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第２２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９月９日（水）午後６時～午後８時

２ 会 場 研修棟第１・２研修室

３ 出席者

（審 査 会） 柴 田 一 宏 会長

上 田 晴 彦 委員

髙 橋 静 子 〃

竹 田 勝 美 〃

中 澤 俊 輔 〃

橋 田 直 久 〃

（実施機関） 小 森 譲 司 市民課長

吉 田 利 子 〃 副参事

篠 田 秀 明 〃 主席主査

小 林 丞 市民税課長

進 藤 英 樹 〃 課長補佐

小 玉 重 光 〃 主席主査

菅 原 逸 希 〃 主事

小 松 寛 情報統計課主査

工 藤 信 也 〃

小 野 俊 和 〃

（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

特定個人情報保護評価の第三者点検について
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事務局 ただいまから「第２２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、全委員が出席で、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

いることを報告する。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、今回は中澤

委員とする。

中澤委員 了解した。

柴田会長 次第３の議事に入る。本日の会議の進め方について、事務局から説

明願う。

事務局 本日は、市民課および市民税課の審議依頼に基づき、特定個人情報

（佐々木） 保護評価書の第三者点検についてご審議いただきたい。

今回第三者点検の対象となる２課の全項目評価書は、平成２７年度

に旧秋田市個人情報保護審査会でご審議いただいているが、５年ごと

の再点検が求められているため、再度ご審議いただくものである。

始めに、情報統計課から特定個人情報保護評価について概要を説明

してもらい、ＰＩＡにおける第三者点検の位置付けや意義を確認す

る。次に市民課および市民税課からシステムや事務の内容および全項

目評価書の変更点等の説明を聞いた上で、質疑、点検シートによる確

認という形で進めていただきたい。説明は以上である。

柴田会長 それでは、（１）特定個人情報保護評価の概要説明について、情報

統計課から説明をお願いする。

情報統計課 特定個人情報保護評価とは、個人のプライバシーに対して影響を与

（小野） えるようなリスクを分析し、自らそのリスクに対応した対策や措置を

行っているかを評価するためのものである。英語では「プライバシー

・インパクト・アセスメント」と呼ばれ、頭文字を取って「ＰＩＡ」

とも呼ばれる。

マイナンバー業務においては、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第

２８条において実施が義務づけられている。その理由としては、マイ

ナンバーは、様々な情報と紐付けられる重要な情報であり、通常の個

人情報以上に適正かつ慎重な取扱いが求められているためである。そ

のため、マイナンバーを含んだ情報を「特定個人情報」と呼び、特定

個人情報を扱う団体ごとに、それぞれが自分たちの収集した特定個人

情報の多数の集合体、すなわち特定個人情報ファイルを適正に取扱

い、漏えいや不正利用等を防ぐためにどのような措置を講じているか

を評価することになっている。
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その目的は、自分のマイナンバーを行政機関などに預けることにな

