
（案）
（別紙３）字句の整理等による変更箇所（事後）

項目 変更前の記載 変更後の記載 備考

Ⅰ-１
②事務の内容
＜制度内容＞
第１段落

　後期高齢者医療制度は、国民の高齢期における
適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を
推進するための計画の作成及び保険者による健康
診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢
者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基
づき、前期高齢者に関する保険者間の費用負担の
調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を
行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向
上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とす
る。

　高齢者医療制度は、国民の高齢期における適切
な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進
するための計画の作成及び保険者による健康診査
等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の
医療について、国民の共同連帯の理念等に基づ
き、前期高齢者に関する保険者間の費用負担の調
整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行
うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上
及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

Ⅰ-１
②事務の内容
＜制度内容＞
第３段落

　後期高齢者医療制度の運営主体は、都道府県ご
とに後期高齢者医療広域連合（その都道府県の区
域内の全市町村が加入する広域連合）が設置さ
れ、保険者となる。政令指定都市も独立した運営で
はなく、その市がある都道府県の広域連合に参加
することになる。なお、保険料の徴収事務や申請・
届出の受付、窓口業務については市町村が処理す
る事務とされている。

　後期高齢者医療制度の運営主体として、都道府
県ごとに後期高齢者医療広域連合（その都道府県
の区域内の全市町村が加入する広域連合）(以下｢
広域連合｣という。)が設置され、保険者となる。政令
指定都市も独立した運営ではなく、その市がある都
道府県の広域連合に参加することになる。なお、保
険料の徴収事務や申請・届出の受付、窓口業務に
ついては市町村が処理する事務とされている。

Ⅰ-１
②事務の内容
＜制度内容＞
第５段落

　後期高齢者医療制度における療養の給付等につ
いては、概ね健康保険と同様の給付が行われる。
また、加入者全員が｢被保険者｣となる（「被扶養者」
という概念はない）ため健康保険に定める「家族給
付」は存在しない。

　後期高齢者医療制度における療養の給付等につ
いては、概ね健康保険法と同様であるが、加入者
全員が｢被保険者｣となる（「被扶養者」という概念は
ない）ため健康保険に定める「家族給付」は存在し
ない。

Ⅰ-１
②事務の内容
＜事務内容＞

＜事務内容＞(※詳細は、｢(別添1)事務の内容｣を
参照)
　後期高齢者医療制度では、各都道府県の後期高
齢者医療広域連合と市町村が連携して事務を行
う。
　基本的な役割分担は、以下のとおりである。
１．後期高齢者医療広域連合
　被保険者の資格管理や被保険者資格の認定、保
険料の決定、医療の給付

＜事務内容＞(※詳細は、｢(別添1)事務の内容｣を
参照)
　後期高齢者医療制度では、各都道府県の広域連
合と市町村が連携して事務を行う。
　基本的な役割分担は、以下のとおりである。
１．広域連合
　被保険者の資格管理や被保険者資格の認定、保
険料の決定、医療の給付

Ⅰ-２
システム１
①システムの名称

後期高齢者医療広域連合電算処理システム（以
下、標準システム）

後期高齢者医療広域連合電算処理システム（以下
「標準システム」という。）

Ⅰ-２
システム１
②システムの機能
１．資格管理業務

（１）被保険者証等の交付申請
　市町村の窓口端末へ入力された被保険者資格等
に関する届出情報を基に、広域連合の標準システ
ムにおいて即時に受付・審査・決定を行い、その結
果を市町村の窓口端末へ配信する。
　市町村の窓口端末では配信された決定情報を基
に被保険者証等を発行する。

（１）被保険者証等の交付申請
　市町村の窓口端末へ入力された被保険者資格等
に関する届出情報を基に、広域連合の標準システ
ムにおいて受付・審査・決定を行い、その結果を市
町村の窓口端末へ配信する。
　市町村の窓口端末では配信された決定情報を基
に被保険者証等を発行する。

