
 

 

 

 

 

 

 

 

第８章 情報公開・個人情報保護制度の充実を目指して 
 

 



第８章 情報公開・個人情報保護制度の充実を目指して 
 

条例の趣旨を生かし、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。 

２００７年度の予算（市政情報費）執行状況の概要は以下のとおりです。 

歳     入   １，４８２千円（前年度  １，６８８千円） 

歳     出  １１，３７４千円（前年度 １０，５４９千円） 

 

 

＜歳入内訳＞ 

市政情報写し交付実費等     ２８１千円（前年度  ６７７千円） 

市有償刊行物頒布代   １，２０１千円（前年度  １，０１１千円） 

 

 

＜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 ３，０６１ (2,495)

報 償 費 講演会講師謝礼 ４０    (40)

旅 費 事務打合せ、研修 １４    (18)

消 耗 品 費 図書、事務用品 ６，４５７ (6,563)

印刷製本費 製本等 ４２    (46)

役 務 費 審議会速記 ４４４   (383)

保 険 料 個人情報賠償責任保険料 ６８３    (0)

委 託 料 個人情報保護用ラベル貼付機保守点検   ４２ (126)

使 用 料 
コピー機、個人情報保護用ラベル 

貼付機借上等 
  ５４３  (689)

負 担 金 職員研修  ４８   (101)

 



２ 「個人情報の漏洩事故ゼロ」を目指して 
「個人情報に漏洩事故ゼロ」を目指して事業を進めていましたが、残念なことに 2件の個人

情報漏洩事故が発生しました。 

 

発生時期 概  要 

2007年 7月 
水道メータ引換の予定表を個々のお客様へ配布中、業務委託会社の社員

が 1枚のメータ引換票を紛失した 

2007年２月 
町田市立小学校の教員が勤務先の学校から帰宅途中に駐車場に自家用車

を止めていたところ、車上荒らしにあい、学級のデータが盗難にあった

 

 業務委託に伴う個人情報保護対策について 

  委託の相手方と交わす契約書等に、処理する個人情報に関して以下の事項を明記するよう各課

に周知を図りました。 

・秘密の保持・第三者への提供の禁止・指示目的以外の使用禁止・事故発生時の報告・再委託の禁

止・複写及び複製の禁止・情報の管理義務及び返還義務・職員の立入調査・その他個人情報の保護

に関する事項・対応マニュアルの作成 

また、個人情報を取り扱う業務を委託する各課に対して「個人情報の取り扱いを含む委託契約等を

適正にするための研修会」を開催いたしました。 

３ 情報公開と情報提供 
情報公開制度の体系図 

情報公開制度（広義の情報公開） 

公文書公開（狭義の情報公開） 

情報提供 

任意提供 

報道発表 

公人の資産公開制度 

会議公開 

刊行物作成・他 

 
 



「情報提供」は、形式的な手続きが不要であったり、提供のための新たな文書の作成も可能

である等、「（狭義の）情報公開」に比べ、簡単かつ柔軟・迅速な対応が可能です。 

現在、町田市では「情報公開から情報提供へ」として、市民から情報の公開を求められた場

合には、一義的に「公文書公開請求」として受け付けるよりも、出来る限り積極的に「情報提

供」を行うことで、行政サービスの向上になるように努めております。 

 

 

４ 職員を対象とした制度の研修会・説明会等の開催 
今年度も、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。 

 

