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会 議 録（概要） 

会議名称 令和元年度 第５回 八尾市個人情報保護審議会 

開催日時 令和２年３月１８日（水）  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 久保委員 今中委員 音田委員 東委員 山本委員 

                              （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】桂青少年会館      浅田補佐 岡田主査 

     安中青少年会館     岸館長  桑原主査 

【諮問２】都市政策課       安達補佐 

【諮問３】高齢介護課       吉川補佐 中井係長 

     障害福祉課       古川補佐 吉田係長 

【諮問４】高齢介護課       吉川補佐 中井係長 

【諮問５】危機管理課       太田次長 生田補佐 

  
 

（報告案件） 

【報告１】高齢介護課       吉川補佐 中井係長 

【報告２】健康推進課       石垣室長 横山係長 

【報告３】健康推進課       石垣室長 横山係長 

【報告４】健康保険課       北野課長 成澤係長 

【報告５】教育政策課       西村補佐 

【報告６】消防本部予防課     山口課長 小幡主任 

 

傍 聴 者 なし 

配

布

資

料 

事 前 審議会資料 

当 日 
審議会追加資料 

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 桂青少年会館及び安中青少年会館における防犯カメラの設置及び運用並びに撮影データの外部

提供について 

２ 第６回近畿圏パーソントリップ調査に係る調査対象者の抽出及び大阪府への提供について 

３ 成年後見制度支援事務における本人外収集について 

４ 徘徊高齢者家族支援事業における本人外収集について 

５ 校区まちづくり協議会が設置する防犯カメラの八尾市長への移管について 

Ⅱ 報告事項 

 １ シルバーリーダー養成講座における受講者の募集及び講座の運営の外部委託に伴う個人情報取扱

事務開始届の変更について 

２ ＪＡＧＥＳ「健康とくらしの調査」実施内容の一部変更について 

３ 国保データベース（ＫＤＢ）システムの利用に係る対象者の修正について 

４ 国民健康保険特定個人情報保護評価の実施（基礎項目評価）について 

５ 学校園諸費徴収・送金にかかるインターネットバンキングサービスの利用における金融機関の追

加について 

６ 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  桂青少年会館及び安中青少年会館における防犯カメラの設置及び運用並びに撮影データ

の外部提供について 

 桂青少年会館、安中青少年会館 

 

「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、八尾市立桂青少年会館及び八尾市立安中青少年会館における防犯カメラの設置及び運用並

びに撮影データ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、八尾市立桂青少年会館及び八尾市立安中青少年会館(以下「両青少年会館」という。)

に対して、新たに防犯カメラを設置及び運用し、一定の事由に該当する場合には、捜査機関等に対して

防犯カメラで撮影されたデータ(以下「撮影データ」という。)を提供するためです。 

事業の概要は、両青少年会館内における不審者の侵入等による犯罪及び事故を防止し、開館中の事故

発生時における検証のため、両青少年会館に対して、防犯カメラ 6台を設置・運用し、撮影データを収

集します。 

また、撮影データについて、一定の事由に該当する場合には、捜査機関等に対して外部提供いたしま

す。 

情報の収集方法は、両青少年会館に設置する 6台の防犯カメラにより収集します。 

個人情報の利用項目は、両青少年会館利用者及び撮影範囲の通行者の撮影データです。 

対象者は、両青少年会館利用者及び撮影範囲の通行者で、台数は、桂青少年会館に 2台、安中青少年

会館に 4台設置します。 

処理方法は、①撮影データの取扱いについて。 

設置した防犯カメラは、終日作動及び録画を行います。 

撮影データの保存は専用回線を通じ、事務室内のHDDに保存します。 

撮影データの保存期間は、概ね 2週間とし、保存期間終了後は、設置する機器の機能により、上書き

を行います。 

撮影データの取り出しを行うには、設定されたパスワードの入力を求めることとしており、限定され

た者以外が取り扱えないよう、セキュリティ対策を実施します。 

②撮影データの提供について。 

撮影データについては、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 捜査機関からの犯罪捜査の目的により要請を受けた場合(ただし、捜査機関が画像の提出を求め

る場合は文書によるものとする。) 

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

利用開始時期は、令和 2年 5月 1日の予定です。 

セキュリティ対策は、八尾市立桂青少年会館における防犯カメラの設置及び運用に関する要綱、八尾

市立安中青少年会館における防犯カメラの設置及び運用に関する要綱に基づき適正な管理運用を図り、

個人情報保護に努めます。 

防犯カメラと撮影データ保存用 HDDは専用の有線で接続されており、外部から接続することはでき

ません。 

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。 

 

「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） 

 