る国民が、自分のマイナンバーが適正に取り扱われているか、漏えい

されたり不正利用されたりすることがないかということの不安を抱く

ことのないよう、団体ごとに取扱いの内容をきちんと取り決め、その

評価の内容を公表することにより、国民からのマイナンバーの扱いに

ついての信頼を確保することを目的としている。

この会との関係についてだが、国の法令により、特に多数の特定個

人情報を扱う業務、具体的には３０万件以上のマイナンバーを含んだ

特定個人情報ファイルを取り扱う業務については、「全項目評価」と

いう、最も点検項目数の多い大規模な評価の実施が義務づけられてい

る。そして、その全項目評価においては、団体が自分で評価をするだ

けで終わりではなく、実施した評価の結果を、住民による意見聴取、

つまりパブリックコメントにより事前に内容について意見を募集した

上で、さらに第三者点検により最終案の内容について客観的な確認を

受けることが義務付けられている。総務省のガイドラインでは、この

第三者点検について、「地方公共団体が設置する個人情報保護審議会

又は個人情報保護審査会による点検を受けるものとする」と定めてお

り、個人情報保護の専門性を有する機関として、秋田市情報公開・個

人情報保護審査会に諮り、点検を受けようとするものである。

柴田会長 ご質問等があればお願いする。

（質問等なし）

柴田会長 次に、（２）全項目評価書の第三者点検に入る。市民課からの説明

の前に、点検に当たって使用する資料について事務局から説明をお願

いする。

事務局 事務局からは、点検に使用する資料について説明する。

（鎌田） 特定個人情報保護評価書（全項目評価書）にどのような内容が記載

されているかについてであるが、資料２の項目一覧をご覧いただきた

い。Ⅰの基本情報であるが、市民課の評価書だと１ページから８ペー

ジまでとなる。ここでは、特定個人情報を取り扱う事務はどのような

事務か、２ページからはその事務には、どのようなシステムを使用す

るのか、そして５ページには特定個人情報ファイルを取り扱う理由な

どが記載されている。

続いて、Ⅱの特定個人情報ファイルの概要ということで資料２の９

ページから２４ページまでをご覧いただきたい。ここは、特定個人情

報ファイル自体の説明をするところで、ファイルの名称や、データの

数などの情報のほか、１０ページからは入手先やその使用方法、業務

委託の状況などが記載されている。１４ページからは、提供・移転の

状況である。市の外部の機関などに特定個人情報を利用させることを
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「提供」といい、一方、市の内部の他の課所室に特定個人情報を受け

渡して利用させることを「移転」というが、それらを行う場合につい

て、その根拠などが記載されている。１５ページには、特定個人情報

の保管状況や消去する方法が記載されている。

続いて２６ページである。Ⅲの特定個人情報ファイルの取扱いプロ

セスにおけるリスク対策である。最も重要なリスク対策について記載

されているところで、本日はこの部分以降について重点的に点検して

いただく。ここでは、特定個人情報の入手場面、使用場面、委託場

面、提供・移転する場面など特定個人情報を扱う各場面ごとに分け、

場面ごとに想定されるリスクについて、その対策を記載している。次

に５０ページでは、自己点検を含めた監査や従業者・職員に対する教

育などに関する記載がされている。

評価書の主な記載内容については、今説明したとおりであるが、こ

の内容全ての点検は時間内では困難であり、５年前にも一度点検をし

ていただいているため、今回は前回から記載内容に変更があった主要

な箇所について、用意した点検シートを用いて点検する形としたい。

今回は、国から「５年毎の特定個人情報保護評価に係る留意事項」

というものが各自治体に発出されており、評価書の記載内容の確認の

ポイントとして、３点ほど示されている。

一つ目はリスクの識別と分析を再確認すること、二つ目は組織的・

人的安全管理措置を再確認すること、最後三つ目は、改正されたマイ

ナンバーガイドラインに対応した記載となっているかの三点である。

点検シートでは、評価書のⅢの部分でもあった特定個人情報の取扱

い場面、想定されるリスク、評価書の該当ページ、点検のポイント、

そして前回評価書から今回の記載で変更となった所を新と旧という形

で、どのようにリスク対策に係る記載内容が変わったのかを表記して

いる。その隣には、安全管理措置に関連する部分かどうか、改正マイ

ナンバーガイドラインに対応する部分かどうかを標記する欄を設ける

ことで、国から示された３つのポイントを踏まえた資料としている。

市民課、市民税課の説明の中で、この点検シートの一項目ごとの変更

理由などの説明があるので、点検結果欄には、説明を聞いてチェック

する等して使用していただきたい。

柴田会長 それでは市民課から説明をお願いする。

市民課 本日は、市民課の業務と、業務に使用しているシステムについて概

（小森課長） 要を説明させていただき、その後、特定個人情報ファイルを取り扱う

際のリスク対策について、前回審査していただいた内容から変更にな

った箇所についてご説明させていただきたい。

まず、市民課の業務についてである。評価書の１ページ「Ⅰ基本情

報」の部分になるが、市民課で特定個人情報ファイルを取り扱う事務

は「住民基本台帳に関する事務」となる。住民基本台帳とは、氏名、
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生年月日、性別、住所などが記載された住民票を編成したもので、住

