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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 

児童相談所副所長 河島貴子 住民接種担当部住民接種統括担当課長 羽川隆太 

住民接種担当部住民接種調整担当課長 寺西直樹 

みどり３３推進担当部公園緑地課長 市川泰史 

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934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 

（Ｓｅｔａｇａｙａ Ｍｕｓｉｃ Ｆｅｓ実施運営業務委託） 

②諮問第935号 

「ふるさと祭り協賛業務」における外部委託に伴う個人情報の保護措置について 

（「烏山地域蘆花まつり」周遊型謎解きイベント企画運営業務委託） 

③諮問第936号 

「児童相談所業務」における個人情報の外部提供について 

（臓器移植法に基づく個人情報の確認を受けての情報提供） 

④諮問第937号 

「児童相談所業務」における個人情報の外部提供について 

（東京都から引き継いだ児童情報の提供） 



⑤諮問第938号 

「寄附受領業務」における外部委託に伴う個人情報の保護措置について 

（寄附者銘板の製作委託） 

⑥諮問第939号 

「公園等計画建設業務」における外部委託に伴う個人情報の保護措置について 

（玉川野毛町公園拡張事業に係る広報等情報発信業務委託） 

⑦諮問第940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） 

⑧諮問第941号 

「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について 

（ワクチン接種証明書発行委託） 

（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337号から第340号まで） 

（3）その他報告事項 

①事前送付したその他報告事項に係る質問への回答について 

②改正個人情報保護法の規律に関するＱ＆Ａほか 
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１．開  会 

○会長 それでは、ちょうど定刻になりましたので、ただいまから令和３年度第３回世田谷区

情報公開・個人情報保護審議会を開会いたしたいと存じます。 

 大変な日が続いておりますが、皆様、お変わりなくお過ごしでしょうか。 

 本日の出席委員について、事務局から何かありますでしょうか。 

○区政情報課長 本日は菅澤委員から御欠席の連絡をいただいております。また、大崎委員よ

り30分程度遅参の旨、御連絡をいただいております。 

 また、委員の皆様には御審議いただく前に矢島委員について御報告いたします。平成29

年７月31日より本審議会委員に御就任いただき、約４年にわたりまして審議に御尽力いた

だきました矢島委員でございますが、本年７月19日に辞任届が提出されましたので、事務

局で受理いたしました。後任の方につきましては、既に世田谷区町会総連合会より上田委

員を御推薦いただいておりますが、本日は所用により御欠席となっております。そのため

次回、10月29日に行います第４回審議会におきまして皆様に御紹介させていただく予定で

す。よろしくお願いします。 

○会長 それでは、今日は御欠席ということですので、次回おいでになったときに御挨拶をい

ただければと思います。 

 それでは、最初にお話がありましたように、まだ御到着されていない方はいらっしゃる

ようですが、定数を満たしておりますので、議事に入りたいと思います。 

 では、事前にお送りしております前回、令和３年度第２回の会議録について確認いたし

ます。時間が長かったですから割合分厚いですよね。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。大丈夫ですか。 

（「異議なし」の声あり） 

○会長 よろしければ、令和３年度第２回審議会の会議録はこのように決定いたします。あり

がとうございました。 

 では、傍聴の有無について確認をさせてください。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、傍聴の希望はございません。 

○会長 ありがとうございます。 

 

２．議  事 
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（1）審議事項 

①諮問第934号 

○会長 では、早速、審議に入りたいと思います。諮問第934号ですが、今日は諮問案件が全

部で８件、それから報告案件が４件、その他報告案件が２件となっておりますので、皆様

の御協力でなるべく時間どおりといいましょうか、３時間ぐらいを目安に、以内には終え

るようにしたいと思います。よろしくお願いいたします。934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いております資料の

１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２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 生活文化政策部文化・芸術振興課、佐久間と申します。よろしくお願

いいたします。 

 それでは、資料２ページを御覧ください。審議資料１、諮問第934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（Ｓｅｔａｇａｙａ 

Ｍｕｓｉｃ Ｆｅｓ実施運営業務委託）について御説明をいたします。 

 １、委託の件名は記載のとおりでございます。 

 ２、委託の内容でございます。新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴うイベントの

開催制限や施設の使用制限により、様々な文化・芸術活動が自粛や縮小を余儀なくされ、

区民が身近な地域で文化・芸術活動に参加できる機会が少なくなってきております。この

ような状況を踏まえ、このたび、区内の文化・芸術団体の活動を支援し、地域に根差しま

した音楽コンサートを開催するため、コンサートの企画・運営、出演団体の募集等の業務

について外部委託するものでございます。 

 資料３ページを御覧ください。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につきましては、コンサートの出演希望団体の代表者及び構

成員、観覧希望者並び当日申込者でございます。 

 ５、委託で取り扱う個人情報の項目及び件数についてでございます。区が委託先へ提供
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するものは、入場券の発送及びコンサート当日の案内などを行うため、コンサートの観覧

希望者の氏名、住所、電話番号となります。委託先が本人から収集するものは、出演団体

の募集、決定を行うため、①及び②の記載の個人情報を収集いたします。また、感染拡大

防止のため、③コンサートの当日申込者の氏名、住所、電話番号を収集いたします。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、コンサート

の観覧希望者及び出演希望者を含めまして約400件を見込んでおります。 

 ６、７につきましては記載のとおりでございます。 

 ８、委託先との個人情報の授受の方法につきましては、文書及び電磁的記録媒体による

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、コンサートの

出演希望団体の募集、決定に当たり、個人情報の管理についてパソコンで管理を想定して

おります。 

 10及び11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９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ございます。 

 説明は以上となります。 

○会長 ありがとうございます。コンサートはいつの話なんでしょうか。 

○文化・芸術振興課長 ３月に予定しております。 

○会長 ありがとうございます。ただいまの件について御質問はありますでしょうか。 

○委員 ちょっと確認の意味で教えてください。今、御説明をいただいたんですが、１つは、

区民の方はこの事業についての事業の実施の予定とかリストの関係をどのようにして知っ

て、そしてそこに申し込んでいくのか。多分、区の広報か何かだと思いますけれども、区

民の方への周知、それから、そこからのリストが回ってきて委託事業者のほうに回ってい

く、そういう理解でよろしいのかどうか、その確認が１点です。 

○文化・芸術振興課長 出演団体募集につきましては、11月25日号の「区のおしらせ」、観覧

者の募集につきましては、１月15日掲載の「区のおしらせ」を考えております。それ以

降、個人情報を収集いたしまして、委託先に渡すという形になります。 

○委員 結構です。 

○会長 ほかはいかがでしょうか。 

○委員 今回、個人情報の関係で、委託先から本人が収集するもので、③のコンサート当日申
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込者の氏名等があるんですけれども、これは、その上の区から委託者へ提供する際の観覧

希望者と同じもの、パラレルなのか、それとも、観覧希望者とこれは異なるものなのかが

分からなかったんです。というのは、要は、例えばはがきで申し込んだりして、代表者だ

けが観覧のとき、希望者として氏名があって、実際に４人行くので（1）の下のほうの③

は４名の方からもらうのか、それとも、最初の段階から観覧希望の方は当日行くことが前

提になるので、全員分の情報をもらっているのか、そこが分からなかったので教えていた

だければと思います。 

○文化・芸術振興課長 事前申込みにつきましては、こちらで情報を収集しますが、当日受付

の方は受付名簿を書いていただきまして、そこで来た方の住所、氏名、電話番号を収集し

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。―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934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諮問第935号 

○会長 次に、諮問第935号です。事務局の説明の後、所管課より説明をお願いいたします。 

○区政情報課長 それでは、資料の５ページを御覧ください。「ふるさと祭り協賛業務」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６ページからが諮問の内容となっております。 

 所管課は、烏山総合支所地域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。 

○烏山総合支所地域振興課長 烏山総合支所地域振興課長の大塚と申します。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 ６ページを御覧ください。１の委託の件名でございますが、「烏山地域蘆花まつり」周

遊型謎解きイベント企画運営業務委託でございます。 

 ２の委託の内容でございますが、烏山総合支所では例年、「烏山地域蘆花まつり」とい
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う祭りを開催しております。今年度はコロナ禍ということもありますので、従来の開催方

法ではなく、地域周遊型の謎解きイベントとして開催するものでございます。本イベント

ですけれども、スマートフォンですとかタブレットといった電子機器を用いまして、参加

者にウェブサイトへアクセスさせ実施させるということから、ウェブサイトの作成及び運

営に係る業務を外部委託により実施いたします。イベントの企画としまして、謎解きの正

解者のうちから応募者のみを対象とした商品の抽選を予定しておりまして、抽選への応募

者はウェブサイトから必要な個人情報を入力いたします。賞品の抽選、当選者への商品の

発送は、烏山総合支所で実施いたします。 

 ３の諮問の趣旨でございますが、本件は、イベント企画運営業務を外部委託することに

伴いまして、個人情報を取り扱わせるものであって、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ですが、イベントの参加者のうち、賞品の抽選への応募者で

ございます。 

 ５の委託で取り扱う個人情報の項目及び件数でございますが、（1）の個人情報の項目

として、委託先が本人から収集するもので氏名と住所がございます。（2）の件数ですけ

れども、1,000件程度と見込んでおります。 

 ６の個人情報を取り扱う場所でございますが、委託先事業者の施設でございます。 

 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ございま

せん。 

 ８の委託先との個人情報の授受の方法は、電磁的記録媒体によります。 

 ９の委託先の電子計算機を利用した個人情報処理の有無でございますが、応募者がウェ

ブサイトから入力した個人情報は、委託先のサーバーで管理をいたします。 

 10の委託先の個人情報の保護管理体制、11の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の委託の開始時期及び期間でございますが、令和３年10月９日から同年12月28日まで

でございます。また、４年度もコロナ禍ということであれば同様の外部委託を行うことも

想定しております。 

 13の委託先でございますが、株式会社小田急エージェンシーでございます。 

 私からの説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○会長 ありがとうございます。 
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 念のためですけれども、これは世田谷区の主催行事ということで、地域の自治会とか子

ども会とか社協とかそういうものは関わっていないという理解でよろしいでしょうか。 

○烏山総合支所地域振興課長 実施主体としては、地域の蘆花まつりの実行委員会が実施主体

ということになってございます。区は事務的なことですとか、そういうようなことでの業

務を行っている状況でございます。 

○会長 今回諮問があったように、個人情報の収集等々について、その事務は区が担うという

ことになるわけですか。その主体との関係のよく分からなかったものですから、確認なん

ですが。 

○烏山総合支所地域振興課長 そうです。個人情報の収集ですとか、これから収集する個人情

報に基づいて抽選を行うだとか、そういうことについては区で行います。 

○会長 では、御質問をお願いします。よろしいですか。―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935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936号 

