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区民相談課長：それでは、定刻となりましたので、始めさせていただきます。 

    本日は、お忙しい中、また緊急事態宣言が継続する中、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、渋谷会長、村山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。 

    審議に先立ちまして、４月の人事異動に伴い、職員の異動がございましたので、改め

て紹介させていただきます。 

    まず、政策経営部長、奥島正信でございます。 

政策経営部長：奥島と申します。よろしくお願いいたします。 

区民相談課長：情報管理課長、秦幸一郎でございます。 

情報管理課長：秦でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

区民相談課長：私、区民相談課長の井上でございます。 

    続きまして、区民相談課行政情報グループ係長、八木知子でございます。 

行政情報グループ係長：八木と申します。よろしくお願いいたします。 

区民相談課長：区民相談課行政情報グループ、惠良明宏でございます。 

行政情報グループ担当：引き続き、よろしくお願いいたします。 

区民相談課長：なお、行政情報グループの松田は異動いたしました。 

    本年度は、以上の職員体制で執り行ってまいります。どうぞ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、ご持参いただいておりますでしょうか。よろしいでしょうか。 

    送付いたしました資料は、諮問資料１から８でございます。お手元にございますでし

ょうか、ご確認をお願いいたします。 

    それでは、開会につきまして、本日、渋谷会長がご欠席のため、会長から職務の代理

を指名させていただいております。草葉委員よろしくお願いいたします。 

職務代理：職務代理の草葉隆義でございます。よろしくお願いいたします。 

    ただいまより、令和２年度第１回豊島区行政情報公開・個人情報保護審議会を開催し

ます。 

    本日は、諮問事項８件を予定しております。審議につきましては、なるべく早目に終

了いたしますよう執り行いたいと思いますので、皆様のご協力をお願いいたします。 

    それでは、早々審議に入りたいと思います。議題に入ります。議題の諮問事項につき

まして、事務局より説明をお願いいたします。 

区民相談課長：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１号、令和２年度子育て世帯への臨時特別給付金支給事業に係る児童手当受

給者等の個人情報の目的外利用。 

    諮問第２号、クラウドサービス利用時のログインＩＤ登録における電子計算機の結

合。 
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    諮問第３号、特別定額給付金事業に係る個人情報の本人以外からの収集。 

    諮問第４号、特別定額給付金事業に係る個人情報の目的外利用。 

    諮問第５号、特別定額給付金事業に係る個人情報の外部提供。 

    諮問第６号、特別定額給付金事業管理システム（仮称）による個人情報の電算処理。

    諮問第７号、特別定額給付金事業管理システム（仮称）の保守業務の委託に係る措置。

    諮問第８号、特別定額給付金事業の委託に係る措置。 

    以上８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。 

職務代理：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１号について、子育て支援課長よりご説明申し上げます。 

子育て支援課長：それでは、ご説明させていただきます。資料１番を御覧ください。 

    令和２年度子育て世帯への臨時特別給付金支給事業に係る児童手当受給者等の個人

情報の目的外使用についてでございます。 

    内容でございます。児童手当支給業務で保有している児童手当受給者及び対象児童

の個人情報を子育て世帯への臨時特別給付金の通知及び支給のために目的外利用をす

るものでございます。 

    対象者等でございます。特例給付区分の受給者を除く児童手当受給者、推定約１万２

０００人でございます。特例給付区分の受給者を除く児童手当対象児童、推定約１万

８，０００人でございます。 

    収集先は子育て支援課、児童手当支給業務でございます。 

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

児童福祉システムから該当するものを抽出して、収集いたします。 

    理由です。新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に基づきまして、新型コロナウイ

ルス感染症の影響を受けている子育て世帯への生活を支援する取組の一つとして、児童

手当本則給付を受給する世帯０歳から中学生のいる世帯に対しまして、対象児童１人当

たり１万円の支給が決定されたことを受けまして、区において豊島区子育て世帯への臨

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

    一括承認基準の該当はございません。 

    過去の類似案件につきましては、令和元年７月２５日答申第７号、臨時・特別給付金

支給事業に係る児童扶養手当受給者の個人情報の目的外利用でございます。 

    諮問理由でございます。本業務は新規事業でありまして、一括承認基準に該当しない

ため、上げさせていただいております。 

    取扱う個人情報です。利用するものにつきましては、児童手当受給者情報、氏名、住

所、生年月日、対象児童との続柄、口座情報でございます。理由は、対象者を抽出する

ため目的外利用する個人情報でございます。 

    児童手当対象児童情報で、氏名、住所、生年月日、受給者との続柄、児童手当受給者
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に支給する金額の算定のため、目的外利用する個人情報でございます。 

    目的外利用する時期及び期間についてです。本審議会承認後から令和３年３月末ま

で利用させていただきます。 

    １枚めくりいただきまして、参考資料をつけさせていただいております。対象のご家

庭につきまして、給付金についてのお知らせを発送させていただきます。 

    こちらにあります参考資料１、１枚めくりいただきまして、支給に当たっての注意事

項について、資料２とさせていただいております。２枚めくりいただいて、カラーのチ

ラシをつけさせていただいております。内容についての要約版のご案内で、両面刷りに

なっております。こちらを各ご家庭に郵送の予定でございます。 

    このお知らせについてでございますが、こちらには申し訳ありません、参考資料１を

御覧ください。 

    令和２年、最初４月７日に閣議決定されたのですけれども、最終的には４月２０日に

閣議決定されております。新型コロナウイルス感染症緊急経済対策において、子育て世

帯に対しては、本則給付を受給する世帯に対して、その対象児童１人当たり１万円を上

乗せする臨時特別給付金を支給するとされたということで、説明書きをつけさせていた

だいております。これにつきまして、申請などの手続は必要ありません。辞退する方だ

け手続が必要になっておりまして、豊島区の公式ホームページからダウンロードして出

していただくことになっています。ダウンロードできない方はご連絡いただきました場

合、こちらから郵送させていただいて、返信していただくという手続を取らせていただ

いております。 

    以上でございます。よろしくお願いいたします。 

職務代理：ただいまのご説明につきまして、ご意見、ご質問がおありの方ございますでしょう

か。 

    Ａ委員、お願いします。 

Ａ委員：児童手当の本則給付の人だけが対象ということなのですけれど、そうすると特例給付

を受けている人というのは、一体どのぐらいいるのでしょうか。 

子育て支援課長：約 5,000 になります。 

Ａ委員：収入が一定以上あるということで、特例給付になっているという。だから、事実上、

そういう意味では、所得制限があるというふうな、今回の制度になっているということ

でよろしいでしょうか。分かりました。 

    目的外利用という案件については、本来は厳格に、目的外利用すべきでないというの

はあるのです。 

けれど、今回は利益になることですので、基本、目的外利用しても問題はないという

ふうに考えます。 

また、辞退したいという人がいるかどうか分かりませんが、その方にも、辞退できま

すよということで、ご連絡はさしあげられるということは、制度としてはいいかなと思

っております。是ということで、結構です。 

職務代理：ほかにご意見のおありの方はいらっしゃいますでしょうか。 
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職務代理：ほかにございませんようでしたら、ただいまの事項につきまして、これを是とする