民の方々に関する事務処理の基礎となるものである。住民基本台帳の

閲覧や住民票の写しの交付などにより、住民の方々の居住関係を公証

するとともに、選挙人名簿への登録や印鑑登録に関する事務などにも

利用されている。

資料２の１ページに記載された①～⑪の事務が市民課で特定個人情

報を取り扱う事務になるが、多くの事務で特定個人情報を取り扱って

いるので、職員には高いセキュリティ意識や守秘義務の徹底が求めら

れている。

２ページから８ページでは、これらの事務で使用するシステムにつ

いての説明を記載している。７ページにこれらを図にしたものを掲載

しているが、本日は同じ図を別紙としてお配りしているので、こちら

を使って説明させていただく。資料３である。前回の審査から変更と

なっている既存住基システムと窓口支援システムについて説明する。

既存住民基本台帳システムは、住民基本台帳に関する事務の根幹と

なる、住民票を管理するシステムで、住所異動など、住民票の記載事

項に変更があった場合の処理や、住民票の写しの発行など、住民票に

関する証明書の発行処理を行う。窓口支援システムは、住民異動およ

び証明書発行窓口において、申請書の作成や異動データの作成を行う

ためのシステムである。

資料２に戻り、９ページから２５ページの「Ⅱ特定個人情報ファイ

ルの概要」では、特定個人情報の対象範囲や、その必要性、記録され

る項目等について記載している。

平成３０年１０月からマイナンバーカードを使ってコンビニで住民

票の写し等を取得できるコンビニ交付が始まったことから、１３ペー

ジに「各種証明書コンビニ交付システムの運用保守」を追加したほ

か、住民基本台帳法の改正により、住民票の保存年限が消除後１５０

年に延長されたことから、１５ページの保管期間を「最低１５０年

間」に変更している。また、２５ページの特定個人情報ファイル記録

項目について、平成３１年度から住民票に旧氏（きゅううじ）を記載

できる制度が始まったことから、旧氏に関する各種項目を追加したほ

か、今後マイナンバーカードへの氏名のローマ字記載が予定されてい

るため、（３）送付先情報ファイルにはローマ字に関する項目を追加

している。

続いて、２６ページからの「Ⅲ特定個人情報ファイルの取扱いプロ

セスにおけるリスク対策」および「Ⅳその他のリスク対策」について

である。特定個人情報は、情報の漏えいや紛失などの多種多様なリス

クが想定されるが、ここでは、それらのリスクに対して、どのような

対処をしているかを記載している。システムの変更に伴って大きな変

更はないが、新たに講じた措置や研修の対象者等を見直した部分など

を資料４の特定個人情報保護評価に係る第三者点検シートにまとめて

いるので、こちらのシートを使って説明する。
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特定個人情報の「入手」のＮｏ．１「入手した特定個人情報が不正

確であるリスク」についてであるが、入手した個人番号については、

誤入力を防止するためのチェックデジット機能が実装されている。こ

れまでのシステムにもこの機能は実装されていたが、記載していなか

ったため、追加したものである。一方、旧評価書では誤入力が判明し

た場合の対処方法も記載していたが、入手時のリスクではないため、

削除した。

特定個人情報の「使用」のＮｏ．１「目的を超えた紐付け、事務に

必要のない情報との紐付けが行われるリスク」についてであるが、旧

評価書の記載内容について、より具体的に記載した。Ｎｏ．２「権限

のない者（元職員、アクセス権限のない職員等）によって不正に使用

されるリスク」については、端末へのログイン時に、セキュリティカ

ードを使用することにより、職員ごとに利用できる端末が制限される

ようになり、以前は、例えば市民課の職員がサービスセンターへ手伝

いに行って端末を使用する、ということが可能であったが、現在は、

事前に情報統計課へ申請をしない限り、他課所室の端末ではシステム

を使用できなくなっている。Ｎｏ．３「従業者が事務外で使用するリ

スク」については、旧評価書では、アクセスログの管理について周知

することで、事務外での使用に対する抑止力としている旨を記載して

いたが、システムを利用する職員にはセキュリティ研修を受けてもら

い、個人情報保護の重要性・危険性などを理解した上で事務に従事し

てもらうようにしたため、記載内容を変更している。なお、アクセス

ログの管理については、当該研修の中で引き続き周知している。

特定個人情報ファイル取扱いの「委託」のＮｏ．１「委託先による

特定個人情報の不正な提供に関するリスク」およびＮｏ．２「委託先

による提供された特定個人情報の取扱いに関するリスク」について

は、委託契約書において、第三者への提供を禁ずるとともに、委託先

に対する実地監査・調査等を行う旨の記載を追加した。

特定個人情報の「提供・移転」のＮｏ．１「不正な提供・移転が行

われるリスク」についてであるが、データの移転について、「データ

の移転元による法的根拠等の判断」というあいまいな扱いを「関係法

令で定められた事項についてのみ行う」という扱いに変更するととも

に、指定されたＩＤ以外にアクセスできないことを明記した。

Ｎｏ．２「誤った相手に提供してしまうリスク」については、予定と

して記載していた内容を現在の内容として記載した。

特定個人情報の「保管・消去」のＮｏ．１「特定個人情報の漏えい

・滅失・毀損のリスク」については、新たにサーバ室へ情報機器を持

ち込む必要がある場合は、事前申告が必要であり、不要な情報機器は

持ち込まないように周知している旨を記載した。Ｎｏ．２「特定個人

情報（死者の個人番号）の漏えい・滅失・毀損のリスク」について

は、住基法改正により保存年限が最低１５０年に変更になった旨を記

載した。Ｎｏ．３およびＮｏ．４「特定個人情報の漏えい・滅失・毀
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損リスク」については、ウィルス対策ソフトの更新の頻度等をより具

