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別記様式（第４条関係） 

会    議    録 

 

会 議 の 名 称

  

第４回朝霞市情報公開・個人情報保護審議会  

開 催 日 時 

令和４年１月２８日（金） 

          午前１０時００分から 

午前１１時２８分まで 

開 催 場 所 市役所 別館２階 第１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４回 

資料番号 配 付 資 料 名 ページ 

資料 １ 諮問の取下げについて １ 

資料 ２ 新規登録を行った個人情報取扱事務 ２ 

資料 ３ 
個人情報取扱事務登録届出書  

（１３７２：事業者応援支援金に関する事務） 
３～１１ 

資料 ４ 
個人情報取扱事務登録届出書  

（６９１０：臨時特別給付金に関する事務） 
１２～２８ 

資料 ５ 

個人情報取扱事務登録届出書  

（７４０６：令和３年度子育て世帯への臨時特別給付金に関する

事務） 

２９～４２ 

資料 ６ 

個人情報取扱事務登録届出書  

（３４３５：住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に

関する事務） 

４３～５０ 

資料 ７ 
個人情報取扱事務登録届出書  

（３９２１：道路監視カメラ利用に関する事務） 
５１～５８ 

資料 ８ 
個人情報取扱事務登録届出書  

（４１２３：工事に関する事務） 
５９～６５ 

資料 ９ 変更届による修正を行った個人情報取扱事務 ６６～１０８ 

資料１０ 廃止届による抹消を行った個人情報取扱事務の報告 １０９～１１５ 

資料１１ 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 １１６～１２２ 

資料１２ 本人以外収集報告書 １２３ 

資料１３ 目的外利用報告書 １２４～１３２ 

資料１４ 外部提供報告書 １３３～１３５ 

資料１５ オンライン処理報告書 １３６～１４１ 

資料１６ 情報公開制度・個人情報保護制度運用状況報告書 １４２ 
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令和３年度第４回 

朝霞市情報公開・個人情報保護審議会 

 

令和４年１月２８日（金） 

午 前 １ ０ 時 ０ ０ 分 か ら 

午 前 １ １ 時 ２ ８ 分 ま で 

市役所 別館２階 第１委員会室 

１ 開     会 

２  配付資料の説明 

３ 議     題 

（１）諮問の取下げについて 

（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）廃止届による修正を行った個人情報取扱事務の報告 

（５）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 

（６）本人以外収集、目的外利用、外部提供、オンライン処理の報告 

（７）情報公開制度・個人情報保護制度運用状況の報告 

４ 事 務 連 絡 

５ 閉 会 
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出席委員（１０人） 

会     長  始 澤 真 純 

副  会  長  下 田 俊 樹 

委     員  越 智   学 

委     員  かしわや 勝幸 

委     員  外 山 ま き 

委     員  野   昭 一 

委     員  林   幸 子 

委     員  増 川 悦 子 

委     員  山 内 善四郎 

委     員  山 田 正 志 

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

事  務  局 市政情報課長 河 田 賢 一 

事  務  局 市政情報課市政情報係長 細 田 啓 行 

事  務  局 市政情報課市政情報係主任 小曽根 由 香 
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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  

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４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たいと思います。 

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 

傍聴者がいらっしゃらないということで、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。 

○事務局・細田係長 

審議に先立ちまして、事務局から報告を申し上げます。 

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項の規定に基づきまして、会議は成立いたしますことを御報告申し上げま

す。 

続きまして、委員の交代がございましたので御報告させていただきます。 

これまで「市議会委員」として選出されておりました、斉藤弘道委員、原田公成委員が、各種附

属機関等委員の交代が行われたことに基づきまして、このたび、かしわや勝幸委員、外山まき委員

に交代されております。 

それでは、新たに委員になられた皆様からごあいさつを頂戴したいと思います。 

まず、かしわや委員よろしくお願いいたします。 
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○かしわや委員 

皆さん、こんにちは。 

このたび、委員を務めさせていただくことになりました、かしわや勝幸でございます。よろしく

お願いいたします。 

○事務局・細田係長 

ありがとうございます。 

次に、外山委員、よろしくお願いいたします。 

○外山委員 

同じく情報公開・個人情報保護審議会委員にさせていただきました、外山まきです。今年度ＤＸ

の推進がありますので、よろしくお願いいたします。 

○事務局・細田係長 

ありがとうございました。 

報告は、以上でございます。 

それでは、始澤会長に議事の進行をお願いいたします。 

 

◎２ 配付資料の説明 

○始澤会長 

それでは改めまして、皆さん、おはようございます。 

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。 

それではまず、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。 

よろしくお願いします。 

○事務局・細田係長 

始めに、本日の会議資料の確認をさせていただきます。 

委員の皆様に事前に御送付させていただいたものとなるのですが、１枚めくっていただいた資料

一覧のとおり、諮問の取下げと、令和３年１０月１日から同年１２月３１日までに登録がございま

した報告等に関するものとなります。 

また、このほか本日配付資料として、皆様のお手元に附属機関委員名簿を配付させていただいて

おります。 

また、事前に御送付した資料の中に、誤りが一部ございましたので、差替え分を本日机上に置か

せていただいております。 

差替えの部分は、９８ページから９９ページの部分と、１２２ページの部分になります。９８ペ
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ージから９９ページのもの、１２２ページのものになります。 

お手数ですが、差替えの方をお願いしたいと思います。 

修正した部分なんですけれども、まず９９ページの部分で「感染症に関する事務」の変更理由の

部分が抜けておりましたので、追記をさせたものに変えさせていただきました。 

続いて、１２２ページのもの、こちらは一番上にございます「臨時特別給付金に関する事務」に

ついて、左側の「事例」の枠の中の「○」の後ろに「臨」の字、臨時の臨という字が抜けておりま

したので、それを追記したものとなっております。 

差替え前の資料につきましては、会議終了後、事務局で回収をさせていただきますので、机上に

置いたままでお願いしたいと思います。お手数をおかけして申し訳ございませんでした。 

本日の会議で使用する資料については、以上となります。 

次に、本日の予定でございますが、会議次第の「３ 議題」のとおりになります。 

議題の審議終了後、会議次第の「４ 事務連絡」となってございます。 

続きまして、会議録の署名についてのお願いでございます。 

令和３年１０月２９日に開催した第３回審議会の会議録につきましては、増川委員と山内委員

に、会議終了後、係員が会議録をお示ししますので、御署名をいただきたく思います。 

最後に、本日の審議会において会議録作成のために、会長の指名後に御発言をお願いしたいと思

います。発言の際には、机上にあるマイクのスイッチを押して御発言いただければと思います。 

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。 

配付資料や本日の予定について、何か質問はありますか。よろしいですか。 

それでは、質問はなしということで、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）諮問の取下げについて 

