
会 議 録
附属機関又は 

会議体の名称 

豊島区行政情報公開・個人情報保護審議会 

 （令和２年度 第２回） 

事務局(担当課) 政策経営部 区民相談課 

開 催 日 時 令和２年７月３１日（金） 午後２時００分～４時５５分 

開 催 場 所 豊島区役所本庁舎９階 第一委員会室 

議   題 

諮 問 

（１）諮問第９号 

ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業に係る児童扶養手当・児

童育成手当受給者等の個人情報の目的外利用 

（２）諮問第１０号 

新型コロナウイルス感染症緊急対策に係るひとり親家庭支援

事業実施のための児童扶養手当受給者の個人情報の目的外利

用 

（３）諮問第１１号 

ひとり親世帯緊急支援給付金支給事業に係る児童扶養手当受

給者等の個人情報の目的外利用 

（４）諮問第１２号 

医療・福祉支援寄附金を活用したひとり親家庭支援事業に係る

児童扶養手当受給者の個人情報の目的外利用 

（５）諮問第１３号 

医療・福祉支援寄附金を活用したひとり親家庭支援事業の委託

に係る措置 

（６）諮問第１４号 

在宅医療・介護連携のための完全非公開型ＳＮＳの導入のため

の電算処理 

（７）諮問第１５号 

在宅医療・介護連携のための完全非公開型ＳＮＳの導入のため

の電子計算機の結合 

（８）諮問第１６号 

特別定額給付金の未申請者に対する申請勧奨業務に必要な個

人情報の目的外利用 

（９）諮問第１７号 

特別定額給付金の未申請者に対する申請勧奨業務に係る個人

情報の電算処理 

（10）諮問第１８号 

特別定額給付金の未申請者に対する申請勧奨業務の委託に係

る措置 



会 議 録

議   題 

第三者点検 

（１）「国民年金に関する事務」の特定個人情報保護評価について 

（２）「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

報告事項 

（１）東アジア文化都市 2019 豊島実行委員会事務局業務委託 

（２）豊島区立トキワ荘マンガミュージアム運営業務委託 

（３）行政情報公開・個人情報保護制度の実施状況 令和元年度 につ

いて 

公開の

可 否

会 議 ■公開 □非公開 □一部非公開   傍聴人数０人 

会議録 
□公開 □非公開 ■一部非公開 

（理由）豊島区行政情報公開条例第７条（２）に該当のため 

出席者

委 員 

草葉隆義（会長）、村山健太郎、河原弘明、小林ひろみ、辻 薫、 

松下創一郎、岡 将太、紙子陽子、國松省三、田中 治、戸内洋二、

苗加一男、升元美和 計１３名 

説明者 

子育て支援課長、地域保健課長（健康担当部長事務取扱）、 

高齢者福祉課長、長崎健康相談所長、 

高齢者福祉担当係長（介護予防・認知症対策）、 

特定定額給付金担当課長心得、（株）ＲＳコネクト担当者、 

トキワ荘マンガミュージアム担当課長 

関係人 区長、情報管理課長 

事務局
区民相談課長、区民相談担当係長（行政情報）
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区民相談課長：それでは、定刻となりましたので、ただいまから令和２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させていただきます。 

    委員の皆様にはご多忙中のところ、お集まりいただきまして、誠にありがとうござい

ます。 

    本日は、第１１期の委員としてご就任をお願いいたしましてから初めての審議会で

ございます。後ほど、委員の皆様の互選により会長を選任していただくことになってお

りますが、会長が選任されるまでの間、私、区民相談課長が進行を務めさせていただき

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

    本日の会議次第について、変更がございましたので、お手元に会議の次第をお配りさ

せていただいております。差し替えを何とぞよろしくお願い申し上げます。 

    それでは、お手元の会議次第に従いまして、進めさせていただきます。 

    審議に先立ちまして、委嘱式を執り行わさせていただきます。時間の関係で、既に皆

様の席上に委嘱状を置かせていただいておりますことをご了承お願いいたします。 

    それでは、皆様への委員委嘱に当たりまして、豊島区長、高野之夫よりご挨拶を申し

上げます。     

区 長：どうも皆さんこんにちは。 

    今日は晴れておりますけれど、まだ梅雨が長く、何か８月まで長引くというような予

想もされているわけであります。それ以上に、今、コロナ感染の拡大、大変重大な曲面

を迎えているといってはおかしいんですけれど、今日、何か４００名を超える方が都内

で出たというようなことも含めながら、常に私の頭に、朝から晩までコロナ、コロナで、

離れることなく、この区民への対応をどうしていくかということを常に念頭に置きな

がら毎日動いているというような状況でございます。 

    また、この度は、豊島区行政情報公開・個人情報保護審議会の第１１期に、皆さん方

に委員をお引き受けいただきまして、本当にありがとうございます。これから約２年

間、委嘱期間でありますけれど、区民への説明責任を果たすとともに、透明性の高い区

政を実現するために、皆様方のお力をお借りいたしまして、ご審議も賜りまして、より

よい制度の運営に努めてまいりたい、そんな思いをしております。 

    最近、個人情報を巡る状況につきましても、東日本大震災や熊本地震。そして、２年

前の広島、岡山、愛媛等の豪雨で、災害時の要援護者名簿の重要性が再認識をされてお

ります。岡山県では、安否の不明な人の姓名公表に踏み切りましたけれど、人命救助と

個人情報保護の観点を比較し、公益性が高いとの判断だと思っております。また、熊本

県では、今回の豪雨災害によりまして、死者の氏名について、遺族の同意があり、住民

基本台帳の閲覧制限がない人などの基準で死者の氏名を公表いたしました。担当者か

らは、個人情報に対する住民意識が高まっているとの報道がされております。情報の外

部提供と漏えいは表裏一体であります。個人情報の保護と適正な利用とのバランスを

どう図っていくか、大変慎重な対応が求められているのではないかと思っております。

    また、新たな事業展開を行う際には、区民の皆様の大事な個人情報をしっかりと守り

ながら、適切な運用を進めていかなければなりません。本審議会はまさに個人情報の適
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正な取扱いについての検討、審議をする大変重要な機関と考えております。どうか活発

で、厳正なご審議を賜りたいと思っております。 

    また、今、皆様方のお手元にバッチをお配りをさせていただきました。議員には前に

差し上げているので、置いてありませんけれど。このように豊島区が内閣総理大臣か

ら、ＳＤＧｓ未来都市としての選定を受けました。選ばれました。さらには、この達成

に向けて優れた取組をしているというモデル都市も併せてダブル認証を得ることがで

きました。誰一人取り残さない社会をというこのＳＤＧｓ、国際サミットの趣旨に従っ

て、東京都では豊島区が本当に初めてこのＳＤＧｓを認定されたわけであります。 

    今、来る途中に、井上課長から、今日こういうような区民からのお声が来ていますよ

ということでありました。「朝日新聞に、今日、豊島区はＳＤＧｓ都市に選定されたと

いう記事が掲載されておりました。消滅可能性都市と言われてきたのに、区民として、

とても誇らしい気持ちになりました。ぜひ、この気持ちを区に伝えたくて、電話をいた

しました。豊島区は公園の整備やトイレの整備など、とても頑張っている。今後も豊島

区がますます発展していくことを希望する」という、大変すてきな激励メッセージも頂

戴をしているわけであります。 

    これからも、豊島区は常に区民の先頭に立って、豊島区全体がよりよい社会をつくる

ために、皆さんとともに頑張っていかなければならないと思っております。様々な分野

において、皆様方にはお力を賜り、豊島区の個人情報の取扱いを適正なものにしていか

なければなりません。活発で厳正なご審議等、審議会にお願いを申し上げる次第でござ

います。 

    皆様方におかれましては、十分なご審議とともに、ますますのお力添えを心からお願

い申し上げまして、ご挨拶とさせていただきました。どうぞよろしくお願いをいたしま

す。     

区民相談課長：ありがとうございました。 

    それでは、次に、委員の皆様をご紹介させていただきます。 

    本審議会は、１４人以内の委員の皆様で構成されております。本日は、学識経験者の

松戸委員が所用のため、ご欠席。また、戸内委員が途中退席されます。それ以外の皆様

はご出席いただいております。 

    お手元にお配りいたしました審議会委員名簿の順に従って、ご紹介させていただき

ますので、恐縮ですが、お名前をお呼びいたしましたらお席でお立ちくださいますよ

う、お願い申し上げます。 

（各委員を紹介する） 

区民相談課長：以上で、委員の皆様のご紹介を終わらせていただきます。 

   続きまして、区側の出席者及び事務局の職員を紹介させていただきます。 

（区側の出席者及び事務局の職員を紹介する） 

区民相談課長：以上で、紹介を終わらせていただきます。 

    次に、本審議会の会長の選出に移らせていただきます。会長につきましては、豊島区

行政情報公開・個人情報保護審議会条例第５条第２項の規定により、委員の皆様の互選
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によって選出していただくことになっておりますので、早速ですが、会長の選出につい

て、どのようにお取り計らいしたらよろしいか、皆様のご意見をお願いいたします。 

    どうぞ。 

Ａ委員：私は、草葉委員を推薦したいと思います。草葉委員は、平成２８年から委員を務めら

れていて、また、前期も職務代理の職務を務められておりましたので、ご経験もござい

ます。どうかよろしくお願いいたします。 

区民相談課長：ありがとうございます。 

    ただいまＡ委員から草葉委員を会長にとのご推薦を頂きましたが、皆様いかがでし

ょうか。 

（異 議 な し） 

区民相談課長：異議なしということでございます。 

    それでは、草葉委員。 

会 長：ただいま皆様からご推薦を頂きましたので、会長を引き受けさせていただきます。引

き続きよろしくお願いいたします。 

区民相談課長：それでは、会長席のほうへ移動をお願いいたします。 

  早速ではございますが、草葉会長から一言ご挨拶をお願いいたします。 

会 長：皆様のご協力を頂きまして、充実した議事を円滑に進めさせていただきたいと思いま

す。 

区民相談課長：ありがとうございました。 

    大変申し訳ありませんが、区長は、この後所用がございますので、ここで退席をさせ

ていただきます。 

区 長：恐縮でございますが、どうぞよろしくお願いします。 

    では、会長、どうぞよろしくお願いします。 

（区 長 退 席） 

区民相談課長：私は、これをもちまして、進行役を終わらせていただきます。それでは、草葉

会長、よろしくお願いいたします。 

会 長：それでは、代わりまして、会議を進めさせていただきます。 

    まず、会長の職務代理を決めたいと思いますが、その方法などにつきまして、事務局

から説明をお願いいたします。 

区民相談課長：豊島区行政情報公開・個人情報保護審議会条例第５条第４項の規定では、「会

長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代埋する」ことに

なっておりますので、会長の職務代理者は、会長に指名していただくこととなります。

会 長：ただいまの事務局の説明によりますと、会長が指名することになっているようですの

で、私からご指名申し上げます。それでは、村山委員にお願いしたいと思います。 

村山委員：それでは、お引き受けいたします。 

会 長：次に、会議録の作成について、事務局からご説明願います。 

区民相談課長：豊島区行政情報公開・個人情報保護審議会条例第６条第４項により、会議は公

開となっています。会議録は、これまで会長、区側の説明する者、それから、出席理事
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者の発言につきましては、明記されております。その他の委員の発言につきましては、

毎回、発言順にＡ委員、Ｂ委員、Ｃ委員として表記し、個人名については記載しないと

いう方向でこれまで来てございます。この点について、ご意見を頂ければと思います。

会 長：従来どおりの記載の方法であれば問題はないのですけれども、従来の記載の仕方につ

いて、何かご意見なり、ご希望なりがありましたらお申し出ください。 

    Ｄ委員、お願いします。 

Ｄ委員：私は、基本的に公開の審議会でもありますので、個人名を表記して議事録を作るほう

がいいんではないかということを意見として申し上げます。 

会 長：ただいま、Ｄ委員のほうから意見が表明されましたけれども、ほかにご意見のおあり

の方がいらっしゃったらご発言ください。 

    Ｃ委員、お願いいたします。 

Ｃ委員：一応、一言言っておくと、確かに、知る権利というふうな観点から、氏名まで公表す

るというふうなことに意義があるということは、一定の限りでは認められるとは思う

んです。けれども、ただ、この会議、一応、内容が、全て発言が、逐語形式で公開され

ているというふうなこともありますし、恐らく氏名を公開することに意味があるのと

いうのは、選挙などで選出する場合に誰を選出すべきかというふうなことを有権者が

判断する場合に意義があるんです。これは恐らく議員の方の場合には強く当てはまる

んですが、けれども、それ以外の市民の公募や、あるいは、我々のような学識経験者の

選別に際しては、そういった選出方法が取られていないので、氏名の公表というのにど

こまで意味があるのかというのが１点と。 

    それから、氏名を公表する意義として、議事録を見て、不当な発言があった場合に、

個人の責任が追及される可能性を残すというふうな意味はあるんでしょうけれども、

我々や議員の方の場合については、そういうふうなことがあってもやむを得ないとは

思うんですが。ただ、一般の公募の場合について、そういうふうな責任追及がなされる

というふうなことに、どこまで一般の公募の方に責任を負わせる可能性を残すべきか

というふうなことや、あるいは、我々の場合は、所属する大学があったり、あるいは、

弁護士会があったり、あるいは、議員の方の場合は政党に所属しているというふうなこ

とで、そこである程度責任に対する壁があるわけです。けれども、公募の方の場合、そ

ういうふうな団体が責任をある程度引き受けるというふうなこともできない。生身の

個人として責任を追及する可能性がありますので、従来のやり方には、ある程度、それ

なりの意味があるのではないかというふうに思うところではあります。 

会 長：そのほかにご意見がないようでしたら、特に積極的に変更する必要性という点では、

考えられないので、従来どおりの方式で記載させていただくということで、ご了解いた

だきたいと思います。 

 (同 意 多 数） 

会 長：それでは、本日の審議に移らせていただきます。事務局のほうからお願いいたします。

区民相談課長：本日、傍聴の方でございますが、現在のところございません。 

    続きまして、本日の資料のご確認をお願いいたします。 
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    事前に送付させていただきましたが、ご持参いただいていますでしょうか。 

    送付いたしました資料は、諮問資料１から７と、特定個人情報の第三者点検資料２課

分と報告資料１から３の資料でございます。 

    大変恐縮ですが、本日、資料の差し替えと追加がございます。 

まず、差し替えの資料でございますが、机上に置かせていただきました。１点目が、

「本区におけるＭＣＳの活用について」というものでございまして、次が、「国民年金に

関する事務」、第三者点検についてのものでございます。そして、もう一点が業務委託報

告資料でございます。右上に報告２としてございます。机上にお配りさせていただいてご

ざいます。 

    次に、追加資料でございます。本日、配付いたしました会議次第の諮問第１６号から

１８号の資料でございます。特別定額給付金事業の概要、資料８から９までのものでご

ざいます。過不足等ございますでしょうか。 

お手間を取らせて、大変申し訳ございません。大丈夫でしょうか。 

    また、規程集を新年度用に少々差し替えを行っております。規程集のＣＤも同様に更

新したものを配付しております。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、草葉会長、よろしくお願いいたします。 

会 長：それでは、早々、審議に入りたいと思います。 

    本日は、諮問事項１０件、特定個人情報の第三者点検２件、報告事項３件を予定して

おります。審議につきましては、２時間程度をめどに執り行いたいと思いますので、皆

様のご協力をお願い申し上げます。 

    それでは、議題に入りたいと思います。 

    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９号、ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業に係る児童扶養手当・児童育成手

