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Ⅳ   平成 30 年度個人情報保護制度の運用状況 

１ 個人情報保護制度の概要        

東村山市個人情報保護に関する条例は、個人の人格的権利利益を保護するため、個

人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、個人情報の開示請求等の

権利を保障することにより、市民の基本的人権を擁護することを目的としています。 

平成 30 年度の個人情報開示等請求数は 43 件で、この 5 年間は 30 件前後で推移し

ています。（26年度 37件、27年度 29件、28年度 40件、29年度 28件）。今年度の請求

の約 3 割が「自分の住民票・戸籍に関する証明書・印鑑登録証明書を自分以外の誰か

が取得していないか調べてほしい」というものでした。 

 

  （１）個人情報（条例第 2条第 1号） 

個人情報とは､生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するもの

をいいます。 

ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画若しくは電

磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用い

て表された一切の事項（個人識別符号を除く。）をいう。)により特定の個人を識

別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人

を識別することができることとなるものを含む。) 

イ 個人識別符号が含まれるもの 

「個人に関する情報」とは､住所、氏名、性別、生年月日はもとより職業、電話番号、

国民年金手帳や国民健康保険証の番号、個人の思想・信条、身体的特性、健康状態、

成績、財産、収入状況、家族状況など個人の属性に関する全ての情報が該当します。 

 

（２）個人識別符号（条例第 2条第 2号） 

個人情報のうち、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法

律第58号。以下「行政機関個人情報保護法」という。)第2条第3項に規定する個人識別

符号をいいます。同法の施行令及び施行規則で具体的に指定されており、指紋、声

紋、手のひらの静脈の形状、目の虹彩の模様、顔かたち、歩き方などの個人の身体の

特徴をデジタルデータ化したもののほか、旅券や運転免許証の番号、基礎年金番号、

マイナンバー、健康保険や介護保険の被保険者証の記号番号といった個人に割り当

てられた文字、番号、記号等をいいます。 

 

（３）要配慮個人情報等（条例第 2条第 3号） 

個人情報のうち、行政機関個人情報保護法第2条第 4項に規定する要配慮個人

情報及び次に掲げる個人の人格的権利利益を損なうおそれのあるものをいいます。 

  ア 思想・支持政党及び宗教に関する個人情報 

イ 集会・結社・言論・出版及び表現の自由に関する個人情報   

ウ 懲罰に関する個人情報 

エ その他個人的秘密を侵すおそれのあるもので、東村山市個人情報保護運

営審議会(以下「運営審議会」という。)の意見を聴いて決定した個人情報 



   法で定める「要配慮個人情報」には、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の

経歴、犯罪による害を被った事実、身体・知的・精神（発達）障害その他の心身

の機能の障害があること、健康診断等の結果、 医師等による指導・診療・調剤を

受けた内容、刑事事件の被疑者・被告人として逮捕・捜索等の手続が行われたこ

と、少年法に基づく調査・審判・保護処分等の手続が行われたことが該当します。 

 

（４）公文書（条例第 2条第 4号） 

東村山市情報公開条例(平成10年東村山市条例第28号)第2条第2号に規定する

公文書をいいます。 

 

（５）特定個人情報（条例第 2条第 5号） 

個人情報のうち、個人番号が一緒に記載されているものをいいます。例えば、請求

者の個人番号が書かれた児童手当の認定請求書は、特定個人情報に該当します。 

個人番号とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律（平成25年法律第27号。通称「番号法」。）第2条第5項に規定する個人番号を

いい、当該個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その

他の符号であって、住民票コード以外のものを含みます。 
 

  （６）個人情報を取り扱う市の実施機関（条例第 2条第 8号） 

市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査

委員会及び議会の各機関が、条例上の実施機関です。  

 

  （７）個人情報の収集制限と届出制度（条例第 5条、第 6条）  

     ① 直接収集の原則          

個人情報の収集をするときは、本人から直接収集することが原則となっていま

す。 

     ② 必要最小限の収集 

個人情報を収集する場合は、業務の目的を明確にし、法令等に基づく届出、

申告等必要最小限の範囲で、適法かつ公正に収集することになっています。 

     ③ 要配慮個人情報等の収集禁止  

思想・信条・宗教に関する個人情報、表現の自由に関する個人情報、社会的

身分に関する個人情報、犯罪及び懲罰に関する個人情報、病歴や心身の障害

に関する個人情報、その他個人的な秘密を侵すおそれのあるものは、原則として

収集できません。   

     ④ 業務の届出        

実施機関が新たに個人情報に係る業務を開始しようとするときは、業務の名称、

開始年月日、利用目的、対象となる個人の範囲、記録項目、記録項目に要配慮

個人情報等が含まれているか否か、保存方法、保存期間を市長に届け出て承認

を得なければなりません。市長は届出を承認したときは運営審議会に報告し、告

示により公表することになっています。  

   



  （８） 個人情報の目的外利用・外部提供の制限（条例第 7条） ※特定個人情報を除く。 

     ① 目的外利用及び外部提供の制限  

個人情報は、原則として本来の収集目的以外に利用することはできません。目

的外の利用ができるのは、本人の同意を得たとき、法令に特別の定めがあるとき、

法令等に定める所掌事務の遂行に必要な限度で利用することに相当の理由があ

るとき、運営審議会の意見を聴いて決定したときに限られます。 

市の実施機関以外への個人情報の提供も、本人の同意を得たとき、 法令に特

別の定めがあるとき、本人の生命等に対する危機回避の必要があるとき、国・独

立行政法人等への提供で法令に定める事務の遂行に必要な限度で利用されると

き、運営審議会の意見を聴いて決定したとき等を除き、行うことができません。  

     ② 通信回線による電子計算機の結合による外部提供の制限 

通信回線により電子計算機を結合して個人情報を外部提供できるのは、法令

に特別な定めがあるとき、本人の同意を得たとき、個人情報について必要な保護

措置が講じられており、かつ、運営審議会の意見を聴いて決定したときに限られ

ます。 

 

（９） 個人情報を取扱う業務委託の制限、受託者の義務（条例第 22条、第 23条） 

      個人情報を取扱う事務を外部に委託しようとするときは、あらかじめ委託内容や条

件について運営審議会の意見を聴くことが必要です。契約の際には、個人情報保護

のために必要な措置（契約書に秘密保持義務、第三者への情報提供禁止規定を盛

り込む等）を講じなければなりません。   

受託者に対しては、受託した業務の範囲を超えて個人情報を収集・加工・利用す

ること等を禁止するほか、受託した業務に関して知り得た個人情報を他人に漏らして

はならないことを規定しています。   

 

（１０） 特定個人情報の利用及び提供の制限（条例第 8条、第 9条） 

特定個人情報は、原則として収集時の目的以外に利用することはできません。目

的外の利用ができるのは、本人の生命・身体・財産に対する危険を避けるためにや

むを得ない場合であって、本人の同意があり又は本人の同意を得ることが困難であ

る場合に限られます。 

  特定個人情報の提供については、法令に特別の定めがある場合（番号法第 19 条

各号の規定に該当するとき）以外は禁止されています。 

 

  （１１） 自己に係る個人情報のコントロール権 ※特定個人情報を除く。 

（条例第 11条、第 12条、第 13条第 1項、第 14条第 1項）   

市民は、市が保有している自己に係る情報に関して次の請求権が認められていま 

す。請求は総務課情報公開係で受け付けます。    

① 開示の請求  

自己に係る情報の開示請求をすることができます。  

② 訂正の請求 

自己に係る情報に誤りがあるときは、訂正請求をすることができます。 

 



③ 消去の請求 

自己に係る情報が、条例第６条に規定する制限を超えて収集されたときは、消

去請求をすることができます。 

④ 目的外利用及び外部提供の中止の請求 

自己に係る情報が、条例第７条に規定する制限を超えて目的外利用又は外部

提供されたときは、その中止請求をすることができます。 

 

（１２） 自己に係る特定個人情報に関するコントロール権 

（条例第 11条、第 12条、第 13条第 2項・第 3項、第 14条第 2項） 

市民は、市が保有している自己に係る特定個人情報に関して次の請求権が認め

られています。請求は総務課情報公開係で受け付けます。 

① 開示の請求  

自己に係る特定個人情報の開示請求をすることができます。  

② 訂正の請求 

自己に係る特定個人情報に誤りがあるときは、訂正請求をすることができます。 

③ 消去の請求 

自己に係る特定個人情報が、番号法第 20 条に規定する制限を超えて収集若

しくは保管されているときは、消去請求をすることができます。 

また、自己に係る特定個人情報が、番号法第 29 条に規定する制限を超えて作

成された特定個人情報ファイルに記録されているときも、消去請求をすることがで

きます。 

④ 利用及び提供の中止の請求 

自己に係る特定個人情報が、条例第 8条又は第 9条に規定する制限を超えて

利用又は提供されているときは、その中止請求をすることができます。 

 

（１３） 救済措置（条例第 19条） 

個人情報の開示、訂正、消去、目的外利用・外部提供等の中止請求に対する

実施機関の決定又は不作為について不服のある者は、行政不服審査法（平成26

年法律第 68 号）に基づく審査請求を行うことができます。審査請求があった場合

は、審査庁（市）は第三者機関である情報公開・個人情報保護不服審査会に諮問

し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。 

 

２ 条例の改正 

 30年度に条例の改正は行いませんでした。 

 

 

 

 

 

 



３ 写しの作成費用等の歳入 

条例第18条により、個人情報の開示に係る手数料は無料となります。写しの作成及 

び送付に要する実費徴収額として、請求者から納付された金額は下記のとおりです。 

 

  ◆ 写しの作成及び送付に要する実費として納付された額 

種     別 金額（円） 

作成費用 

（白黒コピーで A3まで 1枚 10円。その他の

サイズは作成代の実費） 

8,140 

送付費用（郵送代の実費） 256 

合     計 8,396 

 

４ 個人情報保護に関する条例運用状況 

（１） 個人情報に係る業務の新規届出（条例第 5条第 1項）               532 件 

① 市長 379件 

② 教育委員会 131件 

③ 選挙管理委員会 8件 

④ 監査委員 3件 

⑤ 農業委員会 7件 

⑥ 固定資産評価審査委員会 1件 

⑦ 議会 3件 

 

平成 29 年 12 月市議会定例会において個人情報保護に関する条例を改正し、個人情

報取扱業務届出書の取り扱いや様式などを改めました。当該改正条例においては、改正

前の条例に基づき既に届出承認済の業務も、改正条例の施行後に改めて個人情報取扱

業務届出書を届け出て承認を得なければならない旨定めております。 

そのため、平成 30 年度に承認された新規届出件数には、改正前の条例に基づき届出

られていた業務が多く含まれており、例年よりも件数が大きくなりました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



実施
機関名

課名 業務の名称 個人情報を取り扱う目的

市　長 会計課 現金の出納及び保管に関する業務 地方自治法に基づき、現金の出納及び保管を行うもの

債権者登録に関する事務 支払の相手方を特定するもの

臨時職員の雇用事務 臨時職員の任用、臨時職員との連絡調整、賃金の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

法定調書に関する業務 法定調書の作成をするもの

秘書広報課
東村山市ホームページバナー
広告掲載

申請者を特定するため

東村山市公式キャラクターデザイン
等の利用

利用者を特定するため

東村山市公式キャラクター
着ぐるみの貸出し

貸し出し相手を特定するため

市長への手紙（FAX・Eメール） 市へ寄せられたご意見やご要望に回答するため

東村山市後援名義使用申請書の
受理業務

各種団体、個人より提出された東村山市後援名義使用申請書を受理し、決定通知等の業務を行う
ため

各種委員会等構成業務 理事者が各種委員会及び審議会等に出席する際、組織及び委員を把握するため

副市長、教育長、教育委員、監査委員、
固定資産評価審査委員選任業務

東村山市議会に選任議案として提出するため

市民表彰業務 市民表彰の受章候補者の推薦書類、審査書類作成のため

東京都知事表彰業務 東京都知事表彰の受章候補者の推薦書類、審査書類作成のため

寄附金受理業務 寄附金受領に伴う税控除手続き、表彰、寄附報告のため



実施
機関名

課名 業務の名称 個人情報を取り扱う目的

要望、陳情整理業務
各種団体、個人より提出された要望書等を受理し、回答等作成依頼、相手方との面会等連絡調整
を行うため

叙位、叙勲等業務 春・秋の叙勲・褒章、死亡叙勲等の受章候補者の推薦書類、審査書類作成のため

資産等公開に関する業務
政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(平成4年法律第100号)第7条
の規定に基づき、東村山市長の資産等の公開のため

企画政策課 市政アドバイザーに関すること 市政アドバイザーの委嘱、連絡調整、報酬の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

使用料等審議会に関すること 委員の委嘱、連絡調整、報酬の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

指定管理者制度に関すること
指定管理者管理運営評価協議会委員の委嘱、連絡調整、報償費の支払い及び源泉徴収事務等
を行うため

多磨全生園人権の森構想に関すること 普及啓発活動の事務等を行うため

行政不服審査会に関すること 委員の委嘱、連絡調整、報酬の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

自治推進事業に関すること
「東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例見守り・検証会議」委員の委嘱、連絡調整、報酬の
支払い及び源泉徴収事務等を行うため

東村山市版株主総会に関すること 参加者募集にあたって市民への案内状送付および参加者への資料送付の事務等を行うため

東京２０２０オリンピック・
パラリンピックに関すること

普及啓発活動の事務等を行うため

行政経営課 東村山市総合計画審議会の運営 委員の委嘱、委員との連絡調整、報酬の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

