
令和２年度中の電子計算処理に係る個人情報項目一覧 

 

【企画経営部】 

広聴広報課 

 事業名 

 

実施年月 

おおた区報のポスティング配布業務委託 

 

令和２年 10月 22日 

記録項目 住所、氏名、電話番号、主訴 

主な活用例 区報配布に関する情報管理 

 

【総務部】 

防災危機管理課 

 事業名 

 

実施年月 

大田区総合防災情報システムの導入 

 

令和２年 11月から 

記録項目 災害対応上必要な情報（被災者の住所、氏名、生年月日、性別、学校名、

勤務先、被災状況、健康状態、被災現場からの画像、高所カメラ連携機能

による映像（個人情報を含むと認められる場合）） 

主な活用例 災害時の情報管理 

 

【地域力推進部】 

地域力推進課 

 事業名 

 

実施年月 

ICT リテラシー向上のための地域支援キャラバン事業（ソフト支援） 

 

令和３年４月１日 

記録項目 郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号、メールアドレス 

主な活用例 講座実施業務 

 

田園調布特別出張所（地域基盤整備第一課、大田図書館） 

 事業名 

 

実施年月 

田園調布せせらぎ公園及び田園調布せせらぎ館管理業務 

 

令和２年 11月頃 

記録項目 氏名、法人名、住所、年齢（年代）、性別、電話番号、メールアドレス、

防犯カメラ映像 

主な活用例 公園維持管理業務、施設管理等業務 

 



 

【区民部】 

戸籍住民課 

 事業名 

 

実施年月 

特別定額給付金事業 

 

令和２年５月１日 

記録項目 宛名番号、氏名、住所、生年月日、性別、続柄、世帯主氏名、世帯番号、

申請有無、支給額、支払口座情報、DV 支援措置情報、施設入所情報、問

い合わせ内容、メールアドレス（電子申請分のみ） 

主な活用例 給付申請書印刷・送付業務、事務処理センター受付業務、コールセン

ター等問い合わせ対応業務 

 

納税課 

 事業名 

 

実施年月 

税務専門相談員の業務委託 

 

令和２年７月 13日 

記録項目 氏名、住所、生年月日、性別、勤務先、電話番号、課税情報（所得金額、

控除金額、税額）納付情報、滞納情報、交渉記録、財産調査結果、滞納処

分状況、宛名番号 

主な活用例 税務相談業務 

 

【福祉部】 

福祉管理課 

 事業名 

 

 

実施年月 

新型コロナウイルス感染症に伴う食糧支援緊急対応（ひとり親家庭医

療証受給世帯向け） 

 

令和２年６月８～11日 

記録項目 世帯主氏名、カナ氏名、郵便番号、住所 

主な活用例 ラベル貼付作業、発送業務 

 

 

 

 

 

 



高齢福祉課 

 事業名 

 

 

実施年月 

（仮称）新型コロナウイルス対策下におけるフレイル予防状況把握調

査（大田区地域支え合い推進事業） 

 

令和２年 11月から 

記録項目 送付先団体代表者の住所、年齢、性別、連絡先 

主な活用例 調査業務 

 

高齢福祉課（福祉管理課） 

 事業名 

 

実施年月 

大田区認知症検診推進事業 

 

令和３年４月１日（認知症健診のみ令和３年７月１日） 

記録項目 ①案内資料の作成、封入及び発送業務 

【取扱者】高齢福祉課、委託事業者（印刷業者） 

【個人情報項目】本人の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号 

②認知症検診業務 

【取扱者】高齢福祉課、委託事業者（大田区三医師会） 

【個人情報項目】本人の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、

問診項目（困窮時の支援者、現疾患の有無、内服薬、治療歴、飲酒や喫煙

の頻度）、認知症検診の判定結果（認知症の疑いの有無） 

③高齢障害システム 

【取扱者】高齢福祉課、各地域福祉課 

【個人情報項目】本人の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号 

《システムへの新規追加項目》検診結果（認知症の疑いの有無） 

主な活用例 健診業務 

 

