
庁内連携・他機関連携状況一覧（令和3年1月時点）

別表
１

項番

独自利
用の事
由

担当課 利用する情報 利用する情報の項目 利用目的
情報の
保有課

障碍児通所支援
支給情報

サービス種別コード、支給開始年月日、支給終了年月日、支給情報（支給年月、
障害児通所支援利用者負担額）

被災者台帳作成に関する情報収集のため
障害者福祉
課

妊娠届出情報 妊娠の届出年月日、出産予定日 被災者台帳作成に関する情報収集のため
健康政策課
保健セン
ター

介護保険情報

被保険者情報（被保険者番号、保険者番号、被保険者資格取得年月日、被保険
者資格喪失年月日、資格異動事由コード、被保険者区分）、住所地特例情報（施
設所在地、施設名、住所地特例者適用開始年月日、住所地特例者適用変更年
月日、住所地特例者適用終了年月日、施設電話番号）、受給者基本情報（要介
護状態区分コード、認定済区分、認定期間開始年月日、認定期間終了年月日、
認定申請年月日、介護認定審査会の意見、備考、区分支給限度基準額）、負担
割合（負担割合区分、割合開始年月日、割合終了年月日）、高額医療合算介護
サービス（給付情報）（給付年度、自己負担額計算対象日自、自己負担額計算対
象日至、介護保険加入期間自、介護保険加入期間至、自己負担額合計、うち70
から74歳の者に係る自己負担額合計）、高額医療合算介護サービス費（総合事
業）（給付年度、自己負担額計算対象日自、自己負担額計算対象日至、介護保
険加入期間自、介護保険加入期間至、自己負担額合計、うち70歳から74歳の者
に係る自己負担額合計）

被災者台帳作成に関する情報収集のため 介護保険課

特別児童扶養手
当支給情報

対象年月、障害児福祉手当支給情報（支給開始年月、改定年月、支給終了年
月、手当月額、通知書発行年月日、支給情報（年）（支給年度、特別障害児手当
年間支給額））、特別障害者手当支給情報（支給開始年月、改定年月、支給終了
年月、手当月額、通知書発行年月日、支給情報（年）（支給年度、特別障害者手
当年間支給額））、福祉手当（経過的福祉手当）支給情報（支給開始年月、改定
年月、支給終了年月、手当月額、通知書発行年月日、支給情報（年）（支給年
度、特別障害者手当年間支給額））

被災者台帳作成に関する情報収集のため
障害者福祉
課

障害者自立支援
給付情報

障害支援区分認定情報（障害支援区分コード、認定期間開始年月日、認定期間
終了年月日）、障害福祉サービス受給者証情報（特定障害者特別給付費情報
（特定障害者特別給付費該当コード、適用開始年月、適用終了年月）、介護給付
費等支給情報（サービス種別コード、支給開始年月、支給終了年月）、障害福祉
サービス利用情報（障害福祉サービス対象年月、障害福祉サービス利用者負担
月額））、自立支援医療（更生医療）支給情報（支給開始年月、支給終了年月）、
自立支援医療（育成医療）支給情報（支給開始年月、支給終了年月）、自立支援
医療（精神通院医療）支給情報（支給開始年月、支給終了年月）

被災者台帳作成に関する情報収集のため
障害者福祉
課

69 被災者生活再建支援法による被災者生活再建支援金の支給 危機管理課 現在ファイルなし － － －

住民票関係情報

氏名、生年月日、性別、続柄、区民日、住定日、届出日、異動日、個人番号、住
民区分、氏名区分、併記名、通称名、在留資格、国籍地域、在留期間満了日、
在留カード番号、世帯番号、住民番号、電話番号、住所履歴等、異動事由、郵便
番号

・特別区民税・都民税の賦課徴収のため
・軽自動車税の賦課徴収のため

戸籍住民課

生活保護情報 被保護者の住所・氏名・扶助の名称・保護開始年月日

・地方税法第295条第1項１号及び新宿区特
別区税条例第10条第1項1号に定める非課税
の範囲に該当する者について、調査し非課
税とする。
・新宿区特別区税条例第46条第2項に定める
減免を受けようとする理由を証する書類の提
示に替えて、同項第2号に係る事項を調査す
る。

生活福祉課

身障手帳・精神障
害者手帳情報

障害者の住所・氏名・生年月日・障害名・障害者等級・障害の程度・身障手帳等
の番号・手帳等の交付年月日

新宿区特別区税条例第46条の2第2項に定
める減免を受けようとする理由を証する書類
の提示に替えて、本人の同意を得て同項第1
号から第4号に定める障害者に係る事項を調
査する。

障害者福祉
課

身障手帳・精神障
害者手帳情報

障害者の居住地・氏名・生年月日・障害名・障害等級・精神障害者手帳交付番
号・手帳交付年月日・有効期間

新宿区特別区税条例第46条の2第2項に定
める減免を受けようとする理由を証する書類
の提示に替えて、本人の同意を得て同項第1
号から第4号に定める障害者に係る事項を調
査する。

保健予防課
保健セン
ター

税務課

事務

・地方税（住民税・軽自動車税）の課税標準の決定又は更正
・税額の決定又は更正、賦課決定通知書の送達
・納税の告知
・督促及び滞納処分その他の地方税の賦課徴収又は地方税の調査（犯則事件の調査を
含む。）
・地方税の減免
・障害者控除、配偶者控除、特別配偶者控除、扶養控除の適用

危機管理課
36の

2
災害対策基本法による被災者支援業務にかかる被災者台帳の作成事務

16

法定事務 （区）区独自利用事務 （都）都独自利用事務
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事務

40 地域福祉課 住民票関係情報 個人番号、氏名、生年月日、住所 請求申請受付時の確認のため 戸籍住民課

48 地域福祉課 住民票関係情報 個人番号、氏名、生年月日、住所 請求申請受付時の確認のため 戸籍住民課

50 地域福祉課 住民票関係情報 個人番号、氏名、生年月日、住所 請求申請受付時の確認のため 戸籍住民課

53 地域福祉課 住民票関係情報 個人番号、氏名、生年月日、住所 請求申請受付時の確認のため 戸籍住民課

20 地域福祉課 住民票関係情報 個人番号、氏名、生年月日、住所 請求申請受付時の確認のため 戸籍住民課

住民票関係情報
個人番号、住民番号、氏名、併記名、通称、生年月日、郵便番号、住所、性別、
続柄、世帯番号、異動事由、区民日、異動日、届出日、在留カード有無

受給資格の確認のため 戸籍住民課

住民税情報 合計所得金額、所得控除額、課税額
障害児通所支援の支給決定及び支払事務を
行うため

税務課

生活保護情報 保護開始日
障害児通所支援の支給決定及び支払事務を
行うため

生活福祉課

身障手帳・精神障
害者手帳情報

精神障害者保健福祉手帳の手帳情報（履歴、発行状態、申請種別、等級、有効
期間、手帳番号）、各種年月日（交付、進達、変更、喪失等）、申請事由）

障害児通所支援の支給決定及び支払事務を
行うため

保健予防課
保健セン
ター

小児慢性特定疾
病医療費情報

難病（小児慢性）情報（履歴、発行状態、受理・交付年月等、有効期間、疾病名、
申請事由、喪失情報（事由、年月日等））

障害児通所支援の支給決定及び支払事務を
行うため

保健予防課
保健セン
ター

医療保険各法・高
齢者医療による医
療給付・保険料徴
収情報

国保記号番号、取得日
障害児通所支援の支給決定及び支払事務を
行うため

医療保険年
金課

難病特定医療費
支給情報

難病（特定疾病）情報（履歴、発行状態、受理・交付年月等、有効期間、疾病名、
申請事由、喪失情報（事由、年月日等））

障害児通所支援の支給決定及び支払事務を
行うため

保健予防課
保健セン
ター

住民票関係情報

氏名、生年月日、性別、世帯主氏名、世帯主についてはその旨、世帯主でない
者については世帯主との続柄、戸籍の表示、区民となった年月日 又は 外国人
住民となった年月日、住所 及び 住所を定めた年月日、新たに住所を定めた者に
ついては、その届出年月日（職権記載等を行った者についてはその年月日）及び
従前の住所。転出をした者については、その届出年月日及び転出日、転出先の
住所、個人番号、併記名、通称、通称の記載及び削除に関する事項、国籍・地
域、中長期在留者については、中長期在留者である旨、在留資格、在留期間及
び在留期間の満了の日並びに在留カードの番号、 特別永住者については、特
別永住者である旨、特別永住者証明書の番号、一時庇護許可者については、一
時庇護許可者である旨、上陸期間、仮滞在許可者については仮滞在許可者であ
る旨、仮滞在期間、 出生による経過滞在者については、出生による経過滞在者
である旨、 国籍喪失による経過滞在者については、国籍喪失による経過滞在者
である旨、上記１～27以外で政令で定める事項、氏名のカタカナ表記、住民番号
及び 世帯番号

児童福祉法に規定する保育の措置、負担能
力の認定又は費用の徴収のため

戸籍住民課

住民税情報
所得項目、所得金額、控除項目、控除金額、扶養関係、扶養人数、保育料階層
計算のための住民税均等割（個人）、保育料階層計算のための住民税所得割
（個人）、住民税賦課期日時点の保護者の住所

児童福祉法に規定する保育の措置、負担能
力の認定又は費用の徴収のため

税務課

障害者自立支援
給付情報

支給決定情報（利用サービス内容・支給量・支給期間・自己負担額等）、契約情
報（契約事業所・契約年月日・契約量等）

児童福祉法に規定する保育の措置、負担能
力の認定又は費用の徴収のため

障害者福祉
課

生活保護情報 生活保護関係情報（異動事由、措置番号、開始年月日、終了年月日）
児童福祉法に規定する保育の措置、負担能
力の認定又は費用の徴収のため

生活福祉課

中国残留邦人等
自立支援給付情
報

中国残留邦人等に対する支援給付情報（費用区分、単給・併給区分）
児童福祉法に規定する保育の措置、負担能
力の認定又は費用の徴収のため

生活福祉課

障害児通所支援
支給情報

支給決定情報（利用サービス内容・支給量・支給期間・自己負担額等）、契約情
報（契約事業所・契約年月日・契約量等）

児童福祉法に規定する保育の措置、負担能
力の認定又は費用の徴収のため

障害者福祉
課

児童扶養手当支
給情報

児童扶養手当支給情報（支給履歴、支給開始年月、支給開始事由、
支給終了（消滅）年月、支給停止年月、支給停止事由、停止解除年月）

児童福祉法に規定する保育の措置、負担能
力の認定又は費用の徴収のため

子ども家庭
課

児童福祉法による障害児通所支援、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援、障害
福祉サービスの事務

障害者福祉課

8

児童福祉法による保育所における保育の実施若しくは措置 保育課

戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金の支給に係る事務（請求の
受付、交付）

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による特別弔慰金の支給に係る事務（請求
の受付、交付）

戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金の支給に係る事務（請求
の受付、交付）

戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による特別給付金の支給に係る事務（請求
の受付、交付）

戦傷病者戦没者遺族等援護法による援護（障害年金・障害一時金・遺族年金・遺族給与
金等の支給等）に係る事務　（請求の受付、交付）



別表
１

項番

独自利
用の事
由

担当課 利用する情報 利用する情報の項目 利用目的
情報の
保有課

事務

11 身体障害者手帳の交付申請の受理、交付（審査・決定は東京都） 障害者福祉課 住民票関係情報
個人番号、住民番号、氏名、併記名、通称、生年月日、郵便番号、住所、性別、
続柄、世帯番号、異動事由、区民日、異動日、届出日、在留カード有無

対象者の確認のため 戸籍住民課

住民票関係情報 個人番号、住民番号、氏名、生年月日、住所、性別、世帯番号 障害者支援施設への短期入所措置を行うため戸籍住民課

住民税情報 合計所得金額、所得控除額、課税額
障害者支援施設への短期入所措置に伴う自
己負担額の決定を行うため

税務課

生活保護情報 保護開始日
障害者支援施設への短期入所措置に伴う自
己負担額の決定を行うため

生活福祉課

住民票関係情報 個人番号、住民番号、氏名、生年月日、住所、性別、世帯番号 障害者支援施設への短期入所措置を行うため戸籍住民課

住民税情報 合計所得金額、所得控除額、課税額
障害者支援施設への短期入所措置に伴う自
己負担額の決定を行うため

税務課

生活保護情報 保護開始日
障害者支援施設への短期入所措置に伴う自
己負担額の決定を行うため

生活福祉課

42 戦傷病者特別援護法による更生医療の給付、補装具の支給 障害者福祉課 住民票関係情報
個人番号、住民番号、氏名、併記名、通称、生年月日、郵便番号、住所、性別、
続柄、世帯番号、異動事由、区民日、異動日、届出日、在留カード有無

受給資格の確認のため 戸籍住民課

住民票関係情報
個人番号、住民番号、氏名、併記名、通称、生年月日、郵便番号、住所、性別、
続柄、世帯番号、異動事由、区民日、異動日、届出日、在留カード有無

受給資格の確認のため 戸籍住民課

住民税情報 合計所得金額、各種所得控除額、扶養情報
特別障害者手当等支給（国制度）の受給資
格判定のため

税務課

認定給付情報 入所施設名、入所施設種別、入退所日
心身障害者福祉手当事業の受給資格判定
のため

介護保険課

住民票関係情報
個人番号、住民番号、氏名、併記名、通称、生年月日、郵便番号、住所、性別、
続柄、世帯番号、異動事由、区民日、異動日、届出日、在留カード有無

受給資格の確認のため 戸籍住民課

住民税情報 所得金額、所得控除額、扶養情報、課税額
心身障害者福祉手当事業の受給資格判定
のため

税務課

生活保護情報 保護開始日
心身障害者福祉手当事業の受給資格判定
のため

生活福祉課

小児慢性特定疾
病医療費情報

難病（小児慢性）情報（履歴、発行状態、受理・交付年月等、有効期間、疾病名、
申請事由、喪失情報（事由、年月日等））

心身障害者福祉手当事業の受給資格判定
のため

保健予防課
保健セン
ター

難病特定医療費
支給情報

難病（特定疾病）情報（履歴、発行状態、受理・交付年月等、有効期間、疾病名、
申請事由、喪失情報（事由、年月日等））

心身障害者福祉手当事業の受給資格判定
のため

保健予防課
保健セン
ター

精神障害者保健
福祉手帳情報

住民番号、氏名、生年月日、年齢、性別、住所、管轄センター、手帳情報（履歴、
発行状態、申請種別、等級、有効期間、手帳番号）、各種年月日（交付、進達、
変更、喪失等）、申請事由）

心身障害者福祉手当事業の受給資格判定
のため

保健予防課

認定給付情報 入所施設名、入所施設種別、入退所日
心身障害者福祉手当事業の受給資格判定
のため

介護保険課

障害者福祉課

障害者福祉課

④⑤ 障害者福祉課

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当の事務
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別障害者手当の事務
国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法）による福祉手当の事務

障害者福祉課

(区） 心身障害者福祉手当

47

身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置

知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置

12

34



別表
１

項番

独自利
用の事
由

担当課 利用する情報 利用する情報の項目 利用目的
情報の
保有課

事務

住民票関係情報
個人番号、住民番号、氏名、併記名、通称、生年月日、郵便番号、住所、性別、
続柄、世帯番号、異動事由、区民日、異動日、届出日、在留カード有無

給付金の支給要件確認のため 戸籍住民課

生活保護情報 生保決定年月日、生保廃止年月日 給付金の支給要件確認のため 生活福祉課

身障手帳・精神障
害者手帳情報

精神障害者保健福祉手帳の手帳等級、有効期間、交付年月日 給付金の支給要件確認のため
保健予防課
保健セン
ター

年金給付情報 受給年金種別、年金証書番号 給付金の支給要件確認のため
医療保険年
金課

住民票関係情報
個人番号、住民番号、氏名、併記名、通称、生年月日、郵便番号、住所、性別、
続柄、世帯番号、異動事由、区民日、異動日、届出日、在留カード有無

重度心身障害者手当（都制度）の受給資格
判定のため

戸籍住民課

住民税情報 合計所得金額、各種所得控除額、扶養情報
重度心身障害者手当（都制度）の受給資格
判定のため

税務課

認定給付情報 入所施設名、入所施設種別、入退所日
心身障害者福祉手当事業の受給資格判定
のため

介護保険課

住民票関係情報
個人番号、住民番号、氏名、併記名、通称、生年月日、郵便番号、住所、性別、
続柄、世帯番号、異動事由、区民日、異動日、届出日、在留カード有無

受給資格の確認のため 戸籍住民課

住民税情報 合計所得金額、所得控除額、課税額
障害福祉サービスの支給決定及び支払事務
を行うため

税務課

介護保険情報
認定期間、要介護度、限度額（個人/世帯）、限度額（月/年額）、利用額（月/年
額）、利用額（事業所毎）、自己負担額（個人/世帯）、自己負担額（月/年額）、利
用月、サービス種類、償還額（月/年額）

