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審議資料Ｎｏ．２ 

諮問第９４５号 
 
「高齢者・障害者保健福祉業務」における外部の電子計算機との回線結合について 
（障害支援区分認定調査等におけるクラウド上のオンライン会議の活用及び電子メー

ルの利用） 

 
令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日 
各総合支所保健福祉センター保健福祉課 
障 害 福 祉部 障 害施 策 推進課 

 
《事業の概要》 

障害支援区分認定調査（以下「認定調査」という。）は、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基づく障害福祉サービスを受給する際に必

要となる、障害支援区分を判定するために実施するものである。なお、障害支援区

分とは、障害者等の障害の多様な特性、その他心身の状態に応じて必要とされる標

準的な支援の度合いを示すものである。 
現在、新型コロナウイルス感染症の収束が見えない中で、認定調査や相談業務を

行うことが困難な状況にある。 
このような中で、認定調査や相談業務をオンラインで行うことにより、感染症の

拡大時等直接対面が困難な状況においても、区民は円滑に障害福祉サービスを受給

することができるようになる。 
以上のことから、区の電子計算機とクラウドサービス提供事業者の電子計算機及

び区民の電子計算機を回線結合する必要がある。 
 
第１ 外部の電子計算機との回線結合について 

（クラウド上のオンライン会議の活用） 

 
１ 回線結合する理由 
   インターネットを活用しリアルタイムに相談等を行うためには、インターネット

上に構築されたクラウド型の会議システム（以下「会議システム」という。）の中の

区が主催する会議室（以下「会議室」という。）にセキュリティを設定し、双方がこ

の会議室に接続することにより、安全に画像を含む通信を実現することができる。 
これらの機能を実現するために、区のインターネット接続用端末機とクラウドサ

ービス提供事業者が提供する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 
   会議システムを提供するクラウドサービス提供事業者 
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３ 諮問の趣旨 
   本件は、区の電子計算機とクラウドサービス提供事業者の電子計算機を回線結合

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１８条の規

定に基づき諮問する。 
 
４ 対象となる個人の範囲 

オンラインによる認定調査、相談等のケースワークへの参加に同意した区民及び

その他同席するのが望ましいと区が判断した関係者 
 
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 

概況調査等に係る情報（氏名、住所、生年月日、障害者手帳等級、難病疾病名

等）、認定調査に係る情報（移動や動作に関する項目（寝返り、起き上がり、座位

保持等）、身の回りの世話や日常生活等に関連する項目（食事、口腔清潔、入浴等）、

意思疎通等に関連する項目（視力、聴力、コミュニケーション等）、行動障害に関

連する項目（被害的・拒否的、作話、感情が不安定等）、特別な医療に関連する項

目（点滴の管理、透析、酸素療法等））、メールアドレス、参加者ＩＤ、パスワー

ド、肖像、発言内容 
（２）件数（予定） 
   約４００件 
 
６ 回線結合の方法 
（１）区は、事前に区民への電話等により、オンラインでの認定調査又は相談業務への

参加について同意を得て、メールアドレス等を取得する。 
（２）区において、オンライン会議室を開設する日付、開始時刻、終了時刻を設定する。 
（３）本人の同意のもと収集した区民のメールアドレスに対して、区は設定した会議室

の開始日時、会議室へのＵＲＬ、参加者ＩＤ及びパスワードを送信する。 
（４）指定の日時に、区と区民の双方がクラウドサービス提供事業者の会議システムに

接続し、区が設置した会議室において認定調査又は相談業務を実施する。 
 
７ 相手方の個人情報の保護管理体制 

クラウドサービス提供事業者は、「ＳＯＣ２（ＴｙｐｅＩＩ）」、「ＦｅｄＲＡＭＰ」、

「ＧＤＰＲ、ＣＣＰＡ、ＣＯＰＰＡ、ＦＥＲＰＡ及びＨＩＰＡＡ準拠（ＢＡＡ含む。）」、

「プライバシーシールド認定（ＥＵ／ＵＳ）」など、ＩＣＴ業界やセキュリティ機関

からの高い評価や認証を受けており、適切な認証や暗号化の設定、セキュリティー

ポリシーの遵守など本人の同意に基づいた最低限の個人情報の適切な保護と利用に

努めている。また、活動する地域で適用される、個人情報の保護とプライバシーに

関する法、規則及び規制に準拠している。 
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８ 区の個人情報の保護管理体制 
区の情報セキュリティ対策基準並びに各総合支所保健福祉センター保健福祉課及

び障害施策推進課の情報セキュリティ実施手順書を遵守する。 
また、個人情報の有無に関わらず、面接・相談の記録は、別途、紙台帳や庁内の

システムによって行い、本システムには記録しない。さらに、調査や相談の案内に

利用したメールアドレス、会議室のＵＲＬ等は、他の連絡には用いず、その都度消

去する。 
 

９ 回線結合の開始時期及び期間 
   令和４年１月から継続して行う。 
 
第２ 外部の電子計算機との回線結合について 

（電子メールの利用） 

 
１ 回線結合する理由 

会議システムの会議室のＵＲＬは、第三者に記憶や推測をされないように、入力

しづらい不規則な長い桁数の英数字（77932721778?pwd=OE1QZHhqc2MyUFR2dVo1dID 

l5NGVIZz09等）で構成されている。これらを電話、文書によって提供した場合、伝

達ミスや入力ミス（lとIと1、Oと0など）が頻繁に発生し、適切な時間内に面接や講

習を開催できないため、電子メールでＵＲＬをリンクとして送信する必要がある。 

このため、事前に本人の同意のもとメールアドレスを収集し、区のインターネッ

ト接続用端末から、作成した会議室のＵＲＬを記録した電子メールを区民あてに送

信する。 

 
２ 回線結合の相手方 
   区が登録するメールサーバー 
 
３ 諮問の趣旨 
   本件は、区の電子計算機と区民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１の４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 

