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フルコスト計算書診断（平成 30年度）・グループ（性質）診断・質疑通告書 
視点：性質 郵送・発送 質疑通告 （株）富士通総研 

１ 送付先に確実に届けるための注意点・工夫について 

各事業で様々な資料を郵送・発送していますが、必要な送付先に確実に届けるために注意している点や工夫していることがあれば教えてください。 

１ 固定資産税納税通知書発送事務事業 

（市税課） 

２ 後期高齢者医療保険料徴収事務事業 

（収納課） 

７ 特定健康診査等関係事務費 

（すこやか長寿課） 

10 個人番号カード発送事務事業 

（市民窓口サービス課） 

12 国民健康保険特別会計運営管理事務事業 

（国保年金課） 

【必要な送付先を抜け・漏れ・間違いなく抽

出するための注意点・工夫】 

 送付先情報に変更があった場合は台帳の修

正を確実に行うとともに、複数人で読み合わ

せを行っている。 

 また、納税通知書印刷に当たっては、一部

を抽出しテスト印刷を行い、正確に修正が反

映されていることを確認している。 

【必要な送付先を抜け・漏れ・間違いなく抽

出するための注意点・工夫】 

督促状発送の対象者について、発送日前日

のデータで対象者の抽出を行う。 

発送日に納付が確認できた分については、

引き抜きを行う。 

【必要な送付先を抜け・漏れ・間違いなく抽

出するための注意点・工夫】 

国保年金課が住民基本台帳を管理するシス

テムと国民健康保険システムにおける情報連

携を行い、データの管理をしている。 

【必要な送付先を抜け・漏れ・間違いなく抽

出するための注意点・工夫】 

個人番号カードをカード発行リスト及び住

民記録にて、照合している。 

【必要な送付先を抜け・漏れ・間違いなく抽

出するための注意点・工夫】 

住民基本台帳を管理するシステムと国民健

康保険システムにおける情報連携を行い、住

民票登録地への発送を行っている。 

【送付先毎に必要な送付資料を間違いなく印

刷・セッティング・封入・封緘するための注

意点・工夫】 

 仕様書に、納付書払いの方と口座払いの方

とでパターンを分け詳細に封入・封緘の方法

を定めている。 

 また、送付資料について、送付枚数が多い

等、特に注意すべき納税義務者についてはエ

クセルでリストアップし、委託業者ではなく

職員が手作業で封入・封緘を行うこととして

いる。 

【送付先毎に必要な送付資料を間違いなく印

刷・セッティング・封入・封緘するための注

意点・工夫】 

個人ごとに同じ課税種目で同じ納期限のも

のがあれば、確認をして一つにまとめている。

最終的にリストと目視確認をしている。 

【送付先毎に必要な送付資料を間違いなく印

刷・セッティング・封入・封緘するための注

意点・工夫】 

業者へ委託しており、サイズや紙質、文字

の配置、色、数量、折り方、校正の回数、束

にして納品することなど仕様書へ記載してい

る。 

また、納品後、数量の確認や無作為に送付

物を開封し、中身の確認を行っている。 

【送付先毎に必要な送付資料を間違いなく印

刷・セッティング・封入・封緘するための注

意点・工夫】 

２人の臨時職員がそれぞれ１回ずつ、職員

が１回、合計３回の目視確認を行っている。

１ 

【送付先毎に必要な送付資料を間違いなく印

刷・セッティング・封入・封緘するための注

意点・工夫】 

印刷物の封入・封緘業務を含めた印刷業務

を発注するにあたり、仕様書の中で、「封緘は

十分に糊付けされ、容易に剥がれない仕様と

し、誤封入がないか確認および点検を行うこ

と」といった指示事項を明記している。 

【必要な送付先に送付物を間違いなく確実に

発送するための注意点・工夫】 

宛名管理システムへの送付先情報の入力時

にマンション名や部屋番号等の情報を適切に

入力している。 

【必要な送付先に送付物を間違いなく確実に

発送するための注意点・工夫】 

督促状の発送は、基本的に住基登録がされ

ている住所へ送付する。 

【必要な送付先に送付物を間違いなく確実に

発送するための注意点・工夫】 

基本的には住基登録されている住所へ送付

する。 

しかし、国保年金課作成の“住所地と異な

る場所への送付を希望している人のリスト

（送付先変更台帳）”や、すこやか長寿課作成

の“受診券送付を希望しない人のリスト”を

確認し、必要に応じて送付先の変更等を行っ

ている。 

【必要な送付先に送付物を間違いなく確実に

発送するための注意点・工夫】 

個人番号カード交付通知書を送付する場合

には、転送不要の普通郵便とし、個人番号カ

ードを送付する場合には、本人限定受取郵便

にて送付している。 

【必要な送付先に送付物を間違いなく確実に

発送するための注意点・工夫】 

普通郵便ではなく、簡易書留にて郵送して

いる。 
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２ 送付物が送付先に届かなかった場合の対応について 

