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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４年５月２７日（金） 

          午前１０時００分から 

午前１２時０２分まで 

開 催 場 所 市役所 別館５階 大会議室（手前） 

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 １人 
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令和４年度第２回 

朝霞市情報公開・個人情報保護審議会 

 

令和４年５月２７日（金） 

午 前 １ ０ 時 ０ ０ 分 か ら 

午 前 １ ２ 時 ０ ２ 分 ま で 

市役所別館5階 大会議室（手前）  

１ 開     会 

２  配付資料の説明 

３ 議     題 

（１）朝霞市個人情報保護条例の改正について（諮問） 

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 市政情報課広聴統計係長 石 井 正 大 

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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資料一覧 

・資料１ 朝霞市個人情報保護条例の改正について（諮問第１号） 

・資料２ 個人情報保護法の改正について 

・資料３ 現行条例と改正法の主な相違点 

・資料４ 改正法の非開示情報と朝霞市情報公開条例の非公開情報との比較 

・資料５ 個人情報ファイル簿関連資料 

・資料５（追加） 個人情報ファイル簿（単票） 

・資料６ 個人情報の保護に関する法律 

・資料７ 朝霞市個人情報保護条例 

・資料８ 朝霞市情報公開条例 

・資料９ 朝霞市情報公開・個人情報保護審議会条例 

・個人情報保護に関する法律についてのＱ＆Ａ（行政機関編） 
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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２回朝霞市情報公開・個人情報保護審議会を開会させてい

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

の指針手順に従って、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、撮影について許可させていただきます。よろしくお願いいたします。 

傍聴者の方につきましては傍聴席にいらっしゃいますので、今後更に傍聴希望の方がいらっしゃ

った場合は、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。 

それでは、よろしくお願いいたします。 

○事務局・細田市政情報係長 

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されておりますので、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報告いたしま

す。 

報告については、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したいと思います。 

 

◎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。 

よろしくお願いいたします。 

○事務局・細田市政情報係長 

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、９点ございます。 

まず一つ目が、「朝霞市個人情報保護条例の改正について（諮問第１号）」です。二つ目が、「個人
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情報保護法の改正について」、三つ目が、「現行条例と改正法の主な相違点」、四つ目が、「改正法の

非開示情報と朝霞市情報公開条例の非公開情報との比較」、五つ目が、「個人情報ファイル簿関連資

料」、六つ目が、「個人情報の保護に関する法律」、七つ目が、「朝霞市個人情報保護条例」、八つ目

が、「朝霞市情報公開条例」、九つ目が、「朝霞市情報公開・個人情報保護審議会条例」となっており

ます。 

ここで申し訳ございませんが、本日皆様の机上に差替資料といたしまして、「資料３」を置かせて

いただきました。更に追加資料といたしまして、「資料５」及び「個人情報保護に関する法律につい

てのＱ＆Ａ（行政機関編）」を配付させていただいております。 

「資料３」の修正事項は、それぞれの該当項目に対しまして、市の考え方を入れたものとなって

おります。このほかの修正といたしましては、９ページに改正案を明示しているほか、１１ページ

における不必要な記載を削除いたしております。 

追加資料といたしましては、「個人情報ファイル簿の作成例」と、「改正法のＱ＆Ａ（行政機関等

編）」を追加させていただいております。 

また、会議開催通知にてお知らせいたしました、個人情報の保護に関する法律についてのガイド

ライン（通則編）及び（行政機関等編）、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」

に関するＱ＆Ａについて、書面で必要な方は、本審議会終了後、事務局職員までお申し付けくださ

い。 

なお、ガイドラインの（通則編）と、ガイドラインのＱ＆Ａにつきましては、参考として開催通

知に記載、また本日配付させていただいております。 

次に、本日の予定につきましては、会議次第の「３ 議題」のとおりでございます。 

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４年度第１回審議会の会議録に

つきましては、かしわや委員、始澤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、御発言される際には、お名前を先におっし

ゃっていただきまして、御発言をお願いいたします。 

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。 

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。 

よろしいですか。 
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それでは、質問なしということで議題（１）に行きたいと思います。 

 

◎３ 議題 （１）朝霞市個人情報保護条例の改正について（諮問） 

○始澤会長 

「議題（１）朝霞市個人情報保護条例の改正について（諮問）」について、事務局から説明をお願

いいたします。 

細田係長、よろしくお願いいたします。 

○事務局・細田市政情報係長 

前回、令和４年度第１回の本審議会におきまして、個人情報保護法の改正概要と今後のスケジュ

ールについて、御説明させていただいたところです。 

本日は、法改正に伴い、これまでの条例に基づく個人情報保護制度の運用がどう変わり、今後の

本市において制度を運用していくに当たり、具体的に何をする必要があるのか御説明させていただ

きます。前回の審議会の説明と重複する箇所もあるかと思いますが、御容赦いただければと思いま

す。 

まず最初に、資料２の１ページを御覧ください。「個人情報保護法の改正について」という資料で

ございます。 

本市では、平成９年４月１日に朝霞市個人情報保護条例が施行され、今日まで各実施機関におい

て個人情報の適正な収集等に努めてきたところでございます。 

他方で、国においては、社会全体がデジタル化する中で「個人情報保護」と「データ流通」の両

立を図るという目的で、いわゆる「デジタル関連法案」において、個人情報の保護に関する法律が

大幅に改正され、令和３年５月１９日に公布されたところでございます。 

改正法では、官民で異なっていた個人情報の定義が統一されたほか、同じ官公庁でも国と地方で

異なっていた取扱いルールが統一されるなど、「個人情報の保護とその効果的な活用」を図るために

体系が大きく見直され、個人情報の取扱いのルールが既存の個人情報保護条例から改正法に置き換

わる形になります。 

地方公共団体に直接適用される改正部分は、令和５年４月１日に施行されるため、本市において

は、それまでに改正法に基づいた条例改正を行う必要がございます。 

改正法施行後は、全国統一的に個人情報保護制度が運用されることとなりますが、一部の事項に

ついては、地方の実情に応じて地方公共団体が条例で定めることができるとされておりますことか

ら、この点について、本市においてどのように条例に定めるのか、あるいは定めないのかを検討す

る必要があります。 
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そこで、このたび改正法の施行後における本市の個人情報保護制度の在り方につきまして、本審

議会に御検討いただきたく、資料１にございますとおり、朝霞市情報公開・個人情報保護審議会条

例第２条第１項の規定に基づきまして、本審議会に諮問させていただいたところでございます。 

資料２の方にお戻りいただきまして、改正法の立て付けとしましては、第４章が民間事業者、第

５章が地方公共団体を含む行政機関等の規定となっておりまして、それ以外の章の部分は両者共通

の規定となっています。 

それでは、具体的な内容について御説明をしてまいりたいと思います。 

２ページを御覧ください。 

定義の一元化とありますが、法改正に伴い、公的部門と民間部門で、「個人情報」などの定義が統

一されることとなります。 

これまで条例で規定していた定義と大きくかい離するものはありませんが、ここに記載している

「要配慮個人情報」についての取扱いが変わることが一つのポイントとしてございます。 

現在の条例では、第２条第５項に、要配慮情報について、「本人の人種、信条、社会的身分、病

歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益

が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するもの」と定義し、法令に定めがあるとき又は審議

会が認めたときでなければ、原則収集してはならないと規定しています。 

改正法では、要配慮情報の定義は条例と同じとなっておりますが、原則収集禁止という規定はあ

りません。 

改正法では、第６１条に、「（要配慮情報を含む）個人情報全般の保有については、法令の定める

所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限りかつ、その利用目的をできる限り特定しなけれ

ばならない」と規定されており、個人情報全般についての保有の制限をしているほか、適切な取扱

いについての規定が設けられています。今後は、改正法どおりに対応していくこととなります。 

続きまして、個人情報の取扱いについて、今後どのような対応となるかについて御説明いたしま

す。 

まず、「個人情報の収集」についてです。 

条例第７条第１項では、本人からの直接収集を原則としており、例外事由がある場合にのみ、本

人以外から本人の情報を収集することができますが、改正法には収集制限の規定がありません。先

ほど説明した改正法第６１条の規定に基づき、こちらも対応することとなります。 

次に、「目的外利用と外部提供」になります。 

条例及び改正法共に、目的外の利用や提供を制限していますが、例外事由が異なります。特に条

例では、「実施機関が審議会の意見を聴いて公益上特に必要があり、かつ、本人の権利利益を不当に



- 9 - 

 

