
個人情報取扱事務登録簿登録等の報告 

 

 

(1)新規登録分 

  ①(仮称)寒川町公共施設等総合管理計画外部策定委員会事務 …P1～3 

   （0105010000-044 総務部総務課 H27.12.1付登録） 

  ②寒川町緊急輸送道路沿道建築物耐震診断事業補助事務 …P4・5 

   （0120040000-038 都市建設部都市計画課 H27.12.14付登録） 

  ③寒川町勤労者個人住宅取得奨励事業事務 …Ｐ6～8 

   （0115010000-018 環境経済部産業振興課 H27.12.15付登録） 

    ④ゲートキーパー研修事務 …P9・10 

   （0107020000-032 町民部町民窓口課 H27.12.21付登録） 

⑤寒川町都市マスタープラン見直しにむけた町民意識調査事務 …P11・12 

   （0120040000-039 都市建設部都市計画課 H28.2.4付登録） 

  ⑥寒川町障害者就労相談事務 …P13～15 

   （0110010000-076 福祉部福祉課 H28.2.8付登録） 

⑦インターネット 119番緊急通報システムの運用に係る事務 P16～18 

（1501020000-017 消防本部予防課 H28.2.10付登録） 

⑧寒川町農業振興に関する補助金交付要綱事務 …P19・20 

（0115010000-019 環境経済部産業振興課 H28.2.12付登録） 

  ⑨一部負担金減免等事務 …P21～23 

   （0110030000-037 福祉部保険年金課 H28.2.17付登録） 

  ⑩避難行動要支援者支援事務 …P24・25 

   （0110010000-077 福祉部福祉課 H28.2.18付登録） 

  ⑪臨時福祉給付金給付事務 …P26～28 

   （0110010000-078 福祉部福祉課 H28.3.1付登録） 

  ⑫育成医療給付事務 …P29～32 

   （0110010000-079 福祉部福祉課 H28.3.11付登録） 

  ⑬２歳児歯科健康診査事務 …P33～36 

   （0112020000-055 健康子ども部健康・スポーツ課 H28.3.14付登録） 

  ⑭道路占用申請許可事務 …P37・38 

   （0120010000-007 都市建設部道路課 H28.3.14付登録） 

  ⑮移動支援事業事務 …P39～42 

   （0110010000-080 福祉部福祉課 H28.3.15付登録） 

  ⑯日中一時支援事業事務 …P43～46 

   （0110010000-081 福祉部福祉課 H28.3.15付登録） 

  ⑰更正訓練費支給事務 …P47・48 

資料番号 ４ 



   （0110010000-082 福祉部福祉課 H28.3.15付登録） 

  ⑱寒川町町民ボランティア団体等登録制度登録事務 …P49・50 

   （0107010000-028 町民部協働文化推進課 H28.3.17付登録） 

  ⑲寒川町協働事業選考委員会事務 …P51・52 

   （0107010000-029 町民部協働文化推進課 H28.3.17付登録） 

⑳保管自転車等照会・通知事務 …P53 

   （0107010000-030 町民部協働文化推進課 H28.3.17付登録） 

  ㉑平和広告塔借上事務 …P54 

   （0107010000-031 町民部協働文化推進課 H28.3.17付登録） 

  ㉒男女共同参画に関する町民意識調査事務 …P55 

   （0107010000-032 町民部協働文化推進課 H28.3.17付登録） 

  ㉓社会教育講座事務 …P56～60 

   （0501010000-018 教育委員会教育総務課 H28.3.28付登録） 

  ㉔給食サービス事業事務 …P61・62 

   （0110050000-021  福祉部高齢介護課 H28.3.29付登録） 

 

  































































































































