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会 議 録（概要） 

 

会議名称 令和２年度 第３回 八尾市個人情報保護審議会 

開催日時 令和２年 12月 23日（水）  午後２時 00分～２時 40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 澤野副会長 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８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】こども施設課         永澤課長  山田 係長 股野主査 

学務給食課          南 課長 佐古田係長 伊藤主査 

 

（報告案件） 

【報告１】財 政 課         中野室長  西村 主査 

【報告２】政策推進課              森田次長  中西 主査 

【報告３】文 化 財 課              渞 課長 

【報告４】生活福祉課              小森課長 

 

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 日本スポーツ振興センター災害共済給付金請求事務におけるオンライン請求システムの利用につい

て 

 

Ⅱ 報告事項 

 １ ふるさと納税にかかるワンストップ特例制度について 

 ２ 宛名ラベル作成業務 

３ 指定管理者が利用したイベント管理ウェブサービスへの不正アクセス事象について 

 ４ ケースファイルの紛失について 

  

Ⅲ その他事項 
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審議状況（審議経過） 

諮問事項１  日本スポーツ振興センター災害共済給付金請求事務におけるオンライン請求システムの

利用について 

                                 こども施設課・学務給食課  

 

「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、独立行政法人日本スポーツ振興センターへの災害共済給付金請求事務におけるオンライン

請求システム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項の規定に該当する

ものです。 

諮問する事項は、災害共済給付の請求事務について、事務処理方法を一部変更し、新たにシステムの

利用を開始するためです。 

事務事業の概要は、災害共済給付制度は、学校や認定こども園の教育・保育の円滑な実施に資するた

め、センターと学校園の設置者との契約により、学校園管理下で園児・児童・生徒が「けが」などをし

た時に、保護者に対して給付金を支払う制度です。 

本市では、学校園より提出された書面による報告書を取りまとめ、認定こども園についてはこども施

設課、学校については学務給食課にて請求書類を作成し、紙媒体にてセンターへ申請を行っています。 

しかし、全国的には、システムによる請求が基本となっており、ほとんどの自治体ですでに導入され

ております。 

また、これまでセンターからの給付金を、学校園を通じて保護者へ支払いをしていましたが、こども

施設課及び学務給食課から各保護者に直接振込む方法に変更いたします。 

情報の収集方法は、本人またはその保護者から学校園を通じて収集します。 

対象者は、学校園に在籍する、園児・児童・生徒で、学校園管理下の災害によって医療費の負担が発

生し、これを請求する者です。ただし、災害共済給付制度に加入した者に限ります。 

件数は、年間約 3,000 件です。 

個人情報の利用項目は、学校園名、園児児童生徒氏名、学年及びクラス、性別、生年月日、保護者氏

名、健康状態、助成制度の利用状況、給付額、保護者の振込先口座情報です。 

処理方法は、 

① 園児児童生徒本人またはその保護者が、学校園に対して災害の発生及び医療機関の受診を報告し 

 ます。 

② 本人及び保護者から聴取した災害発生状況を記録し、学校園にて管理します。 

③ 園児児童生徒の保護者に、「医療等の状況」、振込口座報告書等の必要書類を配付・回収します。  

④ 保護者からの提出書類確認後、学校園の端末をインターネットに接続し、学校園ごとの ID・パス 

 ワードを使用してシステムにログインし、情報を入力します。 

⑤ 担当課にて個別の ID・パスワードを使用してシステムにアクセスし、学校園より入力されたデー 

 タを確認・集約して受付処理を行います。 

⑥ 担当課にて受付処理終了後、システム上で請求書を作成します。センターへシステムから請求の 

申請を行い、「医療等の状況」等の紙媒体の証明書類を郵送にて送付します。 

⑦ センターがシステム上で請求内容を確認・審査し、給付額決定後、システム上で給付金支払決定 

内容が通知され、給付金が担当課へ送金されます。 

⑧ 担当課から保護者に対して指定された振込先へ給付金を振込み、学校園に対して、給付の決定通 

 知および保護者への振込日を通知します。 

電子計算機の利用が必要な理由は、これまでは、学校園における事務作業用のパソコン及びインター

ネット環境が整備できておらず、書面による申請を行っておりましたが、本年度、学校園に対し、パソ

コンの配置数が増え、有線 LAN によるインターネット接続が可能となります。 
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また、現行では、申請手続から給付金の支払決定まで約２か月間を要しますが、システムを利用する