○会長 では、続きまして、諮問第936号です。事務局の説明の後、所管課より説明をお願い

いたします。 

○区政情報課長 それでは、資料の８ページを御覧ください。「児童相談所業務」における個

人情報の外部提供についてでございます。 

 次の９ページからが諮問の内容となっております。 

 所管課は、児童相談所、各総合支所保健福祉センター子ども家庭支援課でございます。 

 審議のポイントは、５、外部提供でございます。 

 それでは、所管課を代表しまして、児童相談所より説明いたします。 

○副所長 それでは、児童相談所副所長の河島と申します。どうぞよろしくお願いいたしま

す。資料について御説明させていただきます。９ページを御覧ください。 

 １の外部提供する理由でございます。平成22年の臓器移植法の改正により、死亡した者

が生存中に臓器を移植術に使用するために提供しないことを意思表示していなければ、遺

族が当該臓器の摘出について書面により承諾することで、移植術に使用されるための臓器
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を摘出できるようになりました。こちらの法においては、虐待を受けた児童が死亡した場

合には、当該児童から臓器が提供されることは認められませんで、移植医療に係る業務に

従事する者がその業務に係る児童について虐待が行われた疑いがあるかどうかを確認する

ことになっております。このため、その趣旨にのっとり適切に運用されるように、医療機

関等の職員の方から児童虐待に関する問合せが区児童相談所及び子ども家庭支援センター

にあった場合、当該児童に係る情報を提供するものでございます。 

 ２の諮問の趣旨でございます。本件は、児童相談所業務で管理している個人情報を本人

の同意を得ずに外部提供するものであり、世田谷区個人情報保護条例第16条第１項第４号

の規定に基づき諮問するものでございます。 

 ３、外部提供の相手方は、医療機関でございます。 

 ４、対象となる個人の範囲について、区児童相談所及び子ども家庭支援センターにおい

て管理する被虐待児童及び保護者等の情報になります。 

 裏面、10ページでございます。５の外部提供する個人情報の項目及び件数でございます

が、個人情報の項目については記載のとおりでございます。（2）の件数は、年間１件程

度と見ております。 

 ６の外部提供の方法は、口頭により提供いたしたいと考えております。 

 ７の外部提供先の個人情報の保護管理体制は、記載のとおりでございます。 

 ８、外部提供の開始時期及び期間について、本日御審議いただいた後、継続して行って

いきたいと考えております。 

 御説明は以上になります。 

○会長 ありがとうございます。ちなみに、これまではどうされていたんでしょうか。 

○副所長 こういったことの規定は昨年度に速やかに決めなければいけなかったんですけれど

も、ちょっとそれが遅れておりまして、本日審議をしていただいておりますが、これまで

は特段こういったケースが上がってきておりませんので、無断で個人情報を提供している

という事例はございません。 

○会長 分かりました。では、質問をお願いいたします。 

○委員 ちょっと教えてください。10ページで６に外部提供の方法として口頭によるという表

示になっていますけれども、そもそも言わば問合せといいますか、その照会はどういう方

法で行われるのか、それが直接面談という形で行われる、あるいは電話等によるので口頭

という形になっているのか、その問合せのルートといいますか、その手法についてまず確
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認をさせていただきたいことと、それから、このことについて、そういう照会と回答を行

った場合の何らかの書式での書面による記録は残すのかの残さないのか、そのあたりをこ

れでは読み取れないので、御説明をお願いしたいと思います。 

○副所長 ありがとうございます。御指摘のとおり、お問合せについては、臓器移植という性

質上、緊急性がございますので、電話による照会、お問合せが来るという流れで考えてお

ります。電話により回答するので口頭とこちらに書かせていただいておりますが、私ども

のほうで御指摘のとおり流れのフロー図は決めておりまして、移植コーディネーターのよ

うな移植医療に関わっている者から、電話で問合せが来たときに、相手方の身分をホーム

ページ等で確認をいたしまして、そして折り返し電話をするという形で、相手方が間違い

ない人物であるというところを確認して御返答しようと考えております。 

 それから、書面についてですけれども、内部でどういった情報を提供するかという組織

決定が必要ですので、書面に落としまして組織決定をした上で、書類については保管いた

します。ただし、その書類で提供するということは考えておりません。 

○委員 ありがとうございました。 

○会長 ほかによろしいでしょうか。 

○委員 臓器移植で対象が子どもだということでないかと思うんですが、これは問合せがあっ

た場合、虐待があったかなかったかの虐待の有無というのは、あらかじめ区の児童相談所

や家庭支援センターに相談があったかどうかで決まるわけでしょうか。そこになかった子

どもが臓器移植の対象となっているような場合はどうするんでしょうか。それが第１点。 

 それから、９ページの２にある個人情報を本人の同意を得ずに移植医療業務の従事者に

外部提供するものというのは、文面からして本人というのは子ども本人、家族ということ

なんでしょうか。本人というのは誰を指すのかということです。 

 あと、医療機関というのは、その段階でドナーが待っている、全国どこに行くか分から

ないということになるんでしょうか。そのあたりをお聴かせいただきたいと思います。 

 臓器移植というのは私もそこそこ知っているんですが、本当に緊急性を要するものです

し、場合によっては自衛隊とか警察なども動員して、早期にドナーが待っている地域に持

っていかなければいけない緊急性を要するものですが、もし例えば虐待の疑いがあるけれ

ども相談所や支援センターに記録がない場合は、例えば行政解剖とかそういったことはな

されるのかなされないのか、そのあたりを伺いたいんですが、よろしくお願いします。 

○副所長 ありがとうございます。１点目の臓器移植の対象の子どもが子ども家庭支援センタ
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ーか児相の関わりがあるかどうかという点ですけれども、私どもが相談を受けたときには

必ずその相談の種別というものを決めることになっておりまして、そこで虐待であると

か、あとそれ以外の発達の問題などとか、そういう相談の種別を必ず分類しておりますの

で、お問合せが来たときには、その相談の種別に基づいて虐待として捉えていたかどうか

ということで対象のお答えが変わってくるというふうになります。私どもの関わりがなか

った場合には、関わりがなくてそこの情報が分からないというお答えをするまでが私ども

の責任になりまして、その後から先は移植コーディネーター、その医療機関で、虐待があ

ったかどうか、どういうふうに判断をするかというのは医療機関がしかるべき体制で協議

をしていただくという、そんな流れになると承知をしております。 

 先ほどの２点目の本人は誰をということで、本人というと子ども本人なんですけれど

も、この場合は未成年者の場合には親権者となりますが、私どもがそれを答えるというこ

とについて、わざわざ親御さんにも私どもが許可を取るということはこの場合できません

ので、そういったことなく答えるということで、今回の諮問をさせていただいておりま

す。 

 それから、先ほどのドナーが待っている地域に持っていくときに急ぐということですけ

れども、そういったことも先ほど申し上げた流れで、私どもはあくまでもこの臓器移植の

対象の臓器を持っているお子様についての情報をお答えするという、そこまでの今回の御

審議でございます。 

○会長 よろしいでしょうか。ほかにございませんか。―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か。 

（「異議なし」の声あり） 

○会長 ないようでしたら、諮問第936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。 

 

④諮問第937号 

○会長 続いて、諮問第937号です。事務局、お願いいたします。 

○区政情報課長 資料の説明の前に１点御連絡申し上げます。本日、遅参の旨、御連絡いただ

いておりました大崎委員につきましても、御出席なさっておりますので御報告申し上げま

す。 

 それでは、資料を御説明させていただきます。資料の11ページを御覧ください。「児童
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相談所業務」における個人情報の外部提供についてでございます。 

 次の12ページからが諮問の内容となっております。 

 所管課は、児童相談所でございます。 

 審議のポイントは、５、外部提供でございます。 

 それでは、所管課より説明いたします。 

○副所長 同じく児童相談所副所長の河島より御説明をさせていただきます。 

 １の外部提供する理由でございます。区は、令和２年４月１日に東京都から業務を引き

継ぎ、児童相談所を開設いたしました。これに伴い、東京都の都立世田谷児童相談所が管

理しておりました区の管轄となる児童情報を全て引き継ぐことになりましたが、行政訴訟

または審査請求の一部の案件については東京都が引き続き対応することとしていることか

ら、当該案件が発生した場合、東京都が適切に対応することができるよう、過去に東京都

が作成した児童情報を提供するものでございます。 

 ２、諮問の趣旨でございます。本件は、区が児童相談所業務で管理している個人情報を

本人の同意を得ずに東京都に外部提供するものであり、世田谷区個人情報保護条例第16条

第１項第４号の規定に基づき諮問するものでございます。 

 ３、外部提供の相手方につきましては、東京都になります。 

 ４、対象となる個人の範囲は、記載のとおり、区児童相談所が管理する都立世田谷児童

相談所において係属していた児童及び保護者等、ただし、区児童相談所開設以降の情報に

ついては除いたものになります。 

 ５、外部提供する個人情報の項目及び件数についてですが、個人情報の項目については

記載のとおりでございます。13ページに参りまして、件数については、こちらも年間１件

程度でございます。 

 ６の外部提供の方法につきましては、文書による提供を想定しております。 

 ７、外部提供先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。 

 ８、外部提供の開始時期及び期間については、こちらも本日の御審議より継続して行っ

ていきたいと考えております。 

 説明については以上です。 

○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。 

○委員 ちょっと教えてください。そもそも、これは外部提供の方法が文書によるとあります

けれども、その前の東京都からもその照会というのはどういう形で行われるんでしょう
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か。それからまた、この場合には一旦昨年の４月に世田谷区で児童相談所を開設して、一

旦区に移管をした個人情報の提供を東京都が求める、再度それを欲しいですよということ

を求めていくその法的な根拠というのはどういう形になっているんでしょうか。そこをお

願いします。 

○副所長 １点目の都からの照会はどのような形でということで、何らか東京都が過去におい

ての東京都が実施した行為について損害賠償請求ですとかそういった行政訴訟を起こされ

た場合を想定しておりまして、その場合にはこれこれこういうしかるべき理由によってこ

の人の情報を下さいというような文書での依頼をいただく形になります。それをいただい

た後に私どもでその必要な範囲に限って文書でお答えをするといった流れで考えておりま

す。 

 あと、２点目の区に移管したものについて、どの法律にというところで、区は全部東京

都がやっていた行為を今回の児童相談所開始に当たって政令の指定によって全部いただい

たものなので、私どもの情報を東京都に渡すということで個人情報保護条例に抵触するの

かなということで、今回の諮問が事前に必要なのではないかということで、本日案件に入

れさせていただいております。 

○委員 ということは、今、２点目の御説明の内容は、言わば一旦区に引き継がれた、言わば

移管をされたその個人情報について、それを問合せ、求めがあった場合に、その向こう側

に、東京都の側に求める一定の法的な根拠があるかないかという以前に、世田谷区が一旦

受け取ったものについて、それを求めに応じて提供する、そのことをこの審議会にかけ

る、そういう扱いになっているという理解でよろしいということでしょうか。 

○副所長 そのとおりでございます。 

○委員 了解です。 

○会長 恐らく、もし何らかの収集するべき法令根拠があるならば、東京都はそれに従ってや

るんでしょうけれども、そういう法令根拠がないためにこういう手続を踏む必要があると

いうふうに理解をしております。 

 ほかよろしいでしょうか。―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か。 

（「異議なし」の声あり） 

○会長 ないようでしたら、諮問第937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。 
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⑤諮問第938号 

