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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、２０１２年５月３１日付で町田市町内会自治会連合会の山田委員が辞任し、代わ

りに盛永委員が就任いたしました。 

２０１２年度末の在籍委員の任期は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 

（２０１３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 神奈川大学准教授 嘉 藤   亮

委員 地域団体 町田市町内会・自治会連合会 盛 永 久 恵

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 ２０１２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２８１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 ……………………１２２件 農業委員会 ………………… ２件 

教育委員会 ……………………１５件 固定資産評価審査委員会 … ２件 

選挙管理委員会 ……………… ２件 議会 ………………………… ３件 

監査委員 ……………………… ２件 病院事業管理者 …………… ３件 

 合計 …………………… １５１件 
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(２) 審議会開催状況  

第１回 ２０１２年４月９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｢認知症高齢者総合相談事業」業務における個人情報業務登録票の変更について 

②｢介護予防サポーター養成」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

の変更及びコンピュータ処理等について      ＜いきいき健康部高齢者福祉課＞ 

２．「アスベストリスク管理（工事施工従事者）」業務における個人情報業務登録票の変更に

ついて                             ＜財務部営繕課＞ 

３．「東京国体開催」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外部提供、コンピュータ処理等ついて 

＜文化スポーツ振興部国体推進課＞ 

４．①「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コンピ

ュータ処理等について 

②「区画整理事業（市施行）実施」業務におけるコンピュータ処理等について 

   ＜都市づくり部地区街づくり課＞ 

５． ①「育児支援ヘルパー事業」業務における外部委託等について 

②「町田市子育て支援ネットワーク」業務における外部提供について 

  ＜子ども生活部子育て支援課＞ 

６．「庁舎管理」業務における個人情報業務登録票の変更及び外部提供、外部委託等について 

＜財務部庁舎活用課＞ 

７．①「災害」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 

②「消防施設」業務における目的外利用について        ＜市民部防災安全課＞ 

８．「災害対応」業務の業務登録について                 ＜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．「認知症高齢者総合相談事業」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＞ 

２．「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 ２０１２年５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．「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業務登録票の変更について 

        ＜環境資源部環境・自然共生課＞ 

２．「鶴見川・泳げ鯉のぼり事業」業務の業務登録について   ＜市民部市民協働推進課＞ 

３．「住居表示」業務における外部提供について     ＜都市づくり部土地利用調整課＞ 

４．「区画整理事業（市施行）清算金」業務の業務登録について 

        ＜都市づくり部都市政策課＞  

５．「道路・水路占用許可」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                    ＜建設部道路管理課＞ 

６．「庁舎総合案内」業務の業務登録について           ＜政策経営部広聴課＞ 

７．①「介護予防普及啓発事業」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 
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   ②「認知症発症遅延活動事業」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＞  

８．①「保育料等検討委員会」業務の業務登録について 

    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コンピュー

タ処理等について 

    ③「市立保育所の設置・認可」、「法人立保育所の設置・認可」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           ＜子ども生活部子育て支援課＞ 

９．「児童手当（２０１２年創設）」業務の業務登録について 

        ＜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  

１．①「電波障害防除設備維持」業務の廃止について 

    ②「道路・水路占用許可」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 

                ＜建設部道路管理課＞ 

２．「保育料問題懇談会」業務の廃止について       ＜子ども生活部子育て支援課＞ 

３．「健康情報誌発行事業」業務の廃止について      ＜いきいき健康部健康総務課＞ 

○個人情報事故について（報告）              ＜経済観光部北部丘陵整備課＞ 

○個人情報事故について（報告）               ＜地域福祉部障がい福祉課＞ 

 

第３回 ２０１２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．「資源化施設用地調査取得」業務の業務登録について 

                    ＜環境資源部循環型施設整備課＞ 

２．「下水道計画」業務における外部委託等について      ＜下水道部下水道整備課＞ 

３．「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、個人情報外部提供登録票

の変更について                    ＜都市づくり部公園緑地課＞ 

４．「医療費等の徴収」業務の業務登録について        ＜市民病院事務部医事課＞ 

５．「商店街調査」業務における外部提供について       ＜経済観光部産業観光課＞ 

６．「医療費分析」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 

                ＜いきいき健康部保険年金課＞ 

７． ①「特別永住許可書、証明書の交付」業務の業務登録について 

②「広域証明発行サービス」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「住民基本台帳」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、個人情報外部結合登録票の変更及び外部提供について   ＜市民部市民課＞ 