か非とするか、確認をさせていただきます。是とする方は挙手をお願いいたします。 

（全 員 挙 手） 

職務代理：全員の賛成をいただきましたので、是とさせていただいて、終了させていただきま

す。 

    それでは、諮問第２号に移らせていただきます。説明のほうをよろしくお願いいたし

ます。 

庶務課長：庶務課長でございます。説明申し上げます。資料の２を御覧ください。 

    クラウドサービス利用時のログインＩＤ登録における電子計算機の結合でございま

す。 

    業務の概要でございます。内容としましては、児童・生徒の学習及び保護者との情報

連絡のためのクラウドサービスを利用するために、児童・生徒及び保護者の氏名等をイ

ンターネットを介して、クラウドサービスに登録し、児童・生徒及び保護者が利用する

タブレットパソコンから利用するものでございます。 

    対象等でございます。児童・生徒、約１万１，４７０人。保護者が約２万２,０００

人。教職員が約１，０００人。教育委員会職員が約２００人でございます。 

    相手先はクラウドサービス事業者でございます。 

    結合方法につきましては、１番は区の端末からインターネットを介して、ログインＩ

Ｄを登録します。この際に児童・生徒等の氏名、学校名、クラスを登録するものでござ

います。２番、児童・生徒、保護者等は登録されたログインＩＤ及びパスワードを入力

して、インターネット上のサービスを利用いたします。 

    理由でございます。一人一人の状況に応じて、どこでも・誰でも・どの教科でも・学

習できることを目的とした、いわゆるＧＩＧＡスクール構想、これの家庭学習や遠隔授

業を実施するためには、インターネット上で安全に利用する環境が必要であるというこ

とで、授業を行う上でも氏名は欠かせない情報であるためでございます。 

    これまでの一括承認基準の該当はございません。 

    過去の類似案件としまして、４番でございますが、データセンターの区立保育園メー

ルシステムとの結合がございます。 

    諮問理由としましては、類似案件はあるものの新規事業であるため、一括承認基準に

該当しないためでございます。 

    ６番、取扱う個人情報でございます。児童・生徒氏名、学校、クラス名、また保護者

氏名、教職員氏名、教育委員会職員氏名でございます。これも、やはり授業や連絡を行

う際に必要であるためでございます。 

    時期でございますが、本審議会の承認後といたします。 

    お開きいただきまして、次のページを御覧ください。参考資料１を添付してございま

す。こちらは結合のイメージでございます。 

    まず児童・生徒、保護者、教職員、教育委員会職員の氏名、学校名を教育委員会へ提

供してもらいます。そして、教育委員会は、専用領域と申し上げます、クラウドサービ
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ス事業者の豊島区教育委員会が利用する領域、こちらへ氏名、学校名を登録します。児

童・生徒以下はクラウドサービスを利用いたします。利用の際はＵＲＬ、ＩＤ、パスワ

ードでログインをすることになっております。こちらのクラウドサービス事業者に求め

るセキュリティー要件はＡからＩまでを記載してございます。 

    まずＡは、クラウドサービス事業者が第三者による認証を受けていること。それか

ら、Ｂとしましては、クラウドサービス事業者のデータセンターや入退室管理、サーバ

ーの運用等に関して必要な安全対策がとられていること。そして、Ｃは、インターネッ

ト通信はＳＳＬ暗号化通信を利用すること。また、Ｄは専用領域内でのサービスを提供

すること。Ｅにつきましても、専用領域でのデータはクラウドサービス事業者内の他の

領域との入出力ができないこと。また、Ｆにつきましては、専用領域のデータはインタ

ーネット上への入出力ができないこと、こちらをしてございます。Ｇは、専用領域デー

タは暗号化されていること。Ｈにつきましては、専用領域のデータは、豊島区教育委員

会がサービス利用を終了した際には完全に消去すること。Ｉにつきましては、クラウド

サービス事業者のポリシーにより専用領域内のデータへのアクセスや入出力が禁止さ

れていることでございます。 

    こちら、今申し上げたものを表にしてございます。児童・生徒が教育委員会に氏名等

の提供を行って、教育委員会が専用領域内のクラウドサービス業者内に豊島区教育委員

会の専用領域を設け、そこに氏名等の登録を行うということでございます。そして、豊

島区教育委員会の専用領域内からはクラウドサービス業者のほかの専用領域、またイン

ターネットに通すことはできません。学校のホームページなど、インターネットを閲覧

する場合は、この専用領域を通らず、タブレットから直接、閲覧することになります。

必要な、例えば動画、それから、そういった配信につきまして、必要なものにつきまし

ては、ダウンロードできるものはファイルを作って、この専用領域内に貼り付けをする

ということは可能でございます。 

    次に３ページをお開きください。こちらは、専用領域内の利用内容でございます。こ

れイメージでございますが、御覧いただきたいと思います。 

    まず、豊島区教育委員会の専用領域を設けていただき、その中に各小学校の領域を作

ります。これ、例は仰高小学校になってございますが、その他３０校の領域をそれぞれ

作っていくことになります。学校の中にさらにクラスごとの領域がございまして、これ

はクラスルームと言っています。クラスがあって、まずそこに担任の先生がログインし

ます。そして先生が児童・生徒を招待する形になって、子供たちが登録をします。先生

がクラスルームを開設している間は、子供たちとのやり取りができること。それから子

供同士のやり取りもできますが、先生がいないときには、子供同士のやり取りはできな

い仕組みになっております。このような仕組みを利用しまして、教職員同士、職員会議、

それからＰＴＡの役員さんの委員会などにも活用できるということで、それぞれの細か

な専用の部屋を作っていくようなイメージでございます。１から３まで記載もしてござ

いますので、御覧ください。 

    それから、参考資料２としまして、こちらは文部科学省の初等中等教育局の情報教育
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のほうから出ました、事務連絡でございますが、通知等も出てございます。この通知が

