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会 議 録（概要） 

会議名称 令和元年度 第１回 八尾市個人情報保護審議会 

開催日時 令和元年７月２９日（月）  午後２時００分～４時３０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 山本委員                     （計９名出席） 

事務局 

【総務部】浅井次長 

【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】危機管理課     太田次長 生田補佐 溝端副主査 

【諮問２】人権政策課     長野補佐 藤田係長 

【諮問３】文化国際課     川添補佐 出水補佐 

【諮問４】文化国際課     川添補佐 出水補佐 

【諮問５】障害福祉課     高谷補佐 吉澤係長 

   健康保険課     北野課長 坂口係長 田中主査 英副主査 

   こども政策課    河野次長 西澤補佐 

【諮問６】健康保険課     北野課長 坂口係長 田中主査 英副主査 

【諮問７】こども政策課    河野次長 西澤補佐 

【諮問８】子育て支援課    下村課長 岡山係長 

【諮問９】産業廃棄物指導課  下川床補佐 松本係長 嶋中主事 

【諮問 10】みどり課      真田課長 土橋副主査 

 
 

（報告案件） 

【報告１】生活福祉課     福井補佐 中野係長 松本主査   

【報告２】こども政策課    河野次長 西澤補佐   

【報告３】産業政策課     内籐補佐 松本係長 

【報告４】八尾図書館     谷館長 上原補佐 

【報告５】人権政策課     長野補佐 池田係長 

健康推進課     横山係長 

子育て支援課    下村課長 岡山係長 

住宅政策課     中谷補佐 萬木補佐 

【報告６】地域福祉政策課   徳光補佐 高橋主査 

     高齢介護課     南係長 

     障害福祉課     森係長 

     青少年課      宮崎係長 

     交通対策課     青野参事 黒田係長 

     みどり課      真田課長 土橋副主査 

     生涯学習スポーツ課 谷口係長 

     文化財課      足立補佐 岡本副主査 

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 委員名簿 審議会資料（追加分） 

審議項目 

Ⅰ 諮問事項  

１ 無線通信式防犯カメラの設置及び運用並びに画像の外部提供について 

２ ＤＶ相談を含む各種人権相談に関する事務の電子計算機処理の開始について 



2 

３ 八尾市外国人相談窓口運営事業の開始に伴う相談記録の電算管理について 

４ 八尾市文化会館の施設予約・チケット販売管理システムの機器更新に伴うクラウドサービスの利

用について 

５ はり・きゅう、あん摩・マッサージ療養費に関する受領委任の取扱いにかかるデータ連携につい 

 て 

６ 大阪府健康づくり支援プラットフォーム整備等事業の実施に伴う個人情報の電子的送付について 

７ 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金給付事業について 

８ 子育てのための施設等利用給付事務の開始について 

９ 産業廃棄物の不法投棄等の行為者特定に向けた監視カメラの設置及び捜査機関に対する外部提供

について 

10 林地台帳及び地図の運用事務の開始に伴う林地台帳管理プログラムの導入について 

 

Ⅱ 報告事項 

 １ 生活保護受給者の課税情報データ抽出について 

 ２ 子ども医療費公費負担制度の助成対象年齢の変更について 

 ３ 八尾市特殊詐欺対策機器普及促進モデル事業の開始について 

 ４ 電子図書館サービスの試行導入について 

 ５ 宛名ラベル等作成業務 

 ６ 八尾市個人情報保護条例第８条第３項の規定による指定管理者が保有する個人情報の電子計算

機処理の状況について 
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審議状況（審議経過） 

諮問事項１  無線通信式防犯カメラの設置及び運用並びに画像の外部提供について   危機管理課 

 

「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、無線通信式防犯カメラの設置及び運用並びに画像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、街頭犯罪発生抑止の目的及び大阪府警からの検挙への協力要請に基づき、新たに

主要な幹線道路の交差点等に無線通信式防犯カメラ８台の設置・運用を行うにあたり、一定の事由に

該当する場合には大阪府警に対して撮影・録画した映像情報（以下「画像」といいます。）を外部提供

するものです。 

事業概要は、本市では、犯罪の未然防止と犯罪発生時の迅速な対応等を目的として、現在 128 台の

防犯カメラの設置・運用を行っています。今年度につきましても、大阪府警と協議の上、新たに主要

な幹線道路の交差点等に無線通信式防犯カメラ８台を設置し、画像をデジタルデータとして記録しま

す。また、画像について、一定の事由に該当する場合には、大阪府警に対して情報提供いたします。 

情報の収集方法は、設置した８台の無線通信式防犯カメラにより収集します。 

個人情報の利用項目は、撮影範囲の通行者及び通行車両等の画像です。 

対象者は、撮影範囲の通行者及び通行車両等の画像で、件数は、主要な幹線道路の交差点等に新た

に８台設置します。 

設置個所は、７ページの資料２のとおりで、黒丸が設置個所です。 

なお、警察による閲覧件数は、平成 29 年度で 160 件、平成 30 年度で 308 件でした。 

処理方法は、 

① 画像の取扱いについて、設置した８台の無線通信式防犯カメラは、終日作動・録画を行います。 

画像の保存期間は、概ね 10 日間とし、保存期間終了後は、設置する機器の機能により、上書

き又は消去を行います。 

画像の取り出しを行うには、無線通信機能を用いて画像を取り出すことができる専用パソコン

により行いますが、無線通信式防犯カメラの付近でしか取り出すことはできません。なお、専用

パソコンは、危機管理課と八尾警察署に各１台配置しています。 

② 大阪府警に対する画像の提供について、撮影した画像については、次のいずれかに該当する場

合を除き、外部提供いたしません。 

ア 法令に基づく請求があった場合。 

イ 捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合、ただし、捜査機関が映像データの

提出を求める場合は文書によるものとします。 

ウ 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合。 

ただし、夜間、夜間、休日等において緊急を要する犯罪捜査のため、特に必要があると認

めるときは、大阪府警は八尾警察署に配置する専用パソコンで画像を取り出すことができま

す。この場合、八尾警察署長は遅滞なく、管理責任者である八尾市危機管理監に対して文書

を提出しなければなりません。 

利用開始時期は、令和元年 10 月１日の予定です。 

セキュリティ対策は、八尾市無線通信式防犯カメラ設置及び管理運営規程に基づき、適正な管理運

営を図り、個人情報保護に努めます。無線通信式防犯カメラは、ステルス機能、MAC アドレスフィ

ルタリング機能及び WPA2-PSK(AES)を採用し、第三者による無線 LAN の不正アクセスを防止しま

す。 

また、パスワードの設定及び暗号化により、画像を第三者が再生・編集することはできません。更

に、画像の検索・閲覧、機器の操作等の各段階における利用可能者のアクセス権を設定すると共に、
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アクセスログを記録します。なお、無線通信式防犯カメラから画像を取り出す専用パソコンは、施錠

できるキャビネット内に厳重に保管し、ログインする際のパスワードは定期的に変更します。 

 

「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） 

 

■ （防犯カメラを）128 台、既に稼働していて、新たに８台追加すること以外は、これまで諮問い

ただいている内容から変更はないですね。（警察による）閲覧件数は結構多いですが。 

□ はい。昨年度設置したものからすべてのカメラが無線通信式になりましたので、警察としても利

用しやすいのではないでしょうか。特に今年度に入ってから利用が多くなっているという状況です。 

■ 無線通信式という言い方は少し誤解を生みそうです。要するに（画像を）取り出すとき、電柱の

下に行って、無線で取り出すということですね。 

□ はい。 

 

「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  ＤＶ相談を含む各種人権相談に関する事務の電子計算機処理の開始について 

人権政策課 

 

「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、DV 相談を含む各種人権相談に関する事務の電子計算機処理の開始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）及び同条第２項第２号（セン

シティブ情報（要注意情報）の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、配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書発行依頼書の作成及び DV に関

する相談や様々な人権に関する相談について、相談者から聴取した相談記録の電子計算機処理を開始

するものです。 

事務の概要は、配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援事務として、本年度より婦人相談員を配

置しています。 

そのことにより、婦人相談員が受けた相談内容を基に、配偶者からの暴力の被害者の保護に関する

証明書（以下「証明書」といいます。）の発行を配偶者暴力相談支援センター（大阪府女性相談センタ

ー）に依頼することが可能となりました。これらの事務を行うにあたり、相談者の個人情報を含む相

談内容を電子計算機に記録するものです。 

なお、証明書発行の依頼は通信回線を通じて電子データを送信するものではなく、電子計算機より

出力した紙媒体を府庁便で送付します。 

また、従来、紙媒体で行っていた DV 相談や人権相談記録等、当課にあった様々な相談内容につい

ても、電子計算機に保存し、再度相談にこられた場合に迅速に相談内容が確認できるようにし、事務

の効率化及び相談者への支援充実を図るものです。 

情報の収集方法は、相談者より聴取します。 

個人情報の利用項目は、氏名、性別、生年月日（年齢）、住所、電話番号、相談内容、家族構成、

これまでの相談機関、家族関係図です。 

対象者は、相談者で、件数は、年間約 130 件です。 

処理方法は、相談内容等をパソコンにワードで入力、保存し、印刷します。 

また、検索用にエクセルで受付番号、相談日、氏名、性別、年齢、相談概要を入力します。 

電子計算機の利用が必要な理由は、業務の効率化を図り、かつ、再度相談にこられた場合に迅速に

相談内容が確認できるよう相談者への支援充実を図るためです。 

利用開始時期は、令和元年８月１日の予定です。 

セキュリティ対策は、個人情報を取り扱う端末はスタンドアロン端末を使用し、ID 及びパスワード

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保管施錠し、不要になった帳票は裁断破

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） 

 