８．「東京国体開催」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 

        ＜文化スポーツ振興部国体推進課＞ 

９．①「町田市文化遺産活用事業」、「町田市鶴川緑の交流館施設貸出し」業務の業務登録に

ついて 

②「鶴川駅前公共施設整備事業」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 

＜文化スポーツ振興部文化振興課＞ 

10．「鶴川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                   ＜市民部鶴川市民センター＞ 
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11． ①「東京都心身障害者扶養共済制度」業務の業務登録について 

②「心身障がい者スポーツ大会」、「心身障がい者(児)水泳教室」、「心身障がい児(者)

通所授産事業運営費等補助」、「心身障がい児スポーツ教室」、「福祉輸送サービス共

同配車センター」業務における個人情報業務登録票の変更について 

③「心身障がい児(者)通所訓練事業運営費等補助」業務における個人情報業務登録票の変

更及び目的外利用について 

④「精神障がい者共同作業所通所授産事業運営費等補助」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 

⑤「在宅重度身体障がい者緊急通報システム」、「在宅重度心身障がい者火災安全システ

ム」、「授産場の事業管理」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 

⑥「障がい者生活支援」、「大賀藕絲館の事業管理」、「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、個人情報外部委託等登録票の変更について 

⑦「障がい者就労・生活支援」業務における個人情報外部提供登録票の変更について 

                    ＜地域福祉部障がい福祉課＞ 

12．「鶴川第一小学校改築計画検討委員会」業務の業務登録について 

                    ＜学校教育部教育総務課＞ 

○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．「医療」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 

                ＜市民病院事務部医事課＞ 

２．「伝統文化子ども教室」業務の廃止について    ＜文化スポーツ振興部文化振興課＞ 

３．①「福祉施設職員海外研修補助(障がい者福祉施設)」「企業内通所授産事業」業務の廃止

について 

②「心身障がい児(者)通所授産事業運営費等補助」「心身障がい児(者)通所訓練事業運営

費等補助」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「心身障がい者の通院訓練費助成」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＞ 

○インターネットを経由したＦＡＸ送受信システムの導入について ＜総務部情報システム課＞ 

 

第４回 ２０１２年７月２３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「保健相談、指導」業務における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 

②「精神保健｣業務における外部委託等について 

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

２． ①「下水道法定計画」業務の業務登録について 

②「総合治水対策｣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 

③「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＞ 

３．①「下水道普及」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「下水道施設建設｣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                ＜下水道部下水道整備課＞ 

４．①「下水道計画指導」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

更及び目的外利用について 
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②「調整池の管理協定・移管｣、「指定工事店」、「水路占用許可」業務の業務登録につい

て                          ＜下水道部下水道管理課＞ 

５．「下水処理場管理」業務における個人情報業務登録票の変更について 

                    ＜下水道部水再生センター＞ 

６． ①「国民年金保険料」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「国民年金給付」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について 

③「国民年金被保険者実態調査」業務における目的外利用、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＞ 

７．「国民健康保険税徴収（滞納）」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                  ＜いきいき健康部保険年金課＞ 

８． ①「移動支援事業」業務における個人情報業務登録票の変更について 

②「身体障がい者(児)記録管理」、「知的障がい児・者記録管理」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及び外部提供、コンピュータ処理等につい

て                         ＜地域福祉部障がい福祉課＞ 

９．「高齢者あんしんキーホルダー事業」業務の業務登録について 

                ＜いきいき健康部高齢者福祉課＞ 

10．「療育」業務における個人情報外部提供登録票の変更について 

        ＜子ども生活部すみれ教室＞ 

11． ①「保健所施設管理」業務の業務登録について 

②「犬登録」業務における目的外利用、外部提供について 

③「動物愛護管理」、「犬・猫の避妊手術補助」業務における目的外利用について 

                    ＜いきいき健康部(町田市保健所)生活衛生課＞ 

12．「犬登録受付」、「動物愛護管理受付」、「犬・猫の避妊手術補助申請受付」業務の業務

登録について             ＜いきいき健康部(町田市保健所)保健企画課＞ 

13．①「事業所税申告等処理」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について 

②「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変更につい

て                             ＜財務部資産税課＞ 

14．「市・都民税賦課」、「軽自動車税賦課」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                           ＜財務部市民税課＞ 

15．「環境学習推進」業務の業務登録について      ＜環境資源部環境・自然共生課＞ 

16．「競争入札」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

更及びコンピュータ処理等について                ＜財務部契約課＞ 

17．「社会教育関係団体活動」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                     ＜生涯学習部生涯学習総務課＞ 

18．「社会教育関係団体活動」業務の業務登録について  ＜生涯学習部生涯学習センター＞ 

○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．「町田市下水道ビジョン策定懇談会」、「日本下水道協会東京都支部事務局」業務の廃止

