
 

 

平成２７年１０月２日成田市規則第７０号 

 

成田市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

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する

条例施行規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は，成田市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に基づく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年条例第３６号。以下「条例」という。）の施行

に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （条例別表第１に定める事務） 

第２条 条例別表第１の１ 市長の項事務の欄の規則で定めるものは，次のと

おりとする。 

(1) 成田市子ども医療費助成規則（平成２３年規則第２３号。以下「子ども

医療費規則」という。）第６条第１項の規定による申請に係る事実につい

ての審査に関する事務 

(2) 子ども医療費規則第９条第１項の規定による支払に関する事務 

(3) 子ども医療費規則第９条第３項の規定による申請に係る事実についての

審査に関する事務 

(4) 子ども医療費規則第１１条第１項の規定による届出に係る事実について

の審査に関する事務 

(5) 子ども医療費規則第１２条第１項の規定による申請に係る事実について

の審査に関する事務 

(6) 子ども医療費規則第１３条第２項に規定する更新に関する事務 

(7) 子ども医療費規則第１４条の規定による受給資格の喪失に関する事務 

(8) 子ども医療費規則第１７条の規定による返還に関する事務 

２ 条例別表第１の２ 市長の項事務の欄の規則で定めるものは，次のとお

りとする。 

(1) 成田市母子家庭・父子家庭等医療費等の助成に関する規則（平成８年規

則第４８号。以下「母子家庭等医療費規則」という。）第８条本文の規定

による申請に係る事実についての審査に関する事務 

(2) 母子家庭等医療費規則第１０条第１項本文の規定による申請に係る事実

についての審査に関する事務 

(3) 母子家庭等医療費規則第１２条第１項の規定による届出に係る事実につ

いての審査に関する事務 

(4) 母子家庭等医療費規則第１２条第２項の規定による届出に係る事実につ



 

 

いての審査に関する事務 

(5) 母子家庭等医療費規則第１３条第１項本文の規定による申請に係る事実

についての審査に関する事務 

(6) 母子家庭等医療費規則第１３条第３項の規定による支払に関する事務 

(7) 母子家庭等医療費規則第１６条の規定による取消し及び返還に係る事実

についての審査に関する事務 

３ 条例別表第１の３ 市長の項事務の欄の規則で定めるものは，次のとお

りとする。 

(1) 成田市重度心身障害者の医療費助成に関する条例（昭和４９年条例第５

号。以下「重心医療費条例」という。）第５条第１項の規定による申請に

係る事実についての審査に関する事務 

(2) 重心医療費条例第６条第１項の規定による支払に関する事務 

(3) 重心医療費条例第６条第４項の規定による申請に係る事実についての審

査に関する事務 

(4) 重心医療費条例第７条第３項の規定による返還に関する事務 

(5) 重心医療費条例第８条第１項の規定による届出に係る事実についての審

査に関する事務 

(6) 重心医療費条例第９条第１項の規定による申請に係る事実についての審

査に関する事務 

(7) 重心医療費条例第１０条第２項に規定する更新に関する事務 

(8) 重心医療費条例第１１条本文の規定による届出に係る事実についての審

査に関する事務 

(9) 重心医療費条例第１２条第１項の規定による受給資格の喪失に関する事

務 

(10)重心医療費条例第１３条の規定による返還に関する事務 

４ 条例別表第１の４ 教育委員会の項事務の欄の規則で定めるものは，次の

とおりとする。 

(1) 成田市就学援助費支給規則（平成１９年教育委員会規則第２号。以下

「就学援助規則」という。）第８条第１項の規定による申請に係る事実に

ついての審査に関する事務 

(2) 就学援助規則第１３条の規定による届出に係る事実についての審査に関

する事務 

(3) 就学援助規則第１４条第１項の規定による取消しに関する事務 

(4) 就学援助規則第１５条の規定による返還に関する事務 

 （条例別表第２に定める事務及び情報） 

第３条 条例別表第２の１ 市長の項事務の欄の規則で定めるものは，次の各

号に掲げる事務とし，同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは，当該各



 

