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I. 基本情報 

電子計算機を結合するにあたり、結合するシステムとそのシステムで使用している個人情報ファイルの内容を記載する。 

 

1. 電子計算機を結合する事務の概要 

① 結合により実施する事務の

概要 

証明書コンビニ交付サービスは、地方公共団体情報システム機構を運営主体とし

て、平成２９年４月３日現在、４０２自治体（対象人口７，３４０万人）で実施され

ており、年間１３０万枚を超える証明書が交付されている。本市においても、先行自

治体と同様の方式により、高度なセキュリティを確保した上で同サービスを実施す

る。なお、本市が交付対象としているのは、住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍証

明書、戸籍附票である。 

証明書交付申請は、コンビニエンスストア等に設置されているキオスク端末で行わ

れ、申請情報は地方公共団体情報システム機構が管理する証明書交付センターを経由

し、本市のコンビニＡＰサーバで受信する。また、受信した申請情報をもとに、証明

書発行サーバで保有している住民記録情報ファイル及び戸籍情報ファイルから証明

書発行に必要な情報を抽出し、コンビニＡＰサーバでＰＤＦ化したものを、証明書交

付センターを経由してキオスク端末へ送信し、証明書を発行する。 

 

2. 結合する理由 

①事務実施上の必要性 社会保障・税番号制度の施行に伴い、マイナンバーカードを活用したコンビニエン

スストア等での住民票の写し等の証明書交付を実施し、市民サービスの向上とマイナ

ンバーカードの普及促進を図ることとしており、そのためには申請情報の受信及び証

明書発行に必要な情報の送信を行う必要がある。 

②実現が期待されるメリット  電子的結合を果たすことにより、全国約 53,000 店舗のキオスク端末から証明書発

行が可能となり、発行可能時間や発行可能場所が拡大することから、市民サービスの

向上を果たすことができる。 

 

3. 評価実施における担当部署 

①部署 市民環境部 住民課 

②所属長 住民課長 大久保 達人 
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（別添１）事務の内容 

 

システム構成イメージ図 

 

（備考） 

≪システム構成≫ 

１ 証明発行サーバ 

  キオスク端末で証明書を交付可能とするために必要な機能（証明書データのＰＤＦ化等）を備えたサーバ。 

２ 証明書交付センターシステム 

  証明発行サーバとキオスク端末の間の通信の中継及び証明書データの偽造・改ざん防止処理を行う。 

３ ＯＣＳＰレスポンダ 

  証明書交付センターシステムは、マイナンバーカードに格納された利用者証明用電子証明書の失効確認を公的個人

認証サービスセンターのＯＣＳＰレスポンダ（公開鍵証明書の失効情報を取得するための通信規約である Online 

Certificate Status Protocol のサーバ）へ問い合わせ、ＯＣＳＰレスポンダは証明書交付センターシステムに対し、

失効確認結果を返答する。  

４ キオスク端末 

  証明書を交付するために必要な機能（証明発行サーバからの証明書データの受信、両面印刷、入金処理、印刷した

証明書データの消去等）を備えた端末。 

 

※赤枠内の庁内システム構成図は別に記載 
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庁内システム構成図 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪セキュリティ対策≫ 

 

１ 主なセキュリティ対策 

⑴ 申請から交付までの手続きを、店舗従業員が介在せず利用者のみで行える。 

 ⑵ 申請時には、マイナンバーカードに格納された電子証明書で本人確認を行うため、本人以外の申請はできない。 

なお、暗証番号を３回間違えた場合はカードが利用できなくなる。 

 ⑶ キオスク端末～本市間の通信は、高度なセキュリティを維持した専用回線及びＬＧＷＡＮを使用し、暗号化して

送信するため、第三者からのアクセスを排除する。 

 ⑷ 証明書データは、本市でＰＤＦ化して送信することで、改ざんや加工を防止する。 

 ⑸ 証明書交付センターにおいて、証明書に「牽制文字」、「スクランブル加工」等の偽造防止措置が図られる。 

 ⑹ 証明書交付センター及びキオスク端末では、証明書データ及び利用者情報を保持しない。なお、証明書データは、

印刷後にキオスク端末から完全に消去する。 

⑺ 交付時には、キオスク端末から取り忘れ防止の音声と警告表示がなされる。 

住民記録 

システム 

住民記録

ＤＢ 

基幹系システム 

新窓口対応 

システム 

個人法人

ＤＢ 

住民記録停止情報 

住民票の写し等 

証明書 

戸籍情報システム 

戸籍ＤＢサーバ 

戸籍ＤＢ 

証明書自動交付機 

システム 

証明書 

自動交

付機 

住民票の写し等 

証明書 

 

宛名情報連携 

参照 

証明書交付センターシステムへ 
戸籍証明書等 

証明書発行 

サーバ 

住民記録情

報ファイル 

利用者管理

ファイル 

戸籍情報 

ファイル 

証明書コンビニ交付 

システム 

ｺﾝﾋﾞﾆ AP 

サーバ 

 

PDF 

ＬＧＷＡＮ 
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なお、印刷不良等の場合は無効印を押して利用者に持ち帰らせるほか、マイナンバーカードや証明書の置き忘れ

時は、店舗従業員が警察に届け出る。 

   

 ●個人情報の流れ 

 

 

               申請                  暗号化                   暗号化 

 

 

 

 

                交付                 暗号化                    暗号化 

 

 

２ 関係先毎の対策 

⑴ 本市 

ア 徳島市情報セキュリティーポリシーに基づく適切な管理・運営を行う。 

組織的・人的・物理的・技術的セキュリティ対策等により、十分なセキュリティを確保する。 

   ・組織体制整備、取扱規定の整備 

   ・住民基本台帳、戸籍業務で使用する端末機器等は、インターネット等の回線と独立した系統で設置 

   ・ウィルス対策ソフトウェア、ファイアウォール等によってセキュリティを確保。 

   ・職員個人毎のアクセス権限で端末を使用 

・操作ログ記録により不正アクセスを確認 

・記録媒体の施錠保管 

   ・使用者全員の研修実施 

   ・特定個人情報の取扱いにかかる自己点検、内部監査の実施  等 

 イ 地方公共団体情報システム機構の示す仕様書に準拠したサーバを構築する。 

証明書交付センターの広域交付サーバ以外の外部ネットワークからの不正アクセスを排除し、安全な申請情報

の受信及び証明書データの送信を行う。 

⑵ ＬＧＷＡＮ 

本市と証明書交付センター間のネットワークは、インターネットと切り離され、行政機関内に閉じたネットワー

クとして利用されているＬＧＷＡＮ（総合行政ネットワーク）を利用する。 

ＬＧＷＡＮは、インターネットからＬＧＷＡＮへのＩＰリーチャビリティ（到達性）を完全に遮断することで、

インターネット経由での不正アクセスやコンピューターウィルスの感染、ＳＰＡＭメール等の脅威から守られてい

る。 

  ア ファイアウォールによる防御 

    ＬＧＷＡＮの各種サーバ群をファイアウォールによって侵入の脅威から防御する。 

イ 通信の暗号化 

ｷｵｽｸ端末 

保持しない 

交付ｾﾝﾀｰ 

保持しない 

市 

申請受理 

市 

証明書 PDF 

ｷｵｽｸ端末 

保持しない 

交付ｾﾝﾀｰ 

保持しない 

ｶｰﾄﾞ 

証明

書 
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  ＳＳＬ通信による通信内容の暗号化により、個人情報漏えい防止対策を実施する。 

ウ ＩＤＳ（侵入検知機能） 

地方公共団体間、都道府県ノード間での直接通信を制限し、すべての通信を監視することで、不正アクセスの

検知を行う。 

エ 公開鍵基盤（ＰＫＩ）による組織認証の実施 

    認証技術による情報の「盗聴」「改ざん」「なりすまし」「事後否認」を防止する。 

 ⑶ 証明書交付センター 

ア 広域交付サーバはセキュリティの確保されたＩＤＣに設置する。 

イ 通信は、閉域性の確保された専用回線及びＬＧＷＡＮを使用し、証明書データを暗号化（ＳＳＬ）するととも

に、ファイアウォール、ＩＰＳにより、第三者からのアクセスを排除する。 

  ウ 証明書データ及び利用者情報を保持しない。 

エ 交付する証明書データに偽造・改ざん防止処理を施す。 

   ・牽制文字 

     コピーすると「複写」の文字が浮かび上がる。 

    ・スクランブル画像 

     表面の証明書に暗号処理を施した画像を裏面に印刷する。問い合わせサイトで暗号解除した画像を表示する

ことで、改ざんされていないか確認できる。 

・偽造防止検出画像 

     目視で確認できない潜像画像を裏面に印刷する。専用器具で偽造されていないか確認できる。 

⑷ 専用回線 

   コンビニ事業者等と証明書交付センター間のネットワークは、第三者からのアクセスを排除するため、閉域性が

確保された専用回線を使用する。 

専用回線は、回線を占有して１対１の関係で通信するもので、ＳＳＬ通信による通信内容の暗号化により、個人

情報漏えい防止対策を実施している。 

⑸ コンビニ事業者 

   証明書交付サービスを実施するにあたり、証明書交付センターから提示される「キオスク端末要件定義書」及び

ネットワーク接続要件に準じることが条件となる。 

  ア ＥＣセンター(Electronic Commerce:電子商取引を行うための通信事務センター) 