侵害するおそれがないと認められるとき」に目的外利用又は外部提供ができる旨の規定があります

が、改正法にはありません。 

この点についても国は、「利用、提供について類型的に審議会等への諮問を義務付けることは許容

されない」旨の見解を示しているため、改正法どおりの対応となります。 

次に、「オンライン結合」です。３ページを御覧ください。 

条例第１５条第２項では、オンライン結合を実施するときは、「法令に定めがある場合」や、「実

施機関が審議会の意見を聴いて個人情報取扱事務の目的を達成するために必要であり、欠くことが

できないと認めるとき」としていますが、社会全体のデジタル化の進展に対応するため、改正法に

は規定がありません。 

先ほどと同様に、国からは「電算処理などについて類型的に審議会等への諮問を要件とする条例

を定めることは許容されない」旨の見解が示されているため、こちらも、改正法どおりに対応して

いくこととなります。 

続きまして、「個人情報ファイル簿」についてです。 

現在、本市では、個人情報取扱事務を開始しようとする場合は、条例に基づき、「個人情報取扱事

務登録簿」に登録し運用しており、これまで本審議会委員の皆様には内容について御審議いただ

き、また、案件に応じ、報告をしてまいりました。 

法改正に伴い、これまでの「個人情報取扱事務登録簿」とほぼ同趣旨の「個人情報ファイル簿」

の作成及び公表をすることが義務付けられることになります。この個人情報ファイルとは、「電子計

算機を用いて特定の保有個人情報を検索できるように体系的に構成したもの」及び「氏名、生年月

日等により特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したもの」を言います。 

基本的にはデータベースのことを指しますが、紙であっても検索可能な状態で個人情報を保有し

ている場合は、個人情報ファイルに該当します。 

例えば一つの事務において複数の個人情報ファイルを保有しているような場合は、複数の個人情

報ファイルを作成しなければならなくなります。一方で、一つの事務において、紙を含むデータベ

ースを利用しないで個人情報を取り扱う事務の場合は、個人情報ファイルは作成する必要はありま

せん。この個人情報ファイル簿の取扱いの方向性については、改めて説明させていただきます。 

続きまして、資料４ページを御覧ください。 

「開示・訂正・利用停止請求」について記載がございます。「①開示請求」は、自分の情報が記載

された公文書を開示してほしいという請求、「②訂正請求」は、実施機関が管理する自己情報に誤り

があるときに訂正してほしいという請求、「③利用停止請求」は、適正に収集されていない個人情報

について、実施機関に対し、利用の中止や消去などを求める請求となります。 



- 10 - 

 

法改正に伴い、これらは現在の運用から大きく変わる部分はないと考えておりますが、開示請求

等に対する決定等の期限や、開示請求等に係る手数料の額を条例で定める必要がございます。 

次に、下段に表記のある「行政機関等匿名加工情報」についてでございますが、公的部門におけ

る匿名加工情報の提供制度は、先ほど説明いたしまた個人情報ファイル簿に記載されている個人情

報データベースを特定の個人が識別かつ復元できないように加工した上で民間事業者に提供し、そ

の活用を促すものです。 

ページ下部に「ペット用品を販売する民間事業者」に匿名加工情報を提供した場合として、国が

示している想定事例を記載しております。匿名加工情報データを利活用することで、新たな産業の

創出、活力ある経済社会の実現を図ることを目的に、改正法に規定されているものです。 

続きまして、５ページを御覧ください。 

今、御説明いたしました「行政機関等匿名加工情報」の提供する場合の流れとなります。市が保

有する個人情報ファイルを「匿名加工情報」として民間企業に提供する場合には、まず、実施機関

で保有する個人情報ファイルに対して、企業からの提案を募集します。企業から提案があれば、そ

の提案内容を審査し、承認する場合は契約を締結します。その後、実施機関で匿名加工情報を作成

し、企業からは、その加工に係る手数料を徴収した上で、企業に匿名加工情報を提供するといった

流れとなります。 

この行政機関等匿名加工情報の提供については、もともと国の行政機関にあった制度でして、当

分の間は、都道府県及び指定都市以外の地方公共団体等については、義務ではなく、任意で提案募

集等を行うこととされています。 

続きまして、５ページ下段の「審議会」の部分を御覧ください。 

改正法の第１２９条では、「地方公共団体の機関は、条例で定めるところにより、個人情報の適正

な取扱いを確保するため、専門的な知見に基づく意見を聞くことが特に必要であると認めるとき

は、審議会その他の合議制の機関に諮問することができる。」と規定されており、法改正後も条例で

規定を設けた場合に、審議会を設置することが可能となっています。 

審議会の所掌事務としては、制度運営に関する重要事項の諮問や市で取り扱う個人情報に関する

苦情の申出があった際の諮問などが挙げられています。 

しかし、改正法上、審議会への諮問が許容されない事項があり、これまで個人情報を本人以外か

ら収集する場合や、目的外利用、外部提供、オンライン結合等を行う場合に、これまで審議会に諮

問してまいりましたが、資料下部に記載いたしましたとおり、類型的に審議会等への諮問を要件と

する条例を定めることは許容されないとされています。こちらにつきましても、後ほど詳しく説明

します。 
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次に、６ページを御覧ください。 

個人情報保護委員会と地方公共団体の関係になります。個人情報保護委員会とは、個人情報の適

切な管理と利活用を監督する国の機関でございます。 

これまで条例は、地方公共団体がそれぞれ所管・運用してまいりましたが、法改正に伴い、個人

情報保護委員会が法の所管となり、地方公共団体は、その法に基づき、運用していくこととなりま

す。個人情報保護委員会は、必要に応じて地方公共団体へ情報提供又は助言等の役割を担うことと

なります。 

最後に、「施行条例」の部分について御覧ください。 

冒頭に御説明いたしました、定義の一元化や、個人情報の取り扱いなど、個人情報の取扱いにつ

いての大部分は、改正法に基づいての運用となります。 

しかし、改正法では、詳細な運用事項まで規定しているわけではありませんので、各地方公共団

体の条例で、手数料の設定などの詳細事項について規定することとなっています。 

ただし、施行条例で定めるに当たり、改正法の趣旨の範囲を超えて各地方公共団体が独自に規定

することができるわけではなく、法の趣旨が許容される範囲内において、制定をしなければならな

いという形になります。 

資料には、「施行条例で定める必要がある事項」、「施工条例で定めることができる事項」など、主

なものを例示して記載しておきました。 

この後の事務局からの御説明の流れといたしましては、資料３及び資料４に基づいて、条例と改

正法の規定を条文を比較しながら御説明させていただきたいと思います。 

また、資料５については、個人情報保護ファイルについて、作成例を御覧いただきながら、御説

明させていただきたいと思います。 

諮問に係る資料１及び資料２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、議題（１）に係る資料１及び資料２の説明について、何か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 

これは、国の個人情報保護法の改正に向けて、朝霞市での条例も合わせたものにするということ

で、資料２の２ページの「『要配慮個人情報』の考え方が本市にも導入される」ということで、今ま

では、基本収集してはいけないことになっており、法令か審議会の意見を聴いて認められたときに

収集するということですけれども、利用目的を制限するとは言っても、やはり基本的なこういう審
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議会で問われるというような制限が取り払われるということで、要配慮個人情報の「人種、信条、

社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実」といった情報も、利用目的は制限さ

れるけれども収集するということで、「信条」を収集する必要は、どのようなケースであるんでしょ

うか。 

「人種」、「信条」、「身分」、「病歴」、「犯罪の経歴」、「犯罪で害を被った歴」は、いわゆる不当な

差別、偏見、不利益が生じやすい要配慮個人情報だと思うんですけれども、利用目的を制限すると

はいえ、こういうものもこれから収集しますということだと思うんですけれども、結構抵抗感があ

ります。 

「犯罪の経歴」で犯罪者がどこにいるのかを明確にするということなのかもしれないのですけれ

ども、取扱いがものすごい難しいと思いますし。 

また、「信条」は今までは収集してはならないということでしたが、保護法の下で変わるというこ

とですけれども、朝霞市としてはどのようなケースを考えられていますか。 

○始澤会長 

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。 

○事務局・細田市政情報係長 

御質問の「信条」に関してですが、現在の個人情報保護条例ですと、逐条解説の方ですと、信条

については、「個人の基本的なものの見方、考え方、主義・主張を意味し、思想と信仰のを双方を含

みます。」という内容が含まれるものを、要配慮個人情報と捉えているというところです。 

事務登録簿で信条についてどういったものがあったのかは、今具体的に御説明はできないんです

けれども、一応法の立て付けといたしましては、この要配慮情報の定義を規定いたしまして、法律

の第６１条の部分ですね。個人情報全般の保有については、「法令の定める所掌事務又は業務を遂行

するために必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定しなければならない。」と規定

しておりまして、要配慮個人情報だから何か制限をかけるとかいう法の立て付けではございませ

ん。ただ、収集するに当たっては、利用目的、使用目的をきちんと明示した上で収集することが可

能という説明になっております。 

以上です。 

○始澤会長 

ありがとうございました。 

では、ただいまの意見について。再び外山委員、お願いいたします。 

○外山委員 

この利用目的であれば良いと判断する主体は、誰なのでしょうか。 
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一般的に思想・信条の自由があるのに、行政や国がそれをリサーチして収集するということが、

