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平成３０年度 個人情報保護制度の実施状況報告書 

（平成３１年３月末現在） 

１ 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 

（承諾） 

28 0 0 28 

一部開示 

（一部承諾） 

13 0 0 13 

拒 否 

（文書不存在

含む） 

10 0 0 10 

審査中 2 0 0 2 

取下げ 1 0 0 1 

合 計 54 0 0 54 

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

（平成３０年度 ７３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 50 0 0 50 

教育委員会 4 0 0 4 

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 0 0 0 0 

議会 0 0 0 0 

合計 54 0 0 54 

 

 

３ 審査請求の処理状況  

 件数 

３０年度の審査請求件数 2 

 審査会へ諮問 0 

３０年度の審議件数 0 

 答申件数 0 

次年度へ継続審議 0 

   

４ 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 
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５ 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 759 44 180 32 771 

教育委員会 137 6 8 0 143 

選挙管理委員会 20 0 2 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 0 0 0 15 

固定資産評価審査委員会 2 0 0 0 2 

病院事業管理者 30 2 2 2 30 

議会 9 0 2 0 9 

合   計 976 52 194 34 994 

 

６ 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 

 １８０件 

 

７ 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 

１０試験 １７件 

 

８ 個人情報漏えい事故等の件数 資料４ 

   ４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 「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）」に係る外務大臣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 

２ 「みどり公園・水辺課 公園内放置軽自動車等の処理事務」に係る

「市民税課 軽自動車税賦課事務」からの保有個人情報の目的外利

用 

承認 

３ 「障がい福祉課 障がい福祉施策の計画策定のためのアンケート収

集事務」における要配慮個人情報の取扱い 

不承認 

４ 「障がい福祉課 平塚市障がい者地域生活サポート事業通所体験事

業の補助金の助成事務」における要配慮個人情報の取扱い 

承認 

５ 「障がい福祉課 障がい福祉施策の計画策定のためのアンケート収

集事務」に係る「障がい福祉課 身体障害者手帳交付等申請（届出）

事務」からの保有個人情報の目的外利用 

不承認 

６ 「障がい福祉課 障がい福祉施策の計画策定のためのアンケート収

集事務」に係る「障がい福祉課 精神障害者保健福祉手帳交付等申

請（届出）事務」からの保有個人情報の目的外利用 

不承認 

７ 「障がい福祉課 障がい福祉施策の計画策定のためのアンケート収

集事務」に係る「障がい福祉課 療育手帳交付（再交付）・再判定

申請（届出）事務」からの保有個人情報の目的外利用 

不承認 

８ 

 