■ これまで、配偶者からの暴力被害についての相談業務を行っていたけれども、婦人相談員という

ものを配置することになった。加えて、様々な相談内容を電算処理して保存するということですね。  

婦人相談員の正式名称は何ですか。 

□ 正式には、売春防止法に基づく婦人相談員となります。 

■ それで、婦人という言葉が出てくるわけですね。 

電算処理する個人情報としては、一言でいうと相談内容で、特に大阪府に証明書を発行依頼する

にあたって、個人情報を収集し、電算処理するということですね。また、発行依頼については、紙

ベースで依頼するということですね。 

□ はい。 



6 

■ 婦人相談員は特定出来ているので分かるのですが、その他人権相談の記録一切という書き方をさ

れています。これはどの範囲まで指すのか。例えば、人権擁護委員が相談を受ける場合もあるし、

職員が受ける場合もある。これら一切含めての書類を全て電算化するということですか。 

□ 今回諮問させていただいている内容は、人権政策課の職員が受けた DV などの人権相談を電算処

理して保存することについてです。 

職員以外にも国の制度で、法務省から委託を受けた人権擁護委員が八尾市内に 17 名いて、人権

相談を受けていただいています。 

ただ、それらの方の記録内容につきましては直接、大阪法務局に報告いただく内容となってきま

すので、（今回、電算処理して保存する記録は）人権政策課の職員が受けた分だけの記録に留めたい

と考えております。 

■ 22、23 頁に相談様式がありますが、相談を受けられた内容については、この紙ベースに記録をさ

れて、それを改めてパソコンに入力、打ち込まれるという順番になるのですか。 

□ 様々な内容のお話を聞きますので、様式に関わらず、まずは紙にメモしていきます。その内容を、

パソコンに保存するにあたってこの様式を用いることを考えています。 

■ 新しく婦人相談員を配置されることはありがたいのですが、その方はどんな方でしょうか。 

□ 婦人相談員は市の非常勤職員です。具体的な事例の研究などの研修をしっかりと受けられた方が

婦人相談員として、相談を受けていただいています。 

■ 非常勤職員であり、しかも研修を受けていただくということですね。 

■ その研修は、ドーンセンター（大阪府立男女共同参画・青少年センター）などでされているかと

思いますが、その研修をしっかりされて、どこがその資格を確認されるのですか。 

□ 今すぐにどこの省庁等かは出てきませんが、確認した上で委嘱を婦人相談員に対して行います。 

■ 委嘱をしっかりされた方なのですね。いろんな相談がありますので、本当に相談したい人がいた

ときに、その対応がまずかったら、その人が余計に傷つく、２次、３次被害もよくあると聞いてい

ます。十分確認したうえでその相談員を委嘱していただきたい。 

■ 電算処理もそうですけれども、話にあったとおり２次３次被害になれば、何やっていることかわ

からないことになります。くれぐれも注意して下さい。 

 

【報告５の後に訂正の発言】 

□ 婦人相談員について、何か資格要件ありますかというご質問いただきました。その際、研修を受

けていることと、委嘱しているという回答をさせていただきました。委嘱がどちらからかというこ

とについてあやふやな返事で終わっておりましたので、確認いたしましたところ、八尾市長からの

委嘱でしたので、追加でご報告させていただきます。 

■ 八尾市長からの委嘱ということで、身分は八尾市の非常勤職員ということですね。 

 

「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  八尾市外国人相談窓口運営事業の開始に伴う相談記録の電算管理について 

                               文化国際課 

 

「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、八尾市外国人相談窓口運営事業の開始に伴う相談記録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、外国人が生活・就労等に関する適切な情報に速やかに到達できるための情報提供

及び相談を行う相談窓口を設置するとともに、収集した相談記録について電子計算機を用いて管理を

行うものです。 

事業の概要は、平成 30 年 12 月に出入国管理及び難民認定法が改正され、本年４月１日に施行され

たことに伴い、本市におきましても、外国人労働者の増加が想定されます。 

そのため、外国人に対し、在留手続、雇用、医療、福祉、出産、子育て、子供の教育等の生活に係

る適切な情報や相談場所に迅速に到達することができるよう、情報提供及び相談を多言語で行うワン

ストップ型の相談窓口を設置します。 

本事業においては、相談員が日々の相談内容を専用のパソコンに記録し、相談員同士によるケース

会議の際に、当該記録を用いて、対応内容の検証や今後の対応策の検討を行います。 

なお、本事業については、公益財団法人八尾市国際交流センターに外部委託を行います。 

情報の収集方法は、相談者から収集します。 

個人情報の利用項目は、氏名、性別、生年月日・年齢、住所、国籍、電話番号、相談内容です。 

対象者は、当市及び近隣に居住する外国人で、件数は、1,500 件を想定しています。 

処理方法は、市内３箇所の相談窓口（八尾市国際交流センター、桂人権コミュニティセンター、安

中人権コミュニティセンター）にて対象者からの相談に対応し、相談員は、相談内容を専用のパソコ

ンに Excel により記録します。記録したデータは、相談員同士によるケース会議の際に活用するとと

もに、文化国際課への報告に個人を特定できる情報を削除した上で使用します。 

電子計算機の利用が必要な理由は、本事業の効率化を図り、かつ、再度相談にこられた場合に迅速

に相談内容が確認できるよう相談者への支援充実を図るためです。 

利用開始時期は、令和元年 10 月１日を予定しています。 

セキュリティ対策は、個人情報を取り扱う端末はスタンドアロン端末を使用し、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保管施錠し、不要になった帳票は裁断破棄

します。 

委託業者に対しては、個人情報の保護に万全を期するように求めており、その旨を委託契約書に明

記しています。 

 

「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） 

 

■ いろんな相談を受け、その相談内容を電算処理するということですね。 

相談を受け付けるのは専門家の方が適切ということで窓口業務を公益財団法人の八尾市国際交流

センターに委託し、そのセンターから人を派遣してもらって相談にあたるということですね。 

■ この相談員の選出方法は委託事業者である国際交流センターに一切委ねるということですか。 

□ はい。国際交流センターで募集して雇っていただきます。 

■ どういう人を相談員に選ぶか、その資格の内容などは八尾市としては関わりますか。監督される

予定はありますか。 

□ 現在、具体的な基準を設けていません。国際交流センターに応募があった方は、語学能力プラス

相談への対応能力も問われるかと思いますので、適任かしっかり見ていただきたいと考えています。 

■ 八尾市国際交流センターというのは、八尾市と他のつながりはありますか。 
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□ 八尾市で設置した財団法人ですので、事業に対する補助を市で行っています。 