○会長 続きまして、諮問第938号です。事務局、よろしくお願いいたします。 

○区政情報課長 それでは、資料の14ページを御覧ください。「寄附受領業務」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15ページからが該当の諮問内容となっております。 

 所管課はみどり33推進担当部公園緑地課でございます。 

 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。 

○公園緑地課長 公園緑地課長、市川と申します。よろしくお願いいたします。 

 それでは、審議資料５、諮問第938号、「寄附受領業務」における外部委託に伴う個人

情報の保護措置について（寄附者銘板の製作委託）について御説明いたします。 

 １、委託の件名については記載のとおりです。 

 ２、委託の内容ですが、まず、世田谷区池尻１丁目にございます世田谷公園では、昭和

48年から蒸気機関車、ＳＬを展示しております。これまでも塗装や修繕を行ってまいりま

したが、今回の塗装工事に際しましては寄附金を募集することとしております。この事業

では、１万円以上の寄附者のうち希望者に記念として寄附者銘板を現地に掲示できること

としております。銘板の設置は、令和３年６月30日までの寄附には、塗装が完了し、お披

露目のタイミングとなる11月上旬までに設置をいたします。そして、７月１日から募集期

間完了となる令和４年１月31日までの寄附については、令和４年５月下旬を基準に銘板を

追加する予定でございます。今後、区が取りまとめた希望者の文字データを委託先事業者

に渡し、銘板製作に係る業務を外部委託するものでございます。 

 ３、諮問の趣旨及び４、対象となる個人の範囲は、記載のとおりです。 

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

ら委託先に提供するものは氏名のみです。次のページに移りまして、委託先が本人から収

集するもの、区及び本人以外から委託先へ提供するものはございません。（2）件数は、

約250件を想定しております。１回目の締めであります６月30日時点で御寄附いただいた

方のうち、既に約180件が設置を希望されております。残りの約70件につきましては、今

後の設置数を想定して設定したものでございます。 

 ６、個人情報を取り扱う場所は、委託先事業者の施設です。 
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 ７、８、９は記載のとおりでございます。 

 10、委託先の個人情報の保護管理体制については、個人情報保護管理に関する社内規程

が定められ、管理体制が確立されていること、個人情報を含む文書及び電磁的記録媒体

は、施錠できる保管庫内で保管していることでございます。 

 11、委託の条件は、電算処理の業務委託契約の特記事項を契約条件とし、委託先に遵守

させます。 

 12、委託の開始時期及び期間は、令和３年９月上旬から継続して行います。 

 13、委託先は、現在、契約に向け準備中であり、未定でございます。 

 説明は以上でございます。 

○会長 ありがとうございます。250万円集まるんですね。よかったですね。 

 質問はありますでしょうか。 

○委員 委託先がまだ未定ということのようですけれども、これは時期が迫っているわけです

が、大体こういう事業を行う一定の事業者は限られてくるかと思いますけれども、どうい

うところを想定しているのか、参考までに教えてください。 

○公園緑地課長 銘板自体は比較的小さいものでして、金額もさほど大きくありません。所管

課の契約でできるものと考えていまして、今は見積り等を取得しておりますが、対象先と

しましては看板の製作会社、そういうところを考えております。 

○委員 了解です。 

○委員 今の担当者の方は、まだ契約が正式にできていないというようなことをおっしゃった

んですが、もう業者の当てはついているんですよね。それを確認したいということと、お

およそその塗装には250件集まったなら250万円以上ですよね。１万円以上寄附した人が名

前が出るわけですから、5,000円とか3,000円の人もいるわけですよね。それ以外の人の名

簿などはどうするのかということと、どういうふうに保管するのかということです。 

 あと、これは特に情報公開、個人情報保護とは関係ないかもしれませんが、区の方針と

しては、余った予算、余った寄附はどのようにする予定なのか教えてください。 

○公園緑地課長 まず１点目ですけれども、業者ですから見積り等を取得しておりまして、先

ほど申し上げました看板業者のほうでもある程度相手先としてはもう想定はされていま

す。 

 ２つ目ですけれども、約250件を想定していますけれども、現時点で212件、425万円の

寄附が集まっております。名簿に記載しない、現地に掲示しない方の名簿の取扱いなんで
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すけれども、それについて全て区で取得しておりまして、区で情報管理しておるところで

す。また、実は塗装工事自体が700万円ほどかかりますので、今回頂いた400万円の寄附に

関しましては全て使い切る形になります。  

○委員 １点目は、先ほど○○委員が質問されたように、名簿に記載されない方々の処理はど

のようにされるんでしょうかというのをお伺いしたかったので、質問はお答えいただきま

したので、そこは大丈夫です。 

 あと、12の委託の期間というところで、令和３年９月上旬から継続して行うとなってい

ますが、一応この事業の終わりが令和４年５月の下旬と考えてよろしいんでしょうか。そ

うすると、そこまでの期間という考え方になるんでしょうか。 

○公園緑地課長 お答えいたします。おっしゃるとおりでございます。そこからの発注になり

ますので、おおむね５月下旬には終わるだろうと想定しております。 

○委員 ありがとうございます。 

○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） 

○会長 ないようでしたら、諮問第938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。 

 

⑥諮問第939号 

○会長 では、続きまして、諮問第939号です。事務局、よろしくお願いいたします。 

○区政情報課長 それでは、資料の17ページを御覧ください。「公園等計画建設業務」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18ページからが諮問の内容となっております。 

 所管課は、引き続きみどり33推進担当部公園緑地課でございます。 

 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。 

○公園緑地課長 引き続きまして、市川でございます。よろしくお願いいたします。審議資料

６、諮問第939号、「公園等計画建設業務」における外部委託に伴う個人情報の保護措置

について（玉川野毛町公園拡張事業に係る広報等情報発信業務委託）について御説明いた

します。 
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 １、委託の件名は記載のとおりでございます。 

 ２、委託の内容ですが、区は、世田谷区野毛１丁目にございます玉川野毛町公園と等々

力渓谷公園の間にある国家公務員等々力宿舎跡地を取得し、玉川野毛町公園の一部として

拡張する事業を進めております。本年５月に基本計画を取りまとめ、今後さらに住民参加

による協働による検討を進めているところでございます。基本設計段階の検討に入りまし

て、住民参加を活発に進め、参加の機会の頻度も高めていくため、参加希望者への広報・

情報発信や活動に関する連絡調整業務を外部委託するものでございます。 

 ３、諮問の趣旨は記載のとおりでございます。 

 ４、対象となる個人の範囲は、本事業に参加を希望する者でございます。 

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

ら委託先に提供するものは、氏名、年齢、住所、電話番号、ファクシミリ番号、メールア

ドレスです。委託先が本人から収集するものも同様です。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。次のページに移ります。（2）件数は、約200件を想定してお

ります。基本計画段階の検討でも50名の参加がありましたので、それと今、検討が進む中

で関心の高まりも感じているところございますので、約200件を想定しているところでご

ざいます。 

 ６、個人情報を扱う場所は、委託先事業者の施設及び住民参加の会場、これは区の会議

室や公園予定地、現地で興味を持った方が追加で参加を希望する際を想定しております。 

 ７、８、９は記載のとおりでございます。 

 10、委託先の個人情報の保護管理体制は、個人情報保護管理に関する社内規程が定めら

れ、管理体制が確立されていること。個人情報を含む文書及び電子的記録媒体は、施錠で

きる保管庫内で保管していること。パソコン等の操作は、ＩＤ及びパスワードを設定する

ことで操作者を限定し、操作記録を取得することでございます。 

 11、委託の条件は、電算処理の業務委託契約の特記事項を契約条件としており、委託先

に遵守させます。 

 12、委託の開始時期及び期間は、令和３年９月上旬から継続して行います。 

 13、委託先は、玉川野毛町公園パートナーズ特定委託共同企業体で、個人情報を扱うの

は代表会社の株式会社Ｅ－ＤＥＳＩＧＮでございます。 

 説明は以上でございます。 

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

○委員 教えてください。住民参加型で行うという事業だと思いますけれども、その参加を想

定する住民、区民の方の範囲、言わば地理的な限定というのは何かあるのかどうか。 

 それから、２つ目には、公園緑地課が近隣住民に参加を呼びかける形で始まっていくの

か、そこで寄せられた住民の方に関する先ほど述べられた情報を事業者に渡す、そういう

流れになっていくのか。そういう点では、この事業の実施の周知なり広報なりがどういう

形で行われて、そこに応える区民の方の参加がどういうふうになっていくのか。 

 それから、３点目ですけれども、一番最後に委託先として玉川野毛町公園パートナーズ

特定委託共同企業体というものが書かれておりますけれども、これは例えばこの間にどの

ような事業の実績があるのか。その構成員がそこに書いていますけれども、そこの構成員

の実績も含めてどういう事業実績があるのか、そこを参考までに教えていただければと思

います。 

○公園緑地課長 ３点にお答えいたします。 

 まず１つ目、地理的な条件ですが、この玉川野毛町公園は、地区公園という種類となり

まして、おおむね地区公園といいますと徒歩圏内ということで、大体約１キロぐらいの

方々を対象にした公園という形で法律的には定められているところです。そういった中

で、これまでも基本計画の段階でその１キロ圏内の方々に各戸配布するなど情報発信する

とともに、ホームページで広く案内していまして、先ほども説明しましたが、基本計画で

は50名ぐらい参加しているというところをお伝えしましたが、おおむねその１キロ圏内に

お住まいの方々が多く参加されているというのが現状でございます。 

 ２つ目、募集の仕方ですが、１キロ圏内の方々から約50名、基本計画の段階で応募いた

だきました。今、基本設計に向けて参加者の募集をかけています。こちらに関しまして

は、世田谷区で広報をかけまして、電子申請により今それぞれ皆さんから御登録いただい

ているというようなところでございます。その登録したものを事業者にお渡しする。ま

た、募集する際には今後事業者に渡しますよということもあらかじめをお伝えした上でや

っているところです。 

 ３つ目、パートナーズの実績ですが、世田谷区と契約するのは今回初めてであり、全国

で様々な公園づくりや、国の事業も受けてやっているような事業者で、実績等はかなり多

くある。特に公園やまちづくりに関する、そういった仕事をやられている会社であるとい

うところでございます。 
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○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。 