   ・行政サービス専用ルータを設置し、他のルータからの接続を禁止する。 

   ・外部接続用ファイアウォールを設置し、通信を制限する。 

   ・ＥＣセンターで証明書データを保持しない仕組みを整備する。 

   ・毎年セキュリティ診断を実施する。 

  イ 店舗ネットワーク 

   ・閉域性の確保された専用回線を使用し、第三者からのアクセスを排除する。 

   ・通信時に証明書データを暗号化（ＳＳＬ）する。 

   ・店舗ネットワークとの接続は全てＥＣセンター経由とし、ＥＣセンターで許可された通信のみ接続可能とする。 

   ・毎年セキュリティ診断を実施する。 

  ウ 店舗内システム 
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   ・ルータ等のネットワーク機器は、警備会社等が保有する鍵により施錠管理する。 

   ・店舗ルーターによりプロトコルレベルでは店舗内通信を制限する。 

   ・コンビニ店舗のオーナー・従業員はプログラムを操作できない仕組みとする。 

   ・店舗内無線ネットワークは、認証セキュリティを採用するとともに、キオスク端末と接続しない仕組みとする。 

  エ キオスク端末 

   ・キオスク端末は、証明書データ及び利用者情報を保持しない。セキュリティソフト（ISO/IEC15408 認証（情報

技術セキュリティが正しく実装されていることを評価するための国際標準規格）の取得必須）により、証明書

データは印刷後、キオスク端末から完全に消去する。 

   ・鍵及びパスワードにより、キオスク端末保守員以外の者がキオスク端末にアクセスすることを排除する。  

   ・コンビニ店舗のオーナー・従業員はキオスク端末のプログラムを操作できない仕組みとする。  

・キオスク端末による証明書の交付日時等をログにより保存する。 

  オ 交付 

   ・操作・支払い・受領にコンビニ店員が介在しない。 

   ・証明書の印刷終了時に、キオスク端末の画面や音声により、マイナンバーカード及び証明書の取り忘れ防止の

注意喚起を行う。 

   ・取り忘れ時は、コンビニ事業者の店舗従業員等が所轄の警察署に届け出る。 

   ・紙詰まり、印刷不良等、印刷に失敗した際は、返金処理を行うとともに、無効印を押印した当該用紙を住民に

持ち帰らせる。 

  カ その他 

   ・証明書交付サービスに携わる事業者にＩＳＭＳ認証（財団法人日本情報処理開発協会が定めた情報セキュリテ

ィマネジメントの評価制度）の取得を推奨する。 

   ・コンビニ店舗の店主による不正行為はフランチャイズ契約により禁止する。 

   ・コンビニ店舗の従業員による不正行為は就業規則により禁止する。 

   ・コンビニ店舗内における監視カメラを設置する。 

 

３ 異常時の対応 

  徳島市、証明書交付サービス運営主体、コンビニ事業者は、管理範囲内におけるシステム及びネットワークの監視、

ログの取得と解析を行い、異常が発生した場合は互いに連絡を行うとともに、復旧対処を行う。また、復旧後におい

ても連絡を行う。 
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  全国規模の障害が発生した場合は、証明書交付サービス運営主体が緊急停止判断をした上でサービスを停止する。 

  ただし、コンビニ事業者において発生した重大な障害については、コンビニ事業者の判断のもとでサービスの緊急

停止を実施する。 

  また、復旧までは、店舗従業員が利用者に対して市町村窓口で証明書交付を受けるよう依頼する。 
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II. 電子計算機の結合の概要 

 

1. 結合するシステムの内容 

①システムの名称 証明書コンビニ交付システム 

②システムの機能 １ コンビニ交付機能 

  キオスク端末からの要求に応じて、証明書データを送信する。  

③他のシステムとの接続 証明書自動交付機システム 

④システムを用いて実施してい

る事務の内容 

交付請求による住民票の写し等の証明書の交付。 

⑤システムの使用者数 １０人以上 ５０人未満 

⑥システムを利用することによ

る効果 

正確かつ統一的にデータを管理できるため、行政事務の効率化が期待できる。ま

た、コンビニ等での証明書交付が円滑に実施できるため、市民サービスの向上を果

たすことができる。 
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2. 結合する相手 

①結合する相手方 地方公共団体情報システム機構 

②結合の方法 □ 専用線 

■ ＬＧＷＡＮ 

□ 公衆回線 

□ その他（                        ） 

③結合先のシステム使用者数 地方公共団体情報システム機構において非公開情報としている。 

④結合による情報提供の有無 有り 

⑤結合による情報提供の相手先 地方公共団体情報システム機構 

⑥結合により提供する個人情報 住民票の写し等の証明書データ及び利用者情報。 

ただし、自治体から証明書交付センター及びキオスク端末間へ送信したデータを

何かに登録することはなく、個人情報の保持は行われない。 

⑦結合により提供される個人情

報 

戸籍証明書申請情報。 
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3. 結合先のシステムの概要 

①結合先システムの名称 証明書交付センターシステム 

②結合先システムの機能 １ コンビニＡＰサーバとキオスク端末間の通信の中継 

２ 証明書データの偽造・改ざん防止処理 

③他のシステムとの接続 コンビニ事業者等が管理運営するＥＣセンター及び各店舗間においてコンビニ交

付実施のために構築されたシステムと接続。 

④システムを用いて実施してい

る事務の内容 

自治体ごとの証明書の交付通数、交付場所等の統計情報を管理し、該当市区町村

に必要な情報を提供。 

⑤結合先システムの使用者数 地方公共団体情報システム機構において非公開情報としている。 

⑥結合先システムを利用するこ

とによる効果 

コンビニ交付サービスの運営主体となる地方公共団体情報システム機構のシステ

ムを利用することで、全国約 53,000 箇所での証明書交付サービスが円滑に実現す

るとともに、事務の効率化が図られる。 

⑦システムで管理している個人

情報ファイル 

自治体から証明書交付センター及びキオスク端末へ送信したデータを何かに登録

することはなく、個人情報の保持は行われない。 
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4. 結合に伴う個人情報の取扱の委託 

委託の有無 ■ 委託する 

□ 委託しない 

委託事項１  

①委託内容 証明書コンビニ交付システムの運用支援 

②取扱を委託する個人情報ファ

イルの範囲 

個人情報ファイル（住民記録情報ファイル、戸籍情報ファイル、利用者管理ファイ

ル）の全体 

 対象となる本人の数 □ １万人未満 

□ １万人以上１０万人未満 

■ １０万人以上１００万人未満 

□ １００万人以上 

 対象となる本人の範囲 ・徳島市に在住する住民（住民基本台帳法第５条（住民基本台帳の備付け）に基づ

き住民基本台帳に記録された住民） 

・徳島市に本籍を定める者 

 その妥当性 証明書コンビニ交付システムの運用支援業務は、当該システムのデータベースが

徳島市に在住する住民及び徳島市に本籍を定める者を対象としているため、委託先

に提供する必要がある。 

③委託先における取扱者数 ■ 10 人未満 

□ 50 人以上 100 人未満 

□ 500 人以上 1000 人未満 

□ 10 人以上 50 人未満 

□ 100 人以上 500 人未満 

□ 1000 人以上 

④委託先への個人情報ファイル

の提供方法 

証明書コンビニ交付システムの運用支援に必要な範囲で、システムを通じて個人

情報ファイルにアクセスする。 

⑤委託先名の確認方法 委託先が決定した場合は、徳島市ホームページにて公表する。 

⑥委託先名 富士通株式会社徳島支店 

再委託 ⑦再委託の有無 □ 再委託する 

■ 再委託しない 

⑧再委託の許諾方法  

⑨再委託事項  

委託事項２  

①委託内容 証明書等自動交付事務 

②取扱を委託する個人情報の範

囲 

自動交付により出力された証明書等及び交付することにより作成される一切の文

書。なお、個人情報ファイルの取扱いは委託しない。 

 対象となる本人の数 □ １万人未満 

□ １万人以上１０万人未満 

■ １０万人以上１００万人未満 
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□ １００万人以上 

 対象となる本人の範囲 ・徳島市に在住する住民（住民基本台帳法第５条（住民基本台帳の備付け）に基づ

き住民基本台帳に記録された住民） 

・徳島市に本籍を定める者 

 その妥当性 証明書等の自動交付事務を実施するには、申請内容に基づいた証明書情報を委託

先に提供する必要がある。 

③委託先における取扱者数 地方公共団体情報システム機構において非公開情報としている。 

④委託先への個人情報の提供方

法 

申請内容に基づき、証明書データ及び利用者情報を証明書交付センターへ送信す

る。なお、個人情報ファイルは提供しない。 

⑤委託先名の確認方法 徳島市ホームページにて公表する。なお、証明書等自動交付事務は、委託先が地

方公共団体情報システム機構に限定されている。 

⑥委託先名 地方公共団体情報システム機構 

再委託 ⑦再委託の有無 ■ 再委託する 

□ 再委託しない 

⑧再委託の許諾方法 本市と地方公共団体情報システム機構間で締結する証明書等自動交付事務の運営

管理にかかる協定書において、地方公共団体情報システム機構がコンビニエンスス

トア事業等を行う者と証明書等自動交付事務委託契約を締結することを記載する。 

⑨再委託事項 証明書等の自動交付及び交付にかかる手数料の収納 
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III. 結合するシステムで使用する個人情報ファイルの概要 

