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金谷会長 澤野副会長 久保委員 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９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】住 宅 政 策 課       中谷補佐  深江係長 

【諮問２】人 事 課       大嶋補佐  西野係長 

【諮問３】市 民 課       西野課長  表木参事 

【諮問４】地域福祉政策課       徳光補佐  辰馬係長 

【諮問５】地域福祉政策課       徳光補佐  辰馬係長 

【諮問６】障がい福祉課       高谷補佐  大西副主査 

【諮問７】環 境 保 全 課       西村課長  武藤補佐 上原係長 

【諮問８】学 務 給 食 課       南課長   吉﨑係長 西野主査 

【諮問９】市 政 情 報 課       鈴木室長 

【諮問 10】健 康 推 進 課        石垣室長  横山係長 

【諮問 11】健 康 推 進 課       石垣室長  横山係長 

【諮問 12】健 康 推 進 課       主井補佐  萩原副主査 

 

（報告案件） 

【報告１】健 康 推 進 課       主井補佐  萩原副主査 

【報告２】企 画 運 営 課       小枝参事  宮田補佐 

【報告３】予 防 課       仲川主任 

 

傍 聴 者 なし 

配

布

資

料 

事 前 審議会資料 

当 日 会議次第 審議会追加資料 個人情報保護事務の手引 

審議項目 

Ⅰ 諮問事項  

１ 八尾市提案型空家等利活用促進補助金の交付事務について 

２ 職員採用における WEB 試験の開始及び個人情報利用項目の追加について 

３ 住民異動届出に係る受付手法の一部変更について 

４ 断らない相談支援体制の充実事業について 

５ 権利擁護支援の地域連携ネットワークと中核機関の設置・運営開始について 

６ 八尾市地域生活支援拠点等整備事業の開始について 

７ 環境関係法令に基づく各種届出システムの公害苦情処理システムへの統合について 

８ 八尾市奨学生の選考に関する事務の変更及び個人情報利用項目の追加について 

９ 八尾市個人情報保護条例の逐条解説の改正について 

10 大阪大学・大阪がん循環器病予防センターとの共同研究事業に係る個人情報の外部提供の追加

について 

 11 科学研究費助成事業及び厚生労働科学研究に係る大阪大学への個人情報の外部提供について 

12 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種事業の開始について 



Ⅱ 報告事項 

 １ 「特定個人情報保護評価書」（基礎項目評価及び重点項目評価）の変更について 

２ 健康保険証等の確認方法の一部変更について 

３ 宛名ラベル作成業務 

・住宅用火災警報器の設置状況等調査 

 

Ⅲ その他事項 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



審議状況（審議経過） 

諮問事項１  八尾市提案型空家等利活用促進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。） 

本案件は、八尾市提案型空家等利活用促進補助金（以下「補助金」という。）の交付事務について、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）の規定により、次のとおり諮問します。 

諮問する事項は、補助金の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諮問するもの 

です。 

事務の概要は、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、第 13 条及び八尾市

空家等対策計画に基づく対策として、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。団体等が空家等を利活用するために取得する費用及びリフォーム工事費用の一部を補助するこ

とにより、定住促進及び地域活性化につなげます。 

情報の収集方法は、申請書類及び本人の同意の上で、納税課より収集します。 

個人情報の利用項目は、 

・申請者 

住所、氏名、電話番号、税情報 

・物件 

物件の所在地、権利関係、物件概要（建築年月日、耐震性、住宅売買契約書、住宅取得費用、        

工事請負契約書、リフォーム費用、リフォームの内容がわかる写真・図面等の書類、領収書）、 

居住者及び利用者がいない建築物であることを証する書類 

件数は、年間約１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。 

電子計算機の利用が必要な理由は、総合的な空き家対策に取り組む市町村に対し支援を行う国の補助

金制度「空き家対策総合支援事業」を活用するにあたり定期的に空家の活用状況を確認し記録する必要

があるため。 

利用開始時期は、令和３年７月（予定）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） 

■：担当課の方で追加すべき点等ございますか。 

□：ございません。 

■：各委員の方から何かご質問ございますか。 

私の方から 1点、個人情報についてですけれども、利用する個人情報、つまり本件については電算 

  処理をする個人情報ですが、1ページの下、(3)のところに記載されておりますが、申請者、これは 

補助金の申請をするわけですから、当然申請書に記載されているということですね。 

あと、物件の方ですね、次のページです。こちらの個人情報について説明いただけますか。 

□：今回の補助の対象の物件ということで、空き家を購入、取得される場合、及び空き家をリフォーム 

  活用するためにリフォームする費用に対する補助という形になってございますので、こちらに記載 

の所在地等々につきましては、申請書に記載という形ではなく、権利関係がわかるもの、例えば、 

売買契約書であったり、不動産の登記に関する書類といったもの諸々を添付していただいて申請い 

ただくがためにこういう書き方をさせていただいております。 

■：所有権者といった、個人情報の中でもすでに登記等で公にされてるものもあるんですけれども、契 

約書とか云々である、この個人情報は、申請者が市に提供するわけですか。 

□：そのとおりでございます。申請書に合わせて本人から徴収した上で添付、提出していただくという 



形になっております。 

■：はい了解です。他には、よろしいですか。よろしいですね。予定は 1件ですか。 

□：そのとおりでございます。 

■：はい結構です。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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



諮問事項２ 職員採用における WEB試験の開始及び個人情報利用項目の追加について 

                                        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、職員採用における WEB試験の開始及び個人情報利用項目の追加について、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）の規定により、次のとおり諮問します。 

諮問する事項は、職員採用試験事務について、新たにメールアドレスを追加するため及び職員採用管

理システムの導入及び新たにメールアドレスを取得するため、諮問するものです。 

事務の概要は、市職員を採用するための試験を実施するにあたり、受験希望者から郵送される申込書

を、市職員がエクセル等のソフトを用いて手入力で一覧を作成するなど、書類での管理や、手入力等の

作業で事務を実施しています。また、採用試験については、筆記試験や面接試験のたびに受験生に来庁

してもらうため、受験者同士や、市職員との接触機会があり、今般の新型コロナウイルス感染リスクの

高い場面が多数あります。 

こうした状況をふまえ、試験の申し込みを受験生が自分の端末からできるよう、また、受験者が集ま

ることなく、リモート環境にて受験できる WEB試験を利用するため、複数市で導入実績がある職員採用

管理システムを導入し、新たに受験者のメールアドレスを取得します。 

※府内導入市・・・寝屋川市、枚方市、守口市、大東市、東大阪市、藤井寺市、和泉市 

情報の収集方法は、受験者本人同意の上、収集します。 

 個人情報の利用項目は、受験番号、氏名、性別、生年月日、年齢、住所、電話番号、学歴、職歴、資 

格、賞罰、成績、評価、顔写真画像、メールアドレスです。 

 対象者及び件数等は、八尾市へ就職を希望する受験申込者 約 650 件（令和２年度受験者数 634 名） 

です。 

 処理方法は、【資料１】のとおりです。 

 電子計算機の利用が必要な理由は、受験者同士及び市職員との接触機会を最小限に抑え、感染症拡大 

防止を図るため及び、手作業による書類管理に係る事務量の軽減を図るため必要です。 

利用開始時期は、令和３年４月１日以降です。 

セキュリティ対策は、職員採用管理システムはインターネット回線を利用したクラウドサービスによ

るシステムです。受験者や人事課職員が採用管理システムへ接続する際は、専用の ID・パスワードによ

る認証が必要であり、全ての通信は高度な暗号化（TLS1.2）を行っています。 

また、職員採用管理システムのサーバーは国内のデータセンターに設置されており、日本データセン

ター協会が定める安全基準においても最高位であるティア４相当を満たしています。 

 受験者が入力した個人情報を用いた採用試験に関する事務は、すべて職員採用管理システム上で行い 

ます。人事課職員が職員採用管理システムにログインする場合は、人事課執務室で人事課の端末からの 

み行い、執務室外や使用端末からの利用を禁止します。 

採用試験が終了し、合格者への通知が終了した時点で、職員採用管理システムから必要情報を抽出し、 

データベース上に残る受験者情報を削除します。 

 

「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） 

■：何か追加、訂正すべき点等ございますか。 

□：特にございません。 

■：職員の採用試験をするにあたって特に WEB採用っていうか、要するに WEB面接やるために、必要だ 

からメールアドレスを、個人情報として収集しますよということなんですね。 

受験生の住所氏名等は、これまでも収集していたということで、併せて、メルアドを収集しますと、 

それだけの話ですか。 

□：はい。お見込みのとおりでございます。 

■：よろしいですか。はいじゃ結構です。 

 

「結論」 

諮問事項２について、審議会は承認する。 



諮問事項３ 住民異動届出に係る受付手法の一部変更について 

                                        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、住民異動届出に係る受付手法の一部変更について、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）の規定により、次のとおり諮問します。 

 諮問する事項は、 転入、転出、転居等の住民異動届出受付について、住民基本台帳システムに連動し

たタブレット端末を利用するため、諮問するものです。 

事務の概要は、新型コロナウイルス感染拡大防止策として、本庁舎１階及び出張所の待合いロビーで

の市民の滞留を解消するため、市民課及び出張所窓口での住民異動届出手続きにおいて、住民基本台帳

システムに連動したタブレット端末を利用して受付することで、申請書の作成にかかる負担の軽減や待

ち時間の短縮を図るものです。 

情報の収集方法は、住民基本台帳システムに連動したタブレット端末に、異動者の氏名、住所、生年

月日、性別（以下「４情報」という。）を反映させたうえで、届出者に新住所等の情報を入力してもらう

ことで収集します。 

個人情報の利用項目は、住民基本台帳法第７条に規定する項目【資料３】別紙のとおりです。 

対象者及び件数は、本市に転入する者、本市から転出する者、本市内で転居する者等（令和元年度実

績 19,382件）です。 

処理方法は、 

   ① 届出窓口で届出者の本人確認を行います。 

（代理の届出の場合は代理人の本人確認に加えて委任状の内容も確認します。） 

  ② 届出窓口の受付職員が異動者の４情報を住民基本台帳システムから呼び出します。  

  ③ 届出窓口の受付職員が呼び出した４情報をタブレット端末へ反映します。 

  ④ 届出者は、タブレット端末に反映された４情報を確認するとともに、異動日等を補記します。 

  ⑤ 届出者は、タブレット端末への異動者情報の入力後、署名を行い、異動届がタブレット端末上

で完成します。 

  ⑥ タブレット上の異動届は、住民基本台帳システムと連動させることで、住民基本台帳システ

ムの異動者情報が更新されます。 

  ⑦ 異動者情報が更新された内容で住民票の出力が可能となります。 

利用開始時期は、令和３年７月１日以降です。 

セキュリティ対策は、接続するネットワークは、住民基本台帳ネットワークシステムを利用し、専用

回線を使用することから、高度なセキュリティが確保されています。 

また、タブレット端末は、業務中はワイヤーで固定するとともに、業務終了後は施錠できるキャビネ

ット内に保管を行います。不要となった出力帳票はシュレッダーで裁断し、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） 