体的に記載したほか、手順等の整備についても明記した。

その他のリスク対策のＮｏ．１「自己点検」についてであるが、

「特定個人情報の取扱いに携わる職員に対し、情報統計課が年に１回

自己点検を実施する」旨を追加した。Ｎｏ．２「監査」については、

特定個人情報取扱要綱に基づき、定期の監査以外に、必要に応じて随

時に監査を行う内容に変更した。Ｎｏ．３「従業者に対する教育・啓

発」については、職員に対して実施している研修について、研修の対

象者、頻度、内容などについて、現在実施している内容に変更した。

以上が、２６ページから５０ページの主な変更点である。その他の

変更部分については５３ページ以降に記載しているが、文言や表現の

修正等、内容に大きな変更がないものについては、この第三者点検シ

ートには記載していない。パブリックコメントについては、７月３１

日から８月３１日まで実施したが意見はなかった。以上である。

柴田会長 ご意見、ご質問等があればお願いする。

上田委員 変更点については基本的にこれでいいかと思うが、評価書全体で気

になった点について質問させていただきたい。一つ目、評価書の２０

ページ、６の特定個人情報の保管・消去の②保管期間がここだけ定め

られていないがそれはなぜか。

市民課 特定個人情報の保存期間は、１５年以上とするように国から出てい

（篠田） るため、この部分については修正をする。

上田委員 次に特定個人情報ファイルの取扱いの委託についてであるが、例え

ば評価書の１１ページから１３ページの業務で再委託をするものとし

ないものがあるが、その区別する基準や、理由は何か。

情報統計課 再委託をするとしている業務については、オペレーション業務で具

（小松） 体的にはシステムの操作をお願いするものである。委託先は日本電気

株式会社秋田支店であるが、再委託先として地場企業でオペレーショ

ンを専門に行っている企業を予定している。日本電気株式会社だとシ

ステムの構築、開発に専門性をもっている会社であるため、オペレー

ション業務については、それを専門としているところへ再委託すると

いうこととしている。

上田委員 専門性がある業務は再委託をし、それほど専門性を必要としない業

務は再委託をしていないという整理でいいか。

情報統計課 そのとおりである。

（小松）



- 8 -

市民課 例えば証明書のコンビニ交付業務についてだが、実際に再委託して

（篠田） いない。運用保守はそれほど専門性を必要としていないからである。

上田委員 再委託をする際に再委託の場合の取扱いやルールなどは庁内で明文

化されたものなどがあるのか。

情報統計課 再委託については、秋田市の情報セキュリティポリシー、秋田市の

（小野） 特定個人情報取扱要綱、契約書に添付する個人情報取扱特記事項の中

で再委託についてのルールが定められており、再委託先に対しても委

託先への取扱いと同様のセキュリティレベルの水準を要求している。

また、再委託先に対しての監視も委託先から徹底してもらうなどを明

文化している。

上田委員 了解した。個人的な意見としては、漏えい等のリスクを考えると一

般的には再委託をしない方がいいと考えている。その必要性について

は十分に考えていただきたい。また、再委託先などで、万が一情報が

漏えいした時の対応など、庁内でしっかり議論して欲しい。

橋田委員 資料４の特定個人情報ファイル取扱いの委託のところで、旧欄では

秋田市財務規則により再委託は原則禁止となっているが、新欄ではそ

の部分がなくなっている。ということは再委託ありきの記載となって

いるが、再委託のときの明確なルール、調達要件等を説明願いたい。

