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別記様式（第４条関係）

会 議 録

会 議 の 名 称 第２回朝霞市情報公開・個人情報保護審議会

開 催 日 時

令和３年７月３０日（金）

午前１０時００分から

午後 ０時２３分まで

開 催 場 所 市役所 別館２階 第２委員会室

出 席 者 別紙のとおり

会 議 内 容 別紙のとおり

会 議 資 料 別紙のとおり

会 議 録 の

作 成 方 針

■電磁的記録から文書に書き起こした全文記録

□電磁的記録から文書に書き起こした要点記録

□要点記録

□電磁的記録での保管（保存年限 年）

電磁的記録から文書に書き起

こした場合の当該電磁的記録

の保存期間

■会議録の確認後消去

□会議録の確認後 か月

会議録の確認方法 委員全員による確認

そ の 他 の

必 要 事 項
傍聴者 ０人
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資料一覧 令和３年度第２回

資料番号 配 付 資 料 名 ページ

資料 １ 個人情報のオンライン処理について（諮問） １

資料 ２ 個人情報のオンライン処理について（諮問第３号） ２～４

資料 ３ 新規登録を行った個人情報取扱事務 ５

資料 ４
個人情報取扱事務登録届出書

（１３７０：理美容所あんしん来店奨励金に関する事務）
６～１１

資料 ５
個人情報取扱事務登録届出書

（１３７１：公的資格等取得補助金に関する事務）
１２～１８

資料 ６

個人情報取扱事務登録届出書

（６９０９：新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金に

関する事務）

１９～３５

資料 ７

個人情報取扱事務登録届出書

（２１４５：高齢者新型コロナウイルスワクチン接種の支援に係

る補助金の交付等に関する事務）

３６～４３

資料 ８

個人情報取扱事務登録届出書

（７４０４：低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特

別給付金に関する事務）

４４～６２

資料 ９

個人情報取扱事務登録届出書

（７４０５：子ども食堂新型コロナウイルス感染症対策事業費補

助金に関する事務）

６３～６７

資料１０

個人情報取扱事務登録届出書

（２２６３：子どもの多様な集団活動事業の利用支援に関する事

務）

６８～７３

資料１１
個人情報取扱事務登録届出書

（４５１１：私道給水管布設替整備費補助金に関する事務）
７４～７９

資料１２
個人情報取扱事務登録届出書

（４５１２：私道老朽管布設替整備費補助金に関する事務）
８０～８５

資料１３ 変更届による修正を行った個人情報取扱事務 ８６～１４４

資料１４ 審議会承認基準に適合すると判断して行った個人情報取扱事務 １４５～１５１

資料１５ 目的外利用報告書 １５２～１６８

資料１６ 外部提供報告書 １６９～１７２

資料１７ 封入封緘委託業務の実地調査報告書（保険年金課） １７３～１７４

資料１８ 情報公開制度・個人情報保護制度運用状況報告書 １７５

資料１９ 朝霞市個人情報保護条例等に関する資料 １７６～１８０
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令和３年度第２回

朝霞市情報公開・個人情報保護審議会

令和３年７月３０日（金）

午 前 １ ０ 時 ０ ０ 分 か ら

午 後 ０ 時 ２ ３ 分 ま で

市役所 別館２階 第２委員会室

１ 開 会

２ 配付資料の説明

３ 議 題

（１）個人情報のオンライン処理について（諮問）

（２）個人情報取扱事務の新規登録の報告

（３）変更届による修正を行った個人情報取扱事務の報告

（４）審議会承認基準に適合すると判断して行った個人情報取扱事務の報告

（５）目的外利用、外部提供の報告

（６）封入封緘委託業務の実地調査報告

（７）情報公開制度・個人情報保護制度運用状況の報告

（８）朝霞市個人情報保護条例等について

４ 事 務 連 絡

５ 閉 会
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出席委員（９人）

会 長 始 澤 真 純

副 会 長 下 田 俊 樹

委 員 飯 塚 恭 次

委 員 斉 藤 弘 道

委 員 野 昭 一

委 員 林 幸 子

委 員 原 田 公 成

委 員 増 川 悦 子

委 員 山 内 善四郎

欠席委員（１人）

委 員 越 智 学

───────────────────────────────────────────────────

事 務 局 市政情報課長 河 田 賢 一

事 務 局 市政情報係長 細 田 啓 行

事 務 局 市政情報係主任 小曽根 由 香

───────────────────────────────────────────────────

担 当 課 長寿はつらつ課地域包括ケア推進係長 奥 野 猛

担 当 課 長寿はつらつ課地域包括ケア推進係主任 佐 藤 恵
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審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等）

◎１ 開会

○始澤会長

それでは皆さん、おはようございます。

定刻となりましたので、令和３年度第２回朝霞市情報公開・個人情報保護審議会を開催させてい

ただきます。

この会議は、「市政の情報提供及び審議会等の会議の公開に関する指針」が適用されますので、そ

の手順に従って、会議を進めてまいります。

本日の会議において、特定の方の個人情報を取り扱う議題はございませんので、傍聴者による傍

聴及び録音、撮影について許可したいと思いますが、これに御異議ございますか。

（異議なし、の声）

御異議がございませんでしたので、傍聴及び録音、撮影を許可したいと思います。

傍聴者の方は、いらっしゃいますか。

○事務局・小曽根主任

いらっしゃいません。

○始澤会長

では、傍聴者なしということで、今後、傍聴者が来た場合は、傍聴席の許す範囲で入室を許可し

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。

それでは、審議に入る前に事務局から報告事項があるとのことなので、お願いいたします。

河田課長、お願いいたします。

○事務局・河田課長

審議に先立ちまして、事務局から御報告申し上げます。

本審議会は、委員の過半数を満たす委員が出席しておりますので、朝霞市情報公開・個人情報保

護審議会条例第５条第２項の規定に基づき、会議が成立いたしますことを御報告申し上げます。

なお、前回の審議会終了時に、越智委員から欠席の御連絡を頂いております。

また、本日は個人情報のオンライン処理について、諮問案件が１件ございますので、後ほど、担

当課の職員から御説明させていただきます。

報告は、以上です。

それでは、始澤会長に議事の進行をお願いいたします。
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◎２ 配付資料の説明

○始澤会長

改めまして、皆さんこんにちは。

それでは、議題の審議に入りたいと思いますので、議事の進行に御協力をお願いいたします。

まず、配付資料の確認と本日の予定について、事務局から説明をお願いいたします。

河田課長、お願いいたします。

○事務局・河田課長

初めに、本日の会議資料の御確認をさせていただきます。

委員の皆様には事前にお送りさせていただきましたものとなりますが、次第を１枚めくっていた

だきますと、資料一覧のとおり、諮問案件と令和３年４月１日から同年６月３０日までに登録のあ

った新規登録の報告等に関するものとなります。

また、このほかに本日配付資料として、皆様のお手元に「朝霞市地域包括支援センター電算シス

テム ネットワークイメージ図」１枚を配付させていただいております。こちらは、議題（１）個

人情報のオンライン処理についての諮問第３号の追加資料になります。

また、大変申し訳ありませんが、事前にお送りしました資料の中に一部誤りがありましたので、

差替え分をお配りさせていただいております。

なお、差替え箇所は、７４ページから８５ページ、１１４ページ、１１５ページ及び１４０ペー

ジでございます。

差替え前の資料につきましては、会議終了後、事務局で回収いたしますので、机の上に置いたま

までお願いします。お手数をお掛けして申し訳ございません。

本日の会議で使用する資料につきましては、以上のとおりとなります。

次に、本日の予定については、会議次第の「３ 議題」のとおりとなっております。

本日は、個人情報のオンライン処理について諮問案件が１件ございますので、後ほど、担当課の

職員から説明させていただきます。

議題の審議終了後、会議次第の「４ 事務連絡」となっております。

続きまして、会議録の署名についてお願いがございます。

令和３年４月３０日に開催した第１回審議会の会議録につきましては、下田委員、野委員に。ま

た、令和３年５月１４に開催した臨時会の会議録につきましては、増川委員、山内委員に。会議終

了後に係員が会議録をお示しいたしますので、御署名をいただきたく思います。

最後に、本日の審議会におきまして会議録作成のために、発言に際しては挙手していただいて、

会長の指名後に御発言の方をお願いいたします。
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配付資料と本日の予定についての説明は、以上でございます。

○始澤会長

ありがとうございました。

それでは、配付資料や本日の予定について、何か質問はございますか。大丈夫ですか。

署名は、会議終了後ということでよろしくお願いいたします。

◎３ 議題 （１）個人情報のオンライン処理について（諮問）

○始澤会長

では、議題（１）個人情報のオンライン処理の諮問について事務局から説明をしてください。

それでは、細田係長、よろしくお願いいたします。

○事務局・細田係長

それでは、資料の１ページを御覧ください。

個人情報のオンライン処理について、市長から本審議会会長宛てに１件の諮問がなされておりま

す。諮問の内容につきましては、長寿はつらつ課から説明をさせていただきます。

○担当課・奥野長寿はつらつ課地域包括ケア推進係長

長寿はつらつ課の奥野と申します。本日は、よろしくお願いいたします。

○担当課・佐藤長寿はつらつ課地域包括ケア推進係主任

同じく、長寿はつらつ課地域包括ケア推進係佐藤と申します。よろしくお願いいたします。

○事務局・細田係長

それでは、２ページの資料２を御覧ください。

令和３年７月６日付け、諮問第３号。担当課、長寿はつらつ課。個人情報取扱事務の名称、「地域

包括支援センター業務に関する事務」でございます。

現在、長寿はつらつ課では、地域の高齢者への総合相談等を行うに当たりまして、長寿はつらつ

課と地域包括支援センター５か所をオンライン接続し、情報共有を行っているところでございま

す。今後、新たな地域包括支援センターを立ち上げまして、同じくオンライン接続を行った上で業

務を実施することから、本議会に諮問がなされたものでございます。

それでは、事務の概要については、長寿はつらつ課職員から説明をさせていただきます。

○担当課・佐藤長寿はつらつ課地域包括ケア推進係主任

改めまして、長寿はつらつ課の佐藤でございます。よろしくお願いいたします。

今回、オンライン処理を行う経緯及び理由につきまして、御説明申し上げます。

まず、高齢者の生活を総合的に支えていくための拠点である地域包括支援センターでは、それぞ
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れの地域の高齢者に対する総合相談や介護予防ケアマネジメント、こちらは、具体的には高齢者の

健康づくりや介護予防、要支援者等のケアプランの作成など様々な業務を行っております。これら

の相談業務や介護サービスの記録、帳票の作成に当たりましては、対象となる高齢者の方の基本情

報や介護認定情報等が必要とされております。

現在、朝霞市内には５か所の地域包括支援センターがございまして、平成１８年度に２か所、平

成１９年度に３か所の地域包括支援センターでの個人情報のオンライン処理につきまして、本審議

会で御答申いただきまして、現在既にオンラインで業務を行っているところでございます。

そして、来年度、令和４年度には六つ目の地域包括支援センターを新設する予定で、現在手続を

進めておりまして、既存の地域包括支援センターと同様に、これら業務を行う上で必要な情報をオ

ンラインで処理したいため、本審議会に諮問させていただきました。

続きまして、オンライン処理の具体的な方法につきまして御説明させていただきます。

本日配付いたしました、Ａ４横の資料「朝霞市地域包括支援センター電算システム ネットワー

クイメージ図」を御覧ください。こちらは、現在のオンライン処理しているネットワークのイメー

ジ図となります。

簡単に御説明いたしますと、まず図の左側に、「市役所内サーバ室」とございますが、市民の基本

情報や介護認定情報、相談記録などの個人情報の情報データは、このサーバ室内のサーバにて全て

一元的に管理をしています。更にその上、左上の「長寿はつらつ課」には、この電算システム専用

のノートパソコンがございまして、このサーバとは有線で接続していることを表しております。接

続に当たりましては、南京錠のイラストのとおり、あらかじめ設定されたノートパソコンの端末し

か通信できないようセキュリティが掛かっております。

一方、矢印よりも右側のところですが、現在市内にある５か所の地域包括支援センター、こちら

とは「ＩＰ－ＶＰＮ（閉域仮想専用インターネット回線）」といわれるものをを使って接続していま

す。これは、一般的な、私たちがスマホなどで利用している一般的なインターネットの回線網と別

に、朝霞市地域包括支援センター電算システム専用の回線を構築し、ほかと完全に分離するもので

ございます。また、回線自体が分離しているだけではなく、この南京錠のイラストのとおり、この

回線に接続するに当たりましては、個々のあらかじめ設定された端末しか通信できないようにセキ

ュリティが掛かっております。

今回、諮問させていただきましたのは、このイメージ図の一番下、下段のところですね、「Ｒ４新

設」とある部分でございます。六つ目の地域包括支援センターを新設するに当たりまして、既存の

５か所の地域包括支援センターと同様にセキュリティが確保された回線を構築いたしまして、個人

情報のオンライン処理を行いたく、委員の皆様に御審議をいただければと思います。
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説明につきましては、以上でございます。

