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会議次第 

（1）審議事項 

①諮問第９６２号 

「環境学習・環境教育の推進業務」における外部委託に伴う個人情報の保護措置について 

（環境出前授業事業の実施） 

②諮問第９６３号 

オンライン研修システム導入に伴う外部の電子計算機との回線結合について 

（オンライン研修システムの導入） 

③諮問第９６４号 

「オンライン会議業務」における外部の電子計算機との回線結合について 

（オンライン会議システムの利用範囲の拡大） 

④諮問第９６５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 

（ＶＲＳへの接種証明書情報の登録に係る業務委託） 

⑤諮問第９６６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 



（ＶＲＳによる接種記録の入力に係る業務委託） 

⑥諮問第９６７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） 

⑦諮問第９６８号 

令和３年個人情報保護法改正に伴う世田谷区における個人情報保護制度等の見直しに向け

ての考え方について 
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１．開  会 

○会長 定刻になりましたので、ただいまから令和３年度第７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、菅野委員、朝倉委員、菅澤委員、合計３名から欠席の御連絡をいた

だいております。なお、大崎委員も現時点では出席されておりませんが、本日、委員の過

半数の出席がございますので、審議会条例第７条第１項の規定に基づき会が成立している

ことを御報告申し上げます。 

○会長 ありがとうございます。 

 それでは、傍聴の有無につきまして確認いたします。事務局、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、早速審議に入りたいと思います。 

 本日は諮問案件が７件となっております。 

 

（1）審議事項 

①諮問第962号 

○会長 まず、諮問第962号になります。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。「環境学習・環境教育の推進業

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、環境政策部環境計画課でございます。 

 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。 

○環境計画課長 環境計画課の須田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、諮問第962号について御説明いたします。「環境学習・環境教育の推進業

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。 

 １、委託の件名は、環境出前授業事業実施委託でございます。 
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 ２の委託の内容でございます。区は、深刻化する気候危機の状況を区民・事業者と共有

し、共に行動していくため、令和２年に世田谷区気候非常事態宣言を行うとともに、2050

年までに区内の二酸化炭素排出量実質ゼロを目指すことを表明いたしました。2050年の目

標達成に向けては、脱炭素に貢献するライフスタイルの転換を進めていくことが不可欠で

あり、とりわけ、これから未来を担う若者世代の参加と協働が重要と考えております。そ

のため、大学生などのボランティアを環境サポーターとして登録し、研修を実施し、人材

育成した上で、区立小学校に講師派遣する環境出前授業を新たに実施するものでございま

す。若者から若者へとバトンをつないでいく、こうした取組みにより、中長期的に区民一

人一人の環境に配慮した行動変容を促してまいりたいと考えております。実施に当たりま

しては、環境サポーターの育成に加え、参加児童が地球温暖化の現状を理解し、自分たち

にできることを考え、学校や家庭で環境に配慮した行動を実践していくことを目指した効

果的なプログラムを作成する必要があることから、ノウハウや専門性を求め委託により実

施いたします。このうち環境サポーターの募集・登録管理において個人情報を取り扱いま

す。授業は対面実施を基本といたします。新型コロナウイルス感染症の状況に応じ、オン

ラインにより実施するケースも想定しております。 

 ３の諮問の趣旨でございます。本件は、事業の実施に当たりまして、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は、大学生などのボランティアと授業の受講者、区立小学校

の児童でございます。大学生のほか、大学院生や専門学校生といった若者世代のボランテ

ィアを想定しております。児童に関しましては、対面で授業を行う場合は個人情報の取扱

いはございません。オンライン授業となった場合のみ画面上に児童が映ることから、児童

の肖像や発言内容は個人情報に当たるものでございます。 

 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。（1）個人情報の項目のう

ち、区から委託先へ提供するものはございません。委託先が本人から収集するものは、大

学生等のボランティアについては氏名、住所、電話番号、メールアドレスといった連絡

先、それから、大学生の方の登録が多くなると思いますが、学校名や学部、学年といった

所属はボランティア間のグループづくりや研修の実施に当たり必要と考えております。ま

た、登録の際に面接を行い、志望動機を確認いたします。肖像、発言内容に関しまして

は、オンライン授業のほか、講師育成に当たっては、研修や授業で使用する資料作成の準
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備など、月２回オンラインで定例会を実施することを予定しております。授業の受講者に

ついては、先ほど御説明したとおりでございます。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）件数のうち、大学生等のボランティアは年間で約10件、授業の受講者は年間約

1,000件でございます。実施する学校数は10校程度を予定しており、全てオンライン授業

となった場合には、１校当たり100人と想定して、最大で1,000件と算出しております。 

 ６の個人情報を取り扱う場所は記載のとおりで、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はございません。 

 ８、委託先との個人情報の授受の方法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は、ボランティアとの連絡におけるメ

ールのやり取りなどを想定し、ありとしております。 

 10、委託先の個人情報の保護管理体制、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につきましては、大学生などのボランティア募集を開始す

る令和４年４月15日から継続して行う予定でございます。 

 13、委託先について、現在プロポーザルによる事業者選定を行っており、未定でござい

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。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。今御説明いただいたんですけれども、その中で、

３ページで個人情報の項目として、区から委託先へ提供するものはない、こういうふう

に書かれておりますけれども、そもそもをいえば、今回の環境サポーターとしての大学

生等のボランティアの募集について、こういうふうな事業をしますよという周知の仕

方、それから当然大学生などから募集に応じて応募する、あるいはそれに基づく登録と

いうのが行われると思うんですけれども、そういう関係の大学生等、あるいは関係の学

校等に対する事業の周知自体はそもそもどういう形で行われるのか。それから、５の

（1）の最初の丸ポチのところに、区から委託先へ提供するものはないというふうに書い

ていますけれども、果たしてどうなのか、それを確認する意味で教えていただきたいと

思います。 

○環境計画課長 まず最初の件ですが、募集は委託業務としてホームページの開設やボラン

ティア募集サイトへの掲載などを想定しております。区といたしましても、区報やホー
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ムページへの掲載、その他若者が多く登録している青少年交流センターの公式ツイッタ

ーなどによる周知など、若者に情報が届くよう工夫していく予定でございます。申込み

自体は、区へ直接ではなくて委託先に行う予定でございます。 

○委員 今の事業の流れについては理解をいたしました。ということは、言わば出発点、情

報の発信自体は区のホームページ、あるいは関係のところ、学生なり若者の目に触れる

ところに、そういう情報については周知をするけれども、実際の学生の募集なり、ある

いは登録、そういうものは言わば委託を受ける受託事業者のほうから発信をしていきま

すよという理解でよろしいということですね。 

○環境計画課長 そのとおりでございます。 

○委員 その場合に今回の事業自体が、ここにも書いてございますけれども、環境サポータ

ーの募集・登録管理、当然、応募してきた大学生等のボランティアに対する環境サポー

ターとしての研修とか人材育成、それから、今度はそれを各区立の先ほど10校あたりと

いうふうに言われましたけれども、区立の小学校への講師の派遣、当然研修なり、人材

育成を行った大学生等のボランティアの方を送り出すということになるかと思うんです

が、この一連の事業を考えた場合に、ここに委託先はプロポーザルの最中でまだ未定だ

よというお話なんですが、こういうものをトータルで行うには、一定の事業実績なりが

ないとなかなか困難かなというふうに思いますので、大体どういうふうな事業者を想定

しておられるのか、それをちょっと参考までに教えていただきたいと思います。 

○環境計画課長 今募集をかけている要項の中に、今までそういった経験がある、実績があ

るようなところを中心にお声かけをしているところでございます。 

○委員 分かりました。ただ、大分日時が迫ってくると、ばたばたとしてしまいますので、

その辺は抜かりなく、当然個人情報の扱いの関係も出てきますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

