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令和２年度 個人情報保護制度の実施状況報告書 

（令和３年３月末現在） 

１ 開示請求等件数      （件） 

請求区分 請求件数 

開 示 54 

訂 正 0 

利用停止 0 

合 計 54 

   ※ 市民病院では、診療情報に係る情報提供制度を実施し、市民の利便を図っています。 

（令和２年度 ５８件）。この件数は上記に含みません。 

   ※ 開示請求に簡易開示は含みません。 

 

２ 開示請求等処理内訳                  （件） 

請求区分／ 

処理内訳 

開 示 訂 正 利用停止 合 計 

開 示 29 0 0 29 

一部開示 19 0 0 19 

拒 否 8 0 0 8 

審査中 0 0 0 0 

取下げ 0 0 0 0 

合 計 56 0 0 56 

   ※ １つの請求で複数の決定を行っているものがあることから、実際の請求件数と処理内訳の件数 

が異なります。 

 

３ 開示請求等実施機関別内訳                                 （件） 

    請  求  の   区  分 開 示 訂 正 利用 

停止 

合 計 

 

実    

施   

機

関 

市長 41 0 0 41 

教育委員会 7 0 0 7 

選挙管理委員会 0 0 0 0 

公平委員会 0 0 0 0 

監査委員 0 0 0 0 

農業委員会 0 0 0 0 

固定資産評価審査委員会 0 0 0 0 

病院事業管理者 5 0 0 5 

議会 1 0 0 1 

合計 54 0 0 54 

 

 

４ 審査請求の処理状況  

 件数 

令和２年度の審査請求件数 0 

 審査会へ諮問 0 

令和２年度の審議件数 0 

 答申件数 0 

次年度へ継続審議 0 
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５ 個人情報保護運営審議会への諮問状況 資料１ 

諮問件数 承認 不承認 

16 11 
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６ 個人情報取扱事務登録状況 資料２                       （件） 

実施機関 前回までの 

登録数 

新規登録 変更 廃止 現 在 の 登

録数 

市長 830 71 206 10 891 

教育委員会 142 15 35 2 155 

選挙管理委員会 20 0 5 0 20 

公平委員会 2 0 0 0 2 

監査委員 2 0 0 0 2 

農業委員会 15 1 0 0 16 

固定資産評価審査委員会 2 0 0 0 2 

病院事業管理者 30 5 4 0 35 

議会 9 1 3 0 10 

合   計 1052 93 253 12 1133 

 

７ 条例第５０条第２項の規定に基づき平塚市個人情報保護運営審議会に報告されている

事務の件数 

 ２１９件 

 

８ 簡易開示件数 資料３ 

簡易開示のあ

った試験 

簡易開示件数 

６試験 ６件 

 

９ 個人情報漏えい事故等の件数 資料４ 

   ５件 
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資料１ 平塚市個人情報保護運営審議会諮問案件 

 

NO. 諮問内容 答申内容 

１ 「みどり公園・水辺課 湘南海岸公園龍城ケ丘ゾーン整備・管理運営

事業市民意見募集に関する事務」における要配慮個人情報の取扱い 

承認 

２ 「まちづくり政策課 東海道本通り線景観整備事業」における要配慮

個人情報の取扱い 

承認 

３ 「災害対策課 新型コロナウイルス感染症に係る自宅療養者情報収

集事務」における要配慮個人情報の取扱い 

承認 

４ 平塚市個人情報保護条例第６条ただし書きの規定に基づき、要配慮個

人情報の取扱いについて、複数課で共通する取扱いに対し、「事務内

容に基づく要配慮個人情報の取扱い」を類型化し、以後の平塚市の事

務事業に関して同様の取扱いが発生した場合は、平塚市個人情報保護

運営審議会の意見を聴いたものとしてよいか諮問するもの。 

不承認 

５ 平塚市個人情報保護条例第８条第２項第７号の規定に基づき、個人情

報を本人以外のものから収集することについて、複数課で共通する取

扱いに対し、「事務内容に基づく個人情報を本人以外のものから収集

すること」を類型化し、以後の平塚市の事務事業に関して同様の取扱

いが発生した場合は、平塚市個人情報保護運営審議会の意見を聴いた

ものとしてよいか諮問するもの。 

不承認 

６ 平塚市個人情報保護条例第９条第１項第６号の規定に基づき、個人情

報を目的外提供することについて、複数課で共通する取扱いに対し、

「事務内容に基づく個人情報を目的外提供すること」を類型化し、以

後の平塚市の事務事業に関して同様の取扱いが発生した場合は、平塚

市個人情報保護運営審議会の意見を聴いたものとしてよいか諮問す

るもの。 

平塚市個人情報保護条例第９条第３項の規定に基づき、個人情報を目

的外提供することに伴う本人通知の省略について、複数課で共通する

取扱いに対し、「目的外提供することに伴う本人通知の省略につい

て」を類型化し、以後の平塚市の事務事業に関して同様の取扱いが発

生した場合は、平塚市個人情報保護運営審議会の意見を聴いたものと

してよいか諮問するもの。 

不承認 

７ 「学校給食課 学校給食に関する事務」における要配慮個人情報の取

扱い 

承認 

８ 「学校給食課 学校給食に関する事務」に係る「生活福祉課 生活保

護事務」からの保有個人情報の目的外利用 

承認 

９ 「学校給食課 学校給食に関する事務」に係る「学務課 就学援助事

務」からの保有個人情報の目的外利用 

承認 

１０ 「学校給食課 学校給食に関する事務」に係る「学務課 就学事務」

からの保有個人情報の目的外利用 

承認 

１１ 「地域包括ケア推進課 地域包括支援センター委託事務（介護予防ケ

アマネジメント事務）、地域包括支援センター委託事務（総合相談支

援・権利擁護事務）、平塚市介護予防把握事務、認知症初期集中支援

事業」に係る地域包括支援センターに対する保有個人情報のオンライ

ン結合による提供 

承認 

１２ 平塚市個人情報保護条例第６条ただし書きの規定に基づき、要配慮個

人情報の取扱いについて、複数課で共通する取扱いに対し、「事務内

容に基づく要配慮個人情報の取扱い」を類型化し、以後の平塚市の事

務事業に関して同様の取扱いが発生した場合は、平塚市個人情報保護

運営審議会の意見を聴いたものとしてよいか諮問するもの。 

不承認 

１３ 平塚市個人情報保護条例第９条第１項第６号の規定に基づき、個人情

報を目的外提供することについて、複数課で共通する取扱いに対し、

「事務内容に基づく個人情報を目的外提供すること」を類型化し、以

後の平塚市の事務事業に関して同様の取扱いが発生した場合は、平塚

市個人情報保護運営審議会の意見を聴いたものとしてよいか諮問す

るもの。 

不承認 
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平塚市個人情報保護条例第９条第３項の規定に基づき、個人情報を目

的外提供することに伴う本人通知の省略について、複数課で共通する

取扱いに対し、「目的外提供することに伴う本人通知の省略について」

を類型化し、以後の平塚市の事務事業に関して同様の取扱いが発生し

た場合は、平塚市個人情報保護運営審議会の意見を聴いたものとして

よいか諮問するもの。 

１４ 平塚市個人情報保護条例第６条ただし書きの規定に基づき、要配慮個

人情報の取扱いについて、複数課で共通する取扱いに対し、「事務内

容に基づく要配慮個人情報の取扱い」を類型化し、以後の平塚市の事

務事業に関して同様の取扱いが発生した場合は、平塚市個人情報保護

運営審議会の意見を聴いたものとしてよいか諮問するもの。 

承認 

１５ 平塚市個人情報保護条例第８条第２項第７号の規定に基づき、個人情

報を本人以外のものから収集することについて、複数課で共通する取

扱いに対し、「事務内容に基づく個人情報を本人以外のものから収集

すること」を類型化し、以後の平塚市の事務事業に関して同様の取扱

いが発生した場合は、平塚市個人情報保護運営審議会の意見を聴いた

ものとしてよいか諮問するもの。 

承認 

１６ 「教育指導課 平塚市立学校事故・事件等調査委員会事務」における

要配慮個人情報の取扱い 

承認 
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資料２ 個人情報取扱事務登録簿の届出内訳 

 

