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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（７名が新任）され、２００９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２０１１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 

（２０１０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 東京学芸大学教授 服 部 篤 美

委員 地域団体 町田市町内会・自治会連合会 山 田 勝 也

委員 消費者団体 町田市消費生活センター運営協議会 中 村 順 子

委員 女性団体 国際ソロプチミスト町田 前 田 美津子

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 風 間 博 明

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 上 田 祐 子

委員 公  募  伊 藤 登志満

委員 公  募  石 井 仁 香

 

 

２ ２００９年度 情報公開・個人情報保護運営審議会の開催状況 
今年度は１１回開催され（通算では２４７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」、「外部委託等」、「外部結合」、

「外部委託等」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 ………………… １１７件 農業委員会 ………………… ０件 

教育委員会 …………………  ６件 固定資産評価審査委員会 … ０件 

選挙管理委員会 ……………… ０件 議会 ………………………… ０件 

監査委員 ……………………… ０件 合計 …………………… １２３件 
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(２) 審議会開催状況  

第１回 ２００９年４月１３日 開催 ……………………………………………………………… 

○組織改正について 

○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. 「総務」業務におけるコンピュータ処理等について       ＜学校教育部指導課＞ 

２．「公園・保全緑地等の管理」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、コンピュータ処理等、外部委託等について    ＜都市づくり部公園緑地課＞ 

３．①「体育施設等貸出」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「大学連携事業」業務における外部委託等について 
＜文化スポーツ振興部スポーツ振興課＞ 

４．「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、個人情報コンピュータ処理

等登録票の変更及び外部提供、コンピュータ処理等について 

＜都市づくり部まちづくり推進課＞ 

５．「建築等確認審査」業務における外部委託等について   ＜都市づくり部建築指導課＞ 

６．「アスベストリスク管理(工事施行従事者)」業務の業務登録について ＜財務部営繕課＞ 

   ７．「妊産婦・乳幼児健康診査」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             ＜いきいき健康部健康課＞  

８．「生活保護」業務における目的外利用について       ＜地域福祉部生活援護課＞  

 ９．「障がい者就労･生活支援」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                         ＜地域福祉部障がい福祉課＞ 

10．「高齢者在宅サービス」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

変更及び外部提供、外部委託等について       ＜いきいき健康部高齢者福祉課＞ 

11.「法人立保育所の設置認可」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                         ＜子ども生活部子育て支援課＞ 

○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．「体育施設等貸出」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 

＜文化スポーツ振興部スポーツ振興課＞ 

２．「景観計画策定検討業務」業務における個人情報外部委託等登録票の廃止について 

＜都市づくり部まちづくり推進課＞ 

３．「障がい者就労･生活支援」業務における個人情報外部委託等登録票の廃止について 

＜地域福祉部障がい福祉課＞ 

  ４．「老人福祉手当支給」業務の廃止について      ＜いきいき健康部高齢者福祉課＞ 

 ５．「不審者及び犯罪情報配信」「災害」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                         ＜市民部防災安全課＞ 

  

第２回 ２００９年５月１１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 

１．①「つながりひろがる地域支援事業」業務の業務登録について 

②「情報誌発行事業」業務における個人情報外部提供登録票、個人情報外部委託等登録票

の変更及びコンピュータ処理等について           ＜市民部市民協働推進課＞ 

２．「長期優良住宅認定」業務の業務登録について       ＜都市づくり部建築指導課＞ 

３．「建築等確認審査」業務におけるコンピュータ処理等、外部委託等について 

                                ＜都市づくり部建築指導課＞ 

４．「市・都民税賦課」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、

コンピュータ処理等について                  ＜財務部市民税課＞ 
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５．「家具転倒防止器具等支給及び取付支援」業務の業務登録について ＜市民部防災安全課＞ 

