
第１号様式　（表）　（第３条）
平成２９年１２月１１日

　　府中市長

市民部　　総合窓口課長

　　府中市個人情報の保護に関する条例第９条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

1
個人情報を取り扱う
事務の名称

2
個人情報を取り扱う
事務の目的

3
個人情報を取り扱う
事務の根拠

4
事務を開始する年月
日

5
事務の対象者となる
個人の範囲

(1)　基本的事項

氏名 住所 性別

生年月日 年齢 電話番号・メールアドレス

金融機関の口座 個人番号 その他個人を識別する番号

(2)　家族状況等

家族状況 親族関係・配偶者の有無

(3)　社会生活

学校名・学歴 職業・職歴 成績・評価

資格・処罰 財産・収入 住居の状況

公的扶助 その他

(4)　収集禁止項目

思想・信条・信教 社会的差別の原因となる事実

犯罪に関する事項 病歴その他心身に関する事項

7 個人情報の処理の方法

　 情報システム等 情報システム等以外

8 個人情報の記録媒体

文書 図画 写真

フィルム サーバ機器等 パソコン機器等

可搬記録媒体（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

個人情報取扱事務届出書

住民基本台帳事務

住民基本台帳法に基づき、市町村が住民に関する記録の適正な管理を図
るため。

住民基本台帳法、住民基本台帳法施行令、住民基本台帳法施行規則

平成１５年８月１日

住民基本台帳法に基づく府中市民



第１号様式　（裏）

9 収集禁止事項を収集する根拠

法令等（法令等の名称；　　　　　　　　）

審議会意見

10 個人情報の主な収集先

本人

本人以外 他の実施機関 国・地方公共団体

民間・私人

その他（　　　　　　　）

11 本人以外から収集する根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 所在不明等 争訟等

他の実施機関 国・地方公共団体 審議会意見

法令等の名称（　住民基本台帳法　）

12 事務の委託の有無

有り 無し

13 目的外利用の有無

有り 無し

14 目的外利用をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　住民基本台帳法　）

15 外部提供の有無

有り 無し

16 外部提供をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　住民基本台帳法　）

17 外部提供の提出先

国・地方公共団体 出資団体等 公共的団体

民間・私人

18 個人情報を記録する主な文書等の名称

住民基本台帳



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２９年１２月１１日

　　府中市長

市民部　　総合窓口課長

　　府中市個人情報の保護に関する条例第９条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

1
個人情報を取り扱う
事務の名称

2
個人情報を取り扱う
事務の目的

3
個人情報を取り扱う
事務の根拠

4
事務を開始する年月
日

5
事務の対象者となる
個人の範囲

(1)　基本的事項

氏名 住所 性別

生年月日 年齢 電話番号・メールアドレス

金融機関の口座 個人番号 その他個人を識別する番号

(2)　家族状況等

家族状況 親族関係・配偶者の有無

(3)　社会生活

学校名・学歴 職業・職歴 成績・評価

資格・処罰 財産・収入 住居の状況

公的扶助 その他（印影）

(4)　収集禁止項目

思想・信条・信教 社会的差別の原因となる事実

犯罪に関する事項 病歴その他心身に関する事項

7 個人情報の処理の方法

　 情報システム等 情報システム等以外

8 個人情報の記録媒体

文書 図画 写真

フィルム サーバ機器等 パソコン機器等

可搬記録媒体（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

個人情報取扱事務届出書

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

印鑑登録証明事務

本人の同一性と本人の意思を確認する手段とするため、登録者からの申請
に基づき、印鑑登録証明書を交付するもの。

地方自治法（第２第３項第１６号）、府中市印鑑条例、府中市印鑑条例施行
規則

平成１５年８月１日

住民基本台帳に記録されている者、又は外国人登録原票に登録されてい
る者（１５歳未満の者、成年被後見人は、除く）



第１号様式　（裏）

9 収集禁止事項を収集する根拠

法令等（法令等の名称；　　　　　　　　）

審議会意見

10 個人情報の主な収集先

本人

本人以外 他の実施機関 国・地方公共団体

民間・私人

その他（　　　　　　　）

11 本人以外から収集する根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 所在不明等 争訟等

他の実施機関 国・地方公共団体 審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　）

12 事務の委託の有無

有り 無し

13 目的外利用の有無

有り 無し

14 目的外利用をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　　）

15 外部提供の有無

有り 無し

16 外部提供をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　　）

17 外部提供の提出先

国・地方公共団体 出資団体等 公共的団体

民間・私人

18 個人情報を記録する主な文書等の名称

印鑑登録



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２７年１１月３０日

　　府中市長

市民部　　総合窓口課長

　　府中市個人情報の保護に関する条例第９条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

1
個人情報を取り扱う
事務の名称

2
個人情報を取り扱う
事務の目的

3
個人情報を取り扱う
事務の根拠

4
事務を開始する年月
日

5
事務の対象者となる
個人の範囲

(1)　基本的事項

氏名 住所 性別（続柄）

生年月日 年齢 電話番号・メールアドレス

金融機関の口座 個人番号 その他個人を識別する番号

(2)　家族状況等

家族状況 親族関係・配偶者の有無

(3)　社会生活

学校名・学歴 職業・職歴 成績・評価

資格・処罰 財産・収入 住居の状況

公的扶助 その他

(4)　収集禁止項目

思想・信条・信教 社会的差別の原因となる事実（本籍）

犯罪に関する事項 病歴その他心身に関する事項

7 個人情報の処理の方法

　 情報システム等 情報システム等以外

8 個人情報の記録媒体

文書 図画 写真

フィルム サーバ機器等 パソコン機器等

可搬記録媒体（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

個人情報取扱事務届出書

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

戸籍事務

戸籍は、日本国民の親族的身分関係を登録し、それを公証する公正証書
として市町村がその事務の処理することとされている。

地方自治法第２条第９項第１号、地方自治法別表第１、戸籍法

平成１５年８月１日

府中市に本籍を有する者



第１号様式　（裏）

9 収集禁止事項を収集する根拠

法令等（法令等の名称；　戸籍法　）

審議会意見

10 個人情報の主な収集先

本人

本人以外 他の実施機関 国・地方公共団体

民間・私人

その他（　　　　　　　）

11 本人以外から収集する根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 所在不明等 争訟等

他の実施機関 国・地方公共団体 審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　）

12 事務の委託の有無

有り 無し

13 目的外利用の有無

有り 無し

14 目的外利用をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　戸籍法　）

15 外部提供の有無

有り 無し

16 外部提供をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　戸籍法　）

17 外部提供の提出先

国・地方公共団体 出資団体等 公共的団体

民間・私人

18 個人情報を記録する主な文書等の名称

戸籍



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２７年１１月３０日

　　府中市長

市民部　　総合窓口課長

　　府中市個人情報の保護に関する条例第９条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

1
個人情報を取り扱う
事務の名称

2
個人情報を取り扱う
事務の目的

3
個人情報を取り扱う
事務の根拠

4
事務を開始する年月
日

5
事務の対象者となる
個人の範囲

(1)　基本的事項

氏名 住所 性別

生年月日 年齢 電話番号・メールアドレス

金融機関の口座 個人番号 その他個人を識別する番号

(2)　家族状況等

