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区民相談課長：皆様こんにちは。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、本日は苗加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。 

    審議に先立ちまして、１月５日付で政策経営部長の異動がございましたので、紹介さ

せていただきます。 

政策経営部長：こんにちは。１月５日付で政策経営部長を拝命いたしました小澤と申します。

よろしくお願いいたします。 

区民相談課長：それでは、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から４でございます。 

    なお、資料２につきましては、差し替えがございまして、机上に改めてご配付させて

いただいております。ご確認のほど、よろしくお願いいたします。 

    なお、お手元の緑色の規程集の一部を差し替えさせていただいております。緑色の規

程集はございますでしょうか。赤いインデックスで「委託」にございます「業務の委託

に係る個人情報の安全確保のために守るべき事項」及び「特記事項」について、同様に

「業務の委託に係る特定個人情報等の安全確保のために守るべき事項」及び「特定個人

情報特記事項」について見直しを行い、一部改正をしております。 

    施行日は令和２年１月１日でございます。そのため、本日の業務委託に係る諮問資料

の特記事項につきましては、改正内容を反映した資料となっております。事務取扱規程

でございますため、この場での詳細な説明は予定しておりませんが、審議の際に何かご

質問がございましたら、ご説明をさせていただきたいというふうに思います。 

    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４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４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

と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、早速審議に入りたいと思います。諮問事項について、事務局より説明をお

願いいたします。 

区民相談課長：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いたします。 

会 長：着席でお願いします。 

区民相談課長：ありがとうございます。 

    諮問第１３号「個人情報の外部提供に関する審議会事前一括承認基準の一部改正」、

諮問第１４号「楽器寄附ふるさと納税の委託に係る措置」、諮問第１５号「区立小学校

の入退室管理システムによる電算処理」、諮問第１６号「区立小学校の入退室管理シス

テム運営の委託に係る措置」、以上４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。 
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    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、発言が終わる

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：資料１、諮問第１３号については、税務課、国民健康保険課、高齢者医療年金

課、介護保険課からの諮問でございますが、一括承認基準の改正を伴うため、区民相談

課と合同で諮問するものでございます。 

    説明につきましては、一括承認基準の規程に関する部分は区民相談課長より説明し、

改正内容については国民健康保険課長よりご説明申し上げます。 

    それでは、まず区民相談課長より説明させていただきます。 

    資料１をご覧ください。よろしいでしょうか。 

    １、件名は記載のとおりでございます。 

    ２、諮問の理由でございます。条例の第２条第１項第２号に該当するためということ

でございます。運営に関する事項でございます。 

    ３、改正内容でございます。別紙１から２ということでございますが、後ほどご説明

申し上げます。 

    ４、改正理由でございます。「審議会事項についての基本的な考え方」１２答申第１

号で定めております「個人情報の外部提供に関する審議会事前一括承認基準」につい

て、所用の見直しを図り、適正な個人情報の取り扱いを確保する必要があるためでござ

います。 

    適用の期日は、令和２年４月１日と考えてございます。 

    それでは、１枚めくりいただきまして、別紙１でございます。 

    まず、１の「審議会事項についての基本的な考え方」と「審議会事前一括承認基準と

は」についてでございます。 

    豊島区個人情報等の保護に関する条例の規定に基づきまして、こちらの審議会の意

見を聴くこととされました諮問事項につきましては、「審議会事項についての基本的な

考え方」として、平成１２年に答申されております。 

    この「基本的な考え方」におきましては、個別に諮問し意見を聞くことが原則とされ

ておりますが、これらについて、その都度、諮問するという原則を貫いた場合、業務の

停滞や区民の不利益等の支障が生じるおそれがあることから、必要最小限の範囲で類型

化したものを「審議会事前一括承認基準」として、この基準の「類型」及び「事例」の

いずれにも該当する場合には、審議会への個別の諮問は不要としております。 

    条例におきまして、審議会の意見を聴くこととしている事項につきましては、表の９

項目がございまして、そのうち基本的な考え方におきまして、「審議会事前一括承認基

準」を設けているのは、個人情報の保護と業務の円滑な遂行とのバランスに配慮した結

果、６項目となっております。一括承認基準の有無の欄をご覧いただきますと、「あり」

と「なし」がございます。「あり」のほうが６項目ということでございます。 

    ２点目でございます。個人情報の外部提供に関する「審議会事前一括承認基準とは」
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についてでございます。 

    この基準は、基本的な考え方の一部でございまして、審議会への個別の諮問をしなく

てもよい場合を類型化したものでございます。 

    条例では、区が保有している個人情報を区の機関及び本人以外のものに外部提供す

ることを原則として禁止しておりますが、例外として、「本人同意」や「法令等の定め

がある場合」などの例外事由に該当する場合のみ、外部提供をすることができると定め

ております。また、その例外事由に該当せず、なお外部提供が必要な場合には、条例第

１１条第１項第５号の「前各号に掲げる場合のほか、実施機関が審議会の意見を聴いて

公益上特に必要があると認めるとき」の規定に基づき審議会に諮問し、承認を得ること

で外部提供を行うことができるとしております。 

    裏面をご覧ください。 

    しかしながら、業務の中には、国、他の公共団体等からの照会等で、回答は法令等で

義務づけられてはいないものの相手方の業務において照会等を行う根拠法令があり、回

答されるであろうことが制度上予定されているものがございます。 

    また、法令等に根拠がない場合であっても、福祉事業や学術研究等の業務の執行上、

個人情報の提供が求められ、外部に提供することがございます。 

    このため、公益上の必要の観点から必要最小限の範囲で外部提供を認めてもよいケ

ースを類型化し、事前に一括の承認を与えるものとして定めたものが「外部提供一括承

認基準」でございます。この基準の「類型」及び「事例」のいずれにも該当する場合は、

審議会への個別の諮問をすることなく外部提供はできるとしております。 

    「外部提供一括承認基準」は、平成１２年１２月に制定後、計３回の改正を行ってお

り、直近では、平成３１年３月２７日開催の平成３０年度第６回の審議会において、刑

事訴訟法第５０７条に基づく裁判の執行に関する調査照会等に回答する業務を追加し、

所要の見直しを図ったところではございます。 

    なお、「法令等の定めがある場合」については、米印で説明を加えてございます。 

    私からの説明は以上でございます。 

会 長：着席でお願いします。 

国民健康保険課長：それでは、今回の改正趣旨につきまして、国民健康保険課長でございます。

よろしくお願いいたします。ご説明をさせていただきたいと思います。 

    ３番の今回の改正趣旨でございます。 

    日本に居住しております外国籍住民が、在留を希望する場合には、出入国在留管理庁

による在留資格変更許可申請審査業務において、国益要件に適合するかを確認するため

に、「出入国管理及び難民認定法」いわゆる入管法の第５９条の２第３項に基づきまし

て、区長宛てに国民健康保険料等の賦課状況及び納付状況について照会文書が送付され

まして、それを区から回答することが制度上は期待をされているところでございます。

しかしながら、現在の一括承認基準には、これに基づく規定がないために、出入国在留

管理庁への回答ができないという状況がございます。 

    これに加えまして、２０１９年４月の法務省出入国在留管理基本計画では、永住許可
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以外に、特定技能外国人が国民健康保険・国民年金の保険料及び所得税等を一定程度滞

納している場合は、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請を不許可とすると定

められたほか、その他の在留資格を有する外国人についても、同様の措置を講じること

を検討していくというふうに謳われてございます。このことにより、出入国在留管理庁

からの照会が今後増加することが見込まれておりまして、多くの外国籍住民が居住いた

します豊島区としては、今後、適正な在留審査に協力するとともに、申請者自身の利便

を図るためにも、こういった税・各保険料の賦課・納税状況について速やかに回答する

必要があると考えてございます。 

    外部提供する個人情報の項目の範囲に、後期高齢医療制度と介護保険を含めた理由

につきましては、入管運用の要領では、後期高齢者医療保険料及び介護保険料について

は、明記はされておりませんけれども、すみません、１枚めくっていただきまして、国

民健康保険料の納付義務者は世帯主であることから、国民健康保険加入者を扶養してい

る世帯主の納付状況が照会されるため、世帯主が後期高齢者である場合や申請者が７５

歳以上である場合は、後期高齢者医療保険料についても照会が想定されるものでござい

ます。 

    また、介護保険料につきましては、４０歳から６４歳までの第２号被保険者について

は、国民健康保険料として納付されていますが、申請者が６５歳以上の第１号被保険者

となれば、区が保険者となりまして、被保険者から直接介護保険料の納付を受けること

になります。そうした場合には、入管法の規定に基づく照会を受けること、これも想定

されると考えてございます。 

    なお、国民年金保険料につきましては、年金事務所の管轄になるため、対象外と考え

てございます。 

    次に、出入国在留管理庁の行う在留管理業務と照会規定ついて、簡単にご説明いたし

ます。 

    ４ページのアスタリスクの１番でございます。外国籍の方が日本に入国、在留する場

合は、出入国在留管理庁により、その活動、身分に応じた在留資格許可が与えられる。

例えば留学とか技能、投資、経営などの活動に応じた資格、家族滞在、日本人の配偶者

と定住者、永住者などの身分に応じた資格がございます。その決められた在留資格に認

める活動範囲を、これを超えたり、活動内容を勝手に変更して収入を伴う事業を運営す

る活動とか、報酬を伴う活動を行うことができないと。在留資格とともに決定された在

留期間を超えて、さらに在留したいときも在留期間の更新手続、そういったものが必要

になります。 

    ５ページをお願いいたします。 

    永住者につきましてです。永住許可というところです。アスタリスクの５番につきま

して、永住者につきましては、在留期間の制限がなく、活動内容にも制限がございませ

ん。そのため、永住許可の審査は通常の在留資格の変更よりも慎重に審査をする必要が

ありまして、必要書類として、所得及び納税状況を証明する資料や、公的医療保険の保

険料の納付状況を証明する資料、こういったものを定められているところでございま
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す。 

