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会 議 録（概要） 

会議名称 令和元年度 第４回 八尾市個人情報保護審議会 

開催日時 令和元年１２月２５日（水）  午後２時００分～３時３０分 

開催場所 八尾市水道局４階 大会議室 

出 

 

席 

 

者 

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

                              （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】生活福祉課       福井補佐 魚住係長 

【諮問２】高齢介護課       寺島課長 八代係長 

【諮問３】健康推進課       村井補佐 生田係長 萩原副主査 

【諮問４】健康保険課       北野課長 成澤係長 

【諮問５】こども施設課      永澤課長 山平係長 吉田主査 

【諮問６】こども施設課      永澤課長 山平係長 吉田主査 

【諮問７】産業政策課       内藤補佐 松本係長 渡辺主査 高尾副主査 

【諮問８】産業政策課       内藤補佐 松本係長 渡辺主査 高尾副主査  
 

（報告案件） 

【報告１】コミュニティ政策推進課 的場課長 廣瀬補佐 

     久宝寺出張所      廣瀬所長 

     市民課         冨宅補佐 

     健康保険課       成澤係長 

     こども政策課      竹内係長 

【報告２】保健予防課       道本課長 足立技師 

【報告３】政策推進課       阪本参事 中西主査 

     地域福祉政策課     徳光補佐 高橋主査 

     高齢介護課       八代係長 

     障がい福祉課      森係長  小山副主査 

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 大阪府営住宅の生活扶助及び住宅扶助代理納付に係る生活保護受給者情報の提供及び受領について 

２ 「在宅介護実態調査」実施に係る調査対象者の個人情報の目的外利用及び電子計算機処理について 

３ 母子保健情報のマイナンバー制度における番号利用と情報連携について 

４ 国民健康保険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 

５ 子育て支援員研修に係る個人情報の電算管理について 

６ 保育士等キャリアアップ研修の個人情報の電算管理について 

７ 全国消費生活情報ネットワークシステム（PIO-NET）における個人情報の保存先の変更について 

８ 経営所得安定対策事務実施に係る地域農業情報活用支援システムのクラウドサービス利用について 

Ⅱ 報告事項 

 １ 出張所における証明書発行・届出業務等について 

２ エックス線フィルム収集運搬及び買取の委託契約の締結について 

３ 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  大阪府営住宅の生活扶助及び住宅扶助代理納付に係る生活保護受給者情報の提供及び受

領について                               生活福祉課 

 

「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、大阪府営住宅の生活扶助及び住宅扶助代理納付に係る生活保護受給者情報の提供及び受領

について諮問するもので、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）及び第７条第１

項第５号（利用及び提供の制限）の規定に該当するものです。 

諮問する事項は、府営住宅に入居する生活保護受給世帯について大阪府に対して家賃を代理納付する

ため、対象者の個人情報を大阪府へ提供し、またその可否を受領するものです。 

事務の概要は、生活保護法による扶助費については、直接世帯主に支払うことを原則としていますが、

生活保護法第 37 条の２の規定により特例的に扶助費の代理納付の制度として債権を有する者に対して

支払うことができる旨を規定しています。 

現在、生活保護法第 29 条に基づき年に１回家賃額についての照会調査を行い、家賃滞納が見られた

り、入退院を繰り返したりして家賃の支払いが遅れる恐れがある方の中から、本人同意を得たうえで、

保護受給中の賃貸住宅入居世帯に対して住宅扶助（家賃）の代理納付を行っているところです。 

今般、大阪府から、府営住宅に入居する生活保護受給の全世帯を代理納付の対象としたいとの依頼が

ありましたので、府営住宅に入居する被保護者の個人情報を大阪府に提供し、その可否を受領します。 

情報の収集及び提供方法は、毎月、府営住宅に入居して生活保護を受給している被保護者のうち代理

納付される方のリストを作成し、大阪府に提供して実際に代理納付が可能かどうかの情報の提供を受け

るものです。 

個人情報の利用項目は、ケース番号、被保護世帯主名、性別、生年月日・年齢、住所、府営住宅名、

団地番号、棟名、部屋番号、住宅扶助額、保護開始年月日、銀行コード、銀行名、支店番号、支店名、

口座種別、口座番号、口座人名義、代理納付の可否で、下線部分の情報を大阪府に対して提供を行いま

す。 

処理件数は、府営住宅に居住する被保護世帯の約 20 世帯で、令和元年 12 月１日時点で 18 件です。 

処理方法は、 

①大阪府との間で「八尾市内府営住宅入居世帯にかかる生活扶助及び住宅扶助代理納付に関する覚

書」（資料２）を締結します。 

②八尾市は毎月 10 日までに翌月において家賃及び共益費を代理納付行うために対象となる世帯リス

ト（資料３）を作成し、大阪府に対して提供し、居住情報の提供を依頼します。 

③八尾市が提出したリストをもとに、大阪府は代理納付の可否について判断し、八尾市に対して通

知します。 

④大阪府から提供された情報をもとに代理納付者を決定し、代理納付額を大阪府に対して報告しま

す。 

開始時期は、令和２年１月からです。 

セキュリティ対策は、収集及び提供を行う個人情報については、八尾市個人情報保護条例及び大阪府

個人情報保護条例の規定に従い、適正に処理いたします。 

本市と大阪府間におけるデータの授受は、ファイルにパスワードを設定した上で、LGWAN 回線を用

いるため、高度なセキュリティが確保されています。 

生活保護システムを格納している本課執務室のシステム端末とマシン室の専用端末間のデータの授

受は、情報システム室貸与の暗号化機能付きUSBメモリを用い、データを移した時点で速やかに同USB

メモリから消去します。 
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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 □：実施機関） 

 

