
（別添２）変更箇所（２）

変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年5月25日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要 (3)
２．基本情報
③対象となる本人の範囲　そ
の必要性

番号法第７条第１項（指定及び通知）に基づき、
通知カードを個人番号の付番対象者全員に送
付する必要がある。
また、同法第１７条第１項（個人番号カードの交
付等）により、個人番号カードは通知カードと引
き換えに交付することとされていることから、合
わせて、交付申請書を通知カード送付者全員に
送付する必要がある。
市町村は、法令に基づき、これらの事務の実施
を機構に委任する。

番号法第７条第１項（指定及び通知）及び個人
番号カード省令第７条（個人番号の通知）に基づ
き、個人番号通知書を個人番号の付番対象者
全員に送付する必要がある。
また、通知カード所持者にあっては、個人番号
カードは通知カードと引き換えに交付することと
されている。
市町村は、個人番号カード省令第３５条（個人番
号通知書、個人番号カード関連事務の委任）に
基づき、これらの事務の実施を機構に委任す
る。

事前

令和2年5月25日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要 (3)
２．基本情報
④記録される項目　主な記録
項目

・識別情報
（中略）
［○］通知カード及び交付申請書の送付先の情
報

・識別情報
（中略）
［○］個人番号通知書及び交付申請書の送付先
の情報

事前

令和2年5月25日
Ⅰ基本情報
②事務の内容

なお、⑨の「個人番号の通知及び個人番号カー
ドの交付」に係る事務については、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
用等に関する法律の規定による通知カード及び
個人番号カード並びに情報提供ネットワークシス
テムによる特定個人情報の提供等に関する省
令（平成２６年総務省令第８５号。以下「通知カー
ド及び個人番号カード省令」という。）第３５条の
規定により機構に事務の一部を委任する。

なお、⑨の「個人番号の通知及び個人番号カー
ドの交付」に係る事務については、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
用等に関する法律に規定する個人番号、個人番
号カード、特定個人情報の提供等に関する省令
（平成２６年総務省令第８５号。以下「個人番号
通知書及び個人番号カード省令」という。）第３５
条の規定により機構に事務の一部を委任する。

事前

令和2年5月25日

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

７　送付先情報通知
・個人番号の通知に係る事務の委任先である機
構において、住民に対して番号通知書類(通知
カード、個人番号カード交付申請書（以下「交付
申請書」という。）等)を送付するため、既存住民
基本台帳システムから当該市町村の住民基本
台帳に記載されている者の送付先情報を抽出
し、当該情報を機構が設置・管理をする個人番
号カード管理システムに通知する。

７　送付先情報通知
・個人番号の通知に係る事務の委任先である機
構において、住民に対して番号通知書類(個人
番号通知書、個人番号カード交付申請書（以下
「交付申請書」という。）等)を送付するため、既存
住民基本台帳システムから当該市町村の住民
基本台帳に記載されている者の送付先情報を
抽出し、当該情報を機構が設置・管理をする個
人番号カード管理システムに通知する。

事前

重要な変更にあたらない（前項
の法令改正に伴い提供先が
追加となることに伴う修正）

令和2年5月22日

Ⅴ　評価実施手続
１．基礎項目評価
①実施日

令和1年6月1日 令和2年4月1日 事後
重要な変更にあたらない（時点
の修正）。

令和2年5月22日

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

［○］提供を行っている（　　57 ）件
［○］移転を行っている（　　44 ）件

［○］提供を行っている（　　58 ）件
［○］移転を行っている（　　45 ）件

事後

重要な変更にあたらない（項目
の削除）。

令和2年5月22日

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　添付資料（別紙２）
移転先Ｎｏ．39

移転先Ｎｏ．39
移転先：子育て支援課
法令上の根拠：1
移転先における用途：私立幼稚園等の就学奨励
に関する事務であって規則で定めるもの

事後

重要な変更にあたらない（実態
に即した修正）。

令和2年5月22日

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　添付資料（別紙２）
移転先Ｎｏ．、別表第１の項
番、提供先、提供先における
用途

移転先Ｎｏ．39
移転先：健康増進センター
別表第１の項番：93の2
提供先における用途：新型インフルエンザ等対
策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)
による予防接種の実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

事後

重要な変更にあたらない（改正
主務省令の施行に伴い、既存
の特定個人情報ファイルの移
転用システムを使用する事務
が追加となったため）

令和2年5月22日

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　添付資料（別紙２）
移転先Ｎｏ．

移転先No.34からNo.37までの移転先No.を１ずつ
繰り下げ、移転先No.38の移転先No.を2つ繰り下
げる

事後



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年5月25日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要 (3)
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