    続きまして、特定技能外国人、今お話が出てきた、この特定技能外国人というところ

でございますが、これはアスタリスクの６番でございます。この特定技能外国人の国民

健康保険、国民年金の保険料を一定程度滞納している場合は、在留資格変更許可申請

や、在留期間更新許可申請を不許可とする。その他の在留資格を有する外国人について

の同様の措置を講ずることを検討していくと、先ほどお話しさせていただきましたが、

法務省の出入国在留管理基本計画に謳われてございます。特定技能外国人というのは、

ご存じかとは思いますが、介護分野、ビルクリーニング分野、電気・電子情報関連産業

分野、建設業などの１４の専門分野について、即戦力となる外国人を受け入れる制度

で、平成３１年４月から施行されているものでございます。 

    法務省が公表した、令和元年９月末時点の特定技能外国人は、２１９名で、１２月末

時点で、豊島区には８名が居住をしてございます。 

    続きまして、参考資料をご覧いただきたいと思います。 

    参考資料の１、出入国管理及び難民認定法第５９条の２第３項、四角で囲まれている

ところをご覧いただきたいと思います。よろしいでしょうか。法務大臣、出入国在留管

理庁……。９ページでございます。 

    四角の囲みで、第３項の部分でございます。「法務大臣、出入国在留管理庁長官、入

国審査官又は入国警備官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して

必要な事項の報告を求めることができる」とありますが、第一項の調査に当たるのが、

在留審査でございまして、そのうち２２条は、永住許可についての規定となります。２

２条のみ抜粋いたしますと、永住許可申請があった場合には、法務大臣は、その者が次

の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、こ

れを許可することができるとなっておりまして、「素行が善良であること」、「独立の生

計を営むに足りる資産又は技能を有すること」と定められております。このうち、国益

要件というところは、別紙の１の４ページ、アスタリスク２番に、法務省のガイドライ

ン抜粋を記載させていただいております。 

    最後に、参考資料の２をご覧いただきたいと思います。 

    こちらが基本計画になってございます。令和元年１１月現在、豊島区の国民健康保険

に加入している外国人の方は、２万５名でございまして、留学という在留資格の方が、

約１万２，０００人、１万１，９５０人と過半数を占めておりますが、家族滞在や定住

者など、日本に長期滞在が予定される在留資格も含めて、住民基本台帳人口の約７０％

が国民健康保険の加入者となっております。 

    また、３０年度、昨年度ですけれども、入国管理局からの照会実績は、国民健康保険

課は９件でございました。令和元年度１２月末時点では４件ですけれども、今後増えて

いくというふうに考えてございます。 

    私からの説明は、以上になります。 

会 長：今のご説明につきまして、何かご質問、ご意見はございますでしょうか。 

    Ａ委員、どうぞ。 
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Ａ委員：よろしいでしょうか。 

    ２点ほどお聞きしたいんですけれども、まず一つは、この今回の改正趣旨に関する事

実の確認で、もう一点は、こちらの文言の在留管理業務に関する税・保険料の賦課云々

というふうな部分の規定の仕方に関して、質問したいと思っております。 

    まず１点目は、ちょっと事実の確認ですけれども、この２０１９年４月の基本計画を

受けて、今後、出入国在留管理庁からの照会が増加することが見込まれるというふうな

ことなのですけれども、在留許可の実務に詳しくないので教えていただきたいのです

が、これは在留の許可、不許可は、最終的には法務大臣の自由な裁量に委ねられている

というのが、実務の運用だと思いますので、外国人が保険料等を納付していることを証

明できなければ、在留が不許可になって、それでおしまいのような気もするのですが、

これは在留管理庁等が、わざわざそれが不明な場合は、市町村に保険料等がちゃんと納

められているかというふうなことを照会するというふうな親切な取り扱いがなされて

いるのかなというのが、まず１点目、疑問に思いましたので。 

会 長：はい、お願いします。 

国民健康保険課長：実際のところ、そういった照会はございます。先ほど、お話しさせていた

だきましたけれども、９件ほど、昨年度はそういった、この方がちゃんと納めておりま

すかとか、そういったような確認の照会が、条文に基づく照会ということで、こちらの

ほうに来て、お断りをしているという状況がございます。 

Ａ委員：わかりました。 

    ということは、恐らく推測にはなりますが、この保険料の納付の事実が不明確な場合

は、それで不許可にしてしまうのではなくて、一応照会して、確認をして、本人の利益

のために、ちゃんと納めているかどうかを出入国在留管理庁のほうが自主的に職権で調

査しているということなのかなと推測しますので、そういうことであれば、情報の提供

が本人の利益になるかなというふうには思いますので、その点はよろしいのかなと思い

ます。 

    もう一点、２点目の質問ですけれども、では、この今回の改正趣旨というところを読

みますと、これ、要は永住許可申請の審査と、これは在留資格変更許可申請の審査と、

それから在留期間更新許可申請の審査に関して、保険料等の納付状況の照会が来たとき

には回答をするというふうな方向での改正になると思うのですが。ただ、そうすると、

この文言の在留管理業務に関するというふうな文言が、果たして、これは必要最小限

度、その情報に関する照会に対する回答を行う上で、必要最小限度のものなのかという

のが、若干疑問に思いまして。 

    といいますのも、この根拠条文になっております入管法の５９条の２の第３項は、９

ページですけども、第１項の調査について、報告を求めることになっていまして、これ

は、第一項の調査がどういう調査というと、いろいろ列挙されています。在留資格認定

証明書の交付が１つ目で、第９条第８項の規定による登録ですので、出入国在留外国人

の電子ファイルへの登録で、次が１２条１項で、法務大臣による上陸の特別許可の審査

で、１９条の２項が、外国人の資格外労働の許可で、２６条の１項が、再入国許可で、
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５０条１項が、退去強制手続における法務大臣の在留特別許可で、６１条の２の１１

が、難民の永住許可で、２２条の４の第１項が、在留資格の取り消しで、これらの審査

全てに関して、調査の権限があるというふうなことになっています。この書きぶりです

と、今挙げられた全てのものを対象として、この照会があった場合に回答するというふ

うな趣旨で定められているようにも読めますし、ただ、これ文言の書きぶりとして、在

留管理業務というふうに言っていまして、出入国というふうな文言が落ちているので、

この中で出入国に関するもの、例えば２６条の１項の再入国の許可であったり、１２条

１項の法務大臣による上陸の特別許可であったりというふうな申請がなされたときに

は、これは回答しないというふうな趣旨なのか。これ、在留管理業務に関するというふ

うな文言で、どういうふうなことを意図しようとしているのかという。今、この文章を

全体の提案からの流れで素直に読んでいくと、この永住許可と在留資格変更許可と在留

期間更新許可の審査のときというふうに限定したいのかなというふうな気もするんで

すけれども、これ、文言上はそういうふうなことになっていないので、もしそういう意

図であれば、書き方を、例えば今言った三つの業務を列記して、それらに関するという

ふうな書きぶりにしたほうが正確かなというふうに思いましたので、どういう意図で、

これ、在留管理業務に関するというふうな文言を使われたのか、その点を確認したいん

ですけれども。 

会 長：はい、いかがでしょうか。 

    どうぞ。 

国民健康保険課長：５９条の２にあてるところの入管のほうからの照会が、５９条の２、３項

がほぼほぼなのです。けれども、そこから、事実の調査というところで来ますので、そ

れに対して全て答えるべきではないかというのが、こちらの趣旨ではあるのです。けれ

ども、特に限定列挙ではなく、外国籍の住民の方が非常に多いというところで、いわゆ

る管理業務を実際法的根拠の中で照会ができるといったものには回答をしていこうで

はないかというところが、大きな趣旨にはなります。主なところとして、その三つが列

挙されているというような状況でございます。 

Ａ委員：そういうことですと、これなんか、多分起草したときの趣旨としては、在留管理業務

を出入国在留管理業務と書いていないところで、これは出入国を落としたのは、単に長

くなるからという趣旨で落とされたという、表現が長くなるから落とされたという。た

だ、実際の問題として、出入国の現場で、わざわざ保険料のことを聞いてくるかという

と聞いてこない気もするので、そういう意図があって落としたというふうな起草趣旨と

も思えないこともないんですけど、ただ、そこが不明確なので。 

    あと、それから、今いろいろと列挙されていますけれども、これは実際上、必要にな

ってくるのって、今この３ページで挙げられている在留資格の変更許可申請と在留期間

の更新許可申請と永住許可の三つだけではないかとは思うんですね。ほかの、例えば退

去強制手続における法務大臣の在留特別許可の審査とかは、これは、国民保険料を納め

ているかとかというふうな話ではなくて、もっと何か不法就労をあっせんしたとか、刑

事犯を犯したとか、もっとハードなものなので、恐らく、今言った三つ以外の手続で、
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この照会が来ることがあるのかどうかというところも疑問なので、そういうふうなこと

を考えると、必要最小限度の範囲での規定というふうにするのであれば、今言った三つ

を列挙するような書きぶりにしたほうが正確ではないかなというふうな気はするんで

すけれども。ただ、これは書き方の問題ですので。 

会 長：どうですかね。 

行政情報グループ係長：すみません。行政情報グループの係長の松田でございます。 

    表記につきましては、不明確な点もあったかと思うのですが、この文言にしたのは、

そこまでも厳密な大意があるわけではなかったので、ご指摘のように、より明確に的確

な表現のほうがいいということであれば、この辺は修正していきたいと思います。私の

一方的なことでも決められないので、所管と、調整が必要かとは思いますが。 

会 長：どうぞ、はい。 

国民健康保険課長：実績、今確認をしたのですけれども、これまでの照会実績は、永住審査と

変更許可申請のみでございましたので、やはり明確にしていくということにつきまして

は、表現のほうを確認させていただきたいと思います。検討させていただきたいと思い

ます。 

会 長：どうしますか、これは。今、Ａさんがおっしゃったように。 

Ａ委員：前回は、この場で直すとかという対応をしたことはありますけど。 

国民健康保険課長：では、三つ限定ということで、出入国のほうを。 

会 長：三つ限定という形、この場で、よろしいですか。 

    つまり、Ａさんがおっしゃっているのは、５９条の２、広範な事実調査なのに、これ

のご提案は、出入国管理だけになっていると。 

Ａ委員：そうです。だから、例えば在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、または永

住許可申請の審査業務に関するとか、そういうふうなことですと。 

会 長：これまで実績としては、それしか照会がないということですよね。 

国民健康保険課長：国民健康保険としてはそうですね。 

会 長：ほかの課はどうですか。一緒ですかね。 

国民健康保険課長：はい。ほかの課もそうということですので。 

会 長：では、もう限定したほうがいいということであれば。 

Ａ委員：そうですね。限定しても大丈夫であれば、その三つに限定する書きぶりに。 

会 長：もし、仮にほかのが来たら、ここにかかるということですよね。そうしたら、そうい

うことになるので、そのほうがいいかもしれませんよね。かつ、内容的にそれは、内容

的によろしいということですか、Ａさんのご意見は。 

Ａ委員：とりあえず、そうですね。本人の利益にもなるので。 

会 長：そういうところはありますよね。 

Ａ委員：まあ、いいのかなというふうな気はしておりますけれども、はい。 

会 長：その辺はざっくりしているわけね。 

Ａ委員：必要最小限度の範囲で類型化というふうなことですし、前回同様に、この官公庁から

の照会に応じて、情報を出す場合について、別に強制するものではないけれども、官公
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署の内部における相互の共助的事務として、照会に対応することが期待されているもの

