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開議 午前１０時０２分 

      ◎「番号法（マイナンバー法）施行に伴う個人情報の取扱い」 

 

○阿部委員長 皆さん、おはようございます。本日は、所管事務調査ということで、各委

員お忙しい中、早朝よりのご参集まことにありがとうございます。また、議長、副議長に

おかれましては公務の多忙な中、出席を賜りましたこと厚くお礼申し上げます。また、モ

ニターの皆さんにおきましても本日の会議にご参集いただけたということで感謝申し上げ

ます。 

 ただいまから総務文教厚生常任委員会の所管事務調査ということで入らせていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

 付託事件について入りたいと思います。 

 本日の出席委員は５名であります。 

 定足数に達しておりますので、ただいまから総務文教厚生常任委員会を開きたいと思い

ます。 

 議題につきましては、付託事件、所管事務調査ということで、番号法（マイナンバー法）

施行に伴う個人情報の取り扱いについてということでございます。 

 これより所管事務調査を行いたいと思います。 

 まず初めに、理事者のほうよりご挨拶を兼ねて審議内容についてのご説明をよろしくお

願いいたします。 

 町長。 

〇水澤町長 改めておはようございます。年明けの１カ月、１月も足早に過ぎましたけれ

ども、全国的に大雪の被害がひどいということでありました。十勝地方も大雪警報が出ま

したけれども、警報ほどの雪が降ることなく、穏やかな１カ月が過ぎたのかなというふう

に思っています。浦幌町、今 28 年度の予算編成をしているところであります。第１回定例

会に上程をさせていただくことになりますけれども、その中で国会も 28 年度国家予算が甘

利大臣の影響がありまして、通るかどうかということを大変心配しておりましたけれども、

きのう予算委員会が平常化するということで、何とか年度内成立が図られるのかなという

ふうに、そういう面では期待をしているというところであります。 

 マイナンバーにきょうは所管調査をお願いするわけでありますけれども、マイナンバー

にかかわる予算もこのたび補正予算、そして 28 年度予算、それぞれ新たな予算として計上

もさせていただくということになるだろうと思います。そういう面におきましても、きょ

うは所管事務調査を行っていただくということでありますので、よろしくご審議賜ります

ようお願い申し上げまして、簡単ですけれども、挨拶とさせていただきます。 

○阿部委員長 それでは、これについて内容の説明をしていただきたいと思います。 

 補佐、よろしくお願いいたします。 

〇獅子原総務課長補佐 それでは、本日提出しております資料についてご説明を申し上げ
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ます。 

 なお、説明につきましては、ボリュームがかなりありますので、かいつまんでご説明を

いたしますので、どうぞご了承願います。 

 まず、１枚目ごらん願います。本日提出している資料につきましては、番号法施行に伴

う個人情報の取り扱いということでございましたので、大きく分けまして１つ目に情報セ

キュリティに関する規定等によるもの、２つ目につきましては特定個人情報、いわゆる個

人情報に個人番号を含むものに関する規定等に関するもの、３番目としまして本町のシス

テム、ネットワークのイメージに関する資料になりますので、これらについて順にご説明

をいたします。 

 まず、１番目の情報セキュリティに関するものの１つ目でございます。浦幌町情報セキ

ュリティ基本方針に関する規程、これにつきましては本町が保有する情報資産の機密性、

完全性及び可用性を維持するため、本町が実施する情報セキュリティ対策について基本的

な事項を定めるものになります。番号法の施行に伴いまして、一部改正をしております。 

 具体的には、資料１の１ページから４ページになります。資料１の１ページごらん願い

ます。第１条では目的、第２条では定義について規定しております。また、１ページの下

のほうになりますが、機密性、完全性、可用性について規定しておりまして、機密性とい

うものは情報にアクセスすることを認められた者だけが情報にアクセスできる状態を確保

することをいいます。また、完全性とは、情報が破壊、改ざんまたは消去されていない状

態を確保することをいいます。可用性につきましては、情報にアクセスすることを認めら

れた者が必要なときに中断されることなく、情報にアクセスできる状態を確保することを

いい、この規定ではこれら３つのものを維持するために基本的な事項を定めております。 

 次のページになりますが、第３条におきましては対象とする脅威、第４条では適用範囲

について規定しております。第５条につきましては、職員等の遵守義務といたしまして、

職員等は情報セキュリティの重要性について共通の認識を持ち、業務の遂行に当たって情

報セキュリティポリシーを遵守しなければならない旨を規定しております。第６条以降に

つきましては、情報セキュリティ対策、情報セキュリティ監査及び自己点検の実施、情報

セキュリティポリシーの見直し、情報セキュリティ対策基準の策定、情報セキュリティ実

施手順の策定、情報化安全委員会について規定をしているものでございます。 

 次に、２つ目の浦幌町行政情報セキュリティ対策基準、いわゆるセキュリティポリシー

と言われるものになります。これは、情報セキュリティ基本方針を実行に移すための情報

資産に関する情報セキュリティ対策の基準を定めるものになります。番号法施行に伴いま

して、全部改正をしております。全 37 ページに及ぶものになりますが、国から示されてお

ります地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインに基づきま

して本町のものを規定しております。 

 本日は、資料１の５ページから 17 ページまでに、全部ですと 37 ページになりますので、

一部抜粋したものを掲載しておりますので、資料１の５ページごらん願います。セキュリ
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ティポリシーでは、まず１番目に対象範囲といたしまして、行政機関の範囲、情報資産の

範囲を定めております。 

 ２番目としましては、組織体制といたしまして、最高情報セキュリティ責任者を副町長、

統括情報セキュリティ管理者を総務課長、ネットワーク管理者を総務課情報管理係長とし、

以下情報セキュリティ責任者、情報システム管理者、情報システム担当者、情報化安全委

員会、兼務の禁止、情報セキュリティに関する統一的な窓口の設置について規定をしてお

ります。 

 ３では、情報資産の分類と管理方法について。 

 ６ページに移りまして、４では物理的セキュリティについて規定をしております。 

 ６ページの下のほうになりますが、５としまして人的セキュリティについて規定してお

りまして、職員の遵守事項として、アとしまして情報セキュリティポリシー等の遵守、イ

としまして業務以外の目的での使用の禁止、ウとしましてモバイル端末や電磁的記録媒体

等の持ち出し及び外部における情報処理作業の制限、エとしまして支給以外のパソコン、

モバイル端末及び電磁的記録媒体等の業務利用、オとしまして持ち出し及び持ち込みの記

録、カとしましてパソコンやモバイル端末におけるセキュリティ設定変更の禁止、キとし

まして机上の端末等の管理、クとしまして退職時等の遵守事項、ケといたしましてインタ

ーネット等を利用した商取引の禁止について規定をしております。 

 このほか非常勤及び臨時職員への対応、情報セキュリティポリシー等の掲示、外部委託

事業者に対する説明についても規定をしております。また、研修、訓練、情報セキュリテ

ィインシデントの報告、ＩＤ及びパスワード等の管理についても規定しておりまして、Ｉ

Ｃカードの職員間での共有の禁止、自己が利用しているＩＤを他人に利用させないですと

か、パスワードを記載したメモなどを作成しないなどについて規定をしております。 

 ９ページの下のほうになりますが、６では技術的セキュリティについて規定をしており

まして、コンピューター及びネットワークの管理、10 ページの下のほうになりますが、ア

クセス制御としてネットワークまたは情報システムごとにアクセスする権限のない職員等

がアクセスすることができないようにシステム上制限することですとか、利用者ＩＤの取

り扱い、管理者権限等の特権を付与されたＩＤの管理等についても規定をしております。 

 また、11 ページの中ほどになりますが、職員等による外部からのアクセス等の制限とし

て、外部から内部のネットワーク等にアクセスする場合は、統括情報セキュリティ管理者

及びネットワーク管理者の許可を得なければならないことですとか、持ち込んだモバイル

端末等を庁内ネットワークに接続する前にコンピューターウイルス等に感染していないこ

となどを確認しなければならないことなどを規定しております。また、自動識別の設定、

ログイン時の表示、パスワードに関する情報の管理、特権による接続時間の制限、システ

ム開発、導入、保守等について規定をしております。 

 13 ページの下段からは、不正プログラム対策といたしまして、ネットワーク管理者及び

情報システム管理者の措置事項、職員等の遵守事項について規定しております。 
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 15 ページになりまして、15 ページにつきましては不正アクセス対策、またセキュリティ

情報の収集について規定をしております。 

 その後 16 ページ以降につきましては、運用ですとか、外部サービスの利用、評価、見直

しについて規定をしているものでございます。 

 以上が浦幌町行政情報セキュリティ対策基準の概要になります。 

 次に、３番目の浦幌町緊急時対応計画になります。これは、情報セキュリティに関する

事故等により情報資産への侵害が発生した場合等における対応計画を定めるものになりま

す。これにつきましても番号法の施行に伴い一部改正をしております。 

 具体的には、資料１の 18 ページから 19 ページになります。緊急時の連絡体制ですとか、

発生した事案に係る報告すべき事項、発生した事案への対応措置、再発防止措置の策定に

ついて規定をしております。 

 以上全て、３つが情報セキュリティに関するものになります。 

 続きまして、２番目の特定個人情報に関する規定等についてご説明をいたします。１枚

物になりますが、一番初めでございます。１枚ぴらのものですけれども、特定個人情報に

関するものの１つ目でございますが、行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用に関する法律、いわゆる番号法でございます。番号法は、行政運営の効率化、行政

分野における公正な給付と負担の確保、国民の負担の軽減、本人確認の簡易な手段、その

他の利便性が図られるとしており、個人保護法制の特例について定めております。 

 なお、本日につきましては、番号法についての資料等は添付はしておりません。 

 次に、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインになります。これにつきまし

ては、個人番号を取り扱う行政機関等が特定個人情報等の適正な取り扱いを確保するため

の具体的な指針を定めるもので、個人番号などの適正な取り扱いを確保するために必要な

措置を担う内閣府の外局であります第三者機関の特定個人情報保護委員会が定めたものに

なります。 

 これにつきましては、全 60 ページに及ぶものになるのですが、本日は資料２といたしま

して、これはＡ４の横になっているものです。特定個人情報の取扱いに関するガイドライ

ンの概要というものを添付しておりますので、そちらのほうでご説明をいたします。１ペ

ージになります。安心・安全の確保ということで、個人番号を用いた個人情報の追跡、突

合等が行われ、集約された個人情報が外部に漏えいするのではないかですとか、他人の個

人番号を用いた成り済まし等により財産その他の被害を負うのではないか、国家により個

人のさまざまな個人情報が個人番号をキーに名寄せ、突合されて一元管理されるのではな

いかといった不安が寄せられていると思いますが、それらにつきましては番号法において

は、特定個人情報の適正な取り扱いを確保するため、個人番号の利用範囲を限定し、利用

目的以外の目的で利用することを禁止するなど各種の保護措置が設けられていますという

ことがまずこのガイドラインの概要の１番目になります。 

 ２ページ目になりますが、このガイドラインの目的と位置づけでございます。番号法の
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規定に基づきまして行政機関等及び地方公共団体等が特定個人情報の適正な取り扱いを確

保するために具体的な指針を定めるものとなっております。 

 次に、下のほうの番号法と一般法及び個人情報保護条例との関係でございます。番号法

の規定につきましては、一般法または個人情報保護条例の規定に優先して適用されること

となっております。番号法に特段の規定がない事項につきましては、一般法の規定または

個人情報保護条例が適用されます。地方公共団体は、地方公共団体等が保有する特定個人

情報の適正な取り扱いを確保し、当該特定個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び

提供の停止を実施するために必要な措置を講ずるものとしておりまして、これに対応する

ために個人情報保護条例の改正等が必要となる場合がありますと書かれておりまして、こ

れに伴いまして、昨年本町の個人情報保護条例につきましても改正をしているところでご

ざいます。 

 続きまして、３ページ目ごらん願います。罰則の強化ということで、番号法においては

行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法、住民基本台帳法、国家公務員

法及び地方公務員法における類似の刑の上限が引き上げられている等罰則が強化されてお

ります。 

 続きまして、４ページ目になります。行政機関・地方公共団体等における個人番号の利

用事務等でございます。利用事務につきましては２つありまして、個人番号関係事務とい

うものと個人番号利用事務というものがございます。この表の左側の個人番号関係事務で

ございますが、これにつきましては地方公共団体等が法令または条例の規定により、職員

等から個人番号の提供を受けてこれを給与所得の源泉徴収票、給与支払い報告書等の必要

な書類に記載して、税務署長、市区町村長等に提出する、そういったような事務が個人番

号関係事務になります。 

 右側の個人番号利用事務でございます。これにつきましては、地方公共団体等が社会保

障、税及び災害対策等に関する特定の事務において、個人番号を利用して個人情報を検索、

管理する事務等となります。具体的には、国民健康保険ですとか、介護保険ですとか、そ

ういったところで利用するような事務のことをこちらのほうでは言っていることになりま

す。 

 続きまして、５ページごらん願います。利用の制限ということで、個人番号につきまし

ては番号法があらかじめ限定的に定められた事務以外では利用することができないという

ことになっております。 

 次に、提供の制限でございますが、個人番号利用事務等を処理するために必要がある場

合に限って、本人等に個人番号の提供を求めることができるとされております。 

 収集・保管制限につきましては、番号法で限定的に明記された場合を除きまして、特定

個人情報を収集または保管してはならないとなっております。また、番号法で限定的に明

記された事務を処理する必要がなくなった場合で、文書管理に関する規定等によって定め

られている保存期間を経過した場合には、個人番号をできるだけ速やかに廃棄または削除
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しなければならないとしております。 