市区町村から通知カード及び個人番号カード省
令第３５条（通知カード、個人番号カード関連事
務の委任）に基づく委任を受け、通知カード及び
交付申請書を印刷し、送付する。

市区町村から個人番号カード省令第３５条（個人
番号通知書、個人番号カード関連事務の委任）
に基づく委任を受け、個人番号通知書及び交付
申請書を印刷し、送付する。

事前

令和2年5月25日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要 (3)
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

使用開始日から通知カード送付までの一定の期
間に、番号法施行日時点における住民の送付
先情報をまとめて提供する（以降、新たに個人
番号の通知対象者が生じた都度提供する。）

個人番号通知書に係る送付先情報は、新たに
個人番号の通知対象者が生じた都度提供する。

事前

令和2年5月25日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要 (3)
３．特定個人情報の入手・使用
⑤使用方法

既存住民基本台帳システムから個人番号の通
知対象者の情報を抽出し、通知カード及び個人
番号カード省令第３５条（通知カード、個人番号
カード関連事務の委任）に基づいて委任する機
構に対し、提供する（既存住民基本台帳システ
ム→市町村ＣＳ又は電子記録媒体→個人番号
カード管理システム（機構） ）。

既存住民基本台帳システムより個人番号の通
知対象者の情報を抽出し、個人番号通知書及
び交付申請書等の印刷及び送付に係る事務を
個人番号カード省令第３５条（個人番号通知書、
個人番号カード関連事務の委任）に基づいて委
任する機構に対し、提供する（既存住民基本台
帳システム→市町村ＣＳ又は電子記録媒体→個
人番号カード管理システム（機構） ）。

事前

令和2年5月25日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要 (3)
５．特定個人情報の提供・移転
（委託に伴うものを除く。）
①法令上の根拠

通知カード及び個人番号カード省令第３５条（通
知カード、個人番号カード関連事務の委任）

個人番号カード省令第３５条（個人番号通知書、
個人番号カード関連事務の委任）

事前

令和2年5月25日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要 (3)
２．基本情報
③記録される項目　その妥当
性

その他（通知カード及び交付申請書の送付先の
情報）
機構に対し、通知カード及び個人番号カード省
令第３５条（通知カード、個人番号カード関連事
務の委任）に基づき通知カード及び交付申請書
の印刷、送付並びに個人番号カードの発行を委
任するために、個人番号カードの券面記載事項
のほか、通知カード及び交付申請書の送付先に
係る情報を記録する必要がある。

その他（個人番号通知書及び交付申請書の送
付先の情報）
機構に対し、個人番号通知書及び個人番号カー
ド省令第３５条（個人番号通知書、個人番号カー
ド関連事務の委任）に基づき個人番号通知書及
び交付申請書の印刷、送付並びに個人番号
カードの発行を委任するために、個人番号カード
の券面記載事項のほか、個人番号通知書及び
交付申請書の送付先に係る情報を記録する必
要がある。

事前

令和2年5月25日

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概
要 (3)
３．特定個人情報の入手・使用
③使用目的

通知カード及び個人番号カード省令第３５条（通
知カード、個人番号カード関連事務の委任）に基
づく委任を受けて通知カード及び交付申請書の
印刷、送付並びに個人番号カードの発行を行う
機構に対し、通知カード及び交付申請書の送付
先情報を提供するため。

個人番号カード省令第３５条（個人番号通知書、
個人番号カード関連事務の委任）に基づく委任
を受けて個人番号通知書及び交付申請書の印
刷、送付並びに個人番号カードの発行を行う機
構に対し、個人番号通知書及び交付申請書の
送付先情報を提供するため。

事前

令和2年12月1日

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
システム１
③他のシステムとの機能

［○］その他　（出入国在留管理庁情報連携端
末、戸籍システム）

［○］その他　（出入国在留管理庁情報連携端
末、戸籍システム、コンビニ交付システム）

事前

令和2年12月1日

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

システム５

①システムの名称
コンビニ交付システム

②システムの機能
１　既存システム連携機能
　　既存住基、印鑑、戸籍システムから証明
　　書情報を連携する機能
２　コンビニ交付機能
　　コンビニ交付センターからの要求に応答
　　して証明書自動交付

