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都市整備政策部住宅管理課長 蒲牟田和彦 生涯学習部中央図書館長 會田孝一 

事 務 局 総務部区政情報課長 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９５３号 

「介護保険業務」及び「高齢者・障害者保健福祉業務」における個人情報の「避難行動要

支援者支援業務」への目的外利用並びに「避難行動要支援者支援業務」及び「高齢者・障

害者保健福祉業務」における外部委託に伴う個人情報の保護措置並びに「避難行動要支援

者支援業務」における新たな個人情報の項目の電子計算機への記録について 

（個別避難計画の作成） 

②諮問第９５４号 

「図書館業務」における外部の電子計算機との回線結合について 

（オンラインによる代行登録の実施） 

 



③諮問第９５５号 

「子どもの人権擁護機関業務」における外部の電子計算機との回線結合について 

（クラウド上のオンライン会議の活用及び電子メールの利用） 

④諮問第９５６号 

「高齢者・障害者保健福祉業務」における外部委託に伴う個人情報の保護措置及び外部の

電子計算機との回線結合について 

（ヤングケアラーに関する実態調査の実施） 

⑤諮問第９５７号 

「住宅業務」における外部委託に伴う個人情報の保護措置について 

（マンション実態調査業務委託） 

⑥諮問第９５８号 

「保育園業務」における外部委託に伴う個人情報の保護措置について 

（保育施設補助金申請関連業務に関する業務委託） 

⑦諮問第９５９号 

「特別区民税業務」及び「軽自動車税業務」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 

（ＳＭＳ催告サービスの導入） 

⑧諮問第９６０号 

「生活保護業務」、「特別区民税業務」、「軽自動車税業務」、「特定中国残留邦人等支

援業務」、「国民健康保険業務」及び「介護保険業務」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 

（電子データによる預貯金等照会サービスの導入） 

⑨諮問第９６１号 

「国民健康保険業務」における外部委託に伴う個人情報の保護措置について 

（東京都国民健康保険団体連合会への業務委託における個人情報の項目の追加） 
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１．開  会 

○会長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから令和３年度第６回世田谷区情報公

開・個人情報保護審議会を開会いたします。 

 本日の出席委員などにつきまして、事務局から事務連絡をお願いいたします。 

○区政情報課長 本日は、土田委員、菅澤委員から欠席の御連絡を頂戴しているところです。 

 大崎委員につきましては、出席の旨、いただいていますけれども、まだ現在入っていた

だいていない状況です。 

 なお、本日、委員の過半数の出席がございますので、審議会条例に基づき、会議が成立

していることを御報告申し上げます。 

○会長 それでは、事前にお送りしております前回、令和３年度第５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、

内容につきまして御異存ございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○会長 ありがとうございます。では、令和３年度第５回審議会の会議録はこのように決定い

たします。 

 続きまして、本日会合の傍聴の有無について、事務局より御報告をお願いいたします。 

○区政情報課長 本日、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 

○会長 それでは、早速、審議に入ります。 

 本日は諮問案件が９件となっております。 

 

（1）審議事項 

①諮問第953号 

○会長 まず、諮問第953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１ページを御覧ください。「介護保険業務」及び「高齢

者・障害者保健福祉業務」における個人情報の「避難行動要支援者支援業務」への目的外

利用並びに「避難行動要支援者支援業務」及び「高齢者・障害者保健福祉業務」における

外部委託に伴う個人情報の保護措置並びに「避難行動要支援者支援業務」における新たな
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個人情報の項目の電子計算機への記録についてでございます。 

 次の２ページからが諮問の内容となっております。 

 所管課は、２ページに記載の複数の課でございます。 

 審議のポイントは、３、外部委託、４、目的外利用、６、電子計算機への記録でござい

ます。 

 それでは、所管課を代表して、保健医療福祉推進課より説明いたします。 

○保健医療福祉推進課長 保健医療福祉推進課の小泉でございます。どうぞよろしくお願いし

ます。 

 それでは、審議資料No.１、諮問第953号の御説明を申し上げます。 

 まず、２ページ、事業概要でございます。本事業は、令和３年５月の災害対策基本法の

改正に伴い、個別避難計画の作成が区市町村の努力義務とされたことから、当該計画を作

成し、関係所管及び支援者など、関係者との情報共有を行うものでございます。 

 ３ページを御覧ください。第１、目的外利用についてです。 

 １の目的外利用する理由は記載のとおりでございます。 

 ２の諮問の趣旨でございます。本件は、避難行動要支援者支援業務におきまして、個別

避難計画の作成に当たり、介護保険業務及び高齢者・障害者保健福祉業務で管理している

個人情報を利用するものであり、条例第15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の保有課及び保有課の業務名称、４、利用課及び利用課の業務名称は記載のとおりで

ございます。 

 ５の対象となる個人の範囲は、避難行動要支援者である区民のうち、介護給付サービス

申請者及び障害福祉サービス申請者でございます。 

 ６の目的外利用する個人情報の項目及び件数は記載のとおりでございます。 

 ４ページを御覧ください。７の利用の開始時期及び期間は、令和４年５月中旬頃から継

続して行う予定でございます。 

 続きまして、第２、外部委託に伴う個人情報の保護措置について御説明します。 

 １及び２につきましては記載のとおりでございます。 

 ３の諮問の趣旨でございます。本件は、管理システムの構築業務及び個別避難計画調査

票の印刷、封入、封緘及びデータ化に係る業務を外部委託することに伴い、個人情報を取

り扱わせるものであり、条例第12条の規定に基づき、諮問するものでございます。 
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 ４の対象となる個人の範囲は、避難行動要支援者である区民となります。 

 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）管理システムの構

築作業委託につきまして、区から委託先へ提供する個人情報の項目は記載のとおりでござ

います。件数は8,000件を予定してございます。 

 ５ページを御覧ください。（2）個別避難計画調査票の印刷・封入・封緘及びデータ化

作業委託についてです。区から委託先へ提供する個人情報及び委託先が本人から収集する

ものは記載のとおりでございます。件数は約8,000件でございます。 

 ６につきましては記載のとおりです。 

 ７、個人情報を取り扱う場所について区及び委託先以外の者と共用の有無については、

該当はございません。 

 ８の委託先との個人情報の授受の方法は、文書及び電磁的記録媒体でございます。 

 ９及び10については記載のとおりです。 

 ６ページを御覧ください。11から13につきましては記載のとおりでございます。 

 続いて、第３、新たな個人情報の項目の電子計算機への記録についてです。 

 １については記載のとおりです。 

 ２の諮問の趣旨でございます。本件は、個別避難計画作成に係る個人情報を新たに電子

計算機へ記録するものであり、条例第17条第４項の規定に基づき、諮問するものでござい

ます。 

 ３の対象となる個人の範囲は、避難行動要支援者である区民のうち、個別避難計画を作

成した者になります。 

 ４については記載のとおりです。 

 ５の記録する個人情報の項目及び件数につきまして、個人情報の項目は記載のとおりで

ございます。 

 ７ページを御覧ください。取り扱う件数は約8,000件でございます。 

 ６及び７につきましては記載のとおりです。 

 続きまして、第４、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及び２については記載のとおりです。 

 ３の諮問の趣旨でございます。本件は、既に実施しております地域包括支援センター事

業委託につきまして、新たな個人情報を取り扱わせるものであり、条例第12条の規定に基

づき、諮問するものでございます。 
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 ４の対象となる個人の範囲は、避難行動要支援者である区民でございます。 

 ５の委託で取り扱う個人情報の項目及び件数につきまして、区から委託先へ提供する個

人情報及び委託先が本人から収集する個人情報は記載のとおりでございます。 

 最後に、８ページを御覧ください。取り扱う件数は約8,000件でございます。 

 ６及び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は、文書及び電磁的記録媒体でございます。 

 ９から13については記載のとおりでございます。 

 説明は以上でございます。御審議のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○会長 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 ちょっと確認の意味で教えていただきたいんですけれども、要は、避難行動要支援者

