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会 議 録（概要） 

会議名称 令和２年度 第１回 八尾市個人情報保護審議会 

開催日時 令和２年７月 19日（金）  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 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 

【総務部】原田部長 

【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】いじめからこどもを守る課   平尾次長 小椋補佐 

【諮問２】地域福祉政策課        林田参事 表木参事  

【諮問３】こども政策課         河野次長 竹内係長 

【諮問４】こども政策課         河野次長 竹内係長 

【諮問５】保健予防課          林補佐  亀本主査 

【諮問６】保健予防課          須釜補佐 足立技師 

【諮問７】健康推進課          村井補佐 井本係長 

【諮問８】住宅政策課          中谷補佐 大野主査 

【諮問９】企画運営課          小枝参事 宮田補佐 

【諮問 10】行政改革課           金参事 

【諮問 11】市民課                        西野課長 表木参事  宮田係長 

【諮問 11】市民税課            辻内課長 畑野係長 
 

（報告案件） 

【報告１】                     

【報告２】健康保険課                北野課長 成澤係長   

【報告３】人事課            大嶋補佐 西野係長 

【報告３】企画運営課           

【報告３】経営総務課 

【報告３】総務人事課    

【報告４】住宅政策課          中谷補佐 大野主査 

【報告５】子育て支援課         岩井次長 野本補佐 市川係長 

資源循環課          西村補佐 駒城係長 

【報告６】都市交通課          青野参事 山下係長 太田副主査 

     住宅管理課          廣瀬課長 市野係長 

     生涯学習スポーツ課      華田係長 

【報告７】産業政策課          藤本課長 

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 委員名簿 審議会資料（追加分） 

審議項目 

Ⅰ 諮問事項  

１ いじめへの対応及び防止に関する事務について                   

２  特別定額給付金給付業務の開始について                         

３ 令和２年度八尾市子育て世帯への臨時特別給付金支給事業について 

４ ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業について                   

５ 新型コロナウイルス感染症対策事務の開始について               
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６ 画像保存通信システム(PACS)の導入について                    

７  ロタウイルスワクチンの予防接種情報について                  

８ 八尾市中古住宅流通促進補助金及び八尾市同居支援補助金の交付事務について 

９  病診薬連携システムにおけるオプション機能の導入について    

10 AIを用いた音声認識技術による窓口対応及び会議の議事録作成等システムの利用について   

11  特定個人情報保護評価書 住民基本台帳に関する事務             

特定個人情報保護評価書 個人市・府民税の賦課事務             

 

Ⅱ 報告事項 

 １ 特定個人情報保護評価書 

 ２ 国民健康保険特定個人情報保護評価の実施について         

３ 会計年度任用職員申込登録事務について 

４ 八尾市空家等所有者特定調査業務について             

５ 宛名ラベル作成業務 

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    

７ ふるさと納税申告特例申請書の誤発送について           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

審議状況（審議経過） 

諮問事項１  いじめへの対応及び防止に関する事務について 

いじめからこどもを守る課 

 

「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、いじめへの対応及び防止に関する事務に係る個人情報の本人外収集、情報共有及び電子計

算機処理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６条第３項第２号（センシティブ

情報の収集の原則禁止）、第６条第４項第５号（収集の制限）、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）及び第８条第２項第２号（センシティブ情報の電子計算機

処理の制限）の規定に該当するものです。 

諮問する事項は、「いじめからこどもを守る課」において受け付けた「いじめに関する相談」及び教育

委員会から提供された「いじめ事例」に係る個人情報の取扱いについて、電子計算機による管理の開始

と併せて行うものです。 

事業の概要は、本市では、いじめからすべてのこどもを守るために、令和２年４月１日に「いじめか

らこどもを守る課」を創設しました。 

相談業務において把握したいじめに関する事象や学校・教育委員会から寄せられたいじめの継続事象

につき、弁護士・心理士等専門的見地から協議や助言を行い、いじめを未然防止することやいじめの早

期発見・早期対応を図ります。 

相談業務で把握したいじめ事象への対応については、相談者が在学中の児童生徒である場合や第三者

からの通報の場合、教育委員会等他の実施機関に情報提供することは必須となります。 

教育委員会等との連携において把握したいじめの継続事象への対応については、教育委員会等の持つ

いじめ事例の情報を共有し、弁護士による法的見地からの助言による解決を図ります。 

また、同事務で収集する個人情報には、DV や病歴等のセンシティブ情報を含む場合があると想定し

ています。 

情報の収集方法は、相談記録票、市内の小中学校に配布するミニレター、教育委員会（人権教育課）

との定例会議により収集します。 

個人情報の利用項目は、氏名、住所、生年月日（年齢）、国籍、電話番号、続柄、心身の状況、家庭状

況、相談内容、学校名、性別、学年、クラスです。 

対象者は、18 歳未満の子ども 約４万人です。 

処理方法は、相談や情報提供を受けた職員が、聞き取った内容を相談記録票に記入します。相談記録

票に記入した内容を相談記録専用端末に入力し保存します。必要に応じて帳票を出力します。 

電子計算機の利用が必要な理由は、電算管理することにより、過去の相談内容の検索が円滑に行われ

ます。また、いじめ相談に関する統計にも使用します。 

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、収集した個人情報の保存については、外部接続をしない相談記録専用端末に限

定し、使用後に執務室内の鍵付きキャビネットに保管します。端末の利用においては、ID・パスワード

による利用制限を行います。また、収集及び専用端末から出力した文書についても、鍵付きキャビネッ

トに保管し、不要になったものはシュレッダーで細断処分します。 

 

「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 ▲：事務局） 

 

■所管課から、何か補足説明、修正すべき点等ありますか。 

□特にございません。 

▲本日欠席の久保委員からご意見をいただいておりますので、事務局から代読させていただきます。 

「いじめやＤＶなどの情報を扱う部署が積極的に動けるように十分な情報倫理、情報セキュリティの
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教育を受けられる環境と、インシデント発生時の対応体制がしっかりと作られているということを、

市民から問い合わせがあった時に提示できるようにしておくべきかと思います。」 

久保委員の意見は以上でございます。 

■はい。よろしいですか。何かございますか。 

□委員からいただきました意見につきまして、本課は４月にスタートとしたところですが、色んな課と

連携を取らないといけないと思っています。色んな対応ができるような形のルール化は、課としても

基本は個人情報保護の観点でさせていただいていますが、色んな事象が起こった時のルール化につい

てもしていかないとと考えています。今後に向けてマニュアル化を検討していきたいと思います。 

■それだけではなくて、例えば担当の方の研修とか。 

□はい。研修も含めて対応を考えていきたいと思っています。 

■情報の性質そのものが、非常に微妙なものですよね。そうすると、相談者としては相談内容が漏れる

ことがないだろうか、いじめが拡大することがないだろうかと危惧しますよね。相談者の提供した情

報が真実でなかった場合、加害者に変わったりするので、そのあたりの情報の扱い方についてきちん

と研修等で慎重を期するシステムができているかどうかということです。 

そのあたりを十分に留意してください。 

□わかりました。 

■ミニレターの件ですが。 

私の所属する人権擁護委員も、ミニレターという法務局からの依頼でやっています。この取扱なんで 

すけれども、返事を返す時に親を避けたり、内容によっては非常に微妙な問題があって、本人は子ど 

もですから、先生にも知られたくないこととか、親にも知られたくないことが含まれる場合があって、 

私もよく回答を書くんですけれども。その場合直接本人に送り返したり、返答を繰り返ししたりする 

んですけども、ミニレターの扱いはどうされますか。同意があれば開示しますか。ミニレターの扱い 

については、何か特別の配慮を考えておられますか。 

□ミニレターは今後の展開で考えているのですが。基本本人の同意のある場合は、本人に返していくと

いう形を思っています。こどもさんからの親にも言わないで欲しいということでしたら、こどもさん

に直接返す形を考えています。その中でも生命身体、特に危険性のある場合は、教育委員会と連携を

しながら、学校とも対応をしていかないとと思っています。 

■できるだけ注意深くしていただかないと、こどもさんが書いてなくても知られたくないという場合も

あるので、厳重に注意していただきたいです。 

■質問させていただきます。今の質問事項に関連するんですけど、やはり虐待かどうかというのは、小 

さなこどもさんだったら、どうしてもお母さんとお父さんとこどもさんが一緒に面談するようになっ 

てくるんですよね、その時その時によって、こどもさんはこどもさん、御父兄は御父兄ってことで離 

して面談していただけたら、こどもさんもお父さんお母さんの顔色を見ずにお話もできると思うんで 

すね。また、お母さんお父さんもこどもさんがこう言っているんだ、ああそうだなって反省点ていう 

のにも繋がると思うんです。その点は考慮していただけたらと思います。 

□仰っておられることは、私たちが気にしないといけないことだと思っています。 

いじめからこどもを守る課は、相談室は一室しかないんですけども、人権の部署にも相談室を持って

いたりするので、こどもさんの話を聞くとき、保護者と話聞くときはわけて聞いていかないとと思っ

ています。まずこどもさんの気持ちを聞いていくことが大事かなと思っていますので、保護者だけで

はなく、こどもさんの意見も聞くような形で相談体制をやっていきたいと思っています。 

■よろしいですか。否定しているわけではないのですが、きつい言い方になりますけど、先ほどから聞

いていたら、「思っております。」非常に重要な情報を扱われるわけだから、誰が思っているのか、組

織としてそういう方向で検討しているのかとか、そういうことをきちっとして欲しいですね。各委員

から出された意見を組織として十分に順守するようにお願いしたいと思います。 

「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  特別定額給付金給付業務の開始について 

地域福祉政策課 

 

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

本案件は、特別定額給付金給付業務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６条

第３項第２号（センシティブ情報の収集の原則禁止）、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（センシティブ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、特別定額給付金給付業務において、電子計算機を利用した給付対象者の抽出、給付

