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子ども・若者部子ども家庭課長 中西明子 世田谷保健所健康推進課長 宮本千穂 

世田谷保健所地域保健課長 松本麻子  

住民接種担当部住民接種調整担当課長 寺西直樹 

教育政策部教育ＩＣＴ推進課長 齊藤真徳  

生涯学習部生涯学習・地域学校連携課長 谷澤真一郎 

事 務 局 総務部長 池田豊 区政情報課長 末竹秀隆 ＩＣＴ推進課長 山田和彦 

ＩＣＴ推進課ＩＣＴ推進担当係長 玉木智 区政情報課区政情報係長 小田純也 

 区政情報課区政情報係 河野晃 西條真規 

会議次第 

（1）その他報告事項 

②特定個人情報保護評価における第三者点検について 

（予防接種実施事務） 

（2）審議事項 

①諮問第913号 （書面にて審議済のため、資料省略） 

「感染症予防業務」における外部の電子計算機との回線結合について 

（新型コロナウイルスワクチン接種円滑化システムの利用） 

②諮問第914号 

「健康推進業務」における外部委託に伴う個人情報の保護措置について 

（東京都出産応援事業に係る業務委託） 



③諮問第915号 

「精神保健福祉業務」における外部委託に伴う個人情報の保護措置及び外部の電子計算機と

の回線結合について 

（こころの健康に関する普及啓発と及び人材育成等に係る事業委託） 

④諮問第916号 

「災害対策業務」における外部委託に伴う個人情報の保護措置及び外部の電子計算機との回

線結合について 

（災害時緊急情報配信サービス（電話又はＦＡＸによる配信）業務委託） 

⑤諮問第917号 

「社会体育の普及・振興業務」における外部委託に伴う個人情報の保護措置及び外部の電子

計算機との回線結合について 

（アメリカキャンプボランティア用チャットツールの導入） 

⑥諮問第918号 

「高齢者・障害者保健福祉業務」における外部委託に伴う個人情報の保護措置について 

（医療的ケア相談支援センター事業委託の実施） 

⑦諮問第919号 

「子ども家庭支援業務」における外部委託に伴う個人情報の保護措置について 

（生活困窮世帯等の学習・生活支援の拠点事業の実施） 

⑧諮問第920号 

「区立中学校業務」における外部委託に伴う個人情報の保護措置について 

（中学校部活動支援員の拡充） 

⑨諮問第921号 

「区立小学校業務」、「区立中学校業務」及び「区立幼稚園業務」における外部委託に伴う

個人情報の保護措置及び外部の電子計算機との回線結合について 

（緊急連絡メール配信サービス委託にて扱う個人情報項目の追加） 

（3）報告事項 

・事前送付した報告事項に係る質問への回答について 

（報告第325号から第332号まで） 

（4）その他報告事項 

①事前送付したその他報告事項に係る質問への回答について 
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１．開  会 

○会長 ただいまから令和３年度第１回世田谷区情報公開・個人情報保護審議会を開会いたし

ます。 

 本日は、事前に土田委員、髙山委員、大崎委員から御欠席の連絡をいただいておりま

す。それ以外の委員の方は画面で見る限りは皆さんいらっしゃるような気がするんですが

大丈夫でしょうか。今日は会場にいる委員の方はいらっしゃらないんでしょうか、その確

認だけしていただけますでしょうか。 

○区政情報課長 こちらの会場にお越しになる予定でしたけれども、まだ到着されておりませ

ん。 

○会長 分かりました。では、全員の参加が私のほうからは確認できませんが、その点につい

ては区のほうで御確認いただければと思います。 

○区政情報課長 承知しました。 

○会長 新年度になりましたので、まず、事務局に人事異動があったということですので、事

務局から事務連絡をお願いいたします。 

○区政情報課長 承知しました。本年４月１日の人事異動によりまして、総務部長が田中文子

から池田豊に変わりました。今回、総務部長が代わって初めての審議会になりますので、

総務部長の池田より皆様に御挨拶させていただきます。 

○総務部長 総務部長の池田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 審議会の皆様には様々な案件を御検討いただきますけれども、引き続きお力をお貸しい

ただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○区政情報課長 続きまして、本日の審議会につきましては初めてのオンライン会議となりま

すので、発言の際につきましてまず確認をさせていただきたいと思います。 

 最初に、所管課からの説明後、質疑に入る際でございますけれども、発言を希望される

委員の方は、カメラの前でこういう形で手を挙げていただきたいと思います。手が挙がり

ましたら、会長より指名していただくということで、発言の際にはまず委員のお名前を最

初に言っていただいて、質問が終わりましたら「以上です」という旨、お声かけいただけ

ればありがたいです。その後、質疑が何度かありまして、会長が状況を見ていただいて、

その諮問に対して異議の確認をするという段取りを考えておりまして、もしその段階でも

まだ質問等があれば、異議のあるような委員の方は挙手をいただくという形で、１件ずつ

通常どおり諮問案件を審議いただきたいと考えております。 
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 なお、発言されないときには、不要な音を拾わないようにするために画面左下、ミュー

トの状態にして、発言の際にはミュートをクリックして解除して行っていただきたいと思

います。各自、今画面を見ますと左下が赤くなっておりますので、ミュート状態にしてい

ただいているかと思います。 

 以上、オンライン会議の進行の御協力をお願いします。 

 続きまして、本日の資料につきまして確認をさせていただきます。 

 最初に、４月21日に郵送にてお送りさせていただきました会議次第、右上に諮問第914

号と記載の会議資料一式、あと審議のポイントということでお送りさせていただいていま

す。また、大変申し訳ございません、本日朝８時半頃に、メールにて追加の資料をお送り

させていただいております。こちらにお越しになる委員の皆様には机上配付という形で、

その他報告資料のNo.２一式を送らせていただきましたけれども、皆様そちらの資料は御

確認いただけましたでしょうか。まずその資料の確認をさせていただければと思います。 

○会長 ありがとうございます。では、今事務局から連絡がありましたように、いよいよこの

審議会もオンラインで開催ということで、皆様色々と御不便もあろうかと思いますが、ま

た逆に、わざわざ区役所まで出向かなくてもいいというメリットもあるでしょうから、そ

のメリットも生かしながら、ぜひこの審議会を普通どおり開催していくということができ

ればなと思っております。今まで書面での審議ということをしましたけれども、本来であ

ればあまり好ましいこととは思っておりませんし、会長意見としても付けさせていただき

ましたけれども、今後はできる限りリアル、あるいはオンラインでの広い意味での対面の

審議会を継続できればと思っておりますので、御協力よろしくお願いいたします。 

 回線が途切れることもあろうかと思いますので、まずは、区のほうの会議室の回線が切

れてしまいますと速記ができなくなってしまうということがあって、正式な記録が取れな

くなりますので、とにかく区の回線が途切れた場合にはすぐに１回停止するという形にし

たいと思います。その場合には、私の判断で１回停止ということもしますし、区のほうか

らお声がけいただければと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 では、早速、審議を始めていきたいと思いますが、最初に傍聴の有無について事務局か

ら御報告ください。 

○区政情報課長 本日の審議会につきましては傍聴の希望はございません。 
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２．議  事 

（1）その他報告事項 

②特定個人情報保護評価における第三者点検について（予防接種実施事務） 

○会長 では、早速、審議に入ります。 

 本日は諮問案件が８件、事前に御確認いただいております報告案件とその他報告案件、

本日、詳細を御説明するその他報告案件が１件となっております。数が多くございます。

本来であれば次第にありますとおり、まず諮問案件から審議を行うところでありますけれ

ども、本日は担当所管課の公務の都合によりまして、その他報告案件から審議に入りたい

と存じます。 

 事務局の説明の後、所管課から説明をお願いいたします。 

○区政情報課長 それでは、本日お送りさせていただきましたその他報告資料のNo.２の１ペ

ージを御覧ください。特定個人情報保護評価における第三者点検について（予防接種実施

事務）でございます。 

 所管課は、世田谷保健所地域保健課、世田谷保健所感染症対策課、住民接種担当部住民

接種調整担当課、地域行政部番号制度・マイナンバーカード交付推進担当課でございま

す。なお、大変申し訳ございませんが、所管課は公務の関係で10時45分に本審議会を退席

させていただきますので、この旨御了承ください。 

 本件につきましては、特定個人情報に係る取扱いに関する案件でございますので、本日

だけで結論を出すのは困難であると事務局としては考えておりますことをあらかじめ申し

伝えさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、所管課を代表して、先に、番号制度・マイナンバーカード交付推進担当課よ

り御説明させていただきます。 

○番号制度・マイナンバーカード交付推進担当課長 特定個人情報保護評価における第三者点

検についてということで、初めに、私、番号制度・マイナンバーカード交付推進担当課長

より、冒頭の趣旨の部分について御説明差し上げます。 

 その他報告No.２の１、趣旨を御覧ください。 

 （1）番号制度（マイナンバー制度）の導入を御説明します。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等に関する法律によって導入された、いわゆる番号制度

は、行政運営の効率化を図り、国民にとって利便性の高い公平公正な社会を実現するため

に社会基盤として導入されたものでございます。 
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 （2）個人情報保護の概念と法令・制度の整備ということで、番号制度の導入に伴っ

て、個人のプライバシー等の権利利益の保護の観点から、国家による個人情報の一元管

理、特定個人情報の不正利用や財産その他の被害等への懸念が示されてきました。これを

踏まえて、個人情報の適正な取扱いの観点から、行政機関の保有する個人情報の保護に関

する法律などの個人情報保護法令の整備がされ、国が設置した個人情報保護委員会による

監視、監督、その他制度上の保護措置を定めるとともに、特定個人情報を扱うシステムに

ついては様々な安全措置を講ずることといたしました。 

 （3）特定個人情報保護評価ということで、特定個人情報保護評価は、このような番号

制度の枠組みの下の保護措置の一つであり、具体的には、行政機関の長など実施主体を定

め、評価対象を特定個人情報を取り扱う事務ごとに定めています。さらに、特定個人情報

の対象人数などしきい値によって基礎項目評価、重点項目評価、全項目評価のように評価

書の種類を３段階に定め、併せて区民意見の募集や第三者点検、国民への公表などの実施

手続を定めております。また、継続的、定期的に実施されるように、特定個人情報ファイ

ルを保有するときだけではなくて、定期的に再評価を実施する手順も定めております。昨

年御審議いただいた住民基本台帳のマイナンバー利用に関する事業に関しては、特に重大

な変更はございませんでしたが、前回の全項目評価からおおむね５年を経過したことから

御審議いただいたものになります。 

 また、資料２の番号法における特定個人情報保護評価の流れの資料を御覧ください。こ

れは全項目評価になった場合の流れを指し示しております。初めに、区の中の担当主管課

が全項目評価書を作成した上で区民公開を行います。区民公開をした上で区民からの意見

をいただき、区民からいただいた意見と全項目評価書をセットにして第三者機関である情

報公開・個人情報保護審議会、こちらの会議で評価をしていただくという流れになりま

す。さらにその後、区民意見、第三者点検、全項目評価書そのものを整理できましたら、

国が設置している個人情報保護委員会のほうに提出して、全国民に公開するという流れに

なります。 

 今回の報告の理由について私から若干報告させてください。番号法の第28条の規定にお

いて、行政機関の長や公共機関等が特定個人情報ファイルを保有するとき、又は重要な変

更を加えようとするときは、特定個人情報ファイルを保有する前に特定個人情報保護評価

を実施することとされています。このたびの予防接種実施事務に係る特定個人情報ファイ

ルについては重要な変更を加える必要が生じたため、特定個人情報保護評価に関する規則
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第７条第４項に基づいて、特定個人情報保護評価書、いわゆる全項目評価書をこちらの世

