
第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年12月２０日

　　府中市長

子ども家庭部　子育て応援課

　　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

母子・父子福祉資金及び女性福祉資金の貸付事務

母子・父子家庭及び女性が、経済的に自立し安定した生活を確保する。

東京都母子及び父子福祉資金貸付規則、東京都女性福祉資金貸付規則

平成１５年８月１日

規則上の基準を満たす母子・父子及び女性



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；母子及び父子並びに寡婦福祉法、東京都女性福祉資金貸付条例）

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（連帯借受人、保証人）

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（　　　　　　　　　）

12 事務の委託の有無

有り 無し

13 目的外利用の有無

有り 無し

14 目的外利用をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 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

母子・父子、女性福祉資金貸付システム、各資金貸付台帳他



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年12月２０日

　　府中市長

子ども家庭部　子育て応援課

　　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

母子生活支援施設への保護実施事務

母子家庭で児童の養育が十分にできない場合、母子をともに入所させて保
護し、生活支援を行う。

児童福祉法

平成１５年８月１日

配偶者のいない女子、またはこれに準ずる事情にある女子で、その養育して
いる児童（１８歳未満）の養育が十分にできない方。



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；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（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

母子生活支援施設入所決定調書、母子生活支援施設退所決定通知、母子自立支援計画



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年12月２０日

　　府中市長

子ども家庭部　子育て応援課

　　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

助産施設における助産の実施事務

保健上入院して分べんする必要があるにもかかわらず、経済的にその費用を
支払うことが困難な妊産婦の保護を図る。

児童福祉法

平成１５年８月１日

保健上入院して分べんする必要があるにもかかわらず、経済的にその費用を
支払うことが困難な妊産婦



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（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

入院助産決定調書



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年12月２０日

　　府中市長

子ども家庭部　子育て応援課

　　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

子育てひろば事業

子育て家庭への支援

児童福祉法

平成１５年８月１日

事業に参加する児童と保護者



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

参加申込書（登録書）など



第１号様式　（表）　（第３条）
令和２年１２月１４日

　　府中市長

子ども家庭部　子育て応援課

　　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

児童手当

次世代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上を目的に、義務教
育就学前の児童を養育する方で前年の所得が一定金額未満の保護者に
児童手当を支給する。

児童手当法

平成１５年８月１日

義務教育終了前の児童を養育する方



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（子どもと別居の場合、別居監護者の承諾及び住民票）

11 本人以外から収集する根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 所在不明等 争訟等

他の実施機関 国・地方公共団体 審議会意見

法令等の名称（　児童手当法　　）

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

児童手当システム



 



第１号様式　（表）　（第３条）
令和２年１２月１４日

　　府中市長

子ども家庭部　子育て応援課

　　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

児童育成手当

ひとり親家庭等の児童の福祉の増進を図るため

東京都児童育成手当に関する条例、府中市児童育成手当条例

平成１５年８月１日

所得が規則で定める額未満で、死別、離婚、保護者の障害などの理由に該当する
１８歳に達した日の属する年度までの児童を養育する保護者と、心身に障害がある
２０歳未満の児童の保護者。



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；　都条例、府中市児童育成手当条例　　　　　　　　）

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（　東京都児童育成手当に関する条例、府中市児童育成手当条例　　　）

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

児童育成手当システム



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年12月２０日

　　府中市長

子ども家庭部　子育て応援課

　　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

児童扶養手当

父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活と安定を
自立の促進に寄与するため、該当児童について児童扶養手当を支給し、
もって児童の福祉の増進を図る。

児童扶養手当法

平成１５年８月１日

前年の所得が一定の金額未満で、死別、離婚、親の障害などの理由に該
当する１８歳に達した日の属する年度までの児童（心身に障害がある２０歳
未満）を養育している母、父又は養育者。



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；　　児童扶養手当法　　　　　　　　）

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（　児童扶養手当法　　）

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

児童扶養手当システム



第１号様式　（表）　（第３条）
令和２年１２月１４日

　　府中市長

子ども家庭部　子育て応援課

　　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

子ども医療費助成

子どもの保健の向上として子育ての支援を目的に、義務教育修了前の子ど
もの保護者に対して被保険者が負担すべき医療費を助成。

都実施要綱、府中市子ども医療費助成条例

平成１５年８月１日

義務教育修了前の子ども及びその保護者



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；　　都実施要綱、府中市乳幼児医療費助成条例　　　　　　　　）

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（　都実施要綱、府中市乳幼児医療費助成条例　　　　　　　　）

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（　都実施要綱、府中市乳幼児医療費助成条例　　　　　　　　）

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（　都実施要綱、府中市乳幼児医療費助成条例　　　　　　　　）

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

子ども医療費助成システム



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年12月２０日

　　府中市長

子ども家庭部　子育て応援課

　　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

ひとり親家庭医療費助成

保健の向上と、ひとり親家庭等の福祉の増進を目的に、被保険者が負担す
べき医療費の一部を助成する。

東京都実施要綱、府中市ひとり親家庭医療費助成条例

平成１５年８月１日

父又は母のいない１８歳に達した日の属する年度までの児童を養育する保
護者と、心身に障害がある２０歳未満の児童の保護者



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；　　東京都実施要綱、府中市ひとり親家庭医療費助成条例　）

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（　東京都実施要綱、府中市ひとり親家庭医療費助成条例　　）

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

ひとり親家庭医療費助成



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年12月２０日

　　府中市長

子ども家庭部　子育て応援課

　　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

ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業

ひとり親家庭の日常生活の世話など必要なサービスを、一定期間ホームヘ
ルパー派遣により補い、福祉の増進、自立に役立てる。

府中市ホームヘルプサービス事業実施要綱

平成１５年８月１日

ひとり親家庭で、義務教育終了前の児童がいる世帯



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

ひとり親家庭ホームヘルプシステム



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年12月２０日

　　府中市長

子ども家庭部　子育て応援課

　　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

「Ｆｕ‐ＣＨＵこそだてサイト」の管理運営事務

子育て家庭への支援

児童福祉法

平成２４年６月１１日

当該ウェブサイトの利用者



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（　　　　　　　）

11 本人以外から収集する根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 所在不明等 争訟等

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

府中市子育てサイト管理運営業務報告書



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年12月２０日

　　府中市長

子ども家庭部　子育て応援課

　　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

ひとり親自立支援実施事務

母子家庭の経済的自立のために、就労支援等を行う。

府中市母子自立支援プログラム策定事業実施要綱・府中市母子家庭等高等職業訓
練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金支給要綱・府中市母子家庭等自
立支援教育訓練給付金支給要綱・府中市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験
合格支援事業給付金交付要綱

平成１６年１０月１日
（母子自立支援プログラムは平成２０年４月１日）

要綱上の基準を満たす母子家庭の母



第１号様式　（裏）

9 収集禁止事項を収集する根拠

法令等（法令等の名称；母子及び父子並びに寡婦福祉法）

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

各受付台帳



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年12月２０日

　　府中市長

子ども家庭部　子育て応援課

　　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

母子・父子及び女性相談事務

ひとり親家庭の母・父及び女性の生活の支援

母子及び父子並びに寡婦福祉法

平成１７年４月１日

要綱上の基準を満たす母子・父子家庭の母、父及び女性



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；母子及び父子並びに寡婦福祉法　）

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



第１号様式　（表）　（第３条）
令和３年１２月１４日

　　府中市長

子ども家庭部 子育て応援課長

　　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

養育費確保支援事業

養育費の取り決めをしても、実際に受け取ることが難しい現状を解消し、ひ
とり親家庭等の生活を安定させるため、養育費立替保証を円滑に利用でき
るよう必要な支援を行う。