６．「介護支援ポイント制度」業務の業務登録について   ＜いきいき健康部高齢者福祉課＞ 

７．「認知症サポーター１００万人キャラバン」業務における外部委託等について 

＜いきいき健康部高齢者福祉課＞ 

第３回 ２００９年６月８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「ごみ減量・資源化」業務における個人情報業務登録票の変更について 
②「ごみ元年キャンペーン推進協議会」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                      ＜環境資源部ごみ減量課＞ 

２．「浄化槽清掃補助」業務における個人情報業務登録票の変更について 

＜上下水道部業務課＞ 

３．「障がい者青年学級」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 
＜生涯学習部公民館＞ 

４．「農業体験イベント」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 
＜経済観光部農業振興課＞ 

５．①「住宅耐震診断助成」業務における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「住宅耐震改修助成」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 

＜都市づくり部住宅課＞ 

６．①「介護予防普及啓発事業」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外部委託等登録票の変更について 

＜いきいき健康部高齢者福祉課＞ 

７．「介護保険被保険者管理」「介護保険給付管理」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                 ＜いきいき健康部介護保険課＞ 

８．①「さるびあ特別支援金」業務の業務登録について 
②「乳幼児医療費助成」「義務教育就学児医療費助成」「ひとり親家庭等医療費助成」業

務における個人情報業務登録票の変更について    ＜子ども生活部子ども総務課＞ 

９．「医療費分析」業務の業務登録について         ＜いきいき健康部保険年金課＞ 

10．「市政モニター」「市民討議会」業務における目的外利用について 

＜政策経営部広報広聴課＞ 

○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．「高齢者在宅サービス」業務における個人情報外部委託等登録票の廃止について 
＜いきいき健康部高齢者福祉課＞ 

 

第４回 ２００９年７月１３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」業務の業務登録について       ＜環境資源部ごみ減量課＞ 

２．「緑の基本計画改定」業務の業務登録について       ＜都市づくり部公園緑地課＞ 

３．「下水道計画」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、外部委託等について            ＜上下水道部上下水道総務課＞ 

４．「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委託等について 
＜上下水道部業務課＞ 

５．「市民活動推進事業」業務の業務登録について        ＜市民部市民協働推進課＞ 

６．「農業振興」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 
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＜経済観光部農業振興課＞ 

７．「子ども遊び場見守り事業」業務の業務登録について   ＜子ども生活部児童青少年課＞ 

８．「景観計画策定検討」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

更及び目的外利用について             ＜都市づくり部まちづくり推進課＞ 

９．「住宅マスタープラン」業務の業務登録について        ＜都市づくり部住宅課＞ 

10．「都市間連携」業務の業務登録について           ＜政策経営部企画政策課＞ 

11．「埋火葬許可」業務における外部提供について            ＜市民部市民課＞ 

12．「生活保護」業務における個人情報外部提供登録票の変更について 

＜地域福祉部生活援護課＞ 

13．「重症心身障がい者通所事業」業務の業務登録について   ＜地域福祉部障がい福祉課＞ 

14．「見守り支援ネットワーク」業務の業務登録について  ＜いきいき健康部高齢者福祉課＞ 

15．「保育ニーズ調査」業務の業務登録について       ＜子ども生活部子育て支援課＞ 

○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．「ＮＰＯ支援」業務の廃止について             ＜市民部市民協働推進課＞ 

○２００９年度情報公開・個人情報保護・会議公開制度の運用状況について    ＜事務局＞ 

 

第５回 ２００９年９月１４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「市民活動推進事業」【再諮問】、「市民活動サポート窓口」業務の業務登録について 
②「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個人情報目的外利用登

録票の変更について                  ＜市民部市民協働推進課＞ 

２．「消費生活相談」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 

＜市民部市民協働推進課＞ 

３．「子どもセンター基本計画策定」業務の業務登録について ＜子ども生活部児童青少年課＞ 

４．「町田市地域子育てセンター」業務の業務登録について  ＜子ども生活部子育て支援課＞ 

５．①「母子訪問指導」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

及び目的外利用、外部提供、コンピュータ処理等について 
②「子宮がん検診」、「乳がん検診」業務における外部委託等について 
③「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 