田谷区情報公開・個人情報保護審議会への事前の情報提供を目的として報告することにな

りました。 

 重要な変更点は２点ありますが、いずれも大きなくくりでは予防接種事務の実施であり

ます。予防接種事務は、区のシステムである区民健康情報システムの予防接種管理システ

ムであり、その対象が今までは30万人未満であったために、情報公開・個人情報保護審議

会にお諮りしない重点項目でありました。 

 今回の変更点のうち、第１は、新型インフルエンザ予防接種の対応に伴う変更です。新

型インフルエンザ予防接種は、今後発生するであろう新型インフルエンザの予防接種で、

その対象は全区民になります。その結果、重点項目評価と全項目評価のしきい値である30

万件を超えるために御審議いただく予定になっております。従来の予防接種は、ジフテリ

ア、百日咳、急性灰白髄炎、いわゆるポリオです。それから麻疹、風疹、こういった乳幼

児、若しくは小学生以下の若年層に限定接種するものであり、その対象は30万人未満でし

た。今回の新型インフルエンザの想定は30万人を大きく超える予定になっております。こ

の新型インフルエンザの予防接種のマイナンバー利用は、現在稼働している区民健康情報

システムの予防接種の仕組みを全く変更せずに利用して、その他の市町村への情報提供も

既に稼働しているＬＧＷＡＮによる中間サーバーを利用するものです。中間サーバーで情

報提供する際にマイナンバーを直接利用せず、マイナンバーにひもづいた機関別符号を利

用して情報提供いたします。この仕組みは既に稼働している住民基本台帳、区民税などと

同じ仕組みになっております。 

 第２には、新型コロナワクチン接種管理に関する変更点です。基本的には、この仕組み

も区の内部の区民健康情報システムで管理する部分は、従来の予防接種管理を利用するも

のですが、接種管理部分は国から提供されるＶＲＳシステムによって管理するものであ

り、その部分が従来の予防接種管理と大きく異なる点になります。さらに、緊急事態を受

けて大規模災害時の取扱いに準じて事前の保護評価が行えず、国が示すには、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等に関する法律の事後報告に該当するとも

言われています。また、そのセキュリティを含めた詳細はいまだ区には示されておらず、

現段階では区民にその概要説明を行い区民意見募集はいたしましたが、第三者機関である

情報公開・個人情報保護審議会での保護の評価の審議をいただくには情報不足でございま

す。 
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 以上について概略を御説明いたしましたが、この後詳細について担当所管から御説明を

いたします。 

○地域保健課長 では続きまして、地域保健課長のほうから御説明をさせていただきたいと存

じます。よろしくお願いいたします。 

 鑑文でございますが、２の今回の報告の理由を御説明させていただきたいと思います。

番号法第28条の規定において、先ほど申し上げました行政機関の長や地方公共団体の機関

が特定個人情報ファイルを保有するようなとき、又は重要な変更を加えようとするときに

は特定個人情報保護評価を実施することとされています。このたび、予防接種実施事務で

新たな内容を行うに当たり、特定個人情報保護評価に重要な変更を加える必要が生じたた

め報告をさせていただくものでございます。 

 今回御報告させていただくものは、先ほど齋藤が申しましたように２点ございます。

（1）でございます。１点目は、新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の

実施に関する情報の他自治体との情報連携でございます。資料１がとじてあると思います

が、そちらを御覧いただけますでしょうか。令和２年12月25日付で厚生労働省より発出さ

れた「情報提供ネットワークシステムへの接続開始又は変更の申請について」でございま

す。これに基づきまして、マイナンバーを利用した他自治体との情報連携の対象に、新た

に特定個人情報番号88番新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関

する情報が追加されました。これに伴いまして、他自治体との情報連携に向けて準備をす

るように依頼があったものでございます。 

 恐れ入ります、鑑文にお戻りください。本件に係る特定個人情報保護評価の変更につい

て、今後、個人情報保護評価に関する規則―以下、規則と申します―の第７条第４

項に基づいて、評価書の第三者点検について、世田谷区情報公開・個人情報保護審議会条

例第２条の規定に基づき諮問させていただく予定になっております。今回は事前の情報提

供といたしまして御報告させていただきたいと存じます。 

 参考として、そちらの仕組みにつきましては、先ほども齋藤が申し上げました資料２を

添付させていただいておりますので、御参考にしていただければと存じます。 

 （2）です。２点目でございますが、新型コロナウイルスワクチンの接種記録システム

の利用についてでございます。令和３年３月５日付で内閣官房、厚生労働省より連名で発

出されたものでございますが、資料３を御参照いただければと存じます。こちらは「ワク

チン接種記録システム（ＶＲＳ）への御協力のお願い」というものでございます。新型コ
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ロナウイルス感染症のワクチン接種に当たり、自治体がワクチン接種の状況を可能な限り

直ちに把握することを支援するため、接種記録システムを国が準備している旨の通知があ

りました。この中で、今回のワクチン接種履歴の確認について高い緊急性が認められるこ

とから、マイナンバーを利用した自治体間での照会が必要であり、各自治体でデータ登録

を進めシステムを活用するように求められております。 

 資料４、特定個人情報保護評価関連の質問と回答の本件に係る特定個人情報保護評価の

変更について、３番目の問いに国から示されたとおり、特定個人情報保護評価の事前実施

が非常に困難であったということから、規則第９条第２項に基づき事後評価を行うことが

可能であると国が示し、そのようにせざるを得ないと区は判断いたしました。そのため今

後、評価書の第三者点検について報告を行う予定でございますので、今回は事前の情報提

供をさせていただきたいと考えているところでございます。 

 鑑文にお戻りください。３、報告の内容です。（1）新型インフルエンザ等対策特別措

置法による予防接種の実施に関する情報の他自治体との情報連携についてですが、これは

従来から行っています定期予防接種情報の他自治体との情報連携に、新たに新型インフル

エンザ等の予防接種の情報が追加されるということになります。 

 こちらは資料５の全項目評価書がございますが、そちらの７ページに新型インフルエン

ザ等の予防接種についてのシステムの図解がございます。７ページでございますが、予防

接種事務については区民が予防接種を受けられた場合に、真ん中にありますが、区民健康

情報システムというのがございまして、そちらのほうに接種情報が記録されます。本シス

テムに記録されました接種情報については、他自治体などからの照会があった場合に番号

連携サーバー及び中間サーバーを経由して、他自治体に対して情報提供を行っておるもの

であります。従来より定期予防接種の情報を他自治体とやり取りを行っておりますシステ

ムでございまして、これに新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく予防接種の実施

に関する情報が１項目追加されてやり取りをされるということになっております。なお、

情報提供の仕組みや提供する項目については従来のものと変更はございません。 

 続きまして、（2）新型コロナウイルスのワクチン接種記録システムの利用について御

報告させていただきたいと存じます。こちらは全項目評価書の９ページに図解がございま

す。そちらを御覧ください。説明の前に１点おわびを申し上げます。このページでワクチ

ン接種記録システムについて説明しておりますが、この資料を作成した際は、まだ国から

正式なシステム名が通知されておらず、「ワクチン接種記録システム」を「接種管理シス
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テム」と記載しております。現在の「ワクチン接種記録システム」と読み替えていただき

ますようお願い申し上げます。 

 それでは説明に戻ります。新たな予防接種事務の一環として、新型コロナウイルスのワ

クチン接種が始まりました。このワクチン接種の記録は国が開発いたしましたワクチン接

種記録システムに登録を行います。登録を行うに当たり、まず、区の住民記録や区民健康

情報システムからマイナンバーを含む住民情報を抽出いたしまして、ワクチン接種記録シ

ステムに登録を行っておきます。ワクチン接種後は、接種会場でワクチン接種記録システ

ムに接続し、接種情報の登録を行います。ワクチン接種記録システムに登録された接種記

録は、マイナンバーを利用して他自治体との情報連携が可能となるものでございます。 

 鑑文にお戻りください。（3）以上のことを新たに行うに当たりまして、予防接種事務

の特定個人情報保護評価に重大な変更が生じました。これまで取り扱う特定個人情報の対

象者は30万人未満でございましたので重点項目評価を行ってまいりましたが、今回の変更

により取り扱う対象人口が30万人以上となったために、今回は全項目評価を行います。 

 ４、区民意見募集についてです。今回新たに作成した全項目評価書は、区民の方に公開

を行い意見を募集いたしました。募集は令和３年３月16日から４月14日まで実施し、意見

はございませんでした。 

 ５、第三者点検の対象である全項目評価書でございます。今後改めて諮問を行う際に確

認していただきたいと存じます。しかしながら、昨日、４月26日に新型コロナウイルスワ

クチンの接種記録システムの利用に係る特定個人情報保護評価について、国から評価書に

記載すべき内容が例示されたということに伴いまして、どのような形で取り扱うかについ

ては今後の検討をさせていただきたいと存じます。また変更がありましたら御報告させて

いただきたいと存じます。 

 ６、今後のスケジュールの予定です。新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防

接種の実施に関する情報の他自治体との情報連携については、５月中にマイナンバーセキ

ュリティ会議を行う予定でございます。６月25日に第２回情報公開・個人情報保護審議会

へ諮問させていただく予定になっていますので、どうぞよろしくお願いします。 

 今回準備いたしました報告事項は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○会長 皆さん、フォローできていますでしょうか。なかなか難しいですよね。お手元のお送

りいただいた資料の９ページ目の全項目評価の流れについては、既に昨年の審議会でも

御提示いただいている流れですので、御承知になっているかと思います。これに基づき
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まして全項目評価をするということについては、何となく皆さんイメージはつかめてい