について                        ＜下水道部下水道総務課＞ 

２．「下水処理場管理（鶴見川）」、「下水道施設見学（鶴見川）」業務の廃止について 

                ＜下水道部水再生センター＞ 

３． ①「学校跡地教室利用貸出」、「東京都近代和風建築総合調査」業務の廃止について 

②「社会教育関係団体活動」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

等登録票の廃止について              ＜生涯学習部生涯学習総務課＞ 
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４．「町田市公民館移転建設検討委員会」、「公民館運営審議会」業務の廃止について 

                    ＜生涯学習部生涯学習センター＞ 

 

第５回 ２０１２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．「エコドライブ推進事業｣業務の業務登録について   ＜環境資源部環境・自然共生課＞ 

２．「病後児保育事業｣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に

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

３．①「障がい者虐待防止事業｣、「障がい者地域生活移行・定着化支援事業」業務の業務登録

について 

②「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について 

                ＜地域福祉部障がい福祉課＞ 

４．①「町田市鶴川緑の交流館開館記念事業実行委員会」業務の業務登録について 

②「成人式」業務における目的外利用について 

③「市民文化祭」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 

                ＜文化スポーツ振興部文化振興課＞ 

５．①「住民基本台帳」、「犯歴」業務における外部委託等について 

②「戸籍」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 

                ＜市民部市民課＞ 

６．「子どもセンター基本計画策定」業務における個人情報登録票の変更及び目的外利用につ

いて                        ＜子ども生活部児童青少年課＞ 

７．①「福祉のまちづくり推進事業」業務の業務登録について 

②「避難者生活支援事業（福祉総務課分）」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                   ＜地域福祉部福祉総務課＞ 

８．「見守り支援ネットワーク」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                        ＜いきいき健康部高齢者福祉課＞ 

９．「庁舎総合案内」業務における個人情報業務登録票の変更について 

                    ＜政策経営部広聴課＞ 

10．「公園整備」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

更及び目的外利用について               ＜都市づくり部公園緑地課＞ 

11．「市議会広報」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、個人情報外部委託等登録票の変更について  ＜議会事務局＞ 

12．「町内会・自治会」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            ＜市民部市民協働推進課＞ 

○町田市情報公開条例の規定に基づく報告について 

１．公文書公開請求に対する存否応答拒否について       ＜地域福祉部生活援護課＞ 

 

第６回 ２０１２年１０月１５日 開催 …………………………………………………………… 

○組織改正について(報告) 

○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．「市民農園｣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                     ＜経済観光部農業振興課＞ 

２． ①「町田市がん予防対策推進会議」業務の業務登録について 

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外部提供、外部委託等
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について                       ＜いきいき健康部健康課＞ 

３．「東京国体開催｣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

変更及び目的外利用、外部提供、外部委託等について 

                ＜文化スポーツ振興部国体推進課＞ 

４．「食育推進」業務の業務登録について         ＜いきいき健康部保健企画課＞ 

５．「生涯学習に関する市民意識調査」業務の業務登録について 

                ＜生涯学習部生涯学習総務課＞ 

６．「市税収納」、「市税徴収（滞納整理）」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                            ＜財務部納税課＞ 

７．「児童処遇」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＞ 

８．①「生活機能評価・介護予防サービス効果検証」業務における外部委託等について 

②「家具転倒防止器具等取付事業（高齢者対象）｣業務の業務登録について 

                    ＜いきいき健康部高齢者福祉課＞ 

９．①「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 

②「家具転倒防止器具等取付事業（障がい者対象）｣業務の業務登録について 

                    ＜地域福祉部障がい福祉課＞ 

10．「町田市鶴川緑の交流館開館記念事業実行委員会」業務における個人情報業務登録票の変

更について                   ＜文化スポーツ振興部文化振興課＞ 

11．「監査資料」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 

                    ＜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．「健康福祉会館管理｣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 

                ＜いきいき健康部健康課＞ 

２．「高齢者民間賃貸住宅あっせん及び保証人事業」業務の廃止について 

                    ＜いきいき健康部高齢者福祉課＞ 

３．「重症心身障がい者通所事業」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＞ 

 

第７回 ２０１２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「生活保護｣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「就労・住宅相談事業｣業務における個人情報業務登録票、個人情報外部提供登録票の変

