
資料１

児童扶養手当有資格者に支給する金額
の算定のため（目的外利用する個人情
報）

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
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（令和2年5月13日答申第1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

児童扶養手当有資格者情報（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）

児童育成手当受給者情報（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）

児童育成手当対象児童情報（氏名、住所、生年月
日、受給者との続柄）

児童育成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）

児童扶養手当対象児童情報（氏名、住所、生年月
日、受給者との続柄）

諮問資料（目的外利用）
令和2年7月31日

新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担い、子育
てに対する負担の増加や収入の減少などにより特に大きな困難が心身等に生
じているひとり親世帯を支援する目的で、区においてひとり親世帯臨時特別
給付金の支給を行うこととなったため。
なお、児童扶養手当受給資格者の他、感染症の影響により家計が急変し、直
近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった者に対しても支援を行
うことから、その可能性がある児童育成手当受給者で児童扶養手当受給者で
ない者に対しても給付金の案内を送付する。

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

子育て支援課

1 件　　名
ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業に係る児童扶養手当・児童育成手当受給者等の個人
情報の目的外利用

2 業務の概要

1 内　容
児童扶養手当支給業務で保有している児童扶養手当受給者、児童育成手当受
給者および対象児童の個人情報を、ひとり親世帯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

4 収集方法
子育て支援課が児童扶養手当、児童育成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する。

児童扶養手当受給資格者（受給者+全部停止者）　　　　　推定約1,400人
児童育成手当受給者（児童扶養手当受給者を除く）　　　 推定約  100人
児童扶養手当対象児童（受給資格世帯の児童）　         推定約2,080人
児童育成手当対象児童（児童扶養手当対象児童除く）     推定約　170人

3 収集先 子育て支援課（児童扶養手当、児童育成手当支給業務）
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ひとり親世帯を支援するため、給付金を支給します 

ひとり親世帯臨時特別給付金のご案内

① 令和２年６月分の児童扶養手当が支給される方
② 公的年金等※ を受給しており、令和２年６月分の児童扶養手当の
支給が全額停止される方※

※ 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※ 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、

児童扶養手当の申請をしていれば、令和２年６月分の児童扶養手当の支給が
全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。

③ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児
童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

１．基本給付
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付※

２．追加給付
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、
収入が減少している方への給付

● 給付額

● 給付金の対象となる方

１世帯５万円、第２子以降１人につき３万円

上記、基本給付金対象の①または②に該当する方のうち、新型コロ
ナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方

１世帯５万円
● 給付額

ひとり親のご家庭へ、大切なお知らせ

手続きの方法などについては裏面に続きます。必ずご確認ください。

● 給付金の対象となる方

■以下、① ③のいずれかに該当する方

※ 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。

参考資料１
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給付金の支給手続き

基本給付は申請不要です。
８月25日に児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。

令和２年６月分の児童扶養手当が支給される方（表面１．①に該当する方）

【ご注意ください】
※ 給付金を希望しない場合は、拒否届を令和2年8月13日までに返送してください。
拒否届はホームページでダウンロードできます。

※ 児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、 給付金
の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更するなどの手続きを
お願いします。

「ひとり親世帯臨時特別給付金｣ の
“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都道府県・市区町村や厚生労働省（の職員）などをかたった不審な電話や郵便があった場合
は、上記問い合わせ先や最寄りの警察署（または警察相談専用電話(#9110)）にご連絡ください。

それ以外の方（表面１．②、③に該当する方）

基本給付、追加給付（１．②に該当する方）ともに申請が必要です。
（別紙「留意事項」を参照してください）

申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともに豊島区へ郵
送で（または窓口で）ご提出ください。
給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して
指定口座に可能な限り速やかに振り込みます。

ひとり親
世帯

(1)給付金の申請手続き

豊島区① 豊島区へ郵送で（または窓口で）ご提出ください。

(2)指定口座へ振込み
② 提出された申請書から、給付金の支給要件に該当
するかを判断した上で、振り込みが行われます。

●厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
0120-400-903 （受付時間 平日9時から18時まで）
●〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1 豊島区子育て支援課児童給付グループ
03-3981-1417 月 金曜日 祝日・年末年始を除く8時30分から17時まで
ホームページ https://www.city.toshima.lg.jp/261/kosodate/2006050932.html

お問い合わせ先

追加給付は申請が必要です。（別紙「留意事項」を参照してください）
収入が減少している旨の申請を簡易な方法で行っていただきます。
申請内容を確認して可能な限り速やかに振り込みます。
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留意事項

【支給対象者について】 

（基本給付） 

① 令和２年６月分の児童扶養手当の支給を受けている方（全部支給停止の者を除く。） 

② 公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない方 

※所得が児童扶養手当所得制限額以下の方に限ります。 

③ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が、児童扶養手

当の対象となる水準に下がった者等 

（追加給付） 

上記①、②の支給対象者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急

変し、収入が大きく減少した者 ※③の支給対象者はこちらには該当しません。 

【支給額について】 

（基本給付） 

  上記①～③の支給対象者に対して、５万円を１回に限り支給します。ただし、監護

等児童が２人以上である支給対象者に支給する給付の額は、これに監護等児童のうち

の１人以外の監護等児童につきそれぞれ３万円を加算した額とします。 

（追加給付） 

  児童扶養手当受給者及び公的年金給付等受給者のうち、新型コロナウイルス感染症

の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少しているとの申出があった者に対し

て、５万円を１回に限りを支給します。 

【申請先について】 

（基本給付） 

① → 申請不要です。 

②・③ → 申請時点で居住する住所地の市区町村へ申請してください。 

（追加給付） 

  申請時点で居住する住所地の市区町村へ申請してください。 

【申請について】 

○ 申請受付開始日及び申請期限は次のとおりです。 

申請受付開始日：令和 2 年 8 月 3 日 

申請期限   ：令和 3 年 3 月 1 日必着 

○ 記載要領を参考に、申請書に必要事項を記載して、郵送又はお住まいの市区町村に郵

送（または窓口）で提出してください。 

○ 申請書を提出される際は、申請書様式記載の書類を添付してください。 

・申請者の方の本人確認書類（運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード（表面）、

年金手帳、介護保険証、パスポート等）の写し

・受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人（カナ）が分かる通帳やキャッシュ

カードの写し    

・戸籍謄本又は抄本 

 ※ 既に、児童扶養手当、児童育成手当、豊島区ひとり親家庭等医療費助成の受給資

格についての認定を受けている場合は添付する必要はありません。 

・支給対象者のうち、②、③の場合は、簡易な収入（所得）見込額の申立書及び 

収入（所得）を証明する書類 

                                                      （裏面へ続く） 

参考資料２ 
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○ 長期間使用していない口座の場合、振込みができないことがありますので、普段使用

している口座をご利用ください。 

○ 海外において開設した金融機関口座では受取りができません。 

【支払方法について】 

（基本給付のうち①の者の場合） 

○ 支払方法は、次の 2 種類ですが、原則、令和２年６月分の児童扶養手当振込口座に振

り込みます。 

 ① 児童扶養手当口座振込方式：令和２年６月分の児童扶養手当振込時における指定口

座に振り込む方式 

② 指定口座振込方式：支給決定前までに、支給対象者が指定口座の変更の届出を提出

し、変更後の指定口座に振り込む方式 

※上記振り込み方式が困難な場合は下記お問い合わせ先へご連絡ください。 

（上記以外の場合） 

○ 申請・支払方法は、次の 2 種類です。 

① 郵送申請口座振込方式：申請書を郵送により提出していただき、指定の金融機関

の口座に振り込む方式 

② 窓口申請口座振込方式：申請書を市区町村の窓口に提出していただき、指定の金

融機関の口座に振り込む方式 

※上記振り込み方式が困難な場合は下記お問い合わせ先へご連絡ください。 

【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警察にご連絡くだ

さい。 

【その他】 

○ やむを得ない場合を除き、申請期限までに申請が行われなかった場合、ひとり親世帯

臨時特別給付金を支給できません。 

○ 申請書の不備による振込不能等が原因で支給ができなかった場合、豊島区が確認等を

行った上で、なお必要な修正ができなかったときは支給できません。 

○ ひとり親世帯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ひとり親世帯臨時特別給付金の支給を

受けた場合は、支給したひとり親世帯臨時特別給付金の返還を求めます。 

○ ひとり親世帯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、以下のお問い合わせ先までお問い合せください。 

【お問い合わせ先】 

豊島区子育て支援課 

児童給付グループ 

電話：03―3981―1417 
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ひとり親世帯臨時特別給付金必要提出書類のご案内

１．基本給付：①に該当される方へ 

（別紙「ひとり親世帯臨時特別給付金のご案内」参照） 

日頃より、豊島区の児童福祉行政にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

別紙給付金を受けるための申請について、ご案内いたします。 

１． 基本給付：申請不要 

給付金を希望しない場合は、拒否届を令和２年８月１３日（木）までにご返送ください。 

拒否届はホームページでダウンロードできます。 

２． 追加給付：申請が必要 

以下【申請事由】に該当する場合、対象となります。同封の申請書に記入し、期限までに申

請してください。 

【申請事由】 

新型コロナウイルス感染症に起因して、令和２年２月以降に以下のような理由で家計が急変 

し、収入が減少した方 

（例）・勤務先が休業した 

・学校休業のため子どもの世話が必要となり働く時間が減少した など

【必要書類】（同封してあります）

ひとり親世帯臨時特別給付金 申請書（請求書）【追加給付】 

必要事項をご記入の上、返信用封筒でご返送ください。 

提出期限 令和 3年 3月１日（月）必着
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則郵送での提出をお願いいたします。 

お問い合わせ先 

豊島区子育て支援課児童給付グループ  

電話：03-3981-1417  

月～金曜日 祝日・年末年始を除く8時30分から17時まで 

ホームページ 

https://www.city.toshima.lg.jp/261/kosodate/2006050932.html 

参考資料３-１ 
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参考資料３-２ 

ひとり親世帯臨時特別給付金必要提出書類のご案内 

１．基本給付：②に該当される方へ（公的年金等を受給している方） 

（別紙「ひとり親世帯臨時特別給付金のご案内」参照） 

日頃より、豊島区の児童福祉行政にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

別紙給付金を受けるための申請について、ご案内いたします。 

１．基本給付：申請が必要 

【申請事由】に該当する場合、対象となります。同封の申請書に記入し、期限までに申請してくだ

さい。 

【申請事由】 

・令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方 

・児童扶養手当の申請をしていれば、令和 2年6月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止

されたと推測される方 

・以前児童扶養手当を申請したが、受給年金額が児童扶養手当支給額を上回っていたため取下げを

された方 

【必要書類】（①～③については同封してあります。） 

① ひとり親世帯臨時特別給付金 申請書（請求書）【基本給付】公的年金給付等受給者用 

② 簡易な収入見込額の申立書（申請者本人用）【公的年金給付等受給者】 

③ 簡易な収入見込額の申立書（扶養義務者等用）【公的年金給付等受給者】 

    ※②・③について、申立てを行う収入（所得）に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が 

     分かる書類を添付してください。（給与明細書、年金振込通知書等） 

※③について、申請者と同居している父、母、祖父母、子ども、孫などの直系親族及び兄弟姉妹 

 がいる場合は、それぞれ全員分必要です。ただし、１８歳以下で所得がない方は不要です。 

  ④申請者・請求者本人確認書類の写し（コピー） 

    ※申請者・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード（表面）、年金手帳、介護保

険証、パスポート等の写し（コピー）をご用意ください。 

  ⑤受取口座を確認できる書類の写し（コピー） 

    ※通帳やキャッシュカードの写し（コピー）など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義

人を確認できる部分の写し（コピー）をご用意ください。 

  ⑥児童扶養手当の支給要件を確認できる書類 

    ※戸籍謄本又は抄本をご用意ください（既に、児童扶養手当の受給資格について豊島区の認定

を受けている場合は不要です。）。 

また、「ひとり親世帯臨時特別給付金 申請書（請求書）【公的年金給付等受給者】」の「２．

監護等児童」及び「５．児童扶養手当の支給要件」において、障害の状態を確認する必要があ

る場合は、確認するための書類を添付してください。 

必要事項をご記入の上、返信用封筒でご返送ください。      （裏面へ続く）
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２．追加給付：申請が必要 

以下【申請事由】に該当する場合、対象となります。同封の申請書に記入し、期限までに申請し

てください。 

【申請事由】 

新型コロナウイルス感染症に起因して、令和２年２月以降に以下のような理由で家計が急変し

収入が減少した方 

（例）・勤務先が休業した 

・学校休業のため子どもの世話をすることが必要となり働く時間が減少した など

【必要書類】（同封してあります）

   ・ひとり親世帯臨時特別給付金 申請書（請求書）【追加給付】

必要事項をご記入の上、返信用封筒でご返送ください。 

提出期限 令和 3年 3月１日（月）必着
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則郵送での提出をお願いいたします。 

過去に公的年金等の受給歴があるが現在は受給していない方へ 

現在公的年金等を受給していない場合は、別紙「ひとり親世帯臨時特別給付金の 

ご案内」の１．基本給付②には該当しません。 

ただし、基本給付③に該当する場合は、その事由で申請が可能です。 

基本給付③での申請をご希望の場合は、申請書をホームページからダウンロードするか 

下記お問い合わせ先までご連絡ください。 

お問い合わせ先 

豊島区子育て支援課児童給付グループ  

電話：03-3981-1417  

月～金曜日 祝日・年末年始を除く8時30分から17時まで 

ホームページ 

https://www.city.toshima.lg.jp/261/kosodate/2006050932.html 
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ひとり親世帯臨時特別給付金必要提出書類のご案内

１．基本給付：③に該当する可能性がある方へ 

（別紙「ひとり親世帯臨時特別給付金のご案内」参照） 

日頃より、豊島区の児童福祉行政にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

別紙給付金を受けるための申請について、ご案内いたします。 

１．基本給付：申請が必要 

以下の【申請事由】に該当する場合、対象となります。同封の申請書に記入し、期限までに申請して

ください。 

【申請事由】 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給し

ている方と同じ水準となっている方 

【必要書類】（①～③については同封してあります） 

① ひとり親世帯臨時特別給付金 申請書（請求書）【基本給付】家計急変者用 

② 簡易な収入見込額の申立書（申請者本人用）【家計急変者】 

③ 簡易な収入見込額の申立書（扶養義務者等用）【家計急変者】 

    ※②・③について、申立てを行う収入（所得）に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が 

     分かる書類を添付してください。（給与明細書、年金振込通知書等） 

※③について、申請者と同居している父、母、祖父母、子ども、孫などの直系親族及び兄弟姉妹 

 がいる場合は、それぞれ全員分必要です。ただし、１８歳以下で所得がない方は不要です。 

  ④申請者・請求者本人確認書類の写し（コピー） 

    ※申請者・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード（表面）、年金手帳、介護保

険証、パスポート等の写し（コピー）をご用意ください。 

  ⑤受取口座を確認できる書類の写し（コピー） 

    ※通帳やキャッシュカードの写し（コピー）など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義

人を確認できる部分の写し（コピー）をご用意ください。 

  ⑥児童扶養手当の支給要件を確認できる書類 

    ※戸籍謄本又は抄本をご用意ください（既に、児童扶養手当の受給資格について豊島区の認定

を受けている場合は不要です。）。 

また、「ひとり親世帯臨時特別給付金 申請書（請求書）【家計急変者】」の「２．監護等児童」

及び「５．児童扶養手当の支給要件」において、障害の状態を確認する必要がある場合は、確

認するための書類を添付してください。 

必要事項をご記入の上、返信用封筒でご返送ください。 

                                       （裏面へ続く） 

参考資料３-３ 
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２．追加給付：対象ではありません 

提出期限 令和 3年 3月１日（月）必着

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則郵送での提出をお願いいたします。 

      公的年金等を受給している方（または申請中の方）へ 

公的年金等（遺族年金、老齢年金、障害年金等）を受給中または申請中の方は、別紙 

「ひとり親世帯臨時特別給付金のご案内」の基本給付②に該当となり、そちらでの 

申請が可能です。 

基本給付②での申請をご希望の場合、申請書をホームページからダウンロードするか、 

下記お問い合わせ先までご連絡ください。 

お問い合わせ先 

豊島区子育て支援課児童給付グループ  

電話：03-3981-1417  

月～金曜日 祝日・年末年始を除く8時30分から17時まで 

ホームページ 

https://www.city.toshima.lg.jp/261/kosodate/2006050932.html 
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資料２

2 業務の概要

1 内　容
児童扶養手当支給業務で保有している児童扶養手当受給者の個人情報を、東
京都から委任されるひとり親家庭支援事業の通知類一式の送付のために目的
外利用する。

2 対象者等

4 収集方法
子育て支援課が児童扶養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する。

児童扶養手当受給者　　推定約1,100人

3 収集先 子育て支援課（児童扶養手当支給業務）

諮問資料（目的外利用）
令和2年7月31日

新型コロナウイルス感染拡大により、経済的な影響を受けやすいひとり親家
庭の生活安定を図るため、実施主体である東京都が食料品等を提供する事業
を実施する。区は東京都から以下の事務を委任されることとなった。
・対象者抽出事務
・対象者への申込書類等の送付事務その他付随事務（紛失の際の再送付な
ど）

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

子育て支援課

1 件　　名
新型コロナウイルス感染症緊急対策に係るひとり親家庭支援事業実施のための児童扶養手
当受給者の個人情報の目的外利用

児童扶養手当受給者情報（氏名、住所、生年月
日、対象児童との続柄）

・対象者を抽出するため
・対象者へ申込書類等を送付するため
・紛失等の問い合わせに対応するため
（目的外利用する個人情報）

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
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（令和２年５月１３日答申第１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

1
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参考資料
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資料３

児童扶養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）

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
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（令和2年5月13日答申第1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

児童扶養手当受給者情報（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）

児童扶養手当対象児童情報（氏名、住所、生年月
日、受給者との続柄）

諮問資料（目的外利用）
令和2年7月31日

新型コロナウイルス感染症の影響により、特に厳しい状況に置かれている低
所得のひとり親世帯の負担の増加や収入の減少に対するを支援を行うため、
国のひとり親世帯臨時特別給付金に加え、「豊島区ひとり親世帯緊急支援給
付金支給要綱」を定め、区独自に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

5 理　由

子育て支援課

1 件　　名
ひとり親世帯緊急支援給付金支給事業に係る児童扶養手当受給者等の個人情報の目的外利
用

2 業務の概要

1 内　容
児童扶養手当支給業務で保有している児童扶養手当受給者および対象児童の
個人情報を、ひとり親世帯緊急支援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

4 収集方法
子育て支援課が児童扶養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する。

児童扶養手当受給者　　　　　推定　約1,100人
児童扶養手当対象児童　　　  推定  約1,500人

3 収集先 子育て支援課（児童扶養手当支給業務）
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ひとり親世帯を支援するため、給付金を支給します 

豊島区ひとり親世帯緊急支援給付金のご案内

・令和２年６月分の児童扶養手当が支給される方
・令和２年６月 同年７月３１日までの間に新たに児童扶養手当を
受給することとなった方

支給対象者

● 給付額

● 給付金の対象となる方

１世帯５万円、第２子以降１人につき３万円

給付金の支給方法
申請不要です。
令和2年８月25日に児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
【ご注意ください】
※ 給付金を希望しない場合は、拒否届を令和2年8月13日までに提出しください。
拒否届はホームページでダウンロードできます。

※ 給付金の支給に当たって口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐
れがある場合は、振込指定口座を変更するなどの手続きをお願いします。

〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1 豊島区子育て支援課児童給付グループ
03-3981-1417 月 金曜日 祝日・年末年始を除く8時30分から17時まで
ホームページ https://www.city.toshima.lg.jp/261/kosodate/2006231556.html

お問い合わせ先

「豊島区ひとり親世帯緊急支援給付金｣ の
“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都道府県・市区町村や厚生労働省（の職員）などをかたった不審な電話や郵便があった場合
は、上記お問い合わせ先や最寄りの警察署（または警察相談専用電話(#9110)）にご連絡ください。

児童扶養
手当受給
世帯

※希望しない場合のみ、拒否届を
提出してください

豊島区

(2)指定口座へ振込み

(1)給付金のご案内を送付

豊島区独自の給付金
参考資料
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資料４

7 目的外利用する時
期
　及び期間

令和２年８月～

4 過去の類似案件 該当なし

5 諮問理由
本事業は新規事業であり、一括承認基準の範囲に児童扶養手当受給者情報が含まれないた
め。

6 取り扱う個人情報

利用するもの 理　　　由

児童扶養手当受給者情報
(氏名、住所、性別、電話番号)

対象者に支援を案内・提供するため

児童扶養手当受給世帯の児童情報
(氏名、生年月日、性別）

対象者に支援を案内・提供するため

諮問資料（目的外利用）
令和2年7月31日

児童扶養手当受給世帯に、早期かつ漏れなく支援を提供するため。

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

該当なし 該当なし

5 理　由

該当なし

子育て支援課

1 件　　名
医療・福祉支援寄附金を活用したひとり親家庭支援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

2 業務の概要

1 内　容
児童扶養手当受給者の個人情報の提供を受け、児童扶養手当受給者に対し
て、医療・福祉支援寄附金を活用した食料支援の案内及び支援を行う。

2 対象者等

4 収集方法 子育て支援課が保有する児童扶養手当受給者のリストの提供を受ける。

児童扶養手当受給者、推定約1,100世帯。

3 収集先 子育て支援課

1





資料５

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「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の流れ図のうち、次の範囲である。

（１）受託者が希望者への支援提供に必要な個人情報を収集する際の取扱い
（２）受託者が収集した個人情報を区に返還する際の取扱い

9 委託先 NPO法人　豊島子どもWAKUWAKUネットワーク

5 諮問理由 本事業は新規事業であり、一括承認基準に該当しないため。

6 取り扱う個人情報別表『6「取り扱う個人情報」の項目』のとおり

4 過去の類似案件 なし

類型なし

2 業務の内容

本事業は、児童扶養手当受給中の全てのひとり親世帯を対象とした食料支援を民間団体に委
託し実施するものである。

1 内  容

医療・福祉支援寄附金を活用し、児童扶養手当受給世帯(推定約1100世帯)への
食料支援を委託により実施する。別紙２「医療・福祉支援寄附金を活用したひ
とり親家庭支援事業委託の流れ」のとおり。
委託内容は、
・支援事業を希望する者からの申込書の受領
・区指定場所または郵送による申込者への支援物資の提供
医療・福祉支援寄附金については、別紙３報告事項「『コロナに負けるな！と
しま』医療・福祉支援寄附金」の募集についてのとおり。

2 該当者等 児童扶養手当受給者、推定約1,100世帯。

3 委託理由

新型コロナウィルス感染症拡大に伴う影響により、ひとり親世帯は経済的に厳
しい状況にあるため、早期に本事業を実施する必要性がある。既にひとり親家
庭支援の経験及びノウハウのある事業者を活用し、業務委託をすることで、迅
速かつ質の高い支援の提供が可能となるため。

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

経済面、精神面での負担が重い、ひとり親家庭の負担軽減につながる。

諮問資料（業務委託）
令和2年7月31日

子育て支援課

1 件　　名 医療・福祉支援寄附金を活用したひとり親家庭支援事業の委託に係る措置

2



第2条　取り扱う個人情報の範囲等
 （1）受託業務の処理のために甲から提供される
     次の個人情報
 （2）受託業務の処理のために収集する次の個人
　　 情報

　特定される範囲の内容を明らかにした。

  6「取り扱う個人情報」のとおり

第9条　持ち出しの制限
　業務処理上、必要であると認められるため、ただし書
の規定を設けて、持ち出しを「禁止」から 「制限」とし
た。

7 「情報の保護」の項目

別紙１「特記事項」のうち修正した条項

変更した条項 変更した理由

別表
6 「取り扱う個人情報」の項目

1 事業者が収集する情報 理　　　由

①　氏名

　支援を提供するために必須であるため

②　住所

③　電話番号

④　家族構成

⑤　その他受託業務の処理のために必要となる
個人情報で、収集に当たって事前に甲と協議
し、甲の承認を得たもの

3



別紙１ 

個人情報 特記事項 

（基本的責務） 

第１条 医療・福祉支援寄附金を活用したひとり親家庭支援事業委託の受託事業者（以下

「乙」という。）は、個人情報の保護に関する豊島区（以下「甲」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 乙は、受託業務の処理に当たっては、受託業務の処理のために収集する次の個人

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。 

  （１） 氏名 

  （２） 住所 

  （３） 電話番号 

  （４） 家族構成 

  （５） その他受託業務の処理のために必要となる個人情報で、収集に当たって事前

に甲と協議し、甲の承認を得たもの 

２ 乙は、受託業務に係る個人情報を取り扱う作業責任者及び作業従事者の氏名を、あら 

かじめ甲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 乙は、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。 

２ 乙は、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 乙は、第２条第１項各号に掲げる個人情報（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。 
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（外部提供の禁止） 

第６条 乙は、取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。 

（再委託の禁止） 

第７条 乙は、受託業務の処理を第三者に再委託してはならない。 

（複写又は複製の禁止） 

第８条 乙は、取り扱う個人情報を複写又は複製してはならない。 

（持ち出しの制限） 

第９条 乙は、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、甲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 乙は、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、甲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 乙は、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」により甲に報告しなければならない。 

（監督に応じる義務） 

第１２条 甲は、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、

乙に対する必要かつ適切な監督を行うものとし、乙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 甲は、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、乙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 甲は、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、

乙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 乙は、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、直ちに甲に対して、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、甲の指示に従わなければならな

い。 
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２ 乙は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、甲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 甲は、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、甲は契約を解除す

ることができる。 

２ 乙は、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、甲に対して、

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、甲が損害を受けたと

きは、乙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 

 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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別紙２

医療・福祉支援寄付金を活用したひとり親家庭支援事業委託の流れ

② 事業の案内及び申込書様式を送付

⑥個人情報の返還

受

託

事

業

者

受 託

児
童
扶
養
手
当
受
給
世
帯

子

育

て

支

援

課

⑤ 結果報告

対象者抽出

③ 希望者が申込書を郵送

（１） 個人情報の収集

受託者は、支援対象者が記入した申込書（別表

『6「取り扱う個人情報」の項目』及び支援の受取
希望日時・方法を記入）を郵送により収集する。

④ 区指定場所または郵送による支援の提供

今回の諮問事項

（１）受託者が希望者への支援提供に必要な個人情報を収集する際の取扱い

（２）受託者が収集した個人情報を区に返還する際の取扱い

① 委託契約締結

（２）個人情報の返還

受託者が収集した個人情報を区へ返還する。
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　別紙３





1 

本区におけるＭＣＳの活用について 

１．ＭＣＳとは 

 ＭＣＳ（メディカルケアステーション）とは、患者とその医療介護に携わる

方を連携するための完全非公開型の医療介護専用ＳＮＳである。

主な活用方法としては、医療・介護関係者限定のタイムラインと患者・家族

参加タイムラインの２つのタイムラインと掲示板機能がある。

医療・介護関係者限定のタイムラインは、患者を取り巻く医療・介護関係者

が参加し、医療や介護に関する必要な情報をやり取りする。

  掲示板機能は、参加している医療・介護関係者が患者とは関係ない情報のや

り取りのために個人情報を取り扱わない情報共有の場である。

２．区内医療事業者・介護事業者におけるＭＣＳの運用状況 

（１）運用開始年月 

平成 25 年 6 月 

（２）利用状況（令和 2年 3月末日時点） 

ユーザー総数 1,312 人 

   患者タイムライン数 2,073 人 

（３）参加職種 

 医師、歯科医師、薬剤師、看護師、ケアマネジャー、訪問介護、 

リハビリ職（PT,OT,ST）、社会福祉士、医療ソーシャルワーカーなどの支 

援者 

（医師約 132 人、歯科医師約 28 人、歯科衛生士約 11 人、薬剤師約 47 人、

看護師約 124 人、ケアマネジャー約 119 人、リハビリ職（ST,PT,OT）約

82 人、介護福祉士約 81 人） 

（４）ＭＣＳへの事業所の参加（参加申請） 

現在は、豊島区医師会が事務局となり参加事業所、事業所の利用者（従業

員）の管理を行っている。

参加を希望する事業所は、医師会が定めた「個人情報の保護のための協定

書に係る規程」を遵守する旨を記載した「個人情報保護のための協定書及び

利用登録依頼書」に事業所名、責任者、利用者の氏名等を記載し医師会事務

局に提出するとともに、事業所の利用者全員の「業務情報保持に関する誓約

書」を徴し、各事業所で保管する。
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事業所としてのＭＣＳへの参加の意思 

（５）ＭＣＳの導入手続き（登録） 

ＭＣＳへの登録は各事業所、各個人単位でできる。 

①区はパソコンのインターネット画面から登録する。高齢者総合相談センタ

ーは、個人情報保護の観点で強化された（※）ＭＣＳ専用モバイル端末を

用いて登録する。（各包括 1台配布予定） 

②ＭＣＳのサービスを利用する。（この時点では特定の画面のみ閲覧可能）

事務局 

医師会管理者 

参加の意思のあ

る事業所等 

書類の提出 

個人情報保護のた

めの協定書及び利

用登録依頼書
業務情報保持に関

する誓約書

（利用者全員分）

事業所保存

高
齢
者
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー

インターネット

① ＭＣＳ

②

既存の

患者用タイ

ムライン

※ＩＤ、パスワードでログイン 

※ＭＣＳ専用モバイル端末…クライアント認証（この端末でしかアクセスできない制限）、ウイルス対

策、WiFi 接続制限、他のアプリのインストール制限、紛失時の遠隔ロック・内容削除機能など個人情報

保護に特化した MCS 専用端末

区

事業所名等の登録

サービスの利用
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（６）ＭＣＳの具体的な利用 

①担当する医師会所属の主治医が、「豊島区医師会多職種連携ネットワーク

利用における個人情報使用同意書」により、その患者の同意を取る。

②主治医が患者用タイムラインを作成する。

③主治医が必要に応じ、その患者の利用する医療・介護サービスに関する

様々な職種の関係者にタイムラインへの参加の呼びかけをする（患者用

タイムラインへの招待）。関係者は、参加の意思を表示する。

④患者用タイムラインへの参加

患者
主
治
医

医
療
・
介
護
関
係
者

患者用タイムライン

ＭＣＳ

インターネット

③

同意 タイムラインの作成

タイムラインへの参加

招

待

②①

④

高
齢
者
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー

区
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以上により、医師が招待した医療・介護関係者との間でネットワークを結

び、患者の容態の変化などへの迅速な対応のできる体制を築くものである。

   なお、区及び高齢者総合相談センターは、患者の相談時に必要な医療・介

護関係者への個人情報の提供等について本人から同意を取っている。

医 師 

（他疾患） 

看護師（訪問看護

ステーション） 

ヘルパー 

ケアマネ（居宅介

護支援事業所） 

薬剤師 

歯科医師 
患 者 

区 
高齢者総合相

談センター 

医師会所属の 

主治医 
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３．ＭＣＳに参加する区の組織と業務 

（１）区の参加組織 

 保健福祉部高齢者福祉課 

池袋保健所健康推進課 

長崎健康相談所 

 高齢者総合相談センター（地域包括支援センター） 

（２）活用する業務 

部    署 事業・業務 

保健福祉部高齢者福祉課 認知症初期集中支援事業 

高齢者の相談業務 

難病事業 

池袋保健所健康推進課・長崎健康相

談所 

難病事業 

高齢者総合相談センター（地域包括

支援センター） 

高齢者の相談業務 

４．活用による効果 

（１）多職種間の連携の迅速化 

  患者本人の容態等の変化をすぐに伝えられる。

（２）多職種間の連携、情報共有の円滑化 

患者に携わる医療・介護スタッフの連携が容易になる。

関係スタッフ全員に伝えたい内容を同じように伝えられる。

他の職種が訪問の際に感じた患者の変化など知ることもできる。

記録として残る 

（３）個人情報保護の強化 

  個人情報の活用に関し事業者・利用者が個人情報保護の宣誓書を徴してい

ることにより、仮に誤送信等の事故があったとしても、送信の範囲がＭＣＳ

利用者に限られるため、ファックスやメールの誤送信などより安全性が高い。 

（４）発災時の対応 

発災時に、役割分担をしながら安否確認などに使える。 
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５．安全性について 

（１）完全招待制の非公開型 SNS 

   ＭＣＳは他のＳＮＳと異なり非公開型で運営されており、ＭＣＳのタイ

ムラインに参加するには管理者による招待または承認が必要となる。管理

者が必要と判断した関係者のみを招待または承認しており、管理者は、豊島

区医師会所属の主治医である。

（２）ログイン時のパスワード、自動ログアウト 

ＭＣＳへのログインの際はＩＤとパスワードを入力する。 

   ３０分以上操作がなかった場合、自動的にログアウトする。 

３回以上パスワードを間違えた場合アカウントロックがかかる。 

（３）３省３ガイドラインに準拠した運用 

   ＭＣＳは以下の３省のガイドラインに準拠した運用をしている。 

①厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第５版」

②総務省「クラウドサービス事業者が医療情報を取り扱う際の安全管理に 

関するガイドライン第１版」 

③経済産業省「医療情報を受託管理する情報処理事業者における安全管理 

ガイドライン第２版」 

（４）通信の暗号化 

   クライアント端末とサーバの間の通信は高ランクの暗号化をしている。 

データベースの保管も暗号化して保管している。 

（５）書面による取り交わし 

参加を希望する事業者は、豊島区医師会が定めた「個人情報の保護のため

の協定書に係る規程」を遵守する旨を記載した「個人情報保護のための協定

書及び利用登録依頼書」を事業所の責任者、利用者の全員氏名等を記載し医

師会に提出している。

また、参加を希望する事業所はその従業員である利用者全員から「業務情

報保持に関する誓約書」を徴し各事業所で保管している。



資料６

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 該当なし

5 諮問理由
本業務は新たな保有個人情報の電算処理であるため（認知症初期集中支援事業）
また、既に電算処理している保有個人情報の項目を追加するため（高齢者総合相談、難病事
業）

6 取り扱う個人情報

電算処理するもの 理　　　由

本システムの利用を承諾した患者の状況等のやり取りで
あり、別表のとおり。

医療・介護事業者と区や高齢者総合
相談センターが情報共有することに
より、在宅療養を受ける患者がより
良い医療・介護が受けられるため。

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

2 業務の概要

1 内　容

豊島区医師会が進める「完全非公開型医療介護専用ＳＮＳ（以下「ＭＣ
Ｓ」という。）を用いたネットワーク事業」に区及び高齢者総合相談セン
ターも参画し、地域の医療関係者と介護関係者の連携の調整並びに地域の
医療機関・介護事業者相互の連絡調整を行うための電算処理を行う。ＭＣ
Ｓを活用することで、新たな電算処理により取り扱う個人情報の諮問であ
る。
（高齢者相談事業、難病事業は、既に電算処理について諮問済）

2 対象者等
区または高齢者総合相談センター職員に相談をした在宅で医療を受け療養
する区民のうち、ＭＣＳの活用について豊島区医師会に対して書面で同意
した方

3 理　由

本区では豊島区医師会が主体となってＭＣＳの導入を進めており、医療介
護の連絡手段として活用されている。既に区内医療介護従事者の1,300名以
上が利用しており、患者の医療状況や介護的なケア状況を共有している。
区及び高齢者総合相談センターもＭＣＳに参画することにより、患者の状
況をこれまで以上に的確に把握できることにより、より質の高い支援の調
整やケアプランの提供など区民生活の質の向上及び在宅医療の推進に寄与
することとなるため。

諮問資料（電算処理）

令和2年7月31日

高齢者福祉課、地域保健課、健康推進課、長崎健康相談所

1 件　　名 在宅医療・介護連携のための完全非公開型ＳＮＳの導入のための電算処理
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別表

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

※ 認知症初期集中支援事業は、1～18について新規に電算処理を行う。

※ 高齢者総合相談、難病事業は、1～15についてすでに電算処理をしている。

※ 高齢者総合相談、難病事業は、16～18について電算処理している項目を追加する。

　日々の状況

　受診している医療機関

　利用している介護サービス

　医療検査データ

医
療
介
護
情
報

　連携者の訪問情報

　レントゲン・褥瘡等の画像データ

　その他、医療介護関係者の連携に必要となる情報

　病歴

　病名

　使用している薬剤

　生活歴

　生活環境

取り扱う個人情報

基
本
情
報

　患者利用者氏名

　生年月日

　年齢

　住所

　電話番号

　家族等の状況

8



資料７

高齢者福祉課、地域保健課、健康推進課、長崎健康相談所

6 取り扱う個人情報

電子計算機と結合するもの 理　　　由

本システムの利用を承諾した患者の状況等のやり取り
であり、別表のとおり。

医療・介護事業者と区や高齢者総合
相談センターが情報共有することに
より、在宅療養を受ける患者がより
良い医療・介護が受けられるため。

諮問資料（電子計算機の結合）

令和2年7月31日

本区では豊島区医師会が主体となってＭＣＳの導入を進めており、医療介護
の連絡手段として活用されている。既に区内医療介護従事者の1,300名以上
が利用しており、患者の医療状況や介護的なケア状況を共有している。区及
び高齢者総合相談センターもＭＣＳに参画することにより、患者の状況をこ
れまで以上に的確に把握できることにより、より質の高い支援の調整やケア
プランの提供など区民生活の質の向上及び在宅医療の推進に寄与することと
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

2 業務の概要

1 内　容

豊島区医師会が進める「完全非公開型医療介護専用ＳＮＳ（以下「ＭＣＳ」
という。）を用いたネットワーク事業」に区及び高齢者総合相談センターも
参画し、地域の医療関係者と介護関係者の連携の調整並びに地域の医療機
関・介護事業者相互の連絡調整を行うための電子計算機の結合を行う。

