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政策経営部長：それでは定刻となりましたので、始めさせていただきます。 

    本日は、井上区民相談課長におきましては、体調不良のため、欠席をさせていただ

いております。私、政策経営部長、金子が事務局をやらせていただきます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

    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。 

    前回、運営の不手際がございまして、この場をかりまして、お詫びを申し上げます。

今後の運営については、しっかりと会長をお支えして円滑に行くように努力してまい

りますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

    それでは、本日でございますけれども、委員の方々は全員出席でございます。 

    傍聴の方がお一人ございます。よろしくお願いいたします。 

    続きまして、本日の資料の確認をお願い申し上げます。事前に送付させていただき

ましたけれども、ご持参いただいておりますでしょうか。 

    送付いたしました資料でございますが、諮問資料１と報告資料１から７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。何かありましたら、

ご指摘ください。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、よろしくお願いします。 

会 長：ただいまより、令和元年度第２回豊島区行政情報公開・個人情報保護審議会を開催

いたします。 

    本日は、諮問事項１件、報告事項７件を予定しております。 

    審議につきましては、２時間以内を目途に執り行いたいと思いますので、皆様のご

協力をお願いいたします。 

    それから、当委員会は、あくまで行政情報公開・個人情報保護という観点に限って

審議する審議会でございます。当然、その他の政策、ある政策の変更等が前提となっ

て、この委員会に上がってきておりますが、前提となっている政策の是非を議論する、

そういう審議会では、もとよりございませんので、ただし、政策の内容が情報公開あ

るいは個人情報保護に係る場合にのみ、この審議会で議論するということが、当然の

前提となっておりますので、その辺のところはよくご理解いただいて、ご意見、質問

をしていただきたいと思います。 

    それでは早速、審議に入りたいと思います。 

    では、諮問事項につきまして、事務局よりご説明をお願いいたします。 

政策経営部長：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項第２

号の規定に基づきまして、次の事項について、諮問をいたします。 

    諮問第１１号「業務委託に関する審議会事前一括承認基準」の一部改正についてで

ございます。 

    以上１件でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

    なお、ご発言いただく際は、録音の関係から、必ずお近くのマイクをご使用くださ

いますようお願いいたします。ご使用の際はスイッチを押していただき、発言が終わ
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りました際はスイッチをお切りいただきますよう、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。よろしくお願いします。 

政策経営部長：それでは、資料１、諮問第１１号は、区民相談課が所管する基準に関する諮

問でございますので、私よりご説明申し上げます。 

    資料１をご覧ください。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３ということで書いておりますが、後ほど、

ご説明を申し上げます。 

    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「業務委託に関する審議会事前一括承認基準」について、所要の

見直しを図って、適正な個人情報の取り扱いを確保することを求めてということでご

ざいます。 

    適用の期日ですが、９月１１日と考えてございます。 

    それでは、１枚おめくりいただきまして、別紙１でございます。 

    「業務委託に関する審議会事前一括承認基準」の一部改正についてでございます。

    まず、「審議会事項についての基本的な考え方」と、今申し上げた「事前一括承認基

準とは」ということでございます。 

    もとより方針、保護に関する条例がございますけれども、この規定に基づきまして、

こちらの審議会の意見を聞く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年に答申されて決定しております。 

    この基本的な考え方におきましては、個別に意見を聞くことを原則として、これま

でも運営してまいりましたけれども、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、業務の停滞ですとか区民の方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をしまして、事前一括承認基準と、この基準

の「類型」及び「事例」、「個人情報の項目」等のいずれ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、審議会の意見を聞くこととしている事項につきましては、表の

９項目ございます。そのうち、基本的な考え方におきましては、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

目になっております。 

    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」がございますの

で、「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。「審議会の事前一括承認基準とは」ということでございます。

    この基準は、「基本的な考え方」の一部になってございます。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ておりまして、条例では、区が保有している個人情

報を含む業務を区の機関以外の者に委託するときは、当該業務の委託を受ける者に対

して、取り扱うことができる個人情報の範囲もしくは取り扱う方法の制限、その他必
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要な制限を付しまして、または安全確保の措置を講ずる義務を課さなければならない

とされております。そして、それらに当たりまして、あらかじめ審議会の意見を聞く

ことになっております。 

    その例外としまして、条例では、法令等の定めがある場合に該当する場合のみ業務

委託することができるというふうに定めてございます。 

    ３ページ目でございます。 

    しかしながら、業務の委託は非常に多くございまして、その全てについて、個別に

審議会に諮問し、答申を得てから委託ということは、非常に現実的ではないというこ

とが事実上ございます。そこで業務の委託のうち、委託の内容と取り扱われる個人情

報の項目が定型化しているものであり、かつ、多数行われているものについては、こ

れを類型化しまして、事前に一括承認を得て、審議会への個別の諮問をすることなく

業務の委託ができるものとしております。 

    「基本的な考え方」は、平成１２年１２月に制定した後、計６回、これまで改正を

行っております。直近では、平成３０年度第６回、これは３１年３月２７日でござい

ましたけれども、この審議会におきまして、個人情報の外部提供に関する審議会事前

一括承認基準というものを決めまして、外部提供する業務に、刑事訴訟法に基づく照

会に関しては、裁判執行に係る個人情報について外部提供できるという見直しを図っ

たところでございます。 

    法令等の定めについては、そこの米印で説明を加えてございます。 

    ３点目でございます。「業務委託一括承認基準の改正理由及び内容」でございますが、

見直しは、平成１８年１１月７日の改正以来でございまして、十数年が経過しており

ます。この間、業務委託の形態は非常に多様化しまして、ＩＣＴについては劇的に発

展したこと等、あるいは一括承認基準において承認されている「類型」、これは委託の

内容ですけれども、及び「個人情報の項目」に一部不都合が、ずれが生じていること、

このため適正な個人情報の取り扱いに配慮しつつ、円滑に業務委託を実施する観点か

ら、所要の見直しを図ることとしたものでございます。 

    なお、今回の見直しでは類型の追加あるいは廃止は行ってございません。 

    別紙２をご覧ください。 

    こちらが一括基準について、今回改正内容として出しているものでございます。赤

字の表記は追加の部分、削除部分はございません。 

    １項目めから見てまいりますと、個人情報の項目については電子メールアドレスと

いうのを加える。２項目めも同じ。３項目めも同じ。４項目めも同じでございます。

    それから４項目めには、類型の部分に区が交付する「又は受託者が収集する」、こう

いう形態が入ってきたという、非常に多いということから、追加していることでござ

います。 

    ５項目めは追加はございません。 

    続きまして、５ページ目に参りまして。 

    ６項目めは同じように、「又は受託者が収集する」を加えると同時に、電子メールア
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ドレスを加える。 

    ７項目めは、「又は受託者が収集する」だけを加える。 

    ８項目めは、今の２つを両方とも加える。 

    ９項目めは変更はございません。 

    １０項目めは、「又は受託者が収集する」を加える。 

    １１項目め、同じでございます。 

    １２項目めも同じでございます。 

    １３項目めは、電子メールアドレスのみ加える。 

    続きまして、６ページ目でございますが。 

    こちらも１４項目めは、「又は受託者が収集する」のみ加える。 

    １５項目めは変更はございません。 

    １６項目めは、「又は受託者が収集する」と電子メールアドレスを加える。 

    １７項目め、同じでございます。 

    １８項目めは電子メールアドレスのみ。 

    １９項目めは両方を加えるということでございます。 

    ２０、２１は、変更はございません。 

    以上のようになってございます。 

    別紙３でございます。 

    今申し上げたように、２つの点での改正のみとなっております。一つが、類型の改

正については、「又は受託者が収集する」という文言を加えるということでございます

が、その改正理由が四角の中に書いてございます。該当ナンバーについては、上に記

載しております。４番から１９番まででございます。 

    現在、業務委託の形態は規定ができて、随分経っておりますけれども、その間、非

常に多様化、複雑化しておりまして、本規定の制定時では想定していなかったケース

としまして、委託する業務において、取り扱う個人情報を、以前は区が交付するもの

だけであったわけでございますが、現時点においては、受託者側がまず収集するとい

う作業が入りまして、受託業務として求められている場合は多々ございます。 

    審議会の諮問におきましても、受託者が業務で取り扱う個人情報自体を受託者自ら

が収集し、取り扱うことが、受託業務の内容に含まれている場合が増加してきており

ます。一部承認基準において承認された業務委託につきましても、今後、業務が円滑

に遂行されますように、区が交付する個人情報に対してのみを対象にしていったもの

につきまして、受託者が個人情報を収集する場合も追加するというのが趣旨でござい

ます。 

    ２つ目でございます。個人情報の項目についての改正は、電子メールアドレスとい

うものを追加するということでございます。 

    改正理由でございます。電子メールは、ご案内のようにＩＣＴ技術の発展によりま

して飛躍的に普及しております。安全性においても、セキュリティ対策等が充実して

いることによりまして、信頼度も高まっておりまして、非常に一般的なツールになっ
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てございます。区の実施する業務におきましても、迅速で確実性の高いコミュニケー

