
様式第２号(第７条関係) 

会議の開催結果 

１ 会議の名称 
平成２９年度第１回 

さいたま市情報公開・個人情報保護審議会 

２ 会議の開催日時 
平成２９年 ５月２４日（水曜日） 

午後１時３０分～午後３時２０分 

３ 会議の開催場所 さいたま市役所本庁舎２階 特別会議室 

４ 出席者名 

審議会委員 

馬橋 隆紀（会長） 萩生田 伸子 

谷﨑 美智子    鶴 英雄   

藤巻 眞理子    野辺 明子  

吉浦 紀晃       

事務局職員 

総務部長        森山 成久 

 行政透明推進課長    関根 和彦 

 行政透明推進課課長補佐 飯塚 竹信 

 行政透明推進課主任   神山 智史 

 行政透明推進課主事   豊田 康平 

５ 欠席者名 
青木 節子     田中 孝之   

桑原 奈津子 

６ 議題及び公開又は非公開

の別 

（議題） 

【議案】 

（１） 特定個人情報保護評価書について 

（事務の名称 児童手当等に関する事務） 

（２） 特定個人情報保護評価書について 

（事務の名称 母子保健事業に関する事務） 

（３） 電子計算機の結合について 

（事務の名称 証明発行事務、個人市・県民税の賦課事務、

市税収納事務） 

（４） 情報公開制度及び個人情報保護制度の事務の改善に

ついて（情報公開条例及び個人情報保護条例の一部改正）



【報告】 個人情報取扱事務の報告について 

（公開・非公開の別） 公開 

７ 非公開の理由  

８ 傍聴者の数 ０人 

９ 審議した内容 議題について審議・報告を行い、了承を得た。 

10 問合せ先 
総務局 総務部 行政透明推進課 

電話番号 048-829-1118（直通） 

11 その他 
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会 議 録 

会 議 名：平成２９年度第１回さいたま市情報公開・個人情報保護審議会 

開 催 日：平成２９年５月２４日（水） 

開催時間：午後１時３０分から午後３時２０分まで 

開催場所：さいたま市役所 特別会議室 

委  員：馬橋 隆紀（会長）  青木 節子（欠席） 

     萩生田 伸子     田中 孝之（欠席） 

     桑原 菜津子（欠席） 谷﨑 美智子 

     藤巻 眞理子     鶴 英雄 

     吉浦 紀晃      野辺 明子 

議  題 

  【議案】 

  議案第１号  特定個人情報保護評価書について（事務の名称 児童手当等に関する事務） 

  議案第２号  特定個人情報保護評価書について（事務の名称 母子保健事業に関する事務） 

  議案第３号  電子計算機の結合について（事務の名称 証明発行事務、個人市・県民税の賦課 

事務、市税収納事務） 

  議案第４号  個人情報保護制度の事務の改善について（情報公開条例及び個人情報保護条例の 

一部改正） 

  【報告】 

  （１）個人情報取扱事務の報告について 

事 務 局: 総務局総務部長                      森山 成久

総務局総務部行政透明推進課長                関根 和彦

総務局総務部行政透明推進課課長補佐兼行政透明推進係長 飯塚 竹信

総務局総務部行政透明推進課主任               神山 智史

総務局総務部行政透明推進課主事               豊田 康平
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発言者 発言内容 

１ 開 会 

事務局  それでは、定刻になりましたので、ただ今から、さいたま市情報公開・個人情報

保護審議会を開催させていただきます。 

本日は御多用のところ、委員の皆様におかれましては御出席を賜り、誠にありが

とうございます。 

会議に入ります前に、新年度を迎えまして、審議会の事務局を担当しております

職員の変更がございましたので、紹介をさせていただきます。 

（事務局挨拶） 

 本日は、青木委員、田中委員、桑原委員から欠席の連絡をいただいております。

定足数につきましては、７名出席ということで、会議は成立しております。 

なお、本日傍聴を希望する方はいらっしゃいませんので、よろしくお願いいたし

ます。 

はじめに、配布資料の確認をさせていただきます。 

本日の「次第」でございます。 

議案の第１号から４号まで、並びに、 報告案件がございます。 

第１号から４号の資料につきましては、事前に送付させていただいているものを

使わせていただきます。また、報告事項の資料として「個人情報取扱事務の届出」

でございます。 

お手元の資料は大丈夫でしょうか。 

それでは、これからの議事の進行につきましては審議会条例第６条第１項により

まして、会長に議長をお願いしたいと思います。 

よろしくお願いします。 

２ 議 題 

議案第１号  特定個人情報保護評価書について（事務の名称 児童手当等に関する事務） 

議長 それでは、議題に入りたいと思います。 

まず、議案の第１号は児童手当等に関する事務に係る「特定個人情報保護評価書」

の改訂版ということでございます。従来もこの特定個人情報保護の評価書というの

は何度か見てきたのですが、何か変わったところがあるのだと思いますので、それ
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についてご審議いただくということでございます。よろしいでしょうか。 

では、実施機関に入っていただき、ご説明お願いします。 

   〔実施機関（子育て支援政策課、ＩＣＴ政策課）入室〕 

議長  担当部署とお名前をおっしゃってください。 

実施機関 子育て支援政策課長の小田嶋と申します。同席しておりますのは、課長補佐の橋

本、主査の福田、それと主事の三澤でございます。 番号制度を担当しております、

ＩＣＴ政策課主査の円谷と申します。 

それでは、よろしくお願いいたします。 

議長  では、ご説明をお願いいたします。 

実施機関 特定個人情報保護評価書の改正についてご説明させていただきます。 

 まず、今回の評価書改訂の概要についてでございますが、お手元の資料２をお願

いいたします。 

 １、評価書についてでございますが、マイナンバー事務を行う場合、法令などの

定めによりまして、自己点検の結果に基づいた評価書の作成、パブリックコメント

の実施、第三者点検を実施し、評価書を国へ提出した後、公表を行うこととなりま

す。 

 児童手当などに関する事務につきましては、マイナンバー該当事務でございます

ので、制度開始に合わせ既に平成２７年５月２７日の第三者点検を経て、平成２７

年８月に全項目評価書を公表しておりますが、今回子育てワンストップサービスの

導入により、評価書の改訂が必要となったことから、再度、第三者点検を受けるも

のでございます。 

 ２、児童手当等に関する事務の評価書についてでございますが、観点にある項目

のうち①、②、③、⑥に関しましては、従前の評価書と同様でございます。④の実

施時期でございますが、このたびはシステム改修を要しませんので、最終的な評価

書の公表は、埼玉県市町村電子申請システムと接続する端末の設置環境が整うまで

に実施することとなります。また、⑤パブリックコメントは、平成２９年３月２７

日から同年４月２７日まで実施し、１件のご意見が寄せられております。 

 続いて、３、特定個人情報保護評価の流れでございますが、今回の改訂にはセキ

ュリティ事項として重要な改訂内容が含まれるため、初回と同様にパブリックコメ

ントを実施した後、当審議会で第三者点検を受け、国にて公表することとなります。

次ページをお願いいたします。４、今回の改正の背景でございます。平成２９年

７月から始まります子育てワンストップサービスにより、子育てに関する各種申請

が国の構築するマイナポータルから行えるようになります。本市におきましても、
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平成２９年７月より、このマイナポータルと埼玉県市町村電子申請システムを結ん

