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審議資料Ｎｏ．１ 

 

諮問第９４４号 
 

「母子支援業務」、「生活保護業務」、「児童相談所業務」、「高齢者・障害者保健福祉業

務」及び「介護保険業務」における個人情報の「臨時特別給付金業務」への目的外利用

並びに 

「臨時特別給付金業務」における個人情報の本人外収集並びに 

「臨時特別給付金業務」における個人情報の外部提供並びに 

「臨時特別給付金業務」における新たな個人情報の項目の電子計算機への記録並びに 

「臨時特別給付金業務」における外部委託に伴う個人情報の保護措置並びに 

「臨時特別給付金業務」における外部の電子計算機との回線結合について 

（臨時特別給付金事業の実施） 

 

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日 

利用課：保健福祉政策部臨時特別給付金担当課 

保有課：各総合支所保健福祉センター生活支援課 

各総合支所保健福祉センター保健福祉課 

各総合支所保健福祉センター子ども家庭支援課 

児 童 相 談 所 

子 ど も ・ 若 者 部 児 童 相 談 支 援 課 

高 齢 福 祉 部 介 護 保 険 課 

外部委託所管課：保健福祉政策部臨時特別給付金担当課 

 

《事業の概要》（別紙１参照） 

臨時特別給付金事業は、令和３年１１月１９日に国が閣議決定をした「コロナ克

服・新時代開拓のための経済対策」を受け、新型コロナウイルス感染症の影響が長期

化する中で、子育て世帯に対して、子どもたちを力強く支援し、その未来を拓く観点

から、各区市町村が実施主体となって「（仮称）子育て世帯に対する給付金」を支給

する。また、事業や生活・暮らしの支援を行う観点から、「（仮称）住民税非課税世帯

に対する給付金」を支給するものである。 
この事業を実施するにあたり、区では臨時特別給付金管理システム（以下「管理シ

ステム」という。）を構築し、申請及び給付状況を管理する。管理システムの構築及

び書類の印刷から発送まで並びに新たに設置するコールセンターの問合せ対応に係る

業務を外部委託により実施する。 

 

第１ 目的外利用について 

 

１ 目的外利用する理由 
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（１）「（仮称）子育て世帯に対する給付金」においては、児童福祉法、障害者総合支援

法、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法及び生活保護法の各法

律で規定する施設等に入所している児童等並びに養護者からの虐待により施設等に

入所措置が採られている障害児について、保有課の情報を確認することにより、施

設設置者等が受給できるようにする。 

（２）「（仮称）住民税非課税世帯に対する給付金」において、対象となる住民税非課税

世帯の全員又は一部の者が住民税非課税者に該当する可能性がある税の未申告者

（６５歳以上）については、介護保険の保険料決定通知書の被保険者情報をもとに、

より確実な給付や幅広い申請勧奨を行う。 

また、児童福祉法、障害者総合支援法、独立行政法人国立重度知的障害者総合施 

設のぞみの園法及び生活保護法の各法律で規定する施設等に入所している児童等並

びに養護者からの虐待により施設等に入所措置が採られている高齢者及び障害者に

ついて、保有課の情報を確認することにより、本給付金の支給対象となるか判断し

受給できるようにする。 

（３）なお、本事業においては、各給付金の積極支給を図る必要があるものである。

「（仮称）子育て世帯に対する給付金」においては、公的給付の支給等の迅速かつ

確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第１０条における特定公的給

付として指定されていることから、同法第１１条の定めに基づき、「児童手当等支

給業務」の情報を利用して給付対象者及び口座情報を特定する。同様に、「（仮称）

住民税非課税世帯に対する給付金」についても当該指定がなされる予定であること

から、当該指定の後「特別区民税業務」の情報を利用して給付対象者を、「特別定

額給付金業務」の情報を利用して口座情報を特定する。 

 

２ 諮問の趣旨 

本件は、臨時特別給付金事業を実施するにあたり、母子支援業務、生活保護業務、

児童相談所業務、高齢者・障害者保健福祉業務及び介護保険業務で管理している個

人情報を利用するものであり、世田谷区個人情報保護条例（以下「条例」とい

う。）第１５条第１項第４号の規定に基づき諮問する。 

 

