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会 議 録（概要） 

 

会議名称 令和２年度 第２回 八尾市個人情報保護審議会 

開催日時 令和２年 10月 28日（金）  午後３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 小池委員 今中委員 音田委員 福山委員 出口委員 森下委員 

                     （計７名出席） 

事務局 
【市政情報課】北村課長【行政改革課情報システム室】金参事 

 【情報公開室】鈴木室長 川畑係長 米谷副主査 

実施機関 

 

（諮問案件） 

【諮問１】危機管理課          太田次長 生田補佐 

【諮問２】健康保険課          北野課長 成澤係長  

【諮問３】八尾市教育センター      山下所長 小川補佐 中原指導主事 

 

（報告案件） 

【報告１】市民課            西野課長 表木参事  

【報告２】子育て支援課              野本補佐 市川係長  

 

（その他案件） 

【協議１】市政情報課 情報公開室    鈴木室長 

 

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 無線通信式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  国民健康保険システムの個人情報記録項目の追加及び国民健康保険システムと国保情報集約シス

テムのデータ連携内容の変更について                          

３ GIGA スクール構想の実現に向けた八尾市立学校の ICT 環境整備について 

 

Ⅱ 報告事項 

 １ 新型コロナに負けるな赤ちゃん応援給付金事業について 

 ２ 宛名ラベル作成業務 

 

Ⅲ その他事項 

 １ 委員協議事項について 
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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 309 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 691 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 309 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 309 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で、 

件数は、主要な幹線道路の交差点等に新たに 309 台設置します。 

設置個所は、７ページの資料２のとおりです。 

なお、警察による閲覧件数は、平成 29 年度 160 件、平成 30 年度 308 件、令和元年度 716 件でし

た。 

処理方法は、 

① 画像の取扱いについて、設置した 309 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

き又は消去等を行います。 

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、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３年２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)
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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、

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） 

 

■ 本件で対象となる個人情報は、防犯カメラの画像ですね。 

まずはこれを本人外収集しますと。当然カメラですから。 

もう一つ、これを外部提供しますということですね。外部提供とは大阪府警のことですか。 

□ 大阪府警を含めて、市以外の組織機関と考えております。 

■ 本諮問は大阪府警に対して外部提供したい。ということで出てきてると理解してるんですが、大 

阪府警以外にも、外部提供する可能性があるということですか。 

□ これまで実際に事例はございませんけれども、例えば弁護士法に基づいて弁護士会からの照会や 

 裁判所からという場合は外部提供の可能性はあり得ると考えております。 

■ 裁判所からの提出命令、これは法令に基づく場合になります。個人情報保護条例第７条の第１項 

で、すでに法令に定めがあるときは、外部提供が認められています。 

今回の諮問は、法令による定めがある場合に該当するかどうかというと微妙なので、そこで大阪 

 府警から見せて欲しいという問い合わせがあったら提供します、提供してよろしいですかという意 

味ですよね。 

□ 法令に基づくというのは例えば、刑事訴訟法に基づく捜査関係事項照会書の提出があった場合で 

す。今回諮問させていただいてるのは、事件にならない、例えば、行方不明者の捜索などの刑事訴 

訟法に基づく手続きなどがとられていなくて、かつ、警察に提供する必要があるということで、諮 

問させていただいています。 

■ 従来どおり、大阪府警から要請があった場合には閲覧に供します、ということですね。 

■ ２ページの（５）の②のただし書きのところで、特に必要があると認めるときは、大阪府警はパ 

 ソコンで画像を取り出すことができるとなっていますが、大阪府警は直接、八尾の警察を通さない 

で画像を取ることができるという意味ですか。 

□ いえ、この大阪府警は八尾警察署を指しております。市からパソコンを貸与しているのは八尾警 

 察署だけです。 

■ 今後のためにもその辺りをきちっとやってくださいね。そうしないと例えば、府下の別の署が見 

 たいとなった時も大阪府警だから見れるのか、となりますので。 

■ セキュリティ対策面ですが、現在設置している 691 台の中で、漏えい事故などが過去にあったの 

 かどうかお聞かせください。 

□ いえ、これまでそういう漏えいに関するような事故、事件は一切ございません。 

■ 漏えいとは、何を想定されましたか。 

□ 無線通信式ですので、セキュリティが不十分ですと、勝手にパスワードを乗っ取りということで、 

勝手に画像を見られたりということも考えられますけれども、八尾市においてはそういうことはご 

ざいません。 

■ よろしいですか、そういう意味で。はい、結構です。 

「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  国民健康保険システムの個人情報記録項目の追加及び国民健康保険システムと国保情

