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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８月８日（月） 

 午後 １時３０分から 

 午後 ３時１６分まで 

開 催 場 所 市役所 別館２階 全員協議会室 

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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令和４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８月８日（月） 

午 後  １ 時 ３ ０ 分 か ら 

午 後  ３ 時 １ ６ 分 ま で 

市役所 別館２階 全員協議会室 

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）封入封緘委託業務の実地調査報告 

（７）情報公開制度・個人情報保護制度運用状況の報告 

（８）朝霞市個人情報保護条例の改正について（答申案） 

（９）朝霞市個人情報の保護に関する法律施行条例（案）について 

（１０）朝霞市個人情報の保護に関する法律施行条例（案）パブリックコメントについて 

４ 事 務 連 絡 

５ 閉 会 
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出席委員（８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  山 内 善四郎 

欠席委員（２人） 

委     員  増 川 悦 子 

委     員  山 田 正 志 

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

事  務  局 市長公室長 宮 村   徹 

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 

 

担  当  課 危機管理室危機管理係長 千 葉 祐 太 
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資料一覧 

・資料１ 新規登録を行った個人情報取扱事務 

・資料２ 個人情報取扱事務登録届出書（０７２３：犯罪被害者等支援に関する事務） 

・資料３ 個人情報取扱事務登録届出書（６９１１：火災時宿泊費助成に関する事務） 

・資料４ 個人情報取扱事務登録届出書（７４０７：あさか次世代エール支援金に関する事

務） 

・資料５ 個人情報取扱事務登録届出書（５２１４：スポーツ団体支援補助金に関する事務） 

・資料６ 個人情報取扱事務登録届出書（５２１５：芸術文化団体支援補助金に関する事務） 

・資料７ 変更届による修正を行った個人情報取扱事務 

・資料８ 廃止届による抹消を行った個人情報取扱事務の報告 

・資料９ 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 

・資料１０ 目的外利用報告書 

・資料１１ 封入封緘委託業務の実地調査報告（保険年金課） 

・資料１２ 情報公開制度・個人情報保護制度運用状況報告書 

・資料１３ 朝霞市個人情報保護条例の改正について（答申案） 
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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、こんにちは。 

定刻となりましたので、令和４年度第４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。よろしくお願いします。 

傍聴の方はいらっしゃいますでしょうか。 

○事務局・小曽根主任 

いらっしゃいません。 

○始澤会長 

傍聴の方が現在いらっしゃらないということで、この後、傍聴者がいらっしゃった場合には、随

時、入室していただきますので、御了承ください。 

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、お願いします。 

○事務局・大井田課長補佐 

審議に先立ちまして、事務局から報告申し上げます。 

本審議会は、委員の過半数を満たす委員が出席していますので、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、会議は成立しますことを報告申し上げます。 

なお、本日、増川委員と山田委員から欠席の御連絡をいただいてます。 

報告は以上です。 

それでは、始澤会長に議事の進行をお願いします。 

 

◎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。 
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委員の皆様に事前にお送りしたものになりますが、１枚めくっていただいた資料一覧のとおり、

令和４年４月１日から同年６月３０日までに登録のあった新規登録の報告等に関するものとなりま

す。 

また、大変申し訳ございませんが、皆様の机上に差替資料としまして、会議次第と資料１３「朝

霞市個人情報保護条例の改正について（答申案）」を配付しています。会議次第は、議題（９）と

（１０）を修正しています。資料１３は、「２ （６）開示請求の手数料」と「３ 審議結果」の一

部を修正しています。 

それから、追加資料として、資料１４「朝霞市個人情報の保護に関する法律施行条例（案）」、資

料１５「朝霞市個人情報の保護に関する法律施行条例（案）の概要」を配付しています。 

次に、本日の予定については、会議次第の「３ 議題」のとおりです。議題の審議終了後、会議

次第の「４ 事務連絡」となっております。 

続きまして、会議録の署名についてのお願いです。 

令和４年５月２７日に開催しました、第２回審議会の会議録につきましては、下田委員、外山委

員に、令和４年７月８日に開催した第３回審議会の会議録につきましては、野委員、山内委員に、

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いと思います。 

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、御発言をお願いします。 

配付資料と本日の予定についての説明は、以上です。 

○始澤会長 

配付資料や本日の予定について、何か質問はありますか。 

（なし、の声） 

大丈夫ですか。 

 