府中市養育費確保支援事業実施要綱

令和３年４月１日予定

養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を扶養している世帯



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

府中市養育費保証補助金申請書

府中市養育費保証補助金決定通知書等



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年１２月２０日

　　府中市長

子ども家庭部　子ども家庭支援課長

　　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

３～４か月児健康診査

発達・発育の確認及び疾病や障害をもった児を早期に発見するとともに保
護者に適切な保健指導を行うことにより、乳児の健全な育成を図ることを目
的とする。

母子保健法第１３条
府中市乳幼児及び妊産婦健康診査実施要綱

平成１５年８月１日

生後３～４か月の乳幼児とその保護者



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；　　母子保健法　　　　　　）

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（　　厚生省児童家庭局長通知　児発第９３４号、児童虐待防止法　　）

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（　　厚生省児童家庭局長通知　児発第９３４号、児童虐待防止法　　）

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（　　厚生省児童家庭局長通知　児発第９３４号、児童虐待防止法　　）

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

健康診査票



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年１２月２０日

　　府中市長

子ども家庭部　　子ども家庭支援課長

　　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

６～７か月・９～１０か月児健康診査

発達・発育の確認及び疾病や障害をもった児を早期に発見するとともに保
護者に適切な保健指導を行うことにより、乳児の健全な育成を図ることを目
的とする。

母子保健法第１３条
府中市乳幼児及び妊産婦健康診査実施要綱

平成１５年８月１日

６～７か月児・９～１０か月児とその保護者



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；　　母子保健法　　　　　　）

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（　　厚生省児童家庭局長通知　児発第９３４号、児童虐待防止法　　）

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（　　厚生省児童家庭局長通知　児発第９３４号、児童虐待防止法　　）

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（　　厚生省児童家庭局長通知　児発第９３４号、児童虐待防止法　　）

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

健康診査票



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年１２月２０日

　　府中市長

子ども家庭部　　子ども家庭支援課長

　　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

１歳６か月児・３歳児健康診査

発達・発育の確認及び疾病や障害をもった児を早期に発見するとともに保
護者に適切な保健指導を行うことにより、乳児の健全な育成を図ることを目
的とする。

母子保健法第１２条
府中市乳幼児及び妊産婦健康診査実施要綱

平成１５年８月１日

１歳６か月児・３歳児とその保護者



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；　　母子保健法　　　　　　）

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（　　厚生省児童家庭局長通知　児発第９３４号、児童虐待防止法　　）

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（　　厚生省児童家庭局長通知　児発第９３４号、児童虐待防止法　　）

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（　　厚生省児童家庭局長通知　児発第９３４号、児童虐待防止法　　）

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

健康診査票



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年１２月２０日

　　府中市長

子ども家庭部　　子ども家庭支援課長

　　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

乳幼児発達健康診査

乳幼児健康診査及び相談事業の結果、運動発達遅滞、精神発達遅滞等
が疑われる乳幼児に対して、発達に重点を置いた健康診査を行い、早期
発見及び早期療育をすることにより、乳幼児の健康の保持増進を図ることを
目的とする。

母子保健法第１３条
府中市乳幼児及び妊産婦健康診査実施要綱

平成１５年８月１日

就学前の乳幼児とその保護者



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；　　母子保健法　　　　　　）

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（　　厚生省児童家庭局長通知　児発第９３４号、児童虐待防止法　　）

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（　　厚生省児童家庭局長通知　児発第９３４号、児童虐待防止法　　）

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（　　厚生省児童家庭局長通知　児発第９３４号、児童虐待防止法　　）