そうでないと今後再委託先が条件さえ満たせば、無限にできるように

捉えられてしまうので問題ではないか。

次に特定個人情報の保管・消去のＮｏ１の新欄で「周知」とあるが

明確なルールを教えて欲しい。情報が漏れる主な原因が職員のＵＳＢ

メモリの紛失、端末の紛失、故意などである。「不必要な情報機器」

の定義を明確にして欲しい。

最後に特定個人情報の「使用」のＮｏ３であるが、旧欄ではアクセ

スログ管理を行っているとあるがこの部分について再度説明してほし

い。アクセスログは現在どのような対応となっているのか。

市民課 再委託の原則禁止の部分であるが、原則禁止は現在も変更はない。

（篠田） 事前に協議を行い、あくまでも必要な場合にのみ業務の内容やセキュ

リティーを確認して承諾している。委託先への委託業務の全てを再委

託することは禁止しているが、業務の一部についての再委託は認めて

いる実情があり削除した。

橋田委員 実際にどうやって情報の漏えいを防ぐかという中で再委託はリスク

が高い部分である。原則禁止であるならばその部分を載せておく必要

はあるのではないか。
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情報統計課 マイナンバー法第１０条で再委託自体は認められている。原則禁止

（小野） は変わらないが、法に該当し、市で内容を審査し問題がなければ再委

託は可能であると判断している。

橋田委員 法に併せて市のセキュリティーのレベルを下げたということか。下

げてないのであれば、あえて削る必要はなかったのではないか。法の

規定は最低限をおさえているのであって、秋田市の規定がそれよりも

高いセキュリティレベルを維持してもいいのではないか。

柴田会長 マイナンバー法も原則は禁止で、例外が必要な場合には内容をチェ

ックしてその時はやむを得ず認めるということだと思う。上田委員の

おっしゃったとおり基本的には再委託をしないほうが良い、というこ

とだと思う。シートの旧欄にある再委託の原則禁止の記載を削り、新

欄の内容だけにしてしまうと懸念が生じるのではないか。

市民課 改めて新欄に再委託の原則禁止について記載したい。

（篠田）

情報統計課 情報機器の持ち込みについてである。本市のサーバー室に業者が入

（小松） 室して作業をする際に機器の持ち込みを制限するという対策である。

入室の際は申請書を出してもらい、その際に持ち込む機器を記載して

もらっている。その申請書を情報統計課で必要な機器かどうかを審査

して、許可している。様式は全庁の職員が見ることができるところに

掲載して周知している。

柴田会長 旧欄には記載がなかったということは、改めて行うということか。

それともやっていたことを記載したということか。

情報統計課 この５年の間に個人情報保護委員会から監査があり、その際に指摘

（小松） されたため、対応したものであり、現段階では実施している内容とな

る。

市民課 アクセスログについてであるが、旧欄ではアクセスログの管理につ

（小森課長） いて周知を行っており抑止力としていたが、新欄ではシステム操作者

に対するセキュリティ研修の中で個人情報の取扱いについて学ぶこと

で周知するという記載内容に変更した。アクセスログの管理について

は研修の中で周知を行っている。

市民課 研修の中に含めてしまったため分かりづらくなってしまった。アク

（篠田） セスログの管理についても新欄に改めて記載したい。
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中澤委員 委託に関して、業務完了報告書を週次又は月次報告と短い期間で報

