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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、本日は池田委員、村山委員、守屋委員、草葉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。また、ただいま升元委員からのご欠席のご連絡が入りました。

   事務局では、政策経営部長が未来戦略創出会議に出席のため、欠席でございます。 

    また、辻委員が諮問事項終了後、戸内委員が所用のため、午後４時ごろ、退席されま

す。 

    以上でございます。 

    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、皆様ご持参いただけましたでしょうか。ありがとうございます。 

    送付いたしました資料は、諮問資料１から４と、報告資料１点、第三者点検資料１点

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。よろしいでしょうか。

    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５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、報告１件、特定個人情報の第三者点検１件を予定しておりま

す。 

    審議につきましては、２時間程度を目処に執り行いたいと思っております。特にコロ

ナ騒動がありまして、密室で長時間こもるということはよろしくないということで、立

教大学は、３月は一切の委員会はなくなりまして、全部メールになっております。ここ

も中止になるのかなと思っていましたが、なかなかそういうわけにはいかない、ちょっ

と期待が外れたのですが。 

    ということで、今おっしゃったように、欠席委員も多いことですし、それから、途中

退席の方もおられますので、やはりリミット２時間以内に全て終了する予定でおります

ので、特に質問等は必要最小限でとどめていただきたいと思っております。協力をお願

いいたします。 

    では、まず議題に入りたいと思います。事務局から、まず第１について、お願いしま

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。 

    諮問第１７号東京２０２０オリンピック・パラリンピック聖火リレーにおける豊島区

独自ボランティア管理運営委託に係る措置、諮問第１８号発達障害者支援事業の実施委

託に係る措置、諮問第１９号「東京都マンション管理状況届出制度」に係る個人情報の

外部提供、諮問第２０号校務支援システム保守に係る電子計算機の結合以上、４件でご
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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いただきま

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。 

    資料１、諮問第１７号について、担当課長より説明申し上げます。よろしくお願いい

たします。 

    着席のままで結構ですので、どうぞ。 

オリンピック・パラリンピック連携担当課長：それでは、座ったままで失礼いたします。 

    まず、諮問資料でございます。件名が、東京２０２０オリンピック・パラリンピック

聖火リレーにおける豊島区ボランティア管理運営委託に係る措置というものでござい

ます。 

    項番２、業務の内容でございます。この内容につきましては、東京２０２０大会の聖

火リレーにおいて、必要となるボランティアの管理運営委託に関するものです。内容と

しましては、聖火リレーの準備から当日までの運営事業に携わっていただくボランティ

アの皆様の管理を委託するものでございます。聖火リレーにおきましては、コースの沿

道の道路の管理ですとか、資機材の設置等を行っていただくことになります。 

    ２の該当者等です。ボランティアの応募要件としましては、３点ございまして、２０

０２年４月１日以前に生まれた方、区内に在住・在勤・在学また活動されている団体に

所属している方、あと日本語による簡単な会話意思疎通ができる方、合計６００名程度

を想定してございます。 

    ３の委託理由でございますけれども、聖火リレー等、各種事業を調整及び実施運営し

ていく必要があるため、民間事業者によるイベント事業の管理運営に関するノウハウを

活用もしまして、事業の効率化を図っていければというふうに思ってございます。 

    効果としては、記載のとおりでございます。 

    項番３、一括承認基準の該当の有無にございましてはございません。 

    項番４、過去の類似案件も５６年振りのオリンピックですので、ないというところで

ございます。 

    項番５、諮問理由としましては、新規事業であり、また一括承認基準にも該当しない

ため、お願いいたします。 

    項番６、取り扱う個人情報につきましては、後ほど、別表でご説明させていただきま

す。 

    項番７、情報の保護につきましても、別紙の変更した項の別表のところでご説明させ

ていただきます。 

    項番８、審議する対象範囲につきましては、後ほど、別紙２でご説明させていただき

ます。 
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    委託先については、承認いただいた後、事業者を選定していきたいと思っております。

    また、契約締結予定日でございますが、４月１日という予定でございましたが、今回、

オリンピックが延期ということで、期間が定まっていないというところもありますの

で、これは期間が定まった段階で準備に必要な期間で契約をできればと思ってございま

す。 

    資料の２ページ目をご覧ください。６番の取り扱う個人の項目のところでございま

す。 

    まず、１番が、区が収集して事業者に提供する事業としては、１の氏名、２の住所、

３の電話番号等でございます。また、４の性別、５の年齢、６の勤務先、通学先、所属

団体等、また７は保護者氏名ということで、未成年、二十歳未満の場合には保護者の同

意が必要ということでお願いをしたいと考えております。 

    また２番目、事業者が必要に応じて、収集する情報としましては、その他受託業務の

処理のために必要となる個人情報で、収集に当たって、事前に区と協議して、区が承認

をしたものと考えております。こちらにつきましては、ボランティアの皆様の配置につ

きまして、特段配慮が必要な項目等があれば、確認したいというところでございます。

    その下、７番の情報の保護の項目でございます。別紙１の特記事項のうち、修正した

条項ということで、まず第２条の取り扱う個人情報の範囲というものにつきましては、

今ご説明しました、個人情報のとおりでございます。 

    ７条の再委託の制限でございます。但し書きを追加いたしました。理由でございます

が、業務の規模が大きいため、全体統括を委託事業者が行って、ボランティアとの個別

連絡等は、再委託事業者が行うということが想定されるため、追記してございます。 

    ８条の複写又は複製の制限の但し書きの追記でございます。こちらにつきましても、

再委託された場合に、複写複製が想定されるため、変更してございます。 

    第９条持ち出しの制限も但し書きの追記ということで、当日ボランティアを管理する

ためには名簿を会場等に持っていく必要があるためと考えてございます。 

    最後、第１０条資料等の返還義務につきまして、但し書きの追記ですけれども、こち

らの名簿等はデータを事業者に提供することが想定されていますので、事業終了後は、

受託者によって、必要な措置を講じて、破棄することが適当であると考えているためで

ございます。 

    ３ページ以降は別紙１でございます。ご確認をお願いいたします。 

    また、７ページ、別紙２でございます。東京２０２０大会聖火リレーにおけるボラン

ティア管理の委託の流れを簡単に図式させていただいております。 

    あと、資料としまして、募集の延期になる前の時点でのチラシを添付させていただい

ております。 

    資料の説明は以上でございます。 

会 長：どうもありがとうございます。 

    ただいまのご説明につきまして、何かご意見、ご質問はございますでしょうか。 
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    はい、どうぞ。 

Ａ委員：結構、まず業務内容がちょっと漠然としているのですけれど、何かというと、つまり、

オリンピック・パラリンピックの聖火リレーで、運営するために、イメージとして、こ

れだと、ボランティアについての部分を委託するということなのか。あるいは、聖火リ

レーにおけるいろんな運営についても委託をして、しかしながら、個人情報的には、考

え方として、ボランティアの部分の取り扱いがちょっと多くなる、多いというか、中心

部分があるので、というふうになっているのかというところを、まず教えていただけま

すか。 

会 長：はい、どうぞ。 

オリンピック・パラリンピック連携担当課長：まず、聖火リレー自体は、組織委員会と東京都

が主催という形になりますので、さまざまな準備等は基本的に組織委員会と東京都がす

ることになります。 

    ただ、東京都より、特に区民の皆様のボランティアの例えば募集であったり、説明会

のご案内であったり、その他、ユニフォームですとか、そういったものについては区の

ほうで担ってほしいということです。 

まず、区としましては、ボランティアを募集させていただいて、その管理する。説明

会の開催される日をご案内したり、あるいは、東京都との役割分担なのですが、ボラン

ティアとしてお一人お一人がどこを担当するのか。そういうような配置計画も考えてい

かなければならないというところになりますので、今お話しした部分は、区で担当して

いくという役割分担でございます。 

会 長：Ａ委員、どうぞ。 

Ａ委員：そうすると、この豊島区内のコースについては、ボランティアのところを豊島区がや

るということなので、そのボランティアのいろんなことを委託する。そうすると、区は

何をやるのですか。区は、この聖火リレーの運営のことについては、何かやることはあ

るのですか。 

    何が言いたいかというと、区がやらなければいけない部分を全部運営会社に委託して

しまうようにも見えるのですけれど、そういうことになるのかどうか。 

会 長：はい、どうぞ。 

オリンピック・パラリンピック連携担当課長：聖火リレーにつきまして、今ボランティアの部

分だけをお話ししましたけれども、例えば出発する際の出発式では、区のほうもイベン

トをすることになります。また、終点のところでは、当然、迎え入れるイベントも区の

ほうで実施することになりますので、聖火リレーの全体としては、区も関わってくる部

分はございます。 

    ただ、主催はあくまで組織委員会と東京都になりますので、そこと役割分担しながら、

聖火リレーのほうを運営していくということになります。 

会 長：Ａ委員、どうぞ。 

Ａ委員：わかりました。 
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    それで、ボランティアに関わる部分は、全部運営会社に委託をするということになる

のですか。確認。 

会 長：はい、どうぞ。 

オリンピック・パラリンピック連携担当課長：ボランティアの部分の例えばいろんな名簿管理

ですとか、ご案内を送ったりという業務は、なかなか６００人とか、その数をこなすの

は大変難しいので、そういったところについては委託をしたいと思っております。 

    また、配置の計画案も作成をしてもらって、区のほうで確認をして、当然、組織委員

会、東京都とも調整をして決定ということに、今は想定しております。 

会 長：はい、どうぞ。 

Ａ委員：なるほど。でも事実上、そういう計画案をつくってきたりして、基本的に区は監督を

して、あとは、この運営事業者にやっていただくイメージでしょうか。当日、例えば配

置をしたり、そういうボランティアに対する指図も全部、委託受ける事業者がやってい

く。そういう形になりますよね。 

会 長：はい、どうぞ。 

オリンピック・パラリンピック連携担当課長：申し訳ありません。ボランティア、東京都のほ

うから求められているのは全部で８００名ぐらいのボランティアなのですけれども、そ

のうち、今募集を想定しているのが６００名ぐらいです。残りの２００名は、できれば

区の職員にも入っていただいて、例えばそのボランティア二、三人について、区の職員

が１人付いて、リーダー役になっていただいて、区からの配置の指示ですとか、注意事

項とかを伝えていくということになります。 

ですので、全く委託事業者に、全部、全てをお願いするというわけではなくて、当然、

区として、いろんな指揮するところですとか、そういうところについてはしっかりして

いきますし、その部分についても委託事業者に補助をいただくというか、支援をいただ

きながら、聖火リレーを運営していくというふうに考えております。 

会 長：はい、どうぞ。 

Ａ委員：なかなか、本当は管理運営の委託と、そういう関係でいうと、何か結構来る人が、労

働者ではなく、ボランティアだというところもあるのかもしれないけれど、何か指揮命

令とか、ごちゃごちゃみたいに聞こえるんだよね。委託を受けた事業者からも、ボラン

ティアの人は指揮命令を受けるし、つまり、ここに行ってくださいとか、それから区の

職員が入って、区の職員がやっぱり指揮命令みたいになるように、今ちょっと聞こえた

のですけれど。同時にボランティアとして入るとなると、その人は、一体どういう立場

で入るのかなというのが、わかりにくいなというふうには思いました。 

    現実問題、個人情報の管理とか、そういうことについてですけれど、実際にボランテ

ィアの人たちというのは、例えばユニフォーム着るのはわかるのですけれど、例えば名

前とか、そういうこととかは一体どんな感じで管理される。その個人情報を。名簿とか

は、大体何とか管理はできると思うのですけれど。そこに誰がいて、どうしてというこ

とになったり、その人にこっちへ行ってください、あっち行ってくださいとかとすれば、
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やはりその日のボランティアということになれば、名札かなんか付けてしまうのかなと

