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特定個人情報保護評価の再実施に伴う「特定個人情報保護評価書」の 
変更（案）に関するパブリックコメントの実施結果について   特定個人情報保護評価の再実施に伴う「特定個人情報保護評価書」の変更（案）について、パブ

リックコメント（意見募集）を実施しました。  お寄せいただいたご意見の要旨と市の考え方は、下記のとおりです。  
記  

１ 募集期間   令和２年７月２２日（水）～令和２年８月２０日（木）  
２ 意見募集資料の配架場所   市民課、市民税課、各市民センター、各公民館、東加古川市民総合サービスプラザ及び   市ホームページ  
３ 応募方法   担当課への郵送、ファックス、電子メール、又は上記の各施設に設置した意見箱に投函  
４ 意見募集の結果  （１）意見提出人数  ２人    【内訳】 

① 電子メール  ２人   （２）意見項目総数   ４１件    【内訳】 
「Ⅰ 基本情報」に関するもの     ８件 
「Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要」に関するもの  ５件 
「Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスに         おけるリスク対策」に関するもの ２４件 
「Ⅳ その他のリスク対策」に関するもの   １件 
「Ⅴ 開示請求、問合せ」に関するもの    ０件 
「Ⅵ 評価実施手続」に関するもの    ０件 
評価書の記載内容に関係しないもの    ３件     



 2 / 15 
 

５ ご意見の要旨とそれに対する市の考え方  
NO 頁 項目 ご意見の要旨 市の考え方 

1 1 

(9) 

Ⅰ基本情報－１．特定個人

情報ファイルを取り扱う事

務－②事務の内容 

１．～１１．と、参照されて

いる p.9の別添１（１）の(備考)

の①～⑭との対応が、分かりづ

らい。 

 

・前者２．は、後者②と③に対

応するのか。 

・前者２．の「住民票」は、後

者③の「住民基本台帳」と同じ

ものを指すのか。 

・前者１１．は、後者のどの項

番に対応するのか。 

（前者の１１．に対応する事務

内容が、後者には記載されてい

ない。） 

別添１（１）に記載して

いる事務の流れは、特定個

人情報のやり取りに限ら

ず、事務全体の流れを表し

ており、当該項目で挙げて

いる特定個人情報を取り扱

う事務と完全に一致するも

のではありません。 

別添１（１）の備考欄に、

当該項目の該当番号を記載

する事で不明瞭な点を解消

します。 

また、１１の内容につい

ては別添１（１）に追記し

ます。 

2 3 

(9) 

Ⅰ基本情報－２．特定個人

情報ファイルを取り扱う事

務において使用するシステ

ム－システム４－①システ

ムの名称 

「住民基本台帳ネットワー

クシステム」は、p.9の別添１

（１）の図中のどの部分に対応

するのかが分からない。 

別添１（１）の図に住民

基本台帳ネットワークシス

テムを追記します。 

3 4 

(9) 

Ⅰ基本情報－２．特定個人

情報ファイルを取り扱う事

務において使用するシステ

ム－システム５－①システ

ムの名称 

「宛名管理システム」は、p.9

の別添１（１）の図中のどの部

分に対応するのかが分からな

い。 

別添１（１）の図に宛名

管理システムを追記しま

す。 
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4 4 Ⅰ基本情報－２．特定個人

情報ファイルを取り扱う事

務において使用するシステ

ム－システム５－③他のシ

ステムとの接続 

[その他]の欄に「各業務シス

テム」と記載されているが、具

体的なシステムの名称を明記

することが望ましいと考える。 

具体的なシステム名称を

記載します。 

5 4 Ⅰ基本情報－２．特定個人

情報ファイルを取り扱う事

務において使用するシステ

ム－システム６－③他のシ

ステムとの接続 

[その他]の欄に「各業務シス

テム（情報提供ネットワークシ

ステムを利用する業務）」と記

載されているが、具体的なシス

テムの名称を明記することが

望ましいと考える。 

具体的なシステム名称を

記載します。 

6 5 Ⅰ基本情報－２．特定個人

情報ファイルを取り扱う事

務において使用するシステ

ム－システム７－②システ

ムの機能 

「８．セキュリティ管理機

能」の説明に「暗号化／復号化

機能」と記載がありますが、「暗

号化」の対語は「復号」のため、

「暗号化／復号機能」が適切と

考える。 

ご意見のとおり、「復号」

に修正します。 

7 9 

(2,3,

4,5) 