ではあるので、厳密に必要最小限度に限定すればよいのではないかとは思っておりま

す。 

会 長：基本的には、ご本人の利益になるということに限定されるということでしょうね、恐

らく。これが、多分この三つに限定されるということですか。微妙ですかね。 

    では、Ｂ委員どうぞ。 

Ｂ委員：まず、今までの、例えば今、三つの業務ということになりましたけれど、それを申請

するときには、いわゆる添付書類的に納税の証明書とか、そういうのを添付しているん

ですよね。 

国民健康保険課長：外国の方が在留資格の更新を申請する際にということでしょうか。 

Ｂ委員：そうそう、本人が。 

国民健康保険課長：しているということだそうです。 

会 長：はい、どうぞ。 

Ｂ委員：なぜそんなことを聞くかというと、では、なぜ照会ということが行われるのか。私、

どういう場合に照会が行われてきているのかというところがわからないと、本当に、利

益のためになっているのかというところは不明確だなと。逆に言うと、例えば、この添

付書類足りないけど、問い合わせていいですかと、本当はご本人に聞いて、いいですよ

と言って、同意があれば、本人同意で外部提供していい情報ということになると思うの

ですけど。本来ね、本人情報でありますし、そういうところで言うと、その辺のどうい

う場合にこういう照会が行われるのか、ここがちょっとわからないなと思うのですが、

どうでしょうか。 

会 長：どうでしょうか。この辺は。 

    はい、どうぞ。 

国民健康保険課長：一般的に、添付書類の添付漏れがあったりとか、もしくは本人が違ったも

のを持ってきてしまって、これではなくて、もう少しこちらの確認をするというとこ

ろ、先ほどお話ししたとおり、ご本人の便宜を図っていくとか、あと領収書を持ってい

ないとか、ただ領収書を持っていないんですけれど、確かに払っているとの確認のため

の照会が来たりですとか、そういったようなものがありますというところでございま

す。 

会 長：はい、Ｂ委員どうぞ。 

Ｂ委員：だから、本人が同意していれば、ここで許可しなくてもできる事務ではないかと。そ

うでないのに、今回、これをやるというのは、一体どういう意図があるのかというか、

考え方があるのかというところを、もしかして、先ほどの説明の中であったかもしれま

せんが、もう一回、お願いしたいと思います。 

会 長：はい、どうぞ。 

国民健康保険課長：入管のほうで、その場で、そこで審査をして、その場でチェックをして、

同意をもらうというわけではなくて、申請を受けた上で、それから、ためるわけではな

いですけど、審査機関の中で調査をしますので、その時点で、もう一度本人の許可をも
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らうというようなことではなく、こちらのほうに申請をして、照会をしていただくとい

うような形になります。その場で同意をとってとかという作業をしているかというと、

していないということですので、審査の時点で、これが足りない、あれが足りないとい

ったときに、先ほどご説明させていただいたとおり、本人の利便性もありますので、利

便を図るためでもございますので、入管のほうで照会をかけていただける。それに対し

て、私どものほうが応えていきたいと考えてございます。 

会 長：どうぞ、Ｂ委員。 

Ｂ委員：ですから、だから先ほどから言うように、普通は、本人が申請書類をちゃんと添付し

てくればいいのだし、間違っていたら、普通、いろいろな行政手続は補正という手続が

できて、後から差し替えとか、そういうことができるのだと思うのですね。あるいは、

いろんな区役所の事務だと、全部そろって初めて受理というような手続になったりする

ではないですか。そうやって考えると、なぜ、今さらその入管が、こういうふうにして

やらなければいけなくなってくるのかなというのが一つ疑問なのですが。 

国民健康保険課長：例えばで、お話をさせていただきますと、区が出しています証明、いわゆ

る保険料の納付証明等、それを、ちゃんと添付をした場合だとしても、これでは足りな

い。こうではなくて、この区の証明書の中のここの突っ込んだところを確認したいんで

すということの照会はあります。 

会 長：はい、どうぞ。 

Ｂ委員：だから、そういう場合は、ご本人にそのことをちゃんと確認をして、請求してもらえ

ばいいのではないかなと。すごく普通に、ごくごく本人同意の上で請求していただけれ

ばいいと思うんですよね。そういうものであれば、多分、区のほうも情報提供ができる

のではないかと思うんだけど、そこはどうなっている。 

会 長：はい、Ａ委員どうぞ。 

Ａ委員：多分、出入国管理庁がものすごく親切な行政庁だというふうな前提で考えると、何か

本人に聞いても、何か外国の方で、うまく意思疎通ができなくて、らちが明かない。で

は、かわりにこちらのほうで、職権で情報を集めてあげましょうかというふうなことが

あるかもしれないというふうな。要は一口で言うと、迅速な審査のためというふうなこ

とがあるかもしれないのですが、入管審査の実務、在留管理の実務がよくわからないの

で、そういう親切な趣旨なのかどうかはよくわからないところですが、推測で言えば、

迅速な審査というふうな利益はあるのかなとは、言えなくはないような気もしますけれ

ども。 

会 長：何か資料出ましたか。 

    どうぞ。 

国民健康保険課長：いや、資料が出ているというわけではないんです。けれども、実務をやっ

ている職員から言いますと、やはり、今おっしゃったような審査業務を円滑に進めるた

めに、先にこちらのほうに職権で聞いていただく、もしくは、本人が出せない状態。例

えばなのですが、遠隔地で出せないとか、もしくは刑務所等で在所証明は求めても、本

人が紛失していたりとか、そういったことで出せないとか、かわりに公用請求というよ
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うなこともございますということだそうですね。 

会 長：ちょっと入管の業務はわからないのですが、恐らく、全ての場合に、こちらに照会が

あるのではなくて、やっぱり何らかの事情があると、恐らく、多分本人に出すように、

言っているはずですよね、絶対。やっぱり例外的な場合というふうに理解したらどうで

しょうか。非常に件数少ないですし、いかがですか。 

高齢者医療年金課長：よろしいですか。 

会 長：はい、どうぞ。 

高齢者医療年金課長：すみません、高齢者医療年金課長です。 

    同じ健康保険を所管しておりますので、対象者がそんなに多くないのですけれども、

補足させていただきます。ご本人が入管管理局のほうに、しかるべき書類を提出した場

合、ご本人が正しい書類、正規のものをお出しすればいいのですが、審査の過程で疑義

があるもの、あるいは虚偽のある書類を提出した場合に、本人は必ず同意しません。そ

の場合では、入管の職員がきちんと、その情報を確認するという業務が必ず発生をいた

します。それに対しての照会ということで、私どものほうで、ある程度門戸を広げて、

その情報を提供するという形がありますので、こういったプロセスを踏む場合は、ご本

人の同意ということではなく、入国管理局のしかるべき手続を踏んだ形で、所管官庁の

ほうに照会をかけるという事象が、十分考えられますので、その意味ではご本人同意と

いったプロセスではなくて、きちんとしたこういった保護審議会にかけるという手続は

必要かというふうに考えております。 

会 長：なるほど。 

    はい、どうぞ。 

Ｂ委員：それは、かなり公益上認められる部分になってくるのではないかなというふうに思う

んですね。やっぱり、区として、ある程度個別に、これは、それなりの根拠があって持

ってきているんだということでやっていただければいいんです。けれど、ちょっとわか

りにくいので、いや、もしかして、もしかしてよ、今後はそういう添付書類は要りませ

んと。申請のときに、入管のときに。そういう制度になるわけではないんでしょう。そ

うなるんだったら、全部市区町村に照会をするというふうになって、相当な数が来るこ

とになるかなと、私も思うのですけど、そういうふうにはなっていないんですよね。 

会 長：はい、どうぞ。 

国民健康保険課長：そういうふうにはなっていないです。今のところは。 

会 長：どうぞ、Ｃ委員。 

Ｃ委員：そうすると、参考資料４によりますと、平成３０年度照会実績では、国民健康保険課

で９件とあって、先ほどのご説明で、令和元年は４件ぐらいとおっしゃっていたんです

けど、それで、今後は、かなり増えることが予想されるとおっしゃっていたので、その

根拠はどういうところにあるのでしょうか。 

会 長：はい、どうぞ。 

国民健康保険課長：やはり、在留資格の変更審査について、更新の審査について、厳格にやっ

ていくということと、さまざま、管理計画の中で、こういったものがなければ更新がで
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きないとか、そういったものがうたわれましたので、そこのところをしっかりと証拠を

とっていくというようなことをやっていく。そのために、照会が増えていくのではない

かと、予測したところでございます。 

会 長：はい、Ｃ委員いかがですか。いいですか。 

    では、Ｂ委員どうぞ。 

Ｂ委員：この案件、私自身も、やっぱり入管とか現実の手続とかが１００％わかっているわけ

ではないので、どうなのかなというふうにいろいろ悩みました。複雑なところがあるの

で。ただ、そもそも、この大本となった出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の

一部を改正する法律ですが、できたのは平成３０年末ですかね。２０１８年ですかね。

それで、結局言ってみれば、去年の４月から施行するということで、法律を制定する国

会での審議のときには、具体的な中身がほとんど議会の国会の中には出さずに、外国人

労働者受け入れに関する基本方針とか、分野別の運用方針を閣議決定でやっていくと

か、初年度では１４業種やるだとか、そういうやり方でやっていて、国会の中で、あま

り議論されていないという。成立後の運用で、あと国のほうがやっているというところ

で、はっきり言って、中身白紙委任だったなというふうに思っています。 

    それで、実際には、これから多く外国人の人たちが来る。それは観光とか、そういう

ことだけではなく、この法律の趣旨である外国人労働者の受け入れを拡大するという趣

旨の流れの人たちが増えていくのでしょうけれども、そもそも、あの議論の当時も、技

能実習生の労働実態なんかも、ベトナムとかの人たちとか中国の人たちが逃げ出した

り、いろいろ起こっていましたよね。あるいは、ブローカーが存在して、相当搾取して、

最初に貸し付けを随分して、それの借金を返すために働いているような状況があったり

とか、そういう問題については、本当に解決がされたのかというところは、されていな

いのではないかというふうに思っています。 

    そして、また、今入管でも非人道的な取り扱いの問題がいろいろ報道もされておりま

すし、国会でも、私たちも、国会議員が我が党の議員等も追及したりしていますけど、

さらには移民の受け入れの問題も全然やらないで、実際には外国人労働者を人手不足の

調整弁的な扱いをしているところは、やっぱり変わっていないなというふうに思って、

この根拠法律そのものに、私、本当に反対だなと思っています。 

    ただ、それで、今回、これまで区のほうも条例に沿って、勝手に国に情報提供しない

できたというのは、これはもう大事だったというふうに思っていますし、今回、審議会

に諮った点もいいです。それで、こういう形で国から要求が来たときに断りにくいとい

うのもわかるし、実際には豊島区も住民税とか、それから国民健康保険料、外国人の滞

納が増えているという実態もあります。そこには、やっぱり保険料が高過ぎるとか、先

ほど、ちょっと言った、やっぱり労働力として、本当に受け入れるのなら、ちゃんと労

働者扱いをしなければいけないのに、そうではないやり方で、留学生という名前で受け

入れたり、そういうところも大問題なわけなので、そういうところを解決しないという

ことは、まず悪いのですけれど、そういう中でも、やっぱり高い保険料を払うのは大変

だというのはあるわけなので。 
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    やっぱり、そういう中で、例えば保険料を滞納していれば、国へ帰れみたいな形のこ