■ 参考までにいつ作りましたか。おおよそで結構です。 

□ 数十年前になります。 

■ この事業のために設立されているのではなくて、これまでずっと歴史はあるということですね。 

□ 八尾市の国際交流事業や多文化共生事業について、専門的なノウハウ知識を生かして事業してい

ただいているので、今回も実績を買わせていただいて事業をお願いするに至った次第です。 

■ 情報の共有についてですが。これは３つの相談窓口でそれぞれパソコンは独立したものを使うと

いうことですが、例えば八尾市の国際交流センターで相談を受け付けたときに、類似の事例がある

かどうか、他のコミュニティセンターではどういう事例があるかはその場では検索できないという

ことですか。 

□ それぞれの相談窓口で、スタンドアロンで独立したネットワークに接続していない端末を用いま

す。したがって、検索は難しいので、電話等での問合せで確認することになるかと思います。 

■ 相談員が使うパソコンですが、これは各団体が、それぞれのところのパソコンを利用するという

ことですか。それとも八尾市から何らかの形で管理したパソコンを配置するということですか。 

□ 今回の整備に合わせて、市の予算で新たに購入して配置します。 

■ その管理は市でされるということですか。ある程度の内容確認はされるのですか。 

□ 相談窓口は常に我々のそばにあるわけではないので、常時監視チェックは難しいですが、定例的

な報告会の場で、確認を行います。 

■ 相談員から個人情報が漏れるおそれが非常に高いと感じますが、本当に大丈夫ですか。 

□ 契約書で個人情報に関する取り扱いを規定しているのと、事前に研修を実施しますので、その中

で特に個人情報の取り扱いについては重点的に研修していきたいと考えています。 

■ 安中のトッカビの相談窓口などに加えてということですね。新たなワンストップ型の相談窓口は、

国際交流センターになるのですか。 

今どんどん外国の方が増えているのですけれども、そんな方たちにはどのように知らせようと考

えていますか。市政だよりだけですか。 

□ 日本語の市政だよりの他に、多言語に翻訳した市政だよりのダイジェスト版（多言語情報誌）を

発行しておりますので、そちらの中でも窓口を開設したことをお知らせしたいと考えています。ま

た、ホームページなどの媒体を通じてお知らせしていこうと考えています。 

■ 多言語情報誌は年に何回発行でしたか。 

□ 従来は２ヶ月に１回でしたが、現在は毎月発行ということで年 12 回、市政だよりと同じ回数発

行しています。 

■ 日本語の市政だよりは読めないので、その方たちのところにしっかりと多言語情報誌を渡せるよ

う確認していただけたらと思います。 

■ 先ほどの相談員の方に研修するは当然のことなのですが、その前に相談員を募集するときに交流

センターにお任せするのではなくて、市で条件をつける。例えば、外国人医療についての知識があ

る人とか、雇用関係についての知識がある人とか、そういうことは考えていらっしゃいますか。参

考までに。 

□ そうですね。語学プラスこれまでの相談対応のご経験ですとか、行政とかの知識ついて、面接を

通じて確認する必要があるかと思います。 

■ 何人くらい採用しますか。 

□ 新たに雇用する者は、合計３名を予定しています。 

■ 難しいと思いますが、個人情報が漏れることがないような方であると同時に外国人にとってもア

ドバイス、情報提供ができる能力のある方をお願いします。 

 

「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  八尾市文化会館施設予約・チケット販売管理システムの機器更新に伴うクラウドサービ

ス利用について                            文化国際課 

 

「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、八尾市文化会館施設予約・チケット販売管理システムの機器更新に伴うクラウドサービ

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、八尾市文化会館施設予約・チケット販売管理システムの機器更新に伴い、非常時

におけるセキュリティの確保及びデータ保護を目的とし、新たに IT 専門事業者への委託によりクラ

ウドサービスを利用するものです。 

事業概要は、八尾市文化会館の施設予約・チケット販売管理システムを稼働させるサーバ機器につ

いて令和元年度において、前回の機器更新から耐用年数の目安となる５年を既に経過していることか

ら、サーバ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、文化会館内での機器入れ替えとしていましたが、災害時にお

ける事業継続性を確保できる上、クラウドサービスで構築されているため、ハードウェアの老朽化の

恐れもなく、指定管理者による管理、運用の負担を軽減化することが可能となることから、新たに事

業者が提供するクラウド環境にシステム及びデータを移行し、クラウドサービスを利用するものです。 

個人情報の利用項目は、59 ページの資料１をご参照ください。これまでと変更なく、今回新たに追

加登録する個人情報はありません。 

対象者及び件数は、施設会員が約 6,000 件で、友の会会員が約 650 件で、チケット会員管理が約

13,000 件で、対象者についてはこれまでと変更ありません。 

処理方法は、施設利用者はクラウドサービス上の施設予約・チケット販売管理システムサイトにア

クセスし、施設・チケットの検索及び予約を行います。また、システム管理者は、IPsec-VPN により

クラウドサービス上の管理用サイトにアクセスし、抽選処理や施設予約・チケット販売に関する各種

管理作業を行います。 

電子計算機処理の利用が必要な理由は、施設利用者の申し込みは随時行われますが、同時の申し込

みや定員管理の業務を行うには即時登録・集計が必要であり、手作業での登録作業では受付業務を円

滑に行うことができません。また、施設利用者の目的・事業内容により、多岐にわたる備品・人件費・

加算項目の相談を受け、即座に見積りを行うことは施設利用者へのサービス向上と手続きの効率化に

資するものであり、電子計算機の利用が不可欠です。今回の機器更新に伴いクラウド環境に移行する

ことで、災害時における事業継続性やサーバ管理等の運用負担軽減を図ることができ、より効率的な

運用が可能となるものです。 

利用開始時期は、令和２年１月６日の予定です。 

セキュリティ対策は、クラウドサービス利用において、八尾市とデータセンターとの間は

IPsec-VPN により結ぶことにより、従来通りの自庁内ネットワークと同様の閉鎖された環境を確保し

ます。システムを利用する端末については、専用の IPsec-VPN ソフトウェアをインストールするこ

とで接続可能としますが、管理区分ごとの利用者制限を設定し、定期的にパスワードを更新するなど、

適切な利用を行います。また、サーバへのアクセス制限を特定の端末にのみ許可する設定（IP アドレ

ス指定）を施し、運用管理用端末のみの制限を実施します。 

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、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。 
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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） 

 

■ 文化会館の施設予約・チケット販売に関する情報管理を、これまでは市が設置したサーバで行っ

ていたけれども、今後はクラウドサービスにして、業者のサーバを利用するということですね。 

■ クラウドサービスは十分安全性が高まっていると思いますが、クラウドサービスを導入するに至

った経過の中には、市の業務ですでにクラウドサービスが使われているものがあるからということ

でしょうか。 

□ そうですね。今回システムの更新にあたって機能的な更新はないですが、システムの運用期間が

終了することに合わせてサーバの件について検討しました。大規模災害が起きたときの事業継続性

やシステムを管理運営する職員の負担軽減などのメリットがあり、また、他課でも導入しているこ

とからクラウドサービスの利用したほうがいいのでは、ということで進めることとなりました。 

 

「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 はり・きゅう、あん摩・マッサージ療養費に関する受領委任の取扱いにかかるデータ

連携について                障害福祉課・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、はり・きゅう、あん摩・マッサージ療養費に関する受領委任の取扱いにかかるデータ連

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、はり・きゅう、あん摩・マッサージ療養費（以下「あはき療養費」といいます。）

に関する受領委任の取扱いが開始されることに伴い、大阪府国民健康保険団体連合会（以下「国保連 

」といいます。）を介して療養費支給申請書（以下「申請書」といいます。）のやり取り及びデータ連

携を行います。データ連携に関しては、国民健康保険と公費、老人医療、障がい者医療、子ども医療

及びひとり親家庭医療助成制度を対象とします。 

なお、平成 26 年６月の個人情報保護審議会において、柔道整復師の施術に係る同様の諮問を行っ

ておりますが、今回は、既存の連携項目に新たにあはき療養費のデータ項目が追加されるため、電子

計算機処理を行うために諮問するものです。 

事務の概要は、療養費に関しては、本来、被保険者が医療機関等の窓口で 10 割負担をし、その後

市役所の窓口で差額分の申請を行う必要があります。しかし、あはき療養費に関しては従前より、被

保険者の負担を軽減するために代理受領方式を採用し、患者の同意に基づき、施術所と八尾市で直接

申請書および療養費のやり取りを行っていました。 

しかし、受領委任の取扱規程が制定されたことに伴い、平成 31 年１月からあはき療養費の受領委

任制度が開始されました。 

代理受領方式は、各自治体によって事務処理方法が異なっているため、統一的な事務処理規定がな

いという問題点や、不正請求があった際に各自治体が独自で対応する必要があるといった問題点を抱

えていましたが、受領委任制度においては、国から統一的な事務処理規定が示されているほか、施術

所に対する指導監督権限を大阪府や近畿厚生局が有するようになるため療養費の適正化効果も期待さ

れ、導入の必要性は存在します。また、従前の通り患者の同意に基づいて受領委任を取り扱うため、

患者自身が療養費の申請方法を選択することができます。 

受領委任の導入に際しては国保連の審査を経る必要があるため、施術所から提出された申請書は一

度国保連に集約され、その後、申請書の原本は配達員による配送、申請書データは国保連の専用端末

を介して、それぞれ健康保険課に届きます。公費の対象者についても同様の方法となります。 

なお、大阪府下市町村においては、令和元年 10 月から受領委任制度を導入することとなっており、

本市においても同様に受領委任制度を導入するものです。 

情報の収集方法は、申請書原本は、配達員による配送、原課にて手渡しです。 

申請書データは、国保連の専用端末により送受信します。 

柔道整復師の施術に関しては、すでに同様の方法で情報収集を行っています。 

専用端末による連携項目、既存の連携項目は、62 ページをご参照ください。 

また、あはき療養費に関する新規連携項目は、63 ページをご参照ください。 

対象者及び件数等は年間で、八尾市国民健康保険被保険者の内、受領委任に同意した者が約 8,000

人、公費助成制度は、老人医療が約 1,200 人、障がい者医療が約 3,000 人、子ども医療が約 30,000

人、ひとり親家庭医療が約 5,700 人です。 

処理手順は、 

① 患者が受領委任に同意し、申請書の同意欄に署名します。 

② 施術所は受領委任の同意がある患者の申請書を保険者ごとに取りまとめて国保連に提出します。 

③ 国保連にて集約され、申請書の審査及びシステムへのパンチ入力が行われます。 

④ 保険者は国保連より提供されるデータを基に、資格確認後に支給決定を行います。 

⑤ 国保連の審査及び当課の確認を経た申請書及び申請書データが月に１度八尾市に届きます。 
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⑥ 届いた申請書は市役所で保管し、健康保険課の申請書データは電子媒体を使用して他のレセプ

