
No カテゴリ 質問 回答 回答日

1 全般

本接種記録システム（ワクチン接種記録システム）を作るのはなぜですか 政府では、個人単位の接種状況等を、自治体において逐次把握するシステムを構築
することを予定しています。このシステムが実現すれば、市区町村において住民一
人一人の接種状況を逐次確認し、様々な問い合わせに対応することが可能となり、
都道府県、国においてもワクチン接種状況のきめ細かな情報提供を行うことができ
るほか、災害時における予診票等の喪失にも対応できるなど、ワクチン接種の円滑
化を図ることが可能になると考えているためです。

3月5日

2 業務フロー
集団接種を想定したものと思われるが、個別接種（医療機関）の場合は、ど
う扱うのでしょうか。

個別接種の増加にも対応できるよう、タブレットを準備しています。３月中旬には
マニュアルと実際の登録に向けた自治体向けテストサイトを準備し、動画も使った
説明マニュアルや、個別接種をする医療機関向けマニュアルを配付する予定です。

2月24日

3 業務フロー

医療機関の接種については適宜予診票を回収し読み込ませるという認識でよ
いでしょうか。

原則として、接種現場でそのまま入力していただきたいと考えていますが、市町村
等でまとめて入力するなどの例外的な扱いについては市町村を通じ個別にご相談く
ださい。
なお、医療機関等における入力補助員の人件費などの費用についても予算措置予定
です。

2月24日

4 業務フロー
中間サーバーがあるのに、このシステムが必要な理由を教えてください。 中間サーバーへの副本登録に必要となる予防接種台帳への情報登録に、市町村に

よっては数ヶ月要する場合もあるとされているところ、今回のワクチン接種は３週
間で２回接種することとなることから、本接種記録システムが必要となりました。

2月24日

5 業務フロー
週に２回などまとめての入力は可能ですか。 原則、毎日の入力にご協力いただくことを想定しておりますが、それに拠りがたい

場合は市町村を通じご相談いただければ幸いです。
2月24日

6 業務フロー
住所地外の人の接種情報も接種地で登録するのでしょうか。 はい、接種地で登録する想定です。住所地外の接種者についてもバーコード又はＯ

ＣＲラインの読み取りにより、接種地で登録可能です。
3月5日

7 業務フロー

そもそも接種券に接種済証があるにも関わらず、なぜ新たに行うのでしょう
か。

ご指摘のとおり紙の接種済み票は用意されていますが、紛失・汚損のおそれがある
こと、将来的に海外渡航時等の接種証明についてグローバルなフォーマットが検討
されていること等を踏まえれば、デジタルによる接種接種記録が効果的であると判
断しております。

2月24日

8 業務フロー
各国保連が接種結果登録をしていただくことは可能でしょうか。 国保連における登録は、接種記録の反映まで相当の時間がかかるため、想定してお

りません。なお、住所地外の分もバーコード又はＯＣＲラインの読み取りにより接
種会場で登録可能です。

3月5日

9 業務フロー
本接種記録システムに接種結果を登録する流れは理解しましたが、市町村は
その情報をどういった方法で確認することができる想定でしょうか。

各自治体が接種実施状況を確認できる画面を提供する予定です。なお、国は個人の
接種履歴は収集せず、全体の実施人数等の集計されたデータのみを参照する形にな
ります。

2月24日

10 業務フロー
転入者の接種回数を把握すること等が目的なのであれば、接種後だけでな
く、接種前に確認する必要がありますか。

はい、転入地での接種前、すなわち転入受付時に確認いただく必要があります。特
に転入受付時に元の接種券を紛失されていた場合には、本システムでの確認が必要
になります。

2月24日

11 業務フロー
すでに自治体で予診票のデータパンチについて契約を行っている場合、その
業務委託自体を行う必要がなくなるのでしょうか。

予診票を接種記録台帳に登録することを本システムで代替する場合（フロー図にお
ける緑のライン）には不要になります。

2月24日

12 業務フロー
システム参加が難しい医療機関については、郵送等（紙）による対応で1週
間程度遅れて市町村が入力の対応をすることとなるが、そういった想定で差
し支えないしょうか。

