
個人情報取扱事務登録簿登録等の報告 

 

 

(1)新規登録分 

  ①寒川町介護ボランティアポイント事業事務 …P1・2 

   （0110050000-022 福祉部高齢介護課 H28.6.17付登録） 

  ②不育症治療費助成金交付事務 …P3～5 

   （0112010000-025 健康子ども部子ども青少年課 H28.6.17付登録） 

  ③要保護児童支援事務 …Ｐ6～10 

   （0112010000-026 健康子ども部子ども青少年課 H28.6.17付登録） 

    ④養育支援訪問事業実施事務 …P11・12 

   （0112010000-027 健康子ども部子ども青少年課 H28.6.17付登録） 

⑤寒川町プロモーション戦略の策定に関する町民アンケート調査事務 …P13・14 

(0101010000-025 企画政策部企画政策課 H28.7.11付登録） 

  ⑥寒川町地域経済コンシェルジュ委嘱事務 …P15・16 

   （0115010000-019 環境経済部産業振興課 H28.7.15付登録） 

⑦インターネット公有財産売却事務 P17～19 

（0105010000-045 総務部総務課 H28.8.25付登録） 

⑧寒川駅南口・北口（エレベーター・エスカレーター）管理事務 …P20・21 

（0120010000-008 都市建設部道路課 H28.11.1付登録） 

  ⑨在宅介護実態調査事業事務 …P22・23 

   （0110050000-023 福祉部高齢介護課 H28.11.7付登録） 

  ⑩投票立会人募集事務 …P24・25 

   （1001010000-009 選挙管理委員会事務局 H28.12.1付登録） 

  ⑪寒川町農業委員の募集事務 …P26～28 

   （0115040000-010 環境経済部農政課 H28.12.15付登録） 

  ⑫寒川町農地利用最適化推進委員の募集事務 …P29～31 

   （1010010000-011 農業委員会事務局 H28.12.15付登録） 

  ⑬地域ケア会議の開催事務 …P32・33 

   （0110050000-024 福祉部高齢介護課 H28.12.27付登録） 

  ⑭障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領に係る相談応対

事務 …P34・35 

   （0110010000-083 福祉部福祉課 H29.2.22付登録） 

  ⑮町有地・町有施設利用検討委員会事務 …P36・37 

   （0105010000-046 総務部総務課 H29.2.24付登録） 

  ⑯全国町村会総合賠償補償事務 …P38 

   （0105010000-047 総務部総務課 H29.2.24付登録） 

資料番号 ２ 



  ⑰電気自動車用急速充電器貸し出し事務 …P39 

   （0105010000-048 総務部総務課 H29.2.24付登録） 

  ⑱町有地の売払いに関する検討委員会事務 …P40 

   （0105010000-049 総務部総務課 H29.2.24付登録） 

  ⑲寒川町道路用地寄附取扱事務 …P41～43 

   （0120010000-009 都市建設部道路課 H29.3.1付登録） 

⑳寒川町住民活動補償取扱事務 …P44・45 

   （0107010000-033 町民部協働文化推進課 H29.3.2付登録） 

  ㉑田端西地区まちづくり事務 …P46・47 

   （0122020000-001 拠点づくり部田端拠点づくり課 H29.3.27付登録） 

  ㉒寒川町マーケティングマネージャー公募及び委嘱事務 …P48～50 

   （0101090000-010 企画部広報戦略課 H29.4.1付登録） 

  ㉓寒川町 eマーケティングリサーチ事務 …P51 

   （0101090000-011 企画部広報戦略課 H29.4.1付登録） 

  ㉔母子予防接種（定期・臨時）事務 …P52～55 

   （0112010000-033  健康子ども部子育て支援課 H29.4.1付登録） 

  ㉕産後ケア事業事務 …P56・57 

   （0112010000-034 健康子ども部子育て支援課 H29.4.1付登録） 

  ㉖生活管理指導短期宿泊事業事務 …P58・59 

   （0110050000-025 福祉部高齢介護課 H29.4.3付登録） 

㉗寒川町公共施設再編計画策定外部委員会事務 …Ｐ60～62 

（0105020000-014 総務部施設再編課 H29.7.18付登録） 

㉘寒川町公共施設再編計画進行管理委員会事務 …Ｐ63・64 

（0105020000-015 総務部施設再編課 H29.7.18付登録） 

  



































































































