という方々がいらっしゃる、それがこの件数でいくと約8,000件という理解でよろしいの

かどうか。そのうち、２つの条件、介護給付サービス申請者、障害福祉サービス申請者に

絞っていった場合に6,000件ないし2,500件という数字になるという理解でよろしいのかど

うか、最初に１つ確認をさせてください。 

 続いて、６ページ、13、委託先、（1）管理システムの構築作業委託に株式会社ジムコ

と書かれております。ジムコという事業者は、過去に区との関係、あるいは他の自治体と

の関係でどういう先行の事例、実績があるのか、参考までに教えていただきたい。 

 それから、最後のところの13、委託先（参考）として、社会福祉法人12社とあります

が、実際に行われる、７ページにあります世田谷区地域包括支援センター事業委託との関

係でいくと、たしか世田谷区では今28か所の地域包括支援センター、いわばあんしんすこ

やかセンターと言っていますかね、それの関係で受託をしているのが―様々な社会福

祉法人が入っているかと思うんですが、それを含めて全体で12社に今回この事業について

は委託をしているよという理解でいいのか、確認の意味で教えてください。 

○保健医療福祉推進課長 御意見ありがとうございます。小泉のほうから順番に申し上げま

す。 

 まず、避難行動要支援者ということで、世田谷区の場合ですと、先ほど8,500件と御説

明申し上げましたが、該当する事由といたしましては、要介護４または５に該当する者で

すとか、一人暮らしの高齢者ですとか、高齢者のみ世帯で要介護３に該当する者、また、

障害に関しては、身体障害者手帳１級で、例えば視覚とか四肢、体幹などの該当する者と

いうことで、区の中では約8,500名の方が該当するということで、今回は、先ほど申し上
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げた努力義務という中で、その方々の個別避難計画を５年間かけて作りなさいという指針

が昨年５月に国の改正法で示されている中で、区が取り組んでいくということでございま

す。 

 それから、同意を得た方から名簿を作成し、区の中にとどまらず、支援者側にも名簿を

お渡しして、災害時または台風などの水害時も含めて情報を提供して助け合っていくとい

うことで進めている事業でございますが、その中で触れられている社会福祉法人というの

が、まさに委員おっしゃるとおり、今、28か所ある地域包括支援センター、いわゆるあん

しんすこやかセンターで、１つの法人さん―法人というか、全部社会福祉法人でござ

いますが、複数抱えているところもあるので、12社ということです。例を申し上げると、

区で言うと社会福祉事業団も入っていますし、古くは古木会とか大三島さんとか、いろん

な事業者さんが関わっている状況でございます。 

 それからもう一つ、ジムコについては詳しい者から御説明申し上げます。 

○保健医療福祉推進課職員 私、同じく保健医療福祉推進課の柳沼と申します。よろしくお願

いいたします。 

 株式会社ジムコでございますが、現在、世田谷区の中で汎用台帳システムというシステ

ムの中に幾つかシステムが入ってございまして、例えば報酬を計算するシステムですと

か、空き家を管理するシステムですとか、データベースを管理するシステムの基盤が汎用

台帳システムというものでして、このシステムの基盤を構築しているのが株式会社ジムコ

という会社でございます。今回、そのシステム基盤の中に個別避難計画を作成するサブシ

ステムのようなものを作成する予定でございまして、基盤の構築をジムコが行っているこ

とから、必然的にジムコという会社に構築を委託することを計画しております。 

○委員 また基本的なことになると思うんですが、これまでの説明ですと、対象となる人は、

在宅で介護を受けている人が中心ということになるんでしょうか。例えば特養ホームなど

に入っていて、要介護４とか５になっている人は対象となるのかならないのかを教えてく

ださい。 

 あと、７ページ、４、対象となる個人の範囲に避難行動要支援者である区民と書いてあ

りますが、これはピックアップはされているんでしょうか。これからピックアップするの

か。要するに、要介護幾つとかというのは現在進行系で、これからも認定される人がいる

と思うんですが、例えばいつまでに認定された人とか、何か基準があるのか教えてくださ

い。 
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○保健医療福祉推進課長 御質問ありがとうございます。まず１点目については、先ほど申し

上げた要介護ですとか身体障害者手帳で１級とか該当がある、基本は在宅の方になりま

す。 

 それから、8,500件と申し上げているのは、今、委員おっしゃるとおり、固定されてい

るわけではなくて、当然、転出、転入とか、死亡も含めて入れ替わりがございます。平均

して年間で大体8,500前後いらっしゃるので―今は保健福祉システム、基本的な情報と

いうことで、当然、氏名ですとか住所が押さえられるんですが、今回は個別避難計画とい

うことで、例えば避難をするときに誰が避難所に連れていくですとか、細かい話ですけれ

ども、ふだん、家の中のどこで寝ているとか、そういった個人的なところも含めてつくっ

て、水害時並びに災害時のときに使っていこうという趣旨でございます。 

 今、定期的に、四半期ごとに更新作業をしているんですが、入れ替わりも含めてありま

すので、１回作ったら終わりというものではなくて、入れ替わりも含めて、半永久と言っ

たら変ですけれども、追っかけで更新していく計画になっていく予定で今考えているとこ

ろです。 

○委員 ありがとうございました。５年ぐらいをめどにやるということだったので、大分期間

が長いなと思いましたが、今、四半期ごとにというお答えをいただいたので、そう理解し

たいと思います。 

○保健医療福祉推進課長 今のをちょっと補足させていただくと、今、国のほうで努力義務

で、多分、どこもこういった計画が―作っている自治体もありますが、全国的な話で

いくと、あまりないという状況でございます。昨年、災害対策基本法が改正され、概ね５

年間で各自治体は努力義務でつくるんですが、世田谷区の場合は、一応、それを３年でや

ろうとしています。それも優先をつけながらということで、令和４年度については、一昨

年の台風19号のことがございますので、玉川と砧地域のいわゆる洪水浸水想定区域を中心

に、先行してこの計画をつくり、残りの地域に広げて３年、うまくシステムの開発が進め

ば、３年と言わず、２年とか２年半と時間を短めにして、なるべく早くできるような形で

進めたいと考えてございます。 

○委員 ありがとうございました。 

○委員 私のほうから２点あったんですが、１点目は○○委員と同じように、介護施設に入所

している方たちはどうなるのかお聴きしたかったので、その回答はいただきましたので、

ありがとうございます。 
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 それから、これは直接審議とは関係なくなるかもしれないんですが、事業概要の中に

「本人から同意を得た上で町会等の支援者に対して個別避難計画を提供することとした」

とありますが、「等」というのは、そのほかにどういったところがあるんでしょうか、教

えていただきたいと思いました。 

○保健医療福祉推進課長 御質問ありがとうございます。細かい話ですけれども、いわゆる町

会ですとか自治会ということで、等というくくりにさせていただいております。現在、世

田谷区の場合は、約200弱の町会・自治会がございますが、５割程度の方が町会に加入さ

れず低いところと、締結自体も全ての町会が入っていませんので、同意されたところにお

渡ししていますが、今後もこういった計画を―国のほうから示されていることもあり

ますので、総合支所を通じまして呼びかけを今も継続しているところでございます。 

○委員 実際に締結をしているのは大体どのくらいの割合なんでしょうか。 

○保健医療福祉推進課長 先ほど申し上げた200弱あるうちの100程度、半分ぐらいが締結して

ございます。 

○委員 ありがとうございました。 

○委員 今、ほとんど○○委員と○○委員に質問していただきましたので、私の疑問も、線を

つけていたことにお答えいただいているので、ありがとうございました。 

 １つ質問したいのは、私のところでは避難行動要支援者の提携を結んでおりますが、今

の基本的なものというと、御住所と名前と―避難所はこれから変わろうとしています

よね。優先度の高いということと、義務化されたということで、今、細かく高齢者の方へ

の質問があるようですが、そういうのは町会にも流れるということで私たちは理解してよ

ろしいんですか。 

○保健医療福祉推進課長 御質問ありがとうございます。今、国のほうで先ほど申し上げた個

別避難計画を作ると示されている中で、昨年の改正のときにも計画の様式が例としてお示

しされております。今、委員おっしゃるとおり、基本的な事項ということで、当然、お名

前ですとか生年月日、住所はございますが、それ以外に例えば同居家族ですとか、自分が

どこに避難したいかとか、支援していただく―ふだん、あんしんすこやかセンターで

お世話になっていれば、支援員の方の連絡先ですとか、あとは、特記事項みたいなものも

設けられていまして、実際に避難するときにその方に必要な持っていくべきものを記入し

ていただくなど、結構、個々に寄り添ったような形で国の様式が示されております。今

回、基本的事項は区のほうでも分かるんですが、やはり御本人様の同意を得ながら、なる
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べく身近に、個人個人に寄り添った形の計画を作成する、令和４年度から出発するという

