
第１号様式　（表）　（第３条）
平成２９年５月３０日

　　府中市長

文化スポーツ部文化生涯学習課長

　　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

府中市芸術文化協会

名簿等の作成

なし

平成１５年８月１日

府中市芸術文化協会加盟団体会員（旧称：府中市文化団体連絡協議
会）、一般市民



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（　　　　　　　　　）

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

府中市芸術文化協会（旧称：府中市文化団体連絡協議会）名簿



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２９年５月３０日

　　府中市長

文化スポーツ部文化生涯学習課長

　　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

府中市芸術文化協会

名簿等の作成

なし

平成１５年８月１日

府中市芸術文化協会加盟団体会員（旧称：府中市文化団体連絡協議
会）、一般市民



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（　　　　　　　　　）

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

府中市芸術文化協会（旧称：府中市文化団体連絡協議会）名簿



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２９年５月３０日

　　府中市長

文化スポーツ部文化生涯学習課長

　　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

府中市民芸術文化祭運営事務

名簿等の作成、事業委託金支払い口座一覧

府中市民芸術文化祭運営要項

平成１５年８月１日

府中市芸術文化協会加盟団体会員（旧称：府中市文化団体連絡協議
会）、一般市民



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（　　　　　　　　　）

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

府中市民芸術文化祭庶務

業務委託金口座振替一覧表



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２９年５月３０日

　　府中市長

文化スポーツ部文化生涯学習課長

　　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

市民文化活動に対する補助金等交付事業

補助金等交付申請書及び実績報告書の提出、補助金等交付要望書の提
出

市民文化活動に対する補助金等交付要綱

平成１５年８月１日

府中市芸術文化協会（旧称：府中市文化団体連絡協議会）加盟団体代表
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

文化団体補助金

文化団体補助金（要望書）



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２９年５月３０日

　　府中市長

文化スポーツ部文化生涯学習課長

　　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

府中市民芸術文化奨励賞

府中市民芸術文化奨励賞の応募

府中市民芸術文化奨励賞応募要領

平成１５年８月１日

府中市の芸術振興等に貢献した市民



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（　　　　　　　　　）

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

芸術文化奨励賞



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２９年５月３０日

　　府中市長

文化スポーツ部文化生涯学習課長

　　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

民俗芸能伝承普及事業

民俗芸能伝承普及事業委託契約、備品使用申込書の提出

郷土芸能の備品に関する要綱

平成　１５年　８月　１日

民俗芸能伝承普及事業対象団体及び武蔵国府太鼓講習生



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

民俗芸能伝承普事業委託契約書及び口座振替依頼書 武蔵国府太鼓講習会

武蔵国府太鼓備品使用申込書



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２９年５月３０日

　　府中市長

文化スポーツ部文化生涯学習課長

　　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

由来碑権利関係事務

由来碑設置地権者（無償）の把握

なし

平成１５年８月１日

地権者



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

由来碑

由来碑権利関係



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２９年５月３０日

　　府中市長

文化スポーツ部文化生涯学習課長

　　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（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

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

文化活動功労者表彰

文化活動功労者の推薦

感謝状の贈呈に関する基準

平成１５年８月１日

府中市芸術文化協会（旧称：府中市文化団体連絡協議会）加盟団体会員
及び文化センター自主グループ連絡会会員



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

文化活動功労賞（顕彰関係）



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２９年５月３０日

　　府中市長

文化スポーツ部文化生涯学習課長

　　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

府中市生涯学習サポーターに登録を希望した者

個人情報取扱事務届出書

府中市生涯学習サポーター登録事務

専門的知識・技能を持つ市民を指導者として登録し、市民の求めに応じて
その指導者を紹介することにより、生涯学習の振興に寄与する。

府中市生涯学習サポーター要綱

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

府中市生涯学習サポーター登録者一覧



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２９年５月３０日

　　府中市長

文化スポーツ部文化生涯学習課長

　　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

障害者成人教室

知的障害者を対象とした社会教育事業としてレクリエーション等の活動を行い、彼
らの学習支援を図るとともに余暇の充実等に寄与する。またこの事業を通じて障害
のある者とない者の連帯の輪を広げる。

