第 65 回神戸市個人情報保護審議会 議事録

１．日 時 平成 26 年 12 月 1 日（月）15 時 00 分～17 時 10 分
２．場 所 本庁舎 4 号館（危機管理センター）1 階 本部員会議室
３．出席者
（１）審議会委員（敬称略・五十音順）
荒川雅行、北川学、北村新三、坂口晃司、竹内由美、千木良悦子、西村裕三、服部孝司、
藤浪芳子
（２）実施機関の職員
市民参画推進局参画推進部広聴課長
農業委員会事務局長
企画調整局情報化推進部基幹業務システム担当課長
保健福祉局高齢福祉部国保年金医療課長
危機管理室危機対応担当課長 ほか
（３）事務局の職員
市民参画推進局参画推進部長、市民情報サービス担当課長
ほか
（４）傍聴者
1名
４．議 題
（１）審 議
①番号法制定等に伴う神戸市個人情報保護制度のあり方について
②神戸市ネットモニター制度のシステム化について
③農地台帳システムへの情報項目の追加について
④共通基盤システム（参照用住記データベース）の構築について
⑤国民年金システムのサーバ移行並びに年金生活者支援給付金支給事務に係る情報項目の追
加について
⑥被災者生活再建システムの構築について
５．議事要旨
（１）審 議
①番号法制定等に伴う神戸市個人情報保護制度のあり方について
事務局から、番号法制定等に伴う神戸市個人情報保護制度のあり方について、条例第 33
条（審議会）に基づき平成 26 年 8 月に審議会へ諮問があり、制度審議部会でご審議いただ
き、とりまとめた答申案について、審議会資料に基づき説明がなされた。

○委

員

それでは、ただいまの説明を受けて、ご質問ありますでしょうか。答申案
の内容は多様なものがあり、一度に説明があったので分かり難いところが
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あるかもしれませんが、制度審議部会で 4 回にかけて答申案をまとめさせ
ていただきました。
番号法によってすべての国民に 12 ケタの個人番号が付
されることになったということで、その個人番号を含む個人情報のことを
法律上、特定個人情報と呼びますが、特定個人情報が 12 ケタの個人番号で
簡単に検索することができるということで、個人情報の名寄せが簡単にな
ります。すると、それを悪用された場合には、個人の権利利益を損なう恐
れが非常に高まるということで、その懸念に対応するために番号法が独自
に様々な保護措置を定めております。その番号法が定める個人情報の保護
措置をふまえて、本市の現行の条例をどう改正すれば良いのかという観点
からいろいろ検討して、ただいまの説明のような答申案をまとめさせてい
ただきました。何かわかりにくい点等ありましたら質問いただけたらと思
うのですが、いかがでしょうか。
すべての国民に番号を付して管理するというのは、以前には国民総背番号
制と言われたような時代もありましたが、その後、いわゆる住民基本台帳
ネットワークというものがつくられまして、市町村が管理している住民基
本台帳に含まれる氏名、住所など本人確認のための情報を、県や国の事務
のために利用できるようにするというシステムが構築されました。その時
には、11 ケタの住民票コードを利用すると、特定の個人に関する、あらゆ
るすべての個人情報が一度に検索されて、国家権力の前では何もかも隠す
ものがなくなってしまうのではないかということで、訴訟まで起こって、
二つほど下級審で違憲判決が出たりしました。そのように我々一人ひとり
の情報が番号で管理されると非常に検索が容易になり、本来の目的外に利
用されることや、第三者への提供も容易になって、ますますプライバシー
が侵害されることになっては困るということで、今回の番号法の内容を見
ますと、
住基ネットの時に批判されたことをふまえた内容になっています。
例えば、個人情報の利用に関して、住基ネットについては第三者機関がな
かったわけですが、今回の番号法では特別な行政委員会が設置されて、運
用について監視をするという仕組みが設けられておりますし、目的外利用
とか第三者への提供については、条文上、例外的な場合が明確に規定され
ていて、それ以外の場合では一切目的外利用や第三者への提供ができない
仕組みとなっていて、歯止めがしっかりかけられた法改正となっているよ
うに思われます。それをふまえて本市の条例との関連で改正すべき内容に
ついて、この答申案でまとめさせていただきました。特にご意見ございま
せんでしょうか。それではこの答申案のとおり市長に答申したいと思いま
すがよろしいですか。

