
○羽生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

平成２７年９月３０日

規則第１７号

改正 平成２７年１２月２８日規則第１９号

平成２９年７月１３日規則第１５号

令和元年９月３０日規則第９号

（趣旨）

第１条 この規則は、羽生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２４

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に規定する規則で定める事務）

第２条 条例別表第１の１の項の規則で定める事務は、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）第７７条の地域生活支援事業（以下「地

域生活支援事業」という。）の実施に関する事務とする。

第３条 条例別表第１の２の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

（１） 羽生市在宅重度心身障がい者手当支給条例（昭和５４年条例第１５号）の規定による

受給資格の認定の申請の受理及びその申請に係る事実についての審査に関する事務

（２） 羽生市在宅重度心身障がい者手当支給条例の規定による受給者の所得の審査に関する

事務

第４条 条例別表第１の３の項の規則で定める事務は、羽生市重度心身障がい者医療費の支給に

関する条例（昭和５８年条例第１号）の規定による対象者の認定の申請の受理及びその申請に

係る事実についての審査に関する事務とする。

第５条 条例別表第１の４の項の規則で定める事務は、日常生活用具の給付の申請の受理及びそ

の申請に係る事実についての審査に関する事務とする。

第６条 条例別表第１の５の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

（１） 羽生市子ども医療費支給に関する条例（昭和４８年条例第１９号）の規定による支給

対象の認定の申請の受理及びその申請に係る事実についての審査に関する事務

（２） 羽生市子ども医療費支給に関する条例の規定による子ども医療費の支給の申請の受理

及びその申請に係る事実についての審査に関する事務



（３） 羽生市子ども医療費支給に関する条例の規定による子ども医療費の受給資格の登録事

項の変更の届出の受理及びその届出に係る事実についての審査に関する事務

第７条 条例別表第１の６の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

（１） 羽生市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例（平成４年条例第２１号）の規定

による受給者証の交付の申請の受理及びその申請に係る事実についての審査に関する事務

（２） 羽生市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の規定によるひとり親家庭等医療

費の支給の申請の受理及びその申請に係る事実についての審査に関する事務

（３） 羽生市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の規定による受給者証の交付の申

請に係る事項の変更の届出の受理及びその届出に係る事実についての審査に関する事務

（４） 羽生市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の規定による家庭の現況に係る届

出の受理及びその届出に係る事実についての審査に関する事務

第８条 条例別表第１の７の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

（１） 介護用品の支給の申請の受理及びその申請に係る事実についての審査に関する事務

（２） 介護用品の支給の決定の取消しに関する事務

第９条 条例別表第１の８の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

（１） 利用者負担額の助成の申請の受理及びその申請に係る事実についての審査に関する事

務

（２） 利用者負担額の助成を受けた者からのその助成を受けた額の全部又は一部の返還に関

する事務

第１０条 条例別表第１の９の項の規則で定める事務は、就学援助費の支給の対象となる者の認

定に係る申請の受理及びその申請に係る事実についての審査に関する事務とする。

第１１条 条例別表第１の１０の項の規則で定める事務は、特別支援教育就学奨励費の支給の申

請の受理及びその申請に係る事実についての審査並びに支給の基準となる区分の認定に関する

事務とする。

（条例別表第２に規定する規則で定める事務及び規則で定める情報）

第１２条 条例別表第２の１の項の規則で定める事務は地域生活支援事業の実施に関する事務と

し、同項の規則で定める情報は次のとおりとする。

（１） 地域生活支援事業の実施に係る者の生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第１９

条第１項の保護の実施、同法第２４条第１項の保護の開始若しくは同条第９項の保護の変更、

同法第２５条第１項の職権による保護の開始若しくは同条第２項の職権による保護の変更又



は同法第２６条の保護の停止若しくは廃止に関する情報（以下「生活保護実施関係情報」と

いう。）

（２） 地域生活支援事業の実施に係る者及び当該者と同一の世帯に属する者の市町村民税（地

方税法（昭和２５年法律第２２６号）第５条第２項第１号に掲げる市町村民税（個人に係る

ものに限る。）をいう。以下同じ。）に関する情報

（３） 地域生活支援事業の実施に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者若しくは当該者

の保護者に係る住民票に記載された住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）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。）