「障がい福祉課 平塚市障がい者福祉計画第４期策定におけるアン

ケート収集・集計事務」における要配慮個人情報の取扱い 

承認 

９ 「障がい福祉課 平塚市障がい者福祉計画第４期策定におけるアン

ケート収集・集計事務」に係る「障がい福祉課 身体障害者手帳交

付等申請（届出）事務」からの保有個人情報の目的外利用 

承認 

１０ 「障がい福祉課 平塚市障がい者福祉計画第４期策定におけるアン

ケート収集・集計事務」に係る「障がい福祉課 精神障害者保健福

祉手帳交付等申請（届出）事務」からの保有個人情報の目的外利用 

承認 

１１ 「障がい福祉課 平塚市障がい者福祉計画第４期策定におけるアン

ケート収集・集計事務」に係る「障がい福祉課 療育手帳交付（再

交付）・再判定申請（届出）事務」からの保有個人情報の目的外利

用 

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 ５２件 

Ｎ

Ｏ 

報 

告 

月 

所管課名 事務名称 

1 5 秘書広報課  広告掲載に関する事務  

2 5 職員課  人事・給与事務（各種人事制度）  

3 5 職員課  人事・給与事務（庶務事務関係）  

4 5 職員課  人事・給与事務（障がい者雇用通報制度）  

5 5 職員課  人事・給与事務（人事評価制度）  

6 5 職員課  人事・給与事務（懲戒関係）  

7 5 職員課  人事・給与事務（被服貸与関係）  

8 5 商業観光課  なでしこプロジェクトに関する事務  

9 5 保育課  特別児童扶養手当受給状況確認事務  

10 5 まちづくり政策課  違反屋外広告物除却協力員事務  

11 5 まちづくり政策課  景観アクションプランに関する事務  

12 5 環境政策課  平塚市環境共生モデル住宅導入補助金交付事務  

13 5 スポーツ課  かながわパラスポーツフェスタ事務  

14 5 スポーツ課  スポーツ優秀選手表彰事務  

15 5 スポーツ課  ひらつかパラスポーツフェスタ事務  

16 5 経営企画課  平塚市民病院広報誌表紙写真募集事務  

17 7 秘書広報課  インスタグラムを活用した写真展に関する事務  

18 7 秘書広報課  平塚市動画コンテストに関する事務  

19 7 資産経営課  庁用自動車運行管理業務委託に関すること  

20 7 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  

21 7 産業振興課  ふれあいマーケット推進事務  

22 7 保育課  平塚市保育所等保育士就労支援交付金交付事務  

23 7 保育課  平塚市民間保育所インターンシップ事業実施経費補助事務  

24 7 環境保全課  埋立て等の規制に関する事務  

25 7 環境保全課  神奈川県里地里山保全等促進事業費補助金事務  

26 7 環境保全課  環境衛生に関する相談対応事務  

27 7 環境保全課  生物多様性に関する事務  

28 7 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（犬のしつけ教室） 

29 7 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（啓発看板配布）  

30 7 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（平塚市犬猫の適

正飼育ガイドラインに関する検討会）  

31 7 都市整備課  
見附台周辺地区整備事業者（Ａ・Ｃブロック）選定委員会運営事

務  

32 7 まちづくり政策課  居住用財産の譲渡所得の特別控除にかかる確認書発行事務  

33 7 中央図書館  レファレンスに関する事務  

34 10 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  

35 10 事業課  ステージイベント出演団体募集事務  

36 10 事業課  はじめてケイリン参加者募集事務  

37 10 事業課  平塚競輪キャッシュレス会員登録事務  

38 10 事業課  平塚競輪女子会参加者募集事務  

39 10 保育課  保育料滞納整理事務  

40 10 みどり公園・水辺課  公園内放置軽自動車等の処理事務  

41 10 建築住宅課  公共建築クイズラリー応募受付事務  

42 10 学務課  平塚市立小学校及び中学校通学区域再編成委員会に関する事務  
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43 10 中央図書館  平塚市図書館ホームページ問い合わせ回答事務  

44 12 秘書広報課  定住促進資料送付事務  

45 12 福祉総務課  平塚市福祉会館等利用登録事務  

46 12 まちづくり政策課  空家バンク事務  

47 12 経営企画課  開設５２周年記念シンポジウムに関する事務  

48 3 商業観光課  「ひらつか匠の店」体験ツアー関連事務  

49 3 事業課  平塚競輪運営協議会事務  

50 3 介護保険課  平塚市介護職員初任者研修受講促進事業補助金交付事務  

51 3 介護保険課  平塚市介護職員等宿舎借上げ支援事業補助金交付事務  

52 3 環境政策課  平塚市環境表彰に関する事務  

 

