
会 議 録
附属機関又は 

会議体の名称 

豊島区行政情報公開・個人情報保護審議会 

（令和元年度 第３回） 

事務局(担当課) 政策経営部 区民相談課 

開 催 日 時 令和元年１２月１９日（木） 午前１０時００分～１１時２２分 

開 催 場 所 豊島区役所本庁舎９階 第一委員会室 

議      題 

諮 問 

（1）諮問第１２号 

指定市町村事務受託法人における障害福祉サービス事業者等

への指導検査事務の委託に係る措置 

報 告 

（1）豊島区フレイルチェックのご案内他の印刷 

（2）母親学級・パパママ準備教室業務委託 

公開の

可 否

会 議 ■公開 □非公開 □一部非公開   傍聴人数 0 人 

会議録 
□公開 □非公開 ■一部非公開 

（理由）豊島区行政情報公開条例第 7 条（2）に該当するため 

出席者

委 員 

渋谷秀樹（会長）、草葉隆義、村山健太郎、河原弘明、小林ひろみ、 

辻 薫、松下創一郎、池田勝江、國松省三、田中 治、戸内洋二、 

苗加一男、守屋仁子 計１３名 

説明者 障害福祉課長、高齢者福祉課長、健康推進課長 

関係人 情報管理課長 

事務局 政策経営部長、区民相談課長、区民相談担当係長（行政情報）



審 議 経 過
№1 

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。 

    なお、本日は升元委員より所用のためご欠席の連絡をいただいております。 

    傍聴の方は、現在のところございません。 

    続きまして、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と報告資料１から２でございます。 

    お手元にございますでしょうか。ご確認をお願いいたします。 

    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３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。 

    本日は、諮問事項１件、報告事項２件を予定しております。 

    審議につきましては、２時間以内を目処に執り行いたいと思っておりますので、皆様

のご協力をお願いいたします。 

    それでは、早速審議に入りたいと思います。 

    それでは、議題に入りますが、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。 

    着席のままで。 

区民相談課長：恐縮です。すみません。 

    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項第２号の規定

に基づき、次の事項について諮問いたします。 

    諮問第１２号「指定市町村事務受託法人における障害福祉サービス事業者等への指導

検査事務の委託に係る措置」以上、１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お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。 

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、諮問第１２号について、障害福祉課長よりご説明申し上げ

ます。 

障害福祉課長：はい、よろしくお願いします。 

会 長：はい、お願いします。 

障害福祉課長：おはようございます。すみません、着座にて説明させていただきます。よろし

くお願いします。 

    件名です。「指定市町村事務受託法人における障害福祉サービス事業者等への指導検

査事務の委託に係る措置でございます。 

    業務の内容についてです。本事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律、以下「障害者総合支援法」と言います。及び児童福祉法で指定を受け
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た障害福祉サービス等を行う事業者について、同法に基づく指導検査事務の一部を委託

するものです。 

    初めに、指導検査事務の事業概要のほうをご説明したいと思います。９ページのほう

までめくりいただきまして、参考資料になります。障害福祉サービス指導検査の概要と

いうところをお取り出しください。 

    こちらの本案件にございます障害福祉サービス事業者等というところなのですけれ

ども、こちらにつきましては、障害者の方へ障害福祉サービスを提供している事業者に

なります。例えば、居宅介護といいまして、ホームヘルプサービス、ヘルパーさんがご

自宅のほうに伺うホームヘルプサービスですとか、あとは、一時お預かりする短期入所、

ショートステイでいわれるような短期入所とか、そういった一つ一つのサービスのこと

を言っております。 

    指導検査の目的でございますが、障害福祉サービス事業者等の指導検査を実施する上

で、障害福祉サービスの内容の質の確保、また、自立支援給付に係わる費用の支給の適

正化を図って、障害者及び障害児の福祉の増進に寄与することを目的としております。

    次に、実地指導についてなのですけれども、こちらは１回につきまして、複数人で実

地指導させていただいております。具体的には、事業所内に参りまして、関係書類の閲

覧及び関係者からのヒアリングを行うものです。内容としましては、法令等で規定して

おります最低基準等への適合の状況、基準等に定めているサービス内容、自立支援給付

に関する事項について、改善の必要があると認められる場合には、その事項について、

適切な助言・指導を行うというものです。 

    次に、東京都・市区町村自治体における指導検査体制について簡単に述べさせていた

だきます。従来は、東京都が主に指導検査というものを行っていたのですけれども、社

会福祉法の改正がありまして、平成２５年度からなのですけれども、一つの区市の区域

内で事業を実施する社会福祉法人に限りまして、指導検査権限が都から市区へ移譲され

ているものです。 

    以降、この流れが続いておりまして、東京都より必要な技術的支援ですとか、人材育

成への協力を受けまして、指導検査体制が整った市区から順次事業を開始しているとい

うものです。 

    都の支援体制の一部なのですけれども、具体的に指定市町村事務の受託法人の活用の

推進、こちらは平成３０年度の７月から行っております。 

    指導検査の一部を東京都が指定しました指定市町村事務受託法人が受託をしまして、

質問等事務の効率化を図り、市町村の負担を軽減。委託は区市町村の必要に応じて行う

というものですが、現在のところ、１３区市が活用しているという状況がございます。

    体制が整い次第ということで、順次２６年から区でも指導検査を実施しているものな

のですけれども、２３区の状況を見ますと、２２区は既に体制が整っておりまして、残

る豊島区としては、来年度実施ということで、今、体制を整えているところでございま

す。 

    豊島区の状況についてです。豊島区の区内の障害福祉サービスの事業者等のサービス
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の数につきましては、約２５０ほどございます。 

    豊島区におきましても、令和２年から区での指導検査を開始したいということでして

いるところなのですけれども、令和元年度、今年につきましては、東京都へ半年間職員

を派遣しまして、ノウハウを習得しているところでございます。 

    また、障害福祉課内での指導検査のプロジェクトチームを立ち上げまして、要綱の整

備ですとか、課題整理等の体制整備に取り組んでいるところでございます。 

    お戻りいただきまして、資料１の業務の内容の続きを述べさせていただきます。 

    内容についてです。内容につきましては、先ほど申し上げたとおりなのですけれども、

後段のほうですね。実地指導におきましては、障害福祉サービスの事業者等に対しまし

て、法令等による最低基準の適合の状態、状況、基準等に定めるサービス内容、自立支

援給付の請求に関する事項について、指導・助言を行いまして、豊島区におきましては、

その一部を委託したいというふうに考えております。 

    ２の該当者等につきましてですけれども、障害者総合支援法及び児童福祉法で指定を

受けた障害福祉サービス等を行う事業者ということで、区内にはサービス数で約２５０

ほどございます。 

    委託の理由です。委託先につきましては、障害者総合支援法及び児童福祉法の規定に

基づきまして、東京都が区市町村支援として指定しました指定市町村事務受託法人「公

益財団法人東京都福祉保健財団」といたします。同財団に委託することによりまして、

財団の専門的知識を生かしまして、指導検査体制の強化及び事務の効率化を図りたいと

思っております。また、自立支援給付の適正化を推進するということを目的とし、委託

の理由としております。 

    効果としましては、財団の専門的知識を活用しまして、指導検査体制を確立するとい

うことで、障害福祉サービスの質の向上を図ることが目的でございます。 

    ３の一括承認基準の該当の有無ですが、類型、個人情報の項目とともにございません。

    過去の類似案件としましては、指定市町村事務受託法人における実地指導の照会事務

の委託に係わる措置ということで、平成２４年５月３０日、２４答申第２号ということ

で、介護保険課が諮問にかけているものがございます。 

    諮問理由としましては、新規事業でありますので、一括承認基準に該当しないためと

いうことになります。 

    続きまして、６から８につきましては、後ほどご説明いたしまして、９番の委託先に

つきましては、先ほど東京都が指定しております公益財団法人東京都福祉保健財団とい

うことになります。 

    １０の契約締結予定日ですけれども、こちらは令和２年度を予定しております。 

    ページをめくりいただきまして、別表の６をご覧ください。こちら、「取り扱う個人

情報」の項目ということで書かせていただいております。１つ目が、事業者が必要に応

じて収集する情報ということで、こちらは、当該障害福祉サービス事業所等の代表者で

すとか、及び従業員に関する情報になります。 

    ご覧いただきまして、（２）当該障害福祉サービス事業所等所有のサービス利用者に
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関する情報ということで、こちらのほうはサービスの利用を受けた方の情報になりま

