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18 健康増進事業（各種健（検）診）に関する事務

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

豊島区は、健康増進事務における特定個人情報ファイルの取扱いにあた
り、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に
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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。
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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

 ③他のシステムとの接続

健康増進事業に関する事務

 ②事務の内容

 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

 ①システムの名称 総合保健福祉システム（健康管理）

 ③対象人数

健康増進法に基づく健康診査（生活保護対象者等）、各種がん検診事業を行う。住民記録情報状況等
により対象者を抽出し受診券を作成、交付する。システムに健（検）診受診結果を登録し、結果の管理を
行う。具体的には、次の事務において特定個人情報を取り扱う。
（１）健（検）診対象者の抽出。
（２）健（検）診受診券の交付及び再交付。
（３）健（検）診申請書の受理。
（４）健（検）診申請書の確認、審査。
（５）健（検）診の受診結果（精密検査の結果も含む）情報の入力。
（６）健（検）診の受診結果（精密検査の結果も含む）情報の取込み。
（７）健（検）診の受診結果（精密検査の結果も含む）を履歴も含み照会。
（８）健（検）診未受診者への受診再勧奨。
（９）健（検）診結果の情報連携。

・受診情報、通知送付履歴等の照会
・健(検)診対象者の抽出
・各種帳票の出力
・各種健（検）診結果のエラーチェック及び登録（手入力、パンチデータ取り込み）
・国などへ報告する数値の算出
・統計分析機能
・保健師活動実績の記録
・情報提供ネットワークシステムとの連携はしない

[ 10万人以上30万人未満

 ②システムの機能

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] その他 （ )

[ ○ ] 宛名システム等 [

] 住民基本台帳ネットワークシステム [[

 システム2

 ①システムの名称 システム共通基盤（団体内統合宛名システム）

 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。
③団体内統合宛名管理機能：既存業務システムから住登者データ、住登外データを受領し、番号連携
サーバ内の統合宛名DBに反映を行う。
④符号要求機能：個人番号を特定済みの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。中間サーバから返却された処理通番は住基GWへ送
信する。
⑤情報提供機能：各業務で管理している別表２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。
⑥情報照会機能：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また
は、各業務システムにファイル転送を行う。

※ただし、情報照会・提供を行わないため④～⑥の機能は使用しない

1) 1,000人未満
3) 1万人以上10万人未満]

＜選択肢＞
2) 1,000人以上1万人未満
4) 10万人以上30万人未満

 システム1

] 庁内連携システム

] 既存住民基本台帳システム

] 税務システム



 ７．他の評価実施機関

－

 法令上の根拠
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（平成25年法律大27号。
以下「番号法」という。）第9条第１項及び別表第一の76の項
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54条

 ①実施の有無

 ②法令上の根拠
番号法第19条第8号及び別表第2の102の2の項
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　第50条

 ４．個人番号の利用 ※

健康増進ファイル

[ ] 宛名システム等 [

 ５．情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ※

 ②所属長の役職名 地域保健課長

 ６．評価実施機関における担当部署

 ①部署 保健福祉部　地域保健課

[

 ３．特定個人情報ファイル名

 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

○

[ ○

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ○

[ ○ ] その他 （ 中間サーバー )

 システム6～10

 システム11～15

 システム16～20

]

＜選択肢＞
1) 実施する
2) 実施しない
3) 未定

] 庁内連携システム

] 既存住民基本台帳システム

] 税務システム

実施する



）

個人番号、その他識別情報（内部番号）：健（検）診対象者の特定を行う。
4情報、その他住民票関係情報：受診券等発送業務に利用する。
健康・医療関係情報：健（検）診対象者の受診結果の管理、照会を行う。
医療保険関係情報、生活保護・社会福祉関係情報：健（検）診対象者の特定を行う。

[

[ ○ [ ○

[ ○

・業務関係情報

[

[ ○

 ⑤保有開始日 平成28年1月

 全ての記録項目

 その妥当性

 ⑥事務担当部署 保健福祉部　地域保健課

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要

 ③対象となる本人の範囲　※ 健康増進事業対象者

 その必要性
健康増進事業の対象者や受診情報の管理を目的とし、その目的達成に必要な範囲の特定個人情報を
保有。

 ④記録される項目

 ②対象となる本人の数

 １．特定個人情報ファイル名

健康増進ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類 ※ [ システム用ファイル

[ 10万人以上100万人未満

[

] 4情報（氏名、性別、生年月日、住所）

・識別情報

・連絡先等情報

○

 主な記録項目　※

[

] 医療保険関係情報 ] 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

]

