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 生活保護関係事務の特定個人情報保護評価書について、みなさまからの意見募集を行

いました。意見募集の実施内容と結果については、下記のとおりです。 

 

１ 意見の募集期間 

  平成 27 年６月１日（月）～平成 27 年６月 30 日（火） 

 

２ 公表場所 

 (1) 市役所等での配布 

ア 保健福祉局総務部保護自立支援課（本庁舎３階） 

  イ 市政刊行物コーナー（本庁舎２階） 

  ウ 各区役所総務企画課（広聴係） 

  エ 各まちづくりセンター 

 (2) 札幌市公式ホームページによる公開 

   http://www.city.sapporo.jp/hokenfukushi/hoshi-bosyu/mynumber/pia1.html 

 

３ 意見の受付方法 

 (1) 郵送 

 (2) 持参 

 (3) ＦＡＸ 

 (4) 電子メール 

 

４ 意見数等 

 (1) 提出者数 

   ５名 

 (2) 意見の受付方法別内訳 

提出方法 郵送 持参 ＦＡＸ 電子メール 合計 

提出者数 ０人 ０人 １人 ４人 ５人 

 (3) 意見総数 

   ３８件 

 

５ 意見の概要とそれに対する札幌市の考え方 

  別添のとおり 

 

 

市政等資料番号  

01-E01-15-1864 



生活保護関係事務に関する評価書に対するご意見の概要と札幌市の回答 

（平成 27年６月１日～６月 30日実施） 

１ 生活保護関係事務及び評価書に対するご意見 

 ※ 同趣旨のご意見は一つにまとめております。 

No. 寄せられたご意見 札幌市の回答 

1 ページの記載が無い ご指摘を踏まえ修正いたします。 

2 「個人のプライバシー等の権利利益の保

護宣言」の意味がわからない。 

札幌市が特定個人情報を保護するために講じる措置を明ら

かにし、自ら宣言することで、市民の信頼を確保することを

目的としています。 

3 右下の「様式４」とは何か 特定個人情報保護評価指針（平成 26年４月 20 日特定個人情

報保護委員会作成）において定められている全項目評価書の

様式を指します。 

4 生活保護の不正受給をあぶりだすために

番号制度にかける税金を生活保護費や他

の福祉政策に回したほうがよほど行政を

効率化でき、きめ細やかな支援となる。

（類似１件） 

マイナンバー制度は、行政分野における公正な給付の確保を

図るのみならず、手続の簡素化など国民にとって負担の軽減

や利便性の向上を図ることを目的としており、すべての自治

体で対応が義務付けられております。 

また、マイナンバー制度の施行により、必要な福祉政策を実

施できなくなるといったことはありません。 

5 別添２ (1)面接情報について、「同席者」

の住所、氏名、関係、電話などの情報ま

でもファイルに入るということを市民に

周知しているのか。なぜ特定個人情報と

して必要なのか。 

マイナンバーについては、あくまで要保護者から取得するも

のであって、同席者から取得することはありません。 

面接情報は、保護業務に必要な情報として要保護者や同席者

などの来訪者から取得する情報ですが、国の定める帳票「面

接記録票」において、要保護者や来訪者に係る住所、氏名、

関係、電話番号が記載項目となっていることから、「特定個

人情報ファイル記録項目」として管理します。 

6 中間サーバープラットフォームについ

て、常にある漏えい危険、ヒューマンエ

ラーの想定はあるのか 

中間サーバー・プラットフォームが接続している情報提供ネ

ットワークシステムは、インターネットとは接続しない閉鎖

的なネットワークであり、さらに通信相手や通信種類を限定

することにより、不正アクセスを遮断するように制御されて

います。また、個人番号を元の値が推測できない符号に置き

換えて情報提供ネットワーク上で通信することにより、個人

番号そのものの流出を防止しています。その他、通信内容を

暗号化により、盗聴等に備えています。 

このように、いくつもの手法を組み合わせて多重的にセキュ

リティ対策を講じることにより、新たなリスクやヒューマン

エラーにも対応できるものと考えています。 

7 住民票の無い人、居所と異なる人、本人

確認できない人などについては行政サー

法令では、生活保護の申請等の際に個人番号を記載すること

と定めていますが、記載がないことによって申請の有効性が



ビスが受けられないということか。 否定されるものではありません。 

8 委託、再委託するとなっているが、守秘

義務やファイル取扱いが不安 

委託業者との契約において、秘密保持の遵守に関する条項を

明記して情報漏えいを防止しています。 

9 評価書中の「特に力を入れている、十分

である、課題が残されている」の具体的

な差異・区別は何か（類似１件）。 

特定個人情報保護評価指針の解説別添４（評価書の記載要

領）で、以下のとおり選択の基準が示されております。 

・評価実施機関としてこのリスクへの対策に特に積極的に取

り組んでいる場合は、「特に力を入れている」を選択 

・このリスクに対して、十分な対策を行っていると評価する

場合には「十分である」を選択 

・十分に行っているとは評価できず、まだ課題が残されてい

ると評価する場合には「課題が残されている」を選択 

10 その他のリスク対策について、自己点検

で大丈夫なのか、不安だ。 

自己点検についても、評価書Ⅳ１①の方法により適切に行っ

ていくところですが、これに加えて札幌市では、毎年、本評

価書に記載された事項が順守されているかどうか、セキュリ

ティ内部監査を実施してまいります。この内部監査では、外

部の専門家の支援を受けながら実施します。 

11 生活保護を利用している方について、マ

イナンバーについての説明会を実施して

ほしい 

国及び札幌市ではホームページやコールセンターで制度に

関するお知らせや問い合わせを受けております。また、札幌

市においては広報さっぽろや他の広報媒体を活用し、広く市

民に制度の内容をお知らせしてまいります。 

 