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

健康診査票



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年１２月２０日

　　府中市長

子ども家庭部　子ども家庭支援課長

　　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

妊娠届出

母子手帳を交付し、母子の健康の保持、増進を図る。

母子保健法

平成１５年８月１日

妊婦



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；　母子保健法　）

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

妊娠届出書



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年１２月２０日

　　府中市長

子ども家庭部　　子ども家庭支援課長

　　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

妊婦健康診査

妊娠の健康管理のため健康診査を実施する

母子保健法
府中市乳幼児及び妊産婦健康診査実施要綱

平成１５年８月１日

妊婦



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；　　母子保健法　　　　　　）

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

妊娠健康診査受診票



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年１２月２０日

　　府中市長

子ども家庭部　　子ども家庭支援課長

　　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

産婦健康診査

産婦の健康診査を行い、異常の早期発見、適切な指導を行うことにより、産
婦の健康と健全な養育環境の確保を図る

母子保健法
府中市乳幼児及び妊産婦健康診査実施要綱

平成１５年８月１日

産後６か月以内の産婦



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；　　母子保健法　　　　　　）

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

健康診査票



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年１２月２０日

　　府中市長

子ども家庭部　　子ども家庭支援課長

　　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

乳幼児精密健康診査

乳幼児検診の結果、診断確定のため精密検査を要する者について、専門
的な判断のできる医療機関において、検査を実施する。

母子保健法第１３条
府中市乳幼児及び妊産婦健康診査実施要綱

平成１５年８月１日

就学前の乳幼児



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；　　母子保健法　　　　　　）

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

健康診査票

（母性、乳幼児の健康診査及び保健指導に関する実施要綱　　　厚生省児
童家庭局長通知　児発第９３４号）

（母性、乳幼児の健康診査及び保健指導に関する実施要綱　　　厚生省児
童家庭局長通知　児発第９３４号）

（母性、乳幼児の健康診査及び保健指導に関する実施要綱　　　厚生省児
童家庭局長通知　児発第９３４号）



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年１２月２０日

　　府中市長

子ども家庭部　子ども家庭支援課長

　　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

母親学級、両親学級

妊娠・出産・育児に関する知識の普及を仲間づくり、父親の積極的な育児
参加を促す

母子保健法第９条

平成１５年８月１日

妊娠第１６週から３６週の妊婦及び父親



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；　母子保健法　　　　　　　）

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

母親学級名簿、両親学級名簿、食生活アンケート



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年１２月２０日

　　府中市長

子ども家庭部　子ども家庭支援課長

　　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

育児学級

母親の育児不安の解消を図ることを目的とする。

母子保健法第９条

平成１５年８月１日

就学前の乳幼児とその保護者



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

名簿



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年１２月２０日

　　府中市長

子ども家庭部　子ども家庭支援課長

　　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

妊産婦訪問指導

妊産婦の健康状態、生活環境、疾病予防など妊娠中あるいは産後に、必
要な事項について、家庭訪問のうえ、適切な指導を行う。

母子保健法第１７条

平成１５年８月１日

妊産婦



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；　母子保健法　　　　　　　）

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

産婦訪問記録票

（母性、乳幼児の健康診査及び保健指導に関する実施要領　　　厚生省児
童家庭局長通知　児発第９３４号）



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年１２月２０日

　　府中市長

子ども家庭部　子ども家庭支援課長

　　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

新生児訪問指導

乳児の発育、栄養、生活環境及び疾病予防など、育児上必要な事項につ
いて適切な指導を実施する

母子保健法第１１条

平成１５年８月１日

生後２８日未満の新生児、または生後４か月未満の乳児



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；　　母子保健法　　　　　　）

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

新生児訪問記録票

（母性、乳幼児の健康診査及び保健指導に関する実施要領　　　厚生省児
童家庭局長通知　児発第９３４号）



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年１２月２０日

　　府中市長

子ども家庭部　子ども家庭支援課長

　　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

子育て相談室

妊娠、出産、育児に関する相談を実施し、母性及び乳幼児の健康の保持
増進を図る

母子保健法

平成１５年８月１日

妊婦、乳幼児及びその保護者



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；　　母子保健法　　　　　　）

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

保健相談票、栄養相談記録票、歯科相談記録票



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年１２月２０日

　　府中市長

子ども家庭部　子ども家庭支援課長

　　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

母子保健相談指導事業

妊婦の健康管理のため、助産師による妊娠・出産・母乳育児の相談を行う

母子保健法

平成１５年８月１日

妊産婦



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；　　母子保健法　　　　　　）

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

相談票



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年１２月２０日

　　府中市長

子ども家庭部　子ども家庭支援課長

　　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

一般歯科健康診査（妊婦）

妊婦の歯科疾患の早期発見、早期治療を行うとともに、歯科保健の向上を
図る

母子保健法

平成１５年８月１日

妊婦



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；　　母子保健法　　　　　　）

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

健康診査票、名簿



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年１２月２０日

　　府中市長

子ども家庭部　子ども家庭支援課長

　　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

親と子の歯みがき教室

乳幼児の口腔の健全な発育及び発達を促し、併せて心身の健康増進を図
るため、健康教育を実施する。

母子保健法

平成１５年８月１日

乳児とその保護者



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；　　母子保健法　　　　　　）

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

名簿



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年１２月２０日

　　府中市長

子ども家庭部　子ども家庭支援課長

　　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

予防歯科指導

健康で虫歯のない子どもに育つことを目的に、乳幼児の歯科検診、保健指
導等を実施

母子保健法

平成１５年８月１日

就学前の乳幼児とその保護者



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；　　母子保健法　　　　　　）

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

健康診査票、予防歯科名簿



第１号様式　（表）　（第３条）
令和３年１２月１５日

　　府中市長

子ども家庭部　子ども家庭支援課長

　　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

乳幼児・妊産婦保健指導

経済的理由により保健指導を受け難い妊産婦に対して、必要な保健指導
を受ける機会を与えるために実施

母子保健法

平成１５年８月１日

生活保護世帯、中国残留邦人等の世帯、または市民税非課税世帯の妊産
婦と乳児



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；　　母子保健法　　　　　　）

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（　母子保健法　　）

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

保健指導票交付申請書、保健指導票



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年１２月２０日

　　府中市長

子ども家庭部　子ども家庭支援課長

　　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

母子栄養強化食品支給

経済的理由により、栄養の強化を必要とする妊産婦・乳幼児に必要な食品
を支給する

母子保健法
府中市母子栄養食品支給要綱

平成１５年８月１日

妊産婦・乳幼児



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（　　　　　　　）

11 本人以外から収集する根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 所在不明等 争訟等

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

母子栄養食品支給申請書、母子栄養食品受給券、母子栄養食品支給台帳



第１号様式　（表）　（第３条）
令和２年１２月９日

　　府中市長

子ども家庭部　　子ども家庭支援課長

　　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

定期予防接種及び任意予防接種（小児分）

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

定期予防接種及び任意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）
令和元年１２月２０日

　　府中市長

子ども家庭部　子ども家庭支援課長

　　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

離乳食教室

離乳に関する正しい知識を教育、乳児の健全な発育を図る

母子保健法
府中市離乳食教室実施要綱

平成１５年８月１日

生後３～１８カ月の乳幼児とその保護者



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

名簿



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年１２月２０日

　　府中市長

子ども家庭部　子ども家庭支援課長

　　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

未熟児養育医療

未熟児に、速やかに適切な処置を講ずるため、指定養育医療機関におい
て必要な医療の給付を行う

母子保健法　第２０条

平成２５年４月１日

入院養育の必要がある新生児



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；　母子保健法　）

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

養育医療給付申請書、世帯調書、養育給付台帳、養育受付簿



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年１２月２０日

　　府中市長

子ども家庭部　子ども家庭支援課長

　　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

出生通知票

子どもの出生について把握し、各種乳幼児保健事業等の案内等を行うた
め

母子保健法第１１条

平成　１５年　８月　１　日

出生した子どもとその母親



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；母子保健法　）

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（母子保健法、児童福祉法、児童虐待防止法　　）

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

出生通知票、健康情報システム



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年１２月２０日

　　府中市長

子ども家庭部　子ども家庭支援課長

　　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

低体重児届出

低体重で出生したことを把握し、各種乳幼児保健事業等の案内等を行うた
め

母子保健法第１８条

平成　１５年　８月　１　日

出生した子どもとその母親



9 収集禁止事項を収集する根拠

法令等（法令等の名称；　母子保健法　　）

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（　母子保健法、児童福祉法、児童虐待防止法　）

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

低体重児届出書



第１号様式　（表）　（第３条）
令和２年１２月９日

　　府中市長

子ども家庭部　　子ども家庭支援課長

　　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

子育て世代包括支援センター関連台帳作成（母子保健型）

取扱いのあった問合せ及び軽易な相談について、よりスムーズな支援・案
内を行うための台帳を整備する。

府中市子育て世代包括支援センター事業実施基準
府中市保健センター利用者支援事業「母子保健型」実施要領

平成３０年４月１日

根拠要領に定めのある対象者



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（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（　　　　　　　　　　）

17 外部提供の提出先

国・地方公共団体 出資団体等 公共的団体

民間・私人

18 個人情報を記録する主な文書等の名称

子育て世代包括支援センター台帳



第１号様式　（表）　（第３条）
令和２年１２月９日

　　府中市長

子ども家庭部　　子ども家庭支援課長

　　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

子育て世代包括支援センター支援プラン作成（母子保健型）

本人に適切なサービスの調整や相談計画を作成する。

支援プラン作成及び支援プラン会議実施マニュアル
府中市子育て世代包括支援センター事業実施基準

平成３０年４月１日

根拠要領に定めのある対象者



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；　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（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（　　　　　　　　　　）

17 外部提供の提出先

国・地方公共団体 出資団体等 公共的団体

民間・私人

18 個人情報を記録する主な文書等の名称

支援プラン作成様式



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年１２月２０日

　　府中市長

子ども家庭部　子ども家庭支援課長

　　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

生後５０日に達する日までの乳児

個人情報取扱事務届出書

新生児聴覚検査

全ての新生児を対象に検査を実施することで聴覚障害の早期発見・早期
療育を図り、音声言語発達等への影響を最小限に抑える

厚生労働省雇用均等・児童家庭局通知　児子母発第0129002号

平成３１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

新生児聴覚検査受診票



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年１２月２０日

　　府中市長

子ども家庭部　子ども家庭支援課長

　　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

産後ケア事業

産後も安心して子育てができるよう、育児の支援者がいない退院直後の母
子に対して心身のケアや育児サポートを行う

母子保健法第１７条の２

平成３１年７月１日

産後４か月未満の産婦と乳児



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；　　母子保健法　　　　　　）

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

府中市産後ケア事業利用登録申請書、府中市産後ケア事業利用承認通知書

産後ケア事業申請時の状況、府中市産後ケア事業導入票・引継ぎ書



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年12月20日

　　府中市長

子ども家庭部　子ども家庭支援課

　　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（　リムーバブルディスク　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

個人情報取扱事務届出書

子ども家庭支援センター事業（総合相談、子ども家庭サービス事業）

子育て家庭の支援

府中市子ども家庭サービス事業実施要綱
府中市子ども家庭支援センター事業実施要綱

平成１５年８月１日

事業の対象となる世帯



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（　児童虐待の防止等に関する法律　）

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（　児童虐待の防止等に関する法律　）

17 外部提供の提出先

国・地方公共団体 出資団体等 公共的団体

民間・私人

18 個人情報を記録する主な文書等の名称

府中市子ども家庭サービス事業実施要網各号様式（子ども家庭サービス事業）

相談記録様式（総合相談事業）



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年12月20日

　　府中市長

子ども家庭部　子ども家庭支援課

　　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（　リムーバブルディスク　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

個人情報取扱事務届出書

府中市ファミリー・サポート・センター事業

子育て家庭の支援

府中市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成１５年８月１日

事業の対象となる世帯員



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；　　　　　　　　）

審議会意見

10 個人情報の主な収集先

本人

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

府中市ファミリー・サポート・センター事業実施要網各号様式



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年12月20日

　　府中市長

子ども家庭部　子ども家庭支援課

　　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（　リムーバブルディスク　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

個人情報取扱事務届出書

児童虐待相談

児童虐待事例への支援

児童虐待の防止等に関する法律

平成１５年８月１日

虐待されている児童と世帯員、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（　児童虐待の防止等に関する法律　）

