
第１号様式　（表）　（第３条）
平成27年12月14日

　　府中市長

福祉保健部地域福祉推進課長

　　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

旧軍人等援護事務

旧軍人及びその遺族の援護

戦傷病者戦没者遺族等援護法

平成１５年８月１日

本人及び戦没者



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；　戦傷病者戦没者遺族者援護法　　　　　　　　）

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（　戦傷病者戦没者遺族者援護法　　）

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

受付簿



第１号様式　（表）　（第３条）
平成27年12月14日

　　府中市長

福祉保健部地域福祉推進課長

　　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

府中地区保護司会

団体事務局

府中市例規集

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

府中地区保護司会名簿



第１号様式　（表）　（第３条）
平成27年12月14日

　　府中市長

福祉保健部地域福祉推進課長

　　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

府中市赤十字奉仕団

団体事務局

府中市例規集

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

府中市赤十字奉仕団名簿



第１号様式　（表）　（第３条）
平成27年12月14日

　　府中市長

福祉保健部地域福祉推進課長

　　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（　光ディスク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

個人情報取扱事務届出書

府中市遺族会

団体事務局

府中市例規集

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

府中市遺族会名簿



第１号様式　（表）　（第３条）
平成27年12月14日

　　府中市長

福祉保健部地域福祉推進課長

　　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

東京都赤十字協賛委員府中市地区協議会委員

委員管理

日本赤十字社法

平成１５年８月１日

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

東京都赤十字協賛委員府中市地区協議会委員名簿



第１号様式　（表）　（第３条）
平成27年12月14日

　　府中市長

福祉保健部　　地域福祉推進課長

　　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

日赤府中市地区協賛委員

委員管理

日本赤十字社法

平成１５年８月１日

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

東京都赤十字協賛委員府中市地区協議会委員名簿



第１号様式　（表）　（第３条）
平成27年12月14日

　　府中市長

福祉保健部地域福祉推進課長

　　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（所有する建築物）

(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

不特定かつ多数の者が利用する施設を新設又は改修をしようとする者で特
に福祉環境的整備を推進する必要のある施設の建築主

個人情報取扱事務届出書

特定都市施設整備（変更）届出書・特定都市施設整備完了届出書

特定都市施設整備（変更）届出者・特定都市施設整備完了届出書申請者

府中市福祉のまちづくり条例施行規則

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；　　　　　　　　）

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（建築確認申請に伴う相談者・設計事務所）

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

府中市福祉のまちづくり条例に関わる中高層建築物等に関する照会



第１号様式　（表）　（第３条）
平成27年12月14日

　　府中市長

福祉保健部地域福祉推進課長

　　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

府中市福祉サービス利用者総合支援事業

福祉サービスの利用、判断能力の不十分な人々の権利擁護等に係る相談
を実施するとともに、成年後見制度の利用促進を図り、福祉サービスが適切
に利用できるよう支援する

府中市福祉サービス利用者総合支援事業実施要綱

平成１５年８月１日

福祉サービスの利用等に関する相談を希望する市民



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；身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、生活保護法、　　　　　　　　

審議会意見 　　　　　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等）

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（　民生委員等　　　　　　）

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

福祉相談受付表



第１号様式　（表）　（第３条）
平成27年12月14日

　　府中市長

福祉保健部地域福祉推進課長

　　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

府中市福祉環境整備事業助成金

府中市福祉環境整備事業助成金申請書

府中市福祉環境整備事業助成金交付要綱

平成１５年８月１日

中小企業・一般社団法人・一般財団法人・その他市長が特に必要と認めた
もの



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（対象建築物の改修に伴う相談者・設計事務所）

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

福祉環境整備事業助成金



第１号様式　（表）　（第３条）
平成27年12月14日

　　府中市長

福祉保健部地域福祉推進課長

　　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

府中市福祉団体

府中市福祉団体登録会員名簿

府中市福祉団体の認定・登録に関する要綱

平成１５年８月１日

福祉団体登録を希望する団体の市民等



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（府中市福祉団体登録代表者）

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

府中市福祉団体登録申請書



第１号様式　（表）　（第３条）
平成28年12月5日

　　府中市長

福祉保健部地域福祉推進課長

　　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

在日外国人等高齢者・障害者福祉給付金の受給申請をした者

個人情報取扱事務届出書

在日外国人等高齢者・障害者福祉給付事業

国の年金制度の非対象者である特別永住者に対し福祉給付金を支給し、
福祉の増進・向上を図る。

府中市在日外国人等高齢者・障害者福祉給付金支給要綱

平成２１年７月７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

府中市在日外国人等高齢者・障害者福祉給付金支給申請書

府中市在日外国人等高齢者・障害者福祉給付金現況届　ほか



第１号様式　（表）　（第３条）
平成27年12月14日

　　府中市長

福祉保健部地域福祉推進課長

　　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

中国残留邦人支援事業

中国残留邦人等が置かれている特別の事情に鑑み、その老後の生活の安
定のため、特別の措置を講ずる。

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人
等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

平成２０年４月１日

支援給付受給者



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；中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した

審議会意見 　　中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律）

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（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律）

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（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律）

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（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律）

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

支援給付台帳、支援給付決定調書ほか



第１号様式　（表）　（第３条）
平成28年12月5日

　　府中市長

福祉保健部地域福祉推進課長

　　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

チャレンジ支援貸付事業

学習塾等の受講費及び受験費用を貸し付けることにより、低所得者世帯の
子供を支援する。

受験生チャレンジ支援貸付事業実施要綱

平成２３年４月１日

借入申込者、借入申込者と同居する者、連帯保証人



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 （東京都社会福祉協議会）

18 個人情報を記録する主な文書等の名称

利用者記入カード、受験生チャレンジ支援貸付事業貸付金借入申込書　ほか



第１号様式　（表）　（第３条）
平成30年12月12日

　　府中市長

福祉保健部地域福祉推進課長

　　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

社会福祉法人指導監査事務

社会福祉法人情報を東京都と府中市で共有し、連携して指導検査を実施
する。

社会福祉法第５９条第１項及び社会福祉法施行規則第９条

平成２５年４月１日

社会福祉法人役員



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（　　社会福祉法人　　　　　）

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（社会福祉法第５９条第１項及び社会福祉法施行規則第９条）

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

社会福祉法人現況報告書



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年12月25日

　　府中市長

福祉保健部地域福祉推進課長

　　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

府中市介護保険被保険者、介護サービス事業に従事する者

個人情報取扱事務届出書

介護サービス事業者等指導及び監査

介護給付等対象サービスの質の確保、利用者保護及び保険給付の適正
化を図る

介護保険法第２３条、第７６条、第７８条の７、第８３条、第９０条、第１００条、
第１１２条、第１１５条の７、第１１５条の１７及び第１１５条の２７

平成　２１年　４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；　介護保険法）

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（　　　　　　　）

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（　介護保険法　）

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（介護保険法）

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

介護保険実地指導・監査関係書類



第１号様式　（表）　（第３条）
令和３年１２月１５日

　　府中市長

福祉保健部地域福祉推進課長

　　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

障害福祉サービス事業者等指導及び監査

サービス事業者等のサービスの質の確保、自立支援給付等の支給の適正
化、業務管理体制の適正な整備・運用を図る。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者
総合支援法）第９条、第１０条、第４８条、第５１条の２７及び第５１条の３２
児童福祉法第２１条の５の２２、第２４条の３４、第２４条の３９、第５７条の３及
び第５７条の３の２

平成　２９年　　４月　　１日

府中市障害福祉サービス受給者、障害福祉サービス事業に従事する者



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；　障害者総合支援法、児童福祉法　）

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（　障害者総合支援法、児童福祉法　）

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（　障害者総合支援法、児童福祉法　）

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

障害福祉サービス実地指導・監査関係書類



第１号様式　（表）　（第３条）
令和3年12月１５日

　　府中市長

福祉保健部地域福祉推進課長

　　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

専門的な福祉人材育成事業

専門的な知識や技術を有する社会福祉事業等従事者の拡充を図り、もっ
て市内における適切かつ安定した福祉サービスの提供を図るため

府中市社会福祉士資格取得費用等助成要綱

平成３０年１０月１１日

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（　　　　　　　　　）

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

府中市社会福祉士資格取得費用等助成金交付申請書



第１号様式　（表）　（第３条）
令和２年６月8日

　　府中市長

福祉保健部地域福祉推進課長

　　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

地域福祉コーディネーター事業

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため

公民館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン

令和　　２年　　６月　１５日

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



第１号様式　（表）　（第３条）
令和２年１２月１５日

　　府中市長

福祉保健部地域福祉推進課長

　　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

府中市民生委員児童委員協議会

事務局として運営事務を行うため。

平成１５年８月１日

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

民生委員システム

民生委員・児童委員名簿　ほか



第１号様式　（表）　（第３条）
令和２年１２月１５日

　　府中市長

福祉保健部地域福祉推進課長

　　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

健康・福祉基金寄附金

領収書の送付や感謝状贈呈に係る連絡等を行うため。

平成１５年８月１日

寄附者



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

健康・福祉基金寄附金報告書

管理台帳 ほか



第１号様式　（表）　（第３条）
令和２年１２月１５日

　　府中市長

福祉保健部地域福祉推進課長

　　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

権利擁護センター事業

判断能力の不十分な人々の権利を擁護し、成年後見制度の普及のため、
困難事例の検討や家庭裁判所への後見等開始申立を行う。

府中市成年後見制度に係る市長による審判請求手続に関する要綱
府中市成年後見制度に係る報酬費用助成要綱

平成１５年８月１日

成年後見制度利用者及び相談者



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；介護保険法、国民健康保険法、生活保護法、老人福祉法、障害者総合支援法、知的障害者福祉法、中国残留邦人支援法）

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（老人福祉法第32条、知的障害者福祉法第28条、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の11の2）

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

成年後見制度利用支援に係る市長申立

成年後見制度利用支援に係る報酬費用助成



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２７年１２月２１日

　　府中市長

福祉保健部生活援護課長

　　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

精神障害者の入院の同意事務

精神障害者の保護を行い、適切な治療を受けさせ、社会復帰の促進及び
精神障害者の福祉の増進を図る。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