 ６ページにつきましては、委託について規定しているものでございます。 

 また、７ページにつきましては、情報提供ネットワークシステム、特定個人情報保護評

価について規定をするものでございまして、８ページ、９ページにつきましてはその他の

取り扱いとなっておりますので、説明のほうは省略させていただきます。 

 10 ページごらん願います。安全管理措置の概要ということになりますが、安全管理措置

の検討手順ということで、特定個人情報等の取り扱いに関する安全管理措置について、次

のような手順で検討を行う必要があるということを規定されております。１つ目には、個

人番号を取り扱う事務の範囲の明確化、２つ目には特定個人情報等の範囲の明確化、３つ

目には事務取り扱い担当者の明確化、４つ目としまして基本方針の策定、５つ目としまし

て取り扱い規程等の見直し等となっております。 

 なお、11 ページ以降につきましては、安全管理措置の具体的な項目等、それとあと特定

個人情報の取り扱いにおいて必要となる個人情報保護条例の改正等について記載されてお

りますので、これらにつきましては説明のほう省略をさせていただきますので、よろしく

お願いいたします。 

 次に、また最初の１枚目の紙に戻らせていただきます。特定個人情報に関するものの３

つ目でございます。浦幌町個人情報保護条例になります。個人情報の適正な取り扱いの確

保に関し必要な事項を定めるものとなっております。先ほどのガイドラインの概要にもあ

りましたが、特定個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の禁止を実施するた

め、昨年一部改正をしております。これらの資料につきましては、本日は添付をしており

ませんので、ご了承願います。 

 次に、４つ目の浦幌町特定個人情報の適正な取扱いに関する基本方針になります。特定

個人情報の適正な取り扱いを確保するために定めるものとなっております。具体的には、

本日提出しております資料１の 20 ページになります。先ほどのガイドラインの概要にもあ

るとおり、安全管理措置の講ずべき安全管理措置としまして、基本方針を策定する必要が

重要であるということになっておりましたので、それに伴いまして策定をしております。

内容につきましては、特定個人情報の保護に関する考え方、特定個人情報の保護方針とい

たしまして、法令の遵守ですとか、安全管理措置、適正な収集、保管、利用、廃棄、目的

外利用の禁止、委託、再委託、継続的改善等について規定をしているものでございます。 

 次に、５つ目です。浦幌町特定個人情報取扱規程になります。これにつきましては、番

号法及び特定個人情報の取扱いに関するガイドラインに基づきまして、特定個人情報の適

正な取り扱いを確保するために定めるものとなっております。 

 具体的には、資料１の 21 ページから 23 ページになります。規定しているものといたし

ましては、目的、用語の定義、適用範囲、事務の範囲、特定個人情報の保護管理体制とい

たしまして、特定個人情報保護総括管理者に最高情報総括管理者である副町長を充て、事

故発生時における指揮、事故等の特定個人情報保護委員会への報告、事故等の再発防止策
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の検討等の任務に当たることとなっております。 

 また、特定個人情報保護管理責任者につきましては、個人情報利用事務及び個人番号関

係事務を関する課等の長をもって充て、所管課等の職員への教育及び監督、事務取扱者の

明確化、所管する特定個人情報取り扱い区域の明確化及び安全管理措置の実施を所掌する

ことを規定しております。 

 また、特定個人情報ファイルの取り扱いですとか、本人確認措置、安全管理措置の実施、

委託先の監督、特定個人情報ファイルの廃棄、消去、事故等発生時の対応等について規定

をしております。 

 以上が特定個人情報に関するそれぞれの規定等の説明になります。 

 ３番目がＴＡＳＫシステム・ネットワークのイメージになりますので、そちらにつきま

しては情報管理係長のほうより説明をさせていただきます。 

○阿部委員長 村瀬係長。 

〇村瀬情報管理係長 では、３について説明をさせていただきます。 

 まず初めに、申しわけありませんが、資料の訂正をお願いいたします。資料３の下のほ

うに①から⑧まで説明しているところがあるのですけれども、そのうちの⑤の中で、⑤の

サーバー以外とあるのですけれども、この⑤を④に訂正していただけますようお願いしま

す。あと、もう一つ、⑦のところも同じく⑥のサーバー以外ということで、⑥のほうに訂

正をお願いいたします。 

 それでは、資料３について説明させていただきます。まず初めに、図の左側のほうから

説明させていただきます。まず、上のインターネットについてですけれども、皆さんご存

じのとおり全世界で膨大な数のコンピューターや通信機器、相互につないだ巨大なコンピ

ューターネットワークで、主にウエブやメールなどのサービスが使用できるようになって

おります。 

 続いて、ＬＧＷＡＮですが、地方自治体のコンピューターネットワークを相互につない

だ広域ネットワークです。そして、中央省庁の総合ネットワークである霞が関ＷＡＮにも

接続されております。 

 続いて、ＴＩＳＫということで、ティスクといいますが、こちらは株式会社ＴＫＣ様が

保守、運用しておりますデータセンターのことをいいます。ここのサーバーからサービス

が提供されております。 

 続いて、ＴＡＳＫサーバーという、タスクサーバーといいますが、こちらは３階の電算

室に設置してあります自庁サーバーのことです。 

 続いて、図の右側のほうを説明させていただきます。情報系端末ですが、こちら全職員

が使用しております端末のことをいいます。主にインターネットなどに接続できる端末と

なっております。 

 続いて、基幹系の端末ですが、こちらは業務に特化したシステムを使う端末です。こち

らが個人番号の関係のシステムを使う端末となっております。システムとしては、主に住
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民基本台帳、税、保険、水道、住宅、福祉などのシステムがあります。こちらの端末です

が、国のセキュリティの指導により、基本的にはデータの抜き出しができないように設定

するように指導を受けております。その指導によって、こちらの端末に関してはＵＳＢな

どデータが抜き出しができないように設定しておりますが、業務上他のシステムと連携な

どがありますので、許可されたデバイスのみ書き込みが可能となっております。そして、

情報系の端末と基幹系の端末ですが、こちらの端末同士では通信が不可能という設定にな

っております。 

 続いて、通信の説明をさせていただきます。まず、図のほうに①と書いてあるネットワ

ークの説明ですけれども、こちらは全職員が使用しております情報系端末とインターネッ

トの通信です。こちらは、通信が可能ということで線が引かれております。 

 次に、②ですけれども、情報系の端末とＬＧＷＡＮの通信が可能になっております。し

かし、国の指導によりインターネットに接続できる端末に関しては、ＬＧＷＡＮに接続で

きないように分割するように今指導がされておりますので、今後全職員使用しております

端末からＬＧＷＡＮの接続を不可能に設定変更をする予定です。それと同時に、ＬＧＷＡ

Ｎのほうに接続ができなくなりますので、ＬＧＷＡＮに接続する端末、専用端末が今後設

置が必要となりますので、それのほうも構築する予定です。 

 続いて、③ですが、一部の業務でＬＧＷＡＮに接続が必要なことから、コンピューター

ごとに設定をして、基幹系の端末からＬＧＷＡＮに接続することが可能となっております。 

 続いて、④ですが、情報系の端末とＴＩＳＫにあります会計システムのサーバーのみ通

信が可能となっております。 

 続いて、⑤ですが、基幹系端末とＴＩＳＫにあります業務システム、個人番号のシステ

ム等のサーバーのみ通信が可能となっております。なので、ＴＩＳＫの会計システムと業

務系のシステム、サーバーが別になっておりますので、こちらのほうでも通信が不可能と

なっております。 

 続いて、⑥です。情報系の端末と自庁にあります文書管理システムサーバーのみ通信が

可能となっております。 

 続いて、⑦ですが、基幹系端末と自庁にあります業務システムのサーバーのみが通信が

可能となっております。 

 最後に、⑧ですが、ＴＩＳＫと自庁にありますサーバー、ＬＧＷＡＮの通信が可能とな

っております。これに関しても国の指導により文書システムのサーバーのみＬＧＷＡＮの

通信を不可にしてインターネット側の端末のみ通信が可能という変更にする予定でござい

ます。 

 以上でネットワークの説明とさせていただきます。 

○阿部委員長 一応これで一通りの資料１、２、３の説明、１に関して資料２の説明終わ

りましたのですけれども、よろしいでしょうか。それでは、もう質疑入らせていただいて

よろしいですね。 
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（「今の説明でちょっと聞き漏らしたところが」の声あり） 

○阿部委員長 これ質疑の中で聞いてください。 

 それでは、今大枠の説明が終わりましたので、質疑に入りたいなと思いますが、よろし

いですか、各皆さん、このような形の中で。極力一問一答的な形の中で、細かくいろいろ

と質問していただきたいなと思っております。そのような形でよろしくお願いいたします。 

 それでは、委員各位より質疑を求めたいと思います。 

 差間委員、どうぞ。 

○差間委員 それでは、質問いたします。 

 マイナンバー制度を運用していくということで、町民の中にもこのことに関して随分興

味を持たれている方もいらっしゃいます。それに対して私たちもなかなか説明できない部

分もありますので、きょうはできるだけ職員のお忙しい時間をこうやって利用して委員会

やらせていただいているので、お聞きしたいことはどんどん聞いていきたいと思います。 

 まず最初に、資料１、これそもそもと言ったら変な話なのですけれども、個人情報保護

条例の中では第三者機関として個人情報保護審査会、これに触れておりますよね。これと

同じような考え方で、この資料１の２ページ、ちょっと行ったり来たりして申しわけない

ですけれども、２ページ一番下にある浦幌町情報化安全委員会、これ同じようなことと考

えてよろしいのでしょうか。 

○阿部委員長 獅子原課長補佐、どうぞ。 

〇獅子原総務課長補佐 個人情報の審議会を第三者機関で、普通の一般の方とか、そうい

った方に担っていただくような委員会になりますけれども、この情報化の安全委員会につ

きましては庁内の内部での組織になりますので、この後書いてあるとおり、これは言葉が

最高情報セキュリティ責任者ですとか、統括情報セキュリティ管理者とかということにな

っているので、わかりづらいですけれども、副町長が委員長という形になりまして、それ

以下関係する職員等が委員になって構成するものになります。 

○阿部委員長 鈴木副町長。 

〇鈴木副町長 情報の、いろんな情報がありますので、その観点的に非常に大事なことで、

ポイントでございますので、改めて私のほうからご説明させていただきます。 

 まず、１点は、この本日の資料にございます資料１の浦幌町情報セキュリティ基本方針

に関する規程の中のご質問ございました２ページの浦幌町情報化安全委員会ということで

ございますけれども、基本的には本日の議題にございます情報にかかわる処理の関係では、

行政内部、いわゆる役場、教育委員会、執行機関別ですけれども、行政の執行機関におい

て各職員が町民の皆様のいろんな情報を扱わざるを得ない、公務上。これは、中には個人

情報という、そういうものも扱わなければいけない。これは、綿々として従来から行って

きているものでございます。こういった情報処理が発達していない時代におきましては、

いわゆる紙で、ボールペン等、そういう筆記用具をもって紙台帳ベースの中で処理をして

きたというのが実態であります。これが情報技術が発達をして、電子情報化処理を行うと。
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端末、パソコンと言われておりますけれども、そういった中での情報化、いわゆる紙ベー