るかと思います。むしろ、今回大きなポイントは、今日の話で言いますと、新型インフ

ルエンザ関連のいわゆる全体的な話もありますけれども、より大きなポイントは、今回

のコロナのワクチン接種に伴って新たなシステムを導入し、それに伴う個人情報、マイ

ナンバーの取扱いが生じてきてしまっていて、いわゆるその了解をどういうふうに取っ

ていくのかというところになりますので、それについては慎重な審議を皆さんの中でし

ていただければと思っておりますのでよろしくお願いいたします。と言いましても、ど

こから質問していいのかなかなか難しいと思いますが、まずは疑問点、質問だけお受け

した上で、今後どういうふうに進めていくのかについて確認をしておきたいと思いま

す。 

 いずれにせよ、最初に事務局から話がありましたように、今日ここで決を採るというこ

とではありませんで、今日はこのような問題といいましょうか、こういう課題があるとい

うことを皆さんに御報告した上で、その進め方について決めるということになります。諮

問としては、次回６月の会できちんと諮問、答申という形になると思います。 

 ともかく、事前審査なしで事後承認でいいのかどうかという根本的な問題から始まりま

して、そもそもまだ私もですけれども、このＶＲＳという新しいワクチン接種記録システ

ムとはどういうものかがなかなか理解できない部分もあろうかと思いますので、その辺は

少し時間を置いて、皆さんに改めてこのペーパーを読んでいただく、あるいは必要に応じ

て区から、事務局から追加の資料をいただく等々をして、少し勉強した上で審議会として

の是非を決めていきたいと思っております。いかがでございましょうか。 

 私のほうから事務局に確認をいたしますけれども、既に報道等では世田谷区はワクチン

接種が始まっているということでありますけれども、接種が始まっていることと、このＶ

ＲＳに伴う記録システムの運用というのはどういう関係にあると考えればよろしいでしょ

うか。もう既にこの運用が始まっていると考えていいんでしょうか。 

○住民接種調整担当課長 ワクチン担当の住民接種調整担当課長の寺西と申します。よろしく

お願いいたします。 

 今の御質問ですけれども、４月12日から高齢者施設の接種を開始しております。ここ

から今のＶＲＳというシステムを使っておりまして、タブレットで接種の記録を読み込

んでいくようなシステムなんですけれども、こちらはもう今高齢者施設で順次進めてお

りますけれども、そちらで活用して記録を取り込んでいるという状況でございます。 
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○会長 運用上は何か大きな問題が生じていることはないんですね。順調にそれは使っている

ということなんでしょうか。 

○住民接種調整担当課長 単純に読み込むのが難しいというような実務的なところはあるんで

すけれども、特段運用上で何か今大きな支障が出ているということは起きてはいない状

況です。 

○会長 ありがとうございます。もう既に使っているということでありますので、使っている

ことに対して、改めてきちんと確認をしてというふうなことが私たちに求められている

ことだと思います。実際、ミラボ社というところに情報提供がされるわけですけれど

も、まさに私企業ですけれども、このミラボ社に行った情報が今後は匿名加工されて、

ビッグデータとして活用するということも予定されているようですので、その辺も含め

て私たちのほうで改めて確認をしていきたいと思っております。 

 特段御質問がなければ、改めて少し皆さんのほうで中身を確認いただいて、次の諮問

につなげていきたいと思いますけれども、どうしましょうかね。このまますぐにもう１

回、次の６月で諮問をするというのが難しいようであれば、一度皆さんの御意見を聴く

小委員会をつくって詳しい議論をするということも必要かもしれませんし、何よりもこ

れについては先ほど説明があったように、まだセキュリティ会議の考え方が示されてい

ないものですから、私たちはそれを受けて議論せざるを得ない。どっちみち今すぐに何

か細かい議論をするというタイミングではないんですけれども、どういたしましょう

か。 

○区政情報課長 今日はいきなりの話で直前の資料の送付でもありましたので、もし何か委員

さんが資料を見て気になるとか、若しくは今、会長が口火を切っていただいたように何

か御質問があるような委員さんがいらっしゃれば、例えば５月の末とか一定の期限を切

って、何らかの質問を事務局へ寄せていただければ、ある程度整理して次回のときまで

に御報告するなり審議会の資料に盛り込むとか、そういう工夫はできるかと考えており

ますけれども、いかがでしょうか。 

○会長 ありがとうございます。では、そういたしましょう。今日が４月27日ですので、２週

間ぐらいでいいですか。２週間ほど時間を置いて皆さんの御質問を事務局のほうに集約

していただきまして、それを見て小委員会をつくる必要があるという判断があれば、ま

た皆さん方に御相談の上、設置をしたいと思いますし、大体このままいけるのではない

かということであれば、次の６月の審議会で正式に諮問をするという形で進めさせてい
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ただければと思いますが、それで皆さんよろしいでしょうか。―では、そうさせてい

ただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 では、締切りについては改めて事務局から皆さん方に御連絡をいただければと思いま

すが、一応この場では大体２週間、５月の中旬という形で進めていければと思っており

ます。よろしくお願いいたします。では、接種のほうは着々と、なるべく早くといいま

しょうか、ワクチンが来ないとしようがないかもしれませんが、ぜひ進めていただけれ

ばと思います。よろしくお願いいたします。 

○地域保健課長 どうもありがとうございました。 

○会長 では、ただいまの報告を了解といたしまして、次に進めたいと思います。 

 

（2）審議事項 

②諮問第914号 

○会長 では、議事を元に戻しまして、諮問第914号です。事務局の説明の後、所管課より説

明をお願いいたします。審議に入りたいと思います。 

○区政情報課長 先週お送りさせていただきました諮問第914号から始まります資料の１ペー

ジを御覧ください。「健康推進業務」における外部委託に伴う個人情報の保護措置につい

てでございます。 

 次の２ページからが諮問の内容となっております。 

 所管課は、世田谷保健所健康推進課でございます。 

 審議のポイントは、３、外部委託でございます。 

 それでは、所管課より説明いたします。 

○健康推進課長 健康推進課長の宮本と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 ２ページを御覧ください。審議資料No.２、諮問第914号「健康推進業務」における外部

委託に伴う個人情報の保護措置について（東京都出産応援事業に係る業務委託）の実施に

ついて御説明いたします。 

 事業の概要は記載のとおりでございますが、東京都はコロナ禍において社会全体で子育

て応援のメッセージを発信するため、東京都出産応援事業として、令和３年１月から令和

５年３月31日までに出生した子どもを持つ世帯に、子ども１人当たり10万円分の育児用品

や子育て支援サービスなどを提供するものです。事業実施に当たり東京都は対象者を把握

できないため、区が住民基本台帳に基づき対象者を把握して、本事業を実施いたします。
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約２年間にわたり出生者を把握し、実施しなくてはならないことから、安定的に事業を運

営できるよう外部委託により実施いたします。 

 そこで、１、委託の件名でございます。東京都出産応援事業発送・データ管理委託でご

ざいます。 

 ２、委託の内容です。２つございまして、１つ目は、東京都から区が受領した封筒に、

区が提供する対象者の宛名データを基に宛名ラベルを印字し郵送すること。２つ目は、区

が提供する配布対象者のデータ管理と名簿作成でございます。 

 ３、諮問の趣旨でございます。東京都出産応援事業に係る業務を外部委託することに伴

い、個人情報を取り扱わせるものであり、世田谷区個人情報保護条例第12条の規定に基づ

き諮問いたします。 

 恐れ入りますが、３ページを御覧ください。４、対象となる個人の範囲は記載のとおり

でございます。 

 ５、委託で取り扱う個人情報の項目及び件数は、区から委託先へ提供するものが氏名、

住所、生年月日、宛名番号、管理番号でして、提供件数は合計１万5,750人分を見込んで

おります。 

 ６、７につきましては記載のとおりでございます。 

 ８、委託先との個人情報の授受の方法でございますが、電磁的記録媒体、ＵＳＢメモリ

ーにより授受を行います。 

 ９は記載のとおりでございます。 

 10、委託先の個人情報の保護管理体制については、記載にございます認証を取得か取得

申請中であることといたします。 

 11、委託の条件につきましては記載のとおりでございます。 

 12、委託の開始時期及び期間につきましては、令和３年５月中旬から継続して行う予定

です。 

 13、委託先については現在未定でございます。 

 御説明は以上でございます。 

○会長 ありがとうございます。ただいまの件につきまして質問はありますでしょうか。あり

ましたら挙手をお願いいたします。 

○委員 ちょっと幾つか教えてください。今の資料でいきますと３ページのところにございま

すが、５の委託で取り扱う個人情報の項目及び件数のところで、（1）の個人情報の項目
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で区から委託先へ提供するものに宛名番号と管理番号とありますが、この宛名番号という

のは、これは確認なんですけれども、先ほどの説明のところの委託内容からいけば、これ

は区が提供する番号、それから管理番号というのは都から提供する番号という理解でよろ

しいんでしょうか。それがまず１点です。 

 それから、２番目の質問ですけれども、件数のところにあります令和３年度が約8,750

人、令和４年度が7,000人とありますけれども、これは各年度の１年間の出産予定人数と

いう理解でよろしいのかどうか。 

 それから、３つ目の質問ですけれども、一番最後のところに委託先（参考）未定とあり

ますけれども、想定される委託先、どういうところを想定しているのかをお教えいただけ

ればと思います。 

 以上３点をお願いします。 

○健康推進課長 回答させていただきます。まず１点目、宛名番号と管理番号の件についてで

ございます。おっしゃるとおり、宛名番号とは、区が住民記録情報システムにおいて個人

に付番している番号、区がつけている番号でございます。管理番号につきましては、東京

都が付番しておりまして、具体的には自治体ごと、対象者ごとに付番を振る番号でありま

して、この番号と対象世帯配布日を関連付けて配布の有無ですとか、発送先を管理するよ

うに東京都から依頼を受けているものでございます。 

 ２点目、件数でございます。令和３年度と４年度ですが、こちらはいずれも出産の見込

みの数を記載してございます。令和３年度がちょっと多いですけれども、これは令和２年

度に当たる令和３年１月１日から３月31日までの出生数を含んでいるので、その分多くな

ってございます。 

 ３つ目のお尋ねであります委託先につきましては、そういった名簿をきちんと管理でき

る業者を考えて、今調整中でございます。 

○委員 ありがとうございました。以上で結構です。 

○委員 コロナでの応援事業ということで認識をしているんですが、その際に、例えば出産に

際して住民票を置いていないところで出産される方もいらっしゃると思うんですが、例え

ばＤＶで住民票はそのまま今のところに置いておいて、あまりよく分からないような場所

で出産をするとか、そういったような方たちの把握はどのようにされるんでしょうか。 

○健康推進課長 世田谷区では総合支所の中に子ども家庭支援課というところがございまし

て、そういった方々の御相談に乗っている部署がございます。その部署と連携いたしまし
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て、そういった方々を把握している部署からこの出産応援事業の情報を流していただいた

りしまして、東京都が指定している御本人からの申請をしていただいて、世田谷区のほう

で再発行、その方々に向けて改めて再送付するというような仕組みで行う予定でございま

す。 

○会長 ほかにはございますでしょうか。―それでは、ないようでしたらお諮りしたいと

思います。本件について、異議はありませんでしょうか。異議のある方は挙手をお願いい

たします。―ないようでしたら、諮問第914号については異議なしと認めます。 

 

③諮問第915号 

○会長 次に、諮問第915号です。事務局の説明の後、所管課より説明をお願いいたします。 

○区政情報課長 資料の４ページを御覧ください。「精神保健福祉業務」における外部委託に

伴う個人情報の保護措置及び外部の電子計算機との回線結合についてでございます。 

 次の５ページからが諮問の内容となっております。 

 所管課は、引き続き世田谷保健所健康推進課でございます。 

 審議のポイントは、３、外部委託、７、回線結合でございます。 

 それでは、所管課より説明いたします。 

○健康推進課長 健康推進課長の宮本でございます。引き続きどうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、審議資料No.３、諮問第915号「精神保健福祉業務」における外部委託に伴う