府中市障害者成人教室実施要綱

平成１５年８月１日

参加登録申請を行った障害者及び市民ボランティアスタッフ



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（家族・親族等の保護者）

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（　　　　　　　　　　）

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

障がい者成人教室あすなろ学級受講申込書

障がい者成人教室「あすなろ学級」ボランティアスタッフ新規登録・更新申込書



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２９年５月３０日

　　府中市長

文化スポーツ部文化生涯学習課長

　　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

生涯学習フェスティバル

日頃の市民の生涯学習の成果の発表の場を設けるとともに市民が生涯学
習へ取り組むきっかけをつくるため開催する生涯学習フェスティバルの実行
委員、ボランティア、参加者の把握及び連絡調整

同上

平成１５年８月１日

実行委員、当日運営ボランティア、事前申込を必要とする事業の参加希望
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

生涯学習フェスティバル実行委員名簿



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２９年５月３０日

　　府中市長

文化スポーツ部文化生涯学習課長

　　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

府中市社会教育関係団体登録事務

社会教育関係団体の活動及び生涯学習に取り組む市民を支援するため。

府中市社会教育関係団体の届出等に関する要綱

平成１５年８月１日

市内在住・在勤・在学者及び市外在住者



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

社会教育関係団体届出名簿



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２９年５月３０日

　　府中市長

文化スポーツ部文化生涯学習課長

　　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

学校施設貸出事務（学習）

使用者への連絡調整及び使用許可

府中市立学校施設使用条例

平成１５年８月１日

利用団体責任者



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

学校施設使用申込書



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２９年５月３０日

　　府中市長

文化スポーツ部文化生涯学習課長

　　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

家庭教育学級事業

子育てに関する講座の実施により、家庭教育について学習する機会を提供
すること

社会教育法

平成１５年８月１日

市民、市内在勤在学者



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

講座出席者名簿

託児資料



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２９年５月３０日

　　府中市長

文化スポーツ部文化生涯学習課長

　　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

生涯学習ファシリテータ・サポーター養成講座

受講申込者の抽せん、通知、出席把握、傾向把握

同上

平成２２年９月１日

市内在住、在勤在学者



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

講座出席者名簿



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２９年５月３０日

　　府中市長

文化スポーツ部文化生涯学習課長

　　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(容姿)

(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（　ハードディスク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

個人情報取扱事務届出書

生涯学習センター防犯カメラ設置及び運用事務

生涯学習センターにおける防犯等のため

府中市生涯学習センター防犯カメラの設置及び管理運用に関する取扱基
準

平成２８年５月１８日

防犯カメラに映る者



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（防犯カメラ）

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

ハードディスクのみに保存　



第１号様式　（表）　（第３条）
令和２年６月２５日

　　府中市長

文化スポーツ部文化生涯学習課長

　　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

府中市生涯学習センターの施設予約受付及び貸出業務

予約受付後に、予約者本人や団体代表者と連絡を取れるようにするため。また、来
館者から新型コロナウイルス感染者が発生した場合、必要に応じて施設利用者の
情報を保健所等の公的機関へ提供するため。
府中市公共施設予約システムの利用者登録等に関する規則、府中市生涯学習セ
ンター条例施行規則、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法
律

令和２年６月１５日（施設使用者の連絡先の取集を追加）

予約申込者、会場使用者



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（　申請者、所属団体会員　）

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（　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律　）

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
・府中市生涯学習センター施設利用申込書　・府中市生涯学習センター宿泊施設利用申込書　・府中市生涯学習センター施設利用券
・府中市生涯学習センター宿泊利用券　・府中市生涯学習センター施設使用変更・取消通知書　・府中市生涯学習センター宿泊施設
利用変更・取消申出書　・府中市生涯学習センター宿泊変更利用券　・参加者名簿　・新型コロナ感染症対策用チェックリスト、利用確
認書、同意書



