
諮 問 資 料

令和元年 9月 10 日 

区民相談課 

１ 件 名

「業務委託に関する審議会事前一括承認基準」の一部改正について

２ 諮問理由

豊島区行政情報公開・個人情報保護審議会条例第２条第１項第２号（行政情報公開制

度及び個人情報保護制度の運営に関する事項）に該当するため

３ 改正内容

別紙１～３のとおり 

・別紙１ 業務委託に関する審議会事前一括承認基準の一部改正について 

・別紙２ 業務委託に関する審議会事前一括承認基準（改正内容の見え消し版） 

・別紙３ 業務委託に関する審議会事前一括承認基準（改正内容・理由) 

４ 改正理由

「審議会事項についての基本的な考え方」（１２答申第１号）で定めている「業務委

託に関する審議会事前一括承認基準」について所要の見直しを図り、適正な個人情報の

取り扱いを確保する必要があるため

５ 適用期日

   令和元年９月１１日

資料１ 
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業務委託に関する審議会事前一括承認基準の一部改正について 

１．「審議会事項についての基本的な考え方」と「審議会事前一括承認基準」とは 

  豊島区個人情報等の保護に関する条例 （以下「条例」という。）の規定に基づき、豊島

区行政情報公開・個人情報保護審議会（以下「審議会」という。）の意見を聴くこととさ

れた諮問事項については、「審議会事項についての基本的な考え方」（以下「基本的な考え

方」という。）として、平成１２年に答申されている。 

  この「基本的な考え方」においては、審議会では個別に諮問し意見を聴くことが原則と

されるが、これらについてその都度諮問するという原則を貫くと、業務の停滞や区民の不

利益等の支障が生じるおそれがあることから、必要最小限の範囲で類型化したものを「審

議会事前一括承認基準」とし、この基準の「類型」及び「事例」「個人情報の項目」等の

いずれにも該当する場合は、審議会への個別の諮問は不要としている。 

  条例において審議会の意見を聴くこととしている事項は、次の９項目であり、そのうち

基本的な考え方において「審議会事前一括承認基準」を設けているのは個人情報の保護と

業務の円滑な遂行とのバランスに配慮した結果、６項目となっている。 

２．業務委託に関する審議会事前一括承認基準とは 

 業務委託に関する審議会事前一括承認基準（以下「業務委託一括承認基準」という。）

は「基本的な考え方」の一部であり、審議会への個別の諮問をしなくてもよい場合を類型

化したものである。 

条例では、区が保有している個人情報を含む業務を区の機関以外のものに委託すると

きは、当該業務の委託を受けるものに対し、取り扱うことができる個人情報の範囲若しく

は取扱方法の制限その他必要な制限を付し、又は安全確保の措置を講ずる義務を課さな

ければならない。 

そして、それに当たっては、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。 

その例外として、条例では「法令等の定めがある場合※」に該当する場合のみ業務委託

することができると定めている。 

№ 諮 問 事 項 一括承認基準の有無

１ 第５条 収集禁止事項に関する個人情報の収集 あり

２ 第６条 本人以外からの個人情報の収集 あり

３ 第10条 個人情報の目的外利用 あり

４ 第11条 個人情報の外部提供 あり

５ 第12条 個人情報の電算処理 なし

６ 第12条2 収集禁止事項に関する個人情報の電算処理 なし

７ 第13条 外部との電子計算機の結合 あり

８ 第14条 委託に係る措置 あり

９ 第14条の2 特定個人情報の業務の委託に係る措置 なし

別紙１ 
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しかし、業務の委託は非常に多く、そのすべてについて個別に審議会に諮問し、答申を