家族状況 親族関係・配偶者の有無

(3)　社会生活

学校名・学歴 職業・職歴 成績・評価

資格・処罰 財産・収入 住居の状況

公的扶助 その他

(4)　収集禁止項目

思想・信条・信教 社会的差別の原因となる事実

犯罪に関する事項 病歴その他心身に関する事項

7 個人情報の処理の方法

　 情報システム等 情報システム等以外

8 個人情報の記録媒体

文書 図画 写真

フィルム サーバ機器等 パソコン機器等

可搬記録媒体（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

個人情報取扱事務届出書

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

身分証明事務

住民若しくは本籍者の自己の身分について公証するため

地方自治法第２条第８項

平成１５年８月１日

府中市に本籍を有する者



第１号様式　（裏）

9 収集禁止事項を収集する根拠

法令等（法令等の名称；　　　　　　　　）

審議会意見

10 個人情報の主な収集先

本人

本人以外 他の実施機関 国・地方公共団体

民間・私人

その他（　　　　　　　）

11 本人以外から収集する根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 所在不明等 争訟等

他の実施機関 国・地方公共団体 審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　）

12 事務の委託の有無

有り 無し

13 目的外利用の有無

有り 無し

14 目的外利用をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　地方公務員法等　　）

15 外部提供の有無

有り 無し

16 外部提供をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　地方公務員法等　　）

17 外部提供の提出先

国・地方公共団体 出資団体等 公共的団体

民間・私人

18 個人情報を記録する主な文書等の名称

戸籍



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２７年１１月３０日

　　府中市長

市民部　　総合窓口課長

　　府中市個人情報の保護に関する条例第９条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

1
個人情報を取り扱う
事務の名称

2
個人情報を取り扱う
事務の目的

3
個人情報を取り扱う
事務の根拠

4
事務を開始する年月
日

5
事務の対象者となる
個人の範囲

(1)　基本的事項

氏名 住所 性別

生年月日 年齢 電話番号・メールアドレス

金融機関の口座 個人番号 その他個人を識別する番号

(2)　家族状況等

家族状況 親族関係・配偶者の有無

(3)　社会生活

学校名・学歴 職業・職歴 成績・評価

資格・処罰 財産・収入 住居の状況

公的扶助 その他

(4)　収集禁止項目

思想・信条・信教 社会的差別の原因となる事実

犯罪に関する事項 病歴その他心身に関する事項

7 個人情報の処理の方法

　 情報システム等 情報システム等以外

8 個人情報の記録媒体

文書 図画 写真

フィルム サーバ機器等 パソコン機器等

可搬記録媒体（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

個人情報取扱事務届出書

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

在外選挙人名簿の登録事務（平成１２年５月からの事務で国外居住３か以
上のもの）

在外者の選挙人名簿の登録の調整

公職選挙法

平成１５年８月１日

府中市に本籍を有する者



第１号様式　（裏）

9 収集禁止事項を収集する根拠

法令等（法令等の名称；　公職選挙法　）

審議会意見

10 個人情報の主な収集先

本人

本人以外 他の実施機関 国・地方公共団体

民間・私人

その他（　　　　　　　）

11 本人以外から収集する根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 所在不明等 争訟等

他の実施機関 国・地方公共団体 審議会意見

法令等の名称（　公職選挙法　）

12 事務の委託の有無

有り 無し

13 目的外利用の有無

有り 無し

14 目的外利用をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　公職選挙法　）

15 外部提供の有無

有り 無し

16 外部提供をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　公職選挙法　）

17 外部提供の提出先

国・地方公共団体 出資団体等 公共的団体

民間・私人

18 個人情報を記録する主な文書等の名称

戸籍（附票）



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２７年１１月３０日

　　府中市長

市民部　　総合窓口課長

　　府中市個人情報の保護に関する条例第９条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

1
個人情報を取り扱う
事務の名称

2
個人情報を取り扱う
事務の目的

3
個人情報を取り扱う
事務の根拠

4
事務を開始する年月
日

5
事務の対象者となる
個人の範囲

(1)　基本的事項

氏名 住所 性別

生年月日 年齢 電話番号・メールアドレス

金融機関の口座 個人番号 その他個人を識別する番号

(2)　家族状況等

家族状況 親族関係・配偶者の有無

(3)　社会生活

学校名・学歴 職業・職歴 成績・評価

資格・処罰 財産・収入 住居の状況

公的扶助 その他

(4)　収集禁止項目

思想・信条・信教 社会的差別の原因となる事実

犯罪に関する事項 病歴その他心身に関する事項

7 個人情報の処理の方法

　 情報システム等 情報システム等以外

8 個人情報の記録媒体

文書 図画 写真

フィルム サーバ機器等 パソコン機器等

可搬記録媒体（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

個人情報取扱事務届出書

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

犯歴事務

公職選挙法に基づく選挙権及び被選挙権の有無、栄典授与の適格性、そ
の他法律に基づく資格調査のため

平成１５年８月１日

府中市に本籍を有する者



第１号様式　（裏）

9 収集禁止事項を収集する根拠

法令等（法令等の名称；　　　　　　　　）

審議会意見

10 個人情報の主な収集先

本人

本人以外 他の実施機関 国・地方公共団体

民間・私人

その他（　　　　　　　）

11 本人以外から収集する根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 所在不明等 争訟等

他の実施機関 国・地方公共団体 審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　）

12 事務の委託の有無

有り 無し

13 目的外利用の有無

有り 無し

14 目的外利用をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　公職選挙法等　）

15 外部提供の有無

有り 無し

16 外部提供をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　公職選挙法等　）

17 外部提供の提出先

国・地方公共団体 出資団体等 公共的団体

民間・私人

18 個人情報を記録する主な文書等の名称

犯歴票



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２７年１１月３０日

　　府中市長

市民部　　総合窓口課長

　　府中市個人情報の保護に関する条例第９条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

1
個人情報を取り扱う
事務の名称

2
個人情報を取り扱う
事務の目的

3
個人情報を取り扱う
事務の根拠

4
事務を開始する年月
日

5
事務の対象者となる
個人の範囲

(1)　基本的事項

氏名 住所 性別

生年月日 年齢 電話番号・メールアドレス

金融機関の口座 個人番号 その他個人を識別する番号

(2)　家族状況等

家族状況 親族関係・配偶者の有無

(3)　社会生活

学校名・学歴 職業・職歴 成績・評価

資格・処罰 財産・収入 住居の状況

公的扶助 その他

(4)　収集禁止項目

思想・信条・信教 社会的差別の原因となる事実

犯罪に関する事項 病歴その他心身に関する事項

7 個人情報の処理の方法

　 情報システム等 情報システム等以外

8 個人情報の記録媒体

文書 図画 写真

フィルム サーバ機器等 パソコン機器等

可搬記録媒体（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

個人情報取扱事務届出書

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

戸籍に記載がない者に関する情報の把握及び報告

日本国籍を有するものの戸籍に記載がない者（以下「無籍者」という。）につ
