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会議次第 

（1）審議事項 

①諮問第942号 

「農福連携業務」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 

（世田谷区農福連携事業の実施） 

②諮問第943号 

「清掃・リサイクル事業業務」における外部委託に伴う個人情報の保護措置について 

（粗大ごみリユースを促進する仕組みの実証実験） 

（2）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341号及び第342号） 

（3）その他報告事項 

①「感染症予防業務」における外部委託に伴う個人情報の保護措置（ワクチン接種証明

書発行等委託）及びＶＲＳ利用に関するＰＩＡの再実施について（情報提供） 

②世田谷区情報公開条例の一部改正（案）について 

③令和３年個人情報保護法の改正に伴う世田谷区個人情報保護条例への主な影響につい          

て 
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１．開  会 

○会長 それでは、ただいまから令和３年度第４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。 

 本当に今日はすがすがしさが気持ちいい秋晴れで、本来であれば区役所まで散歩がてら

歩いて行きたいところなんですけれども、残念ながら本日もオンラインとリアル開催のハ

イブリッド形式での開催となります。御了解ください。 

 まずは、本日の出席委員につきまして、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。本日もよろしくお願いいたします。本日の開催に当たりまし

て、土田委員、菅澤委員、大崎委員、大重委員の４名から欠席の御連絡をいただいており

ます。 

 また、委員の皆様に御審議いただく前に新しい委員について御報告いたします。世田谷

区町会総連合会より御推薦をいただきました上田委員でございます。上田委員より御挨拶

をお願いいたします。 

○委員 皆さんはじめまして、上田でございます。何も分かりませんので、この分厚い資料を

読み解いてどこまで頭に入るか分かりませんが、皆様の御指導をいただきながら、何とか

皆様についていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○区政情報課長 上田委員、どうもありがとうございました。 

 なお、本日は、上田委員と中村委員がこちらの会場にて御出席されております。 

 また、昨日メールをさせていただきましたように、その他報告資料No.２が追加となっ

ております。この関係で、次第も一部修正したものをお送りさせていただいておりますの

で、確認いただきますようお願い申し上げます。 

○会長 では、上田委員、改めましてよろしくお願いいたします。突然、分厚いファイルが送

られてきてとても驚かれていると思いますが、今回は特別ですので御安心なさっていただ

ければと思います。 

 それでは、事前にお送りいたしております前回、令和３年度第３回審議会の会議録につ

いて確認いたします。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存じます

が、この内容でよろしいでしょうか。 

○委員 前回の８月の会議の会議録の関係でございますけれども、一番最終のところで、いわ

ゆる地方分権改革の絡みで当時のいろんな状況経過について、私のほうで発言した経過が

あったんですけれども、その私の言葉の節がマスクの関係か聴き取りづらかったのかもし
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れませんが、私は地方分権改革の文脈の中でお話をしておりますので、会議録の38ページ

のところについては、速記の方の起こしでは「中央分権改革」となっておりますが、これ

は「地方分権改革」という意味でございますので、そのようにそこだけ訂正をしていただ

ければと思います。 

○会長 すみません、今、私も38ページを見ておりますけれども、何行目を具体的に変えれば

よろしいでしょうか。 

○委員 第２パラグラフの最後の部分ですね。 

○会長 「これが言わば中央分権改革」のところでしょうか、その前ですか。 

○委員 「これが言わば」というのは「地方分権改革」、これはたしか2007年の５月末、地方

分権改革推進本部が閣議決定されたものですが、それ以降に進められてきたのが、いわゆ

る当時の地方分権改革でございますので、この文脈の中でこういう発言をしたということ

ですね。 

○会長 では、この「中央」を「地方」に変えればよろしいでしょうか。 

○委員 はい。 

○会長 では、「中央」を「地方」に変えるということをこの場で確認させていただければと

思いますが、皆さんよろしいですか。事務局、よろしいでしょうか。 

○区政情報課長 事務局としては、これでお願いしたいと思います。 

○会長 分かりました。では、ただいま委員から御指摘のとおり、「中央」を「地方」に修正

するという形で決定したいと思います。よろしくお願いします。 

 では続きまして、傍聴の有無について事務局から御報告をお願いいたします。 

○区政情報課長 本日の傍聴の希望はございません。 

 

２．議  事 

○会長 では、早速ですが、審議に入りたいと思います。 

 本日は諮問案件が２件、それから報告案件が２件、その他報告案件が３件となっており

ます。 

 

（1）審議事項 

①諮問第942号 

○会長 まず、諮問第942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。 
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○区政情報課長 お送りいたしました資料の１ページを御覧ください。「農福連携業務」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２ページからが諮問の内容となっております。 

 所管課は、経済産業部都市農業課、障害福祉部障害者地域生活課でございます。 

 審議のポイントは、３、外部委託と７、回線結合でございます。 

 それでは、所管課を代表して都市農業課より説明いたします。 

○都市農業課長 都市農業課長の江頭でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、審議資料No.１、諮問第942号「農福連携業務」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（世田谷区農福連携事業の実

施）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。本事業は、障害部署と農地部署が抱える課題を解決す

るため、両部門が協力して行う新しい事業となっています。まず、両部門が抱える課題に

ついて御説明いたします。現在、区では、せたがやノーマライゼーションプラン等に基づ

き、障害者就労の拡大や就労継続支援事業所利用者の工賃向上に取り組んでおります。し

かし、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、障害者向け求人件数の激減による

障害者就労の停滞、受注作業の減少やイベントなどの中止に伴う販売機会の喪失による工

賃の低下など大きな打撃を受けています。一方、区内における農地は農地保全の対策を講

じてきましたが、相続や農業者の高齢化、後継者不足などに伴い、10年間で約30ヘクター

ル減少しております。これらの課題を解決するため農業と福祉が連携し、担い手が不足す

る区内農地を、営農と障害者就労のノウハウを持つ民間事業者との連携により、障害者等

が働く場として活用していくことを目指す、そういった事業となっております。概要につ

いては以上となります。 

 次に、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、世田谷区農福連携事業運営業務委託でございます。 

 ２、委託の内容でございます。まず、本事業の流れとしては、利用希望者などに向けた

説明会などを行うことで、利用希望者を募集し、その利用希望者とともに農作業体験を行

い、さらに就労希望の方へは農業指導を実施することを想定しています。またそれにあわ

せ、近隣住民への対応も含めた日常的な農園の維持管理運営もしていきます。委託事業者

には、それらの運営を行ってもらうことになります。（1）から（4）については、今説明
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した流れについて詳細を記したものとなっており、記載のとおりでございます。 

 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、農園を利用及び利用を希望する障害者並びに家族など、

また近隣住民などでございます。 

 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。区から委託先へ提供する項

目についてですが、記載のとおり、本事業では原則、委託先が直接利用希望者などとのや

り取りをすることを想定しておりますが、区に連絡が入り、委託先の代わりに情報を聴き

取った上で委託先に提供することも想定されるため、項目として挙げております。収集す

る個人情報の詳細につきましては記載のとおりでございます 

 （2）件数でございますが、年間約400件程度を見込んでおります。 

 ６と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まいり

ます。 

 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11月下旬から継続して行う予定でございま

す。 

 13、委託先でございますが、現在プロポーザル実施中のため未定でございます。 

 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。区と委託先事業者の間で、利用希望者及び近隣住民などに

関する情報をメールにて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

計算機等を回線結合する必要がございます。 

 ２から５につきましては、記載のとおりでございます。 

 ６の回線結合の方法は、インターネット回線によることを想定します。 

 ８にも記載しておりますが、こちら、メールで個人情報をやり取りする際には、個人情

報は添付するファイルのみに記載し、添付ファイルにはパスワードを設定し、さらにパス

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
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うな２段階の提供の仕方を予定してございます。 

 ７、８、９につきましては記載のとおりでございます。 

 御説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○会長 ありがとうございます。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 ４ページのところの13の委託先は未定ということで、今はプロポーザルの実施中だよ

というお話なんですが、今御説明いただいた事業概要とか、それからその趣旨から照らし

てみた場合には幾つか制約条件があるかと思うんです。当然、一般的な説明とか広報、参

加者の募集、問合せ対応、受付、連絡ということだけではなくて、言わば障害者の方の就

労とか雇用に関することをつなげていくということでしょうから、当然障害者の就労や雇

用に一定のノウハウをお持ちであるとか、それから農園の維持管理とか農作業体験にも関

わって、そこで実際の事業実施についても関わりますよとなれば、当然農業の事業そのも

のについても一定のノウハウがないとできないと思われます。そうすると、大体どのよう

な事業実績なり、あるいは事業体なのかというのは、ほぼ一定の制約条件が出てくると思

うんですけれども、今、一定の制約条件というか、言わば兼ね備えるべき条件との関係で

どのような事業者を想定されているのか、そこを御説明いただけますか。 

○障害者地域生活課障害者就労支援担当係長 障害者地域生活課の碓井のほうから御回答させ

ていただきます。 

 今、委員のおっしゃった想定する事業者については、全国規模で見ますと、例えば障害

者の福祉施設が実際にもう農業を手がけているというような場合もありますし、また一

方、株式会社がそういった農業のノウハウとともに実際の障害者を雇用するというところ

で、株式会社自体も手広く福祉の部分まで行っている事業者があります。ですので、本当

に今プロポーザルをやっている中でもそうですけれども、例えば社会福祉法人とか、福祉

に限らず農業、あと株式会社含めて様々な事業者様を想定しているところでございます。 

○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。 

 では、私から、１点お聴きいたします。区分けといいましょうか、どういう手順でとい

うことを考えた場合に、最初に手を挙げる希望者がありますね。次に、その人が実習生に

なると。実習生の後、今度は何か別の肩書といいましょうか、スタッフになるんでしょう

か。それとも、実習生としてずっと働き続けるという話になるんでしょうか。その身分の

問題が１つ。それから、それに伴って区から委託先へ提供するものが、この利用希望者と
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実習生と、その後実際に働くこと、これは変わらないというふうに考えていいんでしょう