○始澤会長

ありがとうございます。

ただいま、長寿はつらつ課の御担当者から説明が終わりました。これに対して御質問や御意見を

お願いいたします。

それでは、野委員、よろしくお願いいたします。

○野委員

ちょっと教えてください。

こちらの有線で回線を接続されるということなんですけれども、有線というのは、公衆回線とか

そういうものを指しているんですか。

○始澤会長

ただいまの質問につきまして、佐藤主任、よろしくお願いいたします。

○担当課・佐藤長寿はつらつ課地域包括ケア推進係主任

御質問ありがとうございます。

有線でということなんですけれども、庁内でＬＡＮケーブルが張り巡らされておりまして、それ

専用のＬＡＮケーブルというものを。

○野委員

ＬＡＮケーブルですね。分かりました。

○担当課・佐藤長寿はつらつ課地域包括ケア推進係主任

そうですね、ＬＡＮケーブルの方です。すみません。よろしくお願いします。

○野委員

では、ここは「有線」というのは「有線（ＬＡＮ）」にしておいたほうが。公衆回線も含める話で

すので、有線回線というのは。

それとあと、一番下の方ですね。「Ｒ４新設」というのは、ＩＰ－ＶＰＮでやられるということを

意味しているんですか。

○始澤会長

それでは、今の質問について佐藤主任、よろしくお願いいたします。

○担当課・佐藤長寿はつらつ課地域包括ケア推進係主任

そうですね、同じくこの「Ｒ４新設」についても、ＩＰ－ＶＰＮ回線で構築する予定でございま

す。
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○野委員

はい、分かりました。

○始澤会長

ありがとうございます。

それでは、ほかに御質問・御意見はございますでしょうか。

斉藤委員、お願いいたします。

○斉藤委員

もう既に２００６年、２００７年に審議会から答申が出て、それで実際にもう動いているわけで

すけれど、そのときの答申の中で、実際に今、その答申を見ることが私たちはできないのであれな

んですけど、何らか、こういう点に注意した方がいいとかいうふうになっていたのかどうかという

ことと。

あと、実際もう運用していて、何らかのトラブルが今まであったかどうかということを確認した

い。

○始澤会長

では、今の質問につきまして、佐藤主任、よろしくお願いいたします。

○担当課・佐藤長寿はつらつ課地域包括ケア推進係主任

御質問ありがとうございます。

まず、当時の答申につきましては、個人情報の取扱いに注意するようにということはいただいて

おりまして、あとは接続する回線の制限を掛けるようにというようなことを御意見頂いておりまし

て、実際ＵＳＢなんかの記録媒体を別につなぐ際には、設定されたものしかつながらないようにあ

らかじめセキュリティが掛かっております。

もう一つ、今までのトラブルに関しましては、特に大きなトラブルなく。先日ですね、サーバに

負荷が掛かって止まるみたいなところはあったんですけれども、こちらはすぐに業者の方に来て対

応していただきまして、特に個人情報の流出等なく、問題なく運営しております。

○斉藤委員

分かりました。

○始澤会長

ありがとうございました。

では、斉藤委員いかがでしょうか。大丈夫でしょうか。

それでは、ほかに御質問・御意見はございますでしょうか。

斉藤委員、お願いいたします。
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○斉藤委員

先ほど、例えばＵＳＢなんかの話がありましたけれど、そういうものの適正管理がされているか

どうかとか、全体、相手方の包括支援センターの方が適正管理をしているかどうかというのは、何

かチェックをするとか市の方として確認をしていることはあるんですか。

○始澤会長

では、今の質問に対しまして、佐藤主任お願いいたします。

○担当課・佐藤長寿はつらつ課地域包括ケア推進係主任

まず、ＵＳＢなんですけれども、各包括支援センターに置いてあるものではなく、全て市から貸

出しをしているものになりまして、その貸出しについても貸出簿を付けて適正に管理しているとこ

ろです。

○始澤会長

ありがとうございます。

斉藤委員、いかがでしょうか。

○斉藤委員

分かりました。

引き続き、適正な管理をお願いしたいと思います。

○始澤会長

それでは、ほかに御質問・御意見ございますでしょうか。

原田委員、お願いいたします。

○原田委員

令和４年度の新設ということで、ほかの法人なんかにその回線を与えるということですよね。そ

ういうふうな施設ができた場合には、その法人に開設するということですよね。

○始澤会長

それでは、今の質問について佐藤主任、お願いいたします。

○担当課・佐藤長寿はつらつ課地域包括ケア推進係主任

令和４年度、地域包括支援センターが新たに事務所として立ち上がった場所に新たにルーターを

一つ置きまして、専用の回線を設ける予定でございます。

○始澤会長

ありがとうございます。原田委員、どうぞ。

○原田委員

これ全体的に言えるんですけど、よく分からないんですけど、末端がモバイルとかそういうふう
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なときに、セキュリティとかの部分で大丈夫なんだろうかというのがちょっと思ったんですけど。

回線自体が据え付けてあるものなのか、それとも個人で持ち出して行くタイプもあるのではないか

と思ったんですが、それが法人のときに、そのセキュリティはどうなのかなとちょっと思ったの

で。すみません、単純な質問ですが。

○始澤会長

それでは、今の質問について、佐藤主任お願いいたします。

○担当課・佐藤長寿はつらつ課地域包括ケア推進係主任

まず、各包括支援センターでのパソコンの取扱いなんですけれども、もちろん鍵の掛かるところ

にしまわれているのと、各包括支援センターで使えるパソコンもそれぞれ決まっておりまして、例

えば「内間木苑」のパソコンを「つつじの郷」に持って行っても接続はできませんし、別の関係な

いパソコンをここの通信網に接続してももちろんつなげられません。

あとは、個人情報のデータはこちらの各包括支援センターの端末に保存されるものではなく、全

てその都度このサーバ室にある、一元的に管理しているところを通信しに行かないと見られないよ

うな設定となっております。

○始澤会長

ありがとうございました。

原田委員、いかがでしょうか。

○原田委員

大丈夫です。ありがとうございます。

○始澤会長

それでは、ほかに御質問・御意見ございますでしょうか。

飯塚委員、お願いいたします。

○飯塚委員

質問なんですけれども、市の方は全ての情報が見られるような形になっていると思うんですけれ

ども、各地域包括支援センターごとの情報というのは、今、５か所あるじゃないですか。例えばこ

の「つつじの郷」というところの情報をほかの支援センターの方から見ることというのは、できる

んですか。

○始澤会長

では、今の質問に対しまして、佐藤主任お願いいたします。

○担当課・佐藤長寿はつらつ課地域包括ケア推進係主任

今の御質問なんですけれども、各包括で担当するエリアが決まっておりまして、そのエリア外の
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高齢者の情報は見られないようになっております。

○始澤会長

では、今のいかがでしょうか。飯塚委員。

○飯塚委員

大丈夫です。

○始澤会長

それでは、ほかに御質問・御意見はございますでしょうか。

よろしいでしょうか。大丈夫でしょうか。

それでは、御意見なしということで。

それでは、御質問がないようですので、長寿はつらつ課の職員の方は通常業務にお戻りくださ

い。ありがとうございました。

諮問に対する質疑応答が終了いたしましたが、そろそろ皆様からの御意見を集約して、答申の方

向性を進めていって、決めていきたいと思います。

皆様の御意見を伺うと、事務におけるオンライン処理について反対する御意見はなく、おおむね

必要性があるものと考えられることから、本審議会において承認の方向で考えたいと思いますが、

いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

それでは、本審議会としては承認の方向で答申を作成していきたいと思います。会長である私と

副会長で答申案を作成いたしまして、委員の皆様に次回の審議会開催前に送付させていただきたい

と思います。

それでは、事務局よろしいでしょうか。

◎３ 議題 （２）個人情報取扱事務の新規登録の報告

○始澤会長

それでは、次に議題（２）個人情報取扱事務の新規登録について、事務局から報告をしてくださ

い。それでは、これについて小曽根主任、お願いいたします。

○事務局・小曽根主任

新規登録について御報告する前に、本年４月の審議会で頂いた御意見、御質問のうち、持ち帰り

とさせていただいたものについて、回答させていただきます。

まず、産業振興課の「飲食店あんしん来店奨励金に関する事務」の新規登録の報告をさせていた

だきましたが、事業の通知等を行う際に、前年度実施した事業者に対する補助金に関する事務から
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目的外利用を行った上で実施しているのではという趣旨の御質問を頂きました。

改めまして産業振興課に確認をしたところ、前年度に登録した「持ち帰り宅配サービス導入奨励

金に関する事務」から、目的外利用を行った上で、事業の周知を行っていることが分かりましたの

で、改めまして変更の登録をさせていただきます。

次に、まちづくり推進課の「まちなかのウォーカブル推進に関する事務」において、収集する個

人情報が多岐にわたっており、本来、個人情報の収集については、必要最小限度で行うことが原則

であり、収集項目が増えるようであれば、その都度追加すべきではという趣旨の御質問を頂きまし

た。

こちらにつきましても、事業担当課であるまちづくり推進課に、個人情報の収集の原則を説明し

た上で、登録内容について改めて確認したところ、官民連携組織において空き家や空き店舗等の利

活用を検討する際に、登録した個人情報は必要であると判断したことから、収集項目からの削減は

難しい旨の回答を得ております。

また、本事務の登録届出書の登録年月日が入力されておりませんでしたが、登録年月日の日付に

ついては、令和３年４月１日にさせていただきましたので、併せて報告させていただきます。

次に、朝霞第三小学校、第七小学校、第十小学校、第二中学校の「学校運営協議会の運営に関す

る事務」において、個人情報の収集先が「学校運営協議会委員」となっているのはなぜかという御

質問を頂きました。

こちらは、委員の選出に当たり、学校長が直接個人に依頼していますが、事業等を行う際に学校

運営協議会委員から知人を紹介してもらうこともあるため、収集先が学校運営協議会委員となって

いるとの回答を、担当課である教育管理課から伺っております。

最後に、開発建築課の「空き家等の適正管理に関する事務」について、空き家バンク利用登録申

込書に記入する、希望価格や車両の有無などの希望条件は「主義・主張」に当たるのでは、との御

質問を頂きました。

こちらは担当課の開発建築課にも確認し、個人情報の収集項目の中の「主義・主張」に該当する

ものと整理しました。つきましては、空き家利用希望者から収集する個人情報の記録項目として

「主義・主張」を事務内容票内に追記させていただきましたので、御報告させていただきます。

以上が、前回頂いた御質問に対する回答となります。

それでは、続きまして個人情報取扱事務の新規登録について御報告いたします。

この報告は、朝霞市個人情報保護条例第８条第５項の規定に基づき行うものです。

資料の５ページを御覧ください。

今回は、令和３年４月から６月までに、新規登録の届出がなされた９件の事務について、御報告
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いたします。御質問は、新規登録の報告が全て終了してからお受けしたいと思いますので、どうぞ

よろしくお願いします。

それでは、６ページの資料４を御覧ください。

産業振興課の「理美容所あんしん来店奨励金に関する事務」です。こちらは、新型コロナウイル

ス感染症の拡大防止対策を行った理美容所に対し、奨励金を交付するため、個人情報を収集するも

のでございます。

次に、１２ページ、資料５を御覧ください。

産業振興課の「公的資格等取得補助金に関する事務」です。こちらは、新型コロナウイルス感染

症の影響下で求職活動を行っている市民の方に、補助対象となる資格を取得等に係る補助金を交付

するため、個人情報を収集するものでございます。

次に、１９ページ、資料６を御覧ください。

福祉相談課の「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金に関する事務」でございます。

こちらは、新型コロナウイルス感染症が長期化する中で、生活に困窮する世帯に対し自立支援金を

支給するため、個人情報を収集するものでございます。

次に、３６ページ、資料７を御覧ください。

長寿はつらつ課の「高齢者新型コロナウイルスワクチン接種の支援に係る補助金の交付等に関す

る事務」でございます。こちらは、高齢者が新型コロナウイルスワクチンの接種を行う際に、接種

の予約や医療機関等への移動を支援した介護事業所などに対し、補助金を交付するため、個人情報

を収集するものでございます。

続いて、４４ページ、資料８を御覧ください。

こども未来課の「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金に関する事務」で

ございます。こちらは、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て

世帯に対し、給付金を支給するため、個人情報を収集するものでございます。

続いて、６３ページ、資料９を御覧ください。

こども未来課の「子ども食堂新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金に関する事務」でござ

います。こちらは、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じて、市内で子ども食堂を運営す

る事業者に対して補助金を交付するため、個人情報を収集するものでございます。

続いて、６８ページ、資料１０を御覧ください。

保育課の「子どもの多様な集団活動事業の利用支援に関する事務」でございます。こちらは、幼

児教育・保育の利用料の無償化の対象となっていない施設に通っている方に対して、利用料を支給

するため、個人情報を収集するものでございます。
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続いて、７４ページ、資料１１を御覧ください。

