
　個人情報の本人外収集についての報告

類　型（類型番号） 件数（人数） 所管課名 事務の名称 収集項目

12(12) 政策調整課 千葉市・大学市長賞 氏名、住所、生年月日

1(49) 雇用推進課 千葉市技能功労者等表彰式
氏名、生年月日、住所、電話番号、Eメールアドレス、
職業・職歴、免許・資格、賞歴、成績・評価

2（7） 教育委員会総務課 教育功労者表彰事務 氏名、生年月日、住所、賞歴、団体加入

31(31） 教育職員課 叙位・叙勲等事務 氏名・生年月日、本籍・住所、刑罰

8（46） 生涯学習振興課 社会教育功労者関係事務 氏名、生年月日、住所、成績、評価

26（42） 消防局人事課 叙位・叙勲等事務
氏名、性別、生年月日、住所、本籍・国籍、賞歴、
婚姻歴、犯罪歴

8（43） 幕張新都心課 共同溝保守点検施行承認願 氏名、住所

1(5) 防災業務の推進 氏名、住所

1(1) 県内救助連携訓練 氏名、住所

1(4) 不法投棄等に係る上空調査 氏名、住所

1(3) 救助訓練 氏名、住所

1(4) 上空調査 氏名、住所

1(1) 消防出初式 氏名、住所

1(4) 不法投棄等に係る上空調査 氏名、住所

1(2) 上空調査 氏名、住所

1(3) 救助訓練の撮影 氏名、住所

1(3) 上空調査 氏名、住所

1(6) 上空撮影 氏名、住所

栄典、表彰等の選考（No.１）

個人情報本人外収集の実施報告

　千葉市個人情報保護条例第７条第２項第９号に係る千葉市情報公開・個人情報保護審議会答申第２号（平成18年3月31日）及び
答申第28号(令和元年8月15日)による実績報告

各種申請、届出等（No.3）

航空課

航空課



類　型（類型番号） 設置台数 所管課名 設置場所

1台 区政推進課 区役所

3台 地域安全課 海浜幕張駅

4台 地域安全課 蘇我駅

2台 自転車政策課 自転車駐車場

30台 学校施設課 千葉市立学校 

類　型（類型番号） 設置台数 所管課名 録画内容

7台 管財課 車両外部

2台 西部市税事務所市民税課 車両外部

1台 建築指導課 車両外部

6台 稲毛区地域振興課 車両外部

1台 稲毛区高齢障害支援課 車両外部

1台 健康科学課 車両外部

14台 消防局施設課 車両外部、車内

1台 花見川・稲毛土木事務所管理課 車両外部

1台 緑土木事務所維持建設課 車両外部

1台 道路建設課 車両外部

1台 街路建設課 車両外部

1台 中央浄化センター 車両外部

6台 南部浄化センター 車両外部

1台 収集業務課 車両外部

2台 花見川・稲毛環境事業所 車両外部

2台 若葉・緑環境事業所 車両外部

ドライブレコーダー（No.８）

防犯カメラ（No.７）



　個人情報の目的外利用・提供についての報告

類　型（類型番号） 件数（人数） 所管課名 事務の名称 提供項目 提供先

2（933） 資金課 寄附金事務（総括） 氏名・住所、電話番号、寄附金額
実施機関内の利
用（秘書課）

1（7） 保健福祉総務課
社会福祉表彰等関係事
務

住所、氏名、生年月日、賞罰歴 厚生労働省

1（7）
花見川区
地域振興課

防犯パトロール隊支援
物品配付事業

住所、氏名、性別、電話番号
実施機関内の利
用（秘書課）

1（3）
緑区
地域振興課

第１０５回地域社会貢献
者・寄附行為者褒賞

住所・氏名・電話番号・寄付金額
実施機関内の利
用（秘書課）

2（28） 農業委員会事務局

・叙勲関係事務
・農業委員・農地利用最
適化推進委員及び元委
員の履歴管理

氏名、生年月日、性別、現農業委員歴、
農業委員通算在任期間、会長歴（会長経
験、通算在任期間）、受章歴（叙勲褒章、
大臣表彰、知事表彰、その他）

千葉県

3（12） 企画課
教育みらい夢基金寄附
採納事務

氏名、住所、電話番号、寄附金額、
学歴、職歴

秘書課

1（1） 健康保険課
国民健康保険事務の総
合調整事務

診療報酬内容 東京弁護士会

1（1） 健康保険課
国民健康保険事務の総
合調整事務

診療報酬内容 千葉県弁護士会

1（1） 食品安全課
食品衛生法に基づく許
認可等に関する事務

屋号、営業の種類、営業所所在地、営業
者氏名、許可番号、許可年月日、営業許
可申請書及び添付書類の写し

東京弁護士会

1（1） 障害者相談センター 療育手帳判定業務 療育手帳判定結果 千葉県弁護士会

1（1）
美浜区
高齢障害支援課

介護保険料徴収事務 住所、氏名、保険料賦課・還付状況 東京弁護士会

個人情報目的外利用・提供の実施報告

　千葉市個人情報保護条例第８条第１項第６号に係る千葉市情報公開・個人情報保護審議会答申第２号（平成18年3月31日）及び
答申第16号(平成26年7月31日)による実績報告

栄典、表彰等の選考（No.１)

弁護士法の規定に基づく提供
（No.６）



1（1）
美浜区
高齢障害支援課

第三者行為求償事務 住所、氏名、生年月日 東京弁護士会

1（1） 下水道営業課
下水道使用料の賦課徴
収事務

住所、氏名、料金支払状況 千葉県弁護士会

2（2） 青葉病院事務局 診療内容管理事務 診療記録の情報提供 千葉県弁護士会

1（1） 若葉消防署消防課 救急事務 時系列、バイタルサイン、搬送先病院
第二東京弁護士
会

1（1）
中央消防署
消防課

救急事務
救急隊現着時状況　傷病者の人定負傷
状況

東京弁護士会

1（4）
中央消防署
予防課

火災原因損害調査事務
氏名、性別、年齢、住所、電話番号、
職業

東京弁護士会

1（1）
中央消防署
予防課

火災原因損害調査事務
氏名、性別、年齢、住所、電話番号、
職業

千葉県弁護士会

1（6）
中央消防署
消防課

救急事務
一定条件に該当の搬送者人定、
日時場所

千葉県弁護士会

1（3）
美浜消防署
予防課

火災原因損害調査事務 発生日時、発生場所、調査結果等 東京弁護士会

1（3）
美浜消防署
予防課

火災原因損害調査事務 発生日時、発生場所、調査結果等
第二東京弁護士
会

弁護士法の規定に基づく提供
（No.６）


