関係事項照
会

受給を証明する文書、受給開始年月日、受
給開始事由、受給金額、受給方法、最終受
給日、その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

202 R1.10.23 提供 保護第2課 南部福祉事務所 ケース記録回答

保護台帳、保護決定調書（直近1年分）、
保護記録（１）～（７）、ケース記録（直
近1年分）、扶養照会回答書、年金事務所
からの年金加入歴照会回答書、医療要否意
見書、その他保護の決定に際し必要と思わ
れる書類

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

203 R1.10.24 提供 保護第3課 那覇警察署
捜査関係事項照
会

保護開始年月日、保護開始事由、受給金額
及び受給方法、最終受給日、把握している
扶養義務者及び親族等の連絡先、把握して
いる通院先、勤務経歴及びその期間、その
他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

204 R1.10.24 提供 建築指導課 〇〇〇〇

那覇市の空き地
空き家の発生状
況に関する調査
研究

平成10年度から平成30　年度までに建築確
認された建築の建築計画概要書に記載され
た情報

条例第9条第1項第5号

205 R1.10.29 提供 保護第1課
居宅介護支援事

業所

介護サービス作
成のための被保
険者以外の者の
要介護認定調査
票及び主治医意
見書の情報提供
依頼

認定調査票、主治医意見書 条例第9条第1項第2号

206 R1.10.30 提供 保護第3課
豊見城市福祉事

務所
生活保護ケース
記録送付

保護台帳、直近1年間の保護決定調書およ
びケース記録、保護廃止決定通知（写）、
医療要否意見書（写）、戸籍関係（写）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

207 R1.10.30 提供 指令情報課 那覇警察署 人身事故の捜査
119番通報した者の人定事項、通報内容の
データ、119番通報受理用紙の写し

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

208 R1.10.30 提供 指令情報課 那覇警察署 人身事故の捜査
119番通報した者の人定事項、通報内容の
データ、120番通報受理用紙の写し

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

209 R1.10.30 提供 保護第1課
宜野湾市福祉事

務所長
生活保護業務

・保護台帳の写し、保護決定調書の写し、
・開始時の保護記録およびケース記録の写
し、面接記録表、
・扶養届書の写し、医療要否意見書写し
・その他保護の決定実施上必要と思われる
もの（指導、指示書）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

210 R1.10.2 提供 保護管理課
宜野湾市福祉事

務所長
生活保護業務

保護台帳の写し、保護決定調書の写し（直
近2年分）、面接記録票の写し、開始時の
保護記録及びケース記録の写し（直近２年
分）扶養義務者の状況一覧の写し、精神福
祉手帳及び自立支援医療受給者証の写し

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条1項

211 R1.10.2 提供 保護管理課 那覇区検察庁 捜査関係業務 受給歴の有無
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

212 R1.10.15 提供 保護管理課
宜野湾市福祉事

務所長
生活保護業務

保護台帳（写）、保護決定調書（写）、面
接記録票（写）、開始時のケース記録
（写）、ケース記録（写）、扶養義務者の
状況一覧（写）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条1項

213 R1.10.21 提供 保護管理課 沖縄刑務所長
出所後の生活環
境の調整業務

受給期間、扶助の種類及び受給額、受給に
いたった経緯及び受給中の生活状況、入通
院先の医療機関、疾病名、治療経過、福祉
サービス等の利用状況、返還金の有無及び
金額

条例第9条第1項第2号
刑事収容施設及び被収容
者等の処遇に関する法律

第91条に基づき
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利用課
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214 R1.10.21 提供 保護管理課 沖縄刑務所長
出所後の生活環
境の調整業務

受給期間、扶助の種類及び受給額、受給に
いたった経緯及び受給中の生活状況、入通
院先の医療機関、疾病名、治療経過、福祉
サービス等の利用状況、返還金の有無及び
金額

条例第9条第1項第2号
刑事収容施設及び被収容
者等の処遇に関する法律

第92条に基づき

215 R1.10.31 提供 保護管理課
宜野湾市福祉事

務所長
生活保護業務

保護台帳（写）、保護決定調書（抜粋）
（写）、保護記録（１）～（７）（写）、
ケース記録（開始時～廃止）（写）、保護
廃止決定通知書（写）、患者実態調査票、
診療報酬明細書（写）、扶養義務者一覧
（写）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条1項、2

項

216 R1.10.30 提供 救急課 那覇警察署
捜査関係事項照
会書

救急活動報告書（写）
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

217 R1.10.31 提供 保護管理課
浦添市福祉事務

所
保護記録等郵送
依頼

保護台帳、生活歴記録、ケース記録（直近
1年分）、保護決定調書（直近1年分）、医
療要否意見書（直近1年分）、その他保護
の決定実施上必要な資料

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

218 R1.10.31 提供 保護管理課
福岡市西福祉事

務所
保護記録等郵送
依頼

保護台帳、保護決定調書（直近1年分）、
保護記録（１～６）、ケース記録（直近1
年分）、その他保護の決定に際し必要と思
われる資料

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

219 R1.11.1 提供 保護第1課 中部福祉事務所
生活保護ケース
記録等の送付に
ついて

保護台帳、保護決定調書（直近3年分）、
保護記録（１～６）、ケース記録（直近3
年分）、その他保護の決定に際し必要と思
われる資料

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

220 R1.11.1 提供 保護第2課 南部福祉事務所
生活保護ケース
記録等の送付に
ついて

保護台帳、保護決定調書（保護開始後～直
近分）、保護記録、ケース記録（保護開始
後～直近分）、扶養照会回答書、医療要否
意見書、要介護認定にかかる資料、年金事
務所からの年金加入歴照会回答書、戸籍関
係の写し、資産評価証明書等、その他保護
の決定に際し必要と思われる資料（患者実
態調査票等）

条例第9条第1項第1項、2
項

生活保護法第29条2項

221 R1.11.5 提供 保護第1課
沖縄労働基準監

督署

受診履歴等の照
会について（回
答）

生活保護受給期間における医療機関の受診
状況（診療機関、医療機関名、傷病名）

条例第9条第1項第1項
生活保護法第29条2項

222 R1.11.6 提供 保護管理課 浦添警察署
捜査関係事項照
会

受給開始年月日、受給に至る経緯、受給金
額、受給方法、キーパーソン情報等、その
他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

223 R1.11.6 提供 保護第2課
沖縄県中部保健

所

生活保護受給証
明書の交付につ
いて

生活保護開始年月日、被保護者の氏名、被
保護者の生年月日、被保護者の住所

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

224 R1.9.10 目的外利用 資産税課 道路建設課

都市計画道路
一銀線街路事
業・城東城北線
街路事業

一銀線線街路事業・城東城北線に係る土地
の令和元年度の固定資産評価額

条例第9条第1項第5号
都市計画法第60条の3に
基づく補償金算定に用い

るため

225 R1.11.8 提供 保護第1課 那覇警察署
捜査関係事項照
会

受給開始年月日、受給開始事由、受給金
額、受給方法、振込口座、最終受給日、家
族構成及び結婚歴、病歴、その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

226 R1.11.8 提供 保護管理課
豊見城市福祉事

務所
保護記録等郵送
依頼

保護第等、保護決定調書（平成30年4月以
降）、保護記録（１～６）、ケース記録
（直近1年分）、その他資料（戸籍、資産
証明、不要届等）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

227 R1.11.1 提供 保護2課 那覇警察署
生活保護関連業
務

保護費支給の明細、保護費支給日、支給開
始年月日、支給の理由

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

228 R1.11.12 提供 保護第1課 那覇警察署
捜査関係事項照
会

受給開始年月日、受給開始事由、受給金
額、受給方法、最終受給日、家族構成及び
結婚歴、病歴、その他参考事項（職歴・生
活状況・他の公的年金の受給等）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

229 R1.11.7 提供 ハイサイ市民課 環境衛生課
あき地管理適正
指導業務

市内に所在する不良状態にあるあき地の管
理者の氏名、住所、生年月日、年齢、性
別、世帯主名、世帯主との続柄、住民日、
異動日、前住所、転居・転出先住所、死亡
日、本籍地、住民区分

条例第9条第1項第5号
審議会承認類型事項1

230 R1.11.7 提供 ハイサイ市民課 環境衛生課
ハブ衛生害虫等
対策業務

ハブ捕獲を設置する必要のあるあき地及び
ハブの棲家となる可能性のある不適当構造
の所有者等、並びにねずみ衛生害虫の発生
場所の土地建物の所有者等の氏名、住所、
生年月日、年齢、性別、世帯主名、世帯主
との続柄、住民日、異動日、前住所、転
居・転出先住所、死亡日、本籍地、住民区
分

条例第9条第1項第5号
審議会承認類型事項1

231 R1.11.7 提供 ハイサイ市民課 環境衛生課
犬猫適正飼養推
進業務

狂犬病予防法により登録されている飼い主
及び犬猫に起因する相談の対象者の氏名、
住所、生年月日、年齢、性別、世帯主名、
世帯主との続柄、住民日、異動日、前住
所、転居・転出先住所、死亡日、本籍地、
住民区分

条例第9条第1項第5号
審議会承認類型事項1

232 R1.11.14 提供 保護第1課
沖縄県南風原高

等支援学校

入学準備金支給
状況についての
回答

平成31年(令和元)年度に支給した生活保護
法に基づく入学準備金の資金額

条例第9条第1項第5号
審議会承認類型事項1

233 R1.11.15 提供 保護第2課
うるま市福祉事

務所

生活保護記録等
の写しの送付に
ついて（回答）

・保護台帳・保護決定廃止調書・保護記録
（1）～（6）・ケース記録・預貯金、生命
保険調査回答票等

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項

234 R1.11.15 提供 保護管理課
南城市福祉事務

所
保護記録等郵送
依頼

保護台帳、保護決定調書(平成30年11月以
降)、保護記録（１～６）、ケース記録(直
近1年分)、その他資料（介護保険被保険者
証写し等)

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項
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235 R1.11.15 提供 保護第1課
豊見城市福祉事

務所

生活保護ケース
記録などの送付
について

保護台帳、保護決定調書(平成30年4月以
降)、保護記録（１～６）、ケース記録(直
近1年分)、その他資料（扶養届書、医療要
否意見書、介護保険料、年金額回答表）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項

236 R1.11.18 提供 保護管理課 那覇警察署
捜査関係事項照
会

申請年月日、支給開始年月日、支給開始事
由、支給日、支給金額、支給方法、扶養義
務者の連絡先等、その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

237 R1.11.19 提供 保護第2課 那覇警察署
生活保護関連業
務

受給開始年月日、受給開始事由、受給金
額、受給方法、最終受給日、家族構成及び
結婚歴、病歴、その他参考事項(職歴、生
活状況、他の公的年金の受給等）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

238 R1.11.19 提供 保護管理課
観音寺市福祉事

務所

生活保護関係書
類（写）の送付
依頼

面接記録票（相談月日、相談内容等）
条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条

239 R1.6.6 提供 国民健康保険課 東京都日野市

国民健康保険の
加入状況につい
て(東京都日野
市)

平成30年12月31日現在に調査対象者が、国
民健康保険加入の世帯主であるか、16歳未
満の被保険者数、16歳以上19歳未満の被保
険者数

条例第9条第1項第2号
国民健康保険法第113条

の２

240 R1.6.7 提供 国民健康保険課
トランスコスモ
ス健康保険組合

加入資格の照会
について

国民健康保険記号・番号及び加入期間

条例第9条第1項第1号
本人が加入している健康
保険組合で情報が必要な

ため

241 R1.6.7 提供 国民健康保険課 那覇警察署
捜査関係事項照
会書(沖縄県那覇
警察署)

国民健康保険加入の有無、加入年月日、受
診した医療機関、上記受診年月日、保険証
記号・番号、保険者番号、上記の者に係る
傷病名

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

242 R1.6.14 提供 国民健康保険課 荒川区

国民健康保険の
加入状況につい
て(東京都荒川
区)

平成30年12月31日現在に調査対象者が、国
民健康保険加入の世帯主であるか、16歳未
満の被保険者数、16歳以上19歳未満の被保
険者数

条例第9条第1項第2号
国民健康保険法第113条

の２

243 R1.6.21 提供 国民健康保険課 北谷町
国民健康保険の
加入状況につい
て(北谷町)

平成30年12月31日現在に調査対象者が、国
民健康保険加入の世帯主であるか、16歳未
満の被保険者数、16歳以上19歳未満の被保
険者数

条例第9条第1項第2号
国民健康保険法第113条

の２

244 R1.7.2 提供 国民健康保険課 南城市
国民健康保険の
加入状況につい
て(南城市)

平成30年12月31日現在に調査対象者が、国
民健康保険加入の世帯主であるか、16歳未
満の被保険者数、16歳以上19歳未満の被保
険者数

条例第9条第1項第2号
国民健康保険法第113条

の２

245 R1.8.1 提供 国民健康保険課
南部医療セン

ターこども医療
センター

国民健康保険資
格

氏名・生年月日・住所

条例第9条第1項第2号
本人死亡のため、さらに
身寄りもなく、健康保険
の資格確認ができないた

め

246 R1.8.2 提供 国民健康保険課 那覇警察署
捜査関係事項照
会書(沖縄県那覇
警察署)

国民健康保険加入の有無
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

247 R1.8.2 提供 国民健康保険課 那覇警察署
捜査関係事項照
会書(沖縄県那覇
警察署)

国民健康保険加入の有無、加入年月日、受
診医療機関、受診月、保険証記号・番号、
保険者番号、

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

248 R1.8.5 提供 国民健康保険課
北九州市小倉南

区役所

国民健康保険の
資格等の確認に
ついて（北九州
市小倉南区役
所）

国民健康保険加入の有無
条例第9条第1項第2号

国民健康保険法第113条
の２

249 R1.8.14 提供 国民健康保険課 那覇区検察庁
裁判執行関係事
項照会書(那覇
区検察庁)

国民健康保険加入の有無、取得日、加入者
番号、被保険者証交付年月日及び有効期
限、療養給付事実の有無、診察機関の名称
及び診察月

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

250 R1.8.21 提供 国民健康保険課
トランスコスモ
ス健康保険組合

加入資格の照会
について

国民健康保険記号・番号及び加入期間

条例第9条第1項第1号
本人が加入している健康
保険組合で情報が必要な

ため

251 R1.8.23 提供 国民健康保険課 那覇警察署
捜査関係事項照
会書(沖縄県那覇
警察署)

国民健康保険加入の有無、加入年月日、保
険利用状況(利用地域・名称等)、保険証記
号・番号

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

252 R1.8.28 提供 国民健康保険課 沖縄警察署
捜査関係事項照
会書(沖縄県沖縄
警察署)

国民健康保険加入の有無、加入年月日、加
入者氏名、住所、生年月日、連絡先、納付
状況、医療費使用状況、保険証発行履歴、
保険証記号・番号、同居人、職業

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

253 R1.8.28 提供 国民健康保険課
福岡県警察本部
警備部公安第三

課

捜査関係事項照
会書（福岡県警
察本部警備部公
安第三課)

国民健康保険加入の有無、加入年月日、保
険利用状況、保険証記号・番号

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

254 R1.8.30 提供 国民健康保険課 那覇警察署
捜査関係事項照
会書(沖縄県那覇
警察署)

保険加入状況、保険利用状況(利用地域・
名称等）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

255 R1.10.2 提供 国民健康保険課 沖縄県警察本部
捜査関係事項照
会書(沖縄県警察
本部)

国民健康保険加入の有無
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

256 R1.11.6 提供 国民健康保険課
トランスコスモ
ス健康保険組合

加入資格の照会
について

国民健康保険記号・番号及び加入期間

条例第9条第1項第1号
本人が加入している健康
保険組合で情報が必要な

ため

257 R1.11.6 提供 国民健康保険課
警視庁刑事部捜

査共助課

捜査関係事項照
会書(警視庁刑事
部捜査共助課)

国民健康保険記号・番号及び加入期間、被
保険者全員の氏名、利用年月日、転出の有
無、喪失理由

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

258 R1.11.6 提供 国民健康保険課
名古屋出入国在
留管理局留学・
研修審査部門

照会書（名古屋
出入国在留管理
局留学・研修審
査部門）

国民健康保険加入歴、保険料の納付状況、
世帯状況

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項
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259 R1.11.20 提供 国民健康保険課
トランスコスモ
ス健康保険組合

加入資格の照会
について

国民健康保険記号・番号及び加入期間

条例第9条第1項第1号
本人が加入している健康
保険組合で情報が必要な

ため

260 R1.11.18 提供 消防局救急課
スミセイ保険

サービス株式会
社

保険業務 救急活動報告書(写)事案番号15276
条例第9条第1項第1号

保有個人情報提供申請書
及び同意書に基づき

261 R1.11.22 提供 消防局救急課
株式会社損害保

険リサーチ
損害保険業務 救急活動報告書(写)事案番号1312

条例第9条第1項第1号
保有個人情報提供申請書
及び同意書に基づき

262 R1.11.6 提供 保護管理課
コザ年金事務所

長

国民年金保険料
法定免除確認業
務

生活保護の受給期間
条例第9条第1項第2号

国民年金保険法第108条
第2項の規定に基づき

263 R1.11.13 提供 保護管理課
大津公共職業安

定所
債権管理業務 生活保護受給の有無、生活保護相談歴

条例第9条第1項第2号
国税徴収法第146条第2項

264 R1.11.18 提供 保護管理課
新座市福祉事務

所長
生活保護業務

保護台帳（写）、保護決定調書（写）、面
接記録票(写)、開始時の保護記録及びケー
ス記録(写)、扶養義務者一覧（写）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条1項

265 R1.11.18 提供 保護管理課
東広島市福祉事

務所長
生活保護業務

保護台帳(写)、生活保護開始決定通知書
(写)、保護決定調書抜粋(写)、面接記録票
(写)、開始時の保護記録及びケース記録
(写)、ケース診断会議（写）、患者実態調
査表（写）、扶養義務者の状況一覧
（写）、精神福祉手帳（写）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条1項

266 R1.11.19 提供 保護管理課
浦添年金事務所

長

国民年金保険料
法定免除確認業
務

生活保護の受給期間、生活保護の扶助の種
類

条例第9条第1項第2号
国民年金保険法第108条
第2項の規定に基づき

267 R1.11.26 提供 保護管理課 豊田市長
市税滞納整理業
務

受給の有無
条例第9条第1項第2号
地方税法第20条の11

268 R1.11.26 提供 保護第3課
コザ児童相談所

長
生活保護受給証
明書の発行

生活保護受給証明書
条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

269 R1.11.26 提供 保護第2課
東京都立川児童

相談所所長

生活保護受給証
明書の送付につ
いて（回答）

生活保護受給証明書
条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

270 R1.11.28 提供 保護第2課
豊見城市福祉事

務所

生活保護ケース
記録等の写しの
送付

保護台帳、開始時のケース記録及び保護決
定調書、廃止前1年分のケース記録及び保
護決定調書、医療扶助関係要否意見書、年
金額歴史回答票、その他保護決定実施上必
要と思われるもの

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

271 R1.11.28 提供 保護第1課 南部福祉事務所
保護記録等の資
料提供

保護台帳（写）、保護決定調書（写）、保
護記録及びケース記録(写)、病状把握記録
（写）、医療扶助関係要否意見書（写）、
年金調査票（写）、その他資料（面接記録
（写）、預貯金調査回答書（写））

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

272 R1.11.28 提供 保護第1課
那覇警察署第三

課

捜査関係事項照
会書について
（回答）

支給開始年月日、支給期間、支給額、支給
認定の基準となる資料、支給認定の際に提
出された資料、申請日、申請時の状況、支
給終了年月日及びその事由、振込先口座状
況、その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

273 R1.11.29 提供 保護第1課 中城村長
諸証明書等の交
付請求について

氏名、生年月日、居住地、生活保護受給期
間

条例第9条第1項第2号
地方税法第20条の11

274 R1.10.21 提供 保護管理課
塩竈市福祉事務

所
保護記録等郵送
依頼

保護台帳、保護決定調書（直近1年分）、
保護記録（１～６）、ケース記録（直近1
年分）、その他資料（29条調査資料、病状
把握、医療関係書類）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条1項

275 R1.11.29 提供 保護第1課 豊見城警察署
捜査関係事項照
会

支給開始年月日、支給期間、支給額（月額
及び総額）、支給方法、支給に至る経緯、
理由、保証人等家族関係（キーパーソン）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