(2)変更分 

  ①臨時福祉給付金給付事務 …P65～67 

（0110010000-078 福祉部福祉課 H28.7.1付変更） 

②普通救命講習会 …P68・69 

（1501020000-014 消防本部予防課 H28.7.15付変更 新事務名称：上級救命

講習会及び普通救命講習会事務） 

③保育児童台帳事務 …P70～72 

（0112010000-004 健康子ども部子ども青少年課 H28.8.9付変更） 

  ④インターネット公有財産売却事務 …P73・74 

   （0105010000-045 総務部総務課 H28.12.7付変更） 

  ⑤臨時福祉給付金給付事務 …P75～77 

   （0110010000-078 福祉部福祉課 H28.12.27付変更） 

  ⑥地域支援事業事務 …P78・79 

   （0110050000-019 福祉部高齢介護課 H28.12.27付変更） 

  ⑦庁用バス貸し出し事務 …P80・81 

   （0105010000-037 総務部総務課 H29.2.24付変更 新事務名称：庁用バス運

行事務） 

  ⑧土地貸付事務 …P82・83 

   （0105010000-038 総務部総務課 H29.2.24付変更 新事務名称：公有財産貸

付事務） 

⑨さむかわふれあい塾事業事務 …P84～86 

   （0112010000-021 健康子ども部子ども青少年課 H29.3.10付変更） 

  ⑩寒川町通園事業「ひまわり教室」事務 …P87～89 

   （0112010000-009 健康子ども部子ども青少年課 H29.3.13付変更） 

  ⑪「寒川町総合計画」に関する町民アンケート調査事務 …P90・91 

   （0101010000-022 企画政策部企画政策課 H29.3.31変更） 

  ⑫予防接種（定期・高齢者）事務 …P92～94 

   （0112020000-020 健康子ども部健康・スポーツ課 H29.4.1 付変更 新事務

名称：高齢者予防接種事務） 

  ⑬がん集団検診事務 …P95～98 

   （0112020000-027 健康子ども部健康・スポーツ課 H29.4.1付変更） 

⑭がん施設検診事務 …P99～101 

   （0112020000-028 健康子ども部健康・スポーツ課 H29.4.1付変更） 

  ⑮地域生涯学習推進会議庶務事務 …P102・103 

   （0501010000-019 教育委員会教育総務課 H29.4.1.付変更 新事務名称：公

民館生涯学習推進員事務） 

 

















































































(3)廃止分 

  ①自転車等利用及び駐車対策に関する町民意識調査事務 …P105・106 

   （0107010000-027 町民部協働文化推進課 H28.12.2付廃止） 

平成 27年度に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。 

  ②機能訓練会事務 …P107・108 

   （0112020000-023 健康子ども部健康・スポーツ課 H29.3.10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寒川町ふれあい・スポーツ・健康まつり事務 …P109 

   （0112020000-029 健康子ども部健康・スポーツ課 H29.3.10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。 

  ④寒川総合体育館使用許可事務 …P110・111 

   （0120040000-024 都市建設部都市計画課 H29.3.29付廃止） 

指定管理者制度導入により平成 18年度から廃止されていたが、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第６回線引き見直しに伴う意向調査事務 …P112 

   （0120040000-033 都市建設部都市計画課 H29.3.29付廃止） 

平成 21年度までに終了していたが、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。 

  ⑥第６回線引き見直しに伴う再意向調査事務 …P113 

   （0120040000-035 都市建設部都市計画課 H29.3.29付廃止） 

平成 21年度までに終了していたが、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。 

  ⑦寒川町プロモーション戦略の策定に関する町民アンケート調査事務 

 …P114・115 

   （0101010000-025 企画政策部企画政策課 H29.3.29付廃止） 

平成 28年度に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。 

  ⑧（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 …P116～118 

   （0105010000-044 総務部総務課 H29.3.30付廃止） 

平成 29 年 3 月 30 日付けで計画を策定したことに伴い、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。 

