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会 議 録（概要） 

会議名称 令和元年度 第２回 八尾市個人情報保護審議会 

開催日時 令和元年１０月３０日（水）  午後２時００分～３時００分 

開催場所 八尾市役所 本館８階 第二委員会室 

出 

 

席 

 

者 

委 員 
金谷会長 澤野委員 小池委員 久保委員 今中委員 音田委員 福山委員 

東委員                           （計８名出席） 

事務局 
【市政情報課】林田課長【行政改革課情報システム室】金室長 

 【情報公開室】鈴木室長 川畑係長 尾﨑主査 

実施機関 

（諮問案件） 

【諮問１】健康保険課     石田参事 折田主査 

【諮問２】子育て支援課    伊藤係長 

 
 

（報告案件） 

【報告１】政策推進課     阪本参事 和島室長 

     高齢介護課     寺島課長 八代係長 

     環境保全課     岩井課長 上原係長 

     交通対策課     青野参事 片山主査 

     みどり課      三島係長 土橋副主査 

     水道局経営総務課  中納次長 澤近補佐 

   

傍 聴 者 なし 

配

布

資

料 

事 前 審議会資料 

当 日 個人情報保護事務の手引 会議次第 

審議項目 

Ⅰ 諮問事項  

１ 後期高齢者医療システム機器更新に伴う外部データセンターの利用について 

２ 乳幼児健診未受診者、未就園児、不就学児等の状況確認の実施について 

 

Ⅱ 報告事項 

 １ 宛名ラベル等作成業務 
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審議状況（審議経過） 

諮問事項１  後期高齢者医療システム機器更新に伴う外部データセンターの利用について 

健康保険課 

 