郵送等で発送した送付物が何らかの理由で届かずに返送された場合に、その後、どの様な対応を行っていますか。 

１ 固定資産税納税通知書発送事務事業 

（市税課） 

２ 後期高齢者医療保険料徴収事務事業 

（収納課） 

７ 特定健康診査等関係事務費 

（すこやか長寿課） 

10 個人番号カード発送事務事業 

（市民窓口サービス課） 

12 国民健康保険特別会計運営管理事務事業 

（国保年金課） 

【送付物が返送される理由・要因について】

市外に住む納税義務者が転居し、市税課へ

の届出もしない場合に新しい送付先を把握で

きないことが主な理由である。 

【送付物が返送される理由・要因について】

納税義務者が登録している住所に住んでな

く、郵便局に転居届を出していない場合、郵

便物が「あて所に尋ねあたりません」として、

返送される。 

【送付物が返送される理由・要因について】

生活実態が不明（住基に登録されている住

所に実際に住んでいるかどうか不明）であり、

「あて所に尋ねあたりません」として、返送

される。 

【送付物が返送される理由・要因について】

個人番号カード交付申請者が郵便局に転居

届を提出しておらず、「あて所に尋ねあたりま

せん」として返送される場合と、郵便局での

保管期間経過により返送される場合がある。

【送付物が返送される理由・要因について】

住所地に被保険者が実際に住んでいないこ

とにより、郵便物が「あて所に尋ねあたりま

せん」として、返送される。 

【返送された場合のその後の対応方法につい

て】 

把握している住所の自治体に照会をして、

異動先を調査し再送付している。 

【返送された場合のその後の対応方法につい

て】 

住民記録や過去の折衝記録を参照して、再

送付したり、公示送達したりしている。 

【返送された場合のその後の対応方法につい

て】 

返送物に記載されている住所、氏名、バー

コード等が窓あき部分の中に入っているか、

業者へ渡したデータと同じものが記載されて

いるかを確認している。 

また、返送物を保管し、受診券が届いてい

ない人から連絡が来た際に確認を行い、希望

される住所に発送している。 

【返送された場合のその後の対応方法につい

て】 

返送された郵便物については、市役所にて

保管している。郵便物が返送された方につい

ては、住民記録等のメモ欄に残し、対象者の

来庁を市民窓口サービス課が把握した場合に

は、交付やお知らせを行っている。 

【返送された場合のその後の対応方法につい

て】 

市役所にて保管し、「保険証を受け取ってい

ない」などの問い合わせを受けた際に、窓口

交付を案内し、住所地の確認を行っている。

【どの様な方法でも宛先に届けることができ

ない場合に発生する問題・不都合について】

送付先が判明せずに一部公示送達となるも

のがあるが、その場合納税が見込めなくなる。

【どの様な方法でも宛先に届けることができ

ない場合に発生する問題・不都合について】

当初納入通知書は対象者に届いているが、

督促状が返送されてきた場合、公示送達等を

行わないと滞納処分ができない。 

【どの様な方法でも宛先に届けることができ

ない場合に発生する問題・不都合について】

返送された人は受診券が手元に届かないた

め、特定健診を受診することができない。 

【どの様な方法でも宛先に届けることができ

ない場合に発生する問題・不都合について】

普通郵便にて送付された郵便物の受け取り

がない場合は、特に問題は発生しない。 

本人限定受取郵便にて送付した郵便物の受

取がない場合は、個人番号カードを運用状態

にして送付するため、郵便局からの返送後も

個人番号カードが運用中の状態のまま、保管

している。 

なお、個人番号カードが交付状態となるた

め、本市から転出した後、個人番号カードを

発行すると再発行の取扱いとなり、再発行の

手数料が発生する。 

【どの様な方法でも宛先に届けることができ

ない場合に発生する問題・不都合について】

住民票の登録地に郵送する必要があるた