障害福祉サービスの支給決定及び支払事務
を行うため

介護保険課

生活保護情報 保護開始日、介護扶助情報（支給月、支給金額）
障害福祉サービスの支給決定及び支払事務
を行うため

生活福祉課

身障手帳・精神障
害者手帳情報

精神障害者保健福祉手帳の手帳情報（履歴、発行状態、申請種別、等級、有効
期間、手帳番号）、各種年月日（交付、進達、変更、喪失等）、申請事由）

障害福祉サービスの支給決定のため
保健予防課
保健セン
ター

小児慢性特定疾
病医療費情報

難病（小児慢性）情報（履歴、発行状態、受理・交付年月等、有効期間、疾病名、
申請事由、喪失情報（事由、年月日等））

障害福祉サービスの支給決定のため 保健予防課

医療保険各法・高
齢者医療による医
療給付・保険料徴
収情報

国保記号番号、取得日
障害福祉サービスの支給決定及び支払事務
を行うため

医療保険年
金課

難病特定医療費
支給情報

難病（特定疾病）情報（履歴、発行状態、受理・交付年月等、有効期間、疾病名、
申請事由、喪失情報（事由、年月日等））

障害福祉サービスの支給決定のため
保健予防課
保健セン
ター

住民票関係情報
個人番号、住民番号、氏名、併記名、通称、生年月日、郵便番号、住所、性別、
続柄、世帯番号、異動事由、区民日、異動日、届出日、在留カード有無

受給資格の確認のため 戸籍住民課

住民税情報 所得金額、所得控除額、課税額
障害者地域生活支援サービスの支給決定及
び支払事務を行うため

税務課

介護保険情報 認定期間、要介護度、限度額、利用額、自己負担額、利用月
障害者地域生活支援サービスの支給決定及
び支払事務を行うため

介護保険課

生活保護情報 保護開始日
障害者地域生活支援サービスの支給決定及
び支払事務を行うため

生活福祉課

身障手帳・精神障
害者手帳情報

精神障害者保健福祉手帳の手帳情報（履歴、発行状態、申請種別、等級、有効
期間、手帳番号）、各種年月日（交付、進達、変更、喪失等）、申請事由）

障害者地域生活支援サービスの支給決定及
び支払事務を行うため

保健予防課
保健セン
ター

小児慢性特定疾
病医療費情報

難病（小児慢性）情報（履歴、発行状態、受理・交付年月等、有効期間、疾病名、
申請事由、喪失情報（事由、年月日等））

障害者地域生活支援サービスの支給決定及
び支払事務を行うため

保健予防課

医療保険各法・高
齢者医療による医
療給付・保険料徴
収情報

国保記号番号、取得日
障害者地域生活支援サービスの支給決定及
び支払事務を行うため

医療保険年
金課

難病特定医療費
支給情報

難病（特定疾病）情報（履歴、発行状態、受理・交付年月等、有効期間、疾病名、
申請事由、喪失情報（事由、年月日等））

障害者地域生活支援サービスの支給決定及
び支払事務を行うため

保健予防課
保健セン
ター

障害者福祉課④⑤特別永住者等重度障害者特別給付金

障害者福祉課

(区）

重度心身障害者福祉手当 障害者福祉課

84

(都）

(区）

47

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による
・障害支援区分の認定事務
・障害者自立支援給付（ホームヘルプサービス、デーサービス等の介護給付費、特例介
護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付）
・障害者自立支援医療（更生医療）
・地域生活支援（巡回入浴、移動支援、日常生活用具、日中一時支援）※

移動支援　　　　　　　※主務省令が定まるまでの措置
日中一時支援　　　　※主務省令が定まるまでの措置
日常生活用具給付　※主務省令が定まるまでの措置
巡回入浴サービス　※主務省令が定まるまでの措置

④⑤ 障害者福祉課



別表
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項番

独自利
用の事
由

担当課 利用する情報 利用する情報の項目 利用目的
情報の
保有課

事務

住民票関係情報
個人番号、住民番号、氏名、併記名、通称、生年月日、郵便番号、住所、性別、
続柄、世帯番号、異動事由、区民日、異動日、届出日、在留カード有無

受給資格の確認のため 戸籍住民課

住民税情報 課税額
生活サポート事業のサービス支給決定及び
支払事務を行うため

税務課

生活保護情報 保護開始日
生活サポート事業のサービス支給決定及び
支払事務を行うため

生活福祉課

住民票関係情報
個人番号、住民番号、氏名、併記名、通称、生年月日、郵便番号、住所、性別、
続柄、世帯番号、異動事由、区民日、異動日、届出日、在留カード有無

受給資格の確認のため 戸籍住民課

住民税情報 課税額
重度心身障害者紙おむつ支給の本人負担
額判定のため

税務課

生活保護情報 保護開始日
重度心身障害者紙おむつ支給の本人負担
額判定のため

生活福祉課

住民票関係情報
個人番号、住民番号、氏名、併記名、通称、生年月日、郵便番号、住所、性別、
続柄、世帯番号、異動事由、区民日、異動日、届出日、在留カード有無

受給資格の確認のため 戸籍住民課

住民税情報 合計所得金額、各種所得控除額、扶養情報、課税額
身体障害者電話使用料助成の受給資格判
定のため

税務課

住民票関係情報
個人番号、住民番号、氏名、併記名、通称、生年月日、郵便番号、住所、性別、
続柄、世帯番号、異動事由、区民日、異動日、届出日、在留カード有無

受給資格の確認のため 戸籍住民課

住民税情報 課税額
課税状況により設置費用が免除になることか
ら確認が必要であるため。

税務課

生活保護情報 保護開始日
課税状況により設置費用が免除になることか
ら確認が必要であるため。

生活福祉課

84 住民票関係情報
個人番号、住民番号、氏名、併記名、通称、生年月日、郵便番号、住所、性別、
続柄、世帯番号、異動事由、区民日、異動日、届出日、在留カード有無

受給資格の確認のため 戸籍住民課

住民税情報 課税額 補聴器の購入費用の一部を助成 税務課

住民票関係情報
個人番号、住民番号、氏名、併記名、通称、生年月日、郵便番号、住所、性別、
続柄、世帯番号、異動事由、区民日、異動日、届出日、在留カード有無

受給資格の確認のため 戸籍住民課

住民税情報 課税額
身体障害者自動車運転教習費助成の受給
資格判定のため

税務課

住民票関係情報
個人番号、住民番号、氏名、併記名、通称、生年月日、郵便番号、住所、性別、
続柄、世帯番号、異動事由、区民日、異動日、届出日、在留カード有無

受給資格の確認のため 戸籍住民課

住民税情報 合計所得金額、各種所得控除額、扶養情報、課税額 自動車改造費の助成事務 税務課

住民票関係情報
個人番号、住民番号、氏名、併記名、通称、生年月日、郵便番号、住所、性別、
続柄、世帯番号、異動事由、区民日、異動日、届出日、在留カード有無

受給資格の確認のため 戸籍住民課

住民税情報 合計所得金額、各種所得控除額
知的障害者グループホーム家賃助成の支給
決定のため

税務課

生活保護情報 保護開始日
知的障害者グループホーム家賃助成の支給
決定のため

生活福祉課

年金給付情報 年金受給額
知的障害者グループホーム家賃助成の支給
決定のため

医療保険年
金課

住民票関係情報
個人番号、住民番号、氏名、併記名、通称、生年月日、郵便番号、住所、性別、
続柄、世帯番号、異動事由、区民日、異動日、届出日、在留カード有無

受給資格の確認のため 戸籍住民課

住民税情報 合計所得金額、各種所得控除額
遠距離訪問家族交通費助成の支給決定を
行うため

税務課

(区） 重度心身障害者寝具乾燥・消毒サービス ② 障害者福祉課 住民票関係情報
個人番号、住民番号、氏名、併記名、通称、生年月日、郵便番号、住所、性別、
続柄、世帯番号、異動事由、区民日、異動日、届出日、在留カード有無

受給資格の確認のため 戸籍住民課

(区） 移動支援サ―ビス（タクシー券、車椅子、ストレッチャー） ② 障害者福祉課 住民票関係情報
個人番号、住民番号、氏名、併記名、通称、生年月日、郵便番号、住所、性別、
続柄、世帯番号、異動事由、区民日、異動日、届出日、在留カード有無

受給資格の確認のため 戸籍住民課

④⑤ 障害者福祉課遠距離施設訪問家族交通費助成（区）

(区） 生活サポート事業 ④⑤ 障害者福祉課

④⑤ 障害者福祉課

障害者福祉課④⑤中等度難聴児発達支援事業

心身障害者自動車運転教習費助成

身体障害者自動車改造費助成

④⑤ 障害者福祉課

障害者福祉課④⑤

④⑤ 障害者福祉課

（区）

（区）

（区）

(区） 障害者グループホームの入居者に対する家賃助成

④⑤

(区） 心身障害者紙おむつ費用助成

（区） 身体障害者電話使用料助成

(区）
身体障害者緊急通報システム事業（心身障害者火災安全システム・身体障害
者・難病患者緊急通報・火災安全システム）

④⑤ 障害者福祉課

障害者福祉課
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項番

独自利
用の事
由

担当課 利用する情報 利用する情報の項目 利用目的
情報の
保有課

事務

(区） 心身障害者自動車燃料費助成 ② 障害者福祉課 住民票関係情報
個人番号、住民番号、氏名、併記名、通称、生年月日、郵便番号、住所、性別、
続柄、世帯番号、異動事由、区民日、異動日、届出日、在留カード有無

受給資格の確認のため 戸籍住民課

(区） 心身障害者訪問理美容サービス ② 障害者福祉課 住民票関係情報
個人番号、住民番号、氏名、併記名、通称、生年月日、郵便番号、住所、性別、
続柄、世帯番号、異動事由、区民日、異動日、届出日、在留カード有無

受給資格の確認のため 戸籍住民課

(区） 重度心身障害者介護人休養助成 ② 障害者福祉課 住民票関係情報
個人番号、住民番号、氏名、併記名、通称、生年月日、郵便番号、住所、性別、
続柄、世帯番号、異動事由、区民日、異動日、届出日、在留カード有無

受給資格の確認のため 戸籍住民課

住民票関係情報
(追加）

個人番号、住民番号、氏名、生年月日、住所 訪問看護利用者負担額の決定のため 戸籍住民課

住民税情報
(追加）

氏名、生年月日、所得金額、所得控除額、課税額、扶養情報 訪問看護利用者負担額の決定のため 税務課

生活保護情報
（追加）

氏名、生年月日、保護開始日 訪問看護利用者負担額の決定のため 生活福祉課

住民票関係情報
個人番号、住民番号、氏名、併記名、通称、生年月日、郵便番号、住所、性別、
続柄、世帯番号、異動事由、区民日、異動日、届出日、在留カード有無

受給資格の確認のため 戸籍住民課

住民税情報 課税額 移送費助成の支給決定を行うため 税務課

生活保護情報 保護開始日 移送費助成の支給決定を行うため 生活福祉課

住民票関係情報 氏名、生年月日、住所、性別、個人番号、住民番号 住民基本台帳への登録情報の確認 戸籍住民課

住民税情報 個人課税区分、世帯課税区分、最終発付年月日 課税情報の確認 税務課

生活保護情報 生活保護受給の有無 生活保護受給の確認 生活福祉課

中国残留邦人等
自立支援給付情
報

中国残留邦人等に対する支援給付の有無 中国残留邦人等に対する支援給付の確認 生活福祉課

住民票関係情報 氏名、生年月日、住所、性別、個人番号、住民番号
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による障害者自立支援
医療（精神通院）（申請受理事務）のため

戸籍住民課

住民税情報 個人課税区分、世帯課税区分、最終発付年月日
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による障害者自立支援
医療（精神通院）（申請受理事務）のため

税務課

生活保護情報 生活保護受給の有無
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による障害者自立支援
医療（精神通院）（申請受理事務）のため

生活福祉課

中国残留邦人等
自立支援給付情
報

中国残留邦人等に対する支援給付の有無
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による障害者自立支援
医療（精神通院）（申請受理事務）のため

生活福祉課

医療保険各法・高
齢者医療による医
療給付・保険料徴
収情報

国保加入の有無
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による障害者自立支援
医療（精神通院）（申請受理事務）のため

医療保険年
金課

年金給付情報 年金給付の有無
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による障害者自立支援
医療（精神通院）（申請受理事務）のため

医療保険年
金課

住民票関係情報 住所・氏名・生年月日・性別・個人番号・住民番号
東京都自立支援医療（精神通院）申請受理
事務のため

戸籍住民課

住民税情報 個人課税区分・世帯課税区分・最終発付年月日
東京都自立支援医療（精神通院）申請受理
事務のため

税務課

年金給付情報 年金給付の有無
東京都自立支援医療（精神通院）申請受理
事務のため

医療保険年
金課

④⑤ 障害者福祉課(区）

(都）
（都）自立支援医療
（精神通院）

保健予防課
保健センター

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による障害者自立支援
医療（育成医療）（申請受理のみ）

健康づくり課
保健センター

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による障害者自立支援
医療（精神通院）（申請受理のみ）

重症心身障害児等在宅レスパイトサービス ④⑤ 障害者福祉課(区）

心身障害者（児）移送要綱

保健予防課
保健センター



別表
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項番

独自利
用の事
由

担当課 利用する情報 利用する情報の項目 利用目的
情報の
保有課

事務

住民票関係情報
申請者の氏名、生年月日、住所、性別、電話番号、世帯構成、参加者の氏名、
年齢、区民日、住民区分、住民番号、個人番号

老人福祉施設への入所等措置における事務
に必要なため

戸籍住民課

住民税情報
特別区民税均等割額及び所得割額、都民税均等割額及び所得割額、合計所得
金額、総所得金額、公的年金支払額、所得控除額、課税状況

老人福祉施設への入所等措置における事務
に必要なため

税務課

介護保険情報 認定期間、要介護度、限度額、利用額、自己負担額、利用月
老人福祉施設への入所等措置における事務
に必要なため

介護保険課

生活保護情報
措置番号、生保開始日、氏名、生年月日、住所、性別、代理納付金額、特定中
国残留邦人情報

老人福祉施設への入所等措置における事務
に必要なため

生活福祉課

医療保険各法・高
齢者医療による医
療給付・保険料徴
収情報

国民健康保険情報（医療保険者名、医療保険者番号、医療保険被保険者記号、
医療保険被保険者番号、医療被保険者氏名、生年月日、性別、医療保険資格
取得日）

老人福祉施設への入所等措置における事務
に必要なため

医療保険年
金課

医療保険各法・高
齢者医療による医
療給付・保険料徴
収情報

後期高齢者医療に関する情報（保険者番号、被保険者番号、給付実績、
資格取得日・喪失日）

老人福祉施設への入所等措置における事務
に必要なため

高齢者医療
担当課

年金給付情報 老齢福祉年金の支給区分、届出年月日、異動年月日、異動事由、処理年月日
老人福祉施設への入所等措置における事務
に必要なため

医療保険年
金課

住民票関係情報
個人番号、氏名、生年月日、住所、性別、住民番号、転出転入転居年月日、死
亡年月日、世帯合併・分離・変更年月日、在留番号、在留資格、在留期間、満了
日、併記名、通称、続柄、転入元転出先住所