トデータとともに自庁の国保システムに取り込みます。公費の申請書データも電子媒体を使用し

て、各公費システムに取り込みます。 

電子計算機の利用が必要な理由は、現在、国保連とのレセプトのデータ連携は、国保連設置の専用

端末を介して行っており、あはき療養費データについても新規追加という形で同様の運用を行う必要

があります。 

利用開始時期は、令和元年 10 月１日です。 

セキュリティ対策は、国保連の専用端末は閉域ネットワークの専用回線で繋がっています。また、

国保連のサーバと専用端末の間にはそれぞれファイアウォールが設置されており、システム間の情報

連携は限定的なものとなっており、自庁の国保システムとも直接接続できない構成です。また、ID・

パスワードによる従事者制限を行っており、パスワードについては３か月おきに更新する必要があり

ます。国保連の専用端末に関しては、すでにレセプト点検業務においても使用しており、データの送

受信方法やセキュリティの安全性も確認されています。 

 

「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） 

 

■ これまで柔道整復師についてはすでに行っていて、あはきについても同様の取り扱いをするとい

うことですね。 

□ はい。 

 

「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  大阪府健康づくり支援プラットフォーム整備事業の実施に伴う個人情報の電子的送

付について                              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、大阪府健康づくり支援プラットフォーム整備事業の実施に伴う個人情報の電子的送付に

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、大阪府健康づくり支援プラットフォーム整備等事業が令和元年 10 月より本格実

施されることに伴い、大阪府健康マイレージ事業に参加する本市国民健康保険加入者（以下「参加者 

」といいます。）の個人情報を参加者の同意のもと、大阪府国民健康保険団体連合会（以下「国保連」

といいます。）の専用回線を利用して、大阪府に対して電子的送付を行なうものです。 

事案の概要は、平成 30 年度からの国民健康保険制度改革により府が財政運営の責任主体となり、

大阪府国保運営方針において府下統一的な方針が示されました。健康づくり・医療費適正化取組みの

推進が重視され、その取り組みの一つとして府内全域での健康マイレージ事業の実施が明記されてい

ます。 

健康マイレージ事業とは、個人へインセンティブを提供することで、主体的な健康行動の促進を目

指すものです。具体的には、参加者は専用のアプリをダウンロードし、日々の健康状況を記録するこ

とでポイントを貯めていき、貯まったポイントで様々な特典を受けられることで、健康管理に意欲的

に取り組むようになります。本事業は平成 31 年１月より大阪市、門真市、岬町で先行実施されてお

り、令和元年 10 月から府内全域を対象として本格実施予定です。 

大阪府が参加者の同意を得た場合、参加者の特定健診受診結果情報、後発医薬品差額通知情報、医

療費通知情報を大阪府に提供します。なお、当該情報に関しては、本市の国民健康保険に関する通常

業務において国保連を通じて処理を行っているため、情報提供に際しては、大阪府が国保連との専用

回線を利用します。 

なお、事業に参加するにあたり専用端末等機器が１台無償で設置され、この専用端末には大阪府か

ら参加者の個人情報を含まない統計データが提供されるので、本市の健康課題分析や保健事業の計画

立案に活用することが出来ます。 

利用項目は、提供を実施する項目として、特定健診受診結果情報、後発医薬品差額通知情報、医療

費通知情報等で、110 ページの資料４の別紙に記載のとおりです。 

提供を受ける項目は、性別、年齢、身長、体重、血圧（最高）、血圧（最低）、歩数、歯みがき（回

数）、睡眠時間、喫煙有無、飲酒有無等で、個人が識別できない状態です。 

対象者及び件数等は、八尾市国民健康保険被保険者の内、18 歳以上で大阪府健康マイレージ参加者

の約 2,000 人です。 

処理手順は、① 参加者が大阪府健康マイレージ事業に同意し、参加します。 

② 大阪府は参加者について同意を得ていることを市に通知します。 

③ 大阪府は参加者および本市（国保連を通じて）から情報収集します。 

④ 大阪府は収集した参加者情報を集計し、本市へ配信します。 

⑤ 市は配信情報（個人情報を含まない。）を管理、保健事業に活用します。 

電子計算機の利用が必要な理由は、数千件の個人情報を大阪府に送付するにあたり、個人情報流出

のリスク軽減や事務効率化の観点から、専用回線を通じた電子的送付を行うため、電子計算機の利用

が必要となるものです。 

利用開始時期は、令和元年 10 月１日です。 

セキュリティ対策は、個人情報の電子的送付を行う回線は、国保連との専用回線を利用し、閉域で

の通信となっています。また、大阪府と本市との間で、本事業の実施についての覚書を締結し、提供

する個人情報の保護を厳守するよう求めます。 
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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） 

 

■ これは大阪府の事業ですね。市との関係では、八尾市の国保に加入している方のデータが本人の

同意のもとに国保連に行って、国保連から大阪府に行くということですね。 

八尾市の国保に入っている方は、どのように同意するのですか。 

□ スマートフォンにアプリをダウンロードして、アプリの中で同意することになります。 

■ スマートフォンを持っていない人は参加できないのですか。 

□ それ以外の方法もあります。有償で歩数計リーダーを購入していただいて、そのうえで歩いた記

録などを送信するについては、コンビニにある端末を使ってその情報を大阪府に送信することが必

要になります。ただ、スマートフォンがなければ、若干不便であると思います。 

■ 健康状態などを送信するのですか。 

□ 参加者が日々の健康状態についてアプリを使って、自分自身の健康づくりに関する行動を記録し

て、送信を行っていきます。そして、アプリの中でポイントが貯まっていき、ある一定貯まった段

階で抽選に参加することができます。 

抽選で当たると、コンビニで使えるクーポンや、電子マネーなどがもらえる可能性があり、そう

いったことを動機づけとして個人で健康づくりに主体的に取り組んでもらいたいというような仕組

みで、府として効果的にもすすめられている取組みとなります。 

■ 国民健康保険の被保険者の方であればその方のデータ、あるいは日々のデータが大阪府にいくと

いうことですね。そうなるとマイレージが貯まって、抽選であたればということですね。 

■ 八尾市から大阪府へ情報を提供するには個人を特定しないとできない情報ですが、それを提供し

た後、大阪府がそれとアプリとを確認したうえで様々なことを行うということですね。 

そのあと、八尾市が個人を特定できない形で様々な情報の提供を受けるということですが、特定

した情報を送って、特定されてないものを送られても、八尾市である程度、個人の特定が結びつい

てきませんか。 

□ 性別や年齢層は分かるかもしれませんが、誰がという特定は難しいかと思います。あくまで統計

的な情報として活用検討していくことになります。 

■ 提供受けた内容でこれを八尾市が保健事業に活用すると書かれていますが、特定もされてない情

報でどんな活用の方法があるのですか。 

□ 個人を特定した取り組みはもちろんできないですが、参加された方の中で集められた情報を基に

あるいはそういった年齢層、性別に応じて、各個人の取組状況を把握したうえでそこからどのよう

な取り組みを市として考えていくかということを今後把握検討していけるかと思います。 

■ データのやり取りは、大阪府が無償で用意する端末を使って、大阪府と八尾市で通信をするとい

うことですね。91 ページのセキュリティ対策のところには、個人情報の電子的送付を行う回線は国

保連との専用回線を利用するとありますが。 

□ 今回２つ回線があるとご認識していただければと思います。 

まず、大阪府と八尾市を結ぶ回線というのが、直接の専用回線となっていて、こちらを利用して

提供される情報は個人情報を含まない統計データとなっています。 

そして、今ご質問いただいたセキュリティ対策に記載されている部分ですが、八尾市が保有して

いる個人情報を含むデータを連携する際に使う回線となっておりまして、こちらは先ほどのあはき

療養費でも使用している回線を使います。その専用回線を通じて八尾市の個人情報が国保連にデー

タ集約されていて、その後、国保連と大阪府を結ぶ専用回線で個人情報のやり取りを行います。 

 

「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  未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金給付事業について 

               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。） 

未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金給付事業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）、

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、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金の給付に関し、児童扶養手

