
○かすみがうら市個人番号の利用及び特定個人情

報の提供に関する条例 

平成２７年１２月２５日 

条例第３０号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律

第２７号。以下「法」という。）第９条第２項に基づく

個人番号の利用及び法第１９条第１０号に基づく特定

個人情報の提供に関し必要な事項を定める。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義

は、当該各号に定めるところによる。 

（１） 個人番号 法第２条第５項に規定する個人番号

をいう。 

（２） 特定個人情報 法第２条第８項に規定する特定

個人情報をいう。 

（３） 個人番号利用事務実施者 法第２条第１２項に

規定する個人番号利用事務実施者をいう。 

（４） 情報提供ネットワークシステム 法第２条第１

４項に規定する情報提供ネットワークシステムをい

う。 

（市の責務） 

第３条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に

関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を

講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ

主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとす

る。 

（個人番号の利用範囲） 

第４条 法第９条第２項の条例で定める事務は、別表第１

の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別

表第２の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる

事務及び市長又は教育長が行う法別表第２の第２欄に

掲げる事務とする。 



２ 別表第２の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる

事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げ

る特定個人情報であって当該機関が保有するものを利

用することができる。ただし、法の規定により、情報提

供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用

事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けること

ができる場合は、この限りでない。 

３ 市長又は教育長は、法別表第２の第２欄に掲げる事務

を処理するために必要な限度で同表の第４欄に掲げる

特定個人情報であって自らが保有するものを利用する

ことができる。ただし、法の規定により、情報提供ネッ

トワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実

施者から当該特定個人情報の提供を受けることができ

る場合は、この限りでない。 

４ 第２項の規定による特定個人情報の利用ができる場

合において、他の条例、規則その他の規程の規定により

当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提

出が義務付けられているときは、当該書面の提出があっ

たものとみなす。 

（特定個人情報の提供） 

第５条 法第１９条第９号の条例で定める特定個人情報

を提供することができる場合は、別表第３の第１欄に掲

げる機関が、同表の第３欄に掲げる機関に対し、同表の

第２欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第

４欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合におい

て、同表の第３欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提

供するときとする。 

２ 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合

において、他の条例及び規則等の規定により当該特定個

人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付

けられているときは、当該書面の提出があったものとみ

なす。 

（規則への委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め



る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２８年１月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日から個人情報の保護に関する法