得てから委託するということは現実的ではない。 

そこで、業務の委託のうち、委託の内容と取り扱われる個人情報の項目が定型化してい

るものであり、かつ、多数行われているものについてはこれを類型化し、事前に一括承認

を得て、審議会への個別の諮問をすることなく業務の委託ができるとしている。 

「基本的な考え方」は、平成１２年１２月に制定後、計６回の改正を行っており、直近

では、平成３０年度第６回（平成３１年３月２７日）の審議会において、「個人情報の外

部提供に関する審議会事前一括承認基準」の外部提供をする業務に、刑事訴訟法第５０７

条（公務所等に対する照会）に基づく照会に対し、裁判の執行に係る個人情報について外

部提供できるという見直しを諮ったところである。

  ※「法令等の定めがある場合」とは 

 法令等に具体的に委託先が指定されている、またはそれ以外に委託することが困難 

である等、客観的にみて実施機関側に裁量の余地がないと解釈される場合をいう。 

また、委託方法等が、国等の通達や指針、ガイドライン等において指定され、実施機

関に裁量の余地がないと解釈される場合に限られる。 

３．業務委託一括承認基準の改正理由及び内容 

業務委託の一括承認基準の見直しは、平成１８年１１月７日（１８答申第２号-２）の

改正以来で十数年が経過しており、この間、業務委託の形態は複雑で多様化し、ICT につ

いては劇的に発展したこと等、一括承認基準において承認されている「類型（委託の内容）」

及び「個人情報の項目」に一部不具合が生じている。

このため、適正な個人情報の取り扱いに配慮しつつ、円滑に業務委託を実施する観点か

ら、所要の見直しを図ることとした。

なお、今回の見直しでは、類型の追加や廃止は行わない。
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業務委託に関する審議会事前一括承認基準（改正内容の見え消し版） 

