
 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 情報公開・個人情報保護運営審議会の状況 
 



第４章 情報公開・個人情報保護運営審議会の状況 
 

１ 情報公開・個人情報保護運営審議会 
情報公開・個人情報保護運営審議会は、「情報公開制度」と「個人情報保護制度」の適正な

運用を図るために実施機関の諮問に応じて審議し、答申する機関です。委員は１５名で、内訳

は学識経験者５名、市民代表１０名（うち２名は公募）となっています。 

今年度は委員が改選（４名が新任）され、２００７年５月１０日から新しい任期が始まり、 

現在の委員の任期は２００９年５月９日までです。 

 

町田市情報公開・個人情報保護運営審議会委員名簿 

（２００８年３月３１日現在） 

 選出区分 所属・推薦団体名 氏  名 

会長 学識経験者 情報システムコンサルタント 茶 谷 達 雄

職務代理 学識経験者 玉川大学教授 川 野 秀 之

委員 学識経験者 神奈川大学准教授 三 浦 大 介

委員 学識経験者 弁護士 飯 田 孝 朗

委員 学識経験者 東京学芸大学准教授 服 部 篤 美

委員 地域団体 町田市町内会・自治会連合会 田 澤 成 雄

委員 消費者団体 町田市消費生活センター運営協議会 大河内 アサ子

委員 女性団体 国際ソロプチミスト町田 芳 村 達 子

委員 労働団体 連合東京都連合会三多摩地域協議会連合南多摩地区協議会 坂 本 高 志

委員 労働団体 町田地区労働組合協議会 宮 本 忠 彦

委員 福祉団体 町田市身体障害者福祉協会 芹 澤  稔様

委員 商工団体 町田商工会議所 石 井 眞理子

委員 教育団体 町田市立中学校ＰＴＡ連合会 出 浦 照 日

委員 公  募  吉 田 清 子

委員 公  募  湯 川  優様

 

 

２ 審議会開催状況 
今年度は１１回開催され（通算では２２５回）、実施機関が扱う個人情報の「業務登録」の

他、「目的外利用」、「外部提供」、「コンピュータ処理等」、「外部委託」の諮問事項につ

いての審議を行い、答申しました。また、軽易な変更、廃止等の報告を行いました。 

 

(１) 実施機関別諮問件数（個人情報登録関係） 

市  長 ………………… １２０件 農業委員会 ………………… ０件 

教育委員会 …………………  ９件 固定資産評価審査委員会 … ０件 

選挙管理委員会 ……………… １件 議会 ………………………… １件 

監査委員 ……………………… １件 合計 …………………… １３２件 

 