いて、適正な届出がされるよう、東京法務局府中支局に報告する。

戸籍法

平成２６年１０月３１日

無籍者、無籍者の母



第１号様式　（裏）

9 収集禁止事項を収集する根拠

法令等（法令等の名称；　　　　　　　　）

審議会意見

10 個人情報の主な収集先

本人

本人以外 他の実施機関 国・地方公共団体

民間・私人

その他（　　　　　　　）

11 本人以外から収集する根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 所在不明等 争訟等

他の実施機関 国・地方公共団体 審議会意見

法令等の名称（戸籍法）

12 事務の委託の有無

有り 無し

13 目的外利用の有無

有り 無し

14 目的外利用をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（戸籍法）

15 外部提供の有無

有り 無し

16 外部提供をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（戸籍法）

17 外部提供の提出先

国・地方公共団体 出資団体等 公共的団体

民間・私人

18 個人情報を記録する主な文書等の名称

無籍者報告書



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２７年１１月３０日

　　府中市長

市民部　　総合窓口課長

　　府中市個人情報の保護に関する条例第９条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

1
個人情報を取り扱う
事務の名称

2
個人情報を取り扱う
事務の目的

3
個人情報を取り扱う
事務の根拠

4
事務を開始する年月
日

5
事務の対象者となる
個人の範囲

(1)　基本的事項

氏名 住所 性別

生年月日 年齢 電話番号・メールアドレス

金融機関の口座 個人番号 その他個人を識別する番号

(2)　家族状況等

家族状況 親族関係・配偶者の有無

(3)　社会生活

学校名・学歴 職業・職歴 成績・評価

資格・処罰 財産・収入 住居の状況

公的扶助 その他

(4)　収集禁止項目

思想・信条・信教 社会的差別の原因となる事実

犯罪に関する事項 病歴その他心身に関する事項

7 個人情報の処理の方法

　 情報システム等 情報システム等以外

8 個人情報の記録媒体

文書 図画 写真

フィルム サーバ機器等 パソコン機器等

可搬記録媒体（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

個人情報取扱事務届出書

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

個人番号カード交付等事務

個人番号カードの交付予約を受付け、円滑なカードの交付事務を行うた
め。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
律

平成２８年１月１日

個人番号カードの交付申請者



第１号様式　（裏）

9 収集禁止事項を収集する根拠

法令等（法令等の名称；　　　　　　　　）

審議会意見

10 個人情報の主な収集先

本人

本人以外 他の実施機関 国・地方公共団体

民間・私人

その他（　Ｊ－ＬＩＳ（地方共同法人）　）

11 本人以外から収集する根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 所在不明等 争訟等

他の実施機関 国・地方公共団体 審議会意見

法令等の名称（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律）

12 事務の委託の有無

有り 無し

13 目的外利用の有無

有り 無し

14 目的外利用をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　　）

15 外部提供の有無

有り 無し

16 外部提供をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　　）

17 外部提供の提出先

国・地方公共団体 出資団体等 公共的団体

民間・私人

18 個人情報を記録する主な文書等の名称

個人番号カード交付予約情報ファイル



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年12月27日

　　府中市長

市民部保険年金課長

　　府中市個人情報の保護に関する条例第９条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

1
個人情報を取り扱う
事務の名称

2
個人情報を取り扱う
事務の目的

3
個人情報を取り扱う
事務の根拠

4
事務を開始する年月
日

5
事務の対象者となる
個人の範囲

(1)　基本的事項

氏名 住所 性別

生年月日 年齢 電話番号・メールアドレス

金融機関の口座 個人番号 その他個人を識別する番号

(2)　家族状況等

家族状況 親族関係・配偶者の有無

(3)　社会生活

学校名・学歴 職業・職歴 成績・評価

資格・処罰 財産・収入 住居の状況

公的扶助 その他

(4)　収集禁止項目

思想・信条・信教 社会的差別の原因となる事実

犯罪に関する事項 病歴その他心身に関する事項

7 個人情報の処理の方法

　 情報システム等 情報システム等以外

8 個人情報の記録媒体

文書 図画 写真

フィルム サーバ機器等 パソコン機器等

可搬記録媒体（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

個人情報取扱事務届出書

国民健康保険資格事務

・国民健康保険の加入及び喪失に関する事務受付
・国民健康保険被保険者証の交付に関する事務受付

国民健康保険法、国民健康保険法施行規則、府中市国民健康保険条例、
府中市国民健康保険条例施行規則

平成１５年８月１日

府中市民及び府中市国民健康保険被保険者



第１号様式　（裏）

9 収集禁止事項を収集する根拠

法令等（法令等の名称；　　　　　　　　）

審議会意見

10 個人情報の主な収集先

本人

本人以外 他の実施機関 国・地方公共団体

民間・私人

　　　　　その他（　親族　）

11 本人以外から収集する根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 所在不明等 争訟等

他の実施機関 国・地方公共団体 審議会意見

12 事務の委託の有無

有り 無し

13 目的外利用の有無

有り 無し

14 目的外利用をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　　）

15 外部提供の有無

有り 無し

16 外部提供をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（国民健康保険法　）

17 外部提供の提出先

国・地方公共団体 出資団体等 公共的団体

民間・私人

18 個人情報を記録する主な文書等の名称

情報システム関係：
文書関係：

国保資格システム、前期高齢システム、宛名管理システム
国民健康保険被保険者資格関係届、国民健康保険退職者医療制度該当・
非該当届、国民健康保険遠隔地被保険者証交付申請書、国民健康保険法
第116条（学）証交付・返還届、国民健康保険被保険者証再交付申請書

法令等の名称（国民健康保険法、国民健康保険法施行規則、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律）



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年12月27日

　　府中市長

市民部保険年金課長

　　府中市個人情報の保護に関する条例第９条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

1
個人情報を取り扱う
事務の名称

2
個人情報を取り扱う
事務の目的

3
個人情報を取り扱う
事務の根拠

4
事務を開始する年月
日

5
事務の対象者となる
個人の範囲

(1)　基本的事項

氏名 住所 性別

生年月日 年齢 電話番号・メールアドレス

金融機関の口座 個人番号 その他個人を識別する番号

(2)　家族状況等

家族状況 親族関係・配偶者の有無

(3)　社会生活

学校名・学歴 職業・職歴 成績・評価

資格・処罰 財産・収入 住居の状況

公的扶助 その他

(4)　収集禁止項目

思想・信条・信教 社会的差別の原因となる事実

犯罪に関する事項 病歴その他心身に関する事項

7 個人情報の処理の方法

　 情報システム等 情報システム等以外

8 個人情報の記録媒体

文書 図画 写真

フィルム サーバ機器等 パソコン機器等

可搬記録媒体（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

府中市国民健康保険被保険者

個人情報取扱事務届出書

国民健康保険給付事務

国民健康保険給付に係る申請受理及び支給事務、保険給付適正化事務
を行う

国民健康保険法、国民健康保険法施行規則、府中市国民健康保険条例、府中市国民健
康保険条例施行規則、府中市国民健康保険高額療養費資金貸付条例、府中市国民健康
保険高額療養費資金貸付条例施行規則、府中市国民健康保険出産費資金貸付条例、府
中市国民健康保険出産費資金貸付条例施行規則、府中市結核・精神医療給付金の支給
に関する規則

