
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関
する事務における特定個人情報ファイルの取扱いに当たり、同ファイルの取
扱いが個人のプライバシー等の権利利益に影響を及ぼすものであることを
認識し、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを軽減さ
せるために適切な措置を講じることをもって、個人のプライバシー等の権利
利益の保護に取り組んでいることを宣言する。
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Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務
①事務の名称 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する事務

②事務の概要

１．預金保険機構の個人番号に関する新たな事務
　令和３年５月12日に「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関す
る法律」（以下「口座登録法」という。）及び「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座
の管理等に関する法律（以下「口座管理法」という。）が成立し、口座登録法に基づき、公的給付の迅速
かつ確実な支給のため預貯金口座の情報を個人番号とともにデジタル庁にあらかじめ登録すること等
ができる制度が、また、口座管理法に基づき、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金
口座の管理に関する制度及び災害時又は相続時に預貯金者又はその相続人の求めを受けて預金保
険機構（以下「当機構」という。）が預貯金口座に関する情報を提供する制度が創設された。両法により、
当機構は、関連する一部の事務（以下「口座情報連携事務」という。）を新たに行うこととされた。
　口座登録法においては、当機構は同法の規定による業務を「電子情報処理組織によって取り扱うもの
とする」（口座登録法第12条第２項）旨が、また、口座管理法においては、同法の規定による通知及び求
めは「金融機関又は預金保険機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である
預金保険機構又は金融機関の使用に係る電子計算機に送信する方法によって行うものとする」（口座管
理法第19条）旨が定められている。口座情報連携事務の処理に当たっては、当機構におけるシステム
対応が必須とされているため、当機構において、口座情報連携システム（以下「本システム」という。）を
整備する。
※【口座情報連携事務のうち、口座登録法に基づく事務については、当機構が内閣総理大臣から委託
を受けて行う事務であるため、当機構は必ずしも評価の実施を義務付けられないが、評価の実施対象
である口座管理法に基づく事務と密接に関係することから、任意で評価するものとする。】
２．口座情報連携事務の概要について（本評価時点）
　当機構は、口座情報連携事務に係る関係者（預貯金者等、金融機関、デジタル庁＜マイナポータル、
口座情報登録・連携システム＞、地方公共団体情報システム機構＜以下「J-LIS」という。＞）間に介在
し、当該事務に必要な情報の連携・確認・振分け等を行うため、本システムを構築する。当該事務の概
要は以下(1)、(2)のとおりである。
　いずれの事務についても、本システムと外部との情報連携は、専用線又は閉域ネットワークで構築さ
れた通信回線経由の送受信により行われる。送受信により連携された情報の確認・振分け・編集等は、
全て本システム内部で行われるため、当機構職員が直接、当該情報を入力・変更・削除することはでき
ない。また、個人番号は暗号化した上で本システム内に保有し、本システムによりアクセスを制限するた
め、当機構職員が個人番号を直接参照・変更・削除することはできない。本システムの情報保有は必要
最低限かつ一時的なものであり、当機構は、個々の事務完了時点から一定期間経過後、直ちに復元不
可能な形で保有情報を削除する（※）。
（※）第204回国会におけるデジタル改革関連法案に対する附帯決議（衆議院内閣委員会・参議院内閣
委員会）では、口座管理法の施行に関し「以下の事項について配慮すること」として、「預金保険機構が
本法の規定により提供を受けた本人特定事項、個人番号、口座情報等については、その目的のための
使用を終了した後は、直ちに復元不可能な形で削除することを預金保険機構に徹底すること」が掲げら
れている。
(1) 口座管理法に基づく事務
① 預貯金者の意思に基づく預貯金口座への付番

金融機関（受付金融機関）に対し又はマイナポータルを通じて、預貯金者より、預貯金口座が個人番号
により管理されること（以下「預貯金口座への付番」という。）を希望する旨の申出（以下「預貯金口座へ
の付番の申出」という。）があった場合、他の全ての又は特定の金融機関宛て当該預貯金者名義の口座
の存否の照会及び個人番号の通知、当該預貯金者宛て付番結果の通知を行う。
　なお、口座管理法第３条第２項のとおり、当該個人番号は、災害時・相続時の口座情報の提供や、行
政機関などの税務調査や生活保護などの資力調査その他の法令の規定に基づく手続において預貯金
者の預貯金口座を特定するために利用され得る。
② 災害時における預貯金口座に関する情報の提供

災害救助法の適用区域に居住していた預貯金者（被災者である預貯金者）より、金融機関（受付金融
機関）を通じて、当該預貯金者が指定した金融機関に有する口座に関する情報の提供を求められた場
合、当該預貯金者が提供した個人番号を用いて、指定された金融機関宛て当該預貯金者名義の口座
情報の照会、当該預貯金者宛て口座情報の通知を行う。
③ 相続時における預貯金口座に関する情報の提供

