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教育福祉委員会資料                  令 和 ２ 年 ３ 月

子ども若者はぐくみ局

障害福祉サービス等を運営する事業者における個人情報紛失事案について 

 障害福祉サービスほか複数の福祉サービス事業を実施する，株式会社アドナース

（以下「事業者」という。）において，職員が障害児通所支援事業や訪問介護事業等の

利用者の個人情報を記録したＵＳＢメモリを紛失したことが発覚しました。 

事態の重大性に鑑み，子ども若者はぐくみ局においては，児童福祉法等の規定に基

づく臨時監査等を実施し，事案の事実確認及び事業所が運営する障害児通所支援事業

所に係る運営状況等を調査してまいりました。 

 この度，臨時監査等の実施結果から，個人情報の取扱いやコンプライアンス意識の

低さ等の問題点等が明らかになったこと等を踏まえ，事業者に対し，児童福祉法の規

定に基づく改善勧告等を令和２年３月１６日に行いましたので，御報告します。 

 なお，今般の改善勧告については，今後このような事案が発生しないよう，事案の

解明及び再発防止のための取組を強く促すことで，福祉サービス向上に向けた適切な

事業所運営を再構築しようとするものです。 

また，紛失したＵＳＢメモリについては，令和元年１２月１５日に，事業者におい

て遺失物届を警察に提出済ですが，まだ見つかっておらず，本改善勧告において探索

の継続を求めております。 

１ 事業者の概要 

 事業者名  株式会社 アドナース 

 代 表 者  代表取締役 鎌田 智広（以下「代表者」という。） 

本社所在地   京都市西京区大原野西境谷町２丁目１４番地１０ 

 実施事業  

  ア 障害児通所支援事業 

  （ア）重心型放課後等デイサービスバンブー（以下「バンブー」という。）

    ○ 住所：京都市西京区大枝東長町１－３１０

    ○ 認可年月日：平成２９年１２月２２日

    ○ 定員：５名（利用児童数：３２名（令和２年２月末時点））

    ○ 職員体制：６名（管理者兼児童発達支援管理責任者，児童指導員，看護

師，作業療法士各１名，言語聴覚士２名）

（イ）放課後等デイサービスごっこ（以下「ごっこ」という。）

  ○ 住所：京都市西京区大枝沓掛町１－１９

  ○ 認可年月日：平成２８年８月２５日

  ○ 定員：５名（利用児童数：１２名（令和２年２月末時点））

  ○ 職員体制：６名（管理者兼看護師，児童発達支援管理責任者，看護師，

作業療法士各１名，保育士２名）

  イ その他  訪問介護，訪問看護，訪問リハビリ，居宅介護支援事業 等
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２ 事案の経緯 

