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個人情報ファイル簿（単票）                       

個人情報ファイルの名称 国民年金システム 

行政機関等の名称 佐野市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康医療部 医療保険課 

個人情報ファイルの利用目的 

国民年金被保険者関係事務、基礎年金等の給付に関する事務、

年金生活者支援給付金に関する事務、及び国民年金に係る相談

受付のため 

記録項目 
１氏名、２住所、３生年月日、４性別、５国籍、６基礎年金番

号、７個人番号、８年金資格情報、９年金受給情報 

記録範囲 佐野市に住民登録をしたことがある者 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム、日本年金機構 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 日本年金機構 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐野市役所 健康医療部 医療保険課 

（所在地）〒327-8501 栃木県佐野市高砂町１番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
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個人情報ファイル簿（単票）                      

個人情報ファイルの名称 国民年金等受付簿 

行政機関等の名称 佐野市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康医療部 医療保険課 

個人情報ファイルの利用目的 
国民年金被保険者に関する届出の受付状況、及び基礎年金等に

関する請求等の受付状況の管理のため 

記録項目 １氏名、２基礎年金番号、３受付日、４処理状況 

記録範囲 
国民年金被保険者に関する届出、又は基礎年金等に関する請求

等の提出があった者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 日本年金機構 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐野市役所 健康医療部 医療保険課 

（所在地）〒327-8501 栃木県佐野市高砂町１番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
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個人情報ファイル簿（単票）                     

個人情報ファイルの名称 佐野市国民健康保険結核・精神病受診者リスト（主病データ） 

行政機関等の名称 佐野市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康医療部 医療保険課 

個人情報ファイルの利用目的 特別調整交付金申請事務のため 

記録項目 

１被保険者証番号、２被保険者氏名、３性別、４生年月日、 

５結核・精神病での医療機関受診情報（受診医療機関、受診年

月、診療点数） 

記録範囲 結核・精神病での医療機関受診者（佐野市国民健康保険加入者） 

記録情報の収集方法 栃木県国民健康保険団体連合会、国保総合システムより入手 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む（病歴） 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐野市役所 健康医療部 医療保険課 

（所在地）〒327-8501 栃木県佐野市高砂町１番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
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個人情報ファイル簿（単票）                      

個人情報ファイルの名称 (短)(資)世帯リスト 

行政機関等の名称 佐野市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康医療部 医療保険課 

個人情報ファイルの利用目的 
国民健康保険短期被保険者証・資格証明書の世帯・被保険者数

の把握 

記録項目 

1 国保番号、2 基本コード、3 世帯主名、4 被保険者名、5 生年

月日、6資格区分、7得喪区分、8交付日、9 保険証種類、10有

効期限 

記録範囲 国民健康保険被保険者、世帯主 

記録情報の収集方法 国民健康保険(資格)システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐野市役所 健康医療部 医療保険課 

（所在地）〒327-8501 栃木県佐野市高砂町１番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
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個人情報ファイル簿（単票）                      

個人情報ファイルの名称 国保総合システム 

行政機関等の名称 佐野市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康医療部 医療保険課 

個人情報ファイルの利用目的 国民健康保険診療の管理を行うため 

記録項目 

１氏名、２性別、３生年月日、４診療年月、５医療機関名、 

６保険者番号、７被保険者記号・番号・枝番、８給付割合、 

９傷病名、１０診療点数 

記録範囲 
佐野市の国民健康保険の資格を有し、佐野市の国民健康保険証

で医療機関を受診した者 

記録情報の収集方法 栃木県国民健康保険団体連合会より情報提供 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐野市役所 健康医療部 医療保険課 

（所在地）〒327-8501 栃木県佐野市高砂町 1番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
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個人情報ファイル簿（単票）                      

個人情報ファイルの名称 資格確認結果表 

行政機関等の名称 佐野市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康医療部 医療保険課 

個人情報ファイルの利用目的 医療費適正化に係る資格確認 

記録項目 

１被保険者番号、２氏名、３生年月日、４性別、５診療年月、

６給付割合、７医療機関名、８公費負担者番号、９公費受給者

番号、１０診療日数、１１診療点数 

記録範囲 
佐野市の国民健康保険証で医療機関を受診し、医療機関からの

請求内容に疑義のある者 

記録情報の収集方法 栃木県国民健康保険団体連合会より情報提供 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐野市役所 健康医療部 医療保険課 