個人情報の保護措置及び外部の電子計算機との回線結合について（こころの健康に関する

普及啓発及び人材育成等に係る事業委託）について御説明いたします。 

 第１に、外部委託に伴う個人情報の保護措置についてでございます。 

 １、委託の件名は、精神疾患・精神障害の理解促進や差別・偏見解消、こころの健康づ

くりに関する普及啓発と人材育成等に係る業務の外部委託でございます。 

 ２、委託の内容でございます。区では、精神障害者等の包括的な相談体制の確立に向

け、こころの相談機能を整備して順次拡大することとしております。このたび、区事業の

役割を整理いたしまして、令和３年度から全区民を対象とした講座や講演会の一部の運営

について外部委託をするものでございます。 

 ３、諮問の趣旨は記載のとおりでございます。 

 ４、対象となる個人の範囲は、本事業の利用者及び講師でございます。 
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 ５、委託で取り扱う個人情報の項目及び件数でございます。区から委託先へ提供するも

のは、講師の氏名、所属、電話番号、メールアドレスでございます。おめくりいただき６

ページを御覧ください。委託先が本人から収集するものでございます。本事業の利用者か

らは、氏名、住所等のほか、コロナウイルス感染症対策として実施いたします体調のチェ

ックシートの項目、また事業検証の参考とさせていただくために実施いたしますアンケー

ト内容に係る御覧のような記載の項目を収集いたします。委託先が本人から収集するもの

の講師から収集するものでございますが、氏名、住所等のほか、コロナ対策としての体調

チェックシートに係る記載の項目を同じく収集いたします。 

 （2）件数（年間）でございますが、約1,000件程度を見込んでおります。 

 ６、７につきましては記載のとおりでございます。 

 ８、委託先との個人情報の授受の方法は、口頭、文書及び回線結合により提供するもの

でございます。 

 ９、委託先の電子計算機を利用した個人情報処理の有無につきましては記載のとおりで

ございます。 

 10、委託先の個人情報の保護管理体制につきましては記載のとおり確認をしておりま

す。 

 恐れ入りますが、７ページを御覧ください。11、委託の条件は記載のとおりでございま

す。 

 12、委託の開始時期及び期間は、令和３年５月から継続して行う予定でございます。 

 13、委託先（参考）でございますが、公益財団法人世田谷区保健センターを予定してご

ざいます。 

 続きまして、第２、外部の電子計算機との回線結合についてです。 

 １、回線結合する理由です。区から委託先事業者に対して講師に関する情報をメールに

て御連絡する必要があるため、区の電子計算機と委託先事業者の電子計算機とを回線結合

する必要がございます。 

 ２、回線結合の相手方は公益財団法人世田谷区保健センターでございます。 

 ３、４につきましては記載のとおりでございます。 

 ５、回線結合する個人情報の項目及び件数でございます。講師の氏名、所属、電話番

号、メールアドレスを項目として予定しております。また、件数は年間10件程度と見込ん

でおります。 



 16 

 ６、７につきましては記載のとおりでございます。 

 恐れ入りますが、８ページを御覧ください。８につきましては記載のとおりでございま

す。 

 ９につきましては、第１の12のとおり公益財団法人世田谷区保健センターとの回線結合

を予定してございます。 

 御説明は以上でございます。 

○会長 ただいまの件につきまして質問はありますでしょうか。 

○委員 ２つほど教えてください。このページでいくと、６ページのところに件数が1,000件

程度と出ております。これはその上にあります事業利用者、講師、両方を含むもので、ほ

とんどは利用者の関係だろうと思うんですが、実際に利用者に限った場合にはどのくらい

の件数となるのか。その関係でいくと、７ページに講師に関する件数が10件程度とありま

すので、その差し引いた残りが利用者の数かと思いますけれども、できたら利用者の方が

どのくらいの件数なのかを教えていただければと思います。 

 それから、２つ目の質問ですけれども、回線結合の方法のところでインターネット回線

によるというふうに表示されているのみなんですが、この場合、インターネット回線のセ

キュリティの保護はどういうふうな措置になっているのか、そこをちょっと説明いただけ

ればと思います。 

○健康推進課長 まず、１つ目の件数でございますが、おっしゃるとおり10件程度が講師に関

するものですので、その差し引いたものという予定でございます。 

 ２点目のインターネットを介しての回線結合というところでございますけれども、区の

パソコンから保健センターのほうにメールで情報を送る際には、エクセルシートなどで保

護の設定をつけて、パスワードをつけてファイルを送信して、パスワードはまた別のメー

ルでお送りするというような２段階の提供の仕方を予定してございます。 

○委員 前段の質問については分かりました。 

 それから後段の関係、ただこの回線結合の方法のところの表示が、インターネット回線

によるという表示だけですとちょっと内容が、今みたいに伺うと、そういうことなのかな

とは理解できますけれども、ここのところはもうちょっとできるだけ丁寧に御説明をいた

だけたら幸いかなと思います。 

○健康推進課長 承知しました。 

○会長 今のところで、今のやり取りでパスワードによるセキュリティ保護ということで確認
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したいと思います。ほかによろしいでしょうか。 

 私のほうからですけれども、これは区政情報課にお聴きしたほうがいいかもしれません

が、体調チェックシートについては、恐らくこの事業だけではなくて区の事業で様々な部

分で、今は体調チェックシートの提出が求められる場合があるのではないかと思いますけ

れども、これについてはどういう形で情報管理をしているというふうに考えればよろしい

でしょうか。あるいはこれが非常に特殊な事例で、恐らくこの体調チェックシートの個人

情報の取扱いについては今回初めて出てきていると思うんですけれども、初事例というふ

うに考えてよろしいんでしょうか。 

○区政情報課長 例えば区民利用施設、若しくはスポーツ施設などでございましたら、確かに

体調の確認をするというシーンはございますので、直接所管課の取り扱う業務の範疇の中

にお名前とか住所、こういったものがあったりしますので最小限の情報にして、体温とか

２週間までの情報とか、こういった詳細な症状まで聞き取るような運用はしてございませ

んので、現状の業務登録の運用の範囲内で所管課の業務登録の取扱いとして行っている、

このような状況でございます。 

○会長 ありがとうございます。 

○委員 よろしくお願いします。委託先なんですけれども、世田谷区保健センターという公益

財団法人が委託となっていますが、実際行うのは講師の人が色々アドバイスをしたりする

わけですよね。その人選については、世田谷区保健センターに任されているわけでしょう

か、それが第１点目。 

 区は誰が講師になっているかは把握しないのでしょうか。と同時に、個人情報の取扱い

については、世田谷区保健センターについてはきちんとモラル、倫理的なことは把握され

ているかもしれませんが、その委託する講師の方は個人情報保護については何か文書を取

り交わすようなことはするのでしょうか。 

 ちなみに、回線結合する部分が10件程度と先ほどから出ていますが、おおよそ講師が10

人程度という理解でよろしいのかということと、講師というのは、そもそも今回の項目か

らすると、例えば精神科の医師とか臨床心理士とか、そういう人が想定されているのでし

ょうか。そのあたりをちょっと伺いたいんですが、いかがでしょうか。 

 質問は以上です。 

○健康推進課長 まず１点目でございます。公益財団法人世田谷区保健センターに区からの委

託で実施しますので、区の事業ということになります。現在実施の一部事業を保健センタ
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ーにお願いするため、講師につきましては、今までの事業の流れで講師の情報は提供いた

しますし、講座の中身につきましても、区のほうで保健センターから報告を受け確認して

いくものでございます。 

 ２点目のお尋ねの講師が得る参加者の個人情報という点でございます。講座の内容によ

って参加者の個人情報を講師が得るということはあるかと思っておりますので、事業を実

施する際に講師にきちんと確認をして、個人情報の保護の認識を持っていただくようにい

たします。 

 ３点目の、回線結合する部分が10件程度ということは講師は10名程度かというお尋ねで

ございますけれども、そのように予定しております。また、講師の人選につきましては、

主に精神科医ですとか心理士に講師として登壇いただく予定でございます。 

○委員 質問内容についてお答えいただきましてありがとうございます。要するに、これは基

本的には講演会のようなものがメインになるのでしょうか。それだけちょっと追加でお伺

いしたいんです。 

 質問は以上です。 

○健康推進課長 はい、主に講演会を多く予定しております。例えば依存症をテーマにした講

座ですとか、ストレス時代にどのようにして心を整えるかというようなメンタルヘルスを

テーマにしたり、思春期のお子さんを持つ保護者を対象に思春期の心の特徴についてテー

マに取り上げたりするなど、そうした講演会が主なものでございます。 

○委員 では１点だけ、この1,000件程度というのも、例えば区の掲示板とか区のお知らせな

どにいつものように、こういうことをいついつやりますよ、どこでやりますよという告知

をして住民の人のほうから参加を募るというような、いわゆる区がなさっている講演会の

ようなものだと理解してよろしいんですか。1,000件というのもおおよその推測というこ

となんでしょうか。 

○健康推進課長 はい、さようでございます。 

○委員 私のほうからは以上です。ありがとうございました。 

○委員 １点だけ、今、〇〇委員が質問されたものにちょっと関連するんですけれども、主に

講演会のような形なのかなという認識なんですけれども、今回のこの事業だけではなく

て、今後、講演会とかだと今までみたいにどこかのセンターに集まってという形での講演

会はなかなかコロナ禍では厳しいので、例えばＺｏｏｍでやったりとか、そういう配信系

でやるようなケースが増えてくるのかなと思ったんですけれども、そのようなケースであ
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っても今回の取得する情報は特に変わらない。配信とかそういう場合だと、ここにある体

調チェックシートみたいなものは使わないとは思うんですけれども、それ以外の項目につ

いては基本的には同じような扱いになるという理解でいいのか、それともそういう配信を

するようなケースだと、これとは異なるような情報を取るのか、ちょっとそこだけ気にな

ったので教えていただければと思ったんです。 

○健康推進課長 はい。実は、今年度初めてオンラインも活用して講演会を行う予定もありま

して、その場合においても収集する情報につきましては、今御報告申し上げた項目で対応

できるものでございます。 

○委員 ありがとうございました。 

○会長 ほかに質問はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。―ないようでした

ら、お諮りいたします。本件について、異議はありませんか。―ないようでしたら、

諮問第915号については異議なしと認めます。 

 

④諮問第916号 

○会長 続きまして、諮問第916号です。事務局の説明の後、所管課より説明をお願いいたし

ます。 

○区政情報課長 それでは、資料の９ページを御覧ください。「災害対策業務」における外部

委託に伴う個人情報の保護措置及び外部の電子計算機との回線結合についてでございま

す。 

 次の10ページからが諮問の内容となっております。 

 所管課は、危機管理部災害対策課でございます。 

 審議のポイントは、３、外部委託、７、回線結合でございます。 

 それでは、所管課より説明いたします。 

○災害対策課長 災害対策課長の長谷川でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず第１、外部委託に伴う個人情報の保護措置について、こちらから内容の御説明を