第１号様式　（表）　（第３条）
令和２年６月２５日

　　府中市長

文化スポーツ部文化生涯学習課長

　　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

府中市市民会館の施設予約受付及び貸出業務

予約受付後に、予約者本人や団体代表者と連絡を取れるようにするため。また、来
館者から新型コロナウイルス感染者が発生した場合、必要に応じて施設利用者の
情報を保健所等の公的機関へ提供するため。
府中市公共施設予約システムの利用者登録等に関する規則、府中市市民会館管
理規則、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

令和２年６月８日（施設使用者の連絡先の取集を追加）

予約申込者、会場使用者



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（　申請者、所属団体会員　）

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（　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律　）

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

・施設利用申込書　　・施設利用券　　・市民会館使用取消（変更・中止）通知書

・参加者名簿



第１号様式　（表）　（第３条）
令和２年６月２５日

　　府中市長

文化スポーツ部文化生涯学習課長

　　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

府中市立府中の森芸術劇場の施設予約受付及び貸出業務

予約受付後に、予約者本人や団体代表者と連絡を取れるようにするため。また、来
館者から新型コロナウイルス感染者が発生した場合、必要に応じて施設利用者の
情報を保健所等の公的機関へ提供するため。
府中市公共施設予約システムの利用者登録等に関する規則、府中市立府中の森
芸術劇場条例施行規則、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する
法律

令和２年７月１１日（施設使用者の連絡先の取集を追加）

予約申込者、会場使用者



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（　申請者、所属団体会員　）

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（　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律　）

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

・府中の森芸術劇場施設使用計画書　・施設利用申込書　・施設利用券

・来館受付表



第１号様式　（表）　（第３条）
令和４年３月２２日

　　府中市長

文化スポーツ部文化生涯学習課長

　　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

府中市立府中の森芸術劇場分館の施設予約受付及び貸出業務

予約受付後に、予約者本人や団体代表者と連絡を取れるようにするため。また、来
館者から新型コロナウイルス感染者が発生した場合、必要に応じて施設利用者の
情報を保健所等の公的機関へ提供するため。
府中市公共施設予約システムの利用者登録等に関する規則、府中市立府中の森
芸術劇場条例施行規則、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する
法律、郷土芸能の備品に関する要綱

令和２年７月１日（施設使用者の連絡先の取集を追加）

予約申込者、会場使用者



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（　申請者、所属団体会員　）

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（　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律　）

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

・府中の森芸術劇場分館　使用申請書  ・施設利用券

・参加者名簿



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年１２月１８日

　　府中市長

文化スポーツ部ふるさと文化財課長

　　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

埋蔵文化財発掘届出受理事務

埋蔵文化財包蔵地における土木工事等を把握し、事前の発掘調査等の必
要な事項を指示する。

文化財保護法、東京都文化財保護条例

平成１５年８月１日

発掘届の届出者、土地所有者、当該土木工事の工事主体者、当該土木工
事の施工責任者



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（文化財保護法、東京都文化財保護条例）

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（　　文化財保護法　　　）

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

埋蔵文化財発掘の届出について



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年１２月１８日

　　府中市長

文化スポーツ部ふるさと文化財課

　　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

指定文化財の現状変更申請等事務

指定文化財の現状を把握し、必要な事項を指示する。

文化財保護法、東京都文化財保護条例、府中市文化財の保存及び活用に
関する条例

平成１5年８月１日

指定文化財の所有者



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

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

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

指定文化財の現状変更等届出

法令等の名称（文化財保護法、東京都文化財保護条例、府中市文化財の保存及び活用に関する条例）

法令等の名称（文化財保護法、東京都文化財保護条例、府中市文化財の保存及び活用に関する条例）



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年１２月１８日

　　府中市長

文化スポーツ部ふるさと文化財課長

　　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(容姿)