高齢福祉課 

 事業名 

 

実施年月 

情報統合・分析システム基盤整備事業 

 

令和３年 11月１日 

記録項目 【要介護認定データ】 

被保険者番号、認定申請日、生年月日、年齢、性別、被保険者氏名、住所、

電話番号、前回認定審査結果、前回認定有効期間、意見書、調査実施日、

指定居宅介護支援事業者等番号、一次判定結果、二次判定結果、認定有効

期間、特定疾病コード、サービス利用状況、訪問調査結果、特別な医療、

日常生活自立度 



 【介護給付実績データ】 

被保険者番号、サービス提供年月、給付実績区分コード、事業所番号、サ

ービス単位数、請求額、利用者負担額、緊急時施設療養費請求額、特定診

療費請求額、特定入所者介護サービス費等請求額、サービス種類コード、

サービス項目コード、単位数、日数・回数、緊急時傷病名、往診日数、通

院日数、緊急時治療管理単位数、緊急時治療管理日数、傷病名、識別番号、

食事提供延べ日数、食事提供費合計、食事提供費請求額、対象年月、サー

ビス単位数、請求金額、担当介護支援専門員番号、利用者負担額、福祉用

具商品名、福祉用具種目コード、住宅改修着工年月日、改修金額、給付実

績区分コード、受付年月日、決定年月日、支給額、費用単価、負担限度額、

日数、費用額、保険分請求額、利用者負担額、費用額合計、保険分請求額

合計、利用者負担額合計、軽減率、受領すべき利用者負担の総額、軽減額、

軽減後利用者負担額、請求金額、担当介護支援専門員番号、緊急時施設療

養情報レコード順次番号、緊急時傷病名、所定疾患施設療養費単位数、所

定疾患施設療養費日数、施設所在保険者番号、サービス実日数、計画単位

数、限度額管理対象単位数、限度額管理対象外単位数、短期入所計画日数、

短期入所実日数、単位数合計、単位数単価 

【介護保険資格データ】 

被保険者番号、賦課年度、所得段階、宛名番号 

【住基データ】宛名番号、氏名、生年月日、性別、住所、方書 

【小地域マスタ】小地域 ID、小地域名 

【事業所情報】事業所番号、名称、住所、サービス種類コード 

【避難行動要支援者名簿】宛名番号、資格状態、氏名、生年月日、性別、

住所、方書、電話番号 

【浸水想定地域】浸水想定地域住所 

【福祉避難所住所】福祉避難所名、福祉避難所住所 

【フレイル予防参加状況】宛名番号、氏名、参加状況 

主な活用例 現行事業の効果検証・改善 

 

高齢福祉課 

 事業名 

 

実施年月 

風水害時福祉避難所への移送調整等にかかる LINE WORKS の導入 

 

令和３年４月１日 

記録項目 本人氏名、住所、要介護度、寝たきりの状況、認知症の状況、体重、付添

人氏名、付添人連絡先 

主な活用例 避難所への移送調整業務、風水害福祉避難所開設業務 

 



 

障害福祉課 

 事業名 

 

実施年月 

つばさホーム前の浦のシステム構築（指定管理代行業務） 

 

令和３年４月１日から 

記録項目 【障害者総合支援法対応システム】 

利用者氏名、カナ氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、FAX番号、電

子メールアドレス、障がいの程度（各種障害者手帳に関する情報、障害の

度・級、障害名、交付年月日）、障害サービス受給者証情報（受給者証番

号、障害種別、交付年月日、障害支援区分、認定有効期間、サービス種別、

支給量、負担上限月額等）、家族状況、生活状況、勤務・通所状況、病歴

（病院名・住所・電話、主治医氏名、病状及び症状、服薬等）、保険情報、

口座情報 

【見守りシステム】[クラウドサービス] 

