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令和元年度第２回木更津市情報公開・個人情報保護審査会 会議録 

 

○開催日時：令和２年１月２９日（水） 午後１時３０分から午後４時００分まで 

○開催場所：木更津市役所駅前庁舎８階 会議室１ 

○出席者氏名 

 審査会委員：鬼形むつ子、清水幸雄、白石哲也、山田次郎 

 木更津市：渡辺市長 土居総務部長 伊藤総務次長 

総務部行政改革推進室：重城室長、佐藤室次長、時田主任主事 

市民部市民課：斎藤次長、桑田課長補佐、中原主事 

総務部総務課：矢原副主幹、瀬川主査 

（事務局）総務部総務課 曽田課長、中原主幹、渡辺主査、芝田主任主事、梅田主任主事 

○公開非公開の別：公開 

○傍聴人の数：０人 

 

○会議の内容 

中原主幹 お待たせいたしました。定刻前でございますけれども、お揃いになりましたので、

ただいまから、令和元年度第 2回木更津市情報公開・個人情報保護審査会を始めさせてい

ただきたいと存じます。 

初めに、渡辺市長よりご挨拶申し上げます。よろしくお願いいたします。 

渡辺市長 皆さん、こんにちは。大変お世話になっております。市長の渡辺でございます。 

委員の皆様には大変お忙しい中、情報公開・個人情報保護審査会にご出席いただきまし

て誠にありがとうございます。 

さて、皆様ご承知の通り、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、いわゆる番号法は、国民一人一人に個人番号を付し、この個人番号と法人

番号を活用して、効率的な情報の管理、利用及び迅速な情報の授受を行い、行政運営の効

率化と国民の利便性の向上、そして、給付と負担の適切な関係の維持に資するとされるも

のでございます。 

番号制度は、こうした効用が期待される一方で、個人番号を含む個人情報の取扱いと、

適切な運用の重要性が認識されているところであり、この重要性から本市では 5 年前に

番号制度のより適切な運用を図るため、特定個人情報保護評価につきまして、委員の皆様

に第三者点検を行っていただいたところでございます。 

この度、特定個人情報保護評価に関する規則第 15条に基づく、特定個人情報保護評価

を再実施し、再度皆様に、第三者点検をお願いしたいと考えているところでございます。 

委員の皆様方には、それぞれの立場から忌憚のないご意見を賜りますようお願いを申

し上げますとともに、今後とも本市の情報公開の総合的な推進及び個人情報保護に関し

ましてのご協力をいただきますようお願いを申し上げまして、冒頭の挨拶とさせていた
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だきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

中原主幹 ありがとうございました。それでは、木更津市情報公開・個人情報保護審査会規

則第３条第１項の規定によりまして、会長が議長となると定められておりますので、以後

の議事進行につきましては、清水会長にお願いしたいと存じます。それでは、よろしくお

願いいたします。 

清水会長 ただいまご紹介がございましたとおり、令和元年度の第 2回木更津市情報公開・

個人情報保護審査会を開き議事進行を担当させていただいております。 

本日の審議事項というのは、後程市長から、諮問をいただくことになりますが、住民基

本台帳に関する事務の取扱いにおける特定個人情報保護評価の検討ということでござい

ます。 

資料２というのをご覧いただきたいのですが、そこに適合性というところがありまし

て、何ページかに渡って基本項目がございまして、それを順次点検をしていくという作業

をさせていただくということになろうかと思います。 

まず一番先に話をしなければいけないことは、本日の出席者の確認でございまして、今

日成瀬先生が、はい、どうぞ。 

中原主幹 本日、成瀬委員が欠席をされるということで事前にご連絡をいただいておりま

すので、出席者 4 名ということになっております。以上でございます。 

清水会長 そうしますと、審査会の委員定数５名で、出席委員が４人ということでよろしゅ

うございますか。 

中原主幹 はい。 

清水会長 と、いたしますと、定員の過半数が出席されておりますので、本日の審査会は成

立したということで進めさせていただきたいと思います。 

最初にお諮りをいたします事は、本審査会が公開でよろしいかどうか。特に個人情報そ

のものが議題にあるわけではございませんので、ご了承得られましては先へ進めたいと

思いますけれども、公開ということについて意見ございませんでしょうか。 

それでは、ご異議ございませんので、本審査会を公開するということにいたします。議

題に入る前に事務局の方から連絡事項をお願いいたします。 

中原主幹 事務局の方からお願いがございます。会議中、もしご退席されるということがご

ざいましたら、お声がけいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。以上

でございます。 

清水会長 それでは、議題に入らせていただきたいと思います。次第ですと 3 番目になりま

すが、議題の諮問とある項目でございます。事務局にお願いしたい。よろしくお願いしま

す。 

中原主幹 それでは、次第の 3番目でございます。渡辺市長の方から諮問させていただきた

いと存じます。よろしくお願いいたします。 

渡辺市長 それでは、木更津市情報公開・個人情報保護審査会会長、清水幸雄様。住民基本
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台帳に関する重点項目評価書の取扱いについて、木更津市情報基本条例、平成 15 年木更

津市条例第 2 号、第 18条第 2 号の規定により、住民基本台帳に関する事務の重点項目評

価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いについて下記の通り諮問します。 

一つ。平成 30 年 5 月 21 日に、個人情報保護委員会が定めた特定個人情報保護評価指

針に定められた実施手続き等に適合した特定個人情報保護評価を実施しているか。 

二つ。特定個人情報保護評価の内容は指針に定められた、特定個人情報保護評価の目的

等に照らし、妥当であると認められるか、でございます。 

清水会長 事務局の方から諮問書を他の先生方にお配りしていただけますか。 

中原主幹 ただいま配布をさせていただきました。なお、恐れ入ります。渡辺市長、土居総

務部長、伊藤次長は公務により、ここで退席させていただきたいと存じます。よろしくお

願いいたします。 

清水会長 それでは、諮問の内容につきまして検討を始めるわけでございますけれども、ま

ず事務局より諮問内容をご説明いただけますか。 

中原主幹 それではまず、本日お配りをさせていただきました資料の確認をさせていただ

きたいと存じます。 

事前にお配りいたしました資料ですけれども、まず次第、1 枚のものがございます。そ

れから、横、縦、ちょっと方向が様々でございますがそれぞれ資料の右上のところに、資

料 1 から資料 5 まで書かれた資料がございます。それと参考資料 1 と書かれた資料が一

部ございます。こちらが、事前に郵送で送らせていただきました資料でございます。 

それから本日、机の上に配布をさせていただきました資料でございますが、申し訳ござ

いません、お送りしました資料の 1のうち、資料 5 番目、特定個人情報保護評価書（重点

項目評価書）と書かれた資料でございます。 

こちらのページ、修正が 3 枚ほどございましたので、9 ページ、裏面が 10 ページのも

の、それから、17 ページ、裏面が 18ページのもの、さらに 34ページ、裏面が 35ページ

となった 3枚の資料が差し替えになります。 

差し替えの内容につきましてはそれぞれの担当課からの説明の際に、ご説明させてい

ただきたいと思います。配布させていただきました資料は以上になります。過不足等ござ

いませんでしょうか。 

 それでは、諮問の内容の概要の説明に入らせていただきます。まず番号制度に関する取

りまとめ等を行っております、行政改革推進室の方から、再実施に関わります概要につき

ましてご説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

佐藤室次長 行政改革推進室の佐藤と申します。本日はどうぞよろしくお願いします。それ

では座って説明させていただきます。 

私からは、特定個人情報保護評価の再実施について、概要の説明をさせていただきます。 

本市では、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、

いわゆるマイナンバー法の公布に伴う特定個人情報保護評価制度の施行によりまして、
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平成 27 年の本審査会におきまして、住民基本台帳に関する事務の重点項目評価書の審査

をしていただきました。 

特定個人情報保護評価に関する規則第 15 条及び特定個人情報保護評価指針では、特定

個人情報保護評価書の直近の公表日から 5 年を経過する前に、評価の再実施をするよう

努めることとされております。 

また、本市においては、木更津市情報基本条例において、特定個人情報保護評価の第三

者点検について本審査会での審査を義務づけておりますので、今回住民基本台帳に関す

る事務について評価の再実施を行い、審査をお願いするものでございます。 

資料の 1。特定個人情報保護評価 5 年経過前の評価の再実施にかかる留意事項について

をご覧ください。 

特定個人情報保護評価の再実施に関しまして、住民基本台帳に関する事務の所管課で

ある市民課において、5年の情報技術の進歩や社会情勢の変化を考慮し、特定個人情報保

護評価書に記載する事務の内容や流れを改めて確認し検討いたしました。今回の再実施

にあたり、システムの内容等、評価書の基本的な部分について大きな変更はございません。 

しかしながら、5 年前に評価書を作成した時点のリスク想定と、現在行っている事務の

内容が異なる可能性がありますので、資料にありますポイントの 1、リスクの識別分析に

ついて、事実も確認した上で改めて評価の見直しを実施し、想定されるリスクを識別分析

する中で、現状のリスク対策で十分か、対策の追加変更が必要かを検討いたしました。 

お配りしました資料につきましては、国が全項目評価を実施する上での参考資料とし

てご提示させていただきました。 

資料 2をご覧いただきたいと思います。今回の評価書は、重点項目評価となり、国から

示されたフォーマットの関係上、数字で書かれております細目の部分に関しましては具

体的に載せることができません。 

この後、市民課から評価書の再実施においての変更点について詳細な説明がございま

すが、その内容が資料の 2 にあります、適合性、妥当性の括弧の数字で書かれております

大項目について、該当する部分の審査をお願いしたいと存じます。私からの説明は以上で

ございます。 

清水会長 確認ですけれども、諮問されているのは、資料 2の中の四角で囲んである 1、2、

3 の部分と、小さい半角の 1 から 70 までのところを除いた部分全部ということで。 

佐藤室次長 左様でございます。 

清水会長 ありがとうございます。それでどこから始めればいいんでしょうかね。 

佐藤室次長 市民課から説明させていただきます。 

斎藤次長 市民課長の斎藤でございます。私からは、特定個人情報保護評価の適合性につい

てご説明させていただきます。着座にてご説明させていただきます。 

まず、評価再実施時のしきい値についてでございますが、本市が保有しております特定

個人情報の対象となる人数は、令和元年 9月 19日の調査時点で 19 万 4256 人であり、本
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日までの人口の増加を考慮いたしましても、10万人以上、30 万人未満の範囲でございま