できる限り本システムで対応いただくようお願いいたしますが、紙の予診票を市町
村で入力する方が迅速な場合にはその対応をお願いすることとなります。

2月24日

13 業務フロー

医療機関の登録は情報連携に必要でしょうか。 医療機関が接種会場となる場合、登録が必要になります。また、その場合、接種記
録は医療機関で登録していただく方向で調整中です。例外的に医療機関で入力でき
ない場合は、市町村で回収の上代行入力を行う等について、個別にご相談くださ
い。

3月5日

14 業務フロー
現時点では本市の住基台帳からマイナンバーがCSV出力ができませんが、シ
ステムの改修が必要ですか。

住民基本台帳、予防接種台帳いずれかからマイナンバーをＣＳＶ出力頂く必要がご
ざいます。

2月24日

15 業務フロー
予防接種台帳システムの設置施設とＬＧＷＡＮ端末の設置施設が別施設で情
報の移動ができないのですがどのように対応すればよいですか？

CSVファイルをLGWAN経由で登録いただく形になりますので、予防接種台帳システム
から出力したCSVファイルを、LGWAN端末に外部記憶装置等で移動できないかどうか
検討ください。

2月24日

16 業務フロー
ワクチンのメーカーとロット番号について接種前に事前登録する方法を教え
てください。

プリセット画面で、接種日、接種会場、ワクチン情報を入力することで、これを自
動入力する機能を搭載予定です。

2月24日

17 業務フロー
個別医療機関はどのように接種記録を入力するのでしょうか。 国が配付するタブレットを用いて、医療機関が入力したものは、そのまま本接種記

録システムに登録されます。
3月5日

18 業務フロー
バーコードは10桁の接種券番号ですが、18桁に変更した方がよろしいでしょ
うか。

印刷前で対応可能であれば18桁に変更いただくようお願いいたします。対応不可能
な場合でも、OCRラインの読取に対応予定です。

2月24日

19 業務フロー
本接種記録システム上で、他自治体における接種状況等の情報はどのような
手続きで照会できるのでしょうか？

転入時に本人の同意を得た上で、本接種記録システム上の照会画面上から、照会先
の自治体の選択およびマイナンバーまたは３情報を入力して照会します。

2月24日
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20 業務フロー
転入時に転出した市町村で接種を行っていた場合、証明するものを持参して
いないときに、マイナンバーを利用して確認するのにあたり口頭での確認が
必要でしょうか。

本接種記録システム上でマイナンバーを使った照会確認作業を行うには本人の同意
が必要になります。その際、書面での同意にするか、口頭での同意にするかは、各
自治体でご判断ください。

2月24日

21 業務フロー
スコープには、「接種記録システムへの反映は、（１）（２）のいずれか迅
速な方を自治体単位で選択」とあるが、併用はできますか。

併用頂くことは可能です。 2月24日

22 業務フロー タブレット端末用のヘルプデスク等の設置は予定されていますか。 設置予定です。 2月24日

23 業務フロー
接種記録システムの初期登録後に、住民登録（出生、帰国等）した場合、ど
のタイミングで接種記録システムに登録をすればいいですか。

手続き完了後、可能な限り速やかに登録してください。 2月24日

24 業務フロー 記録データのcsv吐き出しは、即日できますか。 接種記録データはリアルタイム反映しているので、いつでも対応可能です。 2月24日

25 業務フロー
集団接種会場で接種前に対象者の接種状況を確認することを想定しています
か。

会場での接種前に、接種状況を本システムを使って確認することは、現時点では想
定しておりません。

2月24日

26 業務フロー 予診票のオンライン化を想定していますか。 今回の本接種記録システムにおいては予診票のオンライン化は想定していません。 3月5日

27 システム仕様
紫の①の代わりになるデータを接種記録システムから出力できますか。 フロー図における緑の④の線の流れで、接種記録システムからCSV形式で出力できる