■：何か追加すべき点等ございますか。 

□：今の事務局からの説明に加えまして、1点補足をさせていただいてよろしいでしょうか。 

ただいま、事務局から説明しました処理内容は、市民の方が窓口に来ていただいた場合の流れです 

けれども、もう一つ、窓口にお越しになる前に、前もってスマホ等でご自身の住所や氏名などを入 

力しまして、スマホに保存して窓口にお持ちいただきますと、窓口でそれを読み取って、手続きが 

できますので、市民の方の待ち時間の短縮に繋がるというメリットがございます。 

具体的な手順といたしましては、WEB上の入力フォームに入力した内容が、QRコード化されま 

す。この QRコードを役所の窓口でご提示をいただきます。この WEB上のサーバは、国のセキュ 

リティ基準を満たし承認をされました安全性の極めて高いもので、入力された個人情報は一切保存 

をせず、また、市の方も個人情報を収集するものではございません。また、この QRコード自体も、 

役所窓口の機械でないと、個人情報の読み取りができないということになっております。以上でご 

ざいます。 



■：ありがとうございます。各委員の方から何かご質問ございますか。 

これまでは、基本的に窓口にやってきて、紙に記入して、それを提出していた。今後はそれを書か 

なくても、タブレットに情報入力すれば、それが本体のパソコンで処理されるということで、非常 

に便利になる。サインも同時に飛んでいくということで、そこが電算処理ということで、この諮問 

が出てきてるわけですか。 

どこがその電算処理の制限、これまで電算処理してなかったものを電算処理するというのは、サイ 

ンの点はよくわかるんですけれども、その他については、職員の方がいちいち入力しなくても、住 

民の方が直接入力していくということで、そこに違いがあるという理解でよろしいですか。 

□：21ページの資料 1の上の方で、従来の運用フローと、新しい運用フローを、お示しさせていただい 

ているところです。 

今までは、紙ベースで届出書を書いていただき、それをすべて窓口で受け付けし、ここの㋒に住記 

入力とあるんですけれども、職員がその紙を見ながら入力していたんですけれども、例えば市民さ 

んに書いていただいても、間違いがないかというのを、住基と確認しながら、チェックをしないと 

いけなかったんです。今回住基から市民さんの情報をタブレットに映し出すという形になりますの 

で、格段にチェックする手間と時間が削減されます。コロナ対策ということもありまして、今まで 

処理にかかっていた時間を、一定電算化というか自動化するところは自動化することによって、時 

間の短縮させていただくということが、趣旨になってます。 

ですので、㋓のところで、審査と書いてるんですけども、今まで平均 15分ぐらい、2人の職員がチ 

ェックしてたんですけれども、このシステムを入れることで、削減といいますか、簡略化されると 

いうところを期待しているところでございます。 

■：はいありがとうございます。要するに、これは電算処理していなかった個人情報を新たに電算処理 

することになりますよ、というよりは、電算処理するための何か手続きというか方法が変わります 

よっていうことでしょう。 

△：事務局としましては、住基システム自体はもうすでに導入されていて、電算化もされてるんですけ 

ども、その住基システムを修正するための異動届の手続き部分について、今回、電算処理の大きな 

変更ということで諮問をさせていただいてるということでございます。 

■：はい結構です。 

 

「結論」 

諮問事項３について、審議会は承認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



諮問事項４ 断らない相談支援体制の充実事業について 

                                     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、断らない相談支援体制の充実事業について、八尾市個人情報保護条例第８条第１項（電子

計算機処理の制限）及び第８条第２項第２号（センシティブ情報の電子計算機処理の制限）の規定によ

り、次のとおり諮問します。 

諮問する事項は、一つの支援機関では対応できない複合的な課題のあるケースについて、支援関係機

関で連携して対応する体制を構築するにあたり、つなげる支援室が主体となり情報共有するとともに、

支援経過を電子計算機により管理するため、諮問するものです。 

事務の概要は、介護、障がい、子育て、生活困窮などの複雑化・複合化した課題を抱えた世帯を関係

機関で連携して支えるために、総合調整機能を持つ「つなげる支援室」を設置し、関係機関の連携を強

化し、課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制をつくります。 

要援護者等が抱える課題の把握にあたっては、つなげる支援室に置くディレクターが、高齢分野、障

がい分野、保健・医療分野、こども分野の担当課に置くエリアディレクター（分野統括）から支援調整

依頼を受け付けます。受け付けた内容については、つなげる支援室が、各支援関係機関の果たすべき役

割についての調整を行うため、支援関係機関を招集し支援調整に係る会議を開催します。 

なお、当該会議については、支援関係機関との連携のもと、生活困窮者自立支援法第９条の規定に基

づく支援会議等を活用し、それぞれの法的根拠のもとに開催します。 

個人情報の収集方法は、相談担当課でのインテークもしくはアセスメント内容を共有します。 

個人情報の利用項目は、氏名、生年月日、性別、住所、連絡先、職業、職歴、世帯状況、経済状況、

身体状況、判断能力、福祉サービス利用状況、相談内容、相談経過です。 

対象者及び件数は、100/年（令和 3年度）です。 

電子計算機の利用が必要な理由は、要援護者等が抱える課題を把握し、支援関係機関において果たす

べき役割についての調整を行うとともに、定期的に支援の状況を把握し、支援内容の調整又は見直しを

行うにあたり、正確で適切なデータ管理と円滑な事務処理を行う必要があるためです。 

処理方法は、対応事例なんですけれども、高齢の親と働いていない独身の 50 代の子が同一世帯で生

活している世帯において、高齢の親の支援をしていた支援機関Ａが、支援の過程で 50 代の子の生活課

題を把握した。 

支援機関Ａは、高齢者支援の専門機関であるため、50代の子の支援については実施が困難であり、複

合課題を抱える世帯として、支援機関Ａのエリアディレクターが、つなげる支援室のディレクターへ相

談した。 

つなげる支援室のディレクターは、当該相談内容について、「相談者支援機関支援業務ツール」（生活

困窮者自立支援統計システム）へ入力し、必要な支援機関を検討、支援機関Ａ、支援機関Ｂ（障がい者

支援）、支援機関Ｃ（保健所）を招集し、支援調整に係る会議を開催した。会議において、各支援機関の

役割分担と支援方針を決定し、その経過について、「相談者支援機関支援業務ツール」に入力した。 

利用開始時期は、令和３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、使用するパソコンをスタンドアローン環

境で使用し、使用後は施錠保管を行うとともに、ID・パスワードによる従事者制限を行います。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） 