※赤字表記は追加部分、削除部分なし 

類   型

(委託の内容) 
個人情報の項目

１  区が交付する個人情報又は受託者が

収集する個人情報に基づき調査や分析

を行う。

例）損失補償対象物件の調査、介護保険

認定の調査、建築物の構造上等の安

全・衛生等の調査、環境・家屋の調

査、埋蔵文化財の発掘調査

氏名、住所、性別、生年月日、電話番号、調査・分析

に要する項目、電子メールアドレス

２  区が交付する個人情報又は受託者が

取材する個人情報により作品や成果物

を作成する。

例）広報ビデオの作成、マイクロフィル

ムの作成

氏名、性別、住所、電話番号、戸籍届出事項、文書・

図面記載内容、肖像、取材に要する項目、電子メール

アドレス

３  区が交付する対象者名簿等、又は対象

者の希望に基づいて検診等を実施し、そ

の結果を区に報告する。

例）水質検査、健康診査、予防接種

氏名、性別、生年月日、住所、続柄、電話番号、健康

状態、診療内容、検診検査内容、職業、学校、生活保

護受給の有無、受給・認定個人番号、居住状況、電子

メールアドレス

４  区が交付する又は受託者が収集する

原稿又はデータにより広報紙、通知書、

名簿等を印刷する。

例）広報紙、通知書、名簿、報告書等の

印刷

氏名、生年月日、住所、電話番号、肖像、職業、職歴、

勤務先、地位、学校、資格、賞罰、趣味、収入、財産、

損害、納課税情報、保険年金情報、居住状況、電子メ

ールアドレス

５  宛名の記載された通知書等を封入封

かんし、又は、はがきの通知内容に目隠

しシールを貼付する。

例）通知書等の封入封かん、目隠しシー

ルの貼付

氏名、住所、通知書等記載事項

別紙２ 
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６  区が交付する又は受託者が収集する

名簿等により対象者に物品等を配送し、

又は対象者から物品、不用品等を回収

し、運搬する。

例）広報紙等の発送、祝い品等の配送、

物品等の回収 

氏名、性別、住所、電話番号、減免の有無、配送等に

要する項目、電子メールアドレス

７  区が交付する又は受託者が収集する

名簿等により感謝状、表彰状等を筆耕す

る。 

氏名、地位、成績、賞罰

８  手当・補助金・報酬等を交付先の口座

に振り込むため、区が交付する又は受託

者が収集する個人情報に基づいて事務

を処理する。 

氏名、住所、電話番号、金融機関名、口座種別、口座

番号、口座名義人、金額、振込金の内訳、電子メール

アドレス

９  収納金を納入義務者の口座から振り

替えるため、データの作成等の事務を処

理する。 

氏名、住所、金融機関名、口座種別、口座番号、口座

名義人、金額、振替金の内訳

10  区が交付する又は受託者が収集する

行事参加者名簿により、傷害保険に加入

させ、事故等があった場合に該当者に補

償する。又は、賠償保険等に基づき、区

が事故等の関係者へ支払った賠償金又

は補償金の損失補填をする。 

氏名、住所、性別、生年月日、保険加入手続に要する

事項

11  区が交付した又は受託者が収集する

名簿により､乗車券や宿泊先の手配など

の旅行に係る事務手続をする。 

氏名、住所、本籍、性別、生年月日、学校名､学年､職

業､旅券記載事項

12  区が交付する又は受託者が収集する

資料又は登記簿等により、測量又は不動

産鑑定を行う。 

氏名、住所、権利関係､測量項目、鑑定評価項目

13  公の施設等の利用申し込みの受付そ

の他の管理運営を行う。 

氏名、住所、性別､電話番号、施設の管理運営に要す

る事項、電子メールアドレス
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14  区が交付する又は受託者が収集する

名簿等により施設の修繕等を行い、又は

機器等の設置、修繕その他の保守管理を

行う。 

住所、氏名、施設の維持管理・機器等の保守管理に要

する事項

15  会議等の出席者の発言を速記、反訳

し、又は通訳する。 

氏名、役職、発言内容 

16  区が交付する又は受託者が収集する

参加者名簿等に基づき、研修、講義等を

行う。 

氏名、住所、電話番号、研修・講義等に要する事項、

電子メールアドレス

17  区の福祉・保健施設の利用者に対し、

又は区が交付する又は受託者が収集す

る対象者名簿等に基づき、福祉・保健サ

ービスを提供する。 

氏名、性別、続柄、住所、電話番号、生年月日、健康

状態、障害の程度、出産、勤務先、家庭環境、居住状

況、日常生活の状況、受けている行政サービスの種類、

生活保護受給の有無、緊急連絡先、福祉保健サービス

に要する事項、電子メールアドレス

18  相談希望者の相談を受け、適切な助

言、指導を行う。 

氏名、住所、性別、年齢、電話番号、健康状態、障害

の程度、相談内容、電子メールアドレス

19  区が交付する又は受託者が収集する

個人情報をフロッピーディスク、磁気テ

ープ等の外部記憶媒体にデータ入力し、

又は電算処理を行うための資料に加工

する。 

氏名、住所、生年月日、電話番号、続柄、区が交付し

た資料の内容、電子メールアドレス

20  診療報酬及び措置費の審査、支払等の

事務処理を行う。 

氏名、住所、生年月日、性別、生活保護受給の有無、

診療報酬及び措置費の審査等に要する事項 

21  証明書等の交付の取次を行い、請求人

からの手数料を預託する。 

例）住民票・証明書等の交付取次 

氏名、住所、証明書等記載事項 
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業務委託に関する審議会事前一括承認基準（改正内容・理由） 