12 事務の委託の有無

有り 無し

13 目的外利用の有無

有り 無し

14 目的外利用をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　児童虐待の防止等に関する法律　）

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（　児童虐待の防止等に関する法律　）

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

児童虐待増段記録様式



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年12月20日

　　府中市長

子ども家庭部　子ども家庭支援課

　　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

地域子育てひろば活動支援事業

子育て家庭を支援する市民団体等の活動への支援

府中市地域子育てひろば活動支援事業補助金交付要綱

平成１8年１0月1日

補助金交付団体の構成員



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

団体構成員名簿など



第１号様式　（表）　（第３条）
平成28年12月7日

　　府中市長

子ども家庭部　子ども家庭支援課

　　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（　　　容姿　　　）

(2)　家族状況等

家族状況 親族関係・配偶者の有無

(3)　社会生活

学校名・学歴 職業・職歴 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

子ども家庭支援センター防犯カメラ設置及び運用事務

施設内の防犯及び警備

子ども家庭支援センターにおける防犯カメラ設置及び運用基準（仮）

平成１７年３月１７日

不特定多数



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（　　　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（　　　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



第１号様式　（表）　（第３条）
令和２年１２月９日

　　府中市長

子ども家庭部　子ども家庭支援課

　　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

子育て世代包括支援センター関連台帳作成（基本型）

取扱いのあった問合せ及び軽易な相談について、よりスムーズな支援・案
内を行うための台帳を整備する。

利用者支援事業実施要領（仮）
子育て世代包括支援センター実施基準（仮）

平成３０年４月１日

根拠要領に定めのある対象者



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

子育て世代包括支援センター台帳



第１号様式　（表）　（第３条）
令和２年１２月９日

　　府中市長

子ども家庭部　子ども家庭支援課

　　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

子育て世代包括支援センター支援プラン作成（基本型）

本人に適切なサービスの調整や相談計画を作成する。

支援プラン作成及び支援プラン会議実施要領（仮）
子育て世代包括支援センター実施基準（仮）

平成３０年４月１日

根拠要領に定めのある対象者



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；　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

支援プラン作成様式



第１号様式　（表）　（第３条）
令和２年１２月９日

　　府中市長

子ども家庭部子ども家庭支援課長

　　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

産前産後家庭サポート事業

妊産婦及び多胎児家庭への支援

府中市産前産後家庭サポート事業実施要綱

平成１６年９月１日

事業の対象となる世帯員



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；　　　　　　　　）

審議会意見

10 個人情報の主な収集先

本人

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

府中市産前産後家庭サポート事業援助者派遣申請書など



第１号様式　（表）　（第３条）
令和３年１２月１５日

　　府中市長

子ども家庭部　子ども家庭支援課長

　　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

育児パッケージ配付事業

育児パッケージの配付を通し、行政が妊娠期から子育ての伴走者として子
育て家庭に関わりを持つ機会を創出する。

①府中市育児パッケージ事業実施要領
②府中市ファーストバースデー事業実施要領
③府中市多胎児家庭支援事業実施要領

①令和２年４月１日・②③令和３年４月１日

①看護職等と面談を実施した妊婦・②１歳児と１歳児を養育する家庭の保
護者・③０～２歳の多胎児と多胎児を養育する家庭の保護者



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



第１号様式　（表）　（第３条）
令和３年１０月１５日

　　府中市長

子ども家庭部子ども家庭支援課長

　　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

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

個人情報取扱事務届出書

支援対象児童等見守り強化事業

「子どもの見守り強化アクションプラン」の取組を一層推進するため、要保護
児童対策地域協議会が対象とする支援対象児童等の居宅を訪問するなど
し、状況の把握を通じて見守り体制の強化を図る。

令和３年１１月中旬

次に掲げる者で、市が見守りが必要であること及び受託者による実施が妥
当であることを認めた者とする。
　　ア　府中市要保護児童対策地域協議会が対象とする支援対象児童等
及びその世帯に属する者
　　イ　市に居住する者で、教育・保育を利用していない年少から年長まで
の年齢に相当する児童及びその世帯に属する者
　　ウ　その他市が必要と認める者



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）

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（保育所学校等関係機関）

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

　・　支援プラン（依頼用） ・　支援プラン（報告用）

　・　支援対象児童等見守り強化事業実施報告書 ・　支援対象児童等見守り強化事
業訪問状況一覧

・　個人情報取扱同意書

　



第１号様式　（表）　（第３条）
令和3年12月15日

　　府中市長

子ども家庭部子ども家庭支援課長

　　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

父母と死児の情報

母子保健型利用者支援事業

死産された方に子育て情報やｻサービス等の通知をしないようにする。ま
た、次の子の妊娠届け出時や相談時にその点を配慮した相談支援を行う
ため。
厚生労働省通知
　　子母発1220第１号　政党人発1120第１号（令和２年１１月２０日）
　　子母発0531第3号（令和3年5月31日）

令和４年４月１日予定



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；　　３に同じ　　　　　　　）

審議会意見

10 個人情報の主な収集先

本人

本人以外 他の実施機関 国・地方公共団体

民間・私人

その他（　総合窓口課　　　　　　）

11 本人以外から収集する根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 所在不明等 争訟等

他の実施機関 国・地方公共団体 審議会意見

法令等の名称（　　　３に同じ　　　　　　）

12 事務の委託の有無

有り 無し

13 目的外利用の有無

有り 無し

14 目的外利用をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　　　３に同じ　　　　　　　）

15 外部提供の有無

有り 無し

16 外部提供をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 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

経過記録票又はシステム内帳票（妊娠届）



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２７年１２月１４日

　　府中市長

子ども家庭部保育支援課長

　　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

地域子育て支援事業

子育て家庭への支援及び子育てボランティアの育成

無し

平成１５年８月１日

事業対象児童、保護者、ボランティア参加者



第１号様式　（裏）

9 収集禁止事項を収集する根拠

法令等（法令等の名称；　　　　　　　　）

審議会意見

10 個人情報の主な収集先

本人

本人以外 他の実施機関 国・地方公共団体

民間・私人

その他（　　　　　　　）

11 本人以外から収集する根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 所在不明等 争訟等

他の実施機関 国・地方公共団体 審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　）

12 事務の委託の有無

有り 無し

13 目的外利用の有無

有り 無し

14 目的外利用をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　　）

15 外部提供の有無

有り 無し

16 外部提供をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　　）

17 外部提供の提出先

国・地方公共団体 出資団体等 公共的団体

民間・私人

18 個人情報を記録する主な文書等の名称

参加申込書　ボランティア謝礼金に関する委任状



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２７年１２月１４日

　　府中市長

子ども家庭部保育支援課長

　　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

保育所等の利用調整事務

保育所等の利用調整を行う。

児童福祉法、子ども・子育て支援法、府中市保育所等の利用の調整に関
する規則

平成２７年４月１日

保育所等を利用する園児およびその保護者



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；児童福祉法、子ども・子育て支援法）

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（児童福祉法、子ども・子育て支援法）

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

保育所等利用調整申込書



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２７年１２月１４日

　　府中市長

子ども家庭部保育支援課長

　　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

利用者負担徴収事務

私立保育所、市内公立保育所における利用者負担額の徴収

府中市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関
する規則、府中市保育所条例、府中市保育所条例施行規則、児童福祉
法、子ども・子育て支援法、

平成２７年４月１日

保育所に在籍する園児およびその保護者



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（児童福祉法、子ども・子育て支援法）

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

保育所等利用調整申込書



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２７年１２月１４日

　　府中市長

子ども家庭部保育支援課長

　　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

市立保育所の通所児童の保育

通所児童の保育、保育計画の作成及び調整、保健指導、栄養指導

児童福祉法、子ども・子育て支援法、府中市立保育所条例、府中市立保育
所条例施行規則、府中市保育所における保育に関する規則

平成１５年８月１日

府中市立保育所の通所児童及び保護者



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；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