す。特定個人情報ファイル取扱者数は、委託先の取扱者も含みまして、500 人未満でござ

います。 

また、過去 1年以内の漏えい事件に関しましても、幸いにして本市ではございませんの

で、特定個人情報保護評価指針の規定に基づき判断いたしますと、重点項目評価を実施す

ることとなります。なお、取扱事務につきましても大きな変更等はございません。 

次に変更箇所につきまして、課長補佐の桑田からご説明させていただきます。 

桑田課長補佐 市民課の桑田と申します。よろしくお願いいたします。 

では、私からは、住民基本台帳に関する事務、重点項目評価書の変更箇所について説明

させていただきます。 

資料 5の素案というところ、よろしくお願いいたします。 

評価書につきましては、平成 26 年度に作成いたしまして、平成 27 年から毎年見直し

を行い、今回までで変更箇所が 31箇所ございます。 

詳細は、こちらの資料 5の評価書の 32ページに、別添 2で変更箇所を表にしておりま

すが、説明は評価書のページに沿ってさせていただきます。なお、変更後の記載につきま

しては、該当ページに下線を引いております。 

また、今回評価の再実施にあたり、特にリスク及びリスク対策を検討することとなって

おり、変更箇所 31箇所中 8 箇所がリスク対策についての変更となっております。 

リスク対策に係る 8 箇所は市民課の中原より説明をさせていただきますので、私から

はリスク対策以外の変更について説明をさせていただきます。 

なお、法令等の改正、様式の変更など、形式的な変更と組織や人事異動に伴う変更など、

軽微な変更につきましては、説明を省略させていただきます。 

それでは、お手元の資料 4 ページをご覧ください。 

清水会長 資料 5の 4 ページですね。 

桑田課長補佐 はい。資料 5の 4 ページ、③です。 

他のシステムとの接続、その他、前回記載しておりました証明書自動交付システム、簡

易型自動交付機は平成 28 年 10 月に撤去いたしましたので、削除し、新たに期日前投票

システム、児童相談システムを追加いたしました。 

続きまして 5 ページ、システム 3 の③。 

他のシステムとの接続につきましては、宛名システム等を追加し、そのほかに、前回記

載のありました、後期高齢者医療システム、国民年金システムは、当初連携を予定してお

りましたが、実際には接続しませんでしたので削除いたしました。そして就学支援システ

ムの方を追加させていただきました。 

清水会長 今のは、真ん中のシステムとの接続で丸がついてるその他っていうところだと

思いますけれども、就学支援システム以外は全部なくなった、という理解でよろしいです

か。 
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桑田課長補佐 はい。その通りです。 

清水会長 健康保険システム、介護保険、健康管理、障害者福祉、児童福祉、生活保護シス

テム。これは使わなくなったと。 

桑田課長補佐 これは以前と変更はありません。 

清水会長 就学支援システムが加わったというのはわかりましたけど、なくなったのはど

れですか。 

桑田課長補佐 なくなったものかの記載がございませんでして、後期高齢者医療システム

と国民年金システムの方は、前回の方は記載があったんですけども、接続しなかったので

削除させていただきました。 

清水会長 前の資料とつき合わせるとね、何がなくなったからわからない。 

桑田課長補佐 そうですね。これだけを見ると前回の資料がないので…。 

清水会長 これは表記の方法はないということで、表記する必要はないということですか。 

桑田課長補佐 見え消しというわけではないので…。 

清水会長 必要はない。 

桑田課長補佐 別添の 2の 33ページの方には変更前の記載と変更後の記載、表記はしてご

ざいます。 

山田委員 削除したというのはこれを見ればわかるということですね。 

桑田課長補佐 はい。別添 2 の方に表にしてございますので、よろしいでしょうか。 

清水会長 逆にこれをつき合わせないとわからないということですか。 

桑田課長補佐 最初の方のページではそうです。 

清水会長 このシステムに限定して言っているわけじゃないんですがね、よくこういう変

更をいたしますと、削除したものがそのまま残ってたんで、事業が全部綺麗に入れ替わる

ということがなかったりすることがありますので。それが原因で捨てたの捨てないのっ

ていう話になるという可能性があるので、できればこの審査会ではなくて、どなたが見て

もわかるような、線を引いてこれがなくなったとかっていう書き方をしていただけると。 

桑田課長補佐 見え消しのようなものですね。承知しました。 

清水会長 よろしくお願いします。 

山田委員 要はそういうふうな形で作ったっていうのは、評価書をこういう視点で見ても

らいたいっていう考えがあったからじゃないかって考えたんですけどもね。 

確かにその変わったっていうところを変わったところに書いといてくれれば、一番わ

かりやすいんだけれども、それをあえてしなかったっていうのは、削除した部分が今回の

評価に関して付録みたいなところであって、あんまり重要じゃないと。 

審査してもらいたいのはその変わった部分じゃなくてその前の部分だから、32 ページ

から付録みたいなもんであって、ちゃんと評価してもらえたらその前のゾーンだけだっ

ていう姿勢で書いてあるのかどうかって今思ったんですけども。そういった意味合いで

もないんですか、この変えた部分を後にまとめちゃったっていうことは。 
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清水会長 いや、特定個人情報を使うということについてきちんと届出をしなければいけ

ないという考え方が基本でありますから、新しく使うようなものについては書いたけれ

ども、もう使わなかったからいいだろうっていうことではないのですか。 

桑田課長補佐 今の二つに関しましては、この評価書を作った時はまだマイナンバーが始

まる前の段階でしたので、当初は予定されていたので評価書の方に載せていただいたん

ですけども、実際のマイナンバーの運用が始まってからは、こちらの二つのシステムにつ

いては、接続はされないということでしたので、表記を削除させていただいたのですが。 

清水会長 形式的にはおっしゃる通りなんですが、国の方の何が変わって使わなくなった

と、余計なことが書いてあったと、言ってみればね、それで将来的にも使う見通しがない。

だから、実際に合わして前の部分を削りましたよと。こう書いていただけますと、どなた

にでもお分かりになると思う。使ってないけどもやめたのか、それとも使わなくなったか

ら、早くから使ってないので、中止だということなのかちょっと見分けがつかないと。 

桑田課長補佐 申し訳ございませんでした。 

清水会長 多分、一般の方がご覧になったら、これは何の話かわからない。山田先生が言う

ように意図的に何か隠してるものがあるんじゃないですか。ということでよろしくお願

いいたします。 

桑田課長補佐 では、続けさせていただきます。 

続きまして 6 ページ上の③。他のシステムとの接続ですが、その他のところに丸をつけ

まして、括弧の中に接続するシステムの名称が確定しましたので、ＩＤ連携サーバを追加

させていただきました。 

続きまして、9ページ。5特定個人情報の提供移転。提供移転の有無で移転を行ってい

る件数を。 

山田委員 変わったんでしょ。差し替えでしょ。ちょっと早すぎてついていけない。 

桑田課長補佐 はい。提供移転の有無で移転を行っている件数を、当初は 25 としておりま

したが、子育て支援課の事務 1 件を追加しましたので、26 件に変更させていただきまし

た。 

清水会長 いまだによくわからない。何ページの話ですか。 

桑田課長補佐 9 ページの 5 の特定個人情報の提供移転についての一番上のところなんで

すけれども。 

清水会長 移転を伴うものっていう部分ですね。 

桑田課長補佐 提供移転の有無で。 

山田委員 いや、ゆっくり話すんではなくて、差し替えたっていうんで、資料を見るのに時

間がかかるから、どんどん進むのではなくて、資料をちゃんと見たのを確認して話をして

もらわないとついていけない、そういうことなんですよ。 

桑田課長補佐 申し訳ありません。差し替えの資料は 10 ページの方になりますので、 

清水会長 9 ページは変わっていないのね。 
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桑田課長補佐 申し訳ございません。9ページの方は差し替えはございません。 