■所管課から、何か補足説明がありますか。 



3 

□特にございません。 

■今回、青少年会館に防犯カメラをつけることになった目的は何ですか。どこかから要求があったんで

すか。 

□青少年会館の利用は、基本的には就学前の乳幼児から小中高生が利用している施設です。 

今までも防犯に関しては職員が対応しておりますが、昨今の不審者や館内のトラブルについて危惧さ

れ、防犯カメラを設置することにより一定の抑止効果を期待することができます。 

また、安中青少年会館は職員の執務室は 2階にあり、1階は年齢が小さい子どもが利用するフロアに

なり、職員の目が届きにくい現状があります。 

防犯カメラを設置することで、執務室にいながらも館内の状況を把握できるようになります。 

□桂青少年会館も同じく、不審者に対する抑止効果と何らかの事件が起こった時に、捜査資料として提 

 出することができます。また、子どもが目を離した隙に外に飛び出さないよう確認もできます。 

■青少年会館は地域の方も利用していますが、地域の方々には防犯カメラを設置することを説明されて 

いますか。 

□地域の方には年に 2回、運営委員会を開いており、その中で説明しています。 

■防犯カメラを設置する経緯について、何か事故があったということはないのですね。それを契機とし

た訳ではないのですね。 

□そういった事案をきっかけに検討した訳ではありません。 

■それから、近所の方や利用者の方からの要望があって設置した訳ではないのですね。 

□そのとおりです。 

■会館の職員の方の発案で設置することになったということですね。事前に利用者の方に説明はしてい

ないんですね。そういった色んな不安があればご意見を頂戴することになりますか。 

□館の利用者からの意見を聞く対応もさせてもらっています。 

■何か事件があったとか不審者がいたからとかではなく、予防のために防犯カメラをつけることになっ 

たのは、青少年会館を活用する人はいるのに、会館に関わるべき人が少ないからではないですか。 

逆に防犯カメラをつけることで、利用者が二の足を踏む方も出てくるのではないですか。全くそんな 

事件はなかったのですか。 

□二の足を踏む方もいるかもしれないが抑止効果があります。かえって防犯カメラをつけることで安心 

感が高いという判断をしました。 

大きな事故はありませんが、館内では子どもたちの悪戯などのトラブルがあり、その抑止効果もある 

と考えています。子どもを預かる施設ですので、万全の対策を講じたいと思っていますので、防犯カ 

メラの設置を要望しています。 

■子どもに関わる職員を増やす手立ては考えていないのですか。安易に機械を置くのではなく、子ども 

のトラブルは機械ではなく人によって解決する方がいいと思います。 

□どこも人材不足という事情があります。我々職員も機械に任せるということではなくて、館では防犯 

訓練や防災訓練もやっておりますし、職員が子どもと関わるうえで注意もしているので、今回はそれ 

にプラスという面で更なる効果を期待しています。 

■抑止効果というものわかりますし、人員を増やせっていうのも限度があるということもわかります。 

 ここは個人情報の扱いについて審議をする場であるので、映像の扱いについては慎重にやっていただ 

きたいということと、カメラがあることに対しての会館の利用に対しては抵抗感、躊躇される方があ 

ると考えられます。 

本来の会館の設置目的が阻害されることもあり得るので、事前に説明をして、目的外には使わないな 

どを説明して、不安感・抵抗感を払拭することが必要です。 

よろしいですね。結構です。ありがとうございます。 

 

「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  第６回近畿圏パーソントリップ調査に係る調査対象者の抽出及び大阪府への提供につい 

      て 

都市政策課 

 

「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 6回近畿圏パーソントリップ調査に係る調査対象者の抽出及び大阪府への提供について

諮問するもので、八尾市個人情報保護条例第 7条第 1項第 5号(利用及び提供の制限)及び第 8条第 1項

(電子計算機処理の制限)の規定に該当するものです。 

諮問する事項は、第 6回近畿圏パーソントリップ調査を実施するにあたり、住民基本台帳から調査対

象者を抽出し、調査主体である京阪神都市圏交通計画協議会(以下「協議会」という。)の構成団体であ

る大阪府に対して提供するためです。 

事業の概要は、京阪神都市圏では、近畿地方整備局をはじめ近畿 2府 4県 4政令市、高速道路株式会

社及び都市再生機構により協議会を構成し、協議会は昭和 45年以来、10年おきに 5回のパーソントリ

ップ調査を実施し、「人」や「物」の動きを中心とした交通実態調査を行っております。 

協議会は、令和 2年秋頃に、第 6回近畿圏パーソントリップ調査の実施を予定しており、本市におき

ましても調査に協力するため、住民基本台帳から調査対象者の情報を抽出し、抽出した対象者データを

協議会の構成団体である大阪府に対して提供を行うものです。 

なお、住民基本台帳の情報の利用については、国土交通省より通知があり、パーソントリップ調査は

市町村の事務であり、住民基本台帳法第 1条に基づき、自らの住民基本台帳の情報を利用することが可

能とされています。 

情報の収集方法は、住民基本台帳から抽出しました。 

個人情報の利用項目は、世帯住所、世帯代表者(世帯主)の氏名、世帯に含まれる 5 歳以上全員の性別

及び生年月日です。 

対象者は、令和 2年 9月 1日現在で 5歳以上の構成員がいる世帯の 5歳以上全員で、件数は、12,172

世帯、25,088人です。 

処理方法は、①情報システム室に対し、名簿作成マニュアルに基づく対象者の抽出を依頼します。 

②抽出を行った対象者データを磁気媒体に保存します。 

③都市政策課職員が、大阪府担当課(都市整備部 交通道路室)へ磁気媒体を直接持参し、大阪府個人

情報保護条例に基づいた適切な取り扱いを依頼します。 

④大阪府において、府内市町村の対象者データを集約します。 

⑤大阪府より、アンケート実施主体である協議会に対し、集約した対象者データを提出します。 

⑥協議会において、第 6回近畿圏パーソントリップ調査を実施します。 

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ものです。 

利用開始時期は、令和 2年 2月 28日でした。 

なお、第 6回パーソントリップ調査は令和 2年秋頃に実施予定です。 

セキュリティ対策は、抽出データについては、磁気媒体に保存の上、速やかに、提出先である大阪府

に対して、職員が持参いたしました。 

提供を行う個人情報については、大阪府個人情報保護条例に基づいて、適正に管理するよう求めまし

た。 
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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） 