水道施設課の「私道給水管布設替整備費補助金に関する事務」でございます。こちらは、私道給

水管の漏水などを改善するため、給水管の布設替工事を行う者に補助金を交付するため、個人情報

を収集するものでございます。

最後に、８０ページ、資料１２を御覧ください。

水道施設課の「私道老朽管布設替整備費補助金に関する事務」でございます。こちらは、私道に

埋設されている老朽管の布設替工事を行う者に補助金を交付するため、個人情報を収集するもので

ございます。

個人情報取扱事務の新規登録の報告については、以上でございます。

○始澤会長

ありがとうございました。

ただいまの、個人情報取扱事務の新規登録の説明について、何か質問等はございますか。

それでは、斉藤委員、お願いいたします。

○斉藤委員

今の一番最後の資料１１と１２、今日差し替えだったみたいなんですけど、その説明が全然ない

んですけど、どこがどう変わったのかということを教えてもらいたいと思います。

○事務局・小曽根主任

申し訳ありません。

こちらの差し替えをする前は、「印影」という個人情報の記録項目を収集すると記載していたので

すけれども、要綱を改正しまして、印影を収集しないことになっておりましたので、そちらを省か

せていただきました。そちらの修正です。申し訳ありません。

○斉藤委員

今のは、資料１１ですよね。

○事務局・小曽根主任

資料１１と１２併せて、どちらの方もです。

○斉藤委員

印影を省いたと。分かりました。

○始澤会長

ほかに、斉藤委員いかがでしょうか。

○斉藤委員

それで、今資料１１と１２の話になったから、そこから言いますけど。これ、両方とも個人情報
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取扱の開始年月日が令和３年６月２４日ということで、新規事業のように書かれているんですけ

ど、これ元々事業そのものは２００２年、２０１８年ぐらいから始まっているみたいなんですけ

ど、これ、今まで個人情報は収集してなかったということ。

○始澤会長

それでは、今の斉藤委員の質問について、細田係長お願いいたします。

○事務局・細田係長

本審議会開催に当たりまして、各課に対しまして事務登録の変更はありますかという通知を出し

たところ、こちら水道施設課の方から相談がございまして、既に事業を開始していたんだけれども

事務登録を忘れていたという相談がございました。それで今回、適正に処理をするため、新規に事

務登録をさせていただいております。なので、これは事務登録の遅れになります。

以上でございます。

○始澤会長

ありがとうございました。

斉藤委員、いかがでしょうか。

○斉藤委員

今のというのはね、ここの例えば資料１１でいうと７６ページの一番上の「個人情報取扱事務の

開始年月日」、登録は届出書の方の年月日、登録というのは、７５ページの届出書の方に、中段です

けど年月日があるんですけど、届出はこの７５ページの方でこの日付でいいと思うんですけど、事

務の取扱いをしていたのは、事業が始まった時点からなので、ここはそこに遡ってしないと、それ

までは取扱いをしていなかったと。６月２４日以降のものについては取扱いをしていることになる

けれども、その前は取り扱っていたのに取扱いをしていないということになるので、これだと、か

しを復旧できていないので、そこは直した方がいいと思うんですけど。

○始澤会長

では、今の御意見について、細田係長お願いいたします。

○事務局・細田係長

この相談をいただいたときに、この日付の件、事務局としても迷ったところではありました。そ

れで、この登録をする日を事務登録の開始年月日にする方が、過去に遡るという行為がよろしくな

いのではないかということで、今回、様式第２号の方、開始年月日を６月２４日とさせていただい

たところでございます。

斉藤委員から御意見頂きましたとおり、事前に既に個人情報を取り扱っていた日付の方に遡ると

いうお話をいただきましたので、担当課の方にその旨で登録をしていいかの確認をさせていただき
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まして、その結果を次回の審議会の方で報告をさせていただきたいと思います。

申し訳ございませんでした。

○始澤会長

では、今の回答について斉藤委員、いかがでしょうか。

○斉藤委員

よろしくお願いしたいと思います。単に日付の書き間違いだという話ではなくて、いつから取り

扱っていたかというのは、形式的な事に近いのかもしれないですけど、例えば自己情報のコントー

ル権、開示だとか訂正だとかということに関して、いやその前のときは取り扱ってませんよと。こ

の日にち以降ですよという話になってしまうので、そこはきちんとしていただいた方がいいと思い

ますので、よろしくお願いします。

○始澤会長

では、今の御意見について河田課長、お願いいたします。

○事務局・河田課長

ただいま、斉藤委員からお話が出た関係で、皆様、ほかの委員の方にも御意見をお聴きしたいの

ですが。斉藤委員のおっしゃるとおり、その事務を始めているのが過去の日にちであったことにつ

いて、実際、市政情報課で把握したのが６月２４日であったことから、登録日を７５ページのとお

りにさせていただきました。今後もこういった登録漏れが出てきたときに、事務登録をして、審議

会に御報告をするという形は、事後報告となります。今回は数か月ですけれども、御指摘があった

ような形で直していくのがよいか悩みました。

市政情報課が事務登録を受けた日を開始年月日としましたが、実際には事務を始めているのは前

であるため悩んだ部分ではあるんですけど、皆様方の御意見も合わせてお聴きしたいんですけれど

も。

もし、それで斉藤委員のおっしゃるとおりでやるという統一的な見解が出れば、そういった形で

改めていきたいと考えておりますし、また違った御意見があれば、ちょっとその辺も参考にさせて

いただいて、ちょっと対応していきたいと思います。

○始澤会長

では、すみません。ただいまの御意見について。何か御意見、御質問等。いかがでしょうか。

大丈夫ですか、よろしいですか。

では、ほかに御質問、御意見等はございますでしょうか。

斉藤委員、お願いします。
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○斉藤委員

ごめんなさい、今のことに関してもう一回ね。

今までも事務登録漏れはたくさんあるんですよ。私もこの委員会、飛び飛びですけれども、もう

ずっとやっていますけど、登録漏れは必ず出てきます。それは、一生懸命職員が見つけてくれたか

ら出てくるんですけど、その都度遡ってその日からってしてますよ、今まで。

過去の例も一緒に調べていただければ、それはいいと思うんですけど。登録日と開始年月日が違

う事務なんて、たくさんありますから。急に新しいルールを持ち出されても、それは今までとの整

合性も付かなくなりますよ。

もしかしたら、実際取り扱った日が分からなくてね、もう相当古くて分からなくて登録の日から

にしたというのもあるかもしれないけれど、基本は、今まで遡ってますから。そのことはちゃん

と、事務局として調べておいていただきたい。

○始澤会長

それでは、今の斉藤委員の意見について、河田課長お願いいたします。

○事務局・河田課長

大変申し訳ございません。こちらの勉強不足を御指摘いただきまして、誠にありがとうございま

す。私どもの方でも過去の事例を調べまして、もしそういった過去の日にちでやっているというこ

とが確認できましたら、御指摘いただいたとおり遡った日にちでこちらの７６ページの部分につい

ては、開始日というところは遡った日にちで対応していきたいと思いますので、それで対応してい

きたいと思います。

○始澤会長

ありがとうございました。

では、斉藤委員、いかがでしょうか。

○斉藤委員

よろしくお願いいたします。

○始澤会長

それでは、ほかに御質問・御意見等はいかがでございますでしょうか。

増川委員、お願いいたします。

○増川委員

ちょっと分からないところなので教えていただきたいんですけれど。

７７ページと８３ページのところで、「財産・収入に関する情報」で、「資産状態」というものに

両方チェックがあるんですけど、これもやっぱり必要なものなんでしょうか。ちょっと、やり方が
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分からないので素朴な疑問ですみません。

○始澤会長

それでは、今の質問について、小曽根主任お願いいたします。

○事務局・小曽根主任

こちら、工事場所である私道所有者の土地使用の承諾を得る必要がありまして、それで「資産状

態」という情報を収集しております。

○始澤会長

ありがとうございます。増川委員、いかがでしょうか。

○増川委員

すみません、ちょっとよく分からない。承諾を得るというのは分かるんですけど、資産状態とい

うのは、例えば具体的にどういう形なんですか。

○始澤会長

それでは、資産状態について河田課長、お願いいたします。

○事務局・河田課長

その方が、登記簿とか公図とかで土地をその方が持っているというような資産の状況を把握し

て、所有者を特定するということです。

○始澤会長

それでは、増川委員、今の回答でいかがでしょうか。

○増川委員

その所有しているのがここだよという確認ということ。はい、分かりました。すみません。

○始澤会長

ありがとうございます。

ほかに、御質問・御意見等はございますでしょうか。

斉藤委員、お願いいたします。

○斉藤委員

資料６、１９ページですけど、ここでコロナウイルスの自立支援金なんですけど、「主義・主張」

を収集すると２８ページに、申請書や確認書等の提出を受けることにより収集する情報として、「公

的扶助の受給の有無」と「主義・主張」となっているんですけど、この主義・主張というのは、具

体的にはどういうことを指しているんですか。あんまり主義・主張という感じがしないので。

○始澤会長

ありがとうございます。
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それでは、斉藤委員の質問について河田課長、お願いいたします。

○事務局・河田課長

こちらの「主義・主張」につきましては、申請書がございまして、その中で仕事以外の生活の困

りごとについての支援の希望がありますかとか、あるいは生活保護の相談の希望があるにチェック

があった方については、そういった相談につなげるためのというところで。そこを主義・主張とし

て捉えております。

○斉藤委員

分かりました。

○始澤会長

ありがとうございます。

では、斉藤委員、いかがでしょうか。

○斉藤委員

分かりました。

併せて、この事業ですけれど、例えば資料５の方の「公的資格等取得補助金に関する事務」で、

「顔写真」を収集すると。これは、本人確認のための収集だと思うんですけど。それから、資料８

の方でも「顔写真」が収集されていて、これも、申請書を出した時に本人確認書類で免許証だとか

という、うんぬんかんぬんでされて、顔写真を収集しますとなっているんですけど。

この資料６の事務でも、同じように本人確認書類の写し、運転免許証、個人番号カード、住民基

本台帳カード、パスポート、うんぬんかんぬんとあって、特段取扱いが違うようには思えないんで

すけれど、こっちでは顔写真は収集しないというふうになっているのはなぜでしょうか。２２ペー

ジのところでチェックが入っていないんですけど。

○始澤会長

それでは、今の斉藤委員からの質問について、細田係長お願いいたします。

○事務局・細田係長

斉藤委員御指摘のとおりですね、資料５の「公的資格等取得補助金に関する事務」と、資料８、

４４ページの「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金に関する事務」で、申

請書を受け付ける際に本人確認書類の写しを提出いただいていると。それで、資料６、１９ページ

の「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金に関する事務」、こちらも申請の際にですね、

本人確認書類の写しを頂いているのに、事務登録上、様式第２号に収集項目として入っていないと

いうお話なんですけれども。

今、申請書の方を確認しますと、コロナウイルス感染症の自立支援金の申請に当たっての方法と



- 22 -

して、本人確認書類の写しというものを取るようになっておりますので、こちらは、様式第２号の

収集項目に顔写真を入れるべきと私は思いますので、担当課の方に確認をさせていただきまして、

次回変更をかけるのであれば報告をさせていただきたいと思います。申し訳ございませんでした。

○始澤会長

ありがとうございました。それでは、斉藤委員いかがでしょうか。

○斉藤委員

よろしくお願いいたします。

○始澤会長

それでは、ほかに御質問、御意見等はいかがでしょうか。

よろしいですか。

では、斉藤委員、お願いいたします。

○斉藤委員

一つは、文言の訂正なので受け取ってもらえればいいんですけど。今の資料５の方の、収集の

「個人情報取扱事務文書目録」の２番が「公的資格等取得補助金交付決定通知書」となっているん

ですけど、これは実際には、手元にありますけど「交付・不交付決定通知書」なので、「不交付」が

抜けているのでそこは直していただきたい。これは、別にお答えは要らないですのでよろしくお願

いします。

それと、これも文言というか誰の情報をあれするかということなんですけど、資料７の、例えば

３６ページだったり、あるいは３８ページでもみんなそうなんですけど、これは高齢者の方が施設

等、あるいは施設だけじゃない、自宅でもそうなんですけど、ワクチンの申請の予約ができないの

で介護事業所や地域包括支援センターが支援をするだとか、あるいは、接種のために移動するのを

支援するということに関して、補助金をその事業者なんかがもらえるという制度なんですけど。

個人情報を収集する対象者が、「補助金交付等申請事業者」となっているんですけど、その補助金

申請事業者の氏名、接種券番号、予約の接種歴とかそんなことになっているんですけど、３８ペー

ジも誰の個人情報課という欄に「補助金交付等申請事業者」となっているんですけど、補助金を申

請する事業者というのは、下にある介護事業者だとか地域包括支援センターが申請して、お金をも

らうのもそこがもらう。ですから、ここのところは、そこに依頼をした高齢者も氏名だったり、そ

の人の接種番号だったり、予約や接種の履歴だったりするので。これだと、介護事業者なんかの氏

名なのかなって、紛らわしいというか混同しちゃうので、あくまで申請をするのは、申請事業者と

いうのは、その人の本人以外収集、ここで本人以外収集の収集先になっていますけど、そっちを指

しちゃうと思うので、これは何か文言を直した方がいいと思うんですけど。
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○始澤会長