2 対象者等

5 理　由

1 件　　名 在宅医療・介護連携のための完全非公開型ＳＮＳの導入のための電子計算機の結合

4 結合方法
区職員…区所有の端末から結合する。
高齢者総合相談センター職員…ＭＣＳ専用端末から結合する。

区または高齢者総合相談センター職員に相談をした在宅で医療を受け療養す
る区民のうち、ＭＣＳの活用について豊島区医師会に対して書面で同意した
方

3 相手先

ＭＣＳへの参加事業者…ＭＣＳへの参加を希望し、豊島区医師会が定めた
「個人情報の保護のための協定書」を遵守する旨の署名をし、豊島区医師会
が承認した医療・介護関係者
患者タイムラインへの参加…医師会所属のかかりつけ医師が業務の必要性か
ら招待して、それに応じた医療・介護関係者

7 電子計算機の結合
　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 該当なし

5 諮問理由
本業務は、保有個人情報の電算処理をするために区の機関以外のものと電子計算機の結合を
するため。
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別表

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

取り扱う個人情報

基
本
情
報

　患者利用者氏名

　生年月日

　年齢

　住所

　電話番号

　家族等の状況

　利用している介護サービス

　医療検査データ

　レントゲン・褥瘡等の画像データ

　その他、医療介護関係者の連携に必要となる情報

医
療
介
護
情
報

　病歴

　病名

　使用している薬剤

　生活歴

　生活環境

　日々の状況

　連携者の訪問情報

　受診している医療機関
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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２５日より順次申請書を送付している。

・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．支給対象者

 ・令和 2年 7月 17日時点  総数  約 290,500人
世帯数  約 180,900世帯

５．申請・受給状況

 ・申請期限は、令和 2年 8月 31日
・令和 2年 7月 17日時点 申請世帯数 約 168,500世帯（93.1％）

受給済世帯 約 161,100世帯（88.9％）

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

①申請書を記載し、郵送

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

支給決定通知受領

指定口座に入金

③口座がない等事情により

窓口申請

②マイナンバーカード

にてオンライン申請

受給権者のデータを修正、申請書作成、送付

窓口にて現金受領

書類の審査（同左）

支給決定・給付金準備

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
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資料８

2 業務の概要

1 内　容
　特別定額給付金の未申請者に対する申請勧奨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、庁内基幹システム
等により、その情報を突合する。

　豊島区内高齢者総合相談センター相談・支援対象者、精神障害者保健福祉手帳
の所持者

3 収集先
　高齢者福祉課（豊島区内高齢者総合相談センター）、健康推進課（池袋保健
所）

諮問資料（目的外利用）
令和2年7月31日

　特別定額給付金事業の実施にあたり、申請期限日の到来を前に、未申請の方に
対しては申請の勧奨等を実施するにより、給付を希望する方に確実に申請を行っ
ていただくため。

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 　特別定額給付金の未申請者に対する申請勧奨業務に必要な個人情報の目的外利用

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）
　特別定額給付金事業に係る個人情報の目的外利用（令2答申第4号）

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

利用するもの 理　　　由

　別表のとおり 　別表のとおり
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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 世帯構成

4 続柄

5 生年月日

6 性別

7 郵便番号

8 住所、居所

9 電話番号

10
精神障害者保健福祉手帳の交
付状況

11
高齢者総合相談センター相談・
支援状況

12 世帯主整理番号

13 対象者整理番号

14
その他事業の処理のために必
要となる個人情報

特例的な対応が必要な対象者
を把握するため
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資料９

別表のとおり

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 　該当なし

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

電算処理するもの 理　　　由

別表のとおり

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
　特別定額給付金の未申請者に対する申請勧奨業務に関する業務の事務処
理のため、基幹システムを利用し電算処理を行う。

2 対象者等
　特別定額給付金の受給対象となる75歳以上の単身世帯及び75歳以上の世
帯主と65歳以上の二人世帯の未申請者等、高齢者総合相談センターの相
談・支援の対象者及び精神障害者保健福祉手帳の所持者

3 理　由
　特別定額給付金事業の申請期限日の前に、給付を希望する対象者の方に
確実に申請を行っていただくために、対象者の情報を電算処理し、円滑に
業務を遂行するため。

諮問資料（電算処理）

令和2年7月31日

1 件　　名 　特別定額給付金の未申請者に対する申請勧奨業務に係る個人情報の電算処理

特別定額給付金担当課長
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別表

６　取り扱う個人情報の項目（電算処理）

項目 理由

1 氏名

2 フリガナ

3 世帯構成

4 続柄

5 生年月日

6 性別

7 郵便番号

8 住所、居所

9 電話番号

10 特別定額給付金申請・受給状況

11
精神障害者保健福祉手帳の交
付状況

12
高齢者総合相談センター相談・
支援状況

13 世帯主整理番号

14 対象者整理番号

15
その他事業の処理のために必
要となる個人情報

特例的な対応が必要な対象者
を把握するため
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資料10

10 契約締結予定日 　本審議会終了後、特命随意契約する。

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「申請勧奨事務の流れ」のうち、次の範囲である。
　(1)未申請者情報・申請書の提供における個人情報の取り扱い
　(2)勧奨電話業務における区民から収集した個人情報の取り扱い
　(3)勧奨訪問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

9 委託先
　豊島区内高齢者総合相談センターを受託している事業者（社会福祉法人豊島区社会福
祉事業団ほか4事業者）

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　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 　なし

　類型なし

2 業務の内容

　本事業は、特別定額給付金事業の未申請者に対する申請勧奨に係る業務委託である。

1 内  容

　豊島区内高齢者総合相談センター（地域包括支援センター）へ以下の通り
の申請勧奨に係る業務を委託する。
　①未申請者への勧奨電話
　②未申請者へ勧奨訪問
　③申請のサポート
　④申請書の受領及び豊島区特別定額給付金事務センターへの提出
　⑤現金の訪問給付希望等の調査及び区への報告

2 該当者等
　75歳以上の単身世帯及び75歳以上の世帯主と65歳以上の二人世帯の特別定
額給付金未申請者等のうち、高齢者総合相談センターの相談・支援の対象者

3 委託理由

　現在の豊島区における高齢者の特別定額給付金の未申請者は、区職員のみ
で対応することは困難である。特別定額給付金事業の申請期限日の前に、高
齢者総合相談センターが未申請の方に対して申請の勧奨等を実施することよ
り、給付を希望する方に確実に申請を行っていただくため。

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

　特別定額給付金事業の申請期限日の前に、給付を希望する高齢者の方に確
実に申請を行っていただく。

諮問資料（業務委託）
令和2年7月31日

1 件　　名 　特別定額給付金の未申請者に対する申請勧奨業務の委託に係る措置

特別定額給付金担当課長
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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

対象者情報 1 申請・受給状況 申請情報 1 申請状況

2 氏名 2 申請区分

3 フリガナ 3 申請年月日

4 世帯構成 4 受理年月日

5 続柄 5 本人確認方法

6 生年月日 6 代理申請者氏名

7 性別 7 代理申請者住所、居所

8 郵便番号 8 代理人確認方法

9 住所、居所 支給情報 9 支給状況

10 世帯主整理番号 10 支給区分

11 対象者整理番号 11 支給口座情報

12 申請書管理番号 その他 12

７　「情報の保護」の項目

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

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10条　資料等の返還義務
資料等の返還が業務処理上困難となる可能性があるため、
ただし書きで「当該資料等の廃棄」の条文をを追加。

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。
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別紙１ 

個人情報 特記事項 

（基本的責務） 

第１条 特別定額給付金申請勧奨業務の受託事業者（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。 
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（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。ただし、資料等の返還が困難であると認

められる場合において、区の承認を受けたときは、当該資料等を廃棄できるものとする。 

２ 受託者は、前項ただし書の規定により廃棄するときは、当該資料等が第三者の利用に

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。 

（個人情報の取扱状況の報告） 
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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） 

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。 
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（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 

    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 

対象者情報 1 申請・受給状況 申請情報 1 申請状況 

2 氏名   2 申請区分 

  3 フリガナ   3 申請年月日 

  4 世帯構成   4 受理年月日 

  5 続柄   5 本人確認方法 

  6 生年月日   6 代理申請者氏名 

  7 性別   7 代理申請者住所、居所 

  8 郵便番号   8 代理人確認方法 

  9 住所、居所 支給情報 9 支給状況 

  10 世帯主整理番号   10 支給区分 

  11 対象者整理番号   11 支給口座情報 

  12 申請書管理番号 その他 12 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 
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申請勧奨事務の流れ 別紙２

審議する対象範囲

※下の図中、高齢者総合相談センターは包括と表記
豊島区特別定額給付
金事務センター

　　　　　　　　　基幹システム利用

　　　　　　基幹システム利用

（１）未申請者情報・申請書の提供における個人情報の取り扱い
（２）勧奨電話業務における区民から収集した個人情報の取り扱い
（３）勧奨訪問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

業務委託（包括） 区民豊島区

（３）勧奨訪問業務

（２）勧奨電話業務

（１）未申請者情報・

申請書の提供

基幹システム利用

申請書を包括へ

提供
未申請者へ勧奨電話を行う

申請書提出

勧奨電話後も未申請の方へ勧奨訪問を

行う

（希望者には申請書記入の補助を行う） 勧奨訪問を受ける

包括からの

報告を受ける

生活保護受給者等を除く未申

請者データと包括の高齢者相

談・支援対象者情報を突合

（基幹システムを利用）

申
請
書
受
領
後
に
口
座
振
込
デ
ー
タ
作
成

包括の対象外未申請

者や包括の勧奨後も

未申請の方には職員

が架電後に勧奨訪問

包括保有データ

訪問給付の希望等があ

れば区へ報告

電話
勧奨電話を受ける

包括からの

報告を受ける

申請書郵送

訪問給付の希望などがあれば

区へ報告

申請書

申請書提出

提出を受けた申請書は郵送で豊

島区特別定額給付金事務セン

ターへ送付

申請書郵送

申請勧奨を受ける

申請書提出

訪問

・現金給付

・現金書留

電話

訪問

申請書

郵送

給付金受給

報

告

事

項

提出を受けた申請書は豊島

区特別定額給付金事務セン

ターへ送付
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[平成30年５月　様式４]

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

 評価書名

国民健康保険に関する事務

評価書番号

8

　豊島区は、国民健康保険の給付及び保険料の賦課・徴収における特定個
人情報ファイルを取り扱うにあたり、個人のプライバシー等の権利利益に影
響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいその他の事態を
発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じ、もって個人のプライ
バシー等の権利保護に取り組んでいることを宣言する。

 評価実施機関名

特定個人情報保護評価書（全項目評価書）

 公表日

豊島区長

 個人情報保護委員会　承認日　【行政機関等のみ】

特記事項
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項目一覧

Ⅰ　基本情報

　（別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要

Ⅲ　特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策

　（別添３）　変更箇所

Ⅵ　評価実施手続

Ⅴ　開示請求、問合せ

Ⅳ　その他のリスク対策

　（別添１） 事務の内容
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 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

Ⅰ　基本情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 国民健康保険に関する事務

 ②事務の内容　※

①国民健康保険被保険者の資格異動に関する事務
②国民健康保険料の賦課・収納に関する事務
③国民健康保険料の滞納整理に関する事務
④国民健康保険の給付に関する事務
⑤オンライン資格確認等システム稼働に向けた準備としての資格履歴管理事務、機関別符号の
取得等事務 ※（以下「オンライン資格確認の準備業務」という。）
　※｢医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律｣に
よりオンライン資格確認のしくみの導入を行うとされたことと、当該しくみのような、他の医療保険者等
と共同して｢被保険者等に係る情報の収集または整理に関する事務｣及び｢被保険者等に係る情報の
利用または提供に関する事務｣を｢国民健康保険団体連合会(以下｢国保連合会｣という。)または社会
保険診療報酬支払基金(以下｢支払基金｣という。)｣(以下｢支払基金等｣という。)に委託することができ
る旨の規定が国民健康保険法に盛り込まれていることを踏まえ、オンライン資格確認等システムへの
資格情報の提供に係る加入者等の資格履歴情報の管理、機関別符号の取得、及び一部の情報提供
について共同して支払基金等に委託することとし、国保連合会から再委託を受けた国民健康保険中央
会(以下｢国保中央会｣という。)及び支払基金（以下「取りまとめ機関」という。）が、医療保険者等向け
中間サーバー等の運営を共同して行う。

詳細については"（別添１）事務の内容"を参照

 ①システムの名称 国民健康保険システム

 ②システムの機能

①資格得喪の管理及び保険証等の発行管理
　資格の取得や喪失についての管理と保険証等の発行管理を行う機能。
②保険料の賦課額算定（変更算定含む）とその管理
　国民健康保険料の賦課額を算定し、その管理を行う機能。
③収納額の管理及び督促に絡む帳票の出力
　国民健康保険料の収納額の管理や督促に関する帳票類の出力を行う機能。
④給付記録の管理及び療養費（高額等）・過誤関連書類の出力
　国民健康保険の給付に関する各種記録の管理を行う機能。また、療養費（高額療養費等）や資格外
給付等の場合の過誤関連の書類を出力する機能。

 ③対象人数 [ 10万人以上30万人未満

 ２．特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム

 システム1

＜選択肢＞
1) 1,000人未満
3) 1万人以上10万人未満
5) 30万人以上

2) 1,000人以上1万人未満
4) 10万人以上30万人未満

]

○

[ ○ ] 宛名システム等 [ ○

[ ○ ] その他 （ 滞納管理システム、国保総合システムおよび国保情報集約システム

] 庁内連携システム

）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム2

 ①システムの名称 滞納管理システム

 ②システムの機能

①国民健康保険料の収納管理及び催告書の出力
　国民健康保険料の収納に関する管理と催告書を出力する機能。
②国民健康保険料の滞納整理
　国民健康保険料の滞納を整理する機能。
③差押財産の管理及び換価処分の管理
　国民健康保険料滞納者に対する差押財産の管理及び換価処分の管理を行う機能。

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

[ ○ ] その他 （ 国民健康保険システム ）

] 税務システム
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] 庁内連携システム

 システム3

 ①システムの名称 システム共通基盤（団体内統合宛名システム）

 ②システムの機能

①情報連携テーブル格納機能
　各事務システム間の連携において、各事務システムの連携用テーブルに情報を格納する機能。
②情報連携テーブル修正機能
　各事務システムにおいて、異動等により情報に修正があった場合、その異動情報等を連携用テーブ
ルに格納する機能。
③情報連携テーブル参照機能
　各事務システムにおいて、他事務システムの情報が必要な場合に、他事務システムの連携テーブル
を参照する機能。
④団体内統合宛名番号付番機能
　団体内統合宛名番号の付番を行う機能。
⑤符号要求機能（番号連携サーバ）
　個人番号を特定済みの団体内統合宛名番号を中間サーバに登録し、中間サーバに情報提供用個人
識別符号の取得要求・取得依頼を行う機能。
⑥情報提供機能（番号連携サーバ）
　各業務で管理している別表第二の提供業務情報を受領し、中間サーバへの情報提供を行う機能。
⑦情報照会機能（番号連携サーバ）
　中間サーバへ他団体への情報照会を要求し、返却された照会結果を画面表示又は各業務システムに
ファイル転送を行う機能。

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [ ○

[ ○ ] その他 （ 各業務システム、中間サーバ ）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ○ ] 既存住民基本台帳システム

] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム4

 ①システムの名称 中間サーバ

 ②システムの機能

①符号管理機能
　情報照会、情報提供に用いる個人の識別子である「符号」と、情報保有期間内で個人を特定するため
に利用する「団体内統合宛名番号」とを紐付け、その情報を保管・管理する機能。
②情報照会機能
　情報提供ネットワークシステムを介して、特定個人情報（連携対象）の情報照会及び提供情報受領（照
会した情報の受領）を行う機能。
③情報提供機能
　情報提供ネットワークシステムを介して、情報照会要求の受領及び当該特定個人情報（連携対象）の
提供を行う機能。
④システム共通基盤接続機能
　中間サーバとシステム共通基盤（団体内統合宛名システム）との間で情報照会内容、情報提供内容、
特定個人情報（連携対象）、符号取得のための情報等について連携するための機能。
⑤情報提供等記録管理機能
　特定個人情報（連携対象）の照会、または提供があった旨の情報提供等記録を生成し、管理する機
能。
⑥情報提供データベース管理機能
　特定個人情報（連携対象）を副本として、保持・管理する機能。
⑦データ送受信機能
　中間サーバと情報提供ネットワークシステム（インターフェイスシステム）との間で情報照会、情報提
供、符号取得のための情報等について連携するための機能。
⑧セキュリティ管理機能
　セキュリティを管理するための機能。
⑨職員認証・権限管理機能
　中間サーバを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能及び特定個人情報
（連携対象）へのアクセス制御を行う機能。
⑩システム管理機能
　バッチの状況管理、業務統計情報の集計、稼働状態の通知、保管期限切れ情報の削除を行う機能。

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
 ③他のシステムとの接続

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○

[ ○ ] 宛名システム等 [

[ ] その他 （ ）

] 税務システム
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] 庁内連携システム

 システム5

 ①システムの名称
国保総合システムおよび国保情報集約システム（以下「国保総合(国保集約)システム(＊)」という。）
　　＊国保総合(国保集約)システムは、国保連合会に設置される国保総合(国保集約)システム
　　サーバ群と、市区町村に設置される国保総合PCで構成される。

 ②システムの機能

①資格継続業務
　(1)被保険者異動情報(資格情報(世帯)ファイル、資格情報(個人)ファイル)の送信
　　　市区町村の国保総合PCのファイル転送機能(＊)を用いて、被保険者資格異動に関するデータを
　　市区町村から国保連合会へ送信する。
　(2)被保険者情報の受信(国保資格取得喪失年月日連携ファイル、市町村被保険者ID連携ファイル)
　　　都道府県内の市区町村間を転居した場合、転出市区町村と転入市区町村の適用終了日（転出）
　　と適用開始日（転入）の重複・空白期間をチェックする。また、資格取得年月日や資格喪失年月日
　　の引き継ぎを行い、該当市区町村の国保総合PCへ被保険者資格データを配信する。
②高額該当回数の引き継ぎ業務
　(1)継続候補世帯の抽出(継続候補世帯リスト)
　　　市区町村の国保総合PCのオンライン処理機能を用いて、世帯継続性の容認に関するデータ転入
　　地市区町村から国保連合会へ送信する。
　(2)継続世帯の確定(継続世帯確定リスト)
　　　転入地市区町村が世帯継続性を認めた場合には、転出地市区町村から転入地市区町村へ高額
　　該当情報を引き継ぐためのデータ(転出地市区町村高額該当情報データ)を作成し、転入地市区町
　　村の国保総合PCへ当該データを配信する。
③オンライン資格確認の準備のための医療保険者等向け中間サーバー等への被保険者異動情報の
提供（詳細は別添1を参照）
　(1)被保険者異動情報(資格情報(世帯)ファイル、資格情報(個人)ファイル)の送信
　　　市区町村の国保総合PCのファイル転送機能(＊)を用いて、被保険者資格異動に関するデータを
　　市区町村から国保連合会へ送信する。
　(2)医療保険者等向け中間サーバー等への被保険者異動情報の送信
　　　オンライン資格確認等システムで被保険者等の資格情報を利用するため、国保連合会は、市区
　　町村より受領した被保険者異動情報に関するデータを医療保険者等向け中間サーバー等へ被保
　　険者異動情報を送信する。

　＊ファイル転送機能とは、市区町村の国保総合PCのWebブラウザーを用いて、各種ファイルを国保
　連合会の国保総合(国保集約)システムへ送信する機能と、国保連合会の国保総合(国保集約)シス
　テムサーバ内に格納されている各種ファイルや帳票などを、市区町村の国保総合PCに配信する機
　能のことをいう。

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

[ ○ ] その他 （ 国民健康保険システム、医療保険者等向け中間サーバー等 ）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

5



] 庁内連携システム

 システム6

 ①システムの名称 医療保険者等向け中間サーバー等

 ②システムの機能

｢医療保険者等向け中間サーバー等｣は、医療保険者等全体または医療保険制度横断で資格管理等を
行う際に必要となるシステムであり、(1)資格履歴管理事務に係る機能、(2)情報提供ネットワークシステ
ムを通じた情報照会・提供事務に係る機能、(3)地方公共団体情報システム機構に対して住民基本台帳
ネットワークシステムを通じて機構保存本人確認情報の提供を求める機能（以下「本人確認事務に係る
機能」という。）を有する。
医療保険者等向け中間サーバー等は、取りまとめ機関が運営する。
　なお、市区町村国保に関しては、情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供事務に係る機
能のうち情報照会及び情報提供、本人確認事務に係る機能については、｢地方公共団体における情報
連携プラットフォームに係る中間サーバー(自治体中間サーバー)｣を利用するため、「医療保険者等向
け中間サーバー等｣では、情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供事務に係る機能のうち
情報照会及び情報提供、本人確認事務に係る機能は行わない。

①資格履歴管理事務に係る機能
　(1)資格履歴管理(評価対象)
　　　医療保険者等が、加入者等の基本４情報（又はその一部）、資格情報及び各種証情報（個人番号
　　含む。）を委託区画に登録する。
　　　運用支援環境において、委託区画から取得した資格情報等を基に、資格履歴ファイルに格納する
　　(※1)。
　(2)オンライン資格確認等システムへの資格情報の提供(個人番号を用いないため評価対象外)
　　　個人番号を除いた資格履歴ファイルをオンライン資格確認等システムに提供する。
　　※1 当該機能については支払基金が特定個人情報保護評価を実施するため当評価の対象外。
②情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供事務に係る機能
　(1)機関別符号取得(※2)(評価対象外)
　　　医療保険者等からの符号取得要求を受領後、システムの自動処理により、符号取得要求ファイル
　　を生成し、情報提供サーバーに転送する。
　　　支払基金職員が情報提供サーバーアプリケーションを操作することで、情報提供ネットワークシス
　　テムから機関別符号を取得し、機関別符号ファイルに格納する。
　(2)情報照会 及び (3)情報提供（副本情報）(実施しないため評価対象外)
　　　市区町村国保による情報提供（副本情報）は、｢地方公共団体における情報連携プラットフォーム
　　に係る中間サーバー(自治体中間サーバー)｣を経由して情報提供ネットワークシステムと接続する
　　ため、医療保険者等向け中間サーバー等では行わない。
　(4)情報提供（オンライン資格確認等システムで管理している情報と紐付けるために使用する情報の
　　提供）(※2)(評価対象外)
　　マイナポータルからの自己情報開示の求めを受け付け、システムの自動処理により、運用支援環
　　境において被保険者等を特定し、資格履歴ファイルからオンライン資格確認等システムで管理して
　　いる情報と紐付けるために使用する情報（個人番号は含まない。）を提供する。
　　※2 当該機能については支払基金が特定個人情報保護評価を実施するため当評価の対象外。
③本人確認事務に係る機能
　(1)個人番号取得 及び(2)基本4情報取得(実施しないため評価対象外)
　　市区町村国保による情報提供（副本情報）は、｢地方公共団体における情報連携プラットフォームに
　係る中間サーバー(自治体中間サーバー)｣を経由して情報提供ネットワークシステムと接続するため、
　医療保険者等向け中間サーバー等では行わない。

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

[ ○ ] その他 （ 国保情報集約システム、オンライン資格確認等システム ）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

 システム11～15

 システム16～20
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 ５．個人番号の利用　※

 法令上の根拠
・番号法第９条第１項別表第一項番３０
・番号法別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第２４条
・国民健康保険法　第１１３条の３　第１項及び第２項

 ６．情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ※

 ①実施の有無 [ 実施する

 ３．特定個人情報ファイル名

①国民健康保険システムファイル
②滞納管理システムファイル

 ４．特定個人情報ファイルを取り扱う理由

 ①事務実施上の必要性

・個人の情報を正しく把握し、適正な事務処理を行うため。さらに、多くの被保険者情報を正確かつ迅速
に処理するには電算システムの利用が必要である。
＜オンライン資格確認の準備業務＞
・オンライン資格確認で被保険者等の資格情報を利用するためには、医療保険者等向け中間サーバー
等において、医療保険者等の加入者等の履歴情報を正確に管理する必要があり、その履歴情報の生
成の際には、同一人であることを正確に把握するために個人番号を用いることから、特定個人情報とし
て国民健康保険関連情報ファイルを保有する。

 ②実現が期待されるメリット

・被保険者に関する情報を的確かつ効率的に把握することにより、公平・公正な事務を行えるようにな
る。また、国や他自治体と情報を連携することにより、保険者が各種証明書を取得する手間の簡略化等
が図られ、行政手続きの効率化、被保険者の利便性の向上につながる。
＜オンライン資格確認の準備業務＞
・オンライン資格確認等システムを通して、資格喪失後の受診に伴う事務コスト等の解消、高額療養費
限度額適用認定証等の発行業務等の削減、被保険者番号の入力自動化による返戻レセプトの削減、
後続開発システムとの連携による保健医療データ活用のしくみを実現する。

]

＜選択肢＞
1) 実施する
2) 実施しない
3) 未定

 ８．他の評価実施機関

-

 ②法令上の根拠

＜情報連携における根拠＞
①番号法第１９条第７号
（別表第二における情報提供の根拠）
項番１、２、３、４、５、９、１２、１５、１７、２２、２６、２７、３０（※）、３３、３９、４２、４６（※）、５８、６２、
８０、８７、９３、９７、１０６、１０９、１２０
（別表第二における情報照会の根拠）
項番４２、４３、４４、４５（※）
　（※）別表第二の主務省令未制定

②番号法別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令
（情報提供の根拠）
第１条、第２条、第３条、第４条、第５条、第８条、第１０条の２、第１１条の２、第１２条の３、第１５条、
第１９条、第２０条、第２２条の２、第２４条の２、第２５条、第３１条の２、第３３条、第４１条の２、
第４３条、第４４条、第４６条、第４９条、第５３条、第５５条の２、第５９条の３
（情報照会の根拠）
第２５条、第２５条の２、第２６条

＜オンライン資格確認の準備業務における根拠＞
①番号法 附則第６条第４項
（利用目的：情報連携のためではなくオンライン資格確認の準備として機関別符号を取得する等）
②国民健康保険法　第１１３条の３　第１項及び第２項

 ７．評価実施機関における担当部署

 ①部署 区民部　国民健康保険課

 ②所属長の役職名 国民健康保険課長
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 （別添1） 事務の内容

（備考）

　評価の範囲に係る事務（データの流れ）を以下に示す。
　　被保険者が資格異動に係る届出、保険料減免等に係る申請を行う。①
　　個人番号による他機関への情報照会②や庁内連携等③により必要となる情報を取得する。
　　資格異動届に基づき取得・喪失等の資格認定の処理を行い、被保険者証等を交付する。④
　　被保険者(納付義務者)に対し、所得情報や減免申請等に基づいて保険料賦課を行い、通知する。⑤
　　納付書等により保険料を納付する。⑥
　　年金からの特別徴収に係る情報を国保連合会を経由して連携する。⑦

　　被保険者が保険給付に係る申請を行う。⑧
　　個人番号による他機関への情報照会②や庁内連携等③により必要となる情報を取得する。
　　必要に応じて国保総合システムでレセプト照会等を行う。⑨
　　申請に係る保険給付、限度額認定証等の交付を行う。⑩

　　保険料納付に係る相談等により保険料の分納管理を行う⑪
　　納付状況に応じて督促・催告を行い、その後も納付がない場合は滞納処分を行う。⑫

　　滞納管理システムと資格情報・収滞納情報を連携する。⑬
　　国保情報集約システムと資格情報等のデータ連携を行う。国保情報集約システムからは都内集約した情報を受け取る⑭
　　国保情報集約システムへ資格情報等のデータを転送する。⑭-1
　　国保情報集約システム経由で医療保険者向け中間サーバー等システムへ資格情報等の登録を行う。⑭-2
　　番号連携サーバを経由して中間サーバに登録するため、資格情報等副本を連携する。⑮
　　庁内連携システム等により庁内部署へ資格情報等を連携（移転）する。⑯
　　必要に応じて住民基本台帳ネットワークシステムにより本人確認情報を取得する。⑰

　　(※)庁内連携では、個人番号を含む情報と個人番号を含まない情報どちらも連携する。
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（別添1） 事務の内容

(備考)

1.市町村保険者事務共同処理業務
　1-1.国民健康保険の被保険者資格等に関する情報を都道府県単位で管理するため、資格継続業務、高額該当回数の引継ぎ業務を実施する必要があり、これらの業務を行うために
「国保情報集約システム」の共同設置と運用を国保連合会に委託する。
　なお、「国保情報集約システム」では、個人番号を用いるため、特定個人情報ファイルを使用し、特定個人情報保護評価が必要になる。
　1-2.上述の他に、高額医療費共同事業、レセプト点検の支援等を委託するが、これらの業務を行う「国保総合システム」では個人番号を使用しない。
　1-3.オンライン資格確認等システムで被保険者等の資格情報を利用するために、国保総合(国保集約)システム経由で、医療保険者等向け中間サーバー等システムの委託区画へ、被
保険者異動情報の登録を行う。

2.都道府県保険者事務共同処理業務
　都道府県が、国民健康保険の保険給付費(歳出)および国庫負担金や前期高齢者負担金等の歳入を推計、また、保険料収納必要額を推計する。その保険料収納必要額を確保するた
めに、所得水準に基づき市区町村ごとの保険料収納必要額を算定するとともに、標準保険料率を計算するための「国保事業費納付金等算定標準システム」の設置と運用を国保連合会
に委託する。
　なお、本業務を行う「国保事業費納付金等算定標準システム」では個人番号を使用しない。

3.市町村診療報酬審査支払業務
　保険医療機関等から提出される診療報酬の審査支払いを国保連合会に委託する。
　なお、本業務および本業務を行う「国保総合システム」では個人番号を使用しない。

4．オンライン資格確認の準備業務
・医療保険者等向け中間サーバー等における資格履歴管理事務
　オンライン資格確認等システムで被保険者等の資格情報を利用するために、個人番号を利用した被保険者資格の履歴管理、被保険者枝番の採番管理、被保険者枝番と個人番号の
紐づけ管理などを行う。
・医療保険者等向け中間サーバー等における機関別符号取得等事務
オンライン資格確認のための準備として、情報提供等記録開示システムの自己情報表示業務機能を利用したオンライン資格確認等システムで管理している情報と紐付けるために使用
する情報の提供を行うために機関別符号を取得する。

9
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2．高額該当の引き継ぎ業務

(備考)

2．高額該当回数の引き継ぎ業務
・高額療養費制度は、医療機関等での支払額が、暦月で一定額を超えた場合に、その超過額を支給する制度であり、当月を含む直近12ヶ月間にすでに3回以上高額療養費が支給され
ている場合は、その月(4回目)以降の高額療養費の支給額が増加(自己負担限度額を引き下げ)するため、高額該当回数を引き継ぐ必要がある。
・国民健康保険の被保険者資格は都道府県単位で管理され、被保険者が同一都道府県内の他市区町村へ住所異動した場合は、被保険者資格 の喪失・取得が生じないため、転出地
における高額療養費の多数回該当に係る該当回数を転入地に引き継ぎ、前住所地から通算することになる。
・なお、高額療養費制度は世帯単位のため、転出入と同時に世帯の分離や合併等が生じた場合は、どの世帯へ多数回該当に係る該当回数を 引き継ぐのか判断を行うことになる。

(3)継続候補世帯の抽出
3-①市民等から国民健康保険の被保険者資格に関する資格適用開始の届出を入手し、国民健康保険市区町村自庁システムに当該情報を登録する。
3-②国民健康保険市区町村自庁システムから、異動があった被保険者とその世帯に属するすべての被保険者(擬制世帯主を含む)についての被保険者異動情報(資格情報(世帯)ファイ
ル、資格情報(個人)ファイル)を作成、データ連携用ＰＣを用いて被保険者異動情報を国保連合会の国保総合(国保集約)システムに送信する。
3-③国保連合会の国保総合(国保集約)システムでは、送信された｢被保険者異動情報｣に基づいて、同システムで継続候補世帯を抽出する。
3-④国保連合会の国保総合(国保集約)システムに、継続候補世帯リスト情報が作成される。
3-⑤国保連合会の国保総合(国保集約)システムから市区町村の国保総合PCに、継続候補世帯リストを配信する。
3-⑥市区町村において、市区町村の国保総合PCに表示した情報を確認し、継続候補世帯リストの印刷を行う。

(4)継続世帯の確定および高額該当回数の引き継ぎ
4-①継続候補世帯リストを見て、継続世帯を判断した上で、市区町村の国保総合PCに必要事項を登録し、継続世帯の確定指示を行う。
4-②市区町村の国保総合PCから、国保連合会の国保総合(国保集約)システムに、継続世帯の確定指示が送信される。
4-③国保連合会の国保総合(国保集約)システムでは、送付された確定指示に基づいて、同システムで継続世帯の確定が実施される。また、確定された継続世帯の情報に基づいて、同
システムで高額該当情報の引き継ぎが実施される。
4-④国保連合会の国保総合(国保集約)システムに、継続世帯確定結果および高額該当引継結果が作成される。
4-⑤国保連合会の国保総合(国保集約)システムから市区町村の国保総合PCに、継続世帯確定結果および高額該当引継結果を配信する。
4-⑥市区町村において、市区町村の国保総合PCに表示した情報を確認し、継続世帯が確定したことを確認し、継続世帯確定リストの印刷を行う。また、市区町村において、市区町村の
国保総合PCに表示した情報および高額該当引継情報連携ファイルを確認し、高額該当情報が引き継がれたことを確認する。

評価の範囲

国民健康保険

関連情報ファイル

継続世帯確定指示

被保険者番号 業務情報

被保険者番号 業務情報

4-②

継続世帯確定結果・高額該当引継結果

オンライン処理

国保総合PC

住民票の異動に関する情報

（個人番号）

確認

国民健康保険システム

個人番号を管理

するファイル
確認

被保険者異動情報（個人番号）

宛名番号 被保険者番号 個人番号 業務情報

3-② 3-③

3-④

3-①

資格適用開始の届出

（個人番号）

被保険者番号 業務情報

継続候補世帯リスト
3-⑤

3-⑥

4-①

国保総合(国保集約)システム

データ連携用PC

豊島区

4-③

4-④

4-⑤

4-⑥

国保連合会
被
保
険
者
等

：個人番号を含む情報

：個人番号を含まない情報など
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] 健康・医療関係情報] 地方税関係情報

] 年金関係情報

○ ] 児童福祉・子育て関係情報

[ ○

＜選択肢＞
1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

]

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

]

 ⑥事務担当部署
区民部国民健康保険課、保健福祉部地域保健課、区民部総合窓口課、区民部東部区民事務所、区民
部西部区民事務所

 その妥当性

＜識別情報＞対象者を正確に特定するために必要
＜連絡先情報＞対象者の特定のほか、保険証への表示や通知等の送付のために必要
＜業務関係情報＞
　地方税関係情報：保険料賦課及び保険給付を適正に行うために必要
　健康・医療関係情報、障害者福祉関係情報、児童福祉・子育て関係情報：保険給付を適正に行うため
に必要
　医療保険関係情報：資格管理及び保険給付を適正に行うために必要
　生活保護関係情報：資格管理を適正に行うために必要
　介護・年金関係情報：保険料の特別徴収を行うために必要

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 平成28年1月4日

[ ] その他 （

[

[

[ ] 雇用・労働関係情報 [ ○

] 災害関係情報

] 学校・教育関係情報

 ②対象となる本人の数 [ 10万人以上100万人未満

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

国民健康保険システムファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※ [ システム用ファイル

] 個人番号対応符号 [ ○

・連絡先等情報

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ [

○

[ ○ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ○

[ ○

・業務関係情報

[

[

 ③対象となる本人の範囲　※ 被保険者（過去に資格喪失したものを含む）及びその世帯員

 その必要性
被保険者はその資格及び給付の管理において必要。
また、保険料の均等割軽減や高額療養費の限度額算定等は世帯で判定するため世帯員も対象とな
る。

 ④記録される項目 [ 100項目以上

[ ○

[ ○

[ ○ ] 医療保険関係情報 [

）

3） 50項目以上100項目未満
1） 10項目未満

4） 100項目以上
2） 10項目以上50項目未満

＜選択肢＞

]

] 個人番号 ] その他識別情報（内部番号）

] 連絡先（電話番号等）

] その他住民票関係情報

] 国税関係情報

] 介護・高齢者福祉関係情報

] 障害者福祉関係情報

[ ○] 4情報（氏名、性別、生年月日、住所）
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）

[ ] 行政機関・独立行政法人等 （ ）

）

] 本人又は本人の代理人

3） 50人以上100人未満
1） 10人未満
＜選択肢＞

2） 10人以上50人未満
4） 100人以上500人未満
6） 1,000人以上5） 500人以上1,000人未満

]

 ⑧使用方法　※

国民健康保険システムファイルに記載することで以下の事務に使用する。
　①資格異動事務・・・他保険資格の確認等において個人の特定に使用する。
　②保険料算定事務・・・税務担当部署（前年1月1日が当区でない場合は当該市区町村の税担当部署）
より所得情報を入手する。そのための個人の特定に使用する。
　③給付支給事務・・・支給額算定のため他保険支給額（社会保険での支払額や公費負担分）を把握す
る必要がある。そのための個人の特定に使用する。
　④資格継続業務（国保連合会との連携）・・・国保総合(国保集約)システム上で管理している被保険者
資格を、住民基本台帳に記載する必要があり、日次で連携を行うことで住民票の記載事項の正確性を
確保する。
　⑤高額該当の引き継ぎ業務（国保連合会との連携）・・・高額療養費制度は、医療機関等での支払額
が、暦月で一定額を超えた場合に、その超過額を支給する制度のため月次計算を行うが、その計算前
に月次で連携を行うことで、支給の正確性を確保する。
　⑥オンライン資格確認の準備業務（国保連合会等との連携）・・・オンライン資格確認等システムで被保
険者等の資格情報を利用するために、国保連合会を経由して医療保険者等向け中間サーバー等へ被
保険者資格情報の提供を行う。