年月日 概 要 

令和元年 

１２月上旬 

・本社で総務の業務を行う職員（以下「職員Ａ」という。）

が，訪問看護ほか保健福祉局所管各事業所の利用者負担金の口

座振替に係る事務のため，請求額一覧を，私費で購入したＵＳ

Ｂメモリに保存した。 

１２月１０日 ・職員Ａが，本社で給付費の請求事務を行うため，バンブーに

おいて，給付費請求に係るデータを上記と同じＵＳＢメモリに

保存した。 

・職員Ａは，当該ＵＳＢメモリを常時筆箱に入れており，通勤

に使用しているバイクを自宅に置くため，上記業務後にその筆

箱を入れた荷物を持ったまま一旦帰宅し，その後，事業者の会

議に出席。 

※ 職員Ａは，会議中に当該筆箱を使用したが，その際にＵＳ

Ｂメモリが入っていたかは記憶にないとしている。 

１２月１１日 ・職員Ａが，本社において，保存したデータを使い給付費請求

事務をしようとした際に，ＵＳＢメモリがないことに気付き，

前日の立ち寄り先も含めて，行動範囲内で捜索等を行ったが，

発見には至らなかった。 

１２月１２日 ・職員Ａから，代表者に事案について報告。 

１２月１５日 ・事業者から，京都府警察西京警察署桂西口交番へ遺失物届を

提出。 

１２月１６日 ・事業者から，本市所管部署に対し，事案の報告とともに，事

故報告書の提出。 

１２月１８日 ・当局所管部署及び監査担当部署において，代表者及び職員Ａ

に対し，状況を確認。 

１２月１９日 ・バンブー及びごっこに対し臨時監査を実施。 

・事業者において，バンブー及びごっこ（以下「各事業所」と

いう。）の利用児童の保護者向け説明会（事案の説明と謝罪）を

実施（利用児童（予定者含む。）３０名（２９世帯）中６名（６

世帯）の保護者が参加。）。 

１２月２０日

～２５日

・事業者において，上記の保護者向け説明会の欠席家庭（２４

名（２３世帯））に対し，自宅訪問（事案の説明と謝罪）。 

１２月２６日 ・社内説明会（研修）を実施。 

１２月２７日 ・当局監査担当部署が，代表者，各事業所の管理者を含む計 

１０名の職員に対し聴き取り調査を実施。 

令和２年  

1 月８日

・事業者が，自社のホームページで「ＵＳＢメモリ紛失のご報

告」を掲載。 

※１２月１９日実施の保護者説明会での説明と同内容。 
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１月下旬 ・事業者が，各事業所の利用児童の保護者（３０名（２９世帯））