システムの作成及び口座振込の依頼データ等を作成するとともに、DV 避難者等で住民票の住所と異な

る場所におられる方の情報を収集の上リスト化し、大阪府と情報共有するものです。 

事業概要は、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」において、新型インフルエンザ等対策特別措

置法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最大限削

減する必要があるとされ、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を

行うため、特別定額給付金の給付事業を行います。 

なお、当該事業実施にあたり、短期間に、全世帯を対象に申請書の送付を行う必要があるなど、膨大

な事務を正確かつ迅速に、また効率的に行ない、給付を円滑に実施するため、住民基本台帳から給付対

象者を抽出し、給付のためのシステムの作成を行うとともに、安全性等に鑑み受給権者名義の金融機関

の口座への振込を行うため、振込依頼データを作成し、りそな銀行に振込依頼を行います。 

また、DV 避難者等で住民票の住所と異なる場所におられる方の情報については、本市から大阪府に

対して提供するとともに、大阪府からも収集いたします。 

給付対象者は、基準日（令和２年４月 27 日）に、市区町村の住民基本台帳に記録されている者です。 

 受給権者は、給付対象者の属する世帯の世帯主です。 

 給付額は、給付対象者１人につき 10 万円です。 

 給付金の申請方法は、郵送申請方式、オンライン申請方式、ダウンロードによる申請方式です。 

情報の収集方法は、住民基本台帳、特別定額給付金申請書、特別定額給付金に係る配偶者からの暴力

を理由に避難している旨の申出書及び支給停止者リストです。 

処理の概要は、 

・郵送申請方式は、 

  ➀ 住民基本台帳からデータを抽出する。 

② 抽出したデータより、「定額給付金給付システム」（web システム）を業務委託により作成する。 

抽出データは web システムにおいて進捗管理する。 

③「定額給付金給付システム」により申請書を帳票出力し、郵送する。 

④ 受給権者から申請書（請求書）の提出を受ける。 

ＤＶ避難者等から申請書（請求書）及び申出書の提出を受ける。 

⑤ 申請後の審査を実施後、申請書（請求書）及び申出書を受理する。 

支給候補者リストデータを作成し、大阪府へ送付する。 

支給停止者リストデータを大阪府から受け取る。 

⑥ 各リストデータを確認のうえ、振込データを作成する。 

⑦ 不給付決定した申請者には、不給付通知書を郵送する。 

⑧ ⑥で作成されたデータ（暗号化機能付き USB）により、りそな銀行に口座振込事務を委託し、

申請者に振り込む。 

・オンライン申請方式 

➀ 住民基本台帳からデータを抽出する。 

② 抽出したデータより、「定額給付金給付システム」（web システム）を業務委託により作成する。

抽出データは web システムにおいて進捗管理する。 

③ 内閣府が運営する「マイナポータル」サイト内にある給付金用の申請ページから申請を受け付
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ける。 

④ 定額給付金給付システムの情報とオンライン申請時に入力された情報との照合を行う。 

⑤ 支給停止者リストデータを確認のうえ、振込データを作成する。 

⑥ 不給付決定した申請者には、不給付通知書を郵送する。 

⑦ ⑤で作成されたデータ（暗号化機能付き USB）により、りそな銀行に口座振込事務を委託し、

申請者に振り込む。 

・ダウンロードによる申請方式 

 ① 市ホームページより無地の申請書（請求書）をダウンロード。 

② 受給権者から手書き申請書（請求書）の提出を受ける。 

③ 手書き申請書をスキャナーで画像情報として読み取り、LGWAN 接続端末を用いて、民間事業

者が提供する LGWAN-ASP サーバへ市からアップロードする。 

 LGWAN-APS での AI 技術により文字を認識、データ化してファイルを作成。 

 データ化されたファイルを市によりダウンロードを行い、データ化された情報と手書き申請書

を比較して誤認識部分を修正し、データを整えシステムに取り込む。 

④ DV 避難者等から申請書（請求書）及び申出書の提出を受ける。 

⑤ 審査を実施後、申請書（請求書）及び申出書を受理する。 

支給候補者リストデータを作成し、大阪府へ送付する。 

支給停止者リストデータを大阪府から受け取る。 

⑥ 各リストデータを確認のうえ、振込データを作成する。 

⑦ 不給付決定した申請者には、不給付通知書を郵送する。 

⑧ ⑥で作成されたデータ（暗号化機能付き USB）により、りそな銀行に口座振込事務を委託し、

申請者に振り込む。 

収集する個人情報は、 

➀ 住民基本台帳 

氏名、カナ、（外国人の場合）通称名、（外国人の場合）通称名カナ、性別、生年月日、郵便番号、 

住所、宛名番号、世帯番号、日本人・外国人の別、国籍、住民日・住定日、（外国人の場合）在留期間、  

住民でなくなった日、異動事由、住所履歴、世帯ごとの氏名・カナ・生年月日・性別・住所・続柄、 

転出先住所、DV 等による住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置に関する情報 

② 申請書 

申請日、世帯主（申請・受給者）の氏名・フリガナ・現住所・生年月日・電話番号、扶養者等の氏 

名・続柄・生年月日、振込先の金融機関名・支店名・分類（普通、当座）・口座番号・口座名義・フリ 

ガナ、代理人の氏名・フリガナ・申請者との関係・生年月日・住所・電話番号 

③ 申出書 

申出日、申出者の氏名・フリガナ・生年月日・住所・電話番号、同伴者の氏名・フリガナ・生年月 

日・住所、配偶者からの暴力を理由に避難していることに関連して受けている措置等の種類 

④ その他（自治体等からの関係情報） 

配偶者からの暴力を理由とした方（及び同伴者）の避難関係者情報の氏名・フリガナ・性別・生年 

月日・連絡先等、配偶者暴力対応機関情報 

配偶者からの暴力を理由に避難していることに関連して受けている措置等の種類です。 

対象者数は、約 26 万６千人（約 12 万６千世帯）です。 

電子計算機の利用が必要な理由は、特別定額給付金の給付対象者が全市民であることから、申請、受

付、振込等の事務が膨大なものになるので、正確かつ迅速効率的に処理を行うために、電算の処理が不

可欠です。 

利用開始時期は、令和２年４月から令和２年９月末の予定です。 

セキュリティ対策は、サーバ及びクライアント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。 
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 暗号化機能付き USB は施錠できるところに保管し、担当者とりそな銀行の間で手渡しします。 

 暗号化機能付き USB のデータは処理後消去します。パソコン本体には、個人情報は保存しません。 

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。 

帳票類につきましても、施錠できるところに保管します。 

封入封かんにおいては、特に庁外においての作業となるため、運搬における注意義務として、複数の

社員にて運搬業務を行うこと、他所へ立ち寄らず運搬先に直行すること、交通事故等に遭遇の際におい

ては、必ず社員１名は申請書等の傍を離れることなく個人情報漏洩防止に努めることを契約に規定しま

す。また、社員の中に受託業務における個人情報保護管理責任者を置くものとします。 

パンチ入力業務については、入力媒体作成に必要なデータの引き渡し及び委託業務を本館１階市民ロ

ビーに特設したパンチ室において行うものとし、申請書とともに同室において納品を受けます。 

また、膨大な業務量を短期間に処理するため、申請の受付、申請書の内容確認及び本人確認、ファイ

リング、コールセンター業務、パンチ入力のデータチェック等について委託により対応します。その際、

作業従事者に事前に個人情報の保護の重要性を認識させ、個人情報の保護に関する関係法令を遵守する

契約を締結します。 

その他システム作成等委託契約におきましても、個人情報の保護に留意する旨規定し、その保護に厳

格に努めます。 

 

「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。 

■もう終わりましたか。 

□いえ。まだ８月 31 日まで申請の受付をしておりますので、受付も給付もしている最中です。 

■不給付の決定した申請者についてですが、妻にどこかに行かれた夫が受け取って、受け取った時に非

常に興奮されて、窓口にどういうことだという風に情報を探りに来られるという可能性が非常に高い

と思うんですけども、その時の対処とかは考慮されていますか。 

□申請ですね。例えば DV で旦那さんと奥さんとこどもさんがおられる世帯がございまして、奥さんと

こどもさんが DV 被害にあわれて逃げられている方、その時にですね、旦那さんが世帯主ということ

で世帯分として申請された場合を例にとりますと、こちらとしましては、大阪府を通じて DV で避難

されている方がおられるので、この方に対しては不支給の処置をしてくださいという通知がやってま

いります。それに基づきまして、この方に対して、３人の申請で上がってきた場合、この世帯主の方

に対しては支給、奥さんとこどもさんに関しては不支給ということをさせていただきます。その時に

不支給の理由としまして、他の申請書で既に支給決定がされているため、ということでお返しさせて

いただいております。これまでほとんどの場合、なぜそういう決定になるのかというお問い合わせは

ございませんでした。ただ、来られた時にどういう風にするかということは、こちらの方で特設のコ

ールセンターもございますし、それから１階で受付の窓口もしております。事務局は６階ございます。

万一こう言ったケースに対して不支給の決定を出した、もしこういう風にお問い合わせがあった時に

は、既に他の申請書で決定されているので、２回お支払いはできないということになってございます、

とまずは最初にお答えをする。それで納得されない方がもしおられた場合は、市の職員が折り返し連

絡させていただいて、説明を詳しくさせていただくという風な取扱をさせていただいております。そ

こまで至ったケースはこれまでございませんでした。ただ、そのお問い合わせがあるということは想

定しておりまして、その時には最初に DV ですね、とかいうそういう話ではなくて、他の申請書で決

定があって２回はできないんですっていう説明から入らせていただくということです。 

■市の職員は避難した人の移転先とか隠れているところの住所はわかるのか。わからないようにされて

いるのか。 
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□大阪府からは、対象者を示されているだけで、どちらの施設におられるとかどちらの市の方に居所が

あるとかどちらの市で申請があったとかそういった情報は一切流れてきません。こちらといたしまし

ても、知らない情報ということでございますので、ご案内の方では大阪府の方から他の申請書が出て

いるのでそちらで給付決定になったとそういう答えしかできない、我々も知りませんのでということ

になります。 

■わかりました。よくそれが問題になって、市の職員から漏れたので、逮捕になったケースもあったの 

 でちょっとそれが心配になって。 

■よろしいですね。ありがとうございました。 

 

「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  令和２年度八尾市子育て世帯への臨時特別給付金支給事業について 

                               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。） 

本案件は、令和２年度八尾市子育て世帯への臨時特別給付金支給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８条第１項（電子計算機処理の制限）の規定に該当するものです。 

諮問する事項は、令和２年度八尾市子育て世帯への臨時特別給付金の支給について、電子計算機処理

を開始するものです。 

事業の概要は、令和２年４月 20 日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」に 

おいて、「子育て世帯に関しては、児童手当を受給する世帯に対し、その対象児童一人あたり１万円を

上乗せする臨時特別の給付金を支給する。」こととされ、本市におきましても、「令和２年度八尾市子

育て世帯への臨時特別給付金支給事業実施要綱」を制定しました。 

児童手当は、公務員でない世帯には居住する市町村より、公務員に対しては勤務先より支払われます

が、今回の臨時特別給付金については、公務員に対しても居住する市町村より支払われることとなるた

め、新たに給付金システムを構築し、その事務処理を行います。 

情報の収集方法は、申請書により収集します。 

個人情報の利用項目は、氏名、性別、生年月日・年齢、住所、電話番号、口座情報です。 

給付対象者は、令和２年４月分の児童手当法による児童手当の受給者です。 

基準日は、令和２年３月 31 日です。 

給付額は、対象児童一人につき１万円です。 

対象者数は、約 20,000 人、うち公務員は 1,500 人の見込です。 

処理方法は、対象者から申請書等の提出を受けて、給付金システムにおいて、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。 

