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別記様式（第４条関係） 

会    議    録 

 

会 議 の 名 称

  

第１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４月２２日（金） 

          午前１０時００分から 

午前１１時３５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４年度第１回 

資料番号 配 付 資 料 名 ページ 

資料 １ 新規登録を行った個人情報取扱事務 １ 

資料 ２ 
個人情報取扱事務登録届出書  

（０７２２：新型コロナウイルス感染症に関する事務） 
２～１０ 

資料 ３ 

個人情報取扱事務登録届出書  

（７００６：パラリンピック・デフリンピック参加選手奨励金に

関する事務） 

１１～１６ 

資料 ４ 
個人情報取扱事務登録届出書  

（３４３６：宅地耐震化に関する事務） 
１７～２２ 

資料 ５ 
個人情報取扱事務登録届出書  

（３５２４：内間木公園拡張整備等に関する事務） 
２３～４０ 

資料 ６ 
個人情報取扱事務登録届出書  

（８１０９：学校運営協議会の運営に関する事務） 
４１～４７ 

資料 ７ 
個人情報取扱事務登録届出書  

（８６０９：学校運営協議会の運営に関する事務） 
４８～５４ 

資料 ８ 
個人情報取扱事務登録届出書  

（８８０９：学校運営協議会の運営に関する事務） 
５５～６１ 

資料 ９ 変更届による修正を行った個人情報取扱事務 ６２～１６２ 

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 １６３～１６９ 

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 １７０～１７６ 

資料１２ 目的外利用報告書 １７７～１７９ 

資料１３ 委託業務の調査報告書（保険年金課） １８０～１８１ 

資料１４ 情報公開制度・個人情報保護制度運用状況報告書 １８２ 

資料１５ 令和４年度 個人情報保護条例等改正スケジュール（案） 別紙 

 個人情報ファイル簿のイメージ 別紙 
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令和４年度第１回 

朝霞市情報公開・個人情報保護審議会 

 

令和４年４月２２日（金） 

午 前 １ ０ 時 ０ ０ 分 か ら 

午 前 １ １ 時 ３ ５ 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）個人情報取扱事務の新規登録の報告 

（２）変更届による修正を行った個人情報取扱事務の報告 

（３）廃止届による抹消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）目的外利用の報告 

（６）委託業務の調査報告 

（７）情報公開制度・個人情報保護制度運用状況の報告 

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 市政情報課長補佐 大井田 和 恵 

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４年度第１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。 

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・河田課長 

審議に先立ちまして、事務局から御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、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、４月１日付けで本市の人事異動があり、事務局の職員が交代となっております。今

年度事務局を担当させていただく職員を御紹介させていただきます。 

私は、市政情報課長、昨年度から引き続き今年度も担当させていただきます、河田です。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○事務局・大井田課長補佐 

４月から異動になりました大井田と申します。不慣れなところもあるかと思いますが、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 
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○事務局・細田係長 

市政情報係長の細田と申します。今年も昨年に引き続き、皆様と一緒に個人情報関係、いろいろ

御審議させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局・小曽根主任 

市政情報係の小曽根と申します。今年度もよろしくお願いいたします。 

○事務局・河田課長 

続きまして、後ろに座らせていただいている職員がいるのですが、今年度は皆さん御承知のとお

り個人情報保護条例の改正もありまして、非常に大きなものになります。広聴統計の係長なんです

が、審議会の動向等を把握する意味も込めて毎回出席させていただきたいので、皆様方に御了承い

ただきたいと思います。 

○石井係長 

４月から配属になりました、広聴統計係長の石井と申します。よろしくお願いします。 

○事務局・河田課長 

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、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。 

○事務局・大井田課長補佐 

初めに、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お送りさせていただきましたものとなりますが、会議次第を１枚めくってい

ただいた資料一覧のとおりとなりまして、令和４年１月４日から同年３月３１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。 

それから、本日追加で資料の１５番を机の上に配付させていただきました。 

こちらが資料になります。 

次に、本日の予定につきましては、１枚戻っていただいて会議次第の「３ 議題」のとおりとな

ります。 

議題の審議終了後、会議次第「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のお願いでございます。 

令和４年１月２８日に開催いたしました第４回審議会の会議録につきましては、山田委員と越智
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委員に、会議終了後に係員が会議録をお示ししますので、御署名をお願いいたします。 

最後に、本日の審議会において会議録作成のため、御発言される際にはお名前を先におっしゃっ

ていただき、御発言をお願いいたします。 

配付資料と本日の予定につきましては、以上でございます。 

○始澤会長 

ありがとうございます。 

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。 

 

◎３ 議題 （１）個人情報取扱事務の新規登録の報告 

○始澤会長 

それでは、「議題（１）個人情報取扱事務の新規登録の報告」について、事務局から説明をお願い

いたします。 

では、よろしくお願いいたします。 

○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１月の審議会で報告しました事務について、１点訂正が

あるため報告させていただきます。 

新規事務として報告した「道路監視カメラ利用に関する事務」について、登録番号「３９２１」

として報告しておりましたが、この番号が重複する番号であったため、登録番号を改めまして、「４

００５」として登録させていただきましたので、報告させていただきます。 

それでは、個人情報取扱事務の新規登録について報告いたします。  

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１ページを御覧ください。 

今回は、令和４年１月から３月までに新規登録の届出がなされた７件の事務について、報告いた

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

願いいたします。 

それでは、２ページの資料２を御覧ください。 

危機管理室の「新型コロナウイルス感染症に関する事務」です。 

こちらは、新型コロナウイルス感染症により自宅療養している方で、食料品の提供などを希望す

る方に物資の配送を行うため、個人情報を収集するものでございます。 

次に、１１ページ、資料３を御覧ください。 
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障害福祉課の「パラリンピック・デフリンピック参加選手奨励金に関する事務」です。 

こちらは、パラリンピック競技大会若しくはデフリンピック競技大会に、選手として参加した方

に対して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、１７ページ、資料４を御覧ください。 

開発建築課の「宅地耐震化に関する事務」でございます。 

こちらは、宅地耐震化に関する業務委託の発注の際などに、受注者の経歴や資格等が業務内容に

適合しているか確認することにより、個人情報を収集するものでございます。 

次に、２３ページ、資料５を御覧ください。 

みどり公園課の「内間木公園拡張整備等に関する事務」でございます。 

こちらは、内間木公園拡張整備等検討委員会を設置するため、当該委員を募集・選考するととも

に、会議開催時の発言、市民アンケート、市民説明会、パブリック・コメントを募集すること等に

より、個人情報を収集するものでございます。 

続いて、４１ページ、資料６を御覧ください。 

第一小学校の「学校運営協議会の運営に関する事務」でございます。こちらは、学校運営協議会

における事業実施や運営をするに当たり、個人情報を収集するものでございます。 

次に、４８ページ、資料７を御覧ください。 

同じく、「学校運営協議会の運営に関する事務」でございまして、こちらは、第六小学校における

登録となります。 

続いて、５５ページ、資料８を御覧ください。 

こちらは、第八小学校における「学校運営協議会の運営に関する事務」における登録となりま

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す。 

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、何か御質問等はございますか。 

外山委員、お願いいたします。 

○外山委員 

資料２の「新型コロナウイルス感染症に関する事務」で、個人情報取扱事務登録ということで、

これは学校のものと同じ書式なのかもしれないんですけれども、６ページ、これ新型コロナウイル

スに感染した方の個人情報を取るものですよね。それなのに、「財産・収入に関する情報」とか、

「思想・信条に関する情報」とか必要なんでしょうか。新型コロナウイルス感染症にかかって自宅
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療養されている方ですよね。その方の、どうして「財産・収入に関する情報」や「思想・信条に関