＜いきいき健康部健康課＞ 

６．「高齢者在宅サービス」業務における外部委託等について 
＜いきいき健康部高齢者福祉課＞ 

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

８．「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、個人情報外部委託等

登録票の変更及び目的外利用、外部提供について          ＜財務部資産税課＞ 

９．「契約からの暴力団等排除」業務の業務登録について         ＜財務部契約課＞ 

10．「事業者実態調査」業務の業務登録について         ＜経済観光部産業観光課＞ 

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の変更について 
＜地域福祉部福祉総務課＞ 

12．①「重症心身障がい者通所事業」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提供について 
②「心身障害者医療費助成」業務における目的外利用について 

＜地域福祉部障がい福祉課＞ 

13．①「子育て応援特別手当」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
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の変更及び目的外利用、外部提供について 

②「乳幼児医療費助成」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 

③「義務教育就学児医療費助成」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 

④「ひとり親家庭等医療費助成」業務における目的外利用について 

＜子ども生活部子ども総務課＞ 

○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．「ＮＰＯ支援」業務の廃止について【再報告】        ＜市民部市民協働推進課＞ 

２．「ケアプラン指導研修」業務の廃止について      ＜いきいき健康部高齢者福祉課＞ 

３．「固定資産税・都市計画税賦課」業務における個人情報外部委託等登録票の廃止について 

＜財務部資産税課＞ 

４．「新たな地域コミュニティの創成に関する調査研究」業務の廃止について 

＜政策経営部企画政策課＞ 

５．「ごみゼロ市民会議」業務の廃止について          ＜環境資源部ごみ減量課＞ 

 

第６回 ２００９年１０月１９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．「南市民センター運営管理」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                       ＜市民部南市民センター＞ 

２．「スポーツ施設運営懇談会」業務の業務登録について 

              ＜文化スポーツ振興部スポーツ振興課＞ 

３．①「給食費滞納整理」業務の業務登録について 
②「児童・生徒健康診断」業務における個人情報目的外利用登録票の変更及びコンピュー

タ処理等について                    ＜学校教育部保健給食課＞ 

４．「安全衛生」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＞ 

５．「競争入札」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 
＜財務部契約課＞ 

６．①「市・都民税賦課」業務における個人情報業務登録票の変更及び外部提供、コンピュー

タ処理等について 
②「法人市民税賦課」業務における個人情報業務登録票の変更及び外部提供、コンピュー

タ処理等について                       ＜財務部市民税課＞ 

７．①「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

用登録票の変更及び外部提供、コンピュータ処理等について 
②「事業所税賦課」業務における個人情報業務登録票の変更及び外部提供、コンピュータ

処理等について                        ＜財務部資産税課＞ 

８．「就労・住宅相談事業」業務の業務登録について       ＜地域福祉部生活援護課＞ 

９．「高齢者施設措置」業務における個人情報外部提供登録票の変更について 
 ＜いきいき健康部高齢者福祉課＞ 

○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．「固定資産税・都市計画税賦課」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 

＜財務部資産税課＞ 

 

第７回 ２００９年１１月９日 開催 ……………………………………………………………… 
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○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．「航空機騒音意見・要望受付」業務の業務登録について    ＜政策経営部企画政策課＞ 

２．①「原動機付自転車等の登録」業務の業務登録について 
②「軽自動車税賦課」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の変更及び目的外利用について  ＜財務部市民税課＞ 

３．「町田ファミリー・サポート・センター事業」業務における個人情報外部提供登録票の変

更について                       ＜子ども生活部子育て支援課＞ 

４．「特定土地利用行為」業務の業務登録について       ＜都市づくり部開発指導課＞ 

５．①「都市計画マスタープラン関連」業務の業務登録について 
②「景観計画関連事務」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及び目的

外利用について 
③「住宅マスタープラン」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及び目

的外利用について 
④「緑の基本計画改定」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及び目的

外利用について                   ＜都市づくり部都市計画課＞ 

６．① ｢国民健康保険 出産育児一時金支給」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 
②「国民健康保険 医療給付」業務における外部提供について  