当受給者等の個人情報の目的外利用。 

    諮問第１０号、新型コロナウイルス感染症緊急対策に係るひとり親家庭支援事業実

施のための児童扶養手当受給者の個人情報の目的外利用。 

    諮問第１１号、ひとり親世帯緊急支援給付金支給事業に係る児童扶養手当受給者等

の個人情報の目的外利用。 

    諮問第１２号、医療・福祉支援寄附金を活用したひとり親家庭支援事業に係る児童扶

養手当受給者の個人情報の目的外利用。 

    諮問第１３号、医療・福祉支援寄附金を活用したひとり親家庭支援事業の委託に係る

措置。 

    諮問第１４号、在宅医療・介護連携のための完全非公開型ＳＮＳの導入のための電算

処理。 

    諮問第１５号、在宅医療・介護連携のための完全非公開型ＳＮＳの導入のための電子
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計算機の結合。 

    諮問第１６号、特別定額給付金の未申請者に対する申請勧奨業務に必要な個人情報

の目的外利用。 

    諮問第１７号、特別定額給付金の未申請者に対する申請勧奨業務に係る個人情報の

電算処理。 

    諮問第１８号、特別定額給付金の未申請者に対する申請勧奨業務の委託に係る措置。

    以上１０件でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

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

すようお願いいたします。ご使用の際はスイッチを押していただき、発言が終わった際

はスイッチをお切りくださいますよう、お願いいたします。 

会 長：それでは、審議に入りたいと思います。よろしくお願いいたします。 

区民相談課長：それでは、次の資料１から３、諮問第９から１１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をお取り出しください。 

    まず、ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業に係る児童扶養手当・児童育成手当受給

者等の個人情報の目的外利用についてでございます。こちらは、国の給付によるもので

ございます。 

    内容です。児童扶養手当支給業務で保有している児童扶養手当受給者、児童育成手当

受給者及び対象児童の個人情報を、ひとり親世帯臨時特別給付金の通知及び支給のた

めに目的外利用いたします。 

    対象者等です。児童扶養手当受給資格者、受給者と全部停止者、推定約１，４００人。

児童育成手当受給者、児童扶養手当受給者を除き、推定約１００人。児童扶養手当対象

児童受給資格世帯の児童、推定約２，０８０人。児童育成手当対象児童、児童扶養手当

対象児童を除く、推定約１７０人でございます。 

    収集先は、子育て支援課児童扶養手当、児童育成手当支給業務でございます。 

    収集方法。子育て支援課が児童扶養手当、児童育成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者を抽出いたします。 

    理由でございます。新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で

担い、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより、特に大きな困難が心身とも

に生じているひとり親世帯を支援する目的で、区において、ひとり親世帯臨時特別給付

金の支給を行うこととなったためでございます。 

    なお、児童扶養手当受給資格者のほか、感染症の影響により家計が急変し、直近の収

入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった者に対しても支給を行うことから、そ

の可能性がある児童育成手当受給者で、児童扶養手当受給者でない者に対しても、給付

金の案内を送付いたします。 

    一括承認の該当の有無につきましてはございません。 

    過去の類似案件でございます。令和２年度子育て世帯への臨時・特別給付金支給事業
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に係る児童手当受給者等の個人情報の目的外利用がございました。令和２年５月１３

日に答申第１号でございます。 

    諮問理由です。本事業は新規事業でございまして、一括承認基準にも該当しないため

でございます。 

    取り扱う個人情報についてです。児童扶養手当有資格者情報、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。理由につきましては、対象者を抽出するた

め、目的外利用する個人情報になります。 

    次に、児童育成手当受給者情報です。同じく、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。こちらも対象者を抽出するためでございます。 

    児童扶養手当対象児童情報で、氏名、住所、生年月日、受給者との続柄でございます。

児童扶養手当有資格者に支給する金額の算定のため、目的外利用するものでございま

す。 

    児童育成手当対象児童情報でございます。氏名、住所、生年月日、受給者との続柄に

なります。児童育成手当受給者に支給する金額を算定するために、目的外利用するもの

でございます。 

    目的外利用する時期及び期間につきましては、本審議会承認後から令和３年３月末

日までとなっております。 

    めくりいただきまして、参考資料をおつけしております。こちらは、厚生労働省から

出されているものでございます。ひとり親世帯臨時特別給付金のご案内ということに

なっております。 

    基本給付につきましては、①番、②番、③番と種類がございまして、これに該当する

方が給付金額１世帯５万円。第２子以降につき、３万円給付になります。 

    先ほど申しました追加給付がございまして、新型コロナウイルス感染症の影響を受

けて、家計が急変し、収入が減少している方への給付がございます。こちらは、上記①、

②に該当する方のうち、コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変した方にな

ります。収入が減少した方で、１世帯５万円になります。 

    めくりいただきまして、参考資料２をご覧ください。こちらは、留意事項につきまし

て、利用者のほうに、給付されている方のほうにお送りする資料になってございます。

    もう一枚、めくりいただきまして、参考資料３－１です。給付の内容が細かくなって

おりまして、分かりにくいために、お送りする文書をつけさせていただいております。

①、②、③に該当する方がお読みすると分かるような文章になっております。 

    参考資料３－２をご覧ください。こちらについては、②に該当される方宛のものでご

ざいます。 

    めくりいただきまして、参考資料３－３は、③に該当する可能性のある方へというこ

とになっております。 

    こちらにつきましては、令和３年３月１日まで申込みをお受けしております。なお、

基本給付の①番につきましては、児童扶養手当が支給される方につきましては、こちら

で既に手続が取れますので、申込みなく、支給させていただきます。基本給付の②、③
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の方につきましては、手続が必要になってございます。 

    以上でございます。 

    続きまして、諮問資料２をご覧ください。 

    新型コロナウイルス感染症緊急対策に係るひとり親家庭支援事業実施のための児童

扶養手当受給者の個人情報の目的外利用でございます。 

    内容です。児童扶養手当支給業務で保有している児童扶養手当受給者の個人情報を、

東京都から委託されるひとり親家庭支援事業の通知類一式の送付のために目的外利用

いたします。 

    対象者でございます。児童扶養手当受給者、推定約１，１００人になります。 

    収集先です。子育て支援課児童扶養手当支給業務でございます。 

    収集方法は、子育て支援課が児童扶養手当給付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者を抽出いたします。 

    理由でございます。新型コロナウイルス感染拡大により、経済的な影響を受けやすい

ひとり親家庭の生活安定を図るため、実施主体である東京都が食料品等を提供する事

業を実施する。区は、東京都から以下の業務を委託されることになっております。対象

者の抽出事務。対象者への申込書類等の送付事務。その他付随する事務でございます。

    一括承認の基準の該当はございません。 

    過去の類似案件でございます。先ほどと同じく、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がございます。 

    諮問理由でございます。こちらも本事業は新規事業でございまして、一括承認基準に

も該当しないためでございます。 

    取り扱う個人情報でございます。児童扶養手当受給者情報で、氏名、住所、生年月日、

対象児童との続柄になります。理由でございます。対象者を抽出するためと対象者へ申

込書類を送付するため、紛失時の問合せに対応するために、目的外利用するものでござ

います。 

    目的外利用する時期及び期間につきましては、本審議会承認後から令和３年３月末

日までとなっております。 

    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きます。こちらは、東京都

の事業を豊島区が請け負うものでございまして、こちらのようなカタログを豊島区か

らお送りすることになっております。 

    続きまして、資料３をご覧ください。ひとり親世帯緊急支援給付金支給事業に係る児

童扶養手当受給者等の個人情報の目的外利用でございます。 

    内容でございます。児童扶養手当支給業務で保有している児童扶養手当受給者及び

対象児童の個人情報を、ひとり親世帯緊急支援給付金の通知及び支給のために目的外

利用するものでございます。 

    対象者等は児童扶養手当受給者、推定約１，１００人。児童扶養手当対象児童、推定

１，５００人でございます。 

    収集先は、子育て支援課児童扶養手当支給業務でございます。 
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    収集方法は、子育て支援課が児童扶養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者を抽出いたします。 

    理由でございます。新型コロナウイルス感染症の影響により、特に厳しい状況に置か

れている低所得のひとり親世帯の負担の増加や収入の減少に対する支援を行うためで

ございます。国のひとり親臨時特別給付金に加え、豊島区独自で、ひとり親世帯緊急支

援給付金支給要綱を定め、区独自に給付金の支給を行うこととしたためでございます。

    一括承認の基準の該当はございません。 

    過去の類似案件は、先ほどと同じく、令和２年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がございます。 

    諮問理由でございます。本業務も新規事業でございまして、一括承認基準に該当しな

いためでございます。 

    取り扱う個人情報でございます。児童扶養手当受給者情報で、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。こちらは、対象者を抽出するために目的外

利用する個人情報になります。 

    児童扶養手当対象児童情報、氏名、住所、生年月日、受給者との続柄。こちらは、児

童扶養手当受給者に支給する金額の算定のため、目的外利用する個人情報になります。

    目的外利用する時期及び期間でございます。本審議会承認後から令和３年３月末日

までとなっております。 

    １枚めくりいただきまして、豊島区独自の給付金についての案内をつけさせていた

だいております。こちらは、令和２年６月分の児童扶養手当が支給される方と令和２年

６月から７月３１日までの間に新たに児童扶養手当を受給することになった方が対象

でございます。１世帯当たり５万円で、第２子以降、１人つき３万円を給付いたします。

    以上でございます。よろしくお願いいたします。 

会 長：今のご説明につきまして、何かご意見、ご質問はありますか。 

Ｃ委員：それでは、よろしいですか。 

    Ｃ委員、お願いします。 

Ｃ委員：こういった給付金等の支給について、対象が児童扶養手当の受給者というふうになっ

ている場合に、この児童扶養手当の受給者等の情報を集めることの関連性というのに

は、特に異論はないんですけれども。この参考資料１の給付金の対象となる方の③辺り

で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変するなど、収入が児童扶養

手当を受給している方と同じ水準となっている方を選別するために、この児童育成手

当の受給者の情報を収集するというふうなことの関連性というのがどのぐらいあるの

かというふうなところについて、ご説明いただければと思うんですけれども。 

会 長：事務局からお願いいたします。 

子育て支援課長：こちらの③番につきましては、現在、児童扶養手当を受けていない方でも、

児童扶養手当の水準まで落ち込んだことが分かる家計状況の方につきまして、支給さ

れるものでございまして、こちらにつきましては、出していただいた情報を基に算定さ

せていただきます。 
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Ｃ委員：そうすると、これは、児童扶養手当の受給者には限らない―失礼、児童育成手当の受

給者には限られない場合があるんでしょうか、この③の場合というのは。 

会 長：課長からお願いいたします。 

子育て支援課長：そうです。こちらは、ひとり親で手当を受けていない方でも、今回、コロナ

の影響を受けて、家計が急変した方につきましての救済措置でございます。今、受けて

いない方でも、家計の水準が児童扶養手当と同じ水準になったということが分かれば、

支給させていただきますため、申請が必要ということになっております。 

Ｃ委員：逆にいいますと、この児童育成手当を受給している方でも家計が急変しなかった場合

には対象とならないというふうなことでよろしいですかね。 

会 長：課長からお願いします。 

子育て支援課長：家計が急変していない方につきましては、児童扶養手当が受けられている方

は申請なく、一律にこの５万円と３万円は支給されます。さらに、この追加給付という

ことがございまして、こちらは児童扶養手当を受けている方で、さらに今よりも家計が

急変した方につきまして、給付されるものになっております。こちらにつきましては、

手続が必要でございます。 

Ｃ委員：すみません。お聞きしたかったことは、児童育成手当を受けている方全てがこの給付

金の対象となる方の③に該当するというわけではないというふうな理解でよろしいか

ということ。 

子育て支援課長：はい。そうです。 

Ｃ委員：だとすると、これは、必ずしも情報の収集の対象が、この給付金の対象となる方の③

の情報を、③を特定するために必要な情報として、この児童育成手当の受給者というふ

うなくくりが１対１で対応しているわけではないと思われるんですね。 

要は、例えば、もともと１，０００万円ぐらいの収入があったんだけれども、家計が

急変して、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になった場合にも支給の

対象となるので、要は、これは、③を選別するために、この児童育成手当の受給者を選

別するというふうなことが必ずしも完全に密接に関連しているかというと、そうでは

ないので。 

    ただ、これ、給付金の支給というふうなことなので、厳密に、収集する情報と、それ

から、この給付金の対象となるもともとの人々の集団というふうなものが一致してい

ることまでは必要ないかもしれないんですけれども、もしも、この給付金の対象となる

方の③のグループを選別するために何かより適切な手段がないかとかということを検

討されたのかというふうなことと、その検討で、この児童育成手当の受給者というふう

なものだけを選別して、この給付金の対象となる方の③というふうな要件を抽出する

のか。これは、最も合理的な手段であるというふうに結論づけられたのかというふうな

ところをお聞きしたいんですけれど。 

    要は、別の手段を検討した結果、やっぱり、これしかないというふうなことで、完全

に一致していないんだけれども、この児童育成手当の受給者というふうな集団を選別

することにされたのかというふうなことをちょっと確認したいと思うんですけれども。
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会 長：課長、お願いいたします。 

子育て支援課長：児童育成手当も、児童扶養手当も所得制限がございまして、児童扶養手当の

ほうにつきましては、子供の扶養人数にもよりますけれども、申請者本人ですと、２３

０万円ぐらいの収入未満の方が対象になっております。 

あと、児童育成手当につきましては、区の支援、手当になっておりまして、こちらは、

申請したご本人様が扶養人数１人いますと、４００万円以下というふうになっており

ます。なので、そちらの収入、ある程度、限定されている方で、今回、コロナの影響を

受けているであろうと思われるひとり親家庭ということなので対象とさせていただい

ています。 

Ｃ委員：要は、多分、もともと１，０００万あったんだけれども、収入が激減して、１００万

円とかになったというふうな場合は対象にはならないので、厳密には、これ、対応して

いないんだけれども、そういうのを選別することはできない。いろいろ検討した結果、

児童育成手当の受給者という集団を選別する以外は、この給付金の対象になる方の③

というものを、これ以上に厳密に選別するということは、制度上、難しいというふうな

ことをおっしゃりたいというふうなことでよろしいんですかね。 

会 長：課長からお願いします。 

子育て支援課長：区が保有していますひとり親家庭の情報がこちらの２つの情報になります

ということと。 

両者とも所得制限がありまして、一定の所得以下の方たちを対象としたものという

ことで、今回、コロナの影響を受けているということが想定されるということで出させ

ていただいている。 

あと、所得が１，０００万円以上、昨年度あったけれども、今年度、所得が児童扶養

手当の水準まで下がったという場合につきましても、この給付のほうは対象になりま

すので、その場合については、③の対象の方になります。そちらの方は、過去は、児童

扶養手当を受給していなくて、収入が高いんだけれども、今回落ちたという、収入が落

ちてしまったということであれば、児童扶養手当の認定基準に基づいて、支給させてい

ただくということになっております。 

会 長：Ｄ委員、お願いします。 

Ｄ委員：大体、実は、そこのところが一番難しいと思って。支給のときにも、私、国の補正予

算が出て、議会で区が支払うことになって、実際上、こういう制度だというふうになっ

たときに児童扶養手当を受けているとか、そういう形の人たちは分かりやすい。ただ、

児童扶養手当の基準というのは、結構、所得制限以外にもいろいろあって、何というん

ですか、援助を受けていない方とか、そういうこともいろいろあって、実際には受けて

いない方もいらっしゃるというか、ひとり親ということでも受けていないという方も

いらっしゃる。 

    今回の、この基本給付の対象となる③の部分なのです。そうすると、例えば、児童扶

養手当の条件である、よく聞き取りをして、現況届でいろいろやったりする、そういう

条件は一切ないと、こういうことでよろしいんでしょうか。 
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会 長：課長、お願いします。 

