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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。 

現在の委員の任期は２０１３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 

（２０１２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 玉川大学名誉教授 川 野 秀 之

職務代理 学識経験者 東京都立科学技術大学名誉教授 島 田 達 巳

委員 学識経験者 東海大学専門職大学院教授 服 部 篤 美

委員 学識経験者 弁護士 鶴 田 信 紀

委員 学識経験者 神奈川大学助教 嘉 藤   亮

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 藤 室 昌 之

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 酒 井 芳 博

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 岡 田 紀 子

委員 公  募  吉 田 俊 雄

委員 公  募  大河内 アサ子

 

 

２ ２０１１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２７０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 …………………… ９６件 農業委員会 ………………… ０件 

教育委員会 ……………………１２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 ………………………… ０件 

監査委員 ……………………… ０件 病院事業管理者 …………… ３件 

 合計 …………………… １１２件 
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(２) 審議会開催状況  

第１回 ２０１１年４月１１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. ①「減免指定収集袋交付」業務の業務登録について 

②「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について  

                      ＜環境資源部ごみ減量課＞ 

２．「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 

＜都市づくり部区画整理課＞ 

３．「母子保健」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                           ＜いきいき健康部健康課＞ 

４．「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 

     ＜経済観光部産業観光課＞ 

５．①「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「市立保育所の設置・認可」業務における個人情報業務登録票の変更について  

＜子ども生活部子育て支援課＞ 

６．「低所得者・離職者対策」業務の業務登録について     ＜地域福祉部福祉総務課＞ 

７．「生活保護」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                 ＜地域福祉部生活援護課＞ 

８．「公園・緑地の確保」業務における目的外利用について  ＜都市づくり部公園緑地課＞ 

９．①「生産緑地」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、外部委託等について 

  ②「住居表示」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

外部委託等登録票の変更及びコンピュータ処理等について 

＜都市づくり部都市計画課＞ 

10．「専門相談」業務における外部委託等について         ＜政策経営部広聴課＞ 

11．「障がい者日中活動系サービス推進事業」業務の業務登録について 

＜地域福祉部障がい福祉課＞ 

12．「老人福祉施設建設費等補助」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                 ＜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.「緑の基本計画改定」業務の廃止について        ＜都市づくり部公園緑地課＞ 

２.「町田市博物館構想検討委員会」業務の廃止について 

＜文化スポーツ振興部文化振興課＞ 

 ○町田市防犯カメラの設置及び管理に関する要綱について（報告）         ＜事務局＞ 
 

第２回 ２０１１年５月１６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. 「つながりひろがる地域支援事業」業務における目的外利用について 

＜市民部市民協働推進課＞ 

２. 「療育」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                       ＜子ども生活部すみれ教室＞ 

３. 「都市計画マスタープラン関連」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    ＜都市づくり部都市計画課＞ 

４. 「住宅情報支援」業務の業務登録について          ＜都市づくり部住宅課＞ 
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５. 「青少年育成」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                         ＜子ども生活部児童青少年課＞ 

６. ①「東日本大震災避難者支援」業務の業務登録について 

②「情報公開・個人情報保護」業務における個人情報業務登録票の変更について 

＜各課共通＞ 

７. 「東日本大震災避難者支援（取りまとめ）」業務の業務登録について  ＜市民部市民課＞ 

 

第３回 ２０１１年６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. 「就学」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 

  ＜学校教育部学務課＞ 

２. ①「生活指導」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 

  ②「教育相談」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  

                         ＜学校教育部指導課＞ 

３. ①「特殊建築物等定期調査」､「建築設備定期検査」､「昇降機等定期検査」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「道路位置指定」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                  ＜都市づくり部建築指導課＞ 

４. 「消費者生活展」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＞ 

５. 「図書館施設貸出」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 

＜生涯学習部図書館＞ 

６. 「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外部提供につい

て                          ＜都市づくり部公園緑地課＞ 

７. ①「葬祭執行者不在高齢者埋火葬」業務の業務登録について 

  ②「見守り支援ネットワーク」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＞ 

○２０１０年度情報公開制度・個人情報保護制度・会議公開制度の運用状況について ＜事務局＞ 

 

第４回 ２０１１年７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. 「コンピュータセンター管理」業務の業務登録について   ＜総務部情報システム課＞ 

２. ①「町田ターミナルプラザ管理運営」業務の業務登録について  

  ②「市営駐車場」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  

                         ＜経済観光部産業観光課＞ 

３. 「体育施設等管理」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

及び外部提供について            ＜文化スポーツ振興部スポーツ振興課＞ 

４. 「文学館管理」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 

＜生涯学習部図書館（文学館）＞ 

５. 「公民館施設運営管理」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 

＜生涯学習部公民館＞ 

６. 「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外部提供につ

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

７. 「大地沢青少年センター施設利用」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                  ＜子ども生活部大地沢青少年センター＞ 