(２) ２００７年度 情報公開・個人情報保護運営審議会の実施状況 

第１回 ２００７年４月９日 開催 ……………………………………………………………… 

○町田市個人情報保護条例の規定に基づく諮問について 

１．①「公害苦情処理・公害監視」業務における個人情報業務登録票の変更及び目的外利用、

外部提供について 

②「環境影響評価」業務における個人情報業務登録票、個人情報外部提供登録票の変更及

び外部提供について                 ＜環境・産業部環境保全課＞ 

２．「下水道用地財産管理」、「下水道計画指導」、「下水道計画」、「総合治水対策」業務におけ

る外部委託等について ＜下水道部下水道総務課＞ 

３．「下水道施設建設」、「下水道維持管理」業務における外部委託等について 

 ＜下水道部工務課＞ 

４．「下水道受益者負担金賦課徴収」、「下水道排水指導」、「下水道排水設備」、「下水道普及」、

「水洗便所改造資金貸付」業務における外部委託等について 

 ＜下水道部業務課＞ 

５．「特定事業場等排水指導」業務における外部委託等について  ＜下水道部水質管理課＞ 

６．「下水処理場管理」、「下水処理場管理（鶴見川）」業務における外部委託等について 

＜下水道部町田下水処理場＞ 

７．「地域・テーマコミュニティ協働事業補助」業務における個人情報業務登録票、個人情報

外部提供登録票の変更について ＜市民部市民活動振興課＞ 

８．①「成人歯科健康診査」業務における個人情報業務登録票の変更について 

②「胃がん検診」、「肺がん検診」業務における個人情報外部委託等登録票の変更について 

 ＜健康福祉部健康課＞ 

９．「教育活動」業務における個人情報業務登録票の変更及び外部提供について 

 ＜学校教育部指導課＞ 

10．①「スポーツ広場利用貸出」業務の業務登録について 

②「学校施設開放スポーツ利用貸出」業務における外部提供について 

③「学校跡地スポーツ利用貸出」業務における外部提供について 

 ＜生涯学習部スポーツ課＞ 

11．「固定資産税・都市計画税賦課」業務における個人情報コンピュータ処理等登録票の変更

について                            ＜税務部資産税課＞ 

12．「市税収納」、「市税徴収（滞納整理）」業務における個人情報コンピュータ処理等登録票

の変更について                          ＜税務部納税課＞ 

13．「福祉サービス苦情等調整」業務における業務登録について ＜健康福祉部福祉総務課＞ 

14．「精神障がい者社会復帰相談」業務における個人情報業務登録票の変更及び目的外利用に

ついて ＜健康福祉部障がい福祉課＞ 

15．①「高齢者虐待防止連絡協議会」業務の業務登録について 

②「高齢者在宅サービス」業務における個人情報業務登録票の変更及び目的外利用につい

て ＜健康福祉部高齢者福祉課＞ 

  16. 「学童保育」業務における外部委託等について     ＜子ども生活部児童青少年課＞ 

 

○町田市個人情報保護条例の規定に基づく報告について 

１．「公害苦情処理・公害監視」における個人情報外部提供登録票の廃止について 

 ＜環境・産業部環境保全課＞ 

２．「機能訓練」業務の廃止について               ＜健康福祉部健康課＞ 

３．①「市税収納」業務における個人情報コンピュータ処理等登録票、個人情報外部委託等登

録票の廃止について 

②「市税徴収（滞納整理）」業務における個人情報コンピュータ処理等登録票の廃止につ

いて                             ＜税務部納税課＞ 

 

○２００７年４月１日付、組織改正について ＜事務局＞ 



 

第２回 ２００７年５月１４日 開催 ……………………………………………………………… 

○会長及び職務代理の選任について 

 

○審議会の運営について 

 

○町田市個人情報保護条例の規定に基づく諮問について 

１．「高齢者等訪問収集」業務における個人情報業務登録票、個人情報目的外利用登録票、個

人情報コンピュータ処理等登録票の変更及び目的外利用について 

 ＜清掃事業部清掃事務所＞ 

２．「下水道維持管理」業務における個人情報業務登録票の変更及び外部提供について  

＜下水道部工務課＞ 

３．「自動体外式除細動器（ＡＥＤ）貸出」業務の業務登録について ＜健康福祉部健康課＞ 

４．①「ボランティア参画支援」業務の業務登録について 

②「総務」業務における個人情報業務登録票の変更及び目的外利用、コンピュータ処理等、

外部委託等について 

③「経理」業務における個人情報業務登録票の変更について ＜学校教育部教育総務課＞ 

５．「ボランティア活動災害補償」業務における目的外利用について ＜市民部安全対策課＞ 

６．「災害」業務における個人情報業務登録票、個人情報外部提供登録票の変更及びコンピュ

ータ処理等について                        ＜総務部防災課＞ 

７．「固定資産税・都市計画税賦課」業務における目的外利用について ＜税務部資産税課＞ 

８．「国民年金保険料」業務における外部提供について ＜市民部国保年金課＞ 
  ９．「地域福祉拠点づくりモデル事業」業務の業務登録について ＜健康福祉部福祉総務課＞ 

  10．「生活保護」業務における外部提供について        ＜健康福祉部生活援護課＞ 

  11．「義務教育就学児医療費助成」業務の業務登録について ＜子ども生活部子ども総務課＞ 

  12．「監査」業務における個人情報業務登録票，個人情報目的外利用登録票の変更及び外部委

託等について                            ＜監査事務局＞ 

  13．「団体からの意見収集」業務の業務登録について             ＜事務局＞ 

 

