
平成２４年度第１回府中市情報公開・個人情報保護審議会次第 

 

 

平成２５年３月８日（金） 

午前１０時００分～ 

府中市役所北庁舎３階 第６会議室 

 

 

１ 開 会 

 

 

 

２ 委員紹介 

 

 

 

３ 議 題  

（１） 会議の公開について 

 

 

 

（２） 報告事項 

   個人情報取扱事務届出の一覧について 

 

 

（３） 審議事項 

   収集禁止事項の収集について 

 

 

 

４ その他 

 

 

 

５ 閉 会 





新たに目録に追加する事務 資料1

個人情報を取り扱う事務の名称

1 附属機関及び附属機関に類似する機関に関する事務 共通 共通

2 パブリックコメントに関する事務 共通 共通

3 後援等事務 共通 共通

4 広報原稿掲載依頼受付事務 共通 共通

5 バスの貸出事務 共通 共通

6 工事・委託事務 共通 共通

7 名誉市民事務 政策総務部 秘書課

8 秘書事務 政策総務部 秘書課

9 市民の声（市長への手紙、陳情・要望）に関する事務 政策総務部 広報課

10 メール配信サービス 政策総務部 広報課

11 各種統計調査 政策総務部 総務管理課

12 各種統計調査に従事した指導員・調査員名簿 政策総務部 総務管理課

13 府中市登録統計調査員 政策総務部 総務管理課

14 市税等収納事務 税務管財部 納税課

15 滞納整理事務 税務管財部 納税課

16 公共用地取得事業 税務管財部 用地課

17 犯歴事務 市民生活部 総合窓口課

18 国民年金被保険者実態調査 市民生活部 保険年金課

19 ジェネリック医薬品差額通知事務 市民生活部 保険年金課

20 府中ＮＰＯ・ボランティア活動センター団体登録事務 市民生活部 市民活動支援課

21 市民活動支援事業補助金・地域活性化事業補助金交付事務 市民生活部 市民活動支援課

22 公会堂整備事業補助金事務 市民生活部 市民活動支援課

23 文化センター窓口における防犯カメラの設置及び管理 市民生活部 市民活動支援課

24 府中市男女共同参画推進フォーラム実行委員会 市民生活部 市民活動支援課

25 外国人学校児童・生徒の保護者に対する補助金交付事務 市民生活部 市民活動支援課

26 府中市国際交流サロンボランティア・学習登録事務 市民生活部 市民活動支援課

27 ヘルナルス区相互派遣事業 市民生活部 市民活動支援課

28 姉妹都市・友好都市市民交流事業 市民生活部 市民活動支援課

事務を所管する部課
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個人情報を取り扱う事務の名称 事務を所管する部課

29 観光ガイドツアー 市民生活部 経済観光課

30 ふちゅうロケーションサービス 市民生活部 経済観光課

31 商店会等アドバイザー派遣事業 市民生活部 経済観光課

32 技術講習会事業 市民生活部 経済観光課

33 特産品等開発支援事業 市民生活部 経済観光課

34 農業まつり等運営事業 市民生活部 経済観光課

35 循環型農業普及事業 市民生活部 経済観光課

36 農業者経営改善計画認定事業（認定農業者） 市民生活部 経済観光課

37 農作物獣害対策事業 市民生活部 経済観光課

38 府中コミスポ協力者登録事務 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課

39 府中市体育施設利用登録申込受付事務（庭球場以外） 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課