結合するシステムでは個人情報ファイルを使用しない。庁内においては個人情報ファイルを使用しており、証明書発

行サーバにおいても住民記録情報ファイル等を使用している。 

1. 基本情報 

個人情報ファイル名 住民記録情報ファイル 戸籍情報ファイル 

①ファイルの種類 ■ システム用ファイル 

□ その他の電子ファイル（表計算ファ

イル等） 

■ システム用ファイル 

□ その他の電子ファイル（表計算ファ

イル等） 

②対象となる本人の数 □ １万人未満 

□ １万人以上 10 万人未満 

■ 10 万人以上 100 万人未満 

□ 100 万人以上 

□ １万人未満 

□ １万人以上 10 万人未満 

■ 10 万人以上 100 万人未満 

□ 100 万人以上 

③対象となる本人の範囲 ・徳島市に在住する住民（住民基本台帳

法第５条（住民基本台帳の備付け）に

基づき住民基本台帳に記録された住

民）。 

徳島市に本籍を定める者（戸籍法第６条

（戸籍の編成基準））。 

 その必要性 住民基本台帳を整備し、住民に関する記

録を正確に管理し、住民票の写し等の証

明書を交付する必要があるため。 

戸籍簿を整備し、本籍人に関する記録を

正確に管理し、戸籍の謄本もしくは抄本

等の証明書を交付する必要があるため。 

④記録される項目 □ 10 項目未満 

□ 10 項目以上 50 項目未満 

□ 50 項目以上 100 項目未満 

■ 100 項目以上 

□ 10 項目未満 

□ 10 項目以上 50 項目未満 

■ 50 項目以上 100 項目未満 

□ 100 項目以上 

 主な記録項目 ■ 個人番号  ■その他識別符号 □ 個人番号  ■その他識別符号 

■ ４情報(氏名、性別、生年月日、住所) ■  氏名、性別、生年月日 

□ 連絡先（電話番号等） □ 連絡先（電話番号等） 

■ 業務関係情報 ■ 業務関係情報   ■ 戸籍情報 

 要配慮個人情報 ■ 要配慮個人情報を含む 

□ 要配慮個人情報を含まない 

■ 要配慮個人情報を含む 

□ 要配慮個人情報を含まない 

 その妥当性 対象者の正確な特定、住民基本台帳の整

備による住民に関する記録の適正な管

理等を行うために保有。 

対象者の正確な特定、戸籍簿の整備によ

る本籍人に関する記録の適正な管理等

を行うために保有 

 全ての記録項目 別添２を参照。 別添２を参照。 

⑤保有開始日 平成１０年８月３１日 平成２９年１０月中旬（予定） 

⑥事務担当部署 市民環境部住民課 市民環境部住民課 
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個人情報の入手・使用 

①入手元 ■ 本人又は本人の代理人 

□ 同じ機関内の他部署 

■ 行政機関・独立行政法人等 

■ 地方公共団体・地方独立行政法人 

□ 民間事業者 

□ その他 

■ 本人又は本人の代理人 

□ 同じ機関内の他部署 

■ 行政機関・独立行政法人等 

■ 地方公共団体・地方独立行政法人 

□ 民間事業者 

■ その他（司法機関） 

②入手方法 ■ 紙      □ 電子記録媒体

（フラッシュメモリを除く） 

□ フラッシュメモリ 

□ 電子メール  □ 専用線   

□ 庁内連携システム 

■ その他（住民記録システム、住民基

本台帳ネットワークシステム、法務

省連携システム ） 

■ 紙      □ 電子記録媒体

（フラッシュメモリを除く） 

□ フラッシュメモリ 

□ 電子メール  □ 専用線   

□ 庁内連携システム 

□ その他（         ） 

③入手の時期・頻度 ●個別的に対応する事務に際して入手 

 ・住民異動届出時（１年間に約２０，

２００件） 

 ・住民票記載の住所にいないことが実

態調査で確認できた時（１年間に約

３０件） 

 ・本籍地市町村から住基法９条２項通

知が送付された時（１年間に約９，

７００件） 

 ・法務省（入国管理局）から在留情報

等の通知があった時（１年間に約

１，２００件） 

●個別的に対応する事務に際して入手 

 ・戸籍届出時（１年間に約 10,670  

件） 

 

④入手に係る妥当性 住民異動届に当たっては、まずは本人

から必要情報を入手する必要があるた

め。入手後、住民記録システム又は住基

ネットを通じ、居住関係の正確性の確認

を行う。 

  外国人住民については、住民票記載

項目である在留情報等を入手する必要

があるため。 

戸籍届に当たっては、まずは本人から

必要情報を入手する必要があるため。入

手後、戸籍情報システムを通じ正確性の

確認を行う。 

 

⑤本人への明示 本人から住民記録情報を入手するこ

とについては、住基法第３条に明示され

ている。 

本人から戸籍記載情報を入手するこ

とについては、戸籍法第２５条に明示さ

れている。 
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  法務省から外国人住民に関する情報

を入手することについては、住基法第３

０条の４５に明示されている。 

 

⑥使用目的 住民基本台帳を整備し、住民に関する

記録を正確に管理し、住民記録の照会、

住民票の写し等証明書を交付する。 

戸籍簿を整備し、本籍人に関する記録

を正確に管理し、戸籍証明書を交付す

る。 

 変更の妥当性   

⑦使用の主

体 

使用部署 住民課、市民協働課１４支所 住民課、市民協働課１４支所 

使用者数 □ 10 人未満 

□ 10 人以上 50 人未満 

□ 50 人以上 100 人未満 

■ 100 人以上 500 人未満 

□ 500 人以上 1000 人未満 

□ 1000 人以上 

□ 10 人未満 

□ 10 人以上 50 人未満 

□ 50 人以上 100 人未満 

■ 100 人以上 500 人未満 

□ 500 人以上 1000 人未満 

□ 1000 人以上 

⑧使用方法 １．住民異動に関する事務 

  ①提出された住民異動届等内容の審

査及び届出人の本人確認を行う。 

 ②住民異動届等を受理し、住民票関係

情報を住民記録ＤＢに更新する。 

 ③転入の場合は、住民記録ＤＢに登録

し、転出地市町村に転入通知情報を送

信する。マイナンバーカード保有者の

場合は、転出地市町村から転出証明書

情報を受領する。 

 ④転出の場合は、住民記録ＤＢから消

除し、転出証明書を交付する。マイナ

ンバーカード保有者の場合は、転入地

市町村へ転出証明情報を送信するた

め、転出証明書の交付は行わない。 

 ⑤本籍地の市町村に附票の記載事項通

知情報を送信する。 

２．個人番号に関する事務 

 ①出生等の住民に対し、住民票コー

ド・個人番号を住民記録ＤＢに登録

し、通知カード等を送付する。 

 ②交付申請者に対し、本人確認を行い、

通知カードを回収し、マイナンバーカ

ードを交付する。  

１．戸籍届出に関する事務 

①届書が提出されたら本籍人について

証明書等が交付できないように証明

発行抑止をかける。 

②届書内容の審査及び届出人の本人確

認を行う。 

③届書を受理し、戸籍システムに入力

し、戸籍の仮記載を行う。 

④戸籍記載を要する他市区町村に届書

（届書の謄本）を送付する。 

⑤事件本人の住所地の市区町村に住基

法第９条２項通知を行う。また、本籍

地等に住基法第１９条３項通知を行

う。 

⑥戸籍記載内容を確認し、戸籍ＤＢを

更新する。 

⑦他市区町村で届書を受理した場合

は、届書の送付後、上記の①から⑥（た

だし⑤の住基法９条２項通知は除く）

の作業を行う。 

２．高齢者消除に関する事務 

 ①１２０歳以上の高齢者であり、か

つ、戸籍の附票に住所の記載がない場

合に職権消除の許可を法務局に申請
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３．実態調査に関する事務 

 ①住民票記載の住所にいないことが実

態調査で確認できた場合、該当住民を

職権消除する。 

４．住民基本台帳の閲覧に関する事務 

 ①氏名・生年月日・性別・住所の４情

報を閲覧制度に基づき許可し、閲覧状

況を公表する。 

５．住民票の写し等証明書の交付に関す

る事務 

 ①交付請求者の本人確認を行い、交付

制度に基づき、住民票の写し等証明書

を交付する。 

６．ＤＶ等被害者の支援措置に関する事

務 

 ①ＤＶ等被害者支援措置の申出書の審

査を行い、決定通知書を送付する。 

 ②住民基本台帳の閲覧、住民票の写し

等の交付制限を行う。 

７．情報提供ネットワークシステムに関

する事務 

 ①情報提供ネットワークシステムの情

報照会・情報提供に対応するため、中

間サーバにおいて、個人番号用符号・

統合宛名番号・世帯情報等を保有・管

理する。 

することにより高齢者消除を行う。 

３．実態調査に関する事務 

    なし。 

４．閲覧に関する事務 

  閲覧制度は廃止。 

５．戸籍の謄抄本の交付に関する事務 

①交付請求者の本人確認、直系卑属尊

属など交付制度に基づく権限を確認

し、戸籍に記載された内容を証明す

る。 

６．戸籍は住所の記載が無いため、ＤＶ

等被害者の支援措置の対象の書類と

なっていない。 

７．情報提供ネットワークシステムに関

する事務  

戸籍情報は、情報提供ネットワーク

上に流れないため、関係する事務が無

い。 

 情報の突合 個人番号を住民記録ＤＢに登録する際

に、受領した個人番号情報と住民記録情

報ファイルを、住民票コードをもとに突

合する。 

 