報集約システムのデータ連携内容の変更について 

             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の個人情報記録項目の追加及び国民健康保険システムと国保情報

集約システムのデータ連携内容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、すべての公的医療保険者の被保険者資格等を一元管理する仕組みを導入するにあ

たり、国民健康保険システムの個人情報記録項目に個人単位の被保険者番号を追加するとともに、国

保システムと国保情報集約システムに加え、新たに国民健康保険中央会のオンライン資格確認等シス

テムと連携を行うためです。 

事業の概要は、令和元年５月 22 日に公布された「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るた

めの健康保険法等の一部を改正する法律」により、オンライン資格確認の方法が法制化されました。 

オンライン資格確認とは、医療保険の被保険者番号を個人単位化し、マイナンバー制度のインフラ

を活用して、転職・退職等により加入する保険者が変わっても個人単位で資格情報等のデータを保険

者間で一元管理することで、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる仕組みです。 

オンライン資格確認を行うためには、次の２点について対応する必要があります。 

１点目は、現在、世帯単位で管理している被保険者番号を個人単位化して健康保険証を発行するこ

とです。 

２点目は、本市が保有する資格情報を、オンライン資格確認等システムに連携することです。資格

確認システムへの資格情報の登録については、国保システムから直接資格確認システムに連携するの

ではなく、大阪府国民健康保険団体連合会の集約システムを通じて行うことになります。 

なお新たに連携する項目は、枝番を含め下記の６項目となります。 

次に被保険者が医療機関及び保険薬局を受診した以降の流れを説明します。被保険者がマイナンバ

ーカード又は個人単位化した健康保険証を使用して、保険医療機関等を受診した際、保険医療機関等

の窓口において資格確認システムにアクセスし、保険者から連携された資格情報との照合が行われま

す。 

なお、個人番号の利用はせず、マイナンバーカード IC チップ内の利用者証明用電子証明書を利用

するため、保険医療機関等で個人番号と診療情報が紐づくことはありません。 

保険医療機関等では、照合した結果から、現在加入している保険者を把握することが可能となり、

保険者から連携された最新の資格情報によりレセプト請求ができます。そのため、保険医療機関等に

おいては資格過誤による再請求に係る事務処理が軽減されるとともに、保険者においても過誤調整に

係る事務負担が軽減されます。 

保険医療機関等では、資格確認システムで確認した資格情報に基づき診療報酬明細書または調剤報

酬明細書を作成し、審査支払機関に請求します。 

審査支払機関では、請求されたレセプトに対し、保険医療機関等の受診時以降に資格情報が遡及し

て変更されていた場合等を考慮し、再度、資格確認システムに資格情報の照合を行います。この照合

を行うことにより、本市においては、遡及資格喪失等に伴う資格過誤の件数が減少すると見込んでい

ます。 

個人情報の利用項目は、10 ページからの以下のとおりです。 

対象者は、八尾市国民健康保険の被保険者で、対象者は、約 6 万人です。 

処理方法は、枝番の付番方法。 

① 令和３年１月７日以前既国保加入者については一括自動付番。 

② 令和３年１月８日以降新規加入者については手動で付番。 
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国保システムと集約システムとの接続。 

① 国保システムから、データ連携用 PC に送信用連携ファイルを作成・配置します。 

② データ用連携用 PC は、定期的に送信用連携ファイルの存在をチェックし、存在する場合は、 

 集約システムへファイルをアップロードします。 

③ 国保連にて集約され、各市町村用の受信用連携ファイルが作成されます。 

④ データ連携用 PC は、定期的に集約システムに受信用連携ファイルが存在するかどうかをチェ 

 ックし、存在する場合は、データ連携用 PC に受信用連携ファイルをダウンロードします。 

⑤ 国保システムは、データ連携用 PC に受信用連携ファイルが存在するかどうかをチェックし、 

 存在する場合は、国保システム内に連携ファイルを取り込みます。 

電子計算機の利用が必要な理由は、集約システムと国保システムとの間にデータ連携用 PC を設置

し、データ連携を自動化することで処理誤りや個人情報を漏えいするリスクを回避できるためです。 

利用開始時期は、国保システム正式移行、令和３年１月４日。 

既加入者への一括枝番付番、令和３年１月７日。 

新規加入者への枝番手動付番開始、令和３年１月８日。 

枝番記載の保険証出力開始、令和３年１月１２日の予定。 

オンライン資格確認事務の開始、令和３年３月です。 

セキュリティ対策は、国保システム及びデータ連携用 PC と、集約システムの間にファイアウォー

ルを設置し、国保システムからデータ連携用 PC 間と、データ連携用 PC から集約システム間の通信

に限定することで、集約システムから直接国保システムに接続できない構成となります。 

また、データ連携用 PC は夜間での自動処理が発生することから、マシン室に設置し、ID・パスワ

ードによる従事者制限を行います。また、データ連携用 PC については、データの受け渡しのみを行

い、受け渡し時以外でのデータ保存は行わず、データ処理等も行いません。 

なお、各システム間は専用の回線で結合されており、委託先・再委託先については、情報セキュリ

ティに関する方針を定め、国際水準の安全性を確保するため、ISO/IEC27001 規格に準拠した情報セ

キュリティマネジメントシステムを確立しています。 

 