スで書いた文字、いろんな情報を電子情報に変えて処理を行っていくというふうになって

おります。その中で職員が扱う個人情報においては、この情報化におけるいろんなパソコ

ンを使う中で、職員皆さんが統一のルールの中に、そしてなおかつ町民の皆様の個人情報

の扱いについて完全な中での守っていくという部分もございますので、そこの中の統一化

したルールということでご理解いただきたいと思います。いずれにいたしましても、職員

が情報処理に当たって一定のルールを設けて、そして町民の皆様に安心、安全な行政事務

を行っているという部分をお約束するために行ってきていると。基本方針等あらゆるルー

ルを制定化しているというのが実態であります。個人情報保護条例にかかわります個人情

報保護審査会におきましては、町民の皆様が各みずからの情報、個人の情報が正しく扱わ

れているかどうかということに関しての審査を行うべき第三者機関を設ける条例の内容と

なっています。ですから、基本的には今回と情報は一緒ですけれども、情報を扱ってもら

う側と扱う側のスタンスが違いますので、今般は行政側で個人情報を扱う側のスタンスと

して、町民の皆様にこういう形で情報については適正な扱いを行っていますし、その漏え

い等、漏出のないような中での事務を行ってきているということのために、いろんなルー

ルを設けて行っているということでご理解いただきたいと思います。 

○阿部委員長 差間委員、どうぞ。 

○差間委員 ただいまの皆さんの回答の中で理解いたしました。そうすると、マイナンバ

ー制度にどんどんこれから進んでいくのですけれども、その中であえて個人情報保護審査

会と同じような組織を名前変えて出すのではなくて、このもともとある名前で第三者的な

機関として運用してもらうというふうに考えてよろしいのですね。 

○阿部委員長 鈴木副町長。 

〇鈴木副町長 もう一度同じ説明になろうかと思いますけれども、あくまで町民の皆様の

個人情報、住民基本台帳ですとか、いろんな個人情報があります。この情報に関しては、

正しく、そして漏えいのないように、完全な、いわゆる保全を図りながら、守っていきな

がら、事務処理を行っていくということに関して、正しく行っていかなければいけないと

いう中で、セキュリティの対策としては行政内部で正しく扱っているかと。みずからをみ

ずからで、いわゆる検証を図っていくというのが安全対策委員会でございます。個人情報

保護審査というのは、例えばそれに関して私の情報、一Ａという町民がおられましたら、

私の情報は役場の中で正しく扱われているのでしょうかと、そういったことに対しての審

査申し立てができるということの第三者機関だというふうにご理解いただきたいと思いま

す。 

○阿部委員長 差間委員。 

○差間委員 私が聞いたのは、浦幌町情報化安全委員会というのですか、２ページの一番

下のほうに書いてある。この組織が全庁的な組織としてマイナンバーの運用を対策を推進

するため運営していく組織であって、情報の第三者的に情報が正しく運用されているかど
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うかは、個人情報保護審査会であくまでもやっていくというふうに理解してよろしいです

ね。 

○阿部委員長 副町長。 

〇鈴木副町長 今般前段の浦幌町情報化安全委員会にかかわるといいますか、行政内部の

ことの内容であります。 

○阿部委員長 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 ただいまの件に関連してなのですが、第６条の浦幌町情報化安全委員会とい

うふうに名称なっていますが、今説明されたとおりだとすると、私たちが認識している、

例えば独立性の高い第三者機関、私は個人情報保護委員会という認識であるのですが、こ

れは独立性の高い第三者機関となっているのです。監視、監督を行いますと。それとは明

らかに趣旨が違うと。ここに記してある浦幌町情報化安全委員会は、行政内部での監視機

関だよと、そういう捉え方でよろしいのですか。 

 先ほどちょっと誤認があるかなと思うのですが、審査会という言葉出ましたけれども、

これはあくまでも浦幌町の個人情報保護条例の中にうたっている行政不服審査法の対象に

なる審査会というのしか使っていませんよね、この中では。そのことでちょっと整理させ

てもらってもいいかなと思うのですが。間違いないですよね。 

○阿部委員長 明確なところで。もう一回ちょっとかぶるかもしれませんけれども、獅子

原さん、どうですか、今の件。確認です。 

〇獅子原総務課長補佐 今言われたとおりであります。 

〇杉江委員 いいのですよね、そういう認識で。ちょっと一緒になって、ごちゃごちゃに

なっているかなと思ったので。 

○阿部委員長 鈴木副町長。 

〇鈴木副町長 ちょっと混同しやすいものですから、個人情報保護審査会はあくまで条例

に基づく審査会ということで、今般は行政内部において個人情報の扱いは特にマイナンバ

ー法が施行されていますので、どのような取り扱いをされていくのだろうという非常に関

心が高いことだというふうにこちらも認識しておりますので、行政内部においてどのよう

な情報を、特にマイナンバーにかかわってお気になるところについてこのような形で進め

ているといったものに対しての説明になるのかなというふうには捉えておりますので、あ

くまで行政内部の事務処理、情報処理についての対応だということでご理解はいただける

かなと思いますけれども、よろしくお願いしたいと思います。 

○阿部委員長 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 関連してですが、先ほど申し上げた第三者機関、個人情報保護委員会という

ものは、それではこの後第三者機関ということですから、新たに設置される、そういうこ

とですか。その辺の関連ちょっと。 

○阿部委員長 獅子原課長補佐。 

〇獅子原総務課長補佐 個人情報の関係につきましては、先ほど説明しましたガイドライ



- 13 - 
 

ンの下にありますけれども、国のほうで第三者機関として特定個人情報保護委員会という

ものを設けております。基本的には、番号法に基づく第三者機関としてはここ、国、この

ことを第三者機関として言っておりまして、各町村、自治体においてはそういった第三者

機関は別に置くことにはなっていないです。ですので、あくまでも第三者機関と言われて

いるのはこのものです。 

 それとあと、個人情報の取り扱いの関係であれば、先ほど言われたとおり個人情報保護

条例の中での個人情報保護審議会、そちらのほうで取り扱いをする形になりますので。番

号法で言っている第三者機関はこちらの機関のことになります。 

○阿部委員長 おわかりいただけましたか。 

 福原委員、どうぞ。 

〇福原委員 いろいろとお話を伺って大分理解できましたが、安全委員会の今までの経過

というのですか、どのような経過をたどって現在に至っているかという、内部で組織化す

るということになっていますよね。どのような経過をたどって現在に至っていますでしょ

うか。 

○阿部委員長 大山課長。 

〇大山総務課長 今のご質問でございますが、もともとが浦幌町情報セキュリティ基本方

針と申しますのは、たまたまマイナンバーのことが出てきていろいろ改定とかしてござい

ますが、先ほど副町長のほうからご説明ありましたように、町が情報化するに当たってう

ちの電子的な情報をいかに管理するかということを基本にこういう規程をつくってきてご

ざいます。その中で今回マイナンバーの関係もあったので、昨年の 12 月に一部改正をして

ございますが、当初この情報化安全委員会においては情報セキュリティポリシー等なり、

また情報セキュリティにおいて重大な事案が発生したときに開催するということでござい

まして、当初設立したころは、このセキュリティポリシーをつくった当時におきましては

いろいろな打ち合わせをさせてもらっておりますが、今回 12 月に一部セキュリティポリシ

ー等改正してございますが、国の指導により、それの内容で改正をしてございますので、

たまたま時間的余裕もなく、こういう情報化安全委員会にはかかっておりません。内部の

関係するところは、当然打ち合わせをさせてもらってやっているというのが現状でござい

ます。 

 以上です。 

○阿部委員長 福原委員、どうぞ。 

〇福原委員 では、浦幌町情報化安全委員会を組織するとともにということで、はっきり

とここでうたわれておりますが、組織立っていろんな責任者いっぱいありますよね、アか

らカまで。こういうところの責任者等は、まだ話し合いをきちっと組織してやれていない

ということ。そうでもなく、事案が発生したときにのみ集まって協議をするというか、連

絡するという、そういう考えでよろしいですか。わかりました。 

○阿部委員長 情報化安全委員会ということの中できているのですけれども。 
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 河内委員、どうぞ。 

〇河内委員 私が考えていることをちょっと違うような、重大な案件とか必要が生じた場

合に情報化安全委員会が対応として立ち上がるというか、そういうものを活動させていく

ということなのだけれども、例えば３ページの運用というところ、そこで情報システムの

監視、情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認、外部委託を行う際のセキュリティ確

保等、情報セキュリティポリシーの運用面の対策を講じるものとする。また、情報資産へ

の侵害が発生した場合には迅速かつ適切に対応する。これは、恐らく重大な案件が生じた

ときのことであろうと思うわけですけれども、あとページが飛んで 17 ページのところに９

番、評価・見直しということで、９の１、監査、これから１、２、３、４、５というよう

なことで、６、７、８ということで書いてありますよね。それとまた、２の自己点検とい

うようなことで、１、２、３、実施方法、報告、自己点検結果の活用ということでもここ

に載っておりますけれども、このことについて情報セキュリティの基本方針の規程にのっ

とり、ここに浦幌町行政情報セキュリティ対策基準ということの中でこのことが載ってい

るわけですけれども、やはり具体的には私らいろいろな遵守しなければならないことが膨

大にあるわけですけれども、これを遵守しなければならないということは当然職員の皆さ

ん方はそういうものだろうということで、遵守していくと、努力していくと思うのです。

それが果たして遵守されているかどうかということを評価、見直しをしなさいという意味

に私はここで捉えているのですけれども、具体的にどのような方法でこのことを行おうと

しているのか、ちょっとわかりやすく説明いただきたいと思うわけです。 

○阿部委員長 副町長。 

〇鈴木副町長 ２ページに戻りまして、情報化安全委員会、そしてご指摘ございました 17

ページ、いわゆる 17 ページの前は５ページから始まっております。浦幌町行政情報セキュ

リティ対策基準、いわゆるセキュリティポリシーと言われているものでありますけれども、

これは国の指導のもとにこういった基準をつくってきております。その中でセキュリティ

対策基準をつくって、最終的には評価、見直しを行いながら、法を遵守しながらそういっ

た対応をしなければいけないということの観点から、時代とともに情報の扱いも変わって

いきますので、そういった中では情報セキュリティポリシーの見直しという項目も入れて

おります。これは、必要に応じてという形でございます。今までは、まずは基本方針に関

する規程、情報セキュリティに関してはこの規程と、またポリシーの策定を行った時点で

全職員にその説明を行ってきております。なおかつ、その後新たに採用となった職員に関

しては、新採用職員研修という名のもとにこういった形のセキュリティポリシーも、また

遵守すべき事項もこのことについても研修の中でお示しをしながら、ご理解をいただくべ

く指導を行ってきております。また、先ほど申し上げました情報の進化によりまして、使

う形態も変わってきているのも事実でございますので、このことについてはその都度基準、

また方針なり改定をしながら、職員の皆さんにも周知を図っているところでございます。 

 また、情報化安全委員会につきましては、このような形で現安全化委員会のそれぞれの
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責任者、管理者については役職づけで配置をしております。このことについては、私副町

長が筆頭となっておりますけれども、副町長、総務課長以下各課の管理職の方々も同じよ

うな形で、それぞれの配置となっております。このことについては、職員の方々にはご理

解をいただいておるところでございまして、事案の中で大きな対応とせざるを得ないとき

には、この安全化委員会が機能を発揮すると。ただ、この安全化委員につきましては日々

このような形で委員としてはなっておりますので、その事務局的な対応としては総務課の

電子情報のほうの担当の者がこのことについて行ってきていると。例えば先ほどの 17 ペー

ジにおきましてもその評価、実施についても、点検についてもそれぞれ担当の中で現在行

ってきているという状況でございます。これが大がかりな、担当でなかなか対応がし切れ

ないといったことになりますと、実際の安全委員会がやはり動いて、どのような対処をす

べきかということは合議、協議制の中で進めていかざるを得ないということの捉え方をし

ておりますので、現在のところ技術的な対応を含めて大きな支障に至っていないという状

況でございますので、安全委員会をその都度、その都度という形ではなくて、常時安全委

員会が設置をされていた中で監視を続けているといったことで、ご理解いただきたいと思

います。 

○阿部委員長 河内委員、どうぞ。 

〇河内委員 いわんとしていることはわかります。必要に応じてということなのですけれ

ども、これ大変業務が多い中、このことに忙殺されるというのは大変なことだと思うのだ

けれども、ただしこの取り決めというか、基準からすると、やはり自己点検というような

ところがありますね。これに実施方法、報告とあるけれども、これは日ごろ何かの事案が

発生したときに生じるものなのか、職員が情報セキュリティポリシーにのっとって、いろ

いろな守らなければならないことがずっと示されているわけですけれども、そのことをあ

る一定の時期に遵守されているかどうかというようなチェックシート的なものについて、

そういったものをできている、できている、このことにちゃんときっちりやっているとか

という、そういう自己管理のチェックシートみたいなものをつくってやるような考えとい

うのはないのですか、例えば。 

○阿部委員長 自己点検チェックについてどうなっているかということを聞いているわけ

ですか。 

〇河内委員 具体的に何かやっているのか、やろうとしているのか。 

○阿部委員長 情報管理係長。 

〇村瀬情報管理係長 現在職員が使われています端末等に関しては、全てログをとってお

りまして、細かいこと言いますと電源の立ち上げからどういう作業をしているとかという

のも全てこちらのほうで把握をしておりますので、その中でそれぞれ本人がするのではな

くて、こちらのほうでどういうふうに使われているですとか、セキュリティ的に問題ない

のかという評価と監視をしております。 

○阿部委員長 河内委員。 
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〇河内委員 それは毎日行っているのですか。 