か、そんなことを思ったりしたのですが、現場ではどのようになるのでしょうか。 

会 長：はい、どうぞ。 

オリンピック・パラリンピック連携担当課長：今のところ、事前に説明会を開催しまして、そ

こでお一人お一人の持ち場といいますか、この部分を担当してくださいということをご

説明しようと思っています。 

    ですので、事前で、この方はこの区間ですとか、そういうことをお伝えして、それで、

その部分についてのボランティアをお願いしたいというふうに思っております。 

Ａ委員：なるほどね。 

    そうすると、ボランティアの方が名札を付けてやるとか、そういうことは、あまり考

えられないということなのですか。 

会 長：はい、どうぞ。 

オリンピック・パラリンピック連携担当課長：これからの運用のところの検討だと思いますが、

やはり名前がわかったほうが皆さん全員知っているわけではないので、そういう工夫

は、東京都、組織委員会とも、調整しながら検討していきたいと思います。 

Ａ委員：わかりました。 

    あとは、もう一つ、このチラシを見ると、一つは聖火リレーのサポーターで、７月１

９日と８月２１日ありますけれど、これはパラのほうも含めてと。パラリンピックも含

めて、２回ということかなと思うのですが。もう一つ、西口のライブサイトもあるでは

ないですか。この募集はボランティアの募集もあわせてやる予定だったわけですけれど

も、これは委託しないでやるということでいいのですか。 

会 長：はい、どうぞ。 

オリンピック・パラリンピック連携担当課長：こちらのライブサイトのほうは、防災危機管理

課で、ライブサイトの周辺の安全・安心を守るということのボランティアになりまして、

こちらは期間が長いということと、例えば、この期間、ずっと出られる方ではなくて、

例えばこの日とこの日は出られるとかということがありますので、そういった組み合わ

せは、防災危機管理課で、多分、直前にならないと組めないと思います。ですので、こ

の部分と、その聖火リレーのところは分けさせていただいたというところでございま

す。 

会 長：はい、どうぞ。 

Ａ委員：いや、私が聞きたかったのは、そちらは、事業者委託はしないでやっていくと。今回、

諮問にもかかっていないので、そういうことになるのか。そこの確認をさせていただけ

れば。 

会 長：どうぞお願いします。 

オリンピック・パラリンピック連携担当課長：その辺につきまして、やはり、防災危機管理課

だけでは、なかなか難しいということであれば、また改めて委託になると思いますので、

今回は聖火リレーのほうのボランティアの皆様の取り扱いということでご理解いただ
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ければと思います。 

Ａ委員：はい。では、私の質問は以上です。 

会 長：ほかに何かご質問ありますでしょうか。 

    どうぞ。 

Ｂ委員：これ、一昨日延期が決まったので、なかなか資料ももちろん足らないですのでけれど

も、例えば該当者のところで、２００２年４月１日以前に生まれた方で、１８歳以上と

いう要件なんかも変わってくることは予想されるわけですよね。 

会 長：はい、どうぞ。 

オリンピック・パラリンピック連携担当課長：あくまで、通常開催したときの場合の１８歳以

上ということで、今後、組織委員会、東京都のほうから、当然年齢の変更とかはあるか

と思いますので、今時点では、募集のほうは中止させていただいているというところで

ございます。 

会 長：はい、どうぞ。 

Ｂ委員：募集を中止せざるを得ないですし、あと日程なんかもどうなるかわからないので、私

も、今日、これやるのかなというのがそもそもあって。また、これ、仕切り直しではま

ずいのですか。要項が決まって、聖火リレー、豊島区でやるかどうかもまだわからない

というか、また多分、こっちに来ることは来るのでしょうけれど。どういう形になるか

もわからない中で、もしかしたら必要なくなってしまうかもわからない。それが決まっ

てから、こちらで審議してもいいような気がしていたのですけれど、その辺、いかがな

のでしょうか。 

会 長：はい、どうぞ。 

オリンピック・パラリンピック連携担当課長：確かに、延期ということになりましたので、そ

ういうことも考えたのですけれども、まず聖火リレーも開催実施するというような、声

明もありますので、２０２１年の夏までには少なくとも開催するということです。今年

中はないのかなと思いますけれども、報道では、例えば春の桜の時期の開催とかとあり

ますので、その開催の何ヶ月か前、やっぱり４カ月か５カ月前にはある程度、ボランテ

ィアの募集も目処を付けて、説明会を開催してというようになりますと、どうしても、

今年度中には何らかの動きはしなければいけないと今想定しておりますので、時期が決

まれば、また、そのいろんなスケジュール感は出てくるのですけれども、その部分は、

確かに、想定というところではございます。 

会 長：いかがでしょう。 

    Ｂ委員、どうぞ。 

Ｂ委員：ちょっとその辺が、今年度中とおっしゃいますけれど、多分、来年度中ですよね。来

年度中に。令和２年度に決めなければいけないということですね。まだ、令和元年度に

なるので。そういう意味では、まだ、令和２年度も始まっていないので、その半ばぐら

いでもいいのかななんてことを思っていたのです。 

会 長：そうかもしれない。 
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Ｂ委員：また中身も変わってくることがあるでしょうし、私はそんな感じで思っています。 

会 長：そうですね。何か微妙なことで。この１８歳というのも成人年齢がまた変わりますよ

ね。ですから、その辺がちょっと、今ちょうど、その過渡期なので難しいところ。 

    では、どうします。でも、一応、諮問がありますので、ご意見お伺いして、来年度に、

またふたたび何か変更点があれば、ここにかけていただくということになるかもしれま

せんね。変更点なければ、そのままということでしょうか。 

    ほかに何か。どうぞ。 

オリンピック・パラリンピック連携担当課長：恐らく、大きな変更はないと思いますので、そ

の申し込み時点の例えば今だと２００２年生まれというのが、変わるかというところが

あると思います。おおよそ募集の内容ですとか、要件については、ほぼ、もう変えられ

ないと思いますし、１年後ぐらいにやるということになりますので、基本的な枠組みは

変わらずに多分進むのではないかと思っております。 

会 長：いずれにしても委託することには変わりがないということですね。その際、募集して

きた人の個人情報をその事業者にお渡しするということの是非ということですよね。ど

うしますか。ほかのご意見、ご質問があれば。 

    Ｃ委員、どうぞ。 

Ｃ委員：リレーの方法についても、今ちょっと揺れている部分もあると思いますね。そういっ

た意味では、具体的にどういう形でリレーを開催するかということも今後の形が整って

くると思いますので、そのいい機会をできるだけ捉えて、早めの対応ということで、今

回はそんな急ぐ必要はないのかなというふうな感じはいたします。 

会 長：そうですよね。ただ、事業者を使うということですよね。それは変わりないのでしょ

うか。 

    はい、どうぞ。 

Ｄ委員：今審議されているのは、方法論よりも事業者さんに委託するのか、委託しないのかと

いう、その点だと思うので、内容に関してはオリンピック委員会の状況もあるでしょう

し、区ともしっかり相談してもらうということを前提にした上で、この審議の、要する

に、今日の議題に関して、どうするかということは早めにとっておいたほうが、私は仕

事の段取り上、よろしいのではないかというふうに感じるのですが、いかがでしょうか。

会 長：何か今の意見に対して、ご意見ありますでしょうか。 

    どうぞ。 

Ｅ委員：事業者を選定する意義が何であるのですか。誰がボランティアを集めるのかというの

もよくわからないのですけれど。 

会 長：はい、どうぞ。 

オリンピック・パラリンピック連携担当課長：集めるのは、少しややこしいのですけれども、

東京都全体が区市町村にそれぞれボランティア集めてくださいという要請が来ている

のですね。ですので、区が皆様にお声がけをして募集することになります。 

    それで、いただいた個人情報について、その管理を委託する事業者に管理していただ
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くと。さまざまな説明会の通知については、委託事業者に整理をしていただいて、お送

りするというような業務を委託できればと思っております。 

会 長：いかがでしょうか。 

    はい、どうぞ。 

Ｆ委員：では、すみません。１点だけ。そういう意味では、この事業者というのは、２３区と

いうか、東京と全体でもやることでしょうから、ある程度、想定されている事業者かな

と思っているのですけれど、その辺はどうなのでしょうか。 

会 長：はい、どうぞ。 

オリンピック・パラリンピック連携担当課長：昨年度、プロポーザルを実施しまして、一応、

ＪＴＢに業務を委託するということになっていまして、もしご承認いただければ、次年

度もプロポーザルで選定した事業者に引き続き聖火リレーのボランティアの管理も含

めた業務をお願いしたいと思っております。 

会 長：何とも、ちょっともやもやとしたところなのですが、とりあえず、区だけで全てのこ

とはできないという、これまでもそういうことが多かったようですが、どうしましょう

か。 

    どうぞ、はい。 

Ｂ委員：では、すみません。先ほどの話もありましたので、今の状態というか、今のこの計画

と同じようなものでという条件付きで、私は賛成させていただければなと思います。 

会 長：割と大きな変革があるときに、またかけていただくということを前提に、是か非かを

問いましょうか。 

    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。それでは是ということにしたいと思います。ありがとうござ

いました。 

    それでは、引き続きまして、資料２のほうに移りますが、よろしくお願いいたします。

区民相談課長：それでは、資料２、諮問第１８号について、障害福祉サービス担当課長より説

明申し上げます。 

会 長：着席のままお願いします。 

障害福祉サービス担当課長：障害福祉サービス担当課長の菊池でございます。よろしくお願い

いたします。 

    諮問第１８号発達障害者支援事業の実施委託に係る措置につきまして、ご説明をさせ

ていただきます。 

    資料の２をご覧いただきたいと存じます。 

    業務の内容でございますが、記載のとおり、本業務は発達障害者支援法に基づく、発

達障害者支援事業において行う専門相談等及び心理相談検査の実施委託というもので

ございます。 

    内容、少し詳しく申し上げますと、①発達障害者の支援を適切に実施するため、精神
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科医師による専門相談及び大学職員の指導を受ける支援方針会議を実施する。②発達障

害と思われる特性を持ち、日常生活や職業生活に困難を抱えているが、経済的理由で検

査費用を負担することができない者について、その特性を明らかにするための心理検査

の実施を委託するといったものでございます。 

    ２の該当者等でございますが、①障害福祉課の発達障害者相談窓口に相談があった者

のうち、特に支援が困難な年間２４名程度の者。②医師等による専門相談、または支援

方針会議を経て、心理検査の必要性が認められる年間４名程度の者と考えております。

    ３、委託理由でございますが、①発達障害者の相談は複雑で多様な問題を抱えている

ことが多く、専門的な対応が必要であるため。②心理検査は臨床心理士や公認心理師な

ど、特定の教育・研修を受けた専門職のみが実施できるものであり、特定の検査物品・

用紙等を必要とする専門性の高い検査、区にはこの検査を実施する機能がないためでご

ざいます。 

    ４、委託の効果でございますが、発達障害の特性を客観的に把握することで的確な支

援を実施し、相談者やそのご家族の社会参加及び自立した生活ができることを目指すと

いった効果があるものと考えております。 

    続きまして、３、一括承認基準の該当の有無でございます。類型は、①（類型１８）

相談希望者の相談を受け、適切な助言、指導を行う。②（類型３）区が交付する対象者

名簿等、又は対象者の希望に基づいて、検診等を実施し、その結果を区に報告するとな

ります。 

    また、個人情報の項目につきましては、類型の１が氏名、住所、性別、年齢等々とな

ります。類型の②が氏名、性別、生年月日、住所、続柄、電話番号、健康状態、診療内

容、検診結果内容等と記載のとおりとなります。 

    ４、過去の類似案件。こちらは、該当はございません。 

    ５、諮問理由でございますが、①「専門相談」及び「支援方針会議」は一括承認基準

の累計１８に該当いたしますが、事例にかかげる項目以外の収集禁止事項の個人情報が

含まれるため。②といたしましては、心理検査の実施委託は、一括承認基準の類型３に

該当いたしますが、事例にかかげる項目以外の収集禁止事項の個人情報が含まれるため

といった理由でございます。 

    ６、取り扱う個人情報につきましては、別表の６ということで、資料の裏面をご覧く

ださい。 

    別表ということで、６取り扱う個人情報の項目などが記載してございます。１、区が

収集して、事業者に提供する情報につきましては、氏名、住所、電話番号などとなって

おります。提供する理由につきましては、対象者への連絡のために必須であるため、対

象者の結果管理に必要なため、あるいは個人を特定するためなどとなっております。⑦

の相談概要に関する情報につきましては、提供する理由は、心理検査における検査種目

の選定に必要なためとなっております。 

    また、２の事業者が必要に応じて収集する情報につきましては、資料に記載のような
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情報でございまして、収集する理由は、検査結果に及ぼす影響を検討する必要があるた