保育計画台帳、保健指導台帳、栄養指導台帳、延長保育利用者台帳



第１号様式　（表）　（第３条）
令和３年１２月２１日

　　府中市長

子ども家庭部保育支援課長

　　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

私立保育所入所運営費事務

私立保育所における保育の実施に要する費用を支弁するため

児童福祉法、子ども・子育て支援法、東京都児童福祉施設の設備及び運
営の基準に関する条例、府中市保育所運営費等の支出に関する要綱

平成１５年８月１日

私立保育所（認可保育所）へ入所した児童及び私立保育所職員



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（　私立認可保育所　）

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

在籍児童名簿、在籍職員名簿



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２７年１２月１４日

　　府中市長

子ども家庭部保育支援課長

　　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

認証保育所等運営費補助事務

認証保育所等におけるサービス水準の維持向上を図ることを目的に運営
事業に要する経費について適切に補助するため

府中市認証保育所運営費等補助金要綱

平成１５年８月１日

認証保育所等へ入所した児童及び認証保育所等職員



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（認証保育所等）

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

在籍児童名簿、在籍職員名簿



第１号様式　（表）　（第３条）
令和３年１２月１３日

　　府中市長

子ども家庭部保育支援課長

　　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

認可外保育施設入所児童保護者補助金交付事務

府中市認可外保育施設利用者負担金の減額措置に対する補助事業

府中市認可外保育施設利用者保育料助成要綱

平成２０年４月１日

認可外保育施設入所児童及びその保護者等



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（　認可外保育施設　　　　　　）

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

府中市認可外保育施設利用者保育料助成金交付申込書

入所児童・保護者名簿



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２９年１２月８日

　　府中市長

子ども家庭部保育支援課長

　　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（施設名）

(4)　収集禁止項目

思想・信条・信教 社会的差別の原因となる事実

犯罪に関する事項 病歴その他心身に関する事項

7 個人情報の処理の方法

　 情報システム等 情報システム等以外

8 個人情報の記録媒体

文書 図画 写真

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

医師意見書に関する事務

施設内における感染症の集団発症や流行を防ぐため、公立保育所に通う児童が
罹患した場合に、保護者から施設に提出していただく医師意見書の費用を負担す
る。

保育所における感染症対策ガイドライン

平成１５年８月１日

入所児童



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；　　　　　　　　）

審議会意見

10 個人情報の主な収集先

本人

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

意見書



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２７年１２月１４日

　　府中市長

子ども家庭部保育支援課長

　　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

病児・病後児保育補助事務

病気の回復期に至らず、かつ、当面その症状の急変が認められない児童
又は病気の回復期にある児童に対して一時的な保育を行う。

府中市病児・病後児保育事業補助金交付要綱

平成２１年４月１日

事業の対象となる世帯



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

病児・病後児保育事業補助金交付要綱様式



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２９年１２月８日

　　府中市長

子ども家庭部保育支援課長

　　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

私立幼稚園等登園許可証明費補助事務

私立幼稚園、私立認可保育所等、認証保育所に在籍する園児の保護者に対し
て、園児の伝染病が回復した際、市内の医療機関から発行される登園許可証の費
用を補助し、伝染病に対する理解を深め他の園児の感染を予防する。