 情報の突合　※
婚姻・通称名・転居等により必ずしも氏名・住所が個人特定のための有効なキーとはなりえない。また、
社会保険等との資格の行き来もあり資格履歴が複雑なケースもある。そこで個人番号をもって入手記録
と国民健康保険システムファイルとを突合し、正確に個人を特定する。

 ②入手方法

[ ○ ] 紙 [

[ ○ ] その他 （

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

区民部国民健康保険課、保健福祉部地域保健課、区民部総合窓口課、区民部東部区民事務所、区民
部西部区民事務所

 使用者数 [ 100人以上500人未満

 ⑤本人への明示

本人から入手する情報については、本人または申請等の委任を受けたものから書面形式にて入手して
いるため、入手の事実・目的については明確である。入手の際には、口頭等にて明示する。（ただし、国
民健康保険法や他の法令で定めがある場合は、その限りでない。）また、庁内連携又は情報提供ネット
ワークによる入手は、番号法及び区条例等に規定されている。

 ⑥使用目的　※
被保険者資格異動事務・保険料賦課収納事務・給付支給事務を適切に行う為、個人の特定に使用す
る。

 変更の妥当性 -

 ③入手の時期・頻度

＜本人又は本人の代理人からの入手＞
本人又は本人の代理人から申請等を受けた都度必要に応じて入手する。
＜他部署・他機関からの入手＞
住民票関係情報（異動情報）は庁内連携により即時
その他業務情報は随時
＜情報提供ネットワークシステム・住民基本台帳ネットワークシステムによる入手＞
随時
＜国保連合会からの入手＞
都道府県単位の被保険者資格情報は日次
転出地区市区町村から転入地区市町村へ高額該当情報を引き継ぐための情報は月次

 ④入手に係る妥当性
申請等における各種決定を適正に行う必要があるため、法令の範囲内において適宜、業務情報及び連
絡先情報等の収集をおこなう必要がある。

住民基本台帳ネットワークシステム

] 情報提供ネットワークシステム

] 庁内連携システム

（ 他市区町村 ）

[ ○

[ ○

[

[ ] 電子メール [ ○

] フラッシュメモリ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ○

[ ○ ] 評価実施機関内の他部署

[ ○ ] その他 （ 医療保険者、共済組合等、東京都国民健康保険団体連合会、職業安定局 ）

[ ] 民間事業者 （ ）

[ ○ ] 地方公共団体・地方独立行政法人

（

区民部総合窓口課、区民部税務課、区民部高齢者医
療年金課、区民部東部区民事務所、区民部西部区民
事務所、保健福祉部障害福祉課、保健福祉部生活福
祉課、保健福祉部西部生活福祉課、保健福祉部介護
保険課
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資格得喪の決定
保険料の賦課決定
保険給付の決定

 ⑨使用開始日 平成28年1月4日

 情報の統計分析
※

事業実績等の各種報告資料作成のため統計分析を行うが、個人を特定しうる統計分析は実施しない。

 権利利益に影響を
与え得る決定　※
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]

（ ）　件

＜選択肢＞
2） 委託しない1） 委託する

2） 1万人以上10万人未満
1） 1万人未満
＜選択肢＞

3） 50人以上100人未満
1） 10人未満
＜選択肢＞

2） 10人以上50人未満
4） 100人以上500人未満
6） 1,000人以上5） 500人以上1,000人未満

]

] 紙

] 専用線

）

 対象となる本人の
範囲　※

被保険者（過去に資格喪失したものを含む）及びその世帯員

 その妥当性
当該委託業務の履行にあたっては、システム操作による申請（届出）内容の確認及び記録項目の入
力、証書等の出力を行うため、上記範囲の特定個人情報ファイルの取扱いが必要である。

 ③委託先における取扱者数 [ 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満
1） 10人未満
＜選択肢＞

4） 100人以上500人未満
2） 10人以上50人未満

6） 1,000人以上5） 500人以上1,000人未満

]

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

[ 特定個人情報ファイルの一部

 対象となる本人の
数

[ 10万人以上100万人未満

5） 1,000万人以上
4） 100万人以上1,000万人未満
3） 10万人以上100万人未満
2） 1万人以上10万人未満
1） 1万人未満
＜選択肢＞

2） 特定個人情報ファイルの一部
1） 特定個人情報ファイルの全体
＜選択肢＞

]

]

 委託事項2

 ①委託内容 各種申請書・届出書の受付、各種証書の作成および引渡し、データ入力、電話問い合わせ対応等

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑨再委託事項

 委託事項2～5

 ⑤委託先名の確認方法 豊島区行政情報公開条例により情報公開請求を行う。

 ⑥委託先名 株式会社電算

 ⑦再委託の有無　※ [ 再委託しない

再
委
託

窓口業務委託

2） 再委託しない1） 再委託する]

＜選択肢＞

 ③委託先における取扱者数 [ 10人以上50人未満

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ [

区が貸与するシステム端末

 対象となる本人の
数

[ 10万人以上100万人未満

 対象となる本人の
範囲　※

被保険者（過去に資格喪失したものを含む）及びその世帯員

 その妥当性
当該委託業務において保守対象となるシステムに特定個人情報ファイルが格納されているため、上記
範囲の取扱いが必要である。

[ ○ ] その他 （

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

 ①委託内容 国民健康保険システムの保守・運用支援業務

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

[ 特定個人情報ファイルの全体

8

 委託事項1 システム保守業務委託

2） 特定個人情報ファイルの一部
1） 特定個人情報ファイルの全体
＜選択肢＞

]

]

5） 1,000万人以上
4） 100万人以上1,000万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託する

[
] フラッシュメモ
リ

[
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] 紙

] 専用線

）

] 2） 再委託しない1） 再委託する
＜選択肢＞

2） 特定個人情報ファイルの一部
1） 特定個人情報ファイルの全体
＜選択肢＞

]

] 専用線

）

2） 再委託しない1） 再委託する
＜選択肢＞

]

＜選択肢＞
1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

4） 100人以上500人未満
2） 10人以上50人未満

3） 50人以上100人未満
1） 10人未満

6） 1,000人以上5） 500人以上1,000人未満

＜選択肢＞

]

区が貸与するシステム端末（

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

[ 特定個人情報ファイルの一部

 委託事項4

 ①委託内容 国民健康保険資格の取得・喪失・異動、保険料変更、資格・納付証明書発行、保険料納付

 ⑦再委託の有無　※ [ 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑨再委託事項

 ⑤委託先名の確認方法 豊島区行政情報公開条例により情報公開請求を行う。

 ⑥委託先名 日本コンベンションサービス株式会社

再
委
託

総合窓口課における住民票異動に伴う窓口業務委託

 ③委託先における取扱者数 [ 10人以上50人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

[ 特定個人情報ファイルの一部

 対象となる本人の
数

[ 10万人以上100万人未満

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[
] フラッシュメモ
リ

[
 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ [

[ ○ ] その他

 委託事項3

 ①委託内容
郵送物の封入、戻り郵便の記録入力、新規口座引き落し対象者の登録処理、前住所所得照会の結果
入力等

 ⑨再委託事項

 ⑤委託先名の確認方法 豊島区行政情報公開条例により情報公開請求を行う。

 対象となる本人の
範囲　※

被保険者及びその世帯員

 その妥当性
システム操作による記録項目の入力を行うため、上記範囲の特定個人情報ファイルの取扱いが必要で
ある。

 ⑥委託先名 パーソルテンプスタッフ株式会社

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※ [ 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

入力等業務委託

5） 1,000万人以上
4） 100万人以上1,000万人未満
3） 10万人以上100万人未満
2） 1万人以上10万人未満
1） 1万人未満
＜選択肢＞

]

]

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ [

[ ○ ] その他 （ 区が貸与するシステム端末

] フラッシュメモ
リ

[ ] 紙

17



 ⑦再委託の有無　※

3） 50人以上100人未満
1） 10人未満
＜選択肢＞

]

）

] 紙

] 専用線

2） 再委託しない1） 再委託する
＜選択肢＞

]

区が貸与するシステム端末

[ 再委託しない

5） 1,000万人以上
4） 100万人以上1,000万人未満
3） 10万人以上100万人未満
2） 1万人以上10万人未満
1） 1万人未満
＜選択肢＞

]

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[
] フラッシュメモ
リ

[

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑤委託先名の確認方法 豊島区行政情報公開条例により情報公開請求を行う。

 ⑥委託先名 トッパン・フォームズ株式会社（東部区民事務所、西部区民事務所）

再
委
託

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[
] フラッシュメモ
リ

[
 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ [

[ ○ ] その他 （

 対象となる本人の
範囲　※

被保険者（過去に資格喪失したものを含む）及びその世帯員

 その妥当性
当該委託業務の履行にあたっては、申請等受付時における記載内容の確認及びシステム操作による
データ入力、証書等の出力を行うため、特定個人情報ファイルの取扱いが必要である。

 ③委託先における取扱者数 [ 10人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

[ 特定個人情報ファイルの一部

 対象となる本人の
数

[ 10万人以上100万人未満

5） 1,000万人以上
4） 100万人以上1,000万人未満
3） 10万人以上100万人未満
2） 1万人以上10万人未満
1） 1万人未満
＜選択肢＞

]

2） 特定個人情報ファイルの一部
1） 特定個人情報ファイルの全体
＜選択肢＞

]

2） 10人以上50人未満
4） 100人以上500人未満
6） 1,000人以上5） 500人以上1,000人未満

 委託事項5

 ①委託内容 国民健康保険資格の取得・喪失・異動、保険料変更、資格・納付証明書発行、保険料納付

 ⑦再委託の有無　※ [ 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑨再委託事項

 ⑤委託先名の確認方法 豊島区行政情報公開条例により情報公開請求を行う。

 ⑥委託先名 トッパン・フォームズ株式会社（総合窓口課）

再
委
託

区民事務所おける窓口業務委託

2） 再委託しない1） 再委託する
＜選択肢＞

]

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ [

[ ○ ] その他 （

] 紙

] 専用線

）

 対象となる本人の
範囲　※

被保険者（過去に資格喪失したものを含む）及びその世帯員

 その妥当性
当該委託業務の履行にあたっては、申請等受付時における記載内容の確認及びシステム操作による
データ入力、証書等の出力を行うため、特定個人情報ファイルの取扱いが必要である。

 ③委託先における取扱者数 [ 10人以上50人未満 ]

 対象となる本人の
数

[ 10万人以上100万人未満

＜選択肢＞

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上
4） 100人以上500人未満
2） 10人以上50人未満

3） 50人以上100人未満
1） 10人未満

18



 委託事項6

 ①委託内容

・療養給付の審査・支払に付随する業務として、都道府県単位で管理することとなる資格取得年月日や
喪失年月日の管理(資格継続業務)と、同一都道府県内で転居があった場合における高額療養費の該
当回数を通算するための同一世帯判定に必要な情報等の管理(高額該当の引き継ぎ業務)を委託する
(国保情報集約システムを使用する)。
・なお、個人番号を用いるのは、資格継続業務と高額該当の引き継ぎ業務(国保総合(国保集約)システ
ム)のみであり、国民健康保険の療養給付等の審査・支払業務そのものには、個人番号を用いない。
・オンライン資格確認等システムで被保険者等の資格情報を利用するため、国保連合会は、市区町村
より受領した被保険者資格異動に関するデータを編集し、｢医療保険者等向け中間サーバー等｣へ送
信、登録を行う。

] 専用線

] 紙

）

5） 500人以上1,000人未満
3） 50人以上100人未満
1） 10人未満

6） 1,000人以上
4） 100人以上500人未満
2） 10人以上50人未満

＜選択肢＞

]

（

] 2） 再委託しない1） 再委託する
＜選択肢＞

 ⑦再委託の有無　※ [ 再委託する

 ⑧再委託の許諾方法

再委託を行う場合には、委託先から再委託先の商号または名称、住所、再委託する理由、再委託する
業務の範囲、再委託先に関する業務の履行能力、区が求めるセキュリティ要件について記載した書面
による再委託申請及び再委託に関する履行体制図の提出を受け、委託先と再委託先が秘密保持に関
する契約を締結していることなど、再委託先における安全管理措置を確認し、決裁等必要な手続を経た
上で再委託を承認する。

 ⑨再委託事項

資格継続業務、高額該当回数の引き継ぎ業務で使用する国保総合(国保集約)システムに関する運用
業務の一部（バッチ処理パラメータの入力／バッチ処置の実行／バックアップデータの取得と保管／シ
ステム障害発生時の復旧支援作業／各種マスターメンテナンス／外字作成・登録）、サーバ等ハウジン
グなど。

 ⑤委託先名の確認方法 豊島区行政情報公開条例により情報公開請求を行う。

 ⑥委託先名 東京都国民健康保険団体連合会

再
委
託

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[
] フラッシュメモ
リ

[
 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ [

[ ] その他

 対象となる本人の
範囲　※

被保険者（過去に資格喪失したものを含む）及び擬制世帯主（過去に擬制世帯主だったものを含む）

 その妥当性

・被保険者の情報は、国民健康保険に関する事務の基礎情報であるため管理する必要がある。
・医療費の自己負担限度額が非課税区分に該当するかどうかを判定する際には、擬制世帯主の住民
税課税状況を含んで判定をするため、被保険者のみでなく、擬制世帯主の情報も必要である。
・療養給付の審査・支払に関する業務等を行う上で、被保険者とその被保険者が属する世帯の世帯主
(擬制世帯主)に関する所得等の情報を管理する必要がある。
・「国民健康保険法（昭和33年法律第192号）」第110条によって保険給付を受ける権利は、2年間有効、
「地方自治法(昭和22年法律第67号）第236条1項」によって不当利得の返還を受ける権利は5年間有効
とされているため、過去の特定個人情報についても管理する必要がある。
・なお、個人番号を用いるのは、資格継続業務と高額該当の引き継ぎ業務およびオンライン資格確認の
準備のための医療保険者等向け中間サーバー等への被保険者資格情報の提供(国保総合(国保集約)
システム)のみであり、国民健康保険の療養給付等の審査・支払業務そのもののには、個人番号を用い
ない。

 ③委託先における取扱者数 [ 10人以上50人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

[ 特定個人情報ファイルの一部

 対象となる本人の
数

[ 10万人以上100万人未満

5） 1,000万人以上
4） 100万人以上1,000万人未満
3） 10万人以上100万人未満
2） 1万人以上10万人未満
1） 1万人未満
＜選択肢＞

]

]
2） 特定個人情報ファイルの一部
1） 特定個人情報ファイルの全体
＜選択肢＞

 ⑨再委託事項

資格継続業務、高額該当回数の引き継ぎ業務に関する市町村保険者事務共同処理業務
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[
] フラッシュメモ
リ

[

4） 100万人以上1,000万人未満
3） 10万人以上100万人未満
2） 1万人以上10万人未満]

1） 1万人未満
＜選択肢＞

5） 1,000万人以上

]
2） 特定個人情報ファイルの一部
1） 特定個人情報ファイルの全体
＜選択肢＞

豊島区行政情報公開条例により情報公開請求を行う。

 ⑥委託先名
東京都国民健康保険団体連合会
(東京都国民健康保険団体連合会は、国保中央会に再委託する)

再
委
託

] 2） 再委託しない1） 再委託する
＜選択肢＞

 対象となる本人の
範囲　※

被保険者（過去に資格喪失したものを含む）及び擬制世帯主（過去に擬制世帯主だったものを含む）

 その妥当性
オンライン資格確認等システムで被保険者等の資格情報を利用するために、加入者の資格履歴情報の
管理を行う。

 ③委託先における取扱者数 [ 10人以上50人未満

 ⑦再委託の有無　※ [ 再委託する

 ⑧再委託の許諾方法

再委託を行う場合には、委託先から再委託先の商号又は名称、住所、再委託する理由、再委託する業
務の範囲、再委託する業務及び取り扱う特定個人情報の範囲、再委託先に係る業務の履行能力、再委
託先への立ち入り調査に係る要件、その他区が求める情報について記載した書面による再委託申請及
び再委託に係る履行体制図(委託先による再委託先に対する監督体制を含む。)の提出を受け、委託先
と再委託先が秘密保持に関する契約を締結していることなど、再委託先における安全管理措置を確認
し、決裁等必要な手続を経た上で再委託を承認する(再委託先が更に再委託する場合も同様とする。)。

運用支援環境を、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する場合、設置場所のセキュリティ対策
はクラウド事業者が実施することになるため、クラウド事業者は、次を満たすものとする。
・ISO/IEC27017又はCSマーク・ゴールドの認証及びISO/IEC27018の認証を取得していること
・セキュリティ管理策が適切に実施されていることが確認できること
・日本国内でのデータ保管を条件としていること
・上記のほか、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」等による各種条件
を満たしていること。

運用支援環境を、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する場合、開発者および運用者は、クラ
ウド事業者が提示する責任共有モデルを理解し、OSから上のレイヤーに対して、システム構築上およ
び運用上のセキュリティ(OSやミドルウェアの脆弱性対応、適切なネットワーク設定、アプリケーション対
応、データ暗号化など)をどのように確保したかを書面にて示した上で、許諾を得ること。

 ⑨再委託事項
医療保険者等向け中間サーバー等における資格履歴管理事務
（国保中央会から再々委託する「医療保険者等向け中間サーバー等の運用･保守業務」を含む）

 ⑤委託先名の確認方法

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

[ 特定個人情報ファイルの全体

 対象となる本人の
数

[ 10万人以上100万人未満

] 専用線

] 紙

）

5） 500人以上1,000人未満
3） 50人以上100人未満
1） 10人未満

6） 1,000人以上
4） 100人以上500人未満
2） 10人以上50人未満

＜選択肢＞

]

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ [

 委託事項7

 ①委託内容
オンライン資格確認のための準備として、医療保険者等向け中間サーバー等において、個人番号を利
用した被保険者資格の履歴管理、被保険者枝番の採番管理、被保険者枝番と個人番号との紐付管理
などを行う。

医療保険者等向け中間サーバー等における資格履歴管理事務

] その他 （
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 委託事項16～20

 委託事項11～15

6） 1,000人以上5） 500人以上1,000人未満

]

] フラッシュメモ
リ

[

2） 再委託しない1） 再委託する
＜選択肢＞

]

] その他

5） 1,000万人以上
4） 100万人以上1,000万人未満
3） 10万人以上100万人未満
2） 1万人以上10万人未満
1） 1万人未満
＜選択肢＞

]

2） 特定個人情報ファイルの一部
1） 特定個人情報ファイルの全体
＜選択肢＞

]

3） 50人以上100人未満
1） 10人未満
＜選択肢＞

2） 10人以上50人未満
4） 100人以上500人未満

）

] 紙

] 専用線

（

 対象となる本人の
範囲　※

被保険者（過去に資格喪失したものを含む）及び擬制世帯主（過去に擬制世帯主だったものを含む）

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ [

[

 ⑦再委託の有無　※ [ 再委託する

 ⑧再委託の許諾方法

再委託を行う場合には、委託先から再委託先の商号又は名称、住所、再委託する理由、再委託する業
務の範囲、再委託する業務及び取り扱う特定個人情報の範囲、再委託先に係る業務の履行能力、再委
託先への立ち入り調査に係る要件、その他区が求める情報について記載した書面による再委託申請及
び再委託に係る履行体制図(委託先による再委託先に対する監督体制を含む。)の提出を受け、委託先
と再委託先が秘密保持に関する契約を締結していることなど、再委託先における安全管理措置を確認
し、決裁等必要な手続を経た上で再委託を承認する(再委託先が更に再委託する場合も同様とする。)。

運用支援環境を、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する場合、設置場所のセキュリティ対
策はクラウド事業者が実施することになるため、クラウド事業者は、次を満たすものとする。
・ISO/IEC27017又はCSマーク・ゴールドの認証及びISO/IEC27018の認証を取得していること
・セキュリティ管理策が適切に実施されていることが確認できること
・日本国内でのデータ保管を条件としていること
・上記のほか、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」等による各種条件
を満たしていること。

運用支援環境を、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する場合、開発者および運用者は、
クラウド事業者が提示する責任共有モデルを理解し、OSから上のレイヤーに対して、システム構築
上および運用上のセキュリティ(OSやミドルウェアの脆弱性対応、適切なネットワーク設定、アプリ
ケーション対応、データ暗号化など)をどのように確保したかを書面にて示した上で、許諾を得ること。

 ⑨再委託事項 医療保険者等向け中間サーバー等の運用･保守業務

 ⑤委託先名の確認方法 豊島区行政情報公開条例により情報公開請求を行う。

 ⑥委託先名 支払基金

再
委
託

 ③委託先における取扱者数 [ 10人以上50人未満

 その妥当性
市区町村とオンライン資格確認システムとの対応窓口を、支払基金に一本化するため。
オンライン資格確認の準備のために用いる機関別符号を、支払基金が一元的に取得するため。

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

[ 特定個人情報ファイルの全体

 対象となる本人の
数

[ 10万人以上100万人未満

 委託事項8

 ①委託内容
オンライン資格確認のための準備として、医療保険者等向け中間サーバー等において、情報提供等記
録開示システムの自己情報表示業務機能を利用したオンライン資格確認等システムで管理している情
報と紐付けるために使用する情報の提供を行うために機関別符号を取得する。

医療保険者等向け中間サーバー等における機関別符号取得等事務

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[
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] 行っていない

]

5） 1,000万人以上
4） 100万人以上1,000万人未満
3） 10万人以上100万人未満
2） 1万人以上10万人未満

 提供先16～20

 提供先11～15

 提供先6～10

[

 ⑦時期・頻度 随時

 提供先2～5

[ ] その他 （ ）

] 紙

] 電子メール [

 ③提供する情報 別紙１参照

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

10万人以上100万人未満

別紙１参照

 ①法令上の根拠 番号法第19条第7号及び別表第二

 ②提供先における用途 別紙１参照

[ ] フラッシュメモリ [

1） 1万人未満
＜選択肢＞

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

被保険者（過去に資格喪失したものを含む）

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

 提供先1

] 移転を行っている （ 9 ） 件

[

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ○ ] 提供を行っている （ 26 ） 件 [ ○
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][

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 紙

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

＜選択肢＞

10） 定められていない

]

 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※

＜豊島区における措置＞
・システム内電子データ
①セキュリティゲートにて生体認証により入退館管理をしている建物の中で、さらに生体認証により入退
室管理を行っている部屋に設置したサーバー内に保管する。
②サーバーへのアクセスについては、二要素認証が必要な端末からのみアクセスすることが可能とな
る。
・紙媒体等
事務室内の施錠可能な物品庫、庁舎内の施錠可能な倉庫及び庁舎外の施錠可能な倉庫内に保管す
る。

＜中間サーバ・プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバ･プラットフォームはデータセンターに設置しており、データセンターへの入館及びサー
バー室への入室を厳重に管理する。
②特定個人情報は、サーバー室に設置された中間サーバのデータベース内に保存され、バックアップも
データベース上に保存される。

 ②保管期間

 期間 [ 20年以上
9） 20年以上
6） 5年
3） 2年

8） 10年以上20年未満
5） 4年
2） 1年

7） 6年以上10年未満
4） 3年
1） 1年未満

 その妥当性
国民健康保険法ではデータ保管期間の定めはなく、保険料の滞納管理および不当利得保険給付費の
返還請求が継続される間、その根拠となる各種情報を保持する必要がある。

 移転先16～20

 移転先11～15

 移転先6～10

・番号法第９条第２項
・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第４条

] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 随時

 移転先2～5

[ ○ ] その他 （ 国民健康保険システムの画面確認 ）

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

被保険者（過去に資格喪失したものを含む）

 ⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [

[

 ②移転先における用途 別紙２参照

 ③移転する情報 別紙２参照

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

 移転先1 別紙２参照

 ①法令上の根拠

23



 ③消去方法

＜豊島区における措置＞
①国民健康保険システム内に記録された特定個人情報は、保管の必要の有無を判別のうえ、システム
機能にて消去する。
②紙媒体で提出又は出力された特定個人情報は、保存期間を経過した後、外部業者による溶解処理を
実施する。
③サーバー等機器更新の際は、保存された情報が読み出し出来ないよう、物理的破壊又は専用ソフト
等を利用して消去する。

＜中間サーバ・プラットフォームにおける措置＞
①特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作によって実施されるため、通常、中間サーバ・プ
ラットフォームの保守・運用を行う事業者が特定個人情報を消去することはない。
②ディスク交換やハード更改等の際は、中間サーバ・プラットフォームの保守・運用を行う事業者におい
て、保存された情報が読み出しできないよう、物理的破壊又は専用ソフト等を利用して完全に消去する。

 ７．備考

-
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10 22 都道府県知事
精神保健及び精神障害者福祉に関する法
律による入院措置に関する事務であって主
務省令で定めるもの

精神保健及び精神障害者福祉に関する法
律第三十条の二に規定する他の法律による
医療に関する給付の支給に関する情報で
あって主務省令で定めるもの

11 26 都道府県知事等
生活保護法による保護の決定及び実施又
は徴収金の徴収に関する事務であって主務
省令で定めるもの

医療保険給付関係情報であって主務省令で
定めるもの

8 15 都道府県知事
児童福祉法による障害児入所医療費の支
給に関する事務であって主務省令で定める
もの

児童福祉法第二十四条の二十二に規定す
る他の法令による給付の支給に関する情報
であって主務省令で定めるもの

9 17 市町村長
予防接種法による給付(同法第十五条第一
項の疾病に係るものに限る。)の支給に関す
る事務であって主務省令で定めるもの

医療保険各法その他の法令による医療に関
する給付の支給に関する情報であって主務
省令で定めるもの

6 9 都道府県知事
児童福祉法による小児慢性特定疾病医療
費の支給に関する事務であって主務省令で
定めるもの

児童福祉法第十九条の七に規定する他の
法令による給付の支給に関する情報であっ
て主務省令で定めるもの

7 12
市町村長（特別区の区長を含
む。以下同じ。）

児童福祉法による肢体不自由児通所医療
費の支給に関する事務であって主務省令で
定めるもの

児童福祉法第二十一条の五の三十一に規
定する他の法令による給付の支給に関する
情報であって主務省令で定めるもの

4 4 厚生労働大臣
船員保険法第四条第二項の規定により厚
生労働大臣が行うこととされた船員保険に
関する事務であって主務省令で定めるもの

医療保険給付関係情報であって主務省令で
定めるもの

5 5 全国健康保険協会
船員保険法による保険給付の支給に関する
事務であって主務省令で定めるもの

医療保険給付関係情報であって主務省令で
定めるもの

2 2 全国健康保険協会
健康保険法による保険給付の支給に関する
事務であって主務省令で定めるもの

医療保険給付関係情報であって主務省令で
定めるもの

3 3 健康保険組合
健康保険法による保険給付の支給に関する
事務であって主務省令で定めるもの

医療保険給付関係情報であって主務省令で
定めるもの

（別紙１）　番号法第19条第7号及び別表第二に定める事務

別表
第二
項番

情報照会者（提供先） 事務（提供先用途） 特定個人情報

1 1 厚生労働大臣
健康保険法第五条第二項の規定により厚
生労働大臣が行うこととされた健康保険に
関する事務であって主務省令で定めるもの

医療保険各法（医療保険各法（健康保険
法、船員保険法、私立学校教職員共済法、
国家公務員共済組合法、国民健康保険法
又は地方公務員等共済組合法をいう。以下
同じ。）又は高齢者の医療の確保に関する
法律による医療に関する給付の支給又は保
険料の徴収に関する情報（以下「医療保険
給付関係情報」という。）であって主務省令
で定めるもの
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（別紙１）　番号法第19条第7号及び別表第二に定める事務

別表
第二
項番

情報照会者（提供先） 事務（提供先用途） 特定個人情報

23

80 後期高齢者医療広域連合

高齢者の医療の確保に関する法律による後
期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴
収に関する事務であって主務省令で定める
もの

87 都道府県知事等
中国残留邦人等支援給付等の支給に関す
る事務であって主務省令で定めるもの

93 市町村長
介護保険法による保険給付の支給又は地
域支援事業の実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

97
都道府県知事又保健所を設
置する市（特別区を含む。）の
長

感染症の予防及び感染症の患者に対する
医療に関する法律による費用の負担又は療
養費の支給に関する事務であって主務省令
で定めるもの

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三十九条第一項に規
定する他の法律による医療に関する給付の
支給に関する情報であって主務省令で定め
るもの

20
医療保険給付関係情報であって主務省令で
定めるもの

地方公務員等共済組合法による短期給付
の支給に関する事務であって主務省令で定
めるもの

医療保険給付関係情報であって主務省令で
定めるもの

62 市町村長
老人福祉法による費用の徴収に関する事務
であって主務省令で定めるもの

医療保険給付関係情報であって主務省令で
定めるもの

21
医療保険給付関係情報であって主務省令で
定めるもの

22
医療保険給付関係情報であって主務省令で
定めるもの

46
厚生労働大臣又は共済組合
等

国民健康保険法による特別徴収の方法によ
る保険料の徴収又は納入に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

14 33
日本私立学校振興・共済事業
団

私立学校教職員共済法による短期給付の
支給に関する事務であって主務省令で定め
るもの

国民健康保険法第七十六条の四において
準用する介護保険法第百三十六条第一項
（同法第百四十条第三項において準用する
場合を含む。）、第百三十八条第一項又は
第百四十一条第一項の規定により通知する
こととされている事項に関する情報であって
主務省令で定めるもの

19

17

医療保険給付関係情報であって主務省令で
定めるもの

15
国家公務員共済組合法による短期給付の
支給に関する事務であって主務省令で定め
るもの

医療保険給付関係情報であって主務省令で
定めるもの

16
医療保険給付関係情報であって主務省令で
定めるもの

39 国家公務員共済組合

42
市町村長又は国民健康保険
組合

国民健康保険法による保険給付の支給又
は保険料の徴収に関する事務であって主務
省令で定めるもの

18 58 地方公務員共済組合

12 27 市町村長

地方税法その他の地方税に関する法律及
びこれらの法律に基づく条例による地方税
の賦課徴収に関する事務であって主務省令
で定めるもの

医療保険給付関係情報であって主務省令で
定めるもの

13 30 社会福祉協議会
社会福祉法による生計困難者に対して無利
子又は低利で資金を融通する事業の実施に
関する事務であって主務省令で定めるもの

医療保険給付関係情報であって主務省令で
定めるもの
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（別紙１）　番号法第19条第7号及び別表第二に定める事務

別表
第二
項番

情報照会者（提供先） 事務（提供先用途） 特定個人情報

26

106
独立行政法人日本学生支援
機構

独立行政法人日本学生支援機構法による
学資の貸与及び支給に関する事務であって
主務省令で定めるもの

109 都道府県知事又は市町村長

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による自立支援給付
の支給に関する事務であって主務省令で定
めるもの

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七条に規定する他
の法令により行われる給付の支給に関する
情報であって主務省令で定めるもの

120 都道府県知事
難病の患者に対する医療等に関する法律に
よる特定医療費の支給に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

難病の患者に対する医療等に関する法律第
十二条に規定する他の法令による給付の支
給に関する情報であって主務省令で定める
もの

24
医療保険給付関係情報であって主務省令で
定めるもの

25
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2

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又は地域生活支援事
業の実施に関する事務であって規則で定めるも
の

保健福祉部障害福祉課
池袋保健所健康推進課

医療保険給付関係情報であって規則で定め
るもの

特定個人情報

1

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年
法律第80号）による後期高齢者医療給付の支
給、保険料の徴収又は保険事業の実施に関す
る事務であって規則で定めるもの

区民部高齢者医療年金課

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。以下同じ。）又は高齢者の
医療の確保に関する法律による医療に関す
る給付の支給又は保険料の徴収に関する
情報(以下「医療保険給付関係情報」とい
う。)であって規則で定めるもの

（別紙２）　番号法第9条第2項に基づく条例に定める事務

8
豊島区児童育成手当条例（昭和44年豊島区条
例第30号）による児童育成手当の支給に関する
事務であって規則で定めるもの

子ども家庭部子育て支援課
医療保険給付関係情報であって規則で定め
るもの

4
特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭
和39年法律第134号）による特別児童扶養手当
の支給に関する事務であって規則で定めるもの

子ども家庭部子育て支援課
医療保険給付関係情報であって規則で定め
るもの

3
児童扶養手当法（昭和36年法律第238号）によ
る児童扶養手当の支給に関する事務であって
規則で定めるもの

子ども家庭部子育て支援課
医療保険給付関係情報であって規則で定め
るもの

事務（移転先用途）移転先（所管部署）

9
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措
置に関する事務であって規則で定めるもの

保健福祉部生活福祉課
保健福祉部西部生活福祉課

医療保険給付関係情報であって規則で定め
るもの

5
児童手当法（昭和46年法律第73号）による児童
手当又は特例給付の支給に関する事務であっ
て規則で定めるもの

子ども家庭部子育て支援課
医療保険給付関係情報であって規則で定め
るもの

6

豊島区子どもの医療費の助成に関する条例（平
成4年豊島区条例第60号）による医療証の交付
又は医療費の助成に関する事務であって規則
で定めるもの

子ども家庭部子育て支援課
医療保険給付関係情報であって規則で定め
るもの

7

豊島区ひとり親家庭等の医療費の助成に関す
る条例（平成元年豊島区条例第46号）による医
療証の交付又は医療費の助成に関する事務で
あって規則で定めるもの

子ども家庭部子育て支援課
医療保険給付関係情報であって規則で定め
るもの
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 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

（１）国民健康保険システムファイル

（宛名情報）
　　住民コード（宛名番号）　住民種別　カナ氏名　漢字氏名　生年月日　性別　続柄　住所コード　住所　方書　郵便番号
　　国籍　在留資格　在留開始年月日　在留終了年月日　異動事由　異動年月日　転入前住所　転出先住所
○資格情報
　　国保番号　個人番号　世帯取得年月日　世帯所得届出年月日　世帯喪失年月日　世帯喪失届出年月日
　　世帯所得事由コード　世帯喪失事由コード
　　世帯区分　介護世帯区分　得喪区分　世帯コード　分離時世帯コード　国保主住民コード
　　被保険者総数　一般被保険者数　　退職本人被保険者数　　退職扶養被保険者数　介護2号被保険者数　　旧国保被保険者数
　　個人取得年月日　個人取得届出日　個人喪失年月日　個人喪失届出日　　個人取得事由コード　個人喪失事由コード
　　資格区分　学遠区分　住所地特例区分　後期高齢者等判定区分
　　老健該当年月日　老健該当異動年月日　老健該当届出年月日
　　老健非該当年月日　老健非該当異動年月日　老健非該当届出年月日
　　老健（該当・非該当）事由コード
　　退職該当年月日　退職該当異動年月日　退職該当届出年月日
　　退職非該当年月日　退職非該当異動年月日　退職非該当届出年月日
　　退職（該当・非該当）事由コード　退職区分　退職本人被扶養者区分
　　介護2号該当年月日　介護2号該当異動年月日　介護2号該当届出年月日　介護2号非該当年月日　介護2号非該当異動年月日
　　介護2号非該当受付年月日　介護2号（該当・非該当）事由コード　介護2号区分　介護2号適用除外事由コード
　　前期高齢者該当年月日　前期高齢者該当異動年月日　前期高齢者該当届出年月日　前期高齢者非該当年月日
　　前期高齢者非該当異動年月日　前期高齢者非該当受付年月日　前期高齢者（該当・非該当）事由コード　前期高齢者区分
　　資格異動年月日　氏名変更年月日　住所変更年月日　続柄変更年月日
　　保険証交付年月日　保険証交付区分　保険証交付事由コード　交付申請年月日　保険証有効開始年月日　保険証有効期限
　　保険証通知事由コード　保険証無効通知年月日　保険証回収事由コード　保険証回収年月日　保険証発行区分
　　減額認定証交付年月日　減額認定証交付区分　減額認定証喪失年月日
　　減額認定証交付事由コード　減額認定証交付発行年月日
　　減額認定証交付有効期限　減額認定証交付記該当年月日　減額認定証回収事由コード　減額認定証回収年月日
　　特定疾病区分
　　適用開始年月日　適用終了年月日　資格取得日（都道府県）　資格喪失日（都道府県）　市町村被保険者ID
　　性別抑止フラグ　送付物抑止フラグ
　　（オンライン資格確認の準備のための医療保険者等向け中間サーバー等への被保険者異動情報の提供にあたり追加する項目）
　　個人を識別するための枝番　券面記載の被保険者証記号　券面記載の被保険者証番号
　　券面記載の氏名（漢字）　券面記載の氏名（カナ）　券面記載の氏名２（漢字）　券面記載の氏名２（カナ）
　　氏名（漢字）文字切れ有無　氏名（カナ）文字切れ有無　氏名２（漢字）文字切れ有無　氏名２（カナ）文字切れ有無
　　性別裏面フラグ　自己情報提供不可フラグ　限度額適用不可状況