 

「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 ▲：事務局） 

 

■ 当事業で登場するのは、市と府の国保連合と国の国保中央会と。この３者で間違いないですね。 

そこで一定の個人情報を共有しようと、連携という言葉が頻繁に出てきますけれども。 

市の持っている、一定の個人情報を、いろんな事業展開するために、府の国保連合と全国規模で 

 ある国保中央会とで連携する、共有をするということですね。 

一定のものについては、すでにやってきた、何をやってきたかというと、10 ページの一番下の（２） 

個人情報の利用項目の既存の連携項目、これについてはもうすでに、この３者で連携して共有して 

るということでよろしいですか。 

▲ 10 ページの下の、個人情報の利用項目、既存の連携項目は、今の段階ではまだ２者間での共有に 

 なっております。市と府の共有になっておりまして、これも含めて新しい分と、プラスアルファし 

て、今度３者間で共有したいということの諮問になります。 

■ 今回マイナンバーカードでいろんなことができるように、健康保険証として利用できるようにす 

るといったことから、新規に個人情報を追加するということですね。何を追加するかというと、11 

ページの一番上の新規の連携項目、これを追加するということでよろしいですね。 

□ はい。 

■ 国保中央会へ情報提供するということについては、これは法令に基づく提供ということですか。 
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□ はい、法令に基づく提供という形になります。 

■ 独自氏名とは何ですか。 

□ 保険証が券面の記載の名前と異なる氏名について、被保険者から届け出されてる場合に設定する 

 ものです。例えば券面記載、印字されてるお名前が、通称名という形で印字されてる場合について 

は、本名も、この方の本名はこれですよという形で、お名前も連携項目として追加されます。 

■ 要するに通称名と本名を登録するということですね。 

□ はい。 

■ 同じように、その次の性別裏面ありの情報とは。 

□ 被保険者の性別表記については、性同一性障害等がありまして、券面に書いてある部分について 

は、医療機関等で障害の認定を受けて、この方の性別はこれという形で出てきてる場合については、 

券面上は、医療機関から出てきている性別を書きますが、実際の戸籍上の性別についても記してお 

く必要があるということで、保険証の裏面にこの方の戸籍上の性別はこれ、ということが書かれて 

ますので、その内容について、性別裏面ありということでの情報が載っているということです。 

■ 例えば私が見たら、わかりますか。 

□ そうですね、裏面に戸籍上の性別は何々という形で書いてありますので、保険証の裏面を見てい 

 ただくと、わかります。 

■ 自己情報提供停止フラグ、これについてもわかりやすく、説明お願いします。 

□ オンライン資格確認というものが始まりますと、本人が医療機関にかかってる薬剤の情報や特定 

 健診の情報などがマイナポータルを通じて見ることができます。 

そうなると、例えば DV を受けられてる方の、その加害者が、被害者のマイナンバーカードを手 

 元に持っていると、マイナポータルにかざしてその方の情報を見ることができてしまいます。 

それを防ぐために被害者から、私の情報出さないでくださいというような申し出があれば、その

情報は出さないという設定すると、フラグを立てるということでございます。 

■ なるほどね。特定疾病療養受療証の有効終了年月日、これもお願いします。 

□ 特定疾病という、国で定められてる、いくつかの難病がありまして、慢性腎不全や HIV や、血友 

 病などが対象になってくるんですけども、治癒するには、相当な時間かかります。 

特定疾病を患っておられる方については、高額な医療費がかかりますので、所得の段階に応じて、 

 この方のその病気に対しての負担額はこれだけですよと、決まっていますので、自己負担の限度額 

が、変わったということがあるようであれば、その発生した日を明記します。 

■ 13 ページ、資料１の図の３者間共有の手法なんですけども。八尾市は、一つ隣の国保情報集約シ 

 ステムに連携して、それに加えてオンライン資格確認等システムにも連携するやり方なのか、市か 

らまずは府に渡して、府が国に渡すやり方なのか。どういう順序で共有していますか。 

□ 八尾市から連携する情報としては、国保情報集約システムに対して、情報連携いたします。そし 

て、国保情報集約システムを管理してるのが、各都道府県の国民健康保険団体連合会になります。 

国民健康保険団体連合会が、各都道府県資格情報を一元でとりまとめた上で、医療保険者等向け 

 中間サーバに連携を行います。 

■ ということは、八尾市と国保中央会との直接的なやりとりはないということでよろしいですか。 

□ 直接的なやりとりはないです。間に国保連合会が入ってやりとりをします。 

■ はい、結構です。 

 