告させ、細かく進捗状況を確認していたが、新欄では業務完了報告書

という一括して報告させるように頻度が削られているがその理由は何

か。

市民課 業務によっては必ずしも週次、月次ということではなかったため、

（篠田） 実際の運用と違っていたため、削除したものである。

柴田会長 そうなると旧欄の取扱いは途中でやめていたのか。前審査会では記

載を元に審議して了承していたのであるから、記載した事項は実施し

ていただきたい。

橋田委員 報告する内容が発生していなくても、当初定めたとおりに報告書は

求めるべきである。民間同士であれば許容できる部分もあるが、行政

として行っており、また前審査会に諮った内容である。実情に併せて

削るというのではなく、報告を求める頻度を記載すべきである。

柴田会長 必要性や頻度を洗い直して、わかりやすい表現で記載をお願いした

い。

竹田委員 当初は週次、月次の報告でこのリスクを回避できると判断して記載

していたのだと思うが、実際に運用してみてそのリスク回避のために

そこまでは不要だという判断があって改めたのだと思う。今回、間隔

を決めるに当たっては、その判断を改めて行うべきである。

市民課 ご指摘のとおり行いたい。

（篠田）

中澤委員 監査についてであるが、定期又は必要に応じ随時ということである

が、月１回や年１回など実施時期は決まっているのか。

情報統計課 秋田市の情報セキュリティポリシーや特定個人情報取扱要綱でやり

（小野） 方は決まっており、年２回のペースで実施している。

中澤委員 自己点検では年１回と記載があったので、もし決まっているのであ

れば記載してもいいのではないか。

髙橋委員 定期又は必要に応じ随時に監査を行うとあるが、定期の範囲、随時

の内容を教えていただきたい。

情報統計課 定期については、国のガイドラインでは明確な数値はないが、秋田

（小野） 市では年に１回以上を定期の監査と考えている。現状は、前期と後期



- 11 -

と２回に分けて実施しており、３年かけて全課所室の監査を行うこと

としている。随時については、マイナンバーや個人情報に関して大き

なセキュリティインシデントが発生した場合を想定している。

柴田会長 定期に加えて不測の事態が発生した場合に監査を行うということで

あれば回数としては増えることになるのか。

情報統計課 そのとおりである。国のガイドラインの改定に併せて修正したもの

（小野） である。５年前に比べて国でも監査の重要度を高めており、しっかり

とやっていく。

柴田会長 他に意見がなければ、市民課の評価書については以上とする。ここ

で次の議事準備のため、一旦休憩とする。

（休憩）

では再会する。市民税課から説明をお願いする。

市民税課 市民税課の評価書では、当課の業務と使用するシステム、特定個人

（小林課長） 情報を有するファイルとその概要、および特定個人情報ファイルを取

り扱う上でのリスク対策などを記載している。

本日の説明は、お手元に配付した資料に基づき、平成２７年度に実

施した前回評価書からの変更点を説明させていただくが、内容の説明

に先立ち、個人市・県民税課税業務の全体像等について説明する。こ

れは評価書の「Ⅰ．基本情報」に記載している内容と同様である。

市民税課では、地方税法および秋田市市税条例等に基づき、本人か

らの申告書や事業所から提出される支払報告書など数多くの課税資料

等を元にして、個人の市県民税を課税する事務を行っている。

事業主から提出される給与支払報告書や個人の申告書など、当課が

入手する課税資料には、特定個人情報が含まれることから、職員は日

頃から慎重な取扱いと守秘義務の徹底を心がけている。

市県民税の課税に関する事務でマイナンバーの入った特定個人情報

ファイルを取り扱う理由としては、個人市県民税の適正かつ効率的な

課税を行うためであり、課税資料の名寄せや所得等を正確かつ効率的

に把握できるというメリットがあるためである。

一方、市民にとってもマイナンバーを利用できる根拠や国が管理す

る情報提供ネットワークシステムによる情報連携の運用により、導入

前に比べて各種申請に添付する提出書類が省略されるなどのメリット

がある。

なお、情報連携の運用については、国の機関や他の地方公共団体へ

の情報提供と情報照会に対応可能な根拠が必要なため、その根拠等に

ついても評価書には記載している。
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また、評価書の中では、課税の際に使用するシステムで取り扱う特