利用目的があればいいと言われるのが、非常に抵抗感があるのですけれども。どのような利用目的

があるのでしょうか。 

思想・信条の自由、憲法上の権利に照らし合わせて抵触するのではないかなと思うのですけれど

も。 

○始澤会長 

では、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 

先ほど担当から御説明をさせていただきましたが、法令で定めている事務、あるいは業務の遂行

に対して必要な範囲内ということでしか、今のところ国の方からは示されておりません。 

ただし、今後、個人情報保護委員会から定期的な監査等受けるようになると思います。担当部署

の方で考える業務の適正な範囲が、世間的に見て常識を逸脱してるような部分も当然あります。必

要を上回るような、念のためにというのも出てくると思うんですね。そういった部分につきまして

は、私達の方もしっかり職員研修を通じて、場合によっては、この条例の下に運用規定を作った

り、手引書を作成してその中で具体的に分かるような形で示したり、各自治体の状況によってとい

うものもあり、明確に出せないというところもありますので、１個１個ケースバイケースで、市民

の皆様の常識を逸脱しない範囲内で運営していきたいと考えております。 

○始澤会長 

では、ただいまの意見について、再度、外山委員、お願いいたします。 

○外山委員 

業務の範囲内と、必要だと判断する主体は誰なのかが気になるところなので、具体的なケースを

言ってもらわないとイメージがわかないのですが。非常に抵抗感がありますよね。 

基本的には収集してはいけないと今まではなっていたのに、これからは業務の範囲内だったらい

いですよと解放されるわけですよね。しかも、必要とか業務の範囲内の明確な基準があるのかとい

うと別に基準はない。こういう業務に必要なんですと言えば、どんどん収集できるということです

よね。「してはならない」から、必要な場合は「収集していい」という形に変わるので。 

○始澤会長 

では、ただいまの意見について、細田係長お願いいたします。 

○事務局・細田市政情報係長 

委員がおっしゃるように、そういった心配な面はあるのは分かります。 

法律の中で改正法の６３条ですと、「不適正な利用の禁止」というところで、条文での説明になっ
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てしまうんですけれども、こういった不適正な利用の禁止の規定があったりだとか、法律で言いま

すと６１条の第２項、「利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。」

こういった規定があります。 

また、第６９条においては、利用及び提供の制限など、こういった一定の制限を法律上かけてお

りますので、今具体的なケースについては明示できませんが、法律の中でこういった制限がかけら

れておりますので、それに基づいた対応をしていくしかないのかなと私は考えております。 

以上です。 

○始澤会長 

ありがとうございました。 

では、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。 

基本的には国がこのようになっているということで、それに条例をそろえるということなので、

そういう流れなのかなと思いますが。 

要望なんですけれども、基本的にどのような場合に「信条」や「犯罪の経歴」を必要な範囲内と

認めて収集したケースがあるのか、また、どういった場合は不適正なのかというケースが国から明

示されていましたら教えていただきたいです。 

○始澤会長 

では、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 

今までそういった収集が不適切であるという事例の一つとして、２０１９年に官報で公開された

犯罪者等の氏名、住所等がＷＥＢサイトの地図に掲載された犯罪者マップ事件というものがあった

り、リクナビに就職者の内定の辞退率を載せた事例や、基地に反対する人たちについて匿名加工を

して最終的には提供した事例が不適切な事例として載っています。 

今後、市で事務を行っていく上でも、例えばワクチンの利用接種に伴ってのマイナンバーを収集

することは法令で規定されていますが、それ以外の市の任意事務で、例えばイベントを実施する際

に住所、名前、３日前からの検温の状況を書いて持って来てくださいといったことをした場合に、

現地で検温をすれば済むことであるのに、何の規定もなく実施してしまうといった事例があれば、

私たちの方でも本当に必要なのかどうかを検討していくことになります。ケースバイケースでやっ

ていかざるを得ないというところがございます。 

以上です。 
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○始澤会長 

ありがとうございました。 

今の御回答にいかがでしょうか。 

では再度、外山委員お願いします。 

○外山委員 

分かりました。ありがとうございます。 

私としては心配なので、もちろん国にそろえた方が楽なんでしょうけれど、私の意見としては、

各地方自治体で独自に決めることができるのであれば、必要の範囲内といった曖昧な基準ではなく

て、もう少しはっきりした基準を決めていただきたいと私は要望します。 

○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 

繰り返しになりますが、法の主旨に逸脱しない範囲内で、最終的に審議会から諮問を頂く中でそ

ういった文言が入りました際にはそういった部分も加味して、ルールを策定していきたいと思って

おります。 

○始澤会長 

ありがとうございました。 

今の意見でいかがでしょうか。 

ほかに御意見、御質問等はいかがでしょうか。 

では、再度外山委員お願いします。 

○外山委員 

それでは、４、５の「個人情報の取扱い」で、今まで本人収集の原則の例外に該当するときのみ

に本人外収集ができるということでした。私も基本的には今まで結構個人情報保護の壁が厚くて、

保育課で得たデータを教育指導課で使えないといった壁があって、同じ家庭で同じ御兄弟をフォロ

ーするために、こちらの情報を、こちらでも利用できるのではないかと思っていても壁があって使

えないといったことがありました。個人情報保護法の鉄壁の壁を、いろいろと制限を突破していく

中で有効活用ができるのではないかなと思うのですけれども。 

心配なのは、オンライン化や電子化のみに着目した規則を設けることはしていないということ

で、オンライン化するに当たって今まで想定していなかった不具合も出てくると思うので、本当

は、もっと国に考えてほしいのですけれども。 

これは、結構デジタル化するに当たって新しい人権やデジタル人格をどのように保護するのか、
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外部では問題にはなっていると思います。それに対する新たな補償や気を付けないといけないこと

が、いろいろ議論されているところは議論されていると思いますが、もう規則を設けないでどんど

ん進んで問題は起こらないのかを聴きたいです。 

○始澤会長 

それでは、今の質問について、河田課長お願いいたします。 

○事務局・河田課長 

オンライン結合ですけども、様々な地方公共団体のシステムが今、個別に動いておりますけれど

も、国の構想の中ではデジタル化ということで、各市のシステムを国の方で用意したシステムの中

で運用していく構想もあるそうです。 

オンライン結合につきましては、そういった御心配をされる部分もあることは重々承知しており

ますけれども、国ではそういった安全管理措置を適正に実施していくということで、個々の地方公

共団体の中でこのシステムが安全かどうかを、１，８００ぐらいあるような自治体の審議会で一つ

一つその安全性について諮問をして個々の御意見を頂いて、各市でこれはオンラインの結合ができ

ないとか、あるいは、いい悪いという判断をしていくとなると、データ利活用の部分でも、うまく

機能していかないという部分もあることから、今回のオンラインの結合については、審議会の意見

を聴かないということになっています。安全管理措置については、自治体も聴かないからといって

当然何もしなくていいというわけではなくて、そういった疑いがあれば、積極的に働き掛けていく

ということには変わりはございませんので、審議会で聴かないからイコールそれが野放しになって

危険にさらされるということではありません。御心配されていることは重々承知しておりますけれ

ども、国に意見を言っていき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、再度外山委員お願いします。 

○外山委員 

ありがとうございました。 

審議会に問うことはしないということですよね。後で５ページに記載があるように「データ作

成・提供…個人の識別・復元ができないように個人情報を加工したデータを民間事業者へ提供す

る」ということで、行政が握っている情報を個人が特定できないように個人情報を加工して、民間

事業者へ手数料を取って提供し、民間活用をしていただいたり福祉にもいろいろ適用していただい

たりするとは思うのですけれども。 

誰が加工するのか、民間事業者に委託することに恐らくなるのではないかと思っていまして、加
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工前のデータをどこまでの人が見れる権限にするのかが心配だなというのがあるんですよね。 