ことにより、期間が約１か月に短縮され、保護者に対してより早期に給付金を支払うことが可能となり

ます。 

利用開始時期は、令和３年２月１日以降です。 

セキュリティ対策は、センターにおいて、園児児童生徒の個人情報は、「独立行政法人等の保有する個

人情報の保護に関する法律」、「個人情報保護法」のほか、「独立行政法人日本スポーツ振興センターが保

有する個人情報の管理規則」に則って取り扱われます。 

システムは、学校園ごとに個々に付与されるユーザ ID 及びパスワードでログインし、入力したデー

タはこのユーザ ID に紐付けられ、他の学校園等からデータを閲覧したり変更したりすることはできま

せん。担当課にも同様に個々の ID・パスワードが付与されます。ログイン後に同一画面を開いたまま

20 分経過すると画面が初期化され、再度ログインが必要になります。 

インターネット上でやり取りされるデータは暗号化されており、悪意ある第三者から読み取られるこ

とを防止されています。 また、システム上で作業を行うため、学校園の入力端末側に個人情報が保存さ

れることはありません。 

センター職員についても、それぞれの職務に応じた権限のみが与えられ、システムの操作履歴が記録

されます。  

この他、以下の対応も取られています。 

① 不正侵入対策、ファイアウォールの多段構成、統合侵入検知防御システムの導入、脆弱性診断試 

験の実施、統合的なシステム管理等。 

② 情報漏えい対策、通信データ及び保存データの暗号化、電子証明書の利用、ウィルス対策、日次 

バックアップの実施。 

③ 管理証跡、アクセスログの取得、保管、分析の実施。 

学校園、担当課において、ID・パスワードの管理を徹底し、システムに接続して入力を行う際は、周

囲から情報が見えないよう環境に配慮し、作業終了後は速やかにログアウトすることを徹底します。 

また、保護者から提出された証明書類等は施錠できるキャビネット等に保管し、管理については万全

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 □：実施機関） 

 

■ 市長部局と教育委員会の共同所管ですね。取り扱う個人情報の種類内容、収集方法については従来 

と変更ないということですね。何が違うかというと、お子達の事故等に伴う給付の申請をスポーツ振 

興センターに、これまで紙ベースでやってきたのをパソコンで申請をすると。ですからここで個人情 

報の取り扱いですね電算処理をするという。 

もう 1点が、これまで学校園を通じて、その保険金に相当する給付金を支給していたものを、市長 

部局及び教育委員会から直に給付するという、こういう方法に変えると理解してよろしいですか。 

■ この保険のシステムは、今まで同様、けが、事故等を完治してから、保護者さんが請求されるとい 

うことですか。今まで通り。 

□ 医療機関に受診をされた後にはなるんですけれども。軽いけがであれば 1ヶ月以内で治癒されるこ 

とがありますので、治癒後に保護者の方が学校に請求書類を提出される場合もございますが、何ヶ月 

も続けて通院されるようなけがの場合は、その月締めになっておりますので月毎に、請求の手続きを 

していただくことも可能です。 

■ はい。その他ございますでしょうか。結構です、はいどうもありがとうございました。 

「結論」 

諮問事項１について、審議会は承認する。 
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報告事項１ ふるさと納税にかかるワンストップ特例制度について 

                                        財政課  

「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、ふるさと納税にかかるワンストップ特例制度において、取り扱う個人情報が 1,000 件を超

えたことから、特定個人情報保護評価書を公表することとなったため報告いたします。 

事業概要は、ふるさと納税ワンストップ特例制度は、寄附を受けた自治体が、寄附者より、寄附金税

額控除に係る申告特例申請書及び個人番号を含む本人確認資料の提出を受けることで、寄附者本人に代

わって寄附者が居住する自治体の個人住民税担当課に対して控除申請の通知を行うことができるとい

う制度です。 

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、個人番号、寄附

日及び金額です。 

対象者は、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用する八尾市への寄附者、約 1,000 件を想定して

います。令和元年度実績は 633 件です。 

電子計算機処理が必要な理由は、近年本市への寄附件数が増加し、それに伴いワンストップ特例の希

望者も例年に比べ大幅に増加する見込みとなっております。このような状況において、寄附者の情報を

手作業で確認することは膨大な時間を要し非効率であり、かつ、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。 

