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会 議 録 

 

名  称 令和３年度第２回 世田谷区情報公開・個人情報保護審議会 

日  時 令和３年６月２５日(金)  午後２時００分～午後４時４９分 

場  所 世田谷区役所 第２庁舎４階 区議会大会議室（オンライン会議） 

出席委員 山田健太 斉木秀憲 土田伸也 菅野典浩 髙山梢 旦尾衛 朝倉宏美 藤原和子  

吉田周平 中村重美 

説明員等 政策経営部ＩＣＴ推進課長 山田和彦  総務部総務課長 後藤英一 

総務部区政情報課長 末竹秀隆 

生活文化政策部市民活動・生涯現役推進課長 加野美帆 

生活文化政策部文化・芸術振興課長 佐久間聡 

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長 齋藤稔 

保健福祉政策部生活福祉課長 工藤木綿子  高齢福祉部高齢福祉課長 杉中寛之 

子ども・若者部児童相談支援課長 木田良徳  世田谷保健所感染症対策長 安岡圭子 

世田谷保健所地域保健課長 松本麻子  防災街づくり担当部建築安全課長 林克洋 

教育総務部学務課長 田中勝将  教育政策部教育ＩＣＴ推進課長 齊藤真徳  

教育政策部教育相談・支援課長 柏原耕治朗 

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）審議事項 

①諮問第922号 

「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 

（東京都新型コロナウイルス感染者情報システムの利用） 

②諮問第923号 

「空家等対策業務」における個人情報の外部提供、本人外収集及び外部の電子計算機との

回線結合について 

（中古戸建て住宅の流通促進に向けた実態調査） 
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③諮問第924号 

「生涯大学業務」、「生涯現役推進業務」及び「地域活動支援業務」における外部委託に

伴う個人情報の保護措置並びに「生涯大学業務」、「生涯現役推進業務」、「地域活動支

援業務」及び「町会・自治会業務」における外部の電子計算機との回線結合について 

（電子メールを利用した生涯現役支援事業等の実施） 

④諮問第925号 

「子ども家庭支援業務」における外部の電子計算機との回線結合について 

（クラウド上のオンライン会議の活用） 

⑤諮問第926号 

「区民の文化活動支援業務」における外部委託に伴う個人情報の保護措置について 

（世田谷区小中学生花みず木竜王戦オンライン大会運営業務委託） 

⑥諮問第927号 

「区立幼稚園業務」、「区立小学校業務」及び「区立中学校業務」における外部の電子計算

機との回線結合について 

（学校収納金事務における銀行等金融機関のインターネットバンキングの利用） 

⑦諮問第928号 

「生活保護世帯等に対する法外援護業務」及び「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、外部の電子計算機との回線結合及び新たな個人情報

の項目の電子計算機への記録について 

（被保護者入浴券支給事業及び高齢者コミュニケーションサービス事業に係る「せたがや

Ｐａｙ」の管理運営業務委託等） 

⑧諮問第929号 

「議案業務」及び「陳情・請願業務」における外部の電子計算機との回線結合につい

て 

（ペーパーレス会議の実施） 

⑨諮問第930号 

「区立小学校業務」及び「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

及び外部の電子計算機との回線結合について 

（オンラインを活用した不登校児童・生徒に対する支援事業） 
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⑩諮問第932号 

「区立幼稚園業務」、「区立小学校業務」及び「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） 

⑪諮問第931号 

「公的給付支給業務」における外部委託に伴う個人情報の保護措置について 

（新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業の実施） 

（2）報告事項 

①報告第333号 

東京電子自治体共同運営による電子申請サービスの拡充に伴う報告について 

②報告第334号 

 令和２年度 情報公開制度の実施状況について 

③報告第335号 

 令和２年度 個人情報保護制度の実施状況について 

④報告第336号 

   令和３年度 外部委託の繰り返しについて 

(3)審議事項 

⑫諮問第933号 

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） 

（4）その他報告事項       

  ①個人情報保護法の改正について 

  ②世田谷区公文書管理条例の一部改正（素案）について 

  ③世田谷区情報公開条例の一部改正（予定）の概要について 

 

 

 

 

 

 



 4 

１．開  会 

○会長 定刻になりましたので、ただいまから令和３年度第２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、菅澤委員、矢島委員、大重委員、大崎委員から御欠席の連絡をいただいており

ます。 

 お手元の審議事項を見ていただくと分かりますように、今日は数が多うございまして、

少し長めになるかもしれません。休憩なしで一気に進めたいと思いますが、皆様方におか

れましては、長時間同じ格好で座っていますと健康によくないですので、適宜水分を取る

なり何なりして御健康に留意しながら参加いただければと思います。 

 事前にお送りしておりますとおり、前回、令和３年度第１回審議会の会議録につきまし

て確認いたします。既に各委員におかれましては、お目通しいただいていると思います

が、内容につきましてよろしいでしょうか。何かありますでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○会長 よろしければ、令和３年度第１回審議会の会議録は、このように決定いたします。よ

ろしくお願いいたします。 

 では、続きまして傍聴の有無について確認いたします。事務局いかがでしょうか。 

○区政情報課長 本日の審議会につきましては、傍聴希望はございません。 

 

２．議  事 

（1）審議事項 

①諮問第922号 

○会長 では、早速審議に入りたいと思います。先ほど申しましたように、本日は諮問案件が

12件、報告案件が４件、それ以外のその他報告案件が３件となっておりますが、最初に諮

問第922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 ありがとうございます。それでは、お送りさせていただきました資料の１ペ

ージを御覧ください。「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、世田谷保健所感染症対策課でございます。 

 審議のポイントは、７、回線結合でございます。 
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 それでは、所管課より説明いたします。 

〇感染症対策課長 それでは、感染症対策課長より説明いたします。 

 資料の２ページを御覧ください。 

 事業概要及び回線結合する理由です。現在、新型コロナウイルス感染症患者の入院、宿

泊療養施設を都道府県が確保してございます。区においては、諮問887号、資料にござい

ます諮問907号は誤りでございます。おわび申し上げます。887号にて諮問し、了承いただ

いたことを受け、患者の積極的疫学調査で得た情報のうち、入院や宿泊療養の調整に必要

な事項を東京都のファイル転送・共有システム（Ｓｍｏｏｔｈ Ｆｉｌｅ）にアップロー

ドをし、東京都入院・調整本部と連絡を取っているところです。本部は、今般の陽性患者

数の急増に伴い、各自治体の情報の把握や療養先調整が煩雑化していることを受け、イン

ターネット回線を利用して各自治体から上げられる陽性患者の入院・宿泊療養調整を一括

で行う東京都新型コロナウイルス感染者情報システムを導入し、各自治体は随時本システ

ムへの移行を進めています。本システムの導入で療養先の調整を迅速に行い、陽性患者を

速やかに必要な療養先におつなぎすることを目的に、区におきましても本システムを利用

するものです。 

 ２、回線結合の相手方は東京都。 

 ３、諮問の趣旨は、区が把握した患者情報を本システムで東京都と共有するため、区の

電子計算機と東京都が提供する本システムを結合するものであり、条例に基づき諮問いた

します。 

 ３ページを御覧ください。４、対象となる個人の範囲は、患者及び関係者です。なお、

関係者でございますが、患者の家族等緊急連絡先に当たる方になります。 

 ５は記載のとおりで、発生届や疫学調査、入院・宿泊調整での聴取項目になってござい

ます。件数は年約9,000件で、昨年度の発生件数を見込んでいるところです。 

 ６、回線結合の方法ですが、区に設置されている電子計算機と本システムをインターネ

ットで接続いたします。 

 ７以降は記載のとおりでございます。 

 説明については以上です。よろしくお願いいたします。 

○会長 ありがとうございます。御質問ありますでしょうか。 

○委員 ちょっと教えてください。これは４ページのところで回線結合の説明の後に「クラウ

ド上で保管するもの」というふうな表現になっておりますので、多分これはクラウドサー
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ビスの事業者のところで委託をして行うというふうに読み取れるわけですけれども、その

クラウド事業者は具体的にどこになりますか。 

〇感染症対策課長 ありがとうございます。セールスフォースでございます。 

○委員 ありがとうございます。 

○会長 ほかにいかがでしょうか。 

○委員 ３ページの５番の（1）のところで、患者の情報の項目のところに患者・接触者及び

支援関係者の情報、この支援関係者というのはどういう方々が当たるんでしょうか、ちょ

っと教えていただければと思いますが。 

〇感染症対策課長 ありがとうございます。こちらの支援者も、先ほど説明した緊急連絡先に

相当する方でございます。 

○委員 ありがとうございます。 

○会長 前回の審議会でも御意見が出ていましたけれども、基本的には自治体がせっかく専用

回線を持っていらっしゃるわけで、本来であればインターネットを使うことは好ましくな

いという姿勢がこれまで世田谷区ではあったわけですので、今回はやむを得ないというこ

とは理解をいたしますけれども、その基本的な考え方については維持していただくという

ことにつきましては、念のためにこの場でも確認をしたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

 ほかによろしいですか。では、文章中、諮問907号は887号に訂正ということですが、こ

れにて諮問についてはお諮りをしたいと思います。本件について、異議ございませんでし

ょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○会長 異議なしと認めます。諮問第922号については異議なしと認めます。 

 

②諮問第923号 

○会長 では続きまして、諮問第923号、よろしくお願いいたします。 

○区政情報課長 それでは、事務局から御説明させていただきます。資料の５ページを御覧い

ただきたいと思います。「空家等対策業務」における個人情報の外部提供、本人外収集及

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６ページからが諮問の内容となっております。 

 所管課は、防災街づくり担当部建築安全課でございます。 
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 審議のポイントは、２、本人外収集、５、外部提供、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。 

○建築安全課長 建築安全課長の林でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず、資料６ページを御覧ください。それでは、審議資料２、諮問第923号「空家等対

策業務」における個人情報の外部提供、本人外収集及び外部の電子計算機の回線結合につ

いて（中古戸建て住宅の流通促進に向けた実態調査）について御説明をいたします。 

 外部提供及び本人外収集する理由及び諮問の趣旨です。空家等対策の推進に関する特別

措置法が平成27年に施行され、空家等対策業務を推進しているところでございます。今

般、国は中古の戸建て住宅が市場に流通しない要因を検証すべく、空家等の所有者へ聴き

取り調査を行う予定でございます。本調査に協力するため、区は、把握している空家等の

状況について国へ個人情報の外部提供を行い、その後、本調査の過程において特定された

空家等の所有者の氏名及び住所を本人外収集いたします。 

 第１、個人情報の外部提供についてでございます。 

 １の諮問の趣旨は記載のとおりでございます。 

 ２の外部提供の相手方でございますけれども、７ページを御覧ください。相手方は国土

交通省でございます。 

 ３、外部提供の対象となる個人の範囲は、世田谷区に存する空家等の登記上の所有者で

ございます。 

 ４の外部提供する個人情報の項目につきましては、空家等の住居表示、件数は約700件

となります。 

 ５の外部提供の方法については記載のとおりでございます。 

 ６の外部提供先の個人情報の保護管理体制についてです。（1）個人情報の保護管理体

制について、職員の指導が徹底しているなど保護管理体制が確立しております。（2）個

人情報保護方針を策定しており、法令による特例として扱われる場合を続き、本人の同意

を得ることなく、第三者に情報提供することがない制限となっております。（3）提供し

た個人情報は、本件の目的以外に使用しないということでございます。 

 ７、外部提供の開始時期及び期間は、令和３年６月25日から７月にかけてを予定してお

ります。 

 第２、個人情報の本人外収集についてです。 

 １の諮問の趣旨、２の本人外収集の相手方は記載のとおりでございます。 
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 ３の対象となる個人の範囲は、世田谷区に存する空家等の登記上の所有者又は法定相続

人でございます。 

 ４の本人外収集する個人情報の項目及び件数、５の本人外収集の方法につきましては記

載のとおりでございます。 

 ６の本人外収集の開始時期及び期間については、８ページを御覧ください。令和３年６

月25日から令和４年３月31日までとなっております。 

 第３、外部の電子計算機との回線結合についてです。 

 １の回線結合する相手方、３の対象となる個人の範囲、４の回線結合する個人情報の項

目及び件数につきましては、記載のとおりでございます。 

 ５の回線結合及び利用の方法につきましては、区の電子計算機と国土交通省の電子計算

機をＬＧＷＡＮ回線により接続いたします。 

 ６の相手方の個人情報の保護管理体制については記載のとおりでございます。 

 ７の区の個人情報の保護管理体制につきましては、区の情報セキュリティ対策基準及び

建築安全課の情報セキュリティ実施手順書を遵守します。 

 ８の回線結合の開始時期及び期間については記載のとおりでございます。 

 続きまして、９、その他です。９ページを御覧ください。第３は、諮問第907号にて包

括的に審議いただき、報告案件となったＬＧＷＡＮを利用した国との回線結合に関するも

のですが、本調査の一連の流れの中で不可欠な部分でもあるため、第１及び第２とともに

諮問いたします。 

 説明は以上でございます。御審議のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 

○会長 ありがとうございます。御質問ありますでしょうか。 

○委員 ７ページの４番目のところに件数として700件とありますが、区内の空家の関係、い

ろいろと伺っているところによると、この件数はかなり多いというふうにも伺っています

ので、この700件という件数は、どういう積算の根拠なのか、それが一つ。 

 もう一つが、これは直接個人情報保護との関係では出てこないのかもしれませんが、先

般、成立をした土地利用規制法のことに伴って、いわば土地取引の関係がいろんな意味で

調査なり規制を受ける、それがこの根拠になっている今回の特別措置法との関係では何ら

かの影響があるのかどうか、その辺を御説明いただければ幸いです。 

○建築安全課空家・老朽建築物対策担当係長 空家・老朽建築物対策担当係長の千葉でござい

ます。 
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 まず、700件の根拠からになります。こちらは平成28年、29年に空家等実態調査をした

中で把握したもの、その件数から、その後、改善、解体等をしたものを除きました現在区

が把握している件数となります。およそとなっているのは、改善されたものを除きまして

も、新たに空家として加わったものも把握しておりますので、日々件数が前後しているの

で約700件と表記させていただいております。 

 次に、土地利用規制法との関係ですが、空家等対策の推進に関する措置法との関係でご

ざいますが、今般、こちらの特別措置法が本来改正が入るはずだったのですが、国のほう

で法律の改正自体はちょっと難しいよということで、取扱いのガイドラインのほうを改正

するような動きになっておりますが、まだちょっと確定とはなっておりませんので明言は

できません。 

○会長 よろしいでしょうか。 

○委員 分かりました。では、今の２つ目の質問について御回答の関係は、今後どういうふう

に動いていくのか。その後、新しい動きがあれば報告をいただければと思います。 

○会長 御担当、よろしくお願いいたします。 

○委員 私が聴きたいのは７ページ目の３のところにある外部提供の対象となる個人の範囲と

いうところなんですけれども、ここには「空家等の登記上の所有者」と書かれていて、恐

らく空家だというのが分かると、そこの登記を取って、そこに記載されている所有者の方

にアプローチするということなのだろうなと思うんですけれども、空家の多くは実際は相

続されてそのままになっていて、登記が変っていないとかいうケースもあったりとか、あ

るいは登記簿上の所有者の方が御存命だとしても、施設に入所したりとかして住んでいな

い。実際に施設にいる場合には、例えばいわゆる認知症とかでなかなかお話が難しいとい

うような方もいらっしゃるんですけれども、この場合はどこまで追跡することが予定され

ているんでしょうか。先ほど、例えば相続人になってしまった場合には、この調査をしな

いのか、収集をしないのか、それともその場合は登記簿上には記載されていないけれど

も、実態上として相続されているということが確認できたら、相続人から聴くということ

になるんでしょうか。 

○建築安全課空家・老朽建築物対策担当係長 ありがとうございます。担当係長千葉でござい

ます。 

 外部提供するものとしては、こちらからは４番の（1）空家等の住居表示までを外部提

供いたしますので、関係する個人の範囲としては、３番に書いたように登記上の所有者が
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範囲になるかなという表記をさせていただいております。こちらから個人の方のお名前、

