会議の名称

第５１回座間市個人情報保護審査会会議録

開催日時

平成２７年２月４日（水）１４時００分～１４時４０分

開催場所

市役所５階 ５－３会議室

出 席 者

（委員）平田会長、飯島副会長、長田委員、齋藤委員、曽根委員

事 務 局

小林文書法制課長、白井情報公開係長、吉野主査

公開の可否

■公開 □一部公開 □非公開

議

傍聴人

０人

題 １ 条例第８条第３、４項の規定に基づく報告事項

資料の名称

第５１回個人情報保護審査会資料

会議の内容

（会議結果）
１ 議題１のうち条例第８条第３、４項の規定に基づき報告された別紙案件につ
いては、意見はない。
（会議内容）
（事務局：小林）定刻となりましたので、第５１回個人情報保護審査会を開催し
ます。議事については、会長に議長となっていただくこととなっていますの
で、よろしくお願いします。
（会長）それでは、議事の進行につきまして御協力をお願いします。本日は諮問
事項がないため、報告事項ア（新規登録）の報告をお願いします。
《事務局報告》
（会長）御質問、御意見がある方はどうぞ。
（齋藤委員）新規報告の連番１１、消防管理課の登録簿の提供先に株式会社ドー
ンとあるが、これはどのような企業ですか。
（事務局：吉野）事務の名称に記載されている「Ｗｅｂ１１９緊急通報システ
ム」というシステムを提供・管理する企業です。
（事務局：白井）前回審査会の諮問事項として審議いただきました、消防指令セ
ンターに関連する事項です。この指令センターで緊急通報を受信しますが、
聴覚障害を持つ方など、電話による通報が困難な方向けのサービスとして、
スマートフォンで通報できるアプリケーションを提供することとなりまし
た。文字上の会話（チャット）ができる機能、ワンプッシュで消防を呼び出
すことができる機能があります。株式会社ドーンは、そのアプリケーション
のデータベースを一元管理する企業です。
（会長）ほかに質問や意見はないですか。ないようでしたら、次に報告事項イ
（変更登録）の報告をお願いします。
《事務局報告》
（会長）御質問、御意見がある方はどうぞ。
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（長田委員）今回、同時に変更登録の報告を受けた登録簿の開始等の年月日が
様々な日付になっていますが、違う理由は何ですか。法律や条例施行日と関
連ありますか。
（事務局:吉野）事務的な手続を申し上げますと、登録簿の新規、変更及び廃止登
録は課長決裁となっています。その決裁日を開始等の年月日として記載して
います。
（曽根委員）変更報告の連番３、健康づくり課の登録簿の変更理由にある「集団
に属していない乳幼児」とはどのようなことですか。
（事務局：吉野）保健師によると「集団に属していない乳幼児」とは保育園や幼
稚園に通っていない乳幼児のことです。市の乳幼児健診未受診者であって
も、保育園や幼稚園に通園している乳幼児であれば、それぞれの施設で健診
を受診し発育状況を確認されている可能性が高いと推測できるため、健診促
進について緊急性がないとみなします。集団に属していない場合、虐待の疑
いも想定できます。また、保健師が各家庭に直接連絡、訪問する時間帯を調
整するための参考情報としても使います。
（会長）ほかに質問や意見はないですか。ないようでしたら、次に報告事項ウ
（廃止登録）の報告をお願いします。
《事務局報告》
（会長）御質問、御意見がある方はどうぞ。
（飯島委員）廃止とされた個人情報取扱事務登録簿は、どのように管理していま
すか。廃止された記録はどの程度の期間残されますか。
（事務局：吉野）紙媒体としては、新規・変更分と合わせて廃止分を一緒に綴り
長期保管します。基本的に廃棄処分はしません。
（事務局：小林）通常、市の文書管理のルールでは、行政文書は、その内容に応
じて保存年限を設定し、保存年限経過後に速やかに廃棄処分するものと、こ
ちらの個人情報取扱登録簿のように、保存年限を設定せず、常用文書として
管理するものがあります。常用の場合、基本的には廃棄処分はしないという
ことになります。
（事務局：白井）登録簿の場合、組織変更があれば登録簿を組織に合わせて全面
的に組み直し、新しい登録簿を作成します。その場合、既に廃止済み登録簿
は引き継がないなどの方法で登録簿を整理することもあります。ただし、電
子ファイルは永続的に残します。
【その他】
（会長）その他の事項として事務局から何かありますか。
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（事務局：白井）先般お話ししておりました番号法に関わる特定個人情報保護評
価について、進捗状況を御報告します。現在、担当課へ説明を行った上で、
実際の記載の作業を行っているところです。
戸籍住民課が取り扱う住民基本台帳は平成２７年４月からの使用を想定し
ています。システムが確定する日までに評価を行わなければならないため、
３月当初までには委託相手先と主な仕様を固め、評価を行う予定です。それ
以外の事務は、新年度の予算で委託契約を行い、４月以降に仕様を固めて評
価をする予定ですので、恐らく平成２７年度の次の審査会には、全ての事務
について御報告できると思います。
なお、特定個人情報保護評価は、全項目評価、重点項目評価、基礎項目評
価というように３種類ありますが、座間市の場合は、３０万件以上のデータ
を取り扱う事務がないので全項目評価に該当する事務はありません。１０万
件以上取り扱う場合は重点項目評価をすることとなっており、戸籍住民課、
市民税課、収納課に該当する事務があります。重点項目評価は、第三者機関
への諮問が必要ないものとなっているため、審査会に報告だけさせていただ
く予定です。それ以外の事務は、基礎項目評価という簡易なもので済みま
す。特定個人情報保護評価に関しては、今後も随時御報告させていただきま
す。
また、番号法の関係で、座間市個人情報保護条例を一部改正します。９月
議会に上程することを想定しています。個人情報を扱う案件ですので、パブ
リックコメントを実施する必要があると考えますので、パブリックコメント
（案）を６月審査会で提示し、御意見を伺い、その内容でパブリックコメン
トにかけます。その後、７月中に再度審査会を開催し、パブリックコメント
の結果などについて御報告したいと考えます。
登録簿の書式も若干変わる予定です。全ての登録簿を対象として変更しま
すが、書式変更のみの場合は審査会に報告しません。事務内容に変更がある
場合のみ、審査会に報告することとします。事務局からは以上です。
（会長）それでは、本日の審査会を閉会します。
《閉会》
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報告事項ア
連番