平成１５年８月１日



第１号様式　（裏）

9 収集禁止事項を収集する根拠

法令等（法令等の名称；　国民健康保険法、国民健康保険法施行規則　　　　　　　）

審議会意見

10 個人情報の主な収集先

本人

本人以外 他の実施機関 国・地方公共団体

民間・私人

　　　　　その他（医療機関、東京都国民健康保険団体連合会、

　　　　　各健康保険者　）

11 本人以外から収集する根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 所在不明等 争訟等

他の実施機関 国・地方公共団体 審議会意見

法令等の名称（国民健康保険法　）

12 事務の委託の有無

有り 無し

13 目的外利用の有無

有り 無し

14 目的外利用をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　　）

15 外部提供の有無

有り 無し

16 外部提供をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（国民健康保険法　）

17 外部提供の提出先

国・地方公共団体 出資団体等 公共的団体

民間・私人

18 個人情報を記録する主な文書等の名称

情報システム関係：
文書関係：

国保給付システム、国保資格管理システム、前期高齢管理システム
高額療養費支給申請書、療養費支給申請書、葬祭費支給申請書、出産育児一時
金支給申請書、食事療養標準負担額認定申請書、食事療養標準負担額減額差
額支給申請書、特定疾病療養受療証交付申請書、移送費支給申請書、結核・精
神医療給付金受給者証交付申請書、限度額適用・標準負担額減額額認定証交



神医療給付金受給者証交付申請書、限度額適用・標準負担額減額額認定証交
付申請書、高額療養費資金貸付申請書、出産費資金貸付申請書、高額療養費受
領委任払承認申請書、一部負担金等免除申請書、柔道整復、はり灸、あん摩・
マッサージ施術内容確認書、第三者の行為による傷病届