当システムを利用し、個人情報を収集し、電子計算機処理すること、また必要に応じて他の官公庁に

情報提供するためです。 

事案の概要は、現行税制において、未婚のひとり親については、寡婦控除が適用されていません。

令和元年 10 月から消費税率が引上げとなる環境の中、子どもの貧困に対応するため、ひとり親に対

し、住民税非課税の適用拡大の措置を講じつつ、更なる税制上の対応の要否等について、令和２年度

税制改正大綱において検討し、結論を得るとされたことを踏まえ、臨時・特別の措置として、児童扶

養手当の受給者のうち、未婚のひとり親に対して、令和元年度において 1.75 万円の支給を児童扶養手

当に上乗せする形で行います。 

情報の収集方法は、提出書類を含む申請書と、児童扶養手当システムにより収集します。 

個人情報の利用項目は、識別番号等、氏名、性別、生年月日・年齢、住所、電話番号、児童扶養手

当支給事務において保有する情報です。 

対象者及び対象者数は、 

① 基準日は、令和元年 10 月 31 日です。 

② 給付対象者は、2019 年 11 月分の児童扶養手当の支給を受ける父又は母、かつ基準日において

これまでに法律婚をしたことがない者です。 

③ 給付額は、給付対象者一人につき 1.75 万円です。 

④ 対象者数は見込みで約 300 人です。 

処理方法は、123 ページの資料３をご参照ください。対象者から申請書等の提出を受けて、児童扶

養手当システムにおいて、資格情報を入力、審査、通知書の出力、支給処理等資格の管理を行います。

なお、申請書受理後、基準日までの間に申請者が他の自治体へ転出した場合は、転出先の自治体から

の求めに対し、申請者の情報を提供します。 

電子計算機の利用が必要な理由は、多数の対象者の資格情報等を管理し、給付金の支給について正

確かつ迅速に行うためには、電子計算機の利用が必要となるものです。 

利用開始時期は、令和元年８月１日です。 

セキュリティ対策は、クライアントパソコン及びシステムサーバには担当者以外は操作できないよ

う ID 及びパスワードを設定し、静脈認証を行い運用します。また、振込に使用する USB は施錠でき

るところに保管し、データは処理後消去します。出力帳票は施錠保管を行い、不要になった物は裁断

破棄し、焼却処分します。 

 

「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） 

 

■ 未婚のひとり親はどのような方ですか。未成年者ということではないですね。 

□ 年齢は関係なく、法律婚をされていない方が対象となります。 

■ これまでに法律婚をしたことがないということは、婚姻歴が 1 回でもあったら対象外ですね。 

過去に事実婚をしていない者又は事実婚の相手方の生死が明らかでないものに限るとなっていま

す。法律婚は戸籍を調べれば分かると思いますが、事実婚がないというのはどうやって調べるので

すか。 
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婚姻届は出していないけど、実際には住んでいる人は多いですよね。例えば A さんと B さんは一

緒に住んでで、婚姻届は出していない。子どもがいて、法律上は B さんの子どもなっているとしま

す。でも A さんと一緒に住んでで、家計は A さんが維持しているというケースがある訳ですね。そ

れはどうなりますか。 

□ その方の場合は、もともと児童扶養手当の対象になりません。この制度は児童扶養手当の対象と

なっている方が前提の制度になっています。 

■ 児童扶養手当の時点で既に調査されているということですね。 

■ 利用項目の中に戸籍情報が入っているのですけれども、住民票上の情報は入れなくていいのです

か。これは住民票の内容も調べる必要があるのではないでしょうか。 

□ そもそもの児童扶養手当の申請時に、住民票はチェックさせていただいています。 

今回はその児童扶養手当を受給されている方のうち、未婚であることの確認が、今回扱う情報に

なりますので、未婚かどうかについて、戸籍の提出をお願いするものになります。 

■ 申請書受理後、他の自治体へ転出した場合ですが、119 ページの申請書の一番下に給付を申請す

る自治体に変更があった場合は申請を取り下げるとなっています。それと 114 ページ、処理方法の

申請書受理後、基準日までの間に申請者が他の自治体へ転出した場合には、転出先の自治体からの

求めに対し、申請者の情報を提供します、となっています。 

一度、八尾市で取り下げになってしまっているということは、この方は改めて転出先の自治体に

もう一度申請をやり直さないといけないということになりますか。 

□ はい。 

■ そうすると、直接転出先の自治体と個人情報のやり取りをするだけでは足りないということです

か。114 ページでは八尾市から転出先へ情報を提供することがあるということですよね。 

本人の申請だけでは足りない情報があるということですか。 

□ 申請書提出時に戸籍の提出を求めておりますので、その関係で戸籍情報を転出先の自治体に送る

ことができることになっています。 

 

「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  子育てのための施設等利用給付事務の開始について        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、子育てのための施設等利用給付事務を開始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）及び第８条第２項第２号（要注意情報の電子計算機処

理の禁止）の規定に該当するものです。 

諮問する事項は、子ども、子育て支援法（以下「法」といいます。）が一部改正されたことに伴い、

新たに子育てのための施設等利用給付事務を開始し、DV 情報等の要注意情報を含む個人情報の電子

計算機処理を行うためです。 

事務の概要は、法の一部改正が令和元年 10 月１日より施行されることにより、幼児教育・保育の

無償化が実施されます。これは、３歳から５歳までの全ての子どもと、０歳から２歳までの住民税非

課税世帯であって保育の必要性がある子どもを対象に、対象となる施設の利用料を無償化するもので

す。 

現在実施している子ども子育て新制度による認定および給付業務では、支給認定を受けている子ど

もの認定こども園・保育所・幼稚園等の利用料について、その一部を住民税の所得割額による算定で

決定した額を保育料として保護者が負担し、残りの額を子どものための教育・保育給付として市が施

設に支給しています。今回の無償化により、これらの施設を利用する子どもについては、算定される

保育料額が０円となることで、利用料の全額を市から施設に支給することとなります。 

一方、今回の法改正により、無償化対象とする施設に新制度未移行幼稚園・特別支援学校・認可外

保育施設等が追加されました。これらの施設は子どものための教育・保育給付制度の範囲外であるた

め、これらの施設の利用者を支給対象とする、子育てのための施設等利用給付制度を新設することと

なりました。これに伴い、これらの施設を利用する保護者に対して、新たな支給認定業務と給付業務

が追加されます。 

個人情報の収集方法は、利用者、事業者及び住民基本台帳データベース、税関係システム並びに児

童手当システムから収集します。 

個人情報の利用項目は、利用者 ID、氏名、続柄、性別、生年月日、住所、電話番号、個人番号、保

育を必要とする事由、職業、税情報、相談内容、虐待の程度、DV 情報、入所施設情報、金融機関口

座、児童手当情報です。 

対象者は、子育てのための施設等利用給付希望者とその家族で、 

件数は、未移行幼稚園の利用者が約 1,000 件、預かり保育事業の利用者が約 2,600 件、認可外保育

施設等の利用者が約 200 件です。 

処理方法は、詳細については、136 ページの資料２をご参照下さい。 

① 対象施設等からの確認申請の受理・審査を行います。 

② 対象施設等が、現行において各事業等を行う際に、求めている基準と同様の内容を満たしてい

るか確認します。 

③ 利用者の申請に基づき、施設等利用給付認定を行います。 

④ 利用者の申請に基づき、施設等利用費の支給を行います。 

電子計算機利用が必要な理由は、迅速かつ正確な事務手続きによる効果的・効率的な事務運用によ

って、市民サービスの向上を図るために必要となるものです。 

利用開始時期は、令和元年 10 月１日です。 

セキュリティ対策は、処理端末の業務権限については、認証 ID、パスワード及び静脈認証を使用し、

権限を持つ従事者のみが使用します。また、不要になった帳票等はシュレッダーにて裁断後処分しま

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」 

諮問事項８について、審議会は承認する。 
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諮問事項９  産業廃棄物の不法投棄等の行為者特定に向けた監視カメラの映像データの収集及び

捜査機関に対する外部提供について               産業廃棄物指導課 

 

「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、産業廃棄物の不法投棄等の行為者特定に向けた監視カメラの設置及び捜査機関に対する

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)の規定により、次のとおり諮問します。 

諮問する事項は、産業廃棄物の不法投棄及び不適正処理（以下「不法投棄等」といいます。）事案

が発生した際に、不法投棄等の行為者（以下「行為者」といいます。）の特定やその行為の未然防止と

不法投棄等発生時の迅速な対応等を目的とした監視カメラの設置について、諮問するものです。 

事業の概要は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」といいます。）において、産業廃

棄物を排出する事業者は産業廃棄物を適正に処理しなければならないことが定められています。しか

し、産業廃棄物の処理費用が高額となることなどの理由により、不法投棄等の事案は後を絶たず、ま

たそれらの行為は夜間や山林にて行われるため目撃者がいない場合が多く、行為者の特定が困難とな

る事案があります。 

本市においても、市内で産業廃棄物の不法投棄等が発生した場合には早急に行為者の特定を行い、

産業廃棄物の撤去と適正な処理について指導する必要があります。今回、行為者を特定する手段とし

て、繰り返し不法投棄等が行われる場所付近への監視カメラの設置を行います。 

今後、監視カメラ設置場所付近において不法投棄等が発生した場合には、映像データを収集・確認

し、行為者の特定作業を行います。 

そして、行為者が特定された場合には、産業廃棄物の撤去を指導し、指導に従わない場合には法第

十九の五や法第十九条の十第２項の措置命令を行います。また、場合によっては、刑事訴訟法第二百

三十九条により告発を行います。 

また、映像データについて、一定の事由に該当する場合には、捜査機関等に対して、提供を行いま

す。 

情報の収集方法は、映像データの収集を行う際は、外付け HDD を監視カメラ設置場所へ持参し、

不法投棄等が行われたと予測される期間の映像データを抽出するか、若しくは監視カメラから映像デ

ータが記録されている SD カード等を収集します。また、抽出した映像データは本課が所有するスタ

ンドアロンの電子計算機に接続し、その電子計算機内に記録します。 

個人情報の利用項目は、撮影範囲の通行者、通行車両等の映像です。 

対象者は、不法投棄等を実行した者で、 

件数は、年間数件程度で、カメラ設置台数は、５台程度です。 

処理方法は、151 ページの別紙１（事務フロー図）をご参照ください。 

電子計算機の利用が必要な理由は、監視カメラの映像データを再生・記録する際に必要となるため

です。 

利用開始時期は、令和元年９月を予定しています。 

セキュリティ対策は、監視カメラの映像データを本課が所有する外付け HDD に保存する場合は、

外付け HDD にはパスワードを設定し、本課職員以外の者が利用できないようにします。映像データ

が記録された外付け HDD の管理については、紛失、盗難等防止のため施錠可能な場所で保管します。

作業期間終了後、速やかに映像データの消去を行います。 

 