ことで、今回、諮問させていただいております。 

○委員 ありがとうございました。本当に細かい情報を知り得たいなと思っておりますし、い

ざというときには、申し訳ございませんけれども、あんしんすこやかセンターとか行政は

当てにしておりませんで、町会の中で助け合っていかなきゃいけないんじゃないかと常に

話し合っておりますので、質問させていただきました。 

○保健医療福祉推進課長 ありがとうございます。 

○会長 ほかにはございますでしょうか。 

 私から念のための確認ですけれども、今日の諮問事項の第２、第３、第４にあります

8,000件というのは、イコール、同じ対象と考えてよろしいですね。 

○保健医療福祉推進課長 同じ対象ということで大丈夫です。 

○会長 一方で、第１の場合は足すと8,500ですけれども、この8,500の中に8,000が含まれる

という関係性でよろしいでしょうか。 

○保健医療福祉推進課長 ４ページに8,500―6,000と2,500ということで、重複するデータ

もあるということで、500が余分になっていますが、含まれるとお考えいただいて大丈夫

です。 

○会長 ありがとうございます。 

○委員 追加で聴かせてください。こういうリストをつくるというのはとても大事なことだと

思います。ただ、ちょっと心配になるのは、リストをつくって、支援する側の人材確保と

いうのはできているんでしょうか。助ける側、助けてくれる人は確保できているのかどう

か教えてください。あるいは、これからどうやって集めるつもりなのか、それはボランテ

ィアなのか、有償なのか、そのあたりも教えてください。 

○保健医療福祉推進課長 御質問ありがとうございます。繰り返しになりますけれども、国の

ほうから、まず計画を作成ということでお示しされ、今回、計画を作るに当たっては、当

然、庁内だけではできないということで、国のほうからも示されている中では、いわゆる

福祉の人材を含めて、いろいろ聴きながらということで、例えば民生委員さんですとか、

あんしんすこやかセンターの職員さん、ふだん関わっている総合支所の保健福祉課の職員

ですとか、そういったところを含めて―それから、先ほど申し上げた町会・自治会の

同意を得られているところもありますので、そういった方々にも御協力いただきながらと

いうことで考えています。 
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 ただ、水害時の場合は、台風なんかは予測できるので、例えば事前に避難や誘導を含め

てできるんですが、地震となると、区がすぐ動けないということがあって、一応、考え方

としては、自助、共助、公助とよく言われる中で、まずは自分の身を守っていただき、そ

の後に共助で地域の力をお借りしながらということなので、正直、これからスキームづく

りを始めるところもございますが、今申し上げたような福祉の方々に御協力いただきなが

らというふうに―年度が替わってから、計画をつくりながら、一緒に御協力いただく

ということで考えてございます。 

○委員 ありがとうございました。 

○委員 私は民生委員の立場でこの会に参加させていただいているんですが、民生委員の区割

りと町会の区割りがリンクしていないところがあるんです。実際、私のところも、１つの

町会ではなくて、２つ重なっています。１つの町会は要援護者の協定が結ばれているんで

すが、もう一つの町会は協定が結ばれていないという事実があります。そうすると、民生

委員もどっちへ行こう―要するに、災害時になりますと、民生委員の中で、町会は関

係なく動く形になると思うんです。そのときのまだ分からないような―全部が協定を

結んでいるわけではないので、その辺のことが気になります。 

 あと、いろんな手が入るというのはいいことなんですけれども―ですから、１つの

民生委員の手だけではなくて、御近所とか、いろんな手があって初めて救えるというか、

お力になれることもあると思うので、町会のほうへの働きかけを行政側ももう少し強くお

願いしたいと思うのが今の私の考え方です。よろしくお願いします。 

○保健医療福祉推進課長 御意見ありがとうございます。今回の御説明は、私どもは保健福祉

政策部というところから御案内申し上げていますが、実際、この計画づくりは、総合支所

を含めて、高齢ですとか障害、関係する所管と一緒に検討部会を立ち上げながら、この

間、やっておりまして、４月以降も総合支所が一緒にやっていきますので、今の御意見に

つきましては、総合支所とも共有させていただきながら、進めさせていただければと思い

ます。引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。 

○会長 ほかにはございますでしょうか。よろしいですか。―では、ないようでしたら、

お諮りいたします。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953号については異議なしと認めます。 

 今、後半部分で出たように、情報を集めて、その情報をきちんとうまく生かしていくと
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いうのが大切だと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。14課の共同作業になる

かと思いますが、ぜひよろしくお願いいたします。 

 

②諮問第954号 

○会長 では続きまして、諮問第954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９ページを御覧ください。「図書館業務」における外部の

電子計算機との回線結合についてでございます。 

 次の10ページからが諮問の内容となっております。 

 所管課は、生涯学習部中央図書館でございます。 

 審議のポイントは、７、回線結合でございます。 

 それでは、所管課より説明いたします。 

○中央図書館長 中央図書館長、會田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、「図書館業務」における外部の電子計算機との回線結合について（オンライ

ンによる代行登録の実施）について説明いたします。 

 １、回線結合する理由でございます。図書館業務は、御案内のとおり、図書、記録、視

聴覚教育の資料その他必要な資料等を収集し、利用者に提供する業務です。全国視覚障害

者情報提供施設協会が運営するインターネット上のウェブサイト、サピエ図書館―サ

ピエンスから取っていると言われます―では、点字や音訳資料等のデータをダウンロ

ードするサービスを行っており、現在、区立図書館はサピエ施設団体会員として登録し、

資料データの提供を受けているところです。こちらにつきまして、視覚障害者等がサピエ

図書館を利用する個人登録をする際に、本人同意の下でサピエ図書館へ情報を代行入力す

ることといたしたいと考えております。以上の理由から、区の電子計算機とサピエ図書館

を回線結合するものであります。 

 ２、回線結合の相手方は、サピエ図書館でございます。 

 ３、諮問の趣旨につきましては記載のとおりでございます。 

 ４、対象となる個人の範囲ですが、区立図書館の障害者サービス利用登録をしている者

―現在、約500名ほどいます―のうち、サピエ図書館への個人登録を希望する区民で

ございます。 

 ５、回線結合する個人情報の項目及び件数です。 
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 （1）個人情報の項目は、システムに登録する内容ですが、氏名、住所、生年月日、性

別、電話番号、携帯電話番号、ＦＡＸ番号、メールアドレス、郵送でのお知らせ方法の選

択内容（点字、普通サイズの文字・拡大文字）、利用施設・団体、サピエ図書館利用者Ｉ

Ｄとなります。 

 （2）件数ですが、これは他自治体等からの見込みでございますが、年間約５件程度か

と考えてございます。 

 ６、回線結合の方法でございますが、区は、区民からのサピエ図書館代理登録の申出を

受け、サピエ図書館から区立図書館へ付与されたＩＤ及びパスワードにて、サピエ図書館

にアクセスし、代理登録画面にて登録を行うため、区に設置されている電子計算機とサピ

エ図書館をインターネット回線で接続します。なお、代理登録後、サピエ図書館より利用

者と区立図書館に利用者ＩＤがメールにて送信されます。 

 ７、相手方の個人情報の保護管理体制として、通信の暗号化、サーバの管理ということ

で、記載のとおりでございます。 

 ８、区の個人情報の保護管理体制ということで、区の情報セキュリティ対策基準及び中

央図書館の情報セキュリティ実施手順書を遵守したセキュリティ対策を講じてまいりま

す。また、サピエ図書館から区立図書館へ付与されたＩＤ及びパスワードは厳重に管理す

るとともに、登録担当操作者を限定してまいります。 

 ９、回線結合の開始時期及び期間につきましては、令和４年３月１日から継続して行う

と考えてございます。 

 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 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 先ほど御説明の中で、対象となる個人の範囲との関わりで、現在、区立図書館の障害

者サービス利用登録をしている者のうち、件数が年間約５件ということなんですが、もと

もとのところは約500人ぐらいと先ほどお話があったかと思うんです。その500人の中で、

サピエ図書館の利用に関わる今回の対象の事案ですけれども、内容的にはなかなかよさそ

うなんですが、５件というのは、それを広げていく上ではいろんな制約というか、ハード

ルがあるということなんでしょうか。今後、どういうふうにこの事業自体が進められてい

くのかお話をいただければと思います。 

○中央図書館長 ありがとうございます。まず、障害者サービスというものは、対面朗読であ

りますとか、点字・音訳図書の貸出し等がございますが、こちらを御利用する―図書
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館の利用者登録というのは大体27万ほどあるんですけれども、障害者サービスの登録は、

先ほどお話ししました約500名程度です。そのうち、サピエ図書館を団体登録で、図書館

で使いたいということであれば、既にできるということです。ただ、個人会員として御自

宅のパソコン等で使いたい、個人登録をなされたい場合に、個人で行われても結構なんで

すけれども、視覚障害等で代行が必要だという場合に、図書館員が代行して行いたいとい

う趣旨でございます。 

 現状としては件数はあまり多くない―23区で同じようにサピエ図書館を使っており

ますので、利用登録をしている区からも伺っているところです。ただ、こういったサービ

スについては、裾野がもっと広いのではないかと思っていますので、サービスを充実させ

るとともに、ＰＲ活動等をして、利用者数を増やしていきたいと考えています。 

○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、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 ないようですので、諮問第954号については異議なしと認めます。 