○環境計画課長 ありがとうございます。 

○委員 ３ページの上のところの５の（1）です。２つ目の黒ポチで②のところに授業の受講

者に関する項目があります。御説明からはちょっと明らかではなかったので御教示いた

だきたいのですが、この授業というのはオンラインも活用しながらやるということは、

２ページのほうにも記載があるわけですが、授業の受講者の情報の項目として、例えば

受講者のメールアドレスとかは一切ないわけです。これは恐らくリアルタイムで、講師

が仮にオンラインでやるにしても、学校の教室で子供たちが授業を受けるから、特にこ
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こに上がっていないということだと理解しているのですが、それはまずそういう理解で

よろしいんですか。授業のやり方は、仮にオンラインでやる場合、要するに集合形式で

の受講と。 

○環境計画課長 今の想定ですが、児童を体育館などの広い場所に集めて、大型スクリーン

を用いて対面する形の授業を想定しております。 

○委員 そうしますと、大学の授業なんかで議論としてはよくあるんですけれども、出席で

きている人間はそれでいいんですけれども、出席できない子供たちですね。それはいろ

んな理由があると思うんです。病気で出席できないだとか、あるいは今だと濃厚接触に

なっちゃったから授業に参加できないとかですね。こういう場合に当該授業を録画し

て、オンデマンド形式で見られるようにしたりとか、あるいは動画それ自体を欠席者に

向けて配信するということはあり得ると思うのですが、そういう場合には、受講者側の

個人情報というのは、結局、当該業者は扱うことになるんじゃないのかという質問です

が、いかがでしょうか。 

○環境計画課長 基本は対面式を考えておりまして、オンラインは例外的に考えております

ので、動画配信のような形のものは、今一切考えてございません。 

○委員 そうしますと、受講者側のメールアドレスというのは、ここで取り上げる必要はな

いということですね。 

○環境計画課長 そうです。 

○委員 ありがとうございました。 

○委員 ４月15日からやるということですが、これはずっと何年間にわたってやるんでしょ

うか。例えば週１回とか何か決まっているんでしょうか。その回数と期間を教えてくだ

さい。まずそれからお願いします。 

○環境計画課長 まず、募集に関しては年１回と考えていまして、翌年からやるかどうかと

いうのは、予算があるものですから予算化されれば行う予定ですが、予算が次年度以降

の話がつかなければ単年度で終わってしまうという状況でございます。 

○委員 あと１点なんですが、３ページの５の（1）の①、②で委託先が本人から収集するも

のということで、大学生のボランティアと授業の受講者、要するに小学生だと思うんで

すが、発言内容と書いてあるんですけれども、これは要するに授業の内容を録画してお

くという意味で記録として発言内容というか、授業そのものを記録しておくから発言内

容と書いてあるんでしょうか。あるいは、例えばこういった審議会のように議事録を作
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りますよね。どの子が何て言ったというようなことを記録しておくということなんでし

ょうか。 

○環境計画課長 まず１点目、録画するために使うつもりはないという状況です。 

○委員 この発言内容というのは、どういうふうに理解したらよろしいんでしょうか。 

○環境計画課長 もしインターネットで行った場合に、その発言内容が映し出されるために

書いてございます。 

○委員 別に、どの子が何て発言したかということまでは記録されないということですよ

ね。その場にいなかった子のために授業の様子を見せるから記録として残しておくとい

う意味で、発言内容というふうに書いてあるという理解でよろしいですか。 

○環境計画課長 記録はしないので、そういう意味で書いたのではないんです。 

○委員 ちょっと分からないんですけれども、詳しく教えていただけますか。大学生のボラ

ンティアの発言内容というものは、大学生が講義している内容をどうするんですか。録

音、録画はしないということなのでどうなるんでしょうか。誰かがメモを取るんです

か。 

○計画課職員 録画、録音については一切行いません。ここで記載させていただきました内

容としましては、Ｚｏｏｍを想定したやり取りになるんですけれども、インターネット

を介して子供たちのお顔ですとか、お声ですとかを通してのやり取りになりますので、

その点について個人情報の取扱いというふうな認識で記載しております。 

○委員 リアルタイムで発言している様子が映し出されますよということですか、これは。 

○環境計画課職員 はい。 

○委員 要するに、記録という意味での項目じゃない。委託先が本人から収集するものと書

いてあるので、ちょっと私の言葉の理解が足らなかったのかもしれませんが、別に記録

という意味ではないんですね。ただ映し出すという意味で収集とおっしゃっているんで

しょうか。 

○環境計画課長 そうです。 

○委員 ちょっと発言内容というこの４文字が気になるので、何か工夫されたほうがいいの

かなとも思いますが、これは単なる意見です。 

○環境計画課長 ありがとうございます。 

○委員 私も今、○○委員と同じで、ここの発言内容というのがおかしな文章ではないかな

と捉えました。子供たち、また大学生は、ちゃんと教育を受けて発言なさっているわけ
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ですし、また、それに対して様々な意見を、子供たちがとても有意義なことを言うんじ

ゃないか、発言するんではないかとすごく期待ができますものを、どうしてこういうふ

うに発言内容できちっと個人情報という名の下で締めようとしているのか、ちょっと私

も理解ができないんですが、そこのところの御説明をいただけますか。 

○会長 もしかすると担当部局というよりも、区政情報課のほうで御説明いただいたほうが

いいかもしれませんが、これまでの経緯からすると、私もちょっと事前に確認をさせて

いただきましたけれども、発言内容というのが今回初めてではないようでして、私もあ

まり記憶がなかったんですが、基本的には生徒全部の発言をきちんと収集するという意

味じゃなくて、生徒の発言の中に個人情報が含まれているような場合があるかもしれな

いので、そのときのことを考えて、この発言内容を広くくくって、個人情報があったと

しても、それはオーケーにしましょうという意味合いだというふうに私は理解をしたん

ですけれども、区政情報課のほうで少し補足をいただけますでしょうか。 

○区政情報係長 事務局、区政情報課、小田でございます。御審議ありがとうございます。

事務局のほうから１点補足をさせていただければと思います。 

 審議会の前に各所管課と事前に打合せをさせていただきまして、臨ませていただいてい

るというのが実情でございます。その打合せの中でも、発言内容というのは入れるべき

か、入れざるべきかというのは議論を実際しております。大学のボランティアの方につき

ましては、委託先が選定しながら適正な方を求めて、そこからリアルタイムで行うものを

主としながら、場合によってはオンラインで行うというような事業です。まず、大学生の

ボランティアの発言内容の部分なんですけれども、大学生は基本的には個人情報はしゃべ

らない前提というふうには伺っておりますが、環境配慮というところで、これまでの御自

身の人生観ですとか、そういったことを踏まえながら、思想信条まではいかないと思いま

すが、そういった内容を含めながら、小学生の児童の方々に教授するといった意味も含め

ておりますので、個人情報を絶対に含めないというのはなかなか言いづらい部分はありま

すので、その部分は入れているというところです。 

 ②の授業の受講者、これは児童なんですけれども、基本的には先生方から個人情報をし

ゃべらない、顔もそこまで映らないような設定というところで所管課からは伺っているん

ですけれども、児童というところもありまして、まだ未成熟な部分も一定程度あるかとい

うふうに認識はしておりますので、必ずしも個人情報性がないものでしゃべられるかどう

か不明だというところもあります。そういったところを総合的に勘案しました結果、発言
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内容につきましては、個人情報の項目として入れるべきであるというふうに事務局では考

