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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１４名で、内訳

は学識経験者５名、市民代表９名（うち２名は公募）となっています。 

２０１３年度は、委員が改選（２名が新任）され、２０１３年５月１０日から新しい任期が

始まりました。２０１３年度末の在籍委員の任期は２０１５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 

（２０１４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 鎮 目 義 雄 

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 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 浅 野 玲 子 

委 員 公 募 北  岡   登 

委 員 公 募 宮 井 汎 子 

※２０１３年度中における退任・着任の状況（改選による再任を除く） 

（町田市町内会・自治会連合会） 

盛 永 久 恵 委員（５月３１日退任） → 鎮 目 義 雄 委員（６月１日着任） 

（町田市立中学校ＰＴＡ連合会） 

岡 田 紀 子 委員（５月３１日退任） → 浅 野 玲 子 委員（６月１日着任） 

（公募委員） 

吉 田 俊 雄 委員（５月９日退任）  → 北 岡 登 委員（５月１０日着任） 

大河内アサ子 委員（５月９日退任）  → 伊 藤 由 紀 委員（５月１０日着任） 

伊 藤 由 紀 委員（９月１０日退任） → 宮 井 汎 子 委員（９月１１日着任） 
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２ ２０１３年度 情報公開・個人情報保護運営審議会の開催状況 
２０１３年度は１１回開催され（通算では２９２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

を受けました。 

 

(１) 実施機関別諮問件数（個人情報登録関係） 

市  長 ………………… １１８件 農業委員会 ………………… ２件 

教育委員会 …………………… ５件 固定資産評価審査委員会 … １件 

選挙管理委員会 ……………… ２件 議会 ………………………… １件 

監査委員 ……………………… ２件 病院事業管理者 …………… ２件 

 合計 …………………… １３３件 

 

(２) 審議会開催状況  

第１回 ２０１３年４月８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｢市税収納」業務における目的外利用について 

②｢市税徴収（滞納整理）」業務における外部委託等について 

＜財務部納税課＞ 

２．｢子どもセンター」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 

＜子ども生活部児童青少年課＞ 

３．「給与」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 

＜総務部職員課＞ 

 

４．｢庁舎管理」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 

＜財務部庁舎活用課＞ 

５．「緑のカーテン推進事業」業務の業務登録について 

＜環境資源部環境・自然共生課＞ 

 

 

第２回 ２０１３年５月１３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．「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、コンピュー

タ処理等について 

＜財務部市民税課＞ 

２．①「身体障がい児・者記録管理」、「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 

②「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 

③「障害福祉サービス・障害児通所給付」、「身体障がい児・者補装具費支給事業」、「心身

障がい者日常生活用具給付」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＞ 
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３．「ごみの資源化施設地区連絡会」業務の業務登録について 

＜環境資源部循環型施設整備課＞ 

４．「私立幼稚園入園促進補助金」業務の業務登録について 

＜子ども生活部子ども総務課＞ 

５．「違反広告物除却」業務における個人情報業務登録票の変更について 

＜建設部道路管理課＞ 

６．「監査」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 

＜監査事務局＞ 

７．①「保育園職員人事」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「保育園入園」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＞ 

８．①「認知症高齢者総合施策推進事業」業務の業務登録について 

②「高齢社会総合計画推進」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 

＜いきいき健康部高齢者福祉課＞ 

９．①「国民年金資格」、「国民年金保険料」、「国民年金給付」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コンピュ

ータ処理等について 

②「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の変更について 

③「特別障害給付金」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＞ 

10．「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＞ 

11．「市営住宅管理」業務における外部提供、外部委託等について 

＜都市づくり部建物住宅対策課＞ 

○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．「難病患者ホームヘルプサービス事業」業務の廃止について 

＜地域福祉部障がい福祉課＞ 

２．「違反広告物除却」業務における個人情報外部提供登録票の廃止について 

＜建設部道路管理課＞ 

３．「国民年金給付」業務における個人情報外部提供登録票の廃止について 

＜いきいき健康部保険年金課＞ 

４．「減免指定収集袋交付」業務の廃止について 

＜生涯学習部生涯学習総務課＞ 

５．「減免指定収集袋交付」業務の廃止について 

＜環境資源部環境保全課＞ 

 

