
資料１

7 目的外利用する時期
　及び期間

本審議会承認後から令和３年３月末日まで

4 過去の類似案件
臨時・特別給付金支給事業に係る児童扶養手当受給者の個人情報の目的外利用（令和元年７
月２５日答申第７号)

5 諮問理由 本業務は新規事業であり、一括承認基準にも該当しないため

6 取り扱う個人情報

利用するもの 理　　　由

児童手当受給者情報（氏名、住所、生年月日、対象
児童との続柄、口座情報）

対象者を抽出するため（目的外利用す
る個人情報）

児童手当対象児童情報（氏名、住所、生年月日、受
給者との続柄）

児童手当受給者に支給する金額の算定
のため（目的外利用する個人情報）

5 理　由

諮問資料（目的外利用）
令和2年5月13日

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」に基づき、新型コロナウイルス
感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組の一つとして、
児童手当（本則給付）を受給する世帯（０歳～中学生のいる世帯）に対し、
対象児童一人あたり１万円の支給が決定されたことを受け、区において「豊
島区子育て世帯への臨時特別給付金支給要綱」を定め、給付金の支給を行う
こととしたため。

3 一括承認基準の該当
　の有無

類　　　型
事　　　例   

業　　務 個人情報の項目

類型なし 該当なし

2 業務の概要

1 内　容
児童手当支給業務で保有している児童手当受給者および対象児童の個人情報
を、子育て世帯への臨時特別給付金の通知及び支給のために目的外利用す
る。

2 対象者等

子育て支援課

1 件　　名
令和２年度子育て世帯への臨時特別給付金支給事業に係る児童手当受給者等の個人情報の目
的外利用

4 収集方法
子育て支援課が児童手当支給業務に関する個人情報を保有している児童福祉
システムから該当する者を抽出し、収集する。

児童手当受給者（特例給付区分の受給者を除く）　推定約12,000人
児童手当対象児童（特例給付区分の受給者を除く）推定約18,000人

3 収集先 子育て支援課（児童手当支給業務）
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参考資料１ 

令和２年 月 日 

 

 

 

豊島区 子育て支援課 

 

 

「令和２年度子育て世帯への臨時特別給付金」の給付についてのお知らせ 

 

このたび、令和２年４月７日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経

済対策」において、「子育て世帯に関しては、児童手当（本則給付）を受給する世帯に

対し、その対象児童一人あたり１万円を上乗せする臨時特別の給付金を支給する」こ

ととされました。 

それを受けて、豊島区でも、支給対象者の皆様に本給付金の支給を開始します。 

本給付金の支給を受ける方は、特に申請等の手続きは必要ありません。 

令和２年 6 月 12 日から順次本給付金の支給の手続きに入らせていただきます。支

給については、児童手当で指定している口座に振り込ませていただきます。 

なお、本給付金の受給を辞退する方は、豊島区公式ホームページより「令和２年度

子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書」をダウンロードして印刷し、ご記

入・必要書類を添付の上、下記担当宛てにご郵送ください。お送りいただいた場合、

本給付金については、支給されません（届出期限：令和２年 5 月 29 日※担当課必着）。 

 

【添付資料】 

・令和２年度子育て世帯への臨時特別給付金のご案内（支給対象者向け） 

・支給にあたっての注意事項 

 

 

豊島区子育て支援課児童給付グループ 

TEL：03-3981-1417 

月曜  曜（祝日を除く）8：30 17：00 
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支給に当たっての注意事項 

 

【支給対象者について】  

○ 令和２年４月分の児童手当の支給を受ける方を支給対象者とします。  

※ 令和２年４月分の特例給付の支給を受ける方は支給対象者になりません。  

 「特例給付の支給を受ける方」とは、平成 30 年の所得が児童手当の所得制限限度額以上である方

（児童１人当たり月額一律 5,000 円が支給される方）をいいます。  

・ 児童手当の所得制限限度額 

扶養親族等の数 所得制限限度額（万円） 収入額の目安（万円） 

０人 622 833.3 

１人 660 875.6 

２人 698 917.8 

３人 736 960 

４人 774 1002.1 

５人 812 1042.1 

「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。  

（注）  

１．所得税法に規定する同一生計配偶者（70 歳以上の者に限る）又は老人扶養親族がある者につい

ての限度額（所得額ベース）は上記の額に当該同一生計配偶者又は老人扶養親族１人につき６万円

を加算した額。 

２．扶養親族等の数が６人以上の場合の限度額（所得額ベース）は、１人につき 38 万円（扶養親族

等が同一生計配偶者（70 歳以上の者に限る）又は老人扶養親族であるときは 44 万円）を加算した

額。 

※ 入院等やむを得ない事由により児童手当の認定請求をせず、令和２年４月分の児童手当の対象と

なる児童分の支給が受けられない方についても、支給対象になり得るので、令和２年３月 31 日時点

で住 票のある市区町村の窓 にご相談ください。 

 

○ 監護する児童が 15 歳に達する日以後の最初の３月 31 日を経過したこと又は死亡したことにより、

令和２年４月分の児童手当の支給を受けない方でも、令和２年３月分の児童手当の支給を受けること

をもって、支給対象者とします。 

 

○ 令和２年４月分（又は３月分）の児童手当の支給を受ける方が子育て世帯への臨時特別給付金の支給

が決定されるまでの間に亡くなられた場合は、その方に代わって翌月分から児童手当の支給を受ける

ことになった方等に対して支給します。  

 

参考資料２ 
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○ また、令和２年４月分の児童手当の支給を受けていない方でも、DV 被害によりお子さんとともに避

難されている方については、子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けることができる場合があり

ます。詳細は、現在お住まいの市町村に問い合わせてください。 

 

【対象児童について】 

○ 以下のお子さんを対象児童とします。 

・令和２年４月分の児童手当の対象となっているお子さん 

・上記のほか、同年３月分の児童手当の対象となっているお子さん（15 歳に達する日以後の最初の３月

31 日を経過したこと又は死亡したことにより、４月分の児童手当の対象となっていないお子さんに限

ります。） 

 

○ 児童養護施設等へ入所中のお子さんについては、児童養護施設等に別途支給することとなります。 

 

【支給額について】 

○ 支給額は、対象児童１人当たり 10,000 円です。 

 

【申請について】 

○ 支給を受ける場合には、特段の申請は不要です。 

※ 基本的に、令和２年３月 31  時点で住 票がある市区町村が同年４月分の児童手当を支給する市

区町村になります。 

※ DV 被害によりお子さんとともに避難されている方で、令和２年４月分の児童手当の支給を配偶者

（DV 加害者）が受けている場合についても、豊島区で子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受け

ることができる場合がありますのでご相談ください。 

 