変更登録 １９４件 

ＮＯ 

報 

告 

月 

所管課名 事務名称 変更点等 

1 5 危機管理課  職員連絡網の作成  
「同一の利用目的で事務

を行う課名」の変更  

2 5 危機管理課  平塚市業務継続計画（BCP）に関すること  「事務所管課名」の変更  

3 5 職員課  人事・給与事務（職員内部通報制度）  「名称」の変更  

4 5 職員課  人事・給与事務（人事給与管理関係）  「名称」の変更  

5 5 納税課  収納管理事務  「提供及び利用先」の変更  

6 5 市民課  印鑑登録証明関係事務  
「オンライン結合による

外部提供」の変更  

7 5 市民課  外国人登録原票データの保管事務  
「目的」、「記録項目」の

変更  

8 5 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  

「オンライン結合による

外部提供」、「委託等の状

況」の変更  

9 5 市民課  住民基本台帳事務  

「オンライン結合による

外部提供」、「委託等の状

況」の変更  

10 5 市民課  成年被後見人、破産者等名簿関係事務  
「名称」、「収集根拠」の

変更  

11 5 障がい福祉課  重度障害者医療費助成事務  「提供及び利用先」の変更  

12 5 障がい福祉課  平塚市意思疎通支援事業  

「名称」、「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  

13 5 障がい福祉課  
平塚市障害者地域活動支援センター事業補

助金交付事務  
「名称」の変更  

14 5 障がい福祉課  平塚市民・大学交流事業に関する事務  
「名称」、「目的」、「対

象者の区分」の変更  

15 5 障がい福祉課  
平塚市地域生活支援事業（障がい福祉サー

ビス）の給付事務  
「名称」の変更  

16 5 健康課  母子保健相談指導事務  

「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  

17 5 都市整備課  土地区画整理事業換地図貸出事務  「名称」、「目的」の変更  

18 5 
子ども教育相談セン

ター  
教育支援委員会関係事務  「利用及び提供先」の変更  

19 5 消防総務課  
消防車両等が係る交通事故発生時の報告書

作成事務  

「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」

の変更  

20 5 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）  
「記録項目」の変更  

21 5 消防総務課  消防表彰事務  「同一の利用目的で事務
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を行う課名」、「記録項

目」、「記録項目について

の補足」の変更  

22 5 消防総務課  常勤職員採用試験関係事務  「記録項目」の変更  

23 7 危機管理課  不当要求防止責任者選任届出書の作成  「提供及び利用先」の変更  

24 7 職員課  人事・給与事務（庶務事務関係）  「目的」の変更  

25 7 納税課  市税の減免事務  「提供及び利用先」の変更  

26 7 納税課  収納管理事務  「提供及び利用先」の変更  

27 7 商業観光課  なでしこプロジェクトに関する事務  

「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  

28 7 市民課  埋火葬許可台帳等作成事務  「提供及び利用先」の変更  

29 7 障がい福祉課  
外国籍給付金等心身障害者福祉給付金支給

事務  
「提供及び利用先」の変更  

30 7 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  
「記録項目」の変更  

31 7 障がい福祉課  
神奈川県障害者スポーツ大会申込受付等に

関する事務  
「記録項目」の変更  

32 7 障がい福祉課  軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業  「収集先」の変更  

33 7 障がい福祉課  

市内大学生と障がい者等の交流イベント開

催に関する事務（平塚市民・大学交流事業

に関する事務）  

「名称」、「目的」、「対

象者の区分」、「記録項目」

の変更  

34 7 障がい福祉課  重度障害者医療費助成事務  「記録項目」の変更  

35 7 障がい福祉課  
重度障害者住宅設備改良事業助成金交付申

請事務  
「記録項目」の変更  

36 7 障がい福祉課  受給者台帳取扱事務  「提供及び利用先」の変更  

37 7 障がい福祉課  障害支援区分に関する認定事務（障害者）  「提供及び利用先」の変更  

38 7 障がい福祉課  障がい児者相談支援事務  
「収集先」、「提供及び利

用先」の変更  

39 7 障がい福祉課  
小児慢性特定疾病児童等の日常生活用具給

付事務  
「記録項目」の変更  

40 7 障がい福祉課  自立支援医療費（育成医療）支給認定事務  
「記録項目」、「提供及び

利用先」の変更  

41 7 障がい福祉課  

自立支援給付（介護給付費、訓練等給付費、

特定障害者特別給付費、療養介護医療費、

地域相談支援給付費）事務  

「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 7 障がい福祉課  自立支援医療費（更生医療）支給認定事務  
「記録項目」、「収集先」、