で児童手当に関する申請などを電子的に提出できるようにすることを予定してお

り、このたびの評価書改訂は、このサービス導入に伴うものとなります。 

続いて、５、今回の改正の内容でございます。今回の子育てワンストップサービ

スは、マイナポータルと埼玉県市町村電子申請システムを結ぶことにより実現され

ることとなります。そのため評価書のⅠ基本情報及びⅡファイルの概要、サービス

利用に事務の流れやデータの受領に関する概要を記載し、Ⅲプロセスにおけるリス

ク対策、Ⅳその他リスク対策において、さいたま市及び埼玉県市町村電子申請サー

ビス提供業者にて実施しますリスク対策の記載を加え、評価書の改訂を行っており

ます。 

評価書改訂の概要につきましては、以上でございます。 

なお、評価書の確認項目及びパブリックコメントでの意見につきましては、資料

３から資料５にまとめましたので、後ほどご覧いただければと思います。 

それでは、評価書の改訂内容についてご説明させていただきます。 

まず、説明に入ります前にお願いがございます。今回の改訂箇所は複数にまたが

るため、全ての箇所をご説明いたしますと、時間を大変要することになります。こ

のため要点となります箇所をご説明させていただき、ご不明な点がございましたら

ご質疑をいただいて、補足をさせていただきたいと思っておりますので、よろしく

お願いいたします。 

それでは、評価書の改訂内容についてご説明させていただきます。初めに、評価

書３５ページをお願いいたします。 

今回の改訂箇所につきましては、評価書の３５ページから最終ページの４７ペー

ジにございます一覧のとおりとなります。 

ちょっと戻りまして８ページをお願いしたいと思います。先ほど概要でご説明さ

せていただきましたが、今後、児童手当に関する申請は、マイナポータルを使用す

ることで電子的に申請を行うことが可能となります。これにより、図右上にありま

すマイナポータルに市民が必要な情報を入力いたしますと、埼玉県市町村電子申請

システムを通じて本市が申請情報を取得できるようになります。なお、埼玉県市町

村電子申請サービスにつきましては、ページが戻りますが、６ページ、こちらに特

定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステムとして追加をしてお

ります。 

評価書の１０ページをお願いいたします。今回、埼玉県市町村電子申請サービス

から情報を入手することから、従前から取り扱っております児童手当情報ファイル
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の３、特定個人情報の入手・使用の②、入手方法に埼玉県市町村電子申請サービス

を加えております。 

１５ページをお願いいたします。児童手当の申請情報につきましては、埼玉県市

町村電子申請サービスを利用することから、４、特定個人情報ファイルの取り扱い

の委託のうち、委託事項６といたしまして、埼玉県市町村電子申請サービス提供業

務の追加を行っております。 

次に、特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策についてご

説明させていただきます。リスク対策となりますので、少し具体的にご説明をさせ

ていただきたいと思います。 

２１ページお願いいたします。２の特定個人情報の入手のリスク１、必要な情報

以外を入手することを防止するための措置の内容といたしまして、埼玉県市町村電

子申請サービスに係る内容を追加しております。以降、それぞれのリスクに埼玉県

市町村電子申請サービスからの必要事項入力における措置を追加しております。 

次のページ、２２ページをお願いいたします。リスク４をご覧ください。情報漏

えい・紛失に関するリスク対策の箇所となります。電子データに対する措置として、

専用線による特定個人情報の入手、システム使用には二要素認証を用いることで機

能を制御、こういったことなど、システム的な制御によりまして情報漏えい・紛失

のリスク対策を行っております。また、ＣＤなどの電子記憶媒体は極力用いず、仮

に使用する場合も媒体は特定の職員だけが取り扱いを行い、作業状況の記録などを

行うなど、リスク対策を実施してまいります。 

なお、児童手当システムでは、平成２９年４月より、従前のＩＤ・パスワード認

証のほか、手のひら静脈認証を加えた二要素認証を行い、より強固な認証管理を実

現している状況でございます。 

いずれにつきましても、申請情報は埼玉県市町村電子申請サービスを通じて入手

し、通信はＬＧＷＡＮ、ＶＰＮの回線を用いた暗号化通信を行うことになりますの

で、対象者以外の情報や必要以上の情報を入手することがないような仕組みとなっ

ております。 

評価書の改訂内容については、以上となります。点検のほどをよろしくお願いい

たします。 

議長 これは、業務が加わってそこに点検項目が加わった感じでしょうか。どういう位

置づけになるのですか。 

児童手当に関する事務というのは前からありましたでしょう。前も点検したので

すが、その点検したものを全部、今度のものに変えるということでしょうか。 
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実施機関 もともと児童手当の事務自体は、先ほどおっしゃっていただいたとおり、一度第

三者点検をやっております。今回は、国が主導しております子育てワンストップサ

ービス、こちらの事務が追加になりますので、それに応じた内容を追記させていた

だいているという形になりますので、そちらの部分が改正という形になりまして、

今回の第三者点検をお願いするという部分になっております。 

議長 例えば、ここはすごくレベルが高いという部分はあるのでしょうか。それから、

少し足りないですとか、特に力を入れているところ、さいたま市では、ここはほか

よりも力入れているから見てほしいとか、少しここは足りないのだけれども、これ

は努力していく、そういうのは何かあるのでしょうか。 

実施機関 例えば評価書に載っております２４ページ、不正に複製されるリスクというとこ

ろでは、もともとここは特に力を入れているというところで、前回の評価も受けて

いるところではあるのですけれども、この部分については、今ご説明した子育てワ

ンストップサービスの部分が加わっている形にはなるのですけれども、この部分に

ついてもシステムのバックアップデータ等厳重に管理するというところは、さいた

ま市として特に力を入れているところでございます。 

議長 何かご意見等はございますか。 

吉浦委員  これはマイナポータルを使うから改訂になったという理解でいいのですか。 

これは新しい電子結合が何か含まれているということはないのでしょうか。 

実施機関 今回の子育てワンストップサービスですが、申請者が自分たちのパソコンやスマ

ートフォンを使って、児童手当に関する申請を、埼玉県電子申請サービスを通して

行うことができるようになります。市は、埼玉県市町村電子申請サービスから得ら

れた情報を印刷して、それを市のシステムに職員が手で入力するという仕組みをと

っておりますので、電子的な結合という意味では、現行の児童手当システムとマイ

ナポータル自体は直接的につながるものではございません。 

吉浦委員 今おっしゃった手入力するという記載というのは、どこかにあるのですか。 

実施機関 手入力そのものについては、今回の中では記述する場所はないと認識していたの

ですが。 

吉浦委員 そうなると、今の話はこの資料からだけではわからないのと、８ページにある事

務内容の図の中で、いろいろなやりとりがされているところで、紙と全部描いてい

るところがあるのですけれども、今問題になっているこの埼玉県市町村電子申請シ

ステムと児童手当システムの間がわからないのです。であれば、ここに何か書いて

いただくほうがいいのかもしれないと思います。 

議長 書くとすればどのように書くことになるのですか。 
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実施機関 埼玉県市町村電子申請システムからそのまま下に伸びる矢印のところの間に、紙