め、簡易書留にて郵送するとともに、転送が

できないようにして発送している。 

このため、「あて所に尋ねあたりません」を

理由に返送された場合、保険証の交付を行う

ことができない。 
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３ 送付物の開封について 

送付先の市民等が、送付物を開封し資料等を熟読してもらうために工夫している点があれば教えてください。 

１ 固定資産税納税通知書発送事務事業 

（市税課） 

２ 後期高齢者医療保険料徴収事務事業 

（収納課） 

７ 特定健康診査等関係事務費 

（すこやか長寿課） 

10 個人番号カード発送事務事業 

（市民窓口サービス課） 

12 国民健康保険特別会計運営管理事務事業 

（国保年金課） 

【送付物を開封・熟読している程度・割合に

ついて】 

送付後に課税内容についての問い合わせが

急増することから、多くの方が開封し内容を

確認していると推測される。 

【送付物を開封・熟読している程度・割合に

ついて】 

基本的に送付物は、開封・熟読しているも

のと考えている。 

【送付物を開封・熟読している程度・割合に

ついて】 

把握することはできていないが、受診券に

同封している集団健診申込書の返信が一部み

られるため、そういった人は開封・熟読して

いると考えられる。 

【送付物を開封・熟読している程度・割合に

ついて】 

普通郵便にて送付される郵便物について

は、個人番号カードの受取のため、来庁され

た方の中で、交付時の必要書類に不備等がな

いことから、開封・熟読しているものと思わ

れる。 

本人限定受取郵便にて送付される郵便物に

ついては、個人番号カードと併せて、個人番

号カードの有効期限等のご案内を封入してい

るが、受取人からの個人番号カードに関する

問い合わせがないため、開封・熟読している

ものと思われる。 

【送付物を開封・熟読している程度・割合に

ついて】 

アンケート等を実施していないため、具体

的な内容の把握はできていないが、被保険者

証は、医療機関等を受診するために必要なも

のであり、被保険者証発送後にも一定数の受

診等がなされていることや、発送後に発送物

に対する問合せ等が行われていることから、

開封・熟読されているものと推測される。 

【送付物を開封してもらうための工夫・熟読

してもらうための工夫・保管してもらうため

の工夫】 

今年度より、封筒に大きく「固定資産税・

都市計画税 納税通知書 在中」の文言を追加

した。 

【送付物を開封してもらうための工夫・熟読

してもらうための工夫・保管してもらうため

の工夫】 

督促状は封筒で郵送しており、大きく「親

展」と記載している。 

【送付物を開封してもらうための工夫・熟読

してもらうための工夫・保管してもらうため

の工夫】 

封筒や受診券の色をはっきりとしたものに

しており、記憶に残りやすいように工夫して

いる。 

また、封筒に「特定健診受診券」と赤字で

記載し、重要なお知らせであることを示して

いる。 

【送付物を開封してもらうための工夫・熟読

してもらうための工夫・保管してもらうため

の工夫】 

窓口にて申請された方については、発行準

備が整った後に通知書が送付される旨の説明

を行っている。 

また、各自郵便にて申請を行っている方に

ついては、総務省発行のパンフレット（通知

カードと併せて送付されるもの。１世帯に１

通）に説明がある。 

【送付物を開封してもらうための工夫・熟読

してもらうための工夫・保管してもらうため

の工夫】 

被保険者証を発送する際に、国民健康保険

制度のパンフレットを同封しているが、文字

が小さい等の課題があったため、今年度より

パンフレットの大きさを封筒に封緘できる範

囲で拡大し、読みやすくなるよう改善した。
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４ 郵送・発送の最終的な目的について 