（所在地）〒327-8501 栃木県佐野市高砂町 1番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
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個人情報ファイル簿（単票）                       

個人情報ファイルの名称 柔道整復施術療養費支給申請書 

行政機関等の名称 佐野市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康医療部 医療保険課 

個人情報ファイルの利用目的 柔道整復施術療養費の支給決定・返戻の判断を行うため 

記録項目 

1 記号・番号、2 本家区分、3 給付割合、4 世帯主の氏名、5 世

帯主の住所、6療養を受けた者の氏名、7性別、8生年月日、 

9 負傷の原因・業務災害通勤災害又は第三者行為外の原因によ

る、10 負傷名、11 負傷年月日、12初検年月日、13施術開始年

月日、14 施術終了年月日、15 実日数、16転帰、17施術日、 

18 初検料・加算（休日・深夜・時間外）、19 初検時相談支援料、

20 再検料、21往療料・加算（夜間・難路・暴風雨雪）、22 金属

副子等加算、23 柔道整復運動後療料、24施術情報提供料、 

25 明細書発行体制加算、26 整復料・固定料・施療料、27 逓減

開始年月日、28 後療料、29冷罨法料、30温罨法料、31電療料、

32 多部位逓減、33 長期逓減、34摘要、35金属副子等加算日、

36 柔道整復運動後療料加算日、37明細書発行体制加算加算日、

38 合計、39一部負担金、40 請求金額、41支払医療機関欄、42

口座名称・フリガナ、43 口座番号、44 施術証明欄、45 受取代

理人への委任の欄 

記録範囲 
佐野市の国民健康保険の資格を有し、佐野市の国民健康保険証

で施術を受診した者 

記録情報の収集方法 施術所及び栃木県国民健康保険団体連合会 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む（病歴） 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐野市役所 健康医療部 医療保険課 

（所在地）〒327-8501 栃木県佐野市高砂町 1番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
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個人情報ファイル簿（単票）                     

個人情報ファイルの名称 国民健康保険高額療養費支給申請決定データ 

行政機関等の名称 佐野市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康医療部 医療保険課 

個人情報ファイルの利用目的 高額療養費を支給するために利用する 

記録項目 

1 被保険者証番号、2 診療年月、3 支給方法、4 償還額、5 償還

済額、6 支給額、7 振込口座情報（銀行コード、支店コード、

口座番号、口座種別、口座名義人）、8支給年月日、9世帯主情

報（氏名、住所） 

記録範囲 高額療養費の支給申請をした者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐野市役所 健康医療部 医療保険課 

（所在地）〒327-8501 栃木県佐野市高砂町１番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
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個人情報ファイル簿（単票）                      

個人情報ファイルの名称 国民健康保険限度額認定証交付状況一覧表 

行政機関等の名称 佐野市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康医療部 医療保険課 

個人情報ファイルの利用目的 限度額認定証交付事務のために利用する 

記録項目 

1 被保険者証番号、2個人番号、4対象者氏名、5生年月日、 

6 交付日、7再発行区分、8適用区分、9 長期入院該当日、10発

行期日、11有効期限 

記録範囲 限度額認定証を交付した者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐野市役所 健康医療部 医療保険課 

（所在地）〒327-8501 栃木県佐野市高砂町１番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

 



10 

個人情報ファイル簿（単票）                      

個人情報ファイルの名称 高齢受給者証リスト 

行政機関等の名称 佐野市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康医療部 医療保険課 

個人情報ファイルの利用目的 負担割合記載の保険証発行 

記録項目 

1 国保番号、2 基本コード、3 氏名、4 住所、5 生年月日、6 負

担区分、7課税区分、8申告区分 

記録範囲 70 歳から 74 歳までの国民健康保険被保険者 

記録情報の収集方法 国民健康保険(資格)システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐野市役所 健康医療部 医療保険課 

（所在地）〒327-8501 栃木県佐野市高砂町１番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

 



11 

個人情報ファイル簿（単票）                     

個人情報ファイルの名称 国民健康保険異動届(住民異動届、添付資料含む） 

行政機関等の名称 佐野市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康医療部 医療保険課 

個人情報ファイルの利用目的 国民健康保険資格の取得及び喪失業務に利用する 

記録項目 

1 住所、2氏名、3生年月日、4性別、5 続柄、6個人番号、 

7 電話番号、8職業、9 保険者証記号番号 

記録範囲 国民健康保険異動届を提出した者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐野市役所 健康医療部 医療保険課 