登録担当課

登録理由

個人情報取扱事務登録簿の新規登録（条例第８条第３項）報告事案
登録番号

事務の名称

登録年月日

開始等年月日

区分 収集先、収集方法

（別表１）
個人情報を取り扱う理由

1

企画政策課

新規事務
(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ)

0201-119

行政手続条例の一部改正案に係る
パブリックコメント実施に関する事務

平成26年12月22日

平成27年4月1日 固有 本人

提出された意見について疑義が生じ
たときに連絡するため

2

介護保険課

新規事務
(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ)

0607-163

第三次地方分権一括法に基づく条例
改正に伴う、パブリックコメント実施に 平成26年10月31日
関する事務

平成26年11月5日 固有 本人

意見提出者の要件を審査し、提出し
た意見に疑義が生じたときに連絡す
るため

3

福祉長寿課

新規事務
(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ)

0701-153

座間市生活困窮者自立支援指針素
案のパブリックコメント実施に関する
事務

平成26年11月20日 平成26年12月25日 固有 本人

意見提出者の要件を審査し、提出し
た意見に疑義が生じたときに連絡す
るため

4

子育て支援課

新規事務
(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ)

0703-125

座間市子ども・子育て支援事業計画
（素案）についてのパブリックコメント
実施に関する事務

平成26年11月20日 平成26年11月20日 固有 本人

提出された意見について疑義が生じ
た場合の確認のため

5

保育課

新規事務
(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ)

0704-114

座間市立保育園運営規則の改正に
関するパブリックコメント実施に関す
る事務

平成27年1月16日

平成27年2月1日 固有 本人

提出された意見について疑義が生じ
た場合の確認及び回答のため

6

都市計画課

新規事務
(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ)