 情報の統計分析 住民登録人口、世帯数、住民異動事由

別の増減数などの統計処理を行うが、特

定の個人を判別しうるような情報の分

析は行わない。 

本籍人口、本籍数の増減数、届出事件

別などの統計処理を行うが、特定の個人

を判別しうるような情報の分析は行わ

ない。 

 権利利益に影響を

与える決定 

 該当無し 

 

 該当無し 

 

⑨使用開始日 平成１０年９月１日 平成２９年１０月中旬（予定） 

  



17 

 

個人情報ファイル名 利用者管理ファイル  

①ファイルの種類 ■ システム用ファイル 

□ その他の電子ファイル（表計算ファ

イル等） 

 

②対象となる本人の数 □ １万人未満 

□ １万人以上 10 万人未満 

■ 10 万人以上 100 万人未満 

□ 100 万人以上 

 

③対象となる本人の範囲 マイナンバーカード交付済者及び徳

島市に本籍を定める者（戸籍法第６条

（戸籍の編成基準））。 

 

 その必要性 マイナンバーカード交付済者及び本

籍地戸籍証明書等交付申請を行った者

の記録を正確に管理し、証明書を交付す

る必要があるため。 

 

④記録される項目 □ 10 項目未満 

■ 10 項目以上 50 項目未満 

□ 50 項目以上 100 項目未満 

□ 100 項目以上 

 

 主な記録項目 □ 個人番号  ■その他識別符号  

■ 氏名、性別、生年月日  

□ 連絡先（電話番号等）  

□ 業務関係情報    

 要配慮個人情報 □ 要配慮個人情報を含む 

■ 要配慮個人情報を含まない 

 

 その妥当性 対象者の正確な特定、マイナンバーカ

ード交付済者及び本籍地戸籍証明書等

申請者に関する記録の適正な管理等を

行うために保有。 

 

 全ての記録項目 別添２を参照。  

⑤保有開始日 平成２９年１０月中旬（予定）  

⑥事務担当部署 市民環境部住民課  
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個人情報の入手・使用 

①入手元 ■ 本人又は本人の代理人 

□ 同じ機関内の他部署 

□ 行政機関・独立行政法人等 

□ 地方公共団体・地方独立行政法人 

□ 民間事業者 

■ その他（自部署） 

 

②入手方法 □ 紙      □ 電子記録媒体

（フラッシュメモリを除く） 

□ フラッシュメモリ 

□ 電子メール  ■ 専用線   

□ 庁内連携システム 

■ その他（住民記録システム） 

 

③入手の時期・頻度 マイナンバーカード交付時、同カード

所持者の転入時及び本籍地戸籍交付申

請がある毎に随時入手。 

 

④入手に係る妥当性 申請者を識別する必要があるため。本

籍地戸籍証明書等の交付には、本人から

申請を受けて登録する必要があるため。 

 

⑤本人への明示 住民記録情報の入手は住民基本台帳

法第７条に、請求者を特定するために必

要な情報を入手することについては戸

籍法第 10 条の３に明示されている。   

 

⑥使用目的 交付申請者に関する記録を正確に管

理し、証明書等を交付する。 

 

 変更の妥当性   

⑦使用の主

体 

使用部署 住民課  

使用者数 □ 10 人未満 

■ 10 人以上 50 人未満 

□ 50 人以上 100 人未満 

□ 100 人以上 500 人未満 

□ 500 人以上 1000 人未満 

□ 1000 人以上 

 

⑧使用方法 １．申請者の識別 

 申請者を識別し、交付可能か判断す

る。 

２．本籍地戸籍証明書申請者の登録 

  ①申請情報を確認し、利用者による証
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明書等交付を可能とする場合は登録

処理を行う。 

  ②申請内容に不備や疑義がある場合

は申請者に連絡する。 

 情報の突合 申請があった場合、申請情報とファイ

ル記録情報を突合する。 

 

 情報の統計分析 登録者数、増減数などの統計処理を行

うが、特定の個人を判別しうるような情

報の分析は行わない。 

 

 権利利益に影響を

与える決定 

 該当無し  

⑨使用開始日 平成２９年１０月中旬（予定）  
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2. 個人情報の保管・消去 

①保管場所 入退室管理を行っている部屋に設置したサーバ内に保管する。 

②保管期間 期間 □ 1 年未満 □ 1 年 

□ 2 年 □ 3 年 

□ 4 年 □ 5 年 

□ 6 年以上 10 年未満 □ 10 年以上 20 年未満 

■ 20 年以上 □ 定められていない 
 

その妥当性 住民記録情報及び戸籍情報は、新たに記載の変更の届出等を受けるまで保管す

る。 

消去方法  住民記録情報ファイル等に記録された個人情報は、常に最新の情報に更新され

る。また、住民記録情報ファイルに記録された個人情報は、死亡・転出時に自動

消去される。一方、戸籍情報ファイル及び利用者管理ファイルでは、死者の個人

情報を取り扱うことから死亡時の自動消去は行わない。なお、利用者管理ファイ

ルに記録された本籍地戸籍証明書交付にかかる登録申請情報の却下分は１年以

内に消去される。 

 

3. 備考 
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（別添２）個人情報ファイル記録項目

住民記録情報ファイル　※注）交付機及びコンビニ住民票は、最新履歴のみの出力のため、データは保持しているが使用している項目は、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 世帯構成項目、個人構成項目、個人番号項目のみ。

情報種別
（主な項目）

1 識別情報 世帯構成項目 世帯番号
2 住民票関係情報 世帯構成項目 現住所番地コード
3 住民票関係情報 世帯構成項目 現住所枝番コード
4 住民票関係情報 世帯構成項目 現住所小枝番コード
5 住民票関係情報 世帯構成項目 現住所
6 住民票関係情報 世帯構成項目 現住所方書
7 住民票関係情報 世帯構成項目 郵便番号
8 住民票関係情報 世帯構成項目 漢字世帯主名
9 住民票関係情報 世帯構成項目 世帯区分

10 技術的事項 世帯構成項目 異動受付フラグ
11 技術的事項 世帯構成項目 排他フラグ
12 住民票関係情報 世帯構成項目 消除フラグ
13 技術的事項 履歴管理項目 作成更新日
14 住民票関係情報 世帯構成項目 住定日
15 住民票関係情報 世帯構成項目 住定届出日
16 住民票関係情報 世帯構成項目 住定事由
17 住民票関係情報 世帯構成項目 備考記載日
18 住民票関係情報 世帯構成項目 備考
19 技術的事項 世帯構成項目 世帯主履歴番号
20 技術的事項 世帯構成項目 現住所履歴番号
21 住民票関係情報 世帯構成項目 備考履歴番号
22 識別情報 世帯構成項目 自治体コード
23 住民票関係情報 世帯構成項目 英字世帯主名
24 識別情報 個人構成項目 個人番号
25 識別情報 個人構成項目 世帯番号
26 住民票関係情報 個人構成項目 カナ氏名
27 住民票関係情報 個人構成項目 検索カナ氏名
28 住民票関係情報 個人構成項目 漢字氏名
29 住民票関係情報 個人構成項目 生年月日
30 住民票関係情報 個人構成項目 和暦生年月日
31 住民票関係情報 個人構成項目 性別
32 住民票関係情報 個人構成項目 続柄１
33 住民票関係情報 個人構成項目 続柄２
34 住民票関係情報 個人構成項目 続柄３
35 住民票関係情報 個人構成項目 住民日
36 住民票関係情報 個人構成項目 住民区分
37 住民票関係情報 個人構成項目 現住所異動事由コード
38 住民票関係情報 個人構成項目 前住所都道府県コード
39 住民票関係情報 個人構成項目 前住所市区町村コード
40 住民票関係情報 個人構成項目 前住所
41 住民票関係情報 個人構成項目 先住所都道府県コード
42 住民票関係情報 個人構成項目 先住所市区町村コード
43 住民票関係情報 個人構成項目 先住所
44 住民票関係情報 個人構成項目 先住所郵便番号
45 住民票関係情報 個人構成項目 先住所異動日
46 住民票関係情報 個人構成項目 先住所届出日
47 住民票関係情報 個人構成項目 先住所異動事由コード
48 住民票関係情報 個人構成項目 先住所区分
49 住民票関係情報 個人構成項目 本籍地都道府県コード
50 住民票関係情報 個人構成項目 本籍地市区町村コード
51 住民票関係情報 個人構成項目 本籍地
52 住民票関係情報 個人構成項目 筆頭者名
53 住民票関係情報 個人構成項目 消除日
54 住民票関係情報 個人構成項目 消除届出日
55 住民票関係情報 個人構成項目 消除事由コード
56 住民票関係情報 個人構成項目 外国人国籍コード
57 住民票関係情報 個人構成項目 氏名履歴番号
58 住民票関係情報 個人構成項目 生年月日履歴番号
59 住民票関係情報 個人構成項目 性別履歴番号
60 住民票関係情報 個人構成項目 続柄履歴番号
61 住民票関係情報 個人構成項目 世帯主履歴番号
62 住民票関係情報 個人構成項目 住民日履歴番号
63 住民票関係情報 個人構成項目 本籍地履歴番号
64 住民票関係情報 個人構成項目 筆頭者履歴番号
65 住民票関係情報 個人構成項目 前住所履歴番号
66 住民票関係情報 個人構成項目 先住所履歴番号
67 識別情報 個人構成項目 住民票コード
68 住民票関係情報 個人構成項目 出力順位
69 技術的事項 個人構成項目 住民票コード履歴番号
70 住民票関係情報 個人構成項目 国籍取得日
71 住民票関係情報 個人構成項目 国籍喪失日