■：はい担当課の方で何か追加すべき点等ございますか。 

□：資料 32ページの別表 1 の仮、八尾市支援会議設置要綱というところについて、補足させていただ 

きたいと思います。 

本支援会議を、今年の 4月 1日付で立ち上げる予定としております。 

本市では、従前より生活困窮者自立支援に係る個別ケース会議について、原則本人同意のもと支援 



関係機関を招集し、実施して参りました。 

この度、つなげる支援室を設置し、断らない相談支援体制を充実させるにあたり、本支援会議を活 

用して、法的根拠のもと、支援調整に係るつなげる会議を開催していくため、本支援会議の要綱設 

置、明文化したところでございます。 

この支援会議は、生活困窮者自立支援法第 9条に基づく、会議の構成に対する守秘義務を設け、構 

成員同士が安心して、生活困窮者に関する情報の共有等を行うことを可能とすることにより、地域 

において関係機関等がそれぞれ把握している困窮が疑われるような、個々の事案の情報の共有や、 

地域における必要な支援体制の検討を円滑にするものとなっております。 

以上でございます。 

■：はい。ありがとうございます。 

概要はわかるんですが、28ページの (6)の処理方法で、対応事例って書いてありますけれども、想 

定されるケースということで、実際あった実例じゃないんですね。 

□：想定されるケース、でございます。 

■：いいんですよ。相談した、とか入力した、って全部過去になってるから、そういう実例があったの 

かなと思ったんです。それともう一つ、同じく 28ページの一番上、(2)個人情報の収集方法。 

センシティブ情報含めての情報収集するわけですが、どうやって収集するのかという方法について。 

相談担当課でのインテーク若しくはアセスメント内容を共有しますとは、インテークということは 

要するに秘匿情報ということですか。 

□：こちらにつきましては、まず各相談機関、障がいなり高齢なりで、しっかりと相談を受けとめ 

ていただいた中で、複合課題が出てきた場合については、それぞれエリアディレクターが、これは 

複合課題という判断をした場合については、つなげる支援室に調整会議、支援会議の、依頼を受け 

まして、つなげる支援室が関係機関の部署を集めまして、そこでどういった支援ができるかという、 

情報を共有することになります。なので、各関係機関がそれぞれ課題を把握した情報を共有するこ 

とが、この担当課でのインテークもしくはアセスメントの内容を共有しますということになってお 

ります。 

■：そういう意味。インテークとかね、アセスメント内容って、横文字なんで、はい。アセスメント内 

容って何でいろんな情報をどういうふうに評価したのかという。 

何々が必要であるいはこれ必要でないとかいろんな判断し、その判断内容とか評価内容を共有する 

ということですか。 

□：そういうことになります、はい。 

■：そういうことですね。はいどうぞ各委員のみなさん。 

■：この支援会議を活用するという言い方されてるんですけれども、例えば、生活困窮者の支援の課題 

なら、当然そういう会議をされるのわかるんですけれども、他の例えば虐待とかいじめとかそうい 

う問題がこの中に出てきたとなった時もこれを利用するという趣旨なんですか。そこまでは含まれ 

ないということなんですか。 

□：想定しておりますのが、生活困窮であったり、要保護児童対策地域協議会であったり地域ケア会議、  

高齢の分野では、地域ケア会議を使わせていただいたり、あるいは児童の関係の要保護児童対策協 

議会を活用させていただいたり、あるいは困窮、今困窮でなかったのであったとしても、例えばこ 

の事案が解決しなければ、困窮におそらく陥るであろうというところについては、国のガイドライ 

ンでも、困窮に陥る恐れがあるということで、この支援調整会議を開くことができるとなっており 

ますので、今のところはどれかの会議体を活用しながら、支援していきたいと考えております。 

■：気になったのは、困窮に繋がらない問題が出てきた時に、これに活用するとなってくると、枠を外 

れちゃうんじゃないかという危惧があるんです。 

そうなったときに、例えば、各関係機関にそういう話を、共有しておきたい大事なことなんだとい 

う状況に陥った場合に、やっぱりできないってことなるわけですか。あまりこれは困窮には関係な 

い話だからということで、今のガイドラインだと、何かそれに関わると言われたんですけれども、 

あまり関わってこないような話になってきた場合に、せっかくこういう制度を作られたならば、そ 

れを利用できるのか。 

□：今の段階では個々のケースは、なかなか想定が難しいところあるんですが、このどれかの会議体を 



使っていけるものであると想定しておるところです。 

ただ、全く当てはまらないというケースであれば、そこについては、例えば生命とか身体でどうし 

ても危機が及ぶ場合とか財産保護しないといけないという窮迫する場合がある場合については、何 

らかの形で支援っていうのは必要であるかなとは考えておりますがおそらく、この三つのどれかに 

今のところは当てはまるであろうとは考えております。 

■：私が思うには、今回電算処理だけの諮問になってるんですけれども、多分センシティブな情報も当 

然、障害の問題も出てくる。これはあなた方よりも事務局に伺いたい話なんですけれども、できれ 

ば、第６条とか第７条の収集とか、提供及びその辺の諮問もしておけば、非常に動きやすくなるの 

ではないか。 

例えば、電算は関係ないけれども、そのネットワークの中で話出てきたと。それをお互い共有する 

ために、それは自立支援と関係ないっていうことなると、動けなくなるので。できればそういう取 

り方もあるのかなと。電算処理だけの諮問でびっくりしています。その辺は事務局そういう考えは 

ないのかな。 

△：センシティブな情報については、各障がい担当や高齢担当といったところがすでにその情報を、法 

のもとに持っています。それをまとめるという観点でだけで、考えておりました。各課がセンシテ 

ィブ情報を収集するということではすでに、承認を受けている事務ばかりのものという認識でおり 

ましたので、今回はつけておりません。 

■：自立支援法は確かにそういう会議。情報収集、今調べたら出てるんですけれども、あくまでも自立 

支援を前提とした話なので、それ以外の問題に、例えばこのネットワークを利用、活用と書かれて 

いるので、利用するときに、そういう何かをとっておかれるという方法もあるのかなと。一意見と 

して検討していただければいいのかな、もったいないなと、これだけのシステム作られるのなら。 

□：今事務局の話ありましたように、介護保険法や児童福祉法や生活困窮者自立支援法、各それぞれの 

法律の中で守秘義務が課されていまして、それぞれの中で罰則規定もございます。そういった中の 

情報を、こちらの方は寄せ集めるというところで、各々の部分では、守秘義務がかかっているって 

いう現状でございます。ただ、今後進めていくにあたっては、どういった情報が、あるかってなか 

なか想定はできないんですけど、今のところはそういった形を考えております。 

■：はいその他各委員どうぞ。 

■：セキュリティ対策の部分読ませていただきまして、今回その収集した個人情報の入ったパソコンに 

ついては、つなげる支援室内の、執務室内に保管すると思うんですが、そうなってくるとスタンド 

アロンですので、支援機関からは閲覧できない。そうなってくると、必要に応じて出し入れすると 

感じてるんですけど、そういうことですか。 

□：セキュリティに関しましては、スタンドアロン方式を予定をしておりまして、外部との接続はあり 

ません。ですので、他の支援機関との情報共有につきましては、この会議体を活用して、必要な時 

にそのスタンドアロンからプリントするなりしてまた回収する、あるいは破棄する、という形でセ 

キュリティを担保していきたいと考えております。 

ただ、この 4月からスタートする事業ですので、今後進めていく中で、やはり支援機関同士でひょ 

っとしたら、情報の共有が必要であるとなれば、また個人情報保護審議会の方にかけさせていただ 

くなりして、例えばシステムを入れるであるとか、そういった形で、考えていきたいと思ってます。 

とりあえず今、スタートは、まずはスタンドアローン形式で、個人情報をしっかり守っていきたい  

と考えております。 

■：私は民生委員をしてるんですけれども、確かに今まで、子育ての相談でお話されてると、やはり生 

活困窮とかいろんな問題が出るんですね。そしてそういうときには、その課、課がみんな違うので、 

1から説明をしないと繋がらなかったので、このつなげる支援室っていうのは非常にありがたいと 

思います。そして、問題がある家庭、子どもさんは、長期間にわたる解決策が必要と思うんです。 

我々民生委員も守秘義務がありますので、その点はよくわかっております。でも途中で、今この件 

どうなってるんでしょうかっていう、問い合わせをした場合は、そちらの方でわかる範囲で教えて 

いただくことはできるんでしょうか。 

□：民生児童委員さんつきましては、支援調整会議のメンバーになりますし、要保護児童もそうですけ 

どメンバーになりますので、その辺りの経過といいますか、あるいはその守秘義務を課せられた中 



での情報共有っていうのは可能でございます。 

■：結構です。 

 

「結論」 

諮問事項４について、審議会は承認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



諮問事項５ 権利擁護支援の地域連携ネットワークと中核機関の設置・運営開始について 

                                     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、権利擁護支援の地域連携ネットワークと中核となる機関（以下、「中核機関」という。）の

設置・運営開始について、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取集の原

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算機処理の制限）の規定

により、次のとおり諮問します。 

諮問する事項は、成年後見制度の利用促進のため、地域連携ネットワークと中核機関を設置し、「権利

擁護に関する相談」業務等にかかる個人情報の取扱いについて、電子計算機処理の開始と併せて諮問す

るものです。 

事務の概要は、本市では、「成年後見制度の利用の促進に関する法律」（平成 28年法律第 29号）及び

法基本計画に基づき、八尾市成年後見制度利用促進計画（令和３年３月）を策定しました。 

地域連携ネットワークは、本人を後見人とともに支える「チーム」と法律・福祉の専門職団体や関係

機関がこれらのチームを支援する体制である「協議会」からなるもので、中核機関は、「協議会」の事務

局として、以下の機能を担うため、八尾市社会福祉協議会への委託を予定しています。 

広報機能：制度の周知・啓発に係るホームページやパンフレットの作成、出前講座や研修の実施 

相談機能：制度利用などに関する相談対応（電話・来所・訪問）、法律・福祉の専門職による専門相談

の実施、相談支援機関の後方支援 

利用促進機能：市民後見人の養成支援、日常生活自立支援事業などの他サービスから成年後見制度へ

のつなぎ 

後見人支援機能：親族後見人支援、「チーム」への専門職の派遣、市民後見人の活動支援   

  また、同事務の個人情報は、病歴等のセンシティブ情報を含むものとなります。 

情報の収集方法は、アセスメントシート、サポートチームへの専門職派遣依頼書、成年後見制度に関

する個別相談会連絡票、市民後見人養成講座オリエンテーション申込受付表により収集します。 

個人情報の利用項目は、氏名、生年月日、性別、住所、連絡先、職業、職歴、世帯状況、経済状況、

身体状況、判断能力、健康状態（病名・かかりつけ医）、福祉サービス利用状況、生活歴、相談内容、相

談経過、成年後見人等情報です。 

処理方法は、相談や情報提供を受けた職員等が聞き取った内容をアセスメントシート等に記入した後、

相談記録専用端末に入力・保存し、必要に応じて帳票を出力します。 

また、各種研修等における出席希望者について、受付簿の作成、講座期間中の連絡手段として、個人

情報を活用します。 

対象者及び件数は、権利擁護支援が必要な人やその家族、権利擁護支援の相談窓口、後見人 

  （参考）成年後見制度に係る潜在ニーズ数 17,130人（令和 2年 4月 1日現在） 

   65歳以上人口×認知症有病率 15％＋療育・精神手帳所持者合計 

電子計算機の利用が必要な理由は、包括的・継続的な支援に向け、正確で適切なデータ管理と円滑な

事務処理を行う必要があるため、電子計算機を利用します。 

利用開始時期は、令和３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、外部接続しないパソコンを使用し、使用

後は施錠保管行うとともに、ID、パスワードによる従事者制限を行います。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） 