・区民からの情報 
  氏名、メールアドレス 
・区からのメール 
  参加者ＩＤ、パスワード、日時 
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（２）件数（予定） 
第１の５（２）のとおり 

 

６ 回線結合の方法 
   インターネット回線により、参加者に電子メールを送信する。 
 
７ 相手方の個人情報の保護管理体制 

電子メールの送信にあたっては、内容を会議室への参加の情報に限定すること、

参加者からの返信は行わないこととし、これらを遵守する。 

 
８ 区の個人情報の保護管理体制 

第１の８のとおり 

 
９ 回線結合の開始時期及び期間 
   第１の９のとおり 
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審議資料Ｎｏ．３ 

諮問第９４６号 
 
「介護保険業務」における外部の電子計算機との回線結合について 
（クラウド上のオンライン会議の活用） 

 
令和３年１２月２４日 
高齢福祉部介護保険課 

 
《事業の概要》 

区ではこれまで、介護保険制度のサービス提供事業所や介護保険施設（以下「事

業所等」という。）における関係法令、基準に則った適切な事業の運営やサービスの

質の確保のため、その運営事業者に対する実地指導を行ってきた。 
しかし、新型コロナウイルス感染者の日本国内での発生以降、実地指導は感染拡

大のリスクを伴うことから、書面による確認と電話によるヒアリングを中心とした

指導を実施しているが、書面確認や電話による指導では事業者の基準の正しい理解

にまで至らないケースも多く、実地指導の代替措置として十分な効果を得られてい

るとは言い難い状況である。また、厚生労働省からは、実地指導において利用者へ

のサービス提供状況を具体的に把握し、事業者へ必要な指導をすることは、利用者

保護及びサービスの質を確保するうえで重要な機会となることから、新型コロナウ

イルスの影響下においても感染拡大防止に配慮しつつ柔軟に実施するよう求められ

ている。 
このような中で、区は、新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない状況に加

え、新たな感染症や災害等の発生により、従来手法による実地指導が困難となる状

況も想定し、オンラインを活用しての実地指導に準じた指導を実施できる環境を構

築する。 
以上のことから、区の電子計算機とクラウドサービス提供事業者の電子計算機を

回線結合する。 
 
１ 回線結合する理由 
   インターネットを活用しリアルタイムに指導を行うためには、インターネット上

に構築されたクラウド型の会議システム（以下「会議システム」という。）の中の区

が主催する会議室（以下「会議室」という。）にセキュリティを講じた上で、双方が

この会議室に接続することにより、安全に画像を含む通信を実現することができる。 
これらの機能を実現するために、区のインターネット接続用端末機とクラウドサ

ービス提供事業者が提供する電子計算機を回線結合する必要がある。 
なお、実地指導においては、必要に応じて利用者の個別対応事例の確認により、

適正なサービス提供の有無等を確認することとなり、以前に包括的に審議をいただ

き以後は報告事項として承認された令和２年度第３回情報公開・個人情報保護審議
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会諮問第８８４号の条件である「傍聴や議事録等の公開が可能な会議等」を超える

ため、今回諮問するものである。 
  

２ 回線結合の相手方 
   会議システムを提供するクラウドサービス提供事業者 
 
３ 諮問の趣旨 
   本件は、区の電子計算機とクラウドサービス提供事業者の電子計算機を回線結合

するものであり、世田谷区個人情報保護条例第１８条の規定に基づき諮問する。 
 
４ 対象となる個人の範囲 
   事業所等のサービスを利用している者及びその家族並びに事業所等の職員 
 
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 
  ①サービス利用者及びその家族 

氏名、住所、生年月日、性別、電話番号、介護保険被保険者番号、家族状況、

心身の状況（既往歴、要介護度等）、生活状況、サービス利用状況、その他会議中

の発言及び使用する資料に記載される個人情報 
  ②事業所等の職員 
    氏名、住所、生年月日、性別、電話番号、保有資格、学歴、職歴、その他会議

中の発言及び使用する資料に記載される個人情報 
（２）件数（予定） 
   指導対象となる事業所等数 ７０件程度（年間） 

 
６ 回線結合の方法 
（１）区は、事業所等管理者への事前の電話連絡、事業所等運営法人代表者への通知に

より、オンラインの会議室を開設する日付、開始時刻を連絡・調整する。 
（２）事業所等の管理者より収集した業務用のメールアドレスに対して、区は設定した

会議室の開始日時、会議室へのＵＲＬ、参加者ＩＤ及びパスワードを送信する。 
（３）指定の日時に、区及び事業所等との双方がクラウドサービス提供事業者の会議シ

ステムに接続し、区が設置した会議室において、実地指導に準じた指導を実施する。 
 
７ 相手方の個人情報の保護管理体制 

クラウドサービス提供事業者は、「ＳＯＣ２（ＴｙｐｅＩＩ）」、「ＦｅｄＲＡＭＰ」、

「ＧＤＰＲ、ＣＣＰＡ、ＣＯＰＰＡ、ＦＥＲＰＡ及びＨＩＰＡＡ準拠（ＢＡＡ含む。）」

など、ＩＣＴ業界やセキュリティ機関からの高い評価や認証を受けており、適切な

認証や暗号化の設定、セキュリティーポリシーの遵守など本人の同意に基づいた最

低限の個人情報の適切な保護と利用に努めている。また、活動する地域で適用され

る、個人情報の保護とプライバシーに関する法、規則及び規制に準拠している。 
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８ 区の個人情報の保護管理体制 