③他のシステムとの接続
［○］既存住基システム
［○］その他（戸籍システム）

事前

令和2年12月1日

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
システム２
③他のシステムとの機能

［　］その他　（　　　　　　　　　　　） ［○］その他　（コンビニ交付システム） 事前



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年12月1日

Ⅴ　評価実施手続
１．基礎項目評価
①実施日

令和2年4月1日 令和2年12月1日 事前

重要な変更にあたらない（表現
の変更及び文言の削除）。

令和2年12月1日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
２．基本情報
③対象となる本人の範囲
その必要性

番号法第７条第１項（指定及び通知）に基づき、
通知カードを個人番号の付番対象者全員に送
付する必要がある。
また、同法第１７条第１項（個人番号カードの交
付等）により、個人番号カードは通知カードと引
き換えに交付することとされていることから、合
わせて、交付申請書を通知カード送付者全員に
送付する必要がある。
市町村は、法令に基づき、これらの事務の実施
を機構に委任する。

番号法第７条第１項（指定及び通知）に基づき、
個人番号通知書を個人番号の付番対象者全員
に送付する必要がある。
また、個人番号通知書と合わせて、交付申請書
を個人番号付番対象者全員に送付する必要が
ある。
市町村は、法令に基づき、これらの事務の実施
を機構に委任する。

事後

令和2年12月1日

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
システム１
②システムの機能

省略

・法務省情報連携端末との連携
　外国人住民票の記載等に応じて、市町村
　通知の作成および法務省通知の取込等
　の連携を行う。

省略

省略

・出入国在留管理庁情報連携端末との連携
　外国人住民票の記載等に応じて、市町村
　通知の作成および出入国在留管理庁通
　知の取込等の連携を行う。

省略

事後
重要な変更にあたらない（名称
の変更）。

令和2年12月1日

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
システム１
③他のシステムとの機能

［○］その他　（法務省連携システム、戸籍システ
ム）

［○］その他　（出入国在留管理庁情報連携端
末、戸籍システム）

事後
重要な変更にあたらない（名称
の変更）。

令和2年12月1日

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※

［○］行政機関・独立行政法人等　（地方公共団
体システム機構）

［○］行政機関・独立行政法人等　（地方公共団
体情報システム機構、出入国在留管理庁）

事後
重要な変更にあたる（名称の
修正、本特定個人情報保護評
価書作成時の記載漏れ）。

令和2年12月1日

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

［○］その他　（住民基本台帳ネットワークシステ
ム）

［○］その他　（住民基本台帳ネットワークシステ
ム、出入国在留管理庁情報連携端末）

事後
重要な変更にあたらない（項目
の追加）。

令和3年6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
②法令上の根拠

・番号法第19条第7号及び別表第二
【情報提供】
1,2,3,4,6,8,9,11,16,18,20,21,23,27,30,31,34,35,37,3
8,39,40,42,48,53,54,57,58,59,61,62,66,67,70,74,77
,80,84,852,89,91,92,94,96,97,101,102,103,105,106
,108,111,112,113,114,116,117及び120の項
【情報照会】なし

・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二の主務
省令で定める事務及び情報を定める命令（平成
26年内閣府・総務省令第7号）
【情報提供】第1条,第2条,第3条,第4条,第6条,第7
条,第8条,第10条,第12条,第13条,第14条,第16条,
第20条,第22条,第22条の3,第22条の4,第23条,第
24条,第24条の2,第24条の3,第25条,第26条の3,
第27条,第28条,第31条,第31条の2,第31条の3,第
32条,第33条,第37条,第38条,第39条,第40条,第
41条,第43条,第43条の3,第43条の4,第44条の2,
第45条,第47条,第48条,第49条,第49条の2,第53
条,第55条,第56条,第57条,第58条,第59条,第59
条の2及び第59条の3
【情報照会】なし

・番号法第19条第7号及び別表第二
【情報提供】
1,2,3,4,6,8,9,11,16,18,20,21,23,27,30,31,34,35,37,3
8,39,40,42,48,53,54,57,58,59,61,62,66,67,70,74,77
,80,84,85の
2,89,91,92,94,96,97,101,102,103,105,106,107,108,
111,112,113,114,116,117及び120の項
【情報照会】なし

