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★ 自転車を盗まれる被害が急増！ 　路上駐輪や無施錠の自転車が狙われています　 買い物など短時間でも路上に放置せず 確実に施錠しましょう ★

…イベント …講座

情情報報公公開開制制度度
個個人人情情報報保保護護制制度度

　区民の皆さんのプライバシーを守るため、区が保有する個人情報の適正な管理と利用のルールを定め

るとともに、皆さんが自分の個人情報の開示・訂正等を請求できる制度です。請求に対する決定に不服が

あれば、情報公開制度と同様、審査請求をすることができます。

個人情報業務の登録等

　個人情報を取り扱う業務は、業務の目的やど

のような個人情報を記録しているかなどを、個

人情報業務登録簿に登録しています。

　また、電子計算機で検索できるように体系的

に構成した個人情報は、個人情報ファイル簿に

登録しています。これらの登録簿は、業務ごとに

各担当課で保管し、どなたでも閲覧できます。

目的外利用・外部提供・外部電子計算機との結合

　ある業務のために区が収集した個人情報は、その業務

の目的の範囲内でしか利用できません。業務の目的を超

えて利用（目的外利用）できるのは、「本人の同意を得たと

き」「区民の皆さんの福祉の向上を図るために適正に業

務を行うとき」「法令に定めがあるとき」など一定の場合

に限られます。

　実施機関の保有する個人情報を、区の機関以外へ提供

すること（外部提供）も、同様に厳しく制限しています。

　さらに、個人情報を処理するため、区の機関以外の電子

計算機との通信回線による結合を行うこと（外部電子計

算機との結合）も、一定の場合を除いて禁止しています。

自己情報の開示・訂正等の請求

　実施機関が保有する個人情報について、本人は開示

請求ができます。また、自己の個人情報に誤りがあれば、

訂正請求ができます。実施機関が個人情報保護条例に

反して個人情報を利用している場合には、利用停止請

求ができます。

【請求できる方】区が保有している個人情報の本人で

あれば、どなたでも請求できます。

【請求方法】所定の請求書を各担当課の窓口に提出し

てください。

★存否応答拒否…請求公文書の存否を明らかにしないで、その請求を拒否すること

※目的外利用の件数は、目的外利用を行う課が属する実施機
関に集計しています。

実施機関 目的外
利用

外部
提供

外部電子計算機
との結合

区　長 21件 73件 52件

教育委員会 1件 3件 4件

選挙管理委員会 1件 0件 0件

合　計 23件 76件 56件

平成30年度の目的外利用等の状況

　区では、情報公開制度・個人情報保護制度により、区民の皆さんの区政への参加の推進と個人

情報保護の適正化に努めています。

　2つの制度の実施機関である区長・教育委員会・選挙管理委員会・監査委員・議会の平成30年

度（平成30年4月1日～31年3月31日）の運用状況の概要をお知らせします。詳しい内容は、区政

情報センター（本庁舎1階）・区立図書館で閲覧できるほか、新宿区ホームページでご覧いただけます。

【問合せ】区政情報課広報係（本庁舎3階）（5273）4064・（5272）5500へ。

※実績のない実施機関は、表への掲載を省略しています。

平成30年度の公開請求の状況

実施機関
請求
件数

公開の可否決定件数

公開 部分公開 非公開 不存在 存否応答拒否★ 未決定等

区長（※） 355件 129件 109件 3件 104件 2件 8件

教育委員会 29件 13件 14件 0件 1件 0件 1件

選挙管理委員会 1件 0件 0件 0件 1件 0件 0件

監査委員 1件 0件 1件 0件 0件 0件 0件

議　会 2件 1件 0件 0件 1件 0件 0件

合　計 388件 143件 124件 3件 107件 2件 9件

　区政情報（公文書）を、いつでも公開請求できる制度です。請求

に対する決定に不服があれば、審査請求をすることができ、その

救済機関として情報公開・個人情報保護審査会を設置していま

す。

【請求できる情報】実施機関の職員が職務上作成または取得した

文書・図画・電磁的記録で、当該実施機関の職員が組織的に利用す

るために保有するもの

【請求方法】所定の請求書を各担当課の窓口に提出してください。

平成30年度の自己情報の開示請求の状況

実施機関 請 求

件 数

開示の可否決定件数

開示
一部
開示

非開示 不存在
存否応答
拒否★

未決
定等

区長（※）162件 81件 35件 1件 38件 1件 6件

教育委員会 3件 1件 2件 0件 0件 0件 0件

合　計 165件 82件 37件 1件 38件 1件 6件

※請求件数と決定件数には、平成29年度中の請求に対す
る決定件数を含みます。