第３回 ２０１３年６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．「療育」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外部提

供について 

＜子ども生活部すみれ教室＞ 

２．「都市計画の決定及び変更」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 

＜都市づくり部都市政策課＞ 

３．「スポーツ振興審議会」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スポーツ振興課＞ 

４．①｢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変更及び外部委託等

について 

②｢二次予防」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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③｢介護予防普及啓発事業」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＞ 

５．「出納・審査」業務における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 

＜会計課＞ 

６．「美術館ボランティア事業」業務の業務登録について 

＜文化スポーツ振興部国際版画美術館＞ 

７．「環境基本計画推進」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及び外部委託等について 

＜環境資源部環境政策課＞ 

８．「環境学習推進」業務における個人情報業務登録票の変更及び外部提供、外部委託等につ

いて 

＜環境資源部環境・自然共生課＞ 

９．「行政法律相談」業務の業務登録について 

＜総務部法制課＞ 

10．①｢行政法律相談」業務の業務登録について 

②｢職員人事」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＞ 

○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.「介護予防普及啓発事業」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＞ 

２．①｢廃棄物減量等推進審議会」業務の廃止について 

②｢環境基本計画推進」業務における個人情報外部提供登録票の廃止について 

＜環境資源部環境政策課＞ 

 

第４回 ２０１３年７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｢医療」業務における外部提供について 

②｢医療費等の徴収」業務における個人情報業務登録票の変更について 

＜市民病院事務部医事課＞ 

２．「中期経営計画」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 

＜政策経営部経営改革室＞ 

３．「青年就農給付金事業」業務の業務登録について 

＜経済観光部農業振興課＞ 

４．「トライアル発注認定制度」業務の業務登録について 

＜経済観光部産業観光課＞ 

５．「団地再生」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について 

＜都市づくり部建物住宅対策課＞ 

６．「自動車臨時運行許可」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 

＜市民部市民課及び各市民センター＞ 

７．「戸籍」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、外部結合について 

＜市民部市民課＞ 

８．「当直」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 

＜財務部庁舎活用課＞ 

９．「シティプロモーション事業」業務の業務登録について 
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＜政策経営部広報課＞ 

10．「多摩都市モノレール町田方面延伸機運向上事業」業務の業務登録について 

＜政策経営部企画政策課＞ 

11．「インターネット利用による市有財産売却」業務における外部委託等について 

＜環境資源部３Ｒ推進課＞ 

12．「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 

＜下水道部下水道整備課＞ 

13．「市民参加型調査事業」業務の業務登録について 

＜環境資源部環境・自然共生課＞ 

14．「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目的外利用、外

部提供、コンピュータ処理等について 

＜環境資源部環境保全課＞ 

15．①｢実習生受入れ」業務の業務登録について 

②｢水道管理（保健所）」業務における目的外利用、外部提供について 

＜いきいき健康部生活衛生課＞ 

○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．「団地再生」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 

＜都市づくり部建物住宅対策課＞ 

 

第５回 ２０１３年９月９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 

＜文化スポーツ振興部国体推進課＞ 

２．「アーティスト支援事業」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＞ 

３．①「町内会・自治会」業務における外部委託等について 

②「男女平等推進」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＞ 

４．「公有財産管理」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 

＜財務部管財課＞ 

５．①「子ども体験塾」業務の業務登録について 

②「青少年問題協議会」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 

＜子ども生活部子ども総務課＞ 

６．「下水道普及」、「水洗便所改造資金貸付」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 

＜下水道部下水道整備課＞ 

７．「家庭ごみ等の有料化」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３Ｒ推進課＞ 

８．「生活保護」業務における外部委託等について 

＜地域福祉部生活援護課＞ 

９．「小野路宿里山交流館管理運営」、「企業誘致推進事業」、「食農創業推進事業」業務の業務

登録について 

＜経済観光部産業観光課＞ 

10．①｢市・都民税賦課」業務における目的外利用について 

②｢証明発行等窓口」、「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

的外利用について 

＜財務部市民税課＞ 
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11．「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＞ 