区の情報セキュリティ対策基準及び介護保険課の情報セキュリティ実施手順書を

遵守する。 
 

９ 回線結合の開始時期及び期間 
   令和４年１月から継続して行う。 
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審議資料Ｎｏ．４ 

 

諮問第９４７号 

 

「介護保険業務」における外部委託に伴う個人情報の保護措置について 
（第三者行為求償管理処理業務委託の個人情報の項目の追加） 

 

令和３年１２月２４日 
高齢福祉部介護保険課 

 
１ 委託の件名 
   第三者行為求償管理処理業務委託 
 
２ 委託の内容 
   区では、介護保険法第２１条第３項の規定に基づき、同項に規定する第三者に対す

る自動車事故に起因するものに限った損害賠償金の徴収又は収納の事務を東京都国民

健康保険連合会（以下「国保連」という。）に委託している。これまでに、情報公開・

個人情報保護審議会（諮問第２１０号、２２１号及び２２９号）の承認を得て、国保

連に第三者行為の被害者（被保険者）（以下「被害者」という。）の個人情報（氏名、住

所、要介護度等）を提供しているところである。 
   今般、加害者（その者と契約している損害保険会社を含む。）が被害者の介護保険の

給付事由と自動車事故との因果関係を否定している場合等に、被害者の要介護認定情

報等を用いて、当該因果関係を明確にする必要があることから、被害者の要介護認定

情報等を、新たに国保連に提供する。 
 
３ 諮問の趣旨 
   本件は、これまで行っている第三者行為求償管理処理業務委託にて取り扱う個人情

報の項目を新たに追加するものであり、世田谷区個人情報保護条例第１２条の規定に

基づき諮問する。 
 
４ 対象となる個人の範囲 

被害者 

 
５ 委託で取り扱う個人情報の項目及び件数 
（１）新たに追加する個人情報の項目 

①区から委託先へ提供するもの 
・認定調査に係る情報 

基本情報（申請日、調査実施日等）、身体機能に関する項目（寝返り、座位保持、

視力・聴力等）、生活機能に関する項目（食事、口腔清潔、外出頻度等）、認知機能

に関する項目（意思の伝達、短期記憶、徘徊等）、精神・行動障害に関する項目（被

1212



害的、作話、感情が不安定等）、社会生活への適応に関する項目（金銭管理、買い

物等）、特別な医療に関連する項目（点滴の管理、透析、酸素療法等）、日常生活

自立度、特記事項 
・主治医意見書に係る情報 

医師の情報（氏名・医療機関名等）、最終診察日、意見書作成回数、他科受診の

有無、傷病に関する意見（診断名、治療内容等）、特別な医療に関する項目、心身

の状態に関する意見（日常生活自立度、認知症の中核症状、身体の状態等）、生活

機能とサービスに関する意見（栄養状態、医学的管理の必要性、サービス提供時

の留意事項等）、特記事項 
②委託先が本人（被害者）から収集するもの 
  なし 
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 
年間２件程度 

 
６ 個人情報を取り扱う場所 
   国保連事務室 
 
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の共用の有無 
   なし 
 
８ 委託先との個人情報の授受の方法 
   文書による 
 
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）個人情報保護管理に関する規程が定められており、個人情報の保護の管理体制が確

立している。 
（２）個人情報を含む文書を厳重に保管する施錠できるキャビネットを有する。 
（３）委託業務を自ら執行できる専用の施設を有する。また、入室規制措置を講じている。 
（４）委託業務で取り扱う個人情報について、社内でも業務遂行上必要な者しか情報にア

クセスできないように制限を定めている。 
 
11 委託の条件 

個人情報の秘密保持、目的外使用等の禁止及び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。 
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12 委託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。 
 
13 委託先（参考） 
   国保連 
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審議資料Ｎｏ．５ 
 

諮問第９４８号 

 
「特別区民税業務」、「国民健康保険業務」、「高齢者・障害者保健福祉業務」、「介護保険業

務」、「子育て支援業務」、「児童健全育成業務」、「住宅業務」、「区立小・中学校給食費収納

管理業務」及び「地域施設案内業務」における外部委託に伴う個人情報の保護措置及び外

部の電子計算機との回線結合について 
（Ｗｅｂ口座振替受付サービスの導入） 
 

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日 
             財 務 部 納 税 課 

保健福祉政策部保険料収納課 
保健福祉政策部国保・年金課 
高 齢 福 祉 部 介 護 保 険 課 
保育部保育認定・調整課 
子 ど も ・ 若 者 部 児 童 課 
都市整備政策部住宅管理課 
教育総務部学校健康推進課 
地 域 行 政 部 地 域 行 政 課 