（別添１）事務の内容－

「（１）住民基本台帳ファイ

ル」を取り扱う事務の内容

（既存住基システムを中心

とした事務の流れ） 

図中の 

・戸籍電算システム 

・国民健康保険システム 

・国民年金システム 

・選挙管理システム 

は、Ⅰ ２．に記載の各システ

ムの[①システムの名称]には記

載されていないように見受け

られるが、これらのシステム

は、「評価対象の事務において

使用するシステムではない」と

の理解でよいか。 

その理解で正しければ、当該

図中に記載のシステムについ

て、評価対象の事務において使

 評価対象の事務において
使用しないシステムです。  ご意見のとおり、評価対
象外のシステムを区別して

別添１（１）の図を修正し

ます。 
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用するシステムと使用しない

システムとの区別を明確化さ

れることが望ましいと考える。 

8 9 

(1) 

（別添１）事務の内容－

「（１）住民基本台帳ファイ

ル」を取り扱う事務の内容

（既存住基システムを中心

とした事務の流れ） 

(備考)で「⑬個人番号の指定

及び通知並びに個人番号カー

ドの交付をする。」と記載があ

るが、Ⅰ １．②では「９．個

人番号の通知及び個人番号カ

ードの交付」と記載がある。 

「個人番号の指定」につい

て、前者には記載があるが後者

には記載が無く、整合がとれて

いない。 

Ⅰ－１．－②の記載に合

わせて、別添１（１）の備

考を修正します。 

9 18 Ⅱ特定個人情報ファイルの

概要（住民基本台帳ファイ

ル）－５．特定個人情報の

提供・移転（委託に伴うも

のを除く。）－提供・移転の

有無 

「提供を行っている：57件」

と記載があるが、[提供先１]・

[提供先２](別紙１)・[提供先３]

の件数と整合がとれていない。 

提供先１，２の合計（59

件）に修正します。 

提供先３は自治体数によ

るため、合算していません。 
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10 19 Ⅱ特定個人情報ファイルの

