
報告資料Ｎｏ．１ 

 

令和３年第３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３３７号 介護予防・地域支援課 

報告第３３８号 障害保健福祉課 

                        報告第３３９号 保健医療福祉推進課 

報告第３４０号 ＩＣＴ推進課 

  

Ｎｏ 質問 回答 

報告第３３７号 

委託先は「医療法人社団プラタナ

ス桜新町アーバンクリニック」（以

下「アーバンクリニック」という。）

とのことですが、取材や撮影、編集

作業までアーバンクリニック側が

行うのでしょうか。あくまでもアー

バンクリニックが、取材対象先とし

て選ばれたのであり、取材を担当す

る番組制作会社のような別の組織

があるのではないでしょうか。それ

ならその組織の名称とどうしてそ

の会社が選ばれたのでしょうか教

えてください（番組制作予算額も含

めて。）。 

取材内容の企画から、取材、撮影、編

集作業の一連を「医療法人社団プラタナ
ス桜新町アーバンクリニック」（以下「ア
ーバンクリニック」という。）が担って
おり、特段、番組制作会社への委託は行

っておりません。 

対象は「２件」とありますが、「入

所者２人」という意味に解釈してよ

ろしいでしょうか。その際、人選は

アーバンクリニック側に任せてし

まっているのでしょうか。どのよう

な条件「要介護度」などで人選をお

願いしているのでしょうか。 

件数「２件」については、アーバンク

リニックが日頃から関わりのある認知症
のご本人（以下「本人」という。）の方々
の中から、動画の制作目的・主旨に賛同
し同意をいただいている方に依頼してお

ります。 
また、条件については、動画の制作目

的・主旨に賛同し同意をいただいている
本人であれば、区から特に「要介護度」

「在宅生活」「施設入所」等の条件は付
しておりません。 
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Ｎｏ 質問 回答 

報告第３３７号 

取材する際は、最初から匿名でと

いうわけにはいかないはずです。番

組が出来てから公表するための編

集段階で「Ａさん」「Ｂさん」とか

「たろうさん」「はなこさん」など

ニックネームにする番組が最近見

受けられ、個人情報保護の観点から

は望ましいと思います。 

しかし、取材の段階では、取材者

側（制作会社側）は、その人の本名

や生年月日、要介護度や障がい者手

帳の級数など事実を聞く必要があ

ります。それは信ぴょう性に関わる

からです（捏造番組ではないことを

担保するため、取材者は取材時点で

は本名などは聞くのが原則です。）。 

取材段階、番組編集段階、番組公

表段階、取材・制作が終了し、製品

を世田谷区に納品した後のそれぞ

れの段階について、個人情報はどの

ように管理・保護するのでしょう

か、についての取り決めはどのよう

にしているのでしょうか。 

もし、番組制作そのものをアーバ

ンクリニックが独自に行う、あるい

は世田谷区役所の広報・広聴などの

部署の職員が行うのであれば、上記

のような取材から番組制作終了ま

での個人情報保護はどのようにな

されているのでしょうか。 

契約に際し、「電算処理の業務委託契
約の特記事項」を付して、事業者には適
切な個人情報の取扱いを求めておりま

す。 
具体的には、取材段階、番組編集段階

において、個人情報を含む文書及び記録
媒体は、事務所にある施錠可能なキャビ

ネットに保管するなど実施しています。 
また、編集が完了し制作物を区に納品

した後は、取材で知りえた個人情報は、
データを復元不可能な形にして廃棄する

こととなっており、個人情報の取扱いに
際しては、十分に配慮するよう委託先へ
依頼しております。 

 

  