40 雨天振替金額還付手続受付事務 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課

41 体育施設予約取消手続受付事務 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課

42 スポーツに関する講習会参加受付事務 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課

43 スポーツ団体活動支援事務 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課

44 府中市社会教育（体育）関係団体 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課

45 表彰関係事務 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課

46 広報発送事務 文化スポーツ部 美術館

47 府中市美術館ティーンズスタジオ指導員登録 文化スポーツ部 美術館

48 府中市美術館ティーンズスタジオ会員登録 文化スポーツ部 美術館

49 府中市美術館ボランティア登録 文化スポーツ部 美術館

50 府中市美術館メンバーシップ事業 文化スポーツ部 美術館

51 在日外国人等高齢者・障害者福祉給付事業 福祉保健部 地域福祉推進課

52 中国残留邦人支援事業 福祉保健部 地域福祉推進課

53 チャレンジ支援貸付事業 福祉保健部 地域福祉推進課

54 住宅手当緊急特別措置事業 福祉保健部 地域福祉推進課

55 社会福祉法人指導検査事務 福祉保健部 地域福祉推進課

56 認知症サポーター「ささえ隊」ネット名簿管理事務 福祉保健部 高齢者支援課

57 二次予防事業対象者把握事務 福祉保健部 高齢者支援課

58 水中介護予防教室 福祉保健部 高齢者支援課

59 高齢者ホームヘルパー派遣事業 福祉保健部 高齢者支援課
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個人情報を取り扱う事務の名称 事務を所管する部課

60 一人暮らし高齢者等緊急通報安全システム事業 福祉保健部 高齢者支援課

61 府中市地域包括支援センター事業 福祉保健部 高齢者支援課

62 災害時要援護者事業に関する事務 福祉保健部 高齢者支援課

63 認知症緊急ショートステイ事業 福祉保健部 高齢者支援課

64 認知症見守り等支援事業 福祉保健部 高齢者支援課

65 障害者就労支援センター事業に関する事務 福祉保健部 障害者福祉課

66 自立支援医療に関する事務 福祉保健部 障害者福祉課

67 マル都医療等に関する事務 福祉保健部 障害者福祉課

68 東京都心身障害者扶養共済制度に関する事務 福祉保健部 障害者福祉課

69 災害時要援護者事業に関する事務 福祉保健部 障害者福祉課

70 心身障害者住宅費助成事業 福祉保健部 障害者福祉課

71 身体障害者及び知的障害者相談員事業に関する事務 福祉保健部 障害者福祉課

72 特定相談支援事業者及び障害児相談支援事業者の指定に関する事務 福祉保健部 障害者福祉課

73 障害児通所給付費支給決定及び支払に関する事務 福祉保健部 障害者福祉課

74 身体障害者（児）補装具等給付事業に関する事務 福祉保健部 障害者福祉課

75 障害者日常生活用具給付等事業に関する事務 福祉保健部 障害者福祉課

76 高額障害福祉サービス費及び高額障害児通所給付費の支給に関する事務 福祉保健部 障害者福祉課

77 地域生活支援事業の支給決定及び支払に関する業務 福祉保健部 障害者福祉課

78 保健指導 福祉保健部 健康推進課

79 肝炎ウイルス検診 福祉保健部 健康推進課

80 人間ドック受診料助成事業 福祉保健部 健康推進課

81 未熟児養育医療 福祉保健部 健康推進課

82 「Ｆｕ‐ＣＨＵこそだてサイト」の管理運営事務 子ども家庭部 子育て支援課

83 地域子育てひろば活動支援事業 子ども家庭部 子育て支援課

84 病児・病後児保育事業 子ども家庭部 子育て支援課

85 ひとり親自立支援実施事務 子ども家庭部 子育て支援課

86 母子・女性相談事務 子ども家庭部 子育て支援課

87 保育所入所事務 子ども家庭部 保育課

88 保育料徴収事務 子ども家庭部 保育課

89 市立保育所の通所児童の保育 子ども家庭部 保育課

90 私立保育所入所運営費事務 子ども家庭部 保育課
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個人情報を取り扱う事務の名称 事務を所管する部課