概要（住民基本台帳ファイ

ル）－６．特定個人情報の

保管・消去－①保管場所 

＜中間サーバー・プラットフ

ォームにおける措置＞にて、

「特定個人情報は、サーバー室

に設置された中間サーバーの

データベース内に保存され、バ

ックアップもデータベース上

に保存される。」と記載がある

が、バックアップの方法(自動・

手動)、頻度(周期)、世代管理(何

世代前までのバックアップを

保存するか)について規定され

ることが望ましいと考える。 

中間サーバー・プラット

フォームについては、地方

公共団体情報システム機構

の管理下にあるため、機構

の提示に基づいた記載とし

ています。 

11 20 Ⅱ特定個人情報ファイルの

概要（住民基本台帳ファイ

ル）－６．特定個人情報の

保管・消去－③消去方法 

「外部事業者にて溶解処理」

及び「事業者において（中略）

物理的破壊または専用ソフト

を完全に消去」されたことを確

認するため、職員の立ち合いま

たは当該処理を撮影した動画

の提出を求める等のチェック

を付加すべきではないのか。既

に実施しているのであれば、そ

の旨を記載すべき。 

外部事業者にて溶解処理

する際は、職員立会いのもと

で処理しています。 

また、市保有システムのデ

ータを消去する際は、職員が

専用ソフトを使用し、消去し

ています。ただし、中間サー

バー・プラットフォームに

ついては、地方公共団体情

報システム機構の管理下に

あるため、機構の提示に基

づいた記載としています。 

12 24 Ⅱ特定個人情報ファイルの

概要（本人確認情報ファイ

ル）－５．特定個人情報の

提供・移転（委託に伴うも

のを除く。）－提供先２－⑦

時期・頻度 

「必要に応じて随時（１年に

１回程度）。」との記載がありま

すが、“必要に応じて”の“必

要”となる時期・条件を明記さ

れることが望ましいと考える。 

記載内容の整合の確認

は、都道府県、または地方

公共団体情報システム機構

が実施主体であり、機構の

提示に基づいた記載として

います。 
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13 27 Ⅱ特定個人情報ファイルの

概要（送付先情報ファイル）

－３．特定個人情報の入

手・使用 

「既存住基システムより個

人番号の通知対象者の情報を

抽出し、…機構に対し提供する

（既存住基システム→市町村

ＣＳ又は電子記録媒体→個人

番号カード管理システム（機

構））。」と記載があるが、この

“電子記録媒体”に関して、特

定個人情報の使用にあたり想

定・認識されているリスクおよ

びそれらのリスクへの措置・対

策が、Ⅲ（送付先情報ファイル）

３．(p.52)に具体的に記載され

ていない。 

Ⅲ特定個人情報ファイルの

取扱いプロセスにおけるリ

スク対策（送付先情報ファ

イル）－３．特定個人情報

の使用－特定個人情報の使

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 

 

電子記録媒体への書き出

しは、業務上必要な場合に

限り管理者の許可を得て処

理する事ができるよう規定

していることを、上記の項

目に追記します。 

14 37 Ⅲ特定個人情報ファイルの

取扱いプロセスにおけるリ

スク対策（住民基本台帳フ

ァイル）－２．特定個人情

報の入手（情報提供ネット

ワークシステムを通じた入

手を除く。）－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 

「届出書をシステムへ入力

後、届出書とシステムの入力内

容を照合し、確認を行う。」と

記載されているが、この入力内

容の照合・確認について、例え

ば入力者とは別の者が照合・確

認を行うなど、適切な措置をと

ることが望ましいと考える。 

ご意見にある、入力内容

の照合・確認は入力者と別

の者が行っていますが、詳

細な運用の記載は控えてい

ます。 

15 37 Ⅲ特定個人情報ファイルの

取扱いプロセスにおけるリ

スク対策（住民基本台帳フ

ァイル）－２．特定個人情

報の入手（情報提供ネット

ワークシステムを通じた入

手を除く。）－リスク１：目

的外の入手が行われるリス

「住基ネットを通じての入

手は、対象者以外の情報を入手

できない仕組みとなってい

る。」と記載されているが、本

項の評価項目は“必要な情報以

外を入手することを防止する”

ことであり、記載されている

“対象者以外の情報の入手を

「必要な情報以外を入手

できない」に改めます。 
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ク－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 

防止する”旨の内容は適切では

ないと考える。 

16 37 Ⅲ特定個人情報ファイルの

取扱いプロセスにおけるリ

スク対策（住民基本台帳フ

ァイル）－２．特定個人情

報の入手（情報提供ネット

ワークシステムを通じた入

手を除く。）－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 

「…また、受付は、受付マニ

ュアルに基づいて行ってい

る。」と記載されているが、“受

付マニュアルに基づくこと”

が、「不適切な方法で入手が行

われるリスク」に対する措置と

なる理由・根拠を明記すること

が望ましいと考える。 

届出者が使用目的や必要

項目が分かるよう、所定の

届出書を使用して受付を行

っていることを明記しま

す。 

17 38 Ⅲ特定個人情報ファイルの

取扱いプロセスにおけるリ

スク対策（住民基本台帳フ

ァイル）－２．特定個人情

報の入手（情報提供ネット

ワークシステムを通じた入

手を除く。）－リスク４：入

手の際に特定個人情報が漏

えい・紛失するリスク－リ

スクに対する措置の内容 

「住基ネットからの本人確

認情報等の入手は、通信経路が

限定されており漏えい・紛失を

防止している。」と記載されて

いるが、“通信経路が限定され

ていること”が、漏えい・紛失

するリスクに対する措置とな

る理由・根拠を明記することが

望ましいと考える。 

別システムとの通信を行

わないようにすることで、

漏えいや情報の紛失が防止

されていることから、この

ように記載しています。 
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18 38 Ⅲ特定個人情報ファイルの