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２年５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ー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、指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。 

システム開発・封入封緘業務委託業者においても、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。 

■これも始まっているんですよね。 

□はい。 

■もう終りに近いんですか。 

□申請の期限が９月末になっておりますので、まだ申請は受け付けています。公務員分については９月

30 日を期限として受付しておりますので、引き続き申請書の方は届いているという状態です。 

■よろしいですね。ありがとうございました。 

「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  ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業について 

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。） 

本案件は、ひとり親世帯臨時特別給付金支給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３項第２号（センシティブ情報の収集の原則的禁止）、同条第４項第５号（収集の制限）、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）及び同条第２項第２号

（センシティブ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、ひとり親世帯臨時特別給付金の支給等に関し、児童扶養手当システム及び福祉医療

システムを利用し、個人情報を収集すること、また必要に応じて他の官公庁に受給資格情報や支給実績

情報を情報提供すること、及び生活保護情報等のセンシティブ情報を収集し、電子計算機処理を行うた

めです。 

事業の概要は、国において新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所

得のひとり親世帯については、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより特に大きな困難が心

身等に生じていることを踏まえ、こうした世帯を支援するため、ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業

を実施することとされました。 

これを受け、本市でもひとり親世帯臨時特別給付金支給事業を実施するにあたり、給付金システムを

構築し、その事務処理を行います。 

情報の収集方法は、申請書、児童扶養手当システム及びその支給事務において保有している情報及び

福祉医療システム及びその助成事務で保有している情報により収集します。 

 また追加給付については、生活保護の被保護者が支給対象とならないことから、生活保護システムに

より照合します。 

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、ひとり親家庭医療費助成事務において保有する情報、生活保護受

給に関する情報です。 

基本給付対象者は、 

①令和２年６月分の児童扶養手当の支給を受けている者 

②公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない者 

③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が、児童扶養手当の対象と 

なる水準に下がった者等 

追加給付対象者は、上記①又は②に該当する者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家

計が急変し、収入が減少した者です。 

給付額は、基本給付は、１世帯５万円、第２子以降１人につき３万円で、追加給付は、１世帯５万

円です。 

対象者数は、約 3,740 人の見込みです。 

処理方法は、児童扶養手当受給者に対する基本給付は申請不要で、既存の児童扶養手当システムよ

り支給対象者情報を抽出し、個別通知を発送、受給拒否の申出がないものについて、児童扶養手当口

座へ基本給付を支給します。 

また、児童扶養手当受給者以外の基本給付及び追加給付は、対象者から申請書等の提出を受けて、

給付金システムにおいて、資格情報を入力、審査、通知書の出力、支給処理等を行います。 

また、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。 

電子計算機処理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２年７月３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ーには担当者以外は操作できない
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よう ID 及びパスワードを設定し、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、不要になった書類は裁断破棄し、焼

却処分します。 

 また、委託業者には、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。 

■これも先ほどと同様に、新型コロナの影響による特別措置ですね。これも始まったんですね。 

□こちらは今から始めるというタイミングでございまして、受付自体は８月３日より翌年２月末の期間

で事業を実施する予定になっております。 

■よろしいですか。ありがとうございました。 

 

「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 新型コロナウイルス感染症対策事務の開始について                

保健予防課 

 

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

本案件は、新型コロナウイルス感染症対策事務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）の規定に該当するものです。 

諮問する事項は、新型コロナウイルス感染症対策事務を開始するにあたり、厚生労働省において開発・

導入された新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム（HER-SYS）を新たに利用するた

めです。 

事務の概要は、保健所では、新型コロナウイルス感染症対策に関して、患者や濃厚接触者の情報把握

や検査実施の調整のほか、医療機関からの届出、患者等の健康観察状況の実施、国・府への各種報告等

による業務量が増加しており、感染症対策に係る体制整備が喫緊の課題となっております。 

新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム（HER-SYS）は、今後の新型コロナウイル

ス感染拡大に対応するため、効率的に患者等に関する情報を収集し、本市内外の関係者との情報共有の

迅速化、保健所の業務負担を軽減し、患者等への対応力向上を図るものです。 

情報の収集方法は、本人、家族、勤務先、関係機関からの聞き取り及び入力された情報です。 

個人情報の利用項目は、氏名、性別、生年月日、連絡先、同居者情報、基礎疾患、検査記録、接触者

情報などです。 

対象者及び件数等は新たな感染疑い者の想定件数、年 6,000 人です。 

処理方法は、厚生労働省が保健所に ID を発行後、保健所が HER－SYS 上でユーザ ID の発行を行

い、管内医療機関にシステム利用権限を付与します。 

帰国者接触者外来においては、PCR 検査等実施時に基本的事項を入力し、その際、患者に健康観察情

報を入力するためのスマホ ID が生成されます。 

検査結果の判明後、結果内容を帰国者接触者外来にて入力。陽性の場合は、保健所において、家族や

関係機関に連絡を取り、濃厚接触者を特定し、基本情報を入力後、濃厚接触者に対してスマホ ID が生

成されます。 

スマホ ID を濃厚接触者に伝達し、濃厚接触者にて、体温等の健康観察情報を入力していただきます。

患者については、症状により、自宅療養者、宿泊療養、入院となります。自宅療養者及び宿泊療養者に

ついては、患者にスマホ ID を伝達し、患者にて体温等の健康観察情報を入力していただきます。 

自宅療養者は保健所が、宿泊療養者は保健所または都道府県等の宿泊療養担当職員が、入力情報を確

認し、未入力の場合や症状に変化がある場合、患者等に連絡し結果を入力します。入院の場合は、医療

機関において、初診日等の医療連携情報を入力します。 

自宅療養・宿泊療養の解除基準、退院基準を満たした場合、その旨入力します。 

利用開始時期は、令和２年８月１日です。 

セキュリティ対策は、システム利用をするにあたり、システム利用統括責任者、利用者認証実施者、

システム利用管理者、システム利用者を設定し、権限のない職員がアクセスできないよう権限設定を行

います。また、システム利用者ごとの ID、パスワードによる従事者制限に加え、ログイン時にはワンタ

イムパスワードを発行し２段階認証を行います。 

また、業務端末については鍵付きロッカーで執務時間外は施錠保管を徹底し、出力帳票や媒体等も、

鍵付きのロッカーで施錠保管し、不要になった出力帳票はシュレッダーで裁断破棄するなど、個人情報

について厳重に管理運営します。 
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「審議の要点・審議会の意見等」 

委員の質問・意見及び実施機関の回答（■：委員 □：実施機関 ▲：事務局） 

 

■各所管課から、何か補足説明がありますか。 

□特にございません。 

■新型コロナに関連して感染者情報を収集するということですね。根拠法令としては、感染症予防法等

法令に基づいて収集をしているということですね。法令に基づいて個人情報の収集ということですね。

何を収集するのというと、104 ページの利用項目、氏名性別はいいですが、他別紙参照となっていま

すがこれは 123 ページですか。 

□そうですね。こちらは 123 ページの基本情報等に記載されている項目になります。 

■これらを収集・保管をすると言うことですね。なぜ法令に基づいて収集・保管できるのに諮問してい

るのは、電算処理をするからですね。 

□はいそうです。 

■よろしいですか。ありがとうございました。 

 

「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  画像保存通信システム(PACS)の導入について 

                                       保健予防課 

 

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

結核接触者健康診断関係事務及び結核患者登録者の管理事務への画像保存通信システム（PACS）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、八尾市保健所内のエックス線装置のシステム更新に伴い、画像保存通信システム

（PACS）を導入し、エックス線画像をフィルムからデジタルデータへ移行するためです。 

事案の概要は、結核接触者健康診断関係事務は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す

る法律第 17 条に基づく、結核のまん延を防止するため、結核にかかっていると疑いのある者に対し、

健康診断を受けさせる勧告をするものです。 

 また、結核患者登録者の管理事務は、感染症法第 53 条の 12 から 15 に基づく、結核患者として届出

があった場合、結核登録票を備え、また、結核回復者に関する事項も記録するものです。 

結核の発病の有無又は、再発の有無を胸部エックス線撮影を用いて確認しております。 

今年度エックス線装置一式を更新することに伴い、画像保存通信システム（PACS）を導入し、撮影

された画像について読影・保管等の管理をフィルムからデジタルデータへ移行しサーバに保存致します。 

また、撮影した画像については、5 年間保存し、保存年限を過ぎたフィルムについては、焼却処分し

ておりましたが、デジタルデータについてはサーバに 5 年間保存し、保存年限を過ぎたデータについて

は、削除致します。 

利用項目は、識別番号、氏名、性別、生年月日・年齢、住所、国籍・本籍、電話番号、家庭状況、居

住状況、職業・職歴、病歴・健康状態、エックス線画像です。 

対象者及び件数等は、令和元年度実績で、結核にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者が、

108 名で、結核の治療が終了している者が、92 名です。 

電子計算機の利用が必要な理由は、今回のエックス線装置一式の更新に伴い、エックス線画像をデー

タで管理し、フィルムレスでの運用に切り替えるためです。 

利用開始時期は、令和２年 10 月１日の予定です。 

セキュリティ対策は、サーバ及びクライアント端末については保健所内の操作室及び診察室に設置し、

保健所には機械警備を導入しております。サーバについては鍵のかかる操作室に設置し、インターネッ

トには接続できないネットワーク上で操作室に設置しているサーバと診察室のクライアント端末を接

続します。 

クライアント端末については鍵のかかる診察室内に設置し、執務時間外は施錠保管を徹底し、また端

末のログイン時に ID 及びパスワードを要求し、制限をかけます。 

 