する情報」や「能力・成績に関する情報」、「思想・信条」を調べるんでしょうか。 

○事務局・細田係長 

  資料の６ページを御覧になっているというところですよね。 

○外山委員 

  はい。 

○事務局・細田係長 

  個人情報の記録項目の部分で、その「思想・信条」とかの部分に「■」が付いていますか。 

○外山委員 

  「■」は付いてないです。 

すみません。では、収集するものは「■」ということで、そこは理解していなかったです。では、

「傷病名」などを収集するということですね。 

○事務局・細田係長 

  そうですね。 

○外山委員 

  はい、すみません。 

○事務局・細田係長 

  この事務で収集するものは、この「■」が付いている「氏名」、「住所」、「電話番号」。あと右側の

列にいきまして、「傷病名」になりますね。 

以上でございます。 

○外山委員 

  分かりました。では、これは書式が全部同じものを使っていてここを収集しますよということで

すよね。 

○事務局・細田係長 

  そうですね。規定上、書式が決まってございまして、特別な個人情報を収集する場合は、この

「戸籍・身分に関する情報」の欄を御覧いただければ分かるんですけれども、何も書いていない

「□」だけのところがあると思うんですけども。特別な個人情報であれば、こういったところに追

加で書いていくような形になります。 

以上です。 

○始澤会長 

  ありがとうございました。ほかに、御質問、御意見等はございますでしょうか。 
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よろしいですか。 

それでは、次にまいります。 

 

◎３ 議題 （２）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（２）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・細田係長 

変更届による修正を行った個人情報取扱事務について説明いたします。 

資料９の、６２ページから１３７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します。 

変更の内容については、資料１３８ページ、横書きのものですね、１３８ページからの一覧表に

基づきまして、報告させていただきます。 

それでは、１３８ページを御覧ください。 

課税課の「軽自動車税に関する事務」は、納税義務者の現住所地を正確に把握するため、目的外

利用を行うに当たりまして、事務の変更を行ったものでございます。 

続きまして、課税課の「土地（補充）課税台帳に関する事務」、また、次のページ、１３９ページ

の「家屋（補充）課税台帳に関する事務」は、届出のない者について、住民基本台帳ネットワーク

システムにより法定相続人の住所等を特定し、職権による指定等を行うため、目的外利用を行うに

当たり、事務の変更を行いました。 

次に、同じく１３９ページ、収納課の「税収管理に関する事務」は、税収の管理及び相続人から

の徴収手続を行う際に、現住所を特定するため、目的外利用を行うに当たり、事務の変更を行いま

した。 

 続きまして、１４０ページを御覧ください。 

収納課の「過誤納金の返還に関する事務」は、還付通知書等を送付する際に、現住所を特定する

ため、目的外利用を行うに当たり、事務の変更を行ったものでございます。 

次に、収納課の「市税等口座振替に関する事務」は、市税等口座振替の登録手続及び登録者へ通

知する際に、現住所を特定するため、目的外利用を行うに当たり、事務の変更を行いました。 
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続きまして、１４１ページを御覧ください。 

収納課の「市税等の徴収に関する事務」は、市税等の適切な徴収に必要な現住所を特定するため

に、目的外利用を行うに当たり、事務の変更を行いました。 

次に、収納課の「市税等の滞納処分に関する事務」は、滞納処分に際し、必要な現住所を特定す

るために目的外利用を行うこと、また、労働局に対し外部提供を行うに当たり、事務の変更を行い

ました。 

 続きまして、１４２ページを御覧ください。 

地域づくり支援課の「市民活動支援ステーション・シニア活動センター支援推進に関する事務」

は、イベントボランティアを登録するに当たり目的外利用を行うため、事務の変更を行いました。 

次に、１４４ページを御覧ください。 

地域づくり支援課の「多文化共生に関する事務」は、個人情報の収集対象者、記録項目及び文書

目録を見直したため、事務の変更を行いました。 

続きまして、１４５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、新型コロナウイルス感染症の、り患を理由

とする申請期限後の申請について受付を行うため、事務の変更を行いました。 

次に、１４６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、住居確保要配慮者に対して、必要な支援を行うた

め、事務の変更を行いました。 

続きまして、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、支援金の再支給が可能となったことにより、新たに様式を追加するため、また、支給要件が変

更され、対象者が拡大したことにより、緊急小口資金及び総合支援資金（初回貸付）支給状況を新

たに収集するため、事務の変更を行いました。 

次に、１４７ページを御覧ください。 

生活援護課の「生活保護に関する事務」は、生活保護つなぎ資金を貸付けるに当たり、申請者の

個人情報を収集するため、また、「目的外利用による収集先」の追加を行うとともに、事務の見直し

を行ったため、事務の変更を行いました。 

続きまして、１４９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、住宅確保要配慮者に対し、必要な支援を行うほ

か、地域生活支援拠点等整備事業を開始するため、また、医療的ケアの必要な障害児の災害時に関

し、災害時個別支援計画の作成を行うに当たり、様式を定めたため、事務の変更を行いました。 

次に、１５０ページを御覧ください。 
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障害福祉課の「避難行動要支援者名簿に関する事務」は、災害対策基本法の改正に伴い、埼玉県

から指定難病患者及び小児慢性特定疾病児童の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、１５１ページを御覧ください。 

長寿はつらつ課の「在宅援護に関する事務」は、住宅確保要配慮者に対して、必要な支援を行う

ため、事務の変更を行いました。 

次に、健康づくり課の「乳幼児健康診査に関する事務」は、新生児聴覚スクリーニング検査の実

施に伴い、登録内容について変更が生じたため、事務の変更を行いました。 

続きまして、１５２ページを御覧ください。 

健康づくり課の「妊婦健康診査に関する事務」は、登録文書の見直しを行ったため、事務の変更

を行いました。 

次に、１５４ページを御覧ください。 

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配達業務を委託するため、事務の変更を行ったものです。 

なお、この委託は令和４年４月からは、先ほど新規登録の事務の中で報告した、危機管理室の

「新型コロナウイルス感染症に関する事務」において行っています。 

続きまして、水道施設課の「給水装置工事に関する事務」は、「貯水槽水道の管理に関する事務」

を、本事務に統合したため、事務の変更を行いました。 

次に、１５５ページを御覧ください。 

水道施設課の「水道施設工事に関する事務」は、事務の名称等を見直したため、事務の変更を行

いました。 

続きまして、１５６ページを御覧ください。 

水道施設課の「水道施設の維持管理に関する事務」は、「量水器交換に関する事務」、「水道管管理

に関する事務」、「水質検査に関する事務」を本事務に統合したため、事務の変更を行いました。 

次に、１５７ページを御覧ください。 

水道施設課の「私道水道管給水管布設替工事の整備費補助金に関する事務」は、「私道老朽管布設

替整備費補助金に関する事務」を、本事務に統合したため、事務の変更を行いました。 

続きまして、１５８ページを御覧ください。 

教育管理課の「学校運営協議会に関する事務」に関する事務は、朝霞第一小学校、朝霞第六小学

校、朝霞第八小学校の学校運営協議会委員任命及び報酬の支払いのため、事務の変更を行いまし

た。 

次に、１５９ページを御覧ください。 
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上から三つ続けてになります。朝霞第一、第六、第八小学校の事務になります。「朝霞第一小学校