新規登録 ９３件 

Ｎ

Ｏ 

報 

告 

月 

所管課名 事務名称 

1 5 災害対策課 自主防災組織研修 

2 5 災害対策課 市民提案型協働事業による防災セミナー 

3 5 企画政策課 会議等における参加者等の把握（新型コロナウイルス感染症対策） 

4 5 資産経営課 会議等における参加者等の把握（新型コロナウイルス感染症対策） 

5 5 契約検査課 会議等における参加者等の把握（新型コロナウイルス感染症対策） 

6 5 産業振興課 会議等における参加者等の把握（新型コロナウイルス感染症対策） 

7 5 商業観光課 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う小規模事業者経営支援補助金事

務 

8 5 協働推進課 会議等における参加者等の把握（新型コロナウイルス感染症対策） 

9 5 市民情報・相談課 会議等における参加者等の把握（新型コロナウイルス感染症対策） 

10 5 文化・交流課 会議等における参加者等の把握（新型コロナウイルス感染症対策） 

11 5 文化・交流課 平塚文化芸術ホール開館準備事務 

12 5 文化・交流課 文化芸術に関する市民アンケート調査事務 

13 5 人権・男女共同参画

課 

会議等における参加者等の把握（新型コロナウイルス感染症対策） 

14 5 福祉総務課 会議等における参加者等の把握（新型コロナウイルス感染症対策） 

15 5 高齢福祉課  市内高齢者福祉施設における新型コロナウイルス感染者等の把握 

16 5 地域包括ケア推進課 会議等における参加者等の把握（新型コロナウイルス感染症対策） 

17 5 保育課 会議等における参加者等の把握（新型コロナウイルス感染症対策） 

18 5 健康課 平塚市不育症治療費助成金交付事務 

19 5 保険年金課 会議等における参加者等の把握（新型コロナウイルス感染症対策） 

20 5 環境政策課 会議等における参加者等の把握（新型コロナウイルス感染症対策） 

21 5 環境施設課 会議等における参加者等の把握（新型コロナウイルス感染症対策） 

22 5 みどり公園・水辺課 会議等における参加者等の把握（新型コロナウイルス感染症対策） 

23 5 総合公園課 平塚総合体育館および温水プールにおける個人利用者の把握（新型コロ

ナウイルス感染症対策） 

24 5 建築住宅課 会議等における参加者等の把握（新型コロナウイルス感染症対策） 

25 5 下水道整備課 会議等における参加者等の把握（新型コロナウイルス感染症対策） 

26 5 議会局 会議等における参加者等の把握（新型コロナウイルス感染症対策） 

27 5 農業委員会事務局 会議等における参加者等の把握（新型コロナウイルス感染症対策） 

28 5 教育総務課 会議等における参加者等の把握（新型コロナウイルス感染症対策） 

29 5 学校給食課 平塚市中学校完全給食推進連絡会 

30 5 社会教育課 ガイドと巡る平塚の文化財（ガイドボランティア協会）に関する事務 

31 5 社会教育課 旧横浜ゴム平塚製造所記念館イベント出演応募者・出演者に関する事務 

32 5 社会教育課 文化財の指定等に関する事務 

33 5 社会教育課 埋蔵文化財保護に係る行政指導事務 

34 5 中央公民館 会議等における参加者等の把握（新型コロナウイルス感染症対策） 

35 5 経営企画課 会議等における参加者等の把握（新型コロナウイルス感染症対策） 

36 8 危機管理課 平塚市特殊詐欺被害防止対策事業補助金交付事務 

37 8 災害対策課 会議等における参加者等の把握（新型コロナウイルス感染症対策） 

38 8 情報政策課 ビジネスチャットツールの運営業務 

39 8 商業観光課 新しい生活様式に取り組む中小企業等応援金交付事務 

40 8 事業課 競輪場従事員人事・給与事務（人事評価制度） 

41 8 事業課 競輪場従事員人事・給与事務（懲戒関係） 
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42 8 文化・交流課 インスタグラムを活用した写真コンテストに関する事務 

43 8 福祉総務課 特別定額給付金事業 

44 8 高齢福祉課 シニア向け就労支援セミナー・個別相談会 

45 8 高齢福祉課 ねたきり高齢者等訪問理容美容サービス事業 

46 8 地域包括ケア推進課 地域介護予防活動支援事業（通いの場関係事務） 

47 8 保育課 平塚市ファミリー・サポート・センター事業利用料助成金（新型コロナ

ウイルス感染症対策に関する特例措置分） 

48 8 こども家庭課 平塚市児童扶養手当受給者特別給付金支給事務 

49 8 こども家庭課 平塚市ひとり親家庭就学支度資金貸付事務 

50 8 まちづくり政策課 東海道本通り線景観整備事業 

51 8 開発指導課 平塚市開発事業紛争相談員に関する事務 

52 8 開発指導課 平塚市開発事業紛争調停委員会に関する事務 

53 8 みどり公園・水辺課 湘南海岸公園龍城ケ丘ゾーン整備・管理運営事業 Web 市民対話開催に関

する事務 

54 8 みどり公園・水辺課 湘南海岸公園龍城ケ丘ゾーン整備・管理運営事業市民意見募集に関する

事務 

55 8 教育総務課 教育委員会の点検・評価事務 

56 8 スポーツ課 軟式庭球場、桃浜町庭球場、大神スポーツ広場、湘南ひらつかパークゴ

ルフ場、王御住運動広場、土沢野球場、土沢多目的広場、学校体育施設

開放、学校運動場夜間照明施設、小松製作所グラウンド、小松製作所テ

ニスコートにおける利用者等の把握（新型コロナウイルス感染症対策） 

57 10 災害対策課 新型コロナウイルス感染症に係る自宅療養者情報収集事務 

58 10 市民税課 原動機付自転車ご当地ナンバープレート記念番号及び事前申し込み事務 

59 10 産業振興課 地域経済キャッシュレス化推進事業 

60 10 農水産課 農道及び水路工事に伴う民有地借上げ事務 

61 10 みどり公園・水辺課 湘南平（高麗山公園）開園６０周年記念イベント開催に伴う事務 

62 10 商業観光課 匠の店認定事業 

63 10 文化・交流課 国際交流員任用事務 

64 10 文化・交流課 都市交流事務（市民交流事業関係） 

65 10 高齢福祉課 在宅高齢者買い物支援事業 

66 10 保育課 児童手当からの副食費徴収事務 

67 10 保育課 平塚市民間保育士奨学金返済支援補助金交付事務 

68 10 健康課 新生児特別給付金事業 

69 10 健康課 妊婦タクシー利用助成事業 

70 10 保険年金課 糖尿病性腎症重症化予防事業 

71 10 環境施設課 一般廃棄物処理施設の届出に係る生活環境影響評価事務 

72 10 まちづくり政策課 東海道本通り線等景観整備に係る市民アンケート調査事務 

73 10 まちづくり政策課 用途地域等の見直し 

74 10 下水道整備課 土地使用貸借契約 

75 10 教育指導課 平塚市いじめ問題対策調査会事務 

76 10 教育指導課 平塚市立学校事故・事件等調査委員会事務 

77 10 教育研究所 児童・生徒の学習支援 

78 10 経営企画課 新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業に係る代理申請事

務 

79 10 経営企画課 日曜乳がん検診管理業務 

80 10 病院総務課 新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業に係る代理申請事

務 

81 12 災害対策課 災害対策本部対応力強化事業 

82 12 情報政策課 平塚市の行政デジタル化に対する市民意識アンケート調査事務 

 