資格管理業務、保険料業務、認定業務、給
付管理、利用料減額、高額介護サービス費
支給業務

戸籍住民課

住民税情報

個人番号、住民番号、氏名、性別、生年月日、住所、異動事由、特別区民税均
等割額及び所得割額、都民税均等割額及び所得割額、合計所得金額、総所得
金額、公的年金支払額、所得控除額、課税状況
課税標準額、年金所得（雑所得・公的年金分）、収入、
分離短期譲渡一般所得額、分離短期譲渡軽減所得額、分離長期譲渡一般所得
額、分離長期譲渡特定所得額、分離長期譲渡軽課所得額）
分離短期一般特別控除額、分離短期軽減特別控除額、分離長期一般特別控除
額、分離長期特定特別控除額、分離長期軽課特別控除額

保険料算定業務
負担割合判定業務
高額介護サービス費支給業務
利用料減額業務

税務課

生活保護情報
個人番号、住民番号、異動事由、措置番号、生保開始日・廃止日・停止日、氏
名、生年月日、住所、性別、支給区分、救護施設、入所日、退所日、代理納付金
額

保険料管理業務
給付管理業務

生活福祉課

中国残留邦人等
自立支援給付情
報

中国残留邦人等に対する支援給付の有無
保険料管理業務
給付管理業務

生活福祉課

医療保険各法・高
齢者医療による医
療給付・保険料徴
収情報

国民健康保険情報（医療保険者名、医療保険者番号、医療保険被保険者記号、
医療保険被保険者番号、医療被保険者氏名、生年月日、性別、医療保険資格
取得日）

認定業務
医療保険年
金課

年金給付情報
老齢福祉年金情報（基礎年金番号、氏名、性別、生年月日、住所、続柄、被扶養
者氏名、支給区分、届出年月日、異動年月日、異動事由、処理年月日）

保険料算定業務、給付管理業務、利用料減
額業務

医療保険年
金課

住民票関係情報
個人番号、氏名、生年月日、住所、性別、住民番号、転出転入転居年月日、死
亡年月日、世帯合併・分離・変更年月日、併記名、通称、続柄、転入元転出先住
所

利用者負担額の軽減業務に必要なため 戸籍住民課

住民税情報 異動事由、公的年金支払額、所得控除額、課税状況 利用料減額の段階判定に用いるため 税務課

生活保護情報 生活保護の異動事由、措置番号、生保開始日・廃止日・停止日 利用料減額の段階判定に用いるため 生活福祉課

年金給付情報 老齢福祉年金情報（基礎年金番号、開始年月日、終了年月日） 利用料減額の段階判定に用いるため
医療保険年
金課

41

68

(区） 介護保険における利用者負担額の軽減制度事業

老人福祉法による福祉の措置（特別養護老人ホーム、養護老人ホーム）

介護保険法による資格・保険料・給付の事務（全般）

④⑤ 介護保険課

高齢者支援課

介護保険課
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項番
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用の事
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担当課 利用する情報 利用する情報の項目 利用目的
情報の
保有課

事務

住民票関係情報
個人番号、氏名、生年月日、住所、性別、住民番号、転出転入転居年月日、死
亡年月日、世帯合併・分離・変更年月日、併記名、通称、続柄、転入元転出先住
所

通所介護等食費助成業務に必要なため 戸籍住民課

住民税情報 異動事由、公的年金支払額、所得控除額、課税状況 利用料減額の段階判定に用いるため 税務課

生活保護情報 生活保護の異動事由、措置番号、生保開始日・廃止日・停止日 利用料減額の段階判定に用いるため 生活福祉課

年金給付情報 老齢福祉年金情報（基礎年金番号、開始年月日、終了年月日） 利用料減額の段階判定に用いるため
医療保険年
金課

住民票関係情報
個人番号、氏名、生年月日、住所、性別、住民番号、死亡年月日、併記名、通
称、続柄、転入元転出先住所

裁判員等の従事支援に係る介護サービス利
用者負担額助成業務に必要なため

戸籍住民課

生活保護情報 生活保護の異動事由、措置番号、生保開始日・廃止日・停止日 利用料減額の段階判定に用いるため 生活福祉課

住民票関係情報
個人番号、氏名、生年月日、住所、性別、住民番号、転出転入転居年月日、死
亡年月日、併記名、通称、続柄、転入元転出先住所

高齢者自立支援住宅改修及び日常生活用
具給付業務に必要なため

戸籍住民課

住民税情報 異動事由、課税状況
高齢者自立支援住宅改修及び日常生活用
具給付業務に必要なため

税務課

生活保護情報 生活保護の異動事由、措置番号、生保開始日・廃止日・停止日
高齢者自立支援住宅改修及び日常生活用
具給付業務に必要なため

生活福祉課

住民票関係情報
個人番号、氏名、生年月日、住所、性別、住民番号、転出転入転居年月日、死
亡年月日、併記名、通称、続柄、転入元転出先住所

自立支援特殊寝台の貸与業務に必要なため 戸籍住民課

住民税情報 異動事由、課税状況 自立支援特殊寝台の貸与業務に必要なため 税務課

住民票関係情報
個人番号、氏名、生年月日、住所、性別、住民番号、転出転入転居年月日、死
亡年月日、世帯合併・分離・変更年月日、併記名、通称、続柄、転入元転出先住
所

障害者ホームヘルプサービス利用者に対す
る助成業務に必要なため

戸籍住民課

住民税情報 異動事由、公的年金支払額、所得控除額、課税状況 利用料減額の段階判定に用いるため 税務課

障害者自立支援
給付情報

受給サービス 利用料減額の段階判定に用いるため
障害者福祉
課

身障手帳・精神障
害者手帳情報

手帳交付状況 利用料減額の段階判定に用いるため
障害者福祉
課

生活保護情報 生活保護の異動事由、措置番号、生保開始日・廃止日・停止日 利用料減額の段階判定に用いるため 生活福祉課

年金給付情報 老齢福祉年金情報（基礎年金番号、開始年月日、終了年月日） 利用料減額の段階判定に用いるため
医療保険年
金課

住民票関係情報
個人番号、氏名、生年月日、住所、性別、住民番号、転出転入転居年月日、死
亡年月日、併記名、通称、続柄、転入元転出先住所

高齢者住宅設備改修給付業務に必要なため 戸籍住民課

住民税情報 異動事由、課税状況 高齢者住宅設備改修給付業務に必要なため 税務課

生活保護情報 生活保護の異動事由、措置番号、生保開始日・廃止日・停止日 高齢者住宅設備改修給付業務に必要なため 生活福祉課

③

④⑤ 介護保険課

自立支援特殊寝台の貸与 ④⑤ 介護保険課

68

障害者ホームヘルプサービス利用者に対する助成事業(区)

(区） 通所介護等食費助成事業

高齢者住宅設備改修給付事業(区)

高齢者自立支援住宅改修及び日常生活用具給付事業

(区）

(区）

(区)

裁判員等の従事支援に係る介護サービス利用者負担額助成事業

④⑤ 介護保険課

④⑤ 介護保険課

④⑤ 介護保険課

介護保険課
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保有課

事務

住民票関係情報
個人番号、住民番号、世帯番号、氏名、住所、生年月日、年齢、性別、届出日、
異動事由、住定日、区民日、届出日、転出転入転居年月日、出生・死亡年月日、
世帯主名、併記名、通称、世帯番号、続柄、転入元転出先住所

介護保険法による地域支援事業（介護予防・
生活支援サービス事業、一般介護予防事
業）に必要なため

戸籍住民課

介護保険情報 被保険者番号、被保険者氏名、負担割合、負担割証交付日
介護保険法による地域支援事業（介護予防・
生活支援サービス事業、一般介護予防事
業）に必要なため

介護保険課

介護保険情報

被保険者番号、住民番号、氏名、生年月日、住所、性別、資格取得日、資格喪
失日、資格異動事由、在留番号、在留資格、在留期間、満了日、通称名、併記
名、住記異動事由、住記異動年月日、住記異動届出年月日、住定日、転入元転
出先住所、入所施設名称、施設種類、住所地特例適用年月日、住所地特例適
用事由、住所地特例解除年月日、住所地特例解除事由、施設入所年月日、施
設退所年月日、施設コード、適用除外適用届出日、適用除外解除届出日、適用
除外適用日、適用除外解除日、解除事由、施設退所後住所、施設退所年月日、
医療保険者名、医療保険者番号、医療保険記号番号、医療保険資格取得年月
日及び喪失年月日、送付先住所、方書、郵便番号、特宛人氏名カナ、特宛人氏
名漢字、本人との関係、電話番号、設定年月日、喪失事由、修正項目名、資格
取得届出日、他住特適用届出日、他住特解除届出日、他住特適用日、他住特
解除日、他市町村被保険者番号、エラー事由、電話番号

介護保険法による地域支援事業（介護予防・
生活支援サービス事業、一般介護予防事
業、任意事業）に必要なため

介護保険課

介護保険情報

被保険者番号、被保険者氏名、特定疾病、認定申請日、申請区分、認定日、要
介護状態区分、有効期間開始日、有効期間終了日、申請取消日、申請取消種
類、申請取消事由、医療機関番号、医療機関名、主治医名、医療機関電話番
号、意見書依頼日、意見書受領期限日、意見書受領日、調査依頼日、調査実施
日、調査依頼先番号、調査依頼先名、判定結果、審査会意見、区分支給限度基
準額、区分支給限度基準額管理期間
指定サービス種類、指定サービス名称、指定サービス開始日、指定サービス終
了日
送付先氏名、送付先郵便番号、送付先住所、送付先電話番号、送付先異動日、
送付先届出日

介護保険法による地域支援事業（介護予防・
生活支援サービス事業、一般介護予防事
業、任意事業）に必要なため

介護保険課

介護保険情報

被保険者番号、住民番号、氏名、住所、生年月日、要介護度、給付年月、サービ
ス種類、給付回数、サービス費用、給付率、自己負担額、保険負担額、標準負担
額、負担限度額、点数、回数、計画作成事業者、訪問サービス開始・中止年月
日、訪問サービス中止理由、施設入所・退所年月日、施設入所実日数、施設外
泊日数、サービス提供事業所コード、サービス単価、支給限度額有効期間、サー
ビス区分別支給限度額、サービス区分による支給限度額の管理期間、日割り支
給率、サービス種類ごとの限度額、申請年月日、申請者氏名、申請者郵便番
号、申請者住所、申請者電話番号、申請関係、申請合計額、申請合計点数、貸
付申請年月日、貸付額、支給対象合計額、保険給付額、自己負担額、支払額、
保険分返納金額、利用者分返納金額、返戻等対象区分、返戻等事由、申立事
由、申立事由コード

介護保険法による地域支援事業（介護予防・
生活支援サービス事業、一般介護予防事
業、任意事業）に必要なため

介護保険課

介護保険情報

被保険者番号、氏名、生年月日、性別、資格取得年月日、資格喪失年月日、公
費負担者番号、申請年月日、みなし要介護区分コード、要介護区分コード、認定
有効期間開始日、認定有効期間終了日、居宅サービス計画作成区分コード、居
宅介護支援事業所番号、居宅サービス計画適用開始年月日、居宅サービス計
画適用終了年月日、支給限度基準額、上限管理適用期間開始年月日、上限管
理適用期間終了年月日、公費負担上限額減額の有無、償還払い化開始年月
日、償還払い化終了年月日、給付率引下げ開始年月日、給付率引下げ終了年
月日、減免申請中区分コード、利用者負担区分コード、利用者負担給付率、利用
者負担適用開始年月日、標準負担区分コード、標準負担額、標準負担額提供開
始年月日、標準負担額提供終了年月日、利用者負担限度額、小規模多機能型
居宅介護の利用開始月における居宅サービス等の利用の有無、後期高齢者医
療に関する情報（保険者番号、被保険者番号、給付実績）、国民健康保険に関す
る情報（保険者番号、被保険者番号、個人番号、給付実績）、住所地特例対象者
区分コード、施設所在保険者番号、住所地特例適用開始年月日、住所地特例適
用終了年月日、二割負担適用開始年月日、二割負担適用終了年月日

介護保険法による地域支援事業（介護予防・
生活支援サービス事業、一般介護予防事
業、任意事業）に必要なため

介護保険課

地域包括ケア推
進課

介護保険法による地域支援事業
(介護予防・生活支援サービス事業、一般介護予防事業）



別表
１

項番

独自利
用の事
由

担当課 利用する情報 利用する情報の項目 利用目的
情報の
保有課

事務

生活保護情報 氏名、生年月日、住所、性別、異動事由、措置番号、生保開始日、終了年月日
介護保険法による地域支援事業（介護予防・
生活支援サービス事業、一般介護予防事
業、任意事業）に必要なため

生活福祉課

住民票関係情報
氏名、生年月日、住所、性別、電話番号、世帯構成、年齢、区民日、住民区分、
住民番号、個人番号

介護保険法による地域支援事業(包括的支
援事業及び任意事業）に必要なため

戸籍住民課

住民税情報
異動事由、特別区民税均等割額及び所得割額、都民税均等割額及び所得割
額、合計所得金額、総所得金額、公的年金支払額、所得控除額、課税状況

介護保険法による地域支援事業(包括的支
援事業及び任意事業）に必要なため

税務課

介護保険情報 認定期間、要介護度、限度額、利用額、自己負担額、利用月
介護保険法による地域支援事業(包括的支
援事業及び任意事業）に必要なため

介護保険課

生活保護情報
異動事由、措置番号、生保開始日、氏名、生年月日、住所、性別、代理納付金
額

介護保険法による地域支援事業(包括的支
援事業及び任意事業）に必要なため

生活福祉課

中国残留邦人等
自立支援給付情
報

中国残留邦人等自立支援給付情報
介護保険法による地域支援事業(包括的支
援事業及び任意事業）に必要なため

生活福祉課

身障手帳・精神障
害者手帳情報

障害名・障害者等級・障害の程度・手帳等の番号
手帳等の交付年月日・手帳等の番号

介護保険法による地域支援事業(包括的支
援事業及び任意事業）に必要なため

障害者福祉
課

医療保険各法・高
齢者医療による医
療給付・保険料徴
収情報

国保情報（医療保険者名、医療保険者番号、医療保険被保険者記号、医療保険
被保険者番号、医療被保険者氏名、生年月日、性別、医療保険資格取得日）

介護保険法による地域支援事業(包括的支
援事業及び任意事業）に必要なため

医療保険年
金課

年金給付情報
老齢福祉年金情報（基礎年金番号、氏名、性別、生年月日、住所、続柄、被扶養
者氏名、支給区分、届出年月日、異動年月日、異動事由、処理年月日）

介護保険法による地域支援事業(包括的支
援事業及び任意事業）に必要なため

医療保険年
金課

住民票関係情報
個人番号、氏名、生年月日、住所、性別、住民番号、住定日、区民日転出転入
転居年月日、死亡年月日、世帯合併・分離・変更年月日、併記名、通称、続柄、
転入元転出先住所

家族介護慰労金支給業務に必要なため 戸籍住民課

住民税情報 異動事由、課税状況 家族介護慰労金支給業務に必要なため 税務課

(区） 住宅改修理由書作成費助成事業 ③ 介護保険課 住民票関係情報
個人番号、氏名、生年月日、住所、性別、住民番号、転出転入転居年月日、死
亡年月日、併記名、通称、続柄、転入元転出先住所

住宅改修理由書作成費用助成業務に必要な
ため

戸籍住民課

住民票関係情報
氏名、生年月日、住所、性別、電話番号、世帯構成、参加者の氏名、年齢、区民
日、住民区分、住民番号、個人番号

紙おむつ購入費助成業務に必要なため 戸籍住民課

住民税情報
異動事由、特別区民税均等割額及び所得割額、都民税均等割額及び所得割
額、合計所得金額、総所得金額、公的年金支払額、所得控除額、課税状況

紙おむつ購入費助成業務に必要なため 税務課

介護保険情報 認定期間、要介護度、限度額、利用額、自己負担額、利用月、介護保険料段階 紙おむつ購入費助成業務に必要なため 介護保険課

生活保護情報
異動事由、措置番号、生保開始日、氏名、生年月日、住所、性別、代理納付金
額

紙おむつ購入費助成業務に必要なため 生活福祉課

中国残留邦人等
自立支援給付情
報

中国残留邦人等自立支援給付情報 紙おむつ購入費助成業務に必要なため 生活福祉課

身障手帳・精神障
害者手帳情報

障害名・障害者等級・障害の程度・手帳等の番号
手帳等の交付年月日・手帳等の番号

紙おむつ購入費助成業務に必要なため
障害者福祉
課

高齢者紙おむつ費用助成 ④⑤ 高齢者支援課

地域包括ケア推
進課

(区) 家族介護慰労金支給事業 ④⑤ 介護保険課

介護保険法による地域支援事業
(包括的支援事業及び任意事業）

高齢者支援課

介護保険法による地域支援事業
(介護予防・生活支援サービス事業、一般介護予防事業）

(区)



