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第２０回秋田市情報公開・個人情報保護審査会会議録

１ 日 時 令和２年５月１９日（火）午後６時～午後７時４０分

２ 会 場 第１委員会室

３ 出席者

（審 査 会） 柴 田 一 宏 会長

上 田 晴 彦 委員

竹 田 勝 美 〃

中 澤 俊 輔 〃

橋 田 直 久 〃

（実施機関） 嵯 峨 之 博 情報統計課長

長谷部 真 〃 副参事

小 松 寛 〃 主査

工 藤 信 也 〃 主査

業務受託事業者（日本電気株式会社）従業員３名

（事 務 局） 本 田 徹 文書法制課長

原 田 真 〃 課長補佐

佐々木 由 佳 〃 主席主査

鎌 田 恵 司 〃 主査

４ 議事等

(1) 報告

ア 令和元年度情報公開および個人情報保護制度の運用状況について

イ 秋田市個人番号の利用に関する条例の一部改正について

ウ 特定個人情報保護評価の第三者点検（９月予定）について

(2) 議事

オンライン結合による個人情報の提供禁止の例外について
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事務局 ただいまから「第２０回秋田市情報公開・個人情報保護審査会」を

（鎌田） 開催する。

定足数の確認であるが、欠席１名、委員５名が出席で、秋田市情報

公開・個人情報保護審査会規則第３条第２項に基づき、審査会が成立

していることをご報告する。

次に、今年度異動があった職員を紹介する（職員の紹介）。

以後の進行は、柴田会長にお願いする。

柴田会長 最初に会議録署名委員の指名であるが、名簿順に従い、今回は竹田

委員とする。

竹田委員 了解した。

柴田会長 次に、報告に入る。令和元年度情報公開制度の運用状況と個人情報

保護制度の運用状況について、事務局から続けて説明願う。

事務局 「令和元年度情報公開制度の運用状況」について報告する。

（佐々木） 資料１－１は、開示請求の処理状況や実施機関別の決定内容など全

体的な数値をまとめたもの。

処理状況は、過去５か年度分の開示請求の状況を表にしており、処

理状況は５項目に分かれている。

①請求があった公文書の内容を黒塗りすることなく、あるがままの

状態でお見せすることを開示、②公文書の一部に氏名、住所などの個

人情報といった不開示情報が含まれる場合に、その部分だけを黒塗り

してお見せする部分開示、③公文書の全部に不開示情報が記録されて

いて、全てを開示しない不開示、④そもそも公文書を保有していない

不存在、⑤例えば、特定の個人に関して、生活保護の受給資格につい

ての開示請求があった場合など、公文書が実際にあるかないかにかか

わらず、公文書の存否について回答してしまうと個人情報という不開

示情報を開示することとなってしまうような場合の存否応答拒否、そ

れ以外に取下げ、却下に分かれている。

令和元年度の処理件数は１６６件、請求者数も５７人とどちらも前

年度より少なくなっている。

実施機関別の決定内容は、市長宛の請求が最も多く、１１３件で、

次に上下水道局２２件、教育委員会１９件などとなっている。

資料１－２は、令和元年度中に請求があったものの具体的な開示対

象文書の名称や、所管課、決定内容等について一覧にしたもの。

「請求者の区分」は、条例第５条の該当号を表している。「開示方

法」は４つの区分があり、①閲覧、②閲覧および写しの交付、③写し

の交付、④郵送による写しの交付、となり請求者が請求時に選択して

いる。

「決定期限、決定日、開示日」は、文書法制課で請求を受け付けた
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日から起算して１５日目が決定期限で、この期限までに担当課で部長