12 先の日本年金機構からの個人情報流出事

件を踏まえ、再度評価書を点検し、意見

募集をやり直すべきだ。 

日本年金機構からの個人情報流出事件は、基本的な情報セキ

ュリティ対策を怠ったことにより発生したものであり、札幌

市がすでに実施しているセキュリティ対策を順守すること

で防げるものと考えております。事件を踏まえ、再度情報セ

キュリティ対策の徹底につき全職員に周知徹底を図ってお

り、今後も適切な対策を講じてまいります。 

13 生活保護に関する事務について、札幌市

にとってどこがどのように「効率化」さ

れるのか。 

個人の特定、個人の宛名の突合の正確性が向上し、公平かつ

迅速な生活保護の実施に資するとともに、生活保護の開始、

変更、廃止などの決定事務の効率化が図れるものです。 

14 生活保護に関する事務において効率化さ

れる時間は何時間で労力は何人工になる

のか。 

マイナンバー制度による効果については、国においても数値

化が難しいとされており、札幌市単独での算出も困難です。 

15 生活保護申請者・受給者は、どのような

ことについて負担が軽減されるのか。 

生活保護の申請や保護開始後の届出において、これまで必要

とされていた添付書類を軽減することを想定しております。

生活保護関係事務は法定受託事務であることから、具体的な

対応については、国からの通知等も踏まえ、今後検討してま

いります。 



16 評価書中の委託先に対する「セキュリテ

ィ教育、訓練」をどのように行っている

のか 

委託業者との契約において、秘密保持の順守に関する条項を

明記し、秘密情報の漏えい又は紛失を防止するための就業規

則、業務規定、その他の規定等を整備するよう定めています。

委託業者は前述規則等に基づき、セキュリティ教育及び訓練

を実施します。 

17 ウイルスやサイバー攻撃に対して導入し

ているシステムについて、札幌市は毎年

どれだけの経費をかけているか。 

ウイルスやサイバー攻撃に対しては、いくつもの手法を組み

合わせて多重的にセキュリティ対策を講じております。これ

らの対策については他の機器と一括で調達していることも

あり、セキュリティ対策のみの費用の算出は困難です。 

18 日本年金機構の個人情報流出問題の検証

がはっきりしない現在、「リスク対策は十

分か」の部分は「課題が残されている」

に訂正すべきだ。 

マイナンバー制度においては、制度・システムの両面から、

さまざまなセキュリティ対策を講じてきており、リスク対策

は十分と考えております。 

国では今回の事件の原因の究明、再発防止策を踏まえて、セ

キュリティ対策をさらに強化していくこととしており、本市

におきましても国の対策を見極めながら、より強固な対策を

講じてまいりたいと考えております。 

19 情報提供ネットワークシステムとの接続

に係る「リスク対策は十分か」の項は、

国の設計・開発の状況を踏まえて、いず

れも「課題が残されている」に訂正すべ

きだ。 

情報提供ネットワークシステムとの接続には、インターネッ

トとは接続されていないネットワークを使用し、不正アクセ