定個人情報ファイルや機能を記載している。

本日お配りした資料の「個人住民税システムの概要について」をご

覧いただきたい。事務の流れとシステムの連携について図式化してい

る資料である。

令和３年１０月にシステム変更となるが、これと並行して図の中ほ

どにある参照サーバの上に記載がある申告支援システムを新たに導入

する。これは、市・県民税申告書や確定申告書を、現在は手書きで処

理しているが、電子で作成することができるようになるシステムであ

る。

また、評価書の「Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要」では、特定個

人情報の対象範囲やどのような項目を記録するのか、その記録を保有

することの妥当性および情報の入手･使用方法や委託で使用させるケー

スなどを明示している。

続いて、評価書２１ぺージからの「Ⅲ 特定個人情報ファイルの取

扱いプロセスにおけるリスク対策」、３２ページからの「Ⅳ その他

のリスク対策」については、特定個人情報ファイルを取り扱う過程、

例えば、情報の入手や使用の際、委託や提供・移転の際など、ケース

ごとに想定されるリスクに、いかに対処するのかを記載しており、特

定個人情報の保護において重要な点検ポイントになることから、今回

評価における変更点については、お配りした資料の「特定個人情報保

護評価に係る第三者点検シート」で説明する。

まずは、１ページの「特定個人情報の「入手」」の場面についてで

ある。Ｎｏ．１をご覧いただきたい。リスク識別の「目的外の入手が

行われるリスク」の「対象者以外の情報の入手を防止するための措置

の内容」では、「提出された課税資料の個人番号と、課税対象者の個

人住民税の突合」や「住民基本台帳ネットワークとの突合」を従前か

ら実施しており、評価書に記載すべきであるため、追記したものであ

る。

次に、Ｎｏ．２、リスク識別の「不適正な方法で入手が行われるリ

スク」では、申告支援システムを新たに導入することから、このシス

テムを使用する場合、申告者本人に課税資料の内容を説明していただ

いた上で申告支援システムに職員が入力する処理になる旨を追記して

いる。

次に、Ｎｏ．３、リスク識別の「入手した特定個人情報が不正確で

あるリスク」では、「資料自体のエラーチェックを行っている」運用

や、「複数の課税資料がある場合、資料間の整合性をとることで、情

報の正確性を担保している」運用を従前から実施しており評価書に記

載すべきであるため、その旨を追記した。

次に、Ｎｏ．４、リスク識別の「入手の際の特定個人情報の漏えい

や紛失のリスク」では、「受付窓口での衝立、申告会場での別テーブ

ル、窓口での待合席からの距離確保など」や「数の確認など」につい
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て、従前から申告会場や窓口等で対応している事項であり、評価書に

記載すべき事項であるため、その旨を追記した。

続いて２ページをご覧いただきたい。「特定個人情報の「使用」」

の場面であるが、Ｎｏ．１、リスク識別の「目的を超えた紐付け、事

務に関係ない紐付けが行われるリスク」で、番号制度の導入により、

個人番号いわゆるマイナンバーを変換してできる団体内統合宛名番号

という番号が生成され、その番号をもとに情報連携する仕組みになっ

ているが、この番号を管理する「団体内統合宛名システム」は個人住

民税システムとは連携しておらず、登録した個人番号利用事務担当者

以外には権限が付与されていない旨を記載した。

また、Ｎｏ．２、リスク識別の「権限のない者（元職員、アクセス

権限のない職員等）によって不正に使用されるリスク」のユーザー認

証の管理方法であるが、新たに導入する「申告支援システム」でのパ

スワード管理を記載した。

続いて３ページをご覧いただきたい。「特定個人情報の「委託」」

の場面については、前回の評価書で記載していなかった内容となる。

「委託」内容に紙の情報をデータ化するパンチ作業があり、通常は

庁内のパンチ室で委託業者が作業を行っているが、事業主から提出さ

れる給与支払報告書については、１月下旬から３月までの期間だけで

１２～１３万件の処理が必要であり、物量的に庁内のマシンルームだ

けでは作業が追いつかないことから、複数の者が鍵付き専用ケースで

運搬したうえで、委託業者の事業所オフィスで作業を行っている旨を

を記載した。

また、特定個人情報の「保管・消去」の場面であるが、秋田市にお

ける措置として、サーバー室に「情報機器を持ち込む必要がある場合

は事前に申告させ、不要な情報機器は持ち込まないように周知を行っ

ていることを追加した。

また、国の中間サーバー・プラットフォームで措置が変更になった

内容も記載している。

続いて４ページをご覧いただきたい。「その他のリスク対策」にお

いては、いずれも前回評価の平成２７年以降に運用が追加され、現在

既に運用している対策を記載している。

Ｎｏ．１、リスク識別の「自己点検」では、特定個人情報の取扱い

に携わる職員に対し、特定個人情報の適正な取扱状況について情報提

供を実施している運用を追記した。

また、Ｎｏ．２、リスク識別の「監査」では、平成３０年度から情

報統計課が情報セキュリティ監査を実施していることから、その内容

に記載を修正した。

最後に、リスク識別のＮｏ．３「従業者に対する教育・啓発」であ

るが、「⑥特定個人情報の取扱いに携わる職員に対し、毎年度、特定

個人情報の取扱いに関する研修を行う」、「⑦特定個人情報の保護責

任者に対し、毎年度、各課における特定個人情報の適正な管理に関す
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る研修を行う」、「⑧特定個人情報を取り扱う情報システムの管理に