【支給先について】 

○ 原則として、令和２年４月分（又は３月分）の児童手当の支給に当たって指定していた口座等に支給

を行います。 

 

○ 児童手当の支給に当たって指定していた口座を解約等しており、給付金の支給に支障が生じる恐れがある場

合は、児童手当の口座変更手続きをしてください。 

 

○ 監護する児童が 15 歳に達する日以後の最初の３月 31 日を経過したこと又は死亡したことにより、

令和２年４月分の児童手当の支給を受けない方で、児童手当の支給に当たって指定していた口座を解約等

しており、給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合に限り、「支給先口座届出書」に必要事項を記載の上、
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子育て世帯への臨時特別給付金の支給先口座の届出をしてください。 

※「支給先口座届出書」は、豊島区公式ホームページよりダウンロードしてください。用紙の送付を希望される

方は、お手数ですがお問い合わせください。 

 （URL：https://www.city.toshima.lg.jp/kosodate/kosodate/index.html） 

【支給の辞退について】 

○ 支給を受けることを辞退する場合は、令和２年４月分の児童手当を支給する市区町村に届け出てく

ださい。令和２年４月１日以降に転入された方は、令和２年４月分の児童手当を支給する市区町村（転

入前の市区町村）が届出先になりますのでご注意ください。 

 

【支給辞退の方法について】  

○ 記載要領を参考に、届出書に必要事項を記載して、郵送により提出してください。 

※記載要領および様式は、豊島区公式ホームページよりダウンロードしてください。用紙の送付を希

望される方は、お手数ですがお問い合わせください。 

（URL：https://www.city.toshima.lg.jp/kosodate/kosodate/index.html） 

○ 受給拒否の届出書を提出される際は、本人確認書類（運転免許証・旅券等の写し）を添付してくださ

い。  

※ 外国 住 の は、在留資格等を確認する必要がありますので、在留カード、特別永住者証明

書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、在留カード又は特別永住者証明書とみなされている外国人登

録証明書のいずれかの写しが必要です。 

〇 届出期限は 5 月 29 日（火）です。 ※担当課必着  

 

【豊島区からの問合せについて】 

○ 申請内容に不明な点があった場合、豊島区から問合せを行うことがありますが、ＡＴＭ（現金自動預

払機）の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありませ

ん。 

もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに豊島区の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。 

 

【その他】 

○ 支給対象者に対し、令和２年３月 31 日時点において豊島区が把握する児童手当振込時における指定

口座（支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座）に子育て世帯へ

の臨時特別給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和２年 12 月末日までに指定口座

への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、子育て世帯への臨時特別給付金を支給されませ

ん。 

○ DV 被害によりお子さんとともに避難されている方等へ、子育て世帯への臨時特別給付金を支給する
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場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。 

○ 子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した

場合や、偽りその他不正の手段により子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けた場合は、支給した

子育て世帯への臨時特別給付金の返還を求めます。 

○ 子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。 

○ ご不明な点がありましたら、以下の問合せ先までお問い合せください。 

 

 

 豊島区子育て支援課児童給付グループ 

TEL：03-3981-1417 

月曜  曜（祝日を除く）8：30 17：00 
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子育て世帯の生活を支援するために一時金を支給します 

令和２年度子育て世帯への臨時特別給付金のご案内

裏面に続きます。必ずご確認ください 

３．いくらもらえるの （給付額）
対象児童1人につき、１万円です。

４．いつもらえるの （支給時期）
対象の方には、6月12日頃に支給する見込みです。以降、確認ができなかった
場合には、お問い合わせください。

５．どんなかたちでもらえるの （支給方法）
令和２年４月分（３月分を含む）の児童手当（本則給付）を受給している口座
に、「トシマク コソダテキユウフキン」の名義で振り込みます。
【ご注意ください】
※児童手当の支給に当たって指定していた口座を解約等しており、給付金の支給に支障が

生じる恐れがある場合は、児童手当の振込指定口座の変更手続等をお願いします。
※上記につきましては、指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、子育

て世帯への臨時特別給付金が支給されませんので、令和２年１２月末までに必ずご対応を
お願いします。

※当該口座の変更等に支障がある場合には、豊島区までお問い合わせください。

はじめに・・・申請は必要ですか 

今回、支給を受けるにあたって、改めて申請は不要です。
※支給を希望しない場合等は、5月29日までに、届出書に必要書類を添付の上、郵送してください。

届出書は豊島区公式ホームページに掲載しておりますので、ダウンロードの上印刷してご利用ください。用紙が必要な方
はお問い合わせください。

１．だれがもらえるの （支給対象者）
令和２年４月分（３月分を含む）の児童手当を受給している方です。
詳細は、別紙「支給にあたっての注意事項」をご覧ください。

２．うちの子は、対象になるの （対象児童）
児童手当の令和２年４月分の対象となる児童です。
※ただし、同年３月分の児童手当の対象となっている児童であれば、４月から新高校１年生

となっている場合等も対象となります。
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Ｑ．引っ越した場合には、給付金の振込はどうなりますか 
Ａ．「令和２年度子育て世帯への臨時特別給付金」は、基準日（令和２年３月31日）時点での居住

市町村（特別区含む）から支給されますので、４月１日以降転居された方は、転出元の市町村に
お問い合わせください。
※新高校１年生については、令和２年２月29日時点での居住市町村から支給されます。

Ｑ．ＤＶ被害により子どもとともに避難していますが、どうなりますか 
Ａ．令和２年４月分の児童手当の支給を配偶者（DV加害者）が受けている場合についても、豊島区で

子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けることができる場合がありますのでご相談ください。
子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受ける場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。

Ｑ．子どもが児童養護施設等へ入所中なのですが、どうなりますか 
Ａ．児童養護施設等に支給することになります。

豊島区役所 子育て支援課 児童給付グループ
電話 ０３（３９８１）１４１７

お問い合わせは

こんなときはどうなるの 

｢子育て世帯への臨時特別給付金｣に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。

ご自宅や職場などに豊島区から問い合わせを行うことがありますが、ＡＴＭ（現金自動預払機）の操作をお
願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話
がかかってきた場合にはすぐに豊島区の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。

申請は不要です。
豊島区では、6月12日頃に支給する見込みです。

豊島区 子育て
世帯

 給付金のご案内・希望しない場合
等の申出書を送付します。

 希望しない場合等のみ、申出書を
返送してください。

 児童手当登録銀行口座等へ振り込
みます。
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資料２

7 電子計算機の結合
　する時期及び期間

本審議会の承認後とする。

4 過去の類似案件 データセンターの区立保育園メールシステムとの結合（23答申第17号）

5 諮問理由 過去の類似案件はあるが、新規事業であり、一括承認基準に該当しないため。

6 取り扱う個人情報

電子計算機と結合するもの 理　　　由

①児童・生徒氏名、学校名、クラス名
②保護者氏名
③教職員氏名
④教育委員会職員氏名

授業や連絡を行う際に、必要である
ため。

5 理　由

諮問資料（電子計算機の結合）

令和2年5月13日

一人一人の状況に応じて、「どこでも」「だれでも」「どの教科でも」学
習できることを目的として、家庭学習や遠隔授業を実施するためには、イ
ンターネット上で安全に利用できる環境が必要であり、授業を行う上で、
氏名は欠かせない情報であるため。