■「類型（委託の内容）」の改正 

 №４、６、７、８、１０、１１、１２、１４、１６、１７、１９ について 

改正内容 改正理由 

区が交付する個人情報に対して

業務を遂行するものについて、受

託者が収集する場合も加えるた

め「又は受託者が収集する」を追

加する

 業務委託の形態は多様化、複雑化しており、本規程の制定時で

は想定していなかったケースとして、委託する業務において取り

扱う個人情報を区が交付するものだけではなく、受託者側が収集

することが受託業務として求められている場合がある。 

審議会の諮問においても、受託者が業務で取り扱う個人情報自

体を受託者自らが収集し取り扱うことが受託業務の内容に含ま

れている場合が増加している。 

一括承認基準において承認された業務委託についても、今後、

業務が円滑に遂行されるよう、区が交付する個人情報に対しての

みを対象としていたものについて、受託者が個人情報を収集する

場合も対象業務となるよう追加する。 

■「個人情報の項目」の改正 

№１、２、３、４、６、８、１３、１６、１７、１８、１９ について 

改正内容 改正理由 

既に電話を通信手段として認め

られている業務について、電子メ

ールを利用するための「電子メー

ルアドレス」を追加する 

電子メールは、ICT 技術の発展により飛躍的に普及し、安全性

においてもセキュリティ対策等が充実したことにより信頼度も

高まり一般的なツールとなっている。 

区の実施する業務においても、迅速で確実性の高いコミュニケ

ーションが可能な電子メールは、情報伝達手段として不可欠なも

のとなっている。 

電子メールアドレスは、審議会の諮問においても取り扱う頻度

の高い個人情報の一つであり、承認を得ているところである。 

そこで、一括承認基準の業務委託の中で、通信が必要で既に電

話を利用することが認められている業務において、電子メールの

利用を可能とするため、電子メールアドレスを追加する。 

別紙３ 
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報 告 資 料 

豊島区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 

条例の一部改正について 

１ 平成31年第１回定例会での改正事項 

１.１ 改正の理由 

◆ 保育所の入所に関する事務においてマイナンバーを利用し、手続きに必要となる個人

情報の庁内連携を可能とすることで、区民サービスの向上と事務の効率化を図る。 

◆ 保育の入所に関する事務の流れ 

（１）保育所の利用調整 

 保育を必要とする認定を受けた方の申込みに基づき、区の基準表等をもとにした

点数と、申込み者の希望をもとに、保育所の入所先を調整する。 

（２）保育料の徴収（減免に限る。） 

 所得状況等に応じ、保育料及び延長保育料の減免を行う。 

１.２ 改正の内容 

⇒条例別表第１及び第２に、以下の対象事務を新たに追加する。 

対象事務 改正箇所 庁内連携する個人情報 

（１）保育所の

利用調整 

条例別表第２ 第４８項 

児童福祉法による保育所に

おける保育の実施若しくは

措置に関する事務

① 地方税関係情報 

② 障害者自立支援給付関係情報 

③ 生活保護関係情報 

④ 児童福祉法による障害者通所支援、 

障害児入所支援又は措置に関する情報

⑤ 中国残留邦人等支援給付関係情報 

⑥ 障害者関係情報 

⑦ 特別児童扶養手当関係情報 

⑧ 国民年金法による障害基礎年金の 

支給に関する情報 

（２）保育料の

徴収（減免に限

る。） 

条例別表第１ 第２３項 

条例別表第２ 第４９項 

豊島区保育料条例による

保育料の徴収に関する事務

① 地方税関係情報 

② 生活保護関係情報 

③ 障害者関係情報 

④ 児童扶養手当関係情報 

１.３ 条例施行期日

公布の日（平成 31 年 3 月 25 日）から施行する。 

報告１

令和元年 9月 10 日 

企画課 