ションが可能な電子メールは不可欠なものになっております。電子メールアドレスは、

審議会の諮問においても取り扱う頻度が非常に高い個人情報の一つでございまして、

結果、全て承認を得ているところでございます。 

    そこで、一括承認基準の業務委託の中で、通信が必要で既に電話を利用することが

認められている業務におきましては、電子メールについても利用可能とするため、電

子メールアドレスを追加するというものでございます。 

    私からの説明は以上でございます。ご審議いただきますよう、よろしくお願いいた

します。 

会 長：どうもありがとうございます。 

    それでは、ただいまの説明につきまして、何かご意見、ご質問はおありでしょうか。

    Ａ委員、どうぞ。 

Ａ委員：今回の改正点は２点ということで、電子メールアドレスを個人情報の項目に追加す

るものがあったり、それから、「受託者が収集する」という言葉を入れると。これ自体

はわかるんですが、そのようにしますと、一つは、例えば１の類型で言えば、電子メ

ールアドレスを収集することだけが類型に入っていないものについては、何というん

ですか、もう、事前審査をしないというか、ごめんなさい、事前審査しないでやると、

こういうふうに考えるということなんでしょうか。 

    今回の改正によって、どう変わるのかということについて、具体的にまず説明して

いただけたらと思うのですが。 

会 長：お願いします。 

    すみません、着席のままで。失礼しました。着席のままで結構です。 

政策経営部長：失礼しました。１番について、例えばということで申し上げます。 

    １番の類型に記載されているような、区が交付する個人情報または受託者が収集す

る個人情報に基づいての調査や分析が行われるという委託の類型は、ここに書いてあ

る個人情報の項目の電子メールアドレス以外のものだけでやる場合は、既に現時点で

一括承認基準にかなっているので、こちらには審査という意味では出てこないという

ことになっております。けれども、業務の内容から、電子メールアドレスも収集する

ということが一つ書いてるのであれば、審議の対象になるというのが、現在のルール

です。けれども、電子メールアドレスについてもいいでしょうということになれば、

これは一括承認基準になりますので、審議の対象にはしないということになります。

    これで、ご説明になりますか。 

会 長：Ａ委員、どうぞ。 

Ａ委員：それで、それの、何というか、審査基準というか、入れたのは、電話番号が入って

いるようなものは、電話連絡が必要ですから、そういうものはメールアドレスになる

可能性があるということで、今回入れたというような関係になっているということで

すよね。 

政策経営部長：ご指摘のとおりでございます。 
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    赤で電子メールアドレスと入っているところは、概ね電話番号が入っており、入っ

ていないものもあります。今回、電子メールアドレスを追加しないところは、もとよ

り、そういう電話連絡みたいなものが必要でない類型ですので、これはあえて入れる

必要がありませんので入れていない。そういうことでございます。 

会 長：はい、どうぞ。 

Ａ委員：こちらは結構、素直にわかるんです。けれど、もう一つの「又は受託者が収集する」

情報が入った分野ということについては、今回、別紙３でいうと上の部分の改正なん

ですけれども、やはりここが一つ、そういう点では今回大きく変わっていくのかなと

いうふうに認識したので、これも具体的に、こういう分野では、こういうものがあっ

たんだけど、こういうことについては、みたいなのがあれば、具体的なところを説明

していただけますか。 

会 長：はい、お願いします。 

区民相談担当係長：区民相談担当係長です。 

    例えば、今まで区民の方々にアンケート調査をするといったところで、本来でした

ら区からアンケートの調査を委託する際に、区からこの方々に調査をしてくださいと

いうことで、名簿を交付したりという情報提供があらかじめあったところを、昨今い

ろんなアンケート調査をするものですから、その調査の全体を業者に委託しまして、

アンケートの対象になる方々をも受託者から収集してほしいというような、その部分

についても委託するといったときには、区からの提供ということではなくて、受託者

自らが収集するといった、そういった場合が一つ想定できるかと思います。 

会 長：Ａ委員、どうぞ。 

Ａ委員：今のお話ですと、例えば、多分、この間あった、インターネットでアンケートに答

えていただく人を募集するとか、あるいは、もしかしたら街頭でアンケートをすると

か、そういう場合みたいなことを想定したんです。今までは区の住民基本台帳から、

ある程度一定の情報を抜き出して、それを渡して、そこの人たちにアンケートを出し

てくださいみたいな形だったことを、業者さんが自分で情報収集するという先ほどみ

たいなふうになる、そういうことを想定しているということなんでしょうか。 

会 長：はい、どうぞ。 

区民相談担当係長：すみません。おっしゃったとおりでございます。 

会 長：Ａ委員、どうぞ。 

Ａ委員：そうは言っても、区がやる業務を委託する形にはなるわけですよね。委託は、すご

くわかりにくいと。実は、例えば委託すると区がやっているんだけど、そこにいる人

は民間でみたいな感じで、サービスだとか何かを受けるほうにとってはわかりにくい

ところがあるのです。そういうような状況、つまり区の職員がやっているわけではな

いんだけど、実際上は区の職員になりかわってやるみたいなところがあったり、でも

区の職員ではなかったりという、その辺がわかりにくいんだろうと思うのですけど。

    実際にそういうふうになったときに、逆に言うと収集する相手は、区はわからない。

対象者は区ではわからないわけだけど、こういう情報は収集してもいいけど、こうい
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う情報は収集してはいけないとか、そういうことについての関係というのは、今度は、

事前審査にはかかってこないということになるんでしょうか。 

会 長：いかがでしょうか。 

政策経営部長：例えば１７項目めでございます。これはまさに今ご指摘いただいたような福

祉保健サービスをするような場合ですね。これまでですと、区がこの人たちに、こう

いうサービスをしてくださいということで名簿を差し上げて、そこだけ守ってくれれ

ばいいということだけだったわけです。けれども、非常に業務が多様化しております

ので、こういった要件に合う方がある場合には、それを収集して、その方々にサービ

スしてくださいという委託をするように、今、例えばなっているときに、その基準と

いいますか、先生のおっしゃった、こういう項目についてはちゃんとしなさい、これ

はしなくていいですとかということについては、当然、委託の内容の中で決めるわけ

ですけれども、こちらの方針に入るものというのは、右側に書いてあります、それら

の項目になります。 

    したがって、今回は電子メールアドレスを追加しておりますけれども、これまでも、

氏名以下、福祉サービスに要する事項というところまでについては、これは収集して

いいよと。それ以外の、さらに個人情報に関する部分については、一つでも多ければ、

今までですと電子メールでも、一つでも入っていれば個人情報保護審議会にかけると

いう形にしていたわけですけれども。そういう意味では、それぞれの項目によって違

いがありますけれども、氏名、住所だけというものも業務内容によってはありますけ

れども、これなんかは、一番多く書いてあるので見てみますと、そういったものにつ

いては、これまでも、ですから、これの範囲については、何といいますか、委託が許

されていたということになるかと思います。 

会 長：Ａ委員、どうぞ。 

Ａ委員：私もこれの判断に迷っているんです。一つは、例えば１７で言えば、こう言っては

ですけれど、今回の報告事項にある、例えば５と４、介護予防センターとか、フレイ

ルセンターの運営委託をすると、こういう施設は正式に登録した人だけ、登録自体も

もしかしたら、これなんかはどういうふうになるか、記憶があれなんですけど、実際

にはいろんな人が来て、そこで受付も全部やって、登録もしてという形に。実際上は、

登録や受付も全部こういうのは入ってきてしまっているから、そういう中では、今ま

でも全部入っていたような気もするんです。 

    わざわざ「又は受託者が収集する」対象者名簿等に基づきということについて、こ

れを入れることによって、例えば、何というのか、どういう効果があるか。というと

ころで２つ考えられるのは、ここの事前審査にかけないでもできるものが増えるのか、

それとも、やはりやってみたら事実上、既にそういうものは、もう全部ほとんど、こ

ういう受付業務ですから、全部入っていて、うまくなってしまっていて、ただ、改め

て、やはりこういうことについて、きちんと認識していただきますよ的な部分で入っ

てくるのかというところがわからないものですから、そこを聞きたいんです。 

    簡単に言うと、これによって、今後、ここの審査にかけなくて済むものは増えるの
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か、それともあまり変わらないのか、そういうところでは何か考えておられますか。