 
≪事業の概要≫ 
区は、税・保険料・保育料等の口座振替の登録手続きを、オンラインによる手続きのみ

で完結できるようにするため、Ｗｅｂ口座振替受付サービスを委託により導入し、区民サ

ービスの向上と事務処理の効率化を図る。 
まず、区民は、パソコンやスマートフォンからインターネット上で委託先事業者が構築

したＷｅｂ口座振替受付サイト（以下「受付サイト」という。）にて、振替にかかる口座情

報の入力を行い、金融機関の受付サイトに遷移して、金融機関からの承認を受ける。金融

機関は、承認が完了すると受付サイトあてに口座振替受付結果データを連携する。 
次に、各担当所管課は、ＬＧＷＡＮ利用系ネットワークで各所管課へ割り振られたＩＤ・

パスワードにより受付サイトにログインし、受け付けた口座振替受付結果データをダウン

ロードし、各所管課の保有システムにて登録処理を行う。 
 
第１ 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 
   Ｗｅｂ口座振替受付サービスを提供するプラットフォームの運用委託 
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２ 委託の内容 
   受付サイトの構築及び口座振替受付結果データを区へ還元するサービスを提供する

プラットフォームの運用委託 
 
３ 諮問の趣旨 

本件は、Ｗｅｂ口座振替受付サービス導入にあたって新たに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、世田谷区個人情報保護条例（以下「条例」と

いう。）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 
   以下の支払いについて、Ｗｅｂ口座振替受付サービスを利用する者 
（１）特別区民税・都民税（納税課） 
（２）国民健康保険料（保険料収納課） 
（３）後期高齢者医療保険料（国保・年金課） 
（４）介護保険料（介護保険課） 
（５）保育料（保育認定・調整課） 
（６）学童クラブ利用料（児童課） 
（７）区営住宅使用料（住宅管理課） 
（８）学校給食費（学校健康推進課） 
（９）けやきネット施設使用料（地域行政課） 

 
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 
  ・区から委託先へ提供するもの 
    なし 
  ・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、メールアドレス、金融機関口座情報（金融機

関名、店名、口座種別、口座番号、口座名義人、納付義務者との関係）、以下の各業

務において必要な項目 

①特別区民税・都民税：整理番号 

②国民健康保険料：記号番号、世帯主との関係 

③後期高齢者保険料：被保険者氏名、被保険者番号 

④介護保険料：被保険者氏名、被保険者番号 

⑤保育料：児童氏名、児童生年月日、児童の在籍施設名称 

⑥学童クラブ利用料：児童氏名、児童生年月日、児童番号、新ＢＯＰ名 

⑦区営住宅使用料：なし 

⑧学校給食費：喫食者氏名、保護者氏名、学校名、学年又は教職員の区分 
⑨けやきネット施設使用料：けやきネット利用者ＩＤ、けやきネット団体名 

  ・区及び本人以外（金融機関）から委託先へ提供するもの 
金融機関受付日時、金融機関口座情報（金融機関名・店名・口座種別・口座番号・
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口座名義）、取扱い科目番号 
（２）件数（年間） 
    ９科目合計で、年間約２万件程度を想定 

①特別区民税・都民税   約２，０００件 
②国民健康保険料     約４，０００件 
③後期高齢者医療保険料    約４００件 
④介護保険料         約４５０件 
⑤保育料         約４，０００件 
⑥学童クラブ利用料    約３，０００件 
⑦区営住宅使用料       約１００件 
⑧学校給食費       約７，２００件 
⑨けやきネット施設使用料   約５７０件 

 
６ 個人情報を取り扱う場所 
   委託先事業者が運営するＷｅｂ口座振替受付サービスサーバ 
 
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の共有の有無 
   なし 
 
８ 委託先との個人情報の授受の方法 
   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）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」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」の認証を取得している。 
（２）金融機関と接続し口座情報等を取り扱うことから、ＰＣＩＤＳＳ（※）のセキュリ

ティ基準に準拠している。 
※ＰＣＩＤＳＳ：クレジット会社の加盟店・決済代行事業者が取り扱うカード会員の

クレジットカード情報・取引情報を安全に守るために、ＪＣＢ、Ｖ

ＩＳＡ、ＭａｓｔｅｒＣａｒｄなど国際ペイメントブランド５社が

共同で策定したクレジット業界におけるグローバルセキュリティ

基準 
 
11 委託の条件 
   個人情報の秘密保持、目的外使用及び外部提供の禁止等を定めた「電算処理の業務 

委託契約の特記事項」を契約条件にし、委託先事業者に遵守させる。 
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12 委託の開始時期及び期間 
   令和４年４月から継続して行う。 
 
13 委託先（参考） 
   ヤマトシステム開発株式会社 
 
第２ 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 

 区は、Ｗｅｂ口座振替受付サービスにて登録を行った情報について、委託先事業者

の受付サイトにＬＧＷＡＮ利用系ネットワークから各所管課のＩＤ及びパスワードで

ログインし、受け付けた口座データをＣＳＶファイル形式でダウンロードする必要が

ある。 

以上の理由から、区の電子計算機と委託先事業者の受付サイトをＬＧＷＡＮ回線によ

り結合するものである。 

 

２ 回線結合の相手方 

   第１の１３のとおり 

 

３ 諮問の趣旨 

   本件は、区の電子計算機と委託先事業者の受付サイト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１の４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１の５（１）のとおり 
（２）件数 

    第１の５（２）のとおり 

 

６ 回線結合の方法 

   区に設置されている電子計算機と委託先事業者の受付サイトをＬＧＷＡＮ回線で接

続する。 

 