(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（　郷土の森博物館はSDカードに記録　　　　　　　）

その他（　ハードディスク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

個人情報取扱事務届出書

府中市郷土の森博物館等防犯カメラ設置及び運用事務

防犯等のため

府中市郷土の森博物館等防犯カメラの設置及び管理運用に関する取扱基
準（郷土の森博物館、ふるさと府中歴史館、武蔵府中熊野神社古墳展示
館）

平成１５年８月１日

防犯カメラに映る者



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（防犯カメラ）

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

無し（ふるさと府中歴史館）

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

ハードディスク、可搬記録媒体（ＳＤカード）のみに保存　

有り（郷土の森博物館・武蔵府中熊野神社古墳展示館）



第１号様式　（表）　（第３条）
平成31年3月15日

　　府中市長

文化スポーツ部　　ふるさと文化財課長

　　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

国司館と家康御殿史跡広場
VR機器貸出申込書

VR機器を貸し出すにあたり、氏名等を確認する。また、貸出し予約への対
応において、本人や団体代表者名と連絡を取れるように連絡先を確認す
る。

平成３０年１１月２５日

VR機器利用者



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（　　　　　　　　　）

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

VR機器貸出申込書



第１号様式　（表）　（第３条）
令和２年５月２９日

　　府中市長

文化スポーツ部ふるさと文化財課長

　　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

郷土の森博物館本館入館者把握事務

施設内で、新型コロナの感染が発生した際に、濃厚接触者の可能性がある
ものを把握するため

令和２年６月２日

施設の来館者



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

来館記録用紙

※３週間で廃棄します。



第１号様式　（表）　（第３条）
令和３年１２月１５日

　　府中市長

文化スポーツ部ふるさと文化財課長

　　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

団体来館受付事務

所管施設の団体来館者の把握及び説明対応調整のため

同上

平成２３年４月１日

団体来館者代表者



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

団体来館受付簿



第１号様式　（表）　（第３条）
令和３年１２月１５日

　　府中市長

文化スポーツ部ふるさと文化財課長

　　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

収蔵資料の閲覧等申込及び出版掲載等許可申込

閲覧可否、出版掲載許可に関する連絡事務、及び資料提供先を限定する
ための記録保存

府中市立ふるさと府中歴史館条例施行規則

平成２３年４月１日

申込者



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

資料等閲覧等申込書 (規則1号様式)

資料等出版掲載等許可申込書 (規則2号様式)



