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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。 

２０１２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       ８９１千円（前年度  １，４１３千円）

歳     出     ７，０３１千円（前年度 １０，１６６千円）

 

 

＜歳入内訳＞ 

市政情報写し交付実費等       ３２６千円（前年度    ５２５千円）

市有償刊行物頒布代       ５５４千円（前年度    ５００千円）

古紙売払代 １１千円（前年度       ０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 ３，２８３(3,355)

報 償 費 講演会講師謝礼  ０(   40)

旅 費 事務打合せ、研修 ２０(   18)

消 耗 品 費 図書、事務用品 ２，０７７(3,753)

印刷製本費 製本等 ４４(  445)

筆耕翻訳料 審議会速記 ４３３(  377)

通信運搬費 図書・書架運搬代 ４４５(    0)

保 険 料 個人情報賠償責任保険料 ５８７(  598)

使 用 料 コピー機借上 ７１(  156)

負 担 金 職員研修  ７１(   95)
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２ ファクシミリ利用ガイドラインの改正について 

  ２０１２年６月に「情報セキュリティ・個人情報保護のためのファクシミリ利用ガイドライ

ンを改正しました。これは、インターネットを活用したファクシミリの送受信方式の導入に伴

い、２００８年６月に制定した同ガイドラインをセキュリティ面からさらに補強・整理したも

のです。 

 

情報セキュリティ・個人情報保護のためのファクシミリ利用ガイドライン 

２００８年６月制定

２０１２年６月改正

 

ファクシミリ（ＦＡＸ機器及びインターネットＦＡＸを総称しファクシミリと呼ぶ）は、公衆

回線（電話回線）又はインターネット回線を使って文書や画像を転送し、音声だけでは伝えにく

い情報を簡便に伝えることができます。ついては、これらをより安全に利用するためのガイドラ

インを以下に示します。 

 

◎ファクシミリ遵守事項 

１ 個人情報を送受信する場合は、町田市個人情報保護条例で規定した手続を経た後行うこと。

・ファクシミリによる個人情報の送受信は、町田市個人情報保護条例ではコンピュータ処理

等に該当します。個人情報を送受信する場合は、条例で規定されている手続を行ってくだ

さい。 

２ ファクシミリ番号の登録機能を利用して、誤送信を防止すること。 

・頻繁に送信する相手先は、ファクシミリ番号の登録機能を利用して、誤送信を防止してく

ださい。 

※ＦＡＸ機器では、送信時にディスプレイで相手先ファクシミリ番号を確認してから送信

する事で誤送信を防止できます。 

※インターネットＦＡＸでは、選択送信機能を利用してプレビュー画面にて選択した宛先

に誤りがないことを確認してから送信する事で誤送信を防止できます。 

・相手先のファクシミリ番号が変更になった場合は、登録機能に登録したファクシミリ番号

を直ちに変更してください。また、年度当初には、必ず登録しているファクシミリ番号を

確認してください。 

３ 送信時は、送信先、発信元、送信枚数を明記した送り状を併せて送付すること。 

・送り状を送付し、発信者を明らかにしてください。また、送信枚数を明記することで、送

信側の読み取り不具合、受信側の用紙切れ等による送信事故の有無を明らかにできます。

４ 送受信は該当する業務担当者に限定すること。 

・個人情報を送信する場合は、当該業務の業務担当者が必ず行ってください。 

・病歴等の要注意情報を送受信する場合は、相手先と連絡を取り、受信確認を行ってくださ

い。 

・個人情報を受信した場合は、直ちに業務担当者が受付けてください。 

５ 受信した文書は業務終了後速やかに処分すること。 

・受信文書は、業務継続中は公文書と同等の管理を行い、業務終了後不要となった際は速や

かに処分してください。 

６ 庁内のファクシミリ番号は、業務目的に照らし、公表を可とする。 

・聴覚障がい者にとって、ファクシミリは手紙に代わる身近な通信手段です。そのため、設

置課の業務目的によりファクシミリ番号を公表することを可とします。 

 