0801-147

まちづくり交付金 モニタリングシート
（原案）座間地区」の公表に伴うパブ
リックコメント実施に関する事務

平成26年12月8日 平成26年12月19日 固有 本人

意見を提出できる要件の審査及び提
出された意見について疑義が生じた
場合の確認のため

7

資源対策課

新規事務

0502-137

座間市クリーンセンター職業体験実
習受入れに関する事務

平成26年10月6日

8

健康づくり課

新規事務

0601-145

がん検診無料クーポン券償還払いに
関する事務

平成27年1月8日

平成26年8月1日 固有 本人

申請者に料金を払い戻すため

9

スポーツ課

新規事務

0602-144

チャレンジデーに関する事務

平成26年12月1日

平成27年2月1日 固有 本人

実行委員会開催の通知のため

10 子育て支援課

11 消防管理課

新規事務

新規事務

0703-124

1203-120

児童手当（子ども手当）及び児童扶
養手当の債権事務

平成26年10月6日 固有

利用課、提供先

職業体験実習に参加す 職業体験実習に参加する生徒の把
る生徒の所属する学校 握と連絡のため

本人、
法務局、市民税課、固
定資産税課、収納課、
平成26年9月1日 固有
債権を回収するため
戸籍住民課、国保年金
課、生活援護課、水道
経営課

平成26年9月1日

海老名市、座間市及び綾瀬市Ｗｅｂ１
平成26年11月17日
１９緊急通報システムに関する事務

平成27年3月1日 固有 本人
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サービス利用希望者を登録する

1. 海老名・座間・綾瀬消防指令
センター
2. （株）ドーン
3. 医療機関
4. 通訳者（手話・要約）
5. 緊急連絡先

報告事項ア
連番

登録担当課

登録理由

個人情報取扱事務登録簿の新規登録（条例第８条第３項）報告事案
登録番号

事務の名称

登録年月日

開始等年月日

区分 収集先、収集方法

（別表１）
個人情報を取り扱う理由

12 教育総務課

新規事務

4101-108

施設型給付費負担金（幼稚園）

平成27年1月8日

本人、
平成27年4月1日 固有 市民税課、戸籍住民
課、保育課

13 教育総務課

新規事務

4101-109

幼稚園一時預かり事業

平成27年1月8日

平成27年4月1日 固有

14 スポーツ課

登録簿見直しに
0602-145
よる

ニュースポーツ教室に関する事務

平成26年12月1日

平成26年4月1日 固有 本人

参加者の把握及び緊急時の連絡の
ため

15 スポーツ課

登録簿見直しに
0602-146
よる

親子サッカー教室に関する事務

平成26年12月1日

平成25年8月1日 固有 本人

参加者の把握及び緊急時の連絡の
ため

16 スポーツ課

登録簿見直しに
0602-147
よる

カローリング教室、大会に関する事
務

平成26年12月1日

平成26年4月1日 固有 本人

参加者の把握及び緊急時の連絡の
ため

17 介護保険課

登録番号0607153の登録簿見
直しにより一部
分割して作成

介護予防事業普及啓発事業の講演
会等の講師に関する事務

平成26年11月20日 平成26年11月20日 固有 本人

講演会開催に当たり、連絡、報酬支
払いのため

18 介護保険課

登録簿見直しに
よる。登録番号
06070607-165
124,130,133を統
合。

要介護・要支援認定に関する事務

19 介護保険課

登録簿見直しに
0607-166
よる

20 介護保険課

21 介護保険課

0607-164

本人、
戸籍住民課

利用課、提供先

所得状況を審査し、給付費を確定す
るため
一時預かり事業の適正管理及び補
助金支払いのため

主治医、神奈川県国民健康保
険団体連合会、居宅介護支援
事業者、地域包括支援セン
ター、介護保険施設、地域密着
型サービス事業者等

平成26年12月1日

本人、
平成26年12月1日 固有
主治医、戸籍住民課

要介護・要支援認定のため

要介護・要支援認定調査委託に関す
る事務

平成26年12月1日

本人、
平成26年12月1日 固有 介護認定調査委託事
業者、神奈川県

介護認定調査員の資格を確認する
ため

登録簿見直しに
0607-167
よる

地域密着型サービス事業者の指定
に関する事務

平成26年12月1日

本人、
事業を行うための資格や雇用等の確 神奈川県、国民健康保険団体
平成18年4月1日 固有 地域密着サービス事業
認のため
連合会
者

登録簿見直しに
0607-168
よる

障害者控除対象者認定に関する事
務

平成26年12月1日

平成18年4月1日 固有
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本人、
医師

障害者控除対象者認定のため

連番

登録担当課

報告事項イ

個人情報取扱事務登録簿の変更登録（条例第８条第３項）報告事案

変更理由

登録番号

事務の名称

開始等年月日
(変更年月日）

収集先

（別表２）
個人情報を取り扱う理由

利用課、提供先

平成26年4月1日 本人

座間市統計調査員協議会の事務局を統計係に
置き、会員への連絡を行うため。また各種統計調
座間市統計調査員協議
査員への推薦事務、調査員表彰への推薦事務を
会、神奈川県統計セン
行うため。県統計調査員登録申請を進達し、県か
ター
ら登録完了の通知を受け、座間市の県登録者情
報を把握し連絡等をするため。
国勢調査などの各種統計調査に従事する指導員
神奈川県統計センター
および調査員の名簿の作成及び提出