3 一括承認基準の該当
　の有無

類　　　型
事　　　例   

業　　務 個人情報の項目

累計なし 該当なし

2 業務の概要

1 内　容

児童・生徒の学習及び保護者との情報連絡のためのクラウドサービスを利
用するために、児童・生徒及び保護者の氏名等をインターネットを介して
クラウドサービス上に登録し、児童・生徒及び保護者が利用するタブレッ
トパソコン等から利用する。

2 対象者等

庶務課

1 件　　名 クラウドサービス利用時のログインID登録における電子計算機の結合

4 結合方法

１．区の端末からインターネットを介して、ログインIDを登録する。この
際、氏名、学校名、クラスを登録する。
２．児童・生徒、保護者等は、登録されたログインID及びパスワードを入
力し、インターネット上のサービスを利用する。

児童・生徒（約11,470人）、保護者（約22,000人）、教職員（約1,000
人）、教育委員会職員（約200人）

3 相手先 クラウドサービス事業者

1



   参考資料１

１．児童・生徒／保護者／教職員／教育委員会職員の氏名、学校名等を教育委員会へ提供する。
２．教育委員会は、クラウドサービス事業者の豊島区教育委員会が利用する領域（以下、「専用領域
　　という。」）へ氏名、学校名等を登録する。
３．児童・生徒／保護者／教職員／教育委員会職員は、クラウドサービスを利用する。
　　利用の際は、ＵＲＬ、ＩＤ、パスワードでログインする。

【クラウドサービス事業者に求めるセキュリティ要件】
　　Ａ．クラウドサービス事業者が、第三者による認証（ISO/IEC27017やJASAクラウドセキュリティ推進
　　　　協議会CSゴールドマークなど）を受けていること。
　　Ｂ．クラウドサービス事業者のデータセンターや入退室管理、サーバの運用等に関して、必要な
　　　　安全対策がとられていること。
　　Ｃ．インターネット通信は、SSL暗号化通信を利用すること。
　　Ｄ．専用領域内でのサービス提供をすること。
　　Ｅ．専用領域のデータは、クラウドサービス事業者内の他の領域との入出力ができないこと。
　　Ｆ．専用領域のデータは、インターネット上への入出力ができないこと。
　　Ｇ．専用領域のデータは暗号化されていること。
　　Ｈ．専用領域のデータは、豊島区教育委員会がサービス利用を終了した際は、完全に消去すること。
　　 Ｉ ．クラウドサービス事業者のポリシーにより、専用領域内のデータへのアクセスや入出力が禁止
　　　　されていること。

　　　※ＵＲＬ、ＩＤ、パスワードでログインする。

結合のイメージ

児
童
・
生
徒
／
保
護
者
／
教
職
員
／
教
育
委
員
会
職
員

教
育
委
員
会
（

管
理
者

）

インターネット

クラウドサービス

事業者

豊島区教育委員会の

専用領域

氏名等の提供

氏名等の登録

サービスの利用

１

２

３

データの

暗号化

Ｅ

Ｆ
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１．各クラスごとに担任と所属する児童・生徒が、課題共有やビデオ学習などの授業を行う。
２．児童・生徒同士のメールのやりとりは不可とする。
３．教職員内の情報共有やＰＴＡの情報共有の場所も用意する。

専用領域での利用内容

豊島区教育委員会の専用領域

仰高小学校

駒込小学校

巣鴨小学校

駒込中学校

巣鴨北中学校

・

・

・

・

１年１組

１年２組

・

・

２年１組

・

・

教職員

ＰＴＡ

ログインＩＤ

Ｓ０００００１
ログインＩＤ

Ｓ０００００２

ログインＩＤ：Ｔ０００００１

氏名：担任 太郎

メール不可

・課題共有

・アンケート

・ビデオ授業

・ドリル学習

先生

児童 児童

１

３

２

3
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参考資料２



5



6



7



8



9



10



特別定額給付金事業の概要

１．施策の目的

 ・令和 2年 4月 20日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決
  定され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計

  への支援を行うため、特別定額給付金事業が実施されることとなった。

２．事業の実施主体と経費負担

 ・実施主体は市区町村である。

 ・実施に要する経費（給付事業及び事務費）について国が補助（10/10）を
行う。

３．事業概要

 ・基準日（令和２年４月２７日）において、住民基本台帳に記録されている

  者に対し、１０万円を支給する。

・受給権者は、その者の属する世帯の世帯主である。

・区は、受給権者に対し、５月下旬に申請書を送付する。

・申請は、郵送若しくはマイナンバーカードを用いてオンラインにて行う方

法を原則とし、感染拡大防止の観点から対面を避けるものであるが、当該

方法により難い場合は窓口での対応を行う。

・配偶者からの暴力を理由とした避難者、虐待により施設等に入所措置等が

採られている障害者及び高齢者、児童福祉施設等に入所等している児童等

に関しては、居住自治体間で情報連携を図ることにより、支給方法につい

て特例の措置を執る。

４．想定対象者

 ・令和 2年 4月 1日現在住民登録  総数 289,776人
世帯数 180,183世帯

  ほか、住民登録はなく豊島区に居住している上記特例措置者

５．申請書送付日

・５月下旬を目途に申請書送付を行う。

 ・申請期限は、受付開始日より３か月とする。

1



６．特別定額給付金事業の流れ

※区の処理部分は二重線囲い

申請方法は原則①か②、特例対応として③

４月２７日時点の住民登録に基づき、受給権者を抽出

ＤＶ避難者等は、居住自治体へ

申出書を提出

住民票所在自治体と居所自治体

は都道府県を通して情報連携

児童養護施設入所児童等は

措置都道府県から情報提供

虐待による施設入所障害者等は

措置担当課から情報提供

受給権者のデータを修正、申請書作成、送付

支給決定通知受領

指定口座へ入金

②マイナンバーカード

にてオンライン申請
①申請書を記載し、郵送

③口座がない等事情により

窓口申請

窓口にて現金受領

書類の審査（同左）

支給決定・給付金準備

書類の審査（受給要件・本人確認・二重支給・

ＤＶ等注意表示チェック）

支給決定・振込手続き

2



資料３

3 一括承認基準の該当
　の有無

4 過去の類似案件

6 法令等

類型なし

①配偶者からの暴力を理由とした避難事例における特別定額給付金関係事
務処理について(令和2年4月22日付総務省自治行政局事務連絡）
②施設入所等児童に係る特別定額給付金関係事務処理について(令和2年4月
27日付総務省自治行政局事務連絡）