させていただきます。 

 １、委託の件名、冒頭御説明のとおりでございます。 

 ２、委託の内容でございます。台風や大雨等の災害時に区が避難情報等を発令する場

合に、区民の皆様には速やかに確実に情報を取得していただいて、その上で早めの命と

安全を守るための避難行動を取っていただくこと、これが必要になってまいります。し
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かしながら、区民の中には自ら情報を取得することが困難な方もいらっしゃいます。区

は新規事業といたしまして、自ら情報を取得することが困難な区民に対し、あらかじめ

区に配信希望を申請していただいた電話番号、又はファックス番号宛てに避難情報等を

配信する災害時緊急情報配信サービスを外部委託により開始することといたしました。 

 補足いたしますと、テレビやラジオ、ＳＮＳ、ホームページ等、様々手段はございま

すが、こういったものから情報が取れない、また不安があるという方々に速やかに生命

と安全を守るための行動を確実に取ってもらうための取組みでございます。他自治体で

も、近年、風水害が非常に多く発生してございますが、そういった際に活用されている

ものでございます。 

 ３、諮問の趣旨でございます。こちらの配信サービス業務を新たに外部委託すること

に伴いまして、個人情報を取り扱わせるものでございますので、条例の規定に基づき諮

問するものでございます。 

 ４、対象となる個人の範囲でございます。こちらはこのサービスの利用者、利用を希

望する方ということになります。 

 ５、委託で取り扱う個人情報の項目及び件数でございます。個人情報の項目、区から

委託先へ提供するものといたしましては、氏名、住所、電話番号又はファックス番号、

配信地域グループでございます。この配信地域グループというのは、地域によって、特

に河川等につきましては提供する情報が変わってまいりますので、そのためのグループ

分けをした情報でございます。委託先が本人から収集するものはございません。また、

区及び本人以外から委託先へ提供するものもございません。こちらの想定の件数といた

しましては、約500件の方への配信サービスを想定してございます。 

 以下、６から９につきましてはこちらに記載のとおりでございます。 

 10の委託先の個人情報の保護管理体制でございます。こちらの情報を扱うデータセン

ターでは、入退室管理、防犯対策、防災対策が講じられているものでございます。ま

た、システムへのログインにつきましては、ＩＤ、パスワードの入力、また特定のＩＰ

アドレスでの接続制限を設定いたします。ネットワークセキュリティにつきましては、

通信の暗号化、またＳＳＬなどのセキュリティは最新のものを使用いたします。サーバ

ーに対するセキュリティにつきましては、ファイアウォールを設置いたします。ＩＳＭ

Ｓ、又はプライバシーマークの認証を受け、定期的にセキュリティ対策については監査

を受けているというところで管理体制を取っております。 
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 11、委託の条件でございますが、こちらに記載のとおりでございます。 

 12、委託の開始時期及び期間につきましては、本年の６月から継続して行ってまいり

ます。 

 13、委託先でございますが、こちらは今後６月の上旬にプロポーザルにより選定をす

る予定でございます。 

 続きまして、第２の外部の電子計算機との回線結合でございます。 

 １、回線結合する理由でございますが、こちらの情報配信サービスは、クラウドサー

バー上での運用となってまいります。区の電子計算機で委託先事業者の管理するクラウ

ドサーバーに接続をして利用いたします。これに伴いまして、区の電子計算機と委託先

事業者の電子計算機を回線結合するものでございます。 

 ２、回線結合の相手方は第１の６のとおり、３、諮問の趣旨につきましても回線結合

についての諮問でございます。 

 以下、４から７につきましては記載のとおりでございます。 

 ８、区の個人情報の保護管理体制、区の情報セキュリティ対策基準及び災害対策課の

情報セキュリティ実施手順書を遵守してまいります。 

 ９、回線結合の開始時期及び期間はこちらに記載のとおりでございます。 

 御説明につきましては以上でございます。 

○会長 ただいまの件につきまして質問はありますでしょうか。 

○委員 ちょっと教えてください。資料の11ページのところに（2）件数（見込み）約500件と

ありますけれども、いわゆるこういう災害の場合の災害時要支援者という方々が、当然

世田谷区内でも大勢いらっしゃると思うんですけれども、その中でのいわば内数という

ことに、今回その中で配信を希望する方をリストアップして行うということのようです

けれども、世田谷区では災害時に要支援者として把握をされている数は大体どのくらい

の数なのか、それをまず１点教えていただければと思います。 

 それから、委託先はこれからプロポーザルで行うよということなんですけれども、大

体どういうところを想定しているのか、それをちょっと参考までにお願いしたいという

のが２つ目。 

 それから３点目が、これも先ほどの915号と同じように回線結合の方法がインターネッ

ト回線によるのみの表示なんですが、これのいわゆる専用性といいますか、セキュリテ

ィの扱い方がどうなっているのか、そこをちょっと御説明いただきたいと思います。 
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○災害対策課長 まず申し上げます。世田谷区内における要支援の対象者でございますが、お

おむね1,000件から2,000件程度というふうに見込んでございますが、これらの方々の中

で特に情報を取ることができない、例えば視覚ですとか聴覚に課題のある方を想定して

いるところでございます。 

 委託先でございますが、委託先のプロポーザルはどんなところという想定でございます

が、こちらは既に他自治体でも実績がある事業者がございますので、そういったところを

数社の中から選定することを想定しているところでございます。 

○会長 〇〇委員、よろしいでしょうか。 

○委員 インターネット回線の扱いですね。 

○災害対策課長 こちらについてはパスワード等を付して送信等を行う、そういったセキュリ

ティ対策を考えているところでございます。 

○委員 大体想定されたお答えなので、それで大体了解をいたしました。災害時の要支援者の

数が1,000件から2,000件というふうに先ほどお話があったんですが、ちょっとこれは少な

いのかなという印象を持っていますので、世田谷の中で、その中でさらに配信希望が500

件というのは、これはこれで理解できるんですが、災害時の要支援者のところが漏れがな

いようにぜひお願いをしたいなというのが要望でございます。以上で私のほうはありがと

うございました。了解です。 

○会長 では、要支援者のカバーにつきましてはよろしくお願いいたします。 

○委員 先ほどの500件という件なんですが、今回基本的には電話、又はファックスによる配

信ということでしたので、先ほど当局の方から想定される対象者、例えば視覚障害者の方

というのが上がっていましたが、例えばいわゆるＩＴ弱者といいますか、メールなどを受

け取ること、インターネットなどに接続することができない、いわゆるシニア層の方と

か、そういう方も想定されているのかということです。それと連絡する場合は電話など

で、委託先の人から電話が高齢者の家とかにかかってくるという認識でよろしいんでしょ

うか。 

 あともう１点、今回の何件かの諮問を見ていますと委託先未定というのが、これは区政

情報課のほうでまとめてお答えいただいてもいいんですが、今の時点で未定というのが結

構あるんですよね。プロポーザルを行うということなんですが、先ほどの諮問などでは、

もう５月中旬から始めるというようなものもまだ未定になっていたりするんですが、それ

で間に合うのかどうかということをお尋ねしたいと思います。 
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 質問は以上です。 

○災害対策課長 まず１点目でございますが、利用者の想定でございます。今御指摘がござい

ましたとおり、いわゆるＩＴ弱者も対象にするのかという点でございますが、こちらは要

支援者の中でこういったＩＴについて、やはり日常の活用について課題がある方は対象に

するという想定をしてございますが、まずは現状今想定しているのは、あくまでこの要支

援の方々の中でというのが１つの区切りでございます。 

 ２点目でございます。電話で配信するときの情報を伝える方法でございますが、委託先

から自動音声で、例えば防災情報を屋外の防災無線で放送するのと基本的には同じ内容に

なりますが、それは自動音声で電話でお伝えをするということを想定してございます。 

 それから、委託先につきましては、こちらは６月でスケジュール的には十分間に合うス

ケジュール組みで、今回この諮問につきましても、このタイミングでかけさせていただい

たというところでございます。 

○委員 質問については、今回の諮問についてはほとんどが委託先未定ということになってい

て、先ほどの案件では５月中旬から早速始まるようなところも未定となっていますが、そ

れで間に合うのでしょうかという質問をさせていただきました。それについてはいかがで

しょうか。 

○区政情報課長 委託先につきましては、もちろん所管課が、例えば11ページに記載の10の委

託先の個人情報の保護管理体制ですとか、このほか業務内容の特性に応じた委託先をプロ

ポーザルであったり、場合によっては入札であったりとか、いろんな手法によりまして、

こういった条件を付した上で業者選定を行っていくという手順を踏む流れでございます。

その中で、もちろんスケジュール感は大変重要でございますけれども、こちらの個人情報

保護審議会での御意見を踏まえて、より視点を強化するといった可能性もあるので、業者

の選定においては情報公開・個人情報保護審議会の御意見を聴いてから考えるんだという

所管もありますので、そこはちょっと所管の考えも様々かと思っております。もちろんス

ケジュールがきちんと間に合うような形で所管課は進めていっているものと、このように

理解しております。 

○委員 私からは以上です。ありがとうございました。 

○委員 個人情報のところとは少し観点が外れるかもしれないんですが、先ほどの回答の中

で、委託先から電話の場合は自動音声で流れてくるということを言われたと思うんです

が、電話機によって、防犯機能がついている電話機というのは自動音声がなかなか分かり
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にくいというのを聴いたことがあるんですが、そのあたりの対策というのはきちんとされ

ているんでしょうか、ちょっとお聴きしたいと思います。 

○災害対策課長 様々な御事情というのが、今お話にありましたとおり防犯機能をつけている

電話機を使っている方もいらっしゃれば、その他この聞き取りやすさというのは人によっ

ても違う部分があるかと思います。それらについては個別のケースの対応になってくるか

なと考えております。今のところそういった事例が、自動音声を使うことによってやはり

問題だということであれば、その対策について今具体的にあるわけではございませんが、

そもそものこの事業の目的が確実に伝えるというところにございますので、そういった方

向については考えていきたいと思います。恐らくこの方法については、今後様々バージョ

ンアップをしていきながら、確実に伝える方法というのをさらに充実していく必要がある

と思いますので、そういった課題についてはきちんと対応していきたいというふうに考え

ております。 

○委員 ありがとうございます。ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

○委員 区から委託先へ提供する個人情報ですけれども、配信グループがあって、自動音声の

ようなものが流れるのに住所が本当に必要なのかと思いまして、それをちょっとお答えく

ださい。 

○災害対策課長 こちらは住所によりまして配信グループと、あと実際の住所について一致し

ているかどうかということもチェックをしながら、適切な情報を伝えていかなければなら

ないというのがございますので、この２つの情報というのは、やはり持っておく必要があ

ると考えているところでございます。 

○委員 加えて、今のような形であれば地番とかの細かいところまでは必要なくて、個人情報

ですから最小限ということで考えれば、町名ぐらいまでで止めたほうがいいのではないか

と思うのですけれども、そこはいかがでしょうか。 

○災害対策課長 こちら外部事業者に渡す情報につきましては、今御指摘も踏まえまして必要

最低限の部分というところは、もう一度考えたいと思います。 

○委員 よろしくお願いいたします。 

○会長 ほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。―ないようでしたら、お諮りし

たいと思います。本件について、異議はありませんでしょうか。―ないようでした

ら、諮問第916号については、異議なしと認めます。 
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⑤諮問第917号 