◎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について、事務局から説明をお願いします。 

○事務局・細田市政情報係長 

それでは、個人情報取扱事務の新規登録について報告します。  

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４月から６月までに、新規登録の届出がなされました「５件」の事務につい
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て、報告します。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、よ

ろしくお願いします。 

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「犯罪被害者等支援に関する事務」です。こちらは、犯罪被害に遭われた方に対し

て、見舞金の支給等を行うため、個人情報を収集するものです。 

次に、１４ページ、資料３を御覧ください。 

福祉相談課の「火災時宿泊費助成に関する事務」です。こちらは、火災により住居に居住するこ

とが困難になった方に対し、宿泊費の助成を行うため、個人情報を収集するものです。 

次に、２０ページ、資料４を御覧ください。 

こども未来課の「あさか次世代エール支援金に関する事務」です。こちらは、「あさか次世代エー

ル支援金」を支給するに当たり、個人情報を収集するものです。 

次に、３０ページ、資料５を御覧ください。 

生涯学習・スポーツ課の「スポーツ団体支援補助金に関する事務」です。こちらは、コロナ禍に

おいてスポーツ大会等が中止、縮小となり、影響を受けたスポーツ団体を支援する補助金の交付に

当たり、個人情報を収集するものです。 

次に、３６ページ、資料６を御覧ください。 

生涯学習・スポーツ課の「芸術文化団体支援補助金に関する事務」です。こちらは、コロナ禍に

おいて展覧会等が中止、縮小となり影響を受けた芸術・文化団体を支援するための補助金の交付に

当たり、個人情報を収集するものです。 

個人情報取扱事務の新規登録の報告については、以上です。 

○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、何か質問等はありますか。 

よろしいですか。 

林委員、お願いします。 

○林委員 

幾つかあるんですけれども、まず１点目、一番最初の「犯罪被害者等支援に関する事務」の新規

登録ですが、こちらに本籍と書いてあるんですけども、本籍の必要性についてです。１１ページに

「戸籍に関する事務」からの目的外利用記録票がありますが、被害者の方が亡くなって、その遺族

の方が申請することに関して、目的外利用ということで続柄を確認するために、戸籍を見るんだろ

うなと判断できるので、続柄を確認するためであれば、続柄だけでいいと思うんですが、恐らく添
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付書類として戸籍謄本、除籍謄本、戸籍抄本等が必要になるんだろうなと思うんですが。 