「提供及び利用先」の変更  

43 7 障がい福祉課  自立支援医療費（精神通院）支給認定事務  
「記録項目」、「提供及び

利用先」の変更  

44 7 障がい福祉課  心身障害者福祉手当支給申請事務  「提供及び利用先」の変更  

45 7 障がい福祉課  身体障害者手帳交付等申請（届出）事務  「提供及び利用先」の変更  

46 7 障がい福祉課  
精神障害者保健福祉手帳交付等申請（届出）

事務  
「提供及び利用先」の変更  

47 7 障がい福祉課  成年後見制度市長申立に関する事務  「提供及び利用先」の変更  

48 7 障がい福祉課  特別障害者手当等認定請求事務  
「記録項目」、「収集先」

の変更  

49 7 障がい福祉課  日常生活用具給付事務  「記録項目」の変更  

50 7 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  
「収集先」の変更  

51 7 障がい福祉課  
平塚市障害者地域活動支援センター事業補

助金交付事務  
「記録項目」の変更  

52 7 障がい福祉課  
平塚市障害福祉サービス事業所等通所交通

費助成事務  
「収集先」の変更  

53 7 障がい福祉課  
平塚市身体障害者用自動車改造助成事業事

務  
「記録項目」の変更  

54 7 障がい福祉課  平塚市地域生活支援事業（障がい福祉サー 「記録項目」、「提供及び
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ビス）の給付事務  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  