 

号に掲げる事務の区分に応じ，当該各号に定める情報とする。 

(1) 子ども医療費規則第６条第１項の規定による申請に係る事実についての

審査に関する事務 次に掲げる情報 

ア 当該申請に係る子ども（子ども医療費規則第２条第１号に規定する子

どもをいう。以下この項において同じ。）の保護者（同条第２号に規定

する保護者をいう。以下この項において同じ。）又は子どもの属する世

帯の世帯員の市町村民税に関する情報（以下「市町村民税情報」とい

う。）又は住民票に記載された情報（以下「住民票情報」という。） 

イ 当該申請に係る子どもの生活保護の実施に関する情報（以下「生活保

護情報」という。） 

(2) 子ども医療費規則第９条第１項の規定による支払に関する事務 次に掲

げる情報 

ア 当該支払に係る子どもの保護者又は子どもの属する世帯の世帯員の市

町村民税情報又は住民票情報 

イ 当該支払に係る子どもの生活保護情報 

(3) 子ども医療費規則第９条第３項の規定による申請に係る事実についての

審査に関する事務 次に掲げる情報 

ア 当該申請に係る子どもの保護者又は子どもの属する世帯の世帯員の市

町村民税情報又は住民票情報 

イ 当該申請に係る子どもの生活保護情報 

(4) 子ども医療費規則第１１条第１項の規定による届出に係る事実について

の審査に関する事務 次に掲げる情報 

ア 当該届出に係る子どもの保護者又は子どもの属する世帯の世帯員の市

町村民税情報又は住民票情報 

イ 当該届出に係る子どもの生活保護情報 

(5) 子ども医療費規則第１２条第１項の規定による申請に係る事実について

の審査に関する事務 次に掲げる情報 

ア 当該申請に係る子どもの保護者又は子どもの属する世帯の世帯員の市

町村民税情報又は住民票情報 

イ 当該申請に係る子どもの生活保護情報 

(6) 子ども医療費規則第１３条第２項に規定する更新に関する事務 次に掲

げる情報 

ア 当該更新に係る子どもの保護者又は子どもの属する世帯の世帯員の市

町村民税情報又は住民票情報 

イ 当該更新に係る子どもの生活保護情報 

(7) 子ども医療費規則第１４条の規定による受給資格の喪失に関する事務  

次に掲げる情報 



 

 