○賦課収納情報
　　国保加入月数　退職加入月数　介護加入月数　調定年度　課税年度　調定額　調定年月日　国保主住民コード
　　特別徴収情報（年金コード・年金番号　特別徴収義務者コード）
　　旧但し書き総所得　減免区分
　　口座振替情報（金融機関コード・支店コード・口座番号・口座名義人・口座開始年月日・口座終了年月日
　　各種所得額　各種所得控除額　株式等譲渡所得　専従者給与収入額　専従者控除額　公的年金所得有無区分
　　純損繰越有無区分　非自発的失業者に係る情報（非自発的失業者になった日・非自発的失業者でなくなった日）
　　（医療・退職・介護・介退・支援・支退）賦課標準総所得額　　（医療・退職・介護・介退・支援・支退）賦課標準課税所得額
　　（医療・退職・介護・介退・支援・支退）賦課標準被保数　　 　（医療・退職・介護・介退・支援・支退）軽減判定用総所得額
　　（医療・退職・介護・介退・支援・支退）軽減判定用被保数　　（医療・退職・介護・介退・支援・支退）所得割
　　（医療・退職・介護・介退・支援・支退）均等割　　　　　　　　 　（医療・退職・介護・介退・支援・支退）合計
　　　　期別保険料　期別納付額　期別納期限　期別還付充当額　期別減免額

○給付情報
　　高額療養費申請年月日　申請人氏名・住所診療年月　給付状態区分　高額支給額　決定年月日　不支給理由　支払い方法
　　保険料充当日　保険料充当額
　　療養費申請年月日　診療年月　療養期間コード　傷病名　決定年月日　支給フラグ　支給決定額　不支給理由
　　支払い方法　振込先医療機関　支給年月日　銀行コード　支店コード　口座種類　口座番号
　　医療機関コード　点数表コード　診療年月　入院外来区分　給付割合　決定点数　費用額　負担者負担額　高額療養費
　　患者負担額　他法優先負担額　国保優先負担額薬剤一部負担金　食事基準額　食事負担者･負担額　食事患者負担額
　　高額該当情報（自市町村・他市町村）　転居に伴う負担限度額特例対象世帯フラグ　転居月75歳到達時特例対象者フラグ
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Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

滞納管理システムファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※

＜選択肢＞

[ システム用ファイル ]

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ③対象となる本人の範囲　※ 被保険者（過去に資格喪失したものを含む）及びその世帯主

1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

 ②対象となる本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ]

[ ] 個人番号対応符号 [ ○ ] その他識別情報（内部番号）

2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満 4） 100項目以上

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ ] 個人番号

 その必要性 被保険者は賦課対象者として、世帯主は保険料の納付義務者として必要

 ④記録される項目

＜選択肢＞

[ 100項目以上 ] 1） 10項目未満

[ ○ ] その他住民票関係情報

・業務関係情報

[ ] 国税関係情報 [ ] 地方税関係情報

・連絡先等情報

[ ○ ] 4情報（氏名、性別、生年月日、住所） [ ○ ] 連絡先（電話番号等）

] 障害者福祉関係情報

[ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [ ] 介護・高齢者福祉関係情報

[ ] 健康・医療関係情報

[ ] 医療保険関係情報 [ ] 児童福祉・子育て関係情報 [

 その妥当性

＜識別情報＞対象者を正確に特定するために必要
＜連絡先情報＞督促状・催告書の送付や電話催告を行う関係上、最新の連絡先を把握するために必
要
＜業務関係情報＞納付相談の経緯や分納の記録、差押等の滞納処分に関する記録も滞納管理上必要

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 平成28年1月4日

[ ○ ] その他 （ 分割納付記録や滞納処分記録 ）

[ ] 学校・教育関係情報

[ ] 災害関係情報

[ ] 雇用・労働関係情報 [ ] 年金関係情報

 ⑥事務担当部署 区民部国民健康保険課
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（ ）

[ ] 行政機関・独立行政法人等 （ ）

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ○ ] 本人又は本人の代理人

[ ] 評価実施機関内の他部署

[ ○ ] その他 （ 国民健康保険システムとの連携による。 ）

[ ] 民間事業者 （ ）

[ ] 地方公共団体・地方独立行政法人 （ ）

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。） [ ] フラッシュメモリ

[ ] 電子メール [ ] 専用線
 ②入手方法

[ ○ ] 紙 [

[ ○ ] その他 （

 ⑤本人への明示

本人から入手する情報については、本人または申請等の委任を受けたものから書面形式にて入手して
いるため、入手の事実・目的については明確である。入手の際には、口頭等にて明示する。（ただし、国
民健康保険法や他の法令で定めがある場合は、その限りでない。）また、庁内連携又は情報提供ネット
ワークによる入手は、番号法及び区条例等に規定されている。

 ⑥使用目的　※ 国民健康保険において、適正な滞納管理を行う為に必要である。

 変更の妥当性 -

国民健康保険システムとのデータセンター内専用回線によるデータ連携 ）

 ③入手の時期・頻度 日次（必要に応じて随時）

 ④入手に係る妥当性 国民健康保険において、適正な滞納管理を行う為に必要である。

[ ] 庁内連携システム

[ ] 情報提供ネットワークシステム

 ⑧使用方法　※

国民健康保険は再転入などによる違う記号番号での複数履歴がありえるので、個人番号で名寄せを行
い、滞納履歴を一元的に管理する。

 情報の突合　※
国民健康保険システムと滞納整理システムファイルとを個人番号等を用いて突合、また、滞納管理シス
テム内において個人番号にて名寄せを行う。

 情報の統計分析
※

事業実績等の各種報告資料作成のため統計分析を行うが、個人を特定しうる統計分析は実施しない。

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

区民部国民健康保険課

 使用者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満

滞納処分

 ⑨使用開始日 平成28年1月4日
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 ①委託内容 滞納管理システムの保守・運用支援業務

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの全体 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

2） 委託しない

（ 2 ）　件

 委託事項1 システム保守業務委託

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託する ] ＜選択肢＞

1） 委託する

 その妥当性
当該委託業務において保守対象となるシステムに特定個人情報ファイルが格納されているため、上記
範囲の取扱いが必要である。

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満

3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

被保険者（過去に資格喪失したものを含む）及びその世帯主

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[
] フラッシュメモ
リ

[

3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ ] 専用線 [

 ⑤委託先名の確認方法 豊島区行政情報公開条例により情報公開請求を行う。

 ⑥委託先名 株式会社電算

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託する

] 紙

[ ○ ] その他 （ 区が貸与するシステム端末 ）

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

＜選択肢＞

[ 特定個人情報ファイルの一部 ] 1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

 ⑨再委託事項 設定作業支援など（令和2年度より予定）

 委託事項2～5

 委託事項2 窓口業務委託

 ①委託内容 各種申請書・届出書の受付、各種証書の作成および引渡し、データ入力、電話問い合わせ対応等

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

再委託を行う場合には、委託先から再委託先の商号または名称、住所、再委託する理由、再委託する
業務の範囲、再委託先に関する業務の履行能力、区が求めるセキュリティ要件について記載した書面
による再委託申請及び再委託に関する履行体制図の提出を受け、委託先と再委託先が秘密保持に関
する契約を締結していることなど、再委託先における安全管理措置を確認し、決裁等必要な手続を経た
上で再委託を承認する。

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 対象となる本人の
範囲　※

被保険者（過去に資格喪失したものを含む）及びその世帯主

 その妥当性
当該委託業務の履行にあたっては、システム操作による記録項目の確認等を行うため、上記範囲の特
定個人情報ファイルの取扱いが必要である。

 対象となる本人の
数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ 10万人以上100万人未満 ] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

 ③委託先における取扱者数

＜選択肢＞

[ 10人以上50人未満 ] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
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 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ] 専用線 [ ] 電子メール

 ⑤委託先名の確認方法 豊島区行政情報公開条例により情報公開請求を行う。

 ⑥委託先名 パーソルテンプスタッフ株式会社

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※

＜選択肢＞

[ 再委託しない

[ ○ ] その他 （ 区が貸与するシステム端末 ）

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[
] フラッシュメモ
リ

[ ] 紙

 ⑨再委託事項

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 委託事項6～10

 委託事項11～15

 委託事項16～20
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[ ○ ] 行っていない

 提供先1

 ①法令上の根拠

[ ] 移転を行っている （ ） 件

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ] 提供を行っている （ ） 件

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②提供先における用途

 ③提供する情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度

 提供先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 提供先6～10

 提供先11～15

 提供先16～20

 移転先1

 ①法令上の根拠

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [ ] 専用線

[

] 2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[

 ⑦時期・頻度

 移転先2～5

] 紙

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ] フラッシュメモリ [

 移転先6～10

 移転先11～15

 移転先16～20

34



 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※

＜豊島区における措置＞
・システム内電子データ
①セキュリティゲートにて生体認証により入退館管理をしている建物の中で、さらに生体認証により入退
室管理を行っている部屋に設置したサーバー内に保管する。
②サーバーへのアクセスについては、二要素認証が必要な端末からのみアクセスすることが可能とな
る。
・紙媒体等
事務室内の施錠可能な物品庫、庁舎内の施錠可能な倉庫及び庁舎外の施錠可能な倉庫内に保管す
る。

＜中間サーバ・プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバ･プラットフォームはデータセンターに設置しており、データセンターへの入館及びサーバー
室への入室を厳重に管理する。
②特定個人情報は、サーバー室に設置された中間サーバのデータベース内に保存され、バックアップも
データベース上に保存される。

 ②保管期間

 期間

＜選択肢＞
1） 1年未満

 ③消去方法

＜豊島区における措置＞
①滞納管理システム内に記録された特定個人情報は、保管の必要の有無を判別のうえ、システム機能
にて消去する。
②紙媒体で提出又は出力された特定個人情報は、保存期間を経過した後、外部業者による溶解処理を
実施する。
③サーバー等機器更新の際は、保存された情報が読み出し出来ないよう、物理的破壊又は専用ソフト
等を利用して消去する。

＜中間サーバ・プラットフォームにおける措置＞
①特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作によって実施されるため、通常、中間サーバ・プラッ
トフォームの保守・運用を行う事業者が特定個人情報を消去することはない。
②ディスク交換やハード更改等の際は、中間サーバ・プラットフォームの保守・運用を行う事業者におい
て、保存された情報が読み出しできないよう、物理的破壊又は専用ソフト等を利用して完全に消去する。

 ７．備考

-

9） 20年以上
10） 定められていない

 その妥当性
国民健康保険法ではデータ保管期間の定めはなく、保険料の滞納管理が継続される間、その根拠とな
る各種情報を保持する必要がある。

2） 1年 3） 2年

[ 20年以上 ] 4） 3年 5） 4年 6） 5年
7） 6年以上10年未満 8） 10年以上20年未満
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 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

（２）滞納管理システムファイル

個人情報ファイル
 　宛名番号、世帯番号、漢字氏名、カナ氏名、通称名、カナ通称名、
 　郵便番号、現住所、現住所方書、電話番号１、電話番号２、
 　戸籍本籍地、戸籍筆頭者名、生年月日、続柄、性別、
 　個人種別、代表者名、地区コード、担当者コード、自治体コード、
 　送付先区分、送付先郵便番号、送付先住所、送付先住所方書、
 　故人フラグ、携帯フラグ、催告フラグ、介護保険資格フラグ、課税者フラグ、
 　滞納金額、同一人コード、共有フラグ、担当者変更不可フラグ、個人番号（マイナンバー）、
 　居住状況、住民登録有無、転居転出日、前住所、勤務先名、勤務先住所、勤務先電話番号、
 　備考、徴収不可、滞納原因、補助区分１、補助区分２、補助区分３、ランク、ランク日付

家族情報ファイル
　 世帯番号、宛名番号、続柄、漢字氏名、生年月日、備考、
 　擬制世帯、滞納者フラグ、故人フラグ、関連者コード

課税収納情報ファイル
 　期別明細KEY、年度、賦課年度、税目、期別、宛名番号、通知書番号、調定日、申告区分、
 　税額、督促手数料、延滞金、確定延滞金フラグ、納期限、納期変更フラグ、公示フラグ、
 　処分１、処分日、督促日、督促公示フラグ、督促公示日、法定納期限等、
 　繰上日、起算日、申告日、事業開始、事業終了、延長期限、納税管理人、車輛、
 　収納額、収納督促手数料、収納延滞金、最終収納日、完納フラグ、
 　未納本税、未納督促、未納延滞金、未納金額、年度区分、管轄コード、加算金区分、
　 収納回数、還付フラグ、収納日、日計日、収納区分、仮消区分、
 　納付事由、収納取込日、フラグ、処分区分、誓約回数、分割区分、優先順位

交渉経過ファイル
　 宛名番号、記録日付、記録時間、行動記録分類、行動記録内容、行動記録備考、行動記録区分、
　 結果記録分類、結果記録日付、結果記録時間、結果記録内容、結果記録備考、結果記録区分、
 　担当者、部署

処分情報ファイル
　 処分宛名番号、財産債権種類、枝番、調査内容、宛名番号、債務者、照会枝番、
 　状態区分、差押区分、起案日、処分日、処分担当者、差押時間、履行期限、完納日、
　 解除起案日、解除日、解除担当者、解除理由、解除備考、
 　債務者名、債務者住所、送付先氏名、送付先住所、
 　処分金額、終了日、終了担当者、配当金額、滞納処分費、
 　差押氏名、差押住所、法令

分納情報ファイル
 　処分宛名番号、枝番、申請日、誓約日、誓約期間自、誓約期間至、誓約月数、
　 支払方法、分納担当者、分納理由、延滞金計算区分、延滞金率区分、端数区分、
　 分納月区分、分納支払日、分納金額、納付優先
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 必要な情報以外を入手するこ
とを防止するための措置の内
容

＜被保険者等からの入手＞
予め定められた帳票様式、確認書類にて行う。
＜他自治体からの入手＞
照会文書に必要な情報を明示して照会をかけるため、必要な情報以外の入手が行われることはない。
＜他部署・住民基本台帳ネットワークシステムからの入手＞
必要な情報以外は入手する権限がなく、アクセスすることができない。
＜国保連合会からの入手＞
国保総合PCにおける措置
・入手元は、国保連合会の国保総合(国保集約)システムに限定されており、配信されるデータは国保連合
会においてあらかじめ指定されたインタフェース(＊)によって配信されることが前提となるため、必要な情
報以外を入手することはない。
　＊：ここでいう指定されたインタフェースとは、国保総合(国保集約)システムの外部インタフェース仕様書
に記載されている国保連合会の国保総合(国保集約)システムと市区町村に設置する国保総合PCとの間
でやりとりされるデータ 定義のことをいい、その定義に従った項目(法令等で定められた範囲)でないと、国
保連合会の国保総合(国保集約)システムからデータ配信ができないしくみになっている。

 その他の措置の内容 -

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

Ⅲ　特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 ※（７．リスク１⑨を除く。）

 ２．特定個人情報の入手 （情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 対象者以外の情報の入手を
防止するための措置の内容

＜被保険者等からの入手＞
１件ごとに４情報等を確認の上、他者の情報を入手しないよう精査する。
＜他自治体・他部署・住民基本台帳ネットワークからの入手＞
対象者に絞って照会をかけるため他者の情報が入手されることはない。
＜国保連合会からの入手＞
国保総合PCにおける措置
・入手元は、国保連合会の国保総合(国保集約)システムに限定されており、配信されるデータは国保連合
会において、関連性や妥当性および整合性のチェック(＊)が行われていることが前提となるため、対象者
以外の情報を入手することはない。
・国保総合PCにおいて対象者の検索や検索結果を表示する画面には、個人番号を表示しないことによっ
て、誤った対象者に関する特定個人情報の入手を防止している。
　＊：ここでいう関連性・整合性チェックとは、すでに個人番号が紐付いている(宛名番号が同じ)人に、以
前と異なる個人番号を紐付けようとした場合、あるいは個人番号が空白の場合に、確認リストを出力する
等の機能のことを指す。

 １．特定個人情報ファイル名

①国民健康保険システムファイル　②滞納管理システムファイル

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

 リスク２：　不適切な方法で入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

＜被保険者等からの入手＞
予め定められた方法に基づく入手に限定する。
＜他自治体からの入手＞
予め定められた方法（文書による照会）に基づく入手に限定する。
＜他部署・住民基本台帳ネットワークシステムからの入手＞
適切な職員が必要な情報のみ入手することができるよう、閲覧権限の付与を制限している。
＜国保連合会からの入手＞
国保総合PCにおける措置
・特定個人情報の入手元は、国保連合会の国保総合(国保集約)システムに限定されており、専用線を用
いるとともに、指定されたインタフェース(法令で定められる範囲)でしか入手できないようシステムで制御し
ており、国保総合(国保集約)システムの外部インタフェース仕様書に記載されている対象、周期および
データ定義等によって、当区と国保連合会の双方に共通の認識があり、その定義に従った内容でないと
データの送受信ができないことで、不適切な方法で入手が行われるリスクを軽減している。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]
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 リスク３：　入手した特定個人情報が不正確であるリスク

 入手の際の本人確認の措置
の内容

＜被保険者等からの入手＞
個人番号カードの提示又は通知カードと身分証明書（運転免許証、パスポート等）の提示を受けて本人確
認を行う。
＜他部署からの入手＞
4情報または宛名番号をキーとして照合を行う。
＜住民基本台帳ネットワークシステムからの入手＞
4情報または個人番号をキーとして照合を行う。
＜国保連合会からの入手＞
国保総合PCにおける措置
・特定個人情報の入手元は、国保連合会の国保総合(国保集約)システムに限定されているとともに、国
保総合PCにおいて国保連合会から入手する情報は、当区において本人確認を行った上で国保連合会に
送信した被保険者情報に、国保連合会が事務処理等を行った結果を付加して配信された情報であるた
め、本人確認は当区において国保連合会に送付する前に実施済みである。
・さらに、国保連合会においても当区の国民健康保険システムと同様の宛名番号をキーとして個人識別
事項を管理しており、宛名番号をキーとして必要なデータが配信されることをシステム上で担保することで
正確性を確保している。

 個人番号の真正性確認の措
置の内容

・下記以外からの入手はない。
＜被保険者等からの入手＞
個人番号カードの提示又は通知カードと身分証明書（運転免許証、パスポート等）の提示に加え、すでに
登録済みの特定個人情報との照合により、真正性確認を行う。
＜住民基本台帳ネットワークシステムからの入手＞
4情報または個人番号をキーとして照合を行い、特定の個人を特定したうえで個人番号を含む特定個人
情報を入手するため、真正性を確保している。
＜国保連合会からの入手＞
入手において個人番号は記載されていない。

 特定個人情報の正確性確保
の措置の内容

・特定個人情報の入力、訂正及び削除を行う際は、整合性を確保するため、当該作業を行った者以外の
者が確認する等、正確性の確保に努める。
・正確性に疑義が生じた場合は、調査等を行い、適宜修正することで正確性を確保する。
＜国保連合会からの入手＞
国保総合PCにおける措置
・国保連合会から配信される情報については、当区および都内他区市町村から送信された異動情報等を
もとに、国保総合(国保集約)システムにおいて処理を行い、その処理結果を確認している。

 その他の措置の内容 -

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

＜選択肢＞]

]

 特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

-

 リスク４：　入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

 リスクに対する措置の内容

・窓口での入手においては、対面にて収受し、漏えい・紛失の防止に努める。
・郵送での入手においては、記載事項や添付書類の漏れがないよう十分に確認の上で所定の郵送先に
送付する旨を、ホームページ等にて案内する。また、返信用封筒を同封・活用する等誤配送の防止に努
める。
・システム共通基盤（団体内統合宛名システム）からの入手においては、データセンタ内のサーバ間通信
に限定されている
・紙媒体及び電子媒体により提出された情報は、情報ごとに分類して鍵付きの書庫等で保管する。
・委託業者と秘密保持契約を締結する等の対策を実施している。
＜国保連合会からの入手＞
国保総合PCにおける措置
・当区の国保総合PCは、国保連合会のみと接続され、接続には専用線を用い、通信には認証・通信内容
の暗号化、ファイアウォール等によってセキュアなシステム稼働環境を確保することにより、不適切な方
法によってデータが漏えい・紛失することのリスクを軽減している。
・国保総合PCにおいて対象者の検索や検索結果を表示する画面には、個人番号を表示しないことによっ
て、不適切な操作等によってデータが漏えい・紛失することのリスクを軽減している。
・国保総合PCへのログイン時の職員認証の他に、ログインを実施した職員・時刻・操作内容の記録が実
施されるため、その抑止効果として、不適切な操作等によってデータが漏えい・紛失することのリスクを軽
減している。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である
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 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 リスク２：　権限のない者（元職員、アクセス権限のない職員等）によって不正に使用されるリスク

 ユーザ認証の管理 [ 行っている

 宛名システム等における措置
の内容

・システム共通基盤（団体内統合宛名システム）は、個人番号利用業務以外又は個人番号利用業務のう
ち個人番号を使用しない業務からの要求があった場合には、個人番号を含まない情報のみが提供される
ようにアクセス制御されている。
・システム共通基盤（団体内統合宛名システム）へは、権限のない者の接続を認めない。

 事務で使用するその他のシス
テムにおける措置の内容

紐付は以下の理由以外に行わない。
・必要な情報を入手し国民健康保険システムに取り込む際の個人の特定
・国民健康保険システム・滞納管理システム内にて行う同一人物の名寄せ

 その他の措置の内容

＜国保総合PCにおける措置＞
・市区町村の職員等が不正にデータ抽出等できないように、ＧＵＩによるデータ抽出機能(＊)は国保総合
PCに搭載しないことにより、個人番号利用事務以外でデータが抽出等されることはなく、事務に必要のな
い情報との紐付けが行われるリスクを軽減している。
　＊：ここでいうGUIによるデータ抽出機能とは、国民健康保険関係情報ファイルのデータベースからデー
タを抽出するにあたって、抽出条件等を端末の画面上から簡単なマウス操作等で指定でき、CSV等の
データ形式で国保総合PC上のハードディスク等にファイルを出力する機能のことを指す。

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

1） 行っている 2） 行っていない
＜選択肢＞]

 具体的な管理方法

・ＩＤ／システムパスワードの発行管理
　業務主管課からの申請に基づき、情報セキュリティ管理者が確認し、部署及び業務ごとにアクセス権限
を発行し、必要以上の情報照会ができないようにしている。
・ＩＤの失効管理
　業務変更や異動退職等情報を定期的に確認し、アクセス範囲の更新を行い、アクセスが不要となったID
は失効する。

 アクセス権限の管理 [ 行っている

 具体的な管理方法

・システムを利用する必要がある事務取扱担当者を特定し、個人ごとにログインIDを割り当てるとともに、
推測されにくいパスワードによるユーザ認証を実施する。
・ログインしたまま端末を放置せず、離席時にはロックすることやログインＩＤ、パスワードの使いまわしをし
ないことを徹底している。

 アクセス権限の発効・失効の
管理

[ 行っている ＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない

＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない

]

]

 具体的な管理方法
業務ごとに更新権限の必要があるか、照会権限のみでよいかを確認し、業務に必要なアクセス権限のみ
を付与している。具体的には権限内容によりシステム側でメニューの制限をしている。

 特定個人情報の使用の記録

 具体的な方法 ログインＩＤとともにシステムで特定個人情報の更新、照会、発行の記録をログ情報で保管している。

記録を残している[
2) 記録を残していない1） 記録を残している

＜選択肢＞]

 リスクに対する措置の内容
・業務外使用の禁止や情報漏えい防止に関する研修を行い、個人情報保護を徹底している。
・アクセスログ情報の取得・保管を明示的に行い、従業者の不正利用に対する牽制としている。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 その他の措置の内容

＜豊島区システムにおける措置＞
・ＩＣカードやパスワードによる認証を設けるとともに、ログによるアクセス監視を行っている。
＜国保総合PCにおける措置＞
・国保総合PCへのログイン時の生体認証の他に、ログインを実施した職員等・時刻・操作内容を記録して
いる。
・情報システム管理者は定期的に、記録の内容を確認し、不正な運用が行われていないかを点検する。
・当該記録については、一定期間保存することとしている。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である
2） 十分である1） 特に力を入れている

3） 課題が残されている

＜選択肢＞]

 リスク３：　従業者が事務外で使用するリスク

 ３．特定個人情報の使用

 リスク１：　目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けが行われるリスク

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]
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 委託先による特定個人情報の不正入手・不正な使用に関するリスク
 委託先による特定個人情報の不正な提供に関するリスク
 委託先による特定個人情報の保管・消去に関するリスク
 委託契約終了後の不正な使用等のリスク
 再委託に関するリスク

 情報保護管理体制の確認

 特定個人情報ファイルの閲覧
者・更新者の制限

 特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

国民健康保険システムにおいては、一定時間使用しない状況が続いた場合、自動的にタイムアウトし、再度ＩＤとパスワードによる認証が
必要となる。

] 委託しない

[ 制限している

システムの運用等を委託するときは、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
関する法律施行細則（平成27年豊島区規則第79号）に基づき、あらかじめ情報システム管理者（国民健
康保険課長）と協議を行い、特定個人情報の保護を適切に行うことができる委託先であることを確認す
る。

[ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

2） 制限していない1） 制限している
＜選択肢＞]

 具体的な制限方法

＜市区町村保険者事務共同処理業務＞
・特定個人情報ファイルの閲覧者・更新者を限定するため事前に委託作業者の名簿を提出させる。
・特定個人情報ファイルへのアクセスを行う場合、事前に許可された者以外はアクセスできないよう制御
し、ICカードおよびＩＤ／パスワードにより認証している。
＜医療保険者等向け中間サーバー等における資格履歴管理事務及び機関別符号取得等事務＞
・取りまとめ機関の職員に許可された業務メニューのみ表示するよう医療保険者等向け中間サーバー等
で制御している。
・運用管理要領等にアクセス権限と事務の対応表を規定し、職員と臨時職員、取りまとめ機関と委託事業
者の所属の別等により、実施できる事務の範囲を限定している。
・アクセス権限と事務の対応表は随時見直しを行う。
・パスワードは、規則性のある文字列や単語は使わず、推測されにくいものを使用する。

 特定個人情報ファイルの取扱
いの記録

[ 記録を残している

]
1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞

2） 記録を残していない1） 記録を残している
＜選択肢＞]

 具体的な方法

・システム保守業者が特定個人情報ファイルにアクセスする場合は、作業者及び作業内容を記載した申
請書を提出させ、承諾を受けた場合のみアクセスを許可している。
・委託先の従業員等が国民健康保険に関する被保険者等の個人番号を閲覧等した場合には、国保連合
会の国保総合(国保集約)システムにおいて、特定個人情報にアクセスした従業員等・時刻・操作内容を記
録することにしている。
・庁内業務における委託従事者については職員と同等の措置を行っている。

 特定個人情報の提供ルール [ 定めている

1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞]

1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞

 委託先から他者への
提供に関するルールの
内容及びルール遵守
の確認方法

契約書又は仕様書において、外部提供の原則禁止並びに再委託が必要な場合においての承認方法に
ついて、明記しており、必要に応じて調査又は立入検査を実施する。

 委託元と委託先間の
提供に関するルールの
内容及びルール遵守
の確認方法

契約書又は仕様書において、従業者の守秘義務、目的外使用の禁止、外部提供・再委託の制限及び複
写・複製の禁止を定め、事故発生時の報告義務、施設等立入検査・調査及び監査に応じる義務を明記し
ており、必要に応じて調査又は立入検査を実施する。

 特定個人情報の消去ルール [ 定めている

 規定の内容

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法律施行細則第１２条第５項に
基づき、以下の項目について、契約書又は仕様書に明記している。
①秘密保持義務
②事業所からの特定個人情報の持ち出しの禁止
③特定個人情報の目的外利用の禁止
④再委託の制限
⑤漏えい事案等が発生した場合の責任
⑥委託業務終了後の特定個人情報の返還義務
⑦特定個人情報を取り扱う従業者の明確化
⑧従業者に対する監督・教育及び契約内容の遵守状況についての報告の求めに応ずる義務
⑨区において必要があると認める場合の実地調査に応ずる義務

 ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法

契約書又は仕様書において、委託契約の終了時において、個人情報が記録された資料等の返還または
消去義務を明記している。必要に応じて委託先へ特定個人情報の処理・消去について文書での調査又
は立入検査を実施する。

 委託契約書中の特定個人情
報ファイルの取扱いに関する
規定

定めている[ ]

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

＜選択肢＞]

 リスク４：　特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク

 リスクに対する措置の内容
外部記録媒体の使用は、管理簿に登録されているものに限定し、使用の都度、管理者（課長）の承認が
必要である。また、個人番号を含んだファイルは出力できない仕様となっている。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である
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 再委託先による特定個人情
報ファイルの適切な取扱いの
確保

[ 十分に行っている
3） 十分に行っていない
1） 特に力を入れて行っている]

4） 再委託していない
2） 十分に行っている

＜選択肢＞

 その他の措置の内容 システムを使用して特定個人情報を照会するケースは移転による照会業務のみである。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

 特定個人情報の提供・移転に
関するルール

 ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法

・提供については、番号法及び豊島区マイナンバー条例の規定により、その範囲を厳格に遵守し、提供を
行なうこととしている。
・移転については、豊島区マイナンバー条例の規定により、その範囲を厳格に遵守し、移転を行うこととし
ている。
・ルールが遵守されているか定期的にチェックを行う。また、必要に応じてログ情報の確認を行う。

定めている[ ]
1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

 具体的な方法

再委託を行う場合には、委託先から再委託先の商号または名称、住所、再委託する理由、再委託する業
務の範囲、再委託先に関する業務の履行能力、区が求めるセキュリティ要件について記載した書面によ
る再委託申請及び再委託に関する履行体制図の提出を受け、委託先と再委託先が秘密保持に関する契
約を締結していることなど、再委託先における安全管理措置を確認する。

＜医療保険者等向け中間サーバー等における資格履歴管理事務及び機関別符号取得等事務＞
・医療保険者等向け中間サーバー等の運用支援環境を、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置す
る場合、設置場所のセキュリティ対策はクラウド事業者が実施することになるため、クラウド事業者は、次
を満たすものとする。
　　・ISO/IEC27017又はCSマーク・ゴールドの認証及びISO/IEC27018の認証を取得していること
　　・セキュリティ管理策が適切に実施されていることが確認できること
　　・日本国内でのデータ保管を条件としていること
　　・上記のほか、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」等による各種条
件を満たしていること。
・運用支援環境を、クラウド事業者が保有・管理する環境に設置する場合、開発者および運用者は、クラ
ウド事業者が提示する責任共有モデルを理解し、OSから上のレイヤーに対して、システム構築上および
運用上のセキュリティ(OSやミドルウェアの脆弱性対応、適切なネットワーク設定、アプリケーション対応、
データ暗号化etc)をどのように確保したかを書面にて示した上で、許諾を得ること。

 その他の措置の内容 -

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

＜選択肢＞]

 具体的な方法
システムを使用して特定個人情報を照会した場合、そのアクセス記録を使用者ごとのＩＤとともにログ情報
で保管している。

 特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

＜国保連合会における措置＞
・国保総合(国保集約)システムにおいて保有する特定個人情報が、インターネットに流出することを防止するため、国保総合(国保集約)シ
ステムはインターネットには接続できないようシステム面の措置を講じている。
・国保総合(国保集約)システムではUTM（コンピュータウイルスやハッキング等の脅威からネットワークを効率的かつ包括的に保護する装
置）等を導入し、アクセス制限、侵入検知および侵入防止を行うとともに、ログの解析を行う。
・国保総合(国保集約)システムでは、ウイルス対策ソフトウェアを導入し、パターンファイルの更新を行う。
・導入しているＯＳおよびミドルウェアについて、必要なセキュリティパッチの適用を行う。
・国保総合(国保集約)システムをデータセンターに設置し、設置場所への入退室記録管理、監視カメラによる監視および施錠管理を行う。
・特定個人情報等を取扱う機器、電子媒体および書類等の盗難または紛失等を防止するために、物理的な安全管理措置を講ずる。
・国保総合(国保集約)システムを使用して特定個人情報ファイルの複製等の操作が可能な職員を最小限に限定する。
・特定個人情報ファイルを電子記録媒体に複製する際には、不必要な複製を制限するため、事前に特定個人情報保護責任者（連合会）
の承認を得る。
・許可された電子記録媒体または機器等以外のものについて使用の制限等の必要な措置を講ずる。また、記録機能を有する機器の情報
システム端末等への接続の制限等の必要な措置を講ずる。
・電子記録媒体は、媒体管理簿で管理し、保管庫に施錠保管する。電子記録媒体に保存する情報については、作業が終わる都度、速や
かに情報を消去する。保管する必要がない使用済の電子記録媒体はシュレッダーで粉砕し破棄する。

＜取りまとめ機関における措置＞
・支払基金が｢医療保険者等向け中間サーバー等における資格履歴管理事務」のうち「運用支援環境において、委託区画から取得した資
格情報等を基に、資格履歴ファイルに格納する業務」及び「情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供事務」のうち「機関別符
号取得業務」、「情報提供業務（オンライン資格確認等システムで管理している情報と紐付けるために使用する情報の提供）」の特定個人
情報保護評価を実施している。

] 提供・移転しない

記録を残している[

[

 リスク１：　不正な提供・移転が行われるリスク

 特定個人情報の提供・移転の
記録

 ５．特定個人情報の提供・移転 （委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

1） 記録を残している 2） 記録を残していない
＜選択肢＞]
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 リスク３：　誤った情報を提供・移転してしまうリスク、誤った相手に提供・移転してしまうリスク

 リスクに対する措置の内容

・システムにおいては、ユーザーＩＤ及びパスワードの認証により権限のない者の接続を制限しており、許
可された項目しか移転されないことで、誤った情報や誤った相手への情報移転を防止している。
・システム登録時には4情報を照合することで誤入力を防止している。
・システム連携時の紐づきについては宛名番号を使用することでミスを防止している。
・システムは十分に保守を行っており、バグによる処理結果の誤りを防止している。
・情報を提供・転移する際にログを残すことでシステム操作者による故意や過失のデータ改ざんを防止し
ている。
・委託や情報提供ネットワークシステム以外での提供はない。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

 リスク２：　不適切な方法で提供・移転が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

・システムにおいては、ユーザーＩＤ及びパスワードの認証により権限のない者の接続を制限しており、不
適切な方法での情報提供・移転を防止している。
・システムの利用は、原則として業務時間内と定め、業務時間外の利用を抑制することにより、不適切な
方法での情報提供・移転の防止に努めている。
・不適切な提供・移転を防止するためセキュリティに関する研修を定期的に実施している。
・委託や情報提供ネットワークシステム以外での提供はない。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

]

3） 課題が残されている

1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

3） 課題が残されている

1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

 特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対す
る措置

‐

42



 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

＜中間サーバ・ソフトウェアにおける措置＞
①情報照会機能（※１）により、情報提供ネットワークシステムに情報照会を行う際には、情報提供許可証
の発行と照会内容の照会許可用照合リスト（※２）との照合を情報提供ネットワークシステムに求め、情報
提供ネットワークシステムから情報提供許可証を受領してから情報照会を実施することになる。つまり、番
号法上認められた情報連携以外の照会を拒否する機能を備えており、目的外提供やセキュリティリスクに
対応している。
②中間サーバの職員認証・権限管理機能（※３）では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウ
トを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオ
ンライン連携を抑止する仕組みになっている。
（※１）情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の照会及び照会した情報の受領を行う機
能。
（※２）番号法別表第２及び第１９条第１４号に基づき、事務手続きごとに情報照会者、情報提供者、照
会・提供可能な特定個人情報をリスト化したもの。
（※３）中間サーバを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人情報
へのアクセス制御を行う機能。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

] 接続しない（提供）[] 接続しない（入手）[ ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

3） 課題が残されている

 リスク３：　入手した特定個人情報が不正確であるリスク

 リスクに対する措置の内容

＜中間サーバ・ソフトウェアにおける措置＞
中間サーバは、個人情報保護委員会との協議を経て、総務大臣が設置・管理する情報提供ネットワーク
システムを使用して、情報提供用個人識別符号により紐付けられた照会対象者に係る特定個人情報を入
手するため、正確な照会対象者に係る特定個人情報を入手することが担保されている。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 リスク２：　安全が保たれない方法によって入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

＜中間サーバ・ソフトウェアにおける措置＞
中間サーバは、個人情報保護委員会との協議を経て、総務大臣が設置・管理する情報提供ネットワーク
システムを使用した特定個人情報の入手のみ実施できるよう設計されるため、安全性が担保されている。

＜中間サーバ･プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した行
政専用のネットワーク（総合行政ネットワーク等）を利用することにより、安全性を確保している。
②中間サーバと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を
暗号化することで安全性を確保している。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

]
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

3） 課題が残されている

 リスク４：　入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

 リスクに対する措置の内容

＜中間サーバ・ソフトウェアにおける措置＞
①中間サーバは、情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の入手のみを実施するため、
漏えい・紛失のリスクに対応している（※）。
②既存システムからの接続に対し認証を行い、許可されていないシステムからのアクセスを防止する仕
組みを設けている。
③情報照会が完了又は中断した情報照会結果については、一定期間経過後に当該結果を情報照会機
能において自動で削除することにより、特定個人情報が漏えい・紛失するリスクを軽減している。
④中間サーバの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実
施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライ
ン連携を抑止する仕組みになっている。
（※）中間サーバは、情報提供ネットワークシステムを使用して特定個人情報を送信する際、送信する特
定個人情報の暗号化を行っており、照会者の中間サーバでしか復号できない仕組みになっている。その
ため、情報提供ネットワークシステムでは復号されないものとなっている。

＜中間サーバ･プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した行
政専用のネットワーク（総合行政ネットワーク等）を利用することにより、漏えい･紛失のリスクに対応して
いる。
②中間サーバと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を
暗号化することで漏えい･紛失のリスクに対応している。
③中間サーバ･プラットフォーム事業者の業務は、中間サーバ・プラットフォームの運用、監視・障害対応
等であり、業務上、特定個人情報へはアクセスすることはできない。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である
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]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている

]