・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二の主務
省令で定める事務及び情報を定める命令（平成
26年内閣府・総務省令第7号）
【情報提供】第1条,第2条,第3条,第4条,第6条,第7
条,第8条,第10条,第12条,第13条,第14条,第16条,
第20条,第22条,第22条の3,第22条の4,第23条,第
24条,第24条の2,第24条の3,第25条,第26条の3,
第27条,第28条,第31条,第31条の2,第31条の3,第
32条,第33条,第37条,第38条,第39条,第40条,第
41条,第43条,第43条の3,第43条の4,第44条の2,
第45条,第47条,第48条,第49条,第49条の2,第53
条,第54条,第55条,第56条,第57条,第58条,第59
条,第59条の2の2,第59条の2の3及び第59条の3
【情報照会】なし

事後

重要な変更にあたらない（実務
上未実施の情報提供事務の
追加（97項、第49条）及び項目
削除（第50条,第51条）のため）

令和3年6月9日

Ⅰ基本情報
６．評価実施機関における担
当部署
①部署

市民生活部市民課 市民部市民課 事後
重要な変更にあたらない（軽微
な修正）

令和3年6月9日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
（１）住民基本台帳ファイル
２．基本情報
⑥事務担当部署

市民生活部市民課、南畑出張所、水谷出張所、
西出張所、水谷東出張所、みずほ台出張所、ふ
じみ野出張所

市民部市民課、南畑出張所、水谷出張所、西出
張所、水谷東出張所、みずほ台出張所、ふじみ
野出張所

事後
重要な変更にあたらない（軽微
な修正）

令和3年6月9日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
（１）住民基本台帳ファイル
３．特定個人情報の入手・使用
④使用の主体　使用部署

市民生活部市民課、西出張所、みずほ台出張
所、ふじみ野出張所、水谷出張所、水谷東出張
所、南畑出張所

市民部市民課、西出張所、みずほ台出張所、ふ
じみ野出張所、水谷出張所、水谷東出張所、南
畑出張所

事後
重要な変更にあたらない（軽微
な修正）



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和3年6月9日

別紙２  住民基本台帳関係事
務　移転先（番号法別表第一
に定める事務
移転先№28

移転先 No.　28
移転先（部署名）　福祉課

移転先 No.　28
移転先（部署名）　福祉政策課

事後
重要な変更にあたらない（軽微
な修正）

令和3年6月9日

別紙２  住民基本台帳関係事
務　移転先（番号法別表第一
に定める事務
移転先№29

移転先 No.　29
移転先（部署名）　福祉課

移転先 No.　29
移転先（部署名）　福祉政策課

事後
重要な変更にあたらない（軽微
な修正）

令和3年6月9日

別紙２  住民基本台帳関係事
務　移転先（番号法別表第一
に定める事務
移転先№21

移転先 No.　21
移転先（部署名）　福祉課

移転先 No.　21
移転先（部署名）　福祉政策課

事後
重要な変更にあたらない（軽微
な修正）

令和3年6月9日

別紙２  住民基本台帳関係事
務　移転先（番号法別表第一
に定める事務
移転先№26

移転先 No.　26
移転先（部署名）　福祉課

移転先 No.　26
移転先（部署名）　福祉政策課

事後
重要な変更にあたらない（軽微
な修正）

令和3年6月9日

別紙２  住民基本台帳関係事
務　移転先（番号法別表第一
に定める事務
移転先№17

移転先 No.　17
移転先（部署名）　安心安全課

移転先 No.　13
移転先（部署名）　危機管理課

事後
重要な変更にあたらない（軽微
な修正）

令和3年6月9日

別紙２  住民基本台帳関係事
務　移転先（番号法別表第一
に定める事務
移転先№19

移転先 No.　19
移転先（部署名）　福祉課

移転先 No.　19
移転先（部署名）　福祉政策課

事後
重要な変更にあたらない（軽微
な修正）

令和3年6月9日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
（２）本人確認情報ファイル
２．基本情報
⑥事務担当部署

市民生活部市民課、南畑出張所、水谷出張所、
西出張所、水谷東出張所、みずほ台出張所、ふ
じみ野出張所

市民部市民課、南畑出張所、水谷出張所、西出
張所、水谷東出張所、みずほ台出張所、ふじみ
野出張所

事後
重要な変更にあたらない（軽微
な修正）

令和3年6月9日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
（２）本人確認情報ファイル
３．特定個人情報の入手・使用
④使用の主体　使用部署

市民生活部市民課、西出張所、みずほ台出張
所、ふじみ野出張所、水谷出張所、水谷東出張
所、南畑出張所

市民部市民課、西出張所、みずほ台出張所、ふ
じみ野出張所、水谷出張所、水谷東出張所、南
畑出張所

事後
重要な変更にあたらない（軽微
な修正）

令和3年6月9日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
（３）送付先情報ファイル
２．基本情報
⑥事務担当部署

