
諮  問  書 
 

佐市情政第３０９号 
平成１９年２月９日 

 
佐賀市個人情報保護審査会 
会 長  村 上 英 明 様 
 

佐賀市長 秀 島 敏 行  
 
 
 
佐賀市個人情報保護条例第９条第１項の規定に基づき、個人情報の電子計算

機処理の可否について、下記のとおり貴審査会の意見を求めます。 
 

記 
 

１ 諮問内容 
     地理情報システムによる個人情報の電子計算機処理について 

 
２ 電子計算機処理の導入目的 

     資料①のとおり 
 
   ３ 地理情報システムの内容について 

       資料②のとおり 
 

４ 電子計算機処理を行う個人情報の内容について 
       資料③のとおり 
 

５ 個人情報の保護措置とセキュリティについて 
       資料④のとおり 
 

 ６ 電子計算機処理を行う時期について 
       平成１９年４月稼動予定 
 

 



 

電子計算機処理の導入目的 

 
１．地図データを共有化し、全庁的に利用することによる業務の効率化 

 ２．既存地理情報システムの統合及び利用頻度が高い（重複整備していた）地図情 
報（道路や建物等）を共有の地図情報として整備することによるコストの削減 

 ３．横断的な地図情報の活用による、防災や福祉、教育分野での質の高い行政サー 

   ビスの実現 
 ４．政策や計画等様々なシミュレーションへの活用 

資 料 ①





電子計算機処理を行う個人情報の内容について

GISを利用する業務一覧（２０課４７業務）

部署名 業務名 業務地図
市民
公開

個人情報　※関係各課より集約 支所利用

建築課

開発許可申請審査業務 開発許可位置図 ○
・許可を受けた者、承継者の氏名及び住所
・申請者の氏名，相談者の氏名及び住所

狭隘道路調査業務 狭隘道路図 ○

建築確認申請審査業務 確認申請位置図 ・建築主の氏名及び住所

既存宅地確認業務 既存住宅位置図 ・確認を受けた者の氏名及び住所

建築リサイクル法関連業務 解体届出位置図 ・届出者の氏名

屋外広告物管理業務 屋外広告物管理台帳 ○ ・申請者、広告主、施工者、管理者それぞれの氏名、住所及び連絡先

建築行政情報管理業務 確認申請位置図他 ○
・建築主の氏名及び住所
・所有者の氏名及び住所

企画課

調査区設定業務 統計調査調査区地図 ・調査員の氏名
各総務課地域振興係
※三瀬支所は総務課庶務係

調査員管理業務
登録調査員居住地地
図

・調査員の氏名、生年月日、住所、電話番号及び写真
各総務課地域振興係
※三瀬支所は総務課庶務係

事業所対象調査
事業所・企業調査区
地図

・調査員の氏名
各総務課地域振興係
※三瀬支所は総務課庶務係

世帯対象調査 国勢調査区地図 ・調査員の氏名
各総務課地域振興係
※三瀬支所は総務課庶務係

都市政策課

都市計画図作成業務 都市計画図 ○

公共工事予定箇所管理業務 公共工事予定図 ○

ボーリングデータ管理業務
ボーリングデータ管
理図

水防業務 水害被災箇所位置図

道路課

自歩道照明事業 自歩道照明位置図

道路台帳管理業務 道路台帳図 ○
各支所建設課建設係
※三瀬支所は産業建設課建設係

境界査定業務 境界図(官民境界) ・願出人の氏名及び住所，実施機関
各支所建設課建設係
※三瀬支所は産業建設課建設係

占有箇所管理業務 占用箇所台帳
・占用者の氏名、住所、社名及び肩書き
・単価単位

各支所建設課建設係
※三瀬支所は産業建設課建設係

２４条工事箇所管理業務 ２４条工事箇所台帳
・申請者の氏名、住所、社名及び肩書き
・２４条工事承認書

各支所建設課建設係
※三瀬支所は産業建設課建設係

環境課

公共工事調整事務 希少種動植物分布図

公害発生箇所管理（苦情管
理）業務

公害発生箇所図
・申立人の氏名、住所及び電話番号
・発生源の名称、住所及び連絡先

各支所環境下水道課環境係
※三瀬支所は市民サービス課環境係

下水道企画課

公共下水道建設業務 ○ ・排水設備確認申請書及び完了届出書，排水設備図面

公共下水道維持管理業務 ○ ・苦情の内容

資産税課

地番現況図 ・義務者名，義務者コード，所有者名，大字名，地番，枝番
各支所市民サービス課税務係
※三瀬支所は市民サービス課窓口係

家屋図
・所有者名，義務者コード，物件番号，家屋番号，棟番，所在地番，課税床面
積

各支所市民サービス課税務係
※三瀬支所は市民サービス課窓口係

路線価図 ○
各支所市民サービス課税務係
※三瀬支所は市民サービス課窓口係

【目的外利用を諮問】
建築課、管財課、下水道企画課、
道路課、河川砂防課の各業務

※全部署での利用

※資産税課　固定資産税課税業務
（家屋）において目的外利用許可済み

備考

下水道台帳図

固定資産税課税業務

活用方法

調査区の自動作成、地図表示による統計データの公表等。

登録調査員の登録情報（居住地、調査の従事状況）を画面上
で表示し、調査員の推薦業務を的確に行う。
調査区ごとや、最小単位である基本単位区ごとに取集する
等。
調査区、調査員等に関するデータの集約及び問い合わせ対応
等。

都市計画基礎調査をデータに取り入れ、今後の都市計画の変
更等に関する検討や問い合わせへの対応。
紙ベースで行なっている工事情報を一元化し、全庁的に工事
箇所の確認ができるようにする。
建設予定や計画を検討する際、地質調査の状況やベンチマー
クデータの確認を行なう。
碑門・ポンプ等の把握のほか、浸水被害の箇所を把握し、今
後の水防に活用する。

開発許可を受けた区域の管理、許可のほか、建設や土地利用
の相談等に活用。
紙ベースで管理している狭隘道路を管理し、調査や問い合わ
せの対応を行う。

建築確認申請の物件の内容確認等。

旧都市計画法に基づく「既存宅地確認」の状況を管理し、市
街化調整区域における建築相談への対応。
一定規模の建築物の解体工事について、特定4品目の再資源
化を管理する。
屋外広告物に関する届出や位置の管理とともに、問い合わせ
等の対応を行う。
建築業務に関する情報をトータルで管理し、業務の効率化を
図る。