  ⑨敬老会事業事務 …P119～121 

   （0110050000-001 福祉部高齢介護課 H29.3.31付廃止） 

    当該事務は平成 28 年度をもって終了となり、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。 

  ⑩寒川町総合体育館スポーツサウナ利用助成事業事務 …P122・123 

   （0110050000-020 福祉部高齢介護課 H29.3.31付廃止） 

平成 29 年 3 月 31 日付けで要綱が廃止され、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臨時職員人事事務 …P124・125 

   （0501040000-002 教育委員会寒川総合図書館 H29.3.31付廃止） 

    平成 29 年度からの指定管理者制度導入に伴い、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。 

  ⑫総合図書館利用登録事務 …P126 

   （0501040000-003 教育委員会寒川総合図書館 H29.3.31付廃止） 

    平成 29 年度からの指定管理者制度導入に伴い、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。 

  ⑬図書館ボランティア事務 …P127 

   （0501040000-004 教育委員会寒川総合図書館 H29.3.31付廃止） 

平成 29年度からの指定管理者制度導入に伴い、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。 

  ⑭家庭教育事業事務 …P128～130 

   （0501060020-001 教育委員会北部公民館 H29.3.31付廃止） 

    平成 29 年度からの指定管理者制度導入に伴い、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。 

  ⑮家庭教育事業事務 …P131～133 

   （0501060030-001 教育委員会南部公民館 H29.3.31付廃止） 

    平成 29 年度からの指定管理者制度導入に伴い、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。 

  ⑯青少年育成事業事務 …P134～136 

   （0501060000-001 教育委員会町民センター H29.3.31付廃止） 

    平成 29 年度からの指定管理者制度導入に伴い、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。 

  ⑰一般教養事業事務 …P137・138 

   （0501060000-002 教育委員会町民センター H29.3.31付廃止） 

    平成 29 年度からの指定管理者制度導入に伴い、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。 

  ⑱高齢者教育事業事務 …P139・140 

   （0501060000-003 教育委員会町民センター H29.3.31付廃止） 

    平成 29 年度からの指定管理者制度導入に伴い、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。 



  ⑲団体育成事業事務 …P141・142 

   （0501060000-004 教育委員会町民センター H29.3.31付廃止） 

    平成 29 年度からの指定管理者制度導入に伴い、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。 

⑳使用許可事務 …P143 

   （0501060000-006 教育委員会町民センター H29.3.31付廃止） 

    平成 29 年度からの指定管理者制度導入に伴い、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。 

㉑芸術文化事業事務 …P144・145 

   （0501060000-007 教育委員会町民センター H29.3.31付廃止） 

    平成 29 年度からの指定管理者制度導入に伴い、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。 

㉒施設開放事業事務 …P146 

   （0501060000-008 教育委員会町民センター H29.3.31付廃止） 

    平成 29 年度からの指定管理者制度導入に伴い、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。 

㉓公民館利用者の会事務局事務 …P147～149 

   （0501060000-009 教育委員会町民センター H29.3.31付廃止） 

    平成 29 年度からの指定管理者制度導入に伴い、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。 

㉔町政モニター事務 …P150・151 

   （0107020000-003 町民部町民窓口課 H29.3.31付廃止）  

    類似する eマーケティングリサーチ制度の開始に伴い、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。 

㉕住民意識調査（すみよいまちづくりアンケート）事務 …P152 

   （0107020000-030 町民部町民窓口課 H29.3.31付廃止）  

    類似する eマーケティングリサーチ制度の開始に伴い、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。 

㉖医療券発行事務 …P153～155 

   （0501020000-019 教育委員会学校教育課 H29.4.3付廃止） 

    平成 29 年度から小児医療費助成制度の通院助成が中学生まで拡大されるこ

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。 

㉗めがね補助事務 …P156・157 

   （0501020000-020 教育委員会学校教育課 H29.4.3付廃止） 

    平成 29 年度から小児医療費助成制度の通院助成が中学生まで拡大されるこ

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。 












































































