■ 生活保護を受給されている方が府営住宅に入居している場合、その家賃を代理納付する、いわゆる

天引きして納付するということですね。大阪府がそうしたいというのは分かるのですが、大阪府に照

会して代理納付が可能かどうかを問い合わせるとはどういうことですか。 

□ 府営住宅に入った方すべてが代理納付の対象ではなく、大阪府が必要と判断された方について代理

納付するということです。 

ただ、この方が入居しているという情報をこちらで掴んでいたとしても、大阪府で実際の入居者は

違うという場合もありますので、本当に間違いないか、入居者としてこの方が登録されている方で間

違いないかという問い合わせも兼ねて大阪府に対して照会するということです。 

■ ２ページの⑶個人情報の利用項目に記載されているケース番号というのはどういうものですか。ま

た、特定の個人名は利用項目にないのですが、このケース番号はそれにあたるようなものですか。 

□ ケース番号は、市で登録するときに世帯ごとに番号を５桁で振った番号であり、そのケース番号で

特定を行っています。 

 

「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  「在宅介護実態調査」実施に係る調査対象者の個人情報の目的外利用及び電子計算機処理 

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、「在宅介護実態調査」実施に係る調査対象者の個人情報の目的外利用及び電子計算機処理

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、令和２年度の第８期八尾市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画（以下「本計

画」といいます。）の策定にあたり、その基礎資料とするため、八尾市在住の要介護者の在宅生活や介護

者の就労の実態を把握するための実態調査（以下「在宅介護実態調査」といいます。）を実施します。調

査結果を分析する際に調査結果と既存の認定データとの結びつけを行うため、個人情報の目的外利用及

び電子計算機処理を行うものです。 

事務の概要は、本計画は、介護保険法により３年に１度の策定が義務付けられており、令和元年度は

策定年度の前年度にあたり、計画策定のために必要な高齢者や要支援・要介護者のニーズ等を把握する

ためにアンケート調査を実施します。そのアンケート調査の一つとして国が示している調査が在宅介護

実態調査です。   

在宅介護実態調査においては、国が提供する、集計・分析ソフトを使用し、アンケート調査により収

集した回答と、要介護認定を判定するために収集した認定データとを被保険者番号で結びつけすること

によって精度の高い分析が行えることになっています。 

本市においても、本計画の策定にあたり、在宅介護者がどのようなサービスを必要としているかを把

握し、計画に反映させるために認定データを活用し精度の高い分析を行うことが必要と考えています。 

分析の実施にあたっては、調査結果の入力について、個人を特定する情報の提供を行わない形で委託

業者により実施し、認定データと調査結果との結びつけや国が提供する分析ソフトを使っての集約・分

析は市において実施します。 

情報の収集方法は、認定調査員による調査票の配布・回収、郵送による回収及び介護保険被保険者台

帳データベースによる認定データの抽出により収集します。 

個人情報の利用項目は、30 ページの資料３のとおりです。 

対象者及び件数等は、市内在住の要支援・要介護認定者約 600 人です。 

処理方法は、 

①介護認定の更新・区分変更の申請があった調査対象者に対して、業務委託している事業者の認定調

査員が、介護認定の調査時に調査票を持参し、調査票の回収または市宛の返信用封筒を調査対象者に

手渡す方法によって回収します。 

②市で回収した調査票の被保険者番号に対して別の番号を割当てたうえで、被保険者番号部分を切取

った調査票を委託業者に渡します。 

③委託業者は、国が提供するエクセル集計ソフトに調査結果を入力します。 

④市は、委託業者が入力した調査結果情報と介護保険システムの認定データを、国が提供する集計・

分析ソフトでの結びつけを行います。 

利用開始時期は、令和２年１月頃です。 

セキュリティ対策は、調査結果を委託業者に依頼する際には、個人を特定できる情報の提供は行いま

せん。 

システムからの対象者情報の抽出作業は、ID・パスワードにより従事者を制限しています。 
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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 □：実施機関） 

 

■ アンケートに、被保険者番号を記載するのですね。 

□ これまでにもアンケート調査は本計画策定年の前年に行っていましたが、被保険者番号はお伺いせ

ずに調査を行っていました。今回は被保険者番号の他、認定データと突合させていただくためにそう

いったものを含めて確認させていただく内容になっています。 

■ 計画策定の資料として、どうしても必要であるため突合させるのでいいのですが、対象者の方は被

保険者番号がお分かりになるのですか。 

□ 被保険者番号は市民の方が窓口で認定の更新の申請をされる時に、こちらで前もって被保険者番号  

を記入した用紙をお渡ししますので、対象者の方がご自身で書くことはありません。 

■ 今回の委託業者の方が認定調査員になるという認識でよろしいですか。 

□ 35 ページの委託契約書に記載されている事業者は、アンケートの取りまとめをする事業者です。介

護認定調査員はケアマネジャーの資格がないとなれません。別途、市から介護事業者に対して委託し

ており、調査員は個々の介護事業者ということになります。 

 

「結論」 

諮問事項２について、審議会は承認する。 
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諮問事項３  母子保健情報のマイナンバー制度における番号利用と情報連携について 

       健康推進課 

 

「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、母子保健情報のマイナンバー制度における番号利用と情報連携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、母子保健情報のマイナンバー制度における番号利用と情報連携について、既設の健