市所有・管理の照明灯を管理し、維持管理や問い合わせ等に
対応する。

市道に関する情報の管理及び問い合わせ等。

市道と里道の境界査定の管理。

市道を占用する物件の許可や管理を行なう。

希少動植物の把握とそれによる計画策定。また、公共工事や
計画時の注意喚起に利用。
公害や苦情が発生した際に、原因施設の特定や調査範囲の確
認。

道路管理者以外のものが工事を行なう場合の管理を行なう。

既設下水道施設の調査や、設計図面の作成等。

台帳管理のほか、苦情、問い合わせ等の管理を行なう。

固定資産の評価・課税。

建物の配置確認及び課税客体の把握。

固定資産の評価・課税のほか、評価替えに利用。

資料③



部署名 業務名 業務地図
市民
公開

個人情報　※関係各課より集約 支所利用 備考活用方法

総務課

防災施設管理業務 防災施設マップ ○

災害情報管理業務 防災情報マップ 各支所総務課庶務係

防災活動管理業務 防災活動管理図 ○ 各支所総務課庶務係

消防活動困難地域図 消防活動困難地域図

管財課

普通財産管理業務 普通財産図 ・異動履歴
各支所総務課庶務係
※大和支所は総務課地域振興係

観光・文化課

観光情報発信業務 観光マップ ○
各支所産業振興課商工観光係
※三瀬支所は産業建設課産業観光係

農林水産課

森林台帳管理業務 森林台帳 ・森林所有者
（富士）産業振興課林業係
（三瀬）産業建設課産業観光係
（大和）産業振興課農政係

緑化推進課

公園維持管理業務 佐賀市公園位置図 ○
（大和）建設課建設係
（諸富）建設課建設係

河川砂防課

河川管理業務 河川図
各支所建設課建設係
※三瀬支所は産業建設課建設係

河川境界管理業務 河川境界管理地図 ・氏名及び住所
各支所建設課建設係
※三瀬支所は産業建設課建設係

河川占用管理業務 河川占用管理地図
・氏名及び住所
・占用目的，占用数量，占用料金

各支所建設課建設係
※三瀬支所は産業建設課建設係

河川工作物管理業務 河川工作物管理地図 ・氏名及び住所
各支所建設課建設係
※三瀬支所は産業建設課建設係

環境センター

ごみステーション管理業務
ごみステーション
マップ

各支所環境下水道課環境係
※三瀬支所は市民サービス課環境係

粗大ごみ収集管理業務 粗大ごみ収集区域図 ○
各支所環境下水道課環境係
※三瀬支所は市民サービス課環境係

市民生活課

住居表示業務 住居表示台帳 ・所有者名，申出人，住居設定番号 各支所市民サービス課窓口係

市民活動推進課

市民活動団体ガイドブック
業務

市民活動団体ガイド
ブック

○ ・代表者の氏名、住所及び電話番号
各支所市民サービス課窓口係
※大和支所は市民サービス課社会体育係

防犯灯設置場所管理業務 防犯灯設置場所 ○ 各支所市民サービス課窓口係

市民スポーツ課

体育施設管理運営業務 体育施設位置図 ○

学事課

就学校指定業務 通学区域マップ ○

文化財課

埋蔵文化財発掘調査業務 埋蔵文化財調査図 ○ ・（調査の）取扱い，遺跡の有無

文化財保存管理業務 指定文化財位置図 ○

青少年課

「子ども110番の家」管理
業務

「子ども110番の家」
の地図

○ ・名称