 

■所管課から、何か補足説明がありますか。 

□特にございません。 

■各委員から何か質問等はありませんか。 

人の動きをどうしているのか調べたいと、各家庭にアンケート用紙を配布して何日間かに渡ってどう

いう動きをしたのかとういのを記載してもらうのですね。どこの家庭に協力してもらうことになる訳

ですが、アンケートは大阪府からですね。 

□協議会から取らせていただきます。 

■大阪府が一つのメンバーになる、その協議会から、照会するということですね。照会データを協議会

のメンバーたる大阪府に渡すということですね。発送は大阪府の方からすると。 

□大阪府主導で市町村データを取りまとめて協議会に提出したうえで、協議会が実施主体となってアン

ケートを近畿圏の色んな条件で抽出したもので調査していただく流れになります。 

■これは 1週間分ぐらいでしたか。何日間に渡るんですね。 

□一定期間を対象として人の流れを自宅から目的地までの色々な交通手段を一つの移動対象としてす

べて把握させていただく調査です。 

鉄道であればどこからどこというのはそれぞれの鉄道会社や、道路交通もある程度分かりますが、連

続した流れはこの調査でしか分からないので、この調査を実施しています。 

■よろしいですか。結構です。ありがとうございます。 

 

「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  成年後見制度支援事務における本人外収集について 

                                高齢介護課 障害福祉課 

 

「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、成年後見制度支援事務における本人外収集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 3項第 2号(センシティブ情報(要注意情報)の収集の原則的禁止)、第 6条第 4項第 5号(収

集の制限)の規定に該当するものです。 

諮問する事項は、判断能力が不十分な方の成年後見制度利用について、当該申請書類作成に係る本人

及び親族等に関する情報を本人以外から収集するためです。 

事務の概要は、判断能力が不十分な方が成年後見制度による支援、保護を受けるために、市長が本人

に代わり申立て請求ができるものであり、その申し立てに係る書類等の作成事務を行っています。 

 この事務は、平成 12 年 4 月 1 日から行っていますが、個人情報取扱事務開始届が提出されていなか

ったことについて、八尾市包括外部監査で指摘されました。 

 同事務は個人情報を本人に限らず、本人の支援者及び親族等から個人情報を収集するものであり、個

人情報は病歴等のセンシティブ情報(要注意情報)を含むものとなります。 

つきましては事後ではありますが、今般の審議会にて諮問させていただくものです。 

情報の収集方法は、本人の支援者及び親族等からの収集に加え、職権による戸籍、住民票の請求によ

り情報収集を行います。 

個人情報の利用項目は、78ページの別紙をご参照ください。 

実施対象者は、①判断能力が不十分な状態にあること。 

②配偶者若しくは 2親等以内の親族がいないこと又は身寄りがいても音信不通等の状態で、後見開始 

等の審判の請求が期待できないこと。 

③八尾市内に在住し、かつ本市に住民登録をしていること。ただし、措置等により他市に在住等をし

ている場合等は、この限りではない。 

  ④任意後見契約をしていないこと。 

高齢介護課は認知症高齢者を対象とし、年間申立件数は約 10 件で、障害福祉課は精神障害者及び知

的障害者を対象とし、年間申立件数は約 2件です。 

処理方法は、別紙フローをご参照ください。 

利用開始時期は、平成 12年 4月からです。 

セキュリティ対策は、収集した個人情報については、外部接続をしないパソコンに限定し、端末は使

用後に執務室内の施錠できるロッカーにて保管しています。また、収集及びパソコンから出力した書類

については、施錠できるロッカーにて保管しています。また、不要になった書類については、シュレッ

ダーで細断し廃棄処分しています。 

 

「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） 

 

■所管課から、何か補足説明がありますか。 

□特にございません。 

■今回の諮問に問題は感じませんが、収集された情報を裁判所や成年後見人に提供する必要があると思

います。提供の許可をといいますか、第７条も含めて諮問した方がいいのでは。 

とういうのも、成年後見人は、おそらく情報取集された内容や色々な個人の情報、ある宗教に入って

おられて寄付されているとか色んなことが出てくる、それを成年後見人がついた段階で成年後見人に

教えてあげないと、後処理ができない、中々難しくなる。 

その提供に関しての許可というか、第７条に引っかかってくる可能性があるので、その点の諮問事項

も入れていただいた方が制度として動きやすいんではないかと思うんですけど。その辺はどうですか。 
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▲成年後見人制度は、家庭裁判所で審判を受けた場合に、成年後見人に対して情報共有を行うことにつ