○委員 今も御説明の中にありましたけれども、この申込みというのは、公園緑地課に直接申

込みをされる方はしているかと思うんですけれども、この個人情報の委託先が本人から収

集するものの中にも同様のものがあるんですけれども、これは申込方法がほかにもあるか

らこう書いてあるということなのでしょうか。 

○公園緑地課長 まずは、スタートの時点では世田谷区で収集しまして、それを委託事業者に

渡し、その後、住民参加の取組みが始まってきます。現地や会議室で行っていくんです

が、特に現地で行う場合ですと、やはり現地で行われる活動なんかを見ながら参加したい

という人がまた増えてくる可能性が非常にこれまでの取組みの中でもあります。そういっ

たものに関しましては、世田谷区を介してだけではなくて、直接事業者がそれを入手でき

る、そういったことを想定しているところです。 

○委員 分かりました。ありがとうございます。 

○会長 ほかいかがでしょうか。―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） 

○会長 ないようでしたら、諮問第939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940号 

○会長 では、続いて、諮問第940号ですが、お手元資料はとじが変わって、別途クリップで

留まっている分厚いものになります。ついでに言いますと、次の941号もワクチン接種に

関してです。こちらは後から追加で送られてきているほうだと思います。940、941と進ん

でいきます。資料のほうはよろしいでしょうか。 

 では、諮問第940号です。事務局、よろしくお願いいたします。 

○区政情報課長 それでは、今、会長から御紹介いただきましたように、右上に諮問第940号

と記載した資料を御覧ください。特定個人情報保護評価における第三者点検について（予

防接種実施事務）でございます。 

 所管課は、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、住民接種担当部

住民接種調整担当課でございます。 
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 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、住民接種担

当課より御説明いたします。よろしくお願いいたします。 

○番号制度・マイナンバーカード交付推進担当課長 番号制度・マイナンバーカード交付推進

担当課長の齋藤です。番号制度において、特定個人情報保護評価の第三者点検について、

今回も改めて御説明させていただきます。 

 諮問第940号の項番１、趣旨の（1）から（3）までに記載されている内容の包括的な御

説明になりますので、そちらも併せて御覧ください。 

 行政の効率化や公平・公正な社会の実現のために、社会基盤としていわゆるマイナンバ

ー制度が導入されました。この制度導入に当たり、個人のプライバシーの保護の観点など

から整備された法律が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律で、いわゆる番号法と呼ばれております。この番号法により、個人情報が含まれた

情報を記録した個人情報ファイルのうち、特にマイナンバーを含んだものを特定個人情報

ファイルとして定義し、これを取り扱う業務を限定した上で、適切な取扱いを実現するた

めに義務づけられた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は、

取り扱う対象人数などの閾値などによって、基本項目評価、重点項目評価、全項目評価と

分かれております。全項目評価では、事務の基本条例や特定個人情報ファイルの概要を明

らかにした上で、情報漏えいのリスクを分析し、その対策を評価書へ詳細に記載しており

ます。その上で、評価実施手続として評価書公開の上、住民等からの意見募集や第三者点

検での評価を行うことにより、個人のプライバシー保護のための措置に関する適合性や妥

当性を客観的に担保する仕組みとなっております。具体的な評価書の記載項目について

は、後ほど別紙２を御覧ください。 

 ここでは、参考資料１の特定個人情報保護評価書「全項目評価」の流れを御覧くださ

い。分かれているものでございます。先ほど御説明したとおり、全項目評価では、評価書

を公開して、パブリックコメントなどで区民から意見を募集し、さらに第三者点検をする

ことによって、評価書の記載の事項において、個人のプライバシー保護のための措置に関

する適合性や妥当性を客観的に担保する仕組みになっています。自治体の場合は、第三者

点検は自治体が既に設置している情報公開・個人情報保護審議会で行うことを想定してい

ることから、今回の諮問となります。なお、当区の場合は、番号制度の導入に際し、専門

性を持った外部委員を含めたマイナンバーセキュリティ会議の設置を条例で定め、セキュ

リティの向上を目指しておりますが、このセキュリティ会議においても、全項目評価記載
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事項の適用性や妥当性を審議しております。ちなみに、条例規則等では、マイナンバー制

度セキュリティ会議とこちらの情報公開・個人情報保護審議会の関係は定めておりません

で、今回は情報公開・個人情報保護審議会がセキュリティ会議に先立って開催する日程に

なっております。ちなみにセキュリティ会議は、来週の８月31日に開催予定となっており

ます。 

 以上が番号制度における特定個人情報保護評価の第三者点検となっております。 

 私からもう１点、項番２の諮問の内容についてでございます。本日の審議内容ですが、

ポイントは、緊急事態のため全国共通で既に運用している新型コロナウイルス感染症ワク

チン接種におけるワクチン接種記録システム、いわゆるＶＲＳについてです。新型コロナ

ウイルス感染症のワクチン接種記録について、他の市町村からの照会に応じて提供する情

報連携の方法は、当面の措置としてＶＲＳにより実施しておるところですが、令和４年６

月以降は、これまでの定期的な予防接種事務における情報連携の方法と同様になります。 

 私からの説明は以上になります。 

○住民接種調整担当課長 住民接種調整担当課長の寺西でございます。引き続き御説明をさせ

ていただきます。 

 恐れ入りますが、項番１（4）の今回の諮問理由を御覧ください。（4）の１段落目、２

段落目につきましては今、齋藤課長から御説明をさせていただきましたとおりでございま

すので、恐れ入りますが割愛をさせていただきます。３段落目以降になりますけれども、

現在実施しておりますワクチン接種では、今お話がありましたＶＲＳで各個人の接種記録

を登録する事務を実施しております。本来であれば、ＶＲＳによる予防接種事務の実施前

に第三者点検の御審議をいただくところではありますが、今回、別紙１として添付してお

ります国の通知の３ページ目にございますとおり、特定個人情報保護評価に関する規則第

９条第２項の規定（緊急時の事後評価）の適用対象となることから、今回、事後評価とし

て報告をさせていただくものでございます。 

 続いて、項番２を御覧ください。本件諮問の内容は、ＶＲＳを用いた予防接種記録の管

理に係るものでございます。ＶＲＳに関する事務について、別紙３の特定個人情報保護評

価書（全項目評価書）の８ページから10ページまでの事務フローに基づき御説明をさせて

いただきます。お手元に８ページと10ページをＡ３判に拡大した参考資料も配付している

かと思いますので、見やすいほうを御参照いただければと思います。 

 まず８ページ、または右の上のほうに参考１と書かれたフローを御覧いただければと思
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います。こちらのフローの上半分につきましては、これまでの予防接種事務と変わりはご

ざいません。こちらの下半分のほうがＶＲＳを用いた事務フローとなってございますけれ

ども、こちらをより詳細に説明したフローが10ページ、または参考２と書いておりますフ

ローでございます。 

 今回の新型コロナワクチンの予防接種におきましては、国から貸与されたタブレットな

どを用いまして区民の接種記録をＶＲＳに登録いたします。一方、区のシステムからＶＲ

Ｓへの個人番号などの個人情報の登録におきましては、こちらのフローの左上のほうにあ

りますようにＬＧＷＡＮ回線を用いております。こうして連携した接種記録については、

個人番号や氏名、年齢などを検索キーとしまして、ＶＲＳ上において各自治体と情報連携

されるという仕組みになってございます。今回変更する評価書のうち個人番号に関する部

分については、こちらの部分のみということになってございます。 

 先ほど齋藤課長から御説明をさせていただきましたとおり、ＶＲＳによる運用は当面の

措置として実施しているところでございますけれども、令和４年６月以降は、これまでの

定期的な予防接種実施事務における情報連携の方法と同様となりますことを、繰り返しで

恐縮でございますが申し上げさせていただきます。 

 なお、こちらの評価書の９ページにも表、図をつけておりますけれども、こちらは今回

のワクチンの予防接種においてこれまでの予防接種事務と異なる部分があるために記載を

しております。具体的には、区の予約のシステムの構築ですとかコールセンターの設置が

該当します。こちらにつきましては、個人番号を用いていないことから説明は割愛をさせ

ていただきます。 

 ＶＲＳについては以上となります。恐れ入りますが、諮問文のほうへお戻りください。 

 項番３の区民意見募集でございますけれども、結果は記載のとおりで、特に御意見はな

かったということになっております。 

 また、項番４及び項番５についても記載のとおりでございます。 

 御説明は以上でございます。 

○会長 ありがとうございます。 

 確認をしましょう。ポイントは４つと理解をしております。 

 まず１つ目は、これはワクチン接種情報を国のシステム、ＶＲＳのシステムに入れ込

む、書き込むというその話であります。 

 それから、２つ目の大きなポイントは、前回のこの審議会で新型インフルに関してこれ
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と全くほぼ同じような諮問をされ審議させていただきましたけれども、それの追加、ワク

チン接種版であるということで、本来であれば同時にすればもっと分かりやすいかもしれ

ませんし、もっと早くすべきなんですけれども、今回、先ほど説明があったように、事後

報告、事後諮問になっているというのが２つ目のポイントであります。もう実際にはやっ

ているという話です。もう皆さん打っていらっしゃる方も多いかもしれません。 

 それから、３つ目は流れでして、先ほどこういう横打ちの参考資料１でお話しいただき

ましたけれども、大きな流れとしては、マイナンバー制度セキュリティ会議があり、私ど

もの審議会があり、それからそれがぐっと上がって国の個人情報保護委員会で確認されて

オーケーだよという大きな流れがあるわけでして、本当ならばこのマイナンバー制度セキ

ュリティ会議で専門的なチェックを受けた後私どもが審議するのがいいかなとは思っては

いるんですけれども、今回は順番が逆になっていますよという話であります。いずれにせ

よ、このセキュリティ会議あるいは私どもの審議会での審議を受けて、区から国のほうに

流れが上がっていくというようなことであります。 

 最後、４つ目が、あくまでも今回の場合はこの接種がいいかどうかとかという話ではな

くて、あくまでもこのワクチン接種に係るマイナンバー制度の全項目評価が諮問事項であ

ります。今回分厚い資料、後ろのほう、ずっと細かいものが、丸とか「十分である」とか

いろいろ書いてありますけれども、その表、紙がついていると思いますけれども、大きく

言えば、前回の新型インフルのときにも説明がありましたように、このシステムの変更は

あるんですけれども、個人情報そのものの扱いについては特段変更はないという言い方を

すると非常に問題がありますけれども、大きな変更はなくて、同じようなシステムで個人

情報の扱いをしていくんだよと。ただ、それが今までのシステムとは違うシステムを組み

込んだよというところであります。 

 以上４つが今回の諮問事項のポイントだと思いますけれども、御質問よろしくお願いい

たします。 

 この国のＶＲＳシステムはうまく回っているか回っていないのかよく分からないとか、

そういう問題はいろいろあるんですけれども、それをここで議論していると切りがありま

せんので、それはまた別途、別のところで御議論ください。皆さん大丈夫ですか。 

 では、併せて皆さん方にお諮りをしたいんですけれども、この全項目評価はこの表を全

部見なきゃいけないという、本来見なきゃいけないんですけれども、そういうこともあっ

て、専門性があるものですから、１回この審議会の中で小委員会をつくって検討しましょ
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うということをやっていることもありました。前回の新型インフルのときには、特段新し