子育て支援課長：はい。そのとおりでございます。特に資格要件はございませんで、収入の面

で、児童扶養手当と同水準になったということと、あと、ひとり親であるということは

条件になります。 

会 長：Ｄ委員。 

Ｄ委員：例えば、三代で住んでいる場合なんかもあると思うんですね。つまり、世帯として、

おばあちゃんがいて、娘がいて、その子供がいて、そういう世帯で、一般的にはひとり

親といいますよね。そういう場合も対象になる。考え方としては、どこでひとり親とい

うふうに考えるのか。保護する人と１８歳未満の子供、こういうようなイメージなんで

しょうか。 

会 長：課長。 

子育て支援課長：児童扶養手当の認定基準に合わせた形になりますので、世帯がひとり親家庭

ということになります。同居の親族がいらっしゃいますと、ひとり親という扱いになら

ないということになっております。 

会 長：Ｄ委員。 

Ｄ委員：それは、いわゆる住民票で確認をすると。現実に、住民票上は、おばあちゃん一人世

帯で、一人で、そして、住民票で親子という、そういう世帯でも大丈夫だと。これの対

象にはなるということでよろしいんですね。 

会 長：はい、課長。 

子育て支援課長：はい。児童扶養手当のときには厳しい審査基準がございますけれども、今回

は家計急変に対応するということになっておりますので、分かる範囲で、ひとり親とい

うことは確認させていただいて、支給できることになっております。 

会 長：Ｄ委員。 

Ｄ委員：それこそ、もう、そういう意味では、住民票では、ある意味、ひとり親というのが、

ある程度、もしかすると、今の話ですと、リストアップもできるんではないかなという

ふうに思うんですけれど。それ全てやるというふうになると、かなりの数になってしま

うということですかね。だから、問題は、本来、対象となる人が現実には区としては情

報がないわけですね。特に、今年の収入が増えたか減ったかなんていうのは、本人の申

告がなければ分からないので、そういう部分があるときに、ある程度、そこに対象とな

りそうな人に取りあえずお知らせをしたいということで、今回の児童育成手当のとこ

ろには、まずはお知らせをしましょうというふうになっているんですけれど。今みたい

なお話ですと、本当は住民票上、こういうふうになっていますが、あなた、可能性あり

ますよというお知らせというのは、できるのかなと。個別に抽出してやると、相当、数

になってしまうからやらないということなんですけれど、そこのところを、今回につい

て、別に反対をするものではありませんが、今後の参考として聞いておきたいんですけ

れども、どのぐらいいらっしゃるんでしょうかね、そういう住民票上の。 

会 長：課長のほうからお願いします。 

子育て支援課長：住民票からの抽出はかなり難しくなっておりまして、抽出にかなり煩雑なお
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時間がかかってしまうということと、ちょっとスピード感を持って、今回、支給させて

いただくということがありましたので、対象を把握させていただいている家庭に送ら

せていただくのと、ホームページなどで公表させていただいて、対象者の方には申し込

んでいただくということを取らさせていただきました。 

会 長：Ｄ委員。 

Ｄ委員：そういう意味で、せっかくひとり親世帯と言われる、そういう特に困難だと思われる

人たちにやるんですけれど、せっかく、追加してできるよという部分が、やはり広報と

か、もう少しいろいろ考えないと必要な人のところに情報が届かない心配があるなと

いうふうには思います。 

    それから、もう一つお伺いしたいのは、２番目の東京都の制度ですが、この制度を見

る限り、ごめんなさい、制度から聞いてしまって悪いんですけれど、カタログの送付な

んですけれど、これは、イメージとして世帯に一つ、１冊のカタログと。例えば、子供

が２人いても、３人いても１冊で、もらえるものは一つ、同じなんでしょうか。 

会 長：課長からお願いします。 

子育て支援課長：はい。世帯に一つというふうになっております。 

会 長：Ｄ委員。 

Ｄ委員：そうですか。これ、東京都の制度で、豊島区以外はもうやっているところがあって、

いろいろ自分で選べるので、もらった方は大変喜ばれてるんですけれども。本当は２人

いれば、１．５倍ぐらいのものとか、選べる範囲を増やしてもよかったのかなとはちょ

っと思います。 

    あと、３つ目の区独自については、これは、区独自でやるということなんですけれど、

国の制度と一緒にやるという話ではありました。国のというのは、一番最初の、何とい

えばいいのかな、資料１の、この制度の支給のときに一緒にやるということなんですけ

れど、支給の範囲は全く同じではないと。こういうことになっています。 

    ただ、取りあえず、現実的には、この制度、５万円、区独自に出すということは一歩

前進だと思うんですけれども。目的外利用する時期及び期間というところで、現実に

は、もう７月までに申請した人には、自動的に事実上振り込むことになって、それを振

り込んでしまったら、もう情報としては目的外利用が終わってしまうかのように考え

るんです。けれども、この目的外利用する期間が来年の３月までというのはどうしてで

しょうか。 

会 長：課長。 

子育て支援課長：区の給付につきましては、支給の時期なんですけれども、先ほど、おっしゃ

いましたとおり、国と同時に支給させていただきます。国のほうの①番の児童扶養手当

を支給される方につきましては、手続を取らずに給付させていただきますので、それと

併せて、区の給付については支給させていただきます。 

    あと、７月３１日までに認定をされた方というふうに区のほうはなっているんです

けれども、できる限り遡って、離婚が成立していないですとか、あと、年金の情報が分

からないですとか、そういった形で、手続はしたんだけれども、認定がすぐに下りない
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場合がございまして、できる限り遡って、区の支援につきましてはさせていただきたい

と思っておりまして、３月までとさせていただいております。 

Ｄ委員：はい、分かりました。 

会 長：ほかにご意見、ご質問が……。 

    はい、Ｅ委員。 

Ｅ委員：先ほどのＤ委員の通知を住民票を使って、ひとり親世帯というふうに分かるところに

も通知したらということなんですけれど、個別通知で区から来たときに、実は申請して

みると対象外だったとかというところで、かなり、期待外れをさせますので、母子家庭、

母子に限らないですけれど、になられるときに、恐らく、児童扶養手当とかの所得制限

というのを結構チェックしていらっしゃるのではないか。なので、広報とか、広報の形

はどういう形が届きやすいのかというところは工夫の余地があると思うんですけれど、

この児童扶養手当の水準に、「今年、コロナ禍の収入が減って、扶養手当の方と同じ水

準になった方へ」みたいな形で、ひとり親世帯の方へという形で、広報等で呼びかける

のも適切なのではないかなというふうに思いました。 

    あと、一つ質問なんですが、類似の案件ということで、前回の答申がなされている１

号というのは、これは承認されたという、答申なんですか。ごめんなさい。 

会 長：課長のほうからお願いします。 

子育て支援課長：はい。承認していただきました。 

Ｅ委員：ありがとうございます。 

会 長：ほかにご意見がないようでしたら、議論も出尽くしたということで、この事項につき

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たいと思います。 

    挙手をお願いいたします。是とする方は、挙手をお願いいたします。 

（全 員 挙 手） 

会 長：全員挙手ということで、是とさせていただきます。 

    では、次をお願いいたします。 

区民相談課長：次は、資料４から５、諮問第１２号から１３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４をご覧ください。医療・福祉支援寄附金を活用したひとり親家庭支援事業に係

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。 

    内容でございます。児童扶養手当受給者の個人情報の提供を受け、児童扶養手当受給

者に対して、医療・福祉支援寄附金を活用した食料支援の案内及び支援を行うものでご

ざいます。 

    対象者でございます。児童扶養手当受給者、推定１，１００世帯でございます。 

    収集先は、子育て支援課でございます。 

    収集方法は、子育て支援課が保有する児童扶養手当受給者のリストの提供を受ける

ことになっております。 

    理由でございます。児童扶養手当受給者世帯に、早期かつ漏れなく支援を提供するた
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めでございます。 

    一括承認基準の該当の有無はございません。 

    過去の類似案件もございません。 

    諮問理由でございます。本事業は新規事業でございまして、一括承認基準の範囲に児

童扶養手当受給者情報が含まれないためでございます。 

    取り扱う個人情報でございます。児童扶養手当受給者情報で、氏名、住所、性別、電

話番号でございます。対象者に支援を案内・提供するためでございます。 

    児童扶養手当受給者世帯の児童情報でございます。氏名、生年月日、性別でございま

す。同じく、対象者に支援を案内・提供するためでございます。 

    目的外利用する時期及び期間につきましては、令和２年８月から業務終了までにな

っておりまして、こちらは寄附金を活用したひとり親家庭に対する支援でございまし

て、寄附金の金額によりまして、２回目、３回目が想定されるということで、期間につ

いては、ちょっと区切っておりません。 

    資料５をご覧ください。こちらは、本事業につきまして、委託契約に関わる措置でご

ざいます。医療・福祉支援寄附金を活用したひとり親家庭支援事業の委託に係る措置で

ございます。 

    業務の内容でございます。本事業は、児童扶養手当受給中の全てのひとり親家庭を対

象とした食料支援を民間団体に委託し、実施するものでございます。 

    内容でございます。医療・福祉支援寄附金を活用し、児童扶養手当受給世帯、推定約

１，１００世帯への食料支援を委託により実施いたします。 

    別紙につけさせていただいております医療・福祉支援寄附金を活用したひとり親家

庭支援事業の委託の流れのとおりとなっております。委託内容は、支援事業を希望する

者からの申込書の受領。区指定場所、または郵送による申込者への支援物資の提供。医

療・福祉支援寄附金については、別紙３、報告事項「コロナに負けるな！としま」医療・

福祉支援寄附金の募集についてのとおりでございます。 

    該当者は、児童扶養手当受給者、推定約１，１００世帯でございます。 

    委託理由でございます。新型コロナウイルス感染症拡大に伴う影響により、ひとり親

家庭は経済的に厳しい状況にあるため、早期に本事業を実施する必要がございます。既

にひとり親家庭支援の経験及びノウハウのある事業者を活用し、業務委託をすること

で、迅速かつ質の高い支援の提供が可能となるためでございます。 

    効果につきましては、経済面、精神面の負担が重いひとり親家庭の負担軽減につなが

ると考えております。 

    一括承認基準の該当の有無でございます。該当はございません。 

    過去の類似案件もございません。 

    諮問理由でございます。本事業は新規事業でございまして、一括承認基準に該当しな

いためでございます。 

    取り扱う個人情報につきましては、別表６取り扱う個人情報のとおりとなっており

ます。 
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    情報の保護につきましては、別紙１特記事項のとおりで、変更した条項別表７情報の

保護の項目のとおりでございます。 

    審議する対象範囲は、別紙２の流れの図のうち、次の範囲である。（１）の受託者が

希望者への支援提供に必要な個人情報を収集する際の取扱い。（２）受託者が収集した

個人情報を区に返還する際の取扱いでございます。 

    委託先は、ＮＰＯ法人豊島子どもＷＡＫＵＷＡＫＵネットワークでございます。 

    契約締結予定日は、本審議会承認後といたします。 

    裏面をご覧ください。６番、取り扱う個人情報の項目についてでございます。 

    事業者が収集する情報は、氏名、住所、電話番号、家族構成でございます。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協議し、甲の承

認を得たものとなっておりまして、こちらにつきましては、支援を提供するために必要

であるためでございます。 

    情報の保護の理由につきましては、取り扱う個人情報の範囲は、受託業者の処理のた

めに甲から提供される次の個人情報でございます。受託業務の処理のために収集する

次の個人情報でございます。特定される範囲の内容を明らかにして、取り扱う個人情報

のとおりとなっております。 

    第９条に持ち出しの制限をかけさせていただいております。業務処理上、必要である

と認められるため、ただし書の規定を設けて、持ち出しを禁止から制限としておりま

す。 

    個人情報の特記事項につきまして、資料を別紙でつけさせていただいております。 

    別紙２をご覧ください。こちらの事業の委託の流れでございます。子育て支援課のほ

うで対象者を抽出しまして、委託業務契約をしたＮＰＯ法人から案内を送付させてい

ただきます。希望者が申込書を郵送していただきまして、その結果を子育て支援課に報

告していただきます。受託業者からは申込みがあった方に、区の指定場所、または郵送

による支援を提供させていただくことになっております。業務が終わったときには、個

人情報を変換していただくという流れになっております。 

    以上でございます。 

会 長：今のご説明につきまして、何かご意見、ご質問はありますか。 

    Ｄ委員、お願いします。 

Ｄ委員：まず、委託のほうから聞きたいんですけれども、情報提供の形というか、方法ですけ

れども、ぱっと見てですけれど、データでお渡しする形になるのか。名簿みたいなもの

になるのか。それから、お知らせも委託をするような話になっているので、そうすると、

それは住所、名前とか、そういう扱いについては、どういうふうになるのかということ

についての、すみませんが、書いてあるかもしれませんが、お願いできますか。 

会 長：課長。 

子育て支援課長：対象者の抽出は区がいたしまして、案内につきましては、区から発送させて

いただきます。受け取ったひとり親家庭の方からＮＰＯ法人のほうに申込みをしてい

ただくということになっておりまして、申し込んだ方の情報だけがＮＰＯ法人に行く
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というふうになっております。 

Ｄ委員：分かりました。そうしますと、お申込みを受けて、自分たちで受付名簿を作り、お渡

しをするとか、あるいは渡すにしても日時を指定して、どこでやるとか、そういう案内

をやると。考え方としては、本人から情報を収集する形になるということですね。 

    でも、それも、一応、パソコンを使っていいことになっているんですかね。個人情報

の管理についてですけれども、パソコンを使って、そして、データは、会社ではない、

法人ですね。法人のパソコンでやって、そして、返してもらうときは、向こうにはデー

タが残らないという形で返してもらうのですか。 

会 長：課長からお願いします。 

子育て支援課長：この事業以外には使わないというお約束をさせていただいておりまして、デ

ータも返還していただくことになっているんですけれども、こちらのＮＰＯ法人が既

存でやっている相談事業がございまして、そちらにつながった場合には、そちらの事業

で使っていただくということになっております。 

Ｄ委員：分かりました。

    この法人自体は、豊島区でずっと活動して、本当に地道な活動も含めてやられてきて

いるので、安心はしておりますし、今回のこういう事業をやる中で、つながりをつけら

れればいいかなというふうには思います。

    あとは、問題は、こういう事業をやったときに何の返事も来ないとか、なかなかつな

がれないというそういう人たちということなんですけれど、それは、今後、豊島区とし

ても何か対応策は考えていくということでしょうか。

会 長：課長からお願いします。

子育て支援課長：１，１００世帯にご案内を送らせていただいて、どの程度お申込みがあるか

というのは未知数でございまして、まずは、結果報告を頂くことになっております。そ

れで、できる限り、ご案内を再度させていただいて、支援につながればと考えているん

ですけれども、また、その状況を鑑みまして、対応につきましては考えていきたいと考

えております。

会 長：Ｄ委員。

Ｄ委員：分かりました。この事業自体はいろんな支援の一つとして、重要だと思いますけれど、

やはり、まだ児童扶養手当受給者というと、かなり、先ほどの議論でもありましたよう

に様々な限定があります。また、さらに、何というのかな、少し狭いかなという、事業

自体については、もう少し広げてもいいんではないかなと思ったりもしますが、基本的

には目的外利用についても、委託についても、賛成はいたします。

会 長：Ｃ委員。

Ｃ委員：１点だけ質問がございまして、この取り扱う個人情報の項目の家族構成ですけれど

も、家族というふうにいうと、いろいろな定義があって、法的にも厳密に定義されてい

るわけではないので、ここで収集する家族構成はどういうふうなものなのか。ここで定

義していただければと思うんですけれども。

会 長：はい、課長。
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子育て支援課長：こちらの家族情報につきましては、ひとり親であるということを確認取ると