８. 「交通安全対策」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 

＜建設部交通安全課＞ 
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９. 「区画整理事業（市施行）実施」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                 ＜都市づくり部区画整理課＞ 

10. 「農地利用集積円滑化事業」業務の業務登録について    ＜経済観光部農業振興課＞ 

11. 「予防接種」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課＞ 

12. 「建築等確認審査」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 

     ＜都市づくり部建築指導課＞ 

13. ①「開発行為」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、コンピュータ

処理等、外部委託等について 

  ②「宅地造成」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、外

部委託等について                  ＜都市づくり部開発指導課＞ 

14. 「被災児童・生徒支援」業務の業務登録について      ＜学校教育部教育総務課＞ 

15. ①「生活機能評価・介護予防サービス効果検証」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目的外利用、外部委託等について 

  ②「二次予防事業（通所）」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について 

  ③「介護予防サポーター養成」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＞ 

16. 「ごみ減量啓発」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＞ 

17. 「要望等」業務におけるコンピュータ処理等について          ＜各課共通＞ 

18. 「要望・市長への手紙」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                       ＜政策経営部広聴課＞ 

○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５回 ２０１１年９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.「学級・講座」業務における外部委託等について         ＜生涯学習部公民館＞ 

２.「市民病院施設管理」業務の業務登録について       ＜市民病院事務部施設用度課＞ 

３.「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の変更及びコン

ピュータ処理等について               ＜いきいき健康部保険年金課＞ 

４.「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コンピュータ処

理等、外部委託等について                ＜環境資源部環境保全課＞ 

５. ①「都営交通無料乗車券交付」業務の業務登録について 

  ②「児童育成手当」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 

  ③「児童扶養手当」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 

                      ＜子ども生活部子ども総務課＞ 

６. 「ごみ減量啓発」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                       ＜環境資源部ごみ減量課＞ 

７. ①「ＨＩＶ検査勧奨事業」業務の業務登録について 

  ②「保健所関係各種医療費助成」業務における目的外利用、外部提供について 

  ③「精神保健」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（町田市保健所）保健対策課＞ 

８. ①「証明発行等窓口」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「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、外部提供について 
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     ＜財務部市民税課＞ 

９. 「東日本大震災の災害救助費用求償」業務の業務登録について     ＜財務部財政課＞ 

10. 「就学」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                           ＜学校教育部学務課＞ 

11. 「避難者生活支援事業（福祉総務課分）」業務の業務登録について 

  ＜地域福祉部福祉総務課＞ 

12. 「避難者生活支援事業（障がい福祉課分）」業務の業務登録について 

       ＜地域福祉部障がい福祉課＞ 

13. 「町田市立保育園民間移管」業務の業務登録について  ＜子ども生活部子育て支援課＞ 

14. 「窓口相談」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 

＜政策経営部広聴課＞ 

15. ①「区画整理事業（組合施行）指導」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「土地区画整理法７６条許可」業務における個人情報目的外利用登録票、個人情報外部

提供登録票の変更について              ＜都市づくり部区画整理課＞ 

16. 「被災者無料招待」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＞ 

○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. ①「児童手当」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「児童育成手当」業務における個人情報外部提供登録票の廃止について 

  ③「児童扶養手当」業務における個人情報目的外利用登録票、個人情報外部提供登録票の

廃止について                   ＜子ども生活部子ども総務課＞ 

２. 「精神保健」業務における個人情報外部委託等登録票の廃止ついて 

                   ＜いきいき健康部（町田市保健所）保健対策課＞ 

○防犯カメラの設置状況について                                             ＜事務局＞ 

 

第６回 ２０１１年１０月１７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. 「市・都民税賦課」業務における外部提供、コンピュータ処理等について 

             ＜財務部市民税課＞ 

２. ①「子ども遊び場見守り事業」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「青少年委員活動」業務における個人情報業務登録票の変更について 

          ＜子ども生活部児童青少年課＞ 

３. ①「省エネナビ貸出」業務の業務登録について 

  ②「電気自動車社会実験」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          ＜環境資源部環境総務課＞ 

４. 「全国母子世帯等調査」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 

                          ＜子ども生活部子育て支援課＞ 

５. 「市民活動推進事業」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、個人

情報コンピュータ処理等登録票の変更について       ＜市民部市民協働推進課＞ 

６. 「まちだ市民大学」業務における個人情報業務登録票の変更について  

                         ＜生涯学習部生涯学習課＞ 

７. 「介護保険被保険者管理」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 

                              ＜いきいき健康部介護保険課＞ 

８. 「ホームタウンチーム等支援事業」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＞ 

９. 「ごみ減量啓発」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 
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                   ＜環境資源部ごみ減量課＞ 