ス等に対しても十分なセキュリティ対策が講じられている

ため、リスク対策は十分と考えます。 

20 個人情報の取扱事務行動記録の運用とそ

の運用状況の公開が不十分であり、以下

の点につき是正が必要と考える。 

１ アクセスログの記録内容の不足。ア

クセス理由がくわしく記録されない。ア

クセス者の職位と氏名が（紙メディアで

も）正しく記録されない。 

２ アクセスログ自体をアクセス者が修

正・改ざんし得る可能性がある。 

３ アクセスログの保管期限が不適切。

KDDI 事件のようにログ保管期限が短す

ぎるため 

不正の検証が困難になる可能性がある。

最低でも 20 年以上の保管期間を設定・運

用すべき 

４ アクセス後に一時使用のためのデー

タを消去したことを第三者がチェックす

１ システムの利用者は権限設定により業務でのみ利用で

きるので、個別の操作のアクセス理由までの記録は行ってお

りません。個別の操作理由を入力させても、不正な目的が明

らかになることは現実的には難しいと考えます。いつ誰が利

用したかをログに記録し、必要がある場合には、ヒアリング

等により理由を確認します。また、ログイン時にアクセス者

を特定しているため、職位と氏名を確認することができま

す。 

２ アクセスログのファイルにアクセスできる権限を運用

保守担当者のみに限定しており、アクセス者が修正等をする

ことはできません。 

３ アクセスログは、公文書の保存期間や扶助費の時効の定

めから判断して保存期間を５年と定めております。 

４ 一時使用のためのデータについては、札幌市情報セキュ

リティポリシーに基づいて管理を行い、定期的な監査等を実

施しており、必要に応じてアクセスログを利用します。 



る体制と運用が不十分。アクセスログが

生かしきれていない。 

21 開示請求について、生活保護受給者等は

コピーの費用を賄う資力がないことか

ら、免除制度の創設が必要である。 

札幌市では、開示請求に係る手数料を徴収しないこととして

おり、自己の個人情報を確認することは、その費用を負担す

ることなく行うことができるため、写しの交付に要する費用

を免除する制度を設ける予定はありません。 

 

２ 生活保護関係事務に対するご意見（マイナンバー以外） 

No. 寄せられたご意見 札幌市の回答 

22 生活保護申請について、申請用紙を窓口

に置いておく、ネットからダウンロード

できるようにする等により簡単に手に入

れることができるようにすべき 

生活保護の申請は、単に権利を行使するだけでなく、家庭訪

問を受け入れる、さらに親族に対する調査及び資産の状況調

査を受け入れるなどの義務も伴うものであります。 

したがって、申請用紙を単純に置いておくのではなく、職員

が手渡しして、十分に説明を行うことが望ましいと考えてお

ります。 

なお、相談の際、「申請用紙がほしい」という方につきまし

ては、必ず申請用紙をお渡ししております。 

23 生活保護申請は全て受理し、その後審査

をするということにすべき 

現在においても、生活保護の申請があった際には全て受理し

ており、今後も同様に取り扱ってまいります。 

 