「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。 

■結核予防のためのレントゲン撮影は昔からやっていて、今回はデジタル処理をすると、デジタルとい

うことは電算処理にあたると、そこで当審議会に諮問したということですか。 

□その通りです。 

■このデータを病院等の外部の組織に提供することはないのでしょうか。 

□保健所内で検診を行いまして、疑わしい患者様については結核病床を持っているような専門医療機関

に移送するかたちになっています。その際に、紹介状と保健所で撮ったエックス線写真で、今までは

フィルムを紹介状と一緒に患者様本人にお渡しして、これを持って病院に行ってくださいと医療機関
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におつなぎしていたのが、フィルムからデータを落とした CD-ROM に変わってそれを患者さんに直

接手渡して医療機関に受診してくださいという形になっています。ですので、撮った画像を本人に渡

すということになっています。 

■よろしいですか。ありがとうございました。 

 

「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  ロタウイルスワクチンの予防接種情報について 

               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。） 

ロタウイルスワクチンの予防接種情報を健康管理システムで管理する件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、予防接種法施行令が令和２年１月 17 日に改正され、令和２年 10 月１日施行により

ロタウイルスワクチンが定期接種とされることに伴い、現在の健康管理システムの中で管理している予

防接種台帳に当該ワクチンの接種情報を追加し、接種履歴管理を行うためです。 

事案の概要は、予防接種履歴の管理については、予防接種法第５条第１項の規定に基づく定期予防接

種に係る内容について予防接種台帳を作成し管理・保存することとなっています。 

また、予防接種台帳については、未接種者の把握等に有効活用するため、電子的な管理を行うことが

望ましいとされています。 

そのため、八尾市においても、平成 18 年度より健康管理システムで定期接種データを管理しており、

今回定期接種として追加されるワクチンについても同様の対応を行うものです。 

情報の収集方法は、予防接種希望者及び医師が記載した予診票、並びに住民基本台帳のデータより収

集します。 

個人情報の利用項目は、接種ワクチン名、接種者氏名、生年月日、性別、住所、接種日、実施医療機

関、接種回数、接種量、ワクチン製造番号です。 

対象者及び対象者数は、資料１のとおりです。 

電子計算機の利用が必要な理由は、当該事務についてはすでに電子計算機による処理を行っており、

多数の対象者の情報等を管理し、総合的に健（検）診結果や予防接種履歴を把握し、より適正かつ有効

な保健事業を実施するためには、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。 

利用開始時期は、令和２年 10 月１日を予定しています。 

セキュリティ対策は、個人情報が保存されているサーバについては、保健センター執務室内の施錠で 

きる場所に設置し、操作端末については鍵付きロッカーで執務時間外は施錠保管を徹底するなど、セキ

ュリティ対策を徹底します。 

なお、操作端末については、個人ごとに静脈認証やパスワードによる従事者制限を行い、出力帳票は、

鍵付きのロッカーで施錠保管し、不要になった出力帳票はシュレッダーで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。 

□特にございません。 

■なぜここに諮問事項として出てきたのかというと、これまで予防接種情報は電算処理していたけれど

も、この予防接種の中で今回ロタウイルスワクチンという新たな予防接収ワクチンが追加されたと。

この当該ワクチンに係る予防接種情報も従来の予防接種情報に追加して電算処理するということで

すね。 

■資料１を見ると、それ以前は経口投与されていたということで、以降を経口投与を受けた者とみなし

て経口投与を行うと書かれているんですけれども、経口投与の情報も今回の情報に入って来るのです

か。 

□予防接種は経口摂取のものと、皮下筋肉注射という種類がありまして、今委員が仰っていただいたの

はその他の部分の記載のところで、現状こちらは任意接種というかたちで各小児科さん等でも実施さ

れているもので、接種すべき適正な期間というのが生後６週からとなりますので、実際に制度は 10 月

１日からとはなっておりますけれども、それ以前に保護者のご判断で経口投与を摂取される方もおら
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れる場合があります。そういった方には 10 月以降の制度施行前に接種されておりますけれども、今

回は２回３回接種ということが必要ですので１回目はご自身で受けに来られますけども、２回目３回

目は定期接種として扱うという意味でのその他の記載にはなっているということです。 

■それも今回のデータに含まれるという理解でよろしいですか。 

□実際は接種を 10 月１日以降の分のみがデータとして記録されます。 

■よろしいでしょうか。結構です。 

 

「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  八尾市中古住宅流通促進補助金及び八尾市同居支援補助金の交付事務について 

               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。） 

八尾市中古住宅流通促進補助金及び八尾市同居支援補助金の交付事務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、八尾市中古住宅流通促進補助金及び八尾市同居支援補助金交付事務の開始にあたり、

電子計算機処理が必要となるためです。 

事務の概要は、八尾市中古住宅流通促進補助金の交付は、空家等対策の推進に関する特別措置法第４ 

条、八尾市空家等の適正管理に関する条例第６条第２項及び八尾市空家等対策計画に基づく対策とし

て、若者や新婚、子育て世帯などの支援を行うことで、若年世帯の市外からの転入、定住を促すととも

に管理不良状態の空家等の減少及び発生の抑制を図ることを目的とします 

また、八尾市同居支援補助金の交付は、空家等対策の推進に関する特別措置法第４条、八尾市空家等

の適正管理に関する条例第６条第２項及び八尾市空家等対策計画に基づく対策として、子世帯と親世帯

が市内で同居するために行うリフォーム工事費用の一部を補助することにより、定住促進及び地域社会

の活性化につなげ、もって新たな空家の発生を抑制することを目的とします。 

個人情報の収集方法は本人及び本人の同意の上で、納税課及び市民課より収集します。 

個人情報の利用項目は、申請者世帯の住所、氏名、生年月日、電話番号、続柄、税情報、戸籍情報、婚

姻等届出日、出産予定日、親世帯の続柄、戸籍情報、税情報、物件の物件の所在地、権利関係、物件概

要です。 

対象者及び件数等は、八尾市中古住宅流通促進補助金が年間約 15 件、八尾市同居支援補助金が年間 

約５件です。 

処理方法は、資料 1、処理方法フロー図のとおりです。 

電子計算機利用が必要な理由は、補助金の交付対象者の管理のためです。 

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、保管方法については、電子データはネットワークや他の機器に接続せず、単独

で動作する環境でのみ使用し、紙媒体の資料については、施錠可能なキャビネットにて保管します。不

要になった出力帳票は焼却処分するなど、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 ▲：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。 

■扱う個人情報は 146 ページに記載されているこの個人情報ですね。この個人情報に本人と本人の同意

のうえで、納税課及び市民課より収集すると、これを電算処理するということで諮問が出てきたわけ

ですね。電算処理の理由として 146 ページの補助金の交付対象者の管理のためと書いてありますが、

これは目的であって、必要性ではないんです。否定しているわけでないんですけど。 

年間の処理件数それぞれ 15 件と５件になっているんですけど、電算処理が必要ということを教えて

いただければと。 

□今回は 10 月１日より開始の制度でございますので、一定予算措置としてこの件数を上げさせていた

だいてます。今後 10 月１日以降、数多くの申請が出てくるということも考えられます。資料にござ

います 148 ぺージにございますフラット 35 がございますが、我々この補助金を交付いたします。そ

の交付された住民の方が住宅ローンを組むにあたってこのフラット 35 というのを使う住宅ローンの

金融商品になっております。使うというのは我々の補助金が出るということで、フラット 35 の金利

が 5 年間 0.25％の引き下げ、金利優遇を受けれるというメリットがございます。ですので、八尾市と
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住宅金融支援機構が協定、連携をしまして、事業の効果を高めるということをするのですけど、相手

方の金融支援機構の規定で５年間は居住の確認を市町村でとるという決まりがございます。単年でお

金を出せば終わりというわけではなく、その後５年間の居住確認を取っていかなければいけないので、

５年間の累積データが少なくとも必要となりますので、そのあたりの事務効率を考えました。 

先ほど申し上げました今後件数が増やしていきたいという点と、少なくとも５年間は追いかけないと

いけないという以上２点より電算処理による効率的な運用が必要と考えますのでご理解いただけれ

ばと思います。 

■よろしいでしょうか。結構です。 

 

「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  病診薬連携システムにおけるオプション機能の導入について 

                                       企画運営課 

 

「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、八尾市立病院・診療所・薬局連携ネットワークシステムにおけるオプション機能の導入に

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）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、患者サービスの向上及び地域医療連携の強化を目的として、平成 24 年度から運用

しております八尾市立病院・診療所・薬局連携ネットワークシステムのオプション機能を用いて、地域

の医療・介護機関から患者の自宅での様子や医師等への相談の書き込みを可能とするため、諮問するも

のです。 

事業の概要は、従来より、医療機関においては、より適切な医療の提供を行なうことを目的として、

必要に応じて他の医療機関との連携を図り、紙媒体や口頭での患者情報の提供や他の医療機関の医師等

へ指導・助言を求めたりすることが日常的に行われており、八尾市立病院においても同様に行われてい

ます。 

医療機能の分化により、地域の医療や介護との連携強化が求められております。多くの医療・介護施

設での情報共有にタブレット端末が用いられていることにより、従来の紙媒体等を中心とした方法に加

えて、電子媒体による情報共有サービスを実現するものです。 

既に、八尾市立病院では、平成 24 年度中より病診薬連携システムを導入し、地域医療サービスの向

上に努めてまいりました。 

当オプション機能を活用することで、医療・介護者からの医療相談が可能になるとともに、患者の自

宅での画像や動画を確認することで、在宅での医療をサポートすることが可能になります。また、入院

中の患者に対して、医療者間で本機能を利用し、カンファレンスや薬等の情報を共有することで適切な

対応を図ることが可能となります。 

情報の提供方法は、病診薬連携システムの利用者へは、接続端末機の認証のための外部データ中継サ

ーバを経由し、仮想専用回線とデータの暗号化によってセキュリティを確保し、院内設置 web サーバへ

の接続による情報提供を実現します。 

対象者及び件数は、 

ア 地域の医師等に対して 

八尾市立病院受診患者のうち、紹介及び逆紹介を行った患者 

紹介患者数  約 1,000 名／月（令和元年度中の１カ月平均） 

逆紹介患者数 約 1,472 名／月（令和元年度中の１カ月平均） 

イ 地域の薬局に対して 

外来処方せん発行者 枚数 約 9,509 枚／月（令和元年度中の１カ月平均） 

ウ 市立病院の医療者に対して 

八尾市立病院に入院する患者 約 10,354 名／月（令和元年度中の１カ月平均）                

病診薬連携システム利用者は、地域医師会の会員で八尾市立病院の登録医、地域歯科医師会の会員で

八尾市立病院の登録医、前２号に規定する者が施設管理者の場合、その施設に勤務する従業員、地域薬

剤師会の会員で八尾市立病院に登録された管理薬剤師、地域の訪問看護ステーション協議会等の会員で

八尾市立病院に登録された訪問看護ステーションの管理者、地域の介護保険事業者連絡協議会等の会員

で八尾市立病院に登録された包括支援センター及び居宅介護支援事業所の代表する者八尾市立病院に

勤務する者で、八尾市立病院病院長が特に認めた者です。 

記録項目は、資料４のとおりで変更ありません。 

処理方法は、使用するタブレット端末及びパソコンに専用のアプリケーションを導入し、セキュリテ

ィの確保されたネットワーク回線を利用して、八尾市立病院の従業員と情報共有を行う環境を構築しま
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す。 