では、今の文言の問題について、細田係長お願いいたします。

○事務局・細田係長

この事業を申請するのが、あくまで事業者なので、今こういった表記になってしまっているとこ

ろなんですね。事業者の方が移送とかをされた方の情報を頂いて、市に個人情報としてお出しをす

るということなので、ちょっと今、私の方で名案が思い浮かばないのですが。

○始澤会長

それでは、それについて河田課長、お願いします。

○事務局・河田課長

斉藤委員のおっしゃる、結局最終的には市の方に対象者の方の情報が入ってくるんですけれど

も、介護事業者、あるいは地域包括支援センターは、個人情報保護法にのっとりまして、その対象

者の方から個人情報を収集をしております。私どもが収集するというのはそれにのっとって収集し

た情報自体を、間接的にはなりますけれども、その事業者からそういった情報を収集するという形

を取らさせていただいておりますので、一応こういうような表記になっているんですけれども。

○斉藤委員

ここは、誰のどの情報を市が取り扱うのかということがこういう書類に全部書かれるわけで、そ

の誰の情報なのかというところが個人情報の収集対象者ですよ。今、河田課長が言っていたのは、

誰からそれを市がもらったかというのは、この収集先の話ですよ。ここの上のところの「補助金交

付等申請事業者」というところが違うんじゃないかと言ったんです。誰の接種番号なのか、誰の氏

名なのかというのは、事業者のものではなくて、そこに依頼をした個人、高齢者のでしょ。そこの

ところだから。

○事務局・河田課長

すみませんでした。

○始澤会長

では、今の御意見について河田課長お願いいたします。

○事務局・河田課長

大変申し訳ございません、私、下の「収集先」と勘違いしてございまして。申し訳ございませ

ん。確かに、おっしゃるとおり個人情報の収集対象者とすると対象の方なので。こちらにつきまし

ては、担当課と調整いたしまして、また次回の会議の方にちょっと修正という形になると思うんで

すけれども出させていただきたいと思います。
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○始澤会長

ありがとうございました。

斉藤委員、いかがでしょうか。

○斉藤委員

ありがとうございます。

よろしくお願いいたします。

○始澤会長

ありがとうございました。

それでは、ほかに御質問、御意見等はいかがでしょうか。

斉藤委員、お願いいたします。

○斉藤委員

あと１点だけ。資料８の「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金に関する

事務」、国が始めた給付金の事務ですけど、これについて、まだ市のホームページを見ても、申請書

の書類だとかは８月になったらアップしますよみたいに書かれていて、現物を見ることができなか

ったのでね。手続とかの方法も分からないので聴くんですけど、ここでマイナンバーがそれぞれあ

るわけですけれど、申請者と配偶者等のところでマイナンバーを取得するというんですけど。これ

は、マイナンバーカードを使って申請をすることができるような関係からこうなっているんです

か。

単にマイナンバーを附属書類としてマイナンバーカードの写しを取るとかというだけだったら、

ほかにもさっきの事業もそうですけど、顔写真の入っていた事業もそうですけど、付属資料として

マイナンバーカードの写しをもらうとかいうのはありますけど、そうじゃなくて、わざわざここは

マイナンバーと書いてあるということは、マイナンバーを使った手続をするという、手続をするこ

ともできるというような意味合いなんですか。申請方法が全然分からなかったので。

○始澤会長

では、ただいまの斉藤委員の質問に対しまして、河田課長お願いいたします。

○事務局・河田課長

マイナンバーカードと、以前、今は廃止されていますけど、通知カードってあったと思うんです

よね。今回は、マイナンバーの番号自体を申請書とかに。他の業務ではもうあると思うんですけ

ど、国の方でこういった事務で使いますよというような中で、マイナンバーの番号自体を記載する

という形で考えております。
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○始澤会長

では、斉藤委員いかがでしょうか。

○斉藤委員

了解しました。

○始澤会長

ありがとうございます。

それでは、ほかに御質問、御意見等はいかがでしょうか。

大丈夫でしょうか。

それでは、次にまいりたいと思います。

◎３ 議題 （３）変更届による修正を行った個人情報取扱事務の報告

○始澤会長

次の議題の（３）変更届による修正を行った個人情報取扱事務について、事務局から報告をして

ください。

それでは、これについて細田係長お願いいたします。

○事務局・細田係長

それでは、変更届による修正を行った個人情報取扱事務について御説明します。

まず今日、資料の差し替えをお願いしました１１４ページ、１１５ページのお話からさせていた

だきたいと思います。

１１４ページの方に、一番下、空白が開いていると思うんですけれども、こちら、様式７号の

「目的外利用記録票」の記載があったんですけれども、こちら当初変更するという話をしていたん

ですが、急きょ削除するという方向に変わりまして、ここの部分、削除させていただいたものにな

ります。１１５ページについては、修正はございません。

あと、もう一つが、１４０ページの資料の差し替えですね。こちら、１４０ページ、横向きのも

ので、「目的外利用記録票」と記載があるんですけれども、こちら１件削除するものとして変更させ

ていただいております。従前は、１件変更するという内容でしたが、今申し上げた、急きょ方向性

が変わりまして削除するという考えになったことから、こちら、資料の修正をさせていただいたも

のになります。

それでは、改めまして変更届に関する手続なんですが、資料１３ですね。８６ページから１４４

ページまでが本報告に係る事務内容票になります。

この報告も、朝霞市個人情報保護条例第８条第５項の規定に基づいて行うもので、個人情報取扱
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事務の登録一覧表に登載された事務のうち、変更があったものについて報告を行うものです。

御質問は、報告が全て終了してからお受けしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いしま

す。

変更の内容につきましては、資料１２３ページからの一覧表に基づきまして、御報告をさせてい

ただきたいと思います。横向きの資料になります。

それでは、１２３ページを御覧ください。

秘書課の「叙勲、表彰等に関する事務」は、目的外利用を行う個人情報の記録項目の追加を行っ

たため、変更を行ったものでございます。

続きまして、人権庶務課の「市制施行記念式典に関する事務」は、個人情報の収集対象者など、

登録内容の見直しを行いまして、変更を行いました。

続いて、１２４ページを御覧ください。

産業振興課の「持ち帰り・宅配サービス導入奨励金に関する事務」は、前回の審議会で御指摘を

いただきまして、修正したものでございます。この事務から、「飲食店あんしん来店奨励金に関する

事務」に対しまして、目的外利用を行わせまして、奨励金の通知を送付したため、他の事務の目的

外利用欄を「有」という形に変更をさせていただいております。

続きまして、産業振興課の「飲食店あんしん来店奨励金に関する事務」は、今、御説明しました

とおり、「持ち帰り・宅配サービス導入奨励金に関する事務」から目的外利用を行い、通知等を事業

者に送付したため、変更を行ったものでございます。前回の登録において適正な処理ができておら

ず、申し訳ございませんでした。

次に、１２５ページを御覧ください。

環境推進課の「環境美化に関する事務」、美化ポスター入選者の写真を広報に載せるため、個人情

報の記録項目として「顔写真・画像」の追加を行ったほか、個人情報の記録項目を見直したため、

事務の変更を行ったものでございます。

次に、ちょっと飛びまして１２８ページにまいります。

環境推進課の「畜犬登録に関する事務」は、外部提供の追加に併せまして、事務の見直しを行っ

たため、事務の変更を行ったものでございます。

続きまして、１３０ページを御覧ください。

総合窓口課の「戸籍に関する事務」は、目的外利用の収集先を追加いたしまして、事務の変更を

行ったものでございます。

次に、１３１ページを御覧ください。

福祉相談課の「福祉相談に関する事務」は、新規事務であります「新型コロナウイルス感染症生
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活困窮者自立支援金に関する事務」から目的外利用を行い、生活上の困りごとについて支援を希望

する方に支援を行うために事務の変更を行ったものでございます。

続きまして、生活援護課の「生活保護に関する事務」につきましても、「新型コロナウイルス感染

症生活困窮者自立支援金に関する事務」から目的外利用を行いまして、生活保護の相談を希望する

方に支援を行うため、事務の変更を行ったものでございます。

次に、１３２ページを御覧ください。

障害福祉課の「障害者の援護に関する事務」は、収集対象者を追加したほか、外部提供を新たに

行うため、事務の変更を行ったものでございます。

続きまして、１３３ページを御覧ください。

障害福祉課の「難病患者見舞金支給に関する事務」は、当事務から、「新型コロナウイルスワクチ

ン接種に関する事務」に対し目的外利用を行わせるに当たりまして、個人情報の記録項目欄の変更

を行ったものでございます。

次に、障害福祉課、「障害者の医療扶助に関する事務」は、事務の見直しを行い、個人情報の記録

項目として「個人番号」を追加したものでございます。

続きまして、同じく障害福祉課、「精神障害者に関する事務」は、この事務から、「新型コロナウ

イルスワクチン接種に関する事務」に対して目的外利用を行わせるに当たって、個人情報の記録項

目欄を変更してございます。

続きまして、長寿はつらつ課の「一般介護予防事業に関する事務」は、収集対象者を追加したほ

か、目的外利用の追加など登録内容の見直しを行い、変更をしたものでございます。

続きまして、１３４ページを御覧ください。

健康づくり課の「新型コロナウイルスワクチン接種に関する事務」は、新型コロナウイルスワク

チンの優先接種対象者を把握するため、障害福祉課の先ほど申し上げました、「難病患者見舞金支給

に関する事務」、「障害者の医療扶助に関する事務」、「精神障害者に関する事務」から目的外利用を

行ったものでございます。

次に、１３５ページを御覧ください。

保険年金課の「特定健康診査・特定保健指導に関する事務」は、長寿はつらつ課の「一般介護予

防事業に関する事務」からの目的外利用を行ったものでございます。

次に、開発建築課の「既存建築物耐震診断補助金交付に関する事務」は、目的外利用を行った個

人情報の記録項目など登録内容の見直しを行ったため、事務の変更を行っております。

続きまして、１３７ページを御覧ください。

開発建築課の「既存建築物耐震改修等補助金交付に関する事務」につきましても、目的外利用を



- 28 -

行った個人情報の記録項目など登録内容の見直しを行ったため、事務の変更を行いました。

次に、１３８ページを御覧ください。

上下水道総務課の「上下水道審議会に関する事務」は、機構改革に伴いまして事務の名称を変更

したほか、登録内容を見直したものになります。

続きまして、１４０ページを御覧ください。

同じく上下水道総務課の「水道事業及び下水道事業の計画策定に関する事務」は、こちらも機構

改革に伴い事務の名称を変更とかですね、事務内容をを見直したものとなってございます。

次に、１４１ページを御覧ください。

下水道施設課の「私道排水設備補助金に関する事務」は、事務の名称など、登録内容の見直しを

行いまして、事務の変更を行ったものでございます。

続きまして、１４２ページを御覧ください。

下水道施設課の「区域外流入に関する事務」は、記録の形態としてコンピュータ処理を追加する

など、事務の見直しを行ったものでございます。

続いて下水道施設課の「排水設備等の設置に関する事務」は、目的外利用をしていた事務で廃止

となったものを削除するなど、登録内容の見直しを行いました。

続きまして、１４３ページを御覧ください。

下水道施設課の「止水板設置費補助金交付に関する事務」は、要綱を改正しまして、印影を収集

しないこととしたため、事務の変更を行ったものでございます。

次に、教育指導課の「オンライン学習システムに関する事務」は、学習成果物等に顔写真を添付

して学習に活用するため、事務の変更を行ったものでございます。

続きまして、生涯学習・スポーツ課の「生涯学習・スポーツ課が所管する施設の管理運営に関す

る事務」は、溝沼子どもプールの利用制限に伴いまして、申込者に利用の可否を通知するため、メ

ールアドレス等を個人情報の記録項目に追加するなど、事務の変更を行ったものでございます。

最後になります。１４４ページを御覧ください。

生涯学習・スポーツ課の「学校施設開放に関する事務」は、学校体育施設利用者に学校開放につ

いて連絡をメールで取るため、収集する個人情報の記録項目にメールアドレスを追加するなど、事

務の変更を行っております。

変更届による修正を行った個人情報取扱事務の報告の説明については、以上でございます。

○始澤会長

ありがとうございました。

それでは、ただいまの変更届による修正を行った個人情報取扱事務の報告について、何か質問等
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はございますか。

