
 

社会保障・税番号（マイナンバー）制度の導入について【概要版】 

 

区は、制度導入に向け全ての自治体が取り組むべき準備を進めると同時に、区民周知や意

見聴取を行いながら、区独自の運用・活用等について検討を進めている。制度固有の課題に

ついても、さらに具体的検討を進めていく。 

国は、制度開始に向けた具体的検討及び技術的整備を進めているが、未だ決定されていな

い事項もあり、区では、一部想定により準備を進めている。一方で、今後、制度の本格運用

が展開し、ＩＴを活用した社会が実現していく中で、個人番号及び個人番号カードに対応す

るシステムの活用等が、非常に重要な役割を担っていくことが想定される。 

 

１ 番号制度導入について 

（１）番号制度導入について  ＜スケジュール＝裏面参照＞ 

・ 国や自治体等にある個人の情報を同一人の情報と確認することで、正確な情報把握に

よる給付と負担の公平化、行政事務の効率化、添付書類の削減など利便性が向上する。 

 

（２）番号制度に係る政府の方針 

・ 個人番号カードは、健康保険証などのカード類の一体化、コンビニでの証明書交付サ

ービスの拡大等により広く普及を図る。 

 

（３）区における番号制度の活用について 

・ 個人情報保護を最優先に対応する。 

・ 区民サービスの向上及び行政運営の効率化を図るため、番号制度を活用する。 

 

（４）特定個人情報の保護について 

・ 特定個人情報の取り扱いに関し、自己点検の実施と監査を行える体制を整備する。 

・ 世田谷区個人情報保護条例の改正（平成27年第1回区議会定例会を予定） 

・ 特定個人情報保護評価の実施（パブリックコメントによる区民意見聴取と世田谷区情

報公開・個人情報保護審議会による第三者点検 

 

（５）情報システムの改修とセキュリティの確保 

・ 特定個人情報の保護及び経費抑制のため、個人番号を保有するシステムを最小限にし、

区と国との情報連携は、番号連携サーバ経由に集約し、セキュリティ対策を強化する。 

・ アクセス記録管理や、職員研修など、情報セキュリティの基本的対策を強化する。 

 

（６）個人番号の通知と個人番号カードの交付等について 

・ 個人番号カードは、3年間で約30万枚の交付をめざす。カード交付は、専用の窓口と、

出張所等で取り扱う。専用窓口の場所は、キャロットタワー（三軒茶屋）２階「くり

っく」跡とする。カード交付手数料は、無料の方向で検討されている（全国統一）。 

・ 住民票のない者や、ＤＶ被害者等について、個人番号の付番・通知、個人番号カード

の交付、制度利用等が課題である。交付方法については、国において多様な方法が検

討されており、国の制度設計等を注視しながら、検討していく。 

・ 障害者や高齢者などへの、個人番号カードの交付について、代理人等による受領等、

具体的なケースを想定して、検討していく。 

・ 住民基本台帳カードについては、平成28年1月以降交付しないが、既に交付されてい

るものについては、有効期限までは有効である。 

 

 

（７）情報提供等記録開示システム（マイ・ポータル）の活用 

 ・マイ・ポータルについては、現在国が検討している。区としては、国の動向を注視し、

プッシュ型のお知らせ等の機能を活用できるよう適切に検討を進める。 

 

（８）区条例の制定、改正 

 ・平成27年第1回定例会予定   世田谷区個人情報保護条例の改正 

 ・平成27年第2回定例会予定   個人番号の利用（情報連携）、区他機関への情報提供 

個人番号カードの独自利用（カードのＩＣ空き領域を利用 

する場合 ※公的個人認証を利用する場合を除く） 

（９）広報計画について 

・ 制度周知を目的に、区のおしらせ、ホームページ等を活用し、継続的に周知を行う。

区民意識調査で制度の認知度を調べる。制度の節目には特集号の発行等、適宜、周知

を図る。町会・自治会等関係団体向けに説明、周知を図る。 

 