７ 相手方の個人情報の保護管理体制 

第１の 10のとおり 
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８ 区の個人情報の保護管理体制 

（１）区の情報セキュリティ対策基準及び各所管課の情報セキュリティ実施手順書を遵守

したセキュリティ対策を講じる。 

（２）受付サイトの各所管課のＩＤ及びパスワードは、使用できる操作者を限定する。 

 

９ 回線結合の開始時期及び期間 

第１の１２のとおり 
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別紙Web口座振替受付サービスの受付フローイメージ

納付者 世田谷区

区 Ｈ Ｐ

Ｗｅｂ口座振替の
ご案内ページ

委託先

基本情報入力

金融機関

金融機関サイト

受付サイト

口座情報入力

受付サイト

基本情報入力
基本情報等入力

メールアドレス入力

口座情報入力
金融機関の選択
口座情報入力

金融機関サイト

口座情報受付

1.アクセス

2.受付サイトへ
基本情報入力

3.案内メール送信

4.案内メールのＵＲＬにアクセス後、
口座情報入力

5.口座情報
登録

6.口座振替
受付結果7.受付完了メール送信

8.口座振替受付結果還元
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審議資料Ｎｏ．６  
 

諮問第９４９号 
 

給与明細等配信サービスの外部委託に伴う個人情報の保護措置及び外部の電子計算機

との回線結合について 

（給与明細等配信サービスの導入） 

 

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日 
総 務 部 人 事 課 

 

《事業の概要》 

現在、区長を含む全ての職員（以下「区職員」という。）の給与明細の作成は、外

部に印刷事務を委託し区に納品されたもの、又は各所属でプリンターから給与明細を

印刷したものを各職員へ配付している。印刷事務委託及び給与明細の配付は、印刷費

や輸送費に加え、仕分や配付作業に伴う人件費といった費用が発生している。また、

大量の紙を使用することによる環境負荷といった課題があり業務改善の対象となって

いる。 

一方、区では、「自治体ＤＸ」の推進に伴い、まずは行政自身から職務をリデザイ

ンする推進方針を打ち出している。このことから、給与明細等配付事務について、現

在の紙明細の配付方式ではなく、職員が自身のスマートフォンやパソコン等から給与

明細等を確認する方式に変更することにより、事務にかかる費用負担の削減や環境負

荷を低減し、業務改善を図るものである。 

そのため、委託先事業者が提供する、給与明細等配信サービスのサイト（以下「サ

イト」という。）上で給与明細等が閲覧可能なクラウドサービスを利用する。本サイ

トは、人事課給与係職員が委託先事業者のクラウドサーバ上に給与明細等のデータを

アップロードすることにより、各職員がインターネット経由で自身の給与明細等を閲

覧・ダウンロードすることができる。 

 

第１ 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 

給与明細等配信サービス業務委託 
 
２ 委託の内容 
   区は、サイトにおいて職員の初期登録を行う。各職員はサイトより電子交付の

同意、パスワードの変更を行うことで、サイト上で給与明細、源泉徴収票の閲覧が

でき、ＰＤＦとして出力できるようになる。 
また、明細レイアウトの調整や給与等支給情報、アカウント情報の適切な管理、
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明細閲覧機能等のシステム稼働監視、定期点検保守、障害発生時の調査、復旧作業

等の事務を外部委託により実施する。 
 

３ 諮問の趣旨 

本件は、給与明細等配信サービス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、世田谷区個人情報保護条例（以下「条例」という。）第１

２条の規定に基づき諮問する。 

 

４ 対象となる個人の範囲 

区職員及びその税法上の被扶養者となる者 

 

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 

    ・初期登録時 
氏名、職員番号、初期パスワード 

    ・運用時 
住所、給与明細及び給与所得の源泉徴収票の記載に関する情報（基礎情報に

関する項目、給料表情報に関する項目、支給情報に関する項目、控除情報に関

する項目、共済標準月額情報に関する項目、期末勤勉手当計算基礎情報に関す

る項目、超過勤務手当等実績情報に関する項目、年末調整情報に関する項目、

合計額に関する項目） 
②委託先が本人から収集するもの 

パスワード、メールアドレス（任意） 

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 

約１９５，５５０件 

（内訳）区職員数（１３，１５０人）×（例月給与月数【１２回分】＋ 

源泉徴収票【１回分】）＋賞与支給対象職員（８，２００人）×賞与支給回数 

【６月、１２月、３月の３回分】 

  

６ 個人情報を取り扱う場所 

    委託先事業者のデータセンター 

 

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の共用の有無 

   なし 

 

８ 委託先との個人情報の授受の方法 

    回線結合による 
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 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 

委託先事業者が提供するサービスが、以下の要件を遵守している。 
（１）サイトのセキュリティに関し、給与等支給情報のアップロード及び明細閲覧等、

全ての通信は暗号化されている。また、ウイルス対策、不正アクセス防止策を講じ

ている。 
（２）サーバの設置場所は国内で、サーバ機器の故障等の対策として、定期的なデータ

のバックアップ等がなされている。 
（３）「個人情報の保護に関する法律」をはじめとする関係法令等に加え、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ている。 
（４）一般財団法人日本情報経済社会推進協会が運用する「プライバシーマーク制度」

に基づく、プライバシーマークを取得していること。 
 

 11 委託の条件 

 個人情報の秘密保持、目的外使用等の禁止及び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 

    令和４年４月から継続して行う。 

 

13 委託先（参考） 
    未定 

 

第２ 外部の電子計算機との回線結合について 

（人事課からの給与明細データ等を登録） 

 