いうことと、あと、申し込んでいただいたときに、支援につながりやすいようにという

ことで、家族の状況を確認させていただいております。お子さんの数ですね。親御さん

の名前で申し込まれてきましたときに、お子さんが何人いらっしゃるとか、そういった

情報で、こちらのＮＰＯ法人の本来業務の相談事業につながれるか、つながれないかと

いうところも確認できるということで、家族状況について、確認させていただくことに

なっております。

Ｃ委員：それは、子供の数が出ましたけれど、それだけという。

家族の意味ですけれども。今、例として挙げられましたけれども、厳密にいうと、別の

情報もあるという。すみません。    

会 長：課長からお願いします。

子育て支援課長：基本的に児童扶養手当を受けられているひとり親家庭ですので、親御さん１

人に対して、お子さんが何人かという情報だけになります。

Ｃ委員：分かりました。ありがとうございます。

会 長：Ｅ委員からお願いします。

Ｅ委員：すみません。質問なんですが、その諮問資料４のほうで、児童扶養手当の受給者情報、

取り扱う個人情報で電話番号があるんですけれども、これは、区から最初の通知を、案

内を送るときに何か届かなかったら電話をかけるとか、そういうための目的なんでし

ょうか。それとも、一まとまりで、これが受給者の個人情報というふうに、一緒になっ

ているのでということなんでしょうか。

会 長：課長、どうぞ。

子育て支援課長：おっしゃるとおりで、届かない場合も想定されておりまして、戻ってきたと

きに、一度ご連絡させていただきたいと存じております。

Ｅ委員：分かりました。ありがとうございます。

会 長：この辺で、決を採りたいと思いますが、こ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）

会 長：全員挙手されたので、これは是とするということで、この諮問を終わらせていただき

ます。

    では、次をお願いいたします。

区民相談課長：それでは、次の資料６から７、諮問第１４号から１５号について、３課１所を

代表して、健康担当部長よりご説明申し上げます。

健康担当部長：健康担当部長の樫原でございます。よろしくお願いします。

    それでは、資料のご説明をさせていただきたいと思います。

    資料ですね。まず、本区におけるＭＣＳの活用についてという資料をお取り出しいた

だきたいと存じます。

    まず、こちらのほうで、本区におけるＭＣＳについて、概要を説明させていただきた
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いと思います。その後に、諮問事項の説明の資料を説明させていただきたいと思いま

す。

    まず、本区におけるＭＣＳの活用についてということで、まず、ＭＣＳとはというこ

とは、メディカルケアステーションという、いわゆる、パソコンとか、スマホのアプリ

でございます。これは、患者とその医療介護に関わる方々を連携する、完全非公開のＳ

ＮＳと考えていただければ結構でございます。ＬＩＮＥというのを多分お使いになっ

た方がいらっしゃると思いますけれども、イメージとしては、いわゆるＬＩＮＥとほぼ

酷似してございます。完全非公開型の医療介護専用のＳＮＳということでございます。

    主な活用方法としては、医療・介護関係者限定のタイムラインと、それから、患者・

家族参加のタイムラインの２つのタイムライン、プラス掲示板の機能がございます。医

療・介護関係者限定のタイムラインにつきましては、患者を取り巻く医療・介護関係者

が参加をして、医療や介護に関する必要な情報のやり取りするということでございま

す。いわゆるメールで一つ一つのやり取りをするということではなくて、一つの情報提

供によって、全員が見られると、共有ができるということでございます。掲示板機能に

つきましては、参加をしている医療・介護関係者が、これは患者と関係ない情報と書い

てありますけれども、いわゆる会議開催だとか、研修会の開催だとかという、個人情報

に関わらない部分の掲示板のやり取りのために個人情報を取り扱わない情報共有の場

としても使えるというのがございます。

    ２番目、区内の医療事業者・介護事業者におけるＭＣＳの運用状況ということで、運

用開始自体は、平成２５年６月でございます。これは区が運用ということではなくて、

医師会が運用を始めた年度ということになります。

    利用の状況につきましては、ユーザーの総数、医療・介護事業者のその関係者でござ

いますけれど、１，３１２人と。それに対して、患者のタイムライン数２，０７３人。

２，０７３人分のタイムラインが設定をされているということで、いわゆる患者さんが

２，０７３人、対象者としていて、その患者さんごとにタイムラインがそれぞれグルー

プとして設定をされているという状況でございます。

    参加の職種としましては、こちらに記載のとおり、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、

ケアマネだとか、その他いろいろここに書いてございますけれども、記載のとおりでご

ざいます。医師約１３２人と書いてございますので、実際に、患者さんが２，０７３人、

１人当たりのお医者さんが１５．７人ほどの患者さんを抱えているような、平均の数値

になるということでございます。

    （４）番、ＭＣＳへの事業所の参加ということで、現在は、豊島区医師会が事務局と

なってございまして、参加事業所、それから事業所の利用者、その他、従業員でござい

ますけれども、その管埋を行っていると。つまり、区が行っているんではなくて、豊島

区医師会が行っているということでございます。参加を希望する事業所は、医師会が定

めた個人情報の保護のための協定書に係る規定を遵守する旨を記載した個人情報保護

のための協定書及び利用登録依頼書に、事業所名、責任者、それから利用者の氏名等を

記載し、医師会事務局に提出するとともに、事業所自体も利用者全員に業務情報保持に



審 議 経 過
№20 

関する誓約書を取りまして、それを各事業所で保管をするというような形で運用を行

っているところでございます。

    裏面をご覧いただきたいと思います。ＭＣＳのイメージがこの図のとおりでござい

まして、書かれてございます。こちらをご覧いただいてということになりますが、（５）

のほうのＭＣＳの導入の手続というところでございますけれども、これは、アプリでご

ざいますので、自分の持っている端末、パソコン、もしくはタブレットだとかスマホに、

アプリをダウンロードするところから始まるわけでございます。ＭＣＳの登録という

のは、各事業所、それから、個人単位でもできます。区が登録する場合は、区がパソコ

ンのインターネットに画面から登録をすると。それから、ＭＣＳを、サービスを利用す

る場合については、例えば、事業所が、介護事業所がパソコンはないんですけれどとい

う場合については、医師会のほうから、これは後に説明させていただきますが、医師会

のほうから専用タブレットを端末を貸与しまして、そちらのほうで利用するというよ

うな形になってございます。

    ３ページ目をご覧いただきたいと存じます。ＭＣＳの具体的な利用ということでご

ざいますけれども、担当する医師会所属の主治医、在宅の患者さんの主治医がこの豊島

区の医師会多職種連携ネットワーク利用における個人情報使用同意書によって、その

患者から同意を取るということで、まず取ります。これは書面でございます。主治医が

患者用のタイムラインを主催者として、管理者として作成をいたします。主治医がその

必要に応じて、その患者が利用する医療介護サービスに関する様々な職種の関係者に

タイムラインへ参加を呼びかけると。要するに、招待するわけですね、ＬＩＮＥと同じ

で。それに応じて、その患者さんに関わる医療・介護の関係者がそのタイムラインに入

ってくるということになります。そうすると、その患者さんのタイムラインの中でのや

り取り、いわゆるクローズドの中のＳＮＳで、情報の交換が瞬時に同時にできるという

ことになってございます。

    ４ページでございます。これはイメージ図でございまして、ぐるっと患者さんを取り

巻いて、こういった形の情報共有が一括してできるという利点があるということでご

ざいます。この中に、今までは、区、それから地域包括が入っていなかったということ

でございます。いわゆる従来あります区が整備をして、そこで外部に接続するというの

ではなくて、もう既に医師会のほうが整備をしているネットワークの中に区が参加を

させていただくというのが、今回の趣旨でございます。

    ５ページ目をご覧いただきたいと存じます。こちらのほうは、実際に、区が参加した

場合の利用する各課の課名、組織名と活用する業務でございます。高齢者福祉課、それ

から、池袋保健所の健康推進課、長崎保健相談所、それから、高齢者総合相談センター

というところで活動を予定してございまして、業務については、こちらの記載のとおり

でございます。

    活用による効果につきましては、ここに記載をされているとおりでございます。一

番、そうですね、今、既に説明をしてしまいましたが、（２）番目の患者に関わる医療・

介護スタッフの連携が容易になると。それから、瞬時に、同時に情報が伝わるとか、あ
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と、それから、（３）番目、例えば、これは、クローズドのＳＮＳでございますので、

仮に、誤送信があったとしても、従来型のＦＡＸだとかメールみたいに、どこに行った

か分からないということはないわけで、基本的には、クローズドの中だけでやり取りが

できるということになってございます。それから、災害時なんかも、ＬＩＮＥと同じで、

瞬時に安否が確認できると、情報が共有できるということになりますので、災害時にも

大きな期待を寄せているところでございます。

    最後のページをご覧いただきたいと存じます。安全性についてということでござい

ます。

このＭＣＳ、先ほどからご説明させていただいているとおり、完全非公開型でござい

ます。一般には公開してございませんので、なおかつ、患者に関わるタイムラインにつ

きましては、主治医が管理者となって、招待をしないと、そこから情報が発信できない、

見られないということになってございますので、二重に、そこで、なかなか情報にはア

クセスできないことになってございます。

    最終的には、豊島区医師会の医師会長が管理統括者になってございますけれども、各

主治医が基本的にはタイムラインの管理者として登録をして、招待をして、タイムライ

ンを作成して、管理をしていくということになってございます。

    それから、（２）番目のパスワードと自動ログアウト。これは当たり前でございます。

けれども、あと、３番目の３省の３ガイドラインに準拠したというのも、これもよくあ

る話でございますが、４番目も、いわゆる端末に何かが残っているというんではなく

て、クラウド上で暗号化をされて残っていて、なおかつ、データベース化されていると

いうことでございますので、端末に何かあったとしても、必ずしもそこから何か引き出

すということではございませんので、その辺の安全性もセキュリティとしては万全に

なっているということでございます。

    （５）番につきましては、先ほど、説明させていただいたとおりでございますので、

これにつきましては、書面を取り交わしてということで、事業所間と医師会のほうで

は、こういった形で運用しているというところでございます。

    それで、すみません。説明が長くなりましたが、諮問資料のほうのご説明をさせてい

ただきたいと存じます。

    資料６をお取り出しいただきたいと存じます。諮問資料電算処理というところでご

ざいます。件名、在宅医療・介護連携のための完全非公開型ＳＮＳの導入のための電算

処理というところでございます。

    内容につきましては、先ほどお話をさせていただいたとおり、医師会が進めてござい

ます完全非公開型の医療介護専用ＳＮＳ「ＭＣＳ」を用いたネットワーク事業に、区及

び高齢者総合相談センターも参画をいたしまして、地域の医療関係者と介護関係者の

連携の調整並びに地域の医療機関・介護事業者相互の連絡調整を行うために電算処理

を行うものでございます。ＭＣＳを活用することで、新たな電算処理により取り扱う個

人情報の諮問をするところでございます。

    高齢者相談事業、それから、難病事業については、既に電算処理ついては、諮問済み
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な部分でございますので、若干、事業によって、項目が異なってくるというところでは

ございます。

    対象者でございますが、区、または高齢者総合相談センター職員に相談した在宅で医

療を受け、療養する区民のうち、ＭＣＳの活用について、豊島区医師会に対して書面で

同意をした方。

    それから、理由につきましては、本区で、豊島区医師会が主体となってＭＣＳの導入

を進めておりまして、医療介護の連携の手段として活用されていると。既に区内医療介

護従事者の１，３００名以上が利用してございまして、患者の医療状況や介護的なケア

状況を共有しております。そこに区及び高齢者総合相談センターも参画をしまして、患

者の状況をこれまで以上に的確に把握して、より高い支援の調整、それからケアプラン

の提供など行っていきたいと。区民生活の質の向上、在宅医療の推進に寄与していきた

いというふうに考えているところでございます。

    一括承認基準の該当につきましては、類型はございません。

    過去の類型案件につきましても、該当はございません。

    諮問理由につきましては、本事業が、こちらの認知症初期集中支援事業については、

新たな保有個人情報の電算処理であるためと、それから、高齢者総合相談、難病事業に

つきましては、既に電算処理をしている保有個人情報の項目を追加するためというと

ころでございます。

    取り扱う個人情報は、別紙のとおりでございますけれども、理由につきましては、医

療・介護事業と区や高齢者総合相談センターが情報共有することによって、在宅療養を

受ける患者がよりよい医療・介護が受けられるためということで、項目につきまして

は、裏面でございまして、別表についてございます。基本情報は１から６、それから医

療介護情報として、７から１８までございますが、そのうち、高齢者総合相談、難病事

業につきましては、既に、１５まで電算処理で諮問させていただいて、ご了承いただい

てございますので、１６、１７、１８だけが追加となるというところでございます。

    １枚目にお戻りいただきまして、７番目、電算処理する時期及び期間につきまして

は、本審議会承認後というところで考えているところでございます。

    今度は、資料７をお取り出しいただきたいと存じます。電子計算機の結合でございま

す。

件名につきましては、在宅医療・介護連携のための完全非公開型ＳＮＳの導入のため

の電子計算機の結合というところでございます。

    内容につきましては、先ほどとほぼ同じでございます。少し割愛をさせていただきま

す。内容につきましては、ほぼ一緒でございますけれども、医療介護の相互の連携調整

のために行う電子計算機の結合を行うためということでございますが、２番目につき

ましては、先ほどと同じでございます。

    ３番目につきましては、相手先ということで、ＭＣＳの参加事業者ということになり

まして、ＭＣＳの参加を希望し、豊島区医師会が定めた個人情報保護のための協定書を

遵守する旨の署名をし、豊島区医師会が承認した医療・介護関係者。ここと、要するに、
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電子計算機の結合といいますか、グループを一緒に組むようになるわけでございます

ので、そこに区が参加をするということでございます。

    患者タイムラインへの参加ということで、医師会所属のかかりつけ医師が業務の必

要性から招待をして、それに応じた医療・介護関係者、プラス、ここに必要に応じて、

区のほうが参加をさせていただくというところでございます。

    結合方法につきましては、区職員の場合は、区の所有の端末から。高齢者総合相談セ

ンターの職員につきましては、区のいわゆるＬＡＮパソコンはございませんので、ＭＣ

Ｓ専用の端末から結合するというところでございます。

    理由につきましては、これも先ほどと同じでございますので、ちょっと割愛させてい

ただきたいと存じます。

    ３番目、こちらのほうについては該当なし。

    ４番目、過去の類型事案についても該当なしと。

    諮問の理由につきましては、本事業は、保有個人情報の電算処理をするために、区の

機関以外のものと電子計算機の結合をするためということでございます。

    ６番、取り扱う個人情報。これも、先ほどとほぼ、ほぼではなくて、全く同じでござ

いますが、裏面にその内容、１から１８までということで記載をしてございます。

    ７番目、電子計算機の結合に関する時期及び期間につきましては、先ほどと同じで、

本審議会承認後というふうに考えてございます。

   すみません、長くなりましたが、説明は以上でございます。

会 長：今のご説明につきまして、何かご意見、ご質問はありますか。

    はい、Ｄ委員。

Ｄ委員：今回は、このいわゆる閉鎖型のＳＮＳに区が参加をするということなんですけれど、

今までは必要なことがあったのか。今まではどうやってやっていたのか、改めて、教え

てもらえればと思います。

会 長：事務局、お願いします。

高齢者福祉課長：今まではこういったものを使用しておりませんので、患者さんの相談を区が

受け、また、高齢者総合相談センターが受けたときに、主治医の先生からお話を電話だ

ったり、時にはメールだったり、ＦＡＸだったりということで、個々にお聞きして、そ

の情報を収集していたということでございます。

会 長：はい、Ｄ委員。

Ｄ委員：そうすると、ここに参加することによって、一つは、主治医の先生との、もちろん、

招待がなければ、区も入れないということですから、それが、一つの許可みたいな形で、

そして、そういう意味では、主治医の先生以外のいろんな情報も見られるということに

なるんでしょうか。

会 長：部長、お願いします。

健康担当部長：これまでも、主治医の先生からお話をお伺いしながら、関係者と、また、これ

も個別にやり取りをして、その患者さんのための情報を収集していたところでござい

ます。今回入ることによって、主治医の先生から招待を頂くと、これまでの経過も含め
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て、やり取りが確認できますので、その都度その都度、先方に確認していたことを、先