所有者を外部提供はしないという想定でございます。 

 その下、第２に参りまして、本人外収集のところで３番です。ここで対象となる個人の

範囲が登記上の所有者又は法定相続人、今度返ってくるときには「又は法定相続人」がつ

いているのですが、これは国のほうがこちらから提供された住所について、今、委員から

御質問があったような調査方法によって、ある程度法定相続人まで向こうは調べて、そし

てアンケート調査をする。そこまで調べたものを区にバックしますよというような形とな

っております。 

○委員 ありがとうございます。では、こちらから最初に出すというのはあくまでも住居表示

だけで、個人の情報はないということなんですね。 

○建築安全課空家・老朽建築物対策担当係長 はい、そうでございます。 

○委員 分かりました。ありがとうございます。 

○会長 ほかにいかがでしょうか。―では、ないようでしたらお諮りをいたします。本件

について異議はありませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○会長 ないようでしたら、諮問第923号については異議なしと認めます。ありがとうござい

ました。 

 

③諮問第924号 

○会長 では、続きまして諮問第924号に移ります。よろしくお願いいたします。 

○区政情報課長 それでは、事務局より御説明させていただきます。資料の10ページを御覧く

ださい。「生涯大学業務」、「生涯現役推進業務」及び「地域活動支援業務」における外

部委託に伴う個人情報の保護措置並びに「生涯大学業務」、「生涯現役推進業務」、「地

域活動支援業務」及び「町会・自治会業務」における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11ページからが諮問の内容となっております。 

 所管課は、生活文化政策部市民活動・生涯現役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。 

○市民活動・生涯現役推進課長 よろしくお願いいたします。電子メールを利用した生涯現役
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支援事業等の実施について御説明させていただきます。 

 まず、事業の概要でございます。当課では、世田谷区生涯大学及び世田谷市民大学にお

きまして、新型コロナウイルス感染防止の観点から、対面授業に加えまして令和２年度よ

りオンライン授業を開始しております。また、高齢者の地域活動のサポートとして、高齢

者クラブ等への支援や高齢者向け講座等の実施、加えて地域活動である町会・自治会、東

京2020オリンピック・パラリンピック大会における世田谷区ボランティア等への支援を実

施しております。現在、これらの事業の登録者等への御連絡は、郵送、ファックス、電話

で行っております。 

 しかしながら、コロナ禍における緊急事態宣言等の影響によりまして、事業の変更や中

止等について緊急の連絡を行わなければならない機会が頻発しております。さらに、生涯

大学、市民大学では、オンライン授業の実施に関する連絡や資料送付などについて郵便を

使用するなど、実態に合わない状況が発生しております。こうした課題を解消し、迅速か

つ効率的に双方向で連絡する手段を構築するため、委託先が取り扱う個人情報の項目を追

加するとともに、区と生涯現役支援事業、地域活動団体の登録者等の電子計算機を回線結

合し、メールによる連絡ができるようにするものです。 

 それでは、第１、外部委託に伴う個人情報の保護措置についてです。 

 １、委託の件名でございます。生涯大学等の講師業務委託です。 

 ２、委託の内容につきましては、委託先と団体登録者等の間において、双方向で連絡す

る手段を構築するため、委託先が取り扱う個人情報の項目を追加するものです。 

 ３、諮問の趣旨です。委託先と団体登録者等との間にてメールの送受信を行うために、

外部委託する際に取り扱わせる個人情報の項目を追加いたします。 

 ４、対象となる個人の範囲につきましては、団体登録者等のうち、メールの利用を希望

したものです。 

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

ら委託先へ提供するものの新たな項目がメールアドレスでございます。年間の件数は約

1,600件です。 

 項番６から９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です。（1）個人情報保護管理に関する内部規定

が定められ、個人情報保護の管理体制が確立されている。（2）個人情報を含む電磁的記

録媒体及び文書は施錠できる専用の収納庫に保管し、保管場所への出入りにも規制を設け
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ているものでございます。 

 11、委託の条件です。個人情報の秘密保持、目的外使用及び外部提供の禁止等を定めた

「電算処理の個人情報を取り扱う業務委託契約の特記事項」または同内容の覚書を契約条

件にし、委託先に遵守させるものです。 

 12、委託の開始時期及び期間です。令和３年６月25日から継続して行います。 

 13です。参考といたしまして委託先でございます。生涯大学等の講師、東京農業大学グ

リーンアカデミーでございます。 

 次に、第２、外部の電子計算機との回線結合についてです。 

 １、回線結合する理由については、さきに申し上げたとおりです。なお、迅速かつ効率

的な事業運営を図るため、コロナ禍の終息後も同様の扱いを継続いたします。 

 ２、回線結合の相手方です。（1）生涯大学及び市民大学の受講生、講師等、（2）生涯

現役推進事業、①といたしまして、工芸・陶芸教室等の受講生・講師等、②としまして、

高齢者クラブ・生涯現役ネットワーク等の登録者。（3）地域活動団体等（町会・自治

会、世田谷区ボランティア、学生ボランティア等）の登録者になります。 

 ３、諮問の趣旨でございます。また、４、対象となる個人の範囲につきましては、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す。（1）個人情報の項目は、氏名、メー

ルアドレス、受講講座名、受講生番号。件数につきましては約2,500件です。 

 項番６及び７につきましては記載のとおりです。 

 ８、区の個人情報の保護管理体制です。（1）区の情報セキュリティ対策基準及び市民

活動・生涯現役推進課の情報セキュリティ実施手順書を遵守したセキュリティ対策を講じ

ます。（2）です。メールの誤送信がないように、送信時に宛先、送信内容、添付文書を

複数の職員で確認いたします。個人情報は添付するファイルにのみ記載し、添付ファイル

にはパスワードを設定し、パスワードは別メールにて相手方に送信するものとします。 

 ９、回線結合の開始時期及び期間については、記載のとおりでございます。 

 説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

○会長 ありがとうございます。では、御質問をお願いいたします。 

○委員 一つは、いわゆるメールのやり取りを一般的に行う場合と、それからの回線結合のと

ころで、回線結合にも、いわゆる受講生とかボランティアとか学生ボランティア、いわば

個人との回線結合というスタイルの位置づけがここに書かれているんですけれども、区の
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ほうのいわば保護管理体制はしっかりしているとして、その相手方のほう、いわば回線結

合の相手方である個人のところの保護管理のところ、それはどういう形で期待、担保され

るのか、そこがちょっと見えにくいところがありますので、一般的なメールのやり取りの

送受信というだけではないとしたら、それから回線結合ということをここにうたうのであ

れば、そこのところの説明をいただきたいなと思います。 

○市民活動・生涯現役推進課長 申し上げます。メールの送受信を行うということに今回限っ

ておりまして、その表現としまして、回線結合という表現を使わせていただいているとい

うことです。ですので、今回実施するのは、メールを送ることとメールが送られることに

限らせていただいています。 

○委員 では、限定的な回線結合ということで理解はよろしいんですね。 

○市民活動・生涯現役推進課長 はい、そのとおりです。 

○会長 ほかはよろしいでしょうか。 

○委員 こちらの最初のほうの第１と第２で件数が違うんですけれども、この件数の違いにつ

いてお教えいただけますでしょうか。第１のほうでは1,600件で、第２のほうが2,500件に

なっているものですから、ちょっと違いを教えていただければと思いました。 

○市民活動・生涯現役推進課長 第１のほうは委託の件数となっておりまして、先ほど申し上

げた事業をいろいろと羅列させていただいておりますけれども、メールの送受信について

は、申し上げた事業全てが対象になっております。委託の対象になっている事業につきま

しては、生涯大学、市民大学、陶芸教室、工芸教室、さっきちょっと名称は申し上げてい

ませんけれども、等とくくらせていただいた土と農の交流園という講座、この５つに限っ

ておりまして、それ以外ですと委託から外れるものとしましては、高齢者クラブですとか

生涯現役ネットワークですとか、ボランティア、町会・自治会といったものが外れてまい

ります。そのため、合計の件数が違っております。 

○委員 分かりました。ありがとうございます。 

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

いたします。本件について異議はありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○会長 ないようでしたら、諮問第924号については異議なしと認めます。ありがとうござい

ます。事務局ですけれども、今さらなんですけれども、これは録画、録音はされていませ

んけれども、大丈夫なんですね。いいんですよね。 
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○区政情報課長 事務局でございますけれども、速記者が別に入っていますので、速記者のほ

うで対応しているところでございます。 

○会長 分かりました。 

 

④諮問第925号 

○会長 では、続けます。諮問第925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、事務局より御説明いたします。資料の15ページを御覧ください。

「子ども家庭支援業務」における外部の電子計算機との回線結合についてでございます。 

 次の16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・若者部児童相談支援課でございます。 

 審議のポイントは、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。 

○児童相談支援課長 では、児童相談支援課長の木田と申します。よろしくお願いいたしま

す。 

 諮問第925号について御説明いたします。 

 まず、事業の概要でございますが、区では子育て支援並びに児童虐待の予防及び進行防

止を目的に様々な事業を実施しておりますけれども、その中の一つとして、子育てに関す

る悩みや不安を抱えた保護者を対象とした講座―これは複数回でワンクールで行って

おりますが―ですとか、少人数による年間を通したグループミーティングを内容とし

た要保護支援に係る親支援事業というものを行っております。具体的には、限定された参

加者同士お互いに顔が見える環境の中で、子どもの叱り方や声のかけ方などについて演習

を通して学んだり、子育てに関して苦労していることなどについて話をすることで、自身

の子育てを振り返るきっかけとしていただくなど、講師や他の参加者とコミュニケーショ

ンを図りながら進めていくといった特徴がございます。 

 新型コロナウイルス感染症の流行が続く中、子育てに不安を抱える方がいる一方で、今

般の緊急事態宣言、まん延防止等重点措置といった状況を踏まえ、やむなくこれらの事業

につきましては実施を見合わせているという状況でございます。今後、こうした事態が引

き続くことも想定した場合、事業の目的を達成していくために、これまでの対面式による

実施手法だけではなく、非対面式であるオンラインを活用した講座等を実施してまいりた
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いと考えております。 

 以上のことから、区の電子計算機とクラウドサービス提供事業者の電子計算機及び区民

の電子計算機を回線結合することが必要となっております。 

 それでは、まず第１、回線を結合するクラウド上のアプリケーションの活用、回線を結

合する理由でございます。ただいま申し上げたとおり、リアルタイムに双方向での講座や

グループミーティング等を実施するため、インターネット上に構築されたクラウド型の会

議システム、具体的にはＺｏｏｍを利用したいと考えておりますけれども、この機能を実

現するために、区の電子計算機とクラウドサービス提供事業者が提供する電子計算機を回

線結合するものでございます。 

 なお、本件は個人情報を扱う非公開の会議体となりますので、以前に包括的に審議いた

だいた諮問第884号の条件である傍聴や議事録等の公開が可能な会議等の内容を超えるた

め、今回諮問をさせていただくものです。 

 ２番の結合の相手方といたしましては、会議システムを提供するクラウドサービス提供

事業者となります。 

 次のページの３番の諮問の趣旨といたしまして、本件は区の電子計算機とクラウドサー

ビス提供事業者の電子計算機を回線結合するものであり、世田谷区個人情報保護条例第18

条の規定に基づいて諮問いたします。 

 ４番、対象となる個人の範囲につきましては、オンラインによる講座等に参加すること

を希望した区民となります。 

 ５番、回線結合をする個人情報の項目及び件数でございますが、個人情報の項目としま

しては、氏名、メールアドレス、肖像、発言内容、利用者ＩＤ、パスワードとなります。

件数につきましては、年間で約20件を見込んでおります。 

 ６番、回線結合の方法ですが、（2）の区民から講座等の申込みによりオンラインでの

開催について、区民の同意を得てメールアドレス等を取得いたします。（3）、このメー

ルアドレスに対し、区から設定した会議室の開始日時、会議室のＵＲＬ、ＩＤ及びパスワ

ードを送信します。なお、このメールには送信専用であることを表示いたします。 

 ７番、相手方の個人情報の保護管理体制、８番、区の個人情報の保護管理体制につきま

しては御覧のとおりです。 

 ９番、回線結合の開始時期及び期間ですが、令和３年９月から継続して行ってまいりた

いと考えております。 
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 次に、18ページへ参りまして、第２、電子メールの利用についてでございます。 

 １番、回線結合をする理由でございます。会議室のＵＲＬについて伝達ミス、入力ミス

を防ぐため、電子メールでＵＲＬをリンクとして送信いたします。このため、事前に本人

の御同意の下、メールアドレスを収集いたしまして、区のインターネット接続用端末から

作成した会議室のＵＲＬを記録した電子メールを区民宛てに送信いたします。 

 ２番、回線結合の相手方としましては、区が登録するメールサーバでございます。 

 ３番、諮問の趣旨ですが、本件につきましては、区の電子計算機と区民の電子計算機を

回線結合するものであり、条例第18条の規定に基づき諮問いたします。 

 ４番、対象となる個人の範囲につきましては、第１の４と同様でございます。 

 ５番、回線結合する個人情報の項目及び件数ですが、項目は区民からの情報としまして

氏名とメールアドレス、区からにつきましては参加者ＩＤとパスワードということになり

ます。件数は第１の５（2）で御説明したとおりとなります。 

 ６番、回線結合の方法、７番、相手方の個人情報の保護管理体制、８番、区の情報保護

管理体制につきましては御覧のとおりです。 

 ９番、回線結合の開始時期、期間につきましても第１の９のとおりとなります。 

 私からの御説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

○会長 では、御質問をお願いいたします。 

○委員 確認ですが、第１のほうの回線結合、これはクラウド型の会議システムの設定をする

クラウドサービス提供事業者との回線結合で、それから２番目のほうが電子メールを利用

することに関わっての回線結合の相手方、区が登録するメールサーバという表現になって

いますけれども、これと当初の第１のほうのクラウドサービス提供事業者のところとの関

係はどういう形なんでしょうか。 

○児童相談支援課長 それぞれ別のものというふうなことになると思います。 

○委員 別のもの。 

○児童相談支援課長 はい。 

○委員 具体的に第２のほうの18ページの２の回線結合の相手方、メールサーバというのは、

実態としてはどういうところでやっているんですか。 

○児童相談支援課長 通常、私どもが事務で使用しているメールサーバということになります

ので……。 

○区政情報課長 事務局でよろしいでしょうか。 
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○会長 お願いします。 