○始澤会長 

では、「議題（１）諮問の取下げについて」、事務局から説明をしてください。 

よろしくお願いします。 

○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。 

市長からですね、本審議会会長宛てに「新型コロナウイルスワクチン接種に関する事務」におい
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て、オンライン処理を行うことについて健康づくり課から諮問をさせていただいておりましたが、

その諮問を取下げるものでございます。 

前回の審議会におきまして、諮問する時期が遅れたということは条例に違反しているのではない

かということで、委員から御意見を頂いたところでございます。 

御指摘を受けまして、健康づくり課と市政情報課において案件につきまして再調査をした結果、

当該システムで取り扱う個人情報のうち、マイナンバーは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に基づきまして、当該システムでの利

用が可能であること、また、外部提供が可能であること、さらに、市町村間での情報連携が可能で

あることが法令に規定されておりましたことから、当該システムの運用については法令に基づくも

のであるということで判断をさせていただきまして、今回の諮問の取下げという形にさせていただ

いております。 

法令に基づいてオンライン処理を行う場合なんですが、審議会への諮問は不要でございまして、

オンライン処理を行った後に、審議会には報告という形で書面を出すという形になっております。 

よって、朝霞市個人情報保護条例第１５条第２項第２号に規定に基づく諮問を取り下げまして、

同条第２項第１号の規定に基づきまして報告をさせていただくこととしました。 

報告書につきましては、議題（６）オンライン処理の報告の際に内容について説明をさせていた

だきたいと思います。 

資料１の諮問の取下げについての説明は、以上でございます。 

○始澤会長 

ありがとうございました。 

ただいま、事務局から説明が終わりました。 

御質問や御意見をお願いいたします。 

御質問、御意見ございませんでしょうか。 

それでは、次にまいります。 

 

◎３ 議題 （２）個人情報取扱事務の新規登録の報告 

○始澤会長 

では、次に「議題（２）個人情報取扱事務の新規登録の報告」について、事務局から報告してく

ださい。 

よろしくお願いいたします。 
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○事務局・細田係長 

それでは、個人情報取扱事務の新規登録につきまして、報告をさせていただきます。  

この報告は、朝霞市個人情報保護条例第８条第５項の規定に基づいて行うものでございます。 

それでは、資料の２ページをお開きください。 

今回は、令和３年１０月から１２月分として新規登録の届出がなされました「６件」の事務につ

きまして、報告をさせていただきます。 

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

願いいたします。 

それでは、３ページの資料３を御覧ください。 

産業振興課のですね「事業者応援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の影響により、売上げが一定以上減少した事業者に応援支

援金を交付するために、個人情報を収集するものでございます。 

次に、１２ページをお開きください。資料４です。 

こちらは、福祉相談課の「臨時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の経済対策におきまして、住民税非課税世帯等に対しまし

て、１世帯当たり１０万円の給付金を支給をするために個人情報を収集するものでございます。 

続きまして、２９ページ、資料５を御覧ください。 

こども未来課の「令和３年度子育て世帯への臨時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の影響を受けている子育て世帯を支援することを目的とい

たしまして、０歳から高校３年生までの子どもを養育する、年収９６０万円未満の世帯に対し、臨

時特別給付金の支払いを行うため、個人情報を収集するものでございます。 

次に、４３ページ、資料６を御覧ください。 

開発建築課の「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する事務」でございます。 

こちらは、低所得者や高齢者、障害者など、配慮を要する方への住宅確保等の支援を行うに当た

り、個人情報を収集するものでございます。 

続きまして、５１ページ、資料７を御覧ください。 

こちらは道路整備課の「道路監視カメラ利用に関する事務」でございます。 

こちらは、道路に監視カメラを設置しまして、災害時に市内各所の道路冠水状況を把握する中

で、通行者の画像も収集することとなることから、登録を行ったものでございます。 

続きまして、５９ページ、資料８を御覧ください。 

下水道施設課の「工事に関する事務」でございます。 
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こちらは、工事に関する説明会におきまして、参加者から意見を収集するとともに、説明会につ

いて自治会・町内会長に通知をすることから、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。 

御質問や御意見等、大丈夫でしょうか。 

それでは次に入らせていただきます。 

 

◎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「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」について、事務局

から報告をしてください。 

それではお願いいたします。 

○事務局・小曽根主任 

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いたます。 

資料９の、６６ページから９４ページまでが本報告に係る事務内容票です。 

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

事務の登録一覧表に登載された事務のうち、変更があったものを報告するものです。 

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いたしま

す。 

変更の内容については、資料９５ページからの一覧表に基づき御報告いたしますので、９５ペー

ジをお開きください。 

９５ページ、まず最初の政策企画課の「市民参画に関する講演会の企画・運営に関する事務」

は、市民参画に関する講演会の実施に当たり、講師及び参加者等の個人情報を収集するため、事務

の変更を行いました。 

続きまして、９６ページを御覧ください。 

産業振興課の「中小・小規模企業者支援金に関する事務」及び「飲食店あんしん来店奨励金に関

する事務」、「理美容所安心来店奨励金に関する事務」の三つの事務は、先ほどの新規登録において

御説明いたしました「事業者応援支援金に関する事務」において、当該事務から目的外利用を行う

ことから、他の事務の目的外利用欄を「有」に変更しております。 
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続きまして、福祉相談課の「地域福祉計画の策定及び推進に関する事務」は、地域福祉計画推進

委員会の委員の改選に当たり、組織体制を見直したため、事務の変更を行いました。 

次に、健康づくり課の「がん検診事業に関する事務」は、情報提供ネットワークシステム接続に

併せ、外部委託、収集禁止事項例外収集、本人以外収集について、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。 

続きまして、９９ページを御覧ください。 

健康づくり課の「予防接種に関する事務」は、要綱を改正し、印影を収集しないこととするなど

事務の見直しを行ったため、事務の変更を行いました。 

次に、健康づくり課の「感染症に関する事務」は、感染症で自宅療養が必要な市民に対し、食料

配給などの療養支援を行うため、また、登録している個人情報の記録項目を見直したため、事務の

変更を行いました。 

続きまして、１０１ページを御覧ください。 

健康づくり課の「歯科保健に関する事務」は、情報提供ネットワークシステム接続に併せ、個人

情報取扱事務及び外部委託ついて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、１０２ページを御覧ください。 