○委

員

異議なし。
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○委

員

ありがとうございます。それではこの件について、今後の予定について事
務局から説明がありますか。

○事

務

局

本日の制度審議にかかる答申をふまえ、今後、個人情報保護条例の改正案
を事務局で作成いたします。その後、パブリックコメントに付したのち、
今年度中の条例改正を目指して市議会へ条例改正を提案する予定です。

②神戸市ネットモニター制度のシステム化について
市民参画推進局参画推進部広聴課から、神戸市ネットモニター制度のシステム化につい
て、条例第 11 条（電子計算機処理の制限）に基づき審議会へ諮問した旨、並びにその概要、
効果、個人情報保護措置等について、審議会資料に基づき説明がなされた。

○委

員

それではただ今の説明について、ご質問がありましたらよろしくお願いい
たします。
従来からある市政アドバイザーというのは、どういう運用実績なのでしょ
うか。それに代わってこの制度をつくると聞きましたが。

○広

聴

課

市政アドバイザーは平成 2 年度から運用実施してまして、住民基本台帳か
ら無作為に抽出し、
承諾を得た約 1,000 人の方を二年間委嘱しております。
紙ベースでのアンケート調査、市政セミナーといいまして市政を勉強する
勉強会、市の施設を直接現地へ行って見ていただく実施視察などといった
ことを行っております。現在 12 期で、今年度末で市政アドバイザーという
のは発展的に終了し、このネットモニターへ移行させようと考えておりま
す。

○委

○広

聴

員

これまでの実績というか、どういう評価でしょうか。

課

かなり評価は高いです。この市政アドバイザー制度を、発展的に解消する
のか、次につなぐか、悩んだところですが、急速に進展しているネット社
会というものがありますので、紙ベースよりもネットを活用した制度の導
入としました。また、市政アドバイザーは承諾いただいた方を登録してお
り、市政に関して意識の高い方々ですから、引き続きそういった方々に登
録していただいて、市政に関わっていただきたいと考えております。

○委

員

市政アドバイザーの制度が上手く運用されていないので、新しい制度にす
るというわけではなく、実績も上げているのだけれども、さらに活性化を
するためにこのシステム化を行うということですね。
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○広

聴

課

市政アドバイザーの方も大半の方がインターネット等を使われアドレスを
お持ちですので、そういったところも有効に活用させていただき発展的に
次のステップへということです。

○委

員

先ほどの条例改正のところでパブリックコメントの制度の話があったので
すが、せっかく意見を求めてもあまり反応がないといった実態があるよう
な気がするのですが、パブリックコメント制度と組み合わせて活用するよ
うなことは考えていませんか。

○広

聴

課

今すぐにはお答えできませんが、パブリックコメントの所管課と連携しな
がら考えていきたいと思います。

○委

員

パブリックコメント制度を活性化するためにも、使えそうな気がするので
すが。他にご意見ございませんか。

○委

員

モニターの募集の方法なのですが、まず、市政アドバイザーから募集を行
って、あと、実績を見ながら公募による段階的な増員とあるのですが、段
階的というのが、今の時点で、この段階でというのがわかっているのなら
ば教えていただきたいのですが。良い取り組みなので意識しておきたいの
ですが、いつどうなるのかわからない場合は全然頭に入ってこないので、
今の時点で計画があれば教えてほしいと思います。

○広

聴

課

市政アドバイザーはもともと市政に対する意識は高い方々なのですが、ど
れだけの方に登録していただけるかわかりません。できるだけ公募はしな
いといけないと思っていますので、様子を見ながらできるだけ早い段階で
公募にもかけていきたいと思っております。