○区政情報課長 すみません、こちらの区が登録するメールサーバ、区のＩＣＴ推進課が設置

しておりますメールサーバでございまして、先ほどもありましたけれども、専ら区の業務

で使用しているメールサーバということで、事務的な内容を送ったりというところで使用

しているサーバ、メールでございますので、今回はあくまでもインターネットのクラウド

上のアプリケーションを利用するために、ここにクラウド上の会議室を設定しましたとい

う旨の御案内をするというところでのメールを使うというところでございます。 

○委員 ということは、先ほど御説明があったように、クラウドサービス提供事業者とこのメ

ールサーバのいわば運営の主体というのは、一応別物という理解でよろしいということで

すね。 

○児童相談支援課長 そういうことでございます。 

○委員 はい、分かりました。 

○会長 ついでに私から確認をさせていただければと思いますが、先ほど説明の中でセキュリ

ティレベルを上げたＺｏｏｍ会議、Ｚｏｏｍを使うんだということでしたけれども、具体

的に言うと、例えば今私たちが使っているこのＺｏｏｍとどう違うんでしょうか。これは

普通のＺｏｏｍ会議のＺｏｏｍ。 

○児童相談支援課長 同じものかと思いますけれども。 

○会長 せっかく同席いただいているＩＣＴ推進課の方に教えていただければと思うんです

が、何が違うんでしょうか。 

○区政情報課長 まず、こちらにつきましては、昨年、令和２年８月に保健所の健康推進課の

業務のときに行いました、例えば妊娠期の面談とか、そういう相談を行うというところで

諮問させていただいた事案と同様の考え方を持ちまして行うものではございますけれど

も、例えばこちらに書かれている諮問第884号みたいな形で一般的には誰でも入れるよう

なウェビナーのようなサービスとは異なりまして、あらかじめ控室とか、もしくはそこに

入室するためのＩＤ、パスワードとか、細かい設定をより厳密にかけておりまして、会議

室の設定とかを含めて細かく条件を設定して、特定の相手方以外には入ってこられないと

いう形を取っておりますので、通常よりも限定的であり、ほかの人も使えないというふう

な形を取らせていただいているところでございます。 

○会長 そうしますと、今、私たちが使っているものと同じものだということでいいんです

か。 
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○区政情報課長 いわゆるＺｏｏｍを使うという点においては、仕組み上は同じといえば同じ

だと思いますけれども、今回の我々の審議会においても同様といえば同様でございますけ

れども。 

○会長 セキュリティレベルが上がるという意味がよく分からなかったんですが、どういうふ

うに上げるのかなと思いまして。 

○区政情報課長 先ほどの包括的に諮問した884号とは今我々が会議しているのは違うと思っ

ておりますので、包括的に諮問した884号においては、あらかじめここに開催しますよと

いう旨を言って、相手方の承認もしくは自分でここに会議があるということが分かれば入

ってこられるというふうな仕組みとは異なっているという意味では、セキュリティレベル

が違うというところで所管課は説明したと認識しております。 

○会長 すみません、私の質問が悪かったのかな、今回の925号と884号の違いは理解しており

ます。そうではなくて、技術的に今回の諮問が高いＺｏｏｍ会議のセキュリティを守って

いるんだというふうにおっしゃっているので、Ｚｏｏｍ会議でセキュリティを上げるとい

うのは、具体的にどんなことをされているのかということが確認できればと思いまして、

今、私たちが使っている今日現在のＺｏｏｍ会議でも、一定のセキュリティはかかってい

ますけれども、さらにそれを上げるという意味合いならば、具体的にそういう方法を取ら

れるのかどうかということを知りたかったんです。 

○区政情報課長 大変失礼しました。そういう意味では今、会長がおっしゃったとおり、この

現在の会議体と同様というふうには考えております。 

○会長 分かりました。世田谷区としては、現在やっているので一定のいわゆる外部からの侵

入は防げるセキュリティ度が高い会議だというふうに理解されているということなんです

ね。一般的に考えると、普通のＺｏｏｍ会議とそれほど変わらないわけで、セキュリティ

度はそれほど高くないと思うんですけれども、その辺の御認識だけ確認できればと思いま

す。 

○区政情報課長 こちらの会議を開催するに当たりましては、やはりＩＣＴ推進課にもあらか

じめ、こちらの情報公開・個人情報保護審議会のほか、情報システム推進委員会というこ

とでの審議も改めて経ているような事案にもなりますので、いわゆる区のＩＣＴ推進課の

セキュリティの担当も含めて確認している内容というところでございます。 

○会長 了解です。ほかによろしいでしょうか。―ないようでしたらお諮りをいたしま

す。本件について異議はありませんでしょうか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○会長 ないようでしたら、諮問第925号については異議なしと認めます。どうもありがとう

ございます。 

 

⑤諮問第926号 

○会長 では、続きまして第926号、よろしくお願いいたします。 

○区政情報課長 それでは、事務局より御説明させていただきます。資料の19ページを御覧く

ださい。「区民の文化活動支援業務」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20ページからが諮問の内容となっております。 

 所管課は生活文化政策部文化・芸術振興課でございます。 

 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。 

○文化・芸術振興課長 文化・芸術振興課長の佐久間と申します。私のほうから御説明させて

いただきます。 

 審議資料５、「区民の文化活動支援業務」における外部委託に伴う個人情報の保護措置

について説明をさせていただきます。 

 １の委託の件名は記載のとおりでございます。 

 ２の委託の内容は、小中学生の子どもたちを対象に、毎年、二子玉川で開催されている

花みず木フェスティバルの中で実施しておりました対面で行っている将棋大会が、新型コ

ロナウイルス感染症の拡大防止に伴い中止となり、その代わりに新しい生活様式を踏まえ

ましたオンラインによる将棋大会を実施するものでございます。このオンライン大会の企

画運営を外部委託いたします。委託事業者が行う業務は、当日のオンライン将棋大会を行

っていただきます。具体的には、大会の進行管理、参加者のサポート、ビデオ配信サービ

スなどでございます。 

 ３の諮問の趣旨は記載のとおりでございます。 

 ４の対象となる個人の範囲は、大会の参加希望者及びその保護者となります。 

 ５の委託で取り扱う個人情報の項目の件数でございますが、区が委託先へ提供するもの

のうち、①大会の参加者の氏名、電話番号、学年、ハンドルネーム、大会の参加に当たっ

て配慮が必要な事項となります。②保護者につきましては、氏名、連絡先となります。委
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託先が本人から収集するものは、決勝戦の動画配信を行うため、肖像を収集いたします。

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。件数でございますが、最大

300件を見込んでおります。 

 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は、決勝戦

の解説をオンラインで予定しており、解説者への提供がございますので、ありとしており

ます。 

 ８の委託先の個人情報の授受の方法は、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の有無につきましては、大会運営をパソコ

ンで管理するため、ありとしております。 

 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は、令和３年７月より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記載のとおりです。 

 説明は以上となりますか 

○会長 ありがとうございます。質問はありますでしょうか。 

○委員 21ページのところの個人情報の項目の中で、大会の参加希望者、氏名、電話番号以降

のところで「配慮が必要な事項」という文言がありますけれども、これはどういうことを

想定されているんでしょうか。 

○文化・芸術振興課長 例えば目が不自由であるとか耳が不自由であるとか、そういう配慮を

必要とする部分につきまして、そういう申出があったものにつきましては委託先に情報提

供する予定でございます。 

○委員 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。 

○委員 同じでした。 

○会長 同じということでしたので、ほかは大丈夫ですか。―では、ないようでしたらお

諮りをしたいと思います。本件について異議はありませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○会長 ないようでしたら、諮問第926号については異議なしと認めます。ありがとうござい
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ました。 

 

⑥諮問第927号 

○会長 では、続きまして第927号をお願いいたします。 

○区政情報課長 それでは、事務局より説明させていただきます。資料の23ページを御覧くだ

さい。「区立幼稚園業務」、「区立小学校業務」及び「区立中学校業務」における外部の

電子計算機との回線結合についてでございます。 

 次の24ページからが諮問の内容となっております。 

 所管課は教育総務部学務課、教育政策部乳幼児教育・保育支援課でございます。 

 審議のポイントは、７、回線結合でございます。 

 それでは、所管課を代表いたしまして、学務課より説明いたします。 

○学務課長 それでは、「区立幼稚園業務」、「区立小学校業務」及び「区立中学校業務」に

おける外部の電子計算機との回線結合について（学校収納金事務における銀行等金融機関

のインターネットバンキングの利用）について御説明します。 

 １の回線結合する理由です。区立幼稚園・小・中学校における教材費等の収納金は、各

学校がそれぞれゆうちょ銀行や信用金庫等金融機関と契約し、保護者口座から引き落とし

を行っています。このうち、ゆうちょ銀行の学校収納金システムを使用している学校にお

いては、現在、ゆうちょ銀行との引き落としデータの授受をＤＶＤ搬送によってやってお

りますが、こちらについて令和４年３月でＤＶＤによるデータ処理受付サービスがゆうち

ょのほうで終了となります。これに伴い、令和４年４月以降、ゆうちょ銀行のインターネ

ットバンキング上で引き落としデータを作成する必要があるため、インターネット回線を

通じて回線結合を行う必要があるものです。 

 ２の回線結合の相手方は記載のとおりです。 

 ３の趣旨についても記載のとおりです。 

 ４の対象となる個人の範囲は、区立幼稚園・小・中学校で学校徴収金を納付する者（保

護者）になります。 

 ５の回線結合する個人情報の項目及び件数です。個人情報の項目は、園児・児童・生徒

の氏名、学校名、学年・組、出席番号、保護者の口座名義、記号・番号、引き落とし額で

す。件数は記載のとおりです。 

 ６の回線結合の方法です。区立幼稚園・小・中学校に設置されている電子計算機と銀行
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等金融機関の電子計算機をインターネット回線で接続するものです。 

 ７の相手方の個人情報の保護管理体制です。インターネットバンキングのログイン認証

はＩＤと暗証番号で行います。また、送金等データに際しては、ワンタイムパスワードに

よる認証に加え、承認者―これは学校や幼稚園になりますが、学校の管理職が確認、

承認をすることで送信を可能とします。また、区の電子計算機から銀行等金融機関のサー

バまでの通信は、第三者に解読がされるようにならないよう、通信を暗号化することによ

りデータを保護します。（2）は記載のとおりです。 

 ８の区の個人情報の保護管理体制は記載のとおりです。 

 ９の回線結合の開始時期及び期間は、令和３年７月以降から継続して実施を考えており

ます。 

○会長 ありがとうございます。質問をお願いいたします。 

○委員 これは確認の意味で伺いたいんですが、これまではゆうちょ銀行についてはＤＶＤ搬

送によりデータの授受を行っていましたよと。これが終了するので、インターネットバン

キングにしますよ。それ以外の、いわばゆうちょ銀行以外の例えば信用金庫とか、その他

の金融機関はこれまでどういう、その形も合わせてこの機会にまとめてインターネットバ

ンキングに移行しますという理解なんでしょうか。件数が５万人とありますが、これは恐

らく園児・児童・生徒の数そのものだろうと思うんですが、今回の切り替えによって、こ

れまでのような口座引き落としはやらないよという形なんでしょうか、その辺、システム

の変更の関係を教えていただければと思います。 

○学務課学事係長 では、私、担当係長の学事係我妻と申します。私のほうからお答えをさせ

ていただきます。 

 委員御指摘のとおり、５万件というのは幼稚園・小・中学校、全園児・児童・生徒の人

数でございます。この機会に、ゆうちょ銀行をはじめ、ほかの金融機関でも、おっしゃら

れたとおり、インターネットバンキングに切り替える際には、この審議を経て、まとめて

お認めいただければありがたいという趣旨でございます。本件学納金の徴収に関しまして

は、ゆうちょ銀行を利用している学校がほとんどでございます。ゆうちょ銀行以外です

と、次いで地元の世田谷信用金庫ですとか、昭和信金ですとか、信用金庫を使っていると

ころが次いで多くあります。都市銀行、地方銀行を使っている学校も僅かながらございま

すが、そちらについてはデータでのやり取りではなく、窓口での申請書の記入といった形

で行っておりますので、ネットバンキングを始めるのは、このゆうちょが最初のケースに
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なります。以上でよろしかったでしょうか。 

○委員 状況と流れについてはよく理解できました。ありがとうございます。 

○会長 ほかはよろしいでしょうか。 

○委員 私、このことに関して詳しくよく分からないんですが、25ページの７番のところで

「通信を暗号化（ＳＳＬ方式）」となっているんですが、以前にＳＳＬ方式というのは脆

弱性があって、最近はＴＬＳ方式に変ってきているということを聴いたことがあるんです

が、その辺の脆弱性については大丈夫なんでしょうか。 

○学務課長 こちらのゆうちょのほうでは、表記上はＳＳＬですが、実際にはおっしゃったＴ

ＬＳの対応にもなっております。こちらにつきましては、併記をしているようなところも

ありますが、ゆうちょの場合なども、実際にはＴＬＳ対応なんですけれども、ＳＳＬと表

記しているところが多いような状況です。 

○委員 ありがとうございます。分かりました。 

○会長 ほかはいかがでしょうか。では、ないようでしたらお諮りいたします。本件について

異議はありませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○会長 ないようでしたら、諮問第927号については異議なしと認めます。ありがとうござい

ました。 

 

⑦諮問第928号 

○会長 では、続きまして、928号、お願いいたします。 

○区政情報課長 それでは、事務局より御説明させていただきます。資料の26ページを御覧く

ださい。「生活保護世帯等に対する法外援護業務」及び「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、外部の電子計算機との回線結合及び新たな

個人情報の項目の電子計算機への記録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。 

 所管課は各総合支所保健福祉センター生活支援課、保健福祉政策部生活福祉課、高齢福

祉部高齢福祉課でございます。 

 審議のポイントは、３、外部委託、６、電子計算機への記録、７、回線結合でございま

す。 

 それでは、所管課を代表して高齢福祉課より説明いたします。 
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○高齢福祉課長 高齢福祉課長の杉中です。私からは、審議資料７、諮問第928号「生活保護

世帯等に対する法外援護業務」及び「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、外部の電子計算機との回線結合及び新たな個人情報の項目の電

子計算機への記録について説明いたします。 

 最初に、事業の概要を簡単に説明します。 

 区では、生活保護を受給している者、また高齢者に入浴券を支給する事業を実施してい

ます。現在、紙の利用券を支給していますが、申請受付から交付までおおむね半月かかる

ため、その間、利用者を待たせている状況があること、また、公衆浴場の事業者には大量

の使用済み利用券の集計、管理の負担が生じております。この課題を解消し、かつ利用者

の利便性を向上するために、ＱＲコード型の電子決済システムである「せたがやＰａｙ」

を活用した利用券を導入するものです。 

 第１、外部委託に伴う個人情報の保護措置についてです。 

 １、委託の件名は、被保護者入浴券支給事業及び高齢者コミュニケーションサービス事

業に係る「せたがやＰａｙ」の管理運営業務委託です。 

 ２、委託の内容は、「せたがやＰａｙ」導入のため、区の事業に対する「せたがやＰａ

ｙ」の利用状況の管理やヘルプデスクの運営、さらにＱＲコードを印刷したカード型利用

券の発券など、「せたがやＰａｙ」の管理運営業務について外部委託するものです。 

 ３、諮問の趣旨は、本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、条例第12条の規定に基づき諮問いたします。 