55 7 障がい福祉課  補装具費の給付事務  
「目的」、「記録項目」、

「収集先」の変更  

56 7 障がい福祉課  有料道路の割引申請事務  「提供及び利用先」の変更  

57 7 障がい福祉課  
療育手帳交付（再交付）・再判定申請（届

出）事務  
「提供及び利用先」の変更  

58 7 地域包括ケア推進課  

介護予防・日常生活支援総合事業における

高額介護予防サービス費相当事業等の支給

事務  

「名称」、「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

記録されているファイル、

台帳等の名称」の変更  

59 7 保育課  
日本スポーツ振興センター災害共済給付事

務  
「提供及び利用先」の変更  

60 7 保険年金課  国民健康保険税賦課徴収事務（徴収）  
「記録項目」、「収集先」、

「委託等の状況」の変更  

61 7 環境政策課  
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づ

く相談処理・対応事務  

「目的」、「記録項目」、

「提供及び利用先」の変更  

62 7 環境政策課  不法投棄物排出者特定事務  「提供及び利用先」の変更  

63 7 環境保全課  里山の保全に関する事務  

「目的」、「対象者の区

分」、「記録項目」、「収

集先」、「保有個人情報が

記録されているファイル、

台帳等の名称」の変更  

64 7 環境保全課  畜犬登録事務  

「根拠法令等」、「対象者

の区分」、「記録項目につ

いての補足」、「提供およ

び利用先」、「保有個人情

報の記録されているファ

イル、台帳等の名称」の変

更  

65 7 環境保全課  鳥獣の捕獲許可及び飼養登録に関する事務  

「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  

66 7 環境保全課  
平塚市猫不妊及び去勢手術補助金交付制度

に関する事務  

「根拠法令等」、「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  

67 7 都市整備課  住居表示及び町名地番の整理  
「収集先」、「電子計算機

処理の有無」の変更  

68 7 都市整備課  土地区画整理事業換地図貸出事務  

「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  

69 7 
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）  

「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

れているファイル、台帳等

の名称」の変更  

70 7 開発指導課  
土地を有償譲渡する場合の届出書及び買取

希望申出書の受付事務  

「同一の利用目的で事務

を行う課名」、「目的」、

「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」、「提供および利用

先」、「保有個人情報の記

録されているファイル、台

帳等の名称」、「保有特定



8 

71 個人情報が記録されて

いる 72 ファイル、台帳等

の名称」の変更  

71 7 スポーツ課  ひらつかパラスポーツフェスタ事務  「記録項目」の変更  

72 7 中央図書館  
神奈川大学図書館の紹介状発行申請受付事

務  
「根拠法令等」の変更  

73 7 中央図書館  東海大学付属図書館の利用申請受付事務  「根拠法令等」の変更  

74 7 中央図書館  
図書館ホームページ有料掲示板掲載取扱事

務  

「電子計算機処理の有無」

の変更  

75 7 消防救急課  消防水利施設用地の補償に関する事務  「収集先」の変更  

76 10 秘書広報課  平塚市動画コンテストに関する事務  
「記録項目についての補

足」の変更  

77 10 事業課  ＣＳ放送視聴者プレゼントに関する事務  

「名称」、「目的」、「対

象者の区分」、「記録項

目」、「委託等の状況」の

変更  

78 10 障がい福祉課  ＮＨＫ放送受信料免除事由存否調査事務  「収集先」の変更  

79 10 障がい福祉課  
外国籍給付金等心身障害者福祉給付金支給

事務  
「収集先」の変更  

80 10 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  
「収集先」の変更  

81 10 障がい福祉課  
神奈川県障害者スポーツ大会申込受付等に

関する事務  
「収集先」の変更  

82 10 障がい福祉課  神奈川県心身障害者扶養共済制度申請事務  「収集先」の変更  

83 10 障がい福祉課  軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業  「収集先」の変更  

84 10 障がい福祉課  高額障害サービス費の支払いに関する事務  「収集先」の変更  

85 10 障がい福祉課  在宅重度障害者タクシー利用料金助成事業  「収集先」の変更  

86 10 障がい福祉課  重度障害者医療費助成事務  「収集先」の変更  

87 10 障がい福祉課  
重度障害者住宅設備改良事業助成金交付申

請事務  
「収集先」の変更  

88 10 障がい福祉課  
就労支援強化事業の就職給付金の支給に関

する事務  
「収集先」の変更  

89 10 障がい福祉課  障害支援区分に関する認定事務（障害者）  「収集先」の変更  

90 10 障がい福祉課  
障害支援区分に関する認定事務（審査会委

員）  
「収集先」の変更  

91 10 障がい福祉課  障がい児者相談支援事務  「収集先」の変更  

92 10 障がい福祉課  障がい者虐待に関する事務  「収集先」の変更  

93 10 障がい福祉課  障がい者差別に関する相談受付事務  「収集先」の変更  

94 10 障がい福祉課  障害者所得認定事務  「収集先」の変更  

95 10 障がい福祉課  障がい者の医療保護入院に関する事務  「収集先」の変更  

96 10 障がい福祉課  
小児慢性特定疾病児童等の日常生活用具給

付事務  
「収集先」の変更  

97 10 障がい福祉課  自立支援医療費（育成医療）支給認定事務  「収集先」の変更  

98 10 障がい福祉課  

自立支援給付（介護給付費、訓練等給付費、

特定障害者特別給付費、療養介護医療費、

地域相談支援給付費）事務  

「収集先」の変更  

99 10 障がい福祉課  自立支援医療費（更生医療）支給認定事務  「収集先」の変更  

100 10 障がい福祉課  自立支援医療費（精神通院）支給認定事務  「収集先」の変更  

101 10 障がい福祉課  心身障害者福祉手当支給申請事務  「収集先」の変更  

102 10 障がい福祉課  身体障害者手帳交付等申請（届出）事務  「収集先」の変更  

103 10 障がい福祉課  
精神障害者保健福祉手帳交付等申請（届出）

事務  
「収集先」の変更  

104 10 障がい福祉課  成年後見制度市長申立に関する事務  
「記録項目」、「収集先」

の変更  

105 10 障がい福祉課  点字図書給付申請事務  「収集先」の変更  

106 10 障がい福祉課  特別障害者手当等認定請求事務  「収集先」の変更  
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107 10 障がい福祉課  日常生活用具給付事務  「収集先」の変更  

108 10 障がい福祉課  バス割引証給付事務  「収集先」の変更  

109 10 障がい福祉課  表彰関係事務  「収集先」の変更  

110 10 障がい福祉課  平塚市意思疎通支援事業  「収集先」の変更  

111 10 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」、「収集先」

の変更  

112 10 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  
「収集先」の変更  

113 10 障がい福祉課  
平塚市障害者地域活動支援センター事業補

助金交付事務  

「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  

114 10 障がい福祉課  
平塚市障害福祉サービス事業所等通所交通

費助成事務  
「収集先」の変更  

115 10 障がい福祉課  
平塚市身体障害者用自動車改造助成事業事

務  

「記録項目」、「収集先」

の変更  

116 10 障がい福祉課  
平塚市地域生活支援事業（障がい福祉サー

ビス）の給付事務  
「収集先」の変更  

117 10 障がい福祉課  補装具費の給付事務  「収集先」の変更  

118 10 障がい福祉課  有料道路の割引申請事務  「収集先」の変更  

119 10 障がい福祉課  
療育手帳交付（再交付）・再判定申請（届

出）事務  
「収集先」の変更  

120 10 こども家庭課  ５歳児健康診査事務  
「記録項目」、「提供及び

利用先」の変更  

121 10 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」

の変更  

122 10 こども家庭課  特別児童扶養手当事務  
「収集先」、「提供及び利

用先」の変更  

123 10 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」、「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  