３ 制度に対するご意見 

No. 寄せられたご意見 札幌市の回答 

24 今般の年金機構による個人情報漏えいに

ついて自治体行政としてどのように受け

止めているのか。また、問題点をどのよ

うにクリアしているのか。 

（類似１件） 

年金機構における個人情報の流出については、重大な事故で

あると受け止めております。 

流出の契機となった標的型メールについて、職員への周知や

訓練を行っているほか、システム面でも多重的な対策を実施

しているとともに、今後も対策の改善を行ってまいります。 

25 インフラやセキュリティを強化しても安

全に運用することは無理である。 

いくつもの手法を組み合わせて多重的にセキュリティ対策

を講じることとしており、安全に運用できるものと考えてお

ります。 

26 札幌市として、政府に対して、運用の見

直し、延期若しくは中止を求めるべきだ。 

マイナンバー制度においては、個人情報の適正な取扱いを確

保するため、法制度とシステムの両面から、必要な対策が講

じられています。本制度は、国民にとって利便性の高い公

平・公正な社会を実現するとともに、行政の効率化につなが

る重要な社会的基盤となるもので、法ですべての地方自治体

に対応が義務付けられております。 

見直し・延期・中止等を国に求める予定はありません。 

27 意見募集は国からの指示なのか 番号法及び特定個人情報保護評価に関する規則第 7 条第 1



項の規定に基づき、全項目評価書を公示して広く住民等の意

見を求めることとされております。 

28 説明会を開催し、もっとわかりやすく市

民に周知した上で意見募集を募るべき。 

（類似２件） 

ホームページやコールセンターにより制度をお知らせして

おりますが、今後につきましては、それらに加えて、広報さ

っぽろや他の広報媒体を活用し、広く制度の内容をお知らせ

してまいります。 

なお、特定個人情報保護評価の実施時期は国の規則（特定個

人情報保護評価に関する規則）で定められており、本市の制

度対応スケジュールを踏まえて、この時期に実施したもので

す。 

29 マイナンバーは危険すぎる上に費用対効

果がない。 

マイナンバーは各機関が管理する個人情報が同じ人の情報

であることを正確かつスムーズに確認するための基盤にな

ります。マイナンバー制度により導入される、個人番号カー

ドやマイナポータルも含め、全国でそれらの利活用が進むこ

とにより、様々なメリットをもたらすことが期待されていま

す。 

30 今回の年金情報漏えい事件でも後処理に

多額の税金が使われていることから、マ

イナンバーは行政の効率化にはならな

い。 

マイナンバー導入後は、新たに市外との情報連携が可能とな

り、さらなる効率化が図れるものと考えております。 

31 個人情報が漏えいした場合、誰が責任を

取るのか。被害補償にどう対応するのか。

その規定はあるのか。 

（類似２件） 

具体的な対応は、事件・事故の内容によって異なってきます

が、本市の関係部や委託先が連携して、事態の把握や被害の

拡大防止の対応を行います。 

損害賠償や補償については、事案の内容により個別に判断す

ることになります。 

32 情報漏えいした場合の措置、公表はどの

ようにするのか。 

（類似２件） 

具体的な対応は、事件・自己の内容によって異なってきます

が、本市の関係部や委託先が連携して、事態の把握や被害の

拡大防止を行い、適切に対応、公表してまいります。 

33 先日市職員による不正アクセス事件があ

ったが、常に危険はあるということを想

定しているのか 

先日の中央区選挙管理委員会における事件につきましては、

市政に対する信頼を損ねたことを深くお詫びいたします。今

後、このような事が起こることが無いよう、研修などの人的

対策を中心にセキュリティ対策を確実に行うことで、事件の

発生防止に努めてまいります。 

34 自分の情報についての「問い合わせ窓口」

は設けるのか 

ご自身の情報がどのような機関との間で連携されているか

については、国が提供する情報提供等記録開示システム（通

称「マイナポータル」）において確認できることとなってい

ます。 

35 すでに市民には住民票コードが付番され 国によると、住民票コードをそのまま使わないのは、 「住



ているにも関わらず、なぜマイナンバー

が必要なのか。 

民票コード」はもともと今回のような利用を想定しておら

ず、運用の大幅な改変が必要になることや、国が実施したマ

イナンバー制度のパブリックコメントの多数意見が「新しい

番号の利用」だったこと、等が主な理由とされています。 

36 マイナンバーはなぜ１２桁が必要なのか 個人番号は、住民票コードを変換して得られる 11 桁の番号

と、１桁の検査用数字にて構成されることとなっているた

め、12桁となっています。 

37 札幌市独自のマイナンバー制度説明チラ

シを作成し、全ての市民にわたるよう配

布してほしい。 

ホームページやコールセンターにより制度をお知らせして

おりますが、今後につきましては、それらに加えて、広報さ

っぽろや他の広報媒体を活用し、広く市民に制度の内容をお

知らせしてまいります。 

38 莫大なお金をかけてセキュリティを高め

ても、民間でも使えるならば簡単に漏え

いしてしまうのではないか 

番号法では、個人番号を取り扱う事業者は、その取り扱う特

定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の特定個人

情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなけれ

ばならないとされています。 

 