第１３条 条例別表第２の２の項の規則で定める事務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則

で定める情報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） 羽生市在宅重度心身障がい者手当支給条例の規定による受給資格の認定の申請の受理

及びその申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該申請を行

う者と同一の世帯に属する者若しくは当該申請を行う者の保護者若しくは当該保護者と同一

の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

（２） 羽生市在宅重度心身障がい者手当支給条例の規定による受給者の所得の審査に関する

事務 当該審査を行う者の市町村民税に関する情報

第１４条 条例別表第２の３の項の規則で定める事務は羽生市重度心身障がい者医療費の支給に

関する条例の規定による対象者の認定の申請の受理及びその申請に係る事実についての審査に

関する事務とし、同項の規則で定める情報は次のとおりとする。

（１） 当該申請を行う者の生活保護実施関係情報

（２） 当該申請を行う者の市町村民税に関する情報

（３） 当該申請を行う者又は当該申請を行う者と同一の世帯に属する者若しくは当該申請を

行う者の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民

票関係情報

（４） 当該申請を行う者又は当該申請を行う者と同一の世帯に属する者の国民健康保険法（昭

和３３年法律第１９２号）の規定による保険給付に関する情報

（５） 当該申請を行う者又は当該申請を行う者と同一の世帯に属する者の高齢者の医療の確

保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）の規定による保険給付に関する情報

第１５条 条例別表第２の４の項の規則で定める事務は日常生活用具の給付の申請の受理及びそ

の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は次のとおりと

する。



（１） 当該申請を行う者の生活保護実施関係情報

（２） 当該申請を行う者の市町村民税に関する情報

（３） 当該申請を行う者又は当該申請を行う者と同一の世帯に属する者若しくは当該申請を

行う者の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民

票関係情報

第１６条 条例別表第２の５の項の規則で定める事務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則

で定める情報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） 羽生市子ども医療費支給に関する条例の規定による支給対象の認定の申請の受理及び

その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 当該申請を行う者の生活保護実施関係情報

イ 当該申請を行う者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

ウ 当該申請を行う者又は当該申請を行う者と同一の世帯に属する者若しくは当該申請を行

う者の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民

票関係情報

（２） 羽生市子ども医療費支給に関する条例の規定による子ども医療費の支給の申請の受理

及びその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 当該申請を行う者又は当該申請を行う者と同一の世帯に属する者の国民健康保険法の規

定による保険給付に関する情報

イ 当該申請を行う者又は当該申請を行う者と同一の世帯に属する者若しくは当該申請を行

う者の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民

票関係情報

（３） 羽生市子ども医療費支給に関する条例の規定による子ども医療費の受給資格の登録事

項の変更の届出の受理及びその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 当該申請を行う者又は当該申請を行う者と同一の世帯に属する者の国民健康保険法の規

定による保険給付に関する情報

イ 当該申請を行う者又は当該申請を行う者と同一の世帯に属する者若しくは当該申請を行

う者の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民

票関係情報

第１７条 条例別表第２の６の項の規則で定める事務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則

で定める情報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） 羽生市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の規定による受給者証の交付の申

請の受理及びその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 当該申請を行う者の生活保護実施関係情報

イ 当該申請を行う者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

ウ 当該申請を行う者の市町村民税に関する情報

エ 当該申請を行う者又は当該申請を行う者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載さ

れた住民票関係情報

（２） 羽生市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の規定によるひとり親家庭等医療

費の支給の申請の受理及びその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 当該申請を行う者の市町村民税に関する情報

イ 当該申請を行う者又は当該申請を行う者と同一の世帯に属する者の国民健康保険法の規

定による保険給付に関する情報

ウ 当該申請を行う者又は当該申請を行う者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載さ

れた住民票関係情報

（３） 羽生市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の規定による受給者証の交付の申

請に係る事項の変更の届出の受理及びその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 当該申請を行う者の市町村民税に関する情報

