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第８章 情報公開・個人情報保護制度の充実を目指して 

 

条例の趣旨に則り、制度運用の一層の充実を目指した取り組みを行いました。 

 

１ 市政情報やまびこの予算執行状況 

前年度に引き続いて、制度の趣旨の徹底と内容の充実を図るための予算を執行しました。 

執行状況の概要は以下のとおりです。 

単位：千円 

 ２０１２年度 ２０１３年度 ２０１４年度 ２０１５年度 ２０１６年度 

歳入 ８９１ １，０５０ ７３０ ７９９ ７９０ 

歳出 ７，０３１ ５，９０２ ５，３２９ ５，７８９ ４，３８８ 

 

 

＜２０１６年度歳入内訳＞ 

市政情報写し交付実費等       ３５１千円（前年度    ２３７千円） 

市有償刊行物頒布代       ４３９千円（前年度    ５６２千円） 

 

＜２０１６年度歳出内訳＞ 単位：千円 

区分 用   途 執 行 額(前年度) 

報 酬 審議会・審査会委員報酬 ２，２３７(2,933) 

報 償 費 講演会講師謝礼  ４０(   40) 

旅 費 事務打合せ、研修 ２１(   18) 

消 耗 品 費 図書、事務用品 １，１５７(918) 

印刷製本費 製本等 ４１(   41) 

通信運搬費 書庫移転費用 ０( 547) 

筆耕翻訳料 審議会速記 ３５２(  490) 

保 険 料 個人情報賠償責任保険料 ４０７(  575) 

使 用 料 コピー機借上 ５６(   65) 

備品購入費 ブックトラック ０(   90) 

負担金 職員研修 ７７(   72) 
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２ 「個人情報の漏洩事故ゼロ」を目指して 

２０１６年度においては、幸いにして個人情報の紛失・流出事故は発生しませんでした。 

今後も職員向けの啓発紙「ＰＩニュース」にて全職員に個人情報流出事故防止を呼びかける

など、「個人情報の漏洩事故ゼロ」を目指した事業を進めてまいります。 

 

３ 職員等を対象とした研修会・説明会等の開催 

２０１６年度も、市政情報課が開催した研修会をはじめ、各課の会議や研修会の機会をとら

えて市政情報課職員を派遣し、制度の理解を深めました。さらに、個人情報の業務登録に係わ

る打合せなどを通じて職員の理解を求めました。 

研修会等の実施状況は以下のとおりです。 

２０１６年度研修会・説明会等実施一覧 

実施年月日 内        容 受講者数 

2016.４.１ 
新規採用職員研修（市民病院医療職） 

（個人情報保護制度について） 
４２名 

2016.４.４ 
新規採用職員研修（行政職） 

（情報公開・個人情報保護制度について） 
５０名 

2016.４.５ 
非常勤・臨時・派遣職員等個人情報保護研修（定期） 

（個人情報保護制度について） 
１７名 

2016.４.13 
すみれ教室 非常勤・臨時職員等個人情報保護研修 

（個人情報保護制度について） 
１４名 

2016.４.18 
新任転任校長・副校長研修 

（情報公開・個人情報保護制度について） 
２２名 

2016.４.26 
市民税課 委託・派遣職員等個人情報保護研修 

（個人情報保護制度について） 
６名 

2016.５.10 
非常勤・臨時・派遣職員等個人情報保護研修（定期） 

（個人情報保護制度について） 
３０名 

2016.５.27 
ひかり療育園 非常勤・臨時職員等個人情報保護研修 

（個人情報保護制度について） 
６名 

2016.６.７ 
非常勤・臨時・派遣職員等個人情報保護研修（定期） 

（個人情報保護制度について） 
２１名 

2016.６.８ 
福祉総務課 避難行動要支援者名簿配布に伴う町内会・自治

会役員個人情報保護研修（個人情報保護制度について） 
３名 

2016.６.30 
新任民生委員・児童委員個人情報保護研修 

（個人情報保護制度について） 
４名 

2016.７.５ 
非常勤・臨時・派遣職員等個人情報保護研修（定期） 

（個人情報保護制度について） 
１７名 

2016.７.６ 
児童青少年課 非常勤・臨時職員等個人情報保護研修 

（個人情報保護制度について） 
１３名 

2016.７.21 
下水道管理課 正規職員個人情報保護研修（２回） 

（個人情報保護制度について） 
２１名 

2016.８.２ 
非常勤・臨時・派遣職員等個人情報保護研修（定期） 

（個人情報保護制度について） 
４名 

2016.８.８ 
インターンシップ実習生研修 

（個人情報保護制度について） 
２７名 
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2016.９.６ 
非常勤・臨時・派遣職員等個人情報保護研修（定期） 