健康づくり課の「健康増進法に基づく保健事業に関する事務」は、肝炎ウイルス検診、骨粗しょ

う症予防検診に関する情報提供ネットワークへのオンライン接続と併せ、個人情報の収集対象者、

外部委託先について、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。 

続きまして、１０３ページを御覧ください。 

健康づくり課の「未熟児養育医療給付に関する事務」は、施行細則を改正し、印影を収集しない

こととしたほか、登録している個人情報の記録項目を見直したため、事務の変更を行いました。 

次に、１０４ページを御覧ください。 

健康づくり課の「早期不妊検査費・不育症検査費助成事業に関する事務」、またその次の「早期不

妊治療費助成事業に関する事務」は、要綱を改正し、印影を収集しないこととしたほか、収集対象

者について見直したため、事務の変更を行いました。 

次に、１０５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

チン接種後の接種記録の登録及び接種済証明書を発行するため、また、集団接種会場において接種

した医師・看護師に謝金を支払うため、事務の変更を行いました。 

続きまして、１０６ページを御覧ください。 

健康づくり課の「骨髄移植ドナー助成費交付に関する事務」は、要綱を改正し、印影を収集しな
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いこととしたほか、登録している個人情報の記録項目を見直したため、事務の変更を行いました。 

次に、保険年金課の「高齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療費に関する事務」は、マイ

ナンバーカード未取得者に埼玉県後期高齢者医療広域連合が交付申請書を送付するに当たり、必要

なデータを提供するため、事務の変更を行いました。 

最後に、開発建築課の「違反建築物の調査・是正指導等に関する事務」は、違反建築物の是正指

導を行うに当たり、土地の所有者等を確認するために「住民基本台帳に関する事務」について目的

外利用を行うほか、目的外利用、外部提供の登録内容を見直したため事務の変更を行いました。 

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、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、何か質問等はござい

ますか。 

御質問等よろしいでしょうか。 

それでは次にまいりたいと思います。 

 

◎３ 議題 （４）廃止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 

では、次の「議題（４）廃止届による修正を行った個人情報取扱事務の報告」２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 

廃止届による抹消を行った個人情報取扱事務につきまして、御報告をいたします。 

こちらの報告も、朝霞市個人情報保護条例第８条第５項の規定に基づきまして審議会に報告する

ものでございます。 

それでは、１０９ページの資料１０を御覧ください。 

こちらの「庁議・政策調整会議に関する事務」、続いて１１０ページを御覧いただきまして、「決

算に関する事務」、隣１１１ページの「基地対策に関する事務」、続きまして１１２ページ「広域行

政に関する事務」、隣のページの「公共施設等整備検討委員会に関する事務」につきましては、収集

する個人情報といたしまして、これまで職員の情報が登録されておりました。 

個人情報保護条例第８条第３項におきまして、職員の個人情報を取り扱う場合は、個人情報取扱

事務登録簿への登録対象から除外をされているため、これらの５事務につきまして、事務を廃止し
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てございます。 

続きまして、１１４ページを御覧ください。 

政策企画課の「国・県等からの調査・回答に関する事務」は、国・県等からの調査のために収集

した個人情報は、個別の事務で既に事務登録がされているほか、他課へ事務の移管がございまし

て、それが適正に行われておりましたことから、今回事務の廃止として届出をさせていただいてお

ります。 

次に、１１５ページを御覧ください。 

政策企画課の「安全管理、危機管理に関する事務」は、先ほどと同様に職員情報が登録されてい

たということが分かりまして、また、他の課での事務登録が適正に行われていたことから、今回こ

ちらの事務で廃止をさせていただいたところでございます。 

廃止届による修正を行った個人情報取扱事務の報告は、以上でございます。 

○始澤会長 

ありがとうございました。 

ただいまの報告について、御質問等はございますでしょうか。 

よろしいですか。 

それでは、次にまいります。 

 

◎３ 議題 （５）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 

では次に、「議題（５）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、事務局から報告してください。 

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１１、１１６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

報告するものでございます。 

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

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１－１番です。 
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開発建築課の「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する事務」は、賃貸住宅等

入居相談会において、住宅確保要配慮者から相談を受ける際に「主義・主張」等を収集するもので

す。 

続きまして、下水道施設課の「工事に関する事務」は、工事に関する説明会参加者から意見を聴

くことにより、「主義・主張」を収集するものです。 

次に、類型１－６番です。 

福祉相談課の「臨時特別給付金に関する事務」は、臨時特別給付金の支給審査において、生活保

護受給の有無について情報を収集するものです。 

続きまして、こども未来課の「令和３年度子育て世帯への臨時特別給付金に関する事務」は、県

や市区町村から文書やメールにより通知を受けることで「施設入所状況等」や「支援措置申出状

況」を収集するものです。 

次に、健康づくり課の「がん検診事業に関する事務」は、生活保護受給者は、がん検診の自己負

担が免除されるため、受給者証を提示していただくことにより公的扶助の有無を確認するもので

す。 

続きまして、１１７ページを御覧ください。 

こちらのページは、全て健康づくり課のものとなります。 

まず、「未熟児養育医療給付に関する事務」については、指定養育医療機関変更申請書を提出する

際に、変更を必要とする理由を記入してもらうことにより、「主義・主張」を収集するものです。 

次に、「未熟児養育医療給付に関する事務」は、養育医療券再交付申請書を提出する際に、再交付

を必要とする理由を記入してもらうことにより、「主義・主張」を収集するものです。 

同じく、「未熟児養育医療給付に関する事務」は、養育医療費用徴収額減額（免除）申請書を提出

する際に、減額（免除）を必要とする理由を記入してもらうことにより、「主義・主張」を収集する

ものです。 

次に、「早期不妊治療費助成事業に関する事務」は、助成費を交付するに当たり、特定不妊治療を

実施した証明書の写しが提出されることにより、「治療の結果」が収集されるものです。 

続きまして、「新型コロナウイルスワクチン接種に関する事務」は、予防接種を受ける者から予診

票を提出してもらうことにより健康状態や傷病名等について情報を収集するものです。 

次に、「骨髄移植ドナー助成費交付に関する事務」は、公益財団法人日本骨髄バンクが発行する骨

髄・末梢血幹細胞の提供が完了したことを証する書類の提出を受けることにより、「骨髄等提供状

況」を収集するものです。 

続きまして、１１８ページを御覧ください。 
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類型１－８です。 