めでございます。 

    ⑥の心理検査で得られる結果の収集につきましては、障害の傾向や特性を客観的に把

握し、的確な支援を実施するために情報収集をするものでございます。 

    前のページのほうにお戻りいただければと存じます。 

    ７、情報の保護につきましては、別紙１特記事項、また、資料の裏面の別表７情報の

保護の項目のとおりとなっておりまして、後ほど、ご説明をさせていただきます。 

    ８、審議する対象範囲でございますけれども、別紙の２、流れ図のうち、次の範囲と

いうことで、１から５までございます。こちらのほうにつきましても、後ほど、改めて、

ご説明をさせていただきます。 

    ９、委託先でございます。本審議会におきまして、ご承認がいただけましたら、後日、

事業者を選定、及び専門家に依頼するといった形で考えてございます。 

    １０、委託契約締結の予定日につきましても、本審議会でご承認をいただいた上での

取り扱いとなります。新年度、年度の当初にはということで考えているところでござい

ます。 

    では、改めまして、別紙をご覧いただきたいと存じます。別紙の１、個人情報特記事

項でございます。 

    第１条基本的責務、第２条取り扱う個人情報の範囲等、などなどとなっておりますが、

特に、この第２条の取り扱う個人情報の範囲等につきまして、今回、その範囲を個別に、

かつ明確に記載をしているところでございます。 

    続きまして、別紙の２でございますが、ページをめくっていただきまして、別紙の２

でございますけれども、こちらは、発達障害者支援事業実施委託の流れということでご

ざいます。今回の諮問事項につきましては、先ほど、ご説明いたしました内容と同様で

ございますが、下の図です。委託の流れをイメージ図でお示ししてございます。 

    まず、ご相談者、それから、右側が区、下のほうには受託事業者ということで、表が

ございます。ご相談者と区の関係では、発達障害のご相談を区のほうで受けまして、下

のほうに矢印が向かっておりますが、受託事業者のほうに、委託契約、個人情報の提供

を行うということになります。 

    また、同時に、相談者の方からは心理検査の実施ということで、かかる個人情報を受

託事業者のほうにご提供をいただくという形になります。相談者の方に対しましては、

矢印の反対側、ちょうど左下のほうにございますがフィードバックということで、心理

検査の結果をお返しするような形になります。 

    また、表の右のほうでございますが、右下のほうの結果の報告、こちらも（４）とい

うことで、提供・収集した個人情報については区のほうに返していただく、さらに区の

上のほうに、括弧で囲ってございますけれども、結果の受理を区のほうで行いまして、

この結果を参考に、相談者の方により的確な支援を行っていくといったような形になり

ます。 
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    次に、最後に参考資料を添付してございまして、こちら、令和２年度、新しい年度の

支援事業の概要でございます。 

    １、相談、２、支援機関のネットワークの構築、３、発達障害者心理相談補助事業、

４、周知啓発と。平成３０年度に発達障害者の相談の専用窓口を設けまして、既に、こ

ういった取組をしてきておりますが、特に今般、この１の相談の（２）、（３）、（４）、こ

れの専門相談、支援方針会議、あるいは心理検査といったことにつきまして、新しい年

度、令和２年度より開始をしたいということで、今回の諮問に上げさせていただいた次

第でございます。 

    以上、大変長くなりましたが、説明のほうは終了させていただきます。ご審議のほど、

よろしくお願いいたします。 

会 長：ただいまの説明につきまして、何か質問、ご意見ございますでしょうか。 

    Ａ委員、どうぞ。 

Ａ委員：まず、この諮問事項の確認なのですが、実施委託の関係であるということと、それで

内容が２つに分かれているというふうに見ていいのでしょうか。 

１つは、専門家とか、医師等の相談と、それから支援方針会議をやるというか、そうい

うこと。 

それから、２番目が心理検査です。２つの事項が書かれていて、それぞれについて、

該当者とか、委託理由とか、そして委託理由１、２があって、一括承認基準の有無も①、

②と、あるというふうに認識をまずしていいかどうかを確認したいと思います。 

会 長：はい、どうぞ。 

障害福祉サービス担当課長：概ね、委員、今ご指摘くださいましたとおり、細かく申し上げま

すと、最後、話をさせていただきましたとおり、医師等による専門相談、それから、関

係者による支援方針会議、それと、心理検査といった３つの項目がございますけれども、

そのうち、医師の専門相談と支援方針会議については、ある意味、一体的にといいまし

ょうか。まとめて、一つの項目といいましょうか。そんなまとまりというふうに考えて

ございます。 

また、心理検査につきましては、個別に、独自に別の事業者といいましょうか、法人

に委託をしようと思っておりますので、細かくは３つですが、大きくは２つという括り

で考えているところでございます。 

会 長：どうぞ、Ａ委員。 

Ａ委員：そうすると、この別紙２を見たときに、一番下、受託事業者心理検査というところが

受託事業者と、一つはわかるのですけれど。右上のうちの区発達障害者相談の中の専門

相談と支援方針会議の内容の部分も委託みたいなのに入るのか。あるいは、個人情報の

外部提供みたいになるのか、わからないのですけれど、そんなふうに考えて、まずいい

かどうかだけ確認をしたいと思います。 

会 長：いかがでしょうか。 

障害福祉サービス担当課長：この部分につきましては、一つは個人情報をご提供するという形
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になりますけれども、専門の医師等は委託契約というよりは、むしろ、依頼をさせてい

ただいて、派遣で来ていただくといったことをイメージしてございます。 

    また、その支援方針会議につきましても、こちらも学識経験の先生をイメージしてお

りますけれども、やはりお越しいただくような派遣を依頼して、お願いをしたいなとい

うふうに思っております。 

会 長：はい、どうぞ。 

Ａ委員：そういうわけなので、私たちが今までやってきたときには、事業者が１社で、それ全

部引き受ける。その際の個人情報というふうに見ていたのですが、これは今回、そこは、

ちょっと違うのですよね。だから、個人情報の特記事項も基本、これは心理検査の委託

の部分には、結構、明確に当たるのかなと思うのですが、もう一つのほうに専門家の方

に来ていただく、アドバイスいただくとか、支援会議については指導をする。 

あと、精神科医師、専門相談のほうもアドバイスいただくのか、ご本人にやっていた

だくのか、よくわかんないのですが、そういう関係の中で、これらの人は、みんな、豊

島区の職員ではないということをちょっと頭の中に入れて、考えると。はい、わかりま

した。 

    それで、実際上、８ページの発達障害者支援事業なのですが、今説明があったように、

今回の諮問になっているのは、新規である相談の専門者が支援方針会議として、心理検

査だということなのですが、実際に、では、今は窓口相談だけやっている。窓口相談や

っていて、それから、あとは、２、支援機関のネットワーク構築とか、カウンセリング

の補助とか、周知啓発、こっちのほうはやっているかどうかというか、教えてもらって

もいいですか。 

会 長：はい、どうぞ。 

障害福祉サービス担当課長：先ほども少し触れましたとおり、３０年度から、本庁舎の障害福

祉課の窓口に発達障害者相談グループということで、専門的に、庁舎の中で一括して、

ご相談を受けるような体制をとってございます。 

    支援ネットワークの会議ですとか、それから心理相談補助事業ですとか、あるいは周

知啓発というのは、それまでも、それから、それ以降もずっと続けておりまして、さま

ざまな世代の方から、お困りのご相談を受けてございます。今回は、そういったご相談

ごとの中で、さらに難しいようなご相談のケースが少なくないものですから、専門の医

師、ドクターの、あるいは知見のある先生にお力添えいただいて、ますます、的確にこ

の事業を推進していこうといったことで取り組むところでございます。 

会 長：はい、どうぞ。 

Ａ委員：それで、では、この事業で実際に相談を受けますよね。この相談センターでは、ライ

フステージを通したあらゆる年齢層なので、誰でも、まず、ここにご相談くださいと来

て、それを今はどういうふうに振り分けているのでしょうか。 

障害福祉サービス担当課長：今委員おっしゃいましたとおり、学校に上がる前のお子さんから、

例えば大学生ですとか、就職を既になさっている。本当にさまざまな方からご相談をい
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ただいておりまして、それらのご相談について、区のほうでは、例えば区内にある、区

の中にあります、各種関係の機関、例えば子どもの関係でしたら、子育ての支援課です

とか、子ども家庭支援センターですとか、保健所関係ですとか、そういったところに、

さらにつなぐ。また対外的には、東京都にございます、発達障害者の相談支援センター

ですとか、あるいは、お子さんの場合には、児相ですとか、そういったところに橋渡し

といいましょうか、つないでいくといったようなことを行っております。 

会 長：Ａ委員、どうぞ。 

Ａ委員：それで、いろいろ困難な事例があるので、専門家のアドバイスをいただくということ

なんだけれど、どこが困難なのでしょうか。 

つまり、ずばっと言ってもらったほうがわかやすい。 

会 長：いかがでしょうか。 

障害福祉サービス担当課長：実際に相談を受けております担当の係長も同席しておりますの

で。 

障害福祉課障害福祉担当係長：それでは、説明をさせていただきます。 

    発達障害者の生活上の困難さをまとめますと、子ども世代は、育児困難や虐待の問題

が見えてきます。 

学齢期ですと、不登校や学習のつまずきがありますし、少年期、青年期ですと、ひき

こもりや非行などの問題があります。非行や犯罪に巻き込まれたり、犯罪の加害者にな

ったりするというような問題も見えてまいりました。 

    ２０代、３０代の方は、就職をしたけれども、そこでうまくいかない、または失職を

して、生活が困窮しているというような問題が出現することがあります。 

ご家族の問題では、家族内で当事者からの暴力があるとか、うまくコントロールでき

ない子どもに親が暴力を振るうというようなことがあり、もう少し年齢が上がってきま

すと、８０５０問題が生じることがあります。 

二次障害としての精神症状や、発達障害とは違う精神病の可能性を感じることもあり

ます。このように、さまざまな問題がこの窓口から見えてまいりました。 

会 長：はい、どうぞ。 

Ａ委員：そうすると今回、新規に委託をしなくてはいけないという理由は一体どういうところ、

その困難、つまり区の職員では、それが全部できない理由、そこを言っていただくほう

がわかりやすいです。 

会 長：はい、どうぞ。 

障害福祉課障害福祉担当係長：二次障害や精神病かもしれないという部分は、精神科の医師の

見立てが必要になりますので、精神科の医師の先生にきちんと見立てをしてもらうとい

うことになります。それから家族問題や虐待問題について、関係課や関係機関を含めて、

役割分担をしたり、方針を一致させて関われるように支援方針会議を特別に設けて、学

識経験者等の専門家のスーパーバイズを受けたいと考えております。 

会 長：はい、どうぞ。 
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Ａ委員：今のお話で、必要性と、それから、あと、今回一括承認基準にならない理由、普通の