律及び行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律（平成

２７年法律第６５号）附則第１条第５号に掲げる規定の

施行の日の前日までの間における第５条第１項の規定

の適用については、同項中「第１９条第１０号」とある

のは、「第１９条第９号」とする。 

別表第１（第４条関係） 

機関 事務 

１ 市長 かすみがうら市難病患者福祉金支給要綱（平

成２０年かすみがうら市告示第１０９号）に

関する事務であって規則で定めるもの 

２ 市長 かすみがうら市成年後見制度利用支援事業実

施要綱（平成２２年かすみがうら市告示第４

３号）に関する事務であって規則で定めるも

の 

３ 市長 かすみがうら市医療福祉費支給に関する条例

（平成１７年かすみがうら市条例第８８号）

に関する事務であって規則で定めるもの 

４ 市長 かすみがうら市子ども・子育て支援法施行細

則（平成２７年かすみがうら市規則第２号）

に関する事務であって規則で定めるもの 

５ 市長 かすみがうら市ひとり親家庭高等職業訓練促

進給付金等助成事業実施要綱（平成２６年か

すみがうら市告示第１９号）に関する事務で

あって規則で定めるもの 

６ 市長 かすみがうら市放課後児童クラブ条例（平成

１９年かすみがうら市条例第２１号）に関す

る事務であって規則で定めるもの 

７ 市長 かすみがうら市子育て短期支援事業実施要綱



（平成２１年かすみがうら市告示第６４号）

に関する事務であって規則で定めるもの 

８ 市長 かすみがうら市チャイルドシート貸付規則

（平成２４年かすみがうら市規則第３号）に

関する事務であって規則で定めるもの 

９ 市長 かすみがうら市訪問介護利用者負担助成事業

実施要綱（平成１８年かすみがうら市告示第

１１３号）に関する事務であって規則で定め

るもの 

１０ 市長 かすみがうら市ひとり暮らし老人等緊急通報

システム事業実施要項（平成１７年かすみが

うら市告示第１５２号）に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

１１ 市長 かすみがうら市ひとり暮らし高齢者住宅用火

災報知器給付事業実施要綱（平成２２年かす

みがうら市告示第５２号）に関する事務であ

って規則で定めるもの 

１２ 市長 かすみがうら市救急医療情報キット配布事業

実施要項（平成２４年かすみがうら市告示第

８０号）に関する事務であって規則で定める

もの 

１３ 市長 かすみがうら市「食」の自立支援事業実施要

項（平成１７年かすみがうら市告示第１５３

号）に関する事務であって規則で定めるもの 

１４ 市長 かすみがうら市軽度生活支援事業実施要綱

（平成１７年かすみがうら市告示第１５４

号）に関する事務であって規則で定めるもの 

１５ 市長 かすみがうら市寝具洗濯乾燥消毒サービス事

業実施要項（平成１７年かすみがうら市告示

第１２号）に関する事務であって規則で定め

るもの 

１６ 市長 かすみがうら市要援護高齢者等福祉タクシー

利用料金助成要項（平成１７年かすみがうら

市告示第１３号）に関する事務であって規則



で定めるもの 

１７ 市長 かすみがうら市生活管理指導員派遣事業実施

要項（平成１７年かすみがうら市告示第１７

０号）に関する事務であって規則で定めるも

の 

１８ 市長 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律（平成１７年法律第１２３

号）に関する事務であって規則で定めるもの 

.１９ 市長 かすみがうら市障害者等日常生活用具給付事

業実施要綱（平成１８年かすみがうら市告示

第１２５号）に関する事務であって規則で定

めるもの 

２０ 市長 かすみがうら市自立支援医療費支給認定実施

要綱（平成２５年かすみがうら市告示第５７

号）に関する事務であって規則で定めるもの 

２１ 市長 療育手帳に関する事務であって規則で定める

もの 

２２ 市長 かすみがうら市在宅障害者一時介護事業実施

要綱（平成１７年かすみがうら市告示第１５

７号）に関する事務であって規則で定めるも

の 

２３ 市長 かすみがうら市身体障害者自動車改造費補助

金交付要項（平成１７年かすみがうら市告示

第２１号）に関する事務であって規則で定め

るもの 

２４ 市長 かすみがうら市在宅障害児福祉手当支給条例

（平成２０年かすみがうら市条例第５号）に

関する事務であって規則で定めるもの 