 

「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  GIGA スクール構想の実現に向けた、八尾市立学校の ICT 環境整備について 

             八尾市教育センター  

 

「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、GIGA スクール構想の実現に向けた八尾市立学校の ICT 環境整備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）、第 8 条第 1 項（電子計算機処理の

制限）、及び第９条（電子計算機の結合の制限）の規定に該当するものです。 

諮問する事項は、八尾市立学校におけるクラウドサービスを利用した授業・学習支援システムの導

入するためです。 

事務の概要は、文部科学省はオンライン授業等をすすめるための環境整備をより早期に実現させる

ため、GIGA スクール構想といわれる、当初令和５年度までに学校現場の高速ネットワーク整備と児

童生徒一人一台タブレット端末を配備する計画を、今年度中に完全実施する方針へと切り替えました。

本市においても、今後感染症や自然災害等の臨時休校時における学びを保障し、かつ新学習指導要領

及び GIGA スクール構想の実現に向けた学びの充実の必要性から、クラウドサービスを活用した授

業・学習支援システムを導入し、八尾市立学校や家庭における円滑な授業・教育活動を実施する体制

整備をすすめます。 

サービスの利用に際し八尾市立学校教職員及び在籍する児童生徒各個人に ID を発行し、教職員は

教育系端末を、児童生徒は GIGA スクール構想にて整備する端末を用いて、児童生徒が自ら考える授

業を行うことにより、学習指導要領に示される「深い学び」や「個別最適化した学び」を実践すると

ともに、臨時休校等における家庭学習においても児童生徒が学習できる体制を整備します。 

情報の収集方法は、 

① ID 登録に必要な情報の収集方法 

a、学校長から教育委員会に名簿を提出します。 

b、教育委員会にて教職員及び児童生徒の ID を作成します。 

② 学習成果物の収集方法 

a、上記 ID を用いて児童生徒が各システムを利用し、学習成果物等を作成します。 

b、作成したデータはクラウド上の領域に保存します。 

個人情報の利用項目は、 

① 児童生徒の氏名、ID の登録に使用し、ログインした際にシステム上に表示されます。 

② 上記①の児童生徒が作成した学習成果物、レポート等です。 

対象者は、八尾市立学校に在籍する児童生徒で、件数等は、約 20,000 名です。 

処理方法は、対象者について、以下のサービスを利用し、教育内容の充実を図るものです。なお、

下記①及び②については Microsoft365 アカウントを用い、③についてはシステム個別 ID を使用しま

す。 

教員は自分が担当するクラスの成果物について、クラウド上にて学習状況の把握をします。 

① オンライン会議システム、Microsoft Teams 

音声とビデオを使って学校内や学校間、学校と家庭等を結んで授業や話し合いを実施します。 

資料４の通り契約します。 

② シンキングツール、ロイロノート 

学びの中で得た様々な情報をシンキングツールを使って分類・整理等をすることで学びを深めま 

す。 

例えば付箋機能を活用していろいろな考えを書き込んだり、音楽や体育などで音声や動きを録画 

したものを保存し、クラスメートや教員とデータを共有したり意見交換をリアルタイムで行うこ 

とで、新たな気づきや考え方をより効率的に導き出したりすることができます。 

本システムは、経済産業省 Ed Tech 事業へ申請し、その事業の中のサービスの一つである当該サ 
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ービスを利用している形となりますので、本市と株式会社 LoiLo の間で契約を締結しておりませ 