斎藤次長 裏表で一緒に差し替えさせていただいたので、9ページは変更がないのですが 10

ページがその裏でしたので。お渡ししたところには 9 ページがついています。 

山田委員 そういうわけなんで、差し替えがあるページは資料を見たのを確認してから話

してくれますか。 

桑田課長補佐 わかりました。9ページの方はよろしいでしょうか。25件を 26件に変更さ

せていただきました。差し替えの方が 10 ページのところになります。申し訳ございませ

ん差し替えの方の、10ページの方をご覧いただけますでしょうか。 

清水会長 25 が増えたというのはどこに書いてある。 

桑田課長補佐 それは 9ページの一番上の、5 の特定個人情報の提供移転のところで、移転

を行っている件数の方が前回は 25件でしたが 26件に。 

清水会長 だからここも変わってるんでしょ。 

桑田課長補佐 はい。25から 26 に変更になっております。 

清水会長 ついでにその 1 件っていうのは何が増えたんですか。 

桑田課長補佐 はい。子育て支援課の事務 1 件が追加になりましたので、26 件になりまし

た。 

清水会長 子育て支援で第三者に委託をしてるっていうのがあるんですね。 

桑田課長補佐 委託ではなく、移転のほうが。子ども・子育て支援法に基づく給付及び支援

事業事務を追加させていただいたので 26 件になりました。 

清水会長 それは今お話になっていた、何に使うから増えたんだというふうに言ってくれ

ないと。それは移転だっていうふうに言われて、単純に増えたというふうに言われると何

をやってるかわかりませんから。そうでないとね、厳しいことを言うようだけど、言って

ることは全部わかりました。国民に対する説明というのが不十分であるというふうに、そ

ういう答申出しますよ。 

斎藤次長 申し訳ございません。 

清水会長 あなた方は行政に関しては、プロなんでしょう。我々はみんなアマチュアなんで

す。それを専門で仕事しているわけじゃない。プロがアマチュアにわかるように説明でき

なかったら、それ駄目ですよ。 

桑田課長補佐 申し訳ございません。 

清水会長 では 10ページへ行ってください。 

桑田課長補佐 続きまして 10ページ、こちらの方差し替えがございまして、10 ページの 6、

特定個人情報の保管、消去の保管場所のところが、変更がございまして、下線を引いてお

りませんでしたので、上から三行のところを変更箇所とさせていただいております。 

清水会長 下線を引き損ねているからだというだけの話ですか。 

桑田課長補佐 変更箇所に下線を引いておりませんでしたので…。 

清水会長 でも、中身は変わってないですよね。 
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桑田課長補佐 中身を変更させていただきました。三行を変更させていただきました。 

山田委員 書いてある内容については変わっていないですよという話ですが。 

桑田課長補佐 はい。そちらの方は線が引いておりません。では保管場所について説明をさ

せていただきます。保管場所であるサーバ室の入室時の認証方法を変更し、セキュリティ

の強化を図りました。 

具体的に申しますと、以前は紙の入退室管理簿に時間と名前を記入し、専用の鍵を使用

して入退室をしておりましたが、現在は入室専用の中指の静脈登録を総務課で行い、登録

をした職員のみが入室できることになっております。 

また、サーバへのログインは個人ＩＤのほかに手のひらでの静脈認証が必要となって

おりますので、他の部署の職員が操作できないようになっております。 

なお、14ページと 17 ページにも同等に保管場所についての記載がございますが、今説

明させていただきました取扱いと同等となっており、こちらにつきましてもセキュリテ

ィの強化を図っております。 

で、大変申し訳ございません。17 ページの方にも、変更箇所があるんですけれども、

そちらの方に下線が引いてなかったので。 

清水会長 下線を引くっていうのはどんな意味があるんですか。 

桑田課長補佐 変更をしたところに下線を引くという。 

清水会長 前のやつは引いていなかったでしょう。 

桑田課長補佐 変更もしました 17ページの方も引いてなかった。 

清水会長 どこが変わったんですか。 

桑田課長補佐 同じところが変わりまして、17 ページ。保管場所のところの三行を変更さ

せていただきました。そこに下線が引いてなかったので差し替え…。 

清水会長 理解できない。下線が引いてなかったっていうのは、最初の時点では、5 年前は、

引く必要ないですよね。 

桑田課長補佐 はい。そもそも 5 年前と今回の保管場所が。 

清水会長 書いてある文章はそのまま変わっていないでしょう。 

桑田課長補佐 5 年前と保管場所のところは変更がございます。 

清水会長 どこが違うんですか。前はどうだったのかっていうことがわからなければ、変わ

ったかどうかってわからないじゃない。どこかの国の首相じゃないんだから。送ってもら

ったものと差し替えをしますというのがね、同じだってことがわからないんだよね。 

このもう一つ前があるわけでしょう。中身がどこが変わったとか、どういう表現になっ

てるかっていうことは、資料をもらってないから、前のやつを持っとかなきゃわかんない

わけですよね。 

桑田課長補佐 おっしゃる通りです。 

清水会長 あなたね、自分がやってることがですね、自分の仕事だからわかるかもしれない

けど、住民に対する説明でしょ、今聞いてるのは。 
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桑田課長補佐 詳細については 34ページのところに変更前のところと変更後の。 

清水会長 先ほども言った通りなんですよ。ここを見れば、旧、新、そして、ここに対する

報告書はそっちを見てくださいねっていうのがどっかにあって、そこで初めてこの表が

できあがる。その中で線を引き忘れたからそこだけ直してねっていう話なんですけどね。

次の項目からそう説明していただかないと。全項目やってくれって話になります。読み上

げで構いませんから。前はどうだったんですか。 

桑田課長補佐 34 ページのところですが、入退室管理簿による入退室管理を行っている部

屋に設置されたサーバ内に保管する。サーバを保管している部屋に入退室を行うには、専

用の鍵を必要とする。サーバへのアクセスはＩＤパスワードによる認証が必要となる。 

前回はこのように記載されておりましたが、今回は静脈認証による入退室管理を行っ

ている部屋に設置されたサーバ内に保管する。サーバを保管している部屋に入退室を行

うには、事前に入退室専用の静脈の登録が必要となる。サーバへのアクセスはＩＤ及びロ

グイン専用の静脈による認証が必要となる、と認証方法の方変更させていただきました。 

清水会長 それで初めてわかると思うんですね。5年前はね、静脈認証という制度はあんま

り一般的ではなかったし、言ってしまえば鍵をかけるぐらいがせいぜいだったと。そんな

もんで我慢してくれということで手を打ったんですね。ところが、それ以降技術が進みま

して、銀行なんかでも普通に指で認証してますよね。ああいう技術が普及したので、より

セキュリティを高めるために、こういう制度を導入してそこが変わったと。こういってい

ただかないと、わからないと思いますよ。 

山田委員 すいません、細かいこと言って申し訳ないんですけれども。いまの説明はね、34

ページって始めたけれど、34 ページのどこにあるか最初わからなかったんですよ。ちゃ

んと読んで欲しいんだったらどこって言っていただかないと目がスムーズにいかないで

しょう。申し訳ないけど全然わかっていない人に説明しているんだってことで話をして

もらえますか。 

桑田課長補佐 申し訳ありません。では、続きまして、18 ページにつきましては、別添１

のところの表（3）送付先情報ファイルのところが、途中で切れておりましたので、差し

替えの方のページで 67のローマ字、旧字まで入っているものに差し替えをさせていただ

きました。申し訳ございませんでした。新しいものは 67 まで入ったもので素案の方がで

きておりますので。 

山田委員 要は印刷が切れているっていう話でしょ。そういっていただければいいんだけ

れども、一生懸命探してしまった。 

清水会長 特定個人情報ファイル記録項目のところですね、一つだけちょっと本質とは関

係ないことでお聞きしたいんですけれどもね、名前のふりがなってありますよね。これは、

どうやって集めているんですか 

桑田課長補佐 （2）のふりがな氏名ですか。 

清水会長 これを変えるって言ったらどういうことがあるんですか。 
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中原主任主事 すいませんふりがな、氏名についてなんですけれども、収集方法につきまし

ては住民からの異動届等から、ふりがな等書いていただきまして。 

清水会長 書いていただきまして、というのは書かなきゃいけないという趣旨ですか。 

中原主任主事 その通りです。 

清水会長 たまたま書いてきたのは。 

中原主任主事 ではなくて住民から転入届を出したりそういった届出をいただいた際には、

必ず、新規で登録される方については、書いていただいています。 

清水会長 変えてもいいんですよね。 

中原主任主事 はい。ふりがなの変更も可能になります。 

清水会長 投票区、口座っていうのは、制度が変われば、そっちへ変えるんですよね。 

日本の法律で名前の読みについてね、規定はないはずです。法律上、根拠はないはずです。 

私の清水幸雄という漢字を書いて、やまだたろうとしようが私の勝手ですよ。そのぐらい

変わるもんなんですよ。変えようと思ったら。 

そういう細かいことまで集めてるんですねっていうことがここでわかるわけです。こ

れについては変わってないということですね。18 ページは差し替えの必要性はなくて、

新旧同じということでよろしいですね。では 19ページ。 

桑田課長補佐 では、リスク対策のところ 19 ページから 30 ページの方は後程説明させて

いただきますので、ちょっと飛ばさせていただいて、31 ページのⅣ、開示請求問い合わ

せについてです。 

1 の特定個人情報の開示、訂正、利用停止請求、①の請求先と、２.特定個人情報ファ

イルの取扱いに関する問い合わせ、①の連絡先ですが、庁舎の移転に伴い、潮見の方から

朝日 3 丁目 10番 19 号に修正させていただきました。私の方から説明は以上となります。 

続きまして、中原の方より、リスク対策について説明をさせていただきます。 

清水会長 今の 31ページというのは、要するに住所が変わったというだけの話だよね。 

桑田課長補佐 その通りです。 

清水会長 それならそう言っていただきたい。 

中原主任主事 では、すみません。私中原の方から説明をさせていただきます。 

資料 5の 19 ページ、住民基本台帳ファイルの目的外の入手が行われるリスクに対する

内容の措置になりまして、場所がリスク対策の 2 のリスクに対する措置の内容のところ

になります。 

こちら下線を引かせていただいています箇所が今回変更になりました箇所になるんで

すが、それぞれのシステムとの連携仕様というのが、J-LIS 等から示されておりまして、

それに基づいて連携を行い、システム上必要な情報以外は連携されないようになってお

りますのでその旨の追記をいたしました。 

清水会長 それは措置の内容のところですか。 

中原主任主事 そうです。措置の内容になります。 
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清水会長 大変失礼だけれども、19 の上の方の入手のところ、一番最後のところで、既存