会 長：はい、どうぞ。 

区民相談担当係長：実際には、業務委託したいと言っている所管から、区が交付するのでは

なくて受託者にやらせたいという要望があったときに、一括承認基準は使えるのかと

言われたときは使えませんというつくりになっております。その場合は、では、いた

し方ないので受託者が収集するということは委託に含めないであろう、そういった判

断をしているはずです。あるいは、どうしても受託者にもそこを収集させたいという

ことであれば、従来どおり諮問するということになります。今回、受託者が収集する

ということが加わることによって、確かに、区が交付するもの以外でやりたいと今ま

で希望をしていた委託についても、一括承認基準で賄えるということで、多少は減っ

てくるかなと思います。 

    あと、もう一つは、施設の利用申込みの受付のように受託者の収集があらかじめ認

められているものもあるので、その辺の判断が所管で曖昧だったところもあったかも

しれませんが、今回の諮問でその辺は明確化されると思います。 

会 長：では、Ｂ委員どうぞ。 

Ｂ委員：すみません。今のＡ委員の質問と関連しまして、従来、受託者が個人情報を収集し

ていた場合に、一応、審議会にかかっていた場合もあるということですので、そうい

うふうに審議会にかかっていたのが従来どのぐらいあって、そこでどういうふうな議

論がなされて、それは定型的に承認されてきたのか、承認されてきていないのかとい

うのが、恐らくこれを判断する上で一つ重要になってくると思うのですね。 

    というのも、事前一括承認制度は、条例自体には根拠がなくて、審議会の答申に根

拠があるので、要は条例改正を経ないで個人情報保護条例の例外規定をインフォーマ

ルに追加していくものですので、これは、説明の要旨にあるように、この範囲という

のは、２ページにあるように、必要最小限の範囲でなければならないというふうな基

準があって、３ページでご説明されていますように、この範囲を特定するに当たって

は３行目からで、まず１つ目に委託の内容とか個人情報の項目が定型化していて、２

つ目の要件として、多数行われているというふうなことが必要であるというふうにご

説明されていまして。つまり定型性の要件と、それから反復性の要件の２つが満たさ

れていないと、この範囲というふうなものは拡大できないというふうにご説明されて

いますので。ですので、果たして定型性の要件、つまり、こういうふうに受託者が収

集するというふうな条件を加えることで、事案の定型性というのは維持されるのか、

つまり受託者というのは、いろいろ多様な性質を持ちますので、審議会に一様にかけ

ないでも定型的に同じようなことであるというふうに承認していいのかというのと。

    それから、同じような事例がどの程度反復するのかというふうなことを考えるに当

たっては、やはり、この審議会の先例において、どのぐらい受託者が情報を収集する

場合というのがかかって、それが問題なく承認されてきたのかどうか。それとも、結

構、議論になって紛糾した上で承認されてきたのかというふうな先例の取り扱いがど

うであったのかということを、お聞かせいただかないと、果たして、このペーパーに
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書いてある拡大の要件が満たされているかどうかというのは、にわかにはわからない

部分があるので、先例の取り扱いがどうだったかというふうなことをお聞きしたいん

ですけれども。 

会 長：はい、お願いします。 

区民相談担当係長：今までの例ですけれども、お手元にある黄緑色の規程集があるかと思い

ますけれども、そこに赤字の基本的な考え方というのがあるかと思います。インデッ

クス、赤字のインデックスの基本的な考え方。その中に、最後のほうに、業務の……。

ごめんなさい、私が間違いました。すみません。基本的な考え方の赤いインデックス

の次に、審議会承認後、審査会で承認を得た事項という赤いインデックスがあるかと

思います。赤いインデックスの２番目のところです。審議会で承認を得た事項という

ものです。すみません。間違いました。 

    そこには、過去に審議会、こちらの審議会で承認を得たものがありまして、６５ペ

ージを開いていただくと、そこが業務委託で承認を得た過去の事例が掲載されており

ます。６５ページ以降です。そこから１３１ページまでです。過去のものですので、

多いのですけれども、そこもわかりにくいですが、後半の最近のを見ていただく感じ

で、ざっと見ていただくと、左側が審議された件名です。右側の四角のところが、そ

こで取り扱われた個人情報の項目なのですが、個人情報の項目のところを１番と２番

とかで、分けたりしていますけれども、大きく言って、２つ、区が収集して事業者に

提供した個人情報と、あとは事業者が必要に応じて収集する個人情報。そういったこ

とで、過去において、かなり多くのケースとして、事業者自身が収集するということ

において、承認を得られている。 

    私も、ここ五、六年、所管を務めさせていただいているのですが、記憶による感じ

で申し訳ないんですけれども、受託者に情報を収集させることについて、特に審議で、

異論があったとか、審議が深まったというところは、件数的にはあまりなかったかと、

私は認識しております。 

    取り扱う個人情報の内容については、審議はありましたが、そこが、受託者自身が

収集するかどうかというところの論点は、あまりなかったかなというところです。審

議、諮問に関しましては、さまざまな情報を収集するわけですけれども、一括承認基

準においては、あくまでも右側の限られた個人情報しか扱えないということで、収集

する個人情報も、この範囲内ということになりますので、区が提供するか、事業者が

収集するかというところは、大体、文面を読んでいただければわかるのですけれども。

主に、名簿ですね。住基上の名簿であるとか、あるいは参加者名簿であるとか、そう

いったところに関して、区から交付するか、あるいは受託者が収集するかというとこ

ろです。そのほかの名簿とか、名簿に関する住所とか、お名前、電話番号、その辺り

以外は、もともと受託者も収集するということを既に想定はされていますので、その

辺は個人情報の範囲は固定されているかなと思われます。 

会 長：Ｂ委員、どうぞ。 

Ｂ委員：すみません。Ａ委員の質問と関連して。 
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    ６５ページ以下に掲げられているもののうち、どのぐらいの類型のものが、従来、

この審議会にかかっていたんだけれども、それが今後はかからなくなるというふうな。

今後、全部がかからなくなるという関係ではないですよね。 

区民相談担当係長：それはないですね。 

Ｂ委員：一体、どのぐらいの変化があるのかというのが、はい。 

会 長：はい、どうぞ。 

区民相談担当係長：すみません。変化までは詳しく調べてはおりませんけれども、見比べて

いただければと思うのですが、一括承認基準の表の右側の個人情報と、過去において、

答申を得ている個人情報。その量の比較をしていただくと、ざっくりしか申し上げら

れないんですけれども、かなり量が、個人情報で取り扱う量が違いますので、一括承

認基準は、あくまでも限られた情報のものについての委託になってくるのかなという

ところで、それ以外のものを一つでも扱うということであれば、今までどおり、審議

が必要になりますので、そこまで減るというには至らないのかなという印象です。す

みません。きちんとした、その辺の調査はしていないんですけれども。 

会 長：部長さん、どうぞ。 

政策経営部長：補足させていただきます。数の点、大変申し訳ありません。きちんと調べて、

数字を申し上げたほうが正当性も増すんですけれども。 

    ただ一方で、今ご指摘になった面からも、そのとおりなのですけれども、そうであ

れば、区の職員が、しようがないという言い方はあれですけど、委託を本当は全部し

たいんだけれども、収集するような、例えば窓口ですとか、あるいは調査に行くとき

とか、そういうのも直接行って、あくまで形上、区が交付するという形をとるケース

も中にはあったはずだと思います。今でもあると思います。そういったものは逆に言

うと、一括の中で、今言いました、収集してくれという委託はしないで、そこはやめ

て、区のほうで何とかしてやっているという可能性があると思います。というのは、

一括承認基準でオーケーしている件数というのも、相当数に上っていまして、いろん

な類型がありますけれども、そちらの中にも、そういうものが入っているのではない

かというふうに推定しているところであります。 

    ですので、ただ、もう一つ、逆に、もう一点申し上げたいのは、最初の質問でおっ

しゃっていた、ここの審議にかからなく、どんどんなってしまうんですかという、重

要な点ですけれども。これは、本区の場合は、本区と江東区ぐらいのようですけれど

も、業務委託の基準にかかって、ですから、いわゆる審査はしないといった場合でも、

必ず、今回もたくさんありますけれども、審議会ごとにご報告をする。どういうこと

が、そういうものにかなって行われているんだということを必ず見ていただくという

ことにしております。報告していない区もあるようですけれども、そういう点では、

条例に基づいた報告をしているということがございますので、全体の件数の増減につ

いては、両方の要素があるかなと考えているんですけれども、とにかく手を省きたい

からやるというだけではなくて、そういう実態が増えてきているので、それに合わせ

て、そこだけは変えたい。 
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    あとは、今申し上げた、指摘したところを見ていただきますと、やはり、マイナン