(2)変更分 

  ①諸税課税事務 …P63・64 

（0105030000-008 総務部税務課 H27.12.14付変更） 

軽自動車税改正に伴い、軽自動車の検査情報の提供を受けるため、個人情報

の収集先及び収集方法を追加した。 

②敬老会事業事務 …P65～67 

（0110050000-001 福祉部高齢介護課 H27.12.18付変更） 

長寿夫妻への記念品支給事務を廃止したため、「長寿夫妻(結婚 50・60周年記

念)対象者」の継続用紙を削除した。 

③敬老金支給事務 …P68・69 

（0110050000-002 福祉部高齢介護課 H27.12.18付変更） 

敬老金の支給方法を口座振込みから商品券交付に変更したため、使用する主

な個人情報記録を変更した。 

  ④登記相談事務 …P70～72 

   （0107020000-019 町民部町民窓口課 H27.12.21付変更） 

相談対応範囲を拡大したため、事務の名称・目的・根拠法令等を変更した（新

事務名称：司法書士相談事務）。 

  ⑤標準負担額減額認定事務 …P73～75 

   （0110030000-025 福祉部保険年金課 H27.12.22付変更） 

高額療養費の現物給付化により、限度額適用認定事務が追加されたため、事

務の名称、目的、使用する主な個人情報記録を変更した（新事務名称：限度

額適用、標準負担額減額認定事務）。 

  ⑥母子健康手帳交付事務 …P76・77 

   （0112020000-004 健康子ども部健康・スポーツ課 H27.12.24付変更） 

母子健康手帳の再交付手続きについて規定を定めたため、使用する主な個人

情報記録を追加した。   

  ⑦妊婦健康診査事務 …P78～80 

   （0112020000-008 健康子ども部健康・スポーツ課 H27.12.24付変更） 

転入者用に妊婦健康診査補助券交付申請書の様式を定めたため、使用する主

な個人情報記録に追加した。 

  ⑧学校伝染病予防事務 …P81・82 

   （0501020000-018 教育委員会学校教育課 H28.1.4.付変更） 

    法改正により、根拠法令等を変更した。 

⑨医療券発行事務 …P83・84 

   （0501020000-019 教育委員会学校教育課 H28.1.4.付変更） 

    法改正により、根拠法令等を変更した。 

  ⑩心臓病検診事務 …P85～87 



   （0501020000-023 教育委員会学校教育課 H28.1.4.付変更） 

    法改正により、根拠法令等を変更した。 

  ⑪結核健康診断事務 …P88・89 

   （0501020000-024 教育委員会学校教育課 H28.1.4.付変更） 

    法改正により、根拠法令等を変更した。 

  ⑫就学時健康診断事務 …P90・91 

   （0501020000-025 教育委員会学校教育課 H28.1.4.付変更） 

    法改正により、根拠法令等を変更した。 

  ⑬めがね補助事務 …P92～94 

   （0501020000-020 教育委員会学校教育課 H28.1.4.付変更） 

    事務処理要領を定めたため、根拠法令等を変更した。 

⑭独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付金事務 …P95～97 

   （0501020000-026 教育委員会学校教育課 H28.1.4.付変更） 

他の医療費助成制度の利用状況の確認が必要となったため、個人情報の項目

名を追加した。 

  ⑮スクールカウンセラー活用調査研究委託事務 …P98・99 

   （0501020000-037 教育委員会学校教育課 H28.1.4.付変更） 

    神奈川県が実施要綱を定めたため、根拠法令等を変更した。 

  ⑯特別支援教育就学奨励事務 …P100～102 

   （0501020010-003 教育委員会寒川小学校 H28.1.4.付変更） 

    特別支援学級の開設校が増えたため、所管課等を追加した。 

  ⑰就学時健康診断事務 …P103～105 

   （0501020010-019 教育委員会寒川小学校 H28.1.4.付変更） 

    法改正により、根拠法令等を変更した。 

  ⑱心臓病検診事務 …P106 

   （0501020010-021 教育委員会寒川小学校 H28.1.4.付変更） 

    法改正により、根拠法令等を変更した。 

  ⑲尿検査事務 …P107・108 

   （0501020010-022 教育委員会寒川小学校 H28.1.4.付変更） 

    法改正により、根拠法令等を変更した。 

  ⑳結核健康診断事務 …P109 

   （0501020010-023 教育委員会寒川小学校 H28.1.4.付変更） 

    法改正により、根拠法令等を変更した。 

  ㉑ぎょう虫卵検査事務 …P110 

   （0501020010-024 教育委員会寒川小学校 H28.1.4.付変更） 

    法改正により、根拠法令等を変更した。 

  ㉒学校伝染病予防事務 …P111 



   （0501020010-025 教育委員会寒川小学校 H28.1.4.付変更） 

    法改正により、根拠法令等を変更した。 

  ㉓独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付金事務 …P112～114 

   （0501020010-027 教育委員会寒川小学校 H28.1.4.付変更） 

他の医療費助成制度の利用状況の確認が必要となったため、個人情報の項目