276 R1.11.28 提供 障がい福祉課 沖縄刑務所
身体障害者手帳
の調査について

身体障害者手帳に係る交付履歴等の有無

条例第9条第1項第2号
刑事収容施設及び被収容
者等の処遇に関する法律

第91条

277 R1.11.28 提供 障がい福祉課 那覇警察署
捜査関係事項照
会

療育手帳に係る交付履歴等の有無
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

278 R1.11.29 提供 障がい福祉課 浦添警察署
捜査関係事項照
会

療育手帳に係る交付履歴等の有無
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

279 R1.12.2 提供 保護第2課
うるま市福祉事

務所長

生活保護受給証
明書の発行につ
いて（回答）

生活保護受給証明書
条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

280 R1.12.2 提供 保護第3課 中央児童相談所
生活保護受給証
明書の発行

保護開始年月日、受給している扶助の種
類、世帯員の氏名、生年月日

条例第9条第1項第2号
児童福祉法第56条第1

項、第5項

281 R1.12.3 提供 国民健康保険課 那覇警察署
捜査関係事項照
会書

H24年10月～H26年1月の間における受診
月、受診医療機関名

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法に基づく捜査

のため

282 R1.12.3 提供 国民健康保険課 那覇警察署
捜査関係事項照
会書

令和元年5月～令和元年8月19日の間におけ
る病院名、病名、通院日等

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法に基づく捜査

のため

283 R1.12.3 提供 保護第3課 那覇警察署
捜査関係事項照
会書

支給開始年月日、支給期間、支給額、支給
認定の基準となる資料、支給認定の際に提
出された資料、申請日・申請時の状況等、
支給終了の事由、振込先口座情報、その他
参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

284 R1.12.4 提供 保護第2課 浦添警察署
捜査関係事項照
会

受給を証明する文書、受給開始年月日、受
給開始事由、受給金額、受給方法、最終受
給日、その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

285 R1.12.4 提供 保護第2課 浦添警察署
捜査関係事項照
会

受給を証明する文書、受給開始年月日、受
給開始事由、受給金額、受給方法、最終受
給日、その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項
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286 R1.12.5 提供 保護第2課 中央児童相談所
被保護世帯証明
書発行

世帯主住所、世帯員氏名及び生年月日、支
給開始年月日、支給期間、扶助の種類

条例第9条第1項第2号
児童福祉法第56条第5項

287 R1.12.6 提供 保護第2課
豊見城市福祉事

務所
要保護者の情報
提供

保護台帳、保護決定調書、ケース記録、そ
の他参考事項（医療要否意見書、被保険者
記録照会回答票）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項

288 R1.12.10 提供 救急課
（株）生保リ

サーチセンター
生命保険業務 救急活動報告書（写）事案番号13596 条例第9条第1項第1号

289 R1.12.10 提供 救急課 那覇地方検察庁
捜査関係事項照
会

救急活動報告書（写）平成30年2月24日
（土）事案番号3477-1

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

290 R1.12.11 提供 保護第2課
糸満市福祉事務

所
生活保護ケース
記録等の送付

保護台帳、保護決定調書、保護記録（１）
～（６）、その他保護の決定に際し必要と
思われる資料（年金、扶養に関する資料）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項

291 R1.12.11 提供 国民健康保険課 豊見城警察署
捜査関係事項照
会書

国民健康保険加入状況、利用履歴、保険料
の支払い、加入者の住所、連絡先。

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条2項

292 R1.12.11 提供 国民健康保険課 沖縄県警察本部
捜査関係事項照
会書

国民健康保険加入の有無、保険利用状況。
条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条2項

293 R1.12.11 目的外利用 健康増進課 保健総務課
肝炎陽性者フォ
ローアップ事業

受検者氏名、住所、電話番号、肝炎ウイル
ス検査結果、受検日、受検問診票

条例第9条第1項第1号

294 R1.12.12 提供 保護第1課
那覇警察署　刑

事一課

捜査関係事項照
会書について
（回答）

1.受給開始年月日、保護申請理由
2.支給金額、最終受給日日
3.支給方法、支給先
4.家族構成及び婚姻歴
5.病歴
6.その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

295 R1.12.11 提供 救急課 那覇警察署
捜査関係事項照
会

救急活動報告書（写）令和元年12月7日
（土）事案番号17619（写）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

296 R1.12.4 提供 保護第1課 那覇警察署
捜査関係事項照
会

・受給開始年月日
・受給に至る経緯
・受給金額
・受給方法
・保証人等家族関係
・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条2項

297 R1.12.17 提供 障がい福祉課 那覇警察署
触法調査関係事
項照会

療育手帳に係る交付履歴等の有無
条例第9条第1項第2号
少年法第6条の4第3項

298 R1.12.17 提供 国民健康保険課 練馬警察署
捜査関係事項照
会（練馬警察
署）

国民健康保険加入の有無、資格取得年月
日、申請年月日、加入者及び家族の氏名、
保険証番号、保険の使用状況。

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

299 R1.12.17 提供 消防局救急課
那覇労働基準監

督署
労働者災害補償
保険の請求判断

令和元年一連番号9029　救急活動報告書
（写）

条例第9条第1項第2号
労働者災害補償保険法第

49条の3

300 R1.12.17 提供 保護管理課
糸満市福祉事務

所

生活保護ケース
記録等の資料提
供

・保護台帳
・保護決定調書
・保護記録
・ケース記録

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項

301 R1.12.18 提供 保護第1課 那覇警察署
捜査関係事項照
会について（回
答）

受給開始年月日・保護申請理由、支給金
額・最終受給日、支給方法・支給先、家族
構成及び婚姻歴、病歴、その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

302 R1.12.18 提供 保護管理課
浦添市福祉事務

所
保護記録等郵送
依頼

保護台帳、保護決定調書（直近1年分）、
保護記録（1～6）、ケース記録（直近1年
分）、その他資料（医療要否意見書、病状
把握）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項

303 R1.12.18 提供 保護第2課
南城市福祉事務

所

生活保護ケース
記録等の写しの
送付

保護台帳及び面接記録票、保護記録1～6・
直近1年分のケース記録、直近1年分の保護
決定調書の写し、扶養義務調査一覧・扶養
調査回答書及び戸籍

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項

304 R1.5.23 提供 保護第2課 那覇警察署
捜査関係事項照
会

・保護受給開始年月日
・受給開始事由
・受給金額・受給方法（振込口座）
・最終受給日
・家族構成及び結婚歴
・病歴
・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

305 R1.12.16 提供 保護第2課
沖縄市福祉事務

所
生活保護受給証
明書の送付

（1）生活保護受給証明書（住所、氏名、
生年月日、受給年月日、扶助の種類）

条例第9条第1項第2号
地方税法第20条の11

306 R1.12.19 提供 保護第2課
浦添市福祉事務

所

生活保護ケース
記録等の送付に
ついて

・保護台帳
・保護決定調書（（直近１年分）
・保護記録（1）～（6）
・直近１年分のケース記録
・その他保護の決定の際し必要と思われる
資料（年金通知書）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

307 R1.12.20 提供 保護第2課
沖縄県中央児童

相談所
被保護世帯証明
書発行

・世帯主住所　・世帯員氏名及び生年月日
・支給開始年月日　・支給期間　・扶助の
種類

条例第9条第1項第2号
児童福祉法第56条第5項

308 R1.12.20 提供 保護第1課 那覇警察署
捜査関係事項照
会

受給開始年月日、受給開始事由、受給金
額・受給方法、最終受給日、家族構成及び
結婚歴、病歴、その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

309 R1.12.20 提供 国民健康保険課
神奈川県警察本

部

捜査関係事項照
会署（神奈川県
警察本部）

国民健康保険加入の有無。
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

310 R1.12.20 提供 国民健康保険課
東京都情報サー
ビス産業健康保

険組合

加入期間の照会
について

国民健康保険記号・番号及び加入期間 条例第9条第1項第1号

311 R1.12.23 提供 保護第2課
沖縄県中央児童

相談所

生活保護受給証
明書の送付につ
いて（回答）

生活保護受給証明書
条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項
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312 R1.12.24 提供 保護第2課 那覇警察署
捜査関係事項照
会

1　受給開始年月日
2　受給開始事由
3　受給金額、受給方法
4　最終受給日
5　家族構成及び結婚歴
6　その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

313 R1.12.24 提供 保護第2課 那覇警察署
捜査関係事項照
会

1　受給開始年月日
2　受給期間
3　受給金額
4　受給方法
5　支給に至る経緯、理由
6　保証人等家族関係
7　その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

314 R1.12.24 提供 保護第3課
沖縄県中部福祉

事務所

要保護者の情報
提供について
（回答）

・保護決定調書の写し
・開始時の保護記録及びケース記録の写し
・預貯金、生命保険調査回答票の写し
・29条調査書類（金融機関取引明細）
・扶養義務者調査経過表の写し

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

315 R1.12.25 提供 国民健康保険課
沖縄県豊見城警

察署
捜査関係事項照
会書

平成２８年２月～令和元年６月の間におけ
る診療月、病院名

条例第9条第1項第2号

316 R1.12.25 提供 保護第3課
沖縄県中央児童

相談所

被保護世帯証明
書の発行につい
て

受給開始年月日
受給期間
扶助の種類

条例第9条第1項第2号
児童福祉法第56条第1

項、第5項

317 R1.12.11 提供 保護管理課 岡崎市長 滞納整理業務 ・受給の有無
条例第9条第1項第2号
地方税法第20条の11

318 R1.12.11 提供 保護管理課 岡崎市長 滞納整理業務
・受給の有無
・開始日/廃止日
・受給扶助内容

条例第9条第1項第2号
地方税法第20条の11

319 R1.12.18 提供 保護管理課 那覇警察署 捜査関係業務
・受給歴の有無
※履歴ないため、該当なしと回答

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

320 R1.12.24 提供 保護管理課 八重瀬町長
町税滞納整理業
務

保護受給証明書の交付
条例第9条第1項第2号
地方税法第20条の11

321 R1.12.26 提供 保護第2課
名古屋市中区社
会福祉事務所長

生活保護ケース
記録等の送付に
ついて

・保護台帳
・ケース記録
・保護受給歴の有無
・保護開始日
・保護廃止日
・廃止理由
・扶助の種類
・就労自立給付金の支給の有無

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第1項

322 R1.12.27 提供 保護第1課 那覇警察署
捜査関係事項照
会

受給開始年月日、受給開始事由、受給金
額、受給方法、最終受給日、家族構成及び
婚姻歴、病歴、職歴、生活状況、公的年金
の受給

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

323 R2.1.7 提供 保護第1課 那覇警察署
捜査関係事項照
会

1　支給開始年月日
2　支給日
3　支給方法、支給額
4　支給認定の際に提出された資料の写し
5　支給理由
6　その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

324 R2.1.7 提供 国民健康保険課
沖縄県国民健康

保険課長

国民健康保険法
第45条の2項に基
づく保健医療機
関等の指導監査
に係る「被保険
者住所情報」

那覇市国民健康保険被保険者に係る住所情
報

条例第9条第1項第5号
審議会承認類型事項1

325 R2.1.7 提供 保護第2課 那覇警察署
捜査関係事項照
会

受給を証明する文書、受給開始年月日、受
給開始事由、受給金額・受給方法、最終受
給日、その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

326 R2.1.8 提供 地域保健課 沖縄警察署
母子健康手帳交
付業務

母子手帳交付の有無、妊娠届出書の写し
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

327 R2.1.9 提供 国民健康保険課 那覇警察署
捜査関係事項照
会

令和元年８月～令和元年１１月の間におけ
る診療月、病院名、傷病名

条例第9条第1項第2号

328 R2.1.10 提供 保護第1課 浦添市役所
生活保護廃止決
定通知書の送付
について

・生活保護廃止年月日
条例第9条第1項第2号

介護扶助運営要領第3-2-
（1）-イ

329 R2.1.15 提供 保護第2課 那覇警察署
捜査関係事項照
会

・生活保護開始年月日
・支給認定の際に提出された書類
・保護費支給期間
・保護申請時の状況
・保護費支給額
・保護費振込先口座情報
・保護費支給に至る経緯

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

330 R2.1.15 提供 保護管理課
高松市福祉事務

所
保護記録等郵送
依頼

・保護台帳
・保護決定調書
・保護記録（１）～（６）
・ケース記録
・その他資料

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

331 R2.1.10 提供 保護第2課 那覇警察署
捜査関係事項照
会回答

支給開始年月日、支給期間、支給額、その
他

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

332 R2.1.16 提供 国民健康保険課
厚生労働局九州

厚生局
国民健康保険の
加入履歴の照会

民健康保険の加入履歴
条例第9条第1項第2号

国民健康法第108条第1項

333 R2.1.21 提供 保護第1課 那覇警察署
捜査関係事項照
会

支給開始年月日、支給期間、支給額、支給
方法、支給に至る経緯、保証人等家族関係

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

334 R2.1.21 提供 保護第1課
糸満市福祉事務

所
保護記録等の資
料提供について

・面接記録表　　・金融機関
・保険調査依頼先リスト
・保護決定調書　・患者実態調査票
・保護記録　　　・保護台帳
・ケース記録

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条
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335 R2.1.29 提供 保護第2課 沖縄県警察本部
捜査関係事項照
会

1　保護台帳
2　扶養義務者一覧
3　保護申請書
4　保護開始決定通知書
5　保護決定調書（平成31年4月以降）
6　保護記録（保護記録1～6、平成31年4月
以降）
7　その他参考書類（収入申告書、資産申
告書、手帳の写し）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

336 R2.1.29 提供 救急課 那覇警察署
捜査関係事項照
会書

救急活動報告書　令和1年12月18日（水）
事案番号：18287（写）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

337 R2.2.4 提供 保護第2課 那覇警察署
捜査関係事項照
会

保護受給の有無、開始日、扶助の種類
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

338 R2.2.4 提供 保護管理課
糸満市福祉事務

所
保護記録等郵送
依頼

・面接記録表
・保護決定調書（平成３０年１１月以降）
・保護記録（１～６）
・ケース記録（直近１年分）
・医療要否意見書

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

339 R2.2.4 提供 保護管理課
山口市福祉事務

所
保護記録等郵送
依頼

保護台帳、保護記録（直近2年分）、決定
調書（直近2年分）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項

340 R2.2.4 提供 保護第2課
沖縄県那覇警察

署
捜査関係事項照
会

1　保護台帳
2　扶養義務者一覧
3　保護申請書
4　保護開始決定通知書
5　保護決定調書（平成31年4月以降）
6　保護記録（保護記録1～6、平成31年4月
以降）
7　その他参考書類（収入申告書、資産申
告書、手帳の写し）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

341 R2.2.4 提供 保護第2課
沖縄県那覇警察

署
捜査関係事項照
会

1　保護台帳
2　扶養義務者一覧
3　保護申請書
4　保護開始決定通知書
5　保護決定調書（平成31年4月以降）
6　保護記録（保護記録1～6、平成31年4月
以降）
7　その他参考書類（収入申告書、資産申
告書、手帳の写し）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

342 R2.2.4 目的外利用 障がい福祉課
ちゃーがんじゅ

う課

障碍者控除対象
者認定書の発送
業務

令和元年12月31日現在の障害者手帳保持者
（身体障碍者手帳、療育手帳）受給者の個
人コード

条例第9条第1項第5号
審議会承認類型事項1

343 R2.2.4 提供 国民健康保険課
トランス・コス
モス健康保険組

合

加入資格の照会
について

国民健康保険記号・番号及び加入期間 条例第9条第1項第１号

344 R2.2.5 提供 国民健康保険課 那覇簡易裁判所
調査嘱託書（国
民健康保険加入
照会）

国民健康保険記号・番号、国民健康保険加
入期間

条例第9条第1項第2号
民事訴訟法第186条

345 R2.1.30 提供 保護第3課 那覇警察署
捜査関係事項照
会

・保護開始年月日
・保護受給開始事由
・保護費支給金額、支給方法
・最終訪問年月日
・家族構成、結婚歴、病歴
・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

346 R2.2.6 提供 救急課 那覇警察署
捜査関係事項照
会

救急活動報告書
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

347 R2.2.7 提供 保護管理課
豊見城市福祉事

務所
保護記録等郵送
依頼

・保護台帳
・開始時の保護決定調書及び開始時ケース
記録
・直近1年分の保護決定調書及びケース記
録
・その他保護の決定に際し必要と思われる
資料

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項

348 R2.2.7 提供 保護第3課 沖縄県警察本部
捜査関係事項照
会

1　支給（予定）開始年月日
2　支給（予定）期間
3　支給（予定）額
4　支給認定の基準となる資料
5　支給認定の際に提出された資料
6　申請日、申請時の状況等
7　振込先口座情報
8　生活保護手当支給までに支給された貸
付金の支給額及び支給日
9　その他参考資料

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

349 R2.2.10 提供 保護第2課
浦添市福祉事務

所
要保護者の情報
提供

・保護台帳
・保護決定通知書
・ケース記録
・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項

350 R2.2.10 提供 保護第2課
浦添市福祉事務

所
要保護者の情報
提供

・保護台帳
・保護決定通知書
・ケース記録
・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項

351 R2.2.6 提供 国民健康保険課 沖縄県警察本部
捜査関係事項照
会署（沖縄県警
察本部）

国民健康保険加入の有無、国民健康保険証
記号・番号、医療機関の受信履歴

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

352 R2.2.10 提供 国民健康保険課 那覇警察署
捜査関係事項照
会署（那覇警察
署）

国民健康保険加入の有無、国民健康保険証
記号・番号、国民健康保険加入期間、医療
機関の受信履歴、保険者番号。

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項
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353 R2.2.12 提供 保護第2課
南部福祉事務所

長

生活保護ケース
記録等の写しの
送付

・保護台帳
・保護決定調書
・保護記録、ケース記録
・医療検診書
・戸籍関係の写し、資産評価証明書

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条

354 R2.2.10 提供 救急課 那覇警察署
捜査関係事項照
会書

救急活動報告書　令和２年２月１日（土）
事案番号：1744（写）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

355 R2.2.12 提供 保護第2課
沖縄県立南風原
高等支援学校

生活保護にかか
る扶助費の支給
状況の照会

・世帯員氏名及び生年月日
・校納金・修学旅行代の支給有無及び金額

条例第9条第1項第5号

356 R2.2.12 提供 保護第1課
宜野湾市福祉事

務所
保護記録等郵送
依頼

保護台帳、保護記録（1）～（6）及び直近
2年分、決定調書（直近2年分）、面接記録
票

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項

357 R2.2.12 提供 ハイサイ市民課 生涯学習課
はたちに記念事
業（成人式）

新成人対象者（生年月日が平成１１年４月
２日から平成１２年４月１日生まれの令和
元年１０月１日現在の現住者（外国人含
む））の住基情報（住所、方書、氏名（漢
字及びカナ）、生年月日、性別、世帯主
名）

条例第9条第1項第5号

358 R2.2.14 提供 保護第3課 那覇警察署
捜査関係事項照
会

・保護受給の有無
・受給開始年月日
・受給に至る経緯
・受給金額
・受給方法
・保護費の最終受給日
・生活状況
・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

359 R2.2.14 提供 保護第3課 那覇地区検察庁
裁判執行関係事
項照会書

保護受給の有無、支給年月日及び支給期
間、直近の支給金額、支給方法、把握の居
住先及び連絡先、その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第507条

360 R2.2.14 提供 救急課 那覇警察署
捜査関係事項照
会書

救急活動報告書　令和２年１月２１日
（火）　　事案番号：1121（写）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

361 R2.2.18 提供 国民健康保険課
沖縄県豊見城警

察署
捜査関係事項照
会書

国民健康保健加入期間における診療月、病
院名、傷病名

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

362 R2.2.20 提供 国民健康保険課 読谷村役場
国民健康保険の
加入状況につい
て

国民健康保険証番号、世帯主の確認、16歳
未満の被保険者数、16歳以上19歳未満の被
保険者数。

条例第9条第1項第2号
国民年金保険法第113条

の2

363 R2.2.20 提供 保護第3課 豊見城警察署
捜査関係事項照
会

・申請年月日
・受給期間
・受給金額
・受給方法
・受給条件（受給理由）
・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

364 R2.2.20 提供 保護第3課
沖縄市福祉事務

所
要保護者の情報
提供

保護台帳、保護決定調書、保護記録(1)～
(6)、新規申請調査時から廃止時までの
ケース記録、その他保護の決定に際し必要
と思われる資料

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第1項

365 R2.2.13 提供 保護第1課 沖縄県警察本部
捜査関係事項照
会

申請年月日、受給期間（受給年月日等）、
受給金額、受給方法（窓口にて直接支給、
振り込み等）、受給条件、その他申請及び
受給状況にかかる参考事項等

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

366 R2.2.25 提供 保護第3課
神奈川県横浜市
港南区福祉セン

ター

生活保護ケース
記録等の送付に
ついて

保護台帳の写し、保護決定調書の写し（直
近2年分）、開始時の保護記録及びケース
記録の写し（直近2年分）、面接記録票、
その他（医療要否意見書、指導支持書等）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