バー以外の、そういう電子メールのものも入っているなというふうにご覧いただける

かと思うんです。 

    だから、大概のものが２番の事業者が必要に応じて収集するものというのも入って

いると。ただし、ご心配のあった、基準も変わってしまうんですかと。つまり、収集

する範囲がたくさんになってもいいんですかということはないので、あくまで、この

規定に書いてある、これとこれとこれとこれと、電子メールだけ足しますというもの

以外が一個でも入った場合は、これは審議にかけます。ということで、そういう意味

で見ていただくと、たくさんの収集項目があるものについては、これまでも、しっか

りかけてきている。これは変わらないということでございますので、その辺はよろし

くお願いいたしたいと思います。 

    以上でございます。 

会 長：はい、Ｂ委員どうぞ。 

Ｂ委員：今のご発言をお聞きしまして、行政活動が本来の実態に即した透明なものになると

いうことと、それから行政活動というものを効率的に行うということで、行政当局と

しては、この改正は意義があるというふうなことは十分理解いたしました。 

    ただ、このペーパーで示されている情報の定型性の要件と反復継続性の要件がどの

ぐらい満たされているかというふうなことについては、まだ、判断に迷うところもあ

るんですが。ただ、それと関連して、情報の取り扱いの透明性を確保するというふう

なことに関しまして、今部長から、事前一括承認に基づく情報利用について、審議会

への事後報告というものを行っているということのご説明がありました。 

    事前一括承認制度を慎重で透明に運用するために、幾つか考えるべき点があると思

いまして、審議会に事後報告されるかというふうなことももちろんですけれども、例

えば事前一括承認類型に該当するかの判断主体がどこなのかということで、区民相談

課が、一応、一括して行うのか、それとも各課で勝手にやってできるのかというふう

なことや、あるいは自治体によっては、これは事前一括承認類型の該当性について、

判断に迷う場合に、審議会の会長に事前相談する場合もあるところもあると聞いてい

て、そういうことがあるのかということだったり、あるいは審議会への事後報告とい

うのは、一応、全件なされるのか、それとも選別されるのか。その辺の、事前一括承

認制度の慎重で透明な運用というふうなものを担保するための事前ないし、事後の措

置というものについて、教えていただければというふうに思います。 

会 長：はい、お願いします。 

政策経営部長：個別の案件で、会長にご相談したりということが、多分あったと思うのです

けれども、頻度はそれほど高くなかったかもしれません。 

    というのは、もう一度、繰り返しになりますけれども、こういうふうに判断しまし

た、これを一括というふうに判断しましたというものについては、全てご報告してい

ますので、その中で、これは違うのではないかとか、これは判断が間違っているよと

いうことがあれば、そこで少なくともご指摘いただいて、カバーできるチャンスがあ
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るということでございます。 

    繰り返しになりますけれども、審議会の都度、これを報告しているのは、調べたと

ころ、うちと江東区の２区だそうです。別の、港区以下５区につきましては、まとめ

てというのは、多分、一年に一回という意味かな、一年に一回、大分過ぎてしまって

から、まとめて報告するというやり方をやっている区も５区ほどございます。 

    ほかについては、特に報告ということはしていないということですので、そういう

意味では、報告しないと、何というんですか、チェックの場が失われてしまうと、区

民相談課が間違えると間違えたままということになります。けれども、そういう意味

では、ご報告することによって、チェックの機会は保たれているのかなと。 

    あるいは、かなり事前に、先ほども若干の例が出ましたけれども、課と所管の間で

は、相当いろいろやっております。その結果として、例えば収集というのがだめなん

ですよ、この項目ではと。例えば基準のデータでしかないから、そこがオーケーだっ

たら、そのまま一括になるんだけれども、そうでないということであれば、所管のほ

うで、では審議会にかけて詳しくご説明するのか、それとも何とか職員の手で収集す

るという方法を選ぶかというのが、多分、今の実態であろうかと思います。けれども、

そういった辺りは、これを変えてみた結果、どういう変化するかということもありま

すので、数字については、本当に申し訳ありません、正確を期しておりませんけれど

も、全体の流れというのは、そうなるかなというふうに考えてございます。 

会 長：Ｂ委員、どうぞ。 

Ｂ委員：わかりました。区民相談課で、一応情報を集約して、一元的に判断を行っていると

いうふうなことと、審議会への事後報告が慎重に行われているというふうなところを

考えると、是認してもいいのかなとも思われますが、ほかの皆様、取り決めについて

の判断、どういうふうに考えられるかというふうなことをご議論いただければと思い

ます。 

会 長：会長まで上がってくることはあまりなのんですが。前の会長さんには、何かあった

かもしれませんが。大体、課長さんと部長さんレベルで、一応、問題となるものは、

差し戻してというふうなことをされているということは聞いておりましたが。という

ふうな運用がされているように思いますが。 

    ほかに何かご質問。 

    Ｃさん、どうぞ。 

Ｃ委員：すみません。業務受託者が個人情報を収集するということに関しては、こちらの緑

のファイルにある基本的な考え方の４６ページにも記載があったので、そこに関して

はいいのですけれども。 

    同じファイルの後ろのほうに委託という赤いインデックスの欄がありまして、そこ

の中に、最初の３つ、個人情報の守るべき事項、個人情報保護チェックリスト、個人

情報の特記事項、この３つが載っているのですけれども、私がざっと拝見した範囲な

ので、見落とし、こぼれがあったら申し訳ないのですけれども、ここに受託者が情報

を収集することを前提とした記載がないのではないかというふうに、私は読み取らせ
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ていただきました。 

    ここに書いてあるのは、前提として、区が業者に情報を引き渡し、受け渡しをした

上で、何かを行うということを前提として、守るべき事項やチェックリストや特記事

項が書かれているようなのですが、受託者自ら情報を収集する際の受託者が守るべき

事項であるとか、それに対して区がどういうチェック体制を入れているかですとか、

さらに加えてどういう特記事項が必要であるとか、そういったことについて、記載が

抜け落ちているというふうに読み取ったんですが、その点はいかがでしょうか。 

会 長：はい、どうぞ。 

区民相談担当係長：守るべき事項の中に、いつも審議会の諮問のときにつけている特記事項

というのがあります。個人情報の特記事項というところです。それは、個人情報の取

り扱いということで、区が提供したもの及び受託者が収集したもの、両方についての

個人情報の取り扱いについて、記載してあります。 

    そこの特記事項の第２条のところの、取り扱う個人情報の範囲等というところです

けれども、書きぶりとしましては、第２条の（１）のところでは、受託業務の処理の

ために、甲から提供される次の情報、甲というのは区ですけれども、そこが区からの

提供のものになります。（２）として、受託業務の処理のために収集する次の個人情報、

ここが、受託者が収集する個人情報を列記するようになっております。その両者につ

いて、それ以降の取り扱いについて、規定しているものでございますので、文言とし

ては、はっきり受託者が収集するという言い方はしていないんですが、両者について、

個人情報として取り扱いは同じ規定のもと、取り扱うというつくりになっております。

会 長：いかがでしょうか。 

Ｃ委員：特記事項のページについては了解いたしました。ありがとうございます。 

    その上でなんですけれども、最初の守るべき事項のところに、どういうふうに、あ

あ、そうか、守るべき事項というのは、あくまでも区役所自体が守るべき、相手に提

供するとか、そういったときに守るべき事項という理解でいいのかどうかというのと。

    あとは、個人情報保護チェックリストが、こちらは、やはりチェック項目が甘いの

ではないかというふうに思います。 

会 長：いかがですか。 

区民相談担当係長：後半の特定個人情報の特記事項と比較されているんでしょうか。 

Ｃ委員：いえ、普通の。 

区民相談担当係長：守るべき事項のところと。 

Ｃ委員：そのすぐ後。 

区民相談担当係長：特記事項と守るべき事項を比較されているということですか。ごめんな

さい。 

Ｃ委員：いえ、特記事項に関しては、今のお話で理解しましたので。遡って、個人情報の守

るべき事項という、委託のすぐ次のインデックスのところと、それから、その後の個

人情報保護チェックリスト、そこを拝見しております。 

    個人情報の守るべき事項というのは、これはあくまでも区の政策経営部部長という
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ところが区の職員に対して、こういうことを守りなさいということで決めた事項であ