市税、水道料金、健康保険料、年金、給食費、保育料を誰が滞納しているかといった情報を、ど

この時点で誰が権限を持ってその情報を加工するのかという問題もあると思います。 

先ほどの「思想・信条」もそうですけれども、一歩間違えると行政や国にそういうものを管理さ

れて、信用スコア制度で点数を付けられてしまうのではないかという不安がありまして、情報漏れ

を防ぐというものもありますし、ちょっとした違いで情報は流れて行ってしまうので、その辺のセ

キュリティもどのように管理をするのかをお聴きしたいです。 

○始澤会長 

では、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 

今、資料２で御質問を頂戴しているのですが、この後、資料３の部分でそういった部分について

も御説明はさせていただきます。 

匿名加工情報につきましては、まず第一段階としましては、政令指定都市と都道府県を対象にし

ております。現在の法律の中では、政令指定都市以下の自治体については、任意になっておりま

す。 

この後御説明いたしますけども、今御心配されたような問題も多々あるとは思いますが、私ども

としては任意なので、匿名加工については様子を見させていただくということで、今回は実施しな

い予定でおります。 

今後、国が法令改正をして全国の自治体に適用するようになった場合につきましては、また改め

て条例改正案を審議会、議会に御提示をして、御意見を頂戴するような形になっておりますので、

今回は匿名加工情報については、朝霞が実施するものではまだございませんので、どのようなやり

方をするのかも決まっておりません。 

○始澤会長 

ありがとうございました。 

今の回答で、いかがでしょうか。 

○外山委員 

ありがとうございます。 

とりあえずは、朝霞市は今回見送って政令指定都市や他市で任意で先進的に実施しているところ

の様子を見ながらということでよろしいでしょうか。 

他市の先進事例や失敗の事例も出てくると思うので、是非よく検討していただきたいと要望をし

ます。 
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○始澤会長 

ただいまの御要望について、河田課長お願いします。 

○事務局・河田課長 

外山委員の方からお話がございました件については、今後、他市の動向を見ながら導入時期につ

いては検討してまいりたいと思います。 

○始澤会長 

ありがとうございました。 

ほかに御意見、御質問等はいかがでしょうか。 

それでは、増川委員お願いします。 

○増川委員 

基本的なところですが、個人情報についての取扱いが大きくなってくるということは、私たちは

この委員で今参加しているので分かっているんですが、朝霞市の中で、新聞、ニュースを見ている

方であれば分かるかもしれないんですけれども、全然接していない方もいらっしゃるとは思いま

す。そのような方たちにも、こういうことが始まりますよと、何かしらの形で耳に入れられるよう

に示していっていただきたいと思います。私たちは今ここで考えてお話ししていますが、ほかにも

いらっしゃるなと思いまして。 

先ほどのお話があった、匿名加工情報は、今の段階では実施しないというお話だったので安心し

たのですが、こういったことがもしかすると取り扱われるようになるということも、もっと若い方

たちに知らせていきたいなと思います。 

○始澤会長 

ありがとうございました。 

ではただいまの意見について、事務局側から。 

では、細田係長お願いいたします。 

○事務局・細田市政情報係長 

増川委員のおっしゃることは、ごもっともだと思います。 

市からも、こういった法改正に伴う条例改正を行う場合だとか、新しい施策を打ち出していく場

合などは、広報若しくはホームページ等で市民の方に周知をさせていただきまして、今後こういっ

た形になりますよといった情報の開示は本当に必要なことだと思いますので、これからもそういっ

たところを意識しながら、こういった情報を得にくい方に対しても情報を発信していけるように努

めていきたいと思います。 
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○始澤会長 

ありがとうございました。 

ほかに御意見、御質問等はございますでしょうか。 

それでは、再度外山委員お願いします。 

○外山委員 

私も、こういうことは心配だとは思いつつも、うまく活用できれば、福祉や民間業者がいろいろ

な産業を興しやすいなとも思っておりまして。４ページの国が示す想定事例に、「ペット用品を販売

する民間事業者」で、犬の登録のデータを使って、どの地域でどの犬種が飼われているかを分析す

ればペット業者に利用できる例で、もっと皆さんに周知する場合に、例えば介護認定のケースで、

どの地域にどの程度の介護が必要な人がいるかによって、デイケアや特別養護老人ホームが進出す

るときに、ここの地域に行ったら近くにたくさんいるとか、在宅医療を必要としている方がどの地

域に結構いらっしゃるのかとか、そういうことでケアがしやすくなるとか、介護施設者と病院と福

祉関係の人が連携してデータを共有するといったこともできるのではないかなと思っていまして。 

ですから、流出や悪用には気をを付けなくてはいけないのですが、有効活用できると例も、もっ

とどんどん考えていただきたいです。今、朝霞市もオープンデータを１７件ぐらい外に出してお

り、それは民間からの提案を募集するということですけれども、積極的にこちら側からも、こうい

う形で利用してもらえませんかといったプロモーションをしない限り、絵に描いた餅だなと思いま

すので。その辺りのことや、どのように有効活用していこうと思っているのかについて、市として

は何かあるんでしょうか。 

○始澤会長 

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、お話があった件ですが、国民健康保険、介護保険、後期高齢者の保険の関係で、国保

連合会でレセプトから各市の情報を集めて、例えば疾病の状況や介護度を匿名化して自治体に戻し

ていただいて、健康相談に活用している事例はあるそうです。 

例えば塩分をよくとるような食事をとる地域では、その地域の特性が出て、こういった患者の方

が多いなど、健康活動で活用してくださいというようなことは、今の段階では国保と介護と後期の

方で匿名化して利用されているということで、市からはデータは国保連合会にお渡ししているので

すが、本人のお名前、住所といったデータは削除をして、鍵をかけて、分からないような形にして

加工したものを市に戻しているというお話は聴いていますので、一部の方では、そういったところ

は法律に基づいて運用はされています。 
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ですので、今後匿名加工をするときには、市の方では、市民の皆様の暮らしが良くなるように、

匿名加工データなおかつ、本人が特定されないような範囲内のデータとすることになると考えてい

ます。この後お話はしますけれども、個人情報ファイル簿の関係でも１，０００人以上としている

のも、個人が特定されないような意味で１，０００人以上としています。 

○始澤会長 

ありがとうございました。 

ただいまの答えでいかがでしょうか。 

○外山委員 

ありがとうございます。 

私もスーパーシティ法案が２年前に通った時も、一般質問をさせていただきましたが、匿名加工

をする場合に、だれが情報を加工して、権限をどうするのか。どのレベルの人までがそのデータを

見られて、それを加工できるのか。加工した後のチェックするシステムなどの問題になってくるの

かなと思いますし、そこをクリアできたら、私としては漏えいの心配もあるけれども、先ほどの例

におっしゃっていただいたように、有効活用する道はたくさんあると思います。 

基本的に、個人情報が緩くなるといったことだけ言うと、皆さん不安や心配になってくると思い

ますので、有効活用の例はこういうことがあることも同時に説明していただければ、皆さんの不安

も取り除かれるのかなと思いますので、是非周知する場合は具体例を付けていただきたいというの

を要望いたします。 

○始澤会長 

ありがとうございました。 

では、た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 

繰り返しになりますが、匿名加工情報等ですね、市で行っていくデータ等を利活用する際には、

市民の皆様にきちんと周知し、そういった事例についても、しっかりと研究をして取り組んでいき

たいと思いますが、今のところ導入の予定はありませんので、今の段階では具体的なことは申し上

げられなくて申し訳ありません。 

○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、いかがでしょうか。大丈夫でしょうか。 

それでは、ほかに御意見、御質問等ございますでしょうか。 

よろしいですか。 
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それでは次にまいります。 

○始澤会長 

次に、議題（１）に係る資料３については、今後、審議会としての答申を作成するに当たっての

重要部分と考えます。 

本日の審議会をもって決められる事項、次回以降での審議会でないと決められない事項などがあ

ると思いますので、資料３については、１ページごとに確認をしながら、その都度、御質問等をお

受けする形でよろしいでしょうか。お願いいたします。 

それでは、御異議がございませんので、資料３の１ページの説明を、事務局からお願いします。 

河田課長、お願いいたします。 

○事務局・河田課長 

それでは、先ほどと重複する部分があるんですけども、資料３について。今回お配りしたの市の

考え方をメインに、時間の関係もございますのでお話をさせていただきたいと思います。 

まず、資料３の１ページですが「対象となる本市の機関」でございます。 

一番右側の「主な相違点」は、現在の条例では、議会と土地開発公社が含まれています。土地開

発公社というのは、高度経済成長期に市で銀行からお金を借りて土地を買うことが法律の関係でで

きませんでした。それで土地開発公社という第三セクターを作って、そこが銀行等から融資を受け

て土地を確保して、それを市の予算で買い上げていくためにできたようなものでございます。 

そちらについては、銀行からお金を借りて、市で予算を取って売るという、どちらかというと行

政機関というよりも民間事業者に近いという位置付けと国で考えたことから、今回は民間の規律を

適用していくということで、条例の対象外という形で、この趣旨にのっとって除外していきたいと

思っております。 

また、議会については、国会も除外になっており、地方公共団体の議会についても、朝霞市でい

えば議会事務局に当たるのですが、そちらの方でルールを今後を作っていくとお聴きしております

ので、こちらも除外としております。 

下の方の「市の考え方」の二つ目の○なんですけど、出資団体である文化・スポーツ振興公社や

社会福祉協議会は今まで個人情報の関係で市のルールに基づいて同じような形でやってくださいと

お願いをしていましたが、こちらにつきましても、お金を出しておりましても、個人情報の権限が

個人情報保護委員会に移管しておりまして、市内の事業者及びそういったお金を出資してる団体に

対しても、指導権限というのが市にはなくなってしまいました。ですので、ここにつきましても年

度協定等を当然結んでおりますので、そういったルールの中で個人情報保護法に基づいた運用をす

るよう、関係部署に周知をして、民間のルールを守っていただくとともに、個人情報の保護につい
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ては漏えい対策という安全管理措置もしっかり取っていただくよう、契約の中でのお願い事をして