分かりやすかったので参考に添付させていただきました。 

    ギガスクール構想といって、国が打ち出している構想でございますが、一方で、コロ

ナウイルス対策の緊急事態宣言を受けまして、様々対策をとっているところでございま

す。そのような中で、ＩＣＴ活用の推奨、また家庭学習の際のＩＣＴの具体的な手段に

ついて、また教員が活用する際の留意点等含めて、様々記載してございますので、こち

らも参考に添付をさせていただきました。 

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

職務代理：ただいまのご説明に対して、何かご意見、ご質問はおありでしょうか。 

    Ａ委員、お願いいたします。 

Ａ委員：いわゆる電子計算機の結合で言うと、データセンターとの結合というのを前にやった

ことがあります。ただ、今回はクラウドとのということでデータ、でも考え方は似てい

るのかなと思うのです。実際上、そのセキュリティーは、先ほどからあるように、一定

程度文部科学省なり何なり国の基準できちっとされているということなのです。けれ

ど、この中身というか、やり取りができる範囲というのが狭いと言うと悪いのですけれ

ど、結構、実際にやられることが、限定的な内容かなと思って見ていたのですね。 

    つまり、例えば先生から個別に生徒に、その一人の生徒に、直接これを使って何かを

やり取りするというのは、何かできるのかできないのか。これだけ見ると、何かクラス

を全部開いているときしかできないように見えるのですが、その辺はいかがでしょう

か。 

職務代理：お願いいたします。 

庶務課長：説明が足りず申し訳ございません。個別対応もできます。個人面談等にも利用でき

ます。これは、先生がそのクラスルームで招待する形になるので、できるということで

ございます。 

職務代理：Ａ委員、お願いします。 

Ａ委員：一般的な、何というか、何人もで一緒に会議ができるようなシステムというのは、Ｓ

ｋｙｐｅとかＺＯＯＭとか、いろいろやっていますけれど、セキュリティーで問題があ

るのではないかとか言われていたりするのですが、そのようなものと比べて、このシス

テムというのは、もう少し限定的なのでしょうか。その辺のところを、もし余り私も詳

しくないのですが、教えていただければと思います。 

職務代理：担当課長、お願いいたします。 

庶務課長：そういったことは、ＺＯＯＭなど様々な情報がございますけれども、教育委員会の、

例えば記載している仰高小学校というところで、メンバー登録をしてございます。その

メンバーしか入れないということになっておりますので、いわゆる誰もが参加できるよ

うなシステムではございません。そういった意味で、今回この図でお示ししたように、

非常に頑強に豊島区教育委員会の専用領域。その中の学校。そして、その中にクラスと

いうふうになっています。しかも、クラスの中も登録した人しか入れませんので、教育

委員会の者であっても、勝手にそこに入ることはできず、一定の権限のある者だけが確
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認できるということもございます。そういったふうに、きちんと、ＩＤ、パスワードで

ログインをするということでやっていきたいというふうに考えております。 

職務代理：Ａ委員、お願いします。 

Ａ委員：分かりました。今、特にコロナで緊急に求められてやっている部分あるののですが、

この結合については、賛成をいたします。 

    ただ、どういうふうに使えるかとかということについては、やはり中身は、なかなか

いい面と悪い面と、これだけで全部できるかと言うと、そうではない面とかあると思い

ますので、そこは、また今後の課題かなと思っていますが、諮問としては賛成いたしま

す。 

職務代理：ほかにご意見、ご質問がおありでしょうか。 

    Ｂ委員、お願いします。 

Ｂ委員：私もいろいろなところで、今回のこの学校に対するクラウドサービスの件は伺ってい

るのですけれども。 

    改めて、こういうふうに情報を事業者さんに出さなければいけなくなると思うので

すけれども。一方でクラウドサービスを利用せずに同じようなことをしようとなると、

むしろセキュリティーが、そちらのほうが危ないのかなというふうに思うのですけれ

ど、その辺はどのように考えて、このクラウドサービスを利用するということにされた

のでしょうか。 

職務代理：課長、お願いいたします。 

庶務課長：クラウドサービスの利用につきましては、今現在、国が推奨し、文科省等もクラウ

ドに様々なコンテンツを出しております。国全体がクラウドを使って、様々なコンテン

ツをクラウド上に挙げ始めていて、それを使って教育の各現場の先生方もうまく使って

授業を進めていけるように進めております。そういったことも含めて、クラウドから簡

易にデータを持ってこれるような仕組みというのも必要な取組になっています。そし

て、また、クラウドを使うことによって、どこでも使えると。今現在、タブレトは、学

校の中でしか使えない仕組みになっております。これだと、やはり家に持って帰れない

ということもありますので、国の言っている、どこでも・誰でもという基準の原則にな

っていますので、クラウドを使うということでございます。 

職務代理：Ｂ委員、お願いいたします。 

Ｂ委員：そうですね、今は学校に出て来ていない状態で、クラウドを使って、お子さん方が家

でアクセスしなければいけないというような状況ですので、そういう意味でも、学校が

始まった場合には学校でも、あるいは家でも使えるサービスを使っていくべきだと思い

ますし、逆に国でという言葉もございましたけれども、恐らく、ほとんどのサービスは、

そういうふうになっていくのではないかという流れの中かなというふうに考えており

ます。 

    もう要件自体というか、今回の諮問に関しましては、必要なものだと思っております

ので、是とするところではありますけれども、一点、そこを確認させていただきました。

    以上です。 
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職務代理：ほかにご意見がないようであれば、是か非かの採決をさせていただきたいと思いま