なり手入力なりという形の記述を入れることで、電子的な結合はされていないとい

うところを示させるのではないかと考えます。 

議長 ほかにございますか。 

吉浦委員 細かい話なのですけれども、例えば２３ページに特定個人情報の使用の記録とい

うものがあって、記録を残しているとあるのはわかるのですけれども、その下に永

年保管と書いていますよね。これというのは、具体的には紙で残すのですか。 

議長 ２３ページの真ん中あたりですね。 

吉浦委員  真ん中あたりに永年保管というのが書いてあって、「埼玉県市町村電子申請システ

ムのアクセスログについても同様に記録を行う」も、永年保管するのだと思うので

すけれども、この永年保管というのは電子的なのか紙なのかというと、おそらく電

子的なのですよね。 

実施機関  永年保管です。 

吉浦委員  本当に永年保管するのですよね。 

実施機関  こちらに書かせていただいているそのような方向で我々としては考えているとこ

ろです。 

議長  永年保管というのは何なのですか。 

吉浦委員  ずっと保管という意味ですが。 

議長  永久ということなのですか。 

実施機関  はい。一応永年という形です。 

議長  廃棄処分する期間が決めていない、永久保存ということでいいわけですか。 

実施機関 再度確認いたします。 

鶴委員 いくつかの場面で二要素認証を行っているという記述があって、生体認証をつけ

加えている、先ほどのお話でも静脈認証の話があったと思うのですけれども、生体

認証というのはどうしても１００％にならないと思うのですけれども、うまく認証

できない場合というのはどういう手順になっているのですか。 

実施機関 入ろうとしているその職員の方が認証できないという場合ですか。 

鶴委員  そうですね。正しい人が認証できない場合と、認証できない人が認証できてしま

うのは多分検知できないので仕方がないのですけれども、少なくとも正しい職員が

認証できなくなるときが生体認証の場合はあると思うのですけれども、その辺はど

ういう手順になっているのかと思ったのですが。 

実施機関  基本的には、まず登録はしていただくのですけれども、仮にその登録された、マ

ッチしないというところは、不具合によって起こる可能性もあるので、そのような



- 8 - 

場合には、このシステムを所管している情報システム課のほうに問い合わせて、原

因究明と、それでも通らないというのであれば、認証サーバーにある静脈のデータ

を一旦消して、再度登録していただくような仕組みになっております。 

議長  よろしいですか。 

鶴委員  はい。 

議長  そのほかに何かございますか。 

 今後、さらにいろいろ発展していく可能性に期待を込めてということになると思

うのですけれども、よろしいでしょうか。 

 本議案については、審議した結果、適当であることとして認めることでよろしい

でしょうか。 

各委員  （異議なし） 

議長  では、そうさせていただきます。 

どうもご苦労さまでした。 

   〔実施機関（子育て支援政策課）退室〕 

議案第２号  特定個人情報保護評価書について（事務の名称 母子保健事業に関する事務） 

議長  続いて、議案第２号に行きます。 

   〔実施機関（地域保健支援課）入室〕 

議長  お名前とご担当をおっしゃっていただければと思います。 

実施機関  地域保健支援課課長の小林と申します。 

 地域保健支援課主査の樋口と申します。 

 地域保険支援課主事の安西と申します。 

議長  それでは、議案第２号、母子保健事業に関する事務に係る評価書の改訂について

ということでございます。 

では、どうぞよろしくお願いいたします。 

実施機関 それでは、特定個人情報保護評価書の改正についてご説明いたします。 

 事務の名称、母子保健事業に関する事務でございます。 

 まず、今回の評価書改訂の概要についてご説明させていただきます。お手元の資

料の２をご覧ください。 

 １、評価書についてでございますが、マイナンバー事務を行う場合、法令等の定

めにより自己点検の結果に基づいた評価書の作成、パブリックコメント、第三者点

検を行い、評価書を国へ提出した後、公表を行うこととなります。 
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 母子保健事業に関する事務につきましては、マイナンバー該当事務でございます

ので、制度開始に合わせ、既に平成２７年５月２７日の第三者点検を経て、平成２

７年７月に全項目評価書を公表しておりますが、今回、子育てワンストップサービ

スの導入により評価書の改訂が必要となったことから、再度第三者点検を受けるも

のです。 

 ２、母子保健事業に関する事務の評価書についてでございますが、観点にある項

目のうち、①、②、③、⑥に関しましては、従前の評価書と同様でございます。④

の実施時期でございますが、このたびはシステム改修を要しませんので、最終的な

評価書の公表は、埼玉県市町村電子申請システムと接続する端末の設置環境が整う

までに実施することとなります。また、⑤パブリックコメントは、平成２９年３月

２７日から同年４月２７日まで実施し、ご意見は寄せられませんでした。 

 ３、特定個人情報保護評価の流れですが、今回の改訂にはセキュリティ事項とし

て重要な改訂内容が含まれるため、初回と同様にパブリックコメントを実施した後、

当審議会で第三者点検を受け、国にて公表することになります。 

 次のページをお願いいたします。４、今回の改正の背景でございます。平成２９

年７月から始まります子育てワンストップサービスにより、子育てに関する各種申

請が国の構築するマイナポータルから行えるようになります。本市におきましても、

平成２９年７月より、このマイナポータルと埼玉県市町村電子申請システムを結ん

で妊娠届出書を電子的に提出できるようにすることを予定しており、このたびの評

価書改訂は、このサービス導入に伴うものとなります。 

 ５、今回の改正の内容でございます。今回の子育てワンストップサービスは、マ

イナポータルと埼玉県市町村電子申請システムを結ぶことにより実現されることに

なります。そのため評価書のⅠ基本情報及びⅡファイルの概要にサービス利用によ

る事務の流れやデータの受領に関する概要を記載し、Ⅲプロセスにおけるリスク対

策、Ⅳその他リスク対策において、さいたま市及び埼玉県市町村電子申請サービス

提供業者において実施するリスク対策の記載に加え、評価書の改訂を行っておりま

す。 

 評価書改訂の概要につきましては、以上でございます。 

 なお、評価書確認項目につきましては、資料の３にまとめましたので、後ほどご

覧ください。 

 それでは、評価書の改訂内容についてご説明をさせていただきますが、今回改訂

箇所が複数にわたるため、全ての箇所をご説明いたしますと、時間を要することに

なります。このため要点となる箇所をご説明させていただき、ご不明な点がござい
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ましたらご質疑をいただいて、補足をいたしたいと思っておりますので、よろしく

お願いいたします。 

 それでは、評価書改訂内容についてご説明いたします。初めに、評価書の５６ペ

ージをご覧ください。 

 今回の改訂箇所につきまして、評価書の５６ページから最終ページの５８ページ

のところにございます一覧のとおりとなっております。 

 最初に戻りまして７ページをお願いいたします。変更箇所の主なものでございま

すが、先ほど概要でご説明させていただきましたとおり、今後、妊娠届出書は、マ

イナポータルを使用することで電子的な申請を行うことが可能となります。これに

より、７ページの図の左上にございます②番のところで、市民が必要な情報を入力

いたしますと、埼玉県市町村電子申請システムを通じ本市が申請情報を取得できる

ようになります。なお、埼玉県市町村電子申請サービスにつきましては、ページが

隣のページになりますけれども、６ページの特定個人情報ファイルを取り扱う事務

において使用するシステムとして、埼玉県市町村電子申請サービスのところに追記

をしております。 

 次に、評価書９ページをお願いいたします。今回、埼玉県市町村電子申請サービ

スから情報を入手することから、従前から取り扱っております母子保健事業情報フ

ァイルの３、特定個人情報の入手・使用の②、入手方法に埼玉県市町村電子申請サ

ービスを追記しております。 

 次に、１４ページをご覧ください。妊娠届出書の申請情報につきましては、埼玉

県市町村電子申請サービスを利用することから、４、特定個人情報ファイルの取り

扱いの委託の委託事項５といたしまして、埼玉県市町村電子申請サービス提供業務

の追加を行っております。 

 次に、特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策についてご

説明させていただきます。リスク対策となりますので、少し具体的に説明させてい

ただきます。 

 ４２ページをお願いいたします。２、特定個人情報の入手のリスク１、必要な情

報以外を入手することを防止するための措置の内容といたしまして、埼玉県市町村

電子申請サービスに係る内容を追加しております。以降、それぞれのリスクに埼玉

県市町村電子申請サービスからの必要事項入力における措置を追加しております。

 ４３ページをお願いいたします。リスクの４、入手の際に個人情報が漏えい・紛

失するリスクに対する対策の箇所となります。専用ネットワーク回線による特定個

人情報の入手、システム使用には二要素認証を用いることで機能を制御など、シス
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テム的な制御により情報漏えい・紛失のリスク対策を行っております。また、ＣＤ