91 認証保育所等運営費補助事務 子ども家庭部 保育課

92 高倉保育所管理運営事務 子ども家庭部 保育課

93 認可外保育施設入所児童保護者補助金交付事業 子ども家庭部 保育課

94 医師意見書に関する事務 子ども家庭部 保育課

95 学童クラブ管理運営事務 子ども家庭部 児童青少年課

96 青少年体験活動事業 子ども家庭部 児童青少年課

97 中高生ひろば事業 子ども家庭部 児童青少年課

98 家庭の日事業 子ども家庭部 児童青少年課

99 放課後子ども教室事業 子ども家庭部 児童青少年課

100 自主清掃受付事務 環境安全部 環境政策課

101 猫よけ器具貸出取り扱い事務 環境安全部 環境政策課

102 はち類駆除事務 環境安全部 環境政策課

103 住環境獣捕獲事務 環境安全部 環境政策課

104 住環境獣駆除事務 環境安全部 環境政策課

105 水辺の楽校推進事務 環境安全部 環境政策課

106 市民花壇運営事務 環境安全部 環境政策課

107 落ち葉の銀行運営事務 環境安全部 環境政策課

108 エコハウス設備設置補助金交付事務 環境安全部 環境政策課

109 空間放射線量測定器貸出し事務 環境安全部 環境政策課

110 騒音規制法・振動規制法に関する事務 環境安全部 環境政策課

111 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に関する事務 環境安全部 環境政策課

112 環境保全活動センター運営事業事務 環境安全部 環境政策課

113 環境啓発事業（府中環境まつり）事務 環境安全部 環境政策課

114 家庭廃棄物処理手数料の減免に関する事務 環境安全部 ごみ減量推進課

115 資源物回収事業に係る保管庫設置経費補助金交付事務 環境安全部 ごみ減量推進課

116 再生利用に関する事務 環境安全部 ごみ減量推進課

117 開発行為に関する事務（廃棄物保管所等） 環境安全部 ごみ減量推進課

118 不法投棄の対応に関する事務 環境安全部 ごみ減量推進課

119 ごみ・資源の収集の取残し対応事務 環境安全部 ごみ減量推進課

120 ローラー作戦（出張説明会） 環境安全部 ごみ減量推進課

121 府中市ごみ減量・リサイクル推進ポスターコンクール 環境安全部 ごみ減量推進課
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個人情報を取り扱う事務の名称 事務を所管する部課

122 ごみ処理施設見学会 環境安全部 ごみ減量推進課

123 マイバッグコンクール 環境安全部 ごみ減量推進課

124 ごみ減量化処理機器購入費補助金交付事務 環境安全部 ごみ減量推進課

125 都市計画関連事務 都市整備部 計画課

126 まちづくり誘導地区及び誘導計画関連事務 都市整備部 計画課

127 下水道使用料障害者減免事務 都市整備部 下水道課

128 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業 都市整備部 建築指導課

129 耐震改修等補助事業 都市整備部 建築指導課

130 低炭素建築物新築等計画認定及び変更認定審査事務 都市整備部 建築指導課

131 長期優良住宅認定及び変更認定審査事務 都市整備部 建築指導課

132 給食管理業務 教育部 学務保健課

133 海外帰国児童・生徒等指導事業 教育部 指導室

134 住民監査請求に関する事務 監査事務局

135 耕作証明事務 農業委員会事務局

136 農業簿記講習会事務 農業委員会事務局

137 農業者年金に係る事務 農業委員会事務局

138 生産緑地に係る証明等事務 農業委員会事務局

139 相続法に関する届出等 農業委員会事務局

140 農地法に関する届出等事務 農業委員会事務局

141 固定資産評価審査申出に関する事務 固定資産評価審査委員会

142 傍聴者名簿に関する事務 議会事務局 議事課

143 請願及び陳情に関する事務 議会事務局 議事課
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目録の名称を変更する事務 資料２