平成１５年８月１日

保護者となるべきものがいない精神障害者



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；精神保健及び精神障害者福祉に関する法律　）

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（　　　　　　　）

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

市長同意決定調書他



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２７年１２月２１日

　　府中市長

福祉保健部生活援護課長

　　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

生活保護事務

生活保護を実施することにより、生活困窮者の最低生活を保障するととも
に、要保護者の自立を支援する。

生活保護法

平成１５年８月１日

生活保護受給者



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；生活保護法　）

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（生活保護法）

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

世帯票他



第１号様式　（表）　（第３条）
平成３０年１２月１４日

　　府中市長

福祉保健部生活援護課長

　　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

生活保護法及び生活困窮者自立支援法に係る面接相談事務

相談者の生活状況等を確認し、生活保護の受給要件の有無の確認や、自
立支援計画の作成等を行う。

生活保護法、生活困窮者自立支援法

平成１５年８月１日

生活保護受給及び生活困窮者自立相談支援事業等に係る相談者



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；生活保護法、生活困窮者自立支援法　）

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（　　　　　　　　　　）

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

面接記録票、インテーク・アセスメントシート他



第１号様式　（表）　（第３条）
令和２年１２月１１日

　　府中市長

福祉保健部高齢者支援課

　　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

府中市高齢者福祉電話事業

孤独になりがちな低所得の一人暮らし高齢者及び高齢者世帯に電話を貸
与、料金を助成することにより外部との連絡を密にして高齢者相互又は地
域との交流を活発にする。

府中市高齢者福祉電話事業実施要綱

平成１５年８月１日

６５歳以上の一人暮らし世帯又は世帯委員全員が６５歳以上である世帯。
近隣に親族が住居していない世帯。市（都）民税非課税の世帯又は生活保
護法の規定による被保護世帯。



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

利用者一覧対象者名簿



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２７年１２月１４日

　　府中市長

福祉保健部高齢者支援課

　　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

平成１５年８月１日

７０歳以上の市民

個人情報取扱事務届出書

敬老の日記念大会

敬老の日記念大会招待券の作成



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

敬老の日記念大会招待券



第１号様式　（表）　（第３条）
令和２年７月１３日

　　府中市長

福祉保健部高齢者支援課

　　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

府中市長寿祝い金等支給事業

高齢者に対し祝い金、祝い品を支給し、敬老の意を表明する。

府中市長寿祝い金等支給事業要綱

平成１５年８月１日

喜寿（７７歳）、米寿（８８歳）、上寿（１００歳）、１０１歳以上、男女最高齢者



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

長寿祝い金申出書兼領収書

長寿祝い金請求書



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２７年１２月１４日

　　府中市長

福祉保健部高齢者支援課

　　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（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

個人情報取扱事務届出書

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

府中市高齢者等保養施設利用助成事業

健全な保健休養の場を提供し、高齢者の心身の健康増進と高齢者福祉の
向上を図る。

府中市高齢者等保養施設利用助成事業実施要綱

平成１５年８月１日

満７０歳以上の者及び府中市在宅寝たきり高齢者介護者慰労金を受給して
いる者



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（　　　　　　　　　　）

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

福祉情報システム（保養施設利用助成）



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２７年１２月１４日

　　府中市長

福祉保健部高齢者支援課長

　　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（＊装着者のみ）

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

申請者、機器の装着者

個人情報取扱事務届出書

はいかい高齢者探索サービス事業

資格要件の確認と実施管理のため

府中市徘徊高齢者探索サービス事業実施要項

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

はいかい高齢者台帳



第１号様式　（表）　（第３条）
令和２年１２月１１日

　　府中市長

福祉保健部　　高齢者支援課長

　　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

養護老人ホーム等措置事業

措置者の入退所管理や措置費の徴収に関する事務手続き等を行うため

老人福祉法

平成１５年８月１日

措置者申請者及びその親族



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；老人福祉法　）

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（　　　　　　　　　　）

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

基幹システム（高齢福祉）



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２７年１２月１４日

　　府中市長

福祉保健部高齢者支援課

　　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（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

第１号様式　（裏）

個人情報取扱事務届出書

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

６５歳以上の単身者とその親族

高齢者住宅管理業務

入居者の情報、使用料に関することや関係機関との連絡調整をはかる

府中市高齢者住宅条例

平成１５年８月１日



9 収集禁止事項を収集する根拠

法令等（法令等の名称；公営住宅法・同施行令・同施行規則、府中市高齢者住宅条例）

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（府中市高齢者住宅条例　　　　　　　　　）

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

高齢者住宅管理台帳



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２７年１２月１４日

　　府中市長

福祉保健部　　高齢者支援課長

　　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

府中市高齢者見守りネットワーク事業

高齢者の自立した在宅生活を支援するためのネットワークづくり

府中市高齢者見守りネットワーク事業実施要綱
地域包括支援センター運営マニュアル

平成１７年４月１日

６５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；　　　　　　　　）

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

府中市地域包括支援センターネットワークシステム



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２７年１２月１４日

　　府中市長

福祉保健部高齢者支援課長

　　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

認知症サポーター「ささえ隊」ネット名簿管理事務

認知症サポーター「ささえ隊」に登録された方の個人情報を適切に管理す
るとともに、必要な情報を提供する

本人の同意（認知症サポーター養成講座受講後のアンケートによる）

平成２１年１月

認知症サポーター養成講座を受講し、ネットの登録を希望した個人



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；　介護保険法　）

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（　　　　　　　）

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

ささえ隊ネット名簿



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年１２月２３日

　　府中市長

福祉保健部高齢者支援課長

　　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

介護予防把握事務

介護認定を受けていない７０歳代の市民のフレイル状態を把握し、介護予
防教室等を案内することで、要介護状態等になることを予防する。

地域支援事業実施要綱

平成２０年　４月　１日

介護認定を受けていない７０歳代の市民



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；    介護保険法 　）

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（　　　　　　　）

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

基本チェックリスト



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年１２月２３日

　　府中市長

福祉保健部　　高齢者支援課長

　　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

府中市地域包括支援センター事業

在宅の要援護高齢者やその家族に対し、各種の保健、医療、福祉サービ
スを総合的に供給できるように関係機関と連絡調整等を実施する。

府中市地域包括支援センター事業実施要綱

平成　２１年　　４月　　１日

概ね６５歳以上要援護高齢者及びその家族、親類



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；　　介護保険法　）

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（　　　　　　　）

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（法令等の名称；　　介護保険法　）

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（　　　　　　　　　　）

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

府中市地域包括支援センターネットワークシステム



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年１２月２３日

　　府中市長

福祉保健部　　高齢者支援課長

　　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

災害時要援護者支援事業に関する事務

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯など、災害時において支援の必要な
高齢者を把握し、地域の共助による支援体制の構築を図ること

災害対策基本法
避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針（内閣府）

平成２２年１月

７５歳以上の高齢者のみ世帯、要介護認定で要介護３以上の方及びその
他必要と認められる方で、名簿登録希望者等



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

基幹システム（災害時要援護者）、災害時要援護者名簿（避難行動要支援者名簿）



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年１２月２３日

　　府中市長

福祉保健部高齢者支援課長

　　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

認知症緊急ショートステイ事業

資格要件及び身体状況を把握し、適切な介護保険サービスを提供するた
め

府中市認知症緊急ショートステイ事業実施要項

平成２２年９月１日

対象者（市内に居住する、40歳以上の認知症者で、同居家族の疾病その他の理
由により、日常の介護を受けることができなくなった者又は在宅生活が困難となっ
た独居者のうち事業の利用が必要であると市長が認めた者



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；　介護保険法　）

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（　　　　　　　）

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

基幹システム（高齢福祉）



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２７年１２月１４日

　　府中市長

福祉保健部高齢者支援課長

　　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（＊対象者のみ）

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

認知症見守り等支援事業

認知症の症状などの資格要件の確認と実施管理のため

府中市認知症見守り等支援事業実施要項

平成２２年１１月１日

申請者、対象者（市内に移住する、一定程度の認知症の症状のある者）



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（　　　　　　　）

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

①認知症見守り等支援事業利用者台帳
②高齢者福祉台帳



第１号様式　（表）　（第３条）
令和２年１月１７日

　　府中市長

福祉保健部高齢者支援課長

　　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

緊急通報安全システム事業
（①利用者負担なし・②利用者負担あり・③高齢者住宅入居者）

６５歳以上の一人暮らしまたは６５歳以上のみの世帯の方で、発作時に自分
で通報が不可能な恐れのある方（①）、７０歳以上の一人暮らしまたは７５歳
以上のみの世帯の方（②）、また高齢者住宅の入居者（③）に緊急通報シス
テムを設置する。

府中市高齢者緊急通報安全システム事業実施要綱（①、②）
東京都シルバーピア事業運営要綱（③）

①昭和６０年　４月　１日・②平成２５年１１月　１日・③平成元年１１月１日

当該事業の申請者・高齢者住宅入居者



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

緊急通報システム利用申請書、緊急通報システム（民間）利用者カード（①、②）

緊急連絡先等登録票（③）



第１号様式　（表）　（第３条）
令和２年１２月１１日

　　府中市長

福祉保健部高齢者支援課長

　　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

救急通報（緊急通報）システム事業
（①利用者負担なし・②利用者負担あり・③高齢者住宅入居者）

６５歳以上の一人暮らしまたは６５歳以上のみの世帯の方で、発作時に自分
で通報が不可能な恐れのある方（①）、７０歳以上の一人暮らしまたは７５歳
以上のみの世帯の方（②）、また高齢者住宅の入居者（③）に救急通報（緊
急通報）システムを設置する。

府中市高齢者救急通報システム事業実施要綱（①、②）
東京都シルバーピア事業運営要綱（③）

①平成１５年８月１日・②平成２５年１１月　１日・③平成１５年８月１日

当該事業の申請者・高齢者住宅入居者



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

救急通報システム利用申請書、救急通報システム（民間）利用者カード（①、②）

緊急連絡先等登録票（③）



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年１２月２３日

　　府中市長

福祉保健部高齢者支援課長

　　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

介護予防教室・介護予防講座

６５歳以上の市民の生活機能の維持・向上及び要介護状態となることを予
防すること。

地域支援事業実施要綱

平成１８年　４月　１日

申込み者



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；介護保険法　　）

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（　　　　　　　）

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

元気アップ体操教室利用申込書



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２７年１２月１４日

　　府中市長

福祉保健部　　高齢者支援課長

　　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

６５歳以上の市民で、医療的ケアが必要なため介護施設等でのショートステ
イが利用できない方

個人情報取扱事務届出書

府中市高齢者医療ショートステイ事業

対象要件の確認と事業実施管理のため

府中市高齢者医療ショートステイ事業実施要綱

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（　家族等　）

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

府中市高齢者医療ショートステイ事業



第１号様式　（表）　（第３条）
令和２年１２月１１日

　　府中市長

福祉保健部　高齢者支援課長

　　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

府中市高齢者自立支援ショートステイ事業

資格要件の確認と事業実施のため

府中市高齢者自立支援ショートステイ事業実施要綱

平成１５年８月１日

市内に居住する６５歳以上の高齢者



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（調査等）

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

利用者一覧



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年１２月２３日

　　府中市長

福祉保健部　　高齢者支援課長

　　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

行方不明高齢者等の捜索に関する事務

行方不明高齢者等の捜索に係る情報収集・発信のため

平成１５年８月１日

行方不明高齢者等



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（　　　　　　　　　）

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

行方不明認知症高齢者等情報共有サイト（東京都が運用する情報共有サイト）



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年１２月２３日

　　府中市長

福祉保健部高齢者支援課長

　　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

介護予防推進センター防犯カメラ設置及び運用事務

介護予防推進センターにおける防犯のため

府中市立介護予防推進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１８年４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