367 R2.2.26 提供 保護第2課
豊見城市福祉事

務所

ケース記録等の
写しの送付につ
いて

・保護台帳　・保護決定調書（廃止前一年
分）
・扶養照会、医療扶助関係要否意見書
・廃止前１年分ケース記録
・戸籍関係写し、資産評価証明書等

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条

368 R2.2.26 提供 保護第2課
沖縄県浦添警察

署
捜査関係事項照
会

・保護開始年月日
・受給に至る経緯
・生活保護額
・支払い方法
・キーパーソン

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

369 R2.2.27 提供 市民税課
国土交通省自動

車局
強制執行に関す
る照会について

所得証明書、無資産証明書、給与支払者の
名称及びその所在地・電話番号

条例第9条第1項第2号
民事執行法第18条3項

370 R2.3.2 提供 保護第2課
豊見城市福祉事

務所長

生活保護ケース
記録等の送付に
ついて

保護台帳、開始時ケース記録、保護決定調
書（平成31年4月以降）、ケース記録（直
近1年分）、医療要否意見書、介護保険資
料、その他資料（戸籍、施設利用料、金銭
管理月報）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第1項

371 R2.3.2 提供 子育て応援課

沖縄県子ども生
活福祉部青少

年・子ども家庭
科

沖縄県ひとり親
家庭高校生等通
学サポート事業

那覇市内在住の母子及び父子家庭等医療費
助成受給者世帯のうち、平成16年4月2日か
ら平成17年4月1日生の児童がいる世帯名簿
①郵便番号②住所③受給者氏名（漢字及び
カナ）④児童氏名（漢字及びカナ）⑤児童
生年月日

条例第9条第1項第5号
平成18年3月29日審議会

承認類型事項5

372 R2.3.4 提供 保護第3課 那覇警察署
捜査関係事項照
会

受給開始年月日、受給開始理由、受給金額
及び受給方法、最終受給日、把握している
扶養義務者及び親族等の連絡先、把握して
いる通院先、その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

373 R2.3.5 提供 保護第2課 那覇警察署
生活保護ケース
記録等の写しの
送付について

保護台帳、保護決定調書、保護記録（１）
～（６）、ケース記録、医療要否意見書、
その他保護の決定に際し必要と思われる資
料

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

374 R2.3.6 提供 保護第3課
大阪府松原市福

祉事務所

生活保護ケース
記録等の送付に
ついて

保護決定調書の写し（H31.2.27以降）、開
始時の保護記録及びケース記録の写し
（H31.2.27以降）、面接記録票

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項
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375 R2.3.9 提供 保護第2課 那覇警察署
生活保護ケース
記録等の送付に
ついて

・受給開始年月日
・受給開始事由
・受給金額、受給方法
・家族構成及び婚姻歴
・病歴等

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

376 R2.3.9 提供 保護第2課
宜野湾市福祉事

務所

生活保護ケース
記録等の送付に
ついて

・保護台帳、開始時のケース記録
・保護決定調書（開始時及び廃止前1年
分）
・保護記録（1）～（6）
・ケース記録（廃止前1年分）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項

377 R2.3.9 提供 保護第3課 那覇警察署
捜査関係事項照
会

・生活保護受給開始年月日
・受給開始事由
・受給金額、受給方法
・最終訪問年月日
・家族構成及び結婚歴
・病歴
・その他参考事項（職歴・生活状況等）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

378 R2.3.4 提供 国民健康保険課
トランス・コス
モス健康保険組

合

加入資格の照会
について

国民健康保険記号・番号及び加入期間 条例第9条第1項第1号

379 R2.3.10 提供 国民健康保険課 沖縄県警察本部
捜査関係事項照
会書（沖縄県警
察本部）

国民健康保険証の記号・番号、国民健康保
険加入期間、保険利用状況

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

380 R2.3.10 提供 保護管理課
沖縄県那覇警察

署
捜査関係事項照
会

1　支給開始年月日
2　支給開始事由
3　支給日、支給金額、支給方法
4　扶養義務者の連絡先等
5　その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

381 R2.3.5 提供 保護第3課
沖縄県那覇警察

署
捜査関係事項照
会

支給開始年月日、支給日、支給方法、支給
認定の際に提出された資料の写し、支給理
由、その他参考事項支給認定の際に提出さ
れた資料、支給理由、その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

382 R2.3.13 提供 保護第１課
大阪市淀川区保
健福祉事務所

生活保護ケース
記録等の送付に
ついて

・保護台帳、開始時のケース記録
・保護決定調書（平成29年度４月～平成30
年5月）
・医療要否意見書
・ケース記録（開始～廃止まで）
・患者実態調査書

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第1項

383 R2.3.16 提供 保護第3課
豊見城市福祉事

務所長

生活保護ケース
記録等の送付に
ついて

・保護台帳、面接記録票、開始時のケース
記録
・開始時の保護決定調書、廃止前1年分の
保護決定調書
・廃止前1年分のケース記録、扶養照会回
答書
・医療扶助関係要否意見書、年金関係資料
・戸籍関係資料、固定資産証明書、介護保
険料賦課資料

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第1項

384 R2.3.17 提供 市民税課
鹿児島県教育庁

総務福利課

民事執行法第18
条第3項による証
明書の交付の請
求について（回
答）

・平成31年度　所得証明書（全項目）
・給与支払者の名称及び所在地、電話番号

条例第9条第1項第1号

385 R2.3.18 提供 保護第3課
うるま市福祉事

務所

生活保護ケース
記録等の送付に
ついて

・保護台帳
・保護決定調書（平成30年4月以降）
・保護記録（1）～（6）
・直近2年分のケース記録
・医療要否意見書（直近2年分）
・その他保護の決定に際し必要と思われる
資料

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第2項

386 R2.3.19 提供 保護第1課 那覇警察署
捜査関係事項照
会

・保護申請書
・決定通知書
・面接記録書
・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

387 R2.3.19 提供 保護第3課
沖縄県中部福祉

事務所
生活保護関連事
務

・保護台帳
・保護決定調書（平成31年4月以降）
・保護記録（1）～（6）
・直近1年分のケース記録
・病状把握記録
・扶養義務者の状況一覧
・医療要否意見書
・預貯金・保険調査結果

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第1項2

項

388 R2.3.24 目的外利用
ちゃーがんじゅ

う課
健康増進課

がん検診等受診
券発送業務

要介護4・5に該当する住登者データ（個人
コード・氏名・生年月日・住所）

条例第9条第1項第5号
審議会類型事項1

389 R2.3.25 提供 那覇市消防局 那覇警察署 交通事故捜査
西消防署安謝出張所　署所監視カメラの映
像記録の確認
映像データの提出「USBメモリー」

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第1項2

項

390 R2.3.26 目的外利用 保護第1課 那覇警察署
捜査関係事項照
会

・保護受給の有無
・受給開始年月日
・受給に至る経緯
・受給金額、受給方法
・最終訪問年月日
・家族構成及び結婚歴
・その他参考事項

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条第1項2

項

391 R2.3.2 提供 子育て応援課

沖縄県こども生
活福祉部青少

年・子ども家庭
課

沖縄県ひとり親
家庭高校生通学
サポート事業

那覇市内在住の母子及び父子家庭等医療費
助成受給世帯のうち、平成16年4月2日から
平成17年4月1日生の児童がいる世帯名簿
①郵便番号②住所③受給者氏名（漢字及び
カナ）④児童氏名（漢字及びカナ）⑤児童
生年月日

条例第9条第1項第5号
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届出
年月日

区分 所管課
利用課

又は提供先
業務の名称 保有個人情報の内容 利用及び提供の根拠

392 R2.3.27 提供 保護3課
うるま市福祉事

務所
生活保護関連業
務

1．保護台帳
2．保護決定調書
3．保護記録
4．直近1年分のケース記録

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

393 R2.1.24 提供 保護課 沖縄刑務所
出所後の生活環
境の調整業務

・受給期間　・扶助の種類及び受給金額・
受給に至った経緯及び受給中の生活状況
・入通院先の医療機関、疾病名、治療経過
・福祉サービス等の利用状況　・返還金の
有無及び金額

条例第9条第1項第2号
刑事収容施設及び被収容
者等の処遇に関する法律

第92条に基づき

394 R2.2.4 提供 保護課 兵庫県警察本部 捜査関係業務
・生活保護相談及び申請の有無
・受給歴の有無
※履歴ないため、該当なしと回答。

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

395 R2.2.13 提供 保護課
渋谷区福祉事務

所長
生活保護業務

・面接記録（写し）
・開始時の保護記録及びケース記録（写
し）
・ケース診断会議録（写し）
・患者実態調査（写し）
・扶養義務者の状況一覧（写し）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

396 R2.2.26 提供 保護課
佐世保市福祉事

務所
生活保護業務

・保護申請書一式（写）　・保護台帳
（写）
・生活保護決定調書（写）
・開始時及び受給継続中のケース記録
（写）
・扶養義務者状況票（写）
・医療要否意見書（写）
・預金調査対象機関名、所在地

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

397 R2.2.26 提供 保護課
沖縄県南部福祉

事務所長
生活保護業務

・保護台帳（写）　・保護決定調書（写）
・保護記録（1）～（7）（写）
・ケース記録（保護開始時～廃止）（写）
・保護廃止時の決定書　・扶養義務者の状
況一覧
・検診書（写）　・精神保健福祉手帳
（写）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

398 R2.3.3 提供 保護課 沖縄刑務所長
出所後の生活環
境の調整業務

・受給期間　・扶助の種類及び受給金額・
受給に至った経緯及び受給中の生活状況
・入通院先の医療機関、疾病名、治療経過
・福祉サービス等の利用状況　・返還金の
有無及び金額

条例第9条第1項第2号
刑事収容施設及び被収容
者等の処遇に関する法律

第92条に基づき

399 R2.3.3 提供 保護課
鹿児島県警察本

部
捜査関係業務

・生活保護受給事実の有無
※受給事実ないため、該当なしと回答

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

400 R2.3.5 提供 保護課 沖縄区検察庁 捜査関係業務

（1）　生活保護支給の有無
（2）　支給開始年月日及び廃止年月日
（3）　支給開始及び廃止の理由
（4）　支給当時の理由

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

401 R2.3.12 提供 保護課
沖縄県南部福祉

事務所長
生活保護業務

・保護台帳（写）、開始時のケース記録
（写）
・保護決定調書（写）
・保護記録及びケース記録（写）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

402 R2.3.17 提供 保護課
佐竹真之法律事

務所
自己破産申立

債権内容の提供（再建番号、資力発生日、
徴収対象期間、債券決定日、決定金額、未
納残高、従来納期限、該当条項、債券発生
理由）

条例第9条第1項第1号

403 R2.3.31 提供 保護課 川崎福祉事務所 生活保護業務

①　保護申請時の資料（写）
②　保護受給中のケース記録（写）
③　扶養調査等保護実施上参考になると思
われる資料
　・精神障害者福祉手帳（写）
　・国民年金・厚生年金保険年金証書
（写）
　・扶養義務者一覧（写）

条例第9条第1項第2号
生活保護法第29条2項

404 R2.3.19 提供 国民健康保険課
神奈川県松田警

察署
捜査関係事項照
会

国民健康保険加入時の情報（加入年月日、
住所、氏名、連絡先等）、保険利用状況。

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

405 R2.3.27 提供 国民健康保険課 那覇警察署
捜査関係事項照
会

保険加入状況、保険利用状況（利用地域・
名称等）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

406 R2.3.30 提供 国民健康保険課
静岡県御殿場警

察署
捜査関係事項照
会

資格取得年月日及び申請年月日、国民健康
保険記号・番号、国民健康保険交付年月
日・有効年月日、加入者氏名（家族を含
む）、保険診療記録（平成３１年４月から
現在まで）保険者番号。

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

407 R2.3.27 提供 市民税課
浜松市健康福祉
部健康増進課

証明書類の発行
依頼

平成31年度　所得証明（全項目）

条例第9条第1項第2号
難病法第5条第1講、第37
条、35条第１項、47条第
1項第2号
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②保健所分
届出
年月日

区分 所管課
利用課

又は提供先
業務の名称 保有個人情報の内容 利用及び提供の根拠

1 H31.4.2 外部提供 生活衛生課
沖縄国税事務

所

・食品営業許可台帳
・公衆浴場台帳
・旅館業法に基づく
営業許可台帳
・理容・美容台帳
・薬局・薬店台帳
・あん摩マッサージ
指圧師。はり師・
きゅう師台帳
・柔道整復師　施術
所台帳

食品営業許可。公衆浴場・旅館業法に基づく許
可
（許可番号、許可年月日、許可期限、初年度許
可日、営業種別、電話番号、携帯番号、営業所
電話番号、営業所名称、営業所所在地、経営者
氏名・生年月日、申請者住所）

理容美容・薬局薬店・あん摩マッサージ指圧
等・柔道整復師等
（開設年月日、店舗の名称、店舗所在地、開設
者氏名・生年月日・住所、電話番号、）

条例第９条第１項第２号
(国税通則法第74条の12

第6項)

2 H31.4.9 外部提供 生活衛生課
沖縄県

那覇警察署
食品衛生法に基づく
許可の有無

１　営業許可年月日
２　営業許可番号
３　営業所の名称及び所在地
４　営業者の住所、氏名、生年月日、連絡先
５　その他参考事項

条例第９条第１項第２号
(刑事訴訟法第197条第2

項)

3 H31.4.9 外部提供 生活衛生課
沖縄県

那覇警察署
食品衛生法に基づく
許可の有無

１　営業許可年月日
２　営業許可番号
３　営業所の名称及び所在地
４　営業者の住所、氏名、生年月日、連絡先
５　その他参考事項

条例第９条第１項第２号
(刑事訴訟法第197条第2

項)

4 H31.4.15 外部提供 生活衛生課
沖縄県

那覇警察署
食品衛生法に基づく
許可の有無

１　営業許可年月日、許可番号
２　営業者の所在地、名称
３　営業種別申請者の本籍、住所、氏名、生年
月日、連絡先
４　営業者法人の場合は、名称及び代表者氏名
の住所、氏名、
　　生年月日、連絡先
５　その他参考事項

条例第９条第１項第２号
(刑事訴訟法第197条第2

項)

5 H31.4.23 外部提供 生活衛生課
沖縄県

那覇警察署
食品衛生法に基づく
許可の有無

１　営業許可年月日、許可番号
２　営業者の所在地、名称
３　営業種別申請者の本籍、住所、氏名、生年
月日、連絡先
４　営業者法人の場合は、名称及び代表者氏名
の住所、氏名、
　　生年月日、連絡先
５　その他参考事項

条例第９条第１項第２号
(刑事訴訟法第197条第2

項)

6 H31.4.23 外部提供 生活衛生課
沖縄県

那覇警察署
食品衛生法に基づく
許可の有無

１　営業許可年月日、許可番号
２　営業者の所在地、名称
３　営業種別申請者の本籍、住所、氏名、生年
月日、連絡先
４　営業者法人の場合は、名称及び代表者氏名
の住所、氏名、
　　生年月日、連絡先
５　その他参考事項

条例第９条第１項第２号
(刑事訴訟法第197条第2

項)

7 H31.4.12 外部提供 生活衛生課 東京国税局
食品衛生法に基づく
許可の有無

１　営業所名称、所在地、電話番号
２　営業者氏名、住所、生年月日、電話番号
３　営業の種類
４　許可番号、許可年月日、許可有効期限
５　食品衛生責任者
６　廃業年月日
７　廃業者
８　申請書類の写し

条例第９条第１項第２号
(国税通則法第74条の12)

8 H31.4.26 外部提供 生活衛生課
沖縄県

那覇警察署
食品衛生法に基づく
許可の有無

申請書類の写し
条例第９条第１項第２号
(刑事訴訟法第197条第2

項)

9 R1.5.7 外部提供 生活衛生課 東京国税局
食品衛生法に基づく
許可の有無

１　営業所名称、所在地、電話番号
２　営業者氏名、住所、生年月日、電話番号
３　営業の種類
４　許可番号、許可年月日、許可有効期限
５　食品衛生責任者
６　廃業年月日
７　廃業者
８　申請書類の写し

条例第９条第１項第２号
(国税通則法第74条の12)

10 R1.5.30 外部提供 生活衛生課
東京都中央都
税事務所

食品衛生法に基づく
許可の有無

１　申請人の住所・氏名
２　営業許可年月日及び許可期間
３　名称及び営業種別、営業内容
４　許可条件
５　その他参考となる事柄

条例第９条第１項第２号
(地方税法第20条の11)

11 R1.5.8 外部提供 生活衛生課
福岡出入国在
留管理局那覇

支局

食品衛生法に基づく
許可の有無

１　営業所の名称、所在地
２　営業の種類、電話番号
３　営業者の氏名、生年月日、住所
４　営業許可年月日、許可番号、許可期限
５　営業所平面図の写し

条例第９条第１項第２号
(出入国管理及び難民認
定法第19条の37第3項)

12 R1.5.9 外部提供 生活衛生課 渋谷税務署
食品衛生法に基づく
許可の有無

１　営業者氏名、電話、住所、生年月日
２　営業所名称、電話、所在地、
３　食品衛生責任者氏名、資格の種類
４　営業許可番号、許可区分、初回許可日、営
業の種類、許可期限

条例第９条第１項第２号
(国税通則法第74条の12)

13 R1.5.14 外部提供 生活衛生課 東京国税局
食品衛生法に基づく
許可の有無

営業許可の有無
条例第９条第１項第２号
(国税通則法第74条の12)

14 R1.5.17 外部提供 生活衛生課
沖縄県

那覇警察署
食品衛生法に基づく
許可の有無

１　営業許可年月日
２　営業許可番号
３　営業所の名称及び所在地
４　営業者の住所、氏名、生年月日、連絡先
５　その他参考事項

条例第９条第１項第２号
(刑事訴訟法第197条第2
項)

15 R1.5.13 外部提供 生活衛生課
沖縄国税事務

所
食品衛生法に基づく
許可の有無

１　営業許可の有無
２　初年度許可日、許可期限
３　営業所名称、所在地、電話番号
４　営業の種類

条例第９条第１項第２号
(国税徴収法第146条の2)
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届出
年月日

区分 所管課
利用課

又は提供先
業務の名称 保有個人情報の内容 利用及び提供の根拠

16 R1.6.18 外部提供 生活衛生課
沖縄県
警察本部

食品衛生法に基づく
許可の有無

１　営業所所在地、電話番号
２　営業所名称
３　許可番号、許可年月日
４　営業の種類
５　申請者氏名、住所、生年月日
６　申請年月日
７　登記簿謄本の写し（法人の場合）
８　申請書類の写し

条例第９条第１項第２号
(刑事訴訟法第197条第２

項)

17 R1.6.18 外部提供 生活衛生課
沖縄県
警察本部

食品衛生法に基づく
許可の有無

１　営業所所在地、電話番号
２　営業所名称
３　許可番号、許可年月日
４　営業の種類
５　申請者氏名、住所、生年月日
６　申請年月日
７　登記簿謄本の写し（法人の場合）
８　申請書類の写し

条例第９条第１項第２号
(刑事訴訟法第197条第２

項)

18 R1.6.18 外部提供 生活衛生課
沖縄県
警察本部

食品衛生法に基づく
許可の有無

１　営業所所在地、電話番号
２　営業所名称
３　許可番号、許可年月日
４　営業の種類
５　申請者氏名、住所、生年月日
６　申請年月日
７　登記簿謄本の写し（法人の場合）
８　申請書類の写し

条例第９条第１項第２号
(刑事訴訟法第197条第２

項)

19 R1.7.1 外部提供 生活衛生課
那覇労働基準

監督署
食品衛生法に基づく
許可の有無

１　営業所所在地、名称
２　申請者氏名
３　営業許可申請日、許可年月日
４　申請書類の写し

条例第９条第１項第２号
(賃金の支払の確保等に
関する法律第12条の2第1

項)

20 R1.7.12 外部提供 生活衛生課
千葉県

銚子警察署
食品衛生法に基づく
許可の有無

１　初回許可年月日
２　営業者住所、氏名、生年月日、電話番号
３　営業の種類
４　営業所名称
５　営業所所在地
６　営業所電話番号
７　許可番号
８　許可の有効期限
９　許可条件
１０　立入りの検査年月日
１１　行政処分等の実施歴

条例第９条第１項第２号
(刑事訴訟法第197条第２

項)

21 R1.7.18 外部提供 生活衛生課
沖縄県

那覇警察署
食品衛生法に基づく
許可の有無

１　営業許可年月日、許可番号
２　営業者の所在地、名称
３　営業種別申請者の本籍、住所、氏名、生年
月日、連絡先
４　営業者法人の場合は、名称及び代表者氏名
の住所、氏名、
　　生年月日、連絡先
５　その他参考事項

条例第９条第１項第２号
(刑事訴訟法第197条第２

項)

22 R1.7.16 外部提供 生活衛生課
沖縄県

那覇警察署
食品衛生法に基づく
許可の有無

１　営業許可年月日
２　営業許可番号
３　営業所の名称及び所在地
４　営業者の住所、氏名、生年月日、連絡先
５　その他参考事項

条例第９条第１項第２号
(刑事訴訟法第197条第２

項)

23 R1.7.16 外部提供 生活衛生課
沖縄県

那覇警察署
食品衛生法に基づく
許可の有無

１　営業許可年月日
２　営業許可番号
３　営業所の名称及び所在地
４　営業者の住所、氏名、生年月日、連絡先
５　その他参考事項

条例第９条第１項第２号
(刑事訴訟法第197条第２

項)