保護者等との連携に関する事務」、「朝霞第六小学校保護者等との連携に関する事務」、「朝霞第八小

学校保護者等との連携に関する事務」は、学校運営協議会設置に当たりまして、当該協議会委員を

推薦するため事務の変更を行いました。 

続きまして、１５９ページから１６１ページにかけまして、小学校１０校と中学校５校の「全国

及び埼玉県学力・学習状況調査に関する事務」です。１５校とも変更内容が同じため、まとめて報

告させていただきます。 

こちらは、コンピュータを利用して、埼玉県学力・学習状況調査を行うことに伴い、登録内容を

見直したことで事務の変更を行いました。 

次に、１６１ページを御覧ください。 

文化財課の「博物館の維持管理に関する事務」は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策とし

て、来場者を事前予約制とし、個人情報の記録項目として電子メールアドレスを追加したため、事

務の変更を行いました。 

最後に、１６２ページを御覧ください。 

図書館の「図書館資料の提供に関する事務」は、委託により電子図書サービスを実施するため、

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。 

林委員、お願いいたします。 

○林委員 

１点だけ確認なんですが、１５９ページの先ほど第一小学校、第六小学校、第八小学校ですが、

変更後の欄に第八小学校だけ個人情報の記録項目欄、戸籍身分に関する情報として、『「■性別」を

削除する。』というのがあって、第一小学校と第六小学校はないんですけれども、これはもう既に第

一小学校と第六小学校は性別に関しては削除されているのか、それとも、たまたま第一小学校と第

六小学校は、まだ性別に関しては個人情報を収集するのか、同じ公立の学校において、この対応の

違いが何なのかという点だけ確認したいと思いました。 

○始澤会長 

それでは、今の質問についてお願いいたします。 
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○事務局・小曽根主任 

第一小学校と第六小学校は既に削除されていたんですけれども、第八小学校だけ「性別」という

項目が残っていまして、実際性別は収集しないということで、今回、第八小学校も「性別」を削除

させていただきました。 

○林委員 

ありがとうございます。 

○始澤会長 

ありがとうございました。 

ほかに御質問、御意見等はございますでしょうか。 

外山委員、お願いいたします。 

○外山委員 

１６０ページに個人番号を追加するということで、これマイナンバーを追加するということなん

ですけれども、こちらはマイナンバーと学力・学習状況調査というのをひも付けるということと理

解してよろしいのでしょうか。 

○始澤会長 

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 

こちらの個人番号はマイナンバーとは別のものでして、埼玉県学力・学習調査でインターネット

で回答する場合に、個人ごとの番号が振られるんですけれども、それが個人番号でして、マイナン

バーとは別のものになります。 

○始澤会長 

ただいまの意見について、外山委員お願いします。 

○外山委員 

マイナンバーと個人番号は違うということで。その個人番号は何のために付けているものでしょ

うか。 

○始澤会長 

今の意見について、小曽根主任お願いします。 

○事務局・小曽根主任 

生徒の回答が県に行くのですが、県でどの生徒が回答したか分かるようにするために個人番号が

一人ずつ振られているものでございます。 
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○始澤会長 

ありがとうございました。 

それでは、ただいまの意見に外山委員、お願いします。 

○外山委員 

同じ事務で別の質問ですが、「思想・信条に関する情報」で自己評価、審議会を削除するとあった

のですが、これは今までは自己評価で思想・信条に関する情報を収集していたのか、また、この審

議会はどういうものなのか説明してもらえるでしょうか。 

○始澤会長 

ただいまの外山委員の質問について、小曽根主任お願いします。 

○事務局・小曽根主任 

以前は、この調査の中で自己評価を生徒が回答していたため登録がされていました。登録をする

際に収集してよろしいか審議会に諮ったため、審議会のところが「■」になっているんですけれど

も、今はこの自己評価を収集しないということで今回削除させていただきました。 

○始澤会長 

ありがとうございました。 

今の意見について、外山委員お願いします。 

○外山委員 

ありがとうございます。分かりました。 

以前は自己評価にて「思想・信条に関する情報」を取っていたということで、先ほど私も勘違い

して新型コロナウイルスのところで思想・信条を収集しているかと思ったのですが、そもそも元々

この書式がそうなっているということですが、この思想・信条は、逆にどういったときに調べるん

でしょうか。収集しているケースですね。 

○始澤会長 

ただいまの質問について、細田係長お願いします。 

○事務局・細田係長 

具体的に様式を見ながらお話しした方がよろしいかと思うので、例で６ページを皆様お開きいた

だいてよろしいでしょうか。 

こちらが様式第２号の個人情報取扱事務登録票というものでして、今６ページに記載があるのが

実際に事務で取り扱っている個人情報の一覧になります。右下の方、「思想・信条に関する情報」と

いうことで具体例としてこの四つを書式として書いてあるんですけれども、今私の方で申し上げら

れるのが、この「主義・主張」ですよね。これは個人の方の御意見とかを収集するときに、こちら
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にチェックマークが入るというような認識です。 

「支持政党」や「宗教」や「人柄・性格」は、例えば面接を行うときや、面接の履歴書に何か書

いていただくときに、もし収集するのであればここにチェックマークが入るというような認識にな

ります。例えば「支持政党」の後ろに「（□法令 □審議会）」という欄があると思うんですけれど

も、法令に基づいて収集するもの、決まっているものであれば、ここのマークは「■」になると。

それ以外のものですね、審議会の皆様の御意見を伺う必要があるものについては、この後ろの「審

議会」のところに「■」が付くという考え方になります。 

○始澤会長 

ただいまの説明について、外山委員お願いします。 

○外山委員 

分かりました。 

「主義・主張」というのは、御意見を頂いたときにそこを「■」にして収集するという。それか

ら、「人柄・性格」は面接で分かるんですけど、「支持政党」とか「宗教」を収集するときが一体ど

のようなケースで収集するのかが余りイメージ湧かないんですけれども。 

○始澤会長 

ただいまの質問について、細田係長お願いします。 

○事務局・細田係長 

私、市政情報課に来て５年目になるんですけれども、こういった事務登録をいろいろ見させてい

ただく中で、この「支持政党」とか「宗教」とかにチェックマークが入った登録簿は少ないと認識

しています。条例が制定されたのも結構前の話になりますので、そのときの書式の名残が若干ある

のかなとは個人的には思っております。 

具体的に事務の中で本当にこの「支持政党」、や「宗教」を収集する必要があれば、ここにチェッ

クが入るんでしょうけれども、今いろいろ市の事務の中で、こういったものを収集する必要性があ

るかどうかという検討は必要であると思っております。 

以上です。 

○始澤会長 

ありがとうございました。 

河田課長、お願いします。 

○事務局・河田課長 

補足訂正をさせていただきます。 

例えば宗教で特定の食べ物を食べてはいけないとか、生活保護受給者や高齢者を支援していかな
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ければいけない場合、その方がどういった政党だったり宗教活動をされている方かによって支援の