福祉相談課の「臨時特別給付金に関する事務」は、臨時特別給付金の申請書の添付書類である、

個人番号カード・住民基本台帳カード・運転免許証・旅券等から顔写真を収集するものです。 

次に、こども未来課の「令和３年度子育て世帯への臨時特別給付金に関する事務」は、届出書に

添付された本人確認書類から顔写真を収集するものです。 

続きまして、健康づくり課の「骨髄移植ドナー助成費交付に関する事務」は、骨髄移植ドナー助

成費交付申請書や確認書等の提出を受ける際に、本人確認書類から顔写真を収集するものです。 

次に、類型１―９です。 

道路整備課の「道路監視カメラ利用に関する事務」は、災害時の道路状況を把握することを目的

として、市内各所の道路にカメラを設置することに伴い、通行者の画像が収集されるものです。 

続きまして、１１９ページを御覧ください。 

「２ 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３－３番、「令和３年度子育て世帯への臨時特別給付金に関する事務」は、子育て世帯への臨

時特別給付金支給対象者が大量であり、通知をすると著しく事務の効率が損なわれるため、本人へ

の通知を省略するものでございます。 

次に、類型３－４です。 

道路整備課の「道路監視カメラ利用に関する事務」は、市内の道路監視カメラ設置に関するお知

らせを自治会・町内会長に通知することにより、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。 

続きまして、同じく道路整備課の「道路監視カメラ利用に関する事務」ですが、 

市内の道路監視カメラ設置に関するお知らせを地権者に通知することにより、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、下水道施設課の「工事に関する事務」は、工事に関する説明会について、自治会・町内会

長に通知することにより、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。 

続きまして、１２０ページを御覧ください。 

「３ 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。 

類型４－１番、こども未来課の「令和３年度子育て世帯への臨時特別給付金に関する事務」は、

本人へ通知することにより、市と本人との信頼関係が損なわれる恐れがあるため、また、通知によ

り、避難者や入所児童等を追及する恐れがあるため、本人への通知を省略するものでございます。 
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次に、類型４－３番です。 

保険年金課の「高齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療費に関する事務」は、対象者が大

量であり、通知をすることで事務に支障を来す恐れがあるため、本人への通知を省略するものでご

ざいます。 

続きまして、「４ 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５－３番、健康づくり課の「がん検診事業に関する事務」は、がん検診を実施するに当たり、

「氏名」等の情報を委託するものでございます。 

次に、１２１ページを御覧ください。 

こちらも健康づくり課の「がん検診事業に関する事務」ですが、各種がん検診を実施するに当た

り、「氏名」等の情報を委託するものでございます。 

続きまして、健康づくり課の「予防接種に関する事務」は、定期予防接種を実施するに当たり、

「氏名」等の情報を委託するものでございます。 

次に、健康づくり課の「歯科保健に関する事務」は、親子歯科健康診査業務を実施するに当たり、

「氏名」等の情報を委託するものでございます。 

続きまして、健康づくり課の「健康増進法に基づく保健事業に関する事務」は、各種健診等を実

施するため、「氏名」等の情報を委託するものでございます。 

次に、類型５－１３番、福祉相談課の「臨時特別給付金に関する事務」は、臨時特別給付金支給

決定のデータの作成等を行うに当たり、「氏名」等の情報を委託するものでございます。 

最後に、１２２ページを御覧ください。 

同じく、福祉相談課の「臨時特別給付金に関する事務」です。 

こちらは、支給決定兼振込済通知書の作成等を行うに当たり、「氏名」等の情報を委託するもので

ございます。 

続きまして、健康づくり課の「がん検診事業に関する事務」は、がん検診の結果を入力するに当

たり、「氏名」等の情報を委託するものでございます。 

次に、健康づくり課の「歯科保健に関する事務」は、歯周疾患検診の結果を入力するに当たり、

「氏名」等の情報を委託するものでございます。 

続きまして、健康づくり課の「健康増進法に基づく保健事業に関する事務」は、肝炎ウイルス検

診及び健康診査の結果を入力するに当たり、「氏名」等の情報を委託するものでございます。 

最後に、類型５－２２です。 

福祉相談課の「臨時特別給付金に関する事務」は、臨時特別給付金確認書の封入封緘作業に当た
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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。 

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

御質問等はございますか。 

それでは、外山委員よろしくお願いいたします。 

○外山委員 

１１７ページの健康づくり課の「早期不妊治療費助成事業に関する事務」で、治療の結果が収集

されるということなんですけれども、この治療の結果というのはどの程度なんでしょうか。診断書

を出すのか、妊娠したか、妊娠していないかを口頭で言うのか、それとも、医師の診断書を出すの

でしょうか。 

○始澤会長 

ただいまの質問につきまして、担当の方よろしくお願いいたします。 

○事務局・細田係長 

事務局で把握している中で、「不妊治療実施証明書」というものがございまして、その中で、妊娠

の有無、「有り」、「無し」の確認部分がございまして、そちらの書面の提出があることから、こちら

の治療の結果という収集項目を入れさせていただいております。医師の診断書というのは特にこち

ら受け取ることはございませんので、あくまでこの「不妊治療実施証明書」の中に記載のある事項

として、個人情報の事務登録を行っているところでございます。 

以上でございます。 

○始澤会長 

ありがとうございました。 

では、いかがでしょうか。外山委員、お願いします。 

○外山委員 

開始する場合に、医師の証明書の写しがあって、その項目の中に治療の結果の妊娠有無があっ

て、その結果を報告する義務があるのでしょうか。 

○始澤会長 

では、ただいまの質問についてよろしいですか。 

では、担当の方よろしくお願いいたします。 
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○事務局・細田係長 