関する事務に従事する職員に対し、毎年度、情報システムの管理に関

する研修を行う」、「⑨特定個人情報ファイルの取扱事務に従事する

職員に対し、毎年度、番号利用法の規定に基づくサイバーセキュリテ

ィ研修を行う」という現在実施している内容を記載している。

これらが評価書の主要な変更点となる。

なお、７月３１日から８月３１日までパブリックコメントを実施し

たが寄せられたご意見はなかった。

以上で市民税課の全項目評価書についての説明を終了する。

柴田会長 今の説明に質問、意見等あればお願いする。

橋田委員 パンチ作業はなくすことができないのか。国税連携などにより、課

税標準額を決定するまではオンラインで可能なはずだが、紙ベースで

申告するケースはどういう場合か想定できない。１３万件もあること

に疑問を感じる。

市民税課 国は電子申告を進めているが、自治体の実情としては、一般に広ま

（進藤） っていない。給与支払票や源泉徴収票などを用いて専用フォームに入

力すると課税額を試算できる、又は申告書を作成することができるも

のを取り入れている自治体も増え始めてはいるが、年金所得者など電

子の取扱いに慣れない方も多くいらっしゃる。

上田委員 関連だが、庁舎外に情報を持ち出し、委託先の事業所などで作業を

行うこととなれば、セキュリティの問題が生じるため万全な対策を講

じていただきたい。再委託はないようだが、委託先においてどのよう

な作業部屋で具体的にどのように運用しているか、しっかりと確認す

る必要があると考える。

市民税課 税務職員は、税法上の守秘義務があり、通常の守秘義務より重いも

（進藤） のと受け止めている。それは委託先についても同様であるべきだと考

えている。そのため、馴れ合いにならず、作業依頼前に厳格な運用を

求め、互いに作業内容を確認するなどすることが重要であると考えて

いる。

竹田委員 税務署から国税連携システムで受け取る確定申告の情報はどのよう

な形でくるのか。

市民税課 数値と画像のデータという形である。

（進藤）

柴田会長 研修の関係だが、市民課と市民税課からそれぞれ特定個人情報の取
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扱いに関する研修が行われているとの説明はあったが、その他の職員

の状況はどうか。

情報統計課 例えば福祉部門など、他にも数多くの職員がマイナンバーを扱って

（小野） いる。特定個人情報を取り扱う職員全員の研修受講がマイナンバー法

や個人情報保護委員会のガイドラインでは規定されている。特に特定

個人情報ファイルを扱う職員はサイバーセキュリティに関する研修を

受けるなど、関係職員への研修受講を徹底している。

柴田会長 どのくらいの職員が対象か。

情報統計課 特定個人情報を扱う職員は、概数ではあるが約１，３００名程度で

（小野） ある。一度に多数の研修は不可能なので、Ｅラーニングやテキスト配

布などで対応している。

柴田会長 マイナンバーの取扱いに関しては、より効果的な手法による啓発方

法も検討して欲しい。

情報統計課 マンネリ化しないよう工夫していきたいと考えている。

（小野）

橋田委員 中間サーバと繋がっている「他機関」とは具体的にはどこか。

市民税課 「別紙１」に記載されている提供先のことである。

（小玉）

橋田委員 この中に「市町村長」とあり、予防接種法に関する事務が記載され

ているが、秋田市の予防接種の情報が全国の市町村と連携するという

ことか。

情報統計課 全国の自治体職員が秋田市の情報を自由に取得できるということで

（小野） はなく、例えば秋田市から転出した方が転出先の自治体で予防接種を

受ける際、収入状況によっては費用がかからずに予防接種を受けられ

るといったサービスがある場合もある。転出先では収入状況が分から

ないので、転出元の秋田市へ収入状況を確認するというケースであっ

て、あくまで当該転出に係る自治体間のみのやりとりである。

橋田委員 個人住民税システムが連携しているｅＬＴＡＸについてだが、少し

調べたのだがｅＬＴＡＸの先に帝国データバンクが繋がっているよう

である。そのような繋がりについては評価書に記載があるのか。

市民税課 記載はない。ｅＬＴＡＸを運営している機構側で情報の管理をして
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（進藤） いる。この評価書は、あくまで秋田市で使用しているシステムに関し

ての内容であり、ｅＬＴＡＸからの情報を取り込む内容である。秋田

市からｅＬＴＡＸ側への情報の管理に関しては、詳細は把握していな

いため本日はお答えできない。

橋田委員 個人住民税システムが連携しているｅＬＴＡＸの先に、さらに繋が

っているところがあるということを認識しておいてほしい。

柴田会長 他にはよろしいか。本日は、再委託の原則禁止の記載、委託先への

監督、監査や研修の重要性等、委員から様々な意見があった。事務局

と相談させていただき意見書をまとめ、市長へ報告という形とする。

それでは次第の４「その他」だが、何かあるか。

なければこれで第２２回秋田市情報公開・個人情報保護審査会を終了

する。