住基システムへの登録時には入力者以外の者が入力状況を確認し、対象者以外の情報登

録を防止する。もっともに見えるんだけど、前はどうだったの。 

中原主任主事 申し訳ありません。こちらにつきまして差し替えの方がなかったんですけ

れども、清水先生おっしゃっていただいた必要な情報以外を入手することを防止するた

めの措置、こちらとして記載をさせていただいてますところには、下線が引いてあるんで

すけれども前回と変わらない部分になります。 

清水会長 文章は変わってない。 

中原主任主事 はい。措置に対して記載があるものについては一切変わっていないものに

なります。 

清水会長 まだよくわかんないんだけれども、この下線があるところっていうのは制度的

に変わったから線が引いてあるということではないの。 

中原主任主事 下線を引くのが義務づけられているわけではなくて今回の審査会を開くに

あたって、わかりやすいように引いてくださいということで事務局の方から指示があり

まして引かせていただいております。 

清水会長 なにかが変わったということではないのですね。 

中原主任主事 はい。違います。 

清水会長 あと、全部そうね。今までの部分を含めて全部そうね。 

中原主任主事 今までの部分についても国のやり方が変わったというわけではなくて、今

回の資料として引かせていただいてます。 

清水会長 大事だからと。 

中原主任主事 よろしいでしょうか。 

山田委員 前回の評価書と違う部分には下線が引いてあるということですよね。 

中原主任主事 すみません今の部分については差し替えの資料がちょっとなかったんです

けれども、一番下の必要な情報以外を入手することを防止するための措置として記載を

させていただいてます部分については前回と変わりのない部分になりますので、下線は

なかったものとしてご覧いただければと。 

清水会長 線が引いてあるところが二種類ある。そういうことね。 

齋藤次長 引かなくていいところに引いてしまっており、こちらの誤りですので、線が引い

てある箇所については引いていないものとしてみていただければ。 

清水会長 その上の、9 行だか 10 行だかありますけど、市町村ＣＳからっていうところか

ら必要な情報以外の入力ができないように既存住基システムで入力項目を制限している、

までは必要で最後の一行だけが要らない。 

中原主任主事 今回変わりました必要な部分が、市町村ＣＳからのところからその次の庁

内からの部分のシステム上で担保するまでになります。 

清水会長 その 6 行が言ってみれば改正というか改定があって、必要な情報以外に入手す
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ることを防止するための措置というところの 4 行は改正がない。誤って引かれたと。 

中原主任主事 はいそうです。 

清水会長 記憶からいってね。5 年前の記憶もおぼろなんだけど、どこか変わったかなと思

いまして。それでその下は。 

中原主任主事 次進めさせていただきます。次に同じページの、そのすぐ下の特定個人情報

の入手におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置ですが、こちら不適切な方

法で入手が行われるリスクについて、住民からの届出、例えば、住所変更等による通知カ

ードや個人番号カードの表面記載事項変更届といいまして、住所が変わったことをマイ

ナンバーに記載をするんですけども、そちらの変更届をお出しいただいた場合がこちら

に当たります。 

この届出は他の窓口ではもちろん、市民課でも証明申請書の窓口でしたり、交付窓口の

方では一切受け付けはせずに、住所異動窓口とマイナンバーの専用窓口がございまして、

こちらの二つの窓口にて職員が受け付け、郵送での受付については封書、担当職員の方が

開けまして処理を行います。 

また、その下の入手後の特定個人情報が漏えい、紛失するリスクに対しましては、届出

書類等を扉を閉めると自動で鍵がかかるロッカーに保管することにより、鍵の閉め忘れ

等のヒューマンエラーが起きない施錠方法を採用しておりまして、扉の閉め忘れ等が起

きないように職員の方には、管理の周知徹底をしております。 

清水会長 以前は施錠管理もしていなかったと。 

中原主任主事 以前は施錠管理はしていたんですが通常通り鍵で閉める方式なので鍵の閉

め忘れ等があったりっていうのがありました。 

清水会長 これもね、先ほどと同じで、今まではこうだったと。鍵でやっちゃう。 

鍵なんていくらでもコピーができる可能性もあれば、落としちゃう可能性もある。なく

ても開けられたりしますよね。鍵って言うのはね。そういうものでリスクが非常に大きか

ったので、こういうふうになったと。そういう説明をいただきますと。 

中原主任主事 承知しました。 

清水会長 保管場所の施錠管理っていうので、届出があって、それから、いろんな行政上の

処理がされるというその流れの中での管理ってのはどうなっているんですか。 

中原主任主事 流れの中での管理なんですけれども、届出書等、処理をするものにつきまし

ては、担当職員の方の机の上なんですけれども、市民等から見えない位置にですね、箱を

用意しましてそちらに入れて管理をしてそこで処理を行っております。 

清水会長 封筒が来ますと、封筒を開けて、書類と分けて、これを処理をしてどっかにおき

ますよね、決裁箱ですか。で、これは鍵がかかっている。このままにしておいて席をはず

すということはありえないの。 

中原主任主事 ありえます。 

清水会長 そうすると、事務がどこかまで進行して、ある程度処理が済んだ書類を鍵がかか
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るところにいれておくと。施錠管理をしっかりしてるっていうのは、ここから漏えいする

っていう可能性っていうのはなくならないよね。それは、どういう対策をとってるんです

か。 

今の話にあることというのは、実際に事務をやったことがない私でも想像ができるわ

けです。そういうところからの漏えいについて注意を払わなくていいという風にお考え

であれば別ですが、そうでなければやっぱり必要なんじゃないかと言うことになると思

いますけどね。ご検討はないわけですね。 

こういうことだってあるんですよ。例えば、市民なら市民が住民票を登録して、引っ越

して、転居届を出したとするわけです。そうすると、それを受け付けた皆さんは、中身は

見れるわけですから当然見ているはずです。清水先生今度引っ越したんだな。これも十分

な漏えいですよね。特定個人情報じゃないですけれど。一般的な個人情報としては、その

時点で漏えいです。 

それで、そうするとそういうところについてのフォローというかカバーというか、これ

が一番多いんですよ。ましてや今回の諮問というか、点検しなさいという国の方は単純な

個人情報の話をしてるわけじゃなくて、プライバシー保護と言うことが必要でとおっし

ゃってますので。 

全体を通してそうでしょう。そうだとすれば、僕はそんなこと知られたくないけどねっ

ていうふうに思ったときには侵害になるわけですよね。そういうことに対しての対策が

不十分だという、答申になりますか。 

先生方ね、どこの誰とは言いたくはないですけどね、ある病院があるのですよ。 

そこで個人情報の保護の研修をやれっていうんで、お手伝いをしたんですよ。そうしま

したらね、お医者さんと看護師さんは法律がありますよね。刑法もあります。守秘義務が

ありますよね。公務員の事務であればこれは公務員法で。 

ずーっとやっていって、その病院の中で守秘義務がないっていうのがクラークさんな

んですよ。カルテ持って歩いている人。その人に対してね、個人情報保護の研修をしまし

たら、そのクラークさんたちが私の顔を覚えましてね。白髭の先生だと。 

私がその病院に患者として、かかりにいきました。大声で清水先生今日は何ですかって

言われましてね。それがいけないんだという研修をしていたんですけど、だからそういう

ことが別に珍しくも何ともなくて。そうなっちゃうと、プライバシー保護っていうことは、

表に出れば出るほど、私がプライバシー侵害されて嫌だと言い出したら、セクハラなんか

と同じで被害者ですよ。被害者が嫌だといえば侵害になるわけでしょう。 

そういう制度だというふうに捉えてしまうとね、今の話でも共通すると思うのですが、

扱われる方からすればどこまでやればいいのかはよくわからないというのがある。 

こういうルールっていうのは、本来これは駄目、これは駄目、これならＯＫと線を引く

のが本来のルールのあり方だと思うんですよ。ご異論があるかもしれませんがね。  

そこでね、前はこうだった。今度はこうなった。それはこういう問題があったんだとい
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うことをやっぱりはっきり言っていただかないと、あいまいな部分が増えるだけだと思