いきたいと考えておりますので、ここについても除外という形で考えております。 

○始澤会長 

はい、ありがとうございました。 

ただいまの資料３の１ページ目の説明について、何か御質問等はございますか。 

それでは、外山委員、お願いします。 

○外山委員 

議会は国会も対象外で、それにならってだと思うのですが、ルールを議会事務局で個人情報に係

るルールを独自に決めるということで、個人情報保護法が適用されないということなんですけれど

も、これは、例えばどういったケースが考えられるんでしょうか。 

○始澤会長 

それでは、今の質問について、河田課長お願いします。 

○事務局・河田課長 

例えば請願者の情報が該当すると思います。請願者の住所、名前を議会の方でどう取り扱ってい

くか、また、傍聴者の取り扱いについてもあると思います。 

全国市議会議長会という組織体があって、そちらの方で全国共通的なルールを作っているという

ことをはお聴きしております。 

ですので、議員の方にも折を見まして、議会事務局の方から御提示はされるのではないかと考え

ております。 

○始澤会長 

ありがとうございました。 

今の御対応でいかがでしょうか。 

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。 

それでは、次にまいりたいと思います。 

それでは次に、資料３の２ページの説明を事務局からお願いいたします。 

○事務局・河田課長 

それでは、２ページの御説明をさせていただきます。 

一番左側の「イ」のところに「個人の識別符号が含まれるもの」という書き方をしていますが、

これどういったものかだけ簡単に御説明いたします。 

こちらについては、旅券番号や運転免許証の番号等で割り当てられた番号で、それを基にして本

人が分かってしまうような、そういった情報のことを言います。 
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それでは、一番右側の「主な相違点」につきまして御説明いたします。 

現在の条例では、亡くなった方の情報も個人情報として取り扱っております。もう１点が、情報

の突合の仕方ですが、○の二つ目のところで、「他の情報と照合することができ、」と書いてあっ

て、下から４行目の「他の情報と容易に照合することができ、」に定義が変わるのですが、この違い

は、通常の事務を行っていて簡単に照合できてしまうというものです。 

こちらについては、簡単に照合できて、誰でも分かってしまうようなデータを個人情報として取

り扱うとしています。 

ただ、一定の手続を踏んだりとか権限者が異なるような、いかなる手段を使ってでも統合できる

ようなものを今までは個人情報と言っていましたが、国は、そこはもう個人情報とはみなしません

としておりますので、ここについてその規定のとおり、「容易照合」と改める予定でおります。 

また、亡くなった方の情報につきましても、例えば亡くなった方の銀行口座だけであっても、こ

れは、もう個人情報としては扱わないということです。これが、相続人とひも付いたときに守らな

ければいけないといったときには、個人情報として扱うということで、国では、亡くなられた方だ

けの情報はもう個人情報ではないという考えに基づいており、私どもも法の趣旨にのっとりまし

て、生きている方との関係でひも付いたところを個人情報として扱っていき、死者を除外する内容

になります。 

説明は、以上です。 

○始澤会長 

はい、ありがとうございました。 

今の意見について、御意見、御質問等はございますでしょうか。 

それでは、外山委員、お願いいたします。 

○外山委員 

亡くなった人は個人情報として扱わないということで、現行条例では亡くなった故人に関する情

報も個人情報としているのは、亡くなった方の銀行口座から遺族の方が下ろせないという問題など

に対応するためでしょうか。亡くなった方については個人情報として取り扱わないということで、

どういった利点があるのかを教えていただけるでしょうか。 

○始澤会長 

林委員、どうぞ。 

○林委員 

この書類を見ながらいろいろ御説明があって、キャッチボールのような形でずっと聴いていて、

非常に時間がたっているのですが、個人情報の大原則は、利用するにせよ収集するにせよ、本人の
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同意を得ることが大原則だと思うんですね。 

本人の同意を得て収集する、つまり市役所の窓口に来て何か申請をするときも、本人が同意して

いるからそこに求められた情報を書いて、そして申請していると思うんですね。 

また新たな改正法の下ではまだできていない段階で、今法体系としてのお話を説明してくださっ

ている段階で、いろいろなイメージの中でこれは心配だ、あれは心配だといった思いもあります

が、まだ法体系の一番最初の現行条例と、改正後の違いの説明のところをきちんと私たちが理解し

てから、それが実際これから市役所の窓口で申請するときに、様式として表れたときに、不要な情

報を収集しているのではないかなど、そのときに初めて、ここはこうではないですかと、細かいこ

とが言えると思うんですね。 

恐らく亡くなってしまいますと、本人の同意が得られないんですね。亡くなった人、お墓に入っ

た人の個人情報も全て法の下に守らなくてはいけなくなってくると、膨大な量になり、市、県、国

が管理していかなくてはいけなくなると、どこかで線引きしなければいけないくなってくると思う

んですね。 

そこで、改正法の下では、相続人と亡くなった被相続人との関係がひも付いてきて初めて、個人

情報として保護されるということは、私は亡くなった方の個人情報が保護されないとなったことに

対してどうなんですかという疑問はむしろ湧かなくて。 

うまくは言えないのですが、個人情報保護法は、本人の同意、あるいは未成年とかであれば保護

者の同意がある。だから私たちは収集にも応じているし、じゃあ先ほど教育委員会と保育課との情

報の提供が遮断されていると言っていましたが、そこも正式に例えば保育課の方が情報を教育委員

会に提供したいと、きちんと保護者の同意を得ているのであれば、第三者提供も決して違法ではな

いと思います。 

今、キャッチボールをずっと見ていたのですが、大原則は、個人情報の取扱いは本人の意思、本

人の同意が大原則だと思っているので、そこはない状態にしてしまうと、これはどうなんですかと

なって、収拾が付かないといいますか、無駄に時間が過ぎてしまっているのではないかなと、この

１時間１５分ぐらいちょっと感じています。 

個人情報保護法の大元にあるのは、情報を持っているその本人から同意を得ないことには収集も

できない、利用することもできない、第三者提供することもできないという部分ではないかなとい

うのを一般の主婦が聴いていて、何の肩書もなくて申し訳ないんですけども、そういうふうに感じ

ております。 

○始澤会長 

ありがとうございました。 
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様々な意見が出ましたが、ではそれについて、事務局側の答えを伺いたいと思います。 

では、河田課長お願いいたします。 

○事務局・河田課長 

死者の情報につきましては、元々市の条例の中では、本来は亡くなっている方なので、保護する

意義は乏しいという部分も当初はありましたが、亡くなっている方の住所、名前が書かれたものを

その辺に置いていいかというとそういう話でもないと思います。やはり、今、ＳＮＳで亡くなられ

た方について誹謗中傷をされているのが、よく新聞などで取り沙汰されておりますけれども、それ

も結局、生きている方との関係で名誉毀損であったりとか、そういったところでひも付いておりま

すので、国の方の考えにもなっておりますので、生きている方とひも付いた上でというところは、

御理解をいただきたいと思います。 

もしよろしければ１個ずつという形ではなくて、まとめて１１ページまで説明して、一括で御質

問を取るという形でも私たちとしては結構ですけれども、いかがいたしましょうか。 

○始澤会長 

委員の皆様、いかがでしょうか。１ページごとではなく、全体説明を最後までお願いしてもよい

でしょうか。 

（はい、それでお願いしますの声） 

では、すみませんが、全体説明を最後までお願いします。 

○事務局・河田課長 

それでは、３ページ目の「要配慮個人情報」でございます。 

こちらの主なものとして、一番右手の「主な相違点」ですが、今回、国では地域の特性について

条例で要配慮情報を設けることができるということで、ＬＧＢＴ、生活保護受給、一定の地域の出

身であること等、記載されているんですけども、これも国からの説明では、過去にそういった事例

で地域として保護しなければならない状態になっている事例を案として挙げているそうです。 

ですので、現時点では、朝霞としてはそういった部分があると認識としておりませんので、社会

情勢等で今後そういったものが出れば、条例要配慮情報として入れていきたいと思っております。 

続きまして、４ページになります。「個人情報ファイル簿の作成及び公表」についてです。 

こちらについては、現在、個人情報取扱事務登録簿を作成して、市政情報コーナーに配架し、皆

様方に毎回御意見を頂いているところでございます。 

こちらにつきまして、今後、１，０００人以上のものを個人情報ファイル簿として、見やすい形

でホームページ等に公開していくことが法律で義務付けられております。 

その中では、事務登録簿と併用してもよいと示されているのですが、皆様方も御承知のとおり、



- 26 - 

 