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年12月27日

　　府中市長

市民部保険年金課長

　　府中市個人情報の保護に関する条例第９条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

1
個人情報を取り扱う
事務の名称

2
個人情報を取り扱う
事務の目的

3
個人情報を取り扱う
事務の根拠

4
事務を開始する年月
日

5
事務の対象者となる
個人の範囲

(1)　基本的事項

氏名 住所 性別

生年月日 年齢 電話番号・メールアドレス

金融機関の口座 個人番号 その他個人を識別する番号

(2)　家族状況等

家族状況 親族関係・配偶者の有無

(3)　社会生活

学校名・学歴 職業・職歴 成績・評価

資格・処罰 財産・収入 住居の状況

公的扶助 その他

(4)　収集禁止項目

思想・信条・信教 社会的差別の原因となる事実

犯罪に関する事項 病歴その他心身に関する事項

7 個人情報の処理の方法

　 情報システム等 情報システム等以外

8 個人情報の記録媒体

文書 図画 写真

フィルム サーバ機器等 パソコン機器等

可搬記録媒体（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

個人情報取扱事務届出書

国民健康保険課税事務

国民健康保険税の課税

府中市国民健康保険税条例、地方税法

平成１５年８月１日

府中市国民健康保険被保険者及び擬制世帯主



第１号様式　（裏）

9 収集禁止事項を収集する根拠

法令等（法令等の名称；　　　　　　　　）

審議会意見

10 個人情報の主な収集先

本人

本人以外 他の実施機関 国・地方公共団体

民間・私人

　　　　　その他（　親族　）

11 本人以外から収集する根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 所在不明等 争訟等

他の実施機関 国・地方公共団体 審議会意見

法令等の名称（国民健康保険法、府中市国民健康保険税条例　）

12 事務の委託の有無

有り 無し

13 目的外利用の有無

有り 無し

14 目的外利用をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　　）

15 外部提供の有無

有り 無し

16 外部提供をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　）

17 外部提供の提出先

国・地方公共団体 出資団体等 公共的団体

民間・私人

18 個人情報を記録する主な文書等の名称

情報システム関係：
文書関係：

国民健康保険税システム
国民健康保険税申告書



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年12月27日

　　府中市長

市民部保険年金課長

　　府中市個人情報の保護に関する条例第９条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

1
個人情報を取り扱う
事務の名称

2
個人情報を取り扱う
事務の目的

3
個人情報を取り扱う
事務の根拠

4
事務を開始する年月
日

5
事務の対象者となる
個人の範囲

(1)　基本的事項

氏名 住所 性別

生年月日 年齢 電話番号・メールアドレス

金融機関の口座 個人番号 その他個人を識別する番号

(2)　家族状況等

家族状況 親族関係・配偶者の有無

(3)　社会生活

学校名・学歴 職業・職歴 成績・評価

資格・処罰 財産・収入 住居の状況

公的扶助 その他

(4)　収集禁止項目

思想・信条・信教 社会的差別の原因となる事実

犯罪に関する事項 病歴その他心身に関する事項

7 個人情報の処理の方法

　 情報システム等 情報システム等以外

8 個人情報の記録媒体

文書 図画 写真

フィルム サーバ機器等 パソコン機器等

可搬記録媒体（　ＣＤ　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

２０歳以上の市民

個人情報取扱事務届出書

国民年金適用事務

国民年金資格取得及び喪失等の適用関係受付

国民年金法

平成１５年８月１日



第１号様式　（裏）

9 収集禁止事項を収集する根拠

法令等（法令等の名称；　　　　　　　　）

審議会意見

10 個人情報の主な収集先

本人

本人以外 他の実施機関 国・地方公共団体

民間・私人

その他（　　　　　　　）

11 本人以外から収集する根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 所在不明等 争訟等

他の実施機関 国・地方公共団体 審議会意見

法令等の名称（国民年金法）

12 事務の委託の有無

有り 無し

13 目的外利用の有無

有り 無し

14 目的外利用をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　　）

15 外部提供の有無

有り 無し

16 外部提供をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（国民年金法）

17 外部提供の提出先

国・地方公共団体 出資団体等 公共的団体

民間・私人

18 個人情報を記録する主な文書等の名称

国民年金資格届書、国民年金保険料免除申請書



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年12月27日

　　府中市長

市民部保険年金課長

　　府中市個人情報の保護に関する条例第９条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

1
個人情報を取り扱う
事務の名称

2
個人情報を取り扱う
事務の目的

3
個人情報を取り扱う
事務の根拠

4
事務を開始する年月
日

5
事務の対象者となる
個人の範囲

(1)　基本的事項

氏名 住所 性別

生年月日 年齢 電話番号・メールアドレス

金融機関の口座 個人番号 その他個人を識別する番号

(2)　家族状況等

家族状況 親族関係・配偶者の有無

(3)　社会生活

学校名・学歴 職業・職歴 成績・評価

資格・処罰 財産・収入 住居の状況

公的扶助 その他

(4)　収集禁止項目

思想・信条・信教 社会的差別の原因となる事実

犯罪に関する事項 病歴その他心身に関する事項

7 個人情報の処理の方法

　 情報システム等 情報システム等以外

8 個人情報の記録媒体

文書 図画 写真

フィルム サーバ機器等 パソコン機器等

可搬記録媒体（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

個人情報取扱事務届出書

国民年金給付受付事務

老齢・障害・遺族等各基礎年金の給付受付

国民年金法

平成１５年８月１日

２０歳以上の市民



第１号様式　（裏）

9 収集禁止事項を収集する根拠

法令等（法令等の名称；国民年金法　）

審議会意見

10 個人情報の主な収集先

本人

本人以外 他の実施機関 国・地方公共団体

民間・私人

その他（　　　　　　　）

11 本人以外から収集する根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 所在不明等 争訟等

他の実施機関 国・地方公共団体 審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　）

12 事務の委託の有無

有り 無し

13 目的外利用の有無

有り 無し

14 目的外利用をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　　）

15 外部提供の有無

有り 無し

16 外部提供をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（国民年金法）

17 外部提供の提出先

国・地方公共団体 出資団体等 公共的団体

民間・私人

18 個人情報を記録する主な文書等の名称

老齢年金等給付関係



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年12月27日

　　府中市長

市民部保険年金課長

　　府中市個人情報の保護に関する条例第９条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

1
個人情報を取り扱う
事務の名称

2
個人情報を取り扱う
事務の目的

3
個人情報を取り扱う
事務の根拠

4
事務を開始する年月
日

5
事務の対象者となる
個人の範囲

(1)　基本的事項

氏名 住所 性別

生年月日 年齢 電話番号・メールアドレス

金融機関の口座 個人番号 その他個人を識別する番号

(2)　家族状況等

家族状況 親族関係・配偶者の有無

(3)　社会生活

学校名・学歴 職業・職歴 成績・評価

資格・処罰 財産・収入 住居の状況

公的扶助 その他

(4)　収集禁止項目

思想・信条・信教 社会的差別の原因となる事実

犯罪に関する事項 病歴その他心身に関する事項

7 個人情報の処理の方法

　 情報システム等 情報システム等以外

8 個人情報の記録媒体

文書 図画 写真

フィルム サーバ機器等 パソコン機器等

可搬記録媒体（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

７５歳以上の高齢者及び６５歳以上で一定の障害のある高齢者

個人情報取扱事務届出書

「後期高齢者医療制度」運営に係る事務

「後期高齢者医療制度」の被保険者に適切な医療を確保する

高齢者の医療の確保に関する法律

平成　19年　7月　26日



第１号様式　（裏）

9 収集禁止事項を収集する根拠

法令等（法令等の名称；高齢者の医療の確保に関する法律）

審議会意見

10 個人情報の主な収集先

本人

本人以外 他の実施機関 国・地方公共団体

民間・私人

その他（健康診査協力医療機関）

11 本人以外から収集する根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 所在不明等 争訟等

他の実施機関 国・地方公共団体 審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　）

12 事務の委託の有無

有り 無し

13 目的外利用の有無

有り 無し

14 目的外利用をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　    　　　　　　　　　）

15 外部提供の有無

有り 無し

16 外部提供をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　高齢者の医療の確保に関する法律　　　　　　　　　）

17 外部提供の提出先

国・地方公共団体 出資団体等 公共的団体

民間・私人

18 個人情報を記録する主な文書等の名称

e-SUITEシステム、KDBシステム



第１号様式　（表）　（第３条）
令和３年１２月１５日

　　府中市長

市民部保険年金課長

　　府中市個人情報の保護に関する条例第９条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

1
個人情報を取り扱う
事務の名称

2
個人情報を取り扱う
事務の目的

3
個人情報を取り扱う
事務の根拠

4
事務を開始する年月
日

5
事務の対象者となる
個人の範囲

(1)　基本的事項

氏名 住所 性別

生年月日 年齢 電話番号・メールアドレス

金融機関の口座 個人番号 その他個人を識別する番号

(2)　家族状況等

家族状況 親族関係・配偶者の有無

(3)　社会生活

学校名・学歴 職業・職歴 成績・評価

資格・処罰 財産・収入 住居の状況

公的扶助 その他

(4)　収集禁止項目

思想・信条・信教 社会的差別の原因となる事実

犯罪に関する事項 病歴その他心身に関する事項

7 個人情報の処理の方法

　 情報システム等 情報システム等以外

8 個人情報の記録媒体

文書 図画 写真

フィルム サーバ機器等 パソコン機器等

可搬記録媒体（　ＣＤ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

個人情報取扱事務届出書

特定健康診査、保健指導事業

健康意識の向上、健康保持・増進のため、国民健康保険被保険者に特定
健康診査・保健事業等を実施する

高齢者の医療の確保に関する法律、国民健康保険法

平成２０年４月１日

府中市国民健康保険被保険者



第１号様式　（裏）

9 収集禁止事項を収集する根拠

法令等（法令等の名称；高齢者の医療の確保に関する法律、国民健康保険法）

審議会意見

10 個人情報の主な収集先

本人

本人以外 他の実施機関 国・地方公共団体

民間・私人

その他（特定健康診査協力医療機関、保健指導事業委託事業者）

11 本人以外から収集する根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 所在不明等 争訟等

他の実施機関 国・地方公共団体 審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　）

12 事務の委託の有無

有り 無し

13 目的外利用の有無

有り 無し

14 目的外利用をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　　）

15 外部提供の有無

有り 無し

16 外部提供をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　高齢者の医療の確保に関する法律、国民健康保険法　）

17 外部提供の提出先

国・地方公共団体 出資団体等 公共的団体

民間・私人

18 個人情報を記録する主な文書等の名称

特定健康診査診査票、特定健診等データ管理システム、健康情報システム、KDBシステム



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年12月27日

　　府中市長

市民部保険年金課長

　　府中市個人情報の保護に関する条例第９条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

1
個人情報を取り扱う
事務の名称

2
個人情報を取り扱う
事務の目的

3
個人情報を取り扱う
事務の根拠

4
事務を開始する年月
日

5
事務の対象者となる
個人の範囲

(1)　基本的事項

氏名 住所 性別

生年月日 年齢 電話番号・メールアドレス

金融機関の口座 個人番号 その他個人を識別する番号

(2)　家族状況等

家族状況 親族関係・配偶者の有無

(3)　社会生活

学校名・学歴 職業・職歴 成績・評価

資格・処罰 財産・収入 住居の状況

公的扶助 その他

(4)　収集禁止項目

思想・信条・信教 社会的差別の原因となる事実

犯罪に関する事項 病歴その他心身に関する事項

7 個人情報の処理の方法

　 情報システム等 情報システム等以外

8 個人情報の記録媒体

文書 図画 写真

フィルム サーバ機器等 パソコン機器等

可搬記録媒体（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

個人情報取扱事務届出書

国民年金被保険者実態調査（３年ごとに実施）

国民年金第１号被保険者について、保険料の納付状況ごとに、保険料の
未納の理由、被保険者の収入などを調査し、その実態を明らかにし、今後
の年金制度の検討及び事業運営に必要な資料を得ることを目的とする。

