
表３　個人情報の目的外利用・外部提供の状況

個人情報を提
供した課

根拠法令 個人情報の記録項目 提供先  件数

財政課 地方税法附則第７条第12項
住所,氏名,個人番号,性別,生年月日,電話番号,合計寄
附金額

恵庭市ほか                  50

国民健康保険法第113条の２ 所得の状況（年収・所得・控除・税額） 国立市ほか            9,226

地方税法第20条の11 所得の状況（年収・所得・控除・税額） 立川市ほか            4,053

介護保険法第203条 所得の状況（年収・所得・控除・税額） 小平市ほか             1,401

国民年金法第108条 所得の状況（年収・所得・控除・税額） 日本年金機構ほか          19,538

高齢者の医療の確保に関する法
律第138条

所得の状況（年収・所得・控除・税額） 立川市ほか            2,978

国税徴収法第146条の２ 所得の状況（年収・所得・控除・税額） 立川税務署ほか                242

国税通則法第74条の12
所得の状況（年収・所得・控除・税額）,固定資産税課税状
況

立川税務署ほか                190

生活保護法第29条 所得の状況（年収・所得・控除・税額） 小金井市ほか                  78

公営住宅法第34条 所得の状況（年収・所得・控除・税額）
東京都住宅政策本
部

                 19

公的給付の支給等の迅速かつ確
実な実施のための預貯金口座の
登録等に関する法律第11条

所得の状況（年収・所得・控除・税額） 東大和市ほか                  31

学校教育法第19条 所得の状況（年収・所得・控除・税額） 東京都ほか                    5

児童福祉法第56条 所得の状況（年収・所得・控除・税額）
八王子市児童相談
所ほか

            4,571

児童手当法第28条 所得の状況（年収・所得・控除・税額） 東大和市ほか            2,094

子ども・子育て支援法第16条 所得の状況（年収・所得・控除・税額） 足立区ほか                436

児童扶養手当法第30条 所得の状況（年収・所得・控除・税額） 中央区ほか                151

年金生活者支援給付金の支給に
関する法律第37条

所得の状況（年収・所得・控除・税額） 日本年金機構ほか                    5

老人福祉法第５条の4 所得の状況（年収・所得・控除・税額）
玉名市福祉事務所
ほか

                 30

国税通則法第131条第2項 所得の状況（年収・所得・控除・税額） 東京国税局                     1

道路交通法第51条 所得の状況（年収・所得・控除・税額） 神奈川県                    2

学校保健安全法第24条 所得の状況（年収・所得・控除・税額） 千代田区                     1

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第37
条

所得の状況（年収・所得・控除・税額） 八王子市ほか                    4

健康保険法第199条 所得の状況（年収・所得・控除・税額）
社会保険診療報酬
支払基金

            4,216

厚生年金保険法第100条の２ 所得の状況（年収・所得・控除・税額）
東京都職員共済組
合ほか

                   2

高等学校等就学支援金の支給に
関する法律

所得の状況（年収・所得・控除・税額） 東京都ほか             4,171

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12条

所得の状況（年収・所得・控除・税額） 国立市ほか                227

職業訓練の実施等による特定求
職者の就職の支援に関する法律
第７条

所得の状況（年収・所得・控除・税額） 職業安定局                    3

船員保険法第２条第９項 所得の状況（年収・所得・控除・税額）
社会保険診療報酬
支払基金

                   2

特別支援学校への就学奨励に関
する法律

所得の状況（年収・所得・控除・税額） 東京都ほか                265

特別児童扶養手当等の支給に関
する法律第37条

所得の状況（年収・所得・控除・税額） 東村山市ほか                  56

独立行政法人日本学生支援機構
法第14条

所得の状況（年収・所得・控除・税額）
独立行政法人日本
学生支援機構

            1,560

難病の患者に対する医療等に関
する法律第４条

所得の状況（年収・所得・控除・税額） 昭島市ほか             1,452

年金生活者支援給付金の支給に
関する法律第37条

所得の状況（年収・所得・控除・税額） 日本年金機構            3,954

農林漁業団体職員共済組合法第
78条の２

所得の状況（年収・所得・控除・税額） 日本年金機構                     1

母子及び父子並びに寡婦福祉法 所得の状況（年収・所得・控除・税額） 立川市ほか                  19

母子保健法第21条の４ 所得の状況（年収・所得・控除・税額） 西東京市ほか                    8

刑事訴訟法第197条第２項
軽自動車登録状況（標識・所有者・住所）・所得状況・固
定資産所有状況

小金井警察署ほか                    5

道路交通法第51条の５第２項 軽自動車登録状況（標識・所有者・住所） 東京都ほか                  44

１．法令に基づく外部提供

課税課
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納税課
国税徴収法第141条，第146条
の２

未納金額明細書，滞納整理状況 立川税務署ほか                  68

地方税法第20条の11 住民記録，戸籍記載事項（本籍地・筆頭者・生年月日等） 八王子市ほか             1,827

刑事訴訟法第197条第２項，第
507条

住民記録，戸籍記載事項（本籍地・筆頭者・生年月日等） 小金井警察署ほか                649

生活保護法第29条第２項 住民記録，戸籍記載事項（本籍地・筆頭者・生年月日等）
杉並区杉並福祉事
務所ほか

               538