とになると、このそういうことだけ厳しくすると、ちょっと外国人差別にもなってしま

う点もできているのではないかなと、私はちょっと思っています。 

    ですから、本当に個人情報という観点で言えば、先ほど言った基本は本人同意があ

り、それから、本当に公益上必要で、この人は、ちょっと嘘ついているなというような

のがあれば、それはそれで、きちんとそういう範疇で、公益上必要ということで、明確

にする中で、情報提供を判断していくということもできるということで、この今回の諮

問については、ちょっと納得できないというか、賛成はできないというふうに、実はそ

ういうふうに考えて、結論を出しました。 

会 長：保留ということでしょうか。 

    Ａさん、どうぞ。 

Ａ委員：ただ、思うのは、もしも当人が十分に保険料を納めているかということを立証できな

かった場合には、そもそも、この在留の許可・不許可が法務大臣の自由な裁量に委ねら

れているというのがベースラインにあるので、不許可になって終わってしまうのではな

いかというふうな気がするんですね。 

    そうすると、情報を正確に得るというのは、本来不許可になってしまうけど、まあ許

可される場合が増やすというふうな意味があるのかなというふうな気はあるんですね。

要は、ちょっと実務がどうなっているのかわからないのですけども、よくわからないと

きに、不許可にしてしまうというのがベースラインなのであれば、これは改善につなが

るのではないかというふうな気もする。 

会 長：ある程度、手続がちゃんと踏まれるということですかね。 

Ａ委員：ええ、そういうことですね。要は、何かわからなかったら、もう不許可で帰ってくだ

さいというふうなことからは、改善だと思うんですね。 

会 長：事実照会するときに、なぜ事実照会するかという理由は来ないわけですよね。来ない

わけですね。 

国民健康保険課長：第５９条の第２項第３項に基づき、照会していると。 

会 長：そうですか。木で鼻をくくったような理由。 

    でも、この審議会で、法律のあり方とか、あるいは入管局の運営のあり方までは、な

かなか物申せないところがあるのはわかっておりまして、困るのは現場だけという、そ

ういうことになるわけです。何となく国の政策のしわ寄せが全部、一番基礎的な自治体

に来ているというのは、これまで何となくこの国を何か、そういう雰囲気になってき

て、私としては、研究者としては、非常に遺憾なことだと思っていますが、ただ、今回

の個人情報の提供、本来、やはり本人同意というのは、おっしゃるように正当な道であ

るし、さらに公益上の理由というのをちゃんと向こうから連絡があれば、それに基づい

て提供するということなのでしょうが、その理由も開示されないということですから、

なかなか難しいところで。 

    ただ、Ａ委員がおっしゃるように、ある意味、本人の利益を考慮してというところも

あるようですし、日本の場合は、日本に滞在している以上は、健康保険に入るというの
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は義務づけられておりますので、それは本人のためでもあるわけですよね。病気やけが

をしたときに、ご本人のためにという、そういう制度ですので、勘案して、皆さん、い

ろいろお考えいただきたいと思うんですね。 

    ほかに何かご質問とかご意見があれば、いかがでしょうか。 

    はい、どうぞ。 

Ｄ委員：改正に伴って、今後事務量的に、単純繰り返しの業務が増えるという。その部分とい

うのは、やはり外国人労働者の関係ということだと思うのですけれども、当然、永住許

可者については、これまでどおり、件数は少ないでしょう、圧倒的に少ないでしょうけ

どあったと。しかし、それと同率に扱おうとすれば、結局、外国人労働者に対しても、

同様にそういう適用があるので、事務量としては、相当増えるというところが、喫緊の

現場サイドの問題だということですね。それが一つそうなのか。 

    もう一つは、あと例えば行政機関が電話連絡でもって納付状況を確認すると。これ

は、税務署とか、そのほかの機関でも同じようにやっているということなので、これは、

書面でもって添えて証明をするのか、あるいは電話等、簡略な方法によって、責任ある

機関が回答するということによって解決するのかどうか。この辺りがどうなのかという

ことで教えていただければと思います。 

会 長：はい、どうぞ。 

国民健康保険課長：まず１点目につきましては、事務量につきましては、とにかく、入管のほ

うは、非常に審査の事務については厳しくなっている。本当に事務量が増えているとい

うことは言われております。私どものほうも、そのためのそれを簡略化するためにやる

というわけではないとは思いますけれども、さまざまな添付書類、審査について、効率

的にしっかりと、しかもしっかりと審査ができるようにということでの部分はあると思

います。 

    ２点目につきましては、文書による照会でございますので、電話等の照会等は、国民

健康保険はありませんし、たぶん他課についてもございません。文書のみでございま

す。 

会 長：いかがですか。どうぞ。よろしいですか。 

    はい、どうぞ。 

Ｄ委員：その場合、当然本人の同意を得ているという前提で言っているわけですね。 

会 長：はい、どうぞ。 

国民健康保険課長：照会について足りない、審査について足りないものは足りないといったと

きにつきましては、基本的には、前提はそういう形になります。 

会 長：よろしいでしょうか。ほかに何かご意見等があれば。 

    なかなか、もやもやとした部分もあるわけですが、でも、とにかく結論を出さざるを

得ないというか、あるいは場合によって、これが認められないと、個別に、また承認と

いう、そういうことになっていくわけですから。でも、ほかに意見がないようでしたら、

とりあえずは申し訳ないですが、その結論をいただくほかないと思います。いかがでし

ょうかね。 
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    では、今回の一括承認基準に関して、先ほどＡ委員がおっしゃったように、限定して

認めるというのが、一応、事務局側もこういうことで修正されましたので、そういう形

で修正されたものとして、それを是とするとか、非とするかということの結論をお聞き

したいと思います。 

    是とされる方、挙手をお願いいたします。 

（挙 手 多 数） 

会 長：非とされる方。 

（挙 手 少 数） 

会 長：では、そういうことで、多数決としては、是ということになりましたが、今後、外国

人の方がたくさん増えますので、今後、同様な案件が、またこちらへ上がってくる可能

性もありますので、そのときは、また慎重に審議したいと思います。 

    どうもありがとうございました。 

    それでは、次の資料２、諮問第１４号ですよね。では、お願いします。 

区民相談課長：次の資料２、諮問第１４号について、教育部学務課長よりご説明申し上げま

す。 

会 長：はい、どうぞ。 

学務課長：学務課長の田辺です。よろしくお願いします。 

会 長：着席のままでお願いします。 

学務課長：ありがとうございます。 

    それでは、件名でございます。楽器寄附ふるさと納税の委託に係る措置ということ

でございまして、こちらは、ふるさと納税を活用した楽器寄附の実施委託でございま

す。 

    内容でございます。すみません。資料の訂正がありまして、本日お配りをさせてい

ただいております。 

    まず、１ページ目の業務の内容の１の内容のところですけども、「豊島区立中学校の

吹奏楽部」となっていたところが、「豊島区立小・中学校」に訂正させていただいてお

ります。 

    それから、２番の該当者等のところで、同じく「豊島区立小・中学校の児童・生

徒」に訂正をさせていただいております。 

    それから、２ページ目の「取り扱う個人情報」の項目の１、区が収集して事業者に

提供する情報の理由のところです。そちらも「小・中学校で」というふうに訂正をさ

せていただいております。 

    それから、３ページの個人情報特記事項、第２条の（１）のアの肖像写真の後の括

弧の中の児童、そちらも「児童・生徒」に訂正をさせていただいております。 

    それから、７ページ目の別紙２の流れ図の１の真ん中辺りですけども、フロー図の

「豊島区立小・中学校児童・生徒」というふうに、こちらも訂正をさせていただいて

おります。申し訳ございませんでした。 

    それでは、１ページ目に戻っていただきまして、説明をさせていただきます。 
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    まず、業務の内容でございます。こちらは、豊島区立小・中学校での老朽化などに

よる楽器不足を解消するため、インターネットを通じて事業者の運営するふるさと納

税制度を活用した楽器寄附専用サイトによって、全国の楽器所有者が所有している休

眠楽器の寄附を募るというものでございます。 

    楽器は、専門事業者によって査定されて、寄附者が買い取り額に合意した場合、楽

器は、区に物納されて、寄附者は買い取り額に応じた税額控除を受けることができる

というものでございます。 

    ２番の該当者等でございます。こちらは、楽器寄附を希望する豊島区立の小・中学

校の児童・生徒、それから、ふるさと納税による楽器の寄附を希望する者が個人情報

の対象になります。 

    それから、委託の理由でございます。こちらは、三重県いなべ市で既に利用されて

ございます「楽器寄附ふるさと納税」サイトの運営事業者へ本業務を委託すること

で、インターネットによる楽器寄附の募集から、専門知識を要する楽器の査定、ふる

さと納税手続の仕組みを活用することができ、効率な運用が可能となるためというこ

とでございます。 

    効果でございます。吹奏楽部で使用する楽器、学校で使用する楽器については、安

価なものでも５万円程度から、高価なものになりますと５０万円以上するようなもの

もございます。休眠楽器の寄附を受けることで、楽器購入予算の節減が見込まれるほ

か、子どもたちに、物に対する感謝の気持ちを育ませることができるというものでご

ざいます。 

    また、手続はインターネットを通して行うため、迅速に行うことができ、ふるさと

納税制度の対象となるため、寄附者にとっても利便性が高いものでございます。 

    ３番の一括承認基準の該当の有無でございますが、類型はないということでござい

ます。 

    個人情報の項目は、別表のとおりということで、２ページ目の６番、「取り扱う個人

情報」の項目ということで、区が収集して、事業者に提供する情報というのは、子ど

もたちの肖像写真、本人及び保護者から掲載に同意を得た生徒ということでございま

す。それから学校名ということでございます。これは、楽器寄附を募るに当たって、

写真掲載が効果的であるということでございます。 

    それから、事業者が必要に応じて収集する情報としましては、寄附者の住所、氏

名、電話番号、電子メールアドレス、それから、寄附者の運転免許証、健康保険証、

住民票等の公的機関が発行する身分証明書ということでございまして、これらは寄附

楽器の査定に当たって必要となるというものでございます。 

    ⑤については、古物営業法に基づく本人確認に必要となるためということでござい

ます。 

    １ページ目に戻っていただきまして、４番の過去の類似案件は該当なしというこ

と。 

    それから、５番の諮問理由でございますが、新規事業でございまして、一括承認基
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準に該当しないということです。 