すが、本件につきまして、賛成の方、是とされる方は挙手をお願いいたします。 

（全 員 挙 手） 

職務代理：全員挙手されましたので、是とさせていただきます。 

    本件はこれで終わりとさせていただきます。 

    引き続き、諮問第３号乃至８号につきまして、ご説明をお願いいたします。 

特別定額給付金担当課長心得：特別定額給付金担当課長心得でございます。 

    それでは、早速資料の説明をさせていただきます。 

    資料、特別定額給付金事業の概要を御覧ください。１ページでございます。 

    項番の１、施策の目的でございます。令和２年４月２０日の閣議決定を経まして、こ

れは、全国一律の事業となっております。 

    項番の２、事業の実施主体と経費負担でございますが、記載のとおりでございます。

    項番の３、事業概要でございます。まず１つ目、基準日、令和２年４月２７日におい

て、住民基本台帳に記録されている者に対し、１０万円を支給するものでございます。

その下、受給権者はその者の属する世帯の世帯主となっております。豊島区の場合は、

約１８万世帯でございます。 

    ２つ飛ばしまして、一番下でございます。配偶者からの暴力を理由とした避難者、虐

待により施設等に入所措置等が取られている障害者及び高齢者、児童福祉施設等に入所

等している児童等に関しては、居住自治体間で情報連携を図ることにより、支給方法に

ついて、特例の措置を取るということでございます。これは、今回支給の対象は世帯主

となっておりますが、ＤＶで避難をしている方であると、その世帯主のほうにお金が支

給されてしまいますので、それを防ぐための手段でございます。 

    項番の４、想定対象者でございますが、記載のとおりでございます。 

    項番の５、申請書送付日等、記載のとおりでございます。 

    １ページめくりいただきまして、２ページを御覧ください。 

    今回の定額給付金事業の流れでございます。まず一番上、４月２７日時点の住民登録

に基づき受給権者をまず抽出いたします。矢印に従って、下にご確認ください。真ん中

あたりに二重線の囲みがございますが、受給権者のデータを修正、申請書を作成して送

付いたします。その次の手順としまして、その左下、①申請書を記載し、郵送。または

申請方法は３つございまして、２つ目ですが、②マイナンバーカードにて、オンライン

申請をするということでございます。３つ目の申請方法としては、その右、③口座がな

い等事情により窓口の申請ができるというふうになっております。 

    表の左上のほうを御覧ください。例外事項がありまして、このＤＶ避難者等は、居住

自治体へ申出書を提出。住民票所在自治体と居所自治体は都道府県を通して、情報連

携。または右側でございますが、児童養護施設入所児童等は措置都道府県から情報を提

供。その下、虐待による施設入所障害者等は措置担当課から情報提供。これらにより適

切な支給のために受給権者の調整をするものでございます。 

    続いて３ページ目、資料の３を御覧ください。諮問資料本人以外からの収集でござい
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ます。 

    項番の２番、業務の概要でございます。 

    １、内容。特別定額給付金事業に関し配慮すべきＤＶ避難者等に係る個人情報を関係

機関から直接収集する。 

    ２、対象者等でございます。①配偶者からの暴力を理由に避難している者及びその同

伴者。②施設入所児童等でございます。 

    ３、収集先でございます。①に関しましては都道府県、居所の置かれている都道府県

でございます。②これも都道府県となっておりますが、入所の措置を行った自治体から

のものでございます。 

    ４、収集方法でございます。①につきましては、居住都道府県より東京都を通じて、

リストの提供を受けることとなっております。②に関しましては、都道府県、措置を行

った自治体から同じようにリストの提供を受けるものでございます。 

    ５、収集理由でございます。事業の遂行に際し、特例的な対応を必要とする対象者の

情報が必要となるためでございます。つまり、こういった対象者の方のデータを東京都

等を通じて、経由してデータをいただき、実際世帯主の方にお金が振り込まれないため

の処理でございます。 

    ６、法令等でございますが、①につきましては、配偶者からの暴力を理由とした避難

事例における特別定額給付金関係事務処理についてという通知。または、②施設入所等

児童に係る特別定額給付金関係事務処理についてという通知が基になってございます。

    項番の３、一括承認基準の該当の有無でございますが、類型なしでございます。 

    項番の４、過去の類似案件でございます。臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給

付金支給事務に係る個人情報の本人以外からの収集、またはプレミアム付商品券事業に

係る個人情報の本人以外からの収集がございます。 

    項番の５、諮問理由でございますが、過去の類似案件はございますが、本件は新規事

業でありまして、一括承認基準にも該当しないためでございます。 

    項番の６、取扱う個人情報でございます。１ページめくりいただきまして、４ページ

を御覧ください。 

    こちらの項目になっておりますが、左上、①配偶者からの暴力を理由に避難している

者及びその同伴者の方の情報でございますが、１申出日、２申出者氏名、３フリガナ、

４生年月日、以下記載のとおりでございます。 

    左下、②の１、施設入所児童等に関する情報でございます。１氏名、２フリガナ、３

性別、４生年月日、以下記載のとおりでございます。 

    その右、②の２、施設入所児童等、豊島区外に住民登録がありまして、区内施設に居

住の場合のときの収集情報でございます。これも記載のとおりとなっております。 

    １ページお戻りいただきまして、３ページの下、項番の６の取扱う個人情報の理由で

ございますが、特例的な対応が必要な対象者を把握するためのものでございます。 

    項番の７、収集する時期及び期間は、本審議会承認後とするものでございます。 

    続きまして、５ページ目を御覧ください。資料４、諮問資料目的外利用でございます。
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    項番の２、業務の概要でございます。 

    １、内容。特別定額給付金事業に必要となる対象者リストを作成する際に、関係機関

で保有している個人情報を目的外利用するものでございます。 

    ２、対象者等でございます。これは虐待により施設等に入所措置が取られている障害

者及び高齢者となっております。 

    ３、収集先でございます。豊島区の障害福祉課及び高齢者福祉課を想定しておりま

す。 

    ４、収集方法でございますが、各課において保有するデータを基に情報リストを作成

しまして、紙のリスト、電子メール受信、またはデータを格納した媒体等によりその提

供を受けるものでございます。 

    ５、理由でございます。事業遂行に際し、特例的な対応を必要とする対象者の情報が

必要となるためでございます。これも主管課のほうからデータをいただきまして、虐待

している養護者の方へお金が振り込まれないための措置でございます。 

    項番の３、一括承認基準の該当の有無でございますが、類型はございません。 

    項番の４、過去の類似案件でございますが、定額給付金給付業務に係る個人情報の目

的外利用。臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金支給業務に係る個人情報の目

的外利用。またはプレミアム付商品券事業に係る個人情報の目的外利用がございます。

    項番の５、諮問理由でございます。過去の類似案件はございますが、本件は新規事業

であり一括承認基準にも該当しないためでございます。 

    項番の６、取扱う個人情報でございます。６ページを御覧ください。この目的外利用

で扱う個人情報でございます。１氏名、２フリガナ、３性別、４生年月日、５入所等年

月日、６退所年月日でございます。１ページお戻りいただきまして、５ページの右下の

ほうを御覧ください。取扱う個人情報、理由でございますが、記載のとおりでございま

す。 

    項番の７、目的外利用する時期及び期間でございますが、本審議会承認後とするもの

でございます。 

    続きまして、７ページ、資料５を御覧ください。 

    項番の２、業務の概要でございます。 

    １、内容。特定定額給付金事業に必要となる対象者リストの作成に必要となる個人情

報を外部提供するものでございます。 

    ２、対象者等でございます。配偶者からの暴力を理由に避難している者及びその同伴

者でございます。 

    ３、提供先。住民票所在自治体でございます。 

    ４、提供方法でございます。東京都を通じまして、住民票所在自治体へ提供すること

となっております。 

    ５、提供理由でございます。特別定額給付金事業における特例的な対応が必要な対象

者への適切な給付を実施するためでございます。これは豊島区に避難している方から申

し出を受けまして、その情報を実際に住民登録されている自治体に送ることによりまし
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て、そちらの自治体から加害配偶者の方にお金が振り込まれないようにするための措置