 リスク５：　不正な提供が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

＜中間サーバ・ソフトウェアにおける措置＞
①情報提供機能（※）により、情報提供ネットワークシステムにおける照会許可用照合リストを情報提供
ネットワークシステムから入手し、中間サーバにも格納して、情報提供機能により、照会許可用照合リスト
に基づき情報連携が認められた特定個人情報の提供の要求であるかチェックを実施している。
②情報提供機能により、情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には、情報提供ネットワーク
システムから情報提供許可証と情報照会者へたどり着くための経路情報を受領し、照会内容に対応した
情報を自動で生成して送付することで、特定個人情報が不正に提供されるリスクに対応している。
③特に慎重な対応が求められる情報については自動応答を行わないように自動応答不可フラグを設定
し、特定個人情報の提供を行う際に、送信内容を改めて確認し、提供を行うことで、センシティブな特定個
人情報が不正に提供されるリスクに対応している。
④中間サーバの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実
施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライ
ン連携を抑止する仕組みになっている。
（※）情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供の要求の受領及び情報提供を行う
機能。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

2） 十分である
＜選択肢＞

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である

3） 課題が残されている

 リスク７：　誤った情報を提供してしまうリスク、誤った相手に提供してしまうリスク

 リスクに対する措置の内容

＜中間サーバ・ソフトウェアにおける措置＞
①情報提供機能により、情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には、情報提供許可証と情
報照会者への経路情報を受領した上で、情報照会内容に対応した情報提供をすることで、誤った相手に
特定個人情報が提供されるリスクに対応している。
②情報提供データベース管理機能（※）により、「情報提供データベースへのインポートデータ」の形式
チェックと、接続端末の画面表示等により情報提供データベースの内容を確認できる手段を準備すること
で、誤った特定個人情報を提供してしまうリスクに対応している。
③情報提供データベース管理機能では、情報提供データベースの副本データを既存業務システムの原
本と照合するためのエクスポートデータを出力する機能を有している。
（※）特定個人情報を副本として保存・管理する機能。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 リスク６：　不適切な方法で提供されるリスク

 リスクに対する措置の内容

＜中間サーバ・ソフトウェアにおける措置＞
①セキュリティ管理機能（※）により、情報提供ネットワークシステムに送信する情報は、情報照会者から
受領した暗号化鍵で暗号化を適切に実施した上で提供を行う仕組みになっている。
②中間サーバの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実
施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライ
ン連携を抑止する仕組みになっている。
（※）暗号化・復号機能と、鍵情報及び照会許可用照合リストを管理する機能。

＜中間サーバ･プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した行
政専用のネットワーク（総合行政ネットワーク等）を利用することにより、不適切な方法で提供されるリスク
に対応している。
②中間サーバと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を
暗号化することで漏えい･紛失のリスクに対応している。
③中間サーバ・プラットフォームの保守・運用を行う事業者においては、特定個人情報に係る業務にはア
クセスができないよう管理を行い、不適切な方法での情報提供を行えないよう管理している。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

＜選択肢＞
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 ②安全管理体制

 情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置

◎情報提供ネットワークシステムとの接続は、すべてシステム共通基盤（団体内統合宛名システム）を介して行われる。

＜中間サーバ・ソフトウェアにおける措置＞
①中間サーバの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容の
記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。
②情報連携においてのみ、情報提供用個人識別符号を用いることがシステム上担保されており、不正な名寄せが行われるリスクに対応
している。

＜中間サーバ･プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した行政専用のネットワーク（総合行
政ネットワーク等）を利用することにより、安全性を確保している。
②中間サーバと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を暗号化することで安全性を確保
している。
③中間サーバ・プラットフォームでは、特定個人情報を管理するデータベースを地方公共団体ごとに区分管理（アクセス制御）しており、中
間サーバ・プラットフォームを利用する団体であっても他団体が管理する情報には一切アクセスできない。
④特定個人情報の管理を地方公共団体のみが行うことで、中間サーバ・プラットフォームの保守・運用を行う事業者における情報漏えい
等のリスクを極小化する。

 ７．特定個人情報の保管・消去

 リスク１：　特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク

[

[

]

]

政府機関ではない

十分に整備している

4） 政府機関ではない3） 十分に遵守していない

3） 十分に整備していない

 ⑤物理的対策

 具体的な対策の内容

＜豊島区における措置＞
①外部侵入防止措置　外周赤外線センサー監視、２４時間有人監視、監視カメラによる監視。②入退室
管理　ＩＣカード及び手のひら静脈認証による入退室管理、要員所在管理システムによる管理。③不正持
込・持出防止措置　金属探知機検査措置、生体認証ラック開閉管理、ＤＲタグによる媒体管理。

＜中間サーバ･プラットフォームにおける措置＞
中間サーバ･プラットフォームをデータセンターに構築し、設置場所への入退室者管理、有人監視及び施
錠管理をすることとしている。また、設置場所はデータセンター内の専用の領域とし、他テナントとの混在
によるリスクを回避する。

＜紙文書の保管における措置＞
申請書等の紙媒体については、事務室内の施錠可能な書庫及び庁舎内の施錠の可能な倉庫内に保管
する。また、重要情報資産管理台帳に記載し情報資産名・担当・保管先を明確にする。

 ③安全管理規程

 ④安全管理体制・規程の職員
への周知

十分に行っている

[

[

[

]

]十分に周知している

十分に整備している

3） 十分に行っていない
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
＜選択肢＞

2） 十分に周知している1） 特に力を入れて周知している
＜選択肢＞

2） 十分に整備している1） 特に力を入れて整備している

 ⑥技術的対策

 具体的な対策の内容

＜豊島区における措置＞
①コンピュータウィルス対策ソフトウェアを導入している。②作業端末の仮想化を行っている。③二要素認
証を導入している。④「豊島区情報セキュリティ基本方針」及び「豊島区情報セキュリティ対策基準」に基
づき保管・廃棄を行っている。

＜中間サーバ･プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバ・プラットフォームではUTM（コンピュータウイルスやハッキングなどの脅威からネットワーク
を効率的かつ包括的に保護する装置）等を導入し、アクセス制限、侵入検知及び侵入防止を行うととも
に、ログの解析を行う。②中間サーバ・プラットフォームでは、ウイルス対策ソフトを導入し、パターンファイ
ルの更新を行う。③導入しているＯＳ及びミドルウェアについて、必要に応じてセキュリティパッチの適用を
行う。

十分に行っている

十分に行っている

十分に行っている

[

[

[

3） 十分に行っていない
2） 十分に行っている1） 特に力を入れて行っている

＜選択肢＞

 ⑦バックアップ

 ⑧事故発生時手順の策定・周
知 3） 十分に行っていない

1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
＜選択肢＞]

3） 十分に行っていない

]

]

]
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
＜選択肢＞

＜選択肢＞

1） 特に力を入れて整備している 2） 十分に整備している
＜選択肢＞

3） 十分に整備していない

3） 十分に周知していない

＜選択肢＞
1） 特に力を入れて遵守している 2） 十分に遵守している ①NISC政府機関統一基準群
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 ⑨過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか

[ 発生あり

 その内容

本区が契約した平成30年度当初課税に係る紙で提出された下記の課税資料のデータ入力業務の委託に
おいて、委託先が本区の許諾を得ない再委託による業務履行があった。
①「平成29年度特別区民税・都民税データエントリー業務委託」（平成29年11月13日～平成30年3月31
日）
②「平成30年度特別区民税・都民税データエントリー業務委託」（平成30年4月1日～平成30年4月12日）
委託件数合計216,627件　うち再委託された件数71,625件
なお、再委託先からの外部への個人情報の流出は確認されていない。

 再発防止策の内容
特定個人情報を取り扱う業務を委託する場合には、契約締結時に再委託の予定の有無について委託先
から書面で報告を求めるとともに、原則として作業実施期間中に委託先の作業実施場所へ立入調査を行
う。（現地立入調査の実施が困難である場合には、委託先に報告書等の作成を求め確認する。）

＜選択肢＞
1） 発生あり 2） 発生なし

]

 その他の措置の内容 -

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 ⑩死者の個人番号 [ 保管している

 具体的な保管方法 生存者と同様に管理している。

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

1） 保管している 2） 保管していない
＜選択肢＞]

 特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

＜取りまとめ機関における措置＞
・支払基金が｢医療保険者等向け中間サーバー等における資格履歴管理事務」のうち「運用支援環境において、委託区画から取得した資
格情報等を基に、資格履歴ファイルに格納する業務」及び「情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供事務」のうち「機関別符
号取得業務」、「情報提供業務（オンライン資格確認等システムで管理している情報と紐付けるために使用する情報の提供）」の特定個人
情報保護評価を実施している。

 その他の措置の内容 -

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

 手順の内容

・特定個人情報ファイルに記録されたデータについては、保管の必要の有無を判別のうえ、システム処理
にて消去をする。
・紙等の媒体で提出又は出力された課税情報（特定個人情報）は、保存期間を経過した後、文書管理担
当課にて溶解処理する。

 リスク２：　特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスク

 リスクに対する措置の内容

・保管している本人情報は、随時、必要に応じて更新を行う。また、本人からの申請に基づく情報の更新
は届け出時に即入力作業を行う。
＜住民記録情報＞
既存住民基本台帳システムと連携して、即時に変更を反映することにより、保存する本人情報が最新で
あることを担保する。
＜国保総合(国保集約)システムの保管・消去＞
登録された情報は国保総合PCに保管されるデータはなく、国保総合PCからは、国保総合(国保集約)シス
テムの個人番号(特定個人情報ファイル)を操作することはできないため、特定個人情報が古い情報のま
ま　保存され続けるリスクはない。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

1） 定めている 2） 定めていない

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

＜選択肢＞

＜選択肢＞]

]

 リスク３：　特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク

 消去手順 [ 定めている
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3) 十分に行っていない
2) 十分に行っている1) 特に力を入れて行っている

]十分に行っている[

 ２．従業者に対する教育・啓発

 ②監査

[ ]

＜選択肢＞

 ３．その他のリスク対策

＜中間サーバ･プラットフォームにおける措置＞
中間サーバ・プラットフォームを活用することにより、統一した設備環境による高レベルのセキュリティ管理（入退室管理等）、ITリテラシ
の高い運用担当者によるセキュリティリスクの低減、及び技術力の高い運用担当者による均一的で安定したシステム運用・監視を実現
する。
＜取りまとめ機関における措置＞
・支払基金が｢医療保険者等向け中間サーバー等における資格履歴管理事務」のうち「運用支援環境において、委託区画から取得した
資格情報等を基に、資格履歴ファイルに格納する業務」及び「情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供事務」のうち「機関
別符号取得業務」、「情報提供業務（オンライン資格確認等システムで管理している情報と紐付けるために使用する情報の提供）」の特
定個人情報保護評価を実施している。

＜豊島区における措置＞
豊島区情報セキュリティ対策基準の基づき、定期的にセキュリティ自己点検を行い、運用状況を確認す
る。

＜中間サーバ･プラットフォームにおける措置＞
運用規則等に基づき、中間サーバ･プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し、定期的に
自己点検を実施することとしている。

十分に行っている 従業者に対する教育・啓発

 具体的な方法

＜豊島区における措置＞
①職員に対しては、個人情報保護及び情報セキュリティに関する研修を行っていく。
②委託業者に対しては、契約書又は仕様書において、従事者に対し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の実施を義務付けている。

＜中間サーバ･プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバ･プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し、セキュリティ研修等を実施する
こととしている。
②中間サーバ･プラットフォームの業務に就く場合は、運用規則等について研修を行うこととしている。

3) 十分に行っていない
1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている
＜選択肢＞

Ⅳ　その他のリスク対策 ※

 １．監査

 ①自己点検 十分に行っている[ ＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

]

 具体的なチェック方法

 具体的な内容

＜豊島区における措置＞
豊島区情報セキュリティ監査実施計画及び豊島区情報セキュリティ監査実施要綱に基づいて、情報セ
キュリティ監査を行う。

＜中間サーバ･プラットフォームにおける措置＞
運用規則等に基づき、中間サーバ・プラットフォームについて、定期的に監査を行うこととしている。
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 ①連絡先
区民部 国民健康保険課
〒１７１－８４２２　東京都豊島区南池袋２－４５－１

 ②対応方法 問合せ受付票を作成し、記録を残す。

Ⅴ　開示請求、問合せ
 １．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 ①請求先
政策経営部 区民相談課 行政情報グループ
〒１７１－８４２２　東京都豊島区南池袋２－４５－１

 ②請求方法 指定様式による書面の提出により、開示・訂正・利用停止の請求を受け付ける。

－ 特記事項

国民健康保険システム

政策経営部区民相談課行政情報コーナー、区民部国民健康保険課

 ③手数料等

 ⑤法令による特別の手続

 ２．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 ④個人情報ファイル簿の公表

 個人情報ファイル名

 公表場所

 ⑥個人情報ファイル簿への不
記載等

－

1) 行っている 2) 行っていない
＜選択肢＞]

（手数料額、納付方法：

－

[

[

無料

行っている

2) 無料1) 有料
＜選択肢＞

）

]
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 ①実施日

 ②方法

 ④主な意見の内容

―
 ⑤評価書への反映

 ３．第三者点検

Ⅵ　評価実施手続

 ①方法

―
 ③期間を短縮する特段の理
由

 ２．国民・住民等からの意見の聴取

 ②実施日・期間

豊島区パブリックコメント制度実施要綱に基づきパブリックコメントによる意見聴取を実施する。
パブリックコメントの実施に際しては、広報紙に公表している旨の記事を掲載し、区ホームページ及び国
民健康保険課、行政情報コーナー、区民事務所にて全文を閲覧できるようにした。

 １．基礎項目評価

 ①実施日

 ②しきい値判断結果

基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる[ ]

 ４．個人情報保護委員会の承認　【行政機関等のみ】

 ①提出日

 ②個人情報保護委員会によ
る審査

 ③結果

4) 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない（任意に全項目評価を実施）
3) 基礎項目評価の実施が義務付けられる（任意に全項目評価を実施）
2) 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる（任意に全項目評価を実施）
1) 基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる
＜選択肢＞
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（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅰ基本情報　１．特定個人情
報を取り扱う事務　②事務の
内容

①～④まで記載
⑤オンライン資格確認等システム稼働に向けた
準備としての資格履歴管理事務、機関別符号
の取得等事務　に関する記載を追加。

事前

Ⅰ基本情報　　２．特定個人情
報を取り扱う事務において使
用するシステム　システム１
②システムの機能

①～③まで記載 各項目の概要を追記 事前

Ⅰ基本情報　　２．特定個人情
報を取り扱う事務において使
用するシステム　システム２
②システムの機能

①～④まで記載 各項目の概要を追記 事前

Ⅰ基本情報　２．特定個人情
報を取り扱う事務において使
用するシステム　システム６

システム５まで記載
医療保険者向け中間サーバー等　に関する記
載を追加。

事前

Ⅰ基本情報　４．特定個人情
報ファイルを取り扱う理由　①
事務実施上の必要性

＜オンライン資格確認の準備業務＞に関する
記載を追加。

事前

Ⅰ基本情報　２．特定個人情
報を取り扱う事務において使
用するシステム　システム５
②システムの機能

①～②まで記載
③オンライン資格確認の準備のための医療保
険者等向け中間サーバー等への被保険者異動
情報の提供　に関する記載を追加。

事前

Ⅰ基本情報　２．特定個人情
報を取り扱う事務において使
用するシステム　システム５
③他のシステムとの接続

その他（国民健康保険システム）
その他（国民健康保険システム、医療保険者向
け中間サーバー等）

事前

Ⅰ基本情報　４．特定個人情
報ファイルを取り扱う理由　②
実現が期待されるメリット

＜オンライン資格確認の準備業務＞に関する
記載を追加。

事前

Ⅰ基本情報　５．個人番号の
利用　法令上の根拠

国民健康保険法　第１１３条の３　第１項及び第
２項　を追加。

事前
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅰ基本情報　６．個人番号の
利用　②法令上の根拠

＜オンライン資格確認の準備業務における根
拠＞に関する記載を追加。

事前

（別添１）事務の内容　豊島区
が保有するシステムと国保総
合ＰＣとの関係

図に「取りまとめ機関」等を追加。
（備考）取りまとめ機関への情報送信にともな
い、⑭国保情報集約システムとの連携を⑭-1と
⑭-2に修正。

事前

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要（国民健康保険システムファ
イル）　４．特定個人情報ファイ
ルの取扱いの委託　委託の有
無

委託件数　6件 委託件数　8件 事前

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要（国民健康保険システムファ
イル）　４．特定個人情報ファイ
ルの取扱いの委託　委託事項

（一部修正）
委託事項6（資格継続業務、高額該当の引き継
ぎ業務に関する市町村保険者事務共同処理業
務）の①委託内容に「オンライン資格確認等シ
ステムに関する記述を追加。②取扱いを委託す
る特定個人情報ファイルの範囲（その妥当性）
に「オンライン資格確認等システムに関する記
述を追加。
（全項目追加）
委託事項7（医療保険者等向け中間サーバー等
における資格履歴管理事務）を追加。
委託事項8（医療保険者等向け中間サーバー等
における機関別符号取得等事務）を追加。

事前

（別添１）事務の内容　国保連
合会への業務委託とシステム
の関係

図に「取りまとめ機関」等を追加。
（備考）4．オンライン資格確認の準備業務に関
する記載を追加。
個人番号を含む情報を取り扱う「1．資格継続業
務」「2．高額該当の引き継ぎ業務」「3．オンライ
ン資格確認の準備のための医療保険者等向け
中間サーバー等への被保険者異動情報の提
供」の詳細を追加。

事前

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要（国民健康保険システムファ
イル）　３．特定個人情報の入
手・使用　⑧使用方法

①～⑤まで記載
⑥オンライン資格確認の準備業務　に関する記
載を追加。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策　２．特定個人情報の入手
リスク２：　不適切な方法で入
手が行われるリスク　 リスクに
対する措置の内容

＜他部署・住民基本台帳ネットワークシステム
からの入手＞を追記

事前

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策　２．特定個人情報の入手
リスク３：　入手した特定個人
情報が不正確であるリスク
入手の際の本人確認の措置
の内容

＜他部署からの入手＞＜住民基本台帳ネット
ワークシステムからの入手＞を追記

事前

（別添２）ファイル記録項目

（１）国民健康保険システムファイル　○資格情
報　に（オンライン資格確認の準備のための医
療保険者等向け中間サーバー等への被保険者
異動情報の提供にあたり追加する項目）を追
加。

事前

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策　２．特定個人情報の入手
リスク１：　目的外の入手が行
われるリスク　 必要な情報以
外を入手することを防止する
ための措置の内容

＜他部署・住民基本台帳ネットワークシステム
からの入手＞を追記

事前

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策　４．特定個人情報ファイル
の取扱いの委託　特定個人情
報ファイルの閲覧者・更新者
の制限

＜医療保険者等向け中間サーバー等における
資格履歴管理事務及び機関別符号取得等事務
＞を追記

事前

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策　４．特定個人情報ファイル
の取扱いの委託　特定個人情
報ファイル取扱いの記録

特定個人情報にアクセスした際の記録について
追記

事前
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策　４．特定個人情報ファイル
の取扱いの委託　再委託先に
よる特定個人情報ファイルの
適切な取扱いの確保

＜医療保険者等向け中間サーバー等における
資格履歴管理事務及び機関別符号取得等事務
＞に関する記載を追加。

事前

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策　４．特定個人情報ファイル
の取扱いの委託　特定個人情
報ファイルの取扱いの委託に
おけるその他のリスク及びそ
のリスクに対する措置

＜国保連合会における措置＞、＜取りまとめ機
関における措置＞に関する記載を追加。

事前

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策　５．特定個人情報の提供・
移転　リスク３：　誤った提供・
移転が行われるリスク　リスク
に対する措置の内容

システムの登録時・連携時・バグについて追記
委託や情報提供ネットワークシステム以外での
提供がないことを追記

事前

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策　５．特定個人情報の提供・
移転　リスク１：　不正な提供・
移転が行われるリスク　その
他の措置の内容

内容追記 事前

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策　５．特定個人情報の提供・
移転　リスク２：　不適切な提
供・移転が行われるリスク　リ
スクに対する措置の内容

研修について追記
委託や情報提供ネットワークシステム以外での
提供がないことを追記

事前
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策　 ７．特定個人情報の保
管・消去　 リスク１：　特定個
人情報の漏えい・滅失・毀損リ
スク　 ⑥技術的対策

＜豊島区における措置＞③④を追記
＜紙文書の廃棄における処置＞を削除

事前

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策　 ７．特定個人情報の保
管・消去　 リスク２：　特定個
人情報が古い情報のまま保管
され続けるリスク

＜国保総合(国保集約)システムの保管・消去＞
を追記

事前

Ⅲ特定個人情報ファイルの取
扱いプロセスにおけるリスク対
策　７．特定個人情報の保管・
消去　特定個人情報の保管・
消去におけるその他のリスク
及びそのリスクに対する措置

＜取りまとめ機関における措置＞に関する記載
を追加。
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意見公募の結果報告書 

 

 

１．件名 

国民健康保険に関する事務の特定個人情報保護評価書（修正案） 

 

 

２．意見募集の概要 

意見提出期間： 

令和２年５月２１日（木）～令和２年６月２２日（月） 

 

周知方法： 

区報「広報としま５月２１日号」及び区ホームページ掲載 

 

閲覧場所： 

区ホームページの他、国民健康保険課、行政情報コーナー、 

区民事務所（東部・西部） 

 

 

３．意見募集の結果 

案に対するご意見はありませんでした。 

 

 

以上 
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令和 2年 7月 14日 

豊島区行政情報公開・個人情報保護審議会 御中 

 

株式会社ＲＳコネクト 

（旧 株式会社ＪＭＣリスクソリューションズ） 

 

 

特定個人情報保護評価書点検結果報告書 

 

 

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法律（以下「番号法」

という。）では、特定個人情報ファイルを取り扱う事務について、国が示す「特定個人情報

保護評価指針（以下「評価指針」という。）」に基づき、特定個人情報ファイルを保有する前

に、個人のプライバシー等の権利利益の侵害を未然に防止するための危険性及び影響に関

する評価・点検が義務付けられている（番号法第 27条、第 28条）。この評価指針では初回

の作成以降も評価書を定期的に見直し、必要な修正を行うことと定めている。その修正に当

たり、特定個人情報ファイルに対する重要な変更注１に該当する変更を行う場合、及び特定

個人情報の対象者数等のしきい値判断注 2 の結果が全項目評価になった場合には、評価の再

実施（外部の専門性を有する第三者の点検及び区民等への意見公募を再度行うこと）が求め

られている。 

 

それに伴い豊島区（以下「区」という。）では、国民健康保険法が一部改正され、令和 2年

度から医療機関でのオンライン資格確認が開始されることに伴い、「国民健康保険に関する

事務」の特定個人情報保護評価書（以下「評価書」という。）に重要な変更を加えるため、

評価指針に基づき評価書を見直した。 

 

株式会社ＲＳコネクト（以下「弊社」という。）は、区が見直した評価書を評価指針の第

10（２）に定める審査の観点における主な考慮事項（以下「審査の観点」という。）」で示さ

れた内容に基づき、評価・点検（以下「本点検」という。）を行った。 

弊社が実施した点検概要及びその結果を次頁以降に記す。 

 

注１：重要な変更とは、重点項目評価書又は全項目評価書の記載項目のうち、特定個人情報

の漏えいその他の事態の発生の危険性及び影響が大きい変更として評価指針で指定した１

９の項目についての変更をいう。ただし、これらの項目に該当する変更であっても、誤字脱

字の修正、形式的な変更、リスクを明らかに軽減させる変更は、重要な変更に当たらない。 

注２：しきい値判断とは、特定個人情報ファイルを取り扱う事務について、１．対象人数、

２．区の取扱者数及び委託先の取扱者数、３．重大事故の発生の有無、に基づき特定個人情

報保護評価の種類を判断することをいう。 
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１．本点検で確認した評価書 

評価書名 主管課 

国民健康保険に関する事務 全項目評価書 区民部 国民健康保険課 

 

２．評価書の主な変更概要 

（１）医療機関でのオンライン資格確認に係る国保連合会が整備する新システム及び稼働

中のシステムの機能追加、並びに国保事務センター業務の追記 

（２）上記（１）に伴う情報や業務の流れの変更（重要な変更） 

（３）上記（１）に係る業務委託の内容変更及び新規追加（重要な変更） 

（４）上記（１）から（３）に係る国保連合会等委託先のリスク対策の追記 

（５）上記（１）から（３）に係る表記等の見直し 

なお、上記は、いずれも全ての自治体が同じものを採用することとなっており、各都道

府県の国保連合会や各自治体の事情を踏まえて見直すことが求められている。 

 

３．本点検で確認した主なポイント 

（１）評価書の内容が評価指針に基づき準拠した内容となっているか。 

（２）特定個人情報ファイルのリスク対策が妥当なものとなっているか。 

（３）評価書の宣言が区民への説明責任を果たせるものとなっているか。 

（４）厚生労働省が示すテンプレートを考慮した変更内容となっているか。 

 

４．本点検の実施内容 

実施日程 実施内容 

令和 2年 4月 21日 政策経営部区民相談課行政情報グループ（以下「事

務局」という。）との点検計画の協議 

令和 2年 4月 28日 

〜令和 2年 5月 1日 

弊社内において評価書の記載内容を点検（1回目） 

令和 2年 5月 7日 

～令和 2年 5月 14日 

主管課による点検結果を基にした評価書の見直し 

令和 2年 5月 15日 弊社内において評価書の記載内容を点検（2回目） 

令和 2年 5月 18日 弊社と主管課による評価書の記載内容確認（2回目） 

同日 主管課による点検結果を基にした評価書の見直し 

令和 2年 5月 19日 弊社内において評価書の記載内容を点検（3回目） 

令和 2年 5月 21日 

〜令和 2年 6月 21日 

区によるパブリックコメントの実施 

令和 2年 6月 21日 

～令和 2年 7月 14日 

弊社による本報告書の作成 

令和 2年 7月 14日 弊社より事務局へ報告書を提出 
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５．本点検の体制 

株式会社ＲＳコネクト 

点検リーダ 安藤  崇 

点検メンバー 千葉 周一 

品質管理者 古川 英規 

 

６．点検結果  

弊社は、評価対象である「国民健康保険に関する事務」の評価書が、区が国へ公表す

るに当たり、概ね適切な内容となっていると判断した。 

この結論に至るまでに、弊社は主管課と評価書に関する意見交換を重ね、評価書の修

正に関する助言及びリスク対策の改善提言を行っている。その結果、最終的に主管課よ

り提出された評価書が審査の観点で示す適切性及び妥当性で求める適合レベルとなった

次第である。 

 

詳細な点検結果は、別紙に記載する。 

国民健康保険に関する事務 
別紙 

「適合性・妥当性チェック表（国民健康保険事務）」 
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適合性・妥当性チェック表（国民健康保険事務）

項番 確認点 調書 一次判定 所見等 二次J判定 調書 最終判定 調書

Ⅰ　基本情報

1
評価実施機関が複数存在し、取りまとめの評価実施機関が評価書を作成・提出する場合に、

取りまとめ以外の全ての評価実施機関について記載しているか。
Ⅰ

表紙、

7、8

評価実施機関は複数存在しておらず、評価実施機関が適切に記載されている。
適合 適合

2

評価対象の事務全体の概要及びその中で特定個人情報ファイルを使用して実施する事務の内

容を具体的に記載しているか。

特に、追加される事務の内容を追加しているか。

Ⅰ 1②

１．事務の内訳の名称は記載されている。

しかしながら、説明がないため事務全体の概要と言いにくい。説明を追記するか、別の場

所で記載しているのであれば、参照先を示すなど事務の概要が分かるよう表記することが

望まれる。

２．名称の略称を定義しながら、その後に定義前の名称を使っていることが散見された。

評価書内で定義し使用されている次の名称のうち×と評価したものについて定義した略称

への統一が望まれる。

〇　国保連合会：多数

×　国民健康保険団体連合会：1件

　　・別添１事務内容２　1ページの備考

×　国保連：1件

　　・Ⅱファイルの概要3③

〇　東京都国民健康保険団体連合会：3件

　　・Ⅱファイルの概要3➀、4委託6⑥、委託7⑥

〇　支払基金：2件

　　・基本情報1②、2システム6②

×　社会保険診療報酬支払基金：1件

　　・Ⅱファイルの概要4⑥

〇　国保中央会：2件

　　・Ⅱファイル概要4委託7⑥⑨

〇　国民健康保険中央会：0件

要修正

１．事務の内容について、別添１等に詳細を記載してい

る旨を追記すると良い。

２．国保連合会、支払基金、国保中央会の表記は、始

めの定義に合わせて統一すると良い。

適合

修正されていることを確認した。

１．事務の内容は別添１を参照するよう記載されている。

２．次の言葉は略称に統一がされていた。

・国民健康保険団体連合会

・国保連

・社会保険診療報酬支払基金

適合

3

当該システムが実現する機能の名称とその概要を具体的に記載しているか。

特に、国保総合(国保集約)システムに新たな機能が追加されたことを記載しているか。

また、新たに「医療保険者等向け中間サーバー等」を追加しているか。

Ⅰ 2②

国保総合(国保集約)システムや医療保険者等向け中間サーバー等について機能の概

要が記載がされている。

しかしながら、一部のシステムにおいて記載されておらずバランスが悪いため、機能の説明を

追記することが望まれる。

見直し推奨対象：システム１、２

要修正

システム１「国民健康保険システム」及びシステム２｢滞納

管理システム｣について、システム３以降と同じように、タイト

ル以外に概要があると良い。
適合

修正されていることを確認した。

すべてのシステムの機能欄に概要が追加されている。

適合

4
当該システムと情報をやり取りするシステムを全て記載しているか。

特に、新たなシステムの追加による連携等の変更を見直しているか。
Ⅰ 2③

やり取りするシステムが適切に記載されている。また、連携するシステムを見直している。

適合 適合

5

特定個人情報ファイルを取り扱うことが評価対象の事務を実施する上で必要であることを、事務

の流れに即して具体的に説明しているか。

特に、新たに追加される業務を反映したものとなっているか。

Ⅰ 4①

事務実施上の必要性が適切に記載されている。また、新たに追加される業務を反映して

いる。 適合 適合

6

評価対象の事務において特定個人情報ファイルを取り扱うことにより、期待されるメリットについて

幅広く具体的に記載しているか。

特に、新たに追加される業務を反映したものとなっているか。

Ⅰ 4②

期待されるメリットが適切に記載されている。また、新たに追加される業務を反映している。

適合 適合

7 新たに追加される業務に係る法令上の根拠を追加しているか。 Ⅰ 5、6
新たに追加される業務に係る根拠が記載されている。

適合 適合

8

事務に関わる者、事務において使用するシステム、事務において取り扱う情報の流れを具体的

に記載しているか。

特に、新たに追加するシステムや業務を踏まえ見直しているか。

Ⅰ 別添１

別添１のシートが2つあり、一つは区内の事務を中心とした情報の流れ、もう一つは委託

先における情報の流れを中心に具体的に記載している。

しかしながら、次の見直すべき点があった。

１．（別添１）事務内容１の図内の⑭の説明が備考にない。

２．（別添１）事務内容２の資格継続業務の図内の２－⑥の表記が隠れている。

要修正

（別添１）事務内容１シート

１．図内の⑭の説明を備考に追記すると良い。

（別添１）事務内容２シート

２．「資格継続業務」の図内の２－⑥の表記が隠れてい

る、若しくは漏れているため、確認が必要である。

適合

修正されていることを確認した。

１．（別添１）事務内容１の図内の⑭の説明を備考

欄に追記されている。またこれに合わせ⑭-1の説明を見直

している。

２．（別添１）事務内容２の資格継続業務の図内の

２－⑥の表記を見えるように修正されている。

適合

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要　（1）国民健康保険システムファイル　（2）滞納管理システムファイル