24 R1.7.22 外部提供 生活衛生課
那覇労働基準

監督署
食品衛生法に基づく
許可の有無

１　営業所の所在地、名称
２　営業許可の有無
３　申請者氏名
４　申請者住所

条例第９条第１項第２号
(労働基準法第104条)

25 R1.7.30 外部提供 生活衛生課
沖縄県

那覇警察署
食品衛生法に基づく
許可の有無

営業許可の有無
条例第９条第１項第２号
(刑事訴訟法第197条第２

項)

26 R1.7.18 外部提供 生活衛生課 沖縄労働局
食品衛生法に基づく
許可の有無

１　営業者の氏名
２　営業者の住所
３　営業者の生年月日

条例第９条第１項第２号
(国税徴収法第141条)

27 R1.8.2 外部提供 生活衛生課
沖縄国税事務

所
クリーニング業法に
基づく届出の有無

営業許可年月日、申請日、初年度許可日、許可
期限、許可番号、営業所所在地、名称、営業種
別、営業者情報（住所、氏名、生年月日、連絡
先）、営業所の構造及び設備の概要、営業許可
証の郵送先（※移送先も含む）

条例第９条第１項第２号
(国税通則法第74条の12

第6項)

28 R1.8.7 外部提供 生活衛生課
沖縄国税事務

所
クリーニング業法に
基づく届出の有無

許可番号、確認年月日、営業種別、電話番号、
携帯番号、営業所電話番号、営業所名称、営業
所所在地、申請者名、申請者生年月日、申請者
住所、管理人、管理人生年月日、管理人住所

条例第９条第１項第２号
(国税通則法第74条の12

第6項)

29 R1.8.9 外部提供 生活衛生課 沖縄弁護士会
食品衛生法に基づく
許可の有無

１　営業所所在地、名称
２　申請者氏名
３　申請者住所、電話番号
４　名義変更の有無

条例第９条第１項第２号
(弁護士法第23条の２)

30 R1.8.14 外部提供 生活衛生課
神奈川県藤沢
北警察署

食品衛生法に基づく
許可の有無

営業許可の有無
条例第９条第１項第２号
(刑事訴訟法第197条第２

項)

31 R1.8.13 外部提供 生活衛生課 那覇税務署
食品衛生法に基づく
許可の有無

１　営業所名称、所在地
２　許可番号、許可年月日
３　申請者名
４　営業の種類
５　申請書類の写し

条例第９条第１項第２号
(国税通則法第74条の12

第6項)

32 R1.8.13 外部提供 生活衛生課 北那覇税務署
食品衛生法に基づく
許可の有無

営業許可の有無
条例第９条第１項第２号
(国税通則法第74条の12

第6項)

33 R1.8.27 外部提供 生活衛生課 那覇税務署
食品衛生法に基づく
許可の有無

１　営業所名称、所在地
２　許可番号、許可年月日
３　申請者名
４　営業の種類
５　申請書類の写し

条例第９条第１項第２号
(国税通則法第74条の２

第２項)
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届出
年月日

区分 所管課
利用課

又は提供先
業務の名称 保有個人情報の内容 利用及び提供の根拠

34 R1.8.30 外部提供 生活衛生課 京橋税務署
食品衛生法に基づく
許可の有無

１　営業者氏名、所在地、生年月日
２　営業所名称、所在地、電話番号
３　食品衛生責任者氏名
４　営業許可番号、初回許可年月日、許可期
間、申請区分
５　営業の種類
６　申請書類の写し

条例第９条第１項第２号
(国税通則法第74条の12)

35 R1.8.28 外部提供 生活衛生課
福岡出入国在
留管理局那覇

支局

食品衛生法に基づく
許可の有無

１　屋号、名称、所在地
２　業種、電話番号
３　営業者にかかる氏名、生年月日、住所、
４　営業許可にかかる許可年月日、許可番号、
許可期限
５　営業設備配置図（店内見取図）
６　法人登記簿写し（営業者が法人の場合に限
る）

条例第９条第１項第２号
(出入国管理法及び難民
認定法第28条第2項)

36 R1.8.28 目的外利用 生活衛生課 納税課
食品衛生法に基づく
許可の有無

食品営業許可申請書の写し
条例第９条第１項第2号
(国税徴収法第141条)

37 R1.9.2 外部提供 生活衛生課
沖縄県

那覇警察署
食品衛生法に基づく
許可の有無

１　営業許可年月日、許可番号
２　営業者の所在地、名称
３　営業種別申請者の本籍、住所、氏名、生年
月日、連絡先
４　営業者法人の場合は、名称及び代表者氏名
の住所、氏名、
　　生年月日、連絡先
５　その他参考事項

条例第９条第１項第２号
(刑事訴訟法第197条第２

項)

38 R1.9.2 外部提供 生活衛生課
沖縄県

那覇警察署
食品衛生法に基づく
許可の有無

１　営業許可年月日、許可番号
２　営業者の所在地、名称
３　営業種別申請者の本籍、住所、氏名、生年
月日、連絡先
４　営業者法人の場合は、名称及び代表者氏名
の住所、氏名、
　　生年月日、連絡先
５　その他参考事項

条例第９条第１項第２号
(刑事訴訟法第197条第２

項)

39 R1.9.3 外部提供 生活衛生課 那覇区検察庁
食品衛生法に基づく
許可の有無

１　営業許可年月日、許可番号
２　営業者の所在地、名称
３　営業種別
４　営業者の住所、氏名、生年月日、連絡先
５　営業所の構造及び設備の概要
５　その他参考事項（申請書の写し等）

条例第９条第１項第２号
(刑事訴訟法第507条)

40 R1.9.25 外部提供 生活衛生課
九州厚生局沖
縄麻薬取締支

所

食品衛生法に基づく
許可の有無

１　営業所の名称、所在地、電話番号
２　営業の種類
３　許可番号、許可日
４　有効期限
５　申請者の氏名、住所、電話番号
６　申請書類等の写し

条例第９条第１項第２号
(刑事訴訟法第197条第２

項)

41 R1.9.25 外部提供 生活衛生課
神奈川県藤沢
北警察署

食品衛生法に基づく
許可の有無

営業許可の有無
条例第９条第１項第２号
(刑事訴訟法第197条第２

項)

42 R1.9.25 外部提供 生活衛生課
沖縄国税事務

所
クリーニング業法に
基づく届出の有無

営業許可年月日、許可期限、許可番号、営業所
所在地、名称、営業種別、営業者の住所・氏
名・生年月日・連絡先、営業所の構造及び設備
の概要

条例第９条第１項第２号
(国税通則法第74条の12

第6項)

43 R1.9.9 外部提供 生活衛生課 那覇税務署
住宅宿泊事業法に基
づく届出の有無

届出番号、届出年月日、商号及び名称または氏
名・住所及び連絡先、代表者または個人に関す
る事項、役員に関する事項、住宅宿泊管理業に
関する事項、住所、営業所または事務所に関す
る事項、住宅宿泊管理業の委託に関する事項、
その他

条例第９条第１項第２号
(国税通則法第74条の12

第6項)

44 R1.9.10 外部提供 生活衛生課
那覇労働基準

監督署
食品営業許可申請書 食品営業許可申請書の写し

条例第９条第１項第２号
(賃金の支払の確保に関
する法律第12条の２第2

項)

45 R1.9.12 外部提供 生活衛生課 福岡国税局
理容師法及び美容師
法に基づく許可の有
無

施設所在地、検査確認日、廃止日、屋号、開設
者氏名、開設者住所、図面の写し、従業者氏名
及び生年月日、開設届の写し、開設届出変更事
項の写し

条例第９条第１項第２号
(国税通則法第74条の12

第6項)

46 R1.10.16 外部提供 生活衛生課 沖縄労働局
食品衛生法に基づく
許可の有無

１　営業所名称、所在地
２　営業者氏名
３　営業者住所
４　営業者生年月日

条例第９条第１項第２号
(国税徴収法第141条)

47 R1.10.9 外部提供 生活衛生課
那覇労働基準

監督署
食品営業許可申請書 食品営業許可申請書の写し

条例第９条第１項第２号
(賃金の支払の確保に関
する法律第12条の２第1

項)

48 R1.10.25 外部提供 生活衛生課
沖縄県

那覇警察署
興行場法に基づく許
可の有無

施設所在地、施設名称、申請者名、申請者生年
月日、許可の有無、許可日、許可番号

条例第９条第１項第２号
(刑事訴訟法第197条第2

項)

49 R1.10.11 外部提供 生活衛生課 荏原税務署
食品衛生法に基づく
許可の有無

営業許可の有無
条例第９条第１項第２号
(国税通則法第74条の12

第6項)

50 R1.10.11 外部提供 生活衛生課
神奈川県藤沢
北警察署

食品衛生法に基づく
許可の有無

営業所名称・所在地、申請者名・住所
条例第９条第１項第２号
(国税通則法第74条の12

第6項)

51 R1.11.6 外部提供 生活衛生課
沖縄県警察本

部
食品衛生法に基づく
許可の有無

１　営業所所在地、電話番号
２　営業所の名称
３　許可番号、許可年月日
４　営業の種類
５　申請者氏名、住所、生年月日
６　申請年月日
７　申請者の欠格事項の有無
８　営業所の設備・構造

条例第９条第１項第２号
(刑事訴訟法第507条)

52 R1.11.14 外部提供 生活衛生課
沖縄県豊見城

警察署
住宅宿泊事業法に基
づく届出の有無

届出書及び関係書類
条例第９条第１項第２号
(刑事訴訟法第197条第2

項)
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年月日

区分 所管課
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又は提供先
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53 R1.11.25 外部提供 生活衛生課
沖縄県警察本

部
食品衛生法に基づく
許可の有無

１　営業所所在地、電話番号
２　営業所の名称
３　許可番号、許可年月日
４　営業の種類
５　申請者氏名、住所、生年月日
６　申請年月日
７　申請者の欠格事項の有無
８　営業所の設備・構造

条例第９条第１項第２号
(刑事訴訟法第197条第2

項)

54 R1.12.10 外部提供 生活衛生課
神奈川県藤沢
北警察署

食品衛生法に基づく
許可の有無

１　申請者の住所、氏名、連絡先
２　申請日、営業許可年月日
３　営業所の所在地、名称、営業時間等
４　営業施設の配置図等の写し
５　その他参考事項

条例第９条第１項第２号
(刑事訴訟法第197条第２

項)

55 R1.12.17 外部提供 生活衛生課
沖縄県那覇警

察署
食品衛生法に基づく
許可の有無

１　許可年月日
２　営業許可番号
３　営業所の所在地、名称
４　営業者の住所、氏名、生年月日、連絡先
５　その他参考事項

条例第９条第１項第２号
(刑事訴訟法第197条第３

項)

56 R1.12.18 外部提供 生活衛生課
武蔵府中税務

署
食品衛生法に基づく
許可の有無

１　営業者氏名、電話、住所、生年月日
２　営業所名称、電話、所在地、
３　食品衛生責任者氏名・住所・生年月日、資
格の種類
４　営業許可番号、許可区分、初回許可日、営
業の種類、許可期限

条例第９条第１項第２号
(国税通則法第74条の12

第6項)

57 R2.1.17 外部提供 生活衛生課
沖縄県那覇警

察署
公衆浴場業法に基づ
く許可の有無

１　許可年月日及び許可番号
２　営業所の所在地、名称
３　営業種別
４　営業者住所、氏名、生年月日、連絡先
５　その他連絡事項

条例第９条第１項第２号
(刑事訴訟法第197条第２

項)

58 R2.1.22 外部提供 生活衛生課
沖縄県那覇警

察署
公衆浴場業法に基づ
く許可の有無

１　許可年月日及び許可番号
２　営業所の所在地、名称
３　営業種別
４　営業者住所、氏名、生年月日、連絡先
５　営業所の構造及び設備の概要
５　その他参考事項

条例第９条第１項第２号
(刑事訴訟法第197条第２

項)

59 R2.1.9 外部提供 生活衛生課 沖縄労働局
食品衛生法に基づく
許可の有無

１　営業所名称、所在地、電話番号
２　申請者名
３　営業の種類
４　許可年月日
５　代表者役職
６　代表者名
７　申請者住所・電話番号

条例第９条第１項第２号
(労働保険徴収法第43条

の２)

60 R2.1.24 外部提供 生活衛生課
沖縄県那覇警

察署
食品衛生法に基づく
許可の有無

１　許可年月日
２　営業種別
３　営業所の所在地、名称
４　営業者住所、氏名、生年月日、連絡先
５　有効期限
６　その他連絡事項

条例第９条第１項第２号
(刑事訴訟法第197条第２

項)

61 R2.1.22 外部提供 生活衛生課
北海道警察本

部
食品衛生法に基づく
許可の有無

１　申請者住所
２　申請者氏名
３　営業の種類
４　許可条件
５　有効期限
６　その他関連事項

条例第９条第１項第２号
(刑事訴訟法第197条第２

項)

62 R2.1.22 外部提供 生活衛生課 市川税務署
食品衛生法に基づく
許可の有無

１　申請日、営業者氏名・電話番号・住所、営
業所屋号・電話、業種、許可の期間、廃業の届
出日
２　営業所名称、電話、所在地、

条例第９条第１項第２号
(国税通則法第74条の12

第6項)

63 R2.1.23 外部提供 生活衛生課 沖縄労働局
食品衛生法に基づく
許可の有無

１　営業所名称、所在地、電話番号
２　申請者名
３　営業の種類
４　許可年月日
５　代表者役職
６　代表者名
７　申請者住所・電話番号

条例第９条第１項第２号
(労働保険徴収法第43条

の２)

64 R2.2.4 外部提供 生活衛生課
那覇労働基準

監督署
医療法に基づく申請
等の有無

１　診療所開設許可申請書
２　診療所開設届
３　病院・診療所・助産所開設許可（届出）事
項変更届
４　病院・診療所・助産所休止届
５　病院・診療所・助産所再開届
６　上記１～６の添付書類

条例第９条第１項第２号
(賃金の支払の確保に関
する法律第12条の２第2

項)

65 R2.2.17 外部提供 生活衛生課
沖縄県

那覇警察署
食品衛生法に基づく
許可の有無

１　営業許可年月日、許可番号
２　営業者の所在地、名称
３　営業種別、申請者の本籍、住所、氏名、生
年月日、連絡先
４　営業者法人の場合は、名称及び代表者氏名
の住所、氏名、
　　生年月日、連絡先
５　その他参考事項

条例第９条第１項第２号
(刑事訴訟法第197条第２

項)

66 R2.2.4 外部提供 生活衛生課 沖縄労働局
美容師法に基づく許
可の有無

営業者氏名、営業者住所、営業者生年月日
条例第９条第１項第２号
(国税徴収法第141条)
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届出
年月日

区分 所管課
利用課

又は提供先
業務の名称 保有個人情報の内容 利用及び提供の根拠

67 R2.2.20 外部提供 生活衛生課
沖縄県

那覇警察署
食品衛生法に基づく
許可の有無

１　営業許可年月日、許可番号
２　営業者の所在地、名称
３　営業者の住所、氏名、生年月日、連絡先
４　その他参考事項

条例第９条第１項第２号
(刑事訴訟法第197条第２

項)

68 R2.2.21 外部提供 生活衛生課
沖縄国税事務

所
食品衛生法に基づく
許可の有無

営業許可年月日、許可期限、許可番号、営業所
所在地、名称、営業種別、営業者の住所・氏
名・生年月日・連絡先、営業所の構造及び設備
の概要

条例第９条第１項第２号
(国税通則法第131条第２

項)

69 R2.3.13 外部提供 生活衛生課 北那覇税務署
食品衛生法に基づく
許可の有無

１　営業許可申請の有無、初年度許可日、許可
期限日
２　営業所名称、所在地、電話番号
３　営業の種類
４　その他参考事項

条例第９条第１項第２号
(国税徴収法第146条の2)

70 R2.2.17 外部提供 生活衛生課
沖縄国税事務

所
食品衛生法に基づく
許可の有無

営業許可年月日、申請日、初回許可日、許可期
限、許可番号、営業所名称・所在地、営業の種
類、営業者氏名・電話・住所・生年月日、営業
所の構造及び設備の概要、食品衛生責任者氏
名・住所・生年月日・資格の種類・届出日、営
業許可証の郵送先（移送先）

条例第９条第１項第２号
(国税通則法第741条の12

第6項)
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③上下水道局分
届出
年月日

区分 所管課
利用課

又は提供先
業務の名称 保有個人情報の内容 利用及び提供の根拠

1 R1.7.4
目的外利

用
上下水道局

料金サービス課
上下水道局
企画経営課

令和元年度那覇
市の水道・下水
道に関するアン
ケート調査

水道利用者の住所及び氏名　3,900件（本庁地
区1,312件、真和志地区1,292件、首里地区621
件、小禄地区675件）

条例第9条第1項第5号

2 H31.4.16 提供
上下水道局

料金サービス課
中京税務署 公共料金照会

使用番号、メーター番号、使用者住所・氏名、
開閉栓年月日、使用量、料金支払方法

条例第9条第1項第2号
国税通則法第74条の2、

74条の3

3 H31.4.22 提供
上下水道局

料金サービス課
王子税務署 取引の照会

契約者名、契約場所、料金の受領方法、振替口
座、顧客コード番号、契約年月日、自平成25年
1月1日至平成30年12月31日の各月の使用量及び
料金

条例第9条第1項第2号
国税通則法第74条の12

4 H31.4.23 提供
上下水道局

料金サービス課
戸塚税務署 取引の照会

契約者名、契約場所、料金の受領方法、振替口
座、顧客コード番号、契約年月日、自平成26年
1月1日至平成30年12月31日の各月の使用量及び
料金

条例第9条第1項第2号
国税通則法第74条の12

5 R1.5.16 提供
上下水道局

料金サービス課
沖縄国税事務所 所得税調査 振替口座、開始年月日、水道使用量、請求金額

条例第9条第1項第2号
国税通則法第74条の12

6 R1.5.17 提供
上下水道局

料金サービス課
東京国税局 税務調査

契約者名、契約場所、料金の受領方法、振替口
座、顧客コード番号、契約年月日、使用量及び
料金

条例第9条第1項第2号
国税通則法第74条の12

7 R1.5.22 提供
上下水道局

料金サービス課
沖縄県警察

捜査関係事項照
会

契約年月日、契約者住所、氏名、料金の支払方
法、契約以降の現在までの間の水道使用量、料
金滞納の有無、契約時の申込書類等の写し、そ
の他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

8 R1.6.28 提供
上下水道局

料金サービス課
警視庁築地警察

署
捜査関係事項照
会

取引の有無、契約時の使用者住所、氏名、契約
年月日、連絡先、支払情報、使用状況、使用量
等、その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

9 R1.8.8 提供
上下水道局

料金サービス課
沖縄県那覇警察

署
捜査関係事項照
会

契約者氏名、契約者生年月日、支払い方法
条例第9条第1項第2号

刑事訴訟法第197条第2項

10 R1.8.20 提供
上下水道局

料金サービス課
沖縄県沖縄警察

署
捜査関係事項照
会

契約年月日、契約者氏名、住所、料金支払方
法、請求書等送付先

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

11 R1.9.4 提供
上下水道局

料金サービス課
神奈川県伊勢原

警察署
捜査関係事項照
会

契約日、契約者氏名、契約者住所、請求書送付
先住所、氏名、支払方法

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

12 R2.1.16 提供
上下水道局
料金サービス

課
東京国税局 税務調査

・契約者名
・契約場所
・料金の受領方法
・顧客コード番号（水道番号）
・契約年月日

条例第9条第1項第2号
国税徴収法第141条

13 R2.1.9 提供
上下水道局
料金サービス

課

沖縄県沖縄警察
署

捜査関係事項照
会

契約年月日、契約者氏名、住所、料金支払
方法、請求書等送付先、途中供給停止など
の事実とその期間

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

14 R1.12.24 提供
上下水道局
料金サービス

課

埼玉県本庄警察
署

捜査関係事項照
会

1　契約年月日
2　契約者関係（契約者住所、氏名）
3　料金支払方法
4　その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

15 R1.12.17 提供
上下水道局
料金サービス

課
港年金事務所 照会 取引の有無、債券、債務の有無

条例第9条第1項第2号
国税徴収法第141条

16 R1.11.29 提供
那覇上下水道
局　料金サー

ビス課

福岡県博多臨港
警察署

捜査関係事項照
会

・使用場所住所
・契約者氏名
・料金支払い方法
・契約内容
・水道使用量

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項
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届出
年月日