でございます。 

    ６、法令等でございます。配偶者からの暴力を理由とした避難事例における特別定額

給付金関係事務処理についてでございます。 

    項番の３、一括承認基準の該当の有無でございますが、類型はございません。 

    項番の４、過去の類似案件でございますが、臨時福祉給付金及び子育て世代臨時特例

給付金支給業務に係る個人情報の外部提供、またはプレミアム付商品券事業に係る個人

情報の外部提供がございます。 

    項番の５、諮問理由、過去の類似案件はございますが、本件は新規事業であり、一括

承認基準にも該当しないためでございます。 

    項番の６、取扱う個人情報でございます。８ページ目を御覧ください。扱う個人情報

でございますが、１申出日、２申出者氏名、３フリガナ、４生年月日、以下記載のとお

りでございます。 

    １ページお戻りいただきまして、７ページの右下を御覧ください。取扱う個人情報の

理由でございますが、記載のとおりでございます。 

    一番下、項番の７、外部提供する時期及び期間でございますが、本審議会承認後とす

るものでございます。 

    続きまして、９ページ、資料６以降の説明ですが、まず２５ページを先に説明をさせ

ていただきます。今回の定額給付金支給事務の具体的な流れでございます。 

    今回の事業は、豊島区内１８万世帯を対象にするものでございますので、データ処理

等システムの構築が必要になることと、あと迅速に申請書等を送付するために業務委託

を想定しているところでございます。 

    審議していただく対象範囲でございます。まず１つ目として、申請書等の印刷、封入

封緘及び発送等業務における個人情報の取扱い。２つ目として、コールセンター業務に

おける必要に応じた個人情報の参照や区民から収集した個人情報の取扱いでございま

す。３つ目、受付業務における個人情報の内容確認や必要に応じて区民から収集した個

人情報の取扱いでございます。４つ目、データ入力、各種通知に係る業務に係る個人情

報の取扱いでございます。 

    表の説明でございます。一番左側に区民の方の動きがあり、真ん中、黄色いところで

ございますが、豊島区の動きとなっております。その右が業務委託の業者の動きとなっ

ております。 

    一番上の段でございますが、区民の方がマイナンバーカードを利用しまして、マイナ

ポータルで申請をしますと、そのデータが豊島区のほうに来まして、ダウンロードいた

します。その下、豊島区で構築したシステムの中にデータが抽出されまして、これを記

録媒体で、右側、業者のほうに送ることにより業者がデータを取り込み、支給予定デー

タを作成する。そのような流れになっております。 

    その下の段でございます。右側の業務委託の欄を御覧ください。 

    （１）申請書等印刷、封入封緘及び発送等業務。これをするために区民からの申請書
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を受領しまして、申し訳ございません。事業者のほうから申請書等を郵送しまして、そ

れで、区民に申請書が届くという流れになってございます。 

    その下の段、豊島区の欄を御覧ください。 

    （２）コールセンター業務でございます。これにつきましては、区民の方から電話の

問合せがありましたら業務委託しているコールセンターに入電され、そこで対応します

が、もし困難事例でありますと、区のほうにエスカレーションが行われるということで

ございます。 

    その下の段、右側の業務委託の欄、御覧ください。 

（３）受付業務でございます。窓口対応、申請受付、内容確認でございます。これ 

を左側の区民のほうから申請書の記載。これが郵送されてきますので、それを受領し

て、不備チェックをするものでございます。 

    その下（４）データ入力、各種通知に係る業務でございます。これも、このチャート

図に書かれているとおりでございます。なお、豊島区の中では、この真ん中のダイヤ囲

みあります、確認最終審査。こういったものも記録媒体を通して、確認する予定でござ

います。 

    資料でございますが、９ページまでお戻りください。諮問資料電算処理でございま

す。今申し上げました図の説明の各個別の説明でございます。 

    項番の２、業務の概要。１、内容。特別定額給付金事業に係る業務を処理するため、

管理システムを構築し、電算処理を行うものでございます。対象者としましては、受給

対象者でございます。３、理由としまして、特別定額給付金事業の給付対象者の管理、

口座情報、支給決定情報等の情報を電算処理し、円滑に業務を遂行するためでございま

す。 

    項番の３、一括承認基準の該当の有無でございますが、類型はございません。 

    項番の４、過去の類似案件でございます。定額給付金給付者及び子育て応援特別手当

金支給者抽出・支払いシステム（仮称）による個人情報の電算処理、臨時福祉給付金及

び子育て世帯臨時特例給付金システム（仮称）による個人情報の電算処理、またはプレ

ミアム付商品券事業システム（仮称）による個人情報の電算処理がございます。 

    項番の５、諮問理由でございます。過去に類似案件はございますが、本業務は新規事

業でありまして、一括承認基準にも該当していないためでございます。 

    項番の６、取扱う個人情報でございます。１０ページ、御覧ください。電算処理で扱

う個人情報でございます。まず左側の表でございますが、基本情報世帯主データでござ

います。項目１、世帯主整理番号、２送付先郵便番号、以下記載のとおりでございます。

    その下、基本情報世帯員データでございます。１５世帯主整理番号、１６対象者整理

番号、以下記載のとおりでございます。 

    その右側でございます。申請情報でございます。２３申請区分、２４申請年月日等で

ございます。 

    その下、通知戻情報でございます。３１通知戻表示、３２返戻区分、以下記載のとお

りでございます。 
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    その下、決定情報でございます。３５決定区分、３６決定通知書の送付日等でござい