うのですがいかがですか。これもできればそういう書き方にしていただきたい。どうぞ次

20 ページへ。 

中原主任主事 続きまして同じ 19ページの一番下の項目になるんですけれども、こちら特

定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置というところな

んですが、こちらについては担当部署主体の J-LISｅラーニングという情報セキュリティ

研修がございまして、こちらをセキュリティ管理者、セキュリティ担当者、システム担当

者及び新入職員すべてが受講しております。 

また、職員ごとに事務に必要な機能のみ使用できるようにシステム上制限することで、

事務外の不正利用が行えないようになっております。 

山田委員 ｅラーニングを受講してるってことなんですけども、パソコンに入っているソ

フトを個人のパソコンで見るっていうそういう形ですよね。 

中原主任主事 そうですね。 

山田委員 見たことのチェックっていうのはパソコンがどっかに入ってるソフトを開いた

かどうかってだけで見るわけですよね。 

中原主任主事 ソフトではなくてインターネット上での受講になるんですけども、受講が

終わりますと、そのアカウント、要はその個人で受講終了の旨のものが出るようになって

おります。 

山田委員 受講してる様子を誰か見てるってわけじゃないですよね。 

中原主任主事 そうですね。誰かがその受講してるのを見ているわけじゃなくて本人が端

末、パソコンを使って受講します。 

山田委員 ですよね。だからパソコンで映像等を流します、別の仕事をしてます、というこ

とも可能ですよね。 

中原主任主事 一応このｅラーニングというもので、そういった映像がもちろん流れまし

て、その後にテストを行って、今までその映像が流れたものについて、ここについてはど

うでしたかっていう選択肢を選んで、回答するのがあるんですけれども、それを 8 割以上

正答しないと受講完了にならないようになっております。 

清水会長 そういうことじゃなくてね、そのパソコンにアクセスできるのは、山田先生のパ

ソコンであれば山田先生だけだよね。本人認証かなにか必要になってくるの。 

中原主任主事 個人メール宛に、個人のＩＤとパスワードが個別で送られてきましてそれ

でログインしないとできないようになってます。 

清水会長 そうでないとね。先生のパソコン私が借りて、勝手にやって合格証を取ってしま

うということをしたときに後から困りますよね。本人認証はどうなっているんだというこ

とをちょっとお尋ねしたい。 

山田委員 いや、僕が聞きたかったのは、要は流しておけば受講したことになるような仕組

みになってないか。弁護士会ではそういうことやっているんですよ。 
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受講しなければ事件回しませんよ、みたいなのがあるんですけども、それはとりあえず

僕のパソコンでそこを開いてその時間かけましたよというのがあれば受講したっていう

のがチェックできるような仕組みになってるようなんですよ。 

だとすると、事務所のパソコンでそれ流しておいて、あと他の仕事やってればいいわけ

ですよね。要するに中身聞いてない見ていないんだけれども、受講したって形が取れるっ

てことになってるんでね、そういう仕組みにはなってないということですか。 

中原主任主事 なっていないです。 

山田委員 それを確認したかったんです。 

清水会長 そういう問題点が残ってるよという。 

山田委員 いやそうじゃなくて、そういうことを弁護士会がやってるんで、木更津市はやっ

てないでしょうかという話なんですよ。 

清水会長 パソコンによっては、本人認証がないとそもそも開かないっていうのもありま

すし、場合によっては前に人がいないと何分か経ったらすーっと消えてしまいもう一回

一からやりなさいと。 

生命保険なんかの勧誘でね、何とかのおばちゃんみたいな人が持っている、契約の形態

を変えるというときに、今まで、生命保険が中心だったと。だけど、もうどのみち先が長

いことないから、病気の保険に切り換えたいというと、こんなプランはいかがですかと、

本部から転送して開きますよね。それを開いて見てますとね、前にいないと三分ぐらいで

すーっと消えちゃうんです。そんなパソコンがあるんです。 

しかも、その手のパソコンは、ハードディスクはついていない。USB も使えなければ何

も使えない。要するに記録媒体で取っておくという方法がないというものもありまして、

いろんな対策があるんですよね。私が気になりましたのは、これはログは残るんですか。 

中原主任主事 受講のログは残ります。 

清水会長 残る。開示ですか。本人に。 

中原主任主事 開示はしていないです。よろしいでしょうか。 

清水会長 その上のその他の措置の内容というところでね。アクセス制限の発行、失効管理

っていうところで、退職した元職員や異動した職員等のアクセス権限の失効管理を適切

に行うってのは、人事課かどこがやるのかは知らないけど、これは退職日で自動的にやっ

ちゃうの。 

中原主任主事 アクセス権限の失効ですよね。こちらについては、自動的ではなくて、総務

課の方に報告書を提出して、そちらの職員の方が手動で失効処理を行っております。 

清水会長 そうするとさ、権限がなくなったけれど、まだ見れるという期間って少しは残る

んだよね。それは本来問題でしょう。 

大学を定年退職でやめましたらね、4 月 1 日から教員が ID、パスワードでアクセスで

きたところがアクセスできなくなりまして。 

そうしましたら、4 月になってから、ある学生が、成績評価が不当だと言ってクレーム
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をつけてきました。直すというほどのことはなかったので成績評価を変えなかったんで

すが、これを変えてあげようと思うと、変える方法がない。在職していれば、当然訂正が

できる。そのぐらい徹底したソフトっていうのがあるわけで。 

これも、その間の隙間ね。3 月 31 日に退職しました。システム管理してる方が 4 月の

2 日に、最初の１日だけは、見れちゃう、アクセスできちゃう。それを違法だというふう

に言って、駄目というふうに言うのであったら、そういうことをしたらどうなるかわかっ

てるでしょうね、という制度と一緒にくっつけないと駄目でしょう。 

中原主任主事 すいません。では続き 20 ページをご覧ください。 

こちら、上の四番の基本住基システムの委託契約書中の特定個人情報ファイルの取扱

いに関する規定の内容ということで線を引かせていただいてる部分になるんですけれど

も、こちらにつきましては平成 31年 4月 1日に特定個人情報等の取扱いに関する特記事

項が策定されまして、それに伴い変更契約をしたことによる変更になります。 

今までの契約の規定の内容との比較につきましては後ろの 35ページの変更箇所の資料

をご確認いただければと思います。場所は 35 ページの一番上の項目になります。 

清水会長 中身の検討を十分におやりになってらっしゃると思うんですが、先ほどもちょ

っとお話した通り、再委託、或いは病院のクラークさんみたいな、派遣社員、こういう扱

いってのは、私があなたを雇いました、あなたが別の人と契約する、と。 

それを、2 人目のね、再委託先というか、下請けさんというか、名前はともかくとして、

そういうところに対するコントロールってのはどの程度のことをするつもりなんですか。 

時田主任主事 先ほどお話もありました通り、再委託については、特記事項の中で原則禁止

という形になっております。 

ただですね、原則禁止という形なので、してはならないという規定等は設けてない状態

になっております。 

清水会長 ということは再委託をされてしまったら止める方法はない。僕がＡさんに委託

をしました。Ａさんが、Ｂさんを、雇いました。再委託っていうのは、私の許諾がなけれ

ばできないというケースを考えるのかね。それとも、許諾がなくてもできると。両方ある

と思うんですよ。 

時田主任主事 会長のお話の中でありました後者の方、許可がなければ再委託の方は原則

できないようになっております。 

清水会長 やってしまったら。 

時田主任主事 やってしまった場合の規定として、損害賠償という形での規定は載ってお

ります。ただ、それ以外のものに関しては載ってない状態になります。 

清水会長 損害賠償っていうのは、損害がなければ、請求できませんよね。 

とすると、頼んじゃって無断で再委託したけれども、結果としてうまくいっちゃったとい

う時には、お咎めなし。 

時田主任主事 形としては、今現在おっしゃる通りの形になってしまうと思います。 
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清水会長 よろしいですか。 