朝霞市早期不妊治療費助成事業実施要項の中に、助成の申請についての項目がございます。その

中で、朝霞市早期不妊治療費助成事業申請書とですね、次に掲げる書類を添えて市長に提出するも

のとするという規定がございます。その中で、先ほど申し上げました「不妊治療実施証明書」の写

しを一緒に御提出いただくとか、あと治療費の領収書の原本を一緒に提出していただくという項目

がございます。 

以上でございます。 

○始澤会長 

ありがとうございました。 

では、いかがでしょうか。 

外山委員お願いいたします。 

○外山委員 

もちろん助成をもらうからには領収書など添付して、治療が実際終わったと申請を出す必要はあ

ると思うのですけれども、その結果、妊娠したかしていないかは、妊娠していれば産休に入ったり

するので分かるかなと思います。不妊治療は何回も妊娠に失敗したりするので、それをいちいち妊

娠が駄目でしたと報告するのかと思いまして。助成を受けるに当たり、妊娠の有無の報告の義務が

あるんだったら、仕方がないかなとは思うのですけれども、結構残酷だなと思いまして。失敗した

ことを確認するのかと思ったわけです。でも仕方がない。書類に報告内容があるということですよ

ね、ちょっと残酷だなと思いまして。 

○始澤会長 

ただいまのことについて、いかがでしょうか。 

確かに、ごもっともな意見ですが。 

○外山委員 

妊娠したのって誰が見ても分かるわけじゃないですか。 

○始澤会長 

ただいまの質問について、河田課長お願いします。 

○事務局・河田課長 

今のお話の中で、詳しくはまだ担当課には確認ができていないのですが、診断をした場合に医師

が封に入れて、その詳細について中身は本人が見ないように配慮がなされているのかどうか、この

後、担当の方にどういう状況で出させているか確認します。先ほど外山委員がおっしゃったとお

り、残酷な内容のことも場合によってはあるかもしれないので、封に入れて、本人が詳細は分かり
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えないような配慮はなされているかどうかは、この後、会議の進行の別の議題を進めている中で、

お調べさせていただくということ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。 

では、外山委員いかがでしょうか。 

○外山委員 

妊娠は途中まで大丈夫でも流れてしまうことがあるので、どの段階で報告するのか、どこまでい

ったら成功と言うのかが気になりまして。 

○始澤会長 

今の御質問、御意見については、いかがでしょうか。 

○事務局・河田課長 

妊娠、着床など、どの段階で申請がされているのか、併せて確認させていただきます。 

○始澤会長 

ありがとうございました。 

今の質問については、後ほどということです。 

それでは、ほかの質問、御意見等ございますでしょうか。 

ほかに御質問は大丈夫でしょうか。 

それでは、（５）は以上ということになります。 

 

◎３ 議題 （６）本人以外収集、目的外利用、外部提供、オンライン処理の報告 

○始澤会長 

では次に、「議題（６）本人以外収集、目的外利用、外部提供、オンライン処理の報告」につい

て、事務局から報告をしてください。 

それでは、よろしくお願いいたします。 

○事務局・細田係長 

それでは、１２３ページを御覧ください。 

資料１２の本人以外収集報告書につきまして、御報告をいたします。 

こども未来課の「令和３年度子育て世帯への臨時特別給付金に関する事務」は、配偶者からの暴

力を訴えて朝霞市へ避難して来た方につきまして、その方の臨時特別給付金の支給状況について他

市町村から本人以外収集を行うほか、朝霞市内の施設に入所している児童について前住所の他市町

村等に照会することによりまして、臨時特別給付金の支給状況について本人以外収集を行うもので
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ございます。 

次に、１２４ページから１３２ページの資料１３の目的外利用報告書につきまして、報告をいた

します。 

まず、１２４ページを御覧ください。 

産業振興課の「事業者応援支援金に関する事務」は、中小・小規模企業者支援金を支給した方に

対しまして、こちらの事業者応援支援金について周知をするためにですね、産業振興課の「中小・

小規模企業者支援金に関する事務」から目的外利用を行うものでございます。 

次に、１２５ページを御覧ください。 

こども未来課の「令和３年度子育て世帯への臨時特別給付金に関する事務」は、児童手当受給者

が臨時特別給付金の支給対象者となるため、こども未来課の「児童手当に関する事務」から目的外

利用を行うものでございます。 

次に、１２６ページにまいります。 

開発建築課の「違反建築物の調査・是正指導等に関する事務」は、違反建築物の是正指導等を行

うに当たりまして、土地の所有者等を確認する必要があることから、課税課の「土地（補充）課税

台帳に関する事務」から目的外利用を行うものでございます。 

次に、１２７ページを御覧ください。 

同じく開発建築課の「違反建築物の調査・是正指導等に関する事務」ですが、違反建築物の是正

指導等を行うに当たりまして、家屋の所有者等を確認する必要があることから、課税課の「家屋

（補充）課税台帳に関する事務」から目的外利用を行うものでございます。 

また、１２８ページでは、前者と同じ利用目的といたしまして、「固定資産税名寄帳兼課税台帳に

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、１２９ページを御覧ください。 

開発建築課の「違反建築物の調査・是正指導等に関する事務」です。 

違反建築物の是正指導等を行うに当たりまして、土地の所有者等を確認する必要があることか

ら、総合窓口課の「住民基本台帳に関する事務」から目的外利用を行います。 

次に、１３０ページを御覧ください。 

道路整備課の「道路監視カメラ利用に関する事務」、こちらは土地所有者から道路監視カメラ設置

の承諾を得るため、課税課の「固定資産税名寄帳兼課税台帳に関する事務」から目的外利用を行う

ものでございます。 

続きまして、１３１ページを御覧ください。 

同じく、道路整備課の「道路監視カメラ利用に関する事務」でございます。 
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自治会・町内会長に道路監視カメラ設置場所の情報提供を行うため、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」から目的外利用を行うものでございます。 

続きまして、１３２ページを御覧ください。 

下水道施設課の「工事に関する事務」は、工事に関する説明会について、自治会・町内会長に通

知するため、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」から目的外利用を行う

ものでございます。 

続きまして、１３３ページから１３５ページにございます、資料１４の外部提供報告書につい

て、報告をいたします。 

まず、１３３ページを御覧ください。 

こども未来課の「令和３年度子育て世帯への臨時特別給付金に関する事務」は、配偶者からの暴

力を訴えて朝霞市へ避難して来た方について、その方の臨時特別給付金の支給状況を他市町村へ照

会する際に家庭状況等の情報を外部提供するほか、施設に入所している児童について他市町村等か

ら照会を受けた際に、児童手当支給状況等について外部提供を行うものでございます。 

１３４ページを御覧ください。 

保険年金課の「高齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療費に関する事務」は、マイナンバ

ーカード未取得者に対しまして、埼玉県後期高齢者医療広域連合が交付申請書を送付するに当たり

まして、「氏名」等を外部提供するものでございます。 

１３５ページを御覧ください。 

開発建築課の「違反建築物の調査・是正指導等に関する事務」は、市からの違反建築物の調査を

する際にですね、埼玉県川越建築安全センターが是正指導を行うため、「氏名等」を外部提供するも

のでございます。 

最後に、１３６ページから１３９ページ、資料１５ですね。オンライン処理報告書について説明

をさせていただきます。 

１３６ページの「がん検診事業に関する事務」、１３７ページの「歯科保健に関する事務」、ま

た、１３８ページの「健康増進法に基づく保健事業に関する事務」は、法令を根拠としておりまし

て、情報提供ネットワークシステムとのオンライン接続を行ったものでございます。 

法令根拠につきましては、１４０ページに添付しておりますので、御確認いただければと思いま

す。 

続きまして、１３９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」です。 

こちらはですね、先ほど冒頭で御説明させていただきましたとおり、前回の審議会で諮問させて
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いただきましたが、法令に基づくものでありましたため、諮問を取下げまして御報告をさせていた