斉藤委員、お願いいたします。

○斉藤委員

一つは、１２５ページの「環境美化に関する事務」ですけれど、これ収集対象者欄を「環境美化

ポスター応募者」から「環境美化ポスター入選者」に変更するということになってますけど、応募

の時点では個人情報は一切収集しないで応募してもらって、入選したらこの人誰でしょうってなっ

て、それから収集するということですか。

下の新たに追加した部分の顔写真とか、うんぬんかんぬんは入選者なんだと思うんですけど。そ

れは、要するに表でいうと収集禁止事項例外収集に記録するということなんだと思うんですけど、

応募の時点では、つまり収集しないことになっちゃうのかということですね。

○事務局・細田係長

今、ちょっと担当課の方に確認をさせていただきまして。確かに、委員がおっしゃるように、応

募したときに個人情報というのは取っていると思うので、入選した人だけの情報ではないのではな

いかということについては、確認をさせてください。時間内にお話しできればと思います。申し訳

ございません。

○始澤会長

その報告は待ちつつ、次に進行させていただきます。

○斉藤委員

よろしくお願いいたします。

○始澤会長

では、ただいまの質問は後ほどということで。

ほかに、何か御質問・御意見等はございますでしょうか。

では、斉藤委員、お願いいたします。

○斉藤委員

では、もう一つだけ。

１４３ページの教育指導課のオンラインで学習成果物等に顔写真を添付するということでなんで

すけど、これ前に言ったような言わなかったような気がするんですけど。それを、つまり子供たち

が作品なり成果物をタブレットなりであれして、一応それを学校も収集するということでやってい

ると思うのですが、子供Ａのものを子供Ｂにもみんな、クラス中で例えば共有するというときに、

このＡくんの個人情報をほかの子に外部提供するということにはならないのかどうか。顔写真も成

果物もそうですけど、成果物って言ってみれば意見だとか主義・主張だとかそれに類するものも入
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ってくると思うんですけど、あるいは学業だとかいろいろな個人情報がそのものだと思うんですけ

ど。それを、ほかの子と共有するということ自体が外部提供だったりということにはならないのか

どうか。

○始澤会長

では、斉藤委員の質問について、河田課長お願いいたします。

○事務局・河田課長

たまたまオンラインでというのはあるんですけれども、例えば教室のところに顔写真を付けて置

いてあるのがみんなと共有していることになるか、情報の外部提供になるかというと、判断が難し

いところです。ことオンラインになると共有となって、教室に貼ってあってみんなで写真を撮って

いるのは、誰かみんな作品を撮ってほかの人を写したらそれは共有かとなると、判断が難しいとこ

ろです。日頃顔を合わせている生徒たちでもありますので、詳細は調べますけれども、どこまでが

共有というか外部提供になるかというと、判断が難しい部分ではあると思います。

○始澤会長

それについて、斉藤委員お願いいたします。

○斉藤委員

少し難しい問題だと思いますし、そんなに厳密にできるのかどうかってよく分からないですけ

ど。ただ、それは、子供の個人の個人情報は、子供の固有のものだということから言うと、学校の

中だけだからというのもあるのかもしれないけど、ちょっとその辺は担当課なりにも、ちょっとこ

んな話があったというのは、それは学校の側の人権意識みたいなものにつながると思うので、話を

していただければいいかなというぐらいで。

○始澤会長

ただいまの斉藤委員の御意見にいかがでしょうか、事務局の河田課長は。

○事務局・河田課長

話をするだけで、とりあえずよろしいですか。

学校ですと、写真とか撮ったりすると、ほかの人の映像も映ることもありますので。それが外部

提供かというのは、難しいため、学校の方に御意見はお伝えしておきます。

○始澤会長

ありがとうございました。では、斉藤委員いかがでしょうか。

○斉藤委員

お伝えください。人権のことを考えるきっかけになってくれればいいと思いますので。よろしく

お願いします。
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○始澤会長

ありがとうございました。

では、先ほどの質問について小曽根主任からお願いいたします。

○事務局・小曽根主任

先ほど御質問いただきました１２５ページの「環境美化に関する事務」の環境美化ポスターの応

募者からは個人情報を収集しないのかという御質問ですが、今担当課に確認しましたら、応募の段

階では市では収集をせず、学校の方で入選者を決めて、入選した方について市の方にお知らせが来

るということでした。

○始澤会長

ありがとうございました。

では、いかがでしょうか。大丈夫でしょうか。

○斉藤委員

了解しました。

○始澤会長

それでは、ほかに御質問・御意見等はいかがでしょうか。

林委員、お願いします。

○林委員

素朴な疑問が幾つかございまして。１３３ページ、障害福祉課についての難病患者、障害者、精

神障害者のところで、個人番号を追加すると書いてあるんですが、この個人番号というのは具体的

にはどんな番号なんでしょうかということです。

と言いますのは、例えば難病見舞金、１０２ページの方とかで網掛けになっていて、個人情報を

追加すると。１０３ページ、１０４ページの方も個人番号が網掛けになっているんですけど、マイ

ナンバーというのは別に書いてあって、１０３ページ、１０４ページに関してはマイナンバーが別

に書いてあるほかに個人番号というのがあって、難病患者に関しまして１０２ページの方はマイナ

ンバーは特に書いていなくて、個人番号と書いてあるのですが。新たに個人番号というのが付与さ

れるという形のもなんでしょうか。それともマイナンバーのことで、たまたま、１０３ページ、

１０４ページに関してはマイナンバーと個人番号がちょっとダブルで二重に書いちゃってあるのか

という点が１点です。

続けちゃっていいですか。あと２点ぐらいあるんですけど、１回ずつ。

○始澤会長

林委員からの最初の質問につきまして、細田係長お願いいたします。
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○事務局・細田係長

林委員からの御質問ですが、それぞれの事務において個人番号、１０２ページなり１０３ペー

ジ、１０４ページに記載があると思うんですけれど、個人番号というのはマイナンバーとは全然別

のものでして、例えば名簿がありまして、対象者をピックアップしてそれぞれ１番２番とか例えば

振ったとします。それはもう個人番号というものになります。なので、マイナンバーとは全く、全

然別のものという御理解をいただければと思います。

○林委員

では、難病患者に関しては、新たに付与された番号は記入するけど、マイナンバーは書かなくて

いいという考え方でいい。

○事務局・細田係長

そうですね、大丈夫です。

○林委員

分かりました。

○始澤会長

今の意見について、斉藤委員お願いいたします。

○斉藤委員

今のは、マイナンバーではなくて、例えば申請書なんかに出すのに身体障害者手帳だとか、ある

いは難病の医療を受けるための証書の、そこにもまた個人番号があるので、それを収集していると

いうことだと思います。

○林委員

いいですか、すみません。

埼玉県の指定疾患の受給者証番号はこちらにもう既に書いてあるので。と言いますのは、個人的

にうちこれ毎年申請している書類なので。今回見て、続きがあるんですけど、例えば毎年申請して

いる中でそもそも印影というのは今年度からもう既に押してないんですけれど、まだここに残って

いることとか。今年も去年も確か性別というのは書いていないのに、ここに残っているという。要

は、追加の変更はあっても削除の変更はしないのかなというような疑問があることとですね。

それから、受給者証番号のほかにですね、書式の中に障害者手帳の番号も書くところがあるんで

すね。例えば１０４ページの方には、個人番号の網掛けの下のところにちゃんと精神障害者保健手

帳の番号ということで精神障害者の方には書いてあるのに、難病患者見舞金のところには障害者手

帳の番号というのはどこにも書いていないんですが、ずっとこれは障害の有無ということよりも、

もっと個人情報に関わる障害者手帳の番号を毎年書いているんですけれど。これも、そもそも難病



- 33 -

患者のこの見舞金の申請に関しては、埼玉県から出されている受給者証、指定難病とか小児慢性と

かの受給者証を持っていることが申請の条件であって、障害手帳を持っているかどうかということ

自体も申請の条件になっていないのにもかかわらず、障害者手帳の有無以外に障害者手帳の番号ま

で書かされているという現実がありまして。それ自体もすごい機微情報、センシティブな情報で、

今後戸籍も手書きで書いていたものがオンラインになったように、多分デジタル化されていけばい

くほど漏えいという部分に関してもすごく気になるので、そういった場合に不必要な情報を、特に

機微情報を常に毎年、私も市役所に来て書類があるから普通に何の疑問も持たずに書いていたんで

すけれど、この会に出て初めてこれを見たときに、収集される必要のないものを毎年書かされてい

るのかなという疑問を感じたというのが今回の個人的な意見なんですけれども。

私、朝霞市の前に別の市町村から引っ越してきたんですが、別の市町村では障害の有無とか障害

者手帳の番号とかを書いている自治体って多分ほとんどない。やはり市、県からいただいている難

病とかの受給者証が申請の条件なので、窓口に来て申請して、障害者手帳の番号の確認とかもされ

たことがないので。にもかかわらず、ここには番号を書くのかなというその疑問も非常にありまし

て、ほかの精神障害者に関する事務やほかのところには個人番号とかマイナンバー、精神障害者保

健福祉手帳番号とか事細かに書いてあるので、この難病の見舞金に関して非常に毎年私が申請して

いるものに関してはすごい雑なんだなというのを感じたというのが、個人的な意見も含めましてあ

りますということで。

もし性別とか印影とかも本当にもう既に書いていないので、それは、要らないのであれば削除の

変更も必要なのかなというのと、障害者手帳の番号に関しては、不必要な情報であればそもそも書

式、フォーマットの方から抜いていただいてもいいのかなと。そもそも収集する情報の中に入って

いないのでという、そこの部分が疑問でしたので、この場を借りてちょっとお伝えさせていただき

ました。

○始澤会長

では、今の林委員の御意見、御質問等に関しまして、細田係長お願いいたします。

○事務局・細田係長

林委員のおっしゃることは、ごもっともな御意見だと思います。

市役所、私たち市政情報課で事務登録を確認するに当たって、本当にこの情報が必要なんですか

ということを各課によく投げ掛けるんですね。何のためにその情報を収集するのかと。今も脱判子

と叫ばれている中で印影って普通にこの事務登録の内容で出してくる課もいるんですけれども、何

か印影を取ることに意味があるんですかという話をよくさせていただくんですね。

ただ、昔から取っているから登録するんだという考えの課もあれば、きちんとそういったところ
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を考えた上で事務登録の内容を見てきてくれる課もあるんですね。それなので、私、担当者の方か