Ⅱ-２
③対象となる本人
の範囲
その必要性

　被保険者資格の管理(高齢者の医療の確保に関
する法律第50条等)、一部負担割合の判定(高齢者
の医療の確保に関する法律第67条等)や保険料の
賦課(高齢者の医療の確保に関する法律第104条
等)等の事務を行う上で、被保険者(被保険者資格
の取得予定者を含む)とその被保険者が属する世
帯構成員の所得等の情報を管理する必要がある。
また、65歳に到達し被保険者となり得る者をあらか
じめ対象とすることにより、被保険者の資格取得
（障害認定申請）手続きを簡素化し、75歳年齢到達
時の対象者の把握漏れ等の事務処理誤りを防止
するため。

　被保険者資格の管理(高齢者の医療の確保に関
する法律第50条等)、一部負担割合の判定(高齢者
の医療の確保に関する法律第67条等)や保険料の
賦課(高齢者の医療の確保に関する法律第104条
等)等の事務を行う上で、被保険者(被保険者資格
の取得予定者を含む)とその被保険者が属する世
帯構成員の所得等の情報を管理する必要があるた
め。また、65歳に到達し被保険者となり得る者をあ
らかじめ対象とすることにより、被保険者の資格取
得（障害認定申請）手続きを簡素化し、75歳年齢到
達時の対象者の把握漏れ等の事務処理誤りを防
止するため。
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Ⅱ-２
④記録される項目
その妥当性

１．個人番号
　対象者を正確に特定するために記録するもので、
番号法第9条及び別表第一第59号により利用可。
２．その他識別情報（内部番号）
（１）宛名番号・世帯番号
　住民基本台帳や資格に関する情報を管理するた
めに記録するもの。
（２）被保険者番号
　資格や保険料の賦課・徴収、給付に関する情報
を管理するために記録するもの。
３．基本４情報、連絡先
　被保険者について、通知及び照会を行うために記
録するもの。

４．地方税関係情報
　保険料賦課・徴収に関する事務を行うために記録
するもの。
５．健康・医療関係情報
　給付に関する事務を行うために記録するもの。
６．医療保険関係情報
　資格管理に関する事務を行うために記録するも
の。
７．障害者福祉関係情報
　障害認定に関する事務を行うために記録するも
の。
８．生活保護・社会福祉関係情報
　適用除外に関する事務を行うために記録するも
の。
９．介護・高齢者福祉関係情報
　高額医療・高額介護合算療養費に関する事務を
行うために記録するもの。

１．個人番号
　対象者を正確に特定するために記録するもので、
番号法第9条及び別表第一第59号により利用可。
２．その他識別情報（内部番号）
（１）宛名番号・世帯番号
　住民基本台帳や資格に関する情報を管理するた
めに記録するもの。
（２）被保険者番号
　資格や保険料の賦課・徴収、給付に関する情報
を管理するために記録するもの。
３．基本４情報、連絡先
　被保険者について、通知及び照会を行うために記
録するもの。
４．その他住民票関係情報
　資格管理に関する事務を行うために記録するも
の。
５．地方税関係情報
　保険料賦課・徴収に関する事務を行うために記録
するもの。
６．健康・医療関係情報
　給付に関する事務を行うために記録するもの。
７．医療保険関係情報
　資格管理に関する事務を行うために記録するも
の。
８．障害者福祉関係情報
　障害認定に関する事務を行うために記録するも
の。
９．生活保護・社会福祉関係情報
　適用除外に関する事務を行うために記録するも
の。
１０．介護・高齢者福祉関係情報
　高額医療・高額介護合算療養費に関する事務を
行うために記録するもの。