いては、法令の定めがあるときに、に該当するのかなと考えています。 

質問ですが、情報共有としては、家庭裁判所から成年後見人に方に対して情報共有がなされるのです

か、それとも、八尾市から成年後見人に対して、市から情報共有するのですか。 

□市から家庭裁判所に書類をお送りして、家庭裁判所から成年後見人に情報提供を行います。 

▲裁判所でも個人情報に関する規定がございますので、裁判所と成年後見人間との情報共有については、

そちらの審議会で働いていると理解しております。 

■裁判所に申し立てる時に、申立書に書かれると思うのですが、そこに書いていないことで重要なこと

も結構あります。成年後見人を実際にするときに、そういうことを裁判所側は分からないけれども、

市は知っているという場合に、成年後見人としては教えて欲しいというようなことがあると思う。こ

れから成年後見人になる第三者、といっても司法書士か弁護士だと思うのですが、問い合わせはない

ですか。この方に関してこういうことがあるんですけど、わかってることないですかのような。 

□裁判所に出した内容について、どういうことかと聞かれるケースは多々ありますが、申し立ての段階

で後見人から何か追加で聞かれることはないですね。 

■ただ、聞かれたときに第三者から収集した情報が含まれているとなった時に、それは情報を教えませ 

んと言われると、それは成年後見人も困る話なので、それをスムーズに教えれるような手当として、

今回はこの諮問だけでいいんですが、できればその辺の成年後見人に対しての情報の提供をできるよ

うにすると成年後見人事務が非常に助かるのではないかと思ってます。その辺が気になったんですけ

ど、もうちょっとやるべきことであってこれは大事な諮問であるんですけど、それもやっておいてい

ただけないかなと思っての話なんですけど。 

■家裁に対して市長が審判を申し立てる訳ですね、その時に色々な情報提供をしますよね。例えばどの 

程度の精神状態か精神科医の診断書、財産状況とか。それは裁判所なんですね。そのときに裁判所の 

方が誰かに後見人になっていただこうかなと、これは後見人だけなんですかね。 

□補佐も補助も全部です。 

■補佐に補助になっていただけませんかと照会をかけたときに、どういう状況なのかと裁判所に聞くこ 

とはあるでしょうけど、役所に当然聞いてくることはあると思うんですけど、裁判所から依頼され、 

そうなんですけどどういう方なんですよって言われたときに、答えられないですよね。その答えられ 

ませんというときに後見人の候補者はちょっとどうしようかなって、かえって本人の保護に反するこ 

とがあるからっていう趣旨をおっしゃっている訳ですね。 

■大体ですね、財産状況っていうのは客観的なものなんですけども、この人がどういう人なのかって把 

 握しないと後見っていうのは非常に難しいんですね。どういう人かっていうことは非常にセンシティ 

 ブな情報でして、宗教関係とか性格とかですね、それを成年後見人は知りたいんですけどそこまで裁 

判所は関与しないので、それを情報提供できるようにしといた方が成年後見人から問い合わせがあっ  

たときに伝えといた方が本人のためになると思います。だからそういう諮問も入れていただいた方が  

いいのではと。 

■アドバイスいただいている訳だからその必要性が全くないと判断されるのであれば別ですけど、必要 

性があると判断されるのであれば改めて諮問していただけますか。そうしないと誰でもいいですどん 

な情報でもいいですよっていうわけにもいかないですから。 

▲成年後見の場合は、本人の代理権が与えられていると思うのですが、その場合については個人情報開 

示請求でも法定代理権者ということで請求を認めています。 

■後見人になった後はそうですが、後見人になる前の候補者の段階のときに裁判所から打診されたとき 

にどんな人って知りたくなると思います。 

□ただ、後見人になる前に候補者から市の方に問い合わせはまずあまり無いです。 

■問い合わせがあった場合は現状では答えられないのではないですか。 

□そうですね。 

■今後そういう問い合わせがある可能性はあるので、答えられないと言われたときに引き受けるのを辞 
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めるということにもなりかねないと思うので、検討してください。 

■代理人でも第三者から得た情報ですから、本人から得た情報であれば問題はないですが、第三者から 

 得た情報を本人の代理人であるからと言って提供するのは無理なのではないかと思います。 

特に本人は、失礼だけども認知状態であるからわからない時もあると思うんです。だから取っておか 

れた方が取り上げやすいのではないかと、市の方もスムーズに成年後見人に協力していけるのではな 

いのかなと思います。 

■二つに分けましょう。本件はこれで結構です。もう一つについても検討してください。よろしいです 

か。他の委員の方も結構ですか。では結構です。 

 

「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  八尾市徘徊高齢者家族支援事業における本人外収集について 

                       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、八尾市徘徊高齢者家族支援事業における本人外収集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 3 項第 2 号(センシティブ情報(要注意情報)の収集の原則的禁止)及び第 6 条第 4