か。その辺を確認させてください。お願いします。 

○障害者地域生活課障害者就労支援担当係長 まず実習の前に、こちらに記載させていただい

ている体験、イベントということで、世田谷区内でも農地はあるといっても、なかなか実

際手がけている方、体験している方は少ないので、やっぱり障害者の方にまず体験してい

ただくということを考えております。その中で、やはり自分は土をいじるのが楽しいです

とか、農作業に向いているという方を対象に実習していく流れになります。障害者雇用の

実習の部分でいいますと、企業実習というものがありまして、大体短いもので数日、長い

もので１か月程度の実習を行った後、企業が力があるというふうに認めれば、その企業に

雇用されていくという流れがあります。なので、この事業のスキームにおきましても、実

習を踏まえた上で農作業の適性がある障害者の方に対しては、例えば受託者であるとか、

そういったところの雇用につなげていくようなイメージを持っております。 

○会長 ありがとうございます。そうしますと、３ページに書いてある委託で取り扱う個人情

報の委託先へ提供するものというのは、実際、実習生をイメージしたものになるわけです

ね。 

○障害者地域生活課障害者就労支援担当係長 おっしゃるとおり、メインは実習生になりまし

て、そのほかにも例えば体験、イベントをする中で、もう少し就労に向けての詳細な資料

が欲しいという方もいらっしゃるかと思うんですけれども、やはり実習をする中で、その

障害者の方に配慮しなければいけないことですとか、基礎情報、我々区役所が障害者の方

を雇う場合もそうなんですけれども、そういった基礎情報を取得するための項目というふ

うに捉えていただければと思います。 

○会長 分かりました。何となく、最初の体験をするだけで金融機関口座情報も含めて全部

を収集する必要はないのかなと思ったものですから確認をさせていただきましたが、今の

説明で私は了解いたしました。 

 ほかの皆さんはいかがでしょうか。ほかにありますか。―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942号については異議なしと認めます。御説明ありがとう

ございました。 
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②諮問第943号 

○会長 次に、諮問第943号になります。それでは、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６ページを御覧ください。「清掃・リサイクル事業業務」

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７ページからが諮問の内容となっております。 

 所管課は、清掃・リサイクル部事業課でございます。 

 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。 

○事業課長 清掃・リサイクル部事業課長の泉と申します。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、「清掃・リサイクル事業業務」における外部委託に伴う個人情報の保護措置

について（粗大ごみリユースを促進する仕組みの実証実験）について、諮問資料をもとに

御説明をさせていただきます。 

 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。新型コロナウイルス感染拡大などの影響により増加した粗大ごみ

の量を削減するため、清掃・リサイクル部では民間事業者との連携による粗大ごみのリユ

ースを促進する仕組みの実証実験を開始しました。本実証実験は、まだまだ使用すること

ができる状態の粗大ごみを引き取り、リユース品として有償又は無償で譲渡する仕組みを

構築し、粗大ごみの削減及びリユースの促進を目指すものでございます。外部委託の内容

に関しましては、区民が「不要品持ち込みスポット」に、本来であれば粗大ごみとして廃

棄すべき品物を持ち込み、リユースが可能な品物である場合は委託先事業者が預かり、出

品手続を行うこととしております。区民は「不要品持ち込みスポット」にリユース希望の

品物を持ち込む際に、ウェブ上の受付フォームに必要な個人情報を入力し、持込みの受付

を行うことになります。 

 ３、諮問の趣旨、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でございます。（1）個人情報の項目につ

いてですが、区から委託先へ、また、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。委託先が受付を行うに当たって本人から収集するものといたしましては、名字、

町名までの住所、メールアドレス、持込み日時、品物、品数、対応内容でございます。 
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 （2）件数につきましては、３月の実証実験終了の予定までの間で7,500件を見込んでお

ります。１か月当たり約1,500件というところで試算をしているところでございます。 

 項番の６から７につきましては記載のとおりでございます。 

 ８の委託先との個人情報の授受の方法につきましては、口頭によるものと記載をしてお

りましたが、紙文書によるものを追加で報告させていただきます。理由といたしまして

は、委託先に提出させる月次報告書の内容として、項番５、委託先が本人から収集するも

ののうち、住所―こちらは町名までになります―持込み日時、品物、品数の４点を

入れ込んで報告させることを想定していることから、こちらに記載する必要がございまし

た。この場での修正、御説明となり申し訳ありませんでした。 

 項番９については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が、個人情報の保護に関する法律を

はじめとする関係法令等に加え、個人情報保護に関する社内規程を定めて遵守し、個人情

報の適切な保護に努めており、委託業務で取り扱う個人情報については、委託先の社内で

も業務遂行上必要な者しか情報にアクセスできないよう制限をしております。また、希望

者の端末からサーバまでの通信は、第三者に解読されることのないよう暗号化されており

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は、令和３年11月１日から令和４年３月31日までとし、実

施状況によっては令和４年度以降も継続して行います。 

 13、本件の委託先は、株式会社ジモティーでございます。 

 説明は以上でございます。御審議よろしくお願いいたします。 

○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。 

○委員 ちょっと幾つか教えてください。７ページの５、委託で取り扱う個人情報の項目及び

件数のところ、区から委託先へ提供するものはないという形なんですが、専ら委託先が本

人から収集しますよということになろうかと思うんですけれども、そもそもこの事業自体

の実施そのものを区民の方へ周知する、あるいは問合せを受けるその対応の仕組みがどう

なっているのか、それをまず１つ伺いたい。 

 それから、７ページの５の（1）委託先が本人から収集するものという個人情報の項目

ですけれども、これは上のほうの委託の内容のところに粗大ごみの持込み申請というのが

ありますが、この持込み申請書の記載項目というふうに捉えていいのかどうか、それが２
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点目です。 

 ３点目は、委託の内容のところにも書いていますが、いわゆるリユースを促進するとい

うことで、持ち込まれる粗大ごみ等の中で、継続利用が可能な状態で排出される粗大ごみ

という規定の仕方がありますけれども、その継続利用、つまりリユースが可能であるかど

うかということの判断、言わばその仕分けですね。それはどこでどのようにして行われる

のか、そこはちょっとこの文章では読み取れないので教えていただきたいというのがあり

ます。 

 それから最後になりますが、５の（1）個人情報の項目で委託先が本人から収集するも

のの中で、一番最後に対応内容というのがありますね。この対応内容というのは具体的に

どういうことを意味しているのか、それをちょっと御説明いただければと思います。 

○事業課長 幾つか御質問いただいておりますけれども、まずこちらの事業の関係ですけれど

も、今回、個人情報の取扱いは11月から行いますが、現状、事業自体は10月から始めてお

ります。これに関しては、区のホームページ等々、それから最近ですと、いろいろなテレ

ビ放映でも実は事業のほうが取り上げられておりまして、そういった形でかなり利用者、

現地を訪れる方も非常に多くなっております。なので、我々が想定しているよりも利用さ

れている方が非常に多いかなと考えております。 

 それから少し飛んでしまいますけれども、委託の内容の中でありました継続利用が可能

な状態でということですが、これは今回、こちらの不要品持ち込みスポットにお持ちいた

だくものに関しては、本来であれば粗大ごみとして出されるかもしれないけれども、まだ

まだ使っていただけるようなもの、世田谷区の場合ですと新品に近いようなものというの

も結構出てきますので、そういったものをお持ちいただく、次の方がある程度長く御利用

できるようなものを持ち込んでいただく、そういうような状況のものでの継続利用という

ことを考えております。我々の今回の事業目的はごみの減量というところなんですけれど

も、今回リユースということでは、ごみとして簡単に排出をする前にできればリユースを

していただいて、ある方にとっては不必要なものでもほかの方にとっては必要かもしれな

い。そういったものをぜひとも次の方に長く使っていただいて、品物の循環にもなります

し、こういったものは環境の保護にもなってきますので、ぜひとも、もったいないという

日本の以前からの文化的なものも改めて思い出していただけると非常にありがたいなと思

っております。 

 そこの判断というところになりますけれども、これは委託先の事業者が、こういったリ
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ユース関係の取扱いをほかでもやっておりますので、そちらのノウハウにお任せしている

