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１ 届出制度の趣旨について 

(1) 職員に対して 

   それぞれの事務において取り扱う個人情報の項目や方法、取扱いの制限

を確認し、適正な取扱いを図るためのもの。 

(2) 市民に対して 

   市が個人情報を取り扱う事務の概要を確認するためのもの。 

この趣旨の実現のため、登録簿は情報公開コーナーや市ホームページ等 

で公表する。 

 

◎ 個人情報取扱事務登録簿（以下「登録簿」という。）は、市民目線で、市民

に分かりやすく作成すること。この視点が最も大切であるため、記載内容等に

疑問を生じたときは、総務課と協議すること。 

 

２ 届出の事務の単位について 

原則として事務の目的ごとに届け出るものとする。ただし、事務の目的が同じ

であり、取り扱う個人情報が類似する場合は、一つの事務として届け出ることが

できるものとする。 

◎ 届出漏れが生ずることがないよう十分に注意し、市民目線で、市民に分かり

やすい単位とすること。疑問を生じたときは、総務課と協議すること。 

 

                       届出及び公表 

 

 
 

                        

                       確認 
 

３ 登録簿の各欄の記載について 

ア 「区分」欄 

原則は、個別となる。 

「各審議会等の委員に関する事務」のように複数の課に共通する事務や「避難

登録簿Ａ

•事務の名称Ａ

•事務の目的Ａ

•対象者Ａ

•個人情報の内容Ａ

登録簿Ｂ

•事務の名称Ｂ

•事務の目的Ｂ

•対象者Ｂ

•個人情報の内容Ｂ

登録簿Ｃ

•事務の名称Ｃ

•事務の目的Ｃ

•対象者Ｃ

•個人情報の内容Ｃ

市 

市 民 
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行動要支援者支援事業事務」のように複数の課において共同で行う事務の場合

は、共通となる。 

 

イ 「実施機関の名称」欄 

市長や教育委員会などの実施機関の名称を記載する。 

複数の実施機関の共通事務の場合は、当該事務における主たる実施機関の名

称を先頭に記載し、そのほかの実施機関の名称も全て記載する。 

 

※ 実施機関：市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農

業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、消防長、議

会、野田市土地開発公社 

 

ウ「届出部課等の名称」欄 

登録簿を見て疑問がある者からの問合せ先としての意味もあるため、複数の

課の共通事務の場合は、当該事務における主たる問合せ先の名称を記載する。 

 

エ「関係課等の名称」欄 

原則は、空欄となる。 

複数の課の共通事務の場合において、「届出部課等の名称」欄に記載された課

以外の課名を記載する。記載する課が多い場合は、『各審議会等の担当課』等と

することもできるものとする。 

※ 組織改編に伴い課名が変更された場合の届出については、市の組織編成を

所管している行政管理課が他の実施機関のものも含めて一括で届け出る。 

 

オ 「届出年月日」欄 

当初に届け出る日を記載する。 

 

カ 「開始年月日」欄 

 届け出る事務が開始される日を記載する。 

既に開始されている事務を届け出る場合で、開始年月日が不明のときは、確認

ができる範囲で「昭和○○年以前」という記載もできるものとする。 
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キ 「最終変更年月日」欄 

最後に変更を届け出た日を記載する。 

 

ク 「事務の名称」欄 

事務の名称を記載する。 

◎ 市民目線で、市民に分かりやすい名称とすること。また、職員にとっても、

この名称を分かりやすくしておかないと、事務の内容の変更などがあった場

合に、届出の漏れにつながってしまうので注意すること。疑問を生じたときは、

総務課と協議すること。 

 

ケ 「事務の目的」欄 

 事務の目的を記載する。 

◎ 市民目線で、市民に分かりやすい記載とすること。また、職員にとっても、

この名称を分かりやすくしておかないと、事務の内容の変更などがあった場

合に、届出の漏れにつながってしまうので注意すること。疑問を生じたときは、

総務課と協議すること。 

 

コ 「事務の概要」欄 

個人情報の取扱い内容を簡潔に記載する。 

＜例＞ 

・交付金の申請書の提出を受け、要件の審査をし、交付の可否の通知及び交付

等を行う。 

・○○に関する相談を受け、適切な支援の内容を検討し、◎◎協議会の意見を

聴き、同意見を踏まえた支援の内容を決定し、支援を行う。 

 

サ 「対象者」欄 

事務で取り扱う個人情報の対象者の範囲を記載する。 

＜例＞ 

Ａ交付金交付事務であれば、「Ａ交付金の申請者」など 

 