ん。 

資料５の利用申込書のとおりです。 

③ 学習支援サービス、e ライブラリ 

児童生徒の「学力の定着と向上」と「主体的な学び」を、一人ひとりの習熟度に応じて問題が自 

動構成される学習支援サービスです。先生は児童生徒の学習状況を把握し、「確認テスト」を実施 

することができます。さらに、その結果から児童生徒一人ひとりに向けて自動構成された問題が 

出題されるので、チェックとフォローがシームレスに実施でき、きめ細やかな指導が行えます。 

資料６のとおり契約します。 

利用開始時期は令和２年 11 月１日からです。 

セキュリティ対策は、 

① サービスを利用するための ID 及びパスワードは児童生徒及びその保護者にて管理します。 

② 各システムにおける守秘義務等については、資料３に記載しています。 

③ クラウド上に保存するデータは教職員が作成した教材及び児童生徒が作成した学習成果物のみ 

とします。 

④ 児童生徒が保存した学習成果物は、年度末や年度当初に削除させるといった指導を教員が授業 

 中に実施し、不必要に長期間保存し続けることをしないものとします。 

⑤ 学校内では、教職員は教育系端末、児童生徒は GIGA スクール構想にて整備する端末に限定し 

 ます。 

⑥ 家庭においては、家庭の端末あるいは各校に整備している児童生徒用端末を持ち帰らせ、家庭 

 のインターネット回線、インターネット環境がない家庭にはモバイルルータ機器の貸し出しを実 

施、にてサービスを利用するが、その際暗号化された通信にてアクセスします。 

 

 

「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） 

 

■ パソコンどうしを繋ぐ、無線が飛ぶ環境作ります、ということですね。そして、外部とも繋がる 

 ようなパソコンが利用できる環境を作るということですね。 

教室内で一人ずつタブレット持ち、これまで先生が前で一斉に授業を進めてたけれども、そのタ 

 ブレットに皆向かって、個別に授業をある程度進めていく。これまでのように同じ進度で進むので 

はなくて、例えば掛け算をやっている時に、A 君は先に進んでいるけど、B 君はちょっとわからな 

いので、まだ 5 問目をやっているというようなことも可能になってくる。 

１人ひとりの進度に合わせた学習を進めていくということが可能になるという理解してよろしい 

ですか。 

□ e ライブラリという３つ目のソフトがあるんですけれども。 

子どもが問題を解いて正解すると、その次のレベルの高い問題が出題され、もし間違いだとする 

と、同じような問題を AI が判別しながら自動的に出してくれる授業支援ソフトがあります。 

学習の状況がいい子についてはどんどん高み目指していけ、苦手な子については苦手な問題を着 

実、確実に定着させていくための基本問題を繰り返し練習することで、それぞれの子どもたちのレ 

ベルに応じた学力アップを図りたいということです。 

■ 各生徒がどの程度進んでるのかを先生がチェックするときに、１人ひとりのパソコンに入ってチ 

 ェックするのではなく、生徒自身ができたものをクラウドに送るんですよね。 

先生がそれを見て、みんな進んでるなとか、誰々君遅れてるなとかそういうチェックするという 

 ことですか。 
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□ 子どもの進捗状況を確認して、クラウド上のものを確認しながらするんですけれども。 