124 10 保険年金課  特定健診・特定保健指導事業  

「記録項目」、「提供及び

利用先」、「委託等の状況」

の変更  

125 10 環境保全課  公害苦情処理・対応事務  
「記録項目」、「提供及び

利用先」の変更  

126 10 環境保全課  里山の保全に関する事務  

「対象者の区分」、「記録

項目」、「記録項目につい

ての補足」の変更  

127 10 環境保全課  畜犬登録事務  
「記録項目についての補

足」の変更  

128 10 環境保全課  鳥獣の捕獲許可及び飼養登録に関する事務  
「記録項目についての補

足」の変更  

129 10 議会局  議員履歴管理事務  

「名称」、「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  

130 10 議会局  報酬事務及び源泉徴収事務  

「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  

131 10 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）  

「記録項目」、「記録項目

についての補足」、「委託

等の状況」の変更  

132 12 秘書広報課  平塚市動画コンテストに関する事務  「記録項目についての補
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足」の変更  

133 12 災害対策課  平塚市避難行動要支援者関係事務  「収集先」の変更  

134 12 納税課  市税の減免事務  「提供及び利用先」の変更  

135 12 市民税課  軽自動車税賦課事務  「提供及び利用先」の変更  

136 12 市民税課  住民税課税事務  
「提供及び利用先」、「委

託先等の状況」の変更  

137 12 事業課  平塚競輪キャッシュレス会員登録事務  「記録項目」の変更  

138 12 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」、「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」の変更  

139 12 障がい福祉課  ＮＨＫ放送受信料免除事由存否調査事務  

「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  

140 12 障がい福祉課  
障害支援区分に関する認定事務（審査会委

員）  
「記録項目」の変更  

141 12 障がい福祉課  障がい者虐待に関する事務  
「記録項目」、「記録項目

についての補足」の変更  

142 12 障がい福祉課  障がい者差別に関する相談受付事務  「対象者の区分」の変更  

143 12 障がい福祉課  
小児慢性特定疾病児童等の日常生活用具給

付事務  

「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  

144 12 障がい福祉課  自立支援医療費（育成医療）支給認定事務  

「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  

145 12 障がい福祉課  

自立支援給付（介護給付費、訓練等給付費、

特定障害者特別給付費、療養介護医療費、

地域相談支援給付費）事務 

「目的」の変更  

146 12 障がい福祉課  自立支援医療費（更生医療）支給認定事務  

「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  

147 12 障がい福祉課  自立支援医療費（精神通院）支給認定事務  

「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  

148 12 障がい福祉課  心身障害者福祉手当支給申請事務  

「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  

149 12 障がい福祉課  身体障害者手帳交付等申請（届出）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  

150 12 障がい福祉課  
精神障害者保健福祉手帳交付等申請（届出）

事務  

「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  

151 12 障がい福祉課  点字図書給付申請事務  
「記録項目」、「収集先」

の変更  

152 12 障がい福祉課  日常生活用具給付事務  

「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  

153 12 障がい福祉課  
平塚市障害福祉サービス事業所等通所交通

費助成事務  

「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  

154 12 障がい福祉課  補装具費の給付事務  

「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  

155 12 障がい福祉課  有料道路の割引申請事務  

「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  

156 12 障がい福祉課  療育手帳交付（再交付）・再判定申請（届 「目的」、「保有個人情報
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出）事務  が記録されているファイ