類　　　型
事　　　例   

業　　務 個人情報の項目

該当なし

臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金支給業務に係る個人情報の本人以外からの
収集（25答申第10号）
プレミアム付商品券事業に係る個人情報の本人以外からの収集（30答申第16号）

①居住都道府県より東京都を通じてリストの提供を受ける
②都道府県（措置を行った自治体）よりリストの提供を受ける

事業遂行に際し、特例的な対応を必要とする対象者の情報が必要となるた
め。

5 収集理由

4 収集方法
2 業務の概要

1 内　容
特別定額給付金事業に関し、配慮すべきＤＶ避難者等に係る個人情報を関
係機関から直接収集する。

2 対象者等
①配偶者からの暴力を理由に避難にしている者及びその同伴者
②施設入所児童等

3 収集先
①都道府県（居住都道府県）
②都道府県（措置を行った自治体）

諮問資料（本人以外からの収集）

令和2年5月13日

1 件　　名 特別定額給付金事業に係る個人情報の本人以外からの収集

特別定額給付金担当課長

7 収集する時期及び
　期間

本審議会承認後とする。

別表のとおり
特例的な対応が必要な対象者を把握
するため

5 諮問理由

6 取り扱う個人情報

過去の類似案件はあるが、本件は新規事業であり一括承認基準にも該当しないため。

本人以外から収集するもの 理　　　由

3



別 表 

６　取り扱う個人情報の項目（本人以外収集）

①配偶者からの暴力を理由に避難にしている者及びその同伴者

項目 理由

1 申出日

2 申出者氏名

3 フリガナ

4 生年月日

5 4月27日付住所

6 同伴者氏名

7 同伴者フリガナ

8 同伴者生年月日

9 住民票所在地団体コード

10 住民票所在地都道府県名

11 住民票所在地市区町名

②-1施設入所児童等（豊島区に住民登録、区外施設に居住の場合） ②-2施設入所児童等（豊島区外に住民登録、区内施設に居住の場合）

項目 理由 項目 理由

1 氏名 1 氏名

2 フリガナ 2 フリガナ

3 性別 3 性別

4 生年月日 4 生年月日

5 子である児童 5 子である児童

6 入所等年月日 6 入所等年月日

7 退所等年月日 7 退所等年月日

8 措置等自治体団体コード 8 措置等自治体団体コード

9 措置等都道府県名 9 措置等都道府県名

10 措置等市区町村名 10 措置等市区町村名

11 措置等自治体管理番号 11 措置等自治体管理番号

12 住民票所在地団体コード 12 住民票所在地団体コード

13 住民票所在都道府県名 13 住民票所在都道府県名

14 住民票所在市区町村名 14 住民票所在市区町村名

15 住民票所在市区町村管理番号 15 住民票所在市区町村管理番号

16 施設所在地団体コード

17 施設所在地都道府県名

18 施設所在地市区町村名

19 施設所在地住所

20 施設所在市区町村管理番号

特例的な対応が必要
な対象者を把握するた
め（居住自治体の情報
は提供されない）

特例的な対応が必要
な対象者を把握するた
め（施設の情報は削除
して送付される）

特例的な対応が必要
な対象者を把握するた
め

4



資料４

特別定額給付金担当課長

7 目的外利用する時期
　及び期間

本審議会承認後とする。

4 過去の類似案件

定額給付金給付業務に係る個人情報の目的外利用（20答申第12号）
臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金支給業務に係る個人情報の目的外利用（25答
申第11号12号）
プレミアム付商品券事業に係る個人情報の目的外利用（30答申第17号）

5 諮問理由 過去の類似案件はあるが、本件は新規事業であり一括承認基準にも該当しないため。

6 取り扱う個人情報

利用するもの 理　　　由

別表のとおり
特例的な対応が必要な対象者を把握す
るため

諮問資料（目的外利用）
令和2年5月13日

事業遂行に際し、特例的な対応を必要とする対象者の情報が必要となるた
め。

3 一括承認基準の該当
　の有無

類　　　型
事　　　例   

業　　務 個人情報の項目

類型なし 該当なし

5 理　由

1 件　　名 特別定額給付金事業に係る個人情報の目的外利用

2 業務の概要

1 内　容
特別定額給付金事業に必要となる対象者リストを作成する際、関係機関で保
有している個人情報を目的外利用する。

2 対象者等

4 収集方法
各課において保有するデータをもとに情報リストを作成し、紙のリスト、電
子メール受信又はデータを格納した媒体等により、その提供を受ける。

虐待により施設等に入所措置等が採られている障害者及び高齢者

3 収集先 障害福祉課及び高齢者福祉課

5



別 表

６　取り扱う個人情報の項目（目的外）

項目 理由

1 氏名

2 フリガナ

3 性別

4 生年月日

5 入所等年月日

6 退所年月日

特例的な対応が必要な対象者を
把握するため

6



資料５

1 件　　名 特別定額給付金事業に係る個人情報の外部提供

住民票所在自治体（都道府県）

東京都を通じて住民票所在自治体（都道府県）へ提供する。

5 提供理由

諮問資料（外部提供）

令和2年5月13日

特別定額給付金事業における特例的な対応が必要な対象者への適切な給付
を実施するため。

特別定額給付金担当課長

6 法令等
配偶者からの暴力を理由とした避難事例における特別定額給付金関係事務
処理について(令和2年4月22日付総務省自治行政局事務連絡）

3 一括承認基準の該当
　の有無

類　　　型
事　　　例   

業　　務 個人情報の項目

類型なし 該当なし

2 業務の概要

1 内　容
特別定額給付金事業に必要となる対象者リストの作成に必要となる個人情
報を外部提供する。

2 対象者等 配偶者からの暴力を理由に避難にしている者及びその同伴者

3 提供先

4 提供方法

7 外部提供する時期
　及び期間

本審議会承認後とする。

4 過去の類似案件
臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金支給業務に係る個人情報の外部提供（25答
申第13号）
プレミアム付商品券事業に係る個人情報の外部提供（30答申第18号）

