
マイナンバー制度による情報連携の本格運用開始について 

１ 情報連携について 

平成２９年１１月２日付内閣府及び総務省通知により、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（以下「番号法」という。）第１

９条及び同法第２２条に基づき、各行政機関間が特定個人情報の照会等の連携を行

う情報提供ネットワークシステム（以下「情報連携」という。）の運用について、

本格開始日を平成２９年１１月１３日とする旨決定された。 

  情報連携は、平成29年 7月 18日より試行の形で運用されていたが、本格運用

となったことに伴い、番号法および「品川区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基づく個人番号の利用および特定個人情報

の提供に関する条例」に規定する行政事務において、申請手続き時に必要とされて

いた、住民税の課税証明書、生活保護受給証明書、雇用保険受給資格者証など一部

の証明書類の添付が省略可能となったことから、窓口における区民負担の軽減が図

れることとなった。 

２ 区が情報連携で照会する特定個人情報 

   別紙「情報連携により他機関へ照会する事務と特定個人情報」のとおり 

３ その他 

  （１）マイナポータルについて 

     マイナポータルは、国が設けているマイナンバー制度に関わる個人用ポー

タルサイトで、自己の特定個人情報や情報連携記録の検索、行政手続きの電

子申請機能などのオンラインサービスを提供するものであるが、本サービス

も本格運用開始となった。区では、児童手当、妊娠届の電子申請サービスを

開始した。 

（保育における支給認定申請等は平成30年４月よりサービス開始予定） 

（２）マイナポータル閲覧用端末の配備について 

   パソコンを所持していない方のため、国よりマイナポータルアクセス専用

タブレット端末が配備された。下記の箇所で区民利用が可能である。 

税務課、戸籍住民課、子ども家庭支援課、福祉計画課、健康課、各地域セ

ンター、区民相談室 

※利用には本人のマイナンバーカードが必要 

（３）情報連携等について、広報しながわ（12 月 11 日号）に掲載するほか、

区ホームページへの掲載、窓口へのチラシ設置により区民周知を図る。 

総 務 委 員 会 資 料 

平成 29 年 11 月 2９日 

企 画 部 情 報 推 進 課 



事務名 具体的な事務（例） 他機関へ照会する特定個人情報

1 児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する事務
●認定の請求に係る事実の審査（所得の確認）
●現況の届出に係る事実の審査（所得の確認）

・住基情報
・税情報

2
地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条
例による地方税の賦課徴収に関する事務

●個人住民税の障害者控除の適用
●個人住民税の減免

・住基情報　・税情報　・年金情報
・障害者福祉情報　・生保情報
・医療給付等関係情報　・失業保険情報

3
品川区すまいるスクールの実施に関する条例による利用料の徴収に
関する事務

●品川区すまいるスクール利用料の減額およ
び免除に係る事実についての認定に関する事
務

・税情報
・生保情報

4 児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務
●費用の徴収(費用の徴収に係る負担能力の
認定を含む)

・母子生活支援情報　・生保情報
・中国残留邦人情報　・住基情報
・児童扶養手当情報　・税情報

5 児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務

●児童扶養手当の認定請求に係る事実につい
ての審査
●児童扶養手当の手当額改定請求に係る事実
についての審査

・税情報
・年金情報
・障害者情報

6
母子及び父子並びに寡婦福祉法による償還未済額の免除又は資金
の貸付けに関する事務

●母子及び父子並びに寡婦福祉法による寡婦
に対する資金の貸付申請に係る事実について
の審査（支給決定）

・税情報

7 母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務

●自立支援教育訓練給付金の支給申請に係る
事実についての審査（支給決定）
●高等職業訓練修了支援給付金の支給申請に
係る事実についての審査（支給決定）

・税情報　・児童扶養手当
・教育訓練給付金情報
・職業訓練受講給付金情報

8 児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する事務
●認定の請求に係る事実の審査（所得の確認）
●現況の届出に係る事実の審査（所得の確認）

・税情報

9
品川区女性福祉資金貸付条例による女性福祉資金の貸付けに関す
る事務

●女性福祉資金の貸付けの申請の受理、その
申請に係る事実についての審査に関する事務

・税情報

10 品川区奨学金貸付条例による奨学金の貸付けに関する事務
●奨学金の貸付けの申請の受理、その申請に
係る事実についての審査に関する事務

・税情報

11
品川区児童育成手当条例による児童育成手当の支給に関する事務
（育成手当に限る。）

●受給資格および児童育成手当（うち育成手当
に限る。）の額の認定の申請の受理、その申請
に係る事実についての審査に関する事務
●現況の届出（うち育成手当に限る。）の受理、
その届出に係る事実についての審査に関する
事務