■：何か追加すべき件ございますか。 

□：ありません。 

■：51ページの図は、成年後見制度の利用制度の利用促進で、その真ん中に二つの円があります。 



サポートチームのところに、本人って書いてありますけれども、この本人というのは、成年被後見 

人のことですね。この後見人がいて、ここで一生懸命頑張ってらっしゃると。こういういろんなサ 

ポートチームを支援するために、協議会を設けると、ここまで、これでいいですね。 

その協議会にはいろんな組織が参加するので、事務局が必要になるということで、この事務局を中 

核機関と呼ぶということでいいですか。 

この中核機関は本来、市がやるべきものだけれども、これを社協に委託するということですか。 

そうすると市の役割としては、この協議会の事務局ですね。まず、いわゆる社協に委託する前です 

よね。やるという役割があると。この役割を果たすために、様々な個人情報を収集する上で、どう 

いう個人情報かというと、協議会を運営していくために、必要な個人情報ということでよろしいで 

すか。 

□：中核機関は協議会の事務局となっておりまして、この中核機関の役割としまして、51ページの左の 

下の 5つの機能がございます。 

その中で、例えば後継人支援、このサポートチームに専門職を派遣する、例えば弁護士さんである 

とか司法書士さんであるとか。いろんな課題が出てきたときに、専門職の派遣が必要であろうとい 

ったときには、その状況を中核機関が把握して、専門職の方に依頼をかけて、チームに派遣すると 

いった場合に、各支援機関からその情報を収集することになります。 

このサポートチームの中にも、例えば包括が入っていったりというところもございますので、そこ 

からも情報を収集し、そういったチームへの派遣であるとかっていうところもございますし、ある 

いは包括支援センターの方で相談等受けている中で、共通のアセスメントシートを各支援機関で、 

お渡しさせていただいた中で、後見の必要性があるかどうかというところが出てきた場合について 

は、中核機関の方で収集させていただいて、そこで後見であったり、あるいは、まだ後見までいか 

ないと日常生活自立支援事業、ちょっと違うサービスで支援したりします。 

■：何か、はいどうぞ。 

■：個人情報の利用項目の中に、後見人候補者というか、後見人の履歴とか、今まで後見人が他の人の 

後見をやっているとか、そういう情報も入ってくるということですか。まず集めるのかどうかも聞 

きたい。 

□：それは後見人候補者ということでよろしいですか。 

■：候補者になる人の、例えば以前の後見人をやっていたかどうかとか、どういうふうにやってたとか、 

そういう情報は当然、相談業務の中に出てくると思うんです。なぜこういうことを申し上げるかと 

いうと、今非常に後見人の不正の問題が大きくクローズアップされてて、もうこれはっきり言って、 

弁護士も不正したというので出てるぐらいでして。 

例えば、一度後見人についた人が、非常にあやしい行為をしたとか不正行為をしてたという方が、 

また同じように候補者に上がった場合に、例えばその段階でその後見人を外すとかですね、推薦し 

ないとかそういうことが、できるのかどうか聞きたくて、聞いています。 

支援するまでのその条件はわかるんですけれども、支援するときに、この後見人が私なりますよっ 

て言ってきた人がいてると、友達でも知り合いの行政書士でも、司法書士でも弁護士でもいいんで 

すけれども。例えば同じようなその人が以前後見人になってて、何かちょっと問題起こしてたとい 

う相談を受け取ってるということがあれば、そういう情報もきちっと残すのかどうか、電算処理の 

中に残しておくのかどうか、その辺ちょっと伺いたかったんです。 

□：まず、後見人個人の仕事ぶりといいますか、かつてどういう仕事をされていたかということについ 

ては、例えば市長申立の場合は、後見人は指名ではなく、家裁に全部お任せするという形をとらせ 

ていただいてますので、専門職後見人のケースの場合はありません。 

ただ一方、市民後見人のケースであれば、こちらから申し立てをする際に、この市民後見人さんで 

という推薦はさせていただきます。 

その市民後見人さんについては、かつて後見をしていたということがあれば、市民後見人としてか 

つて活動していた内容、状況、能力は、社協ですべて把握しておりますので、それがまずかったり 

した場合は、後見人に推薦するということはありません。 

ただおっしゃっている、例えば親族申し立てをする中で、親族さんが後見人候補として手を挙げら 

れたということになると、その親族さんが後見人として、かつて業務をされていたかどうかまでは、 



把握できかねます。 

例えば親族申立で知り合いの弁護士さんを候補者としてつけたいという意向を、家族さんがされた 

場合、その知り合いの弁護士さんの活動がどうなのかっていうところまで、今の段階では把握でき 

るのかなというところがございます。 

後見人さんのかつての活動履歴などについて、かつて不正されていたかどうか、ちゃんと活動され 

ていたかどうかっていうことについて、情報をどこに取りに行くべきなのかは今後課題として考え 

ていかなければならないかなと思っております。 

■：いろんな相談業務の中で、例えば後見人を変更したり、後見人にいろいろと問題があるなんていう 

相談事例があったときに、その相談時において、後見人を務めている人の個人情報は収集しないと 

いうことですか。 

□：後見人さんの個人情報でございますが、例えば後見人さんがついていて、会長おっしゃった通り、 

後見人活動の中で、かつて、後見人活動をあまりスムーズにされてないとか、今の後見人さんでは 

なかなか、支援が進まない場合の件だと思います。 

その場合は中核機関の中で、より支援に長けた、弁護士さん司法書士さん社会福祉士さん、ケース 

に応じていずれかの方を派遣するという制度がございます。 

その方を派遣して、現状、今のついておられる後見人さんを含めた現状の支援を、把握していきな 

がら、今の後見人さんがどうなのかっていう話まで及んでいきますので、後見人さんの情報ってい 

うのは、そこの段階では、取りに行くということになります。 

■：この協議会のところに家裁も入ってるんですが、家裁から情報が来るってことはないわけで、家裁 

へ情報提供と、いうことは考えられますね。今のケースですよ。或いは弁護士会の方とかね司法書 

士会とか、昔後見人やってた人の情報は、今のところあまり考えてないということですか。 

□：家裁から教えてもらえることなのかっていうことについては、把握ができかねますので、今度家裁 

の方にその情報は出せるのかということで聞いてみようかなとは思うんですが、ただ、今家裁と話 

をする中で、後見人さんの今までの活動であったりとか、後見人さんの情報っていうのは、家裁か 

らは教えられることは、まず難しいだろうという回答はもらってます。 

ただ、この中核機関地域連携ネットワークを立ち上げて、後継人を含むチームを支援していくにあ 

たって、後継人の情報っていうのは、必要でありますので、それはどういった形で出していただけ 

るものなのかというのは今後協議していきたいなと思っております。 

■：はい。その他ございますか。ということですね。はい。結構です。 

 

「結論」 

諮問事項５について、審議会は承認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



諮問事項６ 八尾市地域生活支援拠点等整備事業の開始について 

                                      障がい福祉課

  

「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、八尾市地域生活支援拠点等整備事業の開始について、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）、同条第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８条第２項（センシティブ情報の電子計算機処理の制限）の規定により、

次のとおり諮問します。 

諮問する事項は、八尾市地域生活支援拠点等整備事業の開始にあたり、健康状態などのセンシティブ

情報を含む個人情報を取り扱い、電子計算機処理を行うため、諮問するものです。 

事業概要は、障がい者の重度化・高齢化が進むなか、障がい者の日々の介護を担う親も高齢化が進み、

いわゆる「親なきあと」の障がい者の地域生活支援の取組が重要となっています。本市では、地域の実

情に合わせた創意工夫のもとで、次の支援体制の強化を図ります。 

ア. 緊急時の受け入れ体制の整備 

宿泊を伴う一時的な滞在場所等の提供を受ける障がい福祉サービスである短期入所を利用する

には、障害者総合支援法に基づく自立支援給付における短期入所の支給決定、及び事業所と利用者

での利用契約の締結が前提となります。利用は予約制で、地域のニーズに比べて事業所が不足して

いるため、当日利用は極めて困難な状況です。特に、医療的ケアの必要な利用者においては看護師

の配置が前提であり、事業所も、新規の利用者を急きょ受け入れることには、リスクが伴います。 

 これらを踏まえて、不測の事態により介護者が急きょ不在にならざるを得なくなった際にも、利

用者が安全に過ごせるよう、次のとおり体制を整備します。 

 まず、事前登録（個人情報提供に関する同意確認を利用登録届（資料１）にて行う）により利用

者の支援に必要な情報を市の基幹相談支援センター（障がい福祉課）が把握し、（社福）虹のかけは

しが指定管理を行う八尾市障害者総合福祉センター内の短期入所事業所（以下「第１次受入施設」

という。）と緊急時の短期入所利用をスムーズに行えるよう情報を共有します。 

万一、第１次受入施設での受入れが不可の際には、他に委託する短期入所事業所等に利用照会を

行い、受入可の事業所（以下「受入施設」という。）に利用者の情報を提供します。 

 あわせて、医療的ケアの必要な利用者で、受入施設に対応できる体制がない場合には、緊急時支

援による一時滞在の間も訪問看護が受けられるよう、利用者が普段利用している訪問看護ステーシ

ョンと本市との間で事前に事業委託契約を締結のうえ、受入施設で訪問によるケアが受けられる体

制を整えます。 

イ. グループホームへの健康管理体制支援 

障がい者が地域生活を営むにあたって、その暮らしの場として提供されているのがグループホー

ム（以下「GH」という。）であり、事業所数および利用者数は年々増加しています。 

 GH内で入居者の日常生活の世話を行う職員は、医療的な専門知識を持たないことがほとんどです

が、高齢化とともに健康への不安を抱える入居者が増加し、入居者の健康管理に関する支援のニー

ズが高まっています。これに応えるため、市内の訪問看護ステーションとの連携により健康管理体

制を構築します。入居者についての健康管理に必要な情報を本市（個人情報提供に関する同意書（資

料６）にて同意確認を行う）が把握し、委託先の訪問看護ステーションに提供します。そして当該

訪問看護ステーションが GH入居者に関する健康管理上の相談に応じます。 

情報の収集方法は、利用登録届・本人や家族・親族・本人の代理人との面談にて情報を収集します。

補足的に電話で聴取することも想定されます。 

個人情報の利用項目は、氏名・性別・生年月日・住所・電話番号・障がい者本人の健康（疾病・障が

いの状況等）に関する情報です。 

対象者及び件数等は、 

ア.八尾市内に在住する障がい児者で、本事業の利用申請した者。令和６年度までに 170名程度の利 

用登録を想定しています。 

イ.市内２事業所の GHの入居者。今年度はニーズ把握や運用上のノウハウ蓄積も目的としたモデル実 

施のため、30名を上限として実施する予定です。 



処理方法は、 

＜ア.について＞ 

① 利用登録届（兼個人情報取扱同意書）（資料１）を受理し、利用登録者の基本情報（資料２）沿って

必要な情報を直接聴取します。 

② 利用者登録者の Excelファイルに入力します。 

③ 緊急時支援の要請の連絡が入った際には、緊急時受付票（資料３）を使用して直近の情報を聴取し

ます。（平日日中：基幹相談支援センター、土日祝及び夜間：八尾市立障害者総合福祉センター） 

④ 八尾市障害者総合福祉センターには書面にて事前に情報提供します。その他の受入施設には必要に

応じて電話、対面及び書面にて伝達します。 

⑤ 利用登録の変更や廃止については登録変更（廃止）届（資料４）にて受理します。 

＜イ.について＞ 

① GH入居者基本情報（資料５）と同意書（資料６）を受理し、事業委託先の訪問看護ステーションに

書面にて情報共有します。 

② 事業委託先の訪問看護ステーションの看護師が直接の訪問や職員からの聞き取り等により情報を

収集、アセスメント訪問報告書（資料７）に記録します。 

③ GHからの相談内容は、訪問看護ステーションが電話対応記録簿（資料８）に記録します。 

④ 情報については基本的に事業委託先の事業所が保持し、対応結果が書面にて当課に報告されます。 

電子計算機の利用が必要な理由は、申請者の状況や状態の変化に応じて随時更新する必要があるため。

また、実際の対応の際には、PCを参照しつつ、複数の職員での対応が想定されるため。これら情報の管

理および更新、情報共有の平易さの観点から、電子計算機での情報管理を行う必要があります。 

利用開始時期は、令和３年４月１日です。 

セキュリティ対策は、申請書等の紙ベースの個人情報については、当課の執務室内にある記録保存用

の鍵付きロッカーにて保存します。使用する PCも同じ形で保存します。 

PC については、総合行政システムを使用するための PC を使用します。これは庁内のネットワークに

のみ接続しており、インターネットには接続していません。ファイルの共有は可能ですが、当課にて使

用している同システム用 PC 間に限ります。この PCの起動に際しては、IDの入力および静脈認証による

解除が必要です。 

情報提供を行う事業所でも、個人情報は必ず鍵付きのロッカーに保存します。事業所への市からの実

地指導等においても、こういった支援に関する記録の管理方法に問題がないか定期的に確認が行われま

す。 

なお、本事業に係るすべての委託契約書に関して、事業所並びに所属職員に対して守秘義務に係る条

項を盛り込む予定です。各事業所の職員には、雇用契約にあたって職務上、および資格所持者において

は資格に伴う守秘義務も課せられています。 

 