 

③諮問第955号 

○会長 続いて、諮問第955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12ページを御覧ください。「子どもの人権擁護機関業務」

における外部の電子計算機との回線結合についてでございます。 

 次の13ページからが諮問の内容となっております。 

 所管課は、子ども・若者部子ども家庭課でございます。 

 審議のポイントは、７、回線結合でございます。 

 それでは、所管課より説明いたします。 

○子ども家庭課長 子ども家庭課の中西と申します。よろしくお願いいたします。 

 私のほうからは、審議資料No.３、「子どもの人権擁護機関業務」における外部の電子

計算機との回線結合について（クラウド上のオンライン会議の活用及び電子メールの利

用）について御説明いたします。 

 事業概要でございます。区では、子供の人権を擁護し、権利を侵害された子供の速やか
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な救済を図るため、学識経験者などで構成されたせたがやホッと子どもサポート、通称せ

たホッとを設置してございます。せたホッとは、公正中立な第三者機関として、学校や家

庭などで権利を侵害された子供たちやその保護者などから相談を受けまして、必要に応じ

て状況を調査、救済に向けた調整、要請、意見の表明などを行っております。これまでは

主に電話やメールによって子供の権利侵害に関する相談を行ってまいりましたが、保護者

を中心に面接を希望する相談もございまして、相談者の中には、面接を希望するものの、

共働きなどで時間に余裕がない保護者も少なくありません。そこで、オンラインを活用し

た相談を開始しまして、相談者が来所することなく、直接対面に近い形で面接を行う選択

肢を設けることで、子供の権利の救済に向け、より的確な相談対応を確保し、相談者の時

間的・精神的負担の軽減を図ることが期待できるものと考えております。以上のことか

ら、区の電子計算機とクラウドサービス提供事業者の電子計算機及び区民の電子計算機を

回線結合することが必要となっております。 

 第１、外部の電子計算機との回線結合について（クラウド上のアプリケーションの活

用）、１の回線結合する理由でございます。インターネットを活用しまして、リアルタイ

ムに双方向での相談を実施するに当たり、インターネット上に構築されたクラウド型の会

議システム、具体的にはＺｏｏｍを利用したいと考えておりますが、区の電子計算機とク

ラウドサービス提供事業者が提供します電子計算機を回線結合するというものでございま

す。なお、本件につきましては、個人情報を扱う相談事業となりますので、以前に包括的

に御審議をいただき、御承認いただいております令和２年度第３回審議会諮問第884号の

条件であります「傍聴や議事録等の公開が可能な会議等」の内容を超えるため、今回、諮

問させていただくというものでございます。 

 次のページを御覧いただきまして、２、回線結合の相手方は、会議システムを提供しま

すクラウドサービス提供事業者でございます。 

 ３の諮問の趣旨としまして、本件は、区の電子計算機とクラウドサービス提供事業者の

電子計算機を回線結合するもので、世田谷区個人情報保護条例第18条の規定に基づいて諮

問いたします。 

 ４、対象となる個人の範囲につきましては、オンラインによる相談を実施することに同

意した者となります。 

 ５、回線結合する個人情報の項目及び件数は、個人情報の項目としまして、氏名、メー

ルアドレス、参加者ＩＤ、パスワード、肖像、発言内容となります。件数につきまして
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は、年間で約50件程度を想定しております。 

 ６、回線結合の方法について、区は、相談者に対し、事前にオンラインでの相談につい

て同意を得て、メールアドレス等を取得いたします。メール相談者がオンライン相談を希

望した場合には、メール相談等のメールアドレスを利用する旨、事前に同意を得ます。区

において、オンライン会議を開設する日にオンライン相談に必要な設定を行い、本人同意

の下、取得したメールアドレスに対して、区から設定した会議室の開始日時、会議室のＵ

ＲＬ、参加者ＩＤ及びパスワードを送信いたします。指定した日時に双方がクラウドサー

ビス提供事業者の会議システムに接続することで、オンライン相談開始となります。な

お、相談者とのやり取りで使用する電子メールの回線結合に関しましては、諮問第615号

におきまして、既に御承認をいただいております。 

 ７、相手方の個人情報の保護管理体制、次ページの８の区の個人情報の保護管理体制に

つきましては記載のとおりとなっております。 

 ９、回線結合の開始時期及び期間につきましては、令和４年４月から継続して行いたい

と考えております。 

 次に、第２、外部の電子計算機との回線結合について（電子メールの利用）でございま

す。 

 １、回線結合する理由です。会議室のＵＲＬにつきまして、伝達ミスや入力ミスを防ぐ

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

下、メールアドレスを収集いたしまして、区のインターネット接続用端末から、作成した

会議室のＵＲＬを記録した電子メールを区民宛てに送信いたします。なお、先ほど申し上

げましたとおり、メール相談開始時に電子メールの利用に関する回線結合につきまして

は、諮問第615号にて既に御承認いただいておりますが、その内容を超える部分につい

て、今回、改めてお諮りするものでございます。 

 ２、回線結合の相手方といたしましては、区が登録するメールサーバーでございます。 

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

合するものでありまして、条例第18条の規定に基づき、諮問いたします。 

 ４、対象となる個人の範囲につきましては、先ほど御説明いたしました第１の４と同様

となっております。 

 ５、回線結合する個人情報の項目及び件数につきまして、項目は、区民からの情報とし

まして、氏名とメールアドレス、区からのメールは、参加者ＩＤ、パスワード、日時とな
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ります。件数は、先ほど第１の５（2）で御説明したとおりとなっております。 

 次のページ、６、回線結合の方法、７、相手方の個人情報の保護管理体制、８、区の個

人情報の保護管理体制につきましては記載のとおりでございます。 

 ９、回線結合の開始時期及び期間につきましては、先ほど御説明いたしました第１の９

のとおりでございます。 

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

○会長 会議のＺｏｏｍ活用と、それに伴うメールの利用と理解いたしますが、御質問はあり

ますでしょうか。 

○委員 質問というより、お願いなんですが、これはＺｏｏｍを使われるということなんです

が、私も実は何回かというか、かなりの回数、Ｚｏｏｍの招待を行っているんですが、今

まで行ってきた中で、不明なアドレスの侵入が何回かあったんです。それに気づいて、拒

否という形を取らせてもらったんですが、有料のＺｏｏｍを使っているにもかかわらず、

不明なアドレスの者が入ってくるということで、Ｚｏｏｍに関して―ほかのオンライ

ン会議についてもそうだと思うんですが、セキュリティがちょっと心配な部分もあるんで

す。 

 確かに電話でお話をするよりは、相手方の顔が見える、お互いの顔が見える上で話をす

るのはとても大事なことで、すごくいい方法だと思うんですが、物すごく微妙な内容が入

ってくると思いますので、ぜひともそういった点でのセキュリティを今後十分に考えて運

用していっていただきたいなと思います。私からのお願いという形です。 

○子ども家庭課長 御意見いただき、ありがとうございます。 

○委員 １点だけ教えてください。オンライン相談を実施することに同意した者の件数が50件

と記載されておりますけれども、そもそもせたホッとそのもので現行相談を受けているの

は年間どのくらいの件数なのか教えていただけますか。 

○子ども家庭課長 先ほど50件とお伝えした件数なんですけれども、現在、年間で委員や専門

委員が活動している件数として、電話での相談が840回ほどということもありまして、そ

れの大体５％を見込んでおります。電話、メール、その他を含めますと、昨年度はコロナ

の影響等もありまして、例年よりは件数が減っておりますが、令和２年度は大体1,600件

程度の相談を受けてございます。それまでですと、年間大体2,300、2,400件、多いときで

2,800件ぐらいの御相談を受けております。 

○委員 ありがとうございました。 
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○会長 ほかにございますでしょうか。―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 ないようですので、諮問第955号については異議なしと認めます。 

 委員から話がありましたように、Ｚｏｏｍ等の利用については、まだまだ危惧する区民

の声も多いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

④諮問第956号 

○会長 では続きまして、諮問第956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 資料の17ページを御覧ください。「高齢者・障害者保健福祉業務」における

外部委託に伴う個人情報の保護措置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18ページからが諮問の内容となっております。 