もちろんクラウド上だけではなくて、子どもの顔を見ながらももちろんするんですけども。 

ICT の活用しながら、クラウド上の活用も含めて、各自状況を把握して次に生かすということを 

 進めていきます。 

■ もう一つ、例えば、タブレットを利用しての学級新聞を作ろうとすると、一応今、学内の話です 

 けど、そういうこともやるんですか。 

□ Teams といわれる共同編集ができるものがございまして、同じワードの文書を３人、４人で同時 

 に入力することができます。そうすると学級新聞なども、A の子はタイトルからはじめの文章を書 

きましょうとか、B の子は写真を集めてそこの Teams に載せましょう、のような役割分担ができて、 

同時にリアルタイムで作業ができるようになります。 

そういうメリットがありまして、こういった Teams も導入したいと考えております。 

■ これも学内の話ですね、ちょっと話かえます。例えばコロナで学級閉鎖、これからインフルエン 

 ザ等もありますよね。そういう時に、家庭と学校結んで休校というか学習をストップしないでやっ 

ていけるということですか。 

□ はい。 

■ それから、すべての家庭でその扱えるのかって言ったら、それはダメです、そういうことがある 

かもわかりません。 

もう一つ、学校間で活用する。ちょっと具体例を挙げて、説明していただけますか。 

□ 八尾市の教育、学校についても小学校と中学校が連携をとるような、小中一貫教育という教育を 

 進めていこうという動きがあります。その中で会議を開くのに、これまで小学校の先生が中学校に 

足を運んで会議をしていたものが、オンライン会議をすることによって、移動する時間も省けるよ 

うなシステムが導入されます。 

子供たちの利用についても、小学校の児童会が中学校の生徒会の子達と連携をとることによって、 

同じ活動を同時期にしようという動きが広がっておりまして、子供たちの利用に関してもオンライ 

ンのソフトの活用が、今後どんどん広がっていくだろうなと思っております。 

■ そういうふうに活用の仕方をするということで、さて、ここから本題。 

個人情報、A 君 B 君 C 君の個人情報を収集する、しかも本人以外から収集する。それを電算処理 

 する。そしてオンライン結合する。この三つのことが行われることについて具体例を一つずつ挙げ 

ていただけますか。 

□ 個人情報は収集させていただくものは、名前と学習成果物なんですけれども、名前を 1 人ひとり 

 に同意をとるということは、実際 20,000 人いるこのコロナ禍の状態の中で、非常に厳しいことが 

あるので、そこで、学校を通じて、名簿を教育委員会の方に提出いただくということを考えており 

ます。 

■ 収集する個人情報でしかも、本人外収集するのは氏名だけということですね。 

□ その他は絶対に他に漏れちゃいけないという認識ですので、クラウド上であっても、この個人、 

 名前だけを扱って、その名前と学習成果物のみを扱うという認識で、今回、そこに限定させていた 

だいて、やらせてもらってます。 

■ 電算処理する、これも氏名だけですか。 

□ はい。 

■ 結合するのも氏名だけですか。 

□ はい。 

■ 技術的なことなのかもわからないんですけれども。 

例えばタブレットをそれぞれ A 君、B 君に配布する。A 君の ID とパスワードを B 君が隣でよそ 

 見して、覚えちゃった。その B 君が勝手にA 君のパスワードと IDを自分のタブレットに入れれば、 

 A 君の全部、見れるということですか。 
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□ その可能性も十分あり得ますので、学校には、不正アクセスの禁止ということで、しっかり指導 

 していただくようにします。 

またそういったことが発覚した時には、学校の管理者の人に、パスワードのリセットをかけ、新 

 しく独自に、その子だけが知り得るパスワードを、設定することも可能となっております。 

■ A君のタブレットからA君が IDとパスワード入れたというのがわかるような、先生が見た時に、 

これはA君以外のタブレットからきてるなとかですね、そういう技術的なそんなことは無理ですか。 

どのパソコンも ID とパスワードを入れれば、A 君になりすますことができるということですか。 

例えば教師が見て、これは A 君じゃなくて B 君のタブレット、A 君以外のタブレットからきてる 

とかそういうことは、できないですか。それであれば先生が見れば、他のところから来てるという 

のがわかるんですけど。 

□ そういう機能があれば私達もぜひ導入していきたいんですけれども、今は本当にその不正アクセ 

 ス自体を禁止する、防止するというところの観点で進めております。 

■ これ小学校ですよね。パスワードなんて言っても、子ども間でみんな言い合うような可能性も非 

 常に高いと思います。そうなった時に、どういうふうにしていくのですか。 

よっぽど学校で厳重に注意していかないと、いろんな問題がなりすまして、人の悪口書いたりと 

か、非常に問題が起こります。 

□ 教育の場ですので、やはり子どもたちが様々な失敗を経験する場でもあります。まず低学年から 

 パスワードの不正が起きたときには、資格を持つ先生が把握しつつ、しっかり指導し、また社会に 

出た時に、個人のパスワードは盗んではいけないであったりとか、不正アクセス防止をとったりと 

か、情報の取り扱い方について学んでいく場として、先生方に、より情報モラルに関する教育を、 

こういった体制を踏まえながら、しっかり重ねながらも行っていければと思ってます。 

■ 新しい試み、全国的ですけどね。色んな問題が出てくるかもわかりません。よろしくお願いしま 

 すということで、よろしいですね。 

 

 

「結論」 

諮問事項３について、審議会は承認する。 
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報告事項１ 新型コロナに負けるな赤ちゃん応援給付金事業について 

                                       市民課  

 

「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、特別定額給付金の基準日を過ぎて出生した子どもの子育てを支援するため、本市独自に

