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Ⅲ 個人情報保護制度委員会の開催状況

個人情報保護制度委員会の開催状況は、次表のとおりです。

なお、諮問した事項について、「農業基盤課のホームページの運営に関する事務」、「環

境研究センターのホームページにおいて情報を提供する事務」、「高知県立総合看護専門学

校ホームページに関する事務」及び「室戸漁業指導所ホームページの運用」（以上、継続審

査）以外はすべて承認されました。

年 月 日 案 件

平成20年６月11日 【条例第８条第４項第７号】

（第１回） １ 県税の賦課徴収に関する事務

＜税務課＞

２ 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）入所申し込み状況

調査

＜高齢者福祉課＞

３ 地域住民に対する土砂災害警戒区域及び特別警戒区域の周知

に関する事務

＜防災砂防課＞

【条例第１０条第１項第７号】

１ 精神障害者措置診察及び措置入院に関する事務（診察を受け

た者）

＜障害保健福祉課＞

【条例第１１条第２項】

１ ホームページ（県議会記者発表資料）

＜財政課＞

２ ホームページ（元気なこうちの畜産＆競馬まつり２００７）

＜畜産振興課＞

３ ホームページ（第９回全国和牛能力共進会の経過と報告）

＜畜産振興課＞

４ ホームページ（農業基盤課のホームページの運営に関する事

務） ※継続審査

＜農業基盤課＞

５ ホームページ（紙産業技術センター見学・体験会）

＜産業技術振興課＞

６ ホームページ（基準値の標準価格の判定等に関する事務）

＜用地対策課＞
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７ ホームページ（文化財保護法及び高知県文化財保護条例に基

づく、指定、選定、登録等の一覧の掲示）

＜文化財課＞

８ ホームページ（地域交流推進事業（出前授業、施設見学、そ

の他））

＜公営企業局総務課＞

９ ホームページ（県人会に関する事務）

＜東京事務所＞

10 ホームページ（ホームページにおいて情報を提供する事務）

※継続審査

＜環境研究センター＞

11 ホームページ（県道土佐清水宿毛線交付金事業に関する事

務）

＜幡多土木事務所宿毛事務所＞

12 ホームページ（新四国のみちハイキングに関する事務）

＜幡多土木事務所宿毛事務所＞

13 ホームページ（高知県アウトソーシング検討委員会に関する

事務）

＜行政管理課＞

14 ホームページ（中学生の「税についての作文」に関する事

務）

＜税務課＞

15 ホームページ（水の作文コンクールに関する事務）

＜企画調整課＞

16 ホームページ（移住促進に関する事務（ＵＪＩターン情

報））

＜地域づくり支援課＞

17 ホームページ（高知県立総合看護専門学校ホームページに関

する事務） ※継続審査

＜医師確保推進課＞

18 ホームページ（動物愛護推進員活動に関する事務）

＜食品・衛生課＞

19 ホームページ（高知県省エネマイスター登録）

＜環境共生課＞

20 ホームページ（安全安心まちづくりシンボルマーク、標語、

ポスターに関する事務）

＜県民生活・男女共同参画課＞

21 ホームページ（安全安心まちづくり推進会議に関する事務）

＜県民生活・男女共同参画課＞

22 ホームページ（高知県観光ビジョンに関する事務）

＜観光振興課＞
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23 ホームページ（おもてなし県民会議に関する事務）