「審議の要点・審議会の意見等」 

委員の質問・意見及び実施機関の回答（■：委員 □：実施機関） 

■：何か補充すべき点等ございますか。はいどうぞ。 

□：一点訂正がございます。恐れ入りますが、資料 63ページをお開き願います。 

（5）の処理方法のうち、イについての②の文書中、アセスメントホーム報告書、資料 7と記載させ 

ていただいておりますが、ここにつきましては資料名と資料番号が一致しておりませんでした。 

正しくはまず、ここで申し上げております、アセスメントホーム報告書につきましては、71ページ 

の資料 5、グループホーム入居者基本情報の裏面、つまり 72ページへの記載により対応するもの 

でございます。 

で、次に 74ページに添付しております資料 7につきましては、資料名が、八尾市地域生活支援拠 

点等整備事業緊急短期入所事前登録希望者アセスメント訪問報告書となってございまして、正し  

い活用としましては、また 63ページに戻っていただきまして、ここにございます。アについての 

うち、④と⑤の間の作業として、訪問看護利用する必要がある障害のある方の受け入れを検討する 

際の必要事項等について使用するものでございます。 

以上お詫びして訂正申し上げます。よろしくお願いいたします。 



■：はい了解しました。各委員の方で何かご質問等ございますでしょうか。 

□：同じ地域福祉部の先ほどのつなげる支援会議というシステムが作られるということで、先ほど審議 

したんですけれども、例えば今これで、センシティブ情報とか障がい者に関する情報で、自立を支  

援していかなきゃいけないなという時に、そのつなげる支援会議の方へその情報を提供するという 

ことは問題ないとお考えなんですか。 

しかもその支援会議からですね、さらにそれに関しても、他の機関、例えば子どもに関する機関へ 

情報提供しなきゃいけないなという時にそこまで、提供することができるのかどうか、ちょっとそ 

の辺わからないので聞きたいんですけど、そちらで聞いていいのかどうかよくわからないんだけど、 

ちょっと同じ部だったんで、わかりますか。 

□：先ほどのつなげる支援室との関係性ですけれども、今回のやろうとしてるところは、あくまで障が 

い者の緊急時の受け皿の確保とかグループホームの支援と考えております。 

ただ一定、本人からの同意で関係機関との情報共有っていうところの確認というのはさせていただ 

いておりまして、つなげる支援室でやっていくような、庁内の支援のネットワークとかですね、ケ 

ース会議の中で、ある程度この情報が必要になった時にはもちろん同意を取っているという前提の 

中で、本人確認も必要ですけれども、活用ができないっていうわけではないのかなと思っておりま 

す。 

ちょっとそこは検討させいただきたいなと思っております。 

■：障がい者ですから、同意が有効かどうかっていう問題も出てくるんで、ちょっとそこ気になったん 

ですけどね。 

□：よろしいでしょうか。実務上のところで申し上げますと、先ほどのつなげる支援室のエリアディレ 

クターの話があったかと思います。そちらの一員がこの同じ担当の基幹相談支援センターになって 

ございます。ですので、この関係で情報を収集するにあたって、あるいはそういう複合的な課題が 

出てきたときに改めてそっち方面できちっと確認をした上でつなげていくということは、実務上想 

定されることではないかと考えております。 

■：はい。その他ございますか。73ページ、この同意書は、グループホームに入居なさってる方を対象 

として同意書を取るということですね。これ同意をとるんだけど、この判断能力があるということ   

を前提にしてるんですよね。グループホームに入ってる方は判断能力があるということですか。 

□：グループホームの方はある程度の自立されてる方を前提にというのがございます。ただまた、もち 

ろんグループホームを支援される世話人の方、職員の方がおりますので、そこの方々との協力の中 

での同意というところもありますし、またもちろん家族の方もおられるので、そういったところも 

含めて同意書を検討していきたいと思います。 

■：はい。趣旨はよくわかるんですよ。ただね、ちょっと気になりましたんでね。はい。その他ござい 

ますか。はい結構です、ありがとうございます。 

 

「結論」 

諮問事項６について、審議会は承認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



諮問事項７ 環境関係法令に基づく各種届出システムの公害苦情処理システムへの統合について 

                                       環境保全課 

  

「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、環境関係法令に基づく各種届出システムの公害苦情処理システムへの統合について、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

規定により、次のとおり諮問します。 

諮問する事項は、今般、浄化槽台帳を含む環境関係法令に基づく各種届出システムについて、既に運

用している公害苦情処理システムへ統合することにより、事務の更なる効率化と市民サービスの向上を

図るものです。また、下水道台帳情報の一部を当該システムに取り込むことで、浄化槽台帳の適正かつ

効率的な管理を図ります。なお、統合するシステムの内、浄化槽台帳以外のシステムには、個人情報は

含みません。 

事業の概要は、これまで別々で行ってきた浄化槽台帳システムを含む環境関係法令に基づく各種届出

の管理手法について、既に運用している公害苦情処理システムへ統合し、新たに「環境保全システム」

として運用することにより、地図上での管理等、事務の更なる効率化及び導入コストの削減を図ります。 

また、下水道に接続し浄化槽が廃止されていても、廃止届出が提出されないケースがあるため、下水

道管理課が持つ下水道台帳情報の一部を環境保全システムに取り込むことにより浄化槽の廃止の確認

を行い、適正かつ効率的な事務の執行を図ります。 

なお、環境保全システム導入までの間については、当課職員が下水道台帳管理システムにて下水道台

帳を閲覧し、廃止の確認を行います。 

収集方法は、本人及び下水道台帳 DBより収集します。 

対象者及び件数は、浄化槽設置設置者で、件数約 7,000件です。 

個人情報の利用項目は、住所、氏名、電話番号、浄化槽設置場所です。 

処理方法は、届出者より環境関係法令に基づく届出が提出されます。 

システムに入力し、帳票を出力し、受理書を交付します。 

浄化槽台帳については、廃止届の提出がない場合も下水道台帳 DBにて下水道接続が確認された場合、

廃止の手続きを行います。 

電子計算機が必要な理由は、過去の苦情発生現場や対応経過、環境関係法令に基づく届出情報をシス

テム上で一括管理することにより、苦情発生源の調査や、再度同じ案件で苦情が発生した場合の迅速な

対応など、市民サービスの向上につながります。また、国や大阪府への報告資料について、システム処

理を行うことにより作成時間が大幅に短縮され、事務の効率化につながるためです。 

利用開始時期は、令和３年６月、システム開発業者への浄化槽台帳情報の提供。 

令和４年２月、環境保全システムの利用開始。 

令和４年４月、環境保全システムへの下水道台帳情報の取り込み開始。 

セキュリティ対策は、端末は鍵のかかるキャビネットで管理するとともに、端末及びシステムの起動

にそれぞれ IDとパスワードで従事者制限を行います。 

本市とシステム開発業者との契約内容には、秘密の保持、個人情報の取り扱い、個人情報の保管等に

ついて明記します。 

 

「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） 

■：はい何か補充すべき点等ございますか。 

□：特にございません。 

■：はい。各委員の方からご質問等ございますか。浄化槽法に基づいて、浄化槽を監督なさってるんで 

すけども、公共下水道は、下水道が整備されたにも関わらず、浄化槽を設置してるということにな 

ってるといったことをちゃんと整理したいということなんですね、一つはね。また、浄化槽を、も 

うすでに使ってないのに、使ってる状況になってる人をちゃんと廃止し、実態とデータを、合わせ 

るというそういうことですか。 

□：お見込みの通りです。 



■：そうですね。この諮問する事項のところにもありますが、86ページはわかるんですが、85ページ 

のこの変更届、これは何なんですか。ちょっと説明いただきますか。 

□：こちらに関しましては、従来から利用しております公害苦情処理システム。こちらに、その他の法 

令に基づく届出の管理システムを統合するという形で、要はここに今おっしゃっていただいた浄化 

槽法に基づく設置者の個人情報というのが含まれてきますので、それに伴う変更届となっておりま 

す。 

■：ということですね。はい。よろしいですね。はい結構です、ありがとうございます。 

 

「結論」 

諮問事項７について、審議会は承認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



諮問事項８ 八尾市奨学生の選考に関する事務の変更及び個人情報利用項目の追加について 

                                       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、八尾市奨学生の選考に関する事務の変更及び個人情報記録項目の追加について、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

により、次のとおり諮問します。 

諮問する事項は、八尾市奨学生の選考に関する事務について、事務処理方法を一部変更し、新たに電

子計算機処理を開始するため諮問するものです。 

事務事業の概要は、八尾市奨学金は、八尾市民で経済的理由により修学が困難な高等学校等の生徒に

対し、奨学金を給付して修学を援助するものです。これまで申請者から世帯全員分の住民票の写し及び

住民税課税証明書の提出を求めていましたが、市民課より住民情報及び市民税課より課税情報の提供を

受けるものです。 

情報の収集方法は、八尾市奨学金給付申請書、住民基本台帳、課税台帳より収集します。 

１月２日以降に八尾市外から転入した場合等については、従前どおり八尾市奨学金給付申請書、住民

票の写し、住民税課税証明書等により収集します。 

対象者及び件数等は、 

 ・住民情報 

八尾市民で高等学校等生徒の相当年齢の者がいる世帯 約 6,000世帯 

 ・課税情報 

奨学金の給付申請があった世帯 約 500世帯（令和２年度実績） 

個人情報の利用項目は、 

 収集方法 取得項目 

申請書 生徒氏名、学校名、学年、保護者氏名、電話番号、振

込先口座情報 

住民基本台帳 

（電子計算機処理） 

世帯構成員の氏名（カナ）、生年月日、住所、宛て名

コード、世帯コード、続柄、住民種別、住民状態 

課税台帳 

（電子計算機処理） 

世帯構成員の氏名（カナ）、生年月日、住所（賦課期

日）所得額、控除額、宛て名コード 

 処理方法は、【資料１】のとおりです。住基 DBより対象世帯の住民情報を抽出します。 

八尾市奨学金給付申請書をもとに、住民情報を参照しながら申請者世帯のみの申請者世帯データを作

成します。 

申請者世帯の世帯構成員の所得額を抽出し、認定作業を行います。 

生活保護の被保護世帯は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。 

電子計算機の利用が必要な理由は、住民票の写し等の取得に係る申請者の負担軽減及び審査の迅速化

を図るためです。 

利用開始時期は、令和３年４月１日以降です。 

セキュリティ対策は、住民情報及び課税情報の取得については、他のネットワークと接続していない

専用のネットワークにより行い、端末の起動及び操作権限については、認証 ID・パスワードを用いて従

事者制限を行います。また、提出のあった申請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） 

■：何か訂正すべき点等ございますか。 

□：ございません。 

■：はい。何か各委員の方からご質問ございますか。そっちで調べておいてよっていうことで 

すね。はい結構です。 

 

「結論」 

諮問事項８について、審議会は承認する。 



諮問事項９ 八尾市個人情報保護条例の逐条解説の改正について 

                                       市政情報課

  

「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、八尾市個人情報保護条例の逐条解説における収集禁止個人情報の収集を事前に承認する類

型（表１）及び本人外収集を事前に承認する類型（表２⑴）の一部改正について、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）の収集の原則禁止）、第４項第５号（本人外

収集の制限）の規定により、次のとおり諮問します。 

諮問する事項は、本市は、平成 30 年４月１日に中核市へ移行したことに伴い、保健所の業務が大阪

府から移管されました。新たに移管された保健所の業務において、センシティブ情報の収集及び本人外

収集を行う場合があり、事前承認類型に追記するため諮問するものです。 

事務の概要は、「中核市移行に伴い大阪府から権限移譲を受ける事務」については、平成 29年度第３

回の八尾市個人情報保護審議会に一括して諮問し、承認をいただいているところです。保健所の個々の

事務についても既に承認をいただいておりますが、今般、八尾市個人情報保護条例の逐条解説の見直し

を行うにあたり、保健所、疾病予防等の文言を追記するものです。 

取り扱う個人情報は、氏名、住所、思想、信条、宗教、社会的差別の原因となる事項等です。 

理由又は必要性は、 

〇収集禁止個人情報の収集 

患者や受診者等の病状等に合わせて的確な治療や予防等の行為を行うためには、当該患者等の 

生活観や信仰に関する個人情報を取り扱う場合があるほか生活歴等を聴取する中で、社会的差別 

の原因となると認められる事項に関する個人情報を取り扱う場合がある。 

〇本人以外からの収集 

患者や受診者等に対し的確な治療や予防等を行うため、本人の病歴その他治療等に必要な個人 

情報を家族その他関係者から収集することが必要なときがある。 

 

「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） 

■：ということ、何か各委員の方から質問ございますか。はいじゃ結構です。 

 

「結論」 

諮問事項９について、審議会は承認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



諮問事項 10 大阪大学・大阪がん循環器病予防センターとの共同研究事業に係る個人情報の外部提供

の追加について 

                                       健康推進課 

 

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

本案件は、大阪大学・大阪がん循環器病予防センターとの共同研究事業に係る個人情報の外部提供の

追加について、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、大阪大学・大阪がん循環器病予防センター（以下「研究機関」という。）との共同研