項第 5号(収集の制限)の規定に該当するものです。 

諮問する事項は、八尾市徘徊高齢者家族支援事業について、利用者の個人情報を本人以外から収集す

るためです。 

事務の概要は、徘徊の恐れがある高齢者が徘徊をした場合に、関係機関によるネットワーク内で情報

共有をして早期発見の支援を行い、希望者には GPS の利用支援も行う事業であり、高齢者の個人情報

の事前登録に係る書類等の作成事務を行っています。 

 同事務の開始時、平成 18 年度第 2 回八尾市個人情報保護審議会において、八尾市個人情報保護条例

第 6条第 4項第 2 号案件(本人の同意による情報収集)として報告しましたが、現在の運用として、個人

情報の収集を本人以外の親族等からの同意によっても収集していることについて、八尾市包括外部監査

で指摘がありました。 

これを受けて、本人同意については、認知症等で事理弁識能力を欠く可能性があり、本人同意が無効

となることもあるため、本人以外からの個人情報収集が可能となるよう同条例第 6条第 4項第 5号に該

当する案件として、事後ではありますが、今般の審議会にて諮問させていただくものです。 

情報の収集方法は、本人及び親族に加え、ケアマネージャーや地域包括支援センター職員より情報収

集を行います。 

個人情報の利用項目は、102ページの別紙をご参照ください。 

対象者は、①本市に住民登録があり、認知症等により徘徊の恐れのある満 65歳以上の者。 

 ②前項の者を介護または支援する家族等です。 

登録件数は、年間約 100件 総登録件数 235件(令和 2年 1月末時点)で、 

GPS契約件数は、年間約 10件 総登録件数 20件(令和 2年 1月末時点)です。 

処理方法は、100ページの事務フローをご参照ください。 

利用開始時期は、平成 18年 9月 1日です。 

セキュリティ対策は、データ保存パソコンについては、使用後執務室内の施錠できるロッカーにて保

管します。書類については、施錠できるロッカーにて保管します。また、不要になった書類については、

シュレッダーで細断し廃棄処分します。 

 GPS 委託契約業者においても、委託事業の実施の際には八尾市個人情報保護条例第１１条の規定を

遵守するよう、個人情報の取扱いについての確認書を締結し、個人情報の取扱い及び管理について、万

全を期すよう指導しています。 

 

「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） 

 

■所管課から、何か補足説明がありますか。 

□特にございません。 

■事務局に聞きたいんですが、平成 18 年からやっているんだけれども、当初ここに出てきたときには

本人同意をとりますということで出てきたのですね。判断力が回復するときもあるのでその時に同意

を取ればいいんですけど、常時判断能力に欠けるときもあるということですよね。 

 はい。結構です。 

「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 校区まちづくり協議会が設置した防犯カメラの八尾市長への移管について 

                                       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、校区まちづくり協議会が設置した防犯カメラの八尾市長への移管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、校区まちづくり協議会(以下「協議会」という。)が過去に設置した防犯カメラ 570

台について、八尾市長に管理権限を移管するとともに、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」という。)を外部提供するためです。 

事業概要は、本市では、平成 23年度に八尾市防犯カメラ設置補助金交付要綱を制定し、平成 28年度

からは同補助金を校区まちづくり交付金の安全・安心加算として統合するなど、校区まちづくり協議会

による防犯カメラ設置を支援してきました。その結果、協議会による設置台数は、令和元年度末で 570

台となる見込みであります。 

しかしながら、設置台数が増えるにつれて、警察による映像確認の際の立会い等の機会が増えたり、

撮影した映像(個人情報)が漏出するリスクが大きくなったりするなど、維持管理に要する地域の負担が

大きくなっていました。また、初期に設置した防犯カメラが更新時期を迎えるようになり、更新費用と

新設費用の両方を校区まちづくり交付金で賄うことが困難な状況となっていました。 

そのため、地域の負担軽減及び警察との対応窓口の一本化を図るため、過去に協議会が設置した防犯

カメラを譲り受け、市で一元的に維持管理することとし、当該防犯カメラの画像について、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。 

なお、既に危機管理課では、136台の防犯カメラを設置・運用しております(令和元年 7月 29日付令

和元年度第 1回個人情報保護審議会で承認済)。 

情報の収集方法は、協議会から譲り受ける 570台の防犯カメラ(SDカード方式又はHDDレコーダー

方式)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、市内に 570台設置します。 

設置個所の例は、5ページの資料 2をご参照ください。 

処理方法は、①画像の取扱いについて。 

570台の防犯カメラは、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。 

画像の取り出しは、SDカードにより行いますが、施錠により簡単に持ち出されないようにしてい  

ます。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する。)  

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 

利用開始時期は、令和 2年 4月 1日です。 

セキュリティ対策は、八尾市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。 

画像の再生には、専用ソフトとパスワードの入力が必要であり、第三者が容易に再生・編集を行うこ

とはできません。 

 



11 

「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） 

 

■所管課から、何か補足説明がありますか。 

□特にございません。 

■参考までにもともと危機管理の方で運用しているものと、今回移管されるものとを調整をして、場所 

を変更することはあるのですか。 

□今回引き受ける分については、民地に立てているようなものもあるので、次年度に公道や公園など公 

のところに移管するものが何台かあります。 

■よろしいですね。結構です。 

 

「結論」 

諮問事項 5について、審議会は承認する。 
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報告事項１ シルバーリーダー養成講座事務における外部委託について 

                                       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、シルバーリーダー養成講座事務における受講者の募集及び講座の運営の外部委託に伴う個

人情報取扱事務開始届の変更について報告するものです。 

事業概要は、高齢者の方の知識・教養の向上を図るとともに、地域における様々な活動においてリー

ダーとして活躍できるよう地域活動の実践者を養成するための講座(シルバーリーダ養成講座)を開催し

ています。(平成 10年 10月八尾市個人情報保護審議会の一括認定により承認を受けている事務です。) 

 同事務は、平成 31年 4月から八尾市社会福祉協議会に講座受講者の募集及び講座運営を委託してい 

ますが、閲覧に供している個人情報取扱事務開始届の記載事項である「外部委託の有無」の欄が「無」 

のままであり、その点を八尾市包括外部監査で指摘されました。 

 八尾市個人情報保護条例では、個人情報取扱事務開始届の記載を変更する際は、八尾市個人情報保護 

審議会への報告となっていることから、事後的ではありますが、今般の審議会で報告させていただくも 

のです。 

 個人情報の利用項目は、受講者：氏名・性別・年齢・住所・電話番号・FAX番号です。 

  対象者・件数は、一般コースは、市内在住の 60歳以上の人で、約 40名、上級コースは、市内在住の

60歳以上の人で、過去に一般コースを修了した者、または、ボランティア活動をしている者で約 30名

です。 

事務の実施方法は、八尾市社会福祉協議会において、講座受講者の募集し、電話、窓口にて受付を行 

い、受付者に講座の受講決定通知を送付します。本市担当課及び八尾市社会福祉協議会において考案し

たプログラムを八尾市社会福祉会協議会の管理、運営のもと受講していただき、講座の 8割以上の受講

者に対して市が修了証を交付します。 

決定通知の送付、受付簿の作成、講座期間中の連絡手段として上記の個人情報を活用します。 

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てお

ります。 

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 ▲：事務局） 

 