２ 令和元年第２回定例会での改正事項 

２.１ 改正の理由 

◆ 「子ども・子育て支援法」等の改正に伴い、いわゆるマイナンバー法が一部改正され

ることから、所要の規定整備を図る。 

２.２ 改正の内容 

⇒条例別表第２及び第３に、下線部を追加する。 

内容 改正箇所 庁内連携する個人情報 

用語の整理 条例別表第２ 第３５項 

条例別表第３ 第２項 

子ども・子育て支援法によ

る子どものための教育・保

育給付若しくは子育てのた

めの施設等利用給付の支給

又は地域子ども・子育て支

援事業の実施に関する事務

① 地方税関係情報 

② 障害者自立支援給付関係情報 

③ 生活保護関係情報 

④ 児童福祉法による障害者通所支援、障

害児入所支援又は措置に関する情報 

⑤ 児童扶養手当関係情報 

⑥ 中国残留邦人等支援給付関係情報 

⑦ 障害者関係情報 

⑧ 特別児童扶養手当関係情報 

⑨ 国民年金法による障害基礎年金の支

給に関する情報 

２.３ 条例施行期日

公布の日（令和元年 7月 9日）から施行する。 



　　有

　トキワ荘関連施設整備寄附金寄附者へ贈呈する感謝状に氏名を筆耕する作業

1 内　容 感謝状への氏名（会社名・役職・氏名）を筆耕

3 理由・
  効果

感謝状印刷に合わせて氏名（会社名・役職・氏名）を筆耕するため。

4 収集禁止事項の有無 　　有（類型　　　で取り扱う個人情報に含まれる） 　　無

5 守るべき事項の
  該当性

1 個人情報保護の管理責任体制

令和元年9月10日

文化観光課

1 件　　名 　感謝状の印刷業務委託

2 業務の内容

取り扱う理由

1 区が収集して事業者に提供するもの

　　プライバシーマーク使用許諾事業者

　受託者が守るべき事項 　　個人情報の保管場所の管理体制

取り扱う個人情報及び収集並びに提供するもの

感謝状の印刷とあわせて会社
名・役職・氏名も印刷するた
め。

会社名・役職・氏名・寄附者が感謝状に記載を希望する
名前

8 委託の時期 　31年4月1日～31年4月24日　 　　     年　月　日から継続

　　取り扱う個人情報の管理

　　電子計算組織による個人情報のセキュリティ対策

7 委託先

　　個人情報の保管場所の管理体制

業務委託報告資料

（1）所管課が確認すべき事項 　　電子計算組織による個人情報のセキュリティ対策

　　無

　区の施設外へ電磁的記録による個人情報を外部記憶媒体の移送、又はインターネッ
ト
　通信回線等による送信その他の方法で提供して電算処理を行う委託

　受託者が守るべき事項

2 対象者・
 取扱件数等

30,000円以上の寄附者・726名

3 取り扱う個人情報

3 業務の再委託

6 審議会事前一括承
認
  基準の該当性

　　業務委託に関する審議会事前一括承認基準（平成12年12月22日 12答申第1号）

再委託先

　　個人情報の保管場所の管理体制

　　個人情報を紙媒体で提供する委託

2 取り扱う個人情報のセキュリティ対策

   ※類型　 7　に該当

2 事業者が収集するもの

なし

　　所管課により確認

有限会社オール印刷工業

（2）受託者が守るべき事項 　　取り扱う個人情報の管理

再委託の内容

　　区の施設で電算処理を行う委託

　　取り扱う個人情報の管理

報告２



　　有

　トキワ荘関連施設整備寄附金高額寄附者への記念品（クリスタル）に氏名を彫る作業

1 内　容 クリスタルへ氏名（会社名・役職・氏名）を彫る

3 理由・
  効果

クリスタルに氏名（会社名・役職・氏名）を彫る必要があるため

4 収集禁止事項の有無 　　有（類型　　　で取り扱う個人情報に含まれる） 　　無

5 守るべき事項の
  該当性

1 個人情報保護の管理責任体制

令和元年9月10日

文化観光課

1 件　　名 　記念品（クリスタル）の製作委託

2 業務の内容

取り扱う理由

1 区が収集して事業者に提供するもの

　　プライバシーマーク使用許諾事業者

　受託者が守るべき事項 　　個人情報の保管場所の管理体制

取り扱う個人情報及び収集並びに提供するもの