 所管課は、高齢福祉部高齢福祉課、教育政策部教育指導課でございます。 

 審議のポイントは、３、外部委託、７、回線結合でございます。 

 それでは、所管課を代表して、高齢福祉課より説明いたします。 

○高齢福祉課長 高齢福祉課長、杉中と申します。 

 まず、第１、外部委託に伴う個人情報の保護措置についてです。 

 １、委託の件名は、ヤングケアラーに関する実態調査支援業務委託です。 

 ２、委託の内容です。ヤングケアラーとは、本来、大人が担うと想定されている家事や

家族の世話などを日常的に行っている子供のことを指します。ヤングケアラーについて

は、国が令和２年度に全国調査を行いました。本区においても、ヤングケアラーの実態を

把握し、きめ細やかな支援につなげていくため、子供たちを対象にアンケート調査を行い

ます。なお、当調査を通じて子供たちに子供の権利やヤングケアラーに関する啓発を行

い、気づきを促します。アンケート調査は、小学生と中学生については、学校を通じて、

タブレット端末により、無記名式で行います。具体的には、担任よりヤングケアラーにつ

いての説明を行い、タブレットから回答する方法とします。高校生年代については、通学

先等も多岐にわたるため、住所地へアンケート調査への協力依頼文を送付し、インターネ

ットでの無記名式の回答を依頼いたします。委託する内容は、（1）から（4）のとおりで
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す。 

 ３、諮問の趣旨です。本件は、外部委託に伴い、個人情報を外部に取り扱わせるもので

あり、条例第12条の規定に基づき、諮問いたします。 

 ４、対象となる個人の範囲です。令和４年４月１日現在、区内在住者のうち、区立小学

校に在籍する４年生から６年生までの児童、区立中学校に在籍する生徒、平成16年４月２

日から平成19年４月１日までの間に生まれた者、つまり、高校生の年代に当たる方とその

世帯主です。なお、区立小学校と区立中学校の後に「等」とございますが、こちらは削除

させていただきます。申し訳ございません。 

 ５、委託で取り扱う個人情報の項目及び件数です。 

 （1）個人情報の項目については、区から委託先へ提供するものは、①はありません。

②は、氏名、住所、世帯主氏名です。委託先が本人から収集するものは、①、②とも、性

別、学年、家族構成、そのほか、世話を必要とする家族の有無、お世話の内容、お世話し

ている家族、お世話の頻度等の調査・分析項目となっております。これらの項目は、国が

行った調査の項目を基本としております。なお、学校名については収集いたしません。区

及び本人以外から委託先へ提供するものはありません。 

 （2）件数は５万件程度です。内訳は、区立小学校４年生から６年生が約１万9,000人、

区立中学校が約１万1,000人、高校生年代が約２万人となっております。 

 ６から11につきましては記載のとおりです。 

 12、委託の開始時期及び期間は、令和４年４月から同年８月までです。 

 13、委託先は、現在、プロポーザルにて選定中であり、未定です。 

 続いて、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。ヤングケアラーに関する実態調査を実施するに当たり、区

立小中学校に在籍する小学校４年生以上の児童及び生徒は、区が貸し出すタブレットを使

用し、委託先事業者の作成するアンケート実施サイトにアクセスし、回答します。このこ

とから、区の電子計算機と委託先事業者の電子計算機を回線結合いたします。 

 ２、回線結合の相手方は、第１の13で説明したとおり、未定です。 

 ３、諮問の趣旨は、本件は、区の電子計算機と委託先事業者の電子計算機を回線結合す

るものであり、条例第18条の規定に基づき、諮問いたします。 

 ４、対象となる個人の範囲は、第１の４のうち、区立小学校に在籍する４年生から６年

生までの児童と区立中学校に在籍する生徒です。 
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 ５から８については記載のとおりです。 

 ９、回線結合の開始時期及び期間は、第１の12で説明したとおりです。 

 説明は以上です。 

○会長 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 ちょっと教えてください。20ページの13、委託先と、２、回線結合の相手方は第１の

13と同じだよと。具体的に委託先はどういうふうな事業所を想定しているのか教えていた

だければと思います。 

○高齢福祉課長 ヤングケアラーに関する調査につきましては、国以外にも、例えば埼玉県と

か、さいたま市とか、幾つかの自治体で既に実績があります。そういった事業所にお声か

けして、見積書を取っております。ヤングケアラーだけではなく、子供に関する調査を過

去に実施した実績がある事業者を対象にして、今、プロポーザルで選定中でございます。 

○委員 お願いでもあるんですけれども、委託先はまだ決まっていないということでしたが、

アンケートの内容が、個人情報でも極めて子供の人生というか、微妙な点に触れることだ

と思うんです。先ほど担任の先生が説明した上でタブレットか何かで入力するようなこと

をおっしゃっていましたけれども、例えばクラスで一定の時間に、学校のホームルームみ

たいなときに一斉に入力させるとか、そのようなことを想定されているのでしょうか。 

 というのは、こういう質問をするのは、同じ都内の自治体でも、昨今、社会問題にもな

っている、タブレットを利用したいじめ自殺のようなものも実際ありますので、タブレッ

ト利用のアンケートというのは結構慎重になったほうがいいと思うんです。ほかの件でも

もちろん―これだけではないと思うんですけれども、特にこの件については、子供の

日々の生活や人生に関わることでもありますので、それをみんなと一緒に回答させるとい

うことなのか、どういうやり方を想定されているのか。また、委託先も経験があるという

ことですけれども、慎重に選んでいただきたいなと思います。担当部署の方の御意見も伺

いたいと思います。 

○高齢福祉課長 まず１点目ですけれども、当然、プロポーザル選定に当たっては、個人情報

保護に関しては、極めてデリケートな問題になりますので、そこはしっかりと見定めたい

と考えております。 

 それから、学校での回答についてですけれども、ヤングケアラーの調査につきまして

は、この間、教育委員会ともやり取り、意見交換をさせていただきましたけれども、現実

問題、授業で取り上げて、その時間内でやるというのは、カリキュラム的にかなり困難で
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あるということと、先ほど委員のおっしゃったとおり、例えば全く答えようとしない生徒

もいたり、結構じっくり考えてやっていたりすると、おまえ、ヤングケアラーかみたいな

いじめにつながる可能性も危惧されますので、その場でみんなで回答することではなく、

子供たちはタブレットを自宅に持ち帰ることも可能ですので、自宅で回答してもらうとい

ったのが基本ではないかと考えています。 

○委員 ありがとうございました。データの取扱いと委託先の選定についても慎重にお願いし

たいと思います。これはお願いのレベルです。 

○委員 今のお２人の委員と同じだったので、結構です。私も、授業の中でヤングケアラーを

取り上げて、それで一緒にアンケートを取るのかな、そういうやり方になるのかなと思っ

たので、それを確認したかっただけですので、結構です。 

○会長 分かりました。 

 高齢者・障害者保健福祉業務というくくりなんですね。それはそれでいいんですけれど

も、ちょっと気になっただけです。 

 ほかはございますか。よろしいですか。―では、ないようでしたら、お諮りいたし

ます。本件について異議はありませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○会長 ないようですので、諮問第956号については異議なしと認めます。 

 

⑤諮問第957号 

○会長 続きまして、諮問第957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 資料の22ページを御覧ください。「住宅業務」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23ページからが諮問の内容となっております。 

 所管課は、都市整備政策部住宅管理課でございます。 

 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。 

○住宅管理課長 住宅管理課長の蒲牟田と申します。よろしくお願いいたします。 

 それでは、審議資料No.５、諮問第957号、「住宅業務」における外部委託に伴う個人情

報の保護措置について（マンション実態調査業務委託）につきまして御説明いたします。 
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 事業概要でございます。国内には築40年超のマンションが現在約103万戸あります。

年々、高経年マンションが急増する見込みとなってございます。これら高経年マンション

では、区分所有者の高齢化、非居住化が進行し、管理組合役員の担い手不足や、総会運営

や集会の議決が困難等の課題を抱えているものが多い状況でございます。このような現状

に、国は令和２年６月にマンション管理適正化法を改正し、マンション管理の適正化の推

進を図ることを示し、東京都は平成31年３月にマンション条例を制定し、令和２年４月よ

り昭和58年以前建築のマンションを対象に管理状況届出制度を開始し、特別区における東

京都の事務処理の特例に関する条例に基づきまして、区において事務を処理しているとこ

ろでございます。区におきましても、マンションの実態把握を行い、マンションの施策を

推進するため、平成28年度に行った調査対象の追跡に加えまして、新たに全分譲マンショ

ンを対象に調査・分析業務を外部委託により実施するものでございます。 

 １の委託の件名、２の委託の内容、３、諮問の趣旨につきまして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、区内の２以上の区分所有者が存在する建物