す。 

    ７番の「情報の保護」の項目に進みます。別紙１「特記事項」のうち修正した項目に

なります。４ページをめくりいただきまして、別紙１、特記事項についてです。こちら

の第１条に本案件のタイトル、指定市町村事務受託法人における障害福祉サービス事業

者等への指導検査事務の委託というところで書かせていただいております。また、第２

条につきましては、取り扱う個人情報の範囲というところなのですけれども、１点目の

修正点というところで、当該障害福祉サービス等事業所代表者及び従業員に関する情報

というところになります。こちら、通常、氏名、電話、住所というところなのですけれ

ども、生年月日ですとか、職歴、勤務歴、地位、勤務状況、また指導検査基準に基づく

調査項目、その他受託業務の処理のために必要となる個人情報のというところで書き加

えてございます。 

    （２）の当該障害福祉サービス等事業所所有のサービスの利用者に関する情報につき

ましても、障害種別ですとか、障害支援区分というところで項目のほうを加えておりま

す。 

    第３条から第６条までは修正はございません。 

第７条に関しまして、複写または複製の制限についてになりますけれども、２点目の

修正点としまして、報告書の作成上、必要と認められた複写、複製につきましては、禁

止から制限というふうに文言を修正しております。 

    第８条の資料等の返還義務につきましては、３点目の修正点になります。こちらのほ

うは、業務処理上、返還が困難である場合が認められた場合には、ただし書きの規定を

設けさせていただいております。２行目からですね。ただし、当該資料等の返還が困難

であると認められる場合において、甲の承認を受けたときは、当該資料等を廃棄できる

ものとするということで、ただし書きを記しております。 

    ９条以下の修正はございません。 

    ページをめくりいただきまして、８ページ別紙の２になります。こちらが委託の流れ

図になっております。今回の諮問事項としましては２点になります。 

（１）が受託事業者が実地指導に必要な対象者の個人情報を収集する際の取扱いにつ

いて。 

（２）が受託事業者が収集した個人情報を返還・破棄する際の取扱いについてになり

ます。 

    こちらの表ですけれども、区、受託事業者、実地指導対象事業所ということで、区分

けが書いておりまして、左のほうから指導検査前の作業と指導検査の実地指導の当日の

流れと、指導検査後の流れというふうになっております。 

    指導検査前の事前準備としましては、まず①ですね。区のほうから実地指導対象事業

所におきまして、指導検査の実地をしますよという通知をいたします。そのときに事前

資料の提出の依頼をかけさせていただきます。提出された資料には、個人情報、名前が

含まれておりますけれども、受け取った事前資料につきましては、区が個人情報を消す
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加工をいたしまして、②の受託事業者との打ち合わせのときには加工しました資料を用