第１号様式　（表）　（第３条）
平成29年5月26日

　　府中市長

文化スポーツ部スポーツ振興課長

　　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

地域体育館定期利用団体「会則」　「名簿」受付事務

利用者間の利用調整及び連絡

府中市立体育館条例

平成１５年８月１日

登録者



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

定期利用クラブ名簿



第１号様式　（表）　（第３条）
平成29年5月26日

　　府中市長

文化スポーツ部スポーツ振興課長

　　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

レクリエーション用具貸出事務

利用者の連絡先及び使用目的の把握

府中市レクリエーション遊具の使用許可に関する要綱

平成１５年８月１日

利用団体の代表者



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

府中市レクリエーション用具使用許可申請書・許可書



第１号様式　（表）　（第３条）
令和２年１２月１７日

　　府中市長

文化スポーツ部スポーツ振興課長

　　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

スポーツ教室受付事務

スポーツ教室参加者の把握及び連絡調整

同上

平成１５年８月１日

スポーツ教室参加者



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

スポーツ教室参加申込書、体調管理チェックシート



第１号様式　（表）　（第３条）
平成29年5月26日

　　府中市長

文化スポーツ部スポーツ振興課長

　　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

スポーツ指導者派遣事務

派遣依頼者との連絡調整

府中市スポーツ指導者派遣要綱

平成１５年８月１日

団体代表者及び連絡責任者



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

指導者派遣依頼申請書



第１号様式　（表）　（第３条）
令和２年１２月１７日

　　府中市長

文化スポーツ部スポーツ振興課長

　　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

学校施設貸出事務（体育）

使用者への連絡調整及び使用許可

府中市立学校施設使用条例

平成１５年８月１日

利用団体責任者



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

学校施設使用申込書、体調管理チェックシート



第１号様式　（表）　（第３条）
平成29年5月26日

　　府中市長

文化スポーツ部スポーツ振興課長

　　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

各種スポーツ活動補助金交付関係事務

各種スポーツ活動への補助金の交付

各種スポーツ活動補助金交付要綱

平成１５年８月１日

各種スポーツ団体加入者



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（所属スポーツ団体補助金申請担当者）

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（　　　　　　　　　　）

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

各種スポーツ活動補助金交付要綱



第１号様式　（表）　（第３条）
令和２年１２月１７日

　　府中市長

文化スポーツ部スポーツ振興課長

　　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

各種スポーツ大会・事業参加受付事務

スポーツ大会・事業参加希望の受付

各種スポーツ大会・事業開催要項

平成１５年８月１日

大会・事業参加希望者



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

各種スポーツ大会・事業参加申込書、体調管理チェックシート



第１号様式　（表）　（第３条）
平成29年5月26日

　　府中市長

文化スポーツ部スポーツ振興課長

　　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

府中市立体育館貸切使用受付事務

使用者を特定し、施設・設備等の適正使用に責任を持たせる。

府中市立体育館条例施行規則

平成１５年８月１日

団体等の代表者及び責任者



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

府中市立体育館貸切使用申込書、変更・取消申出書、使用時間超過申出書

地域体育館グループ（団体）使用申請書



第１号様式　（表）　（第３条）
平成29年5月26日

　　府中市長

文化スポーツ部スポーツ振興課長

　　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

郷土の森総合体育館エアライフル場利用登録受付事務

銃砲刀剣類所持等取締法に基づく空気銃所持者の許可内容の把握

府中市エアライフル場利用要綱

平成１５年８月１日

本人



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

府中市立総合体育館エアライフル場利用登録申込書



第１号様式　（表）　（第３条）
平成29年5月26日

　　府中市長

文化スポーツ部スポーツ振興課長

　　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

府中市体育施設使用申込受付事務

使用者を特定し、施設・設備等の適正使用に責任を持たせる。

府中市体育施設条例施行規則

平成１５年８月１日

団体等の代表者及び責任者



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

府中市体育施設使用申込書



第１号様式　（表）　（第３条）
平成29年5月26日

　　府中市長

文化スポーツ部スポーツ振興課長

　　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

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

使用許可内容の確認と使用者への連絡、使用許可の結果通知

同上

平成１５年８月１日

団体等の代表者及び責任者



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

府中市民健康センターグラウンド施設団体申請について

大会開催に伴う総合体育館の貸切使用について



第１号様式　（表）　（第３条）
平成29年5月26日

　　府中市長

文化スポーツ部スポーツ振興課長

　　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

府中市体育施設利用登録申込受付事務（庭球場）

適正な使用料納付のための居住地確認と施設の適正使用と責任を持たせ
る。

府中市体育施設条例
府中市公共施設予約システムの利用者登録に関する規則
キャプテンシステム対応

平成１５年８月１日

本人



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

庭球場個人利用登録申込書、公共施設予約システム利用者登録申請書、

登録事項変更申請書、利用者登録廃止届、利用者カード再交付申請書



第１号様式　（表）　（第３条）
平成29年5月26日

　　府中市長

文化スポーツ部スポーツ振興課長

　　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

郷土の森総合体育館サークル「会則」　「名簿」受付事務

適正な使用料納付のための居住地確認

府中市体育施設条例

平成１５年８月１日

会員



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（　　　　　　　　　）

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

「会則」・「会員名簿」



第１号様式　（表）　（第３条）