相続発生時において、相続人より、金融機関（受付金融機関）を通じて、被相続人名義の口座に関す
る情報の提供を求められた場合、J-LISに対し当該被相続人の本人特定事項等に基づき個人番号の照
会を行い、提供を受けた個人番号を用いて、全ての金融機関宛て当該被相続人名義の口座情報の照
会、当該相続人宛て口座情報の通知を行う。
④ 金融機関における預貯金者情報の最新化の支援

金融機関より、当該金融機関自身が個人番号により管理する預貯金者情報について、正確かつ最新
の内容に保つために必要な情報の提供を求められた場合、J-LISに対し預貯金者の個人番号に基づき
本人特定事項等の照会を行い、その結果を当該金融機関に提供することにより、金融機関における預
貯金者情報の最新化を支援する。
（２）口座登録法に基づく事務
① 公的給付支給等口座の登録等

金融機関（受付金融機関）を通じて、預貯金者が内閣総理大臣に公的給付支給等口座（公金受取口
座）の登録申請等をした場合、金融機関から当該申請等に係る口座情報及び当該預貯金者の個人番
号の提供を受け、デジタル庁所管の口座情報登録・連携システムに対して連携する（登録された口座情
報の変更・修正・抹消に関しても同様の事務を行う）。その際、必要に応じてJ-LISに照会し、当該預貯金
者の個人番号の確認を行う。なお、当該事務は、口座登録法に基づき、内閣総理大臣から当機構に委
託される事務である。
なお、（１）①、②及び（２）①の事務については、受付金融機関において、預貯金者（被災者である預貯
金者を含む）名義の口座への付番が既に行われている場合には、受付金融機関は当該預貯金者の個
人番号を用いることができる。
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1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

 いつ時点の計数か 令和4年9月1日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個人
情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ] ＜選択肢＞

 いつ時点の計数か 令和4年9月1日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人以上 ] ＜選択肢＞

30万人以上 ] 2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満
4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

Ⅱ　しきい値判断項目
 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か

＜選択肢＞
1) 1,000人未満（任意実施）

[

 連絡先 「７．請求先」と同じ

②所属長の役職名 預金保険部長、システム統括室長

 ６．他の評価実施機関

―

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先

〒100-0004
東京都千代田区大手町1-9-2　大手町フィナンシャルシティグランキューブ13階
預金保険機構　総務部　広報・情報管理室
（https://www.dic.go.jp/kikotoha/johokokai.html）
※郵送の場合の宛先についても同上

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 ５．評価実施機関における担当部署

①部署 預金保険部、システム統括室

①実施の有無

＜選択肢＞

[ 実施しない ] 1) 実施する
2) 実施しない

 ２．特定個人情報ファイル名

受付依頼情報ファイル（現在システム開発途中のため名称は仮称）

 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠

（口座管理法に基づく事務）
・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９条第１項（将来的に当機構に口座管理法業務に関する特定個人情報の利用を認める改正番号法が
施行される予定）、口座管理法第10条
（口座登録法に基づく事務）
・番号法第９条第１項（別表第１ 項番100）、口座登録法第12条第１項

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

3) 未定

②法令上の根拠 ―

③システムの名称 口座情報連携システム
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＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている
＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れている
2) 十分である
3) 課題が残されている

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

 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。）

］　内部監査 [ ○

 [

 [ ○ ］　自己点検

］提供・移転しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 目的を超えた紐付け、事務に
必要のない情報との紐付けが
行われるリスクへの対策は十
分か

 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
への対策は十分か

 [

］委託しない

］　外部監査

［ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

［ 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。）

［

 [

[ ○

 ３．特定個人情報の使用

十分に行っている

］接続しない（提供） ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

 ８．監査

 ７．特定個人情報の保管・消去

 不正な提供が行われるリスク
への対策は十分か

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 不正な提供・移転が行われる
リスクへの対策は十分か

 [

 [

[

 [

 [

○］接続しない（入手）［ ○

 [ ]十分である

Ⅲ　しきい値判断結果
 しきい値判断結果

基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

＜選択肢＞

[ ]
1) 基礎項目評価書
2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書
3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

]

]

]

]

]

]

]

]

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記載
されている。

基礎項目評価書及び全項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 従業者に対する教育・啓発

 ９．従業者に対する教育・啓発

 実施の有無
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重要な変更

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年1月4日 Ⅰ．７．
〒100-0006
東京都千代田区有楽町１-12-1　新有楽町ビル
ヂング9階

〒100-0004
東京都千代田区大手町1-9-2　大手町フィナン
シャルシティグランキューブ13階

事後

記載の明確化（特定個人情報
保護評価指針に定める重要な
変更にあたらない変更）

令和5年3月31日
Ⅰ．１．②

-（末尾追加）

なお、（１）①、②及び（２）①の事務については、
受付金融機関において、預貯金者（被災者であ
る預貯金者を含む）名義の口座への付番が既
に行われている場合には、受付金融機関は当
該預貯金者の個人番号を用いることができる。

事前

事務所移転に伴う変更

令和5年3月31日
Ⅰ．１．（１）①,②,③及び
Ⅱ．２．（２）①

金融機関 金融機関（受付金融機関） 事前
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