ア 当該受給資格の喪失に係る子どもの保護者又は子どもの属する世帯の

世帯員の住民票情報 

イ 当該受給資格の喪失に係る子どもの生活保護情報 

(8) 子ども医療費規則第１７条の規定による返還に関する事務 次に掲げる

情報 

ア 当該返還に係る子どもの保護者又は子どもの属する世帯の世帯員の市

町村民税情報又は住民票情報 

イ 当該返還に係る子どもの生活保護情報 

２ 条例別表第２の２ 市長の項事務の欄の規則で定めるものは，次の各号に

掲げる事務とし，同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは，当該各号に

掲げる事務の区分に応じ，当該各号に定める情報とする。 

(1) 母子家庭等医療費規則第８条本文の規定による申請に係る事実について

の審査に関する事務 当該申請に係る児童（母子家庭等医療費規則第２条

第１項第１号に規定する児童をいう。以下この号において同じ。），当該

申請をした者，当該申請をした者の配偶者（同条第２項に規定する配偶者

をいう。以下この項において同じ。）又は当該申請に係る児童若しくは当

該申請をした者の扶養義務者（母子家庭等医療費規則第４条第２号に規定

する扶養義務者をいう。次号において同じ。）で当該申請に係る児童若し

くは当該申請をした者と生計を同じくするものの市町村民税情報，住民票

情報，生活保護情報又は中国残留邦人等の支援給付の実施に関する情報

（以下「残留邦人情報」という。） 

(2) 母子家庭等医療費規則第１０条第１項本文の規定による申請に係る事実

についての審査に関する事務 当該申請に係る助成対象者等（母子家庭等

医療費規則第４条第１号に規定する助成対象者等をいう。以下この項にお

いて同じ。），助成対象者等の配偶者又は助成対象者等の扶養義務者でそ

の助成対象者等と生計を同じくするもの（以下この項において「生計同一

扶養義務者」という。）の市町村民税情報，住民票情報，生活保護情報又

は残留邦人情報 

(3) 母子家庭等医療費規則第１２条第１項の規定による届出に係る事実につ

いての審査に関する事務 当該届出に係る助成対象者等，助成対象者等の

配偶者又は生計同一扶養義務者の市町村民税情報，住民票情報，生活保護

情報又は残留邦人情報 

(4) 母子家庭等医療費規則第１２条第２項の規定による届出に係る事実につ

いての審査に関する事務 当該届出に係る助成対象者等，助成対象者等の

配偶者又は生計同一扶養義務者の住民票情報，生活保護情報又は残留邦人

情報 

(5) 母子家庭等医療費規則第１３条第１項本文の規定による申請に係る事実



 

 

についての審査に関する事務 当該申請に係る助成対象者等，助成対象者

等の配偶者又は生計同一扶養義務者の市町村民税情報，住民票情報，生活

保護情報又は残留邦人情報 

(6) 母子家庭等医療費規則第１３条第３項の規定による支払に関する事務  

当該支払に係る助成対象者等，助成対象者等の配偶者又は生計同一扶養義

務者の市町村民税情報，住民票情報，生活保護情報又は残留邦人情報 

(7) 母子家庭等医療費規則第１６条の規定による取消し及び返還に係る事実

についての審査に関する事務 当該取消し及び返還に係る助成対象者等，

助成対象者等の配偶者又は生計同一扶養義務者の市町村民税情報，住民票

情報，生活保護情報又は残留邦人情報 

３ 条例別表第２の３ 市長の項事務の欄の規則で定めるものは，次の各号に

掲げる事務とし，同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは，当該各号に

掲げる事務の区分に応じ，当該各号に定める情報とする。 

(1) 重心医療費条例第５条第１項の規定による申請に係る事実についての審

査に関する事務 次に掲げる情報 

ア 当該申請に係る受給資格者（重心医療費条例第３条第１項に規定する

受給資格者をいう。以下この項において同じ。）又は当該受給資格者と

生計を一にする者（重心医療費条例第４条第２項に規定する生計を一に

する者をいう。以下この項において同じ。）の市町村民税情報 

イ 当該申請に係る受給資格者又は養護者（重心医療費条例第２条第２項

に規定する養護者をいう。以下この項において同じ。）の住民票情報 

ウ 当該申請に係る受給資格者の生活保護情報又は残留邦人情報 

(2) 重心医療費条例第６条第１項の規定による支払に関する事務 次に掲げ

る情報 

ア 当該支払に係る受給者（重心医療費条例第６条第１項に規定する受給

者をいう。以下この項において同じ。）又は当該受給者と生計を一にす

る者の市町村民税情報 

イ 当該支払に係る受給者又は養護者の住民票情報 

ウ 当該支払に係る受給者の生活保護情報又は残留邦人情報 

(3) 重心医療費条例第６条第４項の規定による申請に係る事実についての審

査に関する事務 次に掲げる情報 

ア 当該申請に係る受給者又は当該受給者と生計を一にする者の市町村民

税情報 

イ 当該申請に係る受給者又は養護者の住民票情報 

ウ 当該申請に係る受給者の生活保護情報又は残留邦人情報 

(4) 重心医療費条例第７条第３項の規定による返還に関する事務 次に掲げ

る情報 



 

 