います。受託事業者につきましては、加工した資料の引き渡しを行います。こちらが事

前準備となります。 

    指導検査（実地指導）の当日です。真ん中の欄になります。③です。区の実地指導で

の同行を受託事業者が行います。その場で書類の審査やヒアリングを行います。こちら

が（１）の個人情報の収集に当たります。 

    実地指導の結果ですね。返還金などが発生した場合には、必要に応じて個人情報の含

まれた書類の写しを持ち帰ることが発生することが予想されます。その場合には、区が

実地指導対象事業者に依頼をかけまして、必要最低限の範囲での資料を受託事業者に渡

すことになります。 

    最後に、指導検査後についてです。④ですが、委託報告書の提出を事業者から区にし

ていただきます。③で持ち帰りました個人情報が記載されている資料がありましたら、

④の報告書の提出のときに返還していただくのが原則となります。また、返還していた

だいたものについては、こちらで破棄することになります。 

    ここで、返還が困難な場合には、当該資料の破棄報告書を提出してもらって、適正に

廃棄がなされたことを確認します。こちらが、（２）の個人情報の返還・廃棄に関する際

の取扱いということになります。 

    説明については以上になります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

会 長：どうもご苦労さまでした。それでは、ただいまの事項につきまして、何かご意見やご

質問ございましたら、よろしくお願いいたします。 

    Ａ委員、どうぞ。 

Ａ委員：政策的な部分については、後ほど議論していただいたほうがいいかと思いますけど、

まず専ら障害者総合支援法との関係の問題で、法解釈上の観点から幾つかお聞きしたい

ことがございます。 

    これ、取り扱う個人情報の項目としては、特にこの１２番目のその他受託業務の処理

のために必要となる個人情報の収集に当たって、事前に甲と協議をし、甲の承認を得た

ものというふうな規定辺りの妥当性と関連するものですが、まず関連する条例の規定に

ついて、前提として教えていただきたいんですが、これ、障害者総合支援法は、まず第

１０条の第１項で市町村等に自立支援給付対象サービス業者に対する行政調査の権限

を付与した上で、１１条の２項の第１号で、１０条１項に関する行政調査権限を指定事

務受託法人に委託できるというふうな規定を設けた上で、この支援法の１１５条の２項

で、市町村等は条例で正当な理由なしに１０条１項の規定による報告もしくは物件の提

出もしくは提示をせず云々かんぬんで、指定事務受託法人の職員の１０条１項の規定に

よる質問に対して、答弁せず、もしくは虚偽の答弁をし、もしくは同項の規定による検

査を妨げ、もしくは忌避した者に対して、１０万円以下の過料を科す規定を設けること

ができるというふうになっておりまして、これ、豊島区ではこの障害者総合支援法の１

１５条２項の委任に基づく間接強制の規定というのは設けているという理解でよろし

い。 
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障害福祉課長：はい。 

Ａ委員：それは、条例上間接強制の規定があるということで、それは確実という。 

障害福祉課長：はい。（※後日の再確認において、障害者総合支援法第１１５条２項に基づく

条例は、区で制定していないことが確認された） 

Ａ委員：わかりました。ということで、これは行政調査である程度の強制性を有するというふ

うなことになっておりまして、この障害者総合支援法の１１条２項の第１項の第１号の

趣旨としては、要は、この指定事務受託法人に対して、公権力等の行使を除くような定

型的な質問であったり、文書提出の依頼等を委託可能な事務として委託するというふう

な法制度の趣旨というふうなことです。要は、これは定型性が欠けているような質問や

文書提出の依頼等をこの受託法人が行った場合には、これは間接強制を背景とした規定

になっているので、一定の権力性の伴うような事務というふうなものを私人が行使する

というふうなことになってしまうおそれがあるというふうなことで、恐らく質問の定型

性というものをこの障害者総合支援法が要求しているんだと思うんです。けれども、こ

の情報を収集する中のその他受託業務の処理のために必要となる個人情報の収集に当

たって、事前に甲と協議し、甲の承認を得たものというのは、これは、具体的にどうい

うものを想定されていて、それは、なお定型的な情報を収集するというふうに言えて、

これ、障害者総合支援法の委任の範囲内というふうに考えられるのかという辺りについ

て、確認しておきたいと思ったんですけれども。 

会 長：はい、いかがでしょうか。 

障害福祉課長：定型的な内容ということになりますので、検査基準にも基づいた、例えば何と

かのサービスでしたら、これとこれとこれはチェック項目になるというようなものがも

う決められておりますので、その範囲の中で一部を委託するというものです。 

Ａ委員：なるほど、ここには出てこないんだけれども、行政庁の内部において、事前に類型を

列挙した上で、その類型については、こういう質問が加えられるというふうなことが事

前に定型性をもって確認されているというふうなことでよろしいんですね。 

障害福祉課長：はい。例えば、一部なのですけれども、チェックリストもございまして、共同

生活援助で言うならば、例えば、基本方針はここからここの項目、人員に関する基準は

世話人、生活指導員、サービス管理責任者、夜間支援従業員というような形で、細目が

分かれておりますので、これは決められた定型的な項目になっております。 

Ａ委員：なるほど。では、行政のほうで確実に定型性が維持されるということを担保できると

いうふうなことでよろしいのかなとも思うんですが。 

    ただ、少し問題がないではないのかなと思うのは、要は、これは何か市町村に行政調

査というふうなものの権限がおりてきたんだけれども、まだノウハウが十分でないの

で、この専門性をもった福祉保健財団に対して、今度、行政調査の一部を援助してもら

うというふうなことになってくるのかなと思います。この１２項で豊島区と事前に協議

をして、豊島区の承認を得るというふうなことになっていますので、豊島区自身が、こ

の福祉事業者に対する行政調査のノウハウというふうなものを十分に有していて、そこ

で列挙された情報を確実に順守するように、この行政調査を委任する受託法人を十分に
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監督できるのかというところにかかっているのかなというふうにも思いますので、これ

は豊島区があくまで実質的に行政調査を行い、あくまで指定受託法人のほうが補助的に

行政調査を保護するというふうな形式が維持できるというのは、これは確実なのか。別

に、逆の言い方をすると、何か自治体としては、これは指定受託法人が実質的に行政調

査を行い、豊島区が同行したというふうなことになってしまうと、かなり問題になって

しまいますので、そこら辺の担保というのは大丈夫なのですか。 

会 長：はい、どうぞ。 

障害福祉課長：技術的支援という形で、一部事務を委託するものでございますけれども、区と

しましても、今年度に関しましては、東京都への派遣研修をしておりますので、ある一

定程度の知識は得て、指導検査に来年度臨むという体制でおります。 

Ａ委員：なるほど。大丈夫ですといって自信をもって言われるのであれば、それ以上は言えな

いんですが。この論点についてはこれにして。 

    もう一つ、これは行政調査で集めた資料の返還せずに廃棄するというふうなものがあ

って、これは、この審議会でも何度か出てきたものだと思うんですけれども、これは、

行政調査の場合は、状況によっては、行政調査の結果として、それと密接に関連するよ

うな刑事事件の捜査につながるようなこともないわけではないわけです。 

    例えば、詐欺罪とか横領罪とかの刑事手続につながる可能性がないわけではないわけ

で。法の建前としては、行政調査は犯罪捜査のために行われてはならないので、行政調

査で集めた資料をそのまますぐ廃棄してしまうというのは、行政調査と刑事手続を切断

する意味で望ましいとも言えるんです。ただ、現実問題としては、行政調査で収集され

た資料を差し押さえ令状に基づいて、豊島区が所有しているのであれば、豊島区に差し

押さえ令状に基づいて、捜査機関が収集するというふうなことになって、この場合は、

多分指定受託法人が持っているんだったら、そこに差し押さえ令状をかけて、捜査機関

が収集するのかなというふうな気もするんです。けれども、これ、このような場合、直

ちに廃棄してしまっても、仮に後続の刑事手続とかが想定される場合に、問題がないよ

うな類型のものが廃棄されるのかというのが気になる。どういうふうなものが廃棄され

て、それは別に後続で何らかの刑事手続につながるようなものがあっても、廃棄しても、

特に問題ないというふうなものが廃棄されることなのか。行政調査の場合、刑事手続に

つながる場合もあるので、そこら辺のどういうふうなものが廃棄されて、それは別に廃

棄しても問題のないものなのかというふうな点をお聞きしたいなと。 

障害福祉課長：基本的には写し、事業者の承諾を得て写しをとってということになると思うん

ですね。基本的には報告書、受託事業者のほうから報告が上がってきた時点で、それを

全部こちらのほうに返還していただくというのが原則になりますけれども、中には、例

えば、利用者がサービスを受けに、デイサービスなり何なりに行ったとき、そこにサー

ビス管理責任者がいるかいないかとか、そういった基準的なものも加わってくるんです

けれども、そうすると、サービス管理責任者の勤務状態だとか、そのときにいたのかい

ないのかとか、サービスはどんなサービスを受けたのかとか、細かい、その分類だけで

はない違うものも付随した形で資料の提示を求めるというところがありますので、そう
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いった場合に、返還していただくのが、もちろん原則にはなるんですけれども、物理的

なところで、直接、こちらに返還ができなかった場合などには、郵送とかでいただくと

いうよりは、もうその場で廃棄していただいたほうがより安全なのかなというところの

判断です。 

Ａ委員：つまり、後続で何らかの手続があっても問題は生じないというふうなご回答だったん

ですか。どうなのでしょう。 

障害福祉課長：そうですね、はい。問題ないと思います。 

Ａ委員：そうなのですか。 

会 長：はい、いかがですか。 

Ｂ委員：では、すみません。 

    それの関連、わからないんですけど、２ページにあるこれだけの個人情報の集めた資

料が、返還が困難であると認められたときの困難が、どういう困難が想像できるのかが、

私はわからなかったんですけれど。これだけの情報が返還できない困難な場合とはどう

いうことですか。 

会 長：はい、どうぞ。 

障害福祉課長：原則は、もう返還していただきます。例えば、給付の請求書などに誰々さん、

利用者さんのお名前が書いてあって、この人はこういうサービスをいついつどれだけ受

けましたというようなものがあったりするかと思うんですけれども、そこに個人名が書

かれていたりというようなところがあるかと思うんですけれども、そういったものを持

ち帰ったときに、こちらに来られないとか、郵送ができない場合には、もうその場で破

棄していただいたほうがより情報としては安全に処理できるのかなというふうに考え

ています。 

会 長：はい、どうぞ。いかがですか。 

Ｃ委員：会長、まず、委託業務なので、何を委託するのかというのが、わかりにくい仕組みに

なっている。監査、いわゆる監査、検査ですから、実際に、どういうふうにやるかとい

うと、これを今見た限りは、この受託業者、委託先の公益財団の法人の職員ですよね、

多分。財団の職員と区の職員と一緒に、例えば障害者のヘルパー派遣をやっているよう

な事業者に行く。そこで監査をするんだけど、同じことをやるというわけではない。同

じことというか、そのときに委託であれば、委託の範囲はここまでですよ、委託業者さ

んは、この仕事を全部やってくださいね。区の職員はこっちをやりますと明確に分けな

いと、委託は、本当はできないのではないかと私は思っているんです。そういう意味で

は、分けることが実際にできているというふうに考えていいですか。 

会 長：いかがですか。 

障害福祉課長：はい。実際に、一部を委託するというところなのですけれども、その一部とい

うのは、もう何を見るか、何を聞き取るかというのは決まっておりますので、そこの部

分は、それぞれが自分の仕事を遂行する。その財団が自分の仕事を遂行して、報告書を

こちらに提出していただくというのが基本になります。 

会 長：はい、どうぞ。 
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Ｃ委員：それで、そのときに、財団は財団として独自にサービス事業者から個人情報の部分も