「事務・事業の内容」（審議会資料に基づき事務局より概要の説明・報告を行う。） 

本案件は、後期高齢者医療システム機器更新に伴う外部データセンターの利用について諮問するも

ので、八尾市個人情報保護条例第８条第１項（電子計算機処理の制限）の規定に該当するものです。 

諮問する事項は、後期高齢者医療システムのデータ処理を取り扱うサーバ機器について、前回の機

器更新から耐用年数の目安である５年以上経過することから、サーバ及び端末の機器更新を行う必要

があり、サーバの機器更新については、従来、自庁内での機器入れ替えとしていましたが、今回の機

器更新に合わせて、住民基本台帳システム等と同じ外部データセンターを利用するものです。 

事業概要は、現在の後期高齢者医療システムは、自庁内で管理するサーバ内にデータを格納し、運

用していますが、サーバ機器の故障による行政サービスの停止や個人情報の電子データの滅失を防ぐ

ため、機器の耐用年数を勘案した更新が不可欠となっています。 

これまで、本市での定期的なサーバの機器更新は、自庁内での更新としていましたが、発生確率が

高まっている南海トラフ地震等の大災害に対応した業務継続のための設備の強靭化が必要となってい

ること、また、通信セキュリィティ技術が進んでいることから、防災機能に優れた民間の外部データ

センターを利用するものです。なお、平成 30 年２月から住民基本台帳システム、税関連システム、

障がい福祉・福祉医療システムが利用を開始し、平成 31年２月からは、児童扶養手当管理システム、

平成 31年３月からは、戸籍総合情報システムがそれぞれ利用開始しています。 

今回、後期高齢者医療システムの更新に伴い、同外部データセンターを利用し、サーバ群の集約化

によるスケールメリットを生かして、運用負担の軽減や事務効率の向上も合わせて図ります。 

個人情報の利用項目は、これまでと変更はなく、詳細は、５ページの資料２をご参照下さい。 

対象者及び件数につきましても、これまでと変更はなく、八尾市後期高齢者医療保険の被保険者で、

人数は、約 38,000人です。 

処理の概要は、システム上の電算処理方法については、旧システムよりデータ移行し、利用するた

め変更はなく、システムプログラム及びデータの格納場所を外部データセンター内に移行し、稼働さ

せるものです。 

処理方法は、外部データセンター内のサーバで稼働させるため、既存の後期高齢者医療システムを

令和元年 11 月末日まで、開発元であるシステム業者へ委託し、データセンターへのシステムプログ

ラム及びデータ移行作業を行います。 

なお、この移行作業に合わせて、市役所と外部データセンターを最新の通信技術を活用した専用回

線である VPNによるネットワークで結び、これまでと同様の情報処理を行います。 

電子計算機の利用が必要な理由は、システム上の電算処理方法については、旧システムよりデータ

移行し、利用するため変更はありません。システムプログラム及びデータの格納場所を外部データセ

ンター内に移行し、稼働させるもので、引き続きシステム利用が必要不可欠です。 

利用開始時期は、令和元年 12月１日を予定しています。 

セキュリティ対策は、後期高齢者医療システムに供するサーバ機器は外部データセンターを利用す

るため、八尾市とデータセンター間はセキュリティが確保される通信技術・VPN方式にて他の一般回

線と隔離した専用回線で結び、従来通りの自庁内基幹系ネットワークと同様の閉鎖されたネットワー

ク環境を確保します。また、冗長化のため、回線は二重化するものとします。 

データセンター内におけるサーバへのアクセスは、365 日 24 時間常時有人監視やアクセスログ記

録はもとより、パスワード・生体認証など二要素以上の認証を必須とし、その管理状況について定期

的に市に報告させるほか、市による随時の立ち入り点検も行います。また、USBメモリ等可搬性のあ

る外部媒体への取り出しについても不可設定を行います。 
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施設機能については、免震性や耐火性、非常電源設備を有し、災害時や設備定期点検等においても

サーバのシャットダウンが生じないものとし、電子データの保護を図ります。 

後期高齢者医療システムの運用においては、これまでと同様 ID 及び生体認証による従事者制限を

行うとともに、端末及び出力帳票については施錠保管し、不要になった帳票については裁断破棄しま

す。 

 

「審議の要点・審議会の意見等」 

委員の質問・意見及び実施機関の回答（■：委員 □：実施機関 ▲：事務局） 

 