「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） 

 

■ カメラの設置予定場所について、どこに何台設置しますか。 

□ 投棄地自体に、１台設置しようと考えています。また、その投棄地に向かう道に、４台を設置し
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ようと考えています。 

■ よく捨てられるという場所が分かっているのですか。 

□ はい。この投棄地は八尾市内で一番多く捨てられている場所です。また、八尾市が所有する里道

にも不法投棄がされていますので、そこにも設置することを考えています。 

■ 里道って狭いところですよね。 

□ 本当に人目につかないようなところなのですが、３日間にわたって不法投棄が繰り返されました。 

■ 警察に頼んで張り込みしてもらう方が早いのでは。 

□ 警察にもパトロールの依頼もさせていただいて、本課でも張り込みもしましたが、そこに行為者

はあらわれませんでした。そのため、長期間監視できるカメラを設置したいと考えています。 

 

「結論」 

諮問事項９について、審議会は承認する。 
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諮問事項 10  林地台帳及び地図の運用事務の開始に伴う林地台帳管理プログラムの導入について 

               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、林地台帳及び地図の運用事務の開始に伴う林地台帳管理プログラムの導入について諮問

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、平成 28 年５月の森林法の改正において、市町村が統一的な基準に基づき、森林

の土地の所有者（以下「土地所有者」といいます。）や林地の境界に関する情報などを整備及び公表す

る林地台帳制度が創設されたことに伴い、本市においても、東部山間地域をはじめとする森林の適切

な管理に資するため、大阪府より各市町村へ提供のあった林地台帳管理プログラムを導入し、土地所

有者の個人情報の収集及び提供を含めた管理を行うことについて、諮問するものです。 

事業概要は、木材価格の低迷、土地所有者の世代交代等により、森林経営意欲が低下している中で、

土地所有者の所在が不明な森林や林地の境界が不明な森林が増加してきており、森林組合や林業事業

体等が森林整備を進めるにあたり、土地所有者を特定する作業に多大な時間とコストがかかっている

状況にあります。本市においても、約 482ha ある民有林のほとんどが放置されている状況となってお

り、土地所有者の情報及び土地の境界等の情報も整理されていないため、ますます森林の整備が滞っ

ています。 

そのような中、平成 28 年５月の森林法の改正において、市町村が統一的な基準に基づき、土地所

有者や林地の境界に関する情報などを整備及び公表する林地台帳制度が創設されました。林地台帳制

度では、市町村が、土地所有者や境界等の情報を一元的にとりまとめ、台帳情報の一部を公表すると

ともに、森林組合や林業事業体等の森林整備の担い手に提供することにより、施業の集約化や適切な

森林整備のために活用することを目的としています。 

本市におきましても、林地台帳及び地図運用事務を開始し、大阪府から提供のあった林地台帳管理

プログラムを導入することにより、森林情報を適切に整理するとともに、効率的な森林整備を促進す

るものです。 

なお、林地台帳制度は、一定の準備期間を経て、令和元年度から本格的な制度運用を開始すること

とされており、森林の土地所有者届出や所有者からの修正申出等により徐々に精度を向上することと

されています。 

また、大阪府との情報共有については、年一回書面にて取り行う予定となっています。 

収集方法は、大阪府より提供された既存情報を基に、森林の土地所有者届出書及び林地台帳情報の

修正申出書により随時、情報収集を行います。 

利用項目は、森林の土地の所有者は、 

① 登記簿上の所有者の氏名、住所、共有の有無、登記年月日 

② 現に所有している者・所有者とみなされる者の氏名、住所、共有の有無、記載事項、届出年月

日、記載年月日 

③ 土地の所在、地番、地目、面積、林小班 

④ 森林の土地の境界に関する測量の実施状況 

⑤ 森林経営計画の認定状況 

⑥ 公益的機能別施業森林等 

閲覧申請者は、氏名、住所、電話番号、土地の所在及び地番、台帳記載事項の利用目的、閲覧しよ

うとする情報の種類 

情報提供依頼申出者は、氏名、住所、電話番号、土地の所在及び地番、林地台帳に記載された事項

の使用目的です。 

対象者及び件数は、森林の土地の所有者が約 2,400 件で、閲覧申請者、情報提供依頼申出者が年間

約２件です。 
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処理形態は、 

① 大阪府からの林地台帳管理プログラムの提供があります。 

② 森林の土地所有者届出書の提出に基づき、林地台帳管理プログラムの更新をします。 

③ 林地台帳情報の修正申出書の提出に基づき、林地台帳管理プログラムの更新をします。 

④ 閲覧希望者の林地台帳閲覧申請書の提出に基づき、所有者の氏名、住所等を除いた林地台帳情

報及び地図の窓口での閲覧があります。 

⑤ 情報提供希望者の林地台帳情報提供依頼申出書に基づき、林地台帳情報及び地図の書面での情

報提供があります。 

⑥ 大阪府への年一回の書面での情報共有をします。 

電子計算機の利用が必要な理由は、森林の土地の件数が 2,000 件以上の多数に及び、正確かつ効率

的に情報を管理及び提供するため、電子計算機の利用が必要になります。 

利用開始時期は、令和元年８月１日の予定です。 

セキュリティ対策は、林地台帳管理プログラムは、スタンドアロンの端末に導入します。 

また、端末自体については施錠できるキャビネットに保管します。林地台帳管理プログラムについ

ても、起動の際にパスワード入力が必要となっております。 

出力した帳票や申請書綴についても、施錠できるキャビネットに保管し、不要になった書類は裁断

破棄するなど、個人情報について厳重に管理します。 

 

「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） 

 

■ 林地台帳について、これまで紙ベースだったものを電算処理するということですか。 

□ もともと紙の書類は所持していませんでした。新しく林地台帳が平成 28 年に創設されて２年間

準備期間経て、今年度から開始します。 

■ 林地台帳はもともとなかったのですか。 

□ はい。大阪府で森林簿を保有していましたが、林地台帳は新たに創設されたものです。平成 28

年度の法改正で各市町村の事務となり、２年間の準備期間を経て、今年度から行うものです。大阪

府の森林簿と法務局が保有する土地の所有者等の情報を合わせて、林地台帳として大阪府の各市町

村に配られました。そして、市町村は適正に情報更新するという流れになります。 

■ もともとは法務省がすべきことですね。それを大阪府が今までやっていて、それを最終的には各

市町村にデータ渡すから更新してください、ということですね。 

■ 所有者の特定に係る調査の話なのですが、課税台帳などを利用することはないのですか。 

□ 今のところ、利用は考えていません。相続の関係などで所有者の届出書が出てきたら、今の台帳

を更新していきます。 

■ 登記よりも課税台帳の方が調査している場合も多いと思いますが、現状は利用を想定しないとい

うことですね。 

□ 今後、新たな森林管理方針が示されるので、それに基づいた形で今よりもより精度を上げた形で

森林台帳を今後メンテナンスやっていきます。場合によっては、管理協会や民営協会を含めて行う

余地は残っています。 

■ 山って境界はあってないような状態ですね。所有者も明治の時の名義になっていることも普通で

す。法定相続人も多数いることから、現在の所有者を特定できるのですか。 

□ 国としたら調査してほしいと思います。言うのは簡単ですが、進むことは難しいです。今後、市

町村はその課題を認識した上で、庁内各関係課集まって、徐々にでも整理できればと考えています。 

■ なんでも市町村に事務がおりてきて、仕事だけはやってということですね。全国で連合会がない

のは大阪府だけですか。 

□ 現在、河内長野と高槻の 2 地区では組合があって、相談があったら私どもは高槻の組合と協議し
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ながらご教授願っています。ここ何年もないですが、相談は可能というレベルです。 