 ４、対象となる個人の範囲は、当事業における「せたがやＰａｙ」の利用者です。 

 ５、委託で取り扱う個人情報の項目及び件数のうち、（1）個人情報の項目で区から委

託先へ提供するものは、利用券情報である利用券番号や事業コード等、こちらに記載のと

おりです。委託先が本人から収集するものは、利用券番号や事業コード等の利用実績情報

です。任意項目として、本人が同意した場合ですけれども、アカウントナンバーやメール

アドレスなど、こちらに記載のアプリ利用登録者情報を収集いたします。 

 （2）件数は約２万6,000件となります。 

 ６、個人情報を取り扱う場所は委託先の作業場所です。 

 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、事業者

である各公衆浴場で利用者のＱＲコードを読み取り、決済ポイントを確認することになり

ます。 
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 ８、委託先との個人情報の授受の方は、口頭、文書、電磁的記録媒体及び回線結合によ

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、10、委託先の個人情報の保護

管理体制、11、委託の条件につきましては、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は、令和４年２月から実施いたします。 

 13、委託先は、「せたがやＰａｙ」の運営者である世田谷区商店街振興組合連合会とな

ります。 

 続きまして、第２、外部の電子計算機の回線結合についてです。 

 １、回線結合する理由は、区が交付する「せたがやＰａｙ」の利用状況を委託先と速や

か、かつ、正確に共有して管理する必要があるため、区の電子計算機と委託先の電子計算

機を回線結合します。 

 ２、回線結合の相手方は委託先です。 

 ３、諮問の趣旨は、区の電子計算機と委託先の電子計算機を回線結合し、委託先が管理

するウェブサイトを通じて「せたがやＰａｙ」の利用状況を授受するため、条例第18条の

規定に基づき諮問いたします。 

 ４、対象となる個人の範囲、５、回線結合する個人情報の項目及び件数は記載のとおり

です。 

 ６、回線結合の方法は、区に設置されている電子計算機からインターネット回線を通じ

て、委託先の「せたがやＰａｙ」管理システムにアクセスすることと、「せたがやＰａ

ｙ」管理システムへのアクセスは、あらかじめ登録したメールアドレス、パスワードに加

えてＩＰアドレスにより制限いたします。 

 ７、相手方の個人情報の保護管理体制、８、区の個人情報の保護管理体制、９、回線結

合の開始時期及び期間は記載のとおりです。 

 第３、新たな個人情報の項目の電子計算機への記録についてです。 

 １、電子計算機に記録する理由は、区において正確に「せたがやＰａｙ」の利用状況を

管理するため、委託先の「せたがやＰａｙ」管理システムと利用券情報を共有し、区の電

子計算機の既存のデータベースに個人情報を記録するものです。 

 ２、諮問の趣旨は、当事業に係る既存のデータベースに新たな個人情報の項目を追加し

て、区の電子計算機に記録するものであり、条例第17条第４項の規定に基づき諮問いたし

ます。 
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 ３、対象となる個人の範囲、４、記録する項目及び件数は記載のとおりです。 

 ５、記録する方法は、当事業に係る既存のデータベースに「せたがやＰａｙ」管理シス

テムで共有する発券情報を記録いたします。なお、この記録の閲覧登録及び修正は、業務

ユーザー権限を有する各総合支所保健福祉センター生活支援課、生活福祉課及び高齢福祉

課の職員のみ可能とします。 

 ６、区の個人情報の保護管理体制、７、記録の開始時期及び期間は記載のとおりです。 

 説明は以上です。 

○会長 ありがとうございました。質問をお願いいたします。 

○委員 29ページに書いてございます委託先は世田谷区商店街振興組合連合会ということで、

その上のほうに「委託業務の一部を当該電子決済システムの開発事業者に再委託すること

を予定している」という文言が並んでおりますけれども、この関係で、いわば一旦商店街

連合会に委託をしたその後、どういうふうな部分を再委託先のところに任せるのか。それ

から、その再委託先のセキュリティとかプライバシーの保護の管理体制はどのように担保

されているのか、そこをちょっと確認したいと思ったんですが。 

○高齢福祉課長 区の委託先としては世田谷区商店街連合会になるんですけれども、「せたが

やＰａｙ」の運用自体は、特にシステムの関係を商連からフィノバレーへ、固有名詞にな

ってしまいますけれども、そういうシステム開発業者に再委託をすることになります。実

際、このフィノバレーという会社は、世田谷区以外にも幾つかの自治体で既に電子マネー

に関する業務を委託してやっておりまして、個人情報の保護とか、そういったセキュリテ

ィに関してもかなり高いレベルで維持されていると聴いております。 

○会長 ほかはよろしいでしょうか。 

○委員 28ページの５の（2）の件数のところで約２万6,000件とあるんですが、これはどのよ

うな算出方法をしたんでしょうか。コロナの接種の状況や何かを見ても、ＱＲコードを使

ってとか、またはＰａｙを使って買物をするとかいうのは、高齢者の方たちはなかなかで

きにくい状況だと思うんですね。そこで２万6,000件というのは、どのような算出基準だ

ったか教えていただければと思います。 

○高齢福祉課長 この２万6,000件については、こちらの事業自体が生活保護と高齢者で希望

する方が公衆浴場の利用券を今現在、これまで実績として利用者がいまして、ここ数年の

利用実績が約２万6,000件ということですので、恐らくこのＱＲコードに仮になったとし

ても、今まで利用された方は引き続き利用するだろうということで、２万6,000件という
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ことでの件数を挙げさせていただいております。 

○委員 ということは、既にもう利用されていらっしゃるということですね。 

○高齢福祉課長 そうです。最初の説明にもありましたけれども、今現在、入浴券の支給事業

自体は実際に紙の利用券で、１枚１枚切って利用するというような感じで、今現在も事業

自体はやっております。それを電子化するということですので、紙を利用していた方が電

子になってもそのまま利用するだろうということで、こちらの実績を上げております。 

○委員 そこで懸念されるのは、ＱＲコードを使ったりとかＰａｙＰａｙを使ったりというの

は、高齢者の方はとても苦手だと思いますので、ぜひとも十分な説明をして、利用をして

いただけるようにお願いできたらと思います。 

○高齢福祉課長 実を言いますと、事業者側である公衆浴場の経営者のほうも結構高齢化が進

んでおりまして、いわゆる場所を提供する公衆浴場の方も含めて、相手は高齢者になりま

すので、そこは丁寧にやっていきたいと考えております。 

○委員 お願いします。 

○会長 よろしいでしょうか。 

 すみません、私から一つ二つ確認なんですけれども、まず一つは、最初の質問にもあり

ましたけれども、これは業務委託、再委託するということを予定しているとありますけれ

ども、実際に「せたがやＰａｙ」についてフィノバレーがやることは既に周知の事実とい

いましょうか、世田谷区自身も発表しているぐらいですから、この予定しているという言

い方がなかなか微妙だなと思うのですけれども、それはさておきまして、このように実際

上、世田谷区商店街振興組合に委託するといっても、事実上、その情報は全てフィノバレ

ーで管理する、運営するという話になるときに、こういうような諮問の仕方がいいのかど

うかというのは、ちょっと微妙なのではないかなという気がするんですね。実質、情報は

全部直接再委託先へ行くようなことが想定されるような気がするんですけれども、その辺

はどういうふうにお考えなのかということをとりあえずお聴かせいただければと思いま

す。 

○高齢福祉課長 それについては私ども高齢福祉課というよりも、実際に「せたがやＰａｙ」

を管理している商業課あたりから回答していただくのが本当はいいのかと思うのですけれ

ども、私の立場で言えるとしたら、「せたがやＰａｙ」については、今、世田谷区全体で

利用者を広げていこうという方向性が示されておりまして、今回、入浴券がかなり早い時

期に手を挙げているという状況でございます。実際に「せたがやＰａｙ」の運営について
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は、今も商店街の個店が登録を順次進めておりますけれども、それも全て商店街連合会で

担っているということもありますし、会長がおっしゃるとおり、個人情報がほとんどフィ

ノバレーに行くというのは、実態上はあるとは思うんですけれども、そういったことで、

その部分はある意味、この「せたがやＰａｙ」の事業全体がそういったスキームになって

いるのかなというふうに認識しております。 

○会長 確かにお答えしづらい部分だと思うんですけれども、既にもうこれもネット上にニュ

ースで流れている話ですけれども、違っていたら訂正いただきたいんですけれども、これ

は今言われたように、世田谷区長自身、保坂さん自身がこれについては使っていくんだと

いうことで、推進しましょうということをおっしゃられているようにも報道されておりま

して、それからするならば、そもそもこういうような形で諮問するのではなくて、世田谷

区としてフィノバレーと組んで―組んでと言わないほうがいいかもしれませんけれど

も、地域電子通貨を使っていくんだということについての包括的な諮問なり審議が入った

ほうがむしろ分かりやすい気がするんですけれども、そうしないと、実際上、世田谷区が

今持っている、あるいは区民の情報というのが地域電子通貨を利用することによってフィ

ノバレーに蓄積されていくということがあるわけですね。この辺はどういうふうに区とし

てお考えなんでしょうか。 

○区政情報課長 事務局でございます。 

 今のお話は私どもとしても大変重要なことというふうには承知しております。その中で

区におきましては、まずこの委託先を一つ、世田谷区商店街振興組合連合会としか書いて

ございませんけれども、こちらとの契約を結ぶという中で、さらに再委託という中におき

ましては、電算処理を行う場合には契約の特記事項ということで、電算処理の業務委託の

特記事項ということで結ぶことにしております。その中で再委託は原則禁止ですという旨

は、委託の契約書の特記事項ではうたっておりまして、その中でやむを得ず必要がある場

合には、委託者から申請をもらって承認するという手続を踏むというふうにしておりまし

て、こちらの私どもで決めている特記事項も、いわゆる受託者だけではなくて、再委託の

事業者にも遵守させるというふうな仕組みを取り入れておりますので、私どもとしては一

義的には委託先の商店街振興組合連合会だけにしておりますけれども、再委託先にも所管

課さんから、その旨、しっかりと遵守いただくように周知するという流れで契約するとい

うふうな運用をさせていただいているものでございます。 

○会長 そうすると、今後、世田谷区は「せたがやＰａｙ」を使っていくわけでしょうから、
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様々な事業の中で同じようなことをする可能性が高いと思うんですけれども、そのときに

は一括承認ではなくて、毎回毎回こういう形で世田谷区商店街振興組合連合宛てに、こう

いう情報提携をしますという諮問を上げられるというふうに理解してよろしいんでしょう

か。 

○区政情報課長 私ども事務局といたしましては、「せたがやＰａｙ」の運用に当たっての一

括でということも一つは考えたところではございますけれども、今回は、一つは事業が入

浴券事業ということでございました。そのほかいろいろな事業も今後出てくる可能性もあ

りますので、そういった意味では委託の内容とか事業の内容によっては、御審議いただい

たほうが適切でないかと考えておりますので、当面は一件一件審議させていただきなが

ら、ある程度類型化できることが明確になってくるようであれば、こちらとしましても、

今、会長から御提案がありましたように、包括的な諮問という形を取らせていただきたい

と考えております。 

○会長 理解いたしました。 

 もう一つは、これは諮問事項とは少し外れますけれども、地域電子通貨については、特

に電子通貨については様々な議論があるものですから、ある日突然消えてしまうみたいな

ことがあった場合、どうするのかとか、そういうことにつきましても、どこかのタイミン

グでは区としてきちんと方針といいましょうか、担保をしていく必要があるだろうなとい

うことは思いますので、一応念のために付け加えさせていただきます。諮問事項とは関係

ありませんけれども、一言付け加えさせていただきます。 

 私からは以上ですが、ほかによろしいでしょうか。―では、ないようでしたらお諮

りをいたします。本件について異議はありませんでしょうか。大丈夫ですか。―ない

ようでしたら、諮問第928号については異議なしと認めます。ありがとうございました。 

 

⑧諮問第929号 

○会長 では続きまして、諮問第929号です。よろしくお願いいたします。 

○区政情報課長 それでは、事務局より御説明させていただきます。資料の32ページを御覧く

ださい。「議案業務」及び「陳情・請願業務」における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33ページからが諮問の内容となっております。 

 所管課は総務部総務課、区議会事務局でございます。 
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 審議のポイントは、７、回線結合でございます。 

 それでは、所管課を代表して総務課より説明いたします。 

○総務課長 それでは、御説明いたします。資料のほうを御覧ください。 

 １番、回線結合を行う理由でございます。区では、世田谷区ＤＸ方針の下、ＩＣＴ等を

活用した業務の効率化の推進に取り組んでいるところですが、取組の一つ、議会の各種会

議における資料のペーパーレス化の実施に当たりまして、タブレット端末等を使用し、ク

ラウド型の資料共有サービスを導入するため、回線結合を行います。 

 ２番、結合の相手方はクラウドサービス提供事業者でございます。 

 ３番、諮問の趣旨でございます。タブレットなどからインターネット回線を通じて事業

者が管理するクラウドサーバー上に、区議会の各種会議提出資料をアップロードやダウン

ロードを行うことが世田谷区個人情報保護条例第18条の規定に当たるため、当審議会に諮

問するものでございます。 

 ４番、対象となる個人の範囲、５番、回線結合する個人情報の項目及び件数は、記載の

とおりでございます。 

 ６番、回線結合の方法も記載のとおりですが、運用方法に記載のとおり、資料のアップ

ロード、ダウンロード及び閲覧はクラウドサービスにログインすることにより可能となり

ます。セキュリティ対策としまして、ＩＤ、パスワードのほか、ＩＰアドレスでの利用制

限を予定しています。また、各資料へのアクセス制限などの管理は総務課、区議会事務局

が行います。 

 ７番、相手方の個人情報の保護管理体制です。クラウドサービス提供事業者において、

（1）から（3）までの個人情報保護管理体制を整備しております。 

 ８番、区の個人情報の保護管理体制につきましては、（1）に記載のとおり、区の基準

及び手順書を遵守いたします。また、区議会議員が使用する際の使用基準につきましては

別途定めます。 

 ９番、回線結合の開始時期ですが、令和３年８月に開催される議会、会議から行い、以

降継続して行います。 

 説明は以上でございます。 

○会長 御質問ありますでしょうか。 

○委員 いわゆるこれはペーパーレス化ということだと思うんですけれども、実際に回線結合

を結んで実施をするクラウドサービス提供事業者、これは具体的にどういう事業者で、例
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えば他の自治体等でそういう一定の実績なりが何かあるのかどうか、そこも含めて情報を

教えてほしいんですが。 

○総務課長 事業者につきましては、ＳｉｄｅＢｏｏｋｓというサービスを供給している事業

者でございまして、100以上の自治体の導入実績がございます。 

○委員 ありがとうございます。 

○総務課長 ごめんなさい、ＳｉｄｅＢｏｏｋｓというのは、区議会だとか会議、議会のそう

いった資料をクラウド上に共有して、議会の各委員会だとか定例会だとかで共有して行う

ことができるシステム、そういったソフトになります。それを提供している事業者という

ことでございます。 

○会長 ありがとうございます。ほかによろしいでしょうか。 

 多くの議会が採用されているところだと思いますが、では、ないようでしたらお諮りを

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。 

（「異議なし」の声あり） 

○会長 ないようでしたら、諮問第929号については異議なしと認めます。ありがとうござい

ました。 

 