までの内部決裁をとる期限となる。「決定日」は実際に担当課が決裁

をとった日で、「開示日」は請求者に実際にお見せした日となる。

「７条該当号」は、不開示情報該当号を記載している。

そのほか、第三者意見照会を実施したケースが２件、期間延長をし

たケースが１２件となっている。

続いて個人情報保護制度の運用状況であるが、資料２－１の処理状

況だが、令和元年度３７件で、処理状況の内訳は開示が２３件、部分

開示が４件、不存在が１０件、不開示、存否応答拒否はなかった。

実施機関別決定内容だが、市長が最も多く３０件、消防１件、市立

病院６件となっている。説明は以上である。

柴田会長 今の説明に対して、ご質問があればお願いする。

竹田委員 資料１－２の受付番号７から１０の案件については結果が却下で任

意提供添付とあるがどういうことなのか。

事務局 請求権がない方だったので結果としては却下だったが、内容的には

（佐々木） 公表されている内容でもあったので資料を提供したものである。

竹田委員 そうだとするとこの請求者はこの制度にのらなくても問合せをすれ

ばいい内容を開示請求したということになるのか。

事務局 通常は、請求書を窓口で受付するときに請求権がないことがわかる

（鎌田） ので請求権がないことを説明し、内容次第では直接担当課に問合せす

ると任意提供する場合もあるとお伝えすれば理解していただける。し

かし、この請求者の方はそれでも請求するということだったので一度

受け付け、却下をして、担当課で任意で提供したものである。

柴田会長 請求しなくても例えば窓口で担当課からお知らせできる内容である

という対応をすれば却下しなくてもよかったということか。

事務局 そうである。ただ、請求権がない旨説明した上であっても、あくま

（鎌田） で請求すると言われてしまうとそれは受けざるを得ない。

中澤委員 資料１－２の受付番号５０の案件であるが、結果不存在とのことで

あるが、これは請求内容に記載されている日付に会議が開かれなかっ

たという理解でいいのか。

事務局 会自体は開かれていたが、当時公文書管理条例施行前で会議録を作

（鎌田） 成していなかったため不存在となった。公文書管理条例施行後は会議

録を作成している。
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竹田委員 資料２－２の受付番号１０、１１などの保有個人情報の開示請求で

相続人などが介護の入所履歴や認定調査票を請求しているが、例えば

本人などから請求があった場合もこの制度で請求する必要があるの

か。ご自身の情報なので、ほかに市役所から教えてもらう方法はない

のか。

事務局 介護保険課では例えば施設に入るためにそうした情報が必要となれ

（佐々木） ばご本人やケアマネージャーに対して情報提供をする制度があるが、

そういった目的外となると保有個人情報開示請求をしてもらってい

る。

柴田会長 亡くなった方の情報は誰が請求できるのか

事務局 相続人が請求できることとなっている。

（佐々木）

柴田会長 個人情報保護条例第１１条第３項第１号は権利義務に絡む相続人と

なっているが資料２－２の受付番号１０などはそれに該当したという

ことか。

事務局 裁判や相続に関しての争いなどで請求される事例が多く、１０も理

（佐々木） 由として銀行に提出するといった理由があったものである

柴田会長 次に、報告（２）秋田市個人番号の利用に関する条例の一部改正、

（３）特定個人情報保護評価の第三者点検についてどちらもマイナン

バー関連ということで併せて事務局から説明願う。

事務局 資料３は議案の写しであるが、秋田市個人番号の利用に関する条例

（鎌田） の一部を改正したものである。この条例は、秋田市が独自にマイナン

バーを利用する事務を定めておくための条例である。

この中で「私立幼稚園就園奨励費補助金」といって私立幼稚園の保

育料を収入に応じて補助する、という事務があったが、４月から秋田

市では保育料の無償化が始まることに伴い、この補助金を交付する事

務自体がなくなるためこの条例からも削る改正をしたもの。

２枚目に添付してある平成２９年１月の当審査会の意見書である

が、当該補助金交付事務に関して、この条例に追加して新たにマイナ

ンバーを利用するということについて諮問があり、意見書のとおり当

審査会で審議した際の写しである。今回は、この事務をやめて条例か

ら削除する、マイナンバーを利用しなくなる、という内容の改正のた

め、報告という形とさせていただいた。

続いて資料４であるが、出典は国の個人情報保護委員会のホームペ

ージから印刷したＰＩＡの概要と全項目評価書のひな形である。特定
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個人情報は、マイナンバーを含んだ個人情報のことである。