9
対象となる国民・住民の特定個人情報を特定個人情報ファイルにおいて保有することが事務を

実施する上で必要な理由を具体的に記載しているか。
Ⅱ 2③

（1）（2）特定個人情報ファイルにおいて保有する理由が記載されている。
適合 適合

10 主な記録項目について、保有する理由をそれぞれ具体的に記載しているか。 Ⅱ 2④
（1）（2）主な記録項目が適切に記載されている。

適合 適合

11
（別添２）ファイル記録項目に「オンライン資格確認の準備のための医療保険者等向け中間

サーバー等への被保険者異動情報の提供」に係る記録項目を追加しているか。
Ⅱ 別添２

（1）別添2に「オンライン資格確認の準備のための医療保険者等向け中間サーバー等

への被保険者異動情報の提供」に係る記録項目を追加している。

（2）対象外
適合 適合

12 入手元に国保連合会の記載があるか。 Ⅱ 3①

（1）入手元に国保連合会の記載がある。

しかしながら、次の確認事項がある。

入手元に厚生労働省、日本年金機構の記載があるが、3③入手の時期・頻度で触れら

れておらず、別添１に記載もない。

別添１と３➀~③の一環性を意識した記載が望まれる。

（2）対象外
要修正

（1）厚生労働省及び日本年金機構からの入手につい

て、３③入手の時期・頻度に書き足すなど、調整が必要で

ある。

要修正

（1）修正を確認できなかった。

状況を要確認

ご説明

厚生労働省は情報提供ネットワーク経由での入手があり、

（別添１）事務内容１②が該当する。

日本年金機構は、本来は情報提供ネットワーク経由での

入手であったが、マイナンバーを含まない情報連携があり、

（別添１）事務内容１⑦が該当する。

現状に合わせ修正する。

適合

（1）修正されていることを確認した。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

行政機関・独立行政法人等の欄から、「厚生労働省」、

「日本年金機構」を削除されている。

しかしながら、行政機関・独立行政法人等の欄に「〇」が

残っている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

追加確認

行政機関・独立行政法人等の欄から「〇」が削除されてい

る。

適合

13 入手方法は別添１で示した業務やシステムの内容と相違はないか。 Ⅱ 3②
（1）（2）入手方法は別添１と相違ない。

適合 適合

一次点検結果
最終判定結果

評価項目 二次点検結果、及び第2回読合せ結果

確認欄

最終点検
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適合性・妥当性チェック表（国民健康保険事務）

項番 確認点 調書 一次判定 所見等 二次J判定 調書 最終判定 調書

一次点検結果
最終判定結果

評価項目 二次点検結果、及び第2回読合せ結果

確認欄

最終点検

14 国保連合会からの入手の時期と頻度について記載はあるか。 Ⅱ 3③

（1）国保連合会からの入手の時期と頻度について記載がある。

（2）対象外
適合 適合

15
特定個人情報の入手に係る妥当性を具体的に記載しているか。

特に、厚生労働省が示すテンプレートを参考に記載しているか。
Ⅱ 3④

（1）厚生労働省が示すテンプレートとは違うものの、入手に係る妥当性について端的に

記載されている。

（2）入手に係る妥当性を記載されている。

適合 適合

16
特定個人情報の入手の事実及び使用目的が本人に示されていることを具体的に記載している

か。
Ⅱ 3⑤

（1）（2）特定個人情報の入手の事実や、その使用目的を本人へどのように明示して

いるのかについて記載がない。実施されている内容を記載する必要がある。

要修正

特定個人情報の入手の事実や、その使用目的を本人へど

のように明示しているのかの記載を加える必要がある。

要修正

修正されていることを確認した。

しかしながら、文面からは使用目的を本人へ明示しているよ

うに読みとれなかった。

ご説明

より分かりやすいように他の自治体の例を参考に修正する。

【参考】　足立区の例

・ 国民健康保険法の規定に基づく届け出時に、被保険者

やその世帯構成員から特定個人情報を直接入手するた

め、窓口の記載台等に使用目的を掲示しておくとともに、必

要に応じて口頭で説明する。

・ 番号法第9条第2項の規定に基づく庁内連携や、同法

第19条第7号の規定に基づく情報提供ネットワークシステ

ムを介した情報連携によって、被保険者やその世帯構成員

以外から特定個人情報を入手する場合もあるため、関係

法令等について、ホームページで広く周知する。

適合

修正されていることを確認した。

入手の際に口頭等にて明示すると追記されている。

適合

17 特定個人情報を使用する理由を具体的に記載しているか。 Ⅱ 3⑥
（1）（2）使用する理由が適切に記載されている。

適合 適合

18
特定個人情報ファイルに記録される情報を他から入手する際の突合の内容、特定個人情報ファ

イルに記録された情報と他の情報との突合の方法や突合の理由を具体的に記載しているか。
Ⅱ

3⑧

情報の突

合

（1）（2）他から入手する際及び他の情報との突合の理由は適切に記載されている。

適合 適合

19 特定個人情報を用いた統計分析を行う場合は、その内容を具体的に記載しているか。 Ⅱ

3⑧

情報の統

計分析

（1）（2）統計分析に係る内容は適切に表現されている。

適合 適合

20
特定個人情報を使用することにより国民の権利利益に影響を与え得る決定を行う場合は、その

内容を具体的に記載しているか。
Ⅱ

3⑧

権利利益

~

（1）（2）住民へ与える影響は適切に記載されている。

適合 適合

21

新たな委託業務2つを厚生労働省が示すテンプレートを参考に追加しているか。

①医療保険者等向け中間サーバー等における資格履歴管理事務

②医療保険者等向け中間サーバー等における機関別符号取得等事務

Ⅱ 4

（1）新たな委託業務2つ追加されている。

（2）対象外
適合 適合

22
新たに追加された2つの委託業務の内容を厚生労働省が示すテンプレートを参考に記載してい

るか。
Ⅱ 4①

（1）厚生労働省が示すテンプレートを参考に委託業務の内容を記載している。

（2）対象外
適合 適合

23

委託先に当該特定個人情報ファイルを取り扱わせることが必要な理由を具体的に記載している

か。

特に、必要性には新たに追加される委託内容を反映しているか。

Ⅱ 4②

（1）新たに追加される委託内容を含め委託理由が適切に記載されている。

しかしながら、一部厚生労働省が示すテンプレートと違う記載があり次に記す確認すべき

事項があった。

委託事項6②

記載内容：特定個人情報ファイルの一部

テンプレート：特定個人情報ファイルのの全部

（2）委託先に当該特定個人情報ファイルを取り扱わせることが必要な理由を記載して

いる。

要修正

委託事項６②、対象となる本人の数の選択に誤りがない

か確認が必要である。

要修正

修正されていることを確認した。

（１）しかしながら、他区では「特定個人情報ファイルの一

部」と表記しているところもあり、テンプレートのとおり「特定個

人情報ファイルのの全部」に修正して良かったのか確認する

必要がある。

ご説明

該当する特定個人情報は保有する一部であるが、テンプ

レートが全体と表記していたため修正した。

しかし認識を再確認できたため表記を元に戻す。

適合

修正されていることを確認した。

現状に合わせ元の「特定個人情報ファイルの一部」に戻さ

れている。

適合

24

委託先を国民・住民等が確認できるか否か、確認できる場合はどのように確認できるか、確認で

きない場合はそのような取扱いが評価対象の事務を実施する上で必要な理由を具体的に記載

しているか。

Ⅱ 4⑤

（1）（2）委託先の開示は適切に記載されている。

適合 適合

25
特定個人情報ファイルの取扱いを再委託するに当たって、どのような手続・方法によるかを具体

的に記載しているか。
Ⅱ 4⑧

（1）（2）再委託の承諾手続きを記載している。
適合 適合

26
提供した特定個人情報が、提供先において、いかなる目的で、どのように使用されることになるか

を具体的に記載しているか。
Ⅱ

5提供先

②

別紙１

（1）

１．記載内容のうち１つだけ別表第二の項番に誤りがあり修正する必要がある。

対象：別紙１　26番

正：120

誤：119

２．他の自治体において記載がある項目について追加すべきか確認が望まれる。

別表第二の

78　雇用保険法による傷病手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

88　原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給に関す

る事務であって主務省令で定めるもの

（2）対象外

要修正

１．通番２６について、正しくは１２０であるため修正が

必要である。

２．他の自治体において記載がある項目について追加す

べきか確認が望まれる。

別表第二の

78　雇用保険法による傷病手当の支給に関する事務で

あって主務省令で定めるもの

88　原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一

般疾病医療費の支給に関する事務であって主務省令で定

めるもの

適合

概ね、修正されていることを確認した。

（１）

１．別表第二項番119を120に修正されている。

２．別表第二項番78及び88について追加はされていな

かった。不要であることを確認する必要がある。

ご説明

実務がないため、あえて記載していない。

78：該当なし

88：現在なし

適合
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適合性・妥当性チェック表（国民健康保険事務）

項番 確認点 調書 一次判定 所見等 二次J判定 調書 最終判定 調書

一次点検結果
最終判定結果

評価項目 二次点検結果、及び第2回読合せ結果

確認欄

最終点検

27
移転した特定個人情報が、移転先において、いかなる目的で、どのように使用されることになるか

を具体的に記載しているか。（独自利用事務の範囲内であるか）
Ⅱ

5移転先

②

別紙２

（1）マイナンバー法第９条第２項に基づき定める条例（マイナンバー条例）で定める

事務の範囲内である。

しかしながら、表題に別紙３と誤表記されているため別紙２と修正が必要である。

（2）対象外

要修正

表題に（別紙３）と誤表記されているため（別紙２）と

修正が必要である。

適合

修正されていることを確認した。

（１）

「別紙３」を「別紙２」に修正されている。
適合

28
特定個人情報の保管場所の態様及び保管場所への立入り制限・アクセス制限について具体

的に記載しているか。
Ⅱ 6①

（1）（2）物理的な制限は適切に記載されている。
適合 適合

29 特定個人情報の保管期間は妥当であるか。また、その理由を具体的に記載しているか。 Ⅱ 6②
（1）（2）保管期間の妥当性について具体的に説明がある。

適合 適合

30 保管期間を経過した特定個人情報を消去する方法を具体的に記載しているか。 Ⅱ 6③
（1）（2）消去方法は適切に記載されている。

適合 適合

31 その他、気になった点はないか。 Ⅱ

（1）4 委託事項7及び8の③の委託先における取扱者数の記載がない。委託先に確

認し記載する必要がある。 要修正

4 委託事項7及び8の③の委託先における取扱者数の記

載がない。委託先に確認し記載する必要がある。 適合

修正されていることを確認した。

他区と同様の記載である「10人以上50人未満」が入力さ

れていた。

適合

Ⅲ　特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策

32

評価対象の事務を遂行する上で必要な者以外の者の特定個人情報を入手しないよう講じてい

る対策を具体的に記載しているか。記載された対策は、特定個人情報保護評価の目的に照ら

し、妥当なものか。

特に、国保連合会からの入手について記載があるか。

Ⅲ

2 リスク1

対象者以

外～

必要な者以外の者の特定個人情報を入手しないよう講じている対策を記載している。

しかしながら、Ⅱ3②入手方法に記載した次の方法に対する対策の記載がなく、記載の

追加の必要性がないか確認すべき事項があった。

・他部署からの入手

・情報提供ネットワークシステムによる入手

・住民基本台帳ネットワークシステムによる入手

要修正

次のリスク対策への追加が必要である。

・他部署からの入手

・情報提供ネットワークシステムによる入手

・住民基本台帳ネットワークシステムによる入手
適合

修正されていることを確認した。

他部署、及び住民基本台帳ネットワークシステムによる入

手を追記されている。

＊情報提供ネットワークシステムについては誤認のため対象

外

適合

33

事務を遂行する上で必要な情報以外の特定個人情報を入手しないよう講じている対策を具体

的に記載しているか。記載された対策は、特定個人情報保護評価の目的に照らし、妥当なもの

か。

特に、国保連合会からの入手について記載があるか。

Ⅲ

2 リスク1

必要な情

報以外～

必要な情報以外の特定個人情報を入手しないよう講じている対策を記載している。

しかしながら、Ⅱ3②入手方法に記載した次の方法に対する対策の記載がなく、記載の

追加の必要性がないか確認すべき事項があった。

・他部署からの入手

・情報提供ネットワークシステムによる入手

・住民基本台帳ネットワークシステムによる入手

要修正

次のリスク対策への追加が必要である。

・他部署からの入手

・情報提供ネットワークシステムによる入手

・住民基本台帳ネットワークシステムによる入手
適合

修正されていることを確認した。

他部署、及び住民基本台帳ネットワークシステムによる入

手を追記されている。

＊情報提供ネットワークシステムについては誤認のため対象

外

適合

34

特定個人情報の入手に際して、適切な方法で入手するために講じている措置を具体的に記載

しているか。記載された対策は、特定個人情報保護評価の目的に照らし、妥当なものか。

特に、国保連合会からの入手について記載があるか。

Ⅲ 2 リスク2

適切な方法で入手するために講じている措置を記載している。

しかしながら、Ⅱ3②入手方法に記載した次の方法に対する対策の記載がなく、記載の

追加の必要性がないか確認すべき事項があった。

・他部署からの入手

・情報提供ネットワークシステムによる入手

・住民基本台帳ネットワークシステムによる入手

要修正

次のリスク対策への追加が必要である。

・他部署からの入手

・情報提供ネットワークシステムによる入手

・住民基本台帳ネットワークシステムによる入手
適合

修正されていることを確認した。

他部署、及び住民基本台帳ネットワークシステムによる入

手を追記されている。

＊情報提供ネットワークシステムについては誤認のため対象

外

適合

35

特定個人情報を入手する際に、その特定個人情報が本人の情報であることを確認する方法を

具体的に記載しているか。記載された対策は、特定個人情報保護評価の目的に照らし、妥当

なものか。

特に、国保連合会からの入手について記載があるか。

Ⅲ

2 リスク3

入手の際

の～

特定個人情報が本人の情報であることを確認する方法を記載している。

しかしながら、Ⅱ3②入手方法に記載した次の方法に対する対策の記載がなく、記載の

追加の必要性がないか確認すべき事項があった。

・他部署からの入手

・情報提供ネットワークシステムによる入手

・住民基本台帳ネットワークシステムによる入手

要修正

次のリスク対策への追加が必要である。

・他部署からの入手

・情報提供ネットワークシステムによる入手

・住民基本台帳ネットワークシステムによる入手
適合

修正されていることを確認した。

他部署、及び住民基本台帳ネットワークシステムによる入

手を追記されている。

＊情報提供ネットワークシステムについては誤認のため対象

外

適合

36

入手した個人番号が本人の個人番号で間違いないことを確認する方法を具体的に記載してい

るか。記載された対策は、特定個人情報保護評価の目的に照らし、妥当なものか。

特に、国保連合会からの入手について記載があるか。

Ⅲ

2 リスク3

個人番号

の真正～

入手した個人番号が本人の個人番号で間違いないことを確認する方法を記載している。

しかしながら、Ⅱ3②入手方法に記載した次の方法に対する対策の記載がなく、記載の

追加の必要性がないか確認すべき事項があった。

・他部署からの入手

・情報提供ネットワークシステムによる入手

・住民基本台帳ネットワークシステムによる入手

要修正

次のリスク対策への追加が必要である。

・他部署からの入手

・情報提供ネットワークシステムによる入手

・住民基本台帳ネットワークシステムによる入手

要修正

修正を確認できなかった。

状況を要確認

＊情報提供ネットワークシステムについては誤認のため対象

外

ご説明

他部署、及び住民基本台帳ネットワークシステムからの個

人番号の入手がないため記載していなかった。

今後、同じ確認をしないよう入手がないことを明記する。

適合

修正されていることを確認した。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

冒頭に、記載した以外の入手がないことを宣言している。

また、住民基本台帳ネットワークシステムからの入手につい

ては、”4情報または個人番号をキーとして照合を行う。”と

追記されている。

しかしながら、住民基本台帳ネットワークシステムからの入手

について追記した行動によって、個人番号を入手するのか

否かについて言及されておらず、入手する場合の個人番号

が正しいことまで説明しきれていない。

修正の例）

4情報または個人番号をキーとして照合を行い、個人情報

を照会するが、個人番号の入手はない。

又は

4情報または個人番号をキーとして照合を行い、特定の個

人を特定したうえで個人番号を含む特定個人情報を入手

するため、真正性を確保している。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

追加確認

住民基本台帳ネットワークシステムからの入手する情報の

真正性について説明が追記されている。

適合

37

特定個人情報を入手した後、その情報の正確性を保つために講じている措置を具体的に記載

しているか。記載された対策は、特定個人情報保護評価の目的に照らし、妥当なものか。

特に、国保連合会からの入手について記載があるか。

Ⅲ

2 リスク3

特定個人

情報の～

入手した特定個人情報を入手した後、その情報の正確性を保つために講じている措置を

記載している。 適合 適合
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適合性・妥当性チェック表（国民健康保険事務）

項番 確認点 調書 一次判定 所見等 二次J判定 調書 最終判定 調書

一次点検結果
最終判定結果

評価項目 二次点検結果、及び第2回読合せ結果

確認欄

最終点検

38

特定個人情報を入手する際に、情報の安全確保の観点から講じている措置を具体的に記載し

ているか。記載された対策は、特定個人情報保護評価の目的に照らし、妥当なものか。

特に、国保連合会からの入手について記載があるか。

Ⅲ

2 リスク4

入手時の

漏えい～

特定個人情報を入手する際に、情報の安全確保の観点から講じている措置を記載して

いる。 適合 適合

39
特定個人情報の入手において、その他のリスク及びそれらのリスクへの対策についての記載はある

か。
Ⅲ 2 その他

特に記載はない。

適合 適合

40

宛名システム等において、特定個人情報が、使用目的を超えて取り扱われないよう、また、評価

対象の事務に必要のない情報と併せて取り扱われないよう、講じている対策を具体的に記載し

ているか。記載された対策は、特定個人情報保護評価の目的に照らし、妥当なものか。

Ⅲ

3 リスク1

宛名シス

テム等～

宛名システム等における措置を記載している。

適合 適合

41

事務で使用するその他のシステムにおいて、特定個人情報が、使用目的を超えて取り扱われな

いよう、また、評価対象の事務に必要のない情報と併せて取り扱われないよう、講じている対策を

具体的に記載しているか。記載された対策は、特定個人情報保護評価の目的に照らし、妥当

なものか。

Ⅲ

3 リスク1

事務で使

用する～

事務で使用するその他のシステムとの紐づけを限定している。

適合 適合

42 国保総合PCにおける措置に関する記載があるか。 Ⅲ

3 リスク1

その他の

措置

国保総合PCにおける措置に関して記載している。

適合 適合

43

特定個人情報にアクセスする際の認証を行う場合は、特定個人情報にアクセスするユーザの認

証方法、なりすましが行われないために講じている対策について具体的に記載しているか。記載さ

れた対策は、特定個人情報保護評価の目的に照らし、妥当なものか。

特に、推測されにくいパスワードの利用について記載はあるか。

Ⅲ

3 リスク2

ユーザ認

証～

ユーザ認証の方法について記載されている。

しかしながら、厚生労働省が示すテンプレートで求めている推測されにくいパスワードの利

用について記載がなく、追記すべきか確認すべき事項があった。
要修正

推測されにくいパスワードと表記を改めると良い。

要修正

修正を確認できなかった。

状況を要確認

ご説明

修正漏れ。

適合

修正されていることを確認した。

厚生労働省が示すテンプレートで求めている推測されにくい

パスワードの利用禁止について追記されている。
適合

44

特定個人情報ファイルを取り扱う者が正当なユーザであることを確認するための情報の発効・失

効の管理について具体的に記載しているか。記載された対策は、特定個人情報保護評価の目

的に照らし、妥当なものか。

Ⅲ

3 リスク2

アクセス権

限の発効

～

正当なユーザであることを確認するための情報の発効・失効の管理について記載してい

る。
適合 適合

45

アクセス権限の発効・失効の管理を行う者による当該管理の適正性についてチェックをしている内

容を具体的に記載しているか。記載された対策は、特定個人情報保護評価の目的に照らし、

妥当なものか。

Ⅲ

3 リスク2

アクセス権

限の管理

アクセス権限の発効・失効の管理を行う者による当該管理の内容を記載している。

適合 適合

46

特定個人情報の入手から消去までの各過程において、特定個人情報ファイルの取扱い記録や

アクセスの失敗の記録などを残していることを具体的に記載しているか。記録を残していない場合

は、残していなくても権限のない者による不正な使用を防止できる理由を具体的に記載している

か。記載された対策は、特定個人情報保護評価の目的に照らし、妥当なものか。

特に、問題が疑われる際のログ分析について記載があるか。

Ⅲ

3 リスク2

～使用の

記録

システムにおいて操作ログ等の必要な記録を残している。またその他の措置の欄に定期的

及び不正な運用があった場合はログ分析を行うよう記載している。

適合 適合

47
従業者が特定個人情報ファイルを事務外で使用しないよう講じている措置を具体的に記載して

いるか。記載された対策は、特定個人情報保護評価の目的に照らし、妥当なものか。
Ⅲ

3 リスク3

従事者が

～

従業者が特定個人情報ファイルを事務外で使用しないよう講じている措置を記載してい

る。 適合 適合

48

特定個人情報ファイルを取り扱う者が特定個人情報ファイルを不正に複製しないよう講じている

措置を具体的に記載しているか。記載された対策は、特定個人情報保護評価の目的に照ら

し、妥当なものか。

特に、厚生労働省が示すテンプレートを参考に実施している対策を記載しているか。

Ⅲ

3 リスク4

不正に複

製～

特定個人情報ファイルを取り扱う者が特定個人情報ファイルを不正に複製しないよう講じ

ている措置を記載している。

しかしながら、システム側の制御内容について一切記載されておらず、運用に任されている

イメージを受けるため見直しが望まれる。 要修正

システムからの複製は操作権限等の制限からできないよう

制御されている点を加えると良い。

要修正

修正を確認できなかった。

状況を要確認

ご説明

システムから個人番号を含んだデータ出力はできないよう制

御しているため記載していなかった。

リスクが想定されないことを明記する。

適合

修正されていることを確認した。

システムからの特定個人情報の複製ができないことを記載さ

れている。

適合

49
特定個人情報の使用において、その他のリスク及びそれらのリスクへの対策についての記載はある

か。
Ⅲ 3 その他

一定時間使用しない状況が続いた場合、自動的にタイムアウトするなどの対策が記載さ

れている。 適合 適合

50

委託先を決定する際に特定個人情報ファイルを適切に取り扱う委託先であることを確認する手

続等について具体的に記載しているか。記載された対策は、特定個人情報保護評価の目的に

照らし、妥当なものか。

Ⅲ

4 情報保

護管理体

制～

委託先を決定する際に特定個人情報ファイルを適切に取り扱う委託先であることを確認

する手続等について記載している。

しかしながら、文中にある「管理者」が誰を指しているのか不明であることで、説明内容が

妥当か判断できないため、文面を見直す必要がある。

要修正

情報セキュリティポリシーに基づき、適切な表記に修正すると

良い。「情報システム管理者」など。

要修正

修正されていることを確認した。

「管理者」を「情報システム管理者」に変更されている。

なお、当該評価書には複数のシステムが記載されている

が、それぞれのシステムの情報システム管理者が適切な業

者を選定するとの認識でよいか要確認

ご説明

情報システム管理者は、情報セキュリティポリシーで定める

当該事務の課長である。

読み手が分かりやすいように補足説明を追記する。

適合

修正されていることを確認した。

「情報システム管理者」の後に「（国民健康保険課長）」

を追記され、管理者を明確にされている。

適合

51

委託先において特定個人情報ファイルの閲覧者・更新者を必要最小限に制限していることを具

体的に記載しているか。記載された対策は、特定個人情報保護評価の目的に照らし、妥当な

ものか。

特に、システムのサーバや端末等が委託先にある場合に、委託先の操作等の制限が十分に読

み取れる内容となっているか。

Ⅲ

4 ～閲覧

者・更新

者の制限

委託先の特定個人情報ファイルの閲覧者・更新者を必要最小限に制限していることを記

載している。

しかしながら、当該システムの認証は1要素認証であると読み取れ、認証方式としては不

安が残る記載内容となっている。また、取りまとめ機関における対策について記載されてお

らず対策が十分か判断できないため、記載内容の見直しが必要である。
要修正

厚生労働省が示すテンプレートの表記に合わせるなど、修

正が必要である。

適合

修正されていることを確認した。

二要素認証による利用者の制限や取りまとめ機関における

対策について記載されている。

適合

52

委託先における特定個人情報ファイルの取扱いについて記録を残している場合は、その方法や

保存期間等を具体的に記載しているか。また、記録を残していない場合は権限のない者による

不正な使用を防止できる理由を具体的に記載しているか。記載された対策は、特定個人情報

保護評価の目的に照らし、妥当なものか。

Ⅲ
4 ～取扱

いの記録

委託先における特定個人情報ファイルの取扱いの記録として事前申請を示している。

しかしながら、操作ログ等の取得について記載がなく、委託従事者の操作の適切性を確

認できる内容になっていないため、記載内容の見直しが必要である。
要修正

厚生労働省が示すテンプレートの表記に合わせるなど、修

正が必要である。

適合

修正されていることを確認した。

委託従事者の操作の適切性を確認できる記録について記

載されている。
適合

4/7



適合性・妥当性チェック表（国民健康保険事務）

項番 確認点 調書 一次判定 所見等 二次J判定 調書 最終判定 調書

一次点検結果
最終判定結果

評価項目 二次点検結果、及び第2回読合せ結果

確認欄

最終点検

53

委託に伴う特定個人情報の提供に関するルールを定めている場合、ルールの内容やルール遵守

の確認方法を具体的に記載しているか。また、委託先から他者への提供を認めていない場合、

提供されていないことを確認する方法を具体的に記載しているか。記載された対策は、特定個

人情報保護評価の目的に照らし、妥当なものか。

特に、委託先におけるルール順守の確認方法について記載があるか。

Ⅲ
4 ～提供

ルール

委託に伴う特定個人情報の提供に関するルールを定めている場合、ルールの内容やルー

ル遵守の確認方法を記載している。

適合 適合

54

委託先における特定個人情報の消去のルールを定めている場合は、ルールの内容やルール遵守

の確認方法を具体的に記載しているか。また、委託契約終了後に消去されていることを確認す

る方法を具体的に記載しているか。記載された対策は、特定個人情報保護評価の目的に照ら

し、妥当なものか。

特に、委託先におけるルール順守の確認方法について記載があるか。

Ⅲ
4 ～消去

のルール

委託先における特定個人情報の返却や消去のルールの内容を記載している。

しかしながら、返却または消去の確認方法は記載されていないため、記載内容の見直し

が必要である。 要修正

必要に応じて委託先へどのような調査を行なっているのかを

厚生労働省が示すテンプレートの表記を参考に追記すると

良い。 適合

修正されていることを確認した。

確認方法として、書面や立入検査で確認すると記載されて

いる。 適合

55

委託先と締結する委託契約における特定個人情報ファイルの取扱いに関する規定について具体

的に記載しているか。記載された対策は、特定個人情報保護評価の目的に照らし、妥当なもの

か。

Ⅲ

4 ～取扱

いに関する

規定

ガイドラインで契約に求める9項目を記載している。

適合 適合

56

特定個人情報ファイルの取扱いを再委託している場合、再委託先での適正な取扱いの確保の

ために行っている措置について具体的に記載しているか。記載された対策は、特定個人情報保

護評価の目的に照らし、妥当なものか。

特に、医療保険者等向け中間サーバー等における資格履歴管理事務及び機関別符号取得

等事務に係る再委託について記載されているか。

Ⅲ

4 再委託

先による

～

特定個人情報ファイルの取扱いを再委託先での適正な取扱いの確保のために行っている

措置について記載している。

適合 適合

57

特定個人情報ファイルの取扱いの委託において、その他のリスク及びそれらのリスクへの対策につ

いての記載はあるか。

特に、厚生労働省が示すテンプレートを参考に追記しているか。

Ⅲ 4 その他

厚生労働省が示すテンプレートを参考に追記している。

適合 適合

58

特定個人情報の提供又は移転の記録を残している場合は、その記録の内容や記録方法、保

存期間等を具体的に記載しているか。また、記録を残していない場合は特定個人情報が不正

に提供又は移転されることを防止できる理由を具体的に記載しているか。記載された対策は、特

定個人情報保護評価の目的に照らし、妥当なものか。

Ⅲ

5 リスク1

～提供・

移転の記

録

特定個人情報の提供又は移転の記録の内容や記録方法、保存期間等を記載してい

る。

しかしながら、記載内容はシステムの使用による照会のみに限定され、この部分だけを読

むと、その他の方法について記載がないため対策が十分か判断ができない。

なお、Ⅱ5特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）において下記の回答

があり、ここで記載すべきはシステムの使用による移転のみであり記載している内容が正し

いことがわかる。

Ⅱ5特定個人情報の提供・移転

提供方法：情報提供ネットワークシステム

移転方法：庁内連携システム、国民健康保険システムの画面確認

よって、ここでは、システムの使用による移転のみが該当することを示しておくことで、記載内

容が十分であることを示すことが望ましい。

要修正

システムを使用して当該特定個人情報ファイルを照会する

ケースは移転による照会業務のみである旨を追記すると良

い。

適合

その他の措置の内容の欄に記載していることを確認した。

適合

59

特定個人情報の提供・移転に関するルールを定めている場合は、ルールの内容やルール遵守の

確認方法を具体的に記載しているか。記載された対策は、特定個人情報保護評価の目的に

照らし、妥当なものか。

Ⅲ

5 リスク1

～提供・

移転に関

するルール

特定個人情報の提供・移転に関するルールを記載している。

しかしながら、ルール遵守の確認方法について記載がなく、ルール順守の確認方法を追記

する必要がある。 要修正

ルール順守の確認方法を追記する必要がある。

適合

修正されていることを確認した。

ルール順守の確認方法が記載されている。

適合

60

特定個人情報を提供・移転する際に、情報漏えいや紛失のリスクを軽減するための措置や提供

先・移転先における特定個人情報の使途が法令に基づく適切なものであることを確認するための

措置を具体的に記載しているか。記載された対策は、特定個人情報保護評価の目的に照ら

し、妥当なものか。

Ⅲ

5 リスク2

不適切な

方法で～

記載内容は不正を防止する対策であって、適切な手続きに基づき行われる不適切な方

法（ミス）を防げるものではない。

この欄では、正当な手続きを行いながらも移転時のミスによる情報漏えいや紛失を防止す

る対策の記載を求めている。

よって次の視点で記載する内容を見直す必要がある。

・移転時に想定されるミスとはどのようなことか？

・移転時にミスが起きてしまう条件とは何か？

・移転時のミスによって起きる情報漏えいや紛失とはどのようなものか？

・上記のことを防止するための対策は何か？

例）ミスを防止するための移転に係る手続きの整備や教育（移転先の所属における教

育等含む）が考えられる。

また、委託や情報提供ネットワークシステム以外での提供がないことを明記しておくことも重

要である。

なお、システムでの機能が制限されているなどの理由からミスの発生が想定できない場合

は、その理由を記載することが望ましい。

要修正

１．次の視点で記載内容を見直す必要がある。

・移転時に想定されるミスとはどのようなことか？

・移転時にミスが起きてしまう条件とは何か？

・移転時のミスによって起きる情報漏えいや紛失とはどのよう

なものか？

・上記のことを防止するための対策は何か？

例）ミスを防止するための移転に係る手続きの整備や教育

（移転先の所属における教育等含む）が考えられる。

２．委託や情報提供ネットワークシステム以外での提供が

ないことを明記しておくことも重要である。

３．システムでの機能が制限されているなどの理由からミス

の発生が想定できない場合は、その理由を記載することが

望ましい。

適合

修正されていることを確認した。

委託や情報提供ネットワークシステム以外での提供がない

ことを記載したことで、想定されるリスクが不正に限定され、

記載していた不正防止対策が有効になった。

また、不正を防止するための教育が追加されたことでリスク

対策が有効であることが読み取れる。

適合
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適合性・妥当性チェック表（国民健康保険事務）

項番 確認点 調書 一次判定 所見等 二次J判定 調書 最終判定 調書

一次点検結果
最終判定結果

評価項目 二次点検結果、及び第2回読合せ結果

確認欄

最終点検

61

誤った特定個人情報を提供・移転することや誤った相手に提供・移転することを防止する措置を

具体的に記載しているか。記載された対策は、特定個人情報保護評価の目的に照らし、妥当

なものか。

Ⅲ

5 リスク3

誤った情

報を提供

～

システム利用者を制限することにより、不正操作によるデータの改ざんや誤った相手に提

供・移転を低減する対策を記載している。

しかしながら、次のリスク対策について追加する必要がないか検討が望まれる。

上記以外にも次のリスクが想定される。

【誤った情報を提供・移転】

・システム登録時の誤入力

・システム連携時の紐づきミスによる部分的に他人の情報と置き換わる

・システムのプログラムのバグによる処理結果間違い

・システム操作者による故意や過失のデータ改ざん

・移転先による誤照会

また、委託や情報提供ネットワークシステム以外での提供がないことを明記しておくことも重

要である。

要修正

１．次の観点に対するリスク対策方法を追記すると良い。

【誤った情報を提供・移転】

・システム登録時の誤入力

・システム連携時の紐づきミスによる部分的に他人の情報と

置き換わる

・システムのプログラムのバグによる処理結果間違い

・システム操作者による故意や過失のデータ改ざん

・移転先による誤照会

２．委託や情報提供ネットワークシステム以外での提供が

ないことを明記しておくことも重要である。

適合

修正されていることを確認した。

システムへの登録時、システム連携時、システムによる処理

結果の誤り、システム操作者による故意や過失のデータ改

ざんのリスクへの対策が記載されている。

また、委託や情報提供ネットワークシステム以外での提供が

ないことを明記されている。

適合

62
特定個人情報の提供・移転において、その他のリスク及びそれらのリスクへの対策についての記載

はあるか。
Ⅲ 5 その他

特に記載はない。
適合 適合

63

情報提供ネットワークシステムを通じて特定個人情報を入手する際に、目的外の入手が行われ

ないために講じている措置を具体的に記載しているか。記載された対策は、特定個人情報保護

評価の目的に照らし、妥当なものか。

Ⅲ 6 リスク1

情報提供ネットワークシステムを通じて特定個人情報を入手する際に、目的外の入手が

行われないために講じている措置を記載している。 適合 適合

64

情報提供ネットワークシステムを通じて特定個人情報を入手する際に、特定個人情報の安全が

保たれない不適切な方法で特定個人情報を入手しないために講じている対策を具体的に記載

しているか。記載された対策は、特定個人情報保護評価の目的に照らし、妥当なものか。

Ⅲ 6 リスク2

情報提供ネットワークシステムを通じて特定個人情報を入手する際の安全性に係る対策

を記載している。 適合 適合

65

情報提供ネットワークシステムを通じて特定個人情報を入手した後、その情報の正確性を保つ

ために講じている措置を具体的に記載しているか。記載された対策は、特定個人情報保護評

価の目的に照らし、妥当なものか。

Ⅲ 6 リスク3

情報提供ネットワークシステムからの入手時の情報の正確性に係る措置を記載している。

適合 適合

66

情報提供ネットワークシステムを通じて特定個人情報を入手する際に、情報漏えいや紛失のリス

クを軽減するために講じている措置を具体的に記載しているか。記載された対策は、特定個人

情報保護評価の目的に照らし、妥当なものか。

Ⅲ 6 リスク4

情報提供ネットワークシステムを通じて特定個人情報を入手する際に、情報漏えいや紛

失のリスクを軽減するために講じている措置を記載している。 適合 適合

67

情報提供ネットワークシステムを通じて提供する際に、特定個人情報の不正な提供が行われる

リスクを軽減するために講じている措置を具体的に記載しているか。記載された対策は、特定個

人情報保護評価の目的に照らし、妥当なものか。

Ⅲ 6 リスク5

情報提供ネットワークシステムを通じて提供する際に、特定個人情報の不正な提供が行

われるリスクを軽減するために講じている措置を記載している。 適合 適合

68

情報提供ネットワークシステムを通じて提供する際に、特定個人情報の提供方法が不適切とな

らないよう講じている措置を具体的に記載しているか。記載された対策は、特定個人情報保護

評価の目的に照らし、妥当なものか。

Ⅲ 6 リスク6

情報提供ネットワークシステムを通じて提供する際に、特定個人情報の提供方法が不適

切とならないよう講じている措置を記載している。 適合 適合

69

情報提供ネットワークシステムを通じて提供する際に、誤った特定個人情報を提供することや、

誤った相手に提供することを防止するために講じている措置を具体的に記載しているか。記載さ

れた対策は、特定個人情報保護評価の目的に照らし、妥当なものか。

Ⅲ 6 リスク7

情報提供ネットワークシステムを通じて提供する際に、誤った特定個人情報を提供するこ

とや、誤った相手に提供することを防止するために講じている措置を記載している。 適合 適合

70
情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うリスクについて、その他のリスク及びそれらのリスクへの

対策についての記載はあるか。
Ⅲ 6 その他

情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うリスクについて、その他のリスク及びそれらのリ

スクへの対策について記載している。
適合 適合

71
特定個人情報の漏えい・滅失・毀損を防ぐために行っている物理的な対策について具体的に記

載しているか。記載された対策は、特定個人情報保護評価の目的に照らし、妥当なものか。
Ⅲ

7 リスク1

⑤

区の管理区域、委託先の管理区域及び区の取扱区域に係る物理的対策を記載してい

る。 適合 適合

72
特定個人情報の漏えい・滅失・毀損を防ぐために行っている技術的な対策について具体的に記

載しているか。記載された対策は、特定個人情報保護評価の目的に照らし、妥当なものか。
Ⅲ

7 リスク1

⑥

特定個人情報の漏えい・滅失・毀損を防ぐために行っている技術的な対策について記載

している。

しかしながら、記載している中間サーバ･プラットフォームにおける措置の内容に対して豊島

区における措置の内容が少なく、バランスが悪い。また、紙文書の廃棄について記載してい

るが、技術的対策ではなく記載すべき内容を理解していないように見られてしまうため、記

載内容の見直しが必要である。

要修正

１．情報セキュリティポリシーで求めているデータの廃棄ルー

ルを追記すると良い。

２．＜紙文書の廃棄における処置＞を削除すると良い。
適合

修正されていることを確認した。

二つの対策を追記されている。また紙文書の廃棄について

削除されている。

適合

73

過去３年以内に発生した全ての重大事故の内容、原因、影響、重大事故発生時の対応など

について具体的に記載しているか。記載された対策は、特定個人情報保護評価の目的に照ら

し、妥当なものか。

Ⅲ

7 リスク1

⑨重大事

態の内容

過去３年以内に発生した全ての重大事故の内容、原因、影響、重大事故発生時の対

応について記載している。
適合 適合

74
重大事故を受けて策定・実施した再発防止策の内容について具体的に記載しているか。記載さ

れた対策は、特定個人情報保護評価の目的に照らし、妥当なものか。
Ⅲ

7 リスク1

⑨再発防

止

重大事故を受けて策定・実施した再発防止策の内容について記載している。

適合 適合

75
死者の個人番号を保管している場合は保管方法を具体的に記載しているか。記載された対策

は、特定個人情報保護評価の目的に照らし、妥当なものか。
Ⅲ

7 リスク1

➉

死者の個人番号を保管しており、保管方法を記載している。
適合 適合

76
特定個人情報を最新の状態で保管するために行っている措置を具体的に記載しているか。記

載された対策は、特定個人情報保護評価の目的に照らし、妥当なものか。
Ⅲ 7 リスク2

１．評価書に初めて記載された単語（住民記録情報）を主語として説明しているた

め、何について説明しているか理解しにくい。よって記載内容の見直しが必要である。

２．国保総合(国保集約)システムの保管・消去についても厚生労働省が示すテンプ

レートを参考に追記することが望まれる。
要修正

１．内容が住基事務のものになっているため、国民健康保

険事務における内容として表記を改める必要がある。

２．国保総合(国保集約)システムの保管・消去について

も厚生労働省が示すテンプレートを参考に追記すると良

い。

適合

修正されていることを確認した。

１．指摘箇所は表現方法を見直し分かりやすいようにされ

ている。また国民健康ファイルと思われる情報の正確性につ

いて追記されている。

２．国保総合(国保集約)システムの保管・消去について

記載されている。

適合
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適合性・妥当性チェック表（国民健康保険事務）

項番 確認点 調書 一次判定 所見等 二次J判定 調書 最終判定 調書

一次点検結果
最終判定結果

評価項目 二次点検結果、及び第2回読合せ結果

確認欄

最終点検

77

保管期間を経過した特定個人情報を適切な時に安全かつ確実に消去できる手続・体制・手法

になっているか等について具体的に記載しているか。記載された対策は、特定個人情報保護評

価の目的に照らし、妥当なものか。

Ⅲ
7 リスク3

消去手順

保管期間を経過した特定個人情報を適切な時に安全かつ確実に消去できる手続・体

制・手法になっているか等について記載している。

なお、厚生労働省が示すテンプレートに記載された内容が記載されていないものの、テンプ

レートに記載した内容は辻褄が合わないため記載しない方が良い。
適合 適合

78

特定個人情報の保管・消去において、その他のリスク及びそれらのリスクへの対策についての記載

はあるか。

特に、厚生労働省が示すテンプレートを参考に追記しているか。

Ⅲ 7 その他

特定個人情報の保管・消去において、その他のリスク及びそれらのリスクへの対策について

記載している。 適合 適合

Ⅳ　その他のリスク対策

79
評価書に記載したとおりに運用がなされていること等について、評価の実施を担当する部署自ら

が、どのように自己点検するか具体的に記載しているか。
Ⅳ 1①

評価の実施を担当する部署自らが、どのように自己点検するか記載している。

適合 適合

80

評価書に記載したとおりに運用がなされていること等について、どのように監査するか具体的に記

載しているか。

特に、国保総合(国保集約)システムが含まれた監査が実施されているように読み取れるか。

Ⅳ 1②

国保総合(国保集約)システムの監査について記載されていないものの、豊島区の監査に

含まれるよう読み取れる記載内容である。 適合 適合

81
特定個人情報を取り扱う従業者等に対しての教育・啓発や違反行為をした従業者等に対する

措置について具体的に記載しているか。
Ⅳ 2

特定個人情報を取り扱う従業者等に対しての教育・啓発について記載している。

適合 適合

82 その他のリスク対策について、厚生労働省が示すテンプレートを参考に記載しているか。 Ⅳ 3

中間サーバ･プラットフォームや取りまとめ機関におけるにおける追加措置について記載して

いる。 適合 適合

Ⅴ　開示請求、問合せ

点検項目なし

Ⅵ　評価実施手続

83
国民・住民等からの意見聴取により得られた意見を踏まえて評価書のどの箇所をどのように修正

したかを具体的に記載しているか。
Ⅵ 2

意見聴取方法は、適切に記載されている。

適合 適合

一次判定 二次判定 三次判定 最終判定

＊確認点の黒字は特定個人情報保護評価書（全項目評価書）記載要領で示された確認ポイント 57 適合 19 適合 7 適合 83

＊確認点の赤字は厚生労働省が示すテンプレートの例示に係る確認ポイント 0 保留 0 保留 0 保留 0

26 要修正 7 要修正 0 要修正 0

0 検討課題 0 検討課題 0 検討課題 0

83 合計 26 合計 7 合計 83

26 残課題（保留、要修正、検討課題） 7 残課題（保留、要修正、検討課題） 0 残課題（保留、要修正、検討課題） 0
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令和２年度第２回 豊島区行政情報公開・個人情報保護審議会 