クリスタルへ会社名・役職・氏
名を彫るため。

会社名・役職・氏名・寄附者がクリスタルに彫刻を希望
する名前

8 委託の時期 　31年4月1日～31年4月24日　 　　     年　月　日から継続

　　取り扱う個人情報の管理

　　電子計算組織による個人情報のセキュリティ対策

7 委託先

　　個人情報の保管場所の管理体制

業務委託報告資料

（1）所管課が確認すべき事項 　　電子計算組織による個人情報のセキュリティ対策

　　無

　区の施設外へ電磁的記録による個人情報を外部記憶媒体の移送、又はインターネット
　通信回線等による送信その他の方法で提供して電算処理を行う委託

　受託者が守るべき事項

2 対象者・
 取扱件数等

1,000,000円以上の寄附者・53名

3 取り扱う個人情報

3 業務の再委託

6 審議会事前一括承認
  基準の該当性

　　業務委託に関する審議会事前一括承認基準（平成12年12月22日 12答申第1号）

再委託先

　　個人情報の保管場所の管理体制

　　個人情報を紙媒体で提供する委託

2 取り扱う個人情報のセキュリティ対策

   ※類型　 2　に該当

2 事業者が収集するもの

なし

　　所管課により確認

株式会社シーティーアイ

（2）受託者が守るべき事項 　　取り扱う個人情報の管理

再委託の内容

　　区の施設で電算処理を行う委託

　　取り扱う個人情報の管理

報告３



　　有

　　取り扱う個人情報の管理

　　無

　　個人情報の保管場所の管理体制

　　個人情報を紙媒体で提供する委託

   ※類型１３、１７、１８に該当

　区の施設外へ電磁的記録による個人情報を外部記憶媒体の移送、又はインターネット
　通信回線等による送信その他の方法で提供して電算処理を行う委託

　受託者が守るべき事項

社会福祉法人　フロンティア

（2）受託者が守るべき事項 　　取り扱う個人情報の管理

再委託の内容   介護予防事業・運動プログラム

　　区の施設で電算処理を行う委託

2 取り扱う個人情報のセキュリティ対策

2 事業者が収集するもの

１．氏名、住所、性別、生年月日
２．年齢、電話番号、健康状態、介護の程度、相談内容

　　所管課により確認

6 審議会事前一括承認
  基準の該当性

　　業務委託に関する審議会事前一括承認基準（平成12年12月22日 12答申第1号）

再委託先　　　エムズスマイル、セントラルスポーツ株式会社、株式会社ルネサンス

　　個人情報の保管場所の管理体制

業務委託報告資料

（1）所管課が確認すべき事項 　　電子計算組織による個人情報のセキュリティ対策

　　電子計算組織による個人情報のセキュリティ対策

　　個人情報の保管場所の管理体制

１．利用者登録・受付のため
２．相談希望者の相談（適切な
助言・指導の実施）及び介護予
防事業実施のため

なし

令和1年9月10日

8 委託の時期 　　　平成31年4月1日～令和2年3月31日　 　　     年　月　日から継続

　　取り扱う個人情報の管理

5 守るべき事項の
  該当性

1 個人情報保護の管理責任体制

7 委託先

　受託者が守るべき事項

3 業務の再委託

高齢者福祉課

1 件　　名 　豊島区立高田介護予防センター運営委託

2 業務の内容

取り扱う理由取り扱う個人情報及び収集並びに提供するもの

2 対象者・
 取扱件数等

 区民（主に高齢者及び介護予防活動を行う自主グループ、平成30年度来館者
7831人）

3 取り扱う個人情報

4 収集禁止事項の有無 　　有（類型１３で取り扱う個人情報に含まれる） 　　無

1 区が収集して事業者に提供するもの

　　プライバシーマーク使用許諾事業者

高田介護予防センターにおける運営業務委託

1 内　容

・高田介護予防センターにおいて、地域の健康寿命延伸のための、介護予防活動、実
践の場や交流・活動の場の提供、介護予防活動の発信業務を行う。
・平成29年4月に開設し利用者の受付業務を委託（平成31年2月5日報告済）している
ところに加え、平成31年4月より介護予防事業及び相談業務を追加した。