予定です。
3月5日

28 システム仕様
接種会場にインターネット接続環境がない場合には、どうすればよいでしょ
うか。

データ通信可能なSIM付のタブレットを国で配付する予定です。個々の医療機関での
入力が困難な場合は、集約したものをまとめて自治体において入力する方法も含
め、市町村でご検討の上で、ご相談ください。

3月5日

29 システム仕様 本接種記録システムへの消し込みは、なにをキーにして行うのでしょうか。 自治体コードと接種券番号を基に消し込みを行います。 2月24日

30 システム仕様
接種記録システムは、あくまで入力は他自治体の住民への接種についても入
力をできるが、接種情報の参照は他自治体の住民の接種記録を閲覧できない
という理解で問題ないでしょうか。

他市町村からの転入の場合を除いてご認識のとおりです。転入処理については、本
人の同意を得て、対象者の前住所地市町村の記録について確認することができま
す。（当該市町村からの情報提供になります。）

2月24日

31 システム仕様
接種情報は医療機関でも閲覧可能でしょうか。 接種会場となる医療機関では、自接種会場における接種情報の閲覧が可能となる予

定です。
3月5日

32 システム仕様
アップロードした住民情報はダウンロードできますか。 現時点では住民情報のみのダウンロードは想定しておりませんが、自自治体の接種

記録情報のダウンロードは可能です。
2月24日

33 システム仕様
誤って二重に登録した場合は接種記録はエラーになるのでしょうか、それと
も上書きされるのでしょうか。

上書きされます。ただし自治体アカウントから修正が可能です。 2月24日

34 システム仕様
接種間隔について、このシステムで間違いを指摘できるようになっています
か。

アラートを出すなど間違いを指摘する機能はありません。受付時に接種券番号で記
載してもらえれば前回の接種記録を確認できるため接種間隔の確認をして指摘も可
能です。

3月5日

35 システム仕様
医療機関が即時入力する際、10件接種のところ錯誤で９件しか入力しなかっ
た場合、失念された１名を特定することは困難と思慮しますが、対応策等は
想定されていますか。

接種会場ごとにその日一日分の登録状況が確認できる仕様になっているので、終業
前に予診票の枚数と登録数を確認していただくことをお勧めします。

2月24日

36 システム仕様
CSVでデータ受け渡しも一つの策かと思いますが，加えてXML等のMachine
Readableなフォーマットでの提供の可能性はいかがでしょうか。

現時点では開発スケジュールを優先し、CSVのみの対応とさせていただいておりま
す。

2月24日

37 システム仕様
予防接種システムを活用していない市町村なのですが、本接種記録システム
は利用可能でしょうか。

詳細の仕様の確認は必要ですが、取り込む（予防接種台帳の情報）CSVをご準備いた
だければ本システムでの運用は可能な想定です。

2月24日

38 システム仕様
読み取り機の機能について、OCRライン18桁だけでなく、ワクチンのロット
No.も読み取れるよう拡張をご一考ください。

ロット番号は同一会場では当日中は変更がほとんど想定されないため、ロット番号
は同一のものを繰り返し入力しなくてよいように、プリセット機能を搭載する予定
です。なお、ロット番号が変わった場合手動でプリセットを変更可能です。

2月24日

39 システム仕様 接種証明書はどこから出すのでしょうか。 接種証明を出すか否も含めて検討中です。 2月24日

40 システム仕様
都道府県が，県内市町の接種状況をリアルタイムで確認できる機能はありま
すか。

統計情報の集計処理を行うため、リアルタイムでの確認はできません。 3月5日

41 システム仕様
接種場所の情報も読み取ることができますか。 接種場所は読み取りではなく入力が必要ですが、入力システム設定時にプリセット

できるため、都度の入力作業は不要です。
2月24日

42 システム仕様
仮に一部医療機関分をAI-OCRで一括して入力する際、CSV取り込みには対応
していますか。

こちらが指定したフォーマットであることを前提に、CSV登録が可能です。 2月24日

43 システム仕様

接種券番号、宛名番号の両方を送信することになっています。接種券を再発
行する際に宛名番号は変更しませんが、接種券番号を変える可能性がありま
す。（厚生労働省の見解やＤＶ被害者の場合）その想定の場合、接種券番号
の履歴も保持しているのか、上書きされるのかを教えてください。