5 諮問理由 過去の類似案件はあるが、本件は新規事業であり一括承認基準にも該当しないため。

6 取り扱う個人情報

提供するもの 理　　　由

別表のとおり
特例的な対応が必要な対象者を把握
するため

7



別表

６　取り扱う個人情報の項目（外部提供）

項目 理由

1 申出日

2 申出者氏名

3 フリガナ

4 生年月日

5 4月27日付住所

6 同伴者氏名

7 同伴者フリガナ

8 同伴者生年月日

9 居住地団体コード

10 居住地都道府県名

11 居住地市区町村名

12 居住市町村管理番号

13 住民票所在地団体コード

14 住民票所在地都道府県名

15 住民票所在地市区町名

特例的な対応が必要な対象者を把
握するため（居住自治体の情報に
ついては都道府県において削除し
て提供）

8



資料６

諮問資料（電算処理）

令和2年5月13日

1 件　　名 特別定額給付金事業管理システム(仮称）による個人情報の電算処理

特別定額給付金担当課長

2 業務の概要

1 内　容
特別定額給付金事業に係る業務を処理するため、管理システムを構築し、
電算処理を行う。

2 対象者等 特別定額給付金受給対象者

3 理　由
特別定額給付金事業の給付対象者の管理、口座情報、支給決定情報等の情
報を電算処理し、円滑に業務を遂行するため。

3 一括承認基準の該当
　の有無

類　　　型
事　　　例   

業　　務 個人情報の項目

類型なし 該当なし

受給対象者の管理及び支給業務等の
処理を行うため

7 電算処理する時期
　及び期間

本審議会承認後とする。

4 過去の類似案件

定額給付金給付者及び子育て応援特別手当金支給者抽出・支払システム(仮称）による個
人情報の電算処理（20答申第14号）
臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金システム(仮称）による個人情報の電算処
理（25答申第14号）
プレミアム付商品券事業システム(仮称）による個人情報の電算処理（30答申第19号）

5 諮問理由 過去に類似案件はあるが、本業務は新規事業であり一括承認基準にも該当しないため。

6 取り扱う個人情報

電算処理するもの 理　　　由

別表のとおり

9



別 表 

６　取り扱う個人情報の項目（電算処理）

項目 項目

基本情報 1 世帯主整理番号 申請情報 23 申請区分

世帯主データ 2 送付先郵便番号 24 申請年月日

3 送付先住所１ 25 受理年月日

4 送付先住所２（建物名、号室等） 26 本人確認方法

5 送付先氏名 27 代理申請者氏名

6 対象者住所１ 28 代理申請者住所

7 対象者住所２（建物名、号室等） 29 代理人確認方法

8 対象者氏名 30 利用者証明用シリアル番号

9 対象者フリガナ 通知戻情報 31 通知戻表示

10 対象者続柄コード 32 返戻区分

11 対象者続柄名 33 通知戻日

12 対象者生年月日 34 再送付日

13 区分フラグ（世帯主：１） 決定情報 35 決定区分

14 機微フラグ（１：ＤＶ　２：その他等） 36 決定通知書送付日

基本情報 15 世帯主整理番号 37 決定通知書戻日

世帯員データ 16 対象者整理番号 38 支給状況

17 対象者氏名 支給情報 39 支給区分

18 対象者続柄コード 40 支給口座情報

19 対象者続柄名 41 振替不能情報

20 対象者生年月日 42 不能通知発送日

21 区分フラグ（世帯員：２）

22 機微フラグ（１：ＤＶ　２：その他等）

10



資料７
諮問資料（業務委託）

令和2年5月13日

1 件　　名 特別定額給付金事業管理システム(仮称）の保守業務の委託に係る措置

特別定額給付金担当課長

類型なし

2 業務の内容

本事業は、特別定額給付金事業に係る業務を管理するためのシステムの保守業務委託であ
る。

1 内  容
システム稼働後の使用方法等に関するヘルプ、システム障害対応、不具合修正等
に対応するための運用保守を実施する。

2 該当者等 特別定額給付金受給対象者

3 委託理由
システム保守は専門的な知識及び技術が求められ、システムに精通した事業者で
なければ対応ができないため。

4 効  果

該当なし

3 一括承認基準の
　該当の有無

類　　　型 個人情報の項目

専門業者へ委託することにより使用方法の適切な助言、システム障害等の迅速な
原因究明と復旧作業、修正が可能である。

5 諮問理由 過去の類似案件はあるが、本業務は新規事業であり一括承認基準にも該当しないため。

6 取り扱う個人情報別表「6 取り扱う個人情報の項目（保守委託）」のとおり

4 過去の類似案件 プレミムアム付商品券事業システム（仮称）の保守業務の委託に係る措置（30答申第21号）

10 契約締結予定日 本審議会承認後とする。

7 情報の保護
別紙１「個人情報　特記事項」のとおり（変更した条項：別表『７「情報の保護」の項目』
のとおり）

8 審議する対象範囲
区から委託業者へのシステム障害・不具合の復旧依頼による個人情報の提供
委託業者から区への障害・回復確認作業、問合せ対応による個人情報の参照

9 委託先 本審議会終了後、プライバシーマークを取得している事業者より選定し特命随意契約する。
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別 表  

６　取り扱う個人情報の項目（保守委託）

項目

基本情報 1 世帯主整理番号

世帯主データ 2 送付先郵便番号

3 送付先住所１

4 送付先住所２（建物名、号室等）

5 送付先氏名

6 対象者住所１

7 対象者住所２（建物名、号室等）

8 対象者氏名

9 対象者フリガナ

10 対象者続柄コード

11 対象者続柄名

12 対象者生年月日

13 区分フラグ（世帯主：１）

14 機微フラグ（１：ＤＶ　２：その他等）

基本情報 15 世帯主整理番号

世帯員データ 16 対象者整理番号

17 対象者氏名

18 対象者続柄コード

19 対象者続柄名

20 対象者生年月日

21 区分フラグ（世帯員：２）

22 機微フラグ（１：ＤＶ　２：その他等）

７　「情報の保護」の項目

第9条　持ち出しの禁止
業務処理上必要となる可能性があるため、ただし書きを追加
し、「禁止」を「制限」へ。

変更した項目

第2条　取り扱う個人情報の範囲等 取り扱う個人情報を前記６のとおり限定

第4条　セキュリティ対策の整備義務
受託業務の電算処理のため、条項を追加し、セキュリティ対
策の管理義務を強化するとともに研修や教育の実施を義務
付け
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別紙１ 

