
　市では、東京電子自治体
共同運営サービスなどを利
用した電子申請の取り扱い
を行っています。平成27年
度の利用実績は、右表のと
おりです。
　電子申請サービスでは、
パソコンから各種の申請や
届け出を行うことが可能で
す。利用方法などくわしく
は、市ホームページまたは
東京電子自治体共同運営
サービスホームページ  
https://www.e-tokyo.lg. 
jp/top/index.htmlをご覧
ください。

　住民基本台帳ネットワークシステ
ムは、みなさんの住民基本台帳情報
のうち、氏名、住所、生年月日、性別、
住民票コードといった基礎的な情報
を全国的にコンピューターでネット
ワーク化し、さまざまな行政機関が
本人確認をする必要があるときに参
照できるようにしたものです。これ
によって、パスポートの申請や年金
の現況届など、今まで行政機関への
申請や届け出の際に必要とされてい
た住民票の写しの提出が不要になり
ました。
　平成27年度は、届け出による住民
基本台帳情報の変更など、別表1の
とおり49,507件の更新処理を行い
ました。
　また、住民基本台帳カードの交
付件数や、マイナンバーカード（個
人番号カード）の交付件数などは、
別表2のとおりです。
　なお、住民基本台帳カードの交付
は27年12月28日で終了し、マイナ
ンバーカードの交付が28年1月から
始まりました。

　市では「三鷹市個人情報保護条例」
の中でコンピューター処理による個人
情報の取り扱いについて、特に厳しい
制限を設けるとともに、情報セキュリ
ティマネジメントシステムの認証を取
得し適正な運用を図っています。
　4月現在で、市がコンピューター
によって個人情報を処理している主
な業務と記録項目は 表7 のとおりで
す（〈※〉は27年4月以降に追加した
業務）。
　また、市の電子計算組織と接続先
の電子計算組織との通信回線の結合
により個人情報の処理を行っている
業務は 表8 のとおりです。高度なセ
キュリティーを維持した行政専用の
ネットワークを使用し、適正な運用
を行っています。

　市では、みなさんのプライバシーに関する情報を非常に多く保有していますが、
こうした個人情報を保護するため、収集する個人情報の内容やその利用・管理の
方法などについてのルールを定めています。
■市はどのような個人情報を保有しているのか…
　市役所の各課が新たに個人情報を収集する場合は、どのような個人情報を、
どのような目的で、いつから、どのような形態で、どこの課で管理するかを
記載した「個人情報保管等届出書」を作成し、市長のもとに集約しています。
27年度に新たに作成した届出書は 表4のとおりです。
■�個人情報をほかの部署や国・東京都が利用することは…
　市が保有する個人情報は、たとえ市役所内部の部署同士であっても、収集
したときの目的を超えて利用すること（目的外利用）は禁止しています。また、
国や東京都などの外部の組織に提供すること（外部提供）も禁止しています。
　しかし、例外として、法令に基づく場合や個人情報保護委員会の承認を得
た場合などには、目的外利用や外部提供を行う場合があります。27年度の目
的外利用と外部提供の状況は 表5のとおりです。
■自分の個人情報がどのように管理されているのかを知るには…
　自身の個人情報がどのように管理されているのかを知りたい場合は、個人情
報の開示請求を行うことができます。27年度の開示請求の状況は表6のとお
りです。
■個人情報非開示の場合の救済制度は…
　個人情報が開示されなかったことに不満がある場合は、市に不服申し立て
をすることができます。市は個人情報保護審査会に諮問し、審査会では非開
示の決定が適切であったかどうかを審査します。27年度は、2件の不服申し
立てについて、合計4回の審査を行いました。
※特定個人情報（個人番号を含む個人情報）に関する運用状況については、今後

の「広報みたか」でお知らせします。

根拠規定 目的外利用 外部提供
法令に基づくもの 42 35
緊急でやむを得ないもの 1  0
本人の同意を得たもの 14 7
個人情報保護委員会の承認を得ているもの 68 20

