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第２回伊賀市個人情報審査会 会議録 

 

と き：平成２６年７月２３日（水） 

    午前９時３０分～ 

ところ：ハイトピア伊賀５階 学習室２ 

 

出席者 

会長 岩崎 恭彦氏 

委員 上山 秀實氏・中尾 節子氏（欠席）・神戸 安男氏・鎰元 理恵子氏 

事務局 

企画振興部長 花岡 穣一 

広聴情報課長 馬場 清 

主幹兼係長 川部 千佳 

主任 赤木 修 

 

 

会  長：それでは事項書にそって進めていきます。本日の審査事項はコンビニエンスス 

トアにおける証明書等の自動交付サービス事業に係るオンライン結合の中に戸 

籍を含めることについてです。早速諮問庁にお入りいただきます。 

 

（諮問庁入室）  

 

会  長：それでは今回の諮問案件について説明をいただけますか。 

 

（諮問庁説明）  

１．事務の名称  

コンビニエンスストアにおける証明書等の自動交付サービス事業 

２．個人情報の内容 

 戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）、戸籍個人事項証明書（戸籍抄本）、戸籍附票 

３．対象者 

 伊賀市の住民基本台帳に記録されている者で、伊賀市に本籍がある者 

 住民基本台帳カード取得者（多目的利用申請者） 

４．諮問の理由 

 市民サービスの向上を図るため、コンビニエンスストアにおける証明書等の自動交付サ 

ービス導入にあたり、戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）、戸籍個人事項証明書（戸籍抄本）

及び戸籍附票を取り扱うことについて意見を求めるため。 
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１ コンビニ交付の概要 

 コンビニ交付は、住民基本台帳カードを利用して住民票の写し等の各種証明書が取得で

きるサービスです。 

 平成２２年２月に開始され、当初は住民票、印鑑登録証明書の取得が可能で、さらに、

平成２４年１月には、戸籍謄抄本も取得することができるようになり、全国で約８５自治

体が実施しています。 

 コンビニ交付の特徴は、全国のコンビニ（現在は、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）で、平日だけでなく土日祝日も午前６時３０分から午

後１１時まで利用することができます。 

 既にコンビニについては、社会生活のインフラの一部として機能しているため、非常に

利便性の高いサービスとなります。 

 

２ コンビニ交付の仕組み 

 ①従業員を介さず交付 

  コンビニのキオスク端末で、申請から交付までの全ての手続きを住民が行うため、従 

業員を介することはなく、個人の情報が他の人の目に触れることはありません。 

 ②通信の安全対策 

  コンビニ交付では、専用の通信ネットワークの利用及び SSL通信による通信内容の暗 

号化により、個人情報漏えい防止対策を実施しています。 

  戸籍証明書に関しては、戸籍法で原本から発行することが規定されており、当市はそ 

の仕組みを構築し、さらには仕組みの中にセキュリティを高めるための安全装置、外 

部からの進入を防ぐためサーバを２台設置し、更にファイアーウォールを置くなどの 

セキュリティ対策をしています。 

 ③証明書データの不保持 

  証明書交付センターシステムとコンビニ事業者のキオスク端末は、証明書データ及び 

利用者情報を保持していません。証明書の印刷後は、キオスク端末において、証明書デ 

ータを完全に消去します。市民全部の情報が送信されることはなく、必要な情報のみが 

送信される仕組みです。 

 ④普通紙に偽造・改ざん防止対策 

  交付する証明書は、A4普通紙（白紙）の両面に、けん制文字や暗号化した画像の特殊 

印刷で高レベルの改ざん防止処理を施しています。 

  用紙が折れたり曲がったりするのは、１万分の１の確立と考えられています。 

機器内部で紙詰まりが発生した場合は、用紙を取り除き、その用紙にコンビニ従業員 

が無効印を押印し、住民に持ち帰っていただく運用となっています。 

 ⑤障害発生時の対応 

  地方公共団体、地方公共団体情報システム機構及びコンビニ事業者等が、各自の管理
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範囲内においてシステムとネットワークの監視を行い、異常が発生した場合には、他の 