山田委員 それ契約違反でしょ、要は。契約解除にならないの。解除原因になってないの。

契約の方で。 

清水会長 契約解除すればそこで損害賠償がありますよね。だから別な、契約解除に伴う損

害。 

白石委員 契約解除条項になっていれば、直接損害じゃなくて、契約解除したことによって

別の業者を頼まなきゃいけない費用とか労力など金額に見積もるのはちょっと難しいで

すけど、賠償請求は理論上可能だと思います。 

清水会長 理論上可能ですよね。 

白石委員 できれば、契約解除とともに違約金を定めて損害額の立証をしなくてもいいよ

うに、条項にしたほうがより効果的だとは思います。 

清水会長 やっぱり再委託はいけないということについて無許可で再委託するってのが基

本的には契約違反だと。契約二つあるわけですから。その契約違反だっていうときに、債

務不履行なんですから、それに伴う損害賠償っていうのは当然できるわけで、ただそれは

契約解除が最初に話の前提になりますよね。そういう規定、はい、どうぞ。 

時田主任主事 すいません。先ほどのお話なんですけれども、特記事項の中に契約解除とい

う項目があります。その中で関連する委託業務の全部または一部をこちらの方から解除

することができるということで謳っております。 

清水会長 その特記事項というのはどこで定められているんですか。 

時田主任主事 先ほど、市民課さんの方から説明がありました。昨年度、策定をしました、

特定個人情報等の取扱いに関する特記事項ということで、契約する上で特記事項を新た

に追加して、契約をするようにという形で出したものになっております。 

清水会長 それは法的な拘束力がある話なんですか。 

時田主任主事 効力があるというところで会長のおっしゃってるのは多分条例とかそうい

ったのに載っているかというところなんですけども、こちらに関しては特記事項に書い

てあるということだけになりますので、そういった法上の制約っていうんですかね、そう

いったものはない形になります。 

清水会長 国がそういうことを言い出すとね、自治体としてはそれに拘束はされると思う

んですよね。やらなきゃいけない。やらないと何か言われると、でも、やらなかったら何

かあるかというとそんなことは多分ないだろうと。ましてや、委託先が勝手に動いてしま

った時っていうのは止めようがないですよね。そうすると、その時点で何があっても、と

もかく市が傷をつかなくて済むような方法を考えろという発想をするとすれば、違約金

の定めとか契約解除や比較的簡単にできるような方策を考えるとか。要するにペナルテ

ィーを大きくしていかないと、保護すべき部分っていうのが大きければ大きいほど、経済

的な価値を持っていれば持っているほどやりたくなるわけです。 

その辺についてのご検討っていうのは、どうしても必要だろうと思いますけれどもね。 
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山田委員 それで、契約違反があって解約したって場合に、次の業者がすぐ選べる体制って

のはあるんですか。 

つまり当てがないってことになるとすると、契約違反があっても解除できないってい

うふうな事実上の縛りが出てきちゃうわけでしょ。きっちり契約通り解除できるという

ふうにするには、次の業者が確保されるっていう前提がなければいけないわけですよね。

現実問題としてあるかどうかってことなんですけども。 

曽田課長 すぐに契約の業者が見つかるかというご質問ですけれども、基幹系システムと

いう大きなシステムになっていますので、今日はあなたもう駄目です、じゃあ次の日に、

別の業者さんお願いしますということは、物理的には難しいというふうに考えておりま

す。以上でございます。 

山田委員 その場合にそれは実質上解除できないからそのまま継続するってことなのか。

それとも、契約が期限つきになってるのかどうかわかりませんけどもね。ある程度の期間

経ったところできっちり解除して次の業者さんを探すっていうふうにするものなのか。

先の成り行きっていうのは、ある程度考えてるんですか。 

曽田課長 今委員おっしゃいましたことについては、今の時点では想定をしてございませ

ん。今後、検討して参りたいと考えております。以上でございます。 

清水会長 ありがとうございます。少なくとも、20 ページの上の方の段ですと、再委託先

に不適切な取扱いがあった時は委託会社の方に連帯して賠償責任を負うという対策をと

って、できれば違約金も入れるというふうで。 

中原主任主事 次に進めさせていただきます。同じ 20ページの、今度は一番下の特定個人

情報の提供移転におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置なんですが、不適

切な方法で、提供移転が行われないようにですね、他部署の職員等が市民課の対象端末に

アクセスしようとすると不正なアクセスと見なされましてアクセスすることができない

ような、ログインをすることができない仕組みになっております。 

またあらかじめ定められた方法につきましては、41 ページと 42ページに記載のある移

転方法になります。 

清水会長 これは技術的な対策だけですけど。 

中原主任主事 そうですね、技術的な、はい。 

清水会長 余計な話ですけどね、技術的な対策っていうのは、より最先端の技術がどんどん

進んでいくとするという前提に立つと、以前の技術を使えますよって、言ったときにもの

すごいディフェンスが弱いんです。 

昔の話ですけど、映画のソフトがダビングされてしまうと。対策としてダビング禁止の

システムソフトを入れてみたと。いろんな対策をとって。そうしますとね、それを破る方

法なんかないですかって一番簡単だったのがね、最初アナログでダビングするんですよ。

昔はテープです。テープレコーダ。ビデオテープ。そうすると、信号が全部消えちゃうん

です。デジタルじゃありませんから。 



20 
 

ディフェンスのための信号が全部消えちゃう。それを今度はまたデジタルに戻すんで

す。そうすると、多少画質が落ちますけれども、見れない画質じゃないんですね。これを

防ぐ方法が最後結局なくて、ビデオテープそのものがなくなったんですね。 

そういうこともありますので、こういう話がテクニカルな対策だけでいいというふう

にはちょっと思わないですね。じゃあ次。 

中原主任主事 次に 21ページをご覧ください。 

情報提供ネットワークとの接続に伴うその他のリスク及びリスクに対する措置になり

まして、こちら大項目 6の一番下の項目になります。 

こちらですが、ここに書いてあります中間サーバプラットフォームとは中間サーバを

共同化集約化したものでして、こちら J-LIS という国の機関の方が運営しております。J-

LIS の方で講じているリスク対策措置についてを、今回こちらの方に追記させていただき

ました。 

清水会長 だから大丈夫だという結論でよろしいですか。 

中原主任主事 そうですね。 

清水会長 これも国が新しいシステムを作った時に、最初はどこにも欠点が見当たらない。

そうすると便利ですから、管理も楽だし。 

そこでこういう中間プラットフォームを使うということはよくあることなんですが、

欠点がわからずにやってるわけですよね。使う方の立場からすれば。その時に大きなバグ

があった時にどうなんのかなというのはやっぱり気になるところですね。 

今まで個人情報漏えいとかそういうのも 9 割方は人の問題でしょうね。物理的な設備

から漏えいしたってことは滅多にない。 

リスク対策が十分であるというふうに言われると、三つの中から選べるんですが、しょ

うがないかなというふうに思いますけれども。よろしいですか。 

中原主任主事 次に進めさせていただきます。次にページ開いていただいて 22ページをご

覧ください。 

一番上の項目になるんですけれども、住民基本台帳ファイルの特定個人情報の保管消

去におけますその他のリスク、リスクに対する管理についてなんですが、こちらのサーバ

設置場所等の入退室管理については先ほど桑田課長補佐の方から説明がありました通り、

説明がかぶりますので省略させていただきます。 

2 個目の特定個人情報を扱う職員が長時間離席をする際にはですね、その端末の画面が

自動的にスクリーンセーバーの方に変わる仕組みになっておりまして、それについては

また再びパスワードを入力しないと開けないように技術的になっております。 

清水会長 スクリ－ンセーバーは何秒ぐらい。 

中原主任主事 5 分です。 

清水会長 5 分ってかなり長いですよね。スクリーンセーバーだけ。電源落ちちゃうとかそ

ういうのはないですか。消し忘れて帰っちゃったっていうケースのときには、5 分経った
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らスクリーンセーバーを使ってるっていうだけになりますか。 

中原主任主事 消し忘れて帰ってしまった時とかなんですけどもスクリーンセーバーのみ

ではなくてパスワード付きのものになりますね。パスワードの入力をして画面を開かな

ければ。 

清水会長 いや、開いて見てる状態で帰っちゃった、気分悪くなったとか、何か事情があっ

てそれでそのまま使わなくなったと。5 分たったらスクリーンセーバーがありますから、

開けないと見えないという状態にはなりますけれども、でも、一から立ち上げるよりは簡

単ですよね。ログインからやり直しよりも楽ですよね。私はそう思うんですよ。 

矢原副主幹 総務課情報システム係、矢原と申します。よろしくお願いいたします。 

ただいまのご質問についてですが、基幹系のシステムにつきましては、毎日バックアッ

プ等も含めまして、夜間処理というものを実施いたします。早ければ 18 時からスタート、

遅くとも 20 時にはスタートいたします。 

この処理が始まりますと、各課においてある端末からは、一切操作ができなくなります

ので、万が一、端末を消し忘れて帰ってしまっても、個人情報の抽出とか、そういったも

のは一切できない仕組みになっております。 

また各係に置かれてます端末につきましても、通常からＵＳＢの接続とか、外部メディ

アの接続が一切禁止されておりまして、物理的にも刺しても反応しない状態になってお

りますので、その辺はセキュリティが確保されていると考えております。以上になります。 

清水会長 ありがとうございます。私の主張はね、どうしてそういうことを書かないのかと。 

ここまでやってるんですよということを言った上で、安全牌をとってやってるんだから

大丈夫ですよっていう説明があった上で、技術の心配が中にあってもそれに対応できる

ような対策をとってますよっていうのが、この報告なんじゃないのかなというふうに思

うんですね。 

ご自分たちがおやりになってることは全部他の人はわかってるという前提。というこ

とは事故が起きないという仮定を立てたらやっぱり信頼できないって話にしかならない

と思いますよ。 

中原主任主事 そちらについては、記載の方がちょっと足りなかったと思います。申し訳あ

りませんでした。 

次に進めさせていただきます。30ページをご覧ください。 

30 ページの一番上の項目なんですけれども、こちらについては送付先情報ファイルと

言われるものの特定個人情報の保管、消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対

する措置になりますが、こちらについては、特定個人情報ファイルの削除時期について、

システム上、連携後速やかに削除、1 営業日後からシステム上削除する仕組みとなってい

たものが、今回、一定期間経過後と、主務省令の改正に伴い、形式的な変更ですが記載を

させていただいております。 

ただ、こちらに記載をさせていただいているんですけれども、木更津市ではこの連携方
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法は取っておらず、連携を行う必要が生じた際には、メッセージ転送と言われます送付先