平成30年度の個人情報業務登録・個人情報ファ

イル登録・個人情報を含む業務委託の状況

実施機関
個人情報
業務登録

個人情報
ファイル
登録　

個人情報を　
含む業務委託

区　長 1,630件 408件 406件

教育委員会 679件 52件 25件

選挙管理
委員会

14件 7件 2件

監査委員 2件 0件 1件

議　会 23件 3件 9件

合　計 2,348件 470件 443件

子ども・子育て会議

【日時】7月2日午前10時15分～12時

【会場】区役所本庁舎6階第2委員会室

【申込み】傍聴を希望する方は、事前に

電話かファックス（3面記入例のとおり

記入）で子ども家庭課管理係（本庁舎2

階）（5273）4260・（5273）3610へ。

託児はありません。

情報公開・個人情報保護審議会

【日時】7月3日午後2時～4時

【会場・申込み】傍聴を希望する方は当

日直接、区役所本庁舎6階第3委員会室

へ。

【問合せ】区政情報課広報係（本庁舎3

階）（5273）4064へ。

次世代育成協議会

【日時】7月8日午後2時～4時

【内容】区の次世代育成支援に関する取

り組みについてほか

【会場・申込み】傍聴を希望する方は当

日直接、人材育成センター研修室（西新

宿7―5―8、新宿都税事務所2階）へ。託

児はありません。

【問合せ】子ども家庭課企画係（本庁舎2

階）（5273）4261へ。

文化芸術振興会議

【日時】7月9日午後2時～4時

【内容】区内の文化芸術の振興状況報告・

振興に関する施策の基本となる事項の

検討ほか

【会場・申込み】傍聴を希望する方は当

日直接、漱石山房記念館（早稲田南町7）

へ。

【問合せ】文化観光課文化観光係（第1分

庁舎6階）（5273）4069へ。

図書館運営協議会

【日時】7月11日午前10時～12時

【内容】これからの図書館サービスのあ

り方

【会場・申込み】傍聴を希望する方は当

日直接、中央図書館（大久保3―1―1）

（3364）1421へ。

◆◆職職員員のの再再就就職職状状況況をを公公表表ししまますす◆◆

　平成30年度に新宿

区を退職した課長級

以上で、営利企業・公益

団体等に再就職した

職員の状況を公表し

ます。

【問合せ】人事課人事係

（本庁舎3階）（5273）

4053へ。

再就職状況
（離職日：平成31年3月31日、再就職日 :平成31年4月1

日）

離職時の職 再就職先 再就職先での地位

福祉部長 区シルバー人材センター 事務局長

戸山小学校長
学校法人西武学園
たかとり幼稚園

園長

令和元年第2回区議会定例会

議議決決結結果果
　区長が提出した議案は、全て可決・

同意されました。

◆予算案1件

◎令和元年度補正予算

令和元年度新宿区一般会計補正予

算（第3号）

◆条例案6件

◎新設の条例

新宿区公契約条例

◎一部改正の条例

新宿区特別区税条例等の一部を改正

する条例

新宿区災害弔慰金の支給等に関す

る条例の一部を改正する条例

新宿区放課後児童健全育成事業の

設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例

新宿区地区計画の区域内における

建築物の制限に関する条例の一部を

改正する条例

◎廃止の条例

新宿区立安らぎにぎわいひろば条

例を廃止する条例

◆その他6件

（仮称）新宿区児童相談所関連施設

建設工事請負契約

町の区域の名称の変更について

特別区道の路線の認定について

特別区道の路線の廃止及び認定に

ついて

新宿区監査委員選任の同意につい

て（2件）

【問合せ】総務課総務係（本庁舎3階）

（5273）3505・(3209)9947へ。

　システムメンテナンス作業のため、終日休止します。

【問合せ】戸籍住民課調整係（本庁舎1階）（5273）4348へ。

コココンンンビビビニニニ交交交付付付サササーーービビビスススををを休休休止止止しししままますすす

平成30年度の運用状況をお知らせします

情報公開制度

個人情報保護制度

住住住民民民票票票・・・税税税証証証明明明等等等
7月6日

※請求件数と決定件数には、平成29年度中の請求に対する決定件数を含みます。

◆平成30年度は自己情報の訂正請求・利用停止請求はありま
せんでした。

国民年金保険料の免除・納付猶予・

学生納付特例のご活用を

第2期募集

先着各15世帯

7月1日～10月31日

防ごう犯罪と非行 助けよう立ち直り

思いやりの心で育つ 地域の輪

「「社社会会をを明明るるくくすするる運運動動」」強強調調期期間間

後期高齢者医療制度

学生や失業等で国民年金のお支払いが難しい方へ
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