10. 「子ども手当」業務における外部委託等について    ＜子ども生活部子ども総務課＞ 

11. 「開発行為」､「宅地造成」業務における外部委託等について 

         ＜都市づくり部開発指導課＞ 

12. 「各種講演・講座」業務の業務登録について        ＜市民病院事務部医事課＞ 

 

第７回 ２０１１年１１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. 「資源循環型施設整備基本計画検討委員会」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                    ＜環境資源部環境総務課＞ 

２. 「出納・審査」業務における外部委託等について              ＜会計課＞ 

３. 「医療」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について 

                       ＜市民病院事務部医事課＞ 

４. 「要望・市長への手紙」業務における外部提供について        ＜政策経営部広聴課＞ 

５. 「公有財産管理」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

びコンピュータ処理等登録票の変更について            ＜財務部管財課＞ 

６. 「公有財産取得・管理」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

について                              ＜各課共通＞ 

 

第８回 ２０１１年１２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「エコキャラクター作成」業務の業務登録について 

    ②「住宅用太陽光発電システム設置補助」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                       ＜環境資源部環境総務課＞ 

２. 「保健所関係各種医療費助成」業務における外部提供、コンピュータ処理等について 

          ＜いきいき健康部（町田市保健所）保健対策課＞ 

３. 「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、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 

                       ＜子ども生活部子育て支援課＞ 

４. ①「市道用地の取得」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 

    ②「都市計画道路等用地の取得」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、コンピュータ処理等について  ＜建設部道路整備課＞ 

５. 「私道・狭あい道路拡幅整備」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    ＜建設部道路用地課＞ 

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

７. 「基幹統計調査」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の変更及び

コンピュータ処理等について                 ＜総務部市政情報課＞ 

 

○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. 「中心市街地都市計画道路築造」業務の廃止について       ＜建設部道路整備課＞ 

２. 「基幹統計調査」業務における個人情報外部提供登録票の廃止について 

  ＜総務部市政情報課＞ 

第９回 ２０１２年１月１６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. 「精神障がい者生活支援」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                    ＜地域福祉部障がい福祉課＞ 

２. 「管理栄養士国家試験」業務の業務登録について 
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                       ＜いきいき健康部(町田市保健所)保健企画課＞ 

３. 「広報」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 

                          ＜政策経営部広報課＞ 

４. 「人権施策推進」業務の業務登録について         ＜地域福祉部福祉総務課＞ 

５. ①「生涯学習審議会」業務の業務登録について 

    ②「生涯学習センター運営協議会」業務の業務登録について  ＜生涯学習部生涯学習課＞ 

６. 「区画整理事業（市施行）実施」業務における目的外利用、外部提供について 

                          ＜都市づくり部区画整理課＞ 

７. ①「国民投票」業務の業務登録について 

    ②「選挙」業務における個人情報目的外利用登録票、個人情報外部委託等登録票の変更に

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

８. 「後期高齢者医療」業務における個人情報業務登録票、個人情報目的外利用登録票、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、個人情報外部結合登録票、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について 

                          ＜いきいき健康部保険年金課＞ 

９. ①「公有財産取得・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

提供について 

    ②「イベント展示」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外部提供について 

    ③「監査資料」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及び

外部提供について                        ＜各課共通＞ 

 

○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. ｢こころのケア相談事業」業務の廃止について       ＜地域福祉部障がい福祉課＞ 

２. ①「後期高齢者医療 葬祭費支給」業務の廃止について 

    ②「後期高齢者医療」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           ＜いきいいき健康部保険年金課＞ 

     

第１０回 ２０１２年２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. ①「指定医療機関」業務における個人情報業務登録票の変更について 

    ②「感染症対策」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コンピュー

タ処理等について 

    ③「保健所関係各種医療費助成」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 

    ④「精神保健」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                ＜いきいき健康部（町田市保健所）保健対策課＞ 

２. ①「墓地等経営許可」業務における目的外利用、外部提供について 

    ②「水道管理（保健所）」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「動物の捕獲抑留、引取り、収容」業務における外部委託等について 

    ④「食品衛生関係施設、営業許可」業務における外部提供について 

    ⑤「医療施設の開設｣業務における外部提供、コンピュータ処理等について 

    ⑥「衛生検査所の登録」、「施術所の開設」、「医事薬事に関する駆除、相談」業務における

コンピュータ処理等について 

    ⑦「犬登録」、「犬・猫の避妊手術補助」、「毒物及び劇物取締法に基づく届出」、「覚せい剤

原料に係る届出の受理」、「麻薬及び向精神薬取締法に基づく届出」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 
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                       ＜いきいき健康部（町田市保健所）生活衛生課＞ 