令和２年１２月１７日

　　府中市長

文化スポーツ部スポーツ振興課長

　　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

郷土の森総合体育館・地域体育館自主事業指導依頼事務

指導謝礼、源泉徴収票等送付先把握及び適正な指導依頼のため

同上

平成１５年８月１日

郷土の森総合体育館及び地域体育館の自主事業指導者



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

体育館指導員名簿

委任状



第１号様式　（表）　（第３条）
平成29年5月26日

　　府中市長

文化スポーツ部スポーツ振興課長

　　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（スポーツ傷害保険加入の有無）

(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

郷土の森総合体育館自主事業各コース別利用受付事務

参加者の適正な使用料納付のため居住地確認及び緊急連絡先把握。

同上

平成１５年８月１日

本人



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

各教室住所録

（旧）平成１５年８月１日届　体育課長



第１号様式　（表）　（第３条）
平成29年5月26日

　　府中市長

文化スポーツ部スポーツ振興課長

　　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 血液型

(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（血液型）

(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

郷土の森総合体育館トレーニング室利用登録受付事務

トレーニング室器具の適正利用のため、利用者の状況把握と緊急連絡先と
して

同上

平成１５年８月１日

本人



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

登録カード

（旧）平成１５年８月１日届　体育課長



第１号様式　（表）　（第３条）
平成29年5月26日

　　府中市長

文化スポーツ部スポーツ振興課長

　　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

府中コミスポ協力者登録事務

地域社会に貢献する意志のある市民等の登録し、スポーツ・レクリエーショ
ン振興による市民の健康維持増進及び地域コミュニティの活性化を図る

府中コミスポ協力者登録制度運営要網

平成２２年１月４日

本人



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

府中コミスポ協力者登録申請書



第１号様式　（表）　（第３条）
平成29年5月26日

　　府中市長

文化スポーツ部スポーツ振興課長

　　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

府中市体育施設利用登録申込受付事務（庭球場以外）

適正な使用料納付のための居住地確認と施設の適正使用と責任を持たせ
るため。

府中市体育施設条例
府中市公共施設予約システムの利用者登録等に関する規則

平成１８年６月１日

団体構成員



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（　　　　　　　　　）

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

施設利用登録申込書（団体用）、メンバー構成表、公共施設予約システム利用者登録

申請書、登録事項変更申請書、利用者登録廃止届、利用者カード再交付申請書



第１号様式　（表）　（第３条）
平成29年5月26日

　　府中市長

文化スポーツ部スポーツ振興課長

　　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

雨天振替金額還付手続受付事務

適正な使用料還付手続きを行うため。

府中市体育施設条例施行規則

平成２３年４月１日

本人、委任される人



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

請求書、委任状（代理人が手続きを行う場合）



第１号様式　（表）　（第３条）
平成29年5月26日

　　府中市長

文化スポーツ部スポーツ振興課長

　　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

体育施設予約取消手続受付事務

適正な体育施設予約取消手続きを行うため。

府中市体育施設条例施行規則

平成２３年４月１日

本人、委任される人



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

府中市体育施設使用取消申込書、請求書、委任状（代理人が手続きを行う場合）



第１号様式　（表）　（第３条）
令和２年１２月１７日

　　府中市長

文化スポーツ部スポーツ振興課長

　　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

スポーツに関する講習会参加受付事務

受講申込者の把握

スポーツ基本法第１１条

平成１５年８月１日

市内在住・在勤・在学者及び市外在住者



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

各講習会参加申込書、体調管理チェックシート



第１号様式　（表）　（第３条）
平成29年5月26日

　　府中市長

文化スポーツ部スポーツ振興課長

　　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

スポーツ団体活動支援事務

施設使用料の援助や寄贈等の申請許可

府中市スポーツ活動奨励事業援助に関する要綱

平成１５年８月１日

市内スポーツ団体



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

府中市スポーツ活動奨励事業援助申込書



第１号様式　（表）　（第３条）
平成29年5月26日

　　府中市長

文化スポーツ部スポーツ振興課長

　　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

府中市社会教育（体育）関係団体登録事務

登録団体を支援するとともに、活動を希望する市民に登録団体を紹介する
ことで、スポーツの普及を図る。

府中市社会教育（体育）関係団体の届出等に関する要綱

平成１５年８月１日

市内在住・在勤・在学者及び市外在住者



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

社会教育（体育）関係団体　新規・更新　届出書



第１号様式　（表）　（第３条）
平成29年5月26日

　　府中市長

文化スポーツ部スポーツ振興課長

　　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

表彰関係事務

表彰候補者の推薦

市民スポーツ賞の顕彰に関する要綱

平成１５年８月１日

市内在住・在勤・在学者、市内スポーツ団体



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、所属クラブ）

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

府中市民スポーツ賞候補者推薦調書



第１号様式　（表）　（第３条）
令和２年６月３日

　　府中市長

文化スポーツ部スポーツ振興課長

　　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

府中市立体育館及び体育施設の使用受付事務（一般公開・貸切）

新型コロナウイルス感染症拡大防止・予防対策のため

スポーツ庁「社会体育施設の再開に向けた感染拡大防止ガイドライン」（令
和２年５月１４日付）

屋外施設：令和２年６月８日
屋内施設：令和２年６月１５日
府中市立体育館及び体育施設を使用する市民（貸切利用においては市外在住者含む）
一般公開：施設利用時に「体調管理チェックシート」を市へ提出
貸切利用：利用時には市へ提出は求めないが、施設内で新型コロナウイルス感染者が出た場合に保健機
関の指示等により、「体調管理チェックシート」等の提出を求める場合がある。