処理形態は、 

① ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用する寄附者から提供を受けた寄附金税額控除に係る申 

 告特例申請書及び個人番号を含む本人確認資料を収集します。 

② ①で収集した申請書及び資料に記載された個人情報を、エクセルファイルに入力し、スタンドアロ   

ンの電子計算機で管理を行います。 

③ 暗号化機能付 USB を介し、市民税課が管理する eLTAX の端末機器にデータ移行を行います。 

④ 市民税課職員が eLTAX の端末機器から専用回線を通じ、寄附者が居住する各自治体へ送付します。 

利用時期は、 

寄附者情報のエクセルでの管理は、平成 29 年８月１日からで、ふるさと納税ワンストップ特例制度

に係る申告特例通知書の電子的送付は、平成 31 年１月より行っております。 

セキュリティ対策は、本事務で扱う寄附金税額控除に係る申告特例申請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。 

寄附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、起動時に ID・パスワードを用いて従事者制限を徹底し、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。 

電子的送付に利用する eLTAX へのデータ移行については、暗号化機能付 USB を使用し、データ移

行後は速やかに USB メモリ内のデータ削除を行います。eLTAX の端末機器は、ID・パスワードを用い

従事者制限を徹底し、電子的送付する回線は専用回線を利用します。 

 

「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） 

■ ふるさと納税のワンストップ特例制度を採用してるわけですけれども、取り扱う対象が 1,000 を超 

えるということが見えてきたということで、ついては必要な評価を行い、これを公表する予定という 

ことで、公表はまだですね。25 ページの公表日が記入されていなかったので。 

□ ホームページで公表しました。 

■ よろしいですかね。結構です。はいどうも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 宛名ラベル作成業務 

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、性別です。 

対象者は、市内在住の 18 才以上の男女 3,000 人を無作為抽出します。 

電子計算機処理が必要な理由は、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・開始時期は令和 2 年 11 月 17 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し、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 □：実施機関） 

 

■ 特に意見なし。 

 

 

「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 指定管理者が利用したイベント管理ウェブサービスへの不正アクセス事象について 

文化財課   

 

概要は、この度、令和２年６月から 11 月にかけて指定管理施設「八尾市立しおんじやま古墳学習館」

で実施しましたイベントにおいて利用していたイベント管理ウェブサービス「Peatix」が、第３者によ

る不正アクセスを受け、利用者の個人情報が引き出されたことが判明しました。 

引き出された恐れのある個人情報は、氏名又はハンドルネーム、メールアドレス、暗号化されたパス

ワードです。 

対象者・件数は、全国で最大 677 万件。うち、しおんじやま古墳学習館主催で「Peatix」を経由して

申し込みをしたイベント参加人数のべ 567 名です。 

経過は、令和２年 11 月 17 日 Peatix japan 株式会社ホームページ上に「不正アクセス事象に関する

お詫びとお知らせ」が掲載され、翌日、指定管理者が Web 上で当該事案を認知。11 月 20 日に指定管理

者より報告を受け、ホームページにて不正アクセス事象の発生及びパスワード変更の注意喚起等の市民

周知を行いました。 

今後の対応は、しおんじやま古墳学習館主催事業に関し、当面の間、同サイトの利用を控えます。 

 

 

「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） 

 

■ 現在被害が発生したというような報告は受けていますか。 

□ 聞いておりません。 

■ 今後もこういうことは起こりうるんで、常々監視をしてチェックするように指定管理者の方にお願 

いをしてください。 

□ はい。 

■ よろしいですね。ありがとうございます。 

 

 

「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 ケースファイルの紛失について 

生活福祉課   

 