番号 個人情報を取り扱う事務の名称（新） 個人情報を取り扱う事務の名称（旧） 備考

3
变位・变勲・褒章・都知事表彰候補者の選
定・進達

变勲・褒章・都知事表彰候補者の選定・進
達

文言追加 政策総務部 秘書課

20
固定資産の非課税、減免及び課税標準の特例
に係る認定事務

固定資産税非課税及び減免認定事務 事務の追加 税務管財部 資産税課

21
固定資産に関する証明発行及び公簿等を閲覧
に供する事務

固定資産に関する証明及び公簿等を閲覧に
供する事務

文言追加 税務管財部 資産税課

52 自治振興委託事業 自治振興委託事業－１ 自治振興委託事業－２と統合 市民生活部 市民活動支援課

70 消費生活講座 市民生活講座 名称変更 市民生活部 経済観光課

79 中小企業事業資金融資（開業）
中小企業事業資金融資（斡旋、利子補助、
信用保証料補助）事業

開業予定者のみ 市民生活部 経済観光課

80
商店街共同施設電気料補助事業、商店街活性
化補助事業

商店街共同施設（設置補助、電気料補助）
事業

名称変更 市民生活部 経済観光課

82 商店街イベント補助事業 商店街近代化補助事業 名称変更 市民生活部 経済観光課

87 各種表彰事務 企業的農業経営顕彰、農業後継者顕彰事業 名称変更 農業委員会事務局

89 市民農業大学運営事業 市民農業大学 名称変更 市民生活部 経済観光課

90 うね売りあっせん事業 うね売り事業 名称変更 市民生活部 経済観光課

91 子ども農業体験推進事業 親子ふれあい農園 名称変更 市民生活部 経済観光課

138 高齢者家具転倒防止器具取付事業 家具転倒防止器具取付事業 名称変更 福祉保健部 高齢者支援課

139 府中市高齢者等保養施設利用助成事業 府中市高齢者保養施設利用助成事業 事務の対象者の追加 福祉保健部 高齢者支援課

177 心身障害者寝具乾燥事業に関する事務 心身障害者布団乾燥事業に関する事務 名称変更 福祉保健部 障害者福祉課

178
障害福祉サービスの支給決定及び障害者自立
支援給付費支払いに関する事務

障害者自立支援給付費支払いに関する事務 事務の追加 福祉保健部 障害者福祉課

180 在宅心身障害者（児）理髪事業に関する事務 住宅重度心身障害者理髪事業に関する事務 名称変更 福祉保健部 障害者福祉課

185 重度脳性麻ひ者介護人派遣事業に関する事務 身体障害者介護人派遣事業に関する事務 事務の変更 福祉保健部 障害者福祉課

192
身体障害者補装具交付等自己負担金助成事業
に関する事務

身体障害者補装具の交付に関する事務 事務の変更 福祉保健部 障害者福祉課

195
心身障害者（児）日常生活用具貸与・給付事
業に関する事務

身体障害者日常生活用具に関する事務 事務の変更 福祉保健部 障害者福祉課

206
障害者相談支援事業及び障害者地域活動支援
センター事業に関する事務

障害者地域生活支援センター事業に関する
事務

精神障害者地域生活
支援センターと統合 福祉保健部 障害者福祉課

事務を所管する部課

変更1



番号 個人情報を取り扱う事務の名称（新） 個人情報を取り扱う事務の名称（旧） 備考 事務を所管する部課

211
重度障害者家具転倒防止器具支給等事業に関
する事務

重度心身障害者世帯家具転倒防止器具取
付・配送事業に関する事務

名称変更 福祉保健部 障害者福祉課

227 育児学級 育児学級（すくすくらんど） 名称変更 福祉保健部 健康推進課

237 定期予防接種及び任意予防接種 定期予防接種及び結核予防接種 名称変更 福祉保健部 健康推進課

244
成人健康診査・若年層健康診査、成人歯科健康診査、骨
粗しょう症健診、胃がん検診・乳がん検診・子宮がん検
診・大腸がん検診・肺がん検診

胃がん検診・乳がん検診・子宮がん検診・成人健康
診査・女性健康診査・成人病健康診査・歯周疾患検
診・成人歯科健康診査・骨粗しょう症検診

事務の追加 福祉保健部 健康推進課

