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区民相談課長：それでは、定刻となりましたので、始めさせていただきます。 

    本日は、お忙しい中、ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

    本日は、Ｈ委員が３時半ごろに、所用によりご退席の予定でございます。 

    傍聴の方は、現在のところございません。 

    それでは、開会につきまして、渋谷会長、よろしくお願いいたします。 

会 長：ただいまより、令和元年度第１回豊島区行政情報公開・個人情報保護審議会を開催いたしま

す。 

    なお、委員に変更があったようですので、ご紹介をお願いいたします。 

区民相談課長：はい。本日は審議に先立ちまして、新委員の委嘱を執り行いたいと思います。お手元

にお配りした「審議会委員名簿」をご覧ください。 

    ４月に執り行われました区議会議員改選に伴う４名の区議会選出の新委員について委嘱さ

せていただきます。 

    時間の都合上、既に新委員の皆様の席上には委嘱状を置かせていただいておりますことをご

了承お願いいたします。 

    恐縮ですが、五十音順にて、お名前をお呼びいたしますので、自席にてご起立くださいます

よう、お願い申し上げます 

    区議会議員選出のＡ委員でございます。 

Ａ委員：Ａでございます。よろしくお願いいたします。 

区民相談課長：Ｂ委員でございます。 

Ｂ委員：引き続きよろしくお願いします。 

区民相談課長：Ｃ委員でございます。 

Ｃ委員：改めまして、よろしくお願いします。 

区民相談課長：Ｄ委員でございます。 

Ｄ委員：よろしくお願いいたします。 

区民相談課長：さて、この度の委嘱に当たりまして、豊島区長高野之夫よりご挨拶を申し上げるとこ

ろでございますが、所用にて不在なため、誠に申し訳ございませんが、省略させていただきま

す。 

    それから、本年度４月の組織改正により、事務局の職員に一部変更がございましたので紹介

いたします。 

    区民相談課長、井上一でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

    また、政策経営部長、情報管理課長、事務局その他の職員には変更はございません。昨年度

に引き続き、本年度もよろしくお願いいたします。 

    なお、政策経営部長につきましては、少し遅れてまいります。申し訳ございません。 

    会長、以上でございます。 

会 長：はい、どうもありがとうございます。 

    それでは、早速審議に入りたいと思います。 

    本日は諮問事項が１０件、報告事項１件を予定しております。大変たくさんでございますが、

審議につきましては、二、三時間といいますか、できるだけ短くを目処に執り行いたいと思い

ますので、皆様のご協力をお願いいたします。 

    それでは、議題の諮問事項につきまして、事務局より説明をお願いいたします。 

区民相談課長：はい。本日の資料の確認をお願いいたします。 

    事前に送付させていただきましたが、ご持参いただけましたでしょうか。 

    送付いたしました資料は、諮問資料１から１０と、報告資料１件でございます。加えまして、

本日、席上に、資料６の１から２ページの差し替えを配付させていただいております。 

    また、規程集を新年度用に少々差し替えを行っております。規程集のＣＤも同様に更新した

ものを配付しております。 

    あと、次回審議会の開催通知を置かせていただいています。お手元にございますでしょうか。
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よろしいでしょうか。 

    それでは、豊島区行政情報公開・個人情報保護審議会条例第２条第１項の規定に基づき、次

の事項について諮問します。 

    諮問第１号、教職員出退勤管理システム（仮称）導入に係る個人情報の電算処理。 

    諮問第２号、教職員出退勤管理システム（仮称）導入によるデータ移行及び保守・業務の委

託に係る措置 

    諮問第３号､校務用パソコン顔認証システムに係る個人情報の電算処理。 

    諮問第４号､校務用パソコン顔認証システムの保守業務の委託に係る措置。 

    諮問第５号､校務用パソコンと学校徴収金システムの電子計算機の結合。 

    諮問第６号､学校徴収金システムの構築、データ移行及び保守業務の委託に係る措置。 

    諮問第７号、臨時・特別給付金支給事業に係る児童扶養手当受給者の個人情報の目的外利用。

    諮問第８号､幼児教育・保育無償化に伴う豊島区私立幼稚園等園児保護者補助金業務の委託

に係る措置（平成２８年答申第９号の個人情報の追加）。 

    諮問第９号､私立幼稚園補助金システムの改修及び保守業務の委託に係る措置。 

    諮問第１０号､成年後見制度申立てに係る個人情報の外部提供。 

    以上１０件でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

    なお、ご発言いただく際は、録音の関係から、必ず近くのマイクをご使用くださいますよう

お願いいたします。ご使用の際は、スイッチを押していただき、発言が終わった際はスイッチ

をお切りくださいますようお願いいたします。 

    なお、ただいま政策経営部長が参りました。事務局でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

会 長：それでは審議に入りたいと思います。よろしくお願いいたします。 

区民相談課長：それでは、資料１、２、諮問第１、２号は、教育部指導課で行う同一業務の諮問でご

ざいますため、一括して指導課長よりご説明申し上げます。 

会 長：お願いいたします。座ってもらって結構ですので、お願いします。 

指導課長：指導課長でございます。それでは説明をさせていただきます。 

    ご案内がございましたとおり、資料１号、２号をお手元にご準備ください。 

    諮問資料１は電算処理について、資料２は業務委託についてでございます。 

    １、２とございますけれども、その前に、まずは今回、豊島区立学校に、教職員出退勤管理

システムを導入するに当たり、簡単にその背景について、ご説明をさせていただきたいと思い

ます。 

    会場にいらっしゃる皆様方も、マスコミによる報道などでご存じの方もいらっしゃるかと思

いますが、近年、日本の社会においては、長時間労働是正に向けた働き方改革が話題となって

おります。こうした社会情勢の中で、中央教育審議会、国の会議でございますが、提言に始ま

り、学校における働き方改革の必要性も叫ばれるようになりました。 

    また、国においては平成２８年度、東京都においては平成２９年度に、勤務実態の調査が実

施されております。教員の勤務実態調査の結果といたしましては、週当たりの在校時間が６時

間を超える教員、いわゆる過労死ラインと言われるものでございますが、多数存在しているこ

とがわかりました。失礼いたしました、６０時間です。６０時間を超える教員がいるというこ

とがわかりました。 

    学校を取り巻く環境の変化により、教員の業務負担が増加しており、教員が授業準備に集中

し、児童・生徒、子供と向き合って、やりがいをもって職務に従事できる環境の整備が喫緊の

課題となっております。また、教員一人一人の心身の健康の保持の実現を図るため、学校にお

いても働き方改革の推進が必要不可欠な状況に、現在、直面しているところでございます。

    その中で、当区においても、学校現場の働き方改革に重点を置いており、平成３１年３月に、

豊島区学校における働き方改革推進プランを策定し、重点的な取組の一つとして、出退勤管理

システムの導入を挙げております。このシステムを導入することで、各学校の教員一人一人の
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正確な勤務している時間を客観的に把握することが可能となります。各教員のマネジメント

意識を高めるとともに、管理職が客観的なデータを活用して、適切な助言や指導を行える環境

づくりの一助となることを、今回の導入の目的としております。 

    本システムについてでございますが、現在、庁舎で使っている、区長部局で導入されている

出退勤管理システムと同様のものを使用する予定となっております。業者につきましても、諮

問資料にて記載させていただいているとおり、同じ業者、富士通を選定したいと考えておりま

す。 

    各学校へ打刻機を設置し、ＩＣカードによる打刻をもって勤務時間を計測する運用となって

まいります。 

    運用ルールなどにつきましては、現在、本庁側の運用方法を主な軸としまして、実態に合わ

せて今後定めていく方針でございます。 

    それでは、今回の諮問の内容について、ご説明させていただきます。 

    資料をお出しください。 

    まずは資料１、電算処理についてでございます。 

    教職員出退勤管理システム導入に当たり、豊島区の学校に在籍する教職員の個人情報を電算

処理させていただくものになります。 

    ２の業務の概要をご覧ください。 

    内容についてですが、既に本庁側で導入されている庶務事務システムに倣って、パッケージ

ソフトを購入することとなります。現在、学校は紙様式の出勤簿に、毎日押印するといった方

法で出勤確認をしているところでございますが、今後は、システム上の処理で出退勤の管理の

確認を行える仕組みとなる予定です。 

    対象者は、学校に勤務している教職員であり、一人１枚のＩＣカードを貸与することで打刻

管理を実施いたします。出退勤時刻の計測を自動化し、一元的に集計管理することで、超過勤

務の縮減に向けた取組につながることを想定しております。 

    続きまして、３の一括承認基準の該当の有無でございますが、類型はございません。事例に

ついても類型はございません。 

    ４の過去の類似案件でございますが、これは、平成２３年度に本庁側で人事給与システムの

構築を実施した際の実績がございます。本案件は、その件と同じ事業者にて実施を予定してい

るため、非常に類似した案件と認識しております。 

    ５の諮問理由でございますが、新たな個人情報の電算処理であるためでございます。 

    ６の取り扱う個人情報についてですが、電算処理で扱う個人情報の項目といたしましては、

資料１の裏面をご覧ください。 

    基本的には出退勤管理に必要な個人情報となっており、職員番号、職員氏名、カナ氏名、生

年月日、性別、所属情報これは学校名になるということを予想しております。役職、校長や副

校長といった職名、勤務時間、休憩時間、勤務のパターンとなっており、計１２項目を予定し

ております。 

    なお、補足の説明ではございますが、本システムの導入に当たりましては、東京都の学校に

おける働き方改革推進事業補助金交付要綱にのっとり、補助金の交付の申請をしております。

よって、本システムの導入に対する補助金については、補助要件が設定されております。別表

に記載の個人情報の項目につきましては、この要件を満たす情報ということで記載させてい

ただいてるという経緯がございます。 

    表面に戻らせていただきます。６番まで説明いたしましたので、７番になります。 

    ７の電算処理の時期及び期間でございますが、本審議会の承認後に、契約の後、実施する予

定でございます。 

    続きまして、資料２をご覧ください。 

    業務委託についてのご説明をさせていただきます。こちらは、データ移行及び保守業務の委

託に関する業務委託となります。 
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    ２の（１）業務の内容です。 

    ①といたしましては、データの移行業務でございます。新たに構築する教職員出退勤管理シ

ステムへ、取り扱う個人情報を移行いたします。 

    ②といたしましては、システムの保守委託として、データ移行後以降、稼働時のシステム障

害や不具合の修正などの対応を委託するものでございます。 

    （２）の対象者についてですが、電算処理にて、お話を先ほどさせていただいたものと同じ、

豊島区立学校の教職員を対象としております。 

    （３）委託の理由ですが、システムへのデータ移行及び保守システムを開発業者に委託する

ことが、システムの安定稼働に不可欠であるためでございます。 

    （４）の効果ですが、専門性の高い事業者がデータ移行及び保守システムの開発業者に委託

することで、安定的なシステムの稼働が期待できると考えているからでございます。 

    ３の一括承認基準の該当の有無でございますが、類型はございません。個人情報の項目につ

いても類型はございません。 

    ４の過去の類似案件ですが、こちらも平成２３年度に本庁側で人事給与システムの構築を実

施した実績がございます。 

    ５の諮問理由でございますが、新規事業であり、新たな個人情報の業者委託であるためでご

ざいます。 

    ６の取り扱う個人情報になりますが、これも裏面をご覧ください。 

    先ほど、資料１における電算処理において、ご説明した個人情報の項目と同様の項目でござ

います。合計１２項目となります。 

    また表面の資料２に戻っていただけますでしょうか。 

    ７の情報の保護でございます。これは、あわせて別紙１もご覧いただけますと助かります。

    特記事項のとおりでありますが、そのうち、資料２の裏面、先ほどの１２項目の下になりま

すが、７の個人情報の保護の項目の修正した条項についてお示しさせていただいております。

第２条、第６条、第７条、第８条、第１４条については、変更した項目となっております。

    第２条につきましては、特定される範囲の内容を明らかにしたために変更をいたしました。

個人情報の項目の範囲は別表のとおりとなっております。 

    第６条については、委託事業者によって、システム開発に当たり一部を再委託する可能性が

あるため、再委託の禁止を制限といたしました。 

    第７条については、業務処理上の必要性を考慮し、複写または複製の禁止を制限といたしま

した。 

    第８条については、データ変換を伴うリスクを考慮し、受託者による提供データの消去処理

と報告を受けることといたしました。 

    第１４条については、セキュリティ対策の管理義務を強化し、受託業務従事者に対しても個

人情報の保護管理を徹底するために変更したものでございます。 

    続きまして、８の審議する対象範囲でございます。 

    これは、あわせて別紙２をご覧ください。 

    データ移行及び保守業務の流れ図でございます。データ移行の流れとしては、事業者が用意

した個人情報を取り込むためのエクセル様式のシートへ、指導課担当者が入力作業を行い、そ

のシートを区のサーバー上へ提供いたします。この区のサーバー上に提供したものを、受託事

業者が、教職員出退勤システムに反映し、データ移行が完了することとなります。 

    一方で、各学校に設置する打刻機とＩＣカードを利用して、打刻管理システムへ匿名のＩＤ

と打刻時間が蓄積されることにより、教職員出退勤管理システムにおいて、匿名のＩＤと個人

情報を突合し、勤務時間の集計管理が把握できるようになります。 

    なお、本庁側における庶務事務システムに結合することはなく、区サーバー内において、教

職員独自の領域となっております。 

    結果として、個人情報の所在については、本庁側とは明確に区分けされており、保守業務も、
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この領域内において実施されることとなります。 

    ９の委託先でございます。また資料２の表面にお戻りください。 

    重ねてのご説明となりますが、株式会社富士通を想定しております。本庁側の庶務事務シス

テムの構築と運用において、既に実績を有しており、プライバシーマーク付与認定を受けてい

るため、個人情報を適切に取り扱う事業者であると認識しております。 

    １０の契約締結の予定日でございますが、東京都より、各地区において、早期のシステム構

築を求められている関係上、本審議会で承認をいただいた後の、８月ごろを想定しておりま

す。保守委託については、来年度から本格稼働を予定しているため、来年の４月からを想定し

ております。スケジュールの関係上、本審議会承認次第、教職員出退勤管理システムの導入に

向けて、喫緊で契約作業等に向けて動いていきたいと考えております。 

    来年度の３カ月前からシステムの施行、運用テストを行いますと、次年度の本格実施までに

不具合などを調整することもできることから、来年の１月ごろを施行の予定としているとこ

ろでございます。このことを諮問に当たりまして、ご勘案いただけますと幸いでございます。

    以上でございます。ご審議のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 

会 長：今のご説明に対して、何かご意見、ご質問、ありますでしょうか。 

    はい、Ｅさん、どうぞ。 

Ｅ委員：根本的なところで、とても大きな質問があります。電通の高橋まつりさんの事件、ご存じだ

と思います。今もブラック企業で多くされているのが、定時に打刻させて、それ以降は、サー

ビス残業を何もつけずにやるということです。それが今回の、この豊島区内の教育機関でも起

きないとは限らない。それを起きないように担保するような施策は考えていらっしゃるのか

ということが一つ。 

    それから、私が考えている根本的な施策としては、非常勤の方だとかはわからないのですけ

れども、基本、ほとんどの方がパソコンをお持ちだと思います。なので、パソコンを立ち上げ

たら自動的に勤務開始で、昼休みに行くときはログオフして、そこで停止。昼から戻ったら、

また立ち上げで、休憩とかあるけども、最終的に退勤するときに電源を消したら退勤しまし

た、それで管理すると、もう定時に打刻して、サービス残業なんていうことが発生しないで、

ちゃんとした勤務実態が把握できると思うのですが、その点はどのようにお考えかを聞かせ

てください。 

    以上です。 

会 長：よろしくお願いします。どうぞ。 

指導課長：２点ご質問いただいたと思います。働き方改革について、この出退勤システム以外でとい

うことだったと思いますけれども、このことだけではなく、先ほどご説明させていただいたよ

うに、豊島区の学校における働き方改革推進プランが、既に３月に策定されている中では、例

えばですけれども、先生方の部活動の外部指導員をつけていくとか、放課後、先生方が子ども

の学習を見ているところに、補助員がついて、そこの方が見る、チューター制度というのです

けれども、それらを活用するとか、人的な補充も含めて、ここの中でお示しさせていただいて

おります。 

    今回、出退勤管理をするという言い方で、管理という言葉は、これは数字的なところで見た

いために言っているのであり、あくまでも、先生方がどのように働いているのかという状況を

私たちが正確に知りたい、私たちというのは教育委員会も含めて、その働き方の状況を、これ

は管理職がしっかりと知った上で、学校全体の働き方改革を図るために使うもので、何時に帰

ったか、帰らないかということを管理するためにつけるものではないということが、まず１点

目でご理解をいただきたいと思っております。 

    パソコンの利用でのログについても、これでもチェックは可能な状況にしております。ただ、

加えて、学校の中には、先ほどお話にあった非常勤の方たちもおりますので、その方たちにパ

ソコンが貸与されない場合のときのことも踏まえて、今回、本庁でつけているものと同じよう

なシステムをつけて、どの方でも同じように学校の中では、立場関係なく勤務の状況を把握し
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たいということでつけさせていただきます。 