３ 保有課及び保有課の業務名称 

（１）各総合支所保健福祉センター子ども家庭支援課：母子支援業務 

（特に配慮が必要な児童等への対応のため。） 

（２）各総合支所保健福祉センター生活支援課：生活保護業務 

（特に配慮が必要な児童等への対応のため。） 

（３）世田谷区児童相談所：児童相談所業務 

（特に配慮が必要な児童等への対応のため。） 

（４）子ども・若者部児童相談支援課：児童相談所業務 

（特に配慮が必要な児童等への対応のため。） 

（５）各総合支所保健福祉センター保健福祉課：高齢者・障害者保健福祉業務 

（特に配慮が必要な方への対応のため。） 

（６）高齢福祉部介護保険課：介護保険業務 
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   （「（仮称）住民税非課税世帯に対する給付金」における、より確実な給付や幅広

い申請勧奨のため。） 

 

４ 利用課及び利用課の業務名称 

保健福祉政策部臨時特別給付金担当課：臨時特別給付金業務 

 

５ 対象となる個人の範囲 

   別紙２「個人情報の項目一覧（目的外利用・本人外収集・外部提供）」のとおり 

 

６ 目的外利用する個人情報の項目及び件数 

（１）個人情報の項目 

氏名、住所（住民票所在地、施設所在地）、生年月日、性別、入所等年月日、

退所等年月日、児童手当情報、特別定額給付金情報、介護保険情報 

（２）件数（見込） 

別紙２「個人情報の項目一覧（目的外利用・本人外収集・外部提供）」のとお

り 

 

７ 利用の開始時期及び期間 

令和３年１２月２４日から継続して行う。 

 

第２ 個人情報の本人外収集について 

 

１ 本人外収集する理由 

（１）「（仮称）子育て世帯に対する給付金」において、児童福祉法、障害者総合支援法、

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法、生活保護法及び売春防止

法の各法律で規定する施設等に入所している児童等について、内閣府通知により示

された方法で都道府県等と連絡調整することにより、施設設置者等が受給できるよ

うにする。 

（２）「（仮称）住民税非課税世帯に対する給付金」において、児童福祉法、障害者総合

支援法、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法、生活保護法及び

売春防止法の各法律で規定する施設等に入所している児童等について、内閣府通知

により示された方法で都道府県等と連絡調整することにより、本給付金の支給対象

となるか判断し受給できるようにする。 

 

２ 諮問の趣旨 

本件は、臨時特別給付金事業を実施するにあたり、都道府県等が管理している個

人情報を本人の同意を得ずに収集するものであり、条例第８条第２項第６号の規定

に基づき諮問する。 

 

３ 本人外収集の相手方 

   別紙２「個人情報の項目一覧（目的外利用・本人外収集・外部提供）」のとおり 
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４ 個人情報の項目及び件数 

（１）個人情報の項目 

第１の６（１）のとおり 

（２）件数（見込） 

  別紙２「個人情報の項目一覧（目的外利用・本人外収集・外部提供）」のとお

り 

 

５ 対象となる個人の範囲 

   別紙２「個人情報の項目一覧（目的外利用・本人外収集・外部提供）」のとおり 

 

６ 本人外収集の開始時期及び期間 

第１の７のとおり 

 

第３ 個人情報の外部提供について 

 

１ 外部提供する理由 

（１）「（仮称）子育て世帯に対する給付金」において、児童福祉法、障害者総合支援法、

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法及び生活保護法の各法律で

規定する施設等に入所している児童等について、内閣府通知により示された方法で

他市区町村と連絡調整することにより、施設設置者等が受給できるようにする。 

（２）「（仮称）住民税非課税世帯に対する給付金」において、児童福祉法、障害者総合

支援法、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法及び生活保護法の

各法律で規定する施設等に入所している児童等について、内閣府通知により示され

た方法で他市区町村と連絡調整することにより、本給付金の支給対象となるか判断

し受給できるようにする。 

 

２ 諮問の趣旨 

   本件は、臨時特別給付金事業を実施するにあたり、区で管理している個人情報を 

本人の同意を得ずに市区町村に外部提供するものであり、条例第１６条第１項第４ 

号の規定に基づき諮問する。 

 

３ 外部提供の相手方 

   別紙２「個人情報の項目一覧（目的外利用・本人外収集・外部提供）」のとおり 

 