○阿部委員長 日々行っているかというところは。 

〇河内委員 日々行っている。 

〇村瀬情報管理係長 はい。 

○阿部委員長 河内委員。 

〇河内委員 そのことを管理者というのか、そういう方がどういうふうに職員がそういう

ことの実施したものを評価、点検するというようなことは、例えば定期的に行われるとい

うことは考えているのですか。例えばやりっ放しということでは評価とか点検にならない

と思うのだ。そのものを見て、しっかりときちっとこういうことをしているということが

わかってくるのだけれども、そういう考えというのはどうなのですか。 

○阿部委員長 副町長。 

〇鈴木副町長 ここに 17 ページで自己点検と確かに書いてございます。技術的にいろいろ

発達してきまして、ログ、履歴という話出ましたけれども、いわゆる遠隔監視ということ

でご理解いただきたいと思います。各端末、いわゆる職員が先ほど言いましたようにスイ

ッチを電源を入れてからオフにするまで、全てどのようなことを処理したかも全部わかる

ようになっています。ですから、不正使用も含めて、これはログ管理というような言葉使

われておりますけれども、１年間、いわゆるパソコンを使った状況が全て遠隔として監視、

そしてそれが履歴として残りますので、このことについては使い方が間違っているだとか

含めてわかりますので、その都度そのことについて個別的な指導含めて、また事案によっ

ては職員の分限、処分に関する情報にもなりますので、そういったことも含めて管理をし

ているということで、若干このときの状況としては自己点検という形になっておりますけ

れども、まだこの分が技術的に発達していない状況がちょっとこの中では修正を加えてい

ない状況ありますけれども、実際的には自己点検よりも進んでいる状況にもあるというこ

とでご理解いただきたいと思います。 

○阿部委員長 大山課長、どうぞ。 

〇大山総務課長 それに、副町長から説明がございましたけれども、常日ごろうちのほう

の中でいいますと、ネット管理者であります情報管理係長のほうで情報管理してございま

す。その中で今ありましたように、何らかのことがありましたら、当然私のほうに報告が

ございます。その中で情報管理責任者ということで、各課の課長がなってございます。そ

の方にお話しするなり、また情報システム管理者、係長、ここの５ページに一応セキュリ

ティ対策でそれぞれの組織の役職出ているかと思いますけれども、その中で私のほうから

伝えると、指導するということになってございます。そのことがもし全体的なことに周知

が必要だということになりますと、掲示板等で周知をするというような、こういう取り扱

いは十分注意していただきたいですとか、あとそれについて個別指導なり各課長なり担当

者にしていくということでございますので、よろしくお願いします。 

○阿部委員長 差間委員。 
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○差間委員 今お話を伺っていて、こういったマイナンバー制度で対策基準、それからい

ろいろこれ基準の変更もありますよね。私もそういったことでこういった条例改正、それ

から対応計画とか、これ日付見れば 12 月 30 日に訓令として出されている、こういったも

のが出てくるたびに職員に対して研修なり勉強会なりやっていると思ったのですけれども、

そうではなくて仕事の運用をしていきながら、そのとき、そのときにチェックしていくと。

しかも、情報管理係長がチェックしていって、各課の課長がそれに対して後ろでまたチェ

ックしていく。そういうふうに考えてよろしいのでしょうか、それとも今後改めてこうい

った職員の研修会、勉強会といったものを組み込んでいく計画なんていうのはこれからも

ないのでしょうか。 

○阿部委員長 大山課長。 

〇大山総務課長 今のご質問でございますが、基本的に申しますと、セキュリティポリシ

ー等含めていろいろ対策基準等について 12 月 30 日ということでございました。作業的に

は年末ということで、大変忙しいときでございましたが、１月１日からマイナンバーが施

行されるということでございましたので、12 月 30 日にはということでございます。職員

に対する部分につきましては、行政掲示板、パソコン上の掲示板においては周知をさせて

もらっております。 

 それと、先ほどもありましたけれども、新規採用なり臨時職員なりについては当然４月

の段階でそういう研修を改めてまたするという考えでおります。また、それぞれの中でシ

ステムの大幅な変更等があった場合は、皆さんに、職員に対して個別なり全体的な研修会

も実施してございます。その中でシステムに関する部分なり重要なセキュリティに関する

ものがあれば、そういうような研修もするということでございます。 

 以上です。 

○阿部委員長 差間委員、どうぞ。 

○差間委員 質問が重なるかもしれませんけれども、資料３のＴＡＳＫシステムというの

ですか、ネットワークのイメージ、こういったことでその中でＴＫＣ、先ほど係長株式会

社ＴＫＣとおっしゃったのですけれども、こういった会社、こういう会社は今皆さんの話

を聞いていて、私かなり大きくかかわってくるのではないかなと、こう感覚を持って聞い

てはいたのですけれども、このマイナンバーの運用をしていくに当たって、職員間でパソ

コンの掲示板、それから新規の職員に対しては研修会と理解していいのですか、それとも

…… 

（「臨時職員も」の声あり） 

○差間委員 臨時職員も含めて。 

（「パソコンを使う者」の声あり） 

○差間委員 はい。そういったことは、全て職員間の中で行われているのでしょうか、そ

れともこのシステム・ネットワークの運用を通じて、どこか外部の会社なり、この場合は

ＴＫＣ株式会社というのがそうかなという、私も瞬間思ったのですけれども、こういった
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会社からマニュアルとか、そういったものを常にネットワークの中に入れてもらうとか、

そういった作業はしているのでしょうか。 

○阿部委員長 大山課長。 

〇大山総務課長 基本的には、職員に関するものは職員がやってございます。ただ、シス

テム等含めて重大なセキュリティが変わるとかといった場合は応援をいただく場合もある

ということです。基本的には、職員が講師となり、一応説明をしているということになり

ます。 

○阿部委員長 基本的には職員がということで、よろしいですか。 

 差間委員。 

○差間委員 このネットワークシステムということを運用するに当たって、相当職員に対

して勉強というのですか、そういった対策基準、それからセキュリティ基本方針に関する

規程とか、これは読んでいきますとしなければならないとか、そういった文言でまとめら

れている部分がいっぱい出てくるのですけれども、当然これ罰則も伴ってくることですよ

ね。そうすると、ふだんの運用する日常の中で職員の皆さんに相当な部分で圧力がかかっ

てくるような様子を私想像するのですけれども、決まり切ったことをやるのであるから、

それはある程度勉強して、また日ごろ運用しながらネットの掲示板とか、そういうものを

見ていけば大丈夫ですということなのか、そこら辺ちょっと説明いただければ。 

○阿部委員長 大山課長。 

〇大山総務課長 今のご質問でございますが、あくまで今回マイナンバーとか出てきた中

でこういう規程とか、いろいろ直してございますが、この情報化されたのは最近、去年情

報化したとかではなくて、この前から、22 年から今の形、一部その後改正とか、いろいろ

してきてございますが、やってきてございます。その中で先ほど言いましたように、最初

いろいろこれをネットワークを活用するに当たって、職員による研修会もしておりました。

ただ、今現在は当然その中で監視をし、監視と言ったらあれですけれども、いろいろ状況

を見ながらやっていますし、新しく採用される方、新しくアルバイト最近かかられて、パ

ソコンを使う方に対しては毎年そういう研修会等をやっているということでございまして、

改めて、もう当然僕らといたしましても基準に沿って職員としては対応してもらっている

ものだと思っておりますし、それを管理、監督する、先ほど言いました各課のもとに課長

がいるというふうに認識してございますので。 

○阿部委員長 福原委員、どうぞ。 

〇福原委員 今同僚委員から罰則規定の話も出ました。確かに国でも罰則規定はしっかり

と金額を伴ったあれも、これ公務員にも適用されるということで認識してよろしいですか。 

〇鈴木副町長 公務員というか、これ浦幌町の役場のものですから、当たり前の話になっ

て、それは。 

〇福原委員 今まで認識として、公務員は何か罰則されないという、国のほうから流れて、

全部そういうふうに認識もうすり込まれているのです。だから、本当にこれやるのかなと
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この表を見て思っていたのです。そういうところまで考えなくてもいいのかなと思いなが

ら。 

○阿部委員長 鈴木副町長。 

〇鈴木副町長 改めて、地方公務員にかかわって、地方公務員法も含めて説明させていた

だきたいと思います。 

 地方公務員、役場職員も地方公務員であります。公務員というのは、国家公務員、地方

公務員と大きく２つになっているのかと思います。国家公務員は、ご存じのとおり国の機

関の公務員でありますし、地方公務員は都道府県、市町村、また特別区、そういった公共

団体にかかわって、その職員は地方公務員と言われております。地方公務員につきまして

は、地方公務員法という法律の中で、その身分の保障なり、また分限、処罰といった対象

ともなることがはっきり法律では明記をされておりまして、法治国家でございますので、

法律を守るのが、遵守するのが当然でございますけれども、法に縛られていることと法に

基づいた当然の処罰というのがあります。その中には、地方公務員法にうたっているのは

大きな１点としては守秘義務というのがございます。地方公務員、国家公務員もそうです

けれども、公務員になり得た段階で守秘義務が課されております。この守秘義務というの

が公務上、いわゆる仕事上で知り得た情報については外部に漏らしてはならないと。大き

な１点ございます。これは、在職中はもちろんですけれども、退職後においてもそれが適

用されるということで、非常に厳しいその身分の扱いとなっております。 

 ご指摘ございましたことに関しましては、守秘義務に関して守らなければ当然罰則規定

があって、これは場合によっては懲戒免職といった中での大きな罰則がございます。これ

は、役場職員全てでございます。この大原則の中で、これは先ほど申し上げました情報が

発達する前においては紙ベースで筆記用具を持ちながら、手書きの中で台帳管理をしてき

た時代でありますけれども、これが現在はパソコンという情報を処理するツール、物によ

って変わってきたというだけでありまして、何ら本来の目的は変わってございません。事

務処理も変わってございません。ただ、その範囲が広くなったということで、加えて情報

処理に関しても改めてこのような対策基準なり、そういった基本方針なりを定めなければ

いけないという中にあった状況でありまして、何ら処罰の対象としては変わりはございま

せんので、この守秘義務の大原則ございますので、紙で書いた文字の情報であろうと、電

子処理された画面上の情報であろうと、これは公務上の情報でございますので、これを守

るべきことが第一義でございますので、このことに関しては何ら変わりがないということ

でご理解いただきたいと思います。 

○阿部委員長 福原委員、どうぞ。 

〇福原委員 気持ちはわかるのですが、不可抗力の場合がありますよね。例えば年金の個

人情報流出がすごい件数で流れていたりとか、いろいろなことが発生して、本当に国際化

している情報化社会ですので、自分たちではどうしようもないことが起こり得ることが発

生すると思うのです。そういったことは、やはり個々の地方自治体ではなく、どこでこう
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いうのは責任持つのでしょうか、万一浦幌町の何かが流れた場合は。 