] 1） 10項目未満 2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満

＜選択肢＞

4） 100項目以上

] 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 ] 地方税関係情報 ] 健康・医療関係情報

] 障害者福祉関係情報

] 学校・教育関係情報

] 災害関係情報

] 介護・高齢者福祉関係情報

] 年金関係情報

100項目以上

[

[

○

（

[

別添１を参照。

[

[ ] 個人番号対応符号 ○

[

] その他

[

] 生活保護・社会福祉関係情報 [

[ ] 雇用・労働関係情報



] 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。）] 紙 [ ○

] その他

[ ○

[

（

[ ○ ] 評価実施機関内の他部署 （ 総合窓口課・生活福祉課・西部生活福祉課 ）

[ （

 ③使用目的　※

 使用部署 保健福祉部　地域保健課

 ３．特定個人情報の入手・使用

 使用者数

 ④使用の主体

] その他 （

）

[ [] 電子メール [ ○

[

 ②入手方法

）

[

 ⑤使用方法

[ ○

健康増進事業を行う上で、生年月日・性別等により対象者の検索・特定を行い、通知発送等を行う。
健康管理システム及び中間サーバーとの連携を行うため、本特定個人情報ファイルにおいて、健（検）診
受診者の情報を保有し、常に正確に管理・連携する必要がある。

 ①入手元　※

[

 ⑥使用開始日 平成28年1月1日

 情報の突合 内部の識別番号、氏名、年齢、生年月日、性別により突合

10人以上50人未満

）

[ ] 民間事業者 （

（

] 本人又は本人の代理人

] 情報提供ネットワークシステム

] 庁内連携システム] 専用線

] 地方公共団体・地方独立行政法人

）

）

] 行政機関・独立行政法人等

]

＜選択肢＞
1） 10人未満
3） 50人以上100人未満

[ ○

[

・生年月日、性別等により対象者の条件を設定し、対象者データの抽出を行う。
・申込みの際、年齢・性別、受診履歴等により対象者であることを確認する。
・結果データを取り込み、その後の対象者確認の条件として使用するほか、統計情報の抽出に使用す
る。

5） 500人以上1,000人未満

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



 ③委託先名

再
委
託

受診券交付業務

 委託事項2

 委託事項1

 ①委託内容 健康管理システムの保守・改修業務

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

再委託する

 ⑤再委託の許諾方法

 ⑥再委託事項

 ④再委託の有無　※

健康管理システムの保守・改修業務

 委託事項11～15

 ③委託先名 株式会社パソナ

 ④再委託の有無　※ [

 ①委託内容

 ②委託先における取扱者数 [

[

[

[

富士通株式会社

10人以上50人未満

再委託しない

再
委
託

 ⑤再委託の許諾方法

 ⑥再委託事項

]

＜選択肢＞

2） 10人以上50人未満
4） 100人以上500人未満

 委託の有無　※

 ②委託先における取扱者数

 委託事項6～10

 委託事項16～20

1） 再委託する 2） 再委託しない

＜選択肢＞

] 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

健康管理システムの運用保守

（

]

）　件

＜選択肢＞
1） 委託する 2） 委託しない

]

＜選択肢＞
1） 10人未満
3） 50人以上100人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

10人未満

委託する

2

＜選択肢＞

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

窓口業務委託

協議書提出。個人情報の適正管理、再委託による効率性等を指標に判断。

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上



 提供先16～20

各健（検）診の受診者

 提供・移転の有無

 ③提供する情報

（ ] 移転を行っている （

健（検）診関係情報

] フラッシュメモリ

）[ ] その他 （

 提供先2～5

 ①法令上の根拠 番号法第19条第8号　別表第2の102の2項

照会を受けた都度

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥提供方法

 ⑦時期・頻度

[ ○

市町村長 提供先1

] 提供を行っている ） 件

 提供先6～10

 提供先11～15

 ②提供先における用途 健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報であって主務省令で定める用途

] 行っていない

[ ]

＜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

[

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

） 件 [

] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

10万人以上100万人未満

[

[

[ [

[

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム

] 電子メール



 移転先11～15

 移転先6～10

[ ]