い変更はないという形で、小委員会をつくらずにこの審議会ですぐに答申といいましょう

か、オーケーを出すということをした経緯があります。ですので、今回このワクチン接種

に関しても、前回の新型インフルに同様であるとしてこの審議会で了解をするのか、ある

いは、いやいや、もう一度きちんと小委員会をつくってチェックしましょうよと。チェッ

クしましょうよと言われてもなかなか大変なんですけれども、しましょうよとするか、そ

れも皆さん方の御意見をお聴きして決めたいと思っております。 

 これらに関して、事務局の方から追加で何か説明すべきことはありますでしょうか。大

丈夫ですか。 

○区政情報課長 事務局としましては特段ございません。よろしくお願いします。 

○会長 では、皆さんで審議の仕方、進め方も含めて御意見がありましたらよろしくお願いい

たします。 

 どうしましょう。〇〇さん、小委員会をつくったほうがよろしいですか。このままこれ

でオーケーして大丈夫ですか。 

○委員 私は小委員会まで要らないかなと思っています。 

○会長 要らないかなと。ありがとうございます。 

 では、御質問がないようでしたらお諮りをしたいと思います。今ここでお諮りする場合

には、もし異議なしということであれば、この場で諮問第940号については承認するとい

う流れになっていくということであります。 

 では、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940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。 

 では、これで承認いたしましたけれども、分厚い資料で、着いてからまだ何日かしかた

っていませんので見られていない方もいるかもしれません。もし何かありましたら、すぐ

に事務局にお問合せいただいて説明をいただくという形にいたしましょう。正式にはここ

で承認をしたということになります。 

 

⑧諮問第941号 

○会長 では、続きまして、941号になります。事務局、お願いいたします。 
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○区政情報課長 ありがとうございます。それでは、初めに、今回追加ということでお送りさ

せていただきました、右肩に諮問第941号と記載させていただいている資料になります。

「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についてでございます。 

 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。 

 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。 

○住民接種統括担当課長 住民接種統括担当課長、羽川と申します。よろしくお願い申し上げ

ます。それでは、資料に従いまして説明を申し上げます。 

 １、委託の件名でございます。ワクチン接種証明書発行業務でございます。 

 ２の委託の内容でございますが、国では、今年７月26日より予防接種法の施行規則に基

づきまして、新型コロナワクチン接種証明書、よく世間ではワクチンパスポートと呼ばれ

ておりますが、こちらの発行業務を行うことを求めておるところでございます。現在、区

では区職員のみで対応しているところでございますが、区民への速やかな接種証明書の発

行がなかなか行えていないような状況にございます。そのため、接種証明書発行事務のス

ピードアップと事務の円滑化を図るため、以下のとおり業務を委託したいと考えておりま

す。 

 （1）といたしまして、区民から郵送により接種証明書の発行申請を受け付けた後、管

理番号を付番し、受付から発行、発送まで進行管理を行うというものでございます。

（2）といたしまして、区の電子計算機を使用しまして、接種証明書発行用のエクセルフ

ァイル、こちらは国から様式が提示されているものでございまして、これは本当にただエ

クセルファイルとしてあるという状況のものでございます。申請書類の記載内容を入力

し、接種証明書を発行するものでございます。（3）といたしまして、発行した接種証明

書を申請者から提出された返信用封筒に封入し、発送するというものでございます。 

 ３の諮問の趣旨でございます。本件は、接種証明書発行事務に当たって個人情報を取り

扱わせるものでございまして、諮問するものでございます。 

 ４の対象となる個人の範囲は、コロナワクチン接種を受けた者のうち接種証明書の発行

を希望する者。 

 ５の委託で取り扱う個人情報の項目及び件数でございますが、（1）の個人情報の項目

でございます。区から委託先へ提供するものは記載のものでございまして、氏名、生年月

日、住所、電話番号、旅券番号、国籍、接種券番号、接種日、接種ワクチンの情報と接種
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会場でございます。また、２ページ目、裏面でございますが、委託先から本人が収集する

ものとして書類不備等があった場合に、こちらの項目について本人から直接収集するもの

でございます。区及び本人以外から委託先へ提供するものはございません。（2）の件数

の見込みでございますが、年間で約36,000件。 

 ６、個人情報を取り扱う場所は、区役所の執務室でございます。 

 ７につきましては、なしでございます。 

 ８の委託先との個人情報の授受の方法は、文書によるものでございます。 

 ９の委託先の電子計算機の利用もございません。 

 10の委託先の個人情報の保護管理体制につきましては、記載の内容、プライバシーマー

ク又は情報セキュリティマネジメントシステム適合性評価制度の取得をする事業者とする

ものでございます。 

 11の委託の条件は記載のとおりでございまして、12ですが、令和３年９月から継続して

行いたいと考えてございます。 

 13の委託先は、現在未定でございます。 

 説明は以上でございます。 

○会長 ありがとうございます。御質問をお願いいたします。 

○委員 ちょっと教えてください。２つあります。 

 １つは、委託の内容のところで、接種証明書発行事務のスピードアップと事務の円滑化

という表現がありますけれども、この委託をすることによってどの程度スピードアップが

できるのかをお示しいただきたい。 

 それから、２つ目の問題は、当然これは御本人から接種証明書の発行の申請があって、

それに基づいてその情報を言わば調整した上で委託のほうに回すということだと思うんで

すけれども、今、ワクチンの異物混入問題なんかがあって、その次の２ページ目にある、

接種ワクチンの情報というところでメーカー名とか製品名とか製造番号、こういうものが

並んでいますけれども、これらは例えば接種券番号というものが付されていて、接種済証

については、これは当然区のほうで把握をしているわけですので、区においてそのことに

ついては言わば本人が書けない部分についても情報が取れるという理解でよろしいんでし

ょうか。お願いします。 

○住民接種統括担当課長 では、まず１点目でございますけれども、速やかな接種証明書事務

と事務の円滑化でございますけれども、現在、記載のとおり、こちらの申請から発行まで
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10営業日程度要しているところでございます。実際のところで言いますと、区職員が他の

接種業務、接種関係の業務を行いながらの対応ということで現在非常に手のかかっている

というところでございまして、こちらは当然委託することによりまして、例えば半分以下

あるいはこれの３分の１というような期間で対応ができるようになるものと考えてござい

ます。 

 また、情報のところでございますけれども、ワクチンの種類の情報でございますが、ま

ず、こちらは基本的には申請の際、接種済証とかあるいは接種記録書の写しをいただくと

いうか収集することになります。そちらの情報を御本人からいただいて区から提供すると

いう形で考えてございます。 

○委員 分かりました。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。 

 念のために確認いたしますけれども、個人から区が収集する条項というものはここには

入っていませんけれども、それは別に今回の諮問では要らないという理解でよろしいわけ

ですね。具体的に言いますと、今も申し上げましたように、個人から区に対しては接種記

録を提出しますので、接種医療機関名とかそういうものも入ってきて、場合によっては、

私は現物を見ていないので分かりませんけれども、個人情報に該当するものがあるのかも

しれませんし、医療機関ですから個人情報じゃないから関係ないということかもしれませ

んし、私は現物がないので何とも言えないんですけれども、いずれにせよ、区が収集する

ということについての記載は一切ありませんけれども、大丈夫でしょうかという確認で

す。 

 恐らく本人から出したものだからという切り分けをされているのかなと思います。 

○住民接種統括担当課長 こちらは区が御本人様から御提出いただく内容のものでございま

す。 

○会長 本人提供だからこの諮問に入ってこない、そういう切り分けでよろしいですね。 

○区政情報係長 事務局から補足で説明させていただければと思います。今回、ワクチンパス

ポートということで、区民の皆さん方は今まさに接種１回目、２回目を打っていただいて

いるところなんですけれども、そういった情報を区が御本人様から直接頂戴した資料がご

ざいます。申請を受けられた証明書発行を希望される方につきましては郵送で申請が参り

ますので、御本人様からの同意を得た上で必要な方のみの情報に特化しまして委託先にお

渡しして証明書の発行の手続に入るというところでございます。このことから区が実際、
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御本人様から収集したものを直接委託先に区の執務室内で作業してもらう、そういうよう

な理解でいただければと思います。 

○委員 今のやり取りの関係で念のために伺いたいんですが、先ほどの私の質問とも関わりが

あるんですけれども、当然これはワクチン接種については、接種の申請、接種券が届い

て、それを持って一定のそこにいろんなものを書き込んだ上で接種を受ける。そして接種

済証というものをもらうという形で動いているんですけれども、ただ、ここに区から委託

先へ提供するものという項目をざっと読ませていただくと、御本人が自らが把握できてい

ない情報も当然あると思うんですね。 

 ただ、それが本人から出されてきた接種済みの接種券番号とかが書いていれば当然、接

種済証から区において把握できるので、それを調整して委託事業者に回すということなん

ですが、そもそもその前提となっている今回の接種証明書を申請するに当たって、これこ

れこういうものを個人からは求めますよという個人情報の項目については、特段はここに

は記載がないままでいいのかどうか、それが私もちょっと懸念があったものですから、先

ほど会長さんとのお話との関係でも、そことそれから区において調整をした上で、委託先

へ言わば接種証明書の発行に伴って必要となる項目を調整した上で渡すという、そのつな

がりのところがいま一つ御説明をいただければよろしいかなと思いますが、いかがでしょ

う。 

○住民接種統括担当課長 基本、申し上げますと、先ほどのワクチンの情報につきましては、

御申請いただくときに頂く接種済証又は接種記録書の写しに記載されてございますので、

その提供を受けて入力するというものでございます。ですので、御本人からいただいた内

容です。 

○委員 確認なんですけれども、今の議論の中、今、ホームページを見ていて、新型コロナワ

クチン接種証明書を希望される方へというページを見ていると、必要書類として申請書の

ほかに旅券と接種券の写し等（接種券番号のわかるもの）、接種済証か接種記録書、また

はその双方の写しを多分申請時の添付書類として一緒に同封して送るということになると

思うんですけれども、今回ここの取り扱う個人情報というのは、この旅券等の添付しても

らっている書類に全部記載されているもので、事務とすると、その出されたものを確認し

ながら証明書を作るというふうなフローになるという理解でよろしいんでしょうか。 

○住民接種統括担当課長 はい、そのとおりでございます。 

○委員 ということは、あくまでも区のほうが何か申請された方の情報を取るというのではな
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くて、申請者のほうが全ての情報を提供して、その情報の中の項目で必要なところをピッ