えておりますので、所管課の意向というよりも、事務局の考え方を踏襲したものを書かせ

ていただいているというような理解で見ていただければと思っております。 

 補足は以上でございます。 

○会長 という説明を受けて、○○委員あるいは○○委員から補足が何かありましたら、ど

うぞ。 

○委員 何かあまり納得ができるようなできないような、おかしな気持ちでおりますけれど

も、確かに個人情報が入ってしまう、主観が入ったりすることはあるかもしれません

が、子供たちの発言というのはとても鋭いものを持っていますので、そんなふるい落と

しみたいなことをして本当にいいんだろうかとちょっと思ったものですからお話しさせ

ていただきましたけれども、そちらの考えがあるんでしたら半分納得いたします。 

○区政情報係長 １点事務局からなんですけれども、児童の御意見というのは、すごく有益

なものだというふうに所管課でも思っているというところです。個人情報を含む含まな

いにかかわらず、一定程度ふるい落とすということはありませんので、実直に全て受け

止めながら小学生の子たちの意見を聴くということになりますので、ふるい落とすとい

うことはございませんので、その点御理解いただければと思います。 

○委員 分かりました。 

○委員 事務局からの今の御説明、以前では、例えば大学生がある程度子供の顔と名前を一

致してきて、誰々くん、どう思うみたいなことを言った場合、それは個人情報になって

しまうので、そういうレベルなのかなと思ったんですが、今の事務局からのお話を聴く

と、やっぱり環境問題ですので、大学生なら大学生なり、特にこの世田谷区は二酸化炭

素排出量ゼロを目指しているということですので、やっぱり原発問題とか、そういうこ

とにも触れざるを得ない部分もあるんじゃないかと思うんです。個人の思想信条にも触

れる話ではないかなと思うんですけれども、小学生相手ですから、例えば環境問題とか

環境社会学とか、そういったものを専門としている大学生で、日頃の自分の大学生のレ

ベルで調べたことを子供たちに分かりやすく話すという大学生と小学生との、最近は高

大接続とかなんとか言っていますから、交流が目的なのかなと最初は思ったんですけれ

ども、あえて書かなくていいなら発言内容というのはわざわざ書く必要もないかなとも

思いますし、そんなに深い意味はないのかなと私は思いたいんですけれども、ちょっと

そのあたりあやふやな部分があるような印象を持っていますがいかがでしょうか。 
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○区政情報係長 御意見ありがとうございます。確かに、こちらにつきましては議論が分か

れるところで、事務局の中でも分かれている部分もありまして、場合によっては収集す

るかもしれないんですけれども、収集しないかもしれないということの正当性というよ

うなところもあるかもしれませんので、ちょっとこちらでも精査させていただきなが

ら、収集しない可能性のほうが高いということであれば、場合によっては、発言内容を

次回以降は載せないということもあるのかなと思いますので、一定程度整理する必要が

あるのかなと事務局では考えております。 

○会長 恐らく、普通で考えれば、発言内容がここで明記されていなくても困ることはない

んだと思うんですけれども、実際に何か個人情報に関わるかもしれないような発言があ

った場合に、突然Ｚｏｏｍを切るというわけにもいかないでしょうから、安全のために

入れておくというのも１つの方法かなとは思っておりますし、これまでこういう形でや

ってきたということであるならば、それも１つの選択肢なんでしょうということを今の

段階では思いますけれども、どういたしましょう。皆さんからどうしても削ったほうが

いいのではないかという御意見が強ければ、また考えたいと思いますが、運用上で注意

していただくというレベルで皆さんよろしいですか。 

○委員 法律の実務家の方もできれば意見をちょっと伺いたいと思うんですけれども。 

○委員 私の意見としては、やはりお子さんに限らず、ある一定程度どういう発言をするか

ちょっとコントロールができない以上は、一応、念のため発言内容をここに入れておく

というのはやむを得ない、もちろんちょっとざっくりしているとは思いつつも、やむを

得ないかなというふうには思っております。 

○委員 皆さんのお話を伺いながら、先ほどの御説明との関係でちょっと疑問が湧いたとこ

ろがあるんですけれども、言わば大学生等のボランティアがお話をする内容、あるいは

受講している小学校の生徒さんが、そこでいろんな質問なり、あるいは意見を表明した

りというものがもしあったとしても、それは録画は想定していないとか、記録はしない

というふうなお話が先ほどあったと思うんです。ただ、一般的に個人情報を収集すると

いうことは、当然収集したものを保管する、保有する、それからそれを何らかの形で活

用するということが流れとしてはあるわけで、先ほど収集はするけれども、これは記録

はしない、あるいは録画もしませんよとなると、そもそもここで言う環境出前授業なる

ものの事業を、ここで行っていくことの意味合いと効果というんですか、そこのところ

がちょっと、あえて録画しません、記録は残しませんということと何か矛盾的なところ
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が出るのかなという感じがしたものですから、そこまで言い切るにもかかわらず、ここ

に発言内容を収集の中身として書くというのがちょっと改めて、先ほどの御説明だと十

分に理解ができないというところがあるんですけれども、その辺はいかがなんでしょう

か。 

○会長 一応、皆さんの理解を合わせるために確認をしておきたいと思うんですが、これは

収集という言葉が入っているために多少理解の幅が出てしまってはいますけれども、あ

くまでも先ほどの御説明では、今○○委員も確認されたように、記録あるいは保管、保

存はしないということですので、通常の授業を流しっ放しで皆さんしゃべる、聴くとい

うレベルだというふうに現時点では理解しています。その中で、当然ながらオンタイム

でどういう発言か分からないものがＺｏｏｍ上に、オンライン上に乗っかるという意味

合いで、そこで区のほうとしては収集という言葉を使って、乗っかっている、流れてい

る情報を瞬間的に聴く、あるいは見るということが起きますよというふうに、ここでは

私は理解しているんですけれども、それでよろしいわけですよね。区の方のほうで、所

管課のほうで確認いただけますでしょうか。 

○環境計画課長 そのとおりでございます。 

○会長 では、どうしましょう。発言内容という言葉については、多少違和感が残るという

ことについては私自身も理解はしておりますけれども、１つは、この諮問自体について

は了解をした上で、ただし条件をつけましょうと。その条件は２つで、１つは、この発

言内容というものについて、これはどういうものを指すのか、運用上で十分に注意をし

て運用いただきたいという点が１つ。それから、今後４月15日から始まるのであるなら

ば、もうすぐでしょうから、タイミングを見て１回か２回か実施した後にでも、必要な

ければ発言内容を実質上削るとか、そういうような運用上の修正をかけていただくとい

うことを条件にして、今回の諮問については了承するということにしていきたいと思う

んですが、そういうことで皆さんよろしいでしょうか。―では、少し時間がかかって

しまいましたが、諮問第962号についてお諮りをしたいと思います。本件について、今の

条件を付した上で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962号については異議なしと認めます。 

 ただし、今申しましたように、事後報告をいただくという点と、それから発言内容の精

査については運用上も注視した上でよろしくお願いいたします。 
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②諮問第963号 

○会長 それでは、諮問第963号に移りたいと思います。事務局説明の後、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。オンライン研修システム導入に

伴う外部の電子計算機との回線結合についてでございます。 

 次の６ページからが諮問の内容となっております。 

 所管課は、総務部研修担当課でございます。 

 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。 

○研修担当課長 研修担当課長の香山と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 諮問第963号オンライン研修システム導入に伴う外部の電子計算機との回線結合につい

て御説明いたします。 

 まず、第１の研修担当課からの研修受講者登録に係る回線結合について御説明いたしま

す。 

 １、回線結合する理由でございますが、これまでの職員研修は、職員が会場に集合して

対面で研修を受講する、いわゆる集合型研修が主なスタイルでしたが、コロナ禍や働き方

改革等の流れを受け、職員が自分の職場で研修を受講できるオンライン研修を進めていき

たいと考えております。オンライン研修のメリットは、これまでかかっていた移動時間を

業務時間に充てられることや、往復の交通費の削減、受講機会の拡充による受講率向上や

研修効果などが期待されております。研修担当課では、研修ごとに集合とオンライン、ど

ちらの手法が適しているか検討し、オンラインが適していると判断した科目について段階

的に導入を予定しております。なお、環境的にオンラインが難しい職場もございますの

で、そうした職員に対応するために、引き続き集合型研修も並行して行ってまいります。 

 ２の回線結合の相手方としては、インターネット上に既存の研修システムを保有してい

るシステムサービス提供事業者を予定しております。 

 ３、諮問の趣旨でございますが、本件は、事務用パソコンからインターネット回線を通

じて、研修システムで研修受講や受講状況の確認を行うものでございます。世田谷区個人

情報保護条例第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記載のとおりでございます。 
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 ５、回線結合する個人情報の項目及び件数につきましては、（1）個人情報の項目は記