◎ＦＡＸ機器遵守事項 

７ ＦＡＸ機器を設置する場合は、カウンター等から手の届かない位置に設置すること。 

・カウンター等から手の届く所に置くと、送受信文の盗難の危険があります。ＦＡＸ機器は

カウンター等から手の届かない位置に設置してください。 
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・熱転写式インクリボンは、使用後シュレッダー等で裁断してください。 

※熱転写式インクリボンには受信した情報が陰画（ネガ）状態で残っています。このため、

使用後のインクリボンはシュレッダー等で裁断して処分してください。 

８ ＦＡＸ機器は庁内ネットワークに接続しないこと。 

・ＦＡＸ機器には、ネットワークに接続出来る複合機も出回っていますが、システムとして

許可された場合を除き、庁内ネットワークへの接続を禁止します。 

９ ＦＡＸ機器の廃棄又は借用物件を返却する際は、記憶装置から情報漏洩を防ぐために、記録

データを消去すること。 

・内容が消去されていることを確認の上、廃棄又は返却し、可能な場合には、内蔵記憶装置

（ハードディスク等）を物理的に破壊してください。 

 

３ 「個人情報の漏洩事故ゼロ」を目指して 

「個人情報の漏洩事故ゼロ」を目指して事業を進めていましたが、残念なことに４件の個人

情報の紛失・流出事故が発生しました。 

 

発生時期 概  要 

2012 年４月 
市が委託して運営する精神障がい者の支援施設が、利用者情報の入力さ

れたＵＳＢメモリー（記録媒体）を施設内で紛失した。 

2012 年４月 

市が委託しているＮＰＯ法人が、事業の申込が定員に達したため、その

後の参加申込者に受付終了の連絡を電子メールで一斉送信したところ、

電子メールの送信方法を誤り、他の申込者の電子メールアドレスもわか

る形で送信したため、電子メールアドレスが流出した。 

2012 年 10 月 

町田市立小学校の教員が、帰宅途中で、自転車の前かごに入れていた児

童名簿等が入ったリュックサックを、スクーターに乗った２人組にひっ

たくられる形で盗まれた。 

2012 年 12 月 
町田市立小学校の教員が、外出した際に、ポケットに入れていた児童の通知

表データの入ったＵＳＢメモリー（記録媒体）を紛失した。 

幸いにも、４件とも紛失・流出した個人情報による二次被害の報告はありませんでした。 

実施機関より町田市情報公開・個人情報保護運営審議会に事故の状況、発生後の対応、再発

防止に向けた対策を報告するとともに、職員向けの啓発紙「ＰＩニュース」にて全職員に個人

情報流出事故防止を呼びかけました。 

また、委託先にも、委託元である町田市と同等レベルの個人情報保護施策をとってもらうよ

う研修会を開催するなど、個人情報保護の意識向上に努めました。 
 
４ 職員等を対象とした研修会・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。 

２０１２年度研修会・説明会等実施一覧 

実施年月日 内        容 受講者数 

2012.４.２ 
新規採用職員研修（医療職） 

（情報公開・個人情報保護制度について） 
３３名

2012.４.３ 
新規採用職員研修（行政職） 

（情報公開・個人情報保護制度について） 
１１６名

2012.４.10 
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） 
３４名
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実施年月日 内        容 受講者数 