83 12 オリンピック・パラ

リンピック推進課 

映画「杉原千畝」上映会に関する事務 
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84 12 オリンピック・パラ

リンピック推進課 

オンライン講座「杉原千畝とリトアニア」に関する事務 

85 12 オリンピック・パラ

リンピック推進課 

「ブラサカ®と考える共生社会 in HIRATSUKA」に関する事務 

86 12 保育課 窓口連携システム事前予約受付業務 

87 12 健康課 高血圧重症化予防事業事務 

88 12 土木総務課 地籍調査事務 

89 12 学校給食課 学校給食に関する事務 

90 12 中央図書館 暮らしに役立つ図書館講座事務 

91 12 中央図書館 暮らしに役立つ図書館講座事務（講師依頼・報酬支払事務） 

92 3 開発指導課 開発登録簿閲覧等に関する事務 

93 3 病院総務課 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に係る事務 

 

 

変更登録 ２５３件 

ＮＯ 

報 

告 

月 

所管課名 事務名称 変更点等 

1 5 秘書課 
平塚市功労者表彰、神奈川県県民功労者

表彰及び叙勲・褒章事務 
「事務所管課名」の変更 

2 5 秘書課 市長・副市長の秘書及び儀礼・交際事務 
「事務所管課名」、「対象者

の区分」の変更 

3 5 災害対策課 感震ブレーカー配付事業 
「事務の終了日」、「保存文

書の最終廃棄予定日」の変更 

4 5 災害対策課 
平塚市地震防災マップ・津波ハザードマ

ップデータ作成事務 

「事務の終了日」、「保存文

書の最終廃棄予定日」、「委

託等の状況」の変更 

5 5 災害対策課 平塚市防災インストラクター登録事務 
「事務の終了日」、「保存文

書の最終廃棄予定日」の変更 

6 5 情報政策課 
神奈川電子自治体共同運営サービスによ

る電子申請システムの利用者の管理 

「名称」、「目的」、「電子

計算機処理の有無」、「保有

個人情報が記録されている

ファイル、台帳等の名称」の

変更 

7 5 納税課 収納管理事務 「提供及び利用先」の変更 

8 5 市民税課 自動車臨時運行許可事務 

「目的」、「記録項目」、「保

有個人情報が記録されてい

るファイル、台帳等の名称」

の変更 

9 5 市民税課 住民税課税事務 「提供及び利用先」の変更 

10 5 産業振興課 産学交連携強化に関する事業 
「記録項目についての補足」

の変更 

11 5 市民課 市区町村在留関連事務 

「収集先」、「保有個人情報

記録されているファイル、台

帳等の名称」の変更 

12 5 市民課 住民基本台帳事務 「収集先」の変更 

13 5 市民課 特別永住許可事務 「収集先」の変更 

14 5 市民情報・相談課 平塚市個人情報保護運営審議会事務 「記録項目」の変更 

15 5 市民情報・相談課 平塚市個人情報保護審査会 「記録項目」の変更 

16 5 市民情報・相談課 平塚市情報公開審査会 「記録項目」の変更 

17 5 福祉総務課 遺族等援護事務 

「対象者の区分」、「記録項

目」、「収集先」、「提供及

び利用先」、「保有個人情報

が記録されたファイル、台帳

等の名称」、「特定個人情報

が記録されたファイル、台帳

等の名称」の変更 
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18 5 障がい福祉課 
平塚市障がい者グループホーム家賃助成

金支給に関する事務 

「目的」、「記録項目」、「収

集先」、「保有個人情報が記

録されているファイル、台帳

等の名称」の変更 

19 5 介護保険課 
介護保険事業計画の策定に伴う高齢者の

実態把握 

「目的」、「対象者の区分」、

「記録項目」、「収集先」、

「提供及び利用先」の変更 

20 5 介護保険課 介護保険料賦課徴収事務 

「目的」、「根拠法令等」、

「提供及び利用先」、「委託

等の状況」の変更 

21 5 介護保険課 介護保険臨時認定調査員採用事務 
「事務の終了日」、「保存文

書の最終廃棄予定日」の変更 

22 5 介護保険課 受給者台帳取扱事務 

「目的」、「対象者の区分」、

「収集先」、「委託等の状況」

の変更 

23 5 介護保険課 要介護・要支援認定事務 

「目的」、「対象者の区分」、

「記録項目」、「収集先」、

「提供及び利用先」の変更 

24 5 健康課 乳幼児等健康診査対象者管理事務 

「対象者の区分」、「記録項

目」、「収集先」、「電子計

算機処理の有無」、「委託等

の状況」、「保有個人情報が

記録されているファイル、台

帳等の名称」の変更 

25 5 青少年課 子ども大会 
「電子計算機処理の有無」の

変更 

26 5 青少年課 子どもの家の運営 
「記録項目」、「収集先」の

変更 

27 5 青少年課 七夕クリーン大作戦 「収集先」の変更 

28 5 青少年課 
ジュニア・リーダーズクラブに関するこ

と 

「記録項目」、「収集先」、

「電子計算機処理の有無」の

変更 

29 5 青少年課 ジュニア・リーダー養成講習会 
「記録項目」、「電子計算機

処理の有無」の変更 

30 5 青少年課 少年の主張作文コンクール 
「記録項目」、「電子計算機

処理の有無」の変更 

31 5 青少年課 青少年海外派遣事業 
「電子計算機処理の有無」の

変更 

32 5 青少年課 青少年指導員に関すること 
「収集先」、「電子計算機処

理の有無」の変更 

33 5 青少年課 青少年相談（来室・電話） 

「対象者の区分」、「記録項

目」、「収集先」、「提供及

び利用先」の変更 

34 5 青少年課 青少年補導員に関すること 

「収集先」、「保有個人情報

が記録されているファイル、

台帳等の名称」の変更 

35 5 青少年課 青少年問題協議会に関する事務 
「収集先」、「電子計算機処

理の有無」の変更 

36 5 青少年課 
青少年問題協議会公募委員選考に関する

事務 

「記録項目」、「収集先」、

「電子計算機処理の有無」の

変更 

37 5 青少年課 平塚地区保護司会に関すること 

「保有個人情報が記録され

ているファイル、台帳等の名

称」の変更 

38 5 青少年課 
びわ青少年の家運営ボランティア育成に

関すること 

「電子計算機処理の有無」、

「保有個人情報が記録され

ているファイル、台帳等の名

称」の変更 

39 5 青少年課 びわ青少年の家主催事業 

「記録項目」、「提供及び利

用先」、「電子計算機処理の

有無」、「保有個人情報が記

録されているファイル、台帳

等の名称」の変更 
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40 5 青少年課 びわ青少年の家利用申込受付 