シ 「収集項目」欄 

(1) 原則として収集を禁止している要配慮個人情報を収集する場合は、「個人情

報の収集項目の内容」（Ｐ１３～Ｐ１４）を確認し、該当する収集項目にチェ
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ックを付けるとともに、収集する根拠条番号にチェックを付ける。 

さらに、法令等による収集の場合は法令等の名称を記載し、公益上特に必要

があると認めるときを適用する場合は、あらかじめ野田市情報公開・個人情報

保護審査会（以下「審査会」という。）の承認が必要であるため、審査会の承

認を得た日を記載する（審査会の承認を得る会議の資料としては、空欄とな

る。）。 

◎ 公益上特に必要があると認めるときの適用を検討する場合は、事務の開始

予定日の最低３月前までに（緊急に事務の開始の検討が始まった場合には、遅

滞なく。）総務課と協議すること。 

 

※ 別紙「個人情報の収集項目の内容」は、総務課において適宜更新する。 

 

(2) 要配慮個人情報以外の個人情報の収集項目については、「個人情報の収集項

目の内容」（Ｐ１３、Ｐ１４参照）を確認し、該当する収集項目にチェックを

付ける。該当する項目がない個人情報の収集をする場合は、当該項目を記述す

る。この場合は、総務課に相談すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

     収集する根拠は                  収集項目にない 

 

              

 

          承認済        未承認 

                      

 

個人情報の収集項目について 

法令を根拠と
するもの
  

 

『公益上特に必要がある
と認める』もの 

次の項目へ 記述し総務課に相談 

法令名を
記載 

情報公開・個人情報保護審査会の承認を要する 

次の項目へ 承認年月日を記入 
審議会への付議を要する
ため、事務開始日の 3 か
月前までに総務課と協議 

収集項目にチェック 
収集する理由にチェック 

「個人情報の収集項目の内容」（Ｐ13,14） 
による収集項目にチェック 

 

要配慮個人情報である 要配慮個人上以外の個人情報である 
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ス 「収集先」欄 

収集先にチェックを付け、本人からの収集の例外の場合は、括弧内に名称を記

載する。実施機関内部又は他の実施機関からの場合は、課等の名称を記載する。 

本人以外から収集する場合は、根拠条番号にチェックを付け、法令等による収集

の場合は法令等の名称を記載し、公益上特に必要があると認めるときを適用す

る場合は、あらかじめ審査会の承認が必要であるため、審査会の承認日を記載す

る。 

※ 注意事項 

実施機関内部又は他の実施機関から収集する場合は、当該収集先（情報を提供

する方）の事務の登録簿の変更の届出が必要となる。 

＜例＞  

Ａ事務において保有する個人情報を、Ｂ事務において収集する場合 

⇒ Ａ事務にとっては、Ｂ事務への提供となる。 

このため、Ａ事務の登録簿の「経常的な目的外利用・提供先」欄の「利用す

る事務の名称」にＢ事務の記載をするために、Ｂ事務の届出と併せて、Ａ事務

の登録簿の変更の届出が必要となる。 

◎ 公益上特に必要があると認めるときの適用を検討する場合は、事務の開始

予定日の最低３月前までに（緊急に事務の開始の検討が始まった場合には、遅

滞なく。）総務課と協議すること。 

 

 

 

 

              該当項目にチェックし収集している理由を選択 

  

                                     

 

 

 

                  

 

 

                 承認済  未承認 

                             

                          

 

個人情報の収集先について 

チェックし 
次の項目へ 

本人から収集 本人以外から収集 

法令を根拠
とするもの 

『公益上特に必要がある
と認める』もの 
 

それ以外
のもの 

チェックし 
次の項目へ 

チェックし 
法令名を記載 

情報公開・個人情報保護審
査会の承認を要する 
 

承認年月日
を記入 

審議会への付議を要
するため、事務開始
日の 3 か月前までに
総務課と協議 

実施機関内部又は他の実施
機関から収集する場合は、
当該収集先（情報を提供す
る方）の事務の登録簿の変
更の届出が必要 

注 意 
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セ 「経常的な目的外利用・提供先」欄 

(1) 用語の意味 

・目的外利用 

「事務の目的」欄に記載する目的以外の目的のために、当該事務にお

いて保有する個人情報を、同一実施機関内の他の事務において利用する

場合（他の事務に提供する場合） 

     ＜例＞  

市長部局のＡ課Ｚ事務において保有する個人情報を、市長部局のＢ課

Ｙ事務において利用する場合（市長が自ら保有する情報を利用する場合） 

 

