
審査請求の状況 

 

１ 「警察に対する相談記録票等」の一部開示決定の件 

   令和元年９月11日 自己情報開示請求 

   令和元年９月26日 自己情報の一部開示決定 

   令和元年10月28日 審査請求 

   令和元年12月25日 審査請求の補正書の提出 

   令和２年６月11日 長野県公安委員会から個人情報保護審査会に諮問 

   令和４年１月７日 個人情報保護審査会から、不開示とした部分の一部を開示

すべきであるが、その余の部分を不開示とした決定は妥当

である旨答申 

 

２ 「電話（口頭）記録用紙等」の一部開示決定の件 

   令和元年12月19日 自己情報開示請求 

   令和２年１月31日 自己情報の一部開示決定 

   令和２年２月18日 審査請求 

   令和２年６月11日 長野県公安委員会から個人情報保護審査会に諮問 

   令和４年２月３日 個人情報保護審査会から、不開示とした部分の一部を開示

すべきであるが、その余の部分を不開示とした決定は妥当

である旨答申 

 

３ 「通報を記録した文書」の不存在決定の件 

   令和２年３月９日 自己情報開示請求 

   令和２年３月19日 自己情報の不存在決定 

   令和２年６月18日 審査請求 

   令和２年７月６日 長野県教育委員会から個人情報保護審査会に諮問 

   令和３年６月10日 個人情報保護審査会から、不存在決定は妥当である旨答申 

 

４ 「勤務評価票・選考評定票」の一部開示決定の件 

   令和２年３月９日 自己情報開示請求 

   令和２年３月23日 自己情報の一部開示決定 

   令和２年６月24日 審査請求 

   令和２年７月６日 長野県教育委員会から個人情報保護審査会に諮問 

   令和３年10月28日 個人情報保護審査会から、不開示とした部分の一部を開示

すべきであるが、その余の部分を不開示とした決定は妥当

である旨答申 

 

５ 「勤務評価票（２件）・選考評定票」の一部開示決定の件 

   令和２年３月10日 自己情報開示請求 

   令和２年３月24日 自己情報の一部開示決定 



   令和２年６月24日 審査請求 

   令和２年７月６日 長野県教育委員会から個人情報保護審査会に諮問 

   令和３年10月28日 個人情報保護審査会から、不開示とした部分の一部を開示

すべきであるが、その余の部分を不開示とした決定は妥当

である旨答申 

 

６ 「警察に対する相談記録票・処理票等」の一部開示決定の件 

   令和元年12月19日 自己情報開示請求 

   令和２年１月17日 自己情報の一部開示決定 

   令和２年１月31日 審査請求 

   令和２年９月４日 審査請求の補正書の提出 

   令和２年10月29日 長野県公安委員会から個人情報保護審査会に諮問 

            現在審査中 

             

７ 「広聴事案処理票等」の一部開示決定の件 

   令和２年３月28日 自己情報開示請求 

   令和２年４月28日 自己情報の一部開示決定 

   令和２年６月14日 審査請求 

   令和２年９月４日 審査請求の補正書の提出 

   令和２年12月17日 長野県公安委員会から個人情報保護審査会に諮問 

            現在審査中 

 

８ 「審査請求に係る諮問に関する通知」の開示決定の件 

   令和２年10月26日 自己情報開示請求 

   令和２年11月10日 自己情報の開示決定 

   令和２年11月29日 審査請求 

   令和２年12月12日 審査請求の補正書の提出 

   令和２年12月22日 長野県知事から個人情報保護審査会に諮問 

            現在審査中 

 

９ 「回答の経緯が分かる文書」の不存在決定の件 

   令和２年９月28日 自己情報開示請求書 

   令和２年10月12日 自己情報の不存在決定 

   令和２年12月８日 審査請求 

   令和３年２月15日 長野県教育委員会から個人情報保護審査会に諮問 

            現在審査中 

 

10 「文書の作成者等に係る文書」の不存在決定の件 

   令和２年11月19日 自己情報開示請求 

   令和２年12月３日 自己情報の不存在決定 



   令和２年12月８日 審査請求 

   令和３年２月15日 長野県教育委員会から個人情報保護審査会に諮問 

            現在審査中 

    

11 「広聴事案処理票・警察に対する相談記録票等」の一部開示決定の件 

   令和２年７月10日 自己情報開示請求 

   令和２年７月27日 自己情報の一部開示決定 

   令和２年８月26日 審査請求 

   令和３年６月16日 長野県公安委員会から個人情報保護審査会に諮問 

            現在審査中 

             

12 「警察に対する相談記録票・処理票・捜査報告書」の一部開示決定の件 

   令和２年７月10日 自己情報開示請求 

   令和２年７月27日 自己情報の一部開示決定 

   令和２年８月26日 審査請求 

   令和２年９月17日 審査請求の補正書の提出 

   令和３年６月16日 長野県公安委員会から個人情報保護審査会に諮問 

            現在審査中 

             

