
○蒲郡市個人番号の利用に関する条例施行規則 

平成２７年１２月２４日 

規則第６３号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、蒲郡市個人番号の利用に関する条例（平成２７年蒲郡市条例

第２８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の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。 

（１） 特別障害者手当等（愛知県特別障害者手当、愛知県障害児福祉手当及び

愛知県福祉手当をいう。以下この条及び第１０条において同じ。）の受給資格

の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対す

る応答に関する事務 

（２） 特別障害者手当等の現況の届出の受理、その届出に係る事実についての

審査又はその届出に対する応答に関する事務 

第３条 条例別表第１の２の項の規則で定める事務は、蒲郡市健康増進事業に関す

る一部負担金徴収規則（平成２６年蒲郡市規則第９号）第４条に規定する一部負

担金の免除対象者であることの確認に関する事務とする。 

第４条 条例別表第１の３の項の規則で定める事務は、蒲郡市不妊治療費の助成に

関する規則（平成１９年蒲郡市規則第４４号）第６条に規定する不妊治療費の助

成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

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、次のとおりとする。 

（１） 蒲郡市子ども医療費助成に関する規則（平成１５年蒲郡市規則第７号）

第３条第１項に規定する子ども医療費受給者証の交付の申請の受理、その申請

に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 

（２） 蒲郡市子ども医療費助成に関する規則第５条第１項に規定する子ども医

療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に



対する応答に関する事務 

（３） 蒲郡市子ども医療費助成に関する規則第８条に規定する子ども医療費の

助成に関する届出事項の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届

出に対する応答に関する事務 

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） 蒲郡市母子家庭等医療費助成に関する規則（昭和５３年蒲郡市規則第２

５号）第３条第１項及び第４条第１項に規定する母子家庭等医療費受給者証の

交付又は更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請

に対する応答に関する事務 

（２） 蒲郡市母子家庭等医療費助成に関する規則第６条に規定する母子家庭等

医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請

に対する応答に関する事務 

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） 蒲郡市心身障害者医療費助成に関する規則（平成１８年蒲郡市規則第６

８号）第４条第１項及び第５条第１項に規定する心身障害者医療費受給者証の

交付又は更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請

に対する応答に関する事務 

（２） 蒲郡市心身障害者医療費助成に関する規則第７条第１項に規定する心身

障害者医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はそ

の申請に対する応答に関する事務 

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） 蒲郡市精神障害者医療費助成に関する規則（平成７年蒲郡市規則第１２

号）第３条第１項及び第６条第１項に規定する精神障害者医療費受給者証若し

くは精神障害者医療費受給者認定証の交付又は更新の申請の受理、その申請に

係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 

（２） 蒲郡市精神障害者医療費助成に関する規則第８条に規定する精神障害者

医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請

に対する応答に関する事務 



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） 蒲郡市後期高齢者福祉医療に関する給付規則（平成２０年蒲郡市規則第

７号）第５条第１項及び第８条第１項に規定する後期高齢者福祉医療費受給者

証の交付又は更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその

申請に対する応答に関する事務 

（２） 蒲郡市後期高齢者福祉医療に関する給付規則第１０条第１項に規定する

後期高齢者福祉医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審

査又はその申請に対する応答に関する事務 

（条例別表第２に定める事務及び情報） 

第１０条 条例別表第２の１の項中欄の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事

務とし、同項右欄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） 特別障害者手当等の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実につい

ての審査に関する事務 次に掲げる情報 

ア 当該額の認定の請求を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係

る道府県民税（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４条第２項第１号

に掲げる道府県民税（個人に係るものに限る。）をいい、都が同法第１条第

２項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下この条において同

じ。）又は市町村民税（同法第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。）をいい、特別区が同法第１条第２項の規定によって課

する同号に掲げる税を含む。以下同じ。）に関する情報 

イ 当該請求を行う者又は当該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。） 

ウ 当該請求を行う者に係る身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）

第１５条第１項の身体障害者手帳の交付又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）第４５条第１項の精神障害者保健