康管理システムに対し、自治体中間連携サーバへのデータ登録ができるよう改修を行い、個人情報の利

用項目を追加するものです。 

事業の概要は、令和元年５月 31 日に情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の

向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関

する法律等の一部を改正する法律が公布され、個人番号の利用範囲及び情報連携の範囲の拡充に関し、

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下「番号利用法」といい

ます。）が改正されました。 

改正によって、母子保健法による健康診査等に関する事務が情報連携の対象に追加されました。これ

に伴い、乳幼児健康診査や妊婦健康診査等の情報について、令和２年度よりマイナポータルでの閲覧や

市町村間での情報連携を開始するため、その準備として自治体中間サーバに上記情報を登録するにあた

って必要なシステム改修等を行うものです。なお、乳幼児健康診査は、マイナポータルでの閲覧及び市

町村間での情報連携、妊婦健康診査については、PHR、個人の健康診断結果等の健康情報を電子記録と

して本人や家族が正確に把握するための仕組みの促進の観点よりマイナポータルでの閲覧のみが開始

されます。 

また、データ標準レイアウトに基づいた個人情報の管理を新たに行うことから、個人情報の項目の追

加も発生します。 

情報の収集方法は、従前から変わらず、妊婦健康診査受診票、妊婦歯科健康診査受診票及び乳幼児健

康診査受診票より収集します。 

個人情報の追加利用項目は、妊婦健康診査は、必要に応じた医学的検査の結果、妊娠中と産後の歯の

状態、出産の状態で、乳幼児健康診査は、胸囲、歯科所見、精密健康診査です。 

対象者は、本市に住所を有する妊婦及び乳幼児で、件数は妊婦、約２,000 人で、乳幼児、約６,000 人

です。 

処理方法は、委託医療機関又は保健センター（健康推進課）で健康診査を実施した後、健康診査結果

を記載した受診票を健康推進課で管理します。受診票の内容をデータ入力委託業者でパンチ入力を行っ

た後、健康管理システムへ自動入力します。健康管理システムより自治体中間サーバへデータの副本登

録を行います。 

電子計算機の利用が必要な理由は、当該業務については、従前から、多数の対象者の情報等を管理し、

総合的に履歴の記録情報を把握することで、業務の効率化を図り、より適正かつ有効な保健事業を実施

するために、電子計算機による処理が必要となっています。 

今般、番号法の改正により新たに母子保健法による健康診査等に関する事務が情報連携の対象となっ

たことから、自治体中間サーバに情報を登録するため、電子計算機処理が必要となります。 

利用開始時期は、システム改修開始は、令和２年２月の予定で、運用開始は令和２年７月の予定です。 

セキュリティ対策は、システム端末については ID・パスワードにより従事者制限を行うとともに、端

末及び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。 

また、委託機関等へは、八尾市個人情報保護条例の規定を遵守するよう委託契約書に明記するととも

に、管理に万全を期すよう徹底します。 
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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 □：実施機関） 

 

■ 妊婦健康診査と乳幼児健康診査に関する情報をマイナンバーとくっつけるということですね。 

現在、マイナンバーを利用しているのは、税情報などの一部の情報ですが、今度はマイナンバーを

利用して、マイナポータルで診査結果をご本人が閲覧できるということですね。 

もう一つ、述べられている他市町村との連携とはどういうことですか。 

□ 乳幼児に関しては引越しがあると、転出された市にいたときの情報や転入した市でどのように過

ごされたかという情報が必要な場合があります。今までは文書でやり取りしていたところですが、

番号法の改正により、一定の項目についてはやり取りができるようになるということです。 

■ マイナンバーは転居しても変わらないため、マイナンバーにこういう情報がくっついているから、

転出先の自治体においても、マイナンバーが分かれば、この情報もまた自動的に分かるということで

すね。 

 

「結論」 

諮問事項３について、審議会は承認する。 
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諮問事項４  国民健康保険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、国民健康保険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、国民健康保険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

ます。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、民間の外部データセンターを利用するものです。 

事業の概要は、現在の国民健康保険システムは、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。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機器更新にあたっては、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、通信セキュリティ技術が進んでいることから、新たに防災機能に優れた民間の外部

データセンターを利用します。 

今回、国民健康保険システムの更新に伴い、外部データセンターを利用することで、運用負担の軽減

や事務効率の向上を図ります。 

個人情報の利用項目は、これまでと変更はなく、71 ページの資料２をご参照ください。 

対象者及び件数についても、これまでと変更はなく、八尾市国民健康保険の被保険者、約 62,000 人

です。 

処理方法は、令和３年１月に国民健康保険システムが前回の機器更新から耐用年数の目安となる５年

以上を経過することから、その時期より外部データセンター利用を前提とした国民健康保険システムの

再構築を行っています。新たなシステムは、開発業者によりデータセンターに構築され、必要なデータ

については既存のシステムから抽出し移行します。 

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あります。 

利用開始時期は、構築開始が令和２年４月で、正式移行は、令和３年１月４日です。 

セキュリティ対策は、国民健康保険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。 

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。 

国民健康保険システムの運用においては、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。 
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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 □：実施機関 ▲：事務局） 

 

■ 民間の外部データセンターにデータが保存されると思いますが、市にもサーバがあり保存されると

いうことですか。 

□ はい。データについては、市の情報システム室のサーバにバックアップを取ります。また、外部デ

ータセンターにもバックアップは取られているという状況になります。 

■ ２か所にあると理解してよろしいですね。全部が民間のデータセンターに保存されて、そこでダメ

になったらすべてがダメになるということではないですね。 

 市による随時の立ち入り点検も行うということですけれども、八尾市の場合、外部センターを利用

しているのは健康保険課だけでなく、他課もやっているのはご存知ですね。他課もこのような立ち入

り検査をしているのですか。 

▲ この国民健康保険システム以外に住民基本台帳や税関係システムについて、外部データセンターに

おいているのですけれども、先月に実際職員が行って、外部データセンターの中を見てきています。

定期的にやっている状況です。 

■ 複数の課がばらばら来られて同じような指導するのではなく、ある程度市としてまとめてチェック

していくことを検討してください。 

 