    それから、取り扱う個人情報については、先ほど説明したとおりでございます。 

    ７番の情報の保護ということでは、別紙１「特記事項」のとおりでございまして、

変更した条項につきましては、別表の７「情報の保護」の項目のとおりということで

ございまして、２ページ目、「情報の保護」の項目でございます。取り扱う個人情報の

範囲等、それから、第７条の再委託の制限禁止から制限としたもの。 

    それから、第８条、複写または複製の制限、これを「禁止」から「制限」としてご

ざいます。 

    それから、第１０条の資料等の返還義務。こちらは、ただし書きの規定を設けたと

いうことでございます。 

    また１ページ目に戻っていただきまして、審議する対象範囲ということでございま

して、こちらは別紙２委託・流れ図ということで、７ページ目でございます。こちら

の諮問事項ということで、（１）区から受託事業者へ個人情報を提供する際の取り扱

い。（２）で、受託事業者が楽器査定に必要な対象者の個人情報を収集する際の取り扱

い。（３）で、楽器査定業者（再委託先）が区及び受託事業者に対し楽器査定の結果を

提供する際の個人情報の取り扱い。（４）で、区が提供または受託者が収集した個人情

報を廃棄・消去する際の取り扱いということでございます。 

    楽器登録・掲載のフローでございますけども、こちらは専用のＷＥＢサイトに掲載

するために、学校から子どもたちの写真、それから楽器といった情報を学校から区が

いただいて、そのホームページに掲載するための写真を受託事業者に提供するという

ものでございます。 

    それから２番で、楽器寄附実行のフローチャートでございます。楽器寄附の希望者

は、楽器の査定の申し込みを受託事業者にして、その査定結果を通知して、③で査定

結果の承認、オーケーということになれば、受託事業者から楽器が区に納品されると

いうことでございます。その後、ふるさと納税の手続をするという流れになってござ

います。 

    １ページ目に戻っていただきまして、委託先、チームラボセールス株式会社・再委

託先、株式会社マーケットエンタープライズということで、こちらのマーケットエン

タープライズというところが査定業者ということでございます。 

    １０番の契約締結予定日は、本審議会後ということでございます。 

    説明は以上でございます。 

会 長：どうもご苦労さまでした。 

    今のご説明につきまして、何かご意見、ご質問がありましたら。 

    はい、どうぞ。 

Ｅ委員：すみません。提供する情報の中に、児童・生徒の肖像が入っている件について、理由

を教えていただきたいです。 

    というのは、楽器寄附ふるさと納税、こちらのサイトを拝見させていただきまして、

現在、六つの自治体が入って運用をされていますけれども、確かに、児童・生徒のお顔
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の写真が出ているところもあるにはあるのですけれども、数はあまり多くなくて、自治

体によっては、一切顔写真がなく、例えば楽器の写真、それから手に持っている楽器の

写真、顔から下で楽器を手に持っているところ、それから、引きぎみで吹奏楽団が演奏

中のところ、そういった画像が掲載されていて、私もちょっと子どもの肖像をネット

で、誰でも見られるところに配信することに抵抗がありましたので、こちら、肖像する

という、もちろん、ご本人の同意があるとはいえ、掲載する方向にされたという理由を

教えていただけますでしょうか。 

会 長：はい、どうぞ。 

学務課長：こちら、事業者ともいろいろ話している中で、やはり子どもたちの表情とか顔が見

えたほうが、すごく寄附が集まりやすいという話も伺っておりまして、確かに、そうい

う顔が出てしまうというのは、抵抗のある方もいらっしゃると思うのです。けれども、

それは、本人同意を得た上で取り扱っていこうということでございますので、全くだめ

というわけにはしていないということでございます。 

会 長：はい、どうぞ。 

Ｆ委員：今、付随した質問で、私も昨年まで中学校の保護者だったので、顔が確認できるぐら

いの肖像と聞くと、私はサイトを見ていないので、確認できるぐらいの写真を載せるの

かと思ったら、一瞬ぎょっとしたんですけど、そうではなくて、全体で何となくやって

いる写真とかということですか。その肖像写真。 

会 長：現物があるわけですね。 

Ｆ委員：はっきりと顔が載るんですね。いや、ちょっと私は何かぎょっとした。この子に、こ

の楽器を寄附したいと思ったりする人がいるのかなと思うだけで、ちょっと保護者とし

ては、ぎょっとする気持ちがあったので。 

会 長：逆に。 

Ｆ委員：実際に、我が子も吹奏楽におりましたけれども、私も今のちょっと肖像なのか、楽器

なのか、その辺の風景なのかをはっきりと聞きたかったということ。はっきりしていた

だきたいというのと。 

    あと二つあるのですけれども、１ページ目の４の効果ですね。楽器購入予算の削減が

見込めるためというのは、これは購入予算と修理予算は別にあるんですか。 

    というのは、かなり学校は古い楽器をずっと使い続け、我が子も３年間、例えばホル

ンなんかは修理するお金さえない、購入だけではない、修理するお金もなくて、押した

ら上がってこないので、必ず楽器と指にテープを巻きつけて、それでないと上げられな

いと。３年間その楽器を使っていました。それぐらい修理するお金もないのだなという

のが、だから、購入なんていうことは、本当に夢なんだなというぐらい思いながら、子

どもたち、それでも先生方も一生懸命指導している姿も見ていました。 

    だから、その修理予算と購入予算が別物にあるのか。 

あと、楽器を提供されたときに、私、この寄附楽器の査定というのは、楽器の査定な

のかなと思ったけど、寄附者がどういう人であるかを査定するということですか。その

辺のちょっと楽器が例えば古いけれども、どうぞ使ってくださいで、やっぱり修理が必
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要だったときには、本当に学校は修理費用がどこまでというのを、もちろんそういうの

がきちんとなって学校に上がってくるのかもしれないけど、そういった予算がどうなの

かとか、そういう楽器がちゃんと使えるものなのかということも含めた、それが私は気

になりました。 

会 長：いかがでしょうか。どうぞ。 

学務課長：ただいま３点ご質問をいただきました。 

    まず、肖像写真ということでございますけども、基本的に楽器を子どもたちが持った

写真が結構多く掲載されていると。一人だけではなくて、何人か並んで楽器を持ってと

いうような写真のイメージかと思います。当然、それは、各自治体によって、どういう

写真を掲載するかというのは決められますので、全体に演奏している楽団のような写真

もありますし、ただ、人だけが写っているという写真はないということでございます。

楽器と必ず写っているという写真が大体多いかなということでございます。 

    それから、２点目のこの修理費、購入費というところでございますけれども、当然、

楽器購入のための予算もつけてございますし、また、修理代というか、そういう学校に

配賦を予算しているのですけども、なかなか学校の中で優先順位というのが、どうして

も楽器の場合は後回しになっているというような実態もあるのかなと。 

Ｆ委員：吹奏楽部用の……。 

学務課長：ごめんなさい、吹奏楽部用で修理代の予算もついているということでございますけ

ども、なかなか楽器の数も多いというところもあって、全て賄えてはいないのかという

ような状況もございます。一方で、子どもたちが大事に楽器を使っていただいていると

いうところもあろうかなというふうに思っております。 

    それから、査定につきましては、楽器を査定するというものでございます。それで、

基本的に修理が必要な場合の楽器については、それは寄附に至らないということでござ

います。必ず使えるものをということで、送られてきた楽器を見て、これは修理が必要

だなというものは、申し訳ないけれども、寄附の対象になりませんということで、お返

しをしているということでございます。 

会 長：いかがでしょうか。 

    Ｂさん、よろしいですか。 

Ｂ委員：そもそも、このふるさと納税という形にはなっているけれど、どうも中古の楽器の流

通とあわせて、ふるさと納税にしているみたいな感じなのだけど、実際に企業がやる

わけですから、どこでもうかるのでしょうか。いいですか、聞いて、それ。 

    つまり、市場として成り立つとすれば、本来は現金で、査定されたら、その現金を誰

かが払わないといけないんですけど、それをどういう形でなっているのかと言うと変

ですけど、企業のほうは、利益としてなるのかという部分を少し説明していただいて

いいですか。 

会 長：はい、どうぞ。 

学務課長：すみません、参考資料をつけさせていただいてございまして、こちらの下のほうに、

（３）経費ということが書かれてございます。当然、これはホームページを活用したり
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ということで、経費がかかるということでございます。最初の参加登録料が６万６，０

００円、それから、年間サービス料が１１万円、それから、寄附関連手数料として、２

３万１，０００円で、この手数料は制限がございまして、ホームページの掲載の最大が

２５件、そして、納品の件数が最大８件ということでございます。これは、いろんなプ

ランがありまして、これは、まずライトプランというものでございまして、さらに楽器

の写真の掲載の件数から納品の件数を増やしていくとなると、スタンダードプラン、そ

れからプレミアムプランというようなものがあって、手数料はさらに上がっていくとい

うことでございます。まずは、豊島区としては、ライトプランから始めていこうという

ことでございます。そういった経費がかかるということでございます。 

会 長：はい、どうぞ。 

Ｂ委員：いいですか。 

    すみません。ふるさと納税は、例えば、現金で豊島区にふるさと納税するわけですよ

ね、普通。例えば板橋区の人が豊島区にふるさと納税すると、ご本人にとっては、１０

万円やったら、９万８，０００円税金から控除してくれて、結果的には、板橋区に入る

税金が減ってしまって、豊島区に入ってくるものが増えて、これが返礼品競争だと、大

変問題になっているわけですよね。今回のこの楽器ふるさと納税というのは、現金では

ないから、そうすると、楽器をどなたかが板橋区の方が豊島区に寄附してくださると、

こういう形になるわけですか。それを現金にしましょうということになると、そういう

考え方でよろしいですね。 

会 長：はい、どうぞ。 

学務課長：おっしゃるとおり、通常のふるさと納税というのは、現金というか、そういうとこ

ろですけども、それにかわるもの、物納ということで、物が納品されるということで、

その査定額が税金の控除額になるということでございます。 

    通常のふるさと納税ですと、返礼品、地域の物産とか、そういうものがあるんですけ

ども、これについては、そういうものがなくて、そのかわり、子どもたちからの感謝の

お手紙とか、それから実際に始めているいなべ市ですと、その子どもたちの演奏会に寄

附してくださった方をご招待して、一緒に演奏を見てもらうというような取組をして、

そこから新たな関係づくりができて、本当にその子どもたちにとっても音楽をより親し

んでいくような環境ができるというようなところも効果としてあるということでござ

います。 

会 長：Ｂ委員どうぞ。 

Ｂ委員：そうすると、豊島区にとっては、例えば１０万円の楽器を寄附してもらうと。こうい

うことで１０万円、お金ではなくて物で寄附してもらう形になるわけですね。板橋区の

ほうは９万８，０００円の税金を失うと。こういうような仕組みということになって、

現実には、でも現金は動かないんですね。だから、その査定業者がどれだけどういう査

定をするかというのが、すごく重要な気がするんですよね。それと同時に、当然、ちょ

っと使えないものはだめですよと言うんですけど、例えばそれ、使えないものはお返し

しますよというんだけど、ある程度、でも使えますよみたいなので、ちょっと修理して
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修理代はこっちが持ちますからみたいな、そういうことはしない。相当、中古といって