１ 回線結合する理由 

給与明細等配信サービスを導入するにあたり、職員基本情報や給与明細データ

等の登録の際に、区の電子計算機と委託先事業者の電子計算機の回線結合が必要

となるため。 

 
２ 回線結合の相手方 

第１の１３のとおり 

 

３ 諮問の趣旨 

本件は、給与明細等配信サービスを運用するにあたり、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
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問する。 

 

４ 対象となる個人の範囲 

    第１の４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１の５（１）のとおり 

 （２）件数 

     第１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データセンターにある電子計算機を暗号化し

たインターネット回線により接続する。 
 

７ 相手方の個人情報の保護管理体制 

第１の１０のとおり 

 

８ 区の個人情報の保護管理体制 

（１）区の情報セキュリティ対策基準及び人事課の情報セキュリティ実施手順を遵守

したセキュリティ対策を講じる。 

（２）人事課にて使用する管理者アカウントは、グローバルＩＰアドレスを指定し、外

部からのアクセスを防ぐ。また、ログインＩＤ及びパスワードについても、厳重に

管理する。 

 

９ 回線結合の開始時期及び期間 

    第１の１２のとおり 

 

第３ 外部の電子計算機との回線結合について 

（区職員が事務パソコンを使用して給与明細等を確認） 

 

１ 回線結合する理由 

職員が区の事務パソコンを使用して、給与明細等配信サービスにアクセスし自

身の給与明細等を確認するとともに給与担当者が電子交付未承諾者の給与明細等

を印刷するにあたり、区の電子計算機と委託先事業者の電子計算機の回線結合が

必要となるため。 
 

２ 回線結合の相手方 

第１の１３のとおり 
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３ 諮問の趣旨 

第２の３のとおり 

 

４ 対象となる個人の範囲 

    区職員のうち、区の事務パソコンを使用する者及びその税法上の被扶養者とな

る者 

 

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１の５（１）のとおり 

 （２）件数 

     約３９，０００件 

 

６ 回線結合の方法 

第２の６のとおり 

 

７ 相手方の個人情報の保護管理体制 

第１の１０のとおり 

 

８ 区の個人情報の保護管理体制 

区の情報セキュリティ対策基準及び職員の所属する課の情報セキュリティ実施

手順書を遵守したセキュリティ対策を講じる。 

 

９ 回線結合の開始時期及び期間 

    第１の１２のとおり 
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審議資料Ｎｏ．７ 
諮問第９５０号 
 
職員のストレスチェックにおける外部委託に伴う個人情報の保護措置及び外部の電子計

算機との回線結合について 

（ストレスチェックのＷＥＢ回答の実施） 

 
令和３年１２月２４日 
総 務 部 職 員 厚 生 課 

 
第１ 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 
職員のメンタルヘルス対策事業業務委託  
 

２ 委託の内容 
区は、職員自身のストレスへの気づきを促すとともに、職員がメンタル不調にな

ることを未然に防ぐことを目的として、労働安全衛生法に基づきストレスチェック

を外部委託により実施している。来年度より方式を一部見直し、これまでの紙の調

査票での回答に加え、区の事務用パソコンや職員自身のスマートフォンから専用Ｗ

ＥＢサイトへアクセスして回答する方法を職員自身が選択できるように変更する。 
専用ＷＥＢサイトでの回答を選択した場合、職員はＩＤとパスワードを入力して

ログインし、紙の調査票と同じ内容のストレスチェックを実施する。紙の調査票を

選択した場合では、一度区を経由して委託先へ回答を提出するが、専用ＷＥＢサイ

トでの回答を導入することにより、回答内容を委託先へ直接提出することができる

こととなり、提出時の事故の防止と提出の秘匿を担保することができる。また、紙

の調査票は、記入漏れがあると結果が作成されない場合もあるが、専用ＷＥＢサイ

トは全項目を回答しないと終了しない仕組みとなっており、より正確な結果が反映

されることから、職員の健康管理の向上に資するものである。 
この専用ＷＥＢサイトへのアクセスにあたり、職員にＩＤとパスワードを付与す

る必要があるため、委託先が取り扱う個人情報の項目を追加する。 
 
３ 諮問の趣旨 

本件は、職員のメンタルヘルス対策業務を外部委託する際に取り扱わせる個人情

報の項目を追加するものであり、世田谷区個人情報保護条例（以下「条例」という。）

第１２条の規定に基づき諮問する。 
 
４ 対象となる個人の範囲 

ストレスチェックの対象となる職員（※） 
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（※）常勤職員（派遣職員を含む。）、再任用職員（産休・育休・病気休職等取得

中の職員を除く。）、会計年度任用職員（月８３時間以上勤務）、特別職非常

勤職員 

 
５ 委託で取り扱う個人情報の項目及び件数 
（１）新たに追加する個人情報の項目  
  ・区から委託先へ提供するもの 
    新たな項目：なし 

・委託先が本人から収集するもの 
    新たな項目：ＩＤ、パスワード、メールアドレス 

・区及び本人以外から委託先へ提供するもの 
新たな項目：なし 

（２）件数（年間） 
約８，５００件 

 
６ 個人情報を取り扱う場所 

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の共用の有無 
   なし 
 
８ 委託先との個人情報の授受の方法 
   文書及び電磁的記録媒体による 
 
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）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」を取