別表
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項番

独自利
用の事
由

担当課 利用する情報 利用する情報の項目 利用目的
情報の
保有課

事務

医療保険各法・高
齢者医療による医
療給付・保険料徴
収情報

国保情報（医療保険者名、医療保険者番号、医療保険被保険者記号、医療保険
被保険者番号、医療被保険者氏名、生年月日、性別、医療保険資格取得日）

紙おむつ購入費助成業務に必要なため
医療保険年
金課

年金給付情報
老齢福祉年金情報（基礎年金番号、氏名、性別、生年月日、住所、続柄、被扶養
者氏名、支給区分、届出年月日、異動年月日、異動事由、処理年月日）

紙おむつ購入費助成業務に必要なため
医療保険年
金課

住民票関係情報
氏名、生年月日、住所、性別、電話番号、世帯構成、参加者の氏名、年齢、区民
日、住民区分、住民番号、個人番号

介護者リフレッシュ支援業務に必要なため 戸籍住民課

住民税情報
異動事由、特別区民税均等割額及び所得割額、都民税均等割額及び所得割
額、合計所得金額、総所得金額、公的年金支払額、所得控除額、課税状況

介護者リフレッシュ支援業務に必要なため 税務課

介護保険情報
認定期間、要介護度、限度額、利用額、自己負担額、利用月、介護保険の負担
割合

介護者リフレッシュ支援業務に必要なため 介護保険課

生活保護情報
異動事由、措置番号、生保開始日、氏名、生年月日、住所、性別、代理納付金
額

介護者リフレッシュ支援業務に必要なため 生活福祉課

中国残留邦人等
自立支援給付情
報

中国残留邦人等自立支援給付情報 介護者リフレッシュ支援業務に必要なため 生活福祉課

身障手帳・精神障
害者手帳情報

障害名・障害者等級・障害の程度・手帳等の番号
手帳等の交付年月日・手帳等の番号

介護者リフレッシュ支援業務に必要なため
障害者福祉
課

医療保険各法・高
齢者医療による医
療給付・保険料徴
収情報

国保情報（医療保険者名、医療保険者番号、医療保険被保険者記号、医療保険
被保険者番号、医療被保険者氏名、生年月日、性別、医療保険資格取得日）

介護者リフレッシュ支援業務に必要なため
医療保険年
金課

年金給付情報
老齢福祉年金情報（基礎年金番号、氏名、性別、生年月日、住所、続柄、被扶養
者氏名、支給区分、届出年月日、異動年月日、異動事由、処理年月日）

介護者リフレッシュ支援業務に必要なため
医療保険年
金課

住民票関係情報
氏名、生年月日、住所、性別、電話番号、世帯構成、参加者の氏名、年齢、区民
日、住民区分、住民番号、個人番号

一人暮らし認知症高齢者への生活支援サー
ビスに必要なため

戸籍住民課

住民税情報
異動事由、特別区民税均等割額及び所得割額、都民税均等割額及び所得割
額、合計所得金額、総所得金額、公的年金支払額、所得控除額、課税状況

一人暮らし認知症高齢者への生活支援サー
ビスに必要なため

税務課

介護保険情報
認定期間、要介護度、限度額、利用額、自己負担額、利用月、介護保険の負担
割合

一人暮らし認知症高齢者への生活支援サー
ビスに必要なため

介護保険課

生活保護情報
異動事由、措置番号、生保開始日、氏名、生年月日、住所、性別、代理納付金
額

一人暮らし認知症高齢者への生活支援サー
ビスに必要なため

生活福祉課

中国残留邦人等
自立支援給付情
報

中国残留邦人等自立支援給付情報
一人暮らし認知症高齢者への生活支援サー
ビスに必要なため

生活福祉課

高齢者紙おむつ費用助成 ④⑤ 高齢者支援課

(区) 介護者リフレッシュ等支援事業 ④⑤ 高齢者支援課

(区)

一人暮らし認知症高齢者への生活支援サービス 高齢者支援課(区) ④⑤



別表
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項番

独自利
用の事
由

担当課 利用する情報 利用する情報の項目 利用目的
情報の
保有課

事務

身障手帳・精神障
害者手帳情報

障害名・障害者等級・障害の程度・手帳等の番号
手帳等の交付年月日・手帳等の番号

一人暮らし認知症高齢者への生活支援サー
ビスに必要なため

障害者福祉
課

医療保険各法・高
齢者医療による医
療給付・保険料徴
収情報

国保情報（医療保険者名、医療保険者番号、医療保険被保険者記号、医療保険
被保険者番号、医療被保険者氏名、生年月日、性別、医療保険資格取得日）

一人暮らし認知症高齢者への生活支援サー
ビスに必要なため

医療保険年
金課

年金給付情報
老齢福祉年金情報（基礎年金番号、氏名、性別、生年月日、住所、続柄、被扶養
者氏名、支給区分、届出年月日、異動年月日、異動事由、処理年月日）

一人暮らし認知症高齢者への生活支援サー
ビスに必要なため

医療保険年
金課

住民票関係情報
氏名、生年月日、住所、性別、電話番号、世帯構成、参加者の氏名、年齢、区民
日、住民区分、住民番号、個人番号

緊急通報システム業務に必要なため 戸籍住民課

住民税情報
異動事由、特別区民税均等割額及び所得割額、都民税均等割額及び所得割
額、合計所得金額、総所得金額、公的年金支払額、所得控除額、課税状況

緊急通報システム業務に必要なため 税務課

介護保険情報 認定期間、要介護度、限度額、利用額、自己負担額、利用月 緊急通報システム業務に必要なため 介護保険課

生活保護情報
異動事由、措置番号、生保開始日、氏名、生年月日、住所、性別、代理納付金
額

緊急通報システム業務に必要なため 生活福祉課

中国残留邦人等
自立支援給付情
報

中国残留邦人等自立支援給付状況 緊急通報システム業務に必要なため 生活福祉課

身障手帳・精神障
害者手帳情報

障害名・障害者等級・障害の程度・手帳等の番号
手帳等の交付年月日・手帳等の番号

緊急通報システム業務に必要なため
障害者福祉
課

医療保険各法・高
齢者医療による医
療給付・保険料徴
収情報

国保情報（医療保険者名、医療保険者番号、医療保険被保険者記号、医療保険
被保険者番号、医療被保険者氏名、生年月日、性別、医療保険資格取得日）

緊急通報システム業務に必要なため
医療保険年
金課

年金給付情報
老齢福祉年金情報（基礎年金番号、氏名、性別、生年月日、住所、続柄、被扶養
者氏名、支給区分、届出年月日、異動年月日、異動事由、処理年月日）

緊急通報システム業務に必要なため
医療保険年
金課

住民票関係情報
氏名、生年月日、住所、性別、電話番号、世帯構成、参加者の氏名、年齢、区民
日、住民区分、住民番号、個人番号

高齢者火災安全システム業務に必要なため 戸籍住民課

住民税情報
異動事由、特別区民税均等割額及び所得割額、都民税均等割額及び所得割
額、合計所得金額、総所得金額、公的年金支払額、所得控除額、課税状況

高齢者火災安全システム業務に必要なため 税務課

介護保険情報 認定期間、要介護度、限度額、利用額、自己負担額、利用月 高齢者火災安全システム業務に必要なため 介護保険課

生活保護情報
異動事由、措置番号、生保開始日、氏名、生年月日、住所、性別、代理納付金
額

高齢者火災安全システム業務に必要なため 生活福祉課

中国残留邦人等
自立支援給付情
報

中国残留邦人等自立支援給付情報 高齢者火災安全システム業務に必要なため 生活福祉課

身障手帳・精神障
害者手帳情報

障害名・障害者等級・障害の程度・手帳等の番号
手帳等の交付年月日・手帳等の番号

高齢者火災安全システム業務に必要なため
障害者福祉
課

医療保険各法・高
齢者医療による医
療給付・保険料徴
収情報

国保情報（医療保険者名、医療保険者番号、医療保険被保険者記号、医療保険
被保険者番号、医療被保険者氏名、生年月日、性別、医療保険資格取得日）

高齢者火災安全システム業務に必要なため
医療保険年
金課

年金給付情報
老齢福祉年金情報（基礎年金番号、氏名、性別、生年月日、住所、続柄、被扶養
者氏名、支給区分、届出年月日、異動年月日、異動事由、処理年月日）

高齢者火災安全システム業務に必要なため
医療保険年
金課

(区) 一人暮らし高齢者等への助成（緊急通報システム） ④⑤ 高齢者支援課

(区) 一人暮らし高齢者等への助成（高齢者火災安全システム事業) ④⑤ 高齢者支援課

一人暮らし認知症高齢者への生活支援サービス 高齢者支援課(区) ④⑤



別表
１

項番

独自利
用の事
由

担当課 利用する情報 利用する情報の項目 利用目的
情報の
保有課

事務

住民票関係情報
氏名、生年月日、住所、性別、電話番号、世帯構成、参加者の氏名、年齢、区民
日、住民区分、住民番号、個人番号

特別永住者等福祉特別給付金支給業務に
必要なため

戸籍住民課

住民税情報
異動事由、特別区民税均等割額及び所得割額、都民税均等割額及び所得割
額、合計所得金額、総所得金額、公的年金支払額、所得控除額、課税状況

特別永住者等福祉特別給付金支給業務に
必要なため

税務課

介護保険情報 認定期間、要介護度、限度額、利用額、自己負担額、利用月
特別永住者等福祉特別給付金支給業務に
必要なため

介護保険課

生活保護情報
異動事由、措置番号、生保開始日、氏名、生年月日、住所、性別、代理納付金
額

特別永住者等福祉特別給付金支給業務に
必要なため

生活福祉課

中国残留邦人等
自立支援給付情
報

中国残留邦人等自立支援給付情報
特別永住者等福祉特別給付金支給業務に
必要なため

生活福祉課

身障手帳・精神障
害者手帳情報

障害名・障害者等級・障害の程度・手帳等の番号
手帳等の交付年月日・手帳等の番号

特別永住者等福祉特別給付金支給業務に
必要なため

障害者福祉
課

医療保険各法・高
齢者医療による医
療給付・保険料徴
収情報

国保情報（医療保険者名、医療保険者番号、医療保険被保険者記号、医療保険
被保険者番号、医療被保険者氏名、生年月日、性別、医療保険資格取得日）

特別永住者等福祉特別給付金支給業務に
必要なため

医療保険年
金課

年金給付情報
老齢福祉年金情報（基礎年金番号、氏名、性別、生年月日、住所、続柄、被扶養
者氏名、支給区分、届出年月日、異動年月日、異動事由、処理年月日）

特別永住者等福祉特別給付金支給業務に
必要なため

医療保険年
金課

住民票関係情報
氏名、生年月日、住所、性別、電話番号、世帯構成、参加者の氏名、年齢、区民
日、住民区分、住民番号、個人番号

回復期生活支援サービス業務に必要なため 戸籍住民課

住民税情報
異動事由、特別区民税均等割額及び所得割額、都民税均等割額及び所得割
額、合計所得金額、総所得金額、公的年金支払額、所得控除額、課税状況

回復期生活支援サービス業務に必要なため 税務課

介護保険情報
認定期間、要介護度、限度額、利用額、自己負担額、利用月、介護保険の負担
割合

回復期生活支援サービス業務に必要なため 介護保険課

生活保護情報
異動事由、措置番号、生保開始日、氏名、生年月日、住所、性別、代理納付金
額

回復期生活支援サービス業務に必要なため 生活福祉課

中国残留邦人等
自立支援給付情
報

中国残留邦人等自立支援給付情報 回復期生活支援サービス業務に必要なため 生活福祉課

住民票関係情報
氏名、生年月日、住所、性別、電話番号、世帯構成、参加者の氏名、年齢、区民
日、住民区分、住民番号、個人番号

介護者支援事業参加支援業務に必要なため 戸籍住民課

住民税情報
異動事由、特別区民税均等割額及び所得割額、都民税均等割額及び所得割
額、合計所得金額、総所得金額、公的年金支払額、所得控除額、課税状況

介護者支援事業参加支援業務に必要なため 税務課

介護保険情報
認定期間、要介護度、限度額、利用額、自己負担額、利用月、介護保険の負担
割合

介護者支援事業参加支援業務に必要なため 介護保険課

生活保護情報
異動事由、措置番号、生保開始日、氏名、生年月日、住所、性別、代理納付金
額

介護者支援事業参加支援業務に必要なため 生活福祉課

中国残留邦人等
自立支援給付情
報

中国残留邦人等自立支援給付情報 介護者支援事業参加支援業務に必要なため 生活福祉課

住民票関係情報
氏名、生年月日、住所、性別、電話番号、世帯構成、参加者の氏名、年齢、区民
日、住民区分、住民番号、個人番号

徘徊高齢者探索サービス業務に必要なため 戸籍住民課

住民税情報
異動事由、特別区民税均等割額及び所得割額、都民税均等割額及び所得割
額、合計所得金額、総所得金額、公的年金支払額、所得控除額、課税状況

徘徊高齢者探索サービス業務に必要なため 税務課

生活保護情報
異動事由、措置番号、生保開始日、氏名、生年月日、住所、性別、代理納付金
額

徘徊高齢者探索サービス業務に必要なため 生活福祉課

中国残留邦人等
自立支援給付情
報

中国残留邦人等自立支援給付情報 徘徊高齢者探索サービス業務に必要なため 生活福祉課

(区) 特別永住者等福祉特別給付金 ④⑤ 高齢者支援課

(区) 介護者支援事業参加支援 ④⑤ 高齢者支援課

(区) 徘徊高齢者探索サービス ④⑤ 高齢者支援課

(区) ④⑤ 高齢者支援課回復期生活支援サービス



別表
１

項番

独自利
用の事
由

担当課 利用する情報 利用する情報の項目 利用目的
情報の
保有課

事務

住民票関係情報

住民番号、氏名、性別、生年月日、住所、異動事由、住定日、区民日、届出日、
転出転入転居年月日、出生・死亡年月日、世帯合併・分離・変更年月日、在留番
号、在留資格、在留期間、満了日、併記名、通称、世帯番号、続柄、転入元転出
先住所、個人番号

生活保護施行事務における決定等に必要な
ため

戸籍住民課

住民税情報
賦課氏名　･　現住所　･　課税番号　･　資料区分　･　合計所得金額･
給与支払額　・　公的年金支払額　・　その他の所得

生活保護受給者の適正な収入認定を行うた
め

税務課

障害者自立支援
給付情報

自立支援医療（更生医療）を受給する生活保護受給者のうち
「人工透析」「免疫機能障害」「腎臓抗免疫」ごとに下記項目
①氏名②カナ③生年月日④性別⑤住民番号⑥住所⑦受給者番号⑧認定有効
期間の開始（終了）日⑨入院・通院の別⑩医療機関名⑪薬局名⑫訪問看護ス
テーション名

生活保護受給者の自立支援医療（更生医
療）の受給状況を確認することにより、援助
方針、レセプト点検に活用し医療扶助の適正
化を図る。

障害者福祉
課

身障手帳・精神障
害者手帳情報

身体障害者手帳取得の有無、
身体障害者手帳が「有」の場合は下記項目も含める
等級、 障害程度区分、 利用サービスの種類及び利用度、障害程度区分認定審
査中か否か、障害程度区分認定等有効期間

みなし介護受給者の自立支援給付の適用状
況または、適用可能性を確認することによ
り、援助方針に活用し介護扶助の適正化を
図る。

障害者福祉
課

中国残留邦人等
自立支援給付情
報

 中国残留邦人等に対する支援給付情報
（住所、氏名、生年月日、年齢、生活支援額）

生活保護施行事務における決定等に必要な
ため

生活福祉課

住民票関係情報

住民番号、氏名、性別、生年月日、住所、異動事由、住定日、区民日、届出日、
転出転入転居年月日、出生・死亡年月日、世帯合併・分離・変更年月日、在留番
号、在留資格、在留期間、満了日、併記名、通称、世帯番号、続柄、転入元転出
先住所、個人番号