⑨諮問第930号 

○会長 では、続きまして諮問第930号です。事務局の説明の後、所管課よりお願いいたしま

す。 

○区政情報課長 それでは、事務局より説明させていただきます。資料の36ページを御覧くだ

さい。「区立小学校業務」及び「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37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相談・支援課、教育指導課でございます。 

 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、所管課を代表して教育相談・支援課より説明いたします。 

○教育相談・支援課長 教育相談・支援課長の柏原でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、資料の説明をさせていただきます。資料のほうを御覧ください。 

 第１、外部委託に伴う個人情報の保護措置について御説明申し上げます。 
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 １、委託の件名につきましては、区立小・中学校の不登校児童・生徒に対する支援事業

の委託でございます。 

 ２の委託内容でございますが、区立小・中学校の不登校児童・生徒の社会的自立や学級

復帰に向けた継続的な支援につなげていくことを目的に、区の施設、いわゆるほっとスク

ール「城山」に委託先のスタッフが常駐し、教員等と連携を図りながら、電子会議システ

ムを活用してオンライン上で対象児童・生徒に対し、学習支援・相談支援を行うというも

のでございます。 

 ３、諮問の趣旨でございますが、記載のとおり、不登校児童・生徒に対する支援業務を

外部委託することに伴い、個人情報を取扱わせるものであり、条例第12条の規定に基づき

諮問するものでございます。 

 ４の対象となる個人の範囲につきましては、区立小・中学校で不登校となっている児童

または生徒及びその保護者でございます。 

 ５、（1）の委託で取り扱う個人情報の項目についてですが、記載のとおりとなってお

ります。また、（2）委託で取り扱う個人情報の件数につきましては、約90件を想定して

おります。 

 続きまして、６番の個人情報を取り扱う場所でございますが、こちらは区の施設である

ほっとスクール「城山」でございますが、７に記載のとおり、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有は特にございません。 

 ８の委託先との個人情報の授受の方法につきましては、口頭、文書及び回線結合により

ます。 

 ９の委託先の電子計算機を利用した個人情報処理はございます。 

 10の委託先の個人情報の保護管理体制につきましては、記載のとおりとなっておりま

す。 

 また、11に記載のとおり、委託に当たりましては個人情報の秘密保持、目的外使用及び

外部提供の禁止を定めた電算処理の業務委託契約の特記事項の内容に準じた覚書を条件に

し、委託先に遵守させることを徹底してまいります。 

 委託の開始時期及び期間につきましては、12に記載のとおり、令和３年７月から継続し

て行います。 

 また、参考ではございますが、13番、委託先でございますが、こちらは認定特定非営利

活動法人カタリバでございます。 
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 次に、第２、外部の電子計算機との回線結合についてでございます。 

 １の回線結合をする理由でございますが、委託先事業者は、児童・生徒の在籍校へ支援

対象児童・生徒への支援内容を随時報告する必要がございます。これに伴いまして、不登

校児童・生徒が在籍する学校と委託先事業者の電子計算機の回線結合が必要となるためで

ございます。 

 回線結合の相手方は、２の記載のとおり、委託事業者でございます。 

 ３の諮問の趣旨につきましても、記載のとおりでございます。 

 ４の対象となる個人の範囲につきましては、先ほど第１で申し上げた４、５の部分、回

線結合する個人情報の項目及び件数につきましても、先ほどの第１の５の（1）（2）での

御説明のとおりでございます。 

 ６の回線結合の方向につきましては、インターネット回線により委託事業者と不登校児

童・生徒が在籍する学校との電子計算機を接続するものでございます。 

 ７、相手方の個人情報の保護管理体制につきましては、第１の10で御説明したとおりで

ございます。 

 また、８の区の個人情報の保護管理体制につきましては、区の教育情報セキュリティ対

策基準並びに各学校及び教育相談・支援課の情報セキュリティ実施手順を遵守いたしま

す。 

 ９の回線結合の開始時期及び期間でございますが、こちらも第１と同様、令和３年７月

から継続して行います。 

 説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

○会長 では、質問はありますでしょうか。 

○委員 38ページのところに（2）で件数が90件とあります。いわゆる不登校については、

様々な理由とか背景があるかと思いますが、区内のひきこもりの方を含めて、そういうい

ろんな意味で生きづらいという方々、その方の人数は結構な形だろうと思うんですけれど

も、90件というのは、どういう形で算出をした数字なのか、それをちょっと教えてほしい

なと思いました。 

○教育相談・支援課長 本事業につきましては、まず、各小学校、中学校１校、それぞれ計２

校を対象としてモデル的に実施するものでございます。最大で今のところ、各学校の了承

を得られているのが全部で５校になっておりまして、１校当たり対象となる不登校児童の

数が20名弱ということで、おおむね最大で90件と想定しております。 
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○委員 ということは、いろんな背景、理由を持っている、いわゆるひきこもりと言われてい

る方々の中で、当面今回はモデル的に行う、それが５校程度で約90件、そういう意味に理

解してよろしいわけですね。 

○教育相談・支援課長 はい、そのとおりでございます。 

○委員 分かりました。そのモデルをやった後で、今後それをさらに対象を広げていくとか、

実態をより正確につかむということは、また今後行うということなんでしょうかね。 

○教育相談・支援課長 そうですね。今回モデル的にまず実施して、この中で実際に実施体制

であったりとか、支援の在り方であったり、そういったものを検証しながら、今後どうい

った展開ができるのか、対象をどのように拡充していくのかというところはまた検討して

まいります。 

○委員 ありがとうございました。 

○会長 ほかはよろしいでしょうか。 

 ないようでしたらお諮りをいたします。本件について異議はありませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○山田会長 ないようでしたら、諮問第930号については異議なしと認めます。ありがとうご

ざいます。 

 

⑩諮問第932号 

○会長 では、続きまして諮問第931号です。よろしくお願いします。 

○区政情報課長 会長、すみません、今、931号の所管が未着でございまして、先に一つ飛ば

しまして932号ということで進めさせていただいてもよろしいでしょうか。 

○会長 はい、お願いします。気分的には半分ぐらい来たかなというところですので、あと半

分頑張りましょう。 

 では、932号お願いいたします。 

○区政情報課長 ありがとうございます。それでは、事務局より御説明させていただきます。

資料の45ページを御覧ください。「区立幼稚園業務」「区立小学校業務」及び「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46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
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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、所管課を代表して教育ＩＣＴ推進課より説明いたします。 

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

します。 

 それでは、諮問第932号、「区立幼稚園業務」「区立小学校業務」及び「区立中学校業

務」における外部委託に伴う個人情報の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が、２、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号及び今年４月諮問第921

号にて諮問し、了承をいただきまして、運用を開始しているところでございます。このた

び、３回目となりますが、改めて諮問させていただきますのは、諮問第895において審議

保留となりました個人情報の項目の確認事項についてでございます。 

 本件は、令和３年４月のその他報告No.２において、その必要性及び取り扱う具体的な

内容が不明確であったため、教育委員会としては、一旦は取り扱わせないこととした旨を

御報告いたしましたが、４月の運用開始後、保護者や学校から改めましていろんなことで

使いたいという要望がございまして、教育委員会においても具体的な利用の想定リストの

必要性を改めて確認、認識したところでございます。そのため、クラウド上に学校行事等

の記名アンケートですとか宿泊行事等の児童等の参加確認、ＰＴＡ役員等の希望等の確認

事項を保護者から収集する運用に変更することとし、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。 

 次ページ、47ページに参りまして、４、対象となる個人の範囲は、前回諮問と変化な

く、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ですが、個人情報の項目については先ほど

申し上げたとおり、前回諮問から変更がございます。委託先が本人から収集する新たな項

目として、先ほど御説明しました確認事項を収集するものとしております。なお、区から

委託先へ提供するものとしましては変更はございません。 

 項番６から次ページの11までについては、前回諮問から変更ありませんが、引き続きま
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して個人情報の保護措置を徹底することにつきまして、委託先に改めて指導を行ってまい

ります。 

 続きまして、48ページの12、委託の開始時期及び期間ですが、確認事項の収集につきま

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ございます。 

 委託先は、前回諮問と変更なく、記載のとおりでございます。 

 第２の外部の電子計算機との回線結合についての項番１から８は、前回諮問から変更ご

ざいません。 

 続きまして、49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 いかがでしょうか。 

○委員 例の確認事項に関しては今御説明いただきましたので理解したんですが、あと48ペー

ジのところにあります委託先、参考としてバイザーさんと、それから第２のところで回線

結合の相手方、これはクラウドサービス提供事業者と単に書いてございますけれども、こ

れはどういうところを想定しているのか、そこをちょっと説明していただけますか。 

○教育ＩＣＴ推進課長 こちらなんですけれども、こちらはバイザーのクラウドサービスを使

いまして利用しているところでございます。なので、クラウドサービス提供事業者という

のはバイザーとイコールという形になります。 

○委員 では、ここは委託先も、それから回線結合の相手方も同じく同一の事業者という理解

でよろしいわけですね。 

○教育ＩＣＴ推進課長 はい、そのとおりでございます。 

○会長 よろしいでしょうか。これまでの諮問了承事項にプラスアルファが加わったと。しか

も加わった事項も想定されていた事項といえば事項かと思いますけれども、よろしいです

か。―では、ないようでしたらお諮りをいたします。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932号については異議なしと認めます。 

 了承した上で御担当者に聴くのも変ですけれども、一応これで想定される項目は全て出

尽くしたという感じなんですか。それともまだ何か可能性がゼロではないんですか。一応

お聴きしておきます。 

○教育ＩＣＴ推進課長 すみません、何度も五月雨式に出してしまいまして。これをもちまし

て、基本的には想定はされていないかなという認識でございます。 
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○会長 分かりました。ありがとうございます。 

 

⑪諮問第931号 

○会長 では、続きまして戻って大丈夫ですか、事務局のほう、931号にして大丈夫でしょう

か。 

○区政情報課長 戻っていただいて大丈夫でございます。 

○会長 では、931号、よろしくお願いいたします。 

○区政情報課長 それでは、諮問第931号でございます。事務局の説明からさせていただきま

す。資料の40ページを御覧ください。「公的給付支給業務」における個人情報の本人外収

集及び「公的給付支給業務」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41ページからが諮問の内容となっております。 

 所管課は、保健福祉政策部生活福祉課、各総合支所保健福祉センター生活支援課でござ

います。 

 審議のポイントは、２、本人外収集、３、外部委託でございます。 

 それでは、所管課を代表いたしまして生活福祉課より説明いたします。 

○生活福祉課長 保健福祉政策部生活福祉課長の工藤と申します。よろしくお願いいたしま

す。 

 私からは、まず、この事業の概要から申し上げます。事業の概要ですが、新型コロナウ

イルス感染症の長期化に伴い、社会福祉協議会が実施している総合支援資金の貸付けを利

用できない困窮世帯に対する支援として、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援

金というものが支給をされるものでございます。生活保護世帯を除く総合支援資金の再貸

付けを終了した世帯、また再貸付けについて不承認とされた世帯で、収入や資産、求職活

動等の要件を満たす世帯を対象に、単身世帯で月額６万円、２人世帯で８万円、３人以上

世帯で10万円を３か月間支給するものでございます。推計で4,800世帯の対象者リストを

作成するため、データ作成、申請書類の印刷、発送及びコールセンターを設置しての問合

せ対応を外部委託で実施するものでございます。 

 お手元の資料において、第１、個人情報の本人外収集についてを諮問事項として記載し

ておりますが、本日、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録

等に関する法律第10条に規定する特定公的給付に位置づけることが告示されましたので、
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個人情報の本人外収集につきましては、法令事項に該当するものとなり、諮問事項ではな

くなりましたので、御説明も割愛させていただきます。 

 このため、資料をおめくりいただきまして、42ページの中段、第２、外部委託に伴う個

人情報の保護措置についてから御説明いたします。 

 支援事業に係る業務委託についてですが、委託の内容は記載のとおり、データ作成業

務、申請書送付、受付後の処理業務、コールセンターでの問合せ対応となっております。 

 ３、諮問の趣旨でございますが、業務の外部委託に伴い、個人情報を取り扱わせるた

め、世田谷区個人情報保護条例第12条の規定に基づき諮問するものでございます。 

 おめくりいただきまして、４、対象となる個人の範囲ですが、事業の対象となる約

4,800世帯となります。 

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

して、氏名、住所、生年月日、整理番号、世帯員氏名、続柄、世帯員生年月日となりま

す。②委託先が本人から収集するものとして、氏名、住所、生年月日、電話番号、個人番

号、世帯員氏名、続柄、世帯員の生年月日、金融機関の口座情報、お問合せの内容、収

入、預貯金となります。③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。 

 ６、個人情報を取り扱う場所は、委託事業者の施設としており、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ものとの共用はございません。 

 ８、委託先との個人情報の受け渡しは、口頭、文書及び電磁的記録媒体となります。 

 ９、委託先の電子計算機を利用した個人情報処理は、データ作成や申請書類の印刷等が

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、記載のとおりとなっておりま

す。 

 11、委託の条件として、個人情報の秘密保持、目的外使用及び外部提供の禁止等を定め

た「電算処理の業務委託契約の特記事項」を契約条件にし、委託先に守っていただくこと

になります。 

 おめくりいただきまして、44ページになります。委託の開始につきましては、本日６月

25日から令和４年３月で、委託先については未定となっております。 

 御説明は以上になります。よろしくお願いいたします。 

○会長 それでは、形式的なことですけれども、諮問事項から第１を外すということになるの

でしょうか。 
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○生活福祉課長 はい、そうです。 

○会長 ということのようです。諮問事項としては第２の項目ということですけれども、もち

ろん質問はしていただいて結構ですが、いかがでしょうか。 

○委員 これも形式的なことで確認なんですが、最後のページ、44ページのところ、委託の開

始時期及び期間が６月25日からスタートしますよと。委託先は未定ということになってい

ますけれども、これは早急に、今日の審議が到達した場合には決まるということなんでし

ょうか。ここがちょっと委託の開始時期と委託先の事業者の確定したのが不思議だったん

ですが。 

○生活福祉課長 今ちょうど委託先の選定をしているところでして、契約のほうが通り次第と

いうことで考えております。なので、もし今日うまく契約のほうがつけば、もう今日の夜

からというような形は考えております。 

○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をしたいと思います。本件について異議はありませんで

しょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○会長 ないようでしたら、諮問第931号については異議なしと認めます。ありがとうござい

ました。 

 では、次が933号ですね。ちょっと資料が多いものですから、皆さん御注意して審議に

御参加ください。別紙がたくさんあるものですから、もし途中で追いつかなくなったら、

画面上、手を挙げていただければ、ちょっと時間を取りますので、皆さん、よろしくお願

いいたします。 

○区政情報課長 会長、申し訳ございません。事務局でございます。現在、所管課が向かって

はいるんですけれども、まだ到着しておりませんで、もしよろしければ、この間、本日の

報告事項を先にやらせていただけるとありがたいかなと思います。 

○会長 そうしましょう。では、時間の節約のために報告事項に行きましょう。 

 

（2）報告事項 

①報告第333号 

○会長 では、お願いいたします。報告は333号になりますか。 

○区政情報課長 そうしましたら、333号、ＩＣＴ推進課のほうに行きたいと思います。 
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○会長 お願いします。 