現時点では、上書きを想定しております。 2月24日

44 システム仕様
自治体や医療機関が転入者の情報を確認するには、何をキーに検索するので
しょうか。

転入処理は自治体のみが行う仕様となっており、マイナンバーまたは３情報を想定
しております。

2月24日

45 システム仕様 接種概況の確認ステータスは「接種済み」だけでしょうか。 予診だけで接種を実施しない「予診のみ」も記録します。 2月24日
46 システム仕様 接種券はバーコードでなく、QRコードでも読み取りは可能ですか。 対応可能です。 2月24日

47 システム仕様
属性情報の氏名ですが、インターネット経由で登録した際、外字コードの対
応についてはどのような取り扱になるのでしょうか

外字への対応はしておりません。 2月24日
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48 スケジュール

システム導入のスケジュールをご教示ください。 ３月中旬にはマニュアルと実際の接種券情報登録に向けた自治体だけが触れるサイ
トを準備する予定です。動画も使った説明マニュアルも配付予定です。
また、個別接種をする医療機関でも問題ないようなマニュアルを配付する予定で
す。
それ以降も含めた詳細なスケジュールは、CIOポータル（
https://cio.go.jp/node/2731 ）を参照ください。

3月5日

49 その他
接種日をプリセットするということだが、複数日分をまとめて入力する際
に、日付ごとにプリセット日を変更することは可能ですか。

なるべく、毎日の登録をお願いするところではありますが、日付のプリセット変更
は可能です。

2月24日

50 その他
医療機関においても接種歴の読み取りをお願いしたいとのことでしたので、
医療機関向け接種のための手引きの方にも明示する等厚労省側とも十分に役
割を明確化できるようお願いします。

厚労省と連携して対応を検討します。 2月24日

51 その他

すでに予防接種実施判定システムを導入し、医療機関の接種状況をリアルタ
イムで登録、確認できるシステムを入れており、新型コロナについてもリア
ルタイムで登録できるよう準備を進めていますが、この新しいシステムに置
き換える必要があるのでしょうか。

貴自治体導入のシステムにより、予防接種台帳に迅速に反映できる仕組みを構築さ
れているのであれば、予防接種台帳経由で本接種記録システムに入力する方法を御
検討いただくほか、貴システムから指定したCSVファイルを登録することで直接、本
接種記録システムに登録することも可能とする予定です。

2月24日

52 他システムとの連携
予約システム等、他のシステムへの連携API等の整備はどのようになってい
ますか。

予約システム等への連携については、稼働当初は想定していません。今後検討して
まいります。

2月24日

53 他システムとの連携
接種記録DBとV-SYSを自動連携させていただき、現場サイドの負担軽減をお
願いできないでしょうか。

本接種記録システムのダッシュボード機能によりVSYSへの入力作業を簡素化できる
形での連携は検討しております。

2月24日

54 他システムとの連携
ワクチン接種記録システムから各自治体の予防接種台帳へ取り込む方法はど
のような想定ですか。

本接種記録システムからCSVファイルで接種実績情報を出力することが可能です。そ
のCSVファイルを必要に応じて加工し、各自治体への予防接種台帳に取り込んでいた
だく形になります。

3月5日

55 他システムとの連携
予防接種台帳に入力が必須な情報と今回スキャンする情報は一致しています
か。

各自治体の予防接種台帳に登録されている情報と完全に一致するかどうかは各自治
体の仕様にもよりますが、最低限管理すべき情報については本接種記録システムで
登録されることを想定しています。