「国民年金に関する事務」の特定個人情報保護評価について 

１．特定個人情報保護評価とは 

  個人番号（マイナンバー）を含む特定個人情報ファイルを取り扱う事務について「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法律（以下「番号法」と

いう。）に基づく「特定個人情報保護評価指針」により、漏えいその他の事態を発生させ

るリスクを分析し、それらのリスクを軽減するための措置として評価を実施していると

ころである。 

  評価は「しきい値判断」※１により個人のプライバシー等の権利利益に与える影響の大

きさで３種に分類しており、対象人数等が多く影響が大きいと予測される事務は、全項目

評価書を作成し、作成後はパブリックコメントを実施し広く住民等の意見を求め、得られ

た意見を十分考慮した上で見直した後、第三者点検を受けるものとし、点検を受けた評価

書は個人情報保護委員会へ提出し公表されることとなっている。 

  豊島区における第三者点検の仕組みは、専門性を有する外部の事業者に点検作業を依

頼し、その結果を当審議会において承認を得ることとしている。 

【※１】しきい値判断 

令和 2年 7月 31 日

区民相談課



２．今回の特定個人情報保護評価再実施の理由 

  作成した評価書は、１年に１度の見直しや５年ごとの再実施が求められているほか、

「特定個人情報保護評価指針」に規定された重要な変更にあたる場合や重大事故の発生

した場合は、評価の再実施が必要とされている。 

重大事故とは、故意により個人情報を漏えい・滅失・毀損した場合、又は 101 人以上の

個人情報を漏えい・滅失・毀損した場合をいう。重大事故が発生すると、その事故を起こ

した事務や部署だけでなく、評価実施機関（区長部局、教育委員会）全体に対する住民の

信頼に関わると考えられ、事故が発生した要因の分析及び再発防止について、評価実施機

関全体で取り組む必要が生じる。 

  今回の評価の再実施は、昨年度、個人住民税のデータ入力業務委託において、豊島区の

許諾を得ずに再委託の業務履行があり、これが重大事故に当たるとされ、「しきい値判断」

フロー図中の「過去１年以内に特定個人情報に関する重大事故を発生させたか」に該当す

ることとなり、そのことにより「しきい値」の段階が上がった事務について、評価を再実

施するものである。 

３．しきい値判断により評価の段階が上がった事務 

  「しきい値判断」により、評価の段階が上がったことで評価の再実施となったものは、

基礎項目評価３５事務のうち８事務で重点項目評価が必要となり、重点項目評価４事務

のうち２事務で全項目評価が必要となった。 

全項目評価を再実施する場合は、パブリックコメントの実施と審議会での第三者点検 

が必要となる。今回は、対象となった２事務のうち「国民年金に関する事務」の第三者点

検を実施する。 

＜特定個人情報保護評価のしきい値判断（９月調査）＞ 

４．重大事故について 

  税務課が契約した「平成 29 年度及び平成 30年度特別区民税・都民税データエントリ 

ー業務委託契約」（データ入力業務）において、受託事業者※２が仕様書に定めた再委託事

前協議を申請せず豊島区の許諾を得ることなく再委託による業務履行を行った。再委託

先から外部への個人情報流出は確認されていない。 

同事業者は、東京国税局及び大阪国税局でも同様のデータ入力業務を受託しており、再

委託を禁止するこれらの契約について両国税局の許諾を得ずに業務を再委託していたこ

評価の種類 
対象事務 

しきい値判断前 しきい値判断後

基礎項目評価 重点項目評価 
35 事務中 8事務が重点項目評価に変更 

・予防接種に関する事務他 7事務 

重点項目評価 全項目評価 

4 事務中 2事務が全項目評価に変更 

・国民健康保険に関する事務 

・国民年金に関する事務 



とが国税局の監査により判明した。これを機に、豊島区、台東区、墨田区、江戸川区、川

崎市等でも同様の事例が判明した。 

  番号法では、委託先においては、同法第 10条※３に基づき、最初に委託をした者（発注

者）の許諾を得た場合に限り、再委託をすることができるとされており、この許諾を得る

ことなく再委託された事案が生じた場合は、番号法上の漏えい事案となり、つまり重大事

故としての対応が求められることになる。 

＜再委託の状況＞ 

委託期間 委託件数 無許諾再委託件数

① 平成 29 年 11 月 13日～平成 30年 3月 31 日 195,374 56,179 

② 平成 30 年 4 月 1 日～平成 30年 4月 12 日 21,253 15,446 

合計 216,627 71,625 

【※２】システムズ・デザイン株式会社（杉並区和泉 1-22-19 朝日生命代田橋ビル 6 階） 

【※３】番号法第 10 条 

     個人番号利用事務又は個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者は、

当該個人番号利用事務等の委託をした者の許諾を得た場合に限り、その全部又

は一部の再委託をすることができる。 

５．事故への対応 

 １）平成 30年 12月 21 日 区ホームページへの掲載 

２）平成 30 年 12月 25 日 個人情報保護委員会への報告 

３）平成 31 年 1 月 11 日 個人情報保護委員会からの特定個人情報の委託に関する取扱

いについて(指導)の通知 

 ４）平成 31年 1月 31 日  個人情報保護委員会の立入検査 

 ５）令和元年 8月 30 日   個人情報保護委員会からの立入検査結果通知 

６）再発防止策の実施 

 ７）令和元年 9月 30 日   立入検査結果通知書における指導事項に対する改善報告 

 ８）令和 2年 3月 13 日  改善報告で実施予定としていた改善項目に関する報告 



令和 2年 4月 9日 

                              高齢者医療年金課 

意見公募の結果報告書 

１．件名 

国民年金に関する事務の特定個人情報保護評価書 

２．意見募集の概要 

意見提出期間： 

令和２年１月２１日（火）～令和２年２月２１日（金） 

周知方法： 

区報「広報としま１月２１日号」及び区ホームページ掲載 

閲覧場所： 

区ホームページの他、高齢者医療年金課、行政情報コーナー、 

区民事務所（東部・西部）、図書館（7館）、区民ひろば（26 館） 

３．意見募集の結果 

案に対するご意見はありませんでした。 

以上 



[平成30年５月　様式４]

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

 評価書名

国民年金に関する事務

評価書番号

9

豊島区は、国民年金に関する事務における特定個人情報ファイルの取り扱
いに当たり、特定個人情報ファイルの取り扱いが個人のプライバシー等の権
利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいその
他の事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な処置を講じ、もって
個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。

 評価実施機関名

特定個人情報保護評価書（全項目評価書）

 公表日

豊島区長

 個人情報保護委員会　承認日　【行政機関等のみ】

特記事項
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　（別添３）　変更箇所

Ⅵ　評価実施手続

Ⅴ　開示請求、問合せ

Ⅳ　その他のリスク対策

　（別添１） 事務の内容

項目一覧

Ⅰ　基本情報

　（別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要

Ⅲ　特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策
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 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

Ⅰ　基本情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 国民年金に関する事務

 ②事務の内容　※

国民年金法等に基づき、法定受託事務とされる以下の事務を行う。

・届書の受理及び報告（第１号被保険者に係る届書に限る）
・任意脱退申請の受理
・任意加入の申出の受理及び事実の審査
・裁定請求の受理及び事実の審査（第１号被保険者期間を有する者に限る）
・障害基礎年金額改定請求の受理
・保険料免除に係る届出・申請の受理及び事実の審査
・学生の納付特例及び若年納付猶予に係る申請の受理及び事実の審査
・被保険者又は受給権者に係る届出（福祉年金を含む）の受理及び事実の審査

 ①システムの名称 国民年金システム

 ②システムの機能

・届出情報の登録・修正機能
　被保険者からの届出により資格取得／喪失処理や付加加入／脱退処理を行う。
　また、登録内容に変更があった場合に修正を行う。
・被保険者の住民記録異動情報の反映
　住民記録情報において、転入、転居、転出、死亡等の異動が発生した場合に年金事務に必要な情報
の取り込みを行う。
・住民税情報の反映
　住民税情報より年金事務に必要な情報の取り込みを行う。
・被保険者情報の照会機能
　登録されている被保険者の資格得喪、住民記録、住民税等の各種情報を照会する。
・日本年金機構への進達帳票の作成
　端末にて登録された各種届書情報及び住民記録異動情報をもとに、日本年金機構への進達帳票を作
成する。
・保険料免除（納付特例、納付猶予）申請に係る申請書作成機能
　保険料免除審査に必要な受付情報の登録及び所得情報を印字した申請書を作成する。
・所得情報提供依頼に係る機能
　日本年金機構より依頼される継続免除審査対象者、および未納者対策対象者、年金生活者支援給付
金対象者　に対する所得情報提供依頼情報に対して対象者の所得情報を提供する。
・裁定請求受付処理
　裁定請求者からの届出により、裁定請求情報の受付処理を行う。

 ③対象人数 [ 10万人以上30万人未満

 ２．特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム

 システム1

＜選択肢＞
1) 1,000人未満
3) 1万人以上10万人未満
5) 30万人以上

2) 1,000人以上1万人未満
4) 10万人以上30万人未満

]

○

[ ○ ] 宛名システム等 [

[ ] その他 （

] 庁内連携システム

）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ○ ] 既存住民基本台帳システム

 システム2～5

 システム2

 ①システムの名称 システム共通基盤（団体内統合宛名）

 ②システムの機能

①宛名管理機能：住登者データ、住登外データを登録する。
②統合宛名番号の付番機能：個人番号が新規入力されたタイミングで、統合宛名番号の付番を行う。
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] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ○
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○

[ ] 宛名システム等 [

] 庁内連携システム

 システム3

 ①システムの名称 ねんきんネット

 ②システムの機能
・日本年金機構の保有する年金記録の検索・参照を行う。

○

[ ] その他 （ ）

] 税務システム

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

[ ○ ] その他 （ 直接国民年金システムは接続していない。参照のみ ）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

 システム6～10

 システム11～15

 システム16～20
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 ５．個人番号の利用　※

 法令上の根拠

・行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号利用等に関する法律（平成25年法律第27号）9
条第1項　別表の第一項番31・83・95
・行政手続き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法律別表第一の主務省令
で定める事務を定める命令（平成26年/内閣府/総務省/令第5号）第24条の2、第59条、第68条の2

 ６．情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ※

 ①実施の有無 [ 実施しない

 ３．特定個人情報ファイル名

国民年金情報ファイル

 ４．特定個人情報ファイルを取り扱う理由

 ①事務実施上の必要性
国民年金に関する事務の各種届出書において、個人番号が記載されることとなるため。また、「基礎年
金番号」をＫＥＹ項目にして行われていた日本年金機構（厚生労働省）への報告（進達）においても「個人
番号」をＫＥＹ項目とすることになったため。

 ②実現が期待されるメリット

・これまで窓口等で提出・提示が求められていた住民票や所得証明書等の省略が図られることで、国民
年金の手続きにおける被保険者等の負担軽減及び利便性の向上が得られる。
・日本年金機構において、情報提供ネットワークを通じた所得情報・住民票関連情報の照会が可能とな
り、行政事務効率の向上が図られる。

]

＜選択肢＞
1) 実施する
2) 実施しない
3) 未定

 ８．他の評価実施機関

-

 ②法令上の根拠 -

 ７．評価実施機関における担当部署

 ①部署 区民部　高齢者医療年金課

 ②所属長の役職名 区民部　高齢者医療年金課長
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 （別添1） 事務の内容

（備考）

1.届出
　・ 第1号被保険者及び任意加入被保険者の資格取得・喪失などに関する届出を受理する。
　・ 法定免除に関する届出を受理する。
2.申出
　・ 付加保険料の納付に関する申出などを受理する。
3.申請
　・ 国民年金保険料免除、納付猶予などの申請を受理する。
4.請求
  ・ 各種基礎年金の裁定請求書などを受理する。
5.報告
  ・ 受理した各種届などを日本年金機構へ送付する。
6.通知
  ・ 免除結果や裁定請求結果などを日本年金機構が本人へ通知する。
7.送付
  ・ 被保険者や受給者情報を日本年金機構から豊島区へ送付する。

区

民

（
被
保
険
者
・
受
給
者
）

税
シ
ス
テ
ム

連携基盤

システム

住民記録システム

住民記録データ

国民年金情報

ファイル

国民年金システム

特定個人情報の流れ

特定個人情報以外の流れ

1.届出 2.申出 3.申請 4.請求
豊島区

日
本
年
金
機
構

3.申請 7.送付

5.報告6.通知

参照

ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
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[ ○] 4情報（氏名、性別、生年月日、住所）

 ③対象となる本人の範囲　※
自庁で管理している者のうち、宛名番号、基礎年金番号を有する者
　＊一部、転出・死亡等の事由により住民票が消除された者を含む

 その必要性
国民年金の資格取得、喪失の手続、保険料免除の判定、裁定請求書の申請等の国民年金関係事務を
行う上で、被保険者の正確な世帯構成、所得状況等を把握する必要がある。

 ④記録される項目 [ 100項目以上

[ ○

[

[ ] 医療保険関係情報 [

）

3） 50項目以上100項目未満
1） 10項目未満

4） 100項目以上
2） 10項目以上50項目未満

＜選択肢＞

]

] 個人番号 ] その他識別情報（内部番号）

] 連絡先（電話番号等）

] その他住民票関係情報

] 国税関係情報

] 介護・高齢者福祉関係情報

] 障害者福祉関係情報

 ②対象となる本人の数 [ 10万人以上100万人未満

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

国民年金情報ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※ [ システム用ファイル

] 個人番号対応符号 [ ○

・連絡先等情報

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ [

[ ○ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [

[ ○

・業務関係情報

[

[

 その妥当性

・個人番号、その他識別情報（宛名番号）：　本人確認を正確に行うために必要
・4情報、連絡先(電話番号等)、その他住民票関係等　：被保険者からの届出の際の住所などの確認や
本人への連絡、及び、転出、死亡などの情報による資格喪失処理を行うために必要
・地方税関係情報　：　日本年金機構が行う保険料免除の判定、各種給付の裁定判定
・生活保護関係情報：生活保護情報に基づき、国民年金保険料法定免除の受付をするために必要
・年金関係情報：必要な届出を正確に判断するために必要

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 平成29年4月1日

[ ] その他 （

[

[

[ ] 雇用・労働関係情報 [ ○

] 災害関係情報

] 学校・教育関係情報

 ⑥事務担当部署 区民部高齢者医療年金課・東部区民事務所・西部区民事務所

＜選択肢＞
1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

]

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

]

] 健康・医療関係情報] 地方税関係情報

] 年金関係情報

] 児童福祉・子育て関係情報

[ ○
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 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ○

[ ○ ] 評価実施機関内の他部署

[ ] その他 （ ）

[ ] 民間事業者 （ ）

[ ] 地方公共団体・地方独立行政法人

（ 総合窓口課

 ⑤本人への明示
・国民年金法第12条、第105条等の関係法令において届出義務が明示されている。
・申請書等に説明が記載されている。

 ⑥使用目的　※ 国民年金の適用、免除、給付業務、その他法定受託事務及び協力連携事務の実施

 変更の妥当性 -

 ③入手の時期・頻度 ・随時：本人又は本人の代理人からの申請等の受理によって入手。

 ④入手に係る妥当性
被保険者等からの届出等に関する確認事務を適正に行うため、法令等の範囲内で適宜、住民記録情
報、税情報等の収集を行う必要がある。

] 情報提供ネットワークシステム

] 庁内連携システム

（ ）

[ ○

[

[

[ ] 電子メール [

] フラッシュメモリ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

 ⑨使用開始日 平成29年4月1日

 ⑧使用方法　※

◆入手した情報は、国民年金システムへ登録する。
◆国民年金システムに登録された情報は主に次の処理で使用する。
・被保険者等資格の管理
・保険料免除の管理
・給付の管理
・日本年金機構への進達管理
・審査に必要な情報を日本年金機構に報告

 情報の突合　※

・加入関係届出を受けて年金関係情報と住民票関係情報を突合し、届出事項の確認を行う。
・免除・納付猶予・学生納付特例・産前産後期間免除申請及び法定免除届出を受けて、年金関係情報
と住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報を突合して世帯情報、住民税情報、生活保護
情報の確認を行う。
・免除勧奨及び継続審査に関して、年金関係情報と住民票関係情報、地方税関係情報を突合して日本
年金機構に提供する世帯情報及び住民税情報データを作成する。
・国民年金第1号被保険者期間のみを有する者の老齢基礎年金、未支給年金、死亡一時金、遺族基礎
年金及び障害基礎年金の支給に関して、年金関係情報と住民票関係情報、地方税関係情報を突合し、
届出事項の確認及び日本年金機構に提供する世帯情報及び住民税情報データを作成する。

 情報の統計分析
※

個人に着目した統計・分析は行わず、異動・申請件数等の集計、事務処理実績の確認のための統計の
み行う。

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

 ②入手方法

[ ○ ] 紙 [

[ ] その他 （

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

高齢者医療年金課　東部区民事務所　西部区民事務所　総合窓口課

 使用者数 [ 50人以上100人未満

）

] 本人又は本人の代理人

3） 50人以上100人未満
1） 10人未満
＜選択肢＞

2） 10人以上50人未満
4） 100人以上500人未満
6） 1,000人以上5） 500人以上1,000人未満

]

権利利益に関する決定はすべて日本年金機構が行い、当区では行わない。

）

[ ] 行政機関・独立行政法人等 （ ）
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[
] フラッシュメモ
リ

[

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託する

 ①委託内容 システムの運用・保守業務、法制度改正に伴う改修業務

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

[ 特定個人情報ファイルの全体

2

 委託事項1 システムの運用・保守業務、法制度改正に伴う改修業務

2） 特定個人情報ファイルの一部
1） 特定個人情報ファイルの全体
＜選択肢＞

]

]

5） 1,000万人以上
4） 100万人以上1,000万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ③委託先における取扱者数 [ 10人以上50人未満

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ [

区が貸与するシステム端末による保守

 対象となる本人の
数

[ 10万人以上100万人未満

 対象となる本人の
範囲　※

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ。

 その妥当性
システムの開発・保守・運用業務を実施するため、特定個人情報ファイル全体を委託の対象とする必要
がある。

[ ○ ] その他 （

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

 委託事項2

 ①委託内容 高齢者医療年金課入力等業務請負

 ⑧再委託の許諾方法
受託者から、あらかじめ再委託するものの名称、再委託の内容、再委託先において個人情報を取り扱う
責任者及び担当者の氏名等の通知を受け、再委託先に関する審査を行い、承認することにより再委託
を承認している。

 ⑨再委託事項 システムの運用・保守業務の一部、法制度改正に伴う改修業務の一部

 委託事項2～5

 ⑤委託先名の確認方法 豊島区行政情報公開条例により情報公開請求を行う。

 ⑥委託先名 富士通株式会社

 ⑦再委託の有無　※ [ 再委託する

再
委
託

高齢者医療年金課入力等業務請負

2） 再委託しない1） 再委託する]

＜選択肢＞

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

[ 特定個人情報ファイルの一部

 対象となる本人の
数

[ 10万人以上100万人未満

5） 1,000万人以上
4） 100万人以上1,000万人未満
3） 10万人以上100万人未満
2） 1万人以上10万人未満
1） 1万人未満
＜選択肢＞

2） 特定個人情報ファイルの一部
1） 特定個人情報ファイルの全体
＜選択肢＞

]

]

 対象となる本人の
範囲　※

「２．③対象となる本人の範囲」と同じ。

 その妥当性
国民年金の資格異動・免除に係る入力業務及び書類整理業務を実施するため特定個人情報ファイル
の一部を委託の対象とする必要がある。

 ③委託先における取扱者数 [ 10人未満
3） 50人以上100人未満
1） 10人未満
＜選択肢＞

4） 100人以上500人未満
2） 10人以上50人未満

6） 1,000人以上5） 500人以上1,000人未満

]

]

（ ）　件

＜選択肢＞
2） 委託しない1） 委託する

2） 1万人以上10万人未満
1） 1万人未満
＜選択肢＞

3） 50人以上100人未満
1） 10人未満
＜選択肢＞

2） 10人以上50人未満
4） 100人以上500人未満
6） 1,000人以上5） 500人以上1,000人未満

]

] 紙

] 専用線

）
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 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ [

[ ] その他 （

] フラッシュメモ
リ

[ ○ ] 紙

 ⑨再委託事項

 ⑤委託先名の確認方法 豊島区行政情報公開条例により情報公開請求を行う。

 ⑥委託先名 日本コンベンションサービス株式会社

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※ [ 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

] 移転を行っている （ ） 件

[

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ○ ] 提供を行っている （ 1 ） 件 [

 ③提供する情報
・国民年金被保険者の異動情報
・保険料免除、老齢基礎・障害基礎・遺族基礎年金等の裁定請求に関する情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

10万人以上100万人未満

厚生労働大臣（日本年金機構）

 ①法令上の根拠
・国民年金法第３条
・国民年金法施行令第１条の２

 ②提供先における用途
・国民年金被保険者の異動情報の確認
・保険料免除、老齢基礎・障害基礎・遺族基礎年金等の裁定請求の審査、決定
・保険料免除や各種給付の審査、決定のための所得情報の確認

[ ] フラッシュメモリ [ ○

1） 1万人未満
＜選択肢＞

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

区内の国民年金被保険者(第3号被保険者を除く)、受給権者の一部及び保険料免除等の審査対象者
＊一部、転出・死亡等の事由により住民票が消除された者を含む

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

 提供先1

[

 ⑦時期・頻度 週次及び照会を受けたら都度

 提供先2～5

[ ] その他 （ ）

] 紙

] 電子メール [ ○

 提供先6～10

 提供先11～15

 提供先16～20

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[

] 専用線

）

2） 再委託しない1） 再委託する
＜選択肢＞

]

 委託事項11～15

] 行っていない

]

5） 1,000万人以上
4） 100万人以上1,000万人未満
3） 10万人以上100万人未満
2） 1万人以上10万人未満

 委託事項6～10

 委託事項16～20
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 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [

[

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

 移転先1

 ①法令上の根拠

] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑦時期・頻度

 移転先2～5

[ ] その他 （ ）

 移転先6～10

 移転先11～15

 移転先16～20

 ７．備考

 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※
・特定個人情報を保管するサーバ設置場所は、生態認証装置による入退出管理を行っている。
・特定個人情報を記した書類等は、施錠可能なキャビネットに保管している。

 ②保管期間

 期間 [ 定められていない 9） 20年以上
6） 5年
3） 2年

8） 10年以上20年未満
5） 4年
2） 1年

7） 6年以上10年未満
4） 3年
1） 1年未満

 その妥当性
年金記録については過去に遡っての照会、受付対応が必要なため保管を定めていない。（国は永久保
存）

 ③消去方法

・国民年金システム内に記録された特定個人情報は、保管の必要の有無を判別のうえ、システム機能
にて消去する。
・紙媒体で提出又は出力された特定個人情報は、保存期間を経過した後、外部業者による溶解処理を
実施する。
・サーバー等機器更新の際は、保存された情報が読み出しできないよう、物理的破壊又は専用ソフト等
を利用して消去する。

＜選択肢＞

10） 定められていない

]

][

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 紙

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線
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 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

（１）国民年金ファイル
＜宛名＞
宛名番号　個人番号　世帯番号
氏名情報　生年月日　性別　続柄
住民区分　世帯主情報　住民となった事由
現住所情報　前住所情報　転入元住所情報　転出先住所情報
筆頭者情報　消除情報　国籍　通称　処理停止情報　在留資格情報

＜年金基本＞
宛名番号　基礎年金番号　電話番号　旧年金番号

＜資格情報＞
基礎年金番号　被保険者種別　取得日　取得事由　取得理　喪失日　喪失事由　喪失理由

＜付加情報＞
基礎年金番号　付加加入情報　付加脱退情報

＜免除情報＞
基礎年金番号　免除種類　免除該当情報　裁定結果情報　免除終了情報　法免消滅情報　送付日　学校情報

＜老齢裁定受付＞
宛名番号　基礎年金番号　年金コード　裁定請求情報　死亡情報

＜障害裁定受付情報＞
宛名番号　基礎年金番号　年金コード　裁定請求情報　死亡情報　診断書情報

＜遺族裁定受付情報＞
宛名番号　基礎年金番号　年金コード　裁定請求情報　請求者情報　死亡情報

＜老齢福祉裁定受付情報＞
宛名番号　証書番号　裁定請求情報　死亡情報

＜所得情報＞
宛名番号　相当年度　賦課年度　一般扶養数　老人扶養数　特定扶養数　控除対象者配偶者　障害者扶養数
特別障害者扶養数　年少扶養数　本人障害者区分　本人寡婦区分　本人勤労学生区分　公的年金収入
公的年金等雑所得　合計所得金額　純損失　雑損控除　医療費控除　社会保険料控除　配偶者特別控除
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 必要な情報以外を入手する
ことを防止するための措置の
内容

・豊島区民からの届出・申請等による情報の入手にあたっては、現行の審査及び事務処理手順を基礎
とし、個人情報保護委員会が制定した「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」に示された
本人確認用件を加味し、窓口において届出・申請内容や本人確認書類の厳格な確認及び必要な情報
のみを記載する様式での取り扱いとしており、対象者以外の情報及び必要な情報以外の情報の入手を
防止している。
・区民、他自治体から入手する年金情報は、予め定められた帳票様式に基づき入手するため、必要な
情報以外を入手することはない。
・国民年金システム利用端末にて照会する特定個人情報の入手にあたっては、常時携帯するICカード、
ユーザＩＤアカウント及びパスワードによるアクセス権限・認証及び個人単位での操作ログを取得・管理
しており、対象者以外の情報の入手の抑止を図っている。

 その他の措置の内容

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

Ⅲ　特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 ※（７．リスク１⑨を除く。）

 ２．特定個人情報の入手 （情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 対象者以外の情報の入手を
防止するための措置の内容

・豊島区民からの届出・申請等による情報の入手にあたっては、現行の審査及び事務処理手順を基礎
とし、個人情報保護委員会が制定した「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」に示された
本人確認用件を加味し、窓口において届出・申請内容や本人確認書類の厳格な確認及び必要な情報
のみを記載する様式での取り扱いとしており、対象者以外の情報及び必要な情報以外の情報の入手を
防止している。
・国民年金システム利用端末にて照会する特定個人情報の入手にあたっては、常時携帯するICカード、
ユーザＩＤアカウント及びパスワードによるアクセス権限・認証及び個人単位での操作ログを取得・管理
しており、対象者以外の情報の入手の抑止を図っている。
・ねんきんネット利用端末にて照会する特定個人情報の入手にあたっては、国民年金機構よりユーザＩＤ
/パスワードによるアクセス権限・認証、個人番号・基礎年金番号及び基本4情報を組み合わせた厳格な
検索方法及び予め定められた情報のみの照会に限定されるため、対象者以外の情報及び必要な情報
以外の情報を入手することは無い。またパスワードは定期的に変更している。

 １．特定個人情報ファイル名

国民年金情報ファイル

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

 リスク３：　入手した特定個人情報が不正確であるリスク

 入手の際の本人確認の措置
の内容

窓口にて区民から直接申請書を受け取るような場合には、個人番号カード（個人番号カードがない場合
には通知カードと顔写真付の証明書（運転免許書、パスポート等））に基づき本人確認を行う。また、郵
送等での場合は個人番号カードの写し又は通知カードと身分証明書（運転免許証、パスポート等）の写
しに基づき、年金システムで本人確認を行う。

 個人番号の真正性確認の措
置の内容

・上記のとおり、入手の各段階で、本人確認とともに，個人番号の真正性確認を行っている。

 特定個人情報の正確性確保
の措置の内容

・上記のとおり、入手の各段階で、本人確認とともに、特定個人情報の正確性を確保している。
・職員にて収集した情報に基づいて、適宜、職権で修正することで、正確性を確保している。
・区民からの国民年金事務手続き等により、特定個人情報の誤り等の指摘があれば、調査を行い、誤り
が確認できた場合には修正を行っている。

 リスク２：　不適切な方法で入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容
・特定個人情報を保管するサーバ設置場所は、生態認証装置による入退出管理を行っている。
・区民、他自治体からの入手は、予め決められた方法（職員による窓口受付、職員による郵送受付等）
に限定した入手とすることで、詐取・奪取が行われないようにしている。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

 その他の措置の内容

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]
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3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

＜選択肢＞]

 特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

・住民、他自治体から提出された国民年金情報の入手については、予め提出先を広く周知することで、送付先誤り等による情報漏え
い・紛失等を防止している。

 リスク４：　入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

 リスクに対する措置の内容

・豊島区民の個人番号、4情報、その他の住民票関係情報、各種住民情報の入手は、入退出管理をして
いるデータセンタ内のサーバー間通信に限定することで、情報漏えい、紛失等を防止している。
・区民、他自治体から提出された国民年金情報の入手については、予め提出先を広く周知することで、
送付先誤り等による情報漏えい、紛失等を防止している。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である
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 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 リスク２：　権限のない者（元職員、アクセス権限のない職員等）によって不正に使用されるリスク

 ユーザ認証の管理 [ 行っている

 宛名システム等における措置
の内容

・個人番号関連業務事務のみ個人番号検索を可能とする仕組みとするため、他システムにおける個人
番号関連事務以外からの情報の紐付けは行えないようシステム上で制御されている。
・特定個人情報へのアクセスにおいて、職員が常時携帯するICカード、ユーザIDアカウント及びパス
ワードによるアクセス権限付与・認証を実施している。

 事務で使用するその他のシ
ステムにおける措置の内容

・個人番号と紐付けて管理する情報は、特定個人情報として定義した「Ⅱファイルの概要」の2の④記録
される項目部分で明示した業務上必要な情報にシステムの機能として限定している為、業務上必要な
情報以外と紐付けすることはない。

 その他の措置の内容

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

1） 行っている 2） 行っていない
＜選択肢＞]

 具体的な管理方法

・正規職員については、ICカードの発行・失効は人事課にて行い、人事課からの人事情報に基づき、情
報管理課にて庁内ネットワークのログイン権限を設定している。また非正規職員については各業務主管
課からの申請に基づき、情報管理課にてICカードの発行、失効、庁内ネットワークへのログイン権限を
設定している。
・ユーザIDアカウントの発行・更新・廃棄は、人事異動や退職時、随時行っている。

 アクセス権限の管理 [ 行っている

 具体的な管理方法

・システムログインは職員が常時携帯するICカード、ユーザIDアカウント及びパスワードでの認証を必要
としているため、権限のない第三者は利用できない。
・年金システムの操作において、ICカードのユーザIDにより、業務システムの利用権限を付与しているた
め、権限のない第三者は利用できない。
・ねんきんネットの閲覧においては、職員のみが把握しているパスワード及び施錠ができるキャビネット
に保管している機器のみ確認できるワンタイムパスワードでの認証を必要としているため、権限のない
第三者は利用できない。

 アクセス権限の発効・失効の
管理

[ 行っている ＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない

＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない

]

]

 具体的な管理方法

・ICカードのユーザID情報については、情報管理課にて、定期的にチェックを行い、不要なIDが残存しな
いようにしている。
・年金システムの利用権限を有するユーザIDについても、ユーザID管理者にて定期的にチェックを行
い、不要なIDが残存しないようにしている。また正規職員以外等で利用期間が明確である利用者には、
ユーザIDに有効期限を設定し、期限到来により自動的にアクセス制限されるようにしている。

 特定個人情報の使用の記録

 具体的な方法

・ユーザIDとともに年金システム内での特定個人情報への登録、更新、削除、参照の操作記録を、ログ
として取得し、保管している。
・また情報漏えい等が発生した場合には、当該操作に関わるログを確認できるようになっている。
・記録媒体管理台帳に使用の記録を残している。

記録を残している[
2) 記録を残していない1） 記録を残している

＜選択肢＞]

 リスクに対する措置の内容

・各種操作ログを取得しているため、業務外利用をした場合には、特定可能であることを職員に周知し、
業務外利用を抑止している。
・全職員に対し、年１回特定個人情報を含む個人情報保護に関するeラーニングを実施し、目的外利用
を防止している。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 その他の措置の内容

 リスクへの対策は十分か [ 十分である
2） 十分である1） 特に力を入れている

3） 課題が残されている

＜選択肢＞]

 リスク３：　従業者が事務外で使用するリスク

 ３．特定個人情報の使用

 リスク１：　目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けが行われるリスク

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]
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 特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

＜選択肢＞]

 リスク４：　特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク

 リスクに対する措置の内容
特定個人情報ファイルの外部媒体への出力は、特定の端末で実施することに限定している。また操作
ログにより操作者、操作内容が把握可能であると広く関係者に周知することで、不正な複製がないよう
対策をしている。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である
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 委託先による特定個人情報の不正入手・不正な使用に関するリスク
 委託先による特定個人情報の不正な提供に関するリスク
 委託先による特定個人情報の保管・消去に関するリスク
 委託契約終了後の不正な使用等のリスク
 再委託に関するリスク

 情報保護管理体制の確認

 特定個人情報ファイルの閲
覧者・更新者の制限

] 委託しない

[ 制限している

契約において下記の項目について仕様書に含めるとともに情報管理体制を確認している。
・情報セキュリティポリシー及び関連する情報セキュリティ実施手順の遵守
・委託先の責任者、委託内容、作業者、作業場所の特定
・提供されるサービスレベルの保証
・従業員に対する教育の実施
・提供された情報の目的外利用及び受託者以外の者への提供禁止
・業務上知り得た情報の守秘義務
・再委託に関する制限事項の遵守
・委託業務終了時の情報資産の返還、廃棄等
・委託業務の定期報告及び緊急時報告義務
・監査、検査

[ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

2） 制限していない1） 制限している
＜選択肢＞]

 具体的な制限方法
・特定個人情報ファイルの閲覧者・更新者を限定するため事前に委託作業者の名簿を提出させる。
・特定個人情報ファイルへのアクセスを行う場合、事前に許可された者以外はアクセスできないよう委託
内容に合わせて制御している。

 特定個人情報ファイルの取
扱いの記録

[ 記録を残している

]
1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞

2） 記録を残していない1） 記録を残している
＜選択肢＞]

 具体的な方法
・操作ログを取得することで特定個人情報ファイルの取り扱い記録を残している。
・庁外の委託先事業者の事業所での作業では、委託事業者の作業場所で入退室管理を行っている。

 特定個人情報の提供ルール [ 定めている

1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞]

1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞

 委託先から他者への
提供に関するルールの
内容及びルール遵守
の確認方法

契約書又は仕様書において、外部提供の原則禁止並びに再委託が必要な場合においての承認方法に
ついて、明記しており、必要に応じて調査又は立ち入り検査を実施する。

 委託元と委託先間の
提供に関するルールの
内容及びルール遵守
の確認方法

契約書又は仕様書において、従業者の守秘義務、目的外使用の禁止、外部提供・再委託の制限及び
複写・複製の禁止を定め、事故発生時の報告義務、施設等立入検査・調査及び監査に応じる義務を明
記しており、必要に応じて調査又は立入検査を実施する。

 特定個人情報の消去ルール [ 定めている

 規定の内容

行政手続き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法律施行細則第１２条第５項
に基づき、以下の項目について、契約書又は仕様書に明記している。
・秘密保持義務
・事業所からの特定個人情報の持ち出しの禁止
・特定個人情報の目的外利用の禁止
・再委託の制限
・漏えい事案等が発生した場合の責任
・委託業務終了後の特定個人情報の返還義務
・特定個人情報を取り扱う従業者の明確化
・従業者に対する監督・教育及び契約内容の遵守状況についての報告の求めに応ずる義務
・区において必要があると認める場合の実地調査に応ずる義務

 再委託先による特定個人情
報ファイルの適切な取扱いの
確保

[ 十分に行っている

 ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法

契約書又は仕様書において、委託契約の終了時において、個人情報が記録された資料等の返還義務
を明記しており、必要に応じて調査又は立入検査を実施する。

 委託契約書中の特定個人情
報ファイルの取扱いに関する
規定

定めている[

3） 十分に行っていない
1） 特に力を入れて行っている]

4） 再委託していない
2） 十分に行っている

＜選択肢＞

]

 具体的な方法
再委託が必要な場合は委託先から事前に再委託するものの名称、再委託の内容、再委託先において
特定個人情報等を取り扱う責任者及び担当者の氏名を提出させることにしている。また必要に応じて調
査又は立入検査を実施する。
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 その他の措置の内容

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

＜選択肢＞]

 特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置
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 その他の措置の内容
日本年金機構への情報提供に関して、端末から紙媒体及び電子媒体への情報の出力は、特定の端末
に限定している。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 特定個人情報の提供・移転
に関するルール

 ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法

・日本年金機構への情報提供（進達）に関しては、その都度、複数の職員による確認を行い、鍵付きバッ
グを利用し、送付している。その際、日本年金機構・豊島区の双方において「送付書」及び「送付内容内
訳書」を作成し、確認を行っている。
・庁内組織間での紙での情報提供については、鍵付きバッグを利用し交換便にて送付している。その際
送付元からの特定個人情報等の送付件数を予め電話連絡をもらい、マイナンバー交換便記録簿に連
絡時間・送付元・件数を記入し、受取の際、事前連絡の内容と相違がないか確認し、マイナンバー交換
便記録簿に確認の受領印を押印している。

定めている[ ]
1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

 リスク３：　誤った情報を提供・移転してしまうリスク、誤った相手に提供・移転してしまうリスク

 リスクに対する措置の内容 日本年金機構、豊島区の双方において、パスワード保護をかけ、電子媒体送付している。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 リスク２：　不適切な方法で提供・移転が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容
庁内連携については、予め定められた仕様に基づく、サーバー間通信に限定しており、不適切な方法で
のデータ連携は実施できないように対策している。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