居室の部屋番号、在床時間、離床時間、入眠時間、覚醒時間、心拍数、呼

吸数、無呼吸回数・時間 

【見守りカメラ】 

[内部ネットワーク]見守りカメラ映像（映像記録なし） 

主な活用例 障害福祉サービスの給付費請求業務や利用者支援業務 

 

【健康政策部】 

健康医療政策課 

 事業名 

 

実施年月 

東邦大学との共同研究（質問票調査） 

 

令和３年４から令和６年３月まで 

記録項目 調査対象者の氏名、住所、方書、郵便番号、（性別、生年月日）（性別、

生年月日については性別、年代別標本数を把握するため区のみが取扱う） 

【質問票調査項目】身長、体重、病気・障害歴、薬服用、性別、年齢、婚

姻状態、最終学歴、世帯構成、居住期間、就業状況 

簡易型自記式食事歴法質問票は性別、生年月、身長、体重、妊娠週数、授

乳有無。ＯＣＲ読込で定型フォーマットを変更できないため、記入をお願

いする項目（性別、生年月、身長、体重）については依頼状に記載する。 

主な活用例 健康づくり施策の立案 

 

 

 

 



感染症対策課 

 事業名 

 

実施年月 

予防接種事務窓口等対応業務委託 

 

令和３年４月１日 

記録項目 住所、氏名、生年月日、家族構成、生活保護受給状況、電話番号、予防接

種履歴（母子手帳） 

主な活用例 予診票交付業務、問い合わせ対応業務 

 

感染症対策課 

 事業名 

 

実施年月 

新型コロナウイルスワクチン予防接種事業に係る業務委託 

 