究事業において、提供データ項目及びデータ提供先を追加するため、諮問するものです。 

事業の概要は、本市においては、研究機関との連携を強化し、八尾市民の健康増進を図るため、健康

づくり事業の推進に関する協定を締結し、共同研究を通じて取り組みを進めています。 

その中で、今後の保健事業と介護予防の取り組みを推進し、健康寿命の延伸をめざしていくにあたり、 

既存の提供データに加え、後期高齢者医療制度の被保険者に係る健診データの項目を追加し、「地域別

健康課題に関する調査研究」及び「生活習慣病及び介護予防の疫学的評価に関する研究」において活用

していきたいと考えています。 

また、「生活習慣病及び介護予防の疫学的評価に関する研究」においては、大阪がん循環器病予防セン 

ターに加え、大阪大学大学院医学系研究科をデータ提供先として追加し、人口動態調査情報、各種健（検）

診情報、健康保険資格情報、健康保険医療費情報、健康保険健康診査・保健指導情報、介護給付情報、

介護認定情報（以下「各種情報」という。）の電子データを用いた分析を進めていきます。 

八尾市保有の各種情報を研究機関に提供し、研究機関保有の健診情報、保健指導情報を結合し、疫学

的に解析・評価を行うことにより、市民に対して生活習慣病の予防、介護予防、医療費の適正化、効率

的かつ効果的な健康づくり事業を一層進め、市民の健康増進を図ります。 

情報の収集方法は、介護システム、健康管理システム、国民健康保険システム、国保データベース（KDB）

システム、国保総合システム、特定健診等データ管理システム、特定健診等データ処理システム及び人

口動態調査データベース（以下「各種システム」という。）より収集します。 

個人情報の外部提供を行う項目は、【資料４】データ項目一覧表を参照ください。 

対象者及び件数等は、 

①地域別健康課題に関する調査研究 

八尾市民 約 300,000人 

②生活習慣病及び介護予防の疫学的評価に関する研究 

30歳以上の八尾市民 約 193,600人 

処理方法は、 

①各担当課が管理する各種システムに保存されている各種情報を、暗号化機能付きセキュリティ

USBに保存します。 

②①の USBを研究主担課の職員が研究機関に複数名で運搬します。 

③研究機関のシステムに、各種情報を取り込み、研究機関が保有している情報と統合します。 

④研究機関で、疫学的に解析・評価を行います。 

⑤解析・評価を行なった結果データ（個人情報は含みません。）を本市が取得します。 

利用開始時期は、令和３年４月１日（予定）です。 

セキュリティ対策は、研究機関に対しては、個人情報の保護に万全を期するように求めており、その

旨を協定書に明記しております。 

各種システムから抽出したデータを情報システム室より貸し出される暗号化機能付きセキュリティ

USBメモリにて暗号化、パスワード設定により保存し、研究主担課職員が複数名で直接運搬します。 

また、各システムからの対象者情報の抽出作業は、ID・パスワードにより従事者を制限し、USB につ

いては施錠保管します。 

なお、研究機関に提供したデータについては、研究機関のシステム取り込み後に不要になり次第、研

究機関において速やかに削除します。 

 



「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） 

■：何か補充訂正等必要ですか。 

□：特にございません。 

■：はい。各委員の方から、何か質問等ございましたら、どうぞ。 

■：個人情報の内容なんですけれども、名前、生年月日、個人を特定する内容の情報が含まれてるんで 

すけれども。何かこのやるためには、結果処理方法とすれば全体の疫学的な解析なんで、こういう  

氏名とかですね生年月日、住所まで提供する必要があるんでしょうか。 

住所はある程度、校区とかですね、町名ぐらいまでならわかるんですけど、具体的な地番とか住所 

まで開示する必要があるんかどうかそれちょっと伺いたいんですけど。どうぞ。 

□：この協定で締結してる大阪大学と大阪がん循環器病センターからは、この一人一人のデータという 

形で提供してるんですけれども、その時に一人一人の宛て名番号で連結した上で、さらにそのかな 

漢字氏名と生年月日できちんと確認をした上で、分析をしていきたいというところで、そういう話 

がございましたので、こういう形で整理させていただいております。 

■：なぜ必要なんでしょうかね。 

□：番号だけでは、確かな情報として、確認ができないというところでこのような形で整理させていた 

だいています。 

■：これ、例えば阪大の研究室の人間がきちっと守ってくれればいいんですけれども、その研究員がで 

すね一部のデータで、例えば知り合いがいてると。こいつこんな病気になっとるんやとかですね全 

部わかるわけなんで、非常に漏れる危険性が高いと思うんですけども、大体他のこういう病院の、 

私も他の病院の倫理委員もやってるんですけれども。大概、特定しないで、送るのが普通なんで、 

なぜ個人の氏名まで出すのかなと、私も検診を受けているので、この中に入るのは間違いないんで、 

そこまで必要なのかなというのが非常に疑問に思うんですけどね。 

△：この案件、実は平成 30 年に諮問させていただいている案件の続きになるんですけども、その時に 

も各委員の方から同じような心配の声が上がりまして、どうしても氏名までいるのかとか生年月日 

までいるのかというようなことで、聞いていただいてたような記録が残っております。 

当時お答えさせていただいてたのは、共通の番号で紐づけていくということができないので、個人 

の名前とか住所、生年月日を渡すことでそれで紐づけるしか方法がないんですみたいなことで委員 

にお答えしてる、会議録が残っておりまして、確かにおっしゃることはよくわかるんですけど。現 

時点でも同じような形で、Aさんを、例えば 001番とか、そういうふうな変換をした上で、相手に 

渡すっていうようなことができないので、その状態のままで、今も行ってるんかなと事務局として 

は解釈しております。 

■：その通りなんですねこれね、ただ今後の課題として、提供する場合、膨大なデータですけどね。 

AIの数か何かわかりませんけども、そこに通し番号を振ることができるようになれば、そういう 

ことも検討していくということが必要なんじゃないですかね。 

現在のところは技術的にね、データを出すときに番号を振るのは難しいかってことでしょ技術的な 

ことを検討してみてください。大事なことですからね。よろしいですか。はいどうぞ。 

■：処理方法の中で暗号化機能つきセキュリティ USBで運搬するということなんですけど、USBの運搬 

っていうのはリスクがあるのかなと思ってまして。専用の回線等で送信するような 

ことは、もちろん検討されてると思うんですけど、何か障害があって、実施できないということな 

んでしょうか。 

□：正直申し上げますと、これまでは実際に職員が複数名で車で、大阪大学やがん循環器病センターの 

方に出向きまして、それで渡しをさせていたところでございます。ただ、その中でさらに安全性を 

高めていくというところで、専用回線等というところにつきましては、そこまでは検討ができてい 

ないという状況でございます。 

■：検討された方がいいと思いますので、よろしくお願いします。その他ございますか。はい。 

 

「結論」 

諮問事項 10について、審議会は承認する。 



諮問事項 11 科学研究費助成事業及び厚生労働科学研究に係る大阪大学への個人情報の外部提供につ

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、科学研究費助成事業及び厚生労働科学研究に係る大阪大学への個人情報の外部提供につい

て、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、科学研究費助成事業（①レセプトデータに基づく循環器疾患診断アルゴリズムの開

発と妥当性検証）及び厚生労働科学研究（②健康診査・保健指導における健診項目等の必要性、妥当性

の検証、及び地域における健診実施体制の検討のための研究、③職域がん検診における精度管理指標の

測定・基準値設定と新指標測定法の開発・実用化に関する研究）に参加している大阪大学からの依頼に

より、国民健康保険被保険者の特定健康診査、国民健康保険及び後期高齢者医療制度被保険者の台帳、

レセプト、各種がん検診に係る情報（以下「各種情報」という。）の電子データを同大学に情報提供する

ため、諮問するものです。 

事業の概要は、①レセプトデータに基づく循環器疾患診断アルゴリズムの開発と妥当性検証では、レ

セプトデータを用いて循環器疾患の発症状況を把握することが可能になるかどうかについて、同データ

の傷病名等の妥当性を検討するべく、循環器疾患登録データと国民健康保険レセプトデータを照合し、

それぞれでデータベースを構築するとともに、レセプトによる循環器疾患診断アルゴリズム（循環器疾

患発症の判断方法）を作成します。その後、循環器疾患診断症例の疫学的基準に基づく循環器疾患登録

症例に対する内的妥当性を検証し、本市において循環器疾患発症率を算出したうえで、循環器疾患死亡

率などとの比較により外的妥当性について検討されますが、この取り組みに協力することにより、本市

全体の循環器疾患発生状況の把握につなげます。 

次に、②健康診査・保健指導における健診項目等の必要性、妥当性の検証、及び地域における健診実

施体制の検討のための研究では、最新のエビデンスを踏まえて、特定健診の予防対策となる脳・心血管

疾患等の発症リスクを軽減させるための予防介入のあり方を検討し、今後の包括的な健診・保健指導の

制度を提案することを目的としています。本市においても特定健診の受診による予防効果を推計するこ

とができます。 

最後に、③職域がん検診における精度管理指標の測定・基準値設定と新指標測定法の開発・実用化に

関する研究では、がん検診精度管理の主要手段であるプロセス指標の基準値設定を提案するとともに、

職域がん検診における精度管理を効率的に進めるため、全受診者のがん診断を把握することによる感

度・特異度の測定方法の開発を目的としています。本市がこの研究に協力することにより、がん検診未

受診者からのがん罹患、要精密検査以外からの罹患がどの程度あるのかを明らかにすることができ、が

ん検診受診を特に勧めたほうがよい住民層への勧奨強化やがん検診制度の向上につながると考えてい

ます。 

これら三つの研究に各種情報を提供することにより、科学研究費助成事業及び厚生労働科学研究の推

進に寄与するとともに、本市では市民の健康増進に係る研究データを得たうえで、効率的かつ効果的な

保健衛生施策の展開を図ります。 

情報の収集方法は、健康管理システム、国民健康保険事務処理標準システム、国保データベース（KDB）

より収集します。国民健康保険被保険者レセプトデータについては大阪府国民健康保険団体連合会、後

期高齢者医療制度被保険者のレセプトデータについては、大阪府後期高齢者医療広域連合に依頼し、収

集します。 

個人情報の外部提供を行う項目は、（資料４）データ項目一覧表を参照ください。 

対象者及び件数等は、 

 ①レセプトデータに基づく循環器疾患診断アルゴリズムの開発と妥当性検証（40歳以上） 

   国民健康保険加入者約 44,000人 後期高齢者医療制度加入者約 39,000人 

 ②健康診査・保健指導における健診項目等の必要性、妥当性の検証、及び地域における健診実施体制 

の検討のための研究(40歳以上) 

   国民健康保険加入者約 44,000人 後期高齢者医療制度加入者約 39,000人 

 ③職域がん検診における精度管理指標の測定・基準値設定と新指標測定法の開発・実用化に関する研 



究（20歳以上） 

国民健康保険加入者約 54,000人 後期高齢者医療制度加入者約 39,000人 

処理方法は、 

ア 各種システムに保存されている各種情報を、暗号化機能付きセキュリティ USB に保存します。 

  イ アの USBを、健康推進課の職員が、大阪大学に運搬します。 

 ウ 大阪大学のシステムに、各種情報を取り込み、同大学が保有している情報と統合します。 

  エ 大阪大学で、疫学的に解析・評価を行います。 

  オ 解析・評価を行なった結果データ（個人情報は含みません。）を本市が取得します。 

利用開始時期は、令和３年４月１日です。 

セキュリティ対策は、各種システムから抽出したデータを情報システム室より貸し出される暗号化機

能付きセキュリティ USBメモリにて暗号化、パスワード設定により保存し、健康推進課職員が直接運搬

します。 

また、各システムからの対象者情報の抽出作業は、ID・パスワードにより従事者を制限し、USB につ

いては施錠保管します。 

なお、大阪大学に提供したデータについては、同大学のシステム取り込み後に速やかに削除します。 

 