「結論」 

諮問事項４について、審議会は承認する。 
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諮問事項５   子育て支援員研修に係る個人情報の電算管理について 

                       こども施設課 

 

「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、子育て支援員研修に係る個人情報の電算管理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、子育て支援員研修（以下「本研修」といいます。）に関する事務について、従来、受

講希望者の個人情報を受講申込書により収集し、紙台帳による管理を行っていましたが、今回新たにエ

クセルファイルによる電子計算機処理を行うものです。 

事業の概要は、本研修は、保育園や認定こども園等の保育施設で保育士等の補助として働くことがで

きる子育て支援員を養成するもので、研修の修了者は子育て支援員として認定され、全国で効力を有す

る修了証が発行されます。 

これまで、受講希望者から収集した個人情報を紙台帳により管理を行っておりましたが、今後も継続

して本研修の実施を予定していることから、増え続ける修了者の名簿管理や、事務効率化の観点から、

今回新たにエクセルファイルによる情報管理を行うものです。 

情報の収集方法は、本研修の受講を希望する本人から持参、郵送又は FAX にて提出される受講申込

書により収集します。 

個人情報の利用項目は、識別番号、氏名、性別、生年月日・年齢、住所、電話番号、メールアドレス、

保育士・看護師等の資格の有無、市内保育施設に勤務している場合の勤務先です。 

対象者及び件数は、本研修の受講希望者で、想定人数は、年間 40～50 人です。 

処理方法は、本研修の受講希望者から提出された受講申込書に記載された個人情報をエクセルファイ

ルに入力し電子計算機で管理を行います。また、入力情報を基に、差込印刷機能を活用し、案内等を本

人へ郵送し、修了証の作成・郵送を行います。 

電子計算機の利用が必要な理由は、本研修の受講者は例年 40～50 人が想定されています。郵送に係

る宛名の作成、修了証の作成、名簿管理等を手作業で行うことは多大な時間を要し非効率であるため、

差込印刷機能を活用するなど、正確かつ効率的な事務を行うためには電子計算機処理が必要となるもの

です。 

利用開始時期は、令和２年１月６日です。 

セキュリティ対策は、本事務で扱う受講申込書等の個人情報が含まれる書類一式は、慎重に取扱い、

執務室内の施錠できるキャビネットにて保管します。また、受講者を管理するエクセルファイルの運用

は、庁内外のネットワークに接続しないスタンドアロンのパソコンで行い、当該パソコンは起動時に ID・

パスワードを用いて従事者制限を徹底し、パソコン使用後は執務室内の施錠できるロッカーにて保管し

ます。また、帳票を出力する際のプリンターについても他のパソコンと接続を行いません。なお、受講

者を管理するエクセルファイルを委託先事業者へ受け渡す際は、情報システム室貸与のパスワード付き

セキュリティ USB メモリを用い、データを移した時点で速やかに USB メモリから削除します。 

 

「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） 

 

■ これは市が行う事業ですか。また、申し込みは市に申し込むのですか。 

□ 市が実施するのを業者委託にて行います。市に申込書を提出していただきます。 

■ この支援員制度が始まったのはいつからですか。支援法ができたのは平成 24 年でしたね。 

□ はい。施行は平成 27 年度からです。 

■ もう５年目にあたるのですね。どの位の人数の方が支援員になられていますか。 

□ この子育て支援員の研修を、市が直接実施するのは昨年度からです。 

それまでは府下合同実施で市内の保育施設で勤務している方を対象に実施していました。 
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府下合同研修の時の人数は、年間 20 人程度です。 

■ 市としてやりだして想定人数が 40 人から 50 人と書かれていますね。この研修を受けたらいろんな 

ところに行けると書いてあるのですけれども、実際それでいろんな形で活動しているのですか。 

□ 受講者の中には、保育施設で子育て支援員の資格を用いて保育従事者の補助をしています。 

■ それを何年か続けたら保育士になれるということはないのですか。実習をしてもう一度保育士の資

格を取らないといけない。あくまでも補助ということですか。 

□ 保育士の資格は別でとっていただかないと、保育士と同じ仕事はできないです。 

■ 保育士が足らないとよく聞いています。いろんな形でこんな研修をたくさんされて、なってくれる 

方を増やしていかなければならないのでは。 

この研修が足掛かりになるように、この研修を受けた方がそのまま何もしないで家の中にいるのは

もったいないので。どんどんこの方たちが働けるような場を作って、もうちょっとやったら保育士に

なれるよっていう繋ぎがあればいいかなと思います。 

■ 資格の問題は難しいですけれども、待遇面を向上させるのは市でも可能でしょう。 

 

「結論」 

諮問事項５について、審議会は承認する。 
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諮問事項６   保育士等キャリアアップ研修の個人情報の電算管理について 

                       こども施設課 

 

「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、保育士等キャリアアップ研修の個人情報の電算管理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、保育士等キャリアアップ研修（以下「本研修」といいます。）に関する事務について、