概要は、令和２年５月 12 日（火）及び 10 月８日（木）に生活保護受給者のケースファイルを紛

失するという事案が発生しました。 

紛失した書類及び個人情報は、ケースファイル（生活保護世帯票、面接記録票、調査記録票、ケ

ース記録票、保護決定調書、医療要否意見書、同意書、資産申告書、収入申告書、扶養届、家賃証

明書他を綴ったもの）、住所、氏名、性別、生年月日、電話番号、国籍、本籍、続柄、親族関係、生

活歴、職歴、傷病名、病状、資産状況、収入状況等です。 

紛失した件数は、ケースファイル２冊（１世帯につきケースファイル１冊）です。 

経過は、令和２年５月 12 日（火）、生活保護受給者の事務処理に伴い、ケースファイルが必要と

なりましたが、所定のロッカーに保管するケースファイルが見当たらず、執務室内を捜索しました

が発見に至りませんでした。同月 30 日（土）に保護受給者死去により保護廃止となりましたが、

以降もケースファイルの捜索を継続しておりました。 

さらに、同年 10 月８日（木）別の生活保護受給者のケースファイルについても紛失に気づき、

担当職員が捜索するも発見に至りませんでした。 

原因は、ケースファイルは、通常、生活福祉課外に持ち出すことがない書類であり、両担当者か

らも持ち出していないことを確認していることから、個人文書の廃棄処分の際に誤って他の書類と

ともに廃棄処分した可能性が高いと考えられます。こうしたことから個人情報が流出していないも

のと考えております。 

対応は、当該事案を受け、同年 11 月 21 日（土）に、全保護世帯のケースファイルの一斉点検を

実施し、現在に至るまで、全職員にて執務室内（ケースファイル保管キャビネット、倉庫等）につ

いてくまなく捜索・点検するも発見できませんでした。なお、他のケースファイルについては、全

件調査を実施し、揃っていることを確認しました。 

当該２世帯に対しましては、12 月７日に事情説明ののち、謝罪をしております。 

再発防止策は、個人情報の保護の重要性についてはこれまでも認識し、慎重に取り扱ってきたと

ころではありますが、今回、大切な個人情報を記載した文書を紛失した事実を重く受け止め、改め

て地域福祉部内に再発防止対策チームを作り、12 月１日（火）～３日（木）に生活福祉課担当者全

員へのヒアリングを実施し、個人情報の取り扱いの現状確認とともに個人情報管理の徹底に向けた

意識づけを行いました。 

 また、再発防止対策チームとして、次の防止策を講じるよう指示いたしました。 

 ① 全世帯のケースファイルの所在の定期的な点検・確認 

 ② 生活福祉課の担当者の協議による再発防止のための取り組みの検討と実施 

 ③ 電子決裁の導入検討 

 これらの取り組みを行いながら、今後は業務に係る関係書類の管理徹底及び、危機管理意識の向 

上に努めてまいります。 

 この度は誠に申し訳ございませんでした。 

 

 

「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 □：実施機関） 

 

■ このケースファイルの形状をと言いますか、どういう姿形をしているんですか。 

□ A４判の紙のファイルになります。ファイルの中に三つの綴じ代がありまして、それに関係書類を 

閉じていくというものです。 
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■ ケースファイルですから、ファイル状態になってるわけですね。 

それが 58 ページの下から３行目あたりからありましたように、廃棄処分の際に誤って他の書類と 

ともに廃棄処分したということなんですが、そんなことあり得るんですか。 

ファイルに入ってるんだったら、独立した帳簿とは言いませんけども、書類として。 

□ 一連の書類と一緒に廃棄をするというのは、考えづらいんですけども、他に考えようがないんです。 

■ それだと余りにも杜撰ですね。通常のいろんな書類の中に入ってるんだったら、一緒に廃棄という 

ことも考えられるが、ファイル化されてる。通常ファイルから出して処分するわけですから。 

それからもう１点、５月 10 日の事件については、なぜ今日まで報告がなされなかったのかという 

ことについて理由をお聞きしたいんですけどよろしいですか。 

□ 時間が経ったというのは申し訳ないんですけれども。先ほども申し上げましたように、庁外に持ち 

 出すことがないということで、中には必ずあるはずだということで捜索を懸命にして参りました。 

それで日が延びてしまい今日に至っているということで、大変認識が甘かったと反省しているとこ 

ろでございます。 

■ このケースファイル、今現在の総数、何冊ぐらい保管しておられるんでしょうか。 

□ 保護受給一世帯につき一つのファイルということで、今 5,905 世帯が受給されておりますので、そ 

の分だけケースファイルがございます。 

■ その後も発見されていませんし、それから被害ですね、そういう個人情報が漏えいしたという事実 

も現在のところ把握してないと理解してよろしいですね。 

□ そうですね。その通りでございます。 

■ そういったことからも、外部に流出したんではなくて、誤って廃棄処分したんだろうということが 

考えられるということですね。 

□ はい。 

■ では、今後十分気をつけていただくように、ということでよろしくお願いします。 

□ 申し訳ございませんでした。 

■ はい。ありがとうございました。 

 

 

「結論」 

報告事項４について、審議会への報告は終了。 