Ｅ委員：ありがとうございます。続きでいいですか。 

会 長：どうぞ。 

Ｅ委員：あと、すみません、追加であります。今、教職員の方の多くは持ち帰り残業というのをされ

ていると伺っています。先ほどお話があったのは、何時に帰りなさいというのではなくて、勤

務実態を把握したいという意味でというお話だったのですけれども、校長先生が早く帰って

しまうと、その教職員、残った人がいつまで一体働いているのかというのがわからないとか、

校長先生が、あなた、皆さん、打刻しなさいといったら、おしまいだったりとか、あとは持ち

帰り残業を幾らしているのかわからないとか、そういったことで、今、おっしゃっていて、働

き方改革における教職員の心身の健康ということを損ないかねないという危惧がいまだにあ

るんですけれども、その辺はどのようにお考えなのかをお聞かせください。 

会 長：はい、どうぞ。 

指導課長：ご意見ありがとうございます。持ち帰りということも含めて、実はこの働き方改革全体に

は、先生方の仕事全体の改善を、数年にわたって、長期的なスパンで、検証もして、見直しも

してということで進めさせていただいております。 

    この出退勤のこのシステムを使って、先生方がどのぐらい勤務に従事しているか、加えて、

同時に学校の中では、新しい学習指導要領がありまして、子供たちの学び方を整備するのと同

時に、先生方の働き方も整備する、カリキュラムマネジメントという専門的な言葉を使って、

教育委員会では整備をすることを伝えているところであります。できないということではな

くて、そこを精査していくということで、この数年かけて教育委員会が進めていく中の一つと

してご理解いただければ幸いでございます。 

Ｅ委員：引き続きでいいですか。 

会 長：Ｅ委員、どうぞ。 

Ｅ委員：その、できれば、これは検討していただきたいということがありまして、学校の管理職を通

さないで、直に本庁の担当者とか、教育委員会で集計できるようなアンケートみたいなのを実

施してほしいと思っています。 

    というのは、先ほど言ったみたいに、恣意的に何かさせるとか、実態で、持ち帰りとかをし

ているとかという実態を、管理職が実際は把握していなくて、でも本当はやっていて、でも、

それを管理職に伝えたら、おまえは無能だと言われたりとか、何とかしろと言われかねないと

いう現状があると思うのですね。だから、管理職を通さずに、区役所の担当部署にアンケート

が通せて、そういうことで、実態を把握できるようなことも一つ加えていただけるといいなと

いうふうに、今は思っています。 

    以上です。 

会 長：今の点、どうですか。これは、データはどこに行くのですか。その学校の管理職に行くので

はなくて、私の理解では、教育委員会とかに直接行くようになっているかなと思うのですが。

わかりにくいですよね。 

指導課長：サーバー上に保管されますので、私どもで最終的な管理はできるというような状況です。

会 長：はい。今のご質問は、これまでのご質問は、恐らく、こういうシステムを導入しても、そも

そも働き方改革に対しての効果があるのかという、そういう趣旨が恐らくあって、そういうこ

とですよね。 

Ｅ委員：そのとおりです。 

会 長：そういうことですよね。 

Ｅ委員：はい、そうです。 

会 長：だから一つの手段として、これを用いるという、そういうご説明があったというふうに思い

ますが。 

Ｅ委員：検討していただければと思います。 

会 長：全体的な働き方については、また、そちらでしっかりしていただくとして、一応、これは個
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人情報というか、出退勤記録をすることのための個人情報収集について、どう考えるかという

ことに、一応、特化して、ご意見を伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。 

Ｆ委員：すみません。 

    どうぞ、Ｆ委員。 

Ｆ委員：それとの関係で、今、ご発言あったこととの関係で、これは利用すること自体は、文教委員

会とかで審議して、タイムカードを使うということ自体は認められて。例えば埼玉県の県議会

とかでは、文教委員会で、これの導入をめぐって、自由民主党が激しく反発して何年も導入で

きなかったとかいうことがあるので、豊島区では、これは文教委員会等で導入の検討をして、

政策自体は妥当だということで決まったということなのですよね。 

会 長：なるほど、その根本ね。 

Ｆ委員：そうですね。 

会 長：いかがですか。 

Ｆ委員：それであれば、この審議会では、情報に限定してもいいのかなという気がするので。 

会 長：なかなか難しいところですが、でも一応、個人情報を外部提供するということについて、ど

う考えるかということだから。外部提供については。 

    はい、どうぞ、お願いします。 

庶務課長：庶務課長でございます。 

    この件の教職員の出退勤システムにつきましては、前年度に、令和元年度の予算委員会で可

決していただきまして、システム自体も、こちらを、大まかなシステムの内容ではございます

が、こういったシステムを導入するということでご承認いただいている状況でございます。

会 長：なるほど。どうですか。 

Ｆ委員：わかりました。 

会 長：そうですか。 

Ｆ委員：では、情報の利用の方法についてだけ、限定して、先ほどのご質問に関連してご質問したい

と思いますけれども。要は、これは教職員の場合は教職員の給与に対する特別措置法がある関

係で、４％の教職調整額を支払うかわりに、時間外勤務手当とか、休日勤務手当とかはつかな

いわけですから、これは正確に記録したとしても、要は給与が増えるという関係には直結しな

いので。 

    ただ、そういうふうな場合でこのシステムを導入すると、要は、教職員の管理の強化だけが

起こって、例えば始業時間に少しでも遅れたら有給休暇申請しなければいけなくなったり、あ

るいはガイドラインの上限を超えるような労働を行った場合、教員本人が能力不足で、人事査

定で不利益評価を受けたり、あるいは学校管理職が労働管理できないというふうなことで、不

利益評価を受けたりということで、管理だけが強化されるというふうなこともあるのですが。

    ただ、お話では、そういうふうな不利益処分につながるような、この情報の用い方はされな

いというふうなことですので、これは、要は実態を把握するだけで、それが何らかの教員の人

事査定につながるとかというふうな用い方は、そもそもされないというふうな限定がついて

いるというふうな理解でよろしいのでしょうか。 

会 長：はい、どうぞ。 

指導課長：委員のおっしゃるとおりでございます。 

Ｆ委員：では、それに関連して、一応、教員の場合の特殊性というのは、例えば授業以外の授業準備

だったり、部活動であったり、保護者対応であったり、学校外での生徒指導とか、ＩＣカード

での管理ができないような時間というふうなものが多いと思うのですけれども、そういうふ

うなものは、従来どおり、本人の自己申告をベースに行って、そういうふうな資料と、これを

組み合わせた上で、超過勤務の縮減に向けた取組というふうな目的に限定して、この電算処理

を行うというふうな理解で大丈夫でしょうか。 

会 長：はい、どうぞ。 

指導課長：委員のおっしゃるとおりでございます。 
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Ｆ委員：そういうふうな限定がかかっているのであれば。 

会 長：そうですか。 

    はい、その追加ですか。 

Ｅ委員：はい、追加です。 

会 長：では、まず。 

Ｅ委員：違う内容です。２のほうで。２ではない、別の内容です。 

会 長：２のほう。では、とりあえずＢ委員からお願いします。 

Ｂ委員：先ほどから説明の中で、本庁とか、あと教育委員会とかと、こういうことになっているので

すけど、いわゆる区職員といわれる人たち、正規職員とか、学校現場でも区職員の方がいた

り、学校現場の区職員は、専ら非常勤の方が多いと思うのですが。 

    それから、同時に、今度、都費の職員という方がいて、多分、そこでこの間、いわゆる出退

勤システムが使われたり、使われていなかったりしてきたのではないかと思うのです。ですか

ら、学校の現場で働いていても、今もいわゆるタイムカードでやっている方もいると思うので

すが、そういう理解でよろしいでしょうか。 

会 長：どうぞ、お願いします。 

庶務課課長補佐：ＩＣＴグループの係長でございます。 

    現在、区費の職員につきましては、人事課で、やはり出退勤システムを導入したいという意

向がございまして、それで今回、学校にこの打刻機を入れますので、カードリーダーを入れま

すので、これを使って、導入ができる環境が整うと。実際にやるかどうか、運用するかどうか

については、人事課の今後の動きによるというところでございます。 

    都費の職員につきましては、こちらの教育委員会側で管理しますので、教育委員会側の職員

として、打刻処理を進めていくという形になります。 

会 長：Ｂ委員、どうぞ。 

Ｂ委員：そうしますと、先ほどから話が出ている、データをどこで管理するか。機械は１個なのだけ

れども、実は今後、場合によっては、そのＩＣリーダーで、区の職員の分は区の人事課、本庁

にデータが行き、そして、これからやる、都費と言われる正規の教職員とか、ここに出ている

産休とか、栄養士も非常勤と正規がいて、多分、正規が都費で、非常勤は区と、こうなってい

ると思うのですけれど、これをちゃんと分けてデータセンターのところにはしまえて、かつ、

そちらは教育委員会が全部管理しますよと、こういう関係にはできるということでしょうか。

会 長：はい、どうぞ。 

庶務課課長補佐：はい、委員のおっしゃるとおりで、打刻の記録につきましては、本当に出勤退勤の

時間だけを持っております。そこに、どのカードが何時に出勤したという情報だけなのです

ね。それと職員情報をひも付けるのは別のサーバーがございまして、そのひも付けで、区の職

員なのか、教育委員会の職員なのかを振り分けて、データベース、職員情報にひも付けた、今

回諮問させていただいた個人情報に関しましては、教育委員会と行政側が別のサーバーで、そ

れぞれ管理するという形になります。 

Ｂ委員：わかりました。議会でどうだったかという話があったのですが。とはいえ、結構この働き方

改革の豊島区の方針自体は、結構なかなか出るのが遅くて、それで最終的に都の補助が出ると

いうのが決まったのも少し遅くて、何かばたばたという感じでやってきたので、実は議会の中

でもあまり細かくはやっていないのですね。 

    ただ、私自身として、というか私の会派も含めてなんですが、やはり先ほどご説明が、学識

の方からあったように、教職員に関しては全くタイムカードも何もない中で、もう全部、労働

時間があまりにも長くなっていて、それをきちっと把握できていないということ自体が問題

だったというふうに思っておりまして、こういう形で、まずは第一歩としてやっていただくこ

とはいいかなと思います。 

    それから先ほどの説明を聞いても、基本的には、ＩＤナンバーと出退勤だけがやりとりされ

て、あとのひも付けは、また別というようなこともされているということで、いいと思いま



審 議 経 過
№9 

す。 

    あと、これはちょっとずれてしまうのですけど、たしか今年の夏休みの期間に、たしか必ず

休む期間をつくると、豊島区はやったような気がするのですけれど、それも、そういうことも

やっているということを、はい、一言。 

会 長：まず、事務局からお願いします。 

指導課長：はい、今Ｂ委員のおっしゃったとおりでございまして、学校閉庁日というのを、働き方改

革の中で、進めております。８月１３日から１６日までの４日間、この夏は、学校閉庁日とい

うことで実施させていただきます。 

会 長：では、Ｇ委員、お願いします。 

Ｇ委員：この対象となる教職員の人数などはどれくらいなのでしょうかということが一つと、もう一

つは他の２２区、ほかの区のこの運用状況はどうなっているかということと、もう一つは、区

だけではなくて、都の先生もいらっしゃると思うので、そちらの、そういったシステムの運用

状況はどうなっていますかということ、以上について、お尋ねしたいと思います。 

会 長：では、それからお願いします。 

指導課長：まず、教職員の数ですけれども、小学校、中学校、あわせて幼稚園もということも考えて

おりますので、７３０名の方たちを対象にしております。いわゆる臨時的任用教員といわれる

正規の職員だけではない方についても、この間、学校の職員として働いていただいていますの

で、その方たちも全て対象ということで進めてまいりたいというふうに思っております。それ

から、先ほどあった栄養士も含めてになります。 

    ２点目でございますけれども、他区の実態ですが、このいわゆる補助金制度を、今回、東京

都が付けておりますので、ほぼ、ほとんどの区で、市で実施するというような状況になるかと

思います。本区も実施するに当たって、先行実施をしている区を実際に拝見させていただい

て、どのようなシステムがいいかということは十分踏まえた上で、今回、諮問にも出させてい

ただいているところでございます。 

    ３点目の都でございますが、東京都は、この大きな施策を出すに当たって、東京都が平成２

９年に出していますので、３０年より、同じような形で、やはり打刻機を使って、先生方の働

き具合の状況を把握するということを目的にやっております。 

会 長：どうでしょう、いかがですか。 

Ｇ委員：はい、ありがとうございます。 

会 長：そうですか。 

    ではＥ委員、お待たせしました、どうぞ。 

Ｅ委員：何度もすみません。 

    １点目が、対象者のところに書いてある中に、非常勤職員というのが書いてないのですけれ

ども、非常勤職員イコール期限付き任用職員でいいのかどうかというのが聞きたいというの

が一つ。 

    あとは、これはあくまでも参考で聞きたいのですけれども、先ほど、今回の事業に対して、

東京都から補助金が出ますというお話があったと思うのですけれども、東京都からの補助金

を受けるに当たっての具体的な、こうこうこういうシステムにしなければ補助金はおりませ

んとか、これなら出しますとか、そういったガイドライン的なものがあるのかないのかという

ことをお伺いしたいです。 

    以上２点です。 

会 長：はい、お願いします。 

指導課長：委員からのご指摘、１点目でございますが、非常勤の方たちも含まれるとご判断ください。

    ２点目でございますけれども、東京都から補助金は、２分の１、今回補助が出る状況でござ

います。そして、これはシステム構築に対して、入っているものを修繕するというところに

は、この補助金は対象になりませんので、システム構築というところに、あくまでも入れると

いうことで、今回、改めて学校に導入させていただいたという経緯がございます。 
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会 長：Ｅ委員、どうぞ。 

Ｅ委員：ということは、すみません。新規にシステムを導入するための補助金は出るけれども、区側

で今使っていらっしゃる既存のシステムを、いじる件に関しては、何も補助金が出ないという

理解でよろしいですか。 

会 長：はい、どうぞ。 

指導課長：はい、委員のおっしゃるとおりでございます。他区の事例で、この働き方改革とは別に、

業務改善というところで、既に入れている自治体もあるのですが、そちらにつきましては修繕

という形になるので、そこに関しては補助金がおりないというような状況でございます。 

会 長：ほかに何かご意見あれば、どうぞ。 

    Ｃ委員、どうぞ。 

Ｃ委員：私は、取り扱う個人情報についてなんですけども、一応、資料１と資料２で、違っている部

分があって、７番目の「役職など」というふうに、一文入れているのですけど、２番目は「役

職」だけということで、先ほど職名という話も説明があったのですけれども、これは何か違い

はないのですよね、特に。資料１と２と。「など」というのが、何か気になったのですが。 

会 長：いかがですか、これは。 

指導課長：特にございません。精査をしていなくて申し訳ございません。 

会 長：これは何が書いてあるのですか。 

Ｅ委員：どっちが正しいのですか。 

Ｃ委員：「など」は「なし」がいいのでしょうか。 

会 長：校長とか、そういうのですか。 

指導課長：「など」が「なし」が正しく。はい、すみません。 

会 長：「なし」が正しいの。 

Ｃ委員：わかりました。では、もう一点、すみません。そうか。 

会 長：はい、どうぞ。 

Ｃ委員：資料２で、情報の保護のこの項目の中で、修正した条項の中で、再委託の制限があるのです

けども、これは再委託を制限にしたというところでは、理由がシステム開発に当たりと出てい

るのですけれども、この一部の再委託に、再委託する可能性があるということなのですが、こ

れは理由としたら、システム開発ということになるのでしょうか。この点について、お願いし

ます。 

会 長：はい、お願いします。 

指導課長：委員のおっしゃるとおりでございます。 

Ｃ委員：そういう意味では、この情報の取り扱いについては、細心の注意をということでお願いした

いと思います。 

会 長：Ｅ委員、どうぞ。 

Ｅ委員：ページ変わりまして、資料２でお伺いしたいのですけれども、２の業務内容の（４）番、効

果のところの１行目の後半のところに、移行を安全確実に行うとともに職員への負担を最小

限にできる、この職員というのは本庁の職員という意味ですか。誰を指しているのですか。

会 長：はい、どうぞ。 

指導課長：資料の精査が足りなくて、大変申し訳ございません。教職員という意味でございます。学

校の、この実際に使う方たちへの最小限ということでお示しさせていただいております。 

会 長：Ｅさん、どうぞ。 

Ｅ委員：とすると、すみません、ここ、もし実際に何か出されるときには、教職員に追記いただける

とありがたいなと思いましたので、ご訂正いただけるとありがたいです。 

指導課長：ありがとうございます。 

Ｈ委員：同じことで。 

会 長：はい、Ｈ委員、どうぞ。 

Ｈ委員：その職員の負担を大きく軽減というのは、今まで紙ベースだったことが、物すごく大きな負
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担だったということですか。 