その他住民票関係情報項目
の説明が欠落していたため
追記

広域連合は市町村から以下の特定個人情報を入
手する。

１．資格管理業務
（１）被保険者資格に関する届出
　転入時等に市町村窓口において、被保険者とな
る住民より入手した届出情報
　番号利用開始日(平成28年1月1日)以後に届出の
ある都度入手。
（２）住民基本台帳情報
　対象となる本人の住民基本台帳情報（世帯単
位）。
　個人番号の付番・通知日(平成27年10月5日)以後
に準備行為として一括で入手。番号利用開始日(平
成28年1月1日)以後は、日次の頻度。
（３）住登外登録情報
　対象となる本人の住民登録外登録情報（世帯単
位）。
　個人番号の付番・通知日(平成27年10月5日)以後
に準備行為として一括で入手。番号利用開始日(平
成28年1月1日)以後は、日次の頻度。

１．広域連合は市町村から以下の特定個人情報を
入手する。

（１）資格管理業務
　ア　被保険者資格に関する届出
　　転入時等に市町村窓口において、被保険者とな
る住民より入手した届出情報。
　　番号利用開始日(平成28年1月1日)以後に届出
のある都度入手。
　イ　住民基本台帳情報
　　対象となる本人の住民基本台帳情報（世帯単
位）。
　　個人番号の付番・通知日(平成27年10月5日)以
後に準備行為として一括で入手。番号利用開始日
(平成28年1月1日)以後は、頻度は日次。
　ウ　住登外登録情報
　　対象となる本人の住民登録外登録情報（世帯単
位）。
　　個人番号の付番・通知日(平成27年10月5日)以
後に準備行為として一括で入手。番号利用開始日
(平成28年1月1日)以後は、頻度は日次。

２．賦課・収納業務
（１）所得・課税情報
　後期高齢者医療の被保険者の保険料及び一部
負担割合算定に必要な情報。頻度は月次および随
時。
（２）期割情報
　市町村が実施した期割保険料の情報。頻度は日
次。
（３）収納情報
　市町村が収納及び還付充当した保険料の情報。
頻度は日次。
（４）滞納者情報
　市町村が管理している保険料滞納者の情報。頻
度は日次。

（２）賦課・収納業務
　ア　所得・課税情報
　　後期高齢者医療の被保険者の保険料及び一部
負担割合算定に必要な情報。頻度は月次および随
時。
　イ　期割情報
　　市町村が実施した期割保険料の情報。頻度は
日次。
　ウ　収納情報
　　市町村が収納及び還付充当した保険料の情
報。頻度は日次。
　エ　滞納者情報
　　市町村が管理している保険料滞納者の情報。
頻度は日次。

３．給付業務
（１）療養費関連情報等
　市町村で申請書等を基に作成した療養費情報
等。頻度は随時。

（３）給付業務
　ア　療養費関連情報等
　　市町村で申請書等を基に作成した療養費情報
等。頻度は随時。

Ⅱ-３
③入手の時期・頻
度
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Ⅱ-４
委託事項１
再委託
⑧再委託の許諾方
法

　原則として再委託は行わないこととするが、再委
託を行う場合には、委託先から再委託先の商号又
は名称、住所、再委託する理由、再委託する業務
の範囲、再委託先に関する業務の履行能力等及び
その他当広域連合のセキュリティポリシー等で委託
先に求めるべきとされている情報について記載した
書面による再委託申請及び再委託に関する履行体
制図の提出を受け、委託先と再委託先が秘密保持
に関する契約を締結していることなど、再委託先に
おける安全管理措置を確認し、決裁等必要な手続
を経た上で、再委託を承認する。

　委託先から再委託先の商号又は名称、住所、再
委託する理由、再委託する業務の範囲、再委託先
に関する業務の履行能力等及びその他広域連合
のセキュリティポリシー等で委託先に求めるべきと
されている情報について記載した書面による再委
託申請及び再委託に関する履行体制図の提出を
受け、委託先と再委託先が秘密保持に関する契約
を締結していることなど、再委託先における安全管
理措置を確認し、決裁等必要な手続を経た上で、
再委託を承認する。