東村山市総合計画業務に関する
市民活動業務

総合計画業務に関する市民意見等の把握のため

東村山市行財政改革推進審議会の運営 委員の委嘱、委員との連絡調整、報酬の支払い及び源泉徴収事務等を行うため



実施
機関名

課名 業務の名称 個人情報を取り扱う目的

市民による事業評価に関する業務 評価員の選任、評価員との連絡調整、報償の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

東村山土地開発公社役員任命業務 役員の任命、告示を行うため

施設再生
推進課

公共施設マネジメント研修業務 庁内研修の実施に伴い、研修講師に謝礼を支払うため

東村山市公共施設再生計画
推進支援業務委託に関する業務

委託業務における管理技術者等の確認

臨時職員の雇用事務 臨時職員の任用、臨時職員との連絡調整、賃金の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

情報政策課 情報センターの貸出 利用者登録（個人・団体）

総合戦略推
進担当主幹

東村山市創生総合戦略推進協議会の
運営

委員の委嘱、委員との連絡調整、報償費の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

都市
マーケティング

課
市民意識調査

市が進めている取り組みに対する評価や市民の東村山に対する考えを調査するに当たり、市内在
住者へ調査票を郵送し、回答を依頼するため

東村山市ロゴマークデザイン利用許諾 ロゴマークデザイン利用許諾にあたり、利用申請者へ許諾通知書を交付するため

財政課

営繕課
建築工事及びボーリング調査に関する
業務

各工事の現場代理人並びに主任技術者等の確認

管財課 公共用地境界確定業務 境界確定申請及び境界確認資料の作成に伴う本人確認のため

公有財産取得処分業務 公有財産の処分及び取得に関する契約締結及び公有財産情報の管理・更新のため

行政財産使用許可業務 行政財産使用許可申請の受付及び使用許可のため



実施
機関名

課名 業務の名称 個人情報を取り扱う目的

市営住宅維持管理に関する点検及び
工事等委託業務

市営住宅維持管理に関する点検及び工事等委託業務に関する受託者(現場代理人及び主任技
術者)の資格等の確認のため

市営住宅業務
市営住宅入居者の住民登録情報・収入状況等を確認し、入居・同居・承継等の審査及び市営住
宅使用料の算定を行うため

市営住宅明渡請求審査会の運営 委員の委嘱、委員との連絡調整、報酬の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

都営住宅地元割当業務 都営住宅希望者の申込受付、抽選及び入居資格の該当有無を審査等のため

賠償補償保険金請求業務 賠償補償保険の保険金請求等の手続きのため

普通財産管理に関する委託業務
普通財産管理に関する地積測量等委託業務に関する受託者(現場代理人及び主任技術者)の資
格等の確認のため

普通財産貸付業務 普通財産貸付申請の受付及び貸付契約の締結のため

契約課 東村山市入札等監視委員会 委員の委嘱、委員との連絡調整、報酬の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

臨時職員の雇用事務 臨時職員の任用、臨時職員との連絡調整、賃金の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

人事課 特別職報酬等審議会業務 委員の委嘱、委員との連絡調整、報酬の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

給与等業務 職員の給与や退職手当等を支給するため

職員の分限及び懲戒に関する業務 職員の分限処分及び懲戒処分を行うため

職員の任用に関する業務 職員の任用を適正に管理するため

職員の勤務関係に関する業務 職員の勤務状況を把握し、適切な任用管理を行うため



実施
機関名

課名 業務の名称 個人情報を取り扱う目的

表彰業務 職員表彰を行うため

研修業務
・研修対象者、研修受講者、研修講師の把握を行い、的確に職員研修を実施するため
・外部講師への謝礼支払いのため

職員採用業務 職員採用にあたり受験者の氏名や年齢、必要資格等を把握するため

職員互助会業務 職員互助会事業（給付事業、会員参加型事業、貸付事業等）を実施するため

職員互助会業務における臨時職員
の雇用事務

職員互助会における臨時職員の任用のため
互助会雇用の臨時職員への賃金の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

共済業務 共済組合員に必要な共済組合の手続きを実施するため

保険取扱業務
職員の加入している保険の給与控除を実施するため・職員の加入している保険について、事業主として行う
べき手続を実施するため・年末調整（保険料控除申告）業務を実施するため・人事課を介して募集している
各種保険を取り扱うため

福利厚生保険業務委託における
委託事業者の社員の管理業務

・委託業務に従事する適性の判断のため
・委託事業者の雇用している社員との連絡調整のため

健康相談業務委託 労働安全衛生法に基づき、職員の安全と健康を確保するため

公務災害業務
地方公務員災害補償法及び労働者災害補償保険法並びに市条例に基づき、公務上の災害又は
通勤による災害に対する補償を行うため

職員の健康管理業務 労働安全衛生法に基づき、職員の安全と健康を確保するため

総務課 臨時職員の雇用事務 臨時職員の任用、臨時職員との連絡調整、賃金の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

個人情報の開示・訂正・消去・
利用中止等請求に関する業務

請求者の本人確認及び請求に対する決定を通知するため
代理人による請求の場合は、代理人本人であること及び代理権の有無を確認するため

東村山市個人情報保護運営審議会及び
東村山市情報公開運営審議会の運営業務

委員の委嘱、委員との連絡調整、報酬の支払い及び源泉徴収事務等を行うため



実施
機関名

課名 業務の名称 個人情報を取り扱う目的

情報コーナー運営業務
有償刊行物や観光パンフレット等を希望者へ郵送するため
コピー代金の領収を記録するため

情報公開業務 公開請求者を特定し、請求に対する決定を通知するため

公文書の収受に関する業務
市役所に到達した文書中、書留・現金・有価証券が添付されているものについては、差出人名を
特殊郵便受付簿又は金券等受付簿に記録するため

本庁舎総合案内及び電話交換業務
問い合わせに対して市からの折り返し電話や連絡を希望する方、貸出し用車いすを利用する方に
ついて、連絡先を控える必要があるため

庁用車運転における安全運転管理
業務

安全運転管理者及び副安全運転管理者の届出

市民バス運行管理業務 市民バスを使用する団体の添乗責任者の連絡先把握のため

拾得物管理業務 市役所内で見つかった拾得物（落し物）について、返却した相手を記録するため

統計調査員関係業務
国からの委託事業である統計調査実施に伴う調査員の推薦・任命、連絡調整、報酬の支払い及
び源泉徴収事務等や各種表彰に係る推薦を行うため

法務課 顧問弁護士関連業務 顧問弁護士との契約、連絡調整、委託料の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

審査請求業務 審査庁業務を行うため

東村山市情報公開・個人情報保護
不服審査会の運営

委員の委嘱、委員の連絡調整、報酬の支払い及び審査請求事務を行うため

課税課 軽自動車税賦課事務業務 軽自動車税賦課

個人住民税（市民税・都民税） 個人住民税（市民税・都民税）賦課

固定資産税（家屋・償却資産）賦課業務 固定資産税（家屋・償却資産）、都市計画税（家屋）賦課



実施
機関名

課名 業務の名称 個人情報を取り扱う目的

固定資産税・都市計画税（土地）、
特別土地保有税賦課業務

固定資産税・都市計画税、特別土地保有税賦課

産業振興課 東村山市生産団体事務局事業
東村山市生産団体所属会員の名簿を管理し、会の案内等を送付する・産業まつりの売上金や補助金の振り
込みを行う・市との協約に定められた耕作地面積に基づき、補助金の支出を行う・市民農園の講師報酬支払
いのため、マイナンバー等の個人情報を取扱う

市民農園事業 市民農園使用者の名簿管理、土地所有者への借地料の支払いのため

野鳥被害防除対策事業 野鳥による農作物被害の防止に係る補助等のため

東村山市農業振興協力員選任業務
市内農業者等に補助事業等の案内を送付する
報酬の支払い

（公財）東京都農林水産振興財団
新規就業奨励事業

新規就農者に顕彰する事業

技能功労者選考委員会及び
技能功労者表彰業務

技能功労者選考委員会委員の委嘱、委員との連絡調整、報酬の支払い及び
源泉徴収事務等を行う表彰者の募集、表彰者への連絡調整、表彰者の表彰を行う

事業所永年勤続者表彰 表彰者の募集、表彰者との連絡調整、表彰者の表彰

住宅修改築等業者あっ旋事業 依頼者の情報や要望を市内建築事業所へ連絡するため

住宅修改築費補助事業 補助金の支払い

小口事業資金融資事業
融資の申請受理、契約金融機関に対し融資実施調査依頼を発行、保証料の補助金支払い、利子
補給補助金の支払い

市民課 マイナンバーカード関連事務 マイナンバー通知カード・マイナンバーカード交付関連事務

印鑑登録業務 東村山市印鑑条例に基づき、印鑑登録及び証明交付等のため

戸籍業務 戸籍法の基づく戸籍簿の編成、戸籍の記載、届出等のため



実施
機関名

課名 業務の名称 個人情報を取り扱う目的

公的個人認証サービス事務
電子証明等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に基づく認証業務の
ため

在留関連業務
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する
特例法に基づき、市区町村が行う在留関連事務（特別永住者証明書の更新・再交付等の申請受付及び中
長期在留者の住居地届出の受付)

自動車臨時運行許可事務
道路運送車両法に基づき、普通自動車、小型自動車、大型特殊自動車、251ｃｃ以上のオートバイ
に臨時運行の許可及び許可書の貸出のため

住民基本台帳ネットワーク業務 住民基本台帳法に基づく連携のための機器操作のため

住民基本台帳業務 住民基本台帳法に基づく、住民の居住関係の公証、住民の住所に関する届出等のため

身分証明、身上調査照会・回答及び
公職選挙法第１１条関係事務

選挙資格の確認や身分証明書の発行、身上調査の回答等に利用するため

相続税法第５８条による業務 相続税法第５８条による報告事務（相続税申告資料）

地域サービス窓口業務
住民異動（巡回のみ）･戸籍･印鑑･国民健康保険･国民年金･後期高齢者医療保険･介護保険･妊娠届の受
付業務や住民票の写し、戸籍等の証明書、印鑑登録証明書、課税証明書等、母子手帳、犬の鑑札･狂犬病
予防注射票等の交付、納税収納事務、納税証明書事務のため

埋火葬関係事務
墓地、埋葬等に関する法律に基づく死体（胎）埋火葬改葬のため
東村山市市民葬に関する規則に基づく事務のため

臨時職員の雇用業務 臨時職員任用、臨時職員との連絡調整、賃金の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

市民協働課 市民センター・集会所等使用許可申請業務 市民センター・集会所等使用許可

市民団体関連業務 会議開催連絡、委員間連絡、登録団体の市報掲載

自治会関係業務 行政からの情報伝達による住民福祉の向上

地縁による団体の認可事務 地方自治法２６０条の２に基づく届出



実施
機関名

課名 業務の名称 個人情報を取り扱う目的

市民相談・
交流課

各種専門相談員推薦依頼 各種専門相談事業の相談員を弁護士会、税理士会等へ推薦依頼を行い、相談員を決定するため

各種専門相談等 相談予約受付・相談記録

行政相談員の推薦 行政相談員の推薦、委嘱のため

消費者啓発事業 啓発講座等の事業実施に伴う講師謝礼支出および参加者名簿等を作成するため

消費生活相談受付 全国消費生活情報ネットワーク・システム（PIO-NET）に苦情相談情報を登録するため

人権啓発活動事業 人権作文、啓発講座等の事業実施に伴う講師謝礼支出、参加者名簿等を作成するため

人権擁護委員の推薦 人権擁護委員の推薦、委嘱

ボランティア登録業務 業務の依頼、研修のお知らせを行うため

地域の戦争・平和学習及び広島派遣事業
事業参加者の自宅、学校等に連絡・通知を行うことや、事業報告書作成に伴い写真を掲載するた
め

国際交流及び姉妹都市交流事業
市民団体へ補助金を支出するにあたり、参加者の名簿を提示してもらう必要性があることや、ホスト
ファミリー情報の把握が必要なため

多文化共生事業 事業に関わる方々に通知・連絡を行う事や、報償費の支払いがあるため

東村山市多文化共生推進プラン協議及び
策定業務

協議会開催の連絡及び報償費の支払いがあることや、いただいた意見に対し、こちらから問い合
わせをすることがあることから

平和啓発事業
事業に関する実行委員会の委員へ会議開催の連絡・通知を行う事や、出演者への通知・連絡、報
償費の支払いのため

臨時職員の雇用事務 臨時職員の任用、臨時職員との連絡調整、賃金の支払い及び源泉徴収事務等を行うため



実施
機関名

課名 業務の名称 個人情報を取り扱う目的

女性のための悩み相談業務 相談員と職員との連絡調整及び相談者の状況を踏まえた相談対応のため

女性のための悩み相談員の選任業務 相談員の選任、連絡調整及び報酬支払いのため

男女共同参画推進フォーラム フォーラム参加者受付のため

男女共同参画推進講座 講座参加者受付のため

東村山市女性のための就職支援事業 事業参加者の受付、連絡調整のため

東村山市男女共同参画苦情処理委員の
選任業務

連絡調整、報酬支払のため

東村山市男女共同参画市民推進委員の
選任業務

連絡調整、報償支払いのため

東村山市男女共同参画推進審議会 審議会委員の選任、連絡調整、報酬支払のため

東村山市就職情報室利用者向け
保育サービス

受付及び、保護者との連絡調整のため

納税課 口座振替管理業務 市税等の口座振替事務を行うため

収納管理業務 納税状況等の管理を行うため

滞納処分整理業務 市税等滞納者に対する差押等の滞納処分を行うため

納税証明書発行業務 納税証明書を必要とする納税義務者の確認を行うため

高齢介護課 介護保険業務 資格の管理、介護保険料の賦課・徴収、認定事務、サービス利用に基づく給付事務等を行うため



実施
機関名

課名 業務の名称 個人情報を取り扱う目的

税の申告に使用する証明書の
発行に関する業務

要介護要支援認定の際に用いた資料をもとに審査を行い、障害者控除に用いる証明及び医療費
控除に用いるおむつ使用証明を発行するため

高齢者の福祉に関する業務
長寿記念品事業や紙おむつ助成事業等において対象者を明らかにする必要があり、各種書類送付や訪問
先を把握するため、また、憩いの家事業についても対象者やその方の緊急連絡先を把握する必要があるた
め