相談と違ってと書いてありますよね。事例に書いてある以外の収集禁止事項ですけれ

ど、その１についても２についても、これまで委託では承認できなかった部分、そうい

うのは半分ぐらいわかったかなという感じはするのです。 

けれど、これこういうものということと具体的に言っていただいてもいいですか。 

会 長：いかがですか。 

障害福祉課障害福祉担当係長：類型１８に当たらない項目として、ご家族の情報、ご家族の就

業している状況または子どもさんがいれば、子どもの学業のことなど、類型１８以外に

もお伺いをしないと、支援方針が立たないということがありますので、諮問させていた

だきました。 

会 長：そうですか。 

    はい、どうぞ。 

Ｄ委員：専門家の方にスーパーバイズ受けてやる、大変よろしいことだと思っているのですけ

れど、一つだけお聞きしたいのは、いわゆるアセスメントはやるのですよね。それによ

って、差別、または人権、そういう問題に大変大きな影響を及ぼすと思うのですね。 

    ですので、僕はむしろ、この委託事業者、専門家と企業。企業ではないや、区ですよ

ね。産業医と企業の関係にとても似ていると思うのです。いわゆる産業医のアセスメン

トから出たものを、要するに企業として、そのまま受けると、非常に危険な場合もござ

いますよね。なぜならば、本来相談者の実情を一番知っているのは、委託事業者ではな

くて区のほうですよね。ですから、その背景がわからないで、アセスメントだけで評価

するのは、非常に危険だと思うのです。 

    私がお聞きしたいことは、その支援方針会議と、ここにあるのですけれど、７ページ

に。この中にスーパーバイズを受けるだけの専門性を持った区の職員の方ということが

いらっしゃるのか。それとも育てようとしているのか。今後の問題として、いかがなも

のなのかな。ただ、スーパーバイズ受ける、企業、それを受け止めて、評価する。これ、

大変危険だと思うのですよ。 

    ですから、方針、支援方針会議の中がどんなふうになっているのかなということのほ

うが、私興味あるところなのですけれども。興味あるというと大変失礼な言い方なので

すけれども、大事なことだと思っていて、何しろ人権に関わると思いますから。 

会 長：はい、どうぞ。 

障害福祉課障害福祉担当係長：現在、平成３０年度からやっております相談窓口では、資格を

持った非常勤の専門の職員がこの相談を受けております。また、保健師が関わって、そ

の窓口を運営してまいりました。支援方針会議も、精神科医師による専門相談も、まず

は、その相談窓口で一旦相談を受け止めて、問題を整理して、この部分は、精神科の先

生に見立てていただく、または支援方針会議で全体を整理しようというような方針を立

ててから、この２つの専門相談につないでいきたいと思っております。 

会 長：はい、いかがでしょうか。 
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Ｄ委員：わかりました。大変慎重なやり方でお話よく理解できました。ありがとうございます。

会 長：はい、どうぞ。 

障害福祉課障害福祉担当係長：さらに、精神科の専門相談と支援方針会議には、窓口の担当職

員もきちんと入って、先導は職員のほうでやりたいと思っておりますので、主体は区が

実施していきます。 

会 長：はい、ありがとうございます。 

    ほかに何かご質問。Ｆ委員、どうぞ。 

Ｆ委員：ありがとうございます。発達障害のこの支援につきましては、我が会派もいろいろと

注文して、多分、それで、いろいろと受けていただいたのかなというふうに思っており

ます。ありがとうございます。 

    今、相談窓口、平成３０年度から開始していて、実際に、件数としてはどのぐらいあ

って、それが今度は、特に支援が困難な年間２４名だとか、医師による４名のというふ

うに、数字に出てきたのかと思うのですけれど、その辺の相談件数と、この辺の兼ね合

いを教えていただければと思うのですけれど。 

会 長：はい、どうぞ。 

障害福祉サービス担当課長：相談件数でございますけれども、３０年度に開始をした初年度に

おきましては、相談実績延べ３００件を超えるような件数となりました。本年度におき

ましても、もう間もなく年度が終わりますけれども、概ね同じような形で推移をしてご

ざいます。 

    相談の中身につきましては。 

Ｆ委員：いいですよ、細かいところは。先ほど言ったように２４件と、その４人ですか、そこ。

障害福祉サービス担当課長：そうですか。こちらのほうは、２４というのは、その専門の医師

の相談については、月に１回ということを想定ございまして、また支援方針会議も、毎

月概ね１回というふうに想定をしてございまして、それぞれ月に１ケースといいましょ

うか、１件という中で１２、それから方針会議も１２ということで、２４という、そう

いう数字をとりあえず上げているものでございます。 

Ｆ委員：あと、その４名というのは、すみません、何度も。４名というのはどうなのでしょう。

障害福祉サービス担当課長：４名というのも、実際にそういった数になるか、少し想定難しい

のですが、お困りの方は、予算の関係もございまして、当初、そういった形で計上した

ものでございます。 

会 長：はい、どうぞ。 

Ｆ委員：やはり、３００件というのが繰り返し相談があるケースもあるのかなと思っているの

ですけれども、特に、私たちはライフステージを通したと、やはり一貫して、子どもの

ときから就職、先ほども、本当に就職後のお話までありましたけれども、一貫して、そ

の一人の人を見ていくという取組をお願いをずっとしてきたわけです。 

けれども、そういった中で、個人情報もそういう意味では、ずっとその人、特にそう

いう難しい、独特なというか、さまざまな要素があって、複雑化している問題もあると
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思うのですけれど、それを個人情報として、しっかり守っていくというのは、非常に大

事なところだと思います。特に、そういう意味では、ずっと一貫してその人を見ていく

というところでの個人情報のしっかりした取り扱いについてはどのようにされている

のか、お聞かせ願いたいと思います。 

会 長：はい、どうぞ。 

障害福祉課障害福祉担当係長：窓口に相談のあった方については、区役所のほうで設けており

ますポリシーに従って、きちんと個人情報を保護しておりますし、または、窓口と窓口

でやりとりをする場合には、当事者へ理由とつなぎ先について説明をし、ご同意を得て、

よくよく注意をしてやっておりますので、今後もまた注意を続けていきたいと思いま

す。 

会 長：はい、どうぞ。 

Ｆ委員：それで、やはり今回の諮問という形にはなっていませんけれども、事業の概要の中で、

支援機関のネットワーク構築という部分で、関係機関等の連携とかということで、さら

に、その個人情報が広がっていくというような要素もあるのかなと思いますので、そう

いった先の話も含めまして、特にこの個人情報については、しっかりと管理していただ

きたいことをお願いしたいと思います。 

会 長：大体、ご意見以上でしょうか。それでは今回の件、是か非かを問いたいと思いますが、

是とされる方は挙手をお願いしたいと思いますが。 

（挙 手 全 員） 

会 長：ありがとうございます。それでは、今回の案件は是ということにしたいと思います。

ありがとうございます。 

    それでは、引き続きまして、よろしくお願いいたします。 

区民相談課長：次の資料３、諮問第１９号について、マンション担当課長より説明申し上げま

す。 

会 長：はい、よろしくお願いします。着席のままでお願いします。 

マンション担当課長：ありがとうございます。マンション担当課長でございます。 

    資料の３、お取り出しください。こちら、「東京都マンション管理状況届出制度」に

係る個人情報の外部提供についてでございます。 

まず、業務の概要でございますけれども、内容が平成３１年３月２９日に公布・施行

されました、こちら、東京都の条例なのですが、東京におけるマンションの適正な管理

の促進に関する条例に基づくマンション管理状況届出制度において、マンションの管理

組合は、管理状況届出を東京都に提出するという条例のたてつけになってございます。

提出方法は、管理組合が東京都のシステムのほうに直接入力する方法、それから、マン

ション所在の区市町村に届出書を提出する。紙ベースで市区町村に届け出する。その２

つのパターンがございます。今回、豊島区に届け出が提出された際には、豊島区が、東

京都が調達するシステムに直接に入力をして、東京都とその情報を共有するというもの

が内容となってございます。 
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    対象につきましては、こちらにも書いてございます、チラシのほうにも付けさせてい

