
平成２６年１２月１９日現在

行政機関の長 1 機関 1 0 0 1

地方公共団体の長その他の機関 42 機関 272 264 4 4

独立行政法人等 0 機関 0 0 0 0

地方独立行政法人 0 機関 0 0 0 0

地方公共団体情報システム機構 1 機関 1 0 0 1

情報連携を行う事業者 0 機関 0 0 0 0

合計 44 機関 274 264 4 6

【行政機関の長 1 機関】

評価実施機関名 直近の公表日

総務大臣 平成26年12月4日

【地方公共団体の長その他の機関 42 機関】

評価実施機関名 直近の公表日

青森県鰺ヶ沢町長 平成26年12月19日

青森県深浦町長 平成26年12月19日

青森県鶴田町長 平成26年12月19日

秋田県美郷町長 平成26年12月19日

秋田県にかほ市長 平成26年12月19日

山形県飯豊町長 平成26年12月19日

山形県川西町長 平成26年12月19日

埼玉県行田市長 平成26年12月19日

和歌山県有田川町長 平成26年12月18日

埼玉県蓮田市長 平成26年12月17日

静岡県長泉町長 平成26年12月17日

青森県つがる市長 平成26年12月16日

福島県喜多方市長 平成26年12月15日

奈良県平群町長 平成26年12月15日

兵庫県尼崎市長 平成26年12月15日

宮城県栗原市長 平成26年12月10日

愛知県扶桑町長 平成26年12月10日

福岡県古賀市長 平成26年12月10日

愛知県西尾市長 平成26年12月8日

山口県知事 平成26年12月5日

岐阜県下呂市長 平成26年12月5日

大分県九重町長 平成26年12月1日

青森県大間町長 平成26年12月1日

東京都渋谷区長 平成26年12月1日

茨城県龍ヶ崎市長 平成26年12月1日

千葉県鴨川市長 平成26年12月1日

福岡県大川市長 平成26年12月1日

長崎県波佐見町長 平成26年12月1日

北海道由仁町長 平成26年11月28日

宮城県塩竃市長 平成26年11月28日

神奈川県厚木市長 平成26年11月28日

大阪府太子町長 平成26年11月26日

青森県階上町長 平成26年11月25日

鹿児島県出水市長 平成26年11月25日

長崎県南島原市長 平成26年11月25日

北海道白老町長 平成26年11月21日

大阪府高槻市長 平成26年11月14日

埼玉県三芳町長 平成26年10月31日

大分県日田市長 平成26年10月30日

宮城県柴田町長 平成26年10月22日

北海道枝幸町長 平成26年10月20日

北海道釧路町長 平成26年10月7日

【地方公共団体情報システム機構】

評価実施機関名 直近の公表日

地方公共団体情報システム機構 平成26年9月5日

基礎項目評価　　１件

基礎項目評価　１３件

http://www.town.aridagawa.lg.jp/chosei/gyosei/13472.html 基礎項目評価　　４件

評価実施機関における特定個人情報保護評価書の公表の状況

備考

基礎項目評価　　１件

公表者区分 公表機関数 評価書数

評価書情報

※１　評価書種別は、実施が義務付けられる評価の種類で区分しています。
※２　評価書数は、重点項目評価又は全項目評価が義務付けられた場合に併せて提出される基礎項目評価書を除いています。

http://www.city.shiogama.miyagi.jp/seisaku/mainamba/index.html

機関情報

基礎項目評価　２４件　重点項目評価　２件

基礎項目評価　２０件

http://www.city.nishio.aichi.jp/index.cfm/6,36805,63,670,html

http://www.city.nikaho.akita.jp/administration/detail.html?id=2036

http://www.city.kitakata.fukushima.jp/shimin/gyosei/14902/14946/15231/024104.html