Ⅱ-４
委託事項２
再委託
⑧再委託の許諾方
法

　原則として再委託は行わないこととするが、再委
託を行う場合には、委託先から再委託先の商号又
は名称、住所、再委託する理由、再委託する業務
の範囲、再委託先に関する業務の履行能力等及び
その他当広域連合のセキュリティポリシー等で委託
先に求めるべきとされている情報について記載した
書面による再委託申請及び再委託に関する履行体
制図の提出を受け、委託先と再委託先が秘密保持
に関する契約を締結していることなど、再委託先に
おける安全管理措置を確認し、決裁等必要な手続
を経た上で、再委託を承認する。

　委託先から再委託先の商号又は名称、住所、再
委託する理由、再委託する業務の範囲、再委託先
に関する業務の履行能力等及びその他広域連合
のセキュリティポリシー等で委託先に求めるべきと
されている情報について記載した書面による再委
託申請及び再委託に関する履行体制図の提出を
受け、委託先と再委託先が秘密保持に関する契約
を締結していることなど、再委託先における安全管
理措置を確認し、決裁等必要な手続を経た上で、
再委託を承認する。

Ⅱ-５
移転先１
①法令上の根拠

　「一部事務組合又は広域連合と構成地方公共団
体との間の特定個人情報の授受について（通知）」
（平成27年2月13日付け 府番第27号・総行住第14
号・総税市第12号 内閣府大臣官房番号制度担当
参事官・総務省自治行政局住民制度課長・自治税
務局市町村税課長通知）の｢２ 構成地方公共団体
の事務の一部を共同処理する場合について｣にお
いて、広域連合と市町村との情報の授受は内部利
用に当たるとされているが、当評価書上では便宜
上「移転」として記載する。

　「一部事務組合又は広域連合と構成地方公共団
体との間の特定個人情報の授受について（通知）」
（平成27年2月13日付け 府番第27号・総行住第14
号・総税市第12号 内閣府大臣官房番号制度担当
参事官・総務省自治行政局住民制度課長・自治税
務局市町村税課長通知）の｢２ 構成地方公共団体
の事務の一部を共同処理する場合について｣にお
いて、広域連合と市町村との情報の授受は内部利
用に当たるとされているが、当評価書上では便宜
上「移転」の欄に記載している。

Ⅱ-５
移転先１
⑦時期・頻度

１．資格管理業務
（１）被保険者情報
　番号利用開始日(平成28年1月1日)以後に、日次
の頻度。
（２）被保険者証発行用情報（被保険者証に関する
情報）
　番号利用開始日(平成28年1月1日)以後に、日次
の頻度。
（３）住所地特例者情報
　番号利用開始日(平成28年1月1日)以後に、月次
の頻度。

２．賦課業務
（１）保険料情報
　番号利用開始日(平成28年1月1日)以後に、月次
の頻度。

３．給付業務
（１）療養費決定通知情報
　番号利用開始日(平成28年1月1日)以後に、月次
の頻度。

１．資格管理業務
（１）被保険者情報
　番号利用開始日(平成28年1月1日)以後。頻度は
日次。
（２）被保険者証発行用情報（被保険者証に関する
情報）
　番号利用開始日(平成28年1月1日)以後。頻度は
日次。
（３）住所地特例者情報
　番号利用開始日(平成28年1月1日)以後。頻度は
月次。

２．賦課業務
（１）保険料情報
　番号利用開始日(平成28年1月1日)以後。頻度は
月次。

３．給付業務
（１）療養費決定通知情報
　番号利用開始日(平成28年1月1日)以後。頻度は
月次。

Ⅲ-３-リスク１
宛名システム等に
おける措置の内容

当広域連合では市町村の宛名システムに相当する
システムは存在しない。

広域連合では市町村の宛名システムに相当するシ
ステムは存在しない。

Ⅲ-３-リスク１
事務で使用するそ
の他のシステムに
おける措置の内容

特定個人情報を扱うシステム（標準システム、外付
けカスタマイズシステム）とそれ以外のシステム（財
務会計システムはじめ３システム）とはネットワーク
が物理的に分離されており、アクセスが出来ないた
め、その他の事務で用いるファイルと紐付けが出来
ないようになっている。