ル、台帳等の名称」の変更  

157 12 保育課  保育料滞納整理事務  「収集先」の変更  

158 12 こども家庭課  
５歳児健康診査事務（すくすくアンケート

事務）  

「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」の変更  

159 12 環境施設課  
遠藤原一般廃棄物最終処分場に係る協議及

び対応  

「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」、「保

有個人情報が記録されて

いるファイル、台帳等」の

変更  

160 12 学務課  幼稚園就園奨励事務  「提供及び利用先」の変更  

161 12 中央図書館  図書館資料の利用に関する事務  

「対象者の区分」、「記録

項目」、「記録項目につい

ての補足」、「委託等の状

況」の変更  

162 12 中央図書館  
平塚市図書館ホームページ 問い合わせ回

答事務  

「電子計算機処理の有無」

の変更  

163 12 医事課  診療記録作成事務  

「目的」、「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」、「収集先」、

「提供及び利用先」の変更  

164 3 情報政策課  データパンチ委託事務  
「記録項目」、「記録項目

の補足」の変更  

165 3 情報政策課  庁内ネットワークの利用ユーザ管理  「委託等の状況」の変更  

166 3 納税課  収納管理事務  「提供及び利用先」の変更  

167 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  

168 3 固定資産税課  市税に関する証明・閲覧事務  「記録項目」の変更  

169 3 福祉総務課  住宅支援給付事業  

「事務の終了日」、「保存

文書の最終廃棄予定日」、

「記録項目」の変更  

170 3 福祉総務課  平塚市自殺対策会議委員に関する事務  

「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  

171 3 福祉総務課  
平塚市成年後見制度利用促進協議会委員に

関する事務  

「名称」、「目的」、「対

象者の区分」、「記録項

目」、「保有個人情報が記

録されたファイル、台帳等

の名称」の変更  

172 

 
3 福祉総務課  保健福祉総合相談窓口事務  

「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  

173 3 障がい福祉課  

自立支援給付（介護給付費、訓練等給付費、

特定障害者特別給付費、療養介護医療費、

地域相談支援給付費）事務  

「委託等の状況」の変更  

174 3 障がい福祉課  受給者台帳取扱事務  「記録項目」の変更  

175 3 障がい福祉課  障がい者虐待に関する事務  
「目的」、「記録項目の補

足」の変更  

176 3 障がい福祉課  障がい者差別に関する相談受付事務  「記録項目」の変更  

177 3 障がい福祉課  障がい福祉施策推進懇話会に関する事務  

「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  

178 3 障がい福祉課  日常生活用具給付事務  「記録項目」の変更  
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179 3 障がい福祉課  補装具費の給付事務  