４ 個人情報の項目及び件数 

（１）個人情報の項目 

    第１の６（１）のとおり 

（２）件数（見込） 

  別紙２「個人情報の項目一覧（目的外利用・本人外収集・外部提供）」のとお

り 
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５ 対象となる個人の範囲 

別紙２「個人情報の項目一覧（目的外利用・本人外収集・外部提供）」のとおり 

 

６ 外部提供の開始時期及び期間 

   第１の７のとおり 

 

第４ 新たな個人情報の項目の電子計算機への記録について 

 

１ 電子計算機に記録する理由 

臨時特別給付金の多数の給付対象者情報を正確かつ効率的に管理するために、新

たに管理システムを構築する。当該システムを構築した後、申請書の受付・進捗状

況を記録し、申請者からの照会等へ迅速かつ的確に対応するため、当該個人情報を

管理システムに記録する。 

 

２ 諮問の趣旨 

本件は、臨時特別給付金事業に係る個人情報を新たに電子計算機へ記録するも

のであり、条例第１７条第４項の規定に基づき諮問する。 

 

３ 対象となる個人の範囲 

臨時特別給付金の給付にあたっての審査の対象者 

 

４ 電子計算機に記録する方法 

区の基幹システムから抽出した住民基本台帳の情報は、区の電子計算機と区の電

子計算機との間でデータ連携を行い記録する。また、申請書の受付・進捗情報を記

録するための情報は、区職員又は委託先事業者の従事者が区の電子計算機へ直接入

力することにより、記録する。 

 

５ 記録する個人情報の項目及び件数 

（１）個人情報の項目 

氏名、住所、生年月日、性別、整理番号、問い合わせ番号、電話番号、世帯番

号、続柄、異動情報、転出先情報、申請書送付日、通知書送付日、申請受付日、

判定日、給付金額、口座情報、対応記録、児童手当情報、特別定額給付金情報、

介護保険情報、税情報 

（２）件数（見込） 

①「（仮称）子育て世帯に対する給付金」 約５７，０００世帯 

②「（仮称）住民税非課税世帯に対する給付金」 
 ア 住民税非課税世帯への臨時特別給付金 約１１０，０００世帯 
 イ 家計急変世帯への臨時特別給付金 約８，０００世帯 
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６ 区の個人情報の保護管理体制 

世田谷区情報セキュリティ対策基準及び保健福祉政策部臨時特別給付金担当課情

報セキュリティ実施手順書を遵守する。 

 

７ 記録の開始時期及び期間 

第１の７のとおり 

 

第５ 外部委託に伴う個人情報の保護措置について 

 

１ 委託の件名 

臨時特別給付金事業に係る業務委託 

 

２ 委託の内容 

以下のとおり、臨時特別給付金事業に係る業務を外部委託する。 

（１）管理システムの構築・保守及びデータ作成業務 

管理システムを構築し、障害対応等のシステム保守を行う。また、区が提供す

る給付対象者のデータをセットアップするとともに、給付対象者データを作成す

る。 

（２）申請書類発送・受付後処理業務 

給付対象者データに基づき、申請書類を印刷・封入封緘し、支給対象者あてに

発送する。 

また、提出された申請書類の内容を確認し、給付に必要なデータを作成して区

へ引き渡す。さらに、支給決定通知書を作成し、給付対象者あてに発送する。 

なお、不備がある申請書類については、申請者への照会等も行う。 

（３）コールセンター業務等 

コールセンター業務を行い、区民からの電話による問合せに対応する。また、

臨時窓口を区役所に設置し、申請の受付や区民からの問合せに対応する。 

 

３ 諮問の趣旨 

本件は、臨時特別給付金事業に係る業務を外部委託することに伴い、個人情報を

取り扱わせるものであり、条例第１２条の規定に基づき諮問する。 

 

４ 対象となる個人の範囲 

第４の３のとおり 

 

５ 委託で取り扱う個人情報の項目及び件数 

（１）個人情報の項目 

  ①区から委託先へ提供するもの 

第４の５（１）のとおり 

  ②委託先が本人から収集するもの 

氏名、住所、生年月日、電話番号、口座情報、対応記録 
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  ③区及び本人以外から委託先へ提供するもの 

    なし 

（２）件数（見込） 

    第４の５（２）とおり 

 