給付対象者を拡大して給付を行うこととなりましたので、八尾市個人情報保護条例第８条第１項表４

類型４の規定により報告いたします。 

事業概要は、特別定額給付金給付業務につきましては、令和２年第１回八尾市個人情報保護審議会

に諮問し、ご承認いただいていただいたところです。 

いまだ新型コロナウイルスの影響が長引く中、特別定額給付金の基準日を過ぎて出生した子どもの

子育てを独自に支援するため、新型コロナに負けるな赤ちゃん応援給付金事業実施要綱を制定し、令

和２年４月 28 日から令和３年３月 31 日までに生まれ、出生届により八尾市の住民基本台帳に記載さ

れた子ども１人当たり 10 万円を支給します。 

個人情報の利用項目は、資料３、別紙のとおりです。 

給付対象者は、令和２年４月 28 日から令和３年３月 31 日までに生まれ、出生届受付時の住所が八

尾市であるもので、約 2,000 人です。 

申請者は、給付対象者の属する世帯の世帯主で変更ありません。 

処理方法は、 

① 住民基本台帳から、週１回、給付要件を満たす方の情報を抽出します。 

② ①で抽出した方の世帯主あてに八尾市から申請書を送付します。ただし DV 等避難者で必要な 

 場合は給付対象者を現に監護しているもの宛てに送付します。 

③ 必要事項をご記入、押印、必要な場合は必要書類を添付し、八尾市へ返送いただきます。 

④ 申請書を基に、エクセルを使用して総合振込データを作成し、特別定額給付金の振込先口座と 

 同一の口座への振り込みを希望の場合は、その口座へ給付金を振り込み、別口座を希望の場合は、 

 申請者が指定した別の口座へ振り込みます。 

事業開始時期は、令和２年８月７日です。 

セキュリティ対策は、作業用のパソコンについては、ID、パスワードを設定し、担当者以外は操作

できないようにします。また施錠できるところに厳重に保管します。 

出力帳票は施錠保管を行うとともに、不要になった帳票は切断後焼却処分します。 

帳票類についても施錠できるところに保管します。 

 

 

「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） 

 

■ この事業を実施するにあたって、近隣の市町村の実施状況等調査されたのであれば、お聞かせい

ただきたい。 

□ 大阪府下ですと松原市が先行してやっておられましたので、そちらの取り組み状況、実施要綱で 

 あるとか対象者の情報であるとかいうところを参考にさせていただきました。 

■ 77 ページの申請書で、この項目に、入力すればいいということなんですけれども、籍を入れられ 

 てる子どもさんはわかるんですけれども、例えば、申請するときに母子手帳の提出とか、どこの病 

院で出産されるとか、そういう証明書等の提出はいらないんですか。 

□ 出生届が出されるにあたっての、要件といいますか。 

子どもさんが生まれると、出生届を受け付けます。病院の出生証明書のついてる状態で、不備な 

 く出生届を受け付けさせていただければ、その流れで戸籍にも当然載りますし、戸籍に載ると住民 
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基本台帳にも連動します。 

私どもは住民基本台帳に、搭載された方を収集させていただいて、申請書をお送りさせていただ 

 くという流れになりますので、特段それ以外に母子手帳諸々の、添付書類のご提出は求めません。 

■ よろしいですか。出生届が出ました、戸籍載りました。ということは、日本国籍を持つものに限 

 定されてるということですか。 

□ そうではございません。外国人の方も対象になっています。 

■ よろしいですね。結構です。ありがとうございます。 

 

 

「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 在宅リーフレットの配布について 

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、八尾市内において０歳から２歳児までの乳幼児を在宅で育児している世帯を対象に、在

宅リーフレットの配布を実施する上で、対象在宅児童世帯への送付用あ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。 

事業概要は、八尾市独自施策の就学前施設に通う２歳児課税世帯への保育料無償化制度の実施にあ

たり、市内において在宅で子育てを行う世帯への支援の充実策として、「やおで Happy 子育てマップ」

を作成し、在宅の０歳から２歳児の子どもと保護者が、ふれあい、遊び、交流等のため参加できる施

設やイベントの情報提供を行います。情報を得にくい世帯へも届けるため、直接郵送で配布します。 

個人情報の利用項目は、宛名番号、氏名、住所、生年月日です。 

対象者は、令和２年 10 月１日時点で八尾市の住民基本台帳に記録されている平成 29 年４月２日以

降出生児のうち、就学前施設に在籍してない児童で、対象者数は 4,000 件です。 

電子計算機処理が必要な理由は、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

業務の効率的な実施を図るためです。 

処理形態は、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、対象在宅児童世帯への送付用宛名ラベルを作成します。 

利用・開始時期は令和２年 10 月１日です。 

セキュリティ対策は、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 メモリから速やかに削除し、

業務終了後、端末からも速やかに削除します。 

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。 

アクセス制限として ID・パスワードを設定するとともに、端末は、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） 

 

■ 「やおで Happy 子育てマップ」、本当に情報も多くていいと思うんですが、今コロナ禍で、集い 

 の広場の人数制限がかかっていたり、はとぽっぽも来年の３月まで中止と決まっておりますので、 

このまま送っていただいたら、わからない方もいらっしゃるのでは。 

例えば別紙で、行くときにはホームページ等で連絡等していただいて、行かれたらいかがでしょ 

 うかとか。そういう風な細かなことをちょっと書いていただけたら、お母さん方、選択の余地があ 

ると思います。まだ送られてないようでしたら、その旨もお願いしたいんですけれども。 

□ お送りする際に、送り状を一緒に付けさせていただこうと思っております。そこに現在こういっ 

 た状況ですので、訪問の際には、ご連絡していただくか、ホームページを確認してくださいという 

一文を加えさせていただこうと思っております。 

■ はい、よろしくお願いします。 

 