って、選定に当たって、委託者にこういうことを守らせるようにしなさいという意味

では、特にないということでしょうか。そこの位置づけがわからないというのが一つ

と。 

    あとは、もう一つは、その次の業務の委託に関わる個人情報保護チェックリスト、

これは、区のほうで、委託先がきちんとこういった項目を守られて、受託業務を遂行

してくれるかどうかということをチェック、事前にチェックすることだと思うのです

けれども。ここの欄において、受託者が自ら情報を取得するに当たって、これこれ、

こういうことが必要ですねといった内容のチェック項目が漏れていないかなというこ

とを今感じたのですけれども、その点はいかがでしょうかという質問です。 

    ここは、あくまでもつくりが。 

会 長：よろしいですか。この事項自体は、当然、内部に対するものだけれども、中身の２

行目を見ていただくと、所管課がきちんと委託先にこういう監督をしなさいというこ

とであり、かつ、その内容については、きちんと書いてあるではないですか。今のご

質問は、今の諮問事項とどういうふうに関係がありますか。それをお聞きしたいんで

すが。 

Ｃ委員：それをきちんと、承認するとして。 

会 長：後のことですか。 

Ｃ委員：実際にチェックされていることが整わない、事後のチェック体制とかが整わない時

点で、ここで流して承認してしまっていいのだろうかということです。 

会 長：これまで審議された中で、それは、きちんとやるということが前提の規定なんです

よね。だから、もっと中身をしっかり読んでいただきたいと思うんですが。 

    これは、当然、業務委託先にこういうことをきちんとやりなさいという項目が書い

てあるわけで、そのほかに何があるかということを具体的におっしゃっていただかな

いと、それは甘いとか、そういう判断はできないのではないですか。 

Ｃ委員：私が申し上げているのは、あくまでも、これが業務受託先に情報を区が渡しますよ

という前提でつくられているというふうに読み取ってしまっているのですが、そこが、

そうではなくて、受託先が自ら情報を集める際について、区がチェックするという項

目がどこに記載がありますかという。 

会 長：１行目に、個人情報を取り扱う業務を委託する際とありますよね。この中に入るの

ではないですか。本件の諮問に関しては、どういうご意見をお持ちですか。それをお

聞かせいただきたいんですが。 

取り扱うということの中に、受託業者が集めるということも、当然入っているんで

すよ、これは。おわかりでしょうか。１行目です。守るべき事項の１行目に入ってお

ります。 

Ｃ委員：書いてあるということは承諾した上で、後のチェックの項目に。 

会 長：何が欠けていますか、具体的におっしゃってください。 

これ自体は、ここの内部の部長さんが決定する事項ですので、よほど欠陥があるの
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であれば、その旨を別におっしゃっていただいて、ご意見を出していただきたいと

思います。 

Ｃ委員：申し訳ございません。 

会 長：よろしいですか。ほかにご質問等、ほかの委員の方おられますか。 

    はい、どうぞ。 

Ｄ委員：今回、電子メールアドレスを加えるということで、ＩＣＴに対する対応だと思うん

ですけれども、この間、携帯電話なんかの使われ方も非常に変わってきておりまして、

電話番号という記載の中に、恐らく携帯電話の番号も入っていて、電話番号を収集す

るのに、固定電話でも携帯電話でも構わないというような形になっているかと思うん

です。 

けれども、例えば、個人の認識のためにショートメールサービスなんかを使う際に

は、固定電話では、多分できないと思うんです。電話番号と携帯電話を別にする必要

などはなかったんでしょうか。 

会 長：今のご質問はいかがですか。ショートメールが入っているかどうかということでし

ょうか。 

区民相談担当係長：ショートメールというのは、携帯電話の電話番号。 

Ｄ委員：そうです、電話番号。 

区民相談担当係長：現時点もそうなんですが、電話番号としか記載していないんですけれど

も、固定の電話であるとか、携帯電話とか、そういったところの区別も本来はしてお

らず、機種はともかく、その方の電話というツールのものであればということで、両

方とも一応、今の時点でも含めておりますし、今までも含めているということでご理

解いただけたらと思います。 

会 長：いかがですか。ほかにご意見、ご質問はございますでしょうか。何かありますか。

    Ａ委員、どうぞ。 

Ａ委員：先ほど結論は言わなかったのですけれど、いろいろ質疑を聞いておりますと、一つ

は、やはり一括承認基準になるかどうかの判断のところは、これまでも若干いろいろ、

もしかしたら疑義があったのかもしれないというふうには、思っています。 

    それで、私が一番心配しているのは、やはり今、結構センシティブ情報も取り扱っ

ていることが多いんですよ。実際上、業務委託においても、かなりプライバシーに関

することが入ってくる。特に相談とか指導、助言みたいな仕事とかになると、家族関

係から何からいろんなことが入ってくるので、そういうものを事実上、事業者が収集

しているというときに、そこにやはり区としては目を光らせて、ちゃんと、それがや

たらな、やたらなというか、漏れないように。しかし同時に、今は多分、大変難しい

んですが、連携をしていかなければ、本当に、今後、地域福祉を支えることはできな

いといったときに、ではどういうふうに取り扱えばいいのかということは、既に行政

でも、行政内部でも課題になりつつあるのではないかと思うんです。 

    つまり、あの人は生活保護を受けていますよと言うこと自体は、プライバシーの侵

害ですが、逆にいえば、そのことを知っていることで、いろいろ配慮ができる立場の
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人たちがいるわけです。民生委員さんとか、そういう人たちは、もちろんご存じです

けど。それを口外しないにしても、対応するときに、いろいろ相談に乗るに際しても、

そういうことは知っていたほうがいいという立場の人もいれば、やはり、それは本人

からすれば知られたくないことだと、この辺がすごい、これから個人情報はすごく難

しくなっていくだろうと思うんです。 

    区、行政がそれなりの基準を持ってやることと、民間が独自にやっていることなら

ともかく、区がやっている事業を、今度、民間に委託したときに、委託しているとい

う関係の中で、本当にこの辺のところは難しくなっていく部分があるのではないかと

思うんです。 

    そういう意味では、もし委託をする場合には、この個人情報保護審議会で、きちん

と、そういう情報をどこまで、本来必要のない情報は出さない。今までは、ある程度、

事業者が独自に収集する情報については、改めて、ここにかけるということになって

いたのがなくなるということは、必要がある情報を場合によって出したときに、どう

いうふうに管理されていくかということを、きちんと追跡できるような仕組みを、つ

くっていかなければいけないときに、やはり、危惧する面があります。どうしようか

なと悩んでいます。 

会 長：業務委託すること自体は、もし新たにあれば、ここにかかってくるのではないです

か。と思うんですが、違いますか。一括承認基準に入らなくなるのではないでしょう

か。例えば、新たに業務委託をして何か行うというときには、ここへかかってきます

か。 

    はい、どうぞ。 

政策経営部長：あくまで、この今回類型を増やしておりませんので、新たな業務委託の類型

が出てくれば、内容にかかわらずかかります。 

会 長：かかりますよね。 

政策経営部長：だから、同じ類型でも、もう一度、繰り返しになりますけど、個人情報の種

類は、電子メール以外は増やしておりません。ですから、多分ご指摘のあったような

相談内容とかというと、たくさんの個人の内容が出てきて、先ほどの事例の中に、１

個ありましたけれども、相談のような、もうたくさんの、その家族のことが全部わか

るような。そういうものは、当然、この類型には入りませんので、当然今後もかかっ

てくるということは申し上げたいと思います。 

会 長：結局、これは、一応絞り込まれていて、Ｂ委員が指摘されたように定型化して、か

つ、大量であるというものに限定しているという趣旨でよろしいんでしょうか。 

かつ、仮にこれが発行して適用されても、それは報告事項に上がってくるという、

そういう前提でのお話ということでよろしいでしょうか。 

政策経営部長：はい。ご指摘のとおりでございます。 

会 長：あまり範囲を広げると、当然、よろしくなくて。ということだと、私は理解してお

りますが、基本的には、やはり、ここにかかってくるという前提で、定型化して、大

量化して、かつ情報も限定したものがかかってくるという前提のもとでの承認基準の
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改正というふうな理解でよろしいんでしょうか。 

    はい、どうぞ。 

Ａ委員：まあ、実はそうなんだけれども、今回、後で報告される報告事項を見ますと、合わ

せ技ではないんですけど、実際には、例えば、類型の、はっきりいうと、高田介護予

防センターとか、フレイルセンターは、私、これ反対はしないから、審議にかかって

いれば、きちんと理解をするという案件ではありますが、実際上は、事前審査基準の

該当性、１３、１７、１８に該当するからということで、これは事前で一括承認基準

に入っていますよということなんです。 

    つまり、施設の申し込み、登録やります。それから、福祉施設としてのいろんなこ

ともやります。もう一つは、相談活動もやります。これ、全部合わさっていれば、で

きますよということに、今回、なっているというところに気がついてしまいまして。

そうすると、個別の類型、一つ一つについては、ここに入っていれば、いいですよと

なるけど、それぞれ、場合によっては、結構、本当センシティブ情報、いっぱい入っ

てきているので、合わせ技でこういうことができるというのは、本当はまずいのでは

ないかなと。個人的には、感じてしまったところなんです。 

    ですから、今回、事業者が独自に収集する事例というのが、本当、具体的に、どう

いう事例があって、過去には、こういう事例であったよと。先ほど、Ｂ委員から、例

えば、何件くらいこういうことがあったとか、こういうものがあったとかというのが、

数字で出されることは、そういうことは、本当は必要ではないかなと、類型化とか。

何回もそういうことがあったということであれば、そんなところがあるので、私、こ

れ、本当に難しいなと。反対するほどの話でもないけど、やはり、ここで。 

会 長：積極的に賛成もできない。そういうことですか。 

Ａ委員：積極的に賛成もできないと、こういうところです、はい。 

会 長：どうぞ、Ｅ委員、どうぞ。 

Ｅ委員：Ｄさんと今話していたんですけども、具体的に、本当に、どのぐらいのボリューム

というのは、Ｂ委員もおっしゃっていたとおり、知りたいところなんで。 

    例えば、今、緑の１２２ページの、昨年、平成３０年度の委託された実績が６件ほ

どありますけれども、この６件のうち、一括承認になるようなものというのは何件あ

るのか。例えば、私なんか、この２番目なのかなと。国際アートカルチャー特命大使、

これも、類型に入るかどうかわかりませんけども、１２３ページに、審議会に諮問し

た件名で、国際アートカルチャー特命大使ＳＮＳシステム構築及び運営業務委託に係

る措置で、個人情報が区が収集するものなしで、あと事業者が本人の電子メールアド

レスというだけなのですけれど、これぐらいなのかなと、６件のうち。そういうふう

に、ボリューム的に知りたいものですから。これはいかがでしょうか。 

会 長：はい、どうぞ。 

区民相談担当係長：おっしゃるとおり、国際アートカルチャー特命大使のＳＮＳの諮問は、

ここで諮問をして、答申をいただいたんですけれども、ここも本人の電子メールアド

レスを区が提供できればよかったんですが、それは業務委託の内容上できなかったの
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で、業者自身が集めるしかなかったというところで、諮問をしたところです。 