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）
令和元年１２月２３日

　　府中市長

福祉保健部高齢者支援課長

　　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

防犯カメラに映る者

個人情報取扱事務届出書

府中市立特別養護老人ホーム防犯カメラ設置及び運用事務

府中市立特別養護老人ホームにおける防犯のため

府中市立特別養護老人ホーム防犯カメラの設置及び
管理運用に関する取扱基準

平成２９年３月１６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（　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）
平成２８年１２月５日

　　府中市長

福祉保健部高齢者支援課長

　　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

ねたきり高齢者理容・美容事業

ねたきり高齢者に対して、市が理容師・美容師を派遣し、その居宅におい
て、調髪を行う。

府中市寝たきり高齢者理容・美容事業実施要綱

平成２８年　４月　１日

６５歳以上の高齢者で介護保険認定審査の結果、要介護３以上に認定され
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（　親族、担当ケアマネージャー　）

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

e-SUITEに記録



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２９年４月21日

　　府中市長

福祉保健部高齢者支援課長

　　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

認知症初期集中支援チーム

認知症や認知症の疑いのある方とその家族に対して、保健、医療、福祉
サービスを総合的に供給できるように関係機関と連絡調整等を行うため。

介護保険法

平成２９年5月1日

40歳以上で在宅で生活しており、かつ認知症が疑われる人、又は認知症の
人で、基準に該当する者



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；介護保険法　）

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（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（介護保険法　）

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（　　　　　　　　　　）

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

認知症初期集中支援チーム記録関係



第１号様式　（表）　（第３条）
平成３０年１月４日

　　府中市長

福祉保健部　　高齢者支援課長

　　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

　2号被保険者及び６５歳以上の市民

個人情報取扱事務届出書

在宅医療・介護連携推進事業

　対象者（2号被保険者及び高齢者）の在宅療養生活を支えるため、対象
者の状況変化等に応じて医療・介護関係者間で速やかな情報共有が行わ
れること。

在宅医療・介護連携推進事業の手引き　Ｖｅｒ．２

平成　３０年４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

完全非公開型　医療介護専用SNSメディカルケアステーション（MCS)



第１号様式　（表）　（第３条）
令和２年１２月１１日

　　府中市長

福祉保健部高齢者支援課長

　　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

府中市高齢者住替支援事業

高齢者が希望する地域での生活を継続できるよう、賃貸住宅への住み替え
を支援するため

府中市高齢者住替支援実施要領

平成３０年４月１日

相談者（相談シートの届出者）



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（　家族等　）

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

府中市高齢者住替支援事業相談シート



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年１２月２３日

　　府中市長

福祉保健部高齢者支援課長

　　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

（介護保険）第一号事業に係る実施事務

介護保険要支援認定者及び事業対象者の第一号事業の実施

介護保険法

平成29年4月1日

介護保険サービス受給者及び配偶者、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；介護保険法　　　　　　　　）

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（家族、国民健康保険団体連合会、金融機関　　）

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（　介護保険法　）

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（　介護保険法　）

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

介護保険システム

c c



第１号様式　（表）　（第３条）
令和２年１２月１１日

　　府中市長

福祉保健部高齢者支援課長

　　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

府中市高齢者住替支援事業

高齢者が希望する地域での生活を継続できるよう、賃貸住宅への住み替え
を支援するため

府中市高齢者住替支援実施要領

平成３０年４月１日

相談者（相談シートの届出者）



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（　家族等　）

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

府中市高齢者住替支援事業相談シート



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年１２月２３日

　　府中市長

福祉保健部高齢者支援課長

　　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

（介護保険）第一号事業に係る実施事務

介護保険要支援認定者及び事業対象者の第一号事業の実施

介護保険法

平成29年4月1日

介護保険サービス受給者及び配偶者、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；介護保険法　　　　　　　　）

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（家族、国民健康保険団体連合会、金融機関　　）

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（　介護保険法　）

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（　介護保険法　）

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

介護保険システム

c c



第１号様式　（表）　（第３条）
令和２年１２月１１日

　　府中市長

福祉保健部　　高齢者支援課長

　　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

（介護保険）事業対象者資格管理

事業対象者の資格管理

介護保険法

平成　29年　　4月　　１日

事業対象者確認届出者



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；介護保険法　）

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（　　　　　　　）

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

介護保険システム



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年１２月２３日

　　府中市長

福祉保健部高齢者支援課長

　　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

（介護保険）第一号事業に係る指定事務

第一号事業を実施する事業者の指定事務に関すること

介護保険法

平成29年4月1日

事業所に所属する職員



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（　介護保険法　）

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（　介護保険法　）

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

事業者管理システム

c



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年１２月２３日

　　府中市長

福祉保健部高齢者支援課長

　　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

高齢者生活支援員事務

高齢者生活支援員の養成に係る事務に関すること

府中市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営並びに介
護予防・日常生活支援総合事業に係る介護予防のための効果的な支援の
方法に関する基準を定める規則

平成29年4月1日

研修申込者



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（　介護保険法　）

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（　　　　　　　　）

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）
令和２年１２月１１日

　　府中市長

福祉保健部　高齢者支援課長

　　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

高齢者緊急一時保護施設利用事業

虐待等を受け生命に危険のある場合や、介護者の入院等で緊急的に保護
する必要が生じた場合に、一時的なショートステイサービスを提供し、高齢
者の安全を図ること

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
（高齢者虐待防止法）

平成１８年４月１日

事業利用者



9 収集禁止事項を収集する根拠

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

高齢者緊急一時保護施設利用簿

法令等（法令等の名称；高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律　）



第１号様式　（表）　（第３条）
令和２年１２月１１日

　　府中市長

福祉保健部高齢者支援課長

　　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

介護保険サービス利用推進事業

介護施設に市民から公募した介護相談員を派遣して利用者の話しを聞き、
市が報告を受けるとともにサービス提供事業者と情報共有を行い、介護保
険サービスの質の向上を図る。

府中市介護サービス相談事業実施要綱

平成１5年8月１日

介護相談員



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

委任状、府中市介護相談員証



第１号様式　（表）　（第３条）
令和２年１２月１１日

　　府中市長

福祉保健部高齢者支援課長

　　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

介護保険サービス利用推進事業

介護施設に市民から公募した介護相談員を派遣して利用者の話しを聞き、
市が報告を受けるとともにサービス提供事業者と情報共有を行い、介護保
険サービスの質の向上を図る。

府中市介護サービス相談事業実施要綱

平成１5年8月１日

介護相談員



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

委任状、府中市介護相談員証



第１号様式　（表）　（第３条）
令和２年１２月１１日

　　府中市長

福祉保健部　高齢者支援課長

　　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

認知症カフェ運営補助事業

認知症カフェを運営するものに対し、運営費の一部を補助する。

（仮称）府中市認知症カフェ運営費補助金交付要綱

令和２年１２月２１日

認知症カフェの運営者



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

（仮）認知症カフェ運営費補助金交付申請書



第１号様式　（表）　（第３条）
令和２年１２月１１日

　　府中市長

福祉保健部　高齢者支援課長

　　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

高齢者福祉相談、権利擁護関係事務

高齢者に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な相
談等を講じ、もつて高齢者の福祉を図る

老人福祉法

平成　　15年　　8月　　1日

概ね65歳以上の方。



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；　老人福祉法、高齢者虐待防止法　）

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（　府中市個人情報の保護に関する条例　）

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

地域包括支援センターシステム



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２８年１２月５日

　　府中市長

福祉保健部介護保険課長

　　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

入浴券支給事業

入浴設備がない者に入浴券を給付することにより保健衛生環境の確保と健
康維持を促し、住民の福祉の増進を図る。

府中市入浴券給付要綱

平成１５年８月１日

自宅に入浴設備がない者。65歳以上の者のみの世帯の構成員で、同一敷
地内に６５歳未満の親族（２親等以内の血族）が居住していないこと。



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

高齢福祉システム



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２８年１２月５日

　　府中市長

福祉保健部介護保険課長

　　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

高齢者家具転倒防止器具取付等事業

高齢者等の生命および財産を地震から守る。

府中市家具転倒防止器具取付等事業実施要綱

平成１５年８月１日

要介護３以上で、本人および世帯員全員が市民税非課税であること。



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



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２８年１２月５日

　　府中市長

福祉保健部介護保険課長

　　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

ねたきり高齢者おむつ助成事業

資格要件の確認と支給管理のため

府中市高齢者日常生活用品助成規則

平成１５年８月１日

市内に居住する介護保険制度の「要介護３」以上の者



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（　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

高齢福祉システム



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２８年１２月５日

　　府中市長

福祉保健部介護保険課長

　　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

ねたきり高齢者寝具乾燥事業

６５歳以上の高齢者のみの世帯で、かつ要介護３以上に認定された方に対
し、寝具の乾燥・消毒を行い、高齢者福祉の向上を図る

府中市高齢者寝具乾燥事業実施要綱

平成１５年８月１日

市内に居住する介護保険制度の「要介護３」以上の者で、かつ６５歳以上の
高齢者のみの世帯の者



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（　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

高齢福祉システム



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２８年１２月５日

　　府中市長

福祉保健部介護保険課長

　　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（生活状況）

(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

日常生活用具給付等事業

介護保険の非該当者等を原則として、６５歳以上の高齢者に特殊寝台等を
貸与、及び入浴補助用具等を給付し、介護予防高齢者の福祉の向上を図
る

府中市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱

平成１５年８月１日

市内に居住する、65歳以上の介護保険非該当者等



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

高齢福祉システム



第１号様式　（表）　（第３条）
平成３０年３月２７日

　　府中市長

福祉保健部介護保険課長

　　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

在宅ねたきり高齢者介護者慰労金支給事業

資格要件の確認と支給管理のため

府中市在宅ねたきり高齢者介護者慰労金支給規則

平成１５年８月１日

市内に居住している、要介護３以上の高齢者と生計を同一とし、常時介護し
ている者



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

高齢福祉システム



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２８年１２月５日

　　府中市長

福祉保健部介護保険課長

　　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

生活支援ヘルパー事業

65歳以上で、ひとり暮らし、高齢者のみ世帯の方、又は、同居家族が長時
間にわたり不在である世帯の方を対象に、家事援助を中心とした生活援助
員を派遣する

府中市高齢者生活支援事業実施要綱

平成１５年８月１日

市内に居住する、65歳以上の単身世帯、65歳以上のみの世帯、または同
居の家族が長時間不在となる世帯等



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

高齢福祉システム



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２８年１２月５日

　　府中市長

福祉保健部介護保険課長

　　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

低所得者利用者負担対策事業

資格要件の確認と支給管理のため

府中市介護サービス利用料軽減事業実施要綱

平成１５年８月１日

市内に居住する、介護保険サービスの利用者



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（調査等　　）

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

介護保険システム



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２８年１２月５日

　　府中市長

福祉保健部介護保険課長

　　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

高齢者車いす福祉タクシー事業

資格要件の確認と実施管理のため

府中市車いす福祉タクシー事業実施要綱

平成１５年８月１日

市内に居住する介護保険制度の「要介護３」以上の者



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（　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