取扱いプロセスにおけるリ

スク対策（住民基本台帳フ

ァイル）－３．特定個人情

報の使用－リスク２：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－特定個人情報の使用の

記録－具体的な方法 

「システム操作記録につい

て、適切な使用が行われている

か確認のために不定期で抜き

取りチェックを行っている。」

と記載されているが、“適切な

使用”が行われていることの具

体的な確認方法・確認項目につ

いて規定することが望ましい

と考える。 

管理者が操作者に対して

聞き取りを行っていること

を追記します。 

19 39 Ⅲ特定個人情報ファイルの

取扱いプロセスにおけるリ

スク対策（住民基本台帳フ

ァイル）－４．特定個人情

報ファイルの取扱いの委託

－特定個人情報ファイルの

閲覧者・更新者の制限－具

体的な制限方法 

「委託先における特定個人

情報ファイルの閲覧者および

更新者は、業務に必要な最小限

の者とし、実施体制の提出を義

務付けている。」と記載されて

いるが、実施体制の提出を義務

付けることそのものは、具体的

な制限方法としては適合しな

いように思う。 

実施体制に記載の者にし

かアクセスできないよう権

限設定していることを追記

します。 

20 39 Ⅲ特定個人情報ファイルの

取扱いプロセスにおけるリ

スク対策（住民基本台帳フ

ァイル）－４．特定個人情

報ファイルの取扱いの委託

－特定個人情報の提供ルー

ル－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 

バックアップデータ遠隔地

保管業務についての内容が明

記されていない。 

バックアップデータ遠隔

地保管業務についての内容

を追記します。 
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21 39 Ⅲ特定個人情報ファイルの

取扱いプロセスにおけるリ

スク対策（住民基本台帳フ

ァイル）－４．特定個人情

報ファイルの取扱いの委託

－特定個人情報の消去ルー

ル－ルールの内容及びルー

ル遵守の確認方法 

バックアップデータ遠隔地

保管業務についての内容が記

載されていない。 

バックアップデータ遠隔

地保管業務についての内容

を追記します。 

22 40 Ⅲ特定個人情報ファイルの

取扱いプロセスにおけるリ

スク対策（住民基本台帳フ

ァイル）－５．特定個人情

報の提供・移転（委託や情

報提供ネットワークシステ

ムを通じた提供を除く。）－

リスク１：不正な提供・移

転が行われるリスク－特定

個人情報の提供・移転の記

録－具体的な方法 

「宛名システム等庁内シス

テムとのデータ連携について

は、システム上で自動化されて

いる。」と記載されているが、

この記載内容そのものは、具体

的な記録の方法としては適合

しないように思う。 

 庁内システムとの自動連
携における記録について追

記します。 

23 40 Ⅲ特定個人情報ファイルの

取扱いプロセスにおけるリ

スク対策（住民基本台帳フ

ァイル）－５．特定個人情

報の提供・移転（委託や情

報提供ネットワークシステ

ムを通じた提供を除く。）－

リスク１：不正な提供・移

転が行われるリスク－特定

個人情報の提供・移転に関

するルール－ルールの内容

及びルール遵守の確認方法 

ルールの内容は記載されて

いるが、ルール遵守の確認方法

についての内容が記載されて

いない。 

特定個人情報の提供・移

転については、法令に定め

があるものに限り許可して

います。 
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24 40 Ⅲ特定個人情報ファイルの

取扱いプロセスにおけるリ

スク対策（住民基本台帳フ

ァイル）－５．特定個人情

報の提供・移転（委託や情

報提供ネットワークシステ

ムを通じた提供を除く。）－

リスク２：不適切な方法で

提供・移転が行われるリス

ク－リスクに対する措置の

内容 

“提供先・移転先における特

定個人情報の使途が法令に基

づく適切なものであることを

確認するための措置を講じて

いるか”についての内容も記載

されることが望ましいと考え

る。 

 特定個人情報の提供・移
転については、法令に定め

があるものに限り許可して

います。 

25 41 Ⅲ特定個人情報ファイルの

取扱いプロセスにおけるリ

スク対策（住民基本台帳フ

ァイル）－６．情報提供ネ

ットワークシステムとの接

続－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 

＜中間サーバー・ソフトウェ

アにおける措置＞にて、「機微

情報については自動応答を行

わないように自動応答不可フ

ラグを設定し、特定個人情報の

提供を行う際に、送信内容を改

めて確認し、…」と記載されて

いるが、この送信内容の確認に

ついて、例えば取扱者とは別の

者が確認を行うなど、適切な措

置をとられることが望ましい

と考える。 

 中間サーバー・ソフトウ
ェアにおける措置について

は、地方公共団体情報シス

テム機構の管理下にあるた

め、機構の提示に基づいた

記載としています。  なお、送信内容の確認に
ついては、取扱者と別の者

が確認をしています。 
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26 43 Ⅲ特定個人情報ファイルの