含めて資料をいただくことがあって、そして、それを例えば、その場で報告する書類に

するのではなくて、多分、事務所に持ち帰るとか、そういうことを想定すると、イメー

ジとしては、事務所で最終的にそれを廃棄をしますよというイメージがわくのです。け

れど、変な話、その場で区の職員に、実はこうこうこうでしたと報告したら、口頭報告

でよければ、何の資料も要らなくて終わりと、こういうふうな事業のイメージはわくん

ですけれども、実際に、どういう作業が行われるのかというところがわかりにくいんで

すね。 

    事前にいろいろと打ち合わせをするための書類、あるいは事業者は書類を、ごめんな

さい、財団は事業者からもらった個人情報のない書類をもらっている。それで、事前に、

大体こんなところかなと把握しながら現場へ行って、現場へ行くと、本物の職員名簿と

か、利用者の名簿がありますから、こういう個人情報を見てしまうわけですよね。だか

ら、見るから、それは取得をしたと、個人情報も取得をしたと、その個人がですよ。財

団が取得したり、見たりしてしまうという部分はわかるんですけど、それを最終的に廃

棄するとかということが、実際にどういう場面で起きるのかがわからないというのが、

多分質問だったんではないかなというふうに思うんですが。 

会 長：はい、どうぞ。 

障害福祉課長：基本的には、その場で処理をするのが基本になります。ですから、ここに、メ

モ書き程度にこうだ、こうだ、こうだという、これはできている、できていない。でき

ていない。ここについては追加の資料を見せてくださいというヒアリングをしたりとか

して、当日、その場でほとんどのものは、もう終わります。基本的には、その場で追加

の資料とかを、持ち帰らないというのは原則になります。ですので、原則論から言うと、

その場で調査、現物を見て、調査をして、ヒアリングをして、チェックをして、現物に

ついては、もちろん持ち帰らないですし、そのメモをしたものについては持ち帰って、

報告書にまとめて報告をするということなので、例えば、事務所にあるものを何かコピ

ーしたものを持ってきて、持って帰るというのは、原則はないです。はい。 

会 長：Ｃ委員、どうぞ。 

Ｃ委員：そうすると、ほとんど個人情報を事業者が何か紙や、あるいはデータも含めて、取得

するということはない。 

障害福祉課長：普通は、原則考えられないです。 

Ｃ委員：普通はない。ただ、現実問題、行けば、その人は知るわけですよね。個人情報として。

それは、でも守秘義務の範囲でほかには漏らしてはいけないとか。 

障害福祉課長：そうですね。 

Ｃ委員：そういうイメージで考えているという事業でいいのでしょうか。 

会 長：どうでしょうか。 

障害福祉課長：はい。当然、知り得た情報はほかに漏らさないというところになります。 

会 長：Ｃ委員、どうぞ。 

Ｃ委員：それで、先ほどＡ先生がおっしゃった部分というのは、そこの部分で言うと、区とし
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ては、一応、監査の能力はちゃんとあるんですかと、本当はすごく大事で、全体がちゃ

んとわかっていなければできないでしょうと。ただし、これは、やっぱりその辺がすご

く曖昧なのですよね。はっきり言えば、だって区でやれるんだったらやればいいではな

いですか。それで、だけど、例えば人が足りないのか、能力が足りないのか、ノウハウ

が足りないのか、そういうところで、今の現状ではどういう認識でいたら、私たちはい

いのでしょうか。 

    なぜ、そんなことを聞くかというと、行く行くは委託をしないでもできるようになる

と、こういうものなのかどうかを聞きたいと。 

会 長：はい、どうぞ。 

障害福祉課長：基本的には、独自でこなすのが基本になるのかなと思います。ただ、この検査

指導、実地指導自体も一人で行くわけにはいかないですので、複数名でパーツに分かれ

て、私は、今日は会計を見ます、事業者を見ます、サービスの利用状況を見ますという

ところでパーツに分かれて行きますので、一人では無理なのですね。なので、複数人、

二、三人で行くことになるかと思います。けれども、全体的には、区がやれれば、もち

ろんいいんですが、その一部を財団のほうに委託をかけて、手助けをしていただいてと

いうようなところにはなるかと思います。 

    今年度、１名を派遣に半年間行かせていただきましたけれども、来年度以降も継続し

た形で、派遣のほうは行きたいなというふうに考えています。職員のほうで蓄積をした

状態で、委託をせずとも自力でできるところが目指すところかなとは思っております。

会 長：Ｃ委員、どうぞ。 

Ｃ委員：それで、対象となるのが２５０事業所あると。それで、この法律自体でつまり、例え

ば豊島区だけを事業所の対象として、どういうふうに見るんですかね。つまり、豊島区

にある事業所が板橋区の人を受け入れたりしているところもあれば、法人として、豊島

区と板橋区に事業所を置いているようなところもあると思うのですけど、そういう意味

では、対象は２５０というのはどういう事業所になるんでしょうか。 

会 長：はい、どうぞ。 

障害福祉課長：サービスの数ということで２５０です。事業所になると少なくなって、１００

弱です。ですので、１つの事業所で２つサービスを、ホームヘルプと何とかと持ってい

るという場合には、事業所は１つですけれども、サービス数としては２つカウントにな

ります。それぞれホームヘルプと何とかと、それぞれに指導検査に入るというふうな形

になります。豊島区の区民だけではなく、いろいろな区の方が参加されているとは思い

ますけれども、基本的には、自分の豊島区にある事業所に行きますので、その中で、い

ろんな区の方がサービスをお受けになっているということはあるかとは思います。その

サービス事業者自体が適切にサービスをしているかというところが主眼ですので、事業

所自体で豊島区にあれば、豊島区がそこの事業所に指導検査に入るということになりま

す。豊島区の住民の方が板橋区の事業所を使われている方はたくさんいらっしゃると思

いますけれども、板橋区にある事業所であれば、板橋区の方が、区のほうが、板橋区の

ほうが指導検査に入るという、お互い様にはなりますけれども、区分けとしては、そこ
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に実地しているところが主管になるというところです。 

