
報告資料Ｎｏ．１ 

 

令和３年第１回世田谷区情報公開・個人情報保護審議会 報告事項に関する質問及び回答 

 

回答所管課：報告第３２５号     健康推進課 

報告第３２６号     健康推進課 

報告第３２７号 保健医療福祉推進課 

報告第３２８号 保健医療福祉推進課 

報告第３２９号   児童相談支援課 

報告第３３０号   障害保健福祉課 

報告第３３１号       総務課 

報告第３３２号       事業課 

 

Ｎｏ 質問 回答 

報告第３２５号 

そもそも妊娠届提出者はどのくら

いの人数で、妊娠期面接を受けた妊

婦の方はどのくらいの人数であった

のかを｢育児パッケージ申請書兼受

領書･アンケート｣を区に提出した方

との対比で御教示願います。 

（１）妊娠届提出者：約１１，５００

人 

（２）妊娠期面接者：１０，０１９人 

上記（１）のうち面接が済んでお

り、郵送及び電子申請で申請できる者

３，１２８人 

（３）申請書提出者：３，０５７人 

報告第３２６号 

１） 

件数で月が経過するたびに少なく

なっているのは、辞退者が増えてき

たということですか。 

お見込みのとおりです。 

２） 

委託先に記載されている｢エスデ

ィーエムコンサルティング株式会

社｣の概要並びに事業実績を御教示

願います。 

【概要】 

・事業内容  

ダイレクトマーケティングに関する

サービス全般 

・サービス内容 

ＤＭ発送代行、データ入力サービス、

印刷サービス、物流ランニング、デザイ

ン制作、オンデマンドプリントサービ

ス、ロジスティクスサービス 

【事業実績例】 

・生命保険会社 契約者宛の確認書の

発送業務 定形封筒ＤＭ、デザイン・印

刷より対応 

・カード会社 健康診断受診券の発送

／診断結果通知の発送 圧着ハガキで

の発送（可変印字） 等多数 
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Ｎｏ 質問 回答 

報告第３２７号 

１） 

多くの検査を実施するための方法

がドライブスルー方式と思っていま

したが、委託期間の 1 か月半程で 26

件という検査数の少なさについてご

説明頂けますか。 

受検者のうち、車両で検査会場に来

ることが可能な方が少なかったことの

ほか、屋外で防護服を着て長時間検査

を行うことが体力的に厳しいことから

１日の検査時間を２時間としていたこ

とが検査数の少なさに影響しているも

のと考えております。 

２） 

 委託先に記載されている｢(株)ビ

ー･エム･エル｣の概要並びに事業実

績を御教示願います。 

臨床検査事業、電子カルテシステム

等の医療情報システム事業、その他治

験、食品・環境検査、歯科検査など臨

床検査技術を応用した関連事業 

３） 

委託先は複数あるが、それらすべ

ての委託先について「８ 委託先の

個人情報の保護管理体制」の（１）

及び（２）の記載内容が認められる

という理解でよいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

４） 

３２５、３２６等と比較して、この

案件の８の保護管理体制に「プライ

バシーマーク」を付加していない理

由はありますか。 

契約相手方とは契約内容及び仕様書

記載の特記事項により、個人情報の取

扱いについて取り決めております。ま

た、契約相手方が独自に個人情報保護

指針を表明しており、個人情報保護の

対策が取られているため、本件はプラ

イバシーマークの付与の有無を条件と

しておりません。 
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Ｎｏ 質問 回答 

報告第３２８号 

１） 

 ｢新型コロナウイルス対応ＰＣＲ

検査｣に係る委託先に提供する個人

情報の項目に記載されている｢体質

傾向｣とはどのような内容でしょう

か。 

また、これを必要とする理由とは

何かを御教示願います。 

 