会 長：いかがですか、それは。 

指導課長：先ほどもご説明させていただきましたけど、出勤簿というものに押印して、学校の中では

管理をしておりましたので、これは打刻によって、出勤は、もうそれで管理が終わるというよ

うな状況、出勤したということになります。１個１個、流れから言いますと、出勤して、自席

に行って、印鑑をとって、そこでというものから、もう職員室に入ってすぐのところに、大

体、打刻機を設置しますので、もうそこで終わるというような状況です。 

会 長：Ｅ委員、どうぞ。 

Ｅ委員：そうしますと、今で紙ベースだったので、実態を把握できていたのは、同じ学校にいらっし

ゃる管理職どまりだったと思うのですね。今回、職員への負担の最小限ということになると、

データを共有するのが、本庁の担当者も含まれると思うので、教職員が印鑑を持ってくるとい

うのが控えられるというのと、本庁の職員がわざわざコピーしてもらって、その出退勤簿を送

ってもらうような手間を省けるというのと、両方含まれると思うので、両方併記していただけ

るとありがたいと思うのですが、いかがでしょうか。 

会 長：はい、どうぞ。 

指導課長：貴重なご意見をありがとうございました。そのような方向で考えたいと思います。 

会 長：Ｈ委員、いかがでしたかね、先ほどの回答で。なかなか、わかったような、わからなかった

ような、そんなところが。いいですか。 

    ほかに。どうぞお願いします、Ａ委員、どうぞ。 

Ａ委員：単純なことなのですけども、取り扱う個人情報の項目のところで、１０番、１１番に、休憩

開始の時間、終了時間とあるのですが、これはどのような管理というか、どのような方法で、

これは管理されるのでしょうか。 

会 長：どうぞお願いします。 

指導課長：１２番のところに勤務パターンというのがあると思うのですが、これによって休憩時間の

設定をしていくというような形になります。 

会 長：Ａ委員、どうぞ。 

Ａ委員：ということは、もうあらかじめ、そのカードに、その方のパターンが入れ込まれているとい

うことでよろしい。 

会 長：はい、お願いします。 

庶務課課長補佐：こちらは、このシステムを管理するデータベースで記録をしている状況になりまし

て、通常、８時間勤務でよろしいですね、８時間の中ですと、間に１時間休憩が入ります。残

業していますと、残業した場合には、その間に休憩を１時間とりなさいなんていうところもあ

りますので、それは別途、今回は導入しないのですが、今後、休暇管理等々を導入していった

場合に、自分たちで休憩時間を入力するというような流れになってまいります。 

会 長：Ａ委員、どうぞ。 

Ａ委員：ということは、学校ですと、授業の合間の休憩がありますよね。休み時間。その辺の取り扱

い。それから、お昼休みになりますと、よく小学校ですと生徒さんと一緒に給食をとるとか、

そういうのがあると思うのですが、その辺の扱いはどうなるのでしょうか。 

会 長：はい、どうぞお願いします。 

指導課長：給食等については、もともと勤務時間に含まれておりますので、いわゆる昼食のランチタ

イムという扱いではありません。勤務時間で扱われます。それから昼休み、中休みも指導時間

ですので、そこも勤務の中に含まれていますので、単純にパターンを入れる中で、これから考

えていくと、やっていくというような状況です。 

会 長：Ａ委員、どうぞ。 

Ａ委員：それと、もう一点なのですが、学校の校長先生とか副校長先生というのは、管理職になられ

ると思うのです。私は、サラリーマン生活が長かったものですので、いわゆる管理職で課長級

以上になりますと、タイムカードはなくなるのですよ。私の会社はそうでした。 
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    ですので、いわゆるタイムカードがなくなるようになりたいねといって、頑張って、皆さん、

昇進を目指して頑張って仕事をしてきたというのもあるのですけれども、学校の場合ですと、

サラリーマンの場合は、それが、結局は自分の査定に、ある程度はつながることなものですか

ら、それはそういうふうな形をとられてきているのかなと思ったのですけれども、学校の場合

ですと、また教職員の方だと、また違うと思うのですよね。ですから、こういう校長先生に関

しても副校長先生に関しても、こういう時間管理をされるのかなというふうにも思いました。

    それと、また時々、会社のとき、サラリーマンのときに、アンケート調査がありまして、君

は朝何時に来て、１日をどういう時間のくくりで仕事をしているのかと。私は、いわゆる、営

業職だったものですから、営業に出て、いわゆる移動時間がどのぐらいあって、面談の時間が

どれぐらいあって、あと帰ってきて、会社の中で後処理をどのぐらい時間をかけてやってと

か、そういう時間管理をされていたところがあるのですけれども、特に教職員の方々には、そ

ういう管理は非常に難しいのかなとは思うのですけれども、その辺り、どのように。私も個人

的なことを今言わせていただいたのですが、どう感じられているか、お話を聞かせていただき

たいと思います。 

会 長：はい、どうぞお願いします。 

指導課長：当然、教員の中にも、事務職員も含めてなんですけれども、研修とかで学校を離れて、職

場を離れての勤務をする要件があったりします。そのときは、必ず依頼をするほうから、いわ

ゆる出張依頼を出していただいて、その時間の中で離れて勤務するというふうになっており

ます。当然、移動時間についても、この勤務時間の中に含まれて対応していますので、その分

を引いて、何か勤務時間、いわゆる仕事をしている時間と捉えるものでは全くございません。

Ｅ委員：管理職の管理の件で、打刻の件は。 

指導課長：管理職の件につきましては、ここに書かれているように、この先、システム構築をいろん

な方向に運用していきたいと思っています。 

    先ほど冒頭でお話しさせていただいた、出勤簿というものが学校の中にはありまして、それ

は押印なのですけれども、今回、そのこと自体も、このシステムを入れることで、出勤のデー

タ処理もここでやることに含めている状況とご判断ください。 

会 長：Ｅ委員、どうぞ。 

Ｅ委員：出勤から退勤までの打刻のフロー、８番から１１番、これのフローの確認をしたいと思いま

す。 

    私、昔、そういうカードリーダーで打刻する会社に勤めていたことがありまして、まず、朝

出勤すると、出勤というところを押してカードリーダーを通す、それから、休憩するときに

は、休憩開始というところを押してカードリーダーを通す、休憩終わったときには休憩終了を

押してカードリーダーを通す、それを繰り返していって、最終的に退勤するときには退勤ボタ

ンを押してカードリーダーを通すということをやっていたのですけども、そういったシステ

ムの理解でよろしいですか。 

会 長：はい、どうぞ。 

指導課長：今回はあくまでも出勤、退勤のところだけを打刻で状況把握するものでございます。 

会 長：Ｅ委員、どうぞ。 

Ｅ委員：そうすると、たしか、私記憶が定かではないのですけれども、中休みを何分とっていいとか

という何かルールがあったような気がするのですけれども、その管理はされないということ

ですか。 

会 長：はい、どうぞ。 

指導課長：今回のシステムの中では管理しないということでやっております。 

会 長：Ｅ委員、どうぞ。 

Ｅ委員：とすると、１０番、１１番で、休憩開始と休憩終了を打刻させる意味が全くないと思うので

すが、いかがですか。 

会 長：はい、どうぞ。 
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指導課長：１２番の勤務パターンの中で、既にもうこの時刻は設定されますので、わざわざ、このた

めに押すというようなことをしなくても、そこで、もう確保されます。 

会 長：はい、どうぞ。 

Ｅ委員：ということは、１０番、１１番は、新規で電算処理する個人情報ではないという理解でよろ

しいですか。 

会 長：どうですか。これは補助金の要件ではないのですか。 

Ｅ委員：そうそう。だから職員にも使ってもらわないと。 

会 長：だから、どうなのですかね、これは。今のご質問は、１０番、１１番の休憩開始、終了は、

今のお話だと不要。不要な情報を集めるのはいかがなものかという。そういう趣旨だと理解し

ましたが。 

Ｅ委員：そのとおりです。 

会 長：ただ、東京都から、これをやれという形で要件として設定されている可能性がありますよね。

指導課長：会長がおっしゃったように、東京都の中の要件でありますので、この１２項目を書かせて

いただいているというところでございます。 

会 長：これは入っているけれども、実は利用しないという。公にはできないですか、これは。これ

は、やっぱり学校の教職員の働き方は特殊なところがあるので、大学も含めてそうですが。で

も、ただ、どうなのですか。でも勤務パターンというものの中に入っているとおっしゃいまし

たが、これはどう。 

Ｅ委員：いいですか。 

会 長：はい、どうぞ。 

Ｅ委員：そうすると、その勤務時間中にちゃんと休憩時間をとっているかどうかというのは、そのシ

ステム的には、都の要件としてとりなさいということになっているけれども、実際、区役所側

では、特に何も気にしていなくて、休憩時間に関しては、今回ノーケアですということでしょ

うか。 

会 長：どうですかね、これはいかがですか。 

庶務課課長補佐：委員おっしゃるとおりでして、先生、教員の方ですと、通常、授業が終わる３時か

らが休憩時間という設定になります。用務の方とか、そういった方は１２時から１時という形

になりまして、それが勤務パターンによって、職によって自動的に休憩時間が設定されます。

ただ、実際に本当に休んでいるかどうかは、確かに、委員がおっしゃるとおりわからないとい

うのが実態でございます。 

会 長：それは管理すればいいのか、しないほうがいいのかという、なかなか難しいところですよね。

    Ｅ委員、どうぞ。 

Ｅ委員：個人的には、ちゃんと休憩がとれているかどうかというのは、質のよいお仕事ができるため

に、とても大事なことだと思うので、今後は、区もその点の管理をするという方向で、改めて

検討していただけるとありがたいと思います。 

会 長：それは休憩時間の確保という、そういう趣旨ですよね。 

Ｅ委員：はい、そうです。 

会 長：逆ではないですよね、それは。 

Ｅ委員：確保してほしい。それが質の向上に……。 

会 長：逆になる可能性があるので、その辺が難しいところですよね。 

Ｅ委員：ええ、なるほど。 

会 長：どうぞ。 

Ｆ委員：休憩時間を厳密に管理すべきかどうかについては、教員にとっては難しいところもあるかな

と思いまして、要は、多分、部活動とかは、４時までは勤務なのだけど、それ以降は自主的に

やっている活動というふうな位置づけを文部科学省とかはしていると思うので、要は、どこが

休憩でどこが勤務なのかというのが、教員に関しては、特に非常に難しいかなというふうに思

うので。例えば授業準備で漫画を読んでいる場合、要は教材用に漫画を読んでいた場合、それ
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が休憩なのか、授業の準備なのかとか、いろいろ難しい問題があるので、本当に厳密に記録す

るようにするのかとか、あるいは、それが可能なのかどうかというのは、慎重に検討したほう

がいいかなというふうな気がしますね。 

会 長：そうですね。恐らく東京都は、事務的な仕事を想定してつくっていると思うので、東京都の

ほうががおかしいのではないかと思いますが、どうですか。 

    どうぞ。これは個人的な意見なので。 

指導課長：委員の方々から、教員の働く具合をご心配いただいて、本当にそのとおりでして、ありが

とうございます。 

    今回は、出退勤管理システムという言い方でお話はさせていただいているのですが、あくま

でも在校時間がどれぐらいなのかということの実態を、我々もこれぐらい働いているんでは

ないかという数は持っているのですけど、改めて正確に理解した上で働き方改革をもっと進

めてほしいという、働き方改革を進めるための手段でお願いしているところでございますの

で、今日たくさんご意見をいただいたことを踏まえて、この後、この先の運用する中で、バー

ジョンアップしていくための意見ということで承りたいと思っております。 

会 長：Ｅ委員、どうぞ。 

Ｅ委員：何度もすみません。先ほど、豊島区では８月１３日から８月１６日は閉校期間として、必ず

教職員は休みなさいというお話があったと思うのですけれども、結構、この時期はいろんな全

国大会とかがある時期でして、あとは対外試合とか。そういうときに、顧問でお盆休みにくっ

ついていかなくちゃいけないとか、そうすると抵触しないのかどうかというのが１点と、その

期間に顧問でくっついていったら、かわりに代替の休日がとれるのかどうかということを、ご

めんなさい、システムの話ではなくてすみません。ここだけ確認させてください。 

会 長：補足的なあれですよね、はい。 

指導課長：教員の引率等について、この期間、学校閉庁日ということで、積極的にお休みをとりまし

ょうと設定させていただきました。当然、校務で何かかえられないものがある場合について

は、教員の引率であるとかという場合は、代替はできるようになっております。もともと夏休

を５日とれるようになっていますので、そこを積極的に、そこでちゃんと消化できるようにと

いうことで、私ども、今回、４日連続で設定したという背景がございます。 

会 長：奨励期間ということでしょうね。なかなか。 

    はい、どうぞ。 

庶務課課長補佐：１点修正させていただいてよろしいですか。 

    先ほど委員からの、保守業務のところで、職員という表現があるけど、教職員なのかどうか

というご指摘がありまして、これは我々も、私どもで回答する際に勘違いをしてしまいまし

た。これは、あくまでも保守業務に関する負担軽減でございますので、これは保守に当たっ

て、職員情報等を登録する作業を我々職員がやると大変な作業になるので、それを業者に委託

することで軽減がされるということでございますので、我々職員の登録作業等々の軽減とい

うふうに訂正させていただきます。 

会 長：いいでしょうか。 

    Ｂ委員、どうぞ。 

Ｂ委員：それに関して言えば、ここにデータの移行とあるではないですか。例えば、今まで、区役所

の中だけでやっていたものを、システムの外に移行するとか、パソコンでやられていたものを

データのまま移行するという、データ移行はそういうイメージがあるのですけど、今回はこ

れ、紙ベースになっている住所とか、氏名とか、先ほど出ていた生年月日、カナだとか、こう

いう部分について、これを、まずデータにするという部分が入力業務的なデータ移行なのかな

と、私はイメージとして思ったのですね。 

    というのは、その辺、今、電子データでないのですよね、多分。ないから改めてつくるので

はないかなと。どうですか。 

会 長：どうぞ。 
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庶務課課長補佐：その点に関しましては、今、職員の情報といたしましては、もう既に校務支援シス

テム等が入っておりますので、データとしてはございます。そこから、まず職員のデータを抽

出いたします。それと、今回、ＩＣカードを使いますので、このＩＣカードのＩＤ番号とのひ

も付け作業があるのですね。これが、どうしても紙になりますので、これを業者へ渡して、デ

ータベースに登録していただくと、こういった作業になります。 

Ｂ委員：それがデータ移行なのですか、わかりました。 

会 長：Ｅ委員、どうぞ。 

Ｅ委員：とすると、先ほど印鑑を押すのから打刻することによって教職員の負担が減りますよねとい

うお話はなしで、あくまでも、区の担当者の負担軽減のためという理解ですよね。 

会 長：どうぞ。 

庶務課課長補佐：私どもで勘違いしておりました。申し訳ございません。保守業務の負担軽減という

ことです。 

Ｅ委員：ということで、追記をお願いします。よろしくお願いします。 

会 長：大体、意見も出たようですので、今日はたくさん案件がありますので、この辺で是とするか

非とするかの確認を問いたいと思いますが、いかがですか。よろしいでしょうか。 

    それでは、是とされる方は、挙手をお願いいたします。 

（挙 手 全 員） 

会 長：全員ですか、ありがとうございます。 

    それではこの諮問事項１と２に関しては、是ということにしたいと思います。どうもご苦労

さまでした。 

指導課長：ありがとうございました。 

区民相談課長：それでは、資料３、４、諮問第３、４号は、教育部庶務課で行う同一業務の諮問でご

ざいますため、一括して庶務課長より説明申し上げます。 

会 長：それでは、ご説明をお願いいたします。座ったままで結構ですので、よろしくお願いします。

庶務課長：では、失礼いたします。 

    それでは諮問資料、資料３と４をお取り出しください。 

    まず、資料３でございます。電算処理でございます。 

    今回は、校務用パソコンのリース満了における入れ替えがございます。そのタイミングに合

わせて、今回のセキュリティを強化するために、顔認証システムを導入するというものでござ

います。この導入に当たって、顔認証システムに係る個人情報の電算処理についてご説明申し

上げます。 

    内容でございます。これまで、校務用パソコンのログインは、ＩＤとパスワードを入力する

方法で認証しておりました。文部科学省から平成２９年１２月２６日に発出された「教育情報

セキュリティポリシーに関するガイドライン」に則って、二要素認証によるログインに改める

ものでございます。二要素認証とは、顔認証とパスワードによる認証を実施することでござい

ます。 

    対象者等でございます。区立小・中学校、幼稚園の教職員、約１，０００人でございます。

    理由としましては、従前のＩＤとパスワードの入力方法では、「記憶」による認証方式であ

るため、なりすましや、それから、なりすましによる校務支援システム利用の可能性が高かっ

たものを二要素認証として、「記憶」「物」「生体」の中から二つ以上の仕組みを用いて認証す

るため、より高度なセキュリティ対策ができるというものでございます。こちらに高度なセキ

ュリティ対策をしまして、なりすましを防ぎ、学籍簿等の機微な情報の流出を防ぐことができ

るものでございます。そのために、「生体」認証の一つである顔認証システムを導入いたしま

した。教員におきましては、指にチョークの粉がついたりしますので、よくある指認証は不適

格ということで、顔にしております。 

    ３番の一括承認基準の該当の有無でございますが、これまでにはございません。 

    過去の類似案件も該当ありません。 
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    それから、諮問理由でございますが、本業務は、新たな個人情報の電算処理であるためでご

ざいます。 

    ６番、取り扱う個人情報は、職員番号と、顔の特徴点データでございます。こちらは、校務

用パソコンを利用する際、顔認証によって、ログインをするものでございます。 

    ７番の電算処理をする時期及び期間でございますが、本審議会終了後といたします。 

    続いて、資料４をご覧ください。こちらは業務委託でございます。 

    校務用パソコン顔認証システムの保守業務の委託に係る措置でございます。 

    内容としましては、校務用パソコンの顔認証システムの保守業務の委託を行います。 

    該当職員は、先ほど申し上げたように、区立小・中学校、幼稚園の教職員でございます。 

    委託理由としましては、専門的かつ最新の知識とノウハウを有する事業者を活用すること

で、高度なセキュリティ対策を確保すると。そして、なりすましを防止し、学籍簿等の機微な

情報の流出を防ぐことができることでございます。 

    効果としましては、生体認証を行うことで、ＩＣカードのような「物」を利用した場合の、

「紛失」、それから「破損」等、「置き忘れ」がないため、教職員の運用負荷が軽減されること

もあります。また、高度なセキュリティレベルを確保できます。そして、パソコンへのログイ

ン後、校務支援システムへのシングルサインオンが可能であるため、現状どおりの操作性を維

持できるものでございます。 

    こちらにつきましても一括承認基準の該当の有無はございません。 

    過去の類似案件もありません。 

    諮問理由も、顔認証システムは新規のシステムであるため、一括承認基準に該当しないもの

でございます。 

    取り扱う個人情報については、２ページの６番をご覧ください。別表でございます。６番を

ご覧ください。裏にあります。こちらの６番です。「取り扱う個人情報」の項目は、区が収集

して事業者に提供するものは、職員番号、そして顔の特徴点データでございます。これは、人

を介さずにサーバーに記録するものでございます。 

    また、お戻りください。次に、７番でございます。「情報の保護」でございますが、別紙１、

特記事項のとおりでございます。 

    まず、別紙の７をご覧ください。こちらにつきましては、「情報の保護」の項目を記載して

ございます。 

    第２条の取り扱う個人情報の範囲を、こちらを、特定される範囲の内容を明らかにし、前記

６「取り扱う個人情報」の項目のとおりでございます。 

    第６条の再委託の制限でございますが、こちらの制限を今回変更いたしまして、再委託の「禁

止」から「制限」といたしました。こちらは、システムをつくったＮＥＣでございますが、委

託先はＪＭＣを予定してございます。システムの根幹の関わることについては、やはり製作し

たＮＥＣに委託する可能性があるものでございます。 

    また、７条の複写または複製の禁止でございますが、こちらも「禁止」から「制限」といた

しました。これにつきましては、バックアップをとるということ、それから修理についても必

要であることから、こちらを「制限」としたものでございます。 

    １４条につきましては、セキュリティ対策の整備義務につきましては、こちらは管理義務を

強化したものでございます。 

    お戻りください。 

    ９番の委託先でございます。今申し上げてしまいましたが、校務支援システムのシングルサ

インオンを実施するため、現在の校務支援システム保守業者である「株式会社ＪＭＣ」と随意

契約をする予定でございます。 

    契約締結予定日は本審議会の終了後でございます。 

    続きまして、別紙２をご覧ください。 

    こちらが、校務用パソコン顔認証システムの保守業務の流れ図でございます。 
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    こちらは、区から委託事業者へのシステム障害・不具合の復旧依頼、また問い合わせ内容に