会 長：Ｃ委員、どうぞ。 

Ｃ委員：ただ、この書き方では、平成２５年度から一つの区市の区域内で事業を実施する社会

福祉法人に対しては、都から市に移譲されたということになっていますよね。だから、

板橋と豊島両方あったら、それは何かイメージとして東京都がやるのかなと思うんです

が、そうではなくて、豊島の分は全部豊島が、豊島区内の住所とする事業所は全部豊島

がやっていきますと、こういうイメージでよろしいんですね。 

会 長：はい、どうぞ。 

障害福祉課長：すみません。わかりにくくて申し訳ないんですが、９ページの２の東京都・市

町村自治体における指導検査体制のところの、多分この平成２５年度からというところ

だと思うんですけれども、これについては、社会福祉法の改正があって、社会福祉法人

の区分けになるんですね。社会福祉法人が豊島区内にあって、豊島区内のサービスだけ

ですよ、板橋とか練馬にはいきませんよという場合には、豊島区がその社会福祉法人を

指導検査するというところなので、それは、また別の部署が担当しております。 

会 長：はい、どうぞ。 

Ｃ委員：わかりました。そうすると、結構複雑なのですけど、今回は障害福祉課として、豊島

区内の事業所でサービスをやっている事業所を対象に、サービス数では２５０だけど、

大体事業所数としては１００ぐらいで。 

障害福祉課長：弱ですね。 

Ｃ委員：それぞれサービスごとに検査ということをやっていくというふうにしていく。その体

制を一部、その一部という部分がなかなかわかりにくいんですけど、財団に委託をいた

しますと、こういう関係ですね。ようやく少しわかりました。 

    それで、個人情報の取扱いとしては、基本的には財団、受託法人には、あまり正式に

文書やデータ、そういうものはいかない。しかし、人間がやりますから、実際には、こ

ういう情報を見て、そして、それについては守秘義務でまかなえると。こういうことで

すよね。 

    それで、実は、一番本当は心配なのは、心配というか、やっぱり、実際に、でも、こ

の障害者サービスはものすごく急激に、二、三年前ですかね、増えまして。確かに、例

えば放課後障害児のデイサービスなどで、質の問題で、例えば、きちんとしたプログラ

ムをやらずに、何かテレビを見せているだけでやっているというふうになっているとい

うような事業者が、全国的ですけれどもいっぱいあったということで、結構、報道もさ

れました。それから、その関係もあって、逆に反動というか、それでは、重度の人をい

っぱい預かっているところを少し補助金というか、自立支援給付を増やすとか、そうい

うことをやって、だけども、実際には、そんな簡単にそんな重度か中度か軽度かってわ

からないし、事業所の収入がぎゅっと減ってしまって、すごい困ったというようなこと

もいろいろありました。そのときは、では、そういう検査というのは、豊島区ではなく

て、東京都がやっていたと。 

障害福祉課長：現状では、豊島区では、まだ体制が整っていないので、東京都がやったという
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ことになります。ほかの区も５年ほど前からそれぞれ体制が整い次第始めているという

ところなのですけれども、東京都もやらないわけではなくて、東京都は全域を網羅する

という形で、もう体制が整った区は自前でやってくださいよ。ただ、そうは言いながら

も、東京都も、ある意味ピックアップした形で、豊島区が来年度から始めたにしても、

全くノータッチということではなく、ある一定の順番があるとは思うんですけれども、

豊島区の事業所についても東京都が扱うことは可能です。 

会 長：どうぞ。Ｃ委員。 

Ｃ委員：今まで東京都は全部調査、監査はできていたんですかね。というのが、今まで、やっ

ぱりそんなにできていなかったのではないかと。逆に、こういうふうにすることで、区

のほうも、ちゃんと力を入れて全部ちゃんと回って、それからやれるようになればいい

かな。それから、もう一つ監査とかだけではなくて、支援というか、そちらのほうが、

本当は、それも大事で、お金がきちんとと使われているかということだけではなくて、

悪質なのはだめだと、こうやらなければいけないんですが、現実にどういうふうになっ

ているかというのも区のほうでちゃんと把握できるようになると、こういう方向という

ふうに答弁してほしいなと思います。 

会 長：いかがですか。 

障害福祉課長：そうですね。都内のサービス事業者ですと、平成３０年度だと、９ページに書

いてある資料を見ていただくと、約１万１００サービスあります。東京都が３０年度指

導検査を実地でやったものが５１６サービスで、区市町村、豊島区はやっていないんで

すけれども、区市町村がやったものが２３１サービスということで、全体のこれで見る

と７．４％にすぎないんですね。 

    ですので、東京都もいろいろと数が増えているので、東京都だけではまかなえないと

いうことで、身近なところで小回りのきくような形で、支援もできるような形で指導検

査に入ってほしいというのはあるかと思います。 

    ですので、悪いというか、不適切なものを指摘するんだということではなく、通常や

っているものを見せていただいて、改善できるもの、基準に満たしていないところにつ

いては、基準にしていただく、改善していただくというのが、本来の指導検査の目的か

なというふうには思っております。 

会 長：はい、よろしいでしょうか。 

    ほかにご質問等がありましたら。 

Ｄ委員：よろしいでしょうか。 

会 長：では、すみません。 

Ｄ委員：今のお話なのですけれども、具体的に、要するに８ページのお話ですね。細かいこと

はよくわからないもので、全体の東京都からこういう指導があって、それを区のほうで

つくられて、区のほうとしては８ページのような体制をつくられたと。そういうことで

ございますよね。ですから、事前に検査があって、共有部分が業者さんとあって、最終

的にその共有部分の守秘義務があるものは、一切区に、要するに戻してほしいと、そう

いうシステムですよね。 
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    ですから、この共有部分に関しましては、先ほどからお話があるんですけども、能力

の問題もあるので、十分できない場合だってあるわけですよ。私はサラリーマンだから

よくわかるので、要するに報告義務、だから、最終的に言えば、最終的に指導検査後の

個人情報の廃棄の報告を明確にしていただきたいなと。ここに関して、要するに齟齬の

ないようにしていただければ、基本大丈夫なのではないかなと思うんですね。これから、

まだ１３都市しか、まだ実地されていないということで、豊島区としても大変なことを

されると思うんですけれども、そこだけだと思うんですよ。 

    システム上、細かいことを言ってもしようがないので、能力もまだはっきりわかって

いないわけですよね。やってみて、要するに、そこの業者さんが果たして、こちらの期

待どおりの能力を発揮してくれるかどうかもわかっていないわけですよ。だから、そう

いうことを論議しても、あまり意味がないというか、むしろ、このシステムをきちっと

やってほしいし、この中で一番やってほしいのは、検査後のいわゆる個人情報の廃棄を

明確に豊島区としてはチェックしていただきたいなということを期待します。 

障害福祉課長：ありがとうございます。承知しました。 

会 長：いかがでしょうか。 

Ｄ委員：以上でございます。 

会 長：要望ということで。 

    どうぞ。 

Ｅ委員：この事業そのものが、いわゆる東京都の専門的な部分と、それから、これまで職員と

して仕事にタッチしていた方々、協力しながら適正な指導をしていこうということだろ

うと思うんですけど、これ、専門性をもっている東京都の第三機関というようなお話で

すよね。どういう構成になっているか、いわゆる役所のある機関というと、いわゆるＯ

Ｂが入ってやると。そうすると、ある種の行政的な癒着といいますか、適正な指導の強

弱が出てくるという点がありますので、そういった意味では、先ほどのお話が出たよう

に、監査と、それから検査ですよね。そして、また各機関の職員の構成といいますか、

そういう部分も、例えば一番専門性を有している東京都の福祉財団ですか。こちらのい

わゆる人的構成といいますか、そういう部分を教えていただければと思います。 

会 長：はい、どうぞ。 

障害福祉課長：こちらのほうの財団なのですけれども、幾つか部門がありまして、かなり所帯

としては大きいものになります。介護保険関係の保健福祉医療人材の育成に関する事業

というところだと、介護支援専門員の育成ですとか、研修を行っておりますし、あとは、

福祉保健医療に関する相談及び情報提供並びに福祉サービス評価に関する事業という

ことですと、福祉情報総合ネットワーク事業ですとか、そういったものも扱っておりま

すし、福祉サービスの第三者評価のシステム事業も扱っております。また、ＮＰＯ法人

に関する支援事業といたしまして、介護保険事業者の支援ですとか、法人等への運営支

援、行政職員の研修、行政機関に関する事業ということで、都、区市町村等の研修、行

政機関への支援というふうな形で、保健福祉行政に関わる育成ですとか、教育・研修で

すとか、そういったものを扱っているところです。 
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    東京都のほうも、今年は一人こちらの財団のほうに派遣で行っているというふうに聞