＜いきいき健康部保険年金課＞ 

７．①「国民健康保険 医療給付」業務における個人情報業務登録票、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、外部提供、コンピュ

ータ処理等について 
②「後期高齢者医療」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                     ＜いきいき健康部保険年金課＞ 

８．「介護保険給付管理」業務における個人情報業務登録票、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、外部提供について 

＜いきいき健康部介護保険課＞ 

９．「一般廃棄物処理手数料」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                             ＜環境資源部清掃工場＞ 

10．「一般廃棄物処理手数料」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                      ＜環境資源部環境総務課＞ 

 

第８回 ２００９年１２月１４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「ごみ減量・資源化」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、外部提

供、外部委託等について 
②「家庭ごみ等の有料化」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 
③「リサイクル広場まちだ」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                          ＜環境資源部ごみ減量課＞ 

２．「小規模事業者経営改善資金融資に関する助成」業務の業務登録について 

＜経済観光部産業観光課＞ 

３．「自転車対策」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

外部提供について                        ＜建設部交通安全課＞ 

４．「人事」業務における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 
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＜総務部職員課＞ 

５．①「国民年金保険料」、「国民年金資格」業務における個人情報外部提供登録票、個人情

報コンピュータ処理等登録票の変更及び外部提供について 
②「国民年金給付」業務における個人情報外部提供登録票、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 
③「国民年金被保険者実態調査」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、個人情報外部提供登録票の変更及び目的外利用、外部提供、コンピュータ処理

等について                    ＜いきいき健康部保険年金課＞ 

６．「予防接種」業務における個人情報業務登録票の変更について ＜いきいき健康部健康課＞ 

７．「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                         ＜上下水道部業務課＞ 

８．「特定土地利用行為」業務の業務登録について       ＜都市づくり部開発指導課＞ 

９．「宅地造成」業務における目的外利用について       ＜都市づくり部開発指導課＞ 

○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の保護に関する条例に基づく報告につ

いて                               

１．町田市における住民基本台帳ネットワークシステムの運用状況について＜市民部市民課＞ 

○２００８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＞ 

 

第９回 ２０１０年１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．「要望・市長への手紙の受付」業務の業務登録について    ＜政策経営部広報広聴課＞ 

２．「健康福祉会館管理」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、

コンピュータ処理等、外部委託等について           ＜いきいき健康部健康課＞ 

３．「町田市フォトサロン」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

変更及び目的外利用、コンピュータ処理等、外部委託等について 

                          ＜文化スポーツ振興部文化振興課＞ 

４．「版画美術館 施設貸出し」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      ＜文化スポーツ振興部国際版画美術館＞ 

５．「わくわくプラザ町田の管理」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

録票の変更及び目的外利用、外部提供、コンピュータ処理等、外部委託等について 
                           ＜いきいき健康部高齢者福祉課＞ 

６．「文化交流センター管理運営」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

録票の変更及び目的外利用、コンピュータ処理等、外部委託等について 
  ＜経済観光部産業観光課＞ 

７．「地区街づくり」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

コンピュ－タ処理等登録票の変更について       ＜都市づくり部まちづくり推進課＞ 

８．「子育て情報配信」業務の業務登録について       ＜子ども生活部子ども総務課＞ 

９．「３人乗り自転車レンタル」業務の業務登録について   ＜子ども生活部子育て支援課＞ 

10．「市・都民税賦課」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                     ＜財務部市民税課＞ 

11．「指定統計調査」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 
＜総務部市政情報課＞ 

12．①「消費者事故等情報通知」業務の業務登録について 
②「消費生活相談」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 
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＜市民部市民協働推進課＞ 

○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報告について 

１．個人情報紛失・盗難事故について（報告）            ＜学校教育部指導課＞ 

 
第１０回 ２０１０年２月８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．「予防接種」業務における外部提供について         ＜いきいき健康部健康課＞ 