名を追加した。 

  ㉔保育児童台帳事務 …P115～117 

   （0112010000-004 健康子ども部子ども青少年課 H28.1.6.付変更） 

保育園の民設化及び法改正により、根拠法令等及び使用する主な個人情報記

録を変更した。 

  ㉕保育料口座振替事務 …P118 

   （0112010000-005 健康子ども部子ども青少年課 H28.1.6.付変更） 

保育園の民設化及び法改正により、根拠法令等及び使用する主な個人情報記

録を変更した。 

  ㉖災害活動事務 …P119～121 

   （1501020000-016 消防本部予防課 H28.2.10付変更） 

消防指令業務におけるデータベース整備のため、条例第 9 条第 1 項第 4 号の

規定に基づく利用元に福祉課を追加した。 

  ㉗身体障害者手帳等交付事務 …P122～124 

   （0110010000-041 福祉部福祉課 H28.2.10付変更） 

消防指令業務におけるデータベース整備のため、条例第 9 条第 1 項第 4 号の

規定に基づく利用先に消防署を追加した。 

  ㉘要介護（要支援）認定事務 …P125～127 

   （0110050000-013 福祉部高齢介護課 H28.2.10付変更） 

消防指令業務におけるデータベース整備のため、条例第 9 条第 1 項第 4 号の

規定に基づく利用先に消防署を追加した。 

  ㉙わたしの提案事務 …P128・129 

   （0107020000-002 町民部町民窓口課 H28.2.12付変更） 

要綱を制定し、褒賞制度を導入したため、根拠法令等及び使用する主な個人

情報記録を変更・追加した。 

  ㉚放課後児童健全育成事業事務 …P130～132 

   （0112010000-018 健康子ども部子ども青少年課 H28.2.19付変更） 

町が入所判定を行うこととしたため、使用する主な個人情報記録や個人情報

の項目名等を変更した。 

  ㉛育児相談事務 …P133・134 

   （0112020000-002 健康子ども部健康・スポーツ課 H28.3.14付変更） 

２歳児歯科健康診査を実施するため、使用する主な個人情報記録を変更した。 



  ㉜医療券発行事務 …P135～137 

   （0501020000-019 教育委員会学校教育課 H28.3.15付変更） 

医療券の交付方法を一律交付から申請に基づく交付へと変更したため、使用

する主な個人情報記録及び個人情報の収集先を追加した。 

  ㉝めがね補助事務 …P138～140 

（0501020000-020 教育委員会学校教育課 H28.3.15付変更） 

要領を新たに定めたため、根拠法令等を変更した。 

  ㉞生涯学習推進会議事務 …P141～143 

   （0107010000-021 町民部協働文化推進課 H28.3.17付変更） 

個人類型の名称を見直して変更し、使用する主な個人情報記録を追加した。 

  ㉟さむかわ町民大学事務 …P144・145 

   （0107010000-022 町民部協働文化推進課 H28.3.17付変更） 

取り扱う個人情報が、さむかわ町民大学の一環として中学生以下を対象に行

っているゆうゆう学園に関する情報のみであることから、実態に合わせて事

務の名称等を変更した（新事務名称：ゆうゆう学園事務）。 

  ㊱情報公開不服申立て処理事務 …P146・147 

   （0105010000-006 総務部総務課 H28.3.22付変更） 

行政不服審査法全部改正により、不服申立てが審査請求に一元化されたため、

事務の名称等を変更した（新事務名称：情報公開審査請求処理事務）。 

  ㊲個人情報開示等不服申立て処理事務 …P148・149 

   （0105010000-008 総務部総務課 H28.3.22付変更） 

行政不服審査法全部改正により、不服申立てが審査請求に一元化されたため、

事務の名称等を変更した（新事務名称：個人情報開示等審査請求処理事務）。 

  ㊳猫不妊去勢手術費助成事業補助金事務 …P150～152 

   （0115030000-005 環境経済部環境課 H28.3.24付変更） 

「不妊去勢した猫を保護した者」の継続用紙を追加した。 

㊴（仮称）寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定等外部委員会事務 

  …P153～156 

   （0101010000-024 企画政策部企画政策課 H28.3.28付変更） 

総合戦略の策定業務が終わったため、事務の名称を変更した（新事務名称：

寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定等外部委員会事務）。 

  ㊵ひとり暮らし老人緊急通報システム事業事務 …P157～159 

   （0110050000-010 福祉部高齢介護課 Ｈ28.3.29付変更） 

登録年月日と同日付けで根拠となる要綱に変更が生じていたが、旧要綱の内

容で登録していたことが判明したため、根拠法令等を変更した。 

  ㊶法律相談事務 …P160～162 

   （0107020000-018 町民部町民窓口課 H28.4.1付変更） 



相談員の設置方法を委嘱から業務委託契約に基づく派遣に変更したため、根

拠法令等を変更した。 

  ㊷社会福祉事業功労者に対する厚生大臣表彰推薦事務 …P163・164 

   （0110010000-015 福祉部福祉課 H28.5.25付け変更） 

表彰実施要領の施行に伴い、事務の名称や根拠法令等を変更した（新事務名