２ 番号制度の活用について 

（１）個人番号を利用する事務について 

①番号法に規定された事務（法定事務）は、法令等の公布等の動向に適切に対応していく。 

②区が条例で定める事務（平成27年第2回区議会定例会を予定） 

ア 法定事務以外の区の事務（事務の根拠が区条例、規則等にあるもの） 

・区庁内において、現在、住民票情報や税情報などの情報連携している事務は同様の

扱いができるように番号利用事務の対象とする。 

   ・現在、申請時に税証明等の添付を求めている事務は、区庁内での情報連携を行い、

添付書類の削減をめざす。 

   ・法定事務と申請手続等で密接に関連する事務は対象とする。 

イ 法定事務における区内部での情報連携 

・情報提供ネットワークシステムを通じて国や他自治体等と連携できる特定個人情報

は番号法で規定されている。同様の連携を区内部で行う場合は、区が条例で定める。 

・区長部局と(教育)委員会との情報連携は、別機関の扱いなので、区が条例で定める。 

③災害対策・地区防災対策 

災害及び災害時の個人番号及び個人番号カードの利用に際しては、番号法に規定さ

れた事務及び条例で定める事務で活用するため、システム化も含め、検討していく。 

・災害発生後に個人番号等の活用を図るため、り災証明書発行及び被災者台帳作成、

管理等について、平成27年度からシステム化も含め検討する。 

・発災直後、作業の効率化を図ることが期待される事務について検討していく。個人

番号カードを活用した安否確認情報の提供、避難所の避難者名簿の作成・管理等 

 

（２）個人番号カードの活用 

・ 区民サービス向上の観点から、個人番号カードを利用する事業を充実させるとともに、

カードの利便性の向上によりカードの交付及び普及の促進を図る。 

・ 個人番号カードの活用は、カード交付に合わせ開始できることを原則とするが、費用

対効果並びにシステムの更改時期を勘案し、順次追加も視野に検討を進める。 

・ 個人番号カードの公的個人認証サービスを利用し、証明書のコンビニ交付を平成 28

年1月から4月開始を目途に実施する。 

なお、証明書自動交付機については、カードの普及状況に照らし引き続き検討する。 

・ 区発行のカード類は、可能な限り個人番号カードへの一体化を図る。 

・ 印鑑登録証明書の窓口交付は、カードの公的個人認証サービスの利用を検討する。 

・ ＩＣ空き領域利用に加え、公的個人認証サービスの利用を多角的に検討する。 

平成２７年３月 地域行政推進本部 

 



　　　■施行スケジュール

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度
4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1

国・全体の動き

★法人番号の通知(10月)

          ▼主務省令公布

区の動き

★条例による個人番号の利用開始(1月)

広報

（主要なもの）

   ▼区のおしらせ特集号（11月）         ▼区のおしらせ特集号（12月頃）

  ▼区のおしらせ特集号（5月頃）

    ▼区民意識調査（5月）

       ▼リーフレット全戸配布（9月頃）

   ▼パネルディスカッション（5月頃）

   ▼パブリックコメント（11/18～12/25）

特定個人情報保護評価

    ▼区民意見聴取（11/18～12/25）

           ▼情報公開・個人情報保護審議会(事前意見聴取)(12月)

　 ▼区民意見公表

   ▼情報公開・個人情報保護審議会(諮問)(2月)

　　　　 ▼特定個人情報保護委員会（国）へ、評価書の提出（3月）

　　　　 ▼特定個人情報保護評価書の公表（3月）

システム ★区の情報連携開始

★個人番号の通知(10月)

政省令等の整備（国）

情報提供ネットワークシステムの開発・構築

特定個人情報

保護評価

(11月～2月)

住民記録システム改修／テスト

連携テスト

中間サーバ導入対応

情報提供ネットワークシステム／マイ・ポータル
★国の情報連携開始（1月）

★地方自治体の情報連携開始（7月）

★個人番号の利用開始（1月）

★個人番号カードの交付開始（1月）

仮付番

税、社会保障系システム

番号連携サーバ
開発・改修／テスト

ホームページ、ＦＭ世田谷、ツイッター、メールマガジン、ポスター掲示ほか（継続的に情報発信）

区コールセンター(5月～)

国コールセンター

※区のおしらせ(H27.3月～
12月予定)毎月コラム掲載
（特集記事掲載月を除く）

▼平成27年第1回定例会（3月）
＜条例改正＞世田谷区個人情報保護条例の改正

▼平成27年第2回定例会（6月）
＜条例制定・改正＞個人番号の利用（情報連携）、区他機関への情報提供、個人番号カードの独自利用（ＩＣ空き領域）

▼平成26年第3回定例会（9月）
＜条例改正＞世田谷区情報公開・個人情報保護審議会条例の改正

★個人番号の通知（10月～）



総合窓口（申請窓口の総合化）の創設について【概要版】 

 