２．「介護保険被保険者管理」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                          ＜いきいき健康部介護保険課＞ 

３．「特定健康診査啓発」、「後期高齢者健康診査啓発」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             ＜いきいき健康部保険年金課＞ 

４．「廃棄物減量等推進審議会」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                            ＜環境資源部環境総務課＞ 

５．①「ごみ減量啓発」業務の業務登録について 
②「ごみ減量・資源化」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」業務における個人情報業務登録票の変更及びコンピュ－タ処理

等、外部委託等について 
④「家庭ごみ等の有料化」業務における外部委託等について ＜環境資源部ごみ減量課＞ 

６．「一般廃棄物処理手数料」業務における個人情報業務登録票の変更について 
＜環境資源部清掃工場＞ 

７．「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、個人情報外部提供登録票

の変更及び外部提供について                 ＜環境資源部環境保全課＞ 

８．「耐震改修促進」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                          ＜都市づくり部建築指導課＞ 

９．「広域証明発行サービス」業務の業務登録について ＜市民部市民課及び堺市民センター＞ 

10．「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の変更及び目的外利用

について                             ＜財務部資産税課＞ 

11．①「成年後見制度利用支援事業」業務における個人情報業務登録票、個人情報目的外利用

登録票の変更及び目的外利用について 
②「後見人養成事業」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

及び外部委託等について                 ＜地域福祉部福祉総務課＞ 

12．「町田市博物館構想検討委員会」業務の業務登録について   
 ＜文化スポーツ振興部文化振興課＞ 

13．「保健所政令市移行準備」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                          ＜いきいき健康部健康総務課＞ 

○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．「健康福祉会館会議室等貸出」業務の廃止について      ＜いきいき健康部健康課＞ 

２．「博物館等の在り方検討委員会」業務の廃止について ＜文化スポーツ振興部文化振興課＞ 

３．「高齢者保健福祉計画検討」業務の廃止について    ＜いきいき健康部高齢者福祉課＞ 

 

第１１回 ２０１０年３月８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．「精神保健福祉法に基づく市長同意」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、個人情報外部提供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 
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＜地域福祉部障がい福祉課＞ 

２．「安全衛生」業務の業務登録について            ＜学校教育部教育総務課＞ 

３．「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 
＜学校教育部教育総務課＞ 

４．「総務」、「人事」、「経理」、「学籍」、「教育活動」、「生活指導」、「保健衛生」

業務（小山中央小学校分）の業務登録について         ＜学校教育部教育総務課＞ 

５．「道路関係補助金」業務の業務登録について           ＜建設部建設総務課＞ 

６．「介護保険給付管理」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 
＜いきいき健康部介護保険課＞ 

７．「消費生活相談」業務におけるコンピュータ処理等、外部委託等について 
＜市民部市民協働推進課＞ 

８．「市長会附属協議会運営事務」業務の業務登録について    ＜政策経営部企画政策課＞ 

９．「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の変更について 

＜財務部資産税課＞ 

10．「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

の変更及び目的外利用、外部提供、コンピュータ処理等、外部委託等について 
＜財務部納税課＞ 

11．①「就労・住宅相談事業」業務における個人情報業務登録票、個人情報コンピュータ処理

等登録票の変更及び外部提供について 
②「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及び目的外利用について 

＜地域福祉部生活援護課＞ 

12．「国民健康保険 医療給付」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                          ＜いきいき健康部保険年金課＞ 

13．「保育サービス検討委員会」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                          ＜子ども生活部子育て支援課＞ 

14．「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．「精神保健福祉法に基づく市長同意」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                           ＜地域福祉部障がい福祉課＞ 

２．「授産場の事業管理」、「美術工芸館の事業管理」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                  ＜地域福祉部障がい福祉課＞ 

３．「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 
＜子ども生活部児童青少年課＞ 

４．「高齢者在宅サービス」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 

＜いきいき健康部高齢者福祉課＞ 

５．「公園・保全緑地等の管理」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                           ＜都市づくり部公園緑地課＞ 
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