称：社会福祉功労者に対する厚生労働大臣表彰推薦事務）。 

  ㊸入浴サービス事業事務 …P165～167 

   （0110010000-019 福祉部福祉課 H28.5.25付け変更） 

新たに要綱を策定し、施行したため、事務の名称や目的等を変更した（新事

務名称：寒川町訪問入浴サービス事業事務）。 

㊹手話通訳者等派遣事務 …P168～171 

   （0110010000-021 福祉部福祉課 H28.5.25付け変更） 

新たに要綱を策定し、施行したため、事務の目的や根拠法令等を変更した。 

㊺施設通所者交通費助成事務 …P172～175 

   （0110010000-023 福祉部福祉課 H28.5.25付け変更） 

新たに要綱を策定し、施行したため、事務の名称や目的等を変更した（新事

務名称：寒川町障害者施設通所交通費助成事務）。 

㊻日常生活用具給付・貸与事務 …P176～179 

   （0110010000-030 福祉部福祉課 H28.5.25付け変更） 

新たに要綱を策定し、施行したため、事務の名称や目的等を変更した（新事

務名称：寒川町重度身体障害者等日常生活用具給付事業事務）。 

㊼障害児者補装具交付・修理事務 …P180～183 

   （0110010000-031 福祉部福祉課 H28.5.25付け変更） 

法施行により、事務の名称や根拠法令等を変更した（新事務名称：身体障害

児者補装具交付・修理事務）。 

㊽心身障害者扶養共済制度事務 …P184～186 

   （0110010000-036 福祉部福祉課 H28.5.25付け変更） 

事業主体が替わったため、根拠法令等及び使用する主な個人情報記録を変更

した。 

㊾障害者スポーツ教室事務 …P187～189 

   （0110010000-045 福祉部福祉課 H28.5.25付け変更） 

障がい者スポーツに係る社会情勢に応じて実施内容を変更したことにより、

事務の名称や目的等を変更した（新事務名称：障がい者スポーツ教室事務）。 

㊿心身障害者医療費助成事務 …P190～192 

   （0110010000-055 福祉部福祉課 H28.5.25付け変更） 

条例改正したため、事務の名称や目的等を変更した（新事務名称：重度障害

者等医療費助成事務）。 



○51寒川町介護給付費等の支給に関する事務 …P193・194 

   （0110010000-066 福祉部福祉課 H28.5.25付け変更） 

法改正により、根拠法令等を変更した。 

  ○52私立幼稚園等就園奨励費補助事務 …P195～198 

   （0112010000-010 健康子ども部子ども青少年課 H28.5.27付変更） 

障害者世帯に対する保護者負担を軽減することとしたため、障害者世帯の把

握に必要な個人情報の項目名を追加した。 

 

 

  



















































































































































































































































































(3)廃止分 

  ①湘南地域の移動実態アンケート調査事務 …P199・200 

   （0120040000-037 都市建設部都市計画課 H27.12.14付廃止） 

平成 26 年度にアンケート調査を実施し、平成 27 年度に集計を終えたことに

伴い、個人情報取扱事務登録簿の廃止届が提出されたため、廃止した。 

  ②保健福祉サービス推進委員会事務 …P201・202 

   （0110010000-001 福祉部福祉課 H27.12.16付廃止） 

当該事務を既に行っていないとして、個人情報取扱事務登録簿の廃止届が提

出されたため、廃止した。 

  ③健康福祉まちづくり懇話会事務 …P203 

   （0110010000-002 福祉部福祉課 H27.12.16付廃止） 

当該懇話会は平成 14年度に廃止されていたが、個人情報取扱事務登録簿の廃

止届が遅れて提出されたため、廃止した。 

  ④難病患者等居宅生活支援事務 …P204・205 

   （0110010000-032 福祉部福祉課 H27.12.16付廃止） 

平成 25 年 2 月 26 日付けで要綱が廃止されていたが、個人情報取扱事務登録

簿の廃止届が遅れて提出されたため、廃止した。 

  ⑤巡回リハビリテーション事務 …P206 

   （0110010000-033 福祉部福祉課 H27.12.16付廃止） 

障害者自立支援法（現名称：障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律）の施行より、当該事務は既に 0110010000-057「在宅福祉サ

ービス利用普及事業事務」に包括されたとして、個人情報取扱事務登録簿の

廃止届が提出されたため、廃止した。 

  ⑥家族短期入所事務 …P207・208 

   （0110010000-034 福祉部福祉課 H27.12.16付廃止） 

障害者自立支援法（現名称：障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律）の施行により、当該事務は既に 0110010000-039「施設入所・