私ごとですけれども、以前金融機関に勤めていたときは、口座開設をする際に本人確認をすると

きは、例えば運転免許証等が提示されたら、それをコピーしていました。昔は運転免許証に本籍っ

て載ってたんですね。ただ、口座開設には本籍は必要ないので、コピーをするときには本籍を黒塗

りするんですね。それで頂くという形で口座開設をしたり、いわゆる民間では、必要のない個人情

報は収集しないということで、いらないところは黒塗りをするという事務手続があったんですね。

今はもう免許証に本籍が載っていないから、そんな心配もないと思うんですが、例えばこの「犯罪

被害者等支援に関する事務」も本籍とは別で、例えば日本に帰化していない外国人労働者でも、朝

霞市に住所を持っていれば、もし犯罪に巻き込まれたときに、申請する対象になるということであ

れば、戸籍そのものを持っていらっしゃらない方でも申請できるのであれば、そもそも本籍という

のはいらないんじゃないかなと。 

例えば市役所の窓口で添付書類として戸籍謄本を持ってきた方がいたら、その目の前で本籍は不

要ですからと言って消すとか、そういった事務処理や工夫とかはしないのか。それとも、戸籍謄本

は添付書類として必要なので、提出したらば、収集されてしまうのか。朝霞市内であれば市役所に

も戸籍があるので、問題ないかもしれませんが、私みたいに朝霞市に本籍がない人間は、わざわざ

外から戸籍謄本を取り寄せて、朝霞市の人に私の本籍地はここなんだということが分かるわけです

よね。もともと改正個人情報保護法でも、使わない個人情報は収集しないのが原則となっていたの

で、本籍は本当に必要があって収集するものなのか。それとも、続柄を証明するために添付書類と

して必要になっている戸籍謄本等に載っているから、ここに本籍と書いているのか確認したいとま

ず１点思いました。 

ほかにもありますけど。 

○始澤会長 

まず、１点目を確認してからにしますか。 

○林委員 

まず犯罪被害者に関しては、その点を確認したいと思います。 

○始澤会長 

まず、第１点目について、お答えお願いします。 

○事務局・小曽根主任 

今御質問があった本籍ですが、総合窓口課に確認をしまして、続柄を確認する場合は、本籍がな

いと総合窓口課ではきちんと照合ができないので、本籍が必要と回答を受けています。それで、こ

ちらに本籍を載せています。 
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○林委員 

ということは、確認のときにはあって、その後は消すのではなくて、照合したということで、例

えば戸籍謄本とか戸籍抄本とか、そのままお預かりする形になるという考え方でしょうか。 

○事務局・細田市政情報係長 

はい、そうですね。この支給申請に当たりまして申請書を出していただくんですけれども、それ

に添付という形で戸籍謄本の提出も義務付けをしていますので、結局のところ、収集していること

になりますので、こういった本籍の登録が必要になるということになります。 

○林委員 

登録されてしまうということなんですか。 

○事務局・細田市政情報係長 

そうですね。文書として残ってしまいます。 

○林委員 

残ってしまうという、それは致し方がないということで、朝霞市外の、例えば私が犯罪に巻き込

まれたりしたときでも残ってしまう。添付した書類として本籍は残ってしまうということでしょう

か。 

○事務局・細田市政情報係長 

そうですね。提出いただく書類の中に本籍の記載が残った書類が残ってしまいますので、公文書

として保管はしていくという形になります。 

○林委員 

それは消さないで、そういう形で保管するということですか。 

○事務局・細田市政情報係長 

はい。そうですね。 

○林委員 

はい。分かりました。事務手続上、仕方がないということですね。 

○始澤会長 

それについて河田課長、お願いします。 

○事務局・河田市政情報課長 

先ほど、新しい個人情報保護法の施行の中で、事務に必要な範囲というところで、私どもも各課

から出てくる業務については、そういった視点で見ています。 

ただ、こちらについても確認はしたのですが、国でもともと作っているひな形に準拠してこの事

務を行っているということで、なかなか市のオリジナル事務でございませんし、国に倣った運用だ
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ということで、問題ないというふうに判断をさせていただいた次第です。 

○始澤会長 

それについて、大丈夫でしょうか。 

○林委員 

分かりました。ありがとうございます。 

○始澤会長 

ほかには、いかがでしょうか。御質問、御意見等はありますか。 

大丈夫ですか。 

では、林委員、お願いします。 

○林委員 

あさか次世代エール支援金の新規事務なんですが、この中に顔写真があるのですが、この顔写真

というのは、本人確認の運転免許証やマイナンバーカードを想定して書かれているのかなというふ

うに想像はするのですが。 

○始澤会長 

では、ただいまのことについて、小曽根主任、お願いします。 

○事務局・小曽根市政情報係主任 

おっしゃるとおりで、代理人の方が申請するときに、本人確認の書類の写しを出していただくこ

とになっていますので、運転免許証などのコピーに顔写真があるということで入れています。 

○林委員 

代理人申請をするときには必要で、本人申請のときには必要ないというものなんでしょうか。と

いいますのは、こちらの対象になっている年齢が１９歳から２４歳という年齢の若者に対して、住

民基本台帳から既に案内と申請が届いていて、それに対して振込してくださいという金融機関の口

座番号等を書いて申請をする形になっているので、まず市役所から対象となる１９歳から２４歳の

若者に届く。そこで金融機関の口座開設をする場合、今かなり厳しい本人確認をされるので、市役

所の台帳に載っています、郵送されました、その本人名義の通帳に入金されますということであれ

ば、そこでかなり本人確認としての担保は取れてるのかなと思うので、更に顔本人の顔写真のあれ

が必要となるようなものが要るのかなということで。 

○始澤会長 

では、ただいまの質問について、細田係長お願いします。 

○事務局・細田市政情報係長 

先ほど小曽根が説明したものは、代理人の申請の際に代理人の方の本人確認ということで免許証
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なりを頂くというところなんですけれども、この次世代エール支援金を申請する、本人が申請した