ような状況です。ただ、今回の実証実験の中では、そういった持ち込まれるものの範囲と

か、有償譲渡の場合ですと金額設定、そういったものも実証実験の中で検証していく、そ

ういう試みになっております。 

 最後にいただきました委託で取り扱う個人情報の項目及び件数の中でありました、委託

先が本人から収集するものの対応内容に関しましては、いろいろと苦情をいただいたとき

に、やはり苦情の内容、そういったものを委託先だけでは対応できない場合、区としても

それを引き継いで対応する必要があるということで、そういったものを含めて、ここで対

応内容ということで表現をさせていただいております。 

○事業課事業計画担当係長 事業課事業計画担当係長をしています、渡邊と申します。よろし

くお願いいたします。 

 委員からいただきました申請書というものは、書類を頂くものはないんですけれども、

受付フォームというのをジモティーさんに用意していただいております。そのフォームの

中に入力していただく項目を、ここに列記させていただいておりますので、これ以外の情

報を取得するということは基本的にありません。現地に持ち込んでいただく形になります

ので、現地では免許証などの身分証明書を確認させていただいて、世田谷区民なのか、実

際に持ち込んだ方なのかということだけを確認させていただくという形になります。なの

で、粗大ごみとしてお持込みいただいた方とそのものを結びつける必要性はございません

ので、基本的に最低限の情報だけ、本人確認ができる情報だけを入力していただくような

フォームとなっております。 

○事業課長 ちょっと１点、今、本人確認というところでお話をしましたけれども、今回の事

業に関してお持込みいただけるのは世田谷区民のみになっております。ということで、区

民であるということの確認でさせていただいております。ただし、譲渡、品物をお受け取

りになる方に関しては、区民以外の方も御利用いただけるという形になっております。 

○委員 ありがとうございました。 

○委員 先ほど御説明いただいたときに、実証実験そのものは10月から始まっていらっしゃる

ということで、この期間が11月１日からになっているんですけれども、10月から10月末ま

での間というのは、全然お名前など、こういう個人情報をいただかないでしていたという

理解でよろしいんでしょうか。 

○事業課長 個人情報の取扱いは基本行っておりません。今、受付をした場合にアルファベッ
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ト２文字と付番の５桁の番号で予約の受付、それから現地での持込みのときの確認をして

いるという形で、個人情報の取扱いは現状行っていない状況です。 

○委員 分かりました。ありがとうございます。 

○会長 ほかはよろしいでしょうか。大丈夫ですか。―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。 

（「異議なし」の声あり） 

○会長 ないようでしたら、諮問第943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。 

 

（2）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341号及び第342号） 

○会長 では続きまして、事前に事務局から送付しました報告事項についてであります。委員

の皆様方には事前に内容を確認していただきまして、毎回そうですけれども、大変積極的

に御確認の質問をいただきましてありがとうございます。その回答につきまして、事務局

より説明をいただきます。お願いします。 

○区政情報課長 それでは、お送りしております資料の９ページを御覧ください。事前に送付

しました報告案件につきまして、９ページ及び10ページに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してございます。委員の皆様には、この回答をもって御了

解いただければと考えております。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いします。 

○会長 報告第341号については、主にタイアップ取材についての質問が多かったように見受

けられますが、皆さんよろしいでしょうか、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解したいと思います。よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○会長 ほかにありませんでしたら、事前に確認した報告案件の第341号及び342号について了

解したものとさせていただきます。 

 

（3）その他報告事項 

①「感染症予防業務」における外部委託に伴う個人情報の保護措置（ワクチン接種証明書

発行等委託）及びＶＲＳ利用に関するＰＩＡの再実施について（情報提供） 
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○会長 では続きまして、その他報告事項に移ります。まず、これは追加になるんですかね。

「感染症予防業務」における外部委託に伴う個人情報の保護措置及びＶＲＳ利用に関する

ＰＩＡの再実施についての件です。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、昨日メールでお送りいたしました追加の資料の分でございます。

その他報告資料No.２を御覧ください。「感染症予防業務」における外部委託に伴う個人

情報の保護措置（ワクチン接種証明書発行等委託）及びＶＲＳ利用に関するＰＩＡの再実

施について（情報提供）でございます。 

 所管課は、住民接種担当部住民接種統括担当課でございます。 

 それでは、所管課より説明いたします。 

○住民接種統括担当課長 住民接種統括担当課長、羽川でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 本件につきましては、「感染症予防業務」における外部委託に伴う個人情報の保護措置

（ワクチン接種証明書発行等委託）及びＶＲＳ利用に関するＰＩＡの再実施につきまし

て、本日は情報提供でございます。 

 １の趣旨でございます。区では、コロナワクチンの接種証明書を令和３年７月26日から

国の政令に基づき発行してございまして、国からは、年内を目途に海外渡航向けの接種証

明書と別に国内向けの様式を設けることと、接種証明書のデジタル化及び紙の証明書の様

式の変更方針が示されております。 

 まず、発行事務についてでございますが、本年８月の本審議会で答申を受けまして外部

委託を実施しているところですが、ＶＲＳを使用した発行の外部委託には対応できないた

め、国から詳細が示され次第準備を進め、改めて12月の本審議会に諮問をする予定でござ

います。 

 次に、接種証明書のデジタル化と紙様式の証明書の発行方式の変更に伴いまして、ＰＩ

Ａの再実施を行う必要がございます。国から接種証明書の電子交付の実施や紙様式の証明

書の発行方式の変更に係るＰＩＡの再実施に必要な情報が届き次第、再実施の手続を進

め、マイナンバー制度セキュリティ会議での審議や区民の意見照会等を実施した後、本審

議会にて第三者点検を諮問依頼する予定としてございます。 

 ２の制度の変更概要でございます。（1）接種証明の電子化でございます。マイナンバ

ーカードを保有している申請者は、一部を除きマイナンバーを利用して、市区町村の職員
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の審査を経ずして、スマートフォンのアプリによってＶＲＳの記録を照会し、電子による

接種証明を発行するというものでございます。なお、接種証明の発行主体は引き続き市区

町村となります。 

 （2）紙様式の接種証明書の様式と発行方法の変更でございます。マイナンバーカード

を保有していないなどの理由で電子証明が発行されない方を対象として紙様式を設けま

す。なお、電子化と合わせまして紙様式も変更されまして、２次元コードを付与すること

としてございます。その印刷、発行はＶＲＳの使用が必要となることから、12月の審議会

に諮問をする予定としているところでございます。 

 また、（3）国内利用の様式の設定につきましてですが、電子様式、紙様式とも海外渡

航用と別に、国内利用を目的としたパスポート情報等を加えない様式を設けることとして

ございます。 

 ３の今後の本審議会への諮問等の予定でございます。12月の審議会へ以下の案件を諮問

する予定でございます。 

 １つ目といたしまして、紙様式の発行について、新たに委託事業者にＶＲＳを使用させ

るため、外部委託を伴う個人情報の保護措置につき諮問を行う予定でございます。 

 ２つ目といたしまして、（2）の証明書の電子化及び上記（1）の外部委託に伴うＰＩＡ

の再実施について、第三者点検につき諮問を行うものでございます。なお、ＰＩＡの再実

施につきましては、国からの情報が届き次第作業を進めます。11月15日以降、区民の閲

覧、意見照会を行う予定としてございます。 

 説明は以上でございます。 

○会長 ありがとうございます。最後に話がありましたように、12月の審議会への諮問案件で

すが、今日は情報提供という形でお話しいただきました。御質問ありますでしょうか。政

府の方針変更によって自治体にしわ寄せが来ているという感じがどうしても否めなく、心

を痛めますけれども、私たちとしては粛々と諮問に答えるしかないかと思いますが、御質

問ありませんか、大丈夫ですか。―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。 

 

②世田谷区情報公開条例の一部改正（案）について 

○会長 では続きまして、その他報告事項の②世田谷区情報公開条例の一部改正（案）につい

てです。事務局よりお願いいたします。 
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○区政情報係長 事務局、小田でございます。皆様、本日は御出席いただいてありがとうござ

います。私から恐縮ですけれども、説明させていただければと思います。 

 資料にお戻りいただきまして、11ページを御覧いただければと思います。その他報告資

料No.１、世田谷区情報公開条例の一部改正（案）についてでございます。 

 審議会で度々御報告をさせていただいておりますとおり、情報公開条例の改正の関係

で、このたびあらかた形が固まってまいりましたので情報提供させていただきたく、今回

その他報告資料で上げさせていただいております。 

 １、主旨を御覧いただければと思います。世田谷区公文書管理条例の改正、これが第４

回定例会を予定しておりまして、こちらに合わせまして特定重要公文書の取扱いにつきま

して世田谷区情報公開条例上の取扱いを整理するというのが、まず１点目でございます。

それとともに、区外在住者等の行政情報の開示請求手続をより利用しやすいものとするた

め、改正をするというような趣旨になっております。 

 具体の内容につきましては、１の（1）改正理由を御覧いただければと思います。ま

ず、①公文書管理条例の改正に伴いまして、公文書管理条例で規定をする予定の特定重要

公文書というこの概念につきましては、情報公開条例の手続による開示ではなく、公文書

管理条例の手続により開示するということになりますので、特定重要公文書を情報公開条

例から適用除外にするとともに、公文書管理条例で特定重要公文書については対応すると

いうような改正になっております。そちらにつきましては、「そこで」のところなんです

けれども、情報公開条例第２条に規定します行政情報の範囲から、こちらの公文書を除外

するというような改正の理由①になっております。 

 次に、②でございます。現行の情報公開条例第５条につきましては、区内在住・在勤・

在学等の方につきましては理由の明示を求めておりません。一方で、世田谷区外の方々に

つきましては開示請求の理由の明示を求めているというのが、現状の情報公開条例でござ

います。このたび、公文書管理委員会という附属機関から当該条例の規定に対しまして、

請求者による差異を設けないという要望がございました。そちらを踏まえまして区で検討

を進めました結果、開示請求の手続をより利用しやすいものとするため区外の方であった

としても、理由を明示せずに行政情報の開示請求ができるようにするといったものの趣旨

の改正になっております。 

 この改正の内容につきましては、恐れ入りますけれども、12ページを御覧いただければ

と思います。こちらはまだ案の段階ではございますけれども、世田谷区情報公開条例の一
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部を改正する条例新旧対照表になっております。見方としましては、左側の枠が改正後、