だくものでございます。 

マイナンバー法の第９条第１項、第１９条第５号及び第１６号に基づきまして、ワクチン接種記

録システムとのオンライン接続を行ったものでございます。法令根拠につきましては、１４１ペー

ジに記載してございますので、御確認いただければと思います。 

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。 

ただいまの、本人以外収集、目的外利用、外部提供、オンライン処理の報告について、何か質問

等はございますか。 

では、外山委員、お願いいたします。 

○外山委員 

１２３ページと１３３ページ、「本人以外収集報告書」と「外部提供報告書」の子育て世代への 

１０万円の給付について、別居とか配偶者からＤＶを受けていて、子供を養育している親の方が児

童手当の受取人ではない場合に、実際養育しているのは逃げている方の保護者なので、申請があっ

た場合に収入が多い方といいますか、児童手当を受け取る側になっている保護者の人に先に給付が

あるかないかを調べて、給付済ではなかったらこちらの方で出すというようなことを、他の自治体

とやり取りするための報告書ということでよろしいでしょうか。 

○始澤会長 

それでは、ただいまの質問について、小曽根主任お願いいたします。 

○事務局・小曽根主任 

そのとおりでございます。 

○始澤会長 

  では、再度、外山委員お願いします。 

○外山委員 

個人情報は目的外使用をしてはいけないということで、厳重に管理をしていると思うんですけれ

ども、本来でしたらこのようなＤＶのことは、福祉関係の課や別の課に相談があったりすると思う

んですよ。既に相談があった場合、また住民票を移してくる際に、他の人、旦那が見にくるかもし

れないから、開示しないでくださいと頼んで住民票を移してくる人もいると思うんですけれども、

その場合は総合窓口課の人が把握していると思うんですけれども、もちろんこれを事務の方に言っ

ても仕方がないと思いますが、本来でしたらそういうところから報告をして何か連携して。本人か
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ら訴えがあった場合に、しかも、調べてもう既に給付済ではなかった場合にだけ給付するというこ

とですよね。私はいつも思うのですが、個人情報の壁と福祉の連携、他部署の連携は両立が難しく

て、本来でしたら福祉関係の課と総合窓口課とこういうところが連携して個人情報を、この方はＤ

Ｖで逃げてらっしゃるから配慮して、こちら側から連絡して、こういう申請したらいいんじゃない

ですかということを言えばいいんだけども、何か壁があって目的外使用をしては駄目というような

壁があるから、本人から申請が来ない限り助けないというようなことは私はいつも問題意識を持っ

ているのですけれども。他の自治体から申請があったときのみしか教えては駄目ということなんで

すよね。福祉関係の課とか総合窓口課が知りたいとか、逆にこっち側が知りたいということも連携

はできないですよね。もう既にこういうことは、ほかの課が相談を受けているケースもあるとは思

うんですけれども、そこは連携はできない。個人情報保護の壁ってことなんですよね。本人から問

い合わせがあって、他自治体でもう支給されているかされていないか調べるときのみ利用できると

いうことですね。 

○始澤会長 

ただいまの御意見について。 

では、河田課長、お願いいたします。 

○事務局・河田課長 

現在の、今回の子育て世帯への臨時特別給付金というのは、基本的に児童手当の仕組みを使うも

のだと思っております。現在の児童手当については、担当課の方で個別の相談がない限り分からな

いということがあると思います。一方で、よく住民基本台帳の方で、ＤＶ等被害にあわれた方が、

配偶者への通知はしないでほしいという申出があったにも関わらず、それが漏れてしまったという

事例がありましたが、住民基本台帳の方ではそういった把握はしております。ただ、給付金につい

ては、やはりどちらが子供の面倒を見ているかについては、こども未来課で給付金の部分を担って

いるというのがありますので、そういった個別事例に対しては、私どもも細かくは分からないんで

すけれども、きちんと配慮がなされる形で対応をしているものと思います。 

○始澤会長 

ありがとうございました。 

では、外山委員いかがでしょうか。 

○外山委員 

こんなことをここで言っても仕方がいなと言いつつも、個人情報の壁と、本来だったら縦割り行

政ではなくて、横の連携をすれば、もっと支給できたりすることがあるのかなと、いつも思ってお

りまして。 
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うちの自治体は本人から通知をもらって、相手がまだもらっていなければ出すけれども、もうも