ただきましたが、昭和５８年以前に新築されたマンションのうち、住戸が６戸以上と。

こちらが東京都の条例の対象になりますので、そのようなマンションが対象になってご

ざいます。 

    ３番、提供先でございますけれども、東京都の住宅政策本部住宅企画部マンション課

となってございます。 

    ４、提供方法でございますけれども、先ほどとちょっと重複いたしますけれども、東

京都が調達しているシステム、こちらに、こちら、ＬＧＷＡＮ経由でのシステムになっ

てございます。そちらに区の職員がアクセスして、内容を入力するというものでござい

ます。 

    ５、提供理由でございますけれども、こちらも参考資料１として、東京都の条例付け

させていただいてございます。３条２項には、都と区は緊密に連携し、情報共有を図る

とともに必要な支援を行うため、届出内容をデータベースに記録するとともに、都と区

で共有して、必要な支援を行っていくため等々の記載があるかと存じます。 

    なお、この東京都の条例とは別に特別区における東京都の事務処理の特例に関する条

例、こういったものがあるのですけれども、こちらの東京都のほうで改正がなされまし

て、本来、４月１日より正式に都から区に届出制度の事務処理を移譲するような条例の

改正もなされてございます。 

     項番３番に移らせていただきます。一括承認基準の該当の有無でございますけれど

も、類型、それから事例、業務の該当がないというものでございます。 

     項番４、過去の類似案件、該当なしでございます。 

     項番５、諮問理由でございますけれども、繰り返しになる部分もございますが、直

接東京都の条例、３４項においてはこのような記載がございます。参考資料１のペー

ジの、ページ番号だと、３ページで、上部のほうに四角で囲ってございます。その後

半の部分なのですが、マンションの存する場所に属する区市町村に対し、主語は東京

都知事はですけれども、当該マンションの管理状況、その他の情報提供について、協

力を求めることができると。東京都は区市町村に協力を求めることができる、できる

という、できる規定になってございます。１番のほう、お戻りいただきたいのですが、

そのような強制力を有する規定になってございませんので、今回、個人情報の保護の

必要性と公益性等を比較衡量する必要があるというふうに判断し、諮問をさせていた

だいてございます。 

     項番６番、取り扱う個人情報でございます。届出情報ということで、届出者の情報

といたしまして、住所、氏名、電話番号、メールアドレス、そして経過記録というの

を予定してございます。 

    最後に外部提供する時期及び期間でございます。東京都の条例の施行、実際に、区市

町村が移譲を受けて実施する業務の施行が、今年、来月の４月１日というふうに定め

がなされておりますので、外部提供を実施する時期というのも、それにあわせて４月



審 議 経 過
№19 

１日を予定してございます。 

     私からの説明は簡単でございますが、以上でございます。ご審議のほど、お願いい

たします。 

会 長：では、ただいまの説明に関して、質問等あるでしょうか。 

    Ａ委員、どうぞ。 

Ａ委員：実は、豊島区は独自の条例があって、マンション管理で届け出をしてもらっている。

東京都も、今回条例をつくり、それで、そうすると、本当は東京都に提出しなければ

いけない、東京都に。そうすると、二重になるのではないかとか、いろいろあって、

豊島区条例も改正したところです。そうすると、実際は、では、マンション管理つい

ては、基本、豊島区に提出してもらうようになっていくということになるのでしょう

か。 

会 長：はい、どうぞ。 

マンション担当課長：説明、ちょっと割愛させていただいていて、恐縮だったのですけれども、

この東京都の条例に先立ちまして、豊島区でも平成２５年７月から、これは全ての区

分所有の分譲マンションに対して、マンションの管理状況届け出を義務付けする制度

というものを、既に今年で７年目になりますけれど、やってまいりました。 

     この４月から新たに東京都のほうで義務付けされた類似の制度ができるというこ

とで、昨年の第４回区議会定例会において、届出義務を二重に課されてしまう分譲マ

ンションがございましたので、そういう重複することがないように、すみ分けるよう

な条例改正がなされてございます。 

     この度、これまで同様に豊島区を対象にする分譲マンションは、紙ベースで豊島区

に出していただくと。一方で、東京都の条例対象になるマンション、これは直接シス

テムに入力していただくことを推奨しているのですが、仮に紙ベースで、豊島区に提

出されれば、東京都のルールにのっとって、そういったシステムに区の職員が直接入

力するということになってございます。 

会 長：Ａ委員、どうぞ。 

Ａ委員：そうすると、そこの最後の一言の紙ベースで区に出されたものを入力するという部分

が、今回の外部提供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。 

マンション担当課長：まさに、そこの部分でございます。 

会 長：はい、どうぞ。 

Ａ委員：そうすると、やってみないと、実際上、どのぐらい出てくるかとか、わからないんだ

と思うのですけれど、１つは、全体として、豊島区に幾つマンションがあって、それ

から、それは区が全部やらなくては、区のほうで全部やりますよということになって

て。そのうち、どのぐらい申請が行われているか。それから、今度、東京都のほうの

対象となる戸数と、それから、既に、もう豊島区としては出していることになってい

る部分もあると思うのですけれど、それがどのぐらいあるかという数字だけ教えてい



審 議 経 過
№20 

ただけますか。 

会 長：はい、どうぞ。 

マンション担当課長：できるだけ、わかりやすくお伝えしたいなと思っているのですが、まず、

これまで７年目を迎える豊島区の条例、こちらは今、豊島区で把握しているマンショ

ン、これは昨年３月３１日末という形で、申し上げさせていただけたと思いますが、

１，１６８棟でございまして、現在７９９棟が届け出をいただいているというところ

でございます。 

     今回、東京都が区市町村に業務を移譲するに当たっては、それぞれの２３区も、条

例がなくても、いろいろ分譲マンションの数というのは、それぞれ独自に持っていた

わけですが、改めて東京都のほうがいろんな登記簿みたいに、私たちが調査できない

ような手段でさまざま情報を集めて、東京都の対象マンションというものを今整理を

して、区市町村とも、スタートはボリュームが多いですけれど、それを精査しながら、

再構築していくところなのです。 

     実際に、今回、東京都の対象となるマンション、豊島区がこれまで培ってきて、整

理している分譲マンションベースだと、３７８棟というところなのですが、これいろ

いろ交渉してきたのですけれど、東京都のほうも、やっぱり区部全てのマンションを

精査し切れていないというところもあって、要はオフィスビルとかも恐らく入ってい

るのですが、７００棟ぐらい、要は居住用ではないものも多分に含まれているであろ

う、そういうマンションとマンションに類する建物も全て対象に、東京都が削除でき

ないので、対象に含めているようなところも見受けられます。最初は東京都から郵送

物がいろいろ送られます。そうすると、返送されるケースが多々出てくると思います

ので、私たち、今３７８だと思っているところは、東京都は７００近く送っています

ので、その辺り、１年かけて、しっかり精査、届け出を促すとともに精査して、再構

築していくというところが課題であるところだというふうに思っております。 

会 長：はい、どうぞ。 

Ａ委員：わかりました。数の精査大変だなというか、うまくいけないのかなと思っていたので

すが、では、これから１年かけて対処していくと。 

     一応、今回は区から向こうへ外部提供する審査なのですけれど、先ほど、聞くと、

今度東京都に出す部分についてはインターネットですか、ネットで書き込のでとおっ

しゃっていましたよね。それは、東京都に行くわけではないですか。そうすると、そ

の情報というのは、区にもらう。そういうやりとりが出るのか。あるいは、ホームペ

ージでやったら、直接区のほうに来るのか。そこも教えていただけたらと思います。

会 長：はい、どうぞ。 

マンション担当課長：まず、管理組合側と区市町村はセキュリティーのレベルが、理由はわか

らないのですが、管理組合側、私たちが聞いているところによると、インターネット

経由で、セキュリティーはある程度担保したインターネット経由で、いろいろ入力が

できると。区市町村は、やはり行政情報のやりとりになりますので、ＬＧＷＡＮを介



審 議 経 過
№21 

した安全、一番信頼性のおけるルートで、そういうシステム入力できるようなものを

東京都が構築をしてくださっているというところです。 

会 長：はい、どうぞ。 

Ａ委員：いや、聞きたかったのは、今度、東京都に申請義務が出てきてしまったから、二重に

しないというふうにするために条例改正したんだけれど、だからといって、全部東京

都に情報が行ってしまったら、区としての管理ができなくなってしまうから、それは、

うまくどういうふうに。逆に東京都に出したものが区に来るような仕組みというのは

あるのでしょうか。 

会 長：はい、どうぞ。 

マンション担当課長：形式については、恐らく、ＣＳＶファイルかなというふうに認識してい

るのですが、豊島区の部分は、豊島区の判断で抜き取れるように要請しているところ

ですので、そういった情報が積み重なっていけば、分析等々に使っていけるのかなと。

Ａ委員：大丈夫。わかりました。 

会 長：ほかに何かご質問あるでしょうか。 

    はい、どうぞ。 

Ｇ委員：すみません。先ほど、区内には１，１６８ですか、あると言われて、まだ７９９しか

届出が出てないと。その出てないマンションに対してのアプローチというか、その辺り

はどうなのでしょうか。 

会 長：はい、いかがですか。 

マンション担当課長：まさに、その辺の実態把握というのが課題だと思っています。理由とい

うのは、そもそも区分所有の住戸があるマンションなのかどうなのかとか、当初はそう

だったかもしれませんけれど、何か賃貸化が進ので、そういうオーナーの一存で、そう

いう提出をしていないとか、さまざまあると思っています。 

    そこについては、ちょっと、ちょうど昨日になるのですが、管理会社で構成するマン

ション管理業協会というところと豊島区が協定締結させていただいて、これ全国的に初

めての取組なのですけれども、これまで管理組合、区分所有者に対して、届け出してく

ださいねといって、７割でちょっと頭打ちになっているところをさらに加速するため 

に、今大体８割以上のところは管理会社をかませていますので、管理会社経由でも強く

届け出を促していくような、そのような働きかけをお願いするような取組もしてますの

で、今回、特に東京都の制度が入って、２つの制度を回していかなければいけない中で

は、そのような管理会社に対する周知というのも、しっかりやっていただいて、適切に

進めていきたいなと考えております。 

会 長：はい、どうぞ。 

Ｇ委員：本当大変な作業だと思います。先ほど言われたように、オーナーさんがいろんな理由

で外に出られて、そこを賃貸で貸していると。そうなると、なかなかそこに連絡が行か

ないということもあります。 

    それから、また管理組合が実際に機能していないマンションもあると思うのです。そ
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の辺りを都と含めて、しっかり網羅して、確認していく作業、大変なことだと思います。

けれども、それをやることによって、この先、マンションいろんな問題抱えてくると

思います。それをしっかりとフォローして、把握していっていただきたいなというふう

に思っています。 

    以上です。 

会 長：ほかに何かご質問はありませんか。 

    それでは、この件に関して、是か非かを問いたいと思いますが、是とされる方、挙手

をお願いしたいと思いますが。 

（挙 手 全 員） 

会 長：ありがとうございます。 

    では、この諮問事項につきましては、是ということでしたいと思います。 

    それでは、諮問事項の４つ目について、ご説明いただきたいと思いますが、どうぞ。

区民相談課長：それでは、資料４、諮問第２０号について、教育部庶務課長が欠席のため、学

校ＩＣＴ係長より説明を申し上げます。 

会 長：はい、よろしくお願いします。 

庶務課庶務担当係長：では、私からご説明申し上げます。 

    資料の４でございます。校務支援システム保守に係る電子計算機の結合について、諮

問いたします。 

内容でございます。この校務支援システムでございますが、平成２５年９月１８日に

諮問させていただきまして、既に答申を受けております校務支援システムによる個人情

報の電算処理及び校務支援システムのデータ移行及び保守業務の委託に係る措置につ 

いての運用でございます。この保守自体は、もう既に始まっておりまして、ここにリモ

ート回線でサーバーと事業者をつなぐことでより迅速に対応したいということでござ 

います。 

    ちなみに、校務支援システムでございますが、児童・生徒の通知表であるとか、指導

要録、出席管理等をデータ化して、一元管理するシステムのことでございます。 

    対象者等でございます。校務支援システムに登録されている者といたしまして、児童・

生徒が今約１万人おりますので、両親のデータを含めて約３万人、それから教職員 

１，０００人でございます。 

    接続している相手先でございます。校務支援システムの保守委託業者は、株式会社 

ＪＭＣというところでございますが、この再委託先である株式会社ＥＤＵＣＯＭという

会社になります。ＩＳＯ２７００１の情報セキュリティー認定を受けている会社でござ

います。 

    結合方法でございます。校務支援システムのサーバーとシステム保守委託事業者の保

守端末を専用線で結合するというものでございます。 

    理由でございます。１つは、バージョンアップや制度改正対応版など、最新のアプリ

ケーションを提供するため。２つ目に、端末機等を用いて、アプリケーション障害の原
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因特定や復旧を迅速に行うためでございます。今現在は事業者がデータセンターに出向

いて、こういった作業をしておりますので、回線で結ぶことによりまして、障害の早い

発見、早期対応をしたいというふうに考えてございます。 

    一括承認基準の該当でございますが、類型はございません。事例、業務も該当はござ

いません。 

    過去の類似案件でございますが、新税務システム保守に係る電子計算機の結合、新国

民健康保険システム保守に係る電子計算機の結合、新人事給与システム保守に係る電子

計算機の結合で類似案件がございます。 

    諮問の理由でございますが、過去に類似案件はございますが、新規事業でありまして、

一括承認基準には該当がないため、諮問させていただきます。 

    取り扱う個人情報でございます。別紙のとおりと書いてございますが、２ページの上

段に、取り扱う個人情報の一覧が記載されております。それは、２５年当時から変更は

ございません。 

この理由でございますが、障害発生時等、状況を把握するために、この専用回線を使

用して、データベースを参照する可能性があるということで諮問させていただきまし

た。 

    電子計算機結合する時期でございますが、本委員会で答申いただいた後、準備をいた

しまして、本年４月１日以降に準備でき次第、接続したいと考えてございます。 

    ２ページ目をご覧ください。表の下の部分に、外部結合する保守委託事業者とのセキ

ュリティー対策について、述べさせていただいております。大きく４つございまして、

１つは、不正利用対策でございます。保守委託事業社内での不正利用を防ぐために、誰

がどこから、どのプログラムを実行させた等の追跡ができるような仕組みをとりたいと

考えてございます。 

    具体的に、１つ目は、保守サービスは、物理的セキュリティー対策を施した場所、保

守端末を使用して実施するということ。実施に際しては、保守・接続記録等をしっかり

とるということでございます。 

    ２つ目に、これら、書くだけではだめですので、システム的にも、しっかりアクセス

履歴ログをとるということでございます。 

    ３つ目に、ログをとるだけではだめですので、豊島区から請求があれば、開示をさせ

るということにさせていただいています。 

    大きな２つ目でございます。運用環境の物理的セキュリティー対策といたしまして、

地方公共団体専用の環境を構築していただきます。２つ目に保守端末をセキュリティー

レベルの高い部屋に置きます。ＩＣカード等を使わないと入室できないといった部屋に

設置をさせます。３つ目に、保守端末の起動時でございますが、当然のことながら、パ

スワード等入力しないと、起動できない仕組みといたします。また、この保守専用に使

う端末とさせていただきます。４つ目に、保守端末のログインＩＤ及びパスワードでご

ざいますが、これも豊島区担当者のみが保持するということで、制限をしたいと考えて
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ございます。 