方の手間もある程度省いて、こちらも的確な経緯等も踏まえて対応ができるという利

点がございます。

会 長：Ｄ委員。

Ｄ委員：そうすると、今も入っている事業所さんとか、お医者さんとかも、個人だったり、法

人であったり、いろいろすると思うのですね。区とか、高齢者総合相談センターという

のは、ある意味、団体というか、個人ではないではないですか。それが参加するという、

その参加のやり方は、どのような資格というか、情報共有ができるようになるのかとい

うことを教えてほしいんですね。変な話、いろんな、例えば、区の情報にアクセスする

ときは、大体、アクセスのログを取ったり、いろいろしながら誰がここに触ったか、得

たかというのは分かるような形になっているではないですか。だけれど、組織だと、い

ろんな人が入ったり、いろんな形でやることになると思うんですけれど、その関係はど

んなふうになるんでしょうか。

会 長：はい、事務局。

健康担当部長：このＭＣＳの登録につきましては、いわゆるアドレスで登録をしますので、個

人アドレスでもできますし、事業所のアドレスでも、どちらでもできるんですね。区の

ほうも同様でございます。組織のアドレスでも登録できますし、個人でもできます。た

だ、それにつきましては、個人情報ということもございますので、どういった形で、そ

の課が関わるかによって、個人でいわゆる職種も限定して、アクセスするようにしよう

という取決めをして、それでアクセスをする場合については個人、そうではない場合に

ついては組織的な登録をして、そこで共有をするということが可能かなというふうに

考えてございます。

高齢者福祉課長：すみません。補足で。

会 長：はい。お願いします。

高齢者福祉課長：今現在ですけれども、高齢者総合相談センターですとか、あと、私ども高齢

者福祉でのケース対応につきましては、必ず情報共有をしまして、誰が受けても対応で

きるような仕組みを構築しております。そういった観点から、高齢者総合相談センター

の申込みは、個人というよりは、事業所単位での申込みを考えております。毎日、日々

のケースの情報共有をしていますから、誰がいつ、どんな問合せが来ても、個人ですと、

その個人がいないとシステムに入れないというところがありますので、そういったこ

とをなくすために団体で、事業所でというふうに考えてございます。

Ｄ委員：分かりました。

    以上です。

会 長：ほかにご意見等がございましたら。

Ｆ委員：いいですか。

会 長：Ｆさんでいいですか。

Ｆ委員：行政のほうも加わるということで、行政のいろいろな機関の中、高齢者福祉課の中に

は、どういうふうな業務が具体的にはありますか。
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会 長：はい、課長から。

高齢者福祉課長：高齢者福祉課の業務はかなり多岐にわたっているんですが、このＭＣＳに関

連するところで申し上げます。高齢者の総合相談、高齢者の相談を受けるということ

で、介護のことだったり、例えばご自身の体のことだったり、家族の方が親御さんの認

知のことだったり、いろんなことがあると思っていますが、そういった総合相談を受け

るというのが、まず一番大きなところでございます。その総合相談を受けながら個々に

対応が必要なものはケース対応していくということでございます。

    例えば、こちらのお願いする業務の中で認知症の初期集中支援ということもあるん

ですけれども、こういった、もしかして認知症ではないかと疑われるようなところをこ

ちらで相談を受けて、専門家を交えたチームをつくって、そのご家庭に訪問して、それ

で対応すると。そして必要な支援につなげる、そういうような仕事をしております。そ

の仕事をする中で、個々具体的な支援が必要になった場合に、このＭＣＳを活用して、

主治医の先生から情報を得たり、例えば、介護サービスを使っていればケアマネさんの

情報をやり取りしたり、そういうような形で使っております。このほかにも高齢者の虐

待対応ですとか、あとは一般的なもので介護予防とか、様々な事業を展開しておりま

す。 

    今、申し上げたのも一例なんですけれども、こういった、多岐にわたって高齢者福祉

の増進に資する事業を展開しているというところでございます。

会 長：ほかにないようでしたら。 

    Ｅ委員、お願いします。 

Ｅ委員：私は成年後見人とか、区のほうで、豊島区の中でもやらせていただいて、高齢者福祉

課の方が主治医の方にアクセスする大変さとかも思うので、コロナのこともあって集

まりにくいということもありますし、こういうツイッターのタイムラインみたいな形

で共有できると、とても便利だろうなと思うのです。 

けれども、１点目は、認知症の方が患者であって、家族がいないとかだと、最初の同

意のところが取れないので、なかなかシステムに参加するには、まず最初には参加でき

ないということになるんでしょうねという点の確認と。 

もう一点、すみません。形式的なことで、別表の資料米印の３つ目のところは１６か

ら１８については電算処理、これからする項目を追加するということで新しく追加さ

れるということですよね。１８のその他というところは、具体的にどのようなものかと

いうのは把握されているのでしょうか。例えば、患者のほうはこういう形で同意して参

加しているということになるんでしょうか。家族の情報とか、いろんなことがあると思

うんですけれども。 

会 長：では、事務局。お願いいたします。 

高齢者福祉担当係長：高齢者福祉課介護予防認知症対策グループの岡﨑と申します。 

    こちらは、例えば認知症初期集中支援チームでしたら、チームの方が訪問したときに

ご自宅の状況等がかなり悲惨な状況になっている場合がございます。その状況の写真

を撮って、今現状、このようになっていて、早急な対応が必要だというような情報をチ
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ームで瞬時に連携させていただいて、緊急入院などの対応にさせていただくなども挙

げられるかと思います。 

会 長：はい。 

高齢者福祉課長：最初のご質問なんですが、認知症になられた方で、ご本人の同意が取れない

方ということで、やはり、ご本人同意が前提ですので、そういった形では、今までのと

おりの支援の仕方を継続していきたいと思います。大体、認知症初期集中支援の部分に

ついては、ご家庭の方が心配になって申し込んでこられるというところで、まさに初期

の段階ですので、そこで同意を取っていくというところではございますが、ご本人同意

があくまでも出るということでございます。 

Ｅ委員：ありがとうございます。 

会 長：Ｃ委員、お願いします。 

Ｃ委員：すみません。気になったんですけれど、その同意の点に関して、本人同意が最初はあ

るというふうなことなんですけれど、途中で同意する能力などが、認知症が悪化して失

われていったようなときは、これは、基本的な実務上のやり方としては、家族の同意が

継続している場合には、利用を継続するというふうな取扱いなんですか。要は本人が同

意を続けているのかどうかが途中で分からなくなってしまうというふうなことがあり

ますよね。もう同意する能力というふうなものが失われてしまっている場合、そういう

場合は家族が同意していれば同意は継続しているであろうというふうな取扱いをして

いるというふうなことなんでしょうか。 

会 長：課長、お願いします。 

高齢者福祉課長：まさに難しいご質問のところなんですけれども、こういった、最初のタイミ

ングですが、まず、ご本人同意してから、その中で支援が始まっていて、大体、そのま

ま途中で何らかの関係性が悪くなって、やっぱりやめたというふうに意思表示されな

い限り、ずっと継続していっているというような状況があります。 

    ご本人の意思決定ができないようなことになりますと、また次の段階で、後見人の話

ですとか、そういった話にシフトしていくのかなというふうになっております。 

    また、ご家族の方からこの支援を継続してほしいと、それ以外のことを言われたら、

また、そこは考えていかなくてはいけないのかなと思うんですが、基本的には最初の同

意を基に、その人のために支援していく内容ですので、そのまま継続するというケース

が多いというような状況でございます。 

Ｃ委員：分かりました。ありがとうございます。 

会 長：それでは、Ｇ委員。 

Ｇ委員：ここのところ、やっぱり一人暮らしでの認知症というのが、かなり多くなってきてい

る部分もうかがえるんですけれども、そういったところというのは、今までと同じよう

な感じで対応していくという。これだと、一人暮らしの認知症の場合は、どうしても患

者との対応ができなくなってくる。主治医が分からないというときにはどういうふう

な対応をしていくのかなということがあるんですけれども。僕も、そういうのが一時期

受けたことがあるんですけれども、結びつけることがなかなかできなかったんですね、
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医者のほうに。これは、あくまでもお医者さんが中心でやっていることだと思うんです

けれども、区のほうがそこに入り込んでいって、そういうふうな相談もしていくという

ふうな形にしていくのかなとは思うんですけれども、その辺のところはどうなんです

かね。 

会 長：課長。 

高齢者福祉課長：お一人暮らしの方が、今のお話ですと、支援に結びつく前の段階というふう

に受け止めたんですが、ご近所の方ですとか、民生委員、児童委員さんがご心配なさっ

てお声かけても、なかなか区につながらないということも、かなり悩ましい問題として

あります。そちらにつきましては、あらゆる方策を取りながら、何とかこちらの区の支

援のほうに結びつくように、様々なアプローチをして、絶えず努力をしているところな

んですが、ご本人があくまでもシャットアウトすると、外とは関わりたくないんだとい

うところが少なからずあるというのも現状なんですけれども、そこも大きな課題です

ので、支援の体制、輪を強化しながらしっかりと努めていきたいと思っております。そ

こは一番悩ましいところでございます。 

Ｇ委員：ありがとうございます。 

会 長：それでは、この辺で決を採りたいと思います。 

    本諮問につきまして、これを是とする方は、挙手をお願いいたします。 

（挙 手 全 員） 

会 長：全員挙手ということを確認させていただきましたので、是ということで、この諮問は

終わらせていただきます。 

    それでは、次の項目に移っていきたいと思います。 

区民相談課長：それでは、次の資料８から１０、諮問第１６号から１８号について、特別定額

給付金担当課長心得よりご説明申し上げます。 

会 長：よろしくお願いいたします。 

特別定額給付金担当課長心得：では、諮問第１６号から１８号にかけて説明をさせていただき

ます。 

会 長：着席して、ご説明いただければ結構です。 

特別定額給付金担当課長心得：ありがとうございます。失礼させていただきます。 

    まず、この特別定額給付金事業でございますが、５月１日に新しい課が設置されまし

て、そのときにも個人情報保護審にかけさせていただきました。そのときは、この事業

に関しましては、システムの構築であるとか、または申請者データの管理、申請書の出

力、封入、発送とか、またはその審査を業務委託するという必要がございましたので、

業務委託、または目的外利用の件で審議をさせていただきました。 

    今回の諮問に関しましては、未申請者の方への対応というところで、同じく他課、ま

たは他機関との情報の共有をしながら取り組んでいきたいと思っている次第でござい

まして、目的外利用、電算処理、または業務委託に関しまして、審議をお願いしたいと

思っているところでございます。 

    まず、資料の１ページ目をご覧ください。特別定額給付金事業の概要でございます。
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前回にも配付させていただきました資料を活用させていただいておりますので、項番

の１、２、３は省略をさせていただきます。 

    項番の４をご覧ください。現在の給付状況でございますが、支給対象者としまして

は、令和２年７月１７日現在、世帯数でいいますと、約１８万９００世帯ございます。

    項番の５、申請・受給状況でございますが、同じく令和２年７月１７日時点で、受給

済世帯は約８８．９％、その上の申請世帯数でいいますと、９３．１％まで、今、進捗

状況がございます。上の世帯数と申請世帯数の差ですね。未申請世帯数が約１万２，４

００世帯ございます。この事業に関しましては、申請期限というのが設けられておりま

して、豊島区におきましては、８月３１日までの申請が期限となっているところでござ

います。 

    したがいまして、それまでの間に、この未申請の方へのアプローチをしていきまし

て、なるべく多くの方に給付金を届けていきたいという趣旨で、今、取り組んでいると

ころでございますが、その中で、他課、または他機関との情報のやり取りが生じてしま

いますので、今回上げさせていただいた次第でございます。 

    それでは、資料の８、３ページ目をご覧ください。諮問資料目的外利用でございます。

    項番１、件名、特別定額給付金の未申請者に対する申請勧奨業務に必要な個人情報の

目的外利用でございます。 

    項番２、業務の概要でございます。 

    １、内容、特別定額給付金の未申請者に対する申請勧奨に必要となる対象者リストを

作成する際、関係機関で保有している個人情報を目的外利用するということでござい

ます。 

    ２、対象者等でございます。豊島区内の高齢者総合相談センターの相談・支援対象者、

または精神障害保健福祉手帳の所持者でございます。 

    ３、収集先でございます。高齢者福祉課、または健康推進課でございます。 

    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、庁内基幹システム等によりその情報を突合するものでございます。 

    ５、理由。特別定額給付金事業の実施に当たり、申請期限日の到来を前に未申請の方

に対しては申請の勧奨等を実施することにより給付を希望する方に確実に申請を行っ

ていただくためでございます。 

    項番の３、４、５は、記載のとおりでございます。 

    項番６、取り扱う個人情報でございますが、裏面別表をご覧ください。所管で持って

いる１、氏名、２、フリガナ、３、世帯構成、４、続柄等、以下１４項目が該当になっ

ております。 

    １ページお戻りいただきまして、項番７、目的外利用する時期及び期間は、本審議会

承認後でございます。 

    続きまして、資料の９、諮問資料電算処理をご覧ください。 

    項番の１、件名でございます。特別定額給付金の未申請者に対する申請勧奨業務に係

る個人情報の電算処理でございます。 
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    項番の２、業務の概要でございます。 

    １、内容。特別定額給付金の未申請者に対する申請勧奨業務に関する業務の事務処理

のため、基幹システムを利用し電算処理を行うものでございます。この基幹システムと

いうのは、庁内の中でＳドライブ、Ｋドライブという個人情報を扱うパソコン内の領域

がございまして、そこを介してデータのやり取りをし、データの突合によりエクセル等

の電算処理を行うというものでございます。 

    ２、対象者等。特別定額給付金の受給対象となる中で７５歳以上の単身世帯及び７５

歳以上の世帯主と６５歳以上の二人世帯の中で未申請者等、高齢者総合相談センター

の相談・支援の対象者及び精神障害者保健福祉手帳の所持者を対象とするものでござ

います。 

    ３、理由。特別定額給付金事業の申請期限日の前に給付を希望する対象者の方に確実

に申請を行っていただくため、対象者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、４、５は記載のとおりでございます。 

    項番６、取り扱う個人情報を別表のとおりということで、裏面６ページ目をご覧くだ

さい。これも先ほど同様、１、氏名、２、フリガナ、３、世帯構成等、以下こちらは１

５項目になっております。 

    １枚お戻りいただきまして、７番、電算処理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。 

    ３つ目、資料の１０番でございます。諮問資料業務委託をご確認ください。 

    項番１、件名。特別定額給付金の未申請者に対する申請勧奨業務の委託に係る措置で

ございます。 

    項番２、業務の内容でございます。 

    １、内容。豊島区内高齢者総合相談センター地域包括支援センターへ以下のとおり申

請勧奨に係る業務を委託するものでございます。①未申請者への勧奨の電話、②未申請

者への勧奨訪問、③申請のサポート、④申請書の受領及び豊島区特別定額給付金事務セ

ンターへの提出、最後⑤現金の訪問給付希望等の調査及び区への報告でございます。 

    ２、該当者でございます。７５歳以上の単身世帯及び７５歳以上の世帯主と６５歳以

上の二人世帯の特別定額給付金未申請者等のうち、高齢者総合相談センターの相談・支

援の対象者となっております。 

    ３、委託理由でございます。現在の豊島区における高齢者の特別定額給付金の未申請

者は、区職員のみで対応することは困難でございますので、申請期限の前に高齢者総合

相談センターが未申請者の方に申請の勧奨等を実施することにより、給付を確実にし

ていただく目的でございます。 

    項番の３、４、５は記載のとおりでございます。 

    項番６、取り扱う個人情報及び、項番７、情報の保護につきましては、裏面をご確認

ください。 

    まず、取り扱う個人情報の項目でございますが、区が収集して事業者へ提供するもの
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としましては、対象者情報としまして、１番、申請・受給状況、２、氏名、３、フリガ