245 喉頭がん検診 肺がん検診、大腸がん検診、喉頭がん検診 事務の削除 福祉保健部 健康推進課

250 健康相談（健康全般、栄養、歯科、薬） 健康相談（健康全般、栄養、歯科） 事務の追加 福祉保健部 健康推進課

255
栄養改善事業（栄養指導講座、栄養改善推進
員教育事業等）

栄養改善事業（ヘルスメイト府中２１支
援、ヘルスサポーター養成講座）

名称変更 福祉保健部 健康推進課

258 地域子育て支援事業 子育てひろば　ポップコーン 名称変更 子ども家庭部 保育課

260 一時預かり・特定保育事業 一時保育事業（子ども家庭在宅サービス事
業）

名称変更 子ども家庭部 子育て支援課

261 産前産後家庭サポート事業 産後家庭サポート事業 事務の追加 子ども家庭部 子育て支援課

265 子ども医療費助成 乳幼児医療費助成 名称変更 子ども家庭部 子育て支援課

277 登校・登園許可証明事務 私立幼稚園登園許可証明費補助金 事務の追加 教育部 学務保健課

282
飼い主のいない猫の去勢・不妊手術に関する
補助金交付

野良猫手術費補助金交付申請書 名称変更 環境安全部 環境政策課

283 相談カード取り扱い事務 すぐやるカード取り扱い事務 名称変更 環境安全部 環境政策課

285 犬猫ふん防止・ポイ捨て禁止看板配布 犬猫ふん防止看板配布事務 事務の追加 環境安全部 環境政策課

286 貸出器具取り扱い事務 配布薬剤・貸出機具取り扱い事務 事務の縮小 環境安全部 環境政策課

287 多摩川清掃市民運動実行委員会 多摩川清掃市民運動取り扱い事務 名称変更 環境安全部 環境政策課

295 保護する樹木等の指定に対する奨励金交付
保護する樹木等の指定及び生け垣設置に対
する奨励金交付

事務の縮小 環境安全部 環境政策課

303 資源物回収事業実施団体奨励金交付事務 資源物集団回収事業奨励金事務 名称変更 環境安全部 ごみ減量推進課

316 景観関連事務 都市景観関連事務 名称変更 都市整備部 計画課

317 地域まちづくり条例開発事業関連事務 開発行為、中高層建築物等指導要網関連事
務

名称変更 都市整備部 計画課

356 特別支援教育就学奨励費事務 特殊教育就学奨励費事務 名称変更 教育部 指導室

365 障がい者成人教室 障害者成人教室 名称変更 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課

382 各種スポーツ活用補助金交付関係事務 各種補助金交付関係事務 名称変更 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課

385
郷土の森総合体育館エアライフル場利用登録
受付事務

府中市立総合体育館エアライフル場利用登
録受付事務

名称変更 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課

変更2



番号 個人情報を取り扱う事務の名称（新） 個人情報を取り扱う事務の名称（旧） 備考 事務を所管する部課

387
郷土の森グラウンド施設、郷土の森総合体育
館の団体使用申込受付事務

府中市民健康センターグラウンド施設、府
中市立総合体育館の団体使用申込受付事務

名称変更 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課

390
郷土の森総合体育館サークル「会則」「名
簿」受付事務

府中市立総合体育館サークル「会則」「名
簿」受付事務

名称変更 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課

391 郷土の森総合体育館自主事業指導依頼事務 府中市立総合体育館自主事業指導依頼事務 名称変更 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課