法外援護を行う際に必要なため 戸籍住民課

生活保護情報 生活保護受給の有無 法外援護を行う際に必要なため 生活福祉課

住民票関係情報

住民番号、氏名、性別、生年月日、住所、異動事由、住定日、区民日、届出日、
転出転入転居年月日、出生・死亡年月日、世帯合併・分離・変更年月日、在留番
号、在留資格、在留期間、満了日、併記名、通称、世帯番号、続柄、転入元転出
先住所、個人番号

外国人に対する生活保護を行う際に必要な
ため

戸籍住民課

住民税情報
賦課氏名　･　現住所　･　課税番号　･　資料区分　･　合計所得金額･
給与支払額　・　公的年金支払額　・　その他の所得

生活保護受給者の適正な収入認定を行うた
め

税務課

障害者自立支援
給付情報

自立支援医療（更生医療）を受給する生活保護受給者のうち
「人工透析」「免疫機能障害」「腎臓抗免疫」ごとに下記項目
①氏名②カナ③生年月日④性別⑤住民番号⑥住所⑦受給者番号⑧認定有効
期間の開始（終了）日⑨入院・通院の別⑩医療機関名⑪薬局名⑫訪問看護ス
テーション名

生活保護受給者の自立支援医療（更生医
療）の受給状況を確認することにより、援助
方針、レセプト点検に活用し医療扶助の適正
化を図る。

障害者福祉
課

身障手帳・精神障
害者手帳情報

身体障害者手帳取得の有無、
身体障害者手帳が「有」の場合は下記項目も含める
等級、 障害程度区分、 利用サービスの種類及び利用度、障害程度区分認定審
査中か否か、障害程度区分認定等有効期間

みなし介護受給者の自立支援給付の適用状
況または、適用可能性を確認することによ
り、援助方針に活用し介護扶助の適正化を
図る。

障害者福祉
課

中国残留邦人等
自立支援給付情
報

 中国残留邦人等に対する支援給付情報
（住所、氏名、生年月日、年齢、生活支援額）

外国人に対する生活保護を行う際に必要な
ため

生活福祉課

住民票関係情報

住民番号、氏名、性別、生年月日、住所、異動事由、住定日、区民日、届出日、
転出転入転居年月日、出生・死亡年月日、世帯合併・分離・変更年月日、在留番
号、在留資格、在留期間、満了日、併記名、通称、世帯番号、続柄、転入元転出
先住所、個人番号

宿泊所等入所者相談援助事業を行う際に必
要なため

戸籍住民課

生活保護情報 生活保護受給の有無
宿泊所等入所者相談援助事業を行う際に必
要なため

生活福祉課

住民票関係情報

住民番号、氏名、性別、生年月日、住所、異動事由、住定日、区民日、届出日、
転出転入転居年月日、出生・死亡年月日、世帯合併・分離・変更年月日、在留番
号、在留資格、在留期間、満了日、併記名、通称、世帯番号、続柄、転入元転出
先住所、個人番号

地域生活安定促進事業を行う際に必要なた
め

戸籍住民課

生活保護情報 生活保護受給の有無
地域生活安定促進事業を行う際に必要なた
め

生活福祉課

住民票関係情報

住民番号、氏名、性別、生年月日、住所、異動事由、住定日、区民日、届出日、
転出転入転居年月日、出生・死亡年月日、世帯合併・分離・変更年月日、在留番
号、在留資格、在留期間、満了日、併記名、通称、世帯番号、続柄、転入元転出
先住所、個人番号

生活困窮者自立支援事業を行う際に必要な
ため

戸籍住民課

生活保護情報 生活保護受給の有無
生活困窮者自立支援事業を行う際に必要な
ため

生活福祉課

(区) 生活困窮者自立支援事業 ①
生活福祉課
保護担当課

15

(区) 宿泊所等入所者相談援助事業 ①
生活福祉課
保護担当課

(区) 地域生活安定促進事業 ①
生活福祉課
保護担当課

(区) 法外援護 ①④⑤
生活福祉課
保護担当課

(区) 外国人に対する生活保護の準用 ①④⑤
生活福祉課
保護担当課

生活保護法による生活保護の実施
生活福祉課
保護担当課
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項番

独自利
用の事
由

担当課 利用する情報 利用する情報の項目 利用目的
情報の
保有課

事務

住民票関係情報

住民番号、氏名、性別、生年月日、住所、異動事由、住定日、区民日、届出日、
転出転入転居年月日、出生・死亡年月日、世帯合併・分離・変更年月日、在留番
号、在留資格、在留期間、満了日、併記名、通称、世帯番号、続柄、転入元転出
先住所、個人番号

被支援者に対する相談業務等で必要なため 戸籍住民課

生活保護情報 生活保護受給の有無 被支援者に対する相談業務等で必要なため 生活福祉課

住民票関係情報

住民番号、氏名、性別、生年月日、住所、異動事由、住定日、区民日、届出日、
転出転入転居年月日、出生・死亡年月日、世帯合併・分離・変更年月日、在留番
号、在留資格、在留期間、満了日、併記名、通称、世帯番号、続柄、転入元転出
先住所、個人番号

被支援者に対する相談業務等で必要なため 戸籍住民課

中国残留邦人等
自立支援給付情
報

中国残留邦人等に対する支援給付の有無 被支援者に対する相談業務等で必要なため 生活福祉課

住民票関係情報
氏名・生年月日・性別・世帯主氏名・世帯主についてはその旨、世帯主でない者
については世帯主との続柄・住所及び住所を定めた年月日・個人番号・国民健康
保険被保険者については、その資格に関する事項で政令に定めるもの

入所者の費用徴収額決定のため 戸籍住民課

住民税情報 異動事由、課税状況 入所者の費用徴収額決定のため 税務課

生活保護情報 生活保護の生保開始日 入所者の費用徴収額決定のため 生活福祉課

住民票関係情報

　・氏名・生年月日・性別・世帯主氏名・世帯主についてはその旨、世帯主でない
者については世帯主との続柄・戸籍の表示・区民となった年月日又は外国人住
民となった年月日・住所及び住所を定めた年月日・新たに住所を定めた者につい
ては、その届出年月日（職権記載等を行った者についてはその年月日）及び従
前の住所。転出をした者については、その届出年月日及び転出日、転出先の住
所・個人番号・国民年金被保険者については、その資格に関する事項で政令で
定めるもの・住民票コード（番号、記号その他の符号であって、総務省令で定める
もの）・併記名・通称・通称の記載及び削除に関する事項・国籍・地域・中長期在
留者については、中長期在留者である旨、在留資格、在留期間及び在留期間の
満了の日並びに在留カードの番号・特別永住者については、特別永住者である
旨、上陸期間、特別永住者証明書の番号・出生による経過滞在者については、
出生による経過滞在者である旨・国籍喪失による経過期間者について、国籍喪
失による経過滞在者・氏名のカタカナ表記・住民番号及び世帯番号

児童扶養手当支給額決定のため 戸籍住民課

住民税情報
総所得金額、扶養控除・人数、雑損控除額、医療費控除額、小規模企業控除
額、課税状況

児童扶養手当支給額決定のため 税務課

特別児童扶養手
当支給情報

認定（証書）番号、認定年月日、消滅年月日 児童扶養手当支給額決定のため
子ども家庭
課

身体障害者手帳
情報

障害名・障害等級・手帳番号、各種年月日（有効期限、交付、更新、変更、喪
失）、発行状態、申請種別

児童扶養手当支給額決定のため
障害者福祉
課

精神障害者保健
福祉手帳情報

障害等級・手帳番号・各種年月日（有効期限、交付、発行、変更、喪失）、発行状
態、申請種別

児童扶養手当支給額決定のため
保健予防課
保健セン
ター

障害者自立支援
給付情報

支給決定情報（利用サービス内容、支給期間）、契約情報（契約事業所・契約年
月日）

児童扶養手当支給額決定のため
障害者福祉
課

9

37

児童扶養手当法による児童扶養手当の事務（全般） 子ども家庭課

児童福祉法による助産施設、母子生活支援施設における保護の実施事務（全般） 子ども家庭課

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配
偶者の自立の支援に関する法律による中国残留邦人支援の実施事務

生活福祉課

(区)

63

中国残留邦人等に対する支援 ① 生活福祉課



別表
１

項番

独自利
用の事
由

担当課 利用する情報 利用する情報の項目 利用目的
情報の
保有課

事務

住民票関係情報

　・氏名・生年月日・性別・世帯主氏名・世帯主についてはその旨、世帯主でない
者については世帯主との続柄・戸籍の表示・区民となった年月日又は外国人住
民となった年月日・住所及び住所を定めた年月日・新たに住所を定めた者につい
ては、その届出年月日（職権記載等を行った者についてはその年月日）及び従
前の住所。転出をした者については、その届出年月日及び転出日、転出先の住
所・個人番号・国民年金被保険者については、その資格に関する事項で政令で
定めるもの・住民票コード（番号、記号その他の符号であって、総務省令で定める
もの）・併記名・通称・通称の記載及び削除に関する事項・国籍・地域・中長期在
留者については、中長期在留者である旨、在留資格、在留期間及び在留期間の
満了の日並びに在留カードの番号・特別永住者については、特別永住者である
旨、上陸期間、特別永住者証明書の番号・出生による経過滞在者については、
出生による経過滞在者である旨・国籍喪失による経過期間者について、国籍喪
失による経過滞在者・氏名のカタカナ表記・住民番号及び世帯番号

児童育成手当支給額決定のため 戸籍住民課

住民税情報
総所得金額、扶養控除・人数、雑損控除額、医療費控除額、小規模企業控除
額、課税状況

児童育成手当支給額決定のため 税務課

特別児童扶養手
当支給情報

認定（証書）番号、障害種別、障害認定種別、等級、有期事由・年月 児童育成手当支給額決定のため
子ども家庭
課

児童扶養手当支
給情報

認定（証書）番号、認定事由、認定年月日・消滅年月日、本籍、障害有期年月
日・事由、配偶者の有無、生死不明・遺棄・拘禁の有無、配偶者の障害状況

児童育成手当支給額決定のため
子ども家庭
課

身体障害者手帳
情報

障害名・障害等級・手帳番号、各種年月日（有効期限、交付、更新、変更、喪
失）、発行状態、申請種別

児童育成手当支給額決定のため
障害者福祉
課

障害者自立支援
給付情報

支給決定情報（利用サービス内容、支給期間）、契約情報（契約事業所・契約年
月日）

児童育成手当支給額決定のため
障害者福祉
課

住民票関係情報

　・氏名・生年月日・性別・世帯主氏名・世帯主についてはその旨、世帯主でない
者については世帯主との続柄・戸籍の表示・区民となった年月日又は外国人住
民となった年月日・住所及び住所を定めた年月日・新たに住所を定めた者につい
ては、その届出年月日（職権記載等を行った者についてはその年月日）及び従
前の住所。転出をした者については、その届出年月日及び転出日、転出先の住
所・個人番号・国民年金被保険者については、その資格に関する事項で政令で
定めるもの・住民票コード（番号、記号その他の符号であって、総務省令で定める
もの）・併記名・通称・通称の記載及び削除に関する事項・国籍・地域・中長期在
留者については、中長期在留者である旨、在留資格、在留期間及び在留期間の
満了の日並びに在留カードの番号・特別永住者については、特別永住者である
旨、上陸期間、特別永住者証明書の番号・出生による経過滞在者については、
出生による経過滞在者である旨・国籍喪失による経過期間者について、国籍喪
失による経過滞在者・氏名のカタカナ表記・住民番号及び世帯番号

助成判定事務に利用するため 戸籍住民課

住民税情報
総所得金額、扶養控除・人数、雑損控除額、医療費控除額、小規模企業控除
額、課税状況

助成判定事務に利用するため 税務課

児童扶養手当支
給情報

認定（証書）番号、認定事由、認定年月日・消滅年月日・現況届状況、本籍、障
害有期年月日・事由、配偶者の有無、生死不明・遺棄・公金の有無、配偶者の障
害状況

助成判定事務に利用するため
子ども家庭
課

生活保護情報 生活保護の生保開始日 助成判定事務に利用するため 生活福祉課

特別児童扶養手
当支給情報

認定（証書）番号、認定年月日、消滅年月日 助成判定事務に利用するため
子ども家庭
課

医療保険各法・高
齢者医療による医
療給付・保険料徴
収情報

国民健康保険支給区分、該当期間（開始日　終了日）、該当額、受信月日 助成判定事務に利用するため
医療保険年
金課

身体障害者手帳
情報

障害名・障害等級・手帳番号、各種年月日（有効期限、交付、更新、変更、喪
失）、発行状態、申請種別

助成判定事務に利用するため
障害者福祉
課

障害者自立支援
給付情報

支給決定情報（利用サービス内容、支給期間）、契約情報（契約事業所・契約年
月日）

助成判定事務に利用するため
障害者福祉
課

ひとり親家庭等の医療費助成 ②⑤ 子ども家庭課

37

児童育成手当(区) 子ども家庭課②⑤

(区)



別表
１

項番

独自利
用の事
由

担当課 利用する情報 利用する情報の項目 利用目的
情報の
保有課

事務

住民票関係情報
・氏名・生年月日・性別・世帯主氏名・世帯主についてはその旨、世帯主でない者
については世帯主との続柄・住所及び住所を定めた年月日・戸籍の表示・個人番
号

貸付審査のため 戸籍住民課

住民税情報 総所得金額、課税状況 貸付審査のため 税務課

住民票関係情報
・氏名・生年月日・性別・世帯主氏名・世帯主についてはその旨、世帯主でない者
については世帯主との続柄・住所及び住所を定めた年月日・戸籍の表示・個人番
号

債権徴収のため 戸籍住民課

住民税情報 総所得金額、課税状況 債権徴収のため 税務課

住民票関係情報
・氏名・生年月日・性別・世帯主氏名・世帯主についてはその旨、世帯主でない者
については世帯主との続柄・住所及び住所を定めた年月日・戸籍の表示・個人番
号

債権徴収のため 戸籍住民課

住民税情報 総所得金額、課税状況 債権徴収のため 税務課

住民票関係情報
・氏名・生年月日・性別・世帯主氏名・世帯主についてはその旨、世帯主でない者
については世帯主との続柄・住所及び住所を定めた年月日・個人番号

ひとり親家庭家事援助者雇用費助成制度の
対象世帯の確認のため

戸籍住民課

住民税情報 総所得金額
ひとり親家庭家事援助者雇用費助成制度の
対象世帯の確認のため

税務課

児童扶養手当支
給情報

認定（証書）番号、認定年月日、消滅年月日
ひとり親家庭家事援助者雇用費助成制度の
助成額算定のため

子ども家庭
課

生活保護情報 生活保護の保護開始年月日
ひとり親家庭家事援助者雇用費助成制度の
対象世帯の確認のため

生活福祉課

住民票関係情報
・氏名・生年月日・性別・世帯主氏名・世帯主についてはその旨、世帯主でない者
については世帯主との続柄・住所及び住所を定めた年月日・個人番号

ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業
の対象世帯の確認のため

戸籍住民課

住民税情報 総所得金額、課税状況
ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業
の対象世帯の確認のため

税務課

児童扶養手当支
給情報

認定（証書）番号、認定年月日、消滅年月日
ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業
の対象世帯の確認のため

子ども家庭
課

住民票関係情報

・氏名・生年月日・性別・世帯主氏名・世帯主についてはその旨、世帯主でない者
については世帯主との続柄・戸籍の表示・区民となった年月日又は外国人住民と
なった年月日・住所及び住所を定めた年月日・新たに住所を定めた者について
は、その届出年月日（職権記載等を行った者についてはその年月日）及び従前
の住所。転出をした者については、その届出年月日及び転出日、転出先の住所・
個人番号・住民票コード（番号、記号その他の符号であって、総務省令で定める
もの）・併記名・通称・通称の記載及び削除に関する事項・国籍・地域・中長期在
留者については、中長期在留者である旨、在留資格、在留期間及び在留期間の
満了の日並びに在留カードの番号・特別永住者については、特別永住者である
旨、上陸期間、特別永住者証明書の番号・出生による経過滞在者については、
出生による経過滞在者である旨・国籍喪失による経過期間者について、国籍喪
失による経過滞在者・氏名のカタカナ表記・住民番号及び世帯番号