13 「広聴事案処理票・警察に対する相談処理票」の一部開示決定の件 

   令和２年８月13日 自己情報開示請求 

   令和２年８月28日 自己情報の一部開示決定 

   令和２年11月６日 審査請求 

   令和２年12月15日 審査請求の補正書の提出 

   令和３年６月16日 長野県公安委員会から個人情報保護審査会に諮問 

            現在審査中 

 

14 「自己情報開示請求に関する公文書等」の一部開示決定の件 

   令和２年10月26日 自己情報開示請求 

   令和２年12月25日 自己情報の一部開示決定（期間延長あり） 

   令和３年３月５日 審査請求 

   令和３年６月16日 長野県公安委員会から個人情報保護審査会に諮問 

            現在審査中 

             

15 「警察に対する相談記録票・継続相談記録票・処理票」の一部開示決定の件 

   令和２年12月28日 自己情報開示請求 

   令和３年１月14日 自己情報の一部開示決定（期間延長あり） 

   令和３年３月５日 審査請求 

   令和３年６月16日 長野県公安委員会から個人情報保護審査会に諮問 

            現在審査中 



16 「長野県スクールカウンセラーの選考結果等」の一部開示決定の件 

   令和３年２月26日 自己情報開示請求 

   令和３年３月10日 自己情報の一部開示決定 

   令和３年６月９日 審査請求 

   令和３年７月12日 教育委員会から個人情報保護審査会に諮問 

            現在審査中 

               

17 「警察に対する相談記録票等」の一部開示決定の件 

   令和３年３月20日 自己情報開示請求 

   令和３年４月12日 自己情報の一部開示決定 

   令和３年５月11日 審査請求 

   令和３年８月26日 長野県公安委員会から個人情報保護審査会に諮問 

            現在審査中 

 

18 「警察に対する自己の相談記録等」の不存在決定の件 

   令和３年４月13日 自己情報開示請求 

   令和３年６月４日 自己情報の不存在決定 

   令和３年７月19日 審査請求 

   令和３年９月16日 長野県公安委員会から個人情報保護審査会に諮問 

            現在審査中 

 

19 「警察に対する相談記録票等」の一部開示決定の件 

   令和３年４月13日 自己情報開示請求 

   令和３年６月４日 自己情報の一部開示決定 

   令和３年７月19日 審査請求 

   令和３年８月13日 審査請求の補正書の提出 

   令和３年９月16日 長野県公安委員会から個人情報保護審査会に諮問 

            現在審査中 

 

20 「飲食店代表者と警察のやり取りに関する文書」の開示請求拒否決定の件 

   令和３年６月５日 自己情報開示請求 

   令和３年６月21日 自己情報の開示請求拒否決定 

   令和３年７月19日 審査請求 

   令和３年12月16日 長野県公安委員会から個人情報保護審査会に諮問 

            現在審査中 

 

21 「警察に対する相談記録票等」の一部開示決定の件 

   令和３年６月５日 自己情報開示請求 

   令和３年６月21日 自己情報の一部開示決定 

   令和３年７月19日 審査請求 



   令和３年９月16日 長野県公安委員会から個人情報保護審査会に諮問 

            現在審査中 

 

22 「警察に対する相談記録票・処理票」の一部開示決定の件 

   令和３年５月９日 自己情報開示請求 

   令和３年５月27日 自己情報の一部開示決定 

   令和３年８月20日 審査請求 

   令和３年12月16日 長野県公安委員会から個人情報保護審査会へ諮問 

            現在審査中 

 

23 「警察に対する相談記録票・処理票」の一部開示決定の件 

   令和３年８月13日 自己情報開示請求 

   令和３年８月27日 自己情報の一部開示決定 

   令和３年10月13日 審査請求 

   令和３年12月16日 長野県公安委員会から個人情報保護審査会に諮問 

            現在審査中 

 

24 「警察に対する相談記録票・処理票」の一部開示決定の件 

   令和３年９月16日 自己情報開示請求 

   令和３年11月８日 自己情報の一部開示決定 

   令和４年１月13日 審査請求 

   令和４年２月18日 長野県公安委員会から個人情報保護審査会に諮問 

            現在審査中 

 

25 「広聴事案処理票・警察に対する相談記録票等」の一部開示決定の件 

   令和３年11月２日 自己情報開示請求 

   令和３年11月24日 自己情報の一部開示決定 

   令和４年１月13日 審査請求 

   令和４年２月18日 長野県公安委員会から個人情報保護審査会に諮問 

            現在審査中 

 

26 「長野県個人情報保護審査会会議録」の一部開示決定の件 

   令和３年11月２日 自己情報開示請求 

   令和３年11月11日 自己情報の一部開示決定 

   令和４年２月11日 審査請求 

   令和４年２月21日 長野県知事から個人情報保護審査会に諮問 

            現在審査中 