（「町の情報」の声あり） 

〇福原委員 そうです。 

○阿部委員長 個人的な情報が町の部分で流れたということを言っている。 

〇福原委員 そうです、いろんな意味で。今は、マイナンバーの利用というか、範囲はま

だ狭められていますけれども、これからいろいろと税金の関係もそうですけれども、銀行

口座ですとか、それから 2021 年からもう義務化しますよというふうに国では言っています

よね、はっきりと。そういうものが全部凝縮されたものが流れた場合は、どこが責任をと

るのかなというふうに非常に心配で、現実に起こっているのが現状ですよね。 

○阿部委員長 水澤町長、どうぞ。 

〇水澤町長 委員言われているのは、きっとネット攻撃等々で情報が不可抗力で流れた場

合の責任をどうとるのかという話だろうと思います。本来あってはならないことなのです

けれども、そのためにマイナンバー法成立によって情報系とＬＧＷＡＮ等々の明確に区別

してセキュリティをしっかり確保しようということで今進めておりまして、そういう面で

はそういうネット攻撃にも耐えられる組織を構築すると。組織というか、機能を構築する

ということが求められているわけで、今度補正予算も新年度予算も出しますけれども、そ

ういうものをしっかりそういうものに耐えられるものを出すというのが基本的です。ただ、

それを破って、破られたということに対して責任は誰がとるのかということについては、

今明確に私どもは言えるような立場にはないというふうに思います。できるだけそういう

ことに耐えられるものを、組織をつくっていこうということでありまして、実はこれも私

どもマイナンバー法ができたから、町が金出してちゃんとセキュリティをやれというのが

国の言い方ですけれども、これもちょっとおかしいなというふうに思っていますけれども、

今国の姿勢はそういうことです。地方がしっかり情報を守れと。そのためにお金を自分た

ちで使いなさいと。補助は少し出しますけれども、新たな制度の中ではこれは本当に半分

が４分の 1くらいしか出さないから、自分たちでやりなさいということですから、そのた

めにはしっかり自治体として守っていく必要があるということでありまして、そういう意

味も含めて今情報のセキュリティに関するものを庁内でもしっかり構築をして、そういう

ものが当然不可抗力ではなくて、人的な漏えいは絶対しないというのが第１点ですし、そ

ういう不可抗力のものによって破られた場合、これはセキュリティがしっかりしていない

というのではなくて、今までの情報化、そういうものって物すごく進んでいますから、破

られる可能性がゼロということはないかもしれませんけれども、それ破られた場合の責任

をどうするのか。例えば担当者に責任行くのか、そういうことについてはちょっと今の段

階では申し上げることはできないなというふうに思います。 

○阿部委員長 杉江委員。 

〇杉江委員 ２点、３点あるのですが、まず１点目、14 ページから専門家の支援体制とい

うことでちょっと記述されているのですが、15 ページもあります。外部の専門家の支援を
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受けられるようにしておかなければならないということでうたっていますが、外部の専門

家というのは例えばどういう範囲の人を対象にするのかなということで伺いたいと思いま

す。 

○阿部委員長 外部の支援がということで。十…… 

〇杉江委員 14 ページの一番下と 15 ページにかけて書いています。 

○阿部委員長 専門家の支援体制ということですね。14、15 ですね。 

 情報管理係長。 

〇村瀬情報管理係長 外部の専門家ですけれども、現在ネットワークの監視ですとか、全

て東京の会社のほうに委託をしているのですけれども、そちらのほうで専門家がおります

ので、そちらのほうと相談をしながらいろいろとネットワークの構築ですとか、そういう

不正プログラムの対策とか、緊急時の対策を行うように体制としてはなっております。現

在はサーバー自体がもう自庁にありませんので、東京のデータセンター、前にも補正とか

で話あったとおり、データセンターのほうでやっていまして、そちらの会社のほうで全て

監視、運営、保守などをしていただいている形にもなっておりますので、その会社がメー

ンで支援をしていただいているという形になっております。 

○阿部委員長 サーバーを預かっていただいている会社のことが専門ということなの、あ

る程度。 

〇村瀬情報管理係長 はい。 

○阿部委員長 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 続けて、先ほども同僚委員のほうからも質疑ありましたけれども、第７条に

あります定期的または必要に応じて情報セキュリティ監査及び自己点検をするとあるので

すが、監査部分というのは、これ通常言っている行政、町が設けている監査委員による監

査の行政部分のことなのか、別途この情報化安全委員会で設けるそういうものがあるのか、

その辺について確認をしたいと思います。 

○阿部委員長 特定個人情報の話なのかい。もっと前のほうだな。 

（「３ページ」の声あり） 

〇杉江委員 そうです。ちょっと 14 ページにかかわる…… 

（「十何ページ」の声あり） 

〇杉江委員 十……第７条ですから。 

○阿部委員長 ３ページですね。 

 鈴木副町長、どうぞ。 

〇鈴木副町長 私のほうから進めさせていただきます。 

 ご指摘ございました件につきましては、資料１の３ページにございます第７条、情報セ

キュリティ監査及び自己点検の実施でございます。改めて読み上げさせていただきます。

第７条、情報セキュリティポリシーの遵守状況を検証するため、定期的又は必要に応じて

情報セキュリティ監査及び自己点検実施するとうたってございます。ご指摘ありましたの
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が情報セキュリティ監査、監査についてはどこがするのだろうという意味合いだと思いま

す。町の監査がするものなのか、また別な形での監査をするものかといったご指摘だと思

います。１点、情報セキュリティ監査ということにつきましては、このセキュリティ基本

方針に関する規程の中に沿った中でございますので、町の監査委員の方の監査ということ

ではなくて、この情報セキュリティ基本方針にかかわる情報安全化委員会もかかわる部分

が時にはありますけれども、基本的にはこの組織立ての中で監査はしていくといったのが

内容でございます。ですから、ここにつきましては次の５ページにございます浦幌町行政

情報セキュリティ対策基準、一部抜粋となっておりますけれども、２の組織体制ございま

す。１号から最高情報セキュリティ責任者が副町長を筆頭にそれぞれ担当の課長、係長と

いった中での組織立てがなっております。この中に７号として情報化安全委員会もありま

すけれども、この中での監査ということで、必要に応じて行っていきたいという内容であ

ります。ただ、セキュリティポリシーを守っていかなければいけないということで、監査

後の検証が必要だというようなことございますので、このことにつきましては日ごろの中

で先ほど研修も含めて、また庁内のパソコン上のいわゆる掲示を行った中で、そのポリシ

ーの推進を図ってきているといった状況であります。重大な局面に対しての中では、先ほ

ども情報化安全委員会のこともお話しさせていただいたとおり、その時点の中で対策を打

っていくという形でございますので、日ごろ先ほどの履歴の管理等々含めて、ちょっとこ

の時代とは若干情報技術処理の内容が変わりましたので、そういった中では日々検証とい

う形の中では確認をしているといった状況でありますので、この辺についてはそういうこ

とで進んできているということでございます。 

○阿部委員長 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 ただいまの件についてはわかりました。 

 同じく７条の今の文章の中で、７条で定期的または必要に応じてということを書いてあ

ります。この必要に応じては当然必要に応じてなのですけれども、定期的というのは先ほ

ど係長のほうから説明あった毎日いろいろ点検、チェックできる機能になっていますよと

言われているけれども、そういう定期的ではないと思うのですが、例えば１カ月に１回定

期的にやるということなのか、１週間に１回なのか、その辺何かこれを見ている中では定

期的が規定されているふうには思えないので、説明お願いします。 

○阿部委員長 村瀬情報管理係長。 

〇村瀬情報管理係長 毎日ですとか１週間に１回全職員のログを全て見るというのはすご

く膨大な量ですので、なかなか現実的ではないということなのですけれども、毎日システ

ムのほうで監視をしておりまして、何かあればすぐこちらのネットワーク管理者のほうで

わかるように設定がされておりますので、そちらのほうで日々常に監視をしているという

形をとっております。 

（「機械上で」の声あり） 

〇村瀬情報管理係長 はい。 
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（何事か声あり） 

○阿部委員長 おかしいなと思った時点で、さっきのログのあれでずっと管理していて、

それをチェックするということでいいですね。 

 では、河内委員。 

〇河内委員 引き続き今の流れで、これ私前段で聞いたところなので、そういうふうにこ

れからもやっていこうということなのだけれども、私はこれ評価、見直しをするためには、

個別のチェックシート的なものをそれぞれが持っていて、この情報セキュリティポリシー

にのっとった手順、内容というものをきちっと自分がやっているかどうかということを自

己点検表みたいなものをつくっていただいて、それを基本に評価をしていくと、また監査

していくというようなことがなければ、ただそういう遠隔で履歴見ているからそれでもう

いいですよということにはならないと思うのだ、やっぱり。大変かもしれないけれども、

そういったセキュリティポリシーの充実を図るためにも、自己点検法について具体的にや

はりもっと踏み込んだところでの点検と、また監査、見直しということについて協議して

いただきたいなという要望なのですけれども、そこのＰ17 の、また戻りますけれども、評

価・見直しのところに先ほど杉江委員が言ったように実施計画の立案及び実施への協力と

いうこと、そして下に自己点検ということで、１、２、３、実施方法、報告、また自己点

検結果の活用ということでこれ具体的に載っているわけですから、このことが具体的にで

きるような形を何とか工夫して、今後検討していただきたいなという気持ちがあります。 

○阿部委員長 今河内委員から要望とか、そういう感じの中身を言われたのですが、いか

がですか。 

（「17 ページ」の声あり） 

〇河内委員 17 ページに９で評価と２で自己点検という、監査、点検ということです。 

○阿部委員長 大山課長、どうぞ。 

〇大山総務課長 今自己点検等についてのお話がございましたけれども、基本的にはパソ

コンに関してどういう使い方をしているかという部分については先ほど係長のほうから説

明あったとおり日々ですし、当然パソコンに対する不正なアクセスなり状況に当たっての

ものを一応確認できるという状況です。ただ、今お話があったように、逆に使う側の人的

な、私らのセキュリティという部分でいえば、今ご指摘があったことについてはどういう

ことができるのか、ちょっと検討させていただきたいなというふうには思います。ただ、

パソコンに対する職員がアクセスをして何しているかとか、そういう部分については当然

遠隔操作含めていろんな部分で確認ができると。ただ、今の部分に関して、逆に言います

と研修会等でもっと再度強くその辺を研修させるとか、常日ごろから今言われましたけれ

ども、そういう自己評価といいますけれども、日ごろ使っている中で当然何か使い方が間

違っていることをしたとかというのは全部うちのほうで管理できるようになってございま

すので、そういう部分でいうとその辺について人的なセキュリティ、自分らが使う側の部

分について研修を含めて何かできないのかということはちょっと検討させていただきたい



- 24 - 
 

というふうに思います。 

 以上です。 

○阿部委員長 水澤町長。 

〇水澤町長 委員が言われるのは、要するに情報化の自己点検、チェックシートつくって

自分でやったらどうだという話だと思います。ご存じのとおり、職員の仕事は全て情報化

に触れる仕事を行っているわけでして、まさにそれを全部点検シートを使ってやるとなる

とそれこそ膨大な仕事で、それだけでもう仕事が終わってしまうというような状況だとい

うこともご理解をいただきたいと思います。自分のやったやつを全部チェックシートに載

せるということは、まず不可能だということも理解していただかないと、きっと今の業務

というのはみんな端末で行う業務ですから、これを一つ一つチェックシートに載せて、全

部これ正しいよと丸をつけていくチェックシート、全部これは正しいことをやっているわ

けですから正しいということになるのですけれども、項目ごと全部チェックシートでつく

るというのは現実的には膨大な量になるので、もうそれだけで仕事が逆に倍増するという

ような形になると思います。ただ、一番問題になるのは、そのチェックシートの中で自分

で自己評価で、やっぱり自分でやってはいけないことをやってしまった場合の自己評価と

いうか、場合のチェックだというのが一番あれで、正しいことをやっていれば問題ないの

ですけれども。ただ、そのときには今言ったように機械的にチェックができるというシス

テムなので、そこの部分と本当の自己評価でチェックシートを使って自己評価しなさいと、

したほうがいいよというのと、そこは今後の課題としましても、現実的には全仕事をそれ

でチェックシートを使ってやるというのは、私は今の段階ではそれを進めるというのはち

ょっと無理かなというふうに思うのです。その辺はぜひ理解していただかないと、きっと

やった、やらないということになると、きょうのやりとりの中ではなかなか難しいだろう

なというふうに思っていまして、まさに紙ベースでやっているのと違って、今膨大な量で、

もう即北海道から、国から来たやつを全部またその情報で流していくという作業ですから、

今の職員の作業は。そこをまず理解していただきたいなというふうに思います。 

○阿部委員長 福原委員、どうぞ。 

〇福原委員 全てこれのいろんなセキュリティの方法とかやっていって、一つも人為的ミ

スは発生しないというふうに捉えてよろしいのですか、町民は。 

 人為的ミスがないようにしなければならないと、そういうことです。機械的なミスはし

ないように、いろんな機械の中で操作するわけですから。ただ、問題はやっぱり一番心配

なのは人的なミスを犯してはもう機械のせいにできませんし、それはできない。人的ミス

は絶対起こさないようにするというのがこれはやっぱり日々の研修だと思います。絶対に

ないのかというと、そうはいかないかもしれませんけれども、そこは職員の職員研修のそ

ういう仕事の質を高めるという意味でのやっぱり研修が必要だと思います。 

○阿部委員長 杉江委員。 

〇杉江委員 私の質問最後にしたいと思いますが、11 ページです。職員等による外部から
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のアクセス等の制限ということで、職員が外部からアクセスするというのは、ここに書い