特定個人情報を扱うシステム（標準システム、外付
けカスタマイズシステム）とそれ以外のシステム（財
務会計システムはじめ３システム）とはネットワーク
が物理的に分離されており、アクセスができないた
め、その他の事務で用いるファイルと紐付けができ
ないようになっている。

Ⅲ-３-リスク２
ユーザ認証の管理
具体的な管理方法

２．共用を前提としたＩＤや操作者が特定できないＩＤ
の発行は禁止している。

２．共用を前提としたＩＤや操作者が特定できないＩＤ
の発効は禁止している。

Ⅲ-３-リスク２
アクセス権限の発
効・失効の管理
具体的な管理方法

<標準システムにおける措置>
１．発行管理

<標準システムにおける措置>
１．発効管理

Ⅲ-３-リスク２
アクセス権限の発
効・失効の管理
具体的な管理方法

<外付けカスタマイズシステムにおける措置>
１．発行管理
　システム管理者は、広域連合事務局の事務分担
票により各システムを利用する必要がある職員を
特定し、権限を発行する。

<外付けカスタマイズシステムにおける措置>
１．発効管理
　システム管理者は、広域連合事務局の事務分担
票により各システムを利用する必要がある職員を
特定し、権限を付与する。

3



Ⅲ-３-リスク２
アクセス権限の発
効・失効の管理
具体的な管理方法

<ファイルサーバにおける措置>
１．発行管理
（１）システム管理者は、広域連合事務局の事務分
担票により各システムを利用する必要がある職員
を特定し、ファイルサーバの利用権限を年度末を有
効期限として発行する。
（２）標準システムのアクセス権限発行とあわせて、
ユーザ管理台帳により該当ユーザの個人番号への
アクセス権限の有無を確認し、特定個人情報が保
存された領域へのアクセス権限を設定する。

<ファイルサーバにおける措置>
１．発効管理
（１）システム管理者は、広域連合事務局の事務分
担票により各システムを利用する必要がある職員
を特定し、ファイルサーバの利用権限を年度末を有
効期限として発効する。
（２）標準システムのアクセス権限発効とあわせて、
ユーザ管理台帳により該当ユーザの個人番号への
アクセス権限の有無を確認し、特定個人情報が保
存された領域へのアクセス権限を設定する。

Ⅲ-５-リスク１
特定個人情報の提
供・移転の記録
具体的な方法

便宜上「移転」として記載する。 便宜上「移転」の欄に記載している。

Ⅳ-１
①自己点検
具体的なチェック
方法

※1：情報セキュリティ委員会は、当広域連合の情
報セキュリティに関する重要事項を決定する機関で
あり、最高情報統括責任者、統括情報セキュリティ
責任者、情報セキュ リティ責任者、情報セキュリ
ティ管理者、情報システム管理者で構成される。

※1：情報セキュリティ委員会は、広域連合の情報
セキュリティに関する重要事項を決定する機関であ
り、最高情報統括責任者、統括情報セキュリティ責
任者、情報セキュ リティ責任者、情報セキュリティ
管理者、情報システム管理者で構成される。

Ⅳ-１
②監査
具体的な内容

１．当広域連合の最高情報統括責任者は、当広域
連合の情報公開・個人情報保護審査会条例に基づ
き、必要に応じて当広域連合の個人情報保護審査
会に対し、自己点検結果を諮問する。

１．広域連合の最高情報統括責任者は、広域連合
の情報公開・個人情報保護審査会条例に基づき、
必要に応じて広域連合の個人情報保護審査会に
対し、自己点検結果を諮問する。
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