老人クラブの運営助成・
運営管理に関する業務

運営費助成が要件と合致するか確認するため

高齢者の権利擁護および
老人福祉法による措置に関する業務

高齢者支援および権利擁護、医療・介護・福祉サービスへの連携調整、成年後見人の申し立て、
措置に伴う自己負担額の算定などを行うため

老人相談員および高齢者の見守りに関する
業務

ひとり暮らし及び高齢者世帯の緊急連絡先調査、高齢者の安否確認、行方不明高齢者の捜索、
緊急通報システム、配食サービスなど、高齢者の見守りに関する業務を行うため

臨時職員の雇用事務 臨時職員の任用、臨時職員との連絡調整、賃金の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

介護認定審査会委員の委嘱に関する業務 非常勤特別職として委嘱し、報酬を支払うため

介護認定調査員の委嘱に関する業務 非常勤特別職として委嘱し、報酬を支払うため

地域包括ケア推進協議会の運営事務 委員の任用、運営に要する連絡調整、報酬の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

障害支援課 ガイドヘルパー養成研修 ガイドヘルパー養成研修の申請に伴い、申請者の個人情報を取り扱う

原爆被爆者援護事務
市内に住所を有する原爆被爆者から窓口で受理した各種申請書類等を適切に東京都へ進達す
るため

児童福祉法に基づくサービス業務 サービス利用の申請に伴い、申請者等の個人情報を取り扱う

東村山市障害者相談員 委員の委嘱

障害者総合支援法に基づくサービス業務 サービス利用の申請に伴い、申請者等の個人情報を取り扱う



実施
機関名

課名 業務の名称 個人情報を取り扱う目的

東村山市障害福祉サービス等
支給決定基準検討会

委員の委嘱、委員との連絡調整、報酬の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

心身障害者（児）の手当等に関する業務 心身障害者（児）の手当の支給に関する事務

医療費助成制度関係業務 医療費助成に関する事務

東村山市障害支援区分判定等審査会 委員の委嘱、委員との連絡調整、報酬の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

東村山市障害者自立支援協議会 委員の委嘱

東村山市障害者就労支援事業
東村山市障害者就労支援事業の利用者を把握するとともに、委託先法人において就労支援事業
利用者に対し適切な支援がなされていることを確認するため

東村山市保健福祉協議会障害者福祉計画
推進部会運営業務

委員の委嘱、委員との連絡調整、報酬の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

別障害者手当等嘱託医の委嘱 嘱託医の委嘱

健康増進課 休日準夜間応急診療事業 カルテの作成及び医療費の請求のため

健康教育事業 講師委託料の支払い

健康相談事業 健康相談の申込受付、相談事業に医師等との連絡及び報酬・委託料の支払いのため

献血推進事業
東村山市献血推進協議会委員の登録、東村山市献血推進協議会委員との連絡調整等を行うた
め

在宅医療連携推進事業
市民が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう在宅医療と介護を一体
的に提供するため、在宅療養支援窓口の医療的相談機能を強化するとともに、医療と介護の連携の推進を
図る

市民健康のつどい事業 市民健康のつどい実行委員の登録、市民健康のつどい実行委員との連絡調整等を行うため



実施
機関名

課名 業務の名称 個人情報を取り扱う目的

東村山市歯科医療連携推進事業 かかりつけ歯科医を紹介するにあたり、申込者の状況を把握するため

成人保健係各種健(検)診業務 健(検)診者の決定、受診票、予診票、勧奨通知の送付、健(検)診結果入力のため

大気汚染健康障害者医療費助成事業
医療券交付申請（医療費助成のため）に伴う必須書類一式を受理し、一括して東京都へ提出のた
め

地域保健計画推進部会運営業務
地域福祉計画の推進を図るため、市民・関係機関・専門分野等により委員を委嘱し、東村山市保
健福祉協議会の専門部会として地域保健福祉計画推進部会を設置し、運営を行う

畜犬登録事務 畜犬の登録台帳の作成及びお知らせの通知のため

保健推進員会活動
保健推進員の登録、保健推進員との連絡調整及び各町保健推進員会への報償の支払い等を行
うため

臨時職員の雇用事務 臨時職員の任用、臨時職員との連絡調整、賃金の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

生活福祉課 母子家庭等自立支援給付金事業 給付申請に要するため

生活困窮者自立支援業務 生活困窮者の自立に対する支援（就労、家計、生活相談）の実施、住居確保給付金の支給

生活保護業務 生活保護法（昭和２５年５月４日施行）に基づく、必要な保護と自立支援を行うため

中国残留邦人支援業務
「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の
自立の支援に関する法律（平成６年４月６日法律第３０号）」に基づく自立支援を行うため

母子・父子・女性相談業務 継続的且つ円滑な相談のため

東京都母子及び父子福祉資金貸付事業
東京都女性福祉資金貸付事業

資金の貸付を行うため

保護司会関係業務 保護司との連絡調整、報償の支払い及び源泉徴収事務等を行うため



実施
機関名

課名 業務の名称 個人情報を取り扱う目的

母子措置及び助産施設措置業務
児童福祉法第２２条第１項の規定による助産の実施及び、第２３条第１項の規定による母子措置の
実施のため

臨時職員の雇用事務 臨時職員の任用、臨時職員との連絡調整、賃金の支払い及び源泉徴収事務等行うため

地域福祉
推進課

成年後見制度推進業務
・市長申立てのため
・市民後見人の登録および管理のため
・後見人等報酬助成のため

特別弔慰金等進達業務 特別弔慰金の請求事務等を行うため

東村山市避難行動要支援者名簿整備事業
「協定者」

避難行動要支援者の名簿の管理及び見守り等を行う協力者の情報を管理するため

東村山市避難行動要支援者名簿整備事業
「登録者」

避難行動要支援者の名簿への登録を行うため

保健福祉協議会 保健福祉協議会委員の委嘱、委員との連絡調整、報償の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

民生委員・児童委員協議会 委員との連絡調整、報償の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

民生委員推薦会 委員との連絡調整、報酬の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

保険年金課 国民健康保険の給付に関すること 申請者が対象被保険者であることを証明、把握することにより国保給付事業を適正に行うため

国民健康保険の保健事業に関すること
申請者が対象被保険者であることを証明、把握し、対象者への相談、助言、結果報告等を適切に
行うことで健康の促進を図るため

国民健康保険運営協議会の運営事務 委員の任用、運営に要する連絡調整、賃金の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

国民健康保険の資格得喪及び賦課に
関する事務

国民健康保険の資格得喪及び賦課に関する事務を執り行うため

後期高齢者医療制度の運営業務 後期高齢者医療制度に係る資格・給付・賦課・収納等の業務を行うため



実施
機関名

課名 業務の名称 個人情報を取り扱う目的

老人性白内障特殊眼鏡等助成事業
身体上の理由により眼内レンズ挿入術を受けられない高齢者に対して、特殊眼鏡若しくはコンタクトレンズの
費用の一部又は全部を助成することにより、高齢者福祉の増進を図ることを目的とする

国民年金の資格得喪・適用に関する業務
国民年金法に基づき、国民年金被保険者（第１号被保険者のみ）資格の取得・喪失、付加保険料納付申出・
辞退及び氏名・住所等の変更の届出の受付を行い、日本年金機構に報告するため

国民年金の給付に関する業務

(１)国民年金法に基づき、年金である給付及び一時金の支給の届出の受付を行い、日本年金機
構に報告するため (２)国民年金法に基づき、障害基礎年金の支給に必要な情報を日本年金機構
に報告するため (３)国民年金法に基づき、老齢福祉年金の届出の受付を行い、日本年金機構に
報告するため、また、支給に必要な情報を日本年金機構に報告するため (４)特定障害者に対する
特別障害給付金の支給に関する法律に基づき、特別障害給付金の届出の受付を行い、日本年金
機構に報告する、また、支給に必要な情報を日本年金機構に報告するため

国民年金保険料の免除申請に関する業務

(１)国民年金法に基づき、国民年金保険料の免除・納付猶予・学生納付特例申請の受付を行い、
日本年金機構に報告する、また、審査に必要な情報を日本年金機構に報告するため (２)国民年
金法に基づき、国民年金保険料の免除勧奨及び継続免除審査に必要な情報を日本年金機構に
提供するため

年金生活者支援給付金の給付に
関する業務

年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき、年金生活者支援給付金の届出の受付を
行い、日本年金機構に報告する、また、支給に必要な情報を日本年金機構に報告するため

臨時職員の雇用事務 臨時職員の任用、臨時職員との連絡調整、賃金の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

子ども育成課 施設型給付及び地域型給付 施設に対する給付費の審査及び交付のため

利用者負担額徴収業務 利用者負担額の決定及び徴収のため

保育の実施 保育所の入所選考及び保育の実施をした児童の状況確認

保育所運営業務 保育所運営のため



実施
機関名

課名 業務の名称 個人情報を取り扱う目的

認可外保育施設業務 保護者に対する補助金、施設に対する補助金の審査及び交付のため

東村山市保育料等審議会の運営 委員の委嘱、委員との連絡調整、報酬の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

私立幼稚園等許認可事務 私立幼稚園等の許認可を行うため

私立幼稚園等園児保護者補助金交付事務 私立幼稚園等に在籍する児童をもつ保護者に対して補助金を交付するため

私立幼稚園等運営 私立幼稚園等運営のため

臨時職員の雇用事務 臨時職員の任用、臨時職員との連絡調整、賃金の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

保育所等許認可事務（整備事業含む） 保育所等の設置に伴う事業の実施

公立保育所民間移管事業 移管後の保育所を運営する事業者の選定、保育所等の設置に伴う事業

公立保育所の防犯カメラに関する業務
公立保育所の安心・安全を確保するため、施設内に防犯カメラを設置・撮影・録画等の業務を行う
ため

子ども家庭
支援センター

子ども家庭支援センター事業
子どもと家庭に係る相談及び指導、又は児童福祉法が定める要保護児童又は要支援児童若しく
は特定妊婦への適切な支援を図るため

子ども総務課 ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業 日常生活を営むのに著しく支障があるひとり親家庭に対する援助

ひとり親家庭等医療費助成事業 ひとり親家庭等の保健の向上および福祉の増進を図る

ひとり親家庭等家賃補助事業 家賃補助の認定申請に際し、受給資格の審査を行うため

義務教育就学児医療費助成事業 義務教育就学児医療費助成事業の事務処理を行うため



実施
機関名

課名 業務の名称 個人情報を取り扱う目的

子育てひろば事業
利用者登録、相談に応じるため・子育て講座講師への謝金支払のため・委託事業者の従事者の
資格・経験等の確認のため

子育て総合支援センター運営協議会業務 子育て総合支援センター運営協議会委員の選定及び謝金支払のため

子育て情報誌作成講座 子育て情報誌作成講座講師への謝金支払及び源泉徴収事務等を行うため

平成２８年度子育て総合支援センター
指定管理者選定業務

平成２９年度から５ヵ年の子育て総合支援センターの指定管理者の選定にあたって、選定委員の
選定及び謝金支払のため

児童育成手当事業 手当の認定請求に際し、受給資格の審査を行うため

児童手当事業 手当の受給資格を審査し、給付を行うため

児童扶養手当事業 手当の受給資格を審査し、給付を行うため

小児慢性疾患医療費助成制度 小児慢性特定疾病医療費支給認定事務に係る受理事務のため

東京都子育て支援員研修
・市内所在の子育て関係施設での見学実習の調整
・修了者名簿により当市の保育や子育て支援施設の就労につなげる

東村山市子ども・子育て会議 委員の公募・選考・委嘱、委員との連絡調整、報酬の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

乳幼児医療費助成事業 乳幼児医療費助成事業の事務処理を行うため

利用者支援事業子育てパートナー
「ころころたまご」

子育て相談記録

臨時職員の雇用事務 臨時職員の任用、臨時職員との連絡調整、賃金の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

子育て
支援課

乳幼児及び妊産婦健康診査に関する業務 乳幼児及び妊産婦の健康の保持及び増進を図るため



実施
機関名

課名 業務の名称 個人情報を取り扱う目的

乳幼児及び妊産婦保健指導等事業に
関する業務

乳幼児及び妊産婦の健康の保持及び増進を図るため

乳児家庭全戸訪問
（こんにちは赤ちゃん）事業に関する業務

子育ての孤立化を防止し、地域の中で子どもが健やかに育成できる環境整備を図るため

妊産婦等保健相談支援（ゆりかご・
ひがしむらやま）事業に関する業務

妊産婦等の妊娠期から子育て期までの母子保健及び育児に関する様々な悩み等に対して、保健
師、助産師又は看護師が専門的な見地から相談支援その他の必要な支援を行うため

産前・産後サポート事業に関する業務
助産師等又は子育て経験者が妊産婦等に対し相談対応その他の必要な支援を行うことにより、妊産婦等の
家庭及び地域での孤立感の解消並びに育児の負担の軽減を図り、もって子育て世帯の安心感を醸成する
ため