○委

員

他にご意見はございませんか。それでは当審議会の意見をまとめたいと思
います。
この神戸市ネットモニター制度のシステム化につきましては、インターネ
ットを活用して、あらかじめ登録していただいたネットモニターを対象に
市政に関する様々なアンケートを実施して、適時、適切な市民意見の把握
が可能になる。また、モニターの属性に応じた市政情報を発信するという
ことも可能になるということで、公益に資するとともに電子計算機処理が
不可欠であるということが認められます。さらに、個人情報の保護も徹底
される予定であるということで、当審議会の答申としましては妥当である
としたいと思いますがよろしいですか。
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○委

員

異議なし。

③農地台帳システムへの情報項目の追加について
農業委員会事務局から、
農地台帳システムへの情報項目の追加について、
条例第 11 条
（電
子計算機処理の制限）に基づき審議会へ諮問した旨、並びにその概要、効果、個人情報保
護措置等について、審議会資料に基づき説明がなされた。

○委

員

ただいまの説明について、ご質問ございましたらお願いいたします。
農地台帳システム化については、平成 6 年に当審議会に諮問されて答申を
得たのですね。その当時は農地台帳の公表はなかったのですが、今回、農
地法の改正で、
農地台帳の作成と公表が義務付けられたということですね。
特にご意見がないようでしたら、当審議会としての意見をまとめたいと思
います。
農地台帳システムへの情報項目の追加については、
農地法の改正によって、
新たに情報項目として追加された項目についてシステム化を図るというこ
とで、農地事務を正確かつ効率的に実施する上で電子計算機処理は不可欠
であるということ、効果のところで説明がありましたが、農地情報を的確
に把握しやすくなることで、行政が連携して農地の利用増進や、担い手へ
の集積等の政策を推進しやすくなる、あるいは広く市民が農地情報を閲覧
することができるようになり、農地の利用集積が促進されるということで
公益に資すると認められます。また、個人情報の保護も徹底される予定で
あるということで、当審議会の答申としましては妥当であるとしたいと思
いますがよろしいですか。

○委

員

異議なし。

④共通基盤システム（参照用住基データベース）の構築について
企画調整局情報化推進部から、共通基盤システム（参照用住基データベース）の構築に
ついて、条例第 9 条（利用及び提供の制限）及び第 11 条（電子計算機処理の制限）に基づ
き審議会へ諮問した旨、並びにその概要、効果、個人情報保護措置等について、審議会資
料に基づき説明がなされた。

○委

員

ご質問がありましたらお願いいたします。

○委

員

ＤＶについて、今まで紙ベースで手入力していたということですが、これ
はどのようになるのでしょうか。
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○情報化推進部

紙ベースで受付したもの、例えば区役所の市民課の窓口で受け付けをしま
すと、その連絡票が各業務システム、例えば国保、税等に回ります。各シ
ステムでその情報を入力していたというのが現状です。それを共通基盤シ
ステムへ入力することで、同時期に正確にそれぞれのシステムが、それを
参照できることになります。

○委

員

誰が入力するのですか。

○情報化推進部

今のところ市民課の職員が入力することを想定しております。

○委

データベースの利用者は相当多いと思うのですが、どういう部局が利用す

員

るのですか。

○情報化推進部

各業務システムとしまして、市税の部署、国民健康保険の部署、年金の部
署といったいろいろな業務システムの部署になります。

○委

員

区役所では見ることができないのですか。それともそこに担当者がいるの
ですか。

○情報化推進部

各業務から、その業務処理をしている職員になります。

○委

そういう意味でいくと、市民課でそういう相談があるかもしれないですけ

員

ども、子ども子育てのところでも母子保健、母子相談とかそういうところ
でもＤＶの相談があると思うのですが、それを受けた職員が入力を行うわ
けではなく市民課の職員がするのですか。