なお、当オプションには、八尾市立病院と院外の端末利用者の間において、患者の写真や動画、生活情

報などの患者情報メッセージや医療・介護者間の等を送受する機能も備えています。また、本機能の活

用により、多職種間のスムーズな情報連携を行います。 

電子計算機の利用が必要な理由は、八尾市内の医療・介護機関と八尾市立病院との連携が強化され、

かかりつけ医、かかりつけ薬局の仕組みの浸透につながります。 

地域における医療・介護機関の医療相談や医療アドバイスを行うことが可能になります。 

患者の在宅上での状態を把握することができます。 

多くの地域医療を担う医師が利用することにより、地域医療サービスの向上に寄与します。 

急性期医療を担う八尾市立病院として、初期治療から急性期診療、リハビリを経て慢性期診療までの

診療サイクルの中で継続した診療を提供することができるようになります。 

院外処方を発行する八尾市立病院では、投薬の安全性向上のため、外来や入院中の薬の情報を薬剤師

と共有することで、副作用等の早期発見や危険な薬剤の飲み合わせなどの患者への医療リスクの軽減を

図り、安全で親切な診療を提供することが可能となります。 

電子計算機の処理形態の概要は、患者に紐づいた地域医療・介護のチームを作成し、患者の情報共有

を行えるようにします。 

医療・介護の現場で利用するタブレット端末を利用することで、生活の中での医療、介護の課題を共

有することができます。 

八尾市立病院と地域の医療・介護機関における共通の患者の診療計画情報を共有します。 

電子計算機による個人情報の処理の流れは、八尾市立病院の総合医療情報システムより、公開設定さ

れた患者情報の公開部分を連携専用院内サーバに SS-MIX 規格による掲載を行います。 

地域の医療機関からのアクセスについては、インターネット回線よりセキュリティを確保した 

IPsec-VPN または TSL を利用し、外部サーバに接続、外部サーバにて認証を受け、閲覧できる情 

報を特定された上で、連携専用院内サーバに接続し、患者情報を参照します。 

院外からの掲示板等への書き込みは、外部サーバを経由して、連携専用院内サーバに保存されます。 

電子カルテサーバ等のデータ更新を行うことはできません。 

利用開始時期は、令和２年９月を予定しています。 

セキュリティ対策は、連携システム利用者、公開期間、公開範囲を最小限とすることでリスクを抑え

ます。 

Saas 型で外部サーバを利用するため、地域医療機関と外部サーバ間はインターネット網での接続

となりますが、「厚生労働省 安全管理ガイドライン」が推奨する IPsec-VPN または TSL 技術によ

り暗号化いたします。外部サーバと八尾市立病院の間は IP-VPN とし、インターネットを利用しない

閉域網での接続となります。 

  地域医療機関からネットワークを通して提供される患者情報は、既に設置している連携専用院内サ

ーバにのみ保存することとし、院内の他のサーバへの外部からの直接的な接続を行わないことで、情

報の改ざん防止をはじめ、個人情報保護を図ります。 

  閲覧者を認証する外部サーバ、地域医療機関のタブレット端末及びパソコンには診療情報を保存し

ません。 

  また、地域医療機関に対しては、接続のための ID 及びパスワードを発行し、利用者を制限し安全

対策を行ないます。なお、ID 及びパスワードは定期的に変更を行うこととします。 

「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。 

□特にございません。 

■取り扱う個人情報は、従来と変更はないということでよろしいですね。 

□変更ございません。 
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■電算処理をする個人情報についても変更はない。電算処理の仕方が変わってくるということですね。 

□オプションを追加することで、今まではノートパソコンでやり取りをしている情報だけだったんです

けども、タブレットを許可することで患者情報共有する部分は変わらないんですけど、やり方が変わ

ります。 

■どこがどう変わるんですか。特に 161 から 162 ページかけて医療介護者からの当オプションを活用

することでとありますが、医療・介護者からの医療相談などありますが例をあげて説明していただけ

ますか。 

□今までのシステムでいきますと、ノートパソコンかデスクトップのパソコン内で情報のやり取りをし

ている状況だったので、医療とか介護の現場というのは在宅に行かれる患者さんもいられる、その患

者さんのベットサイドや在宅の所に行くのにデスクトップのパソコンは持って行けないので今回は

タブレット端末を許可することで、在宅の患者さんのベットサイドとか居宅のところに行きまして、

その人の例えば褥瘡とかリハビリの状況とかを画像で撮ってカルテの方に送るというような仕組み

を今回追加するということになります。在宅における患者さんの状況とかを把握したうえで、例えば

急性期をみなせる当院の方に受け入れできるかどうかという判断とか、医者同士のこういう状況なの

でうちの病院で診てもらえるかどうか判断にも使えるような仕組みを今回導入するということです。 

■わかりました。他にご質問ありますか。 

▲本日欠席されている久保委員からご意見がありますので事務局から紹介させていただきます。 

「本件には直接関係ありませんが、災害発生時の復旧や代替施設での活動に向けてどのような対策を

されているかが気になりました。」ということでございます。 

■久保委員は欠席ですけどお願いします。 

□災害時の対応についてご質問いただいていると思いますがそれに関して説明をいたします。災害時に 

 関しましては普通の規約でいきますと個人情報保護条例の範囲内で結構セキュリティが高い状態で

アクセスしているんですけど、大規模災害等が発生した場合は、当院が定めております規約の 16 条

の第３項にその規約 173 ページにその規約の条文がありますので、そちらを参照していただければと

思いますが、大規模災害が発生した場合は患者の生命および身体に対する現在の危機を避けるためや

むを得ない場合はシステム管理者は利用者に通知することなく病診薬連携システムを利用するにあ

たりに特別の措置をとることができると定めさせていただいておりまして、緊急の時は薬の情報とか

過去のどこにかかっているかという情報を当院の管理責任者の責任の下、公開することが可能だとい

うような対策を取らしていただいている状況でございます。 

■基本的な質問なんですけど、各病院とか薬局が自分らの患者の ID も持っててその ID をぱっと入れ

てその情報を取るという流れなんですかね。ID の管理というのは薬剤師なりそれぞれどういう風に

保管をしていくのか。特に病院はたくさんの ID を持つと思うんですけど、その保管はちゃんとしな

いと漏れてしまうと全体的に多数の患者の情報が漏洩してしまうと思うんですけど、その管理方法は

何らかの注意とかシステム的にあるんですか、八尾市として。  

□患者の ID の管理とセキュリティに関してのご質問だと思います。まずここにこのシステムを使える

患者さんというのは当院にかかっておられる患者さんということで、当院の ID 番号が振られている

患者さんに限定をしていることがまず一つです。他の病院さんのとか薬局は ID は持っておられない

と思うんですけど病院さんが持っている ID に関しましてはそちらの病院さんで患者さんの同意を取

って患者さんの情報を公開していいよっていう情報の下、こちらの当院の ID と先方の ID を紐づけ

るという作業を行います。そちらの情報に関しましては当院の電子カルテサーバの中に関連情報を持

ってましてそこからはアクセスできないような情報となっています。見るときに中のサーバ、当院の

中のサーバの内部処理として関連した情報が紐づけられて外に見れるようになるんですけれども ID

自体は先方の ID しか情報は流さないことでセキュリティを担保しています。大丈夫かなと思います。 

■結構です。ありがとうございました。 

「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  AI を用いた音声認識技術による窓口対応及び会議の議事録作成等システムの利用について 

               行政改革課 

 

「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、AI を用いた音声認識技術による窓口対応及び会議の議事録作成等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６条第４項第５号（収集の制限）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、本市における各種庁内の会議での議事録作成及び窓口対応等において、AI を用いた

音声認識技術による音声情報のテキスト化を行うシステムを利用するためです。 

事業概要及び処理方法は、窓口対応での対応において、耳の不自由な方等への各種制度説明等におい

て、筆談であったり手話通訳者を通じての対応をしておりますが、パソコンにインストールされた AI

を用いた音声認識技術システムを用いることで、職員が話す言葉を高い精度でリアルタイムで文字に起

こし、モニターに表記することができ、窓口に訪れられた方に、分かりやすくより多くの情報が伝えら

れます。また、講演や研修等における講師が話す内容をリアルタイムで大きなモニターに映し出すこと

で、同様の効果を生み出します。また、その他の利用場面として、表記された文言を電子データのテキ

ストとしても抽出可能であり、一部会議での議事録作成の用途としても活用します。 

情報の収集等は、窓口対応は、窓口対応でのコミュニケーションの最中での取得で、会議での議事録

作成は、会議のための情報収集はなく、会議に関連する事務において収集された個人情報です。 

個人情報の利用項目は、窓口等での対応事務または会議の中での個人情報です。 

   利用開始時期は、令和２年９月頃の予定です。 

セキュリティ対策は、使用端末については、起動時に ID・パスワードにより使用制限を行うととも

に、端末機使用後はロッカー等に施錠保管します。生成テキストデータについては、不要となり次第削

除します。  

 

「審議の要点・審議会の意見等」 

委員の質問・意見及び実施機関の回答（■：委員 □：実施機関 ▲：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。 

■会議録を作るときにこれまでのように昔はテープ起こしをしていたんですけど今はテープはないと

いうことで。やらなくても AI がある程度まとめてくれるんですよね。 

□その通りです。パソコンに入ったソフトでもって音声の情報を認識しまして文字を起こすということ

です。 

■もう一つ、窓口にいらっしゃった方で耳の不自由な方の解説をしてもらえますか。 

□イメージとしましては、窓口に来られた方が、耳が不自由な方でありますと、例えば制度説明するに

あたったり、書面等でまずは色んなリーフレットで案内すると思うんですけど、なかなか一般の色ん

な方ですねリーフレットだけではわからないところがあって、職員の口頭での説明を受けてなるほど

ということになると思います。喋った内容がここにある文字として出てくることで耳の不自由な方耳

ではなく目で職員が何を言っているのかが認識できる口頭のレベルの説明を目で追って確認できる

そういったことで利便性が高まるのではないかと考えております。  

■ありがとうございます。この諮問案件として出てきた理由の一つとしてデータ処理をする。収集の制

限とはなんですか。条例６条第４項第５号が書かれてあるんですが。 

□説明のなかで、窓口等とかですねお話をする中で例えば A さんという方が来られた時に、A さんの 

場合は生年月日はいつですよねっていうことをそういったかたちで情報を収集するというところで

含めて対象ということで書かせていただいてます。 

■もっと入れておけばよかったですね。センシティブ情報もあるし、隣のなんとかさんがとかあります  
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し、色んなものも出てくるし、そういうのも含めてですね。 