得しており、個人情報保護管理に関する個人情報保護方針が定められ、個人情報保

護の管理体制が確立されている。 
（２）個人情報を含む文書及び電磁的記録媒体は、施錠できる保管庫内で保管している。 
 
11 委託の条件 

個人情報の秘密保持、目的外使用及び外部提供の禁止等を定めた「電算処理の個

人情報を取り扱う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 

令和４年５月下旬から６月上旬まで 
（令和５年度以降も継続して行う。） 
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13 委託先（参考） 
   一般社団法人 長谷川メンタルヘルス研究所 
 
第２ 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 
職員が区の事務用パソコンを用いてストレスチェックの専用ＷＥＢサイトへアクセ

スするにあたり、区の電子計算機とクラウドサービス提供事業者（以下「事業者」と

いう。）の電子計算機を回線結合する必要があるため。 

 
２ 回線結合の相手方 

事業者 
 
３ 諮問の趣旨 

本件は、区の電子計算機と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１の４のうち、区の事務用パソコンを使用する者 
 

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 

氏名、生年月日、性別、所属名、職種、職員番号、健康状況、ＩＤ、パスワード、

メールアドレス 
（２）件数 

約５１０件 
 

６ 回線結合の方法 
区の電子計算機と事業者が設置する電子計算機をインターネット回線で接続する。 

 
７ 相手方の個人情報の保護管理体制 
（１）ログイン認証は、ＩＤとパスワードで行う。また、区の電子計算機から事業者のサ

ーバまでの通信は、第三者に解読されることのないよう、通信を暗号化することによ

ってデータを保護している。 
（２）「個人情報の保護に関する法律」をはじめとする関係法令等に加え、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ている。 

 
８ 区の個人情報の保護管理体制 

区の情報セキュリティ対策基準及び職員の所属する課の情報セキュリティ実施手順

3131



書を遵守したセキュリティ対策を講じる。 

 
９ 回線結合の開始時期及び期間 
   第１の１２のとおり 
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審議資料Ｎｏ．８  

 

諮問第９５１号 
 
職員の福利厚生業務における外部の電子計算機との回線結合について 
（アップロードによる名簿提供） 

 
令和３年１２月２４日 

総 務 部 職 員 厚 生 課 

 
１ 回線結合する理由 

区は職員の元気回復等の福利厚生に関する事業を行っており、事業の実施にあたり、

区職員の名簿を世田谷区職員互助会事業の委託先事業者に提供している。 

この名簿の提供方法に関して、委託先事業者のＷＥＢサイトにアップロードする方

式にすることについて検討した結果、この方式は安全かつ迅速に管理・運用を行うこ

とができると判断した。 

以上のことから、令和４年４月から、インターネット回線を通じて区の電子計算機

と委託先事業者の電子計算機を回線結合する。 
 

２ 回線結合の相手方 

   委託先事業者 
 

３ 諮問の趣旨 

   本件は、区職員の名簿提供にあたり、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、世田谷区個人情報保護条例第１８条の規定に基づき諮問す

る。 
 
４ 対象となる個人の範囲 

   常勤の区職員及び再任用職員並びに一部の会計年度任用職員 
 

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 

氏名、生年月日、性別、職員番号、会員番号、旧姓使用の有無、所属名称、所属    

コード、互助会加入年月日（入庁日）、互助会退会年月日（退庁日）、リフレッシュ助

成券付与ポイント数 

（２）件数 

    約６，３００件 

 

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インターネット回線で接続する。 
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７ 相手方の個人情報の保護管理体制 

（１）ＷＡＦ、ＩＰＳ/ＩＤＳ、ファイヤーウォールによって、外部からサイトに対する攻

撃を防ぐとともに、区の端末から委託先事業者の端末までの通信は、第三者に解読され

ることのないよう、暗号化されている。 
（２）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」を取得し 

ており、適切な情報管理体制が整備されている。 
 

８ 区の個人情報の保護管理体制 

（１）区の情報セキュリティ対策基準及び職員厚生課の情報セキュリティ実施手順を遵守

したセキュリティ対策を講じる。また、職員厚生課における外部サービスの利用手順

に本業務の項目を定める。 

（２）委託事業者のＷＥＢサイトのアップロード機能操作者を限定した上で、委託事業者

のＷＥＢサイトにログインＩＤ及びログインパスワードを設定し、厳重に管理する。 

 

９ 回線結合の開始時期及び期間 

令和４年４月１日から継続して行う。 

3535



3636



審議資料Ｎｏ．９ 
諮問第９５２号 
 
公立学校共済業務における外部の電子計算機との回線結合について 

（公立学校共済組合に係るファイル転送システムの利用） 
 

令和３年１２月２４日 
教育政策部学校職員課 

 
１ 回線結合する理由 
   現在、教育委員会においては、公立学校共済組合（以下「公立共済」という。）に加

入している区立幼稚園職員（５０人程度）の掛金・負担金に係る月例報告書、標準報

酬月額等情報（以下「報告書」という。）をＣＤ－Ｒに書き込み、公立共済にレターパ

ックで提出している。 

現在の方法は、各自治体の教育委員会でＣＤ－Ｒに報告書を書き込む作業が必要で

あり、公立共済でのデータ授受までに１～２日かかるといった課題があることから、

公立共済は令和３年１１月にインターネット回線を利用したファイル転送システム

「ＳｍｏｏｔｈＦｉｌｅ」（以下「ＳｍｏｏｔｈＦｉｌｅ」という。）を導入し、公立

共済に対する報告は本システムを利用することで完結できる運用が始まった。 

教育委員会が、ＳｍｏｏｔｈＦｉｌｅを利用することで、公立共済へ正確な情報を

迅速に報告できるようになることから、双方の業務の効率化が図られることが期待さ

れる。 
 

２ 回線結合の相手方 
   公立共済 
 
３ 諮問の趣旨 
   本件は、報告書を教育委員会から公立共済へＳｍｏｏｔｈＦｉｌｅで提出するため

区の電子計算機と公立共済の電子計算機を回線結合するものであり、世田谷区個人情

報保護条例第１８条の規定に基づき諮問する。 
 
４ 対象となる個人の範囲 
   公立共済に加入している区立幼稚園職員 

 