1

情報システム課

調査員連絡先として取扱項目にＥメールアドレスを追
加する。また、神奈川県統計センターに県統計調査
神奈川県登録統計調査員・座
員登録申請を進達した上でその登録者の管理をする 0305-102 間市統計調査員協議会に関す
ことについて一部変更及び記載漏れがあったため補
る事務
足する。

2

情報システム課

調査員連絡先として取扱項目にＥメールアドレスを追
各種統計調査指導員、調査員
加し、提供先名称を「神奈川県統計課」から「神奈川 0305-111
の任命に関する事務
県統計センター」に変更する。

平成26年4月1日 本人

3

健康づくり課

乳幼児健診未受診者のうち集団に属していない乳幼
児について健診指導を重点的に実施するために、保
育課から通園状況、教育総務課から幼稚園通園情
0601-125 乳幼児の健診等に関する事務
報を新たに収集する。このことに併せて、個人情報記
録の名称等を実際の事務に合わせるように変更す
る。

戸籍住民課、障がい福祉課、子育て
障がい福祉課、子育て
乳児の発育、発達状態の把握や承認通知等の郵
平成26年9月1日 支援課、保育課、生活援護課、教育総
支援課、生活援護課で
送のため
務課
利用

4

国保年金課

児童虐待通報などによる要保護対象とされた児童に
ついて、病歴・医療機関名・受診歴を新たに子育て支 0606-123 療養の給付に関する事務
援課に利用させる。

5

福祉長寿課

臨時福祉給付金の支給に関す
提供先の名称を「県内市町村」から「関係市町村」に
0701-152 る事務・子育て世帯臨時特例 平成27年4月1日
改める。
給付金給付事務

戸籍住民課、市民税課、生活援護課、
臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金を
子育て支援課、障がい福祉課、官公
神奈川県、関係市町村
対象者に支給するため
庁、日本年金機構、職員課

子育て支援課

支給要件確認のため、在席状況や通学状況を新た
に教育総務課、学校教育課から収集する。また、個
人情報取扱事務の目的欄の年齢については、平成２
0703-103 児童手当の支給事務
２年子ども手当開始時に１２歳から１５歳に拡充した
が登録簿を変更していなかったため、併せて変更す
る。

市民税課、固定資産税課、戸籍住民
受給条件に合っているかどうかを確認し、所得を 戸籍住民課、福祉長寿
課、水道経営課、学校教育課、教育総
確認し、決定通知書等を郵送するため
課、生活援護課で利用
務課

6

7

8

平成26年9月1日

平成27年1月15日

子育て支援課

居住状況を確認するために、新たに固定資産税課か
児童扶養手当 新規・諸届・申
0703-106
平成26年9月1日
ら収集する。
請事務

子育て支援課

児童虐待防止・対応のために、新たに母子手帳の交
付状況や通学通園状況、水道使用量、乳幼児健診
受診状況・予防接種受診歴等を関連する個人情報を
次世代育成支援相談事業に関
0703-112
平成26年9月1日
管理する健康づくり課、保育課、水道経営課、教育総
する事務
務課、学校教育課、教育指導課等から収集すること
としたため。

6

神奈川県国保連合会

被保険者の療養関係を確認し適正な支出を行う
子育て支援課で利用
ため

本人、
市民税課、固定資産税課、戸籍住民
課、健康づくり課、国保年金課、保育
受給者資格の判定と手当を支給するため
課、水道経営課、教育指導課、学校教
育課
本人、
相談者、市民税課、固定資産税課、戸
籍住民課、健康づくり課、医療課、国 相談者に対する回答等をするため、継続する相
保年金課、介護保険課、障がい福祉 談等の資料を残すことで相談を円滑に進めるた
課、保育課、生活援護課、水道経営 め、又は児童虐待対応のため
課、教育総務課、学校教育課、教育指
導課