■よろしいですか、確認します。シルバーリーダー養成講座ですね、実施講座の募集と講座の運営につ

いて外部委託しますということはここで報告があったと。 

ただ問題なのは、外部委託が開始届の方には外部委託はありませんということで間違いがあったとい

うことですね。 

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 JAGES「健康とくらしの調査」実施内容の一部変更について 

                      高齢介護課 健康推進課 健康保険課 保健企画課 

 

「事務・事業の内容」（審議会資料に基づき事務局より概要の説明・報告を行う。） 

本案件は、JAGES「健康とくらしの調査」実施において、個人情報の利用項目、対象者数、データ授

受方法及び契約関係に変更が生じたため、その内容について報告するものです。 

 

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

ボランティア参加意向者が多い地域の把握など、介護予防・日常生活支援総合事業などを戦略的に推進

していくための科学的根拠と、共同研究に参加する保険者支援を目的に、全国規模で行われる調査で、

令和 2年 1月 27日から同年 2月 24日まで実施しました(令和元年 11月 21日付令和元年度第 3回八尾

市個人情報保護審議会において承認済)。 

調査を実施するにあたり、 

①対象者データとして提供する情報の内、「住所（丁目まで）」を「小学校区」へと変更 

②回収率を考慮し、対象者を「8,000名」から「16,000名」へと変更 

③八尾市から JAGESへのデータの授受を CDにデータを記録し書留郵便にて送付に変更 

④八尾市と JAGESとの契約を大阪大学から新情報センターへの発注に変更したことから、報告する

ものです。 

個人情報の利用項目は、117ページをご参照ください。 

対象者・件数は、八尾市在住の 65歳以上の高齢者のうち、調査時点で入院しておらず、介護認定(要

介護認定 1以上)を受けていない者。約 16,000名です。 

電子計算機処理が必要な理由は、変更ありません。 

処理形態は、変更ありません。 

利用時期は変更なく、令和 2年 1月 27日から同年 2月 24日でした。 

セキュリティ対策は、下線部が変更箇所です。 

全般については変更ありません。 

八尾市でのデータ抽出については、変更ありません。 

暗号化キーについては、変更ありません。 

八尾市と JAGES 間については、JAGES とのデータの授受については、八尾市職員が当該データが

格納されたファイルにパスワードを設定し、CD に記録した上で、書留郵便にて送付します。対象者デ

ータ等については、ハードディスクにパスワード付で保存し、ハードディスクは２重鍵のかかる部屋の

金庫で保管します。パスワードと金庫の鍵を知る者を限定し、データアクセスには記録をつけます。 

大阪大学と新情報センター間については、上記協定とは別に、大阪大学は八尾市への調査業務に係る

協力依頼に対して承諾を得るとともに、JAGES の委託先である新情報センターに業務を発注し、新情

報センターは大阪大学と八尾市に個人情報保護に係る誓約書を提出します。また、八尾市は、調査対象

者名簿を作成し、調査対象者の住所、氏名及び対象者番号が印字された宛名ラベルを郵便局セキュリテ

ィ便にて新情報センターに送付します。 

八尾市と大阪大学間については、変更ありません。 

 

「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 □：実施機関 ▲：事務局） 

 

■所管課から、何か補足説明がありますか。 

□契約関係について補足させていただきます。昨年 11月に開催いただきました個人情報保護審議会で 

 本件については八尾市と JAGES 機構が契約をして調査を実施する予定でした。その後大阪府から健 

 康と暮らしの調査の実施について事業委託を受けた大阪大学がその調査費用を負担することから、同  
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大学から新情報センターに調査業務を発注することになり、この契約を前提に八尾市に対して調査の  

協力の依頼がありました。なお、この契約関係の変更によりまして、当初予定しておりました事務フ 

ローには変更はございませんが、調査票発送業務を担う新情報センターに対しまして、八尾市から氏 

名、住所、調査票番号を記載したラベルシールを提供することになりますので、同センターより大阪 

大学から八尾市に対して事前に個人情報保護にかかる規制を提出していただきまして対応させてい 

ただいているところでございます。 

■要するにこれは諮問ではなくて報告ですよね。新規ではなくて変更であると。どこを変更したかとい 

うと、事務事業の内容 1の調査を実施するにあたりのところですか、本質的な変更ではなく軽微な変 

更であるということですか。住所を小学校区に変更すると、個人情報保護という意味では個人情報か 

ら遠ざかっているという報告ですね。それから対象者が 8000人から 16,000人に変更したと、個人情 

報に直接問題ないだろうというといったことから報告をしたということですね。 

もう一度、大阪大学から新情報センターのところがわからなかったのでもう一度説明してもらえます 

か。 

□大阪大学につきましては、大阪府の方から事業委託という形で調査の実施の委託を受けたかたちにな 

ります。その後に新情報センターにつきましては JAGES の方から契約をうけたかたちになります。 

実際に調査発送業務を担う事業者になりましてこちらの方と大阪大学が契約を締結することになり 

ましてそこで調査を実施しているということです。 

■JAGESというのは新情報センターのことですか。 

□JAGES機構につきましては、健康と暮らしの調査の分析機関になります。色んな研究機関があるん 

ですけど、その集まりになります。 

■一番大事なところは八尾市から出ていく個人情報について、新たな個人情報が出てい行くというわけ

ではないのですね。逆に住所が出ていかなくなったということですね。よろしいですね。結構です。 

 