載のとおりでございます。 

 （2）件数としては、年間約1,500件のＩＤをシステム登録する予定です。 

 ６の回線結合の方法について御説明いたします。恐れ入りますが、下のイメージ図のほ

うを御覧ください。本システムは、図にございますとおり、区の事務用パソコンとオンラ

イン研修システムをインターネット回線で接続するものでございます。図の左のほうを御

覧ください。研修担当課は、管理者としてインターネット上の研修システムに区職員のユ

ーザー情報や初期パスワード、研修資料、研修動画を登録し、アクセス制限の設定を行い

ます。アクセス制限としては、具体的には、ＩＰアドレス制御を行い、例えば個人のスマ

ートフォンなどからアクセスを制限し、事務用パソコンのみからアクセスできるように限

定いたします。また、研修ごとに受講対象者を設定し、対象者以外は資料や動画を見られ

ないように設定いたします。その他、管理者として研修の受講状況を適宜確認し、受講管

理を行います。 

 ７、相手方の個人情報の保護管理体制については記載のとおりでございます。これらの

管理体制を整えている事業者との契約を予定しております。 

 ８、区の個人情報の保護管理体制といたし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でございますが、令和４年４月から開始し、継続を予

定しております。 

 続きまして、８ページを御覧ください。 

 第２の「区職員が事務パソコンにて研修システムを利用」に係る回線結合について御説

明いたします。 

 １、回線結合する理由から５の回線結合する個人情報の項目及び件数は、第１と同様で

ございます。 

 ６、回線結合の方法について御説明いたします。恐れ入りますが、７ページにお戻りい

ただきまして、イメージ図のほうを併せて御覧ください。図の右側を御覧いただけますで

しょうか。研修を受講する区職員は、区の事務用パソコンを使用して、インターネット回

線からシステムにログインし、主に動画視聴による研修を受講し、研修アンケートを入

力、保存し、各自の研修受講状況の確認を行います。システムにログインする際には、そ

の都度、ＩＤ（職員番号）とパスワードを入力いたします。初回のパスワードは研修担当

課から乱数を付与いたしますが、その後、セキュリティ対策のため本人が随時変更するよ
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う設定いたします。 

 ７、相手方の個人情報の保護管理体制については、第１と同様でございます。 

 ８の区の個人情報の保護管理体制といたし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は、第１と同様で令和４年４月から開始し、継続を予

定しております。 

 説明は以上でございます。御審議のほどどうぞよろしくお願いいたします。 

○会長 ありがとうございます。質問よろしくお願いいたします。 

○委員 幾つか教えてください。これは回線結合の相手方と、その流れについての御説明があ

ったかと思うんですけれども、言わば流通する職員の個人情報、この場合にはＩＤ、職員

番号をキーにしてということになっているわけですけれども、ＩＤ、職員番号が入れば特

定の職員の情報というのは、当然把握できるというふうに私自身は理解をしています。そ

の上で、これはインターネット上の研修システムサービス提供事業者とつないで、そこを

介在しながら、研修担当課が行うものを流していくということなんですけれども、この研

修システムサービス提供事業者なるものが、この間どういうふうな事業実績を持っている

ところなのか、扱われるのは言わば職員の個人情報ということにもなるわけですけれど

も、その点でどういうふうな担保等がなされているのか、そこをちょっと御説明いただけ

ればと思います。 

○研修担当課長 御質問ありがとうございます。選定事業者につきましては、６社ほどシステ

ムを担当しているところと今仕様の確認をしておりますが、実績といたしましては、他の

自治体で経験のあるところと契約をしたいというふうに考えております。例えば特別区の

研修所だとか、他区で実際に行っているところが数社ございます。 

○会長 ほかはいかがでしょうか。―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963号については異議なしと認めます。 

 

③諮問第964号 

○会長 それでは、続きまして諮問第964号になります。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。「オンライン会議業務」におけ
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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、政策経営部ＩＣＴ推進課でございます。 

 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。 

○ＩＣＴ推進担当係長 ＩＣＴ推進課長の山田に代わりまして、ＩＣＴ推進担当係長の玉木よ

り御説明いたします。よろしくお願いいたします。 

 それでは、オンライン会議システムの利用範囲の拡大について、審議資料No.３に沿っ

て御説明いたします。 

 まず、１、回線結合する理由ですが、オンライン会議サービスの利用については、諮問

第884号において、区が主催する公開が可能な会議等を対象として包括的に御審議いただ

き、以後、報告事項として取り扱うこととなりました。その後、オンライン会議が一般化

する中で、個人情報を取り扱う会議をオンラインで開催することへの要望が区民や関係機

関から数多く寄せられている状況です。これらの要望を踏まえ、またこれまでの運用実績

を鑑みて検討した結果、個人情報の保護措置を講じた上で、オンライン会議を実施する所

管課長の責任の下、対象となる個人の範囲や個人情報の項目等を追加し、オンライン会議

サービスの利用可能範囲を拡大して回線結合を行うものとなります。 

 恐れ入りますが、13ページの別紙１を御覧ください。こちらの表の左下の部分、個人情

報の取扱いがなしで、区民参加がありの範囲については、以前の884号で御承認をいただ

きました。今回は、この表の上段、区民参加の有無にかかわらず、個人情報の取扱いがあ

りの範囲について、今回対象とさせていただきたいと思います。なお、オンライン会議に

区民が参加する場合は、参加する区民の同意の下で行うことを前提といたします。 

 それでは10ページにお戻りいただいて、続いて２、回線結合の相手方ですが、こちらは

Ｚｏｏｍ、ＷｅｂＥｘに加えまして、世界的な利用実績や使い勝手、セキュリティの観点

も踏まえ、今回はＴｅａｍｓも対象といたします。 

 ３、諮問の趣旨につきましては記載のとおりとなります。 

 ４、対象となる個人の範囲についてですが、先ほどの表でありました区民との相談・面

談においては、（1）オンライン相談・面談を希望する区民、また個人情報を取り扱う会

議においては、（2）オンライン会議の議事において取り扱われる個人が対象となりま

す。 
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 続きまして、５の（1）回線結合する個人情報の項目です。こちらは、氏名、メールア

ドレス、発言内容、肖像に加えまして、各業務において個人情報業務登録されている個人

情報の項目ということになります。 

 また、（2）の件数についてですが、今回は特定の会議のみを対象としているわけでは

ないため、対象となる会議がどれだけあって、実際に会議が何件ほど実施されるのか未知

数なところもありますので、参考として令和３年４月から12月までの区の実績件数等を記

載させていただいております。①諮問第884号で承認いただいた区民が参加したオンライ

ン会議の件数が、この間33件です。また、②について、審議会の審議対象外の会議も多々

含まれているかと思われますが、オンライン会議用端末の貸出件数につきましては、全体

として842件となっております。 

 続いて、６、回線結合の方法です。区民との相談・面談においては、希望する区民は、

電子申請システムで申請を行い、区は電子申請システムにより区民に会議のＵＲＬ、また

パスワードを通知し、そのＵＲＬ等を基にオンライン会議を実施するということになりま

す。また、区民参加のない個人情報を取り扱う会議においては、事業者とはメールでのや

り取りが可能となりますので、会議のＵＲＬ等をメールで通知し、そのＵＲＬを基にオン

ライン会議を実施するというような形になります。 

 続いて、７、相手方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りま

す。 

 次に、８、区の個人情報の保護管理体制ですが、区のセキュリティ対策基準や各課の実

施手順書を遵守するとともに、記載の（1）から（3）の内容を遵守いたします。まず、

（1）アカウントの作成です。各課でアカウントを作成する場合には、その管理方法等を

定めた外部サービス利用手順を策定し、その基準に基づいて取り扱うことといたします。 

 続いて、（2）記録機能の利用制限ということで、区は録音、録画等の機能を利用せ

ず、また、参加者による記録機能の申請も許可しないという取扱いといたします。 

 最後に、（3）会議開催場所の確保ということで、会議に関係しない個人情報が映り込

んだり、会議の内容が第三者に漏えいしたりしないよう、秘匿性が担保できる場所で実施

することといたします。 

 また、（2）（3）につきましては、参加者においても遵守するよう区から参加者のほう

に求めることといたします。 

 ９につきましては記載のとおりとなります。 
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 最後に、10、その他に記載のとおり、今回審議対象としました範囲のオンライン会議に