市民生活部市民課、南畑出張所、水谷出張所、
西出張所、水谷東出張所、みずほ台出張所、ふ
じみ野出張所

市民部市民課、南畑出張所、水谷出張所、西出
張所、水谷東出張所、みずほ台出張所、ふじみ
野出張所

事後
重要な変更にあたらない（軽微
な修正）

令和3年6月9日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
（３）送付先情報ファイル
３．特定個人情報の入手・使用
④使用の主体　使用部署

市民生活部市民課、西出張所、みずほ台出張
所、ふじみ野出張所、水谷出張所、水谷東出張
所、南畑出張所

市民部市民課、西出張所、みずほ台出張所、ふ
じみ野出張所、水谷出張所、水谷東出張所、南
畑出張所

事後
重要な変更にあたらない（軽微
な修正）

令和3年6月9日

Ⅵ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

富士見市役所市民生活部市民課
〒354-8511
埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1
電話番号　049-251-2711

富士見市役所市民部市民課
〒354-8511
埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1
電話番号　049-251-2711

事後
重要な変更にあたらない（軽微
な修正）

令和3年6月9日

Ⅴ　評価実施手続
１．基礎項目評価
①実施日

令和2年12月1日 令和3年4月1日 事後
重要な変更にあたらない（時点
の修正）

令和3年6月9日

Ⅵ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

富士見市役所市民生活部市民課
〒３５４-８５１１
埼玉県富士見市大字鶴馬１８００番地の１
電話番号  ０４９-２５１-２７１１

富士見市役所市民部市民課
〒３５４-８５１１
埼玉県富士見市大字鶴馬１８００番地の１
電話番号  ０４９-２５１-２７１１

事後
重要な変更にあたらない（軽微
な修正）

令和3年6月9日

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　システム２
③　他のシステムとの接続

［〇］その他
（コンビニ交付システム）

［〇］その他
（コンビニ交付システム（手動（ＵＳＢ）によるシリ
アル番号の連携及び接続）

事後
重要な変更にあたらない（軽微
な修正）

令和3年6月9日

別紙２  住民基本台帳関係事
務　移転先（番号法別表第一
に定める事務
移転先№8

移転先 No.　8
移転先（部署名）　福祉課

移転先 No.　8
移転先（部署名）　福祉政策課

事後
重要な変更にあたらない（軽微
な修正）

令和3年6月9日

別紙２  住民基本台帳関係事
務　移転先（番号法別表第一
に定める事務
移転先№13

移転先 No.　13
移転先（部署名）　福祉課

移転先 No.　13
移転先（部署名）　福祉政策課

事後
重要な変更にあたらない（軽微
な修正）



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和3年6月9日

別紙２  住民基本台帳関係事
務　移転先（番号法別表第一
に定める事務
移転先№

№29から№45を1つずつ繰り下げる 事後
重要な変更にあたらない（実態
に則した修正）

令和3年6月9日

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

[○]提供を行っている（　　58　）件
[○]移転を行っている（　　45　）件

[○]提供を行っている（　　59　）件
[○]移転を行っている（　　44　）件

事後
重要な変更にあたらない（実態
に則した修正）

令和3年6月9日

別紙２  住民基本台帳関係事
務　移転先（番号法別表第一
に定める事務
移転先№27　こども未来応援
センター

母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)に
よる保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、
妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の
訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指
導、養育医療の給付若しくは養育医療に要する
費用の支給又は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

母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)に
よる保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、
妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の
訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指
導、養育医療の給付若しくは養育医療に要する
費用の支給、費用の徴収又は母子健康包括支
援センターの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

事後
重要な変更にあたらない（軽微
な修正）

令和3年6月9日

別紙２  住民基本台帳関係事
務　移転先（番号法別表第一
に定める事務
移転先№28　健康増進セン
ター

移転先 No.　28
移転先（部署名）健康増進センター

削除 事後
重要な変更にあたらない（リス
クの軽減）

令和3年6月9日

別紙２  住民基本台帳関係事
務　移転先（番号法別表第一
に定める事務
移転先№32

移転先 No.　32
移転先（部署名）　福祉課

移転先 No.　32
移転先（部署名）　福祉政策課

事後
重要な変更にあたらない（軽微
な修正）

令和3年6月9日

別紙２  住民基本台帳関係事
務　移転先（番号法別表第一
に定める事務
移転先№42

移転先 No.　42
移転先（部署名）　福祉課

移転先 No.　42
移転先（部署名）　福祉政策課

事後
重要な変更にあたらない（軽微
な修正）

令和3年6月14日

別紙１  住民基本台帳関係事
務　提供先（番号法別表第二
に定める事務を行う者）

提供先№：51
別表第二の 項番：107
提供先：厚生労働大臣
提供先における用途：特定障害者に対する特別
障害給付金の支給に関する法律による特別障
害給付金の支給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

事前

令和3年6月14日

別紙１  住民基本台帳関係事
務　提供先（番号法別表第二
に定める事務を行う者）
提供先No.