らっていたら出さないというような対応ですが、他の自治体ではこの情報を踏まえて、向こうの子

供のいない方が取っていたら、そこから回収して、こちら側に出すようなこともしていたりするの

で、もちろんここの事務の方にそういうことを言っても仕方がないのですけれども、もう少しその

ような場合はいろいろ連携をしているのではないかなと思いまして。 

○始澤会長 

では、ただいまの意見について。 

  河田課長、お願いします。 

○事務局・河田課長 

今回の給付金の事務については、いろいろなケースがありますので、ケースバイケースで各自治

体によって確実に同じものではないと思います。外山委員から、ほかの自治体ではという御指摘が

ありましたが、朝霞市としてはどのような対応をしているのか聴ける範囲で聴いてみたいと思いま

すので、もしこの時間内に分かればお答えしたいと思いますので、よろしいでしょうか。 

○始澤会長 

ありがとうございました。 

外山委員、いかがでしょうか。 

ありがとうございます。 

ほかに御意見、御質問等はございますでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

小曽根主任、お願いします。 

○事務局・小曽根主任 

先ほど御質問があった早期不妊治療費助成費交付に関する事務の関係で、担当に聴きましたので

お答えします。 

不妊治療実施証明書が封されているかですが、提出していただくのが証明書の写しということも

ありまして、封はされていない状態で提出されるということです。 

それから、どの段階で申請されるかですが、不妊治療をずっとしてきている方が対象になります

ので、担当の先生が診断をして、この方は不妊と判断をした段階でこの証明書を書かれるというこ

とでした。 

○始澤会長 

ありがとうございました。 

いかがでしょうか、外山委員。 
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○外山委員 

不妊と診断された時点で出されるということですが、結果を報告するのはどの段階でしょうか。

妊娠の有無みたいなのって、多分不妊治療は、例えば体外受精とか人工受精とかいろいろあります

が、一応不妊治療としては受精してある程度落ち着いた段階で治療は終わりで、同じ産婦人科だっ

たらそこにずっと通うかもしれませんが、証明書は治療を始めて不妊症を認定して先生が出して、

それの申請書が出てきて、その結果が分かったとして妊娠有無の無と丸して提出する、その提出が

どの段階なのかが気になったのですが。 

妊娠は大体、不妊治療が成功したとしても二、三か月ぐらいで初期の段階で流産することもある

じゃないですか。だから不妊治療としては成功したけれども流産したりするので、五、六か月ぐら

いになってくるとお腹も出てくるので報告しなくても分かるのになとか。また、産休を取ったりす

ると思うので、結局治療の結果は分かるのではないかなと思います。わざわざ失敗したと報告しな

いといけないのかなというのが気になったということです。 

治療が終わった後に領収書をもらって申請書を提出するのは、数か月たつと思うのですけど、そ

れくらいたっていたら妊娠してると目に見えて分かるのではないかなと思います。でも、元々この

申請書にいろいろ妊娠の結果の有無というのがあって、本人が報告する必要があるのだったら仕方

がないのかなと思うのですが、わざわざ治療の結果が収集されると書いてあったので、ちょっと気

になりました。助成金を交付するに当たって、証明書の写しが提出される。それで、治療の結果が

収集されるということなので、この治療の結果は別に収集するのかなと思いまして。 

○始澤会長 

ただいまの質問について、河田課長お願いいたします。 

○事務局・河田課長 

確かに外山委員がおっしゃるように月日がたって妊娠していれば見れば分かるというお話もある

のですが、これは強制ではなくて任意で提出すれば補助するものなので、不妊治療を受けている方

がお腹が大きくなっていれば分かるという御指摘もあったのですけれども、不妊治療によって妊娠

されたのか、それとも何かきっかけでまたうまくいって妊娠したのかは、イコールとは必ずしもな

らないと思うんですね。あくまでも実際にお医者さんが医療行為をしたことに対しての補助という

位置付けですので。 

○外山委員 

お医者さんは何かしら結果で成功したのなら証明書を出すのでしょうか。 

○事務局・河田課長 

その行為をしたという証明ですよね。不妊治療で体外受精などの医療行為をしたことに対してお
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金がかかってますので、それに対して補助するものです。 

○外山委員 

診断書はものすごい個人情報なので、そこまで詳細なものではなくても、簡易的なもので一応不

妊治療をしているということが分かれば、例えば領収書から医療行為が分かるのではないかと思う

のですが。治療の結果は、本人が失敗したか成功したかを提出するのか、それともお医者さんが医

療結果としては妊娠失敗しましたとか証明した書類も治療の結果として提出するのでしょうか。 

○始澤会長 

ただいまの質問について、河田課長。 

○事務局・河田課長 

直接の担当課ではないので、具体的な詳細までは分かりかねる部分もあるのですが、本人の配慮

という観点から必要最低限の情報で記録してもよろしいのではないかという御意見を頂戴しまし

た。担当課としては、こういった補助をするときに必要だと考えて私たちもこの情報でよろしいか

と思っていたのですけれども、御本人の心理的な負担もありますので、今後事務の進め方につきま

して、必要最低限度の情報で収集するようにと、こちらから申し伝えることではまずいでしょう

か。よろしいでしょうか。例えば国の補助金などが出ている場合、必要項目が元々国で決まってい

れば、その必要項目は市で変更できませんが、市の独自的な内容で必要最低限度にできるというこ

とであれば、御報告させていただくことでよろしいですか。 

○始澤会長 

ありがとうございました。 

外山委員、いかがでしょうか。 

○外山委員 

申請に当たって配慮してくださるということでしたが、治療の結果は本人にとってはナーバスな

ものなので、不妊治療しているというところで配慮していただけるなら、どのような形がいいのか

私も分からないですが、わざわざお医者さんに証明書をもらって出さないといけないとなると非常

に本人の心理的な負担になるかなと思って、一番ナーバスなところだと思うので、いろいろ考えて

いただきたいです。 

○始澤会長 

ただいまの外山委員の意見について、小曽根主任、お願いします。 

○事務局・小曽根主任 

出していただく実施証明書ですが、埼玉県不妊治療費助成事業不妊治療実施証明書の写しを出し

ていただくことになっています。それは医療機関が県知事宛てに出す不妊治療の実施証明書でし



- 27 - 

 

て、その写しを朝霞市でも受け取って、朝霞市でも助成することになっています。県の書式で不妊

治療の実施の有無について記載するようになっています。 

○事務局・細田係長 

補足でよろしいですか。 

この事業自体が県の事業になるんですね。県と市町村が連携して実施する事業ということで、ま

ず不妊治療をした医療機関のお医者さんの方が県知事宛てに証明書を出します。その証明書のひな

形が決まっておりまして、その中で妊娠の有無という項目があることから、今回、個人情報の収集

項目として治療の有無という形で入れさせていただいている状況でございます。 

○始澤会長 

ありがとうございました。 

いかがでしょうか。 

○外山委員 

分かりました。 

県のひな型があるのですね。 

○事務局・細田係長 

県の指定書式なんです。 

その写しを提出してもらっています。 

○外山委員 

妊娠の有無の項目があるから、そこに本人が丸を付けて提出するのでしょうか。 

○事務局・細田係長 

医療機関の先生が出す証明になるんです。先生が県知事に対して出す証明書になります。 

○外山委員 

県知事に出して、治療の結果が市にも来るのでしょうか。 

○事務局・細田係長 

そうですね。その証明書の写しを申請の際に朝霞市長宛てに提出するという要綱の立て付けにな

っていますので。 

○外山委員 

本人が提出するのでしょうか。 

○事務局・細田係長 

そうですね。本人になりますね。 
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○外山委員 

医師がどう判断して県知事に報告したかということを本人が市長に報告するということなんです

よね。 

○事務局・細田係長 

立て付けとしてはそうですね。 

○外山委員 

分かりました。 

○始澤会長 

ありがとうございました。 

今の御意見でよろしいでしょうか。 

○外山委員 

そういう形式になっているということですね。 

○始澤会長 

それでは、ほかに御質問、御意見等ございますでしょうか。 

事務局側、何かございますか。 

○事務局・細田係長 

大丈夫です。 

○始澤会長 

よろしいですか。 

それでは、次にまいりたいと思います。 

（６）は以上ということになります。 

 