・目的外提供 

「事務の目的」欄に記載する目的以外の目的のために、当該事務にお

いて保有する個人情報を、他の実施機関又は市の外部に提供する場合 

   ＜例＞  

市長部局のＡ課Ｚ事務において保有する個人情報を、教育委員会のＣ

課Ｘ事務において利用する場合（市長が保有する情報を教育委員会に提

供する場合） 

 

 ・経常的 

１年以上継続する場合又は１年に１回以上、複数年実施する場合 

◎ 公益上特に必要があると認めるときを適用して目的外利用又は目的

外提供をするためには、１回限りであっても、審査会の事前承認が必要

となるので、公益上特に必要があると認めるときの適用を検討する場合

は、事務の開始予定日の最低３月前までに（緊急に事務の開始の検討が

始まった場合には、遅滞なく。）総務課と協議すること。 

 

(2) 記載内容 

「目的外利用有」又は「目的外提供有」にチェックを付け、当該個人情

報を利用する事務（提供を受ける事務）の名称及び主な利用項目（提供項

目）（例：「住所、氏名、税情報等」）を記載する。 

  また、利用又は提供をする根拠条番号にチェックを付け、法令等による

利用の場合は法令等の名称を記載し、公益上特に必要があると認めるとき

を適用する場合は、あらかじめ審査会の承認が必要であるため、審査会の

承認日を記載する。 

  なお、利用又は提供をする事務が複数の場合は、登録簿の「経常的な目

的外利用・提供先」欄を追加し、全ての事務を記載する。 

 



個人情報取扱事務登録簿記載マニュアル 

 

 9 / 15   

 

※ 住民基本台帳の利用について 

住民基本台帳法の目的は、第１条に「住民の居住関係の公証、選挙人名

簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の

住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な

管理を図るため、住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳

の制度を定め、もつて住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団

体の行政の合理化に資すること」と規定されており、市の事務に住民基本

台帳の情報を利用することは、目的内の利用である。 

市の事務のためだけでなく、市の施策の検討のために行うアンケート調

査は、公益性のある調査に該当するため、住民基本台帳の目的内の利用と

なる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         承認済   未承認 

                 

 

 

 

 

利用する事務の名称 
主な利用項目 
を記載する 

目的外利用を行う 目的外提供を行う 

利用する事務の名称 
主な提供項目 
を記載する 

目的外利用・提供の理由を記載する 

承認年月日 
を記入 

審議会への付議を
要するため、事務
開始日の 3 か月前
までに総務課と協
議 

経常的ではない 1

回限りの目的外利

用・提供であって

も、その理由が

『公益上特に必要

があると認める』

場合 

経常的な目的外利用・提供先について 

法令を根拠とするもの 
『公益上特に必要があると認め
る』もの 
 

それ以外のも
の 

チェックし 
次の項目へ 

チェックし法令名を
記載 

情報公開・個人情報保護審査会
の承認を要する 
 

該当しない 

記載の必要なし 

注 意 
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ソ 「外部委託等」欄 

市の外部に事務の全部又は一部を委託する場合は、外部委託にチェックを付

けるとともに、クラウドコンピューティングを導入する事務については、クラウ

ドコンピューティングにチェックを付ける。また、個人情報を保護するための必

要な措置について審査会への報告が必要となる 

指定管理者による管理に係る事務の場合は、指定管理者による管理にチェッ

クを付けるとともに、個人情報を保護するための必要な措置について、あらかじ

め審査会の承認が必要であるため、審査会の承認を得た日を記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

チェックし次の項目へ 

事務の全部又は一部の委託 

クラウドコンピューティング 
指定管理者による管理 

情報公開・個人情報保護
審査会の承認を要する 

承認年月日を記入 

外部委託等について 

該当しない 

記載の必要なし 

情報公開・個人情報保護審査
会への報告が必要 
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タ 「電子計算機結合」の欄 

市の電子計算機と市の外部のものの電子計算機とを結合する場合は、「有」及

び根拠条番号にチェックを付け、法令等による結合の場合は法令等の名称を記載

する。 

公益上特に必要があると認めるときであって、個人情報の漏えい、滅失、毀損

及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるも

のであると認めるときを適用する場合は、あらかじめ審査会の承認が必要である

ため、審査会の承認を得た日を記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チ「個人情報の保存期間」の欄 