情報の連携の際にですね、作成された送付先情報ファイルが保管されない連携方法をと

っておりますので、それについては削除を独立しているということがございません。 

この連携方法につきましては、どちらかを選択して行うものとなっておりますので、こ

の記載のあるメッセージ転送以外の連携方法ですね、こちらを今後とった場合、システム

上、そういった仕組みとなっていますという意味で今回記載をさせていただいておりま

す。 

白石委員 全体でいいですか。多分こう長いこと色々言っているのは、神奈川県でハードデ

ィスクを横流しして、結果的にかなり重要な情報が流れたせいだと思います。 

つまり、皆さんを信用していない訳じゃなくて、委託するということはかなり危険な行

為だと思います。再委託を含めてね。 

だからかなり厳格にリスク管理っていうか、こうなったらこうするとか、さっき山田委

員から言った、場合によっては、もし契約を打ち切った場合に、次の業者はこう選ぶとか

そういうマニュアルというか対策を事前に講じた方が、よりリスク管理としては優れて

いると思うんです。 

つまり、案外システムとかハッカーとかそういうものじゃなくて、人的なリスクとか人

的な漏えいとかということがリスクは大きいので、その観点でできるだけリスクを減ら

すような、表現も含めてそんなに難しいお金のかかることじゃないと思うんで、皆さんの

知識の中で十分できるはずだからそういう部分を意識してもう少し丁寧に検討して欲し

いという意味だと思います。お願いします。 

清水会長 よろしいですか。白石先生のご意向は。お返事は何かありますかね。 

 個人情報っていうのは皆さんご承知かもしれませんが、いわゆる個人が識別できるかど

うかということの基準でやる考え方と、プライバシー侵害で考えると、二つあるわけです。 

いわゆる大都会型ですとね、個人識別型でやらないと。それぞれ人の事情なんてわから

ないわけです。 

ところが、地方へいきますとね、私が住んでいるところもそうなんですが、個人情報、

プライバシーなんてあってないようなもので、概ねみんなご家庭の事情のことはわかっ

ていると。今晩の夕食はなんだ、そういったところまでですね。こういうところとはやっ

ぱりものの考え方が若干違うと思うんですね。 

リスクというのは、個人識別型でやった時に名前が流れました。大した被害ではないの

です。私のデータも何回か色んな人に流されたことがありますが、別に痛くも痒くもない

っていうケースがほとんどだった。 

ところが、プライバシー型の規制がなぜ必要かというと、隣近所で誤情報がでてきたと

きにね、例えば奥さんがどっからお嫁にきたとかね、こんなことまでみんなわかってしま

う。やっぱり慎重になるべき場所が違うと思う。 

国の方はね、そういうことを考えていない。もう全部一律のものさしであてていきます
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ので。その皆さんの腕の見せどころというのは本来この木更津という地域でどういう方

法が必要なんだろうかということを考えなければいけないはずで、それぞれの自治体の

事情に応じて、こういうとこは、こっちは気をつけるんだよというようなことを言ってい

ただく必要があるような気がいたします。まだ先がありますね。 

中原主任主事 次については下線を引いている変更の箇所等ではないんですけれども、今

回の保護評価のですね、再実施に当たりまして、リスク対策等の見直しをいたしました。 

その中で出てきました課題ですね、こちらについて部署内等で検討させていただいた

ものについて今後の方針の方、お話をさせていただきます。 

2 点ございまして、1 点目の方が、今現在、正規職員以外の臨時職員でしたり、派遣職

員ですね、こちらについては、特定個人情報を取り扱う事務従事者にですね、ｅラーニン

グ等の情報セキュリティ研修等、受講はさせていません。 

セキュリティ担当者等からの周知のみとなってしまっておりまして、そこで今後の方

策としまして、まず派遣職員につきましてはセキュリティ教育の実績書でしたり、計画書、

こちらの提出の義務づけと、再委託する場合にはですね、市が介入し事前に把握すること

等盛り込んだ契約をしていく予定でございます。 

また臨時職員につきましては、セキュリティ教育の計画書等をですね、本市の方で策定

しまして、市職員が定期的に研修や勉強会を開くなど、さらにリスクの軽減をしていきた

いと考えております。 

二つ目がですね、資料の 41 ページの移転方法を見ていただいてよろしいでしょうか。 

こちらの資料の移転方法なんですが、庁内ＬＡＮを使った気密度の高いものもあるん

ですけども、いまだ紙でしたりフラッシュメモリはＵＳＢ等ですね、こちらを用いての移

転方法がまだ多くございまして、移転先等で置き忘れ、紛失等のリスクが懸念されました

ので、こちらについては移転先の事務の取扱いにもよってしまうんですけれども、所管課

に確認をしまして、庁内ＬＡＮ等の今よりも機密性の高い方法で、移転が可能なものがあ

れば、こちらについては順次改善していく予定でございます。 

私からの説明は以上になります。 

清水会長 基本的な視点としてお尋ねをしておきたいことが一つだけ。 

今までの昔から紙媒体から、メモリー、ＬＡＮと移っていると、どんどんどんどん情報

量は多くなりますよね。多くなるってことがいいことかどうか。一括処理ができるという

ことではいいことだと思います。その辺についての考え、個別に見れば大した問題じゃな

いけど、まとめて出ると大事っていうものは考えられますね。 

それが住民の方のサイドからすればね。紙が 100 件流れましたっていうのと、10 万人

分の情報が流れましたというので、受けるショックが違うと思うんですよ。 

最近の中国の肺炎のウイルスの問題もそうですが、あれが小さな国でね、2000 人の被

害がでたというダメージと、中国で 2000 人っていう数は決して同じ数字じゃないわけで

す。 
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逆に、中国の場合には膨大な数になってしまう可能性もあるので、たいした数じゃない

と。割合で言ったら、数十万の国にそこで 3 人病人が出ました。大した数じゃないように

見えるけど、これは中国に比例させてみたらとんでもない数字になると。そういうことが

ありますので、やっぱりこの人口規模で、12 万ぐらいですか、木更津は。 

中原主任主事 今ですと 13 万人ぐらいですね。 

清水会長 それぐらいの人口規模でどうかっていう話を、どこかでご検討いただきたいと

思います。で、これで一通り終わったんですかね。 

先ほどから色々お話をしている通りですね、結構問題がありまして、やっぱりもう一度

整理し直していただく必要が、書いてる中身そのものは変わんなくてもね。 

これを見て、市民の人がわかると。市民目線に降りていただいて、私にもわかるように、

そういう修正をしていただきたい。その上で、多少議論をした上で答申書を書いて先生方

にまたご覧いただくということでいかがでしょうか。 

白石委員 いいです。 

山田委員 今の段階で聞きたいことがいくつかあるのですがいいですか。いっぺんにじゃ

なくて一つずつ聞きますけど、これ、文書作成者なのか責任者なのかいくつか組織が出て

くるんですが、資料 2、3の個人情報保護委員会、これは何者か。どういう組織なのかを

聞きたい。 

清水会長 これ国の組織の一つです。 

山田委員 市の関係ではないのですか。 

清水会長 委員長は堀部さんです。 

山田委員 それと、この資料 5、評価実施機関名が木更津市長になってますけども、実務は

どなたが担当するんですか。 

時田主任主事 実務というと通常の業務の中身の部分ですか。 

清水会長 この仕事の、要は。 

山田委員 要は作るわけでしょ評価書。市長がつくるわけじゃないですよね。 

時田主任主事 お答えにつきましては、実施主体自体は、こちらも国の指針の中にあるんで

すけれども、行政機関の長ということで決まっておりますので、木更津市長が実施主体と

いう形になります。 

清水会長 それはわかるけど、実務はどうかと。 

時田主任主事 すみません。実務自体は、市民課が実務という形になります。 

山田委員 それから、この資料の評価書なんですけども、要はこれは 5年前作ったものがあ

って、それと今回こういうふうに違いますよっていうことな訳だっていうことでいいん

ですよね。 

だから、変えたってところ以外は前回と同じだってことなわけですよね。 

そうだとすると、申し訳ないんですけれども、個々に説明されても全部わからない。事

前に配っていただいたんですけども、とても全部読みきれないし読んでも意味わからな
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いと思うんですよ。 