ナ等、１２項目でございます。 

    また、事業者が必要に応じて収集するものとしましては、まず、申請情報として、１、

申請状況、２、申請区分、３、申請年月日等でございます。また、支給状況、その他の

情報につきましても、必要に応じて収集をしていただくものでございます。 

    その下でございます。 

項番７、情報の保護の項目でございますが、第２条以下４条につきまして、表右のと

おり変更をしているところでございます。 

    続きまして、１５ページまでお進みください。今回の業務委託に関しまして、その流

れにつきまして、図で説明をさせていただきます。 

    資料の上のほうに審議する対象範囲というふうに示しております。３つございます。

（１）未申請者情報・申請書の提供における個人情報の取り扱い、（２）勧奨電話業務

における区民から収集した個人情報の取り扱い、（３）勧奨訪問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り扱いでございます。 

    その下の表でございますが、表頭左から、豊島区特別定額給付金事務センター及び豊

島区という部分と、真ん中は業務委託をしていただく包括支援センターの内容になり

ます。一番右側は区民の方の動き、対応等になります。 

    まず、左上の部分でございます。（１）未申請者情報・申請書の提供というところで

ございますが、まず、包括支援センターのほうより包括保有データというのを区のほう

に頂きまして、区のほうで生活保護受給者等を除く未申請者データと包括の高齢者相

談・支援対象者情報を突合するということを考えております。 

    これによりまして、包括で持っている情報の中で、まだ未申請だという方の情報を限

定するわけでございます。その情報を、まず、右下に向かって包括のほうに提供しまし

て、包括のほうから勧奨電話を行ってもらうという流れと、左上の四角から下へ流れる

ところでございますが、そのデータを基に申請書を作成しまして、包括へ提供するとい

う流れがございます。 

    （２）の勧奨電話業務でございますが、先ほども少し説明しましたが、突合されたデ

ータを基に包括のほうから区民の方に勧奨電話をかけてもらい、状況によっては、訪問

給付の希望があれば、それを聞き、それを区のほうに報告をしていただくという流れを

考えております。その流れにつきましては、先ほど、電算処理で申し上げました基幹シ

ステム等を利用して個人情報の取扱いを漏れのないようしていくつもりでございます。

    その下の部分でございます。（３）勧奨訪問業務でございます。これは、勧奨電話後

も未申請者の方へ勧奨訪問を行う必要を感じておりますので、または、電話をした結

果、来てほしいという方がいらっしゃると思いますので、その方を対象に訪問をするも

のでございます。 

    その訪問結果を受けまして、勧奨電話と同じように訪問給付の希望や、または申請書

をそのときに預かるということも想定しております。申請書につきましては、そのまま

一番左側の事務センターのほうに送る予定でございますが、訪問給付の希望等があれ
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ば、これも先ほど申しましたように、基幹システムを利用しまして、区のほうに情報を

上げていただくということを考えているところでございます。 

    業務委託の内容は以上でございますが、下のほうに業務委託とは少し関係ございま

せんが、その後の区の対応ということで、包括から頂いた情報を基に場合によって、区

民の方に現金給付、または現金書留なり、そういったことで、なるべく申請をしていた

だく、給付させていただくという取組を考えているところでございます。 

    続きまして、１７ページをご覧ください。参考資料でございます。 

    これは、今回の給付金事業につきまして、総務省のほうより発出された通知でござい

ますが、特別定額給付金の申請受付終了に向けた対応について、２行目後半から３行目

にかけて、期限日の到来を前に未申請の方に対しては申請の勧奨等を実施していただ

きたいという内容の通知でございます。 

    その取組の事例として、裏面に表としてまとめられておるところでございます。取組

事例としましては、例えば一番上、未申請の方への対応として、点の３つ目、個別に家

庭を訪問し、申請を勧奨するであるとか、その２つ先の下の高齢者の方への対応という

ところでも、上から３つ目の点で同じように個別に家庭を訪問し、申請を勧奨というふ

うにあります。また、その下、障害者の方への対応ということでも同様の取組事例とい

うことが載せられておりますので、豊島区としても、この通知のとおり行っていきたい

と、そういうふうに考えておるところでございます。 

    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。 

会 長：それでは、ただいまの説明につきまして何かご意見、質問がおありの委員の方。 

    Ｄ委員、お願いします。 

Ｄ委員：まず、最後の説明があったように、総務省のほうから勧奨をしてくださいと、必要な

ら戸別の訪問をやってくださいということで、今回の目的外利用と業務委託をすると

いう内容だと思うのですが、一つは、まず業務委託は高齢者総合相談センター、いわゆ

る地域包括ではないですか。そこは、高齢者の方への対応をしてもらうと。 

    目的外利用のほうには、精神障害者福祉手帳の所持者というのも入っていて、この人

たちへは一体どういうことをやるのか。言ってみれば、３番目の障害者の方への対応な

んでしょうけれど、こちらはどういう対応をするんでしょうか。 

会 長：課長心得、お願いします。 

特別定額給付金担当課長心得：まず、業務委託の包括支援センターのほうにつきましては、高

齢者の方を対象にお願いをするところでございます。 

    未申請者の方の中で高齢者ではない部分の障害、特に精神保健福祉手帳を持ってい

る方については、保健所のほうから情報を頂きまして、それを基に、まだしっかり決ま

っていない部分ございますが、職員が回るとか、そういったことを考えておるところで

す。 

会 長：Ｄ委員。 

Ｄ委員：それで、そういう意味で、私もこれを今日見たので、すごく分かりにくいんですけれ
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ど、未申請者の中には、一つはもう要らないよという方もいれば、忘れていただけだよ

という人もいるわけですよね。でも、そういうところではない部分で、一番なかなか大

変だろうと思って、高齢者、障害者、外国人には、こういう対応を、ぜひ、やったらど

うですかという内容だと思うんです。けれど、これを見ると、抽出の仕方も含めて、高

齢者のところについては、高齢者総合相談センターの相談に来ている人だけ対応する

みたいな、そういう抽出の仕方をしているということなんでしょうか。 

会 長：課長心得、お願いします。 

特別定額給付金担当課長心得：そうです。包括支援センターに関しては、そことつながりのあ

る高齢者の方だけを業務委託することになっております。 

Ｄ委員：分かりました。高齢者総合相談センターは、委託はしているんですよね。全部委託し

ているから、事業をやっているのは、いろんな医師会だったり、社会福祉法人だったり、

社協だったりということで。それは別の団体だけれど、そことは区とは行政の窓口の一

つということでは基幹システムがつながっているということなんでしょうか。 

会 長：課長心得。 

特別定額給付金担当課長心得：最近、包括支援センターも、区の中の基幹システムを使えるよ

うになったということで、今回の電算処理をするところでございます。 

Ｄ委員：なるほど。分かりました。そうすると、区が持っている情報ということになるわけで

すね。いわゆる地域包括がいろいろ取り扱っている情報だけれども、区が直接持ってい

る情報を使うと。変な話、そこから抽出して、実はあなたのところで相談を受けている

し、この人とこの人は申請がないですから、ぜひ、この間、相談も受けているようなの

で、個別にしてくださいという業務委託を、今回はするということでよろしいんです

か。 

会 長：はい、課長心得。 

特別定額給付金担当課長心得：やることは向こうから情報を頂いて、こちらの未申請者データ

と突合しまして、そのデータを基に包括の方に回ってもらうということは、確かでござ

いますが、包括支援センターが今現在支援をしているという情報は、こちらでは、今は

把握してございません。その把握していない情報を、基幹システムを通して、今回頂く

ということを考えております。 

会 長：Ｄ委員。 

Ｄ委員：分かりました。データの流れは分かりました。 

    あと、今回の給付金というのは、世帯主に給付すると、こういうふうになっています

よね。それとの関係で言えば、言ってみれば、世帯主がそういう人という、そういう抽

出ができるという考え方でよろしいんですか。その部分だけを抽出するということで

よろしいんですね。 

会 長：課長心得。 

特別定額給付金担当課長心得：今回の未申請者の中でも、包括にお願いする部分は７５歳以上

の世帯主と、あと７５歳以上の世帯主に配偶者の方が６５歳以上の老老世帯、いわゆ

る、そこも範囲にしまして、委託する予定でございます。 
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会 長：Ｄ委員。 

Ｄ委員：分かりました。大体分かりました。ただ、結局、８月３１日までが申請日ですから、

結構短いかなと。まだ、審議会で終わっていないのに抽出はできないから、どのくらい

人数がいるかというのは、まだ分からないということですかね。 

会 長：課長心得、お願いします。 

特別定額給付金担当課長心得：今現在、未申請者の方は１万２，０００人ぐらいございますが、

その中でも高齢者の方は、今回対象にしたいと思っている方は８００件ぐらいござい

ます。その中で日々申請が上がっておりますので、実際、お願いするのは、もう少し件

数としては下がるのではないかと、そういうふうに考えております。 

会 長：Ｄ委員。 

Ｄ委員：そうすると、それ以外の方の未申請というのはすごく多いということですかね。 

会 長：はい、課長心得から。 

特別定額給付金担当課長心得：未申請者１万２，０００件ほどと申しまして、分析をしてみま

すと、一番多い未申請者の世帯なのですが、２０代というのが一番多いです。その次が

３０代、４０代、５０代と、だんだん下がってくるという未申請者の内容になっており

ます。２０代、３０代に関しましては、または４０代、５０代もそうですけれども、今

現在、まだ申請していない方に向けて、もう一度、勧奨通知と申請書を７月２０日に発

送しておりますので、恐らく、そこで、ある程度の方は申請していただけると思ってい

ます。ただ、高齢の方につきましては、それも難しいのではないかと思いまして、今回、

取組をしているところでございます。 

Ｄ委員：分かりました。

会 長：それでは、ご意見がないようでしたら、ここで決を採りたいと思います。 

   この諮問につきまして、是とする方は、挙手をお願いいたします。 

（挙 手 全 員） 

会 長：全員挙手いただきましたので、是ということで、諮問を終わらせていただきます。 

    次は、「第三者点検」のほうに移りたいと思います。よろしくお願いいたします。 

区民相談課長：それでは、まず、「国民年金に関する事務」の特定個人情報保護評価でござい

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のっと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ＲＳコネクトの評

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頂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い

ただきます。続いて、高齢者医療年金課長よりパブリックコメントの報告、その後、株
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式会社ＲＳコネクト■■様より点検報告を頂きます。 

    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について、要点をご説明さ

せていただきます。 

    まず、１番の特定個人情報保護評価についてでございます。 

    特定個人情報を取り扱う事務について、漏えいその他のリスクを分析し、軽減させる

措置として評価を実施しております。 

    次に、評価はしきい値判断により３種に分類されまして、対象人数が多い事務は全項

目評価を作成し、パブリックコメント、個人情報保護審議会への提出を行います。外部

の事業者に点検作業を依頼し、当審議会で承認を得ることとしております。 

    裏面をご覧いただきたいと思います。 

    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。再実施には、１年に１度の

見直しや５年ごとの再実施のほか、重大事故の発生の場合があります。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はなく、区全体での再発防止に取り組む

必要が生じます。 

    今回の評価の再実施は、３０年度、住民税のデータ入力業務委託において、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たため、しきい値判

断により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の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。基礎項

目評価３５事務のうち８事務で重点項目評価が、重点項目評価４事務のうち２事務で

全項目評価が必要となっております。 

    今回は、全項目評価に上がった２事務のうち国民健康保険に関する事務は３月の保

護審で承認を得ておりますので、残りの国民年金に関する事務について実施するもの

でございます。 

    ４の重大事故についてでございます。既にご説明したとおり、税務課で発生した無許

諾再委託についてでございます。同事業者は、国税局や台東区、墨田区、江戸川区等で

も同様の事例が判明しております。再委託の状況は表のとおりでございます。また、事

故への対応は記載のとおりでございます。 

    私からは以上でございます。 

    続きまして、高齢者医療年金課長よりご報告させていただきます。 

会 長：引き続き、お願いいたします。 

高齢者医療年金課長：それでは、意見公募の結果につきまして、ご報告をさせていただきます。

    件名でございます。国民年金に関する事務の特定個人情報保護評価書となります。 

    ２つ目、意見募集の概要でございます。 

    初めに、意見募集の期間でございますが、期間は本年１月２１日から２月２１日ま

で、３２日間でございました。 

    続きまして、意見募集に関する周知の方法でございますが、広報としま１月２１日号

と区のホームページに掲載いたしまして、周知をさせていただきました。 

    評価書の閲覧場所でございますが、区のホームページのほか、高齢者医療年金課、東
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西の区民事務所、区民ひろば等々におきまして、閲覧ができるように手配をいたしまし

た。 

    ３、意見募集、意見公募の結果でございますが、ご意見はございませんでした。 

    ご報告は以上でございます。 

区民相談課長：続きまして、株式会社ＲＳコネクト■■様よりご報告を頂きます。 

会 長：お願いいたします。 

ＲＳコネクト：ＲＳコネクト、■■と申します。よろしくお願いいたします。 

    報告は着席にて失礼いたします。 

会 長：はい。 

ＲＳコネクト：まずは、特定個人情報保護評価という非常に専門的で、かつ個人情報保護委員

会が指定しております記入シートが見慣れていないと、かなり見づらいという状況も

ございますので、前段となる補足のところから始めさせていただきたいと思います。 

    私からご報告させていただきますのは、報告書本編が特定個人情報保護評価書点検

結果報告書というものになります。ここが、弊社が今回特定個人情報保護評価の第三者

点検というものを実施させていただいた結果の報告書になりますので、本日は、この報

告書に基づき、点検結果のほうをご説明させていただきたいと思います。 

    本編に入る前に少し補足をさせていただきますと、先ほど、冒頭にもご説明がありま

したが、特定個人情報保護評価の第三者点検という本活動については、今からご報告さ

せていただきます報告書とどういうふうな位置関係にあるのかというところを、まず

確認させていただきます。 

    まず、第三者点検というものを実施するタイミングは３つございます。１つ目は、新

たにマイナンバーを取り扱うことが発生している場合が、まず一つ。２つ目が、今、ま

さにこれに該当しますけれども、重大な変更が起こった場合、または事故等によりしき

い値が変わったため、全項目評価を実施する場合に該当します。今回のご報告は、これ

に該当します。３つ目が概ね５年ごとの周期で実施されます再実施と言われているも

のになりますが、今回は、２つ目の何かしらの変更があったということで、今回のご報

告がそれに当たります。 

    そこで、弊社と審議会委員の皆様との役割分担も確認させていただきたいと思いま

すが、弊社は、先ほど評価書そのものを皆様にご覧になっていただきました表紙が少し

赤い帯が入っている分厚い評価書、こちらを査読させていただきまして、全ページ、国

が求める基準表に基づいて、適切に記載されているかどうかというところを、今回確認

させていただきました。その結果を今からご報告させていただきたいと思いますので、

ちょっと前段長くなりましたが、報告書本編のご説明をさせていただきたいと思いま

す。 

    それでは改めまして、特定個人情報保護評価書点検結果報告書をご覧ください。 

    １ページ目は、今、口頭で申し上げたような、どういう経緯で、この結果報告が作ら

れたかというところのご説明になりますので、重複しますので割愛させていただきま

す。今回は、重大な変更に該当する部分の中でも、しきい値判断というところで、事故
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が区内で、他課にはなるんですけれども、事故が起こった経緯があり、しきい値判断を