高齢福祉システム



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年１２月１９日

　　府中市長

福祉保健部介護保険課長

　　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

高齢者自立支援住宅改修給付事業

６５歳以上の、日常生活の動作に困難がある高齢者に対し、在宅での生活
を確保するための住宅改修費の給付を行う

府中市高齢者自立支援住宅改修費給付要綱

平成１５年８月１日

市内に居住する、日常生活の動作に困難がある６５歳以上の高齢者



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

高齢福祉システム



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２７年１２月８日

　　府中市長

福祉保健部　　介護保険課長

　　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

（介護保険）資格記録管理

被保険者の資格取得・喪失管理

介護保険法

平成　１５年　　８月　　１日

被保険者（第１号被保険者（６５歳以上の市民）、第２号被保険者（要介護
等の認定を受けた４０～６４歳の市民））



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；　　　　　　　　）

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

介護保険システム



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２７年１２月８日

　　府中市長

福祉保健部　　介護保険課長

　　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

（介護保険料）保険料納付記録管理

被保険者の保険料賦課・徴収記録

介護保険法

平成　１５年　　８月　　１日

被保険者及び世帯構成員



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（　　　　　　　　　）

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

介護保険システム



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２７年１２月８日

　　府中市長

福祉保健部　　介護保険課長

　　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（主治医、過去６月の入院の有無、先）

(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（　ＦＤ、ＩＣレコーダー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

個人情報取扱事務届出書

要介護認定業務

要介護・要支援認定申請者の要介護認定結果を出すため

介護保険法

平成　１５年　　８月　　１日

要介護等認定申請者



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；　介護保険法　　　　　　）

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（　家族、指定居住介護支援事業者　　　　　　）

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（　　　　　　　　　　）

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

要介護等認定申請者記録管理システム



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年１２月１９日

　　府中市長

福祉保健部介護保険課長

　　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

（介護保険）給付事務

介護保険要介護・要支援認定者の保険給付事務に関すること

介護保険法

平成１５年８月１日

介護保険サービス受給者及び配偶者、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（家族、国民健康保険団体連合会、金融機関　　）

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（　介護保険法　）

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（　介護保険法　）

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

介護保険システム



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２７年１２月８日

　　府中市長

福祉保健部　介護保険課長

　　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

苦情処理管理業務

介護サービスの適正化を行なうため

介護保険法

平成１５年８月１日

介護保険サービス受給者、家族



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、介護保険サービス提供事業所　）

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（　介護保険法　　）

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（　介護保険法　）

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

苦情処理記録関係







第１号様式　（表）　（第３条）
平成２８年１２月５日

　　府中市長

福祉保健部介護保険課長

　　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

社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担軽減事業

資格要件の確認と支給管理のため

府中市介護サービス利用者負担額軽減事業補助金交付要綱

平成　１７年　１０月　　１日

被保険者（第１号被保険者（６５歳以上の市民）、第２号被保険者（要介護等
の認定を受けた４０～６４歳の市民））



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；　　　　　　　　）

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、調査等）

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

介護保険システム



第１号様式　（表）　（第３条）
令和２年１２月８日

　　府中市長

福祉保健部介護保険課長

　　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

府中市立特別養護老人ホーム防犯カメラ設置及び運用事務

府中市立特別養護老人ホームにおける防犯のため

府中市立特別養護老人ホーム防犯カメラの設置及び
管理運用に関する取扱基準

平成２９年３月１６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１２月８日

　　府中市長

福祉保健部　　介護保険課長

　　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（主治医、過去６月の入院の有無、先）

(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（　ＩＣレコーダー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

個人情報取扱事務届出書

要介護認定業務

要介護・要支援認定申請者の要介護認定結果を出すため

介護保険法

平成　１５年　　８月　　１日

要介護等認定申請者



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；　介護保険法　　　　　　）

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（　家族、指定居宅介護支援事業者　　　　　　）

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（　介護保険法　　）

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（　　　　　　　　　　）

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

介護保険システム



第１号様式　（表）　（第３条）
平成27年12月25日

　　府中市長

福祉保健部　　障害者福祉課長

　　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

障害者福祉施設に関する事務

市内の障害者福祉施設に対し、補助金の交付等により運営の安定を図るこ
と。

府中市障害者日中活動系サービス事業所運営費補助金交付要綱

平成１５年８月１日

市内の障害者福祉施設通所者



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（利用施設）

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

利用者名簿、職員名簿、役員名簿



第１号様式　（表）　（第３条）
平成27年12月25日

　　府中市長

福祉保健部　　障害者福祉課長

　　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

福祉団体に関する事務

福祉活動を行う市内の福祉団体に補助金等の交付により、その運営の安
定に図ること。

府中市障害者福祉団体運営費補助金交付要綱

平成１５年８月１日

福祉団体会員



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（　　団体　　）

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

会員名簿、役員名簿



第１号様式　（表）　（第３条）
平成27年12月25日

　　府中市長

福祉保健部　　障害者福祉課長

　　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

点字講習会事務

点字講習会の実施

点訳に関する知識と点訳奉仕のできる者を養成し、視覚障害者の福祉に理
解と熱意のある奉仕者を養成するため

平成１５年８月１日

点字講習会の参加者及び応募者
点字講習会の講師



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

点字講習会受講者名簿



第１号様式　（表）　（第３条）
令和2年12月16日

　　府中市長

福祉保健部障害者福祉課長

　　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

意思疎通支援事業に関する事務

市内の聴覚障害者等に意思疎通支援者を派遣すること

府中市聴覚障害者等に対する意思疎通支援事業実施要綱

平成１８年１０月１日

府中市聴覚障害者等に対する意思疎通支援事業実施要綱に基づく意思
疎通支援者・聴覚障害者等



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

府中市登録手話通訳者の会名簿

　手話通訳者・要約筆記者派遣申請書



第１号様式　（表）　（第３条）
平成27年12月25日

　　府中市長

福祉保健部　　障害者福祉課長

　　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

障害者軽スポーツ大会運営事務

障害者軽スポーツ大会の実施

府中市障害者軽スポーツ大会実施要綱

平成１５年８月１日

大会参加者、実行委員



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（　本人の属する福祉施設等　　　　　　）

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

参加者名簿、実行委員名簿



第１号様式　（表）　（第３条）
平成27年12月25日

　　府中市長

福祉保健部　　障害者福祉課長

　　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（児）休養事業事務

障害者（児）休養事業の実施

府中市障害者（児）休養事業要綱

平成１５年８月１日

心身障害者（児）休養事業により助成を受ける障害者とその付添い



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

府中市障害者保養施設利用助成申請書



第１号様式　（表）　（第３条）
平成27年12月25日

　　府中市長

福祉保健部　　障害者福祉課長

　　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

府中市立心身障害者福祉センターの管理・運営・委託に関する事務

心身障害者の文化教養の向上を図るとともにその社会参加と自立を助長す
ることにより、心身障害者の福祉を増進するため

府中市立心身障害者福祉センター条例
府中市立心身障害者福祉センター条例施行規則

平成１５年８月１日

心身障害者(児)及びその家族



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；　障害者総合支援法、児童福祉法　　　　　　　）

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（　本人の利用する福祉施設等　　　　　　）

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（障害者総合支援法、児童福祉法）

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（障害者総合支援法、児童福祉法）

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（障害者総合支援法、児童福祉法）

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

個人記録票等



第１号様式　（表）　（第３条）
平成27年12月25日

　　府中市長

福祉保健部　　障害者福祉課長

　　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

障害者作業委託事業に関する事務（公園清掃）

障害者作業委託事業の実施

府中市障害者作業委託契約書

平成１５年８月１日

作業に従事する障害者



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（　本人の属する作業所　　　　　　）

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

作業日誌





第１号様式　（表）　（第３条）
平成27年12月25日

　　府中市長

福祉保健部　　障害者福祉課長

　　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

声の市広報・点字見出し市広報搬送業務に関する事務

声の市広報・点字見出し市広報搬送業務の実施

府中市視覚障害者用声の市広報搬業務委託契約

平成１５年８月１日

声の市広報の搬送を受けている視覚障害者
点字見出し市広報の搬送を受けている視覚障害者



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

府中市声の市広報対象者名簿

広報点字見出し送付者名簿



第１号様式　（表）　（第３条）
平成27年12月25日

　　府中市長

福祉保健部　　障害者福祉課長

　　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

精神保健福祉相談事務

精神障害者の保健福祉相談、居住生活支援事業及び社会復帰施設利用
の相談・助言・斡旋を行うこと

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、障害者の日常生活及び社
会生活を総合的に支援するための法律、個人情報の保護に関する法律、
障害者虐待防止法

平成１５年８月１日

相談者



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；　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律　）

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（　　　　　　　）

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（個人情報の保護に関する法律、障害者虐待防止法）

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（個人情報の保護に関する法律、障害者虐待防止法）

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（　　　　　　　　　　）

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

相談記録票



第１号様式　（表）　（第３条）
令和３年１２月１５日

　　府中市長

福祉保健部　　障害者福祉課長

　　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（障害福祉システム）

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

個人情報取扱事務届出書

精神障害者保健福祉手帳に関する事務

精神障害者保健福祉手帳に関する経由事務を行うこと

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

平成１５年８月１日

申込者及び連絡先者



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；　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律　）

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（　　担当医療機関　　　　　）

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（　　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律　　　　　　　）