よる個人情報の提供でございます。先ほど申し上げた、職員ナンバーと顔の認証でございま

す。 

    それから、（２）番は、受託事業者から区への復旧・回復確認作業、問い合わせ対応による

個人情報の参照でございます。 

    こちらの図で、左側に豊島区と書いてあるところがございます。こちらに、校務関連サーバ

ーとして、顔認証システムサーバー、そして今現在使っている校務支援システムサーバーがご

ざいます。これを一括りで校務関連サーバーと申し上げておりますが、受託事業者には、万が

一、バックアップ、それからシステム障害の不具合等がございましたら、受託事業者に依頼を

しますが、こちらのサーバー群は情報管理課の中にあるデータセンター内に設置されている

ものでございます。建物の入室管理等を実施していることから、とても立派にネットワークが

外部から隔離されておりますが、そこに受託事業者が、このサーバーを修理することになりま

すので、外部に持ち出すものは一切ないということになります。 

    また、学校側で、不具合があった場合は、庶務課に連絡をいただいて、庶務課から受託事業

者に連絡するような体制をとっております。データは一切持ち出しがないというものが今回

の制度でございます。 

    私からの報告は以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

会 長：ありがとうございます。 

    今のご説明につきまして、何かご意見、ご質問ございますでしょうか。 

    Ｅ委員、どうぞ。 

Ｅ委員：結論から申し上げますと、私は、この顔認証システムは全く不要だと思っています。理由を

申し上げますと、私が勤めた企業でも、主人が勤めた企業でもそうなのですけれども、１回使

い終わったらログアウトすればいい、これは徹底。それからパスワード、わからなくなってし

まったら、システムセンターに聞いて、ＩＤだけ言って、システムセンターからパスワード再

設定のリンクか何かを送ってもらって、そこから新しいパスワードをもう一回入れる、それで

おしまい。それで十分だと私は思っています。 

    ということを踏まえた上で、何点かお伺いしたいことがあります。 

    業務内容の１番で、文科省から何かガイドラインが出ているということなのですけれども、

これは、そういうログイン、ログアウトだけでは不十分だから、必ず何か指なり顔なり認証シ

ステムをつくりなさいという指示が出ているのか、出ていないのかということが１点。 

    それから、もう一点は、実際、幾らこれはかかるのですかということ。 

    それから、議会で予算の手当は、もう済んでいるのですかということ。 

    私からの質問は以上です。 

会 長：はい、どうぞ。お願いします。 

庶務課長：庶務課長でございます。 

    こちらにつきましては、ガイドラインにつきましては、二要素認証というのは、出ておりま

す。やはり、先ほど申し上げたように、顔認証とパスワードの、今回は認証になりますけれど

も、記憶、物、生体の中から二つ以上というものの組み合わせをするということになっており

ます。 

    今回の予算でございますが、全体で、先ほど申し上げたように、校務用パソコンのリースの

終了がありますので、全体を入れ替えします。そのタイミングで、今回、この顔認証を導入い

たしますが、顔認証自体のシステム導入は約１，６００万円でございます。ただ、こちらは、

これまでカードを使っておりますので、そのカードをつくるとプラス５００万円程度かかる

ということで、どちらかというと顔認証のほうが安価であるという結果でございます。 

    そういったこともございまして、また学校は出先機関でありまして、区内３０カ所ございま

すけれども、幼稚園も入れると３３カ所でございますが、紛失した場合に庁舎に来なければな

らないと。そうしたこともございまして、庁内であれば、こういった対応がすぐにスムーズに
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いくのですが、出先であるがために、先生方も、やはり授業もありますので、なかなかそうい

ったところの手続が不便だということもございまして、今回は思い切って、顔認証を導入した

ということでございます。 

Ｅ委員：予算手当はもう決まっているのですか。 

庶務課長：失礼いたしました。予算はもう決まっております。 

会 長：Ｅ委員、どうぞ。 

Ｅ委員：今のお話で、文科省から言われているのは、記憶と物と生体、３点ということでした。とい

うことは、わざわざ顔認証をしなくても、皆さん、先ほどの打刻カードを絶対持っていますの

で、ＩＤパスワード、打刻カードで終わりではないのですか。それでいいと思うのですけれど

も。 

会 長：どうぞ。 

庶務課長：先ほど申し上げたように、紛失すること等もあります。記憶だけでのものは、やはりいけ

ませんので、物か記憶となりますと、紛失のことがありますので、今回、紛失すると、やはり

パソコンに入るということは、先生方も授業に使うこともありますので、そういったことが不

便のないような取組ということで、今回、私どもは顔認証を導入いたしました。また、指認証

というのもありましたが、これは先ほど言った、チョークの粉の課題があるので、顔認証とし

ました。 

会 長：Ｅ委員、どうぞ。 

Ｅ委員：最初に申し上げたとおり、一般企業で、そこまでやっている企業は多くないです。先ほど言

ったみたいに、ＩＤは自己管理、多分、打刻カードとかにＩＤ番号が書いてあるでしょう。パ

スワードを万一忘れたら、管理センターに一言言って、再発行を自分でさせてもらえばいいと

いうことで、事は済むと思うのです。だから、わざわざ顔認証をしなければいけないという必

要性をあまり感じませんし、確かに顔認証、指認証をしている企業はあるとは聞いているので

すけども、そんなに多くはないと聞いているので、記憶と物だけで十分ではないかと思うので

すが、いかがでしょうか。 

会 長：はい、どうぞ。 

庶務課長：会長、失礼しました。 

    カードにつきまして、再発行は、やはり学校の中ではできないものでございます。これは、

再発行する場合は、役所の庁内に来ていただいて、手続をとっていただくことになりますの

で、このやはり手間というのが、第一の関門でございました。 

    そして、二要素認証としましては、今、庁内でも、暗証番号とＩＤカードでやっております

が、これは、もし紛失しても、私どもは庁舎中にいますので、すぐに行って、３０分、４０分

待てばできるものでございますが、学校はそうはいかないということがありますので、今回は

最新の技術を使った顔認証を導入した次第でございます。 

    この顔認証も、顔を写真で撮るわけではなくて、顔の点を、ポイントの点を数字化するとい

うようなシステムになっておりますので、こういったものを入れて、学校の先生方の負担を軽

減したいということでございます。 

会 長：Ｅ委員、どうぞ。 

Ｅ委員：今、私は、打刻カードを使えばいいと申し上げました。打刻カードはなくしてしまったら、

先ほどの諮問内容１、２の出退勤の管理すらできなくなるので、もう再発行するしかないので

すよ。だから、それをそのまま使って、なくなったら再発行してしまえばいいのにというふう

に、今思ったのですけれども、その点はいかがでしょうか。 

庶務課課長補佐：実は今、行政側の職員は、カードと、物と記憶でやっているのですが、我々、実は

職員証を使っているのですね。職員証は常時携帯をし、身分を証明するものなので、非常に大

事に扱うのですが、先生の場合は、本当に今回は打刻のためだけのカードになってしまいまし

て、扱いがぞんざいということでは決してないのですが、常時携帯ということも、なかなか難

しいですし、あと先生方は異動が非常に多くて、年度ごとに何十人という先生方が変わりま
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す。そうすると、ＩＣカードを、また入れ替えなければいけないという手間もございまして、

その間のパソコンにログインできないということは、なかなか難しいのではないかというこ

とから、やっぱり運用面から生体で登録するのが一番スムーズではないかというふうに考え

た次第でございます。 

会 長：Ｅ委員、どうぞ。 

Ｅ委員：今混乱しているのですけれども、打刻カードについてお伺いしたいのですけれども、それを

流用できるかできないかの点についてですね。今、先生が異動されます、区内でというお話が

あったのですけれども、打刻カードを取り換えて異動するのですか、しないのですかというこ

とが１点。 

    それから、多分打刻カードは、学校内に、とにかく、朝まず席に着く前に１回打刻しないと

いけないではないですか。だから、お財布の中とかカード入れの中とか、持っていると思いま

すし、それはすなわち、貴重品入れの中に持っているということで、かなり個人的には管理の

レベルが高いと思うのですね。例えば、買い物袋を忘れてしまったとか、そういうのとは違っ

て、比較的厳密に、お財布とかクレジットカードとかと一緒に入れて管理するとしたら、貴重

品だから厳密に管理されやすいと思うのですけれども、そういったことに関してはどうなの

でしょうかという、以上の２点です。 

会 長：いかがですか。どうぞ。 

庶務課課長補佐：打刻カードの、まず仕様に関しましては、同じ区内の学校の異動であれば、そのま

ま継続して使えるのですが、先生方、都の職員でございますので、区と区の間の異動が非常に

多いのですね。 

    あと、カードの管理でございますが、先ほど出退勤では、お話に出てこなかったのですけれ

ども、打刻のリーダーが、読み取り機が、副校長先生の机の辺りに置く予定でございます。職

員室へ教員の方が入ってきて、そこで、恐らく机の中に入っているカードを出して打刻すると

いうような運用になろうかと思うのです。 

    常時携帯して、例えば校門のところに打刻機があるとか、そういった形ですと、一番いいの

ですが、費用面とか、もろもろのことから、今回は、要は在校時間を管理するためということ

から、ほとんど自席に置いておいたカードで、判子のかわりにカードを使うというイメージで

ございますので、このパソコンのログインのものとは考え方が違うのかなと思います。 

    ただ、将来的に、この顔認証の仕組みを使って、打刻のかわりに使うというような可能性は

ございますが、今現在、そこまでの経費等々の措置はされておりませんので、現在は別々とい

うことになってございます。 

Ｅ委員：そっちですよね。そっちの流れ、なるほどです。 

会 長：なるほどね。一応、これは政策的な問題として、議会で決まっているのですか。決まってい

るのですね。 

庶務課長：今の発言の予算につきましては、先ほど申し上げたように、パソコンの変更に伴う強靭化

対策ということで中に入っていると。強靭化対策の具体的な内容については、説明はしていな

いはずでございます。 

会 長：最近はサイバー攻撃が多いですから、大学なんかも割と対象になるので、結構、暗証番号を

強制的に変えたり、いろいろしていますよね。でも、それは面倒で、忘れていたら、何かいろ

いろ大変な面倒な手続をやることになりますよね。 

    Ｆさん、どうぞ。 

Ｆ委員：議会での議論についての質問が出たのですけども、これは生体情報の取得について、これま

で豊島区の、この審議会とかあるいは別のところで取り扱った先例があったり、あるいは議会

や、あるいは区長が、この生体情報の取り扱いについて、積極的に推進するとか、消極的にい

くとか、そういうふうな方向性が決まったり、あるいは議論されたりということがあったので

すか。 

    要は、生体情報の取り扱いという、比較的新しい問題ですので、どこかの民主的な機関で議
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論すべきものかなというふうな気もしますが、これはどういうふうな議論の背景があってこ

こに出てきたのかというのが、気になるのですけれども。 

会 長：どうですか、これは。議会では、あるいは上から降ってきたのですか、これ、文科省から。

    どうぞ。 

庶務課長：これまでのこういった場で、こういった生体認証を議論したことはないというふうに聞い

ております。 

会 長：そうですね。 

庶務課長：今回はあくまでもセキュリティ対策を強化するということの目的で導入したというシンプ

ルな理由でございます。 

会 長：なるほど。 

Ｆ委員：なるほど、あと……。 

区民相談担当係長：事務局から、すみません。 

会 長：どうぞ。 

区民相談担当係長：過去の個人情報保護審議会においては審議したことはないです。技術的な進歩も

ありますので、つい最近のことだとは思うのですけれども、初めての案件であります。 

    個人情報保護法で、国の法律では、この顔の特徴点であるとか、顔認証についてのものは、

個人情報ということで明確化されています。豊島区の個人情報の保護条例では、そこまで明確

化はされていないのですが、その辺は同等と考えておりますので、今回の審議会では個人情報

として扱っていただくようにしたところです。 

会 長：なるほど。 

    Ｅ委員、どうぞ。 

Ｅ委員：今、個人情報というお話が出てきたのですけれども、個人の顔というのは、物すごく高レベ

ルな個人情報だと思っています。というのは、最近いろいろな犯罪の犯人を捕まえるのに、監

視カメラの顔で判断して捕まえていると思うのですけれども、そうすると、万一、その顔のデ

ータが外に漏れて悪用されるという危険性を考えると、とても顔認証は、プライバシーという

か、個人情報としてはハードルが高いので、特にそういう、今まで実績のないもの、議会でき

ちんと審議されないものをいきなりここでぽんと導入することについては、個人的に抵抗感

があります。 

庶務課課長補佐：顔認証といいますと、顔写真をイメージされるかと思うのですが、このシステム、

実は顔写真を登録することもできます。登録すると、要は、なりすましをしようとして、何回

も使うと、その方の顔が記録されるということがあるのですが、今回は顔写真を一切登録いた

しません。あくまでも特徴点データということで、まず顔の輪郭の大きさをどうも把握するら

しいのです。その輪郭から目の距離であるとか、そういったものを数値化したものだけを記録

しますので、記録されるデータとしましては、数字だけなのです。だから、これだけをもって

誰かということは、一切照合はできない状態でございます。 

    ただ、平成２７年度の個人情報保護法の改正、これによりまして、そういった、直接わから

なくても何かと照合することによってわかるものは個人情報であるという扱いが出ましたの

で、今回も審議させていただきました。 

    ただ、安全性という点では、顔写真そのものではありませんので、万々が一、そのデータが

流出したとしても、それを誰かと結び付けることは、豊島区の中だけしかできないというふう

にご理解いただければと思います。 

庶務課長：追加でございます。先ほどＮＥＣと申し上げましたが、このＮＥＣの顔認証技術は、今世

界トップクラスということで、２０１７年でも認証度９９．２％と、他社を大きく引き離すぐ

らいの、第１位の性能の評価を獲得しているということでございます。顔認証につきまして

は、４回連続世界一を獲得しているというところで、この世界では、やはり唯一すぐれている

ところというふうに聞いております。 

会 長：Ｆ委員、どうぞ。 
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Ｆ委員：この生体情報の取り扱いについては、一応、個人情報保護委員会が、こういうのが漏えいし

たときの事案が発生した場合の対応について定めていて、私も正確にはわかっていないとこ

ろで、今検索したのですけれども、何でもテンプレート保護技術を施した個人識別符号につい

て、高度な暗号化等の秘匿化がされており、かつ当該個人識別符号が漏えいした場合に、漏え

いの事実を直ちに認識し、テンプレート保護技術に用いる秘匿化のためのパラメータを直ち

に変更するなど、漏えいした個人識別符号認証に用いることができないようにしている場合

には、仮に漏えいしても大丈夫だというふうな趣旨のＱ＆Ａがあるのですけど。これは、要

は、多分、顔情報自体を保存するのではなくて、高度な暗号化で秘匿した顔情報を保存して、

かつそれが漏えいしたら、すぐわかればいいというふうな趣旨のことのようなのですが、この

条件というのは、これは満たされているというふうな理解でよろしいのでしょうか。 

庶務課課長補佐：豊島区の場合ですと、その特徴点のデータと職員番号をひも付けたものをシステム

の中に記録しております。 

    先ほど委員に言っていただいた、そのひも付け情報を変更することで特定できなくなるとい

う辺りは、そのシステムの中でひも付けているルールを変えることで、万が一流出しても照合

ができなくなるという趣旨のことだと思われます。 

    豊島区の場合も、今回は、豊島区の中に閉じ込めたデータベースの中で管理をいたしますの

で、そういった措置がされているという認識でございます。 

会 長：Ｂ委員、どうぞ。 

    では、Ｆさん、どうぞ、先に。 

Ｆ委員：わかりました。個人情報保護委員会のガイドラインに従っているということはわかったので

すが、ただ、これは生体情報というふうで、ややセンシティブな情報なので、可能であれば、

これは本人の同意をとった上で収集するほうが望ましいと思うのですが、これは仮に教職員

による顔認証情報の登録拒否が起こったような場合は、これは地方公務員法の３２条の職務

命令義務違反になって、不利益処分を受けるというふうなことになるのか、それとも、そうで

はないのかというところが気になりまして。 

庶務課長：それはないと思っています。最悪の場合は、パスワードで行くしかないので、例えば、こ

れが眼帯をしたときに顔認証できない場合のことを考えて、そういったときは、もう認証コー

ドで行くので、今委員がおっしゃったように、個人が承諾しなければ使えないことにするので

あれば、その方については、ほかの手立てで入ると、ログインするということを考えるしかな

いというふうに考えています。 

Ｆ委員：では不利益処分は下されないということであれば、もし不利益処分になると、多分、これは

絶対訴訟になる案件だと思いますので、不利益処分がないというふうなことは、多分確約した

ほうがいいと思います。 

会 長：そういうことは前提なのですよね。 

庶務課長：全くないです。 

会 長：はい。 

    では、Ｂ委員、よろしく、はい。 

Ｂ委員：今、Ｆ先生が聞いていただいたことを、私、不利益処分というより、私だったら嫌だなと思

うから、嫌だという人が嫌だと言えないようになってしまうと、これは、そこまで責任が持て

るかという、この審議会でやったからというふうになるというのは、少しまずいのではないか

なと思っていたので、今の質疑で、まずわかりました。 

    それで、やっぱり何か、それで、いいですか。 

    これは、そうすると、校務用パソコンに向かって、あるいは実際にやるときは、実際のパソ

コンの前に座ると、はっきりと自動的にカメラが顔を認識してくれて、何かパスワードを入れ

てくださいみたいな、そういうふうになるということですよね。まず、それを聞きます。 

会 長：はい、どうぞ。 

庶務課長：委員おっしゃるとおりでございます。そういったふうに登録をします。そこは職員が立ち
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会って、登録をする形になります。 