ます。 

一番下、支給情報でございます。３９支給区分、４０支給口座情報等でございます。

    １ページお戻りいただきまして、９ページの右下、取扱う個人情報の理由でございま

すが、受給対象者の管理及び支給業務等の処理を行うためでございます。 

    項番の７、電算処理する時期及び期間でございますが、本審議会の承認後とするもの

でございます。 

    続きまして、１１ページを御覧ください。諮問資料業務委託、資料７でございます。

    項番の２、業務の内容でございます。本事業は、特定定額給付金事業に係る業務を管

理するためのシステムの保守業務委託でございます。１、内容、システム稼働後の使用

方法等に関するヘルプ、システム障害対応、不具合修正等に対応するための運用保守を

実施するものでございます。２、該当者等、受給対象者でございます。３、委託理由、

システム保守は専門的な知識及び技術が求められますので、システムに精通した事業者

でなければ、対応ができないためでございます。４、効果、専門業者へ委託することに

より使用方法の適切な助言、システム障害等の迅速な原因究明と復旧作業、修正が可能

となるものでございます。 

    項番の３、一括承認基準該当の有無でございますが、類型はございません。 

    項番の４、過去の類似案件でございますが、記載のとおりでございます。 

    項番の５、諮問理由でございますが、これも記載のとおりでございます。 

    項番の６、取扱う個人情報でございます。これは１２ページを御覧ください。この保

守委託における取扱う個人情報でございますが、表の上、基本情報世帯主データ、１世

帯主整理番号、２送付先郵便番号、以下記載のとおりでございます。その下、基本情報

世帯員データとなっております。 

    １ページお戻りいただきまして、１１ページ、項番の７、情報の保護でございます。

別紙１個人情報特記事項のとおりでございます。 

    項番の８、審議する対象の範囲でございます。区から委託業者へのシステム障害、不

具合の復旧依頼による個人情報の提供でございます。その次、委託業者から区への障

害・回復確認作業・問合せ対応による個人情報の参照でございます。 

    項番の９、委託先。本審議会終了後、プライバシーマークを取得している事業者より

選定し、特命随意契約をするものでございます。 

    項番の１０、契約締結予定日、本審議会終了後とするものでございます。 

    続きまして、１８ページまでめくりください。資料８、諮問資料業務委託でございま

す。 

    項番の２、業務の内容でございます。 

    本事業は、特別定額給付金事業に係る業務委託でございます。１、内容、①申請書の

作成、印刷、印字、封入封緘、発送業務。②申請書受領、支給データ作成。③支給決定

通知作成、印刷、印字、封入封緘、発送業務でございます。④返戻書類処理、再発送業

務でございます。⑤コールセンターの設置、運営業務。一番下、⑥窓口業務となってお
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ります。 

    ２、該当者等でございますが、記載のとおりでございます。 

    ３、委託理由でございます。本事業の遂行に当たりましては、短期間で集中的な対応

が求められますので、業務を一体的に管理し、各種の業務を相互に関連づけながら円滑

に実施する必要がございます。また各々の業務のピークが推移する中で、人員配置につ

いても合理的な運用を図る必要がございます。このため、専門的なノウハウを持つ事業

者を活用し、一連の業務を一括委託することで、より効率的、効果的な事務の執行を行

うものでございます。 

    ４、効果、専門性を生かした事務処理や業務の繁閑に応じた人員配置等が可能となる

ことで、窓口や電話等における区民への適切な対応、正確かつ迅速な事業実施が図られ

るものでございます。 

    項番の３、一括承認基準該当の有無でございますが、類型はございません。 

    項番の４、過去の類似案件でございます。記載のとおりでございます。 

    項番の５、諮問理由、過去の類似案件はございますが、本業務は新規事業であり一括

承認基準に該当しないためでございます。 

    項番の６、取扱う個人情報でございます。１ページめくりいただきまして、１９ペー

ジを御覧ください。本業務委託における扱う個人情報でございますが、まず左の表を御

覧ください。区が収集して事業者へ提供するものでございます。まず上の段でございま

す。基本情報世帯主データでございます。１世帯主整理番号、２送付先郵便番号、以下

記載のとおりでございます。続きまして、その下、基本情報世帯員データでございます。

これにつきましても、記載のとおりでございます。 

    表の右側を御覧ください。事業者が必要に応じて収集する個人情報でございます。ま

ず申請情報、１申請区分、２申請年月日等でございます。その下、通知戻情報、８通知

戻表示、９返戻区分等でございます。その下、決定情報でございます。１２決定区分、

１３決定通知送付日等でございます。その下、支給情報でございます。１６支給区分、

１７支給口座情報でございます。一番下、その他でございます。２０その他、受託事業

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、承認を得た

ものでございます。 

    １ページお戻りください。１８ページ、項番の７、情報の保護でございます。別紙１

個人情報特記事項のとおりでございます。 

    その下、項番の８、審議する対象範囲でございます。別紙２特定定額給付金事業の流

れのうち、次の範囲でございます。先ほど、表で説明したところでございます。 

    項番の９、委託先。本審議会終了後、プライバシーマークを取得している事業者より

選定し、特命随意契約するものでございます。 

    一番下項番の１０、契約締結予定日でございます。本審議会終了後とするものでござ

います。 

    雑駁ではございますが、説明は以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願いい

たします。 
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職務代理：ただいまのご説明につきまして、ご意見、ご質問がおありの方ございますでしょう

か。 

Ｃ委員：虐待を受けている方に対する連携ということなのですが、私も昔自治体に勤めていた

関係で、まだ整備されていない状況だったので、手順について、よく分からないのです

けれども。これで見ますと、ＤＶ避難者等は自治体へ申出書を提出ということなのです

が、これは最初の時点では、まず、どういう連絡か何か、書類かなんか行くのは難しい

ですよね。 

    そうすると、何らかの連携でもって本人に知らせて申し出を受けると。その辺を教え

ていただけますか。 

職務代理：お願いいたします。 

特別定額給付金担当課長心得：最初の情報提供でございますが、ホームページ等で相談の電話

番号を載せていましたり、または、そういったＤＶの相談を受ける中で、こういった定

額給付金がございますと、そういった周知をしてございます。 

職務代理：ほかにご意見、ご質問はおありでしょうか。 

Ｄ委員：一点懸念しておりますのが、今回、日本全国の各市区町村が一斉に住民を対象とした

特別定額給付金の手続をすることになって、恐らく各自治体、ほぼみんな外部委託され

るのだろうと思います。そうすると、受託する側の会社の質がどれほど担保されるの

か。ふだんだったら、とても契約しないだろうというところから選ばざるを得なくなっ

てしまってないか。そういった、きちんとした業者の手当てというところに関しては、

十分配慮され、大丈夫な状態で準備されているかどうかということをお伺いしたいで

す。 

職務代理：では、ご説明をお願いいたします。 

特別定額給付金担当課長心得：委員のご懸念ももっともでございますが、豊島区におきまして

は、昨年度もプレミアム付商品券の事業をやっておりまして、そのときに関係を持った

業者等々、今内容を詰めているところでございますので、事業の質が低下するというこ

とは、恐らくないであろうと考えております。 

職務代理：Ａ委員、お願いします。 

Ａ委員：目的外利用とか、外部提供については本来はやるべきことではない、本来はね。だけ

れど、今回のことについては、はっきり言えば支給を受ける側の利益になるようにとい

うことなので、これは是ということで考えております。 

    それから、あと電算処理もしなかったら、これは無理だし、それ自体、例えば保守管

理とか、そういうこと自体も、保守業務の委託も、それは、やはりプロに任せなければ

というか、プロにやっていただくということになるだろうというふうに思っているので

すが、一方で、実際に委託、それ以外の業務委託の内容というのを全部見ますと、かな

り、まずは情報の量が多いですよね。はっきり言えば、豊島区に住民登録している人の

全部の情報を任せるということですよね。こういうのってほとんど今まではなかったと

思うのです。昔の定額給付金でも全員ではなかったような気がするのですけれど。 

    それから、同時に、今回いろいろ配慮する結果、やはりＤＶとか、そういう部分の情
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報も、これを見ると、実際には業者が見ることができるというふうに読み取れるので