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

障害者手帳、通院費医療公費負担（患者票）、通院医療費助成（患者票）

助成申請書（変更、再交付届）



第１号様式　（表）　（第３条）
平成28年12月2日

　　府中市長

福祉保健部　　障害者福祉課長

　　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（障害福祉システム）

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

個人情報取扱事務届出書

精神障害者都営交通乗車証の発行に関する事務

精神障害者都営交通乗車証の発行に関する経由事務を行うこと

東京都精神障害者と都営交通乗車証条例

平成１５年８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

東京都精神障害者都営交通乗車証発行、再発行申請書、氏名変更届



第１号様式　（表）　（第３条）
令和2年12月16日

　　府中市長

福祉保健部　　障害者福祉課長

　　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

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（ＤＶＤ）

その他（特別児童扶養手当システム、障害福祉システム ）

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

個人情報取扱事務届出書

手当に関する事務

障害者に手当を支給し、その更生と健全な発育を助長するとともに福祉の
向上を図ること。

特別児童扶養手当等の支給に関する法律、東京都重度心身障害者、手当
条例、府中市心身障害者(児)福祉手当条例　他

平成１５年８月１日

障害者及び難病患者で、手当の受給申請をした者及びその世帯員



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（特別児童扶養手当等の支給に関する法律、

　　　　　　　　 東京都重度心身障害者手当条例、府中市心身障害者（児）福祉手当条例）

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

特別児童扶養手当システム、障害福祉システム

特別児童扶養手当等の支給に関する法律、東京都重度心身障
害者手当条例、府中市心身障害者(児)福祉手当条例　他）



第１号様式　（表）　（第３条）
令和2年12月16日

　　府中市長

福祉保健部　　障害者福祉課長

　　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

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（　障害福祉システム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

個人情報取扱事務届出書

東京都心身障害者扶養年金に関する事務

東京都心身障害者扶養年金に関する経由事務を行うこと

東京都心身障害者扶養年金条例

平成１５年８月１日

加入申込者及び関係者



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；東京都心身障害者扶養年金条例）

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

東京都心身障害者扶養年金制度関係書類



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年12月25日

　　府中市長

福祉保健部　　障害者福祉課長

　　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

府中市障害者寝具乾燥事業に関する事務

福祉の増進

府中市障害者寝具乾燥事業実施要綱

平成１５年８月１日

府中市障害者寝具乾燥事業実施要綱に基づく申請・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

府中市心身障害者寝具乾燥サービス利用申請書

府中市心身障害者寝具乾燥サービス利用決定通知書



第１号様式　（表）　（第３条）
平成28年12月2日

　　府中市長

福祉保健部　　障害者福祉課長

　　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

障害福祉サービスの支給決定及び障害者自立支援給付費支払いに関す
る事務

利用者の自己決定に基づく契約によりサービスの向上を目指し、行政がそ
のサービスの利用及び支払いに対して支援を行うことを目的とする。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者
総合支援法）

平成１５年８月１日

身体・知的・精神障害者・難病患者



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；　障害者総合支援法　）

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（　　　　　　　　　　）

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

介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用
者負担額減額・免除等申請書
e-SUITE



第１号様式　（表）　（第３条）
平成27年12月25日

　　府中市長

福祉保健部　　障害者福祉課長

　　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

身体障害者福祉電話使用料助成事業に関する事務

身体障害者が構成員である世帯の世帯主に対し、電話使用料を助成する
ことにより、障害者相互間及び緊急連絡の手段の確保を図り、以ってその
福祉の増進に資すること。

府中市身体障害者福祉電話使用料助成事業実施要綱

平成１５年８月１日

下肢、体幹、内部、視覚または聴覚障害者に関し２級以上の身体障害者手
帳を所有する者及びその者の属する世帯の世帯員



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（　　　　　　　　　）

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

身体障害者福祉電話使用料助成申請書

身体障害者福祉電話使用料助成決定通知書



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年12月25日

　　府中市長

福祉保健部　　障害者福祉課長

　　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

府中市在宅心身障害者(児)理髪事業実施要綱に基づく申請・利用者

個人情報取扱事務届出書

府中市在宅心身障害者（児）理髪事業に関する事務

福祉の増進

府中市在宅心身障害者(児)理髪事業実施要綱

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

申請書





第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年12月25日

　　府中市長

福祉保健部　　障害者福祉課長

　　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

府中市重度身体障害者入浴サービス事業に関する事務

福祉の増進

府中市重度身体障害者入浴サービス事業実施要綱

平成１５年８月１日

府中市重度身体障害者入浴サービス事業実施要綱に基づく申請・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

府中市重度身体障害者入浴サービス利用申請書

府中市重度身体障害者入浴サービス決定通知書



第１号様式　（表）　（第３条）
令和2年12月16日

　　府中市長

福祉保健部　　障害者福祉課長

　　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（　医療助成システム　　）

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

個人情報取扱事務届出書

心身障害者医療費助成に関する事務

心身障害者(児)の医療費を助成することにより、福祉の増進を図る。

府中市心身障害者（児）医療費助成条例

平成１５年８月１日

事業利用者



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；　府中市心身障害者（児）医療費助成条例、都条例　　）

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（　府中市心身障害者（児）医療費助成条例、都条例　　）

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（　府中市心身障害者（児）医療費助成条例、都条例　　）

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（　府中市心身障害者（児）医療費助成条例、都条例　　）

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

　　　受給者証交付申請書障



第１号様式　（表）　（第３条）
平成27年12月25日

　　府中市長

福祉保健部　　障害者福祉課長

　　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

心身障害者自動車ガソリン等費用助成事業に関する事務

心身障害者が自己所有する自動車の私的な運行に伴うガソリン及び軽油
代のうち、これにかかる税額分に相当する費用を助成することにより、障害
者の生活の便宜と福祉の増進を図る。

心身障害者自動車ガソリン等費用助成事業実施要綱

平成１５年８月１日

事業利用者



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

府中市心身障害者自動車ガソリン等費用助成申請書



府中市心身障害者自動車ガソリン等費用助成制度現況届



第１号様式　（表）　（第３条）
平成27年12月25日

　　府中市長

福祉保健部　　障害者福祉課長

　　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

身体障害者自動車運転教習費助成事業に関する事務

自動車運転免許の取得に要する費用の一部を助成し、日常生活の利便・
生活圏を図る。

心身障害者自動車運転教習費助成事業実施要綱

平成１５年８月１日

事業利用者



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

住民票、課税マスタ

身体障害者自動車運転教習費助成申請書



第１号様式　（表）　（第３条）
平成28年12月2日

　　府中市長

福祉保健部　　障害者福祉課長

　　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（障害福祉システム）

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

個人情報取扱事務届出書

重度脳性麻ひ者介護人派遣事業に関する事務

重度脳性麻痺者に対して介護人を派遣し、生活圏の拡大を図るため援助
を行い、福祉の増進を図る。

府中市重度脳性麻ひ者介護事業実施要綱

平成１５年８月１日

事業利用者とその家族及び介護人



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

介護対象資格認定者・介護人登録名簿



第１号様式　（表）　（第３条）
令和2年12月16日

　　府中市長

福祉保健部　　障害者福祉課長

　　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

重度身体障害者救急通報システムに関する事務

救急通報システム事業を運営することにより、重度心身障害者の生活安全
を確保し、もって在宅心身障害者の福祉の増進を図ること

東京都重度身体障害者救急通報システム事業実施要綱、府中市重度身
体障害者救急通報システム事業実施要綱

平成１５年８月１日

ひとり暮らし等の重度身体障害者



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

重度身体障害者救急通報システム利用申請書

重度身体障害者救急通報システム利用承認通知書



第１号様式　（表）　（第３条）
平成27年12月25日

　　府中市長

福祉保健部　　障害者福祉課長

　　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（光ディスク　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

個人情報取扱事務届出書

身体障害者（児）補装具等給付事業に関する事務

補装具は、身体障害者(児)の失われた身体機能を補完又は代替する用具であり、
身体障害者の職業その他日常生活の能率の向上を図ることを目的として、また、
身体障害児については、将来、社会人として独立自活するための素地を育成・助
長すること等を目的として使用されるものであり、補装具を必要とする身体障害者
（児）に対し、補装具費の支給を行うものである。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者
総合支援法）

平成１５年８月１日

身体障害者（児）



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；　障害者総合支援法　）

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（　１５条指定医　　　　　　）

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（　障害者総合支援法　　）

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（　障害者総合支援法　　）

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

補装具（購入・修理）費支給申請書、補装具費支給意見書（各種補装具別）、

判定書（各種補装具別）、適合報告書（各種補装具別）、更生指導台帳



第１号様式　（表）　（第３条）
平成27年12月25日

　　府中市長

福祉保健部　　障害者福祉課長

　　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（障害福祉システム　　　　　　　　　　　　　　　 ）

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

個人情報取扱事務届出書

身体障害者手帳に関する事務

身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するために身体障害者
を援助し、及び必要に応じて保護し、もって身体障害者の福祉の増進を図
ることを目的とする。

身体障害者福祉法、身体障害者福祉法施行令

平成１５年８月１日

身体障害者



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；　身体障害者福祉法、身体障害者福祉法施行令　　）

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

身体障害者手帳交付等申請（届出）書、身体障害者更生指導台帳



第１号様式　（表）　（第３条）
令和2年12月16日

　　府中市長

福祉保健部　　障害者福祉課長

　　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（障害福祉システム　　　　　　　　　　　　　　　 ）

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

個人情報取扱事務届出書

愛の手帳に関する事務

知的障害者の自立と社会経済活動への自立を促進するため、知的障害者
を援助するとともに必要な保護を行い、もって知的障害者の福祉を図ること
を目的とする。

知的障害者福祉法

平成１５年８月１日

知的障害者



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；　知的障害者福祉法　　　）

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（　　　　　　　　　　）

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

愛の手帳交付（新規・更新・再交付）申請書、愛の手帳変更（返還）届



第１号様式　（表）　（第３条）
令和３年１２月１５日

　　府中市長

福祉保健部　　障害者福祉課長

　　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（光ディスク　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

個人情報取扱事務届出書

心身障害者（児）日常生活用具貸与・給付事業に関する事務
※心身障害者（児）おむつ支給事業に関する事務

重度の心身障害者（児）に対して紙おむつの支給又はおむつ代の助成を
行うことにより、介護者の負担の軽減を図り、もって心身障害者（児）の福祉
の向上に資することを目的とする。

府中市身体障害者日常生活用具等給付事業実施要綱
府中市心身障害者（児）おむつ支給事業等実施要綱

平成１５年８月１日

３歳以上、他の制度でおむつ等の支給を受けていない方
身体障害者手帳１～２級の方（ただし、肢体不自由に係る障害のある方）
愛の手帳１～２度の方



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

心身障害者（児）日常生活用品助成申請書、心身障害者（児）紙おむつ注文書

府中市日常生活用品助成料請求書、府中市心身障害者（児）日常生活用品助成変更（消滅）届



第１号様式　（表）　（第３条）
平成27年12月25日

　　府中市長

福祉保健部　　障害者福祉課長

　　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（光ディスク　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