ついては、今回包括的に御審議いただき、以降は報告事項として取り扱うこととしたいと

考えております。 

 説明につきましては以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○会長 では、皆さん、とりわけ13ページの別紙を御覧いただいて、その分類の中の上の部分

の審議ということになります。また、これが今日、諮問了承されれば、包括了解として今

後運用するということも含めて御議論いただければと思います。よろしくお願いいたしま

す。おおよそこれまで議論してきたことの延長線上ではありますが、大丈夫でしょうか。

―御意見がないようであればお諮りしたいと思います。では、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964号については異議なしと認めます。 

 また、先ほど説明の最後にありましたように、今回の諮問において包括的な審議をし、

以後、同様の回線結合については報告事項として取り扱うという点についても了解したい

と思います。よろしくお願いいたします。 

 

④諮問第965号 

○会長 では続きまして、諮問第965号になります。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14ページを御覧ください。「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についてでございます。 

 次の15ページからが諮問の内容となっております。 

 所管課は、住民接種担当部住民接種調整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。 

○住民接種担当部長 住民接種担当部長、久末です。 

 諮問第965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

（ＶＲＳへの接種証明書情報の登録に係る業務委託）について御説明をさせていただきま

す。 

 資料の15ページを御覧ください。事業の概要ですが、新型コロナウイルス感染症対策に
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係る予防接種事務のうち、ワクチン接種証明書の発行において、区はこれまで紙様式での

発行に加え、新たにマイナンバーカードを用いたオンラインによる接種証明書の電子交付

を令和３年12月20日から開始いたしました。これに伴いまして、区民がタイムラグなく接

種証明書を電子取得できるよう、異動者等の特定個人情報を速やかにＶＲＳに登録する必

要が生じました。 

 特定個人情報保護評価書（全項目評価書）の８ページを御覧ください。予防接種事務に

ついての図になっておりますが、今回は下の部分です。予防接種証明書の電子交付アプ

リ、この部分の追加になっております。その右側にございます、吹き出しの形にした内容

が、新たに追加となったものです。 

 先ほどの資料にお戻りいただきまして、第１の項番１、委託の件名は資料記載のとおり

です。 

 項番２の委託の内容です。区は、接種証明書発行に必要な情報について、既存の住民記

録システム及び区民健康情報システムから出力したデータを電磁記録媒体に格納し、委託

先事業者に提供します。その後、委託先事業者は区から受け取ったデータを基に、世田谷

区事務センターに設置の区の電子計算機を使用してＶＲＳに登録をいたします。 

 項番３、諮問の趣旨です。本件は、ＶＲＳへの接種証明書情報の登録に係る業務を外部

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、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す。 

 項番４、対象となる個人の範囲は、新型コロナウイルスワクチン接種の対象となる区民

です。 

 項番５、委託で取り扱う個人情報の項目及び件数です。個人情報の項目は資料に記載の

とおりです。件数は約93万件です。 

 項番６から項番９までは資料に記載のとおりです。 

 項番10、委託先の個人情報の保護管理体制です。個人情報に対する社員教育を徹底して

おり、個人情報保護の管理体制を確立しています。一般財団法人日本情報経済社会推進協

会が認証するプライバシーマーク認証を契約締結日時点で取得し、継続的に更新をしてい

ます。 

 項番11、委託の条件です。個人情報の秘密保持、目的外使用等の禁止、セキュリティ対

策等を定めた電算処理の業務委託契約の特記事項を契約条件にし、委託先に遵守させま

す。 
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 項番12、委託の開始時期及び期間です。令和４年２月18日から継続して行う予定です。 

 項番13、委託先は世田谷サービス公社を予定しております。 

 次に、第２の本事業に係る今後の報告事項についてです。本件は、新型コロナウイルス

ワクチン接種の記録結果及び接種証明書情報を登録するに当たり、デジタル庁の整備した

ＶＲＳへアクセスする必要があることから、区の電子計算機とＶＲＳをＬＧＷＡＮ回線に

より結合するものです。これは、諮問第907号で包括的に御審議いただき、以後は報告案

件となったＬＧＷＡＮ回線を利用して新たに開始する国及び各地方公共団体との間の回線

結合に関するものです。そのため、本業務が終了し次第速やかに、情報公開・個人情報保

護審議会へ報告する予定となっております。 

 説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○会長 皆さん大丈夫でしたでしょうか。途中、委託の内容で説明に使ったのは、この分厚い

ほうの個人情報保護評価書の８ページの表でしたので、追いついていない方は改めて御覧

いただければと思います。よろしくお願いいたします。では、御質問ある方はどうぞお願

いいたします。 

○委員 まず16ページのところに、委託で取り扱う個人情報の項目及び件数のところで、

（2）件数（見込み）で約93万件というふうになっています。この93万件というのは、恐

らく世田谷区の区民の人口そのものということで、これは区民全員分という理解でよろし

いのかというのが１つ。 

 それから今回は、今まで紙ベースでのワクチン接種証明書の発行と同時に、これは昨年

のマイナンバーカードを用いたオンラインによる接種証明書の電子交付を開始したという

ことの関係で、言わばＶＲＳに登録する必要があるよと。登録するという関係では、今回

登録ということでの話なんですが、登録の件数見込みが約93万件ということなんですが、

登録そのものと、その中で例えばマイナンバーカードを用いた、いわゆるオンラインによ

る接種証明書の電子交付、当然そこには件数上の落差があるかと思うんですが、現在の世

田谷区のマイナンバーカードの普及率がどのくらいなのかをちょっと参考までに伺いたい

と思います。 

○住民接種調整担当係長 担当係長の渡邉と申します。 

 93万件の内訳について御説明させていただきます。93万件の内訳としましては、５歳以

上の区民の方はおよそ86万人、それと転入者の方が大体７万人と見込んでおりまして、そ

れを合計して93万人というふうな形で件数の見込みを出しております。 
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○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。 

 現在マイナンバーカードの交付率は非常に上がっておりまして、約42.9％になりま

す。 

○会長 ほかに御質問はありますでしょうか。大丈夫ですか。―では、ないようでしたら

お諮りしたいと存じます。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965号については異議なしと認めます。 

 では、最後にありましたように、実施後の報告をよろしくお願いいたします。 

 

⑤諮問第966号 

○会長 続きまして、諮問第966号です。今の話の続きかと思いますが、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18ページを御覧ください。「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についてでございます。 

 次の19ページからが諮問の内容となっております。 

 所管課は、住民接種担当部住民接種統括担当課及び住民接種担当部接種体制整備担当課

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、住民接種担当部より説明いたします。 

○住民接種担当部長 引き続き、住民接種担当部長、久末です。 

 諮問第966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

（ＶＲＳによる接種記録の入力に係る業務委託）について御説明をさせていただきます。

資料は19ページになります。 

 項番１、委託の件名は記載のとおりです。 

 項番２、委託内容です。区は、新型コロナウイルスワクチンの住民接種について、国が

整備したＶＲＳを用いて、円滑かつ着実に実施しており、現在接種の結果が記録された予

診票を基に、職員がＶＲＳへ入力作業を行っております。しかしながら、３回目の住民接

種の実施に伴いまして、ＶＲＳの入力作業をより適正かつ迅速に行う必要があるため、外

部委託により実施するものです。業務の流れといたしましては、まず、区は各集団接種会
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場、医療機関等から提出された予診票を委託先事業者へ提供します。その後、委託先事業