マイナンバーを扱う情報システムを使用している場合は、そのシス

テムについて、資料４の２枚目以降の評価書といわれるものを作成

し、どこの課所室で扱っているのか、どのような内容のシステムで、

どのくらいのデータを扱い、マイナンバーはどこから収集して、どこ

の課所室に情報を提供したりするのか、どのようなリスク対策となっ

ているのか、などを記載し、担当課が作成することとなっている。

その評価書のうち、３０万件以上のデータを扱うものについて、各自

治体の個人情報保護に関する審議会等で、この評価書の点検を行うこ

ととなっており、その点検は、５年毎に行う必要がある。

５年前にマイナンバー制度が始まった際、３０万件以上のデータを

扱う、市民課、市民税課、防災安全対策課の業務システムに関して、

当時の個人情報保護審査会で点検に係る審議をしていただいた。

このたび、５年経過するため、当審査会で点検の再実施をすること

となっており、今年の９月頃にそのための審査会を開催したいと考え

ている。具体的な審議の内容や点検方法はその際に改めて説明する。

説明は以上である。

柴田会長 次の議事の準備のため、１０分ほど休憩する。

柴田会長 それでは再開する。審議の進め方について、事務局から説明願う。

事務局 本日は、情報統計課の審議依頼に基づき、「オンライン結合による

（佐々木） 個人情報の提供禁止の例外について」についてご審議いただきたい。

始めに、オンライン結合についてであるが、個人情報保護条例第７

条では、オンライン結合を「実施機関が管理する電子計算機と市以外

のものが管理する電子計算機その他の機器とを通信回線を用いて結合

し、保有個人情報を市以外のものが随時入手し得る状態にすることを

いう。」と定義しており、このオンライン結合の状態で保有個人情報

を提供することは、場合によっては個人情報の大量流出につながる可

能性もあるため原則禁止している。

一方で、行政サービスの向上や事務処理の効率化といった面からオ

ンライン結合による効率的な事務処理が要請されることも多いため、

オンライン結合による提供禁止の例外も同条に規定されている。一つ

は法令の定めがある場合、もう一つが審査会の意見を聞き、公益上特

に必要があると認められる場合である。本日はこの例外規定により、

情報統計課の案件についてご審議いただきたい。

審議の進め方だが、始めに実施機関として情報統計課から事業の内

容やオンライン結合の必要性等について説明してもらい、質疑応答し

ていただく。その後、実施機関に対して審査会の意見をいただくとい

う形で進めていただきたい。説明は以上である。
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柴田会長 それでは、情報統計課から説明願う。