請求 処理状況（注1） 不服
申し立て開示 一部開示 非開示 不存在 取り下げ

77 51 19 0 20 2 2

27年度の電子申請利用実績

別表1 27年度の住民基本台帳ネットワー
クシステム本人確認情報更新処理件数

別表2住民基本台帳カード等交付件数

年度
住民基本
台帳カード
交付件数

マイナン
バーカード
交付件数

住民票の
写しの広域
交付件数

25年度 2,537 ― 113 
26年度 2,439 ― 108 
27年度 1,201 2,700 134 

コンピューター処理の主な業務と記録項目表7

表4 個人情報保管等届出書の内訳

目的外利用と外部提供の項目別内訳表5

開示請求の状況表6

住民基本台帳ネットワークシステムなどの
運用状況 市民課☎内線2326

業　務　名 主な記録項目
住民記録 住所、氏名、生年月日、性別、個人番号
印鑑登録 印影、登録番号
戸籍及び戸籍の附票 氏名、本籍、生年月日
軽自動車税 定置場、標識番号
個人住民税 総所得、年税額
固定資産税（土地･家屋）・都市計画税 評価額、所在地番
収納管理 年税額、収入金額
障がい者福祉 障がい名、手帳等級
生活保護 世帯員氏名、生活扶助金額
国民健康保険 被保険者記号番号、決定税額
介護保険 氏名、資格区分
後期高齢者医療保険 被保険者番号、被保険者資格取得事由
図書館 氏名、登録番号
選挙 氏名、投票区
障がい児計画相談支援　※追加 児童氏名、保護者氏名、支援経過

個人情報保護制度の仕組みと運用状況 相談・情報センター☎44-6600
みなさんのプライバシーを
守るために

（注1） 1件の請求に対して複数の処理が行われる場合があるため、請求件数とは一致しません。

所管 届出件数 保管する情報の名称
秘書広報課 廃止1件 三鷹市長メールマガジン配信
市民課 新規1件 通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書
地域福祉課 変更1件 三鷹市臨時福祉給付金申請書（請求書）

障がい者支援課 新規8件
中等度難聴児発達支援事業に係る補聴器購入費助成申請書、補聴器
購入費助成意見書、補聴器購入費助成決定通知書、補聴器購入費助
成申請却下通知書、補聴器購入助成金請求書、補聴器支給券、代理受
領に係る補聴器購入費支払請求書兼委任状、補聴器購入費助成台帳

子育て支援課 新規3件
子育て世帯臨時特例給付金申請書（請求書）、子どものための教育・
給付に係る支給認定申請書、子どものための教育・給付に係る支給
認定証

教育委員会 新規2件 三鷹市立小学校通学路における防犯カメラの設置（三小・五小・大
沢台小・羽沢小）、三鷹市立図書館メールマガジン配信

通信回線の結合により個人情報の
処理を行っている主な業務と接続先

表8

業務名 接続先
住民基本台帳ネットワーク
システム業務

住民基本台帳ネットワーク
都道府県サーバー

公的個人認証サービス業務 地方公共団体情報システム
機構公的個人認証サーバー

個人番号カード関連業務 地方公共団体情報システム
機構カード管理業務サーバー

東京電子自治体共同運営電
子申請・電子調達サービス
業務

総合行政ネットワーク都道
府県サーバー

マルチペイメントネットワー
クを利用した収納業務
地方税電子申告業務（法人
市民税・事業所税）および
国税連携業務
コンビニエンスストアにお
ける証明書交付業務

コンピューターによる個人情報処理の状況 情報推進課☎内線2149
厳しい制限を設け
適正に管理しています

担当部署 申請内容 件数

東
京
電
子
自
治
体
共
同
運
営
サ
ー
ビ
ス

職員課 職員募集 497
三鷹市職員採用セミナー参加申込 196

契約管理課 電子申請（入札） 338
環境政策課 飼い犬の登録事項変更届・死亡届 10

健康推進課

胃がん検診・胃がん集団検診 574
胃がんリスク検診（ABC検診） 0
子宮がん検診 1,735
大腸がん検診 451
肺がん検診 142
乳がん検診 1,424
歯科健診 239
眼科検診 646
骨粗しょう症健診 120
若年健診 341

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

市民税課
法人市民税申告 2,905
事業所税申告 18
給与支払報告書申告 52,065

資産税課 固定資産税（償却資産） 737
ごみ対策課 粗大ごみ収集申込 4,041
生涯学習課 生涯学習施設予約 555
スポーツ
振興課

市民体育施設予約 73,392
学校体育施設予約 53,807

社会教育
会館

社会教育会館施設予約 10,469
生涯学習講座予約 236

図書館 図書予約システム（貸出） 180,644
合　計 385,582

年　月 更新処理件数

27年

4月 5,710 
5月 3,655 
6月 3,751 
7月 4,009 
8月 3,718 
9月 3,815 

10月 3,634 
11月 3,634 
12月 3,447 

28年
1月 3,153 
2月 3,708 
3月 7,273 

合　計 49,507 

情報推進課☎内線2149

電子申請
サービスを
ご利用
ください

4広報みたか　No.1574　2016.7.3※はがき、ファクス・電子メールによる申込は11面記入例の内容・特記事項を必ず記載してください。

市外局番「0422」は省略しています。市役所各課のファクス番号は市ホームページ「各課ご案内」から確認いただけます。