を訪問し状況説明。 

２月７・１０日 ・当局監査担当部署が，各事業所に対し，実地指導を実施。 

  ３月４日 ・当局監査担当部署が，各事業所に対し，運営状況全般につい

て追加調査を実施。 

３月１０日 ・当局監査担当部署が，バンブーの職員４名に対し，聴き取り

調査を実施。 

３ 臨時監査の概要 

 実施期間 

令和元年１２月１９日～現在も継続中 

 実施内容 

ア 聴き取り調査 

代表者及び職員Ａ，各事業所の管理者，職員（１０名）の計１４名に対し， 

聴き取り調査を実施した。 

イ 書類調査 

関係書類の調査及び事実関係の把握に必要な報告書の徴取 

 監査体制 

   はぐくみ創造推進室監査担当：２名 

   子ども若者未来部子ども家庭支援課：１名 

４ ＵＳＢメモリに記録されていた情報

給付費請求のためのデータとして，バンブーを利用する児童３２名のうち２１名

分の以下のデータが記録されていたことを，職員Ａへの聴き取りや，事業者が作成

した令和元年１２月１９日付けの保護者向け報告書，事業所のパソコン画面により

確認している。

なお，当該ＵＳＢメモリに，バンブーのデータは上記以外に記録されていなかっ

たと，職員Ａから申出を受けている。

① 保護者氏名，② 受給者証番号，③ 児童氏名，④ 障害児種別，⑤ 利用者負

担上限額，⑥ 独自利用者負担上限額，⑦ サービス開始日，⑧ 契約日，⑨ 契約

支給量，⑩ 上限管理事業所番号，⑪ 上限管理事業所名，⑫上限管理結果，⑬上

限管理後利用者負担額

  ※ 基本情報①～⑦全児童（２１名）分。その他は利用児童ごとに異なる（１３

～２０名）。

  ※ ＵＳＢメモリ及び記録されていたデータにはパスワード等のロックはされ

ていない。

※ 上記のほか，保健福祉局所管のサービス利用者７９名分の利用者負担金等

が記録されていたことも，保健福祉局において，職員Ａへの聴き取りにより確   

認済。
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５ 事故報告書の内容 

 事故の経緯及び事故後の対応 

 上記「２」と同様の記載。 

 事故の原因及び今後の改善策（原文のまま記載） 

 就業規則に個人情報を含む書類及びＵＳＢメモリの社外持ち出し禁止を明示

していたが，当該職員が社外に持ち出した。このことが個人情報紛失の直接の

原因と考える。また，法人において個人情報に関する理解および取り扱い等に

関する職員への指導が不徹底であったことが，今回の事態に至った原因である

と考える。引き続き，当該ＵＳＢメモリを探索 個人情報保護およびその管理

をさらに徹底・指導 ＵＳＢメモリのパスワードロックの徹底 

６ 臨時監査等で確認した事実と明らかになった問題点 

 個人情報の取扱いについて

ア 不十分な規程等

  確認した内容 

（ア）各事業所の運営規程には，「個人情報の保護に関する法律その他関係法令

等を遵守し，適正に取り扱うものとする」と記載されているが，事業者の就

業規則においては，遵守事項として「会社が収集・保管する個人情報を漏ら

さないこと」と規定されているのみであった。 

（イ）事業者の取扱いとして，採用した職員に提出を義務付けている個人情報保

護に関する誓約書の中で，「個人情報保護方針及び個人情報保護に関する規

定・規則等の遵守」や，「個人情報保護のための実施計画の達成」について

記載されていたが，方針，規定・規則，実施計画についていずれも策定され

ていなかった。また，聴き取り調査を行った職員１０名のうち７名は，同誓

約書が何の書類か覚えていなかった。 

イ 取扱い周知の不徹底 

  確認した内容  

（ア）ＵＳＢメモリの取扱いについては，事業者の就業規則において，機密情報

管理の一環として「電子記憶媒体の社内外への持込み及び持出し（平成３１

年３～４月に同規則を一部改正した際に追加）」を禁止している。 

事業者においては，同規則改正後，令和元年６月に事業者内説明会を実施 

していたが，職員への聴き取りからは，どの職員も同説明会に関して認識は

なく，機密情報の取扱いの周知が十分であるとは言えない状態であった。 

また，本事案が発生するまでに各事業所内で個人情報保護に関する職場研 

    修を受講した記憶がある職員はいなかった。 

なお，研修記録は保存されていなかった。 

（イ）今回紛失したＵＳＢメモリは，職員Ａが私費購入したものであり，他に私

物のＵＳＢメモリを使用していた者が，職員Ａ以外に，バンブーにおいて６

名のうち３名，ごっこにおいて６名のうち４名おり，計８本のＵＳＢメモリ

が使用され，そのうち７本に個人情報が含まれていたことを確認した。 

（ウ）代表者への聴き取りでは，事案発生後に，ＵＳＢメモリの全面使用禁止を

管理者から各職員に対し口頭での伝達により周知したとのことであったが，
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聴き取り調査を行った１０名の職員のうち５名が，ＵＳＢメモリの全面使用