○区政情報課長 それでは、事務局から説明いたします。６月23日にメールにてお送りさせて

いただきました資料の報告第333号を御覧ください。東京電子自治体共同運営による電子

申請サービスの拡充に伴う報告についてでございます。 

 所管課は政策経営部ＩＣＴ推進課でございます。 

 それでは、所管課より説明いたします。 

○ＩＣＴ推進課長 ＩＣＴ推進課の山田です。 

 それでは、報告第333号、東京電子自治体共同運営による電子申請サービスの拡充に伴

う報告について御報告いたします。 

 電子申請は、インターネットを利用して自宅などから申請や届出、申込みができるサー

ビスでありますが、電子申請のシステムは、東京都内の地方公共団体が参加しています東

京電子自治体共同運営協議会による共同運営方式でその業務を民間事業者に委託しており

ます。電子申請サービスの拡充に伴うシステムの運用などに係る外部委託で取り扱う個人

情報の項目の追加、個人情報の電子計算機への記録項目の追加及び外部の電子計算機との

回線結合については、平成18年度第１回審議会において包括的に審議をいただき、承認を

得ており、以後、本審議会で報告事項として取り扱うこととなっております。今回は、令

和２年４月１日から令和３年３月31日までの間において、新たに電子申請の対象とした事

業についての御報告となります。 

 なお、外部委託に係る個人情報を取り扱う場所、個人情報の授受の方法、電子計算機の

利用の有無、委託先の個人情報の保護管理体制及び委託の条件、回線結合に係る相手方、

方法及び相手方の個人情報の保護管理体制並びに電子計算機への記録に係る区の個人情報

の保護管理体制につきましては、別紙のとおり従前と同じ体制でございます。 

 新たに電子申請を行った申請などの名称及び個人情報の項目につきましては、表に記載

のとおり38件でございました。詳細は資料を御覧いただければと思います。 

 御報告は以上でございます。 

○会長 ありがとうございます。質問はございますでしょうか。―では、ないようでした

ら報告第333号は了解いたします。事務局、報告を続けますか。 

○区政情報課長 大変恐縮ですけれども、報告334号から336号までを一括で御報告させていた

だければと思いますけれども。 
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②報告第334号 

③報告第335号 

④報告第336号 

○会長 よろしくお願いします。事務局である区政情報課から説明をお願いいたします。 

○区政情報課長 それでは、大変申し訳ございません、情報公開制度及び個人情報保護制度の

実施状況並びに外部委託の報告につきまして、事務局の区政情報課から御説明させていた

だきます。 

 まず、報告第334号についてでございます。恐れ入りますが、こちらの報告資料No.２と

いうことで記載されているものでございます。こちらは昨年度１年間の情報公開制度の実

施状況でございます。 

 １枚目は行政情報開示請求を実施機関別、請求者別開示請求に対する不服申立ての状況

の件数をまとめたものでございます。 

 まず、開示請求の件数につきましては合計で378件でございました。その処理状況です

が、請求に対し全部を開示したのが157件、一部を開示したのが175件、非開示としたもの

は16件となっております。その非開示の内訳につきましては記載のとおりでございます。

また、決定期間の延長についてでございますが、通常開示決定は請求を受けてから15日以

内と決められておりますが、文書量が多い場合や判断に時間を要する場合など15日間の延

長まですることができます。そちらが20件ございます。それがさらに大量であったりする

場合は30日を超えて延長することができますが、それが４件でございました。 

 ２番、請求者内訳は記載のとおりでございます。 

 ３番、不服申立ての状況は３件でございます。 

 続きまして、次のページの４の行政情報開示請求に対する可否決定の状況といたしまし

て、全部で378件の内容となっております。御説明は割愛させていただきますが、左のペ

ージには請求の内容やそれに対して当てられた対象情報の件目、右ページには決定日、決

定区分、非開示理由の該当条項などを記載しております。後ほど御覧いただきたいと存じ

ます。 

 恐れ入りますが、最後のページを御覧いただけますでしょうか。こちらは情報公開制度

の中の情報提供の部分での御報告になります。 

 ５の令和２年度区政情報センター及び各総合支所区政情報コーナー利用状況でございま

す。区政情報センターは、区民会館１階から区役所の第１庁舎１階に移転しております。
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各総合支所には区政情報コーナーを設置しております。なお、こちらの件数のうち、烏山

区政情報コーナーの閲覧数につきましては、施設の特性上、閲覧コーナーと総合支所の待

合コーナーとのスペースが一体的な構造となっておりまして、人数のカウントの取り方の

関係もございまして、このような多い人数となっているものでございます。 

 続きまして、６、令和２年度区政情報センター及び各総合支所区政情報コーナー蔵書数

でございますが、蔵書の種別、情報の種別でまとめてございます。 

 次に、報告第335号に移らせていただきます。報告資料No.３を御覧ください。こちらは

昨年度１年間の個人情報保護制度の実施状況でございます。 

 １、業務の登録状況ですが、個人情報を取り扱う業務を開始しようとするときは、その

業務を登録しなければならないとされており、昨年度６件新規追加がございまして、区全

体の個人情報業務登録件数は昨年度末で255件でございます。 

 ２、新規業務登録ですが、昨年度の新規登録はこちらに記載の６件でございます。 

 ３、外部委託、目的外利用及び外部提供の状況については記載のとおりでございます。 

 続きまして、４の個人情報の開示等の請求状況につきまして、こちらは本人の自己情報

の開示請求として111件ございました。その処理状況ですが、全部開示が22件、一部開示

が66件、非開示が18件で、その内訳は記載のとおりでございます。また、併せまして決定

期間の延長についても記載とおりとなってございます。 

 おめくりいただき、次のページでございます。５の不服申立ての状況でございますが、

件数が２件ありました。 

 続きまして、その内訳につきましては次ページ以降、具体的に左側と右側ということで

記載させていただいておりますので、後ほど御覧いただきたいと思います。 

 続きまして、報告第336号でございます。報告資料No.４でございます。こちらは令和３

年度の外部委託に繰り返しについてでございます。 

 平成５年の審議会答申第12号に基づきまして、審議会において審議いただきまして異議

なしと決定されました外部委託のうち、こちらに記載しておりますとおり、委託の内容や

委託する業務で取り扱う個人情報の項目、委託の条件、委託先の選定基準に変更なく、毎

年繰り返して実施している外部委託に限って報告事項として取り扱うこととされておりま

す。昨年度から引き続き、今年度も実施している外部委託が記載されております。こちら

につきましては後ほど御確認いただければと思います。 

 報告第334号から第336号までにつきましての説明は以上でございます。 
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○会長 ありがとうございます。御質問ありますでしょうか。 

 念のための確認ですけれども、報告第335号の個人情報の２ページ目の５の不服申立て

の状況ですけれども、件数２で、審査中１ですけれども、あとの１はどこへ行ってしまう

んでしょうか。 

○区政情報課長 こちらにつきましては、すみません、集計の記載の関係で不服申立てはされ

たものの、私どもの事務局のほうに審査に来ていないという関係もあって、まだ１としか

カウントしていないんですけれども、実質提出はされているというところでございます。

すみません、数字上の統計で、本来であれば審査中に記載すべきところでございます。大

変失礼しました。 

○会長 了解です。 

 もう一つの確認事項は、一つ戻って334号の１枚目ですけれども、不服申立ての状況で

前年のものですけれども、昨年のものは３件とも処理が終わったと読めますけれども、こ

れは全部どういう結果になったかということについてはすぐ分かりますでしょうか。 

○区政情報係長 事務局、区政情報係長の小田でございます。ただいまの御質問につきまして

御回答を申し上げます。 

 334号の報告の中の前年度からの継続審査件数３件処理済みというところでございま

す。１件は区の施設につきまして、点数を見せよというような開示請求、審査請求を頂戴

した案件でございましたけれども、こちらにつきましては原処分妥当というような結果に

なっております。また、残り２件は、学校の先生、教職員の服務事故の関係の開示請求で

ございました。こちらにつきましては、原処分よりもさらに開けるべきというような一部

認容の答申がなされまして、一部認容の裁決がなされているというような状況でございま

す。 

 前年度から３件の審査請求の結果につきましては以上でございます。 

○会長 ありがとうございました。ほかによろしいでしょうか。―では、ないようでした

ら、ただいまの報告を了解いたしたいと思います。ありがとうございました。３件とも了

解いたします。 

○区政情報課長 ありがとうございます。何かまたお気づきの点がございましたら、事務局ま

でお寄せいただければと思います。よろしくお願いします。 

 会長、すみません、次の先ほどの諮問の飛ばしておりました933号の所管が参りました

ので、もしよろしければそちらに戻っていただければありがたいです。 
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○会長 分かりました。皆さん、諮問のほうに戻りますので、よろしくお願いいたします。 

 

（3）審議事項 

⑫諮問第933号 

○会長 先ほど申しましたように説明がついていけない場合には手を挙げていただければ一旦

止めますので、どうぞよろしくお願いいたします。では、始めてください。 

○区政情報課長 それでは、諮問第933号、こちらは特定個人情報保護評価における第三者評

価（予防接種実施事務）についてでございます。 

 所管課は、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、世田谷保健所地

域保健課でございます。 

 それではまず、番号制度・マイナンバーカード交付推進担当課の説明の後、地域保健課

より説明いたします。 

○番号制度・マイナンバーカード交付推進担当課長 それでは、諮問第933号の特定個人情報

保護評価における第三者点検について、番号制度・マイナンバーカード交付推進担当課長

から御説明いたします。 

 審議資料の御説明の前に、番号制度における特定個人情報保護評価の第三者評価につい

てまず御説明いたします。 

 マイナンバー制度を導入するに当たり、個人の情報を適正に取り扱う観点から、制度上

様々な保護措置が求められており、個人情報が含まれた個人情報ファイルについて、マイ

ナンバーを含んだものを特定個人情報ファイルと定義しておりまして、特定個人情報ファ

イルを取り扱う前に実施が義務づけられている保護措置の一つが特定個人情報保護評価で

す。特定個人情報保護評価には、取り扱う対象件数等によって基礎項目評価、重点項目評

価、全項目評価と３つの評価方法に分かれております。本件の予防接種実施事務について

は、取り扱う特定個人情報の対象人数がこれまでジフテリア、百日せき、ポリオなどの主

に乳幼児が対象のため、30万件未満であったのですけれども、重点項目評価を実施してい

ました。今回諮問する新型インフルエンザについては全区民が対象となることから、全項

目評価の実施が必要となるため、本審議会にて第三者点検として御審議いただくものであ

ります。 

 特定個人情報保護評価指針によりますと、重点項目では特定個人情報保護の対象となる

事務の内容等の基本情報、次に特定個人情報ファイルの種類、対象の人数、範囲などの委
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託の有無、リスク対策について評価書に記入されていることとされています。一方、全項

目評価では、重点項目と同様に、基本情報、特定個人情報ファイルの概要、リスク対策等

について評価書に記載しますが、その記載内容はより子細なものとされています。さら

に、評価実施手続として区民意見募集及び第三者点検による評価の適合性や妥当性の客観

的な担保が必要となります。 

 ここで、別紙資料である参考資料を御覧ください。参考資料１の「特定個人情報保護評

価『全項目評価』の流れ」を御覧ください。こちらは時系列的に左から右の流れになりま

す。先ほど申し上げた全項目評価には、評価事項が詳細になるばかりでなく、作成した評

価書を公開してパブリックコメントなどにより区民から意見募集をし、さらに第三者点検

をすることによって評価の適合性や妥当性を客観視する仕組みになっております。第三者

点検は、自治体が既に設置している当個人情報保護審議会で行うことが想定されておりま

す。さらに、当区の場合は、番号制度の運用に際して専門性を持った外部学識経験者を含

むマイナンバー制度セキュリティ会議を設置し、セキュリティの向上を目指しておりま

す。マイナンバー制度セキュリティ会議と本会議との関係は、規定はございませんが、慣

例として本会議に先立ってマイナンバーセキュリティ会議を開催しております。この会議

は、本年の去る６月２日に開催されており、会議の席上、本件について学識経験者の先生

などから質疑がありましたが、修正なく承認をいただいております。今後、当審議会での

審議を経て個人情報保護委員会、これは国が設置している委員会ですが、それに報告の

上、公表する運びになります。参考資料１については以上になります。 

 次に、本日の審議内容ですが、経緯が非常に複雑で分かりにくいことになっております

ので、参考資料２の「特定個人情報保護評価（全項目評価）の経緯」を御覧ください。区

では、重点項目評価を実施の上、予防接種実施事務においてマイナンバーを利用しており

ます。この予防接種に加え、未知の新型インフルエンザ等に対し、予防接種においてもマ

イナンバーによる情報連携を予定していたところです。しかし、新型コロナウイルス感染

症が拡大したことで、コロナのワクチン接種事務においてもマイナンバーを急遽利用する

ことになりました。そこで、区は、新型インフルエンザとコロナウイルスとの併記をした

予防接種実施事務の全項目評価書を作成して、意見募集を実施いたしました。 

 ところが、令和３年４月23日付で内閣官房から、新型コロナウイルスワクチン接種に関

する全項目評価書のひな形というものが提供されました。内容について確認したところ、

意見募集実施済みの評価書への追記修正をする必要が生じたことから、追記後の評価書で
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改めて新型コロナウイルスワクチン接種に係る意見募集を別途行うことといたしました。

よって、今回は区民意見募集をした評価書の中から、新型インフルエンザのみとして第三

者点検を行うものです。この新型コロナウイルス関連を除くことによりリスクが省かれる

とか、おろそかになるということはなく、引き続きリスク対策を実施していることからリ

スク変動はありません。 

 なお、新型コロナウイルスワクチン接種に関する全項目評価書の第三者点検について

は、改めて行う予定でございます。 

 参考資料２については以上となります。 

 申し訳ありません、ここで改めて諮問第933号のかがみ文を御覧ください。 

 項番１の趣旨ですが、これにつきましては先ほど御説明したとおりです。 

 項番２の諮問の内容についてですが、こちらも先ほど御説明したとおりです。なお、全

項目評価となったことで評価書の記載内容に変更が生じたことについても、御説明のとお

りですが、他の自治体との情報連携の仕組み、例えば既存の制度の情報などと何ら仕組み

に違いはなく、また提供する項目についても現行の予防接種実施事務からの変更はないこ

とを申し添えます。 

 項番３、区民意見募集についてですが、記載のとおり実施して意見は特にございません

でした。 

 項番４は、前回の審議会で御報告した評価書との違いについてです。相違した経緯につ

きましては、先ほど参考資料２でお示ししたとおりでございます。 

 項番５は第三者点検の対象についてです。第三者点検の対象は別紙３のとおりですが、

参考資料２でも御説明のとおり、新型インフルエンザに係る事項のみとなっております。 

 項番６の今後のスケジュールは記載のとおりです。 

 項番７のその他ですが、先ほど少し触れましたが、新型インフルエンザに係る事項が確

定した評価書に国が示すひな形を参考に、新型コロナウイルスワクチン接種事務の内容を

追記した評価書で区民意見募集を改めて行い、第３回のこちらの個人情報保護審議会にて

御報告する予定でございます。 

 私からの説明は以上になります。よろしくお願いいたします。 

○会長 どうぞ続けてお願いいたします。 

〇地域保健課長 恐れ入ります。地域保健課長の松本でございます。私からは別紙３、別紙４

について詳細に御説明申し上げたいと思います。 
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 別紙３を御覧ください。こちらは今回御審議いただきます「特定個人情報保護評価書