区分 所管課
利用課

又は提供先
業務の名称 保有個人情報の内容 利用及び提供の根拠

17 R1.11.22 提供
那覇上下水道
局　料金サー

ビス課

東京地方検察庁
特別捜査部

捜査関係事項照
会

契約者名、契約者住所
契約日及び供給開始日
料金支払方法の詳細
各月の使用量、使用料金等
料金滞納の有無

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

18 R1.10.17 提供
上下水道局
料金サービス

課
東京税関

捜査関係事項照
会

・契約者情報（氏名、使用者住所）
・支払方法
・利用開始日
・利用状況

条例第9条第1項第2号
関税法119条第2項

19 R2.1.24 提供
上下水道局
料金サービス

課
石垣区検察庁 裁判執行関係事項照会

上下水道契約の有無、住所、契約年月日、
請求書送付先、料金支払い方法

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第507条

20 R2.1.22 提供
上下水道局
料金サービス

課

警視庁練馬警察
署

捜査関係事項照
会

・取引の有無　・契約書住所、氏名　・契
約年月日　・支払情報　・使用状況、使用
量等

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

21 R2.1.22 提供
上下水道局
料金サービス
課

沖縄県那覇警察
署

捜査関係事項照
会

契約年月日、契約者住所、契約者氏名、料
金支払人、支払方法、料金請求書等の送付
先

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

22 R2.2.18 提供
上下水道局
料金サービス

課

沖縄県那覇警察
署

捜査関係事項照
会

契約年月日、契約者住所、契約者氏名、料
金支払人、支払方法、料金請求書等の送付
先

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

23 R2.3.16 提供
上下水道局
料金サービス

課

沖縄県那覇警察
署

捜査関係事項照
会

契約年月日、契約者住所、契約者氏名、料
金支払人、支払方法、料金請求書等の送付
先、その他関係事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第２
項

24 R2.3.30 提供
上下水道局
料金サービス

課

長崎県長崎警察
署

捜査関係事項照
会

・水道契約事実の有無
・契約年月日、氏名
・水道料金支払い方法、納付書の郵送先
・使用料金、支払い状況、水道使用量、検
針日

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項
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④市立病院分
届出

年月日
区分 所管課

利用課
又は提供先

業務の名称 保有個人情報の内容 利用及び提供の根拠

1 H31.4.15 提供 診療情報管理室 横浜地方裁判所 送付嘱託書

送付嘱託書（患者に関する平成30年5月5日か
ら平成30年8月27日までのカルテ、診断書その
他医療記録（レントゲン、MRI等の画像記録を
含む）

条例第9条第1項第2号
民事訴訟法226条

2 H31.4.19 提供
ドクターエイド

室
浦添警察署

捜査関係事項照
会書

病名、病状及びその程度（負傷理由、現在治
療継続中である場合、現在の状態、日常生活
への影響の有無、影響があればその内容等も
併せて回答願います）、初診年月日及び最終
受診年月日、入院・通院期間及び治療内容、
投薬剤及び処方箋の種類、名称、効能、副作
用、転院の有無、あれば転院元及び転院先の
病院名、担当医師名、保証人の有無、医療費
支払いの有無、その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

3 H31.4.23 提供
ドクターエイド

室
浦添警察署

捜査関係事項照
会書

本年4月16日、左肩の痛みを訴えて受診した同
件に対し、傷病名、負傷程度及び全治日数、
後遺症の有無、受診時における蒸気児童によ
る負傷理由の説明内容、その他上記児童の特
異な言動の有無、あればその内容、投薬剤及
び処方薬の種類、名称、効能、副作用、受診
時に貴院において撮影した写真があれば、そ
の写し、担当医師名、その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

4 H31.4.24 提供
ドクターエイド

室
宜野湾警察署

捜査関係事項照
会書

初診年月日及び最終診療年月日、病名及び病
状、処方薬の種類及び効力、意思疎通能力の
程度、理非弁別能力の有無及び程度、診療時
における言動、態度及び症状など、その他参
考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

5 R1.5.7 提供 診療情報管理室
沖縄県警察本部
刑事部組織犯罪

対策課
診療業務 保管中の電子カルテ及び検査資料等の写し

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

6 R1.5.16 提供
ドクターエイド

室
那覇警察署

捜査関係事項照
会書

5月5日における貴院での受診の有無、受診が
あれば、当時の受診理由及び来院時の症状
（体温や自覚症状、来院前の薬の服用の有
無）、診察時の措置（点滴や投薬の有無）及
び診断結果、総合的に判断して、突然の意識
喪失可能性の有無、帰宅時の介助の必要性の
有無

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

7 R1.5.16 提供
ドクターエイド

室
那覇警察署

捜査関係事項照
会書

平成31年4月下旬に貴院に入院歴がある旨の家
族の申し出があるので、当時の入院理由及び
入院期間、診断結果（傷病名）、主な症状、
退院後事故当時に上記傷病名の再発の可能性
の有無

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

8 R1.5.29 提供
ドクターエイド

室
那覇警察署

捜査関係事項照
会書

病名、病状、通院歴（初診年月日及び最終通
院年月日）、入院歴、手術歴、処方薬（処方
薬の名称）、その他参考事項（最終来院治血
圧等）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

9 R1.6.10 提供 診療情報管理室 那覇地方裁判所 送付嘱託書

送付嘱託書（患者について、貴院において作
成され、または保管している医療記録（診療
録、看護記録、問診票、検査記録、保険診療
報酬請求書控などの書類又はそれらに代わる
書類。エックス線、MRI等フィルムなどの資
料）のすべて

条例第9条第1項第2号
民事訴訟法226条

10 R1.6.10 提供 診療情報管理室

公益財団法人日
本医療機能評価
機産科医療保障

制度運営部

診療業務
産科医療保障制度の「原因分析」のための診
療録等の提供

条例第9条第1項第1号

11 R1.6.12 提供 診療情報管理室
福岡高等裁判所
那覇支部民事部

ⅡA係
診療業務

平成21年8月9日～退院するまでの診療録の写
し

条例第9条第1項第2号
民事訴訟法226条

12 R1.6.17 提供
ドクターエイド

室
那覇区検察庁

裁判執行関係事
項照会書

診断傷病名、入院期間、通院期間等（実際の
通院日やリハビリ通院日等）、手術の実施、
治療内容及び回答日現在の病状等、前記傷病
の治癒（見込み）日又は症状固定（見込み）
日、その他参考事項（他院通院の有無等貴院
で把握済みの諸事情を記載願います）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

13 R1.6.28 提供
ドクターエイド

室
宜野湾警察署

捜査関係事項照
会書

初診年月日及び最終診療年月日、病名及び病
状、処方薬の種類及び効力、意思疎通能力の
程度、理非弁別能力の有無及び程度、診療時
における言動、態度及び症状など、その他参
考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

14 R1.7.5 提供
ドクターエイド

室
沖縄区検察庁

裁判執行関係事
項照会書

同人の病床名・治療状況、今後の治療予
定、完治見込みの（入院期間・転院先
等）、刑事施設で60日の労役留置に耐え
られるか、労役場留置が不可能な場合は
その理由、その他参考事項（決まってい
る通院日等）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

15 R1.7.26 提供
ドクターエイド

室
那覇警察署

捜査関係事項照
会書

通院、入院年月日、診断名および同診断の加
療期間、処方薬の有無、あればその名称及び
効能、主治医の氏名、その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

16 R1.7.30 提供 診療情報管理室
那覇署刑事第1

課
診療業務 7月7日から7月9日までのカルテの写し

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

17 R1.8.1 提供
ドクターエイド

室
那覇海上保安部

捜査関係事項照
会書

令和元年7月28日に救急搬送されたものの診断
書の交付

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

18 R1.8.2 提供
ドクターエイド

室
那覇警察署

捜査関係事項照
会書

診断名、症状、初診年月日及び最終年月日、
入院歴の有無、あればその期間、処方薬

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項
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届出
年月日

区分 所管課
利用課

又は提供先
業務の名称 保有個人情報の内容 利用及び提供の根拠

19 R1.8.22 提供
ドクターエイド

室
那覇警察署

捜査関係事項照
会書

（１）上記患者は骨粗鬆症若しくはその可能
性があるか（２）上記患者が歩行中に自ら転
倒した場合、脚部のどの部位を負傷する事が
考えられるか（３）上記患者の「右下腿骨開
放骨折」の負傷について、タイヤに踏まれる
などの外的な力が加わった負傷か、タイヤに
負った負傷か、その他の状況による負傷か
（４）上記患者が歩行中に声遺物（停車中の
車両）にぶつかった場合でも今回のような負
傷を負うか

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

20 R1.8.23 提供 診療情報管理室
那覇署刑事第1

課
診療業務 診察時に作成したカルテの写し

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

21 R1.8.26 提供 診療情報管理室 沖縄県知事
診療業務（全国
がん登録届出）

患者氏名、性別、生年月日、現住所、診断
名、進行度、悪性新生物の既往、初診年月
日、症状初発年月日、診断（疑診）年月日、
入院の有無、診断方法、治療方法、現在の状
態、紹介した医療機関名、受診動態等　952件

条例第9条第1項第5号

22 R1.8.27 提供 診療情報管理室
埼玉県狭山市役

所
診療業務 診療報酬明細書

条例第9条第1項第2号
狭山市個人情報保護条例

第14条第1項

23 R1.8.27 提供
ドクターエイド

室
沖縄区検察庁

裁判執行関係事
項照会書

同人の病床名・治療状況、今後の治療予
定、完治見込みの有無等（入院期間・転
院先等）、刑事施設で60日の労役留置に
耐えられるか、労役場留置が不可能な場
合はその理由、その他参考事項（決まっ
ている通院日等）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

24 R1.8.28 提供 診療情報管理室
那覇署刑事第1

課
診療業務 令和元年８月25日受診した際のカルテの写し

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

25 R1.9.26 提供
ドクターエイド

室
那覇警察署

捜査関係事項照
会書

上記の者について直近の受診状況　１．受診
年月日　２．受診理由　３．受診結果　４.受
診時の状況　５．その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

26 R1.10.3 提供
ドクターエイド

室
那覇労働基準監

督署
捜査関係事項照
会書

平成30年4月16日と思われる日に初診（被災
日）した治療について　１．初診した年月日
２．傷病名およびその原因　３．治療概要
４．治療期間（入院の場合は、入院期間も）
５．診療時点で判断された休業見込み日数
６．治療に用意した費用の支払い等（診療に
要した費用の支払金額、労災保険または健康
保険等に係る各種保険の使用の有無（有の場
合使用した保険の名称）

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

27 R1.10.4 提供
ドクターエイド

室
那覇区検察庁

裁判執行関係事
項照会書

１．初診日　２．初診日以降の受診日　３．
傷病名の各打撲について、診断時における多
角的所見の有無とその内容　４．その他参考
事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

28 R1.10.8 提供 診療情報管理室
那覇署刑事第1

課
診療業務

平成30年9月18日～症状固定日までのすべての
診療情報

条例第9条第1項第1号
弁護士により損害賠償請
求のため（本人同意）

29 R1.10.24 提供 診療情報管理室 那覇地方裁判所 送付嘱託書

患者について、貴院において作成され、また
は保管している医療記録（診療録、看護記
録、問診票、検査記録、保険診療報酬請求書
控などの書類又はそれらに代わる書類。エッ
クス線、MRI等フィルムなどの資料）の全て。

条例第9条第1項第2号
民事訴訟法226条

30 R1.12.5 提供 診療情報管理室
みずほ法律事務

所
診療業務

診療録（カルテ）・検査記録・検査成績表・
看護記録・画像データ等一切。

条例第9条第1項第1号
弁護士により損害賠償請
求のため（本人同意）

31 R1.12.12 提供 ドクターエイド室 名護海上保安署
捜査関係事項照
会書

平成30年4月1日から平成31年4月9日までの間
通院歴があれば、その年月日、受診科、病名
について入院歴があればその期間、病名及び
病状

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

32 R1.12.19 提供 診療情報管理室
中島総合法律事

務所
診療業務 治療内容を示す診療録などの資料一式の写し

条例第9条第1項第1号
弁護士により損害賠償請
求のため（本人同意）

33 R1.12.25 提供 診療情報管理室 那覇地方裁判所 送付嘱託書

送付嘱託
　患者に関する平成30年1月12日から現在まで
のカルテ、診断書
　その他医療記録〔レントゲン、MRI等の画像
記録も含む〕。
　同人につき、上記以前の受信があれば、そ
れにより作成された上記各記録一切。

条例第9条第1項第2号
民事訴訟法226条

34 R2.1.23 提供 ドクターエイド室 那覇警察署
捜査関係事項照
会書

受診の有無あれば
1.初診年月日及び最終年月日
2.入院、退院及び通院年月日
3.病名及び症状　4.処方薬及びその説明
5.担当医がいれば、その氏名
6.留置施設における勾留に耐えれるかの是非
7.その他参考事項

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

35 R2.2.4 提供 診療情報管理室
那覇署

刑事第一課
診療業務 平成30年8月12日受診した際のカルテの写し

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

36 R2.2.12 提供 診療情報管理室 那覇地方裁判所 送付嘱託書

送付嘱託
　患者について平成28年10月28日以降の受信
により作成された診療録、施術六、各種検査
記録、看護記録等の書類、フィルム及び記録
の一切。

条例第9条第1項第2号
民事訴訟法226条

37 R2.3.19 提供
ドクターエイド

室
浦添警察署

捜査関係事項照
会書

１．愁訴の内容 ２．治療の内容
３．入院の期間 ４．安静加療した場合に
おける受傷日からの全治日数
(2019年4月24日から2019年12月19日の間
におけるリハビリ期間を除く)

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項

38 R2.3.23 提供
ドクターエイド

室
嘉手納警察署

捜査関係事項照
会書

診察の有無を調査の上、該当あればカル
テの写しを交付。該当なしの場合におい
ても添付文書にて回答

条例第9条第1項第2号
刑事訴訟法第197条第2項
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那覇市情報公開・個人情穀保護運営審議会

会長朝崎呼殿

通信回線による結合処理状況報告書

那覇市個人情報保護条例第Ⅱ条第3項の規定により、通信回線による結合処理状況を報告

します。

結合により処理する業務名コンビニエンスストアにおける証明書等の自動交付業務

務 的コンビニエンスストアにおいて住民票等の交付を行う業 目

接続先機関名地方公共団体情報システム機構証明書交付センター

コンビニエンスストアにおいて住民票等の交付を行うた

の理由め、証明書交付センターからの申請情報の送信を受けて、合結

証明書情報の送信を行う必要がある。

・コンビニ店舗のキオスク端末(マルチコピー機)、コンビ

二事業者通信事務センター(ECセンター)、証明書交付

センターとは、専用回線を利用して接続する。

・証明書データを含む個人情報は、マルチコピー機、 EC

センター証明書交付センターに記録されず削除される。

企画財務部情報政策課

別紙2のとおり

那企情第11号

結合年月日平成28年8月12日

結合期 間平成28年8月12日以降継続

結合により処理する保有個
別紙1のとおり

人情報の内容

令和2年5月2S e

接続先機関が行う保有個人

情報漏えい等防止策

出担 当部

状

届
結
備

課
況
考

合



1.住民票・住民票記載事項証明書

①氏名、②氏名の片仮名表記、③通称名、④生年月日、⑤性別、⑥続柄、

⑦世帯主、⑧住民となった日、⑨住所、⑩前住所、⑪本籍、⑫筆頭者、

⑬住民基本台帳法第 30 条の 45 に定める外国人住民の区分(中長期在留者、

特別永住者等)、⑭在留資格、⑮在留期間等、⑯在留期間の満了日、

⑰在留力ード等の番号、⑱国籍・地域、⑲住民票コード

結合により処理する保有個人情報の内容

2.印鑑登録証明書'

①氏名、②氏名の片仮名表記、③生年月日、④住所、⑤性別、⑥印影

3.戸籍証明書

①戸籍の表示(本籍・筆頭者)、②氏名、③,出生の年月日、

④戸籍に入った原因及び嘩月日、⑤実父母の氏名及び実父母との続柄、

⑥養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄、

④夫婦については、夫又は妻である旨、

⑤他の戸籍から入った者については、その戸籍の表示、

⑥身分に関する事項(出生、婚姻等)

別紙1

4.戸籍附票の写し

①戸籍の表示(本籍・筆頭者)、②氏名、③住所、④住所を定めた年月日

5.所得証明書・課税証明書

①氏名、②住所、③生年月日、④所得情報、⑤控除情報、⑥課税情報

6.資産証明書・公課証明書

①氏名、②住所、③所在地、④評価額、⑤課税情報



令和元年度証明書コンピニ交付数(平成31年4月1日~令和2年3月31日)

住民票記載 所得証明
住民票の写し 印鑑証明所得証明書事項証明書 (全項目)
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戸籍の全部戸籍の個人
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別紙2

戸籍の附票
の写し
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那覇市情報公開・個人情報保護運営審議

那覇市個人情報保護条例第11条第3項の規定により、炊のとおり通信回線による結合

状況を報告します。

結合により処理する
住民基本台帳ネットワークシステム

名務業

通信回線による結合処理状況報告書

那市ハ市第99 号

令和2年5月2 1日

業 務

接続先機関名

目

不百口

的居住関係等を登録し公証する業務

結

の

沖縄県及び地方公共団体が共同して運営する地方公共団体情綴

システム機構

合

理

結合期間

結合により処理する

有個人情報

の内容

届'出担当部課

年

由法律の規定に基づく(住民基本台帳法第30条の6第2項ほか)

月 日
平成14年8月5日(改正住民基本台帳法(平成11年法律第1

33号)の施行田

住民基本台帳法の定めによる

結

氏名、住所、性別、生年月日、住民票コード、個人番号

備

状

市民文化部ハイサイ市民課

況別紙のとおり
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(男1絲氏)通信回線による結合処チ壁光見瓢告書会沸塗戻票迹Σ写、四広或壁儀ξ嘉例肱出.j、.処瑠儒数←覧

年度

令和元年度

住民票の写しの広域交付処理件数

広域交付依頼件数 広域交付発行件数厶交付頁承^
(那覇市→住所地市町村)

※広域交付依頼件数と広域交付発行件数に差があるのは、市民の申請取り消しや、住所地市町村の住基ネットサーバー停止等による。
※特例転出とは、住基力ードまたは個人番号力ードを使用して転出届を行うこと。転出者の情報は住基ネットで転入地へ送信される。
※特例転入とは、特例転出を行った者が、住基力ード又は個人番号力ードを使用して転入届を行うこと。転入地は住基ネットから転入者情報を取得する。

430 386 417

件数

1,308

特例転出入処理件数

1 云出

人数件数

1β36 996

云入

人数

1,363

司



那覇市個人情報公聞

個人情報保護運営審議会会長

通信回線による結合処理状況報告書

那覇市個人情机保護条例第Ⅱ条第3項の規定により、次のとおり通信回線による結合状況

を報告します。

結合により処理する農地情報公開システム整備事業
名農地情報公開システム本格稼働加速化事業務業

市町村農業委員会等の農地台帳システムの全国一元化①

農地法・農業委員会法に定められる都道府県知事、市町村長、②

農地中間管理機構などの行政および関係機関などに農地情報
的務業 目

を提供できるようにすること

③農地台帳の項目のうち公表項目をインターネットの利用によ
リー般国民に公開すること

接続先機関名全国農業会議所(全国農業委員会ネットワーク機キ削

殿
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結合

那農委第 5 号

令和2年5月20日

河、1 0

糸吉合

の理由

年月日

期間

り処理する

人情報

容内

〒士Aによ

保有個
の

改正農業委員会法第51条に基づき、農地情報の提供を行う。

平成29年2月3日

期間の定めなし

農地の所有者氏名、住所、生年月日、性別、世帯員構成及び農地

情報全般。

①通信経路・個人情報の暗号化

②閲覧可能ユーザの限定

③利用記録の取得

④誤って削除されないような仕組みの準備

⑤削除記録の取得

※「政府機関の倩級セキュリティ対策のための統一基準」に準拠

する。

経済観光部商工農水課

接続先機関が行

保有個人情

漏えい等防止

届出担当部課

結

備

状 況地図情報の閲覧のみ。

考

合

う
報
策



那覇市情報公開・個人情報保護運営

会長朝崎嚇様

那覇市個人情報保護条例第H条第3項の規定により、通信回線による結合状況を報告しま

す、。

結合により処理する業務名避難行動要支援者対策事業

災害対策基本法により、市町村に作成が義務付けられた避

難行動要支援者名簿について、平常時より地域の避難行動
的務 目

要支援者の把握を行い、災害時の生命の危機を回避する取

り組みを行う。

先機関名那覇市民生委員児童玉員連合会t

平常時より地域の実態把握のため、行政、消防局、民生員
児童委員連合会、那覇市社会福祉協議会とのネットワーク
を形成し、要支援者や支援希望者、また福祉サービスに繋

由合 理の
がっていないが支援が必要な方の実態を把握し、関係者間

で情報を共有するため、避難行動要支援者情報管理システ
ムを結合する。

年月日平成27年3月合

間平成27年3月以降継続期合

氏名、住所、生年月日、性別、要介護認定区分、障がい名

結合により処理する保有個及び等級(程度)、在宅難病患者(児)の病名、その他避難
人情報の内容支援等を必要とする事項(視覚障がい、聴覚障がいなどの

種類及び程度、避難支援を必要とする理由)