○区 政 振 興 課

ＤＶに関する支援措置につきましては、子育ての部門であったり、戸籍の
部門であったり、いろいろな部門で最初の相談が起こってくることになり
ますが、そういう方々が警察で支援の認定を受けて、もっぱら市民課の方
へ最終情報が入ってくる形になっております。
市民課の方で入力をしますと、
被害者はもちろん登録の対象になりますが、
加害者は今回のデータ連携の対象にはなっておりません。まず、支援措置
を受けるという情報が重要になり、その情報について共通基盤システムを
経由して他業務に提供することを今回想定しております。実際の詳細な内
容については、今までどおり紙文書での情報の提供になります。支援措置
を受けているのに誤って加害者へ情報を提供しない、そのため第一歩とし
て支援措置の状態、措置を受けている期間内である、措置対象者であると
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いう情報の提供を今回データ連携する予定です。

○委

員

他にご質問はありませんか。技術的な側面が大きいような印象だったので
すが、要するにホストコンピュータを廃止にして、サーバ化する。それに
伴い、住民記録システムの参照データベースを新たに作り直すということ
ですね。一般にホストコンピュータよりサーバ化する方が、維持費などの
コストダウンにつながる、
省力化につながるということが言えるのですか。

○情報化推進部

ホストコンピュータでの処理は、今まで何十年かやってきまして、システ
ム自体が複雑化してブラックボックス化する懸念があるということ、コス
トダウンという部分、そういったものを総合的に判断してサーバ化してい
きたいということです。

○委

員

他にご意見ございませんか。それでは当審議会としての意見をまとめたい
と思います。
共通基盤システムの構築については、ホストコンピュータのサーバ化に伴
って、各システムが最新の住民記録情報を参照するためのデータベースを
構築するに当たり、
電子計算機処理が不可欠であると認められます。
また、
業務システムが参照する住民記録情報を一元管理することにより情報提供
の正確性・同期性を確保する、あるいは、ホストコンピュータからサーバ
化することで維持費のコストダウンやデータ管理作業の省力化を図ること
ができるということで、公益に資するということが認められます。また、
個人情報の保護も徹底される予定であり、当審議会の答申としましては妥
当であるとしたいと思いますが、よろしいですか。

○委

員

異議なし。

⑤国民年金システムのサーバ移行並びに年金生活者支援給付金支給事務に係る情報項目の追
加について
保健福祉局高齢福祉部国保年金医療課から、国民年金システムのサーバ移行並びに年金
生活者支援給付金支給事務に係る情報項目の追加について、条例第 11 条（電子計算機処理
の制限）に基づき審議会へ諮問した旨、並びにその概要、効果、個人情報保護措置等につ
いて、審議会資料に基づき説明がなされた。

○委

員

この諮問は先ほどの諮問と密接に関連しており、ホストコンピュータの廃
止予定に伴ってサーバ化するということですね。それからこの年金生活者
支援給付金の制度というのは、税と社会保障の一体改革の政策の一部なの
7

ですかね。

○国保年金医療課

一体改革の中の一部です。

○委

今回の消費税の値上げが見送られましたが、それとは連動していないので

員

すか。

○国保年金医療課

今後、新たに国会等で審議されて正式に決まりますので、今の段階では予
定どおりこのシステムの開発を進めておいて、実施時期については国会の
審議等を経た結果を待ちたいと思っております。

○委

員

支給時期は未定なのですね。

○国保年金医療課

今の段階では、いつからというのは未定です。

○委

それに備えてシステムをつくっておこうということですね。他に質問はご

員

ざいませんか。それでは国民年金システムのサーバ移行並びに年金生活者
支援給付金支給事務に係る情報項目の追加について、意見をまとめたいと
思います。
効果のところで説明がありましたが、ホストコンピュータからサーバ管理
への移行によって、コストの低減が図られる、また、業務運用にあわせた
柔軟性が増す、そういった効果が認められるということです。あるいは給
付金支給事務について正確かつ迅速な事務処理が可能になり、ひいては市
民サービスの向上に資するということで公益に資するものであると認めら
れます。また、個人情報の保護も徹底される予定であるということで、当
審議会の答申としましては妥当であるとしたいと思いますが、よろしいで
すか。

○委

員

異議なし。

⑥被災者生活再建システムの構築について
危機管理室から、被災者生活再建システムの構築について、条例第 11 条（電子計算機処
理の制限）に基づき審議会へ諮問した旨、並びにその概要、効果、個人情報保護措置等に
ついて、審議会資料に基づき説明がなされた。