郵送・発送に関する事業は、確実に送付先に資料等が届くことが最終的な目的ではない場合があると考えます。各事業の最終的な目的（資料等が届いたことにより、資料等の内容に則した成果が発現すること）について教えてく

ださい。 

１ 固定資産税納税通知書発送事務事業 

（市税課） 

２ 後期高齢者医療保険料徴収事務事業 

（収納課） 

７ 特定健康診査等関係事務費 

（すこやか長寿課） 

10 個人番号カード発送事務事業 

（市民窓口サービス課） 

12 国民健康保険特別会計運営管理事務事業 

（国保年金課） 

【最終的な目的について】 

納税義務者に課税標準額および税額を通知

し、租税債権を確定することを目的としてい

る。 

【最終的な目的について】 

督促状を発送し、納付を促すことを目的と

している。 

【最終的な目的について】 

集団健診や個別健診で特定健診を受診する

ことや、職場での健診や人間ドック、定期健

診の健診結果を提出していただくことで、特

定健診の受診率の向上につなげることを目的

としている。 

【最終的な目的について】 

個人番号カードを本人に確実に交付するこ

とが目的である。 

【最終的な目的について】 

被保険者一人ひとりに被保険者証を郵送交

付することで、国民健康保険の資格の証明を

行うことを目的としている。 

【最終的な目的を達成するために工夫してい

ることについて】 

確実に通知できるよう送付先等の調査を徹

底している。 

また、納税通知書や広報、ホームページに

おいて、送付先等の変更に関する手続きにつ

いて周知を行っている。 

【最終的な目的を達成するために工夫してい

ることについて】 

電話番号が判明している方については、電

話催告を行っている。 

電話番号が不明な方については、訪問して

いる。 

【最終的な目的を達成するために工夫してい

ることについて】 

特定健診についてわかりやすい案内チラシ

や集団健診の予約申込書を同封している。 

【最終的な目的を達成するために工夫してい

ることについて】 

個人番号カード交付通知書を普通郵便にて

送付する場合と、個人番号カードを本人限定

受取郵便にて送付する場合があるが、普通郵

便は送付先の郵便受けに投函されること、本

人限定受取郵便は、不在票等の書類が郵便受

けに投函されることから、本課において特段

の措置は講じていない。 

【最終的な目的を達成するために工夫してい

ることについて】 

簡易書留にて郵送し、間違いなく本人に交

付されるよう履歴が残るようにしている。 

また、返送された対象者より問い合わせが

来たときは、住所の確認を行い、再度の郵送

や窓口交付の案内を行っている。 
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５ 委託先について 

事業実施にあたって民間事業者に委託している場合、適切な委託事業とするための注意点・工夫していることを教えてください。 

１ 固定資産税納税通知書発送事務事業 

（市税課） 

２ 後期高齢者医療保険料徴収事務事業 

（収納課） 

７ 特定健康診査等関係事務費 

（すこやか長寿課） 

10 個人番号カード発送事務事業 

（市民窓口サービス課） 

12 国民健康保険特別会計運営管理事務事業 

（国保年金課） 