    なので、もしかしたら、これはメールアドレスを一括承認基準に加えていただいた

後なのであれば、一括承認基準で済ませて、報告事項となった案件の可能性が高いと

思われます。 

Ｅ委員：そのほかの項目については、今までどおり、ここで審議されるものですよね。確認

です。 

会 長：はい、どうぞ。 

区民相談担当係長：ざっと見た限りでございますが、内容的には、諮問するものに当たると

思います。先ほど、いろいろ審議があったセンシティブ情報の収集についてなんです

けれども、センシティブ情報というのは、大変広い範囲なんですが、その中でも、特

に収集禁止を定めている収集禁止事項というのが、当区の規定には、条例上あります

けれども、そういった部分についての関わる委託については、一括承認を適用しては

いけないという基準がありますので、そういったものが含まれる場合は、必ず、こち

らの審議による諮問というつくりになっていますので、その辺はご留意いただきたい

と思います。 

会 長：いいでしょうか。ほかにご意見ございますでしょうか、ご質問。 

    もし、ございませんでしたら、この辺で、是か非かのご意見を問いたいと思います。

    今回の諮問につき、是とされる方は、挙手をお願いしたいと思いますが。 

（挙 手 多 数） 

会 長：非とされる方。三角ですか。 

Ａ委員：非までとは言えない。是でなかったら非だったんですが、疑問ありと。保留という

か。保留というのがあれば、状況が、先ほどから言っている。 

会 長：疑問ありという、保留。 

Ａ委員：棄権とか、そういうの。態度保留とか。つまり積極的に、では、これで、本当にど

うなるかというのが、疑問なところがありますので。 

会 長：では、今後の運営をウォッチするということで。     

Ａ委員：推移を見守るということで、判断できずと。申し訳ございません。 

会 長：いえ、そういうご意見も当然おありと思います。 

    それでは、一応、多数、お一人の方が判断保留という形で表示してよろしいですか。

という形で、全体としては承認したということにしたいと思います。どうもありがと

うございます。 

    では、報告事項について、よろしくお願いします。 

政策経営部長：それでは、報告事項に入らせていただきます。本日、全部で７件ございます。

    まず、１番目、豊島区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

に関する条例の一部改正についてでございます。 

    それでは、企画課長より報告をさせていただきます。 

会 長：はい、お願いします。 

    着席してもらって、結構ですので。 
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企画課長：すみません、恐縮でございます。 

    それでは、右肩に報告１と記載されている資料について、ご説明をさせていただき

ます。 

    豊島区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条例の

一部改正についてでございます。 

    大きく分けて、２つの内容でございます。 

１ページ目になりますが、「平成３１年第１回定例会での改正事項について」が１つ

目、次のページ「令和元年第２回定例会での改正事項について」が２つ目でございま

す。 

    それでは、項番１の第１回定例会での改正事項について、ご説明をさせていただき

ます。 

    まず、改正の理由についてでございます。保育所の入所に関する事務において、マ

イナンバーを利用し、情報の庁内連携を可能とすることで、サービスの向上、事務の

効率化を図るものでございます。事務の流れということで枠に囲った表がございます。

 まず、（１）でございます。保育所の利用調整の事務。こちらは申し込みに基づきま

して、区の基準をもとにした点数、そして、希望をもとに、入所先を調整する事務で

ございます。（２）保育料の徴収（減免に限る）は、所得の状況等に応じ、保育料及び

延長保育料の減免を行う事務でございます。 

    これを踏まえまして、その下の改正の内容でございます。条例別表第１及び第２に、

以下の対象事務を新たに追加するということでございまして、左側に対象の事務が表

で書かれておりますが、（１）保育の利用調整、これが、上の、先ほど、ご説明した利

用調整（１）に該当するもの。同じく、下の（２）、これも上でご説明させていただい

た（２）に該当するものでございます。 

    まず、保育所の利用調整についてでございますが、この表の右側、庁内連携する個

人情報については、①に記載されております、地方税関係情報ほか７項目でございま

す。続きまして、（２）の事務についてでございますが、庁内連携する個人情報につき

ましては、地方税関係情報ほか３項目でございます。 

    条例の施行日につきましては、公布の日、すなわち、平成３１年３月２５日から施

行いたしております。 

    次のページでございます。 

    項番２、第２回定例会での改正事項についてでございます。 

    まず、改正の理由でございますが、「子ども・子育て支援法」等の改正に伴いまして、

いわゆるマイナンバー法が一部改正されることから、所要の規定整備を図るものでご

ざいます。 

    改正の内容といたしましては、条例別表第２及び第３に、下線部「若しくは子育て

のための施設等利用給付の支給」の追加でございます。 

    最後に、条例の施行につきましては、公布の日、すなわち令和元年７月９日から施

行いたしております。 
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    雑駁ではございますが、ご説明は以上でございます。よろしくお願いします。 

会 長：条例改正に伴うご説明ということですが、何か報告事項ですから、特に何かござい

ましたら。いいですか。 

    では、ありがとうございます。 

企画課長：ありがとうございました。 

政策経営部長：続けて、よろしいでしょうか。 

会 長：はい、どうぞ。 

政策経営部長：続きまして、報告２から７につきましては、先ほども話題になりましたけれ

ども、お手元の規程集の中では、赤いインデックスで、基本的な考え方の４９ページ

にございます。業務委託に関する審議会事前一括承認基準に該当する業務を新規に行

った場合は諮問を省略して、委託が可能なものでございますけれども、後日、そのご

報告をするというものでございます。 

    報告につきましては、審議会事前一括承認基準に合致していることは、既に当方で

確認をしております。 

    それでは、報告の２、感謝状の印刷業務委託と報告の３、記念品の製作委託につき

まして、文化観光課の同一事業に係る事案のために、続けてのご報告をさせていただ

きたいと思います。 

    報告２という資料をご覧ください。 

    １番の件名は、感謝状の印刷業務委託。 

    ２番の業務の内容は、トキワ荘関連施設整備寄付金寄附者へ贈呈する感謝状に氏名

を筆耕する作業でございます。対象者、理由・効果、記載のとおりでございます。特

に利用・効果は、感謝状印刷に合わせて、氏名を筆耕するためでございます。 

    ３番の取り扱う個人情報でございますが、１点目、区が収集して、事業者に提供す

るものとしては、会社名・役職・氏名・寄附者が感謝状に記載を希望する名前。２点

目、事業者が収集するものは、この場合はございません。取り扱う理由は、記載のと

おりでございます。 

    ４番の収集禁止事項の有無につきましては、なしでございます。 

    ５番の守るべき事項の該当性でございますが、こちらにつきましても、１点目では、

所管課による確認、２点目のところのセキュリティ体制につきましては、（２）の守る

べき事項、受託者が守るべき事項について、チェックインが入ってございます。３点

目、業務の再委託については、なしということでございます。 

    ６番の審議会事前一括承認基準の該当性については、類型の７という判断をいたし

ております。 

    ７番の委託先は、オール印刷工業。 

    ８番の委託の時期は、４月１日から来年の４月２４日と、失礼しました、４月１日

から２４日ということでございます。 

    報告は、２については、以上でございます。 

    次、続きまして、報告３でございます。 
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    1 番の件名は、記念品（クリスタル）の製作委託でございます。こちらもトキワ荘関