「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 国保データベース（ＫＤＢ）システムの利用に係る対象者の範囲の変更について 

高齢介護課 健康推進課 健康保険課 保健企画課 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、国保データベース(KDB)システムの利用について、対象者の範囲に変更が生じたため、そ

の内容について報告するものです。 

事務事業の概要は、大阪府国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)が本市からの委託

によって保有する健診・医療・介護データを用いて運用する「国保データベース(KDB)システム」によ

り作成する「統計情報」や「個人の健康に関するデータ」を本市が利用することによって、地域の健康

状況を把握し、効率的かつ効果的な保健事業を実施しています(平成 26年 3月 26日付平成 25年度第 4

回八尾市個人情報保護審議会にて承認済)。 

 今般、大阪府後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)、八尾市及び国保連合会との間で業

務委託を締結し、新たに後期高齢者医療制度の被保険者情報を取り扱うことから、個人情報取扱事務の

対象者の範囲に変更が生じたものです。 

個人情報の利用項目は、133ページをご参照ください。下線部分が変更箇所となります。 

対象者・件数は、国民健康保険被保険者 約 61,000人（平成 30年度）で、後期高齢者医療制度被保

険者 約 37,000人（平成 30年度）です。 

電子計算機処理が必要な理由は、国保連合会は、国民健康保険法第 45 条、高齢者の医療の確保に関

する法律第 155条、介護保険法第 176 条に基づき、保険者から審査支払業務等の委託を受けています。

この業務の実施にあたっては、特定健診等データ管理システム、国保総合システム、介護保険審査支払

システムを用いて効率的に行っており、これらの業務の実施における個人情報の取り扱いについては当

審議会ですでにご承認いただいているところです。 

国保データベース(KDB)システムは、国民健康保険法第 104 条、高齢者の医療の確保に関する法律第

155条、介護保険法第 176条第 2項第 4号に基づき、国保連合会が保険者の保健事業等に関する援助を

行うにあたり、上記の業務委託により各システムで保有する「診療報酬明細書等」「介護給付費明細書

等」と特定健診等データ管理システムで保有する「特定健診等記録」の大量のデータを効率的かつ効果

的に処理するため必要となるものです。 

処理形態は、個人を特定できる情報は、暗号化した上で閉域ネットワークにて国保中央会の共同処理

センターに送信し、情報を突合・加工して統計情報や個人単位情報を作成、国保連合会に返信されて暗

号解除され、データベースに蓄積されます。保険者は統計情報や個人の健康に関するデータを画面表示

または帳票で出力(PDFまたは CSV形式)して活用します。 

利用時期は、令和 2年 3月 31日です。 

セキュリティ対策は、国保総合システム等既存システムから国保データベース(KDB)システムへデー

タ送信する際は、データが格納されたファイルを暗号化します。国保連合会と共同処理センター間は閉

域ネットワークである国保連医療保険ネットワークを使用し、個人が特定できる情報の暗号化と取得し

たデータが格納されたファイルを改めて暗号化する二重の暗号化を行った上で送信されます。 

国保連合会において、処理結果データが格納されたファイルの複合化(暗号解除)と個人が特定できる

情報の複合化(暗号解除)を行い、データベースへ蓄積します。暗号鍵は、国保連合会の暗号フォルダに

保管するとともにアクセス制限を行います。 

保険者においては、起動時の利用者認証、利用者単位に閲覧できる情報の指定、情報閲覧記録の保管

を行います。 
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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 ▲：事務局） 

 

■所管課から、何か補足説明がありますか。 

□ありません。 

■141ページで取扱事務の範囲が変更になるということですね。どこがどう変わったんですか。 

□141ページの個人情報取り扱い事務変更届の個人情報の対象者の範囲です。以前のものでしたら、国 

民健康保険の被保険者のみだったんですけど、後期高齢者医療制度被保険者を追加しております。 

■結構です。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 国民健康保険特定個人情報保護評価の実施（基礎項目評価）について 

健康保険課長 

 

「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。） 

現在国民健康保険システムの更新業務を行っております。 

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第 28 条及び特定個人情報

保護評価に関する規則第 11 条において、特定個人情報ファイルに対する重要な変更がある場合特定個

人情報保護評価の再評価が必要とされています。 

システムを全面的に入れ替える場合などは重要な変更に該当するとされていることから今回特定個

人情報保護評価(基礎項目評価)の再評価を実施するものです 

なおシステム更新については、令和元年度第 4回個人情報保護審議会にて諮問し承認済です。 

事業の概要は、国民健康保険の以下の事務につき特定個人情報保護評価（基礎項目評価）の再評価を

実施します 

国民健康保険法に基づく保険料徴収に関する事務 

国民健康保険法に基づく資格管理・保険料賦課に関する事務 

国民健康保険法に基づく保険給付に関する事務 

個人情報の利用項目は、これまでと変更はありません。 

件数は、約 80,000人です。 

電子計算機処理が必要な理由は、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。 

利用時期は、これまでと変更はなく、構築開始が令和 2年 4月で、正式移行が令和 3年 1月 4日の予

定です。 

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。 

 