個人情報 特記事項 

（基本的責務） 

第１条 特別定額給付金事業管理システムの保守業務の受託事業者（以下「受託者」とい

う。）は、個人情報の保護に関する豊島区（以下「区」という。）の施策に協力するととも

に、個人情報の保護の重要性を認識し、受託業務の処理に当たって個人情報を取り扱うと

きは、個人の権利利益を害することのないよう最大限配慮し、本個人情報特記事項を遵守

しなければならない。 

（取り扱う個人情報の範囲等） 

第２条 受託者は、受託業務の処理に当たっては、別表に掲げる個人情報に限り取り扱う

ことができるものとし、当該個人情報以外の個人情報の収集、保有、使用その他の取扱い

をしてはならない。 

２ 受託者は、受託業務に係る個人情報を取り扱う責任者及び担当者の氏名を、あらかじ 

め区に報告しなくてはならない。変更するときも、同様とする。 

（受託業務に従事する者の義務） 

第３条 受託業務に従事している者又は従事していた者は、受託業務に関して知り得た個 

人情報を漏らし、又は不当な目的のために使用してはならない。受託業務終了後も同様と 

する。 

（セキュリティ対策の整備義務） 

第４条 受託者は、取り扱う個人情報の安全確保を図るための管理体制を整備しなければ 

ならない。特に、受託業務を電子計算機により処理する場合は、不正アクセスやコンピュ 

ータウイルス等による個人情報の盗用、破壊、漏えい、改ざん等に対する防御対策を講じ 

なければならない。 

２ 受託者は、受託業務に従事している者に対して、個人情報保護及び情報セキュリティ 

に関する研修又は教育を実施しなければならない。 

（目的外利用の禁止） 

第５条 受託者は、第２条第１項別表 に掲げる個人情報（以下「取り扱う個人情報」と

いう。）を受託業務の目的以外の目的で利用してはならない。 

（外部提供の禁止） 

第６条 受託者は、取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。 
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（再委託の禁止） 

第７条 受託者は、受託業務の処理を第三者に再委託してはならない。

（複写又は複製の制限） 

第８条 受託者は、取り扱う個人情報を複写又は複製してはならない。ただし、受託業 

務の処理上必要であると認められる場合において、区の承認を受けたときは、この限り 

でない。 

２ 受託者は、前項ただし書の規定により複写又は複製したときは、受託業務終了後直 

ちに当該複写又は複製したものが第三者の利用に供されることがないよう、物理的な破 

壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。 

３ 受託者は、個人情報の消去又は廃棄に際し区から立会いを求められた場合は、これ 

に応じなければならない。 

４ 受託者は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当 

者名及びその内容を記録し、書面により区に報告しなければならない。 

（持ち出しの制限） 

第９条 受託者は、取り扱う個人情報を事業所内から持ち出しをしてはならない。ただ 

し、受託業務の処理上必要であると認められる場合において、区の承認を受けたときは、 

この限りではない。この場合は、持ち出し記録（持ち出し事由・日時・返却日時・担当 

者等）を作成し、保管場所の確認を行わなければならない。 

（資料等の返還義務） 

第１０条 受託者は、受託業務が終了したときは、取り扱う個人情報が記録された資料 

等を、速やかに、区に返還しなければならない。 

（個人情報の取扱状況の報告） 

第１１条 受託者は、契約履行中において、個人情報の取扱いの遵守状況について「個 

人情報特記事項の遵守に関する報告書」により区に報告しなければならない。 

（監督に応じる義務） 

第１２条 区は、委託業務の処理において、取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう、

受託者に対する必要かつ適切な監督を行うものとし、受託者はこれに応じなければならな

い。 

（施設等の立入検査又は調査に応じる義務） 

第１３条 区は、個人情報の保護のため必要があるときは、委託業務を処理する施設等の

立入検査及び調査を行うことができるものとし、受託者はこれに応じなければならない。 

（監査に応じる義務） 
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第１４条 区は、委託業務の処理に関し、必要に応じて監査を行うことができるものとし、

受託者はこれに応じなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第１５条 受託者は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、そ

の事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに区に対して、当該事故に関わる個人情

報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を報告し、区の指示に従わなければならな

い。 

２ 受託者は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、区その他の関係者との

連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するため

に、緊急時対応計画を定めなければならない。 

３ 区は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて

当該事故に関する情報を公表することができる。 

（契約解除） 

第１６条 第２条から前条までの規定に違反する行為があったときは、区は契約を解除す

ることができる。 

２ 受託者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、区に対

して、その損害の賠償を請求することはできない。 

（損害賠償） 

第１７条 第２条から第１５条までの規定に違反する行為によって、区が損害を受けたと

きは、受託者はその損害を賠償しなければならない。受託業務が終了した後も同様とする。 

（罰則） 

第１８条 正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された豊島区個人情報

等の保護に関する条例（平成１２年豊島区条例第３号。以下｢条例｣という。）第２条第１項

第４号アに係る個人情報ファイルを提供したときは、条例第４６条又は第４８条の規定に

基づき、次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号の刑に処せられる。 

（1）受託業務に従事している者又は従事していた者  

２年以下の懲役又は１００万円以下の罰金 

（2）業務を受託した法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む 

以下同じ。）又は人  

１００万円以下の罰金 

第１９条 受託業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を

図る目的で提供し、又は盗用したときは、条例第４７条又は第４８条の規定に基づき、次

の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号の刑に処せられる。 

(1)受託業務に従事している者又は従事していた者 
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    １年以下の懲役又は５０万円以下の罰金  

(2)業務を受託した法人又は人 

５０万円以下の罰金 
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別表 

区が収集して事業者へ提供するもの 

    項目 

基本情報 1 世帯主整理番号 

世帯主データ 2 送付先郵便番号 

  3 送付先住所１ 

  4 送付先住所２（建物名、号室等） 

  5 送付先氏名 

  6 対象者住所１ 

  7 対象者住所２（建物名、号室等） 

  8 対象者氏名 

  9 対象者フリガナ 

  10 対象者続柄コード 

  11 対象者続柄名 

  12 対象者生年月日 

  13 区分フラグ（世帯主：１） 

  14 機微フラグ（１：ＤＶ ２：その他等） 

基本情報 15 世帯主整理番号 

世帯員データ 16 対象者整理番号 

  17 対象者氏名 

  18 対象者続柄コード 

  19 対象者続柄名 

  20 対象者生年月日 

  21 区分フラグ（世帯員：２） 

  22 機微フラグ（１：ＤＶ ２：その他等） 
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資料８
諮問資料（業務委託）

令和2年5月13日

総合窓口課

1 件　　名 特別定額給付金事業の委託に係る措置

類型なし

2 業務の内容

本事業は、特別定額給付金事業に係る業務委託である

1 内  容

①申請書の作成、印刷、印字、封入・封緘、発送業務
②申請書受領、支給データ作成
③支給決定通知作成、印刷、印字、封入・封緘、発送業務
④返戻書類処理、再発送業務
⑤コールセンターの設置・運営業務
⑥窓口業務

2 該当者等 特別定額給付金受給対象者

3 委託理由

本事業の遂行にあたっては、短期間で集中的な対応が求められるため、業務を一
体的に管理し、各種の業務を相互に関連付けながら円滑に実施する必要がある。
また各々の業務のピークが推移する中で、人員配置についても合理的な運用を図
る必要がある。このため専門的なノウハウを持つ事業者を活用し一連の業務を一
括委託することでより効率的、効果的な事業執行を行うものである。