・アンチウイルスソフトの導入

・使用しているVPN通信はインターネットからの接続は

できず、限られた拠点問しか通信できない。また仮想専用
接続先機関が行う保有個人

線のため専用回線と同等の安全性がある。
情報漏えい等防止策

・システムに接続されているパソコン端末ビとにパスワー

ドが設定され、システム操作者は約3名で限られた人が使用

している。

出担当部課福祉部福祉政策課

状況個人情報の閲覧、入力合

考

通信回線による結合処理状況報告書

那覇市長

那福副第39号

令和2年5月19日

麺幹

太

結
結

届
結
備
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那覇市長城間 幹子 様

那覇市未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金事業

に係る個人情報の目的外利用について(答申)

答申弟 1 号

令和元年5月27日

令和元年5月27日付け諮問第1号で、諮問のあったみだしのことについては、

下記のとおり答申します。

晋沸郷".脆"議゛驫慣""
本゜際誕璽営審議

1谷会長鄭

那覇市未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金事業に係る個人情

報の目的外利用については、諮問のとおり承認する。
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那覇市情報公開

会長朝崎

個人情報保護運営審議会
呼様

那覇市末婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金事業

に係る個人情報の目的外利用について信啓問)

みだしのことにっいて、男1採氏のとおりこどもみらい部長から那覇市情報公開・個人情報保

護運営審議会への諮問の付議依頼があるため、下記のとおり諮問いたします。

1号諮問第

令和元年5月27日

那覇市長城間幹

1 根拠

2 案件名

那覇市個人情報保護条例第9条第1項第5号

3

那覇市未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金事業

に係る個人情報の目的外利用について

諮問内容別紙のとおり

記
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市民文化部長様

那覇市情報公開・個人情報保護運営審議会への付議について(依*動

個人情報保護条例第9条第1項第5号の規定に基づき、下記情報の目

的外利用について審議会の意見を聴くため、案件を付議いただきますよ

うよろしくお願いします。

1 目的外利用の目的

平成 30年12月玲日の自由民主党・公明党政調会長合意におい

て、 2019年10月から消費税率が引上げとなる環境の中、子どもの

貧困に対応するため、ひとり親に対し、住民税非課税の適用拡大の

措置を講じつつ、更なる税制上の対応の要否等について、2020年度

税制改革大綱において検討し、結論を得るとされたことを踏まえ、

臨時・特別の措置として、児童扶養手当の受給者のうち、末婚のひ

とり親に対して給付を行うこととなったため、当課において保有す

る児童扶養手当受給者の個人情報を目的外利用する。

平成 31年3月18日

どもみらい部長

(子育て応援課)

記

2 情報保有元及び目的外利用先

那覇市こどもみらい部、子育て応援課児童家庭グループ

3 目的外利用する個人情報

a)対象者

以下のすべての要件に該当する者

① 2019年11月分の児童扶養手当の支給を受ける父又は母

②基準日(2019年10月31日)において、'これまでに法律婚を

したことがない者(同日において、事実婚をしていない者又

は事実婚の相手方の生死が明らかでない者に限る。)
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(2)情報項目

住所、氏名、平成31年度児童扶養手当現況届の審査結果

(3)対象者数

約 800 名~1,000 名

5 関係法令等

(1)那覇市個人情報保護条例(平成3年8月30日条例第21号)

(2)那覇市未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給

事業実施要綱(作成予定)

6 添付資料

(D 未婚の臨時給付金概要

(2)支給事務のイメージ

(3)支給要領(案)

(4)那覇市未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金実施

要綱(案)

※添付資料の(1)~(3)は現時点で正式な通知が届いていないた

め、正式な通知が届き次第差し替えます。
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平成30年12月13日の自由民主党・公明党政調会長合意において、
・2019年10月から消費税率が引上げと恋る環境の中、子どもの貧困に対応するため、
・ひとの親に対し、住民税非課税の適用拡大の措置を講じつつ、更なる税制上の対応の要否等について、 2020年度税制改正大綱において
検討し、結論を得るとされたこと
を踏まえ、臨時・特別の措置として、児童扶養手当の受給者のうち、未婚のひとり親に対して給付を行う。
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「未婚の児童養手当受給者に対る臨時・特別給付金」支給事務のイメージ

個人情報に係る手続き(4月~5月)

個人情報の取扱いに応じ必要となる手続きを実施する。

児童扶養手当受給資格者に関する情報の利用に当たって、各自治体の一般的な個人情報の取
扱いに応じ必要となる手続き(個人情報の目的外の利用及び他機関への提供について当該自治
体の個人情報保護審議会への諮問等の手続きを要求している場合には、当該手続き)の実施

周知広報・申請勧奨・申請書様式の交付(6月~7月)

児童扶養手当現況届とあわせて広報等を実施する。

児童扶養手当受給資格者に送付する現況届の手続きの手紙に、本給付金の申請書・チラシ等
を同封する。

※新規認定請求を2019年7月に行った児童扶養手当受給資格者については、現況届の手続きは
不要であるため、本給付金の申請書・チラシ等を別途送付する。

申請受付(8月)

C・

窓口又は郵送で申請を受け付ける。

①2019年6月以前に新規認定請求を行った児童扶養手当受給資格者について

原則として、現況届の手続きと同時{こ、窓口で本給付金の受付を行う。
ただし、現況届の手続きを郵送により行う者又は現況届の手続き時において本給付金の提出

物を用意すること力やできなかった者等については、郵送での受付も可とする。

②2019年7月に新規認定請求を行った児童扶養手当受給資格者について

窓口又は郵送で本給付金の受付を行う。

(留意点)
申請者が基準日(10月31日)までに資格喪失又は転出した場合は、申請書の取下げ手続き力

必要となること1こ留意。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

【提出物】①申請書、②戸籍、③その他必要な書類

これまで婚姻(法律婚に限る。)をしたことがないかを確認するため、申請者{こ現本籍地
の戸籍の提出を求めることとしているが、提出された戸籍では婚姻をしたことがないか完全
に確認することができない場合があることも考えられるため、申請者に婚姻したことがない
旨の誓約書の提出を求めることとする。

^
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申請偶又下げ)受付(8月~11月)

8月以後に新規認定請求等を行った児童扶養手当受給資格者又は資格喪失等した
申請者から、窓口又は郵送で申請(取下げ)を受け付ける。

①2019年8月以後、基準日住0月31日)までの間に新規認定請求を行った又は転入した児童
扶養手当受給資格者について

原則として、新規認定請求又は転入の手続きと同時に、窓口で本給付金の受付を行う。
ただし、新規認定請求又は転入の手続き時において本給付金の提出物を用意することができ

なかった者等については、郵送での受付も可とする。

②2019年8月以後、基準日(10月31日)までの間に資格喪失又は転出した申請者{こついて

原則として、資格喪失又は転出の手続きと同時に、窓口で本給付金の申請取下げの受付を行
う。なお、申請者が転出する場合は、転出先の自治体で本給付金の申請を行うことを勧奨する
とともに、申請時に提出された戸籍を返却する。

{)

審査・支給決定 a1月~12月)

申請者の支給要件の審査を行った上で、支給決定を行う。

申請者から提出された申請書等について確認し、本給付金の支給要件に該当するかの審査を
行った上で、支給決定を行う。

支払い a月)

支給決定を行った者{こ支払いを行う。

原則として、児童扶養手当1月定時払いの支払日と同日に、本給付金の支払いを行う。
併せて、申請者に対し、支給(不支給)決定通知書を送付する。

(備考)
不支給決定通矢口書の対象者は、11月分の児童扶養手当が全音β支給停止となった者や、資格喪

失等した後、申請取下げを失念等した者などが想定される。
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未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給要領(案)

第1 支給対象者

1 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金(以下「給付金」と

いう。)は、 2019年11月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に

よる児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給に係る監護等児

童(同法第5条第2項に規定する監護等児童をいう。以下伺じ。)の父又は

母(当該児童扶養手当の支給を受ける者に限る。)のうち、 2019年10月31

日(以下「基準日」という。)において婚姻をしたことがない者で、基準日

において婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

がいないもの又は基準日において当該父又は母と当該事情にあった者の生

死が明らかでないものに対して支給する。

2 1の規定にかかわらず、給付金は、次の表の左欄に掲げる場合について、

同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既に1に規定する者に対

して給付金の支給が決定されている場合には、この限りでない。

1に規定する者が死亡した場合(この2 基準日において左欄に掲げ

の規定により給付金を支給される者が、当る者の監護等児童であった者

該者に対して給付金の支給が決定される

日までの間に死亡した場合を含む。)

匹亟]

第2 支給額

給付金の支給額は、

第3

1

支給方法等

申請及び支給の方法

(1)給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、

当該申請者に対し、2019年Ⅱ月分の児童扶養手当を支給する都道府

県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を設置する町村(以下「都道

府県等」という。)に対して支給の申請を行う。

ただし、申請者に対する当該児童扶養手当を国が支給している場

合については、当該申請者は、基準日における当該申請者の住所地を

管轄する福祉事務所を管理する都道府県等に対して支給の申請を行

つ。

(2)(1)の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる者については、

同表の右欄に掲げる都道府県等に対して支給の申請を行う。

1万7千5百円とする。
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都道府県等申請者

左欄に掲げる者に係る第1の2の表の左欄に掲げる場合に

第1の1に規定する者がおける同表の右欄に掲げる者

この1の規定により、支

給の申請を行う場合にお

ける都道府県等

(3)(1)及び(2)の申請を都道府県に対して行う場合においては、

当該申請者の住所地の町村を経由して行うものとする。

(4)町村は、(3)により町村を経由して都道府県に申請することとさ

れている申請書を受理したときは、申請書の所定事項について必要な

審査を行い、これを都道府県に提出するものとする。

(5)(1)に規定する者及び(2)の表に掲げる者から、支給の申請を

受けた都道府県等は、審査の上支給を決定し、当該者に対して給付金

を支給する。

(6)都道府県等は、(5)の審査を行うに当たって、必要に応じて、戸

籍謄本その他の書類を提出させること等により、当該申請者が第1に

定める支給対象者に該当するか確認、を行う。

(フ)(1)及び(2)の申請は、窓口において、又は郵送により行い、

給付金を支給する都道府県等は、当該申請者が指定した口座への振込

み又は窓口における現金の交付により、給付金を支給する。なお、窓

口における現金の交付による支給は、原則として、口座への振込みに

よる支給が困難である場合に限り行う。

8)給付金の支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し

等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認

を行う。
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2 申請受付開始日及び申請期限

(1)都道府県等は、給付金の支給について、可能な限り速やかに開始す

るものとし、具体的な申請受付開始日は、都道府県等において決定す

る。

(2)申請期限は、当該都道府県等における申請受付開始日から4か月以

上6か月以内を申請期限とする。



那覇市未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給事業実施要綱

領的)

第1条この要綱は、「未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支
給要領」(平成31年4月1日付け子発0401第9号厚生労働省子ども家庭局長

通知)に基づき、子どもの貧困に対応するため、未婚のひとり親に対して、

臨時・特別の給付措置として実施する、未婚の児童扶養手当受給者に対する

臨時・特別給付金支給事業に関し、必要な事項を定める。

(案)

(定義)

第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各
号に定めるところによる。

(D 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金前条の目的を達

するために、那覇市(以下「市」という。)によって贈与される給付金をい

つ。

(2)支給対象者別記1に掲げる未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・

特別給付金が支給される者をいう。

3 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、戸籍謄本その他の

書類を提出させること等により、当該申請者が別記1に掲げる支給対象者に

(未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金の支給等)

第3条市は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、未婚の児

童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する未婚の児童扶養手当受給者

に対する臨時・特別給付金の金額は、 1万7千5百円とする。

(申請受付期間)

第4条未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金に係る市の申請

受付期間は令和元年7月1日から令和元年12月27日とする。

(申請及び支給の方式)

第5条未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金の支給を受けよ

うとする者(以下「申請者」という。)は、別記2の規定に基づき、別紙様式

の申請書(以下「申請書」という。)により申請を行う。

2 原則として、申請者は申請書を市の窓口に提出し、市は申請者の児童扶養
手当振込口座に振り込むものとする。
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該当するか確認を行う。

4 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の

写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を

イテう。

(代理による申請)

第6条代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、委任状等によ,
り当該申請者の指定した者であると認められる者、その他市長が適当と認め

る者とする。

(案)

(支給の決定)

第7条市長は、第5条第1項の規定により提出された申請書を受理したとき

は、令和元年10月31日の翌日以後、速やかに内容を確認の上、支給を決定

し、当該支給対象者に対し、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別

給付金を支給する。

(未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金の支給等に関する周知)

第8条市長は、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給事

業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事

業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱しり

第9条市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者か

ら第4条第2項の申請期限までに第5条第1項の申請が行われなかった場合、

当該支給対象者が未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金の支

給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第7条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込

不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われ

ないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったと

きは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第10条市長は、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金の支給

を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の

手段により未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金の支給を受

けた者に対し、支給を行った未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別

給付金の返還を求める。
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(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第Ⅱ条未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金の支給を受ける

権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12 条この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

(案)

附則

この要綱は、令和元年5月0日から施行する。



別記(第2条、第5条関係)

1 支給対象者

①未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金(以下殊創寸金」

という。)は、 2019年 H 月分の児童扶養手当法(昭和 36年法律第238号)

による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給に係る監護等

児童(同法第5条第2項に規定する監護等児童をいう。以下同じ。)の父又

は母(当該児童扶養手当の支給を受ける者に限る。)のうち、 2019年10月

31日(以下「基準日」という。)において婚姻をしたことがない者で、基準

日において婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある

者がいないもの又は基準日において当該父若しくは母と当該事情にあった

者の生死が明らかでないものに対して支給する。

(2)(1)の規定にかかわらず、給付金は、炊の表の左欄に掲げる場合につい

て、同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既に(Dに規定する

者に対して給付金の支給が決定されている場合には、この限りでない。

(1)に規定する者が死亡した場合(こ基準日において左欄に掲げる

の②の規定により給付金を支給され者の監護等児童であった者

る者が、当該者に対して給付金の支給

が決定される日までの間に死亡した場

合を含む。)

(案)

2 支給の申請

(D 市から2019年11月分の児童扶養手当を支給される者は、市に対して支

給の申請を行う。

(2)国から2019年Ⅱ月分の児童扶養手当を支給される者であって、市が

基準日における住所地であるものは、市に対して支給の申請を行う。

(3)(1)及び(2)の規定にかかわらず、次に掲げる者は、市に対して支給の申

請を行う。

1の(2)の表の左欄に掲げる場合における同表の右欄に掲げる者(当該

者に係る1の(1)に規定する者がこの2の規定により、市に対して支給の

申請を行うこととなる場合に限る。)
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那覇市長城間 幹子 様

プレミアム付商品券事業に係る個人情報の目的外利用及び

提供について(答申)

答申第 2 号

令和元年5月27日

令和元年5月27日付け諮問第2号で、諮問のあったみだしのことについては、

下記のとおり答申します。

那覇市情報公肝個人情報保護運ず縫甫f轍
='N徐電製H毒議

1会会長ぜP

プレミアム付商品券事業に係る個人情報の目的外利用及び提供については、

諮問のとおり承認する。
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那覇市情報公開・個人情報保護運営審議会
会長朝崎呼様

みだしのことにっいて、呂1絲氏のとおり経済観光部長から那覇市情報公開・個人情報保護運

営審議会への諮問の付議依頼があるため、下記のとおり諮問いたします。

プレミアム付商品券事業に係る個人情報の目的外利用及び

提供について(諮問)

諮問第 2号

令和元年5月27日

那覇市長城間幹

1 根拠

2 案件名

那覇市個人情報保護条例第9条第1項第5号

プレミアム付商品券事業に係る個人情報の目的外利用及び

提供について

3 諮問内容別紙のとおり
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市民文化部長様

プレミアム付商品券事業において、消費税辻也方消費税率の10%への引上げが低

所得者・子育て世帯(0~2歳児)の消費に与える影響を緩和するとともに、地域に

おける消費を喚起・下支えすることを目的として、プレミアム付商品券の販売を行い

ます。

購入対象者は2019年1月1日に本市の住民基本台帳に記録されているもののうち、

2019年度住民税が非課税であるもの(住民税課税者と生計同一の配偶者・扶養親族・

生活保護受給者等を除く。)及ぴ、2019年6月1日等に本市の住民基本台帳に記録さ

れているもののうち、 2016年4月2日以降に生まれた子が属する世帯主に総額2万

5千円分の商品券を2万円で販売します

その実施にあたり、購入対象者の把握及ぴ審査をするため、住基情報、市県民税課

税情報、生活保護受給状況の情報が必要となります。

つきましては、那覇市個人情報保護条例第9条第1項第5号の規定に基づき、審議

会の意見を聴くため、下記案件を付議いただきますようよろしくぉ願いします。

那覇市情報公開・個人情報保護運営審議会への付議について(依頼)

令和元年5月9日

経済観光部長

(商工農水課)

1 案件名:プレミアム付商品券事業に係る個人情報の目的外利用及び提供にっいて

2 付議理由:対象者の絞り込み及び審査を効率的に行い、販売に係る事務費の低減

につなげるため、当該個人情報を目的外利用したい。

3 目的外利用情報:呂嚇氏のとおり

記
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朋嚇氏】

担当部課名

業務名

商工農水課

プレミアム付商品券事業

消費税・地方消費税率の10%への引上げが低所得者・子育て世帯(0~2

業務の目的歳児)の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・

(根拠法令)下支えすることを目的として、プレミアム付商品券の販売を行う。

個人情報の対象者

業務の内容

全市民

2019年1月1日に那覇市の住民基本台帳に記録されてぃるもののう、、

2019年度住民税が非課税であるもの(住民税課税者と生計同一の配偶者・

扶養親族・生活保護受給者等を除く。)及び、 2019年6月1日等に那覇市

の住民基本台帳に記録されているもののうち、2016年4月2日以降に生ま

れた子が属する世帯主に総額2万5千円分の商品券を2万円で販売する。

1、対象者世帯(約7万世帯)に購入希望申請書を送付

(課税世帯、生活保護受給世帯など今回の対象から外れる世帯を除く)

2.申請書受付

3.要件確認

4.購入引換券送付

5.商品券購入(購入引換券を提示し代金を支払う)

6.商品券使用

フ.商品券換金

上記1~4及ぴ7にっいては、実施市町村での作業。5,6については購入対

象者作業

別紙2

2019年6月1日

業務の手続き

(事務処理フロー等)

利用する個人情報

業務の開始年月日

外部提供個人情報

と提供先

個人情報の利用頻度・

利用時期

施設入所等児童等、 DV被害者等の情報

施設所在地に住民票を移していない及ぴ、事情があり住民票を移すことが

できないなどの者のプレミアム付商品券事業の手続きは、住民票所在市区

町村ではなく、居住市区町村実施するため、住民票所在市区町村へ施設入

所等の情報を提供する。

①データ閲覧及び帳票出力について

支給システム(今後導入予定)でデータ保管。システム自体はセキュ

リティ管理されている。他課個人情報は閲覧のみとし、帳票出力は行

わない。

②利用できない場合のデメリット等

申請書印刷費用、送料などの費用の増加。明らかに該当しない者への

申請書送付により、申請をすれぱ給付を受けられるとの誤解を招きか

ねず、市民を混乱させることになる。

個人情報保管方法

業務の開始時期から

2020年3月末まで随時
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(呂1俳氏 2 )

利用する個人情報

情報の取扱についての内閣官房からの事務連絡項目

住民基本台内閣官房プレミアム付商品券施策推進室作成の「プ

レミアム付商品券事業自治体 Q&A 2019.3.5時点」に帳関係

よると、プレミアム付商品券事業担当課に提供するこ

とは住民基本台帳法第1条により可能となっている。

生活保護受基準日時点に翁いて、生活保護の被保護者となって

給者等関係いる方は、プレミアム付商品券(非課税者分)の購入

対象とはならない。

生活保護制度においては、生活扶助分を含み最低生

活費を計算した上で、保護を実施する(医療扶助等を

支給する)ことになることから医療扶助等の単給者に

ついても、プレミアム付商品券(非課税者分)の購入

対象外とするととを想定している。

市町村民税

関係

世帯ごとに、氏名、

に関する情報

非課税者の要件については、購入希望申請書におい

て、非課税者の要件に該当していることについての宣

誓が行われているかを確認することが基本。

税務情報については、法令(地方税法第22条)に基

づき、厳格な守秘義務が自治体職員に課されているが、

2019年1月1日時点の生活保護受給者、中国残留邦人

等に対する支援給付の受給者のデータ

①被保護者

ア:基準日時点被保護者氏名、生年月日、性別及ぴ

住所

イ:2019年1月2日~9月30日までに保護が廃

止または停止となった者について、氏名、生年

月日、性別及び住所

②支援給付の受給者

ア:基準日時点の支援給付の受給者について、氏名、

生年月日、性別及び住所

イ:2019年1月2日から 9月30日までに、支援給

付が廃止又は停止となった者について、

氏名、生年月日、性別及ぴ住所

利用情報

生年月日、性別、住所及び続柄

保有する課

ハイサイ市民課

2019年度分市民税の課税データ及ぴ所得データ

申請有無、課税者、非課税者の別にかかわらず、

課税の有無、扶養者、被扶養者の有無のデータ

氏名、生年月日、住所、扶養者及び被扶養著名

各種所得の種類及び額、各種控除の種類及び額

保護管理課

保護第1課

保護第2課

保護第3課

市民税課
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その利用について本人同意を得るととでその利用が可