受講者の個人情報を web 上の申込フォームで収集するとともにエクセルファイルによる電子計算機処

理を行うものです。 

事業の概要は、本研修は、国の保育士等キャリアアップ研修ガイドラインに基づき、保育士等として

の基本となる研修から、教育・保育施設等におけるリーダー的な役割を担う職員の育成を図る研修まで

幅広い分野の研修を実施するもので、保育士等の資質の向上に寄与するものです。また、保育士等が処

遇改善手当Ⅱを受けるための要件として、本研修の受講が 2022 年度から制度化されることが予定され

ており、本研修の修了者には全国で効力を有する修了証を発行いたします。 

本研修の受講については、保育施設ごとに受講者のとりまとめ申し込みを行いますが、申し込み時の

利便性、事務効率化の観点から、web 上での申し込み受付やエクセルファイルによる情報管理を行うも

のです。 

情報の収集方法は、保育施設が本人の同意を得た上で情報をとりまとめ、施設単位で web 上の申込フ

ォームに入力し送信、郵送又は FAX にて本研修の委託先事業者へ提出される受講申込書により収集し

ます。 

個人情報の利用項目は、識別番号、氏名、性別、生年月日・年齢、住所、電話番号、保育士登録番号、

勤務先、職種、保育従事者としての勤務年数です。 

対象者及び件数は、本研修の受講希望者は保育施設の勤務者に限ります。想定人数は、研修１分野あ

たり 40～60 人を想定しています。令和元年度は８分野実施し、計 450 人程度です。 

処理方法は、web、郵送又は FAX で収集した個人情報をエクセルファイルに入力し電子計算機で管理

を行います。また、入力情報を基に、差込印刷機能を活用し、案内等を本人へ郵送し、修了証の作成・

郵送を行います。上記処理については、本研修の委託先事業者が行います。 

委託先事業者が作成したエクセルファイルは、八尾市に電子媒体で送付された後にパソコンに取り込

み管理します。 

 電子計算機の利用が必要な理由は、本研修の受講者は令和元年度で 450 人程度が想定されています。

受講申し込みの受付、郵送に係る宛名の作成、修了証の作成、名簿管理等を手作業で行うことは膨大な

時間を要し非効率であるため、申し込みの受付を web 上で行い、差込印刷機能を活用し書類等の作成を

行うなど、正確かつ効率的な事務を行うためには電子計算機処理が必要となるものです。 

 利用開始時期は、令和２年１月６日です。 

セキュリティ対策は、本事務で扱う受講申込書等の個人情報が含まれる書類一式は、慎重に取扱い、

執務室内の施錠できるキャビネットにて保管します。また、受講者を管理するエクセルファイルの運用

は、庁内外のネットワークに接続しないスタンドアロンのパソコンで行い、当該パソコンは起動時に ID・

パスワードを用いて従事者制限を徹底し、パソコン使用後は執務室内の施錠できるロッカーにて保管し

ます。なお、帳票を出力する際のプリンターについても他のパソコンと接続を行いません。 

受講者名簿については、委託先事業者作成のエクセルファイルをパスワードで保護したうえで電子媒

体に保存され八尾市に送付されます。また、web 上で申し込み受付を行う際は、多層的なセキュリティ

機器による通信の制御やウイルス対策、暗号化技術等を備えた受講者管理システムを運用し個人情報を

保護します。 
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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 □：実施機関） 

 

■ これは市が行う事業ですか。また、申し込みは市に申し込むのですか。 

□ 市が実施するのを業者委託にて行います。web 上で事業者に直接申し込んでいただきます。 

 

「結論」 

諮問事項６について、審議会は承認する。 
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諮問事項７   全国消費生活情報ネットワークシステム（PIO-NET）における個人情報の保存先の変 

更について                               産業政策課 

 

「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、全国消費生活情報ネットワークシステム（PIO-NET）における個人情報の保存先の変更に

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、産業政策課消費生活係、八尾市消費生活センター（以下「八尾市消費生活センター」