4 効  果

該当なし

3 一括承認基準の
　該当の有無

類　　　型 個人情報の項目

専門性を活かした事務処理や業務の繁閑に応じた人員配置等が可能となること
で、窓口や電話等における区民への適切な対応、正確かつ迅速な事業実施が図ら
れる

5 諮問理由 過去の類似案件はあるが、本業務は新規事業であり一括承認基準にも該当しないため

6 取り扱う個人情報別表「6 取り扱う個人情報の項目（業務委託）」のとおり

4 過去の類似案件

定額給付金給付金及び子育て応援特別手当の返信封筒の開封業務等の実施委託に係る措置
（20答申第15号）
臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金支給業務の委託に係る措置（25答申第16号）
プレミアム付商品券事業の委託に係る措置（30答申第22号）

10 契約締結予定日 本審議会承認後とする

7 情報の保護
別紙１「個人情報　特記事項」のとおり（変更した条項：別表『7「情報の保護」の項目』の
とおり）

8 審議する対象範囲

別紙２「特別定額給付金事業の流れ」のうち、次の範囲である
(1)申請書等の印刷、封入封緘及び発送業務における個人情報の取り扱い
(2)コールセンター業務における必要に応じた個人情報の参照や区民から収集した個人情報の
取り扱い
(3)受付業務における個人情報の内容確認や必要に応じて区民から収集した個人情報の取り扱
い
(4)データ入力、各種通知に係る業務における個人情報の取り扱い

9 委託先 本審議会終了後、プライバシーマークを取得している事業者より選定し特命随意契約する
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別表