で、居住の用に供する専有部分が６戸以上である分譲マンションの区分所有者となりま

す。 

 ５、委託で取り扱う個人情報の項目及び件数、（1）個人情報の項目につきましては、

区から委託先へ提供するものといたしまして、平成28年度の調査で収集しましたマンショ

ン管理に関わる連絡担当者の情報や、全分譲マンションの建物概要、権利関係の登記簿情

報を提供いたします。また、委託先が本人から収集するものといたしまして、マンション

管理に関わる連絡担当者の情報、マンションの概要、管理組合の状況など、記載の内容の

収集を行います。 

 （2）件数につきましては、区分所有者の把握ができていないことから、区分所有マン

ションの数といたしまして、約5,100棟としてございます。 

 ６、個人情報を取り扱う場所、７、個人情報を取り扱う場所について区及び委託先以外

の者との共用の有無、８、委託先との個人情報の授受の方法につきましては記載のとおり

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、分析データ作

成を行うことから、ありとなってございます。 

 10、委託先の個人情報の保護管理体制につきましては、委託先を令和４年度に一般競争
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入札により決定いたしますことから、記載の内容の管理体制を仕様書で求めます。 

 11、委託の条件は記載のとおりとなります。 

 12、委託の開始時期及び期間は、令和４年４月中旬から令和５年２月28日までで、おお

むね５年ごとに繰り返し実施いたします。 

 13、委託先につきましては、先ほどお話ししたように、令和４年度に一般競争入札によ

り決定いたしますので、現時点では未定でございます。 

 説明については以上でございます。 

○会長 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 ちょっと教えてください。24ページに件数として約5,100棟とありますけれども、こ

れは今回調査を行う件数ということなんですけれども、その前に、これは平成28年度に行

った調査の追跡ということで、いわば追跡調査の関係に触れられていますけれども、追跡

調査そのものは何件ぐらいだったのか。それと、今回は区内にある全分譲マンションを対

象としたという言い方になっていますけれども、全分譲マンションは5,100棟という理解

なのか、そこの関係も含めて教えていただきたいと思います。 

○住宅管理課長 前回の平成28年に行いました調査では、対象マンションが3,805件となって

ございます。分譲マンションにつきましては、平成25年の東京都のマンション実態調査が

ございまして、都内では５万3,213棟、世田谷区内で4,384棟という数字はございます。た

だ、その後、新築、滅失等がございますので、今回、精査した中では、対象として5,100

棟を予定してございます。 

○委員 ありがとうございました。 

○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 ないようですので、諮問第957号については異議なしと認めます。 

 

⑥諮問第958号 

○会長 次に、諮問第958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 資料の26ページを御覧ください。「保育園業務」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27ページからが諮問の内容となっております。 
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 所管課は、保育部保育運営・整備支援課、保育部保育課、保育部保育認定・調整課でご

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、所管課を代表して、保育運営・整備支援課より説明いたします。 

○保育運営・整備支援課長 保育運営・整備支援課長の志賀と申します。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 それでは、「保育園業務」における外部委託に伴う個人情報の保護措置について（保育

施設補助金申請関連業務に関する業務委託）について、諮問資料を基に御説明させていた

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。区は、待機児童の解消を図るため、保育施設の整備を着実に進

め、令和３年度に２年続けて待機児童ゼロを達成いたしました。一方で、この間の急激な

定員拡大に伴い、保育施設に対する補助金や運営費の支出に関連する業務も大幅に増加し

ているところでございます。現在、保育施設から提出された補助金交付申請書類や請求書

類の審査業務につきましては区職員のみで行っておりますが、業務量の増加により、区職

員が全ての審査を行い続けることは難しい状況となっております。今回、書類の審査業務

は定型的な内容がほとんどのため、チェックポイントをマニュアル化することで、区職員

でなくても対応が可能です。業務のスピードアップと事務の円滑化を図るとともに、区職

員は保育の質の維持向上を図るための施策に注力するため、一部の補助金審査業務等を外

部委託いたします。委託業務のうち、個人情報の取扱いがある業務は、資料に記載してお

ります（1）から（6）ですが、各保育施設から区に提出された申請書類等を委託業者に引

き渡し、委託業者が書類のチェックを行った上で、チェックが終わった書類を区に戻して

もらうというのが大まかな流れとなります。チェックの過程で書類の内容に不備や不足が

あれば、委託業者から園に対し、電話のやり取りで書類の修正等を求める対応も業務内容

に含まれます。 

 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、区から委託先へ提供するものは、審査業務、対

象となる個人ごとに記載のとおりとなっております。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。 
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 （2）件数につきましては、それぞれの補助金等の申請は施設ごとに提出されるため、

想定される申請施設数を記載しております。一方で、施設ごとに補助金の対象となる職員

は複数在籍しておりますので、１件の申請につき、その園で補助金の対象となる職員に関

する資料が添付されており、その人数分の書類を委託先に提供させていただく形となりま

す。例えば①の宿舎借り上げ支援事業補助金については、令和２年度の実績で全施設を合

わせて約2,400人分の書類を審査しております。 

 ６から９につきまし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、記載のとおり、プライバシーマ

ークまた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認証を受けていること

を委託先の条件としており、現在進めている事業者選定のプロポーザルにおいても参加要

件としております。 

 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４年４月１日から令和５年３月31日までとし、実

施状況によっては令和５年度以降も継続して行います。 

 13、本件の委託先は、現在、プロポーザル実施中のため、未定でございます。 

 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 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 29ページに（2）件数（見込み）という形で、かなり細かく、年当たりこのくらいの

施設という話がずっと並んでいるんですけれども、これは区内の保育施設の中で、補助金

とか運営費の交付を申請するものに関わる施設の数だと思いますけれども、そもそも区内

の保育施設―保育施設の場合には、いろんなジャンルといいますか、分野があると思

うんですけれども、保育施設そのものについては、今、世田谷区としては区内に何施設と

押さえておられるのか教えてください。 

○保育運営・整備支援課長 令和３年４月１日の状況でお答えいたします。施設数は、区立が

46、私立が192、こども園が７、家庭的保育事業が10、小規模保育事業が18、事業所内保

育事業が１、居宅訪問型が２、保育室が２、保育ママが７、認証保育所が43、企業主導型

が36でございまして、合わせて区内364施設と把握してございます。 

○委員 ありがとうございました。 

○委員 素朴な疑問が出たので、ちょっと教えていただきたいんですが、今回に限らず、こう

いった補助金の審査を、区の正式な職員ではなくて、外部委託する例というのは結構ある
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ものなんでしょうか。税金を払っている側としては、区の職員じゃない人が補助金を出す

か出さないかについてチェックしているというのは、ちょっと違和感を覚える部分がない

でもないんです。 

 あと、マニュアルがあるということでしたが、別に悪く考える必要はないと思うんです

が、例えば保育士が何人いるとか―要するに、補助金を多くもらうための偽装のチェ

ックみたいなのはなされるんでしょうか。そういった項目もあるのでしょうか。２点教え

てください。 

○区政情報係長 まず、事務局から全般的な話にお答えできればと思います。 

 確かに補助金の審査というのは自治体が行うものになりますので、基本的には自治体が

今まで行っていたところになりますけれども、昨今、事務がかなり増えているというとこ

ろがありまして、例えば保育料の無償化の関係の事務は、審議会に一部かかっている部分

があるんですけれども、審査業務を一部担っていただきながら、当然ながら、補助金の額

を決定するのは自治体になりますので、最終的な決定権は区にあるんですが、途中段階の

審査につきましては、一部委託を開始している案件はほかにございます。 

○保育運営・整備支援課長 それでは、２点目についてお答えします。 

 マニュアルに不正を防ぐためのチェック体制も盛り込んでいるかというお話ですが、今

回、委託をしようとしているのは本当に基本的なところで、例えば対象人数が20人の補助

金を申請している園が20人分の必要書類を添付しているかどうかというところでございま

す。ですので、主に数の確認、あと、内容に漏れがないかどうかの確認というところが委

託先のマニュアルになってまいります。一番大事な不正がないかというところでございま

すけれども、そちらは、正規職員、係長、そして、私、課長のほうで要綱に照らし合わせ

まして、不正のないように、きちんと基準にのっとってチェックをしていくという仕組み

になっております。 

○委員 では、委託先と、その後、第２段階として、最終チェックみたいなことを正規の職員

の方がなさるという理解でよろしいでしょうか。 

○保育運営・整備支援課長 おっしゃるとおりでございます。 

○委員 ありがとうございました。 

○会長 ほかはいかがでしょうか。大丈夫ですか。―ないようでしたら、お諮りいたしま

す。本件について異議はありませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○会長 ないようですので、諮問第958号については異議なしと認めます。 

 

⑦諮問第959号 

○会長 続きまして、諮問第959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 資料の30ページを御覧ください。「特別区民税業務」及び「軽自動車税業

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31ページからが諮問の内容となっております。 

 所管課は、財務部納税課でございます。 

 審議のポイントは、３、外部委託、７、回線結合でございます。 

 それでは、所管課より説明いたします。 

○計画調整担当係長 納税課長の成瀬に代わりまして、計画調整担当係長の榎本より御説明い

たします。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、審議資料No.７、諮問第959号、「特別区民税業務」及び「軽自動車税業務」