等の電子記憶媒体は極力用いず、仮に使用する場合も媒体は特定の職員だけが取り

扱いを行い、作業状況の記録等を行うなど、リスク対策を実施いたします。 

 また、保健システムでは、平成２９年４月より、従前のＩＤ・パスワード認証に

手のひら静脈認証を加えた二要素認証を行い、より強固な認証管理を実現しており

ます。 

 いずれにつきましても、申請情報は埼玉県市町村電子申請サービスを通じて入手

し、通信はＬＧＷＡＮ、ＶＰＮ等の回線を用いた暗号化通信を行うことになります

ので、対象者以外の情報や必要以上の情報を入手することがないような仕組みとな

っております。 

 評価書の改訂内容については、以上となります。点検のほどをよろしくお願いい

たします。 

議長  ありがとうございました。 

 今度そのようなシステムになって、先ほど審議したのは、児童手当のことを審議

したので、今度は母子保健事業ですが、ほかにも関係する事業はありますか。 

実施機関  国からこの事業とこの事業というように定められているものがございまして、今

回こちらの場で審議をいただくような大きな事務については、母子保健、今回の妊

娠届出書と先ほど見ていただいた児童手当の２つになります。 

議長  わかりました。 

 何かご質問等はございますか。 

吉浦委員  ６ページと７ページのところで、今回問題になっているところは、この電子申請

システムと７ページの図で書かれているところになりますか。 

実施機関  はい。 

吉浦委員  つまり、これは埼玉県市町村電子申請サービスなのですよね。ここの妊娠届け出

は紙で保健システムに入れると。６ページのところでシステム５というのがあって、

埼玉県市町村電子申請システムというのがありまして、システムの機能が４つ書い

てあるのですけれども、３番と４番、特に３番というのは、ここで実際に動くもの

なのですか。実際のシステムには埼玉県市町村電子申請システムに入力されたもの

を紙で出力して保健システムに入力するという理解でいいですよね。 

実施機関  はい。 

吉浦委員  そうなると、電子申請サービスのところで、その申請審査機能というのがどうや

って動くのかがわからないのと、そもそも電子申請サービスの範疇というのはどこ

なのかわからないのです。図の中だと電子申請システムと書いてあります。システ
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ムのほうは電子申請サービスなのです。微妙に違っているので、何か違うのかと思

うのですけれども、システムの５の②システムの機能の③申請審査機能というのは、

ここに入ってくるのですか。 

実施機関  入ってきます。本来窓口で紙を出したときに、不備がないかというのを確認する

という部分に該当するので、申請審査機能のほうは電子的に見たときに書き漏れや

不備がないかというのを確認するということになります。 

吉浦委員  では、書類の不備を確認するところですか。 

実施機関  それをもって４番のほうで受け付けました、不備がございましたというのを返す

というのを、本来は対面でやっているものを電子的にやるための機能として３番が

あります。 

吉浦委員  わかりました。③の記載は、少し意味合いが違う、審査と書いた段階で何か違う

気がするのですが。これは母子保健ですよね。母子保健の申請をして、許可するか

しないかというのがこの後入るのですよね。 

実施機関  妊娠の届け出ございますので、許可する、しないというのはございません。 

吉浦委員  審査する、しないというのもないはずですよね。 

実施機関  届け出としての要件が満たしているかどうかということです。 

吉浦委員  審査という言葉を別の言葉にすべきだと思うのですが。 

吉浦委員  実は前のところでも同じことを書いてあるのです。児童手当のところも同じ言葉

が書いてあって、多分同じ意味合いなのだと思うのですけれども、おっしゃってい

ることはわかりました。 

実施機関  ここの記載に関しては、県の電子申請サービスとして持っている機能に準拠して

名称を合わせているところでございました。 

議長  まず、届け出主義だから、判断は入らないわけですが、その要件が整っているか

どうかを確認したいとすれば、届け出事項の確認とか、そういうことですか。名前

が違っていたり、生年月日が違っていたりすればだめでしょうから、それは違いま

すよと、こう言わなければないので、それは必要なことだと思うのですけれども、

少しここは考えてください。 

実施機関  わかりました。 

鶴委員  同じ箇所で、その③、④はさいたま市向けと書いてあって、①、②には市民向け

と書いてありますが、この使いわけはどういう意図になるのですか。 
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実施機関  市民のほうからは届け出を出すことができて、今その処理の方法はどのようにな

っているのかというのを確認できるのが１番です。 

 １番の届け出を受けた上で、こちらで判断をしてよろしいという機能を持ってい

ます。それから、４番として出すことができますというのをさらに２番で確認する

という流れになっております。それぞれができることというのを分けて書いてあり

ます。 

鶴委員  機能はわかるのですけれども、３と４がさいたま市民向けというのは、どのよう

に読み解けばいいのかなというのがわからなかったのですが。 

実施機関  申請者側でできるもの２点と審査者側でできるものという意味合いにはなってい

るのですが。 

野辺委員  この申請者というのは、妊娠したかもしれないと思って産婦人科を受診して、妊

娠反応が出ましたよと言われた女性のことですか。 

 あえて市に届け出る。これだと自分の妊娠を審査されるような感じがありますよ

ね。この審査は、届け出事項に間違いがないかどうかの確認という意味だろうと思

うのですけれども、言葉の使い方としては、一般市民からするとちょっと違和感あ

りますよね。ほとんどの市民は、こういうシステムが動き出すということも知らな

いで妊娠しているわけですけれども、でも自分の情報がどういうふうにデータとし

てとられているのかということは大事な問題なので、わかりやすいような形でやは

り市民に説明できないといけないと思いますけれどもね。 

実施機関  ①、②は市民が利用するサービスという形で、③、④につきましては、本来であ

れは紙で受け取ればさいたま市が実施する部分について、この電子申請サービスの

中で機能として実施をするという意味のさいたま市向けサービスということになる

のかと思います。 

吉浦委員  さいたま市の職員向けということですよね。 

実施機関  そういうことです。 

議長  何か特にこの中でさいたま市としては力を入れている内容があったら教えてくだ

さい。 

実施機関  この妊娠の届け出事務に伴いまして、妊娠届け出事務を電子で行えるようになる

ということは、ある意味利便性が増すということになるのですが、その後に、やは

り今一番母子保健の中で妊娠期からお母さんの状況をきちんと把握をして、必要な

サービスをしましょうという流れになってきておりますので、届け出はしていただ

くのですけれども、その後にきちんと母子健康手帳の交付というのは対面で行わな

ければならないものとしてありますので、届け出はしていただくのですけれども、
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そのあときちんと説明して、お母さんの状況とか困り事とかを把握した上で必要な

サービスにつなげていくということを考えております。 

藤巻委員  そうすると、今のお話ですと、電子システムで申請した妊婦さんには、母子健康

手帳の交付というのを郵送ではなくて、直接、例えばその方のおうちに訪問するこ

とを想定しているのですか。 

実施機関  基本的には窓口に来ていただくということを想定しています。 

議長  そのほか何かございますか。 

萩生田委員  パブリックコメントを実施されて、その結果、１件もなかったということなので

すけれども、そのパブリックコメントのウエブページのアクセスはどのくらいあっ

たのでしょうか。 

実施機関  １５０件ぐらいだったと思います。 

萩生田委員 では、見た人はいて、だけれども意見等を書いた人がいなかったということです

ね。 

議長 そのほかよろしいですか。 

吉浦委員  アクセスログはずっと保存したりしますか。特定個人情報にアクセスしたときの

アクセスログをどうするかというのは、どこに書いてありますか。 

 児童手当のときには永年保管と書いてあったのですけれども、ありましたか。 

議長  さっきの案件と今回の案件と、今みたいに多少違いがあるようですが、どうして

でしょうか。 

実施機関  市のルールとしては統一かと思います。 

記述が永年ということであれば同一なのだと思うのですが。 

議長  その記載がないというご意見なのですが。 

吉浦委員  ログのことに関する記載を今見つけただけで、そこには永年と書いていないので、

統一はとれていたほうがいいですよね。 

 児童手当のほうは、特定個人情報の使用の記録、具体的な方法のところに永年保

管と書いてあって、母子保健のほうは４５ページの頭のほうに特定個人情報の使用

の記録があって、ここにも似たような記載があるのですけれども、永年保管とない。

議長  「記録を残している」でとまっているようですね。どうしてでしょうか。 

実施機関  どちらかに統一するということでしょうか。 

吉浦委員  どちらかかに統一するのですよね。個人的には永年保管要らないとは思うのです

けれども、ちょっと統一していただければありがたい。これはどちらも同じ業者で

すか。 

実施機関  両方とも現在は同じ業者です。 
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議長  同じ業者で保管期間が違っているのは構わないのでしょうか。 