国民年金法第１０８条の３（統計調査）

平成１５年８月１日

２０歳から６０歳未満の国民年金第１号被保険者及びその世帯員



第１号様式　（裏）

9 収集禁止事項を収集する根拠

法令等（法令等の名称；　　　　　　　　）

審議会意見

10 個人情報の主な収集先

本人

本人以外 他の実施機関 国・地方公共団体

民間・私人

その他（　　　　　　　）

11 本人以外から収集する根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 所在不明等 争訟等

他の実施機関 国・地方公共団体 審議会意見

法令等の名称（国民年金法）

12 事務の委託の有無

有り 無し

13 目的外利用の有無

有り 無し

14 目的外利用をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　　）

15 外部提供の有無

有り 無し

16 外部提供をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（国民年金法）

17 外部提供の提出先

国・地方公共団体 出資団体等 公共的団体

民間・私人

18 個人情報を記録する主な文書等の名称

国民年金被保険者実態調査



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年12月27日

　　府中市長

市民部保険年金課長

　　府中市個人情報の保護に関する条例第９条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

1
個人情報を取り扱う
事務の名称

2
個人情報を取り扱う
事務の目的

3
個人情報を取り扱う
事務の根拠

4
事務を開始する年月
日

5
事務の対象者となる
個人の範囲

(1)　基本的事項

氏名 住所 性別

生年月日 年齢 電話番号・メールアドレス

金融機関の口座 個人番号 その他個人を識別する番号

(2)　家族状況等

家族状況 親族関係・配偶者の有無

(3)　社会生活

学校名・学歴 職業・職歴 成績・評価

資格・処罰 財産・収入 住居の状況

公的扶助 その他

(4)　収集禁止項目

思想・信条・信教 社会的差別の原因となる事実

犯罪に関する事項 病歴その他心身に関する事項

7 個人情報の処理の方法

　 情報システム等 情報システム等以外

8 個人情報の記録媒体

文書 図画 写真

フィルム サーバ機器等 パソコン機器等

可搬記録媒体（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

個人情報取扱事務届出書

年金生活者支援給付金支給に係る日本年金機構と市町村間の所得情報
連携事務

所得の額が一定の基準を下回る老齢基礎年金受給者に、老齢年金生活
者支援給付金を支給する。

年金生活者支援給付金の支給に関する法律

平成29年4月1日
（ただし、社会保障の安定財源等を図る税制の抜本改正を行うための消費
税法の一部を改正する等の法律附則第１条第２号に掲げる規定の施行の

日から施行する。）

老齢基礎年金受給者及び世帯構成員



第１号様式　（裏）

9 収集禁止事項を収集する根拠

法令等（法令等の名称；　　　　　　　　）

審議会意見

10 個人情報の主な収集先

本人

本人以外 他の実施機関 国・地方公共団体

民間・私人

その他（　　　　　　　）

11 本人以外から収集する根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 所在不明等 争訟等

他の実施機関 国・地方公共団体 審議会意見

法令等の名称（年金生活者支援給付金の支給に関する法律）

12 事務の委託の有無

有り 無し

13 目的外利用の有無

有り 無し

14 目的外利用をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（年金生活者支援給付金の支給に関する法律）

15 外部提供の有無

有り 無し

16 外部提供をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　　　　　　）

17 外部提供の提出先

国・地方公共団体 出資団体等 公共的団体

民間・私人

18 個人情報を記録する主な文書等の名称

介護保険料納付記録管理マスタ（現行システムに情報を追加する。追加情報は以下のとおり。①
公的年金等収入・その他合計所得金額、②世帯非課税情報、③所得情報、④扶養親族等の数）



第１号様式　（表）　（第３条）
令和３年１２月７日

　　府中市長

市民部市民税課長

　　府中市個人情報の保護に関する条例第９条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

1
個人情報を取り扱う
事務の名称

2
個人情報を取り扱う
事務の目的

3
個人情報を取り扱う
事務の根拠

4
事務を開始する年月
日

5
事務の対象者となる
個人の範囲

(1)　基本的事項

氏名 住所 性別

生年月日 年齢 電話番号・メールアドレス

金融機関の口座 個人番号 その他個人を識別する番号

(2)　家族状況等

家族状況 親族関係・配偶者の有無

(3)　社会生活

学校名・学歴 職業・職歴 成績・評価

資格・処罰 財産・収入 住居の状況

公的扶助 その他

(4)　収集禁止項目

思想・信条・信教 社会的差別の原因となる事実

犯罪に関する事項 病歴その他心身に関する事項

7 個人情報の処理の方法

　 情報システム等 情報システム等以外

8 個人情報の記録媒体

文書 図画 写真

フィルム サーバ機器等 パソコン機器等

可搬記録媒体（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

市内及び市外在住の課税対象者とその被扶養者

個人情報取扱事務届出書

個人住民税の賦課に関する事務

個人住民税の公平かつ適正な課税を行うため

地方税法、府中市市税条例

平成１５年８月１日



第１号様式　（裏）

9 収集禁止事項を収集する根拠

法令等（法令等の名称；　　　　　　　　）

審議会意見

10 個人情報の主な収集先

本人

本人以外 他の実施機関 国・地方公共団体

民間・私人

その他（　　　　　　　）

11 本人以外から収集する根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 所在不明等 争訟等

他の実施機関 国・地方公共団体 審議会意見

法令等の名称（　地方税法等　）

12 事務の委託の有無

有り 無し

13 目的外利用の有無

有り 無し

14 目的外利用をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　地方税法等　）

15 外部提供の有無

有り 無し

16 外部提供をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　地方税法等　）

17 外部提供の提出先

国・地方公共団体 出資団体等 公共的団体

民間・私人

18 個人情報を記録する主な文書等の名称

個人市民税賦課情報ファイル



第１号様式　（表）　（第３条）
令和３年１２月７日

　　府中市長

市民部市民税課長

　　府中市個人情報の保護に関する条例第９条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

1
個人情報を取り扱う
事務の名称

2
個人情報を取り扱う
事務の目的

3
個人情報を取り扱う
事務の根拠

4
事務を開始する年月
日

5
事務の対象者となる
個人の範囲

(1)　基本的事項

氏名 住所 性別

生年月日 年齢 電話番号・メールアドレス

金融機関の口座 個人番号 その他個人を識別する番号

(2)　家族状況等

家族状況 親族関係・配偶者の有無

(3)　社会生活

学校名・学歴 職業・職歴 成績・評価

資格・処罰 財産・収入 住居の状況

公的扶助 その他

(4)　収集禁止項目

思想・信条・信教 社会的差別の原因となる事実

犯罪に関する事項 病歴その他心身に関する事項

7 個人情報の処理の方法

　 情報システム等 情報システム等以外

8 個人情報の記録媒体

文書 図画 写真

フィルム サーバ機器等 パソコン機器等

可搬記録媒体（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

個人情報取扱事務届出書

軽自動車税（種別割）の賦課に関する事務

軽自動車税の公平かつ適正な賦課を行うため

地方税法、府中市市税条例

平成１５年８月１日

府中市内を主たる定置場とする軽自動車等の所有者及び使用者



第１号様式　（裏）

9 収集禁止事項を収集する根拠

法令等（法令等の名称；　　　　　　　　）

審議会意見

10 個人情報の主な収集先

本人

本人以外 他の実施機関 国・地方公共団体

民間・私人

その他（　　　　　　　）

11 本人以外から収集する根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 所在不明等 争訟等

他の実施機関 国・地方公共団体 審議会意見

法令等の名称（　地方税法等　）

12 事務の委託の有無

有り 無し

13 目的外利用の有無

有り 無し

14 目的外利用をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　地方税法等　）

15 外部提供の有無

有り 無し

16 外部提供をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　地方税法、刑事訴訟法等　）

17 外部提供の提出先

国・地方公共団体 出資団体等 公共的団体

民間・私人

18 個人情報を記録する主な文書等の名称

軽自動車税情報ファイル



第１号様式　（表）　（第３条）
平成27年12月14日

　　府中市長

市民部資産税課長

　　府中市個人情報の保護に関する条例第９条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

1
個人情報を取り扱う
事務の名称

2
個人情報を取り扱う
事務の目的

3
個人情報を取り扱う
事務の根拠

4
事務を開始する年月
日

5
事務の対象者となる
個人の範囲

(1)　基本的事項

氏名 住所 性別

生年月日 年齢 電話番号・メールアドレス

金融機関の口座 個人番号 その他個人を識別する番号

(2)　家族状況等

家族状況 親族関係・配偶者の有無

(3)　社会生活

学校名・学歴 職業・職歴 成績・評価

資格・処罰 財産・収入 住居の状況

公的扶助 その他

(4)　収集禁止項目

思想・信条・信教 社会的差別の原因となる事実

犯罪に関する事項 病歴その他心身に関する事項

7 個人情報の処理の方法

　 情報システム等 情報システム等以外

8 個人情報の記録媒体

文書 図画 写真

フィルム サーバ機器等 パソコン機器等

可搬記録媒体（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）CD           )