■ 外部データセンターへの委託ということですが、契約内容は、他のデータ処理と同一であるため、

契約書を添付していないということですか。 

□ 契約はまだ行っていません。12月１日から契約開始の予定で、別途このデータセンターについて、

委託契約を結ぶ予定です。 

■ この後期高齢者医療システムにおけるデータ処理についてはそうだと思いますが、基本的な契約

内容については、これまでも様々なデータ処理を委託していますね。住民基本台帳システム等と同

じ外部データセンターを利用するということになっていますが、データセンターは異なりますか。 

例えば、A社に後期高齢者医療システムのデータ処理を委託するとしますが、その A社に初めて

データ処理を委託するのではなくて、すでに住基システムのデータ処理を委託している A社に委託

するということになるのですか。 

□ 従来通りの A社です。業者の変更はありません。 

▲ 情報システム室から補足説明させていただきますと、これまでも住基システムや、戸籍システム

等をクラウドサービスにあげてきましたが、このクラウドサービスというのは、今まで自庁におい

ていたハードウェアの環境を構築する場に、このデータセンターというサービスを利用することで

す。上に載っているソフトは、また別のものというイメージです。 

今回の後期高齢者医療システムにおいては、上に乗っかっているシステムの契約については引き

続き、A社のままです。 

システムと下の基盤に分かれたような内容になっています。その下の基盤の部分がクラウドサー

ビスになっています。契約においても大きくいうと２つあるというイメージをもっていただいたら

結構です。 

■ どんな契約内容になっているのか。契約書はないのですか。 

▲ 資料はないのですけれども、クラウドサービスという基盤には、上にソフトウェアがのっていて、

そこに個人情報が含まれてきますので、個人情報の取扱いについては、もちろん契約条項等につい

て、厳守する内容になっています。 

■ 適切に契約を提携するのですね。個人情報保護のための遵守事項を設けていますね。 

□ 個人情報の取扱いについては、受託業者との間で契約書に個人情報を厳格に適用する文言を入れ

る予定です。また、受託業者から定期報告を求め、データセンターに担当課として実態把握するた

めに、立ち入り調査を可能とする旨を契約書の中に盛り込みたいと考えています。 

■ セキュリティ対策に書かれている内容が契約内容になるということですね。 

■ 回線の２重化というのは、どういう制度ですか。 

▲ ネットワークを通じて、データはクライアント端末とのやり取りをしますが、そこの回線が途切

れてしまうと、データのやり取りができなくなってしまいます。簡潔に申し上げると、２つ回線が

あって、１つの回線が途切れても、もう１つの回線で情報のやり取りができるという意味合いで書

かせていただいています。 

■ クラウドということは、複数に保存されているという理解でよろしいでしょうか。一か所ではな

くて、複数箇所あって、その場合、立ち入りされる際は、複数箇所見に行かれることになりますか。 

□ ２本システムがあり、正サーバと副サーバがあります。今回、諮問しているのは正サーバのみで、
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これはデータセンターにあります。万が一の時に、自庁内にもデータを置いておく必要があるとい

うことで、正サーバとは別に、副サーバを従来通り自庁内に置く予定です。万が一の場合でも、副

サーバを使って業務を継続することは可能です。 

 

「結論」 

諮問事項１について、審議会は承認する。 
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諮問事項２  乳幼児健診未受診者、未就園児、不就学児等の状況確認の実施について 

子育て支援課 

 

「事務・事業の内容」（審議会資料に基づき事務局より概要の説明・報告を行う。） 

本案件は、乳幼児健診未受診者、未就園児、不就学児等の状況確認の実施について、八尾市個人情

報保護条例第６条第４項第５号（収集の制限）、第７条第１項第５号（利用及び提供の制限）及び第８

条第１項（電子計算機処理の制限）の規定に該当するものです。 

諮問する事項は、乳幼児健診未受診者、未就園児、不就学児等（以下「確認対象児童」といいます。）

の状況確認を実施するため、子育て支援課及び他課で管理する児童の保育サービス利用状況等の一覧

及び住民基本台帳データを収集及び利用します。また、確認対象児童の安全確認を目的に、関係者へ

の聞き取り調査を行うものです。 

事務の概要は、平成 30 年度、児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議において、国・自治体・関

係機関が一体となって、子どもの命を守り、子どもが亡くなる痛ましい事件が二度と繰り返されない

よう、児童虐待防止対策の強化に向け、関係府省庁が一丸となって対策に取り組むこととなり、「児童

虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策」において、緊急に実施すべき重点対策として「乳幼児健