2月24日

56 タブレット
タブレット端末は何台配付予定でしょうか。 まず、全体で４万１千台の調達を予定しています。今後、自治体の各接種会場への

配付ルールについて整理して配付数を決定させていただきます。
3月5日

57 タブレット
タブレットの配付方法はどのような方法を想定していますか。 各自治体のご要望を踏まえ、タブレットの配付先を決定させていただき送付する予

定です。ご要望の受付方法は追ってご連絡する予定です。
3月5日

58 タブレット タブレットの通信機能はLTEですか？どこの通信会社を採用されてますか。 当初導入する4万1千台分については、NTTドコモ社のLTE回線を予定しています。 3月5日

59 タブレット

タブレットを取り扱うことができる人は、公務員のみですか。看護師、医
師、現場アルバイトは可能ですか。
V-SYSへの自動入力はできないのですか。

入力作業を接種会場のスタッフ（医師、看護師、アルバイト等）や業者等に委託す
ることは可能です。
VSYSへの入力作業に関しては本接種記録システムのダッシュボード機能により簡素
化できる形での連携は検討しております。

2月24日

60 タブレット
ネットワーク環境は各自治体での整備となりますか。（特設接種会場にモバ
イルルーターを持ち込むなど）

国が配付する予定のタブレットは、LTEが利用できる通信機能を搭載しているため、
ネットワーク環境の整備は不要です。

3月5日

61 タブレット
タブレットは、コロナの予防接種が終わった後、どうするのでしょうか。使
用貸借か無償譲渡か、終わったら廃棄してもよいかを教えてください。

令和４年３月に利用いただいたタブレット端末を回収させていただく予定です。 3月5日

62 タブレット
個別接種会場の医療機関で入力作業への協力を拒否された場合はどのような
対応を検討してますか。

可能な限り平易な入力操作となるようなシステム構築に努めています。
なお、個々の医療機関での入力が困難な場合は、集約したものをまとめて自治体に
おいて入力する方法も含め、市町村でご検討の上、ご相談ください。

2月24日

63 タブレット 配付のタブレットは接種記録読み取り以外での使用も可能か。 ワクチン接種関連でのみ使用可能です。 2月24日

64 タブレット
タブレット端末は、状況に合わせて増加の要望はできますか。 接種会場について追加・変更等があることを想定して、タブレット端末の配付につ

いても調整させていただくことを想定しております。
2月24日

65 タブレット
県にも端末が配付されるか，接種記録の確認が可能ですか。 タブレット端末は接種会場等における入力用として配付予定です。Webベースでのシ

ステム構築を行うため、接種記録の統計データについてはPC等によりインターネッ
ト経由で確認可能です。

2月24日

66 タブレット

タブレットの通信料はだれが負担するのでしょうか。また、中山間地域で
ネット接続が不安定な場合はどうするのでしょうか。

データ通信可能なSIM付のタブレットを国で配付する計画で、通信料も国で負担する
予定です。個々の接種会場での入力が困難な場合は、集約したものをまとめて通信
環境の安定している所で自治体において入力する方法も含め、市町村でご検討・ご
相談ください。

3月5日

67 転出入等異動への対応
転出、転入や死亡等の情報はどのタイミングでデータ連携するのでしょう
か。

タイミングは任意ですが、可能な限り速やかに更新してください。 2月24日

68 転出入等異動への対応
接種記録システムは各自治体のデータで、各自治体が管理とのことですが、
転入・転出、また宛名番号など異動情報はどのように対応するのでしょう
か。

転出時には窓口手続の後、接種記録システム内でそのデータに転出のフラグを立て
ていただく形となります。また転入時には、住民基本台帳及び接種台帳への反映
後、そのデータを記録システムに反映いただきます。