見直した結果、全項目評価書という第三者点検が求められる区分に該当しましたので、

この点検に至りました。 

    そこで、弊社ＲＳコネクトでは、区が作成しました特定個人情報保護評価書につい

て、国が示す観点に基づき確認をさせていただきましたので、その結果をご報告させて

いただきます。 

    報告書本編２ページ目をご覧ください。 

    まず、項目１です。本点検で確認しました評価書、評価書名はお手元の国民年金に関

する事務の全項目評価書になります。主管課は、区民部高齢者医療年金課です。 

    項目２、本点検で確認した主なポイント。まず、１つ目、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つ目、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つ目、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つの観点で確認をさせていただきました。 

    次の項目３です。本点検の実施内容。第三者点検の中身について、具体的にどういう

活動をしていたかというご説明になります。点検そのものの時期は、半年以上前にはな

るんですが、昨年、令和元年１０月２８日から開始をしまして、１１月１０日までは、

区民相談課様とも計画の調整をさせていただいておりました。そこから、１回目、２回

目、３回目と計３回、主管課様と評価書の記載内容に対する意見交換を繰り返し行いま

した。それに加えまして、パブリックコメントというところが令和２年１月２１日から

２月２１日までの３０日間、１か月間、パブリックコメントを挟み、その結果をもって

本報告書を作成させていただき、つい先日、７月１４日にこの報告書を提出させていた

だきました。 

    項目４番、本点検の体制については、点検リーダー、ＲＳコネクト、私、■■をはじ

めとしまして以下２名のメンバーで点検をさせていただきました。 

    次のページになります。 

    まずは、項目５の点検結果（１）の結論から申し上げます。弊社は、評価対象であり

ます国民年金に関する事務の評価書が、区が国へ今後公表するに当たり、一部の検討課

題を残したものの、概ね適切な内容になっていると判断いたしました。 

    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を行っております。それを実施した結

果、最終的に主管課により提出された評価書が審査の観点で示す適切性及び妥当性で

求める適合レベルになったという経緯でございます。 

    １点だけ（２）の意見というところで述べさせていただいておりますけれども、課題

が一つだけあります。課題の内容についてですが、国民年金システムの操作ログ等につ

いて、ログ自体は取得されてはいるんですけれども、そのログをどのように点検するか

の手順を定め、運用する必要があるという課題がありました。 

    ここに対しまして、７月１４日の時点にはなりますけれども、令和２年に情報管理課

様が全庁へ示しました特定個人情報等の利用状況のログ分析・確認についてという基
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準があります。これに基づき高齢者医療年金課様が定めます情報セキュリティ実施手

順、ここに必要な項目が追記されて調整がされているというところまでは確認させて

いただきました。 

    したがいまして、現時点では、まだ出来たての基準になりますので、今後、取り決め

たとおりに、ログ分析・確認の方法を確実に運用していただく必要があるというところ

になります。 

    なお、詳細な点検結果は、別紙に定めます表形式になっております。これも非常に見

づらくて恐縮ですけれども、点検結果チェックリストのほうに経緯を記載させていた

だきました。 

    チェック表の見方だけ軽くご説明させていただきたいと思いますけれども、評価書

の項目ごとに確認点、チェックリストというのが指定されていまして、そこが、表の一

番左側の評価項目、確認点という欄になります。これに対しまして、中段から緑色の列

の欄になりますけれども、評価書を確認した結果が適合なのか、修正が必要な部分があ

ったのか、課題があるのかというところを評価させていただき、所見にまとめさせてい

ただいております。その結果、適合とするものが５５件、評価書の記載内容を修正して

いただきたいというものが９件、運用を検討していただきたいという検討課題が１件

という結果で協議させていただき、最終的には、一番右側の項目に最終判定結果という

欄がございますが、ここが丸となっているものは修正が完了したという状況になりま

す。唯一、検討課題としていたところだけバツという最終判定にはなっておりますけれ

ども、ログの運用を今後確実に実施していただきたいというところだけが残りました

ので、ここを報告書本編のほうにも意見として挙げさせていただきました。 

    弊社からの報告としては、以上となります。 

会 長：それでは、ただいまの説明、報告につきまして、何かご意見、ご質問はありますでし

ょうか。 

    はい、Ｄ委員。 

Ｄ委員：今のまず説明で、去年、一昨年ですか、起きた、いわゆる住民税のほうの再委託の関

係があって、全体のしきい値が上がったので、今回、評価をやることになったという経

過は分かりました。 

    それで、ちょっと言いづらいんですけれど、そうだとすれば、そういう再委託につい

ては、しては駄目だよということについての注意喚起とか、そういうことについては、

もう既にされて、その点検は、もう全部最前提と、こういう形になっているんでしょう

か。 

会 長：■■さんのほうから、では。 

ＲＳコネクト：では、弊社が見させていただいた範囲というのは、全庁のところに比べますと、

この事務に限ったところではありますが、この事務に限った再委託の確認のところは

させていただいております。そこは問題がないレベルに、周知ですとか、対策のほうは

ご検討されていて、評価書を提出するに当たり、必要な項目は全て適切に記載をされて

いるというところまでは確認させていただいております。 
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会 長：はい、Ｄ委員。 

Ｄ委員：いや、何が言いたいかというと、前だって、そんなに問題があったわけではないけれ

ど、そういうことが起きてしまったのではないかと思っているので、点検をしたことに

よっては、そのことについてはどうなっているんだろうなということが一つなんです。

さらに、今回改めて再点検したら、やっぱり、もっといろいろ問題も一定出てきてしま

いましたと、こういうことだろうと思うんですけれど。 

    そもそも、逆に言うと、国民年金に関する事務については、こういう評価というのは

やってこなかったというふうに、前にはやらなかったと、今回初めてやったと、こうい

うことになるんでしょうか。 

会 長：はい、■■さん。 

ＲＳコネクト：評価そのものは、今回の３つの評価方法があるうちの全項目評価という方式に

なりますが、全項目評価、重点項目評価、基礎項目評価という３レベルあるうちの前段

になる重点項目評価というところは過去も年金事務ではやっておりますので、その深

さとか範囲というところは多少異なるんですけれども、全く評価をしていないかとい

うと、そうではないという状況です。 

Ｄ委員：はい、分かりました。大体、その仕組みとかは分かったんですけれども、私も何回か

これを見たり、いろいろ説明を受けて、大分分かりやすくなって、何が問題だったかが、

特にチェック表を見ますと、これは修正したんだよというのは分かるんですけれど。逆

に言うと、評価書の全項目評価を見ても、何が何だか分からないんですけれど、それで、

どう言えばいいかな、パブリックコメントのときの資料というのは、両方全部出してい

るということでしょうか。 

会 長：課長のほうからお願いします。 

高齢者医療年金課長：パブリックコメントの際の閲覧資料につきましては、今般、別に、ＲＳ

コネクトがお作りになったような、横の、より具体の体裁のものではなく、むしろ、オ

リジナルの個別の基本情報ですとか、あるいは概要ですとか、体裁はもう少し硬い感じ

のものになっております。 

会 長：はい、Ｄ委員。 

Ｄ委員：すみません。そもそも、私、一番最初にマイナンバーが入ったときに、では、どうや

って、いろいろ個人情報保護をやっていくかという中で、この保護評価書を第三者に委

託し、そして、ここの審議会で了解を出して、それで、一つの目安にしましょうという

ふうになって、その仕組み自体は私もいいとは思ったんです。けれど、そもそものとこ

ろのマイナンバーについては、相当はっきり言えば、個人情報という観点で言えば、そ

れで全て情報を統合できるというところで、反対なので、幾らチェックしても駄目なと

ころは駄目ということで、これは反対させていただいております。 

    それで、同時に、せっかくパブリックコメントをやるのであれば、やっぱり区民に分

かりやすいようなものを出して、そして、こういうふうにしたんだけれど、これでどう

でしょうかと出さないと、毎回出ていますけれど、公募の意見が毎回でないと、こうい

うふうになってくるし、判断もしづらいのではないかという、ぜひ、これは少しでも改
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善をしてもらえればなと思いまして、質問と意見とさせていただきます。 

会 長：ほかにご意見、ご質問がありましたら。ないようでしたら、ここでまとめに入りたい

と思います。本評価書につきまして、承認を頂けるかどうか、お伺いしたいと思います。

    承認の方は挙手をお願いいたします。 

（挙 手 多 数） 

会 長：お一人を除いて挙手を頂きました。それでは、承認ということで、この第三者点検は

終わらせていただきます。 

区民相談課長：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。それでは、国民健康保険課長よりご説明させていただきます。 

会 長：お願いいたします。着席でご説明いただければ、結構です。 

国民健康保険課長：ありがとうございます。 

    では、着座にて説明させていただきます。 

    それでは、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修正について、説

明させていただきます。 

    国民健康保険事務におきましては、本年３月に先ほどの国民年金に関する事務と同

様に、しきい値判断による全項目評価書の第三者点検を行っていただいております。 

    この度、オンライン資格確認等システムの導入に伴い、評価書の内容を変更するた

め、再度、委員の皆様に第三者点検をお願いするものでございます。 

    それでは、特定個人情報保護評価書、全項目評価書でございます。帯が赤いものでご

ざいますが、の評価書名、国民健康保険に関する事務の３ページを、すみません、お開

きいただければと思います。３ページです。 

    Ⅰ番、基本情報の１番、特定個人情報ファイルを取り扱う事務の②の事務の内容、そ

の中の５番目のオンライン資格確認等システムの稼働に向けた準備としての資格履歴

確認管理事務と機関別符号の取得等事務を追加しております。 

    経緯でございます。令和５年５月に医療保険制度の適切かつ効率的な運営を図るた

めの健康保険法等の一部を改正する法律が公布され、保険者間で被保険者の情報を一

元管理する仕組みを創設すること及び令和３年３月より医療機関等において、被保険

者資格の確認にマイナンバーカード等を利用できる電子資格確認の導入を予定してお

ります。この電子資格確認をオンライン資格と称しておりますが、この仕組みを実現す

るために関係する事務を他の医療保険者と共同して、国民健康保険団体連合会及び社

会保険診療報酬支払基金へ新たに事務を委託いたします。 

    これらの事務については、マイナンバーを含む特定個人情報ファイルを保有するこ

とになるため、今回、評価書の記載を追加・変更するものでございます。 

    なお、オンライン資格確認等システムは、全国の保険医療機関、保険薬局、訪問看護

事業者、全ての医療保険者、保険証を保有する被保険者、被扶養者が対象となる仕組み

で、令和３年３月より順次保険証またはマイナンバーカード用いたオンラインでの資

格情報の提供、レセプト審査支払機関での資格確認と正しい保険者への振り分け、マイ

ナポータルでの特定保健健診情報や薬剤情報の閲覧などのサービス提供が予定されて
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おります。 

    恐れ入ります。続けて、評価書の８ページをご覧ください。 

    上段の図の左側の真ん中です。医療保険者向け中間サーバ等システム及びオンライ

ン資格確認等システムを追加し、事務の内容、情報の流れを追記しております。 

    なお、オンライン資格確認の仕組みは、マイナンバーによる情報連携において、既に

運用されている医療保険者等向け中間サーバを活用する仕組みとなっており、情報の

流れといたしましては、区の国保システムから国保上位法集約システムを介して連携

されることになります。 

    続いて、９ページでございますが、国保連合会への業務委託を中心とした関係図でご

ざいますが、内容については、先ほどの８ページと同様のものとなっており、そのよう

に変更しております。 

    なお、ネットワークは閉域網を用いた専用線を利用して、情報は各保険者別に論理的

に区分した委託区画において管理されます。連携の際は保険者別の電子証明書を利用

し、他の委託区画への接続を制御します。このようなセキュリティ対策が講じられる予

定となっております。 

    次に事務の委託についてでございます。恐れ入ります。飛びますが、評価書の２０ペ

ージ、お願いいたします。 

    医療保険者等向け中間サーバ等における資格履歴確認管理事務は、加入者の資格履

歴情報の管理とオンライン資格確認等システムへの資格情報の提供に関連して、医療

保険等向け中間サーバに対する情報連携に係る一連の事務を国民健康保険団体連合会

に委託するものでございます。 

    次に２１ページです。お隣のページですが、医療保険者等向け中間サーバ等における

機関別符号取得等事務でございますが、機関別符号とは、情報保有機関において、情報

連携の際に安全性を確保するため、個人番号に代わり用いられる個人の識別子のこと

で、この符号の取得に係る一連の事務を取りまとめる機関である社会保険診療報酬支

払基金に委託するものでございます。 

    なお、どちらの事務も国民健康保険法第１１３条の３の規定に基づき委託契約を締

結するものでございます。 

    以上の事務委託の追加に伴う特定個人情報の取扱いにおけるリスク対策についてで

ございますが、評価書の３７ページから４７ページにかけて追記させていただいてお

ります。 

    今回の変更の箇所については、評価書の５２ページの５番目の項目から以降に記載

しているところでございます。 

    雑駁ではございますが、評価書の変更点に関する説明は以上でございます。 

    すみません。続きまして、パブリックコメントの結果についてもご報告させていただ

きます。 

    Ａ４の１枚資料でございます。意見公募の結果報告書という１枚物の資料でござい

ます。お取り出しいただければと思います。 
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    意見募集としては、５月２１日から約１か月間、６月２日まで意見公募を行いまし

た。 

    結果ですが、修正案に対するご意見はございませんでした。 

    報告は以上となります。 

区民相談課長：続きまして、株式会社ＲＳコネクト■■様よりご報告を頂きます。 

ＲＳコネクト：それでは、引き続き、ＲＳコネクトからご報告させていただきます。 

    先ほどと同様に少し見た目がほぼ同じですので、分かりづらいんですけれども、特定

個人情報保護評価書点検結果報告書、２ページ目のところ事務が国民健康保険に関す

る事務全項目評価書というところが先ほどと違う点になります。 

    報告書本編につきましては、経緯は、今、ご説明いただいたとおり、これは、３月に

もご報告させていただいている評価書と全く同じものになりますが、そこから、さらに

厚労省が示します情報連携の仕組みというところが今後加わるということに伴う変更、

これが重大な変更に該当いたしますので、重大な変更に該当する場合は、第三者点検が

必要になるという経緯から、また、この事務に対して点検をさせていただきました。 

    今回、この全項目評価書に対しての観点というところが報告書本編２ページ目の項

目Ⅱのところが国民健康保険課様よりご説明がありました主な変更点がございますの

で、変更した箇所を中心に全体の整合が取られているかどうかというところを、この５

点、確認をさせていただいております。 

    具体的な変更箇所については、保護評価書本編そのものの一番最後に変更履歴がご

ざいますので、その辺りが具体的な変更箇所になります。 

    ここのやり方についても基本的には先ほどの国民年金事務と同じやり方にはなりま

すけれども、チェックリストを用意いたしまして、主管課様と何度か意見交換を重ね、

記載内容の変更が適切にされたかどうか、また、変更に伴う想定がきちんとされている

かどうか、変更に伴う準備がきちんとされているかどうかという辺りを評価書を確認

させていただきました。 

    ４月２１日から開始いたしまして、ここは、割と最近の評価結果になりますけれど

も、４月２８日から１回目の読み合わせを開始しまして、２回目、３回目と、それも、

また繰り返し、５月１９日の段階で、評価書全てが適切に変更されたということを確認

させていただき、パブリックコメントの期間も１か月設け、本報告書を作成させていた

だきました。提出日は７月１４日と、先ほどの年金事務と同じ日に提出させていただい

ております。 

    ここは、もう結論を申し上げます。報告書本編３ページ、項目６をご覧ください。点

検結果です。非常にシンプルな結果となりまして、この評価書そのものが国へ公表する

に当たり、適切な内容となっているということを判断いたしました。 

    詳細の点検結果につきましては、チェックリストをつけておりますので、そちらをご

覧いただければと思いますが、前回のこちらの報告でのご意見を頂いて、チェックリス

トも、もう少し見やすいような何か工夫がされないかというふうなリクエストも頂い

ておりましたので、年金事務のところに比べますと、１回目、２回目、３回目と、どう
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いうふうな点検経緯で行われたのかというところを少し配慮させていただいて、評価

