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会 議 録（概要） 

 

会議名称 令和元年度 第３回 八尾市個人情報保護審議会 

開催日時 令和元年１１月２１日（木）  午後６時００分～６時４０分 

開催場所 八尾市役所 本館７階 ７０１会議室 

出 

 

席 

 

者 

委 員 
金谷会長 小池委員 久保委員 音田委員 山本委員 東委員 福山委員 

                              （計７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】健康推進課 石垣室長 横山係長 

     保健企画課 大和補佐   

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 JAGES「健康とくらしの調査」実施に係る調査対象者の抽出及び個人情報の外部提供について 
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審議状況（審議経過） 

諮問事項１  JAGES「健康とくらしの調査」実施に係る調査対象者の抽出及び個人情報の外部提供に

ついて 

高齢介護課、健康推進課、健康保険課、保健企画課 

 

「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、JAGES「健康とくらしの調査」実施に係る調査対象者の抽出及び個人情報の外部提供につ

いて諮問するもので、八尾市個人情報保護条例第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、一般社団法人日本老年学的評価研究機構（以下「JAGES」という。）による健康と

暮らしの調査を実施することに伴い、本市の介護システム、健康管理システム、国民健康保険システム、

国保データベース（KDB）システム、国保総合システム、特定健診等データ管理システム、特定健診等

データ処理システム及び人口動態調査データベース（以下「各種システム」という。）から調査対象者の

情報を抽出した上で、被保険者番号を暗号化した名簿とそれぞれの健診結果等の情報（以下「対象者デ

ータ」という。）を JAGES に提供します。また、調査対象者に調査票を送付するため、宛名シールを出

力後、健康とくらしの調査の封入封緘及び発送を担当する新情報センターに提供を行います。その後、

対象者データに健康とくらしの調査結果を組み合わせたデータ（以下「組み合わせデータ」という。）を

八尾市が JAGES より受け取り、大阪大学に対しても情報提供するものです。 

事業概要は、JAGES による健康とくらしの調査とは、地域包括ケアシステム構築に向けて、ボラン

ティア参加意向者が多い地域の把握など、介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）などを

戦略的に推進していくための科学的根拠と、共同研究に参加する保険者支援を目的に、全国規模で行わ

れる調査です。これまでに 2010 年度、2013 年度、2016 年度の３回実施し、2016 年度調査では全国 40

市町村の約 20 万人の高齢者から協力を得ている調査となります。 

今般、2019 年度調査に八尾市も参加することとなり、本市在住の 65 歳以上の高齢者のうち、調査時

点で入院しておらず、介護認定（要介護認定１以上）を受けていない者を対象者として、その対象者デ

ータを JAGES に対して提供します。また、調査対象者の氏名、住所等が印刷された宛名シールを、

JAGES の委託先である新情報センターに提供を行います。その後、調査対象者に調査票を送付し、回

答が得られれば、対象者データと組み合わせを行った組み合わせデータを作成します。このデータを基

に、JAGES と国立長寿医療研究センター（以下「NCGG」という。）が分析を行います。 

また、JAGES 及び NCGG による分析とは別に、健康とくらしの調査を活用した地域のサロン活動と

健康度のデータ分析を大阪大学が行います。そのために、八尾市は組み合わせデータを JAGES から受

取り、大阪大学に提供を行います。この分析は、地域在住高齢者の健康長寿の要因を検討し、地域の介

護予防事業・健康づくり事業に活用します。 

JAGES 及び NCGG 並びに大阪大学による分析結果（個人情報を含まない。）については、八尾市が

取得するとともに、分析費用を負担する大阪府にも提供されます。 

なお、大阪大学においては、今般の調査の実施までに、研究倫理審査委員会の承認を得る予定です。 

情報の収集方法は、各種システム及び健康とくらしの調査票より収集します。 

個人情報の利用項目は、２ページをご参照下さい。下線部分が外部提供を行う項目です。 

対象者及び件数は、本市在住の 65 歳以上の高齢者のうち、調査時点で入院しておらず、介護認定（要

介護認定 1 以上）を受けていない者、約 8,000 名です。 

電子計算機の利用が必要な理由は、調査対象者を抽出するためには、各種情報を照合する必要があり、

これらの作業を全て手作業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。 

処理方法は、①各担当課が管理する各種システムから調査対象者の情報を抽出し、抽出した情報に調

査票番号を加えます。 
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②a JAGES から提供される専用ソフトを用いて、被保険者番号の暗号化を行った対象者データを