関係者に連絡を行うと共に復旧対処等を行います。 

 なお、地方公共団体は、地方公共団体情報システム機構と障害発生時に必要な連絡を取

り合い、コンビニ事業者等へ連絡が必要な場合は、地方公共団体情報システム機構から連

絡を行います。 

 地方公共団体は、この他、必要に応じて住民からの問合せに対応します。 

⑥取り忘れ対策 

 キオスク端末の画面や音声により、住民基本台帳カード及び証明書の取り忘れ防止対策

を実施しています。カードの置き忘れについては、カードを取り除かないと次の画面に移

動しない仕組みになっています。証明書の取り忘れについては、画面と音声で複数回注意

喚起を行っています。 

 

３ 取得できる証明書の範囲 

 ①住民票の写し 

  本人または本人と同一世帯の方のもの 

 ②印鑑登録証明書 

  本人のもの 

 ③戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）・戸籍個人事項証明書（戸籍抄本）・戸籍附票 

  本人または本人と同一戸籍の方（夫婦と未婚の子）のもの（現在戸籍に限る） 

 

４ コンビニの安全性 

  コンビニ店舗には、監視カメラが設置され、自動交付機と同じように、監視体制が構 

築されています。 

  証明発行の操作は住民本人が行いますが、コンビニ内は無人、個室という環境ではな 

く、何かあればすぐに対応できる環境です。 

  キオスク端末は手元で操作し、表示画面も立ち位置前にほぼ水平状態にあり、内容を 

覗き見することは困難です。 

  また、証明書はキオスク端末の下部に発行され、機種により表面裏面の向きはありま 

が、すみやかに取り出すことにより覗き見することは困難です。 

  コンビニでは、個人情報の保護に対する方針を定めており、就業者に教育・啓発を実 

施しています。 

  地方公共団体情報システム機構及びコンビニとの証明書等自動交付事務の委託契約に 

際し、個人情報保護及びセキュリティ対策について明記し、その遵守を図ります。 
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５ 住民基本台帳カードの安全性 

  コンビニ交付利用できるカードは、住民基本台帳カードにコンビニ交付利用の仕組み 

を設定したもののみです。 

  暗証番号については、住民票、印鑑登録証明書については４ケタ、戸籍については４ 

ケタの暗証番号を２種類入力する仕組みで、厳格な取り扱いとなります。また、暗証番 

号を３回誤入力した場合は、キオスク端末にエラーメッセージが表示され、処理を中断 

し開始画面に戻る機能が設けられています。 

  住民基本台帳カードは、ICチップが組み込まれ、セキュリティに優れた ICカードで、 

情報を暗号化したり格納する場所に鍵をかけることにより、アクセス権をコントロール 

することができます。したがって、勝手に見られたくない使われたくない大切なデータ 

を安心して格納できるカードで、万一紛失や盗難にあっても、盗み見や改ざんのできな 

い仕組みとなっています。 

 