392
郷土の森総合体育館自主事業各コース別利用
受付事務

府中市立総合体育館自主事業各コース別利
用受付事務

名称変更 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課

395
郷土の森総合体育館トレーニング室利用登録
受付事務

トレーニング室利用登録受付事務 名称変更 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課

403 図書館ハンディキャップサービス 図書館資料宅配サービス事業 事業統合 文化スポーツ部 図書館

変更3



目録から削除する事務 資料３

番号 個人情報を取り扱う事務の名称 削除理由

10 Iネットサロン利用受付事務（広報課分） 事業廃止 政策総務部 広報課

12 ツリースプレー等貸出事務 事業廃止 政策総務部 広報課

13 施設予約、チケット発券事務 事業廃止 政策総務部 広報課

24 土地、建物所有状況調査事務 個人情報使用せず 税務管財部 資産税課

27 外国人登録事務 事業廃止 市民生活部 総合窓口課

39 工事、委託事務 工事・委託事務（共通）へ統合 市民生活部 住宅勤労課

50 市民文化活動事業援助（後援） 後援等事務（共通）へ統合 文化スポーツ部 文化振興課

53 自治振興委託事業－２ ５２自治振興委託事業へ統合 市民生活部 市民活動支援課

54 子供ランド（子供パソコンクラブ）運営事業 事業廃止 市民生活部 市民活動支援課

63 府中市高齢者福祉館事業連絡協議会運営委託事業 事業廃止 市民生活部 市民活動支援課

69 府中市公衆浴場設備改修資金助成 対象外（事業者） 市民生活部 経済観光課

74 はかりの定期検査のための事前調査 対象外（事業者） 市民生活部 経済観光課

77 異業種交流促進事業 対象外（事業者） 市民生活部 経済観光課

78 情報ネットワーク形成事業 事業廃止 市民生活部 経済観光課

84 製造業等活性化支援補助事業 対象外（事業者） 市民生活部 経済観光課

88 優秀農業経営者等の推薦 ８７各種表彰事務へ統合 農業委員会事務局

95 各種農業振興事業要望調査書 ９４各種農業振興補助金へ統合 市民生活部 経済観光課

97 青少年問題協議会事務
附属機関及び附属機関に類似する機関に関する事務
（共通）へ統合

子ども家庭部 児童青少年課

104 青少年健全育成協力店指定制度事務 対象外（事業者） 子ども家庭部 児童青少年課

110 女性センター臨時職員 対象外（職員情報） 市民生活部 市民活動支援課

117 府中市福祉のまちづくり推進審議会
附属機関及び附属機関に類似する機関に関する事務
（共通）へ統合

福祉保健部 地域福祉推進課

135 高齢者ハイキング大会 事業廃止 福祉保健部 高齢者支援課

136 一人暮らし高齢者対象事業 事業廃止 福祉保健部 高齢者支援課

151 老人保健医療及び老人医療費助成 事業廃止（後期高齢者医療制度へ） 福祉保健部 高齢者支援課

152 高齢者入院見舞金支給事業 事業廃止 福祉保健部 高齢者支援課

154 府中市在宅介護支援センター運営事業 事業廃止（地域包括支援センター事業へ） 福祉保健部 高齢者支援課

156 高齢者世帯居住安定支援 事業廃止 福祉保健部 高齢者支援課

158 府中市敬老居室建築資金助成 事業廃止 福祉保健部 高齢者支援課

事務を所管する部課

削除1



番号 個人情報を取り扱う事務の名称 削除理由 事務を所管する部課

166 身体障害者レクリエーション事業事務 事業廃止 福祉保健部 障害者福祉課

173 精神障害者医療費助成に関する事務 事業廃止 福祉保健部 障害者福祉課

186
在宅心身障害者（児）緊急一時保護事業に関する
事務

１６８心身障害者福祉センター管理・運営・委託に関
する事務へ統合

福祉保健部 障害者福祉課

187 自立促進機器購入費等助成事業に関する事務 事業廃止 福祉保健部 障害者福祉課

188 身体障害者三輪自転車購入費助成事業に関する事
務

事業廃止 福祉保健部 障害者福祉課

190 聴覚障害者ファックス使用料助成事業に関する事
務

事業廃止 福祉保健部 障害者福祉課

191 知的障害者及び身体障害者措置費に関する事務 事業廃止 福祉保健部 障害者福祉課

196 身体障害者更生医療に関する事務 事業廃止（自立支援医療に関する事務へ） 福祉保健部 障害者福祉課

200 酸素購入費助成に関する事務 事業廃止 福祉保健部 障害者福祉課

201 低所得者利用者負担対策費に関する事務 事業廃止 福祉保健部 障害者福祉課

204
難病患者等ホームヘルプサービス事業に関する事
務

事業廃止（障害福祉サービスの支給決定及び障害者自
立支援給付費支払いに関する事務へ）

福祉保健部 障害者福祉課

205 難病患者等日常生活用具に関する事務 １９５障害者日常生活用具に関する事務へ統合予定 福祉保健部 障害者福祉課

207 精神障害者地域生活支援センター事業に関する事
務

２０６障害者地域活動支援センターへ統合 福祉保健部 障害者福祉課

238 結核検診 事業廃止 福祉保健部 健康推進課

241 ママクラスクッキング ２２６母親学級、両親学級へ統合 福祉保健部 健康推進課

242 総合健康診査 事業廃止予定 福祉保健部 健康推進課

247 府中市歯科医療連携推進事業運営業議会
附属機関及び附属機関に類似する機関に関する事務
（共通）へ統合

福祉保健部 健康推進課

249 個別健康教育 事業廃止（保健指導へ） 福祉保健部 健康推進課

252 訪問指導事業 事業廃止 福祉保健部 健康推進課

253 府中市保健計画策定検討協議会 事業廃止 福祉保健部 健康推進課

268 ひとり親家庭入浴券支給事業 事業廃止 子ども家庭部 子育て支援課

269 ひとり親家庭居住安定支援助成事業 事業廃止 子ども家庭部 子育て支援課

271 ひとり親家庭休養ホーム利用者交通費助成事業 事業廃止 子ども家庭部 子育て支援課

281 飼い猫手術費補助金交付申請事務 事業廃止 環境安全部 環境政策課

288 府中をきれいにする市民運動取り扱い事務 事業廃止 環境安全部 環境政策課

289 指定作業場（駐車場）に係る届出書事務
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に関す
る事務へ統合