てあるように最小限、合理的理由を有する必要最小限の者となっていますが、どんな場合

が考えられるのでしょうか。ちょっと確認しておきたいと思います、具体的にこんな場合

というのがあればわかりやすいので。 

○阿部委員長 鈴木副町長。 

〇鈴木副町長 このことについては、ほとんどあり得ないと言ったらおかしいのですけれ

ども、想定している分です。例えば何かの関係でどうしても遠隔地に行って仕事をせざる

を得ない。例えば札幌に行って、徴収事務を行わなければいけないと。そのときの情報を

何かの協議している中にどうしても必要だと。手元に持ち合わせていないといった場合が

考えられる場合もあると思います。そのときに札幌から何かのアクセスポイントを探って、

町の内部にネットワークにつなげて、その情報を知り得て徴収事務に当たるということが

あり得るかもしれないということの部分としての制限をかけるということで、現実的には

ほとんどないだろうと。ただ、100％ないとも言い切れないですから、また今後情報技術が

発達していって、特に今ワイファイですとか、いろいろあります。そういった中でアクセ

スポイントがとれて、なおかつ安全に事務処理ができる情報のつながりができるのであれ

ばということで、こういうふうに規定としてはのせていますけれども、そういったことを

想定しているという場合であって、今のところはほとんど考えられないというよりも、余

りこういうことはしたくないなというのが現実であります。 

 以上です。 

○阿部委員長 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 今説明されたとおりだと思うのです。ですから、できるだけこうしたアクセ

スする必要がないようにふだんの業務を大切にしていただきたいなと思っています。 

 以上です。 

○阿部委員長 一応情報セキュリティに関するものということで、ここまできました。あ

と、浦幌町緊急時対応計画とかについては少し触れられておったのですけれども、この程

度でよろしいでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 では、順次ちょっと確認させていただきます。 

 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に関する法律ということで、

先ほど１、２、３、４、５ということで軽く説明されたのですけれども、このことについ

てはよろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 よろしければ、次の資料２の部分について、特定個人情報の適正な取扱い

に対するガイドラインということであったのですけれども、このことについては。今の中

に多少含まれているとは思われるのでありますけれども、特に今お聞きしておきたいとい

うことがあれば。 
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 差間委員、どうぞ。 

○差間委員 関連することかどうか、ちょっと。特定個人情報、適正な取り扱いというこ

とで、まだ将来のことになると思うのですけれども、29 年の１月からマイナポータルです

か、広報ではマイポータルという表現で出されているのですけれども、自分の情報がどう

いうふうに利用されているか、私も含めて住民がそれを確認したいときは自分の家のパソ

コンからアクセスしてそれを確認するということですよね。といったことになると、パソ

コンを利用しない人には自分の情報がどういうふうに利用されているのだろうと不信とい

うか、考えたときにどうしたらいいのか。これは、町民課に聞くことなのか、情報管理と

いうことで今回ちょっと聞いていい。 

〇獅子原総務課長補佐 基本的には、カードを持っていて、パソコン、カードが必要にな

るはずなので、それがない場合はどうにも。 

○阿部委員長 ちょっともう一回。獅子原総務課長補佐。 

〇獅子原総務課長補佐 マイナポータルの利用する場合には、個人番号カードと当然自分

のところにパソコンがなければ利用ができないので、あくまでも国のほうとしましてはそ

れを保持している方のみそういったことで利用できますよということを言っているもので

あって、それカードがあってもパソコンがなければできませんので、その辺は自宅等にあ

るとか、自分の家ではなくてどこかに借りることができれば、そういったことを借りたり

とかということでもしない限りはできないということになると思われます。 

○阿部委員長 はい。 

○差間委員 きょうお話をいろいろ伺って、私の認識も本当に間違っていたというのです

か、そういったことも随分感じているのですけれども、お話を聞けば聞くほど大きなネッ

トワークの中で自分の情報が動かされていくというのですか、そういったことで、不安な

ということでいえばどこまでも不安というのですか、できればこういったあなたの情報は

管理、また機械の日々の運用も含めて極めて安全な中で運営されておりますよといったこ

とで、私たち自身も発信していければいいのですけれども、何かの機会をつかまえてそう

いったことを発信してもらえればとちょっと思ったものですから、この点について。 

○阿部委員長 鈴木副町長。 

〇鈴木副町長 ご質問、ご要望につきましては、マイナンバー法が施行されて、マイナン

バーの扱いということで、本日の付託事件にございます所管調査の施行に伴う個人情報の

取り扱い、行政内部の個人情報の取り扱いとはちょっと異にするものでございますから、

お答えするということにはならないと思いますけれども、ただマイポータルについては恐

らくはここで知り得た情報ですけれども、国がマイナンバーカードを促進するためのサー

ビスとしてそういったポータルサイトを充てたということだというふうに思います。そう

いった中でマイナンバーについては、今後いろいろ国も周知を広くしていくだろうと。詳

細に当たってはまだ届いていない分もございますので、このことについては本日の付託調

査事件に当たらない分で、詳細についてはお答えできませんけれども、こういうことでご
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ざいますので、ご理解いただきたいと思います。 

○阿部委員長 水澤町長。 

〇水澤町長 周知をどうするかという問題よりも、やはり今までマイナンバーについてこ

ういう情報化安全委員会を設置しながら、セキュリティをしっかりしていこうということ

で今説明をしたのですけれども、これマイナンバー法が成立する以前の問題として、やは

り情報の漏えいというのは決してあってはいけない問題で、今までもそういう面では町と

しては対策は講じてきたつもりです。改めてマイナンバーということであって、国が今い

ろいろマイナンバーで漏えいしていたという事実もあって、新たに国としてはもっとこう

いう情報系と分けてやりなさいということで出てきたものですから、今こういうふうにや

りましょうということで説明しているわけですけれども、町としてはやはりマイナンバー

以前の問題として、情報化の時代ですから、こういう個人の情報をしっかりセキュリティ

していくという姿勢は何ら変わるところもありませんし、これからもしっかりやっていく

という姿勢は何ら変わることありませんので、委員の皆さんには当然そういうお答えをし

ていきたいと思いますし、町民の皆さんにも何らかの形でというような、これかなり難し

いですけれども、ただ町の姿勢としてはこれからも、そして以前も個人情報についてはし

っかり守っていくという姿勢には何ら変わらないということをまずお伝えしていきたいな

というふうに思います。 

 そういう面でのチェック関係についてもしっかり機械的なものと、先ほどいろいろお話

ありましたけれども、どういう形でチェックをしていくのかというのは全部をするという

のは難しいですから、これからどうやって、検討はしていきますけれども、重要な部分に

ついてのチェックはできるのかどうかも含めて、全情報をチェックするというのは難しい

と思いますけれども、方法は考えていきたい。日々こういう情報、端末は進化していきま

すから、そういう面では町だけでは対応できない部分がありますから、ＴＫＣ等と、提携

しているそういう大手の部分と連絡をとりながら、しっかりセキュリティについては考え

ていきたいというふうに思っていますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○阿部委員長 ありがとうございます。 

 ほかにご質問ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 では、もう少しチェックしていきます。個人情報保護条例ということで今

ありまして、一部改正されております。このことについてはよろしいですね、今途中であ

りましたから。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 それから、特定個人情報の適正な取扱いに関する基本方針ということも確

認していただいたのだと思いますけれども、よろしいですね。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、規程ということでありましたが、これは 21 ページから 23 ペー
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ジ、新しく規程ということができたのですけれども、その辺についてはご質問ございませ

んか。いろいろとこれまでご質疑をいただいたのですけれども、ちょっとかぶったりなん

かしているものあったのですけれども、お互い認識したつもりで認識していなかったとい

うこともあったら困るので、再度確認いたします。もうお聞きすることございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 一応…… 

（何事か声あり） 

○阿部委員長 ３についての説明ですか。 

（「それ終わった」の声あり） 

○阿部委員長 失礼いたしました。ＴＡＳＫシステム・ネットワークのイメージというこ

とについての説明ですか。３番の説明ということで。 

 差間委員。 

○差間委員 いいですか。 

○阿部委員長 ええ。いただきましたので、これ説明は。 

○差間委員 説明を聞いた瞬間ちょっと疑問に思ったことも１点あったものですから、そ

れについてちょっとお聞きしたいのですけれども。 

○阿部委員長 では、差間委員、どうぞ。 

○差間委員 このイメージ図で、インターネットと情報系端末、これ全職員の間で情報系

端末のほうは利用しているということで、ＬＧＷＡＮとインターネットも今のところつな

がっているとおっしゃっているのでしたよね。そして、いずれこの部分は通信不可能にな

りますよという説明でよかったのですよね。 

○阿部委員長 村瀬情報管理係長。 

〇村瀬情報管理係長 現在は、インターネットとＬＧＷＡＮ両方つながるような形になっ

ておりますが、国のほうで個人番号を利用する、いわゆる住基関係と、あとＬＧＷＡＮ、

あとインターネット、こちらを３つ全て分けるように指導がされておりまして、今後補正

ですとか対応していく予定なのですけれども、インターネットにつながる端末はインター

ネットのみ、ＬＧＷＡＮに抜ける端末はそのＬＧＷＡＮ接続端末のみ、個人番号を使用す

る端末は個人番号を使用する端末のみという形でそれぞれが通信できないように国のほう

で指導されておりますので、今後はその３つで分けてネットワークを構築する予定です。 

○阿部委員長 いいですか。私からちょっと。今の件で質問なのですけれども、それは大

体いつごろの時期を目指しているのかなというのと、それからあくまでこの件でいくとど

こかの時点で回遊すれば、全部全てつながっていくという感じするのですけれども、その

辺いかがですか。 

（「暫時休憩お願いします」の声あり） 

○阿部委員長 では、暫時、ちょっと休憩します。 
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午前１１時４４分  休憩 

午前１１時４５分  再開 

 

○阿部委員長 休憩を解き会議を始めます。 

 では、ただいまの質問については、大山課長、どうぞ。 

〇大山総務課長 今の質問でございますが、新たな自治体の情報セキュリティ対策という

ことで、昨年の暮れに総務大臣のほうから各地方自治体に対して通知がございました。今

までは、インターネットとＬＧＷＡＮに関してそれぞれ仮想的に、技術的に分けていて、

問題はないというふうに解釈していたわけでございますが、国のほうからＬＧＷＡＮ系と

インターネット系を完全に分離しなさいという指導というか、やりなさいという通達がご

ざいまして、それを受けまして今回３月に補正をさせていただき、28 年の夏ぐらいまでに

は整備をしていきたいというふうに考えてございます。当然近々補正をさせていただくの

ですが、その中には国の事業も使いながら、国のほうではやりなさいと言った以上は支援

をしますよと。ただし、国も 27 年度の補正予算でやるので、今回補正で繰り越して整備を

しなさいと、その分に関してだけ支援をしますよということを受けておりますので、それ

を受けて今後整備していくということで考えてございます。 

○阿部委員長 おわかりいただけましたか。 

○差間委員 内閣府のホームページ見ても、個人情報というのは分散管理で、芋づる式に

抜け出すことはできませんよと書いてあるのです。でも、そういった今言ったような説明

をお聞きしますと、待てよと。これ危険でないのということもたまたま思ったものですか

ら、夏までということであればそれは夏までにやるのでしょうけれども、私考えるのはも

っともっと早いほうがいいのではないかなと思ったりしたものですから。 

○阿部委員長 獅子原課長補佐。 

〇獅子原総務課長補佐 番号自体は今年の１月から利用されていますけれども、ＬＧＷＡ

Ｎを使ってというものは情報連携というもの、ほかの自治体との間の連携ですとか、そう

いったものを行うときにＬＧＷＡＮの回線を使うことになります。それが平成 29 年の７月

からになっておりますので、それまでの間はＬＧＷＡＮ系のほうにはそういったものはの

らないというか、形になりますので、一応夏までに終われば 29 年 7 月の連携までには余裕

で間に合いますので、そういった問題は生じないということになっています。番号を持つ

下の基幹系の端末についてはもうもともと分離されておりますので、そういったことはな

いということでございますので、よろしくお願いします。 

○阿部委員長 おわかりいただけましたかと私が聞くのもあれなのですけれども。 

 河内委員、どうぞ。 

〇河内委員 要するに基幹情報システムと個別情報システムがあるのだけれども、個別情

報システムというのはうちの税務システムだとか、住基システムだとか、福祉システムだ

とかというようなやつがあって、基幹情報システムというのは国からの中間サーバーを用
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いたところのやりとりの基本となるところで、ひもつきという言葉がここで、ひもつき番