６ 戸籍証明書の交付について 

 ①戸籍証明書の必要性 

  住民票や印鑑登録証明書と同様に、戸籍謄抄本についても、パスポート取得時や各種 

資格等の取得時、また公的年金請求時等、使いみちは様々ですが、多くの方が取得して 

います。 

  コンビニ交付を開始するにあたり、多くの種類の証明書を取得できることが市民の利 

便性の向上につながります。 

 ②法務省からの回答 

  財団法人地方自治情報センター（現在の地方公共団体情報システム機構）が運営する 

「コンビニエンスストアのキオスク端末による証明書等の交付」を活用した戸籍証明書 

を交付することの可否については、平成２２年１２月２７日付け法務省民一第３２７７ 

号民事局民事第一課長回答により、「戸籍証明書の発行について、システム上及び運用上、 

問題となり得る事項について対策がとられ、法制度上も問題がないと考えられることか 

ら認容して差し支えない」旨の回答がされています。 

 ③戸籍証明書の発行主体について 

  戸籍先例において、自動交付機は市区町村長が管理し、市区町村職員が機器の異常等

を常に監視することとされているため、自動交付機による戸籍証明書の発行は、当然に

市区町村長が行っているものと考えられました。 

  一方、コンビニにおける発行については、コンビニ運営会社が、キオスク端末の管理 

を行っているため、市区町村自らが発行事務を行っていないのではないかとの懸念が生 

じます。 

しかし、キオスク端末は、請求者（市民の方）から入力された情報を市区町村に伝達 

し、市区町村から送付された戸籍情報を印字等しているにすぎないことから、当該端末 
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は、市区町村長が管理する戸籍情報システム等証明書発行システムの一部としての機能

を果たすものであり、証明書発行手続きを行っている最中は、本籍地市区町村の管理下

にあると考えられています。 

 

 ７ 啓発等について 

  コンビニ交付を開始するにあたり、市広報等を利用し、コンビニ交付の仕組みや個人 

情報の取り扱い等について周知・啓発を行います。 

  また、市内のコンビニに対し、個人情報の保護、安全性の確保等について啓発を行い 

ます。 

  住民基本台帳カードの交付時には、適切なカード管理等について周知を図ります。 

 

 

 

（質疑応答） 

 

会  長：委員方からご意見、質問をお願いします。 

 

委 員：前回と特に変わったところがないように思うので特に何もありません。 

 

委 員：コンビニの現場での安全管理について市からは直接指導できるのですか？ 

 

諮問庁：地方公共団体情報システム機構と市が契約して、地方公共団体情報システム機構 

    とコンビニが契約をしてコンビニにおけるセキュリティ等について契約の中で遵 

守を明記しています。 

 

委 員：契約の中だけで行政が直接改善などを指導することはできないですよね。 

 

諮問庁：契約書の中で明記されています。 

 

委 員：安全管理は直接市がするのか地方公共団体情報システム機構がするのか？    

    その責任の振り分けをしておかないと責任のなすりつけあいになると思います。 

 

諮問庁：それぞれの管理するところは契約の中で決められています。 

 

委 員：契約に明記しているだけで実効性が確認できなければ意味がないと思います。 

    違反があったら、すぐに行政処分ができたり改善命令ができないと意味がない。 
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    自動交付機は市で管理している点で市がすぐに対応できるが、コンビニではその 

対応ができなくなりますよね。 

 

諮問庁：コンビニに置かれている端末自体にはデータは残らない仕組みになっていますの 

で安全であると考えています。 

 

委 員：交付を申請にきた人への配慮は？ 

 

諮問庁：コンビニ自体で個人情報取扱についての指針等を定めていて、コンビニで社員に 

対する教育を行っています。 

 

委 員：教育をすると思いますの段階ですよね。 

 

諮問庁：コンビニには個人情報保護方針というものがあり、その中では従業員への教育が 

    徹底されているとのことです。 

 

委 員：徹底されている確認はどうやって行うのですか？ 

 

諮問庁：徹底されていることを確認のうえ地方公共団体情報システム機構はコンビニと契 

約します。 

 

委 員：伊賀市自身はなにも確認していないのですね。 

    自ら管理している自動交付機と同様にコンビニでも安全を徹底していることを 

伊賀市はどのように確認するのですか？ 

 

諮問庁：それは地方公共団体情報システム機構から確認が取れています。 

 

委 員：地方公共団体情報システム機構からどのようにして確認したのですか？ 

 

諮問庁：それは地方公共団体情報システム機構自体がコンビニに対してのセキュリティ管 

    理を把握しているとのことで、市自体では直接コンビニに確認していません。 

 

委 員：市で直接管理できないという点で自動交付機と同列であるとは考えられない。 

    そこまでして市ではなぜコンビニ交付を進めようとしているのですか？ 
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諮問庁：時代の変化や社会的潮流、官民一体になり市民の利便性の向上につながると考え 

るからです。 

 

委 員：コンビニで戸籍を交付することが市民の利便性につながると考えているのですか。 

 