環境安全部 環境政策課

291 市民による酸性雨調査 ２９３環境学習、環境ボランティア事業へ統合 環境安全部 環境政策課

292 府中市環境審議会に係る事務
附属機関及び附属機関に類似する機関に関する事務
（共通）へ統合

環境安全部 環境政策課

削除2



番号 個人情報を取り扱う事務の名称 削除理由 事務を所管する部課

294 緑の活動推進委員会
附属機関及び附属機関に類似する機関に関する事務
（共通）へ統合

環境安全部 環境政策課

297 工事請負、委託契約事務 工事・委託事務（共通）へ統合 都市整備部 公園緑地課

304
府中市廃棄物減量等推進審議会・市民マイバック
持参運動検討協議会

附属機関及び附属機関に類似する機関に関する事務
（共通）へ統合

環境安全部 ごみ減量推進課

318 都市計画道路査定関係事務 事業廃止 都市整備部 計画課

322 土木工事施工各責任者申請書 工事・委託事務（共通）へ統合 都市整備部 土木課

329 水道工事（起工書等） 都へ移管 都市整備部 下水道課

330 水道工事（契約書等） 都へ移管 都市整備部 下水道課

331 給水管管理事務 都へ移管 都市整備部 下水道課

332 マッピング・システム 都へ移管 都市整備部 下水道課

335 下水道工事店指定申請書 対象外（事業者） 都市整備部 下水道課

343 教育助成金事務 事業廃止 教育部 総務課

357 府中市心身障害教育就学指導協議会
附属機関及び附属機関に類似する機関に関する事務
（共通）へ統合

教育部 指導室

358 府中市心身障害教育協議会
附属機関及び附属機関に類似する機関に関する事務
（共通）へ統合

教育部 指導室

359 府中ジュニアアンサンブル音楽教室 事業廃止 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課

377 地域体育館事故発生報告事務 対象外（非継続事務） 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課

379 市民スポーツ指導員登録事務 事業廃止（府中コミスポ協力者へ） 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課

381 広報原稿掲載依頼受付事務 広報原稿掲載依頼受付事務（共通）へ統合 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課

393 チーム登録申込、市内団体利用申込受付事務
事業廃止（府中市体育施設利用登録申込受付事務（庭
球場以外）へ）

文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課

394 府中市民健康センター事故発生報告受付事務 対象外（非継続事務） 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課

397 盲人用録音物郵送無料貸出 ４０３図書館ハンディキャップサービスへ統合 文化スポーツ部 図書館

398 図書館資料宅配貸出 ４０３図書館ハンディキャップサービスへ統合 文化スポーツ部 図書館

削除3



諮問事務一覧表 資料４

条例第８条本文の規定により諮問する事務（収集禁止事項の収集）

番号 個人情報を取り扱う事務の名称
事務の対象と
なる個人の範囲

収集する情報の内容
収集禁止とされる
情報を取扱う理由

3
变位・变勲・褒章・都知事表彰候補
者の選定・進達

市政または地方自治
の伸展に功績のあっ
た方

戸籍情報、犯歴 候補者の選定・進達のため 政策総務部 秘書課

29 身分証明事務
市内に本籍を有
する者

禁治産・準禁治産、成年被後見人、
破産

住民若しくは本籍者の自己の
身分を公証するため

市民生活部 総合窓口課

追加17 犯歴事務
市内に本籍を有
する者

犯歴
公職選挙法に基づく選挙権及び被選挙
権の有無、栄典授与の欠格事由の有無、
その他法律に基づく資格調査のため

市民生活部 総合窓口課

追加27 ヘルナルス区相互派遣事業 事業参加者
健康状況（アレルギー、病歴、服用
中の薬、その他心身に関する事項）

海外の家庭にホームステイをするた
め、健康状況を事前に把握するため

市民生活部 市民活動支援課

追加28 姉妹都市・友好都市市民交流事業 事業参加者
健康状況（アレルギー、病歴、服用
中の薬、その他心身に関する事項）

参加者の健康状況を事前に把握する
ことで、緊急時迅速な対応ができるよ
うにするため

市民生活部 市民活動支援課

追加51
在日外国人等高齢者・障害者福祉
給付事業

受給申請者
身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保
健福祉手帳の所持の有無、障害の種類、等
級、初診日