しやすいように工夫をいたしました。 

    結論としましては、先ほどの運用課題というところは、最終的に全てクリアされまし

たので、修正ができた部分と運用検討をしていただいた結果が適切に改善されたとい

うところまで確認させていただいたので、今回のご報告としては、問題はなかったとい

う結論に至りました。 

    ご報告は以上となります。 

会 長：それでは、ただいまのご説明、ご報告について、何かご意見、ご質問がありますでし

ょうか。 

    Ｄ委員、お願いします。 

Ｄ委員：先ほどの点検と基本的には一緒なので、意見だけなんですが、今回、重大な変更事項

というのが、いわゆる健康保険証とマイナンバーを結びつけると。もちろん、マイナン

バーカードと紙の健康保険証を併存させるということで、マイナンバーカードだけが

健康保険証になるということではないわけですけれども、基本的には、そういう形で医

療、介護の部分もあると思うのですが、やはり、結構、個人情報の機微に関わる部分の、

機微の高い情報を一つの番号で集約させるということになります。かつ、同時にいろい

ろやられているので、医療・介護のビッグデータの利用というようなことも同時にやら

れまして、法改正については、共産党は反対をいたしました。同時に、いろんな内容も

含まれた健康保険法の改正というか、改悪だったわけですが、そういうことからも鑑み

まして、今回のは、まさにマイナンバーで全部情報できるという話でございますので、

こういう変更自体を認めるわけにはいきませんので、すみません、この評価書にも反対

です。 

    以上です。 

会 長：ほかにご意見がおありだったら、ご発言を。 

    Ｈさん、お願いします。 

Ｈ委員：Ｈです。 

    すみません。先ほど、ＲＳコネクトさんからも、これは豊島区のフォーマットであら

かじめ決まっていて読みにくいかと思いますがというお話があって、先ほどのお話で

は、この形の状態のものを、パブリックコメントを得られるに当たって、ホームページ

や閲覧などで出していたということでよろしいでしょうか。 

会 長：お願いします。 

国民健康保険課長：そうですね。これは、もちろん、本体は出しているんですが、あと、概要

というか、それも載せております用語の説明とか、今回に至った経緯とか、変更点とか

も載せて、もちろん、これは全体のものなので見ていただかなければいけないので載せ

ているんですが、これだけではなく、変更点等を載せたものも合わせて、ご覧いただい

て、パブリックコメントはやらせていただきました。 

Ｈ委員：もし可能であれば、豊島区役所全体に関わることなので、おいそれとは難しいと思う

のですが、一般の市民、ちょっと興味のある、情報公開大丈夫かな、個人情報保護は大
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丈夫かなと思っている一般の市民が見ても分かって、パブリックコメントも寄せられ

るような形式に、おいおい評価検討していただけるとありがたいなと思った次第です。

    すみません。以上です。 

会 長：では、課長から。 

国民健康保険課長：すみません、今、この段階では、ご意見として承りますということで。あ

りがとうございます。 

Ｈ委員：今後ともよろしくお願いいたします。 

国民健康保険課長：よろしくお願いいたします。 

会 長：それでは、評価書について、まとめたいと思います。 

    本評価書について、承認するというお考えの方は挙手をお願いいたします。 

（挙 手 多 数） 

会 長：お一人を除いて挙手を頂きましたということで、ご承認を頂いたということで、第三

者点検は終わらせていただきます。 

    次は報告事項に移らせていただきます。 

区民相談課長：続きまして、報告１から３につきまして、お手元の規程集の赤いインデックス

基本的な考え方の４９ページにございます業務委託に関する審議会事前一括承認基準

に該当する業務を新規に行った場合は、諮問を省略して委託が可能なものがございま

すが、後日、そのご報告をするというものでございます。報告につきましては、審議会

事前一括承認基準に合致していることは、既に確認しております。 

    それでは、報告１東アジア文化都市２０１９豊島実行委員会事務局業務委託につい

て、ご報告させていただきます。 

    報告１の資料をご覧いただきたいと思います。東アジア文化都市２０１９豊島実行

委員会事務局業務委託の報告でございます。 

    委託する業務の内容は、東アジア文化都市２０１９豊島実行委員会に係る会計業務

に関すること会計システム入力、支払代行、帳票整理、税務処理ほかでございます。そ

の他事務局解散に伴い必要となる総務、事務関連業務でございます。 

    続きまして、取り扱う個人情報は、区が収集して事業者に提供するものはありませ

ん。事業者が収集するものは、氏名、住所、電話番号、振込口座情報でございます。 

    続きまして、収集禁止事項の有無はございません。 

    続きまして、守るべき事項の該当性は、個人情報保護の管理責任体制については記載

のとおり、所管課により確認を執り行いました。 

    取り扱う個人情報のセキュリティ対策については、記載のとおり、受託者が守るべき

事項について執り行いました。 

    業務の再委託については、記載のとおり、再委託を執り行いました。 

    続きまして、審議会事前一括承認基準の該当性については、類型８に該当いたしま

す。 

    続きまして、委託先は、特定非営利活動法人アートネットワーク・ジャパンでござい

ます。 
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    続きまして、委託の時期は、令和２年４月１日から６月３０日まででございます。 

    以上でございます。 

会 長：報告事項ではありますけれども、何かご質問がありましたらお尋ねください。 

（な し） 

会 長：ございませんようでしたら、次の報告に移らせていただきます。 

区民相談課長：では、続きまして、報告２の資料をご覧ください。「豊島区立トキワ荘マンガ

ミュージアム運営業務委託」の報告でございます。 

    委託する業務の内容は、トキワ荘マンガミュージアムにおける施設利用者の受付、学

芸員による調査・展示制作、企画展やイベント、講座・ワークショップの開催、事業周

知のための広報活動でございます。 

    続きまして、取り扱う個人情報は、区が収集して事業者に提供するものは、マンガ家、

編集者等の氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスです。 

    事業者が収集するものは、来館者の氏名、住所、生年月日、電話番号、電子メールア

ドレス、マンガ家・編集者等の氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスでございま

す。 

    続きまして、収集禁止事項の有無はございません。 

    続きまして、守るべき事項の該当性は、個人情報保護の管理責任体制については、記

載のとおり、所管課により確認を執り行いました。 

    取り扱う個人情報のセキュリティ対策については、記載のとおり、受託者が守るべき

事項について執り行いました。 

    業務の再委託については、記載のとおり、再委託を執り行いました。 

    続きまして、審議会事前一括承認基準の該当性については、類型１、２、６、１３、

１６に該当いたします。 

    続きまして、委託先は、公益財団法人としま未来文化財団でございます。 

    続きまして、委託の時期は、令和２年４月１日から令和３年３１日まででございま

す。 

    以上でございます。 

会 長：報告事項ではありますけれども、何かご質問がありましたら。 

    Ｄ委員、お願いします。 

Ｄ委員：すみません。来館者の氏名、住所、生年月日、電話番号、電子メールアドレスとあり

ますけれども、これは、事業者が収集するもので、この右側に利用者の受付及び広報の

発送のためとなっていますよね。いろんな広報発送のためということであればいいん

ですけれども、普通、こういう施設というのは、入館のときに住所、氏名とか全部書か

ないと思うんですが、その辺の取扱いの、これだけ見ると、何か入場のときに、これ、

全部書かなければいけないようにイメージをしてしまったですけれど、その辺のとこ

ろを教えていただけますか。 

会 長：お願いします。 

トキワ荘マンガミュージアム担当課長：主にはインターネットのほうで予約を受け付けてお
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りまして、２つ意味合いがあって、その際にメールアドレスとか、電話番号をお聞きし

ます。まず、何か急な休館とかがあったらご連絡できるようにということと、あと、今、

コロナウイルスということもありまして、そういったことでお聞きをしているといっ

たところでございます。 

会 長：はい、Ｄ委員。 

Ｄ委員：そうすると、逆に言うと、ちょっと特例的な、普通は予約施設ではないようなイメー

ジを持っていたんですが、今は予約でやっているというところもあって、こういうこと

が必要だというふうに受け止めてよろしいですか。 

    もう一つは、コロナ対策ということで、今、区の施設なんかは、結構、「あれ。勝手

にいいのかな」と、思うときがあるんです。代表者だけではなく、参加者の住所、氏名

を施設のほうに出してくださいと、結構言われて、公益性があるかなと思って、今、出

したりしているんですけれども。本来、個人情報の収集ということでは、かなり微妙な

ところもあるのではないかと思ったので、今回、ここがあったので伺ってみようと思っ

たのです。一般的には、普通は入場券を買って、すぐ入るという施設だったと思うので、

その辺のところを確認させていただくことと、あと、もちろん、利用範囲とか、そうい

うこととか、漏えい防止とか、そういうことはお願いしたいなと思いました。 

会 長：今のご質問に対して、事務局のほうから。 

トキワ荘マンガミュージアム担当課長：ありがとうございます。そうですね。今は、確かに、

コロナという問題があるので、事前予約制にしてというふうにしておりますけれども、

事前予約しないでいらっしゃる方々もいらっしゃいまして、その際には、もしも、こう

いう問題がなければお入りいただけるのかなと思うんですけれども、やはり、個人情報

は、お聞きはしております。それで、頂いたものにつきましては、事務室内に鍵のかか

るところに保管をさせていただいていまして、あと、ウェブに関しましては、ウェブ上

でしっかりと管理をさせていただいており、そういった形ではやっております。 

会 長：はい。Ｅ委員から。 

Ｅ委員：今、新型コロナウイルスの関係で感染者の情報が出た場合に、同じ施設にいた人に通

知をするという意味で各施設、特に公共の施設は利用者に名前書いたり、受付するとい

う方法か、あるいは、ＱＲコード等を読み取ってもらって、都の施設、公立の施設です

と、見守りアラートというシステムを使っているとか、そういうのがあると思うので、

恐らく予約制にしたのは、この体制を取ったから開館ができるということだったと思

うんですけれども、コロナウイルスの関係での情報通知にも使いますよという目的は

明示されたらいいのではないかなということはあります。 

    あと、集会参加者の名簿を施設に提出するということについては、一つできるのは、

主催者の側が参加者にそのことはお伝えして、同意していただく、同意が全部の免罪符

かというのはありますけれども、それができたほうがいいのかなというふうには思い

ました。 

    以上で、意見というか、ありがとうございます。 

会 長：それでは、次の報告をお願いいたします。 
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区民相談課長：続きまして、報告３「行政情報公開・個人情報保護制度の実施状況、令和元年

度について」でございます。 

    実は、お手元にお配りさせていただきました厚い冊子でございます。これは、豊島区

行政情報公開条例第２５条及び豊島区個人情報等の保護に関する条例第４０条に基づ

き、年１回、実施状況を取りまとめ、公表するものでございます。例年、皆様にご案内

させていただいているものでございます。また、後ほど、こちらもご覧になっていただ

きまして、何かご質問等がございましたら、私どもにお寄せいただけたらと思います。

    私からの報告は以上でございます。 

会 長：これで報告のほうも終わらせていただきます。 

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

いたします。 

区民相談課長：本日はありがとうございました。 

    新任委員の皆様におかれましては、今回が初めての審議でありましたが、いかがでご

ざいましたでしょうか。第１０期委員から継続の委員の皆様におかれましては、今後と

も当審議会へのご理解及び円滑な運営への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。 

    事務連絡でございますが、次回の審議会は９月２日を予定しております。よろしくお

願いいたします。 

    あと、申し遅れましたが、席上のＣＤは、区民相談課で所管している規程集を格納し

たものでございます。ご自宅用でお使いいただければと思いますので、必要な方はお持

ち帰りください。フラットファイルの規程集は、審議会用ですので、事務局で保管いた

しますので、席上に置いてお帰りください。また、お持ち帰りいただくことも可能です

が、次回審議会にはご持参いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

    事務局からは以上でございます。 

会 長：それでは、本日は、これにて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９号 

ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業に係る児童扶養手当・児童

育成手当受給者等の個人情報の目的外利用 

答申第１０号 

新型コロナウイルス感染症緊急対策に係るひとり親家庭支援事

業実施のための児童扶養手当受給者の個人情報の目的外利用 
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合 議 結 果 

答申第１１号 

ひとり親世帯緊急支援給付金支給事業に係る児童扶養手当受給者

等の個人情報の目的外利用 

答申第１２号 

医療・福祉支援寄附金を活用したひとり親家庭支援事業に係る児

童扶養手当受給者の個人情報の目的外利用 

答申第１３号 

医療・福祉支援寄附金を活用したひとり親家庭支援事業の委託に

係る措置 

答申第１４号 

在宅医療・介護連携のための完全非公開型ＳＮＳの導入のための

電算処理 

答申第１５号 

在宅医療・介護連携のための完全非公開型ＳＮＳの導入のための

電子計算機の結合 

答申第１６号 

特別定額給付金の未申請者に対する申請勧奨業務に必要な個人情

報の目的外利用 

答申第１７号 

特別定額給付金の未申請者に対する申請勧奨業務に係る個人情報

の電算処理 

答申第１８号 

特別定額給付金の未申請者に対する申請勧奨業務の委託に係る措

置 

次の第三者点検結果について報告され、承認した。 

（１）「国民年金に関する事務」の特定個人情報保護評価について 

（２）「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

次の事項について報告された。 

（１）東アジア文化都市 2019 豊島実行委員会事務局業務委託 

（２）豊島区立トキワ荘マンガミュージアム運営業務委託 

（３）行政情報公開・個人情報保護制度の実施状況 令和元年度 につ

いて 
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提 出 さ れ た 

資 料 等 

資料 1 ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業に係る児童扶養手当・児

童育成手当受給者等の個人情報の目的外利用 

資料２ 新型コロナウイルス感染症緊急対策に係るひとり親家庭支援事

業実施のための児童扶養手当受給者の個人情報の目的外利用 

資料３ ひとり親世帯緊急支援給付金支給事業に係る児童扶養手当受給

者等の個人情報の目的外利用 

資料４ 医療・福祉支援寄附金を活用したひとり親家庭支援事業に係る

児童扶養手当受給者の個人情報の目的外利用 

資料５ 医療・福祉支援寄附金を活用したひとり親家庭支援事業の委託

に係る措置 

資料６ 在宅医療・介護連携のための完全非公開型ＳＮＳの導入のため

の電算処理 

資料７ 在宅医療・介護連携のための完全非公開型ＳＮＳの導入のため

の電子計算機の結合 

資料８ 特別定額給付金の未申請者に対する申請勧奨業務に必要な個人

情報の目的外利用 

資料９ 特別定額給付金の未申請者に対する申請勧奨業務に係る個人情

報の電算処理 

資料 1０ 特別定額給付金の未申請者に対する申請勧奨業務の委託に係

る措置 

第三者点検（国民年金に関する事務） 

点検結果報告書 

適合性・妥当性チェック表 

意見公募の結果報告書 

特定個人情報保護評価書（全項目評価書） 

第三者点検（国民健康保険に関する事務） 

点検結果報告書 

適合性・妥当性チェック表 

意見公募の結果報告書 

特定個人情報保護評価書（全項目評価書） 

報告１ 東アジア文化都市 2019 豊島実行委員会事務局業務委託 

報告２ 豊島区立トキワ荘マンガミュージアム運営業務委託 

報告３ 行政情報公開・個人情報保護制度の実施状況 令和元年度につい

て 