○会長 続きまして、諮問第917号です。事務局の説明の後、所管課より説明をお願いいたし

ます。 

○区政情報課長 それでは、資料の御説明のほうに移らせていただきます。 

 資料の13ページを御覧ください。「社会体育の普及・振興業務」における外部委託に

伴う個人情報の保護措置及び外部の電子計算機との回線結合についてでございます。 

 次の14ページからが諮問の内容となっております。 

 所管課は、スポーツ推進部オリンピック・パラリンピック担当課でございます。 

 審議のポイントは、３、外部委託、７、回線結合でございます。 

 それでは、所管課より説明いたします。 

○オリンピック・パラリンピック担当係長 スポーツ推進部オリンピック・パラリンピック担

当課の係長をしております、桑門でございます。課長の荒木の代理で説明をさせていただ

きます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、審議資料No.５、諮問第917号「社会体育の普及・振興業務」における外部委

託に伴う個人情報の保護措置及び外部の電子計算機との回線結合について（アメリカキャ

ンプボランティア用チャットツールの導入）について説明をいたします。 

 まず、事業の概要についてですけれども、本年の７月４日から８月16日までアメリカ合

衆国の選手団が区内の大蔵運動場でトレーニングキャンプを実施いたします。今回、アメ

リカ選手団をサポートするキャンプボランティア52名、こちらのボランティアの方たちが

期間中に区の職員と円滑に情報交換を行うことができるように、チャットツール及びシフ

ト管理ツールを導入するというものが本事業の概要でございます。 

 次のページを御覧ください。まず、第１の外部委託についてですが、１の委託の件名は

記載のとおりです。 

 ２の委託の内容でございます。（1）については、アメリカキャンプボランティアとア

メリカオリンピック・パラリンピック委員会、区の職員との連絡を取り合う手段として、

今回チャットツールというシステムを使用して、迅速に情報共有ができる環境を整備いた

します。（2）については、ボランティアの方たちの活動予定を管理するために、ボラン

ティア自身がシフトをオンライン上で自ら入力、登録して、確認、共有できるようなサー

ビスを外部委託いたします。 

 ３の諮問の趣旨は記載のとおりでございます。 
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 ４の対象となる個人の範囲は記載のとおりでございます。 

 ５の委託で取り扱う個人情報の項目及び件数は、本人がチャットシステムのアカウント

を作成するために必要となる情報で、氏名、メールアドレス、パスワードを登録する必要

がございます。 

 （2）件数については、ボランティアの数と同じ52件です。 

 ６の個人情報を取り扱う場所は記載のとおりでございます。 

 ７の個人情報を取り扱う場所について区及び委託先以外の者との共用の有無については

ございません。 

 ８の委託先との個人情報の授受の方法は、区のＶＤＩシステムのインターネット環境を

利用し回線結合を行います。 

 ９の委託先の電子計算機を利用した個人情報処理の有無は、アカウントの作成を行うも

のでございます。 

 10の委託先の個人情報の保護管理体制は、記載のとおりでございます。 

 11の委託の条件も記載のとおりでございます。 

 12の委託の開始時期及び期間は、令和３年５月から同年９月までを予定しております。 

 13の委託先は現在検討中でございます。 

 説明は以上になります。 

○会長 御質問をお願いいたします。 

○委員 このチャット機能というものは、まず１点は、要するにボランティアの人も全てとい

う、ちょっと具体的に言うとそういった内容を、実際対応するのは区の職員の方なのか、

委託先の方がそれを情報収集するのか、あるいはその両方なのか、それを教えてくださ

い。あくまでも世田谷区とそのボランティアの方とのやり取りであって、アメリカ合衆国

の選手団などには、どういう人がボランティアをやっているかなどという情報は流れない

という認識でよろしいのでしょうか。 

 質問は以上です。 

○オリンピック・パラリンピック担当係長 このチャットツールを利用する範囲ですけれど

も、キャンプボランティア52名と、それを担当する区の職員、あと選手ではないんです

が、アメリカオリンピック・パラリンピック委員会のボランティアを担当するスタッフが

１、２名おりまして、その方たちだけで利用を行います。 

○委員 アメリカ選手団の一部の方にも誰がボランティアをやっているかということは伝わる
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わけですね。もしそうなら、その人も個人情報保護についてはきちんと認識してもらうア

プローチはなさるという認識でよろしいでしょうか。むしろやっていただきたいという希

望でもあるんですけれども、よろしくお願いします。 

○オリンピック・パラリンピック担当係長 採用するに当たりましてボランティアの情報につ

きましては、アメリカのオリンピック・パラリンピック委員会の担当者の方たちも採用に

関わっておりましたので、担当者にはそのボランティアの氏名ですとか、そういった個人

情報は入っております。その方たちもボランティアの個人情報については厳重に取り扱う

ということで、書面上でも取り交わしを行っています。 

○委員 以上です。ありがとうございました。 

○会長 ほかはいかがでしょうか。大丈夫ですか。―では、ないようでしたら、お諮りし

たいと思います。本件について、異議はありますでしょうか。―ないようでしたら、

諮問第917号については異議なしと認めます。 

 

⑥諮問第918号 

○会長 では、引き続き、諮問第918号に参りたいと思います。事務局の説明の後、所管課よ

り説明をお願いいたします。 

○区政情報課長 資料の18ページを御覧ください。「高齢者・障害者保健福祉業務」における

外部委託に伴う個人情報の保護措置についてでございます。 

 次の19ページからが諮問の内容となっております。 

 所管課は、障害福祉部障害保健福祉課でございます。 

 審議のポイントは、３、外部委託でございます。 

 それでは、所管課より御説明いたします。 

○障害保健福祉課長 よろしくお願いします。障害保健福祉課長、宮川と申します。 

 １、委託の件名でございます。医療的ケア相談支援センター事業委託でございます。 

 ２、委託の内容ですが、医療的ケア支援の充実に向けまして、保護者等に対するワン

ストップでの相談対応ですとか、病院を退院する際の在宅生活支援プランの作成、施設

に対する技術支援、人材育成などを行う医療的ケア相談支援センター事業を外部委託に

より実施するものになります。 

 個人情報を扱う事業については次のとおりでございます。（1）は基本相談、それから

在宅生活支援プランの作成となります。内容については記載のとおりでございます。
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（2）が災害時個別支援計画の作成支援となります。こちらについても記載内容を御覧く

ださい。 

 ３、諮問の趣旨でございます。この事業を外部委託することに伴いまして、条例第12

条の規定に基づき諮問をいたします。 

 ４、対象となる個人の範囲でございます。医療的ケアが必要な児（者）及びその保護

者となってございます。 

 ５、委託で取り扱う個人情報の項目及び件数ですが、区から委託先へ提供するもの

は、氏名、住所、生年月日となってございます。裏面を御覧ください。委託先が本人か

ら収集するものですが、基本相談及び在宅生活支援プランにつきましては、氏名、住

所、生年月日、その他こちらに記載のとおりのものを収集しまして、当事者の福祉サー

ビス等利用のコーディネートをしてまいります。少し下がりまして、災害時個別支援計

画の場合も記載のとおりでございますが、少し内容は異なりますが、避難場所や避難方

法など災害に関する情報も含めて聞き取ってまいります。 

 （2）件数でございますが、こちらは記載のとおりでございます。 

 ６、個人情報を取り扱う場所ですが、区立大蔵二丁目複合型子ども支援センターとい

う区の建物がございまして、この場所で医療的ケアセンターという事業を実施してまい

りますので、この場所。あとは対象者が入院する病院やお宅、この事業を委託する事業

者の事業所等としてございます。 

 ７、個人情報を取り扱う場所についてですが、共用の有無はございません。 

 ８、委託先との個人情報の授受の方法ですが、口頭、文書及び電磁的記録媒体により

ます。 

 ９、委託先の電子計算機を利用した個人情報処理の有無はありとしてございます。 

 10、委託先の個人情報の保護管理体制ですが、こちらに記載のとおり御確認くださ

い。 

 11、委託の条件ですが、こちらの記載のとおりでございます。 

 次のページに参ります。12、委託の開始時期及び期間ですが、この事業は今年度、令

和３年８月から開始し、継続して行ってまいります。 

 13、委託先ですが、こちらは随意契約によりまして、社会福祉法人全国重症心身障害

児（者）を守る会に委託をしてまいります。 

 御説明は以上になります。 
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○会長 委託先からの収集項目が少し多い案件だと思いますが、皆さんいかがでしょうか、御

質問をお願いします。―ないようでしたら、お諮りしたいと思います。本件につい

て、異議はありませんでしょうか。―ないようでしたら、諮問第918号については異議

なしと認めます。 

 

⑦諮問第919号 

○会長 次に、諮問第919号です。事務局の説明の後、所管課より説明をお願いいたします。 

○区政情報課長 資料の22ページを御覧ください。「子ども家庭支援業務」における外部委託

に伴う個人情報の保護措置についてでございます。 

 次の23ページからが諮問の内容となっております。 

 所管課は、子ども・若者部子ども家庭課でございます。 

 審議のポイントは、３、外部委託でございます。 

 それでは、所管課より御説明いたします。 

○子ども家庭課長 子ども家庭課長の中西と申します。よろしくお願いいたします。 

 審議資料No.７、諮問第919号「子ども家庭支援業務」における外部委託に伴う個人情報

の保護措置について（生活困窮世帯等の学習・生活支援の拠点事業の実施）について御説

明いたします。 

 １、委託の件名は記載のとおりでございます。 

 ２、委託の内容ですが、区が平成30年度に実施しました子どもの生活実態調査の結果で

は、生活困窮等により家庭や地域に夜間・休日、安心して過ごすことができる居場所がな

い子どもの存在が明らかとなりまして、こういった子どもたちをいかに支援するかが課題

となっており、令和元年度に策定しました子どもの貧困対策計画に基づきまして重点政策

に位置付けております生活の安定に資するための支援の一環として、生活困窮世帯等の子

どもの成長と家庭の生活の安定に向けた学習支援、生活支援及び相談支援の機能を兼ね備

えた拠点事業を実施することとし、以下の６項目の内容について外部委託を行うとするも

のでございます。 

 （1）運営管理です。利用希望フォームの作成、管理等記載のとおりでございます。

（2）居場所提供、スタッフやボランティア等の見守りの下、自由に利用でき安全に過ご

すことができる居場所を提供するものでございます。（3）学習支援、子どもの学習習慣

の定着、進級、進学、就職に向けた支援を行います。（4）生活支援です。食事の提供で
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食生活を整えることに加えて、基本的な生活習慣を身につけることができるよう支援を行