者は、国から貸与されたＶＲＳへの接続機能のみを搭載したタブレットを使用し、接種記

録を入力します。なお、入力が終了した予診票については、速やかに区に返還させます。 

 項番３、諮問の趣旨です。本件は、ＶＲＳへの接種記録の入力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、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す。 

 項番４、対象となる個人の範囲ですが、大きく３種類に分かれます。（1）は区内各集

団接種会場でコロナワクチンを接種した者、（2）は区内医療機関等でコロナワクチンを

接種した者、（3）は区外医療機関等でコロナワクチンを接種した区民です。 

 項番５、委託で取り扱う個人情報の項目及び件数です。個人情報の項目は資料に記載の

とおりです。件数は約70万件です。 

 項番６、個人情報を取り扱う場所です。（1）区内各集団接種会場でコロナワクチンを

接種した者については、おのおのの集団接種会場になります。 

 （2）区内医療機関等でコロナワクチンを接種した者及び区外医療機関等でコロナワク

チンを接種した区民については、委託先事業者の施設になります。 

 項番７から項番９までは資料に記載のとおりです。 

 項番10、委託先の個人情報の保護管理体制です。プライバシーマーク又はＩＳＭＳ認証

を取得しております。 

 項番11、委託の条件です。個人情報の秘密保持、目的外使用等の禁止、セキュリティ対

策等を定めた電算処理の業務委託契約の特記事項を契約条件にし、委託先に遵守させま

す。 

 項番12、委託の開始時期及び期間です。令和４年２月18日から継続して行う予定です。 

 項番13、委託先です。（1）区内各集団接種会場でコロナワクチンを接種した者の入力

業務委託については、株式会社メディカル・コンシェルジュを予定しております。 

 （2）区内医療機関等でコロナワクチンを接種した者及び区外医療機関等でコロナワク

チンを接種した区民の入力業務委託については、株式会社イマージュを予定しておりま

す。 

 説明は以上になります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○会長 質問はありますでしょうか。お願いいたします。 

○委員 まず、20ページのところにある件数（見込み）70万件とあります。これは接種結果の
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入力に関わる件数ということで説明があったかと思うんですが、これと先ほど審議をさ

せていただいた諮問第965号の中で、登録に関わる件数が93万件、その内訳も先ほどお話

しいただきました。この93万件という言わば登録件数と、それから接種結果入力という

70万件、この23万件の差というのは、これはどういうことで出てくることなのか。そこ

のところを説明いただきたいというのが１つあります。 

 それからもう一つが、20ページの８番目、委託先との個人情報の授受の方法というのが

ありますが、一般的に考えられる回線結合なり、あるいは電磁的な記録媒体ではなくて、

文書によるという表現になっています。ということは、リストか何かで渡すという、ちょ

っと前近代的な形なのかなと思ったんですけれども、ということは手入力という形なの

か、どういうふうな様式のリストなのか、ちょっと８番のところに関わっては教えていた

だきたいと思います。 

 それから３点目は、９番のところに国のタブレットのみを使用するというふうに書いて

いますけれども、そこに入力すると、ＶＲＳ、言わば接種記録システムに即入力したこと

になるという理解でよいのかどうか。合わせて３件を教えてください。 

○住民接種統括担当係長 住民接種統括担当課の係長、三井と申します。 

 件数の約70万件に関しては、区民全員というわけではなくて、追加接種の接種計画とい

うのを対象者12歳以上で今つくっていまして、そちらのほうで約70万という計画になって

いますので、その数字を引っ張ってきております。８番の委託先との個人情報の授受の方

法ですけれども、文書というのは、実際に接種してもらうときの紙の予診票をお渡しし

て、これは９番にもつながるんですけれども、タブレットをその予診票の上から読み込ま

せますと、接種券のところのバーコードを読みまして、自動的にインターネット回線を通

じてサーバーのほうに記録されるという形なので、電子計算機と言われているものは国か

ら渡されているタブレットの機械、文書と書いてありますが、予診票を読み込むという意

味で書かせていただいております。 

○住民接種担当部長 追加なんですけれども、見込み件数なんですけれども、先ほどの93万件

というのは、世田谷区の５歳以上の人口と世田谷に転入してきた方ということで、住民登

録はいずれかの段階である人数なんですが、このタブレットで読む場合は、世田谷区内の

医療機関で打った区外の人も含んでいるからプラスもあれば、例えば自衛隊の大規模接種

会場ですとか、東京都の大規模接種会場で受けた世田谷区民は、あちらの会場でＶＲＳを

読み込んでくれているので、そういうところはマイナスになったりとか、そういう色々な
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入り組みがあって、計画上は70万という数字が今出ている状況になっております。 

○委員 ありがとうございました。 

○委員 今、第３回目の接種の接種券が届いている状況だと思うんですけれども、私の受け持

ちの方で、世田谷区にお住まいで杉並区で接種した方が、87歳でまだ接種券が届いていな

いという事例が出てきているんです。要するに、世田谷区内でやっていれば意外と早くで

きるのでスムーズらしいんですけれども、どうも区をまたいでしまうと、こういうケース

が多いように漏れ伺いましたので、その辺はどうなっているのでしょうか。今後のことも

あるので伺っておきたいんですが、どうでしょう。 

○住民接種担当部長 世田谷区に住民票があって杉並区で接種をしたということなんですけれ

ども、基本的には杉並区の医療機関、若しくは杉並区の医師会だったり、区役所だった

り、ちょっとどこでやっているか分からないんですが、杉並区のほうでＶＲＳの入力をし

ているはずなんです。それが世田谷区のＶＲＳには杉並で打ったよという証明が入ってき

て、２回目を打っていれば、今は６か月ちょっとぐらいで接種券を世田谷区は発行してい

ますけれども、その期間で自動的に発行するような仕組みになっていますので、きちんと

ＶＲＳが入力されていれば接種券は来るはずなんですが、ただ、１・２回目接種の状況を

見ていますと、必ずしもそこがうまく進んでいないところもありまして、初めていろんな

自治体で行っていて、そこの取組みがずれているところもあったので、もし接種券が来て

いないようでしたら、世田谷区のほうに再発行の申請をしていただいて、区のほうからは

接種券がすぐ発行できるという体制になっております。ですので、世田谷区の発券する計

画をホームページとかに出しているんですが、この時点になっても来ないようであれば再

発行申請、若しくはコールセンターのほうに問合せいただければ対応はできると思います

ので、よろしくお願いいたします。 

○会長 ほかはよろしいでしょうか。 

 私から１点確認ですが、19ページの５番の個人情報の項目ですけれども、この項目は、

国の定めているＶＲＳの項目と全く同じということでよろしかったでしょうか、念のため

の確認です。 

○住民接種統括担当係長 はい。 

○会長 同じでよろしいわけですね。了解です。 

 では、ほかにないようでしたらお諮りしたいと思いますが、よろしいですか。―本

件について異議はありませんでしょうか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○会長 ないようですので、諮問第966号については異議なしと認めます。 

 

⑥諮問第967号 

○会長 続きまして、諮問第967号になります。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21ページを御覧ください。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）についてでございます。 