○町田市個人情報保護条例の規定に基づく報告について 

１．「学童保育」業務における個人情報外部委託等登録票の軽易な変更について ＜事務局＞ 

 

○デジタルカメラの紛失について ＜子ども生活部子育て支援課＞ 

 

第３回 ２００７年６月１１日 開催 ……………………………………………………………… 

○町田市個人情報保護条例の規定に基づく諮問について 

１．「減免指定収集袋交付」業務における個人情報業務登録票の変更及び目的外利用について 

 ＜健康福祉部高齢者福祉課＞ 

２．①「家庭ごみ等の有料化」業務における個人情報業務登録票の変更及び目的外利用、外部

委託等について 

②「ごみゼロ市民会議」業務における個人情報業務登録票の変更及び外部委託等について 

③「生ごみ処理機器普及」業務における外部委託等について ＜清掃事業部ごみ減量課＞ 

３．「下水道普及」業務における個人情報業務登録票の変更及び外部提供について 

 ＜下水道部業務課＞ 

４．「情報誌発行」業務の業務登録について ＜市民部市民活動振興課＞ 

５．「学校施設開放教室利用貸出」業務における個人情報業務登録票,個人情報外部委託等登

録票の変更及び外部委託等について             ＜生涯学習部社会教育課＞ 

６．「市制５０周年記念事業」業務の業務登録について ＜企画部企画調整課＞ 

７．「外郭団体監理委員会」業務の業務登録について        ＜企画部行政管理課＞ 



８．「人事」、「給与」業務における個人情報コンピュータ処理等登録票の変更について  

＜総務部職員課＞ 

９．「災害時要援護者支援」業務の業務登録について      ＜健康福祉部福祉総務課＞ 

10．①「移動支援事業」業務における個人情報業務登録票、個人情報目的外利用登録票、個人

情報コンピュータ処理等登録票の変更及び、目的外利用、コンピュータ処理等について 

②「身体障がい者・児補装具費支給事業」業務における外部提供について 

③「知的障がい児・者記録管理」、「精神障害者保健福祉手帳」業務における外部提供につ

いて 

④「身体障がい者（児）記録管理」業務における個人情報外部提供登録票の変更について 

⑤「障がい者自立支援給付（介護給付）」業務における個人情報業務登録票の変更及び、

目的外利用、外部提供について ＜健康福祉部障がい福祉課＞ 

11．「専修学校等学生人事」業務の業務登録について ＜子ども生活部子ども総務課＞ 

12．「建築等確認審査」業務における外部委託等について    ＜都市計画部建築指導課＞ 

13．「市街化調整区域土地利用調査」業務の業務登録について  ＜都市計画部開発指導課＞ 

 

○町田市個人情報保護条例の規定に基づく報告について 

１．「生ごみ処理機器普及」業務における個人情報外部提供登録票の廃止について 

 ＜清掃事業部ごみ減量課＞ 

 