６ 個人情報を取り扱う場所 

保健福祉政策部臨時特別給付金担当課執務室、臨時窓口及び委託先事業者の施設 

 

７ 個人情報を取り扱う場所について区及び委託先以外の者と共用の有無 

   なし 

 

８ 委託先との個人情報の授受の方法 

口頭、文書、電磁的記録媒体及び回線結合による 

 

９ 委託先の電子計算機を利用した個人情報処理の有無 

あり 

 

10 委託先の個人情報の保護管理体制 

（１）個人情報に対する社員教育が徹底しており、個人情報保護の管理体制が確立され

ている。 

（２）個人情報保護に必要なセキュリティ対策が講じられた作業場所を有し、セキュリ

ティ対策実態を確認するために区が行う視察に対応している。 

（３）責任者及びオペレータには、個人情報の漏洩防止に関する誓約書を提出させる。 

（４）一般財団法人日本情報経済社会推進協会が認証する｢プライバシーマーク｣認証又

は国際規格ＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１の評価基準である「情報セキュリティマネジ

メントシステム（ＩＳＭＳ）適合性評価制度」認証を契約締結日時点で取得し、継

続的に更新する。 

 

11 委託の条件 

個人情報の秘密保持、目的外使用等の禁止、セキュリティ対策等を定めた「電算

処理の業務委託契約の特記事項」を契約条件にし、委託先に遵守させる。 

 

12 委託の開始時期及び期間 

第１の７のとおり 

 

13 委託先（参考） 

（１）管理システムの構築・保守及びデータ作成業務：富士通Ｊａｐａｎ株式会社 

（２）申請書類発送・受付後処理業務：トッパン・フォームズ株式会社 

（３）コールセンター業務等：トッパン・フォームズ株式会社 
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第６ 外部の電子計算機との回線結合について 

 

１ 回線結合する理由 

 臨時特別給付金事業においては、区から送付する申請書、支給決定通知書等の印

刷及び申請者から返送された申請内容の入力に係る業務を外部委託する予定である。

区から送付する申請書、支給決定通知書等のデータ（区から委託先事業者へ提供）

及び申請者から返送された申請内容の入力データ（委託先事業者から区へ納品）に

ついて、ＬＧＷＡＮ回線を利用したデータ伝送により行うこととする。 

ＬＧＷＡＮ回線を利用することにより、媒体搬送中の事故によるデータ紛失のリ

スクを回避し、個人情報をより安全に受け渡しできる。このことから、区の電子計

算機と委託先事業者の電子計算機を回線結合する必要がある。 

 

２ 回線結合の相手方 

   委託先事業者 

 

３ 諮問の趣旨 

   本件は、区の電子計算機と委託先事業者の電子計算機を回線結合するものであり、

条例第１８条の規定に基づき諮問する。 

 

４ 対象となる個人の範囲 

   第４の３のとおり 

 

５ 回線結合する個人情報の項目及び件数 

（１）個人情報の項目 

    第４の５（１）のとおり 

（２）件数（見込） 

    第４の５（２）のとおり 

 

６ 回線結合の方法 

   区の電子計算機と委託先事業者の電子計算機をＬＧＷＡＮ回線で結合する。 

 

７ 相手方の個人情報の保護管理体制 

（１）世田谷区情報セキュリティ対策基準に基づく、「電算処理の業務委託契約の特記

事項」を遵守したセキュリティ体制が確立している。 

（２）「個人情報の保護に関する法律」をはじめとする関連法令等に加え、個人情報保

護に関する社内規程を定めて遵守し、個人情報の適切な保護と利用に努める。 

 

８ 区の個人情報の保護管理体制 

   第４の６のとおり 

 

９ 回線結合の開始時期及び期間 
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   第１の７のとおり 

 

10 その他 

第６は、諮問第８９４号にて包括的に審議いただき、以後は報告案件となった、

「ＬＧＷＡＮ回線を利用したＬＧＷＡＮ－ＡＳＰ事業者との回線結合」に関するも

のである。これに伴い、本件も報告事項になるものの、本事業の一連の流れの中で

不可欠な部分であるため、第１（目的外利用）ないし第５（外部委託）とともに諮

問するものである。 

 

第７ 本事業に係る今後の報告事項について  

 