＜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

[ [

[ [
 ⑥移転方法

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

] 庁内連携システム

] 電子メール

] フラッシュメモリ

[ ] その他 （

[ ] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

 移転先2～5

 移転先1

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

[

5） 1,000万人以上

 ７．備考

 ６．特定個人情報の保管・消去

 保管場所　※

特定個人情報が記載された書類は、鍵付の書庫に保管。
作業スペースへの部外者の立ち入りを禁止している。
端末内での特定個人情報の保管は禁止している。
特定個人情報データは、基幹システム内のみで保有し、業務サーバーでは保管していない。

 ①法令上の根拠

）

 ③移転する情報

 ⑦時期・頻度

 ②移転先における用途

 移転先16～20



 （別添１） 特定個人情報ファイル記録項目

ファイル記録項目一覧（住民情報・胃がん検診・肺がん検診・大腸がん検診・子宮頸がん検診）

住民情報 胃がん検診 肺がん検診 大腸がん検診 子宮頸がん検診

年度 整理番号 整理番号 整理番号 整理番号

氏名カナ 年度 年度 年度 年度

氏名漢字 検診枝番 検診枝番 検診枝番 検診枝番

生年月日 事業予定連番 事業予定連番 事業予定連番 事業予定連番

性別 受診日 受診日 受診日 受診日

郵便番号 受診会場（その他） 受診会場（その他） 受診会場（その他） 受診会場（その他）

住所 受診医療機関番号 受診医療機関番号 受診医療機関番号 受診医療機関番号

方書 受診医療機関（その他） 受診医療機関（その他） 受診医療機関（その他） 受診医療機関（その他）

印刷区分 受診番号 受診番号 受診番号 受診番号

世帯番号 受診種別 受診種別 受診種別 受診種別

更新フラグ 受診券種別 受診券種別 受診券種別 受診券種別

続柄 登録日 登録日 登録日 登録日

住登外フラグ 要精検フラグ 要精検フラグ 要精検フラグ 要精検フラグ

外国人フラグ 印刷区分 印刷区分 印刷区分 印刷区分

外国人本名カナ 印刷日 印刷日 印刷日 印刷日

外国人本名漢字 最新フラグ 最新フラグ 最新フラグ 最新フラグ

国保区分 金額 金額 金額 金額

生保区分 予備医療機関 予備医療機関 予備医療機関 予備医療機関

住民となった日 予備機関（その他） 予備機関（その他） 予備機関（その他） 予備機関（その他）

住民でなくなった日 備考 備考 備考 備考

異動年月日 フォロー枝番 フォロー枝番 フォロー枝番 フォロー枝番

転入前住所 フォロー事業番号 フォロー事業番号 フォロー事業番号 フォロー事業番号

転入前方書 相談枝番 相談枝番 相談枝番 相談枝番

転出後住所 メモ枝番 メモ枝番 メモ枝番 メモ枝番

転出後方書 登録区 結核要精検フラグ 登録区 登録区

外国人本名使用フラグ 再発行区分 登録区 再発行区分 再発行区分

後期高齢区分 センター受診日 再発行区分 センター受診日 センター受診日

センター番号 センター受診日 センター番号 センター番号

電話番号 センター番号 電話番号 電話番号

総合判定 電話番号 検査機関 標本の適否

（直）所見１－１ 胸部Ｘ線判定 総合判定 ベセスダ

（直）所見１－２ 胸部Ｘ線病名１ ヒトＨｂ１定性 総合判定

（直）所見１－３ 胸部Ｘ線病名２ ヒトＨｂ２定性 （他）所見１

（直）所見２－１ 胸部Ｘ線病名３ 大腸問診（新） （他）所見２

（直）所見２－２ 胸部Ｘ線指導区分 追跡調査対象有無 再検査

（直）所見２－３ ＣＴ判定 医療機関コード（健診センター） 追跡調査対象有無

（直）所見３－１ ＣＴ病名１ 医療機関コード（健診センター）

（直）所見３－２ ＣＴ病名２

（直）所見３－３ ＣＴ病名３