実施機関  少し確認させてください。情報システム課のほうで管理しているものもございま

すので、技術的に同じ業者ということなので、それでルールが違っているのはおか

しいかなと思います。 

吉浦委員  担当者が違えば変わってくるでしょうけれども、仮に片方で永年保管と書いてお

いて、片方で永年保管ではないと書いてあれば、それぞれ根拠が必要になりますよ

ね。さっきは国のガイドラインだからという感じでお茶を濁した感じはあったので

すけれども、どちらなのですか。 

統一するなら統一する、違うのだったらそれぞれ根拠があるべきだとは思います。

議長  問題点はそこだけですか。私も書式も違うし、長さも違うなという感じは持って

いましたが、これはもとの書式はどこかから来るのでしょうか。 

実施機関  もとの書式は左側の枠組みだけでございますので、そのほかの右側部分は各事務

で作成することになっております。若干違うのですが、市の統一ルールといったこ

とは合わせて記載してもらっています。 

議長  現段階で残すとすれば、特定個人情報の使用の記録の記載はどのように考えます

か。こちらの母子保健とあわせて永年保管にしますか。 

実施機関  その根拠となるところをちょっと確認させていただいて、保管の仕方について子

育て支援政策課のほうと合わせていきたいと思います。 

議長  この事業はいつから始まりますか。 

実施機関  ７月からです。 

議長  この書式はどこかから配られてきたものでしょうか。 

実施機関  国の様式になります。子育てワンストップサービスは、７月から始まる新しい制

度ですけれども、国から評価書への追記例は来ているのですけれども、先ほど申し

上げましたとおり、左側の質問項目については様式になっているので固定ですが、

右側は国の評価書への追記例を参考に若干各事務で書き方は異なっております。 

議長  質問内容は両方とも同じでしょうか。 

実施機関  それは同じです。 

議長  では、書き込み方の問題でしょうか。 

実施機関  そうですね。この質問に対しての答えをどこまで書くかというは細かい指示はあ

りませんので、書き方を「（永年保管）」まで入れるのか入れないのかということは、

自治体に任されております。 

議長  児童手当のほうは、保管期間まで永年という形で書き込んでいる状態です。足り

ないわけではないとは思うのですが本来は一致すべき内容なのではないでしょう
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か。 

吉浦委員  同時に見てしまうと、違いが結構出てきて、母子保健のほうはアクセス権限がき

ちんと書かれているのですが、児童手当は雑に書いているなというのが見えてしま

います。 

藤巻委員  前回の国保と介護保険もそうでしたよね。 

議長  そういうのは特色出すためならいいと思いますが。 

 とりあえずこれで実施して、どこかで直してもらうしかないですね。そうではな

いと、少なくとも今の段階では仕事が始まらないでしょう。永年保管かどうかは、

１年、２年たってもまだ検討できると思いますが。 

吉浦委員  どちらかというと、児童手当のほうを本来手直しすべきところが多い気がします

が。足りないかと言われるとそうではないのですが。 

実施機関 市の中で同じ業者ということであれば、そこのルールは確認させていただいて、

母子保健のほうがより細かく書いているのであれば、児童手当を逆に、現状を確認

して修正をして公表するようにいたします。 

吉浦委員  細かいですけれども、端的にあらわれるのがそこの同じ２３ページと４４ページ

で、事務で使用するその他のシステムにおける措置の内容ですね。児童手当は項目

１個しかないのですが、母子保健のほうは項目が３つあって、２つ、児童手当のほ

うが抜けているのです。必要のない情報については保有しないと書かれているので

すが、片方は書かれていません。 

議長 よろしいでしょうか。 

審議しました結果、本議案については適当であると認めるとしたうえで、先ほど

の議案第１号も含めて、整合性をもたせるよう求めるとの意見を付与するというこ

とでよろしいでしょうか。 

各委員 （異議なし） 

議長  では、そうさせていただきます。 

 どうもご苦労さまでした。 

   〔実施機関（子育て支援政策課、ＩＣＴ政策課）退室〕 

議案第３号  電子計算機の結合について（事務の名称 証明発行事務、個人市・県民税の 

賦課事務、市税収納事務） 

議長  続きまして、議案第３号 電子計算機の結合について、お願いいたします。 

   〔実施機関（区政推進部、税制課、市民税課、収納調査課）入室〕 

議長  それでは、お名前と職名をおっしゃってください。 
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実施機関  市民局区政推進部参事の鳥海と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 区政推進部主査の星野と申します。よろしくお願いいたします。 

 区政推進部主査の北原と申します。よろしくお願いいたします。 

 税制課主任の平田と申します。よろしくお願いいたします。 

 収納調査課主事の関口と申します。よろしくお願いします。 

 市民税課主事の田中と申します。よろしくお願いします。 

議長  わかりました。 

 それでは、電子結合についてのご説明をお願いいたします。 

実施機関 よろしくお願いいたします。 

 改めまして、市民局区政推進部、鳥海でございますが、本日はよろしくお願いい

たします。 

 ご説明申し上げます。改めまして、今般個人情報の電子計算機処理を行うに当た

りまして、市以外のものと通信回線による電子計算機の結合を行うため、個人情報

保護条例の規定に基づきまして、貴審議会のご意見を求めるものでございます。 

 今申し上げましたが、職員はこのとおりでございますが、担当課といたしまして

は、私ども市民局区政推進部、そして財政局の税制課、市民税課、収納調査課の１

部３課となっておりますが、代表といたしまして区政推進部よりご説明をさせてい

ただきます。よろしくお願いいたします。 

 内容といたしましては、コンビニエンスストアでの各種証明書の発行に係ります

市以外のものとの通信回線による電子計算機の結合を行うことにつきまして、審議

会のご意見を頂戴するものでございます。 

 まず、事務の名称といたしましては、住民票、印鑑証明、戸籍証明等の証明書発

行事務、普通徴収分、特別徴収分の個人市・県民税の賦課事務及び市税の収納事務

ということでございます。 

 このコンビニ交付に係る電子結合につきましては、当審議会でご審議いただくの

は２回目となっております。平成２４年に地方公共団体情報システム機構、いわゆ

るＪ―ＬＩＳと呼んでいる団体でございますが、このＪ―ＬＩＳとの電子結合につ

きまして、平成２４年にご審議をいただき、ご了承をいただきまして、コンビニ交

付サービスを平成２４年より開始させていただいているところでございます。 

 今申し上げたＪ―ＬＩＳにつきまして簡単にご説明させていただきますと、Ｊ―

ＬＩＳは、地方公共団体が運営する組織といたしまして、住民基本台帳法、いわゆ

るマイナンバーに関する法律の規定による事務、その他の地方公共団体の情報シス
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テムに関する事務を地方公共団体にかわって行うとともに、地方公共団体に対して