【安価で質の高い委託事業者を選定するため

の注意点・工夫について】 

入札方式のため、業者の選定は財政課が行

っている。 

市税課としては仕様書の内容を細かく定め

ることで、落札後に問題が起きないようにし

ている。 

【安価で質の高い委託事業者を選定するため

の注意点・工夫について】 

民間事業者に委託していない。 

【安価で質の高い委託事業者を選定するため

の注意点・工夫について】 

委託先の選定方法は、指名競争入札により

選定している。 

業者への指示事項を仕様書に記載し、業者

が作業を間違いなくできるように工夫してい

る。 

また、業者との打合せを通して、詳細な点

の確認を行っている。 

【安価で質の高い委託事業者を選定するため

の注意点・工夫について】 

民間事業者に委託していない。 

【安価で質の高い委託事業者を選定するため

の注意点・工夫について】 

印刷業務において本市の指名登録業者を対

象として事前に、「業務請負可否照会」を行っ

たうえで、業務の請負が「可」と回答された

事業者を選定し、指名競争入札により、委託

事業者を決定した。 

【送付先に関する個人情報の保護等の確保の

ために市が実施している取組みについて】 

個人情報の取り扱いについて、一定の資格

を持った事業者であることを入札の条件とし

ている。 

 また、個人情報を記載した書類を引き渡す

場合、市でも保管場所を把握している。 

【送付先に関する個人情報の保護等の確保の

ために市が実施している取組みについて】 

民間事業者に委託していない。 

【送付先に関する個人情報の保護等の確保の

ために市が実施している取組みについて】 

受託者は情報セキュリティマネジメントシ

ステムもしくはプライバシーマークを取得し

ており、個人情報について適切な保護措置を

講ずる体制を整備しなければならないと仕様

書に記載している。 

また、委託業者に対して、「個人情報の保護

に関する法律」及び「大野城市個人情報保護

条例」等関係法令を遵守し、個人情報の取り

扱いには十分注意を払うことも併せて仕様書

に記載している。 

【送付先に関する個人情報の保護等の確保の

ために市が実施している取組みについて】 

民間事業者に委託していない。 

【送付先に関する個人情報の保護等の確保の

ために市が実施している取組みについて】 

個人情報の取り扱いについては、大野城市

個人情報保護条例等関係法令を遵守すること

を義務付けている。 

また、以下のことを仕様書に明記している。

・本市から提供する個人情報の安全性を確

保するため、情報セキュリティマネジメ

ントシステムまたはプライバシーマーク

を取得し、個人情報について適切な保護

措置を講ずる体制を整備していること。

・個人情報を取り扱う業務内容に関して

は、そのすべてを同一箇所で行うこと。

・第三者への委託を行う場合は、市と協議

を行うこと。また、再委託業者について

も、情報セキュリティマネジメントシス

テムまたはプライバシーマークの取得と

個人情報について適切な保護措置を講ず

る体制を整備していること。 

以上 
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平成 30 年度 フルコスト計算書グループ診断（性質別テーマ：郵送・発送）診断結果（No.1） 