個人情報取扱事務届出書

障害者日常生活用具給付等事業に関する事務

重度の身体障害者が必要とする日常生活用具等の購入費等を助成するこ
とによって、障害者の日常生活の利便を図り、もって福祉の増進に資するこ
とを目的とする。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者
総合支援法）、府中市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成１５年８月１日

身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児)、給付申請書を提出し
た難病患者等及びその者の属する世帯員



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；　障害者総合支援法　　）

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（　医療機関（医師）　　）

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（　障害者総合支援法　　）

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（　　　　　　　　　　）

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

日常生活用具給付申請書、意見書（主治医）

難病患者等日常生活用具給付申請書



第１号様式　（表）　（第３条）
令和2年12月16日

　　府中市長

福祉保健部障害者福祉課長

　　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（障害福祉システム　　　　　　　　　　　 ）

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

身体障害者手帳診断書料助成事業に関する事務

福祉の増進

府中市身体障害者手帳診断書料助成事業実施要綱

平成１５年８月１日

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は愛の手帳の交付申請を
行うため指定医師の判断を受けた方



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

申請書、請求書、領収書



第１号様式　（表）　（第３条）
平成27年12月25日

　　府中市長

福祉保健部　　障害者福祉課長

　　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

心身障害者都営交通無料パスに関する事務

障害者の経済的負担の軽減を社会活動を促進するため

身体障害者等に対する電車、乗合自動車、地下高速電車無料乗車券発行
規程（昭和３９年交通局規定４２号）

平成１５年８月１日

身体障害者手帳又は愛の手帳をお持ちの方及びその介護者。
被爆者健康手帳、戦傷者病手帳をお持ちの方。



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

東京都電車・乗合自動車・地下高速電車無料乗車券発行申請書



第１号様式　（表）　（第３条）
平成27年12月25日

　　府中市長

福祉保健部　　障害者福祉課長

　　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

心身障害者NHK放送受信料の減免に関する事務

心身障害者世帯の金銭的負担を軽減するため

日本放送協会放送受信料免除基準
日本放送協会放送受信規約第１０条

平成１５年８月１日

事業利用者



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

地上契約・衛星契約放送受信契約書、放送受信料免除申請書

証明願（公募確認承諾書）



第１号様式　（表）　（第３条）
平成27年12月25日

　　府中市長

福祉保健部　　障害者福祉課長

　　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

調布市立知的障害者更生施設における緊急一時保護事業に関する事務

負担金の支出により、府中市分の通所枠や短期入所枠を確保し、運営の
安定を図る

府中市在宅障害者ショートステイ事業実施要綱

平成１５年８月１日

１５歳以上の愛の手帳所持者



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

利用者名簿、申込書



第１号様式　（表）　（第３条）
平成27年12月25日

　　府中市長

福祉保健部　　障害者福祉課長

　　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

障害者相談支援事業及び障害者地域活動支援センター事業に関する事
務

障害者(児)やその家族の地域における生活を支援し、もって在宅の障害者
(児)の自立と社会参加の促進を図るため

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者
総合支援法）、障害者総合支援法施行規則、障害者虐待の防止、障害者
の養護者に対する支援等に関する法律（障害者虐待防止法）、精神保健及
び精神障害福祉に関する法律

平成１５年８月１日

心身障害のある方及びその家族



第１号様式　（裏）

9 収集禁止事項を収集する根拠

法令等（ 障害者総合支援法・障害者虐待防止法・精神保健福祉法 ）

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（　本人の利用する福祉施設等　　　　　　）

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（個人情報の保護に関する法律・障害者虐待防止法）

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（ 障害者総合支援法・障害者虐待防止法・精神保健福祉法 ）

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（ 障害者総合支援法・障害者虐待防止法・精神保健福祉法 ）

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

相談票



第１号様式　（表）　（第３条）
平成27年12月25日

　　府中市長

福祉保健部　　障害者福祉課長

　　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

機能回復無料受術券に関する事務

機能回復無料受術券の発行

府中市身体障害者機能回復助成事業実施要綱
府中市原爆被爆者機能回復助成事業実施要綱

平成１５年８月１日

機能回復無料受術券の申請・交付者



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

機能回復無料券受術券交付申請書



第１号様式　（表）　（第３条）
平成27年12月25日

　　府中市長

福祉保健部　　障害者福祉課長

　　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

重度障害者家具転倒防止器具支給等事業に関する事務

家具転倒防止器具取付・配送の実施

家具転倒防止器具取付事業実施要綱

平成１５年８月１日

家具転倒防止器具取付・配送の申請・交付者



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

家具転倒防止器具取付申請書

家具転倒防止器具希望調査書及び完了確認書



第１号様式　（表）　（第３条）
平成27年12月25日

　　府中市長

福祉保健部　　障害者福祉課長

　　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

手話講習会事務

手話講習会の実施

手話通訳者を育成するとともに聴覚障害者への理解を広めるため。

平成１５年８月１日

手話講習会の実施参加者及び応募者



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

手話講習会参加者名簿



第１号様式　（表）　（第３条）
令和2年12月16日

　　府中市長

福祉保健部障害者福祉課長

　　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（障害福祉システム　　　　　　　　　　　 ）

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

自立支援医療に関する事務

障害者等につき、その心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活
又は社会生活を営むために必要な医療を受けるための事務

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者
総合支援法）

平成１８年４月１日

精神通院医療対象者、更生医療対象者、育成医療対象者



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

自立支援医療支給認定申請書



第１号様式　（表）　（第３条）
令和2年12月16日

　　府中市長

福祉保健部障害者福祉課長

　　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（障害福祉システム　　　　　　　　　　　 ）

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

マル都医療等に関する事務

東京都が実施している、医療費助成事業に関する経由事務を行うこと

東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則
大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例
児童福祉法施行規則

平成１６年４月１日

東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則に定める疾病者、大気汚
染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例に定める疾病者、児童
福祉法施行規則に定める疾病者



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

難病医療費助成申請書兼同意書、マル都医療券等



第１号様式　（表）　（第３条）
平成28年12月2日

　　府中市長

福祉保健部　　障害者福祉課長

　　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（障害福祉システム）

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

個人情報取扱事務届出書

東京都心身障害者扶養共済制度に関する事務

東京都が実施している、心身障害者扶養共済制度に関する経由事務を行
うこと

東京都心身障害者扶養共済制度条例

平成２０年４月１日

加入申込者及び関係者



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；東京都心身障害者扶養共済制度条例）

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

東京都心身障害者扶養共済制度関係書類



第１号様式　（表）　（第３条）
平成27年12月25日

　　府中市長

福祉保健部　　障害者福祉課長

　　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

災害時要援護者事業に関する事務

申請のあった要援護者の名簿を作成し、関係機関等に名簿を配布する。
地域での支援体制を確立し、災害時の安否確認、避難支援につなげる。

高齢者や障害のある方で、歩行や状況把握が困難な方に対して、自治会
や地域の方などが積極的に安否確認や避難支援を行う。

平成２２年４月１日

身体障害者手帳１～３級までの者で、一人暮らしの肢体不自由及び肢体不
自由のみの世帯、１・２級の者で一人暮らしの視覚障害者及び視覚障害者
のみの世帯、１級の者で一人暮らしの呼吸機能障害者及び呼吸機能障害
者のみの世帯、愛の手帳１～３度の一人世帯、精神障害者福祉手帳１～３
級の一人世帯



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

府中市災害時要援護者調査票



第１号様式　（表）　（第３条）
平成27年12月25日

　　府中市長

福祉保健部　　障害者福祉課長

　　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

心身障害者住宅費助成事業

住宅費を助成することで、心身障害者の経済的負担を軽減し、福祉の増進
を図る。

府中市心身障害者住宅費助成要綱

平成１５年８月１日

①～③の要件をすべて満たす者①身体障害手帳１～４級、愛の手帳１～３
度②市内在住５年以上③賃貸住宅に居住する者



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（　　　　　　　　　　）

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

申請書



第１号様式　（表）　（第３条）
平成27年12月25日

　　府中市長

福祉保健部　　障害者福祉課長

　　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

身体障害者及び知的障害者相談員事業に関する事務

身体障害者及び知的障害者相談員事業の実施

府中市身体障害者相談員設置要綱
府中市知的障害者相談員設置要綱

平成１５年８月１日

相談員



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

身体障害者・知的障害者相談員名簿



第１号様式　（表）　（第３条）
平成27年12月25日

　　府中市長

福祉保健部　　障害者福祉課長

　　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

特定相談支援事業者及び障害児相談支援事業者の指定に関する事務

総合的に相談支援を行う者として厚生労働省令で定める基準に該当する
者の申請により、特定相談支援事業を行う事業所として指定する

障害者総合支援法、障害者総合支援法施行令、障害者総合支援法施行
規則

平成２４年４月１日

指定を受けようとする事業者の理事、従業員



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；　障害者総合支援法等　）

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（指定申請する事業者）

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（　障害者総合支援法施行規則　）

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

指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定（更新）申請書（第１号様式）

指定通知書



第１号様式　（表）　（第３条）
平成28年12月1日

　　府中市長

福祉保健部　　障害者福祉課長

　　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

障害児通所給付費支給決定及び支払に関する事務

利用者の自己決定に基づく契約によりサービスの向上を目指し、行政がそ
のサービスの利用及び支払いに対して支援を行うことを目的をする。

児童福祉法

平成　２４　年　４　月　１　日

障害児及びその家族・親族



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；　児童福祉法　）

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（　　　　　　　　　　）

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

障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書

e-SUITE



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年１２月２５日

　　府中市長

福祉保健部　　障害者福祉課長

　　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

高額障害福祉サービス費及び高額障害児通所給付費の支給に関する事
務

・介護保険サービスや障害福祉サービス、児童通所サービス等を複数利用し、利
用料が高額となる利用者に対し、利用料の一部を還付するため
・介護保険移行後に障害福祉相当介護保険サービスに係る利用料を還付するた

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者
総合支援法）及び児童福祉法

平成　２５　年　４　月　１　日

対象者



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；　障害者総合支援法及び児童福祉法　）

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（　　　　　　　　　　）

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

高額障害福祉サービス費支給申請書・高額障害児通所給付費支給申請書



第１号様式　（表）　（第３条）
平成27年12月25日

　　府中市長

福祉保健部　　障害者福祉課長

　　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

地域生活支援事業の支給決定及び支払に関する業務

移動支援事業・日中一時支援事業の利用を希望する障害者に対して支給
決定等を行うことにより、地域での生活を支援する。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者
総合支援法）