（直）所見４－１ ＣＴ指導区分

（直）所見４－２ ６か月以内の血痰

（直）所見４－３ タバコの有無

（直）所見５ 喫煙指数

追跡調査対象有無 喀痰検査対象者区分

医療機関コード（健診センター） 喀痰総合判定

喀痰判定１

喀痰判定２

総合判定

総合病名１

総合病名２

総合病名３

総合病名４

追跡調査対象有無

医療機関コード（健診センター）



 （別添１） 特定個人情報ファイル記録項目

ファイル記録項目一覧（乳がん検診・前立腺がん検診・肝炎ウイルス検査・骨粗鬆症検診）

乳がん検診 前立腺がん検診 肝炎ウイルス検査 骨粗鬆症検診

整理番号 整理番号 整理番号 整理番号

年度 年度 年度 年度

検診枝番 検診枝番 検診枝番 検診枝番

事業予定連番 事業予定連番 事業予定連番 事業予定連番

受診日 受診日 受診日 受診日

受診会場（その他） 受診会場（その他） 受診会場（その他） 受診会場（その他）
受診医療機関番号 受診医療機関番号 受診医療機関番号 受診医療機関番号

受診医療機関（その他） 受診医療機関（その他） 受診医療機関（その他） 受診医療機関（その他）

受診番号 受診番号 受診番号 受診番号

受診種別 受診種別 受診種別 受診種別

受診券種別 受診券種別 受診券種別 受診券種別

登録日 登録日 登録日 登録日

要精検フラグ 要精検フラグ 要精検フラグ 要精検フラグ

印刷区分 印刷区分 印刷区分 印刷区分
印刷日 印刷日 印刷日 印刷日

最新フラグ 最新フラグ 最新フラグ 最新フラグ

金額 金額 金額 金額

予備医療機関 予備医療機関 予備医療機関 予備医療機関

予備機関（その他） 予備機関（その他） 予備機関その他 予備機関その他

備考 備考 備考 備考

フォロー枝番 フォロー枝番 フォロー枝番 フォロー枝番

フォロー事業番号 フォロー事業番号 フォロー事業番号 フォロー事業番号

相談枝番 相談枝番 相談枝番 相談枝番
メモ枝番 メモ枝番 メモ枝番 メモ枝番

登録区 登録区 登録区 登録区

再発行区分 センター受診日 センター受診日 センター受診日

センター受診日 センター番号 センター番号 センター番号

センター番号 電話番号 総合判定 電話番号

電話番号 受診コース ＨＢｓ判定 骨密度（カルシウム量）

視触診判定 ＰＳＡ検査数値 ＨＢｓ抗原定性 同年齢平均骨密度比較

マンモ受診日 ＰＳＡ検査判定 ＨＢｓ抗原定量 若年成人平均骨密度比較

検査機関名 追跡調査対象有無 ＨＣＶ判定 骨密度判定
マンモ判定 診療情報提供書の有無 ＨＣＶ抗体定量 結果説明医療機関

カテゴリー判定 診療情報提供書発行日 ＨＣＶ抗体核酸定量 医療機関コード（健診センター）

総合判定 紹介医療機関 ＨＣＶ抗体定性

追跡調査対象有無 医療機関コード（健診センター） 要精密者への紹介状発行

医療機関コード（健診センター） 紹介状発行

紹介状発行元

紹介状未発行理由

紹介状発行日

紹介医療機関名
医療機関コード（健診センター）

気になる症状

肝臓病、肝機能が悪い

大きな手術

妊娠・出産時の多量出血

その他の感染の危険性

いままでの肝炎検査有無

飲酒
電話番号①

電話番号②

備考２



 （別添１） 特定個人情報ファイル記録項目

ファイル記録項目一覧（福祉健診）

年度 計画上実施回数 セット料金区分（血液一般） 尿糖 状態２

健診枝番 計画上実施回数個別支援Ａ セット料金区分（生化学） 尿糖判定 疾患名３

事業予定連番 計画上実施回数グループ支援 医療機関コード（健診センター） 尿潜血 発症年齢３

受診日 計画上実施回数個別支援Ｂ 服薬１（血圧） 尿潜血判定 状態３

受診会場（その他） 計画上実施回数電話Ａ 服薬２（血糖） 肝機能検査判定 疾患名４

健診機関コード 計画上実施回数電話Ｂ 服薬３（脂質） アルブミン 発症年齢４

受診医療機関番号 計画上実施回数メールＡ 既往歴１（脳血管） ＡＳＴ（ＧＯＴ） 状態４
受診医療機関（その他） 計画上実施回数メールＢ 既往歴２（心血管） ＡＳＴ（ＧＯＴ）判定 疾患名５