連でございまして、記念品に氏名を彫る作業でございます。彫る氏名については、個

人情報ということで、範囲に入っております。 

    ２番の業務の内容については、記載のとおりで、対象者・取扱件数については、一

定の金額以上の寄附者ということで、具体的には５３名ということでございました。

理由・効果につきましては、クリスタルに氏名を彫る必要があるためということでご

ざいます。 

    ３番の取り扱う個人情報につきましては、１点目、区が提供するものについては、

会社名・役職・氏名・寄附者が希望する名前でございます。２点目はございません。

    ４番の収集禁止事項の有無でございますがございません。 

    ５番の守るべき事項の該当性につきましては、１点目では、所管課による確認。２

点目のセキュリティ体制については、（２）のところで、受託者が守るべき事項につい

て、チェックインが入っております。３点目、業務の再委託については、なしという

ことでございます。 

    ６番の一括承認基準の該当性は、類型２で判断をしてございます。 

    ７番の委託先でございますが、シーティーアイというところでございまして、 

８番の委託の時期は、４月１日から同じく２４日ということでございました。 

    以上、２と３の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：それでは、この２つに関して、何かご質問等ございませんでしょうか。 

    Ａ委員、どうぞ。 

Ａ委員：先ほど、半分言ったんですけど、高田介護予防センターとフレイル対策センターの

業務委託ですが、業務委託自体は議会にも報告あったし、状況的には、区直営ではな

いということはわかっていたので。 

会 長：今は、２から。 

Ａ委員：ごめんなさい、そこまでいっていない。失礼しました。 

会 長：２番と３番について、よろしいですか。 

まず、ご説明いただいてから、その４、５はしたいと思いますので。 

２と３についてはよろしいですか。 

    では、その次、引き続き、４以下をお願いします。 

政策経営部長：では、続きまして、報告の４、豊島区立高田介護予防センターの運営委託。

それから、報告の５、東池袋フレイル対策センター運営委託につきまして、同様に高

齢者福祉課の事業でございますので、２件あわせて、報告をさせていただきます。 

    まず、報告の４の資料をご覧ください。報告資料４でございます。 

    １番の件名は、高田介護予防センターの運営委託。 

    ２番の業務内容でございます。センターにおきまして、地域の健康寿命の延伸のた

め、介護予防活動、実践の場や交流活動の場の提供、介護予防活動の発信業務を行う

ということでございます。２９年４月に開設しまして、利用者の受付業務を委託して

いるところに加えまして、今回、この４月から介護予防事業及び相談業務を追加した
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ということでございます。２点目の対象者・取扱件数でございますが、区民の方々、

一定の要件ございますけども、平成３０年度来館者で言いますと、７，８３１人とい

うことでございます。３点目、利用・効果については、記載のとおりでございます。

    ３番の取り扱う個人情報でございますが、区の提供はございません。２点目の事業

者の収集でございますが、１、氏名、住所、性別、生年月日。２、年齢、電話番号、

健康状態、介護の程度、相談内容でございます。取り扱う理由については、それらが

必要なためということで、１、２と記載しております。 

    ４番の収集禁止事項については、ありということで、類型１３で取り扱う個人情報

に含まれるということでございます。 

    ５番の守るべき事項の該当性でございます。１点目の管理体制については、所管課

による確認。２点目の取り扱う個人情報のセキュリティ対策については、まず、個人

情報を紙媒体で提供する委託についてのところに、幾つかチェックが入っておりまし

て、受託者が守るべき事項をチェックしております。電算処理はございません。３の

業務の再委託につきましては、ありということで、再委託先が記載のとおりでござい

ます。 

    ６番の審議会事前一括承認基準の該当性でございますが、類型の１３、１７、１８

に該当するということでございます。 

    ７番の委託先は、社会福祉法人フロンティアでございます。 

８番の委託の時期は、4 月 1 日から来年の 3 月 31 日の 1 年間ということでござま 

す。     

続きまして、次のページ、報告５でございます。 

    こちらは、1 番の件名は、東池袋のフレイル対策センター運営委託でございます。

    ２番の業務の内容でございます。元年５月１０日に、この対策をコンセプトに開設

いたしまして、利用者の受付、介護予防事業及び相談業務を委託しているものでござ

います。ちなみにフレイルでございますが、虚弱という意味でございまして、健康と

要介護状態の中間の状態で、適切な対応によって、より健康な状態に戻すという意味

合いを持つものでございます。２点目、対象者・取扱件数ですが、区民の方々、主に

高齢者及び介護予防活動を行う自主グループということでございます。理由・効果で

ございますが、専門相談の実施、それからカフェとかをやっておりまして、大人食堂

等、地域の集いの場の提供によりまして、地域の介護予防を担う拠点となり、高齢者

個人の健康寿命の延伸につなぐことに寄与できるというものでございます。    

    ３番の取り扱う個人情報でございます。区の提供はございません。２点目の事業者

の収集でございます。１、氏名、住所、性別、生年月日。２、年齢、電話番号、健康

状態、介護の程度、相談内容でございます。      

４番の収集禁止事項の有無でございますが、類型１３で取り扱う個人情報に含まれ

るものとして、ありとされております。 

    ５番の守るべき事項の該当性でございますが、１点目は所管による確認。２点目の

個人情報のセキュリティ対策でございますが、紙媒体での提供の委託でございました
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ので、そちらについて、チェックが入っております。電算処理はございません。３点

目の業務の再委託についてもございません。 

    ６番の審議会の事前一括承認の基準の該当性では、１３、１７、１８に該当すると

いう判断をいたしました。 

    ７番の委託先でございますが、特定非営利法人のワーカーズコープというところで

ございます。 

    ８番の委託の時期でございますが、３１年４月１日から来年３月３１日までの１年

間でございます。 

    報告は以上でございます。 

会 長：以上、２つの報告事項について、ご質問。 

Ａ委員：フライングしてしまって。 

会 長：Ａ委員、どうぞ。 

Ａ委員：すみません。先ほどの一括基準のところでも、少しお話ししたんですが、豊島区立

高田介護予防センター、それから東池袋フレイル対策センター、この事業はすごい必

要で、かつ重要だと思います。そして、実際に結果として、本当は直営がいいんです

が、委託をするというのもノウハウを持っている、あるいは、そういうところに委託

をするということはいいのですが。 

    やはり一つ気になるのは、基本は、事前一括承認基準の該当性で、１３、１７、１

８に該当ということで、これは、もう事前審査から外れると。ではなくて、審議から

外れるという。その１３、１７、１８というのが、１３はかなり定型的な施設申し込

みの利用とか、そういうのはわかるんですが、１７の福祉の分野、それから１８、相

談業務というのが入りますと、やはり相当、個人のプライバシーに関する問題も取り

扱うことになると思うのです。 

    かつ、それは４の収集禁止事項の有無のところ、「あり」、類型１３で取り扱う個人

情報に含まれるということで、やはり相談ということになると、本当に、ここで、取

り扱う内容というのは、かなり多くなるので、本来収集は必要最低限で収集していた

だきたいんです。ですが、実際にはそうではなく、いろんなことを聞く中で、結果的

に大事な情報にたどり着く場合も相談というのはありますので、この辺のところの契

約上の項目としては、どういう注意事項がされているのか。まず、その辺をお願いし

たいと思います。 

会 長：どうぞ、いかがでしょうか。 

    はい、どうぞ。 

高齢者福祉課長：契約上、こういった事業を行うということで、その委託をしておりまして、

禁止事項のところで、個人情報の部分については規定をしているというようなつくり

でございます。 

会 長：Ａ委員、どうぞ。 

Ａ委員：それで、例えば、そういう情報をパソコンで管理するのかとか、そういうことにつ

いて、このチェックリストがここはわかりにくいのですけれど。これを見ていると、



審 議 経 過
№24 

守るべき事項の該当性のところで、受託者が守る事項のところでも、電子計算組織に

よる対策なんかとか。例えば、高田は、これは、全然、管理体制とか、管理とかのと

ころにチェックが入っていないというふうに見てしまうと、何もしていないように見

えてしまうのですけど。この見方も含めて、どのような、どういうふうに見ればいい

かというのを改めて伺いたいんですが。 

会 長：はい、どうぞ。 

高齢者福祉課長：個人情報の収集の段階で、紙で収集してございますので、電子計算機での

使用はしていないということでございます。 

会 長：どうですか。 

Ａ委員：そういうのがわかるように書いてもらったほうがいいのではないでしょうか。 

会 長：この表自体がわかりにくいということですよね。 

Ａ委員：そう、何も、これだと。確かに、論理的にはわかるわかるんですけど、インターネ

ットは利用しないとか、紙媒体で行うとか、そういうところを、まずはお願いしたい

というふうに思うのです。 

けれど、本当に、全部紙媒体なんですか。今、大体、パソコンの中には入れたりし

ているような気もするのですが。やはり基本的にどう管理するかということなので、

ぜひ、その後のところを把握をしていただいて、やっていただければというふうに思

いますが、いかがでしょうか。 

会 長：はい、どうぞ。 

高齢者福祉課長：ご指摘を踏まえて、確認は随時させていただきたいと思いますけれども、

今現在、確認をしているのは、紙媒体での収集を行っているというところは、確認を

しているところでございます。 

会 長：はい、どうぞ。 

Ａ委員：もともと、区が提供する情報が、この２つはないので、来た方が登録の手続なりな

んなりをするという形にはなっていると思うんですけれど、その登録の事務自体が全

部紙媒体でやられているということも含めて、大丈夫ですか。 

会 長：どうぞ。 

高齢者福祉課長：来館した方、あるいは相談の業務などについては、紙で処理をしておりま

して、そこまでは確認をしております。今、ご意見を伺いましたので、再度、確認は

していきたいと思います。 

会 長：はい、どうぞ。 

Ａ委員：では、そこのところはよろしくお願いいたします。改めて、よく読めば、何となく

わかるんですけれど、この取り扱う個人情報のセキュリティ対策の一番上にチェック

がありますよね。紙媒体で提供する委託だと書いてあるんですけど、そもそも情報を

提供していないのに提供する委託となっていて、受託者が守るべき事項となっている

からわかりにくいのではないかなと。ここが、豊島区は情報を提供しないんですよね。

会 長：はい、どうぞ。 

政策経営部長：ご指摘ありがとうございます。 
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    そうですね。恐らくご指摘されているのは、５番の守るべき事項の該当性という中