「対象者の区分」、「収集

先」、「保有個人情報が記録

されているファイル、台帳等

の名称」の変更 

41 5 青少年課 ヤングテレホン相談 

「対象者の区分」、「記録項

目」、「提供及び利用先」、

「保有個人情報が記録され

ているファイル、台帳等の名

称」の変更 

42 5 青少年課 ヤングテレホンメール相談 

「対象者の区分」、「記録項

目」、「提供及び利用先」、

「保有個人情報が記録され

ているファイル、台帳等の名

称」の変更 

43 5 青少年課 ローレンス市青少年受入事業 
「電子計算機処理の有無」の

変更 

44 5 保険年金課 健康診査等事業（後期高齢者健康診査） 

「事務所管課名」、「同一の

利 用 目 的 で 事 務 を 行 う 課

名」、「記録項目」、「提供

及び利用先」、「電子計算機

処理の有無」、「委託等の状

況」の変更 

45 5 保険年金課 
健診・医療・介護情報の統合的利活用に

よる保健事業に関する事務 

「記録項目」、「収集先」、

「電子計算機処理の有無」、

「委託等の状況」、「保有個

人情報が記録されているフ

ァイル、台帳等の名称」の変

更 

46 5 保険年金課 後期高齢者医療事務 

「収集先」、「電子計算機処

理の有無」、「委託等の状況」

の変更 

47 5 保険年金課 
国民健康保険一部負担金の減免等に関す

る事務 

「電子計算機処理の有無」、

「委託等の状況」の変更 

48 5 保険年金課 国民健康保険給付事務（移送費の支給） 
「電子計算機処理の有無」、

「委託等の状況」の変更 

49 5 保険年金課 国民健康保険給付事務（医療費通知） 
「電子計算機処理の有無」、

「委託等の状況」の変更 

50 5 保険年金課 国民健康保険給付事務（高額療養費支給） 

「記録項目」、「収集先」、

「利用及び提供先」、「電子

計算機処理の有無」、「委託

等の状況」の変更 

51 5 保険年金課 
国民健康保険給付事務（高齢受給者証事

務） 

「収集先」、「電子計算機処

理の有無」、「委託等の状

況」、「保有特定個人情報が

記録されているファイル、台

帳等の名称」の変更 

52 5 保険年金課 
国民健康保険給付事務（ジェネリック医

薬品差額通知事務） 

「電子計算機処理の有無」、

「委託等の状況」の変更 

 

53 5 保険年金課 
国民健康保険給付事務（出産育児一時金

の支給） 

「収集先」、「利用及び提供

先」、「電子計算機処理の有

無」、「委託等の状況」の変

更 

54 5 保険年金課 国民健康保険給付事務（葬祭費の支給） 
「電子計算機処理の有無」、

「委託等の状況」の変更 

55 5 保険年金課 国民健康保険給付事務（第三者行為求償） 
「電子計算機処理の有無」、

「委託等の状況」の変更 

56 5 保険年金課 
国民健康保険給付事務（入院時食事療養

費等支給） 

「電子計算機処理の有無」、

「委託等の状況」の変更 

57 5 保険年金課 国民健康保険給付事務（人間ドック） 
「電子計算機処理の有無」、

「委託等の状況」の変更 

58 5 保険年金課 国民健康保険給付事務（療養の給付） 
「電子計算機処理の有無」、

「委託等の状況」の変更 
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59 5 保険年金課 国民健康保険給付事務（療養費支給） 