受診番号 計画上実施時間個別支援Ａ 既往歴３（腎不全・人工透析） ＡＬＴ（ＧＰＴ） 発症年齢５

受診種別ｃｄ 計画上実施時間グループ支援 貧血 ＡＬＴ（ＧＰＴ）判定 状態５

受診券種別ｃｄ 計画上実施時間個別支援Ｂ 喫煙 γ－ＧＴ（γ－ＧＴＰ） 疾患名６

登録日 計画上実施時間電話Ａ ２０歳からの体重変化 γ－ＧＴＰ判定 発症年齢６

要精検フラグ 計画上実施時間電話Ｂ ３０分以上の運動習慣 脂質検査判定 状態６

印刷ｃｄ 計画上ポイント支援Ａ 歩行又は身体活動 中性脂肪 疾患名７

印刷日 計画上ポイント支援Ｂ 歩行速度 中性脂肪判定 発症年齢７

最新フラグ 計画上総ポイント １年間の体重変化 総コレステロ－ル 状態７

金額 継続的支援予定期間 食べ方１（早食い等） ＨＤＬ－コレステロ－ル 疾患名８

予備医療機関 実施上実施回数 食べ方２（就寝前） ＨＤＬ－コレステロ－ル判定 発症年齢８

予備機関その他 実施上実施回数個別支援Ａ 食べ方３（夜食／間食） ＬＤＬ－コレステロ－ル 状態８

備考 実施上合計実施時間個別支援Ａ 食習慣 ＬＤＬ－コレステロ－ル判定 食事区分

フォロー枝番 実施上実施回数グループ支援 飲酒 尿素窒素 食事時間

フォロー事業番号 実施上合計実施時間グループ支援 飲酒量 クレアチニン メタボ判定

相談枝番 実施上実施回数電話Ａ 睡眠 尿酸 心電図所見１

メモ枝番 実施上合計実施時間電話Ａ 生活習慣の改善（健康推進課） 血糖検査判定 心電図所見２

訪問者コード 実施上実施回数Ｅ－ＭａｉｌＡ 生活習慣の改善（地域保健課） 血糖 眼底カメラ所見１

詳細健診機関コード 実施上ポイント支援Ａ 保健指導の希望 血糖判定 胸部Ｘ線所見１

眼底医療機関 実施上実施回数個別支援Ｂ 肥満・やせの自覚 ＨｂＡ１ｃ（ＪＤＳ） 胸部Ｘ線所見２

眼底医療機関その他 実施上合計実施時間個別支援Ｂ ダイエット経験 ＨｂＡ１ｃ（ＪＤＳ）判定 聴力所見１

眼底受診日 実施上実施回数電話Ｂ 牛乳・乳製品の摂取 ＨｂＡ１ｃ（ＮＧＳＰ） 心電図実施理由

眼底登録日 実施上合計実施時間電話Ｂ アレルギーや偏食 ＨｂＡ１ｃ（ＮＧＳＰ）判定 眼底実施理由

登録区 実施上実施回数Ｅ－ＭａｉｌＢ アレルギーの原因食 白血球数 貧血検査実施理由

優先順位 実施上ポイント支援Ｂ 備考１ 白血球判定 総合判定指導区分

情報提供印刷ｃｄ 実施上ポイント合計 総合判定 赤血球数 特定健診結果コメント

情報提供番号 禁煙指導実施回数 既往歴 赤血球判定 特定保健指導コメント

情報提供印刷日 出力区分 自覚症状（成人） 貧血検査判定 記号

詳細質問票印刷ｃｄ 出力日 自覚症状（特定） ヘモグロビン 番号

詳細質問票番号 詳細健診機関コード２ 他覚症状 ヘモグロビン判定

詳細質問票印刷日 詳細医療機関２ 身長 ヘマトクリット値

中間評価予定日 詳細医療機関その他２ 体重 ヘマトクリット判定

中間評価予定支援形態 詳細受診日２ ＢＭＩ ＭＣＶ

中間評価予定者ＩＤ 詳細登録日２ ＢＭＩ判定 ＭＣＨ

中間評価予定者枝番 チェックＯＫフラグ 腹囲 ＭＣＨＣ

６ヶ月評価予定日 年度末年齢 体脂肪率（％） 血小板数

６ヶ月評価予定支援形態 特定保健指導レベル 呼気ＣＯ測定値 血小板数判定

６ヶ月評価予定者ＩＤ 保健指導レベル自動判定 骨密度スティフネス 腹囲異常

６ヶ月評価予定者枝番 診査区分 ２０歳比較 糖尿異常

行動変容ステージ 保健指導区分 同年齢比較 脂質異常

保健指導実施内容 情報提供（要受診） 血圧（収縮期） 血圧異常

保健指導コース 誕生日前受診（長寿） 血圧（拡張期） 該当疾患

保健指導コースその他 健診判別区分 治療中 疾患名１

メールアドレス 保健指導区分（健増法・男） 血圧判定 発症年齢１

勧奨区分 保健指導区分（健増法・男）再掲 尿判定 状態１

勧奨日 保健指導区分（女） 尿蛋白 疾患名２

制御フラグ 保健指導区分（女）再掲 尿蛋白判定 発症年齢２

福祉健診



 ユーザ認証の管理

 具体的な管理方法
健康管理システムの利用可能な職員を特定し、IＣカードとパスワードによる認証を行っている。
パスワードを定期的に変更を行い、使い回し防止の制御を行っている。

