
 

議案第１号 

 
東村山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 

 
上記の議案を東村山市議会に提出する。 

 
令和４年２月２４日提出 

 
                          提出者 東村山市長 渡 部  尚 

 
 

東村山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 

 
 

東村山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２

７年東村山市条例第２２号）の一部を別紙のとおり改正することに議決を得た

い。 
 
説明  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１１年東京

都条例第１０７号）の定めるところにより東村山市が処理することとされた

心身障害者の医療費の助成に関する条例（昭和４９年東京都条例第２０号）

による医療費の助成に関する事務において、東京都が個人番号（マイナンバ

ー）の利用等を導入することを決定したことから、所要の改正を行うため、

本案を提出するものである。 
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４東村山市条例第    号 

 

東村山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 

 

 東村山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２

７年東村山市条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

 

別表第１の１２の項を同表の１３の項とし、同表の１１の項の次に次のよう

に加える。 

１２ 市長 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１１年東京都条例第１０７号）の定めるところにより東

村山市が処理することとされた心身障害者の医療費の助成

に関する条例（昭和４９年東京都条例第２０号）による医

療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 

 

別表第２の１の項中「自立支援給付の支給に関する情報」の次に「（以下「障

害者自立支援給付情報」という。）」を、「による支援給付の支給に関する情報」

の次に「（以下「中国残留邦人等支援給付関係情報」という。）」を加え、同表の

１５の項を同表の１６の項とし、同表の１２の項から１４の項までを１項ずつ

繰り下げ、同表の１１の項の次に次のように加える。 

１２ 市長 市町村における東京都の事務

処理の特例に関する条例の定

めるところにより東村山市が

処理することとされた心身障

害者の医療費の助成に関する

条例による医療費の助成に関 

（１） 地方税関係情報であっ 

て規則で定めるもの 

（２） 障害者自立支援給付情 

報であって規則で定めるもの 

（３） 児童福祉法（昭和２２ 

年法律第１６４号）による障 
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 する事務であって規則で定め

るもの 

害児入所支援に関する情報又 

は身体障害者福祉法（昭和２ 

４年法律第２８３号）による 

身体障害者手帳若しくは精神 

保健及び精神障害者福祉に関 

する法律（昭和２５年法律第 

１２３号）による精神障害者 

保健福祉手帳に関する情報で 

あって規則で定めるもの 

（４） 生活保護法による保護 

の実施、就労自立給付金の支 

給若しくは進学準備給付金の 

支給に関する情報（以下「生 

活保護関係情報」という。） 

又は中国残留邦人等支援給付 

関係情報であって規則で定め 

るもの 

（５） 障害者の日常生活及び 

社会生活を総合的に支援する 

ための法律第７条の政令で定 

める給付又は事業に関する情 

報であって規則で定めるもの 

 

 

 別表第３の１の項中「生活保護法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「」及び「」という。）」を削る。 

 

 

   附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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東村山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 
 

新  旧  対  照  表 
 
 
 
 
 

凡例          改正箇所 
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新     条     例 

 
 

別表第１（第３条） 

機関 事務 

（略） 

１２ 市長 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１１年東京都条例第１０７号）の定めるところ

により東村山市が処理することとされた心身障害者の

医療費の助成に関する条例（昭和４９年東京都条例第

２０号）による医療費の助成に関する事務であって規

則で定めるもの 

１３ （略） （略） 
 

別表第２（第３条） 

機関 事務 特定個人情報 

１ （略） （略） （１）～（３）（略） 
（４） 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）によ 

る自立支援給付の支給に関する情 

報（以下「障害者自立支援給付情報」 

という。）であって規則で定めるも 

の 

（５）～（８）（略） 
（９） 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 
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旧     条     例 

 
 

別表第１（第３条） 

機関 事務 

（略） 

 
 
 
 
 
 
１２ （略） 

 
 
 
 
 
 

（略） 

 

別表第２（第３条） 

機関 事務 特定個人情報 

１ （略） （略） （１）～（３）（略） 
（４） 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）によ 

る自立支援給付の支給に関する情 

報であって規則で定めるもの 

 

 

（５）～（８）（略） 
（９） 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 
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新     条     例 

 

 

  留邦人等及び特定配偶者の自立の 

支援に関する法律（平成６年法律第 

３０号）による支援給付の支給に関 

する情報（以下「中国残留邦人等支 

援給付関係情報」という。）であっ 

て規則で定めるもの 

（略） 

１２ 市長 市町村における東

京都の事務処理の

特例に関する条例

の定めるところに

より東村山市が処

理することとされ

た心身障害者の医

療費の助成に関す

る条例による医療

費の助成に関する

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） 障害者自立支援給付情報であ 

って規則で定めるもの 

（３） 児童福祉法（昭和２２年法律 

第１６４号）による障害児入所支援 

に関する情報又は身体障害者福祉 

法（昭和２４年法律第２８３号）に 

よる身体障害者手帳若しくは精神 

保健及び精神障害者福祉に関する 

法律（昭和２５年法律第１２３号） 

による精神障害者保健福祉手帳に 

関する情報であって規則で定める 

もの 

（４） 生活保護法による保護の実 

施、就労自立給付金の支給若しくは 

進学準備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。）又は中国残留邦人等支援給付 

 

-7-

 

 
旧     条     例 

 

 

  留邦人等及び特定配偶者の自立の 

支援に関する法律（平成６年法律第 

３０号）による支援給付の支給に関 

する情報であって規則で定めるも 

の 

 

（略） 
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新     条     例 

 

 

   関係情報であって規則で定めるも 

 の 

（５） 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 

第７条の政令で定める給付又は事 

業に関する情報であって規則で定 

めるもの 

１３ （略） （略） （略） 

１４ （略） 
～ 

１６ （略） 

（略） 

 

別表第３（第４条） 

情報照会機関 事務 情報提供機関 特定個人情報 
１ （略） （略） （略） （１）（略） 

（２） 生活保護関係情報で 
あって規則で定めるもの 
 
 
 

（３）（略） 
（略） 
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旧     条     例 

 

 

１２ （略） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

１３ （略） 
～ 

１５ （略） 

（略） 

 

別表第３（第４条） 

情報照会機関 事務 情報提供機関 特定個人情報 
１ （略） （略） （略） （１）（略） 

（２） 生活保護法による保

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 
（３）（略） 

（略） 
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