更について                      ＜地域福祉部生活援護課＞ 

２．「成年後見制度利用支援事業｣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 

                    ＜地域福祉部福祉総務課＞ 

３．「地域社会づくりを基本とするまちづくりプロジェクト推進事業｣業務の業務登録について 

                    ＜市民部市民協働推進課＞ 

４．「未来づくりプロジェクト推進｣業務の業務登録について   ＜政策経営部企画政策課＞ 

５．「市・都民税賦課｣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 

                    ＜財務部市民税課＞ 

６．「『広報まちだ』に関する意識調査｣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                         ＜政策経営部広報課＞ 

７．「就学｣業務における目的外利用について            ＜学校教育部学務課＞ 
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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 

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（平成２３年度） 

＜市民部市民課＞ 

○町田市情報公開・個人情報保護運営審議会条例に基づく報告について 

１．個人情報外部提供先及び種類別件数について（平成２３年度）    ＜市民部市民課＞ 

○町田市における防犯カメラの設置及び管理状況について（報告）   ＜総務部市政情報課＞ 

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

 

第８回 ２０１２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．「社会を明るくする運動」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      ＜地域福祉部福祉総務課＞ 

２．「生涯学習ボランティアバンク」業務の業務登録について 

                    ＜生涯学習部生涯学習センター＞ 

３． ①「低炭素建築物新築等計画認定」業務の業務登録について 

②「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コンピュータ処理等に

ついて                     ＜都市づくり部建築開発審査課＞ 

４．「都市計画マスタープラン関連」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 

                    ＜都市づくり部都市政策課＞ 

５．「市営駐車場」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                          ＜経済観光部産業観光課＞ 

６．「庁舎管理」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につい

て                             ＜財務部庁舎活用課＞ 

７．「職員定数・定員管理」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 

                    ＜総務部総務課＞ 

８．「市・都民税賦課」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

について                           ＜財務部市民税課＞ 

○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．「庁舎管理」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 

                    ＜財務部庁舎活用課＞ 

○情報システムに係る運用保守形態の変更について（報告）    ＜総務部情報システム課＞ 

 

第９回 ２０１３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．「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目的外利用、外部

委託等について                         ＜財務部納税課＞ 

２．「インターネット利用による市有財産売却」業務の業務登録について 

                    ＜環境資源部３Ｒ推進課＞ 

３．「版画美術館 施設管理」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               ＜文化スポーツ振興部国際版画美術館＞ 

４．「ひなた村施設管理」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 

                    ＜子ども生活部ひなた村＞ 
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５．「保育園入園」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＞ 

６．「文化財保護」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 

＜生涯学習部生涯学習総務課＞ 

７． ①「安否確認緊急対応事業」業務の業務登録について 

②「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の変更について 

                    ＜地域福祉部福祉総務課＞ 

８．「出納・審査」業務における目的外利用について             ＜会計課＞ 

９．「国民健康保険 被保険者資格」、「国民健康保険税賦課」業務における個人情報業務登

録票の変更について                 ＜いきいき健康部保険年金課＞ 

10．①「軽自動車税賦課」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

について 

②「市・都民税賦課」業務における目的外利用について      ＜財務部市民税課＞ 

○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．「軽自動車税賦課」業務における個人情報外部提供登録票の廃止について 

                    ＜財務部市民税課＞ 

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

   

第１０回 ２０１３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．「東京国体開催」業務における個人情報業務登録票の変更について 

＜文化スポーツ振興部国体推進課＞ 

２．①「市税徴収（滞納整理）」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 

②「市税収納」業務におけるコンピュータ処理等及び外部委託等について 

＜財務部納税課＞ 

３．①「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につ

いて 

②「国民健康保険税 収納」業務におけるコンピュータ処理等、外部委託等について 

                    ＜いきいき健康部保険年金課＞ 

４．「エコフェスタ啓発」業務の業務登録について       ＜環境資源部資源循環課＞ 

５．「ごみ減量啓発」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         ＜環境資源部３Ｒ推進課＞ 

６．「広報情報配信」業務の業務登録について           ＜政策経営部広報課＞ 

７．①「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変更について 

②「不審者及び犯罪情報配信」業務におけるコンピュータ処理等について 

＜市民部防災安全課＞ 

８．「子育て情報配信」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 

＜子ども生活部子ども総務課＞ 

９．「子育て情報配信（青少年に関する情報）」業務の業務登録について 

＜子ども生活部児童青少年課＞ 

10．「子育て情報配信（保育所に関する情報）」業務の業務登録について 

＜子ども生活部子育て支援課＞ 

11．「子育て情報配信（ひなた村に関する情報）」業務の業務登録について 
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＜子ども生活部ひなた村＞ 