福祉手帳の交付に関する情報（以下「障害者関係情報」という。） 



（２） 特別障害者手当等の現況の届出に係る事実についての審査に関する事務 

当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る道府県民税又

は市町村民税に関する情報 

第１１条 条例別表第２の２の項中欄の規則で定める事務は、蒲郡市健康増進事業

に関する一部負担金徴収規則第４条に規定する一部負担金の免除対象者であるこ

との確認に関する事務とし、同項右欄の規則で定める情報は、当該者に係る市町

村民税に関する情報及び当該者に係る住民票関係情報とする。 

第１２条 条例別表第２の３の項中欄の規則で定める事務は、蒲郡市不妊治療費の

助成に関する規則第６条に規定する不妊治療費の助成の申請に係る事実について

の審査に関する事務とし、同項右欄の規則で定める情報は、当該申請を行う者又

は当該者の配偶者に係る市町村民税に関する情報及び当該申請を行う者又は当該

者の配偶者に係る住民票関係情報とする。 

第１３条 条例別表第２の４の項中欄の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事

務とし、同項右欄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） 蒲郡市子ども医療費助成に関する規則第３条第１項に規定する子ども医

療費受給者証の交付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 当該申請に係る子ども（蒲郡市子ども医療費助成条例（平成１４年蒲郡市

条例第３５号）第２条第１項に規定する子どもをいう。以下この条において

同じ。）又は保護者（蒲郡市子ども医療費助成条例第２条第４項に規定する

保護者をいう。以下この条において同じ。）に係る住民票関係情報 

イ 当該申請に係る子ども又は保護者に係る生活保護法（昭和２５年法律第１

４４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。） 

ウ 当該申請に係る子ども又は保護者に係る医療保険各法（健康保険法（大正



１１年法律第７０号）、船員保険法（昭和１４年法律第７３号）、私立学校

教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号）、国家公務員共済組合法（昭和

３３年法律第１２８号）、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）又

は地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）をいう。第１５条

において同じ。）若しくは高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法

律第８０号）による保険給付の支給に関する情報（以下「医療保険給付関係

情報」という。） 

（２） 蒲郡市子ども医療費助成に関する規則第５条第１項に規定する子ども医

療費の助成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 当該申請に係る子ども又は保護者に係る市町村民税に関する情報 

イ 当該申請に係る子ども又は保護者に係る住民票関係情報 

ウ 当該申請に係る子ども又は保護者に係る生活保護実施関係情報 

エ 当該申請に係る子ども又は保護者に係る医療保険給付関係情報 

（３） 蒲郡市子ども医療費助成に関する規則第８条に規定する子ども医療費の

助成に関する届出事項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又は保護者に係る住民票関係情報 

イ 当該届出に係る子ども又は保護者に係る生活保護実施関係情報 

ウ 当該届出に係る子ども又は保護者に係る医療保険給付関係情報 

第１４条 条例別表第２の５の項中欄の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事

務とし、同項右欄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） 蒲郡市母子家庭等医療費助成に関する規則第３条第１項及び第４条第１

項に規定する母子家庭等医療費受給者証の交付又は更新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 当該申請に係る母子家庭の母（蒲郡市母子家庭等医療費助成条例（昭和５

３年蒲郡市条例第２０号）第２条第１項第１号に規定する母子家庭の母をい

う。以下この条において同じ。）、父子家庭の父（蒲郡市母子家庭等医療費



助成条例第２条第１項第２号に規定する父子家庭の父をいう。以下この条に

おいて同じ。）又は児童（蒲郡市母子家庭等医療費助成条例第２条第１項第

３号及び第４号に規定する児童をいう。以下この条において同じ。）に係る

市町村民税に関する情報 

イ 当該申請に係る母子家庭の母、父子家庭の父又は児童に係る住民票関係情

報 

ウ 当該申請に係る母子家庭の母、父子家庭の父又は児童に係る生活保護実施

関係情報 

エ 当該申請に係る母子家庭の母、父子家庭の父又は児童に係る障害者関係情

報 

オ 当該申請に係る母子家庭の母、父子家庭の父又は児童に係る医療保険給付

関係情報 

（２） 蒲郡市母子家庭等医療費助成に関する規則第６条第１項に規定する母子

家庭等医療費の助成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 当該申請に係る母子家庭の母、父子家庭の父又は児童に係る市町村民税に