取扱いプロセスにおけるリ

スク対策（住民基本台帳フ

ァイル）－７．特定個人情

報の保管・消去－リスク

１：特定個人情報の漏え

い・滅失・毀損リスク－⑤

物理的対策－具体的な対策

の内容 

＜遠隔地バックアップ保管

における措置＞にて、「バック

アップ媒体を鍵付メディアケ

ース（鍵は市側のみで保有）に

入れ、…」と記載されているが、

例えば大規模災害等で市役所

建屋が使用不能となった場合

でも、鍵は問題なく入手できる

ように措置されていることが

望ましいと考える。 

（鍵は市役所以外の場所で安

全に保管されていることが望

ましいと考える。） 

この項目における特定個

人情報の保管・消去は、遠

隔地における特定個人情報

の漏えい・滅失・毀損リス

ク対策を記載しています。 

27 44 Ⅲ特定個人情報ファイルの

取扱いプロセスにおけるリ

スク対策（住民基本台帳フ

ァイル）－７．特定個人情

報の保管・消去－⑨過去３

年以内に、評価実施機関に

おいて、個人情報に関する

重大事故が発生したか－再

発防止策の内容 

作業手順を見直したのか、掲

載方法をどう改めたのかにつ

いて、具体的に記載すべき。 

ご指摘のとおり、具体的

な内容に修正します。 

28 45 Ⅲ特定個人情報ファイルの

取扱いプロセスにおけるリ

スク対策（本人確認情報フ

ァイル）－２．特定個人情

報の入手（情報提供ネット

ワークシステムを通じた入

手を除く。）－リスク１：目

的外の入手が行われるリス

ク 

DV、ストーカー、児童虐待

等の加害者等からの交付請求

に対する拒否の取り扱いにつ

いて記載すべき。 

ここの記載は、申請者で

なく、市による目的外の入

手の防止であるため、原案

のとおりの記載とします。 
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29 46 Ⅲ特定個人情報ファイルの

取扱いプロセスにおけるリ

スク対策（本人確認情報フ

ァイル）－３．特定個人情

報の使用－リスク４：特定

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 

「システム上、管理権限を与

えられた者以外、情報の複製は

行えない仕組みとする。また、

バックアップ以外にファイル

を複製しないよう、職員に対し

指導する。」と記載されている

が、その対象外となっている、

“管理権限を与えられた者が

複製した情報”や、“バックア

ップにより複製したファイル”