2月24日

69 転出入等異動への対応
転入後に前市町村での接種記録を閲覧し、接種券を発行するのかを判断でき
るようにできないのでしょうか。

転入時に当該住民の同意の上、転出自治体での接種記録を確認することを可能とす
る予定です。

2月24日



No カテゴリ 質問 回答 回答日

70 転出入等異動への対応
転出者にワクチン接種情報の新たな接種券を渡して、転入先市町村に渡して
もらうイメージでよいでしょうか。

転入時には、転出元で発行された接種券を持参し転入届を行って頂き、転入先で新
たな接種券を発行して頂くことを基本としています。

2月24日

71 転出入等異動への対応
転入者のなどの随時追加するデータは全件なのか差分を抽出しなければいけ
ないのでしょうか。

全件でも差分でも問題ありません。 2月24日

72 転出入等異動への対応

接種券発行分の当初データを本接種記録システムに提供するタイミングは自
治体ごとに異なるため、本接種記録システムに複数の自治体から登録される
ことが想定されるが、マイナンバーを使って重複の確認は可能な仕組みとな
るのでしょうか。

本接種記録システムの転入処理を適切に行って頂ければ重複は発生しない仕様と
なっております。

2月24日

73 登録項目 宛名番号とは具体的に何ですか。 自治体の中で使われている個人識別番号のことです。 2月24日

74 登録項目

システムには「医療機関の情報」は登録されないのでしょうか。
市町村の台帳には支払処理の関係から、医療機関情報が必要であり、緑ルー
トで入らない場合、別途紫ルートで入力する必要が出てきてしまうかと思い
ます。
（システムの入力画面にあった「会場名」のデータはシステムには取り込ま
れないのでしょうか）

接種場所（医療機関等）は読み取りではなく入力が必要ですが、入力システム設定
時にプリセットできるため、都度の入力作業は不要です。

2月24日

75 登録項目
接種記録をCSVで取り込み可能との記載がありますが、予防接種台帳に登録
すべき（今後令和4年6月以降に番号連携する）情報として不足するのではな
いでしょうか。

予防接種台帳に登録すべき情報は網羅しております。 2月24日

76 登録項目
国の整備するシステムには、住民基本台帳登録者を全て登録する必要がある
のでしょうか。

接種券発行対象者をすべて登録して頂くことを想定しています。 2月24日

77 登録項目
予防接種台帳には医師の氏名が必要となります。このシステムでは医師名が
見当たりません。項目を追加することは検討していただけないでしょうか。

ご指摘を踏まえ、ワクチン接種記録システムに、医師名を入力できるようにしてい
ます。

2月24日

78 マイナンバー、個人情報

住民にマイナンバーあるいはマイナンバーカードを持参することを求めるの
でしょうか。

自治体のバックオフィスで、全国民に既に付番しているマイナンバーを活用するも
のであり、住民はマイナンバーを意識する必要は全くございません。接種会場でマ
イナンバーやマイナンバーカードを扱うことはございません。なお、接種者の本人
確認にマイナンバーカードを利用することは当然ながら可能です。

3月5日

79 マイナンバー、個人情報

本市では、予防接種に関する特定個人情報保護評価書がすでにあり、新型コ
ロナウイルスの予防接種も含めて作成済です。新たにワクチン接種記録シス
テム用で別に特定個人情報保護評価書を作成する必要がありますか。

既に予防接種に関する特定個人情報保護評価書がある場合は、当該評価書に新型コ
ロナワクチンの接種事務を追記することができます。なお、新型コロナワクチンの
接種事務について、既存の予防接種に関する事務の評価書とは別に、１つの評価書
として、新たに作成することも考えられます。

2月24日

80 マイナンバー、個人情報

本接種記録システムの特定個人情報保護評価(PIA)は、緊急時の事後評価
（特定個人情報保護評価に関する規則第９条第２項の規定）の適用対象とな
り得るものとのことですが、いつまでに実施する必要がありますか。