21



Ｎｏ 質問 回答 

報告第３３７号 

超高齢者社会を迎え、認知症患者

の現状を区民に知ってもらうため

の啓蒙活動は必要と思います。   

しかし、その番組への出演につい

て、２件の入所者本人、あるいはそ

の家族へのインフォームド・コンセ

ント（説明と同意）は誰がどのよう

な形でとっているのでしょうか。 

アーバンクリニックの職員が、本人及
び本人の家族の両者に対し、事前に動画
の制作主旨や公開範囲などについて具体

的にご説明したうえで、本人及び本人の
家族の両者から書面にて同意を得ており
ます。 

認知症の啓蒙活動を前提とした

番組制作は大切と思いますが、その

内容の中立・公平性はどう担保する

のでしょうか。単に「アーバンクリ

ニックはよい施設である」、という

ＰＲになるだけであれば、本来の目

的から乖離してしまう恐れがあり

ます。そもそもどうしてアーバンク

リニックを選んだのでしょうか。 

アーバンクリニックは、区が区の主な
認知症事業を公募型プロポーザル方式に

より選定し、委託運営している「世田谷
区認知症在宅生活サポートセンター」の
受託事業者であり、令和２年１０月に施
行した「世田谷区認知症とともに生きる

希望条例」に基づく区の認知症事業の方
向性を理解して事業運営している事業者
であることから、アーバンクリニックに
依頼した経緯があります。 

また、本人の情報発信を目的とした動
画ですので、動画の中でアーバンクリニ
ックのＰＲは行っておりません。 

２件ともすでに撮影期間が終了

しているようですが、１件目が約２

か月、２件目が約１週間程度で制作

期間に差があるのはどうしてでし

ょうか。 

動画内容の企画から撮影まで、本人の
ご都合やご体調に配慮しながら実施して

いるため、１件目と２件目の制作期間に
差が生じております。 
補足として、２件目については、１件

目での経験を活かしていることに加え、

取材対象者の本人が、元々映像関連の仕
事経験もあり、スムーズに撮影が行えた
という経緯もあります。 
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Ｎｏ 質問 回答 

報告第３３７号 

番組が出来てからの出演者２件

の個人情報保護はどのようになさ

れているのでしょうか。（声を変え

る、顔にモザイクをかけるなどの配

慮はしているのでしょうか、場合に

よっては施設名も伏せてもよいの

ではないでしょうか。） 

「完成しつつあるから、（番組内

容の）変更はできない」ではなく、

上記項目が達成できていないので

あれば、再取材・再編集も検討願い

ます。 

公開する個人情報については、本人及
び本人の家族の希望を丁寧な聞き取りに
より確認し、公開を希望した情報のみ公

開するようにしております。 
この度ご報告した２件とも、本人及び

本人の家族の希望により、本人の声と顔
を公開しておりますので、声や顔の加工

は特に行っておりません。 
なお、本人及び本人の家族に取材につ

いてご説明し同意をいただく際に、同意
の撤回が可能であることをお伝えしてお

ります。そのため、公開後に本人及び本
人の家族が撤回を希望された場合は、動
画の公開中止や再取材・再編集も行うよ
うにいたしており、本人及び本人の家族

のご希望に沿うよう十分に配慮してまい
ります。 

取得対象に「取材項目」とありま

すが、具体的にはどのような事項な

のでしょうか。（認知症本人はプラ

イバシーの問題があるような事項

でも、問題があることを自分で判断

できない可能性があるので参考ま

でに。） 

５（１）で委託先が本人から収集

するものに取材項目とありますが、

具体的にはどのようなものでしょ

うか。 

本人自身の認知症に関するこれまでの

ご経験や現在の生活について、本人が区
民に向けてお伝えしたい内容を中心に取
材しております。 
また、取材の際は家族にも同行いただ

き、撮影した動画についても本人及び本
人の家族に内容を確認いただいたうえ
で、公開を希望しない部分はカットする
等で対応しております。 

なお、認知症の症状は個々に違いがあ
りますので、ご自身で判断できる方もお
られます。そのため、本人の自尊心を傷
つけないよう十分に配慮しながら、かつ

プライバシーの保護にも十分に注意しな
がら取材しております。 

報告第３３８号 

医療ケア児は全国的に２０，００

０人くらいいると聞いたことがあ

りますが、世田谷区ではどのくらい

いるのでしょうか。参考までに教え

てください。 

世田谷区にお住まいの医療的ケア児の
人数は、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。 

１０で令和３年度以降も継続す

る。とありますが、委託先も同じと

ころでしょうか。 

障害者施設自主生産品を調達し送付す
るため、同じ事業者へ委託する予定です。 
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Ｎｏ 質問 回答 