いております。 

会 長：はい、いかがでしょうか。なかなか実態が難しい。 

Ｅ委員：ある意味で、非常に細かい専門性を有する人が集まっているというふうなイメージは

受けるんですが、いわゆる行政のＯＢというのを活用するところに、ある意味で問題点

があるかもしれないし、また、それを経験だけに頼らないで、現在の福祉行政の問題点

に基づいた指導ができるようなメンバーなのかどうかというふうな、そういうところを

気にしていたんですけれども。 

障害福祉課長：そうですね。職員数としましては、常勤職員という形で１０１名。平均年齢が

３９．２歳ですので、役所よりは５歳ぐらい若いかなという。 

Ｅ委員：わかりました。 

会 長：よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

    ほかに何かご質問。はい、どうぞ。 

Ｆ委員：別紙のこの８ページのところで、今回の諮問事項ということで、２つ掲げられていま

す。先ほどＤ委員から２番目の廃棄に関する取扱いについては確認していただきました

けども、私はこの１番目の最初の収集の際の取扱いということなのですけども、まず区

が事業所から収集する場合、提出してもらうということになっていますけども、これは

何か現物を郵送だとか、またデータのメールだとか、その辺の収集の方法としてはどう

いうことになるんでしょうか。 

会 長：はい、どうぞ。 

障害福祉課長：基本的には、当日用意していただくものという形でご案内していますので、例

えば、マニュアル類はこれとこれとこれはありますかとか、勤務の状態でしたら、これ

とこれとこれを用意しておいてくださいというような形でご用意していただくものを

事前にお知らせするというところになります。 

会 長：はい、どうぞ。 

Ｆ委員：私が勘違いした、事前に、では提出するという意味ではないわけですね。当日に、そ

れは出してもらうということなのですか。もう一度、その辺の、当日に、その情報がそ

ろっている。現場でそろっているということなのですかね。 

障害福祉課長：マニュアル類はもうここにそろえていただくというような形になりますし、あ

と勤務表については当日勤務表も用意していただくということになりますけれども、例

えば資格が必要なものですとか、サービス管理者の研修は受けましたよとか、そういっ

たものについては、事前に見せていただくということはあります。 

会 長：はい、どうぞ。 

Ｆ委員：そうすると、それはもう持ってきもらうという、要は受け渡しが間違いなく紛失する

ことなくされるかどうかということなのですけども、その点ですね。その確認です、は

い。 

会 長：はい、どうでしょうか。 

障害福祉課長：基本的には、持参、もしこちらで求める場合には持参していただく。区内の事
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業所になりますので、持参していただくというのが原則になります。 

会 長：はい、どうぞ。 

Ｆ委員：わかりました。では、紛失はないということでよろしいでしょうか。わかりました。

    もう一つは、今度は引き渡しということで、事業者に引き渡すわけですけども、これ

については、やはり、事前の打ち合わせが省略される場合は郵送またはメールというふ

うになっていますけど、この点について、もう一度確認させていただきたいと思います。

障害福祉課長：基本的には、事前に顔合わせができればいいんですけれども、できない場合に

は、鍵をかけた形でのメールでお送りするとかということになるかと思います。 

会 長：はい、どうぞ。 

Ｆ委員：これにつきましても、同じように紛失というところがないように、また、区内でもほ

かに紛失がありましたので、そういう現物の紛失ということは、非常に懸念しているん

ですけども、その辺については、では間違いなく実施されるということでよろしいです

ね。 

障害福祉課長：はい。 

Ｆ委員：では結構です。どうもありがとうございました。 

会 長：ほかに。はい、どうぞ。 

Ｇ委員：すみません、先ほどの財団の話に戻ってしまうのですけれども、都が指定していると

いうこと、こういった仕事をしている財団のようなものは、ほかに幾つかあるんでしょ

うか。 

会 長：はい、どうぞ。 

障害福祉課長：今回は一つだけです。この財団を指定しているということで１カ所になります。

会 長：はい、どうぞ。 

Ｇ委員：ということは、都内全域を順次この財団が見ていくようになるんですか。そうではな

くて。 

障害福祉課長：基本的には、区が担当するんですけれども、助けてという場合には、一部委託

という形で委託契約を結ぶんですが、現在委託をしているのは１３市区ということを伺

っています。 

会 長：はい、いかがですか。 

Ｇ委員：それと、先ほどのまた廃棄の点なのですけども、いろいろと廃棄しても完全に廃棄で

きる、できないというような問題があるんですけども、その辺りはしっかりと区のほう

で確認をするというふうな形でいくわけですよね。 

障害福祉課長：はい。基本的には、区内の事業者ですので、自転車で行けば、３０分走れば、

大体届く範囲かなとは思っています。基本的には、その場所で見て、メモをして、後で

報告をもらうという形で、極力資料の持ち帰りということはない状況にしたいというふ

うに思っていますし、廃棄についてもシュレッダーなり、当日、そこで財団のほうで、

きちんと破棄していただくというのは、確実に確認していきたいというふうには思って

おります。 

Ｇ委員：よろしくお願いします。 
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会 長：よろしいでしょうか。 

    では、ほかにご質問がもしございましたら、いかがですか。 

    それでは、ほかにご質問がございませんので、この事項に関しまして、これを是とす

るか、否とするか確認をさせていただきたいと思います。 

    是とする方は挙手をお願いしたいと思いますが、いかがでしょう。 

（挙 手 全 員） 

会 長：ありがとうございます。全員是ということで。 

    では、この案件は是ということで質問は終わりたいと思います。ありがとうございま

す。 

障害福祉課長：ありがとうございました。 

会 長：どうもご苦労さまでした。 

    では、次は報告事項２件ということですが、よろしくお願いします。 

区民相談課長：それでは、報告事項に入らせていただきます。本日は２件ございます。 

    報告１、２につきましては、お手元の規程集の赤いインデックス、基本的な考え方の

４９ページにございます。業務委託に関する審議会事前一括承認基準に該当する業務を

新規に行った場合は、諮問を省略して委託が可能なものでございますが、後日、そのご

報告をするというものでございます。報告につきましては、審議会事前一括承認基準に

合致していることは既に確認しております。 

    それでは、報告１、豊島区フレイルチェックのご案内他の印刷についてご報告をさせ

ていただきます。 

    報告１の資料をご覧ください。高齢者福祉課の豊島区フレイルチェックのご案内他の

印刷の報告でございます。 

    初めに、業務の概要についてご説明いたします。本件業務は、フレイル、虚弱のおそ

れのある高齢者を早期に発見し、対応するための仕組みとして、東京大学高齢総合研究

機構が開発したフレイルチェックを実施するものです。 

会 長：着席でお願いいたします。すみません、失念しました。 

区民相談課長：よろしいですか。すみません。 

    フレイル状態の進行を防止することにより、地域における健康寿命の延伸を図りま

す。 

    続きまして、委託する業務の内容についてご説明いたします。本件業務内容は、豊島

区フレイルチェックのご案内他を送付するために必要な印刷・封入・封緘作業の委託で

す。節目年齢の７０歳と７５歳の区民約５，２００人にフレイルチェックのご案内他を

送付しました。 

    次に、取り扱う個人情報ですが、取り扱った個人情報は氏名、住所です。 

    次に、収集禁止事項の有無はございません。 

    次に、守るべき事項の該当性ですが、取り扱う個人情報のセキュリティー対策につい

て、記載のとおり、受託者が守るべき事項について、とり行いました。受託事業者への

個人情報の提供方法は、インターネット通信回線による送信で行いました。業務の再委
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託はございません。 