第４回 ２００７年 ７月 ９日 開催 …………………………………………………………… 

○町田市個人情報保護条例の規定に基づく諮問について 

１．「町内会・自治会」業務における個人情報業務登録票の変更及び外部委託等について 

 ＜市民部市民活動振興課＞ 

２．「廃棄物最終処分場閉鎖等検討委員会」業務の業務登録について 

 ＜清掃事業部清掃総務課＞ 

３．①「公害苦情処理・公害監視」業務における個人情報業務登録票の変更及び目的外利用に

ついて 

②「環境調査」業務における個人情報業務登録票、個人情報外部提供登録票、個人情報外

部委託等登録票の変更及び目的外利用について     ＜環境・産業部環境保全課＞ 

４．「施設見学」業務における個人情報外部提供登録票の変更について 

 ＜企画部広報広聴課＞ 

５．「建築工事監理」業務の業務登録について ＜総務部営繕課＞ 

６．①「町田市子育て支援ネットワーク」業務における個人情報業務登録票の変更及び外部提

供について 

②「育児支援ヘルパー事業」業務における個人情報コンピュータ処理等登録票の変更につ

いて 

③「保育料徴収」、「保育園入園」業務における外部委託等について 

 ＜子ども生活部子育て支援課＞ 

７．「市民討議会」業務の業務登録について            ＜企画部行政管理課＞ 

８．①「町田市消防団 50周年記念事業」業務の業務登録について 

②「災害」業務におけるコンピュータ処理等について        ＜総務部防災課＞ 

９．①「住居表示」業務における個人情報業務登録票の変更及び目的外利用について 

②「景観計画策定検討業務」業務における個人情報業務登録票の変更及びコンピュータ処

理等、外部委託等について               ＜都市計画部都市計画課＞ 

 

○情報公開・個人情報保護・会議公開制度の運用状況－２００６年度－について ＜事務局＞ 

 

 

第５回 ２００７年 ９月１０日 開催 …………………………………………………………… 

○町田市個人情報保護条例の規定に基づく諮問について 



１．「下水道使用料徴収」業務における個人情報業務登録票の変更及び目的外利用について

 ＜下水道部業務課＞ 

２．「図書貸出・登録」業務におけるに個人情報業務登録票の変更及び外部委託等ついて 

 ＜生涯学習部図書館＞ 

３．「町田市制５０周年記念市民協働事業」業務の業務登録について  

＜市民部市民活動振興課＞ 

４．「技能功労者・永年勤続従業員表彰」業務における個人情報業務登録票の変更及び外部提

供について                       ＜環境・産業部産業観光課＞ 

５．①「障がい者自立支援給付（介護給付）」業務における個人情報業務登録票、個人情報外

部委託等登録票の変更について 

②「わさびだ療育園の事業管理」業務における個人情報業務登録票の変更および目的外利

用、コンピュータ処理等について 

③「大賀藕絲館の事業管理」業務における個人情報業務登録票の変更および目的外利用、

コンピュータ処理等について 

④「美術工芸館の事業管理」業務における個人情報業務登録票の変更および目的外利用、

コンピュータ処理等について             ＜健康福祉部障がい福祉課＞ 

６．「療育」業務における個人情報業務登録票の変更および目的外利用、コンピュータ処理等

について ＜健康福祉部ひかり療育園＞ 

７．「区画整理事業（市施行）実施」業務における外部提供について 

 ＜都市計画部区画整理課＞ 

８．「町田市急患センター」業務における個人情報業務登録票、個人情報外部委託等登録票の

変更及び外部委託等について ＜健康福祉部健康課＞ 

９．「当直」業務における個人情報目的外利用登録票の変更について ＜総務部総務課＞ 

10．①「国民健康保険税 収納」業務における外部委託等について 

②「国民健康保険医療給付」業務における個人情報目的外利用登録票の変更及び目的外利

用について                        ＜市民部国保年金課＞ 

11．「介護予防サポーター養成」業務の業務登録について   ＜健康福祉部高齢者福祉課＞ 

12．「戸籍」業務における外部提供について              ＜市民部市民課＞ 

 

○町田市個人情報保護条例の規定に基づく報告について 

１．「技能功労者・永年勤続従業員表彰」業務における個人情報目的外利用登録票の廃止につ

いて ＜環境・産業部産業観光課＞ 

  ２．「出産前小児保健指導」業務の廃止について          ＜健康福祉部健康課＞ 

 

○町田市住民基本台帳ネットワークシステムに係る個人情報保護に関する条例に基づく報告に

ついて ＜市民部市民課＞ 

 

○２００６年度「住民基本台帳」外４業務における外部提供について    ＜市民部市民課＞ 

 

○２００７年度量水器引換業務委託（単価契約）によるメータ引換票の紛失事故について（報告）    

＜水道部給水課＞ 

 

第６回 ２００７年１０月１５日 開催 …………………………………………………………… 

○町田市個人情報保護条例の規定に基づく諮問について 

１．「健康情報誌発行事業」業務の業務登録について        ＜健康福祉部健康課＞ 

２．「市・都民税賦課」業務における外部提供について ＜税務部市民税課＞ 

３．「市税徴収（滞納整理）」業務における外部委託等について ＜税務部納税課＞ 

４．「国民健康保険税徴収（滞納）」業務における外部委託等について ＜市民部国保年金課＞ 

５．「青色防犯パトロール事業補助」業務の業務登録について ＜市民部安全対策課＞ 

６．「要望等」業務における外部提供、及びコンピュータ処理等について    ＜事務局＞ 



 