12．「市税収納」、「市税徴収（滞納整理）」業務における目的外利用について 

＜財務部納税課＞ 

13．「身体障がい児・者記録管理」、「知的障がい児・者記録管理」、「精神障がい者生活支援」

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＞ 

14．①｢国民健康保険 被保険者資格」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｢後期高齢者医療」、「国民年金資格」業務における目的外利用について 

＜いきいき健康部保険年金課＞ 

15．「高齢者在宅サービス」業務における目的外利用について 

＜いきいき健康部高齢者福祉課＞ 

16．「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＞ 

17．「選挙」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 

＜選挙管理委員会事務局＞ 

18．「固定資産税・都市計画税賦課」業務における個人情報外部提供登録票の変更及び目的外

利用、外部提供について 

＜財務部資産税課＞ 

19．「減免指定収集袋交付」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＞ 

20．「中等度難聴児発達支援事業」業務の業務登録について 

＜地域福祉部障がい福祉課＞ 

21．①｢胃がんリスク検診（ＡＢＣ検診）」業務の業務登録について 

②｢特定保健指導」業務におけるコンピュータ処理等について 

③｢肝炎ウイルス検診」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＞ 

○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「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、個人情報外部委託等

登録票の廃止について 

②「生ごみ処理機器普及」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 

＜環境資源部３Ｒ推進課＞ 

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廃止について 

＜いきいき健康部高齢者福祉課＞ 

３．「給与」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 

＜総務部職員課＞ 

４.「施設職員人事」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 

＜子ども生活部すみれ教室＞ 

５．「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外部委託等登録票の廃止につ

いて 

＜下水道部下水道総務課＞ 

 

第６回 ２０１３年１０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．「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 

＜子ども生活部子育て支援課＞ 
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２．「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 

＜いきいき健康部保健対策課＞ 

３．「東京国体開催」業務における外部委託等について 

＜文化スポーツ振興部国体推進課＞ 

４．「経理」業務における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 

＜町田市立小中学校＞ 

５．「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＞ 

６．「南地域情報発信」業務の業務登録について 

＜市民部南市民センター＞ 

○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．「水洗便所改造資金貸付」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 

＜下水道部下水道整備課＞ 

 

第７回 ２０１３年１１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．｢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、個人情報外部提供登

録票の変更及び目的外利用について 

＜財務部資産税課＞ 

２．①｢町田市家庭福祉員制度」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 

②｢保育園入園」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＞ 

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の変更及び外部提供につい

て 

＜都市づくり部公園緑地課＞ 

４．「戸籍」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 

＜市民部市民課＞ 

５．「証明発行等窓口」業務におけるコンピュータ処理等、外部委託等について 

＜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．「保育室（管理・指導）」、「３人乗り自転車レンタル」業務の廃止について 

＜子ども生活部子育て支援課＞ 

２．「都市緑政部木曽庁舎管理」業務の廃止について 

＜都市づくり部公園緑地課＞ 

３．「外国人登録原票記載事項証明書等交付」業務の廃止について 

＜市民部市民課及び各市民センター＞ 

４．「行財政改革推進市民意識調査」、「行財政改革審議会」、「新・町田市行財政改革プラン行

動計画策定」業務の廃止について 

＜政策経営部経営改革室＞ 

５．「忠生市民センター図書室」業務の廃止について 

＜市民部忠生市民センター＞ 

６．「町田市鶴川緑の交流館開館記念事業実行委員会」業務の廃止について 

＜文化スポーツ振興部文化振興課＞ 

７．「心身障がい者就労教育訓練事業」業務の廃止について 

＜地域福祉部障がい福祉課＞ 

８．①｢青少年育成に関する調査」業務の廃止について 
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②｢青少年活動調査｣業務の廃止について 

③｢子ども議会｣業務の廃止について 

＜子ども生活部児童青少年課＞ 

９．「資源循環型施設整備基本計画検討委員会」業務の廃止について 

＜環境資源部循環型施設整備課＞ 

○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（平成２４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２４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＞ 