イ 当該申請を行う者又は当該申請を行う者と同一の世帯に属する者の国民健康保険法の規

定による保険給付に関する情報

ウ 当該申請を行う者又は当該申請を行う者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載さ

れた住民票関係情報

（４） 羽生市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の規定による家庭の現況に係る届

出の受理及びその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 当該届出を行う者の市町村民税に関する情報

イ 当該届出を行う者又は当該届出を行う者と同一の世帯に属する者の国民健康保険法の規

定による保険給付に関する情報

ウ 当該届出を行う者又は当該届出を行う者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載さ

れた住民票関係情報



第１８条 条例別表第２の７の項の規則で定める事務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則

で定める情報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） 介護用品の支給の申請の受理及びその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 当該申請を行う者又は当該申請を行う者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関

する情報

イ 当該申請を行う者に係る介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１９条第１項の要介

護認定に関する情報

ウ 当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報

（２） 介護用品の支給の決定の取消しに関する事務 次に掲げる情報

ア 当該決定を受けている者又は当該決定を受けている者と同一の世帯に属する者に係る市

町村民税に関する情報

イ 当該申請を行う者に係る介護保険法第１９条第１項の要介護認定に関する情報

ウ 当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報

第１９条 条例別表第２の８の項の規則で定める事務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則

で定める情報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） 利用者負担額の助成の申請の受理及びその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 当該申請を行う者又は当該申請を行う者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関

する情報

イ 当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報

ウ 当該申請を行う者に係る介護保険法第４０条第１１号に規定する高額介護サービス費に

関する情報

エ 当該申請を行う者に係る介護保険法第４１条第１項の居宅要介護被保険者又は同法第１

１５条の４５第１項の居宅要支援被保険者等に関する情報

オ 当該申請を行う者に係る介護保険法第１２９条第２項に規定する介護保険料に関する情

報

（２） 利用者負担額の助成を受けた者からのその助成を受けた額の全部又は一部の返還に関

する事務

ア 当該助成を受けた者又は当該助成を受けた者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税

に関する情報



イ 当該助成を受けた者に係る住民票に記載された住民票関係情報

ウ 当該助成を受けた者に係る介護保険法第４０条第１１号に規定する高額介護サービス費

に関する情報

エ 当該助成を受けた者に係る介護保険法第４１条第１項の居宅要介護被保険者又は同法第

１１５条の４５第１項の居宅要支援被保険者等に関する情報

オ 当該助成を受けた者に係る介護保険法第１２９条第２項に規定する介護保険料に関する

情報

（条例別表第３に規定する規則で定める事務及び規則で定める情報）

第２０条 条例別表第３の１の項の規則で定める事務は就学援助費の支給の対象となる者の認定

に係る申請の受理及びその申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定

める情報は次のとおりとする。

（１） 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

（２） 当該申請を行う者又は当該申請を行う者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情

報

（３） 当該申請を行う者又は当該申請を行う者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関

係情報

（４） 当該申請を行う者に係る地方税法の規定による国民健康保険税に関する情報

（５） 当該申請を行う者に係る国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）の規定による保険

料の免除に関する情報

（６） 児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）の規定による児童扶養手当の支給に関

する情報

第２１条 条例別表第３の２の項の規則で定める事務は特別支援教育就学奨励費の支給の申請の

受理及びその申請に係る事実についての審査並びに支給の基準となる区分の認定に関する事務

とし、同項の規則で定める情報は次に掲げるとおりとする。

（１） 当該申請を行う者又は当該申請を行う者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に

関する情報

（２） 当該申請を行う者又は当該申請を行う者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載

された住民票関係情報

附 則

この規則は、平成２８年１月１日から施行する。

附 則（平成２７年１２月２８日規則第１９号）



この規則は、平成２８年１月１日から施行する。

附 則（平成２９年７月１３日規則第１５号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（令和元年９月３０日規則第９号）

（施行期日）

１ この規則は、令和元年１０月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則による改正前の第８条及び第１９条の規定は、羽生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

に関する条例の一部を改正する条例（令和元年条例第 号）附則第２項の規定によりなおその

効力を有するものとされる改正前の別表第１の７市長の項に規定する補助金の支払が完了する

までの間は、なおその効力を有する。