２５ 市長 かすみがうら市障害児福祉手当及び特別障害

者手当等事務取扱細則（平成１７年かすみが

うら市規則第６８号）に関する事務であって

規則で定めるもの 

２６ 市長 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に

関する事務であって規則で定めるもの 



２７ 市長 かすみがうら市地域生活支援事業実施要綱

（平成１８年かすみがうら市告示第１２６

号）に関する事務であって規則で定めるもの 

２８ 市長 かすみがうら市社会福祉法人による介護保険

サービス利用者負担額減額措置助成金交付要

綱（平成２０年かすみがうら市告示第１１１

号）に関する事務であって規則で定めるもの 

２９ 市長 かすみがうら市インフルエンザ予防接種実施

要綱（平成１８年かすみがうら市告示第１３

０号）に関する事務であって規則で定めるも

の 

３０ 市長 かすみがうら市高齢者肺炎球菌予防接種実施

要綱（平成２６年かすみがうら市告示第８２

号）に関する事務であって規則で定めるもの 

３１ 市長 かすみがうら市不妊治療費補助金交付要項

（平成１８年かすみがうら市告示第１１６

号）に関する事務であって規則で定めるもの 

３２ 市長 かすみがうら市がん検診等検診料徴収要項

（平成２１年かすみがうら市告示第７２号）

に関する事務であって規則で定めるもの 

３３ 市長 かすみがうら市養育医療の給付に要する費用

の徴収実施要領（平成２５年かすみがうら市

告示第６０号）に関する事務であって規則で

定めるもの 

３４ 市長 かすみがうら市私立幼稚園就園奨励費補助金

交付要綱（平成２６年かすみがうら市告示第

２６号）に関する事務であって規則で定める

もの 

３５ 市長 かすみがうら市私立幼稚園園児の保護者に対

する助成金交付要綱（平成２６年かすみがう

ら市告示第２７号）に関する事務であって規

則で定めるもの 

３６ 教育

長 

特別支援教育就学奨励費及び要保護・準要保

護児童生徒援助費補助金交付要項に関する事



務であって規則で定めるもの 

別表第２（第４条関係） 

機関 事務 特定個人情報 

１ 市長 かすみがうら市難病

患者福祉金支給要綱

（平成２０年かすみ

がうら市告示第１０

９号）に関する事務

であって規則で定め

るもの 

生活保護法（昭和２５年

法律第１４４号）による

保護の実施又は就労自立

給付金の支給に関する情

報（以下「生活保護関係

情報」という。）であっ

て規則で定めるもの 

２ 市長 かすみがうら市成年

後見制度利用支援事

業実施要綱（平成２

２年かすみがうら市

告示第４３号）に関

する事務であって規

則で定めるもの 

（１） 地方税法（昭和

２５年法律第２２６

号）その他の地方税に

関する法律に基づく条

例の規定により算定し

た税額又はその算定の

基礎となる事項に関す

る情報（以下「地方税

関係情報」という。）

であって規則で定める

もの 

（２） 生活保護関係情

報であって規則で定め

るもの 

３ 市長 かすみがうら市医療

福祉費支給に関する

条例（平成１７年か

すみがうら市条例第

８８号）に関する事

務であって規則で定

めるもの 

地方税関係情報であって

規則で定めるもの 

４ 市長 かすみがうら市子ど

も・子育て支援法施

行細則（平成２７年

（１） 地方税関係情報

であって規則で定める

もの 



かすみがうら市規則

第２号）に関する事

務であって規則で定

めるもの 

（２） 生活保護関係情

報であって規則で定め

るもの 

５ 市長 かすみがうら市ひと

り親家庭高等職業訓

練促進給付金等助成

事業実施要綱（平成

２６年かすみがうら

市告示第１９号）に

関する事務であって

規則で定めるもの 

（１） 地方税関係情報

であって規則で定める

もの 

（２） 児童扶養手当法

（昭和３６年法律第２

３８号）による児童扶

養手当の支給に関する

情報（以下「児童扶養

手当関係情報」とい

う。）であって規則で

定めるもの 

６ 市長 かすみがうら市放課

後児童クラブ条例

（１） 地方税関係情報

であって規則で定める

（平成１９年かすみ

がうら市条例第２１

号）に関する事務で

あって規則で定める

もの 

もの 

（２） 生活保護関係情

報であって規則で定め

るもの 

７ 市長 かすみがうら市子育

て短期支援事業実施

要綱（平成２１年か