情報統計課 お配りしました資料５－２に沿って、汎用機オープン化事業の概要

（嵯峨課 について説明する。

長） 秋田市では、住民記録、税、福祉等の基幹系業務である１７業務を

秋田市独自仕様の汎用機と呼ばれるシステムで３０年以上運用してい

る。このシステムについて、仕様が公開された製品で、地域情報プラ

ットフォームに準拠したパッケージシステムへ移行することとしてお

り、汎用機とは別のシステムで管理されていた国保税滞納管理等の５

業務を統合・更新するとともに、新たに、税申告等の２業務をシステ

ム化することしている。事前配布資料の「汎用機オープン化の目的・

方針」に詳細を記載しているが、この目的および方針のもとに、現行

汎用機システムのリース契約終了後の令和３年１０月稼働予定として

準備を進めている。

資料５－２の１－（２）にあるとおり、対象は２４業務となる。

システム構築業者は日本電気株式会社（ＮＥＣ）である。システム

運用保守業者については未契約だが、システム稼働前に業者選定予定

としており、業者選定条件として、当該システム構築業者の行う情報

保護対策と同等以上の対策を講じることが可能なこととしている。

以上が事業の概要説明となりますが、これを踏まえまして、今回の

諮問事項である外部とのオンライン結合について担当から説明する。

情報統計課 資料５－１「オンライン結合の必要性・イメージ」をご覧いただき

（小松） たい。

汎用機オープン化は、構築後３０年以上が経過している本市の独自

仕様システムの全面的な見直しである。システム構築に要する期間

は、１５か月程度。作業ピーク時には、１００人規模の開発業者の作

業スペースを必要とする。オンライン結合することで、開発業者など

の移動を極力抑制することができ、これにより移動費および宿泊費の

抑制や、新型コロナウィルス等の感染リスクを軽減した上でのリアル

タイムな情報共有が可能となる。結果、住民情報を扱う基幹業務の効

率化につながる。イメージ図の説明となるが、情報保護対策１として

「専用回線」があり、秋田市役所と日本電気株式会社との間のみをつ

なぐ閉域回線を利用し、インターネットから完全に遮断する。

情報保護対策２として「リモート作業室」で監視・隔離された部屋

で、本事業専用の部屋が設定され、入退室認証、監視カメラの設置を

行う。監視・隔離された端末、この事業専用の端末はワイヤーロッ

ク、専用回線のみ接続し、ログイン認証、ＵＳＢ等接続不可、ウイル

ス対策等を行う。

それでは、資料５－２（１）のオンライン結合の目的および必要性

についてである。オープン化事業は、汎用機と呼ばれる本市独自仕様

の基幹系システムを全面的に見直しすることで、運用面のコストカッ
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トや先進システム導入による諸手続等の効率化を図るものである。

本事業は、多くの時間と予算を要する全庁的な大規模改修である

が、当市と業者を専用の通信回線で接続し、リアルタイムな情報共有

を行うことで、作業効率の向上と費用の削減を可能とすることができ

るため、オンライン結合による情報提供が必要不可欠である。

５－２（２）オンライン結合先については、業者施設内リモート作

業室としている。

５－２（３）の「提供される個人情報」については、記載の内容が

主な項目となっているが、原則として、構築するシステムのオンライ

ン処理およびバッチ処理で参照できるデータ項目の全てが対象となっ

ている。

５－２（４）は提供期間はシステム構築が２０２０年７月から

２０２１年９月まで、システム稼働は２０２１年１０月となってい

る。

５－３の情報保護対策については、５－１の概要を説明しました内

容のとおりで、技術的なセキュリティのみならず、人的な個人情報の

漏えいについて万全の体制を遵守させることとしている。

以上がオープン化事業における外部とのオンライン結合についての

説明となる。

橋田委員 今回のシステムの更新は全国行政システムの統一という総務省が出

した指針に基づくものかどうか。

情報統計課 根拠としては、ご質問のとおりである。順次更新を進めているシス

（小松） テムの中に含まれる。

橋田委員 専用回線を使用するということであるが、どの回線を予定している

のか。

受託事業者 予定ではインターネットとは分離された閉域の回線である。ＮＴＴ

データがもっている閉域網回線である。

橋田委員 そうなると必ずゲートウェイがあるので情報がもれないようにする

担保が必要となるが、その仕様はどうなっているか。閉域網の中にも

いろいろあると思うがそことの分離はどうなっているのか。物理的に

はつながってしまうのではないか。

情報の漏えいは外部からのアタックからというのではなく、人為的

なことで起こるため、その部分の担保が必要と考える。今回全秋田市

民のデータが外部に見られる状態になるというのでそのための安全性

を担保する必要がある。作業に当たる方々が絶対に漏らさないように

する仕組みが必要ではないか。
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情報統計課 情報漏えいということがあった場合は、賠償という形で受託事業者

（小松） に請求する契約にはなっている。

受託事業者 人的リスクについて、作業室については監視カメラを設置し、入退

室についても認識された者しかできない仕組みとする。

橋田委員 大事な個人情報を扱うのであれば、高度な倫理的概念をもってほし

いということである。例えば作業される方を全て非常勤の公務員とし

て雇い、公務員倫理法に従って作業してもらうなどのことが必要だと

考える。漏らさないようにするという対策が必要だと思う。

受託事業者 倫理観については、個人情報の取扱いを遵守している企業として認

められている。セキュリティ教育をして理念をもって対応している。

橋田委員 今回データを見ることができるわけだが、マスキングなどは行うの

か。個人が特定できないようにしてデータ移行をするのか。

情報統計課 マスキングをしてしまうとデータの比較ができなくなってしまう

（小松） が、今回はデータを見ることはできるが、リモートコンピュータには

データは残らない。あくまでも秋田市のサーバの中身は見ることはで

きるが持ち出しはない。

橋田委員 名前と住所が結びつかない、税情報が結びつかないというようなリ

ンクできない情報にしてしまうことは大事なのではないか。

医療情報は、分散化して扱い、個人を特定できないようにして扱う

がそのようなことはするのか。

情報統計課 今回はシステムの中のデータの持ち方として、テーブルごとにアク

（小松） セスコントロールを行う予定である。

橋田委員 データの比較というがそれをどうやるかについて定めたものや、実

際の流れがわかるものを文書なり画面で提示していただかないと個人

情報を守るという立場からは理解できない。

また、国税のシステムやネットワークなど外部への接続があるのだ

ろうか。国保年金課のシステムとの接続はどうなっているのか。要

は、リモートをしているときに他のシステムとつながっていて支障が

あるのではないか。

情報統計課 作業の際は切断して行うため、問題ない。明確な記載がなく失礼し

（小松） た。
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橋田委員 個人情報は市役所の外に出ないと絶対にいえるか。ＵＳＢなどで外