号というのかな、やりとりするから、情報の漏れはないのだというようなことが書かれて

いるけれども、それちょっとわかりやすく説明。 

○阿部委員長 システムについてですか。 

〇河内委員 うん、情報漏えいのことで。 

○阿部委員長 村瀬情報管理係長。 

〇村瀬情報管理係長 先ほど住基システムですとか、そちらのほうに全てマイナンバーと

いう番号がついておりまして、それのほうの番号に関しては今もともとあった住基ネット

枠システムという方法で番号の管理はされております。先ほど言った中間サーバーという

のは、今度利用する側になりまして、個人番号についていろいろ個人情報ですとか、税の

情報ですとか、そういう利用する場合には中間サーバーを通して、各町なり情報を持って

いるものを抜き出すという作業になるのですけれども、現時点では個人番号つけたという

情報、基本の情報、住所ですとか名前ですとか、税の情報というのは番号ついているだけ、

そちらのほうに関しては今のところ住基ネットだけのネットワークの中でやっております

ので、そのほかにＬＧＷＡＮから漏れるということは先ほど補佐説明したとおり一切ない

のですけれども、今度利用する側のときにＬＧＷＡＮを通して、中間サーバーを通して、

各町の例えば浦幌町から転出された方が使うときにそちらの情報を得るというのが先ほど

説明したとおり 29 年の７月からという形になりますので、それまでにＬＧＷＡＮ、いわゆ

る地方自治体のネットワークを利用しますので、そちらとインターネットはつながらない

ようにしなさいという指導のもと、それまでにうちとしては分けるという予定でおります。 

○阿部委員長 おわかりいただけましたか。理解できない。 

〇河内委員 ひもつけ番号というのがなかなかちょっとわかりにくかったものだから、個

人番号は各システムの中で、個別情報システムの中ではひもつけ番号の中にそれが載って

いるから、ひもつけ番号のサーバーのやりとりだから、途中で何か流出しても芋づる式に

はいかないのだというようなことが書かれてあるものだから、そうですね。わかりました。 

○阿部委員長 なかなかシステムについては難しいものがあるのですけれども、あとご質

問ございませんか。あと説明される側のほうで、これはみんな理解しないから、ちょっと

説明しておいたほうがいいかなと思うのがあれば伺います。よろしいですか。そういう言

い方もないのかな。勘違い、説明受けている場合もあるかなという感じしたのですけれど

も、よろしいですか。あと、質疑についてはもうございませんか。説明いただくのはもう

これが最後になりますけれども、よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 なければ、一応理事者からの説明は……失礼いたしました。議長、副議長、

何かすごくにこにこして見ていられたのですけれども、何か今のうちにご質問することが

あれば伺いたいと思います。 

〇田村議長 ありません。 
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○阿部委員長 副議長はどうですか。 

〇森副議長 ありません。 

○阿部委員長 よろしいですか。それでは、一応この件につきましては説明が終わりまし

たので、質疑をこれにて終わりたいと思います。 

 ここで暫時休憩をいたしたいと思います。 

 

午前１１時５３分 休憩 

午後 ０時００分 再開 

 

○阿部委員長 休憩を解き会議に戻ります。 

 これからは、委員会としての意見を若干まとめさせていただきたいと思います。 

 今まで皆さんのご質問、それからここはこうだったなという確認もさせていただきなが

ら、意見調整なり会議の調整させていただいて、改めて先ほど一番最後のほうになったの

ですけれども、そういった形の中で今後きょうの協議の結果、それから討論の結果で皆さ

んがここの部分はちょっと意見として出しておいたほうがいいだろうということがあれば

伺いたいと思います。 

 先ほど順番に先のほうからいきたいなと思いますけれども、規程、それから基準、それ

から緊急対応ということなのですけれども、その点について皆さんから先ほどお互い質問

して気になったことがあればお聞きしたいなと思いますけれども。一応私の報告書といた

しましては、このセキュリティに関するものとこの中の流れの中で順次報告書の詰めとさ

せていただきたいと思います。一応それに沿った中で皆さんからご意見をいただければ、

こういうことは出したほうがいいぞとか、こういうことは疑問だから、こうしてもらった

ほうがいいぞとかというのがあれば受けたいと思います。単に説明の報告だけということ

にはならないと思いますので。 

 まず、差間委員のほうから情報化安全委員会についてということであったのですけれど

も、これについてはいかがですか、ちょっと前後しますけれども。 

○差間委員 この部分については、この委員会は全庁的な組織で、私勘違いしておりまし

て、第三者的な性格を含むと思っていたものですから、その点でちょっと質問がちぐはぐ

になって…… 

○阿部委員長 庁舎内のシステムということで。 

〇差間委員 そうですね。庁舎内のシステムで、日々行われている職員の業務を補完する、

補完と言ったらおかしいかな。監視と言っても変だし、補完と言ったほうがいいのですか、

補完するシステムで、そもそも日々の中から出てくるセキュリティチェックというのです

か、そういったものを全くネットワークの中で解決されていくことで、職員個々の端末の

中からこの浦幌町情報安全化委員会を立ち上げて、審議するということ自体がほとんど発

生しないという中で運営されていっているという職員の人の回答ですか。それ聞いて感じ
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たのですけれども。 

○阿部委員長 各委員はどうですか、今の差間委員のご意見について。そのようなことで

よろしいですか。 

〇河内委員 ここにもう書いてあるとおりなのだけれども、本当に必要なもの、やはり注

意しなければならないものをずっと列記されていて、これがこのとおりやればほぼもう間

違いないのだろうけれども、ただ人間であるから、どうしても操作ミスだとか、ちょっと

した思い違いだとか勘違いがそこに介在すると、100％ミスは生じないとは言えないと思う

のだ。それで、できるだけ職員にこういったことをきちっとやるためにこういったセキュ

リティ基本方針に関する規程、そしてそれに伴うセキュリティ対策基準と、それと緊急時

対応計画と、また特定個人情報の適正な取扱いに関する基本方針と、また浦幌町特定個人

情報取扱規程というようなものを整備した中で、浦幌町の行政、特に情報セキュリティに

関することはきっちりやるよということでのこういった取り決めを今回されたのかなとい

うことなのですけれども、それでそのことができているかどうかということで、できるた

めにはやはりページ３の中の第６条に人的セキュリティ、それと運用、第７条に情報セキ

ュリティポリシーの遵守状況を検証するために定期的または必要に応じて情報セキュリテ

ィの監査及び自己点検を実施すると。このことを何回か私は確認をさせていただいたわけ

ですけれども、チェックシートで個別のチェックをするのはもう膨大な遵守事項がある中

で、現実的には無理であろうということ、これもわかります。ただ、この中には非常にポ

イントとしてここはという押さえるところがやっぱりあると思うのだ、この中でも。そこ

を幾つかいろいろ検証した中で、チェックポイントとして必ず管理者も個人もチェックし

ていくというようなことも今後検討していただきたいなというところは感じました。 

○阿部委員長 今総体的なご意見だったのだなと思います。 

 杉江委員はどうですか。 

〇杉江委員 個人情報あるいは特定個人情報の管理について、ここに示されている情報セ

キュリティ基本方針にかかわる規程に沿ってしっかりと職員と情報や規程の管理ができる

ということであればいろんな事態も起きないということを前提にして、このことを徹底し

て実施していくということがあればそれでいいと思うので、そのような意見を付して報告

にしていただければいいなと思いますけれども。 

○阿部委員長 いいですか。 

〇杉江委員 きょうの質疑の中でも何かこれは不都合だからどうしていきましょうという

ようなことではなかったと思うので、全体の質疑の内容が。ですから、この規程に従って

厳重に情報の管理をして。 

○阿部委員長 沿った中での管理ですか。 

〇杉江委員 での対応してもらうのが情報を守るための対応だということで、私はいいと

思うのです。それ以上の意見はございません。 

○阿部委員長 あと、福原委員はどうですか。 
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〇福原委員 ほかの委員が言ったような内容で私はいいと思いますが、国からいきなりこ

ういうものがおりてきて、国では何年か前から調査研究をしながら現在に至っていると思

うのですけれども、もう余裕がないままで町村におりてきて、国自体でもいろんな意味で

何か不手際というのですか、機械に対する不手際とか、いろんなことがありましたので、

そういったものをクリアしながら町村でやっていかなければならないということで、非常

に大変だと思います。だから、まだ所見までいかないですよね、これ。所見はまた別に聞

くのですね。各課で対応をということで、非常にホームページ見た限りでは、漏えいとか

なんとかということはないのでしょうけれども、各課でむらがあるのです、情報のスピー

ドというか。せっかく情報化にしているのであれば、やはり今月で発生したことは今月報

告とかと、次の月に報告とかということで、大変早い課もありますし、インターネット持

っている方はもうしょっちゅう見ていると思うのです。だから、それをどのようにマイナ

ンバーも含めてなのですけれども、対応していくのかなというふうに思うのですけれども、

所見も含めて具体的に言えば。 

○阿部委員長 僕的に伺っていたのは、やっぱり各課、今もう本当に各課に対して全部ホ

ームページなんかの掲示板等でも示されていることなので、おくれるということはまずな

いのでないのかなという感じがします。ただ、問題は不祥事が起こり得る、起こったよう

な状況の中で、いかにそれに早期で対処するかというのが課題なのかなと思っています。

ですから、そういうことも含めて思うのでありますけれども、今福原委員が言われたこと、

それから杉江委員の言われたこと含めまして、僕大切なことなのだろうなと思います。最

終的には、やっぱり河内委員の言われたようなことが基本的には今後必要なのかなとある

程度私も考えております。そういうことも含めまして、何かこの件につきまして、全体的

でも構いませんから、もうちょっと気のついたことあれば。職員の研修についても若干出

ていたように思ったのですけれども、いかがでしょうか、その辺については。 

〇差間委員 職員の研修に関しては、私もちょっとびっくりしたのですけれども、全く必

要ないような感覚でこのマイナンバーが運営されているというのですか、新規の職員が入

ってくるときは、臨時職員のときは別として、日々自分の作業をすることによって、自分

の手続が改善されていく、ネットワークシステムの中で解決されていくという印象を持ち

ました。先ほどと同じ意見になるのですけれども。 

○阿部委員長 それから、先ほど杉江委員の言われた外部の専門家ということではよろし

いですか。サーバーを管理する会社が外部の専門家という感じを私は受けたのですけれど

も、そこは。 

 福原委員、どうぞ。 

〇福原委員 委員長の言われたように、東京のサーバーで浦幌町の全てだろうと思うので

すけれども、情報を管理してもらっていると。激甚災害とかなんとか、庁舎内もパソコン

が壊れたりなんかしてだめになった場合でも、そこで安全に保管をしてもらえる遠隔管理

というのですか、そういったものが確立されていることには非常に安心感があるというこ
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とで、ただ遠隔管理の間で途中で情報が漏えいしないのかなと思いながら聞いていたので

すけれども、またそういうことを心配すると切りがないので、その辺は黙っていたのです

けれども。 

○阿部委員長 そんな遠慮しないで聞いてください。 

 自分も１つ、あと皆さんほかに何か気のついたことございませんか。あくまで基本的な

ものについては、サーバーの中におさまって、それを管理していただいて、情報管理とい

うか、サーバー自体の管理をしていただいているのだなと私は感じたのですけれども、こ

のサーバーも本当は１個でいいのかいと聞きたかったのですけれども、そこもちょっと言

えなかったので。 

 あと、皆さんもお気づきになったことございませんか。各自先ほどのことだけでよろし

いですか。さっき今僕最後のほうで言ったのですけれども、チェックシートなりなんなり

と、どのような形になるかわからないけれども、やっぱり最終的に人的なセキュリティに

ついてはその辺のこともペーパーによるか何かは別としても、そういうチェックはあった

ほうがいいのかなということ多々あると思うのですけれども、そのようなことでいいです

か。もっと細かい何か必要ですか。 

 河内委員。 

〇河内委員 細かいチェックシートは要らないと思うのだけれども、特にポイントとなる

ようなところについてはチェックシートがあったほうが、何点か抜粋して、ここはもう本

当に情報漏えいを未然に防ぐためにはポイントとなるところだなというところはきちっと

チェックシート何点か、何項目かあったほうが、それは行政でちょっといろいろ分析した

中で必要なものについてはあったほうが内部監査だとか、そういったことをするにしても、

やはりそのほうが資料として確認できるのではないかなという気はします。 

○阿部委員長 だんだんと言葉が少なくなってきたのですけれども、そんなようなことで。

あとは、一応ある程度言葉の今後の皆さんからご意見を伺っていた部分を含めまして、さ

らなるご意見ございませんか。ちょっと私言い忘れたということがあれば、今のうちに言

っていただければ。 

 差間委員、どうぞ。 

○差間委員 マイナポータルの点で、29 年の１月から始まるということなのですけれども、

ちょっとこれは職員の皆さんの前では言わなかったのですけれども、情報弱者がまた出て

くるのではないかなという、その辺は感じました。自分の情報がどう利用されているか、

確認しようがないというのですか。マイナポータル…… 

○阿部委員長 29 年の１月は、まだ別なものでですか。私そういうふうに感じたの。マイ

ナポータル、今でももう始まっているのではないですか。そんなことない。 

○差間委員 情報提供等記録開示システムということで、自分の情報を確認できる手段と

して、これだから 29 年の１月、これ町の広報のですけれども、こういったことがマイナン

バー制度に関して説明が出ているのですけれども、ですからこれはマイナンバーのカード
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を持って、暗証番号を持っている人が自分の家で確認できるのですよね、自分の情報がど