諮問庁：利便性は高いと認識しています。 

 

委 員：その根拠は？ 

 

諮問庁：市役所は土曜、日曜も証明書発行はできません。 

 

委 員：自動交付機は使えないのですか？ 

 

諮問庁：使用できます。 

 

委 員：その利用状況は少ないと聞いている。現実の使用状況等も含め客観的に見るとそ 

んなに利便性は上がらないのではないでしょうか。 

そのような状況の中、直接市で管理できないコンビニでする必要性は納得できな 

い。 

 

諮問庁：自動交付機は、伊賀市役所、名張駅に設置していますが、コンビニの場合は全国 

    で証明書の発行ができるようになるので、お勤め先の近くや、出張先、旅行先で 

もできますし、窓口の混雑の緩和にもつながります。 

 

委 員：個人情報保護条例第９条第１項では原則オンライン結合はできないとされていま 

す。しかし第２項で公益上の必要性がある場合と個人の権利利益を侵害する恐れ

がない場合にのみ例外的に認められているというものです。 

    今おっしゃっていた利便性は公益上の必要性があると言えますか？ 

 

諮問庁：市民に対する利便性は公益につながると思います。 

 

委 員：自動交付機の使用実態から考えても利便性があるとは思えません。 

 

諮問庁：交付場所が増えることによって利用しやすくなり利用者も増加すると思います。 

    導入をした他市にも利用状況を確認すると、徐々に利用者は増えてきているとの 

ことで、全体の１割程度がコンビニで取得されているとのことです。 
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    また、市民の方からも特にコンビニでの交付に不安を感じるなどのご意見をいた 

だいていないとのことでした。 

 

委 員：伊賀市では市民の中からコンビニで交付してほしいとの声はあったのですか？ 

 

諮問庁：他市ではできるが、伊賀市ではできないのかというお問い合わせはありました。 

    また、窓口の混雑についてはよくご意見をいただきます。 

 

委 員：公益上の必要性は今おっしゃっていたことが公益上の必要性ということですね。 

    そして個人の権利利益を侵害する恐れがないかについては、市の直接的な監督権 

がどのように担保されているかということだと思います。どっちも不十分だと思 

います。 

 

会 長：確認のために整理しますと、前回の答申では 

公益上の必要性について 

    コンビニエンスストアにおける証明書等の自動交付サービス事業の導入目的は、 

市民の利便性の向上及び証明書交付事務の効率化ということにあり、そこには、 

一定の公益上の必要性が認められる。 

    もっとも、本事業の対象となる証明書等は、コンビニエンスストアでなければ交 

    付ができないというわけではなく、市役所や市民センターにおける窓口での交付 

など、他の場所・方法によっても交付することが可能であるから、その公益上の 

必要性は、著しく高いとまで認めることはできない。 

としましたが、このことについて何かありますか？ 

 

諮問庁：窓口についてはコンビニ交付で緩和され、市民サービスにもつながると思います。 

    また、市民センターも自治センター化が考えられている中、証明書交付の取り扱 

    いが考えられており、今後どのようになるかはわかりません。発行ができなくな 

った場合その分を担保できるようになると考えています。 

 

会 長：それはどこまで検討が進んでいるのですか？ 

 

諮問庁：まだ検討段階です。 

 

会 長：そのことは答申に入れることができますか？ 

 

諮問庁：まだ検討段階ですので・・・。 
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会 長：答申に入れられない事項は考慮することができません。 

個人の権利利益を侵害する恐れがない場合についてですが通常の利用方法で運用 

される限りにおいて、個人情報の漏えい等により個人の権利利益を侵害するおそ 

れはないと認めています。 

しかしコンビニエンスストアにおける自動交付端末機の設置・管理のあり方を想 

起すると、おそらくは端末機が設置者または管理者の常時監視の下に置かれるこ 

とはないであろうから、本人になりすました不正取得や覗き見等が行われる懸念 

を完全には払拭することはできない。としています。 

コンビニではアルバイトの店員が特に夜間は複数の人が常駐していることはあま 

りないと思います。 

    そのときに証明書を発行しに来た人がいて何らかの状況で店員が店の中からいな 

くなった場合対応する方法はありますか？ 

市役所なら常に複数人いるので懸念する必要はありませんが、コンビニの場合は 

考える必要があると思います。 

 