子どもの予防接種に関する業務 予防接種を行うため

先天性風しん症候群対策予防接種に
関する業務

風しんウイルスの感染によって引き起こされる子どもの先天性風しん症候群の発生を予防するた
め、予防接種を実施することにより、子どもの健やかな誕生及び発育に寄与するため

里帰り等妊婦健康診査費の補助に
関する業務

妊婦健康診査の受診に要する費用の一部を補助することにより、妊婦の健康を守るとともに、その
経済的負担を軽減し、もって母子保健福祉の増進に資するため

里帰り出産等定期予防接種費の
補助に関する業務

予防接種に要する費用の全部又は一部を補助することにより、里帰り出産等をする市民の疾病予
防に係る経済的負担の軽減を図り、もって母子保健福祉の増進に資するため

未熟児養育医療の給付等に関する業務
医療を必要とする未熟児に対し、養育に必要な医療の給付を行うことにより、乳児の健康管理と健
在な育成を図るため

非常勤特別職等業務従事者の
任用等に関する業務

非常勤特別職、講師、臨時職員等業務従事者の任用、雇用、連絡調整、報酬の支払い及び源泉
徴収事務等を行うため

児童課 児童クラブ（放課後児童健全育成事業）
・児童クラブに入会を希望する児童の審査、入会後の保育、児童クラブ使用料の徴収、免除・減額等のため
・児童クラブ運営のための借地借入のため

児童館事業 児童館施設及び事業の利用のため

臨時職員の雇用事務 臨時職員の任用、臨時職員との連絡調整、賃金の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

ごみ減量
推進課

集団資源回収事業
団体連絡会資料及び補助金交付決定通知書等の送付、補助金の振り込み、提出書類に不備が
あった際の連絡等を行うため



実施
機関名

課名 業務の名称 個人情報を取り扱う目的

生ごみ集団回収事業 実績報告会開催の通知等の送付及び生ごみ専用バケツ補助制度への申請

廃棄物減量等推進員活動 廃棄物減量等推進員の委嘱、傷害保険の加入、連絡調整、謝礼の支払い等を行うため

管理課 家庭系一般廃棄物の受入に関する業務 条件等の審査を行うため

一般廃棄物処理業及び
浄化槽清掃業の許可に関する業務

許可基準の適合審査を行うため

廃棄物減量等推進審議会に関する業務 委員の委嘱、委員との連絡調整、報酬の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

秋水園ふれあいセンターに関する業務 施設利用団体、利用者、機器使用者の把握及び確認を行うため

秋水園周辺対策スポーツ施設に
関する業務

・スポーツ施設の利用団体、利用者の把握及び確認を行うため
・プール監視業務に従事する者を把握するため

秋水園周辺対策に関する業務
秋水園周辺対策協議会及び北秋津町内会第九連合会との連絡、調整、謝礼金の支払等を行うた
め

臨時職員の任用に関する業務 臨時職員の任用、賃金の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

施設管理用防犯カメラ 防犯カメラを設置し、撮影及び録画を行い事件・事故及び危険を防止するため

施設課 ごみ焼却施設維持管理業務 業務に従事する現場代理人及び主任技術者等の確認

し尿希釈投入施設維持管理業務 業務に従事する現場代理人及び主任技術者等の確認

粗大ごみ処理施設臨時職員の雇用事務 臨時職員の任用、連絡調整、賃金支払い及び源泉徴収事務等を行うため

東村山市ごみ処理施設のあり方検討会の
運営

委員の委嘱、委員との連絡調整、報酬の支払い及び源泉徴収事務等を行うため



実施
機関名

課名 業務の名称 個人情報を取り扱う目的

まちづくり
推進課

駅周辺まちづくり各種協議会等業務 各種協議会等事務局業務

駅周辺まちづくり計画検討業務 駅周辺まちづくり計画検討及び公共工事等の品質確保

廻田町一丁目土地区画整理事業 土地区画整理事業に係る事務

都市計画道路整備事業 都市計画道路整備に伴う用地取得及び公共工事等の品質確保

みどりと公園
課

野火止用水保全活動の実施 保全活動ボランティアの募集及び参加者への連絡調整を行うため

公園管理業務（ボランティア活動） ボランティア活動に伴う申請行為のため

公園管理業務（公園の占用） 東村山市立公園条例に基づく申請行為のため

公園整備等業務（イベント等事業） イベント参加の募集及び参加者への連絡調整を行うため

公園整備等業務（公園用地の借地） 土地の賃貸借契約及び賃貸借料の支払いを行うため

東村山市緑化審議会の運営 委員の委嘱、委員との連絡調整、報酬の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

緑地保護区域、保存樹木及び
特別保存樹木並びに保存生垣の指定

指定区域、樹木等の指定及び維持管理支援を行うため

みどりの楽校関連イベントの運営
参加者及び講師への連絡調整、講師への依頼、講師への報酬の支払い及び源泉徴収事務等を
行うため

みどりの啓発事業補助 みどりの啓発事業補助申請(緑の祭典)の審査及び補助交付を行うため

壁面緑化推進に伴うつる性植物の苗の
補助

補助申請に対する審査及び補助交付を行うため



実施
機関名

課名 業務の名称 個人情報を取り扱う目的

武蔵野線沿線等花壇の管理 植栽団体との連絡調整及び報償の支払いを行うため

生垣の造成に必要な経費の補助 補助申請に対する審査及び補助交付を行うため

農とみどりの体験パーク
「秋津ちろりん村」の運営

村民の募集及びイベント参加の募集、土地の賃貸借契約及び賃貸借料の支払いを行うため

市内管理地及び市指定地に関する要望の
受付

要望に関する連絡調整を行うため

臨時職員の雇用事務 臨時職員の任用、臨時職員との連絡調整、賃金の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

下水道課 公共下水道（借地）関係 下水道管埋設用地の借地料の支払いを行うため

公共下水道関係 私道に公共下水道を布設するための申請を行うため

公共下水道工事に関する業務 各工事の現場代理人及び主任技術者等の確認のため

公共下水道使用料 公共下水道使用料の徴収事務等を行うため

公共下水道証明関係 排水設備工事検査証を発行するため

公共下水道布設関係 公共下水道整備時、公共桝設置承諾を得るため

指定下水道工事店関係 排水設備工事店が、市の指定下水道工事店となるために申請を行うため

受益者負担金関係 下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書等に基づき、受益者負担金の徴収事務等を行うため

雨水貯留・浸透桝等設置助成制度関係 浸透桝等の設置助成制度を利用する申請者の審査を行うため



実施
機関名

課名 業務の名称 個人情報を取り扱う目的

水洗普及関係 公共下水道への接続を促すため

排水設備関係 排水設備計画確認申請を行うため

排水設備技術者配管工関係 排水設備工事店が、市の指定下水道工事店となるために申請を行うため

臨時職員の雇用事務 臨時職員の任用、臨時職員との連絡調整、賃金の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

公共交通課 コミュニティバスガイドラインの運用 地域組織との連絡調整を行うため

バス停設置工事に関する業務 代表者、各工事の現場代理人及び主任技術者等の確認

東村山市地域公共交通会議の運営 委員の委嘱、委員との連絡調整、報酬の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

臨時職員の雇用事務 臨時職員との連絡調整、給与の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

市街地整備
課

土木の設計委託・工事に関する業務 監理技術者、主任技術者、専門技術者、現場代理人の確認を行うため

都市計画課 東村山市都市計画審議会の運営 委員の委嘱、委員との連絡調整、報酬の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

生産緑地地区事業 生産緑地地区の指定、削除、及び適正な管理を行う目的

都市計画証明（街路・用途）発行業務 都市計画証明書を発行する目的

長期優良住宅事前照会報告書作成業務 長期優良住宅事前照会報告書を作成する目的

土地利用検討業務 まちづくり懇談会、説明会参加者の把握のため



実施
機関名

課名 業務の名称 個人情報を取り扱う目的

東村山市宅地開発及び建築物の建築に
関する指導要綱に基づく業務

事業主、土地所有者、設計者、工事監理者、現場主任技術者又は現場代理人の確認を行うため

ホテル等適正化審議会 委員の委嘱、委員との連絡調整を行うため

地区計画の届出 届出者の確認を行うため

優良宅地及び優良、良質住宅の認定 申請者の確認を行うため

風致地区 申請者、代理人の確認を行うため

都市計画法第５３条の許可 申請者の確認を行うため

木造住宅の耐震化 申請者の確認を行うため

特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化 申請者の確認を行うため

道路管理課
道路・河川の占用、その他道路管理に
関する申請業務

占用申請、使用申請、自費工事申請等を許可するため

道路・河川の管理業務
苦情・要望の申出者、不法占用物等の管理者、草刈時等の住民への通知等の道路・河川の管理
に関する住民との連絡のため

臨時職員雇用事務 臨時職員の雇用、連絡調整、賃金の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

施設管理用モニターカメラ
東村山駅西口エスカレーターにカメラを設置し、撮影及び録画を行い事件・事故及び危険を防止
するため

道路用地の寄附・買収・払下げ等業務 申請書受付、用地売買契約、用地所有権移転、沿道住民同意確認

市道認定・廃止業務 申請受付、沿道住民同意確認



実施
機関名

課名 業務の名称 個人情報を取り扱う目的

道路等整備工事
工事が影響する物件・営業補償等について関係者と補償等の調整を行うこと及び近隣住民へ工
事の日時等をお知らせするため

公共用地境界等確認事務 近隣土地所有者に同意を得て、申請地と公共用地との境界を確定するため

道路幅員等に関する証明業務 申請された土地に接している市道の幅員等を証明し申請者に発行するため

国土調査地籍図管理業務 境界上の土地所有者に自身の土地の範囲を確認してもらうため

私有道路整備補助申請業務
申請者に私道の整備に要する費用の補助をすること及び土地所有者に代わり整備工事を行うた
め

道路、河川等に関する工事・業務委託 各工事・委託等の現場代理人並びに主任技術者等の確認

道路維持補修業務 補修や草刈等の必要箇所の連絡者に場所等の確認を行うため

用地課
公有地の拡大の推進に関する法律に
関する業務

公有地の拡大の推進に関する法律第４条第１項の規定に基づく土地有償譲渡届出書及び同法第
５条第１項の規定に基づく土地買取希望申出書の受理

国土利用計画法に関する業務 国土利用計画法第２７条の４第１項の規定に基づく土地売買等届出書の受理

道路（都市計画を含む）用地、河川用地、
公園用地及び緑地（これらの代替地を含む）の
取得・処分に関する業務（その１）

上記用地の取得・処分に必要な土地代金・補償金等の算出を行い、各契約行為を行うため

道路（都市計画を含む）用地、河川用地、
公園用地及び緑地（これらの代替地を含む）の
取得・処分に関する業務（その２）

上記用地の取得・処分に必要な業務委託を行う際の委託業者情報の確認

環境・住宅課 グリーンカーテンコンテスト 展示、表彰式の連絡のため

東村山市環境審議会 委員の委嘱、連絡事項、審議会報酬の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

住宅用省エネルギー機器設置費
補助事業

補助金申請者の居住の有無や、市・都民税の納税状況の照会や、補助金の支払い等に利用する
ため



実施
機関名

課名 業務の名称 個人情報を取り扱う目的

住宅用太陽光発電システム設置費
補助事業

補助金申請者の居住の有無や、市・都民税の納税状況の照会や、補助金の支払い等に利用する
ため

みどり環境ポスターの募集 展示、表彰式の連絡のため

親と子の環境教室 案内文の通知、傷害保険加入のため

空き家管理台帳 空き家の適切な管理を促すため

空き地管理台帳 空き地の管理を適正化するため

公害対策業務 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例、騒音規制法、振動規制法等に基づく各種届出

放射能測定に係る事業 空間放射線量測定機器の貸出申込、市民持ち込み食材の放射線量測定申込

臨時職員の雇用事務 臨時職員の任用、臨時職員との連絡調整、賃金の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

地域猫活動支援事業
地域猫活動団体の登録、構成委員との連絡（会議等の連絡含む）、補助金申請受付及び支払い、
報酬の支払い

東村山市空家等対策協議会運営 委員の委嘱、委員との連絡調整、報酬の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

被相続人居住用家屋等確認書の交付
相続又は遺贈により被相続人の居住の用に供されていた一定の家屋及びその敷地等の取得をした個人が
当該家屋又はその敷地等を譲渡した場合の所得税及び個人住民税の特例措置が創設され、特例措置の適
用を受けようとする者が確定申告書に添付する確認書を交付等するため

美化推進業務 案内文の通知、配布に伴う連絡のため

東村山市墓地等経営許可等業務 条例に基づく各種届出

地域安全課 東村山市安全・安心まちづくり連絡会 委員との連絡調整



実施
機関名

課名 業務の名称 個人情報を取り扱う目的

久米川駅周辺安全・安心まちづくり
検討会

委員との連絡調整

交通安全対策業務
要望者への対応、東村山地区交通安全協会連合会及び東村山交通安全協会役員との連絡調
整、表彰関係、交通安全対策事業

東村山市交通安全対策会議 委員の委嘱、委員との連絡調整、報酬の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

東京都市町村民交通災害共済 共済加入者の見舞金請求時の加入確認、見舞金の支払い等の事務を行うため

自治会防犯街路灯申請業務 申請及び補助金の支出

西武園競輪場周辺対策協議会 委員の委嘱、委員との連絡調整、報酬の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