個人情報の保存期間の原則を記載する。 

例えば、訴訟等の手続が必要となった場合に、一部の情報は当該手続が終了す

るまで保存する可能性があるなど、例外の保存期間は記載しない。 

 

４ 変更の手続について 

既に届出がある事務であっても、個人情報の取扱いの内容を変更するときは、

「有」にチェック 該当しない 

記載の必要なし 

電子計算機結合について 

法令を根拠
とするもの 

『公益上特に必要があると認める』ものであ
って『個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改
ざんの防止その他の個人情報の適正な管理の
ために必要な措置を講じるものであると認め
る』もの 
 

チェックし法
令名を記載 

情報公開・個人情報保護審査会の承認を要する 

承認年月日を記入 
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あらかじめ変更の届出が必要となるので、注意すること。 

 特に、従来の事務を変更し、公益上特に必要があると認めるときの適用を検討

する場合は、審査会の事前承認が必要となることから、事務の開始予定日の最低

３月前までに（緊急に事務の開始の検討が始まった場合には、遅滞なく。）総務

課と協議すること。 

 

５ 廃止の手続について 

事務を廃止したときは、廃止の届出が必要となる。 

６ 事務全体の流れについて 

 

 
  

ＳＴＥＰ１

•個人情報を取り扱う事務の開始又は変更について検討を開始する。

•総務課への相談（特に審査会の承認が必要なものは早急に相談すること）

•現時点での届出の状況を確認する。

ＳＴＥＰ２

•個人情報取扱事務登録簿の作成（当マニュアルを参照し記載すること）

•総務課への確認

ＳＴＥＰ３

•審査会への付議（月に1回程度開催）

ＳＴＥＰ４

•個人情報を取り扱う事務の開始又は変更
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７ その他 

個人情報の収集項目の内容 

 
 

要配慮個人情報 

収集項目 内容 

人種 
人種、世系又は民俗的若しくは種族
的出身等 

信条 
個人の基本的なものの見方、考え方
を意味し、思想と信仰の双方を含む。 

社会的身分 

ある個人にその境遇として固着して
いて、一生の間、自らの力によって
容易にそれから脱し得ないような地
位を意味し、単なる職業的地位や学
歴は含まない。 

健康情報 

病歴、本人に対して医師その他医療
に関連する職務に従事する者により
行われた疾病の予防及び早期発見の
ための健康診断その他の検査の結
果、健康診断等の結果に基づき、又
は疾病、負傷その他の心身の変化を
理由として、本人に対して医師等に
より心身の状態の改善のための指導
又は診療若しくは調剤が行われたこ
と 

障がい 

身体障がい、知的障がい、精神障が
い（発達障害を含む。）等の心身の機
能の障がいがあること（過去の状態
を含む。） 

犯罪関係 

犯罪の経歴、犯罪により害を被った
事実、本人を被疑者又は被告人とし
て、逮捕、捜索、差押え、拘留、公訴
の提起その他の刑事事件に関する手
続が行われたこと、本人を少年法に
規定する審判に付すべき少年又はそ
の疑いのある者として、調査、観護
の措置、審判、保護処分その他の少
年の保護事件に関する手続が行われ
たこと 
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要配慮個人情報以外 

収集項目 内容 

氏名 
氏名（氏又は名だけの場合を含む。）、
旧姓等 

住所 
住所（郵便番号を含む。）、居所、居
住区域名、住所歴、住定日等 

年齢・生年月日 年齢、生年月日、年代、星座等 

性別 性別 

連絡先 
電話番号、ＦＡＸ番号、メールアド
レス等 

個人番号  個人番号（番号法に規定するもの） 

個人識別符号 

被保険者番号、免許番号、許可番号、 
ＩＤ番号等の個人に付されたもの、
ＤＮＡを構成する塩基配列等 

本籍・国籍 
本籍、戸籍編成、国籍、外国人であ
ること等 

家族情報 
家族構成、親族関係、続柄、扶養関
係、居住形態、生い立ち、婚姻歴等 

学業・職業等 

在学校名、入学・卒業年度、専攻科
目、学校の生活状況、職歴、勤務先
名、所属、役職、就職・退職日、勤
務の状況、保有する資格等 

収入・支出 
月収・年収、収入の内容、支払・返
済の内容 

資産 
不動産・動産・預貯金・金融商品・
債権・美術品等の内容 

税情報 課税・納税の内容 

公的扶助 生活保護・各種手当の内容 
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個人情報取扱事務登録簿マニュアル 

平成 30 年 4 月 1 日 

総務部 総務課 作成 

問合せ先 内線 2302 2303 