2012.４.13 
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） 
１９名

2012.５.１ 
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） 
１６名

2012.５.22 
民生委員児童委員協議会合同研修会 

（個人情報保護制度について） 
２３４名

2012.６.５ 
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

2012.７.３ 
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） 
１７名

2012.７.４ 
広聴課委託職員対象の個人情報保護研修 

（個人情報保護制度について） 
１５名

2012.８.７ 
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） 
８名

2012.８.20 
インターンシップ実習生研修（1日目） 

（個人情報保護制度について） 
１７名

2012.８.23 
障がい福祉課委託職員対象の個人情報保護研修 

（個人情報保護制度について） 
１６名

2012.８.27 
町内会自治会役員対象の個人情報保護研修 

（個人情報保護制度について） 
４名

2012.８.29 
インターンシップ実習生研修（２日目） 

（個人情報保護制度について） 
１３名

2012.９.４ 
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） 
１３名

2012.９.24 
町内会自治会役員対象の個人情報保護研修 

（個人情報保護制度について） 
１名

2012.10.９ 
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） 
１４名

2012.11.６ 
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

2012.11.19 
金森保育園個人情報保護研修 

（個人情報保護制度について） 
１４名

2012.11.20 
個人情報保護管理責任者及び取扱責任者事務研修会 

（個人情報の取り扱いと個人情報登録の実務について） 
１６４名

2012.11.20 

情報公開・個人情報保護制度講演会 

（マイナンバー制度と個人情報保護） 

講師：後藤 省二氏 

三鷹市企画部地域情報化担当部長、厚生労働省「社会

保障分野サブワーキンググループ」構成員 

１５２名

2012.12.４ 
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） 
１２名

2013.１.８ 
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） 
１１名

2013.１.16 
市民税課委託・派遣職員等の個人情報保護研修 

（個人情報保護制度について） 
４２名
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実施年月日 内        容 受講者数 

2013.１.29 
市民税課委託・派遣職員等の個人情報保護研修 

（個人情報保護制度について） 
１９名

2013.２.５ 
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

2013.２.13 
社会福祉法人まちだ育成会対象の個人情報保護研修 

（個人情報保護制度について） 
５０名

2013.３.５ 
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） 
７名

2013.３.15 
市民税課委託・派遣職員等の個人情報保護研修 

（個人情報保護制度について） 
２４名

2013.３.19 
町内会自治会役員対象の個人情報保護研修 

（個人情報保護制度について） 
３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啓発紙「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８回発行し、庁内に配布・配信しました。 

 

143 号(2012 年５月) ○個人情報の紛失・流出事故の発生と対応について 

144 号(2012 年６月) ○新庁舎移転に向けた文書整理について 

145 号(2012 年６月) 
○情報セキュリティ・個人情報保護のためのファクシミリ利用ガ

イドラインの改正について 

146 号(2012 年７月) 
○町田市制作の記録映画（ＶＨＳビデオテープ）のＤＶＤ化につ

いて 

147 号(2012 年 10 月) ○委託先での個人情報の管理について 

148 号(2012 年 12 月) ○マイナンバー制度と個人情報保護について 

149 号(2013 年２月) ○ＵＳＢメモリの取り扱いについて 

150 号(2013 年３月） 
○ 個人情報登録について 

○ 刊行物作成について 
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６ 出資等団体の情報公開・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において、さらに２００５年度からは個人情

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 

（２０１３年３月３１日現在） 

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) 

社会福祉法人町田市社会福祉協議会情報公開規程(2000 年 6 月 1日) 

社会福祉法人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) 

一般財団法人 

町田市勤労者福祉サービス

センター (1993 年) 

一般財団法人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)

一般財団法人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)

株式会社 

町田まちづくり公社 

(1999 年) 

株式会社町田まちづくり公社情報公開規程(2004 年 5月 28 日) 

株式会社町田まちづくり公社個人情報保護規程(2004 年 5 月 28 日) 

社会福祉法人 

町田市福祉サービス協会 

(2002 年) 

社会福祉法人町田市福祉サービス協会情報公開規程(2002 年 4月 1日)

社会福祉法人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)

一般財団法人 

町田市文化・国際交流財団 

(2004 年) 

一般財団法人町田市文化・国際交流財団情報公開規程(2004年 4月 1日)

一般財団法人町田市文化・国際交流財団個人情報保護規程(2004年4月1日)

一般社団法人 

町田市観光コンベンション

協会 (2010 年) 

一般社団法人町田市観光コンベンション協会情報公開規程(2010年8月1日)

一般社団法人町田市観光コンベンション協会個人情報保護規程(2010年12月21日)

一般財団法人 

まちだエコライフ推進公社

(2012 年) 

一般財団法人まちだエコライフ推進公社情報公開規程(2012年 4月 2日)

一般財団法人まちだエコライフ推進公社個人情報保護規程(2012年4月2日)

株式会社 

町田新産業創造センター 

(2013 年) 

株式会社町田新産業創造センター情報公開規程(2013 年 1 月 30 日) 

株式会社町田新産業創造センター個人情報保護規程(2013 年 1月 30 日)

 

 

７ 他の自治体等からの視察  
２０１２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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