右側の枠が改正前というような見方で御覧いただければ幸いです。 

 改正後、左側のほうを見ていただきますと、先ほど私が説明させていただきました第２

条第２項第３号が特定重要公文書を適用除外とするというような規定になっております。

現在は右側の改正前ということで、第２条第２項で適用除外とするものは、第１号の官報

等々、又は第２号の規則で定める区の機関等々を適用除外にしておりますが、第３号を加

えたというのが１点目になっております。 

 また、12ページの第５条のところでございますが、改正前の右側の表を見ていただけれ

ばと思います。「（行政情報の開示を請求できるもの）第５条 次に掲げるものは、実施

機関に対して行政情報の開示を請求することができる」というところです。第５条第１号

から第４号までが、先ほど申し上げました区内に関係する方々でございますが、第５号に

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」というところがございま

したが、こちらの差異をなくすために、左側の表を見ていただければと思いますが、「行

政情報の開示請求権」という権利を見出しで考えておりまして、「第５条 何人も、実施

機関に対して行政情報の開示を請求することができる」というような規定にしておりま

す。 

 実際に、こちらにつきましては具体の内容で見ていただければと思いますが、最後の16

ページを御覧いただければと思います。こちらは行政情報開示請求書で、現時点で事務局

で今使用しているものなんですけれども、行政情報開示請求書の中段のところで表がござ

いますけれども、「開示請求に係る行政情報の件名又は内容」の下、「請求者の区分」、

またその下の「行政情報の開示を必要とする理由」のところが、まず、区分が１から４ま

でであれば下の理由は要らないんですけれども、５をつけていただきました方には、下の

理由１から５までのいずれかを丸なり、書いていただくというものでございます。 

 この改正後につきましては、すみません、１ページ前に戻っていただいて15ページを御

覧いただければと思いますが、かなりシンプルになっております。「開示請求に係る行政

情報の件名又は内容」という大枠がありまして、同じ「開示の方法」ということで16ペー

ジにもあるんですけれども、そういった改正をするというものになっております。 

 こちらの御報告の最後、施行日でございますが、こちらの第２条といいますのが、特定

重要公文書を除く適用除外のものにつきましては、公文書管理条例の改正を予定しており
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ます令和４年４月１日に合わせる施行日を設定しております。また、区外の方を除きなが

ら何人も請求できるという第５条の改正につきましては、令和４年４月１日を待たずとも

できるということも判断としておりますので、公布の日から先んじて施行するというよう

な予定になっております。 

 ４の今後のスケジュールにつきましては御覧いただければと思っております。 

 その他報告資料No.１につきましては、事務局から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。 

 １点目の改正につきましては、いわゆる歴史的公文書の扱いですけれども、この審議会

でも長く御議論いただいたものが今回の改正でようやく一段落かなと。公文書管理条例と

今回の情報公開条例が平仄が合うという形で一段落つきますので、よかったなと思ってお

ります。 

 また、２点目につきましても審議会の中でも、最近はありませんけれども、昔は一、二

度議論にもなりました「何人も」の問題ですが、これもより広い形で無条件な何人も条項

になりまして、よかったなと思っております。 

 よろしいですか。―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令和３年個人情報保護法の改正に伴う世田谷区個人情報保護条例への主な影響について 

○会長 では最後、その他報告事項③になります。令和３年個人情報保護法の改正に伴う世田

谷区個人情報保護条例への主な影響についてであります。 

 最初にお話しした、○○委員を驚かせた分厚いファイルの件ですので、皆さん、お手元

にお出しいただければと思います。では、引き続き御説明お願いいたします。 

○区政情報係長 引き続きまして、事務局、小田から説明をさせていただければと思います。

皆様、もうしばらくお付き合いいただければと思います。 

 また、重ねてなんですけれども、突然送らせていただきまして申し訳ございませんでし

た。今回、令和３年個人情報保護法改正関係の資料集ということで送らせていただいてお

ります。審議会では、毎回毎回少しずつ報告を重ねているところではあるんですけれど

も、こちらの法改正につきましては非常に影響力のある法改正になっておりまして、条例

が自治体に直接適用されるということもありまして、非常に事務局も危惧しているような

ところでございます。審議会につきましては、今後も毎回毎回報告をさせていただこうと



 17

事務局では考えておりまして、様々資料が散らばってしまう可能性もあるなというところ

もありまして、このたび資料集ということで一括管理できたらなという思いから、３セン

チ超の分厚いものになってしまって恐縮なんですけれども、送らせていただいておりま

す。 

 なお、今回のインデックスを１から20まで付番させていただいております。こちらの見

方なんですけれども、この目次といいますか、最初のペーパーを見ていただければと思い

ますが、１番から13番までが世田谷区の関係の条例、規定等々のものになっております。

14番以降は、基本的に国等々の考え方の整理になっているというところです。ちょっと細

かい部分ではあるんですけれども、13番と14番の区と国の部分につきましては色紙で分け

させていただいておりますので、そういった見方で御覧いただければと思います。また、

今後、国から様々な資料が提示されると思われますので、事務局から審議会の機会という

よりも、その情報が来次第、インデックスをつけさせていただいて郵送するということを

想定しております。なので、次回から資料No.21番、22番というふうに付番して送らせて

いただこうと思っておりますので、大変お手数なんですけれども、こちらの資料集にとじ

込んでいただきながら審議会で使っていただければと思いますので、ぜひ御協力をお願い

いたします。 

 では、資料の中身に入らせていただきます。目次を御覧いただければと思います。今

後、審議会で様々御議論いただく中で必要な条文を事務局のほうで抜粋してつけさせてい

ただいております。１番が個人情報保護条例関係でございまして条例と規則、３番、４番

が情報公開条例と規則もつけております。といいますのも、個人情報保護法の改正につき

ましては情報公開条例にも幾分影響を及ぼすということもありますので、今後の議論があ

るということを事務局では考えておりますので、その部分をつけさせていただいておりま

す。 

 ５、６、７につきましては審議会関係の規定になっております。５番が審議会条例、６

番が審議会の傍聴に関する要綱、７番が委員に関する要綱になっております。 

 ８番につきましては、ちょっと長い文言にはなっておりますけれども、情報公開条例、

個人情報保護条例、行政不服審査会等々の費用の告示ということでつけております。 

 ９番、10番は、セキュリティの関係の規定、11番、12番が委託の場合に添付する特記事

項、13番は死者の個人情報に関する開示請求の取扱い基準ということで、過去の審議会の

先人の皆様方に御議論いただいているので、こちらの内容も議論の的になるということも
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事務局では想定しておりますので、こちらも添付しているというところです。 

 14番以降は国の流れになりまして、14番が令和３年５月19日付で改正個人情報保護法が

公布されたわけなんですけれども、個人情報保護委員会の委員長と総務大臣から示された

もの、おめくりいただきまして目次の２ページでございまして、15番が実際の法改正で第

51条改正と言ってはいるんですけれども、改正後の条文です。こちらが実際の条文になり

ますので御覧をいただければと思います。 

 16番につきましては、先日の審議会でもお示しをさせていただいて再掲という形で恐縮

ではありますけれども、国から示されておりますＱ＆Ａが、許容されないというかなり厳

しい言い方が散見されるものではありますけれども、それをつけております。 

 17番は個別条文、100条を超えるちょっと長い条文にはなりますけれども、解説をつけ

ています。 

 また、18番が国から示されております、これは参考というような意味合いで条文イメー

ジが来ています。 

 19番につきましては、今年度７月に開催をされました全国の説明会の資料をつけていま

す。 

 20番につきましては、事務局が作成したものになりまして、今回の審議会でこちらを中

心に説明できればと思っておりますが、令和３年個人情報保護法の改正に伴う世田谷区個

人情報保護条例への主な影響についてでございます。 

 まずは、この目次の見方は以上でございます。 

 本日は、まだ国から示されております資料がなかなか乏しい部分もありまして、事務局

でも、こういうふうな条例にすべしというものがなかなか判断つかない部分もあります。

国からは令和３年５月19日に法が公布されておりまして、政令で指定する２年を超えない

範囲で施行がされる予定ということになりますので、令和５年５月18日までに施行される

予定になっておりますが、令和４年、来年の春ぐらいにガイドライン、政令、規則等々が

示されるということが言われていますので、その前段階で事前に皆様方と情報共有しなが

ら進めていきたいという趣旨の整理表という意味合いで見ていただければと思います。 

 では、今回は20番を中心に話させて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。令和３年個人情報保護法の改正に伴う世田谷区個人情報保護条例への主な影響に

ついてを御覧ください。すみません、かなり多くて44ページまであるんですけれども、こ

ちらが実際の整理表になっております。 
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 １ページは、様々影響を受ける部分があるんですけれども、【影響を受ける主な項目】