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

第１号様式　（裏）

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

個人情報取扱事務届出書

固定資産税の賦課事務（土地・家屋）

固定資産税・都市計画税の賦課

地方税法、府中市市税条例

平成１５年８月１日

土地、家屋の所有者及び納税義務者



9 収集禁止事項を収集する根拠

法令等（法令等の名称；　　　　　　　　）地方税法　　）

審議会意見

10 個人情報の主な収集先

本人

本人以外 他の実施機関 国・地方公共団体

民間・私人

その他（　　　　　　　）

11 本人以外から収集する根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 所在不明等 争訟等

他の実施機関 国・地方公共団体 審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　）地方税法　　　）

12 事務の委託の有無

有り 無し

13 目的外利用の有無

有り 無し

14 目的外利用をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　　）

15 外部提供の有無

有り 無し

16 外部提供をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　　）地方税法、国税徴収法、相続税法　等）

17 外部提供の提出先

国・地方公共団体 出資団体等 公共的団体

民間・私人

18 個人情報を記録する主な文書等の名称

固定資産課税台帳、不動産取得税通知、

固定資産非課税申告書、固定資産減免申請書、固定資産課税標準特例計算届書



第１号様式　（表）　（第３条）
平成27年12月14日

　　府中市長

市民部資産税課長

　　府中市個人情報の保護に関する条例第９条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

1
個人情報を取り扱う
事務の名称

2
個人情報を取り扱う
事務の目的

3
個人情報を取り扱う
事務の根拠

4
事務を開始する年月
日

5
事務の対象者となる
個人の範囲

(1)　基本的事項

氏名 住所 性別

生年月日 年齢 電話番号・メールアドレス

金融機関の口座 個人番号 その他個人を識別する番号

(2)　家族状況等

家族状況 親族関係・配偶者の有無

(3)　社会生活

学校名・学歴 職業・職歴 成績・評価

資格・処罰 財産・収入 住居の状況

公的扶助 その他

(4)　収集禁止項目

思想・信条・信教 社会的差別の原因となる事実

犯罪に関する事項 病歴その他心身に関する事項

7 個人情報の処理の方法

　 情報システム等 情報システム等以外

8 個人情報の記録媒体

文書 図画 写真

フィルム サーバ機器等 パソコン機器等

可搬記録媒体（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）ＣＤ　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

償却資産の所有者及び納税義務者

個人情報取扱事務届出書

固定資産税の賦課事務（償却資産）

固定資産税の賦課

地方税法、府中市市税条例

平成１５年８月１日



第１号様式　（裏）

9 収集禁止事項を収集する根拠

法令等（法令等の名称；　　　　　　　　）

審議会意見

10 個人情報の主な収集先

本人

本人以外 他の実施機関 国・地方公共団体

民間・私人

その他（　　　　　　　）

11 本人以外から収集する根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 所在不明等 争訟等

他の実施機関 国・地方公共団体 審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　）地方税法　　　）

12 事務の委託の有無

有り 無し

13 目的外利用の有無

有り 無し

14 目的外利用をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　　）

15 外部提供の有無

有り 無し

16 外部提供をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　　）地方税法、国税徴収法、相続税法　等）

17 外部提供の提出先

国・地方公共団体 出資団体等 公共的団体

民間・私人

18 個人情報を記録する主な文書等の名称

償却資産課税台帳、償却資産評価調書

固定資産非課税申告書、固定資産減免申請書、固定資産課税標準特例計算届書



第１号様式　（表）　（第３条）
平成27年12月14日

　　府中市長

市民部資産税課長

　　府中市個人情報の保護に関する条例第９条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

1
個人情報を取り扱う
事務の名称

2
個人情報を取り扱う
事務の目的

3
個人情報を取り扱う
事務の根拠

4
事務を開始する年月
日

5
事務の対象者となる
個人の範囲

(1)　基本的事項

氏名 住所 性別

生年月日 年齢 電話番号・メールアドレス

金融機関の口座 個人番号 その他個人を識別する番号

(2)　家族状況等

家族状況 親族関係・配偶者の有無

(3)　社会生活

学校名・学歴 職業・職歴 成績・評価

資格・処罰 財産・収入 住居の状況

公的扶助 その他

(4)　収集禁止項目

思想・信条・信教 社会的差別の原因となる事実

犯罪に関する事項 病歴その他心身に関する事項

7 個人情報の処理の方法

　 情報システム等 情報システム等以外

8 個人情報の記録媒体

文書 図画 写真

フィルム サーバ機器等 パソコン機器等

可搬記録媒体（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

個人情報取扱事務届出書

特別土地保有税事務

特別土地保有税に関する管理事務

地方税法、府中市市税条例

平成１５年８月１日

特別土地保有税の納税義務者



第１号様式　（裏）

9 収集禁止事項を収集する根拠

法令等（法令等の名称；　　　　　　　　））

審議会意見

10 個人情報の主な収集先

本人

本人以外 他の実施機関 国・地方公共団体

民間・私人

その他（　　　　　　　）

11 本人以外から収集する根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 所在不明等 争訟等

他の実施機関 国・地方公共団体 審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　）

12 事務の委託の有無

有り 無し

13 目的外利用の有無

有り 無し

14 目的外利用をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　　）

15 外部提供の有無

有り 無し

16 外部提供をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　　）

17 外部提供の提出先

国・地方公共団体 出資団体等 公共的団体

民間・私人

18 個人情報を記録する主な文書等の名称

特別土地保有税関係文書（2-7-3-038）



第１号様式　（表）　（第３条）
平成27年12月14日

　　府中市長

市民部資産税課長

　　府中市個人情報の保護に関する条例第９条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

1
個人情報を取り扱う
事務の名称

2
個人情報を取り扱う
事務の目的

3
個人情報を取り扱う
事務の根拠

4
事務を開始する年月
日

5
事務の対象者となる
個人の範囲

(1)　基本的事項

氏名 住所 性別

生年月日 年齢 電話番号・メールアドレス

金融機関の口座 個人番号 その他個人を識別する番号

(2)　家族状況等

家族状況 親族関係・配偶者の有無

(3)　社会生活

学校名・学歴 職業・職歴 成績・評価

資格・処罰 財産・収入 住居の状況

公的扶助 その他

(4)　収集禁止項目

思想・信条・信教 社会的差別の原因となる事実

犯罪に関する事項 病歴その他心身に関する事項

7 個人情報の処理の方法

　 情報システム等 情報システム等以外

8 個人情報の記録媒体

文書 図画 写真

フィルム サーバ機器等 パソコン機器等

可搬記録媒体（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）CD         )

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

個人情報取扱事務届出書

固定資産に関する証明発行、公簿等閲覧及び縦覧帳簿の縦覧に関する事
務

固定資産課税台帳登録事項の証明書の発行及び固定資産課税台帳兼名
寄帳等の閲覧。土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧。

