
議案第46号補足資料

住民基本台帳事務 にお ける支援措置 申出者 の

住所漏 えいに関す る経過等 について

1 概要

DV等 被害者 を保護す るための支援措置である 「住民基本台帳事務 にお け

る支援措置 申出書」 を受理 していたにも関わ らず、児童手 当の受給 に際 して

必要 となる、「児童手 当・特例給付現況届」の案 内において、 DV被 害者 の

現住所が記載 され ていることに気付かず、加害者 である夫 (受 給者 )に誤 つ

て送付 した ことによ り、被害者 に損害 を与 えた もの。

2 経過

平成 28年
4月 13日   被害者転 出先 の役所か ら送付 された、「住民基本台帳

事務 にお ける支援措置 申出書」 を本町住民課 が受理す
る。

6月 10日   児童 の氏名 、生年月 日、現住所が記載 された 「児童手

当・特例給付現況届」 を受給者 に送付す る。

(通 常、住所 は受給者 において記載 され るところであ

るが、便宜上、住所 を印刷す るシステム となってい

る。受給者 は、必要事項 を記入 し、受給者氏名 を 自書
し捺印 した上で、町に提 出す る。 これ によつて、受給

資格 の有無 が確認 され る。)

6月 12日   「児童手 当・特例給付現況届」の事務処理 に当た り、

町外へ転 出 され た当該支援措置 申出者 の子の現住所が

記載 されている 「児童手 当 。特例給付現況届」 を加 害

者 に送付 していた ことに担 当者 が気付 く」

同 日、当該支援措置 申出者 に事情 を説 明 し謝罪す る

とともに、被害者及びカロ害者 の住所地 を所管す る各警

察署 に電話連絡 し、被害者 の安全確保等 について要請

を行 う。

6月 13日   転 出先役所 の担 当職員 とともに被害者 と面談 し、再転

居等、今後 の対応等 について協議 を行 う。

6月 14日   カロ害者 に送付 した 「児童手 当・特例給付現況届」 を加

害者 が返却 され る。

8月 27日   被害者 の本格的な引越作業が実施 され る。

現在、加害者 に よる新たな被害等は発生 していない。

3 損害賠償

平成 28年 8月 3日 に引越等 に要す る概算払金 として、 92万 5, 58
8円 を支払 う。

以降、和解 に向け、協議 を重ね、 このほ ど被害者 と町 との間で、損害賠

償 に係 る和解 の協議 が整 い、和解契約 を締結す る段階に至 る。

損害賠償合計金額 :119万 1, 830円 (概 算払金 を含む )



4 事案発生以降の対応
・児童手当現況届 に係 る児童情報の うち、住所のみ印字 しない こととす

る。
・通知等に際 しては、警告情報登録一覧表 によ り複数で確認す る。
・警告情報等、注意 を要す る起案 については、チェ ック欄 を設 け、複数 で

確認す る。
・作業及び操作マニュアル を再確認 し、チェ ック体制 を強化 した。
・ 定期的に受給資格児童等 の移動処理 (バ ッチ処理)を 行 う。
・業務 間の連携 を密 にす ることで情報 の共有 を図るとともに、課 内での勉

強会 を実施 した。 (継続 )

5 懲戒処分の状況

平成 29年
5月 1日   町長 か ら京丹波町職員懲戒分限審査委員会 に諮 問・~′

、グ
~

5月 2日   職員懲戒分限審査委員会 を開催 し処分 を審議
―  

～

5月 9日
  1曇 又颯令参醤薫棄声

員会か ら町長 に答 申

課長級職員   処分量定は減給 10分 の 1 1月
課長補佐級職員 処分量定は減給 10分 の 1 1月
係長級職員   処分量定は減給 10分 の 1 1月
係長級職員   処分量定は減給 10分 の 1 1月

5月 9日   委員会答 申 どお り処分