もしっかりしたものをもらえるような保障みたいなのはあるんですか。 

会 長：はい、どうぞ。 

学務課長：実際に、これで、もう始まって実施しているところを聞きますと、かなりいい楽器

が寄附されているということでございます。本当に楽器を大切にされている方、昔そう

いう演奏で使っていて、どうしても捨てられないという、処分できない、でも子どもた

ちが使ってくれるのだったら寄附したいわという方が、本当に多くいらっしゃるそうで

して、その納品された楽器も非常に状態がいいというもので、もう本当にその寄附をい

ただいている学校は、その楽器が戦力になっているというような状況で聞いておりま

す。 

Ｆ委員：いえ、答えに今なっていないですよね。修理が必要な場合はという話ですから。すみ

ません、お願いします。 

学務課長：失礼しました。修理が必要な場合は、その業者のほうで、事業者のほうで修理する

というのは、それはやっていないということになりますので、寄附してくださる方が修

理をした上で寄附をしてくだされば、それはすごくありがたいかなというところだと思

います。 

会 長：Ｂ委員どうぞ。 

Ｂ委員：それで、あとは、今度、区の所有だから区がちゃんと修理をしていきますよという。

保障とか、そういうの、よく楽器だって何だって一般的には保障期間とかがあるけど、

これは中古だし、ちょっといろいろあるんですか。大丈夫なんですか。 

会 長：はい、どうぞ。 

学務課長：ちょっと保障の話は伺っていないので、もしかしたらないのかなというふうに思っ

ております。 

会 長：はい。 

Ｂ委員：はい、わかりました。一応、寄附、善意でもあるし、ちょっと心配なときはあります

よね。途中で壊れてしまったりとか、そういうの。新品だと、そういうのは要らないし、

ちゃんとした販売店から買えば、ある程度の一定期間の保障とか、そういうのはあると

思うのですけど。それで、もう一つは、これでいくと、各学校ごとで必要なものを出す

という、こういう感じになるのですか。例えば区として、こういう楽器が全体として必

要なのでみたいなやり方ではないというふうに考えてよろしいのでしょうか。 

会 長：はい、どうぞ。 

学務課長：まずは学校単位でやっていこうということでございまして、ちょっと、これの導入

にきっかけになったのは、中学校８校あるのですが、そのうちの１校が、こういう制度

があるなら、ぜひ取り組んでみたいという話がありまして、それならばでは、ぜひやっ

てみようということで、まずはちょっと１校から試行的にやっていって、もう本当に、

これが効果があれば、ほかの学校にも広げ、さらには小学校にも広げられればというふ

うに思っております。ただ、こういった取組をするに当たりましては、いろいろ学校か

ら写真を提供していただいたりとか、そういう協力が必要でございますし、また、その
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ホームページに載せるに当たって、いかにアピールするかというところもありますの

で、そういった学校の協力がないとできないというふうに思っておりますので、そうい

ったところも学校と協力しながら進められればというふうに思っております。 

会 長：はい、どうぞ。 

Ｂ委員：やっぱり、そこが問題なのだろうと思うんですよ。アピールしないと来ないとか、そ

うではない制度にしていかないと、必要なところに必要なものがきちんと回るような仕

組みにしていく必要があって、だから、そこのところで、特別なことをやったらという

ことの、子どもの絵がいっぱい入っていたほうがいいとか、顔が入っていたほうがいい

とかと、そういう話になってしまうような気がして、そこのところの改善は必要なので

はないですかね。アピールが上手なところにだけ行くとか、そういうのでは困るのでは

ないかな。例えば母校にとか、例えば何かゆかりがあって、そこに出したいとか、そう

いう寄附者のお気持ちも一つ大事だとは思うのです。けれど、何かそこの肖像の問題で

は、そういうちょっといやらしさを感じているので、やっぱり、あんまりそういうふう

にはしないほうが私はいいかなと思っています。 

会 長：ちょっと、これで個人情報のほうへ戻しますが、そもそも、こういうことをするのが

いいのか悪いのかとか、どういうふうに実施するのがいいのかということで、いろいろ

ご意見がございまして、これは議会とかにかかった案件ですか。かかっていない。 

こういうふるさと納税案件というのは、どこのマターですかね。それは関係ないのです

か。各所管でできることなんですかね。 

政策経営部長：では、政策経営部から。 

会 長：はい、どうぞ。 

政策経営部長：基本的には、このふるさと納税、寄附控除の制度なんですが、大都市から集中

する住民税を地方に分散しようという趣旨でやっておりまして、令和２年度の豊島区の

逸失額が約１６億円というふうに考えてございまして、２３区では、それをさらに上回

る区もございまして、特に東京、大阪辺りの大都市が狙われているということで、基本

的なスタンスとしては、ふるさと納税、この税制については反対をしていくというの

が、区の立場。まず第一に申し上げますと。ですから、一般的に、そういう形で広く募

集することはしないんですが、このように、子どもたちが必要な楽器を返礼品なしで、

要するに高額な返礼品で、でも自分たちの区民税は関係ない、市民税は関係ないので、

高額な返礼品を出して、５０％でもお金が入ってくればいいのではないかというのがち

ょっと見受けられるところもございますので、豊島区では、特にそうした返戻品はしな

いと。ただ、こうして学校で困っている子どもたちがいるので、使っていない楽器があ

ったら、ご寄附をいただけませんかと。それに対して順当な査定額を使って、その部分

を寄附いただいた制度にしようという発想から来たものでして、ほかには、トキワ荘の

建設を今再現してございまして、それについても全国から寄附をいただくと。ただ、そ

れについても高額な返礼品ではなくて、銘板をつくって、この方から寄附をいただいた

ということを検証するような形でやってございまして、そういう意味では、返戻品で寄

附を募るというやり方については、区は一貫して反対をしていると。 
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    ただ、このようなスタンスでやる場合については出すということで、先ほどの議会

云々のご質問については、ここで、ご審議をいただいて、是とされるのであれば、来年

度予算の中に関係経費を計上していく。そういうところです。 

会 長：となると、この審議会は個人情報の保護に関する審議会なので、仮に政策はそちらの

議会のほうで決めていただくとしても、ある種、条件つきの形をこうやってつけるとい

うことは、多分なるとは思うのですね。今、皆さんのご意見をお聞きすると、確かに、

寄附側のそれぞれ顔が見えたほうが集まるということなのでしょうが、やはりマイナス

面もあって、やはり子どもの顔が公になるということに対して、やはり、保護者の方も

抵抗感があるでしょう。と、なると、何か全体の意見として、やはり子どもの個別の顔

が明確にわかるようなものはやめてほしいという感じですよね。感じとしか言いようが

なくてね、なんですよね、ですから。 

    だから、募集して、どれだけ来るかわからなくて、事業者の立場から言うと、特定し

たほうが、この人に使ってほしいということがわかりますが、やはり、この審議会の立

場としては、めったやたらに個人の肖像というものを、誰もが見れるところにアップす

ることに対しては、やはりどうかなと私は思いますし、皆さんはどういうふうにお考え

でしょうかね。どうでしょうか。 

    どうぞ。 

Ｇ委員：何か競合していくような過激になっていってしまうのではないかなと思ってしまう

んですよね。やっぱり全国だというと、いろんな学校が今度入ってくるとなると、それ

にどうしても、うちのほうにうちのほうにというのを、そうやって、やっぱり過激にど

んどん、どんどんアピールしていく形になる。 

会 長：なるほど。そうですよね。やっぱり、また返礼品がいっぱい増えてきてしまって。 

Ｇ委員：そうなんですよね。だから、それがやっぱり一番怖いかなという、子どもに対しての

はあるんですよね。 

会 長：そうですよね。 

Ｇ委員：だから、やっぱり、そのやり方は、本当にもう少し検討したほうがいいのかなとは思

うんですよね、僕は。やっぱり業者に任せたとしても、業者もそれをとるためには、ど

ういうふうな手段をするのかということは、考えてくるところになってくると思うんで

すよね。だから、その辺のところをもう少し慎重にしていかないと、子どもの顔をアッ

プしていくというのに、なりかねないかもしれないから、その辺のところは、もうちょ

っと慎重にと思うんですよね。 

会 長：そうですね。 

    Ｅさん、どうぞ。 

Ｅ委員：再びサイトを拝見しましたが、サイトの構成を見ると、大きく割かれているのは、自

治体の紹介、それから学校の紹介のボリュームはとても大きいです。写真は、あんま

り関係ないのではないかと。自分がもし売る立場だったら思いました。だから、区の

紹介で、どれほどアピールするか、学校の紹介、部の紹介で、どれほどアピールする

かが肝だというふうに、サイトを見た感じでは思いましたので、獲得するために肖像
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を使うという流れには、できれば行ってほしくないなというふうに考えております。

会 長：はい、どうもありがとうございます。 

    ほかにご意見ございますか。では、どうしましょう。 

Ｈ委員：いいですか、すみません。 

会 長：では、Ｈ委員どうぞ。 

Ｈ委員：今、肖像権の問題がいろいろ出ていますけれども、ある芸能人の方が自分のお子さん

が通っている保育園なり、学校の運動会とか、いろんな会の写真をぼんぼんＳＮＳに上

げたらしいのですよね。そうしたところ、やはり周りからがんがん言われたと。何勝手

に上げているんだというようなこと。今回のこれは、一応、親御さんの承諾を得てとい

うことにはなっていますよね、これ、形として。だけど、これが得られなければ、結局

できないわけですよね。それが、各親御さんが今こういう時代ですから、嫌だという方

が結構出てくるのではないですかね。多分、皆さん、お子さん、お孫さんがいらっしゃ

った場合に、ばんばん上げられたときに、周りから何かに利用されてしまうというんで

すか、そういうのもあると思いますし。私、ちょっと仕事柄、学校の文集とか、卒業旅

行とか、いろんな写真つきの雑誌をつくっていたのですけれども、やはり、そのつくり

方は、非常に気を使ってやるのですね。そのうち学校が一般への配布をやめたと。本当

に親だけに渡す。保護者だけに渡すというようなほうに持っていきました。それまで

は、あちこち学校もばんばん前は配れたんですよね、平気で。 

    ただ、それをやっていると、やはり今の時代ちょっと怖さが出てきているのでやめま

したという報告を受けていましたし、学校のホームページを開けても、本当に承諾を得

たものしか上げていないというのもはっきりわかっていますので、そういう形で、しっ

かりと守られるのであればいいんですけども、なかなか先ほど言われました競争になっ

てしまうのではないかと。どんどん過激にいい評価をいただくためのいい写真の載せ合

いになってしまって、いろんな問題がまた起こる可能性が秘めてくるのではないかな

と。やっぱりその辺が心配なところです。ですから、これは本当に慎重にしないといけ

ないのではないかなというふうに思っています。 

会 長：ありがとうございます。 

    そうしたら、Ｉ委員どうぞ。 

Ｉ委員：肖像の件については、皆さんおっしゃっているように、非常に問題があるのではない

かなというふうに、私も思っていまして、先ほど、Ｈ委員がおっしゃったように、例え

ば親があんまりだなと思っていても、お子さんが楽器が欲しいばかりに頼むから載せさ

せてくれというふうな話になってくるような気もするんですね。ちょっと、その辺で、

また肖像というのも議会のほうでもやらなければいけないなというふうに思ったとこ

ろです。 

    私が伺いたかったのは、先ほど楽器を寄附した後、お礼だとかという話があったので

すけども、その辺は、もう個人のやりとりではなくて、サイトを通じたやりとりになっ

ていくんでしょうか。 

会 長：はい、どうぞ。 
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学務課長：そこはもうサイトとは離れて行っていくということになりますので、学校として、