 

第８回 ２０１３年１２月９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．｢災害時要援護者支援」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

更及び目的外利用、外部提供について 

＜地域福祉部福祉総務課＞ 

２．｢災害時要援護者支援（ひかり療育園）」業務の業務登録について 

＜地域福祉部ひかり療育園＞ 

３．「ふるさと農具館管理」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について 

＜経済観光部農業振興課＞ 

４．「男女平等推進」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＞ 

５．「検査員・技術職員の専門研修」業務の業務登録について 

＜総務部工事品質課＞ 

６．「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 

＜都市づくり部地区街づくり課＞ 

７．「まちだエコ宣言」業務の業務登録について 

＜環境資源部環境・自然共生課＞ 

８．「町田市鶴川緑の交流館市民協働事業」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＞ 

９．「子ども・子育て会議」、「子ども・子育て支援事業計画策定」業務の業務登録について 

＜子ども生活部子ども総務課＞ 

10．「給与」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、コンピュータ処理等について 

＜総務部職員課＞ 

11．①｢開発審査」、「埋立許可」業務の業務登録について 

②｢宅地造成」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、外部委託等について 

＜都市づくり部建築開発審査課＞ 

○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｢宅地保全」業務の廃止について 

②｢宅地造成」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 

＜都市づくり部建築開発審査課＞ 
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第９回 ２０１４年１月２０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．｢シティプロモーション事業」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 

＜政策経営部広報課＞ 

２．①｢身体障がい児・者記録管理」、「知的障がい児・者記録管理」業務における個人情報外

部提供登録票の変更について 

②｢精神障がい者保健福祉手帳」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 

③｢有料道路通行料金割引登録」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＞ 

３．｢会計基準委員会」業務の業務登録について 

＜会計課＞ 

４．｢住民基本台帳」業務における個人情報外部結合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＞ 

５．｢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、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 

＜地域福祉部生活援護課＞ 

６．①｢町田市地域子育てセンター」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｢児童処遇」業務における外部提供、コンピュータ処理等について 

③｢保育園入園」、「一時保育事業」、「町田市立保育園年末保育事業」業務における外部委

託等について 

④｢保育園職員人事」業務におけるコンピュータ処理等、外部委託等について 

⑤｢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、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＞ 

７．｢環境審議会」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 

＜環境資源部環境政策課＞ 

８．｢生物多様性保全計画策定」業務の業務登録について 

＜環境資源部環境・自然共生課＞ 

９．｢地域保健普及啓発」業務における個人情報業務登録票の変更について 

＜いきいき健康部保健企画課＞ 

10．｢学校給食」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 

＜学校教育部保健給食課＞ 

11．｢まちだ市民大学」、「学級・講座」業務における目的外利用について 

＜生涯学習部生涯学習センター＞ 

12．｢公園・保全緑地等の管理」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 

＜都市づくり部公園緑地課＞ 

13．｢スポーツ指導」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 

＜文化スポーツ振興部スポーツ振興課＞ 

14．｢公有地拡大推進」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 

＜都市づくり部土地利用調整課＞ 

15．｢中長期計画策定事業」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 

＜政策経営部企画政策課＞ 
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16．｢町田市新５ヵ年計画」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 

＜政策経営部経営改革室＞ 

○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．「保育園運営」業務の廃止について 

＜子ども生活部子育て支援課＞ 

２．｢新庁舎建設」、「市長会附属協議会運営事務」業務の廃止について 

＜政策経営部企画政策課＞ 

 

第１０回 ２０１４年２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．「高齢者在宅サービス」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 

＜いきいき健康部高齢者福祉課＞ 

２．「ポイ捨て防止対策」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について 

＜環境資源部環境保全課＞ 

３．「商店街調査」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 

＜経済観光部産業観光課＞ 

 

第１１回 ２０１４年３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．「公害苦情処理・公害監視」、「あき地環境保全」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 

＜環境資源部環境保全課＞ 

２．「国民健康保険税 徴収（滞納）」、「後期高齢者医療 収納・徴収」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＞ 