地方税法、府中市市税条例、府中市固定資産税諸証明書の交付等に関
する事務取扱要綱

平成１５年８月１日

土地・家屋・償却資産の所有者及び納税義務者
証明発行・公簿等閲覧の申請者



第１号様式　（裏）

9 収集禁止事項を収集する根拠

法令等（法令等の名称；　　　　　　　　）

審議会意見

10 個人情報の主な収集先

本人

本人以外 他の実施機関 国・地方公共団体

民間・私人

その他（　　　　　　　）

11 本人以外から収集する根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 所在不明等 争訟等

他の実施機関 国・地方公共団体 審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　）地方税法、国税徴収法、相続税法　等　　　）

12 事務の委託の有無

有り 無し

13 目的外利用の有無

有り 無し

14 目的外利用をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　　）

15 外部提供の有無

有り 無し

16 外部提供をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　　）地方税法、国税徴収法、相続税法　等　　　）

17 外部提供の提出先

国・地方公共団体 出資団体等 公共的団体

民間・私人

18 個人情報を記録する主な文書等の名称

固定資産課税台帳、土地・家屋価格等縦覧帳簿、固定資産諸証明書交付申請書、

固定資産公簿等閲覧申請書



第１号様式　（表）　（第３条）
平成27年12月14日

　　府中市長

市民部資産税課長

　　府中市個人情報の保護に関する条例第９条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

1
個人情報を取り扱う
事務の名称

2
個人情報を取り扱う
事務の目的

3
個人情報を取り扱う
事務の根拠

4
事務を開始する年月
日

5
事務の対象者となる
個人の範囲

(1)　基本的事項

氏名 住所 性別

生年月日 年齢 電話番号・メールアドレス

金融機関の口座 個人番号 その他個人を識別する番号

(2)　家族状況等

家族状況 親族関係・配偶者の有無

(3)　社会生活

学校名・学歴 職業・職歴 成績・評価

資格・処罰 財産・収入 住居の状況

公的扶助 その他

(4)　収集禁止項目

思想・信条・信教 社会的差別の原因となる事実

犯罪に関する事項 病歴その他心身に関する事項

7 個人情報の処理の方法

　 情報システム等 情報システム等以外

8 個人情報の記録媒体

文書 図画 写真

フィルム サーバ機器等 パソコン機器等

可搬記録媒体（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

個人情報取扱事務届出書

住宅用家屋証明書発行事務

住宅用家屋証明書の発行

租税特別措置法

平成１５年８月１日

住宅用家屋証明書の申請者



第１号様式　（裏）

9 収集禁止事項を収集する根拠

法令等（法令等の名称；　　　　　　　　）

審議会意見

10 個人情報の主な収集先

本人

本人以外 他の実施機関 国・地方公共団体

民間・私人

その他（　　　　　　　）

11 本人以外から収集する根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 所在不明等 争訟等

他の実施機関 国・地方公共団体 審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　）租税特別措置法　　）

12 事務の委託の有無

有り 無し

13 目的外利用の有無

有り 無し

14 目的外利用をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　　）

15 外部提供の有無

有り 無し

16 外部提供をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　　）昭和６３年１１月１８日付け建設省住民発第５８号住宅局長通知）

17 外部提供の提出先

国・地方公共団体 出資団体等 公共的団体

民間・私人

18 個人情報を記録する主な文書等の名称

住宅用家屋証明書申請書



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２７年１２月１７日

　　府中市長

市民部納税課長

　　府中市個人情報の保護に関する条例第９条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

1
個人情報を取り扱う
事務の名称

2
個人情報を取り扱う
事務の目的

3
個人情報を取り扱う
事務の根拠

4
事務を開始する年月
日

5
事務の対象者となる
個人の範囲

(1)　基本的事項

氏名 住所 性別

生年月日 年齢 電話番号・メールアドレス

金融機関の口座 個人番号 その他個人を識別する番号

(2)　家族状況等

家族状況 親族関係・配偶者の有無

(3)　社会生活

学校名・学歴 職業・職歴 成績・評価

資格・処罰 財産・収入 住居の状況

公的扶助 その他

(4)　収集禁止項目

思想・信条・信教 社会的差別の原因となる事実

犯罪に関する事項 病歴その他心身に関する事項

7 個人情報の処理の方法

　 情報システム等 情報システム等以外

8 個人情報の記録媒体

文書 図画 写真

フィルム サーバ機器等 パソコン機器等

可搬記録媒体（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

全納税義務者

個人情報取扱事務届出書

市税等収納事務

市税等の収納を実施するため

地方税法、府中市市税条例、府中市市税条例施行規則、府中市国民健康
保険条例、府中市国民健康保険条例施行規則、府中市国民健康保険税
条例

平成１５年８月１日



第１号様式　（裏）

9 収集禁止事項を収集する根拠

法令等（法令等の名称；　　　　　　　　）

審議会意見

10 個人情報の主な収集先

本人

本人以外 他の実施機関 国・地方公共団体

民間・私人

その他（　　　　　　　）

11 本人以外から収集する根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 所在不明等 争訟等

他の実施機関 国・地方公共団体 審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　）

12 事務の委託の有無

有り 無し

13 目的外利用の有無

有り 無し

14 目的外利用をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　　）

15 外部提供の有無

有り 無し

16 外部提供をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　　）

17 外部提供の提出先

国・地方公共団体 出資団体等 公共的団体

民間・私人

18 個人情報を記録する主な文書等の名称

口座振替依頼書、還付金請求書、分納誓約書、e-SUITEシステム



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２７年１２月１７日

　　府中市長

市民部納税課長

　　府中市個人情報の保護に関する条例第９条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

1
個人情報を取り扱う
事務の名称

2
個人情報を取り扱う
事務の目的

3
個人情報を取り扱う
事務の根拠

4
事務を開始する年月
日

5
事務の対象者となる
個人の範囲

(1)　基本的事項

氏名 住所 性別

生年月日 年齢 電話番号・メールアドレス

金融機関の口座 個人番号 その他個人を識別する番号

(2)　家族状況等

家族状況 親族関係・配偶者の有無

(3)　社会生活

学校名・学歴 職業・職歴 成績・評価

資格・処罰 財産・収入 住居の状況

公的扶助 その他

(4)　収集禁止項目

思想・信条・信教 社会的差別の原因となる事実

犯罪に関する事項 病歴その他心身に関する事項

7 個人情報の処理の方法

　 情報システム等 情報システム等以外

8 個人情報の記録媒体

文書 図画 写真

フィルム サーバ機器等 パソコン機器等

可搬記録媒体（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

個人情報取扱事務届出書

滞納整理事務

滞納分の処理を実施するため

全納税義務者

地方税法、府中市市税条例、府中市市税条例施行規則、府中市国民健康
保険条例、府中市国民健康保険条例施行規則、府中市国民健康保険税
条例

平成１５年８月１日



第１号様式　（裏）

9 収集禁止事項を収集する根拠

法令等（法令等の名称；　　　　　　　　）

審議会意見

10 個人情報の主な収集先

本人

本人以外 他の実施機関 国・地方公共団体

民間・私人

その他（　　　　　　　）

11 本人以外から収集する根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 所在不明等 争訟等

他の実施機関 国・地方公共団体 審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　）

12 事務の委託の有無

有り 無し

13 目的外利用の有無

有り 無し

14 目的外利用をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　　）

15 外部提供の有無

有り 無し

16 外部提供をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　　）

17 外部提供の提出先

国・地方公共団体 出資団体等 公共的団体

民間・私人

18 個人情報を記録する主な文書等の名称

滞納整理票、分納誓約書、e-SUITEシステム