だとするとですね、その間どういうところが変わって評価書がそのためにこういうふ

うに変わったんだとかって大まかなところが見えないと、その細かいところを平板にず

らずらって言われても、なんか総体が見えてこないっていうのかな、5 年間でこう変わっ

たっていう総体が見えてこないんですよ。 

何ていうかな、言っちゃ悪いんですけど、説明したからいいでしょうみたいな話で、さ

っきから形式のところも言ってますけども、わかってくれっていう説明をされてるって

いう意識がないんですよね。 

説明しました。経過しました。こうしました。で、いいでしょうみたいなふうに聞こえ

ちゃうんですよ。 

じゃなくって、そのわからない人間に説明してるんだってことでやってくれって言っ

たんですよ。そういう人間にわかるように説明してやるんだ、噛み砕いて言ってるんだっ

ていうことをまで言って欲しいんで。 

そうだとすると、今言ったように幾つかあるのをずらずらっと平板に言われても、なか

なか理解できない。大まかな対極的なところから考えてだって 5 年間経って色々制度も

変わるし法律も変わったとかって言ってたから変わったとかってあるでしょ。 

そうすると、こういうふうに制度が変わって或いは法律が変わって、だからこれに変わ

ったんだと。 

或いはその制度とか法律は変わってないんだけれども、世の中動いたからとか、或いは

機械が新しくなったとか、性能が上がったとか、だからこういうふうになったんだとか、

そういうふうなところで言ってもらわないとわからない。 

はっきり言って、この評価でいいかどうかって言われたって、まずここで事実関係があ

って評価してるわけでしょ。 

事実関係ははっきりわからないし、申し訳ないけど事実があって正しいかどうかって

いうのがこちらチェックできないわけですよ。 

そういう意味じゃある程度大まかなところでやったなっていうことで了解しなければ

いけないと思うんですけども。 

そのためには、何もわかってない人間に説明するんだって気で言ってもらわないと、通

り一遍説明したからいいだろうみたいなことでやられるとじゃあ駄目だってよって話に

なるわけでしょ。そういうところをちょっと考えてもらいたいと思いますよね。 

申し訳ないけども、今日の説明、これ聞きましただけで、そういうことかっていう理解

はとてもできていないですよね。 

清水会長 同じこと言ってるんだと思うんです。5年前っていうのは、制度の動き始める前

ですから、こんなことでやるんじゃないかなと。想像でやってる部分ってたくさんあるわ

けです。やっと動かしてみたらこんなものはやらないんだよと。できる限りこういう情報

は集めたくないので。国はたくさん集めたいんですけどね。市の条例を考えるとなるべく



26 
 

集めたくない。 

集めたくないという考えだと使ってないんだっていう考え方もありますし、でも使う

見込みがないというものを当然削りましょうと言って無くした部分が一塊あるんですよ。

それが一つ。 

もう一つは、やってみてこういうのが入っているんだよねと、ていう部分もないことも

ないですね。 

そういうなぜ変わるのかという報告をして、なぜ変えなきゃいけないのかというのを、

ちょっと分類してみていただいて、必要ならお手伝いしますから。はいどうぞ。 

白石委員 もし私の理解が間違ってたら言ってくださって構わないんだけど、今日ご説明

いただいた中で、認証方法とか、鍵の管理とか、技術的に進歩した部分をより厳格に管理

をしますっていう部分がメインだったような気がします。 

それは、清水会長から質問があってやっと理解できたんです。それを文章の中で書いて、

5 年前であればまだ静脈認証なんか一般化が始まったばっかりで一般化してなかったん

です。でも、今、一般化したと思います。 

ただ、多分そういうセキュリティシステムもかなり変更された。そういうセキュリティ

技術の発達を、市としては積極的に取り入れようという、好意的に見れば意欲のあらわれ

だと思うんで。 

だとすれば、そういう趣旨だという説明を十分した方がいいと思うんです。 

それから、重ねて言うけど、一番怖いのは悪意がある人とか、軽雑な人が、人的ミスを

犯すのがやっぱり一番怖いと思うんです。 

例えば、その部分を市民課だけじゃなくて、総務課の法規担当の人とも相談しながら、

委託契約の中身とかを、せっかくこういう機会ですから、別にこの特定個人情報の件だけ

じゃなくて、市としての契約体制をより厳格にするという意味で、総務課の法規担当とか

と相談して、さっき清水会長がおっしゃられたような原稿に付け加えて、会長の方に送っ

ていただければ、より良いものができ上がると思いますので、お願いしたいと思います。 

清水会長 できればね、対照表。これをつけていただけたらもっといいものであったと。私

の立場からはですね、おっしゃることはわかるのですがこれからは読み取れない。記録に

残るのはこれだけですので、よろしくおねがいします。 

鬼形委員 一生懸命読んできましたけれども、非常にあちこち飛んで、難しいなと思いまし

た。全部読み切りましたけど。それで、具体的にどのようなことなのかと見えてこないっ

ていうようなことがありますので、本当にこういう先生方のような方は理解できると思

いますけれども、かなり大変でした。一生懸命読んで参りましたけれども。原則通りにや

ってますよっていうようなことはよくわかります。 

清水会長 研修が必要だということは、わかってないってこと。おわかりになってきている

ということが前提であるならば研修する必要はない。私どもでも、こういった科目の勉強

会に行くんです。 
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それはなぜかっていうとやっぱりわかっていないこととかたくさんありまして。現場

のことが見えてない。現場で動いてる通りに、実際にはこう動いてるんじゃないかという

ような、私の場合だったらほとんど推測なんです。それぞれの組織によっても全然違うん

ですね。制度そのものがね。 

特に日本の場合には、個人情報の保護って言われていることであれば、市町村が先に作

って、国の方が後から追っかけてきて、市町村の方が、前に行っちゃう後ろにも引っ張ら

れちゃう。この辺掴まれてね。 

それでやっている条例をちょっとお読みいただければわかりますが、こちらの条例も、

木更津市という組織が、市民の個人情報というのを不当に取り扱って、無茶苦茶やるかも

しれないよというのが話の前提になって、そうはさせないっていう条例を作ってきた。 

ところが、国の方は最初から、個人情報の有用性に考えて、経済的な場面でこれを使う、

ましてや、情報が大きくなるほど使いやすくなりますから、使い勝手が良くなります。そ

ういうところの対立の中で、これが出てきたんですね。本当はプライバシーではないんで

す。そういう話は。大量処理の話なんです。番号法はね。 

ところが、先生ご指摘の、個人情報保護委員会っていうのは、第三者機関として、国に

任しといては駄目だと、なにされるかわかんない、という部分が半分。 

それで制度を作ってみた時にチェックをするというふうにやらなければいけないと。

これ半分。残り半分の方がこの話になるわけ。 

こんなややこしいこと考えたのは、個人情報保護委員会の堀部さんなんですが彼なん

かの発想はもともとこういう個人情報というのはプライバシーだと、ちょうど昭和 54、

55 年かな、プライバシー研究会を主催されていて私もメンバーでして。 

それをやっていきましてですね、プライバシーですっていうのはどうしてもあいまい

な部分があって、人によってこれはプライバシーだっていう人もいれば、どうでもいいと

いう人もいると思う。ルールとしてぴたっと割り切れる制度じゃないと言って、だんだん

だんだん個人識別型の方に社会が動いて、しかもそれに今の首相がどうこうっていう話

はとりあえずしませんけれども、お役人さんと官僚の皆さんが何か事件が起きたら自分

の名前は出さないようにしようというふうに考えて欲しいというのが十分にありました。 

これは、そういう堀部さんの研究会で何回も議事録で取り上げております。役人を守る

ために作っているのかっていう議論もありました。 

そういう中でですね、妥協の産物でこの制度ができ上がって、できるところでやりまし

ょうというのが、私どもの最大公約数的な理解なんですよ。 

ですから、皆さんの立場からすれば、国から言われたことをやってりゃいいということ

になるのかもしれませんし、それじゃあ市民のためにならない。気がついてみたらとんで

もない話になっているということがあり得る。 

多分、市民課は同じことだと思いますが、大体公務員だったら情報は隠したがる。 

生物学的な本能だということもありますけどね。どうしても、突っ込まれるのがいや。情
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報公開制度がお好きだという方は多分いらっしゃらないと思う。どうです。みんな嫌でし

ょう。 

ところが、情報公開制度というのはやっぱり世の中を良くするという前提で作ってる

わけです。だから、私としては追い詰めるつもりはないし、声を荒げるつもりもないわけ

ですよ。ただ、視点として、ビューポイントとして、どうしても必要なのは市民にわかる

ようにっていうところに尽きると思います。 

そのわかる水準が山田先生のおっしゃった水準が正しいと私は思いますけどね。つま

り、山田先生がわかるようにっていう話だったら、もう少しハードルが低くなるような気

がしますけど、一番いいのは自分のご実家のお母様に話をしてですね、あるいは奥様にね。

こういった勉強したことがないっていう方に説明して、それがわかるようだったら、合格

してますよと。何それって言われるようであったら、まだまだ全然ダメだと。 

ふーんって言ってくれたらかなりのレベルだと。私は現役を退きましたけれども、法学

部の学生は、彼女にわかるように、或いはうちに帰って全然専攻の違う人に言ってみてわ

かるようにと、そういう説明でなければ通用しないとずっと言ってきました。 

退任間際でそんなこというの嫌なんですけれども、もう少し市民の立場に立ってもら

いたいというようなのが今日の感想です。後は総務部と直してもらったものを見ながら

先生方にご覧いただくという形でしたいと思います。時間もございませんので。他に議題

はありますか。 

中原主幹 ご審査をありがとうございました。この議題内容以外の議題は、本日は特にござ

いません。以上でございます。 

清水会長 先生方からも適宜いろんなご指摘がございまして、先ほどもお話をしました通

り、もう少し練る必要があるというふうに思いますが、今日のところは特にこれ以上ない

ようですので、本日の日程はこれで終了ということにさせていただきたいと思います。令

和元年度の第 2回木更津市情報公開・個人情報保護審査会、これで終了させていただきま

す。長時間に渡ってありがとうございました。 
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