ＮＯ 項目種別 項目名 備考
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情報種別
（主な項目）

72 住民票関係情報 個人構成項目 職権記載事由コード
73 住民票関係情報 個人構成項目 職権消除事由コード
74 住民票関係情報 個人構成項目 外国人住民日
75 住民票関係情報 個人構成項目 外国人第３０条４５規定区分
76 住民票関係情報 個人構成項目 外国人在留カード等の番号
77 住民票関係情報 個人構成項目 外国人在留資格コード
78 住民票関係情報 個人構成項目 在留期間
79 住民票関係情報 個人構成項目 在留期間コード
80 住民票関係情報 個人構成項目 在留期間ヶ年
81 住民票関係情報 個人構成項目 在留期間ヶ月
82 住民票関係情報 個人構成項目 外国人在留期間コード
83 住民票関係情報 個人構成項目 外国人在留期間開始日
84 住民票関係情報 個人構成項目 外国人在留期間満了日
85 住民票関係情報 個人構成項目 外国人通称名
86 住民票関係情報 個人構成項目 通称名履歴番号
87 住民票関係情報 個人構成項目 国籍等履歴番号
88 住民票関係情報 個人構成項目 第３０条４５規定区分番号
89 技術的事項 個人構成項目 在留カード等の番号履歴番号
90 技術的事項 個人構成項目 在留資格等履歴番号
91 技術的事項 個人構成項目 在留期間履歴番号
92 技術的事項 個人構成項目 在留期間満了日履歴番号
93 識別情報 履歴管理項目 改製番号
94 技術的事項 履歴管理項目 履歴番号
95 住民票関係情報 氏名履歴項目 履歴カナ氏名
96 住民票関係情報 氏名履歴項目 履歴漢字氏名
97 住民票関係情報 氏名履歴項目 履歴英字氏名
98 住民票関係情報 氏名履歴項目 履歴通称名
99 住民票関係情報 氏名履歴項目 履歴カナ通称名

100 住民票関係情報 氏名履歴項目 履歴備考氏名表示欄区分
101 住民票関係情報 氏名履歴項目 履歴カナ併記区分
102 住民票関係情報 生年月日履歴項目 履歴生年月日
103 住民票関係情報 生年月日履歴項目 履歴和暦生年月日
104 住民票関係情報 続柄履歴項目 履歴性別
105 住民票関係情報 世帯主履歴項目 履歴漢字世帯主名
106 住民票関係情報 世帯主履歴項目 履歴英字世帯主名
107 住民票関係情報 世帯主履歴項目 履歴通称世帯主名
108 住民票関係情報 住民日履歴項目 履歴住民日
109 住民票関係情報 現住所履歴項目 履歴現住所番地コード
110 住民票関係情報 現住所履歴項目 履歴現住所枝番コード
111 住民票関係情報 現住所履歴項目 履歴現住所小枝番コード
112 住民票関係情報 現住所履歴項目 履歴現住所
113 住民票関係情報 現住所履歴項目 履歴現住所方書
114 住民票関係情報 現住所履歴項目 履歴現住所住定日
115 住民票関係情報 現住所履歴項目 履歴現住所届出日
116 住民票関係情報 現住所履歴項目 履歴現住所異動事由コード
117 住民票関係情報 現住所履歴項目 履歴現住所区分
118 住民票関係情報 本籍地履歴項目 履歴本籍地都道府県コード
119 住民票関係情報 本籍地履歴項目 履歴本籍地市区町村コード
120 住民票関係情報 本籍地履歴項目 履歴本籍地
121 住民票関係情報 筆頭者履歴項目 履歴筆頭者名
122 住民票関係情報 前住所履歴項目 履歴前住所都道府県コード
123 住民票関係情報 前住所履歴項目 履歴前住所市区町村コード
124 住民票関係情報 前住所履歴項目 履歴前住所
125 住民票関係情報 前住所履歴項目 履歴前住所郵便番号
126 住民票関係情報 前住所履歴項目 履歴前住所区分
127 住民票関係情報 前住所履歴項目 履歴前住所異動日
128 住民票関係情報 前住所履歴項目 履歴前住所届出日
129 住民票関係情報 前住所履歴項目 履歴前住所異動事由コード
130 住民票関係情報 先住所履歴項目 履歴先住所都道府県コード
131 住民票関係情報 先住所履歴項目 履歴先住所市区町村コード
132 住民票関係情報 先住所履歴項目 履歴先住所
133 住民票関係情報 先住所履歴項目 履歴先住所郵便番号
134 住民票関係情報 先住所履歴項目 履歴先住所異動日
135 住民票関係情報 先住所履歴項目 履歴先住所届出日
136 住民票関係情報 先住所履歴項目 履歴先住所異動事由コード
137 住民票関係情報 先住所履歴項目 履歴先住所区分
138 住民票関係情報 備考履歴項目 履歴備考記載日
139 住民票関係情報 住民票コード履歴項目 異動日
140 住民票関係情報 住民票コード履歴項目 届出日
141 住民票関係情報 第30条48規定区分項目 第３０条４５規定区分
142 技術的事項 履歴管理項目 作成更新時間
143 住民票関係情報 通称名履歴項目 外国人漢字通称名
144 住民票関係情報 通称名履歴項目 登録年月日
145 住民票関係情報 通称名履歴項目 登録自治体コード
146 住民票関係情報 通称名履歴項目 登録自治体名称

ＮＯ 項目種別 項目名 備考
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情報種別
（主な項目）

147 住民票関係情報 通称名履歴項目 消除年月日
148 住民票関係情報 通称名履歴項目 消除自治体コード
149 住民票関係情報 通称名履歴項目 消除自治体名称
150 住民票関係情報 通称名履歴項目 記載フラグ
151 住民票関係情報 国籍履歴項目 履歴外国人国籍コード
152 住民票関係情報 外国人住民日履歴項目 履歴外国人住民日
153 住民票関係情報 在留資格履歴項目 履歴在留資格コード
154 住民票関係情報 在留期間等履歴項目 履歴在留期間
155 住民票関係情報 在留期間等履歴項目 履歴在留期間コード
156 住民票関係情報 在留期間等履歴項目 履歴在留期間ヶ年
157 住民票関係情報 在留期間等履歴項目 履歴在留期間ヶ月
158 住民票関係情報 在留期間等履歴項目 履歴外国人在留期間コード
159 住民票関係情報 在留期間等履歴項目 履歴在留期間等開始日
160 住民票関係情報 在留期間等履歴項目 履歴在留期間等終了日
161 住民票関係情報 在留カード番号等履歴項目 履歴在留カード等の番号
162 住民票関係情報 個人番号項目 マイナンバー
163 印鑑証明関係情報 印鑑基本項目 個人番号
164 印鑑証明関係情報 印鑑基本項目 印鑑番号
165 技術的事項 印鑑基本項目 登録フラグ
166 印鑑証明関係情報 印鑑基本項目 処理事由コード
167 印鑑証明関係情報 印鑑基本項目 異動日
168 印鑑証明関係情報 印鑑基本項目 異動理由コード
169 印鑑証明関係情報 印鑑基本項目 登録日
170 印鑑証明関係情報 印鑑基本項目 廃止抹消日
171 印鑑証明関係情報 印鑑基本項目 登録備考
172 印鑑証明関係情報 印鑑基本項目 照会日
173 印鑑証明関係情報 印鑑基本項目 回答期限
174 印鑑証明関係情報 印鑑基本項目 刻印種類コード
175 印鑑証明関係情報 印鑑基本項目 刻印文字
176 印鑑証明関係情報 印鑑基本項目 印材コード
177 印鑑証明関係情報 印鑑基本項目 本人確認コード
178 印鑑証明関係情報 印鑑基本項目 証明発行フラグ
179 印鑑証明関係情報 印鑑基本項目 証明発行停止理由コード
180 印鑑証明関係情報 印鑑基本項目 証明発行停止日
181 印鑑証明関係情報 印鑑基本項目 証明発行停止解除日
182 印鑑証明関係情報 印鑑基本項目 証明発行停止備考
183 印鑑証明関係情報 印鑑基本項目 旧印鑑番号
184 技術的事項 印鑑基本項目 履歴番号
185 印鑑証明関係情報 印鑑基本項目 印影履歴番号
186 印鑑証明関係情報 印鑑基本項目 作成更新日
187 識別情報 印鑑基本項目 自治体コード
188 印鑑証明関係情報 印鑑基本項目 通称名表示フラグ
189 印鑑証明関係情報 印鑑基本項目 併記名表示フラグ
190 印鑑証明関係情報 印鑑基本項目 方書表示フラグ
191 印鑑証明関係情報 印鑑基本項目 登録場所コード
192 印鑑証明関係情報 印鑑基本項目 受付支所地区コード
193 印鑑証明関係情報 印影項目 印影取込時解像度
194 識別情報 市民カード基本項目 カード種別
195 識別情報 市民カード基本項目 自治体コード
196 識別情報 市民カード基本項目 カード番号
197 識別情報 市民カード基本項目 個人番号
198 技術的事項 市民カード基本項目 カード履歴番号
199 市民カード関係情報 市民カード基本項目 異動事由
200 市民カード関係情報 市民カード基本項目 処理日
201 市民カード関係情報 市民カード基本項目 登録状態
202 市民カード関係情報 市民カード基本項目 交付年月日
203 市民カード関係情報 市民カード基本項目 廃止コード
204 市民カード関係情報 市民カード基本項目 廃止理由
205 市民カード関係情報 市民カード基本項目 廃止年月日
206 市民カード関係情報 市民カード基本項目 備考
207 市民カード関係情報 市民カード基本項目 更新日付
208 市民カード関係情報 市民カード基本項目 更新時間
209 市民カード関係情報 市民カード基本項目 資格種別
210 市民カード関係情報 市民カード基本項目 発行支所
211 市民カード関係情報 暗証番号情報 暗証登録状態
212 市民カード関係情報 暗証番号情報 暗証番号
213 市民カード関係情報 暗証番号情報 暗証処理日
214 市民カード関係情報 暗証番号情報 暗証登録日
215 市民カード関係情報 暗証番号情報 暗証照会日
216 市民カード関係情報 暗証番号情報 暗証回答日
217 市民カード関係情報 暗証番号情報 暗証廃止日
218 市民カード関係情報 暗証番号情報 暗証廃止事由
219 市民カード関係情報 暗証番号情報 暗証照会回数