ということで１から７まで書かせていただいております。まず、１つ目が諮問事項という

ことで、皆様方の今お手元にあるかと思います審議のポイントという収集禁止事項から本

人外収集と続いていくこのペーパーなんですけれども、こちらをもとに皆様方に本日も御

審議いただいているというところで、重ねて感謝申し上げます。こちらにつきまして、諮

問事項につきまして影響を受けるということから、条文の順番でもあるんですけれども、

この順番で整理をしております。また、審議会の在り方、３は個人情報ファイル簿の作

成・公表ですとか、４、自己情報の開示、訂正及び利用停止、５、匿名加工情報制度の導

入、６、議会、また、７、国の委員会です。これから少しお話をできればと思います。 

 ページをおめくりいただきまして、２ページを御覧いただければと思います。まず、諮

問事項、（1）収集禁止事項でございます。このスクリーンにつきましては、ちょっと見

づらくて恐縮なんですけれども、まず区の条例がどういうふうな規定をしているというの

を書いておりまして、その後に改正法の個人情報保護法はどういう規定に実際なったんだ

ということ、それを見合わせまして、区の課題はどういうものだというような３段階の書

き方にしております。こちらは全ての項目で共通した書き方にしておりますので、その点

を踏まえて御覧いただければと思います。 

 第７条の収集禁止事項でございますが、条例につきましては皆様御案内のとおり、原則

として収集禁止ということ、要配慮といいますか、配慮を要する機微なものになりますの

で、こちらは原則収集はできませんと。しかしながら、例外的に審議会の意見を聴いて必

要があると認める場合等に収集することを可能としているというところです。審議会に

は、実際のところなかなか諮問される案件はないかなというような率直な感想はあるんで

すけれども、そういった規定になっております。 

 一方で、②の法は、第２条３項につきまして要配慮個人情報の定義を定めてはいるんで

すけれども、収集禁止事項に係る規定というものは存在しておりません。 

 こちらを受けました課題につきましては、審議会に諮問をする必要はないと国は見解を

出してはいるんですけれども、検討を要すると。また、区独自の要配慮個人情報を新たな

条例で規定するか、検討を要するというふうに書かせていただいております。 

 急に要配慮個人情報という名称が出るんですけれども、こちらは２ページの表の右側が

法、左側が条例というような見方で見ていただければと思います。右側の法の第２条第３

項で「この法律において『要配慮個人情報』とは」というふうな規定がありまして、その
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後に第60条第５項で、条例要配慮個人情報とは云々かんぬんで、ちょっと私のほうで網か

けをしておりますが、「地方公共団体が条例で定める記述等が含まれる個人情報をいう」

というところで、条例を定めると条例要配慮個人情報が第２条の要配慮個人情報以外のも

のを設定できるというような規定になっております。しかしながら、どういったものが条

例要配慮個人情報なのかというのはなかなか難しい部分がありますので、今後国から示さ

れるもの等を見ながら確認する必要があるというのが現在の状況でございます。 

 続きまして、３ページの（2）本人外収集でございます。条例では、原則こちらも本人

収集ということで、ＡさんのものはＡさんから、ＢさんのものはＢさんからということ

で、本人収集を原則として定めてはおりますが、例外的に審議会の意見を聴いて必要があ

ると認める場合等に収集することを可能としているというところです。 

 一方で、法につきましては、こちらも禁止規定がございません。 

 課題としましては、こちらも国は審議会に諮問する必要はないとの見解を出しているん

ですけれども、検討を要するというところと、Ｑ＆Ａのところで許容されないと、条例で

定めることはできませんというような厳しめな書き方をされているというところです。条

文はお時間あるときに見ていただければと思います。 

 ５ページに移らせていただきまして、（3）外部委託、第12条でございまして、①条例

につきましては、原則として事前に審議会に諮問をしていただいております。 

 ②法につきましては、委託を受けた受託事業者は行政機関等に準ずる安全管理措置の義

務が課されているということから、問題ないというような書き方をされております。 

 おめくりいただきますと、６ページの③課題でございますが、法には外部委託に関する

事前諮問に関する規定がないということから、諮問する必要がないという見解を出してい

ますが、先ほどと同様に検討を要するというような事務局の考えでございます。 

 ７ページにお移りいただければと思います。（4）目的外利用・外部提供でございま

す。条例につきましては、第15条の目的外利用、区の内部組織で個人情報を違う目的で使

う場合を第15条で制限をし、第16条で外部提供の制限、こちらは区の機関を離れて外部に

行ってしまうということを第16条で制限しているというところでございます。 

 一方で、②法につきましては、保有個人情報の漏えい等を防ぐために措置を講ずるとい

う第66条、また、漏えい等により本人又は第三者の権利利益を不当に害するおそれがある

と認められる場合には保有個人情報の提供を行わないことという第69条２項、又は第70条

等が求められるということから、問題ないというような書き方になっております。 
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 それから、８ページの③課題でございます。国につきましては、これらの先ほどの各規

定の基準、又はこれから来年の春頃に示される予定のガイドライン等の基準を上回ること

を要求しているということから、そちらの基準を上回れば諮問等は必要ないという意味で

法を制定しているということを言っております。しかしながら、やり方が変わっていきま

すので、同様に検討を要するというような結びにしております。 

 条文につきましてはかなり長いんですけれども、８ページ、９ページ、10ページの中段

辺りまでありますので、後ほど御覧いただければと思います。 

 続きまして、10ページの中段、（5）電子計算機への記録でございます。条例につきま

しては、電子個人情報ファイルとして、区の電子計算機に個人情報の項目を記録する場合

は、原則、事前諮問というところですが、こちらも法につきましては事前諮問に関する規

定が存在をしません。こちらにつきましては、よくありますのが電子計算機の記録という

ことで、区の電子計算機の中に新しいシステムを構築しまして、例えば特別定額給付金の

システムをつくるですとか、区で何かしらのシステムをつくるといった場合には体系的に

区の職員が扱っていきますので、その場合にはリスクも当然ながら増します。そういった

ことから、システムを構築した場合は、こういった第17条の電子計算機への記録の制限を

かけることで、区民の皆様方の重要な個人情報の保護を担保しているという趣旨の条文に

なっております。 

 ②法についても、やはりこの規定がないということで、また③課題は同じような内容に

なってしまうんですけれども、国は、審議会に諮問する必要はないとの見解を出しており

ますが、検討を要するというような書き方になっております。 

 10ページ、11ページを見ていただければと思いますが、11ページのように法には規定が

ないというところです。 

 12ページにお移りください。回線結合、第18条でございます。まず、①条例では原則と

して、審議会で事前諮問を行うというところでございます。今日の農福連携の中でも、メ

ールで委託先とやり取りをするということで、冒頭、御審議いただいた案件のように、委

託先と回線結合する場合もあれば、様々な方の個人情報を外部の電子計算機とつなぐとい

うことがありますが、基本的には事前諮問は必須という条例になっております。②法にお

いては、安全管理措置等々の規定が設けられておりまして、これらの規定を適正に運用す

ることで、国の言い方としましては、オンライン・オフラインを問わず必要な措置はもう

講じられている、図られているということから、オンライン化、電子化のみに着目した特
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則を設けることはないというような書き方、また、Ｑ＆Ａの中で許容されないという強い

言い方にはなりますけれども、そちらで書かれているというところです。 

 ③の課題でございますが、国は基本的には法の趣旨に鑑み、オンライン結合に関する審

議会への諮問は不要となるという見解を出してはいるんですけれども、こちらも今後検討

を要しますというふうに考えております。なお、来年春頃に国のガイドライン等の内容が

出ますので、そちらを精査した上で、審議会の皆様方にも御意見を頂戴しながら進めてい

きたいと考えております。第18条につきましては、やはりコロナウイルスの関係等々もあ

って人の接触を避けるということから、かなり今フォーカスされているような項目になっ

ていると思いますので、この重点項目の一つだというふうな事務局の認識でございます。 

 条文につきましては、12ページから15ページの上段までとちょっと長いんですけれど

も、国のほうでたくさん規定がありますので、抜粋してつけさせていただいております。 

 15ページでございます。２、世田谷区情報公開・個人情報保護審議会、こちらの審議会

の件でございます。まず、諮問の要否ということで、今申し上げましたとおり、収集禁止

から回線結合、６点挙げさせていただきましたけれども、条例では様々諮問事項を定めて

いるというところです。 

 一方、法では第129条ということで相当使うんですけれども、「『特に必要であると認

めるとき』に限定して審議会に諮問することを許容」しているということで、個別案件の

個々の諮問を想定していないと。特に必要があると認めるときというのは、Ｑ＆Ａレベル

ではあるんですけれども、アとイのような規定といいますか、示し方を国はしておりま

す。まず、アですけれども、定型的な案件の取扱いについて、国の法令やガイドラインに

従った運用ルールの細則を事前に設定しておくことで、個人情報の適正かつ効果的な活用

が図られる場合と、イ、地域の特殊性に応じた必要性等々で必要があると認めた場合は第

129条を使うことができるというような言い方をしております。 

 ③課題につきましては、先ほどの国が示しましたアとイのほかにも、こちらも先ほど報

告の前に番号の関係でありましたけれども、特定個人情報保護評価に関する第三者点検と

いうものは、個人情報保護条例ではなく審議会条例の第２条に基づきまして諮問をさせて

いただいております。ということから、審議会は重要な附属機関という位置づけがありま

すので、専門的な見地から今後も意見をいただく必要があるということです。ただ、在り

方につきましては、今後検討を要するのかというところもあるかと思っております。 

 （2）構成員・人数でございますが、審議会条例第３条では14名以内の構成を定めてお
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りますが、人数につきまして法は定めがないというところです。 