「記録項目」、「収集先」、

「提供及び利用先」、「委託

等の状況」の変更 

60 5 保険年金課 国民健康保険税賦課徴収事務（徴収） 

「提供及び利用先」、「「電

子計算機処理の有無」、「委

託等の状況」の変更 

61 5 保険年金課 国民健康保険税賦課徴収事務（賦課） 
「電子計算機処理の有無」、

「委託等の状況」の変更 

62 5 保険年金課 国民年金事務 「目的」の変更 

63 5 保険年金課 特定健診・特定保健指導事業 
「電子計算機処理の有無」、

「委託等の状況」の変更 

64 5 保険年金課 被保険者資格の取得喪失事務 

「記録項目」、「収集先」、

「電子計算機処理の有無」、

「委託等の状況」の変更 

65 5 保険年金課 
保険給付事務（高額医療・高額介護合算

制度に関する事務） 

「根拠法令等」、「電子計算

機処理の有無」、「委託等の

状況」、「保有個人情報が記

録されているファイル、台帳

等の名称」、「保有特定個人

情報が記録されているファ

イル、台帳等の名称」の変更 

66 5 環境保全課 環境衛生に関する相談対応事務 「委託等の状況」の変更 

67 5 環境保全課 畜犬登録事務 「委託等の状況」の変更 

68 5 環境保全課 
動物の愛護及び適正な飼養の啓発に関す

る事務（犬のしつけ方教室） 
「委託等の状況」の変更 

69 5 教育総務課 教育委員会会議 

「目的」、「記録項目」、「電

子計算機処理の有無」、「保

有個人情報が記録されてい

るファイル、台帳等の名称」

の変更 

70 5 教育総務課 
職員（会計年度任用職員を含む）採用試

験事務 

「同一の利用目的で事務を

行う課名」、「名称」、「目

的」、「対象者の区分」、「保

有個人情報が記録されたフ

ァイル、台帳等の名称」の変

更 

71 5 教育総務課 人事・給与事務 
「対象者の区分」、「記録項

目」、「収集先」の変更 

72 5 教育総務課 避難所運営に関する事務 
「同一の利用目的で事務を

行う課名」の変更 

73 5 学校給食課 学校給食従事職員等管理事務 

「目的」、「記録項目」、「収

集先」、「委託等の状況」の

変更 

74 5 
子ども教育相談セン

ター 
教育支援委員会関係事務 

「記録項目」、「記録項目に

ついての補足」、「収集先」

の変更 

75 5 
子ども教育相談セン

ター 
教育相談関係事務 

「目的」、「記録項目」、「記

録項目についての補足」、

「収集先」、「保有個人情報

が記録されているファイル、

台帳等の名称」の変更 

76 5 
子ども教育相談セン

ター 
支援教育関係職員採用事務 

「名称」、「目的」、「対象

者の区分」、「記録項目」、

「 記 録 項 目 に つ い て の 補

足」、「保有個人情報が記録

されているファイル、台帳等

の名称」の変更 

77 5 
子ども教育相談セン

ター 
巡回相談事業関連事務 

「記録項目」、「記録項目に

ついての補足」、「収集先」

の変更 

78 5 
子ども教育相談セン

ター 
適応指導教室運営関係事務 

「記録項目」、「収集先」の

変更 
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79 5 
子ども教育相談セン

ター 
特別支援教育関係事務 「収集先」の変更 

80 5 社会教育課 ひらつか民俗芸能まつり実行委員会事務 

「対象者の区分」、「記録項

目」、「収集先」、「保有個

人情報が記録されたファイ

ル、台帳等の名称」の変更 

81 5 社会教育課 記念館企画委員会に関する事務 
「目的」、「記録項目」、「収

集先」の変更 

82 5 社会教育課 
旧横浜ゴム平塚製造所記念館の管理運営

に関する事務 
「委託等の状況」の変更 

83 5 社会教育課 
旧横浜ゴム平塚製造所記念館の自主事業

に関する事務 

「目的」、「対象者の区分」、

「記録項目」、「収集先」、

「電子計算機処理の有無」、

「保有個人情報が記録され

たファイル、台帳等の名称」

の変更 

84 5 社会教育課 市民・大学交流事務 

「同一の利用目的で事務を

行う課名」、「目的」、「対

象者の区分」、「記録項目」、

「電子計算機処理の有無」、

「保有個人情報が記録され

たファイル、台帳等の名称」

の変更 

85 5 社会教育課 相模人形芝居連合会事務 

「目的」、「対象者の区分」、

「記録項目」、「収集先」、

「電子計算機処理の有無」、

「保有個人情報が記録され

たファイル、台帳等の名称」

の変更 

86 5 社会教育課 村井弦斎まつり実行委員会に関する事務 

「目的」、「対象者の区分」、

「記録項目」、「収集先」、

「保有個人情報が記録され

たファイル、台帳等の名称」

の変更 

87 5 社会教育課 平塚市文化財特別公開事務 

「目的」、「対象者の区分」、

「記録項目」、「電子計算機

処理の有無」、「保有個人情

報が記録されたファイル、台

帳等の名称」の変更 

88 5 中央図書館 図書館資料の利用に関する事務 

「根拠法令等」、「記録項

目」、「収集先」、「委託等

の状況」の変更 

89 5 博物館 会計年度任用職員採用事務 

「同一の利用目的で事務を

行う課名」、「名称」、「目

的」、「対象者の区分」、「記

録項目」、「保有個人情報が

記録されているファイル、台

帳等の名称」の変更 

90 5 消防総務課 
消防職員人事関係事務（人事、人事管理、

任免、服務研修） 

「根拠法令等」、「対象者の

区分」、「収集先」、「提供

及び利用先」の変更 

91 5 経営企画課 病歴管理事務 
「目的」、「記録項目」、「収

集先」の変更 

92 8 秘書課 
平塚市功労者表彰、神奈川県県民功労者

表彰及び叙勲・褒章事務 
「収集先」の変更 

93 8 危機管理課 防災ラジオ配布（貸与）事業 
「収集先」、「委託等の状況」

の変更 

94 8 資産経営課 財産借入れ事務 
「収集先」、「提供及び利用

先」の変更 

95 8 行政総務課 
統計法に基づく基幹統計調査の調査員登

録事務 

「目的」、「対象者の区分」、

「記録項目」、「保有個人情

報が記録されているファイ

ル、台帳等の名称」の変更 
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96 8 市民税課 住民税課税事務 「提供及び利用先」の変更 

97 8 固定資産税課 
固定資産税・都市計画税(土地・家屋)に

関する課税事務 
「提供及び利用先」の変更 

98 8 事業課 
競輪場従事員人事・給与事務（家族介護

休業制度事務） 
「名称」の変更 

99 8 事業課 
競輪場従事員人事・給与事務（人事給与

管理関係） 
「名称」の変更 

100 8 市民情報・相談課 行政文書公開請求等事務 「記録項目」の変更 

101 8 市民情報・相談課 保有個人情報開示請求等事務 
「対象者の区分」、「記録項

目」の変更 

102 8 市民情報・相談課 平塚市個人情報保護運営審議会事務 
「記録項目」、「収集先」の

変更 

103 8 高齢福祉課 
高齢者福祉計画（介護保険事業計画）の

策定に伴う高齢者の実態調査事務 

「同一の利用目で事務を行

う課名」、「名称」、「目的」、

「保有個人情報が記録され

ているファイル、台帳等の名

称」の変更 

104 8 障がい福祉課 バス割引証給付事務 
「目的」、「記録項目」の変

更 

105 8 障がい福祉課 
平塚市下肢等障害者自動車運転訓練費助

成事務 

「記録項目」、「保有個人情

報が記録されているファイ

ル、台帳等の名称」の変更 

106 8 介護保険課 要介護・要支援認定事務 
「目的」、「記録項目」、「提

供及び利用先」の変更 

107 8 地域包括ケア推進課 
地域包括支援センター委託事務（介護予

防ケアマネジメント事務） 
「収集先」の変更 

108 8 地域包括ケア推進課 
地域包括支援センター委託事務（総合相

談支援・権利擁護事務） 
「収集先」の変更 

109 8 地域包括ケア推進課 認知症初期集中支援事業 「収集先」の変更 

110 8 地域包括ケア推進課 平塚市介護予防把握事務 
「記録項目」、「収集先」の

変更 

111 8 こども家庭課 児童扶養手当事務 「提供及び利用先」の変更 

112 8 こども家庭課 児童及び妊産婦に関する相談事務 
「記録項目」、「収集先」、

「提供及び利用先」の変更 

113 8 こども家庭課 小児医療費助成 
「記録項目」、「収集先」、

「提供及び利用先」の変更 

114 8 こども家庭課 ひとり親家庭等医療費助成事業事務 
「記録項目」、「収集先」、

「提供及び利用先」の変更 

115 8 まちづくり政策課 平塚市空家等対策協議会に関する事務 

「対象者の区分」、「記録項

目」、「記録項目についての

補足」、「電子計算機処理の

有無」の変更 

116 8 まちづくり政策課 平塚市開発審査会 

「根拠法令等」、「対象者の

区分」、「記録項目」、「記

録項目についての補足」、

「電子計算機処理の有無」の

変更 

117 8 まちづくり政策課 平塚市景観審議会事務 

「対象者の区分」、「記録項

目」、「記録項目についての

補足」、「電子計算機処理の

有無」の変更 

118 8 まちづくり政策課 平塚市建築審査会事務 

「根拠法令等」、「対象者の

区分」、「記録項目」、「記

録項目についての補足」、

「電子計算機処理の有無」の

変更 

119 8 まちづくり政策課 平塚市都市計画審議会事務 

「対象者の区分」、「記録項

目」、「記録項目についての

補足」、「収集先」、「電子

計算機処理の有無」の変更 

120 8 都市整備課 
ツインシティ大神地区運営事務（面整備

事業推進） 
「収集先」の変更 
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121 8 
選挙管理委員会事務