 特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対
する措置

 具体的な方法 国民年金システムから庁内組織間でのデータ連携は、すべてログとして記録を保持している。

] 提供・移転しない

記録を残している[

[

 リスク１：　不正な提供・移転が行われるリスク

 特定個人情報の提供・移転
の記録

 ５．特定個人情報の提供・移転 （委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

1） 記録を残している 2） 記録を残していない
＜選択肢＞]
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 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か [

○ ] 接続しない（提供）[] 接続しない（入手）○[ ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

3） 課題が残されている

 リスク３：　入手した特定個人情報が不正確であるリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か [

 リスク２：　安全が保たれない方法によって入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か [

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている

]
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

]

3） 課題が残されている

 リスク５：　不正な提供が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か [
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

 情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置

 リスク４：　入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か [

2） 十分である
＜選択肢＞

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である

3） 課題が残されている

 リスク７：　誤った情報を提供してしまうリスク、誤った相手に提供してしまうリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か [

 リスク６：　不適切な方法で提供されるリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か [

＜選択肢＞
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 ②安全管理体制

 ７．特定個人情報の保管・消去

 リスク１：　特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク

[

[

]

]

政府機関ではない

十分に整備している

4） 政府機関ではない3） 十分に遵守していない

3） 十分に整備していない

 ⑤物理的対策

 具体的な対策の内容

・特定個人情報を保管するサーバー設置場所では入退室管理を行っている。
・特定個人情報等が記録されている電子媒体や文書等は、施錠可能な場所に保管している。また特定
個人情報を取り扱う端末も施錠可能な場所に保管している。
・特定個人情報を保管するサーバーに係る脅威に対して、無停電電源装置の設置、室温管理、ケーブ
ルの安全管理、耐震対策、防火措置、防水措置などを講じている。

 ③安全管理規程

 ④安全管理体制・規程の職
員への周知

十分に行っている

[

[

[

]

]十分に周知している

十分に整備している

3） 十分に行っていない
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
＜選択肢＞

2） 十分に周知している1） 特に力を入れて周知している
＜選択肢＞

2） 十分に整備している1） 特に力を入れて整備している

 ⑥技術的対策

 具体的な対策の内容
ウイルス対策ソフトを導入し、定期的にパターンファイルの更新を行っている。
OSやアプリケーション等に対するセキュリティ対策用修正ソフト（いわゆるセキュリティバッチ）を動作確
認が取れたものから順次適用している。

十分に行っている

十分に行っている

十分に行っている

[

[

[

3） 十分に行っていない
2） 十分に行っている1） 特に力を入れて行っている

＜選択肢＞

 ⑨過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか

[ 発生あり

 その内容

本区が契約した平成30年度当初課税に係る紙で提出された下記の課税資料のデータ入力業務の委託
において、委託先が本区の許諾を得ない再委託による業務履行があった。
①「平成29年度特別区民税・都民税データエントリー業務委託」（平成29年11月13日～平成30年3月31
日）
②「平成30年度特別区民税・都民税データエントリー業務委託」（平成30年4月1日～平成30年4月12日）
委託件数合計216,627件　うち再委託された件数71,625件
なお、再委託先からの外部への個人情報の流出は確認されていない。

 再発防止策の内容
特定個人情報を取り扱う業務を委託する場合には、契約締結時に再委託の予定の有無について委託
先から書面で報告を求めるとともに、原則として作業実施期間中に委託先の作業実施場所へ立入調査
を行う。（現地立入調査の実施が困難である場合には、委託先に報告書等の作成を求め確認する。）

 ⑦バックアップ

 ⑧事故発生時手順の策定・
周知 3） 十分に行っていない

1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
＜選択肢＞]

＜選択肢＞
1） 発生あり 2） 発生なし

]

3） 十分に行っていない

 その他の措置の内容

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 ⑩死者の個人番号 [ 保管している

 具体的な保管方法 生存者と同様に管理している。

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

1） 保管している 2） 保管していない
＜選択肢＞]

]

]

]
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
＜選択肢＞

＜選択肢＞

1） 特に力を入れて整備している 2） 十分に整備している
＜選択肢＞

3） 十分に整備していない

3） 十分に周知していない

＜選択肢＞
1） 特に力を入れて遵守している 2） 十分に遵守している ①NISC政府機関統一基準群
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 特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

 その他の措置の内容

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

 手順の内容

・特定個人情報ファイルに記録されたデータについては、保管の必要の有無を判別のうえ、システム処
理にて消去をする。
・紙等の媒体で提出又は出力された特定個人情報は、保存期間を経過した後、文書管理担当課にて溶
解処理する。

 リスク２：　特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスク

 リスクに対する措置の内容
豊島区民の個人番号、4情報、その他住民票関係情報は、連携処理の中で不具合が発生した場合、エ
ラーとして検知できるように設定しているため、古い情報のまま保存され続けることはない。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

1） 定めている 2） 定めていない

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

＜選択肢＞

＜選択肢＞]

]

 リスク３：　特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク

 消去手順 [ 定めている
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3) 十分に行っていない
2) 十分に行っている1) 特に力を入れて行っている

]十分に行っている[

 ２．従業者に対する教育・啓発

 ②監査

[ ]

＜選択肢＞

 ３．その他のリスク対策

年１回、担当部署内において実施している自己点検に用いるチェック項目に、「評価書の記載内容とおり
の運用がなされていること」に係る内容を追加し、運用状況を確認する。

十分に行っている 従業者に対する教育・啓発

 具体的な方法

・職員（非常勤職員・派遣職員・臨時職員等含む）に対して、年１回自己点検評価書を配布・実施し、内
容理解及びその遵守を徹底している。
・委託先事業者の従事者については、個人情報保護及び情報セキュリティに関する研修の受講又は指
導を義務付けている。
・委託先事業者に対しては、契約内容に個人情報保護に関する研修の実施を義務付け、秘密保持契約
を締結している。
・委託先事業者には定期的に「個人情報の取り扱い特記事項の遵守に関する報告書」の提出を義務付
けている。

3) 十分に行っていない
1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている
＜選択肢＞

Ⅳ　その他のリスク対策 ※

 １．監査

 ①自己点検 十分に行っている[ ＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

]

 具体的なチェック方法

 具体的な内容

豊島区情報セキュリティ監査実施計画及び豊島区情報セキュリティ監査実施要綱に基づいて、定期的
に監査を実施している。
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（手数料額、納付方法：
写しの作成及び送付が必要な場合には、豊島区個人情報等の保護に
関する条例施行規則に定める費用の負担を要する

[

[

無料

行っている

2) 無料1) 有料
＜選択肢＞

）

]

 ２．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 ④個人情報ファイル簿の公
表

 個人情報ファイル名

 公表場所

 ⑥個人情報ファイル簿への
不記載等

1) 行っている 2) 行っていない
＜選択肢＞]

 ①連絡先
〒171-8422　東京都豊島区南池袋2-45-1
　　豊島区区民部高齢者医療年金課国民年金グループ
　　電話番号：03-3981-1954

 ②対応方法 問い合わせを受けた際には、対応内容を記録に残す。

Ⅴ　開示請求、問合せ
 １．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 ①請求先
〒171-8422　東京都豊島区南池袋2-45-1
　豊島区政策経営部区民相談課行政情報グループ

 ②請求方法 特定様式による書面の提出により開示・訂正・利用停止請求を受け付ける。

 特記事項

国民年金システム

政策経営部区民相談課行政情報コーナー、高齢者医療年金課

 ③手数料等

 ⑤法令による特別の手続
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 ①実施日

 ②方法

 ④主な意見の内容

 ⑤評価書への反映

 ３．第三者点検

専門性を有する外部の第三者による事前点検を行い、その評価結果を基に豊島区行政情報公開・個
人情報保護審議会において第三者点検を行った。

Ⅵ　評価実施手続

 ①方法

 ③期間を短縮する特段の理
由

 ２．国民・住民等からの意見の聴取

 ②実施日・期間

豊島区パブリックコメント制度実施要綱に基づきパブリックコメントによる意見聴取を実施する。
パブリックコメントの実施に際しては、広報紙に公表している旨の記事を掲載し、区ホームページ及び高
齢者医療年金課、行政情報コーナー、区民事務所、図書館、区民ひろばにて全文を閲覧できるようにし
た。

 １．基礎項目評価

 ①実施日

 ②しきい値判断結果

基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる[ ]

 ４．個人情報保護委員会の承認　【行政機関等のみ】

 ①提出日

 ②個人情報保護委員会によ
る審査

 ③結果

4) 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない（任意に全項目評価を実施）
3) 基礎項目評価の実施が義務付けられる（任意に全項目評価を実施）
2) 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる（任意に全項目評価を実施）
1) 基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる
＜選択肢＞
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（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

-
 
2
6
 
-



  1 / 3

令和 2年 7月 14 日 

豊島区行政情報公開・個人情報保護審議会 御中 

株式会社ＲＳコネクト 

（旧 株式会社ＪＭＣリスクソリューションズ） 

特定個人情報保護評価書点検結果報告書 

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法律（以下「番号法」

という。）では、特定個人情報ファイルを取り扱う事務について、国が示す「特定個人情報

保護評価指針（以下「評価指針」という。）」に基づき、特定個人情報ファイルを保有する前

に、個人のプライバシー等の権利利益の侵害を未然に防止するための危険性及び影響に関

する評価・点検が義務付けられている（番号法第 27 条、第 28 条）。この評価指針では初回

の作成以降も評価書を定期的に見直し、必要な修正を行うことと定めている。その修正に当

たり、特定個人情報ファイルに対する重要な変更注１に該当する変更を行う場合、及び特定

個人情報の対象者数等のしきい値判断注 2 の結果が全項目評価になった場合には、評価の再

実施（外部の専門性を有する第三者の点検及び区民等への意見公募を再度行うこと）が求め

られている。 

それに伴い豊島区（以下「区」という。）では、「国民年金に関する事務」において評価指

針に基づき特定個人情報保護評価書（以下「評価書」という。）を作成した。 

株式会社ＲＳコネクト（以下「弊社」という。）は、区が作成した評価書について、「特定

個人情報保護評価指針第 10（２）に定める審査の観点における主な考慮事項（以下「審査

の観点」という。）」で示された考慮事項に基づき、評価・点検（以下「本点検」という。）

を行った。 

弊社が実施した点検概要及びその結果を次頁に記す。 

注１：重要な変更とは、重点項目評価書又は全項目評価書の記載項目のうち、特定個人情報

の漏えいその他の事態の発生の危険性及び影響が大きい変更として評価指針で指定した１

９の項目についての変更をいう。ただし、これらの項目に該当する変更であっても、誤字脱

字の修正、形式的な変更、リスクを明らかに軽減させる変更は、重要な変更に当たらない。 

注２：しきい値判断とは、特定個人情報ファイルを取り扱う事務について、１．対象人数、

２．区の取扱者数及び委託先の取扱者数、３．重大事故の発生の有無、に基づき特定個人情

報保護評価の種類を判断することをいう。 
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１．本点検で確認した評価書 

評価書名 主管課 

国民年金に関する事務 全項目評価書 区民部高齢者医療年金課 

２．本点検で確認した主なポイント 

（１） 評価書の内容が評価指針に基づき準拠した内容となっているか。 

（２） 特定個人情報ファイルのリスク対策が妥当なものとなっているか。 

（３） 評価書の宣言が区民への説明責任を果たせるものとなっているか。 

３．本点検の実施内容 

本点検の実施日程及び実施内容 

実施日程 実施内容 

令和元年 10 月 28 日 

~令和元年 11月 10日 

政策経営部区民相談課行政情報グループ（以下「事務局」

という。）との点検計画の協議 

令和元年 11 月 11 日 弊社と主管課による評価書の記載内容の確認（1回目）

令和元年 11 月 25 日 弊社と主管課による評価書の記載内容の確認（2回目）

令和元年 12 月 9 日 弊社と主管課による評価書の記載内容の確認（3回目）

令和 2年 1月 21 日 

~令和 2年 2月 21日 

区によるパブリックコメント結果の確認 

令和 2年 4月 1日 

~令和 2年 4月 7日 

弊社による本報告書の作成 

令和 2年 7月 14 日 弊社より事務局へ報告書を提出 

４．本点検の体制 

株式会社ＲＳコネクト

点検リーダ 安藤  崇

点検メンバー 千葉 周一

品質管理者 古川 英規
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５．点検結果  

（１）結論 

弊社は、評価対象である「国民年金に関する事務」の評価書が、区が国へ公表するに

当たり、一部の検討課題を残したものの概ね適切な内容となっていると判断した。 

この結論に至るまでに、弊社は主管課と評価書に関する意見交換を重ね、評価書の修

正に関する助言及びリスク対策の改善提言を行っている。その結果、最終的に主管課よ

り提出された評価書が審査の観点で示す適切性及び妥当性で求める適合レベルとなっ

た次第である。 

（２）意見

  本点検によって検出された検討課題は、次のとおりである。

通番 課題の内容 改善提言

１ 国民年金システムの操作

ログ等について、ログは

取得しているが、そのロ

グをどのように点検する

のかの手順を定め、運用

する必要がある。

令和２年に情報管理課が全庁へ示した「特定個人情

報等の利用状況のログ分析・確認について」に基づ

き、高齢者医療年金課が定める「情報セキュリティ

実施手順」へ当該項目を追記し、調整している状態

である。

よって、今後は取り決めたログ分析・確認の方法

に準じて運用を確実に行う必要がある。

なお、詳細な点検結果は、別紙に記載する。 

国民年金に関する事務 
別紙 

「適合性・妥当性チェック表（国民年金事務）」 

以 上



適合性・妥当性チェック表（年金事務）

項番 確認点 評価書の頁 調書 判定 所見等
Ⅰ 基本情報

1 評価実施機関が複数存在し、取りまとめの評価実施機関が評価書を作成・提出する場合に、
取りまとめ以外の全ての評価実施機関について記載しているか。 1

評価実施機関が適切に記載されている。
適合

2 評価対象の事務全体の概要及びその中で特定個人情報ファイルを使用して実施する事務の内
容を具体的に記載しているか。 3

事務の概要が正しく記載されている。また、特定個人情
報ファイルの使用用途が適切に記載されている。 適合

3 当該システムが実現する機能の名称とその概要を具体的に記載しているか。 3～4 機能の名称とその概要が適切に記載されている。 適合
4 当該システムと情報をやり取りするシステムを全て記載しているか。 3～4 やり取りするシステムが適切に記載されている。 適合

5 特定個人情報ファイルを取り扱うことが評価対象の事務を実施する上で必要であることを、事務
の流れに即して具体的に説明しているか。 5

事務実施上の必要性が適切に記載されている。
適合

6 評価対象の事務において特定個人情報ファイルを取り扱うことにより、期待されるメリットについて
幅広く具体的に記載しているか。 5

期待されるメリットが適切に記載されている。
適合

7 事務に関わる者、事務において使用するシステム、事務において取り扱う情報の流れを具体的に記載しているか。 6

一部で確認すべき事項があった。

要修正

①庁内連携をしているシステムの中で、当該事務に関係の
ないものは削除する必要がある。
②ねんきんネットを追加する必要がある。
③特定個人情報の流れが相互の向きであるのか否かを精
査し、正しい流れの記載にする必要がある。

○

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要

8 対象となる国民・住民の特定個人情報を特定個人情報ファイルにおいて保有することが事務を
実施する上で必要な理由を具体的に記載しているか。 7

特定個人情報ファイルを保有する必要性が適切に記載
されている。 適合

9 主な記録項目について、保有する理由をそれぞれ具体的に記載しているか。 7 主な記録項目が適切に記載されている。 適合

10 特定個人情報の入手に係る妥当性を具体的に記載しているか。 8

一部で確認すべき事項があった。

要修正

①入手元について、総合窓口課以外の記載は削除する必
要がある。
②入手方法について、電磁的記録媒体での入手はないた
め、表記を削除する必要がある。

○

11 特定個人情報の入手の事実及び使用目的が本人に示されていることを具体的に記載しているか。 8
入手の際の利用目的の伝達は適切に記載されている。

適合

12 特定個人情報を使用する理由を具体的に記載しているか。 8

一部で確認すべき事項があった。

要修正

⑦使用の主体について、使用部署に総合窓口課も加える
必要がある。
⑧使用方法について、日本年金機構の誤字を修正する必
要がある。

○

13 特定個人情報ファイルに記録される情報を他から入手する際の突合の内容、特定個人情報ファイルに記録された情報と他の情報との突合の方法や突合の理由を具体的に記載しているか。 8
他から入手する際及び他の情報との突合の理由は適切
に記載されている。 適合

14 特定個人情報を用いた統計分析を行う場合は、その内容を具体的に記載しているか。 8 統計分析に係る内容は適切に表現されている。 適合

15 特定個人情報を使用することにより国民の権利利益に影響を与え得る決定を行う場合は、その内容を具体的に記載しているか。 8
住民へ与える影響は適切に記載されている。

適合

16 委託先に当該特定個人情報ファイルを取り扱わせることが必要な理由を具体的に記載しているか。 9～10

一部で確認すべき事項があった。

要修正

・委託事項１（システム運用保守契約）について、委託
先へは特定個人情報を提供していないため、表記を「その
他」にし、保守で必要である旨を追記する必要がある。
・委託事項について、入力業務委託の記載がないため、追
加する必要がある。→委託事項２として追記

○

点検結果
最終判定結果

評価項目
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適合性・妥当性チェック表（年金事務）

項番 確認点 評価書の頁 調書 判定 所見等
点検結果

最終判定結果
評価項目

17
委託先を国民・住民等が確認できるか否か、確認できる場合はどのように確認できるか、確認で
きない場合はそのような取扱いが評価対象の事務を実施する上で必要な理由を具体的に記載
しているか。

9～10
委託先の開示は適切に記載されている。

適合

18 特定個人情報ファイルの取扱いを再委託するに当たって、どのような手続・方法によるかを具体
的に記載しているか。 9～10

再委託の手続きは適切に記載されている。
適合

19 提供した特定個人情報が、提供先において、いかなる目的で、どのように使用されることになるか
を具体的に記載しているか。 10

一部で確認すべき事項があった。
要修正

提供先の件数が未記入であるため、件数を追記する必要
がある。 ○

20 移転した特定個人情報が、移転先において、いかなる目的で、どのように使用されることになるか
を具体的に記載しているか。 11

一部で確認すべき事項があった。
要修正

住基法に基づく移転は該当しないため、記載を削除する必
要がある。 ○

21 特定個人情報の保管場所の態様及び保管場所への立入り制限・アクセス制限について具体
的に記載しているか。 11

物理的な制限は適切に記載されている。
適合

22 特定個人情報の保管期間は妥当であるか。また、その理由を具体的に記載しているか。 11
一部で確認すべき事項があった。

要修正
②保管期間について、保管期間が定められていない理由を
明確に記載する必要がある。 ○

23 保管期間を経過した特定個人情報を消去する方法を具体的に記載しているか。 11 消去方法は適切に記載されている。 適合
Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策

24
評価対象の事務を遂行する上で必要な者以外の者の特定個人情報を入手しないよう講じてい
る対策を具体的に記載しているか。記載された対策は、特定個人情報保護評価の目的に照ら
し、妥当なものか。

13
一部で確認すべき事項があった。

要修正
リスク１：目的外の入手が行われるリスクについて、システ
ムへのアクセス制御を現状の認証方法に改める必要があ
る。

○

25
事務を遂行する上で必要な情報以外の特定個人情報を入手しないよう講じている対策を具体
的に記載しているか。記載された対策は、特定個人情報保護評価の目的に照らし、妥当なもの
か。

13
必要な情報以外の入手リスクは、適切な対策が記載さ
れている。 適合

26 特定個人情報の入手に際して、適切な方法で入手するために講じている措置を具体的に記載
しているか。記載された対策は、特定個人情報保護評価の目的に照らし、妥当なものか。 13

入手のための適切な対策が記載されている。
適合

27
特定個人情報を入手する際に、その特定個人情報が本人の情報であることを確認する方法を
具体的に記載しているか。記載された対策は、特定個人情報保護評価の目的に照らし、妥当
なものか。

13
本人確認方法は、適切な対策が記載されている。

適合

28 入手した個人番号が本人の個人番号で間違いないことを確認する方法を具体的に記載してい
るか。記載された対策は、特定個人情報保護評価の目的に照らし、妥当なものか。 13

個人番号の確認方法は、適切な対策が記載されてい
る。 適合

29 特定個人情報を入手した後、その情報の正確性を保つために講じている措置を具体的に記載しているか。記載された対策は、特定個人情報保護評価の目的に照らし、妥当なものか。 13
入手後に正確性を確保する方法は、適切な対策が記
載されている。 適合

30 特定個人情報を入手する際に、情報の安全確保の観点から講じている措置を具体的に記載しているか。記載された対策は、特定個人情報保護評価の目的に照らし、妥当なものか。 14
入手後に安全を確保する方法は、適切な対策が記載さ
れている。 適合

31 特定個人情報の入手において、その他のリスク及びそれらのリスクへの対策についての記載はあるか。 14
その他に想定されるリスクへの対処は、適切に記載されて
いる。 適合

32
宛名システム等において、特定個人情報が、使用目的を超えて取り扱われないよう、また、評価
対象の事務に必要のない情報と併せて取り扱われないよう、講じている対策を具体的に記載し
ているか。記載された対策は、特定個人情報保護評価の目的に照らし、妥当なものか。

15
宛名システム等への制御は、適切な対策が記載されてい
る。 適合
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適合性・妥当性チェック表（年金事務）

項番 確認点 評価書の頁 調書 判定 所見等
点検結果

最終判定結果
評価項目

33

事務で使用するその他のシステムにおいて、特定個人情報が、使用目的を超えて取り扱われな
いよう、また、評価対象の事務に必要のない情報と併せて取り扱われないよう、講じている対策を
具体的に記載しているか。記載された対策は、特定個人情報保護評価の目的に照らし、妥当
なものか。

15

その他のシステムへの制御は、適切な対策が記載されて
いる。

適合

34
特定個人情報にアクセスする際の認証を行う場合は、特定個人情報にアクセスするユーザの認
証方法、なりすましが行われないために講じている対策について具体的に記載しているか。記載さ
れた対策は、特定個人情報保護評価の目的に照らし、妥当なものか。

15
ユーザ認証方法は、適切な対策が記載されている。

適合

35
特定個人情報ファイルを取り扱う者が正当なユーザであることを確認するための情報の発効・失
効の管理について具体的に記載しているか。記載された対策は、特定個人情報保護評価の目
的に照らし、妥当なものか。

15
ユーザの棚卸しは、適切な対策が記載されている。

適合

36
アクセス権限の発効・失効の管理を行う者による当該管理の適正性についてチェックをしている内
容を具体的に記載しているか。記載された対策は、特定個人情報保護評価の目的に照らし、
妥当なものか。

15
ユーザの棚卸し結果は、適切に承認されている。

適合

37

特定個人情報の入手から消去までの各過程において、特定個人情報ファイルの取扱い記録や
アクセスの失敗の記録などを残していることを具体的に記載しているか。記録を残していない場合
は、残していなくても権限のない者による不正な使用を防止できる理由を具体的に記載している
か。記載された対策は、特定個人情報保護評価の目的に照らし、妥当なものか。

15

入手から消去に至る記録等は、適切な対策が記載され
ている。

適合

38 従業者が特定個人情報ファイルを事務外で使用しないよう講じている措置を具体的に記載して
いるか。記載された対策は、特定個人情報保護評価の目的に照らし、妥当なものか。 15

目的外利用を防止する内容は、適切な対策が記載され
ている。 適合

39
特定個人情報ファイルを取り扱う者が特定個人情報ファイルを不正に複製しないよう講じている
措置を具体的に記載しているか。記載された対策は、特定個人情報保護評価の目的に照ら
し、妥当なものか。

16
不正な複写を防止する内容は、適切な対策が記載され
ている。 適合

40 特定個人情報の使用において、その他のリスク及びそれらのリスクへの対策についての記載はある
か。 16

一部で確認すべき事項があった。
検討課題

上記、リスク２の対策としてログは取得しているが、そのログ
をどのように点検するのかの手順を定め、運用する必要があ
る。

☓

41
委託先を決定する際に特定個人情報ファイルを適切に取り扱う委託先であることを確認する手
続等について具体的に記載しているか。記載された対策は、特定個人情報保護評価の目的に
照らし、妥当なものか。

17
委託先への管理・監督方法は、適切な対策が記載され
ている。 適合

42
委託先において特定個人情報ファイルの閲覧者・更新者を必要最小限に制限していることを具
体的に記載しているか。記載された対策は、特定個人情報保護評価の目的に照らし、妥当な
ものか。

17
委託先へ提供している情報の妥当性は、適切な対策が
記載されている。 適合

43

委託先における特定個人情報ファイルの取扱いについて記録を残している場合は、その方法や
保存期間等を具体的に記載しているか。また、記録を残していない場合は権限のない者による
不正な使用を防止できる理由を具体的に記載しているか。記載された対策は、特定個人情報
保護評価の目的に照らし、妥当なものか。

17

委託先が保持している記録への確認方法は、適切な対
策が記載されている。

適合

44

委託に伴う特定個人情報の提供に関するルールを定めている場合、ルールの内容やルール遵守
の確認方法を具体的に記載しているか。また、委託先から他者への提供を認めていない場合、
提供されていないことを確認する方法を具体的に記載しているか。記載された対策は、特定個
人情報保護評価の目的に照らし、妥当なものか。

17

委託先へ提供する場合のルールは、適切な対策が記載
されている。

適合
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適合性・妥当性チェック表（年金事務）

項番 確認点 評価書の頁 調書 判定 所見等
点検結果

最終判定結果
評価項目

45

委託先における特定個人情報の消去のルールを定めている場合は、ルールの内容やルール遵守
の確認方法を具体的に記載しているか。また、委託契約終了後に消去されていることを確認す
る方法を具体的に記載しているか。記載された対策は、特定個人情報保護評価の目的に照ら
し、妥当なものか。

17

一部で確認すべき事項があった。

要修正

中段、特定個人情報の消去ルールについて、契約におい
て、データ消去に関する取り組めがあることから、その内容を
記載する必要がある。 ○

46
委託先と締結する委託契約における特定個人情報ファイルの取扱いに関する規定について具
体的に記載しているか。記載された対策は、特定個人情報保護評価の目的に照らし、妥当な
ものか。

17
契約時の安全管理措置の内容は、適切な対策が記載
されている。 適合

47
特定個人情報ファイルの取扱いを再委託している場合、再委託先での適正な取扱いの確保の
ために行っている措置について具体的に記載しているか。記載された対策は、特定個人情報保
護評価の目的に照らし、妥当なものか。

17～18
再委託がある場合、そこへ求める安全管理措置の内容
は、適切な対策が記載されている。 適合

48 特定個人情報ファイルの取扱いの委託において、その他のリスク及びそれらのリスクへの対策につ
いての記載はあるか。 18

その他に想定されるリスクへの対処は、適切に記載されて
いる。 適合

49

特定個人情報の提供又は移転の記録を残している場合は、その記録の内容や記録方法、保
存期間等を具体的に記載しているか。また、記録を残していない場合は特定個人情報が不正
に提供又は移転されることを防止できる理由を具体的に記載しているか。記載された対策は、特
定個人情報保護評価の目的に照らし、妥当なものか。

19

提供又は移転の記録は、適切な対策が記載されてい
る。

適合

50
特定個人情報の提供・移転に関するルールを定めている場合は、ルールの内容やルール遵守の
確認方法を具体的に記載しているか。記載された対策は、特定個人情報保護評価の目的に
照らし、妥当なものか。

19
提供又は移転のルールは、適切な対策が記載されてい
る。 適合

51

特定個人情報を提供・移転する際に、情報漏えいや紛失のリスクを軽減するための措置や提供
先・移転先における特定個人情報の使途が法令に基づく適切なものであることを確認するための
措置を具体的に記載しているか。記載された対策は、特定個人情報保護評価の目的に照ら
し、妥当なものか。

19

根拠法令は、明確に記載されている。

適合

52
誤った特定個人情報を提供・移転することや誤った相手に提供・移転することを防止する措置を
具体的に記載しているか。記載された対策は、特定個人情報保護評価の目的に照らし、妥当
なものか。

19
誤った提供及び移転が起きないよう、適切な対策が記載
されている。 適合

53 特定個人情報の提供・移転において、その他のリスク及びそれらのリスクへの対策についての記載はあるか。 19
その他に想定されるリスクへの対処は、適切に記載されて
いる。 適合

54
情報提供ネットワークシステムを通じて特定個人情報を入手する際に、目的外の入手が行われ
ないために講じている措置を具体的に記載しているか。記載された対策は、特定個人情報保護
評価の目的に照らし、妥当なものか。

20 -

55
情報提供ネットワークシステムを通じて特定個人情報を入手する際に、特定個人情報の安全が
保たれない不適切な方法で特定個人情報を入手しないために講じている対策を具体的に記載
しているか。記載された対策は、特定個人情報保護評価の目的に照らし、妥当なものか。

20 -

56
情報提供ネットワークシステムを通じて特定個人情報を入手した後、その情報の正確性を保つた
めに講じている措置を具体的に記載しているか。記載された対策は、特定個人情報保護評価
の目的に照らし、妥当なものか。

20 -

57
情報提供ネットワークシステムを通じて特定個人情報を入手する際に、情報漏えいや紛失のリス
クを軽減するために講じている措置を具体的に記載しているか。記載された対策は、特定個人
情報保護評価の目的に照らし、妥当なものか。

20 -

情報提供ネットワークシステムとの接続なし

4/6



適合性・妥当性チェック表（年金事務）

項番 確認点 評価書の頁 調書 判定 所見等
点検結果

最終判定結果
評価項目

58
情報提供ネットワークシステムを通じて提供する際に、特定個人情報の不正な提供が行われる
リスクを軽減するために講じている措置を具体的に記載しているか。記載された対策は、特定個
人情報保護評価の目的に照らし、妥当なものか。

20 -

59
情報提供ネットワークシステムを通じて提供する際に、特定個人情報の提供方法が不適切とな
らないよう講じている措置を具体的に記載しているか。記載された対策は、特定個人情報保護
評価の目的に照らし、妥当なものか。

20 -

60
情報提供ネットワークシステムを通じて提供する際に、誤った特定個人情報を提供することや、
誤った相手に提供することを防止するために講じている措置を具体的に記載しているか。記載さ
れた対策は、特定個人情報保護評価の目的に照らし、妥当なものか。

20 -

61 情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うリスクについて、その他のリスク及びそれらのリスクへの
対策についての記載はあるか。 20 -

62 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損を防ぐために行っている物理的な対策について具体的に記
載しているか。記載された対策は、特定個人情報保護評価の目的に照らし、妥当なものか。 21

物理的な対策は、適切な対策が記載されている。
適合

63 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損を防ぐために行っている技術的な対策について具体的に記
載しているか。記載された対策は、特定個人情報保護評価の目的に照らし、妥当なものか。 21

技術的な対策は、適切な対策が記載されている。
適合

64
過去３年以内に発生した全ての重大事故の内容、原因、影響、重大事故発生時の対応など
について具体的に記載しているか。記載された対策は、特定個人情報保護評価の目的に照ら
し、妥当なものか。

21
重大事故に関する内容は、適切に記載されている。

適合

65 重大事故を受けて策定・実施した再発防止策の内容について具体的に記載しているか。記載さ
れた対策は、特定個人情報保護評価の目的に照らし、妥当なものか。 21

重大事故を受けての内容は、適切に記載されている。
適合

66 死者の個人番号を保管している場合は保管方法を具体的に記載しているか。記載された対策
は、特定個人情報保護評価の目的に照らし、妥当なものか。 21

死者の個人番号の取り扱いについて、適切に記載されて
いる。 適合

67 特定個人情報を最新の状態で保管するために行っている措置を具体的に記載しているか。記
載された対策は、特定個人情報保護評価の目的に照らし、妥当なものか。 22

最新の状態を保つための対策は、適切に記載されてい
る。 適合

68
保管期間を経過した特定個人情報を適切な時に安全かつ確実に消去できる手続・体制・手法
になっているか等について具体的に記載しているか。記載された対策は、特定個人情報保護評
価の目的に照らし、妥当なものか。

22
保管期間を経過した際の対策は、適切に記載されてい
る。 適合

69 特定個人情報の保管・消去において、その他のリスク及びそれらのリスクへの対策についての記載はあるか。 22
その他に想定されるリスクへの対処は、適切に記載されて
いる。 適合

Ⅳ その他のリスク対策

70 評価書に記載したとおりに運用がなされていること等について、評価の実施を担当する部署自ら
が、どのように自己点検するか具体的に記載しているか。 23

自己点検方法は、適切に記載されている。
適合

71 評価書に記載したとおりに運用がなされていること等について、どのように監査するか具体的に記載しているか。 23
監査方法は、適切に記載されている。

適合

72 特定個人情報を取り扱う従業者等に対しての教育・啓発や違反行為をした従業者等に対する措置について具体的に記載しているか。 23
教育・啓発、違反行為への措置は、適切に記載されて
いる。 適合

Ⅴ 開示請求、問合せ
点検項目なし
Ⅵ 評価実施手続
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適合性・妥当性チェック表（年金事務）

項番 確認点 評価書の頁 調書 判定 所見等
点検結果

最終判定結果
評価項目

73 国民・住民等からの意見聴取により得られた意見を踏まえて評価書のどの箇所をどのように修正
したかを具体的に記載しているか。 25

意見聴取方法は、適切に記載されている。
適合

適合 55
要修正 9
検討課題 1
合計 65
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報告１

　　有

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

　　所管課により確認

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　②住所　③電話番号　④振込口座情報

　　取り扱う個人情報の管理

　　区の施設で電算処理を行う委託

　受託者が守るべき事項 　　個人情報の保管場所の管理体制

3 取り扱う個人情報

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）

8 委託の時期 令和2年4月1日～令和2年6月30日　 　　     年　月　日から継続

　　取り扱う個人情報の管理

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）

   ※類型　8　に該当

　　無

7 委託先 特定非営利活動法人アートネットワーク・ジャパン

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

　　プライバシーマーク使用許諾事業者

　　電子計算組織による個人情報のセキュリティ対策

　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

　　個人情報の保管場所の管理体制

令和2年7月31日

企画課

1 件　　名 東アジア文化都市2019豊島実行委員会事務局業務委託

2 業務の内容

1 内　容

2 対象者・
 取扱件数等

東アジア文化都市実行委員会の業務を受託した業者および個人等
約15件

3 理由・
  効果

取り扱う個人情報及び収集並びに提供するもの 取り扱う理由

1 区が収集して事業者に提供するもの

東アジア文化都市2019豊島実行委員会事務局における経理等事務作業、庶務的事務整理をするために必要な業務委託

再委託先　川合貴之税理士事務所（東京都港区南青山2－24－5－3F）

再委託の内容　会計業務について、税理士に確認、法定調書作成業務等を行う。

東アジア文化都市2019豊島準備委員会（平成30年8月30日実行委員会へ改組。）設置当時か
ら、委員会より事務局運営業務を受託し、事業の実施内容及び会計事務等の業務内容を熟知
している本業者に委託することで効率化することができるため。また、東アジア文化都市
2019豊島実行員会は任意団体として一般法人における税務等の専門知識を要する業務を処理
する必要があるため、本業務を委託する。

東アジア文化都市2019豊島実行委員会に係る会計業務に関すること（会計システム入力、支
払代行、帳票整理、税務処理ほか）、その他事務局解散に伴い必要となる総務、事務関連業
務を行う。

報酬の支払い等を行うにあたり必要な
ため。

なし

（2）受託者が守るべき事項 　　取り扱う個人情報の管理

　　個人情報を紙媒体で提供する委託

　　無

　　個人情報の保管場所の管理体制



報告２

　　有

3 取り扱う個人情報

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）

②調査・展示制作および広報物
（チラシ等）や記念品等の発送の
ため

　　個人情報の保管場所の管理体制

（2）受託者が守るべき事項 　　取り扱う個人情報の管理

調査・展示制作および広報物（チ
ラシ等）や記念品等の発送のため

①来館者の氏名、住所、生年、電話番号、電子メールアドレス
①施設利用者の受付および広報物
（チラシ等）の発送のため

　　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

　　所管課により確認

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

②マンガ家・編集者等の氏名、住所、電話番号、電子メールアド
レス

　　取り扱う個人情報の管理

　　区の施設で電算処理を行う委託

　受託者が守るべき事項

1 件　　名 豊島区立トキワ荘マンガミュージアム運営業務委託

2 業務の内容

豊島区立トキワ荘マンガミュージアムにおける運営業務委託

8 委託の時期 　　　令和2年4月1日～　　令和3年3月31日　

　　取り扱う個人情報の管理

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）

   ※類型1,2,6,13,16に該当

　　無

7 委託先 公益財団法人としま未来文化財団

再委託先 株式会社ヴォートル

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

　　プライバシーマーク使用許諾事業者

トキワ荘マンガミュージアムにおいて、下記業務を行う。
１．施設利用者の受付
２．学芸員による調査・展示制作
３．企画展やイベント、講座・ワークショップの開催
４．事業周知のための広報活動

2 対象者・
 取扱件数等

来館者（年間目標数：３０万人）
マンガ家・編集者等（調査・展示制作の過程で連絡をとる必要があるため）

3 理由・
  効果

運営業務の委託により、業務の効率化と来館者サービスの品質の向上を見込む
ことができる。

令和2年7月31日

文化観光課

マンガ家・編集者等の氏名、住所、電話番号、電子メールアドレ
ス

再委託の内容　館内の案内・巡視業務

　　個人情報を紙媒体で提供する委託

　　無

取り扱う個人情報及び収集並びに提供するもの 取り扱う理由

1 区が収集して事業者に提供するもの

　　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

　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

1 内　容