といいます。）で実施している消費生活相談事業において、受付した相談情報は全国消費生活情報ネッ

トワークシステム（以下「PIO-NET」といいます。）に入力保存しています。 

入力項目のうち個人情報項目の保存先については、現在、八尾市消費生活センターに設置されている

PIO-NET 専用端末に保存されていますが、これらデータの保存先を独立行政法人国民生活センター（以

下「国民生活センター」といいます。）が設置しているデータセンターに変更するためです。 

 事業の概要は、八尾市消費生活センターでは、消費生活相談員が市民からの消費生活に関する相談を

受け、問題解決のための助言やあっせん等を行っています。受付した相談情報については、国民生活セ

ンターより貸与されている PIO-NET 専用端末にて入力しています。ノートパソコン４台、プリンター

１台が貸与されています。入力された相談情報は、個人情報項目と個人情報以外の項目に切り分けられ、

個人情報項目については、政府推奨の暗号化方式により暗号化されて八尾市消費生活センターに設置さ

れている PIO-NET 専用端末に保存されています。また個人情報以外の項目については、個人情報項目

と同様に暗号化され、PIO-NET 専用回線を介して国民生活センターのデータセンターに保存されてい

ます。 

 経緯は、現行のシステムの PIO-NET2015 は、平成 27 年から運用されています。 

 令和３年３月に更新が予定されている次期システム PIO-NET2020 では、セキュリティ対策の強化及

びシステムの効率化、また大規模災害や専用端末の不慮の事故、故障等のための個人情報の喪失や復旧

等のリスクや負担を回避するため、個人情報項目の保存先について、専用端末での保存機能を廃止し、

国民生活センターのデータセンターへの保存に統一されることとなりました。 

 今般、国民生活センターより次期システムへの更新にあたり、現行システムの稼働期間中に個人情報

項目の保存先をデータセンターへ変更するよう要請があったため、諮問するものです。 

なお現時点で、PIO-NET に接続している全国の消費生活センターの８割以上が個人情報項目をデー

タセンターに保存しています。 

 PIO-NET の概要は、PIO-NET とは、国民生活センターと全国の消費生活センターをネットワークで

結び、消費者から消費生活センターに寄せられる消費生活に関する相談情報の収集を行っているシステ

ムです。 

 その収集・蓄積された消費生活相談情報は、国・地方公共団体の消費者政策の企画立案や消費者被害

の未然防止・拡大防止のため国民や住民への情報提供に活用されています。 

 令和元年８月現在、全国の消費生活センター約１,250 か所、中央省庁等 15 か所が PIO-NET に接続

しており、平成 29 年度には年間約 94 万件の消費生活相談情報が登録されています。 

 情報の収集方法は、従来から変更なく、八尾市消費生活センターで実施している消費生活相談業務に

おいて、市民や相談に関係する事業者等から面談及び電話により収集します。 

 保存先の変更を行う個人情報は、相談受付者、相談者氏名、相談者住所、相談者連絡先、メモ欄、契

約当事者氏名、契約当事者住所、契約当事者連絡先、購入・契約先担当者、信用供与者担当者、製造者

担当者、他業者担当者、被害者氏名、被害者住所、被害者連絡先、処理担当者です。 

 処理件数は、平成 28 年度 １,667 件、平成 29 年度 １,597 件、平成 30 年度 １,762 件です。 

 処理方法は、消費生活相談員が、PIO-NET 専用端末にて入力します。 

 電子計算機の利用が必要な理由は、消費生活センター設置の要件として、消費者安全法第 10 条第２

項第２号により、消費生活相談業務の効率的な実施のため電子情報処理組織その他の設備を備えている
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ものとされています。 

 PIO-NET は、消費生活相談情報の入力・処理に特化したシステムであり、定型化された項目に相談

情報を入力することにより、消費生活相談員の経験や能力の差による影響が少なく、また国民生活セン

ターにおいて効率的に集約されるシステムとなっています。 

 また、消費生活相談は、初回の受付時に全てが完結するものではなく、長いものでは数か月に渡り継

続して対応する場合もあり、その経過等をシステムに入力・蓄積することにより、継続した相談対応が

効果的に行えるものです。 

 実施時期の予定は、令和２年１月に、PIO-NET 個人情報項目保存先変更申請をし、令和２年３月に

個人識別情報の取扱いに関する覚書締結と PIO-NET 個人情報項目の保存先変更作業を行います。 

 セキュリティ対策は、システム上の対策として、 

①データセンターは日本国内に設置され、国内法のみが適用されます。 

 ②データセンターと本市に設置されている PIO-NET 専用端末は、専用回線で接続されており、財務   

会計システム及びインターネット環境とは接続しておりません。 

 ③専用端末での保存、データセンターでの保存に関わらず、入力されたデータについては、個人情報

項目、個人情報以外の項目で区別されることなく、政府推奨の暗号化方式により暗号化され、各保存

先に格納されます。 

④データセンターでは、個人情報を含むデータベースと個人情報を除く相談情報のデータベースが区

別して管理されています。また、バックアップは自動的に行われ、国内に保管されます。 

⑤専用端末での保存、データセンターでの保存に関わらず、個人情報については、相談情報を入力し

た消費生活センター以外の者がアクセスすることはできません。そのため、当該個人情報の取り扱い

については、相談情報を入力した消費生活センターが責任を負うことになります。ただし、データセ

ンター施設、通信回線、ソフトウェア及び機器等については、国民生活センターの責任により管理さ

れます。 

⑥たとえ PIO-NET にアクセスする ID、パスワードをもった者であっても、所属する消費生活センタ

ーの端末以外からは、個人情報にアクセスすることはできません。 

 ⑦ウイルス定義ファイルは常に最新の状態になるよう、システム上で管理されています。 

 運用上の対策として、 

⑧PIO-NET の運用について、本市が定める条例等のほか、国民生活センターが定める PIO-NET デ

ータ取扱規則、個人情報保護相談データ取扱規則に基づき、適正に運用いたします。 

⑨個人情報の適切な取扱いについて、本市と国民生活センター及び保守管理事業者の３者間で個人識

別情報の取扱いに関する覚書を締結します。 

 ⑩システムにログインするためのパスワードは定期的に変更します。システム上、３か月に一度は変

更が必要です。 

 ⑪専用端末については、業務終了後は執務室内の施錠できるキャビネットにて施錠保管いたします。 

 

「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） 

 

■ 国民生活センターのデータセンターに保存先が変わることによって、何がどう変わるのですか。 

□ 運用上は特に変わることはありません。 

■ ではなぜ変えるのですか。 

□ 現在、八尾市消費生活センターに設置されている専用端末に個人情報を保存していますが、最近頻

発している大規模災害等での喪失等のリスクを考慮し、安全であるとされている国民生活センターの

データセンターで一括管理して安全性を高めるということを目的とされています。 

■ 国民生活センターで全国の消費者相談事例を一括保存するということですけれども、その中に八尾

市の情報も行くということですね。ただし、八尾市の情報が全部行ってしまうのではなくて、独自に
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も持っておくということですか。 

□ いえ、国民生活センターのデータセンターにすべて情報が行ってしまいますので、このシステム変

更が行われた後は、専用端末にはデータは一切残らないことになります。 

■ もし、国民生活センターに事故があったら、データは全部消滅してしまうのでは。 

□ 極端な話、国民生活センターのデータセンター及びバックアップを取っている場所が両方ともダウ

ンしてしまったら、ご意見のとおりとなります。 

■ 市からはなれているわけですからね。 

■ すべての届出の情報をデータセンターに置くというのは、国からの指示ですか。 

□ 現在のシステムでは専用端末に個人情報を保存する機能が付いているのですが、次期貸与を受ける

システムには、その機能はないということが決定しています。 

■ 市に置けないのですね。一括して国がというのは、余計危ないのでは。 

■ 当審議会は個人情報の保護という点で、漏えいしないようにという点で審議している訳で、今のケ

ースは、全部消滅しないようにというのは管轄外なのですけれども、そういう意見もあるということ

もご留意ください。 

 