お礼のお手紙を出したり、また学校が出す中で、子どもたちの声をメッセージを添えた

りとか、そういったことになろうかなというふうに思っています。 

会 長：はい、どうぞ。何か補足でしょうか。 

学務課長：お礼状はすみません、区からお礼状を出すということでございます。 

会 長：Ｉ委員どうぞ。 

Ｉ委員：そうすると、多分、収集する情報と提供する情報の辺も変わってくるのかなと思った

のですけど、ちょっとお伺いしたんですけれども、そういうことであれば、結構でござ

います。 

会 長：はい、どうぞ。 

学務課長：その辺は、本人が同意して提供するかというところもあるので、やり方次第かとい

うふうに思っております。 

会 長：ただ、なかなか日本は同調圧力が強いので、顔を出したほうがいいよと言ったら、仕

方なくということもあるかもしれないし、誰かが出して誰かが出さないとなると、また

というような、若干そういうところもあって、ちょっと微妙なのですかね。どうしまし

ょうかね、これは。今回かかっているのは、そういう個人情報ですので、結局、寄附者

のこれは別にいいわけですよね。どなたが寄附されたかということについては、これは

必要な情報で。 

    ただ、肖像画に関しては、割と慎重な意見が多かったので。どうします、事務局とし

ては。どうしますと、そちらに戻してもなんですが。 

Ｄ委員：ちょっと質問よろしいですか。 

会 長：はい、どうぞ。 

Ｄ委員：これは、写真を載せるのは、提供した保護者ないし子どもということですよね。ある

いは、受けた小学校のほうはどうなんですか。 

会 長：はい、どうぞ。 

学務課長：学校のほうから、この写真提供していいですよという保護者の了解をとった上で、

それを区のほうから事業者のほうに提供させていただくということになります。 

会 長：はい、どうぞ。 

Ｄ委員：個人的には、非常に温かい感じの政策の一つではないかというふうな感じはするんで

すよね。だから、できたら支持をしていきたいのですけれども、その辺、やっぱり行政

として、提供者、受ける者、そういった者の保護ということも、責任を持ってやらなけ

ればならない責任があるのではないかというふうに思いますので、これから政策論議を

重ねるという中で、情報サイドでは、政策論議は触れないとして、そういった双方の関

係性をできるだけ反映するような形での政策展開ということであれば、私は前向きに捉

えてもいいのではないかというふうに思います。非常にローカルな関係の中で進めても

らえばいいのではないかというふうな感じはいたします。 

会 長：それで。今回、これ結論を出す必要があるわけですよね。政策自体は、ここで云々す

るところではないのですかね。政策自体は予算があまりないので新しく楽器が買えない



審 議 経 過
№26 

という状況の中で、子どものことを考えたらいい楽器で演奏してほしいという。私も

昔、オケをやっていましたので、中学校のときは。そういうふうに思いますが。 

    はい、どうぞ。 

Ｂ委員：私は、予算の点で言えば、そんなお金ないなんていうことはないので。 

会 長：そうなんですか。 

Ｂ委員：はい。私はあると思っているのですが、ただ、こういう形で、本当に中古のものをち

ゃんと使えるようにするということについてはいいかなと。 

会 長：そうですね。 

Ｂ委員：眠っているものをするとかというのではなくて。ただ、仕組み自体が破綻しないかと

か、やっぱり、いろいろ不正とか困ったことが起きないかという点では、ちょっと、ま

だわからないんですけれども、現実問題、これに頼るだけで、楽器が全部賄えるわけで

はないではないですか。ごめん、こんなことを言っては悪いけど、どのくらい、どうな

っているかわからない。やっぱり欲しいものと需要と供給の関係というのは、結構ある

と思うので、最終的に、それから全国のいろんなところの自治体が、うちも欲しい、う

ちも欲しいとなればということもあって、だから、政策的にはちょっと三角。丸に近い

三角なんだけど。ただ、問題は、先ほどから出ている肖像写真を載せるかどうかという

ことで、基本、本人及び保護者から掲載に同意を得たというところがあるのだけれど。

問題は、なぜ、そういうものを載せるかというところの政策判断がちょっと間違ってい

るのではないのかというところだと思うのです。それをやることによって、いっぱい、

つまり寄附を募るために効果的だからと肖像を出すというのは、これは、少し政策的に

間違っていませんかと、私は明確にそう思います。いくら親御さんたちの保護者や本人

の同意があっても、それ自体が過当競争ではないけれど、そういうふうになってしまう

のではないですかというのを、皆さんはおっしゃっているので、やめたほうがいいので

はないですかね、これ。それでも、個人情報としては、事業者が必要に応じて収集する

情報というのはあるわけですから、ここの審議会としては、これについてはいいですよ

とか、だめですよとかとやるのだろうと思うのですが、ここはやめたほうがいいのでは

ないですか。 

会 長：この肖像写真というのを削除するか、あるいは特定できないような写真にするとか、

そういうふうに。 

Ｆ委員：いいですか。 

会 長：どうぞ、はい。 

Ｆ委員：豊島区が、この学務課が主導してやるのならば、それが、先ほどの個人のつながりも

大事とわかるのです。では、そのお礼もしなければいけない。けれど、やはり学校の負

担を考えると、本当に何か時間に割けない教育現場があるんですよね。 

会 長：そうですよね。お忙しい。 

Ｆ委員：だから、こちら側がそれを期待して、そういう交流が生まれてというところまで、そ

れは、学校側がそれを望めば別ですけれども、そこまでを今目的としているのであれ

ば、いや、もっとシンプルに子どもたちの環境を豊かにするために、豊島区が学務課の
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主導で楽器を募って、それをそれぞれ必要な学校に分配すると。そこには、子どもも学

校名も介入していないというぐらい豊島区が動いてくれる政策ならばと、私は、ちょっ

と、ごめんなさい、思ったので。 

会 長：なるほど。 

Ｆ委員：そうすると、個人の顔がどうのこうのというのではないかなと。 

会 長：中学校を特定するのではなくて、区立の中学校と。 

Ｆ委員：だから審議いただきたいし、ここで、この文章のままで、何か是か非かは、私はちょ

っと本当にできないなという感じがします。 

会 長：どうしましょうかね。ここで修正して、一応、今日出すか。もう一度、原案を出して

きていただくか。そのサイトの業者は特定しろと言っているわけですかね。 

学務課長：特定しろとか、そういうのは言っていなくて、それは、もう自治体がどう考えるか

ということでございます。 

会 長：どうですか、それは、なかなか。内容的には、すごくいいと思うのですが、ここで、

ひっかかってしまうという。かつ、これはそれほど長く続きそうにないですよね、多分。

どこかで破綻するかと思うんですが。それほど、眠っている楽器は多くないと思うの

で。そこは、個人的な感想で申し訳ないのですけど。 

    どうぞ。 

学務課長：いや、意外と本当に眠っている楽器は、実際事業者に聞いても、あと、いなべ市か

らしても、すごくあって。 

会 長：多いですか。 

学務課長：いなべ市は、１年間で、もう１００件以上の納品があったというふうに聞いており

ます。楽器がもう買えなくて困っているのでということではなくて、さらに音楽環境を

よくしていきたい。豊島区は国際アートカルチャー都市で、子どもたちにもそういう文

化とか音楽を愛する心を育てていきたい。そういったところで、こういった新たな手法

を取り入れながら、子どもたち、そして、豊島区がより文化芸術的な町になっていけれ

ばなという思いも込めて、ぜひやっていきたいというものでございます。 

会 長：恐らく、これは、初めに手を挙げたところが非常に有利になる政策だと思うのですが、

ただ、先ほどおっしゃった豊島区を出すのであれば、豊島区で、一旦やっていただいた

ほうがいいような気がしますがね。 

    はい、どうぞ。 

Ｅ委員：ただ、すみません。普通のふるさと納税と、この制度の大きな違いというのは、ふる

さと納税は差し出す側の住民が住んでいる自治体からのが税金が逸失されるのですけ

れども、この楽器ふるさと納税は、休眠財産の楽器を差し出すわけで、例えば板橋区に

住んでいる人が豊島区に楽器を寄附しても、板橋区の懐は全く痛まないので、その辺

は、ちょっと制度的に。 

会 長：いや、それは、その分が税金は減るから。 

Ｅ委員：え、減ります。 

会 長：ふるさと納税はそういう仕組みですよね。 
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Ｅ委員：ではないんですか。 

会 長：物納で、その価格についての税金が、元住んでいるところで減るわけですよ。 

Ｅ委員：ごめんなさい、私の勘違いですので。すみません。 

    では、現金ではなくても減る。すみません。 

会 長：現金ですよね。納税額が減るから一緒ですよね。 

Ｅ委員：なるほど。すみません、ちょっと勘違いしていました。 

会 長：どうしましょうかね。何か紛糾していて、どうしようもない。形としては、どうする

かと。 

    ですから、もう一度お出しになるか、あるいは、ここで修正して、肖像写真と学校名

のところは削除するかということでしょうかね。 

    はい、どうぞ。 

学務課長：そうしましたら、顔は出さないような形で、写真はどうしても、やっぱりないと、

というところもありますので。 

会 長：学校の写真とか、演奏風景の遠景みたいなものならありかもしれないですね。 

学務課長：そうですね。顔がわからないような形で、やはり学校というところを身近に感じて

もらえるような出し方を、豊島区というものも、当然、ＰＲしていくんですけども。やは

り、学校……。 

会 長：学校は特定する。 

学務課長：学校というところも、やっぱり出したほうが、それはすごくいいというふうに、事

業者からも聞いていますし、実際にやっているいなべ市からも、やっぱり、そういうのは

出したほうが身近に感じると。 

会 長：ただ、そうすると、この学校間で格差ができるではないですか。それは、どういうふ

うにお考えになられますか。 

学務課長：ええ、その辺は、まずは、試行的にやっていく中で、徐々に広げていこうというと

ころで。 

会 長：例えば１から３まで、まずやっていって、そんな感じですか。 

何かよくわからない。ちょっと、私。 

    どうぞ、はい。 

Ｄ委員：その関係性についてはともかくとして、いわゆる区のほうに、例えばそれ以外、本の

提供とか、財産の美術品の提供とか、一般的なものの寄附というのは、ほかにあると思

いますので、これから政策展開する際に、そういった現状、課題となっているものも含

めて、ふるさと納税と、それから楽器を確保するというのを絡めてで、もう少し見直し

て進めてもいいのではないかなと。 

会 長：純粋の寄附ということですよね。純粋の寄附を豊島区民から募るということはあり得

るわけ。 

    どうぞ。 

Ｂ委員：いろいろ話が出たのですが、例えば教育委員会としては、学校名までは絶対出したい

とおっしゃるんだけど、百歩譲って、この審議会においては、多分学校名は個人情報に
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なっていないのではないかなと。 