本事業のうち、「（仮称）子育て世帯に対する給付金」の支給においては、令和３年

１２月中旬から贈与通知の封入・封かん業務を外部委託で行っている。 

その方法は、まず、区から、委託先事業者（ＬＧＷＡＮ－ＡＳＰ事業者）へＬＧＷ

ＡＮ回線にて宛先等の個人情報をデータ伝送する（諮問第８９４号で包括的に諮問し、

報告事項として取り扱うことは了承済み）。次に、委託先事業者はその情報をもとに

印刷及び封入・封かんを行い（答申第１号の事前一括承認基準該当事項 類型番号：

４ 名簿等の印刷の委託）、郵送する。 

今後、委託業務が終了次第、速やかに、情報公開・個人情報保護審議会へ報告する。 
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臨時特別給付事業概要 

 
１ 事業の目的 
   令和３年１１月１９日に国が閣議決定をした「コロナ克服・新時代開拓のための経

済対策」を受け、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、子育て世帯に

ついて、子どもたちを力強く支援し、その未来を拓く観点から、「（仮称）子育て世帯

に対する給付」を実施するとともに、事業や生活・暮らしの支援を行う観点から、「（仮

称）住民税非課税世帯に対する給付」を実施する。 
 
２ 事業概要 
（１）（仮称）子育て世帯に対する給付 

   令和３年度子育て世帯への臨時特別給付（以下「子育て世帯への臨時特別給付金」 

という。） 

児童を養育している者の年収が９６０万円以上※の世帯を除き、０歳から高校３年 

生までの子どもたちに１人当たり１０万円相当の給付を迅速に支給することとし、 

その際、中学生以下の子どもについては、児童手当の仕組みを活用することで、 

「プッシュ型」で年内に支給を開始する。 

※扶養親族等が児童２名と年収１０３万円以下の配偶者の場合の目安 

 

（２）（仮称）住民税非課税世帯に対する給付 

①住民税非課税世帯への臨時特別給付金 

令和３年度分の住民税均等割が非課税である世帯に対して、１世帯当たり１０万円 

の現金を、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」（令和２年４月２０日閣議決 
定）の、特別定額給付金事業の口座情報を活用することで、「プッシュ型」で給付 

する。 

  ②家計急変世帯への臨時特別給付金 

上記①に該当する者以外の世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて 

令和３年１月以降の家計が急変し、令和３年度分の住民税均等割が非課税である世 

帯と同様の事情にあると認められる世帯に対して、１世帯当たり１０万の現金を給 

付する。 

 

３ 給付対象者 
  （１）（仮称）子育て世帯に対する給付 

    子育て世帯への臨時特別給付金 

【Ａ】令和３年９月分の児童手当の支給を受けている方で、児童手当所得制限額 

未満※ の方 

※扶養親族等が児童２人と年収１０３万円以下の配偶者の場合、年収の目安 

別紙１ 

1111



が約９６０万円未満 

【Ｂ】基準日（令和３年９月３０日）において区に在住しており、平成１５年４ 

月２日から平成１８年４月 1日の間に生まれた児童を養育する方で、児童 

手当所得制限額未満の方 

【Ｃ】令和３年１０月１日以降令和４年３月３１日までに生まれた児童を養育す 

る方児童手当所得制限額未満の方 

 
  （２）（仮称）住民税非課税世帯に対する給付 
    ①住民税非課税世帯への臨時特別給付金 
     基準日（１２月１０日）において令和３年度分の住民税均等割が非課税の世帯 
 