◎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 

次に、「議題（７）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、事務局から報告

してください。 

細田係長、お願いいたします。 

○事務局・細田係長 

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説明させていただきます。 

令和３年１０月から１２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、御報告させていただきます。 
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最初に、公文書公開請求の受付件数及び決定の状況でございます。 

市長が実施機関となる請求は１件ございました。対象となる公文書は１２文書、内訳として、全

部公開が５文書、部分公開が７文書ございました。 

また、教育委員会が実施機関となる請求は１件ございました。対象となる公文書は５文書、内訳

として、全部公開が１文書、部分公開が４文書でございました。 

次に、自己情報開示請求及び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、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。 

それでは御意見なしということで、次にまいります。 

 

◎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「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。 

それでは、河田課長、お願いいたします。 

○事務局・河田課長 

事務連絡の前に、前回委員の皆様には御説明をしたんですけれども、朝霞市で今までは従来、政

策企画課と財政課によって実施計画のヒアリングを行って、実施計画案の採択結果と予算編成方針

について各課がそれぞれ必要であると判断した経費を要求するという積み上げ方式で予算編成を実

施してきました。そのため、予算要求締め切り時点では、収支ギャップが発生して、その解消のた

め財政査定等で歳入の増額と歳出の削減を行い、結果的に財政調整基金に頼らない状況が毎年のよ

うに続いておりました。 

今後、市税などの歳入の増加が見込めないと、社会保障関係経費が年々増加する中で従来どおり

の既存事業を継続しながら新たな事業を増やしていくという積み上げ方式による予算編成では限界

があるという考えに至りまして、近年、他の自治体で取り組んでいる枠配分方式の予算編成を調査

研究し、令和４年度からその枠配分による予算編成を実施いたします。 

以上でございます。 
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次に、個人情報保護法が昨年の５月に改正されまして、地方公共団体につきましては、令和５年

の春ぐらいに施行されます。現在、市では個人情報保護条例に基づいて皆様方に今回御説明したよ

うな諮問や報告を行っているところですけれども、この条例につきましても来年度中、恐らく１２

月ぐらいになるかと思いますけれども議会に改正案という形での条例案を出す予定で準備を進めて

いるところでございます。 

この法律の中で地方公共団体が今までは独自に条例を運用してきておったのですけれども、民間

企業にしか適用されていたなかった多くの部分が地方公共団体にも影響され、個人情報保護委員会

という機関によって管理、監督されることになります。その中で、審議会の位置付けというのも今

議論されておりまして、今まではオンライン結合するときは諮問をしてたのですけれども、そちら

の権限につきましても法令等で決まったものについては、各地方公共団体の審議会には特段の理由

がない限り諮る必要がない、諮らなくて良いという方向になりそうです。ですので、具体的にはま

だどの部分を審議会に御意見をお聴きさせていただくか確定はしていないんですけれども、恐らく

その部分をこの審議会の中でも含めて朝霞市として自治体の方でも法律の部分から上に出たり裁量

でできる部分もあるとお聴きしてます。現在は年４回というような形で年度内に４回ぐらい定例会

を行っていますが、夏から秋の時期になりますと恐らく１か月に２回ぐらいは開催して、皆様方の

御意見をお聴きすることになります。それに合わせて意見をお聴きした上で朝霞市として最終的に

は議会で議決をとって個人情報保護条例という形で出していこうと考えております。夏以降、御多

忙になって申し訳ないんですけれども、よろしくお願いいたします。 

次に、次回の会議の日程についてですが、例年４月の最終金曜日に開催させていただいておりま

すが、最終金曜日が祝日のため、その前の週の金曜日、令和４年４月２２日午前１０時からお願い

したいと思いますが、皆様よろしいでしょうか。 

それでは、次回は、４月２２日午前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きます開催通知でお知らせをさせていただきます。 

先ほどの給付金の関係でＤＶの方への対応について、今担当課の方に聴いてまいりましたので 

報告させていただきます。 

○始澤会長 

小曽根主任、お願いいたします。 

○事務局・小曽根主任 

先ほどの子育て世帯への臨時特別給付金の中で出てきましたＤＶ被害者の関係で担当課に話を聴

いてきたのですけれども、現状としては被害者の方からお申し出がないと被害を受けていると把握

ができないそうです。 
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○外山委員 

連携はできないということですよね。 

本人から申請を受けないと動けないという。他部署からこういう人はどうなのというふうに連携

すると、この個人情報、目的外使用みたいなことになってしまうからということですよね。 

○始澤会長 

ただいまの意見に河田課長お願いします。 

○事務局・河田課長 

特にＤＶ被害にあわれている場合、ずっとその状況のままかというと当然変わることがありま

す。状況が刻々と変わりますので、やはり御本人の申し出に応じて担当課でお子さんとか、その家

庭環境にとってどのような給付の形が良いのかということで給付先を決定させていただいていると

ころでございます。 

○外山委員 

大体こういう人は余裕がないから、あちらの親がもらう前に申請しようとは、多分思い付かない

ので。でも相談を受けている福祉部からこういうのもありますよという提案をしてもらうしかない

ということですよね。 

○始澤会長 

では、河田課長お願いします。 

○事務局・河田課長 

弱者の方にも配慮できるような体制で事務を進めていただくように依頼しておきます。 

よろしいでしょうか。 

○始澤会長 

では、ただいまの回答でよろしいでしょうか。 

○外山委員 

はい。 

○始澤会長 

それでは、次にまいりたいと思います。 

事務局の方、日程調整は先ほどのでよろしいでしょうか。 

○事務局・河田課長 

２２日で終わりましたので、事務局としては、以上です。 
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◎５ 閉会 

○始澤会長 

それでは、以上で、令和３年度第４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、引き続きお願いします。 

皆様、お疲れ様でした。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