会 長：入っていないと思いますね、多分。そうか。それは、ここの管轄外。管轄外です。 

Ｂ委員：ええ、だから、一番問題になっているのは、肖像写真ということで、これも、氏名住

所入っていないんだけど、やっぱり、かなり。 

会 長：特定されますよね。 

Ｂ委員：プライバシー度というか、センシティブ度が、そういう部分が高いので、ここは、も

う絶対入れておかなければいけないと、やるんならね。そういう観点で言うと、今、学

校名の話が出てしまったからですけれど、はっきり言えば、この区が収集して事業者に

提供する個人情報に関してはゼロ。そして、事業者が必要に応じて収集する情報のほう

は、こういう内容というふうになると、とりあえず、この審議会だけは何となく、皆さ

んの中で納得、一致点が出るのではないかなと。 

会 長：そうですね。政策は、また置いておいて、それは議会のほうでしっかりつくっていく。

Ｂ委員：あと、時間が申し訳ない……。 

会 長：そうですね。はい、どうぞ。 

学務課担当：担当の小出と申します。 

    昨年、議会で話題に出まして、前任の木山課長から、あと城山部長から検討するよう

にということで始めた事業でして、最初、いなべ市しかホームページに載っていなか

ったのです。けれども、初めてホームページを見たときに、子どもさんたちの生き生

きとした表情が載っていて、これは、やっぱり助けてあげたいなという気持ちになる

ページだと、個人的にはすごく感じたんですね。親御さんの立場からすると、いろい

ろご意見があったので、そこもご納得いく部分ですが、ただ業者が、こういうのを載

せたほうがというあおる感じでは決してないので、そこはご理解いただきたいと思い

ます。 

    実際に載せていない自治体もあって、そういうところもあるので、そこは、こういっ

た問題になったのかなと思います。 

    以上です。 

会 長：はい、どうぞ。 

Ｂ委員：それで、もう本当にあんまり固執するのだったら、こちらも言ってしまいますけど、

区長、文化とおっしゃって、今回、来年の６月までで１億円かけて、あそこの西口公園

のナイトコンサートをやるんですよ。そのために楽器も買っているんですよ。幾らかか

っているか、今度ちゃんと聞いておきますけど。だから、お金ないわけではないのだか

ら、基金もあるのだから、本当に必要なものは出す。ただ、私は、実際古いものは、ち

ゃんと使うというのは、これはこれで大事なことだろうと思うのです。あるいは豊島区

民の方だって寄附できるんですよ。だから、母校に寄附したいという、そういう方がい

たら、ではこの制度を使ってくださいというのもあるので、それ自体は悪くないという

ぐらいのところで、私はここをやっているので。いっぱいいっぱい来てくださいみたい

なことはしなくていいから、本当に必要なものが必要なところに回るように、その一つ

の方策としてやるぐらいに考えてもらえないですかね。 
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会 長：どうですか。いいですか。 

    そうしたら、とりあえず、ここで扱うのは個人情報というところですので、肖像写真

については、これはネガティブな方向でお願いしたいということしかなくて、あと政策

に関しても、これは、この場では、なかなか審議はできないところですので、事務局と、

あるいは議会のほうでよく考えていただいて、いい方向に持っていっていただきたいと

思いますが。 

    では、ちょっと時間をとりまして、すみません。私の不手際ですみませんが、この辺

で、そういう条件つきで、今回の諮問につきまして、是か非かということを問いたいと

思います。是とされる方は挙手をお願いしたいと思いますが、いかがですか。 

（挙 手 多 数） 

会 長：ありがとうございます。 

    それでは、非とされる方は。 

（挙 手 少 数） 

会 長：お一人ということですね。 

    では、そういうことで、今回、いろいろ意見が出ましたので、それを踏まえて、今後

の方向性を決めていただきたいということで、これについては終わりたいと思います。

    あと、資料３、４、諮問１５、１６も同じく学務課で行う業務ですので、続いて、よ

ろしくお願いいたします。 

学務課長：続きまして、区立小学校の入退室管理システムによる個人情報の電算処理でござい

ます。こちらは、児童の登下校の状況をメールにより保護者へ知らせるため、学童クラ

ブで、もう既に導入されております入退室管理システムを全区立小学校に導入するとい

うもので、保護者へメール送信を行えるよう、保護者のメールアドレスと個人情報を電

算処理するというものでございます。 

    対象者等につきましては、区立小学校の１年生から３年の児童・保護者ということで

ございます。 

    理由でございます。昨今多発する学校周辺での不審者等の犯罪や児童関連事故によ

る保護者の不安への対策として、学校の入退室について、システムによる自動連絡機能

を設けることで、保護者の安心感を高め、児童の事故等の緊急時における初動対応の迅

速性を実現するためということでございます。 

    一括承認基準の該当の有無は、類型なし。それから、事例業務も該当なしということ

でございます。 

    ４番の過去の類似案件ということでございますけれども、こちらのシステムにつき

ましては、学童クラブのほうで、既に導入されているということでございます。 

    諮問理由につきましては、こちらは新たな個人情報の電算処理であるためというこ

とでございます。 

    取り扱う個人情報につきまして、電算処理するもの、児童氏名、在籍学校名・学年、

保護者の携帯電話等のメールアドレス、保護者氏名、住所ということでございます。 

    理由でございます。学校入退室システムを運用する際の基礎情報として必要なため。
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また、児童の持つ入退室管理カード等を保護者に送付する必要があるためということで

ございます。 

    電算処理する時期は、本審議会の承認後ということでございます。 

    続きまして、資料４、こちら区立小学校の入退室管理システム運営の委託に係る措置

ということでございまして、先ほど、資料３の説明した内容、こちらを入退室管理シス

テムの運営する会社に委託するというものでございます。 

    児童が小学校に入退室する際、事前に配付された個人認証データが内在したＩＣタ

グ等を所持して、校門に設置されたゲートを通過すると、センサーが感応して、連絡用

メールが事前登録してある保護者の携帯電話等のメールアドレスに自動送信するシス

テム、これを導入して、これに伴う運営業務を委託するものでございます。 

    システム導入作業、それから学校職員等への業務研修、保護者へのシステム導入案

内、保護者がシステムにメールアドレスを登録する際の個別操作案内等もございます。

    該当者等は、先ほど説明したとおりでございます。 

    委託理由でございます。民間事業者の活用によって、学校職員等への業務研修、電話

での保護者への操作案内など、専門性のあるスタッフにより、適切な運営を行えるとい

うものでございます。 

    効果につきましては、先ほど説明したとおりでございます。 

    一括承認基準の該当の有無は、該当なし。個人情報の項目も該当なし。 

    ４番、過去の類似案件は先ほどと同様でございます。 

    諮問理由。本業務は、新規事業であり一括承認基準の類型に該当していないためとい

うことでございます。 

    取り扱う個人情報につきましては、次のページの６番のところで、区が収集して事業

者に提供する情報、児童氏名、在籍小学校、学年。 

    事業者が必要に応じて収集する情報。保護者の携帯電話等のメールアドレス、保護者

氏名、住所ということでございます。 

    ２ページ目に戻っていただきまして、情報の保護でございます。こちらは、別紙１の

「特記事項」のとおりで、変更した条項につきましては、別表の「７情報の保護の項目」

のとおりということで、こちら、３ページに記載の取り扱う個人情報の範囲、それから、

セキュリティー対策の整備義務、それから再委託の制限、再委託の制限は「禁止」から

「制限」としてございます。また、複写または複製の制限も、「禁止」から「制限」。資

料の返還義務も、業務処理上、返還が困難な場合が認められるため、ただし書きの規定

を設けているということでございます。 

    ２ページ目に戻っていただきまして、審議する対象範囲ということでございます。こ

ちらは、別紙２の「業務委託の流れ図」をご覧いただきたいと思います。 

    ページで言いますと、８ページということでございます。 

    諮問事項。受託事業者が、対象者に関する個人情報を収集する際の取り扱い。受託事

業者が、対象者から収集した個人情報を管理する際の取り扱い。受託事業者が、収集し

た個人情報を活用して対象者にサービスを提供する際の取り扱い。受託事業者と豊島区
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が個人情報のやりとりをする際の取り扱いということでございます。 

    右下のほうに、入退室管理システム個人情報の取り扱いの流れを記してございます。

①番、受託事業者による案内で、保護者が連絡先メールアドレス等を自身で登録する。

②番で、登録された個人情報は、受託事業者のサーバーに保管され、登録取り消し後は

削除されるということです。③番、児童が学校における入退室の際に自動的に受託事業

者のシステムによりメールが保護者の登録メールアドレスに送付され、入退室情報を確

認できるというものでございます。 

    それぞれの番号が、この真ん中の図に記されてございまして、④というのは、これは

誤記載でございまして。すみません、図にある④というのは、すみませんが記述から外

していただければと思います。すみません。 

会 長：どの④を外すのですか。これは④が幾つか。全部外すのですか。 

学務課長：はい。④と書いてあるのが３カ所あるのですが、そちらを削除ということでござい

ます。あわせて矢印も削除ということでございます。 

会 長：矢印も削除。 

学務課長：③番のメールのところは③番、矢印はそのままです。 

    １ページ目に戻っていただきまして、電算処理する時期及び期間は、本審議会の承認

後ということでございます。 

会 長：以上ですか。 

学務課長：はい。 

会 長：これは、以前の学童クラブで承認した分の拡張版ですよね。 

学務課長：はい、そうです。 

会 長：となると、前の学童クラブに関するシステム導入後の何か問題はありましたか。 

    はい、どうぞ。 

放課後対策課長：放課後対策課長です。学童クラブを担当していますので、私のほうでお答え

いたします。 

    問題は全くございません。 

会 長：なるほど。 

    となると、もう、ここで。今日はたくさん時間を使いましたので、なるべく時間が。

一応、前回、結構議論して決めたことで、それが運用上うまくいっているということで

したら、ここで、さらに議論を重ねてもあまり意味がないと思いますので、いかがでし

ょうか。２時間もそろそろなろうとしているので。今の質問で、もし何かどうしても質

問があるということであれば。もしなければ、ここで是か非か聞いてもいいでしょうか

ね。 

    是とされる方、ありますか。 

（挙 手 全 員） 

会 長：ありがとうございます。 

    では、これは、諮問を了承されたということで扱いたいと思います。 

    どうもありがとうございました。 
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    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ございましたら、お

願いしたいと思います。 

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５回審議会でございますが、令和２年３月２６日（木）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。どうも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１３号 

個人情報の外部提供に関する審議会事前一括承認基準の

一部改正 

答申第１４号 

楽器寄附ふるさと納税の委託に係る措置 

答申第１５号 

区立小学校の入退室管理システムによる電算処理 

答申第１６号 

区立小学校の入退室管理システム運営の委託に係る措置 

提 出 さ れ た 

資 料 等 

資料１ 個人情報の外部提供に関する審議会事前一括承認基準の

一部改正 

資料２ 楽器寄附ふるさと納税の委託に係る措置 

資料３ 区立小学校の入退室管理システムによる電算処理 

資料４ 区立小学校の入退室管理システム運営の委託に係る措置