通所事務」に包括されたとして、個人情報取扱事務登録簿の廃止届が提出さ

れたため、廃止した。 

  ⑦在宅重度身体障害者一時利用事務 …P209・210 

   （0110010000-040 福祉部福祉課 H27.12.16付廃止） 

障害者自立支援法（現名称：障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律）の施行により、当該事務は既に 0110010000-039「施設入所・

通所事務」に包括されたとして、個人情報取扱事務登録簿の廃止届が提出さ

れたため、廃止した。 

  ⑧成年後見相談事務 …P211・212 

   （0110010000-073 福祉部福祉課 H27.12.16付廃止） 



当該事務を既に社会福祉協議会へ移管したとして、個人情報取扱事務登録簿

の廃止届が提出されたため、廃止した。 

  ⑨はり・灸・マッサージ治療扶助事業事務 …P213・214 

   （0110050000-007 福祉部高齢介護課 H27.12.18付廃止） 

    平成 27年 3月 31日付けで要綱が廃止されていたが、個人情報取扱事務登録

簿の廃止届が遅れて提出されたため、廃止した。 

  ⑩人権相談事務 …P215～217 

   （0107020000-016 町民部町民窓口課 H27.12.21付廃止） 

    外部からの相談員が相談票を管理していて、町として個人情報の取扱いが無

いことから、個人情報取扱事務登録簿の廃止届が提出されたため、廃止した。 

  ⑪行政相談事務 …P218 

   （0107020000-017 町民部町民窓口課 H27.12.21付廃止） 

    外部からの相談員が相談票を管理していて、町として個人情報の取扱いが無

いことから、個人情報取扱事務登録簿の廃止届が提出されたため、廃止した。 

  ⑫税務相談事務 …P219・220 

   （0107020000-020 町民部町民窓口課 H27.12.21付廃止） 

    当該事務を平成 24 年度から廃止したとして、個人情報取扱事務登録簿の廃

止届が提出されたため、廃止した。 

  ⑬すみよいまちづくり集会事務 …P221 

   （0107020000-028 町民部町民窓口課 H27.12.21付廃止） 

    当該事務を既に行っていないとして、個人情報取扱事務登録簿の廃止届が提

出されたため、廃止した。 

  ⑭パソコン教室事務 …P222・223 

   （0107010000-001 町民部協働文化推進課 H28.3.17付廃止） 

    当該事務を既に行っていないとして、個人情報取扱事務登録簿の廃止届が提

出されたため、廃止した。 

  ⑮ピーストレインさむかわ事務 …P224・225 

   （0107010000-010 町民部協働文化推進課 H28.3.17付廃止） 

    平成 22 年度から休止し、再開の見込みが無いことから、個人情報取扱事務

登録簿の廃止届が提出されたため、廃止した。 

  ⑯男と女のおしゃれ講座事務 …P226～230 

   （0107010000-012 町民部協働文化推進課 H28.3.17付廃止） 

    平成 23 年度からの第 3 次男女共同参画プラン策定時に廃止したとして、個

人情報取扱事務登録簿の廃止届が提出されたため、廃止した。 

  ⑰さむかわ男女共同参画プラン策定事務 …P231 

   （0107010000-014 町民部協働文化推進課 H28.3.17付廃止） 

    アドバイザー設置を廃止し、取り扱う個人情報が無くなったとして、個人情



報取扱事務登録簿の廃止届が提出されたため、廃止した。 

  ⑱(仮称)寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定に係るアンケート調査事務 

…P232・233 

   （0101010000-023 企画政策部企画政策課 H28.3.28付廃止） 

平成 27年 6月からアンケート調査を行い、調査結果を報告したとして、個人

情報取扱事務登録簿の廃止届が提出されたため、廃止した。 

  ⑲障害福祉施設地域サービス推進事務 …P234～236 

   （0110010000-027 福祉部福祉課 H28.5.25付廃止） 

障害者自立支援法（現名称：障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律）の施行により、当該事務は既に 0110010000-039「施設入所・

通所事務」に包括されたとして、個人情報取扱事務登録簿の廃止届が提出さ

れたため、廃止した。 

⑳寒川町進行性筋萎縮症者療養等給付事務 …P237・238 

   （0110010000-046 福祉部福祉課 H28.5.25付廃止） 

障害者自立支援法（現名称：障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律）の施行により、当該事務は既に 0110010000-039「施設入所・

通所事務」に包括されたとして、個人情報取扱事務登録簿の廃止届が提出さ

れたため、廃止した。 

 


















































