会 長：はい、どうぞ。 

Ｂ委員：登録もしますが、まず自分が学校の先生になって、いわゆる校務用パソコン、生徒の成績を

入れたり、学籍簿とか、指導のいろんなものを入力しますよね。ですから、ある意味、本当に

センシティブな情報が入ってくるわけですし、いろいろ校務用パソコン、今相当いろいろ入っ

ていると思うので、成績だけではなくて。そういうものをパソコンでやる。それは、そうする

と例えば、先生方は一人１台パソコンを持っている形になっているのでしょうか。 

会 長：はい、どうぞ。 

庶務課長：そのとおりでございます。 

Ｂ委員：そうすると、同時にそれは、そのパソコンでしか、これは使えないようになっているのか。

同時に、たしか、この校務用パソコンをやったときに、いわゆるＩＤとかがあれば、外からも

やれるようなことがあったような、クラウドだったかな、クラウドの部分だったか、あったよ

うな気がするのですが、基本的には学校の校内のパソコンだけで、今、校務用のこれをやって

いるという認識でよろしいでしょうか。 

会 長：はい、どうぞお願いします。 

庶務課長：庶務課長です。 

    学校の中に用意してあるパソコンであれば、どのパソコンでも大丈夫でございます。それは

使えると。ただし、今回は、タブレットではございませんし、外に持って行って使うことはで

きません。私どもがやっているような持ち運びのようなものではございませんので、学校の中

であくまでも使っていただくものでございます。 

会 長：Ｅ委員、どうぞ。 

Ｅ委員：すみません、何度も。ということは、今、学校にいらっしゃる個人個人の方に配付されてい

るパソコンは、全部デスクトップであって、携帯できるラップトップとか、そんなものでは一

切ないという理解、つまり、おうちにそのパソコンを持ち出したりできませんよということで

よろしいですか。 

会 長：はい、どうぞ。 

庶務課長：はい、そのとおりでございます。デスクトップのもので、ノートパソコンでありますので

持ち出して使うことはできます。 

Ｅ委員：待って。 

会 長：はい、どうぞ。 

Ｅ委員：ノートパソコンというのは、引っこ抜けば持ち出しできますよね。デスクトップというのは、

ディスプレーとキーボードが別個になっているから、すごく巨大なので、それは持ち出しが無

理なのですけれども、ノートパソコンとデスクトップは、かなり違うんですが、どっちでしょ

う。 

会 長：はい、どうぞ。 

庶務課課長補佐：外部に出ますと、校務支援システムには、まず入れません。これは、データセンタ

ーにサーバーがありまして、そちらとの通信ができないためです。ただ、単体で使うことはで

きますので、例えばパソコンの中にデータを保存して持って行くということは可能なのです

が、これはセキュリティポリシー上、校長の承諾を得て持ち出しが可能ということになってご

ざいます。原則的に、今多分持って帰っていらっしゃる方はいらっしゃらないのが現状だと思

います。 

会 長：どうぞ、Ｅ委員。 

Ｅ委員：あとはもう一個、実際に運用するときの流れなのですけども、多分、顔認証、特徴を暗号化

する機械というのは、恐らく本庁にしかないと思われるので、採用されたら、まず本庁に来

て、顔認証等をして、その顔認証を本庁のサーバーで記録して、学校で使うときに、それと照

合し、もし区外に出るときには、そのデータは消去されますという流れでよろしいでしょう

か。 
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庶務課課長補佐：まず、登録につきましては、サーバーの中で管理するというのは、委員おっしゃる

とおりでございますが、どのパソコンからでも登録はできますので、学校内で登録することが

可能でございます。 

    また、異動した場合にデータを消去するというのは、委員おっしゃるとおり、消去をさせて

いただきます。 

会 長：ほかに何かご質問ございますでしょうか。 

    どうぞ、Ｂ委員。 

Ｂ委員：私自身としては、本当は顔認証の、生体認証のこういうことをやる、本当にいいのか、かな

り懐疑的で、自分自身が嫌だなと思うから、それ自体は反対だなと思ってきたのですが。先ほ

どお話があったような形でやるという点では、一歩前進かなと思っています。 

    でも反対。やっぱり自分として、納得をうまくできないですね、感覚的に。 

会 長：そうですね、それは。指紋と同じでちょっとね。ただ、これによって、パソコンに入ってい

る個人情報が守られるという、そういう側面があるので、それをあわせて考えていただいたほ

うがいいかなと思います。 

Ｂ委員：そうですね。そこのところで、データセンターとかにあったりする部分でいうと、一つは認

証の……。 

会 長：学校の児童・生徒の情報保護のためのセキュリティシステムの強化ということですよね。 

Ｂ委員：変な話、逆に写真とかだったらどうなってしまうのですか。例えば指紋なんかも、よくスパ

イ映画なんかで、指紋を裏でとって、こんなことやって、それでとか、虹彩認証なんかも、い

わゆる、その反応だけ、光だけがあればいいとかという、そういう話があって、そんな悪用

の。 

会 長：そちらのほうがまずいのではないですか。 

Ｂ委員：悪用のほうなのですが、写真とかでも受けてしまいそうな気がするのですけど、それはどう

でしょう。 

庶務課課長補佐：実は、顔認証でも、いろんな仕組みがございまして、立体で認証する仕組みもある

のですが、ただ、今回入れるのは平面で認証ができてしまうのですね。なので、委員おっしゃ

るとおり、写真をかざすと認証できてしまう可能性があります。 

    ただ、写真をずっとこうかざしながら仕事をするということになりますので、そういうふう

にやっていらっしゃる方がいれば、恐らく気がつくだろうということでございます。 

会 長：そういう映画もありましたよね。 

    Ｂ委員、どうぞ。 

Ｂ委員：では、もう登録していない人の顔が出たら、パスワードも切れてしまって、ログインも全部

できなくなってしまうと、こういうシステムになってしまうということなのですか。それが、

先ほど、会長がおっしゃった、逆に言えば、登録されていない人で、登録かつパスワードも使

えない方だと、もう使えませんよと。こういうシステムになると。 

庶務課長：そのとおりでございます。 

会 長：では、大体、意見は。 

    Ｅ委員、どうぞ。 

Ｅ委員：話がずれてしまうかもしれないのですけれども、確かにログインするときに、ＩＤ、パスワ

ード、顔というのが必要だというのはわかるのですけども、それは、もう一回確認ですが、常

時顔は認証し続けるのか、それとも入るとき一瞬なのか。そのパソコンが立ち上がったとき

に、別の人がそこのパソコンに入ってきて、何かデータをいじったりとか、データを持ち出し

たりとかという危険性はないのかどうかを教えてください。 

会 長：どうぞ。    

庶務課長：このシステムは設定ができるようになっていて、認証して、それですぐ、それだけで終わ

ってしまうパターンと、認証して、しばらくずっとやっている間、ずっと認証し続けるという

ものと、それから、何分かいなくなったときには落ちるだとか、それは細かく設定ができま
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す。 

    今回について、どのように設定するかというのも、細かいところは、これからの検証になっ

ておりますので、なるべく安全性の高いような方法で設定したいというふうに考えてござい

ます。 

Ｅ委員：ありがとうございます。 

会 長：いいですか。 

Ｅ委員：はい。 

会 長：Ｆ委員、どうぞ。 

Ｆ委員：今回は、公務員の教育上の情報について、本人の同意を前提にして収集するというふうなこ

となので、同意してもいいかとは思うのですが。ただ、今後、生体情報に関する取り扱いとい

うふうなものがどんどん広がっていくというふうなことになっていきますと、ここの審議会

だけでそういうふうなものを、全て方針を決めるというものも問題かと思いますので、議会か

区長に関連する機関か、どちらかで、もしも、この生体情報の利用というふうなものが広がっ

ていくようであれば、何となく豊島区としての方針というものがあったほうがいいのかなと

いうふうには思います。 

    例えば何か報道で、サンフランシスコ市は顔情報の政府による収集というのを一切禁止する

というふうな条例を制定したりというふうなこともあるみたいですので、どちらかというと、

この審議会だけではなくて、議会とかで方針というふうなものが決まっていたほうがいいの

かなというふうな気はしました。 

会 長：そうですね、それは一般的にということですよね。 

    Ｅ委員、どうぞ。 

Ｅ委員：私も今述べていただいた方と同意見でして、豊島区としての生体認証利用のガイドライン的

なものをぜひ策定していただきたいと思います。今後、多分いろんなところで広がっていくと

思うので、こちらのそういう教務にかかわらず、他所で多分、導入されていくと思いますの

で、ぜひ、そのガイドラインをつくる方向に持って行っていただきたいです。 

会 長：どうぞ、はい。 

政策経営部長：追加で。 

    政策経営部長です。 

    うちで、区全体の情報管理、それから個人情報の管理も両方携わっているので、決めるとす

れば、我々で方針を決めるということになるかと思います。 

    具体的には、それぞれの細かいことについては、セキュリティポリシーをつくってまいりま

した。さまざまなことが起きるたびにも変えてまいりました。なので、かなり進んだ部分を取

り入れるということで、本体、我々職員については入っていないわけなのですが、やはり、セ

キュリティをどう高めるかという観点からは、ちょうど検討はいたしておりました。 

    ただ、具体的に提案したり変えたりというようなタイミングではないものですから、我々の

全体の提示に至っておりませんけれども、そういう意味では、試行というと申し訳ないですけ

れども、別に実験という意味ではなくて、不都合はないという判断のもとに、我々は、この本

件は了承しているつもりでございますけれども、今のお話、重い話でございますので、区全体

として、やっぱりセンシティブなものだと捉えた場合にどういうふうに考えていくのか、十分

議論を深めるようにしてまいりたいと考えております。ありがとうございます。 

会 長：はい。技術は進んでいきますから、後でルールが追いかけているという状況がやっぱりある

ので、今回に限っては十分検討されたようですので、この辺で、是か非か結論を問いたいと思

います。 

    それでは、ただいまの事項につきましては、諮問事項３と４ですか、これについて、是とさ

れる方は、挙手をお願いしたいと思いますが。 

（挙 手 多 数） 

会 長：そうですか。 
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Ｂ委員：条件付きとして。 

会 長：条件付き、はい、ありがとうございます。 

そうですね。正しいということで。今後、豊島区では生体認証システムについて、何らかの方

針を明らかにするという、してほしいという要望を条件として、一応、是ということにしたい

と思います。よろしいでしょうか。  

   はい、どうぞ。 

政策経営部長：すみません、追加させていただきます。審議は終わったという前提で、先ほど言い忘

れましたが、本件についても、実施するということであれば、しっかりとモニタリングを別途

やりたいと思います。やはり初めてのことでございますので、大丈夫という前提はありますけ

れども、意外なことが起きていないかということについては、区長部局でも見させていただき

たいと思います。 

会 長：そうですね、慎重にやっていただきたいということで、よろしくお願いします。 

政策経営部長：はい、承知いたしました。 

会 長：では、今日は長時間ですが、５分ほど休憩をとりましょうかね。皆さんお疲れでしょうから、

５分間休憩を。 

（午後３時４７分 休憩）

（午後３時５４分 再開）

会 長：それでは、Ｈ委員がご用で退席されましたが、案件が多くて、今日は全て諮問しないとだめ

なようなので。この委員会は、あくまで個人情報保護の委員会ですので、政策にわたる問題に

ついては、個人情報保護に関わるものであれば、これまで審議してきましたが、ぜひ、それに

特化して、ご意見、ご質問をいただきたいというふうに思います。 

    それでは、次の諮問事項に関して説明をお願いいたします。 

区民相談課長：それでは、次の資料７になります。資料７、諮問第７号について、子育て支援課長よ

りご説明申し上げます。 

会 長：７、８、９ですよね、全部で。 

区民相談課長：すみません、説明が不足しておりました。本来でしたら、資料の５、６、諮問第５号、

６号の順番でございましたけれども、こちら、順番を入れ替えさせていただきまして、諮問の

第７号を始めさせていただきたいというふうに考えてございます。その後、また７、８、９と

いうふうに続けさせていただきまして、そして、その後に５、６号に戻らせていただきます。

申し訳ございません。 

会 長：子育て支援課について、まずやるということですね。 

区民相談課長：はい、そういうことでございます。 

会 長：７、８、９ですよね。 

区民相談課長：７、８、９でございます。 

会 長：お願いします。 

子育て支援課長：子育て支援課長です。 

会 長：どうぞ。着席でお願いいたします。 

子育て支援課長：ありがとうございます。 

    それでは、資料７をお取り出しください。 

    １、件名でございます。臨時・特別給付金支給事業に係る児童扶養手当受給者の個人情報の

目的外利用でございます。 

    ２、業務の概要でございます。 

    ２の１、内容です。児童扶養手当支給業務で保有している児童扶養手当受給者の個人情報を

臨時・特別給付金の通知及び支給のために目的外利用するものでございます。 

    ２、対象者等でございます。ひとり親で婚姻歴がないと思われる児童扶養手当受給者、推定

約３００人でございます。 
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    ３、収集先でございますが、子育て支援課、児童扶養手当支給業務でございます。 

    ４、収集方法です。子育て支援課が児童扶養手当支給業務に関する個人情報を保有している

児童福祉システムから該当する者を抽出し、収集するものでございます。 

    ５、理由です。２０１９年１０月から消費税率が引き上げとなる環境の中、厚生労働省が子

供の貧困に対応するため、臨時・特別の措置として、児童扶養手当の受給者のうち、未婚のひ

とり親に対して、２０１９年度において１万７，５００円の支給を児童扶養手当受給者に対す

る臨時・特別給付金支給要綱を定め、給付金の支給を行うこととしたためでございます。 

    ３、一括承認基準の該当の有無でございますが、類型、事例ともに該当はございません。 

    ４、過去の類似案件です。臨時福祉給付金支給業務に係る個人情報の目的外利用でございま

した。 

    ５、諮問理由でございますが、本業務は新規事業であり、一括承認基準にも該当しないため

でございます。 

    ６、取り扱う個人情報です。利用するものと理由でございます。 

    一つ目が、本給付金の対象者を抽出するために、氏名、住所、生年月日、証書番号ほか、記

載されている事項など、システムの児童扶養手当受給者情報を利用いたします。こちらは目的

外利用する個人情報でございます。 

    二つ目が、本給付金の要件でございます、婚姻履歴を確認するために、申請者本人に提出し

ていただきます戸籍謄本で、戸籍に記載されている事項を利用いたします。 

    三つ目が、給付金の振り込みに必要なために、口座情報や免許証等の本人確認書類を利用い

たします。 

    二つ目と三つ目は、申請者本人から収集する個人情報でございます。 

    ７、目的外利用する時期及び期間です。本審議会から令和２年３月末日でございます。 

    恐れ入りますが、参考資料をお取り出しください。 

    こちらは、給付金支給のお知らせでございます。児童扶養手当は、主にひとり親家庭を対象

に支給する手当でございますが、本給付金は、児童扶養手当支給対象者のうち、未婚のひとり

親を対象に支給するものでございます。このお知らせには、給付金の概要、支給要件、支給

額、申請期間、支給手続、支給時期等を記載してございます。 

    本お知らせは、区のホームページに掲載しているほか、先ほど対象者等でお話しいたしまし

た、ひとり親等で婚姻歴がないと思われる児童扶養手当受給者、推定約３００人に対して送付

する予定でございます。 

    簡単ではございますが、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：まず、これについて、処理しましょう。 

    Ｂ委員、どうぞ。 

Ｂ委員：すみません、ひとり親で、現在まで婚姻したことがない児童扶養手当の受給者に今回は支給

するためなのだけれども、では婚姻した経過がある人たちはどうなっているのでしょうか。

会 長：はい、どうぞ。 

子育て支援課長：一度でも婚姻した経験のある方につきましては、今回の給付金の対象外でございま

す。 

Ｂ委員：その人たちは出ないのですか。 

子育て支援課長：はい。給付金は出ないです。 

会 長：どうぞ。 

Ｂ委員：そうすると、なぜ婚姻したことのない児童だけ出すというふうになるのかというと、ちょっ

とイメージがおかしくなるから、今回はそうなのだけど、そこのところで、全く全体でも支給

されないのですか。 

会 長：どうぞ。 

子育て支援課長：この給付金については、国の施策といいますか、事業です。 

    なぜ、対象が児童扶養手当の受給者の中でも未婚であるかということにつきましては、児童
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扶養手当の対象、先ほど、主にひとり親ということでお話ししましたけれども、その要件とな