№51から№58を1つずつ繰り上げる 事前

令和3年6月9日

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

システム６

①システムの名称
共通データベースシステム（庁内連携システム）

②システムの機能
統合データベース機能
各業務システム間で必要となる連携データを集
約管理し、各業務システムへ提供する機能

③他のシステムとの接続
［○］既存住基システム
［〇］税務システム
［○］その他（各社会保障システム、情報照会シ
ステム）

事後
重要な変更にあたらない（想定
される範囲のリスク）



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和4年2月28日

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

[○]移転を行っている（　　44　）件 [○]移転を行っている（　　47　）件 事後
重要な変更にあたらない（実態
に則した修正）

令和4年7月13日

・番号法第19条第8号及び別表第二
【情報提供】
1,2,3,4,6,8,9,11,16,18,20,21,23,27,30,31,34,35,37,3
8,39,40,42,48,53,54,57,58,59,61,62,66,67,70,74,77
,80,84,85の
2,89,91,92,94,96,97,101,102,103,105,106,107,108,
111,112,113,114,116,117及び120の項
【情報照会】なし

・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二の主務
省令で定める事務及び情報を定める命令（平成
26年内閣府・総務省令第7号）
【情報提供】第1条,第2条,第3条,第4条,第6条,第7
条,第8条,第10条,第12条,第13条,第14条,第16条,
第20条,第22条,第22条の3,第22条の4,第23条,第
24条,第24条の2,第24条の3,第25条,第26条の3,
第27条,第28条,第31条,第31条の2,第31条の3,第
32条,第33条,第37条,第38条,第39条,第40条,第
41条,第43条,第43条の3,第43条の4,第44条の2,
第45条,第47条,第48条,第49条,第49条の2,第53
条,第54条,第55条,第56条,第57条,第58条,第59
条,第59条の2の2,第59条の2の3及び第59条の3
【情報照会】なし

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
②法令上の根拠

・番号法第19条第8号及び別表第二
【情報提供】
1,2,3,4,6,8,9,11,16,18,20,23,27,30,31,34,35,37,38,3
9,40,42,48,53,54,57,58,59,61,62,66,67,70,74,77,80
,84,85の
2,89,91,92,94,96,97,101,102,103,105,106,107,108,
111,112,113,114,116,117及び120の項
【情報照会】なし

・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二の主務
省令で定める事務及び情報を定める命令（平成
26年内閣府・総務省令第7号）
【情報提供】第1条,第2条,第3条,第4条,第6条,第7
条,第8条,第10条,第12条,第13条,第14条,第16条,
第20条,第22条,第22条の3,第22条の4,第23条,第
24条,第24条の2,第24条の3,第25条,第26条の3,
第27条,第28条,第31条,第31条の2の2,第31条の
3,第32条,第33条,第37条,第38条,第39条,第40条,
第41条,第43条,第43条の3,第43条の4,第44条の
3,第44条の5,第45条,第47条,第48条,第49条,第
49条の2,第51条,第53条,第54条,第55条,第56条,
第57条,第58条,第59条,第59条の2の2,第59条の
2の3及び第59条の3
【情報照会】なし

事後

重要な変更にあたらない（実務
上未実施の情報提供事務の
追加（第31条の2の2、第44条
の3、第44条の5、第51条）及
び項目削除（21項、第31条の
2、第44条の2）のため）

令和3年9月1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
②法令上の根拠

・番号法第19条第7号及び別表第二
【情報提供】
1,2,3,4,6,8,9,11,16,18,20,21,23,27,30,31,34,35,37,3
8,39,40,42,48,53,54,57,58,59,61,62,66,67,70,74,77
,80,84,85の
2,89,91,92,94,96,97,101,102,103,105,106,107,108,
111,112,113,114,116,117及び120の項
【情報照会】なし