駐輪場用地賃貸借 市内駐輪場用地の借地契約による借地料算出及び借地料支払のため

市内有料自転車等駐輪場防犯カメラ 不当に駐輪場等に浸入・窃盗する者の抑制及び事件・事故及び場内の危険防止のため

防犯対策業務 東村山防犯協会役員との連絡調整、自動通話録音機設置申請

有料自転車等駐輪場 有料自転車等駐輪場使用者が定期利用をする際に使用契約を行い、使用料を徴収するため

駐輪場使用料還付
有料自転車等駐輪場使用者が駐輪場使用を中止する際に発生する未使用分の施設使用料を還
付する手続きを行うため

防災安全課 り災証明発行業務 災害により被害を受けた市民に対し、証明書を発行する

各種表彰上申・推薦業務 表彰の上申・推薦を行う

救急業務連絡協議会連携業務 救急業務連絡協議会に対する補助金支給



実施
機関名

課名 業務の名称 個人情報を取り扱う目的

国民保護協議会関係業務 国民保護協議会委員に対する協議会開催通知送付及び報酬の支払いのため

災害状況報告業務 災害による被害状況を記録するため

災害防止協会連携業務 災害防止協会に対する補助金支給

災害用井戸管理業務 災害時、市民に生活用水を供給するための水源としての井戸の所在を管理する

自主防災組織に関する業務 自主防災組織の認定及び研修の通知等で利用

出初式関係業務 出初式案内通知及びお礼状の送付

消防団員健康診断業務 消防団員の健康診断を行うため

消防団員等公務災害認定申請業務 消防団員及び元消防団員の公務災害認定に係る事務のため

消防団員等退職報償金関係業務 退団した消防団員に退職報償金を支出するため

消防団人事・庶務関係業務 消防団の入退団や報酬・旅費の支払等の業務を行う

消防団詰所維持管理業務 詰所借地料の支払及び遠隔サイレン塔設置謝礼の支払

総合震災訓練業務 総合震災訓練に参加する関係機関に対して通知を送付する

総合水防訓練業務 総合水防訓練に参加する関係機関に対して通知を送付する

東日本大震災避難者情報報告事務 東日本大震災被災者のうち東村山市内に避難している被災者の情報を総務省に提供するため



実施
機関名

課名 業務の名称 個人情報を取り扱う目的

避難所運営連絡会の運営 避難所運営連絡会運営委員の参加依頼、委員との連絡調整のため

防火貯水槽土地貸借契約 防火貯水槽用地の所有者に対し利用料を支払うため

防火防災訓練災害補償等共済保険業務 市民団体が自主的に行う防災訓練の保険申請のため

防災会議関係業務 防災会議委員に対する会議開催通知送付及び報酬の支払いのため

防災器具貸出業務 市民に対しブロック塀測定器具を貸出しするにあたり、申請者の情報を得る必要があるため

教育
委員会

ふるさと
歴史館

東村山市文化財保護審議会
東村山市文化財保護審議会委員の委嘱、報酬の支払い、源泉徴収事務及び委員との連絡調整
等を行うため

東村山ふるさと歴史館協議会
東村山ふるさと歴史館協議会委員の委嘱、報酬の支払い、源泉徴収事務及び委員との連絡調整
等を行うため

東村山市文化財調査員 東村山市文化財調査員の委嘱と報酬の支払い

埋蔵文化財保護 埋蔵文化財発掘の届け出・通知に必要なため

文化財保護関係団体・指定文化財管理 指定文化財の公開委託

ふるさと歴史館への資料の寄贈・寄託・
借用及び貸出

資料の寄贈・寄託・借用及び貸出の事務処理と連絡のため

ふるさと歴史館施設利用 施設使用の承認を受けるための登録と申請

ふるさと歴史館実施事業 実施事業に係る連絡のため

臨時職員の雇用事務 臨時職員の任用、臨時職員との連絡調整、賃金の支払い及び源泉徴収事務等を行うため



実施
機関名

課名 業務の名称 個人情報を取り扱う目的

学務課 就学措置（学籍）に関する業務 義務教育対象者に対する新入学、転（編）学等の業務を行うため

就学援助に関する業務 就学援助の支給に伴う、認定審査、通知発送、費用確認、振込支給等の業務を行うため

就学援助業務補助のための臨時職員の
雇用事務

臨時職員の任用、臨時職員との連絡調整、賃金の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

外国人学校保護者補助金に関する業務
東村山市在住で、外国人学校へ通学している者の保護者へ補助金を支給するための事務等を行
うため

通学路の借地に関する業務 市立小中学校の安心安全な通学路を確保するため、私有地の借用等の業務を行うため

通学路防犯カメラに関する業務
市立小中学校の安心安全な通学路を確保するため、通学路上に防犯カメラを設置・撮影・録画等
の業務を行うため

外国人・帰国子女言語指導
（言語指導ボランティア）に関する業務

外国人・帰国子女の学校生活の円滑化のために、通訳募集・派遣の事務等を行うため

学校医等の委嘱 学校医・学校薬剤師の委嘱と連絡調整のため

学校医等の報酬支払 報酬の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

臨時職員賃金支給
定期健康診断及び就学時健康診断に従事した臨時職員の報酬の支払い、源泉徴収事務等を行
うため

スポーツ振興センター災害共済給付金
（医療費）請求及び支払通知書

災害報告書及び医療費請求書の作成・医療費の支払いを行う

スポーツ振興センター災害共済給付金契約
に係る児童、生徒の名簿更新

名簿の更新を行うため

医療券発行整理簿 医療券の発行を行うため

学校保健関係各種講習会参加申込み
学校保健会委員が学校保健に関わる講習会等に参加する際、申込み事務等を所管課でとりまと
めて行うため



実施
機関名

課名 業務の名称 個人情報を取り扱う目的

東村山市学校保健会役員及び理事の選任
学校保健会委員が学校保健に関わる講習会等に参加する際、申込み事務等を所管課でとりまと
めて行うため

東村山市学校保健会関係講師依頼 学校保健会総会等の講師へ報酬を支払うにあたり、所管課にて個人情報を取り扱うため

学校給食運営委員会委員の選任 委員の選任、委員との連絡調整を行うため

学校給食従事職員腸内細菌検査結果 学校給食従事者職員の腸内細菌検査の結果を把握し、給食の衛生管理の徹底を行うため

学校給食臨時調理員等の採用 学校給食に従事している臨時職員の報酬に支払い、源泉徴収事務等を行うため

教育総務課 学校施設貸出業務 申請者との連絡調整、使用料の徴収事務を行うため

記念式典に関する業務 学校の記念式典における出席者のとりまとめのため

寄附採納業務 市民等から教育委員会に対し寄附を受けた際の記録・贈呈式の実施のため

奨学金貸付等業務 奨学資金の貸付審査、交付及び償還金の徴収を行うため

教育委員会会議等業務
委員の委嘱、委員との連絡調整、報酬の支払い及び源泉徴収事務等を行い、また、会議運営の
ため

市町村教育委員会連合会都市教育長会
関係業務

市町村教育委員会連合会・都市教育長会の会議・研修会等の実施のため

教育施設建設業務 現場代理人・主任技術者等の工事・委託を行うための必要な資格及び経歴を確認するため

事務点検・評価業務 外部評価委員との連絡調整、報償の支払い、源泉徴収事務等を行うため

学校事務業務
学校事務職員（臨時職員）を採用するため
（臨時職員登録書類提出・給与振込事務等）



実施
機関名

課名 業務の名称 個人情報を取り扱う目的

学校交換便業務
学校交換便職員（臨時職員）を採用するため
（臨時職員登録書類提出・給与振込事務等）

教育広報作成業務
教育広報編集員（臨時職員）を採用するため
（臨時職員登録書類提出・給与振込事務等）

学校用務業務
学校用務員職員（臨時職員）を採用するため
（臨時職員登録書類提出・給与振込事務等）

公民館 ホール等事業開催業務 チケット予約販売に伴う予約者への連絡業務

公民館運営審議会業務 公民館運営審議会委員に対する報酬の支払い及び書類送付のため

拾得物管理業務 公民館内で見つかった拾得物（落し物）について、返却した相手を記録するため

公民館防犯カメラ 火災・盗難・不法侵入等その他不良行為を防止し、公有財産である施設の保全を図るため

市民講座等開催業務
応募者・受講者（託児希望を含む）及び市民講座ボランティアとの連絡調整等を行うため
応募者多数時、抽選を行うため

市民講座等講師依頼・派遣業務 講師及び助手との連絡調整、報償の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

庶務業務 行政財産の使用者に対する許可書や請求書等を送付するため及び臨時職員の賃金を支払うため

窓口申請業務 公民館を利用するに当たり団体登録や随時予約を行うため

知的障害者青年学級「かめのこ学級」業務
学級生・入級希望者及びその保護者との連絡調整、活動に関しての心身状態管理等、指導員・ボ
ランティア及びその希望者との連絡調整、報償の支払い等を行うため

地域サービス窓口業務
住民異動（巡回のみ）･戸籍･印鑑･国民健康保険･国民年金･後期高齢者医療保険･介護保険･妊娠届の受
付業務や住民票の写し、戸籍の証明書、印鑑登録証明書、課税証明書等、母子手帳、犬の鑑札･狂犬病要
望注射票等の交付、納税収納事務、納税証明書事務のため

東村山フレッシュコンサート公演業務 出演者との連絡調整、公演開催に関する事務等を行うため



実施
機関名

課名 業務の名称 個人情報を取り扱う目的

子ども・
教育支援課

希望学級運営業務 希望学級に在籍する児童・生徒の把握及び指導員等の勤務管理及び源泉徴収事務等を行うため

教員サポーター派遣業務 教員サポーターの委嘱、連絡調整、報償費の支払い及び源泉徴収事務を行うため

子ども相談室業務 子ども相談室利用者の相談内容及び状況把握のため

市立小学校特別支援学級児童送迎
委託業務

特別支援学級に在籍する児童の送迎業務を適切に行うため

就学支援計画業務 新小学校１年生について作成した就学支援シートの引き継ぎ及び管理を行うため

就学相談業務 就学相談、転学相談及び入級相談及び判定を適切に行うため

特別支援学級運営業務 特別支援学級等の適切な運営を行うため

特別支援教育専門家チーム業務 委員の委嘱、委員との連絡調整、報酬の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

非常勤特別職に関する業務
嘱託医、言語聴覚士、作業療法士の委嘱及び連絡調整、報酬の支払い及び源泉徴収事務等を
行うため

不登校等児童・生徒支援業務 スクールソーシャルワーカーによる不登校等児童・生徒への支援を適切に行うため

副籍事業 副籍事業による交流活動を実施するため

臨時職員賃金業務 臨時職員について、採用業務、賃金の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

市民
スポーツ課

スポーツセンター管理業務 指定管理業務、教室等運営のため

スポーツ医科学室運営業務
非常勤職員の委嘱、職員及び講師への給与の支払い事務、連絡調整、各種検査及び相談業務
のため



実施
機関名

課名 業務の名称 個人情報を取り扱う目的

スポーツ科学委員会関係業務
委員の委嘱、委員との連絡調整、報酬の支払い及び源泉徴収事務等、主催事業の参加者名簿作
成のため

スポーツ推進委員設置事業 委員の委嘱、委員との連絡調整、報酬の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

スポーツ推進審議会設置事業 委員の委嘱、委員との連絡調整、報酬の支払い及び源泉徴収事務等

ふれあい運動会関係業務 ふれあい運動会参加者の保険加入及び臨時職員（看護師）雇用及び報酬の支払いのため

屋外体育施設借用地関係業務 借地料の支払いのため

学校施設コミュニティ開放
（スポーツ開放）業務

会議・施設の予約調整等のため

市民体育大会関係業務
市民大運動会及び市民テニスバット大会開催にかかる連絡調整、保険加入、臨時職員（看護師）
の雇用及び報酬の支払い等のため

体育施設管理業務 施設利用の抽選、予約及び管理業務

体力つくり推進委員会関係業務 会議・イベントの連絡調整、補助金の支出等のため

臨時職員の雇用事務 臨時職員の任用、臨時職員との連絡調整、賃金の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

指導室 教職員給与支給業務 教職員給与支給に係る事務執行のため

教職員人事管理業務 市立小・中学校教職員の人事管理に係る事務執行のため

教職員服務監督業務 市立小・中学校教職員の服務の管理・監督に係る事務執行のため

叙位叙勲上申 叙位叙勲の上申に係る事務執行のため



実施
機関名

課名 業務の名称 個人情報を取り扱う目的

教職員表彰業務 市立小・中学校教職員の表彰に係る事務執行のため

教職員任免業務 市立小・中学校教職員の任免に係る事務執行のため

非常勤教員任免業務 非常勤教員任免のため

教職員旅行命令業務 教職員出張旅費の支出管理のため

講師任免業務 講師任免のため

講師謝礼支給 報償の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

職員団体活動許可業務 職員団体構成員名簿の収受及び各校への周知のため

課外部活動指導補助事業 配置調整、報酬の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

教職員研修業務 教職員研修の申請、教職員研修履歴の登載等の業務を行うため

事故報告に関する業務 学校安全管理に関する業務等を行うため

生活指導に関する業務 児童・生徒の健全育成に関する業務を行うため

委員推薦業務 各種委員会における委員の推薦に関する業務を行うため

教科書無償給与事務 児童・生徒への教科書給与の事実を明らかにするため

中学校スポーツ大会業務 中学校スポーツ大会用に加入する保険適用のための名簿を作成するため



実施
機関名

課名 業務の名称 個人情報を取り扱う目的

学校行事等に関する業務 引率職員把握・報償費の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

プール水泳指導補助事業 配置調整、賃金の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

学校評議員制度の導入に係わる
委員推薦業務

市内小・中学校の学校評議員を推薦する業務を行うため

児童・生徒の健全育成に関する警察と学校
との相互連絡制度の実施に伴う業務

警察と学校との連携協定に基づく情報提供業務等を行うため

学校図書館専任司書業務 賃金の支払い、臨時職員任用伺書提出のため

外国語指導補助業務委託 講師のプロフィールを委託業者より受け取る

学生ボランティア事業 登録のため申込書提出

教育実習生に関する業務 受入業務

学校臨時職員業務 賃金の支払い、臨時職員任用伺書提出のため

小学校運営業務
小学校運営（学校沿革誌等作成、連絡網・住所録作成、諸行事の実施、学習指導・進路指導、学籍管理、
健康管理、指導案作成、施設使用許可、備品管理、就学援助費支給、給与・旅費の支給等）を行うため