るのには、婚姻して、例えば離別した、死別したとか、あと今回の対象となる未婚の婚姻歴が

ない方があるかと思うのですけれども、そのうち、税制度におきまして、一度でも婚姻したこ

とがある方につきましては、寡婦制度というものが適用されます。しかし、今回のような未婚

の方につきましては、その制度がないために、今回の消費税の引き上げに対して、この給付金

を行うものでございます。 

会 長：はい、どうぞ。 

Ｂ委員：そうすると、それで、この、そのために今、児童扶養手当受給者の情報の中では、区として

は婚姻歴がある、ないということ自体は、情報として持っていると。こういうことになります

よね。それはどういう形で収集したのでしょうか、過去。 

会 長：これはとっているのですか、どうですか。 

    はい、どうぞ。 

子育て支援課長：繰り返しになりますけれども、児童扶養手当につきましては、ひとり親家庭、主に

ですけれども、離婚ですとか死別、あと未婚というような要件自体はございません。申請のと

きに詳しいような状況を窓口で、申請時あるいは現況届のときに、それだけ内容を確認するこ

とになりまして、それで得た情報について、システム内に、正確なものではないかもしれない

のですけれども、情報として入れているような状況でございます。 

会 長：Ｂ委員、どうぞ。 

Ｂ委員：言ってみれば、児童扶養手当の受給に関しては、それは条件ではないから、本来は収集され

ていないはずなのだけれども、いろいろ考えながら、いろんな形で聞き取りをしたり、そうい

うことで持っている情報と、こういうことなのですね。 

会 長：どうぞ。 

子育て支援課長：支援課につきましては、そのようなところで確認をしているような状況です。 

会 長：はい、どうぞ。 

Ｂ委員：そういうところの情報をまずもらって、そして出して、一応、基本的には目的外利用として

は、それで収集して、その対象者に通知を出すと、こういう流れになっているということでよ

ろしいでしょうか。 

会 長：はい、どうぞ。 

子育て支援課長：はい、そのとおりでございます。したがいまして、補足いたしますけれども、推定

約３００人ということですけれども、これも必ずこの３００人が未婚であるというような確

定した情報ではございません。 

会 長：はい、どうぞ。 

Ｅ委員：その未婚かどうかというのは、公的には、戸籍データを見れば一目瞭然で、多分、区で戸籍

データを持っているはずなので、その戸籍から未婚でお子さんがいるよということは、すぐわ

かると思いますので、そこから抽出するという理解でいいのかどうかということが１点。 

    もう一点なのですけれども、消費税の増税ということなのですけども、何か今、私の理解が

違っていたらごめんなさいなのですけれども、たしか政権与党が、絶対間違いなく１０月に増

税しますよと言い切っていないと思うのですね。それで、このシステムを言い切っていない時

点で走らせてしまっていいのかどうかということで疑問を持っています。 

    以上、２件です。 

会 長：どうぞ。 

子育て支援課長：委員おっしゃるとおり、申請時にまず戸籍を提出いただいて、確認を当然しており

ます。ただ、先ほども申しましたように、児童扶養手当につきましては、未婚かどうかにつき

ましては、特に支給の対象の要件となってございませんので、全部が確実なものではないとい

うような状況でございます。 

    また、２点目の消費税引き上げのことですけれども、確かにおっしゃるとおりだと思うんで

すけれども、国から４月に、この給付金の支給についてという通知が来ておりまして、それに
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基づいて事務を進めているところでございます。 

会 長：特に戸籍の中のそれを勝手にほかの課が見るということ自体が非常に問題で、それはあり得

ないでしょう。だから、これはあくまでも本人が申請するということで、初めて個人情報保護

条例のハードルがクリアされるわけですよ。戸籍は、非常にセンシティブな情報なので、勝手

にのぞくということ自体は、これはあり得ないですよ。 

    まだ、ありますか、何か。 

Ｅ委員：なるほど。 

    とすると、今、周知するのに、チラシを郵送で送るといった流れになっていますということ

だったのですけども、その郵送先を特定して郵送するという、その抽出方法はどうやってやる

のでしょうか。 

会 長：どうぞ。 

子育て支援課長：繰り返しになるかもしれませんけれども、申請時に確認したとき、あるいは現況届

を毎年８月に行っているのですけれども、その情報をシステムに入れて、それをもとに、今回

対象と思われる方に、このご案内を郵送するような形でございます。 

Ｅ委員：ありがとうございます。多少、わかりました。 

会 長：Ｂ委員、どうぞ。 

Ｂ委員：先ほど質問した内容ですみませんが、続きなのですが、つまり、これは推定であって、可能

性としては、通知は送られないけれども、実は戸籍上の婚姻歴がないとか、だから本当は対象

なのですよという人もいるだろうし、今回通知が送られるであろう３００人の中の方には、い

や、実は戸籍上、結婚していましたということがあれば、対象外と。こういう内容になってく

るのかなと思うのですが、これはよろしいでしょうか。 

会 長：はい、どうぞ。 

子育て支援課長：委員おっしゃるとおりでございます。 

会 長：これは形式的に決めるしかないですよね。 

Ｂ委員：難しいですね。難しいなと思う。 

会 長：政策の是非は、この審議会で扱えないので、批判は政権与党に言ってもらうしかないですよ

ね。ご質問者が、ですが。 

Ｂ委員：本来、いいですか。本来はだから、何て言えばいいのかな、今おっしゃったとおり、こんな

曖昧と言っては悪いんのですけど、出すことは悪くないのですけれども。もう思い切って、そ

れだったら児童扶養手当の人には全部出すとか、そういうふうにしてしまったほうがわかりや

すかったかもしれないし、大本とで言えば消費税なんか上げなければよかったというのがある

のですけれども。せっかく、本来目的外利用というのは厳格にやらなければいけない、あるい

は、外部提供が一番多分きついだろうなと思うけども、目的外利用というのは本来してはいけ

ない。 

    ただ、その人にとって利益になることであれば、多少いいかなと、私なんかも思うのですけ

ど、せっかく、これをやっても、きちっと対象者を把握できないという、１００％はできない

というのは、制度として問題があるかなとは思います。そんなところですね。 

会 長：これは広報もされるわけでしょう、これは恐らく。 

子育て支援課長：はい。ホームページに、現在、もう既に掲載してございますし、８月１日号の広報

としまにも掲載する予定でございます。 

会 長：Ｂ委員、どうぞ。 

Ｂ委員：先ほどの説明であったように、本来婚姻をしていれば寡婦控除がある、婚姻経験というか、

あれば寡婦控除があるけれども、未婚だとない。これについては、例えば最近はもうこれはお

かしいのではないかということで、例えば、豊島区も既に保育料だとか、住民税はまだだめな

のかな、幾つかはもう婚姻していようがしていまいが、ひとり親であれば、いろいろ差別なく

やるようにしているのだと思うのですけど。まだ大本が変わっていないというところが。でも

これも変わる方向が出ているような気もするのですが、いかがですか。 
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会 長：はい、どうぞ。 

子育て支援課長：国の中では、今回の議論も、たしかあったと聞いております。現在は、そこまで税

制度の中できちんと確定しておりませんので、区においても、委員おっしゃるとおり、みなし

寡婦制度といって、例えば保育料ですとか、あと子育て支援課の中では、幼稚園の保育料です

とか、そういう形で、同じような形で準じるような制度にしてございます。 

会 長：Ｂ委員、どうぞ。 

Ｂ委員：そういう意味で、先ほどから言ってきたように、制度とか施策の、根本的な問題点があって、

その中で、基本的には、でもこういう通知をもらうことで、該当者で知らなかった人たちが、

少しは知って、多少の、１万７，５００円の支給が受けられるというようなことであれば、ま

あ、いいとは思いますが、本当はこういうふうにしなくてもいいような、目的外利用しなくて

もいいような、先ほど言ったような、結婚したかしないかで、戸籍上のここで区別、差別です

か、しないような制度にするべきだろうというふうに思います。 

    私は、これは是といたします。 

会 長：ほかにご意見はないですかね。それでは、この辺りで。 

    ありますか、はい、どうぞ。 

Ｉ委員：これは、ひとり親と書いてありますけど、これは男でもいいのですか。 

会 長：はい、どうぞ。 

子育て支援課長：はい、親一人に対してお子さんがいらっしゃれば、大丈夫です。 

会 長：はい、どうぞ。 

Ｅ委員：今、男親で、未婚で、子ありというのが、どういうシチュエーションか想定できなくて、そ

の男親がもし養子をとって一人だよ、だったら想定できるのですけれども、結婚しないで男親

が子供を引き取ってというのが、今想定できなかったのですが、どうでしょうか。 

会 長：認知したら、子供になるのではないですか。 

Ｅ委員：ああ、認知ですね。そういうこと。すみません、失礼しました。 

会 長：法的にはそうなりますよね。 

Ｅ委員：なるほど、認知、はい。 

会 長：ほかに何かご質問ありますか。それでは、この辺りで是か非か問いたいと思いますが、是と

される方は手を挙げてください。 

（挙 手 全 員） 

会 長：全員ですか。どうもありがとうございました。 

    では、次行きましょう。次は、諮問の。違うのですか、はい、どうぞ。 

区民相談課長：ここで、ご連絡申し上げます。Ｇ委員が、１６時４５分ごろに退席のご予定というこ

とでございます。 

会 長：どうも。 

区民相談課長：それでは、ご案内申し上げます。次の資料でございますが、８、９でございます。諮

問第８、９号は。 

会 長：これは一緒ですか。 

区民相談課長：はい、同一業務の諮問でございますため、一括して子育て支援課長よりご説明申し上

げます。 

会 長：では、引き続きでよろしくお願いいたします。 

    座ってで結構ですよ。 

子育て支援課長：それでは引き続き、資料８、資料９についてご説明いたします。 

    まず、資料８をお取り出しください。 

    １、件名です。幼児教育・保育無償化に伴う豊島区私立幼稚園等園児保護者補助金業務の委

託に係る措置でございます。 

    業務の内容でございます。本業務委託は、令和元年１０月１日より施行される幼児教育無償

化に伴い、既に答申済みである「豊島区私立幼稚園等園児保護者補助金業務委託」に新たな
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「取り扱う個人情報」の項目を追加するものでございます。 

    １、内容でございます。 

    次の①入園児補助金から⑤の施設等利用給付費補助金の業務のうち、①から④までは答申済

みで、⑤の施設等利用給費補助金の項目について、新たに項目を追加するものでございます。

    ２、該当者等です。要件といたしまして、幼児と同居する保護者で豊島区に住所を有してい

る者、私立幼稚園に幼児を通園させ、入園料・保育料を納入している者、幼児が対象年齢区分

満３歳～５歳に該当している者、この三つ全てに該当し、補助金を申請した者でございます。

    ３、委託理由でございます。業務遂行に必要な知識、技術を要する事業者に委託することで、

業務を効率的かつ効果的に行うことができます。また、業務の繁閑に応じた柔軟な執行体制の

構築により、業務水準の安定を確保することで、区民サービスの向上を図ることができると考

えてございます。 

    ４、効果でございます。民間事業者を活用することにより、業務量の多寡に応じた柔軟な執

行体制を図ることで、効率的な業務運営が可能となります。 

    ３、一括承認基準の該当の有無ですが、類型はありませんが、一部通知書封入封かんにつき

ましては、一括承認基準の該当がございます。個人情報の項目は、類型はありませんけれども

同様に、一部通知書封入封かんにおける氏名・住所については、一括承認基準の該当がござい

ます。 

    ４、過去の類似案件でございますが、豊島区私立幼稚園児保護者補助金業務の委託に係る措

置がございます。 

    ５、諮問理由です。幼児教育・保育無償化に伴う新たな業務委託を追加するためでございま

す。 

    ６、取り扱う個人情報でございます。 

    恐れ入りますが、２ページをご覧ください。 

    補助金交付に必要な情報のため、区が収集して、事業者に提供する個人情報の項目といたし

まして、①の氏名から㉙の認可外保育施設等利用料までがございます。このうち、⑤の預かり

保育実施状況、㉕の給食費、主食材料費・副食材料費、㉖預かり保育利用料・日数、㉗支給認

定区分及び支給認定有効期間、㉘認可外保育施設等の利用状況、㉙認可外保育施設等利用料、

こちらが追加する個人情報でございます。 

    諮問資料の７、「情報の保護」でございます。 

    恐れ入りますが、再び２ページをお願いいたします。 

    ２ページの下にございますとおり、別紙１、３ページ以降にございますが、この特記事項の

うち変更した条項でございます。 

    一つ目が、第２条の取り扱う個人情報の範囲等でございます。こちら、変更した理由といた

しましては、特定される範囲の内容を明らかにしております。 

    次に、第７条の複写または複製の制限。こちらも変更した理由につきましては、業務処理上、

必要であると認められるため。ただし、ただし書の規定を設けて、複写または複製を「禁止」

から「制限」といたしました。 

    三つ目が、第１４条のセキュリティ対策の整備義務でございます。受託業務の電算処理をす

るために、特別条項を加え、セキュリティ対策の管理義務を強化してございます。 

    １ページにお戻りいただきまして、８の審議する対象範囲でございます。 

    たびたび恐れ入りますが、７ページをお願いいたします。 

    別紙２、豊島区私立幼稚園等園児保護者補助金業務の流れでございます。 

    上の図が前期分、当該年度の４月から９月分、下の図が後期分、当該年度の１０月から３月

分でございます。 

    この流れ図のうち、区が収集して事業者に提供する個人情報の取り扱いでございます。この

流れ図の矢印がそれぞれ振ってありますけれども、この矢印を太くしている業務が今回の諮

問部分でございます。 
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    恐れ入りますが、１ページにお戻りいただきたく存じます。 

    ９、委託先でございます。委託先は、現在委託契約を締結している、りらいあコミュニケー

ションズ株式会社でございます。 

    １０、契約締結予定日でございます。本審議会承認後から令和２年３月３１日まででござい

ます。本審議会承認後に、追加の契約変更を行う予定でございます。 

    資料８の説明は以上でございます。 

    引き続き、資料９をお取り出しください。 

    １、件名です。私立幼稚園補助金システムの改修及び保守業務委託に係る措置でございます。

    ２、業務の内容です。本業務委託は、「私立幼稚園補助金システムの保守及び改修」に係る

業務委託でございます。 

    ２の１、内容です。平成１１年度より使用している私立幼稚園補助金システムについて、幼

児教育・保育無償化に伴う改修、統計処理及びプログラムの再構築並びに保守業務を委託する

ものでございます。 

    ２、該当者等です。要件といたしまして、先ほどと同様に、幼児と同居する保護者で豊島区

に住所を有している者、私立幼稚園に幼児を通園させ、入園料・保育料を納入している者、幼

児が対象年齢区分満３歳～５歳に該当している者、この三つの全てに該当し、補助金を申請し

たものでございます。 

    ３、委託理由でございます。 

    システムの改修及び保守をシステム開発業者に委託することがシステムの安定稼働に不可

欠であるためでございます。 

    ４、効果でございます。専門性が高い事業者が改修及び保守業務を行うことで、安定的なシ

ステム稼働が期待できるものと考えてございます。 

    ３、一括承認基準の該当の有無ですが、類型、個人情報の項目、いずれも該当なしでござい

ます。 

    ４、過去の類似案件はございません。 

    ５、諮問理由です。幼児教育・保育無償化に伴う新たな業務委託であるためでございます。

    ６、取り扱う個人情報。 

    恐れ入りますが、２ページをお願いいたします。 

    補助金の交付に必要な情報のため、区が収集した事業者に提供する個人情報の項目といたし

ましては、①の氏名から㉙の認可外保育施設等利用料でございます。このうち、⑤の預かり保

育実施状況、㉕の給食費、㉖預かり保育利用料・日数、㉗支給認定区分及び支給認定有効期

間、㉘認可外保育施設等の利用状況、㉙認可外保育施設等利用料でございます。こちらが幼児

教育無償化に伴い追加する個人情報でございます。 

    恐れ入りますが、また１ページにお戻りいただきまして、諮問資料の７、「情報の保護」で

ございます。 

    ３ページにございます別紙１、特記事項のとおりでございますが、この特記事項のうち、変

更した条項が２点ございます。 

    恐れ入ります、資料の別表の２ページの下に書いてございますが、一つ目が、第２条、取り

扱う個人情報の範囲等です。変更した理由といたしましては、特定される範囲の内容を明らか

にしてございます。 

    二つ目が、第１４条のセキュリティ対策の整備義務でございます。変更とした理由といたし

ましては、受託業務の電算処理をするために、特別条項を加え、セキュリティ対策の管理義務

を強化したためでございます。 

    恐れ入りますが、再び１ページにお戻りください。 

    審議する対象範囲でございます。 

    こちらは、別紙２、流れ図が載せてございますが、こちらの流れ図のうち、区から受託業者

へ提供する個人情報の取り扱いと、受託者が保守業務委託で扱う個人情報の取り扱いでござ
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います。 

    恐れ入りますが、資料の別紙２、７ページをお願いいたします。 

    タイトルのところに、システム保守・回収委託の流れと書いてございますが、すみません、

この「回収」の字が誤ってございます。訂正をお願いいたします。 

    この流れ図のうち、今回、諮問事項となっておりますのが、区から受託業者へ提供する個人

情報の取り扱いと、受託者が保守業務委託で扱う個人情報の取り扱いでございます。 

    恐れ入りますが、再び１ページにお戻りいただきたく存じます。 

    ９、委託先でございますが、現在、委託契約を締結している、株式会社ＦＳＫでございます。

    １０、契約締結予定は、保守委託が本審議会承認後の８月１日から令和２年３月３１日まで

でございます。改修委託が、本審議会承認後の１０月１日から令和２年３月３１日まででござ

います。 

    資料９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：それでは、ただいまの案件、８と９ですね。何かご質問。 