その情報システムに関する支援を行い、地方公共団体の行政事務の合理化を図るこ

となどを目的として設立されました組織でございます。 

 このたびさいたま市では、このコンビニ交付サービスに必要な証明書交付サービ

スをクラウド化し、市以外のもの、富士通株式会社の運営する民間データセンター

との電子計算機の結合を行うため、今回ご審議をいただくことになったというもの

でございます。 

 それでは、資料に沿いましてご説明申し上げます。事務の概要についてご説明を

させていただきます。 

 配付資料の１ページをご覧ください。本市では、コンビニエンスストアでの証明

書交付サービスを平成２４年１１月より開始しております。このコンビニ交付サー

ビスとは、いわゆるマイナンバーカード、または住民基本台帳カード、いわゆる住

基カードと呼んでおりますが、これらカードを使用いたしまして、全国のコンビニ

エンスストアで住民票の写しなどの各証明書等を取得できる、こういったサービス

でございます。さいたま市の場合は、利用できるコンビニといたしましては、セブ

ンイレブン、ローソン、サークルＫサンクス、ファミリーマートの４社となってお

ります。 

 本市で実施していますこのコンビニ交付の取り扱い証明書及び時間等でございま

すが、住民票の写し、印鑑登録証明書、税証明書、これらにつきましては、年末年

始を除き土日祝日を含めて午前６時半から午後１１時までとなっており、戸籍に関

する証明書につきましては、平日の午前９時から午後５時までと、コンビニ交付は

全国の多機能端末、これが設置されたコンビニエンスストアで証明書を取得できま

す。よって、勤務先の近くのコンビニでお昼休みをご利用いただいて証明書をおと

りいただくといったことも可能でございます。 

 また、コンビニ交付は、申請書の記入の必要がなく、端末機での操作により発行

にかかる時間はおおよそ３分程度と、非常に待ち時間が少なくなっている、そんな

状況でございます。現在では、コンビニでも証明書がとれるということが浸透して

きておりまして、窓口での待ち時間短縮にもつながっている、こういった状況です。

 次に、証明書交付の際の回線等のお話をさせていただきます。この申請情報が専

用回線を通じましてＪ―ＬＩＳに設置された証明書交付センターを経由して、行政

専用の総合行政ネットワークであるＬＧＷＡＮ回線という回線を通じてデータセン

ターに通じ、またそこから証明書交付センターに送信されて、コンビニエンススト

アのほうにその情報が届き、お金をお支払いいただいて証明書がとれるといった流
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れになっております。 

 それでは、表の意見照会書にお戻りいただきまして、こちらの内容について随時

ご説明してまいります。 

 個人情報の内容ということでございますが、ここにも書いておりますとおり、情

報といたしましては、住所、本籍、氏名、生年月日、以下性別、マイナンバー、親

族・続柄、婚姻、居住状況、家族状況、印影、所得・収入、課税状況、納税状況、

パスワードといった情報になります。 

 結合先は、富士通株式会社の運営するデータセンターとなります。 

 次に、対象者の範囲ということでございますが、住民票、そして印鑑証明書、税

証明書、これらについてはここに記載のとおり、住民登録があり、また印鑑登録を

している者といった、また税証明書については、申告をし、納税義務がある者、こ

ういった対象の範囲が特定してございます。 

 次に、電子計算機の結合を行う理由ということについてでございますが、コンビ

ニ交付サービスの開始から５年が経過しようとしておりまして、このサービスに必

要なコンビニ交付システムが本年１２月末にリースアップ、いわゆる契約満了を迎

える時期を迎えていることから、システムの再構築が必要となっております。この

再構築に当たりまして、コンビニ交付サービスの利用の拡大が大きく見込まれるこ

とから、システムの強化・拡張、また事業の継続性を高める必要がございます。そ

こで、総務省が推奨しますクラウド型のコンビニ交付システムによる再構築をする

ということになったということでございます。 

 その実現のために既存の住民記録等のシステムとの連携に特段の配慮が必要とな

ります。既存システムの開発メーカーであります富士通株式会社のクラウド型コン

ビニ交付システムを利用することによりまして、システムの安定稼働はもちろんで

ございますが、改修、維持管理コストの低減につながります。そしてまた、このコ

ンビニ交付サービスの事業の継続性が高まり、公益上も必要があると考え、このた

び結合先といたしまして、富士通株式会社が運営するデータセンターとの電子計算

機の結合を行うというものでございます。 

 次に、コンビニ交付システムのクラウド化をするに当たりましての個人情報保護

に対する措置についてでございますが、ネットワーク等のセキュリティ対策につい

てご説明を簡単にさせていただきます。資料の５ページ、６ページをご覧ください。

本市のデータセンターからの外部機関との接続は、この行政専用の総合行政ネット

ワークである、先ほど申し上げましたＬＧＷＡＮという回線を使用いたします。こ

のＬＧＷＡＮは、高度なセキュリティを維持した行政専用のネットワークでござい
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ます。インターネットとは論理的に切り離され、インターネット経由での不正アク

セス、コンピューターのウイルスの感染等からは、完全に守られている閉鎖ネット

ワークとなっております。 

 また、外部からの接続ができないばかりでなく、ＶＰＮというバーチャル・プラ

イベート・ネットワーク装置、これによりデータを暗号化し、ネットワーク各所に

ファイアウォールを設置いたしまして、外部からの侵入を防ぎます。 

 今申し上げたバーチャル・プライベート・ネットワーク及びファイアウォールの

語句の説明といたしましては、資料の３２ページのほうで、語句の説明を簡単に載

せさせていただいております。 

 その接続先のデータセンターのセキュリティ等につきましては、資料の７ページ

から９ページに書いてございます。簡単に説明いたしますと、富士通株式会社が運

営するデータセンターとは、地震や火災などの災害に対してデータ保全の安全性を

保ち、かつシステムが継続して稼動する能力といった可用性も確保いたしました非

常に高いレベルでの耐災害性が確保されております。機器の故障やメンテナンスな

ど一部設備の一時停止等におきましても、同時に、一部機器の障害が発生しても、

システムを継続して提供できることにより高いレベルの設備となっております。敷

地、建物、サーバー室へのアクセス管理が実施されているといったことなど、リス

クに対した対策とデータセンターがなってございます。 

 このデータセンターは、日本データセンター協会が定める最高品質の施設となっ

ており、堅牢な施設、設備で、厳重なセキュリティで安全かつ継続的なサービス提

供を予定しており、個人情報の扱いにつきましては、さいたま市情報セキュリティ

ポリシーに準拠するといったセキュリティ対策をとるものでございます。 

 最後になりますが、コンビニ交付システムのセキュリティにつきましては、Ｊ―

ＬＩＳによる審査及び登録を受けた事業者が提供するＬＧＷＡＮ―ＡＳＰ、ＬＧＷ

ＡＮアプリケーションサービスプロバイダー、これが提供するコンビニ交付システ

ムを利用いたします。このＬＧＷＡＮ―ＡＳＰ提供事業者、これはＪ―ＬＩＳに危

機管理体制の整備や個人情報等の外部への漏えいがないことを保証しなければなら

ないなど、セキュリティなどの規定を遵守させることを定めております。 

 これまで申し上げてまいりましたように、コンビニ交付につきましては、マイナ

ンバーカードの普及とともに非常に有益なものでございます。また、外部接続に関

しましては、非常に高いセキュリティレベルと品質を確保いたしまして、必要なセ

キュリティ対策措置を講じております。 

 本日、お手元の資料には４ページにＩＣＴ政策課からのこの電子計算機に関する
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意見照会に関する回答書、そしてまた１１ページ以降、賃貸借契約書案、賃貸借調