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

説明いたします。 

 初めに、かがみ文の事業概要を御覧ください。世田谷区債権管理重点プランにおける取

組の基本的な考え方として掲げております現年分徴収の徹底、滞納整理の強化において、

納税課では、滞納整理の早期着手の観点から、新規に課税がされた現年分の滞納間もない

納付義務者に対して、電話及び文書催告を実施しております。これらの催告に加え、携帯

電話などのショートメッセージサービスを利用した納付催告を行うことで、収納率の向上

及び収入未済額縮減の取組をしていくことと考えております。現在検討しております運用

方法として、一斉文書催告を送付するタイミングに合わせて、対象者へ文書を送付した旨

のメッセージを配信することにより、催告効果を高めることで納付を促すということを考

えております。 

 続きまして、第１、外部委託に伴う個人情報の保護措置について説明いたします。 

 １、委託の件名は、ＳＭＳ催告サービス業務委託でございます。 

 ２、委託の内容を御覧ください。区は、委託先事業者が提供するＳＭＳ催告サービスへ

アクセスし、情報発信対象者の携帯電話番号をアップロードすることで、文書催告送付を
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行った旨のメッセージを一斉送信いたします。ＳＭＳ催告サービスは、ＬＧＷＡＮ回線を

経由し、アクセスするサイトとなっております。 

 ３、諮問の趣旨でございますが、本件は、ＳＭＳ催告サービス業務を外部委託すること

に伴い、個人情報を取り扱わせるものであり、世田谷区個人情報保護条例第12条の規定に

基づき、諮問いたします。 

 ４、対象となる個人の範囲は、区が課税する特別区民税・都民税及び軽自動車税（種別

割）の滞納者でございます。 

 ５、委託で取り扱う個人情報の項目及び件数を御覧ください。 

 個人情報の項目についてですが、区から委託先へ提供するものは携帯電話番号のみとな

ります。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。 

 件数につきましては、令和４年度で約3,000件の実施を予定しております。 

 ６から７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、ＬＧＷＡＮ回線を利用した回線結合となりま

す。 

 ９から11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４年４月から継続して行います。 

 13、委託先については未定となっております。 

 外部委託に伴う個人情報の保護措置については以上になります。 

 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説明いたします。 

 １、回線結合をする理由を説明いたします。区がＳＭＳを利用することに伴い、委託先

の事業者が提供するサイトへＬＧＷＡＮ回線でアクセスする必要がございます。サイトに

アクセスした後に、委託先事業者から提供されるＩＤ、パスワードでログインし、サイト

上にＳＭＳ催告対象者の電話番号をアップロード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、回線結合の方法は、ＬＧＷＡＮ回線によるものです。 

 ７から９につきましては記載のとおりでございます。 

 10、その他に記載がございますが、本件の回線結合はＬＧＷＡＮ回線によるものである

ため、本来、報告案件としておりますが、本事業の一連の流れの中で回線結合は不可欠な
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部分であるため、第１の外部委託とともに諮問をいたしました。 

 説明は以上となります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○会長 主たる諮問は第１の外部委託ということですが、質問はありますでしょうか。 

○委員 皆様御存じだと思うんですが、最近、特殊詐欺、架空請求詐欺が非常に多くなってい

ますよね。コロナ禍ということもあるかと思うんですが、私のスマホにショートメールと

して、税金が未納になっていますというような文章が何回か来ていることを経験していま

す。そうすると、ここに書かれている事業概要の「文書催告送付のタイミングに合わせ

て」というのは、どういった文章でショートメールが出されるのか、よく分からないんで

すが、いわゆる偽情報による架空請求詐欺と明らかに違うんだよということが分かるよう

なメール内容になっているんでしょうか、その辺を教えていただきたいと思います。 

○計画調整担当係長 それでは、納税課よりお答えいたします。 

 まず、御指摘のとおり、ワンクリック詐欺などが横行していることに配慮いたしまし

て、今回送信する文章には、ＵＲＬなどを掲載するということはございません。また、ダ

イレクトに税金を滞納しているといった内容ではなくて、お知らせがございますので、送

付をしておりますので、それを開封してくださいといった内容で文章を送信する予定にし

ております。また、不明な点などにつきましては、区の代表電話を記載することによっ

て、世田谷区からのショートメッセージであると区別するといった内容にすることを予定

しております。 

○委員 ありがとうございます。やはり悪いことを考える方は、敵もさるものながらという感

じで、それをさらに悪用するということも出てくるかと思いますので、ぜひそういう点は

配慮していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○委員 １点教えてください。32ページに件数として約3,000件（年間）と書いていますけれ

ども、携帯電話のショートメッセージサービスを行う件数がこれですよと。では、ショー

トメッセージを行う前提というか、その前にある文書催告とか電話催告の件数そのものは

年間にどのくらいなのか教えてください。 

○計画調整担当係長 お答えいたします。 

 一斉文書催告の送付の件数ですけれども、年間を通しまして約１万件ほど送付しており

ます。それは滞納が続いている同様の方にお送りするということもございますので、件数

としてはおよそ１万件、一斉文書催告を行っております。 

○会長 ほかはよろしいでしょうか。―ないようでしたら、お諮りをしたいと思います。
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本件について異議はありますでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○会長 ないようですので、諮問第959号については異議なしと認めます。 

 

⑧諮問第960号 

○会長 では続きまして、諮問第960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 資料の35ページを御覧ください。「生活保護業務」、「特別区民税業務」、

「軽自動車税業務」、「特定中国残留邦人等支援業務」、「国民健康保険業務」及び「介

護保険業務」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36ページからが諮問の内容となっております。 

 所管課は、各総合支所保健福祉センター生活支援課、財務部納税課、保健福祉政策部生

活福祉課、保健福祉政策部保険料収納課でございます。 

 審議のポイントは、３、外部委託、７、回線結合でございます。 

 それでは、所管課を代表して、保険料収納課より説明いたします。 

○保険料収納課長 保険料収納課長の梅原です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、審議資料No.８、諮問第960号、「生活保護業務」、「特別区民税業務」、

「軽自動車税業務」、「特定中国残留邦人等支援業務」、「国民健康保険業務」及び「介

護保険業務」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（電子データによる預貯金等照会サービスの導入）について説明いたしま

す。 

 事業概要から御説明いたします。区は現在、差押え等の滞納処分や生活保護及び特定中

国残留邦人等支援給付の決定等の前提となる預貯金等照会について、文書を調査先へ郵送

しております。しかし、回答結果の受領までに日数を要することや、照会を依頼する区

側、回答する金融機関ともに、文書の作成に伴う事務負担が生じております。今後につい

て、行政機関と金融機関との間の照会及び回答業務を電子データで行うためのプラットフ

ォームを提供するサービスを導入することにより、迅速かつ適正な業務を遂行し、事務の

効率化を図ります。事務の流れは、まず、担当所管がＬＧＷＡＮ利用系のネットワークか

らＩＤ及びパスワードを用いて預貯金照会するためのサイトへログインし、調査対象者の
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個人情報を委託事業者の管理するサーバーにＬＧＷＡＮ回線を介してアップロードしま

す。その後、委託先事業者は、各金融機関へデータを伝送し、金融機関からの照会結果を

受領します。最後に、各担当所管は、サイトから照会結果をダウンロードし、各担当所管

課の業務システムに回答結果を登録いたします。 

 次に、第１、外部委託に伴う個人情報の保護措置について説明いたします。 

 １、委託の件名は、預貯金等照会サービス利用契約となります。なお、預貯金等として

いるのは、預貯金調査以外に、生命保険調査についても電子照会の利用が可能となる見込

みのため、「等」と加えております。 

 ２、委託の内容は、区から金融機関に対する預貯金等照会及び金融機関の照会結果回答

を電子データで行うためのプラットフォームの運用となります。 

 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となります。 

 ５、委託で取り扱う個人情報の項目及び件数は記載のとおりとなります。 

 （1）個人情報の項目、区から委託先へ提供するものは、調査に必要な項目となりま

す。①から④に記載の番号は、各担当課が対象者を管理している番号となり、主に回答を

受領する際に各担当課のシステムとひもづけるために使用いたします。区及び本人以外か

ら委託先へ提供するものは記載のとおりでございます。 

 （2）件数は記載のとおりとなります。 

 ６、個人情報を取り扱う場所は、委託先事業者が運営する電子データによる預貯金等照

会サービスサーバとなります。 

 ７から11は記載のとおりとなります。 

 12、委託の開始時期及び期間は、令和４年４月から継続して行う予定でございます。 

 13、委託先ですが、（1）生活保護業務及び特定中国残留邦人等支援業務は未定、（2）

に記載の業務は、株式会社ＮＴＴデータ・アイ及びＳｏｃｉｏＦｕｔｕｒｅ株式会社とな

ります。現在、区が把握している預貯金等電子照会サービスを提供している業者は、記載

のある２社となります。株式会社ＮＴＴデータ・アイが提供するサービスは都市銀行や大

手地方銀行を中心に対応しており、ＳｏｃｉｏＦｕｔｕｒｅ株式会社が提供するサービス

は中小地方銀行や信用金庫等を中心に対応しております。そのため、調査件数が多い

（2）記載の業務につきましては、広く電子化を図るために両者と契約いたします。な

お、介護保険業務は国民健康保険業務と併せて調査を実施いたします。 

 第１、外部委託に伴う個人情報の保護措置については以上となります。 
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 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説明いたします。 