（個人情報保護制度について） 
６名 

2016.９.12 
高齢者福祉課 南圏域見守り支援ネットワーク交流会参加

者個人情報保護研修（個人情報保護制度について） 
６０名 

2016.10.４ 
非常勤・臨時・派遣職員等個人情報保護研修（定期） 

（個人情報保護制度について） 
１１名 

2016.10.４ 
新規採用職員研修（行政職・医療職） 

（情報公開・個人情報保護制度について） 
１１名 

2016.10.20 
福祉総務課 避難行動要支援者名簿配布に伴う町内会・自治

会役員個人情報保護研修（個人情報保護制度について） 
４名 

2016.11.１ 
非常勤・臨時・派遣職員等個人情報保護研修（定期） 

（個人情報保護制度について） 
４名 

2016.11.16 
福祉総務課 避難行動要支援者名簿配布に伴う町内会・自治

会役員個人情報保護研修（個人情報保護制度について） 
１名 

2016.11.21 

個人情報保護管理責任者及び取扱責任者事務研修会 

（情報公開・個人情報開示制度及び個人情報登録の実務に

ついて） 

９５名 

2016.11.21 

情報公開・個人情報保護制度講演会 

（自治体における公文書管理のあり方） 

東洋大学法学部法律学科教授・弁護士 早川 和宏 氏 

９９名 

2016.12.１ 
新任民生委員・児童委員個人情報保護研修 

（個人情報保護制度について） 
４９名 

2016.12.６ 
非常勤・臨時・派遣職員等個人情報保護研修（定期） 

（個人情報保護制度について） 
１１名 

2016.12.７ 
福祉総務課 避難行動要支援者名簿配布に伴う町内会・自治

会役員個人情報保護研修（個人情報保護制度について） 
５名 

2017.１.10 
非常勤・臨時・派遣職員等個人情報保護研修（定期） 

（個人情報保護制度について） 
１３名 

2017.１.18 
市民税課 委託・派遣職員等個人情報保護研修 

（個人情報保護制度について） 
７名 

2017.１.20 
市民税課 委託・派遣職員等個人情報保護研修 

（個人情報保護制度について） 
４２名 

2017.１.26 
市民税課 委託・派遣職員等個人情報保護研修 

（個人情報保護制度について） 
２３名 

2017.２.２ 
市民税課 委託・派遣職員等個人情報保護研修 

（個人情報保護制度について） 
１１名 

2017.２.７ 
非常勤・臨時・派遣職員等個人情報保護研修（定期） 

（個人情報保護制度について） 
１２名 

2017.２.14 
職員課 採用内定者個人情報保護研修 

（個人情報保護制度について） 
１０名 

2017.３.７ 
非常勤・臨時・派遣職員等個人情報保護研修（定期） 

（個人情報保護制度について） 
１０名 

2017.３.14 
市民税課 委託・派遣職員等個人情報保護研修 

（個人情報保護制度について） 
１１名 
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2017.３.27 
新任民生委員・児童委員個人情報保護研修 

（個人情報保護制度について） 
１０名 

 

４ ＰＩニュースの発行  

情報公開制度・個人情報保護制度・会議公開制度、また情報提供に関連するタイムリーな話

題を掲載した職員向けの啓発紙「ＰＩニュース」をやまびこ開設時から発行しています。 

２０１６年度は３回発行し、庁内に配布・配信しました。 

 

167号(2016年９月) ○市政情報課への行政資料案内について 

168号(2016年 10月) ○会議公開制度について 

169号(2016年 11月) ○情報公開・個人情報保護制度に関する研修について 

 

５ 出資等団体の情報公開・個人情報保護制度化の取り組み状況  

町田市では１９９９年度から市の出資等団体をはじめとする関係団体に対して、情報公開・

個人情報保護の制度化の要請を行い、多くの団体で制度化が図られてきました。 

また、２００２年度からは町田市情報公開条例において、さらに２００５年度からは個人情

報保護条例においてもこれらの取り組みが明文化され、①対象となる出資等団体を規定上明ら

かにし、②当該団体は、両条例の趣旨にのっとり情報公開を行うための措置及び個人情報保護

に関する措置を講ずるよう努めるものとし、③市は、これらの団体に対して必要な措置を講ず

るよう指導を行うものとされています。 

 

町田市の出資等団体の情報公開・個人情報保護制度施行状況 

（２０１７年３月３１日現在） 

名  称 

(設立年) 
各団体の情報公開・個人情報保護制度(施行年月日) 

社会福祉法人 

町田市社会福祉協議会 

(1958 年) 

社会福祉法人町田市社会福祉協議会情報公開規程(2000 年 6月 1日) 

社会福祉法人町田市社会福祉協議会個人情報保護規程(2000年 6月 1日) 

町田市土地開発公社 

(1974 年) 

町田市土地開発公社情報公開規程(2000年 4月 1日) 

町田市土地開発公社個人情報保護規程(2000年 4月 1日) 

一般財団法人 

町田市勤労者福祉サービス

センター (1993年) 

一般財団法人町田市勤労者福祉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ情報公開規程(1999年12月1日) 

一般財団法人町田市勤労者福祉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ個人情報保護規程(1999年12月1日) 

株式会社 

町田まちづくり公社 

(1999 年) 

株式会社町田まちづくり公社情報公開規程(2004年 5月 28 日) 

株式会社町田まちづくり公社個人情報保護規程(2004年 5月 28日) 

社会福祉法人 

町田市福祉サービス協会 

(2002 年) 

社会福祉法人町田市福祉サービス協会情報公開規程(2002年 4月 1 日) 

社会福祉法人町田市福祉サービス協会個人情報保護規程(2002年4月1日) 

一般財団法人 

町田市文化・国際交流財団 

(2004 年) 

一般財団法人町田市文化・国際交流財団情報公開規程(2004年 4月 1日) 

一般財団法人町田市文化・国際交流財団個人情報保護規程(2004年4月1日) 
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一般社団法人 

町田市観光コンベンション

協会 (2010 年) 

一般社団法人町田市観光コンベンション協会情報公開規程(2010年 8月 1日) 

一般社団法人町田市観光コンベンション協会個人情報保護規程(2010年12月21日) 

一般財団法人 

まちだエコライフ推進公社

(2012 年) 

一般財団法人まちだエコライフ推進公社情報公開規程(2012年 4月 2日) 

一般財団法人まちだエコライフ推進公社個人情報保護規程(2012年 4月 2日) 

株式会社 

町田新産業創造センター 

(2013 年) 

株式会社町田新産業創造センター情報公開規程(2013年 1月 30日) 

株式会社町田新産業創造センター個人情報保護規程(2013年 1月 30 日) 

 

６ 他の自治体等からの視察  

２０１６年度は、他の自治体等からの視察はありませんでした。 
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