八尾市では林業がここ何十年と衰退していて、大阪府とともに山の取り扱いをどうすれば一番効

果的に整備できるかを協議しながらすすめている状況です。今後、着実に歩みをすすめながら行っ

ていきます。 

 

「結論」 

諮問事項 10 について、審議会は承認する。 
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報告事項１ 生活保護受給者の課税情報データ抽出について            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、現在運用している生活保護受給者の課税情報データの処理方法を変更するため、報告す

るものです。 

事業概要は、生活保護の実施要領により年に１度課税調査を行い被保護者の収入の状況を客観的に

把握することが必須となっており、これまで、生活保護システム端末より番号連携サーバを検索、又

は市民税課執務室設置の税システム端末（以下「税システム端末」といいます。）より一件ずつ検索す

ることにより調査を行っていましたが、事務効率化のために共通基盤から生活保護受給者の課税情報

を一括抽出する方法に変更し、抽出後はケース番号や名前、生年月日とのデータ結合を行い、一括出

力のうえケースワーカーに配布します。 

なお、生活保護事務については既に個人情報の電子計算機処理を行っており、今般の変更が「個人

情報の項目の追加」及び「処理方式を大幅に変更することで、新たに電子計算機処理を開始するのと

同様の変更」とならないことから、八尾市個人情報保護条例第８条第１項表４類型４に基づき、報告

とするものです。 

個人情報の利用項目は、生活保護受給者の宛名番号、課税情報です。 

対象者は、過去１年間の生活保護廃止者も含む生活保護受給者で、件数は、約 8,000 件です。 

電子計算機処理が必要な理由は、生活保護事務については、多数の対象者の情報を管理し、相談内

容や課税情報等の情報を総合的に把握することで、事業の効率化を図り、より適正かつ有効的に実施

するため、これまでも電子計算機による処理を行っています。 

生活保護事務における課税調査についても、既に生活保護システム端末及び税システム端末を用い

た１件ずつの調査を行っておりましたが、今後は、宛名番号を用いて共通基盤から生活保護受給者の

課税情報を一括抽出する方法に変更することで更なる当該事務の正確化、効率化及び迅速化を図るた

め、引き続き電子計算機処理が必要となるものです。  

処理形態は、これまで生活保護システム端末及び税システム端末にて１件ずつ調査を行い、各ケー

スワーカーが個別に入出力していました。今後は宛名番号を用いて共通基盤から一括データ抽出を行

ったうえで、ケース番号や名前、生年月日データとの結合を行い、一括出力のうえケースワーカーに

配布する方法に変更します。 

利用時期は、令和元年７月 22 日です。 

セキュリティ対策は、端末の起動時及び業務権限については、生体認証を用いてユーザ毎の適正な

アクセス制限を設定及び管理を行うとともにアクセスログの管理を行います。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。 

出力帳票等を綴じた生活保護受給者毎のファイル等については、施錠できるロッカーにて保管しま

す。また、不要になった帳票は、シュレッダーで切断し廃棄処分します。 

また、端末には USB 等各ポート制御ソフトウェアを導入し、外部への持ち出しを制限します。 

 

「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について、審議会への報告は終了。 
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報告事項２ 子ども医療費公費負担制度の助成対象年齢の変更について      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、現在、15 歳到達後最初の３月 31 日までの子どもを対象に実施している「子ども医療費

公費負担制度」ですが、令和２年１月より助成対象年齢を 18 歳到達後最初の３月 31 日まで拡充する

ことに伴い、対象者の範囲に変更が生じるため、八尾市個人情報保護条例第５条第２項の規定により、

報告するものです。 

事業概要は、当事業は、子どもの健全な育成と児童福祉の向上を図ることを目的とし、子どもの通

院・入院に係る医療費を助成しています。 

令和２年１月より、本市独自の取り組みとして、医療費助成の対象年齢を 18 歳到達後最初の３月

31 日まで拡充します。 

なお、今回拡充する対象者の保護者に対して、周知案内及び申請書を送付します。 

個人情報の利用項目は、193 ページをご参照ください。 

対象者は、八尾市の住民基本台帳に記録されている年齢が 18 歳で、18 歳到達後最初の３月 31 日

での者で、件数は、約 40,000 人、拡充で約 7,800 人が増加します。 

電子計算機処理が必要な理由は、当事業については、多数の対象者の情報を管理し、助成内容や資

格履歴等の情報を総合的に把握することで、事業の効率化を図り、より適正かつ有効的に実施するた

めには、これまでと同様に電子計算機による処理が必要となるものです。 

また、今回拡充する対象者については、対象者の保護者に対して周知案内及び申請書を送付し、返

送された申請書の内容はこれまでと同様に、パンチデータによりシステムに取り込み、電子計算機処

理を行います。 

処理形態は、対象者から提出された申請書・届出書、福祉医療システム DB(住基情報及び税情報を

ネットワーク回線によるデータ連携)より情報を福祉医療システムに取り込み、管理しています。なお、

従前から変更はありません。 

拡充部分制度の実施時期は、令和２年１月１日です。 

セキュリティ対策は、受給者情報の管理として使用しているシステム端末については、ID・パスワ

ードにより使用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ます。 

また、拡充対象者の新規申請について、その内容についてのパンチデータを情報システム室より貸

与された暗号化機能付きセキュリティ USB メモリに保存し、システムに取り込みます。なお、パン

チ入力委託業者へは、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。 

 

「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） 

 

■ （件数は）約 40,000 人ですか。 

□ もともと中学生まで対象でしたので、中学生までが約 30,000 人で、7800 人くらいが高校生で今

回拡充される 15 歳から 18 歳の方です。 

■ 少ないですね。 

□ 少子化の影響で、八尾市は大体 18 歳未満ですと、1 世代 2,000 人ちょっとくらいの人数になりま

す。ですから 18 歳までですと約 40,000 人となります。ただし、就学前の児童では、2,000 人を切

るような状況となります。 

 

「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 八尾市特殊詐欺対策機器普及促進モデル事業の開始について      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、八尾市特殊詐欺対策機器普及促進モデル事業の実施にあたり、個人情報の取扱いを開始

するため、八尾市個人情報保護条例第５条第２項の規定により、報告するものです。 

事業概要は、八尾市内に居住する高齢者に特殊詐欺対策機器（以下「対策機器」といいます。）を

貸与するモデル事業を実施し、八尾市域での特殊詐欺被害の未然防止を図ります。 

事業を実施するにあたって、対策機器の貸与を希望する者又は代理申請者から申請書を受理し、貸

与要件により貸与の可否を決定し通知します。 

貸与決定後、対策機器の貸与が決定した者、以下、利用者といいます、と対策機器設置の日程調整

を行った上で、産業政策課及び出張所職員が利用者宅を訪問し、対策機器の設置を行います。詳細に

ついては、213 ページの資料 1（事務フロー）をご確認ください。 

また、対策機器の設置後、利用者に対して利用状況に関するアンケートを実施し、その集計結果も

活用して、対策機器の普及促進の内容を含めた特殊詐欺等被害防止に関する啓発講座を実施します。 

なお、本事業については、取り扱う個人情報が若干数であることから、電子計算機による管理を行

わず、紙媒体のみで管理を行います。 

個人情報の利用項目は、申請者に関する情報が氏名・ふりがな、住所、対策機器を設置する住所、

生年月日・年齢、対策機器を設置する電話番号、日中連絡が取れる電話番号、貸与申請書・記載事項

変更届に添付される身分証明書の写しの情報で、代理申請者に関する情報が、代理申請する場合に限

る、氏名・ふりがな、住所、連絡先電話番号、申請者との関係です。 

対策機器の貸与対象者は、八尾市内に居住する 65 歳以上の者で、対策機器の貸与予定台数は、50

台です。 

利用開始時期は、令和元年９月１日を予定しています。 

セキュリティ対策は、本事業で扱う申請書等、個人情報が含まれる書類については、執務室内の施

錠できるキャビネットにて保管します。保存期間を満了した書類については、八尾市文書取扱規程に

基づき、裁断等の適切な処理を行った上、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） 

 

■ 対策機器はどのようなものでしょうか。 

□ ご家庭にお持ちの電話機に接続するものです。電話線からこの対策機器につないで、その対策機

器からまた電話機につなぐという、間に挟むような機械になります。 

電話がかかってきますと、その対策機器が反応しまして、電話をかけてきた者すべてに対して、

この電話は特殊詐欺のために録音させていただきますというメッセージを発し、録音を始めます。

そして、録音始めてから電話の呼び鈴がなります。詐欺する者たちは声を録音されることを非常に

怖がりますので、録音しますということでおそらく電話を切ると思われます。電話の呼び鈴もなら

ないので、ご本人さんの安心につながる機械になります。 

 

「結論」 

報告事項３について、審議会への報告は終了。 
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報告事項４ 電子図書館サービスの試行導入について              八尾図書館 

 

「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、電子図書館サービスの試行導入に伴う利用者 ID、生年月日（以下「利用者 ID 等」とい