    ②家計急変世帯への臨時特別給付金 

  申請時点で令和３年１月以降の家計が急変し、令和３年度分の住民税均等割が 

非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯 
 
４ 支給対象世帯数  

  （１）（仮称）子育て世帯に対する給付 

子育て世帯への臨時特別給付金 

５７，０００世帯（見込） ※支給対象児童数 ８５，５７３名（見込） 

（内訳）上記【Ａ】の方 ４３，８００世帯（見込） 

       上記【Ｂ】の方 １６，３００世帯（見込） 

       上記【Ｃ】の方  ３，６００世帯（見込） 

※上記、内訳【Ｂ】【Ｃ】に該当する世帯には、【Ａ】に該当する世帯が 

含まれるため、合計世帯数は一致しない。 

 
（２）（仮称）住民税非課税世帯に対する給付 

    ①住民税非課税世帯への臨時特別給付金 

     １１０，０００世帯（見込） 
    ②家計急変世帯への臨時特別給付金 
     ８，０００世帯（見込） 
 
５ 給付方法 
  （１）（仮称）子育て世帯に対する給付 

子育て世帯への臨時特別給付金 

【Ａ】【Ｃ】の支給対象者は、新たな申請書の提出は必要なく、受給者の児童手 

当振込口座に振り込む。ただし、区内に居住する公務員については、申請書等 

の提出が必要となる。 

     【Ｂ】の支給対象者は、申請書等の提出が必要となる。ただし、弟妹が【Ａ】の 
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支給対象児童となっている支給対象者については、申請書の提出は必要ない。 

 

（２）（仮称）住民税非課税世帯に対する給付 

    ①住民税非課税世帯への臨時特別給付金 

支給対象者は、新たな申請書の提出は必要なく、「新型コロナウイルス感染症緊

急経済対策」（令和２年４月２０日閣議決定）の、特別定額給付金事業において

支給した振込口座に振り込む。ただし、振込口座を変更された方、または口座

情報が無い方は、申請書等の提出が必要となる。 

 
    ②家計急変世帯への臨時特別給付金 
     申請書等の提出が必要となる。 
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対象となる個人の範囲 目的外利用(保有課) 本人外収集(相手方) 外部提供（相手方） 件数 該当給付金

①
児童福祉法の規定する小規模住居型児童養育事
業を行う者又は同法の規定する里親に委託されて
いる児童等

世田谷区児童相談所
子ども・若者部児童相談支援課

都道府県・指定都市・児童相談所設置市 市区町村 数件程度
（仮称）子育て世帯に対する給付金
（仮称)住民税非課税世帯に対する給付金

②

児童福祉法の規定により障害児入所給付費の支
給を受けて、若しくは同法の規定により入所措置
が採られて障害児入所施設に入所、指定医療機
関に入院、乳児院・児童養護施設・児童心理治療
施設・児童自立支援施設に入所している児童等

世田谷区児童相談所
子ども・若者部児童相談支援課

都道府県・指定都市・児童相談所設置市 市区町村 約５０件
（仮称）子育て世帯に対する給付金
（仮称)住民税非課税世帯に対する給付金

③

障害者総合支援法の規定により介護給付等の支
給を受けて、又は身体障害者福祉法若しくは知的
障害者福祉法の規定により入所措置が採られて、
障害者支援施設又はのぞみの園に入所している
児童

各総合支所保健福祉センター保健福祉課 市区町村 市区町村 数件程度
（仮称）子育て世帯に対する給付金
（仮称)住民税非課税世帯に対する給付金

④
生活保護法に規定する救護施設、更生施設、日
常生活支援住居施設に入所している児童等

各総合支所保健福祉センター生活支援課 都道府県・市・福祉事務所を設置する町村 市区町村 数件程度
（仮称）子育て世帯に対する給付金
（仮称)住民税非課税世帯に対する給付金

⑤
売春防止法に規定する婦人保護施設に入所して
いる児童等

― 都道府県 ― 数件程度
（仮称）子育て世帯に対する給付金
（仮称)住民税非課税世帯に対する給付金

⑥
児童福祉法の規定により、児童自立生活援助事
業における住居に入所している児童等

世田谷区児童相談所
子ども・若者部児童相談支援課

都道府県・指定都市・児童相談所設置市 市区町村 数件程度
（仮称）子育て世帯に対する給付金
（仮称)住民税非課税世帯に対する給付金

⑦
児童福祉法の規定による母子生活支援施設に入
所している児童等

各総合支所保健福祉センター子ども家庭支
援課

都道府県・市及び福祉事務所を設置する
町村

市区町村 数件程度
（仮称）子育て世帯に対する給付金
（仮称)住民税非課税世帯に対する給付金

⑧
障害者のうち、養護者から虐待を受けたことによ
り、入所等の措置がとられている者

各総合支所保健福祉センター保健福祉課 ― ― 数件程度
（仮称）子育て世帯に対する給付金
（仮称)住民税非課税世帯に対する給付金

⑨
高齢者のうち、養護者から虐待を受けたことによ
り、入所等の措置がとられている者

各総合支所保健福祉センター保健福祉課 ― ― 数件程度 （仮称)住民税非課税世帯に対する給付金

⑩
第１号被保険者（６５歳以上）のうち保険料段階が
第１段階から第４段階までの該当者 高齢福祉部介護保険課 ― ― 約５０，０００件 （仮称)住民税非課税世帯に対する給付金