    ３つ目に、この回線のセキュリティー対策でございます。暗号通信によるセキュリテ

ィー対策を実施するとともに、保守業者と区の間は、専用の暗号キーを用いまして、復

元ができないと通信できない。こういった仕組みを使いたいと思ってございます。 

    ４つ目でございますが、保守回線利用時には、事前に豊島区に申請を行って、豊島区

のほうから承認をしてから利用させると。終了後には、それを報告させるという形をと

りたいと思ってございます。 

    ３ページ目をご覧ください。参考資料といたしまして、全体図を付けてございます。

平成２５年に答申いただいている校務支援システムの保守業務に関わる措置について 

の流れでございますが、今回、ここの流れに、下の図にあります、太い部分で白抜きの

保守回線と書いてあるところなのですが、この回線を付けるというところが諮問の内容

になってございます。 

    流れをご説明いたしますと、 

１つ目、区から保守業者へ問い合わせやシステム障害、不具合の復旧依頼を行います。

この際、内容によって、個人情報を提供する場合がございます。 

    ２つ目のこの四角で囲ってある部分、ここは新しい部分になりまして、そういった場

合、保守回線によって、保守事業者の施設から、校務支援システムにアクセスができる

ため、問い合わせや障害に迅速に対応ができるようになりますということです。 

    もちろん、この保守回線だけでできないこともございますので、必要に応じて、保守

事業者がデータセンターに出向き、実際に作業をするということもございます。 

    ３番目といたしまして、保守対応後は区へ回答をするというような流れになっており

ます。 

    ちなみに、ＥＤＵＣＯＭという会社、なぜ、委託されているかというところなので 

すが、これは、かなり全国区でも５０％以上シェアがある会社でございますが、校務支

援システムをつくっているメーカーでございまして、自ら直接の契約は、しないと。販

売店を通じての契約を全てしているということでございまして、現時点では、どうして

も、ＪＭＣ等とのほぼ委託業者から再委託という形をとらざるを得ないという事情がご

ざいます。 

    ただ、この再委託に関しましては、豊島区のルールにのっとりまして、再委託協議等

を実施した上で、再委託をしっかりと実施しております。 

    また、２５年の答申の際も、再委託については協議事項にしてございますので、ルー

ルにものっとっているというところでございます。 

    私からのご説明は以上になります。よろしくお願いいたします。 

会 長：それでは、ただいまの説明に関して、ご質問等ございますでしょうか。いかがですか。

    Ａ委員、どうぞ。 

Ａ委員：平成２５年の答申６が校務支援システムの個人情報の電算処理で、７がデータ移行及

び保守業務の委託の措置となっていたのですね。あれ、何か保守委託してなかったかな
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という、私、思ったので、調べてみたら、そうなのですけれど、その保守と、今回の保

守とは、また違うというふうに考えていいですか。 

会  長：はい、どうぞ。 

庶務課庶務担当係長：当時の保守と全く同じでございまして、前回の諮問後に契約したのが、

今契約しているＪＭＣでございまして、当時から再委託という形をとってございます。

会 長：どうぞ。 

Ａ委員：それで、今回、委託業務で、もう一回ごめんなさい。委託で、ここにかかった理由と

いうのは、すみません。データセンターに行って、保守しているからだというのですけ

れど、だから、前の保守というのとは違う内容の保守ということでよろしいですね。 

庶務課庶務担当係長：そうですね。前は、本当に人が行って保守をするという形だったのです

が、今回、この専用線をつなぐというところの諮問になります。専用線をつないで、そ

の回線を利用して、保守をさせていただくというところの諮問です。 

会  長：はい、どうぞ。 

Ａ委員：わかりました。すみません。委託は、もう承諾受けているんだけれど、電子計算機の

結合についての諮問でしたね。はい、わかりました。 

庶務課庶務担当係長：おっしゃるとおりでございます。 

Ａ委員：はい、了解です。 

会 長：どうですか、それで。 

Ａ委員：わかりました。ちょっと勘違いしていました。あれ、全部委託。 

会 長：結構、割と慎重になっていますよね。 

Ａ委員：慎重ですね、はい。 

会 長：でも、これでミスがないかというと、少しまだわからないかもしれないけれど。 

    はい、どうぞ。 

Ａ委員：当時の、私のメモを見たら、委託等も、基本賛成をしていたようでございました。 

会 長：そうですか。 

Ａ委員：はい、この校務システムもね。でございまして、実際上、今の説明によりますと、基

本、なるべく漏えいがないような対策も基本はやっているということなので、わかりま

したということだと。了解いたします。 

    すみません。どうしていいか。 

会 長：Ａ委員は了解をされたようですが、ほかの方はいかがでしょうか。 

Ａ委員：あんまり、でも難しくて。 

会 長：なかなか複雑ですから、どんどん変わっていきますけれど、基本は、前、承諾してお

りまして、それを何かリモートでやるということでしょうね。 

    いかがですか。では、これで決をとりたい。是とされる方、挙手をお願いしたいと思

いますが。 

（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。 
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    以上で諮問事項は、割とうまく進んでいきましたが、報告のほうに移りましょうか。

    どうも、Ｆ委員、ご苦労さまです。 

    では、よろしくお願いをします。 

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。 

    住民基本台帳ネットワークシステムの実施状況についてでございます。これにつきま

しては、平成１５年１月２４日答申で承諾いただきました住民基本台帳ネットワークシ

ステムのセキュリティー対策に関する条例第１３条第２項に基づき、毎年、１回、当審

議会に報告を行うとされたものでございます。 

    それでは、総合窓口課長より報告させていただきます。 

会 長：よろしくお願いします。 

総合窓口課長：よろしくお願いいたします。 

会 長：着席のままでお願いします。 

総合窓口課長：総合窓口課長でございます。よろしくお願いいたします。 

    毎年、ご報告させていただいております住民基本台帳ネットワークシステムの実施状

況についてのご報告でございます。 

    住基ネットワークシステムの実施状況についての資料１をご覧ください。住民基本台

帳ネットワークシステム係る自己点検のチェックリストの実施結果のご報告でござい 

ます。 

    本年度につきましては、総合平均点が２．９２ということで、前回が２．９１点でし

たので、０．０１ポイント上昇しているというところでございます。本来であれば、 

３点満点が最高点というところでございまして、マイナスとなった点が３点ほどござい

ました。 

    １つは、本人確認情報の管理規定、こちらを定めていたわけなのですけれども、これ

を定めた際に、庁内のセキュリティー会議のほうに承認を受けていなかったということ

で、これは、本来正式な手続としては、承認を受けなければならないものでしたので、

その部分が減点となったもの。それから、総合窓口課の住基ネットの端末にスクリーン

セイバーが、設定されていなかったということがございまして、それが減点の項目とな

っておりました。 

    あと、自己点検、７課がやっておりましたけれども、そのうちの１課が責任者から目

視できる場所に、端末が設置されていないというところで減点となったものでございま

す。 

    この３件につきましては、いずれも改善をすぐにいたしまして、正式な手続をとって

いなかった部分につきましては、セキュリティー会議のほうで、３月１２日、承認を受

けてございます。 

    それから、スクリーンセイバー等につきましては、昨年１１月に全て設定を変更して

おりまして、修正を完了しております。また、責任者から目視できる場所に設置されて

いなかった機械でございますけれども、１０月に責任者の目の届くところに設置をした
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ということで、改善については、全て完了したというところでございます。 

    仮に、来年度、同じ自己点検でございましたら、３点満点がとれるというふうな状況

には改善をいたしました。 

    それから、引き続きまして、資料２でございますけれども、ＣＳルームの入退出の状

況でございます。 

    平成２２年度から３０年度までの経過を載せてございます。平成２８年度までは、総

合窓口課のみの件数だったのですけれども、２９年度以降はＣＳ端末を使っている各課

も入室しておりますので、若干数字が増えております。けれども、２９年から３０年度

にかけましては、わずかですが、減っているという状況です。 

    それから、最後に資料３でございます。資料３はマイナンバーカードの交付と利用状

況でございます。 

    交付につきまして、こちらの真ん中の表が、申請数、それから交付数、申請率、交付

率の一覧となっておりまして、少しグレーがかっているところが、本区の申請率と交付

率の状況でございます。申請率につきましては３２．２％、交付率については、２３．

６％ということで、交付率については、比較的上位にいるという状況でございます。 

    また、コンビニ交付なのですけれども、今年度、昨年度に比べまして、若干増えてお

ります。自動交付機を平成３１年の１２月に廃止したということもございまして、マイ

ナンバーカードの取得も若干増えてきているということと、コンビニ交付の周知等で、

若干利用が伸びたというところでございます。 

    ご報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

会 長：報告事項ですが、何か質問があればいかがですか。ないようですので、以上で、これ

は終わります。 

総合窓口課長：ありがとうございます。 

会 長：ご苦労さまです。 

    一応、もう一件あるのですよね。では、どうぞ。 

区民相談課長：それでは、続きまして、国民健康保険に関する事務の特定個人情報保護評価で

ございます。第三者点検のところでございます。 

審議会条例第２条第２項の所掌事項に該当する特定個人情報保護評価に関する第三

者点検に、お手元の規程集の赤いインデックス第三者点検にあります豊島区特定個人情

報保護評価の点検方法に則り、進めてまいります。 

    本日は、全項目評価書の点検、評価をお願いいたしました株式会社ＪＭＣリスクソリ

ューションズの評価リーダーである■■様にお越しいただいております。 

    評価書の点検については既に済ませており、報告書特定個人情報保護評価書点検結果

報告書を区に提出いただいております。委員の皆様方には、その報告の内容を確認いた

だくとともに、質疑等を経て、全項目評価書のご承認をいただくこととしたいと思いま

す。 

    初めに、区民相談課長より、特定個人情報保護評価の実施経緯について、説明させて
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いただきます。続いて、国民健康保険課長よりパブリックコメントの報告、その後、株

式会社ＪＭＣリスクソリューションズ■■様より点検報告をいただきます。 

    それでは、初めに、今回の評価を実施するに至りました経緯等について、説明させて

いただきます。令和元年度第５回豊島区行政情報公開個人情報保護審議会国民健康保険

に関する事務の特定個人情報保護評価についての資料をお取り上げ願います。 

    まず、１の特定個人情報保護評価はというところでございます。個人番号を含む特定

個人情報ファイルを取り扱う事務について行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律に基づく特定個人情報保護評価指針により、漏えい

その他の事態を発生させるリスクを分析し、それらのリスクを軽減するための措置と

して、評価を実施しているところでございます。 

    評価はしきい値判断によりまして、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響の

大きさで３種に分類しており、対象人数等が多く影響が多いと予測される事務は、全項

目評価書を作成し、作成後はパブリックコメントを実施し広く住民等の意見を求め、得

られた意見を十分考慮した上で見直した後、第三者点検を受けるものとし、点検を受け

た評価書は個人情報保護委員会へ提出し、公表されることとなっております。 

    豊島区における第三者点検の仕組みは、専門性を有する外部の事業者に点検作業を依

頼し、その結果を当審議会において承認を得ることとしております。 

    裏面をご覧ください。２の今回の個人情報保護評価再実施の理由でございます。作成

した評価書は、１年に１度の見直しや５年ごとの再実施が求められているほか、特定個

人情報保護評価指針に規定された重要な変更に当たる場合や重大事故の発生した場合、

評価の再実施が必要とされております。 

    重大事故とは、故意により個人情報を漏えい・滅失・毀損した場合、又は１０１人以

上の個人情報を漏えい・滅失・毀損した場合をいいます。重大事故が発生すると、その

事故を起こした事務や部署だけでなく、評価実施機関（区長部局、教育委員会）全体に

対する住民の信頼に関わると考えられ、事故が発生した要因の分析及び再発防止につい

て、評価実施機関全体で取り組む必要が生じてまいります。 

    今回の評価の再実施は、昨年度、個人住民税のデータ入力業務委託において、豊島区

の許諾を得ずに再委託の業務履行があり、これが重大事故に当たるとされ、しきい値判

断、前ページにございますフロー図中の、過去１年以内に特定個人情報に関する重大事

故を発生させたか、に該当することとなり、そのことによりしきい値の段階が上がった

事務について、評価を再実施するものでございます。 

    ３番、しきい値判断により評価の段階が上がった事務についてでございます。しきい

値判断により、評価の段階が上がったことで評価の再実施となったものは、基礎項目評

価３５事務のうち１０事務で重点項目評価が必要となり、重点項目評価４事務のうち２

事務で全項目評価必要となっております。 

    全項目評価を再実施する場合は、パブリックコメントの実施と審議会での第三者点検

が必要となります。今回は、対象となった２事務のうち国民健康保険に関する事務の第
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三者点検を実施するというものでございます。 