ＮＯ 項目種別 項目名 備考
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戸籍情報ファイル
情報種別

（主な項目）
1 戸籍関係情報 戸籍個人特定項目 前戸籍個人番号
2 戸籍関係情報 戸籍個人特定項目 個人除区分
3 識別情報 戸籍事項項目 戸籍番号枝番
4 技術的事項 戸籍事項項目 出力区分
5 技術的事項 戸籍事項項目 戸籍事項順位
6 技術的事項 戸籍事項項目 戸籍事項タイトルコード
7 技術的事項 戸籍事項項目 戸籍事項記録コード
8 技術的事項 戸籍事項項目 戸籍事項管掌者コード
9 戸籍関係情報 戸籍事項項目 事件発生日

10 識別情報 戸籍氏名項目 戸籍番号
11 戸籍関係情報 戸籍事項項目 戸籍事項記載内容
12 識別情報 身分事項項目 戸籍個人番号枝番
13 技術的事項 身分事項項目 身分事項順位
14 技術的事項 身分事項項目 身分事項タイトルコード
15 技術的事項 身分事項項目 身分事項記録コード
16 技術的事項 身分事項項目 身分事項管掌者コード
17 戸籍関係情報 身分事項項目 身分事項記載内容
18 戸籍関係情報 身分事項氏名項目 身分事項氏名記載内容
19 戸籍関係情報 戸籍氏名項目 カナ氏名
20 識別情報 戸籍氏名項目 氏集合番号
21 戸籍関係情報 身分事項本籍項目 身分事項本籍記載内容
22 戸籍関係情報 身分事項備考項目 身分事項備考記載内容
23 戸籍関係情報 本籍履歴項目 本籍コード
24 戸籍関係情報 本籍履歴項目 本籍漢字
25 戸籍関係情報 戸籍事項訂正項目 戸籍事項訂正内容
26 識別情報 戸籍氏名項目 名集合番号
27 戸籍関係情報 身分事項訂正項目 身分事項訂正内容
28 技術的事項 附票個人項目 住所履歴番号
29 技術的事項 附票個人項目 住所欄番号
30 住民票関係情報 附票個人項目 住民票個人番号
31 戸籍附票関係情報 附票個人項目 現除区分
32 戸籍附票関係情報 附票個人項目 記録日
33 戸籍附票関係情報 附票個人項目 事由コード
34 戸籍附票関係情報 附票個人項目 事由漢字
35 戸籍附票関係情報 附票個人項目 住所区分
36 戸籍関係情報 戸籍氏名項目 漢字氏名
37 戸籍関係情報 戸籍氏名項目 現除区分
38 戸籍附票関係情報 附票個人項目 住所コード
39 戸籍附票関係情報 附票個人項目 住所漢字
40 戸籍附票関係情報 附票個人項目 方書漢字
41 戸籍附票関係情報 附票個人項目 住定日
42 戸籍附票関係情報 附票個人項目 消除日
43 戸籍附票関係情報 附票個人項目 修正確定日
44 戸籍附票関係情報 附票個人項目 住居表示変更実施日
45 戸籍附票関係情報 附票個人項目 国籍コード
46 識別情報 戸籍氏名項目 戸籍個人番号
47 戸籍関係情報 戸籍氏名項目 筆頭者区分
48 戸籍関係情報 戸籍特定項目 戸籍編成日
49 戸籍関係情報 戸籍特定項目 戸籍改製日
50 識別情報 戸籍氏名項目 氏名履歴番号
51 戸籍関係情報 戸籍特定項目 戸籍消除日
52 戸籍関係情報 戸籍特定項目 戸籍回復日
53 戸籍関係情報 戸籍特定項目 戸籍筆頭者氏名
54 戸籍関係情報 戸籍特定項目 戸籍記録者数
55 戸籍関係情報 戸籍特定項目 戸籍除籍者数
56 戸籍関係情報 戸籍特定項目 戸籍除区分
57 戸籍関係情報 戸籍個人特定項目 個人順位
58 戸籍関係情報 戸籍個人特定項目 入籍日
59 戸籍関係情報 戸籍個人特定項目 除籍日
60 戸籍関係情報 戸籍個人特定項目 性別
61 戸籍関係情報 戸籍個人特定項目 生年月日
62 戸籍関係情報 戸籍個人特定項目 配偶者区分
63 戸籍関係情報 戸籍個人特定項目 父漢字氏名
64 戸籍関係情報 戸籍個人特定項目 母漢字氏名
65 戸籍関係情報 戸籍個人特定項目 父母との続柄
66 戸籍関係情報 戸籍個人特定項目 養父漢字氏名
67 戸籍関係情報 戸籍個人特定項目 養母漢字氏名
68 戸籍関係情報 戸籍個人特定項目 審査不可区分

ＮＯ 項目種別 項目名 備考
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利用者管理ファイル

情報種別
（主な項目）

1 識別情報 カード連携項目 自治体コード
2 技術的事項 カード連携項目 処理日
3 技術的事項 カード連携項目 処理時間
4 識別情報 カード連携項目 管理番号
5 識別情報 カード連携項目 ＡＩＤ値
6 技術的事項 カード連携項目 ＡＰ状態フラグ
7 識別情報 カード連携項目 利用者ＩＤ
8 識別情報 カード連携項目 旧利用者ＩＤ
9 利用者管理関係情報 カード連携項目 カード廃止理由

10 利用者管理関係情報 カード連携項目 カード廃止日
11 利用者管理関係情報 カード連携項目 カード運用状況
12 利用者管理関係情報 カード連携項目 カード有効期限
13 住民票関係情報 カード連携項目 住民票コード
14 利用者管理関係情報 カード連携項目 利用者情報登録処理日
15 利用者管理関係情報 カード連携項目 カード交付日
16 利用者管理関係情報 カード連携項目 一時停止日
17 住民票関係情報 カード連携項目 個人番号（内部） マイナンバーではない
18 住民票関係情報 カード連携項目 出力順位
19 住民票関係情報 カード連携項目 漢字氏名
20 住民票関係情報 カード連携項目 生年月日
21 住民票関係情報 カード連携項目 性別
22 住民票関係情報 カード連携項目 消除フラグ
23 利用者管理関係情報 カード連携項目 カード登録有無
24 利用者管理関係情報 カード連携項目 資格有無住民票
25 利用者管理関係情報 カード連携項目 資格有無印鑑証明
26 利用者管理関係情報 カード連携項目 資格有無戸籍１
27 利用者管理関係情報 カード連携項目 資格有無戸籍２
28 利用者管理関係情報 カード連携項目 資格有無税
29 利用者管理関係情報 カード連携項目 資格有無その他
30 識別情報 カード連携項目 エラー情報

ＮＯ 項目種別 項目名 備考



26 

 

IV. 結合におけるリスク対策（プロセス） 

 

1. 結合するシステムに関するリスク 

 