3 理由・
  効果

介護予防活動及び活動場所の提供や情報提供により、地域の介護予防を担う拠
点となり、高齢者個人の健康寿命の延伸につなぐことに寄与できる。

報告４



　　有

　受託者が守るべき事項

4 収集禁止事項の有無

特定非営利活動法人　ワーカーズコープ

（2）受託者が守るべき事項 　　取り扱う個人情報の管理

再委託の内容

　　区の施設で電算処理を行う委託

2 取り扱う個人情報のセキュリティ対策

　　取り扱う個人情報の管理

　　個人情報の保管場所の管理体制

　　所管課により確認

6 審議会事前一括承
認
  基準の該当性

　　業務委託に関する審議会事前一括承認基準（平成12年12月22日 12答申第1号）

再委託先

　　個人情報の保管場所の管理体制

　　個人情報を紙媒体で提供する委託

　区の施設外へ電磁的記録による個人情報を外部記憶媒体の移送、又はインターネッ
ト通信回線等による送信その他の方法で提供して電算処理を行う委託

   ※類型１３、１７、１８に該当

業務委託報告資料

（1）所管課が確認すべき事項 　　電子計算組織による個人情報のセキュリティ対策

　　電子計算組織による個人情報のセキュリティ対策

　　個人情報の保管場所の管理体制

１．利用者登録・受付のため
２．相談希望者の相談（適切な
助言・指導の実施）及び介護予
防事業実施のため

　　無

令和元年9月10日

8 委託の時期 　　　平成31年4月1日～令和2年3月31日　 　　     年　月　日から継続

　　取り扱う個人情報の管理

5 守るべき事項の
  該当性

1 個人情報保護の管理責任体制

7 委託先

　受託者が守るべき事項

3 業務の再委託

高齢者福祉課

1 件　　名 　東池袋フレイル対策センター運営委託

2 業務の内容

取り扱う理由取り扱う個人情報及び収集並びに提供するもの

2 対象者・
 取扱件数等

区民（主に高齢者及び介護予防活動を行う自主グループ）

3 取り扱う個人情報
2 事業者が収集するもの

　　有（類型１３で取り扱う個人情報に含まれる） 　　無

1 区が収集して事業者に提供するもの

　　プライバシーマーク使用許諾事業者

なし

東池袋フレイル対策センターにおける運営業務委託

1 内　容

令和元年5月10日にフレイル対策をコンセプトに開設し、利用者の受付、介護
予防事業及び相談業務を委託。
※フレイルとは、「虚弱」の意味を持ち、健康と要介護状態の中間の状態で、適切な対応によ

り健康な状態にもどるといわれています。

3 理由・
  効果

介護予防活動及び専門相談の実施、カフェや大人食堂等地域の集いの場の提
供により、地域の介護予防を担う拠点となり、高齢者個人の健康寿命の延伸
につなぐことに寄与できる。

１．氏名、住所、性別、生年月日
２．年齢、電話番号、健康状態、介護の程度、相談内容

報告５



　　有

　　有（類型　　　で取り扱う個人情報に含まれる） 　　無

1 区が収集して事業者に提供するもの

　　プライバシーマーク使用許諾事業者

　各種給付等の決定通知書等の送付をするために必要な封入封かん作業に係る委託

1 内　容

①支給認定証・保育料決定通知書等の封入封かん
　　随時及び年度更新時（年２回：３月、８月）
②外国人学校児童・生徒保護者補助金交付決定通知書の封入封かん
　　補助金交付時（年２回：１２月、３月）

3 理由・
  効果

　これまで封入封かん作業は区で行っていたが、対象件数の増加により迅速な
対応が困難となり、今後も対象の増加が見込まれるため

子育て支援課

1 件　　名 　児童給付業務等業務委託

2 業務の内容

取り扱う理由取り扱う個人情報及び収集並びに提供するもの

2 対象者・
 取扱件数等

①随時：区転入世帯（約15件）
　年度更新時：新入園児世帯及び在籍園児世帯（約300件）
②補助金交付時（約100件）

3 取り扱う個人情報

8 委託の時期 　　平成31年4月1日～令和2年3月31日　 　　     年　月　日から継続

　　取り扱う個人情報の管理

5 守るべき事項の
  該当性

1 個人情報保護の管理責任体制

7 委託先

　受託者が守るべき事項

3 業務の再委託

業務委託報告資料

（1）所管課が確認すべき事項 　　電子計算組織による個人情報のセキュリティ対策

　　電子計算組織による個人情報のセキュリティ対策

　　個人情報の保管場所の管理体制

①支給認定証及び保育料決定通知
書等については、「豊島区子ど
も・子育て支援法等の施行に関す
る規則」で様式を規定しているた
め
②申請者宛に通知する補助金交付
決定通知書に必要な情報であるた
め。