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 

①月例報告書（エクセル） 
≪共通項目≫ 

氏名、性別、生年月日、組合員数、組合員証番号、適用年月日、標準報酬月額、

3737



厚生年金組合員保険料額、掛金額（退職等年金、短期、介護）、負担金（厚生年金

保険、退職等年金、経過的長期、短期、介護） 
≪共通項目以外の項目≫ 
【正規職員】退職等年金負担金 
【無給休職者】無給休職期間 
【育児休業者】育児休業期間 
【産前産後休業者】保険料・掛金免除（予定期間・期間）、出産予定日、出産日 
【臨時的任用職員】職種別（産休・育休代替教職員）、任用期間 

②標準報酬月額等情報（ＣＳＶ）（すべて共通） 
氏名、性別、生年月日、共済組合コード、支部コード、組合員番号、適用年月日、

事由発生年月日、処理区分、基礎届種類、従前の適用年月、従前の標準報酬等級・

月額（短期・厚生年金保険・退職等年金）、算定基礎月、支払基礎日数、固定的給与、

非固定的給与、報酬の総額、平均額、修正平均額、算定コード、改定事由コード、標

準報酬等級、月額（短期・厚生年金保険・退職等年金）、保険料・掛金額（短期、介

護、厚生年金保険、退職等年金）、期末手当等、標準期末手当等の額（短期、厚生年

金保険、退職等） 
（２）件数 
    年間約７５０件 

（内訳）幼稚園職員数（５０人程度）×（例月給与月数【１２回分】＋ 
期末勤勉手当支給回数【６月、１２月、３月の３回分】） 

 

６ 回線結合の方法 
   区に設置されている電子計算機と公立共済の電子計算機をインターネット回線で接

続する。 
区は、公立共済より送付されるファイルアップロード用メールに記載のＵＲＬにイ

ンターネットＶＤＩからアクセスし、同メールに記載されるＩＤと毎回、別メールで

送信される任意のパスワードでログイン認証を行い、ＳｍｏｏｔｈＦｉｌｅへログイ

ンした後、報告書ファイルをアップロードする。 
 
７ 相手方の個人情報の保護管理体制 
   公立共済個人情報保護方針に基づき、個人情報の保護に努める。 
 
８ 区の個人情報の保護管理体制 

区の情報セキュリティ対策基準及び学校職員課の情報セキュリティ実施手順書を遵

守する。 

 

９ 回線結合の開始時期及び期間 
令和４年２月から継続して行う。 
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その他報告資料Ｎｏ．２  

令和３年１２月２４日 

総 務部区政 情報課  

 

 個人情報保護法改正に伴う区の個人情報保護制度等の見直しに向けた取組みに係る 

今後の主なスケジュール（予定）について 

 

１ 主旨 

本年５月１９日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法

律」により、「個人情報の保護に関する法律」（以下「法」という。）が改正され、地方自治体

に関連する部分については、公布の日から起算して２年を超えない範囲で施行される予定（令

和５年春頃）である。 

この間、区は、情報公開・個人情報保護審議会（以下「審議会」という。）に国が示した法

改正関係資料を提示するとともに、法改正伴う個人情報保護条例への主な影響整理表等を提示

するなど、情報提供に努めてきたところである。 

引き続き、今後、国が示すとしているガイドライン等に関する情報の収集に努めるとともに、

改正法に基づく区の個人情報保護制度及び情報公開制度等の取扱いについて、審議会の意見を

聴取しつつ、検討を進めていくものである。 

 

２ 令和３年改正法の主な概要 

法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の３本の法律を１本の法律

に統合するとともに、地方公共団体の個人情報保護制度についても統合後の法律において全

国的な共通ルールを規定し、全体の所管を個人情報保護委員会に一元化する。 

 

３ 区の個人情報保護制度等の見直しに向けた今後の取組み 

改正法の解釈等詳細について、引き続き、国、東京都、他区などからの情報収集に努める

とともに、この間、区として区民の個人情報保護のために積み重ねてきたことを踏まえて検

討を進める。 

 

４ 今後の主なスケジュール（予定） 

令和４年 １月 審議会（勉強会） 

     ２月 審議会（諮問） 

     ３月 審議会（勉強会） 

     ４月 国から改正法の政令・規則の公布及びガイドライン等の公表 

４月 審議会（小委員会） 

５月 審議会（小委員会） 

６月 審議会（答申） 

７月 政策会議 

８月 審議会（報告） ※以降、適宜報告 

９月 企画総務常任委員会（個人情報保護条例等改正（素案）） 
９月 区民意見募集 

令和５年 ２月 企画総務常任委員会（個人情報保護条例等改正（案）） 

２月 令和５年第１回区議会定例会（個人情報保護条例等改正（案）提案） 

４月 改正個人情報保護条例等の施行 
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