リスク 1：目的外の入手が行われるリスク 

対象者以外の情報の入手を防止

するための措置の内容 

本市が取得する情報は、キオスク端末等から証明書交付申請を行った者の情報に

限られるため、対象者以外の情報を入手することはない。 

必要な情報以外を入手すること

を防止するための措置の内容 

申請時の画面遷移において、必要以外の情報を入力できない。また、結合するシ

ステムでは申請者データを保持していない。 

その他の措置の内容  

リスクへの対策は十分か □ 特に力を入れている 

■ 十分である 

□ 課題が残されている 

 

リスク２：不適切な方法で入手が行われるリスク 

リスクに対する措置の内容 証明書申請者がキオスク端末等から申請しない限り、情報は入手できない。 

リスクへの対策は十分か □ 特に力を入れている 

■ 十分である 

□ 課題が残されている 

 

リスク３：入手した個人情報が不正確であるリスク 

入手の際の本人確認の措置の内

容 

マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書により申請者の本人確認を行う。 

個人情報の真正性確認の措置の

内容 

マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書により申請者の本人確認後に申請

情報が送信されるため、正確であることが担保されている。 

本籍地戸籍証明書申請があった場合は、本市が記録している本籍地情報との照合

により、個人情報が正確であることを確認する。 

その他の措置の内容  

リスクへの対策は十分か □ 特に力を入れている 

■ 十分である 

□ 課題が残されている 

 

リスク４：入手の際に個人情報が漏えい・紛失するリスク 

リスクに対する措置の内容 システム間の結合手段として専用回線及びＬＧＷＡＮ回線を使用し、暗号化した

通信を行うほか、ウィルス対策ソフトウェア、ファイアウォール等によって高度な

セキュリティ環境を確保することにより、不適切な方法によってデータが漏えい・

紛失することを防止している。 
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二要素認証やユーザ ID/パスワードを用いてアクセス権限を付与された職員だけ

が取り扱うよう限定している。 

リスクへの対策は十分か □ 特に力を入れている 

■ 十分である 

□ 課題が残されている 

 

個人情報の入手におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置 
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2. 結合するシステムが保有する個人情報に関するリスク 

 

リスク１：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 結合先のシステムでは個人情報を保持しないため、権限のない者によって不正に

使用されることはない。 

 具体的な管理方法  

アクセス権限の発効・失効の管理  

 具体的な管理方法  

アクセス権限の管理  

 具体的な管理方法  

個人情報の使用の記録  

 具体的な管理方法  

その他の措置の内容  

リスクへの対策は十分か □ 特に力を入れている 

■ 十分である 

□ 課題が残されている 

 

リスク２：従業者が事務外で使用するリスク 

リスクに対する措置の内容 結合先のシステムでは個人情報を保持しないため、従業者が事務外で使用するこ

とはない。 

リスクへの対策は十分か □ 特に力を入れている 

■ 十分である 

□ 課題が残されている 

 

リスク３：個人情報ファイルが不正に複製されるリスク 

リスクに対する措置の内容 結合先のシステムでは個人情報を保持しないため、個人情報が不正に複製される

ことはない。 

リスクへの対策は十分か □ 特に力を入れている 

■ 十分である 

□ 課題が残されている 

 

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 
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3. 個人情報ファイルの取扱の委託に関するリスク 

委託先による個人情報の不正入手・不正な使用に関するリスク、委託先による個人情報の不正な提供に関するリスク、

委託先による個人情報の保管・消去に関するリスク、委託契約終了後の不正な使用等のリスク、再委託に関するリスク 

情報保護管理体制の確認 委託業者を選定する際、委託先の情報保護管理体制をチェックシートにより確認

する。チェック項目の概要は以下のとおり。 

・個人情報保護に関する規程、体制の整備状況 

・個人情報保護に関する人的安全管理措置 

・個人情報保護に関する技術的安全管理措置 

個人情報ファイルの閲覧者・更新

者の制限 

■ 制限している 

□ 制限していない 

 具体的な制限方法 委託契約書に以下の規定を設ける。 

・アクセス権限を付与する従業員数を必要最小限に限定すること。 

・従業員に付与するアクセス権限を必要最小限に限定すること。 

個人情報ファイルの取扱の記録 ■ 記録を残している 

□ 記録を残していない 

 具体的な方法 契約書等に基づき、委託業務が実施されていることを適時確認するとともに、そ

の記録を残す。 

委託業者から適時セキュリティ対策の実施状況の報告を受けるとともに、その記

録を残す。また、報告内容を検証し、必要があれば対策を実施させる。 

個人情報の提供ルール ■ 定めている 

□ 定めていない 

 委託先から他者への

提供に関するルール

の内容及びルール遵

守の確認方法 

委託業者は他者への個人情報の提供は認められず、その旨、契約書にも明記して

いる。また、委託契約の報告条項に基づき、特定個人情報の取扱いについて書面で

報告させる。必要があれば、職員が現地調査を実施する。 

 委託元と委託先間の

提供に関するルール

の内容及びルール遵

守の確認方法 

委託業者に個人情報を提供する際、日付・枚数を記録した受領管理簿に確認印を

押印してもらい、当市管理者が確認する。委託業者から受領する場合も同様とする。

記録は７年間保存する。 

個人情報の消去ルール ■ 定めている 

□ 定めていない 

 ルールの内容及びル

ール遵守の確認方法 

委託契約上、以下の措置をとる旨を規定 

・保管期間を過ぎた特定個人情報を含む電子媒体及び紙媒体について、適切な方法

で消去又は廃棄すること。 

・電子記録媒体か紙媒体かを問わず、廃棄の際は廃棄履歴管理簿を作成し保管する

こと。 

・委託契約の報告条項に基づき、取扱いについて定期的に報告を受ける。また、必

要があれば、職員が現地調査し、適正に運用されているか確認する。 
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委託契約書中の個人情報ファイ

ルの取り扱いに関する規程 

■ 定めている 

□ 定めていない 

 規程の内容 ・目的外利用の禁止 

・個人情報の照会・更新従事者の制限 

・個人情報提供の禁止 

・情報漏えいを防止するための保管管理に責任を負う 

・情報が不要になった時、又は要請があった時は、情報の返却又は消去などの必要

な措置を講じる 

・個人情報の取扱いについて、定期的に報告をする 

・必要に応じて、当市が委託先の現地調査を実施することができる 

・再委託の原則禁止 

再委託先における個人情報ファ

イルの適切な取扱の確保 

□ 特に力を入れて行っている 

■ 十分に行っている 

□ 十分に行っていない 

□ 再委託していない 

 具体的な方法 委託先において個人情報ファイルの管理状況の検査を年１回以上実施し、書面に

て本市に報告する。 

その他の措置の内容  

リスクへの対策は十分か □ 特に力を入れている 

■ 十分である 

□ 課題が残されている 

 

個人情報ファイルの取扱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 
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4. 個人情報の取扱の委託（システム結合先）に関するリスク 

委託先による個人情報の不正入手・不正な使用に関するリスク、委託先による個人情報の不正な提供に関するリスク、

委託先による個人情報の保管・消去に関するリスク、委託契約終了後の不正な使用等のリスク、再委託に関するリスク 

情報保護管理体制の確認 本市と地方公共団体情報システム機構との証明書等自動交付事務委託契約におい

て、個人情報保護に関する管理体制について規定する。 

個人情報の閲覧者・更新者の制限 ■ 制限している 

□ 制限していない 

 具体的な制限方法 結合先のシステムでは個人情報を保持しないため、個人情報を閲覧・更新するこ

とはない。 

個人情報の取扱の記録 ■ 記録を残している 

□ 記録を残していない 

 具体的な方法 証明書の交付通数、交付場所等の統計情報のみを管理する。 

個人情報の提供ルール ■ 定めている 

□ 定めていない 

 委託先から他者への

提供に関するルール

の内容及びルール遵

守の確認方法 

交付情報等保護の徹底が図られるようシステムを構築するとともに、管理上の措

置を講じることとし、その旨、契約書にも明記している。 

 委託元と委託先間の

提供に関するルール

の内容及びルール遵

守の確認方法 

交付情報等保護の徹底が図られるようシステムを構築するとともに、管理上の措

置を講じることとし、その旨、契約書にも明記している。 

個人情報の消去ルール ■ 定めている 

□ 定めていない 

 ルールの内容及びル

ール遵守の確認方法 

結合先のシステムでは個人情報を保持しない。 

再委託先となるコンビニ事業者等においては、キオスク端末から交付した証明書

データを、印刷後消去することとし、その旨、契約書にも明記している。 

委託契約書中の個人情報の取り

扱いに関する規程 

■ 定めている 

□ 定めていない 

 規程の内容 ・秘密保持義務 

・個人情報保護に関する管理体制 

・個人情報の管理 

・個人情報の消去 

再委託先における個人情報の適

切な取扱の確保 

□ 特に力を入れて行っている 

■ 十分に行っている 

□ 十分に行っていない 

□ 再委託していない 

 具体的な方法 交付情報等保護の徹底が図られるようシステムを構築するとともに、管理上の措
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置を講じることとし、その旨、契約書にも明記している。 

その他の措置の内容  

リスクへの対策は十分か □ 特に力を入れている 

■ 十分である 

□ 課題が残されている 

 

個人情報ファイルの取扱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 
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5. 個人情報を提供することに関するリスク 

 