国税通則法第74条の12第６項，
第７項

住民記録，戸籍記載事項（本籍地・筆頭者・生年月日等） 立川税務署ほか                151

国税徴収法第146条の２ 住民記録，戸籍記載事項（本籍地・筆頭者・生年月日等） 東京国税局ほか                141

道路交通法第51条の５第２項 住民記録，戸籍記載事項（本籍地・筆頭者・生年月日等）
東京都公安委員会
ほか

                 31

児童福祉法第11条 住民記録，戸籍記載事項（本籍地・筆頭者・生年月日等）
小平児童相談所長
ほか

               117

公営住宅法第34条 住民記録，戸籍記載事項（本籍地・筆頭者・生年月日等）
東京都住宅政策本
部

                 31

介護保険法第203条 住民記録，戸籍記載事項（本籍地・筆頭者・生年月日等） 福生市ほか                  13

国民健康保険法第113条の２ 住民記録，戸籍記載事項（本籍地・筆頭者・生年月日等） 世田谷区ほか                  12

高齢者の医療の確保に関する法
律第138条

住民記録，戸籍記載事項（本籍地・筆頭者・生年月日等） 国立市                  13

住民基本台帳法第12条の２ 住民記録，戸籍記載事項（本籍地・筆頭者・生年月日等）
さいたま地方法務
局ほか

               330

空家等対策の推進に関する特別
措置法第10条第1項

住民記録，戸籍記載事項（本籍地・筆頭者・生年月日等） 黒部市ほか                  77

戸籍法第10条の２第２項 住民記録，戸籍記載事項（本籍地・筆頭者・生年月日等）
宇都宮地方法務局
ほか

               292

地方自治法第231条の３ 住民記録，戸籍記載事項（本籍地・筆頭者・生年月日等） 国立市ほか                129

土地収用法第３条 住民記録，戸籍記載事項（本籍地・筆頭者・生年月日等）
いわき建設事務所
ほか

               200

国土調査法第２５条第１項 住民記録，戸籍記載事項（本籍地・筆頭者・生年月日等） 益田市ほか                  95

都市計画法第59条 住民記録，戸籍記載事項（本籍地・筆頭者・生年月日等）
東京都北多摩北部
建設事務所ほか

                 28

不動産登記法第116条 住民記録，戸籍記載事項（本籍地・筆頭者・生年月日等） 雲仙市ほか                  53

老人福祉法第32条 住民記録，戸籍記載事項（本籍地・筆頭者・生年月日等） 旭川市ほか                  62

国民年金法第108条 住民記録，戸籍記載事項（本籍地・筆頭者・生年月日等） 文京区ほか                426

スポーツ振興
課

家事事件手続法第62条及び家
事事件手続規則第45条による嘱
託書

体育施設申請に係る，氏名及び連絡先 東京家庭裁判所                     1

刑事訴訟法第197条第２項
被保険者資格，家族構成及び保険使用歴，保険証交付
状況，加入者に関する取扱記録

警視庁小金井警察
署ほか

                   8

労働者災害補償保険法第49条
の３

保険使用歴
三鷹労働基準監督
署

                    1

国税徴収法第146条の２ 保護適用の有無，生活保護廃止日 立川税務署長                    2

刑事訴訟法第197条第２項

現在の住所，連絡先，生活保護歴，受給申請時の書類の
写し，支給開始日，支給歴，支給額，支給開始理由，保護
費支払い方法，稼働先，医療機関受診歴及び医療機関
名，接触日，接触場所，ケース記録，接触時の具体的な
言動，その他参考事項

警視庁北沢警察署
ほか

                   3

地方税法第20条の11
生活保護受給有無，受給開始年月日，生活保護扶助状
況

柏市ほか                    2

刑事訴訟法第507条

生活保護受給有無，申告住所，連絡先，受給に至った経
緯，受給内容，保護費月額，保護費支払い方法，通院
先，身元引受人等近親者の氏名，住所，ケース記録，賃
貸借契約内容

東京地方検察庁                     1

地方税法第15条の11 生活保護受給状況，同一世帯の受給状況 東京都                     1

障害福祉課 刑事訴訟法第197条第２項 精神障害者保健福祉手帳の発給事実
警視庁小金井警察
署ほか

                   3

高齢福祉課 介護保険法第203条 氏名，住所，性別，生年月日，非課税年金情報 小金井市ほか                  10

子育て相談室
家事事件手続法第62条，第258
条及び家事事件手続規則第45
条，第128条第１項

当課の関与した端緒，その後の援助等の経過，生活状
況，心身の状況，経済状況，面談結果，今後の援助方針
や見直し

東京家庭裁判所                     1

駅周辺整備課 刑事訴訟法第197条第２項 容姿
警視庁小金井警察
署ほか

                 12

交通対策課 刑事訴訟法第197条第２項 容姿
警視庁小金井警察
署

                    1

学務課 刑事訴訟法第197条第２項 容姿
警視庁小金井警察
署ほか

                 26

第三小学校 刑事訴訟法第197条第２項 容姿
警視庁小金井警察
署

                    1

※市民課による住民登録及び戸籍関係情報の外部提供は，それぞれ住民基本台帳法第12条及び戸籍法第10条の２に基づいて行われています。

市民課

生活福祉課

保険年金課
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個人情報を提
供した課

理由 個人情報の記録項目 提供先  件数

生活福祉課

生活保護者の生命の安全を守る
ため，医療保護入院の必要があ
り，警察に入院同行を依頼する必
要があったため。

生活保護者氏名，生年月日，住所，入院医療機関名，医
療保護入院同意者名，入院予定日

警視庁小金井警察
署

                    1

第二小学校
不審者確認のため，警察に防犯カ
メラ映像を確認してもらう必要が
あったため。

容姿
警視庁小金井警察
署

                    1

2．緊急やむを得ない理由による外部提供
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