 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

 その他の措置の内容
・人事異動等により権限変更が生じた場合には、データを随時更新している。
･システムの操作履歴（操作ログ）を一定期間保存する。

[ 十分である

[特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク]
・システムのバックアップデータ等は厳重に管理し、権限を持った者のみがアクセスできる仕組みになっている。
・個人番号等を保持するテーブルと住民情報等を保持するテーブルは別となっており、個人番号を使用しない事務では個人番号を保持
するテーブルにアクセスしない仕組みとなっている。
・ＵＳＢ等の外部記録装置の使用を制限。必要な場合には、情報管理部門の承認を得る仕組みとなっている。
[従業者が事務外で使用するリスク]
・個人情報保護や取扱いについて職員のセキュリティ意識を高めるため、区のセキュリティポリシーを周知。
・情報セキュリティ研修等を通して、特定個人情報の業務外利用の禁止や漏洩時の罰則、アクセスログが確実に記録されていること等
についても、従業者に周知徹底している。

 リスクへの対策は十分か

Ⅲ　リスク対策　※（７．②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。）

 リスクへの対策は十分か

 ３．特定個人情報の使用

 リスクへの対策は十分か

 リスク：　目的外の入手が行われるリスク

・申請書は一人につき一通ずつ記載する書面様式として、記載項目を必要最小限の情報にする。
・通知の発送にあたっては、住民票上の住所地以外へは原則として送付しない。
・受付に不必要な書類は受理しない。

 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

 リスクに対する措置の内容

 リスクに対する措置の内容

 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

・運用上、個人番号を使用しないシステム業務（メニュー）、には個人番号が入力・表示されないようにす
る。
・他業務システムからの参照について、権限管理機能により制御を行い、業務に必要な情報のみ参照で
きるよう制御を行う。

 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

[不適切な方法で入手が行われるリスク]
・申請書の記載項目を必要最小限とし、受付に不必要な書類は受理しない。
[入手した特定個人情報が不正確であるリスク]
・受診券等の通知は健康管理システムで作成し、その発送にあたっては住民票上の住所地以外へは原則として送付しない。
[入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク]
・帳票については、特定個人情報の漏えい及び紛失を防止するため、入力及び照合した後は、区の規程により定められる期間、施錠し
て保管する。
・健康管理システムを利用するには、ICカードとパスワードによるログインが必要で、対象業務の職員以外に権限を与えていない。

[

 １．特定個人情報ファイル名

健康増進ファイル

]

] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である

十分である

[ 十分である

3） 課題が残されている

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＞
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

] 1） 行っている 2） 行っていない
＜選択肢＞[ 行っている



[ 十分に行っている

・データの秘密保持に関する事項・再委託の禁止又は制限に関する事項
・情報資産の指示された目的外への使用及び第三者への提示の禁止に関する事項
・データの複写及び複製の禁止に関する事項
・事故発生時における報告義務に関する事項
・情報資産の保護状況の検査の実施に関する事項
・データの授受及び搬送に関する事項
・委託を受けた事業者等におけるデータの保管及び廃棄に関する事項
・その他データの保護に関し必要な事項
・前記各事項の定めに違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項

 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

 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
担保

十分である

] 委託しない[

] 提供・移転しない

 具体的な方法
・許可のない再委託は禁止している。
・委託先と同等のリスク対策を実施する。

[

 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

 リスクへの対策は十分か

] ＜選択肢＞
1） 定めている 2） 定めていない

] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている
3） 課題が残されている

・従事者がシステムを使用する時のアクセスログを取得し、使用するID、パスワードを指定することで操
作者を特定する。
･システムの操作履歴（操作ログ）を一定期間保存する。

 その他の措置の内容

2） 十分である

定めている[

 特定個人情報の提供・移転
に関するルール

 リスクへの対策は十分か

]