□窓口での職員からの説明ではそういったことは出なくて、お話されている方があるかなと。 

■相談者の方からの内容が何とかさんの話ですかとかねそこで入ってしますということです。便利な世 

の中になりましたということです。 

よろしいでしょうか。結構です。 

 

「結論」 

諮問事項 10 について、審議会は承認する。 
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特定個人情報保護評価の概要 

「諮問案件 11」と「報告案件１」について、併せて全体的な説明をさせていただきます。 

201 ﾍﾟｰｼﾞの「特定個人情報保護評価の概要」をご覧ください。 

特定個人情報保護評価について、簡単に説明させていただきます。特定個人情報保護評価は、特定個

人情報（マイナンバーをその内容に含む個人情報）の制度上の保護措置の一つであり、「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」（いわゆる番号法）において、特定個人情報

ファイルを保有しようとする地方自治体等に実施が義務付けられています。 

 個人番号（マイナンバー）を利用する事務ごとに、特定個人情報ファイルの保有による個人のプライ

バシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリ

スクを分析し、そのリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを、特定個人情報保護評価書にお

いて宣言（公表）するものです。 

評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務となります。 

 この評価は５年ごとに実施する必要があり、前回から５年が経過したため、今年度改めて評価を行っ

たものです。 

ページの右側をご覧ください。この評価は、特定個人情報の対象となる人数等により、基礎項目評

価、重点項目評価、全項目評価の３種類ございます。特定個人情報の対象人数が３０万人以上となる

事務については、個人情報が流出したときの影響が特に大きいことから、基礎項目評価に加えて全項

目評価を実施し、評価書の公表前に広く市民の意見を求めるともに、市の第三者機関（この審議会の

ことでございますが）による点検を受けることが義務づけされております。 

八尾市で全項目評価を実施した事務は２件で、今日の審議会に、諮問させていただきました。 

 

報告事項１に記載させていただいております、基礎項目評価のみのもの３３件と基礎項目評価に加

えて重点項目評価を行ったもの４件については、審議会による点検を受けることを義務付けられてお

りませんが、全項目評価と同様に今回再評価を行いましたので、報告させていただくことといたしま

した。これらすべての事務につきましても、前回の評価から５年間、重大事故の発生もなく、リスク

対策においても５年前と同様に問題ない旨の評価となっております。 

 

なお、報告案件につきましては、資料が膨大となりますことから、報告書のみの添付とさせていた

だいております。各事務の基礎項目評価書等につきましては、こちらのファイルに綴っており、後

日、情報公開室に配架する予定でございます。もし良ければ、審議会終了後にご確認いただくこと

も、個別に郵送させていただくことも可能でございます。 

 

それでは、これから諮問案件の説明に入らせていただきますが、特にローマ数字の３「リスク対

策」の部分をご確認いただきながら、お聞きください。「住民基本台帳に関する事務」は 286 ﾍﾟｰｼﾞか

ら、「個人市府民税の賦課事務」は 384 ﾍﾟｰｼﾞのところからになります。各所属がファイルごとに想定

されるリスクに対して評価を実施し、すべての項目で「リスク対策ができている」との自己評価とな

っております。 
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諮問事項 11 特定個人情報保護評価書 住民基本台帳に関する事務           

市民課 

 

 今回諮問事項としている住民基本台帳に関する事務に置きましては、経常的に取り扱う対象者数が 30

万人を超えるため、特定個人情報保護評価に関する規則第 15 条及びそれに付随する特定個人情報保護

評価指針に基づき、特定個人情報保護評価書、全自交評価書の点検につきまして諮問いたすもので、担

当課は人権文化ふれあい部市民課です。 

 提出書類といたしましては、特定個人情報保護評価（全事項評価書）及び添付資料といたしましては、

基礎項目評価書となっております。 

 今回は、再評価の実施後、令和２年５月 22 日～６月 23 日に特定個人情報保護評価書、全項目評価書

案につきましてパブリックコメントを実施いたしましたが、市民からのご意見はございませんでした。 

 続きまして、205 ページをご覧ください。事務の内容ですが、住民基本台帳は住民基本台帳法に基づ

き作成されるもので、特別区を含む市町村における住民の届出に関する事務の処理の基礎となるもので

す。また、同法に基づいて住民基本台帳のネットワーク化を図り、全国共通の本人確認システム（住民

基本台帳ネットワークシステム）と都道府県と共同して構築しています。 

 関連システムといたしまして、既存住民基本台帳システム、住民基本台帳ネットワークシステム、番

号連携サーバ、共通基盤システム、証明書自動交付システム、中間サーバの６システムがございます。 

 特定個人情報ファイルの概要は、205～206 ページのとおりです。 

 主なリスク対策についてですが、まずとくてい 個人上違法の保管につきましては、セキュリティゲ

ートにて入退室管理、こちらはサーバ室への入室権限を持つ物を限定し、入退室管理カードによりサー

バ室に入退室する者が権限を有することを確認するなどの管理を行っております。これらの管理を行っ

ているサーバ室に設置したサーバ内に、特定個人情報を保管しています。また、システム使用者の管理

につきましては、システムを利用する必要がある職員を特定するとともに、利用可能な機能を制限した

権限付与を行ったうえで、ユーザ ID とパスワード等による認証を行っています。 

 委託先への対応についてですが、委託先の社会的信用と能力を確認し選定するとともに、個人情報保

護に関する規定や体制の整備、人的安全管理措置、技術的安全管理措置について確認しています。委託

契約書においては、以下の軸を明記し、遵守させることで、個人情報の保護を図っています。個人情報

の保護、業務従事者名簿の事前提出、再委託の制限、再委託する場合は事前承認が必要となっておりま

す。また、目的外利用の禁止、知り得た秘密の遺漏の禁止、情報の目的外使用及び第三者への提供の禁

止、情報の複写・複製の禁止。必要に応じ、業務の処理状況について調査し、報告を求めることができ

ることができることを明記しております。また、その他の対策といたしまして、情報システムセキュリ

ティ規則及び情報システムセキュリティ対策基準に基づきままして、特手個人情報保護ファイルの取り

扱いにについて適切な措置が講じられているか内部監査を行っております。 

 

「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） 

 

■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。 

■パブリックコメントはやったのですね、事務局。 

▲やっております。 

■市民の方に聞いてみようと思いまして、せっかくいらっしゃるので。 

▲５月 22 日から６月 23 日までご意見は無いということで伺っております。 

■よろしいでしょうか。点検したけども異常は認められなかったということで。結構です。 
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諮問事項 11 特定個人情報保護評価書 個人市・府民税の賦課事務                       

市民税課 

 本件は、「住民基本台帳に関する事務」と同様に、番号法に基づく特定個人情報保護評価書、全項目評

価書の点検につきまして諮問するもので、担当課は財政部市民税課でございます。 

 諮問する事項は個人市・府民税の賦課事務における特定個人情報保護評価書、全項目評価書案の点検

でございます。 

 326 ページをご覧ください。１の評価書の概要についてですが、事務の内容は地方税、その他の地方

税に関する法律及びこれらに基づく条例のうち、個人市・府民税の賦課に関する業務となっております。 

 また、関連システムにつきましては、個人市・府民税システム・審査システム・これは eLTAX とい

う税のものになります。また、番号連携サーバー、共通基盤システム、中間サーバーの５システムとな

ります。 

２の特定個人情報ファイルの概要については、326～327 ページのとおりです。 

 主なリスク対策ですが、特定個人情報の保管といたしまして、これは市民課のものと同じような内容

となっておりますので省略させていただきます。 

 

「審議の要点・審議会の意見等」 

委員の質問・意見及び実施機関の回答（■：委員 □：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。 

■パブリックコメントはやったのですね、事務局。 

▲やっております。 

■市民の方に聞いてみようと思いまして、せっかくいらっしゃるので。 

▲５月 22 日から６月 23 日までご意見は無いということで伺っております。 

■よろしいでしょうか。点検したけども異常は認められなかったということで。結構です。 
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報告事項１  

特定個人情報保護評価書 被災者台帳の作成に関する事務                           危機管理課 

特定個人情報保護評価書 職員以外への報酬等の支払いに係る源泉徴収に関する事務         人事課   

特定個人情報保護評価書 軽自動車税の賦課事務                                   市民税課 

特定個人情報保護評価書 固定資産税の賦課事務                                   資産税課 

特定個人情報保護評価書 市税の収納に関する事務                                 納税課 

特定個人情報保護評価書 国民年金事務                                        市民課 

特定個人情報保護評価書 年金生活者支援給付金支給事務                               市民課 

特定個人情報保護評価書 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給受付事務        地域福祉政策課 