    表についてでございます。評価の種類のところをご覧ください。 

    しきい値判断前で基礎項目評価だったものが、しきい値判断後、重点項目評価になっ

た対象にもございますが、３５事務中８事務が重点項目評価に変更となっております。

戻りますが、３番のところで、３５事務のうち、１０事務と申し上げましたが、こち

ら、８事務の誤りでございます。訂正をお願いいたします。申し訳ございません。 

    では、表のほうに、また戻らせていただきまして、この３５事務中８事務が重点項目

評価に変更となります。予防接種に関する事務ほか７事務でございます。次に、しきい

値判断前が重点項目評価、しきい値判断後は全項目評価になったものでございます。対

象事務は、４事務中２事務が全項目評価に変更となりました。国民健康保険に関する事

務と国民年金に関する事務でございます。 

    ４、重大事故についてでございます。税務課が契約した平成２９年度及び平成３０年

度特別区民税・都民税データエントリー業務委託契約、データ入力業務において、受託

事業者が仕様書に定められた再委託事前協議を申請せず豊島区の許諾を得ることなく 

再委託による業務履行を行ったというものでございます。再委託先から外部への個人情

報流出は確認されておりません。 

    同事業者は、東京国税局及び大阪国税局でも同様のデータ入力業務を受託しており、

再委託を禁止するこれらの契約について、両国税局の許諾を得ずに業務を再委託してい

たことが国税局の監査により判明しております。これを機に、豊島区、台東区、墨田区、

江戸川区、川崎市等でも同様の事例が判明したというものでございます。 

    番号法では、委託先においては、同法第１０条に基づき、最初に委託をした者の許諾

を得た場合に限り、再委託をすることができるとされておりまして、この許諾を得るこ

となく再委託された事案が生じた場合は、番号法上の漏えい事案となり、つまり、重大

事故としての対応が求められることになります。 

    再委託の状況でございます。委託期間、まず①平成２９年１１月１３日から平成３０

年３月３１日までの間です。委託件数が１９５，３７４件、このうち、無許諾再委託件

数が５６，１７９件でございました。 

    ②でございます。平成３０年４月１日から平成３０年４月１２日、この間の委託件数

が２１，２５３件。そのうち、無許諾再委託件数が１５，４４６件でございました。 

    合計で申し上げますと、委託件数２１６，６２７件に対し、無許諾再委託件数が、 

７１，６２５件ございました。 

    次に、５の事故への対応でございます。まず、平成３０年１２月２１日に区ホームペ

ージへの掲載を行っております。 

    平成３０年１２月２５日には、個人情報保護委員会への報告を行っております。 

    平成３１年１月１１日には、個人情報保護委員会からの特定個人情報の委託に関する

取り扱いについての指導の通知をいただいております。 

    次に、平成３１年１月３１日には、個人情報保護委員会の立入検査がございました。
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    次に、令和元年８月３０日、個人情報保護委員会からの立入検査結果通知が届いてお

ります。その後、再発防止策の実施をしております。 

    次に、令和元年９月３０日には、立入検査結果通知書における指導事項に対する改善

報告がございます。 

    そして、令和２年３月１３日に改善報告で実施予定としていた改善項目に関する報告

についての通知が来てございます。 

     私からは以上でございます。続きまして、国民健康保険課長より報告させていただ

きます。 

国民健康保険課長：それでは、国民健康保険課より国民健康保険に関する。 

会 長：着席のまま、どうぞ。 

国民健康保険課長：ありがとうございます。 

    国民健康保険に関する事務の特定個人情報保護評価書のパブリックコメントについ 

て、ご説明をさせていただきます。 

    意見募集の概要につきましては、令和２年１月２１日から令和２年２月２１日まで提

出をさせていただきまして、周知方法につきましては、区報広報としま１月２１日号及

び区のホームページで掲載をいたしました。 

    また、閲覧場所といたしまして、区ホームページのほか、国民健康保険課、行政情報

コーナー、それから東西の区民事務所、それから７館の図書館、区民ひろば２６館で閲

覧をいたしました。 

    意見募集の結果につきましては、案に対するご意見はございませんでした。 

    以上でございます。 

区民相談課長：続きまして、株式会社ＪＭＣリスクソリューションズ、■■様より報告をいた

だきます。 

会 長：よろしくお願いします。 

ＪＭＣリスクソリューションズ：それでは、ＪＭＣリスクソリューションズよりご報告させて

いただきます。 

    特定個人情報保護評価書点検結果報告書、こちらをご覧いただきたいと思います。 

    今回のこの再点検となりました経緯は、先ほど、前段でご説明があったとおりでござ

います。その旨が、まず最初の段落で記載させていただいており、第２段落目の少し空

白があいた下のほうになりますけれども、そこで、弊社が今回は第三者点検を実施させ

ていただいたということと、点検をする際には、個人情報保護委員会から評価書の確認

方法が示されております。それをこちらでは、審査の観点という言い方でまとめており

ますけれども、そちらに基づき、点検のほうをさせていただきました流れについて、次

のページからご説明させていただきます。 

まず、項目１番目です。今回、評価対象とさせていただいております事務が国民健康

保険に関する事務です。主管課としては、区民部国民健康保険課です。 

    項目２番目です。本点検の実施内容について、スケジュールは（１）です。まず、令
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     和元年１０月２８日から令和元年１１月１０日まで、ここは、事務局というふうに位置

     付けております、政策経営部区民相談課行政情報グループと、点検計画のほうの協議を

   させていただきました。そこから、早速、主管課と弊社とによる評価書の読み合わせの

ほうを１回目実施させていただいております。 

     それが、１１月１１日です。この時点で、評価書の記載内容について、弊社が先ほど

の点検の視点で確認した結果の中で、ここが気になりました、記載の修正をお願いした

いというところを洗い出しまして、主管課のほうへお伝えいたしました。 

    続いて、１１月２５日に、２回目の主管課との読み合わせを行っております。その時

点で、修正依頼させていただいたところが、全て修正が完了していたというところを確

認させていただき、また、それ以外に気になるようなところもヒアリング等で確認をさ

せていただいて、最終的にはパブリックコメントを掲載できる評価書のレベルに整った

というところまで確認をさせていただきました。 

     年が明けまして、令和２年１月２１日から２月２１日までの１カ月間が、先ほどご説

明がありましたパブリックコメントのほうを実施していただいて、その結果、何かしら

ご意見があり、評価書の記載が変更されたとあった場合は、また、それを受けて、読み

合わせのほうをさせていただく予定ではありましたが、今回、ご意見はなかったという

ことですので、年内に完了しました１１月２５日時点での評価書の修正内容が確定版と

なり、その結果を受けまして、２月２１日から３月２日にかけて、本報告書のほうを作

成させていただき、３月２日に、この報告書を事務局へ提出させていただいたという経

緯になります。 

   （２）が本点検の体制としまして、弊社点検リーダー、私■■を初めとしまして、点 

検メンバー、■■、■■、■■、品質管理責任者に■■というメンバーで点検を実施さ

せていただきました。 

    次の項目になります。３番目、本点検で確認した主なポイントが①から③まで３つご

ざいます。まず、①評価書の内容が評価指針に基づき準拠した内容となっているかどう

か。②特定個人情報ファイルのリスク対策が妥当なものとなっているかどうか。③評価

書の宣言が区民への説明責任を果たせるものとなっているかどうか。この３点で確認さ

せていただきました。 

    詳細は別添の資料となります、横置きの表形式の資料になり、非常に細かくて恐縮で

すけれども、適合性・妥当性チェック表、こちらのほうにチェック結果のほうをまとめ

させていただいております。 

    別添資料のほうの項目の見方をご説明させていただきます。 

まず、左側の項目側が、評価項目、これが先ほど国から指定がありました評価書の見

方、点検方法のチェック項目になっております。これに対しまして、中段から右にかけ

まして、点検した結果を記載させていただいております。 

    ちょうど、中段にありますが、評価書で該当するページがどこに該当するのか。それ

に基づいて、判定結果が丸なのか、バツなのかという、適合するか否かというところで
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確認させていただき、何か気になったところがありましたら所見等のところに記載をさ

せていただき、２回目の読み合わせ以降で確認をとらせていただき、その結果、一番右

側の項目になりますが、最終判定結果というところで丸となっている部分は、もう全て

修正、対応等が完了したというふうなステータスになります。 

    その結果、５分の５ページ、一番最後のページに結果として、適合と修正が必要なと

ころ、あと検討が必要なところというふうにすみ分けたところ、適合項目が全部で７３

項目があるうちの６７項目は適合でした。概ねよく書けていたという結果でした。 

    要修正項目が５点ということで、評価書の内容を修正しなければならなかったところ

が５点、先ほど、申し上げたように最終判定が丸になってございますので、全て、この

５件に関しては、修正が完了しております。 

    唯一、検討課題が１件というところがございます。これは今年度、新しく個人情報保

護委員会から示されたガイドに基づくところですので、まだ対応がし切れていないとい

うステータスでしたので、３月２日の時点で、まだ対応が弊社で確認はさせていただい

ていないという意味でのバツという評価をさせていただいております。 

    以上、申し上げた総論のところ、最後の３ページ、報告書本編のところで、結論をま

とめさせていただいております。 

    項目４、点検結果（１）総論、結論ですね。弊社は評価対象であります国民健康保険

に関する事務の評価書が、区が国へ公表するに当たり、一部の検討課題を残したものの

概ね適切な内容となっているというふうに判断いたしました。この結論に至るまでに 

は、弊社は主管課と評価書に関する意見交換を重ね、評価書の修正に関する助言及びリ

スク対策の改善提言のほうを行っております。その結果、最終的に主管課より提出され

た評価書が審査の観点、国の観点で示す適切性及び妥当性で求める適合レベルとなった

という次第でございます。 

    （２）意見というところで、先ほど、検討課題とさせていただいていた内容を記載さ

せていただいております。 

    今回は、１件しかありませんので、通番は１のみです。課題の内容としましては、国

民健康保険システムの操作ログについて、ログは取得されていますが、そのログをどの

ように点検するのかの手順を定め、運用していただく必要性があるという課題の内容で

す。 

    改善提言としましては、新しく保護委員会から示されましたやり方を例示させていた

だいております。 

    まずは、個人情報保護委員会では、ログの定期的に分析する確認方法を次の手順で求

めております。①から⑤までの手順です。まずは対象となるログの対象物選定していた

だくと。②がログの出力はシステム担当課が行う。③がそのデータを業務担当課の保護

責任者へ送付する。④が保護責任者は自身の担当課内の取扱状況を確認する。⑤が確認

結果は総括責任者等に報告し、必要に応じて、改善する。これが、国が示している例 

です。 
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    また、ログを分析・確認する際の観点として、次のものが示されております。これも