「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） 

■：何か補充訂正すべき点等ございますか。 

□：特にございません。 

■：はい。各委員の方からご質問等ございますか。私の方から、提供する、要するに目的はそのまま総 

論でいいんです。提供するデータ 136ページの(3)で、外部提供行う項目で資料 4。括弧ですね、デ 

ータ項目、これ資料 3じゃないですか。140ページ。 

△：資料 3で、間違いないです。はい。資料 3が正解です。 

■：資料 4と書いてある資料です。 

△：記述間違いしています、すみません。 

■：それでいいんですはい。これも同じように、具体的な氏名等あるわけで、これも同じ理由ですかね。  

これを抜いて番号にして匿名化するのは非常に困難であるということですか。それから、大阪大学 

ってなってますけれども、大阪大学ではないでしょう。これどこかの講座。講座どころか 146ペー 

ジ、公衆衛生学教授って書いてますけれども。磯教授がどういう立場なのかね。だからこれ、科研 

費等もらったから、それを使っていろいろ研究したいから、データちょうだいと言ってるんなら、 

大阪大学というのは、名称をね、大阪大学に渡すんじゃなくて磯教授に渡すんだと。ちょっとそこ 

を、確認して欲しいんです。みんな大阪大学だと思ってデータ渡すんだから。先ほどのケースは、 

大阪大学の大学研究科でしたね、研究でいいんですね、これ協定書にもちゃんとなってましたから 

ね。こちらはどうなんだってね。しかも上ね、データくださいが健康まちづくり部長って、これは 

おかしいでしょう。そんな権限ないもんね、部長には。細かいようで本質的な問題だと思いますん 

で、確認お願いします。それから先ほど申し上げた、氏名等については、仮にですよ、仮にここで 

OK が出ても、今後の課題として、匿名化する、暗号化する方法を考えて欲しいということですね。 

□：はい。（後日、大阪大学から八尾市長あての依頼文書を再提出。） 

■：そういったことで各委員の方から、ご質問お願いします。私の方からね。147ページで、個人情報 

保護について別紙 2のとおりって、別紙 2はどこですか。 

□：別紙 2につきましては、依頼文と合わせていただいたものなんですけれども、先ほどの共同研究の 

協定の枠組みと同様の内容でございましたので、省略をさせていただきました。 

□：先ほどの諮問案件 133ページのところの文言と全く同じものが載ってるわけではないんですけれど 

も、内容としては同じような形で、個人情報取り扱いについて、注意事項等を記載いただいている 

というものになります。（後日、別紙 2を各委員に送付。） 

■：それからもう一つはね。こういう人を相手とする、特に実名の入ったデータを扱うわけですから。 

そうすると大学には倫理審査会があるはずなので、そこをちゃんとしてるのかどうかということも 

ちょっとチェックしてください。はいどうぞ。 



■：私も研究倫理委員会に見てもらったことがあるので、その経験から言いますと、先ほどのご依頼に 

関しては、経年的に調査をしなければいけないので個人情報が行くというのはわからないでもない  

です。で、こちらの研究の場合そこまでの研究計画かどうかと。そうでなければ一旦受け取った後 

に暗号化されると思うんですね。名前のところだけは、それをされてるかどうかの審査が研究倫理 

委員会とかあると思いますので、そこを確認していただいた方がいいのでないかなと。もしそれを 

ちゃんとされてるんであれば、先ほどのご懸念も大分減ると思うんですねもう、向こうに渡って研 

究者が見る前に、完全に個人情報が消えると思いますので。そのあたりご確認いただきたいと思い 

ます。 

■：といったことで、何点か疑問に関するところがあるので、仮にですよ、これゴーサインが出たとし 

ても、事務局を通してまた当審議会に報告をお願いします。まだ通るかどうかも 

わかりませんけど、はい。各委員の方からどうぞ、ご質問お願いいたします。はい結構です。とい 

うことでよろしくお願いします。 

 

「結論」 

諮問事項 11について、審議会は承認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



諮問事項 12 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種事業の開始について 

                                       健康推進課 

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

本案件は、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種事業の開始について、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２項第２号（センシティブ情報（要注意情報）の電

子計算機処理の制限）の規定により、次のとおり諮問します。 

諮問する事項は、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種事業を開始するにあたり、健康管理シス

テムより対象者を抽出し、健康管理システムの中で管理している予防接種台帳に新型コロナウィルスワ

クチンの接種情報を追加するため諮問するものです。 

事業の概要は、予防接種法附則第７条第１項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症に係る予防

接種事業を開始します。16歳以上の市民を対象に接種券を配布し、接種を行います。また、コールセン

ターを設置し、市民からのワクチンに関する相談対応や集団接種の予約支援、接種券の再発行等を行い

ます。 

なお、接種情報の管理については、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。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、新型コロ

ナウイルス感染症に係る予防接種についても同様の対応を行い、新たに予防接種記録システムに登録し

ます。 

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です。 

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、マイナンバー、宛名番号、接種券番号、接種会場名、転出・

死亡フラグ、病歴です。 

接種時期及び対象者は、 

接種時期：令和３年２月 17日から令和４年２月 28日まで 

対象者：区域内に居住する 16歳以上の者（約 231,000人） 

処理方法は、 

①市の健康管理システムより、対象者を抽出し、接種券の印刷及び送付を行います。 

②市がマイナンバーと紐づけた台帳（マイナンバー、宛名番号、接種券番号、氏名、生年月日等の

データ）を作成し、LGWAN 回線でクラウド上のデータベースである国のワクチン接種記録システ

ムに登録します。 

③対象者は、接種券が届いてから、個別接種もしくは集団接種の予約を行い、接種を受けます。個 

別接種の場合は、対象者が直接医療機関へ予約し、集団接種の場合は、電話もしくは市独自の予 

約システムを通じて予約します。接種券には、対象者ごとの接種券番号（ログイン ID）が記載さ 

れており、対象者の生年月日をパスワードとして予約システムにログインし、集団接種の予約を 

します。 

④接種後、委託医療機関及び集団接種会場において、国から配布された専用のタブレット端末等を

利用して、接種情報を直接ワクチン接種記録システムに登録し、事前登録した情報と突合したデ

ータをワクチン接種記録システムからダウンロードすることで、健康管理システムに登録します。 

  ⑤接種記録システムにアクセスすることにより、住民の住所地外での接種状況も含め、逐次で接種 

状況を把握することが可能となります。また、他の住所地からの転入者も含め、住民からのワク 

チン接種に関する問い合わせへの対応が可能となります。 

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。 

利用開始日は、 

  ・接種券の発行にかかる事務：令和３年２月１日 

・接種履歴等の保存・管理等にかかる事務：令和３年４月１日（予定） 



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（ノートパソコン）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） 

■：何か補充訂正すべき点等ございますか。 

□：特にございません。 

■：はい各委員から何かご質問等ございましたら、どうぞ。 

■：まず、センシティブ情報は、今回の個人情報の利用項目のどれに当たるんですか。 

■：事務局答えますか。諮問が出てきたので。 

△：諮問書につきましては、17ページを見ていただきたいんですけれども。新型コロナウイルスワクチ 

ン接種事務ということで一つ新しく始めます。18ページになるんですけども、これは健康管理シス 

テムの変更という形で、つけさせていただいておりまして、その部分を含めた形で今回諮問書を作 

成をさせていただいております。ワクチンの接種事務におけるセンシティブ情報の収集の部分につ 

きましては、病歴等の情報も入っていくということで、今回は諮問の一つとして挙げさせていただ 

いております。 

□：今回のワクチン接種の事業に伴って、資料でもつけさせていただいておりますが、予診票のですね、 

中身についての、いわゆる 5ページになりますけれども、予診票の内容で病歴ですね、病名等入れ 

ていただく項目はあります。その内容をですね、すべて健康管理システムの中に全部投入するとい 

う形ではなくて、やはりその健康カルテの中に入っている内容といたしましては、いわゆる予防接 

種の接種履歴等を格納していくというのを主目的にさせていただいたところでございます。ただ、 

個別に、市民さんからの問い合わせ等があった場合に、データとしてそういった内容についても入 

れさせていただくっていうのはあるんですけれども。基本的には、予防接種の結果、履歴ですね、 

どの方が、どういうワクチンを、今まで接種されたかっていうものを管理していくというものとし 

て、今回、健康カルテの方でですね、入力をさせていただくものとして、改修を行うという形で考 

えております。 

■：5ページの新型コロナワクチン接種の予診票は、これお医者さんに行くわけですね。 

□：はいそうです。 

■：だから、この情報を入手するのはお医者さんであると、市にはこの情報は来ないということですか。 

□：接種委託料の支払いにあたりまして、内容を確認させていただく必要があるため、予診票は、委託 

料の請求書とともに、市に、最終返ってくるっていうものにはなります。 

■：はい、じゃあ結構です。 

 

「結論」 

諮問事項 12について、審議会は承認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



報告事項１ 特定個人情報保護評価書」（基礎項目評価及び重点項目評価）の変更について 

   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。） 

この度、新たに特定個人情報（「新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に

関する情報」）が追加されたことから、本市の予防接種に関する事務にかかる特定個人情報保護評

価書を変更するため、報告するものです。 

事業の概要は、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、

今回追加される新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種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です。 

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、病歴です。 

対象人数は、約 231,000人です。 

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。 

利用開始日は、令和３年４月１日（予定）です。 

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（ノートパソコン）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） 

■：何か追加すべき点等ございますか。よろしいですか。はいじゃ結構ですので。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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



報告事項２ 健康保険証等の確認方法の一部変更について 

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（以下、「当院」という。）における健康保険証等の確認方法の一つとして、

オンラインによる資格確認を利用する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。 

事務概要は、当院を含む保険医療機関は、健康保険証・各種受給者証の確認が法令で義務付けられて

います。現在当院では受付時に患者から提示された健康保険証等のデータを、電子カルテシステム、医

事会計システムに入力して、後日レセプト請求しています。 

オンライン資格確認は、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。 

マイナンバーを活用したオンライン資格確認により、マイナンバーを取得した住民の方にとって、 

①保険者が変わっても、新たな健康保険証の発行を待たずに医療機関や薬局を受診等できること 

 ②非接触で迅速に医療保険の資格確認ができること 

 ③高額医療費制度を利用する際の認定証の持参が不要となること 

などといった多くのメリットがあります。 

また、今まで患者から聞き取っていた特定健診情報や薬剤情報についても、本人同意がある場合、

当院の医師や看護師が確認できるようになります。マイナンバーカードを持たない方等については、

従前どおりの方法で受け付けします。 

個人情報の利用項目は、氏名、性別、生年月日、保険者番号、被保険者記号・番号・枝番、被保険

者証有効開始年月日、被保険者証有効終了年月日、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額

認定証、特定疾病療養受療症の情報、薬剤情報、特定検診情報であり、変更ありません。 

対象者及び件数は、 

(対象者) 八尾市立病院を受診される患者 

(人数)  約 33.6万人（令和元年度 入院・外来合計 年間のべ人数） 

処理方法は、医療保険者等は個人単位の加入者情報（資格情報を含む）を中間サーバー等に登録し、

中間サーバー等からオンライン資格確認等システムに資格情報が連携されます。 

患者が当院を受診する際、マイナンバーカードを所持する方のうち、マイナポータルにて登録した

患者については、マイナンバーカードを使用して、当院窓口の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を行います。 