特定個人情報保護評価書 生活保護支給事務                                  生活福祉課 

特定個人情報保護評価書 介護保険に関する事務                                 高齢介護課  

特定個人情報保護評価書 障がい児通所支援事務                                障害福祉課  

特定個人情報保護評価書 身体障がい者手帳の交付事務                           障害福祉課  

特定個人情報保護評価書 精神障がい者保健福祉手帳の交付事務                      障害福祉課  

特定個人情報保護評価書 特別障がい者手当の支給事務                            障害福祉課 

特定個人情報保護評価書 障がい児福祉手当の支給事務                            障害福祉課  

特定個人情報保護評価書 自立支援医療費(精神通院)の支給事務                      障害福祉課  

特定個人情報保護評価書 自立支援医療費(更生医療)の給付事務                      障害福祉課 

特定個人情報保護評価書 自立支援医療費(育成医療)の給付事務                       障害福祉課 

特定個人情報保護評価書 介護給付費・訓練等給付費の支給事務                      障害福祉課 

特定個人情報保護評価書 補装具費支給事務                                  障害福祉課 

特定個人情報保護評価書 地域生活支援事業事務                                 障害福祉課 

特定個人情報保護評価書 日常生活用具支給事務                                 障害福祉課 

特定個人情報保護評価書 障害者医療費公費負担制度に関する事務                     障害福祉課 

特定個人情報保護評価書 予防接種に関する事務                                健康推進課 

特定個人情報保護評価書 母子保健事業に関する事務                               健康推進課 

特定個人情報保護評価書 健康増進事業に関する事務                               健康推進課 

特定個人情報保護評価書 後期高齢者医療事務                                  健康保険課 

特定個人情報保護評価書 児童扶養手当支給事務                               こども政策課 

特定個人情報保護評価書 特別児童扶養手当支給事務                            こども政策課 

特定個人情報保護評価書 児童手当又は特例給付の支給に関する事務                 こども政策課 

特定個人情報保護評価書 ひとり親家庭医療費公費負担制度に関する事務             こども政策課 

特定個人情報保護評価書 子ども医療費公費負担制度に関する事務                   こども政策課 

特定個人情報保護評価書 保育の実施、保育所保育料の徴収事務                     子育て支援課 

特定個人情報保護評価書 教育・保育施設入所(入園)に係る事務                     子育て支援課 

特定個人情報保護評価書 市営住宅(公営住宅)管理事務                           住宅管理課 

特定個人情報保護評価書 市営住宅(改良住宅)管理事務                            住宅管理課 
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報告事項２ 国民健康保険特定個人情報保護評価の実施について 

       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、国民健康保険法の一部改正に伴い、オンライン資格確認の全国一律の導入が法定化されま

した。オンライン資格確認とは、保険医療機関等において提示された個人番号カード（マイナンバーカ

ード）または、保険証をもとにオンラインで被保険者資格等を確認するものです。このオンライン資格

確認の導入によって、医療保険事務の円滑化が期待できます。なお、保険医療機関等において実際にオ

ンライン資格確認が開始されるのは令和３年３月を予定しています。 

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。 

今般のオンライン資格確認の導入は、「重要な変更」に該当するとされています。また特定個人情報

保護評価（基礎項目評価）の再評価の実施時期について、システムがパッケージソフトの場合、その改

修版パッケージソフトを適用する前までに特定個人情報保護評価を実施する必要があるとされており、

情報集約システム及び国保市町村事務処理標準システムについては９月頃に改修版アプリケーション

の適用が予定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。 

なお本市における国保市町村事務処理標準システムへの正式移行は令和３年１月４日を予定してお

ります。オンライン資格確認の導入については、詳細が判明次第、個人情報保護審議会にて諮問させて

いただく予定です。 

事業概要は、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資格管理・保険料賦課に関する事務 

個人情報の利用項目は、 

【既存の連携項目】 

被保険者記号・番号、世帯番号、宛名番号、生年月日、性別、氏名、続柄、 

郵便番号、住所、電話番号、世帯区分、所得区分、個人番号（マイナンバー）、市町村被保険者 ID、 

世帯異動履歴、資格得喪履歴、個人異動履歴、被保証等履歴、各種証履歴、高額該当区分 

【新規の連携項目】 

新たに採番した枝番（個人を識別する２桁の番号）、カナ氏名、独自氏名、性別裏面ありの情報、自己 

情報提供停止フラグ、特定疾病療養受領証の有効終了年月日 

対象者・件数は、国民健康保険被保険者 約６万人 

電子計算機処理が必要な理由は、これまでと変更はなく、国保情報集約システムと自庁システムとの

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洩するリスク

を回避できるためです。 

利用時期は、運用・連携テストは令和２年９月以降で、国保市町村事務処理標準システムへの正式移

行 令和３年１月４日です。 

セキュリティ対策は、これまでと変更はありません。  

 

「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） 

■担当課として追加、修正すべき点ございますか。 

□特にございません。 

■結構です。ありがとうございます。 

「結論」 

報告事項２について、審議会への報告は終了。 



30 

報告事項３ 会計年度任用職員申込登録事務について 

       人事課・企画運営課・経営総務課・総務人事課 

 

「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、平成 29 年に地方公務員法、地方自治法が改正され、特別職非常勤職員の任用及び臨時的

任用を厳格化するとともに、会計年度任用職員制度を導入することで任用と給付についての規定が整備

されました。これまでの嘱託員、非常勤嘱託職員、臨時的任用職員が令和２年４月１日より会計年度任

用職員に移行しているため、前回報告した事務名称を変更しました。 

なお、市立病院事務局 企画運営課にあっては、総務部 人事課と同様に取り扱っておりましたが、

今般の規定整備に伴い、新たに個人情報取扱事務開始届を提出させていただくものです。 

事業概要は、会計年度任用職員として雇用を希望する方に、履歴書を提出してもらい、所管の希望す

る条件に合った方を選考し、各所管課へ配属します。 

個人情報の利用項目は、氏名、住所、生年月日、電話番号です。 

対象者・件数は、会計年度任用職員として雇用を希望する方で、令和元年度実績として、総務部人事

課が 668 件、市立病院事務局企画運営課が 93 件、水道局経営総務課は０件、教育委員会事務局総務人

事課が 244 件です。 

セキュリティ対策は、提出された履歴書は鍵のかかるキャビネットで保管しています。履歴書は１年

間保管し、その後、焼却廃棄・溶解廃棄します。 

 

「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） 

 

■担当課として追加、修正すべき点ございますか。 

□特にございません。 

■法令の改正によって会計年度任用度職員という制度、臨時的任用で半年で延長で１年まで原則でこれ

が会計年度でいけるという、36～37 ページ変更届会計年度の登録事務について教えてください。 

□37 ページにおきましては市立病院に事務局、これまで同じような扱いで事務を取り扱かっておりま

したが、こちらの届出を実際していなかったので、今回新たに開始の届をださせていただきました。 

残る水道局と人事課の方ではこれまでに同じ届をだしていましたので事務名所のみ変更させていだ

きます。 

■結構です。ありがとうございました。 

 

「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 八尾市空家等所有者特定調査業務について 

       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、本市職員が行っている空家等の所有者を特定する事務の一部を委託することとなったため、

八尾市個人情報保護条例第５条第２項の規定により、報告します。 

事業概要は、本市では、空家等対策の推進に関する特別措置法及び八尾市空家等の適正管理に関する

条例に基づき、管理不良状態にある空家等の所有者等を調査し、指導等を通じて空家等が適切に管理さ

れるように取り組んでおりますが、所有者等の調査においては、相続登記がされておらず相続人が多数

存在する等の理由により、所有者の特定が難航する場合があります。 

そのような案件について、法律や空家問題に詳しい専門家（弁護士、司法書士等）に調査を委託し、

所有者等の特定及び法的見地からの助言を得ることで、難航している空家等の問題の解決を図るもので

す。 

個人情報の利用項目は、住民票情報、戸籍情報、固定資産税情報です。 

対象者・件数は、年間約５件です。 

電子計算機処理が必要な理由は、所有者等の特定に難航する案件に関しては、相続人の確認作業が複

雑かつ多岐にわたるものとなるため、相続関係図の作成や、委託先との情報のやり取りを電子データ化

することで、処理誤りの危険性の軽減及び今後さらに複雑化するおそれのある相続関係の調査時間の短

縮が期待できるためです。 

処理形態は、Excel、Word 等にて作成します。 

委託開始時期は、令和２年８月です。 

セキュリティ対策は、電子データ及び紙媒体の受け渡しに関しては、セキュリティ便又は手渡しにて

行います。また、保管方法については、電子データはネットワークや他の機器に接続せず、単独で動作

する環境に保管し、紙媒体の資料については、施錠可能なキャビネットにて保管し、不要になった書類

はシュレッダーにて裁断破棄します。 

 

「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） 

 

■担当課として追加、修正すべき点ございますか。 

□特にございません。 

■空家調査ってほんとに家がそのままで存在してて中が空家っていうのと、空家の状態でつぶれかかっ

ているところもありますよね、これは教育委員にもお願いしたんですけど、こどもの通学路にそうい

うお家があるんですよね、そういうのはどういう風に考えておられるのかなと思いまして、このよう

に司法書士の方とかで弁護士の方でお話がまとまっていくのでしょうか。 

□空家につきましては、平成 27 年施行の国の方での特別措置法できたんですけど、市町村も権限で指

導勧告等できるというかたちにはなったんですけど、空家問題は根本的には所有者が何とかするもの、

あくまで個人資産となっております。我々は地域の方々の情報を受けて適切に管理してくださいよと、

こういう状態ですよということでの指導をしていくという権限が市町村に与えられたということで、

まずは所有者の方がなんとかしていただかないというところは大前提です。行政は近隣の方が迷惑被

っているなでどうしよってことで相談を受けながら、所有者方々に対して一定の指導をさせていただ

くということにはなります。近年様々なかたちで市町村代執行であるとかゆう手立てはしているんで

すけど，そこになるまでには一定の期間これは本人に対する不利益の処分になりますので，一定の期

間を要するということはわかっていただきたい。まずは、所有者がなんとかしていただく。今回出さ

せていただいたのは所有者の特定が止まっているという部分に労力がかかっているので、弁護士であ

るとか司法書士のかたとかに業務として依頼しまして指導相手が誰なのか、今誰が法的に一番権利を
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持っているのか、誰がその空家を管理しているのか、そういうことを特定する業務を、我々自身がや

っている部分を、司法書士の弁護士に委託をするということです。 

■特にご意見ご質問等ございますか。結構です。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。 
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報告事項５ 宛名ラベル作成業務 

 

（１）八尾市図書カード配布事業について 

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、就学前児童（平成 26 年４月２日以降出生児）を対象とする八尾市図書カード配布事業を

実施する上で、対象在宅児童への送付用宛名入り送付文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、コロナウイルス感染症への緊急対策として、保護者による子どもたちへの読み聞かせ

やふれあいの一助となるよう、絵本等購入に対する支援として、図書カードを配布するものです。 

なお、大阪府の同趣旨の事業対象児を除く、就学前児童に配布します。 

緊急対策として５月 18 日開催の八尾市議会に第５号補正予算として提案し、可決されたものです。 

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、令和２年６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 26 年４月２日以降出生児のうち、就学前教育・保育施設に在籍していない児童、件数：約 4,600 人

です。 

電子計算機の利用が必要な理由は、閲覧用住民基本台帳から手作業により転記することは、膨大な時

間を必要とするとともに、転記誤りが発生するという問題点があります。そこで、電子計算機に記録さ

れている住民基本台帳を電算処理することにより、正確かつ迅速に対象者の抽出を行い、本調査業務の

効率的な実施を図るためです。 

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、対象在宅児童への送付用宛名入り送付文を出力します。 

利用時期は、令和２年６月２日です。 

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。アクセス制御として 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 ▲：事務局） 