    どうぞ、Ｄ委員どうぞ。 

Ｄ委員：すみません。子ども文教委員会なんかでも、この辺の幼児教育無償化の申請なんかはお話を

伺ったかと思うのですけども、そのときにお伺いした記憶があるのですけれども、区内の私立

幼稚園と区外の私立幼稚園に通うお子さんの申請のフローが違うという、たしか区外の私立

幼稚園だと、保護者の方が直接区に申請しなければいけないというふうに伺ったかと思うの

ですけれども、その辺は、このお話と同じような流れでよろしいんですか。 

会 長：はい、どうぞ。 

子育て支援課長：基本的には、各園で取りまとめて申請をいただこうという形で、今準備を進めてい

るところでございます。 

会 長：はい、どうぞ。 

Ｄ委員：ということは、その区外の幼稚園であっても、区外の幼稚園から豊島区に申請していただく

という形ですか。 

会 長：はい、どうぞ。 

子育て支援課長：はい、そのとおりで今考えてございます。 

会 長：なるほど。はい、どうぞ。 

Ｄ委員：懸念をしておりましたのが、ここに、その辺のことが書いてありませんでしたので、大丈夫

かなということでしたので、今のようになっているということであれば問題ないかと思いま

す。 

会 長：何かほかに。 

    Ｅ委員、どうぞ。 

Ｅ委員：たくさんありますので、申し上げます。 

    １点目、資料８と資料９と共通なのですけれども、契約提携予定日の終わりの期間が、令和

２年３月３１日までと、要するに来年の３月３１日で切れているのですけれども、これは自動

更新なのか、１回１回、見直しなのかというのを教えていただきたいというのと。ごめんなさ

い、個人情報云々のところではないかもしれないので、理解不足だったら申し訳ないのですけ

れども。 

    今一切説明がなかった、答申の番号で言うと、資料８ですね、８の９ページ、１０ページな

のですが、給食のうち、副食材費相当分だけ出して主食は対象外ですという理由がよくわから

ないので説明してくださいというのと、それから、１０ページなのですけれども、丸が三つあ

って、これは、要は認可外保育のことなのですけれども、認可外保育は、月額から預かり保

育、無償化金額を差し引いた額と書いてあるのですけども、これが今、流れとしては、無償化

のはずなのに、何で全額出費できないのかというのが１点。それから、あとは申請パターンと

あるところで、要するに、ここを見ると、預かり保育が長ければ長くなるほど、もらえる額は

減っていっているのですけれども、これはなぜですかというの。これは国の施策なのか、豊島
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区の施策なのか、よくその辺がわからないので、その説明をお願いしてくださいというのが以

上です。 

会 長：ただ、もう時間がありませんので、お答えは個人情報にかかるところに限定してお願いしま

す。

    どうぞ。

子育て支援課長：まず契約のところですけれども、契約は１年ごとに行ってございます。

会 長：ということは、これは来年もこういう施策があるということですよね。

子育て支援課長：はい、そのとおりでございます。

会 長：そのときは、承認があるから、自動ということになりますか。もう一回、ここに上がってく

る。

子育て支援課長：一度、こちらで承認いただければ、個人情報が増えない限りは同じ内容で行く予定

でございます。

会 長：はい。ほかに個人情報に関わるご質問はどれでしたか。施策に係るところは、ここで聞いて

いただいても、なかなかですね。

Ｅ委員：直に個人情報に関わるのはそこだけです、はい。ほかは施策的に納得いかないというだけで

すので、すみません。飛ばします。失礼しました。

会 長：それは担当部局に、また質問してください。

    よろしいでしょうか。

Ｅ委員：はい。

会 長：ほかに。はい、どうぞ。

Ｊ委員：１点だけ、文言上のつまらぬ質問で申し訳ないのですけども。資料８の業務の内容、３、委

託理由、ここで業務遂行に必要な知識、技術を「要する」事業者、何か違和感があるのですけ

ど。「有する」ではないの。

会 長：これは誤字ですか。どうぞ。

子育て支援課長：そのとおりでございます。「有する」です。

Ｊ委員：初めてではないわけですよね。わかりました。

会 長：よろしいですか。ほかに何かご質問ありますか。

    なかなか政策的には、いろいろ当然、ご質問があると思いますが、とりあえず個人情報に関

しては、これは必要な情報ですからと思いますが。いいでしょうか。それでは、この諮問の８

と９について、是か非かと問いたいと思いますが、是とされる方はいかがでしょうか。

（挙 手 全 員） 

会 長：ありがとうございます。 

    では是ということで、ありがとうございます、どうも。 

    では次、どうぞ。 

区民相談課長：ここで、ご案内……少しだけお待ちいただけますでしょうか。準備のため、少しだけ

お待ちください。申し訳ございません。 

会 長：早過ぎましたか。 

区民相談課長：（事務局の諮問順の調整ミスのため高齢者福祉課、学務課が不在）たびたび順番が変

更になって申し訳ございません。少しお待ちいただきたいと思います。 

会 長：次は５ですか、５、６ですか。 

    この実施状況の報告は次回でいいですか。 

区民相談課長：それでは、最後に資料の報告事項がございましたので、私から、その部分を先にさせ

ていただいて。 

会 長：簡単に、２分ほどでお願いします。 

区民相談課長：はい。実は、行政情報公開・個人情報保護制度の実施状況、平成３０年度についてで

ございます。これは豊島区行政情報公開条例の第２５条及び豊島区個人情報等の保護に関す

る条例第４０条に基づき、年に１回実施状況を取りまとめ、公表することになっているもので
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ございます。お手元の資料、こちらに、厚いものでございますけれども、ご配付させていただ

いてございます。例年、皆様にご案内させていただいているものでございます。また後ほど、

こちらご覧になっていただきまして、何かご質問等ございましたら、私どもにお寄せいただけ

ればと思います。 

    私からは、報告は以上でございます。 

会 長：内容が詳細ですので。読み切れないところがありますが、もし何かご質問があれば、担当課、

あるいは次回、大きな問題があれば、また次回に質問いただくということにしたいと。全くス

ルーするわけにはいかないので。 

Ｅ委員：今、これ、まず聞くところとしては、この政策経営部区民相談課というところに掛ければい

いんですね、電話とか。 

区民相談課長：はい、そうでございます。 

会 長：課長さんが今おられますので。 

区民相談課長：はい、私、課長の井上のほうで承ります。 

Ｂ委員：ちゃんと番号が書いてあるね。 

会 長：電話番号が書いてありますか。ああ、後ろに書いてある。 

Ｂ委員：一番最後のページ。 

会 長：電話番号が書いてありますので。すみません。ぜひ、そちらに。たくさんありますね。 

    来ないですが、どうしましょうか。 

    どっちか早く来たほうからやりましょう。先着順で。 

区民相談課長：今参ります。すみません。 

会 長：もし来なかったら次回、もう５時をリミットにしたいと思いますので、皆さん、大変ですか

ら、３時間も拘束するのは、よろしくないので。来なければ、もう次回回しで。 

    来られましたか、どちらですか。来られたほうからやりましょう。 

    では、諮問の１０からになりますか。 

区民相談課長：それではご案内いたします。再び順番の変更で申し訳ございません。次は、諮問の第

５号、６号でしたが、諮問の第１０号を先にさせていただきたく存じます。申し訳ございませ

ん。 

    次の資料１０、諮問第１０号については、高齢者福祉課、障害福祉課、生活福祉課、西部生

活福祉課、健康推進課で共通する業務であり、共同で諮問しております。説明は高齢者福祉課

長より申し上げます。 

会 長：それでは説明をよろしくお願いします。 

高齢者福祉課長：よろしくお願いします。高齢者福祉課長でございます。 

    資料１０をもとにご説明させていただきます。 

    今回、外部提供についての諮問の内容でございます。 

    関連する課が、高齢者福祉課、障害福祉課、生活福祉課、西部生活福祉課、健康推進課、５

課でございますが、代表して、高齢者福祉課長から説明をさせていただきます。 

    件名でございます。成年後見制度申立てに係る個人情報の外部提供でございます、 

    業務の概要を申し上げます。内容でございますが、平成３１年４月に成年後見制度申立てに

係る診断書の様式が改定されたことから、診断書作成の補助資料といたしまして、福祉関係者

が作成いたします「本人情報シート」というものが、新たに導入されました。必要に応じて医

師、家庭裁判所へ提供することとなるため、今回諮問するものでございます。 

    本人情報シートにつきましては、別紙４ということで、様式をご用意してございますが、後

ほど、改めてご説明をさせていただきます。 

    また、福祉関係者につきましては、米印を書かせていただいておりますけれども、福祉関係

者とは、ソーシャルワーカーとして本人の支援に関わっているケースワーカー、介護支援専門

員、相談支援専門員、地域包括支援センター職員、病院・施設の相談員等が想定されておりま

す。 
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    対象者でございます。対象者は、成年後見制度の利用を予定している豊島区民でございます。

    なお、豊島区が保険者、生活保護の実施機関、障害福祉の実施機関である人を含みます。 

    個人情報の提供先でございます。この成年後見制度につきましては、区長申立て、親族によ

る申立てが見込めない場合、区長申立てという制度がございますが、区長申立ての場合と親族

申立ての場合、二通りございます。区長申立ての場合には、診断書作成医師、家庭裁判所に提

出をいたします。親族申立ての場合は、申立て者である親族に提出をいたします。 

    提供方法は紙面による提供。 

    提供理由でございますけれども、成年後見人が適切な類型、この適切な類型といいますのは、

後見・保佐・補助と、本人の判断能力に応じて、３種類の類型に分かれております。こちらで、

適切な類型に選任されるためという内容でございます。具体的には、医師が的確な診断を行う

ための補助資料として活用する。また、裁判所が後見開始の申立てを受けた際に本人の判断能

力と後見人選定の検討資料として活用するというものが代表的なものでございます。 

    関連法令につきましては、審判開始に関する法令は民法、それから区長申立てに関する法令

については老人福祉法であるとか、その状況に応じて、知的障害者福祉法、精神保健及び精神

障害者福祉に関する法律が根拠法令でございます。 

    一括承認基準の該当は類型なし。 

    過去の類似案件もございません。 

    諮問理由でございますが、本外部提供は新規のものであり、一括承認基準に該当しないため

でございます。 

    取り扱う個人情報でございますが、次のページ、別表ということで用意をしております。 

    「取り扱う個人情報」の項目、区が外部提供する情報といたしまして、作成情報から氏名、

生年月日等、１１の項目でございます。いずれも理由は、この今回「本人情報シート」が制定

されたため、「本人情報シート」の様式の記載項目になっているためというものでございます。

    お戻りいただきまして、７番、外部提供する時期及び期間、本審議会の承認後とするという

ものでございます。 

    あわせて、今回諮問の資料ということで、別紙をご用意しております。簡単に概要を説明さ

せていただきます。 

    別紙１でございますが、この本人情報シートの流れを図にいたしました。 

    一番左を見ていただきますと、ご本人、あるいは親族と関係機関と相談支援などを行う、ま

た、区も申立てに関する相談支援を行っております。そこで、区長申立てとなった場合に、真

ん中の、この矢印のところを見ていただければと思いますが、まず１番目として、診断書の作

成依頼を主治医に対して行いますけれども、その際に、診断書作成に当たって、この本人情報

シートが必要かどうかというものを確認し、作成を求められた場合に作成をするというよう

な流れを想定してございます。 

    なお、この本人情報シートの作成は任意ということになっております。 

    ここで主治医から本人情報シートの作成を求められた場合は、区といたしまして、本人情報

シートを作成いたしまして、主治医に提出をいたします。その後、診断書を作成していただく

というような流れになります。 

    あわせて、成年後見制度の申立てに係る書類については、家庭裁判所に提出いたしますので、

あわせて本人情報シートの写しを提出するというような流れになってございます。 

    次のページ、別紙２、それから別紙３につきましては、親族申立ての場合ということで流れ

図をつくっております。 

    一番真ん中、楕円形では、親族の方が中心になっておりますけれども、まず別紙２、高齢者

の場合は、親族と豊島区、あるいは豊島区の場合、高齢者総合相談センターが相談窓口にもな

ってございますので、区と高齢者総合相談センターとも協議をしながら、親族から本人情報シ

ートの作成依頼があった場合には、区が作成をすると。区が作成し、親族に本人情報シートを

提供するという流れをつくってございます。その後の流れは、区長申立てと同様でございま
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す。 

    また、別紙３につきましては、高齢者福祉課以外、障害者、生活保護受給者の場合というこ

とで、流れは一緒でございますけれども、親族から相談、本人情報シートの作成依頼があった

場合には、区が、それぞれの主管課が本人情報シートを作成し、親族に提供するという流れで

ございます。 

    別紙の４をお願いいたします。 

    別紙４は、本人情報シートの様式でございます。これらの情報を区が作成するというような

内容になっております。 

    また、今回の本人情報シートにつきましての概要につきまして、参考資料として、裏表でま

とめております。こちらもお配りしておりますけれども、本人情報シートの目的などについて

は、先ほど申し上げたとおりでございますけれども、少し丁寧に解説させていただいておりま

す。少し説明をさせていただきます。 

    本人情報シートの概要、１番でございますが、平成３１年４月に成年後見制度申立てに係る

診断書の様式が改定され、診断書の作成の補助資料として、本人情報シートが新たに導入され

ました。今回の申立て手続の改定は、成年後見制度利用促進法に基づき、成年後見制度利用基

本計画の中で利用者のメリットを実感できる制度・運用の改善を図る上で見直されたという

ものでございます。ご本人の、その利用者、成年後見制度を利用しようとされる方のメリット

を考えてという内容でございます。 

    ２番では、成年後見制度に係る区の業務として、区長申立ての制度、それから、親族申立て

を支援するという内容を書いてございます。 

会 長：もう時間がないので、この辺のところは、皆さん既に情報を持っておりますので。今日は、

もう５時で終わりますので。 

高齢者福祉課長：失礼いたしました。 

会 長：まず今の説明に関して、何か質問等ありますでしょうか。はい、Ｂ委員、どうぞ。 

Ｂ委員：今回のこのシートの導入が、ご本人の権利擁護につながるというふうな視点で、今お話がさ

れたと思います。ただ、申し訳ない、９ページのところで、ここが質問なのですが、本人情報

シートの提供を行わない場合ということで、１番はわかります。情報がないのだったら提供し

ない。それから急性脳障害等で急激に低下したときは、そういうものが、情報がないに近いの

かなとわかるのですが、まあ、そうかどうかはわからない。３番が、虐待や消費者被害など、

本人の財産を守るために、早急な審判を求める必要がある場合に提供しないというのが、逆に

違和感があるのですが、これは、特に２番、３番は、具体的にどうしてこういうシートを情報

提供しないということになるのでしょうか。 

会 長：はい、どうぞ。 

高齢者福祉課長：２番目につきましては、１番と似ているような状況でございます。急激な変化で、

本人情報シートの作成もなかなか難しいというようなところがございます。 

    あと、虐待、消費者被害などについても、その状況を正確に、その本人情報シートに記載す

る状況を作成するのが困難であるということからでございます。 

会 長：シートがつくれないということですよね。提供すべきシートが。 

    どうぞ、補足ですか。 

高齢者福祉課課長補佐：すみません。早急な審判を求めるということで、もう明らかにご本人の判断

能力が低いということがわかっていて、この書類を作成する時間を待たずに、ある程度、調査

も限定的な範囲で申立てが最低限できるというところで、早急に審判を申し立てるというこ

とがあるので、その場合は、このシートの作成を待たずに申し立てる場合を想定しておりま

す。 

会 長：はい、どうぞ。 

Ｂ委員：このシートをつくるのに、結構、時間がかかってしまうということになるのでしょうか。あ

るいは、例えばこれを見ていると、単独に、区として、どこかの部署だけで出すということが
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できないとか、何かそういう理由があるということですか。 

会 長：はい、どうぞ。 

高齢者福祉課長：例えば高齢者の場合ですと、高齢者総合相談センター、地域包括支援センターと協

議しながら、連携しながらというようなところもございます。この内容を全て、早急につくる

のが、非常に困難ですので、ある程度、時間はかかるものと考えています。 

Ｂ委員：そういう意味では、一人で誰かが勝手に、勝手にはつくれないと思うのですが、それなりの

合議制でこういう書面でいいですよね、みたいな手続が必要になってくると、こういう考え方

なのですか。本人情報シートというのは、つまり、どこかの、例えば高齢者福祉課だけでつく

るとか、そういうことができないような仕組みということになっているわけですか。 

高齢者福祉課長：作成は高齢者福祉課も含めて、各主管課が作成いたしますけれども、ある程度のそ

ういった情報を集めながらというようなところもあります。 

Ｂ委員：ありがとうございます。 

会 長：ほかにご質問は。Ｊさん、どうぞ。 

Ｊ委員：端的に言います。この情報シートを作成する場合、それで保管するのは、一応、これは医師

も、主治医も保管する。それから、作成は区ということですけれども、これは例えば情報公開

を求められた場合、どこが責任を持って回答するようなことになりますか。これは対象外。

会 長：どうぞ。 

高齢者福祉課長：提出先は医師ということになりますので、医師でカルテなどと一緒に保管をすると

いうようなことになろうかと思います。また、裁判所に対しても写しを提出するというような

流れになっております。 

会 長：よろしいですか。 

高齢者福祉課長：情報公開のところ、区としても保有いたしますけども、そのときの判断ということ

になるかと思います。 

会 長：よろしいですか。 

Ｊ委員：いいですか。 

会 長：どうぞ。 

Ｊ委員：先ほど委員がおっしゃったように、これは、いわゆる、こういう情報については、常に刻々

変化する可能性があるということなので、固定的なものではないと思うのですよね。そうする

と、求められたときに、その都度対応するということでいいのですか。 

会 長：どうぞ。 

高齢者福祉課長：おっしゃるとおり、特に認知症の方などの場合には、さまざまな環境で状況変化い

たしますので、その時々、その求めに応じて作成するものでございます。 

Ｊ委員：わかりました。 

会 長：Ｅ委員、どうぞ。 

Ｅ委員：別紙１、３ページの１番のところです。診断書作成に「本人情報シート」が必要かどうかを

確認し、作成を求められた場合に作成とあるのですけれども、誰が必要かどうかを確認するの

でしょうかということが１点です。先にそれをお願いします。 

会 長：どうぞ。一つずつにしましょう。 

高齢者福祉課長：本人情報シートについては、これは、作成は任意となっておりますけれども、主治

医から求められた場合には作成をするというような流れをつくりたいと考えております。 

会 長：では次、どうぞ。 

Ｅ委員：これは、ごめんなさい、完全に要望なのですけれども、今図面の中にある関係機関というの

が、今、諮問の内容を見ると、どうも福祉関連機関に限定されているようなのですけれども、

支援センターとか、ケアマネとか。それだけではなくて、独居の人で、そういうところにかか

っていないとかいう人もいるでしょうし、あとは、そういうところにアクセスしていないけ

ど、かかりつけ医はあるよという人がいると思うので、今後、関係機関に、民生委員とかかり

つけ医を入れてほしいという要望、以上です。 
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会 長：はい、どうぞ。 