中学校運営業務
中学校運営（学校沿革誌等作成、連絡網・住所録作成、諸行事の実施、学習指導・進路指導、学籍管理、
健康管理、指導案作成、施設使用許可、備品管理、就学援助費支給、給与・旅費の支給等）を行うため

社会教育課 「輝け！東村山っ子育成塾」業務 参加者及び保護者との連絡調整のため

なぎさ体験塾 参加者、協力者との連絡調整のため

東村山市立小・中学校ＰＴＡ連合協議会
補助金交付業務

東村山市立小・中学校ＰＴＡ連合協議会補助金の交付事務のため



実施
機関名

課名 業務の名称 個人情報を取り扱う目的

多摩六都フェアヤングライブフェスティバル
業務

参加者、協力者への連絡調整のため

東村山市「成人のつどい」業務 新成人、来賓、恩師への案内通知を送付するため

東村山市「白州山の家」運営管理業務 施設使用者の住所地等の確認及び使用料金の徴収事務のため

東村山市教育委員会後援名義使用
申込受付業務

申込書及び添付書類の提出のため

東村山市後援名義使用申込受付業務 申込書及び添付書類の提出のため

東村山市社会教育委員会業務
委員の委嘱、委員及び事業参加者との連絡調整、委員への報酬の支払い及び源泉徴収事務等
のため

東村山市生涯学習人材バンク業務 登録指導者・講師との連絡調整のため

東村山市青少年委員会業務
委員の委嘱、委員及び事業参加者との連絡調整、委員への報酬の支払い及び源泉徴収事務等
のため

東村山市善行表彰業務 被表彰者、選考委員との連絡調整、選考委員への報酬の支払い及び源泉徴収事務等のため

東村山市青少年問題協議会業務 委員の委嘱、委員との連絡調整、委員への報酬の支払い及び源泉徴収事務等のため

東村山市中学生の主張大会業務
作品応募者及び選考委員との連絡調整、選考委員への報酬の支払い及び源泉徴収事務等のた
め

東村山市放課後子ども教室業務 スタッフ、登録児童及び保護者への連絡調整のため

東村山市民文化祭業務 参加者との連絡調整のため

東村山市学校施設開放の業務 登録団体との連絡調整のため



実施
機関名

課名 業務の名称 個人情報を取り扱う目的

図書館 図書館各種講演会・行事開催 事務連絡及び講演会の謝礼支払事務等のため

図書館寄贈図書申込書業務 御礼状またはメールの送付等のため

図書館協議会運営業務 協議会委員への事務連絡及び報酬支払事務等のため

図書館集会施設使用許可業務 事務連絡等のため

図書館嘱託・臨時職員採用業務 採用及び事務連絡並びに臨時職員賃金支払事務等のため

図書館図書の貸出・閲覧等 図書館利用者の情報管理のため

図書館内拾得物の届出及び預り書の保管
業務

拾得物の適切な管理のため

対面朗読業務 対面朗読にかかる事務連絡及び対面朗読報酬支払事務等のため

地域児童図書館補助金交付 地域児童図書館補助金交付申請のため

乳幼児読み聞かせボランティア派遣 事務連絡及びボランティア保険支払事務等のため

選挙管理
委員会

選挙管理
委員会
事務局

各種委員会業務 委員の委嘱、委員との連絡調整、報酬、報償の支払い及び源泉徴収事務等を行うため

各種選挙事務業務
東京都知事選挙、東京都議会議員選挙、市議会議員選挙、市長選挙、衆議院議員選挙、国民審
査、参議院議員選挙における有権者把握及び選挙執行のため

検察審査員候補者選定事務 検察審査員候補者予定者名簿の送付

裁判員候補者選定事務 裁判員候補者予定者名簿の送付



実施
機関名

課名 業務の名称 個人情報を取り扱う目的

在外選挙人名簿作成業務 在外選挙人名簿の調整及び保管、登録及び抹消異動を行うため

選挙人名簿作成業務 選挙人名簿の調整及び保管、登録及び抹消異動を行うため

表彰・推薦業務 各種表彰に係る候補者名簿及び調査表の送付

郵便等投票証明書発行等業務 郵便等による不在者投票ができる選挙人に証明書の発行し、郵便等で投票を行うため

監査委員
監査委員
事務局

東村山市監査委員の事務処理業務 監査委員の報酬の支払い、源泉徴収事務及び連絡調整等を行うため

住民監査請求事務 住民監査請求に伴う、請求人の資格要件等の確認のため

表彰・推薦業務 各種表彰に係る候補者名簿及び調査表の送付

農業
委員会

農業委員会 東村山市農業委員会業務 農業委員会所掌業務および農業委員選任業務のため

農地法関係業務 農地法関連申請及び届出処理のため

相続税等納税猶予関係業務 相続税等納税猶予関係事務のため

生産緑地法関係業務 生産緑地法関連事務のため

農地管理関係業務 農地管理関連事務のため

農地台帳整備業務 農地台帳整備業務のため

農作物作付け面積調査業務 農作物作付け面積調査業務のため



実施
機関名

課名 業務の名称 個人情報を取り扱う目的

固定資産
評価審査
委員会

固定資産
評価審査
委員会

東村山市固定資産評価審査委員会の運営 委員の委嘱、委員の連絡調整、報酬の支払い及び審査事務を行うため

議 会 議会事務局 議員の身分及び資格得失業務 議員との連絡調整、報酬等の支払い、共済手続、議員表彰等の業務を行うため

議事運営等業務 会議録及び委員会作成及び保存、請願及び陳情審査、議事運営に係る業務を行うため

手話通訳者及び講師謝礼 議会等開催にあたっての手話通訳や議会運営に際し開催される講師謝礼の支払いを行うため

共　通 共通
委託契約等における履行体制確認
業務

委託又は個人情報を取扱う印刷、物品供給契約における履行体制を確認するため、各種責任者
や従事者を把握する



(２） 個人情報に係る業務の変更・廃止届出（条例第 5条第 2項）                                     0件 

(３） 個人情報に係る本人以外収集の諮問（条例第 6条第 1項第 5号）                                0件 

(４） 要配慮個人情報等の収集の諮問（条例第 6条第 2項）                                          0件 

(５) 個人情報に係る目的外利用の諮問（条例第 7条第 1項第 4号）                              1件 

Ｎｏ. 諮問件名 利用する個人情報 目的外利用をする理由 
諮問 

年月日 

答

申 
所管課名 

１ 

第5次総合計画等策

定支援業務委託及

び住民基本台帳の

目的外利用 

平成 31年 2月 1日現在住民基本台帳に記

載されている 16 歳以上の市民より無作為

に抽出した 2,000名の下記情報 

 

●住民基本台帳情報 

 氏名、性別、生年月日、住所 

より多くの市民の参加を得

て第5次総合計画等を策定

するための様々な市民参加

の方法の１つとして、郵送

によるアンケートを実施す

る。 

H30.8.21 可 行政経営課 

 

(６) 個人情報に係る外部提供の諮問（条例第 7条第 2項第 6号）                                0件 

 

 

 



(７) 請求件数（条例第 11条第 1項、第 12 条、第 13条、第 14条） 44件 

①  個人情報の開示の請求                       44 件 

②       同   訂正の請求                          0件 

③       同   消去の請求                          0件 

④       同   目的外利用・外部提供中止の請求             0件 

⑤  特定個人情報の利用・提供中止の請求                   0件  

 

 

(８) 請求に対する決定（条例第 16条）                    44件 

① 開示件数                                              31 件 

② 部分開示件数                                          10 件 

③ 非開示件数（個人情報不存在を含む）                      3 件 

④ 存否応答拒否件数                                       0 件 

⑤ 却下件数                                  0 件 

⑥ 取下げ件数                                         0 件 

 

（９） 審査請求件数（条例第 19条第 1項）                     0件 

（１０） 審査請求による決定件数（条例第 19条第 3項）           0件 

 

 



（１１） 外部委託処理に係る諮問（条例第 22条第 1項）             8件 

Ｎｏ. 諮  問  件  名 委 託 先 委  託  内  容 
諮問 

年月日 
答申 所管課名 

１ 

乳幼児医療証及び

義務教育就学児医

療証の印刷及び封

入封緘等業務委託 

株式会社アイ・エ

ス・エス 

「乳幼児医療費助成制度」及び「義務教育就学児医療

費助成制度」に係る医療証の発行について、業務効率

の向上のため以下の業務の委託をする。 

①様式の印刷、ポリプロピレンカバー及び封筒の作成 

②データ出力 ③裁断 ④しおりの印刷 ⑤医療証、

ポリプロピレンカバー及びしおりの封入封緘 

H30.4.19 可 子育て支援課 

２ 

住民情報系基幹シ

ステム保守業務委

託における仕様変

更（リモート保守） 

株式会社日立シ

ステムズ 

受託者ＳＥが市庁舎内に常駐し、または必要に応じて来

訪し行っている住民情報系基幹システム(日立システム

ズ・ＡＤＷＯＲＬＤ)の稼働維持業務について、受託者施

設内に常駐するＳＥの遠隔操作による稼働維持へ切り替

えるため、以下 5 つの委託契約に係る仕様変更を実施

する。 

①住民情報系システムSE支援業務委託 ②住民情報系

システム運用管理委託 ③証明書コンビニ交付システム

ソフトサポート委託 ④国民健康保険システム稼働維持

支援委託 ⑤国民健康保険システム運用支援委託 

H30.4.19 可 
情報政策課 

保険年金課 



３ 

第 5 次総合計画等

策定支援業務委託

及び住民基本台帳

の目的外利用 

パシフィックコン

サルタンツ株式

会社 

総合計画、都市計画マスタープラン、人口ビジョン・創生

総合戦略、公共施設等総合管理計画、市センター地区

整備構想の計 5 つの計画策定作業を平成 30 年度から

32 年度において行うが、その策定にあたっては高い専

門性を必要とすること、臨時的に多くの事務作業が発生

することから、それらの計画の策定に係る支援業務を委

託する。 

 

H30.8.21 可 行政経営課 

４ 

東村山市立第二保

育園及び第六保育

園民間移管事業に

係る合同保育業務

委託 

学校法人東京丸

山学園 

 

学校法人東村山

町田学園 

平成 31 年 4 月 1 日から第二・第六保育園の運営主体を

民間に移譲するにあたり、移管前 6 ヶ月の期間中に、ス

ムーズな保育の引継ぎを実施するとともに、保育士等の

職員の入れ替わりによる保育環境の変化を最小限に留

めることを目的に、合同保育業務を委託する。 

H30.8.21 可 子ども育成課 

５ 

介護保険指定事業

者等管理システム

導入に係る業務委

託 

株式会社佐賀電

算センター 

東京都が整備するクラウド版介護保険指定事業者等管

理システムを、庁内の LGWAN 接続パソコンを使用し利

用するため、当該システムの提供事業者である株式会社

佐賀電算センターと委託契約を結ぶ。 

H30.10.23 可 介護保険課 

６ 

集団健診受付業務

委託 

株式会社ＫＤＤ

Ｉエボルバ 

 

エスディーエム

コンサルティン

グ株式会社 

40歳から 64歳までの特定健診未受診者を対象に集団

健診を実施するにあたり、以下の業務を委託する。①

健診案内の印刷および宛名印刷業務 ②専用電話によ

る受付業務 
H30.10.23 可 健康増進課 



７ 

アライグマ・ハクビ

シン等駆除委託 

株式会社ヨシダ

消毒 

自宅の敷地内からアライグマ・ハクビシンの駆除を希

望する市民宅に、専用捕獲器の設置及び回収、設置場

所の消毒、捕獲されたアライグマ等の処分を行う業務

を委託する。 

H30.11.20 可 環境・住宅課 

８ 

肢体不自由等の児

童・生徒に係る介助

事業委託 

特定非営利活動

法人カルティエ

おばさん 

肢体不自由者である児童・生徒に対し、当該児童・生

徒の学校内での生活的支援を行う介助業務を委託す

る。 H31.2.8 可 
子ども・教育

支援課 

 



５  個人情報の開示請求件数（平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日）

４月 8 9 9 7 2

５月 14 4 4 2 2

６月 17 3 4 2 1 1

７月

８月 20 3 3 3

９月 23 3 3 3

１０月 29 6 6 6

１１月 34 5 5 3 2

１２月 38 4 4 3 1

１月 39 2 2 1 1

２月 41 2 2 1 1

３月 43 2 2 2

合計 - 43 44 31 10 0 3 0 0 0 0

比率（%） - - 100% 70.5% 22.7% 0.0% 6.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
※比率の合計欄は小数点以下を四捨五入
※個人情報の訂正請求、消去請求、目的外利用・外部提供の中止請求(特定個人情報の利用・提供中止の請求を含む)はありませんでした。

（注1）　請求書1枚で複数の課に対して開示請求ができるため、請求数と異なる場合があります。
（注2）　請求のあった個人情報は存在するが、条例第11条の2各号に該当し非開示としたもの。