３.「浄化槽設置状況管理、指導」業務における外部提供について 

                          ＜上下水道部業務課＞ 

４. ｢つながりひろがる地域支援事業」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                       ＜市民部市民協働推進課＞ 

５. ①「障がい者グループホーム等家賃助成」業務の業務登録について 

    ②「身体障がい者福祉電話設置」、「心身障がい者日常生活用具給付」、「身体障がい者用自

動車改造費助成」業務における個人情報業務登録票の変更について 

    ③「身体障がい者指定医」、「都営交通無料乗車券交付」、「有料道路通行料金割引証交付」、

｢三療師資格養成事業に係わる委託生の推薦」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 

    ④「心身障がい者の通院及び通所訓練交通費助成」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について 

    ⑤「緊急一時保護」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 

    ⑥「運転免許取得奨励費支給」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について            ＜地域福祉部障がい福祉課＞ 

６. ｢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  

                         ＜財務部資産税課＞ 

７. ①「住民基本台帳」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、外部提供、コンピュータ処理等

について 

    ②「印鑑登録・証明」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 

                          ＜市民部市民課及び各市民センター＞ 

８. ｢市・都民税賦課」業務外１９６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             ＜総務部市政情報課＞ 

 

○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.「指定医療機関」業務における個人情報外部提供登録票の廃止について 

          ＜いきいき健康部（町田市保健所）保健対策課＞ 

２. ①「酸素購入費助成」、「進行性筋萎縮症者療養等給付」業務の廃止について 

    ②「心身障がい者の通院及び通所訓練交通費助成」、「知的障がい児・者記録管理」、「心身

障害者福祉手当」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＞ 

３. ｢外国人登録」業務の廃止について                 ＜市民部市民課＞ 

４. ｢町田市自治基本条例検討」業務の廃止について       ＜政策経営部企画政策課＞ 

５. ｢訪問介護員キャリアアップ研修事業」、｢福祉施設職員海外研修補助（高齢者福祉施設）」

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 ２０１２年３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.「総務」､「人事」､「経理」､「学籍」､「教育活動」､「生活指導」､「保健衛生」業務 

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

２. ①「手話通訳者等派遣」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「心身障害者医療費助成」､「重度心身障害者手当」､「特別児童扶養手当」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、個人情報コンピュータ処理等登録

票の変更及び目的外利用について 
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    ③「障害児福祉手当」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

及び目的外利用について 

    ④「経過的福祉手当（特例的福祉手当）」､「特別障害者手当」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

について 

    ⑤「心身障害者福祉手当」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 

    ⑥「障がい者扶養年金」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               ＜地域福祉部障がい福祉課＞ 

３.「清掃指導」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                       ＜環境資源部清掃事務所＞ 

４. ①「環境広報紙」業務の業務登録について 

    ②「環境基本計画推進」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                                  ＜環境資源部環境総務課＞ 

５.「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、個人情報外部委託等登

録票の変更について                   ＜学校教育部保健給食課＞ 

６.「生活保護」業務における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

び外部委託等について                  ＜地域福祉部生活援護課＞ 

７. ①「人口動態調査」業務における外部提供、コンピュータ処理等について 

    ②「国民健康・栄養調査」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、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

登録票の変更について 

    ③｢特定給食施設」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（町田市保健所）保健企画課＞ 

８.「町内会・自治会」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

び目的外利用、外部提供、コンピュータ処理等について 

                       ＜市民部市民協働推進課＞ 

９.「町内会・自治会」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 

        ＜総務部市政情報課＞ 

10.「訴訟」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

供について                             ＜各課共通＞ 

 

○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. ①「こころみ農園」、「重度心身障害児童福祉手当」業務の廃止について 

   ②「心身障害者医療費助成｣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                         ＜地域福祉部障がい福祉課＞ 

２.「廃棄物処理調査」業務の廃止について           ＜環境資源部環境総務課＞ 

３. ①「対話集会」業務の廃止について 

   ②「町内会・自治会」業務における個人情報外部提供登録票の廃止について 

        ＜市民部市民協働推進課＞ 

４.「町田市フォトサロン」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 

＜文化スポーツ振興部文化振興課＞ 

５.「市営駐車場」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 

＜経済観光部産業観光課＞ 

６.「水道部職員人事」､「財産管理」､「水道部渉外」､「水道部車両管理」､「配・給水管工

事」､「配・給水管維持」､「配水施設維持管理」､「水質検査」業務の廃止について 

＜上下水道部給水課＞ 

７.「動物との共生を考える懇談会」業務の廃止について     ＜環境資源部環境保全課＞ 
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○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                              ＜市民部市民課＞ 
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