諮問庁：名張駅前の自動交付機では誰もいない状況の中、１人でとっていただいてます。 

 

会 長：戸籍は取れないですよね。戸籍はセンシティブな情報ですので、そういった場合 

覗き見等で回復困難な状況になるのではないかと心配しています。 

 

諮問庁：パスワードの厳重性やコンビニの端末は立ち位置にほぼ水平にあるので、覗き見

するのは故意にする以外では困難だと思います。また、出てきたものも下から出

てきますので覗き見は困難なように思います。 

 

会 長：端末の前に２人が立っている場合コンビニの店員さんはそれを注意することはで

きますか？ 

 

諮問庁：２人立っているその状況にもよると思いますが、見られてる人が店員さんに訴え

ることをすると思います。 

 

委 員：紙づまりの場合はつまったものはコンビニではんこを押して本人に返すことにな

っているとのことですが、当然に自分に返してもらうことを本人は知らないかも

しれません。「コンビニで処分しといてください」となった場合、アルバイト店員

にゴミ箱にそのまま捨てないでくださいとか、必ず本人に返してくださいなど教

育はできるのでしょうか？また必ずそのことを遵守してくれる保障はあるのでし
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ょうか？ 

    末端までそういった安全に管理するといったことが行きわたっているのか市は１

件１件コンビニに確認すべきです。それでも伊賀市だけしか確認できませんが・・。 

    以前コンビニ店員が店のアイスケースに入ってネットで流したニュースを見まし

たが、紙づまりの戸籍謄本を「こんな失敗がありました」とかネットで流した場

合、誰がどのように止めるのですか？市は直接監督できないんですよね。安全だ

と地方公共団体情報システム機構が言っているから大丈夫というような姿勢では

ダメで、その丸投げ意識は良くないと思います。 

 

諮問庁：コンビニ交付導入までの間に市民への周知は色んなメディアも使って行います。 

 

委 員：市民から出てきた要望ではないですよね。 

 

諮問庁：ニーズはあると思います。 

 

委 員：潜在的なニーズなら市役所の時間を延長してほしいとか、土曜日の午前だけでも

開けてほしいというほうが多いと思います。 

    年配の人がカードを使ってコンビニでというのは困難で、市役所なら誰かがいて

くれることで安全・安心が担保できますが、銀行で振込みができないひとも多い

中、どれだけ広報やホームページで啓発しても意味がないのでは？いいところだ

け考えてやっているような気がします。 

 

委 員：市がまるっきり関わっていかないわけではなく市自体がコンビニについてしっか

り監視を行っていくことについても含めて委託をするので、問題があれば対応を

考えていくことはできます。 

    コンビニ端末を利用しにくい人については今までどおり市役所の窓口を利用いた

だけますし、住民票１枚のみをとりたいという場合もありますし、それぞれの人

に応じて取得方法を選択いただけます。また、コンビニでは必要な人が必要なと

きにだけ取れますし、情報をコンビニ端末に流した後は端末に情報が残ることは

ありません。 

 

委 員：とにかくやろうという気は感じますが責任が持てない段階であわてなくてもよい

のでは？市民からの要望もないですし。市役所に行ったとき窓口が混んでいても

自動交付機を利用している人もほとんどみかけませんし・・。それなら昼休みの

体制を考えるなど窓口が混雑しないように考えたほうがニーズにあっているので

はないですか？コンビニでできるようになると窓口の混雑が緩和され、状況が変
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わるかというのは短絡的で、この制度をしていこうという使命感のようなものし

か感じません。 

 