「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） 

 

■所管課から、何か補足説明がありますか。 

□ありません。 

■よろしいですね。結構です。 

 

「結論」 

報告事項 4について、審議会への報告は終了。 

 



18 

報告事項５ 学校園諸費徴収・送金にかかるインターネットバンキングサービスの利用における金融        

機関の追加について 

教育政策課 

 

「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、学校園諸費徴収・送金事務におけるインターネットバンキングサービス(以下「本サービス」

という。)の利用について、新たな金融機関を追加するため、報告を行うものです。 

事業概要は、学校園に通う園児・児童・生徒(以下「園児等」という。)の活動で、保護者にご負担いた

だく費用の徴収及び送金については、口座振替データを記録媒体に保存を行い金融機関に搬送、または、

本サービスを利用し(平成30年3月 27日付平成 29年度第４回八尾市個人情報保護審議会にて承認済)、

園児等の保護者口座から学校園口座へ振替処理を行っています。 

平成 29年度に諮問した際には、三菱東京UFJ銀行及び大阪信用金庫でインターネットを介した銀行

取引である本サービスを利用するとしていましたが、この度、ゆうちょ銀行から、本サービスの利用の

申出があったため、今後は同行に対する口座振替依頼についても、本サービスを利用するものです。 

なお、ゆうちょ銀行が申し出ているサービスの内容については、既に承認を受けている方式でのサー

ビス提供となります。 

個人情報の利用項目は、園児等の学年、組、氏名及び性別並びに園児等の保護者の金融機関、支店、

預金種別、口座番号、名義人氏名、金額です。 

対象者・件数は、ゆうちょ銀行と取引をしている園児等の保護者及びその園児等で、約 12,000 人で

す。 

電子計算機処理が必要な理由は、学校園諸費徴収及び送金事務は、既に電子計算機を利用しているの

に加えて、一部金融機関において、インターネットバンキングを利用するため、引き続き電子計算機の

利用が必要となるものです。 

 処理形態は、 

①  園児等の保護者が預金口座振替依頼書を提出（３月末～４月上旬） 

② 学校園の端末をインターネットに接続の上、インターネットバンキングを利用し、取扱金融機関の  

システムに口座情報を入力する。 

③ インターネットバンキング内で、銀行に口座振替を依頼し、取引を実行。 

（預金口座（決裁口座）の残高不足等により、口座振替ができなかった場合には、再振替を実施。） 

利用時期は、令和 2年 4月 1日以降です。 

セキュリティ対策は、インターネットバンキングサービスのセキュリティ対策としては、利用者 ID・

ログインパスワード、電子証明書、ワンタイムパスワードを利用した厳重な本人確認を実施するととも

に、暗号化通信により個人情報が外部に流出しないように保護されています。 

また、インターネットバンキングサービスを利用する学校園の端末には、口座振替にかかる一切のデ

ータの保存はされません。引き続き、園児等の保護者から提出される預金口座振替依頼書は施錠可能な

ロッカーにて保管し、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 ▲：事務局） 

 

■所管課から、何か補足説明がありますか。 

□ありません。 

■よろしいですね。結構です。 

 

「結論」 

報告事項 5について、審議会への報告は終了。 
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報告事項６ 住宅用火災警報器の設置状況等調査の送付用宛名ラベルの作成について(報告) 

消防本部予防課 

   

「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、住宅用火災警報器の設置状況等調査の実施に際し、送付用宛名ラベルを作成するものです。

（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） 

事業概要は、平成 23年 6月 1日からすべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられたこと 

を踏まえ、住宅用火災警報器の設置推進をはじめとした防火思想の普及啓発を積極的に実施し、防火意

識の向上などを図る必要があります。 

 そのため、平成 23 年 6 月から平成 25 年 6 月までに計 4 回、市民 1,500 人を対象とした啓発アンケ

ート調査を行い、平成 26年から令和元年については各年 5月に、各 200 人を対象とした聞き取り調査

を実施したところです。 

引き続き、住宅用火災警報器設置状況等の実態を把握するため、市内在住の 20 歳以上の男女 200人

を対象とした聞き取り調査を行うにあたり、事前にお知らせ文を送付するための送付用宛名ラベルを作

成するものです。 

 なお、一般家庭における防火査察に関する事務については、平成 10年 10月１日付で開始届を提出済

みです。 

 個人情報の利用項目は、住所・氏名・生年月日です。 

対象者・件数は、市内在住の 20才以上の男女 200件（無作為抽出） 

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

率的な実施を図るためです。 

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す。 

利用開始時期は、令和 2年 4月上旬の予定です。なお、調査時期は、令和 2年 5月中旬から令和２年

５月下旬までです。 

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す。 

宛名ラベルは作成後直ちに貼り、郵送し、個人情報の保護に関しては細心の注意を払います。また、出

力された帳票は利用後裁断して破棄します。 

 

「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） 

 

■所管課から、何か補足説明がありますか。 

□ありません。 

■よろしいですね。結構です。 

 

「結論」 

報告事項 6について、審議会への報告は終了。 

 

 