クアップして証明書を作るだけということでいいですね、理解とすると。 

○住民接種統括担当課長 業務の流れとしてはそのとおりです。 

○委員 ありがとうございます。 

○委員 私はもう２回接種を終えたんですが、私が住む地域のクリニックが診療時間外に日に

ち、１日何人とかを決めて結構効率よくやってくださったんです。そのときにたまたま、

私が接種会場ではなくて地元の保健所、保健センターなどではなく、区が指定している保

健所ではなくてこのクリニックでやったということは区役所などに報告に行くんですかと

受付の人に聴いたら、それはクリニックの方から区役所のほうにこの人は接種済みだとい

う連絡は行くんだというような説明を受けたんですけれども、別ルートで私は何月何日第

１回、何月何日第２回の接種を受けているというのは、その接種会場なりクリニック経由

でも区役所に来ているわけですよね。そのあたりはダブっているんじゃないかなという素

朴な疑問があるんですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。 

○住民接種統括担当課長 そのように請求等と併せましてそのような情報は来ますけれども、

基本的に申し上げますと、やはりこれだと時期を逸するようなところもかなり実際、可能

性としてございます。かなり間が空きますので、やはりこれは御本人様の申請をいただい

て処理をするというのが時宜に合うやり方だと考えております。 

○委員 あと１点なんですが、よく住民票とか印鑑証明書を取ると、最近は偽造防止策として

コピーするとコピーと出てしまうとか特殊な用紙を使っていると思いますが、今回この証

明書については何かそういう偽造防止のような対策は取られているんでしょうか。 

○住民接種統括担当課長 使用する用紙は住民票と同じものを使用してございます。 

○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。―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941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337号から第340号まで） 
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○会長 では、続きまして報告事項等に移りたいと思います。事前に事務局から送付しました

報告事項についてですが、委員の皆様には事前に内容を確認していただきまして、質問が

あれば事務局に質問いただき、その回答について詳細に文書化したものを既に皆様方に今

回の審議文書と一緒にお送りしているかと思います。この点について事務局より追加で御

報告をお願いいたします。 

○区政情報課長 それでは、資料につきましては、本日初めに御覧いただいておりましたホッ

チキス留めの資料の20ページを御覧いただきたいと思います。事前に送付しておりました

報告案件につきましては、20ページから26ページまで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させていただいているところでございます。委員の皆様には

この回答をもちまして御了承いただければと考えてございます。 

 説明につきましては以上でございます。 

○会長 いかがでございましょうか。皆様、御納得いただいておりますでしょうか。大丈夫で

すか。今回は割合詳細なやり取りがあったようですが、私も読ませていただきまして、あ

あ、そうかというふうに合点したところでございます。 

 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 ありがとうございます。では、事前に確認した報告案件第337号から340号までについ

て了解をしたいと思います。 

 

（3）その他報告事項 

①事前送付したその他報告事項に係る質問への回答について 

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

既にお目通しいただいているかと思いますが、内容につきまして事務局より御説明をお願

いいたします。 

○区政情報課長 それでは、資料の27ページを御覧ください。事前に送付しましたその他報告

案件につきまして、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お

ります。委員の皆様にはこの回答をもちまして御了承いただければと考えております。 

 説明につきましては以上でございます。よろしくお願いします。 

○会長 追加の御質問等ございますでしょうか。よろしいですか。――ないようでしたら、事
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前に確認したその他報告No.１について了解をいたしたいと思います。 

 

②改正個人情報保護法の規律に関するＱ＆Ａほか 

○会長 では、続きまして、改正個人情報保護法の規律に関するＱ＆Ａがついておりますが、

この他報告を事務局区政情報課よりお願いいたします。 

○区政情報課長 本日は国からＱ＆Ａの暫定版ということで示されたものの概略の御説明をさ

せていただくものでございますが、事務局といたしましては、次回の開催におきまして

は、現行の個人情報保護条例と改正の内容との比較などの資料を御用意させていただきた

いと考えておりますとともに、必要に応じまして集中的に委員の皆様に御議論、御検討い

ただくようなことも必要と考えてございますので、次回にはそのようなことをさせていた

だきたいと考えていることをあらかじめお伝えさせていただいて、担当の係長の小田より

御説明させていただきます。 

○区政情報係長 ありがとうございます。事務局、小田でございます。本日もご出席いただき

まして、皆様ありがとうございます。 

 今回、個人情報保護法の改正ということで御説明させていただこうと思うんですけれど

も、その前に資料の28、29ページに、こちらも区政情報課案件ということで、その他報告

資料No.２がございますが、ちょっと分かりづらくて恐縮なんですけれども、まずこちら

の報告をさせていただければと思います。 

 28、29ページを御覧いただければと思います。こちらにつきましては、前回の情報公

開・個人情報保護審議会におきまして世田谷区公文書管理条例の改正ということで現在の

動きを説明させていただいた次第でございます。こちらにつきましては、前回の審議は６

月でしたけれども、開催直前の資料送付ということで大変申し訳ございませんでした。そ

の審議会後に御意見がございましたらば事務局までお寄せくださいということで会長から

御指摘いただきましたので、そちらから審議会のほうに委員の方からいただきました御質

問につきまして回答申し上げたいというところで今回お付けしております。 

 28ページ目のところなんですが、質問の1）ということで、基本的には開示請求と公文

書管理条例の利用請求の手続の差異についてというような御指摘でございました。こちら

につきましては４点回答を申し上げさせていただければと思います。 

 まず１点目が請求の対象でございまして、開示請求につきましては広く行政情報と、供

用していれば行政情報なんですけれども、記載の方法、利用請求につきましては特定重要
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公文書の目録から記載していただくということとしている、そこが違いがございます。ま

た、存否応答拒否ということで、情報公開条例、開示請求につきましては対象文書がない

ものも請求される場合もありますし、対象文書があったとしても個人情報でその存在自体

も教えられないというような趣旨の請求のものもございます。しかしながら、先ほど申し

上げましたとおり、公文書管理条例におきましては、目録を置きましてそちらから請求を

していただくということで、存否応答拒否に関する規定は置いていないというのが①でご

ざいます。 

 ②決定までの期間ということで、開示請求につきましては、請求があった日の翌日か

ら、当日は不算入ということで、15日以内の決定にしてございます。利用請求につきまし

ては、こちらも翌日から起算して15日以内としますけれども、その日数に閉庁日を含めな

いということとしております。その理由につきましては記載のとおりでございます。 

 ③決定に対する理由付記でございます。当然ながら、情報公開条例につきましては開示

という原則ではございますが、非開示事由に該当すれば例外的なものとして適用させまし

て、理由付記をしっかりしながら非開示の理由を具体的に書いていくということをしてお

ります。利用請求につきましては、そういったものが不存在とは想定されないというとこ

ろからその規定を不要としたという回答となってございます。 

 また、続きまして29ページ目にお移りいただければと思います。なお、この理由付記に

つきましては、公文書管理条例を制定している自治体を確認したんですけれども、実際、

理由の提示を設けておりますのは東京都のみということで、しかも東京都は条例ではなく

規則で定めているということが分かっております。 

 最後に、④請求ができるものということで請求権者の記載でございまして、開示請求に

つきましては区内在住、在学等、また理由を明示すれば区外の方も請求できるということ

にしておりますが、利用請求につきましてはそういった限定の規定は設けてございません

というところでございます。情報公開条例につきましても、前回の審議会でお示ししてご

報告させていただきましたとおり、公文書管理条例と同様に何人もというところで今、条

例改正をすべく手続を進めているさなかでございます。 

 続きまして、29ページ目、2）、こちらも特定重要公文書に定める場合の別に定める基

準に照らしてというような内容の具体性を求められた御質問でございました。こちらにつ

きましては、結論から申し上げますとまだ作成中というところでございますので、その範

囲は出ない部分はあるんですけれども、また、以降の段落で書かせていただいております
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とおり、区の沿革を示すものですとか活動を跡づけするものとしまして、区の重要な計

画、施策の策定、実施に関する公文書や特徴的な取組みに関するもの、また、大きな災害

等に関する公文書を現時点では対象とすべく今想定して動いているというところでござい

ました。 

 まずは公文書管理条例と情報公開条例の関係の御質問の御報告、また回答でございまし

た。もしよろしければ、引き続きまして30ページ目に移らせていただければと思います

が、よろしいでしょうか。 

○会長 ここまでのところは大丈夫ですか。 

○委員 どうもありがとうございました。理由付記のところですけれども、今回、理由付記の

必要はないという理解に立っているということなんですが、そうすると、請求に対する処

分については行政手続条例の適用がないという理解ですか。 

○区政情報係長 おっしゃっていただいておりますとおり、応答義務は申請、処分性のあるも

のになりますので、行政手続条例の適用を受けながら理由付記はしっかりしていくことに

なろうかとは思います。 

○委員 そうすると、この文書の御説明だと、目録に基づいて請求するわけだから、理由付記

の必要はないだろうというような流れの御説明だったように受け取れたのですが、そこは

やはりちゃんと理由は示すという理解に立っているということでよろしいですね。 

○区政情報係長 言葉足らずですみません。こちらにつきまして、文書不存在のことだけ回答

を書いているようなところではございますけれども、当然ながら時の経過を考慮に入れた

としても非開示事由というのは公文書管理条例でもあり得ますので、情報公開条例よりも

非開示レベルは下がるといいますか、時の経過とともに開示できるものが多くなるかとは

思いますけれども、実際に個人情報ですとかそういったものが依然として非開示になる可

能性はありますので、条例上の理由付記の規定はしておりませんが、非開示になれば当然

ながら条例の適用を受けまして、非開示事由をしっかり書くということになろうかと思い

ます。 

○委員 それであれば適正な運用だと思います。ありがとうございました。 

○会長 ほかは大丈夫ですか。 

 今、条例改正が進んでいる段階ですので、これがきちっと決まったところでは恐らくホ

ームページ上で改めて分かりやすい説明が出るんだろうなというふうに期待しておりま

す。現在は情報公開制度のページとして全体が説明されていますけれども、恐らく今後は
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区文書の管理の話、それから情報公開制度が現用文書とそれから歴史文書に分かれて、ち

ゃんと公開性があるんだよということがウェブ上で明示されたほうが、せっかくつくった

んですからよろしいかなと思いますので、ぜひそうなるように期待をしております。よろ

しくお願いいたします。 

 引き続きまして、Ｑ＆Ａのほう、お願いいたします。 

○区政情報係長 ありがとうございます。では、引き続きまして事務局から御説明をさせてい

ただければと思います。資料の中の30ページから御覧いただければと思います。こちらか

ら最後の49ページ目まで全てがＱ＆Ａということになっております。その他報告資料No.