「結論」 

諮問事項７について、審議会は承認する。 
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諮問事項８   経営所得安定対策事務実施に係る地域農業情報活用支援システムのクラウドサービス 

利用について                              産業政策課 

 

「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、経営所得安定対策事務実施に係る地域農業情報活用支援システムのクラウドサービス利用

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、これまでスタンドアロン型のパソコンで運用を行ってきた地域農業情報活用支援シ

ステムについて、外部データセンターを利用したクラウド型に変更するものです。 

事業の概要は、国の事業である経営所得安定対策、農業者の捻出を前提とした農業経営のセーフティ

ーネット対策事務の実施に伴い、毎年市内農業者から提出される個人情報を管理するため、スタンドア

ロン型のパソコンを使用し、平成 12 年度より地域農業情報活用支援システムを運用しています。 

この地域農業情報活用支援システムは当時の事業名称である米の生産調整推進対策事務として平成

12 年２月に八尾市個人情報保護審議会に諮問し、承認を得たものです。 

このたび営農計画書のデータを一元管理するため、LGWAN 回線を使用したクラウド型のシステムへ

と変更するものです。 

情報の収集方法は、農業者より提出を受ける営農計画書、交付申請書に基づき、地域農業情報活用支

援システムに入力を行います。 

個人情報の利用項目は、210 ページの資料４別紙をご参照ください。 

対象者及び件数等は、営農計画書提出者で、約１,500 件です。 

処理方法は、システム事業者のデータ移行ツールを使用し、現システムより外部データセンター内へ

のデータ移行を行います。データ移行後は LGWAN 回線を通じてデータセンターにアクセスし、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、現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。地域農業情報活用支援システムは経営所得安定対策事務の実施に

伴う膨大なデータの管理に必要不可欠です。 

利用開始時期は、令和２年４月１日の予定です。 

セキュリティ対策は、地域農業情報活用支援システムのデータはすべてシステム事業者のデータセン

ターに保管され、データセンターと八尾市の専用端末は LGWAN 回線で接続されます。 

国や府への報告は、LGWAN 回線を用いたメール、若しくは専用プリンターにて出力して手渡しで行

います。 

システムの利用においては、ID・パスワードによる従事者制限を行います。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） 

 

■ 187 ページを差し替えていますが、差し替えた理由を説明いただけますか。 

▲ 最初に添付させていただいたものは、国民健康保険システムや住民基本台帳システム、税関係シス

テムなどのクラウドサービスの閉鎖型を示すものとなります。今回のこのシステムについては、

LGWAN の ASP サービスと呼ばれるもので、行政全体で言えば閉鎖型ではあるのですが、上記シス

テム等と区別をするような意味合いで、担当課から参考資料として提出された資料の方がより適切で

あると考え、差し替えいたしました。 

■ 間違ったというわけではないのですね。持っている膨大なデータを業者の情報センターに保存され

るのですね。バックアップは市に残りますか。 

□ 市のパソコンにバックアップとしてデータは残ります。 
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「結論」 

諮問事項８について、審議会は承認する。 
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報告事項１ 出張所における証明書発行・届出業務等について 

コミュニティ政策推進課・各出張所・市民課・健康保険課・こども政策課 

 

「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、出張所における証明書発行・届出業務等（以下「証明書発行業務等」といいます。）の実施

に伴う、個人情報の取り扱いについて報告するものです。 

出張所における証明書発行業務等について、八尾市役所出張所設置条例及び八尾市役所出張所規則の

改正を行い、令和２年２月より、各出張所 10 ヶ所において、戸籍、住民票等の証明書の発行や戸籍、

住民異動届等の受付業務の再開を予定しています。 

証明書発行業務等の再開により、高齢者や障がい者、子育て家庭等、本庁まで来ることが困難な市民

の利便性及び行政サービスの向上につなげていくものです。また、その機会を捉え、これまで以上に地

域住民の実態把握や行政施策等の情報発信の場として出張所を有効活用していくことにより、地域のま

ちづくりを推進していくものであります。 

証明書発行業務等の手法について、証明・届出共通は、各出張所及び市民課等へ新たに行政 FAX を

設置し、出張所で受付した証明書交付申請書または住民異動届等（以下「申請書等」といいます。）を市

民課等へ送信し、市民課等でその内容の確認を行います。 

各出張所での証明発行・届出受付が完了した申請書等については、庁内逓送便にて、市民課等へ送付

するため、個人情報は残らないものとなります。 

証明関係は、市民課等にて申請書内容に不備がないことを確認後、証明書の内容を行政 FAX にて出

張所へ送信。出張所にて印刷し、申請者へ証明書を交付します。 

届出関係は、市民課等にて届出内容に不備がないことを確認後、届出内容の入力・更新。届出内容が

反映されたリストを、出張所へ送信し、届出の受付を完了します。 

なお、届出内容により、本庁舎での手続き等が必要な場合については、その情報を付記して出張所へ

送信し、出張所窓口において、来庁者へ案内します。届出者は改めて、本庁窓口にて手続きを必要とす

します。 

セキュリティ対策は、個人情報のセキュリティ対策について、行政 FAX には読み取りデータは蓄積

せず自動削除される他、通常のインターネット回線とは異なる市役所内部の専用回線（住基回線）を使

用することから、外部への誤送信は生じません。 

また、各出張所においては、個人情報を取り扱う執務室内には、職員以外の第三者の立ち入りは禁止

しており、申請書等は、施錠可能な場所にて一時的に保管した後、速やかに庁内逓送便にて市民課等へ

送付することで、個人情報漏洩の防止措置を講じていきます。 

 

「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について、審議会への報告は終了。 
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報告事項２ エックス線フィルム収集運搬及び買取の委託契約の締結について 

保健予防課 

 