 次の22ページからが諮問の内容となっております。 

 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及び配付資料記載

の住民接種担当部の３課でございます。 

 それでは、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、住民接種担当部

より説明いたします。 

○番号制度・マイナンバーカード交付推進担当課長 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。 

 冒頭に、先ほど御説明した数字に誤りがありましたので、訂正をさせていただきます。

先ほど42.9％と申しましたが、実は42というのは発行枚数のことで、現在約42万件のカ

ード枚数となります。交付率は45.9％になります。申し訳ありませんでした。訂正させ

ていただきます。 

 それでは、諮問第967号の特定個人情報保護評価における第三者点検についてを御説明

いたします。 

 １の趣旨でございますが、番号制度、いわゆるマイナンバー制度の導入を御説明しま

す。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―いわ

ゆる番号法ですが―によって導入された番号制度は、行政の効率化を図り、国民にと

って利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤として導入されたもので

す。 

 （2）個人情報保護の懸念と法令・制度の整備。番号制度の導入に伴いまして、個人の

プライバシー等の権利利益の保護の観点から、国家による個人情報の一元管理、特定個

人情報の不正利用や財産その他の被害等への懸念が示されてきました。これを踏まえ

て、個人情報の適正な取扱いの観点から、行政機関の保有する個人情報の保護に関する
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法律等の個人情報保護法令の整備がされました。国が設置した個人情報保護委員会によ

る監視・監督、その他の制度上の保護措置を定めるとともに特定個人情報を扱うシステ

ムについては、様々な安全措置を講ずることとしております。 

 （3）特定個人情報保護評価。特定個人情報保護評価は、上記のような番号制度の枠組

みの下の保護措置の一つであります。具体的には、行政機関の長など実施主体を定め、

評価対象を特定個人情報を取り扱う事務ごとに定めております。また、特定個人情報の

対象人数など閾値によって基礎項目評価・重点項目評価・全項目評価のように評価書の

種類を３段階に定め、併せて区民意見の募集や第三者点検、国民への公表などの実施手

続を定めております。さらに、継続的かつ定期的に実施されるように、特定個人情報フ

ァイルを保有するときだけでなく、定期的に再評価を実施する手順も定めています。 

 今回の予防接種事務においては、本年度、既に数回していただいておるんですが、重大

な変更があるということで、また再評価させていただきました。対象人数が30万件以上

なので、全項目評価をさせていただきました。 

 私からは以上です。 

○住民接種担当部長 住民接種担当部長、久末です。引き続き御説明をさせていただきます。 

 項番２、諮問の内容を御覧ください。番号法第28条の規定において、行政機関の長等は

特定個人情報ファイルを保有しようとするとき又は重要な変更を加えようとするときは、

特定個人情報保護評価を実施することとされております。このたび、予防接種実施事務に

係る特定個人情報保護評価について重要な変更を加える必要が生じたため、特定個人情報

保護評価に関する規則第７条第４項に基づき、特定個人情報保護評価書の第三者点検につ

いて、以下の２点について、世田谷区情報公開・個人情報保護審議会条例第２条の規定に

基づき諮問をさせていただくものでございます。 

 （1）事前評価です。新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種事務においては、

ワクチン接種証明書の発行等のため、接種記録等の情報をワクチン接種記録システムへ入

力する業務を外部委託により実施いたします。 

 別紙３としてお配りしている全項目評価書、先ほどの厚い冊子です。こちらの17ページ

を御覧ください。委託事項４と委託事項５の２件について新たに追加しております。 

 （2）事後評価です。ワクチン接種証明書の発行において、これまでの紙様式による発

行に加え、新たにマイナンバーカードを用いたオンラインによる接種証明書の電子交付を

令和３年12月20日より開始いたしました。これは先ほど御説明したとおりです。なお、本
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来であれば、この運用開始前に特定個人情報保護評価を実施する必要がありましたが、国

から、実施機関が特定個人情報保護評価を事前に実施することが困難であることが想定さ

れるため、規則第９条第２項の規定である緊急時の事後評価の適用対象となり得るものと

の考えが示されました。これにつきましては、25ページの別紙１のほうを御覧ください。 

 こうしたことから、本諮問は規則第９条第２項の規定により、番号法第28条に規定され

る特定個人情報保護評価を実施するに当たって、規則第７条第４項に基づき、評価書の第

三者点検について、条例第２条の規定に基づき諮問をするものです。 

 以上のことから、特定個人情報等の取扱いが新たに生じましたが、これは規則第11条に

規定される重要な変更に該当するため、特定個人情報保護評価を再実施する必要がありま

す。重要な変更の対象である記載項目については、26ページの別紙２のとおりでありま

す。 

 なお、今回の変更箇所については、先ほどの別紙３の81ページからの変更箇所にまとめ

ております。先ほど説明いたしました外部委託の２件については、83ページの一番下に記

載があります。この２件以外につきましては、全て事後評価となっております。 

 資料にお戻りいただきまして、項番３の区民意見募集ですが、結果等は記載のとおりに

なっております。 

 項番４のマイナンバー制度セキュリティ会議は２月３日に開催されまして、そこで本件

については了承されております。 

 項番５、項番６については記載のとおりになります。 

 説明は以上です。よろしく御審議のほどお願いいたします。 

○会長 ありがとうございます。今最後にありましたように、この件につきましてはパブコメ

が終わり、セキュリティ会議で了承がされ、そして私たちの段階での第三者点検が終われ

ば、国への報告になるというスケジュール感であります。当然ながら、重要であるからこ

そ、こういう形で全項目評価をするんですけれども、今回中身を見ますと、分厚いほうの

81ページを御覧いただけますでしょうか。81ページの変更日が12月16日と書いてあるもの

以降が今回の対象なんですけれども、変更前の記載と変更後の記載を比べても分かるとお

り、一番上が典型例かな。今ちょうど諮問が終わったばかりのＶＲＳのいわゆる電子申請

受付交付に伴う事務が入りましたと。それに伴って規定が変わりますというか、保護の対

象が変わりますということでありますので、もちろん重要な変更ではあるんですが、それ

ほど大規模な、根本的な変更ではないという形でありましたので、今回の第三者点検につ
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きましては、全体会で皆さんの意見をお聴きして、特段専門的な小委員会等々を設置して

の議論なしで御了解をいただければという手順を踏んでおるというところであります。と

いう若干の補足説明の上で、皆さん御質問があればお願いいたします。大丈夫でしょう

か。 

 81ページ以降で提出時期が事後とか事前と書いてありまして、それが今御説明があった

国が事後でもいいよというふうに言ったもの、それから規定上、事前に了解が必要なもの

という差であります。大丈夫ですか。―では、ないようでしたらお諮りをしたいと存

じます。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967号については異議なしと認めます。 

 

⑦諮問第968号 

○会長 続きまして、諮問第968号になります。こちらは所管課が区政情報課ですので、事務

局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27ページを御覧ください。まず、諮問事項を御覧くださ

い。本件は、令和３年個人情報保護法改正に伴う世田谷区における個人情報保護制度等の

見直しに向けての考え方につきまして、審議会条例第２条に基づき諮問するものでござい

ます。 

 次に、諮問理由を御覧ください。世田谷区では、平成４年に世田谷区個人情報保護条例

を制定して以来、一貫して区民の個人情報の収集、管理並びに利用及び提供について適正

を期してまいりました。そして、区民に対しては、区民の自己に関する個人情報等の開

示、訂正等を求める権利を保障してきたところです。 

 しかしながら、これまで当審議会にも度々情報提供させていただきましたとおり、昨年

の５月19日に公布されましたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法

律により、個人情報保護法が改正されました。これは個人情報保護法、行政機関個人情報

保護法及び独立行政法人等個人情報保護法の３本の法律を１本の法律に統合し、地方自治

体の個人情報保護制度についても統合後の法律において全国的な共通ルールを規定し、全

体の所管を個人情報保護委員会に一元化するといったものでございます。この改正によっ

て地方自治体に及ぼす影響の部分につきましては、直近の国の資料によりますと、令和５

年４月１日からを予定されております。 
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 今般の法改正により、区の個人情報保護制度は大きく転換する必要に迫られることとな

ります。区といたしましては、この法改正の趣旨を踏まえつつも、この間、区民の個人情

報保護のために積み重ねてきたことを受け止め、引き続き信頼される区政の実現を図る必

要があると考えております。以上のことから、世田谷区情報公開・個人情報保護審議会条

例第２条の規定に基づきまして、審議会の御意見を聴くものでございます。 

 こちらにつきましては、この間、情報提供等をしてまいりましたように、慎重な検討が

必要と考えておりますので、本日のいわゆるすぐの結論というよりは、時間をかけて御審

議いただきたいと主に考えているものでございます。 

 区政情報課の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。先日、勉強会に御出席いただいた皆様方、そして前回のこの