○委

員

パスワードの変更についてですが、先ほどから年に一回とか、半年に一回
とか部署によってさまざまですけれど、共通のルールといったものが設定
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されてないのか教えてください。

○危 機 管 理 室

統合管理のパソコンにつきましては、現在すべての職員が使用する際にや
っていますが、基本的に半年に一回パスワードの変更をするということが
情報化推進部の方からいわれております。今回の部分については、ログイ
ンのためのユーザＩＤとパスワードを、限定した職員に送るのですが、統
合管理に準じるか、それより頻度は少なくするという方向で検討したいと
考えております。

○委

員

危機管理のところで、こういうシステムを導入することによって迅速に処
理できることはよく分かるのですけれども、聞いていて、なんか全部丸裸
にされているという感じなのですね。便利にするために、市民のために、
いろいろするためにこういうシステムが必要なのだということは分かりま
すが。ちょっと語弊がありますが、いくら運用上の保護をこうやるといっ
ても必ず漏れていく。便利な市民生活をするために個人情報は欠かせない
ものなのですけれども、こういうシステムを導入すればするほど市役所の
中でそれを扱うところが全て、上の方だけじゃなくて全員が、いかに大切
であって漏えいがあってはならないと、個人情報はどういうものなのかと
いうこと、慣れてしまわないで、常にきっちりと教育をしていただきたい
と思うのが、今日聞いていた印象です。怖いなと、みんな分かってしまっ
て。制度はきちんとできているから大丈夫と、そんなものじゃないと思い
ますので、
常に年何回かの教育というかやっていただいて守っていただく、
制度としては立派だと思うのですが、個人情報を守っていただきたいなと
いうのが感想です。

○委

員

この諮問に関わることだけじゃなくて、こういう個人情報のデータベース
というか、システム化すべてに当てはまることだと思いますので、しっか
り受け止めたいと思います。

○委

員

○危 機 管 理 室

保存年限は何年ですか。

基本的に今の台帳につきましては、紙ベースで保存していくことになりま
すが、データにつきましては災害の状況によって違うということで、災害
によって決めていかないといけないと考えております。例えば大きな災害
では一般的には 5 年ということですが、それで良いのかという部分も含め
て考えていかないといけないと思っております。

9

○委

員

資料の災害対策基本法の抜粋にある被災者台帳の被災項目に要配慮者であ
るときとあるのですが、要配慮者というのはどういう意味ですか。

○危 機 管 理 室

文言的にはいろいろな言い方があります。例えば災害時要援護者とか、要
配慮者というものがあるのですが、要援護者であれば、ある程度特定され
るようですが、要配慮者となると、例えば乳幼児のいる方であったり、妊
婦であったり、そういう部分を幅広く取った場合には要配慮者としており
まして、要援護者についてはもう少し幅を狭くとって活用しているようで
す。基本はそういう配慮がいる方全てを広くとっていると認識しておりま
すが、
「神戸市における災害時の要援護者への支援に関する条例」もできて
おりますので、これをふまえ、また、国の方でも具体的に台帳にどういう
ものを載せなさいというガイドラインを作成しているところですので、具
体的にはそのガイドラインを見ながら加えていくことを考えております。

○委

員

今の説明だと、かなり広い概念になりますね。要配慮者というのは。他に
ご意見ございませんか。それでは、この被災者生活再建システムの構築に
ついて意見をまとめたいと思います。
被災者情報をシステム上で一元管理し、り災証明発行業務のシステム処理
を行う上で、電子計算機処理は不可欠と認められます。また、被災者の速
やかな生活再建支援に必要な、各種の給付事業の円滑な実施が図れること
から公益に資するものであると認められます。また、個人情報の保護も徹
底される予定であるということで、当審議会の答申としましては妥当であ
るとしたいと思いますが、よろしいですか。

○委

員

異議なし。

○委

員

これをもちまして、第 65 回 神戸市個人情報保護審議会を終わりたいと思いま
す。ありがとうございました。
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