（注3）　請求の要件を満たしていないため却下としたもの。
（注4）　月末時点において開示決定期間未到達、未決定あるいは請求者と連絡が取れないもの。

却下
（注３）

検討中
（注４）

取下げ

請  求  件  数  と  決  定　内　容  の  内  訳

月
請求者数

（年間実人数
の累計）

請求数
請求件数

（注１）
開示

部分
開示

非開示
（注２）

個人情報の
不存在

存否
応答
拒否



６   個人情報の開示・訂正等請求の所管別内訳（平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日）
実 施 機 関 件  数 比  率（%） 実 施 機 関 件  数 比  率（%）

議会 議会事務局 市長 子ども家庭部 子ども政策課

市長 会計課 子育て支援課 1 2.3%

経営政策部 秘書広報課 子ども育成課

企画政策課 児童課

行政経営課 子ども家庭支援センター 1 2.3%

資産マネジメント課 資源循環部 廃棄物総務課

財政課 ごみ減量推進課

情報政策課 施設課  

地域創生部 産業振興課 まちづくり部 都市計画課

シティセールス課 まちづくり推進課

市街地整備課

市民スポーツ課 用地課

総務部 総務課 みどりと公園課

人事課 道路河川課
営繕課 下水道課  

契約課 教育委員会 教育部 教育総務課

法務課 学務課

行政不服審査制度担当主幹 指導室

市民部 市民課 12 27.3% （学校） 小学校

市民協働課 中学校

市民相談・交流課 社会教育課

課税課 1 2.3% 図書館

収納課 2 4.5% 公民館

環境安全部 地域安全課 ふるさと歴史館
環境・住宅課 子ども・教育支援課

防災安全課 選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局

公共交通課 農業委員会 農業委員会事務局

健康福祉部 地域福祉推進課 監査委員 監査委員事務局

生活福祉課 3 6.8% 固定資産評価審査委員会

介護保険課 13 29.5% 44 100%

障害支援課 9 20.5% ※比率の合計欄は小数点以下を四捨五入

健康増進課
保険年金課 2 4.5%

所     管     名 所      管       名

東京2020オリンピック・パラリン
ピック担当主幹

合　　　　　計



 ７　個人情報の開示請求の状況（平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日）

Ｎｏ
請求

年月日
請求内容

決定
年月日

決定内容
実施
方法

開示した個人情報名
部分開示又は非開示とした

部分と理由
所管課 備         考

1

H30.4.3 請求者の母の死亡時の要
介護度が分かる書類

H30.4.4 開示 写しの
交付

介護保険要介護認定・要支
援認定等結果通知書
（H28.2.10付）

介護保
険課

遺族（子）からの
請求

2

H30.4.6 請求者の母の死亡時の要
介護度が分かる書類

H30.4.10 開示 写しの
交付

介護保険要介護認定・要支
援認定等結果通知書
（H29.8.22付）

介護保
険課

遺族（子）からの
請求

3

H30.4.11 請求者の母の直近の認定
調査票及び主治医意見書

H30.4.20 開示 写しの
交付

ア、認定調査票
イ、主治医意見書

介護保
険課

成年後見人から
の請求

4
H30.4.12 生活福祉課に相談した記

録
H30.4.19 開示 写しの

交付
相談カード（H29.9.20付） 生活福

祉課

5

H30.4.16 1.印鑑登録証が交付され
　てからの印鑑登録証明
　書が交付された記録
2.印鑑登録証が交付され
　た日付

H30.4.19 開示 閲覧 ア、印鑑登録申請書
　　(H29.12.20付)
イ、印鑑登録証明書交付
　　申請書
　　(H29.12.20付)

市民課



Ｎｏ
請求

年月日
請求内容

決定
年月日

決定内容
実施
方法

開示した個人情報名
部分開示又は非開示とした

部分と理由
所管課 備         考

6

H30.4.18 請求者本人が児童であっ
たときに、市の子育て支援
課等の窓口で関わってい
た職員が書いた記録

H30.5.1 部分開
示

写しの
交付

ア、「●●●」様の家庭児童
　　票(H23.7.7～24.7.11)
イ、家庭児童票の追記情報
　　(H25.8.27～30.4.13)

ア、イの文書について
「開示請求者以外の個人
情報に関する部分」は、開
示することにより開示請求
者以外の特定の個人を識
別することができるため、条
例第11条の2第2号個人情
報に該当し非開示

イの文書について
「職員の所見が記載された
部分」は、開示することによ
り、今後の相談記録事務の
適正な遂行に支障が生じる
おそれがあるため、条例第
11条の2第6号行政運営情
報エに該当し非開示

子ども家
庭支援
センター



Ｎｏ
請求

年月日
請求内容

決定
年月日

決定内容
実施
方法

開示した個人情報名
部分開示又は非開示とした

部分と理由
所管課 備         考

7

H30.4.18 請求者本人が東村山市に
おいて生活保護を受給し
ていた時の情報

H30.5.31 部分開
示

写しの
交付

ア、世帯台帳(世帯主を請求
　　者母とする世帯分)
　　(H19.4.18～H25.8.1)
イ、●●市生活保護受給者
　　ケース記録(写し)(世帯
　　主を請求者夫とする世
　　帯分)(H28.2.15～H28.
　　7.4)
ウ、世帯台帳(世帯主を請求
　　者夫とする世帯分)
　　(H28.12.1～H30.1.18)
エ、世帯台帳(世帯主を請求
　　者本人とする世帯分)
　　(H29.12.29～H30.2.15)
オ、診療報酬明細書及び
　　調剤報酬明細書(請求者
　　本人分)(H23.3月～
　　H30.2月分)

ア、イ、ウ、エの文書につい
て
「開示請求者以外の個人
情報に関する部分」は、開
示することにより開示請求
者以外の特定の個人を識
別することができるため、条
例第11条の2第2号個人情
報に該当し非開示
「職員の所見や援助方針が
記載された部分」は、開示
することにより、今後の相談
記録事務の適正な遂行に
支障が生じるおそれがある
ため、条例第11条の2第6
号行政運営情報エに該当
し非開示

アの文書について
「他部署や他機関の所見
や援助方針が記載された
部分」は、開示することによ
り、今後の相談記録事務の
適正な遂行に支障が生じる
おそれがあるため、条例第
11条の2第6号行政運営情
報エに該当し非開示

生活福
祉課

「診療報酬明細
書及び調剤報酬
明細書」は医療
機関へ開示に係
る意見照会が必
要なため、
H30.5.31まで期
間延長
H30.5.31に左欄
のとおり部分開示
と決定した



Ｎｏ
請求

年月日
請求内容

決定
年月日

決定内容
実施
方法

開示した個人情報名
部分開示又は非開示とした

部分と理由
所管課 備         考

8

H30.4.23 請求者が支払い続けた亡
父の固定資産税につい
て、その支払いの証明と支
払った金額がわかるもの

H30.5.2 開示 写しの
交付

固定資産税・都市計画税の
納付記録(H15年度～H26年
度分)

収納課 遺族（子）からの
請求
H27年度以降分
は、納税証明書
の発行により対応

9

H30.4.25 請求者が身体障害者手帳
を申請した際の診断書

H30.5.1 開示 写しの
交付

身体障害者診断書・意見書
（聴覚機能障害用）(H15.8.11
付)

障害支
援課

10

H30.5.15 請求者が身体障害者手帳
を申請した際の診断書

H30.5.25 開示 写しの
交付

身体障害者診断書・意見書
（言語機能障害用及び肢体
不自由用）（H27.5.25付、
H28.6.15付）

障害支
援課

11

H30.5.23 請求者の給与差押に伴う
支給額・控除額の通知
(H26.7月、8月、12月、
H27.7月、12月支給分）

H30.5.30 部分開示 写しの
交付

ア、●●株式会社宛ての差
　　押金額算定通知(H26.7
　　月、8月、12月、
　　H27.7月、12月分)
イ、給与差押に伴う支給額・
　　控除額の通知(H26.7月、
　　8月、12月、H27.7月、
　　12月分）

アの文書について
「FAX送付先氏名」は、開
示請求者以外の個人に関
する情報であり、条例第11
条の2第2号個人情報に該
当し非開示

収納課

12

H30.5.25 請求者が愛の手帳を申請
した際の診断書

H30.6.8 開示 写しの
交付

判定書(愛の手帳交付
用)(H30.4.9付)

障害支
援課



Ｎｏ
請求

年月日
請求内容

決定
年月日

決定内容
実施
方法

開示した個人情報名
部分開示又は非開示とした

部分と理由
所管課 備         考

13

H30.5.29 委任者3名のそれぞれ以下
の期間のレセプト

1.H24.1.20～H27.11.3
2.H25.9.2～H29.4.18
3.H24.11.27～H29.3.1

H30.7.11 部分開示 写しの
交付

委任者3名のそれぞれ以下
の期間の診療報酬明細書及
び調剤報酬明細書
ア、H25.8月～H27.11月(2病
　　院分)
イ、H25.9月～H29.4月(4病
　　院分)(3薬局分)
ウ、H25.5月～H29.3月(7病
　　院分)(3薬局分)

「H25.4月以前の診療報酬
明細書」は、保存年限5年
が経過し廃棄済みのため
不存在

保険年
金課

委任状による任
意代理人（弁護
士）からの請求
委任者は3名であ
り、それぞれ請求
内容（期間）が異
なるため、請求件
数における請求
者数へは3名を計
上

医療機関への意
見照会に時間を
要するため
H30.7.27まで期
間延長
H30.7.11に左欄
のとおり部分開示
と決定した



Ｎｏ
請求

年月日
請求内容

決定
年月日

決定内容
実施
方法

開示した個人情報名
部分開示又は非開示とした

部分と理由
所管課 備         考

14

H30.6.19 請求者の夫の印鑑登録証
明書が交付された記録
（H30.6.19分）

H30.6.21 非開示
（個人情
報の不存
在）

該当記録が存在しないた
め
（請求期間内に印鑑登録
証明書の交付なし）

市民課 委任状による任
意代理人（配偶
者）からの請求

H30.7.2 部分開
示

写しの
交付

請求者本人の相談記録
(H30.2.26～H30.6.14)

「職員の所見及び市の支援
方針に係ることが記載され
た部分」は、開示することに
より、今後の相談記録事務
の適正な遂行に支障が生
じるおそれがあるため、条
例第11条の2第6号行政運
営情報エに該当し非開示

子育て
支援課

H30.7.4 開示 写しの
交付

相談カード(H29.4.20付、
H30.4.18付)

生活福
祉課

15

H30.6.21 請求者本人が東村山市
（子育て支援課、婦人相談
員、心理士）へ、家庭の問
題を相談した内容の写しや
記録(H29.3月～H30.6月)



Ｎｏ
請求

年月日
請求内容

決定
年月日

決定内容
実施
方法

開示した個人情報名
部分開示又は非開示とした

部分と理由
所管課 備         考

16

H30.6.29 委任者の亡母の介護保険
要介護認定・要支援認定
等結果通知書の内容（H22
年～H29年）

H30.7.5 開示 写しの
交付

介護保険要介護認定・要支
援認定等結果通知書（認定
年月日がH24.2.9、
H24.6.27、H26.1.21、
H28.1.20、H29.2.13）

介護保
険課

遺族(子)の委任
状による任意代
理人(弁護士)から
の請求

17

H30.8.10 請求者の子が身体障害者
手帳を申請した際の診断
書

H30.8.13 開示 写しの
交付

身体障害者診断書・意見書
(肢体不自由用)(H14.2.20付)

障害支
援課

未成年者の法定
代理人（親権者）
からの請求

18

H30.8.28 委任者の亡父の認定調査
票・主治医意見書・介護保
険通知書等の介護保険要
介護認定に関する資料一
切

H30.9.7 開示 写しの
交付

介護保険要介護認定・要支
援認定等結果通知書・主治
医意見書・認定調査票（認定
年月日がH28.3.17、
H29.2.14、H30.3.14）

介護保
険課

遺族(子)の委任
状による任意代
理人(弁護士)から
の請求

19

H30.8.28 愛の手帳を取得した時の
診断書

H30.8.29 開示 写しの
交付

判定書(愛の手帳交付
用)(H25.12.19付)

障害支
援課

20

H30.9.7 愛の手帳を取得した時の
診断書

H30.9.19 開示 写しの
交付

判定書(愛の手帳交付
用)(H24.4.8付)

障害支
援課

21

H30.9.11 妻の特定医療支給認定申
請のため、新規申請時に
病院が発行した「臨床調査
個人票」

H30.9.12 開示 写しの
交付

第3号様式（第4条関係）難病
医療費助成新規申請時の診
断書（臨床調査個人票）

障害支
援課

委任状による任
意代理人（配偶
者）からの請求

22

H30.9.20 請求者の叔母が入所して
いた施設から市に提出され
た事故報告書

H30.10.3 開示 写しの
交付

施設より市に提出された、請
求者叔母に関する事故報告
連絡票(H30.8.26付)

介護保
険課

委任状による任
意代理人(姪）か
らの請求



Ｎｏ
請求

年月日
請求内容

決定
年月日

決定内容
実施
方法

開示した個人情報名
部分開示又は非開示とした

部分と理由
所管課 備         考

23

H30.10.10 印鑑登録証明書が交付さ
れた記録（H30.9.1～10.10
の間）

H30.10.15 開示 写しの
交付

印鑑登録証明書交付申請書
(H30.9.19付、H30.10.4付)