特別児童扶養手当申請受付事務のため 戸籍住民課

住民税情報 総所得金額、扶養控除・人数、雑損控除額、医療費控除額、小規模企業控除額 特別児童扶養手当申請受付事務のため 税務課

44 母子及び父子並びに寡婦福祉法によるひとり親家庭日常生活支援事業の事務（全般） 子ども家庭課

45
母子及び父子並びに寡婦福祉法によるひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業支給
事務（全般）

子ども家庭課

(区)

43

新宿区母子福祉応急小口資金 ①③④ 子ども家庭課

母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付事務（全般） 子ども家庭課

(区) 新宿区女性福祉資金 ①③④ 子ども家庭課

46 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当請求書等の受理 子ども家庭課



別表
１

項番

独自利
用の事
由

担当課 利用する情報 利用する情報の項目 利用目的
情報の
保有課

事務

住民票関係情報

・氏名・生年月日・性別・区民となった年月日又は外国人住民となった年月日・住
所及び住所を定めた年月日・新たに住所を定めた者については、その届出年月
日（職権記載等を行った者についてはその年月日）及び従前の住所。転出をした
者については、その届出年月日及び転出日、転出先の住所・個人番号・国民年
金被保険者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの・住民票
コード（番号、記号その他の符号であって、総務省令で定めるもの）・併記名・通
称・中長期在留者については、中長期在留者である旨、在留資格、在留期間及
び在留期間の満了の日並びに在留カードの番号・特別永住者については、特別
永住者である旨、特別永住者証明書の番号・出生による経過滞在者について
は、出生による経過滞在者である旨・氏名のカタカナ表記・住民番号及び世帯番
号

児童手当支給決定等のため 戸籍住民課

住民税情報 総所得金額、扶養控除・人数、雑損控除額、医療費控除額、小規模企業控除額 児童手当支給額の決定のため 税務課

住民票関係情報

氏名、生年月日、性別、世帯主氏名、世帯主についてはその旨、世帯主でない
者については世帯主との続柄、戸籍の表示、区民となった年月日 又は 外国人
住民となった年月日、住所 及び 住所を定めた年月日、新たに住所を定めた者に
ついては、その届出年月日（職権記載等を行った者についてはその年月日）及び
従前の住所。転出をした者については、その届出年月日及び転出日、転出先の
住所、個人番号、併記名、通称、通称の記載及び削除に関する事項、国籍・地
域、中長期在留者については、中長期在留者である旨、在留資格、在留期間及
び在留期間の満了の日並びに在留カードの番号、 特別永住者については、特
別永住者である旨、特別永住者証明書の番号、一時庇護許可者については、一
時庇護許可者である旨、上陸期間、仮滞在許可者については仮滞在許可者であ
る旨、仮滞在期間、 出生による経過滞在者については、出生による経過滞在者
である旨、 国籍喪失による経過滞在者については、国籍喪失による経過滞在者
である旨、上記１～27以外で政令で定める事項、氏名のカタカナ表記、住民番号
及び 世帯番号

子ども・子育て支援法に規定する支給認定に
伴う保育料の算定事務のため

戸籍住民課

住民税情報
所得項目、所得金額、控除項目、控除金額、扶養関係、扶養人数、保育料階層
計算のための住民税均等割（個人）、保育料階層計算のための住民税所得割
（個人）、住民税賦課期日時点の保護者の住所

子ども・子育て支援法に規定する支給認定に
伴う保育料の算定事務のため

税務課

障害者自立支援
給付情報

個人番号、氏名、生年月日、住所、性別、
支給決定情報（利用サービス内容・支給量・支給期間・自己負担額等）、
契約情報（契約事業所・契約年月日・契約量等）

子ども・子育て支援法に規定する支給認定に
伴う保育料の算定事務のため

障害者福祉
課

障害児通所支援
支給情報

氏名、生年月日、住所、性別、
支給決定情報（利用サービス内容・支給量・支給期間・自己負担額等）、
契約情報（契約事業所・契約年月日・契約量等）

子ども・子育て支援法に規定する支給認定に
伴う保育料の算定事務のため

障害者福祉
課

生活保護情報 生活保護関係情報（異動事由、措置番号、開始年月日、終了年月日）
子ども・子育て支援法に規定する支給認定に
伴う保育料の算定事務のため

生活福祉課

児童扶養手当支
給情報

児童扶養手当支給情報（支給履歴、支給開始年月、支給開始事由、
支給終了（消滅）年月、支給停止年月、支給停止事由、停止解除年月）

子ども・子育て支援法に規定する支給認定に
伴う保育料の算定事務のため

子ども家庭
課

中国残留邦人等
自立支援給付情
報

中国残留邦人等に対する支援給付情報（費用区分、単給・併給区分）
子ども・子育て支援法に規定する支給認定に
伴う保育料の算定事務のため

生活福祉課

保育課
子ども家庭支援
課
健康づくり課

住民票関係情報

氏名、生年月日、性別、世帯主氏名、世帯主についてはその旨、世帯主でない
者については世帯主との続柄、戸籍の表示、区民となった年月日 又は 外国人
住民となった年月日、住所 及び 住所を定めた年月日、新たに住所を定めた者に
ついては、その届出年月日（職権記載等を行った者についてはその年月日）及び
従前の住所。転出をした者については、その届出年月日及び転出日、転出先の
住所、個人番号、併記名、通称、通称の記載及び削除に関する事項、国籍・地
域、中長期在留者については、中長期在留者である旨、在留資格、在留期間及
び在留期間の満了の日並びに在留カードの番号、 特別永住者については、特
別永住者である旨、特別永住者証明書の番号、一時庇護許可者については、一
時庇護許可者である旨、上陸期間、仮滞在許可者については仮滞在許可者であ
る旨、仮滞在期間、 出生による経過滞在者については、出生による経過滞在者
である旨、 国籍喪失による経過滞在者については、国籍喪失による経過滞在者
である旨、上記１～27以外で政令で定める事項、氏名のカタカナ表記、住民番号
及び 世帯番号

子ども・子育て支援法による地域支援事業の
対象者管理のため

戸籍住民課

住民税情報
所得項目、所得金額、控除項目、控除金額、扶養関係、扶養人数、利用者負担
区分計算のための住民税均等割、利用者負担区分計算のための住民税所得
割、住民税賦課期日時点の保護者の住所

利用料の減免及び助成、免除のため 税務課

子ども・子育て支援法による地域子ども・子育て支援事業（延長保育事業、預かり保育事
業、放課後児童健全育成事業、一時預かり事業、子育て短期支援事業、養育支援訪問
事業、乳児家庭全戸訪問事業）

保育課

94

56 児童手当法による児童手当の事務（全般） 子ども家庭課

子ども・子育て支援法による保育給付



別表
１

項番

独自利
用の事
由

担当課 利用する情報 利用する情報の項目 利用目的
情報の
保有課

事務

生活保護情報 生活保護受給の有無 利用料の減免及び助成、免除のため 生活福祉課

児童扶養手当
支給情報

児童扶養手当受給の有無 利用料の減免及び助成、免除のため
子ども家庭
課

中国残留邦人
等自立支援
給付情報

中国残留邦人等支援受給の有無 利用料の減免及び助成、免除のため 生活福祉課

住民票関係情報

氏名、生年月日、性別、世帯主氏名、世帯主についてはその旨、世帯主でない
者については世帯主との続柄、戸籍の表示、区民となった年月日 又は 外国人
住民となった年月日、住所 及び 住所を定めた年月日、新たに住所を定めた者に
ついては、その届出年月日（職権記載等を行った者についてはその年月日）及び
従前の住所。転出をした者については、その届出年月日及び転出日、転出先の
住所、個人番号、併記名、通称、通称の記載及び削除に関する事項、国籍・地
域、中長期在留者については、中長期在留者である旨、在留資格、在留期間及
び在留期間の満了の日並びに在留カードの番号、 特別永住者については、特
別永住者である旨、特別永住者証明書の番号、一時庇護許可者については、一
時庇護許可者である旨、上陸期間、仮滞在許可者については仮滞在許可者であ
る旨、仮滞在期間、 出生による経過滞在者については、出生による経過滞在者
である旨、 国籍喪失による経過滞在者については、国籍喪失による経過滞在者
である旨、上記１～27以外で政令で定める事項、氏名のカタカナ表記、住民番号
及び 世帯番号

新宿区保育ルーム事業利用料算定事務の
ため

戸籍住民課

住民税情報
所得項目、所得金額、控除項目、控除金額、扶養関係、扶養人数、保育料階層
計算のための住民税均等割（個人）、保育料階層計算のための住民税所得割
（個人）、住民税賦課期日時点の保護者の住所

新宿区保育ルーム事業利用料算定事務の
ため

税務課

障害者自立支援
給付情報

氏名、生年月日、住所、性別、
支給決定情報（利用サービス内容・支給量・支給期間・自己負担額等）、
契約情報（契約事業所・契約年月日・契約量等）

新宿区保育ルーム事業利用料算定事務の
ため

障害者福祉
課

障害児通所支援
支給情報

氏名、生年月日、住所、性別、
支給決定情報（利用サービス内容・支給量・支給期間・自己負担額等）、
契約情報（契約事業所・契約年月日・契約量等）

新宿区保育ルーム事業利用料算定事務の
ため

障害者福祉
課

生活保護情報 生活保護関係情報（異動事由、措置番号、開始年月日、終了年月日）
新宿区保育ルーム事業利用料算定事務の
ため

生活福祉課

児童扶養手当支
給情報

児童扶養手当支給情報（支給履歴、支給開始年月、支給開始事由、
支給終了（消滅）年月、支給停止年月、支給停止事由、停止解除年月）

新宿区保育ルーム事業利用料算定事務の
ため

子ども家庭
課

中国残留邦人等
自立支援給付情
報

中国残留邦人等に対する支援給付情報（費用区分、単給・併給区分）
新宿区保育ルーム事業利用料算定事務の
ため

生活福祉課

住民票関係情報

氏名、生年月日、性別、世帯主氏名、世帯主についてはその旨、世帯主でない
者については世帯主との続柄、戸籍の表示、区民となった年月日 又は 外国人
住民となった年月日、住所 及び 住所を定めた年月日、新たに住所を定めた者に
ついては、その届出年月日（職権記載等を行った者についてはその年月日）及び
従前の住所。転出をした者については、その届出年月日及び転出日、転出先の
住所、個人番号、併記名、通称、通称の記載及び削除に関する事項、国籍・地
域、中長期在留者については、中長期在留者である旨、在留資格、在留期間及
び在留期間の満了の日並びに在留カードの番号、 特別永住者については、特
別永住者である旨、特別永住者証明書の番号、一時庇護許可者については、一
時庇護許可者である旨、上陸期間、仮滞在許可者については仮滞在許可者であ
る旨、仮滞在期間、 出生による経過滞在者については、出生による経過滞在者
である旨、 国籍喪失による経過滞在者については、国籍喪失による経過滞在者
である旨、上記１～27以外で政令で定める事項、氏名のカタカナ表記、住民番号
及び 世帯番号

認証保育所保護者負担軽減助成金の算定
のため

戸籍住民課

住民税情報
所得項目、所得金額、控除項目、控除金額、扶養関係、扶養人数、保育料階層
計算のための住民税均等割（個人）、保育料階層計算のための住民税所得割
（個人）、住民税賦課期日時点の保護者の住所

認証保育所保護者負担軽減助成金の算定
のため

税務課

障害児通所支援
支給情報

氏名、生年月日、住所、性別、
支給決定情報（利用サービス内容・支給量・支給期間・自己負担額等）、
契約情報（契約事業所・契約年月日・契約量等）

認証保育所保護者負担軽減助成金の算定
のため

障害者福祉
課

子ども・子育て支援法による地域子ども・子育て支援事業（延長保育事業、預かり保育事
業、放課後児童健全育成事業、一時預かり事業、子育て短期支援事業、養育支援訪問
事業、乳児家庭全戸訪問事業）

(区)

保育指導課
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新宿区認証保育所保護者負担軽減事業 ①④

(区) 新宿区保育ルーム事業利用料算定事務 ①④ 保育課



別表
１

項番

独自利
用の事
由

担当課 利用する情報 利用する情報の項目 利用目的
情報の
保有課

事務

生活保護情報 生活保護関係情報（異動事由、措置番号、開始年月日、終了年月日）
認証保育所保護者負担軽減助成金の算定
のため

生活福祉課

児童扶養手当支
給情報

児童扶養手当支給情報（支給履歴、支給開始年月、支給開始事由、
支給終了（消滅）年月、支給停止年月、支給停止事由、停止解除年月）

認証保育所保護者負担軽減助成金の算定
のため

子ども家庭
課

中国残留邦人等
自立支援給付情
報

中国残留邦人等に対する支援給付情報（費用区分、単給・併給区分）
認証保育所保護者負担軽減助成金の算定
のため

生活福祉課

住民票関係情報

氏名、生年月日、性別、世帯主氏名、世帯主についてはその旨、世帯主でない
者については世帯主との続柄、戸籍の表示、区民となった年月日 又は 外国人
住民となった年月日、住所 及び 住所を定めた年月日、新たに住所を定めた者に
ついては、その届出年月日（職権記載等を行った者についてはその年月日）及び
従前の住所。転出をした者については、その届出年月日及び転出日、転出先の
住所、個人番号、併記名、通称、通称の記載及び削除に関する事項、国籍・地
域、中長期在留者については、中長期在留者である旨、在留資格、在留期間及
び在留期間の満了の日並びに在留カードの番号、 特別永住者については、特
別永住者である旨、特別永住者証明書の番号、一時庇護許可者については、一
時庇護許可者である旨、上陸期間、仮滞在許可者については仮滞在許可者であ
る旨、仮滞在期間、 出生による経過滞在者については、出生による経過滞在者
である旨、 国籍喪失による経過滞在者については、国籍喪失による経過滞在者
である旨、上記１～27以外で政令で定める事項、氏名のカタカナ表記、住民番号
及び 世帯番号

認可外保育施設保護者負担軽減助成金の
算定のため

戸籍住民課

住民税情報
所得項目、所得金額、控除項目、控除金額、扶養関係、扶養人数、保育料階層
計算のための住民税均等割（個人）、保育料階層計算のための住民税所得割
（個人）、住民税賦課期日時点の保護者の住所

認可外保育施設保護者負担軽減助成金の
算定のため

税務課

生活保護情報 生活保護関係情報（異動事由、措置番号、開始年月日、終了年月日）
認可外保育施設保護者負担軽減助成金の
算定のため

生活福祉課

中国残留邦人等
自立支援給付情
報

中国残留邦人等に対する支援給付情報（費用区分、単給・併給区分）
認可外保育施設保護者負担軽減助成金の
算定のため

生活福祉課

住民票
関係情報

氏名、生年月日、性別、世帯主氏名、世帯主についてはその旨、世帯主でない
者については世帯主との続柄、戸籍の表示、区民となった年月日 又は 外国人
住民となった年月日、住所 及び 住所を定めた年月日、新たに住所を定めた者に
ついてはその届出年月日（職権記載等を行った者についてはその年月日）及び
従前の住所、転出をした者についてはその届出年月日及び転出日、転出先の住
所、個人番号、併記名、通称、通称の記載及び削除に関する事項、国籍・地域、
中長期在留者については中長期在留者である旨、在留資格、在留期間及び在
留期間の満了の日並びに在留カードの番号、 特別永住者については特別永住
者である旨、特別永住者証明書の番号、一時庇護許可者については一時庇護
許可者である旨、上陸期間、仮滞在許可者については仮滞在許可者である旨、
仮滞在期間、 出生による経過滞在者については出生による経過滞在者である
旨、 国籍喪失による経過滞在者については、国籍喪失による経過滞在者である
旨、上記以外で政令で定める事項、氏名のカタカナ表記、住民番号 及び 世帯番
号

戸籍住民課

住民税情報
所得項目、所得金額、控除項目、控除金額、扶養関係、扶養人数、利用者負担
区分計算のための住民税均等割、利用者負担区分計算のための住民税所得
割、住民税賦課期日時点の保護者の住所

税務課

生活保護情報 生活保護受給の有無 生活福祉課

児童扶養手当
支給情報

児童扶養手当受給の有無
子ども家庭
課

中国残留邦人
等自立支援
給付情報

中国残留邦人等支援受給の有無 生活福祉課

新宿区認可外保育施設保護者負担軽減事業

おやつ代の免除のため

(区)