（所在地）〒327-8501 栃木県佐野市高砂町１番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

 



12 

個人情報ファイル簿（単票）                      

個人情報ファイルの名称 国民健康保険(資格）システム 

行政機関等の名称 佐野市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康医療部 医療保険課 

個人情報ファイルの利用目的 国民健康保険資格管理に利用する 

記録項目 

1 氏名、2生年月日、3 性別、4住所、5 続柄、6個人番号、 

7 基本コード 

記録範囲 本人 

記録情報の収集方法 国民健康保険(資格）システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐野市役所 健康医療部 医療保険課 

（所在地）〒327-8501 栃木県佐野市高砂町１番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
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個人情報ファイル簿（単票）                     

個人情報ファイルの名称 国保集約システム 

行政機関等の名称 佐野市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康医療部 医療保険課 

個人情報ファイルの利用目的 被保検者の資格審査及び世帯継続性等のために利用する 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 被保険証記号番号、4被保険者資格取得喪失

年月日 

記録範囲 国民健康保険異動届を提出した者 

記録情報の収集方法 栃木県国民健康保険団体連合会 国保総合システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 栃木県国民健康保険団体連合会 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐野市役所 健康医療部 医療保険課 

（所在地）〒327-8501 栃木県佐野市高砂町１番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
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個人情報ファイル簿（単票）                       

個人情報ファイルの名称 被保険者証兼高齢受給者証交付簿 

行政機関等の名称 佐野市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康医療部 医療保険課 

個人情報ファイルの利用目的 国民健康保険更新業務に利用する 

記録項目 

1 整理番号、2 バッチ番号、3 バッチ内連番、4 世帯員数、5 有

効期限、6記号、7 番号、8枝番、9宛名番号、10 氏名カナ、 

11 氏名、12生年月日、13性別、14 適用開始年月日、15 交付年

月日、16 世帯主名、17郵便番号、18住所、19保険者番号、 

20 保険者名称、21証区分、22兼高齢受給者証区分、23 兼高齢

受給者証負担区分 

記録範囲 国民健康保険の資格更新する者 

記録情報の収集方法 
栃木県国民健康保険団体連合会 保険者ネットワーク制御シス

テム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐野市役所 健康医療部 医療保険課 

（所在地）〒327-8501 栃木県佐野市高砂町１番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
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個人情報ファイル簿（単票）                      

個人情報ファイルの名称 被保険者一覧表（全部・外国人） 

行政機関等の名称 佐野市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康医療部 医療保険課 

個人情報ファイルの利用目的 国民健康保険更新業務に利用する 

記録項目 

1 国保番号、2 世帯コード、3 基本コード、4 氏名、5 基本コー

ド、6 生年月日、7 性別、8続柄、9世帯区分、10 資格区分、 

11 適用開始年月日、12 適用終了年月日、13混合区分、14退職

世帯区分、15 退職資格区分、16退職該当日、17 退職非該当日、 

18 国籍、19 第 30条 45に規定する区分 

記録範囲 国民健康保険の資格更新する者 

記録情報の収集方法 国民健康保険（資格）システムより抽出 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐野市役所 健康医療部 医療保険課 

（所在地）〒327-8501 栃木県佐野市高砂町１番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
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個人情報ファイル簿（単票）                       

個人情報ファイルの名称 医療費のお知らせ一覧表 

行政機関等の名称 佐野市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康医療部 医療保険課 

個人情報ファイルの利用目的 医療費の確認・確定申告 

記録項目 

１住所、２世帯主名、３受診年月、４受診者名、５医療機関名、

６診療日数、７医療費の額、８窓口負担額 

記録範囲 
佐野市の国民健康保険の資格を有し、対象期間に国民健康保険

証で医療機関を受診した者 

記録情報の収集方法 栃木県国民健康保険団体連合会より情報提供 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐野市役所 健康医療部 医療保険課 

（所在地）〒327-8501 栃木県佐野市高砂町 1番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
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個人情報ファイル簿（単票）                       