第７回 ２００７年１１月１２日 開催 …………………………………………………………… 

○町田市個人情報保護条例の規定に基づく諮問について 

１．①「下水道事業受益者負担金賦課徴収」業務における個人情報コンピュータ処理等登録票

の変更について 

②「し尿汲取」「有料し尿くみ取り」「浄化槽清掃補助」業務における外部委託等について 

 ＜下水道部業務課＞ 

２．「２０１６年オリンピック・パラリンピック東京招致を求める署名活動」業務の業務登録

について ＜企画部企画調整課＞ 

３．「２０１６年オリンピック・パラリンピック東京招致を求める署名活動」業務の業務登録

について ＜学校教育部教育総務課＞ 

４．「障がい者自立支援給付（介護給付）」業務における個人情報外部委託等登録票の変更に

ついて                         ＜健康福祉部障がい福祉課＞ 

５．「老人保健（医療）」業務における個人情報業務登録票、個人情報目的外利用登録票の変

更及び外部委託等について ＜健康福祉部高齢者医療課＞ 

６．①「法人立保育所（管理・指導）」業務における個人情報業務登録票の変更及び個人情報

目的外利用、外部提供について 

②「市立保育所（管理・指導）」業務における個人情報業務登録票の変更及び個人情報目

的外利用について ＜子ども生活部子育て支援課＞ 

７．「議員共済」業務における個人情報業務登録票、個人情報外部提供登録票の変更及びコン

ピュータ処理等について                       ＜議会事務局＞ 

８．「住民基本台帳」業務における個人情報コンピュータ処理等登録の変更について  

＜市民部市民課＞ 

９．「選挙」業務における個人情報目的外利用登録票、個人情報コンピュータ処理等登録票の

変更について                      ＜選挙管理委員会事務局＞ 

10．①「生活保護」業務における個人情報業務登録票、個人情報目的外利用登録票、個人情報

コンピュータ処理等登録票の変更について 

②「生活資金貸付」業務における個人情報業務登録票、個人情報目的外利用登録票、個人

情報コンピュータ処理等登録票の変更について       ＜健康福祉部生活援護課＞ 

11． 「市税徴収（滞納整理）」業務における個人情報業務登録票、個人情報目的外利用登録票、

個人情報コンピュータ処理等登録票の変更について          ＜税務部納税課＞ 

12．①「国民健康保険税収納」業務における個人情報業務登録票、個人情報目的外利用登録票、

個人情報コンピュータ処理等登録票の変更について 

②「国民健康保険税 徴収（滞納）」業務における個人情報目的外利用登録票、個人情報

コンピュータ処理等登録票の変更について 

③「国民健康保険 被保険者資格」業務における個人情報コンピュータ処理等登録票の変

更について                        ＜市民部国保年金課＞ 

13．①「固定資産税・都市計画税賦課」業務における個人情報業務登録票、個人情報目的外利

用登録票、個人情報コンピュータ処理等登録票、個人情報外部委託等登録票の変更及び

目的外利用について 

②「特別土地保有税」業務における個人情報業務登録票、個人情報目的外利用登録票、個

人情報コンピュータ処理等登録票の変更について        ＜税務部資産税課＞ 

14．①「法人市民税賦課」業務の登録について 

②「市・都民税賦課」「軽自動税賦課」「証明発行等窓口」業務における個人情報業務登録

票、個人情報目的外利用登録票、個人情報コンピュータ処理等登録票の変更について 

＜税務部市民税課＞ 

 

○町田市情報公開・個人情報保護運営審議会条例の規定に基づく諮問について 

１．端末の個人 ID化とファイルサーバの導入について ＜企画部情報システム課＞ 

 