「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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その他事項 委員協議事項について 

情報公開室  

    

「協議の要点・審議会の意見等」 

委員の質問・意見及び事務局の回答（■：委員 ▲：事務局） 

 

■ 本日の次第で、案件は１、２となっておりますが、３その他案件ということで、話をさせていた 

 だきます。事務局から、３の案件について説明お願いいたします。 

▲ 委員にご意見を伺いたいことが２点ございます。まず、本日の最初に諮問させていただきました、 

危機管理課の防犯カメラの設置の件でございます。 

これまで、新たに設置する毎に諮問をさせていただいておりました。今回の設置で、市内に約 

1,000 台となったということで、これからは、機器の更新や設置場所の移設等を主に行っていくと 

担当課から聞いております。 

今後も、若干の新規設置等はあるかもわかりませんが、これからは、防犯カメラの仕様等が大き 

 く変わる場合にのみこの審議会にお諮りしたいと事務局の方では考えております。 

このように取り扱うこととしてもよいか、ご意見があればお聞かせ願えますでしょうか。 

■ この審議会に図るという、諮問をしないで報告でということですね。 

▲ そうです。ご意見があれば、お願いしたい。 

■ ということですか。いかがでございます。よろしいですね、これね。 

数が増えた。あるいはカメラが古くなったんでちょっと変えました、という程度であれば、まず 

 ご報告いただくということで、はい。結構です。 

▲ もう１点でございます。これは条例上の電子計算機処理についての考え方でございます。 

個人情報保護事務の手引きを開いていただいて、よろしいですか。 

ただ、この件につきまして本日、専門の久保委員がご欠席されていますので、内容の説明は一旦 

 させていただくんですけれども。審議会としてのご意見は、次回以降、久保委員がご出席いただい 

ている回にいただければと思っております。 

簡単にご説明をさせていただきます。本市の条例でいうところの電子計算機処理に該当して審議 

 会への諮問がいるかどうか、事務局として判断が難しい相談が出てきております。 

具体的には、ガラケーからスマートフォンに買い換えた場合のスマートフォンの使用であったり 

 とか、面談で行ってた会議を、ウェブ上で行ったりでありますとか、健康相談をテレビカメラ等で 

実施したりなどでございます。 

まずスマホなんですけれども、今申し上げましたように、各課で使用しておりますガラケーをス 

 マホに買い替える部署が出てきております。 

スマホの本体だけではこれまでと同様の電話を中心とした機能しかございませんが、アプリを入 

 れることによりまして、いろいろな使い方ができるようになって、条例上の電子計算機処理に該当 

することもあるのではないかと考えております。 

その辺の線引きは大変難しいですが、事務局としてはアプリを入れたとしても、電話やメール、 

 写真撮影等の本来スマホが有している機能と同様の使い方をする場合は、電子計算機処理には該当 

しないと考えております。 

しかし、アプリ等をスマホに取り込んで、システムのような形で使用する場合には、諮問や報告 

 が必要ではないかと考えております。ただ具体的にどのようなアプリがどういう使われ方をするの 

か、どういう場合に諮問が要るのか、判断が難しいと思っております。 

次に、ウェブ会議やテレビ電話によるオンライン相談等につきましては、パソコン等のモニター、 

画面の部分で、モニターとカメラとマイク機能は使用するものの、特に何かを処理蓄積加工するわ 

けではありませんので、電子計算機処理には該当しないと、事務局の方では考えております。 
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今後審議会に諮る案件かどうか事務局で判断していかなければなりませんので、次回以降の審議 

 会で改めてご意見を伺いたい。 

久保委員が欠席されているにもかかわらず、今回、委員さんに、お話をさせていただきました 

のは、次回以降に、参考にさせていただけるようなことがあれば、教えていただきたいと思っての 

ことでございます。事務局から以上でございます。 

■ 慎重にやってくださいね。スマホ、具体的にどんな使い方するの。アプリの話ありましたけど。 

ちょっと Web 会議とか言われても、全部一緒にしていいのかどうかってとこもありますしね。 

慎重にいっても、これはいいんじゃないのってなるかもわからないしね。 

いきなり具体例もあまり浮かばないし、抽象的に、それでいいでしょうってやっちゃうと、あと 

 であれってことに、なりますんでね。 

せっかくこの審議会ね、八尾市の審議会、きちっとやってきたからね、大きなとこで何か抜けた 

 ってことにならないようにしたいと思いますので。よろしゅうございますか。 

結構です。 

 