２ 改正個人情報保護法の規律に関するＱ＆Ａ［令和３年６月時点暫定版］でございま

す。 

 こちらにつきましては、30ページを御覧いただければと思いますが、個人情報保護委員

会事務局及び総務省の行政課から令和３年６月29日付でＱ＆Ａが示されましたので、この

会を利用させていただきながら御説明をしたいと思います。 

 今回、令和３年個人情報保護法の改正の内容は多岐にわたってございまして、31ページ

目から33ページ目の上段までが目次ということで、様々な項目の記載がございます。これ

までの審議会の中で個人情報保護法の改正のスケジュールですとか、どういったものが改

正内容ですと、そういったものの御説明を今までさせていただいた部分があるんですけれ

ども、今回、国からかなり具体的に示されましたのでかいつまんで御説明をしたいと思い

ます。 

 31ページ目の目次をまず御覧いただければと思います。１、総論からございまして、

２、適用対象、２－１議会というところでございまして、また後ほど説明します。おめく

りいただきますと32ページ目、３、個人情報の取扱い、４、個人情報ファイル簿の作成・

公表、５、自己情報の開示、訂正及び利用停止ですとか、これが審議会に相当関わる部分

ではございますが、７、審議会等への諮問等がございますので、かいつまんで幾つか御説

明をしたいと思います。 

 こちらの資料の34ページ目を御覧いただければと思います。ページ中頃、２、適用対象

ということで、２－１議会、２－１－１、改正法施行後、議会及び議会事務局における個

人情報の取扱いに関する規定は、どうなるのかというところでございまして、回答を御覧

いただければと思いますけれども、地方議会は、国会と同様、改正法の適用対象外とされ

ておりますので、議会の事務局につきましても対象外になると。ただし書以降ですが、個
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人の権利利益の保護という観点からは、自律的な対応の下、個人情報保護が適切に行われ

ることが期待されますという記載がございます。当区におきましても、情報公開条例、個

人情報保護条例、いずれにおきましても実施機関の中に議会を含めてございます。ただ

し、今回の法改正で議会を含めないということが示されており、条文でも示されてござい

ますので、こちらにつきましてはどのように対応するかということで、ここから検討を今

進めているというところでございます。また、情報公開条例との整合性といいますか、そ

こも課題の一つという認識をしてございます。 

 続きまして、34ページの病院等は省略させていただきまして、38ページ目に飛ばさせて

いただきます。３の個人情報の取扱いということで、３－１保有制限、３－１－１、要配

慮個人情報の取得制限を条例で規定することは可能かという質問になっております。こち

らにつきましては、回答のところなんですが、現行の条例では要配慮個人情報やこれに相

当する個人情報、いわゆるセンシティブ情報ですとか機微な情報と言われるような情報、

こちらの取得を原則として禁止している規定を設けている例が見られますが、これらの規

定では同時に、①法令に基づく、②正当な事務の実施に必要などの場合には要配慮個人情

報の取得を可能としていますということです。改正法では、見ていただきましたとおり、

こういった規定がございますので、条例で設けることは許容されませんというような規定

といいますか、アンサーになってございます。世田谷区におきましても、要配慮個人情報

の具体性、こういったものは要配慮というのは規定はしておりませんが、条例第８条、収

集の制限ということで掲げておりまして、こういったものは基本的には収集できませんと

いう規定はありますが、このような規定は許容されませんというアンサーになっていると

ころです。 

 あとは39ページ目、３－１－４、個人情報の取得や目的外利用・提供、オンライン結合

を検討する際に、客観性を確保する観点等から、その是非について審査会等に諮問するこ

とは可能かというところではございますが、ここが審議会にも相当関わる部分でございま

す。 

 回答を御覧いただければと思います。法律による全国的な共通ルールの下で、国のガイ

ドライン等により制度の適正な運用が図られることとなり、また、地方公共団体は必要に

応じて専門性を有する個人情報保護委員会に助言を求めることも可能となることから、個

別の事案について審議会等の意見を聴く必要性は大きく減少するものと考えられます。し

たがいまして、取得、利用、提供、オンライン結合等も含めまして、そういったものを個
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別的に類型的に審議会への諮問を要件とする条例を定めることは、趣旨に照らして許容さ

れないというアンサーになっているところでございます。 

 審議会につきましては、ちょっと飛びますけれども、43ページ目の中ほどの少し下、

７、審議会等への諮問ということで、７－１－１を御覧いただければと思います。これは

新しい個人情報保護法の規定なんですけれども、第129条で規定する「特に必要があると

認めるとき」とは具体的にどのような場面を想定しているのかという問いでございまし

て、回答としましては黒ポチを２つ書いてございます。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。また、地方公共団体等が法律の範囲内で地域の

特殊性に応じた必要性から独自の個人情報保護に関する施策を実施する場合で、地域の代

表者や有識者等からの意見を聴取することが特に必要と認められる場合、そういったこと

が想定されるところでございます。 

 昨今は新型コロナの関係でオンライン結合の諮問が増えておりまして、今回の審議会で

は珍しく委託の諮問ばかりだったんですけれども、近年かなりオンライン結合の諮問は増

えておりまして、皆様方に御審議を様々やっていただいているところではございますが、

なお、いわゆるオンライン結合制限や目的外利用制限などに関する規律として、個別案件

における個人情報の取扱いについて、審議会等への諮問を行うことは許容されませんとい

うような、かなり強めなアンサーになっているところでございます。 

 また、オンライン結合につきましては、資料をまた戻っていただければと思いますが、

39ページ目を御覧いただければと思います。３－１－５、オンライン結合制限を条例で規

定することは可能かというところではございますけれども、40ページ目にお移りいただけ

ればと思います。様々理由は書いておりますが、最終的には、条例においてこのような規

定を定めることはできませんというところでございまして、新たな個人情報保護法の中

で、ある種担保を保っている部分があるということから、個別の条例規定は許容されない

というような見解でございます。 

 引き続き40ページ目中頃、４、個人情報ファイルの簿の作成・公表、４－１－１を御覧

いただければと思います。本人の数が政令で定める数未満の個人情報ファイルについて、

個人情報ファイル簿を作成することは可能かというような御質問でございます。 

 こちらにつきましては、回答を御覧いただければと思います。基本的には行政機関個人

情報保護法に準じてつくるというふうに国は申し上げておりますが、回答の１段落目の下
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から３行目、本人の数が1,000人未満の個人情報ファイルについて、個人情報ファイル簿

の作成・公表義務の対象外とされていますということから、1,000人未満は対象外という

ことが国の個人情報保護法の施行令では言われているというところです。 

 基本的にはこういったものを参考にしながらこれから政令を制定するというようなこと

を国は言っておりますので、恐らくこういった規定になろうかと思います。ただ、こちら

につきまして、こちらに書いてはいないんですけれども、このファイル簿の作成、また公

表につきましては、自治体が独自に様々、現在運用して行っております。世田谷につきま

しても、業務登録簿はもとより、外部委託の記録票、目的外利用の記録票、外部提供の記

録票等を作成し、また、区政情報センターではありますが、区民の皆様方に公開して見て

いただいているというような状況でございます。 

 こういった地域特性に応じたこれまでのファイル簿の公表につきましては、止めること

はないといいますか、そういったことは言っていますので、区としましても、国のこの法

令に倣うのか、プラスで今までやっている区の現状を保ちながら地域特性を残しながら進

めていくのかというようなところは検討課題の一つだと考えております。 

 続きまして、41ページ目を御覧いただければと思います。中段、５、自己情報の開示、

訂正及び利用停止ということでございまして、情報公開条例における不開示情報と改正法

における新個人情報保護法の不開示情報の対象範囲が異なっている場合の解消方法という

ところでございます。 

 こちらにつきましては、情報公開条例では開示されることとされている情報が、新法の

78条第１項各号で不開示情報と規定されている場合につきましては、当該情報を条例、改

正法の施行条例という書き方がされていますけれども、規定することにより不開示情報か

ら除くことが可能というような見解がなされております。 

 また、５－１－２を御覧いただければと思います。開示等の処理の日数は改正法では30

日とされておりますが、より短い期間とすることは可能かというところです。 

 改正法につきましては、開示請求から30日以内に決定するということになりまして、法

の直接適用を受けますので、どの自治体も30日以内というふうに原則なってまいります。

しかしながら、他の自治体は14日、２週間以内ですとか、当区のように15日以内ですと

か、様々な期間設定をしておりますので、これは条例に規定しまして、この期間の短縮は

可能だということになっておりますので、こちらにつきましても今後こちらでも考えなが

ら、審議会の皆様方に御意見をいただきながら進めていく課題の一つだと考えておりま



 36

す。 

 駆け足で申し訳なかったんですけれども、事務局で現段階でかなり影響のあるようなと

ころにつきまして、かいつまんで説明をさせていただいたところでございます。冒頭、当

課長の末竹より説明させていただきましたとおり、こちらが報告して終わりというわけで

はありません。今後、国から様々示されますガイドラインですとか政令等の規定ですと

か、そういった基本方針も出されるというようなことも昨今聴いておりますので、そうい

ったものもキャッチアップしながら、区の現状の課題と新たな法との対比をしていきなが

ら課題整理をして、次回の審議会でお示ししながらと考えてございます。 

 恐らく事務局ではかなりの部分が改正されるということで、国からは法施行条例という

ような言い方もされているぐらい直接適用を受け、条例で適用できるようなところはかな

り限定的だというような国の見解は示されておりますが、果たしてそこまで限定的でいい

のかどうかを含めて、○○委員からも前回もお示しいただきましたとおり、世田谷は法よ

りも早い段階で個人情報保護条例を制定してというような経緯もございますので、そこの

バランスをどう取るかということが今後の大きな課題として捉えてございます。 

 ということで、今回の本日の御報告はこのレベルでということでお願いできればと思い

ます。駆け足で聴き取りづらかった部分はあるかと思いますけれども、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。では、内容の議論は次回以降に回すとしまして、今後のスケ