 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

 リスク：　不正な提供・移転が行われるリスク

 その他の措置の内容

 リスク：　委託先における不正な使用等のリスク

 規定の内容

1） 定めている 2） 定めていない

] ＜選択肢＞
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

 ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法

[ ＜選択肢＞

[

 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。） [ ○

・委託内容は、システムの運用保守に限定し、特定個人情報ファイルの照会・更新権限は与えていない。
・区から提供された特定個人情報は委託業務の履行のためにのみ使用し、第三者に開示、漏洩又は提供しない。
・特定個人情報に係るデータまたは資料を使用する場合は、区が指定した履行場所で行うものとし、その場所以外への持ち出しは不可
とする。
・特定個人情報に係るデータまたは資料の全部または一部の複写、複製または加工を禁止する。

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

] 1） 特に力を入れて行っている
3） 十分に行っていない 4） 再委託していない

2） 十分に行っている
＜選択肢＞



 リスクへの対策は十分か

○

・離席する時は、ICカードを携帯し端末をロックしている
・サーバ、端末（パソコン）、記録媒体、紙文書等の情報資産を廃棄する場合は、情報を復元できないように処置した上で廃棄する。
・紙文書は、溶解またはシュレッダー処分を行う。
・電磁的な記録媒体は、破砕処理にて廃棄する。
・保存期間が到来した本人確認情報は、システム上一括して消去する仕組みとする。

 その内容

[ 十分に行っている

 リスク：　特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク

 ②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

 ①事故発生時手順の策定・
周知

 リスク２： 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

 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

[ ] 1） 発生あり

] 接続しない（提供）[ ○ ] 接続しない（入手）

発生なし

[ 十分である

 ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

-

 再発防止策の内容 -

 その他の措置の内容

・帳票については、特定個人情報の漏えい及び紛失を防止するため、入力及び照合した後は、区の規
程により定められる期間、施錠して保管する。
・健康管理システムを利用するには、ICカードとパスワードによるログインが必要で、対象業務の職員以
外に権限を与えていない。

＜選択肢＞
2） 発生なし

[

＜選択肢＞
1） 特に力を入れている
3） 課題が残されている

2） 十分である

]

[

] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて行っている
3） 十分に行っていない

2） 十分に行っている

[

 ７．特定個人情報の保管・消去

2） 十分である

 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

 リスクへの対策は十分か

] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている
3） 課題が残されている

] ＜選択肢＞
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

 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



 １０．その他のリスク対策

区のデータセンターに設置した仮想化サーバー上にシステムを搭載することで、統一した設備環境による高レベルのセキュリテ管理を
保持している。

・情報化推進員研修
・新任研修時にセキュリティ研修実施
・情報資産管理台帳及び記録媒体管理台帳記載の徹底
・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。
・個人情報保護に関する研修の受講を毎年推奨している。
・違反行為を行った者に対しては、都度指導の上、違反行為の程度によっては懲戒の対象となることを
周知している。

 ８．監査

 実施の有無

 従業者に対する教育・啓発

 具体的な方法

 ９．従業者に対する教育・啓発

＜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

] 自己点検 ] 外部監査

]

[] 内部監査[ ○ [

[ 十分に行っている

○



 ③法令による特別の手続

 ④個人情報ファイル簿への不
記載等

-

区のホームページ上に、請求先、請求方法、諸費用等について掲載する。

 ２．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

Ⅳ　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 指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。

 ①連絡先
〒170-0013　東京都豊島区東池袋4-42-16
豊島区保健福祉部地域保健課保健事業グループ
電話番号：03-3987-4660

 ②対応方法 電話または来庁による対応を受け付ける



 ２．国民・住民等からの意見の聴取　【任意】

 ②しきい値判断結果 ＜選択肢＞
1） 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
2） 基礎項目評価の実施が義務付けられる（任意に重点項目評価を実施）
3） 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない（任意に重点項目評価を実施）

][ 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

-

 ②方法 -

 ③結果

 ３．第三者点検　【任意】

 ①実施日 -

 ①方法 -

 ③主な意見の内容

 ②実施日・期間 -

-

Ⅴ　評価実施手続
 １．基礎項目評価

 ①実施日 平成27年10月20日



健（検）診結果の情報連携。 事前

Ⅰ基本情報　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②シス
テムの機能

・情報提供ネットワークシステムとの連携はしな
い

Ⅰ基本情報　４．個人番号の
利用　法律上の根拠

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第9条第１項及び
別表第一の76の項
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9月
10日内閣府、総務省令第5号）　第54条