個人情報ファイルの名称 差額通知書一覧表 

行政機関等の名称 佐野市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康医療部 医療保険課 

個人情報ファイルの利用目的 後発医薬品の利用促進 

記録項目 

１住所、２氏名、３処方年月、４調剤薬局名、５医薬品名、 

６投与日数、７窓口負担額 

記録範囲 
佐野市の国民健康保険証で医療機関を受診し、対象期間に処方

された医薬品が後発医薬品に代替できる者 

記録情報の収集方法 栃木県国民健康保険団体連合会より情報提供 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐野市役所 健康医療部 医療保険課 

（所在地）〒327-8501 栃木県佐野市高砂町 1番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

 



18 

個人情報ファイル簿（単票）                       

個人情報ファイルの名称 糖尿病重症化予防プログラム対象者一覧 

行政機関等の名称 佐野市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康医療部 医療保険課 

個人情報ファイルの利用目的 
糖尿病境界域にあると判定された者に対し、周知啓発のために

送付する文書の対象者選別のために利用する。 

記録項目 

1 被保険者証記号番号、2国保個人番号・員番、3氏名、4 性別、

5 生年月日、6 郵便番号、7住所、8発症確率（Lv1 以上）、9 発

症確率（Lv2 以上）、10発症確率（Lv3 以上）、11境界域段階、

12 糖尿病診断名（1 型糖尿病）、13糖尿病診断名（2型糖尿病） 

記録範囲 

佐野市国民健康保険被保険者のうち、過年度の特定健康診査の

結果、空腹時血糖 100mg/dl 以上 126mg/dl 未満又は HbA1c5.6%

以上 6.5%未満で糖尿病境界域にあると判定された者 

記録情報の収集方法 栃木県国民健康保険団体連合会、国保総合システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む（病歴） 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐野市役所 健康医療部 医療保険課 

（所在地）〒327-8501 栃木県佐野市高砂町 1番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
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個人情報ファイル簿（単票）                    

個人情報ファイルの名称 後期高齢者医療システム 

行政機関等の名称 佐野市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康医療部 医療保険課 

個人情報ファイルの利用目的 後期高齢者医療事務のため 

記録項目 

1 資格情報（被保険者番号、氏名、生年月日、性別、住所、個

人番号、送付先宛名情報、窓口負担区分）、2賦課情報（保険料

の賦課・軽減判定に必要な所得情報）、3収納情報（収納状況、

口座情報、年金情報） 

記録範囲 佐野市に住民登録を有したことがある者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳システム、後期高齢者医療広域連合標準システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 後期高齢者医療広域連合 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐野市役所 健康医療部 医療保険課 

（所在地）〒327-8501 栃木県佐野市高砂町１番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
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個人情報ファイル簿（単票）                    

個人情報ファイルの名称 後期高齢者医療広域連合標準システム 

行政機関等の名称 佐野市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康医療部 医療保険課 

個人情報ファイルの利用目的 後期高齢者医療事務のため 

記録項目 

1 基本情報（氏名、生年月日、性別、住所、個人番号、送付先

宛名情報）2 資格情報（被保険者番号、窓口負担区分、自己負

担限度額区分、被保険者証発行状況、限度額適用認定証発行状

況、特定疾病受療証発行状況）、3賦課情報（保険料の賦課・軽

減判定に必要な所得情報）、4収納情報（収納状況、口座情報、

年金情報）、5保険給付情報 

記録範囲 後期高齢者医療被保険者 

記録情報の収集方法 後期高齢者医療システム、栃木県後期高齢者医療広域連合 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）栃木県後期高齢者医療広域連合 

（所在地）〒320－0033 栃木県宇都宮市本町 3-9 

栃木県本町合同ビル 2 階 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

記録項目 1の内容については、栃木県後期高齢者医療広域連合

個人情報保護条例（平成 19 年条例第 6 号）第 23条（特定個人

情報を除く個人情報）及び第 23 条の 2（特定個人情報）に基づ

き訂正、削除及び利用中止請求ができる。 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
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個人情報ファイル簿（単票）                     

個人情報ファイルの名称 後期高齢者医療健康診査対象者一覧 

行政機関等の名称 佐野市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康医療部 医療保険課 

個人情報ファイルの利用目的 健康診査の受診対象者と受診状況を管理するため 

記録項目 

1 被保険者番号、2 氏名、3住所、4送付先宛名情報、5 性別、 

6 生年月日、7受診券整理番号、8受診券再発行の状況、9 受診

の有無 

記録範囲 健康診査の対象者 

記録情報の収集方法 後期高齢者医療システム、特定健康診査等データ管理システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐野市役所 健康医療部 医療保険課 