う扱われているか。 

〇河内委員 ただ、今度の、この間も言われたのだけれども、番号法においてのあれはこ

この所轄としては適用外であるということだから、そのことは…… 

○阿部委員長 そのとおりだと思う。 

〇河内委員 うん。まず、今回の調査とはまた、それは補足としてつけてもいいことなの

だろうけれども。 

○阿部委員長 今河内委員のほうからありましたので、そのようなことでひとつご理解く

ださい。 

 皆さんからほかに何かご意見ございませんか。これではちょっとまとめがつらいかなと

いうところもあるのですけれども。 

 河内委員。 

〇河内委員 あと１点、今回緊急時対応計画というのがこれ訓令、国からこのことに計画

を立てなさいということで立てて、きちっとしたものでき上がっているのだけれども、こ

れがあるということは、今外国からいろんなウイルスが不正に侵入してきたりだとか現実

にあるということで、万が一はないということなのだけれども、でも万が一もあったとき

に備えていると思うのだけれども、このときにこの緊急時連絡体制が対応できるような形

で、日ごろマニュアル的な何かあったときはべっと連携がきちっと対応して、早急にそれ

に切断するだとかなんとかということが対応できるようにやはり認識して、日々そのこと

については対応できるようにしていかなければならないのかなと、これは万が一の話です

けれども、こういったものをつくったということは。 

○阿部委員長 一応先ほどこれの説明もあったのですけれども、文書のような説明しかな

い状況なのですけれども、そのことも触れておくということになりますけれども、対応を

速やかにするということですね。 

 お言葉が出ないと、言葉がないとこの次の報告にするもので、これと外れたことでも盛

り込めないので。 

（何事か声あり） 

○阿部委員長 いや、いいです、そういうことでも。新たに討議した中での言葉での報告

書に盛り込まれますので、今のうちに気のついたことあれば申してください。ここで討議

しなかったことは、なかなかもう意見として出せませんので、議論しなかったことはでき

ませんので、よろしくお願いします。 

 特定個人情報の適正な取扱いに関する基本方針という中ではよろしいですか。 

〇福原委員 ここにずっと何項目かありますよね。これは全部調査しましたよという列記

されるのですか。 

○阿部委員長 どれですか。 

〇福原委員 ここの情報セキュリティ基本方針に関する規程、調査事項の１としてこれを
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書いて、２として何でしょう。 

○阿部委員長 一応調査しましたということになると思います。 

〇福原委員 列記するのですね、ここのタイトルの。 

○阿部委員長 はい、このとおりで一応走ります。その中で皆さんからいただいた意見を

この辺かなというところでちょっと少しつけていきたいと思って考えています。 

〇福原委員 では、漏れがないので…… 

○阿部委員長 これについては、漏れはないと思います。ただ、意見が薄かったなと感じ

ることについては書けませんので、この中で今のうちに意見を言っていただければ、この

文書はただ説明いただいたわけですから、あとこちらのほうの考えをやっぱり言わなけれ

ばならないと。 

〇福原委員 さっき同僚委員が情報弱者というのですか、そういったものの発生がますま

す、発生と言ったらあれなのですけれども、多くなるというか、本当にパソコン持ってい

ないと何も情報がわからないというのではなくて、何とか町民に対してのＰＲというか、

そういったものも含めて、何か各施設のところに前はパソコン置いてあったのですけれど

も、ほとんど今ないですね。委員会も置いていませんし、図書館も置いていませんし、こ

この町民課はどうだったかちょっとわからないのですけれども、そういったものをマイナ

ンバーなんか皆さんに番号行ったときに何か見やすいようなパソコンの設置というのです

か、そういったものは無理でしょうか。 

○阿部委員長 それこれとちょっとずれてしまうかなと思うので、先ほどの差間委員との

形と同じなのだと思います。そのことについては、これが後でまたどうなのだろうという

ことでやっていただくほうがよろしいのかなと感じいたしますけれども。自分の要するに

情報がどの程度ということを知りたいということなので、マイナンバーということでなく

て、あくまで個人情報、個人の情報を自分でどうやって知るかということだと私は思いま

すけれども。そのことでしたら、また知り得る方法をやっぱり構築していただきたいとい

うことを言えばいいので。 

〇福原委員 そうですね。知り得る情報の……。 

○阿部委員長 マイナンバーにかかわらず、自分の個人情報はどのように使われているか

を知りたいということなのだと思うのですけれども。 

〇福原委員 どれだけ情報が守られているのかという、本人が知らない間にいろんなこと

が国で定めて流れてきているということですから。 

○阿部委員長 ただ、私が説明していますのは、基本的なことについてはこういうふうに

使えますよということだけはあるから、それから外れているかどうかということだと思う

ので。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、一応委員のほうからはないと、意見この程度だということで受
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けとめさせていただいてよろしいですか。もうちょっと何か言いたかったことあったので

はないかなと私感じするのですけれども、一応委員同士のお話もこれはできることなので、

ああだ、こうだという、どうだった、こうだったという形になると思うのですけれども。 

 河内委員。 

〇河内委員 先ほど副町長も言ったように、個人情報の管理については今までも当然やら

れてきたことで、それは紙から電子化されてきたということ、それが今回調査の中で電子

化された中で情報漏えいはないのかということだと思うのだけれども、その辺がわかりや

すく表現、町民に通じれば余り不安視するようなこともないのかなということで表現した

らどうかなと。さっきの弱者、情報弱者については今回の調査の中ではちょっと適用外に

なってしまうので、ただ制度としてはマイナポータルというのがあるということは確かな

ので、そういった触れ方ぐらいしかできないと思う。 

○阿部委員長 情報弱者という形では、なかなかそうはいかないと思う。その前にちょっ

と保護してあげなければいけない部分もあるかと思います。 

〇河内委員 今回の所管事務調査の中では、そのことについて触れることはできなかった

ということだね。 

○阿部委員長 言葉尻では触れませんけれども、やっぱり守らなければいけないものは守

らないとということで考えているのですが。 

〇差間委員 広報でマイナポータルのことについて触れていたので、それで今回総務課に

関するセキュリティに関するものにも関連してくるのですけれども、マイナンバー制度の

システムというものは安全であるということを町民に何とか周知してほしいと私も言った

のですけれども、その部分で何か言葉が総務委員会の意見としてまとめられないかなとい

うことは考えているのですけれども。 

○阿部委員長 あくまで…… 

〇差間委員 これは、情報の管理ですか、それをもう題目にして今回調査しているので。 

○阿部委員長 そういうことも全て含まれてくるのだろうとは感じているのですけれども。 

〇差間委員 その中で自分の情報が得られないという不安はあるのだけれども、そのこと

に触れる、触れないにかかわらず、このマイナンバー制度、ネットワークシステムとして

はかなり安全なものですよということを打ち出すべきではないかなと思うのですけれども。 

○阿部委員長 町民に対してですか。 

〇差間委員 はい。今回の報告として、システムとして日々チェックされているというこ

とで。 

○阿部委員長 それは、一つのあれとして報告はするつもりではいますけれども。だから、

100％安全だというようなのはどこまでいってもないわけですから、どこかで。 

 杉江委員、どうぞ。 

〇杉江委員 今の差間委員の安全であるという情報を委員会が住民に発信しようと、そう

いうことにはならないと思うのです。より安全であるために、今こういう調査やって、意
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見を出すわけですから、安全であるという保証はどこにもなくて、最大限の安全を期する

ということの調査、審議をやってきたのだと思うので、私はそれはそういう表現の仕方で

調査報告をするというのはやっぱりちょっと疑問があります。 

○阿部委員長 議会としては、その保証はないかなという感じはします。やはり今杉江委

員の言われたことが主軸になっていくのだろうと考えます。 

 一応きょうのまとめといたしまして、先ほど私が言ったような形の中で、セキュリティ

に関する規程という中でどのようにしているのかということ、今まで言われたようなこと

をまとめていきたいなと感じいたしますのですけれども、細かくなかなかちょっと私言葉

で出せないのですけれども、あくまで先ほど杉江委員の言われたような形があって、いか

に安全に扱っていただくか、扱っていただけるようやっぱり努力環境を促すということに

していきたいという感じはするのですけれども、そんなような形の文章の中身でよろしい

ですか。 

（「異議なし」の声あり） 

○阿部委員長 では、一応……その前に議長、副議長、何かありましたら。 

〇田村議長 いや、別に何もありません。だけれども、よくわからないのだけれども、こ

ういうネットワーク、インターネットの中で、それぞれこういう機器で情報を提供すると

いうようなことになれば、我々なんていうのは役場の職員も含めて、本当にこういう関係

は僕は素人だと思うのです。それでなかったら、ああいう機器を操作して、まだまだ頭の

いい人がいて、どんなに大事にしようとも、こちらがやろうとも、全部盗み出すだけの技

量を持っているわけですから、それに対応できるといったらどうだといったら、今我々は

最低限度やっぱり決められた情報の中から、こういう決まりの中から、これをいかに堅持

していくか、それをまた見届けていくかということが大事なことでないかなというふうに

思っていますので、きょうはいい研修だったなと思っております。 

○阿部委員長 今議長のほうから謙虚な姿勢ということもありましたので、そのことも含

めましてこの後も我々も個人情報の取り扱いにつきましては常に謙虚な姿勢で、なおかつ

情報につきまして、セキュリティにつきましては日々、私の考えとしましては、本町が保

有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するための基本的なセキュリティ保全

のために常に必要な処置を講じていただきたいということが私の最後の言葉になるのです

けれども、それを所見の最後につけたいと思うのですが、そのような形の中で一応報告書

作成ということにいきたいのですけれども、よろしいでしょうか。 

〇河内委員 それと、ここにまとめとしてずらっと羅列しておりますけれども、今回のポ

イントだと思うのだ、これ。ここに上から浦幌町情報セキュリティという、基本方針に関

する規程ということで、どういうものということで簡単に書いてありますけれども、この

８点、このことを網羅して調査報告、今の委員長のまとめで冒頭に始まってもいいし、そ

れで流れってできるのではないですか。これが基本になると思うのだけれども、骨格は。 

○阿部委員長 それでは、もうちょっと先、本当は言葉逆になったのですけれども、一応
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今回の流れとしては、本町が保有する情報資産の機密性、安全性を維持するため、本町が

実施する基本的な情報セキュリティ対策に関して町内での行政手続及び個人情報の取り扱

いにおいて町民の不安を解消し、個々の不利益とならないよう調査したという形の中で私

としてはいきたいのですけれども、その後に先ほどの結果がつくのですけれども、その中

で今河内委員の言われたようなことを含めて今回議論させていただいたことを載せて報告

としたいのですが、よろしいでしょうか。まず、この言葉のちょっと前後のこともあるか

なと思いますけれども、その辺はまたご指摘をいただくことにして締めたいと思いますが、

よろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

○阿部委員長 事務局的にはどうですか。いいですか。 

 それでは、一応長い時間議論、また説明もさせていただきましたけれども、本日の総務

文教厚生常任委員会、付託事件につきましては、番号法（マイナンバー法）施行に伴う個

人情報の取り扱いということで一応締めますが、その他について、この件ありましたら伺

いたいと思います。ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○阿部委員長 それでは、本日の会議、本当に長時間になりましたけれども、以上で終了

させていただきたいと思います。 

 報告につきましては、作成については私と副委員長にお任せをいただきたいと思います

が、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○阿部委員長 ありがとうございます。 

 それでは、本日の会議を以上長時間にわたり本当にご審議並びにご意見ありがとうござ

いました。これをもちまして報告書にかえ、総務文教厚生常任委員会にさせていただきま

す。 

 どうも本日はありがとうございました。 

閉議 午後 ０時３７分 