禁止について把握していなかった。 

（エ）ＵＳＢメモリ以外の電子記憶媒体の使用状況を確認したところ，事業者か

ら支給されたスマートフォンで利用児童の写真を撮り，データが削除されな

いまま蓄積されていたほか，私物のスマートフォンで業務用の写真を撮って

いた職員もおり，そのデータについて，事業所のパソコンに移していたこと

を確認した。 

問題点 

  ・ 個人情報データベース等を事業のために取り扱う事業者については，個人情 

報保護法令に則り，そのデータの漏洩等の防止など個人データの安全管理のた 

めに必要かつ適切な措置を講じるとともに，従業者に対する必要かつ適切な監 

督を行わなければならない（個人情報の保護に関する法律第２０条・２１条）。 

    具体的な手法等は，国のガイドラインにおいて，体制や規律の整備，従業者 

への定期的な研修等による適正な取扱いの周知徹底等が例示されている。（個

人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）） 

しかしながら，これまで事業者内で上記のような措置はなされておらず，代 

表者も個人情報保護の認識の甘さがあったと認めている。就業規則についても，  

入社後のオリエンテーションで「見ておいてください。」と伝えるのみで，事業  

者全体として認識の甘さが伺えた。 

・ また，ＵＳＢメモリの持込み及び持ち出しを禁じるとした就業規則改正後も，

職員が私物のＵＳＢメモリを使用していたことから，責任者から職員への周知

が十分でなかった。

 コンプライアンス意識の低さについて 

確認した内容 

  ア 本事案発生までに，事業者内でコンプライアンスに関する研修が行われた記

録は確認できなかった。 

イ 事案発生後，事業者内に本事案に係る，代表者及び職員Ａ，各事業所管理者 

４名で構成する対策委員会が設置されており，２月１日までに９回開催されて 

いた。内容は，当面の対応や事務連絡，情報漏洩対策に係る情報共有，保護者 

対応の協議等であった。 

  ウ １２月１７日付けの事故報告書及び同月１９日付けの保護者説明会資料に

おいて，ＵＳＢメモリの紛失については，就業規則に社外持ち出し禁止を明示

していたのに職員が持ち出してしまったこと及び個人情報に関する理解及び

職員への指導の不徹底が原因であると記載されていた。 

問題点 

・ 各事業所の運営規程に個人情報の取扱いを規定しているにもかかわらず，個

人情報保護に関する取組も低調であり，更に，上記「６ 」の個人情報保護に

関する問題点も含め，法令遵守の徹底に関して，業務管理体制の整備に組織的

に取り組む意識が不十分であった。 

・ 事故報告書や保護者説明会資料における原因分析が，就業規則違反や職員へ 
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の指導の不徹底に留まっていたことから，本事案に係る事業者内での分析につ  

いても，組織的な問題と捉え再発防止に向けて更なる検討が必要であると考え 

再考を求めている。 

業務管理について 

確認した内容 

ア 職員への聴き取りから，代表者を含めた職員１４名のうち，ＵＳＢメモリを

使用していた者は８名であり，そのうち自宅に持ち帰り業務を行っていた職員

が３名いたことを確認した。 

イ 代表者は，日常的に職員がＵＳＢメモリを業務で使用していることを認知 

していたが，就業規則に反しているということまで認識していなかった。 

  ウ 各事業所の管理者においては，職員のＵＳＢメモリを使用した業務内容や使

用方法の把握・認識に差異があり，課題の共有が不十分であった。

エ 各事業所において，財務会計上の処理を代表者のみで行っており，内部の牽

制体制が構築されていなかった。

問題点 

・ 日常的に私物ＵＳＢメモリが業務で使用されており，電子記憶媒体の社内外

への持込み及び持出しを禁止する就業規則どおりの事務構築が行われていな

かった。

・ 職員からは，ＵＳＢメモリを使用し，資料作成等の持ち帰り業務を行ってい

たとの申立てがあったが，管理監督者の把握内容にばらつきがあったことから，

職員の業務量について，組織的な把握が不十分であった。

・ また，今回の事案で紛失したＵＳＢメモリは私費購入されたものであったこ

とから，業務上必要であれば事業者において購入し，事業所内で取扱いルール

を定めたうえで使用すべきであった。各事業所の業務に係る組織的な実情把握

に不備があったものと考えられる。

・ 財務会計上の内部牽制については，当該事業者については，株式会社の性質

上，法的に義務付けられてはいないが，誤りや不正防止，事業の透明性の確保

という観点からも，牽制関係構築の検討が求められる。

なお，２月７日及び１０日の監査において，牽制関係構築の点について助言

を行った。 

 労務管理について 

確認した内容 

ア 上記「６ ア」と同じ。

問題点 

・ 事案発覚までの時間外勤務手当の対象とすべき持ち帰り業務があったのかど

うか検証し，未払いがあれば適切に対応する必要がある。

・ 今後，ＵＳＢメモリを使わない業務状況においても，管理監督者が個々の職員

の業務量や勤務実態を把握し，必要な措置をとるべきである。
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７ 本市の改善勧告について 