    次に、審議会事前一括承認基準の該当性について、これは類型４・５に該当いたしま

す。 

    次に、委託先、委託時期については、有限会社オール印刷工業でございます。 

最後に、委託の時期は令和元年９月１０日から９月３０日でございます。 

    以上でございます。 

会 長：報告事項ですが、何かご質問があれば。 

    Ｃ委員、どうぞ。 

Ｃ委員：これは、この事業というのは、データを内容ではなくて、送付に係る印刷・封入・封

緘なので、多分、住所と氏名のデータでラベル印刷をするために、データを渡すような

形式になっていると思うんですけど、どんなふうになる、いいでしょうか、まず。 

会 長：はい、どうぞお願いします。 

高齢者福祉課長：この７０歳と７５歳、節目年齢の方へのご案内ということで、このフレイル

チェックを行うためのご案内に、その住所、氏名などを印刷いたします。そのために、

その住所、氏名を使用したという内容でございます。 

会 長：Ｃ委員、どうぞ。 

Ｃ委員：つまり、豊島区の高齢者福祉課で宛名を印刷したのではなく、事業者にデータを渡し

て印刷してもらう形、こういうふうに考えていいんですかということ。 

会 長：はい、どうぞ。 

高齢者福祉課長：はい。そのとおりでございます。 

会 長：はい、どうぞ。 

Ｃ委員：それで、先ほども議論になったんですが、そのデータは廃棄されたかどうかというの

は確認をするんでしょうか。 

会 長：はい、いかがですか。 

高齢者福祉課長：その後、確認をしております。 

会 長：はい、どうぞ。 

Ｃ委員：実は、今、巷をにぎわしているというか、問題は、今２つ私はあると思っているんで

すけど、一つは例の神奈川県庁のハードディスクの流出問題。それから、もう一つは、

何か自治体クラウドを使っているところで混乱が起きていて、何か普通の通常業務を行

えなくなってしまっているようなところがあるという。この２つがあって、個人情報と

いえば、まずこちらの問題なのですけど、消したかどうかという確認は、事業者のとこ

ろまで行って確認するものなのかどうかとか、その辺のところが、大変心配というか、

わからなかったものですから、実際にはやっていると、こういうことなのですか。 

会 長：はい、どうぞ。 

高齢者福祉課長：実際には、確実に廃棄をしたという報告を受けて。 

会 長：はい、どうぞ。 

Ｃ委員：報告を受けるんですね、そうですよね。先ほどの例もそうなのですけど、実際上、な

かなか区が行ってできないというふうに思うんですけど。やっぱり、これは悪意がなく
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ても、私の知識で恐縮ですけど、何か上書きをすると大分、そこを消して、ごみ箱に入

れるだけではなくて、そこに、また新しいデータが書き込まれると、何かなかなかあま

り復活ができないのだということをいろいろと聞いたりはするんですけども、実際上、

なかなか、この問題というのは、今回のようなことがあると、怖いなというふうに思っ

ていて。一つは何か対策というのは考えられないのでしょうか。これは、課長ではなく

て、こちらの課長だと思う。 

会 長：情報管理のほうで、はい。 

情報管理課長：今、ハードディスク処分の問題が出ました。委員がおっしゃった、何かを使っ

てデータを消すというのはこういうことです。例えば、個人情報等が入ったハードディ

スクを廃棄したり、リース返却したりする際に、ソフトウエアを使ってディスクにラン

ダムなデータを書き込んで読み取れなくします。その後は、再利用ですとか、破壊など

をして処分に回すことができます。 

    今回の案件の仕組みがわからないので推測が含まれますが、印刷業者は預かったデー

タを、例えばパソコンで作業するとすれば、そこに落とし込んで、印刷をすると思いま

す。作業後にそれをどう消すかと言えば、おっしゃったようにごみ箱に捨てる程度だと

想像しています。専用のハードディスクを用意していて、そこにデータを落として、そ

の作業が終わったら、データを書き込んで読み取れなくするといった流れがあるかはわ

かりませんし、印刷業者のところに行ってハードディスクを破壊することはできません

から、どういう具体的な策がとれるかというと、どうやって印刷しているかという仕組

みの説明を受けた上で、おっしゃったように、ハードディスクをランダムなデータを書

き込んで読み取れなくしてくださいといったように詳細に決める必要がありそうです。

私たちも職員証の印刷ということで同じようなことをやりましたけど、やはりデータを

消しましたという証明書をもらっただけで、現場で目の前で消してもらったわけでもな

いですし、データが残っていないか隅々まで見るわけにもいきませんので、そこは、な

かなか難しい問題だなと思っております。 

会 長：はい、どうぞ。 

Ｃ委員：例えば、私はプロではないので悪いんですけど、ハードディスクに入れて、それをつ

なぐ、ＵＳＢか何かでつないで、向こうのハードディスクには落とさないで動かすとか、

そういうこととかを考えないと、それで、そのものを最後は返してもらうとか、そんな

ことを考えたり、私は素人なので、ある意味、素人だからそんなばかなと、皆さんは思

うかもしれないけど、いや、そういうのもありなのではないかなと。ゆくゆくそうしな

いと、本当に返してもらえるかどうかというのはわからないのではないかと思ったんで

すけど、すみません、フレイルのことではなくてごめんなさい。 

会 長：何か、非常にそういう事件があったので、簡単にコピーできますからね。なかなか、

何か豊島区で何か対策をお考えのようでしたら、この場で。 

Ｃ委員：この場は無理。ではいいですか、すみません。 

会 長：どうぞ。 

Ｃ委員：この場は無理として、でもゆくゆく、この場で答弁は無理としても、やっぱり考えて
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いく必要があるのではないかというのが１点、これは要望ですね。それと、一応、神奈

川でああいうことがあったので、多分、全国で今調査をしていると思うんですけど、豊

島区のいわゆる業務で使ったパソコンとか、そういうことについての調査というのはや

っているんでしょうか。 

会 長：いかがですか。はい、どうぞ。 

情報管理課長：先ほどのご質問にお答えすると、今回の印刷業務に関しては難しいと思ってお

りますけれども、リースが終わった後のハードディスク等の取扱いについては、総務省

からのガイドラインも出ていますので、物理的な破壊ですとか、処理に職員が立ち会う

などの対応を考えております。 

    問題は、委員がおっしゃったように、印刷の業務の件ですね。これは、どういうふう

に、どんな仕組みになっているかというのをきちんと聞いた上で、では、安全だなとい

う方法を選んでいかないといけないのかなとも思っていますので、ここは、すみません、

課題だと思っています。 

    あとのご質問にお答えします。今回の当事者は、富士通リースというところと、委託

先のブロードリンクという会社です。豊島区も富士通リースとの契約がありまして、今

問題になっているのが、２０１６年からということだと思いますけれども、この間にリ

ース返却をしたものがあります。通常仕様書上は、ランダムなデータを書き込んで読み

取れなくし、その後、再利用していいですという契約で返却をしています。なお、この

間、リース返却をした物件が何件あったかは把握をしておりますけれども、その後どう

なったのか、どこまで調べられるかを、富士通リースと現在やりとりをしているところ

です。 

会 長：Ｃ委員、どうぞ。 

Ｃ委員：私も、１回何かビラというか、新聞折り込みか何かで、パソコンで、５万円より安か

ったなと思うんですけど、大量に出ましたので、買いたい人はどうぞというのがあって、

あれと思ったけど。今言ったように、今の答弁の中にあるように、企業がそういうリー

スでやったものをリースだから借りているので返す。返した後は、その業者が本来は、

ちゃんと全部データを消して、でも破壊する方法もあれば、再リース、あるいは、売却

ということもできるような契約になっているというのを聞いて、そういうことで安く、

もしかしたら出ていたのかなと思うんです。そういうふうになっていたら、やっぱり同

じような問題が起きそうなのですけど、大丈夫ですか、豊島区のパソコン。 

会 長：はい、いかがですか。 

情報管理課長：その点につきましては、パソコンやサーバーがありますが、データの容量が大

きいサーバーで説明します。リースが終了した場合、使い終わりましたといって、その

ままリース会社に返すわけではなくて、区の外に出すときには、ただ初期化をするだけ

でなく、ソフトウエア的にですけど、ランダムなデータを書き込んで読み取れなくして、

つまり、データでハードディスクを抹消した上で業者へ返却するという流れになってい

ましたので、この間、本区の物件にもこの期間に該当する物件が何件かあると答弁いた

しましたけども、それについては、万が一ですよ、万が一例の販売ルートに乗って外部
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に出ていたとしても、情報は出ていないというふうに考えております。 