す。つまり、ただ印字をして、ただ送るという、そちらは数だけなのですが、一番はコ

ールセンター業務になると思います。それから、その中では、やはりここに出ているよ

うに、いわゆる機微フラグ、１：ＤＶ、その他等、こういうことが、これは見られると

いうことですよね。見てしまうということなのか。やはり、ここは確認しておきたいの

ですけれど。例えば、こういう問題に関わることについて問合せが来たときに、この受

託業者が、それを見て応えることができるようになっているのかどうか。まずはそこを

確認させていただきたいと思います。 

職務代理：課長のほうからお願いします。 

総合窓口課長：特別定額給付金担当課長と一緒に担当しております。 

    委員ご懸念の機微フラグですけれど、それは区と業者との間で、例えば１だったらＤ

Ｖという取り決めをしておきます。向こうの作業者は、そこには１が立っているという

状況が分かるだけで、作業者が詳細を直接見られるようにはなっていません。 

    また、コールセンターについてですが、コールセンターだけで解決できない場合があ

るので、区のほうに、エスカレーションもあるのです。そのときでもコールセンターの

ほうでは、機微フラグの何か立っているという情報までは見えるかもしれませんが、詳

細については区のほうで受けるというのを想定しております。 

職務代理：Ａ委員、お願いします。 

Ａ委員：しかしながら、その画面を見るなり、電話を受ける人が、まずは、普通はご本人から、

私はどこどこの誰々ですけれど、簡単に言えば、実はまだ届いてないのですけれどと

か、出したのですけれど一体どうなっているのですかという、こういう相談をここのコ

ールセンターで受けることになるわけですよね。例えば、よくあるのはＤＶなんだけれ

ど、届け出を事実上していなかったとか、実はもうＤＶで逃げているけれど、実際の届

け出を全然しないまま、ここまできてしまったのですけれど、今から間に合いますかと

か、そういう話もどんどん来るし、ある。そういうことが出てきたときに、どこまでを

業者が応えられて、どこからはきちんと区のほうに回すのか、その辺のところが心配な

のが一つと。 

    細かいことは、その事業者は、やはり余り見れないようにしておくほうがいいのでは

ないかというふうに思うわけです。それは、つまり悪いことを考えたらですよ。性悪説

で言ったら、端末をたたけば、全部データが出てくるという状況になっているわけです

よね。問合せの電話がかかってきて、状況を教えてくださいと言われたら、もう端末を

たたいたら、そこからその人の情報が一定出てくるという、そういうシステムではなけ

れば、そのコールセンターがお応えできないと思うので、そうなっているわけですよ

ね。なってなければなってないと言っていただいていいんだけれど。やはり、そういう

状況であるということを考えると、先ほど質の問題も出ましたけれど、本当に個人情報

を見られる状況になってしまっているということを委託することについては、大変心配

があるので、まずそこを確認させてください。 

職務代理：説明者のほうからお願いします。 
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総合窓口課長：２５ページの電算処理です。この絵を御覧ください。 

先ほど管理システムのお話をしました。詳細な情報はすべて区で管理する管理システ

ム上にあります。これは、ある事業者に構築をお願いする予定です。区のほうで全部の

情報を一括して管理します。例えば、印刷業者などには、それを丸々渡すことはしない

ので、今のＤＶのことですとか、そういうのが分かるような内容ではなく、この世帯に、

この分を支給してくださいという基本的な情報しか渡しません。ここに載っているシス

テム構築というのは、区のほうで持っている詳細データのことで、全部を事業者に出す

ことはありません。おっしゃるように全部を出せれば、コールセンターで対応できるの

ですけれど、そこまではやりません。先ほど申し上げたとおり、最初はコールセンター

に問い合わせが行っても、詳細になったら、区のほうにエスカレーションが来るという

ことになります。 

職務代理：Ａ委員、お願いします。 

Ａ委員：分かりました。一応、ただ、ここには、情報として、最大限のものが載っているので

あって、基本的には余り見えないというか、事業者が見える範囲は限定しているという

ことですね。分かりました。一応、そういうことということで、本来は、やはり本当に

いろんな機微に関わるようなセンシティブな情報も、私は入っているとは思いますが、

今回のこれについては是というふうに考えています。 

    そもそも、これ本当は世帯ではなくて個人に給付できるようにしてほしいとか、そう

いう要望もあったり、あるいは本当にここまできたら１人１０万円で足りるのかとか、

いろいろそういう意味では、区民の皆さんのところからは、要望はさらに今多くなって

いるという状況ではあると思います。 

    とはいえ、取りあえず、これを正確に間違いなく給付できるようにしていただきたい

ということを、スピードも大事ですけれど、スピードだけではなく、やはり正確性も含

めてやっていただくようにお願いをして、この案件は是ということで賛成をいたしま

す。 

職務代理：Ｅ委員、お願いします。 

Ｅ委員：この特別定額給付金につきましては、区民の方から一日も早く支給してほしいという

要望が日々寄せられているわけなのですけれども。その中で、やはり個人情報、今回諮

問いただいている中の扱いが非常に気になっているところなのです。 

    一つは、本人以外からの収集、そして目的外利用、さらに外部提供。全体的に何人ぐ

らい、既にもう申し出が出ているところもあると思いますけれども、収集は、正式には

これからなのですけれども。大体のところで、どのぐらいいらっしゃるのでしょうか。

職務代理：心得、どうぞお願いします。 

特別定額給付金担当課長心得：まずＤＶ避難者の情報でございますが、豊島区に寄せられた申

出件数は、今のところ１３件ということです。逆にほかの自治体から都道府県を経由し

て、こちらにデータが届いているのは、現在のところ２３件ございます。また、児童等

施設入所者の件数でございますが、豊島区から豊島区外に入所している数でございます

が、今のところ６１名。最後に虐待等の高齢者、障害者につきましては、これは８件ほ
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ど、データが寄せられているところでございます。 