達仕様書案、また関係審査要領、そしてまた３３ページ以降になりますが、今般申

し上げた５つの事務に係ります個人情報保護台帳、この写しを参考までに添付して

ございます。 

 以上、簡単になりましたが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の

ほどお願いいたします。 

議長  ご苦労さまでした。 

 これは、機械を変えるということでしょうか。 

実施機関  はい。 

議長  以前も当審議会で同意した関係で確認したいのですが、これまでに、何かトラブ

ルがあったりしたことはありますか。 

実施機関  個人情報の漏えい等に関しては一切ありません。 

議長  ほかは何かあるのですか。 

実施機関  コンビニ交付のシステムは、コンビニに置いてあるマルチコピー機、多機能端末

を利用しているのですけれども、その関係で、プロ野球だとかサッカーの試合だと

かの申し込みチケットもそのマルチコピー機という機械でできるのですけれども、

その回線が混み合ったりして、一時的にサービスがとまってしまったということは

ありますが、このコンビニ交付システムで他の人の証明が出てしまっただとか、そ

ういった個人情報の漏えいというものは一切ございません。 

議長  事故はないということですね。わかりました。 

 以上だそうです。何かございますか。 

 セキュリティは前よりもよくなっているようですね。 

吉浦委員  ４ページにある電子計算機の結合に関する意見に関する回答で、１番目でセキュ

リティ証明書が正しいものであることを確認した上で使用することという意見があ

るのですが、これは具体的にはどのように対応するのですか。 

実施機関  こちらにつきましては、平成２４年のときに審査した事項になるのですけれども、

Ｊ―ＬＩＳのほうに置いてある証明書発行サーバーと私どものほうが今度契約しま

す富士通株式会社のデータセンター内の証明書発行サーバーとのやりとりの中で、

ＳＳＬの証明書情報を随時証明が正しいかどうかを確認するというものになります

ので、こちらにつきましては、平成２４年のときも電子計算機の結合でクリアをさ

せていただいていると回答をさせていただきました。 

吉浦委員  データセンターは、もう富士通株式会社だけが確定なのですか。 

実施機関  はい。富士通株式会社となります。場所については契約後にわかるようになりま
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す。 

吉浦委員  入札は済んでおり、落札も決まっているということですね。 

実施機関 既存の住基システム、税システム等々のコンビニ交付サービスの機器の改修のほ

うの契約はもう済んでおります。そのデータセンターの場所については、今後の賃

貸借契約に基づいて、場所のほうが明らかになるということですので、富士通株式

会社が運営するデータセンターではないとだめだというような賃貸借契約をこれか

ら結ぶ予定でございます。 

吉浦委員 わかりました。 

議長 以前の結合先はどこだったのですか。 

実施機関 本市のデータセンターとＪ―ＬＩＳになります。 

吉浦委員  ５ページの図の５のところでファイル共有という言葉が結構出てくるのですけれ

ども、どことどこがファイル共有しているかというのがわからなかったのですが。

実施機関  ファイル共有につきましては、本市のデータセンターと富士通株式会社が運営す

るデータセンターとのファイル共有となります。証明書を発行するための情報を本

市のデータセンターから随時で連携をして、こちらの富士通株式会社のデータセン

ターの証明書発行サーバーのほうで証明書を作成して、またＬＧＷＡＮ回線を通し

まして、Ｊ―ＬＩＳで運営している証明書交付センターへ証明書情報を回線で飛ば

すと、その情報をまたコンビニのマルチコピー機のほうに専用回線を通じまして証

明書等がそこで出力できるというような仕組みになっております。 

吉浦委員  では、この図にあるデータセンターにある証明書発行サーバーから市にある住基

システムなどのシステムのファイルに直接アクセスをして、データを引っ張ってき

て、証明書発行センターへ送るということですか。 

実施機関  そうです。 

吉浦委員  では、ＨＴＴＰＳというのはどこで使うのですか。 

実施機関 こちらのＨＴＴＰＳにつきましては、私どものほうのデータセンターから富士通

株式会社のデータセンター間のやりとりのプロトコルという形になります。 

吉浦委員  少しシステムの確認だけしたいのですが、この図を見ると、事前評価端末から証

明書発行サーバーへアクセスするときにＨＴＴＰやＨＴＴＰＳを使うというように

読めるのですけれども、ファイル共有はまた別のものを使っているように思うので

すが、ファイル共有をしているときのプロトコルというか、仕組みは何を使ってい

るのかは、今お手元にある資料からわかりますか。 

実施機関  ＬＧＷＡＮ回線で行っているというのが書いていますが。 

吉浦委員 ＬＧＷＡＮを使うのはわかるのですけれども、ＬＧＷＡＮを使っていて、ファイ
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ル共有はどういう仕組みなのかなというのがわからないのですが。 

証明書発行サーバーから住基システムや戸籍システムのファイルにアクセスでき

るのですね。 

実施機関 証明書発行サーバーのほうからできます。 

吉浦委員 わかりました。 

そうなりますと、証明書発行サーバーが誰かに乗っ取られると、戸籍システムや

住民システムが軒並みデータ抜き取られるということですか。 

実施機関 富士通のデータセンターではトラブル発生に備え２４時間３６５日監視員が常駐

しており、また侵入監視により不正アクセスを防止する体制があるため、危険性は

極めて低いと思われます。 

吉浦委員 そういう危険性があるということだけ確認したいと思います。 

議長 ほかに何かありますか。 

Ｊ－ＬＩＳとの契約はまだ続いていますか。 

実施機関 はい。 

吉浦委員 今の話は、実は結合先がどこかわからなかったのですけれども、例えば新しいシ

ステムのほうでデータセンターと証明書交付センターの間というのは、ここで考え

るべき電子結合になるのですか。 

議長 事務局どうですか。 

事務局 そこは、直接の電子結合にはならないです。 

吉浦委員 ならないのですよね。 

事務局 自治体とデータセンターのところがここでいう電子結合に該当します。 

吉浦委員 その先の結合は、ここでは考えなくていいのですよね。 

事務局  そうです。今回の審議としては、もちろんこの先のデータの安全性というのはあ

るのですけれども、ここでの審議は、前の自治体とのデータセンターということで

す。 

議長  何かほかにありますか。 

 前よりはよくなっているということでしょうか。 

実施機関 今の本市のデータセンターから富士通株式会社のデータセンターに移すことによ

り、今後、再構築だとかそういったときの経費につきまして、ランニングコストが

明らかに安くなるのと、万全のセキュリティ対策を施したデータセンターで運営し

ていただけることになります。 

吉浦委員 今のシステムと新しいシステムで証明書交付センターから自治体にある証明書発

行サーバーにアクセスしていったということですが、ここのアクセスの仕方という
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のはどういう感じなのですか。つまり、証明書交付センターから証明書発行サーバ

ーへ接続して、それでデータを提供して、それがめぐりめぐってコンビニのコピー

機で出力されるということですか。 

実施機関 コンビニのほうから証明書交付センターのほうに申請情報が行きまして、その証

明書交付センターからまた本市のデータセンターの中にある証明書発行サーバーに

データが飛んできまして、そこでまた証明書情報を作成したものをＰＤＦなりにし

て証明書交付センターにデータが行って、コンビニで証明書が発行できる仕組みに

なっております。今でもそうなのですけれども、それが今度は富士通株式会社のデ

ータセンターにその証明書交付サーバーを動かしまして、そこで証明書交付センタ

ーとのやりとりをするというものです。 

議長 よろしいでしょうか。 

吉浦委員 システム的には言いたいことはいろいろあるのですが、このサービスを提供する

に当たって、この情報は提供しなければいけないという意味では当然だとは思いま

すが。 

議長 先ほどから絶対的だという言葉が大分出てきたのですが、それは絶対的だと思い

ますか。 

吉浦委員 提供する情報は仕方がないですよね。税金絡みの情報も証明書も発行するわけで

すから仕方がない気はしますが。 

議長 絶対的な安全というわけには、現在の時代言えない部分があるのでしょうね。 

吉浦委員 仕方がないのですけれども、ファイル共有しているとは思っていなかったので、

驚いた感じはしますが。 

これはＨＴＴＰＳで通信しようとすると、ＶＰＮ装置で暗号化して、ＨＴＴＰＳ

だからＴＬＳか何かで暗号化するという二重の暗号化をするのですよね。 

実施機関 はい。 

吉浦委員 ファイル共有でファイルが実際に流れるときはＶＰＮの暗号化だけになるのです

よね。 

実施機関 そうです。 

議長 結合そのものはよろしいですか。 

各委員 （異議なし） 

議長 では、公益上必要性があるということで、当審議会は電子結合について同意する

ということにします。 
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実施機関 ありがとうございます。 