６　取り扱う個人情報の項目（業務委託）

区が収集して事業者へ提供するもの 事業者が必要に応じて収集するもの

項目 項目

基本情報 1 世帯主整理番号 申請情報 1 申請区分

世帯主データ 2 送付先郵便番号 2 申請年月日

3 送付先住所１ 3 受理年月日

4 送付先住所２（建物名、号室等） 4 本人確認方法

5 送付先氏名 5 代理申請者氏名

6 対象者住所１ 6 代理申請者住所

7 対象者住所２（建物名、号室等） 7 代理人確認方法

8 対象者氏名 通知戻情報 8 通知戻表示

9 対象者フリガナ 9 返戻区分

10 対象者続柄コード 10 通知戻日

11 対象者続柄名 11 再送付日

12 対象者生年月日 決定情報 12 決定区分

13 区分フラグ（世帯主：１） 13 決定通知書送付日

14 機微フラグ（１：ＤＶ　２：その他等） 14 決定通知書戻日

基本情報 15 世帯主整理番号 15 支給状況

世帯員データ 16 対象者整理番号 支給情報 16 支給区分

17 対象者氏名 17 支給口座情報

18 対象者続柄コード 18 振替不能情報

19 対象者続柄名 19 不能通知発送日

20 対象者生年月日 その他

21 区分フラグ（世帯員：２）

22 機微フラグ（１：ＤＶ　２：その他等）

７　「情報の保護」の項目

第9条　持ち出しの禁止
業務処理上必要となる可能性があるため、ただし書きを追加
し、「禁止」を「制限」へ。

その他受託事業の処理のために
必要となる個人情報で、収集にあ
たって事前に区と協議し承認を得
たもの

20

変更した項目

第2条　取り扱う個人情報の範囲等 取り扱う個人情報を前記６のとおり限定

第4条　セキュリティ対策の整備義務
受託業務の電算処理のため、条項を追加し、セキュリティ対
策の管理義務を強化するとともに研修や教育の実施を義務
付け

第7条　再委託の禁止
業務処理上必要となる可能性があるため、再委託の「禁止」
を「制限」へ。

第8条　複写又は複製の禁止
業務処理上必要となる可能性があるため、ただし書きを追加
し、「禁止」を「制限」へ。

19



別紙１ 

個人情報 特記事項 

（基本的責務） 

第１条 特別定額給付金事業の受託事業者（以下「受託者」という。）は、個人情報の保護

に関する豊島区（以下「区」という。）の施策に協力するとともに、個人情報の保護の重要

性を認識し、受託業務の処理に当たって個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を害

することのないよう最大限配慮し、本個人情報特記事項を遵守しなければならない。 

（取り扱う個人情報の範囲等） 

第２条 受託者は、受託業務の処理に当たっては、別表に掲げる個人情報に限り取り扱う

ことができるものとし、当該個人情報以外の個人情報の収集、保有、使用その他の取扱い

をしてはならない。 

２ 受託者は、受託業務に係る個人情報を取り扱う責任者及び担当者の氏名を、あらかじ 

め区に報告しなくてはならない。変更するときも、同様とする。 

（受託業務に従事する者の義務） 

第３条 受託業務に従事している者又は従事していた者は、受託業務に関して知り得た個 

人情報を漏らし、又は不当な目的のために使用してはならない。受託業務終了後も同様と 

する。 

（セキュリティ対策の整備義務） 

第４条 受託者は、取り扱う個人情報の安全確保を図るための管理体制を整備しなければ 

ならない。特に、受託業務を電子計算機により処理する場合は、不正アクセスやコンピュ 

ータウイルス等による個人情報の盗用、破壊、漏えい、改ざん等に対する防御対策を講じ 

なければならない。 

２ 受託者は、受託業務に従事している者に対して、個人情報保護及び情報セキュリティ 

に関する研修又は教育を実施しなければならない。 

（目的外利用の禁止） 

第５条 受託者は、第２条第１項別表 に掲げる個人情報（以下「取り扱う個人情報」と

いう。）を受託業務の目的以外の目的で利用してはならない。 

（外部提供の禁止） 

第６条 受託者は、取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。 

（再委託の制限） 

第７条 受託者は、受託業務の処理を第三者に再委託してはならない。ただし、受託業 

20



務の処理上必要であると認められる場合において、区の承認を受けたときは、受託業務 

の一部を再委託できるものとする。 

２ 受託者は、前項ただし書の承認を受けようとするときは、再委託先の名称、再委託 

する理由、再委託して処理する内容、再委託において取り扱う情報、再委託先における 

安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確に 

した上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を区に申請し、その承認を得なけ 

ればならない。 

３ 前項の場合、受託者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるととも 

に、区に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 

４ 受託者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続き方 

法について具体的に規定しなければならない。 

５ 受託者は、再委託先に対して本委託業務を委託した場合は、その履行状況を監督す 

るとともに、区の求めに応じて、監督の状況を区に対して適宜報告しなければならない。 

（複写又は複製の制限） 

第８条 受託者は、取り扱う個人情報を複写又は複製してはならない。ただし、受託業 

務の処理上必要であると認められる場合において、区の承認を受けたときは、この限り 

でない。 

２ 受託者は、前項ただし書の規定により複写又は複製したときは、受託業務終了後直 

ちに当該複写又は複製したものが第三者の利用に供されることがないよう、物理的な破 

壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。 

３ 受託者は、個人情報の消去又は廃棄に際し区から立会いを求められた場合は、これ 

に応じなければならない。 

４ 受託者は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当 

者名及びその内容を記録し、書面により区に報告しなければならない。 

（持ち出しの制限） 

第９条 受託者は、取り扱う個人情報を事業所内から持ち出しをしてはならない。ただ 

し、受託業務の処理上必要であると認められる場合において、区の承認を受けたときは、 

この限りではない。この場合は、持ち出し記録（持ち出し事由・日時・返却日時・担当 

者等）を作成し、保管場所の確認を行わなければならない。 

（資料等の返還義務） 

第１０条 受託者は、受託業務が終了したときは、取り扱う個人情報が記録された資料 

等を、速やかに、区に返還しなければならない。 

（個人情報の取扱状況の報告） 

第１１条 受託者は、契約履行中において、個人情報の取扱いの遵守状況について「個 

人情報特記事項の遵守に関する報告書」により区に報告しなければならない。 
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（監督に応じる義務） 

第１２条 区は、委託業務の処理において、取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう、

受託者に対する必要かつ適切な監督を行うものとし、受託者はこれに応じなければならな

い。 

（施設等の立入検査又は調査に応じる義務） 

第１３条 区は、個人情報の保護のため必要があるときは、委託業務を処理する施設等の

立入検査及び調査を行うことができるものとし、受託者はこれに応じなければならない。 

（監査に応じる義務） 

第１４条 区は、委託業務の処理に関し、必要に応じて監査を行うことができるものとし、

受託者はこれに応じなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第１５条 受託者は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、そ

の事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに区に対して、当該事故に関わる個人情

報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を報告し、区の指示に従わなければならな

い。 

２ 受託者は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、区その他の関係者との

連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するため

に、緊急時対応計画を定めなければならない。 

３ 区は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて

当該事故に関する情報を公表することができる。 

（契約解除） 

第１６条 第２条から前条までの規定に違反する行為があったときは、区は契約を解除す

ることができる。 

２ 受託者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、区に対

して、その損害の賠償を請求することはできない。 

（損害賠償） 

第１７条 第２条から第１５条までの規定に違反する行為によって、区が損害を受けたと

きは、受託者はその損害を賠償しなければならない。受託業務が終了した後も同様とする。 

（罰則） 

第１８条 正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された豊島区個人情報

等の保護に関する条例（平成１２年豊島区条例第３号。以下｢条例｣という。）第２条第１項

第４号アに係る個人情報ファイルを提供したときは、条例第４６条又は第４８条の規定に
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基づき、次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号の刑に処せられる。 

(1)受託業務に従事している者又は従事していた者  

２年以下の懲役又は１００万円以下の罰金 

(2)業務を受託した法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以

下同じ。）又は人  

１００万円以下の罰金 

第１９条 受託業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を

図る目的で提供し、又は盗用したときは、条例第４７条又は第４８条の規定に基づき、次

の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号の刑に処せられる。 

(1)受託業務に従事している者又は従事していた者 

    １年以下の懲役又は５０万円以下の罰金  

(2)業務を受託した法人又は人 

５０万円以下の罰金 
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別表 

区が収集して事業者へ提供するもの 事業者が必要に応じて収集するもの 

    項目     項目 

基本情報 1 世帯主整理番号 申請情報 1 申請区分 

世帯主データ 2 送付先郵便番号   2 申請年月日 

  3 送付先住所１   3 受理年月日 

  4 送付先住所２（建物名、号室等）   4 本人確認方法 

  5 送付先氏名   5 代理申請者氏名 

  6 対象者住所１   6 代理申請者住所 

  7 対象者住所２（建物名、号室等）   7 代理人確認方法 

  8 対象者氏名 通知戻情報 8 通知戻表示 

  9 対象者フリガナ   9 返戻区分 

  10 対象者続柄コード   10 通知戻日 

  11 対象者続柄名   11 再送付日 

  12 対象者生年月日 決定情報 12 決定区分 

  13 区分フラグ（世帯主：１）   13 決定通知書送付日 

  14 
機微フラグ（１：ＤＶ ２：その他

等）  
  14 決定通知書戻日 

基本情報 15 世帯主整理番号   15 支給状況 

世帯員データ 16 対象者整理番号 支給情報 16 支給区分 

  17 対象者氏名   17 支給口座情報 

  18 対象者続柄コード   18 振替不能情報 

  19 対象者続柄名   19 不能通知発送日 

  20 対象者生年月日 その他 

20 

その他受託事業の処理のた

めに必要となる個人情報で、

収集にあたって事前に区と協

議し承認を得たもの 

  21 区分フラグ（世帯員：２） 

  22 
機微フラグ（１：ＤＶ ２：その他

等）  
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定額給付金支給事務の流れ 別紙２
審議する対象範囲

業務委託豊島区区民 区民（マイナンバーカード利用）

(1)申請書等の印刷、封入封緘及び発送等業務における個人情報の取り扱い
(2)コールセンター業務における必要に応じた個人情報の参照や区民から収集した個人情報の取り扱い
(3)受付業務における個人情報の内容確認や必要に応じて区民から収集した個人情報の取り扱い
(4)データ入力、各種通知に係る業務における個人情報の取り扱い

(4)データ入力・各種通知に係る業務

支給決定通知

不備通知作成 作成及び発送

口座振替不能通知

(3)受付業務

窓口対応・申請受付・内容確認

申請書再発行

進捗案内

不備対応等

マイナポータル申請

支給予定データ作成（※へ）

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

確認・最終審査

入金処理

システム（データ抽出）

ＭＰデータＤＬ

データ取込

郵送
申請書受領

申請書受領

再申請（＃へ）

支給決定通知受領

ＤＶ・虐待等データ確認

電話問い合わせ

郵送

(1)申請書等の印刷、

封入封緘及び発送等業務

支給決定通知発送

給付金受領

不達・返戻

口座振替不能通知発送

システム（データ抽出）

データ取込

エラーチェック・

エラーデータ作成

振替不能

記録媒体

記録媒体

申請書受付・支給等情報の

連携は随時更新

記録媒体

記録媒体

記録媒体

直接持参等

窓口来庁

郵送

申請書記載＃

給付金受領

記録媒体

口座振替不能通知受領

口座確認 再申請

（＃へ）

(2)コールセンター業務

随時問合せ受付。内容により区へエスカレーション

不備チェック

不備 ＯＫ

不備通知作成 データ入力

支給予定データ作成※

支給決定データ作成
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