・テーマに関する分析 

事務事業名 
１ 固定資産税納税通知書発送事務事業 

（市税課） 

２ 後期高齢者医療保険料徴収事務事業 

（収納課） 

７ 特定健康診査等関係事務費 

（すこやか長寿課） 

10 個人番号カード発送事務事業 

（市民窓口サービス課） 

12 国民健康保険特別会計運営管理事務

事業（国保年金課） 

優れている 

ポイント 

・発送作業として、発送先情報の複数人で

の読み合わせを実施している。また、送

付資料数が多い等で特に注意が必要な

納税義務者をリストアップし、委託事業

者ではなく、職員が直接封入・封緘を行

っている。 

・委託事業者からの納品された発送物につ

いて、サンプルで無作為抽出し、正しく

封入・封緘されているのかを確認してい

る。 

・封筒の空きスペースを活用して、市から

のお知らせ（空き地・空き家の適正管理

等について）を記載し、重要施策等のＰ

Ｒに取り組んでいる。 

・委託事業者に個人情報を記載した書類を

引き渡す際、書面により保管場所を把握

している。 

・委託事業者には、情報セキュリティマネ

ジメントシステムもしくはプライバシ

ーマークを取得し、個人情報に関する適

切な保護措置を講ずる体制の整備を仕

様書で明記している。 

・個人ごとに同じ課税種目で同じ納期限の

ものがあれば、1つにまとめて送付して

いる。 

・発送先に間違いが発生しないように、リ

ストに基づき目視確認を実施している。

・住基登録住所以外への送付希望リスト

（送付先変更台帳）や受診券送付を希望

しないリスト（当課作成）を確認し、必

要に応じて送付先の変更等を行ってい

る。 

・特定健診に関する案内チラシ等を同封

し、特定健診受診を促進している。 

・委託事業者には、情報セキュリティマネ

ジメントシステムもしくはプライバシ

ーマークを取得し、個人情報に関する適

切な保護措置を講ずる体制の整備を仕

様書で明記している。 

・送付先及び送付物に間違いがないよう

に、２人の臨時職員と１人の正職員が

各々１回ずつ計３回、目視確認を実施し

ている。 

・委託事業者からの納品された発送物につ

いて、サンプルで無作為抽出し、正しく

封入・封緘されているのかを確認してい

る。 

・被保険者証の発送の際に同封している国

民健康保険制度のパンフレットについ

て、より読みやすくするための修正・変

更を行っている。 

・履歴が残る簡易書留で郵送することで、

間違いなく本人に交付されるように工

夫している。 

・委託事業者には、情報セキュリティマネ

ジメントシステムもしくはプライバシ

ーマークを取得し、個人情報に関する適

切な保護措置を講ずる体制の整備を仕

様書で明記している。 

改善が必要な 

ポイント 

・送付物が送付先の納税義務者に確実に開

封してもらい、内容を理解し、納期まで

に納税してもらうための工夫が不十分

である（封筒に１色で「固定資産税・都

市計画税 納税通知書 在中」と記載する

のみ）。 

・送付物が送付先の滞納者に確実に開封し

てもらい、内容を理解し、迅速に納付し

てもらうための工夫が不十分である（封

筒に１色で「親展」と記載するのみ）。 

・送付物が送付先の特定健診受診対象者に

確実に開封してもらい、内容を理解し、

確実に受診してもらうための工夫が不

十分である（封筒に赤字で「国民健康保

険 特定健診受診券」と記載はされてい

る）。 

・特にない ・特にない 
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平成 30 年度 フルコスト計算書グループ診断（性質別テーマ：郵送・発送）診断結果（No.2） 