JAGES に対し、提供します。  

b 宛名ラベルを作成後、新情報センターに送付します。 

③ 調査票を新情報センターから調査対象者に送付し、一度八尾市が回収して、新情報センターに送

付します。 

④ 新情報センターが調査結果を電子化し、JAGES に提供します。 

⑤ JAGES が対象者データと調査結果を統合し、組み合わせデータを作成します。 

⑥a  組み合わせデータの暗号化被保険者番号を削除して、JAGES 及び NCGG の研究者によるデー

タ分析を実施します。 

b  八尾市が JAGES から組み合わせデータを取得します。 

⑦ 大阪大学が八尾市から組み合わせデータを取得します。 

⑧ 大阪大学の研究者によるデータ分析を実施します。 

⑨ JAGES 及び NCGG による分析結果（個人情報を含まない。）と大阪大学による分析結果（個人

情報を含まない。）を八尾市と大阪府が取得します。 

利用開始時期は、令和元年 11 月下旬を予定しています。 

セキュリティ対策は、全般につきましては、本市、大阪大学、JAGES 及び NCGG の４者間で協定

（資料６）を結ぶ際、個人情報の保護に関する規定を設けます。 

八尾市でのデータ抽出については、各システムからの対象者情報の抽出作業は、ID 及びパスワードに

よる従事者制限を徹底します。抽出したデータは、情報システム室より貸与される暗号化機能付きセキ

ュリティ USB メモリにて暗号化、パスワード設定を行い、施錠保管を行います。 

暗号化キーについては、被保険者番号をソフトウェアを用いて暗号化した際の暗号化キーについては、

外部に提供を行いません。また、暗号化キーについては、紙に出力の上、施錠できるキャビネット内に

保管します。 

八尾市と JAGES 間については、上記協定とは別に、八尾市と JAGES 間で委託契約（資料 7）を締

結します。JAGES とのデータの授受については、暗号化機能付セキュリティ USB メモリを用いて、暗

号化、パスワード設定を行い、八尾市職員が直接手渡しします。対象者データ等については、ハードデ

ィスクにパスワード付で保存し、ハードディスクは２重鍵のかかる部屋の金庫で保管します。パスワー

ドと金庫の鍵を知る者を限定し、データアクセスには記録をつけます。 

八尾市と新情報センター間については、調査対象者の住所、氏名及び対象者番号が印字された宛名ラ

ベルや調査票の送付については、郵便局セキュリティ便を用います。 

八尾市と大阪大学間については、大阪大学とのデータの授受については、暗号化機能付セキュリティ

USB メモリを用いて、暗号化、パスワード設定を行い、八尾市職員が直接手渡しします。メモリ内のデ

ータについては、大阪大学のシステム取り込み後に不要になり次第、大阪大学において、速やかに削除

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） 

 

■ ここで登場する組織は、５つですか。つまり、自治体は八尾市と大阪府。そして、JAGES、新情報

センター、大阪大学という組織が出てくるということでよろしいですか。 

□ JAGES の事務的窓口を担っているのが、長寿医療研究センター（NCGG）になっていますので、

もう一団体加わることになります。６団体になります。 

■ NCGG ですね。これは、JAGES とは別の組織ですか。 

□ はい。別の組織となります。 

■ この事案の対象者は、8,000 名ですべて八尾市民ですね。この 8,000 名はどのように抽出するので

すか。対象者が八尾市在住の 65 歳以上の高齢者のうち、調査時点で入院しておらず、介護認定を受
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けていない者となっていますが、該当する方は 8,000 名以上いますよね。 