①氏名、住所、生年月日、支給認定証番号、支給認定区分、事業所
名、保育料月額、有効期間、保育の適用期間
②氏名、住所、補助金交付額、学校名

令和元年9月10日

2 事業者が収集するもの

なし

　　所管課により確認

6 審議会事前一括承認
  基準の該当性

　　業務委託に関する審議会事前一括承認基準（平成12年12月22日 12答申第1号）

再委託先

　　個人情報の保管場所の管理体制

4 収集禁止事項の有無

りらいあコミュニケーションズ株式会社

（2）受託者が守るべき事項 　　取り扱う個人情報の管理

再委託の内容

　　区の施設で電算処理を行う委託

2 取り扱う個人情報のセキュリティ対策

　　取り扱う個人情報の管理

　　無

　　個人情報の保管場所の管理体制

　　個人情報を紙媒体で提供する委託

   ※類型　5  に該当

　区の施設外へ電磁的記録による個人情報を外部記憶媒体の移送、又はインターネット
　通信回線等による送信その他の方法で提供して電算処理を行う委託

　受託者が守るべき事項

報告６



　　有

　空家を管理・活用するための助言及び情報提供を行なう相談業務

1 内　容
空家の所有者等の依頼に応じて、空家に関する専門性を有する宅地建物取引
士等を派遣し、空家の活用に関する相談を行う。

3 理由・
  効果

高度で多岐にわたる専門知識を有する事業者に委託することで、空家の活用
を促進し、空家率（平成25年10月1日現在15.8％）の低減化と地域活性化を図
る。

なし

3 取り扱う個人情報

2 事業者が収集するもの

　　有（類型　　　で取り扱う個人情報に含まれる） 　　無

1 区が収集して事業者に提供するもの

　　プライバシーマーク使用許諾事業者

　受託者が守るべき事項

3 業務の再委託

住宅課

1 件　　名 　空家の専門家派遣

2 業務の内容

取り扱う理由取り扱う個人情報及び収集並びに提供するもの

2 対象者・
 取扱件数等

区内に存在する空家（豊島区空家条例第2条第1項第1号に規定する空家）の所
有者等

①氏名②空家住所③電話番号④派遣先住所（空家所有者
住居等）⑤物件概要⑥相談内容

令和元年9月10日

8 委託の時期 　　　平成31年4月1日～　　年　月　日　 　　     年　月　日から継続

　　取り扱う個人情報の管理

5 守るべき事項の
  該当性

1 個人情報保護の管理責任体制

7 委託先

   ※類型 18　に該当

業務委託報告資料

（1）所管課が確認すべき事項 　　電子計算組織による個人情報のセキュリティ対策

　　電子計算組織による個人情報のセキュリティ対策

　　個人情報の保管場所の管理体制

事業者が相談に訪問するため、
連絡先や派遣先を把握する必要
がある
「豊島区空家の専門家派遣要
綱」で様式を規定している

　　無

　　個人情報の保管場所の管理体制

　　所管課により確認

6 審議会事前一括承
認
  基準の該当性

　　業務委託に関する審議会事前一括承認基準（平成12年12月22日 12答申第1号）

再委託先

　　個人情報の保管場所の管理体制

　　個人情報を紙媒体で提供する委託

　区の施設外へ電磁的記録による個人情報を外部記憶媒体の移送、又はインターネッ
ト
　通信回線等による送信その他の方法で提供して電算処理を行う委託

　受託者が守るべき事項

4 収集禁止事項の有無

協定先：（公社）東京都宅地建物取引業協会豊島区支部 外6団体

（2）受託者が守るべき事項 　　取り扱う個人情報の管理

再委託の内容

　　区の施設で電算処理を行う委託

2 取り扱う個人情報のセキュリティ対策

　　取り扱う個人情報の管理

報告７