①から⑤まで、こういうふうな観点で取扱状況をログとして確認しなさいというふうな

例示です。 

    これらの例示を受けまして、現状の運用手順、体制、ログの種類、見方等も検討して

いただき、まず手順を決めていただいた上で、その手順に基づく運用を徹底していただ

きたいという改善提言をさせていただきました。 

    ご報告は以上となります。 

会 長：以上、全て報告があったわけですが、ただいまの説明に関しまして、何かご意見、質

問があれば、出していただきたいと存じますが、いかがでしょうか。 

    Ａ委員、どうぞ。 

Ａ委員：やはり、すごくわかりにくかったので、すごい初歩的なことを聞いてしまいますが、

まず、今回こういう評価を、また再評価というか、やらなければならなくなった理由と

いうのは、もともと住民税の関係の委託の中で、住民税の入力の委託の再委託を実はし

ていた。たしか、記憶ですけれど、何かの関係で、どこか、中国とか、そういうところ

とか、そういうことではなかったのでしたか。 

会 長：はい、どうぞ。 

税務課長：すみません。税務課長です。 

    いや、中国には関係ないところでございます。国内でございます。 

会 長：はい、どうぞ。 

Ａ委員：ごめんなさい。では、少し違ったかな。それで、勝手に再委託していたのが住民税の

ところなのに、何で今回、国民健康保険のところがかかってきたかというところが、 

多分、説明はしていると思いますが、すごくわかりにくいのですね。 

    基準が変わったので、それに、基準に当たったのが、ここで見ると、重点項目評価の

４事務中２事務が評価に変更になって、国保と国民年金、２つあったのに、国民年金は

ないし、どうして、そういうふうになるかというのが、すごくちょっとわかりにくい感

じがしたので、まず、そこを教えていただけたらと思います。 

会 長：いかがですか。 

    はい、どうぞ。 

区民相談課長：では、私からご説明させていただきます。 

まず、今回評価の見直しをしなければいけないというところで、もともと、税務課の

無許諾再委託ということがあったわけでございます。けれども、それがあって特定個人

情報を取り扱っている豊島区の全業務について、全部見直しをして、それで、なかなか

わかりづらいところがあるのですけれども、このしきい値判断表、にのっとって、基礎

項目評価というのは３５事務ありまして、一つ一つ、３５業務ですが、それをまたこの

フロー図に合わせて、見ていくわけですね。 

    それで、一番、レベルが最小になるのが、基礎項目評価になります。それが、今度は、

重点項目というのに移る場合が出てまいります。それが、先ほど、ご案内したような８



審 議 経 過
№34 

事務になるのですけれども。そして、今回の重点項目だった、国保と年金がありまして、

それが、しきい値判断をやり直したところ、全項目のほうに移ったわけなのです。そし

て、それを、全項目をやりなさいということになりまして、国保と年金がやったのです

が、今回は国保のほうが先に完成をしたというところがございまして、年金は次回、今

もう既にしております。ですので、同じ時期に、今同じようにご提示できればよろしか

ったかなとは、私的には思いますけれども、いろいろな事情がございまして、国保のほ

うが先にご報告できる状況になったのでさせていただいていると。次回、年金について

も同様にご報告をさせていただく。 

    ですから、今回、いわゆる国の個人情報保護委員会からこういうことを言われるわけ

ですけれども、その事故が起きた特定の事業について、見直すのではなくて、もう全部、

その役所のものは全部見直しなさいということでやっているということでございます。

これで、全項目に移った場合は、パブリックコメントもしなくてはいけませんし、当

然、保護審のほうにも報告をしなければいけない。ということで、今回、２業務が該当

し、そのうちの１業務の国保を最初にさせていただいた。次回、年金をさせていただく

ということでございます。 

会 長：よろしいでしょうか。 

    はい、どうぞ。 

Ａ委員：わかりました。ええ、大体わかりました。 

    それで、とはいえ、やはりすごくわかりにくいのですよ。わかりにくいですね、が一

つ、それから、私も広報とか、結構よく見ているつもりなのですが、パブリックコメン

トをやったのを全然知りませんでした。意見もないというのですけれど、ほとんど、多

分わかんないのではないかなと思うのですよ。専門的なことなので、仕方がないかもし

れないけれど、多分、パブリックコメントに出されるのは、こういうものですよね。こ

れを見てわかる人がどれだけいるのかというのもあるし、何が問題で、どういうことが

あって、というところでうんという、専門家の方々の説明で、これでいいですよと言わ

れれば、そうなのですけれども。そういう感じ。 

    それから、もう一つは、今回報告できるようになったとおっしゃいますが、先ほどの

最後の個人情報委員会、つまり国の個人情報委員会があるわけですよね。個人情報審議

会ではなくて、委員会という国の、今消費者庁に移ったのかな。今どこに入ったかわか

らないのですけれど、そこの委員会の結論が出ないから。最終的に、すみません、審議

できないという段階でも、報告ができてしまうとか、パブリックコメントができてしま

うということは、ちょっと信頼性の確認からいって、どうなのでしょうかというのも思

うのです。バツが付いたところがあってもいいのですよみたいな。 

    申し訳ないけれど、この全項目評価書、これを見たときに、先ほどのバツが付いてい

るというのはどこに書いてあるのですか。書いてないのですか。検討中となっているの。

これは、これもパブリックコメントの対象なのでしょうか。これというのは、妥当性

とかのチェック表、これもパブリックコメントの対象になっているのですか。 
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ＪＭＣリスクソリューションズ：よろしいでしょうか。 

会 長：はい、どうぞ。 

ＪＭＣリスクソリューションズ：それでは、私から回答させていただきます。 

    まず、パブリックコメントの対象となっているものについては、その評価書に該当し

ますので、もう一つの弊社から提出させていただいている資料はパブリックコメントに

は掲載していない資料となります。つまり、先ほどおっしゃっていただいているわかり

づらい、その評価書が表に出ていますので、ちょっとそれだけだと、論点や、どこが課

題なのかが非常にわかりづらいというものには、確かになるかもしれません。 

    また、もう一つご質問がありましたが、今お手持ちの評価書、つまり、パブリックコ

メント済みの評価書になりますけれども、そちらのほうに、バツという記載そのものは

特に、そういうような内容の記載にはなってはいないのですが、弊社が今回問題視しま

したのは、記載内容としては、概ね問題ない記載内容になっております。ログがちゃん

と取得していて、分析して、見ているというふうに整っていますので、それ自体は、問

題はないのですが、主管課に確認し、ヒアリングさせていただいたところ、国が新しく

求めている運用方法に比較すると、そのとおりになっていない節も見受けられると。 

    ですので、もう一度、国から例示されている運用方法を参考にしていただいて、ログ

の分析方法についてをもう一度見直していただきたいと。変更があれば、その変更に基

づいて、ログ分析してくださいというふうなところです。つまり、評価書そのものの表

面上の問題点ではなくて、運用上の懸念点という形になりますので、指摘というよりは、

意見という形でまとめさせていただきます。 

会 長：なるほど。はい、どうぞ。 

Ａ委員：はい、わかりました。だから、これをパブコメして、皆さんに意見聞いても、それは

間違ってませんよと。大体大丈夫ですよというものだから、なかなか、これで意見を出

すということ自体がいつも思うのですけれど、難しいと。かつ、逆に言えば、大事なの

は、もう一つ、実際の運用を含めて、ずっとやっていただいているＪMＣリスクソリュ

ーションズさんに、今チェックしていただいて、もう一方、こういうところ、改善した

らどうかと。こういうところのほうが、よっぽど、何か重要なような気がしています。

    とりあえず、以上です。 

会 長：ご意見、どうぞ。 

Ｅ委員：再委託と事故との関係がよくわからないのですけれど。 

会 長：はい、どうぞ。 

税務課長：もともと、こちらの会社に、システムズデザインですけれども、再委託は、事前承

認のみであれば、再委託をしてもいいですよというような内容で契約をしております。

それが、区に相談も事前承認も何もなく無承認で再委託をされたということが後になっ

て発覚したと、そういった内容でございます。そういった事件でございます。 

Ｅ委員：それと、この事故との関係というのはどうなのですか。全然関係ないのですか、これ

は。こういうふうな、何というか見つかったとか、パブリックコメントをやったとか、
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そういうようなものが出てきたこととは関係ないのですか。 

会 長：はい、どうぞ。 

税務課長：今回、税務課で再委託した内容が、無承認で再委託されていたといった内容につい

てが、これが事故。重大事件に当たるものでございます。この個人情報に関する重大事

故が１年以内に発生させたということになりますので、それで、今回のしきい値の判断

が変わっていくといったものに、自動的に連動してなっていくといったものでございま

す。 

会 長：今回の評価には関係ないということですよね。 

Ｅ委員：そうですよね。全然、再委託とは関係ないということですよね。 

会 長：個人番号は、勝手にこう流れたということ自体が事故になっているという、そういう

趣旨ですよね。 

    はい、どうぞ。 

区民相談課長：そうですね。捕捉させていただきますと、税務課のほうで、そういった事業者

が許可を得ないで、無許諾で再委託してしまったという事故が起きたわけですね。それ

は豊島区に限らず、国税庁など、いろいろ、あと台東区とかもあったわけなのですけれ

ど、そういった事故が起きると、区役所の特定個人情報を取り扱っている業務について

また見直しなさいと。評価を見直しなさいということで、先ほどお話ししたようなしき

い値判断をまたやり直したときに、今回の国民健康保険と年金については、重点項目か

ら全項目評価というのに移って、評価をやり直した。それについての。 

会 長：なるほど。では連動しているわけですよね。 

区民相談課長：それが、なかなか、そもそもは税務課のほうで起きた事故、それに基づいて、

全区役所の中の全部の業務を見直しして、今回、報告をしていると、そういう流れにな

るわけでございます。 

会 長：なるほど。そうですか。 

    ほかに何かご意見、ご質問ございますでしょうか。 

    この報告書につきましては、承認が要るわけですよね、ここのね。報告書というか。

そうですよね。 

    Ａ委員、どうぞ。 

Ａ委員：たしか、私、いつもこれ反対していたような気がするのですね。やっぱり、本当にこ

れでいいのですかと。内容も含めて、もう制度自体が何か、必要、やっていただくこと

によって、やっぱりだめなことは直していただくのがいいのですけれど。本当に、これ

で漏えいしないようになるかというと、相当何か無理があるのではないかということ 

で、いつも、たしか、私は、これに反対をしておりましたので、反対。否と。 

会 長：今回も反対ですか。 

Ａ委員：はい。 

会 長：ほかの方、まず否というご意見が一つ出されましたが、では、承認されるか、しない

かということで、是非という形をとりたいと思いますが、承認されるという、是とされ
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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：では、Ａ委員の方は全て是ということで、多数決で、多数決でなるべく決めたくな

いのですが、そういうことでよろしいでしょうか。 

    以上で、今日の案件は全て、若干ちょっと２時間過ぎましたが、終わりました。 

ここで、事務のほうから、何か事務局のほうから連絡をお願いします。 

区民相談課長：本日は、年度末のお忙しい中、また感染症で慌ただしい中、ご出席いただき、

誠にありがとうございました。 

    令和元年度審議会につきましては、今回が最後でございます。貴重なご意見を多々賜

りありがとうございました。 

    次回は、令和２年度第１回審議会となります。日程は現在調整中でございますが、 

   ５月下旬ごろを予定しております。 

    皆様方、第１０期委員としての任期は７月２０日まででございますが、恐らく次回が

最後の審議会となる予定でございます。区民委員の方々におかれましては、再任も可能

ですので、ご意向につきまして、後日改めて伺わせていただく予定でおりますので、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：どうもありがとうございました。 

    それでは、本日は閉会とさせていただきます。どうもご苦労さまでした。 



審 議 経 過
№38 

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１７号 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック聖火リレーにおける豊島

区独自ボランティア管理運営委託に係る措置 

答申第１８号 

発達障害者支援事業の実施委託に係る措置 

答申第１９号 

「東京都マンション管理状況届出制度」に係る個人情報の外部提供

答申第２０号 

校務支援システム保守に係る電子計算機の結合 

次の事項について報告された。 

（1）住民基本台帳ネットワークシステムの実施状況について 

次の第三者点検結果について報告され、承認した。 

（1）「国民健康保険に関する事務」の特定個人情報保護評価について

出 さ れ た 

資 料 等 

資料１ 東京 2020 オリンピック・パラリンピック聖火リレーにおける

豊島区独自ボランティア管理運営委託に係る措置 

資料２ 発達障害者支援事業の実施委託に係る措置 

資料３ 「東京都マンション管理状況届出制度」に係る個人情報の外部

提供 

資料４ 校務支援システム保守に係る電子計算機の結合 

報告１ 住民基本台帳ネットワークシステムの実施状況について 

第三者点検 

「国民健康保険に関する事務」の特定個人情報保護評価について 

    意見公募の結果報告書 

特定個人情報保護評価書点検結果報告書 

適合性・妥当性チェック表 

特定個人情報保護評価書（全項目評価書） 