府中市私立幼稚園等登園許可証取得費助成要綱

平成１５年８月１日

私立幼稚園、私立認可保育所等、認証保育所へ通う園児



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（　　　　　　　）

11 本人以外から収集する根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 所在不明等 争訟等

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２９年１２月８日

　　府中市長

子ども家庭部保育支援課長

　　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

幼児教育振興補助金交付事務

市内の私立幼稚園における幼児教育に要する経費について、市が適切な
補助をすることにより幼児教育の振興と充実を図ることを目的とする。

府中市幼児教育振興補助金交付規則

平成２７年４月１日

私立幼稚園に在職する職員・私立幼稚園の設置者



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

幼児教育振興補助金交付申込書・在職証明書類・園医名簿



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２７年１２月１４日

　　府中市長

子ども家庭部保育支援課長

　　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

私立幼稚園等に在籍する園児およびその保護者

個人情報取扱事務届出書

私立幼稚園等園児の保護者に対する補助金交付事務

幼稚園等に通う園児の保護者に対し、保育料等の負担を軽減し、幼児教
育の充実と振興を図ることを目的とする。

府中市私立幼稚園等園児の保護者に対する補助金交付規則

平成２７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

私立幼稚園等入園料補助金交付申込書・私立幼稚園等保育料補助金交付申込書



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２７年１２月１４日

　　府中市長

子ども家庭部保育支援課長

　　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

支給認定事務

子ども・子育て支援法に基づく支給認定および個人給付を行う。

児童福祉法、子ども・子育て支援法、府中市子どものための教育・保育給
付に係る支給認定に関する規則

平成２７年４月１日

教育・保育施設に在籍する園児およびその保護者



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；子ども・子育て支援法）

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（子ども・子育て支援法）

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

子どものための教育・保育給付に係る支給認定申請書・児童台帳

現況届・変更届・就労（内定）証明書など



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２８年１２月８日

　　府中市長

子ども家庭部保育支援課長

　　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

一時預かり補助事務

子育て家庭への支援

府中市一時預かり・定期利用保育事業費補助金交付要綱

平成　１５　年　８　月　１　日

事業対象者及び利用者



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

府中市一時預かり・定期利用保育事業費補助金交付要綱様式



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２９年１２月８日

　　府中市長

子ども家庭部保育支援課長

　　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

定期利用保育補助事務

子育て家庭への支援

府中市一時預かり・定期利用保育事業費補助金交付要綱

平成　２８　年　４　月　１　日

事業対象者及び利用者



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

府中市一時預かり・定期利用保育事業費補助金交付要綱様式

府中市定期利用保育の利用に係る保育料助成要綱様式



第１号様式　（表）　（第３条）
令和３年１２月２１日

　　府中市長

子ども家庭部保育支援課長

　　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

私立保育所振興事業

私立保育所における保育の実施に要する費用を支弁するため
私立保育所における産休代替に係る費用を支弁するため

府中市保育所運営費等の支出に関する要綱

平成１５年８月１日

私立認可保育所へ入所した児童及び私立保育所職員
私立認可保育所の産休等職員及び代替職員



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（私立認可保育所）

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

在籍児童名簿、在籍職員名簿



第１号様式　（表）　（第３条）
令和３年１２月２１日

　　府中市長

子ども家庭部保育支援課長

　　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

保育体制強化事業費補助金交付事務

保育体制強化事業費補助金の交付

府中市保育体制強化事業費補助金交付要綱

平成３１年４月１日

事業を実施する施設の職員（保育支援者）



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（　私立保育園　）

11 本人以外から収集する根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 所在不明等 争訟等

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

保育体制強化事業費補助金交付申請書類

職員名簿・雇用契約書



第１号様式　（表）　（第３条）
令和３年１２月２１日

　　府中市長

子ども家庭部保育支援課長

　　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

保育補助者雇上強化事業費補助金交付事務

保育補助者雇上強化事業費補助金の交付

府中市保育補助者雇上強化事業費補助金交付要綱

平成３０年４月１日

事業を実施する施設の職員（保育補助者）



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（　私立保育園　　　　　　）

11 本人以外から収集する根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 所在不明等 争訟等

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

保育補助者雇上強化事業費補助金交付申請書類

職員名簿・雇用契約書



第１号様式　（表）　（第３条）
令和３年１２月２１日

　　府中市長

子ども家庭部保育支援課長

　　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

延長保育事業補助金交付事務

補助金交付手続のため

延長保育事業補助金交付要綱

平成２２年４月１日

市内私立認可保育所等に在籍し、延長保育を利用した児童



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；　　　　　　　　）

審議会意見

10 個人情報の主な収集先

本人

本人以外 他の実施機関 国・地方公共団体

民間・私人

その他（　私立保育所　）

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

延長保育実施状況表



第１号様式　（表）　（第３条）
令和３年１２月２１日

　　府中市長

子ども家庭部保育支援課長

　　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

延長保育利用者保育料助成交付事務

助成金交付手続のため

府中市延長保育利用者保育料助成要綱

平成２９年４月１日

私立認可保育所等の延長保育を利用する児童の保護者で、
未納の延長料がなく、市民税がＡ階層またはＢ階層に該当する者



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；　　　　　　　　）

審議会意見

10 個人情報の主な収集先

本人

本人以外 他の実施機関 国・地方公共団体

民間・私人

その他（私立認可保育所）

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

延長保育利用者名簿、延長保育利用者助成金交付対象者一覧（文書・Excelデータ）



第１号様式　（表）　（第３条）
令和３年１２月２１日

　　府中市長

子ども家庭部保育支援課長

　　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

保育士等宿舎借上支援事業補助金交付事務

補助金交付手続のため

府中市保育従事職員宿舎借上げ事業補助金交付要綱

平成２８年４月１日

市内保育施設等に従事する者で、設置者が借り上げる宿舎に居住している
者及びその同居人



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（私立認可保育所）

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

府中市保育従事職員宿舎借上げ支援事業計画書（文書・Excelデータ）



第１号様式　（表）　（第３条）
令和３年１２月２１日

　　府中市長

子ども家庭部保育支援課長

　　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

保育従事職員資格取得支援事業補助金交付事務

補助金交付手続のため

府中市保育士資格取得支援事業補助金交付要綱

平成３０年４月１日

市内私立認可保育所等に従事する保育士資格を
有していない者で、保育士資格取得の受験や受講をする者



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（私立認可保育所）

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

保育従事職員資格取得支援事業補助金申請書



第１号様式　（表）　（第３条）
令和３年１２月２１日

　　府中市長

子ども家庭部保育支援課長

　　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

ベビーシッター利用支援事業費負担金事務

待機児童の保護者や、育児休業を１年間取得した保護者が、子が保育所
等へ入所するまで、ベビーシッターを利用する場合の費用の一部を補助す
るため

ベビーシッター利用支援事業（事業者連携型）補助要綱

令和元年　　４月　　１日

０～２歳児クラスに該当する待機児童、育児休業を１年間取得した保護者
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；　　　　　　　　）

審議会意見

10 個人情報の主な収集先

本人

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

ベビーシッター利用支援事業対象者確認書、ベビーシッター利用支援事業アカウント発行申請書

（文書・スターオフィスＰＤＦ形式）





ベビーシッター利用支援事業対象者確認書、ベビーシッター利用支援事業アカウント発行申請書



第１号様式　（表）　（第３条）
令和３年１２月２１日

　　府中市長

子ども家庭部保育支援課長

　　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

地域型保育給付費事務

特定地域型保育事業の実施に要する費用を支弁するため

子ども・子育て支援法

平成２８年４月１日

特定地域型保育を受ける児童及び特定地域型保育事業に従事する職員



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（特定地域型保育事業者）

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

12 事務の委託の有無

有り 無し

13 目的外利用の有無

有り 無し

14 目的外利用をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 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

在籍児童一覧、職員名簿（文書・スターオフィスＰＤＦ形式）

法令等の名称（子ども・子育て支援法、府中市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例）



第１号様式　（表）　（第３条）
令和３年１２月２１日

　　府中市長

子ども家庭部保育支援課長

　　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

施設型給付交付事務

新制度移行幼稚園・公立保育所・認定こども園における保育の実施に要す
る費用を支弁するため

子ども・子育て支援法、府中市立保育所条例

平成　２７年　　４月　　１日

新制度移行幼稚園・公立保育所・認定こども園へ入所した児童及び新制度
移行幼稚園職員



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（　　各施設　　）

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

在籍児童名簿、在籍職員名簿(文書・スターオフィスＰＤＦ形式)



第１号様式　（表）　（第３条）
令和３年１２月２１日

　　府中市長

子ども家庭部保育支援課長

　　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

施設等利用費交付事務

子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支
援を行い、もって一人一人の子どもが健やかに成長することができる社会の実現に
寄与することを目的とする。

子ども・子育て支援法

令和　元年　１０月　　１日

私立幼稚園又は一部の認可外保育施設に在籍する園児およびその保護
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（　私立幼稚園　　）

11 本人以外から収集する根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 所在不明等 争訟等

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

子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼届出書 ／ 施設等利用費交付申込書

e-SUITE



第１号様式　（表）　（第３条）
令和３年１２月２１日

　　府中市長

子ども家庭部保育支援課長

　　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（給食利用日数）

(4)　収集禁止項目

思想・信条・信教 社会的差別の原因となる事実

犯罪に関する事項 病歴その他心身に関する事項

7 個人情報の処理の方法

　 情報システム等 情報システム等以外

8 個人情報の記録媒体

文書 図画 写真

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

補足給付補助金交付事務

幼稚園等に通う園児の保護者に対し、副食費等の負担を軽減し、幼児教
育の充実と振興を図ることを目的とする。

府中市実費徴収に係る補足給付補助金交付要綱

令和　　元年　１０月　　１日

私立幼稚園等に在籍する園児およびその保護者



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（　私立幼稚園　　）

11 本人以外から収集する根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 所在不明等 争訟等

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

補足給付補助金交付申込書 ／ 実費徴収に係る補足給付補助金のための支払証明書

e-SUITE



第１号様式　（表）　（第３条）
令和３年１２月２１日

　　府中市長

子ども家庭部保育支援課長

　　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

私立幼稚園心身障害児教育事業費補助金交付事務

心身障害児を受け入れ、適切な心身障害児の教育に要する経費につい
て、市が適切な補助をすることにより幼児教育の振興と充実を図ることを目
的とする。

府中市私立幼稚園心身障害児教育事業補助金交付要綱

平成　３０年　　４月　２７日

私立幼稚園に在籍する心身障害児



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（　私立幼稚園　　）

11 本人以外から収集する根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 所在不明等 争訟等

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

私立幼稚園心身障害児教育事業補助金交付申請書



第１号様式　（表）　（第３条）
令和３年１２月２１日

　　府中市長

子ども家庭部保育支援課長

　　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

認可外保育施設研修関係事務

認可外保育施設に研修の周知及び受講者の取りまとめをし、東京都福祉
財団へ報告する

東京都福祉保健財団からの依頼通知

平成　２８年　　４月　１日

認可外保育施設職員



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（　該当施設長　）

11 本人以外から収集する根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 所在不明等 争訟等

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

研修受講申込書



第１号様式　（表）　（第３条）
令和３年１２月２１日

　　府中市長

子ども家庭部　保育支援課長

　　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

子ども・子育て支援施設に係る確認事務

子ども・子育て支援施設に係る確認事務に際し、事業者の資格の確認を行
う

子ども・子育て支援法、子ども・子育て支援法施行令、子ども・子育て支援
法施行規則、府中市特定子ども・子育て支援施設の確認等に関する規則

令和元年　　１０月　　１日

子ども・子育て支援施設代表者、役員及び職員



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（　事業者の代表　　　）

11 本人以外から収集する根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 所在不明等 争訟等

他の実施機関 国・地方公共団体 審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　）

12 事務の委託の有無

有り 無し

13 目的外利用の有無

有り 無し

14 目的外利用をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　　）

15 外部提供の有無

有り 無し

16 外部提供をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　　）

17 外部提供の提出先

国・地方公共団体 出資団体等 公共的団体

民間・私人

18 個人情報を記録する主な文書等の名称

特定子ども・子育て支援施設等住所等変更届出書（文書・スターオフィスＰＤＦ形式）



第１号様式　（表）　（第３条）
令和３年１２月２１日

　　府中市長

子ども家庭部　保育支援課長

　　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

教育・保育施設及び地域型保育事業に係る確認事務

教育・保育施設及び地域型保育事業に係る確認事務に際し、事業者の資
格の確認を行う

子ども・子育て支援法、子ども・子育て支援法施行令、子ども・子育て支援
法施行規則、府中市特定教育・保育施設及び地域型保育事業に係る確認
等に関する規則

平成２８年　　４月　　１日

教育・保育施設及び地域型保育事業者の代表者、役員及び職員



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（　事業者の代表　　　）

11 本人以外から収集する根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 所在不明等 争訟等

他の実施機関 国・地方公共団体 審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　）

12 事務の委託の有無

有り 無し

13 目的外利用の有無

有り 無し

14 目的外利用をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　　）

15 外部提供の有無

有り 無し

16 外部提供をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　　）

17 外部提供の提出先

国・地方公共団体 出資団体等 公共的団体

民間・私人

18 個人情報を記録する主な文書等の名称

特定教育・保育施設等確認変更申請書（文書・スターオフィスＰＤＦ形式）





第１号様式　（表）　（第３条）
令和３年１２月２１日

　　府中市長

子ども家庭部　保育支援課長

　　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（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