３．①「街路灯管理」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について 

②「道路自費工事」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 

＜建設部道路管理課＞ 

４．①「市道認定・廃止・変更」、「道路関係諸証明」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「道路・水路等の境界確定」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 

③「幅員証明」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 

④「道路、水路用地の処理」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 

＜建設部道路用地課＞ 

５．①「市道用地の取得」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「都市計画道路等用地の取得」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 

＜建設部道路整備課＞ 

６．①「道路関係緊急苦情処理」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 

②「市道一般舗装」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 

＜建設部道路補修課＞ 
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７．「自転車対策」、「交通安全対策」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 

＜建設部交通安全課＞ 

８．「農業委員会」、「農地」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 

＜農業委員会事務局＞ 

９．「文化財保護」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 

＜生涯学習部生涯学習総務課＞ 

10．「都市計画道路等の築造工事」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 

＜建設部道路整備課＞ 

11．①「胃がんリスク検診（ＡＢＣ検診）」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及び目的外利用について 

②「健康増進健康診査」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

登録票の変更について 

③「特定保健指導」業務における外部委託等について 

④「救急医療対策」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 

⑤「予防接種」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 

＜いきいき健康部健康課＞ 

12．①「国民健康保険医療給付」、「国民健康保険被保険者資格」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について 

②「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「特定健康診査」、「後期高齢者健康診査」業務における個人情報業務登録票の変更につ

いて 

＜いきいき健康部保険年金課＞ 

13．「風致地区条例による許可」業務の業務登録について 

＜都市づくり部建築開発審査課＞ 

14．①「住民基本台帳」、「印鑑登録・証明」業務における外部委託等について 

＜市民部市民課及び各市民センター＞ 

②「戸籍」業務における個人情報業務登録票の変更について 

＜市民部市民課＞ 

15．「介護保険給付管理」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 

＜いきいき健康部介護保険課＞ 

16．「障害福祉サービス・障害児通所給付」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 

＜地域福祉部障がい福祉課＞ 

17．「児童扶養手当」、「児童育成手当」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＞ 

18．「民生委員」業務における目的外利用、外部提供について 

＜地域福祉部福祉総務課＞ 

19．「市営住宅管理」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、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 

＜都市づくり部建物住宅対策課＞ 

20．「町田市民バス利用啓発事業」業務の業務登録について 

＜都市づくり部交通事業推進課＞ 

21．「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変更について 
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＜都市づくり部公園緑地課＞ 

22．「体育施設等管理」、「体育施設等貸出」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スポーツ振興課＞ 

23．「私立小・中学校等防犯ブザー支給」業務の業務登録について 

＜市民部防災安全課＞ 

○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「町田市急患センター」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

②「胃がん検診」、「肺がん検診」、「生活機能評価」業務の廃止について

③「健康増進健康診査」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．「国民健康保険被保険者資格」、「国民健康保険税賦課」、「国民健康保険出産育児一時金支

給」、「国民健康保険葬祭費支給」、「国民健康保険移送費支給」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 

＜いきいき健康部保険年金課＞ 

３．「成年被後見人記録」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 

＜市民部市民課＞ 

４．「住宅改良資金融資」、「公営住宅建設調整」、「金森・高ヶ坂地区住宅市街地総合整備事業

計画」、「市営住宅建て替え事業」、「住宅情報支援」業務の廃止について 

＜都市づくり部建物住宅対策課＞ 

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＞ 

６．「体育施設等管理」、「体育施設等貸出」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スポーツ振興課＞ 

７．①「市民ホール施設貸出し」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 

②「鶴川駅前公共施設整備事業」業務の廃止について

＜文化スポーツ振興部文化振興課＞ 

８．「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＞ 

９．「わくわくプラザ町田の管理」、「高齢者福祉センター」、「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＞ 

10．「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＞ 

11．「自然休暇村施設利用」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 

＜子ども生活部大地沢青少年センター＞ 

12．「七国山ファーマーズセンター管理」、「ふるさと農具館管理」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 

＜経済観光部農業振興課＞ 

13．「自転車対策」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 

＜建設部交通安全課＞ 
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