（全項目評価書）」でございます。対象人口数が増えましたところで、先ほど説明を申し

上げましたが、重点項目評価書であったところのものを全項目評価書に作り替えました。

ですが、予防接種の対象疾患に新型インフルエンザが加わった以外は大きな違いはござい

ません。 

 では、図を用いまして御説明申し上げたいと思います。別紙３のページ６を御覧いただ

けますでしょうか。こちらは使用するシステムの図解を記載させていただいたものでござ

います。利用するシステムは、区が他自治体の情報連携に用いているもので、例えば税情

報や、住民票のデータ送付と全く同じシステムになっております。左上にあります区民が

予診票―すなわち接種券と言われていますが―を用いまして医療機関にて接種を受

けます。医療機関からの情報は、区に届きまして予防接種台帳―すなわち、ここでは

区民健康情報システムと表現していますが―に管理をされます。副本として登録する

段階で番号連携サーバ、そして中間サーバにおきまして、個人番号と初めて連携をされる

ものでございます。こちらは以前より予防接種の情報を転居先の自治体へ提供しているシ

ステムと全く同じものでございます。 

 新型コロナと新型インフルエンザが混同してしまうのですが、今回議題にさせていただ

いている新型インフルエンザウイルスに関しましては、2009年、12年前にメキシコ、カリ

フォルニア州で患者さんが発生して200以上の国に感染が拡大した疾患でございます。し

かし、ワクチンの開発及び住民接種の体制を組む前に流行が終息してしまったために、ワ

クチン接種はどの国でも行っておりません。したがって、今回の情報連携の対象者は日本

国内には存在していないということを申し添えさせていただきます。 

 別紙４を御覧ください。評価書の全項目につきまして比較を行いました一覧表でござい

ます。非常に細かくて分かりにくいのでございますが、右側に新しく加えたものは新規と

いうことで記載をさせていただいております。こちらのほうの記載がかなり多くあります

が、重点項目であったときには求められなかったんだが、今回、全項目にするに当たって

詳細にリスク評価をせよということで指示があった項目について、新しく記載をしたもの

でございますので、システムを含めまして、全体は大きな違いはございません。 

 以上が別紙３、別紙４についての御説明でございます。 

 追加をいたしました参考資料３について、一言だけ触れさせていただきます。 

 これは新型コロナウイルスワクチンの情報を図に示したものです。先ほど申し上げまし
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た予防接種の情報の中から、医療機関や接種機関にて接種をした者の情報がすぐ分かるよ

うなシステムを国が公表したものです。医療機関や接種会場にて接種番号を読み取る。読

み取ったことによって、それを接種者がすぐに把握できるようなシステム、すなわちＶＲ

Ｓに流し込むといったことを行っております。ＶＲＳにつきましては、また改めて審議会

で諮問をお願いするということを予定しております。 

 私から御説明させていただくことは以上でございます。ありがとうございました。 

○会長 ありがとうございます。説明は以上になりますでしょうか。 

 では、委員の皆様方にとって、この全項目評価というのを初めて御体験された方が半分

ぐらいいらっしゃると思いますので、一言だけ私のほうから確認をさせていただきます。 

 今回、別紙３におきまして「特定個人情報保護評価書（全項目評価書）」、これが今回

のポイントになるといいますか、諮問の一番中心のものであります。実際、これは一個一

個見ていかなくてはいけない大変なものでして、この審議会でも、この評価書がいいかど

うか、これで十分かどうかを確認するには、普通は小委員会を設けて、詳しい説明を受け

て、時間をかけてやってきたんですけれども、今回の場合には幾つかの点から、この場で

の確認でいいのではないかという判断を私のほうで事務局と相談させていただきましてい

たしました。 

 その理由は、参考資料１の流れ図にあるように、この評価書に対してはマイナンバー制

度セキュリティ会議が専門的な見地からチェックをしています。今回の場合、このセキュ

リティ会議では特段大きな問題はないという判断をしているというのが一つです。それか

ら、これについてはパブコメも出しているんですけれども、今回、パブコメも意見ゼロと

いう形で、市民の皆さん方からは特段質問が出なかったということがあります。さらには

一番大きなポイントとしまして、御説明がありましたように、今回の全項目評価書は新型

インフルエンザの問題でして、評価書は全項目評価したけれども、実際上の変更はほとん

どない、ほぼ実質上はゼロだということがありましたので、今回に関しましては、今いた

だきました説明に応じまして、皆様方にこの場で御承認がいただける範囲かと思っており

ます。 

 なお、これも説明がありましたように、皆さん方にとっても関心が強いかと思います新

型コロナウイルスワクチンの接種に関することに関しましては、今ちょうど意見募集中と

聴いておりますので、それが終了後、改めて次のこの審議会の場で諮問事項として上がっ

てくると理解しておりますので、そこできちんとまた議論をしていければと思っておりま
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す。 

 というのが私のほうから追加的な説明でありますが、引き続きまして、内容につきまし

て御質問をお受けしたいと思います。よろしくお願いします。 

 副会長、そういう進め方でよろしいですね。大丈夫ですか。 

〇委員 特によろしいかと思います。 

○会長 私も今改めてもう一度見直してはいますが、特段私のほうからの質問はありません

が、皆さん方、大丈夫でしょうか。―では、ないようでしたら、お諮りをしたいと思

います。大丈夫ですか、よろしいですか。本件について異議はありませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○会長 ないようでしたら、諮問第933号につきましては異議なしと認めます。どうもありが

とうございました。 

 では、引き続き御担当の所管はお忙しいと思いますが、よろしくお願いいたします。 

 では、事務局、進行ですけれども、その他報告事項に進んでもよろしいでしょうか。 

○区政情報課長 ぜひお願いいたします。その他報告にお願いします。 

 

（4）その他報告事項 

①個人情報保護法の改正について 

○会長 では、その他報告事項に移ります。個人情報保護法の改正についての報告になりま

す。よろしくお願いします。 

〇区政情報係長 では、事務局から説明をさせていただければと思います。 

 すみません、こちらは郵送では送らせていただいていないんですけれども、電子メール

で送らせていただいておりますことを御理解いただければと思います。その他報告資料

No.１を御覧ください。 

 こちらにつきましては、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律

によります個人情報の保護に関する法律、いわゆる個人情報保護法の改正等についてとい

う通知が個人情報保護委員会、また総務大臣から参りましたので、そちらの御報告でござ

います。 

 こちらにつきましては、令和３年５月19日付でデジタル社会形成整備法が公布されまし

たので、情報提供が参っております。度々こちらの審議会でも情報提供させていただいて

いるところではございますけれども、個人情報保護法、また行政機関の個人情報保護法、
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独立行政法人等の個人情報保護法を一本化する。また、全国的な共通ルールを制定しまし

て、統一するという案件でございます。 

 詳細につきましては多々書いてあるところではございますけれども、おめくりいただ

き、記書き以降をまた御覧いただければと思っております。こちらにつきましては、様々

あるんですけれども、我々が関係するところにつきましては、すみません、ページ数を振

っていなくて恐縮なんですけれども、次のページの個人情報保護委員会による監視のとこ

ろも関係があるかと思っております。 

 個人情報保護委員会、こちらは国の機関ではございますけれども、今までは個人情報保

護法につきましては民間機関を監視していたわけなんですけれども、今回、行政機関個人

情報保護法、独法の法、また自治体の法も一本化するというところから、こちらが監視を

するということに変更がなされております。 

 また、次の「（その他）」でございますけれども、地域特性に応じまして意見を添える

ということも可能でございますので、こういったところにつきましては、また当審議会の

皆様方の御意見を頂戴しながら、御議論をさせていただくことが想定されるかと思ってお

りまして、添付をさせていただいております。 

 また、おめくりをいただきますと、文字がかなり多くて見づらくて恐縮なんですけれど

も、丸ポチの１つ目「地方公共団体の機関に対し開示請求をする者は、条例で定めるとこ

ろにより、実費の範囲内において条例で定める額の手数料を納めなければならない」とい

うところでございます。こちらにつきましては、またこれからの検討もございますけれど

も、現在の個人情報保護条例におきましては、手数料は納めていただいておりませんで、

コピー等の実費分だけを頂戴しております。こちらの法の趣旨を鑑みながら、区としても

どうすべきかというのを今後検討すべきかと感じております。 

 また、次の次の黒ポチ「地方公共団体の機関又は地方独立行政法人による開示決定等、

訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作

為」の審査請求につきましては、条例で定めるところによりまして、法の特例を設けるこ

とができるというところも記載がなされております。 

 また、行政機関等の匿名加工情報、こちらの制度につきましても、都道府県を中心に進

めていくというところはございますけれども、こちらも基本的には市区町村、また世田谷

区につきましても検討すべき課題だと思っております。 

 こちらにつきましては次のページ、第２、施行期日につきまして、個人情報保護法の改
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正規定につきまして、（2）にアンダーラインが引いておりますけれども、「地方公共団

体の機関、地方独立行政法人に関する規定 公布の日から起算して２年を超えない範囲内

において政令で定める日から施行」というところが予定をされてございますので、恐らく

令和４年度末ぐらいまでには内容が固まって施行するものだと考えているところでござい

ます。 

 続きまして、パワーポイントの資料が国から添付でついておりまして、複数ついていた

のですが、分かりやすいものだけ今回抜粋して添付させていただいておりますので、こち

らを基に説明をさせていただければと思います。 

 「地方公共団体の個人情報保護制度の在り方（改正の概要）」ということで、ＰＤＦの

Ａ４の横書きのものを御覧いただければと思います。 

 趣旨につきましては、社会全体のデジタル化に対応した個人情報保護とデータ流通の両

方が要請されるところでございますが、こちらはいわゆる2,000個問題です。昨今の審議

会でもお伝えしましたとおり、全国津々浦々の自治体の条例の規定が様々であるというと

ころから、ある種2,000個の自治体があるというところで、そこの統一的見解が求められ

るというのが背景にあるというところのようでございます。 

 また、ＥＵにおけますＧＤＰＲ等の整合性につきましても、指摘がされていたところで

ございます。こちらを受けまして、今回、５月19日に公布されました個人情報保護法の改

正の関係の全国的な共通ルールを法律で規定して、今後ガイドライン等を示すということ

が示されております。 

 概要につきましては、①から⑧まで書かれてございまして、②定義の一元化というもの

も今回盛り込まれております。個人情報の定義につきましては、国、民間部門と同じ規律

を適用しますというところでございまして、例で挙がっておりますけれども、容易照合可

能性に統一するところでございます。他の情報と照合することにより、個人識別性を規定

するというような条例ではございますけれども、世田谷につきましても容易照合性は規定

しておりませんで、照合性というような規定ではございますけれども、今回、個人情報保

護法の改正で容易照合可能性につきまして統一すべきというような見解がなされておりま

す。 

 また、④個人情報ファイル簿の作成・公表につきましては、取り扱う範囲につきまして

は、国は1,000人以上ということで設けておりますが、世田谷の場合につきましては、現

在委託等を行えばすぐに作成というような状況でございますので、区の独自ルールでいく
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のか、国のこの作成方法等でいくのか、こちらは検討課題だと認識しております。 

 続きまして、⑦でございます。個人情報保護委員会と地方公共団体の関係というような

記載がございます。先ほどの監視というところで、国の文言を使わせていただきながら説

明をした次第ではございますけれども、黒ポチの２つ目です。「地方公共団体は、個人情

報の取扱いに関し、個人情報保護委員会に対し、必要な情報の提供又は助言を求めること

が可能」というところがございますので、今後、この個人情報保護委員会にも見解を聴き

ながら進めていくべきだと事務局では考えてはございます。 

 ⑧につきましては、先ほど申し上げましたとおり、公布から２年以内の政令で定める日

が施行期日というような状況でございます。これから国からガイドライン等が示される予

定です。また、説明会も近々予定されておりますので、しっかり情報をキャッチしなが

ら、皆様方にも適宜審議会を通じまして情報提供させていただき、情報がこちらでも確定

といいますか、内容が固まってきましたら、審議会の皆様方にも御意見を頂戴しながら、

場合によっては小委員会ということも想定をしておりますけれども、御意見を頂戴しなが

らぜひ進めさせていただきたいと事務局では考えているところでございます。 

 続きまして、改正法の施行準備スケジュール（案）というものも示されております。右

下のページに５ページというような記載でございます。地方公共団体等につきましては、

令和４年の春頃に政令・規則、またガイドライン・Ｑ＆Ａ、施行準備マニュアル等が公表

されるというところでございますので、こちらもすぐに動けるよう準備をする必要がある

と感じております。 

 駆け足で恐縮でしたけれども、その他報告No.１は以上でございます。 

○会長 ありがとうございます。御質問ありますでしょうか。 

○委員 今御説明をいただきましたが、このその他告報告資料No.１の扱いについて、そのこ

とについて質問というか、意見を述べさせていただきたいと思うんですね。おっしゃると

おり、これは先般のいわゆるデジタル改革関連の一連の法改正の結果、こういう形になり

ますよということでの通知ということは理解はしたんですが、その上で、これはたしか去

年の12月22日のこの審議会の場でも、その他報告資料ということで、そのときはNo.２で

したね。この地方公共団体の個人情報保護制度に関する法制化について、当時は素案とい

うもので示されました。 

 基本的な骨子については、今の添付の内容と同じなんですが、問題はここから先ですけ

れども、私、そのときも申し上げましたが、このことについてもし条例改正等をこれから
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行っていく必要がある場合、その際には世田谷区の現在の個人情報保護条例、そのルーツ

になっているのは、たしか1976年の電子計算組織の運営に関する条例というのがありまし

たが、その条例の制定のいきさつとか経過、沿革、そこで持っていた問題意識をちゃんと

検証して、その上で審議の議論を行うことが必要だと。 

 それとの関係で、これは皆さん御案内だと思いますけれども、この間の例の地方分権改

革という流れがあって、それは基本的には現在もつながっていると思うんですけれども、

その際に話題となった、いわゆる条例制定権、これを含めた「自治立法権の拡大による

『地方政府』の実現へ」、これは地方分権改革推進委員会が平成21年ですから2009年10月

７日に出した第３次の勧告、そのタイトルがそういう名称ですけれども、そこで国による

いろんな義務づけ、枠組みの見直しの問題と、それを地方自治法の改定に反映させるとい

うことがこの間ずっと行われてきました。 

 そういうこととの関係で、まさに今回の国基準に従って、自治体の2,000個問題のシス

テムの統一を図る、あるいはデータ流通の妨げになるということで、それを合わせるとい

うのがかなり乱暴な問題提起だろうと私は受け止めていますので、そのことも含めて、こ

れは単に報告としてお伝えをしましたよにとどまらずに、この問題について世田谷区個人

情報保護審議会としては、場合によって小委員会も含めて、きちんと在り方についても議

論を行うというのが自治体としての基本的な在り方につながるんではないかと思っていま

す。 

 ちなみに、今、世田谷区においては、自治権拡充に関して、先般５月に自治体の自治権

拡充についての一定の報告も出されているとも伺っておりますので、そういう自治権の拡

充の問題、その中に入る自治立法権の問題も含めて、それと必ずしもそぐわない、もしく

は逆行するかのような今回の性格を持つものについても、これは丁寧に議論を重ねたほう

がいいのではないかなというふうに思っていますので、これは質問というよりは今後の扱

い方、受け止め方として私のほうから問題提起をさせていただいたという経過です。 

○会長 ほかにございますでしょうか。―では、事務局からの説明にあったように、この

場でもう一度確認をしておきたいと思いますけれども、先ほど説明の中では、情報の提供

と、場合によっては小委員会等を設けての丁寧な審議をという話でしたけれども、イメー

ジとしては、この審議会で公文書というか、文書管理条例をつくった際に、直接的にこの

審議会の権限であるかどうかは別として、非常に重要な個人情報の、あるいは情報公開の

問題であるという形で審議を重ねて、幾つかの提言もしてきたという経緯がありますの
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で、同じような位置づけで考えればよいと私はイメージしたんですけれども、それで間違