＜おもてなし課＞

24 ホームページ（観光ガイド情報に関する事務）

＜おもてなし課＞

25 ホームページ（高知県観光特使に関する事務）

＜おもてなし課＞

26 ホームページ（家畜排せつ物処理施設整備の進行管理に関す

る事務）

＜環境農業推進課＞

27 ホームページ（おいしい風土）

＜地産地消課＞

28 ホームページ（生産者の紹介）

＜地産地消課＞

29 ホームページ（農林業家民宿等のＰＲ）

＜地産地消課＞

30 ホームページ（平成１９年度（第２６回）四国連合乳牛共進

会について（報告））

＜畜産振興課＞

31 ホームページ（研修に関する事務（国際協力機構：ＪＩＣＡ

研修））

＜土木企画課＞

32 ホームページ（高知県木造住宅耐震化促進事業者登録関係事

務）

＜住宅課＞

33 ホームページ（高知県木造住宅耐震診断士登録関係事務）

＜住宅課＞

34 ホームページ（生涯学習ボランティアバンク（まなびのすけ

っと）登録者掲載事務）

＜生涯学習課＞

35 ホームページ（家庭教育サポーター名簿掲載事務）

＜生涯学習課＞

36 ホームページ（青少年主催事業に関する事務）

＜生涯学習課＞

37 ホームページ（ボランティア登録者に関する事務）

＜生涯学習課＞

38 ホームページ（家庭教育支援のための取り組み報告事務）

＜生涯学習課＞

39 ホームページ（こどもの文化浴事業報告）

＜生涯学習課＞
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40 ホームページ（人権教育啓発資料及び情報の提供に関する事

務）

＜人権教育課＞

41 ホームページ（高知県明るい選挙啓発作品募集事業）

＜高知県選挙管理委員会（市町村振興課）＞

42 ホームページ（企業訪問・誘致に関する事務）

＜東京事務所＞

43 ホームページ（新いなかビジネススクールに関する事務）

＜農業大学校研修課＞

44 ホームページ（室戸漁業指導所ホームページの運用）

※継続審査

＜室戸漁業指導所＞

45 ホームページ（「こうち農業ネット」に関する事務）

＜農業技術センター果樹試験場＞

46 ホームページ（県道柏島二ツ石線交付金事業に関する事務）

＜幡多土木事務所宿毛事務所＞

47 ホームページ（笹平キャンプ場開きに関する事務）

＜幡多土木事務所宿毛事務所＞

48 ホームページ（安芸病院ホームページ（診療科案内））

＜公営企業局安芸病院＞
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平成20年10月22日 【条例第８条第４項第７号】

（第２回） １ 高知県内の高知広域都市計画区域の都市計画基礎調査におけ

る建物現況調査実施に伴う固定資産税台帳（高知市内の高知

広域都市計画区域を除く都市計画区域を有する市町が所有す

る）の収集に関する事務

＜都市計画課＞

２ 小規模な民間建築物における吹き付けアスベスト等の使用実

態把握に関する事務

＜建築指導課＞

３ 県立高校通学支援奨学金貸付事務

＜高等学校課＞

【条例第９条第６号】

１ 高知県内の高知広域都市計画区域を除く都市計画基礎調査に

おける建物現況調査実施に伴う固定資産税台帳（高知県内の

高知広域都市計画区域を除く都市計画区域を有する市町が所

有する）から収集し、作成した建物現況調査結果の利用に関

する事務

＜都市計画課＞

【条例第１０条第１項第７号】

１ 児童虐待事例における児童手当関係事務

＜こども課＞

【条例第１１条第２項】

１ ホームページ（「農地・水・環境保全向上対策」に関する事

務）

＜農業基盤課＞

２ ホームページ（「中山間地域総合整備事業」に関する事務）

＜農業基盤課＞

３ ホームページ（「舟入川ウォーキング」に関する事務）

＜農業基盤課＞

４ ホームページ（「高知県農業農村整備事業計画審査会」に関

する事務）

＜農業基盤課＞

５ ホームページ（「高知県農業農村整備事業環境情報協議会」

に関する事務）

＜農業基盤課＞

６ ホームページ（環境情報普及啓発事業）

＜ ＞環境研究センター
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７ ホームページ（高知県立総合看護専門学校紹介、同窓会連絡

先紹介事務）

＜医師確保推進課＞

８ ホームページ（高知県畜産物の広報事務）

＜畜産振興課＞

９ ホームページ（「桂浜花海道」に関する事務）

＜道路課＞

10 ホームページ（室戸漁業指導所所管内水産業・漁業に係る催

事情報掲載事務）

＜室戸漁業指導所＞
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平成21年２月３日 【条例第８条第４項第７号】

（第３回） １ 高知県周産期医療協議会における周産期死亡及び新生児死亡

症例検討事務

＜健康づくり課＞

２ 森林林業活性化推進事業に関する事務

＜森づくり推進課＞

【条例第１１条第２項】

１ ホームページ（「こども条例記念日フォーラム」に関する事

務）

＜こども課＞

２ ホームページ（技術学校に置ける訓練内容の情報発信事務）

＜高知高等技術学校＞

Ⅳ 個人情報保護審査会の開催状況

平成２０年度、個人情報保護審査会は開催されませんでした。