体質傾向の内容は、【健康状態、基礎

疾患の有無、喫煙歴、自覚症状、服薬状

況、相談の内容、インフルエンザに係る

情報（検査結果、予防接種の状況）】と

なります。 

ＰＣＲ検査の実施要否の判断や、感

染傾向の分析及びインフルエンザとの

同時流行に関して同感染症ワクチンの

接種状況照会に必要となるため、確認

しています。 

２） 

委託先が本人から収集する項目の

中にある、これからＰＣＲ検査をす

る段階での「検査結果」とはどのよ

うな内容なのでしょうか。 

委託業務の内容が検査であるため、

結果として陽性・陰性などの情報を本

人より収集するという意図で記載して

います。 

３） 

５（１）で区及び本人以外から委

託先に提供するもののところで②以

外はなしですが、②は具体的にどの

ようなことでしょうか。 

医師会でＰＣＲ検査を受検する者の

うち、かかりつけ医からの紹介で当該

検査を受検する場合は、かかりつけ医

から委託先へ個人情報が提供されるた

め、区及び本人以外からの提供となり

ます。 

４） 

 世田谷医師会と玉川医師会の件数

が大きく違う理由をお聞かせくださ

い。 

世田谷区医師会と玉川医師会は、会

員数に大きく差があり、それぞれの検

査事業の稼働日数や稼働時間が異なっ

ていることから、件数に差が生まれて

います。 

36



Ｎｏ 質問 回答 

報告第３２８号 

５） 

 件数は検査業務≒検査事業業務≒

検体採取補助業務と思いましたが、

大きく違う理由をお聞かせくださ

い。 

②の検査事業業務については、各委

託先で実施した検査業務の件数です。 

③の補助業務については、②で実施

した検査補助の件数となりますが、医

師会のほか保健所等、複数の検査会場

で補助業務を行っており、それらを合

算した件数を記載しております。ま

た、②の件数と重複している部分があ

ります。 

①の検査業務については、②で検体

採取した結果、実際に検査に回った件

数となります。 

６） 

 委託先は複数ありますが、それら

すべての委託先について「８ 委託

先の個人情報の保護管理体制」の

（１）及び（２）の記載内容が認め

られるという理解でよいでしょう

か。 

お見込みのとおりです。 

７） 

 委託先事業者として列記されてい

る｢株式会社ＬＳＩメディエンス、

ソフィアメディ株式会社、株式会社

アッサムスタッフ｣のそれぞれの概

要並びに事業実績を御教示願いま

す。 

・株式会社ＬＳＩメディエンス 

 臨床検査、検査のための診断薬・

機器の提供、治験、医薬品開発支援

サービスほか 

 

・ソフィアメディ株式会社 

 指定訪問看護ステーションの運

営、リハビリ重視型デイサービスの

運営、居宅介護支援事業所の運営 

 