らはですね、やはり担当課の方には適正な収集、これはもう毎回毎回言っていることなんですけれ

ども、今後もうちょっと強くと言いますか、本当にその情報が必要なんですかということは投げ掛

けさせていただきまして、この事務登録の内容を確認する際ですか、きちんとそこを詰めて収集す

る理由は何ですかというところ、そこからですね、私たちの方で事務を進めていければなと思いま

す。

以上でございます。

○始澤会長

続きまして、河田課長お願いいたします。

○事務局・河田課長

すみません、本当、御指摘いただいたこと、係長同様でごもっともな御意見として受け止めさせ

ていただきます。

ただ、私どもの方でも年間にですね、やっぱり個人情報の取扱いについて職員研修をしておりま

す。一度、今おっしゃったとおり、この事務ではこっちを取っていて、これを取っていないという

のは、なかなか私たちも一個一個の事務で担当課と相談を受けてやっているんですが、今具体的な

お話で事務の流れという経験者の方だと、そういった事務が分かるんですけれども、実際その各部

署の、お恥ずかしながら私たちの方でも業務の流れを、本当は熟知しないといけないんですけれど

も、全て周知しきれていないというのと、時代の流れによってそれが印影でもそうですけれども、

ほかの部分についても変わったところというところについては、なかなか一回登録が済んでしまっ

ているようなものだったりすると、どうしても担当課から声を上げてきていただかない限りは、な

かなかこちらでは見直しはしてくださいと言っても、それを取り上げて本当にこの項目について一

個一個必要かどうかというのが、できていない部分がありますので、今後も引き続き各担当課の方

には、今回頂いた御意見も踏まえて必要最低限の情報と時代によって変わったところについては、

そこを随時見直ししてくださいというような周知を図っていきたいと思いますので、御理解いただ

きますようお願いいたします。

○始澤会長

ありがとうございました。

それでは、林委員いかがでしょうか。

○林委員

よろしくお願いします。
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○始澤会長

それでは、ほかに御質問、御意見等はございますでしょうか。

林委員、いかがでしょうか。

○林委員

もう全部言ったので、大丈夫です。

あと、もう１点だけいいですか。

○始澤会長

では、林委員お願いします。

○林委員

すみません。さっき、オンラインの、子供の顔写真がどうのこうのというお話なんですけれど

も、ちょっと雑談ぽくて申し訳ないんですけど、うちに小学生の子供がいまして、この夏休みにタ

ブレットを持って帰って来ました。

タブレット自体には、すみませんがパスワードもＩＤも何にも掛かっていないので、広げると誰

でも見られちゃいます。実際にこれ運営上の問題なので、ここでの話ではないと思うんですけれど

も、タブレットを開けるともう普通に立ち上がって、普通に押せばいろいろ見られるし、実際、何

か押すと子供が作った作品も見られちゃうんですよ。子供が何々についてこう考えましたというよ

うなものも、実はフォルダがあって個人のフォルダが全部何年何組何々さんみたいな感じで、今の

時点で見られちゃうという現実があります。

この夏休みに帰って来て子供のタブレットを見て、結構個人情報という部分なのかな、結構これ

誰かに盗まれたらそのまんま、本当にタブレットは高価なものなのに、空き巣に入られて盗まれた

ら、その人が開けたら見られちゃうし、普通に触れるし、多分、自治体によってはタブレット自体

にパスワードとかＩＤとか掛けてロックしちゃって、そのＩＤとかを入れない限りは開かないとな

っているのかもしれないんですけど、朝霞市のうちの小学校だけかどうか分からないですけど、少

なくともうちの娘が行っている小学校に関しましては、タブレット自体にＩＤもパスワードも掛か

っていないので中身が見れます。子供が、例えば算数についてどう考えましたかという、主義・主

張みたいなものも正直見られちゃった、見てしまったので、「え、これ見ちゃまずくない私。」みた

いな気持ちがちょっと保護者として。

要は、他人の知らないお子さんのも正直フォルダがみんなあるので、それにちゃんとセキュリテ

ィというかロックが掛かっているわけではないのでというのが、今現在タブレットを導入し始めた

朝霞市の学校での現場の運営なので。

ただ、パスワードを子供が例えば３回とか５回とか間違えてロックが掛かっちゃったら、今度解
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除するのにどうするんだと。家で宿題やりたいのに解除できないんじゃ、また学校に問い合わせて

ロック解除してもらうとか、そういうことを考えるとやっぱり個人情報を守るということと、実務

面で小さな小学１年生の子供から扱わせなきゃいけないという現場の、そこの兼ね合いというのが

今非常に難しいんじゃないなかなというのを、この夏休みにちょっと感じていますというのもちょ

っと雑談ですが、お伝えしておきます。

以上です。すみません。

○始澤会長

今の林委員の御意見等について、河田課長お願いします。

○事務局・河田課長

ただいまの御意見につきましても、学校の方にですね、そういった個人情報というか、そういっ

た誰にでも見られてしまう状態にあるということは、ちょっとそういった御意見があったことは、

お伝えさせていただきたいと思います。

ただ、今おっしゃられたとおり、お子さんですとパスワードを忘れちゃったら誰も開けなくなっ

ちゃって、初期化するとかそういった処理をするのも大変だったりとか、学校のクラスの中で誰か

に見られるというよりも家で本人も忘れちゃったとか、今マスクなので顔認証とかも特にできなか

ったりとか、指紋認証だったりすると親にも見せないよというふうになっちゃうという形で、学校

と保護者の間でのタブレットの導入に際しての取り決めもちょっと今私ども把握していないので、

そういったものも含めまして、御意見あったことはお伝えさせていただきますが、それでよろしい

でしょうか。

○始澤会長

ありがとうございました。

林委員、いかがでしょうか。

○林委員

大丈夫です。

すみません、よろしくお願いいたします。

○始澤会長

ちなみに、会長の始澤からですが、タブレットも気になったのですが、ほかの生徒の見られてし

まうというのは、いわゆる共有フォルダのような形になっているのでしょうか。

○林委員

共有フォルダというんですか、ｉＰａｄ（アイパッド）なので、ワンドライブに入っていて。そ

こに各学年とかの個人名で書いてあるところもあれば、学年とかあとは教科によってフォルダを作



- 37 -

っていたり、いろいろなフォルダの作り方があるんですけど、教科のところとか、あとは社会科見

学に行ったときの写真とか動画とかそういうのを見られるんですけど、そのほかに、ほかの学年の

ところをちょっと押すと、ある学年に関しては個人名で１個ずつフォルダがあったりとか、いろい

ろちょっと押してみると、まだ夏休みなので全く入っていないクラスもある。作っていないクラス

もあれば、どんどん作っているクラスもあったりして。

まだ写真とかだったら別に、アサガオを育てている写真とかそういうのは別に、それも自由に見

られる、要はほかの学年で作っているものも見られるんですけど、一番驚いたのは、算数に関して

の子供の思いというか、これらは理解できるようになりましたとか、この問題ができるようになり

ましたとか、これが難しかったですとか、こうしたいですとかいう主義・主張に当たるその部分

が、何年何組の誰々さんのところをポンと押すとそれがどんと出てくるので、それはちょっと、私

は見ちゃまずいものを見ちゃったのかなというのがこの夏休みの経験だったので。

夏休みは全員タブレットを持ち帰っているので、普段は学校から宿題が。中学生は毎日持ち帰っ

ているらしんですけれど、もう授業で使っているので。まだ小学校は、毎日の持ち帰りはないんで

すが、今回の長期休みに関しては、うまく夏休みを使ってタブレットに親しんでもらいたいという

こともあって持ち帰っています。

それで、どういうことがそのフォルダとかにいろいろ入っているのかなと思って、いろいろなと

ころをちょっと開けてみたらすごい。というのがちょっとあって、そもそもそのタブレット自体に

パスワードもＩＤもないので、開ければ誰でも使えるし、極端な話、Ｙｏｕ Ｔｕｂｅとかも見ら

れるぐらい、Ｗｅｂ検索とか何でも検索できちゃうので。その中で、ワンドライブを開けるといろ

いろ学校の先生方が作ったフォルダが、例えば先生だけしか見れないようにロックが掛かっている

とかではなくて、そこをポンとおすとどんと出てきて、あれ、一応やっぱり見ちゃ悪いなと思っ

て、そこは触っちゃいけない部分だと親の方が思って、そこは触らないようにしたんですが。

逆に、子供っていろんなところを触りたがるので、ちょっと触らないでねという、そういう注意

喚起を。逆にタブレットに親しんでもらいたいと思って持って帰ってきたんでしょうが、親として

は、ちょっとここは、こことここは触っていいけど、こっちは触らないでねと親…触らないでとい

う注意喚起をしている夏休みというのが実際の、現場の状況かなというところです。

○始澤会長

ありがとうございました。

それについて、河田課長お願いします。

○事務局・河田課長

今、御指摘いただいたところなんですけれども、イメージ的には、そのクラスでよく後ろの掲示
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板とかに、お子さんの、例えば今後の２学期はどう過ごしたい、ああ過ごしたいとか、よく学校公

開とか授業参観というんですか、そういうの行くと書いてあるじゃないですか。そうやってある意

味そこに行けば、外部の方はあれですけども内部の方って、クラス回れば誰がどんなことを目標に

しているんだっていうのを書いているのを、今そのタブレットというＩＴの機器によってそれが全

部見れちゃうというのが、ある意味学校に行けば、見て回れば、この子こういうことを書いて目標

こうなんだとか、いろいろな主義・主張的なことで目標にしているんだねとかっていう時代だった

と思うんですね、以前は。

ただ、それがＩＴによって、逆にそれが見れちゃうというのが、教室がそのものになったという

のがあるんですが、そうすると行かなくてもよく見れちゃうよというところがあるので、そういっ

た御意見につきましても学校の方にお伝えしたいと思います。学校からすると、恐らく配慮が必要

なのか、いやただ教室に貼っているのをただそっちに持って来ているだけだよと考えているのかど

うかということがあるんですけれども、そういった御意見があったことはお伝えしたいと思いま

す。

また、御家庭での、以前ちょっと聴いたときには、御家庭でのパソコンのルールってあると思い

ますので、そういったなかなかお忙しい御家庭ですと、どこまで関われるかというのがあるんです

よね。使用時間についてだったりとか、どういったところを見ちゃだめだよとかっていうのは、あ

る程度、学校の方でも全てをやっぱり管理が難しい部分があって、御家庭での使用時間をとってみ

ても、学校によっては、朝霞じゃないところだと例えば時間は１０時までしか使えないようになっ

ていたりとか、あるいは、２４時間になっているところもありますので、御家庭のルールとそうい

ったところについても、併せて学校の方にも意見としてお伝えはさせていただきたいと思います。

○始澤会長

ありがとうございました。

再度おうかがいいたします。

先ほどのタブレットの件について、ほかの学生の情報が閲覧可能となることは問題があると思い

ます。やはり個人情報とプライバシーが公開できるというか、ほかの方が見られるという条件の一

つに本人の承諾があるという点が重要だと思います。タブレットを使用するに当たり、そういう取

り決めはあるのでしょうか。例えば、このタブレットというのは、ほかの人から見られる可能性が

あります。先ほど課長がおっしゃった例のように、後ろに貼っている掲示板と本当に同じような感

覚で全員がこのタブレットを見られるよというような注意書きとかがあるのでしょうか。使用に際

して、気になるところです。

河田課長、お願いします。
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○事務局・河田課長

恐らく、学校の方はですね、タブレットをお配りするときの一応サインみたいなものは頂いてな

いんですかね。特にないんですね。ただ、使用のルールを一方的にこう渡されたような形だと思う

んですよね。

○林委員

使用のルールは一方的に来て、子供たちはこういうふうに使ってねという、そういうお約束事み

たいなのが１枚来たとか、そういうのはあるんですが。個人情報として、外部から見られるという

ところに関しての確認とかそういうものは特にはなかったです。

なので、空き巣の話じゃないですけれども、どこかに置き忘れたとか、そういうときに学校以外

の。学校の中でだったら、もう基本関係者じゃないと学校の敷地内には入れないというのがルール

なので、学校の教室の中に貼ってあるということと、どこにでもぽいって置き忘れてしまうとか、

あるいは空き巣で持って行かれてしまうという簡単なタブレットという物体になったときに、個人

情報というのがどこまで守られるのかなというのは、若干の。

○事務局・河田課長

分かりました。御意見は、お伝えしておきます。

ただ、無くしたときとかは、当然遠隔でロックとかは掛けられますので、皆さんが持っているス

マホとかと一緒の扱いにはなると思うんですけれども、今度はセキュリティを掛けていたときに簡

単に保護者も開けない、誰も開けない、本人も忘れちゃうというのが、その辺がバランスがちょっ

と難しいと思いますので、そういったことも踏まえて学校の方にはお伝えはしておきます。

○始澤会長

ありがとうございました。

次に、斉藤委員、お願いいたします。

○斉藤委員

今のお話を聴いていて、学校ごとによって取扱いが違ったりとかというのも、クラスによっても

違うみたいな話が今ありましたけれども、一度どうでしょう。この会議として、学校でどんなふう

に使われているのかというのを、きちんと説明をしていただいて、その上でもしこの会議体とし

て、何か建議すべきことがあれば、建議をするだとか。

実際、ここの審議会の所掌事務、条例の第２条第２項には、個人情報の運営に関して重要事項に

ついて実施機関に建議することができるとなっていますので、建議するかしないかは別にしても、

今そういう重要な疑問というか、それが実態も含めてきちんと理解した上でないと、なかなかただ

伝えるというだけでは弱いような気がするので、会長、副会長で御取り計らいをいただければと思
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うんですけれども。ほかの方にも、もちろん御意見を聴いていただいて。

○始澤会長

では、今の斉藤委員の質問について、いかがでしょうか、事務局側は。

河田課長、お願いします。

○事務局・河田課長

今、斉藤委員から御意見ありましたとおり、確かにタブレットでどういった形で運用がなされて

いるのか、これ小中学校両方でということですよね。小学校に限らず、小中両方でどういった形か

というのは、ちょっと正副会長の方からそういった申出があったという形で私どもで持ち帰りまし

て、会議の方に出席してもらって、具体的なことになってしまうと我々ではちょっと分からない部

分もあるので、出席いただいて、やり取りをしていただくような場を設けることを検討したいと思

いますので、また御報告いたします。

次回にならないかもしれないんですけれども、日程については、必ずお伝えさせていただきま

す。

○始澤会長

ありがとうございました。

それでは、今のことについて、ほかに御意見、御質問等はいかがでしょうか。

大丈夫ですか。

それでは、次にまいりたいと思います。

◎３ 議題 （４）審議会承認基準に適合すると判断して行った個人情報取扱事務の報告

○始澤会長

次に、議題の（４）審議会承認基準に適合すると判断して行った個人情報取扱事務について、事

務局から報告をしてください。

それでは、これについて、小曽根主任お願いいたします。

○事務局・小曽根主任

それでは、引き続き、審議会承認基準に適合すると判断して行った個人情報取扱事務について、

報告いたします。

資料１４、１４５ページを御覧ください。

こちらは、審議会の答申で提示された承認基準の類型に合致すると判断して行った事務について

報告するものです。

初めに、「１ 収集が禁止される個人情報を収集することの承認基準に適合すると判断して、収集
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が禁止される個人情報の収集を行った事務」です。