・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二の主務
省令で定める事務及び情報を定める命令（平成
26年内閣府・総務省令第7号）
【情報提供】第1条,第2条,第3条,第4条,第6条,第7
条,第8条,第10条,第12条,第13条,第14条,第16条,
第20条,第22条,第22条の3,第22条の4,第23条,第
24条,第24条の2,第24条の3,第25条,第26条の3,
第27条,第28条,第31条,第31条の2,第31条の3,第
32条,第33条,第37条,第38条,第39条,第40条,第
41条,第43条,第43条の3,第43条の4,第44条の2,
第45条,第47条,第48条,第49条,第49条の2,第53
条,第54条,第55条,第56条,第57条,第58条,第59
条,第59条の2の2,第59条の2の3及び第59条の3
【情報照会】なし

・番号法第19条第8号及び別表第二
【情報提供】
1,2,3,4,6,8,9,11,16,18,20,21,23,27,30,31,34,35,37,3
8,39,40,42,48,53,54,57,58,59,61,62,66,67,70,74,77
,80,84,85の
2,89,91,92,94,96,97,101,102,103,105,106,107,108,
111,112,113,114,116,117及び120の項
【情報照会】なし

・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二の主務
省令で定める事務及び情報を定める命令（平成
26年内閣府・総務省令第7号）
【情報提供】第1条,第2条,第3条,第4条,第6条,第7
条,第8条,第10条,第12条,第13条,第14条,第16条,
第20条,第22条,第22条の3,第22条の4,第23条,第
24条,第24条の2,第24条の3,第25条,第26条の3,
第27条,第28条,第31条,第31条の2,第31条の3,第
32条,第33条,第37条,第38条,第39条,第40条,第
41条,第43条,第43条の3,第43条の4,第44条の2,
第45条,第47条,第48条,第49条,第49条の2,第53
条,第54条,第55条,第56条,第57条,第58条,第59
条,第59条の2の2,第59条の2の3及び第59条の3
【情報照会】なし

事前

令和3年8月18日

別紙２  住民基本台帳関係事
務　移転先（番号法別表第一
に定める事務

移転先№：45
移転先（部署名）：子育て支援課
法令上の根拠　別表第一の項番：100
移転先における用途：子育て世帯生活支援特別
給付金の支援に関する事務であって主務省令で
定めるもの

事後
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
（緊急事後評価）に該当

令和3年9月1日

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法令上の根拠

番号法第１９条第７号及び別表第二 番号法第１９条第８号及び別表第二 事前

令和4年2月28日

別紙２  住民基本台帳関係事
務　移転先（番号法別表第一
に定める事務

移転先№：47
移転先（部署名）：新型コロナウイルス感染症緊
急生活支援対策室
法令上の根拠　別表第一の項番：100
移転先における用途：令和３年度住民税非課税
世帯等に対する臨時特別給付金の支給に関す
る事務であって主務省令で定めるもの

事後
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
（緊急事後評価）に該当

令和4年2月28日

別紙２  住民基本台帳関係事
務　移転先（番号法別表第一
に定める事務

移転先№：46
移転先（部署名）：子育て支援課
法令上の根拠　別表第一の項番：100
移転先における用途：令和３年度子育て世帯へ
の臨時特別給付金の支給に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

事後
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
（緊急事後評価）に該当



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和4年7月13日

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

[○]移転を行っている（　　47　）件 [○]移転を行っている（　　48　）件 事後
重要な変更にあたらない（実態
に則した修正）

令和4年7月13日

別紙２  住民基本台帳関係事
務　移転先（番号法別表第一
に定める事務

移転先№：48
移転先（部署名）：子育て支援課
法令上の根拠　別表第一の項番：100
移転先における用途：令和４年度子育て世帯生
活支援特別給付金の支援に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

事後
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
（緊急事後評価）に該当

令和4年7月13日

Ⅴ　評価実施手続
１．基礎項目評価
①実施日

令和3年4月1日 令和4年4月1日 事後
重要な変更にあたらない（時点
の修正）

令和4年7月13日

令和4年7月13日

令和4年7月13日

令和4年7月13日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
（３）送付先情報ファイル
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　②提供先における
用途

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
（３）送付先情報ファイル
３．特定個人情報の入手・使用
⑤使用方法

事後
重要な変更に当たらない（法
改正に伴う表現の修正）

既存住民基本台帳システムより個人番号の通
知対象者の情報を抽出し、個人番号通知書及
び交付申請書等の印刷及び送付に係る事務を
個人番号カード省令第２３条の２（個人番号通知
書及び個人番号カードに関し機構が処理する事
務）に基づいて行う機構に対し提供する（既存住
民基本台帳システム→市町村ＣＳ又は電子記録
媒体→個人番号カード管理システム（機構） ）。