第１号様式　（裏）

9 収集禁止事項を収集する根拠

法令等

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

体調管理チェックシート



第１号様式　（表）　（第３条）
令和２年１２月１７日

　　府中市長

文化スポーツ部　スポーツ振興課長

　　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

体育協会定期連絡会事務

府中市体育協会に関する通知等作成

平成　１５年　　８月　　１日

体育協会役員及び加盟団体役員



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（　　　　　　　　　）

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

加盟団体会長名簿・業務担当者名簿



第１号様式　（表）　（第３条）
令和２年１２月１７日

　　府中市長

文化スポーツ部　スポーツ振興課長

　　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

地域体育館運営協議会事務

地域体育館運営協議会に関する通知等作成

平成　１５年　　８月　　１日

地域体育館運営協議会会員



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（　　　　　　　　　）

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

地域体育館運営協議会会員名簿



第１号様式　（表）　（第３条）
令和２年１２月１７日

　　府中市長

文化スポーツ部　スポーツ振興課長

　　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

府中市スポーツ推進委員会事務

府中市スポーツ推進委員会に関する通知等作成

府中市スポーツ推進委員に関する規則

平成　１５年　　８月　　１日

府中市スポーツ推進委員



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（　　　　　　　　　）

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

スポーツ推進委員名簿



第１号様式　（表）　（第３条）
令和３年１２月１５日

　　府中市長

文化スポーツ部図書館長

　　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（貸出されている資料情報）

(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

図書館サービス（貸出・予約等）事務

図書館が提供する貸出や予約等のサービスを利用する際に、利用資格の
確認をするため及びサービス利用者を特定するため

府中市立図書館条例施行規則・府中市立図書館資料の予約サービス実施
要綱・図書館資料の弁償に関する取扱い要綱・図書館資料の督促に関す
る要綱

平成１５年８月１日

市内に在住、通学及び在勤の者、相互利用協定締結市に在住の者（予約
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

利用者登録申込書・図書リクエスト（予約）カード・図書館資料弁償届



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２７年１２月１４日

　　府中市長

文化スポーツ部図書館長

　　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

図書館ハンディキャップサービス

心身の障害等の理由により、府中市立図書館の利用が困難な者に対し、
特殊な資料の提供や資料の宅配・郵送等のサービスを行うため

府中市立図書館ハンディキャップサービス実施要綱

平成１５年９月１日

心身の障害等により、通常の図書館利用に困難のある者



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（　家族　　）

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（　　　　　　　　　）

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

ハンディキャップサービス利用申込書



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２７年１２月１４日

　　府中市長

文化スポーツ部図書館長

　　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

図書館ボランティア事業

図書館で活動するボランティアの募集と登録

府中市赤ちゃん絵本文庫実施要綱、府中市図書館ボランティアの登録等
に関する要綱、府中市立図書館ハンディキャップサービス実施要綱

平成１６年４月１日

府中市立図書館ボランティア登録申請書を提出した者



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

府中市立図書館ボランティア登録申請書



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２７年１２月１４日

　　府中市長

文化スポーツ部図書館長

　　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（　　財務オンラインシステム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