いないでしょうか、念のため確認をさせていただければと思います。 

○区政情報課長 事務局、区政情報課長でございます。会長、ありがとうございます。今、会

長がおっしゃっていただいたように、私どもとしても、今回の個人情報保護制度の在り

方、改正につきましては非常に重要なことと認識してございます。まさに私ども情報公

開・個人情報審議会は、最も重要な位置づけの中で、ぜひ皆様の御意見等をお寄せいただ

きながら、しっかりと議論を踏まえて、私どもとしても事務局の考え方も含めて整理して

いきたいと考えておりますので、ぜひ皆様と、まずは国からガイドラインが示されると言

われていますので、そのガイドラインが来ましたということを含めて、適宜情報共有しな

がら、タイミングを見まして、機会を見まして、そういった小委員会を設けるなど行わせ

ていただきたいと考えております。よろしくお願いします。 

○会長 ありがとうございます。皆様方におかれましても、恐らくガイドラインが出ていませ

んから何とも言えませんけれども、条例の大きな改正につながる可能性もあろうかと思い

ます。定義の一元化や個人情報を取り扱う審議会の位置づけも変ってくる可能性がありま

すので、丁寧な情報提供と情報共有、そして議論をしていければと思っておりますので、

ぜひよろしくお願いいたします。 

 ほかに御意見ありますでしょうか。 

 では、１点だけ私のほうからの希望としまして、今日の段階でまだまだ中身は分かりま

せんけれども、これまでの世田谷区の取組みを継続して、ぜひ世田谷区民の個人情報の保

護が後退しないように区としても取り組んでいただきたいと思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

○区政情報課長 ありがとうございました。承知しました。 

○会長 では、この報告については、承認といいましょうか、了解した上で次へ進めたいと思

います。公文書管理条例のほうでお願いいたします。 

 

②世田谷区公文書管理条例の一部改正（素案）について 

○区政情報係長 では、続きまして事務局から引き続き説明させていただければと思います。

その他報告書No.２を御覧いただければと思います。 

 先ほど来、会長からもお話いただいております世田谷区の公文書管理条例のお話でござ

います。こちらにつきまして、一部改正の素案について御報告申し上げます。こちらの審



 55 

議会におきましても、令和元年度ですか、小委員会も開かせていただきながら、複数回審

議をしていただいた部分でございます。幸いにしまして令和２年４月に公文書管理条例が

施行されてございますので、改めまして御報告申し上げます。 

 その後、第１弾ロケット、第２弾ロケットというところで審議会小委員会でもお話をさ

せていただいていた部分がございますけれども、世田谷区公文書管理委員会も成立しまし

て、そちらで議論を今進めているようなところでございます。その中で資料No.２の１の

主旨の２段落目なんですけれども、世田谷区公文書管理委員会での議論を経まして、公文

書の中でも特に後世に向けて恒久的に引き継いでいくべき文書というものを「重要公文

書」として世田谷区では位置づけて、その条例につきまして、利用手続等を追加するとい

うところで今検討を進めております。現在、一部改正の素案が取りまとめられましたの

で、報告させていただく次第でございます。 

 おめくりをいただきますと、別紙１をつけてございまして、こちらが横書きのものにな

ってございます。現在、情報公開条例に基づきまして開示請求はできる部分はございます

けれども、時の経過とともに重要公文書、また特定重要公文書というような位置づけを考

えてございます。こちらの別紙１－２、条例改正（素案）の概要、（1）定義１を御覧い

ただければと思います。 

 公文書の中には、重要公文書ということで新たに設けさせていただきまして、通常の公

文書とは別に特定重要公文書というものを加えるというところでございます。下の図を御

覧いただければと思いますけれども、まず①です。こちらは公文書というところでござい

まして、その分けとしましては重要公文書以外の公文書と重要公文書というところの分け

がございまして、保存期間満了後、特定重要公文書になるものは特定重要公文書になると

いうような位置づけになってございます。 

 細かい内容につきましては割愛をさせていただこうと思いますけれども、こちらの特定

重要公文書につきましては、公文書管理条例に基づきまして利用請求を可能とするという

ような趣旨を盛り込みました一部改正の素案という内容になってございます。 

 恐れ入りますが、次のページにお移りいただければと思うのですけれども、公文書の発

生から移管又は廃棄までの流れというようなものでございます。時系列的に申し上げます

と、この図を御覧いただければと思いますが、左から右に移るような位置づけになってお

ります。まず１番、文書の収受又は作成をさせていただいた後に、適正な保存期間、保存

をいたします。その後、保存期間の延長をするものにつきましては延長し、４、保存期間
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満了を迎えたというところでございます。その後に公文書管理委員会、こちらは区長の附

属機関になってございますけれども、こちらで諮問をし、答申を頂戴いたします。その

後、重要公文書に該当するものにつきましては、６、移管をいたしまして、７、公文書館

機能というところですけれども、７、特定重要公文書として永久保存をしていくというよ

うな流れになっております。また、重要公文書に該当しない、非該当のところにつきまし

ては廃棄するというような流れになっているところでございます。 

 おめくりいただきますと、別紙２というところがつらつらつらと続いておりまして、こ

ちらが公文書管理条例の改正素案に現在なっておりまして、区民意見募集を現在行ってい

るというようなところでございます。こちらの素案につきまして見方ですけれども、四角

で囲わせていただいておりますとおり、改正箇所につきましては下線にて示しておりま

す。しかしながら、第３章、特定重要公文書の保存、利用等につきましては、全てが改正

されますというのが追加されるということから、下線ではなく四角で囲っているというよ

うな見方で御覧いただければ幸いでございます。 

 この素案がずっと続くんですけれども、その後、参考資料というところで答申第１号、

令和３年３月30日、世田谷区公文書管理委員会の会長から保坂区長宛てに答申が出ている

というようなものでございます。詳細につきましては割愛させていただこうと存じますけ

れども、こういった答申の内容を鑑みながら、現在、一部改定素案が出来上がっていると

ころでございます。 

 恐縮ですけれども、その他報告資料No.２のかがみにお戻りいただければと存じます。

３、今後のスケジュールにつきましては、申し上げましたとおり、現在、区民意見募集を

行っているところでございます。今後、６月以降に重要公文書評価選別の基準案をつくっ

たり、また公文書管理委員会の意見聴取予定をしているものでございます。また、11月に

は企画総務常任委員会で御報告するとともに、令和３年第４回区議会定例会で提案をさせ

ていただく予定で現在考えております。その後、12月に情報公開・個人情報保護審議会、

こちらでまた報告をさせていただきながら、来年４月に改正世田谷区公文書管理条例、ま

た関連規定も改正しますので、そちらの施行を考えているところでございます。 

 すみません、駆け足でございましたけれども、No.２は以上でございます。 

○会長 ありがとうございます。御質問はありますでしょうか。 

 では、皆さんへの御相談ですけれども、12月にもう一度報告がありますが、これはよく

言う戻りの報告といいましょうか、形式的な了解にならざるを得ない部分があるかと思い
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ますので、もし具体的な議論といいましょうか、検討するのであれば、今日のこの報告に

基づいての検討だと思います。実際、審議会としては、この歴史的公文書の素案が出てき

た段階では、きちんと確認しましょうねということを言っておりましたので、場合によっ

てはこの場で議論をする必要があろうかと思いますけれども、どういう形で進めましょう

か。 

 特段小委員会等をつくるということは予定していなかったんですけれども、皆さんのほ

うで個別に検討いただいて意見を集約するという形でよろしいければ、そうさせていただ

ければと思いますけれども、多分事前資料ではなかったので、まだきちんとお目通しして

いただくところまではいっていないかもしれませんので、きっとそのほうがいいですよ

ね。 

 事務局との御相談ですけれども、一、二週間ぐらい時間を置いて意見集約をして、ある

いは質問をお聴きして、その上で必要があれば何人かで集まるみたいな形にするか、ある

いはなければそのまま先にどんどん進めていただくという形にすることでいかがでしょう

か。 

○区政情報課長 事務局でございます。会長、ありがとうございます。今、御提案いただきま

したように、おおむね２週間から３週間程度見ていただく時間を取らせていただきまし

て、それをぜひ事務局宛てにいただければと考えております。また質問とその回答という

形で全体を取りまとめさせていただいて、それを御覧いただいて、例えば次回、第３回の

ときには、その質問と回答というものを取りまとめて御報告するなり、その上でまた皆さ

んの御意見等を頂戴できればと考えておりますけれども、いかがでございましょうか。 

○会長 ありがとうございます。よろしいですか。―では、そういたしましょう。スケジ

ュールは改めて事務局より流していただくとしまして、もし大きな問題といいましょう

か、審議会として、ぜひ一言言いたいということがあれば、８月の審議会で改めて議論し

た上で意見を申し述べることもあるかもしれない。多分ないような気もしますが、とりあ

えずはそういう形でスケジュールを進めたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 では、これについても承認というのは変ですけれども、報告があったということについ

ては了解していきたいと思います。ありがとうございます。 

○区政情報課長 ありがとうございます。 

 

③世田谷区情報公開条例の一部改正（予定）の概要について 
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○会長 次に、もう一つありましたか。 

○区政情報係長 長時間申し訳ございません。こちらが最後になりますので、最後、お付き合

いいただければと思います。 

 その他報告資料No.３を御覧いただければと思います。世田谷区情報公開条例の一部改

正（予定）の概要についてでございます。 

 １、主旨についてですけれども、先ほど申し上げました公文書管理委員会から令和３年

３月30日付の答申が出ております。こちらにつきまして、公文書の考え方というような枠

組みで答申を頂戴しているところですけれども、世田谷区情報公開条例の開示の請求権者

につきましても御指摘を頂戴しているところでございます。 

 具体的に申し上げますと、世田谷区の情報公開条例に基づきますと、２の内容の下の枠

組みのところ、参考と書かせていただいておりますけれども、条例第５条が行政情報の開

示を請求できるものと規定をしております。こちらを見ていただければと思いますけれど

も、（1）の区内に住所を有する者から（4）まで、区内の関係の方が開示請求できる。

（5）につきましては、前各号に掲げるもののほか、実施機関が保有している行政情報の

開示を必要とする理由を明示して請求する個人及び法人その他の団体につきましては開示

を請求することができるというような規定を取ってございます。 

 恐れ入りますけれども、次の次のページ、別紙ということで「行政情報開示請求書」と

いう現在運用させていただいているものを添付しております。具体に申し上げますと、行

政情報開示請求書の中頃の部分、請求者の区分というところで、１から４までは区内の関

係者の方、５につきましては１から４までに該当しない外部の方、区外の方というような

位置づけになっております。その下の項目の行政情報の開示を必要とする理由につきまし

ては、５を選択した方のみお書きいただくところになりますので、１、調査・研究から５

のその他まで、何かしら丸をつけていただきながら、また理由を書いていただきながら請

求を受け付けているところでございます。 

 基本的には、区外の方でも、こういった理由を明示していただければ受けております

し、様々な方から受けているという実情を鑑みまして、公文書管理委員会から、主旨に戻

りますけれども、「何人」も開示を請求することができるように改正すべきという御提案

を頂戴しているところでございます。こちらの貴重な御意見を尊重しまして、現在、情報

公開条例の一部改正に向けて動きを見せているところでございましたので、今回、審議会

にも情報提供させていただいた次第でございます。 
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 恐縮ですけれども、その他報告資料No.３の２ページ目を御覧いただいて、こちらの結

びにさせていただければと思います。３、今後のスケジュール（予定）でございます。令

和３年11月に企画総務常任委員会で御提示しまして、令和３年第４回区議会定例会にて提

案をするというところでございます。こちらにつきましては、先ほどの公文書管理条例の

改正と併せまして、情報公開条例の改正も併せて改正する予定でございますので、時期と

しては同じというところで考えております。また、令和４年４月に、こちらも世田谷区情

報公開条例、また規則の改正を行ったものを施行するというような状況でございますの

で、このたび情報提供させていただいた次第でございます。 

 その他報告資料No.３につきましては、事務局からは以上でございます。 

○会長 御質問はありますでしょうか。よろしいですか。―では、これにつきましても、

先ほどのその他報告②と同じように、もし御質問があれば事務局に寄せていただくという

形にしたいと思います。よろしくお願いいたします。今日の報告については、これで了解

するという形にしたいと思います。よろしいでしょうか。―では、その他事務局より

ほかに報告はありますでしょうか。 

○区政情報課長 そうしましたら次回の日程でございます。本日の会議次第にも記載しており

ますが、令和３年度第３回の審議会につきましては８月27日の金曜日、午後２時から開催

を予定してございます。会場につきましては、区役所の庁議室を予定してございます。開

催が近づいてまいりましたら通知をお送りさせていただきますので、よろしくお願いいた

します。 

 事務局からは以上でございます。 

○会長 リアルでやる予定ということですので、そうなるように望みたいと思います。 

 そのほかございますでしょうか。皆さん、大丈夫ですか。 

 ちょっと時間が延びている中で申し訳ありませんが、私から１点だけ、すみません。諮

問の922号、承認したことについては全然問題ないんですけれども、その後、ホームペー

ジを見ていましたら、セールスフォースが業務委託をされるようですけれども、ホームペ

ージを見ると、あるいはネット上の情報を見ると、セールスフォースがデータ利活用をす

ごくされているようで、ワクチン接種情報について、もちろん匿名化した後の話ですけれ

ども、匿名化して様々な情報利用しているようなことが書いてあるんです。それからする

と、世田谷区が東京都に出す、そこまではいいんですけれども、東京都がそれをある種、

形としては第三者提供をするんでしょうか。セールスフォースに匿名化して渡した上で、
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あるいはセールスフォースが匿名化することによって、自由にデータ活用をしているとい

うことになると思うんですね。それは法律上は問題ないかもしれませんけれども、何とな

く気持ちが悪いといいましょうか、世田谷区がデータ利用されることが分かっていなが

ら、東京都に情報を出すということになるわけですので、その辺については少し事実関係

を確認しておいていただいたほうがいいのかなと。要するに、東京都に渡した後の情報が

ほぼ間違いなく匿名化されて、このセールスフォースがデータ利活用をして、それが商売

になっているわけですから、商売に使われるということについて少し確認をいただければ

なと思いますので、お願いができればと思います。私のほうから一応念のためにお伝えい

たします。 

○区政情報課長 ありがとうございます。 

 

３．閉  会 

○会長 では、すみません、余計なことで時間を延ばしてしまいましたが、皆様方の御協力で

何とか５時前に終わらせることができまして、大変ありがとうございます。では、くれぐ

れもまた８月、皆さん御健康でお会いできればと思いますので、今日は大変お疲れさまで

した。これにて閉会いたします。 

 