コールセンター・窓口業務委託    ：令和３年２月から開始予定 

印刷業務委託            ：令和３年２月から開始予定 

データ入力業務委託         ：令和３年４月から開始予定 

予約管理システム導入・保守運用業務委託 ：令和３年２月から開始予定 

ワクチン接種業務委託        ：令和３年３月から開始予定 

AI チャットボット導入・保守運用業務委託  ：令和３年２月から開始予定 

ワクチン接種管理システム導入・保守運用業務委託  ：令和３年２月から開始予定 

記録項目 【発送対象者一覧抽出】 

接種券番号、個人コード、氏名、郵便番号、住所、性別、生年月日、住記

異動情報、抑止情報、優先対象情報（障害手帳情報（※））、住登外情報

（氏名、郵便番号、住所）、送付先情報（送付先宛名、送付先住所）、既

往歴情報、その他付帯情報 

※心臓機能障害、腎臓機能障害、呼吸器機能障害、免疫機能障害 

【コールセンター業務委託】 

接種券番号、個人コード、氏名、郵便番号、住所、メールアドレス（任意

取得）、電話番号、性別、生年月日、住記異動情報、接種予約情報（接種

予約日、接種予約機関）、接種結果情報（接種日、接種機関、接種型、ワ

クチンロット番号等）、抑止情報、電話内容、問合せ内容等のメモ情報、

優先対象情報（障害手帳情報）、住登外情報（氏名、郵便番号、住所）、

送付先情報（送付先宛名、送付先住所）、既往歴情報、その他付帯情報 

【印刷業務委託】 

接種券番号、個人コード、氏名、郵便番号、住所、生年月日、送付先情報

（送付先宛名、送付先住所）、その他付帯情報 



 【データ入力業務委託】 

接種券番号、個人コード、氏名、郵便番号、住所、電話番号、性別、生年

月日、接種結果情報（接種日、接種機関、接種型、ワクチンロット番号等）、

予診票情報（問診項目）、その他付帯情報 

【予約管理システム導入・保守運用業務委託】 

接種券番号、生年月日（月日のみ）、メールアドレス（任意取得）、接種

予約情報（接種予約日、接種予約機関） 

【ワクチン接種業務委託】 

接種券番号、個人コード、氏名、郵便番号、住所、電話番号、性別、生年

月日、接種結果情報（接種日、接種機関、接種型、ワクチンロット番号等）、

送付先情報（送付先宛名、送付先住所）、予診票情報（問診項目）、その

他付帯情報 

【AIチャットボット導入・保守運用業務委託】 

FAQ情報 

【ワクチン接種管理システム導入・保守運用業務委託】 

接種券番号、個人コード、氏名、郵便番号、住所、メールアドレス、電話

番号、性別、生年月日、住記異動情報、抑止情報、接種結果情報（接種日、

接種機関、接種型、ワクチンロット番号等）、問合せ内容等のメモ情報、

予診票情報（問診項目）、FAQ情報、その他付帯情報 

主な活用例 ワクチン接種券等の印刷発送、接種結果データ入力業務 

 

生活衛生課 

 事業名 

 

実施年月 

食品衛生申請等システムの利用 

 

令和３年６月１日 

記録項目 個人事業者の住所・電話番号・FAX 番号・電子メールアドレス・生年月

日、食品衛生責任者の氏名・資格の種類・受講した講習会、営業の譲渡者、

食品衛生管理者の氏名住所・職名職種・資格の種類・受講した講習会・

履歴書、添付の証明書、ふぐ処理者氏名・認定番号、被相続人の氏名住所・

相続人との続柄、相続開始年月日、戸籍謄本の写し、法定相続一覧図、同

意書 

主な活用例 食品衛生申請の受理及びデータ入力 

 

 

 

 



健康づくり課、子育て支援課 

 事業名 

 

実施年月 

子育て包括支援情報共有機能追加（子育て支援システムの改修） 

 

令和３年３月 31 日 

記録項目 【子育て支援システム】児童手当資格取得日・資格喪失日、児童医療費助

成(資格)資格取得日・資格喪失日、児童医療費助成(受診)受診年月・医療

機関コード・医療機関名称、児童扶養手当資格取得日・資格喪失日、特別

児童扶養手当資格取得日・資格喪失日、児童育成手当資格取得日・資格喪

失日、ひとり親医療費助成資格取得日・資格喪失日 

【保健システム】すこやか赤ちゃん訪問対応完了日、すこやか赤ちゃん訪

問対応結果、4 か月児健診受診日、1 歳 6 か月児健診受診日、3 歳児健診

受診日、未来所調査開始日、対象事業、未来所未受診者対応結果、未来所

未受診者対応結果詳細、予防接種最終接種コード、予防接種最終接種・予

診日、特定妊婦のありなし、特定妊婦ありの内容 

【児童相談システム】相談種別、相談受付日、担当者、児相担当者、終結

日 

【保育システム】保育所在園施設区分、在園施設名、電話番号、施設コー

ド 

【学事システム】幼稚園在園施設名、施設コード 

【住民記録システム】宛名番号、世帯番号、住民種別、住民状態、氏名、

性別、生年月日、続柄、世帯主氏名、現住所、転入前＿住所、転出先＿住

所、最新＿異動年月日、最新＿届出年月日、最新＿異動事由、住民となっ

た＿届出年月日、住民となった＿増異動事由、住所を定めた＿異動年月日、

住所を定めた＿届出年月日、住所を定めた＿異動事由、住民でなくなった

＿異動年月日、住民でなくなった＿届出年月日、住民でなくなった＿減異

動事由、外国人＿在留カード等番号、外国人＿在留資格、外国人＿在留期

間、外国人＿在留終了年月日、抑止情報の宛名番号 

【生活保護システム】宛名番号、生保世帯番号、生保受給区分、生保受給

開始年月日、生保受給終了年月日、受給停止年月日 

【税務システム】相当年度、宛名番号、被扶養区分、給与収入、年金収入、

給与所得、公的年金所得、退職所得繰越控除後、肉用牛免税所得、分離_

短期一般所得、分離_長期一般所得、特別控除後譲渡所得繰越控除後、土

地等事業所得繰越後、株式所得繰越控除後、商品先物所得、商品先物所得

繰越控除後、山林所得、山林所得繰越控除後、総所得金額、雑損控除、医

療費控除、社会保険料控除、小規模共済掛金控除、生命保険料控除、配偶

者特別控除、扶養情報、区民税均等割、都民税均等割、年税額、区民税所

得割、都民税所得割 

主な活用例 支援が必要な家庭の早期発見と早期支援 



 