うものでございます。24ページです。（5）保護者を含む相談支援です。各業務を通じま

して子どもからの相談、又保護者からの相談、そして支援に関する情報提供を行ってまい

ります。（6）地域連携です。関係機関との情報共有や協力体制を構築、本事業の協力者

となります地域人材の発掘等も含め、地域との連携構築・強化を行ってまいります。 

 ３、諮問の趣旨につきましては記載のとおりでございます。 

 ４、対象となる個人の範囲ですが、本事業の対象家庭の子ども及び保護者、拠点事業に

関わるボランティアですが、利用する中学生の弟や妹等については必要に応じて利用を認

めるといたします。 

 ５、委託で取り扱う個人情報の項目及び件数です。（1）個人情報の項目ですが、区か

ら委託先へ提供するものとしては記載のとおりで、子ども、保護者、ボランティア、それ

ぞれとなってございます。委託先が個人から収集するものも記載のとおりですが、先ほど

の区から提供するものに加えまして、相談内容が追加されてございます。ページをおめく

りいただきまして、引き続き保護者、ボランティアと記載がございます。そして、区及び

本人以外から委託先へ提供するものはございません。 

 （2）件数ですが、約100件を想定してございます。 

 ６、個人情報を取り扱う場所は記載のとおりでございます。 

 ７、個人情報を取り扱う場所について区及び委託先以外の者との共用の有無はございま

せん。 

 ８、委託先との個人情報の授受の方法ですが、口頭、ファクシミリ、文書及び電磁的記

録媒体によるものでございます。 

 ９の委託先の電子計算機を利用した個人情報処理の有無ですが、パソコンでの管理を想

定してございます。 

 10、委託先の個人情報の保護管理体制と11、委託の条件は記載のとおりでございます。 

 12、委託の開始時期及び期間ですが、令和３年６月から継続して行う予定でございま

す。 

 13、委託先ですが、現在プロポーザルをしている段階でございまして、未定となってご

ざいます。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○会長 御質問よろしくお願いいたします。 
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○委員 幾つかちょっと確認の意味で教えてください。24ページのところに、４、対象となる

個人の範囲というのがありますけれども、そこに所得要件等という括弧のところがあっ

て、それが児童相談所や子ども家庭支援センターが支援している家庭は所得要件なし、そ

の上のほうには、生活保護受給あるいは住民税非課税とか、そういうもろもろの方につい

ては一定の所得要件を設けるという、いわばそういう２段構えで行うという理解でよろし

いのかどうか、それが１点目です。 

 ２点目はそれとの関連なんですが、25ページのところに（2）件数というのが表示され

ています。件数が約100件とありますけれども、この対象者の数が非常に少ないのかなと

いう印象なんですけれども、これは例えば今の対象となる個人の範囲の中で、いわば所得

要件ありなしで２段構えで分かれておりますけれども、この中で絞った数の人数なのか、

それともこの100件というのが実際にはこのくらいの人数だろうというふうに何らかの調

査によって把握されている数という理解でいいのか、その点が２点目の質問です。 

 ３点目が、６の個人情報を取り扱う場所として具体的な住所が示されておりますけれど

も、これは具体的にはどういうところになるのか、そこをちょっと教えていただければと

思います。 

 それから、これもまだ委託先のプロポーザルを実施しているところだということなんで

すけれども、ちょっとこれも５月中旬に決定をするという流れなんですが、６月から継続

して行うについて準備の関係でどうなのかなというのがちょっと心配するところでもあり

ますので、その辺のもくろみをお話いただければと思います。 

○子ども家庭課長 まず１つ目の御質問、所得のところにつきましては、所得要件ありなしと

いうことで２段構えで実施する考えでおります。 

 ２つ目の25ページにございます（2）100件ですけれども、内訳としましては、お子さん

を40名、保護者を40名、ボランティア20名で100件程度からスタートということで想定し

てございます。 

 ３つ目の６の場所につきましては、区民の方から遺贈という形で引き受けております物

件がございまして、個人宅だったのですが、その場所を活用して今回の居場所事業を実施

する予定となっております。 

 ４点目の御心配いただいております５月プロポーザルで６月から、期間が短いんじゃな

いかというような御質問だと思うんですけれども、こちらにつきましては連休明け早々に

プロポーザルを開始しまして、中旬には事業者の決定ということになります。なるべく早
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い段階からスタートしたいということで、６月から実施ということで記載させて―事

業の準備は６月からではありますが、実際に始まるのは８月から人の受入れスタートを予

定しておりますので、それまでの間は準備期間ということで予定をしてございます。 

○委員 了解しました。ありがとうございます。 

○委員 １点お尋ねします。個人情報の項目のところで、子ども、保護者、ボランティアとな

っていますが、逆にボランティアの人が子どもあるいは保護者のメールアドレスとか、電

話とか、対象者の子どもや保護者の個人情報をボランティアが知るということはあるので

しょうか。ちょっと１点だけ伺いたいと思います。 

○子ども家庭課長 今の御質問は、関わっていく中でボランティアの方が知り得ることがある

かということでよろしいでしょうか。 

○委員 そういうことです。ボランティアにも子どもの個人情報が伝わるのかという質問で

す。 

○子ども家庭課長 直接そのお名前は伝わることはあるかと思うんですけれども、メールだと

か御住所が伝わるということはないと思っております。 

○委員 これは希望になるんですけれども、色々―はっきり申し上げて、都内でも例えば

教員によるわいせつ事件とかがたまにニュースになっています。ですので、そういうこと

が頭にあってちょっと心配になった。ボランティアだからといって場合によって、はっき

り申し上げますが、教師だからといって100％全員が全員善人とは限らないですね、はっ

きり申し上げて。そういった事案もニュースにはならなくても、信憑性のある情報として

教育関係者からも色々水面下で問題になっている人がいるということはたまに聴くことが

あるので、そのあたりはもちろん相手が誰々ちゃんなのか、対象としている子どもが誰々

なのか、匿名で一緒に過ごすということはできないかもしれませんが、ボランティアに対

しても子どもの情報の扱いについては慎重にしてほしいという何か申合せをするとか、一

筆書いてもらうとか、そういったことをぜひお願いしたいと思います。これは希望として

聴いていただけたらと思います。 

○子ども家庭課長 今の御意見は貴重な御意見だと思っておりますので、尊重させていただき

たいと思います。 

○会長 私のほうから１点だけ確認いたしますけれども、この個人情報の項目について、基本

的に区から委託先へ提供するものと委託先が本人から直接収集するもの、おおよそかぶっ

ているわけですけれども、これは委託先が区とは別個に直接本人から収集することが相当
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数あるということの想定なんでしょうか。基本的には、対象になる個人の範囲は区で確定

するのではないかという気がするんですが、ちょっとそこだけ確認させてください。 

○子ども家庭課長 関わっていく現場のほうでも、かなりそういった情報を収集することがや

はり想定されますので、同じような項目ということで委託先が本人から収集するものにも

記載させていただいたところです。 

○会長 そうすると、委託先が本人から収集したものについては全て区が改めて確認をすると

いいましょうか、区に提供するという流れになるんですか。 

○子ども家庭課長 おっしゃるとおりです。 

○会長 分かりました。ほかはよろしいでしょうか。―では、ないようでしたら、お諮り

したいと思います。本件について、異議はありますでしょうか。―ないようでした

ら、諮問第919号については異議なしと認めます。 

 

⑧諮問第920号 

○会長 続きまして、諮問第920号です。事務局の説明の後、所管課より説明をお願いいたし

ます。 

○区政情報課長 資料の26ページを御覧ください。「区立中学校業務」における外部委託に伴

う個人情報の保護措置についてでございます。 

 次の27ページからが諮問の内容となっております。 

 所管課は、生涯学習部生涯学習・地域学校連携課でございます。 

 審議のポイントは、３、外部委託でございます。 

 それでは、所管課より御説明いたします。 

○生涯学習・地域学校連携課長 教育委員会事務局生涯学習部生涯学習・地域学校連携課長、

谷澤と申します。よろしくお願いします。 

 それでは、27ページを御覧ください。審議資料No.８、諮問第920号「区立中学校業務」

における外部委託に伴う個人情報の保護措置について御説明をいたします。 

 まず、１、委託の件名は記載のとおりでございます。 

 ２、委託の内容でございます。世田谷区内の中学校では、地域の方々を中心に、部員へ

の技術指導や対外試合の引率等の役割を担う部活動支援員として活動していただいており

ます。このたび、文部科学省より学校の働き方改革を踏まえた部活動改革について、こち

らの通知が示されまして、休日に教師が部活動の指導に携わる必要のない環境を整えるた
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めに、今後さらに多くの部活動支援員となる人材を確保する必要がございます。その一方

で、現在、区及び学校が自力で地域人材を確保することが困難となりつつあります。以上

のことから、部活動支援となる人材を確保し、適正に配置をするため、事業者に部活動支

援員のマッチング事業を外部委託するものでございます。 

 ３の諮問の趣旨については記載のとおりでございます。 

 ４、対象となる個人の範囲は、部活動支援員を希望する方々でございます。 

 ５、委託で取り扱う個人情報の項目及び件数でございます。今回の事業は、学校が要望

する部活動支援員について事業者から紹介を受けるものでございますので、（1）個人情

報の項目につきましては、区から委託先へ提供するものはございません。委託先が本人か

ら収集するものは、氏名、住所、希望する部活動名をはじめ記載のとおりでございます。

区及び本人以外から委託先へ提供するものはございません。 

 （2）件数は約20件程度を想定しております。 

 続きまして28ページ、６、個人情報を取り扱う場所は記載のとおりでございます。 

 ７、個人情報を取り扱う場所について区及び委託先以外の者との共用の有無はございま

せん。 

 ８、委託先との個人情報の授受の方法は記載のとおりでございます。 

 ９、委託先の電子計算機を利用した個人情報処理の有無ですが、事業者が支援員の候補

者の情報を管理する際にパソコンを使用することを想定しております。 

 10、委託先の個人情報の保護管理体制及び11、委託の条件は記載のとおりでございま

す。 

 12、委託の開始時期及び期間につきましては、令和３年８月から継続して行う予定でご

ざいます。 

 13、委託先につきましては、これからプロポーザル方式により事業者を選定いたします

ので、現在のところ未定でございます。 

 私からの説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○会長 ありがとうございます。御質問お願いいたします。 

○委員 １つ、28ページのところに、（2）件数として年間20件程度とありますが、この表題

にあります、いわゆる部活動支援員のボランティアなりをマッチングするということなん

ですけれども、20人程度という形で、そこに書いています区立の中学校での部活動の指導

の関係、この人数は最初の数なのか、それともこの程度で大体年間で収まるのか、そこは
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ちょっとイメージが分からないものですから教えていただければと思います。 