市民課

24

H30.10.16 住民票の写しが交付された
記録（H30.9.1～10.16の
間）

H30.10.19 開示 写しの
交付

住民票の写し等の交付申請
書(H30.9.21付)

市民課

25

H30.10.22 請求者に係る以下の書類
が交付された記録
1、戸籍謄本
2、戸籍抄本
3、住民票の写し

H30.10.31 開示 写しの
交付

住民票の写し等の交付申請
書(H30.9.26付)

市民課 1、2の文書は、請
求者の本籍地が
他区市町村であ
るため、当市では
交付が出来ず記
録もないことを口
頭でお伝えした。

26

H30.10.22 請求者に係る以下の書類
が交付された記録
1、戸籍謄本
2、戸籍抄本
3、住民票の写し

H30.10.31 開示 写しの
交付

住民票の写し等の交付申請
書(H30.9.26付)

市民課 1、2の文書は、請
求者の本籍地が
他区市町村であ
るため、当市では
交付が出来ず記
録もないことを口
頭でお伝えした。



Ｎｏ
請求

年月日
請求内容

決定
年月日

決定内容
実施
方法

開示した個人情報名
部分開示又は非開示とした

部分と理由
所管課 備         考

27

H30.10.23 委任者の●●薬局の調剤
報酬明細書(H27.9.7～
H28.4.5分)

H30.11.16 開示 写しの
交付

委任者の●●薬局の調剤報
酬明細書(H27.11月～H28.4
月分)

保険年
金課

委任状による任
意代理人（弁護
士）からの請求

受診医療機関へ
開示について照
会が必要なため
H30.12.10まで期
間延長
H30.11.16に左欄
のとおり開示と決
定した

28

H30.10.25 印鑑登録証明書が交付さ
れた記録（H30.1.1～10.25
の間）

H30.10.31 開示 写しの
交付

印鑑登録証明書交付申請書
(H30.10.25付)

市民課

29

H30.11.2 委任者の夫の死亡時の要
介護度が分かる書類

H30.11.6 開示 写しの
交付

介護保険要介護認定・要支
援認定等結果通知書(認定
日がH29.12.1)

介護保
険課

遺族（配偶者）か
ら委任された任
意代理人(税理
士)の請求

30

H30.11.8 印鑑登録証明書が交付さ
れた記録（H30.9.1～11.8
の間)

H30.11.13 開示 写しの
交付

印鑑登録証明書交付申請書
(H30.9.19付)

市民課



Ｎｏ
請求

年月日
請求内容

決定
年月日

決定内容
実施
方法

開示した個人情報名
部分開示又は非開示とした

部分と理由
所管課 備         考

31

H30.11.12 印鑑登録証明書が交付さ
れた記録（H30.11.11～
11.12)

H30.11.15 非開示
（個人情
報の不存
在）

該当記録が存在しないた
め
（請求期間内に印鑑登録
証明書の交付なし）

市民課

32

H30.11.27 請求者の母の死亡時の要
介護度が分かる書類

H30.12.3 開示 写しの
交付

介護保険要介護認定・要支
援認定等結果通知書(認定
日がH29.9.13)

介護保
険課

遺族（子）からの
請求

33

H30.11.30 請求者の母が入所している
施設から市に提出された事
故報告書

H30.12.6 非開示
（個人情
報の不存
在）

事故報告書の提出を受け
ておらず、請求された書類
が存在しないため

介護保
険課

子(長男)からの請
求。施設利用契
約時に長男が利
用者保護者とし
て契約しているこ
とから、当該施設
で起きた母の事
故報告書を長男
へ開示することに
ついて母の承諾
の意思ありとみな
して受付した。

34

H30.12.3 身体障害者手帳を取得し
た時及び直近更新時の診
断書

H30.12.6 開示 写しの
交付

ア、身体障害者診断書・意見
　　書（肢体不自由用）
　　(H11.10.4付)
イ、身体障害者診断書・意見
　　書（肢体不自由一般用）
　　(H13.4.4付)

障害支
援課



Ｎｏ
請求

年月日
請求内容

決定
年月日

決定内容
実施
方法

開示した個人情報名
部分開示又は非開示とした

部分と理由
所管課 備         考

35

H30.12.6 印鑑登録証明書が交付さ
れた記録（H30.10.1～登録
抹消の届出日)

H30.12.14 開示 閲覧 ア、印鑑登録証明書交付申
　　請書(H30.11.5付)
イ、印鑑登録証明書発行ロ
　　グ及びコンビニエンス
　　ストア証明書発行記録
　　(H30.11.14付)

市民課

36

H30.12.17 戸籍の写しが交付された記
録(H30.11.3～H30.12.17
の間)

H30.12.19 部分開示 写しの
交付

ア、戸籍謄本等職務上請求
　　書(H30.11.2付)
イ、戸籍証明書発行履歴一
　　覧及びコンビニエンス
　　ストア証明書発行記録
　　(H30.11.10付)

アの文書について
「弁護士の印影」は、事業
を営む個人の当該事業に
関する情報であり、開示す
ることにより当該個人の権
利、その他事業運営上の
利益が損なわれるおそれ
があるため、条例第11条の
2第3号法人等情報に該当
し非開示
「家裁へ申立予定の内容」
「法律事務所の担当事務
員名」は、開示請求者以外
の個人に関する情報であり
開示することにより当該個
人の権利利益を害するお
それがあるため、条例第11
条の2第2号個人情報に該
当し非開示

市民課



Ｎｏ
請求

年月日
請求内容

決定
年月日

決定内容
実施
方法

開示した個人情報名
部分開示又は非開示とした

部分と理由
所管課 備         考

37

H30.12.26 亡姉の要介護認定の結果
がわかるもの（最初の認定
時から最終まで）

H31.1.4 開示 写しの
交付

介護保険要介護認定・要支
援認定等結果通知書(認定
日がH23.6.21、H23.11.16、
H24.7.27、H25.6.10、
H27.7.1、H29.6.15)

介護保
険課

相続人(弟)からの
請求

38

H31.1.11 亡くなった両親に係る以下
のこと
1、介護保険を利用してい
　　た期間(施設へ入所し
　　ていた期間)
2、入所していた施設名
3、月別の介護給付費
4、月別の自己負担額

H31.1.16 開示 写しの
交付

介護保険施設入所の給付実
績一覧(入所期間、施設名
称、保険給付額、利用者負
担額)

介護保
険課

相続人(子)からの
請求

39

H31.1.21 住民票、戸籍の附表等現
住所が分かるものが発行さ
れた記録(H30.11.1～
H31.1.21)

H31.1.18 部分開示 閲覧 住民票の写し等の交付申請
書(H30.11.15付、H31.12.3
付)

「戸籍の附票の発行記録」
は、請求内容にある期間内
に当該附票を発行した記
録がないため文書不存在

市民課

40

H31.2.4 請求者の子が愛の手帳を
取得した時の診断書

H31.2.7 開示 写しの
交付

判定書(愛の手帳交付
用)(H25.10.24付)

障害支
援課

委任状による任
意代理人(母)から
の請求



Ｎｏ
請求

年月日
請求内容

決定
年月日

決定内容
実施
方法

開示した個人情報名
部分開示又は非開示とした

部分と理由
所管課 備         考

41

H31.2.8 課税証明書が発行された
記録が分かるもの(H29.1.1
～H31.2.8)

H31.2.18 部分開示 写しの
交付

ア、市・都民税　課税・非課
　　税証明書申請書(H29.
　　6.16付)
イ、市民税・都民税　課税・
　　非課税証明書交付申請
　　書(H30.12.12付)

アの文書について
「開示請求者以外の証明
書発行対象者及び使い
道」は、開示請求者以外の
個人に関する情報のため、
条例第11条の2第2号個人
情報に該当し非開示

課税課

42

H31.3.6 利用していた介護サービス
事業者から市へ提出された
事故報告書

H31.3.13 部分開示 写しの
交付

事業者より市に提出された、
事故報告書

「事業所責任者の印影」
は、開示請求者以外の個
人に関する情報であって、
開示することにより、印影の
偽造、不正使用など開示請
求者以外の個人の権利利
益を害するおそれがあるた
め、条例第11条の2第2号
個人情報に該当し非開示

介護保
険課

43

H31.3.11 請求者夫が利用していた
介護サービス事業者から市
へ提出された事故報告書

H31.3.20 部分開示 写しの
交付

事業者より市に提出された、
請求者夫に関する事故報告
書

「事業所責任者の印影」
は、事故当事者及び開示
請求者以外の個人に関す
る情報であって、開示する
ことにより、印影の偽造、不
正使用など事故当事者及
び開示請求者以外の個人
の権利利益を害するおそ
れがあるため、条例第11条
の2第2号個人情報に該当
し非開示

介護保
険課

配偶者(妻)からの
請求。介護サー
ビス利用契約時
に妻が利用者代
理人として契約し
ていることから、
当該事業所で起
きた夫の事故報
告書を妻へ開示
することについて
夫の承諾の意思
ありとみなして受
付した。



Ⅴ  個人情報保護運営審議会の状況 

  個人情報保護制度は、市民と市との間における個人情報の取扱いについてルール化し、市民

の基本的人権を守っていくことを目的としています。そこで、この制度を公正かつ適正に運用し、よ

り発展させていくために、市長の附属機関である「個人情報保護運営審議会」を設置しています。

審議会の委員は、市民及び学識経験者の 7人で構成されています。 

１ 個人情報保護運営審議会委員    

No. 区  分 氏      名 職  業  等 備        考 

1 
学識 

経験者 臼
う す

井
い

雅
ま さ

子
こ

 大学教授 

H19.2.16就任。情報公開

運営審議会委員、入札等

監視委員会委員を兼任 

会長 

2 
学識 

経験者 日 下 直 喜
く さ か な お き

 

元（社福）昭島市社

会福祉事業団常務

理事兼事務局長、

元昭島市役所企画

部長 

H29.2.16就任 

 

 

 

3 市 民 嶋
し ま

田
だ

節
せ つ

男
お

 
元会社員、ボラン

ティア 

H21.2.16就任。情報公開

運営審議会委員を兼任 

 

 

 

4 
学識 

経験者 田
た む

村
ら

初
は つ

惠
え

 
元損害保険会社顧

問 
H23.2.16就任 

会長 

職務代理 

5 
学識 

経験者 當 間
と う ま

丈
た け

仁
ひと

 

東京都市町村職員

研修所特別講師、

元東村山市役所総

務部長 

H29.2.16就任  

6 市 民 広 井
ひ ろ い

勝 夫
か つ お

 

地域包括支援セン

ターセンター長、 

社会福祉士 

H30.6.1就任。公募委員  

7 市 民 水
み ず

越
こ し

久
ひ さ

吉
よし

 
社会保険労務士、

行政書士 

H25.2.16 就任。公募委

員。国民健康保険運営協

議会委員、地域包括ケア

推進協議会委員、空家等

対策協議会委員を兼任 

 

（敬称略・五十音順）        （任期：平成 31年 2月 16日～平成 33年 2月 15日） 

 

※広井委員は、前任の委員が平成30年1月に退任したことに伴い、公募により6月1日に委 

員に就任しました。 

 

 

 

 



２ 審議会の開催内容 

開催日 審       議       内       容 

第 1回 

H30.4.19 

諮問第 1号 乳幼児医療証及び義務教育就学児医療証の印刷及び封入封緘

等業務委託〈健康増進課〉 

 

諮問第 2号 住民情報系基幹システム保守業務委託における仕様変更（リモ

ート保守）〈情報政策課・保険年金課〉 

 

第 2回 

H30.8.21 

諮問第 3号 第5次総合計画等策定支援業務委託及び住民基本台帳の目的外

利用〈行政経営課〉 

 

諮問第 4号 東村山市立第二保育園及び第六保育園民間移管事業に係る合

同保育業務委託〈子ども育成課〉 

 

第 3回 

H30.10.23 

諮問第 5号 介護保険指定事業者等管理システム導入に係る業務委託〈介護

保険課〉 

 

諮問第 6号 集団健診受付業務委託〈健康増進課〉 

第 4回 

H30.11.20 

諮問第 7号 アライグマ・ハクビシン等駆除委託〈環境・住宅課〉 

第 5回 

H31.2.8 

諮問第 8号 肢体不自由等の児童・生徒に係る介助員事業委託〈子ども・教育

支援課〉 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

情報公開・個人情報保護不服審査会 



Ⅵ  情報公開・個人情報保護不服審査会の状況 

  市民による情報公開又は個人情報開示等の請求を、実施機関が全部又は一部を拒否

又は存否応答拒否の決定したことに対して、請求者から「審査請求」がなされたとき、

審査庁は原則として裁決をする前に不服審査会に諮問して答申を得なければなりませ

ん。不服審査会は第三者的に適法性を審査する機関です。 

 現在、弁護士 2名・大学教授 1名で構成されており、東村山市長から委嘱されてい

ます。    

１ 情報公開・個人情報保護不服審査会委員    

No 区  分 氏      名 職  業  等 

1 会  長 木
きの

  下
した

  健
けん

  治
じ

 弁護士 

2 委  員 辻
つじ

     洋
よ う

  一
いち

 弁護士 

3 委  員 西
にし

  原
はら

  雄
ゆう

  二
じ

 大学教授 

（定数 3/任期 2年：再任を妨げない。） 

２ 審査会の内容  

平成 30年度中の開催はありません。 

 

３ 諮問等の状況（平成 30 年度） 

種   別 審査請求 新規諮問 
年度末時点で

審議中 
答申 

情報公開請求 0件 0 件 0件 0件 

個人情報開示等請求 0件 0 件 0件 0件 

 

４ 答申の状況  

平成 30年度中に受けた答申はありません。 