個人情報取扱事務届出書

講座・講演会等の講師謝礼支払事務

講師謝礼支払事務のため

平成１５年８月１日

講師



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

請求書兼支払金口座振替依頼書、個人番号の提供書（関係事務用）



第１号様式　（表）　（第３条）
平成３０年１２月１４日

　　府中市長

文化スポーツ部図書館長

　　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

講座・講演会等の参加者管理事務

講座・講演会等の参加者管理

平成１５年８月１日

府中市立図書館が主催する講座・講演会等へ参加申し込みをした者



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



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２７年１２月１４日

　　府中市長

文化スポーツ部図書館長

　　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（　財務オンラインシステム　　 ）

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

個人情報取扱事務届出書

バナー広告掲出

広告料徴収のため

府中市立図書館ホームページにおけるバナー広告の掲出に関する取扱基
準

平成２１年４月１日

府中市立図書館ホームページにおけるバナー広告の掲出を申請した個
人・団体



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

府中市立図書館ホームページバナー広告掲出申請書



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２７年１２月１４日

　　府中市長

文化スポーツ部図書館長

　　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（　財務オンラインシステム　　 ）

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

個人情報取扱事務届出書

館内撮影

来館者の秘密保持等のため、及び行政財産目的外使用料徴収のため

平成１５年８月１日

館内で撮影を希望する個人、団体



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

府中市立図書館撮影等許可申込書

行政財産使用許可申請書



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２７年１２月１４日

　　府中市長

文化スポーツ部図書館長

　　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

学習室利用受付

中央図書館５階学習室の利用資格（府中市に居住、通勤、通学をしている
者）の確認のため

府中市立図書館における学習室等の利用に関する基準

平成２０年４月１日

利用者のうち図書館利用カード及び身分証明書不携帯の者



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

学習室・LANケーブル申込書



第１号様式　（表）　（第３条）
平成３０年１２月１４日

　　府中市長

文化スポーツ部図書館長

　　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（複写を希望する資料情報）

(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

府中市立図書館国立国会図書館デジタル化資料閲覧等実施事務

国立国会図書館デジタル化資料閲覧等のサービスを利用する際に、利用
資格の確認及びサービス利用者の特定をするため

府中市立図書館国立国会図書館デジタル化資料閲覧等実施要綱
府中市立図書館資料複写の取扱い要綱

平成３１年３月１日

市内に在住・在学・在勤の者



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

国立国会図書館デジタル化資料複写申込書



第１号様式　（表）　（第３条）
平成27年12月18日

　　府中市長

文化スポーツ部美術館副館長

　　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

ポスター掲示、ちらし配布等協力者

個人情報取扱事務届出書

広報発送事務

ポスター・ちらし等の発送

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

広報発送リスト



第１号様式　（表）　（第３条）
平成27年12月18日

　　府中市長

文化スポーツ部美術館副館長

　　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

府中市美術館アートスタジオ指導員登録

指導員名簿の作成、イベント案内、謝礼の支払い

平成１９年４月１日

府中市美術館アートスタジオ指導員登録者



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

府中市美術館指導員名簿



第１号様式　（表）　（第３条）
平成27年12月18日

　　府中市長

文化スポーツ部美術館副館長

　　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

府中市美術館アートスタジオ会員登録

会員証発行、登録者名簿の作成

平成１９年４月

府中市美術館アートスタジオ登録者



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

ティーンズスタジオ登録者名簿



第１号様式　（表）　（第３条）
平成27年12月18日

　　府中市長

文化スポーツ部美術館副館長

　　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

府中市美術館ボランティア登録

名簿の作成、活動要請、事業の周知

平成１７年

府中市美術館ボランティア登録者



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

府中市美術館ボランティア名簿



第１号様式　（表）　（第３条）
平成27年12月18日

　　府中市長

文化スポーツ部美術館副館長

　　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

府中市美術館メンバーシップ事業

会員証の発行・名簿の作成、美術館だより等の送付、会費の口座引落し

平成　１５年　８月　１日

府中市美術館メンバーシップ会員



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（　　　　　　　　　）

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

府中市美術館ボランティア名簿



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２８年１２月２日

　　府中市長

文化スポーツ部美術館副館長

　　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（容姿）

(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（　ハードディスク ）

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

個人情報取扱事務届出書

美術館防犯カメラ設置及び運用事務

防犯

録画（録音は不可）機能も有しているため、犯罪発生時の証明が可能であ
るとともに抑制効果もあること。

平成１５年８月１日

防犯カメラの設置場所を通過する者



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（防犯カメラ）

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