・税情報

12
品川区児童育成手当条例による児童育成手当の支給に関する事務
（障害手当に限る。）

●受給資格および児童育成手当（うち障害手当
に限る。）の額の認定の申請の受理、その申請
に係る事実についての審査に関する事務
●現況の届出（うち障害手当に限る。）の受理、
その届出に係る事実についての審査に関する
事務

・税情報

13
品川区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例による医療費の
助成に関する事務

●医療証の交付の申請の受理、その申請に係
る事実についての審査に関する事務
●現況の届出の受理、その届出に係る事実に
ついての審査に関する事務

・税情報

14
子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支給又
は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務

●子どものための教育・保育給付に係る支給認
定（利用者負担区分の決定等）の申請に係る事
実についての審査

・住基情報
・税情報
・生保情報

15
品川区立就学前乳幼児教育施設条例による幼児教育施設における
保育料の徴収に関する事務

●徴収する保育料の階層に係る認定に関する
事務

・税情報

16 私立幼稚園就園奨励費補助金の交付に関する事務
●補助金の交付の申請の受理、その申請に係
る事実についての審査に関する事務

・税情報

17 幼稚園類似施設等就園補助金の交付に関する事務
●補助金の交付の申請の受理、その申請に係
る事実についての審査に関する事務

・税情報

18
私立幼稚園等園児保護者補助金および私立幼稚園等入園料補助金
の交付に関する事務

●補助金の交付の申請の受理、その申請に係
る事実についての審査に関する事務

・税情報

19
品川区立就学前乳幼児教育施設園児保護者補助金および品川区立
就学前乳幼児教育施設就園奨励費補助金の交付に関する事務

●補助金の交付の申請の受理、その申請に係
る事実についての審査に関する事務

・税情報

20 東京都認証保育所における保育料に係る助成金の交付に関する事務
●助成金の申請に係る審査および支給認定に
関する事務

・税情報

21 緊急一時保育奉仕員制度の利用に係る保育料の支払に関する事務
●保育料に係る助成金の交付認定に関する事
務

・税情報

22
品川区立保育所における一時保育の実施に係る利用料の徴収に関
する事務

●利用料免除の認定に関する事務 ・税情報

情報連携により他機関へ照会する事務と特定個人情報

別 紙
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事務名 具体的な事務（例） 他機関へ照会する特定個人情報

23
品川区立保育所における育児休業明けの入所に係る予約に関する事
務

●育休明けの職場復帰を円滑に行うために必
要とする保育所への入園予約の資格の認定に
関する事務

・税情報

24
介護保険法による保険給付の支給又は地域支援事業の実施に関す
る事務

●第2号被保険者の被保険者証交付申請の確
認
●第2号被保険者の資格喪失の確認

・医療給付等関係情報

25
介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料
の徴収に関する事務

●保険料賦課要件の確認
●高額介護サービス費の支給の要件確認

・住基情報　・税情報　・年金情報
・生保情報　・介護給付情報

26
高齢者の自立支援に係る住宅改修に要する費用の支給に関する事
務

●住宅改修に要する費用の支給の申請の受
理、その申請に係る事実についての審査に関
する事務

・税情報

27
生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減
に関する事務

●利用者負担額の軽減の申請の受理、その申
請に係る事実についての審査に関する事務

・税情報

28
児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額
障害児通所給付費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談
支援給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務

●障害児通所給付費又は特例障害児通所給
付費の給付決定
●障害児通所給付決定の変更

・住基情報
・税情報

29
身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への
入所等の措置又は費用の徴収に関する事務

●障害福祉サービス、障害者支援施設等への
入所等の措置

・住基情報

30
知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への
入所等の措置又は費用の徴収に関する事務

●障害福祉サービス、障害者支援施設等への
入所等の措置

・住基情報

31
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若し
くは特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七
条第一項の福祉手当の支給に関する事務

●障害児福祉手当の認定
●特別障害者手当所得状況届の内容

・住基情報
・税情報

32
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当又
は特別障害者手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるも
の

●障害児福祉手当の認定
●特別障害者手当の認定

・年金情報

33
昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支
給に関する事務

●福祉手当所得状況届の内容の審査
・住基情報
・税情報

34
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によ
る自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務

●介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付
費及び特例訓練等給付費の支給決定
●地域相談支援給付費及び特例地域相談支援
給付費の支給決定
●補装具費の支給決定