います。）の利用について報告いたします。 

事業概要について、電子図書館とは、インターネット経由で電子書籍を紙の本と同じように、検索、

貸出、返却及び閲覧ができるサービスであり、本市図書館では、今年度に㈱図書館流通センターが提

供を行う電子図書館サービスの導入を予定しております 

電子図書館サービスの導入により、①開館時間に関係なく利用が可能、②来館が困難な方の利用機

会の拡充が図れる、③読み上げ・文字の拡大機能により障がい者へのサービスの拡充が図れる、④図

書館の配架・保管スペースが不要、⑤本の破損・紛失・盗難防止につながる、⑥郷土・行政資料をデ

ジタル化し閲覧可能な状況とすることも可能となるなどの効果が見込まれます。 

導入の手法について、図書館登録者数が平成 30 年度実績で約 85,000 人となっていることから、職

員の登録作業及び利用者の申込手続きの軽減を図るため、図書館情報システムより、利用者 ID 等を

抽出し、クラウド環境上にある電子図書館システムへ一括登録処理を行います。   

その後、利用希望者が電子図書館システムに利用者 ID 等によりログインし、利用開始できるもの

とします。ただし、生年月日は初期パスワードとしての扱いであり、利用者は初回ログイン時にパス

ワードを設定し直すものとします。 

 なお、利用者 ID 等の情報だけでは個人を識別することが困難であることから、今般の処理は、個

人情報の利用に該当しないと考えております。また、電子図書館システムは、個人情報が保存されて

いる図書館情報システムと連携は行いません。 

 

「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４について、審議会への報告は終了。 
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報告事項５ 八尾市個人情報保護条例第８条第３項の規定による指定管理者が保有する個人情報

の電子計算機処理の状況について 

 

（1）人権についての市民意識調査の実施に伴うアンケート送付用宛名ラベルを作成について 

人権政策課 

「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、人権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、令和２年度に「第２次八尾市人権教育・啓発プラン」の計画の見直しを予定してい

るため、現時点における市民の人権についての意識や行動、意見等を調査し、プランの見直しに活用

するとともに、今後の人権施策を進めるうえでの基礎資料とするため、市民意識調査を実施するもの

です。 

個人情報の利用項目は、住所、氏名（通名）、生年月日、性別、国籍となります。 

対象者及び件数につきましては、市内在住の満 16 歳以上の男女の 3,000 名（各 1,500 名）うち外

国人 90 名（各 45 名）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す。 

利用時期は、令和元年８月９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裁断して破棄します。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５(1)について、審議会への報告は終了。 

 

（2） 健康日本 21 八尾第３期計画及び八尾市食育推進第２期計画の次期計画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て名ラベルの作成について    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、健康日本 21 八尾第３期計画及び八尾市食育推進第２期計画の次期計画策定に係る市民

アンケート調査の実施に際し、アンケート送付用宛て名ラベルの作成業務を行うもので、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、健康日本 21 八尾第３期計画及び八尾市食育推進第２期計画の次期計画策定に際し

て、現行計画の取り組みに対する定量的、定性的な評価を行うため、身体活動や運動習慣、食生活、

飲酒、喫煙、睡眠、ストレス、健康管理、医療、歯の状態、生きがい等の健康に関する状況調査を実

施するものです。 
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個人情報の利用項目は、氏名、住所、生年月日、性別となります。 

対象者及び件数につきましては、市内在住の満 16～19 歳、20 歳代、30 歳代、40 歳代、50 歳代、

60 歳代、70 歳代以降の男女を無作為抽出した 5,000 件となります。 

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８月１日の予定です。 

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５(2)について、審議会への報告は終了。 

 

（3）幼児教育・保育の無償化の開始に際し、対象となる世帯への制度の周知徹底を目的とした案

内文書の送付について                                                 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、幼児教育・保育の無償化の開始に際し、対象となる世帯への制度の周知徹底を目的とし

案内文書を送付するために対象者の宛名情報等を取得するもので、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、令和元年 10 月１日より、幼児教育・保育の無償化が開始され、幼稚園、保育所、

認定子ども園等を利用する３～５歳の子どもたちと、０～２歳で住民税非課税世帯の子どもたちの利

用料が無償化されます。つきましては、制度周知のため対象となる０～５歳児がいる世帯全体へ周知

が徹底できるよう、保育所入所申請により、当課がすでに個人情報を掴んでいる世帯以外にも案内文

書を送付するものです。 

個人情報の利用項目は、宛名番号、氏名、住所、生年月日となります。 

対象者及び件数につきましては、平成 25 年４月２日から令和元年４月１日生まれの子どもの保護

者のうち、保育システムで把握していない者で、約 4,000 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住民基本台帳システムデータベー

ス及び保育システムデータベース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。 

処理形態として、住民基本台帳システムデータベースと保育システムデータベースのデータを突合

させ、対象者を抽出し、案内文書に対象者宛名情報を差し込み印刷します。 

利用時期は、令和元年７月 22 日の予定です。 

セキュリティ対策につきましては、情報システム室より貸与を受ける暗号化機能付きセキュリティ

USB メモリを使用します。各システムからのデータ及び突合については、端末への保存後 USB メモ
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リから速やかに削除し、業務終了後端末からも速やか削除します。使用する端末については、スタン

ドアロンの端末を使用します。アクセス制御として ID・パスワードを設定するとともに、施錠できる

キャビネットに保管します。 

 

「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） 

 

■ 何か付け加える点ございますか。 

□ 報告では利用時期が令和元年 7 月 22 日で事後報告となっておりますが、業務の検討などを進め

る中でまだ発送しておらず、８月上旬に発送予定となっております。 

 

「結論」 

報告事項５(3)について、審議会への報告は終了。 

 

（4）八尾市の住まい・まちづくり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

成について                                 住宅政策課 

 

「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、八尾市の住まい・まちづくり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、八尾市住宅マスタープラン（住生活基本計画）の策定に際して、住まいに関する情

報提供のあり方や、住まい・まちづくりに係わる現状ニーズなどについて、広く市民の意見を求め、

今後の住宅政策をより充実させる上での資料とするために、アンケート調査を実施するものです。 

個人情報の利用項目は、氏名、住所、生年月日、性別となります。 

対象者及び件数につきましては、市内在住、満 25 歳以上の男女無作為抽出による 2,000 件となり

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１日の予定です。 

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

庫に保管しました。不要になった出力帳票は細断して破棄しております。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ております。 

 

「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５(4)について、審議会への報告は終了。 
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報告事項６ 八尾市個人情報保護条例第８条第３項の規定による指定管理者が保有する個人情報の

電子計算機処理の状況について  

地域福祉政策課・高齢介護課・障害福祉課・青少年課・交通対策課・みどり課・生涯学習スポーツ課・文化財課 

 

「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、指定管理者が保有する個人情報の電子計算機処理の状況について報告するもので、八尾

市個人情報保護条例第８条第３項に該当するものです。 

本市内の公の施設に対して、平成 30 年度中に指定管理者の選定作業が行われた、19 施設の指定管

理者が保有する個人情報の電子計算機処理状況につきまして報告するものです。 

１件目の地域福祉政策課が所管する施設名は八尾市社会福祉会館で、指定管理者は社会福祉法人八

尾市社会福祉協議会、指定期間は平成 31 年４月１日から令和６年３月 31 日となります。 

当施設は平成 18 年度より指定管理者による管理運営を行っており、事業のうち老人福祉センター

運営に関する事業を円滑に進めるため、会員等のデータを管理するものです。 

個人情報の利用項目は氏名、住所、生年月日、電話番号で、個人情報の利用項目の変更はありませ

ん。また、個人情報の漏えい事故につきましてもありません。 

対象者及び件数につきましては、施設利用者、約 1,100 件です。 

セキュリティ対策につきましては、社会福祉法人八尾市社会福祉協議会個人情報保護規程、社会福

祉法人八尾市社会福祉協議会におけるコンピュータ情報システムの運用管理に関する規程等に基づき、

適正な運用を行うために管理体制を整備しています。またデータ及びノートパソコンについては、施

錠できる保管庫に収納しています。 

以下、２件目の地域福祉政策課が所管する施設名は八尾市在宅福祉サービスネットワークセンター、

というように同様に記載させていただいております。 

取り扱われている個人情報の項目につきまして、老人センターで緊急連絡先や、青少年課や文化財

課でメールアドレスなどが増えております。 

事業概要に従前からの変更はありません。対象件数については多少の変更はあるかと思いますが、

対象者に変更はありません。漏えい事故につきましてもこの間一切発生しておりません。 

また各施設におけるセキュリティ対策につきましても、各施設が設ける個人情報保護規程を遵守し、

外部媒体やノートパソコンなどについても、施錠の出来る保管庫にて保管するなど情報保護の徹底が

図られております。 

 

「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 □：実施機関） 

 

■ 平成 18 年頃から開始して、今日まで大きな事故もないということですね。ただし、緊張感が緩

んで事故が起こることもありますので、引き続いて緊張感を持って、指導監督してください。 

□ はい。 

 

「結論」 

報告事項６について、審議会への報告は終了。 