能と解されているところ

(プレミアム付商品券事業自治体Q&A2019.3.5時点)

施設入所等

児童

保護者に対して施設入所等児童分の商品券購入申込

書を送付しない。また、仮に購入申込書送付後に施設

入所等となった場合は、購入引換券を交付しない。

施設入所児童には、住民登録が残っている市町村では

なく、施設所在市町村から購入申込書を送付する。(実

質的には施設長等宛て)

虐待により施設に入所している方々について、特別な

配慮をするための手続きを各自治体の皆様にお願いし

ているところ。

(プレミアム付商品券事業自治体Q&A 2019.3,5時点)

障がい者・

高齡者等の

措置入所

虐待により施設等に入所している障がい者・高齢者に

ついては、養護者による代理申請は認めず、確実に本

人に届くような取扱いとする。

DV被害者

(諸事情に

より住民票

を移すこと

ができない

場合)

・申請書発送時に簡単な抽出を行いたい

.被扶養者と扶養者が市内で別居している場合など

データ確認を行いたい

DV被害により住民票を移さずに転居している方につい

ては、住民票所在自治体と居住自治体との間で情報共

有するなどして、辞加害者である配偶者から代理申請

が行われても、購入引換券を送付せず、確実にDV被害

により転居している方に届くよう配慮することとす

る。

(プレミアム付商品券事業自治体Q&A2019.3.5時点)

住民票の有無にかかわらず、施設所在市区町村から交

付するため、基準日(2019年1月1田時点で施設入

所等している児童の情報

2019年1月2日以降に施設入所した児童についての基

準日時点の施設入所等児童の情報(随時)

氏名、住所、生年月日、入所年月日、子である児童、

退所日

措置入所等障がい者及び高齢者

基準日以降に入所措置がとられた措置入所等障がい者

及び高齢で、氏名、性別、生年月日、入所年月日、

退所年月日

基準日(2019年1月1日)時点で保護命令が出ている

等の一定の要件を満たしているDV被害者の情報

本人及び同伴者の氏名、生年月日、住所(居住地住所、

住民登録住所)、電話番号

子育て応援課

障がい福祉課

障がい福祉課

ちゅーがんじゅ

う課

ハイサイ市民課

拐



消費税・地方消費税率の10%への引上げが低所得者・子育て世帯(0~2歳児)の消費に与える影響を緩和する
とともに、地域における消費を喚起・下支えすることを目的として、プレミアム付商品券の販売を行う市区町村に対し、そ
の実施に必要な経費(事業費及び事務費)を国が全額補助。

2019年度住民税ヲ怜果税者(課税基準日2019.1.1)※住民税課税者と生計同一の配偶者・扶養親族、生活保護被保護者等を除く。

2016.4.2~2019,9,30(淘までの間に生まれた子が属する世帯の世帯主(注)消費税・地方消費税率引上げ日の前日

購入限度額:①上記1.(1)の該当者:券面額 2.5万円碩反売額 2万円)

②上記1.(2)の該当者:券面額 2.ち万円(販売額 2万円)×3歳末満の子の数

※低所得者に配慮した分割販売を実施(5千円学位)
●割引率:20%(フ゜レミアム補助額:5汗ヨ円)
.使用可能期間:2019.10~2020.3までの間で市区町村の定め期間(市区町村には2019,10.1使用開始を目標とするよう要請)
.取扱事業者:市区町村内の店舗を幅広く対象とWて公仇だし、市区町村が、社会通念上、不適切と判断する商品等の除外は可。

<適切な事業執行に向けた市区町村への要請事項>

・商品券の 1枚あたり額面は、地域の実情に応じ、利用しやすい額とすること(例:5百円)。

商品券購入者等に対し、第三者への転売、譲渡は行わないで頂きたい旨の周知を行うこと。 等

上記制度概要等に規定する事項以外は、各市区町村が独自に実施してきた商品券事業の実施方法など自治体が最も適切と考える
実施方法を認め、自治体における迅速・円滑かつ効果的な事業執行を後押し。

ブレミアム付商品券事業にっいて

※30年度2次補正予算に96億円を別途計上31年度予算 1,723億円

途



市区町村における標準的作業のイメージ

(2月頃) a治体内部の事務局体制の構築

2018年度中の自治体準備経費っ自治体の2018年度の補正予算・に計上(国補正予算活用)。残額があれぱ繰越0

2019年度中の自治体準備経費ブレミ弘分の補助費才自治体の2019年度の当初予算又は補正に計上(国当初予算活用)0

(2月~夏頃)

事務作業補助を委託する事業者等の選定・調整、対象者りスト作成・管理システムの構築、商品券使用可能店舗の公秀、
商品券の販売方法.販売期問等の検討、購入希望申請書・購入引換券・商品券作成、換金事務に係る金融機関等との調整等

(6月頃)

(7月~8月頃)

非課税者分の個別広報活動実施、

購入引換券の作成、送付準備

住民税非課税者(課税基準日:1/1)に購入希望申請を促すための個別広報活動の準備

6/1時点住基台帳から三歳未満児子育て世帯主の抽出※7/31、9/30時点でも追加実施

(9月頃~)購入引換券発送開始

2

0月~2月頃)

0月~3月頃)

※

購入希望申請受付→届き次第、順次審査

3月末までに当年度に係る事業費・・事務費にっいて国庫補助申請。換金処理が3月末を越える場合は繰越を想疋0

※非課税者分は審査終了したものから順次発送、子育て世帯主分・6/1基準日分は9月中旬頃に発送0

フ/31基準日分、 9/30基準日分にっいては準備でき次第できるだけ早く発送。

購入引換券を提示し商品券販売(分割販売)※販売開始は、使用開始より声やや早めとすることもあり

商品券の使用・換金処理

※申請受付はⅡ月頃まで実施。

うる。
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【商品券イメージ】

平成年月日)~平成年月^)
有効期問を過ぎた場合は、無効となり、1い戻しでを衰冠ん。
,11こ潤畠券はおっりはで家せん、鍬しくi謬蒲剖毛くださ.

6 <1 1Uく弐行!サιK"貰易行厳 10 ケ

^

^

、(裏)

「"元気'川口商昂券(プレミアム付き商品券)」のご利用1こついて
までど利殉いただけ瑛ず。なお、有効期問を週ぎた場合は、然効となり掌寸0山ごの商易排は

aこの!衝品券ほ、川口市内の「"充支{"川口商品芽加盟暫」の表業があるお袋誓でのみ便昂でぎ諸ず"
沙この商銘券の理尚に鐵埒のないものは、探効です"

φこUj佃品券の利用は、1人防たリ6万9千円(メレミアム分を含む)を列珍とし*サ0
aこの商易券の利用でざないもの

捜愉》姓の高いものt欄岳,券.ビール券、図霄凱切手、部紙、ブリペイドカードなど)
士地および寒綴の捌入代金
川当汰簿2剣磨5挺に規寔する柑.浜俗脚熱靭昇對樂{こ係るもの
「たばこ畢樵法」1脂36条罫11張1斈規海.tするj仁ぱこの小死販完
淘や勉方公共団体への支払い

加蹄塩が判剛を不可とした荷品
その他、ナ却翠で尚晶券による§1入が禁Uられてい

砂この商昂券1■、おつりは出氷せん、
也商晶勢粉劭尖及ぴ裟雛等1こ対し.発行者はその講む典いスせん佃
0儀入いと纐晶券の瀛易、現金との女換、扱犢,販兜、はでき潔世ん。
φ健島券で麻入{、1こ産品尊にっいては現金及ぴ当瑛商晶冴による

繼金はでき獣せん、
0その他.この商晶勢は発行加戴約款の避めによリ英狐し挨す0
0商晶券は異辺券、辺増券の2糠類です.加劃猫'に掲示したポス

ター3で、どちらを使編できるの上、ご価認ください。

川1蓼1ゆ面き'PA11ト

顧苗入引換券様式イメージ

購入者氏名
購入者住所

00市プレミアム付商品券購入引換券

購入単位

購入回数

00 00

00県00市

(市域外転出者の方へ)
本購入引換券はお住まいの市町村のプレミアム付商品券購入引換券と
交換できます。

4 0 0 0円(ネ1朔可能額5 0 0 0円)

5回

顧苗入確認欄】

00市00市
購入購入

確認済確認済

浜苗入単位1単位を購入する毎に「購入済上印を押印

7
◆き

没
つ
け
ん

全
店
で
使
用
で
き
ま
す

(
,



那覇市長城問幹子様

那覇市情報公開・個人情報保護運営審議会は、那覇市個人倩報保護条仰K平成3年那覇市

条例第21号)第7条第4項の規定に基づき、審議会の開催毎に、個人情報の収集等に係る

業務の届出の報告を受けている。

当該業務の届出は、同条第 1項及ぴ第2項の規定により、原則として業務を開始しよう

とするとき、又は業務を廃止若しくは変更するときに行うこととなってぃるが、現状は、事

後の届出書が多く含まれ、またその理由も「届出にっいて認識しておらず事後の届出になっ

た」旨の記載が多く、一向に改善されていない状況である。

同条第3項の事後届出の規定は、「実施機関が緊急かっやむを得ないと認めたとき」に限

られた第 1項及ぴ第2 項の例外を定めたものであることから、安易に適用すべきものでは

ないと考える。

よって、当審議会は、同条第1項から第3項までの規定にっいて全職員の意識を高め、

適正に運用されるよう、速やかに必要な措置を講じるよう要望する。

個人情報の収集等に係る業務の届出にっいて(建議)

で"赤御潤,、俗瞥が腎爾訟
1会岑長鄭

令和元年5月27日
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那覇市長城間 幹子 様

答申第 3号

令和元年Ⅱ月20日

明β覇市制施行記念式典の招待者名簿作成」に係る

個人情報の目的外利用について(答申)

令和元年Ⅱ月Ⅱ日付け諮問第3号で、諮問のあったみだしのことについては、

下記のとおり答申します。

那覇市情報公開・個人佶報保護運営客議会

会 長朝崎 中

「那覇市制施行記念式典の招待者名簿作成」に係る個人情報の目的外利用にっ

いては、諮問のとおり承認する。

103
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那覇市情報公開・個人情報保護運営審議会
様長

みだしのことにっいて、別紙の総務部長から那覇市情報公開・個人情報保護運営審議会

の諮問の付議依頼があるため、下記のとおり諮問いたします。

明K覇市制施行記念式典の招待者名簿作成」に係る

個人情報の目的外利用について信客問)

諮問第 3方

令和元年n月Ⅱ日

那覇市長城間幹

1 根拠

2 案件名

那覇市個人情報保護条例第9条第1項第5号

「那覇市制施行記念式典の招待者名簿作成」に係る人情報の目的外利用に

ついて

3 諮問内容別紙のとおり

記
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市民文化部長様

(市民生活安全課)

那覇市情報公開・個人情報保護運営審議会への付議について(依頼)

当課では毎年、 5月20日の市制施行記念日に「那覇市制施行記念式典」を開催していま

す。

式典開催に際しては、市政に貢献・協力をいただいている方々に案内状を送付し、でき

るだけ多くの関係者の皆様へのご案内に努めているところですが、担当部署のみでの情報

収集には限界があるのが現状です。

多岐にわたる市の業務において、各業務の関係者情報については個人レベルや団体レベ

ルで各担当課が保有しており、担当課で把握している関係者情報により市制施行式典の案

内状を送付することが効果的であると考えています。

つきましては、他課の保有する個人情報について目的外利用するため、那覇市情報公開・

個人情報保護運営審議会へ付議されるようぉ願いいたします。

令和元年10月器日

1案

総務部長

(秘書広報課)

件

2付議理由

名

3目的外利用情報

「那覇市制施行記念式典の招待者名簿作成」にかかる個人情報の目的

外利用について

那覇市制施行記念式典の招待者名簿の作成にあたり、他課の保有する

関係機関等の個人情報を目的外利用したい

別紙一覧表のとおり
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偶峡勵

※個人情報(氏名・住所・電話番号)

【法制契約課】

①那覇市公平員会委員

②那覇市情報公開・個人情報保護審査会委員

③那覇市行政不服審査会委員(法制契約課)

④那覇市建設工事等入札監視委員会委員

⑤那覇市建設工事等入札監視委員会委員

⑧那覇市公契約条例検討審議会委員

⑦那覇市顧問弁護士

f平和交流・男女参画課】

①那覇市男女共同参画会議委員

②うむやす法律会計事務所弁護士

③那覇市国際交流市民の会会員

【納税課】

①那覇市固定資産評価審査委員会委員

【市民生活安全課】

①那覇市交通指導員(本庁部会長、真和志部会長、首里部会長、小禄部会長)

②那覇市空家等対策審議会委員

【まちづくり協働推進課】

①協働大使

【環境政策課】

①那覇市環境審議会委員

(2)那覇市エコライフサポーター

(3)那覇市地球温暖化対策協議会(会長、幹事、監事)

1クリーン推進課】

(D クリーンサポーター

【福祉政策課】

①市内各地区の民生委員

②那覇市社会福祉審議会委員

【こども政策課】

①那覇市民生委員児童委員連合会民生委員児童委員
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【都市計画課】

①那覇市都市交通協議会(座長、委員)

(2)那覇市都市景観審議会(会長、委員)

(3)那覇市都市デザインアドバイザー

④那覇市都市計画審議会(会長、副会長、委員)

⑤那覇市都市みらい部及ぴまちなみ共創部指定管理者選定委員会(会長、委員)

⑥那覇市公共事業評価監視委員会委員

【花とみどり課】

①緑化推進委員会委員

【まちなみ整備課】

a)那覇市住宅政策等審議会(特別委員、指定管理者選定委員、委員長、副委員長、委

員)

【建築指導課】

(1)那覇市建築審査会・開発審査会(会長、委員)

【教育委員会・総務課】

①那覇市教育委員会委員

【中央図書館】

①那覇市立図書館協議会(会長、副会長、委員)

【生涯学習課】

①那覇市奨学生選考委員会委員長

②那覇市青少年健全育成市民会議会長

③市内各中学校区那覇市青少年健全育成協議会会長

④那覇市青少年健全育成市民会議広報部長

⑤那覇市子ども会育成連絡協議会会長

1教育研究所】

①那覇市立教育研究所運営審議委員(会長、委員)

1選挙管理委員会事務局】

Q)那覇市選挙管理委員(委員長、職務代理者、委員)

(2)那覇市明るい選挙推進協議会(会長、前会長、書記)

【監査委員事務局】

①那覇市監査委員事務局 qt表監査委員、監査委員)

1上下水道局・総務課】

①歴代那覇市上下水道局長、水道事業管理者
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※団体名に伴う個人情報(団体名・代表者名・代表者の住所・電^舌番号)

1法制契約課1

①入札参加資格者名簿(物品、工事)

【平和交流・男女参画課】

①特定非営利活動法人おきなわCAPセンター代表者

(2)レインボーアライアンス沖縄代表者

③金城芳子基金運営委員会代表者

(4)強姦救援センター・沖縄 REIC0代表者

(5)てぃーだあみ代表者

⑥沖縄ブラジル協会会長

⑦那覇市鏡水ふれあい会館指定管理者

(8)旧那覇飛行場用地問題解決地主会会長

⑨那覇軍用地等地主会会長

(1の内閣府沖縄総合事務局総務部跡地利用対策課課長

(1D 沖縄県企画部参事

【市民生活安全課1

①那覇市民憲章推進協議会会長

②那覇地区交通安全協会会長

③豊見城地区交通安全協会会長

④那覇地区防犯協会会長

(5)小禄・豊見城地区防犯協会会長

⑥暴力団組事務所撤去訴訟那覇市原告団連絡協議会会長

⑦那覇地区自主防犯ボランティア連絡協議会会長

【まちづくり協働推進課1

①市内各自治会会長

υ訂よまち振興課】

①市内各商店街振興組合代表者

②市内通り会代表者

③第一牧志公設市場組合組合長

④那覇市公設市場衣料部組合長

⑤牧志公設市場雑貨組合組合長

【商工農水課】

①沖縄県農業協同組合(首里支店長、真和志支店長、小禄支店長)

②那覇地区漁業協同組合代表理事組合長

③那覇市沿岸漁業協同組合代表理事組合長

④沖縄県近海鮪漁業協同組合代表理事組合長
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⑤沖縄鮮魚卸流通協同組合理事長

⑥泊魚市場買受人協同組合理事長

【廃棄物対策課】

①沖縄りサイクル運動市民の会代表

(2)アースの会代表

【環境保全課】

①沖縄自然環境ファンクラブ代表

(2)安謝川をきれいにする住民の会会長

③沖縄の杜愛護会会長

(4)一般社団法人沖縄じんぶん考房代表理事

1福祉政策課】

①那覇市連合遺族会(会長、副会長、支部長)

②那覇市赤十字奉仕団(委員長、副委員長)

(3)日本赤十字社沖縄県支部(支部長、副支部長、事務局長

④沖縄県原爆被爆者協議会理事長

【ちゃーがんじゅう課】

a)市内地域包括支援センター代表者

1障がい福祉課】

①那覇市障がい者地域活動協議会会長

【保護管理課】

a)ほのぽのプロジェクト代表者

②松尾二丁目自治会自治会長

(3)子どもサポートチーム古波蔵代表者

(心 R ・ Kアカデミー代表者

(5)お結ひ勧Π跳訓代表者

(6)ユイマール塾代表者

(フ)小学生ニイマーノレ塾よぎ・なかいま代表者

(8)一般社団法人おきなわ子育てライフサポートセンター代表理事

(9)一般社団法人ビクトリーチャーチ代表理事

(10)すこやか宇栄原っ子代表者

(1D 安謝新都心こども広場会長

a2)子ども支援小禄にじの会会長

(13)活き活きサロンちゅら花会長

(14)にじの森文庫会長

(15)あけぼのほのぽの会会長

(16)社会福祉法人わかめ福祉会理事長
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(17)那覇市母子生活支援センターさくら施設長

(18)特定非営利活動法人エンカレッジ理事長

【国民健康保険課】

①那覇市国民健康保険運営協議会会長

【保健総務課】

①那覇市献血協力会会長

1地域保健課】

①那覇市母子保健推進員協議会会長

②那覇市健康づくり推進員協議会会長

③那覇断酒家族会(いじゅの花)代表者

健康増進課】

①那覇市食生活改善推進員協議会会長

【こども政策課】

(1)那覇地区公立幼稚園・こども園園長会那覇・南北大東支部

(2)那覇市PTA連合会会長

(3)子育て応援キャラバン隊なは「はぐくみ」相談役

④沖縄中央児童相談所所長

⑤那覇市母子寡婦福祉会会長

(6)特定非営利活動法人おきなわCAPセンター副代表・理事

⑦一般社団法人那覇青年会議所社会問題解決委員会委員長

⑧那覇市子ども育成連絡協議会副会長

⑨社会福祉法人ポプラ福祉会(城東こども園)理事長、園長

(1の社会福祉法人郵住協福祉会(安謝こども園)理事長、園長

(1D 社会福祉法人翼福祉会儁良こども園)理事長、園長

a2)社会福祉法人わかめ福祉会(宇栄原こども園)理事長、園長

(13)社会福祉法人千草福祉会(垣花こども園)理事長、園長

(14)一般社団法人沖縄じんぶん考房代表理事

(15)社会福祉法人若杉福祉会理事長

【子育て応援課】

①公益社団法人那覇市母子寡婦福祉会会長

②那覇市母子生活支援センターさくら施設長

【こどもみらい課】

①認可保育園代表者

(2)認定こども園(私立)代表者

【道路管理課】

①道路ボランティア

会長
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(2)グリーン・ロード・サポーター

(3)路上違反簡易広告物除却活動

【公園管理課】

①公園ボランティア

②企業ボランティア

【まちなみ整備課】

①牧志一丁目3番地区市街地再開発準備組合理事長

②那覇市農連市場地区防災街区整備事業組合理事長

③那覇市農連市場地区防災街区整備事業組合事務局長

④久茂地都市開発株式会社(代表取締役会長、代表取締役社長)

爵肖防局・救急課】

①日本赤十字社沖縄県支部事務局長

【市民スポーツ課1

①漣0法人那覇市体育協会(顧問、会長、副会長)