特定個人情報保護評価は、特定個人情報ファイルを保有等する前に行うことが原則
ですが、今般の新型コロナワクチンの接種事務については、新型コロナウイルス感
染症のまん延の防止のため迅速な事務処理が必要であることから、実施機関が評価
を事前に実施することが困難である場合には、緊急時の事後評価の規定の適用対象
となりるものと考えられます。
事後評価の実施時期については、評価書の種別ごとに記載内容や必要な手続きが異
なることから、一概にお示しすることは難しいですが、特定個人情報保護評価に関
する規則第９条第２項の規定に基づき、評価実施機関における業務負担や実施体制
を踏まえつつ可及的速やかに評価を実施していただくことが必要です。

2月24日

81 マイナンバー、個人情報

特定個人情報を他情報とあわせて抽出、また他システムで利用することにつ
いて、関係法令に抵触しないのでしょうか。

本接種記録システムでのマイナンバー取扱いについては、番号法第9条1項別表第一
の十（「予防接種法による予防接種の実施」）等により認められます。本接種記録
システムの構築、運用にあたっては、マイナンバー法をはじめ関係法規に抵触しな
いことはもちろん、これまでの取扱いも考慮した安全性の高い運用を前提に、プラ
イバシーの問題も十分配慮し検討を進めています。

3月1日

82 マイナンバー、個人情報
マイナンバーではなく、統合宛名番号や証明書IDで代用することはできませ
んか。

統合宛名番号等は特定の市町村でのみ把握している番号であるため、異なる市町村
間で照会・提供を行うために、マイナンバーを用いることとしています。

3月1日

83 マイナンバー、個人情報

ワクチン接種記録システムに記録される個人情報は、国が保有することにな
るのでしょうか。

国はシステムを提供するのみで、国のシステム内の論理的に区分された各市区町村
の領域で各市区町村のデータを管理していただくことを想定しています。したがっ
て、国は誰が接種した・しないなどの個人の接種情報を取り扱うことはありませ
ん。国は市町村の管理する個人情報をもとに作成した接種状況に関する統計データ
を確認させていただくことを想定しています。いずれにしても、番号法をはじめ関
係法規に抵触しないことはもちろん、これまでの取扱いも考慮した安全性の高い運
用を前提に、プライバシーの問題も十分配慮し検討を進めています。

3月1日
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84 マイナンバー、個人情報

市区町村コードと宛名番号で、対象者を検索することができると思います
が、マイナンバーが必要である理由を教えてください。また、マイナンバー
自体を消し込みなどに使うことが法令上認められるのでしょうか。

統合宛名番号等は特定の市町村でのみ把握している番号であるため、異なる市町村
間で迅速に照会・提供を行うために、マイナンバーを用いることとしています。
本接種記録システムでのマイナンバー取扱いについては、番号法第9条1項別表第一
の十（「予防接種法による予防接種の実施」）等に該当し、又、特定個人情報の提
供については、番号法第19条第15号（「人の生命、身体又は財産の保護のために必
要がある場合において、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であ
るとき」）に該当し、許容されるものです。

3月1日

85 マイナンバー、個人情報

マイナンバーを利用することによる各自治体の条例上の問題について、国に
おいて統一的な対応をする予定はありますか。

本接種記録システムでのマイナンバー取扱いについては、番号法第9条1項別表第一
の十（「予防接種法による予防接種の実施」）等により認められるため、各自治体
で条例上の問題は発生しないと認識していますので、特段、国において統一的な対
応をする予定はありません。

3月5日

86 マイナンバー、個人情報

マイナンバーの提供を行うこととなりますが、自治体側で条例整備等は必要
ですか。

本接種記録システムにおけるマイナンバーの提供については、番号法第19条第15号
（「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合において、本人の同意
があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき」）に該当するため、自治体
側での条例整備等は不要です。

3月5日

87 マイナンバー、個人情報
マイナンバーを含む個人情報の初期登録や、住所地外の自治体との情報連携
は、個人情報の第三者提供に該当しないのですか。

特定個人情報の提供に関し、市町村の住基台帳から受託事業者の本接種記録システ
ムへの初期登録は番号法19条5号に基づいて行われます。また、自治体間の情報連携
は番号法19条15号に基づいて行われます。