 

■何か付け加える点ございますか。 

□ございません。 

■各委員何かございますか。いつもやってるものですね。じゃ結構です。 

 

「結論」 

報告事項５(１)について、審議会への報告は終了。 
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（２）一般廃棄物処理基本計画の策定に係る市民意識調査について 

   資源循環課 

 

「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、一般廃棄物処理基本計画（ごみ編）の策定に係る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、平成 24 年３月に策定した、一般廃棄物処理基本計画（ごみ編）の計画期間が令和２

年までであり、次期計画を策定するにあたり、八尾市廃棄物減量等推進審議会を開催します。 

市民の意向を反映した計画にするため、審議会における基礎資料としてごみ（資源）に対する関心や

満足度に関する意識を調査するものです。 

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 20 歳以上の男女 2,000 人、年代別構成比率による按分：

20 代・30 代・40 代・50 代・60 代・70 代以上となります。 

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２年７月から８月です。 

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 □：実施機関 ▲：事務局） 

 

■何か付け加える点ございますか。 

□ございません。 

■図書カードは終わっているんですね。 

□終わっています。 

■資源はこれからですね。 

□これからです。 

■よろしいですか。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 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 

 

「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。 

１件目の都市交通課が所管する施設名は近鉄山本駅東自転車駐車場で、指定管理者は株式会社駐輪サ

ービス、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。 

当施設は駅周辺の放置自転車等を防止することを目的に、有料で自転車及び原付バイクを駐車できる

場所をお貸しします定期（１ヶ月・３ヶ月）定期及び一時利用。令和２年９月受付分より、別紙資料の

とおりインターネットによる新規定期利用者の受付を行うため電子計算機処理を行います。個人情報の

利用項目は定期利用者の氏名、住所、電話番号、車両区分（自転車・バイク）、利用者区分（一般・学生・

減免）、バイクナンバーで、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、年 10 件程度です。 

セキュリティ対策につきましては、個人情報保護に係る法律及び市条例を遵守することを規定した基

本協定書を締結し、また指定管理者独自の個人情報保護規定を含め、個人情報の保護及び適正な管理に

努めます。 

２件目の都市交通課が所管する施設名は JR 久宝寺駅南自転車駐車場、指定管理者はミディ総合管理

株式会社、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。 

事業概要、個人情報の利用項目、利用項目変更の有無、対象者及び件数、漏えい事故の有無につきま

しては、１件目と同じです。 

セキュリティ対策につきまして、個人情報保護に係る法律及び市条例を遵守することを規定した基本

協定書を締結し、また、施設の情報機器等管理運営規定を定め、指定管理者独自の個人情報保護規定を

含め、個人情報の保護、及び適正な管理に努めます。 

データ管理 PC はパスワードにて従事者制限を行い、施錠できる管理人室にて管理し、夜間の無人時

には機械化警備を実施しています。 

 ３件目の住宅管理課が所管する施設名は八尾市営住宅（西郡、安中、萱振、大正）等で、指定管理者

は株式会社東急コミュニティー、指定期間は令和２年４月１日から令和７年３月 31 日となります。 

事業概要は、指定管理者は、八尾市営住宅及び共同施設、駐車場等の管理業務を行っており、市役所西

館１階の住宅管理課執務室内に事務所を設置し、以下の電子計算機処理を行います。 

①既存の住宅管理システムを使用し、市営住宅等の入居者管理、家賃算定及び減免措置、納付書発行等

を行います。②住宅管理システム用端末の記憶装置の空き領域を利用し、相談内容の管理及び入居者等

情報を含む簡易な事務文書（入居者あて連絡文書・記録等）の作成を行います。個人情報の利用項目は、

識別番号等、住所、氏名、性別、生年月日・年齢、国籍・本籍、電話番号、健康状態、傷病歴、障害の

程度、家族・親族、婚姻、学業・学歴、職業・職歴、財産・収入、公的扶助、意見・要望、相談内容、

個人番号です。利用項目変更は無しです。対象者及び件数は、尾市営住宅、店舗の入居者（同居人含む） 

約 3,000 名です。漏えい事故は無しです。セキュリティ対策は、住宅管理システム用端末は、市役所西

館１階の住宅管理課執務室内に設置し、ＩＤ及びパスワードで従事者制限を行います。個人情報を含む

書類・物品（出力帳票や口座振替で使用する記憶媒体等）は施錠保管し、不要になったものはシュレッ

ダー等により再生不能な状態にしたうえで破棄します。本市の個人情報保護関係規定及び情報システム

セキュリティ関係規定に基づき、個人情報保護の管理を徹底しています。なお、指定管理者は個人情報

保護及び情報システムセキュリティ対策に関する規程等を設けており、徹底した管理体制を整備してい

ます。 

４件目の生涯学習スポーツ課が所管する施設名は八尾市生涯学習センターで、指定管理者は 

八尾かがやき未来プロジェクト、指定期間は令和２年４月１日から令和７年３月 31 日となります。 
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事業概要、指定管理者による、生涯学習施設の維持管理の他、施設を利用した生涯学習の振興を行い、

施設の予約や利用料金の収納に関する業務を行います。個人情報の利用項目は、氏名、性別、生年月日、

住所・郵便番号、電話番号、勤務先又は学校名、勤務先又は学校の所在地、勤務先又は学校の電話番号、

登録番号、利用団体名称、金融機関コード、店舗番号、口座種別、口座番号、口座名義人、入金番号、

暗証番号、パスワード、Ｅメールアドレスです。利用項目変更は無しです。対象者及び件数は、施設利

用者 80,830 人です。漏えい事故は無しです。セキュリティ対策は、データ管理は施錠できる保管庫に

収納します。指定管理者との間に締結した協定において、個人情報保護条例の遵守を明記するとともに、

仕様書において情報機器の取り扱いは、八尾市情報システムセキュリティ規則に準じて適切に措置する

よう求めています。 

以上各実施機関からの報告ではなく、事務局より一括のご報告とさせていただきます。 

 

「審議の要点・審議会の意見等」 

委員の質問・意見及び実施機関の回答（■：委員 □：実施機関 ▲：事務局） 

 

■何か付け加える点ございますか。 

□ございません。 

■都市交通課にお伺いします。２件の駐輪場の指定管理者制度を導入なさっているんですが、74 ページ

でいきますと、対象者及び件数が年間 10 件程度とはどういう意味ですか。 

□10 件というのは新規の申し込みをインターネットを利用して申し込んでいただくので、常に定期で

利用されてる方は情報とかは各駐輪場で持っているので年間新規でも仕込まれる方が 10 件程度だと

予定しております。  

■住宅管理課にお伺いします。八尾市の住宅入居者が 3,000 人というのは新規ではなくて現在入居なさ

っている方がということですか。 

□その通りです。 

■もう一つお伺いしたいのは、全部共通するんですけども、セキュリティ対策のところで、それぞれ１ 

番のとこで、適正な管理に努めると指定管理者が言っているのか。それから二段目のところには、実 

施しているとあります。これは努めるとかこの表現は指定管理者が努めていますということを表現し 

ているのですか。 

□個人情報に関しては、基本協定書でその個人情報に遵守してくださいというかたちでお願いをしてい 

るのと、また別に指定管理業者の方でも会社として個人情報保護規定を作っていただいていますので、 

そちらも守っていいただくというかたちで努めていきますという表現になっています。 

■４番目生涯スポーツ課です。システムセキュリティ規則に準じて適切に措置するよう求めているとい

うのは、これは。 

□私共の方から指定管理者の方に求めていくといくかたちです。 

■対策のところで、各担当課が指定管理者についてモニタリングしたところが杜撰だったのでちゃんと

やるように求めているということなのかわかりにくかったです。セキュリティ対策のところで、各所

管課が出ていらっしゃっているわけだから、監督者の立場として各指定管理者がきちっとやっている

がどうかを書いていただきたかったです。そういう表現にしていただきたかったということです。人

によって取り方の問題もありますけども。今後お願いいたます。 

結構です。ありがとうございました。 

 

「結論」 

報告事項 6 について、審議会への報告は終了。 
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報告事項７ ふるさと納税申告特例申請書の誤発送について 

産業政策課 

 

概要は、令和２年６月 18 日付けにて本市のふるさと納税制度にあたる「がんばれ八尾応援寄付金」

の採納に伴う、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を含めた関係書類を誤送付するという事案が

発生しました。 

誤送付した書類及び記載されていた個人情報は、 

①寄附金税額控除に係る申告特例申請書 

（記載項目：住所・氏名・生年月日・性別・電話番号・寄附年月日・寄附金額） 

②寄附者への個人番号の提供の依頼書（記載項目：住所・氏名・生年月日） 

誤発送件数は、２件（２者間での封入誤り） 

経過は、令和２年６月 21 日（日）に寄附者より本市に対して、「寄附金税額控除に係る申告特例申請

書」について誤送付があった旨の指摘があり、翌 22 日(月)に状況確認をしたことにより判明しました。 

原因は、令和２年６月１日から６月 15 日までの間に、八尾河内音頭まつりの振興として「がんばれ

八尾応援寄附金」への寄附が２件あり、６月 18 日に寄附金税額控除の申請関係書類を作成し、それぞ

れ封入作業をする際に、一連書類の宛名の確認が不十分であり、封入誤りを見落としたまま発送してし

まったことが原因です。 

対応は、誤発送を行った２件の方に対してすでに連絡し、経緯についての説明と謝罪をするとともに

本来送付するべき書類の再発送手続きを行っているところです。今後、封入作業を行う際は、発送書類

と送付先のチェックリストを作成のうえ、複数の職員によるダブルチェックを徹底するように改め、個

人情報の厳重な取り扱いについて改めて再認識の上、適正な事務執行に取り組んでまいります。 

 

「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 □：実施機関 ▲：事務局） 

■誤発送というのは二者間それぞれのところへ、別のそれぞれ二人の物を送っているということですか、 

それとも両方別のほんとに違う人の物を送ったということですか。A さんと B さんがいて、A さんの 

物を B さんに送って、B さんの物を A さんに送ったということですね。 

□そうです。 

■ということは貰った方もわかっているということですね。 

□そうです。 

■中を開けて違うよってことですね。 

□今回２名の方の物を取り違えて送ってしまったのですけど、御一方は未開封なので、どなたの分かわ 

からない状況で終わっているんですけど、もう片方の方は開けられた際に自分の分じゃない分が入っ 

ているので、誤発送が発覚したということです。 