福祉長寿課、生活援護
課、水道経営課、下水道
課で利用

報告事項イ
連番

9

10

11

登録担当課

変更理由

個人情報取扱事務登録簿の変更登録（条例第８条第３項）報告事案
登録番号

事務の名称

開始等年月日
(変更年月日）

収集先

個人情報を取り扱う理由

本人、
私立保育園

保育所入所児童の世帯内容、緊急連絡先、児童
健康づくり課、子育て支
の心身の状況を把握し円滑な保育事業を図るた
援課で利用
め

保育課

幼児・児童虐待防止及び健診指導促進のため、心身
の状況等を新たに健康づくり課、子育て支援課に利
0704-105 保育所児童管理事務
用させる。併せて、個人情報収集方法の書き方や記
録の形態を実際の事務に合わせて変更する。

平成26年10月1日

教育総務課

母子保健法による健診の未受診者のうち集団に属し
ていない幼児や児童を把握し健診指導を重点的に行
うため（登録簿0601-125）に健康づくり課に利用させ
私立幼稚園就園奨励費補助金
4101-103
る。また、児童虐待防止のため同様の児童や幼児を
交付事務
把握するため（登録簿0703-112）子育て支援課に利
用させる。

平成26年10月1日 戸籍住民課、市民税課

介護保険課

登録簿見直しによる

0607-102 座間市配食サービス事業事務

所得状況を審査し、補助金確定長所を作成する
ため

戸籍住民課 地域包括支援センター
国保年金課 医療課 生活援護課 障
平成26年11月20日
配食サービスの利用登録の際に使用
がい福祉課 福祉長寿課(独居登録)

12

介護保険課

登録簿見直しによる

座間市シルバーハウジング生
0607-103
活援助員派遣事業事務

13

介護保険課

登録簿見直しによる

0607-104

地域包括支援センター運営事
業事務

14

介護保険課

登録簿見直しによる

0607-105

座間市要介護高齢者介護手当
平成26年11月20日 市民税課
事業事務

15

介護保険課

登録簿見直しによる

0607-106 座間市おむつ等給付事業事務 平成26年11月20日 戸籍住民課 市民税課 生活援護課

16

介護保険課

登録簿見直しによる

高齢者保健福祉計画・介護保
0607-136 険事業計画策定に伴うアン
ケート実施事務

17

介護保険課

登録簿見直しによる

0607-137 二次予防事業対象者把握事業 平成26年11月20日 医療課、国保年金課

18

介護保険課

登録簿見直しによる

0607-141

19

介護保険課

登録簿見直しによる

座間市高齢者虐待防止ネット
0607-143 ワーク事業 早期発見・見守り
ネットワークに関する事務

座間市高齢者相談に関する事
務

（別表２）

平成26年11月20日 市民税課 福祉長寿課

平成26年11月20日 本人

平成26年11月20日 戸籍住民課

平成26年11月20日

7

健康づくり課、子育て支
援課で利用

地域包括支援センター
口座振替取扱金融機
関、受託事業所、配食業
者

福祉長寿課、社会福祉
法人慈恵会（特別養護
生活援助員派遣に要する利用負担額を決定する
老人ホーム座間苑）、警
ため
察、消防
要援護高齢者の心身の状況、生活状況及び家族
の状況等を的確に把握、記録することにより適切 市内地域包括介護支援
な指導援助を図るため
センター

介護手当受給資格の有無の調査
在宅福祉サービス申請者の身体状況等を把握し
サービスの要否・程度を判断すると共に、家族の
委託業者
課税状況により費用徴収額を決定する

アンケート送付のため

委託先コンサルタント会
社

介護予防を目的として、介護予防の効果がある
サービスを実施するため、ケアプランの作成やケ 地域包括支援センター
アマネジメント業務を行う

居宅介護支援事業所、地域包括支援
センター、介護保険事業所、民生委
高齢者に対する生活、介護、医療、権利擁護等
員、他の個人、戸籍住民課 市民税課 の相談を受け対応を検討するため