ジュール感と、それから、具体的には条例改正なるんでしょうけれども、条例改正してい

く中で審議会の役割が大きく変わるわけですので、この審議会でそれに対してどういう形

で議論に参加し得るのか、あるいはできないのかも少し今段階での、今日段階での事務局

のお考えをお示しいただければと思います。 

○区政情報係長 事務局から今日段階のところということで御説明させていただければと思い

ます。国は、こちらの法につきましては、改正法の施行につきまして令和５年の春という

ことを言っております。具体的には令和３年５月19日付で交付されておりますので、政令

で指定する２年を超えない範囲ということで、令和５年５月18日までが自治体の条例の施

行期限ということになってございます。 

 一方で、国が示します、これから詳細なものを示すということを言われておりますけれ

ども、ガイドライン、また政令等が定められるわけですけれども、こちらにつきまして

は、来年の春、令和４年の春ということで国から言われているようなところでございま
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す。それまで何もしないわけにはいきませんので、現行条例と法を照らし合わせながら、

一定程度課題整理をして、事務局としましては次回の10月の審議会の中で、小委員会にな

ろうかとは思ってはいるんですけれども、まずは区の状況も知っていただく勉強会という

ような位置づけなのかもしれないんですけれども、共有をしていただきたいと考えており

ます。年明け、春、ガイドライン等が示されますので、それに向けて進めていって、年度

明け、４月以降にはガイドラインがしっかりしたものが出ますので、それに基づきまして

区の方針を固めていきながら、審議会からも答申を頂戴しながら、どういうふうな条例を

定めるべきか決定していくことになろうかと存じます。もちろん議会の御意見も頂戴しな

がらにはなります。今の現段階のスケジュールとしては、概ねこのような流れでございま

す。 

○会長 そうしますと、具体的には来年の春以降、どこかのタイミングで、この審議会とし

て、ある種の意見表明をするような形を考えていらっしゃるということでしょうか。そう

いうような機会を持つことを考えていらっしゃるということなんでしょうか。 

○区政情報係長 おっしゃるとおりです。実際、諮問といいますか勉強会といいますか、審議

会と共有する場は10月以降設けさせていただこうとは考えてはおりますけれども、実際に

審議会からの御意見も頂戴しながら、それを国に上申といいますか、国に何か申すのかど

うかを含めながら条例を今後どうするかといったところの御答申もいただきながら進める

ことになろうかと思います。 

○会長 ありがとうございます。今のスケジュール感、あるいは審議会の議論への参加の仕方

等について、皆さんから御要望や御意見がありましたらどうぞ。 

○委員 まず、今日の報告の取扱いといいますか、その報告を受けてどういうふうにするかに

ついては今、考え方、国の動きについての情報提供なりがあり、それを見ながらこの審議

会としても考えていくよということになるかと思うんですが、幾つかそれを進めていく上

で確認といいますか、伺っておきたいことがあるんですけれども、１つは、今回６月29日

付で、これは国の個人情報保護委員会の事務局という性格を持っている総務省が、担当課

が示しましたよと。言わばＱ＆Ａですね。Ｑ＆Ａにこういう想定される質問に対してこう

いう考え方ですよということが示されたんですが、先ほど幾つかピックアップをしていた

だきながら説明を伺っていたわけですけれども、全体としてかなり、世田谷区の個人情報

保護条例はたしか1991年の地域行政制度発足の翌年に１回、これはたしか91年７月かなん

かに個人情報保護制度の懇談会が開かれて、その懇談会を重ねながら条例をつくってき
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た。そのもっと前には、75年の例の自治法改正に伴う区長公選制の復活に伴って、そして

つくられた、あの頃は電算条例と言っていたというふうに記憶しておりますけれども、そ

れが76年につくられた。その電算条例の考え方を基本的に受け継ぎながら、91年７月の懇

談会以降の現在の個人情報保護条例に至る経過があったというふうに理解をしているんで

すが、そこでかなりの重視をされたのが、収集の制限の問題とか、あるいは保管の関係、

あるいは、これはＯＥＣＤの理事会勧告の表現を使えば参加の原則という、言わば自己情

報コントロール権に相当するものについてもかなりきめ細かな議論をしてきた。このよう

に理解をしています。 

 そういう点で、と同時にもう一つの流れとしては、これは私もせいぜい念頭に置かなき

ゃいけないと思っているんですが、これは地方分権改革推進委員会が2009年10月７日に出

した第３次勧告、その表題、サブタイトルが、自治立法権の拡大による「地方政府」の実

現へということで、言わばそれまでの例えば機関委任事務の廃止あるいは、義務づけ、枠

づけ、見直しの問題を含めて、自治体の条例制定権を含めた自治立法権を広げていく。そ

れによって自治体の様々なその権限を広めていこうよと、そしてその自治立法権なり自治

財政権なり自治行政権を拡充していく、これが言わば地方分権改革の大きな流れというふ

うに私自身は理解をしていたんです。 

 その流れにのっとって、これまでの区における個人情報保護の審議についても、いろん

な取扱いについても定められてきた、このように理解はしているんですが、どうもそうい

う流れに対して、自治立法権なり、あるいは自治権の拡充ということに対して、どうも制

約を与えることが今回は必要だよと。これが言わば個人情報保護等、それからデータ流通

の両立を図るという、そのことに照らして、先ほどの説明の中でもありましたけれども、

それにふさわしくないものはこれを許容できないよというふうな言い方があって、幾つか

の懸念すべき条項が散見されますので、そういった意味では、これはあくまでも今後、中

身についてはこれ以上触れませんけれども、今後、この審議会として審議をする場合に

は、自治体世田谷区がこれまでつくってきた76年条例あるいは91年―これは92年です

けれども―につくってきた現在の条例につながる。これは条例制定の経過とそこでの

基本的な考え方、積み上げの問題、こういうものを改めてやっぱり検証する。そのこと

と、そして今の国の動きとの関係でそこをどういうふうに調整するか、それはやっぱり総

合的に議論をする場というのをぜひ、１回というだけじゃなくてきちんとした形で検証を

するような、そういう審議会の小委員会なりを設けていただくということを強く求めてお
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きたいと思います。 

 国のほうは令和５年の言わば今一定のお尻が決まったスケジュールがあるようですけれ

ども、ただ、それによってこの審議会の、場合によっては、読み方によっては、今この審

議会それ自体も自治体が独自に持つことは大きな制約を受けますよとか、それが取り扱わ

れる項目なり内容については大きな制約があって、国がそれを言わば一定のルールの下に

言わばルールしていく、つまり統制をしていくみたいな、そんなことが読み取れますの

で、そこのところはやはり、これは世田谷区も常々おっしゃっておられるようですけれど

も、やはり自治権の拡充ということが今大きなテーマにもなっているようですから、そう

いうものをやはりきちんと進めていくためにも、これはきちんと腰を据えて議論する場と

いうものをぜひお願いしたいなと思います。 

 これ以上中身については触れませんが、本当にいろいろと突っ込みどころが満載のこの

Ｑ＆Ａだなというふうに読み取らせていただきましたので、これはぜひそういうことを集

中的に議論する場、そしてまた、議論に基づいて区の条例の改正問題についても議論をし

ていくことが必要かなと思う。そういうことで、これは私見ですけれども、表明させてい

ただきました。 

○会長 ありがとうございます。ほかにも様々御意見があろうかと思いますので、では、こう

しましょうか。まず１つは、やっぱり大事なのは、きちんと区のほうから私どもに情報提

供をいただくということがまず大事だと思いますので、この会議のタイミングだけではな

くて、それ以外も含めて適宜、情報提供をいただくという形でお願いをしたいと思いま

す。 

 それから、２つ目には、先ほども既にお話しいただいているように、今回の法改正によ

って世田谷区の個人情報保護条例も大きく制約といいましょうか、影響を受けますし、何

よりもこの審議会の活動も変わらざるを得ないという状況がありますので、これについて

はどこかのタイミングで審議会としての意見を取りまとめるという方向を一応この場で持

っておきたいと思います。 

 それから、３つ目には、そうはいっても、最初から審議事項で審議をするとかいう話は

なさそうですので、どこかで、私のほうで一旦預からせていただいて、事務局と御相談し

ながら、参加を希望される方を中心として勉強会を何度か重ねた上で、正式な諮問なり、

あるいは全体審議会での議論を行うというふうな道筋をつくってやっていければなと思い

ます。 
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 まずは情報の提供、それから２つ目にはどこかのタイミングでの意見表明、これは諮問

に対する答申になるかもしれません。３つ目には、なるべく早い段階でこの審議会での下

で、公式、非公式はまだ分かりませんが、何らかの勉強会をして、この審議会での審議の

ベースをつくっていくというこの３つを御提案させていただきたいと思いますけれども、

いかがでございましょうか。皆さん大体そういう感じでよろしいでしょうか。 

 〇〇さん、よろしいでしょうか。 

〇委員 私もまだ審議、委員会に入ってまだ間もないところですので、これをちょうどいい機

会だと捉えさせていただいて、少し勉強して理解を深めていきたいと思っておりますの

で、ぜひ勉強会をよろしくお願いしたいと思います。 

○会長 まだまだ今からやらなきゃいけないことが増えるかもしれませんけれども、今申しま

した３つを取りあえずは今日の段階での決め事としまして、事務局と調整しながら今後対

応していくということにさせていただければと思います。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、事務局のほう、後でまた打合せをしたいと思います

が、今の３つの確認をこの場でしたということで、進め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。取りあえず今日のＱ＆Ａについては今の報告を了解とい

いましょうか、お聴きしたという形にしたいと思います。 

 あともう一つは、先ほどのNo.２も形式的ではありますけれども、報告を了解するとい

う形にいたします。これについては、先ほど申しましたように、ホームページ等々で何か

分かりやすいものが出るんだろうなということを期待しつつということになりますが、よ

ろしくお願いいたします。 

 では、事務局からその他報告、よろしくお願いします。 

○区政情報課長 ありがとうございます。次回の日程でございますけれども、本日の会議次第

にも記載しておりますように、令和３年度第４回の審議会につきましては、10月29日の金

曜日午後２時からの開催を予定してございます。会場につきましては現在調整中というこ

とで、改めて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 ありがとうございます。10月、コロナがどうなっているか分かりませんが、もしかす

るとこういう形態も悪くないなと思っております。皆様方の御意見なり事務局の負担を考

えながら、どういう形態で実施するのがいいのか、また御相談をさせていただければと思



 41

います。日付については10月29日の午後２時として確定しておりますので、開催形態につ

いてはまた追って御相談をさせていただくということで、よろしくお願いいたします。 

 

３．閉  会 

○会長 皆様方、ほかに何かありますでしょうか。よろしいですか。―ないようでした

ら、以上で本日の議事は全て終了いたしました。ちょうど４時になりますが、これをもち

まして閉会といたします。どうもお疲れさまでした。 

 

 