既存住民基本台帳システムより個人番号の通
知対象者の情報を抽出し、個人番号通知書及
び交付申請書等の印刷及び送付に係る事務を
個人番号カード省令第３５条（個人番号通知書、
個人番号カード関連事務の委任）に基づいて委
任する機構に対し、提供する（既存住民基本台
帳システム→市町村ＣＳ又は電子記録媒体→個
人番号カード管理システム（機構） ）。

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
（３）送付先情報ファイル
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　①法令上の根拠

個人番号カード省令第３５条（個人番号通知書、
個人番号カード関連事務の委任）

個人番号カード省令第２３条の２（個人番号通知
書及び個人番号カードに関し機構が処理する事
務）

事後
重要な変更に当たらない（法
改正に伴う表現の修正）

個人番号、４情報その他住民票関係情報
個人番号カードの券面記載事項として、法令に
規定された項目を記録する必要がある。

その他（個人番号通知書及び交付申請書の送
付先の情報）
機構に対し、個人番号通知書及び個人番号カー
ド省令第３５条（個人番号通知書、個人番号カー
ド関連事務の委任）に基づき個人番号通知書及
び交付申請書の印刷、送付並びに個人番号
カードの発行を委任するために、個人番号カード
の券面記載事項のほか、個人番号通知書及び
交付申請書の送付先に係る情報を記録する必
要がある。

・個人番号、４情報、その他住民票関係情報
：個人番号カードの券面記載事項として、法令に
規定された項目を記録する必要がある。

・その他（個人番号通知書及び交付申請書の送
付先の情報）
機構に対し、個人番号カード省令第２３条の２
（個人番号通知書及び個人番号カードに関し機
構が処理する事務）に基づき個人番号通知書及
び交付申請書の印刷、送付並びに個人番号
カードの発行を機構が行うために、個人番号
カードの券面記載事項のほか、個人番号通知書
及び交付申請書の送付先に係る情報を記録す
る必要がある。

事後
重要な変更に当たらない（法
改正に伴う表現の修正）

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
（３）送付先情報ファイル
３．特定個人情報の入手・使用
③使用目的

個人番号カード省令第２３条の２（個人番号通知
書及び個人番号カードに関し機構が処理する事
務）に基づき個人番号通知書及び交付申請書の
印刷、送付並びに個人番号カードの発行を行う
機構に対し、個人番号通知書及び交付申請書
の送付先情報を提供するため。

個人番号カード省令第３５条（個人番号通知書、
個人番号カード関連事務の委任）に基づく委任
を受けて個人番号通知書及び交付申請書の印
刷、送付並びに個人番号カードの発行を行う機
構に対し、個人番号通知書及び交付申請書の
送付先情報を提供するため。

事後
重要な変更に当たらない（法
改正に伴う表現の修正）

令和4年7月13日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
（３）送付先情報ファイル
２．基本情報
④記録される項目　その妥当
性

市区町村から個人番号カード省令第３５条（個人
番号通知書、個人番号カード関連事務の委任）
に基づく委任を受け、個人番号通知書及び交付
申請書を印刷し、送付する。

個人番号カード省令第２３条の２（個人番号通知
書及び個人番号カードに関し機構が処理する事
務）に基づき個人番号通知書及び交付申請書を
印刷し、送付する。

事後
重要な変更に当たらない（法
改正に伴う表現の修正）

令和4年7月13日

番号法第７条第１項（指定及び通知）に基づき、
個人番号通知書を個人番号の付番対象者全員
に送付する必要がある。
また、個人番号通知書と合わせて、交付申請書
を個人番号付番対象者全員に送付する必要が
ある。
市町村は、法令に基づき、これらの事務の実施
を機構に委任する。

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要
（３）送付先情報ファイル
２．基本情報
③対象となる本人の範囲　そ
の必要性

番号法第７条第１項（指定及び通知）及び個人
番号カード省令第７条（個人番号の通知）に基づ
き、個人番号通知書を個人番号の付番対象者
に送付する必要がある。
また、通知カード所持者にあっては、個人番号
カードは通知カードと引き換えに交付することと
されている。
機構は、個人番号カード省令第２３条の２（個人
番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処
理する事務）に基づき、これらの事務を実施す
る。

事後
重要な変更に当たらない（法
改正に伴う表現の修正）