事務登録簿でチェック漏れであったり、収集していた内容が分かりづらかったり、市民の方々が見

て、逆に枠があることによってチェックが入ってなくても、このような情報を集められると、逆に

誤解を招いてしまうことがあります。やはり、できるだけ分かりやすい形で公表をしていくという

ことで、私どもとしましては、１，０００人以上のものについて個人情報ファイル簿の作成をして

公表をしていきたいと考えております。 

また、その１，０００人未満の情報がそのまま野放しになってしまうのではないかという御心配

もあるかとは思いますけども、それにつきましては、先ほども御説明いたしましたとおり、職員へ

の研修の実施、あるいは私どもの方で監査をするなどルールを作って個人情報が適正に管理される

ような安全管理措置をとっていきたいと思っております。 

続きまして、５ページの「個人情報の収集の制限」でございます。 

中ほどの改正法のところですが、「法令の定める事務・業務の遂行に必要な場合に限り」となって

おります。右の「主な相違点」で、「現行条例では本人から収集しなければならない」とされていま

すが、先ほどの委員の御指摘とは若干それるのですが、例えば現在ワクチン接種など人の生命に関

わる部分については、必ずしも全員に対して個人情報を収集するという同意を得ておりません。行

政の事務に必要な範囲内ということで、国も個人情報保護委員会を置いてきちんと管理していくこ

とになるので、本人からの同意だけには限定されず、法律で規定された内容については使えること

になります。 

ただし、その情報については、１，０００人以上のものについてはきちんとホームページで公表

し、市の機関などに置いて、こういったことを行政として取り扱っていると公表していきながら、

市民の御理解を得ることになっております。これも市としては、法の趣旨に基づいて運用していき

たいと考えております。 

次に、６ページの「個人情報の利用および提供の制限」になります。 

こちらにつきましては、大きく違いはないのですが、右手の三つ目の○のところで、学術研究や

統計で使っていきたい場合については、提供することになっております。 

こちらについても、学術研究だと言えば何でも提供を受けられるということではなくて、事業者

に対する安全管理措置は、市がきちんと説明した上でないと渡してはいけないという規定がござい

ますので、何でも渡すことにはならないと認識しております。 

こちらにつきましても、改正法の趣旨に基づいて運用していく予定でおります。 

次に、７ページの「オンライン結合」です。 

先ほど、右のオンライン結合について御意見は頂戴したところですが、こちらは先ほど御説明し

ましたとおり、オンライン結合については、安全性が確保できているため、国では審議会の方の諮
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問要件からは除外するようにとなっております。 

この後も御説明いたしますが、こちらの審議会は諮問を受けたものを審議する立場でありますの

で、答申を作成する際に、これは審議会に諮問すべきではないかという御意見を入れるのか入れな

いかは、皆様方にまた、会長も含めて御検討いただければと思います。 

ですので、これにつきましても法令改正の趣旨に基づいて運用していきたいと思っております。 

次に、８ページの「不開示情報」です。 

情報公開とのそごがある場合に不開示情報を追加して、情報公開の不開示事由に合わせても良い

とされていますが、朝霞の場合は特に改正法と現行法で見ていただいても、大きくそごはないの

で、こちらについては、特にこれに上乗せすることは考えておりません。 

次に、９ページの「開示決定等の期限」でございます。 

一番右手のⒶを見ていただきますと、原則が改正法３０日ですと延長が３０日です。さらに、大

量の場合が６０日となっております。今朝霞市の原則は１５日になっておりますので、これを国の

基準に合わせることもできるのですけども、現在１５日で、何とかその対応ができておりますし、

それを国が３０日にするから３０日にするとなると、逆に後退してしまいますので、こちらは１５

日のままでいきたいと思っています。 

ただ、延長については、今まで６０日だったのですけど３０日にして、トータルで４５日、大量

の場合は６０日ということで、変更をしていきたいと思っております。 

続きまして、１０ページの「開示請求手数料」でございます。 

こちらは、「改正法」の真ん中のところですが、「実費の範囲内で条例に定める額」と規定されて

います。国では、ＣＤ－ＲＯＭ代程度、２００円程度ぐらいということで考えておりますが、朝霞

につきましては、右手のところですが現在無料になっておりますので、手数料については一応無料

という形で考えております。 

ただ、紙でお渡しするような形だったり、メディアで渡すようなこともありますので、それにつ

いては従来どおり実費相当とします。また、郵送代についても、実費相当と考えております。ま

た、現在、生活保護受給者の方に対して無料で交付していますので、そういったことも条例以下の

規則等の中で、引き続き無料としていこうと考えております。 

続きまして、１１ぺージの「審査請求の手続」でございます。 

一番右手になるのですけども、国では、今までは個人情報では、まず御本人に通知したときに、

御本人がそれに対して納得できない場合については、審査庁というところに、同じ市役所の中です

がまず処分を下したところではなくて、審査をする別の第三者的な機関に対し、この処分に納得で

きないと審査を依頼します。そうすると、審査庁に審理員がいて、審理員も市の職員ですが第三者
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の立場にあるものが中立的に見て処分が妥当だったかどうかの判断をした上で情報公開・個人情報

保護審査会に諮問します。 

そういった手続をとっておりますと、かなりの長い期間が掛かります。やはり、データ利活用や

スムーズな結果を出すために、国では審理員制度については取りやめてくださいというのが原則と

なっておりますので、審理員制度を廃止いたします。 

ただ、情報公開法は改正を求められておりませんので、こちらについては、そごが生じるんです

けども、引き続き審理員制度を置いていきたいと思っております。 

次に、１２ページです。「行政機関匿名加工情報制度の新設」は、先ほど御説明しましたので、重

複になってしまいますので深い説明は割愛しますが、今後の状況を見ながらやっていくという結論

でございます。 

次に、１３ページの「審議会への諮問」でございます。 

こちらにつきましても、先ほどの説明と重複しますので、細かな説明を避けますが、一番右手の

一番下の「市の考え方」です。主に今後予定されているのは、個人情報の条例改廃をするものや、

事務登録でこういうことをした、どちらかというと諮問といより報告です。報告をして皆さん方か

ら、おかしいのではないのかという御意見や、これはいいのではないのかという御意見を頂いたこ

とを、諮問、答申という形ではないんですけども、今後の事務に参考させていただくような形で考

えております。 

こちらにつきましては、※にありますとおり、審議会は諮問を受ける立場でございますので、諮

問内容を決める機関ではないと認識していますが、答申の中でどうするか御意見を頂戴できればと

思います。 

簡単でございますが、１３ページまで以上です。 

○始澤会長 

ありがとうございました。 

ただいまの資料３について、何か御意見、御質問等ございますでしょうか。 

それでは、外山委員、お願いいたします。 

○外山委員 

御説明ありがとうございました。また、先ほどの林委員の御意見、ありがとうございました。 

基本的に、個人情報保護法で、本人の確認を取って情報を今まで取っていたと思うのですけれど

も、個人情報保護法の改正と、今、国がデジタルデータでデータを有効活用しようと進まれてい

て、それに伴って恐らく今回も個人情報保護法のいろいろ変更になっているかと思います。 

今まで本人確認、目的外使用の禁止、審議会に聴いたりしていたのを、本人確認なしで加工デー
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タにして、個人を特定されないようにして、目的外利用で本人に確認せずに利用する方向性のもの