会 長：はい、どうぞ。 

Ｃ委員：今、一応は豊島区としてもデータの消去をやって、さっき上書きみたいなことで、な

るべく基本的には、なるべくなのかどうなのか、やっているというのは、一つはあるん

だけど、でも技術的には、もしかしたらできてしまう人もいるとすると、ちょっと。で

きてしまうのかどうかというのは、私もわからないので、一応、一つの安全策をとって

いるというのを聞いて、少しは安心したんですけれど。やっぱり、でも、今回みたいな

例を考えると、本当に恐ろしいなと。たしか、ここの委員会でも、本当に委託、先ほど

印刷データのことも、何度か私ではなくて、ほかの委員さんから消去を本当に確認でき

ているのですかという話もあったような気もするので、やはり、本当に怖いなというふ

うに思いながら、できるだけ出ないような仕組みを考える必要はあると思います。 

    以上です。 

会 長：技術的な問題もあるので、難しいところですが、それは今できる限りのことはやって

ほしいという要望をここではお聞きしたということにしたいと思います。 

    では、報告の２のほうに行ってよろしいでしょうか。 

区民相談課長：それでは、続きまして、報告２、母親学級・パパママ準備教室業務委託につい

て報告させていただきます。報告２の資料をご覧ください。健康推進課の報告でござい

ます。 

    初めに、業務の概要についてご説明いたします。本件業務は、豊島区在住の妊婦及び

そのパートナーに対し、妊娠、出産及び育児に関する講義及び実習を行うものです。母

親学級は毎月１回定員３０名で土曜日に実施し、パパママ準備教室は毎月２回、１回当

たり定員３５組で日曜日に実施いたします。これまで平日に３日制で実施していた母親

学級を土曜日に１回制として開催することで、働いている妊婦の方が参加しやすくなる

と考えております。また、パパママ準備教室は回数を増やし、日曜日に実施することで、

より多くの妊婦の方とそのパートナーの方にご参加いただけるようにいたしました。 

    続きまして、委託する業務の内容についてご説明いたします。区が収集した予約者名

簿を実施当日、受託事業者に受け渡し、受託事業者が受け付けを行います。受託事業者

は参加者に対し、妊娠中の過ごし方や赤ちゃんを迎える準備についての講義や妊婦体

操、沐浴、おむつがえ等の実習を行います。教室終了後、受託事業者は参加者を記入し

た予約者名簿を実施当日中に区へ返還し、実施報告書を後日区へ提出します。 

    次に、取り扱う個人情報ですが、取り扱う個人情報は氏名、住所、電話番号、出産予

定日、妊娠週数です。収集する個人情報は出席確認を行うためのほか、参加中に具合が

悪くなるなどの不測の事態に備えるためのものです。 

    次に、収集禁止事項の有無はありません。 

    次に、守るべき事項の該当性では、受託者への個人情報の提供方法は紙媒体で行いま

した。取り扱う個人情報のセキュリティー対策について、記載のとおり受託者が守るべ

き事項について、とり行いました。業務の再委託はありません。 

    次に、審議会事前一括承認基準の該当性について、類型１６に該当します。 
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    次に、委託先、委託時期について、特定非営利活動法人助産師みらいＳＨＩＮＪＵＫ

Ｕでございます。最後に、委託の時期は令和元年８月２９日からでございます。 

    以上でございます。 

会 長：何かご質問があればいかがですか。 

    はい、どうぞ。 

Ｆ委員：この取り扱う理由の中に、具合が悪くなった場合の対応ということになっていますけ

ども、実際にこれまではこういうことはなかったんでしょうか。その確認なのですけど。

会 長：はい、どうぞ。 

健康推進課長：健康推進課長でございます。 

    実際には、こういった事例が生じて医療機関に報告したことはありませんが、やはり

妊婦さんの場合、週数に応じた対応も必要ですので、そういったことの把握にこれらの

情報が必要かと思います。あと、地域別にグループを組んだりしますので、そういった

意味で住所等も必要かなと考えているところでございます。 

会 長：はい、どうぞ。 

Ｆ委員：そうすると、何か具合が悪くなったときには、事業者が収集するものも出てくるので

はないかなと思ったり、対応のために、その場だけで情報は廃棄されるかもしれません

けど、その後、フォローしなければいけないとか、そういうことまで、この事業者に期

待するというか、そういう委託するようなことはないのでしょうか。その場だけという

ことでよろしいんでしょうか。 

会 長：はい、どうぞ。 

健康推進課長：はい、そのとおりでございます。常勤職員も１名出ておりますので、メーンは

そちらで対応しますので、事業所はそこまで関わらないと思います。 

Ｆ委員：はい、わかりました。 

会 長：はい、ありがとうございます。 

    ほかにございますか。 

    Ｃ委員、どうぞ。 

Ｃ委員：実際にこれはパパママ教室となっているんですけれども、講義と実習なのだけど、相

談活動みたいなことはあまりやらないことになるんですかね。 

会 長：はい、いかがでしょうか。 

健康推進課長：グループワークを通じまして、出た疑問等については、その場で回答していく

と思いますけれども、個別の相談等になりますと、やはり常勤の対応になっていくと考

えております。 

会 長：Ｃ委員、どうぞ。 

Ｃ委員：わかりました。結構、やっぱり実際上、いろんな相談というと、何かいろんな情報に

なってしまうしというふうに思っていますが。では、一般的な質問をやり、そして、必

要な個別対応は、先ほどもありましたが、常勤者がやり方になっているということです

ね。それで、既にもう何回かやっておられますが、参加者というのがどのぐらいになっ

ているのでしょうかね。 
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会 長：はい、どうぞ。 

健康推進課長：移転いたしました１０月から実施しておりまして、母親学級につきましては２

１名、パパママ学級につきましては６０名３０組という形で増えているところでござい

ます。 

会 長：はい、ありがとうございました。 

    何か、それでよろしいでしょうか。いいですか。 

    ほかに何かご質問があればと思うんですがございませんか。ご質問がなければ、これ

で、報告は終わりたいと思います。 

    本日の議題は以上となりますが、最後に事務局より連絡事項等がありましたら、お願

いいたします。 

区民相談課長：本日は、お忙しい中、誠にありがとうございました。 

次回、第４回審議会でございますが、令和２年１月３０日木曜日、午後２時からを予

定しております。場所は、今回と同じ第一委員会室でございます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

    事務局からは、以上でございます。 

会 長：それでは、本日は閉会とさせていただきます。寒い中、どうもありがとうございます。

皆様、いいお年をお迎えください。では、どうもご苦労さまです。 

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１２号 

指定市町村事務受託法人における障害福祉サービス事業者等への指

導検査事務の委託に係る措置 

次の事項について報告された。 

（1）豊島区フレイルチェックのご案内他の印刷 

（2）母親学級・パパママ準備教室業務委託 

提 出 さ れ た 

資 料 等 

資料１ 指定市町村事務受託法人における障害福祉サービス事業者等へ

の指導検査事務の委託に係る措置 

報告１ 豊島区フレイルチェックのご案内他の印刷 

報告２ 母親学級・パパママ準備教室業務委託 