 16ページにお移りいただければと思います。③課題でございまして、これまでの審議会

の運営方法、内容が大きく変わることが予想されるということで、構成、人数等につきま

しては、今後検討を要するということで書かせていただいているところです。 

 こちらの条文が書かれております。先ほど審議会条例の話をしましたけれども、審議会

条例第２条の部分でございます。先ほどの所管の事前情報提供というところでございまし

たけれども、12月の諮問というのは、こちらの審議会条例第２条第１項第２号の番号法第

27条第１項に規定する特定個人情報保護評価に関する事項についてというのが１つと、先

ほどの個人情報保護条例第12条の委託の諮問もありますので、その２つの意味を所管課が

言っておりました。この大事なものが、審議会条例第２条第１項第４号の個人情報保護制

度の運営に関する重要事項というものがございます。こちらにつきましては、制度の運営

に関する重要事項、まさにこれということで事務局は考えておりまして、現状は情報提供

するしかない部分があるので、拙速かもしれないんですけれども、つくったような状況で

ございます。あらかた国からどんどん情報が出てまいりましたら、この第２条第１項第４

号の規定に基づきまして、審議会の皆様方に諮問して御議論を頂戴するということを想定

しているということで、御承知おきいただければと思います。あとは、細かい規定が審議

会の関係でありますので、後ほど御覧をいただければと思います。 

 続きまして、18ページにお移りいただければと思います。３、個人情報ファイル簿の作

成・公表でございます。条例につきましては、第８条第１項で業務の登録、第４条第５項

で個人情報登録簿の公表の規定があります。加えまして、規則で、見ていただきましたと

おり、個人情報業務登録票、ファイル票と、また外部委託をしましたら外部委託の記録

票、目的外利用をしましたら目的外利用記録票、外部に個人情報を出した場合には外部提

供記録票というのを実際に作成して、公表しておりますというところです。 

 一方で、（2）法ですけれども、第75条第５項の規定によりまして条例で定めるところ

により、個人情報ファイル簿とは別の個人情報の保有状況に関する事項を記載した帳簿を

作成、公表することは問題がないというところでございます。個人情報ファイル簿の作成

義務の対象外となる一定数の基準は、今後政令で定められますが、法の趣旨に反しない限

り、政令で定める数未満の個人情報ファイルを作成、公表しても問題ないというようなＱ

＆Ａになっております。これの意図する意味合いなんですけれども、ちょっと分かりづら

いと思うんですけれども、国はある一定の基準につきましては、このファイル簿をつくり
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なさいというふうに言っています。しかしながら、自治体におきましては、個人情報保護

法よりも先に個人情報保護条例ができている自治体が大多数なため、先行してこういった

ファイル票をたくさんつくって区民の皆様方に公表しているというような実情がありま

す。国としましては、行政機関個人情報保護法、通常の個人情報保護法とともに、そうい

った規定を設けながら、ある一定の規定を示すことが想定されてはいるんですけれども、

自治体のこういった先進的なファイル票の作成、公表につきましては、そこは問題ないと

いうことで、それは地域特性に応じながら条例で定めても問題ないということを言ってい

るというところです。 

 （3）課題につきましては、他の自治体では現在その公表を先んじてやっている部分は

あるんですけれども、一部それを廃止して国にも合わせようというような動きもあるとい

うことは聴いております。世田谷区につきましてはどの程度公表していくのか、例えば、

現状のまま公表していくのか、国に合わせて公表していくのかについて、今後検討を要す

る課題だというふうに考えております。また、この公表の仕方なんですけれども、現状は

世田谷区の第１庁舎１階にあります区政情報センターというところで、先ほど申し上げた

各種の記録票を公表はしているんですけれども、国としましては、オンライン公表が義務

となるということを示唆はしていますので、区のホームページ等々で公表することになろ

うかというふうな予測はしてございます。 

 条文につきましてはかなり長いんですけれども、19ページから23ページの上段まで、恐

縮ですが書かせていただいております。 

 23ページにお移りください。４、自己情報の開示、訂正及び利用停止でございます。ま

ず、条例です。条例第19条第２項では、本人以外の開示請求につきましては、未成年者又

は成年被後見人、法定代理人のみが開示請求できるということにしておりまして、任意代

理人の請求は認めておりません。 

 一方で、（2）法につきましては、第76条第２項におきまして、先ほどの法定代理人に

加えまして、本人の委任による代理人が開示請求できるということで、任意代理人の請求

を可能としているということが、かなり大きなポイントだというふうに事務局では受け止

めております。また、第108条では、開示、訂正、利用停止、審査請求の手続に関する事

項について条例で定めることができるということは規定している旨、加えて書かせていた

だきました。 

 課題でございます。「法で規定する『必要な規定』の内容が漠然不明確である」という
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のが、事務局の今の考えでございます。こちらもほかの案件と同様なんですけれども、政

令、ガイドライン、規則等が示されますので、これらの内容を注視するとともに、第108

条に基づく手続をいかに決定するか検討を要するというふうに考えております。 

 あとは、「また」のところなんですけれども、開示等決定期限につきましては、個人情

報保護条例上は、翌日から起算して原則15日以内に開示決定をしております。情報公開条

例も同様です。しかしながら、法では原則30日以内ということで倍になりました。そこ

で、国に倣いますと30日以内となるんですけれども、こちらを30日以内というふうに個人

情報保護法に倣いながらそうするのか、現状の15日以内にするのか、そういったところの

検討は要するというところです。その結果次第では、情報公開条例の15日以内で、同じ自

治体の中で公開の関係の条例の規定の期限が違うということになりますので、そこの差異

についてもフォローする必要があるというふうに考えております。 

 「さらに」の段落なんですけれども、現在、条例第46条（費用告示）第１項に基づきま

して、世田谷区につきましては、こちら手数料は無料というふうに定めております。第２

項で作成、送付に要する費用の実費負担、第３条第２項で区長（費用告示）ということを

定めておりまして、国につきまして、今後の政令で手数料が明示される予定ですので、そ

の確認を要するというところです。 

 具体の条文につきましては、24ページを御覧いただければと思いますけれども、かいつ

まんで申し上げますと、先ほどの網かけを私のほうでかけさせていただいておりますが、

右側の第76条第２項の部分については「本人の委任による代理人」ということで、これが

任意代理人を認める規定になってしまっているというところです。 

 一方で、第19条２項は「未成年者又は成年被後見人の法定代理人」のみというふうな規

定になっておりますので、東京都含めて、様々な自治体が任意代理人を認めていませんの

で、これは非常に大きな問題だと捉えております。国の説明会の中では、任意代理人の部

分につきましては、なりすまし等は今までないということで言ってはおりますけれども、

実際にどういうふうに進めるかというのはかなり今議論をしていると夏の説明会では言っ

ていましたので、ここはかなり注視しながら見ていく必要がある項目と捉えております。 

 開示決定等の期限につきましては、左側の条例ですと、先ほど申し上げました15日、延

長する場合は30日、特例の延長の場合はこちらで区切ってということで、第25条で書かせ

ていただいていますが、法につきましては、24ページの右側の表の第83条で30日以内、第

84条で60日以内ということで倍の倍になっているというところですので、期間については
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検討を要するという捉え方をしています。また、訂正請求、利用中止等々が条文で続きま

すけれども、後ほど見ていただければと思います。条文がすごく多くて恐縮ですけれど

も、29、30、31ページと続いております。 

 28ページを御覧いただければと思います。第46条の費用負担なんですけれども、こちら

は個人情報保護条例の規定による保有個人情報等の開示、訂正、利用中止に関する費用は

無料とするということで、こちらで無料の規定をしています。あとは、第28条の規定によ

る写しの交付ですとか、送付に要する郵送代等々は先方に負担をしていただく、また３項

の規定が、費用についてはというのは実費分です。それは区長が別に定めるということを

個人情報保護条例は定めていまして、29ページの下段の、またこれは情報公開条例なんで

すけれども、第15条で同様の規定を定めております。 

 これを受けまして、29ページの下のほうなんですけれども、世田谷区情報公開条例、世

田谷区個人情報保護条例等々ということで続いた30ページにお移りいただきますと、これ

が具体の世田谷区長の告示で定めているものでございます。ちょっと見づらい部分で恐縮

なんですけれども、実際に例で申し上げますと、区分と金額とありまして、行政情報の種

類、まず文書、図画、写真です。複写機による写し（単色）、これは白黒の単色コピー、

１枚、Ａ３まで白黒で10円です。複写機による写し（多色）ということでカラーなんです

けれども、１枚20円としております。こちらは、もともと１枚100円というような規定も

あったんですけれども、区民サービスということもありまして20円に告示を下げていま

す。こういった費用告示をしているというところです。 

 31ページにお移りいただければと思います。５、匿名加工情報制度の導入というところ

でございまして、条例では、そもそもこの制度に関する規定はございません。 

 法につきましては、第109条以降で行政機関等の匿名加工情報に関する規定が定められ

ましたが、法附則第７条によりまして、当分の間は都道府県と指定都市のみに提案募集、

行政機関等匿名加工情報の義務づけとなっております。 

 （3）課題でございますが、今回の法改正に基づきまして、区が本制度を導入するのは

任意事項ということになっております。こちらは検討する必要はあるんですけれども、今

後、都道府県、指定都市の検討状況を注視しながら、どのような匿名加工情報制度を導入

されるかというのを注視していく必要があると考えております。決して無視はできないん

ですけれども、検討の一つではありますが、任意事項ということから状況を注視するとい

うような課題に設定しております。こちらの米印のところなんですけれども、７月８日の
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説明会のときに、私のほうでチャットで国に質問したんですけれども、都道府県と指定都