機能拡充型放課後子どもひろば
子ども家庭支援
課

保育指導課

94

新宿区認証保育所保護者負担軽減事業 ①④

①④ 保育指導課



別表
１

項番

独自利
用の事
由

担当課 利用する情報 利用する情報の項目 利用目的
情報の
保有課

事務

住民票
関係情報

氏名、生年月日、性別、世帯主氏名、世帯主についてはその旨、世帯主でない
者については世帯主との続柄、戸籍の表示、区民となった年月日 又は 外国人
住民となった年月日、住所 及び 住所を定めた年月日、新たに住所を定めた者に
ついてはその届出年月日（職権記載等を行った者についてはその年月日）及び
従前の住所、転出をした者についてはその届出年月日及び転出日、転出先の住
所、個人番号、併記名、通称、通称の記載及び削除に関する事項、国籍・地域、
中長期在留者については中長期在留者である旨、在留資格、在留期間及び在
留期間の満了の日並びに在留カードの番号、 特別永住者については特別永住
者である旨、特別永住者証明書の番号、一時庇護許可者については一時庇護
許可者である旨、上陸期間、仮滞在許可者については仮滞在許可者である旨、
仮滞在期間、 出生による経過滞在者については出生による経過滞在者である
旨、 国籍喪失による経過滞在者については、国籍喪失による経過滞在者である
旨、上記以外で政令で定める事項、氏名のカタカナ表記、住民番号 及び 世帯番
号

戸籍住民課

住民税情報
所得項目、所得金額、控除項目、控除金額、扶養関係、扶養人数、利用者負担
区分計算のための住民税均等割、利用者負担区分計算のための住民税所得
割、住民税賦課期日時点の保護者の住所

税務課

生活保護情報 生活保護受給の有無 生活福祉課

児童扶養手当
支給情報

児童扶養手当受給の有無
子ども家庭
課

中国残留邦人
等自立支援
給付情報

中国残留邦人等支援受給の有無 生活福祉課

住民票関係情報
世帯番号、住民番号、続柄、保護者氏名、保護者カナ、保護者性別、保護者生
年月日、児童氏名、児童カナ、児童性別、児童生年月日、家族氏名、家族カナ、
家族性別、家族生年月日、住所コード、住所、方書、個人番号

住民基本台帳情報を把握し、入退園の管理
を行うため

戸籍住民課

住民税情報
所得項目、所得金額、控除項目、控除金額、扶養関係、扶養人数、利用者負担
区分計算のための住民税均等割、利用者負担区分計算のための住民税所得
割、住民税賦課期日時点の保護者の住所

課税情報を把握し、正確な保育料等の判定
を行うため

税務課

障害者自立支援
給付情報

氏名、生年月日、住所、性別、
支給決定情報（利用サービス内容・支給量・支給期間・自己負担額等）、
利用情報（利用量・利用金額・自己負担額等）

障害者サービス情報を把握し、正確な保育
料等の判定を行うため

障害者福祉
課

生活保護情報 生活保護受給の有無
生活保護受給情報を把握し、保育料等の算
定を行うため

生活福祉課

児童扶養手当支
給情報

児童扶養手当受給の有無
児童扶養手当受給情報を把握し、保育料等
の算定を行うため

子ども家庭
課

中国残留邦人等
自立支援給付情
報

中国残留邦人等支援受給の有無
中国残留邦人等に対する支援受給情報を把
握し、保育料等の算定を行うため

生活福祉課

住民票関係情報
世帯番号、住民番号、続柄、保護者氏名、保護者カナ、保護者性別、保護者生
年月日、児童氏名、児童カナ、児童性別、児童生年月日、家族氏名、家族カナ、
家族性別、家族生年月日、住所コード、住所、方書、個人番号

住民基本台帳情報を把握し、入園の管理を
行うため

戸籍住民課

住民税情報
所得項目、所得金額、控除項目、控除金額、扶養関係、扶養人数、利用者負担
区分計算のための住民税均等割、利用者負担区分計算のための住民税所得
割、住民税賦課期日時点の保護者の住所

課税情報を把握し、正確な入園料の判定を
行うため

税務課

障害者自立支援
給付情報

氏名、生年月日、住所、性別、
支給決定情報（利用サービス内容・支給量・支給期間・自己負担額等）、
利用情報（利用量・利用金額・自己負担額等）

障害者サービス情報を把握し、正確な入園
料の判定を行うため

障害者福祉
課

生活保護情報 生活保護受給の有無
生活保護受給情報を把握し、入園料の算定
を行うため

生活福祉課

児童扶養手当支
給情報

児童扶養手当受給の有無
児童扶養手当受給情報を把握し、入園料の
算定を行うため

子ども家庭
課

中国残留邦人等
自立支援給付情
報

中国残留邦人等支援受給の有無
中国残留邦人等に対する支援受給情報を把
握し、入園料の算定を行うため

生活福祉課

子ども・子育て支援法による区立幼稚園・私立幼稚園児童への助成 学校運営課

(区) 区立幼稚園の入園料 ①④⑥ 学校運営課

利用料の免除のため

(区)

産後支援訪問事業
子ども家庭支援
課

94



別表
１

項番

独自利
用の事
由

担当課 利用する情報 利用する情報の項目 利用目的
情報の
保有課

事務

住民票関係情報
世帯番号、住民番号、続柄、保護者氏名、保護者カナ、保護者性別、保護者生
年月日、児童氏名、児童カナ、児童性別、児童生年月日、家族氏名、家族カナ、
家族性別、家族生年月日、住所コード、住所、方書、個人番号

住民基本台帳情報を把握し、補助金の算定
を行うため

戸籍住民課

住民税情報
所得項目、所得金額、控除項目、控除金額、扶養関係、扶養人数、利用者負担
区分計算のための住民税均等割、利用者負担区分計算のための住民税所得
割、住民税賦課期日時点の保護者の住所

課税情報を把握し、正確な補助金の判定を
行うため

税務課

障害者自立支援
給付情報

氏名、生年月日、住所、性別、
支給決定情報（利用サービス内容・支給量・支給期間・自己負担額等）、
利用情報（利用量・利用金額・自己負担額等）

障害者サービス情報を把握し、正確な補助
金の判定を行うため

障害者福祉
課

生活保護情報 生活保護受給の有無
生活保護受給情報を把握し、正確な補助金
の判定を行うため

生活福祉課

児童扶養手当支
給情報

児童扶養手当受給の有無
児童扶養手当受給情報を把握し、入園料の
算定を行うため

子ども家庭
課

中国残留邦人等
自立支援給付情
報

中国残留邦人等支援受給の有無
中国残留邦人等に対する支援受給情報を把
握し、正確な補助金の判定を行うため

生活福祉課

住民票関係情報
氏名、生年月日、性別、続柄、区民日、住定日、届出日、個人番号、併記名、通
称名、在留資格、在留期間満了日、在留カード番号、住民番号、電話番号

国民健康保険事業（資格・証・保険給付・賦
課・収納・滞納の管理）のため

戸籍住民課

住民税情報

年度、住民番号、専従者表示、非課税区分、普徴課税（番号・取消表示）、特徴
課税（番号・取消表示）、増額更正（年度・番号・取消表示）、処理年月日、異動事
由、通知書発付年月日、課税区分、専従者数（配偶者専従・その他専従）、寡婦
（寡夫）、障害者、勤労学生、控除対象配偶者、扶養人数（一般・老人・特別障害
者・普通障害者）、所得・課税情報

国民健康保険事業（資格・証・保険給付・賦
課・収納・滞納の管理）のため

税務課

介護保険情報
介護被保険者番号、介護住民区分、介護住民番号、介護住所地特例、施設名、
入退所日、介護捕捉年月日、介護待機フラグ、介護保険料徴収方法、介護保険
料年金特別徴収額、

国民健康の資格適正管理及び保険料の特
別徴収判定を行うため

介護保険課

障害者施設入所
情報

氏名、住民番号、生年月日、性別、住所、支給決定情報（利用サービス内容・支
給期間）

国民健康保険料（介護分）の賦課を適正に行
うため

障害者福祉
課

生活保護情報
異動事由、決定年月日、ケース番号、住民番号、世帯主氏名、住所、保護状態
開始年月日、氏名、続柄、生年月日

国民健康保険被保険者資格の適正管理の
ため

生活福祉課

医療保険各法・高
齢者医療による医
療給付・保険料徴
収情報

住民番号、取得事由、喪失事由、適用終了
75歳未満で後期高齢者医療へ移行した国民
健康保険被保険者資格の適正管理のため

高齢者医療
担当課

住民票関係情報
氏名、生年月日、性別、続柄、区民日、住定日、届出日、個人番号、併記名、通
称名、在留期間満了日、在留カード番号、住民番号

国民年金事務のため 戸籍住民課

住民税情報

年度、住民番号、非課税区分、普徴課税（番号・取消表示）、特徴課税（番号・取
消表示）、増額更正（年度・番号・取消表示）、処理年月日、異動事由、通知書発
付年月日、課税区分、寡婦（寡夫）、障害者、勤労学生、控除対象配偶者、扶養
人数（一般・老人・特別障害者・普通障害者）、所得・課税情報

国民年金事務のため 税務課

生活保護情報
異動事由、決定年月日、ケース番号、住民番号、世帯主氏名、住所、保護状態
開始年月日、氏名、続柄、生年月日

国民年金保険料の法定免除のため 生活福祉課

私立幼稚園等園児保護者保育料
私立幼稚園等園児保護者入園料補助金

①④⑥ 学校運営課

94

医療保険年金課

31 国民年金法による国民年金の事務（届出・免除申請受付のみ） 医療保険年金課

(区)

30 国民健康保険法による国民健康保険の事務（被保険者の資格、保険料、給付事務）



別表
１

項番

独自利
用の事
由

担当課 利用する情報 利用する情報の項目 利用目的
情報の
保有課

事務

住民票関係情報

氏名、生年月日、性別、世帯主氏名、世帯主との続柄、本籍、筆頭者氏名、区民
となった年月日又は外国人住民となった年月日、住所、住所を定めた年月日、住
所を定めた届出年月日（職権記載等を行った者についてはその年月日）、前住
所、転出届出年月日、転出日、転出先住所、個人番号、併記名、通称、国籍・地
域、法第３０条の４５に規定する区分、在留資格、在留期間等、在留期間の満了
の日、在留カード等番号、氏名のカタカナ表記、住民番号、世帯番号、住民区
分、氏名区分

後期高齢者医療事業（資格・証・賦課・収納・
滞納の管理）のため

戸籍住民課

住民税情報

課税区分、非課税区分、青色申告表示、配偶者専従者、その他の専従者数、専
従者表示、寡婦、障害者、勤労学生、未成年か老年者、同居の妻、控除対象配
偶者、扶養人数、老人扶養人数、同居老親扶養人数、特別障害者扶養人数、同
居特別障害者扶養人数、普通障害者扶養人数、特定扶養人数、年少扶養人
数、成年扶養人数、特定成年扶養人数、異動事由、異動年月日、雑損失額、医
療費、社会保険料、小規模共済、生命保険料、配偶者特別控除額、寄付金控除
額、繰越損失額、短期長期特別控除額、総合分離総所得額、相当年度、課税標
準額、退職所得、公的年金支払額、雑所得公的年金分、、課税非課税区分コー
ド、営業所得額、農業所得額、不動産所得額、利子所得額、配当所得額、配当
証券投資所得額、外貨建配当所得額、配当控除無所得額、給与所得額、その他
雑所得額、雑所得合計額、総合短期譲渡所得額、総合長期譲渡所得額、一時
所得額、総合譲渡一時所得額、給与収入額、専従者給与額、分離短期譲渡一
般所得額、分離短期譲渡軽減所得額、分離長期譲渡一般所得額、分離長期譲
渡特定所得額、分離長期譲渡軽課所得額、山林所得額、先物取引所得額、未
公開株式譲渡所得額、上場株式譲渡所得額、分離短期譲渡一般特別控除額、
分離短期譲渡軽減特別控除額、分離長期譲渡一般特別控除額、分離長期譲渡
特定特別控除額、分離長期譲渡軽課特別控除額、繰越純損失額、繰越雑損失
額、繰越株式損失額、繰越先物損失額、繰越居住用損失額、居住用損失額、条
約適用利子等所得額、条約適用配当等所得額、分離配当額、繰損配当額

後期高齢者医療制度保険料賦課の算定根
拠として東京都後期高齢者医療広域連合へ
データの提供を行うため

税務課

介護保険情報
介護被保険者番号、介護住民区分、介護住民番号、介護保険料年金特別徴収
額、介護住所地特例、介護捕捉年月日、介護待機フラグ、異動前住所、異動後
住所

国民健康保険料及び長寿（後期高齢者）医
療の保険料の年金からの特別徴収の対象者
について、介護保険料と合算して年金の受給
額の２分の１を超えない旨の判定をさせるた
め。

介護保険課

生活保護情報 保護決定年月日、保護廃止年月日
後期高齢者医療制度資格管理用として東京
都後期高齢者医療広域連合へデータの提供
を行うため

生活福祉課

医療保険各法・高
齢者医療による医
療給付・保険料徴
収情報

特定疾病区分、認定日、所得判明区分、住民番号、旧但し書所得、総所得金額
等、給与収入、公的年金収入

特定疾病療養受領証について、効率的に申
請の勧奨を行うため

医療保険年
金課

(区) 後期高齢者医療葬祭費支給事務 ①②③
高齢者医療担当
課

住民票関係情報

氏名、生年月日、性別、世帯主氏名、世帯主との続柄、本籍、筆頭者氏名、区民
となった年月日又は外国人住民となった年月日、住所、住所を定めた年月日、住
所を定めた届出年月日（職権記載等を行った者についてはその年月日）、前住
所、転出届出年月日、転出日、転出先住所、個人番号、併記名、通称、国籍・地
域、法第３０条の４５に規定する区分、在留資格、在留期間等、在留期間の満了
の日、在留カード等番号、氏名のカタカナ表記、住民番号、世帯番号、住民区
分、氏名区分

後期高齢者医療葬祭費支給事業を行うため 戸籍住民課

住民票関係情報 氏名、生年月日、住所、性別、個人番号、住民番号 住民基本台帳への登録情報の確認 戸籍住民課

住民税情報 個人課税区分、世帯課税区分、最終発付年月日 課税情報の確認 税務課

生活保護情報 生活保護受給の有無 生活保護受給の確認 生活福祉課

中国残留邦人等
自立支援給付情
報

中国残留邦人等に対する支援給付の有無 中国残留邦人等に対する支援給付の確認 生活福祉課

59

49
母子保健法による保健指導、健康診査、訪問指導、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、
母子健康手帳台帳、養育医療の給付等の事務