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（平成25年法律
大27号。以下「番号法」という。）第9条第１項及
び別表第一の76の項
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54条

事前

項目

Ⅰ関連情報 ６．評価実施機関
における担当部署 ②所属長
の役職名

健康担当部長　常松　洋介 地域保健課長

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要４．特定個人情報ファイルの
取り扱いの委託　委託事項２
②委託先における取扱者数

１０人未満 １０人以上５０人未満 事後

・情報提供ネットワークシステムとの連携 事前

事後 評価書様式変更による

Ⅰ基本情報　１．特定個人情
報ファイルを取り扱う事務②事
務の内容（９）

（別添２）変更箇所

Ⅰ基本情報　３．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２　②他のシステムとの接
続

※ただし、情報照会・提供を行わないため④～
⑥の機能は使用しない

事前

Ⅰ基本情報　３．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　②他のシステムとの接
続

[　　]情報提供ネットワークシステム [ 〇 ]情報提供ネットワークシステム 事前

提出時期に係る説明

Ⅰ関連情報 ６．評価実施機関
における担当部署 ②所属長

健康担当部長　坪内　栄一 健康担当部長　常松　洋介 事後 組織の所属長の変更

変更前の記載 変更後の記載 提出時期変更日

平成29年5月3日

平成29年5月31日

平成30年7月3日

令和4年3月9日

令和4年3月9日

令和4年3月9日

令和4年3月9日

令和4年3月9日



Ⅰ基本情報　５．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 実施する 事前

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要　３．特定個人情報の入手・
使用　①入手元

[　　]地方公共団体・地方独立行政法人（　　）
[ 〇 ]地方公共団体・地方独立行政法人（他自
治体）

事前

Ⅰ基本情報　６．情報提供ネッ
トワークシステムによる情報連
携　②法律上の根拠

-

番号法第19条第8号及び別表第2の102の2の
項
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　第50条

事前

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要　３．特定個人情報の入手・
使用　③使用目的

健康増進事業を行う上で、生年月日・性別等に
より対象者の検索・特定を行い、通知発送等を
行う。

健康増進事業を行う上で、生年月日・性別等に
より対象者の検索・特定を行い、通知発送等を
行う。
健康管理システム及び中間サーバーとの連携
を行うため、本特定個人情報ファイルにおいて、
健（検）診受診者の情報を保有し、常に正確に
管理・連携する必要がある。

事前

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要　３．特定個人情報の入手・
使用　②入手方法

[　　]情報提供ネットワークシステム [ 〇 ]情報提供ネットワークシステム 事前

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要　５．特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先1

市町村長 事前

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要　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

[    ]行っていない [ 〇 ]提供を行っている 事前

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要　５．特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
①法律上の根拠

番号法第19条第8号　別表第2の102の2項 事前

令和4年3月9日

令和4年3月9日

令和4年3月9日

令和4年3月9日

令和4年3月9日

令和4年3月9日

令和4年3月9日

令和4年3月9日



Ⅲ　リスク対策　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。）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

・申請書は一人につき一通ずつ記載する書面様
式として、記載項目を必要最小限の情報にす
る。
・通知の発送にあたっては、住民票上の住所地
以外へは原則として送付しない。
・受付に不必要な書類は受理しない。

・申請書は一人につき一通ずつ記載する書面様
式として、記載項目を必要最小限の情報にす
る。
・通知の発送にあたっては、住民票上の住所地
以外へは原則として送付しない。
・受付に不必要な書類は受理しない。

なお、健（検）診にあたり、個人番号は使用しな
いため、個人番号の照会・検索権限は付与して
おらず、画面上も非表示としている。

事前

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要　５．特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
⑥提供方法

[ 〇 ]情報提供ネットワークシステム 事前

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要　５．特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
⑦時期・頻度

照会を受けた都度 事前

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要　５．特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

各健（検）診の受診者 事前

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要　５．特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
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 事前

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要　５．特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
③提供する情報

健（検）診関係情報 事前

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要　５．特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
②提供先における用途

健康増進法による健康増進事業の実施に関す
る情報であって主務省令で定める用途

事前令和4年3月9日

令和4年3月9日

令和4年3月9日

令和4年3月9日

令和4年3月9日

令和4年3月9日

令和4年3月9日



Ⅳ　開示請求、問合せ　２．特
定個人情報ファイルの取扱い
に関する問合せ　①連絡先

〒170-0013　東京都豊島区東池袋1-20-9 〒170-0013　東京都豊島区東池袋4-42-16 事前令和4年3月9日