高齢者福祉課長：要望は承りました。 

会 長：検討するということでしょうね。 

    Ｆ委員、どうぞ。 

Ｆ委員：提供される情報の範囲と対象者についてだけ確認したいのですけれども、これは、まず、

提供される類型というのは、これは後見と保佐と補助の全てなのか。というのも、これは８

ページのところだと、区長申立て後見の場合に限定されていて、親族申立て後見と保佐の場

合で、補助の場合が除かれているので、これは制限がかかって、区長申立ての場合は後見の

申立ての場合だけで、親族申立ての場合は後見と保佐の場合だけということなのかというの

と。もう一つ、後見等の申立てできる類型の人々に、後見人とか保佐人とか、後見監督人と

いうふうな類型の人たちも含まれると思うのですけれども、そういうふうな場合、対象者に

は提供されないというふうな理解でよろしいかというのを、情報提供の範囲だけ確認したい

と思いました。 

会 長：どうぞ、お願いします。 

高齢者福祉課長：区長申立ての場合には、後見のみということになりまして、親族申立ては後見と

補助、保佐、いずれも類型もあるのかなと考えておりますけども、区長申立ての場合は後見

のみということでございます。 

Ｆ委員：それは、法令上は可能だけれども、豊島区では後見に限定しているということですか。 

会 長：どうぞ、何か補足説明だとかは。 

高齢者福祉課課長補佐：すみません、補足させていただきますが、保佐、補助については、本人申

立てもできますので、申立て支援ということで関わらせていただくことがありますが、区長

申立てについては、現在、後見で行っております。 

    親族申立てについて、後見、保佐について、今回諮問させていただいておりますのは、補

助につきましては、あくまでも、ご本人の同意がないと申立てができないというような仕組

みになっておりますので、本人同意が得られるというような想定をしておりまして、ここに

は、諮問としては上げておりません。 

会 長：ということで、いいですか。 

Ｆ委員：つまり、区長申立てについては後見のみが範囲で、親族申立てについては、この資料のと

おり、後見の保佐のみというふうな理解でよろしくて、かつ、対象者としては後見人とか保

佐人とか補助人とか、それぞれ監督人から情報の提供を求められても提供しないという理解

でよろしいですね。 

高齢者福祉課長：はい、おっしゃるとおりです。 

会 長：ほかにご質問ありますか。 

    Ｂ委員、どうぞ。 

Ｂ委員：今のお話の中で、そうするとこの本人情報シートというのは、主治医しか見ないという

か、申立てをした親族は内容がわかるのかどうかというのは、聞いてみたいなと思うんです

が、いかがでしょうか。 

会 長：どうですか。 

高齢者福祉課長：親族は中身を確認することが可能です。 

会 長：はい、どうぞ。 

Ｂ委員：一応、主治医の要望があって出すのだけれども、主治医から要望がなければ出さないので

すよね、これ、先ほどの説明では。だけども、それが出されたときには、申立てをした親族

も、あるいは区長申立てだったら、これは、別ですけれども、この人たちも中身を見ること

ができるということになるのですかというところなのですね。裁判所はしようがないと思う

のですが。 

会 長：はい、どうぞ。 

高齢者福祉課長：諮問資料の３番のところには、提供先について、区長申立ての場合は診断書作成
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医師、親族申立ての場合は申立て者である親族というようなことで分けてございます。 

会 長：大体、これは国の統一的な基準になっているのですか。そうでもない。豊島区独自。 

高齢者福祉課長：豊島区として整理をさせていただいたこの流れでございます。 

会 長：なるほど。 

    Ｅさん、何かございますか。 

Ｅ委員：本人情報シートなのですけれども、かなり実態というか、かなり細かくて、多分、要介護認

定のときに必要なような内容だと思うのです。要介護認定の申請書を出すときは、本人が直に

出すこともあると思うのですけれども、ケアマネ、家族、本人とかという三者立ち会う、私は

それがベストだと思っているのですけれども、これは、どういう想定で書かれたのかというの

が１点あるのと、本人の同意ありが前提ということなのですけども、認知症に足を突っ込みか

けているという方の同意はどうやって得るのかなというのが、今、気になっています。 

    以上です。 

会 長：どうぞ、答えられる範囲で結構です。 

高齢者福祉課長：本人情報シートにつきましては、国から示された様式でございます。 

    それから、本人同意のところ、特に後見申立てなどは本人同意が、なかなか望めませんので、

こういった形で諮問させていただいて、外部提供をさせていただければというふうに考えて

いるところでございます。 

会 長：国の制度ですから、利用に関しては、いろいろ問題があるので、こういうのができたと思い

ますが、弁護士さんがおられないので残念ですが。 

Ｅ委員：すみません。 

会 長：い、どうぞ、Ｅさん。 

Ｅ委員：これも要望なのですけれども、うちの父母が要介護申請をしたときに、ケアマネさんに話を

聞いてもらって、私が申請したのではなくて、ケアマネが直で市に申請したのですね。そうい

うふうな流れを、今後想定して、ここの部分を考慮してもらえたらと思っています。 

    というのは、一番成年後見が必要で、例えば振り込め詐欺にひっかかるだの、商品を送り付

けられて受け取ってしまって、後で多額の請求をされてしまうとか、あとはお金を勝手に使っ

てしまうとか、そういうあれが必要なのは、かなり低目の要介護認定、あるかなしか、せいぜ

い要支援１、２と、あとは要介護１、２ぐらいだと思うのですね。なので、その辺の人たちが

うまくひっかかってほしいなということを希望していますということです。 

会 長：要望ですね。 

Ｅ委員：はい、要望です。以上です。 

会 長：では、この辺は検討していただきたいと思います。 

    ほかに何かご質問ありますか。もう５時で打ち切りですので。 

    では、この辺で可否を、是非を問いたいと思います。 

    是とされる方、手を挙げていただきたいと思いますが。 

（挙 手 全 員） 

会 長：よろしいですか。では是ということで。ということで、今日はもう時間になりましたので、

あと５と６は、先ほど待たされたではないですか。諮問の必要はないとみなしてよろしいので

すか。学務課。 

区民相談課長：一言、事務局の不手際によりまして、説明の順番が円滑につながらなく、時間が押し

てしまいました。大変申し訳ございませんでした。 

会 長：では、今日はこれで打ち切りということにしましょうか。 

区民相談課長：もう一件ですね、諮問がございます。委員の皆様の貴重なお時間を拘束して、大変申

し訳ございませんが、何とぞ、もう一件。 

会 長：先ほど無駄な時間を過ごしましたよね。 

区民相談課長：申し訳ございません。 

会 長：誰か一人おられなかったのですか、学務課の方。 
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区民相談課長：いえ、事務局で、順番をうまくつなぐことができなかったものでございます。大変申

し訳ございません。 

会 長：副会長につなげたいのですが、おられないですよね。私、今遠方に帰る必要があるので、今

日は無理です。いいですか、もう。どうしても必要ですか、これは。今おられるのですか、学

務課の方。何か弁明してください。 

学務課長：すみません。事務局から順番、後ろでということで、最後でということで、お話があった

ものですから、大体５時１５分を目処にという、お話があった。 

会 長：５時１５分ではありません。 

学務課長：申し訳ございません。 

会 長：当初、５時に終わるということを言っていますよ。 

学務課長：申し訳ございません。私が聞いていたのとは、違う話でしたので、申し訳ございませんで

した。 

会 長：冒頭に私は言いました。 

学務課長：申し訳ございません。 

会 長：９月に回せませんか。 

学務課長：契約の案件もありますので、ぜひお願いいたします。 

会 長：２カ月でしょう。１カ月待てばいいのではないですか。７月２５日、９月１０日。 

学務課長：システムの関係の構築がございますので、申し訳ございません。お願いします。 

会 長：それでは５分でやってください。 

学務課長：はい。 

会 長：この審議会は、基本的には２時間で終わる予定なのですよ。皆さん、忙しいのに来ていただ

いているのに、自分たちが来ないというのはとんでもないことだと思いますよ、本当。 

学務課長：はい、申し訳ございません。 

    それでは、資料の５と６、あわせてご説明させていただきます。 

    校務用パソコンと学校徴収金システムの電子計算機の結合及び、学校徴収金システムの構

築、データ移行及び保守業務の委託に係る措置ということで、こちらは業務委託でございま

す。 

    こちらの内容につきましては、学校の、各学校に私費会計、給食費や教材費などの保護者負

担になっている費用について、現在、ほとんどの学校がゆうちょ銀行の口座をつくって、そこ

に保護者の私費会計分を徴収しているというところでございます。 

    この度、パソコンのＷｉｎｄｏｗｓ７、ＯＳが、Ｗｉｎｄｏｗｓ１０に切りかわることによ

って、今現在、ゆうちょ銀行の学納金システムというのがあるのですけども、そのシステムが

使えなくなると、一部機能が使えなくなると。未納通知の印刷、それからシステム設定、再振

替ができているものができなくなるとか、システム内の給食費、教材費を分けて金額入力した

ものが、自動的に合算してくれたものができなくなる、それから明細データが出せなくなると

いった状況が出てくるといったことでございます。 

    つきましては、資料５の別紙１にありますように、各学校と受託者、学校収納金システム、

ここを新たに設定しまして、ここにネットワーク環境をつくって、新たにデータのやりとりを

する中で、今後できなくなる未納通知、再振替、そういった業務をできるようにするというも

のでございます。 

    簡単ではございますが、資料５と資料６のことについて、あわせて説明をさせていただきま

した。よろしくご審議のほど、お願いいたします。 

会 長：それでは、ご質問。 

    はい、Ｅ委員、どうぞ。 

    個人情報の関係に絞ってくださいね。要望とかは、この際一切なし。 

Ｅ委員：だめです。なしです。 

    流れ図が、別紙１、３ページにあるのですけども、各小・中学校の校務用パソコンが直に受
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託者につながっていて、区を一切介在していないので、ファイアウオールがないというのが心

配です。ここはどうでしょうか。 

会 長：どうぞ。 

庶務課課長補佐：これは、この図はファイアウオールの表示がございませんが、インターネットにつ

ながるに当たっては、きちっとファイアウオール、そういった措置をとってございます。 

Ｅ委員：ありがとうございます。 

会 長：ほかにございませんでしょうか。 

    Ｂ委員、どうぞ。 

Ｂ委員：校務用パソコンは、先ほど言ったように、いろんなものが校務用では入っているのだけれど

も、いわゆる徴収金のシステムと、あと、ほかの学務上のいろんなものが、うまくちゃんと分

けられているかどうかというのは、ちょっと心配なのですが、素人的な発言ですけど、それ

は、ちゃんとできているということでいいのでしょうか。今までやっていたということでしょ

うか。 

会 長：どうですか。 

庶務課課長補佐：先ほどお話があった、学校の強靭化対策というものがございまして、その中で、こ

のインターネットを分離するという作業がございます。行政系と同じように、インターネット

に接続する際には、論理的に分割した場所から接続しますので、学籍簿等が漏れる心配はござ

いません。 

会 長：いいでしょうか。よろしいですか。どうぞ。 

Ｂ委員：実際上、今までもこれは、こういう、同様のシステムは使っていて、これを今度もう少し違

う形でやらなければいけないということでしょうから、これは是で結構です。 

会 長：はい。仕方ないですよね。言い方はあまりよろしくないけれども、これは徴収の公平性とい

うこともあるし、ただ乗りはだめですよ、やっぱり。何かそういうのが、これまでもありまし

たよね。 

    ほかに。何か僕が怒ったので、皆さん、萎縮して申し訳ないと思います。何か、この際あれ

ばおっしゃってください。 

Ｂ委員：それと、給食費のあれを、つまり学校の先生が、先ほどの長時間労働の部分で言えば、教員

がこれを多少やったりしていて、もちろん、子供たちの状況を知ったりするには、場合によっ

ては必要かもしれないけれども、事務作業までやっているというようなことがあったりして、

今、私費会計と言っていますけど、これを公会計にしようという流れもあると思うのですが、

いかがでしょうか。 

会 長：どうですか。どうぞ。 

学務課長：今まで国も、公会計化というところは、具体的にどちらでもいいというところでお示しを

していたところだったのですけども、もうやっぱりそういった働き方改革といったところも

あって、文科省も公会計化にしていくべきだというような方針も出しておりまして、２３区の

中でも、現在、世田谷区が公会計化をしているところです。豊島区においても、今後公会計化

に向けて、前向きに検討していきたいと考えているところでございます。 

会 長：はい、いいでしょうか。 

    お金は、割と大事な個人情報であるわけですから、でも他方で、公の仕事に対して、費用を

払うというのは当然のことで、そういう義務が履行されていないということはよろしくない

ことなので、それをするということですよね、システム的に。 

    ほかに何かご質問とかご意見ありますか。何か強引に進めたみたいで。あまりそういう印象

を残すとよくないので、なるべく諮問事項は年間に分散してやってほしいという要望をあえ

て言わせていただいて、委員の皆さん、本当にお疲れのところ、申し訳ございませんでした。

    では、この辺でこの件についての是か非かを問いたいと思いますが、是という方は挙手をお

願いいたしますが。 

（挙 手 全 員） 
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会 長：よろしいですか。どうもありがとうございます。 

    では、この件は是ということで、どうもご苦労さまでした。 

学務課長：どうもありがとうございます。 

会 長：以上で、今日の諮問事項と報告事項は全て終わったということです。 

    一言、どうぞ。 

区民相談課長：本日はお忙しい中、長時間、誠にありがとうございました。また、説明の順番の点で

は時間をとってしまったことについて、重ねてお詫び申し上げます。申し訳ございませんでし

た。 

    次回審議会につきましては。 

Ｅ委員：ごめんなさい、すみません、１点。 

会 長：先ほど終わったので、もうやめてください。 

Ｅ委員：差し替えと差し替え前と何が違うのかだけ聞きたいです。具体的にわからないので。 

会 長：後で説明してもらえる。この全体ではなくて、個別的なことは個別に聞いてください。 

Ｅ委員：はい。 

区民相談課長：では続けさせていただきます。 

    次回審議会については、９月１０日、火曜日、１０時から、本日と同じ第二委員会室で執り

行いますので、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：はい。次は１０時からですから、よろしくお願いします。２時間過ぎると、おなかがすきま

すので。 

    ということで、今日はどうもご苦労さまでした。ありがとうございました。 

合 議 結 果

議 事 

次の諮問事項について審議し、これを承認（答申）した。 

答申第１号 

教職員出退勤管理システム（仮称）導入に係る個人情報の電算処理 

答申第２号 

教職員出退勤管理システム（仮称）導入によるデータ移行及び保守 

業務の委託に係る措置 

答申第３号 

校務用パソコン顔認証システムに係る個人情報の電算処理 

答申第４号 

校務用パソコン顔認証システムの保守業務の委託に係る措置 

答申第５号 

校務用パソコンと学校徴収金システムの電子計算機の結合 

答申第６号 

学校徴収金システムの構築、データ移行及び保守業務の委託に係る 

措置 

答申第７号 

臨時・特別給付金支給事業に係る児童扶養手当受給者の個人情報の 

目的外利用 
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答申第８号 

幼児教育・保育無償化に伴う豊島区私立幼稚園等園児保護者補助金 

業務の委託に係る措置（平成 28 年答申第 9号の個人情報の追加） 

答申第９号 

私立幼稚園補助金システムの改修及び保守業務委託に係る措置 

答申１０号 

成年後見制度申立てに係る個人情報の外部提供 

次の事項について報告された。 

（１） 行政情報公開・個人情報保護制度の実施状況 平成 30年度について 

提 出 さ れ た 

資 料 等 

資料１ 教職員出退勤管理システム（仮称）導入に係る個人情報の電算処理 

資料２ 教職員出退勤管理システム（仮称）導入によるデータ移行及び保守 

    業務の委託に係る措置 

資料３ 校務用パソコン顔認証システムに係る個人情報の電算処理 

資料４ 校務用パソコン顔認証システムの保守業務の委託に係る措置 

資料５ 校務用パソコンと学校徴収金システムの電子計算機の結合 

資料６ 学校徴収金システムの構築、データ移行及び保守業務の委託に係る 

    措置 

資料７ 臨時・特別給付金支給事業に係る児童扶養手当受給者の個人情報の 

    目的外利用 

資料８ 幼児教育・保育無償化に伴う豊島区私立幼稚園等園児保護者補助金 

    業務の委託に係る措置（平成 28 年答申第 9号の個人情報の追加） 

資料９ 私立幼稚園補助金システムの改修及び保守業務委託に係る措置 

資料 10  成年後見制度申立てに係る個人情報の外部提供 

報告１ 行政情報公開・個人情報保護制度の実施状況 平成 30 年度について 