※市民公開する情報については、個人情報に関するものは一切公開しない。

※水色のセルは既存GIS（統合するシステム）

※総務課庶務係住居表示担当者も利用

※本人同意有り

防災施設の位置、内容の管理。

災害状況の把握及び過去に発生した災害の状況の管理。

災害発生時の被災者支援施設（場所）の管理。

消防活動困難地域の把握。

普通財産の管理。

観光施設やイベント情報等の管理。

森林台帳の管理及びそれによる施業計画策定等への活用。

遊具の管理を含めた公園情報の管理。

河川・水路と民有地の境界査定の管理。

河川・水路の管理。

河川・水路を占用する物件の許可や管理を行なう。

河川・水路と隣接している民有地が新規に工作物を建設する
場合等における確認業務等。

ごみステーションの場所のほか、地区ごとに違うごみ収集日
等を管理し、問い合わせに迅速に対応する。
小学校区ごとに委託している粗大ごみの収集について、その
業者等を管理し、問い合わせ等に対応する。

紙ベースで実施している住居表示の設定、許可を行なう。

ボランティア団体等市民活動団体の管理及びそれによる問い
合わせ対応。
自治体等で設置している防犯等の設置状況の確認やその設置
に伴う助成金に活用。

体育施設の場所及び利用可能な情報等の管理

文化財の調査、維持、管理のほか、問い合わせ等に対応。

「子ども１１０番の家」として協力される個人、事業所等の
把握及び安全マップの作成。

指定校等学区の管理及び問い合わせ対応。

公共工事等の実施及び計画の際、埋蔵文化財の調査の必要性
の確認等に利用。



個人情報の保護措置とセキュリティについて 

 

 （庁内システム） 

１．システムに関する責任者の任命 

・システム運用（ハードウェアやソフトウェア等）に関する責任者に情報政策課長 

を任命する。 

  ・各課で利用する業務地図に関する責任者にそれぞれの当該所属長を任命する。 

 

２．地図情報を扱うサーバは専用サーバ室に設置し、管理（許可した者のみ入退室が 

可能）する。 
 
３．庁内で既に利用している情報系ネットワークを活用するため、高いセキュリティ

機能（外部からの不正アクセス防止やウイルス対策等）を確保する。 
 
 ４．情報漏えい等事故が発生した場合に迅速に対応するため、アクセスログを記録、 

管理する。 
 

５．閲覧及び編集できる地図情報は、業務上必要な情報のみとし、その利用に際して 
は、個人単位でパスワードを付与し、定期的に変更を行う。 

 
 ６．運用に際しての基準やマニュアルを設け、システムの利用のほか、個人情報を含 

めた情報の漏洩防止等危機管理に関する研修を行う。 
 

 （庁外配信システム） 

  個人情報に関する情報の配信は一切行わない。 

 
 
  
  
  

資 料 ④

【参考】 

庁外配信システム（インターネットデータセンターへ設置）のセキュリティ対策

・データ通信には暗号化通信を実施 
・ネットワークの通信制御によりデータを外部アクセスから保護 
・２４時間３６５日体制による不正アクセス自動監視や物理的侵入対策（常駐の

警備員配置） 
 その他、システムの機能等によるセキュリティ対策を実施。 