仕方も変わってくることがございますので、一応この項目には入っております。 

なお、今後個人情報保護法に基づいて条例を改正していきますけれども、そういった中でも引き

続き残るか、あるいは、要配慮の部分にもなってくる可能性もありますので、直ちに取り除くとい

うことではなくて、慎重に審議の上検討してまいりたいと思っております。 

○始澤会長 

ありがとうございました。 

ただいまの意見について、外山委員お願いします。 

○外山委員 

分かりました。 

いろいろ支援する中で食べられないとか輸血できないとか、そういう宗教の方もいらっしゃると

は思うので、そういう必要があって項目が残っているということかもしれないのですが、これが書

式として残っていると必ず調査する項目なのかなと思いがちなので、特記事項や備考欄に書けばい

いのではないかと思います。それほど使わないんだったら、そういうことも考えられるので、検討

していただきたいと思います。 

○始澤会長 

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 

先ほど係長から御説明させていただいたのですが、この条例を策定する際に特記事項としていろ

んな項目が入ってしまうと、より厳格性に欠けてしまうということがあったので、当時はより厳格

な項目で載せて、必要性があるのかを審議会にかけて諮問する上でも、より明確にするためにこう

いった項目を設けております。もし収集する場合には適切に登録をしていただきたいという意図か

らこういった項目を設けさせていただいております。 

また、この後担当からも若干説明がございますが、この書式自体が事務登録を行う上でも、かな

り煩雑で誤りやすかったり、この審議会でも一部訂正させていただいたりしています。改正法で

は、この書式自体が個人情報ファイル簿という、もっと簡易なものでもいいですよという動きにも

なっていますし、これと併用してもいいですよという話にもなっていますので、朝霞市が併用タイ

プにするのか、こちらをやめて個人情報ファイル簿にするのか、また、この項目をどうするかは今

後調整をさせていただいて、皆様方から御意見を頂きながら変更させていただくこともあると思い

ますのでよろしくお願いいたします。 

以上です。 
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○始澤会長 

ありがとうございました。 

今の意見について、外山委員お願いします。 

○外山委員 

分かりました。 

特記にすると、いろんな項目が入って厳密にならないというのは分かりました。ですけれども、

公開するときに、こういう項目があるんだなと思うと、やっぱり市民感情としては調べられている

のかなみたいなイメージが付きますし、やはり市民の方々が心配していることとしては、これから

ビッグデータでどんどんオープンデータといいますか、市民の情報がデジタル化されてひも付けら

れて、国や地方自治体に個人の情報は特定はできないようにはされるけれども、オープンデータと

していろいろ利用したり、これから教育なども全部パーソナルに、いろいろ組み立てられてデジタ

ル化されて情報が活用されるということも言われているデジタル時代になってきますので、やはり

皆さんどこまで市とか公共機関に握られてしまうのか、それがマイナンバーとどれくらいひも付け

られるのかとか、そういうことに対して敏感になっていると思いますので、やはりそこら辺は収集

するのにどこまで必要性がある情報なのかというのは、はっきりさせて皆さんが納得できるような

形で示していかないと不信感の元になるかなとも思いますので、私としては必要性のない項目だっ

たら、それはどんどんなくしていき、必要性のある場合は、きちんとそれを説明していくことで皆

さんの信頼を得られると思います。私、全く全部活用すべきではないとは思ってないんですね。デ

ジタル化されて便利になると、医療機関の中でどんどんデータが活用されれば遠隔診療などもでき

るようになっていったり、便利な面はあると思うので、福祉の面とか医療の面とか教育の面で、ど

んどんそういうことをしていくべきだとは思うんですけれども、それに際して、やはり慎重にして

いかないと不信感の元につながるのではと思っています。ですので、昔から決まっている書式だか

らということで、そのまま流していくのではなく、今の皆さんの個人情報に対する意識に合わせて

書式を変えていくという柔軟なところを持っていただきたいなと思います。要望です。 

○始澤会長 

ただいまの意見について、河田課長お願いいたします。 

○事務局・河田課長   

外山委員からのお話がありましたが、確かにこの書式の中に載っていると、見る方によっては、

市に情報を収集されるのであろうかという、御不安な気持ちになってしまうという方がいらっしゃ

るということも、もちろん考えられます。 

先ほどお話しましたとおり、この事務登録簿を引き続きやっていくか、後ほど個人情報の最後に
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事務連絡でお話をさせていただくのですが、まだひな型が確定はしていないんですが個人情報ファ

イル簿という、もっと簡易の書式があります。それは、公開することが前提で、法律で作らなけれ

ばいけない書式です。そういった中で、例えば朝霞市の方が個人情報の審議会の皆様方の御意見と

して、やはり法令に基づいた個人情報ファイル簿を使うということでやるような形で、今までの個

人情報取扱事務登録票はもうやめてしまっていいという御意見等を頂けたという結論になれば、ま

た市でも、ではそちらの方の書式でやっていきましょうという形で考えてはいきたいと思います。 

私たちとしても、個人情報ファイル簿の方が簡易な書式になっておりますので、また、市民の方

にも分かりやすい書式になっており、管理のしやすさということもありますので、そちらの方で管

理をしていく方法もあると思っております。もし、よろしければ、今どういったものかというのを

お見せすることはできます。イメージ的な資料は用意できておりますので、御覧なりますか。 

○外山委員 

  では、是非見せていただきたいです。 

○事務局・河田課長 

  今配ります。 

○始澤会長 

  それでは、いったん休憩にさせていただきます。 

 

（暫時休憩） 

 

○始澤会長  

では、改めまして。先に個人情報ファイル簿について、御説明をお願いしたいと思います。 

それでは、細田係長お願いいたします。 

○事務局・細田係長 

個人情報ファイル簿の導入についてなのですが、令和３年の個人情報保護法の改正に伴って、こ

の個人情報ファイル簿の導入というのが義務付けになっております。 

令和３年度の第２回の本審議会におきまして、令和３年の個人情報保護法の改正の内容と、その

法改正に伴う条例改正、一部条例改正について説明をさせていただきましたけれども、今日、委員

の交代もございましたことから、改めて法改正の概要と、今日、追加で資料１５として配付させて

いただきましたが、そのスケジュールをお示しさせていただきますので、御説明をさせていただけ

ればと思います。   

まず、個人情報保護法の改正について御説明をさせていただきます。 
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これまでの個人情報保護制度というものは、「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」、それと「個人情報保護法」、「各自治体の個人情報保護条例」、この四つに、適用され