「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、検診対象者の肺を撮影したエックス線フィルム（氏名や性別等を含む。）について、収集運

搬及び買取を民間事業者に対して依頼するため、報告するものです。 

事業概要は、八尾市保健所の保健予防係及び公害医療係では、法令の規定に基づく検診対象者に対し、

胸部エックス線、レントゲン検査を行っています。この検査によって作成されるエックス線フィルムに

は、肺の画像の他、被撮影者の氏名や撮影日等が記載されていますが、このフィルムは焼却、溶解する

ことにより銀を抽出することができることから、民間事業者が買い取りを行っています。 

今般、５年間の保存期間を経過したエックス線フィルムについて、民間事業者と委託契約を締結し、

収集運搬及び買取の依頼を考えています。委託業者はエックス線フィルムに含まれる個人情報を利用す

るものではないため、個人情報保護条例第７条で制限される個人情報の外部提供にはあたりませんが、

今般の件は収集運搬及び買取を依頼するものであり、個人情報の漏えいリスクが発生することから、ご

報告させていただきます。 

なお、今後につきましても保存期間を経過したエックス線フィルムについては、同様の委託契約を締

結し、収集運搬及び買取を依頼することを考えています。また、保健所が大阪府所管であった頃も、委

託業者に対して、エックス線フィルムの収集運搬及び買取を依頼していました。 

エックス線フィルムに含まれる個人情報は、患者の氏名、性別、年齢、撮影年月日及び肺の画像です。 

対象者及び件数は、今回は平成 25 年以前のもの、延べ人数約 5000 人分で、約 180kg です。 

処理手順は、 

①保存期間を経過したエックス線フィルムを保健所に収集します。 

②委託業者が収集を行い、速やかに検品・計量後、指定の焼却処分場に運搬します。 

③指定の焼却処分場において、速やかに溶解処理を行い、銀を抽出します。 

④委託業者から焼却証明書を受領します。 

業者への引渡し時期は、令和２年２月末日の予定です。 

セキュリティ対策は、エックス線フィルムは、鍵のかかる部屋にて保管しています。 

委託業者との契約において、適正な個人情報の取扱いの遵守を求めています。 

委託業者に対して、再委託を禁止しています。 

焼却が完了すると、委託業者から焼却証明書が送付されます。 

 

「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） 

 

■ 例えば、個人情報が含まれた書類を業者に溶解等をしてもらうことがありますが、これが個人情報

の外部提供にあたるかといえば違いますよね。ただし、最近、神奈川県で個人情報が入った HDD が

転売されたことがありましたので、念には念を入れてやっていただきたいと思います。大切な個人情

報ですので、業者の監督をしっかりして下さい。 

□ はい。 

 

「結論」 

報告事項２について、審議会への報告は終了。 
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報告事項３ 宛名ラベル等作成業務 

 

⑴ 総合計画に関する市民意識調査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、総合計画に関する市民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、市民の生活意識や八尾市政に対する意見、各政策の満足度・重要度等を把握し、市が

総合計画を推進する上での、重要な基礎データとして活用するため、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、生年月日、性別です。 

対象者及び件数は、市内在住の 18 才以上の男女から無作為抽出した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。 

処理形態は、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 10 月 25 日でした。 

セキュリティ対策は、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

報保護規定を明記し、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１⑴について、審議会への報告は終了。 

 

⑵ 第４次地域福祉計画に係る地域福祉の実態調査の実施に際し、アンケート送付用宛て名ラベルの

作成について                               地域福祉政策課 

「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、第４次地域福祉計画に係る地域福祉の実態調査の実施に際し、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、第４次地域福祉計画の策定に際して、市民の意見等の実態を把握するため、地域福祉

に関する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、生年月日です。 

対象者及び件数は、18 才以上の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。 

処理形態は、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 12 月 18 日でした。 
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セキュリティ対策は、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１⑵について、審議会への報告は終了。 

 

⑶ 第８期八尾市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定のための実態調査の実施に際し、ア  

ンケート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、第８期八尾市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定のための実態調査の実施に際

して、対象者への調査票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、第８期八尾市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定に際して、高齢者の健

康や生活状況、介護サービスやその他福祉サービスの利用状況、意識など実態を把握するためのアンケ

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、郵便番号、住所、年齢（生年月日）、性別、要介護度、中学校区です。 

対象者及び件数は、満 65 歳以上の男女約 10,000 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、効率化が図ったものです。 

処理形態は、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名ラベル

を出力しました。 

利用時期は、令和元年 12 月上旬でした。 

セキュリティ対策は、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１⑶について、審議会への報告は終了。 

 

⑷ 第４期障がい者基本計画等策定に係る市民アンケート調査の実施に際し、アンケート送付用宛名

ラベルの作成について                            障がい福祉課 

「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、第４期障がい者基本計画等策定に係る市民アンケート調査のための送付用宛名ラベルを作
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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、第４期障がい者基本計画等の策定に際して、障がい当事者らの生活実態や意識等の実

態を把握するため、市民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、年齢、生年月日、手帳等級、療育手帳については判定結果、障

がい名です。 

対象者及び件数は、身体障がい者手帳所持者、療育手帳所持者及び精神障がい者保健福祉手帳所持者

の中から３,000 人です。 

電子計算機の利用が必要な理由は、当課では、身体障がい者手帳、療育手帳及び精神障がい者保健福

祉手帳交付者の台帳を障がい福祉システムのデータベースにて管理しており、そのデータベースを利用

すれば、正確かつ迅速に対象者の抽出を行うことができ、本調査業務を効率的に実施したものです。 

処理形態は、障がい福祉システム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 12 月９日です。 

セキュリティ対策は、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１⑷について、審議会への報告は終了。 