 １、回線結合する理由は、区は、調査対象者の個人情報を委託先事業者の管理するサー

バーにアップロードするとともに、照会結果についてダウンロード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を回線結合する必要がございます。 

 ２から９については記載のとおりとなります。 

 10、その他に記載がございますが、本件の回線結合はＬＧＷＡＮ回線によるものである

ため、本来、報告案件としておりますが、本事業の一連の流れの中で不可欠な部分である

ため、第１、外部委託とともに、回線結合についても諮問をさせていただきました。 

 御説明は以上になります。どうぞよろしくお願いします。 

○会長 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 ちょっと教えてほしいんですが、38ページに（2）件数（年間）が記載をされていま

す。その前のところにある４、対象となる個人の範囲の（1）から（5）で滞納者等と。い

わば滞納整理の関係でここに記載されているかと思いますので、その関係でいくと、38ペ

ージの（2）件数に特別区民税業務及び軽自動車税業務、約４万8,000件と記載があるかと

思うんです。先ほど諮問第959号で議論となったショートメッセージサービスは3,000件、

それを含む年間では約１万件という御説明があったかと思ったんですが、この４万8,000

件というのはどういう数字になるのか確認をしたいと思い、お電話をしました。 

 それからもう１点は、委託先（参考）と書いていますが、38ページの生活保護業務及び

特定中国残留邦人等支援業務は未定だが、39ページの（2）特別区民税業務、軽自動車税

業務、国民健康保険業務及び介護保険業務は、株式会社ＮＴＴデータ・アイ及びＳｏｃｉ

ｏＦｕｔｕｒｅ株式会社と記載があります。この業務と先ほどの諮問第959号の業務は恐

らく異なるんでしょうけれども、先ほどのところは未定だという話なんですが、同じよう

なことをやる事業で、一方は同じ４月からスタートの分で、こちらはこういうふうに確定

をしている、予定されているということで、そこのところをちょっと―先ほどの前段

のところがまだ決まっていないだけなのか、それとも、同じような形になるのか教えてく

ださい。 

○保険料収納課長 まず１点目の38ページ、（2）件数（年間）の②特別区民税業務及び軽自

動車税業務の約４万8,000件につきまして、先ほどの諮問との関係でどういった数値かと

いう御質問かと思います。こちらの４万8,000件につきましては、年間の滞納者数により

積算しております。前号の諮問のとおり、現在は年間１万件程度の滞納者を見込んでおり
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ますが、同じ対象者でも調査を重ねて行うことなどから、延べとしまして、調査全体

―繰り返しも含めまして４万8,000件と算出いたしております。 

 また、２点目の令和４年から同時に開始をいたします預貯金調査の委託先が決まってい

る所管と決まっていない所管というところで御質問があったかと思います。決まっていな

い所管としまして、生活保護業務、特定中国残留邦人等支援業務につきましては、区が把

握しております２社のうち、業務の中でどちらのほうがふさわしいといいますか、調査に

適しているかということを所管のほうで見極めながら、どちらかで開始をすると。そこに

ついては、所管のほうでしっかりと２社を比べながら決定すると伺っております。 

○委員 ありがとうございました。 

○委員 ちょっとお聴きしたいんですけれども、預貯金調査という内容を外部に委託するとい

うことなんですけれども、行政機関というのは、基本的に個人の預貯金の調査は普通に行

えるものなのでしょうか。 

○保険料収納課長 本照会の法的根拠につきましては、先ほど御質問いただきました財産に関

する調査等につきましては、地方税法第331条第６項及び国税徴収法第141条に基づきまし

て、また、国保や介護につきましては、それぞれさらに個別法において定められており、

法律によりまして規定を受けております。また、生活保護等につきましても、生活保護法

第77条の２及び第78条に基づきまして、国税徴収の例により滞納処分等を行うものとされ

ており、これらによりまして、財産調査や差押えに係る規定が置かれているところでござ

います。 

○委員 それぞれ基づく法律があって、調査ができるということで、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。 

 私から全く余計なお世話なんですけれども、これは同時にマイナンバーは取得しないん

ですね。 

○保険料収納課長 マイナンバーについては取得いたしません。 

○会長 了解です。 

 ほかにありませんようでしたら、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960号については異議なしと認めます。 
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⑨諮問第961号 

○会長 それでは、本日予定されている最後の諮問となりますが、諮問第961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42ページを御覧ください。「国民健康保険業務」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43ページからが諮問の内容となっております。 

 所管課は、保健福祉政策部国保・年金課でございます。 

 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。 

○国保・年金課長 国保・年金課長の平原と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、資料No.９、諮問第961号、「国民健康保険業務」における外部委託に伴う個

人情報の保護措置について（東京都国民健康保険団体連合会への業務委託における個人情

報の項目の追加）につきまして御説明申し上げます。 

 まず、事業概要でございます。令和３年10月29日付厚生労働省発出の事務連絡におきま

して、健康保険等の資格を喪失しました後に病院や薬局を受診した方で、診療月から３か

月経過後もオンライン資格確認等システムで新しい資格が判明せず、国民健康保険の資格

取得手続を行っていない可能性の高い方に対しまして、市町村が国保への加入を勧奨する

枠組みが全国に示されました。資格喪失後受診者に関する情報につきましては、国民健康

保険法第113条の２等の規定に基づきまして、区から旧保険者に求めることができること

となっております。この情報提供に関する事務を区は東京都国民健康保険団体連合会、略

して国保連へ委託し、国保連から氏名や住所、生年月日などが記載された加入勧奨ファイ

ルを受け取ります。区は、受け取った加入勧奨ファイルを活用し、資格喪失後受診者へ国

保の資格取得手続をするよう、文書などを発送し、加入勧奨業務を行います。この国が作

成したスキームによりまして、住民の無保険状態をできる限り解消し、資格の適正化の推

進を図る次第でございます。 

 事業概要につきましては以上となります。 

 １から２までにつきましては記載のとおりでございます。 

 ３の諮問の趣旨について御説明申し上げます。国が構築した加入勧奨の仕組みでは、既

に外部委託により実施しているオンライン資格確認等事務におきまして、新たに加入勧奨
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ファイルを国保連から提供してもらうこととなります。加入勧奨ファイルを受け取るに当

たり、国保連との間で委託契約を締結し、委託業務において取り扱う個人情報の項目を追

加する必要があるため、世田谷区個人情報保護条例第12条の規定に基づき、諮問するもの

でございます。 

 ４から７につきましては記載のとおりでございます。 

 続いて、８の委託先との個人情報の授受の方法について御説明申し上げます。加入勧奨

ファイルは、既に専用線で回線結合されております国保連のサーバーから区に設置された

国保総合パソコンにダウンロードします。加入勧奨業務は国保総合パソコン内にて行いま

して、その後、データを区のパソコンに移動させることはないため、国保総合パソコンと

区のパソコンの間の回線結合は不要でございます。つまり、今回の場合、区の端末や回線

は利用せず、外部の回線で結合された外部端末の間で個人情報を授受し、外部端末で作業

することになります。その後、国保総合システムからデータを移転させることはございま

せん。 

 ９から13につい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。御審議をよろしくお願いいたします。 

○会長 それでは、質問はありますでしょうか。大丈夫ですか。―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すでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○会長 ないようですので、諮問第961号については異議なしと認めます。 

 それでは最後に、事務局より何か報告があればお願いいたします。 

○区政情報課長 本日はありがとうございます。 

 次回の日程でございますが、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７回の審議会につきましては、２週間後、２月18日金曜日午後２時から開催を予定して

おります。今回と同様に、オンラインでの開催を見込んでおります。開催が近づいてまい

りましたら、通知をお送りいたします。よろしくお願いいたします。 

○会長 委員の皆様、そのほかにありますでしょうか。大丈夫ですか。 

 

３．閉  会 

○会長 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。 