平成　２５　年　４　月　１　日

身体・知的・精神障害者等申請者



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；　障害者総合支援法　）

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（　　　　　　　　　　）

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

地域生活支援事業利用申請書、地域生活支援事業（移動支援・日中一時支援）利用決定調書

地域生活支援事業受給者台帳



第１号様式　（表）　（第３条）
平成27年12月25日

　　府中市長

福祉保健部　　障害者福祉課長

　　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

中等度難聴児発達支援事業に関する事務

身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児に対して、補聴器の
装用により言語の習得や生活能力、コミュニケーション能力等の能力の向
上を促進するため、補聴器の購入費用の一部を助成し、もって難聴児の健
全な発達を支援する。

東京都中等度難聴児発達支援事業実施要綱

平成　２６　年　４　月　１　日

身体障害者手帳（聴覚障害）交付対象とならない両耳の聴力レベル３０ｄＢ
以上で補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師
が判断した１８歳未満の児童



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；　障害者総合支援法　）

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（　医師　　　　　　）

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（障害者総合支援法）

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（　　　　　　　　　　）

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

中等度難聴児発達支援事業　補聴器購入費助成申請書

中等度難聴児発達支援事業　補聴器購入費助成台帳



第１号様式　（表）　（第３条）
平成27年12月25日

　　府中市長

福祉保健部　　障害者福祉課長

　　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

多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給事務

多子世帯の障害児通所支援の利用者負担を軽減することを目的とする。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令
（政令が改正された場合）、多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通
所給付費支給要綱

平成　２６　年　４　月　１　日

多子軽減の対象となる児童が同一の世帯にいる保護者



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

多子軽減に伴う障害児通所給付費支給申請書



第１号様式　（表）　（第３条）
平成27年12月25日

　　府中市長

福祉保健部　　障害者福祉課長

　　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（　電磁的媒体補記：課共用サーバ　　）

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

個人情報取扱事務届出書

府中市在宅障害者（児）委託型緊急一時保護事業

在宅で重度障害者を介護している家族等が、疾病等により介護が一時的
に困難になった場合に、当該障害者を保護することにより、障害者の福祉
の増進を図ることを目的とする。

要綱整備中

平成２７年４月１日

小学生以上６５歳未満の障害児（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

利用者名簿



第１号様式　（表）　（第３条）
平成27年12月25日

　　府中市長

福祉保健部　　障害者福祉課長

　　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

身体障害者自動車改造費用助成

身体障害者の更生を援助することにより、その生活の安定と福祉の増進を
図る。

府中市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成１５年８月１日

事業利用者



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

自動車改造費助成申請書



第１号様式　（表）　（第３条）
平成27年12月25日

　　府中市長

福祉保健部　　障害者福祉課長

　　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

府中市福祉タクシー事業

電車、バス等の通常の交通機関を利用することが困難な心身障害者（児）が、タク
シー及びミニキャブを利用する場合に、その運賃の一部を助成することにより利用
の便を図り、もって日常生活の向上と福祉の増進に寄与する。

府中市福祉タクシー事業実施要綱

平成　　　１５年　　８月　　１日

事業利用者



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

府中市福祉タクシー券交付申請書、タクシー券受付台帳



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２７年１２月２５日

　　府中市長

福祉保健部　　障害者福祉課長

　　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

府中市障害者等地域自立支援協議会に関する事務

府中市障害者等地域自立支援協議会の実施

府中市附属機関の設置等に関する条例
府中市障害者等地域自立支援協議会規則

平成１９年　１０月　１６日

府中市障害者等地域自立支援協議会委員



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

府中市障害者等地域自立支援協議会委員名簿



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２７年１２月２５日

　　府中市長

福祉保健部　障害者福祉課長

　　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

府中市障害者計画推進協議会委員

個人情報取扱事務届出書

府中市障害者計画推進協議会に関する事務

府中市障害者計画推進協議会委員の委嘱、報酬の支払い等

府中市障害者計画推進協議会規則

平成１９年　４月　１０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

府中市障害者計画推進協議会委員名簿



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２７年１２月２５日

　　府中市長

福祉保健部　　障害者福祉課長

　　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

有料道路における障害者割引制度

障害者の経済的負担の軽減と社会活動を促進するため

なし

平成１５年８月１日

有料道路における障害者割引申請者



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；身体障害者福祉法、知的障害者福祉法）

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（　　　　　　　　　　）

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

有料道路障害者割引申請書　兼　ＥＴＣ利用申請書



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２７年１２月２５日

　　府中市長

福祉保健部　障害者福祉課長

　　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（フロッピーディスク　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

個人情報取扱事務届出書

原爆被爆者援護金支給に関する事務

広島市及び長崎市に投下された原子爆弾の被爆者に対し、援護金を支給
することにより、被爆者の福祉を増進を図るため

府中市原爆被爆者援護金支給要綱

平成１５年８月１日

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（　　　　　　　　　）

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

府中市原子爆弾被爆者援護金支給申請書



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２７年１２月２５日

　　府中市長

福祉保健部　障害者福祉課長

　　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

高次脳機能障害者支援事業に関する事務

高次脳機能障害者やその家族等の地域における生活を支援し、もって在
宅の高次脳機能障害者の自立と社会参加を促進するため

府中市高次脳機能障害者支援事業実施要綱

平成２２年４月１日

高次脳機能障害者及びその家族等



第１号様式　（裏）

9 収集禁止事項を収集する根拠

法令等（障害者総合支援法、障害者虐待防止法、精神保健福祉法）

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（本人の利用する福祉施設等　　　　　　　）

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（障害者総合支援法、障害者虐待防止法、精神保健福祉法）

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（障害者総合支援法、障害者虐待防止法、精神保健福祉法）

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（障害者総合支援法、障害者虐待防止法、精神保健福祉法）

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

相談票



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２７年１２月２５日

　　府中市長

福祉保健部　障害者福祉課長

　　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

心身障害者自転車駐車場使用料（利用料）減額（助成）に関する事務

心身障害者の生活圏の拡大のため、自転車駐車場の使用料（利用料）を減
額（助成）し、心身障害者の福祉を増進するため

府中市立自転車駐車場条例、府中市立自転車駐車場条例施行規則、府中
市自転車駐車場利用料助成規則、府中市心身障害者自転車駐車場使用料
補助要綱

平成１５年８月１日

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（　　　　　　　　　）

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

自転車駐車場使用料減額申込書、自転車駐車場利用料助成申込書



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２７年１２月２５日

　　府中市長

福祉保健部　障害者福祉課長

　　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

障害者就労支援施設の管理及び運営に関する事務

障害者に就労訓練の場を提供し、障害者の就労に必要な知識及び能力の
向上を図るため

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者
総合支援法）、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律施行規則（障害者総合支援法施行規則）、府中市障害者就労支援施設
の管理及び運営に関する規則

平成１９年４月１日

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（障害者総合支援法）

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（本人の利用する福祉施設等）

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（障害者総合支援法）

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（障害者総合支援法）

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

相談票



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２７年１２月２５日

　　府中市長

福祉保健部　障害者福祉課長

　　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

府中市心身障害者（児）短期入所事業

補助金の交付により運営の安定を図ること

府中市心身障害者（児）短期入所事業運営費補助金交付要綱

平成　１８年　８　月　１　日

市内障害者（児）



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（利用施設）

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

役員名簿・職員名簿



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２７年１２月２５日

　　府中市長

福祉保健部　障害者福祉課長

　　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

府中市障害者生活介護事業運営費補助金に関する事務

補助金の交付により府中市の通所枠を確保し、運営の安定を図ること。

府中市障害者生活介護事業運営費補助金交付要綱

平成　１６　年　４　月　１　日

府中市・三鷹市・調布市の主に身体障害者、職員



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（利用施設）

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

利用者名簿、職員名簿



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２９年１２月８日

　　府中市長

福祉保健部障害者福祉課長

　　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

重症心身障害児（者）在宅レスパイト事業に関する事務

重症心身障害児（者）の健康を保持し、当該者の家族等が一時的に介護か
ら離れ、休息を得ることを目的とする。

府中市重症心身障害児（者）在宅レスパイト事業実施要綱

平成２９年５月８日

重症心身障害児（者）及び介護者である家族等



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

 重症心身障害児（者）在宅レスパイト事業利用申請書兼医師指示書取得費用交付申請書

重症心身障害児（者）在宅レスパイト事業変更・辞退届出書



第１号様式　（表）　（第３条）
令和2年12月16日

　　府中市長

福祉保健部障害者福祉課長

　　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

府中市障害者差別解消支援連絡会（仮）に関する事務

府中市障害者差別解消支援連絡会（仮）の実施

実施要綱または要領(現時点では未制定）

令和３年度開始予定

府中市障害者差別解消支援連絡会（仮）委員



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

府中市障害者差別解消支援連絡会（仮）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

福祉保健部　　障害者福祉課長

　　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

障害者虐待防止法に関する相談事務

障害者虐待を疑われる相談の管理

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律

平成24年4月1日

虐待（疑いを含む）を受けている障害者等に関する個人情報及び支援情
報、虐待行為に関する情報など



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；障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律　）

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（　　　　　　　）

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

相談記録票

虐待相談受理台帳





法令等（法令等の名称；障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律　）



第１号様式　（表）　（第３条）
令和３年１２月１５日

　　府中市長

福祉保健部　　障害者福祉課長

　　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（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

個人情報取扱事務届出書

発達障害者（児）家族等支援事業に関する事務

発達障害者支援法に基づき、ペアレントプログラム、ペアレントトレーニング、ピアサ
ポートの推進等を行い、発達障害児者及びその家族に対する支援体制の構築を
図るため

発達障害者支援法
発達障害児者及び家族等支援事業実施要綱

令和　　元年　　４月　　１日

発達障害児（者）及びその家族等



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；発達障害者支援法　　　　　　　　）

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（　本人の利用する福祉施設等　　　）

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

ペアトレ申し込み受付表

ペアトレ面談シート



第１号様式　（表）　（第３条）
令和３年１２月１５日

　　府中市長

福祉保健部　　障害者福祉課長

　　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

府中市精神障害にも対応した地域包括ケアシステムに係る連絡会議に関
する事務

府中市精神障害にも対応した地域包括ケアシステムに係る連絡会議の実
施

府中市附属機関の設置等に関する条例
府中市精神障害にも対応した地域包括ケアシステムに係る連絡会議実施
要領

令和４年度開始予定

府中市精神障害にも対応した地域包括ケアシステムに係る連絡会議の委
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