診未受診者、未就園児、不就学児等の緊急把握の実施」が掲げられ、本市におきましても、調査を実

施いたしました。こちらは、平成 30年度第２回八尾市個人情報保護審議会において承認済みです。 

上記審議会の場で、厚生労働省にて次年度以後の事業化を予定している調査である旨のご報告して

おりましたが、事業化が決定されましたので、単発の調査ではなく、継続的な調査を行うことになる

ため、改めて諮問させていただきます。 

確認対象児童の調査に際しては、まず、子育て支援課で管理する「保育所及び認定こども園並びに

公立幼稚園利用児童一覧」や他課で管理する児童一覧のデータと、住民基本台帳データを照合させる

ことで、確認対象児童の確認を行います。その後、確認対象児童の安全確認を含め、関係機関（警察

や他市町村等）へ確認を行います。 

また、確認対象児童の状況について、厚生労働省に報告を行いますが、氏名等の特定の個人の識別

につながる情報は提供を行いません。 

情報の収集方法は、以下①から⑦のエクセルデータ及び住民基本台帳データ並びに関係者への聞き

取り調査により、個人情報を収集します。 

① 保育所及び認定こども園並びに公立幼稚園利用児童一覧（子育て支援課保有） 

② 私立幼稚園での就園奨励費利用児童一覧（こども施設課保有） 

③ 障がい児施設証利用児童一覧（障がい福祉課保有） 

④ 障がい者医療証利用児童一覧（障がい福祉課保有） 

⑤ 生活保護受給証利用児童の開始廃止一覧（生活福祉課保有） 

⑥ こども医療証利用児童一覧（こども政策課保有） 

⑦ ひとり親医療証利用児童一覧（こども政策課保有） 

対象者は、令和元年６月１日時点で、本市に住民登録をしている確認対象児童となり、件数は、数

件から数十件程度を想定しています。 

個人情報の利用項目は、前回と変更はなく、確認対象児童の氏名、生年月日、住所、宛名番号、各

サービスの利用時期及び確認対象児童の状況です。 

処理方法につきましても、前回から変更はなく、次の①～④により行います。 

① 情報の収集先である各課から各サービスの利用情報について、USBにより情報提供を受けます。 

② 把握できた児童については、調査終了となります。 

③ 把握できなかった児童については、確認対象児童として厚生労働省へ報告するとともに、八尾

市要保護児童対策地域協議会と情報共有し、安全確認等の調査を行います。 

④ 安全確認できなかった児童については、居所不明児童として、厚生労働省に対して報告を行い

ます。 
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電子計算機の利用が必要な理由は、確認対象児童を確認するためには、多くの児童の保育サービス

利用状況等を照合させる必要があり、これらの作業を全て目視で行うことは正確性や行政効率の面か

らも市民の不利益となると考えられるため、電子計算機の利用が必要となるものです。 

処理実施期間は、令和元年 11月１日から同年 11月 30日までを予定しています。 

個人情報保護等のセキュリティ対策につきましても、前回から変更はなく、次のとおりとなります。 

個人情報を取り扱うパソコンは、ネットワークに接続しない環境（スタンドアロン）にて使用しま

す。 

他課から収集するデータについては、情報システム室の暗号化及びウィルス対策済み USB メモリ

を使用し、従事者制限を徹底します。 

業務完了後は、確認対象児童を確認するために使用したデータを削除し、不要になった出力帳票は

切断廃棄を徹底します。 

 

「審議の要点・審議会の意見等」 

委員の質問・意見及び実施機関の回答（■：委員 □：実施機関 ▲：事務局） 

 

■ 所管課から、何か補足説明、修正すべき点等ありますか。 

□ 昨年の状況をお伝えさせいただきます。 

様々なデータを照合しまして、確認対象児童として、国に報告させていただいたのは、68名です。 

その後、出入国履歴の調査や、訪問調査や聞き取り調査で、八尾市においては 0名、すべて確認

できたということになっています。 

■ (5)の処理方法の③には、「把握できなかった児童については、確認対象児童として厚生労働省へ

報告するとともに、八尾市要保護児童対策地域協議会と情報共有し、安全確認等の調査を行います。」

と記載されています。これは、今回の情報収集した内容について、八尾市の要保護児童対策地域協

議会に情報提供するという趣旨ですか。 

□ 従来から、居所不明の児童につきましては、情報を共有する仕組みとして、八尾市要保護児童対

策地域協議会が存在しています。今回の諮問内容ではないですが、従来の流れと同様ということで、

関係機関が集まる協議会で、行方を知っている情報がないかを確認するため、報告させていただい

ております。 

■ 協議会への報告で、「特定の子供がどこの保育園にも行っていない、住民票はあるけれども。」と

いうことは、当然情報を出さないとわからないですね。ということは、特定の名前やどこの保育園

にいる又はいないという情報は提供するということですね。 

□ 協議会自体はそういった趣旨のもので、児童福祉法の範疇で共有が認められているので、そこで

は氏名住所等共有させていただいております。 

■ この諮問については、そのような提供も含まれるということで理解させてもらった方がいいので

は。というのは、あとで児童の親が怒って、どこからそんなことが分かったのかと言われたときに、

個人情報保護審議会に情報提供が承認されているのか問題となります。 

▲ 個人情報の外部提供について、法令に定めがある場合については、審議会の諮問が不要で、事務

を行ってもいいという条例のつくりにはなっています。 

■ それは、法令のどこに記載されていますか。法令に具体的に記載されているのですか。 

■ 諮問書の頭の部分で、「第７条第１項第５号（利用及び提供の制限）の規定により次のとおり諮問

します。」とあるからこのような情報提供も含まれているのでは。 

▲ ８ページに、「確認対象児童の安全確認を含め、関係機関（警察や他市町村等）へ確認を行います。」

と記載しております。当然確認を行うためには、一定こちらから情報の提供が必要になるというと

ころで、第７条１項５号が必要と考えています。 

■ だから、経過確認するためには、協議会だけでその情報が足りるわけではなくて、どこに問い合

わせる必要が出てくるかもわからないから、そういうときのために外部提供すると記載されている
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のでは。 