すみがうら市告示第

６４号）に関する事

務であって規則で定

めるもの 

（１） 地方税関係情報

であって規則で定める

もの 

（２） 生活保護関係情

報であって規則で定め

るもの 

８ 市長 かすみがうら市チャ

イルドシート貸付規

則（平成２４年かす

みがうら市規則第３

号）に関する事務で

住民基本台帳法第７条第

４号に規定する事項（以

下「住民票関係情報」と

いう。）であって規則で

定めるもの 



あって規則で定める

もの 

９ 市長 かすみがうら市訪問

介護利用者負担助成

事業実施要綱（平成

１８年かすみがうら

市告示第１１３号）

に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

（１） 地方税関係情報

であって規則で定める

もの 

（２） 介護保険法（平

成９年法律第１２３

号）による要介護認定

に関する情報（以下「要

介護認定関係情報」と

いう。）であって規則

で定めるもの 

（３） 生活保護関係情

報であって規則で定め

るもの 

１０ 市長 かすみがうら市ひと

り暮らし老人等緊急

要介護認定関係情報であ

って規則で定めるもの 

通報システム事業実

施要項（平成１７年

かすみがうら市告示

第１５２号）に関す

る事務であって規則

で定めるもの 

１１ 市長 かすみがうら市ひと

り暮らし高齢者住宅

用火災報知器給付事

業実施要綱（平成２

２年かすみがうら市

告示第５２号）に関

する事務であって規

則で定めるもの 

（１） 地方税関係情報

であって規則で定める

もの 

（２） 要介護認定関係

情報であって規則で定

めるもの 

（３） 生活保護関係情

報であって規則で定め

るもの 

１２ 市長 かすみがうら市救急

医療情報キット配布

要介護認定関係情報であ

って規則で定めるもの 



事業実施要項（平成

２４年かすみがうら

市告示第８０号）に

関する事務であって

規則で定めるもの 

１３ 市長 かすみがうら市「食」

の自立支援事業実施

要項（平成１７年か

すみがうら市告示第

１５３号）に関する

事務であって規則で

定めるもの 

生活保護関係情報であっ

て規則で定めるもの 

１４ 市長 かすみがうら市軽度

生活支援事業実施要

綱（平成１７年かす

みがうら市告示第１

５４号）に関する事

生活保護関係情報であっ

て規則で定めるもの 

務であって規則で定

めるもの 

１５ 市長 かすみがうら市寝具

洗濯乾燥消毒サービ

ス事業実施要項（平

成１７年かすみがう

ら市告示第１２号）

に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

（１） 要介護認定関係

情報であって規則で定

めるもの 

（２） 生活保護関係情

報であって規則で定め

るもの 

１６ 市長 かすみがうら市要援

護高齢者等福祉タク

シー利用料金助成要

項（平成１７年かす

みがうら市告示第１

３号）に関する事務

であって規則で定め

るもの 

（１） 地方税関係情報

であって規則で定める

もの 

（２） 要介護認定関係

情報であって規則で定

めるもの 



１７ 市長 かすみがうら市生活

管理指導員派遣事業

実施要項（平成１７

年かすみがうら市告

示第１７０号）に関

する事務であって規

則で定めるもの 

（１） 要介護認定関係

情報であって規則で定

めるもの 

（２） 生活保護関係情

報であって規則で定め

るもの 

１８ 市長 障害者の日常生活及

び社会生活を総合的

に支援するための法

律（平成１７年法律

第１２３号）に関す

る事務であって規則

で定めるもの 

（１） 地方税関係情報

であって規則で定める

もの 

（２） 生活保護関係情

報であって規則で定め

るもの 

１９ 市長 かすみがうら市障害

者等日常生活用具給

付事業実施要綱（平

（１） 地方税関係情報

であって規則で定める

もの 

成１８年かすみがう

ら市告示第１２５

号）に関する事務で

あって規則で定める

もの 

（２） 生活保護関係情

報であって規則で定め

るもの 

２０ 市長 かすみがうら市自立

支援医療費支給認定

実施要綱（平成２５

年かすみがうら市告

示第５７号）に関す

る事務であって規則

で定めるもの 

（１） 地方税関係情報

であって規則で定める