る対象ごとに分かれていたところがございます。 

このような中で、国がデジタル庁を創設しまして、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、法の所管の一元化が求めら

れることとなりました。 

これまでは、個人情報の定義やルールが法律や条例ごとに微妙に異なっていたことから、管轄を

超えての取扱いが不明確であるということが言われておりまして、データ利活用の大きな問題とな

っていました。官民や地域のデータの利活用を促進するために、現行の法制の不均衡などを是正す

ることを目的に個人情報の改正が行われたものになります。 

法改正がありましたことから、今後、本市におきましても、大きな条例改正を行わなければなら

ないということになっています。具体的にどういったところを条例として改正しなければいけない

のかというところなんですけれども、一番大きなものとしては、個人情報の定義の一元化になりま

す。 

これまでは、皆様もお持ちだと思いますが、個人情報保護条例逐条解説という本があるんですけ

れども、その中にいろいろ個人情報の定義をうたっておりました。それを国や民間部門と同じ規律

に合わせていかなければならないということがございまして、この条例も、そもそもまるまる変え

なければいけないという作業が出てまいります。 

次に、今、個人情報ファイル簿の資料をお示しさせていただきましたが、現在、市では今日の資

料にございます、この事務登録簿を使って、市で個人情報を取り扱う場合、登録をしているところ

ですけれども、法改正に伴い、今お渡しいたしました個人情報ファイル簿の作成をしていかなけれ

ばならないということになります。 

これまでは、この今日の審議会の資料として示している事務登録票などを用いて事務登録を行っ

ているのですが、先ほどお渡しいたしました個人情報ファイル簿を用いていかなければならない

と。こちらは義務付けになるものになります。 

このファイル簿の作成の基準なのですが、対象人員は１，０００人以上のものとされておりま

す。今運用している事務登録簿は、１人から個人情報を収集する場合も、事務を行うのであれば登

録をしなければならないと。個人情報ファイル簿については、１，０００人以上。ここの運用をど

うしていくべきかというところで検討する必要が出てまいります。 

あとですね、法改正に伴っての大きな変更が必要になる点なんですけれども、現在の地方公共団

体の個人情報の取扱いについては、それぞれの自治体の定義、条例に基づいて運用しているんです
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けども、法改正に伴いまして、個人情報保護委員会というところが全体の所管を担うこととなりま

して、地方公共団体に対しまして指導及び助言等を行うことが可能となっております。 

このほか、匿名加工情報の提供制度の導入が行われることも大きな変更点として挙げられます。

この匿名加工情報とは、個人情報を特定の個人を識別することができないように加工したもので、

かつ、元の個人情報を復元できないようにした個人に関する情報のことでして、これは個人情報に

は該当しないものとなっています。このデータの利活用については、様々な事業において注目され

ておりまして、官民や地域のデータ利活用の促進が法改正の趣旨の一つとしてございます。 

現在のところ、都道府県及び指定都市についての適用となっておりますが、今後の都道府県及び

指定都市の動向を注視していかなければならないかなと考えております。 

あと大きな変更が必要になるのが、情報公開・個人情報保護審議会の権限についてでございま

す。これまで、個人情報の取扱いについて、類型的に審議会に諮問をさせていただいておりました

が、審議会では、個人情報保護制度の方針、または運用ルールの策定などの重要事項についての諮

問を受ける体制となっていきます。 

大きく言ってこれぐらい挙げられます。改正が必要となる主なものを数点挙げさせていただきま

したが、本改正は、本市の個人情報保護制度の運営に関する重要事項と考えておりますので、今後

とも皆様にはお力添えをいただきたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 

今の改正については、これぐらいの説明にさせていただきます。 

○始澤会長 

ありがとうございました。 

ただいまの御説明について、御質問、御意見等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 

ありがとうございます。 

今まで事務登録簿だと１人以上のものについては作っていたんですけれども、今度から個人情報

ファイル簿を作成しなくてはならない義務の中では１，０００人以上ということは、１，０００人

に達しないものはファイル簿として残さないということになるということでしょうか。 

○始澤会長 

それでは、今の御質問に細田係長お願いします。 

○事務局・細田係長 

委員おっしゃるとおりで、法律上ですとこの個人情報ファイル簿を作らなければならないのは、

１，０００人以上とされております。現行の個人情報保護条例においては、個人情報を取り扱う事
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務を行う場合は、１人とは明記はされていないんですけれども、事務を行う場合は登録をしなけれ

ばならないということになりますので、特に人数制限が掛かったものではございませんので、１人

からでも取り扱うのであれば登録をしなければいけないということになります。 

○始澤会長 

ありがとうございました。 

では、河田課長、お願いします。 

○事務局・河田課長 

国では、各自治体に事務取扱通知というのを順次策定しているんですけども、その中では、ファ

イル簿は、１，０００人以上が必須ですが、それ以下のものを作ってはいけないとなっていませ

ん。ですので、こちらの審議会で議論していく中で、公表する必要はないけれども、それを適正に

各事業課の方が個人情報を適正に運用しているかどうかという意味では、１，０００人以下のもの

も作って、市で保管をしていくことは十分可能だと思います。 

ただ、ホームページを使っての公表となってきますので、全て公表していってしまうと、通常こ

の１，０００人以上でも一般的に二、三百の事務と大体言われております。全ての事務で作成する

となると、朝霞市の場合、今１，０００の事務登録がありますので、その１，０００のものを全て

公表していくと逆に見づらくなるといったこともあります。情報公開制度もありますので、出し方

については、また今後検討はしていきたいと思っておりますが、作成自体は妨げるものではないと

いう通知が出ておりますので、そこも併せてこちらの審議会でどうするか、今後検討、御意見を頂

ければと思っております。 

以上です。 

○始澤会長 

ありがとうございました。 

ただいまの御説明について、御意見、御質問等はございますでしょうか。 

外山委員、お願いいたします。 

○外山委員  

分かりました。では、作ってはいけないというわけではないですけれども、法律上で公表する場

合は１，０００人以上あるものについては個人情報ファイル簿を作成して公開する義務があるとい

う理解でよろしいでしょうか。 

○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。 
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○事務局・河田課長 