平成26年11月20日 本人

利用課、提供先

通報者の確認及び連絡調整のため

地域包括支援センター、
居宅介護支援事業所、
介護保険事業所、民生
委員
地域包括支援センター、
民生委員、居宅介護支
援専門員、介護保険
サービス事業所

報告事項イ
連番

登録担当課

個人情報取扱事務登録簿の変更登録（条例第８条第３項）報告事案

変更理由

登録番号

事務の名称

座間市高齢者虐待防止ネット
0607-144 ワーク事業 早期発見・見守り
ネットワークに関する事務

開始等年月日
(変更年月日）

収集先

（別表２）
個人情報を取り扱う理由

利用課、提供先

地域包括支援センター、
居宅介護支援事業所、地域包括支援
民生委員、居宅介護支
センター、介護保険事業所、民生委
被虐待者の確認、虐待予防・防止のため、介護、
援専門員、介護保険
平成26年11月20日 員、他の個人、戸籍住民課 市民税課 居住、家族、経済関係など総合的に検討するた
サービス事業所
消防 警察 各医療機関
め
警察 消防 医療機関

20

介護保険課

登録簿見直しによる

21

介護保険課

登録簿見直しによる

22

介護保険課

登録簿見直しによる

23

介護保険課

登録簿見直しによる

24

介護保険課

登録簿見直しによる

0607-148 高齢者栄養改善事業

戸籍住民課
平成26年11月20日 地域包括支援ｾﾝﾀｰ

高齢者栄養改善訪問事業対象者を把握し、訪問
地域包括支援センター
時に効果的な助言を行い、結果を本人及び地域
包括支援センターに報告するため

25

介護保険課

登録簿見直しによる

0607-149 高齢者口腔機能の向上事業

戸籍住民課
平成26年11月20日 地域包括支援ｾﾝﾀｰ

高齢者口腔機能の向上事業対象者を把握し、訪
地域包括支援センター
問時に効果的な助言を行い、結果を本人及び地
域包括支援センターに報告するため

26

介護保険課

登録簿見直しによる

0607-150 介護予防事業評価事業

平成26年11月20日

27

介護保険課

登録簿見直しによる

0607-151 家族介護教室

平成26年11月20日 本人

28

介護保険課

登録簿見直しによる

0607-152

29

介護保険課

登録簿見直しによる

0607-153 介護予防事業普及啓発事業

座間市高齢者虐待防止ネット
0607-145 ワーク事業 実務担当者カン
ファレンスに関する事務
座間市高齢者虐待防止ネット
ワーク事業 保健医療福祉
0607-146
サービス介入ネットワークに関
する事務
座間市高齢者虐待防止ネット
0607-147 ワーク事業 関係専門機関相
談員に関する事務

平成26年11月20日 本人

カンファレンスの開催、連絡調整、報告書等の作
成

平成26年11月20日 本人

事例検討会の開催、連絡調整、報告書等の作成

平成26年11月20日 本人

事例検討会の開催、連絡調整、報告書等の作
成、委員の選任、委嘱、報酬の支払い

地域包括支援センター、神奈川県国
民健康保険団体連合会

運動器の機能向上事業 いきい
戸籍住民課、地域包括支援センター
平成26年11月20日
き運動教室
から取得
平成26年11月20日 本人

8

地域支援事業の二次予防事業対象者と地域包
括支援センターの新予防給付対象者、その他の
相談者の評価を行うため
家族介護教室参加者を把握し、教室の案内等を
連絡するため
いきいき運動教室参加者を把握し、安全かつ効 地域包括支援センター、
果的な方法で支援し、結果を本人及び地域包括 講師、送迎業務委託事
支援センターに報告するため
業者
参加者を把握し、実績を集計するため

報告事項ウ
連番

登録担当課

個人情報取扱事務登録簿の廃止登録（条例第８条第４項）報告事案

廃止理由

登録番号

事務の名称

（別表３）
開始等年月日
(廃止年月日）
平成26年4月1日

選手の個人情報

平成25年3月31日

パブリックコメントに意見を寄せた者の個人
情報

介護認定申請者の個人情報

1

スポーツ課

事務の廃止

0602-105 ８市親善野球大会に関する事務

2

介護保険課

事務の廃止

0607-160

3

介護保険課

登録簿0607-165（新規登録）に統
0607-124 主治医意見書作成料支払事務
合

平成26年11月30日

4

介護保険課

登録簿0607-165（新規登録）に統
0607-130 介護保険の要介護認定審査・判定事務
合

平成26年11月30日

5

介護保険課

登録簿0607-165（新規登録）に統
0607-133 介護支援専門員への介護認定情報の提供
合

平成26年11月30日

座間市の地域密着型サービスの基準及び地域密着型介護予防サービスの基準を
定める条例に関するパブリックコメントに関する事務

9

個人の類型

要介護認定審査・判定対象者等の個人情報

要介護認定審査・判定対象者等の個人情報