２００７年度説明会・研修会等実施一覧 

実施年月日 内        容 受講者数 

2007.４.４ 
新規採用職員研修 

（情報公開・個人情報保護制度について） 
８５名

2007.４.20 
新任転任校長・副校長研修会 

（情報公開・個人情報保護制度について） 
２４名

2007.６.19 
臨時職員等個人情報保護研修（子ども総務課） 

（個人情報保護制度について） 
９名

2007.８.１ 
非常勤・臨時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） 
３８名

2007.８.７ 
小・中学校支援ボランティア担当責任者研修 

（個人情報保護制度について） 
２４名

2007.８.９ 
非常勤・臨時職員等個人情報保護研修（図書館） 

（個人情報保護制度について） 
４６名

2007.９.３ 
非常勤・臨時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） 
４３名

2007.９.26 
非常勤・臨時職員等個人情報保護研修（ひかり療育園） 

（個人情報保護制度について） 
１０名

2007.10.１ 
非常勤・臨時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） 
２５名

2007.10.２ 
１０月採用職員研修 

（情報公開・個人情報保護制度について） 
３５名

2007.11.１ 
非常勤・臨時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） 
４１名



実施年月日 内        容 受講者数 

2007.11.14 
情報公開・個人情報取扱責任者事務研修会 

（情報公開・個人情報保護制度について） 
１１８名

2007.12.３ 
非常勤・臨時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

2008.１.７ 
非常勤・臨時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） 
９名

2008.１.22 
非常勤・臨時職員等個人情報保護研修（市民税課） 

（個人情報保護制度について） 
２７名

2008.２.１ 
非常勤・臨時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） 
９名

2008.２.１ 
民生委員対象の個人情報保護研修 

（個人情報保護制度について） 
２４名

2008.２.４ 

個人情報の取り扱いを含む委託契約等を適正に管理するた

めの研修会（契約事務担当者） 

（契約に伴う情報公開・個人情報保護制度について） 

１５６名

2008.２.７ 
青年学級担当ボランティア対象の個人情報保護研修 

（個人情報の取り扱いについて） 
４０名

2008.２.14 
非常勤・臨時職員等個人情報保護研修（市民税課） 

（個人情報保護制度について） 
１３名

2008.２.19 
非常勤・臨時職員等個人情報保護研修（市民税課） 

（個人情報保護制度について） 
６名

2008.３.３ 
非常勤・臨時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） 
２０名

 



５ 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ＰＲ紙「ＰＩニュース」をやまびこ開設時から発行しています。 

今年度は１２号発行し、庁内に配布しました。 

 

98号(2007年 4月) 
○個人情報の漏洩事故ゼロを目指して。 

○市民協働のまちづくりのためにも積極的な情報提供を。 

99号(2007年 5月) ○情報公開制度について。 

100号(2007年 6月) ○もしも個人情報が流失してしまったらどうすればよいか。 

101号(2007年 7月) 
○個人情報登録（新規変更）は業務の開始 2 ヶ月前にはご相談

を。  

102号(2007年 8月) 
○家族で個人情報について話し合って見ませんか。自分たちの

情報は自分で守る。  

103号(2007年 11月) ○講演会のお知らせ。市民協働と情報提供。 

104号(2007年 11月) ○メモは公文書？公文書公開の注意。 

105号(2007年 12月) ○公文書公開制度についての基礎知識について。 

106号(2008年 1月) ○市政情報課のサービスをどんどんご活用ください。 

107号(2008年 2月) ○特記仕様書について。 

108号(2008年 3月) ○監査事務局からの定期監査の結果報告。 

109号(2008年 3月) 
○資料整理について市政情報課からのお願い。 

○「刊行物」は印刷前に市政情報課に報告・協議を。 



６ インターネットによる案内 
２０００年度から町田市インターネット・ホームページ開設に伴い、２０００年１２月から

「情報公開と個人情報保護」をメインページとして、「情報公開制度」「個人情報保護制度」

「会議公開制度」「市政情報課で販売している刊行物」のページを設け情報提供を開始しまし

た。この内、「情報公開制度」「個人情報保護制度」はそれぞれの制度の概要と条例を掲載し、

「会議公開制度」は制度の概要と条例に加え、「公開している会議」のページを設けて直近の

会議予定を案内しています。また、「市政情報課で販売している刊行物」についても随時新着

図書を加えて更新し、町田市で刊行、販売している資料の案内をしています。 

 

 

 

町田市ホームページ（トップページ）からのアクセス・イメージ 

 

 

 町田市ホームページ（トップページ） 

情報公開と個人情報保護 

情報公開制度について 

町田市情報公開条例 

個人情報保護制度について 

町田市個人情報保護条例 

会議公開制度について 

公開している会議 

町田市審議会等の会議の公開に関する条例 

市政情報課で販売している刊行物 

情報公開制度 

個人情報保護制度 

会議公開制度 

 

 

 



７ 出資等団体等の情報公開・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上において、さらに改正された個人情報保

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 

（２００８．３．３１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) 

(社福)町田市社会福祉協議会情報公開規程(2000年 6月 1日) 

(社福)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) 

町田市スポーツ振興公社 

(1988年) 

町田市スポーツ振興公社情報公開規程(2000年 9月 1日) 

町田市スポーツ振興公社個人情報保護規程(2000年 9月 1日) 

財団法人 町田市勤労者 

福祉サービスセンター 

(1993年) 

(財)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) 

(財)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)

町田市リサイクル公社 

(1994年) 

町田市リサイクル公社情報公開規程(2000年 6月 1日) 

町田市リサイクル公社個人情報保護規程(2000年 6月 1日) 

町田市学童保育公社 

(1999年) 

町田市学童保育公社情報公開規程(1999年 5月 27日) 

町田市学童保育公社個人情報保護規程(1999年 5月 27日) 

株式会社 

町田まちづくり公社 

(1999年) 

(株)町田まちづくり公社情報公開規程(2004年 5月 28日) 

(株)町田まちづくり公社個人情報保護規程(2004年 5月 28日) 

財団法人 

町田市文化・国際交流財団 

(2004年) 

(財)町田市文化・国際交流財団情報公開規程(2004年 4月 1日) 

(財)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) 

社会福祉法人 

町田市福祉サービス協会 

(2002年) 

(社福)町田市福祉サービス協会情報公開規程(2002年 4月 1日) 

(社福)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) 

 

 

 

８ 他の自治体等からの視察 
２００７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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