に対しても、適切なリスク対応

措置をとることが望ましいと

考える。 

この項目においては、不

正に複製されるリスクに対

する措置を記載していま

す。 

30 48 Ⅲ特定個人情報ファイルの

取扱いプロセスにおけるリ

スク対策（本人確認情報フ

ァイル）－５．特定個人情

報の提供・移転（委託や情

報提供ネットワークシステ

ムを通じた提供を除く。）－

リスク１：不正な提供・移

転が行われるリスク－特定

個人情報の提供・移転に関

するルール－ルールの内容

及びルール遵守の確認方法 

ルールの内容は記載されて

いるが、ルール遵守の確認方法

についての内容が記載されて

いない。 

特定個人情報の提供・移

転については、法令に定め

があるものに限り許可して

います。 
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31 50 Ⅲ特定個人情報ファイルの

取扱いプロセスにおけるリ

スク対策（本人確認情報フ

ァイル）－７．特定個人情

報の保管・消去－リスク

２：特定個人情報が古い情

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 

「既存住基システムとの整

合処理を必要に応じて実施し、

… 」との記載がありますが、

“必要に応じて”の“必要”と

なる時期・条件を明記されるこ

とが望ましいと考える。 

システム保守等も踏まえ

て実施時期を調整している

ため、原案のとおりの記載

とします。 

32 51 Ⅲ特定個人情報ファイルの

取扱いプロセスにおけるリ

スク対策（送付先情報ファ

イル）－２．特定個人情報

の入手（情報提供ネットワ

ークシステムを通じた入手

を除く。）－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 

「本人確認情報の入手元は…」

と記載がありますが、項番１．

には「送付先情報ファイル」と

あることから、本項には、“本

人確認情報”についてではな

く、“送付先情報”について記

載することが適切と考える。 

本人確認情報から送付先

情報ファイルが作成される

ため、この記載となってい

ます。  冒頭の「本人確認情報」
を、「送付先情報の元となる

本人確認情報」に改め、上

記について補足説明を追記

します。 

33 51 Ⅲ特定個人情報ファイルの

取扱いプロセスにおけるリ

スク対策（送付先情報ファ

イル）－２．特定個人情報

の入手（情報提供ネットワ

ークシステムを通じた入手

を除く。）－リスク１：目的

外の入手が行われるリスク

－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 

「…本人確認情報の検索を

行う際の検索条件として…」と

記載があるが、項番１．には「送

付先情報ファイル」とあること

から、本項には、“本人確認情

報”についてではなく、“送付

先情報”について記載すること

が適切と考える。 

本人確認情報から送付先

情報ファイルが作成される

ため、この記載となってい

ます。 

NO.32のとおり、最初の

項目で補足説明を追記する

ため、ここでは原案のとお

りの記載とします。 
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34 51 Ⅲ特定個人情報ファイルの

取扱いプロセスにおけるリ

スク対策（送付先情報ファ

イル）－２．特定個人情報

の入手（情報提供ネットワ

ークシステムを通じた入手

を除く。）－リスク３：入手

した特定個人情報が不正確

であるリスク－特定個人情

報の正確性確保の措置の内

容 

「なお、送付先情報ファイル

は、…自動的に削除する。」の

内容は、本項の記載対象である

“特定個人情報の正確性確保

の措置”に直接関係しないの

で、以下のいずれかまたは両方

の項目に記載することが望ま

しいと考える。 

 

・２．項の[特定個人情報の入手

（情報提供ネットワークシス

テムを通じた入手を除く。）に

おけるその他のリスク及びそ

のリスクに対する措置] 

・７．項の[特定個人情報の保

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] 

ご意見を踏まえ、「なお、

送付先情報ファイルは、…

自動的に削除する。」の記載

を削除します。 

なお、２．については、

入手に関する評価のため、

追記はいたしません。 

７．については、既に同

様の記載をしています。 

35 52 Ⅲ特定個人情報ファイルの

取扱いプロセスにおけるリ

スク対策（送付先情報ファ

イル）－３．特定個人情報

の使用－リスク４：特定個

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 

「システム上、管理権限を与

えられた者以外、情報の複製は

行えない仕組みとする。また、

バックアップ以外にファイル

を複製しないよう、職員に対し

指導する。」と記載されている

が、その対象外となっている、

“管理権限を与えられた者が

複製した情報”や、“バックア

ップにより複製したファイル”

に対しても、適切なリスク対応

措置をとることが望ましいと

考える。 

この項目においては、不

正に複製されるリスクに対

する措置を記載していま

す。 
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36 52 Ⅲ特定個人情報ファイルの

取扱いプロセスにおけるリ

スク対策（送付先情報ファ

イル）－３．特定個人情報

の使用－特定個人情報の使

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 

「①…長時間にわたり本人

確認情報を表示させない。」、

「③本人確認情報が表示され

た画面の…」と記載があるが、

p.51の項番１．には「送付先情

報ファイル」とあることから、

本項には、“本人確認情報”に

ついてではなく、“送付先情報”

について記載することが適切

と考える。 

本人確認情報から送付先

情報ファイルが作成される

ため、この記載となってい

ます。 

NO.32のとおり、最初の

項目で補足説明を追記する

ため、ここでは原案のとお

りの記載とします。 

37 54 Ⅲ特定個人情報ファイルの

取扱いプロセスにおけるリ

スク対策（送付先情報ファ

イル）－５．特定個人情報

の提供・移転（委託や情報

提供ネットワークシステム

を通じた提供を除く。）－リ

スク１：不正な提供・移転

が行われるリスク－特定個

人情報の提供・移転に関す

るルール－ルールの内容及

びルール遵守の確認方法 

ルールの内容は記載されて

いるが、ルール遵守の確認方法

についての内容が記載されて

いない。 

特定個人情報の提供・移

転については、法令に定め

があるものに限り許可して

います。 

38 57 Ⅳその他のリスク対策－

１．監査－②監査－具体的

な内容 

＜中間サーバー･プラットフ

ォームにおける措置＞にて、

「…定期的に監査を行うこと

としている。」と記載されてい

るが、この“監査”は、評価実

施機関内の内部監査なのか、外

部の第三者による監査なのか、

を明記することが望ましいと

考える。 

外部監査であることを明

記します。 

 