まず、類型１－２番です。教育指導課の「オンライン学習システムに関する事務」は、オンライ

ン学習の一環として児童・生徒が作成した作文や活動記録等の学習生活物が提出されることによ

り、「顔写真・画像」、「主義・主張」を収集するものです。

次に、類型１－４番です。上下水道総務課の「上下水道審議会に関する事務」は、会議において

委員が意見を述べる中で、「主義・主張」を収集します。

次に、上下水道総務課の「水道事業及び下水道事業の計画策定に関する事務」は、パブリックコ

メントにおいて、「主義・主張」や「意見・要望」を収集します。

次に、類型１－６番です。福祉相談課の「福祉相談に関する事務」は、「新型コロナウイルス感染

症生活困窮者自立支援金に関する事務」から送付される関係機関連絡票に生活上の困りごとについ

て支援の希望の有無が記載されており、そこから「主義・主張」を収集します。

続きまして、１４６ページを御覧ください。

福祉相談課の「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金に関する事務」は、申請書や確

認書等の提出を受けることにより、「公的扶助の受給の有無」や、「主義・主張」を収集します。

次に、生活援護課の「生活保護に関する事務」は、こちらも「新型コロナウイルス感染症生活困

窮者自立支援金に関する事務」から送付される関係機関連絡票に生活保護の希望の有無について記

載されており、そこから「主義・主張」を収集します。

続きまして、こども未来課の「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金に関

する事務」は、拘禁されていることの証明書や障害にかかる医師の診断書等の提出を受けることに

より「夫又は妻の犯罪・拘禁状況」や「障害の有無・程度」を収集します。

続いて、類型１－８番です。産業振興課の「公的資格等取得補助金に関する事務」では、申請書

に添付された本人確認書類から「顔写真」を収集します。

続きまして、環境推進課の「環境美化に関する事務」は、環境美化ポスター入選者と環境美化活

動功労の表彰者を広報記事に掲載するため、「顔写真・画像」を収集します。

次に、１４７ページを御覧ください。

こども未来課の「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金に関する事務」

は、顔写真付きの身分証明書の写しを添付して、給付金の申請書等を提出してもらうため、「顔写

真」を収集します。

次に、「２ 目的外利用の承認基準に適合すると判断して、目的外利用を行った事務」でございま

す。

類型３－１番です。秘書課の「叙勲、表彰等に関する事務」では、表彰者の要件を確認するた
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め、地域づくり支援課の「町内会・自治会活動振興に関する事務」から「氏名」、「住所」、「役職」、

「団体加入の有無」の収集を行います。

次に、人権庶務課の「市政施行記念式典に関する事務」は、式典の表彰対象者等を確認し、招待

状を送付するため、秘書課の「叙勲、表彰等に関する事務」から「氏名」、「住所」、「役職・地位」、

「団体加入の有無」の収集を行います。

続きまして、「３ 目的外利用に係る本人通知省略の承認基準に適合すると判断して、本人通知を

省略した事務」でございます。

類型３－１番、先ほど報告しました秘書課の「叙勲、表彰等に関する事務」において、市が実施

する表彰等の候補者の確認をするため、地域づくり支援課の「町内会・自治会活動振興に関する事

務」から個人情報を収集しますが、本人がその収集を知った場合、受賞の期待を抱かせるおそれが

あるため、本人への通知を省略したものでございます。

次に、１４８ページを御覧ください。

類型３－３番です。産業振興課の「飲食店あんしん来店奨励金に関する事務」は、通知対象者が

多数のため、通知をすると事務に支障を来すおそれがあるため、本人通知を省略するものでござい

ます。

次に、長寿はつらつ課の「一般介護予防事業に関する事務」も、一般介護予防の対象者が大量で

あり、通知をすると事務に支障を来すおそれがあるため、本人通知を省略するものでございます。

続きまして、こども未来課の「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金に関

する事務」が、次のページにかけて五つ続きます。いずれも支給対象者が大量であるため、通知を

すると事務に支障を来すおそれがあるため、本人通知を省略するものでございます。

続きまして、１４９ページの健康づくり課「新型コロナウイルスワクチン接種に関する事務」

は、ワクチンの優先接種対象者である障害者手帳等所持者が多数のため、通知をすると事務に支障

を来すおそれがあるため、本人への通知を省略するものでございます。

次に、保険年金課の「特定健康審査・特定保健指導に関する事務」は、高齢者の保健事業の対象

者が大量であり、通知をすると事務に支障を来すおそれがあるため、本人通知を省略するものでご

ざいます。

続いて、類型３－４番、人権庶務課の「市政施行記念式典に関する事務」は、招待状の受領によ

り本人が知り得るため、本人への通知を省略するものでございます。

次に、１５０ページを御覧ください。

「４ 外部提供に係る本人通知省略の承認基準に適合すると判断して、本人通知を省略した事

務」です。
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類型４－１番、環境推進課の「畜犬登録に関する事務」は、犬が他者をかんでしまった場合など

に、警察から照会があったときに、情報提供をしたことを本人が知った場合、当該捜査等に影響を

及ぼすため、本人への通知を省略するものでございます。

次に、障害福祉課の「障害者の援護に関する事務」は、心神喪失等の状態で他害行為を行った者

について保護観察所から照会があった場合に回答しますが、回答したことを本人が知った場合に、

その後の対応が困難になるなど状況が悪化するおそれがあるため、本人への通知を省略するもので

ございます。

続きまして、類型４－４番です。環境推進課の「畜犬登録に関する事務」が二つ続きますが、こ

ちらは犬を捕獲した際、警察署や保健所が直接飼い主に連絡をするため、本人への通知を省略した

ものでございます。

最後に、１５１ページを御覧ください。

「５ 外部委託の承認基準に適合すると判断して、外部委託を行った事務」でございます。

類型５－４番、こども未来課の「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金に

関する事務」は、対象者のリストや振込リストなどを作成するに当たり、氏名等の情報を委託する

ものでございます。

類型５－２２番、福祉相談課の「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金に関する事

務」は、通知書の封入封緘等を行うに当たり、氏名等の情報を委託するものでございます。

審議会承認基準に適合すると判断して諮問を省略した個人情報取扱事務についての報告は、以上

です。

○始澤会長

ありがとうございました。

では、次に事務局から連絡をお願いします。

細田係長、お願いいたします。

○事務局・細田係長

申し訳ございません。１点、資料の中で誤字が見つかりましてですね、１４５ページを御覧いた

だいてよろしいでしょうか。

１番上の類型１－２番、教育指導課の「オンライン学習システムに関する事務」の本文の中、

「児童・生徒が作成した作文や活動記録等の学習生活物」となっているんですけれども、申し訳

ございません、「児童・生徒が作成した作文や活動記録等の学習成果物」の間違えになりますので訂

正をお願いしたいと思います。

誠に申し訳ございません。
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○始澤会長

続きまして、事務局から河田課長、お願いいたします。

○事務局・河田課長

大変申し訳ございません。

私どもの説明がうまくできなくて時間が掛かってしまって、申し訳ございませんでした。

まだですね、個人情報の最後条例の件についても、御説明等が若干ありますので、１２時半ぐら

いになってしまいそうなんですよ。大変申し訳ないんですけども、ここで１回トイレ休憩を５分ほ

ど取っていただけると助かるんですが。

○始澤会長

休憩等、５分ぐらい、いかがでしょうか。

では、５分間ぐらいですか、休憩をお願いいたします。

（暫時休憩）

○始澤会長

そろそろ準備もよろしいでしょうか。

では、会議を再開したいと思います。

先ほど、資料について小曽根主任に説明をいただきました。

それにつきまして、ただいまの「審議会承認基準に適合すると判断して行った個人情報取扱事務

の報告」について、何か質問等はございますか。

いかがでしょうか。大丈夫でしょうか。

それでは、御質問がないようですので、次にまいりたいと思います。

◎３ 議題 （５）目的外利用、外部提供の報告

○始澤会長

では、次に議題の（５）目的外利用、外部提供の報告について、事務局から報告をしてくださ

い。

それでは、細田係長お願いいたします。

○事務局・細田係長

１５２ページから１７２ページ、資料１５と１６について御報告をさせていただきます。

初めに、１５２ページの資料１５、目的外利用報告書を御覧ください。
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産業振興課の「飲食店あんしん来店奨励金に関する事務」では、奨励金について周知をするた

め、同じく産業振興課の「持ち帰り・宅配サービス導入奨励金に関する事務」から目的外利用を行

うものでございます。

続きまして、１５３ページから１５９ページは、全て総合窓口課の「戸籍に関する事務」におけ

る目的外利用報告書となります。

戸籍がない方について、他課においてそのことを把握した場合にですね、戸籍の記載を行えるよ

うにするため、１５３ページの福祉相談課「福祉相談に関する事務」、１５４ページの生活援護課の

「生活保護に関する事務」、１５５ページのこども未来課の「児童相談に関する事務」、１５６ペー

ジの健康づくり課「母子健康相談に関する事務」、１５７ページの保険年金課「国民健康保険資格適

用に関する事務」、１５８ページ、教育管理課の「就学事務に関する事務」から、それぞれ目的外利

用を行うものでございます。

次に、１５９ページを御覧ください。

長寿はつらつ課の「一般介護予防事業に関する事務」でございますが、高齢者実態調査の情報を

活用しまして、高齢者の保健事業や介護予防事業を効果的に実施するため、保険年金課の「特定健

康診査・特定保健指導に関する事務」から目的外利用を行います。

続きまして、１６０ページから１６４ページ、こちら全てこども未来課「低所得の子育て世帯に

対する子育て世帯生活支援特別給付金に関する事務」の目的外利用報告書となります。

まず、１６０ページの課税課「住民税に関する事務」から給付金の支給対象要件を確認するため

に目的外利用を行うものでございます。

次に、１６１ページを御覧ください。

特別児童扶養手当受給者がですね、この給付金の支給対象者となることから、障害福祉課の「特

別児童扶養手当に関する事務」から目的外利用を行います。

続きまして、１６２ページです。

児童扶養手当受給者がこちらの給付金の支給対象者となるため、こども未来課「児童扶養手当に

関する事務」から目的外利用を行うものでございます。

次に、１６３ページにまいります。

児童手当受給者がこちら給付金の支給対象者となることから、こども未来課「児童手当に関する

事務」からの目的外利用を行います。

続きまして１６４ページです。

こちらは、この給付金について、ひとり親家庭等医療費医療費受給者に通知を行うため、こども

未来課の「ひとり親家庭等医療費医療費に関する事務」から目的外利用を行うものでございます。
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次に、１６５ページから１６７ページ。

こちらは、健康づくり課の「新型コロナウイルスワクチン接種に関する事務」の目的外利用報告

書になります。ワクチンの優先接種対象者である障害者手帳等所持者に先行して接種券を送付する

ため、１６５ページの障害福祉課「障害者の援護に関する事務」、１６６ページの「難病患者見舞金

支給に関する事務」、１６７ページの「精神障害者に関する事務」から目的外利用を行います。

続きまして、１６８ページを御覧ください。

保険年金課の「特定健康診査・保健指導に関する事務」でございますが、高齢者実態調査の情報

を活用しまして、高齢者の保健事業及び介護予防事業を効果的に実施するため、長寿はつらつ課の

「一般介護予防事業に関する事務」から目的外利用を行うものでございます。

次に、資料の１６、１６９ページの外部提供報告書を御覧ください。

環境推進課の「畜犬登録に関する事務」は、犬がほかの人をかんだときなど、警察が捜査をする

際に情報を提供するものでございます。

次に、１７０ページと１７１ページ。

こちらも同じく環境推進課の「畜犬登録に関する事務」ですが、こちらは犬が捕獲された際に警

察署や保健所に情報を提供するものでございます。

最後になります。１７２ページを御覧ください。

障害福祉課の「障害者の援護に関する事務」でございますが、心神喪失等の状態で他害行為を行

った者に対して、保護観察所から照会があった際に情報を提供するものでございます。

その他の報告についての説明は、以上でございます。

○始澤会長

ありがとうございました。

それでは、ただいまの「目的外利用、外部提供の報告」について、何か質問等はございますか。

では、質問等ないでしょうか。大丈夫でしょうか。

それでは、次にまいりたいと思います。

◎３ 議題 （６）封入封緘委託業務の実地調査報告

○始澤会長

では、次に議題の（６）封入封緘委託業務の実地調査報告について、事務局から報告してくださ

い。それでは、これについて小曽根主任お願いいたします。

○事務局・小曽根主任

それでは、１７３ページの資料１７を御覧ください。
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令和３年６月１４日付けで、保険年金課から、「封入封緘等業務委託」の現地視察についての報告