市以外の地方公共団体の適用時期はいつですかというふうな質問をしたところ、未定なの

で全く決まっていませんというような回答でございました。 

 おめくりいただきますと、32ページから匿名加工情報の関係の条文が第109条関係で続

いておりまして、区民の皆さん方の個人情報を加工しながら民間事業者に使っていただく

というような趣旨の加工情報なんですけれども、様々続いていまして、重要なポイントと

しましては、39ページの下段、附則というところでございまして、行政機関等匿名加工情

報に関する経過措置第７条のところの網かけをしましたけれども、40ページに移った最後

の「第111条中『ものとする』」というのはできる規定ということで、ちょっと分かりづ

らいんですけれども、できる規定になっているので任意事項というふうにこちらで捉えて

おりますし、国もそう言っております。 

 続きまして40ページ、６、議会でございます。条例第２条第２号では、実施機関とし

て、区長、教育委員会から最後の議会まで６機関を定めております。これは情報公開条例

も同様です。 

 一方、法につきましては、地方議会は国会と同様、法の適用対象外ということで、こち

らは口酸っぱく言われておりまして、議会における個人情報の取扱いは、法形式や規律の

内容を含め、その自律的な対応に委ねることとしていると。また、Ｑ＆Ａの内容ではある

んですけれども、区議会事務局、実際、事務方の職員につきましても議会に置かれる機関

であり、法の適用対象外ということでＱ＆Ａで言われております。 

 課題としましては、法が議会を含めないということから、新たな条例で議会の取扱いに

つきましては、かなりの議論を要するなというふうに感じております。 

 実際の条文なんですけれども、40ページの表の左側、条例になっておりまして、第２条

第２号で実施機関、先ほど申し上げました区長から議会まで含める６機関の設定がありま

す。一方で、右側の表のほうで第２条第11項第２号、地方公共団体の機関の議会を除くと

わざわざ書かれてしまっている部分がありますので、適用除外になっているというところ

です。こちらにつきましては、国としては、法に議会を含めるというのはあまりよろしく

ないというようなことは何となく言っている部分はありますけれども、ここに含めるの

か、議会のほうで新たな条例をつくるのか、はたまたつくるとしても条例ではなく内部規

定なのか、そういった自律的な規定をどういうふうに議会で設定するかというのは、議会

の事務局でも今考えていただいていますので、その内容を加味しながら対応を共に進めて
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いく必要がある課題の一つと思っております。 

 41ページにお移りください。中段の７、個人情報保護委員会でございます。これは国の

機関でございまして、条例につきましては、当然ながら個人情報保護委員会に関する規定

は存在をしません。 

 （2）法につきましては、今後は自治体に対して個人情報保護委員会の関与があるとい

うことで、ちょっと厳しいんですけれども、具体的には、監視、指導・助言、勧告に関す

る規定ということと、報告義務等々が課されているというような状況です。 

 課題につきましては、法内容を条例が遵守するというのはもちろん当然のことではある

んですけれども、法の運用に不明点が多々見られますので、法の第166条第１項に基づき

まして、必要な情報の提供、技術的な助言を適宜求めていく必要があるというふうに事務

局では考えております。 

 条文はかなり長く続いていくんですけれども、先ほどの第166条といいますのが、43ペ

ージの中段の部分でございまして、「地方公共団体は、地方公共団体の機関、地方独立行

政法人及び事業者等による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要があると認める

ときは、委員会に対し、必要な情報の提供又は技術的な助言を求めることができる」と。

これを受けまして、第２項で、この委員会につきましては、「求めがあったときは、必要

な情報の提供又は技術的な助言を行うものとする」というような規定がありますので、こ

ちらを使いながら様々な有益な情報を入手して皆様方に共有していきたいなと考えており

ます。続きまして、44ページは条文が続いておりますが、そのような内容でございます。 

 すみません、私だけの説明で大変恐縮だったんですけれども、現状の区の課題はこうい

ったところでございまして、ただ、これがあるからどうということがなかなか言えないの

が実情で、皆様方の意見も、守れるものは守って、堅持すべきものは堅持すべきというよ

うな御意見をいただくことになろうかと思っております。現状としましては、こういった

考え方はしておりますので、あとはなかなかまだ具体の情報がありませんので、11月、12

月の国の説明会、春先のガイドライン等々の公表等を見据えながら、前回も会長からもお

っしゃっていただきましたとおり、勉強会というものを幾つか重ねていきながら、ある一

定程度固まった段階で、先ほどの審議会条例の個人情報制度の運営に関する重要事項とし

て、そちらの条文を使わせていただきながら諮問をしっかりさせていただいて、正式な御

意見を頂戴した上で答申という形で受け止めながら、どのような条例にすべきかというの

を検討する必要があると考えております。 
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 事務局から長々としゃべってしまいましたけれども、まずは現段階の令和３年個人情報

保護法改正関係の現状ということで共有させていただければと思い御説明をいたしまし

た。 

 会長、事務局からの説明は以上でございます。 

○会長 まずは、資料の取りまとめと問題を整理いただきましてありがとうございました。私

は、多少、専門領域ですのでついていっておりますけれども、皆さん方は大変ですよね。

急に言われてもなかなか専門用語ばかりですし、何といっても分量が多いですし、分かり

ましたかと言ったり、質問はありますかと言うこと自体もはばかられますのでなかなかつ

らいですけれども、取りあえず、まずは進め方も含めて御質問等々がありましたら、漠然

とはしていますけれども、お受けしたいと思いますがいかがでしょうか。 

○委員 今事務局の方から、今回の個人情報保護法改正に伴って、言わば世田谷区の個人情報

保護条例がどういうふうな影響なり、あるいは、今後国の法改正を受けて、区として、こ

ういうことを留意しながらやっていかなければいけないよというお話があったかと思うん

です。 

 問題は、これは前回のときにも会長からもお話があり、私からも幾つか意見を述べさせ

ていただいたんですけれども、言わば３つのことが大事だねと、これは会長のほうからお

話があったかと思うんです。１つは、今、国が法改正を行ったことに伴って、この間いろ

んな文書が、特に総務省から来ておりますけれども、そういう言わば今の時点でこういう

ことを国が考えていますよというふうな情報提供がまず１つ、それからその情報提供を受

けた形で、今度はこの審議会として、ただ聴きっ放し、受け入れっ放しではなくて、その

ことを区の条例の運用だとか、あるいは審議会に実際に携わっている立場から、どういう

ふうにそれに対応していくのか。そこのところのやっぱり対応、運用に関して、その可能

性を探っていくという、言わば審議会としても集中的な勉強会なり、あるいは小委員会み

たいなものが必要ではないかという問題と、そしてまた、そういうものを含めて３点目に

は、世田谷区の審議会として一定の意見表明、これはたしか前回の会議録の中でも、意見

の申立てというふうな表現がされておりましたけれども、こういうものが多分必要になっ

てくるんじゃないかなと思うんです。 

 そこで今後の進め方といいますか、扱いについて、ちょっとこれは質問も含めて伺いた

いんですけれども、恐らく２年以内に、法の公布から施行のところで２年間という猶予が

ありますよ。ただ、２年間の中で、これに伴って自治体として世田谷区が一定の条例の改
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定も含めて対応が求められていますよといったときに、どういうふうなテンポで、これか

ら世田谷区の条例の扱いについて、それを言わばいじっていくのか、そのスケジュール的

なものというのはどういうふうに想定されるのか。これはまだ国からの詳細な情報が来て

いないということもあるかと思いますけれども、大筋としてこういうふうなスケジュール

感というものが、まずどのように考えられるのかというのが、まず１つは押さえておきた

いなというのがあります。 

 それから２つ目には、やっぱり今日も前回もそうですけれども、審議会の中で言えば報

告事項、言わば情報提供という形で受けて、それについての質疑という形で今運営がされ

ておりますけれども、私はこれは前回８月のときの審議会の中でも申し上げましたけれど

も、やっぱりこのことを特別に集中的に議論する、例えばこの前の公文書管理条例をつく

る際に小委員会を何回かに分けて行ったように、そのことに特化した小委員会なり、ある

いは勉強会というものを、やっぱり設けることが必要ではないかなと。その際に、世田谷

区は世田谷区としての個人情報保護条例をつくってきたという経過がありますし、それを

運用してきた自治体の歴史的な経過もありますので、そういうものを改めてこの機会に検

証することが必要ではないかなと思います。 

 その意味で、前回も私はお話をさせていただいたんですが、前回のときには、2009年の

10月７日、地方分権改革推進委員会の第３次勧告の内容を紹介させていただきながらお話

をしましたが、2007年の、ちょうどあの頃は第１次安倍内閣が存在していた時期ですけれ

ども、たしか2007年の５月29日に閣議決定で地方分権改革推進本部というのが設置をされ

て、その第１回が６月11日に開かれています。そのときに出された資料の中で、2007年５

月30日の日付の入った「地方分権改革推進にあたっての基本的な考え方」というものが示

されているわけですが、そこで強調されているのが「地方が主役の国づくり」「地方政府

～自治行政権・自治財政権・自治立法権を有する完全な自治体を目指す取組み」、そして

「国のあり方、国のかたちそのものにかかわる重要な政治改革」、こういうことが目指す

べき方向性、趣旨として書かれていたと思うんです。このことの意味を現時点において

も、改めてやっぱり押さえておきたい。そして世田谷区においては、既に今の区政の中で

も自治権の拡充ということが大きな課題としてもありますので、その点から見た場合に、

先ほど事務局の方からもお話があった中で若干触れられましたけれども、やっぱり世田谷

区という自治体が持っている自主性や主体性、それをどういうふうに発揮するのかという

視点で、今後集中的な議論や場合によっては勉強会も含めて行うことが必要ではないか。 
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 その点で、国がこういうふうに決めたから、それに従って行いなさいよ、あるいはそれ