・住基情報　・税情報　・生保情報
・中国残留邦人情報

35
品川区障害者福祉手当条例による障害者福祉手当の支給に関する
事務

●受給資格の認定の申請の受理、その申請に
係る事実についての審査に関する事務
●受給資格の認定の変更に関する事務

・住基情報
・税情報

36 心身障害者福祉タクシーの供給に係る乗車料金の助成に関する事務
●乗車料金の助成の申請の受理、その申請に
係る事実についての審査に関する事務

・住基情報
・税情報

37
心身障害者の日常生活のために必要な自動車燃料費の助成に関す
る事務

●自動車燃料費の助成の申請の受理、その申
請に係る事実についての審査に関する事務

・住基情報
・税情報

38
東京都重度心身障害者手当条例による重度心身障害者手当の支給
に関する事務

●東京都重度心身障害者手当の受給資格の
認定に係る事実についての審査に関する事務
●東京都重度心身障害者手当の届出に係る事
実についての審査に関する事務

・住基情報
・税情報

39
生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する
事務

●生活保護の実施
●生活保護の申請に係る事実についての審査

・税情報　・年金情報　・児童手当等関
係情報　・介護保険関係情報
　・障害者福祉情報　・生保情報
・中国残留邦人情報
・医療給付等関係情報　・雇用保険情報
その他

40 中国残留邦人等支援給付等の支給に関する事務
●支援給付の実施
●支援給付の申請に係る事実についての審査

・税情報　・年金情報　・児童手当等関
係情報　・介護保険関係情報
　・障害者福祉情報　・生保情報
・中国残留邦人情報
・医療給付等関係情報　・雇用保険情報
その他

41 生活に困窮する外国人に対する保護の実施に関する事務

●生活に困窮する外国人に対する保護の実施
に関する事務
●生活に困窮する外国人に対する保護の開始
又は保護の変更の申請に係る事実についての
審査に関する事務

・税情報　・年金情報　・児童手当等関
係情報　・介護保険関係情報
　・障害者福祉情報　・生保情報
・中国残留邦人情報
・医療給付等関係情報　・雇用保険情報
その他

42 児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務 ●療育の給付に要する費用の徴収
・生保情報
・中国残留邦人情報

43 母子保健法による費用の徴収に関する事務
●母子保健法の規定による養育医療に要する
費用の徴収

・生保情報
・中国残留邦人情報

44
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によ
る自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務

●自立支援医療費の支給認定
●自立支援医療費の支給認定の変更

・住基情報　・税情報　・生保情報
・中国残留邦人情報
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事務名 具体的な事務（例） 他機関へ照会する特定個人情報

45
国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する
事務

●市区町村の区域内に住所を有するに至った
ことによる国民健康保険の被保険者の資格取
得に係る届出の確認
●高齢受給者証の交付

・税情報
・医療給付等関係情報

46 予防接種法による予防接種の実施に関する事務 ●予防接種の実施 ・予防接種履歴情報

47
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による費
用の負担又は療養費の支給に関する事務

●入院患者の医療に要する費用の負担の申請
の受理、審査
●他の法令による給付との調整

・税情報
・医療給付等関係情報

48
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細
則による結核患者の医療費の助成に関する事務

●結核患者又はその保護者に対する医療費の
助成の申請に係る事実についての審査に関す
る事務

・税情報

49 児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務 ●療育の給付に要する費用の徴収
・生保情報
・中国残留邦人情報

50 母子保健法による費用の徴収に関する事務
●母子保健法の規定による養育医療に要する
費用の徴収

・生保情報
・中国残留邦人情報

51
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によ
る自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務

●自立支援医療費の支給認定
●自立支援医療費の支給認定の変更

・住基情報　・税情報　・生保情報
・中国残留邦人情報

52
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施
行細則による精神通院医療費の助成に関する事務

●精神通院医療費（都単独事業）の支給認定
の申請に係る事実についての審査に関する事
務
●精神通院医療費（都単独事業）の支給認定
の変更に関する事務

・住基情報
・税情報
・生保情報
・中国残留邦人情報

53 災害対策基本法による被災者台帳の作成に関する事務
●被災者台帳の作成
※有事の際のみ利用予定

・障害者福祉情報　・妊娠届出情報など

54 学校教育法による就学援助費の支給に関する事務
●就学援助費（医療費は除く。）の交付の申請
の受理、その申請に係る事実についての審査
に関する事務

・税情報

55 特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務
●特別支援教育就学奨励費の交付の申請の
受理、その申請に係る事実についての審査に
関する事務

・税情報

56 多子家庭学校給食費補助金の交付に関する事務
●多子家庭学校給食費補助金の交付の申請
の受理、その申請に係る事実についての審査
に関する事務

・税情報

※薄灰色のセルは番号法にもとづくもの。
※紫色のセルは区条例にもとづくもの。
※肌色のセルは都条例にもとづくもの。
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