健康づくり課
保健センター

高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療制度の事務（被保険者の資
格、納入通知）

高齢者医療担当
課



別表
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項番

独自利
用の事
由

担当課 利用する情報 利用する情報の項目 利用目的
情報の
保有課

事務

住民票関係情報 氏名、生年月日、住所、性別、個人番号、住民番号 住民基本台帳への登録情報の確認 戸籍住民課

住民税情報 個人課税区分、世帯課税区分、最終発付年月日 課税情報の確認 税務課

生活保護情報 生活保護受給の有無 生活保護受給の確認 生活福祉課

中国残留邦人等
自立支援給付情
報

中国残留邦人等に対する支援給付の有無 中国残留邦人等に対する支援給付の確認 生活福祉課

住民票関係情報 氏名、生年月日、住所、性別、個人番号、住民番号 住民基本台帳への登録情報の確認 戸籍住民課

住民税情報 所得金額・特別区民税課税額 医療費の支給事務のため 税務課

生活保護情報 生活保護受給の有無 医療費の支給事務のため 生活福祉課

中国残留邦人等
自立支援給付情
報

中国残留邦人等に対する支援給付の有無 医療費の支給事務のため 生活福祉課

医療保険各法・高
齢者医療による医
療給付・保険料徴
収情報

国保加入の有無 医療費の支給事務のため
医療保険年
金課

住民票関係情報
氏名・生年月日・住所・性別・電話場号・世帯構成・年齢・区民日・住民区分・住民
番号・個人番号

新宿区小児慢性特定疾病児童等日常生活
用具給付事業事務のため

戸籍住民課

住民税情報
氏名、生年月日、住所、性別、異動自由、特別区民税均等割額及び所得割額、
合計所得金額、総所得金額、公的年金支払額、所得控除額、課税状況

新宿区小児慢性特定疾病児童等日常生活
用具給付事業事務のため

税務課

生活保護情報 住所・氏名・生年月日・性別・生活保護受給の有無
新宿区小児慢性特定疾病児童等日常生活
用具給付事業事務のため

生活福祉課

中国残留邦人等
自立支援給付情
報

住所・氏名・生年月日・性別・中国残留邦人等に対する支援給付の有無
新宿区小児慢性特定疾病児童等日常生活
用具給付事業事務のため

生活福祉課

住民票関係情報
氏名・生年月日・性別、申請者の住所・氏名・生年月日・続柄、世帯全員の氏名・
生年月日・続柄

児童福祉法による療育給付事務のため 戸籍住民課

住民税情報 住所・氏名・住民税の課税状況（所得割・均等割）
児童福祉法による療育給付の審査判定のた
め

税務課

生活保護情報 住所・氏名・生活保護の受給の有無
児童福祉法による療育給付の審査判定のた
め

生活福祉課

中国残留邦人等
自立支援給付情
報

住所・氏名・中国残留邦人等支給給付の有無
児童福祉法による療育給付の審査判定のた
め

生活福祉課

76
健康増進法による健康増進事業（17条1項：健康相談、機能訓練、訪問指導等、19条の
2：歯周疾患検診、骨粗しょう症検診、肝炎ウイルス検診、無保険者に対する健康診査、
がん検診）

健康づくり課
保健センター

児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給事務
（申請受理のみ）

保健予防課
保健センター

児童福祉法による結核児童の療育給付事務

保健予防課

7
(区) 小児慢性特定疾病児童日常生活用具の給付に関する事務 保健予防課



別表
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項番

独自利
用の事
由

担当課 利用する情報 利用する情報の項目 利用目的
情報の
保有課

事務

住民票関係情報 氏名、カナ氏名、生年月日、住民番号、郵便番号、住所、性別、個人番号 予防接種業務のため 戸籍住民課

住民税情報 所得金額、住民税額

定期の予防接種又は臨時の予防接種を受け
たことにより疾病にかかり、障害の状態とな
り、又は死亡した場合に、健康被害救済の給
付を行うこととされており、支給を受ける者が
請求する際の手続きのため

税務課

介護保険情報 介護保険資格の有無、給付額

定期の予防接種又は臨時の予防接種を受け
たことにより疾病にかかり、障害の状態とな
り、又は死亡した場合に、健康被害救済の給
付を行うこととされており、支給を受ける者が
請求する際の手続きのため

介護保険課

生活保護情報 生活保護受給の有無 自己負担の判定のため 生活福祉課

中国残留邦人等
自立支援給付情
報

中国残留邦人等に対する支援給付の有無 自己負担の判定のため 生活福祉課

医療保険各法・高
齢者医療による医
療給付・保険料徴
収情報

国保加入の有無

定期の予防接種又は臨時の予防接種を受け
たことにより疾病にかかり、障害の状態とな
り、又は死亡した場合に、健康被害救済の給
付を行うこととされており、支給を受ける者が
請求する際の手続きのため

医療保険年
金課

住民票関係情報 住所・氏名・生年月日・性別・個人番号・住民番号
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
に基づく、精神障害者保健福祉手帳の交付
（申請受理事務）のため

戸籍住民課

特別障害者給付
金情報

特別障害給付金給付の有無
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
に基づく、精神障害者保健福祉手帳の交付
（申請受理事務）のため

医療保険年
金課

年金給付情報 障害年金の給付の有無・障害年金等級
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
に基づく、精神障害者保健福祉手帳の交付
（申請受理事務）のため

医療保険年
金課

64
保健予防課
保健センター

保有ファイルなし － － －

65
保健予防課
保健センター

保有ファイルなし － － －

住民票関係情報 住所・氏名・生年月日・性別・個人番号・住民番号 感染症患者医療費公費負担事務のため 戸籍住民課

住民税情報 所得金額、課税区分 感染症患者医療費公費負担事務のため 税務課

医療保険各法・高
齢者医療による医
療給付・保険料徴
収情報

国民健康保険の情報（保険者番号、取得日、喪失日） 感染症患者医療費公費負担事務のため
医療保険年
金課

住民票関係情報 住所・氏名・生年月日・性別・個人番号・住民番号 東京都結核医療費助成事務のため 戸籍住民課

住民税情報 所得金額、課税区分 東京都結核医療費助成事務のため 税務課

医療保険各法・高
齢者医療による医
療給付・保険料徴
収情報

国民健康保険の情報（保険者番号、取得日、喪失日） 東京都結核医療費助成事務のため
医療保険年
金課

70

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による事務
1～5種の発生届受理、入院勧告、措置、公費負担の事務

保健予防課

10

14

(都） (都）結核医療費助成
保健予防課

・予防接種法による予防接種（DPT-IPV（ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ4種
混合）、 IPV（不活化ポリオ）、 DPT（ジフテリア・百日せき・破傷風3種混合）、小児用肺炎
球菌、ヒブ、 BCG、 麻しん、風しん（MR）、日本脳炎 DT（ジフテリア・破傷風2種混合） 、
子宮頸がん予防、水痘（水ぼうそう)、高齢者インフルエンザ）

・市町村長：定期の予防接種又は臨時の予防接種を受けたことにより疾病にかかり、障害
の状態となり、又は死亡した場合に、健康被害救済の給付を行うこととされており、支給を
受ける者が請求する際の手続。

保健予防課

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による保健手当の事務
（申請受理のみ）

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費支給の事務
（申請受理のみ）

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律精神障害者保健福祉手帳の交付（申請受
理のみ）

保健予防課
保健センター



別表
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項番

独自利
用の事
由

担当課 利用する情報 利用する情報の項目 利用目的
情報の
保有課

事務

住民票関係情報 住所・氏名・生年月日・性別・個人番号・住民番号 難病特定医療費の支給認定のため 戸籍住民課

住民税情報 所得金額、特別区民税課税額 難病特定医療費の支給認定のため 税務課

生活保護情報 生活保護受給の有無 難病特定医療費の支給認定のため 生活福祉課

中国残留邦人等
自立支援給付情
報

中国残留邦人等に対する支援給付の有無 難病特定医療費の支給認定のため 生活福祉課

医療保険各法・高
齢者医療による医
療給付・保険料徴
収情報

国保加入の有無 難病特定医療費の支給認定のため
医療保険年
金課

住民票関係情報 住所・氏名・生年月日・性別・個人番号・住民番号 都単独難病医療費の支給認定のため 戸籍住民課

住民税情報 所得金額、特別区民税課税額 都単独難病医療費の支給認定のため 税務課

医療保険各法・高
齢者医療による医
療給付・保険料徴
収情報

国保加入の有無 都単独難病医療費の支給認定のため
医療保険年
金課

住民票関係情報 住所・氏名・生年月日・性別・個人番号・住民番号
Ｂ型・Ｃ型ウイルス肝炎治療医療費の支給認
定のため

戸籍住民課

住民税情報 所得金額、特別区民税課税額
Ｂ型・Ｃ型ウイルス肝炎治療医療費の支給認
定のため

税務課

医療保険各法・高
齢者医療による医
療給付・保険料徴
収情報

国保加入の有無
Ｂ型・Ｃ型ウイルス肝炎治療医療費の支給認
定のため

医療保険年
金課

住民票関係情報
個人番号、住所、氏名、生年月日、性別、世帯主氏名、世帯主との続柄、住定年
月日、入居前住所、定住資格

入居者管理のため 戸籍住民課

住民税情報 税情報（所得額、課税額、控除額） 入居資格審査及び使用許可事務のため 税務課

生活保護情報 生活保護関係情報（異動事由、措置番号、開始年月日、終了年月日） 入居資格審査及び使用許可事務のため 生活福祉課

身障手帳・精神障
害者手帳情報

障害認定の有無、手帳の等級 入居資格審査及び使用許可事務のため
障害者福祉
課

住民票関係情報
個人番号、住所、氏名、生年月日、性別、世帯主氏名、世帯主との続柄、住定年
月日、入居前住所、定住資格

入居者管理のため 戸籍住民課

住民税情報 税情報（所得額、課税額、控除額） 入居資格審査及び使用許可事務のため 税務課

生活保護情報 生活保護関係情報（異動事由、措置番号、開始年月日、終了年月日） 入居資格審査及び使用許可事務のため 生活福祉課

身障手帳・精神障
害者手帳情報

障害認定の有無、手帳の等級 入居資格審査及び使用許可事務のため
障害者福祉
課

(都）

98

（都）Ｂ型・Ｃ型肝炎
治療医療費助成

保健予防課
保健センター

難病の患者に対する医療等に関する法律難病の患者に対する特定医療費の支給認定
の（申請受理のみ）

保健予防課
保健センター

(都）
（都）難病医療費
（都単独・国研究疾病）

保健予防課
保健センター

19

⑤⑥ 住宅課区営住宅（公営住宅法以外）

公営住宅法に基づく区営住宅の事務 住宅課

(区)
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項番

独自利
用の事
由

担当課 利用する情報 利用する情報の項目 利用目的
情報の
保有課

事務

住民票関係情報
個人番号、住所、氏名、生年月日、性別、世帯主氏名、世帯主との続柄、住定年
月日、入居前住所、定住資格

入居者管理のため 戸籍住民課

住民税情報 税情報（所得額、課税額、控除額） 入居資格審査及び使用許可事務のため 税務課

生活保護情報 生活保護関係情報（異動事由、措置番号、開始年月日、終了年月日） 入居資格審査及び使用許可事務のため 生活福祉課

身障手帳・精神障
害者手帳情報

障害認定の有無、手帳の等級 入居資格審査及び使用許可事務のため
障害者福祉
課

住民票関係情報
個人番号、住所、氏名、生年月日、性別、世帯主氏名、世帯主との続柄、住定年
月日、入居前住所、定住資格

入居者管理のため 戸籍住民課

住民税情報 税情報（所得額、課税額、控除額） 入居資格審査及び使用許可事務のため 税務課

生活保護情報 生活保護関係情報（異動事由、措置番号、開始年月日、終了年月日） 入居資格審査及び使用許可事務のため 生活福祉課

身障手帳・精神障
害者手帳情報

障害認定の有無、手帳の等級 入居資格審査及び使用許可事務のため
障害者福祉
課

住民票関係情報
個人番号、住所、氏名、生年月日、性別、世帯主氏名、世帯主との続柄、住定年
月日、入居前住所、定住資格

入居者管理のため 戸籍住民課

住民税情報 税情報（所得額、課税額、控除額） 入居資格審査及び使用許可事務のため 税務課

生活保護情報 生活保護関係情報（異動事由、措置番号、開始年月日、終了年月日） 入居資格審査及び使用許可事務のため 生活福祉課

身障手帳・精神障
害者手帳情報

障害認定の有無、手帳の等級 入居資格審査及び使用許可事務のため
障害者福祉
課

住民票関係情報
個人番号、住所、氏名、生年月日、性別、世帯主氏名、世帯主との続柄、住定年
月日、入居前住所、定住資格

入居者管理のため 戸籍住民課

住民税情報 税情報（所得額、課税額、控除額） 入居資格審査及び使用許可事務のため 税務課

生活保護情報 生活保護関係情報（異動事由、措置番号、開始年月日、終了年月日） 入居資格審査及び使用許可事務のため 生活福祉課

身障手帳・精神障
害者手帳情報

障害認定の有無、手帳の等級 入居資格審査及び使用許可事務のため
障害者福祉
課

住民票関係情報
個人番号、住所、氏名、生年月日、性別、世帯主氏名、世帯主との続柄、住定年
月日、入居前住所、定住資格

入居者管理のため 戸籍住民課

住民税情報 税情報（所得額、課税額、控除額） 入居資格審査及び使用許可事務のため 税務課

生活保護情報 生活保護関係情報（異動事由、措置番号、開始年月日、終了年月日） 入居資格審査及び使用許可事務のため 生活福祉課

身障手帳・精神障
害者手帳情報

障害認定の有無、手帳の等級 入居資格審査及び使用許可事務のため
障害者福祉
課

27 学校運営課 保有ファイルなし － － －

(区) 特定住宅

61の
2

⑤⑥ 住宅課

特定優良賃貸住宅の事務

区民住宅 ⑤⑥ 住宅課

事業住宅 ⑤⑥ 住宅課

35

住宅地区改良法による改良住宅の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又
は収入超過者に対する措置に関する事務

住宅課

(区)

(区)

学校保健安全法による就学援助(要生活保護の方への医療費の給付）

住宅課
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用の事
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担当課 利用する情報 利用する情報の項目 利用目的
情報の
保有課

事務

※類似する法定事務の実施者が区市町村でない独自利用事務

住民票関係情報

世帯番号、住民番号、続柄、保護者氏名、保護者カナ氏名、保護者性別、保護
者生年月日、児童生徒氏名、児童生徒カナ氏名、児童生徒性別、児童生徒生年
月日、世帯員氏名、世帯員カナ氏名、世帯員性別、世帯員生年月日、住所コー
ド、住所、方書

住民基本台帳情報を参照し、特別支援教育
就学援助受給資格の有無及び、所得審査の
対象世帯員を捕捉する。

戸籍住民課

住民税情報

世帯全員の前年の「合計所得金額・青色申告特別控除額」とその計、
世帯全員のその他雑所得額、世帯全員の扶養情報、
世帯全員の社会保険料控除額、世帯全員の生命保険料控除額、世帯全員の損
害保険料控除額、世帯全員の退職所得額、
世帯全員の山林所得額、世帯全員の地震保険料控除額

特別支援教育就学援助受給申請に基づき、
申請世帯全員の前年の住民税課税情報を
照会し、受給資格の審査を行う

税務課

生活保護情報 保護受給開始年月日、保護受給廃止年月日
特別支援教育就学援助受給申請に基づき、
申請世帯の生活保護受給情報を照会し、受
給資格の審査を行う。

生活福祉課

住民票関係情報

世帯番号、住民番号、続柄、保護者氏名、保護者カナ氏名、保護者性別、保護
者生年月日、児童生徒氏名、児童生徒カナ氏名、児童生徒性別、児童生徒生年
月日、世帯員氏名、世帯員カナ氏名、世帯員性別、世帯員生年月日、住所コー
ド、住所、方書

住民基本台帳情報を参照し、就学援助受給
資格の有無及び、所得審査の対象世帯員を
捕捉する。

戸籍住民課

住民税情報

世帯全員の前年の「合計所得金額・青色申告特別控除額」とその計、
世帯全員のその他雑所得額、世帯全員の扶養情報、
世帯全員の社会保険料控除額、世帯全員の生命保険料控除額、世帯全員の損
害保険料控除額、世帯全員の退職所得額、
世帯全員の山林所得額、世帯全員の地震保険料控除額

就学援助受給申請に基づき、申請世帯全員
の前年の住民税課税情報を照会し、受給資
格の審査を行う

税務課

生活保護情報 保護受給開始年月日、保護受給廃止年月日
就学援助受給申請に基づき、申請世帯の生
活保護受給情報を照会し、受給資格の審査
を行う。

生活福祉課

91 (区) 就学援助（学用品費等の給付） ⑤ 学校運営課

26 (区) 特別支援教育就学奨励（認定者に対する学用品費等の給付） ⑤ 学校運営課

●個人番号を利用することで可能な限り添付書類の提出を不要と出来る等、区民の利便性向上につながる事務

⑤ 情報提供ネットワークシステムを使って他自治体等へ情報照会が可能な事務

　（個人情報保護委員会への届出を行い、承認されている事務）

⑥ 庁内連携することにより、添付書類の一部又は全部の提出が不要と出来る事務

　（これまで庁内で目的外利用していなかった事務）

④ 法定事務における情報照会で取得した特定個人情報を利用

区独自利用事務の対象とした事由　

●法定事務と切り離せない、あるいは切り離すことでサービス低下となる事務

① 法定事務の上乗せ・横だしの事務、対象者を法定事務と一体で管理する事務

② 法定事務と同一の申請書で申請

③ 法定事務と同一システム、同一画面で個人番号を取り扱う