ア 当該返還に係る受給資格者又は当該受給資格者と生計を一にする者の

市町村民税情報 

イ 当該返還に係る受給資格者又は養護者の住民票情報 

ウ 当該返還に係る受給資格者の生活保護情報又は残留邦人情報 

(5) 重心医療費条例第８条第１項の規定による届出に係る事実についての審

査に関する事務 次に掲げる情報 

ア 当該届出に係る受給者又は当該受給者と生計を一にする者の市町村民

税情報 

イ 当該届出に係る受給者又は養護者の住民票情報 

ウ 当該届出に係る受給者の生活保護情報又は残留邦人情報 

(6) 重心医療費条例第９条第１項の規定による申請に係る事実についての審

査に関する事務 

ア 当該申請に係る受給者又は当該受給者と生計を一にする者の市町村民

税情報 

イ 当該申請に係る受給者又は養護者の住民票情報 

ウ 当該申請に係る受給者の生活保護情報又は残留邦人情報 

(7) 重心医療費条例第１０条第２項に規定する更新に関する事務 次に掲げ

る情報 

ア 当該更新に係る受給者又は当該受給者と生計を一にする者の市町村民

税情報 

イ 当該更新に係る受給者又は養護者の住民票情報 

ウ 当該更新に係る受給者の生活保護情報又は残留邦人情報 

(8) 重心医療費条例第１１条本文の規定による届出に係る事実についての審

査に関する事務 次に掲げる情報 

ア 当該届出に係る受給者又は当該受給者と生計を一にする者の市町村民

税情報 

イ 当該届出に係る受給者又は養護者の住民票情報 

ウ 当該届出に係る受給者の生活保護情報又は残留邦人情報 

(9) 重心医療費条例第１２条第１項の規定による受給資格の喪失に関する事

務 次に掲げる情報 

ア 当該受給資格の喪失に係る受給者又は養護者の住民票情報 

イ 当該受給資格の喪失に係る受給者の生活保護情報又は残留邦人情報 

(10)重心医療費条例第１３条の規定による返還に関する事務 次に掲げる情

報 

ア 当該返還に係る受給者又は当該受給者と生計を一にする者の市町村民

税情報 

イ 当該返還に係る受給者又は養護者の住民票情報 



 

 

ウ 当該返還に係る受給者の生活保護情報又は残留邦人情報 

 （条例別表第３に定める事務及び情報） 

第４条 条例別表第３の教育委員会の項事務の欄の規則で定めるものは，次の

各号に掲げる事務とし，同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは，当該

各号に掲げる事務の区分に応じ，当該各号に定める情報とする。 

(1) 就学援助規則第８条第１項の規定による申請に係る事実についての審査

に関する事務 次に掲げる情報 

ア 当該申請に係る児童生徒（就学援助規則第２条第１号に規定する児童

生徒をいう。以下この条において同じ。），保護者（同条第２号に規定

する保護者をいう。以下この条において同じ。）又は世帯員（同条第５

号に規定する世帯員をいう。以下この条において同じ。）の市町村民税

情報又は住民票情報 

イ 当該申請に係る児童生徒又は保護者の生活保護情報 

ウ 当該申請に係る保護者又は世帯員の児童扶養手当の支給に関する情報

（以下「児童扶養手当情報」という。） 

(2) 就学援助規則第１３条の規定による届出に係る事実についての審査に関

する事務 次に掲げる情報 

ア 当該届出に係る児童生徒，保護者又は世帯員の市町村民税情報又は住

民票情報 

イ 当該届出に係る児童生徒又は保護者の生活保護情報 

ウ 当該届出に係る保護者又は世帯員の児童扶養手当情報 

(3) 就学援助規則第１４条第１項の規定による取消しに関する事務 次に掲

げる情報 

ア 当該取消しに係る児童生徒，保護者又は世帯員の市町村民税情報又は

住民票情報 

イ 当該取消しに係る児童生徒又は保護者の生活保護情報 

ウ 当該取消しに係る保護者又は世帯員の児童扶養手当情報 

(4) 就学援助規則第１５条の規定による返還に関する事務 次に掲げる情報 

ア 当該返還に係る児童生徒，保護者又は世帯員の市町村民税情報又は住

民票情報 

イ 当該返還に係る児童生徒又は保護者の生活保護情報 

ウ 当該返還に係る保護者又は世帯員の児童扶養手当情報 

 

附 則 

 この規則は，平成２８年１月１日から施行する。 