対象者が少ないものは個人の特定につながる可能性もありますが、１，０００人以上のものであ

れば余り個人については特定されないので。先ほど御説明をした匿名化情報の提供も、私たちのよ

うな政令指定都市以外は義務化されていないところも、やはり個人の特定につながるおそれもある

という考えもあるようですので、慎重に、皆様方に情報提供をしながらどうしていくか検討はしよ

うと思っております。 

○始澤会長 

ありがとうございました。 

ただいまの御説明について、御意見、御質問等ございますでしょうか。 

外山委員、お願いいたします。 

○外山委員 

分かりました。ありがとうございます。 

私も、この匿名加工情報のところで、やはりどの程度加工するのかが心配だったので。オープン

データとして、どんどん活用できるところは活用していくのがこれからのデジタル時代で官民でデ

ータを活用するためにデジタル庁もできたということで、そこら辺はあると思うんですけれども。

やはり、復元できないように加工ということで、その関連で１，０００人以下になると復元される

可能性というか特定される可能性があるから、そこまでは少ない人数だと公開はしないと理解して

よろしいでしょうか。 

○始澤会長 

では、ただいまの質問に河田課長、お願いいたします。 

○事務局・河田課長 

ただいま御説明したのは一例的な話なので、まだそういった形で決まったわけでもなくて、政令

指定都市から匿名化について始めるというのは、そういったおそれもあるからと、国や県ではなく

書籍で専門家が書かれている程度ですので、まだ私たちのような自治体について、どうしていくか

は明確に国としてこうですよという形で出されたものでもないですし、ファイル簿についても 

１，０００人以上については最低限出しなさいというところで。私たちの市だと１，０００で済み

ましたが、例えば大きな市で全部１人から出しなさいよというと、ではどういう見方にしていくの

かということもあります。扱う事務の量にもよって考えられているのかなというところはありま

す。 

また、先ほどマイナンバーの話でも出ましたけど、個人情報保護はあくまでも他の法令で個人情

報の収集が許されているものというんですかね、それについてはまた別の話で、法律に基づいて行
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っている事務は、それに基づいて運用という形で個人情報保護法でもなっていますので、あくまで

もそれ以外のものについて個人情報を管理していくことになっています。 

ですので、他の法令でやっていく上で、他の法令でそういった個人情報の収集の規定をしっかり

作ってやっていくという立て付けになっておりますので、全てが全てこの個人情報保護法の中で個

人情報が全て管理されているように誤解を招いてしまうのであれば、私たちも市民への情報提供の

仕方も考えていかなくてはいけないと考えております。 

以上です。 

○始澤会長 

ありがとうございました。 

ただいまの御説明について、御質問、御意見等はございますでしょうか。 

よろしいですか。 

では、ありがとうございました。 

それでは、次にまいりたいと思います。 

 

◎３ 議題 （３）廃止届による抹消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（３）廃止届による抹消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、担当の方、お願いいたします。 

○事務局・小曽根主任 

廃止届による抹消を行った個人情報取扱事務について、報告いたします。 

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審議会に報告するもので

す。 

それでは、１６３ページの資料１０を御覧ください。 

シティ・プロモーション課の「朝霞ブランドの選定および選定委員会に関する事務」は、「シテ

ィ・セールス朝霞ブランドに関する事務」へ事務を移管したため、事務を廃止したものでございま

す。 

次に、１６４ページを御覧ください。 

環境推進課の「花いっぱい運動助成に関する事務」は、平成２７年度をもって事業を廃止し、文

書の保存年限が令和４年４月１日で終了したため、事務を廃止したものでございます。 

続きまして、１６５ページの「量水器交換に関する事務」、１６６ページの「水道管管理に関する
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事務」、１６７ページの「水質検査に関する事務」、１６８ページの「貯水槽水道の管理に関する事

務」、１６９ページの「私道老朽管布設替整備費補助金に関する事務」は、ほかの事務に統合したこ

とにより、事務を廃止したものでございます。 

廃止届による抹消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。 

ただいまの廃止届による抹消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

すでしょうか。 

質問等ございませんでしょうか。よろしいですか。 

それでは、次にまいります。 

 

◎３ 議題 （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（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」につい

て、事務局から報告をしてください。 

担当の方、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、１７０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

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。以下四つの事務が同内容となります。福祉相談課の「福祉相談に関す

る事務」、生活援護課の「生活保護に関する事務」、障害福祉課の「障害者の援護に関する事務」、長

寿はつらつ課の「在宅援護に関する事務」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、みどり公園課の「内間木公園拡張整備等に関する事務」は、市民を対象としたアン

ケート等を実施した際に、「主義・主張」を収集するものです。 

次に、１７１ページを御覧ください。 



- 26 - 

 

類型１－４番です。みどり公園課の「内間木公園拡張整備等に関する事務」は、会議での委員の

発言を録音等することにより、「主義・主張」を収集するものです。 

続きまして、以下三つの事務が同内容となりまして、第一小学校、第六小学校及び第八小学校の

それぞれにおける「学校運営協議会の運営に関する事務」となります。これらの事務では、それぞ

れの学校において開催される学校運営協議会の会議において意見交換が行われることで、「主義・主

張」を収集します。 

続きまして、類型１－５番です。みどり公園課の「内間木公園拡張整備等に関する事務」は、委

員公募の際に応募動機が記入された申込書を本人に提出してもらうことにより、「主義・主張」を収

集します。 

次に、地域づくり支援課の「多文化共生に関する事務」は、ＪＩＣＡ海外協力隊派遣に伴う表敬

訪問の受入れの依頼時に、同時に送付されてくる資料に情報が記載されているため、「主義・主張」

を収集するものです。 

続きまして、１７２ページを御覧ください。 

類型１－６です。産業振興課の「事業者応援支援金に関する事務」は、新型コロナウイルス感染

症に、り患していたことにより期限内に申請できなかった方から、り患していたことが分かる証明

書を提出してもらうことにより、「検査の結果」を収集します。 

次に、生活援護課の「生活保護に関する事務」が五つ続きます。最初の三つの事務は、他の事務

の目的外利用を行い「障害の有無・程度」等を収集するものです。その次の、以下の二つの事務に

ついては、生活保護つなぎ資金に関連するものとなります。 

まず、生活保護申請者・受給者から、生活保護つなぎ資金借入申込書の提出を受けることにより、

「主義・主張」として申し込む理由を収集します。 

また、生活保護申請者・受給者から、生活保護つなぎ資金の納付誓約書兼履行延期申請書の提出

を受けることにより、「主義・主張」として償還期限を延期する理由を収集します。 

続きまして、１７３ページを御覧ください。 

障害福祉課の「パラリンピック・デフリンピック参加選手奨励金に関する事務」は、奨励金交付

申請の受付に際し、確認する必要があるため、「障害の有無・程度」を収集するものです。 

次に、健康づくり課の「乳幼児健康診査に関する事務」は、保護者が新生児聴覚スクリーニング

助成券を医療機関に提出し、その助成券に医療機関が受検後の結果を記載し、市に提出することで

「検査の結果」が収集されるものです。 

続きまして、類型１－８です。開発建築課の「宅地耐震化に関する事務」は、現場責任者等選任

届、経歴書の提出を受ける際、本人の経歴や資格等を確認できる書類から顔写真を収集するもので
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す。 

次に、「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、水道施設課の「水道施設の維持管理に関する事務」は、通知の対象者が大量であ

り、通知をすると著しく事務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。水道施設課の「水道施設工事に関する事務」と、次の１８３ページの