報告第３３９号 

検体採取にあたり、区又は慶応大

学臨床研究推進センターは、検体を

採取した被験者（施設の入所者）に

対し、インフォームド・コンセント

をおこなったのでしょうか（緊急を

要する場合であれば、事後報告も含

めて）。 

検体採取は、社会的検査を受けるにあ
たっての注意事項や結果判明後の対応を
記した文書を配布し、事前に同意を得た

うえで、実施しております。 

慶応大学臨床研究推進センター

側は、検査するにあたり、学内の研

究倫理委員会には諮っているので

しょうか。 

検査自体は慶応大学臨床研究推進セン
ターではなく、別に区が検査業務を委託
する事業者が行っており、慶応大学の研

究倫理委員会に諮っておりません。 
本件は、検査結果の一部を区から慶応

大学臨床研究推進センターへ提供し、そ
の分析を委託したものとなります。 

なお、本件は研究目的で実施したもの
ではないため、分析を進めるにあたって、
慶応大学の研究倫理委員会に諮ることは
しておりません。 

検査結果は区民にどのように公

表されるのでしょうか。 

検査結果（陽性か陰性か）については、
受検者本人（若しくは代理人や保護者）
のほか、所属する事業所・施設へ電話で
通知しております。 

それとは別に、本件により分析を行っ
た結果をまとめた報告書については、区
議会へ報告のうえ、区のホームページで
公開しております。 

今回の検査目的以外に慶応大学

側が検査結果などを２次的に利用

する（さらなる別の研究テーマに

利用する）ことはないのでしょう

か。 

その可能性があるのであれば、慶

応大学側はどのように世田谷区に

通知するかについて、区と慶応大

学側はどのような申し合わせ、取

り決めをしているのでしょうか。 

本件の外部委託を行うにあたり、目的

外使用・第三者提供の禁止（分析終了後

も同様とする）を含めた誓約書を委託先

より徴収しており、本件の目的以外で慶

応大学が検査結果を２次的に利用するこ

とはできません。 
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Ｎｏ 質問 回答 

報告第３３９号 

対象者の個人は特定されないと

いう理解でよいのでしょうか（検体

番号からたどれるようにも思われ

ましたので。） 

今回提供した情報は、特定の個人を識
別することができないよう匿名化した情
報となるため、個人が特定されることは

ありません。 
※検体番号は区が管理上付番しているも
のですが、個人と照合するための情報は
非公表となっており、入手ができないた

め、委託先も個人の特定は行えません。 

本案件は、｢社会的検査で検体採

取した｣検体の｢陽性事例において

ウイルス量(Ｃｔ値)の傾向の分析

業務｣の委託とされているが、この

間区において行われてきたＰＣＲ･

社会的検査の件数総体とその内｢陽

性事例｣とされた件数、また、｢陽性

事例｣から｢７８件｣に絞り込んだ経

緯と絞り込みの基準をそれぞれ御

教示願います。 

令和２年度において、令和２年１０月
に開始した社会的検査は２回に分けて
別々の事業者に委託しております。 
本件は、Ｃｔ値の入手が可能な１１月

～３月期の委託事業者における検査にお
いて発生した陽性事例（３月４日に当課
が分析の準備を開始した時点の全陽性事
例７８件）のみを分析対象としておりま

す。 
なお、令和２年度における全行政検査

数は１６，１２２件 陽性件数は１０３
件となっております（令和２年１０月か

ら令和３年３月まで）。 

報告第３４０号 

｢回線結合を実施したビデオ会議

等の名称｣リストの４番目に｢教育

推進会議･総合教育会議｣が示され、

｢教育の諸課題解決に向けた会議｣

と記述されているが、近時、｢区総合

教育センター｣開設も予定され、教

育領域は論点が多岐にわたると推

量されるところ、具体的にどのよう

なテーマで設定され、どのような論

点が出されたのでしょうか、御教示

願います。 

令和２年度第２回世田谷教育推進会議
及び世田谷区総合教育会議は「これまで
の学び、これからの学び～保護者や教員・

子どもから捉えたＩＣＴによる新しい学
び～」をテーマに設定しました。 
教育推進会議では、子どもの居場所と

してのＺｏｏｍの活用法、保護者と教員

の連絡ツールとしてのタブレットの活用
法、ＩＣＴを活用した学びの発展などが
論点になりました。 
総合教育会議では、教員のＩＣＴ活用

スキルの向上、ＩＣＴを活用した新しい
授業の形・学校の形、個別最適化された
学びの推進などが論点になりました。 
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Ｎｏ 質問 回答 

報告第３４０号 

同リストの２０番目に｢第１回ピ

アサポート活動ワーキンググルー

プ｣が示され、｢区民参加数｣が｢６５

名｣とあるが、この内ピアサポータ

ーの人数を御教示願います。 

ピアサポートとは、精神障害を持って
いる方同士がお互いに支え合うことであ
り、その当事者の方々をピアサポーター

としています。しかし、ピアサポーター
は現在区では職や資格等としての定義は
行っていませんので、その位置付けにつ
いて検討しております。 

また、本件ワーキンググループでは、
ピアサポーターの方以外にも精神障害に
ついて関心がある区民の方も参加してい
ますが、参加者の方に精神障害の有無を

聞いていないため、人数は把握しており
ません。 

同リストの２７番目に｢第１９回

すくすくメッセ烏山第１回実行委

員会｣が示されているが、どのよう

なテーマの会議体なのでしょうか、

また、参加団体の構成を御教示願い

ます。 

６月１９日に開催予定(実際は中止)だ

ったすくすくメッセ烏山は、地域の子育
てに関する団体等が出し物や自団体等の
紹介を行い、横の繋がりを深めるために
ものです。また、本件の実行委員会は、

すくすくメッセ烏山に関する集合時間や
当日の流れ等の運営について検討・確認
を行いました。 
参加団体は、社会福祉協議会、子育て

コーディネーター、子育てカフェ運営事
業者、保育園関係者、子育てに関するＮ
ＰＯ法人等で構成されています。 
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