・共通課題 

共通課題 

① 送付先に確実に届けるための方策 論
点

・送付先に間違いが発生しないようにするための取組 

・送付先ごとに必要な資料を封入・封緘するための取組 

② 
送付先の市民等が確実に開封し資料を熟読し理解してもらう

ための工夫 
論
点

・封筒のデザイン・記載内容について 

・送付物について 

③ 個人情報の適切な取扱いを担保する方策 論
点

・特に業務委託している場合の委託先事業者における適切に情報を取り扱ってもらうための取組 

・共通課題に対する分析結果 

事務事業名 
１ 固定資産税納税通知書発送事務事業 

（市税課） 

２ 後期高齢者医療保険料徴収事務事業 

（収納課） 

７ 特定健康診査等関係事務費 

（すこやか長寿課） 

10 個人番号カード発送事務事業 

（市民窓口サービス課） 

12 国民健康保険特別会計運営管理事務

事業（国保年金課） 

①に関する 

分析結果 

・発送作業として、発送先情報の複数人で

の読み合わせを実施している。また、送

付資料数が多い等で特に注意が必要な

納税義務者については、職員がリストア

ップし、委託事業者ではなく、職員が直

接封入・封緘を実施するなど、細心の注

意を払っている。 

・委託事業者から納品された発送物につい

て、サンプルで無作為抽出し、正しく封

入・封緘されているのかを確認した上

で、発送している。 

・発送先に間違いが発生しないように、リ

ストに基づき目視確認を実施している。

・住基登録住所以外への送付希望リスト

（送付先変更台帳）や受診券送付を希望

しないリスト（当課作成）を確認し、必

要に応じて送付先の変更等を行うこと

で、市民のニーズに応えながら、正しい

送付先へ送付するための工夫を行って

いる。 

・送付先及び送付物について、２人の臨時

職員と１人の正職員が各々１回ずつ計

３回、多重チェックによる目視確認を実

施することで、間違いの発生を防止して

いる。 

・委託事業者から納品された発送物につい

て、サンプルで無作為抽出し、正しく封

入・封緘されているのかを確認してい

る。 

②に関する 

分析結果 

・送付物が送付先の納税義務者に確実に開

封してもらい、内容を理解し、納期まで

に納税してもらうための工夫が不十分

である（封筒に１色で「固定資産税・都

市計画税 納税通知書 在中」と記載する

のみであり、自分が納税義務者であり、

開封して納税通知書に基づき納税する

義務を負っていることが、一瞥して容易

に理解できる封筒のデザインとなって

いない）。 

・同封物も納税通知書と固定資産税の制度

に関する説明資料１枚（２頁）のみで、

納付書により納税する義務があること

は、納税通知書に読み取りにくい小さな

文字で記載するのみである。 

・送付物が送付先の滞納者に確実に開封し

てもらい、内容を理解し、迅速に納付し

てもらうための工夫が不十分である（封

筒に１色で「親展」と記載するのみであ

り、親展の意味を正しく理解していない

滞納者には開封する必要性が伝わらな

いと考えられる）。 

・送付する督促状の記載内容も、「保険料

が未納になっていますので、必ず指定納

付期限までに納められますよう督促し

ます」の文字が読み取りにくい小さな文

字で記載するのみであり、滞納者に対す

る督促の効果が限定される。 

・送付物が送付先の特定健診受診対象者に

確実に開封してもらい、内容を理解し、

確実に受診してもらうための工夫が不

十分である（封筒に赤字で「国民健康保

険 特定健診受診券」と記載されている

が、特定健診に関する正しい知識を有さ

ない対象者には、重要性が理解してもら

えないものと考えられる）。 

・特定健診に関する案内チラシ等を同封す

ることで、特定健診受診の必要性・重要

性の理解を促しており、封書を開封すれ

ば、特定健診を受診してもらえる効果が

一定程度、期待できる。 

・郵送方法は本人限定受取郵便を利用し、

また、自ら希望して申請した個人番号カ

ードを受け取るための郵送物であるこ

とから、基本的には、受領後に開封し内

容を確認の上、適切に保管してもらえる

ものと考えられる。 

・また、窓口申請者に対しては、発行準備

が整った後、通知書が送付される旨の説

明がなされており、申請者の理解を促し

ている。 

・履歴が残る簡易書留で郵送することで、

間違いなく本人が受け取り、さらに開封

する必要性が理解されるように工夫し

ている。 

・また、被保険者証の発送の際に同封して

いる国民健康保険制度のパンフレット

について、必要に応じてより読みやすく

するための修正・変更を行うことで、よ

り理解してもらえるように工夫してい

る。 

③に関する 

分析結果 

・委託事業者には、情報セキュリティマネ

ジメントシステムもしくはプライバシ

ーマークを取得し、個人情報に関する適

切な保護措置を講ずる体制の整備を仕

様書で明記している。 

・委託事業者に個人情報を記載した書類を

引き渡す際、書面により保管場所を把握

している。 

・業務委託は行っておらず、全ての作業を

職員が実施している（市の個人情報保護

等の規定に則し適切に取り扱ってい

る）。 

・委託事業者には、情報セキュリティマネ

ジメントシステムもしくはプライバシ

ーマークを取得し、個人情報に関する適

切な保護措置を講ずる体制の整備を仕

様書で明記している。 

・業務委託は行っておらず、全ての作業を

職員が実施している（市の個人情報保護

等の規定に則し適切に取り扱ってい

る）。 

・委託事業者には、情報セキュリティマネ

ジメントシステムもしくはプライバシ

ーマークを取得し、個人情報に関する適

切な保護措置を講ずる体制の整備を仕

様書で明記している。 
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平成 30 年度 フルコスト計算書 