「水道施設の維持管理に関する事務」は、町内会・自治会会長に、工事のお知らせをすることで、

本人が目的外利用を行ったことを知りうることが明らかであるため、本人への通知を省略するもの

でございます。 

今説明させていただいたところで、１８３ページと申し上げたんですが、１７４ページでした。

失礼しました。 

続きまして、「３ 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５－１番、みどり公園課の「内間木公園拡張整備等に関する事務」は、内間木公園拡張整備

基本構想の策定するに当たり、「氏名」等の情報を委託するものでございます。 

次に、水道施設課の「水道施設の維持管理に関する事務」が四つ続きます。一つ目は量水器の交

換のため、二つ目は漏水箇所の修理のため、三つ目は上水道台帳補正業務委託のため、１７５ペー

ジにまいりまして、四つ目は浄水水質検査のため、「氏名」等の情報を委託するものでございます。 

続きまして、類型５－３番、健康づくり課の「乳幼児健康診査に関する事務」は、聴覚検査を実

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、類型５－１１番、危機管理室の「新型コロナウイルス感染症に関する事務」と、次の健康

づくり課「感染症に関する事務」は、新型コロナウイルス感染症自宅療養者を支援するに当たり、

「氏名」等の情報を委託するものでございます。 

続きまして、類型５－１３番、図書館の「図書館資料の提供に関する事務」は、電子図書サービ

スの管理・運用に当たり、「氏名」等の情報を委託するものでございます。 

最後に、１７６ページを御覧ください。 

類型５－２２です。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」です。こちらは、自立支援金の支給に係る通知書の封入封緘、窓口受付・電話対応等事務を行

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。 



- 28 - 

 

○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 （５）目的外利用の報告 

○始澤会長 

では次に、「議題（５）目的外利用の報告」について、事務局から報告をしてください。 

それでは、担当の方よろしくお願いいたします。 

○事務局・細田係長 

１７７ページを御覧ください。 

資料１２になります。３件の目的外利用報告書について、報告をさせていただきます。 

水道施設課の「水道施設工事に関する事務」は、工事の際、当該工事の情報を町内会・自治会会

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

を行います。 

１７８ページを御覧ください。 

水道施設課の「水道施設の維持管理に関する事務」は、上下水道台帳の電子化に伴い、市民等か

らの問い合わせや漏水時の情報提供に対応できるようにするとともに、管路情報の解析のためのデ

ータが必要になるため、上下水道総務課の「上下水道料金調定及び徴収に関する事務」から目的外

利用を行います。 

最後に、１７９ページを御覧ください。 

水道施設課の「水道施設の維持管理に関する事務」は、工事の際、当該工事の情報を町内会・自

治会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

外利用を行います。 

その他の報告についての説明は、以上となります。 

○始澤会長 

ありがとうございました。 

ただいまの目的外利用の報告について、何か質問等はございますか。 

質問等、ございませんでしょうか。ありがとうございます。 
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それでは、次にまいりたいと思います。 

 

◎３ 議題 （６）委託業務の調査報告 

○始澤会長 

次に、「議題（６）委託業務の調査報告」について、事務局から報告をしてください。 

担当の方、お願いいたします。 

○事務局・小曽根主任 

それでは、１８０ページの資料１３を御覧ください。 

令和４年３月２９日付けで、保険年金課から、「特定保健指導業務委託」についての調査報告が本

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「特定保健指導業務委託」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、書類を提出してもらうことにより、監督を行ったも

のでございます。 

１８１ページを御覧ください。 

主な内容といたしましては、本年３月２８日に、保険年金課の職員２人が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、保険年金課の委託業務の調査報告を終わります。 

○始澤会長 

ありがとうございました。 

ただいまの委託業務の調査報告について、何か御質問等はございますか。 

かしわや委員、お願いいたします。 

○かしわや委員  

今ですね、委託業務調査報告がありました。私からも、この業務委託に関しましては、調査のお

願いはしていたところだと思います。 

個人情報保護に関して重要なのは、適正な管理ですね。情報漏えい等がないように、適正に管理

をされていることが重要であって、朝霞市でもそのような対策をされていたものと思います。 
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ただし、この情報漏えいに関しては、システム上では例えばファイアウォールですね。鍵が掛か

っていて、対策をされています。そこを突破されるというのは別として、多いものとしては、職員

及び業務委託された委託先の社員、職員から不正に持ち出されて重要な個人情報が漏れることが多

いものと思います。 

それで、朝霞市で職員に対してどのような教育がされているのか。また、業務委託先について、

確かに業務は委託しますけれども丸投げしているわけではなく、朝霞市がその委託先を管理、監督

をする。そのようなものも求められているわけですけれども、調査をしてどのような状況なのか。

また、それに伴ってど対策をされたものがあれば、ここでお伺いさせていただきたいので、よろし

くお願いします。 

○始澤会長 

  それでは、ただいまの質問について、細田係長お願いいたします。 

○細田係長 

市で実施しております外部委託の中で、委託先に個人情報を渡している場合は、多数の状況がご

ざいます。まず、本市がどういったことをやっているのかというところなんですけれども、市役所

職員に対しては、個人情報保護に関する研修会を年に２回開催しております。定期的に開催してお

りまして、対象職員は特に限定しておらず、どなたが参加してもいいようにということで、この外

部委託を行う際への注意事項、あとは、市の事務の中で個人情報を取り扱うに当たっての注意事項

などを説明している状況でございます。 

外部委託を行っている件についてですけれども、外部委託先に赴きまして、そこを視察する形で

あったり、あとは、適正に個人情報が管理されているかということでの報告書を受けたりしている

状況がございます。現地調査ができない場合などは、例えばその委託を行っている内容をＤＶＤに

データとして焼き付けてもらって報告を上げていただいているなどの状況をこちらとしては把握し

ているところです。 

委託先については、委託先における従業員向けの研修会を行っていただいているというお話も、

担当課からは受けております。 

現状としてはそういった現地調査を行ったり、取扱いについての報告を上げていただいたりとい

った状況を市政情報課としては把握しているところでございます。 

以上です。 

○始澤会長  

  はい、ありがとうございました。 

それでは、今の御説明について、かしわや委員お願いします。 
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○かしわや委員 