個人情報取扱事務届出書

認可保育所届出進達事務

認可保育所が新規設置・内容変更等の申請書を東京都に届出するに際
し、都への進達を行う

児童福祉法、児童福祉法施行令、児童福祉法施行規則、市町村における
東京都の事務処理の特例に関する条例

平成　12年　４月　１　日

認可保育所事業者の代表者、役員及び職員



その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

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（　事業者の代表　　　）

11 本人以外から収集する根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 所在不明等 争訟等

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

17 外部提供の提出先

国・地方公共団体 出資団体等 公共的団体

民間・私人

18 個人情報を記録する主な文書等の名称

法令等の名称（児童福祉法、児童福祉法施行令、児童福祉法施行規則、市町村における東京
都の事務処理の特例に関する条例　　　　　　　　　　）



児童福祉施設設置認可申請書（文書・スターオフィスＰＤＦ形式）



第１号様式　（表）　（第３条）
令和３年１２月２１日

　　府中市長

子ども家庭部　保育支援課長

　　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（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

個人情報取扱事務届出書

認証保育所届出進達事務

認証保育所が新規設置等の申請書を東京都に届出するに際し、都への進
達を行う

児童福祉法、児童福祉法施行令、児童福祉法施行規則、市町村における
東京都の事務処理の特例に関する条例

平成　12　年　　４月　　１日

認証保育所事業者の代表者、役員及び職員



その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

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（　事業者の代表　　　）

11 本人以外から収集する根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 所在不明等 争訟等

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

17 外部提供の提出先

国・地方公共団体 出資団体等 公共的団体

民間・私人

18 個人情報を記録する主な文書等の名称

法令等の名称（児童福祉法、児童福祉法施行令、児童福祉法施行規則、市町村における東京
都の事務処理の特例に関する条例　　　　　　　　　　）



東京都認証保育所申請に関する届出書（文書・スターオフィスＰＤＦ形式）



第１号様式　（表）　（第３条）
令和３年１２月２１日

　　府中市長

子ども家庭部　保育支援課長

　　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

幼稚園の手続に係る事務

幼稚園の手続に係る事務に際し、事業者の資格の確認を行う

教育基本法、学校教育法、学校教育法施行令、学校教育法施行規則、幼
稚園設置基準、私立学校法施行規則、市町村における東京都の事務処理
の特例に関する条例

平成１２年　　４月　　１日

幼稚園事業者の代表者、役員及び職員



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（　事業者の代表　　　）

11 本人以外から収集する根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 所在不明等 争訟等

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

幼稚園の申請等に関する届出書（文書・スターオフィスＰＤＦ形式）





第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年12月２４日

　　府中市長

子ども家庭部児童青少年課長

　　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（　ラベル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

個人情報取扱事務届出書

成人の日記念「青年のつどい」

成人の日記念「青年のつどい」を実施するにあたり実行委員会を組織すると
ともに、新成人に対し、記念式典・記念イベントの招待状を送付するため

平成１５年８月１日

市内の新成人、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（　　　　　　　）

11 本人以外から収集する根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 所在不明等 争訟等

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

「成人の日記念青年のつどい」文書保存ファイル



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年12月２４日

　　府中市長

子ども家庭部児童青少年課長

　　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

青少年健全育成標語コンクール

標語を募集するとともに、審査委員への通知や謝礼金の支払いを行うため

平成１５年８月１日

応募者、審査委員



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

「青少年健全育成標語コンクール」文書保存ファイル



第１号様式　（表）　（第３条）
平成３０年１２月１４日

　　府中市長

子ども家庭部児童青少年課長

　　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

子ども緊急避難の家

協力者の登録事務や通知、保険の加入を行うため

平成１５年８月１日

子ども緊急避難の家の協力者



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（　青少年対策地区委員会・PTA連合会等　　　　　　）

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

「子ども緊急避難の家」文書保存ファイル



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年12月２４日

　　府中市長

子ども家庭部児童青少年課長

　　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

青少年健全育成交流事業
（小学生バレーボールのつどい・小学生綱引きのつどい）

青少年健全育成事業を実施するにあたり実行委員会を組織するとともに、参
加チームの名簿作成や関係者への通知、保険の加入を行うため

平成１５年８月１日

実行委員、参加する監督・コーチ・選手、審判員、看護師、青少年対策地区
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

「小学生バレーボールのつどい」「小学生綱引きのつどい」文書保存ファイル



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年12月２４日

　　府中市長

子ども家庭部児童青少年課長

　　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

青少年対策地区委員会関係事務

委員名簿を作成するとともに、補助金申請や支援に関する通知を行うため

府中市青少年対策地区委員会に対する補助金交付要綱
東京都青少年の健全な育成に関する条例（功労者表彰等）

平成１５年８月１日

府中市青少年対策地区委員会委員



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；　東京都青少年の健全な育成に関する条例　　　　　　　）

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

青少対委員名簿、青少対委員台帳、退任者委員台帳



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年12月２４日

　　府中市長

子ども家庭部児童青少年課長

　　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

青少年団体関係事務（子ども会・ボーイスカウト・ガールスカウト）

青少年団体として団体登録するとともに、補助金申請や支援に関する通知を
行うため

府中市青少年団体の登録及び支援に関する要綱
府中市青少年団体事業補助金交付要綱

平成１５年８月１日

青少年団体（子ども会・ボーイスカウト・ガールスカウト）の構成員



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

「青少年団体補助金」「青少年団体登録」文書保存ファイル



第１号様式　（表）　（第３条）
平成２７年１２月１４日

　　府中市長

子ども家庭部児童青少年課長

　　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

青少年キャンプ訓練場管理事務

キャンプ訓練場の使用者を確認するため

府中市青少年キャンプ訓練場要綱

平成１５年８月１日

青少年キャンプ訓練場の使用者



第１号様式　（裏）

9 収集禁止事項を収集する根拠

法令等（法令等の名称；　　　　　　　　）

審議会意見

10 個人情報の主な収集先

本人

本人以外 他の実施機関 国・地方公共団体

民間・私人

その他（　　　　　　　）

11 本人以外から収集する根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 所在不明等 争訟等

他の実施機関 国・地方公共団体 審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　）

12 事務の委託の有無

有り 無し

13 目的外利用の有無

有り 無し

14 目的外利用をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 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

青少年キャンプ訓練場使用申込書綴り



第１号様式　（表）　（第３条）
平成３０年１２月１４日

　　府中市長

子ども家庭部児童青少年課長

　　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

青少年の環境浄化活動に伴う不健全図書類対策事務

青少年に対する不健全図書類の区分陳列や販売自粛等の協力依頼等、自
動販売機提供者への自主規制要請を実施している。

東京都青少年の健全な育成に関する条例
府中市青少年問題協議会

平成１５年８月１日

事業者及び自販機提供者



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（　青少年対策地区委員会・PTA連合会等　　　　　　）

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

「環境浄化活動・不健全図書類対策」文書保存ファイル



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年12月２４日

　　府中市長

子ども家庭部児童青少年課長

　　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

ジュニアリーダー講習会事業

ジュニアリーダー講習生への通知や保険の加入などを行うため

平成１５年８月１日

ジュニアリーダー講習生



第１号様式　（裏）

9 収集禁止事項を収集する根拠

法令等（法令等の名称；　　　　　　　　）

審議会意見

10 個人情報の主な収集先

本人

本人以外 他の実施機関 国・地方公共団体

民間・私人

その他（　　　　　　　）

11 本人以外から収集する根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 所在不明等 争訟等

他の実施機関 国・地方公共団体 審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　）

12 事務の委託の有無

有り 無し

13 目的外利用の有無

有り 無し

14 目的外利用をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　　）

15 外部提供の有無

有り 無し

16 外部提供をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　　）

17 外部提供の提出先

国・地方公共団体 出資団体等 公共的団体

民間・私人

18 個人情報を記録する主な文書等の名称

ジュニアリーダー講習生名簿



第１号様式　（表）　（第３条）
令和２年１２月２５日

　　府中市長

子ども家庭部児童青少年課長

　　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（ＵＳＢ）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