リスク１：不正な提供が行われるリスク 

個人情報の提供の記録 記録を残している。 

 具体的な方法 証明書交付の記録については、証明書コンビニ交付システム内に交付日時、交付

内容及び交付対象者等が記録される。また、証明書交付センターにおいても、証明

書の交付通数、交付場所等の統計情報を管理しており、証明書交付センターシステ

ムへアクセスすることで、統計情報を取得することができる。 

個人情報の提供に関するルール 定めている 

 ルールの内容及びル

ール遵守の確認方法 

住民基本台帳法、戸籍法及び印鑑の登録及び証明に関する条例を遵守し、証明書

を交付する。なお、サービス開始までに印鑑の登録及び証明に関する条例を改正予

定である。 

個人情報保護の研修（年１回）を実施し、理解度チェックを行う。 

その他の措置の内容  

リスクへの対策は十分か □ 特に力を入れている 

■ 十分である 

□ 課題が残されている 

 

リスク２：不適切な方法で提供が行われるリスク 

リスクに対する措置の内容 証明書コンビニ交付システムでは、マイナンバーカードに格納された利用者証明

用電子証明書を利用した本人確認を経て、申請から証明書データの送信までが自動

で行われるため、不適切な方法での提供が発生しないことが、システムの仕組みと

して担保されている。 

リスクへの対策は十分か □ 特に力を入れている 

■ 十分である 

□ 課題が残されている 

 

リスク３：誤った情報を提供してしまうリスク、誤った相手に提供してしまうリスク 

リスクに対する措置の内容 証明書コンビニ交付システムでは、マイナンバーカードに格納された利用者証明

用電子証明書を利用した本人確認を経て、申請から証明書データの送信までが自動

で行われるため、誤った情報の提供や誤った相手への提供が発生しないことが、シ

ステムの仕組みとして担保されている。 

リスクへの対策は十分か □ 特に力を入れている 

■ 十分である 

□ 課題が残されている 

 

個人情報の提供におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置 
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6. ネットワークシステムとの接続 

 

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 本市が取得する情報は、キオスク端末から証明書交付申請を行った者のみである

ため、対象者以外の情報を入手することはない。 

リスクへの対策は十分か □ 特に力を入れている 

■ 十分である 

□ 課題が残されている 

 

リスク２：安全が保たれない方法によって入手が行われるリスク 

リスクに対する措置の内容 証明書交付センターと本市間の通信回線はＬＧＷＡＮを利用している。ＬＧＷＡ

Ｎは、インターネットから切り離された行政専用の閉域ネットワークであり、ファ

イアウォールによって侵入の脅威から防御しているため、安全が保たれない方法に

よって入手が行われることを防止している。 

リスクへの対策は十分か □ 特に力を入れている 

■ 十分である 

□ 課題が残されている 

 

リスク３：入手した個人情報が不正確であるリスク 

リスクに対する措置の内容 マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書により申請者の本人確認後に申請

情報が送信されるため、正確であることが担保されている。 

本籍地戸籍証明書申請があった場合は、本市が記録している本籍地情報との照合

により、個人情報が正確であることを確認する。 

リスクへの対策は十分か □ 特に力を入れている 

■ 十分である 

□ 課題が残されている 

 

リスク４：入手の際に個人情報が漏えい・紛失するリスク 

リスクに対する措置の内容 システム間の結合手段として専用回線及びＬＧＷＡＮ回線を使用し、暗号化した

通信を行うほか、ウィルス対策ソフトウェア、ファイアウォール等によって高度な

セキュリティ環境を確保することにより、個人情報が漏えい・紛失することを防止

している。 

二要素認証やユーザ ID/パスワードを用いてアクセス権限を付与された職員だけ

が取り扱うよう限定している。 

リスクへの対策は十分か □ 特に力を入れている 

■ 十分である 

□ 課題が残されている 
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リスク５：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 マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を利用した本人確認を経て、証明

書データの送信が自動で行われるため、不正な提供が発生しないことが、システム

の仕組みとして担保されている。 

リスクへの対策は十分か □ 特に力を入れている 

■ 十分である 

□ 課題が残されている 

 

リスク６：不適切な方法で提供されるリスク 

リスクに対する措置の内容 マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書による本人確認を経て、証明書デ

ータの送信が自動で行われるため、不適切な方法での提供が発生しないことが、シ

ステムの仕組みとして担保されている 

リスクへの対策は十分か □ 特に力を入れている 

■ 十分である 

□ 課題が残されている 

 

リスク７：誤った情報を提供してしまうリスク、誤った相手に提供してしまうリスク 

リスクに対する措置の内容 マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書による本人確認を経て、証明書デ

ータの送信が自動で行われるため、誤った情報の提供や誤った相手への提供が発生

しないことが、システムの仕組みとして担保されている。 

リスクへの対策は十分か □ 特に力を入れている 

■ 十分である 

□ 課題が残されている 

 

リスク８：不正な手段により、第三者に個人情報ファイルが取得されるリスク 

リスクに対する措置の内容 証明書交付センターと本市間の通信回線はＬＧＷＡＮを利用している。ＬＧＷＡ

Ｎは、インターネットから切り離された行政専用の閉域ネットワークであり、ファ

イアウォールによって進入の驚異から防御しているため、不正な手段により第三者

に個人情報が取得されることを防止している。 

リスクへの対策は十分か □ 特に力を入れている 

■ 十分である 

□ 課題が残されている 

 

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 
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7. 個人情報の保管・消去 

 

リスク１：個人情報の漏えい滅失・毀損リスク 

①安全管理体制 十分に整備している。 

②安全管理規程 十分に整備している。 

③安全管理体制・規程の職員への

周知 

十分に周知している。 

④物理的対策 十分に行っている。 

 具体的な対策の内容 ①個人を特定できるように入退室用ＩＤカードを貸与し、入退室管理システムでサ

ーバ設置場所の入退室管理を行っている。 

②サーバ設置場所、記録媒体の保管場所を施錠管理している。また、業務端末につ

いては、セキュリティワイヤで施錠する。 

③監視設備として監視カメラを設置している。 

⑤技術的対策 十分に行っている。 

 具体的な対策の内容 ①不正プログラム対策 

  コンピュータウィルス監視ソフトを導入し、サーバ・端末のウィルスチェックを

実施している。また、新種の不正プログラムに対応するため、ウィルスパターンフ

ァイルを定期的に更新を行う。 

  また、ウィルスメール／ＳＰＡＭメール対策のシステムを導入している。 

②不正アクセス対策 

  不正アクセス防止策として、ファイアウォールを導入している。 

⑥バックアップ 十分に行っている。 

⑦事故発生時手順の策定・周知 十分に行っている。 

⑧過去３年以内に個人情報に関

する重大事故が発生したか 

発生なし。 

 その内容  

 再発防止策の内容  

⑨死者の個人情報 住民記録情報ファイルに記録された個人情報は、死亡時に自動消去される。戸籍

情報ファイル及び利用者管理ファイルでは、死者の個人情報を取り扱う。 

 具体的な保管方法 戸籍情報ファイル及び利用者管理ファイル内に保管 

その他の措置の内容  

リスクへの対策は十分か □ 特に力を入れている 

■ 十分である 

□ 課題が残されている 

 

リスク２：個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスク 

リスクに対する措置の内容 住民記録情報ファイル等に記録された個人情報は常に最新の情報に更新される。 

リスクへの対策は十分か □ 特に力を入れている 
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■ 十分である 

□ 課題が残されている 

 

リスク３：個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク 

消去手順 定めている。 

 手順の内容 戸籍情報ファイル及び利用者管理ファイルでは、死者の個人情報を取り扱うこと

から死亡時の自動消去は行わず、同一戸籍内に記載された全員が死亡した時点で戸

籍証明書の発行対象外とする。なお、利用者管理ファイルに記録された本籍地戸籍

証明書交付にかかる登録申請情報の却下分は１年以内に消去される。 

その他の措置の内容  

リスクへの対策は十分か □ 特に力を入れている 

■ 十分である 

□ 課題が残されている 

 

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 
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V. その他のリスク対策 

1. 監査 

①自己点検 十分に行っている。 

 具体的なチェック方

法 

評価書の記載内容通りの運用ができているか、担当部署において自己点検チェック

を年に１回実施し、運用状況を確認する。 

②監査 十分に行っている。 

 具体的な内容 組織内に設置した監査担当により、以下の観点で自己監査を年１回実施し、監査の

結果を踏まえ、体制や規定を改善する。 

・個人情報保護に関する規定及び体制整備 

・個人情報保護に関する人的安全管理措置 

・職員の役割及び責任の明確化、安全管理措置の周知及び教育 

・個人情報保護に関する技術的安全管理措置 

 

2. 従業者に対する教育・啓発 

従業者に対する教育・啓発 十分に行っている。 

 具体的な内容 1.関係職員（任用された派遣要員、非常勤職員、臨時職員を含む。）に対しては、必

要な知識の習得に資するための研修を実施するとともに記録を残す。 

2.委託業者に対しては、契約内容に必要な知識や技術の習得に関する研修の実施を

義務付け、秘密保持契約を締結している。 

3.違反行為を行った関係職員に対しては、その都度指導の上、違反行為の程度によ

っては刑罰の対象となりうる。 

 

3. その他のリスク対策 

 

 

 