に沿わないものは許容できないんだよという、そのことだけで進めていくのは、これはま

さに、この間、国が進めてきた地方分権改革という大きな流れの中にも逆行するようなも

のではないかなという問題意識も含めて、私のほうからは今の時点ではお話をさせていた

だきました。今後、具体的な議論については、この間の経過に立った形で慎重に行うこと

を、ぜひ求めておきたいなと思います。 

○会長 御質問と問題提起、ありがとうございます。私のほうから若干、後ほどお答えできる

部分についてはお答えさせていただきたいと思いますが、その前に、まずほかの皆様方か

ら御質問はありますでしょうか。よろしいですか。 

○区政情報課長 もしあれでしたら、事務局から一言、今のお話に触れてよろしいでしょう

か。 

○会長 では、先に私のほうから大くくりな話だけさせていただいて、プラス少し付言してい

ただければというふうに思います。 

○区政情報課長 大変失礼しました。よろしくお願いいたします。 

○会長 今の２つのお話について、まず第１点目のスケジュール感については、先ほど事務局

の説明にもありましたけれども、政府の動きがまだまだ見えないという状況がありますの

で、いずれにせよ遅くとも来年の春には政府のガイドライン、あるいは政令等がはっきり

してくるという見込みですので、それがもう少し見えてきた段階という形で、次回の12月

の審議会におきまして事務局より、いわゆる条例改正までの大まかなスケジュール感とい

うのを、ぜひお示しいただきたいというふうに思っています。それがやっぱりないと皆様

方も御心配でしょうし、どういう形で作業をしていけばいいのか分かりませんので、来

年、2022年１月以降の私ども審議会の動き方も含めて、条例改正までの道筋というものを

ざっくりと、ロードマップをお示しいただければと思います。それが１つです。 

 それから２つ目については、これは前回の審議会で私のほうからもお約束をしたとおり

ですけれども、より具体的に言いますと、度々出ておりますように、この世田谷区情報公

開・個人情報保護審議会条例の第２条第１項第４号ですけれども、個人情報保護制度の運

営に関する重要事項に該当するという位置づけで正式に区から審議会に対して諮問いただ

いて、そして私どもとして答申をするという形を取りたいというふうに私自身は思ってお

りまして、皆様方に御提案をしたいと思います。御提案というか、私が御提案しても区長

がするかどうかなので、提案というのも変なんですけれども、皆様方にそれがいいのでは
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ないかということについて情報共有等したいと思うんですけれども、そうはいっても実際

上、私としては諮問、答申という形を取りたいのですけれども、どっちみち諮問、答申に

関しては区長としても、これもまた先ほど言ったように、世田谷区としてのロードマップ

が示されないと、どのタイミングで諮問していいかも分からない、あるいは答申をもらえ

ばいいかも分からないということもありましょうし、何はともあれ、ガイドラインが出な

いとなかなか地方自治体の方針は決まらないでしょうから、いずれにせよ正式な諮問、答

申というのは、来年４月以降にならざるを得ないかなと予想はしております。 

 ですので、それもありまして度々話が出ていますように、来年の４月までの間、この審

議会内で任意の形ではありますけれども、勉強会というのを２度か３度か分かりません

が、その程度開催をさせていただいて、少し審議会の中でのいわゆる情報共有と理解を深

めるという作業をして、この４月以降の正式な諮問に備えたいと思っておりますので、そ

のスケジュールで皆さん方がよろしいかどうかということを今日はお諮りといいましょう

か、御相談をさせていただければと思っております。 

 また、これについては会議が始まる前に、副会長とも少しお話をいたしまして、そうい

う方向かなぐらいですけれども、御相談をしたというところでありまして、改めて皆さん

方と御相談をさせていただくという次第であります。その勉強会の中では、もちろん、

今、○○委員からありましたように地方分権の流れ、あるいは住民自治の理念の中での個

人情報保護条例の位置づけもあろうかと思いますし、そもそも住民の個人情報を守るとい

う最大の自治体のゴールといいましょうか、目的のためにどういう手段を取ればいいの

か、そのために条例をどういうふうに活用していけばいいのか、制定していけばいいのか

ということはとても大きな問題だと思いますので、そういう中で、今回新たに出されてい

る国の方針とどう整合性を得て、具体的な条例改正の形について提案ができるのか、ある

いはできないのかも分かりませんけれども、少し勉強ができればなと思っております。そ

の際、また○○委員から個別具体的に少し長めの御報告をいただいたりしながら勉強して

いければなと思っておりますので、改めてその場ではよろしくお願いしたいと思っており

ます。 

 以上、私のほうからは２つ、来月の審議会でのロードマップの御提示、できればという

話ですけれども、それから諮問を前提に置いた勉強会をなるべく早くといっても年明けに

なってしまうかもしれませんけれども、12月、１月以降、何回か開催したいという御相談

を皆様方にさせていただければと思います。プラス、事務局から追加があればお願いいた
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します。 

○区政情報課長 事務局でございます。会長、適切な整理ありがとうございます。非常に我々

の想定していることを全て表現していただきまして、本当に感謝申し上げます。今るる御

説明したところではあるんですけれども、せっかくですから本日お配りしました資料集の

14番というインデックスを見ていただけますでしょうか。 

 これが令和３年５月19日、いわゆる法律の改正が施行されて、その通知ということで来

たところの部分でございます。ここの文章が長いんですけれども、めくっていただいて、

この14を１枚目としまして、４枚目から具体的な絵柄が書いてあって、６枚めくっていた

だいた裏、分かりますでしょうか、スケジュールというところがあります。改正法の施行

準備スケジュール（案）ということでＡ４横の資料になっていまして、これが国が示して

いるスケジュールでございます。先ほど来ありますように、このスケジュール案でいきま

して、左下の地方公共団体等というのが世田谷区が意識するというか、国が示していると

ころでございまして、世田谷区に示される令和３年のところで、「政令・規則」、「公的

部門ガイドライン・Ｑ＆Ａ／施行準備マニュアル」というところがありまして、上のスケ

ジュールを見ていただくと、令和４年の春にはそういった政令・規則の公布、またガイド

ライン、マニュアルの公表というふうになっておりますので、我々に詳細な情報が示され

るのは実質は冬以降かなと。そういう意味で会長がおっしゃっていただいたように、実質

１月以降が具体的な意見交換というか議論を深めていける目安かなと考えております。 

 先ほどありましたように、一番右のほうを見ていただくと、令和５年の春が改正法施行

ということで、こちらがある意味ではリミットということになっております。ここから逆

算したスケジュール感を引いていくというところになりまして、やっぱり私どもとして

も、今回まずは整理をさせていただきましたので、ぜひ勉強会を開催させていただきたい

というふうに思っておりますので、まずは各委員の皆様の勉強会の日程、委員の皆様は大

変お忙しいと思いますので、まず日程の御相談と合わせて、１つは、めどとしては11月中

ぐらいを目途に、今回お示しした資料のインデックス20番の条例と法とのその対比で見

て、課題と書いている部分で、いやいやもっとこういう視点もあるんじゃないかとか、こ

ういうふうにすべきじゃないかとかいろんな質問、もしくは御意見も含めて、また事務局

に寄せていただければ、次の勉強会の素材という形でも活用させていただきたい、このよ

うに考えておりますので、そういったものを含めまして後日また改めて、今日は欠席の委

員もいらっしゃいますので、メール等で御案内させていただきたい、このように考えてお
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ります。 

 そうした意味からして会長がおっしゃっていただいたように、１月以降数回の勉強会を

開催させていただいて、その上で、このスケジュールにありますように、国が令和４年春

に具体的な公布、公表となってまいりますので、そうしましたら、やはり具体的にはこの

審議会に令和４年４月の諮問を我々としても想定していきたいかなと思っています。審議

会に諮問させていただいて、その中で場合によっては小委員会という形でより集中的に、

さらに深めていくというような場を持っていただきながら、審議会は基本偶数月に開催さ

せていただいているので、６月を経て、８月にはできましたら答申という形で一定程度、

この審議会の中での考え方ということで答申をいただければと考えております。８月が１

つの答申のスケジュールかなと考えております。 

 また、議会にも適宜御報告するタイミングはあると思うんですけれども、９月には、や

はり区民意見募集等も行って、議会等にもお示しするということも含めて並行してやって

いきたいというような考えでおります。それ以降、実際に議会に具体的に詳細な提案をす

るのは、令和５年のいわゆる区議会第１回定例会にお諮りしていくような形で、令和４年

度中に改正条例の可決をいただけるような形で流れを考えておりますので、こちらについ

てはまた改めて12月に、そういった書面でお示しできるように準備してまいりたいと考え

ておりますので、本日の御意見等を踏まえて、さらに我々も検討を深めてまいりますの

で、何かお気づきの点等ございましたら遠慮なく事務局にお寄せいただきまして、皆様の

意見をできる限り反映できる、もしくは区としての考えを整理できるような場としてまい

りたいと思いますので、引き続きいろんな意味で御指導いただければと考えております。 

 事務局からは以上でございます。ありがとうございました。 

○会長 では、今の事務局説明も含めて御意見が引き続きありましたらお願いいたします。よ

ろしいでしょうか。―では、この件につきましては、今お話がありましたようになる

べく早く日程調整をさせていただいて、とにかくここにいらっしゃる方全員を対象にした

勉強会といいましょうか、研究会といいましょうか、開きたいと思います。なかなか全員

が集まるのは日程的にも難しいかもしれませんが何度か開きたいと思いますので、可能な

限り御参加いただくと。開催方法については、こういう形でオンラインがいいのか、やは

りフリーディスカッションですからリアルのほうがいいのか、この辺もまた皆さんと御相

談しながら、事務局と御相談しながら決めたいと思いますのでよろしくお願いいたしま

す。 
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 それでは、ないようでしたら今の件、最後の報告につきましても、この場は一旦了解と

いう形にさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○会長 ありがとうございます。 

 では、最後に事務局より何かほかに報告があればお願いいたします。 

○区政情報課長 次回の審議会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お

りますように、12月24日金曜日午後２時からの開催を予定しております。会場は区役所の

庁議室ということで、こちらの会議室を予定してございます。また開催が近づいてまいり

ましたら通知を御案内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 次回はリアル会議室を予定しているそうでありますので、久々に皆さんにお会いでき

ることを楽しみにしております。 

 では、ほかにないようでしたらおしまいにいたしますが、皆さんどうでしょうか。大丈

夫ですか。 

 

３．閉  会 

○会長 では、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。 

 

 