の大きい２点目、取り扱う個人情報のセキュリティ対策という中の書きぶりが頭のと

ころで、「個人情報を紙媒体で提供する」としか書いていないので、今の場合ですと、

収集するなんでしょうというお話だと思います。私もそこのところは、言葉が足りな

いかなと思います。この件については、確かに、区から提供しておりませんので、区

からの提供というふうに捉えると、ここに出てくるのはおかしいということになりま

す。提供及び収集のことだと思いますので、よく確認して、記載を正確にしていきた

いというふに考えます。 

会 長：ほかはありますか。 

    Ｃさん、どうぞ。 

Ｃ委員：私、介護保険の委員もやっておりまして、そこで、所轄課さんのお話も幾つか伺っ

ているんですけれども、その中でよく出てくるキーワードとして、横の連携というの

がありまして、例えば、医療機関でありますとか、ケアマネさん、そういった施設、

地域、そういったところで対象者に関する情報を横で共有し合って、事業全体として、

介護福祉計画を進めていきましょうといった体制にあるのですけれども。そのような

場合に、ここで、例えば報告４とか、報告５などで収集されたような情報は、横の連

携の際に、特に共有される情報ではないという理解でよろしいでしょうか。 

会 長：はい、どうぞ。 

高齢者福祉課長：医療と介護の連携の中で、ここで収集したものを提供しているということ

は基本的にはないです。例えば、地域包括支援センターで何か相談を受けて、こうい

った介護予防センターなどがありますよというふうなご紹介はするというような連携

はありますけれども、データの連携というのは、こちらからのはないです。こちらか

ら、センターからの提供はないです。 

会 長：政策の当否はともかく、ここは、個人情報の提供はないという、そういう趣旨で、

だから報告に上がってきていないという、そういう趣旨ですので。本来は提携したほ

うがいいのでしょうが。そこまでやっていないということでしょう。もし、あれば、

多分、それは外部提供になるので上がってくる。この報告ではなくて、多分、諮問事

項で上がってくるかと思います。 

    いかがでしょう、ほかに報告は。 

    それでは、次、６と７、お願いします。 

政策経営部長：では、続きまして、報告６へ参ります。 

    児童給付業務等業務委託について、ご報告をさせていただきます。 

    報告６をご覧ください。 

    １番の件名、児童給付業務等業務委託でございます。 

    ２番の業務の内容は、各種給付等の決定通知書等の送付を行う。するために必要な

封入封かん作業に係る委託でございます。 

    内容につきましては、①、②とございますが、支給認定証・保育料決定通知書の封

入封かん、年に２回ございます。それから、②としまして、外国人学校児童・生徒保
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護者補助金交付決定通知書の封入封かん。これは、別に年２回ございます。２点目の

対象者・取扱件数でございます。必要になったら随時ということですが、区転入世帯

について、約１５件、年度更新時には約３００件。②の補助金につきましては約１０

０件ということでございます。③の理由・効果につきましては、これまで、区で直営

でやっておりましたけれども、件数が増加してまいりましたので、迅速な対応が困難

となっておりまして、増加が見込まれるためということでございます。     

    ３番目の取り扱う個人情報でございます。区が収集するもの。①氏名、住所、生年

月日、支給認定証番号、認定区分、事業所名、保育料月額、有効期間、保育の適用期

間でございます。②に氏名、住所、補助金交付額、学校名でございます。こちらにつ

いては、事業者の収集はございません。取り扱う理由は記載のとおりでございます。

    ４番の収集禁止事項の有無につきましては、なしということでございます。 

    ５番の守るべき事項の該当性でございます。１点目、個人情報保護の管理体制につ

きましては、プライバシーマークの使用許諾事業者を確認しております。２点目、取

り扱う個人情報のセキュリティ対策としては、紙媒体で提供する委託ということで、

チェックマークが入ってございます。電算処理等はございません。３点目、業務の再

委託についてもございません。 

    ６番の審議会の事前一括承認の基準につきましては、類型の５に該当するという判

断でございます。 

    ７番の依頼先は、りらいあコミュニケーションズ株式会社。 

    ８番の委託の時期は、平成３１年４月１日から１年間でございます。 

    報告６は以上でございます。 

会 長：これにつきまして、何かご質問ありますか。ないでしょうか。 

    では、次の報告７をお願いします。 

政策経営部長：最後でございます。報告７、空家の専門家派遣でございます。 

    報告７をご覧ください。 

    ２番の業務の内容につきましては、空家を管理・活用するための助言及び情報提供

を行う相談業務でございます。所有者等の依頼に応じまして、空家に関する専門性を

有する宅地建物取引士等を派遣しまして、空家の活用に関する相談を行うというもの

でございます。２点目、対象者・取扱件数ですが、区内に存在する空家、これは条例

に規定するものということでございますけども、空家の所有者等となっております。

3 点目、理由・効果につきましては、高度で多岐にわたる専門知識を有する事業者に委

託することによって、空家の活用を促進し、空家率、現在１５.８パーセントというこ

とですが、この低減化と地域活性化を図るというものでございます。   

    ３番の取り扱う個人情報でございますが、区からの提供については、氏名、空家住

所、電話番号、派遣先住所、物件概要、相談内容でございます。２点目の事業者の収

集のものはございません。取り扱う理由は記載のとおりでございます。 

    ４番の収集事項の禁止事項はございません。 

    ５番の守るべき事項の該当性でございますけれども、１点目の管理責任体制につい
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ては、所管課により確認しております。２点目の個人情報のセキュリティ対策ですが、

紙媒体で委託、提供する委託でございます。そちらにチェックマークが入っておりま

す。電算等はございません。３点目の業務の再委託についてもございません。 

    ６番の一括承認基準の該当性は、類型１８で判断しております。 

    ７番の委託先ですが、東京都宅地建物取引業協会豊島区支部外６団体となっており

ます。 

    ８番の委託の時期ですが、これは４月１日からで１年間でございます。 

    報告は以上でございます。 

会 長：これにつきまして、何かご質問等ございませんでしょうか。ありませんか。 

    それでは、一応、報告は７件ということで、以上となります。 

    最後に事務局より連絡事項がございましたら、よろしくお願いします。 

政策経営部長：本日はお忙しい中、誠にありがとうございました。 

    次回、第３回審議会でございますけれども、開催は１２月を予定しております。今

後、日程調整させていただく予定でございますので、どうぞよろしくお願い申し上げ

ます。 

    事務局からは以上でございます。 

会 長：それでは、本日は皆様のご協力で、前回の半分ぐらい短くなりましたが、余分なこ

とを言いましたが、これで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１１号 

「業務委託に関する審議会事前一括承認基準」の一部改正について

次の事項について報告された。 

（1）豊島区行政手続における特定の個人を識別するための番号の 

利用等に関する条例の一部改正について 

（2）感謝状の印刷業務委託 

（3）記念品（クリスタル）の製作委託 

（4）豊島区立高田介護予防センター運営委託 

（5）東池袋フレイル対策センター運営委託 

（6）児童給付業務等業務委託 

（7）空家の専門家派遣 
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提出された 

資 料 等 

資料１ 「業務委託に関する審議会事前一括承認基準」の一部改正に 

ついて 

報告１ 豊島区行政手続における特定の個人を識別するための番号の 

利用等に関する条例の一部改正について 

報告２ 感謝状の印刷業務委託 

報告３ 記念品（クリスタル）の製作委託 

報告４ 豊島区立高田介護予防センター運営委託 

報告５ 東池袋フレイル対策センター運営委託 

報告６ 児童給付業務等業務委託 

報告７ 空家の専門家派遣 