12．「子育て情報配信（大地沢青少年センターに関する情報）」業務の業務登録について 

＜子ども生活部大地沢青少年センター＞ 

13．「学校教育情報配信（学校教育広報情報）」業務の業務登録について 

＜学校教育部教育総務課＞ 

14．「学校教育情報配信（学校工事情報）」業務の業務登録について ＜学校教育部施設課＞ 

15．「学校教育情報配信（学校通学、奨学金情報）」業務の業務登録について 

＜学校教育部学務課＞ 

16．「学校教育情報配信（学校保健給食情報）」業務の業務登録について 

＜学校教育部保健給食課＞ 

17．「学校教育情報配信（不審者、講演会情報）」業務の業務登録について 

＜学校教育部指導課＞ 

18．「学校教育情報配信（教育相談情報）」業務の業務登録について ＜学校教育部指導課＞ 

19．「認知症高齢者総合相談事業」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                      ＜いきいき健康部高齢者福祉課＞ 

20．「資源循環型施設周辺まちづくり協議会」業務の業務登録について 

                    ＜環境資源部環境政策課＞ 

21．「地域保健普及啓発」業務における個人情報業務登録票、個人情報コンピュ－タ処理等登

録票の変更について                ＜いきいき健康部保健企画課＞ 

22．「各種講演会開催」業務の業務登録について      ＜いきいき健康部健康総務課＞ 

23．「新博物館整備事業」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＞ 

24．「病後児保育事業」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、コンピュー

タ処理等について                  ＜子ども生活部子育て支援課＞ 

25．①「成人歯科健康診査」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、個人情報外部委託登録票の変更について 

②「予防接種」業務における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 

③「胃がん検診」、「肺がん検診」、「乳がん検診」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コンピュータ処理等、外部委託等につい

て 

④「大腸がん検診」業務における外部委託等について     ＜いきいき健康部健康課＞ 

26．①「都市計画の決定及び変更」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

託等登録票の変更及び目的外利用、外部提供について 

②「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 

③「町田市交通マスタープラン」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 

④「住宅マスタープラン」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 

                    ＜都市づくり部都市政策課＞ 

27．①「土地利用の都市計画に関する相談・調整」業務の業務登録について 

②「住居表示」業務における個人情報外部提供登録票の変更および外部提供について 

                    ＜都市づくり部土地利用調整課＞ 
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28．①「交通事業に関する都市計画決定等」業務の業務登録について 

②「交通施策推進」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 

③「バリアフリー部会」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委託等について       ＜都市づくり部交通事業推進課＞ 

29．「団地再生」業務の業務登録について        ＜都市づくり部建物住宅対策課＞ 

30．①「建築協定」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           ＜都市づくり部地区街づくり課＞ 

○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．「ごみ減量啓発」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

登録票の廃止について                  ＜環境資源部３Ｒ推進課＞ 

２．①「在宅歯科訪問診療」業務の廃止について 

②「くすりの相談」業務の廃止について 

③「健康増進事業」業務の廃止について          ＜いきいき健康部健康課＞ 

３．①「都市計画の決定及び変更」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 

②「住宅マスタープラン」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 

                    ＜都市づくり部都市政策課＞ 

 

第１１回 ２０１３年３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 

１．①「国民健康保険税 収納」、「後期高齢者医療 収納・徴収」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 

②「国民健康保険税 徴収(滞納)」業務における個人情報業務登録票の変更について 

＜いきいき健康部保険年金課＞ 

２．「市税収納」、「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コン

ピュータ処理等、外部委託等について               ＜財務部納税課＞ 

３．「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               ＜いきいき健康部介護保険課＞ 

４．「保育料徴収」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                    ＜子ども生活部子育て支援課＞ 

５．①「学童保育」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 

②「子どもセンター」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＞ 

６．「社会福祉法人認可」、「社会福祉法人指導検査」業務の業務登録について 

                    ＜地域福祉部福祉総務課＞ 

７．「浄化槽設置状況管理、指導」、「合併処理浄化槽設置補助」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について           ＜下水道部下水道整備課＞ 

８．「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及び外部提供につ

いて                          ＜経済観光部産業観光課＞ 

９．「町田市鶴川緑の交流館施設貸出し」、｢市民ホール施設貸出し」業務における個人情報業

務登録票の変更及び外部提供、コンピュータ処理等について 

＜文化スポーツ振興部文化振興課＞ 
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10．「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、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            ＜都市づくり部公園緑地課＞ 

11．①「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について 

②「徘徊高齢者捜索事業」業務の業務登録について 

③「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目的外利用、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＞ 

12．「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、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 

＜市民部市民協働推進課＞ 

○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「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、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廃止について 

②「二次予防事業(通所)」業務における個人情報外部提供登録票の廃止について 

＜いきいき健康部高齢者福祉課＞ 
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