なので、本人の確認なく自分のデータが自分の知らないところで活用されるという社会にこれから

なっていく。どこにまずいところがあって、どのように気を付けながら有効活用していくのかとい

う問題であると思います。 

やはり、これから自分が知らないところで、自分の属性のデータが民間に活用される時代になっ

てしまうということで、行政しか知らないデータが民間の会社に手数料を取って売られるという時

代になっていくという転換期に今いると思います。市民の皆さんと議員とで、もちろん有効活用し

てもらう分にはとってもいいのですけれども、悪用されないかとか、加工されていると言っても個

人が特定されてしまって、それが差別につながっていくということが起こらないのかということに

対して、今後は審議会を開催してチェックはしない方向になっていくということですが、今、移行

期なので、チェックは必要かなと思っています。 

いろいろ説明していただいたということで、３ページのこの「任意事項」として「条例配慮個人

情報」について、現時点では、地域の特性として条例要配慮個人情報として規定する項目はないと

考えていらっしゃるということですけれども、これは、ＬＧＢＴの方とか、あとは生活保護の方と

かそういうことを規定していろいろ条例要配慮個人情報として規定する必要性は今のところないと

して判断されているということですか。 

○始澤会長 

ただいまの質問について、河田課長、お願いいたします。 

○事務局・河田課長 

ＬＧＢＴですけども、今のところ先ほどの繰り返しになるんですけども、現時点としてまず、市

ではＬＧＢＴの情報はまず、個人情報取扱事務登録でも集めてはいないんですね。生活保護は、公

的資金の関係で集めてはいますが、地域の中でそれが大きく取り沙汰されてしまって、これは要配

慮に相当するというレベルにはなっていないという認識ですので。近隣市など調べていますが、現

在のところ特記しているような情報はございませんので、今のところは入れないですが、この先も

入れないというわけではありませんので、また運用していく中で、これ以外にも、場合によりまし

たら条例要配慮情報が出てくる可能性もありますので、状況を見ながらという形で今回は入れない

というのが、私どもの考えでございます。 

○始澤会長 

ありがとうございました。 

今の回答で、いかがでしょうか。 

次に、再度外山委員、お願いします。 
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○外山委員 

分かりました。 

一応この近隣市とかで生活保護を受給している事実などを要配慮個人情報として、任意で認めて

いる自治体は、近隣市ではないということでよろしいでしょうか。 

○始澤会長 

では、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 

私どもの調べた範囲内では、今のところそうです。 

ただ、今後、私どもは３月議会を予定してますけども、１２月議会などで全国の条例がそろって

くると思いますので、その中でまた検討はしていくことになります。 

○始澤会長 

ありがとうございました。 

ただいまの御回答で、いかがでしょうか。 

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。 

ないようですので、次にまいります。 

次に、議題（１）に係る資料４の説明を、事務局からお願いします。 

○事務局・河田課長 

資料４につきましては、改正個人情報保護法と情報公開の関係でして、先ほどと重複する部分が

ございますが、こちらについては大きく差が出ないので、情報公開で、これは出しませんと言って

る部分を今度の施行条例で、そのような規定があるのであれば追加してもいいということですが、

左右見比べていただいても特にそんな大きな差がございませんので、非開示情報として新たに個人

情報の施行条例の中には入れる予定はございません。 

以上です。 

○始澤会長 

ありがとうございました。 

では、ただいまの（１）に係る資料４の説明について、何か質問等はございますか。 

大丈夫でしょうか。では、次にまいります。 

次に、議題（１）に係る資料５の御説明を、事務局からお願いします。 

よろしくお願いいたします。 
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○事務局・小曽根主任 

それでは、資料５を御覧ください。個人情報ファイル簿について説明いたします。  

資料５の１ページを御覧ください。 

これまで、朝霞市では個人情報を取り扱う事務に関して、個人情報取扱事務登録簿を登録してま

いりました。しかし、個人情報保護法適用後は、１，０００人以上の個人情報を扱う場合、「個人情

報ファイル簿」を作成・公表することが義務付けられます。この「個人情報ファイル簿」について

説明させていただきます。 

まず、１ページの最初に「個人情報ファイル簿とは」と記載してありますが、その作成目的は２

点あります。まず、「保有する個人情報ファイルについて、その存在及び概要を明らかにすることに

より透明性を図り、利用目的ごとの保有個人情報の適正な管理に資するため」、また、「本人が自己

に関する個人情報の利用実態をより的確に認識することができるようにするため」とされていま

す。 

一つ目の点に出てきた「個人情報ファイル」とはどういうものかについて、次に記載していま

す。 

個人情報ファイルは２種類あります。まず、①「電子計算機処理に係る個人情報ファイル」、こち

らはパソコンの中に個人情報のデータがあるものとイメージしていただければと思います。 

次に、②「マニュアル（手作業）処理に係る個人情報ファイル」、こちらは、例えば紙で提出され

た申請書がバインダーにつづられているといったように、紙でまとめられているものというイメー

ジです。 

また、文章の途中に出てきた、※の用語については、四角の枠に説明を記載しています。 

そのうちの、「※２ 体系的に構成したもの」を御覧ください。 

こちらは、「①電子計算機処理に係る個人情報ファイル」と、「②マニュアル（手作業）処理に係

る個人情報ファイル」のどちらにも関わるもので、記録項目の内容、配列等が体系的に整備された

もののことになります。 

また、※３は、「②マニュアル（手作業）処理に係る個人情報ファイル」に関するものですが、例

えば紙で提出された申請書が氏名の五十音順に並べてあって、特定の人の書類を探す際にすぐに調

べられるもののことになります。 

以上をまとめますと、個人情報ファイルは、利用目的単位に、電子データまたは紙で、何らかの

順番に従ってまとめられたものであって、検索ができるものということになります。 

そして、それぞれの個人情報ファイルが、どのような目的で利用されるのか、どのような内容な

のかを明らかにするために、個人情報ファイルごとに個人情報ファイル簿を作成することになりま
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す。 

２ページを御覧ください。四角の枠がありますが、上から６行目の「記録範囲」の欄を御覧くだ

さい。「記録範囲」の右側に、「公文書公開請求等の請求者」と書いてあるのですけれども、その後

ろに括弧書きがあって数字が書いてあります。この数字は、その上の行にあります「記録項目」の

数字、１番でしたら「氏名」の数字でして、どの個人情報を収集するかを示しています。 

法では、この括弧書きまでは義務付けられていないのですけれども、これまでの個人情報取扱事

務登録簿では、様々な様式があったため把握できていたものが、この個人情報ファイル簿ではこの

用紙１枚のみとなって把握できなくなるため、補足で書き足しています。この補足記入について

は、事務局の案になりますので、後ほど皆様から御意見を頂ければと思います。 

また、中段辺りのチェックが入っているところを御覧ください。「個人情報ファイルの種別」の欄

でして、先ほど説明した例で言いますと、その行の真ん中の上の段の「電算処理ファイル」、パソコ

ンの中にデータをまとめている場合で、右側の「マニュアル処理ファイル」は紙の申請書をまとめ

ている場合にそちらにチェックが入っていきます。 

また、これまで市で作成してきた個人情報取扱事務登録簿は、一つの登録簿の中に複数の個人情

報の名簿が存在する場合がありました。今度の個人情報ファイル簿は、名簿ごとに作成をしていく

ことになります。 

具体的には、本日お配りした追加資料で御説明したいと思います。追加資料として、「資料５（追

加）」というものを皆様の机の上に配付しているのですが、こちらの１５ページをまず御覧いただけ

ればと思います。 

１５ページを御覧いただきますと、「図書館資料の提供ファイル」と「個人情報ファイルの名称」

のところに書いてありますが、その上から６行目、「記録範囲」の欄に書いてあるのが、こちらが誰

の個人情報を扱うかを記載することになっている欄なんですけれども、「図書館資料の利用者」と記

載されています。 

こちらは、現在の個人情報取扱事務登録簿においては、「図書館資料の利用者」に加え、「郵送貸

出サービス利用者」が記載されています。 

「図書館資料の利用者」は図書館のシステムで登録、管理されていますが、「郵送貸出サービス利

用者」はシステムではなく、紙で名簿を作って管理しているために、名簿が別ということになりま

して、したがって、２４ページを御覧いただきたいのですが、「郵送貸出サービスファイル」という

ものがあるんですけれども、このように、別に作成することになります。 

また、この個人情報ファイル簿は、対象とする個人の数が１，０００人以上の場合は作成・公表

の義務がありますが、１，０００人未満の場合は、作成・公表しなくてもよいことになっていま
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す。 

今御覧いただいた図書館の例で言いますと、最初に御覧いただいた「図書館資料の提供ファイ

ル」は１，０００人以上いるので作成・公表の義務がありますが、「郵送貸出サービスファイル」は

１，０００人未満のため、作成・公表の義務がありません。 

これまで、１人でも個人情報を扱う場合は個人情報取扱事務登録簿を作成してまいりましたが、

個人情報保護法では、作成しなくても良いということになっています。 

作成・公表について、１，０００人以上としている点について、１，０００人未満の個人情報フ

ァイル簿を公表すると個人が特定されるおそれがあること、また、事務が煩雑になることが考えら

れ、個人情報の保護と事務処理のバランスを取ったものとされています。 

朝霞市でも、法で示されたとおり、１，０００人以上のものについて作成・公表し、１，０００

人未満のものは作成・公表しない方向で検討していますが、これについて何か御意見があれば、お

願いしたいと思います。 

○始澤会長 

それでは、河田課長お願いいたします。 

○事務局・河田課長 

私どもの不手際で申し訳ございません、時間がかなり長時間になってしまっております。今は

１，０００人以上というところで予定をしてるのですが、１，０００人未満となると、今までは事

務登録簿一つだったのですが、今度はファイル簿という概念になってくるので、一つの事務の中で

１，０００人以上のものを例えば５ファイル持ってると５件となって、まだ正確な数字は取ってい

ないのですが、今事務登録簿が１，０００ありますので、５，０００とか６，０００になっていく

可能性がちょっと高いんですね。私の方で今回二つ御提示をしたんですけども、それをホームペー

ジに公開していくとなると、逆に国でデータ、個人情報保護と事務を加味した上で１，０００とい

う事業を作っているので、１，０００以下も作った方がいいというお考えがあれば、御意見を頂戴

したいと思います。この後、照会を庁内に掛ける予定なので、どちらのスタンスで照会を掛けるか

だけでも御判断いただければと思います。内容については、７月の定例会議ですと申し訳ないので

すが間に合いませんので、中旬ぐらいに開催していただいて、個人情報取扱事務登録簿について、

また、ほかの部分について、また御意見を頂戴をしたいと思っているのですが、今日は時間が長く

なってしまった関係で、１，０００人以上か未満というところだけでも御意見を頂ければと思うの

ですが。 

○始澤会長 

ただいまの御意見について、いかがでしょうか。 
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では、外山委員お願いいたします。 