個人情報の項目一覧（目的外利用・本人外収集・外部提供）

別紙２
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（仮称）子育て世帯に対する給付金業務及び（仮称）住民税非課税世帯に対する給付金業務　概念図

区

【保健福祉課】

⑧・⑨障害者、高齢者のうち擁護者か

ら虐待を受け入所措置をとられている

者等

③障害支援施設又はのぞみの園

【子ども家庭支援課】

⑦母子生活支援施設に入所している児

童等

【都道府県等】

①小規模住居型児童養育事業又は里親

②障害児入所施設入所、指定医療機関に入

院、乳児院・児童養護施設・児童心理治療

施設・児童自立支援施設に入所

③障害者支援施設又はのぞみの園

④救護施設、更生施設、日常生活支援住居

施設に入所している児童等

⑤婦人保護施設

⑥児童自立生活援助事業住居

⑦母子生活支援施設

【基幹システム】

・住民基本台帳【受託業者】

申請書発送

受付後処理

LGWAN回線

データ

【電子計算機】

第１ 目的外利用 第３ 外部提供第２ 本人外収集

第４ 電子計算機への記録

（第５・６）

データ

【市区町村】

・施設所在市区町村及び

住民票所在市区町村

データ連携

（第４）

配慮が必要
な方への対応
（第２）

受
給
権
者

問合せ

別紙３

【世田谷区児童相談所】

【児童相談支援課】
①小規模住居型児童養育事業又は里親

②障害児入所施設入所、指定医療機関

に入院、乳児院・児童養護施設・児童

心理治療施設・児童自立支援施設に入

所

⑥児童自立生活援助事業住居

【生活支援課】

④救護施設、更生施設、日常生活支援

住居施設に入所している児童等

配慮が必要な方へ
の対応
（第１）【受託業者】

コールセンター

【保福システム】

・児童手当情報

（法令事項）

・介護保険情報

【定額給付金シス

テム】

・特別定額給付金

情報（法令事項）

データ連携

（第１・４）

第５ 外部委託
第６ 回線結合

【クラウドサービス事業者

（管理システム）】
（第３）
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その他報告資料Ｎｏ．１  
令和３年１２月２４日 
住民接種担当部住民接種統括担当課 

 
「感染症予防業務」におけるＶＲＳ利用（ワクチン接種証明書発行）に関する 

特定個人情報保護評価の再実施について 

 

１ 趣旨 
  区では、新型コロナワクチン接種証明書を令和３年７月２６日から政令に基づき発行してい

る。一方、国は政令を改正し、これまで使用していた紙様式に加え、接種証明書のデジタル化

と海外及び国内向け様式と国内向け様式を設けるとの方向性は早くから示していたものの、具

体的な内容の提示がなされていなかった。今般、国は、同年１２月６日に自治体向けに資料を

送付するとともに、政令については１２月２０日から施行したところである。 
  なお、接種証明書のデジタル化にあたっては、現行の予防接種事務に新たな特定個人情報の

取扱いが生じるため特定個人情報保護評価の再実施を行う必要があるが、区は特定個人情報保

護評価に関する規則第９条第２項（緊急時の事後評価）の規定に基づき、事後評価を実施する。 
 

２ 申請及び交付の方法 

（１）概要 

スマートフォン上で専用アプリからマイナンバーカードでの本人確認により電子申請を

受け付け、スマートフォンに自動交付する。申請にはマイナンバーカードの保有が必要とな

る。また、電子化に合わせて国内用の様式を設ける。 

（２）取得に必要なもの 

  ・スマートフォン（iOS13.ｘ以降、又は Android OS8.ｘ以降） 

  ・マイナンバーカード（券面事項入力補助用暗証番号が必要） 

・旅券（海外用のみ） 

（３）表示される情報   

 海外及び国内用 国内用 

二次元コード

規格 

Smart Health Cards及び 

VDS-NC（ICAO）２つ表示 

Smart Health Cards 

１つ表示 

人定事項 姓名（漢字・ローマ字併記） 

生年月日、国籍・地域、旅券番号 

姓名（漢字表記のみ） 

生年月日 

接種記録 接種年月日、ワクチンの種類、メーカー名、製品名、製造番号、接種国 

証明主体等 証明書発行者（区市町村長）、日本国厚生労働大臣名 

証明書 ID、証明書発行年月日 

 