▲ そうですね。平成 30 年の諮問でもあげさせていただいたとおり、様々ところに調査をしないと

いけないとなったときに、一定個人情報をこちらから提供することになりますので、本件について

は、包括的な承認が必要となります。 

■ 法令に定めがある場合と限定されると少し待ってとなります。この諮問で承認を受けたという事

実を残しておいてください。 

▲ 承知いたしました。 

 

「結論」 

諮問事項２について、審議会は承認する。 
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報告事項１ 宛名ラベル等作成業務 

（1）男女共同参画に係る市民意識調査の実施に伴う送付用宛名ラベルの作成について                                   

政策推進課 

「事務・事業の内容」（審議会資料に基づき事務局より概要の説明・報告を行う。） 

本案件は、男女共同参画についての市民意識調査の実施に際し、アンケート送付用宛名ラベル作成

業務を行ったもので、八尾市個人情報保護条例第８条第１項表４類型５に該当するものです。 

事業の概要は、「八尾市はつらつプラン～第３次八尾市男女共同参画基本計画～」の改定に際して、

利用者の生活実態や意識等の実態を把握するため、男女共同参画についての市民意識調査を実施した

ものです。 

個人情報の利用項目は、氏名、住所、性別、生年月日となります。 

対象者及び件数につきましては、市内在住の満 18歳以上の男女の 3,000人です。 

電子計算機の利用が必要な理由は、閲覧用住民基本台帳から手作業により転記することは、膨大な

時間を必要とするとともに、転記誤りが発生するという問題点があります。そこで、電子計算機に記

録されている住民基本台帳を電算処理することにより、正確かつ迅速に対象者の抽出を行い、本調査

業務の効率的な実施を図ったものです。 

処理形態として、電子計算機に記録されている住民基本台帳データベースから抽出プログラムを用

いて、宛名ラベルを出力しました。 

利用時期は、令和元年９月中旬から下旬、調査期間は、10月 15日から 29日です。 

セキュリティ対策につきましては、出力された帳票の管理については万全を期し、施錠できる保管

庫に保管しました。不要になった出力帳票は裁断して破棄しました。委託に関しては、委託業者との

契約条項に個人情報保護規定を明記するとともに、委託業務中も、適宜、業務の進捗状況の報告を求

める等、個人情報の管理には万全を期しました。 

「審議の要点・審議会の意見等」 

委員の質問・意見及び実施機関の回答（■：委員） 

■ 特に意見なし。 

「結論」 

報告事項１(1)について、審議会への報告は終了。 

（2）大阪府調査「高齢者の生活実態及び介護サービス等に対する意識調査」の実施に伴う送付用

宛て名ラベルの作成について                        高齢介護課 

「事務・事業の内容」（審議会資料に基づき事務局より概要の説明・報告を行う。） 

本案件は、大阪府調査「高齢者の生活実態及び介護サービス等に対する意識調査」の実施に際し、

アンケート送付用宛て名ラベルを作成したもので、八尾市個人情報保護条例第８条第１項表４類型５

に該当するものです。 

事業の概要は、大阪府が策定した「大阪府高齢者 2018」の検証及び次期計画策定の「第８期介護保

険事業（支援計画）」、「高齢者保健福祉計画」の参考に資するため、府内に居住する 65歳以上の高齢

者に対し、各府下市町村の高齢者人口に概ね比例するよう人数を設定のうえ調査票を送付するにあた

り、本市に与えられた標本数の抽出を行い、宛名ラベルを作成、貼付及び送付までを行ったものです。 

なお、調査票は大阪府に返送されますが、無記名であり個人情報は含まれないものです。この調査

票は３年ごとに行われているもので、今年度はその実施年度となっています。 

個人情報の利用項目は、氏名、住所、性別、生年月日となります。 

対象者及び件数につきましては、65歳以上の男女 200人です。 

電子計算機の利用が必要な理由は、対象者は、介護保険課業務システムで管理されており、電子計

算機を利用することにより、事務の正確化・迅速化・効率化が図れるためです。 

処理形態として、介護保険業務システムのデータベースから抽出プログラムを用いて、対象者の宛
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名シールを出力しました。 