関する情報 

イ 当該申請に係る母子家庭の母、父子家庭の父又は児童に係る住民票関係情

報 

ウ 当該申請に係る母子家庭の母、父子家庭の父又は児童に係る生活保護実施

関係情報 

エ 当該申請に係る母子家庭の母、父子家庭の父又は児童に係る医療保険給付

関係情報 

第１５条 条例別表第２の６の項中欄の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事

務とし、同項右欄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） 蒲郡市心身障害者医療費助成に関する規則第４条第１項及び第５条第１

項に規定する心身障害者医療費受給者証の交付又は更新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 当該申請に係る心身障害者（蒲郡市心身障害者医療費助成条例（平成１８

年蒲郡市条例第１７号）第２条に規定する心身障害者をいう。以下この条に

おいて同じ。）に係る住民票関係情報 

イ 当該申請に係る心身障害者に係る生活保護実施関係情報 

ウ 当該申請に係る心身障害者に係る障害者関係情報 

エ 当該申請に係る心身障害者に係る医療保険給付関係情報 

（２） 蒲郡市心身障害者医療費助成に関する規則第７条第１項に規定する心身

障害者医療費の助成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 当該申請に係る心身障害者又は当該者に係る医療保険各法による被保険者、

組合員若しくは加入者に係る市町村民税に関する情報 

イ 当該申請に係る心身障害者に係る住民票関係情報 

ウ 当該申請に係る心身障害者に係る生活保護実施関係情報 

エ 当該申請に係る心身障害者に係る医療保険給付関係情報 

第１６条 条例別表第２の７の項中欄の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事

務とし、同項右欄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） 蒲郡市精神障害者医療費助成に関する規則第３条第１項及び第６条に規

定する精神障害者医療費受給者証若しくは精神障害者医療費受給者認定証の交

付又は更新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 当該申請に係る精神障害者（蒲郡市精神障害者医療費助成条例（平成７年

蒲郡市条例第６号）第１条に規定する精神障害者をいう。以下この条におい

て同じ。）又はその家族等（蒲郡市精神障害者医療費助成条例第５条第１項

に規定する家族等をいう。以下この条において同じ。）のうちいずれかの者

に係る住民票関係情報 

イ 当該申請に係る精神障害者又はその家族等のうちいずれかの者に係る生活

保護実施関係情報 



ウ 当該申請に係る精神障害者又はその家族等のうちいずれかの者に係る障害

者関係情報 

エ 当該申請に係る精神障害者又はその家族等のうちいずれかの者に係る障害

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「自立支援給付

関係情報」という。） 

オ 当該申請に係る精神障害者又はその家族等のうちいずれかの者に係る医療

保険給付関係情報 

（２） 蒲郡市精神障害者医療費助成に関する規則第８条第２項及び第３項に規

定する精神障害者医療費の助成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 当該申請に係る精神障害者又はその家族等のうちいずれかの者に係る市町

村民税に関する情報 

イ 当該申請に係る精神障害者又はその家族等のうちいずれかの者に係る住民

票関係情報 

ウ 当該申請に係る精神障害者又はその家族等のうちいずれかの者に係る生活

保護実施関係情報 

エ 当該申請に係る精神障害者又はその家族等のうちいずれかの者に係る医療

保険給付関係情報 

第１７条 条例別表第２の８の項中欄の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事

務とし、同項右欄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） 蒲郡市後期高齢者福祉医療に関する給付規則第５条第１項及び第８条第

１項に規定する後期高齢者福祉医療費受給者証の交付又は更新の申請に係る事

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関係情報 



ウ 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報 

エ 当該申請を行う者に係る障害者関係情報 

オ 当該申請を行う者に係る自立支援給付関係情報 

カ 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）による保

険給付の支給に関する情報 

キ 当該申請を行う者に係る医療保険給付関係情報 

（２） 蒲郡市後期高齢者福祉医療に関する給付規則第１０条第１項に規定する

後期高齢者福祉医療費の支給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 当該申請を行う者に係る住民票関係情報 

イ 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報 

ウ 当該申請を行う者に係る医療保険給付関係情報 

（雑則） 

第１８条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規則は、平成２８年１月１日から施行する。 

 