局 

国政選挙及び地方選挙関係事務（永久選

挙人名簿・選挙権被選挙権・入場整理券・

投票事務） 

「対象者の区分」、「収集先」

の変更 

122 8 
選挙管理委員会事務

局 

国政選挙及び地方選挙関係事務（立会人

選任事務） 

「対象者の区分」、「記録項

目」、「保有個人情報が記録

されているファイル、台帳等

の名称」の変更 

123 8 
選挙管理委員会事務

局 

国政選挙関係事務（在外選挙人名簿・在

外投票事務） 
「収集先」の変更 

124 8 
選挙管理委員会事務

局 
人事・給与事務 

「同一の利用目的で事務を

行う課名」、「根拠法令等」、

「記録項目」、「記録項目に

ついての補足」の変更 

125 8 スポーツ課 公共施設予約システム利用者登録事務 

「同一の利用目的で事務を

行う課名」、「目的」、「収

集先」、「委託等の状況」の

変更 

126 8 スポーツ課 

軟式庭球場、桃浜町庭球場、大神スポー

ツ広場、湘南ひらつかパークゴルフ場、

王御住運動広場、土沢野球場、土沢多目

的広場、学校体育施設開放、学校運動場

夜間照明施設、小松製作所グラウンド、

小松製作所テニスコートにおける利用者

等の把握（新型コロナウイルス感染症対

策） 

「記録項目」の変更 

127 10 災害対策課 平塚市避難行動要支援者関係事務 

「保有個人情報が記録され

ているファイル、台帳等の名

称」の変更 

128 10 
オリンピック・パラ

リンピック推進課 

ひらつかリトアニア交流推進実行委員会

事務（報酬支払事務） 

「記録項目」、「保有個人情

報が記録されているファイ

ル、台帳等の名称」、「保有

特定個人情報が記録されて

いるファイル、台帳等の名

称」の変更 

129 10 行政総務課 
統計法に基づく基幹統計調査の調査員及

び指導員登録事務 

「名称」、「目的」、「対象

者の区分」、「記録項目につ

いての補足」、「収集先」、

「保有個人情報が記録され

ているファイル、台帳等の名

称」の変更 

130 10 職員課 人事・給与事務（人事給与管理関係） 
「収集先」、「提供及び利用

先」の変更 

131 10 契約検査課 競争入札参加資格審査事務 

「保有個人情報が記録され

ているファイル、台帳等の名

称」の変更 

132 10 契約検査課 契約事務 

「同一の利用目的で事務を

行う課名」、「保有個人情報

が記録されているファイル、

台帳等の名称」の変更 

133 10 契約検査課 入札監視委員会事務 「記録項目」の変更 

134 10 納税課 収納管理事務 「利用及び提供先」の変更 

135 10 市民税課 住民税課税事務 「利用及び提供先」の変更 

136 10 市民課 印鑑登録証明関係事務 
「記録項目」、「電子計算機

処理の有無」の変更 

137 10 市民課 外国人登録原票データの保管事務 
「目的」、「利用及び提供先」

の変更 

138 10 市民課 
戸籍届書の受理・戸籍の記載、除籍・改

製原戸籍簿等関係事務 
「提供及び利用先」の変更 

139 10 市民課 住民基本台帳事務 

「記録項目、「記録項目につ

いての補足」、「電子計算機

処理の有無」、「委託等の状

況」、「保有個人情報が記録
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されているファイル、台帳等

の名称」の変更 

140 10 市民課 身分証明及び民刑事項に関する事務 
「目的」、「記録項目」の変

更 

141 10 文化・交流課 
インスタグラムを活用した写真コンテス

トに関する事務 

「対象者の区分」、「記録項

目」、「収集先」、「保有個

人情報が記録されているフ

ァイル、台帳等の名称」の変

更 

142 10 文化・交流課 演奏会等謝礼に関する事務 「目的」の変更 

143 10 文化・交流課 
（公財）平塚市まちづくり財団との連絡

調整に関すること 
「収集先」の変更 

144 10 文化・交流課 国際交流事務 
「目的」、「記録項目」、「提

供及び利用先」の変更 

145 10 文化・交流課 国連協会平塚支部に関する事務 

「名称」、「目的」、「記録

項目」、「電子計算機処理の

有無」の変更 

146 10 文化・交流課 
都市交流事務（平塚市都市提携委員会関

係） 

「名称」、「目的」、「対象

者の区分」、「収集先」、「提

供及び利用先」の変更 

147 10 文化・交流課 
 平塚市通訳・翻訳ボランティアバンク事

務 
「記録項目」の変更 

148 10 文化・交流課 文化情報誌の作成及び配布事務 「目的」の変更 

149 10 文化・交流課 文化振興基金寄附者個人台帳 
「対象者の区分」、「記録項

目」の変更 

150 10 福祉総務課 平塚市災害弔慰金等支給事務 「提供及び利用先」の変更 

151 10 障がい福祉課 障がい児者相談支援事務 「根拠法令等」の変更 

152 10 介護保険課 介護保険料賦課徴収事務 
「記録項目」、「提供及び利

用先」の変更 

153 10 介護保険課 介護保険料賦課徴収事務（減免） 

「目的」、「根拠法令等」、

「対象者の区分」、「記録項

目」の変更 

154 10 介護保険課 受給者台帳取扱事務 
「収集先」、「提供及び利用

先」の変更 

155 10 介護保険課 認定調査員登録事務 
「目的」、「対象者の区分」、

「記録項目」の変更 

156 10 介護保険課 要介護・要支援認定事務 
「目的」、「提供及び利用先」

の変更 

157 10 地域包括ケア推進課 平塚市在宅医療介護連携推進協議会事務 「記録項目」の変更 

158 10 地域包括ケア推進課 フレイルチェック測定会事務 

「目的」、「記録項目」、「収

集先」、「委託等の状況」、

「保有個人情報が記録され

ているファイル、台帳等の名

称」の変更 

159 10 こども家庭課 
5 歳児健康診査事務（5 歳児すくすくアン

ケート事務） 

「提供及び利用先」、「委託

等の状況」の変更 

160 10 青少年課 青少年会館利用申込受付及び団体登録 

「保有個人情報が記録され

ているファイル、台帳等の名

称」の変更 

161 10 青少年課 青少年広場の維持・管理 
「対象者の区分」、「利用及

び提供先」の変更 

162 10 青少年課 成人式に関する事務 

「名称」、「目的」、「対象

者の区分」、「記録項目」、

「 記 録 項 目 に つ い て の 補

足」、「収集先」、「電子計

算機処理の有無」、「委託等

の状況」、「保有個人情報が

記録されているファイル、台

帳等の名称」の変更 
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163 10 環境施設課 廃棄物搬入受付事務 