総合窓口の取扱事務は段階的に充実させていく方針のもと検討を行ったので、本報告では、

その検討内容を示す。なお、番号制度導入後の状況を踏まえ、開庁日・開庁時間の設定、組

織・人員体制のあり方、総合窓口システムや庁舎の制約などを考慮し、バックヤードの充実、

事務フローの見直しなど引き続き検討を進め、効率的な事務処理を目指していく。 

 

１ 総合窓口（申請窓口の総合化）の創設 
（１）取組みの方向 

番号制度導入を契機に、区民サービスの向上を目指し、各総合支所において総合窓口 

（申請窓口の総合化）を平成29年7月目途に創設する。それは、住民異動届出などの 

申請に訪れた区民が、できるだけその手続きに伴う申請を一つの窓口で完了することを 

目指し、手続きの漏れなどを減少させる窓口とする。 

（２）総合窓口（申請窓口の総合化）の目標 
① わかりやすく・親切な窓口 

    申請窓口の総合化、フロアマネジャー配置などにより、区民の利便性の向上 

  ② 安心で快適な窓口 

    プライバシーに配慮したカウンター、番号発券機などにより、区民の快適性の確保 

  ③ 効率的な窓口 

 情報システムの活用などにより、正確性や効率性を向上 

（３）総合窓口（申請窓口の総合化）の運営の考え方 
職員の対応力に加え、総合窓口システムや所管課のバックアップ体制を構築し、的確 

に事務処理できる運営方式を実現する。また、フロアマネジャーの設置、総合窓口シス 

テムの導入により、事務処理の見直しを進める。 

 
２ 総合窓口（申請窓口の総合化）で取り扱う事務 
（１）取扱事務の段階的な充実 

取り扱う事務の決定にあたっては、区民の利便性と事務の専門性・正確性の確保の両 

面を考慮し、段階を追って充実させていく。 

第１段階と第２段階の区分は、庁舎の機能や配置などハード面の制約に加え、番号制 

度の今後の展開などを踏まえることとする。今後、第１段階で予定する取扱事務につい 

て実務的な検証を続けるが、その過程の中で増減することもある。 

時 期 取扱事務の考え方 取扱事務 

第１段階 

 

平成29年度 

 

① 現行の出張所及び戸籍係で 
取り扱っている事務 

・住民異動届出、戸籍届出 

・国民健康保険異動届など  

現行の出張

所及び戸籍

係で、取り扱

っていない

事務 

②住民異動届出な

どに伴う事務 

・児童手当の申請 

・子ども医療費の助成など  

③住民異動届出な

どに伴わない事務 

・高額介護合算療養費等支給申請（介護・

国保・後期高齢者）など   

第２段階 

平成30～ 

31年度 

番号制度の更なる展開やＩＣＴの進展を見据え、第１段階で取り扱わな

かったものについて、全庁的に検討を進める。 

 

（２）取扱事務のフロー（３パターン） 
 Ａ 総合窓口で完結する事務  

        例示：住民異動届、国民健康保険異動届 

申請者 総合窓口（受付） 総合窓口（バックヤード） 所管 

   

 

 

 

      

      Ｂ 総合窓口で受付を行い、所管で処理完了し、総合窓口で交付する事務 
        例示：特別永住者証明書交付申請書、後期高齢者医療保険被保険者証の交付 

申請者 総合窓口（受付） 総合窓口（バックヤード） 所管 

   

 

 

 

Ｃ 総合窓口で受付し、所管で処理完了後交付書類を郵送などする事務 
        例示：児童手当、国民健康保険葬祭費支給申請書 

申請者 総合窓口（受付） 総合窓口（バックヤード） 所管 

    

 

３ 総合窓口（申請窓口の総合化）の環境整備 
（１）総合窓口システム 
① 窓口支援機能 
・窓口でのヒアリング結果から必要な手続きなどを表示し、判別する機能 

・必要となった申請書の代行作成を行う機能など 

② 審査支援機能 
・所管課側で必要な審査処理を表示し、実施する機能など 

③ 区民向けサービス機能 
・窓口来訪者などが既に受けているサービス一覧を表示する機能など 

・高齢者・障害者・外国人など情報障壁のある方への支援機能（通訳・音声案内等） 

（２）窓口レイアウト 
フロアマネジャーの配置、番号発券機の設置、サインの改善、窓口区分の色分け等

を行って区民動線をわかりやすくし、待合スペースの充実も図る。（裏面イメージ参照） 

４ 総合支所の環境整備 
      総合窓口（申請窓口の総合化）の設置場所は、総合支所内の出張所、区民係、区民・戸

籍係、戸籍係の位置を基本に、総合支所の現況を踏まえて検討する。 

受付終了 

申請書記入 申請書受付 

本人・内容確認 システム入力 

 