利用時期は、令和元年 10月１日です。 

セキュリティ対策につきましては、利用するシステム端末は、ID及びパスワードにより従事者制限

がかけられています。宛名シールは送付する直前に作成し、その後封筒に貼り付け、郵送を行いまし

た。 

宛名シールが不要になった場合は直ちに裁断廃棄しました。出力された帳票の管理については万全

を期し、施錠できる保管庫に保管いたします。不要になった出力帳票は裁断して破棄いたします。委

託に関しては、委託業者との契約条項に個人情報保護規定を明記するとともに、委託業務中も、適宜、

業務の進捗状況の報告を求める等、個人情報の管理に万全を期すよう指導を徹底してまいります。 

「審議の要点・審議会の意見等」 

委員の質問・意見及び実施機関の回答（■：委員） 

■ 特に意見なし。 

「結論」 

報告事項１(2)について、審議会への報告は終了。 

（3）八尾市環境総合計画に係る市民の意識調査に伴う送付用宛て名ラベルの作成について                 

   環境保全課 

「事務・事業の内容」（審議会資料に基づき事務局より概要の説明・報告を行う。） 

本案件は、市民アンケート実施にあたり、電子計算機で送付用宛名ラベルを作成したもので、八尾

市個人情報保護条例第８条第１項表４類型５に該当するものです。 

事業の概要は、平成 22 年３月に改定した八尾市環境総合計画に基づき、各種環境施策を実施して

おりますが、令和２年度に中期目標期間に達することに伴い見直しを図るにあたり、市民の意向を反

映した計画とするため、環境に対する関心や満足度等に関する市民の意識を調査したものです。 

個人情報の利用項目は、氏名、住所、性別、生年月日、小学校区となります。 

対象者及び件数につきましては、八尾市の年齢構成（18歳以上）及び小学校区毎の人口比率に応じ

て無作為に抽出した 1,000人となります。 

電子計算機の利用が必要な理由は、閲覧用住民基本台帳から手作業により転記することは、膨大な

時間を必要とするとともに、転記誤りを生じる可能性があるという問題点があるが、電子計算機に記

録されている住民基本台帳を電算処理することにより、正確かつ迅速に対象者の抽出を行い、本調査

業務の効率的な実施が確保できるためです。 

処理形態として、電子計算機に記録されている住民基本台帳データベースから抽出プログラムを用

いて、宛名シールを出力しました。 

利用時期は、令和元年 10月 25日です。 

セキュリティ対策につきましては、宛名シールは作成後直ちに貼り付けして郵送し、個人情報の保

護に関しては細心の注意を払いました。出力された帳票は施錠できる保管庫に保管するとともに、利

用後切断して廃棄しました。封入封緘等についても当課で行い、個人情報の保護に努めました。 

「審議の要点・審議会の意見等」 

委員の質問・意見及び実施機関の回答（■：委員） 

■ 特に意見なし。 

「結論」 

報告事項１(3)について、審議会への報告は終了。 
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（4）公共交通制度設計に係る市民の移動実態調査に伴う送付用宛名ラベルの作成について                                   