「記録項目」、「保有個人情

報が記録されているファイ

ル、台帳等の名称」の変更 

164 10 まちづくり政策課 
都市計画決定（変更）手続きにおける処

理事務 

「目的」、「対象者の区分」、

「記録項目」、「保有個人情

報が記録されているファイ

ル、台帳等の名称」の変更 

165 10 開発指導課 開発行為等の事前相談事務 

「目的」、「対象者の区分」、

「収集先」、「保有個人情報

が記録されているファイル、

台帳等の名称」の変更 

166 10 開発指導課 開発行為の許可事務 

「目的」、「対象者の区分」、

「記録項目」、「収集先」の

変更 

167 10 開発指導課 開発指導事務（開発行為） 

「目的」、「根拠法令等」、

「対象者の区分」、「記録項

目」、「収集先」の変更 

168 10 開発指導課 開発指導事務（建築行為） 

「目的」、「根拠法令等」、

「対象者の区分」、「収集先」

の変更 

169 10 開発指導課 
規制規模に達しない開発行為処理事務

（周知文） 

「目的」、「根拠法令等」、

「対象者の区分」、「収集

先」、「保有個人情報が記録

されているファイル、台帳等

の名称」の変更 

170 10 開発指導課 
計画的宅地造成・優良宅地等の証明発行

事務（地方税法に基づく） 

「対象者の区分」、「収集先」

の変更 

171 10 開発指導課 

建築物の新築、改築、用途変更又は一特

工作物の新設許可事務（都市計画法第 43

条） 

「目的」、「対象者の区分」、

「記録項目」、「収集先」の

変更 

172 10 開発指導課 
都市計画法第３４条第１３号の規定によ

る届出処理事務 

「対象者の区分」、「収集先」

の変更 

173 10 開発指導課 
優良宅地認定証明事務（租税特別措置法

に基づく）国税 

「対象者の区分」、「収集

先」、「保有個人情報が記録

されているファイル、台帳等

の名称」の変更 

174 10 開発指導課 
予定建築物等以外の建築等許可事務（都

市計画法第 42 条） 

「目的」、「記録項目」、「収

集先」の変更 

175 10 開発指導課 平塚市まちづくり条例違反の是正事務 
「対象者の区分」、「収集先」

の変更 

176 10 建築指導課 建築確認事務 
「対象者の区分」、「利用及

び提供先」の変更 

177 10 道路管理課 狭あい道路に関する協議申請事務 

「目的」、「根拠法令等」、

「記録項目」、「記録項目に

ついての補足」、「収集先」、

「提供及び利用先」、「保有

特定個人情報の記録されて

いるファイル、台帳等の名

称」の変更 

178 10 道路管理課 道路の寄附・帰属に関する事務 

「目的」、「記録項目」、「提

供及び利用先」、「保有特定

個人情報の記録されている

ファイル、台帳等の名称」の

変更 

179 10 道路管理課 道路の交換・払下げに関する事務 

「記録項目」、「提供及び利

用先」、「保有特定個人情報

の記録されているファイル、

台帳等の名称」の変更 

180 10 教育総務課 避難所運営に関する事務 

「目的」、「根拠法令等」、

「対象者の区分」、「記録項

目」、「提供及び利用先」、

「保有個人情報が記録され

ているファイル、台帳等の名
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称」の変更 

181 10 教育総務課 教育委員会の点検・評価事務 「開始年月日」の変更 

182 10 教職員課 表彰（叙位・叙勲等）に関する事務 

「目的」、「対象者の区分」、

「記録項目」、「収集先」の

変更 

183 10 教育指導課 学校災害見舞金支給事務 
「事務所管課名」、「記録項

目」、「収集先」の変更 

184 10 教育指導課 通学路安全対策事業補助金交付事務 
「事務所管課名」、「目的」、

「記録項目」の変更 

185 10 教育指導課 
日本スポーツ振興センター災害共済給付

事務 

「事務所管課名」、「記録項

目」の変更 

186 10 社会教育課 
旧横浜ゴム平塚製造所記念館企画委員会

に関する事務 

「名称」、「目的」、「対象

者の区分」、「保有個人情報

が記録されているファイル、

台帳等の名称」の変更 

187 10 消防総務課 消防表彰事務 
「対象者の区分」、「収集先」

の変更 

188 10 情報指令課 １１９番受信指令事務 
「対象者の区分」、「提供及

び利用先」の変更 

189 10 消防署管理担当 救急活動記録及び搬送証明に関する事務 

「同一の利用目的で事務を

行う課名」、「目的」、「記

録項目」、「提供及び利用

先」、「保有個人情報が記録

されているファイル、台帳等

の名称」の変更 

190 10 経営企画課 医療情報システム開発、運用業務 「収集先」の変更 

191 10 病院総務課 人事・給与事務 
「提供及び利用先」、「委託

等の状況」の変更 

192 12 建築住宅課 
市営住宅入居者募集受付・審査及び決定

事務 

「提供先」、「保有個人情報

が記録されているファイル、

台帳等の名称」の変更 

193 12 契約検査課 競争入札参加登録者 「収集先」の変更 

194 12 納税課 収納管理事務 
「記録項目」、「提供及び利

用先」の変更 

195 12 市民税課 
原動機付自転車ご当地ナンバープレート

記念番号及び事前申し込み事務 

「提供及び利用先」、「電子

計算機処理の有無」の変更 

196 12 固定資産税課 
固定資産税・都市計画税(土地・家屋)に

関する課税事務 

「収集先」、「提供及び利用

先」の変更 

197 12 農水産課 
林地台帳及び森林の土地に関する地図の

整備・運用事務 

「記録項目」、「収集先」の

変更 

198 12 市民課 
戸籍届書の受理・戸籍の記載、除籍・改

製原戸籍簿等関係事務 

「記録項目」、「収集先」、

「電子計算機処理の有無」、

「委託等の状況」、「保有個

人情報が記録されているフ

ァイル、台帳等の名称」の変

更 

199 12 市民課 住民基本台帳事務 

「記録項目」、「収集先」、

「電子計算機処理の有無」、

「委託等の状況」、「保有個

人情報が記録されているフ

ァイル、台帳等の名称」の変

更 

200 12 こども家庭課 助産実施事務 
「根拠法令等」、「記録項目」

の変更 

201 12 こども家庭課 
体験・交流保育事業・開放保育事業関連

事務 

「対象者の区分」、「収集先」

の変更 

202 12 こども家庭課 婦人保護事務 「記録項目」の変更 

203 12 こども家庭課 母子生活支援施設入所事務 
「記録項目」、「提供及び利

用先」の変更 

204 12 健康課 妊婦タクシー利用助成事業 
「対象者の区分」の変更 
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205 12 環境政策課 環境教育に関する事務 

「目的」、「記録項目」、「収

集先」、「保有個人情報が記

録されたファイル、台帳等の

名称」の変更 

206 12 教職員課 教職員の衛生管理に関する事務 
「記録項目」、「収集先」、

「提供及び利用先」の変更 

207 12 教育指導課 平塚市いじめ問題対策調査会事務 
「対象者の区分」、「記録項

目」、「収集先」の変更 

208 12 社会教育課 
「ひらつか民俗芸能まつり」に関する事

務 

「名称」、「目的」、「記録

項目」、「記録項目について

の補足」、「電子計算機処理

の有無」、「保有個人情報が

記録されているファイル、台

帳等の名称」の変更 

209 12 中央公民館 
会議等における参加者等の把握（新型コ

ロナウイルス感染症対策） 
「記録項目」の変更 

210 12 中央公民館 公民館関係事業に関する事務 

「記録項目」、「記録項目に

ついての補足」、「電子計算

機処理の有無」の変更 

211 12 消防総務課 消防表彰事務 「対象者の区分」の変更 

212 12 警備第一課 災害活動報告書 

「対象者の区分」、「記録項

目」、「記録項目についての

補足」の変更 

213 3 企画政策課 パブリックコメント手続 
「目的」、「電子計算機処理

の有無」の変更 

214 3 情報政策課 
神奈川電子自治体共同運営サービスによ

る電子申請システムの利用者の管理 

「対象者の区分」、「記録項

目」、「記録項目についての

補足」、「収集先」、「電子

計算機の有無」、「委託等の

状況」、「特定保有個人情報

が記録されているファイル、

台帳等の名称」の変更 

215 3 情報政策課 データパンチ委託事務 

「同一の利用目的で事務を

行う課名」、「記録項目」の

変更 

216 3 納税課 収納管理事務 

「目的」、「対象者の区分」、

「記録項目」、「収集先」、

「提供及び利用先」の変更 

217 3 市民税課 住民税課税事務 
「収集先」、「提供及び利用

先」の変更 

218 3 固定資産税課 固定資産税(償却資産)に関する課税事務 
「記録項目」、「提供及び利

用先」の変更 

219 3 固定資産税課 
固定資産税・都市計画税(土地・家屋)に

関する課税事務 
「提供及び利用先」の変更 

220 3 商業観光課 
新型コロナウイルス感染症に伴う事業者

等支援事務 

「名称」、「目的」、「根拠

法令等」、「記録項目」、「記

録項目についての補足」、

「保有個人情報が記録され

ているファイル、台帳等の名

称」の変更 

221 3 市民課 
戸籍届書の受理・戸籍の記載、除籍・改

製原戸籍簿等関係事務 

「記録項目についての補足」

の変更 

222 3 市民情報・相談課 行政文書公開請求等事務 

「電子計算機処理の有無」、

「保有個人情報が記録され

ているファイル、台帳等の名

称」の変更 

223 3 市民情報・相談課 平塚市個人情報保護運営審議会事務 「収集先」の変更 

224 3 障がい福祉課 
神奈川県在宅重度障害者等手当認定申請

事務 

「目的」、「対象者の区分」、

「記録項目」の変更 

225 3 障がい福祉課 バス割引証給付事務 

「電子計算機処理の有無」の

変更 

 