保険証発行 

 

保険証交付 

 

申請書記入 申請書受付 

納入通知書・納

付書郵送 

システム入力 

受付終了 

申請書記入 申請書受付 

本人・内容確認 

システム入力 

 

証明書出力 

 
証明書交付 

 

平成２７年３月 地域行政推進本部 

問い合わせ対応 

 



■総合窓口（申請窓口の総合化）創設までのスケジュール（予定） 

 

 

 

 

 

■総合窓口（申請窓口の総合化）の基本的なイメージ 
 

 

方     針

取扱事務
研修等

システム

レイアウト

総合支所環境
整備

組織人員

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

番号制度

総
合
窓
口

★総合窓口

  創設方針

  の決定

個人番号カード交付（28年1月）

★国の情報連携開始（29年１月）
★地方自治体の情報連携開始（29年７月）

マニュアル作成・帳票改正・研修、

必要に応じて、事務フローの修正

事務フローの詳細決

定、総合窓口と所管と

の役割整理

総合窓口開設（５ヶ所） 取扱事務の拡充

組織・人員

の決定

開設場所確保のための検討、移転・完了

検証

取扱事務の拡充検討

★開庁日・開庁時間等決定

★10月番号通知開始

★第1段階の取扱事務決定

★方向性決定

★方向性決定

玉川総合支所開設

個人番号カード交付（28年1月）

★国の情報連携開始（29年１月）
★地方自治体の情報連携開始（29年７月）

マニュアル作成・帳票改正・研修、

必要に応じて、事務フローの修正

事務フローの詳細

決定、総合窓口と

所管との役割整理

各支所レイアウトの

基本構想・設計 改修工事、サイン、備品準備等

開設場所

決定

総合窓口開設（５か所）

コンビニ交付開始（28年1月～4月）

自動交付機

取扱事務の拡充

組織・人員の検討
組織・

人員の

案作成

開設場所確保のための検討、移転・完了

要件定義・予算見積もり システムの開発 検証

★方向性決定

★方向性決定



新たな地域行政の展開について【概要版】 

 

本報告では、出張所・まちづくりセンターのあり方について、中間報告で示した地域包

括ケアの地区展開に関する検討結果を示す。また、地域行政推進本部では、平成25年度末

の報告書（「今後の地域行政の推進について」）で整理した基本的な考え方に沿って検討を

進めているが、検討の状況や具体的な取組み項目を示す。 

 

Ⅰ 出張所・まちづくりセンターでの区民サービスのあり方〔地域包括ケアの地区展開〕 

 

１ まちづくりセンター機能の充実 

   地域包括ケアの地区展開を「世田谷モデル」で進めるうえで、まちづくりセンター

（以下、まちセンという）内に、あんしんすこやかセンター[地域包括支援センター]

（以下、あんすこという）と社会福祉協議会の地区担当職員（以下、社協という）の

配置を決定し環境整備を進めている。 

地域包括ケアの推進にあたり、まちセンの担う役割は、社協とともに地域の支えあ

い活動と地域資源の開発・活用を進めることにある。地区情報連絡会等を有効に活用

するなど、区民を主体とし、地域・地区で支える福祉施策等の具体的な取組みを区民、

活動団体、事業者と協働して拡大することを目指す。 

 

２ 出張所･まちづくりセンターへのあんしんすこやかセンター及び社会福祉協議会の配

置 

まちセン内へのあんすこと社協の施設的な一体整備を行い、平成28年度の全地区展

開を図る。なお、現在、あんすこの一体化が未整備の若林、松原、奥沢は、事務室内

の改修（仮一体整備）を行い対応する。上町、梅丘、代沢、九品仏、船橋は、施設ス

ペース、施設改築予定等の状況から社協のみの整備とする（なお、改築・移転場所の

確保状況等を踏まえ、施設改築等の整備年次を早期化する）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

実施年度 数 名 称 

26年度 1 砧 

27年度 4 池尻、松沢、用賀、上北沢 

28年度 

 

22 6 下馬、新代田、上野毛、深沢、喜多見、上祖師谷（あんすこ既設置） 

6 太子堂、経堂、北沢、等々力、成城、烏山 （出張所／あんすこ既設置） 

3 若林、松原、奥沢 （仮一体整備） 

5 上町、梅丘、代沢、九品仏、船橋 （社協のみ整備） 

2 上馬(29年1月)、祖師谷(29年2月) 