第８回 ２００７年１２月１０日 開催 …………………………………………………………… 

○町田市個人情報保護条例の規定に基づく諮問について 

１．「医療」業務におけるコンピュータ処理等について ＜市民病院事務局医事課＞ 

２．「高齢者等訪問収集」業務における外部委託等について     ＜清掃事業部清掃事務所＞ 

３．「妊産婦・乳幼児健康診査」業務における個人情報の外部提供について 

 ＜健康福祉部健康課＞ 

４．①「市営住宅管理」業務における個人情報業務登録票の変更及び外部提供について 

②「町田市住宅改修助成」業務における個人情報業務登録票の変更及び目的外利用、外部

委託等について                       ＜建設部住宅課＞ 

５．「高齢者住宅」業務における個人情報業務登録票、個人情報目的外利用登録票の変更につ

いて                          ＜健康福祉部高齢者福祉課＞ 

６．「学童保育」業務における外部委託等について ＜子ども生活部児童青少年課＞ 

７．①「市制５０周年記念事業」業務における個人情報業務登録票及びコンピュータ処理等登

録票の変更、目的外利用、外部委託等について 

②「新庁舎建設」業務における個人情報業務登録票の変更及び外部委託等について 

 ＜企画部企画調整課＞ 

８．「災害」業務におけるコンピュータ処理等について          ＜総務部防災課＞ 

９．「固定資産税・都市計画税賦課」業務の外部提供、コンピュータ処理等について 

＜税務部資産税課＞ 

10．「国民健康保険税 徴収（滞納）」業務における外部提供について＜市民部国保年金課＞ 

11．「災害時要援護者支援」業務における個人情報業務登録票、個人情報目的外利用登録票の

変更及び目的外利用、外部提供について           ＜健康福祉部福祉総務課＞ 

12．「収入・支出」業務におけるコンピュータ処理等の変更について      ＜事務局＞ 

 

第９回 ２００８年１月２１日 開催 ……………………………………………………………… 

○町田市個人情報保護条例の規定に基づく諮問について 

１．「廃棄物減量等推進審議会」業務の業務登録について ＜清掃事業部清掃総務課＞ 

２．「療育」業務における個人情報業務登録票の変更について ＜健康福祉部ひかり療育園＞ 

３．「医療」業務における外部委託等について          ＜市民病院事務局医事課＞ 

４．「固定資産税・都市計画税賦課」業務における個人情報外部提供登録票の変更及び外部提

供について                          ＜税務部資産税課＞ 

５．「高齢者在宅サービス」業務における個人情報目的外利用登録票の変更及び目的外利用に

ついて ＜健康福祉部高齢者福祉課＞ 

６．「生活保護」業務における個人情報業務登録票、個人情報目的外利用登録票の変更および

外部提供について                     ＜健康福祉部生活援護課＞ 

７．「認定こども園申請・届出受付」業務の業務登録について 

 ＜子ども生活部子ども総務課＞ 

８．「子どもセンター」業務における外部提供について    ＜子ども生活部児童青少年課＞ 

  ９．「都費負担職員人事」業務における外部提供について      ＜学校教育部指導課＞ 

 

○後期高齢者医療制度について ＜健康福祉部高齢者医療課・企画部情報システム課＞ 

 

第１０回 ２００８年２月１８日 開催 …………………………………………………………… 

○町田市個人情報保護条例の規定に基づく諮問について 

１．「生活安全」業務における個人情報業務登録票の変更および目的外利用、コンピュータ処

理等について ＜市民部安全対策課＞ 

２．「北部丘陵整備事業」業務における個人情報業務登録票の変更及び外部委託等について

 ＜環境・産業部北部丘陵整備課＞ 

３．「就学支援」業務における個人情報業務登録票の変更及び目的外利用、外部提供について

 ＜学校教育部指導課＞ 



４．①「公共基準点管理」業務の業務登録について 

②「土地異動情報収集事業」、「地籍調査事業」業務におけるコンピュータ処理等について

 ＜建設部道路用地課＞ 

５．①「市営住宅管理」業務における外部委託等について 

②「都営住宅地元割当公募」業務における個人情報業務登録票の変更及び外部提供につい

て ＜建設部住宅課＞ 

 