○外山委員 

まずは、１，０００人以下も作ると、個人が特定されやすくなるから国は、１，０００人以下は

作らなくて、事務手続も煩雑になるからということかもしれませんし、データとして余り活用でき

ないからということで、作らなくていいと言っていると思うんですけれども。市としては、 

１，０００人以下を作らないとなったら、自治体の単位としてそこまで大きいわけではないから、

１，０００人以下のデータも結構あるけれども、それが保存されないということになって、不都合

があるということですか。 

メリット、デメリットを言っていただけないと、判断してくださいと言われてもやはり皆さん分

からないと思うので。そもそも１，０００人以下は作らなくていいという国の判断はもちろん、デ

ータとしてそこまで活用できないということと、あと個人情報が特定されやすく、少ない中で個人

情報が特定されやすくなるからこういうファイル簿は作らないということにしていると思うんです

けれども。 

作った場合のメリット、デメリットを言っていただきたいです。 

○始澤会長 

では、メリットデメリットについて、河田課長、お願いいたします。 

○事務局・河田課長 

まず、メリットとして挙げられますのは、全ての事務がどのような情報を集めてるかを把握でき

るのが最大のメリットですね。メリットとしては、それに尽きると思います。そうすると、全ての

事務において必要かどうかが判断できるということがあります。 

デメリットとして挙げられておりますのは、先ほどの説明にもありましたが、個人が特定されや

すい情報であったりとか、あるいは、情報公開請求が出されたときに何人かだったらその名簿を持

ってると第三者に対して出していくかということもあります。ただ、中身については見られません

よとマスキングになることもあります。 

デメリットしてもう１個上げられるのは、逆にその情報を全てファイルサーバーに置いたりしま

すと、住民の方は逆に見づらくなってしまいます。幾ら整理立てしても、例えば５，０００ファイ

ルの中から見つけるとなると、なかなか分かりづらいと思います。 

今、マイナンバーでもやはり同じような事務がありまして、１，０００人以上のものを作成・公

表すると国が決めており、朝霞市で公開しています。やはり分かりやすさという意味では、やはり

ある程度の国から１，０００人以上という基準が上がっています。デメリットとしては、分かりに

くさと管理のしづらさがかなりあると思います。 
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もう一つは、個人情報取扱事務登録簿は間違いが結構ありました。この情報は、収集していた、

収集していない、あるいは、これは実は提供したなど、後出し的なことが結構多くございました。

やはり、それは枚数が増えれば増えるだけ、それを管理していくのが難しくなってきてしまってい

ます。幾ら注視をしても事務サイドとしては、やはりどうしてもミスが発生しやすくなってしまい

ます。 

私どもとしましては、その二つをかみ合わせますと、必ずしも文字に書いてあっても、実はそれ

収集していなかった、収集していたという、その字面だけの判断になってしまいますので、そうい

った部分を含めて、例えば別の安全管理措置として、職員に対して個別具体的に研修会を開いて、

このような情報を集めてはいけない、必要な最低限の情報はこのようなものだなど、そういった安

全措置で、どちらかというと市の内部で周知を図っていって、名簿を集めないけれども適正な運営

が管理される仕組みを作っていかないといけないと考えています。事務が多すぎると、どの事務だ

かも分からなくなってしまうといったこともあるので、両方の御説明をしましたけども、そういっ

た意味も考えて１，０００人以上でいかがでしょうかという御提案をさせていただいております。 

どちらにつきましても、一度１，０００人以上で作って、例えばそれで様々な問題が出てしまっ

て漏えい事件などが起きてしまったり、管理上好ましくないようなことが起きれば、当然またそこ

の段階で１，０００人未満も作ることは、１回決めたらもう全くないわけではございませんので、

そこは、１，０００人以上としたからこの先も１，０００人以上ということにはなりませんので、

その点も申し添えさせていただきます。 

○始澤会長 

はい、ありがとうございました。 

そのような柔軟な対応もあるということで、いかがでしょうか。皆様の御意見を。 

では、会長の私から。やはり、法令に基づいて条例も一緒にやっていくというところが重要かと

思いますので、その１，０００人というところを、一定の線引きとしておきまして、そこで個人情

報ファイル簿を作る、作らないという決定も、やはり大丈夫かと思います。 

先ほどお話にありましたように、やはり余り少ないと、そもそも法令の意義、いかに個人情報を

有効に活用するという意味がそもそもなくなってしまうということもありますので、一定の線引

き、１，０００人以上で決めて、これで管理する。ほかの人数の少ないものは、いわゆる個人情報

取扱事務登録簿を使用していくことも大切かと思います。 

ほかの自治体とどのようになっているのか、足並みをそろえることも必要になってまいりますの

で、柔軟な対応がもしもできるのでしたら、やはり１，０００人以上という線引きを持って、特定

して行っていくことも必要かと思います。いかがでしょうか。 
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河田課長、お願いいたします。 

○事務局・河田課長 

次回、１，０００人以上のファイルでどれぐらいあるかということと、このような感じのもので

すと、また皆様方にもお示しさせていただきますので、今の現段階では、１，０００人以上で作る

という形で、個人情報取扱事務登録簿については、今のところ移行に伴って廃止と、今日の段階で

はそのような認識を私どもとしてはお持ちしてよろしいでしょうか。 

また、次回のときにお示しして、これではということであれば、また再考いただくという形でよ

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、ほかに御意見、御質問等はいかがでしょうか。 

○越智委員 

今の説明でよろしいかと思います。 

○始澤会長 

はい、ありがとうございます。 

では、本日の諮問要件に係る資料の説明及び質疑応答が終了いたしました。 

皆様に御確認、御意見を頂いたものを本審議会としての方向性について、今後、答申としてまと

めていく必要がございます。 

ただいまの諮問事項の範囲が広いということもありますので、答申の案の作成については、会長

である私と副会長に一任という形を恐縮ですが取らせていただきます。この案の作成後は、次回以

降の審議会でお示しをさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（異議なし、の声） 

それでは、答申案については、会長の私と副会長にて作成させていただき、次回以降の審議会に

ついてお示しさせていただきます。 

また、本日の検討事項になった事項については、次回以降の審議会において、改めて事務局から

の説明や、本審議会において再検討する形で、よろしいでしょうか。 

（異議なし、の声） 

それでは、検討事項についての対応は、そのように進めさせていただきます。 

また、最後になりますが、前回の審議会において、令和５年第１回、朝霞市議会定例会に議案と

して提出予定とのお話を伺っておりますが、本審議会での検討事項や事務局の手続等を考えます

と、次回予定としておりました７月２９日金曜日の定例会開催前の、７月上中旬に会議を開催した
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方がよろしいと考えております。 

また、それに伴い、当初開催を予定していた７月２９日金曜日の定例会は、少し時期を遅らせて

の開催も必要かと思いますが、皆様いかがでしょうか。 

（異議なし、の声） 

それでは、次回の審議会開催については、７月上旬に開催することといたしまして、次々回の審

議会の開催につきましては、８月上旬に開催とします。 

日程については、この後の事務連絡の際に事務局から説明をお願いいたします。 

 

◎４ 事務連絡 

○始澤会長 

以上を持ちまして、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。 

○事務局・細田市政情報係長 

それでは、事務連絡を申し上げます。 

まず、始澤会長からのお話にありました、次回の審議会の日程でございますが、７月８日金曜日

の午前１０時からでお願いしたいんですけれども、御都合はいかがでしょうか。 

○林委員 

すみません、用事があるので私は欠席になります。 

○事務局・細田市政情報係長 

それでは、申し訳ございませんが、７月８日の午前１０時から次回開催させていただきます。 

次々回の審議会の開催日なんですけれども、７月２９日金曜日を当初予定しておりましたが、そ

の後ということで、８月８日月曜日になるんですけれども、こちらも午前１０時からで開催したい

と考えておるんですが、皆様御都合はいかがでしょうか。 

○山田委員 

私は出られないのですけれども。 

○事務局・細田市政情報係長 

分かりました。 

それでは、申し訳ございませんが、次々回の日程につきましては、８月８日月曜日の午前１０時

からということでお願いしたいと思います。 

会場等につきましては、後日開催通知等でお知らせをさせていただきます。 

なお、今後の予定といたしましては、まだ先になるんですけれども、１０月２１日金曜日の開催
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予定で考えております。 

また日時等につきましては、次回以降の審議会の際にお話させていただきます。 

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、以上をもちまして、令和４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。 

それでは皆様、お疲れ様でした。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