18 

226 3 介護保険課 介護保険料賦課徴収事務（減免） 

「対象者の区分」、「記録項

目」、「記録項目についての

補足」、「収集先」、「提供

及び利用先」の変更 

227 3 地域包括ケア推進課 
地域包括支援センター委託事務（介護予

防ケアマネジメント事務） 

「対象者の区分」、「記録項

目」、「収集先」、「電子計

算機処理の有無」の変更 

228 3 地域包括ケア推進課 
地域包括支援センター委託事務（総合相

談支援・権利擁護事務） 

「対象者の区分」、「収集

先」、「電子計算機処理の有

無」の変更 

229 3 地域包括ケア推進課 認知症初期集中支援事業 
「収集先」、「電子計算機処

理の有無」の変更 

230 3 地域包括ケア推進課 平塚市介護予防把握事務 

「収集先」、「電子計算機処

理の有無」、「委託等の状況」

の変更 

231 3 地域包括ケア推進課 ひらつか元気応援ポイント事務 

「対象者の区分」、「記録項

目」、「記録項目についての

補足」、「収集先」、「保有

個人情報が記録されている

ファイル、台帳等の名称」の

変更 

232 3 保育課 障がい児保育に関する事務 

「同一の利用目的で事務を

行う課名」、「収集先」、「保

有個人情報が記録されてい

るファイル、台帳等の名称」

の変更 

233 3 保育課 病児・病後児保育事業に関する事務 

「名称」、「目的」、「根拠

法令等」、「収集先」、「保

有個人情報が記録されてい

るファイル、台帳等の名称」

の変更 

234 3 保育課 
平塚市病児・病後児保育事業費補助金交

付事務 

「名称」、「目的」、「根拠

法令等」、「収集先」、「保

有個人情報が記録されてい

るファイル、台帳等の名称」

の変更 

235 3 こども家庭課 
５歳児健康診査事務（５歳児すくすくア

ンケート事務） 

「同一の利用目的で事務を

行う課名」、「記録項目」、

「収集先」、「保有個人情報

が記録されているファイル、

台帳等の名称」の変更 

236 3 こども家庭課 児童手当事務 
「目的」、「収集先」、「電

子計算機処理の有無」の変更 

237 3 こども家庭課 障害児通所給付事務 「提供及び利用先」の変更 

238 3 こども家庭課 小児医療費助成 
「電子計算機処理の有無」、

「委託等の状況」の変更 

239 3 こども家庭課 地域療育システム推進事業関連事務 
「収集先」、「提供及び利用

先」の変更 

240 3 健康課 妊婦タクシー利用助成事業 

「事務の終了日」、「保存文

書の最終廃棄予定日」、「根

拠法令等」、「対象者の区

分」、「記録項目」、「収集

先」、「保有個人情報が記録

されたファイル、台帳等の名

称」の変更 

241 3 保険年金課 後期高齢者医療事務 
「記録項目」、「収集先」、

「提供及び利用先」の変更 

242 3 保険年金課 国民健康保険給付事務（療養の給付） 「委託等の状況」の変更 

243 3 保険年金課 国民健康保険税賦課徴収事務（徴収） 
「目的」、「収集先」、「提

供及び利用先」の変更 

244 3 保険年金課 国民健康保険税賦課徴収事務（賦課） 
「記録項目」、「収集先」、

「提供及び利用先」の変更 
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245 3 保険年金課 国民年金被保険者実態調査回答作成事務 

「目的」、「記録項目」、「保

有個人情報が記録されたフ

ァイル、台帳等の名称」の変

更 

246 3 保険年金課 特定健診・特定保健指導事業 
「収集先」、「委託等の状況」

の変更 

247 3 保険年金課 被保険者資格の取得喪失事務 「委託等の状況」の変更 

248 3 建築住宅課 市営住宅及び市営住宅駐車場管理事務 

「記録項目」、「記録項目に

ついての補足」、「提供及び

利用先」、「保有個人情報が

記録されているファイル、台

帳等の名称」の変更 

249 3 建築住宅課 
市営住宅入居者募集受付・審査及び決定

事務 

「記録項目」、「記録項目に

ついての補足」、「提供及び

利用先」、「保有個人情報が

記録されているファイル、台

帳等の名称」の変更 

250 3 建築住宅課 平塚市営住宅運営審議会事務 

「目的」、「対象者の区分」、

「記録項目」、「記録項目に

ついての補足」、「収集先」、

「電子計算機の有無」、「保

有個人情報が記録されてい

るファイル、台帳等の名称」

の変更 

251 3 
選挙管理委員会事務

局 

国政選挙及び地方選挙関係事務（選挙公

報郵送事務） 

「記録項目」、「収集先」の

変更 

252 3 消防総務課 
消防職員福利厚生事務（公務災害、健康

診断、保険業務） 

「根拠法令等」、「提供先」

の変更 

253 3 医事課 医事管理業務システム 

「目的」、「対象者の区分」、

「記録項目」、「記録項目に

ついての補足」、「収集先」、

「電子計算機処理の有無」の

変更 
 

 

 

廃止 １２件 

ＮＯ．

報 

告 

月 

所管課名 事務名称 

1 5 文化・交流課 市民センター使用受付事務 

2 5 文化・交流課 文化団体の登録および管理 

3 5 福祉総務課 子育て世帯臨時特例給付金支給事務 

4 5 学校給食課 給食費検討委員会 

5 5 学校給食課 平塚市学校給食検討委員会 

6 8 資産経営課 平塚市公共施設再編計画策定事務 

7 10 市民情報・相談課 食品の放射性物質簡易検査 

8 10 建築住宅課 公共建築クイズラリー応募受付事務 

9 3 庁舎管理課 庁舎管理運営に係る委託事業者従業員の把握 

10 3 商業観光課 新しい生活様式に取り組む中小企業等応援金交付事務 

11 3 市民情報・相談課 市民相談関係事務(各種市民相談) 

12 3 市民情報・相談課 市政モニター関係事務 
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資料３ 簡易開示の状況 

 

№ 試験の名称 開示開始日 件数 所管部課 開示項目 

1 令和２年度第２回 平塚市任期

付職員採用試験 

R3.2.22  １ 総務部 

職員課 

順位 

2 平塚市教育委員会パートタイ

ム会計年度任用職員採用試験 

第１次試験（校務作業員） 

R3.2.3 １ 学校教育部 

教育総務課 

得点、順位 

3 平塚市教育委員会パートタイ

ム会計年度任用職員採用試験 

第２次試験（校務作業員） 

R3.2.18 １ 学校教育部 

教育総務課 

順位 

4 令和２年度平塚市消防職員採

用試験（第１次試験） 

R2.6.12 １ 消防本部 

消防総務課 

順位 

5 令和２年度消防職員６級任用

候補者選考 

R2.12.21 １ 消防本部 

消防総務課 

得点、順位、 

合格者人数 

6 平塚市民病院職員（管理栄養

士）採用試験 

R3.2.5 １ 市民病院 

病院総務課 

順位 

 

資料４ 個人情報漏えい事故等の内容 

 

NO. 種別 事故等の内容 

１ 誤送付 
３，２２９名に送付した避難行動要支援制度への同意依頼書の発送につい

て、１１名の方に別の宛名の同意書を送付した。 

２ 誤送付 平塚保健福祉事務所に送付すべき患者の感染発生届を個人宅へ送付した。 

３ 紛失 
申請時に受領していた神奈川県国民健康保険被保険証（親子２名分）とひ

とり親医療証（福祉医療証）を紛失した。 

４ 紛失 
児童の氏名、テストの点数が記入してあるノート（教務必携）が無くなっ

ていることに気づいた。 

５ 誤送信 
市民８人にメールを送信する際、誤って個人情報のエクセルシートを送信

してしまった。 

 