府中市精神障害にも対応した地域包括ケアシステムに係る連絡会議委員名簿



第１号様式　（表）　（第３条）
令和３年１２月１５日

　　府中市長

福祉保健部　　障害者福祉課長

　　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

府中市障害者差別解消支援地域連絡会議（仮）に関する事務

府中市障害者差別解消支援地域連絡会議（仮）の実施

府中市附属機関の設置等に関する条例
府中市障害者差別解消支援地域連絡会議（仮）実施要領

令和４年度開始予定

府中市障害者差別解消支援地域連絡会議（仮）の委員



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

府中市障害者差別解消支援地域連絡会議（仮）委員名簿



第１号様式　（表）　（第３条）
令和３年１０月１４日

　　府中市長

福祉保健部障害者福祉課長

　　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

医療的ケア児支援推進事業

医療的ケア児の実態把握に向けた調査

児童福祉法、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律

令和３年１１月２１日

事業対象者



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

医療的ケア児に関する実態把握調査票



第１号様式　（表）　（第３条）
令和３年１２月１５日

　　府中市長

福祉保健部　　障害者福祉課長

　　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

府中市立心身障害者福祉センター防犯カメラ設置及び運用事務

府中市立心身障害者福祉センターにおける防犯のため

（取扱基準を作成中です。）

（令和４年度を予定）

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）
平成２７年１２月１５日

　　府中市長

福祉保健部　　健康推進課長

　　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

健康増進事業

データベース登録・管理

府中市市民保健センター条例

平成　１５年 ８ 月 １ 日

20歳以上の市長が指定する事業に参加する方及び、市長が必要と認める
もの



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

健康増進室利用申込書



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２７年１２月１５日

　　府中市長

福祉保健部　　健康推進課長

　　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-R　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

個人情報取扱事務届出書

成人健康診査・若年層健康診査

市民の健康増進を図るため

健康増進法、若年層健康診査実施要綱

平成１５年８月１日

成人健康診査：４０歳以上の生活保護受給及び中国残留邦人等　若年層
健康診査：１８～３９歳の市民（公募・抽選）



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；　健康増進法、実施要綱　　　　）

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（　健康増進法　　）

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（　健康増進法　　）

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

成人・若年層健康診査関係



第１号様式　（表）　（第３条）
令和２年１２月９日

　　府中市長

福祉保健部　健康推進課長

　　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

成人歯科健康診査

市民の歯と口の健康を保つために歯科健康診査を実施

健康増進法、高齢者の医療の確保に関する法

平成１５年８月１日

健康増進法で定める４０､５０､６０､７０歳
及び、２０､３０､４５､５５､６５､７５､８０､８５､９０歳の市民



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；　　　　　　　　）

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

成人歯科健康診査



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年１２月２６日

　　府中市長

福祉保健部　　健康推進課長

　　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

骨粗しょう症検診

市民の健康増進を図るため

健康増進法

平成１５年８月１日

当該年度末までに45歳、55歳になる女性市民



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；健康増進法）

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（　健康増進法　　　）

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（　健康増進法　　）

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（　健康増進法　　）

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

骨粗しょう症検診関係



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年１２月２６日

　　府中市長

福祉保健部　　健康推進課長

　　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（　光ディスク　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

個人情報取扱事務届出書

胃がん検診・乳がん検診・子宮がん検診・大腸がん検診・肺がん検診

生涯にわたる国民の健康の増進に向けた自主的な努力を促進するため

健康増進法

平成１５年８月１日

胃がん検診：４０歳以上。乳がん検診：４０歳以上の女性。子宮がん検診：２０歳以
上の女性。大腸がん検診：４０歳以上。肺がん検診：４０歳以上。



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；　健康増進法　　　　　　　）

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（　健康増進法　　　）

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（　健康増進法　　　）

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（　健康増進法　　　）

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

胃がん検診関係、胃がん検診結果綴、乳がん検診、乳がん検診実施録、子宮がん検診、

肺がん検診、大腸がん検診、ＰＳＡ検査



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２７年１２月１５日

　　府中市長

福祉保健部　　健康推進課長

　　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

歯科医療連携推進事業

障害者等が身近な地域で必要な歯科医療サービスの提供を受けるため

府中市歯科医療連携推進事業実施要綱

平成１５年８月１日

障害者、在宅要介護者等



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（　介護支援事業者　　　　　　）

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（　　　　　　　　　　）

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

歯科医療連携推進事業申込書



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２７年１２月１５日

　　府中市長

福祉保健部　　健康推進課長

　　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

健康教育

名簿調整

健康増進法、食育基本法

平成１５年８月１日

概ね４０歳以上の方



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

健康教育実施録



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年１２月２６日

　　府中市長

福祉保健部　　健康推進課長

　　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

健康相談（健康全般、栄養、歯科、薬）

市民の健康に関する個別の相談に応じ、必要な指導や助言を行い、家庭
での健康管理に資するため。

健康増進法　食育基本法

平成１５年８月１日

原則として市民の方



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；　　健康増進法　　　　　　）

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（　　病院、福祉施設　　　　　）

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

相談記録票、重点健康相談、健康相談、薬の相談



第１号様式　（表）　（第３条）
令和２年１２月９日

　　府中市長

福祉保健部　　健康推進課長

　　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

食事診断

栄養指導のための基礎的情報の収集

健康増進法、食育基本法

平成１５年８月１日

母子保健事業参加者（保護者）



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；　　　健康増進法　　　　　）

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（　　　　　　　　　　）

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

食事指導票（食事診断）

食生活アンケート



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年１２月２６日

　　府中市長

福祉保健部　　健康推進課長

　　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

市民健康基礎調査

市民の健康づくりのための健康増進計画策定のために、設定された指標の達成度
を測り、また市民を取り巻く現状を的確に把握すること、そのうえで現計画の評価
及び次期計画策定に向けた課題の抽出のための資料とする。

健康増進法

平成１５年８月１日

１８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；　　健康増進法　　　　　　）

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（　　　　　　　　　　）

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

府中市保健計画推進協議会



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年１２月２６日

　　府中市長

福祉保健部　　健康推進課長

　　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

栄養改善事業（栄養指導講座、栄養改善推進員教育事業等）

名簿作成

健康増進法　　食育基本法

平成１５年８月１日

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

栄養改善推進員教育事業実施録、栄養改善事業実施録



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２７年１２月１５日

　　府中市長

福祉保健部　　健康推進課長

　　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（　光ディスク　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

個人情報取扱事務届出書

保健指導

市民の健康の増進を図るため

健康増進法

平成２４年８月１日

特定健康診査・成人健康診査・若年層健康診査の受診者のうちの特定項
目において生活改善が必要だと認められる人



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：　　健康増進法　　　　　　　　）

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（　　健康増進法　　　　　　　）

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（　　　　　　　　　　）

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

保健指導



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２７年１２月１５日

　　府中市長

福祉保健部　　健康推進課長

　　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

肝炎ウイルス検診

生涯にわたる市民の健康増進を図るため

健康増進法

平成２４年８月１日

４０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：　　健康増進法　　　　　　　　）

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（　　健康増進法　　　　　　　）

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（　　　　　　　　　　）

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

肝炎ウイルス検診



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年１２月２６日

　　府中市長

福祉保健部　　健康推進課長

　　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　（人間ドック受診医療機関、加入健康保険等）

(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

人間ドック受診料助成事業

人間ドック受診料の一部助成

府中市人間ドック受診料助成要綱

平成２５年 ４ 月 １ 日

20歳以上の府中市民



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（　　　　　　　　　）

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

府中市人間ドック受診料助成金交付申請書



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年５月１３日

　　府中市長

福祉保健部　　健康推進課長

　　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

自殺対策事業

自殺者及び自殺未遂者の実態を把握することにより、自殺対策を適正に推
進するため

自殺対策基本法

平成２６年４月１日

自殺者及び自殺未遂者とその家族



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：　　自殺対策基本法　　　　　　　　）

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（　　　　　　　　　　）

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

府中市自殺対策未遂者及び既遂者連絡シート、相談記録票

府中市自殺対策自殺未遂者既遂者及びリスク者リスト



第１号様式　（表）　（第３条）
平成27年12月15日

　　府中市長

福祉保健部　　健康推進課長

　　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

飼い犬の登録（鑑札の再交付）・狂犬病予防注射済票交付（再交付）

飼い犬の登録及び狂犬病予防注射済情報の管理（飼い主に係る個人情
報）

狂犬病予防法・府中市犬の登録等に関する規則

平成　１５年 ８ 月 １ 日

飼い犬の飼い主



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（　　　　　　　）

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

飼い犬の登録（鑑札の再交付）申請書

狂犬病予防注射済票交付（再交付）申請書



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年１２月26日

　　府中市長

福祉保健部　　健康推進課長

　　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

骨髄移植ドナー支援事業

ドナーが骨髄等の提供のために通院・入院に要した日数に応じた助成

府中市骨髄等の提供に係る助成金交付要綱

平成２９年 ４ 月 １ 日

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（　　　　　　　　　）

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）
令和　２年　１２月　８日

　　府中市長

福祉保健部健康推進課長

　　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

定期予防接種（成人分）

予防接種の実施

予防接種法、ワクチン接種緊急促進事業実施要領

平成１５年８月１日

定期予防接種の被接種者



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；　　予防接種法施行規則　　　　　　）

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（　　　　　　　）

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

予防接種予診票、予防接種記録台帳、特別分離予防接種申請書、予防接種依頼書発行申込
書、定期予防接種記録の写交付申請書、子宮頚がん等ワクチン接種緊急促進事業、名簿



第１号様式　（表）　（第３条）
令和　２年　１２月　８日

　　府中市長

福祉保健部健康推進課長

　　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

新型コロナウイルスワクチン接種事業

新型コロナウイルスワクチン接種の実施

予防接種法

令和３年１月１日

新型コロナウイルスワクチンの被接種者（全市民）



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；予防接種法施行規則）

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（　　　　　　　）

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

予防接種予診票、予防接種管理台帳



第１号様式　（表）　（第３条）
令和　２年　１２月　１７日

　　府中市長

福祉保健部健康推進課長

　　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

PCR検査支援事業（受検者搬送委託）

PCR検査受検者に対する、検査センターまでの送迎サービスの実施

令和　２年　７月　９日

ＰＣＲ検査の受検者で、検査センターまでの送迎を希望する市民



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（　本人の受診した医療機関　）

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（　　　　　　　　　　）

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

PCR検査受検者搬送に伴う予約受付簿



第１号様式　（表）　（第３条）
令和３年１０月２０日

　　府中市長

福祉保健部健康推進課長　

　　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

新型コロナウイルス感染症に係る自宅療養者支援事業

東京都の自宅療養者フォローアップセンターから食料品が届いていない自
宅療養者・濃厚接触者の方に、食料品などの支援を行う

令和３年８月3１日

事業利用者



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（　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　）

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

食料及び生活物資等の支援申込受付票