第１１回 ２００８年３月１０日 開催 …………………………………………………………… 

○町田市個人情報保護条例の規定に基づく諮問について 

１．「給水装置管理」、「量水器管理」業務における個人情報目的外利用登録票の変更について

 ＜水道部給水課＞ 

２．①「住民基本台帳」業務における個人情報目的外利用登録票の変更について 

②「戸籍」「外国人登録」業務における個人情報目的外利用登録票の変更について  

＜市民部市民課＞ 

３．「国民年金給付」業務における個人情報目的外利用登録票の変更について  

＜市民部国保年金課＞ 

４．「生活保護」業務における個人情報目的外利用登録票の変更について  

＜健康福祉部生活援護課＞ 

５．「特別児童扶養手当」業務における個人情報目的外利用登録票の変更について  

＜健康福祉部障がい福祉課＞ 

６．「児童扶養手当」業務における個人情報目的外利用登録票の変更について  

＜子ども生活部子ども総務課＞ 

７．「出納・審査」業務における個人情報目的外利用登録票の変更について   ＜会計課＞ 

８．「下水道使用料徴収」業務における外部委託等について      ＜下水道部業務課＞ 

９．①「下水道計画指導」「下水道計画」「総合治水対策」「要望等」業務におけるコンピュー

タ処理等について 

②「下水道計画」業務における個人情報業務登録票の変更及び目的外利用について  

＜下水道部下水道総務課＞ 

10．①「下水道施設建設」「下水道維持管理」「要望等」業務におけるコンピュータ処理等に

ついて 

②「下水道施設建設」業務における個人情報業務登録票の変更及び目的外利用について

 ＜下水道部工務課＞ 

11．①「下水道排水指導」「下水道排水設備」「下水道普及」「水洗便所改造資金貸付」「有料し

尿くみ取り」「浄化槽清掃補助」「合併処理浄化槽設置補助」「下水道事業受益者負担金

賦課徴収」「下水道使用料徴収」「要望等」業務におけるコンピュータ処理等について 

②「下水道排水指導」「下水道排水設備」「下水道普及」業務における個人情報業務登

録票の変更及び目的外利用について              ＜下水道部業務課＞ 

12．「特定事業場等排水指導」「要望等」業務におけるコンピュータ処理等について 

 ＜下水道部水質管理課＞ 

  13．「下水処理場管理」「下水処理場管理（鶴見川）」「要望等」業務におけるコンピュータ処

理等について                         ＜下水道部水再生課＞ 

   14．「住民基本台帳」業務における個人情報業務登録票の外部提供について＜市民部市民課＞ 

15．「商工業、観光イベント事業」業務における個人情報業務登録票の変更について 

＜環境・産業部産業観光課＞ 

  16．「大学連携事業」業務の業務登録について         ＜生涯学習部スポーツ課＞ 

17．①「離乳食講習会」業務における個人情報業務登録票の変更について 

②「妊産婦・乳幼児健康診査」業務における外部委託等について＜健康福祉部健康課＞ 

  18．「地域センター及び市民フォーラム運営管理」業務における個人情報コンピュータ処理等

登録票の変更について                   ＜市民部市民活動振興課＞ 

  19．「生活保護」業務における個人情報業務登録票の変更について＜健康福祉部生活援護課＞ 



  20．「老人保健（医療）」業務における外部結合、外部委託等について 

＜健康福祉部高齢者医療課＞ 

  21．「市・都民税賦課」業務における外部提供について        ＜税務部市民税課＞ 

  22．「市税徴収（滞納整理）」業務における個人情報業務登録票の変更及び外部提供、外部委

託等について                           ＜税務部納税課＞ 

  23．「災害ボランティア」業務の業務登録について           ＜総務部防災課＞ 

  24．「安全衛生」業務における個人情報業務登録票の変更について    ＜総務部職員課＞ 

  25．「職員人事」業務における個人情報業務登録票の変更及び目的外利用について 

＜総務部職員課＞ 

 

○個人情報盗難事故について（報告）                 ＜学校教育部指導課＞ 
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