□ JAGES から対象者を抽出するソフトが配布されていて、小学校区別の地域ごとに約 300 名程度の

方をランダムに抽出させていただきます。その方々に対して、アンケート調査票を送付し、その回答

に基づいて、八尾市域における各小学校区における高齢者の実態、暮らし方や社会参画などを地域ご

とに分析を行います。 

■ JAGES から抽出方法について示され、それに基づいて抽出するのですね。結果的に 8,000 人を抽

出するとして、どういうデータを抽出するのかというと、2 頁の利用項目、例えば身長や体重などを

利用するというわけですね。 

そうすると例えば、抽出した人の中で、その人のデータを八尾市は持っていないこともあるでしょ

う。各種データとなっていますが、65 歳過ぎても、勤めている場合は国保に加入していませんよね。

8,000 人に至るまで抽出するということですか。 

□ はい。そこは 8,000 人を抽出できるようにやっていきます。 

■ それが分かるということですね。もともと各データには、氏名や被保険者番号などが含まれますが、

氏名を外し、被保険者番号を暗号化し、２ページのアンダーラインのところだけ利用するということ

ですね。 

  対象者についてアンケートを行いますが、どうやって送付するのかといったら、八尾市がアンケー

トを送付するのではなく、8,000 人の宛名ラベルを新情報センターに送って、新情報センターがラベ

ルを貼って送付する。返送先は新情報センターじゃなくて、八尾市ですね。 

八尾市で、この２ページの下のデータとアンケートの内容が揃いますが、これをどうするのですか。 

□ アンケートにつきましては、資料１にあるように、本市から宛名シールを新情報センターにお送り

して、調査票を新情報センターから発送いただいて、八尾市が回収し、八尾市が回収したアンケート

結果を新情報センターに送付いたします。 

■ 八尾市に封筒が返ってきますよね。八尾市が開封するのですね。また、データ化したものを新情報

センターに送るのですか、それとも紙のまま送るのですか。 

□ 現時点では、開封し中身を確認して、紙のまま送ります。健診情報と介護情報につきましては、当

市で対象者の方々の情報を JAGES から送られる暗号化ソフトを用いて、被保険者番号などが分から

ない状態にさせていただいて、JAGES に直接持参します。 

■ この段階では、例えば A さんか B さんのものか暗号化されているからわからないということです

ね。 

□ そのデータを JAGES に送付し、JAGES が暗号化されたデータと、先ほど申し上げた新情報セン

ターが電子化した回答結果を組み合わせます。そして、その結果について全国比較されます。例えば、

健診を受けている人は要介護率が低い、健診項目のうちこの数値が悪い人は何年か後に要介護になる

リスクが高いなどの結果が JAGES にデータがあるので、八尾市の現状はどうか、評価分析いただき、

今後の八尾市の健康づくり、介護予防の取り組みに活かしてまいりたいと考えています。 

■ JAGES から分析結果が八尾市に返ってくるということですね。八尾市の場合はこういう傾向があ

る、健康な人が多いとか。もちろん活用なさいますよね、政策として。 

□ はい。また、八尾市がデータ取得した折に、八尾市が健康づくりの協定を締結している大阪大学に

データを提供して、その大阪大学の中でより八尾市として取り組みが然るべきか実際の事業に落とし

込んだご提案をいただく予定です。 

■ JAGES からもらったデータを大阪大学に提供して、より八尾市に特化したデータを、八尾市に返

す。大阪大学に提供するデータというのは、個人識別されない、匿名化された情報と理解してよろし

いか。 

□ はい。 

■ それと、35 頁の研究協定ですが、八尾市や長寿医療センターは法人として当事者になっています

が、大阪大学は研究科長が当事者になっていますね。 

□ まだ案の状態ですので、持ち帰り検討します。 
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■ ホームページなどを通して、健診を受けていただいたみなさんの情報については、8,000 名抽出さ

せていただいて、研究に寄与させていただくという旨を告知なさいますか。 

□ はい。事前に行います。 

■ 新情報センターが回答済みの調査票を八尾市からそのまま受け取り、電子化されるということです

が、ここでは氏名を匿名化されるということですか。 

□ 調査票自体に氏名は含まれないので、新情報センターでは氏名は分からない状態になっています。

八尾市で違う番号に変えています。 

■ その番号をもって JAGES は、組み合わせできるということですか。 

□ はい。 

■ ２ページの利用項目はすごい中身と思っています。対象者に該当する人で、八尾市が健診結果など

を把握している人は、実数としてどのくらいいますか。 

□ 65 歳以上で介護認定受けていない方は、約 75,000 名います。そのうち 8,000 名を抽出します。す

べての方の健診結果などのデータがあるわけではありません。 

目標としては 8,000 名を抽出して分析したいのですが、少なくとも健診データとアンケート調査結

果を突合させて、今後施策に展開していくための一定の方向性や取組みの方向は見えるのかなと思っ

ています。 

■ 先ほど特定の個人識別できませんということですが、住所が利用項目としてあげられていますね。

住所はどこまでを提供されるのですか。 

□ 〇〇町何丁目までです。 

■ 何丁目までいったとしても、そこで名前がないわけですからわからないということですね。できる

だけ必要最小限にしてください。 

▲ 事務局としては、今般の件は健診結果含めてセンシティブな個人に関する情報ということと、担当

課の説明では、個人識別のリスクは下げる運用を行うとのことですが、個人識別されるおそれが否定

できないことから、個人情報の外部提供に該当するとして審議会に諮問させていただきました。 

■ 特定できないということだけれども、断定はできないということですね。 

■ 38 ページの業務委託契約（案）ですが、第 10 条で損害賠償の責任を負うのが故意と重大な過失だ

けに限っているのは、なにか理由があるのですか。 

□ JAGES が契約を結ぶ際のひな型を参考資料としてつけています。 

■ 具体的にどういうケースがあるのか想像しにくいですが、責任をこれだけに限っていいのか考えて

いただきたい。 

■ 限定しているのは国家賠償法くらいですかね。センシティブな情報ですので気をつけてください。 

 

「結論」 

諮問事項 1 について、審議会は承認する。 