健康づくり課 

 事業名 

 

実施年月 

乳児健診データ入力委託 

 

令和３年４月１日 

記録項目 氏名、生年月日、月齢、保護者名、住所、電話番号、体重、身長、頭囲、

栄養状態、離乳食の進み方、診察所見、総合判定、区への連絡事項 

主な活用例 乳児の保健管理業務 

 

健康づくり課 

 事業名 

 

実施年月 

妊婦面接予約システムの構築 

 

令和３年７月１日 

記録項目 メールアドレス・住所・氏名・生年月日・電話番号・妊娠週数・出産予

定日・母子手帳の有無 

主な活用例 予約受付業務 

 

【こども家庭部】 

子育て支援課 

 事業名 

 

実施年月 

令和２年度子育て世帯への臨時特別給付金 

 

令和２年５月 11日 

記録項目 児童手当受給者情報（氏名、カナ氏名、生年月日、住所、認定番号、

口座情報、対象児童数）、申請情報（種別、年月日）、受給者区分、

辞退届受付日、口座変更申請受付日、支払情報（金額、振込区分、振

込年月日） 

主な活用例 通知等の印刷業務、窓口受付業務等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



子育て支援課 

 事業名 

 

実施年月 

令和２年度ひとり親世帯臨時特別給付金 

 

令和２年８月３日から 

記録項目 申請者氏名、カナ氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、ひとり親

になった事由、口座情報、対象児童数、所得、養育費、扶養人数、配

偶者及び同居する扶養義務者の有無、支払情報（金額、振込区分、振

込年月日）、配偶者情報（氏名、カナ氏名、続柄、生年月日、扶養人

数、同居状況）、扶養義務者情報（氏名、カナ氏名、続柄、生年月日、

扶養人数、同居状況）、ひとり親手当受給状況 

【本人確認書類の記載内容】運転免許証、健康保険証、マイナンバー

カード（表面）、年金手帳、介護保険証、パスポート 

【収入確認書類の記載内容】給与明細、年金額改定通知書、帳簿 （※

収入確認書類は申請者、配偶者、同居する扶養義務者それぞれから収

集する。） 

主な活用例 給付金支給業務 

 

保育サービス課 

 事業名 

 

実施年月 

大田区保育士等キャリアアップ研修事業実施委託 

 

令和２年７月から 

記録項目 保育士登録番号（申込者が保育士の場合）、氏名、性別、生年月日、

住所、勤務先施設、職種、当該職種経験年数、当該施設経験年数、申

込者電話番号、受講済研修分野、受講希望者（個人）のメールアドレ

ス 

主な活用例 研修実施業務 

 

【都市基盤整備部】 

道路公園課 

 事業名 

 

実施年月 

区立公園水泳場の受付方法の変更 
 
令和２年 10月 17日 

記録項目 氏名・フリガナ・メールアドレス・住所・電話番号・利用当日の体温 

主な活用例 予約受付業務 

 

 



【議会事務局】 

議会事務局 

 事業名 

 

実施年月 

政務活動費精算システムの導入について 

 

令和２年４月頃導入予定 

記録項目 

 

ユーザー情報（氏名、役職、電話番号）、領収書（発行元の業者名及

び個人名・住所・電話番号・印鑑）、議員の活動内容 

主な活用例 政務活動費の精算に係る審査 

 