(2)那覇市スポーツ推進委員協議会会長

(3)那覇市ウォーキング協会会長

【中央公民館】

①那覇市社会教育指導員OB会

【生涯学習課】

①那覇市社会教育委員議長

②沖縄なは子ども劇場運営委員長

(3)子どもフェスタinなは実行委員会会長

④那覇青年育成連合会会長

⑤昭和薬科大学附属中学校校長

⑥琉球大学附属中学校校長

⑦那覇市PTA連合会会長

⑧那覇市婦人連合会会長

【学校教育課】

①ゆうゆう会会長

②沖縄県教育庁義務教育課長

(3)琉球大学教育学部附属教育実践総合センターセンター長

(4)沖縄大学教職支援センターセンター長

(5)沖縄女子短期大学教育実践研究支援センターセンター長

⑥沖縄県教育委員会県教育委員

【教育相談課】

(1)那覇市青少年指導員連絡協議会(会長、副会長)(教育相談課



※対象外個人情報(冊子等に掲載され公知性がある)

代表的な団体等を以下に例示しています。

①在沖米陸軍第10地域支援群在沖米陸軍司令官(大佐)【平和交流・男女参画課】

(2)那覇市文化協会(会長、副会長、事務局長)【文化振興課1

③一般社団法人那覇市観光協会(会長、副会長)【観光課1

④社会福祉法人那覇市社会福祉協議会会長【福祉政策課】

⑤社会福祉法人沖縄にじの会理事長【ちゃーがんじゅう課】

(6) NP0法人沖縄青少年自立援助センターちゅらゆい代表理事【保護管理課

⑦那覇市医師会会長【イ呆健総務課】

⑧琉球大学教授 1こども政策課】

⑨おきなわ法律事務所弁護士 1こども政策課1

(10)那覇新都心株式会社代表取締役社長ほちなみ整備課】

(1D 地方独立行政法人那覇市立病院理事長 n肖防局・救急課】

(12)沖縄尚学附属中学校校長 1生涯学習課1

Q3)沖縄県教育委員会教育長【学校教育課】

(14)那覇市議会議員【議会事務局・庶務課】

※対象外個人情報(団体あて、メールカーにて送付

【中央公民館】

①中央公民館利用団体連絡協議会

②牧志駅前ほしぞら公民館利用団体連絡協議会

③小禄南公民館利用団体連絡協議会

④首里公民館利用団体連絡協議会

(5)若狭公民館利用団体連絡協議会

⑥石嶺公民館罰」用団体連絡協議会

⑦繁多川公民館利用団体連絡協議会

(8) NP0法人地域サポートわかさ

⑨ NP0法人1万人井戸端会議

(1のうるく地域づくり連絡協議会
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付議案件

「那覇市制施行式典の招待者名簿作成」に伴う個人情報の目的外利用について

毎年、 5月20日の市制施行記念日に開催する明"覇市制施行記念式典」において、市政

に貢献・協力をいただいている方々に案内状を送付し、できるだけ多くの関係者への案内

に努めているが、担当部署のみでの情報収集には限界がある。

多岐にわたる市の業務において、各業務の関係者情報については個人レベノレや団体レベ

ルで各担当課が保有しており、その情報により市制施行式典の案内状を送付するととが効

果的であることから、他課の保有する個人情報について目的外利用について、審議会へ付

議したい。

1対象課

2事務内容

秘書広報課

那覇市個人情報保護条例第9条第1項第5号に該当するもの

那覇市の各課が保有している個人情報を、那覇市制施行式典の招待者名

簿に反映し、市政に貢献・協力いただいている関係者への案内状送付に

活用する。

3目的外利用を行う個人情報 別紙一覧表のとおり
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(別紙)

※個人情報(氏名・住所・電ヨ舌番号)

1法制契約課1

①那覇市公平員会委員

(2)那覇市情報公開・個人情報保護審査会委員

③那覇市行政不服審査会委員(法制契約課)

④那覇市建設工事等入札監視委員会委員

⑤那覇市建設工事等入札監視委員会委員

⑥那覇市公契約条例検討審議会委員

⑦那覇市顧問弁護士

【平和交流・男女参画課1

①那覇市男女共伺参画会議委員

②うむやす法律会計事務所弁護士

③那覇市国際交流市民の会会員

【納税課】

①那覇市固定資産評価審査委員会委員

【市民生活安全課】

①那覇市交通指導員(本庁部会長、真和志部会長、首里部会長、小禄部会長)

②那覇市空家等対策審議会委員

ほちづくり協働推進課】

①協働大使

【環境政策課】

①那覇市環境審議会委員

(2)那覇市エコライフサポーター

(3)那覇市地球温暖化対策協議会(会長、幹事、監事)

【クリーン推進課】

(D クリーンサポーター

1福祉政策課】

①市内各地区の民生委員

②那覇市社会福祉審議会委員

【こども政策課】

①那覇市民生委員児童委員連合会民生委員児童委員
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【都市計画課】

①那覇市都市交通協議会(座長、委員)

(2)那覇市都市景観審議会(会長、委員)

(3)那覇市都市デザインアドバイザー

(4)那覇市都市計画審議会(会長、副会長、委員)

⑤那覇市都市みらい部及びまちなみ共創部指定管理者選定委員会(会長、委員)

⑥那覇市公共事業評価監視委員会委員

【花とみどり課】

①緑化推進委員会委員

【まちなみ整備課】

①那覇市住宅政策等審議会(特別委員、指定管理者選定委員、委員長、副委員長、委

員)

【建築指導課】

(1)那覇市建築審査会・開発審査会(会長、委員)

【教育委員会・総務課】

(1)那覇市教育委員会委員

【中央図書館】

①那覇市立図書館協議会(会長、副会長、委員)

【生涯学習課】

①那覇市奨学生選考委員会委員長

②那覇市青少年健全育成市民会議会長

③市内各中学校区那覇市青少年健全育成協議会会長

④那覇市青少年健全育成市民会議広報部長

⑤那覇市子ども会育成連絡協議会会長

【教育研究所】

(1)那覇市立教育研究所運営審議委員(会長、委員)

【選挙管理委員会事務局1

①那覇市選挙管理委員(委員長、職務代理者、委員)

(2)那覇市明るい選挙推進協議会(会長、前会長、書記)

【監査委員事務局1

①那覇市監査委員事務局(代表監査委員、監査委員)

【上下水道局・総務課1

(1)歴代那覇市上下水道局長、水道事業管理者
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※団体名に伴う個人情報(団体名・代表者名・代表者の住所・電話番号

【法制契約課】

(1)入札参加資格者名簿(物品、工事)

【平和交流・男女参画課】

①特定非営利活動法人おきなわCAPセンター代表者

(2)レインボーアライアンス沖縄代表者

③金城芳子基金運営委員会代表者

(4)強姦救援センター・沖縄 REIC0代表者

(5)てぃーだあみ代表者

(6)沖縄ブラジル協会会長

⑦那覇市鏡水ふれあい会館指定管理者

⑧旧那覇飛行場用地問題解決地主会会長

⑨那覇軍用地等地主会会長

(1の内閣府沖縄総合事務局総務部跡地利用対策課、課長

(1D 沖縄県企画部参事

【市民生活安全課】

①那覇市民憲章推進協議会会長

②那覇地区交通安全協会会長

③豊見城地区交通安全協会会長

④那覇地区防犯協会会長

(5)小禄・豊見城地区防犯協会会長

⑥暴力団組事務所撤去訴訟那覇市原告団連絡協議会会長

(フ)那覇地区自主防犯ボランティア連絡協議会会長

【まちづくり協働推進課】

①市内各自治会会長

υ瓢ネまち振興課1

①市内各商店街振興組合代表者

②市内通り会代表者

(3)第一牧志公設市場組合組合長

④那覇市公設市場衣料部組合長

⑤牧志公設市場雑貨組合組合長

【商工農水課】

①沖縄県農業協同組合(首里支店長、真和志支店長、小禄支店長)

②.那覇地区漁業協同組合代表理事組合長

③那覇市沿岸漁業協伺組合代表理事組合長

④沖縄県近海鮪漁業協同組合代表理事組合長
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⑤沖縄鮮魚卸流通協同組合理事長

(6)泊魚市場買受人協同組合理事長

{廃棄物対策課】

①沖縄りサイクル運動市民の会代表

(2)アースの会代表

【環境保全課】

a)沖縄自然環境ファンクラブ代表

(2)安謝川をきれいにする住民の会会長

③沖縄の杜愛護会会長

④一般社団法人沖縄じんぶん考房代表理事

【福祉政策課】

①那覇市連合遺族会(会長、副会長、支部長)

(2)那覇市赤十字奉仕団(委員長、副委員長)

(3)日本赤十字社沖縄県支部(支部長、副支部長、事務局長

④沖縄県原爆被爆者協議会理事長

【ちゃーがんじゅう課1

①市内地域包括支援センター代表者

【障がい福祉課】

①那覇市障がい者地域活動協議会会長

【保護管理課】

a)ほのぽのプロジェクト代表者

②松尾二丁目自治会自治会長

(3)子どもサポートチーム古波蔵代表者

(4) R ・ Kアカデミー代表者

(5)お結ひ勧側r 訓代表者

(6)ユイマール塾代表者

(フ)小学生ユイマール塾よぎ・なかいま代表者

(8)一般社団法人おきなわ子育てライフサポートセンター代表理事

(9)一般社団法人ビクトリーチャーチ代表理事

aのすこやか宇栄原っ子代表者

QD 安謝新都心こども広場会長

(12)子ども支援小禄にじの会会長

a3)活き活きサロンちゅら花会長

(14)にじの森文庫会長

(15)あけぽのほのぽの会会長

(16)社会福祉法人わかめ福祉会理事長
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(17)那覇市母子生活支援センターさくら施設長

(18)特定非営利活動法人エンカレッジ理事長

【国民健康保険課】

(1)那覇市国民健康保険運営協議会会長

【保健総務課】

①那覇市献血協力会会長

1地域保健課】

①那覇市母子保健推進員協議会会長

②那覇市健康づくり推進員協議会会長

(3)那覇断酒家族会(いじゅの花)代表者

1健康増進課】

①那覇市食生活改善推進員協議会会長

1こども政策課】

①那覇地区公立幼稚園・こども園園長会那覇・南北大東支部

(2)那覇市PTA連合会会長

(3)子育て応援キャラバン隊なは「はぐくみ」相談役

④沖縄中央児童相談所所長

⑤那覇市母子寡婦福祉会会長

(6)特定非営利活動法人おきなわCAPセンター副代表・理事

⑦一般社団法人那覇青年会議所社会問題解決委員会委員長

⑧那覇市子ども育成連絡協議会副会長

(9)社会福祉法人ポプラ福祉会(城東こども園)理事長、園長

(1の社会福祉法人郵住協福祉会怯謝こども園)理事長、園長

(1D 社会福祉法人翼福祉会(高良こども園)理事長、園長

a2)社会福祉法人わかめ福祉会(宇栄原こども園)理事長、園長

a3)社会福祉法人千草福祉会(垣花こども園)理事長、園長

(14)一般社団法人沖縄じんぶん考房代表理事

a5)社会福祉法人若杉福祉会理事長

【子育て応援課】

①公益社団法人那覇市母子寡婦福祉会会長

(2)那覇市母子生活支援センターさくら施設長

【こどもみらい課】

①認可保育園代表者

②認定こども園(私立)代表者

【道路管理課】

①道路ボランティア

1 18



伐)グリーン・ロード・サポーター

③路上違反簡易広告物除却活動

【公園管理課】

(1)公園ボランティア

(2)企業ボランティア

【まちなみ整備課】

(1)牧志一丁目3番地区市街地再開発準備組合理事長

②那覇市農連市場地区防災街区整備事業ネ且合理事長

③那覇市農連市場地区防災街区整備事業組合事務局長

④久茂地都市開発株式会社(代表取締役会長、代表取締役社長)

1消防局・救急課】

①日本赤十字社沖縄県支部事務局長

【市民スポーツ課】

a)漣0法人那覇市体育協会(顧問、会長、副会長)

(2)那覇市スポーツ推進委員協議会会長

(3)那覇市ウォーキング協会会長

{中央公民館1

①那覇市社会教育指導員OB会

1生涯学習課】

①那覇市社会教育委員議長

(2)沖縄なは子ども劇場運営委員長

(3)子どもフェスタ血なは実行委員会会長

④那覇青年育成連合会会長

⑤昭和薬科大学附属中学校校長

(6)琉球大学附属中学校校長

(フ)那覇市PTA連合会会長

⑧那覇市婦人連合会会長

【学校教育課】

①ゆうゆう会会長

②沖縄県教育庁義務教育課長

(3)琉球大学教育学部附属教育実践総合センターセンター長

(4)沖縄大学教職支援センターセンター長

(5)沖縄女子短期大学教育実践研究支援センターセンター長

⑥沖縄県教育委員会県教育委員

教育相談課】

①那覇市青少年指導員連絡協議会(会長、副会長)(教育相談課)
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※対象外個人情報(冊子等に掲載され公知性がある)

代表的な団体等を以下に例示しています。

①在沖米陸軍第10地域支援群在沖米陸軍司令官(大佐)【平和交流・男女参画課】

②那覇市文化協会(会長、副会長、事務局長)【文化振興課】

③一般社団法人那覇市観光協会(会長、副会長)【観光課】

④社会福祉法人那覇市社会福祉協議会会長【福祉政策課】

⑤社会福祉法人沖縄にじの会理事長【ちゃーがんじゅう課】

⑥ NP0法人沖縄青少年自立援助センターちゅらゆい代表理事【保護管理課1

⑦那覇市医師会会長【保健総務課】

⑧琉球大学教授 1こども政策課】

⑨おきなわ法律事務所弁護士【こども政策課】

(1の那覇新都心株式会社代表取締役社長【まちなみ整備課】

(1D 地方独立行政法人那覇市立病院理事長【消防局・救急課】

(12)沖縄尚学附属中学校校長 1生涯学習課】

a3)沖縄県教育委員会教育長【学校教育課1

(14)那覇市議会議員【議会事務局・庶務課1

※対象外個人情報(団体あて、メールカーにて送付)

【中央公民館】

①中央公民館利用団体連絡協議会

②牧志駅前ほしぞら公民館利用団体連絡協議会

(3)小禄南公民館利用団体連絡協議会

④首里公民館利用団体連絡協議会

⑤若狭公民館利用団体連絡協議会

⑥石嶺公民館利用団体連絡協議会

⑦繁多川公民館利用団体連絡協議会

(8) NP0法人地域サポートわかさ

(9) NP0法人1万人井戸端会議

(1のうるく地域づくり連絡協議会
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  １ 会議公開制度の目的 

 

 

  情報公開制度の目的が実効的に保障されるためには、市政に関する情報が広く公開される必要があり、

そのためには公文書の公開だけではなく、会議の公開についてもその充実を図らなければなりません。

このような観点にたち、市政に関する意思形成に重要な役割、機能を有する市の会議について、会議運

営の公正性を確保するとともに、市政への市民参加を一層推進するため「公開原則」のもとに会議の公

開を行っています。 

 

    会議公開制度の主な内容 

  (1) 実施機関 

    市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員

会、消防局長、上下水道事業管理者、議会及び市が設立した地方独立行政法人（市立病院）をいう。 

  (2) 公開の対象となる会議 

   ① 条例で設置された審議会、審査会等の会議 

   ② 行政委員会の会議 

  (3) 会議公開の基準 

    原則公開ですが、①情報公開条例により非公開とすることができる情報に関して審議する場合、  

     ②公開することにより公正、円滑な審議が著しく阻害される場合は、公開しないことができます。 

  (4) 公開の内容 

    公開される会議の主な内容は、①開催日時、議題等の事前公表、②傍聴の可否、③意見書の提出、

④会議録等の公開となっています。 

 

 

  ２ 会議公開制度の運用状況 

 

 (1) 会議の開催について市政情報センターに報告があったのは147件となっています。 

  (2) 報告のあった会議について傍聴できたものは96件、傍聴できなかったものは51件となっていま 

す。   

 



会議の開催状況（次項もあります）

部名 課名 会議の名称 開催数 公開 非公開
傍聴
人数

意見
提出

人事課 特別職報酬審議会 3 3 0 0 0

防災会議委員会 1 1 0 0 0

防災会議幹事会 1 1 0 0 0

秘書広報課 那覇市政功労者表彰審査委員会 1 0 1 0 0

那覇市男女共同参画会議 4 4 0 0 0

那覇市ともかぜ振興会館指定管理者選定委員会 1 1 0 0 0

管財課 那覇市財産評価委員会 4 0 4 0 0

那覇市行政不服審査会 1 0 1 0 0

那覇市情報公開・個人情報保護審査会 1 0 1 0 0

那覇市建設工事等入札監視委員会 2 0 2 0 0

那覇市公契約条例検討審議会 3 3 0 0 0

企画財務部 企画調整課 那覇市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会 3 3 0 0 0

那覇市中小企業振興審議会 7 7 0 0 0

那覇市IT創造館運営審議会 0 0 0 0 0

那覇市水産業振興協議会 3 3 0 0 0

那覇市ぶんかテンブス館運営審議会 0 0 0 0 0

那覇市伝統工芸館運営審議会 1 1 0 0 0

なはまち振興課 那覇市中心市街地活性化委員会 4 2 2 7 3

観光課 那覇市観光審議会 5 5 0 0 0

那覇市情報公開・個人情報保護運営審議会 2 2 0 0 0

那覇市空家等対策審議会 2 0 2 0 0

那覇市安全で住みよいまちづくり推進協議会 1 1 0 0 0

那覇市文化行政審議会 3 3 0 0 0

那覇市民会館保存可能性等検討委員会 1 1 0 2 0

那覇市文化財調査審議会 1 1 0 1 0

那覇市立壷屋焼物博物館協議会 1 1 0 0 0

那覇市琉球王尚家伝来品修理等審議会 1 1 0 0 0

まちづくり協働推進課 那覇市協働によるまちづくり推進審議会 2 1 1 5 0

那覇市こども政策審議会 4 4 0 4 0

公私連携幼保連携型認定こども園連携予定法人選定部会 2 0 2 0 0

保育所等認可･利用定員設定部会 1 0 1 0 0

総務部

防災危機管理課

法制契約課

経済観光部

商工農水課

文化振興課

文化財課

市民文化部

市民生活安全課

平和交流・男女参画課

こどもみらい部 こども政策課
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会議の開催状況

部名 課名 会議の名称 開催数 公開 非公開
傍聴
人数

意見
提出

那覇市民生委員推薦会 4 0 4 0 0

那覇市社会福祉審議会 1 1 0 0 0

那覇市社会福祉審議会民生委員審査専門分科会 1 0 1 0 0

那覇市社会福祉審議会地域福祉専門分科会 3 3 0 0 0

那覇市社会福祉審議会障がい者専門分科会 1 1 0 0 0

那覇市社会福祉審議会障がい者福祉専門分科会
審査部会

4 0 4 0 0

那覇市社会福祉協議会高齢者福祉介護専門分科会 3 3 0 0 0

那覇市老人ホーム入所判定委員会 3 0 3 0 0

国民健康保険課 那覇市国民健康保険運営協議会 2 2 0 0 0

那覇市母子保健推進協議会 2 2 0 0 0

那覇市母子保健推進協議会 発達支援部会 1 1 0 0 0

那覇市母子保健推進協議会 慢性疾病児童等地
域支援部会

1 1 0 0 0

健康増進課 那覇市保健所運営協議会（健康なは） 2 2 0 0 0

保健総務課 那覇市保健所運営協議会 1 1 0 0 0

那覇市都市景観審議会 3 3 0 10 0

那覇市都市計画審議会 2 2 0 0 0

那覇市都市みらい部及びまちなみ共創部指定管
理者選定委員会

1 0 1 0 0

まちなみ整備課 那覇市住宅政策等審議会 3 3 0 0 0

建築指導課 那覇市建築審査会 7 7 0 22 0

環境部 環境政策課 那覇市環境審議会 4 4 0 0 0

総務課 那覇市教育事務点検評価委員会 5 5 0 0 0

中央図書館 那覇市立図書館協議会 2 2 0 0 0

生涯学習課 那覇市奨学生選考委員会 2 0 2 0 0

市民スポーツ課 那覇市スポーツ推進審議会 1 1 0 0 0

那覇市就学支援委員会 10 0 10 0 0

那覇市いじめ問題専門委員会
※各会議2時間のうち前半25分間を公開とし、
以降は非公開とした。

9 0 9 0 0

教育研究所 那覇市立教育研究所運営審議会 1 1 0 0 0

上下水道局 企画経営課 那覇市上下水道事業審議会 2 2 0 0 0

合　計 ※前頁と本頁の合計 147 96 51 51 3

健康部
地域保健課

障がい福祉課

都市みらい部 都市計画課

学校教育部
学校教育課

まちなみ共創部

生涯学習部

福祉部

福祉政策課

ちゃーがんじゅう課

123