交通対策課 

「事務・事業の内容」（審議会資料に基づき事務局より概要の説明・報告を行う。） 

本案件は、公共交通制度設計に係る市民の移動実態調査の実施に際し、アンケート送付用宛名ラベ

ルを作成するもので、八尾市個人情報保護条例第８条第１項表４類型５に該当するものです。 

事業の概要は、八尾市全域において、市民の移動の実態を把握し、公共交通の制度設計を検討する

上での、重要な基礎データとして活用することを目的に実施するものです。 

個人情報の利用項目は、氏名、住所、性別、生年月日、中学校区となります。 

対象者及び件数につきましては、市内在住 18歳以上を対象として、中学校区毎に 600名（18歳以

上 65歳未満 300人、65歳以上 300人）の合計 9,000人となります。 

電子計算機の利用が必要な理由は、閲覧用住民基本台帳から手作業により転記することは、膨大な

時間を必要とするとともに、転記誤りが発生するという問題点があります。そこで、電子計算機に記

録されている住民基本台帳を電算処理することにより、正確かつ迅速に対象者の抽出を行い、本調査

業務の効率的な実施を図るためです。 

処理形態として、電子計算機に記録されている住民基本台帳データベースから抽出プログラムを用

いて、宛名ラベルを出力します。 

利用時期は、令和元年 10月下旬～11月下旬の予定です。 

セキュリティ対策につきましては、出力された帳票の管理については万全を期し、施錠できる保管

庫に保管します。不要になった出力帳票は細断して破棄します。委託に関しては、委託業者との契約

条項に個人情報保護規定を明記するとともに、委託業務中も、適宜、業務の進捗状況の報告を求める

等、個人情報の管理には万全を期します。 

「審議の要点・審議会の意見等」 

委員の質問・意見及び実施機関の回答（■：委員） 

■ 特に意見なし。 

「結論」 

報告事項１(4)について、審議会への報告は終了。 

（5）緑の基本計画の基礎調査の実施に伴う送付用宛名ラベルの作成について 

   みどり課 

「事務・事業の内容」（審議会資料に基づき事務局より概要の説明・報告を行う。） 

本案件は、緑の基本計画の基礎調査の実施に際し、アンケート送付用宛名ラベルを作成したもので、

八尾市個人情報保護条例第８条第１項表４類型５に該当するものです。 

事業の概要は、みどりの基本計画策定に際して、その基礎資料として、市内の緑に対する市民の意

識や評価等を把握するため、アンケート調査を実施したものです。 

個人情報の利用項目は、氏名、住所、性別、生年月日となります。 

対象者及び件数につきましては、市内在住 18歳以上の 3,000人となります。 

電子計算機の利用が必要な理由は、閲覧用住民基本台帳から手作業により転記することは、膨大な

時間を必要とするとともに、転記誤りが発生するという問題点があります。そこで、電子計算機に記

録されている住民基本台帳を電算処理することにより、正確かつ迅速に対象者の抽出を行い、本調査

業務の効率的な実施を図るためです。 

処理形態として、電子計算機に記録されている住民基本台帳データベースから抽出プログラムを用

いて、宛名ラベルを出力します。 

利用時期は、令和元年 10月 21日です。 

セキュリティ対策につきましては、出力された帳票の管理については万全を期し、施錠できる保管

庫に保管します。不要になった出力帳票は細断して破棄します。 
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「審議の要点・審議会の意見等」 

委員の質問・意見及び実施機関の回答（■：委員） 

■ 特に意見なし。 

「結論」 

報告事項１(5)について、審議会への報告は終了。 

（6）水道に関するアンケート調査の実施に伴う送付用宛名ラベルの作成について 

   経営総務課 

「事務・事業の内容」（審議会資料に基づき事務局より概要の説明・報告を行う。） 

本案件は、水道に関するアンケートを実施するため、アンケート送付用宛名ラベルを作成したもの

で、八尾市個人情報保護条例第８条第１項表４類型５に該当するものです。 

事業の概要は、令和３年度から実施する八尾市水道事業ビジョン及び八尾市水道事業経営戦略の策

定にあたり、広く水道使用者の意見を聴取し計画策定の参考にするためにアンケート調査を実施した

ものです。 

個人情報の利用項目は、氏名、住所となります。 

対象者及び件数につきましては、水道料金システムに登録している開栓中のお客さま（事業者も含

む）から無作為抽出 10,000件となります。 

電子計算機の利用が必要な理由は、電子計算機に記録されている水道使用者情報を電算処理するこ

とにより、正確かつ迅速に対象者の抽出を行い、本事務事業の効率的な実施を図るためです。 

処理形態として、水道料金システムからのデータ抽出処理し、宛名ラベルを出力しました。 

利用時期は、令和元年９月 26日です。 

セキュリティ対策につきましては、水道料金システムから抽出したデータを記録媒体に保存し、委

託業者に確実に手渡しました。委託に関しては、委託業者との契約及び覚書の条項に個人情報保護規

定を明記するとともに、委託業務中も適宜業務の進捗状況の報告を求める等、個人情報の管理には万

全を期しました。提供した個人情報の複写や複製を禁じるとともに、業務終了後には、記録媒体を回

収しました。 

「審議の要点・審議会の意見等」 

委員の質問・意見及び実施機関の回答（■：委員） 

■ 特に意見なし。 

「結論」 

報告事項１(6)について、審議会への報告は終了。 