基礎項目評価　　１件

公表場所

全項目

備考

http://www.city.gyoda.lg.jp/11/05/11/pia/index.html

http://www.town.iide.yamagata.jp/_wcv/temp/visible_WCVQUE_001_-_iide-bangou-hyouka.html.que.html 基礎項目評価　１５件

http://www.town.ajigasawa.lg.jp/?page_id=14922

https://www.j-lis.go.jp/personal/announce/personal_number_info.html

基礎項目評価　１４件

基礎項目評価　１７件

※　上記リンク先において公表されている特定個人情報保護評価書の内容等については、各評価実施機関へ問い合わせてください。

http://www.town.esashi.hokkaido.jp/contents/government/plane/index.html

http://www.city.hita.oita.jp/somu/page_00231.html

http://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/town/yakuba/2014-1031-1449-2.html

http://www.town.kawanishi.yamagata.jp/machidukuri/tokuteikojinjyouhouhogohyouka.html

http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kansa_joho/joho_kojin/032179.html

基礎項目評価　　１件

全項目評価　　　１件

基礎項目評価　１８件

全項目評価　　 　３件

基礎項目評価　　４件

基礎項目評価　　８件

基礎項目評価　　１件

基礎項目評価　　１件

基礎項目評価　１６件

重点項目評価　１件

基礎項目評価　　1件

基礎項目評価　　1件

基礎項目評価　１件

基礎項目評価　１件

基礎項目評価　　1件

基礎項目評価　１４件

基礎項目評価　　３件

基礎項目評価　　８件

全項目評価　　 　１件

基礎項目評価　　１件

基礎項目評価　　１件

http://www.town.shibata.miyagi.jp/index.cfm/68,0,123,html

評価書種別

基礎 重点

公表場所

http://www.town.kushiro.lg.jp/mynumber/index.htm

http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/soumu/houmu/gyomuannai/kojinjohohogoseido/mynumber/index.html

http://www.town.shiraoi.hokkaido.jp/docs/2014102000019/

http://www.city.izumi.kagoshima.jp/izumi07/33bangoseido.asp

http://www.town.yuni.lg.jp/01020101somu_syomu07_number.html

http://www.town.heguri.nara.jp/web/profile/chosei/chosei02.html

http://www.city.minamishimabara.lg.jp/kiji/pub/detail.aspx?c_id=21&id=1029&pg=1

http://www.town.taishi.osaka.jp/busyo/souumu_s/soumuseisaku_g/1410488115684.html

http://www.town.hashikami.lg.jp/index.cfm/7,3225,90,html

http://www.city.kamogawa.lg.jp/gyoseijoho/tokei_johokokai_kojinjohohogo/1417402684380.html

http://www.city.okawa.fukuoka.jp/kurashi/tetsuduki/mynumber/index.html

http://www.town.ooma.lg.jp/docs/436/16,19,436.php

http://www.city.koga.fukuoka.jp/cityhall/work/jinji/023.php

http://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/shisei/jouhou/pia/d029932.html

http://www.city.shibuya.tokyo.jp/todoke/mynumber/mynumber.html

http://www.city.ryugasaki.ibaraki.jp/procedure/2014111300032/

http://www.town.hasami.lg.jp/yakuba/soumu/bangou4.htm

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a10400/bangouhou/tokuteikojinjoho.html

http://www.town.kokonoe.oita.jp/index.php?contentid=768

公表場所 備考

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kanbo05_02000067.html 全項目評価　　 　１件

http://www.city.gero.lg.jp/gyousei/view.rbz?cd=3251 基礎項目評価　１１件

重点項目評価　 　１件

http://www.kuriharacity.jp/index.cfm/9,28647,136,html 基礎項目評価　２０件

http://www.town.fuso.lg.jp/jinji/mynumber/mynumber.html 基礎項目評価　　１件

http://www.town.misato.akita.jp/madoguchi/soumu/soumu/mynumber/syakaihosyo.asp 基礎項目評価　１２件

http://www.city.tsugaru.aomori.jp/tugaru/mynumber/mynumber-seido.html 基礎項目評価　　４件

基礎項目評価　　６件

http://www.city.hasuda.saitama.jp/densan/shise/mynumber/pia.html 基礎項目評価　　２件

基礎項目評価　　５件

http://www.town.fukaura.lg.jp/divKikakuJoho/index.html 基礎項目評価　　４件

http://www.town.tsuruta.aomori.jp/syoukai/syoukai-gyousei/post-98.html 基礎項目評価　　７件

http://japan.nagaizumi.org/kikaku/mynumber.html 基礎項目評価　　１件
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