・株式会社アッサムスタッフ 

 医師・看護師などの求職者情報の

提供、放射線漏洩線量測定業務、人

材派遣業務ほか 

８） 

「委託の開始時期及び期間」に記載

されているＰＣＲ検査と、令和２年

１０月から開始された区のＰＣＲ･

社会的検査との関係、言いかえると

そもそも別扱いなのか、それとも重

なる部分があるのか等を御説明願い

ます。 

それぞれ異なる契約であり、対象者

も異なります。 

ただし、社会的検査を受検した時に

は陰性だったものの、その後症状が出

たために従来から実施しているＰＣＲ

検査を受検する場合など、同一人が異

なる検査を複数受検する場合も考えら

れます。 
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Ｎｏ 質問 回答 

報告第３２９号 

１） 

｢委託先が本人から収集するもの｣

に記載されたいわゆる｢委託調査員

の目視による状況確認｣の項目の内

容を御教示願います。 

状況確認の内容は、「児童の氏名、

年齢又は生年月日、就園・就学状況、

確認した相手が保護者か児童本人か」

の４項目となります。 

２） 

委託先に記載された｢特定非営利

活動法人ワーカーズコープ｣の概要

並びに事業実績を御教示願います。 

特定非営利活動法人ワーカーズコー

プの概要は、１９８２年日本労働者協

同組合連合会の直轄事業を祖として、

２００１年に自治体等からの受託や介

護保険等公的制度を利用した仕事を起

こすため法人格を取得し、活動を始め

ました。 

主な業務内容は子育て支援事業、自

立就労相談支援、公共施設管理運営等

になります。 

過去５年内で本委託に近い事業実績

として、以下が挙げられます。 

（１）江戸川区の児童相談所夜間電話

相談業務委託・児童安全確認関連事業 

（２）埼玉県の児童の安全確認強化事

業業務委託・児童安全確認関連事業 

（３）川越・所沢児童相談所との連携に

よる訪問活動を通じた児童の安全確認

業務 

（４）大阪府児童虐待相談における児

童の安全確認業務委託 

３） 

 とてもセンシティブな内容での調

査だと思います。 

委託先は協同で事業を運営してい

る事業者のようですが、問題なくお

任せできるところだったのでしょう

か。 

書類選考、複数人によるヒアリング

により事業者の背景確認や委託内容に

相応しい能力を有しているかを確認す

るプロポーザル方式により、委託先の

選定を実施致しました。 

受託後の業務責任者との調査の進め

方の調整や、訪問対象者と事業者との

直接のやり取り等においても、履行内

容に問題は見受けられませんでした。 
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報告第３３０号 

１） 

 なぜ配送データの提供でＵＳＢメ

モリを使ったのか教えてください。 

委託先で配送ラベルを出力するた

め、紙ではなくパスコードロックをか

けたＵＳＢメモリを使用しました。 

２） 

 区が把握している区内の医療的ケ

ア児(者)の人数を御教示願います。 

医療的ケア児（者）については、障害

者手帳のような認定制度がないため、

区としては、支援機関での把握数と当

事者からのお申し出により把握してい

る状況です。区内の医療的ケア児は、令

和２年４月現在、母子保健活動により

把握している人数と特別支援学校等に

通う生徒数をあわせて１６９人です。

医療的ケア者については、今回の消毒

液配付に対し５２人の方からお申し出

がありました。 

３） 

委託先に記載されている｢有限会

社マルカワ｣の概要並びに事業実績

を御教示願います。 

世田谷区野毛にてオフィス用品等販

売や内装・サイン工事、各種イベントの

企画運営などを行う事業者です。世田

谷区役所などに事務用品等の納品実績

があります。 

Ｎｏ 質問 回答 

報告第３２９号 

４） 

委託先のワーカーズコープは、必

ずしも児童の状況についての情報を

入手する経験がある団体には思えま

せん。どうしてこの団体なのか理由

を教えてください。 

ＮＰＯとしては単なる運営資金づ

くりで引き受けているだけなのでは

ないでしょうか。 

書類選考、複数人によるヒアリング

により事業者の背景確認や委託内容に

相応しい能力を有しているかを確認す

るプロポーザル方式により委託先の選

定を実施致しました。 

その際、類似事業の受注実績がある

かどうか、児童相談や児童虐待の現状

と背景について認識は適切であるか、

個人情報保護について講じている危機

管理体制は十分か等の評価基準を用

い、当該事業者を選定致しました。 

５） 

３３０、３３１等と比較して、こ

の案件のみ管理体制で、（３）、

（４）を付加している理由はありま

すか。 

大量の個人情報を電子計算機で扱う

にあたり、情報の流出・漏洩の可能性を

可能な限り摘み取るため、委託先の個

人情報の保護管理体制に付加いたしま

した。 
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Ｎｏ 質問 回答 

報告第３３０号 

４） 

 委託先の有限会社マルカワは、Ｈ

Ｐによると、単なる事務用品を扱う

会社のようですが、個人情報を取り

扱うのに本当に適しているのか疑問

が残ります。その企業を選んだ理由

を教えてください。 

本契約については、手指消毒用アル

コールの購入及び配送委託(単価契約) 

であり、この２つの業務を行う事業者

と契約いたしました。契約に際しては

「電算処理の業務委託契約の特記事

項」を付して事業者に適切な個人情報

の取扱いを求めています。 

報告第３３１号 

「２５団体」とは、具体的にどう

いう団体でしょうか。詳細な団体名

を公開していただけますか。 

２５団体に所属する個人は合計何人

になりますか。登場する個人全員に

対し、映像撮影の趣旨等、説明と同

意（書）は取り付けていますか。 

２５団体の内訳は、以下のとおりで

す。 

①「世田谷区」、②「世田谷区議会」、

③「群馬県川場村」、④「新潟県十日町

市」、⑤「せたがやボロ市保存会」、⑥

「三茶 de 大道芸実行委員会」、⑦「子

育てメッセ協力団体（ウルトラキッズ

応援団）」、⑧「子育てメッセ協力団体

（ハートフルコミュニケーションチー

ム世田谷）」、⑨「子育てメッセ協力団

体（産後ダイエットサークル）」、⑩「子

育てメッセ協力団体（子育てが楽しく

なるママカフェ）」、⑪「子育てメッセ

協力団体（手形アート＊akala＊）」、

⑫「子育てメッセ協力団体（世田谷お話

ネットワーク）」、⑬「子育てメッセ協

力団体（親子体操１２３）」、⑭「日本

ボッチャ協会」、⑮「アメリカオリンピ

ック・パラリンピック委員会」、⑯「日

本女子体育大学ダンス・プロデュース

研究部からぴょんメンバー」、⑰「世田

谷区町会総連合会」、⑱「世田谷区赤十

字奉仕団」、⑲「世田谷区高齢者クラブ

連合会」、⑳「せたがや生涯現役ネット

ワーク」、㉑「医療的ケアが必要なお子

さんとご家族」、㉒「本多劇場グルー

プ」、㉓「青少年交流センター」、㉔「メ

ルクマールせたがや」及び㉕「（一社）

二子玉川エリアマネジメンツ」です。 

２５団体の中には複数の団体で構成

する団体もあるため、区では正確な人

数を把握しておりません。 

事前に趣旨等を説明し、同意を得た

うえでご出演いただきました。 
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Ｎｏ 質問 回答 

報告第３３２号 

１） 

アンケートの回収方法はどのように

行われたか、参考までに教えてくだ

さい。 

調査票送付時に返信用封筒を同封

し、返信用封筒にて送付された調査票

を区で回収しました。その後、回収した

調査票を事業者に郵送し、集計を依頼

しました。 

２） 

委託先に記載されている｢株式会社

アダムスコミュニケーション｣の概

要並びに事業実績を御教示願いま

す。 

社会調査や市場調査を主な事業とし

て行っている調査会社です。 

当区では、広報広聴課の世田谷区民意

識調査及び結果分析委託を平成３０年

度、令和元年度、令和２年度に請け負っ

ている実績があります。 
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