  答弁をいただきましてありがとうございます。 

今、答弁をいただきましたけれども、例えば委託の条件として、秘密の保持の義務だったりだと

か、８項目、条件があるわけですけれども、そのほかに契約に違反した場合の即時返還の義務だっ

たり、契約解除及び損害賠償に関する事項を含めて８項目が記載されております。 

個人情報が漏えいされた場合に基本的に企業の漏えいが報道等されますけれども、実際、今、お

っしゃられた職員の研修をやりますよとか、契約書がありますよとか、その委託先に出向いて調査

しますというようなことは、そういった企業もやられているわけですね、それでもその情報が漏え

いされる、不正行為によって漏れるという重大な事案が発生するわけですね。 

朝霞市では、体制でそういったことがないと思いますけれども、この情報漏れの案件だったりだ

とか、規模によっては、市政が混乱をして、市政が混乱をするというようなことになってくると、

市民生活にも影響してくることなので、この辺は引き続きしっかりと管理、監督をしていただきた

いと思いますので、その辺はよろしくお願いいたします。 

○始澤会長 

それでは、ただいまの意見について、河田課長お願いいたします。 

○事務局・河田課長  

ただいまかしわや委員からお話をいただいた件ですが、先ほど条例改正の件でこの後御説明をし

ますが、自治体は来年の５月までに条例を改正しなければいけないとなっておりまして、実はその

前段階として民間事業者と国の機関の方は、この４月から改正個人情報保護法に基づいて業務を行

わなければいけないということで、その中で、秘密の保持だったりとか、情報が漏洩した場合は当

然、委託を受けた先にも言わなければいけないのですが、個人情報保護委員会に報告をしなければ

いけないことになっており、併せて罰則等もそちらの法令の方に基づいて課されております。 

市では、小規模事業者に市の事業として業務を委託したりとか、そういった障害の団体に対し

て、市の業務をお願いすることもございます。今後については、そういった団体につきましても、

基本的に、一人以上従業員を雇っているところは、個人情報保護法を基に業務を行わなければなり

ませんので、関係各課にそういった仕事を委託する際には、市の個人情報取扱に係る基準に基づい

た運用もさることながら、法令等に基づいた従業員の研修や個人情報の管理の仕方も併せて、ルー

ルを守っていただくように、事業を通じて周知してまいりたいと思います。 

以上です。 

○始澤会長 

  ありがとうございました。 
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ただいまの御説明について、ほかに、御意見、御質問等はございませんでしょうか。 

よろしいですか。 

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 

それでは次に、「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

から報告をしてください。 

それでは担当の方、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、御説明をさせていただきま

す。 

令和４年１月から３月までに行われました、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、御報告をさせていただきます。 

１８２ページの資料１４を御覧ください。 

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１文書、内訳といたしましては、取下げ等が１文書となっております。 

続きまして、自分の情報が記載された公文書の開示を求める自己情報開示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が２件ございまして、対象となる公文書は３文書で、開示を行ってお

ります。また、自己情報訂正等の請求については、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、外山委員お願いいたします。 

○外山委員 

この自己情報開示請求というのは、自分の情報が載ったものということですか。では、これは公

文書ではなく、自分の情報で知りたい情報があるということでよろしいでしょうか。 
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○始澤会長 

  それでは、今の質問について、細田係長お願いいたします。 

○細田係長 

この自己状況開示請求というものは、市で保有している公文書の中に、例えば自分の名前、自分

が申請をした申請書があったとしますが、その場合、自分の情報が載っている公文書を公開してほ

しいといった請求になります。 

上段にある公文書公開請求というのは、一般的に市で保有している公文書そのものを見せてほし

いというものになります。 

以上です。   

○始澤会長 

ありがとうございます。 

ただいまのお答えについて、いかがでしょうか。 

ほかに、御質問、御意見等ございますでしょうか。 

よろしいですか。 

それでは、次にまいりたいと思います。 

 

◎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、事務局からお願いいたします。 

それでは、細田係長、お願いいたします。 

○事務局・細田係長 

先ほど、個人情報保護法の改正概要について説明をさせていただきまして、今日皆様に配付させ

ていただきました、法改正に伴う条例改正のスケジュールについて説明をさせていただきたいと思

います。 

今日お配りした資料１５をお出しいただいてよろしいでしょうか。 

このスケジュールなんですけれども、飽くまで現時点での目安として皆様にお示しさせていただ

くものになりますので、今後、多少の変更が生じる可能性がございます。どうか御理解いただけた

らと思います。 

最初に、法改正に伴うガイドラインが先日示されました。それに基づきまして、市では、改正条

例の原案を今後作成していくという流れになっています。 
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原案の作成についてですが、７月頃を今のところ予定しておりまして、改めまして、本審議会に

おいて、改正内容について説明させていただけたらと考えております。 

その際に、原案について皆様からの御意見を頂きまして、改めて皆様に修正原案の御確認をお願

いしたいと考えております。 

このスケジュール案の中だと原案がございまして、上に行って審議会への諮問をさせていただい

て、その後、その原案を修正したものを作りまして、もう一度審議会の方へお諮りさせていただき

たいと考えております。 

その後ですね、パブリック・コメントを実施する予定としております。 

このパブリック・コメントなのですが、事前に市の施策等の案を公表しまして、市民から意見又

は提案を求めます。御提出された意見等の概要、当該意見等に対する市の考え方等を公表するとと

もに、意思決定に反映させる手続のことをいいます。 

「朝霞市パブリック・コメント手続実施要綱」というものがございまして、原則、３０日以上の

意見等の提出期間が規定されておりますので、そのパブリック・コメントについては８月から９月

にかけての１か月を目安に実施する予定としております。 

このパブリック・コメントの終了後は、提出された御意見等を確認しまして、条例改正案を審議

会の皆様に御確認をいただきまして、最終的に令和５年第１回定例会に議案として提出したいと考

えております。 

最終的な条例改正案の作成までには、スケジュールに記載のあるとおり、個人情報保護委員会と

の相談、スケジュール表の真ん中よりちょっと下の辺りに「個人情報保護委員会との相談」という

文字があると思うんですけれども、この相談を行ったり、１２月下旬の議案提出前にちょっと明示

させていただきましたが、条例に罰則規定を設ける場合なんですけれども、さいたま地方検察庁と

の協議を行わなければならないとされているので、そのタイミングについては、現時点で明示が難

しいため、こういった期間を取っての表記とさせていただいております。 

審議会の皆様には、年４回の定例会のほかにですね、今回この大きな条例改正がありますことか

ら、臨時会として御出席いただきたいと考えております。大変お忙しいところを申し訳ないのです

が、御協力いただけたらと思います。 

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。 

ただいまの「資料１５ 令和４年度 個人情報保護条例等改正スケジュール（案）」について、何

か御質問等はございますか。 
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ございませんでしょうか。 

では、次にまいります。 

その他の事務連絡について、事務局からお願いいたします。 

担当の方、お願いいたします。 

○事務局・大井田課長補佐 

それでは、次回の会議の日程についてでございます。 

定例の会議は、例年ですと７月の最終金曜日に開催させていただいておりますので、令和４年７

月２９日金曜日、午前１０時からでお願いしたいと考えておりますが、皆様の御都合はいかがでし

ょうか。 

○始澤会長 

皆様、いかがでしょうか。 

○事務局・大井田課長補佐 

それでは、次回の定例の会議は、７月２９日金曜日、午前１０時からの開催ということでお願い

いたします。会場につきましては、後日郵送いたします開催通知でお知らせさせていただきます。 

また、先ほど細田係長から御説明いたしましたとおり、条例改正について臨時の会議を７月頃に

開催したいと考えております。そちらにつきましては、後日改めて日程の調整をさせていただきた

いと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

事務連絡は、以上でございます。 

 

◎５ 閉会 

○始澤会長 

ありがとうございました。 

それでは、以上を持ちまして、令和４年度第１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、お疲れ様でした。 

ありがとうございました。 

 

 

 

  