「対象者の区分」、「記録

項目」、「記録項目につい

ての補足」の変更  

180 3 介護保険課  受給者台帳取扱事務  
「提供及び利用先」、「委

託等の状況」の変更  

181 3 保育課  子育て支援に関するアンケート調査  

「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  

182 3 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  

183 3 こども家庭課  小児医療費助成  
「収集先」、「提供及び利

用先」の変更  

184 3 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」、「記録項目

についての補足」、「電子

計算機処理の有無」、「保

有個人情報の記録されて

いるファイル、台帳等の名

称」の変更  

185 3 青少年課  ジュニア・リーダー養成講習会  

「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

有個人情報の記録されて

いるファイル、台帳等の名

称」の変更  

186 3 青少年課  青少年広場の維持・管理  

「記録項目」、「記録項目

についての補足」、「収集

先」の変更  

187 3 青少年課  びわ青少年の家利用申込受付  

「目的」、「対象者の区

分」、「記録項目の補足」、

「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  

188 3 環境政策課  平塚市環境審議会に関する事務  

「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」、「保

有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  

189 3 収集業務課  動物死体処理事務  

「名称」、「目的」、「対

象者の区分」、「記録項

目」、「委託等の状況」の

変更  

190 3 収集業務課  粗大ごみ・せん定枝収集事務  

「名称」、「目的」、「対

象者の区分」、「記録項

目」、「委託等の状況」の

変更  

191 3 環境施設課  
遠藤原一般廃棄物最終処分場に係る協議及

び対応  

「対象者の区分」、「記録

項目についての補足」の変

更  

192 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（永久選挙

人名簿・選挙権被選挙権・入場整理券・投

票事務）  

「根拠法令等」、「対象者

の区分」、「記録項目につ

いての補足」、「収集先」、

「保有個人情報の記録さ

れているファイル、台帳等

の名称」の変更  

193 3 消防署管理担当  枯草・空家調査事務  

「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  

194 3 経営企画課  
開設５０周年記念シンポジウムに関する事

務  

「対象者の区分」、「電子

計算機処理の有無」の変更  
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廃止 ３４件 

ＮＯ．

報 

告 

月 

所管課名 事務名称 

1 5 企画政策課  平塚市総合計画策定事業（絵画・作文コンクール）  

2 5 企画政策課  平塚市総合計画策定事業（計画書（案）への市民意見）  

3 5 企画政策課  平塚市総合計画策定事業（ひらつか未来市民会議）  

4 5 資産経営課  代替地民間情報活用システム  

5 5 行政総務課  定額給付金給付事務  

6 5 庁舎管理課  新庁舎建設基本構想策定委員会事務  

7 5 庁舎管理課  新庁舎建設基本設計アドバイザー会議事務  

8 5 庁舎管理課  新庁舎建設工事現場見学会運営事務  

9 5 商業観光課  共感と創造のまちづくり実行委員会事務  

10 5 商業観光課  湘南ひらつか観光風景写真コンクール  

11 5 商業観光課  湘南ひらつか観光風景写生コンクール事務  

12 5 商業観光課  湘南ひらつかシロギス沖釣り大会事務  

13 5 商業観光課  平塚市菊花展事務  

14 5 市民情報・相談課  市民相談関係事務（多重債務相談）  

15 5 市民情報・相談課  対話集会（「学びトーク」）  

16 5 高齢福祉課  老人理療費の助成  

17 5 保育課  子育て応援特別手当事務  

18 5 保育課  子育て支援講演会開催事務  

19 5 青少年課  海洋少年団交流事業に関する事務  

20 5 青少年課  青少年健全育成のつどいに関する事務  

21 5 保険年金課  
平塚市国民健康保険税における生命保険契約等に基づく年金

に関する特別返還金事務  

22 5 環境政策課  平塚市環境基本計画・平塚市地球温暖化対策実行計画策定業務  

23 5 収集業務課  大型生ごみ処理機モデル事業の参加者登録名簿  

24 5 環境施設課  平塚市余熱利用施設愛称投票事務  

25 5 環境施設課  不用品等登録事務  

26 5 交通政策課  平塚市総合交通計画検討会議  

27 5 交通政策課  平塚市幼児２人同乗用自転車レンタル事業  

28 5 都市整備課  
真田・北金目特定土地区画整理事業地区内生産緑地指定箇所の

変更に関する事務  

29 5 都市整備課  真田・北金目まちづくり推進協議会  

30 5 都市整備課  土地区画整理促進区域内建築行為等許可申請台帳事務  

31 5 下水道経営課  公共下水道使用料事務（一括納付制度以前分）  

32 10 事業課  平塚競輪メールマガジン配信事務  

33 12 退院支援・医療相談室  医療福祉相談業務  

34 12 退院支援・医療相談室  退院支援受療支援業務  
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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 平成３０年度嘱託員採用試験（４

月２８日実施） 

30.5.9 １ 総務部 

職員課 

科 目 別 の 得

点、順位 

2 平成３０年度嘱託員採用試験（５

月１４日実施） 

30.5.21 １ 総務部 

職員課 

順位 

3 平成３０年度第１回職員採用試験

第２次選考 

30.7.2 ２ 総務部 

職員課 

順位 

4 平成３０年度第１回職員採用試験

第３次選考 

30.8.1 ２ 総務部 

職員課 

順位 

5 平成３０年度第２回職員採用試験

第３次選考 

30.12.28 １ 総務部 

職員課 

順位 

6 平成３０年度育児休業代替任期付

職員及び嘱託員採用試験（１月２

６日実施） 

31.2.1 ２ 総務部 

職員課 

科 目 別 の 得

点、順位 

7 平成３０年度第３回職員採用試験

第２次選考 

31.2.28 ２ 総務部 

職員課 

順位 

8 平塚市教育委員会嘱託員募集（中

央図書館奉仕業務） 

31.2.12 ３ 学校教育部 

教育総務課 

順位 

9 平成３０年度平塚市消防職員採用

試験（第４次試験） 

30.9.14 ２ 消防本部 

消防総務課 

順位 

10 第３回平塚市民病院看護職員採用

職員 

30.6.27 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 誤交付 納付書を別の者へ交付してしまった。 

２ 紛失 
職員、生徒や保護者の電話番号等が保存されていたスマートフォンを紛失

してしまった。 

３ 誤交付 生徒Ａの自宅ポストに生徒Ｂの通知表も併せて交付してしまった。 

４ 誤送付 
通知書を送付する際に、別の者の封筒も貼りついた状態で送付してしまっ

た。 

 