①４台の資格確認端末から、L2スイッチとルーターを通してシステム連携用資格確認端末にマイナン 

バーカードの ICチップに格納された利用者証明用電子証明書内の情報が入り、クローズの IP-VPN 

で外部接続、オンライン資格確認システムと接続します。 

 ②資格確認端末から、ルーターを通して L2スイッチから院内の電子カルテシステム、医事会計シス 

テム、自動再来受付システムにデータ連携します。 

当院において、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又は調剤報酬明細書

(以下「レセプト」という。)を作成し、審査支払機関に請求します。 

電子計算機の利用が必要な理由は、 

ア 医療機関・薬局でのオンラインによる資格確認や、マイナンバーカードの健康保険証とし

ての利用が可能となり、薬剤情報や、特定検診情報の情報閲覧の利用も見込まれており、患

者の利便性向上だけでなく、効果的な治療の実現に資することになります。 

イ 当システム導入により、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、当院において資格



過誤による再請求に係る事務処理が軽減されます。 

利用開始時期は、 

オンライン資格確認事務の開始：令和３年３月 

特定検診情報の閲覧開始：令和３年３月以降順次 

薬剤情報の閲覧開始：令和３年 10月（予定） 

セキュリティ対策は、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、当院で個人番号と診療情報が紐づくことはありません。 

資格確認端末は、IP-VPNの閉域網で接続し外部からのアクセスに対して保護します。また、ルーター

により、ネットワーク間の通信を制御し、外部から電子カルテネットワークへの侵入を防止します。 

データの改ざん防止として、電子署名により改ざんを防止いたします。 

OS については、適宜、セキュリティパッチを適用することで、セキュリティの脅威から保護します。 

 

「審議の要点・審議会の意見等」 

委員の質問・意見及び実施機関の回答（■：委員 □：実施機関） 

■：何か追加、付け加えるべき点等ございますか。 

□：特にございません。 

■：はい。要するに市民病院でマイナンバーカードを持って健康保険証に変えることができます、そう 

しましょうってことですね。各委員の方からご質問等ございましたらどうぞ。よろしいですね。は 

いじゃ結構です。 

 

「結論」 

報告事項２について、審議会への報告は終了。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



報告事項３ 宛名ラベル作成業務 

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４類型５に該当するものです。 

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。 

  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 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。 

個人情報の利用項目は、住所、氏名、生年月日です。 

対象者及び件数は、市内在住の 20才以上から無作為抽出 200件です。 

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。 

利用時期・開始時期は、令和３年４月上旬（予定）です。 

※令和３年５月上旬から令和３年５月下旬まで（調査時期） 

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） 

■：はいということでございます。何か追加すべき点等ございますか。 

□：特にございません。 

■：はい。各委員の方が何かご質問等ございますか。よろしいですね。はい結構ですはい。 

 

「結論」 

報告事項３について、審議会への報告は終了。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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） 

■：続きまして、その他でございます。本日皆さんに、ご相談したい件がございますので事務局の方か 

ら説明。 

△：失礼いたします。事務局からご相談したいことがございまして、時間をちょうだいしたいと思いま 

す。今年度の第 2回の審議会のときにもお話は出させていただいたかと思うんですけれども、電子 

計算機処理の考え方について、最近判断が難しいというか、どう考えたらいいのかなということが 

ございまして、今日久保先生も来ていただいておりますので、ご意見をちょうだいしたいなと思っ 

ております。 

お手元の緑のファイル、青い付箋を付けさせていただいております 6ページ、7ページをお開きい 

ただけますでしょうか。6、第 5号関係電子計算機処理と書いてるところでございます。そこの 3行 

目のところで、電子計算機処理を特に問題とする観点は電子計算機による個人情報の大量処理に伴 

う個人の不安感等に対応することであるから、専ら文書作成を目的とする処理またはマイクロフィ 

ルムと同様にイメージ情報として記録し、あとから情報の再編成や加工ができない形での処理は、 

電子計算機処理に該当しないとなっております。また（2）のところでございますが、電子計算機そ 

のものの定義は設けていないが、その意味するところは、デジタル回路により構成されたプログラ 

ム内蔵方式の電子式情報処理機構を指している。一般には、汎用コンピュータ、オフィスコンピュ 

ータ、パーソナルコンピュータ等、その性能、規模等によりいくつかの名称で大まかな分類がされ 

ているが、ここでは、性能、規模等について特に限定していないので、制御用コンピューターのほ 

かに、他の機器に組み込まれたマイクロコンピュータも観念上は含まれる。しかし、電子計算機処 

理による個人情報の処理を規定するという目的への適合性から、制御用コンピュータ、他の機器に 

組み込まれたマイクロコンピュータは、除かれる規定をしております。このことを踏まえてなんで 

すけれども。本市の条例上で電子計算処理に該当して、審議会の諮問が要るのかどうか、事務局と 

して判断が難しい相談が出てきております。具体的にはスマートフォンの使用とか、WEB会議、オ 

ンラインでの健康相談などでございます。 

まずスマートフォンでございますが、各課で使用しております、ガラケーをスマートフォンに買い 

かえる部署が出てきております。スマホの本体だけでは、これまでと同様に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り、 

条例上の電子計算機処理に該当する場合もあるのではないかと考えております。その辺の線引きが 

大変難しゅうございますが、事務局としては、例えアプリを入れたとしても、電話やメール、写真 

撮影で、本来そのスマホといいますか、ガラケーが有しております機能と同じような使い方をする 

場合については、電子計算機処理には該当しない。しかし、アプリ等をスマホに取り込んで、シス 

テムのように使用する場合には、諮問や報告が必要ではないかと考えております。 

次に WEB会議やテレビ電話によるオンライン相談について、パソコンのモニターとカメラマイク等 

の機能は使用するものの、特に何かを処理する、蓄積や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考えております。 

今後、審議会に諮る案件かどうかを事務局で判断する際の参考とさせていただきたいと思いますの 

で、考え方等があれば、お伺いさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたしま 

す。 

■：WEB会議はいいんです。あれはね。いいんですがって変な言い方。スマホをね、ケースによって 

はって仰ってましたけど、具体的に例を挙げていただけますか。 

△：例えば名刺管理ソフト。名刺をもらってそれを読み取って自動的にデータ化する、名前とか住所が 

書かれたら住所、会社名が書かれていたら会社名も含めて自動的にデータ化されてしまうようなア 

プリ、そういうのを入れたいなっていうことを考えてる部署がございまして、個人情報を収集する 

けれども加工はできないと。その中で審議会に諮るべきかどうかで何か考え方等あれば、お伺いし 

たい。 



■：もう世の中ついていけなくなってるんですけどね。取り込む場合ね、画像として取り込むんですか、 

或いは、画像としてカメラで映したら、それがもうデータ化されて自動的に例えば Excelみたいな  

形でってことですか、何ていうかな表になるのかな。 

△：その形になると思います。そこから直接、ポンと押したらもう電話がかけられたりとか、そこまで 

ついてくるのかなと思っております。 

■：今の件ですが、大分性能が良くなったので、画像情報をある程度、精度の高い文字に変えてくれる 

というのはあります。ただ私個人がそれをなんか以前のシステム手帳を使うような感じであって、 

個人の工夫程度ではないかと。はい。それは完全なデータベースになって、本市のシステムと繋が 

るんであればそれは当然システムとして見なければいけないんですが、単純な道具としては許され 

るものではないかと思うんです。ただアプリを入れてそれが直結して、連動されればこれ、電子端 

末ですね、いわゆる昔のダム端末みたいなものになりますので、対応が必要かと思います。逆に、 

WEB会議はもしかしたらダメなときもあるかもしれません。サーバの方に持っていかれている場 

合があるので、そこの話している内容がセンシティブ情報であれば、使うものを考えないと、NG 

になる可能性があって、その場合は電子会議システムそのものを、市の中のシステムに置いていた 

だいて、そこへ直接入るというような工夫が必要になると思う。 

△：通常はオンラインといいますか、インターネットを通して、相手の顔を見ながら、それぞれのパソ 

コンの前での会議、コロナ禍でもありますので、集まれない場合はそういう形になるのかなと思う 

んですが、そういう場合は、外部のシステムに一旦この情報がいくということで諮問した方がいい 

んじゃないかということでしょうか。 

■：話す内容によって、それが個人の重要な情報を取り扱うものであれば、外部サーバーでの電子会議 

室は避けたほうがいいと思います。Zoomが部分的にデータを処理する機能を持っていたという話 

はあります。できてしまうので、その場合はその使い方外部のサーバを介して話す内容に関する 

規定を設けることが必要です。ただ、普通にテレビ画像で、一対一でやるものに関しては、記録の 

残らない伝達であれば、従来の対面と変わらない。 

△：例えばその健康相談で、通常でしたら来ていただいてお話するところを、相手さんは家のスマホで 

こちらはパソコン等があるとして、そこで画面の顔を見ながら、センシティブな情報も含めて話も 

する場合、も電子計算機処理ではないですよね。 

■：計算ツールではないですから、情報のやり取りを機材内で記録して行うという意味、プライバシー 

情報を扱うことに関するものとして該当しない。 

■：はい、ありがとうございます。どうですか、そんなことで大体。 

■：さっきの名刺ですけどね。名刺だけじゃなくていろんな情報。スマホでってありましたけど、その 

スマホは、個人のスマホを利用するってことはないという前提なんですね 

△：そうですね。全部の課が持ってるわけじゃないんですけれども、必要な課は、市のお金で買ったス 

  マホを持っておりますので、そこにそういう名刺情報登録、いちいち入力していく作業と読み込む 

  作業といったら、スピードが全然違いまして、内容的には同じものが入って来るとは思うので、そ 

  れをどうこうする。この名刺管理ソフトについては、それを加工したりとか、する必要がないとい 

  うか、しないと思いますので、そこはぎりぎり電子計算機処理ではないように個人的には思ってお 

  ります。 

■：しかし、ソフトによってね。そういうふうに画像取り込んだら、自動的に EXCELファイルに転送に 

なっていくということになるとね、ただ個人がこっちでポチポチと入れるのと結局一緒ですわな。 

電算処理じゃないですかそうだよね。個人情報、収集についても本人が名刺渡してるわけだから同 

意を受けたと。いろいろとチェックしていかないとね。またそういうことは日常的に頻繁に行われ 

るわけだから、定型的なものとして、事前一括承認するとかね、やっていけると思うんで、ちょっ 

とね。すべてのことを想定して、スマホ OKですなんて暴論、乱暴な議論はできないんじゃないのか 

なと思いますね。 

△：そしたら事務局の方で迷うときは、審議会の方に諮らせていただいて、ご意見いただくということ 

で対応させていただきます。ありがとうございました。 

 