もの 

（２） 生活保護関係情

報であって規則で定め

るもの 

２１ 市長 療育手帳に関する事

務であって規則で定

めるもの 

住民票関係情報であって

規則で定めるもの 

２２ 市長 かすみがうら市在宅

障害者一時介護事業

生活保護関係情報であっ

て規則で定めるもの 



実施要綱（平成１７

年かすみがうら市告

示第１５７号）に関

する事務であって規

則で定めるもの 

２３ 市長 かすみがうら市身体

障害者自動車改造費

補助金交付要項（平

成１７年かすみがう

ら市告示第２１号）

に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

（１） 地方税関係情報

であって規則で定める

もの 

（２） 生活保護関係情

報であって規則で定め

るもの 

２４ 市長 かすみがうら市在宅

障害児福祉手当支給

条例（平成２０年か

すみがうら市条例第

５号）に関する事務

地方税関係情報であって

規則で定めるもの 

であって規則で定め

るもの 

２５ 市長 かすみがうら市障害

児福祉手当及び特別

障害者手当等事務取

扱細則（平成１７年

かすみがうら市規則

第６８号）に関する

事務であって規則で

定めるもの 

地方税関係情報であって

規則で定めるもの 

２６ 市長 児童福祉法（昭和２

２年法律第１６４

号）に関する事務で

あって規則で定める

もの 

（１） 地方税関係情報

であって規則で定める

もの 

（２） 生活保護関係情

報であって規則で定め

るもの 

２７ 市長 かすみがうら市地域 （１） 地方税関係情報



生活支援事業実施要

綱（平成１８年かす

みがうら市告示第１

２６号）に関する事

務であって規則で定

めるもの 

であって規則で定める

もの 

（２） 生活保護関係情

報であって規則で定め

るもの 

２８ 市長 かすみがうら市社会

福祉法人による介護

保険サービス利用者

負担額減額措置助成

金交付要綱（平成２

０年かすみがうら市

告示第１１１号）に

関する事務であって

規則で定めるもの 

（１） 地方税関係情報

であって規則で定める

もの 

（２） 生活保護関係情

報であって規則で定め

るもの 

２９ 市長 かすみがうら市イン

フルエンザ予防接種

生活保護関係情報であっ

て規則で定めるもの 

実施要綱（平成１８

年かすみがうら市告

示第１３０号）に関

する事務であって規

則で定めるもの 

３０ 市長 かすみがうら市高齢

者肺炎球菌予防接種

実施要綱（平成２６

年かすみがうら市告

示第８２号）に関す

る事務であって規則

で定めるもの 

生活保護関係情報であっ

て規則で定めるもの 

３１ 市長 かすみがうら市不妊

治療費補助金交付要

項（平成１８年かす

みがうら市告示第１

１６号）に関する事

地方税関係情報であって

規則で定めるもの 



務であって規則で定

めるもの 

３２ 市長 かすみがうら市がん

検診等検診料徴収要

項（平成２１年かす

みがうら市告示第７

２号）に関する事務

であって規則で定め

るもの 

生活保護関係情報であっ

て規則で定めるもの 

３３ 市長 かすみがうら市養育

医療の給付に要する

費用の徴収実施要領

（平成２５年かすみ

がうら市告示第６０

号）に関する事務で

あって規則で定める

もの 

地方税関係情報であって

規則で定めるもの 

３４ 市長 かすみがうら市私立

幼稚園就園奨励費補

助金交付要綱（平成

２６年かすみがうら

市告示第２６号）に

関する事務であって

規則で定めるもの 

（１） 地方税関係情報

であって規則で定める

もの 

（２） 生活保護関係情

報であって規則で定め

るもの 

３５ 市長 かすみがうら市私立

幼稚園園児の保護者

に対する助成金交付

要綱（平成２６年か

すみがうら市告示第

２７号）に関する事

務であって規則で定

めるもの 

住民票関係情報であって

規則で定めるもの 

別表第３（第５条関係） 

情報照会 事務 情報提供 特定個人情報 



機関 機関 

１ 教育

長 

特別支援教育就学奨

励費及び要保護・準

要保護児童生徒援助

費補助金に関する事

務であって規則で定

めるもの 

市長 （１） 地方税関係

情報であって規

則で定めるもの 

（２） 生活保護関

係情報であって

規則で定めるも

の 

 