３ 本人確認及び情報入力の方法 

（１）申請の際にはマイナンバーカードを使用することで所持認証を行うとともに、券面事項入

力補助アプリケーションを使用し、暗証番号入力による知識認証により本人確認を行う。 

（２）情報は券面事項入力補助アプリケーションで入力し、申請者は入力しない。 

（３）パスポート情報についても専用アプリケーションにより旅券の機械読取領域のみを読み取

り証明書に記載する。 
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４ 特定個人情報の保護措置について 

（１）情報の読み取りをマイナンバーカードのＩＣチップ読み取りと暗証番号入力の併用、旅券

の機械読み取りに限定することで、対象者以外の情報の取得を防止するとともに、交付申請

者が不要な情報を送信することや不正確な情報を入力することを防止する 

（２）専用アプリケーションからの申請のみとし、意図しない方法での特定個人情報の送信を避

ける。 

（３）券面事項入力補助アプリケーションを使用し、マイナンバーカード内に格納された個人情

報を申請情報として自動入力することで不正確な個人情報の入力を避ける。 

（４）専用アプリケーションとＶＲＳの通信は暗号化を行う。 

（５）国において、電子交付機能及びアプリ開発の受託者（ミラボ社）が取り扱う特定個人情報

に係る事務の再委託は行わないとしている。 

 

５ 特定個人情報保護評価書の見直しについて 

（１）特定個人情報保護評価書の見直し 

   接種証明書の電子交付にあたり、現行の予防接種事務に新たな特定個人情報の取扱いが生

じるため、特定個人情報保護評価書の見直しを行う。 

（２）事後評価の実施 

接種証明書は、ワクチン接種による社会経済活動の正常化とともに、ワクチン接種を受け

た者の国内外での移動や社会活動、経済活動の円滑な実施のために不可欠なものであり、福

祉施設の入所者や入院者への面会許可、学校の入構許可など、国内外の多様な場で活用され

ている。このことから、証明書のデジタル化により、発行までの時間を要さず、国内外どこ

の場でも取得が可能で、持ち歩きや再発行が簡易となり、国内外で簡便に利用できることか

ら、デジタル化は円滑な社会経済活動のために不可欠なものである。 

  国は、特定個人情報保護評価書の見直しにあたり、特定個人情報保護評価に関する規則第

９条第２項の規定（緊急時の事後評価）の適用対象となりうるものと通知していることから、

区は、国が本年１２月２０日に示した電子化の実施に対応するため、特定個人情報保護評価

を事後評価として実施することとする。このことに伴い、今後、マイナンバー制度セキュリ

ティ会議での審議や区民意見募集等を実施した後、情報公開・個人情報保護審議会条例第２

条に基づき、情報公開・個人情報保護審議会に諮問し、第三者点検を依頼する。 
  なお、本年１０月２９日に本審議会に情報提供した、ＶＲＳを使用した紙様式の発行業務

に関する個人情報を取り扱う業務の外部委託については、当面の間、区内部の事務改善によ

り実施することとしたため、個人情報保護条例第１２条に基づく外部委託に係る諮問は行わ

ない。 

 

６ 経過及びスケジュール 
 令和３年１１月２４日 国の自治体向け説明会（電子化等の概要） 

１２月 ３日 自治体向けに手続き等の通知 
     １２月 ６日 国の電子化の開始期日の通知 

１２月２０日 接種証明書の電子申請・自動交付開始 

     １２月２４日 情報公開・個人情報保護審議会に報告（事後評価の実施について） 

      １２月２７日 特定個人情報保護評価書の見直しに関する区民意見募集 

（区ホームページ） ～令和４年１月２５日まで（３０日間） 

 令和４年 １月 １日 特定個人情報保護評価書の見直しに関する区民意見募集 

（区のおしらせ） 

       ２月 ３日 マイナンバー制度セキュリティ会議に諮問 

       ２月 ４日 情報公開・個人情報保護審議会に諮問（第三者点検） 
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