高いセキュリティ対策を講じ、住民のサービスによりつながっていくそんなシス

テムをこのまま引き続き稼動してまいりたいと思います。 

議長 そうですね。 

実施機関 よろしくお願いいたします。 

議長 ありがとうございました。 

 〔実施機関（区政推進部、税制課、市民税課、収納調査課）退室〕 

議案第４号  情報公開制度及び個人情報保護制度の事務の改善について（情報公開条例及び個人

情報保護条例の一部改正） 

議長  次は、議案第４号 情報公開制度及び個人情報保護制度の事務の改善について、

をお願いします。 

実施機関 それでは、議案第４号 個人情報保護制度の事務の改善につきまして、お手元の

資料に沿って説明をさせていただきます。 

初めに、本議案の審議についてですが、諮問書の破線で囲まれた部分、表の下の

部分と裏をめくっていただきました上段のところをご覧いただければと思います。

さいたま市情報公開条例第２６条第２項及びさいたま市個人情報保護条例第４

０条第２項におきまして、実施機関は、条例に基づく情報公開制度及び個人情報保

護制度に関する事務の改善について、重要と認めるものについては、審議会の意見

を聞くことと規定されておりまして、このたび情報公開条例並びに個人情報保護条

例の一部改正につきまして諮問をさせていただいたものでございます。 

それでは、改正方針につきましてご説明させていただきます。次ページの資料１

をご覧いただければと思います。平成２７年９月９日に個人情報保護法、また平成

２８年５月２７日に行政機関情報公開法及び行政機関個人情報保護法の改正法が

それぞれ公布されまして、平成２９年、本年の５月３０日に施行されることに伴い

まして、情報公開条例及び個人情報保護条例につきましても所要の対応を講ずる必

要があり、改正を行うものでございます。 

改正の背景といたしましては、近年の情報通信技術の進展によりまして、パーソ

ナルデータを含むビッグデータの利活用が検討される中で、改めて個人情報の適正

な取り扱いが確保されるよう措置を講じるものでございます。 

それでは、個人情報保護条例の改正につきまして説明をさせていただきます。 

１点目といたしまして、個人情報保護条例における個人情報の定義についての改

正となります。改正個人情報保護法におきまして、個人情報の定義の明確化が図ら
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れ、また改正行政機関個人情報保護法においても、個人情報保護法の改正を踏まえ

た改正が行われたことに伴いまして、本市においても個人情報の定義の明確化を図

る必要があることから、現在の個人情報の定義に加えまして、個人識別符号が含ま

れる情報につきましても個人情報とするものでございます。個人情報に該当するか

どうか判断が困難な、いわゆるグレーゾーンについて明確にするもので、身体的特

徴を電子計算機の用に供するために変換した符号、例えば顔認識データですとか指

紋認識データですとか、また旅券番号、マイナンバーなどでございます。 

続きまして、２ページをご覧いただければと思います。要配慮個人情報の定義及

び収集制限についてでございます。改正個人情報保護法では、人種、信条、社会的

身分、病歴、前科前歴、犯罪被害情報、その他政令で定めるものを要配慮個人情報

と定義いたしまして、その取り扱いを規定しておりますが、条例もその改正内容を

踏まえまして、現行では制限的取り扱い事項としているものを要配慮個人情報とし

て定義するものでございます。 

また、要配慮個人情報は、全て収集制限を行うこととしまして、その取り扱い事

務についての届け出に関する様式も対応させるものでございます。 

続きまして、２ページの下段ですが、事業者への対応についてでございます。改

正個人情報保護法では、取り扱う個人情報の数が５，０００人分以下である事業者

を規制の対象外とする規定を廃止いたしまして、全ての事業者に対し個人情報保護

法が適用され、個人情報保護委員会の監督を受けることになったことから、二重規

制となる個人情報保護条例の規定につきましては、削除する改正を行うものでござ

います。 

続きまして、資料の４ページ、非識別加工情報についてでございます。改正個人

情報保護法で、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工した情

報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものを非識別加工

情報と定義されておりますが、その非識別加工情報制度の導入につきましては、市

の情報政策としての検討を要しますので、国や他自治体の動向を注視しながら情報

政策の所管と連携を図りまして、改正については検討してまいりたいと考えていま

す。 

最後に、情報公開条例の改正についてでございますが、情報公開条例に係る不開

示情報につきまして、改正行政機関情報公開法の規定に合わせる改正を行うもので

ございます。 

以上、簡単ですが、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

議長 どうもありがとうございます。 
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 法律の改正に基づいての改正ということです。昔は、それぞれの自治体によって

特色ある情報公開制度の条例があったのですけれども、埼玉県なんかもちょっとお

もしろい条例だったのですが、法律等ができるようになって大体統一化してしまっ

て、余りおもしろみはなくなってきました。 

だから、今回の改正も当たり前の内容がつけ加わったといえば、そのような感じ

でしょうか。 

実施機関 そうですね。今も各自治体条例で定めているのですけれども、法ができた関係で、

法の趣旨にのっとった形で各条例も改正していっている現状です。 

議長 ここでは条例改正することについて、こちらの改正方針で異議がないかどうかと

いうところを見ていただければよろしいのですけれども、いかがでしょうか。 

 今後、また議会等の関係で変わってくるとは思いますが、担当課等で詰めるとい

うことも含めてよろしいでしょうか。 

各委員 （異議なし） 

議長 では、この案については異議がないということにしたいと思います。 

実施機関 ありがとうございます。 

個人情報取扱事務の報告について 

議長 続きまして、個人情報取扱事務の報告があります。 

事務局 個人情報取扱事務の届け出の報告についての資料をご覧ください。 

 この報告は、さいたま市個人情報保護条例第６条第４項の規定に基づく市長から

本審議会宛てへの報告でございます。 

 初めに、４ページ目をご覧ください。個人情報取扱事務開始届出書といたしまし

て、岩槻区区民生活部コミュニティ課から提出された岩槻区市民活動ネットワーク

補助金交付事務でございます。こちらの事務は、岩槻区市民活動ネットワーク登録

団体が実施する公益的な事業に対して、市民活動ネットワークまちづくり推進事業

補助金交付要綱に基づき、申請を受けまして審査し、適正に補助金を交付する事業

でございます。開始届はこの１件となります。 

 次の５ページ目をご覧ください。個人情報取扱事務の変更届出書となります。ス

ポーツ文化局文化振興課から提出されました、さいたまトリエンナーレ開催事務で

ございます。こちらは、事業はもう終わったのですが、国へ実績報告を行うことに

より、事務の概要に変更があったということで届け出が提出されたものでございま

す。 

 そのほか６ページから９ページまで４件の変更の届け出がありました。 
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 報告については、以上でございます。 

議長 よろしいでしょうか。 

では、報告を受けたということといたします。 

３ その他 

議長  事務局から何か連絡事項はありますか。 

事務局  次回の審議会ですが、７月２６日（水）の午後１時３０分からを予定してござい

ます。開催通知につきましては改めて事務局から送付させていただきますので、よ

ろしくお願いします。 

 事務局からは以上です。慎重なるご審議をいただき、ありがとうございました。

議長  どうもありがとうございました。 