に出ることはないのか。あると個人情報保護法に抵触してしまう。

情報統計課 絶対にない。

（小松）

橋田委員 作業の必要性は私も認めるが、人為的に個人情報を絶対に漏れない

ようにすることがやはり大事である。そのために必要なのものとして

監視カメラなどの縛りも大事だが、公務なのであるから高度の倫理観

をもって対応してほしい。この方々にも宣誓書を書いてもらうなどが

いいのではないか。どう判断されるかは市が決定することとなると思

う。

柴田会長 作業の必要性は橋田委員も理解されていて、漏れないようにするた

めの対策として様々な意見をいただいた。公務員としてして作業する

方を雇うことは可能か。

橋田委員 秋田市でもコロナの診療所を開設するとのことであるが、それと同

じように非常勤の公務員というイメージで可能ではないか。給与の問

題はあるが。

竹田委員 もしもの時は、やはり秋田市が責任を負うのではないか。

橋田委員 企業が責任を負うとしても全てとなるとやはり心配である。秋田市

が全責任を持ってやるという事業だと言えれば安心だということであ

る。

柴田会長 担保として損害賠償の規定は契約にあるとのことであるが、その額

とかは決めてあるのか。

受託事業者 無制限で賠償を行うかということではないため、実際に発生したと

きに協議になってしまう。最終的には裁判ということになる。橋田委

員のおっしゃる非常勤の公務員になるというのは難しい。あくまでも

秋田市と受託事業者との委託契約ということで進めさせていただきた

い。また、セキュリティ規定を毎年出しているので、そちらを秋田市

に確認してもらい後日提示したい。

情報統計課 漏えいを完全にゼロにするのは難しいが、限りなくゼロにするため

（小松） の対策として、秋田市としては受託事業者を管理監督していくし、受

託事業者側にも対策をしてもらうこととなる。

橋田委員 現状では軽減できないと考えている。安全性のある対策案を提示し
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てほしい。今提示されている内容はありきたりのことで、しかも環境

の面だけの対策である。市民の個人情報という特別な情報を扱うので

もっと厳重にならないといけないということである。もう一歩踏み込

んだ取組が必要だろう。

情報統計課 セキュリティの研修を定期的に受けてもらい、定期的に守っている

（小松） かどうかの第三者点検も行っていく予定である。人的な問題への対策

を資料で示したい。プロジェクト計画書となる。

橋田委員 計画書を是非提示していただきたい。

柴田会長 プロジェクト計画書の他、人的な課題への対応に関する資料を出し

てもらうということでどうか。

上田委員 大学でも同じようなことがあり、企業から学生の情報の提示を求め

られたことがあったが、セキュリティについての説明が不十分だった

ため断った経緯がある。是非しっかりとした資料を出してほしい。

橋田委員 個人情報というのは高尚なもので、その取扱いは非常に重要なもの

と認識しなければならない。それを忘れてしまうと後々大きな問題に

繋がりかねない。

柴田会長 各委員からも人的リスク軽減に関する資料の提出と説明が求められ

ているため、本日の審査は継続審議とし次回意見をまとめたい。

橋田委員 これまでの審査会の意見と同様に、条件を付けるにしてももう少し

説明が欲しいということである。

柴田会長 次回は、情報統計課で資料の用意ができ次第、早い段階で開催した

い。

※※次回の日程調整を行い、令和２年６月１０日に決定した※※

それでは、これで諮問に係る審議を終了する。情報統計課は引き続

き資料の用意をお願いする。

※※情報統計課職員、受託事業者従業員退室※※

続いて次第６のその他だが、委員や事務局から何かあるか。

特になければ、以上で第２０回秋田市情報公開・個人情報保護審査

会を閉じる。