合計 27 注）「仮一体整備」＝現執務室内の改修・レイアウト変更等を行うもの 

Ⅱ 新たな地域行政の展開について 
 

１ 区民が生活する地区の強化 

① 区民が生活する地区に目を向け、区民の暮らしを支える力強いコミュニティの形成

を目指すとともに、地区防災対策の強化、地域包括ケア推進の取組み等を進める。 

② 地区ビジョン実現に向けた着実な支援を行い、地域計画に示した取組みの方向性を

踏まえた区民主体のまちづくりを推進していく。 

③ 地区の区域と各種活動等の区域について、規模や区民の利便性の観点から地区を比

較した場合、最初に用賀地区を対象とする。具体的な区割り案とともに二子玉川分室

はまちづくり機能を持つ出張所として新たな事務所の整備に着手する。その他の地区

も地域住民の合意形成を図りながら、今後の地区のあり方について検討を進める。 

 

２ 区民主体のまちづくりを実現するための「参加・協働」の推進 

① 各地区において、町会・自治会をはじめ、さまざまな区民活動団体が主体となり、

相互連携、より具体的な幅広い地区の連携を推進し、地区の強化に結びつける。 

② 地区での連携をさらに広げていくため、総合支所、まちセンは、地区のコーディネ

ーターとして、区民活動団体に対して具体的、積極的な支援を行うとともに、ネット

ワークづくりの取組みを進め、地域コミュニティの強化を推進する役割を果たす。 

③ 総合支所、まちセンは、地域や地区の情報拠点として情報発信の強化を図る。既存

のネットワークや地区情報連絡会等を活用し、地区内のさまざまな区民活動団体や関

係事業者、これまで活動に参加していなかった区民なども新たにつなぐ役割を担う。 

 

３ 地区の強化に向けた区の役割 

① 総合支所が、地域計画を基に地域運営の推進主体、地区のバックアップ主体として

の役割を十分に果たせるよう、組織体制を見直し、機能を強化する。 

② 出張所に位置づけられている地区まちづくり機能について、機能と役割の明確化、

区民への分かりやすさを目的に、出張所とは区分して、まちづくりセンターへの位置

づけをする。一方、総合支所内の出張所（※）は、総合窓口（申請窓口の総合化）創設

に伴い、その担当係に改める（戸籍係との統合検討も視野）。※ 北沢、等々力、成城 

③ 総合支所内の各課について、地区のバックアップを進める上で、本庁との役割分担、

連携のしくみ等を再整理する。その中で三層構造のありようについても、区民サービ

スの向上と行政の効率性の側面から検討を進める。 

④ 北沢総合支所について、保健福祉センター（梅ヶ丘）の北沢タウンホール（下北沢）

への移転を進め、総合支所としての機能充実を図る。世田谷総合支所は三軒茶屋を候

補として移転を検討する。 

 

４ 地区の強化に向けての活動と機能集積の拠点となる出張所・まちづくりセンター 

① まちセンは、東日本大震災の経験を踏まえ、また 2025年問題といわれる超高齢社

会の到来を控え、地区防災対策の強化と、地域包括ケアの推進を地区での主要な取組

みテーマとして、地区の課題を地区で解決するしくみ構築の取り組みを進める。 

② 区民の身近な相談充実の先にある区民の日常生活や暮らしに密着した行政サービ

スについて、区民との接点である地区の行政拠点としての展開、新たな課題について

迅速かつ的確に対応できるよう地区まちづくりに関する業務の見直し、人員体制、配

置等に係る検討に着手する。 

平成２７年３月 地域行政推進本部 



 

■地域行政に係る今後のスケジュール（５年） 

 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 

番号制度 
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地域 

 
総合支所 

      

全区 

 
本庁 

      

27年10月            29年1月  

番号通知開始            マイ・ポータル開始 

28年1月 個人番号カード交付開始 

地域包括ケアの地区展開 

（１か所）  （５か所）          （２７か所） 

29年7月 

総合窓口創設 

世田谷・北沢・砧・

烏山 

※玉川は仮開設 

30～31年度 

取扱事務の拡充 

28年1月         29年1月             29年7月                                       番号制度  

個人番号利用開始      国機関間連携開始      自治体間連携開始                拡大等想定 

総合支所組織の見直し 

本庁組織の見直し 

31年4月

玉川 

開設 

出張所見直し検討                       （29年7月 当面現行窓口業務継続） 

自動交付機 

28年1月～4月 

コンビニ交付開始 

まちづくりセンター見直し検討 