グループ診断（性質別テーマ：郵送・発送）診断結果（No.3） 

ベストプラクティス（優れた手段・方法） 

【全 般】 

ⅰ）受領者が確実に開封し、送付物を確認することを促すための窓付封筒の形状・色・デザイン

と標記する項目・文章等となっているか、受領者の立場に立って、以下の項目について十分

に検討することが望ましい。 

【封筒について】 

○同封した通知書等の名称を朱書き等、他の記載文字と異なる目立つ色・大きさで記載する。

○宛先人自らが確実に開封する必要のあることを一瞥して容易に理解できる文書・文言を目

立つように記載する。 

例：「親展」：全ての市民が「親展」の意味を正しく理解できていない可能性がある 

  ⇒「受取人ご本人様が必ず開封してください」 

○なお、後述【窓付封筒の形状・デザインに関する補足】のとおり、窓付封筒は現状、全て

の部署で異なっているが、市として一定の基準を統一することで費用対効果の向上を図る

ことが望ましい。 

【送付資料について】 

○納税通知書、督促状、特定健診受診券等の中心となる資料等は、用紙の形状・厚さ・色が

他の資料と異なることが容易に理解できるようにする。 

○納税通知書や督促状など、受領者に納税・納付等の義務がある場合は、納税通知書等に容

易にその旨が読み取れるように大きな文字・朱書き等で記載する。 

○その他の資料として、納税通知書等の受領者に義務を発生させる送付物の説明資料や、特

定健診受診券等の受領者の任意ではあるが制度・サービスの有益性を正しく理解し受診等

の行動を促すための説明資料などの同封を検討する。資料の内容は、受領した市民等の立

場に立って、理解してもらいたい内容が正しく容易に理解できるように十分検討するとと

もに、毎年、より理解してもらえる資料となるよう必要に応じて改善する 

○行政用語では一般の市民等の理解が難しい場合もあるので、市民の立場に立った用語・説

明内容・文字の大きさ・レイアウトに見やすさとすることに留意する 

ⅱ）印刷・封入・封緘・郵送の実施方法を検討する。委託事業者を活用する場合は、間違いなく

確実に送付先の住所・氏名・内容等が印刷され、その他の印刷物も含めて送付先毎に正しい

資料が封入・封緘されるように仕様書を作成する。また、個人情報を取り扱うことから、競

争入札等への参加資格として、「情報セキュリティマネジメントシステムもしくはプライバ

シーマークを取得していること」を加えるとともに、仕様書には「個人情報に関する適切な

保護措置を講ずる体制の整備」を明記する。その上で、市財務規則に則り、公正な手段で委

託事業者を決定する。 

ⅲ）当該事業で利用する業務システムから、決められた基準等に基づき発送対象者を抽出する。

その際、当該業務システムと住民基本台帳システムとの連携により、正しい送付先住所であ

ることを担保する。また、発送先リスト等について、複数の職員による読み合わせを行うな

ど、間違いが無いことを確認する。 
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ⅳ）住民基本台帳システムに登録されている住所地以外への送付が必要である場合は、宛名管理

システム等で随時適切に送付先住所を登録管理する。住民基本台帳システム登録住所地以外

の送付先を宛名管理システム等で登録・変更する場合は、間違いの発生を防止するため、複

数の職員によるチェックを行う。 

ⅴ）送付先住所・送付先氏名が、帳票等に正しく印刷されることを職員が直接確認するため、対

象者リストから一定数を抽出し、テスト印刷を行う。 

ⅵ）委託事業者を活用する場合は、個人情報の機密性を確保しながら発送先のデータ等を交付す

る。その際、委託事業者から受領及び個人情報の保管場所・保管方法等に関する文書を受領

する。 

ⅶ）委託事業者からの納品物について、正しく封入・封緘されたことを確認するため、数量を確

認するとともに無作為抽出により送付物を開封し、中身を確認する。 

ⅷ）市職員が直接、印刷・封入・封緘する場合は、複数の職員によるチェックを行うことで、間

違いが無いことを確認する。 

ⅸ）発送先の抽出から発送日までの間に時間差が発生する場合は、発送日や発送前日等に税シス

テム・住民基本台帳システム等で納付済み・転出・死亡等の状況を確認し、発送不要が確認

できた送付先の送付物の抜き取りを行う。その際、複数の職員で抜き取りの要否と作業結果

を確認する。 

ⅹ）郵便で確実に発送する。個人番号カードや国民健康保険証など、送付先の本人が確実に受領

できない場合に多大な不利益を発生させる送付物については、簡易書留・本人限定受取郵便

等の方法で送付する。 

【窓付封筒の形状・デザインに関する補足】 

現状、各部署で窓付封筒の形状・デザイン（色、レイアウト、等）が全く異なり統一性が無

い。また、各部署が都度、窓付封筒の作成等を委託していることから、費用対効果の視点で改

善が望ましい。 

今後は、窓付封筒を利用している関係課が参加する作業部会などで、窓付封筒の形状・デザ

イン・標記する情報・特に強調する文言の色・フォントの大きさ・空きスペースを活用したそ

の他情報の発信のあり方などを検討し、市としての一定のデザイン等の統一を図ることが望ま

しい。その際、所管課や同封物の性質（送付先に義務を課すもの、送付先の意思・考えに任せ

て良いもの、等）によって、一定の違いは、効果の視点から問題ないものと考える。 

以上 