諮問庁：もちろんそれだけで混雑が緩和されるとも思っていませんし、戸籍を導入してい

るところも少ないです。しかし、これから始められるところは戸籍の導入も含め

て考えてますし、市民の方は選択して利用することになるので、選択する理由の

中に証明書の種類もあると思います。色んな証明書がとれるようになるというこ

とが選択の用件にもなると思いますし、利便性にもつながると思います。 

    コンビニ交付を導入していて戸籍の導入が認められて新たに戸籍の交付を追加し

た市町になぜ戸籍の交付を導入したのかを聞くと市民の利便性を考慮してという

ところがほとんどでした。しかし、していないところは費用面などからなかなか

導入できないというところもありました。 

    導入するうえでは他市の状況なども調査した上で考えています。 

 

委 員：自動交付機の入替時期ということで、そういった費用対効果を参考にまで教えて

いただけますか？ 

 

諮問庁：自動交付機の費用と、コンビニ交付の費用を概算で計算しますとこれから５年間

自動交付機が利用できると仮定したときほとんど差はありません。 

    しかし、自動交付機に戸籍を加えるとなると差はもっとでてきます。 

    今後コンビニ交付については発行する端末はコンビニが用意するものなので今後

は入替や保守がなくなるので、長期間の経費でみると費用削減につながります。 

    また、自動交付機は２台ですがコンビにはもっと増えるので、なかなか比較はし

にくいですが、例えば自動交付機をコンビニと同じだけ設置すると大きな費用に

なります。 

 

委 員：公益上の必要性に経費も入ってますか？ 

 

諮問庁：経費野削減は市の政策の中でのことです・・・。 

 

委 員：公益にはつながらないということですね。 

 

諮問庁：公益上につながってくると思います。 

 

委 員：市民が納めた税金の使用を削減できるのであれば公益上につながるのではと思っ

たのですが。 
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    諮問機関で言うことではないですが、利便性と利用率と費用対効果をもう少し考

えていただきたいと思いました。 

    市民センターでは廃止するのですか？ 

 

諮問庁：検討段階です。 

 

委 員：それを廃止するほうが市民のニーズに反することになると思います。 

 

諮問庁：これから審査会として審査をしますので、諮問庁は退席してください。 

 

（退席） 

 

会 長：答申の方向性をいかがいたしましょうか？ 

 

委 員：方向性を変えなければならないだけの説明はなかったと思います。前と同じです。 

 

委 員：前と同じでよいと思います。 

 

委 員：安全管理の監督がなされない状況では条例第９条第２項の個人の権利利益を侵害

する恐れがない場合と認められません。 

 

会 長：答申の方向性は認められないという方行ですが、中身は一つには前回の答申を覆

すような事情が認められなかった。というかたちで前回の答申を踏襲。もう一つ

はもう少し厳しく公益上の必要性が認められないことと個人の権利利益を侵害に

対する管理体制がとられていないということを強調してあらためて答申を出すと

いうことになるかと思いますがどのようにしましょうか？ 

 

委 員：安全管理がしっかりできてないのなら住民票も印鑑証明も始めからやらないほう

がいいのかもしれないとあらためて思いました。 

    時間外など窓口を充実したほうが良いのではないかと思いました。 

 

委 員：するのであれば郵便局や警察署など安全管理ができるところのほうがよいと思い

ます。 

 

委 員：契約しているから大丈夫ではない。丸投げではだめだと思います。 
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委 員：流行に乗っていくだけでどういったビジョンでこういったことを始めるのかとい

うことが伝わってこないですし、いいところばかり見ていて、危険性を想像して

いないように思いました。 

 

会 長：では答申については前回をそのまま踏襲するのではなく、安全管理体制の問題に

ついて、指摘をしたうえで、厳し目の答申を出すことが一つと、今回の諮問は戸

籍のことで、住民票や、印鑑証明は前回の答申で完結しているので、直接の審査

会の意見として出すのは難しいですが、付言という形で住民票や印鑑証明書に対

してもしっかりとした安全管理体制を構築した上で実施開始をすることを強く望

むという意見を付け加えることで対応します。 

    案をこちらで作成し各先生方にご覧いただいたうえで答申としますのでよろしく

お願いいたします。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