3月5日

88 マイナンバー、個人情報
ワクチン接種記録システムへ被接種者の情報を登録するにあたり、被接種者
本人の同意は不要ですか。

市町村の住基台帳から受託事業者の本接種記録システムへの初期登録及び予診結果
の受託事業者の本接種記録システムへの登録は、いずれも番号法19条5号に基づいて
行われるため本人同意は不要です。

3月5日

89 マイナンバー、個人情報

マイナンバー制度においては、個人情報の一元管理を行わない制度設計に
なっているが、これに反しませんか。

本接種記録システムでは、マイナンバー制度と同様に、個人情報の一元管理を行わ
ず、分散管理によることとしています。すなわち、自治体ごとに論理分離された
データベースを構築し、自治体間で必要な限度で必要なデータを照会・提供できる
機能とする予定です。加えて、本接種記録システムが保有する個人情報は、予防接
種に関する事務に係る個人情報のみです。

3月5日

90 マイナンバー、個人情報

システムにおいて、マイナンバーを、個人を特定する識別子として用いて情
報連携を行うことを検討しているとのことですが、問題ありませんか。

情報提供ネットワークシステムによる情報連携においては、マイナンバーを、個人
を特定する識別子として用いず、機関ごとに個人を特定する識別子を作成し、情報
連携を行っています。これは、万が一、情報提供ネットワークシステムにおける情
報連携の情報が第三者に傍受された場合であっても、いもづる式に特定個人情報が
漏えいすることを防止するためです。
　一方で、本接種記録システムにおける情報連携については、本接種記録システム
内のDB間で行われるものであってネットワークを介さないことから、そもそも第三
者に情報連携の情報を傍受される脅威が存在せず、また特定個人情報はマイナン
バーと直接は紐付けずに、他の識別子を通じて連携させることとしています。
　なお、自治体間における特定個人情報の連携は、本来安全性の高い情報提供ネッ
トワークシステムを用いて行うことが想定されているものですが、今回の新型コロ
ナウィルスワクチンの接種記録に関する情報連携の必要性・緊急性に鑑み、緊急避
難的に、番号法第19条第15号（人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある
場合において、本人の同意があり、又は、本人の同意を得ることが困難であると
き）を根拠として行われるものです。
　このため、本接種記録システムにおいても、情報漏えいの危険が生じないよう、
情報提供ネットワークシステムにおける対策も考慮した上で、安全管理措置を講じ
ることとしています。

3月5日

91 予算、補助金

自治体で本接種記録システムへの対応にあたり、本接種記録システムへの入
力業務等に対する委託費、職員の人件費及び既存システムの改修費用が発生
する場合に活用できる国庫補助金の正式名称及び補助割合を教えてくださ
い。

接種体制確保に必要な費用については、地方負担が生じることのないよう、国が全
額を負担する方針のもと（２月１日付厚労省予防接種室発事務連絡）、お尋ねの経
費についても、国において負担する方向で検討しています。

2月24日

92 予算、補助金
国庫補助金の要綱、上限額、事務スケジュールについては、いつ示されます
か。

3月3日付厚労省予防接種室発事務連絡にて、上限額、スケジュールについて示され
ています。そちらを参照ください。

3月5日

93 予算、補助金
タブレットを自治体で調達した場合における通信費、端末費用及び特定通信
に係る設定費用は国庫補助金の対象になりますか。

必要台数は国で用意する想定ですが、自治体で独自に調達する場合はご指摘のとお
りです。

2月24日

94 予算、補助金

医療機関に処理を依頼するとなると費用負担を求められる可能性があります
が、集合契約の委託単価を引き上げる等の対応をしていただけないでしょう
か。

接種体制確保に必要な費用については、地方負担が生じることのないよう、国が全
額を負担する方針のもと、対象となる経費には、接種実績の報告等に伴う医療機関
等におけるかかり増し経費等も含まれることとされています（２月１日付厚労省予
防接種室発事務連絡）。この点も踏まえて今後調整してまいります。

2月24日