会議でもおおよそのスケジュール感をお示ししたとおりでありますので、それに従っての

諮問ということになります。 

 ただいま御説明いただきました本件につきましては、今申しましたように、勉強会の議

論で出ましたとおり、小委員会を設けまして検討を進めていきたいというふうに存じてお

ります。つきましては審議会条例第８条第２項に基づきまして、大変僭越ながら、小委員

会につきましてメンバーは会長指名ということになっておりますので、私のほうから指名

させていただきまして組織をしたいと思っております。私も小委員会に入りますが、ほか

に斉木副会長、それから髙山委員、土田委員、中村委員、そして本日は御欠席ですけれど

も、既に意思確認はしております菅野委員の合計６名を指名させていただきまして、小委

員会を設置し、そして議論をした上で、改めて全体で審議をしていただくという流れで進

めたいと思いますが、皆様よろしくお願いいたしたいと存じます。 

 なお、小委員会の委員長につきましては、これも慣例に基づきまして、斉木副会長にお

願いしたいと存じております。小委員会の開催日程につきましては、委員の皆様方と日程

調整をした上で、開催日を今後決定していきたいと存じますが、そういう流れで皆様方よ

ろしいでしょうか、いかがでございましょう。御意見をお願いいたします。 

○委員 今、会長からお話がございましたように、今回の審議資料No.７については、言わば

区長からの諮問ということで、この諮問に関わる今後の進め方は小委員会を別途設けて

進めていきたいということで、今小委員会の構成と今後のスケジュール感、全体のスケ

ジュール感は前回のときもお話がありましたけれども、そういうことで進めるとお話を

いただきました。 
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 今日お示しをいただいた諮問理由の文言との関係で、ちょっと幾つか確認をさせていた

だく意味で発言もしたいと思うんですけれども、これは読ませていただくと、言わば今回

の国の法改正の趣旨を踏まえる、しかし踏まえつつも、区としてこの間、積み重ねてきた

ことを受け止め、言わばこれは区としての個人情報保護条例をつくってきた経緯なり、歴

史なり、運用の実際、そういうものを踏まえながら、そしてより信頼される区政の実現を

図ると。その必要があるので、冒頭のところに、個人情報保護制度の見直しに向けての考

え方を問うという形になっているかと思うんです。そういう点では、法改正が行われたの

で、言わば機械的にこの条例の見直しを行うということではなくて、かなり幅広く、区と

しての考え方をきちんと提供していく。 

 今ちょうど予算議会がもうすぐ始まりますけれども、そこでも報告をされ議論の話題と

なっていく、いわゆる世田谷区未来つながるプランという、次の基本計画につながる実施

計画、従来、調整計画と言われていたものだと思いますけれども、その中でも自治権拡充

の問題が、地方分権の時代にふさわしい持続可能で自立した真の基礎自治体を目指すとい

うふうな表現もありますから、そういう点では当然のことながら、これは前にもお話しさ

せていただきましたけれども、国においても、これは2009年10月の地方分権改革の第３次

勧告の中でも、条例制定権の拡充を通じた、言わば地方政府の実現というふうなことが国

においても方針上はあったと。それは当然現在にもつながっているということを踏まえ

て、そして、そういう点では90万を超える世田谷区の自治体の自治権の拡充の方向とし

て、その中にある自治立法権の問題も含めてますます議論が重ねられていくよということ

についても、今回のこの諮問の問題の趣旨であろうというふうに受け止めておりますの

で、そういう点では大いに小委員会の中でも議論させていただいて実りあるものを、そし

て、区も目指している区としての自治権の拡充にも寄与するような方向を目指すことが大

事ではないかなと思っております。 

 そういう点では、この間の事務局さんとしての区政情報課、区の個人情報保護条例を実

際に制定から運用を進めてこられた、そのことをより実りあるものにしていくためにも、

ぜひお願いをしたい。そのことを申し述べて、私からの意見とさせていただきます。 

○会長 御意見ありがとうございます。ほかはよろしいでしょうか。 

○委員 この諮問の内容の中に全国共通のルールということで、この間も、この審議会で

色々と細かい案件については話さないとか、ちょっと御説明をいただきました。それ

で、こういう全国共通のルールができて、それを我々がきちんと理解していくというこ



 29 

とが今後の話していく内容なのか、それとも全国共通のルールがあっても、世田谷区は

独自に色々こういうふうにしたいんだということが盛り込めていくものなのか、その根

本的なところが分からないので、世田谷区独自に決められる内容は本当にどのような範

囲なのかをお聴きできればというふうに思いました。 

○会長 まさにそれについて小委員会で議論をしていきたいと思っております。あくまでも

国の枠組みが決まっておりますので、なかなかそれを飛び出して好き勝手なことはでき

ませんけれども、その中で、今日の諮問の中にもありましたように、あるいは○○委員

からも確認がありましたように、これまでの経験とか先進性をうまく生かしながら、世

田谷区住民の個人情報をどう守っていくのかというアイデアを、まずは小委員会でたた

き台を出して、そしてこの全体会できちんと議論をしていければというふうに思ってお

りますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

○委員 分かりました。ぜひ、区民のために大切な議論だと思いますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

○区政情報課長 ありがとうございます。今おっしゃったように、会長を中心にやらせてい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○会長 重ねて申しますが、５人の委員、私も含めて６人ですが、小委員会の委員の皆様方

には忙しい中、大変御面倒をおかけいたしますが、ぜひよろしくお願いいたします。同

時に、あくまでも小委員会でたたき台をつくって、この審議会についての議論は全体会

で行うということでありますので、ぜひまた全体会の中で様々な御議論をいただき、最

善の形をつくっていければと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

 また、私たちが何を言っても、最後、条例の制定は区議会で行うものですので、区議会

にきちんと反映されるような形を、ぜひ審議会でも議論していければと思っておりますの

で、これにつきましても引き続きよろしくお願いいたします。 

 ほかに御意見いかがでしょうか。では、区政情報課のほうから追加で何か御説明があれ

ばお願いいたします。 

○区政情報課長 特段ございません。今、各委員からお話があったことについても大事なこ

とというふうに受け止めておりますので、今回、小委員会を持っていただくということ

で、本当に委員の先生方には大変お忙しい中、お時間いただきますけれども、ぜひ様々

な観点から慎重に御検討いただければと考えておりますので、何とぞよろしくお願いい

たします。 
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 私どもからは以上でございます。 

○会長 皆様方からもよろしいですか。では、本件につきましては、このように進めていき

たいと存じますので、引き続き御協力をよろしくお願いいたします。 

 

３．令和４年度の開催日程について 

○会長 では、最後に、事務局よりほかに報告がありましたらお願いいたします。 

○区政情報課長 それでは、先日お送りしました令和４年度世田谷区情報公開・個人情報保護

審議会日程を御覧ください。 

 来年度の開催日程を記載しましたので御確認ください。なお、６月は通常の審議会の審

議案件１回と、ただいま諮問させていただきました第968号関係の審議を１回行っていた

だきたいと考えておりますので、６月は２回開催する予定でございます。また、例年２

月、今年度もありましたように２回の開催を予定しております。 

 最後に、次回の日程でございます。本日の会議次第にも記載しておりますように、令和

４年度第１回の審議会は、４月22日金曜日午後２時から、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、皆様に通知をお送りさせていた

だきますので、御予定をお願いいたします。 

 事務局からの報告は以上でございます。 

○会長 まだオンラインだそうですので、よろしく御予定置きください。 

 そのほか何かありますでしょうか。よろしいですか。 

 

４．閉  会 

○会長 ないようでしたら、以上をもちまして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。 

 

 