申請者の要件確認のため 福祉保健部 地域福祉推進課

追加58 水中介護予防教室 教室参加者 病歴・病状
教室参加希望者の参加の可否
の判断に必要とするため

福祉保健部 高齢者支援課

追加64 認知症見守り等支援事業
一定程度の認知症
の症状のある者

病歴・病状 被見守り者の要件確認のため 福祉保健部 高齢者支援課

163 手話通訳派遣事務
通訳の派遣を受
ける者

身体障害者手帳所持の有無、等級
種別、手帳番号、障害の部位

派遣を受ける者の要件確認の
ため

福祉保健部 障害者福祉課

164 知的障害者雇用事業事務 雇用事業従事者 愛の手帳の所持の有無 被雇用者の要件確認のため 福祉保健部 障害者福祉課

167 障害者（児）休養事業事務 助成を受ける者
障害の種別、障害者手帳所持の有
無、等級

助成を受ける者の要件確認の
ため

福祉保健部 障害者福祉課

174
精神障害者都営交通乗車証の発行
に関する事務

乗車証申込者 精神保健福祉手帳の有無、等級 申込者の要件確認のため 福祉保健部 障害者福祉課

事務を所管する部課

諮問1



番号 個人情報を取り扱う事務の名称
事務の対象と
なる個人の範囲

収集する情報の内容
収集禁止とされる
情報を取扱う理由

事務を所管する部課

199
心身障害者NHK放送受信料の減免
に関する事務

減免申請者
障害の種別、障害者手帳所持の有
無、等級、障害の部位

申請者の要件確認のため 福祉保健部 障害者福祉課

209 福祉バスきぼう号に関する事務 バス移送者 障害の有無 移送者の要件確認のため 福祉保健部 障害者福祉課

210 機能回復無料受術券に関する事務 受術券申請者
身体障害者手帳所持の有無、等級、東
京都難病医療費助成の対象の有無

申請者の要件確認のため 福祉保健部 障害者福祉課

211
重度障害者家具転倒防止器具支給
等事業に関する事務

器具申請者
障害の種別、障害者手帳所持の有
無、等級

申請者の要件確認のため 福祉保健部 障害者福祉課

追加67 マル都医療等に関する事務 医療助成申請者
各疾病に関する診断書、状況に応
じて身体障害者手帳の写し

申請者の要件確認のため 福祉保健部 障害者福祉課

追加70 心身障害者住宅費助成事業
住宅費助成申請
者

身体障害者手帳もしくは愛の手帳
所持の有無、等級

申請者の要件確認のため 福祉保健部 障害者福祉課

追加71
身体障害者及び知的障害者相談員
事業に関する事務

相談員
身体障害者手帳の所持の有無、障害の種
類、等級、部位、手帳番号/愛の手帳所持
の有無、障害の程度

相談員の要件確認のため 福祉保健部 障害者福祉課

245 喉頭がん検診 受診者 病歴に関する事項
医師が健診実施の可否及び診
断するために必要なため

福祉保健部 健康推進課

追加94 医師意見書に関する事務
保育所等入所児
童

罹患した感染症名
医師手数料の保護者負担を免
除するため

子ども家庭部 保育課

追加114
家庭廃棄物処理手数料の減免に関
する事務

減免申請者
身体障害者手帳・精神障害者手帳
の所持の有無、障害の種類、等級

申請者の要件確認のため 環境安全部 ごみ減量推進課

追加127 下水道使用料障害者減免事務 減免申請者
身体障害者手帳等の所持の有無、
障害の種類、等級

申請者の要件確認のため 都市整備部 下水道課

277 登校・登園許可証明事務
小中学校・幼稚園
に通う児童生徒

罹患した感染症名
医師手数料の保護者負担を免
除するため

教育部 学務保健課

諮問2
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