令和元年１２月１９日以降臨時監査及び実地指導を行い，当該事案に係る対応状

況を確認したほか，運営状況全般について確認を行った。 

 個人情報の取扱い等について，ＵＳＢメモリの使用禁止措置や職員研修の実施及

び更なる企画を行うなど，事業者でも改善に向け取り組み始めていることは確認さ

れたが，今回の臨時監査等で明らかになった問題点等を踏まえ，なお改善すべき事

項が存在することから，事業者に対し，令和２年４月１５日を期限とした改善勧告

等を行った。  

 【改善勧告の内容】 

 個人情報の取扱いについて 

ア 個人情報の保護に関する法律等に則り，個人データに係る安全管理措置を

講じること。 

なお，紛失したＵＳＢメモリについては引き続き探索すること。 

イ 事業者自らが作成した「個人情報保護に関する誓約書」に記載している個 

人情報保護方針及び個人情報保護に関する規定・規則等について，国のガイ 

ドラインを参照するなどにより，速やかに策定すること。 

ウ 上記「イ」の規定・規則等の策定にあたっては，例えば職員会議で内容に

ついて意見を募るなど，考え方も含めて全職員に意識付けできるよう取り組

むこと。 

エ 定期的に個人情報保護に係る職場研修を行うとともに，事故等の事案があ 

れば全職員間で共有できるよう周知及び注意喚起を行うなど，形骸化しない

よう仕組みを構築すること。 

オ ＵＳＢメモリを含めた電子記憶媒体の取扱いについて，安全が配慮された

適切な取扱いとなるよう手順書等に基づく統一的な使用方法を確立すると

ともに，その内容について，全職員に周知徹底すること。 

 コンプライアンス意識向上の取組について

ア 事業者内に設置した対策委員会の活用も含め，今回の事案を組織的な問題 

と捉えて原因分析を深め，対応策を報告するとともに，同分析を踏まえた事 

故報告書を再度提出すること。 

イ 法令遵守責任者は，コンプライアンスに係る研修を行う等，職員の法令遵 

守に係る意識の向上を図ること。また，就業規則について，改めて全職員に 

周知徹底すること。 

【監査結果に基づき是正すべき事項】 

以下の点については，職員の労働環境の向上，ひいては福祉サービスの向上の 

ために，是正すべき事項である。 

 業務管理について 

ア 就業規則を踏まえた事務構築を行うとともに，各事業所の業務実態につい

て組織的に把握する仕組みを構築し，必要な措置をとること。

イ 財務会計上の内部牽制については，当該事業者については法的に義務付け

られてはいないが，誤りや不正防止，事業の透明性の確保という観点からも，

牽制関係構築の要否検討を行うこと。
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 労務管理について 

ア 事案発覚前の持ち帰り業務について検証し，時間外勤務手当の未払い等が 

 あれば適切に対応すること。 

イ 上記「 ア」後の業務遂行状況（個人データの取扱い，業務量，労働時間 

等）について，組織的に把握し，必要な時間外勤務に対しては時間外勤務手  

当の支給を行うなど，適切な労務管理を行うこと。 

８ 本市における今後の取組について 

 当該事業者及び事業所に対する取組 

  ア 本市から代表者及び事業所管理者に対し，改善勧告等に基づき着実に改善

が図られるよう，強力かつ継続的に指導を行う。 

  イ 利用児童の保護者に対して，改善勧告及び事業者の今後の取組について説

明し，引き続き不安の解消及び理解の促進を図る。 

 全市的な取組 

    今後，実施予定の法人役員研修会や障害児通所支援事業者等への集団指導，

保育園等の幼保運営説明会等，様々な機会を活用して，今回の事案を踏まえて，

施設等の運営者等に対し，個人情報の取扱い等について改めて注意喚起を行う。 



(参考)