職務代理：Ｅ委員、お願いします。 

Ｅ委員：そうすると、大体１００名ほどということなのですけれども、これにつきましては、

もちろん、特別定額給付金のこの担当課長を中心に区の職員がしっかり取り扱うという

ことで、その確認もさせていただきたいと思います。 

職務代理：説明者、お願いいたします。 

特別定額給付金担当課長心得：しっかりとそういったデータにつきましては、漏れることのな

いように、適切に管理をしていきたいと思っております。 

職務代理：Ｅ委員からお願いいたします。 

Ｅ委員：それと、電算処理からですね。業務委託につきましては、委託をされるという認識で

いるのですけれども、場所の問題につきましては、実際に処理する場所については、区

役所内と、あとは業者の施設を利用してということで、２カ所に分けての取扱いになる

のでしょうか。 

職務代理：説明者からお願いいたします。 

特別定額給付金担当課長心得：今のところ想定していますのは、この印刷業務とか、封入封緘

業務を受託する業者につきましては、区役所の外でセンターを設置しまして、そちらで

処理をすることを予定しております。 

職務代理：Ｅ委員、お願いいたします。 

Ｅ委員：そうすると、先ほど出てたかもしれませんけれど、コールセンターにつきましては、

区役所内という認識でしょうか。 

職務代理：説明者からお願いします。 

特別定額給付金担当課長心得：コールセンターにつきましても、その事業者が持っているコー

ルセンターというのが地方にございまして、札幌、または仙台というふうに伺っており

ますが、そちらでの対応となります。 

職務代理：Ｅ委員からお願いします。 

Ｅ委員：そういった意味では、より連携が非常に大事になってくるかなと思っています。場所

ではないとは思いますけれども、そういうこともひっくるめて、全体的に責任を持って

区がやっていくということになりますけれども、やはり個人情報の取扱い、最後までき

っちりやれるようにしていただきたいというのが一つ。 

    あとは、私たちも、一日も早くということで、オンライン申請と、通常の書類を届け

てからの申請と、２つに分かれる中で、それぞれに支給日も変えてという扱いにもなっ

てまいりますし、煩雑な業務になってくるかと思います。 

    いずれにしても、個人情報とともに一人一人に間違いなくやっていくというところ

で、特にオンライン申請では、一人一人が、口座情報を画像で提供しているということ

です。最後に、この口座の情報提供で、これをどのように確認をされるのか。例えば、

これを全部紙に印刷してからとか、その辺を具体的に処理の仕方について、最後にお聞

きしたいと思います。 

職務代理：説明員、お願いいたします。 
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特別定額給付金担当課長心得：マイナンバーの申請のチェックの仕方でございますが、マイナ

ポータルから、まずデータをダウンロードします。その中にマイナポータル上の入力の

データもあれば、銀行の写しの画像データもございますので、今想定しているのは、こ

の電子上、パソコンの上でチェックをかけることを予定しております。紙に出力します

と、その分情報漏洩とか、そういう恐れがございますので、そういう方法を今考えてい

るところでございます。 

Ｅ委員：分かりました。以上です。 

職務代理：ほかの委員の方、ご意見、ご質問おありでしたら。 

Ｆ委員：Ｆと申します。 

職務代理：はい。 

Ｆ委員：一つ質問させていただきたいのですけれども、全体的に大変で、よく分かりました。

質問というのは、全部の資料の中の４番と５番なのですけれども、いわゆる類似案件と

理由です。類似案件に関しては、かなり様々同じように類似の案件があったということ

で、その理由というのは、類似案件はあるが、本件は新規事業でということになってい

るわけです。けれども、いわゆる類似案件に関しては、非常に上手にというか、正確に

処理されてきたことだと思うのです。けれども、今回は新規案件なので、だから当然内

容が違うので、細かなことに関して、大変恐縮なのですけれども、こちらも分かりかね

るし、これを見ただけでも、大変な作業だなということなのです。特にこの中で一番懸

念しているところというのでしょうか。類似案件でオーケーですと、任せてください

と、そうですねと、オーケーですよと言った後で、その後、つまり懸念しているところ

というのは、どこなのかなというか。これだけ見ると、本当に相当ご苦労されて、今ま

でやってきたんだなというのをうかがえて、安心はするのですけれども。 

    では、実際動いたときに、どこが一番不安なんだろうかとか、その辺のところが、給

付される側として、早くしていきたいというのがあるので、注意されているようなとこ

ろ、特にポイントというのはどこなのかなというのが少し見えなくて。これだけ多いと

ですね。お願いいたします。 

職務代理：課長、お願いいたします。 

総合窓口課長：今回の支給対象者は、４月２７日時点で住民登録がある人ということです。住

民登録がある人には、そのまま申請書を送れればほぼ問題ないと思っております。 

    それで、先ほど説明の中にもありましたとおり、現在住民登録票はあるけれど払って

はいけない人とか、現在住民登録はないけれど払わなければいけない人がいるので、そ

こを間違えずに、いかに早く、いかに正確にやるかというのがすごく難しいです。 

パターンが多岐にわたりますので、そこを間違えずにやらないと、場合によっては二

重支給になってしまうかもしれませんし、場合によっては遺漏があるかもしれません

し、そうしたところを特に気をつけてやりたいと思っております。 

Ｆ委員：分かりました。ありがとうございました。遺漏なくよろしくお願いいたします。 

職務代理：ご意見も大体出そろったところということで、諮問第３号乃至第８号の諮問につき

まして、まとめて決を採らせていただきたいと思います。 
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    これを是とするか非とするか、是とする方は挙手をお願いいたします。 

（全 員 挙 手） 

職務代理：全員挙手ということで確認させていただきます。 

    これで諮問第３号乃至第８号の諮問は終了させていただきます。 

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

いいたします。 

区民相談課長：本日は誠にありがとうございました。 

     委員の皆様におかれましては、貴重なご意見を多々賜りありがとうございました。

今後も審議会の誠実な運営を心がけてまいりますので、引き続き、豊島区の行政情報公

開制度及び個人情報保護制度へのご理解、ご協力を賜りますよう、どうぞよろしくお願

いいたします。 

    事務局から、以上でございます。ありがとうございました。 

職務代理：それでは本日は閉会とさせていただきます。ありがとうございました。 

合 議 結 果 

議 事 

次の諮問事項について審議し、これを承認（答申）した。 

答申第１号 

令和２年度子育て世帯への臨時特別給付金支給事業に係る児童手

当受給者等の個人情報の目的外利用 

答申第２号 

クラウドサービス利用時のログイン ID 登録における電子計算機の

結合 

答申第３号 

特別定額給付金事業に係る個人情報の本人以外からの収集 

答申第４号 

特別定額給付金事業に係る個人情報の目的外利用 

答申第５号 

特別定額給付金事業に係る個人情報の外部提供 

答申第６号 

特別定額給付金事業管理システム（仮称）による個人情報の電算処

理 

答申第７号 

特別定額給付金事業管理システム（仮称）の保守業務の委託に係る

措置 
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答申第８号 

特別定額給付金事業の委託に係る措置 

提 出 さ れ た 

資 料 等 

資料１ 令和２年度子育て世帯への臨時特別給付金支給事業に係る児 

童手当 

受給者等の個人情報の目的外利用 

資料２ クラウドサービス利用時のログイン ID 登録における電子計算 

機の結合 

資料３ 特別定額給付金事業に係る個人情報の本人以外からの収集 

資料４ 特別定額給付金事業に係る個人情報の目的外利用 

資料５ 特別定額給付金事業に係る個人情報の外部提供 

資料６ 特別定額給付金事業管理システム（仮称）による個人情報の 

電算処理 

資料７ 特別定額給付金事業管理システム（仮称）の保守業務の委託 

に係る措置 

資料８ 特別定額給付金事業の委託に係る措置 