 それからもう１点は、委託先のところがまだ未定とあります。これは多分８月から継続

して行うので、まだこれから間に合うのかと思いますけれども、実際に想定される予定先

というのがどういうところを考えておられるのか、そこをちょっと教えていただければと

思います。 

○生涯学習・地域学校連携課長 それでは、まず１つ目の御質問ということで、現在部活動支

援員397名の方が登録されておりますけれども、一応、部活動支援員が欲しいというとこ

ろ１校当たりで平均３、４名ほど必要だというようなことは聴いております。 

 あと、事業者につきましては、イベントの企画や実施ですとか講習の開催、あとは講師

派遣等、スポーツ中心にビジネスを展開している事業者さんを想定しております。 

○委員 了解です。 

○委員 今ちょっと委託先について、イベント企画とかそういうことをおっしゃってくださっ

たんですが、これは部署としては、やはり生涯学習・地域学校連携課ということなんです

が、やはり学校の教育の一環であることには違いないと思うんですね。この教師の人たち

が部活動までやると相当負担になっている、働き方改革というのは私も賛成です。特に想

定されるのは運動関係の部活動ということになるのでしょうか。と同時に、このマッチン

グ業者についてはイベント企画業者とかというのではなくて、やはり子どもの教育につい

てきちんと理解しているような企業を選定すべきではないかと思うんですがいかがでしょ

うか。教育の一環だと思います。 

 それから、先ほどの諮問もそうだったんですが、やはり支援員も子どもの個人情報保護

についてはきちんと意識して支援員を受託すると一筆書いてもらうような、そういった申

合せが必要なのではないかと思うのですがいかがでしょうか。 

○生涯学習・地域学校連携課長 それではまず１つ目ですけれども、基本スポーツを中心にビ

ジネスを展開している事業者を想定しておりますけれども、学校側の希望といたしまして

は、テニス部ですとか吹奏楽部のニーズが高いと聴いておりますので、必ずしもスポーツ

だけではないと伺ってはおります。 

 あと、委員おっしゃるとおり教育の一環ということでございますので、プロポーザルを

これから行ってまいりますけれども、その際にもやっぱり条件といたしまして教育の一環

ということで、やはりそういった子どもの教育に理解のある事業者が選定されるような形

で、要項も何かしら条件をつけていきたいと思っております。 
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 また当然、外部の指導員についても子どもの情報管理、そこは必ず徹底していくような

形で、誓約書をいただくような形で進めてまいりたいと思っております。 

○委員 ありがとうございました。むしろ、区民としての希望としてちょっと聴いていただけ

てもいいかなと思います。そのあたり、あくまでも学校の授業と部活動は必ずしも切り離

せないもので、働き方改革として外部に委託しようという趣旨だったと思いますので、あ

くまでも教育に理解のある人が、単なるスポーツビジネスではなくて、もちろんスポーツ

の部活動を担当するからには何かプロの活動をした人とか、そういった人がいいかもしれ

ませんが、やはり子どもの教育に関わるんだと、教育者の一人なんだと意識できる人が最

終的に選定できるようなやり方を考えていただきたいと、これは希望として聴いていただ

けたらと思います。 

○会長 一応、念のために私のほうから確認いたしますが、この部活動支援員は現在既に動い

ている事業といいましょうか、サポート支援体制で、それをさらに拡充するに当たっての

今回保護措置ということで、この部活動支援員の業務自体の変更はないということでよろ

しいですね。 

○生涯学習・地域学校連携課長 今おっしゃるとおりでございます。支援員そのものの活動に

ついては変更ございません。 

○会長 ありがとうございます。 

 ほかに御質問はありますでしょうか。―ないようでしたら、お諮りいたします。本

件について異議はありますでしょうか。―ないようでしたら、諮問第920号については

異議なしと認めます。 

 

⑨諮問第921号 

○会長 では続きまして、諮問第921号です。事務局の説明の後、所管課より説明をお願いい

たします。 

○区政情報課長 資料の29ページを御覧ください。「区立小学校業務」、「区立中学校業務」

及び「区立幼稚園業務」における外部委託に伴う個人情報の保護措置及び外部の電子計算

機との回線結合についてでございます。 

 次の30ページからが諮問の内容となっております。 

 所管課は、教育政策部教育指導課、教育ＩＣＴ推進課、乳幼児教育・保育支援課でござ

います。 
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 審議のポイントは、３、外部委託、７、回線結合でございます。 

 それでは、所管課を代表して、教育ＩＣＴ推進課より御説明いたします。 

○教育ＩＣＴ推進課長 教育ＩＣＴ推進課長の齊藤でございます。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 それでは、30ページを御覧ください。諮問第921号「区立小学校業務」、「区立中学校

業務」及び「区立幼稚園業務」における外部委託に伴う個人情報の保護措置及び外部の電

子計算機との回線結合について（緊急連絡メール配信サービス委託にて扱う個人情報項目

の追加）について御説明いたします。 

 まず、第１、外部委託に伴う個人情報の保護措置についてでございます。 

 １、委託の件名は、緊急連絡メール配信サービス業務委託でございます。 

 ２の委託の内容に記載のとおり、本件に関しましては昨年12月の諮問第895号にて１度

諮問させていただいており、了承いただきまして本年３月から運用を開始しております。

しかしながら、そのときの諮問では、クラウド上のシステムには児童生徒等の氏名、出席

番号を登録せずに、利用者ＩＤと識別子を登録することにしておりました。学校側が欠席

連絡を確認する際には、確認画面上に表示された利用者ＩＤ等を基に誰からの欠席連絡で

あるかというのを特定する作業を行いますが、実際に運用を始めてみますと、朝の忙しい

時間に欠席願いが来て、この特定作業を行って誰の欠席かというのを判別するのが想定以

上に難しいということが判明いたしました。そのため、クラウド上に児童生徒等の氏名及

び出席番号を登録する運用に変更するものとして、委託先に取り扱わせる個人情報の項目

を追加するというのが、３に記載の今回の諮問の趣旨でございます。 

 ４、対象となる個人の範囲は、前回諮問と変更なく記載のとおりでございます。 

 次の31ページに参りまして、５、委託で取り扱う個人情報の項目及び件数でございます

が、個人情報の項目については先ほど申し上げましたとおり、前回諮問から変更がござい

ます。委託先へ提供する新たな項目として、児童等の氏名、出席番号を提供するものと

し、逆に識別子はもともとはクラウド上で氏名を扱わないために設けたものですので提供

しないものとしております。委託先が本人から収集するものとしましては、その他報告資

料No.２で御報告いたしますが、確認事項は取り扱わせないこととしております。 

 （2）件数につきましては、区立の幼稚園、小中学校の子どもの数で変更はございませ

ん。 

 項番６から次のページの11までについては、前回諮問から変更ありませんが、児童生徒
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等の氏名をクラウド上に登録することになりますので、個人情報の保護措置を徹底するこ

とにつきましては委託先に改めて指導を行ってまいります。 

 12の委託の開始時期及び期間ですが、児童等の氏名、出席番号の登録につきましては、

本件諮問で了承が得られましたらすぐに行いたいと考えております。 

 13の委託先ですが、プロポーザルによりバイザー株式会社を選定して契約し、運用を開

始しております。 

 第２に参りまして、外部の電子計算機との回線結合についてですが、項番１から７まで

は前回諮問から変更ございません。 

 ８の区の個人情報の保護管理体制に記載の組織名については、本年度からの組織改正に

より、それぞれ教育ＩＣＴ推進課、乳幼児教育・保育支援課に変更しております。 

 33ページに参りまして、９、回線結合の開始時期及び期間は先ほど御説明しましたとお

り、了承が得られ次第行いたいと考えております。 

 御説明は以上となります。 

○会長 質問はございますでしょうか。前回審議で了承した内容の変更ということでありま

す。その当時のやり取りの中でも想定されていた範囲かなと思いますがいかがでございま

しょう、よろしいですか。―ないようでしたら、お諮りしたいと思います。本件につ

いて、異議はありませんか。―ないようでしたら、諮問第921号は異議なしと認めま

す。 

 

（3）報告事項 

事前送付した報告事項に係る質問への回答について（報告第325号から第332号まで） 

○会長 では続きまして、事前に事務局から送付いたしました報告事項につきまして、内容を

確認いただき、質問があれば事務局に質問をいただきました。その回答について、事務局

からまず説明をお願いしたいと思います。手元の資料の34ページ以降になります。よろし

くお願いします。 

○区政情報課長 資料の34ページを御覧ください。事前に送付させていただきました報告案件

につきまして、34ページから41ページまで委員の皆様からいただきました質問とそれに対

する回答を記載させていただいております。 

 なお、直接、審議会の場で説明を求められた報告案件はございませんでした。委員の皆

様には、この回答をもって御了解としていただければと考えております。 
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 説明は以上でございます。 

○会長 皆さん、よろしいでしょうか。非常に詳細な御質問をいただきましてありがとうござ

います。回答もおおよそきちんと回答いただいていると思いますが大丈夫ですか。 

 では、この回答をもちまして、事前に確認した報告事項を了承したいと思います。よろ

しいでしょうか。―では、事前に確認した報告第325号から第332号までについて了解

いたしたいと思います。 

 

（4）その他報告事項 

①事前送付したその他報告事項に係る質問への回答について 

○会長 それでは続きまして、事前に事務局から送付いたしましたその他報告事項についてで

す。 

 こちらにつきましても、委員の皆さんには事前に内容を確認していただき、質問があれ

ば事務局に回答をいただいているものになります。その回答について、事務局より説明を

お願いいたします。 

○区政情報課長 資料の42ページを御覧ください。こちらも先ほどと同様となりますが、委員

の皆様に報告案件と同じく、直接、審議会の場で説明を求められた委員の方はいらっしゃ

いませんでした。こちらの回答をもって御了解としていただければと考えております。 

 事務局としては以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○会長 追加で皆さんのほうから御質問等々ありますでしょうか、よろしいでしょうか。

―ないようでしたら、事前に確認しましたその他報告事項について了解したいと思い

ます。ありがとうございます。 

 続きまして、事務局からほかに報告があればよろしくお願いいたします。 

○区政情報課長 次回の日程でございますけれども、本日の会議次第にも記載してございます

ように、令和３年度第２回の審議会につきましては、６月25日の金曜日午後２時から開催

を予定しております。会場につきましては、区役所の第２庁舎５階の区議会大会議室を予

定しているところでございます。 

 なお、今後の新型コロナウイルス感染症の状況によりましては、今回に引き続きまして

リモートによる開催もあり得ると考えております。また開催が近づいてまいりましたら、

詳細につきましては通知等差し上げたいと考えておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 
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 事務局からは以上でございます。 

○会長 それでは、今日初めてのオンラインでの開催といたしましたが、色々と皆さん方から

ももっとこうしたほうがいい等々の御提案があろうかと思います。その点につきましては

事務局にお伝えいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 それからもう１点、今日一番最初に議題にいたしました特定個人情報保護評価における

第三者点検につきましても、その場で確認いたしましたように締切りを設けて御意見を集

約するということにしたいと思いますが、これにつきましても事務局からの御連絡をお待

ちいただければと思います。 

 ほかに何かありますでしょうか。―大丈夫でしょうか。 

 

３．閉  会 

○会長 ないようでしたら、以上で本日の議事は全て終了いたしました。これをもちまして閉

会といたします。 