が本審議会宛てに提出されました。

この報告は、平成１５年度第１回の審議会で、外部委託に関する承認基準例として本審議会へ諮

問を行った際に、納税通知書に含まれる個人情報は極めてプライバシー性の高い情報であることを

認識し、個人情報漏えい防止に関する特段の配慮を求めるとともに、漏えいを防止するために行っ

た具体的な取組については、本審議会への報告を求めるという、委員からの意見、要望、条件等が

答申書に付されており、それに基づき行っているものでございます。

今回の報告は、保険年金課が「特定保健審査受診券封入封緘等業務委託」として外部委託した事

業者に対し、提供している個人情報が適切に管理されているか、実際に現地に赴き、監督を行った

ものでございます。

１７４ページを御覧ください。

主な内容といたしましては、本年６月７日に保険年金課の職員２名が、埼玉県入間郡にあります

「株式会社ラシスコ」に視察を行い、個人情報を含む業務委託における作業工程、防犯体制、個人

情報の保護などについて確認した内容となっております。

以上で、保険年金課の「封入封緘等委託業務の実地調査報告」を終わります。

○始澤会長

ありがとうございます。

それでは、ただいまの「封入封緘委託業務の実地調査報告」について、何か質問はありますか。

大丈夫ですか。

それでは、次にまいりたいと思います。

◎３ 議題 （７）情報公開制度・個人情報保護制度運用状況の報告

○始澤会長

では、次に議題の（７）情報公開制度・個人情報保護制度運用状況について、事務局から報告を

してください。

これについて、小曽根主任、お願いいたします。

○事務局・小曽根主任

それでは、情報公開制度・個人情報保護制度の運用状況について御説明いたします。

令和３年４月から６月までに行われた公文書公開請求や自己情報開示請求などの受付件数や公開

率などについて、御報告します。

最初に、公文書公開請求の受付件数及び決定の状況です。
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市長が実施機関となる請求は２件あり、対象となる公文書は１２文書でした。内訳は、部分公開

が４文書、文書不存在による非公開は８文書でした。

自己情報開示請求と、自己情報訂正等の請求につきましては、今回はございませんでした。

情報公開制度・個人情報保護制度の運用状況の報告は、以上です。

○始澤会長

ありがとうございました。

それでは、ただいまの、「情報公開制度・個人情報保護制度運用状況の報告」について、何か質問

等はございますか。

大丈夫でしょうか。

それでは、次にまいりたいと思います。

◎３ 議題 （８）朝霞市個人情報保護条例等について

○始澤会長

それでは、次に議題（８）朝霞市個人情報保護条例等について、事務局から説明をお願いいたし

ます。これについて、細田係長、お願いいたします。

○事務局・細田係長

一般に個人情報保護法と呼ばれておりますが、「個人情報の保護に関する法律」が改正されまし

て、令和３年５月１９日に公布されました。

今後、本市の個人情報保護条例の改正が必要となる部分がございますので、本日は個人情報保護

法の改正概要や今後のスケジュール等について、本審議会の委員の皆様に御説明をさせていただき

たいと思っています。

資料１９、Ａ４で横長になってしまうんですけれども、１７６ページ、「個人情報保護制度見直し

の全体像」の左側の図、「現行」と書いてあるの部分を御覧いただいてよろしいでしょうか。

これまでの個人情報保護法制度というものは、適用される対象ごとに、「行政機関個人情報保護

法」、「独立行政法人等個人情報保護法」、「個人情報保護法」、「各自治体の個人情報保護条例」に分

かれておりまして、その所管が異なっておりました。

このような中で、国がデジタル庁をつくって、国や地方のデジタル業務改革を推進していくとい

う方針を示したことに伴いまして、個人情報に関する法の形式や法の所管の一元化を求められるこ

とになりまして、今回の個人情報保護法が改正されたということになります。

その改正後なんですけれども、それが右側の図に示しておりまして、「見直し後」の体制になって

おります。
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改正された個人情報保護法は、先ほど申し上げた３本の法律を１本の法律に統合するとともに、

地方公共団体に全国的な共通ルールを規定しまして、全体の所管を個人情報保護委員会に一元化す

るものとなっています。

この改正個人情報保護法の具体的な制度の作りといたしましては、今ある「個人情報保護法」の

中に、「行政機関個人情報保護法」と「独立行政法人等個人情報保護法」、こちらの規律を盛り込み

まして、適用主体ごとに規律を定めたものとなっています。

改正法の一番のポイントになりますが、個人情報の定義の統一があります。現行の法律ですと、

民間の部門、公的な部門、個人情報の定義が異なっておりまして、「個人情報保護法」では、個人情

報の定義として「他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することが

できることとなるものを含む」という文言があるんですけれども、「行政機関個人情報保護法」や

「独立行政法人等個人情報保護法」については、文言なんですけれども、「容易に」という文言が入

っていなかったりするんですね。

また、データ利活用の制度としまして、民間部門には「匿名加工情報」という定義、公的部門に

は「非識別加工情報」というものがあったんですけれども、定義が異なっているということで、デ

ータ流通の妨げになることなどがこれまで叫ばれてきておりました。改正される個人情報保護法で

は、この民間部門・公的部門で個人情報の定義を統一化しようと。例えば「匿名加工情報」と「非

識別加工情報」、それぞれ定義が違ったんですけれども、その名称を「匿名加工情報」に統一しよ

う。そういったようなものが挙げられます。

利用実例としましては、自治体では、介護認定や給付情報等に関する情報を活用してですね、自

立支援ができるようなケアプランの開発など、その匿名加工情報というものを使っている例などが

挙げられます。

民間事業者で言えば、例えば車の急発進とか急ブレーキ、そういったデータを取りまして、その

方が安全運転できているかどうかを確認することで、例えば保険料のキャッシュバックをするとか

いったサービスなどを実施しているという例がございます。

この個人情報保護法の改正なんですけれども、先に申し上げたのですが、データの利活用を促進

するために現行法制の不均衡などを是正するためということが趣旨の一つとしてありまして、法改

正に伴う条例改正に当たりましては、地方公共団体独自での措置を規定する場合などはですね、慎

重な判断が必要ですと言われておりまして、条例改正を行った際は、個人情報保護委員会への届出

なども必要となってくるものとなっています。

やはり、これまでバラバラだった規定を一括にして、その中で皆さん個人情報保護に努めていき

ましょうというのが本当、簡単な説明にはなってしまうんですけれども、それが概要になります。
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続きまして、資料１７７ページを御覧いただいてよろしいでしょうか。

この改正された個人情報保護法の成立・施行期日について記載しました。

改正法の原則的な施行期日は、令和３年９月１日とされているんですが、現行の先ほど申し上げ

た三つの法律、「個人情報保護法」、「行政機関個人情報保護法」、「独立行政法人等個人情報保護法」

の一元化については、資料の左半分にあります、「令和４年の５月１８日までの政令で定める日」と

されています。一方、資料の右側にある「令和５年５月１８日までの政令で定める日」に改正しな

ければならないのは、地方公共団体の条例の一元化になります。

それぞれの時点での改正しなければいけない事項は、ここの①から⑥、①から⑧に示されている

とおりとなります。

本市の個人情報保護条例の改正については、この右半分、「令和５年５月１８日までの改正事項」

の部分、こちらを御参照いただければと思います。

今後ですね、国や県から施行令やガイドラインなどが順次策定、公表されるということを伺って

おります。それらの内容を踏まえまして、詳細な内容については、改めまして御説明をさせていた

だきたいと考えております。

続いて、１７８ページを御覧ください。

このたびの個人情報保護法等の改正に伴いまして、本市の個人情報保護条例の一部について、次

の議会で改正する必要があると考えているものが２点ございます。

一つ目が、現在の個人情報保護条例の第２条に規定されております個人情報の定義の部分です。

黄色い冊子で言いますと、今日皆さんお持ちですかね。１３ページの部分ですね。

条例第２条第４号という部分です。個人識別符号の定義を規定しているところなんですけれど

も、資料に記載があるとおり、現在の個人識別符号の定義として、「行政機関の保有する個人情報の

保護に関する法律第２条第３項に規定する個人識別符号をいう。」という形で条例には明記されてい

まして、この「行政機関の保有する個人情報保護に関する法律」を参照条文としています。

その中で、このたびの個人情報保護法の改正に伴いまして、この「行政機関個人情報保護法」が

今後廃止されるということになりますと、条例上、参照先がない状態となってしまうことから、こ

の参照先を修正しなければいけないということです。

そこで、この資料にあります１７８ページの下段にある方ですね。下線が引いてある部分のとお

り、参照先を「個人情報の保護に関する法律」、個人情報保護法から参照するよという形に定義を変

えたいと考えております。

参照としている法律なんですけれども、資料の右半分、点線で囲ってある部分なんですけれど

も、上が「行政機関の保有する個人情報保護に関する法律」、下が「個人情報の保護に関する法
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律」、定義の内容なんですけれども、内容としては一言一句違う部分はございませんで、趣旨も変わ

らないものとなることから、今回この改正をしたいと考えたところでございます。

続きまして、１７９ページを御覧いただいてよろしいでしょうか。

こちらが、二つ目の改正が必要と考えている箇所でございます。

国のデジタル改革に伴いまして、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律」、いわゆるマイナンバー法、こちらも改正されておりまして、それに伴って本市の条例

において改正が必要となる箇所になります。

個人番号と関連付けられた個人情報を関係機関の間でやりとりをするための「情報提供ネットワ

ークシステム」の所管が、これまで総務省だったんですけれども、それがデジタル庁に変更された

ことに伴いまして、文言、「総務大臣」のところを「内閣総理大臣」に改める必要があるということ

で、今回御提示をさせていただいております。

続きまして、１８０ページを御覧ください。

今後のスケジュールの目安を作成しました。

法改正に伴う今後のスケジュールとしましては、国から、令和４年度の春頃なんですけれども政

令や規則の公布、ガイドライン等が示されるほか、その間に適宜説明会等が開催される予定と伺っ

ております。

令和５年度の春頃には、改正した個人情報保護条例を施行する必要がございまして、個人情報保

護委員会に対しても、改正する条例の届け出が必要となります。

条例の改正に当たっては、罰則規定の改正をする場合などがありましたら、検察庁との協議が必

要となったり、個人情報と情報公開というのは、やはり両輪で回していかないといけない制度でご

ざいまして、個人情報保護条例だけでなく、情報公開条例との整合性を図るというところも考えて

いかなければならない面がありますので、その策定にはかなりの時間が掛かるのではないかと現時

点では推測しています。

この個人情報保護条例や情報公開条例の改正は、制度運営に関する上で大変重要な事項だと思い

ますので、本審議会の皆様に適宜報告をさせていただくほか、御意見を伺わせていただきまして、

適切な対応に努めたいと考えておりますので、今後ともお力添えのほど、どうぞよろしくお願いし

ます。

私からの説明は、以上となります。

○始澤会長

ありがとうございました。
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事務局からの説明が終了いたしました。「朝霞市個人情報保護条例等の説明」について、何か質問

等はございますか。

いかがでしょうか。ございませんでしょうか。

大丈夫ですか。それでは、次にまいりたいと思います。

これ以上質問や御意見等がないようですので、御意見を伺うのはこれぐらいにいたしまして、事

務局から資料に基づき説明がありました、個人情報保護法改正に伴うこのたびの朝霞市個人情報保

護条例改正については、特段、支障があるものとはいえないと考えますが、御異議ございませんで

しょうか。大丈夫でしょうか。

それでは、御異議がございませんでしたので、事務局には改正に向けた適正な手続をお願いいた

します。

◎４ 事務連絡

○始澤会長

それでは、本日の議題については、全て終了いたしました。

次に、次第の４、事務連絡について、事務局から説明をお願いいたします。

河田課長、お願いいたします。

○事務局・河田課長

先ほど御報告させていただきました、「朝霞市朝霞市個人情報保護条例」の改正につきましては、

今後、法制執務を担当している部署と協議をさせていただき、今回お示しした条例案を令和３年９

月の市議会に上程させていただきたいと考えております。

次回の会議の日程ですが、例年１０月の最終金曜日の午前１０時から開催させていただいており

ますので、次回は令和３年１０月２９日、午前１０時から開催したいと思いますが、よろしいでし

ょうか。

○始澤会長

では、皆様、日程等はいかがでしょうか。予定等御確認を。

大丈夫でしょうか。

○事務局・河田課長

それでは、次回は、１０月２９日金曜日の午前１０時からの開催ということでお願いします。

会場につきましては、後日郵送させていただく開催通知でお知らせをさせていただきたいと思い

ます。

事務連絡は、以上でございます。
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◎５ 閉会

○始澤会長

ありがとうございました。

それでは、以上で、令和３年度第２回朝霞市情報公開・個人情報保護審議会を閉会いたします。

会議録に署名されます委員におきましては、引き続きお願いいたします。

皆様、大変お疲れ様でした。