（所在地）〒327-8501 栃木県佐野市高砂町１番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

 



22 

 

個人情報ファイル簿（単票）                     

個人情報ファイルの名称 後期高齢者医療歯科健康診査対象者一覧 

行政機関等の名称 佐野市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康医療部 医療保険課 

個人情報ファイルの利用目的 歯科健康診査の受診者を管理するため 

記録項目 
1 被保険者番号、2 氏名、3 住所、4 性別、5 生年月日、6 受診

券整理番号、7健診券再発行の状況、8 受診の有無 

記録範囲 歯科健康診査の対象者 

記録情報の収集方法 後期高齢者医療システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 栃木県後期高齢者医療広域連合 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐野市役所 健康医療部 医療保険課 

（所在地）〒327-8501 栃木県佐野市高砂町１番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
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個人情報ファイル簿（単票）                     

個人情報ファイルの名称 特定健康診査等データ管理システム 

行政機関等の名称 佐野市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康医療部 医療保険課 

個人情報ファイルの利用目的 

健康診査及び人間ドックの対象者と受診結果を管理、保存する

とともに、受診券の発行管理、健康診査の費用請求及び支払い、

健康診査に関わる各種報告に利用する。 

記録項目 

1 被保険者番号、2 氏名、3 住所、4 性別、5 生年月日、6 受診

券整理番号、7 資格保有状況、8 健康診査結果（検査結果、問

診結果） 

記録範囲 後期高齢者医療被保険者 

記録情報の収集方法 
栃木県後期高齢者医療広域連合、栃木県国民健康保険団体連合

会、健康診査実施機関 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 
異動先後期高齢者医療広域連合、栃木県国民健康保険団体連合

会、健康診査実施機関 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）栃木県後期高齢者医療広域連合 

（所在地）〒320－0033 栃木県宇都宮市本町 3-9 

栃木県本町合同ビル 2 階 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

記録項目 1から 5及び 8の内容については、栃木県後期高齢者

医療広域連合個人情報保護条例（平成 19 年条例第 6 号）第 23

条（特定個人情報を除く個人情報）に基づき訂正、削除及び利

用中止請求ができる。 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
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個人情報ファイル簿（単票）                     

個人情報ファイルの名称 国保データベース（KDB）システム 

行政機関等の名称 佐野市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康医療部 医療保険課 

個人情報ファイルの利用目的 

高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施事業をはじめと

した保健事業について、効果的かつ効率的に実施するために必

要な地域の医療・介護・健診に関する情報を収集し事業の実施、

分析・評価するために利用する。 

記録項目 

1 氏名、2 生年月日、3 性別、4 住所、5 被保険者証番号、6 健

診受診結果（健診受診日、検査結果、問診結果）、7要介護度、

8 介護給付の状況（介護サービス種別、介護給付費額）、9医療

の受療状況（受診医療機関、傷病名、診療報酬請求内容、医療

給付費額） 

記録範囲 後期高齢者医療被保険者 

記録情報の収集方法 栃木県後期高齢者医療広域連合 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 異動先後期高齢者医療広域連合 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）栃木県後期高齢者医療広域連合 

（所在地）〒320－0033 栃木県宇都宮市本町 3-9 

栃木県本町合同ビル 2 階 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

記録項目 1 から 4 及び 8、9 の内容については、栃木県後期高

齢者医療広域連合個人情報保護条例（平成 19 年条例第 6 号）

第 23 条（特定個人情報を除く個人情報）に基づき訂正、削除

及び利用中止請求ができる。 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
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個人情報ファイル簿（単票）                     

個人情報ファイルの名称 
高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施事業ハイリスク

対象者一覧 

行政機関等の名称 佐野市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
健康医療部 医療保険課 

個人情報ファイルの利用目的 

高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施事業において、ハ

イリスクアプローチの実施対象者の抽出及び決定の際に利用

する。 

記録項目 

1 氏名、2 年齢、3 性別、4 住所、5 被保険者証番号、6 健康診

査実施結果（健診受診日、検査結果、問診結果）、7要介護度、

8 医療機関の受診状況（受診医療機関名称、受療内容） 

記録範囲 後期高齢者医療被保険者 

記録情報の収集方法 栃木県後期高齢者医療広域連合 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐野市役所 健康医療部 医療保険課 

（所在地）〒327-8501 栃木県佐野市高砂町１番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

 

 