学童クラブに入会する児童とその同居者

個人情報取扱事務届出書

学童クラブ管理運営事務

学童クラブへの入会要件の確認及び育成料・延長育成料・間食費を徴収す
るために、必要最小限の個人情報を収集する。

府中市学童クラブ条例
府中市学童クラブ条例施行規則

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；府中市立学童クラブ条例　　第６条）

審議会意見

10 個人情報の主な収集先

本人

本人以外 他の実施機関 国・地方公共団体

民間・私人

その他（　　　　　　　）

11 本人以外から収集する根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 所在不明等 争訟等

他の実施機関 国・地方公共団体 審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　）

12 事務の委託の有無

有り 無し

13 目的外利用の有無

有り 無し

14 目的外利用をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　　）

15 外部提供の有無

有り 無し

16 外部提供をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　　）

17 外部提供の提出先

国・地方公共団体 出資団体等 公共的団体

民間・私人

18 個人情報を記録する主な文書等の名称

学童クラブ児童台帳

学童クラブ入会決定台帳



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年12月２４日

　　府中市長

子ども家庭部児童青少年課長

　　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

青少年体験活動事業
（青少年体験事業、ナイトハイク、デイキャンプ）

・青少年体験活動事業参加者への通知や保険の加入などを行うため
・ナイトハイクの実施に伴い実行委員会を組織するため

平成１５年８月１日

青少年体験活動事業参加者、ナイトハイク実行委員



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（　　　　　　　）

11 本人以外から収集する根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 所在不明等 争訟等

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

「青少年体験事業」文書保存ファイル



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年12月２４日

　　府中市長

子ども家庭部児童青少年課長

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

1
個人情報を取り扱う
事務の名称

2
個人情報を取り扱う
事務の目的

3
個人情報を取り扱う
事務の根拠

4
事務を開始する年月
日

5
事務の対象者となる
個人の範囲

(1)　基本的事項

氏名 住所 性別

生年月日 年齢 電話番号・メールアドレス

金融機関の口座 個人番号 その他個人を識別する番号

(2)　家族状況等

家族状況 親族関係・配偶者の有無

(3)　社会生活

学校名・学歴 職業・職歴 成績・評価

資格・処罰 財産・収入 住居の状況

公的扶助 その他

(4)　収集禁止項目

思想・信条・信教 社会的差別の原因となる事実

犯罪に関する事項 病歴その他心身に関する事項

7 個人情報の処理の方法

　 情報システム等 情報システム等以外

8 個人情報の記録媒体

文書 図画 写真

フィルム サーバ機器等 パソコン機器等

可搬記録媒体（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

6
　
　
個
人
情
報
の
内
容

個人情報取扱事務届出書

家庭の日事業

家庭の日事業参加者への通知や保険の加入などを行うとともに、講師に依
頼や謝礼金を支払うため

「家庭の日」実施要項

平成１５年８月１日

家庭の日事業参加者、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

「家庭の日事業」文書保存ファイル



第１号様式　（表）　（第３条）
平成３０年１２月１４日

　　府中市長

子ども家庭部児童青少年課長

　　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

保護者及び参加児童、委託団体

個人情報取扱事務届出書

放課後子ども教室事業

放課後子ども教室参加者の管理

府中市放課後子ども教室事業実施要綱

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

放課後子ども教室事業綴り



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年12月２４日

　　府中市長

子ども家庭部児童青少年課長

　　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

府中市レクリーダー関係事務

委員名簿の作成や通知を行うため

府中市レクリーダー登録制度要綱

平成１５年８月１日

府中市レクリーダー



第１号様式　（裏）

9 収集禁止事項を収集する根拠

法令等（法令等の名称；　　　　　　　　）

審議会意見

10 個人情報の主な収集先

本人

本人以外 他の実施機関 国・地方公共団体

民間・私人

その他（　　　　　　　）

11 本人以外から収集する根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 所在不明等 争訟等

他の実施機関 国・地方公共団体 審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　）

12 事務の委託の有無

有り 無し

13 目的外利用の有無

有り 無し

14 目的外利用をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　　）

15 外部提供の有無

有り 無し

16 外部提供をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　　）

17 外部提供の提出先

国・地方公共団体 出資団体等 公共的団体

民間・私人

18 個人情報を記録する主な文書等の名称

府中市レクリーダー名簿



第１号様式　（表）　（第３条）
令和元年12月２４日

　　府中市長

子ども家庭部児童青少年課長

　　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

府中市青少年委員会関係事務

委員名簿を作成するとともに、通知や報酬の支払を行うため

府中市青少年委員の設置等に関する規則
府中市青少年委員会要綱

平成１５年８月１日

府中市青少年委員



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

府中市青少年委員名簿



第１号様式　（表）　（第３条）
平成３０年１２月１４日

　　府中市長

子ども家庭部児童青少年課長

　　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

健全育成協力店

協力者の登録事務や通知、保険の加入を行うため

府中市青少年健全育成協力店指定制度実施要綱
府中市青少年健全育成協力店指定制度連絡会設置要綱

平成１５年８月１日

健全育成協力店の登録者



第１号様式　（裏）

9 収集禁止事項を収集する根拠

法令等（法令等の名称；　　　　　　　　）

審議会意見

10 個人情報の主な収集先

本人

本人以外 他の実施機関 国・地方公共団体

民間・私人

その他（　　　　　　　）

11 本人以外から収集する根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 所在不明等 争訟等

他の実施機関 国・地方公共団体 審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　）

12 事務の委託の有無

有り 無し

13 目的外利用の有無

有り 無し

14 目的外利用をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　　）

15 外部提供の有無

有り 無し

16 外部提供をする根拠

本人の同意 法令等 出版・報道等

緊急 実施機関内 国・地方公共団体

審議会意見

法令等の名称（　　　　　　　　　　）

17 外部提供の提出先

国・地方公共団体 出資団体等 公共的団体

民間・私人

18 個人情報を記録する主な文書等の名称

「健全育成協力店」文書保存ファイル



第１号様式　（表）　（第３条）
平成３０年１２月14日

　　府中市長

子ども家庭部児童青少年課長

　　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

府中市青少年問題協議会関係事務

委員名簿を作成するとともに、通知や報酬の支払を行うため

府中市青少年問題協議会条例
府中市青少年問題協議会事務局の設置に関する規則

平成１５年８月１日

府中市青少年問題協議会委員



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

府中市青少年問題協議会委員名簿



第１号様式　（表）　（第３条）
令和２年１２月２５日

　　府中市長

子ども家庭部　児童青少年課長

　　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

青年総合相談

相談者に対し関係機関の紹介その他の必要な情報の提供及び助言を行
い、青年が社会生活を円滑に営むことができるように支援する。

子ども・若者育成支援推進法

令和２年４月１日

原則として１９～２９歳の青年またはその親族



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；子ども・若者育成支援推進法）

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（本人の親族）

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（子ども・若者育成支援推進法）

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（子ども・若者育成支援推進法）

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



第１号様式　（表）　（第３条）
令和３年１２月２５日

　　府中市長

子ども家庭部児童青少年課長

　　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

青少年インターネット利用啓発事業

青少年インターネット利用状況の調査、講演会、研修会開催に係る通知の
ため。

令和４年４月１日

市内の青少年、その保護者、教育関係者等



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

青少年インターネット利用啓発事業利用者名簿