場合については、その本人の確認書類は頂かずに、申請書の中に御本人の受取口座を書いていただ

く形になりますので、それをもって本人確認をするという手続になっています。 

○林委員 

では、２０ページにある「支給金支給対象者」の顔写真というのは、これは要らないということ

でよいでしょうか。２０ページの方に、支給対象者の顔写真があって、代理人申請の方にも顔写真

って２か所あるので。 

○事務局・細田市政情報係長 

御指摘のとおり、この支給対象者の方には、「顔写真」の方は不必要な情報になりますので、こち

らは修正をさせていただきたいと思います。 

○始澤会長 

では、ただいまの意見について、よろしいですか。 

小曽根主任、お願いします。 

○事務局・小曽根市政情報係主任 

すみません、今の件で修正ですけれども、代理人の方が提出をするときに、まず代理人の方の本

人確認の書類の写しと、支給対象者の本人確認の書類の写し両方出されることになるので、今、支

給対象者のところから顔写真を消すとお話したんですが、申し訳ありません、そのまま残します。

支給対象者の方からも顔写真を頂くことがあります。 

○事務局・細田市政情報係長 

度々重複しての説明で申し訳ないんですけれども、本人が申請する際は、申請書に自分の口座名

を書いて御申請を出していただく、それが一つ目。代理人の方が申請をするときは、代理人の方の

本人確認書類と、代理人に頼まれた方の身分証明書も提出していただく形になりますので、先ほど

訂正しますと申し上げたんですけれども、こちら「顔写真」、支援金支給対象者から徴収する個人情

報の情報として、「顔写真」というものは残す形にさせていただきたいと思います。 

○林委員 

では、あくまで代理人申請に関して必要になるという考え方で。 

○事務局・細田市政情報係長 

そうですね。申し訳ございませんでした。 

○林委員 

分かりました。 

２９ページに「委任状に添付された本人確認書類」と書いてあるのですが、これは、申請書に添
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付されたということでいいんでしょうか。委任状に添付されたと書いてあるのですが、これは申請

書に添付された本人確認書類ではないということですか。委任状とは何の委任状でしょうか。 

○始澤会長 

ではただいまの御質問について、小曽根主任お願いします。 

○事務局・小曽根市政情報係主任 

こちらは、基本は御本人の口座に支給をするものですが、やむを得ずに御本人の口座で受け取れ

ないときに委任状を出していただいて、その際に身分証明書を添付していただくということになり

ます。 

○林委員 

では、この委任状というのは、申請書に対しての添付ということではなくて、代理人を委任する

ので、その委任状に本人確認書類を付けるからという形なので、委任状に添付してという文言にな

っているという解釈でいいですか。 

○事務局・小曽根市政情報係主任 

はい、そうです。 

○林委員 

分かりました。 

○始澤会長 

ありがとうございました。では、大丈夫でしょうか。 

ほかに、先ほどの説明について何か御質問、御意見等はありますでしょうか。 

では、林委員、お願いします。 

○林委員 

３０ページと３６ページのスポーツ団体支援補助金と、芸術文化団体支援補助金の一番最後にあ

る「補助をする団体の構成員」というものの「氏名、住所、電話番号」その他もろもろという、こ

の「補助をする団体の構成員」というものが何なのか御説明いただきたいなと思います。 

○始澤会長 

では、ただいまの質問について小曽根主任お願いします。 

○事務局・小曽根市政情報係主任 

こちらは、申請をするときに団体調書という書類を出していただくのですが、その中に団体の代

表者のほかに、事務局の方のお名前等を書いていただいたりするので、そちらが「補助をする団体

の構成員」ということで記載してあります。 
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○林委員 

あくまでも、この「補助をする団体の構成員」というのは、団体に入っている会員名簿というこ

とではなくて、団体をする事務局の住所、氏名、電話番号、ＦＡＸ番号とかメールアドレスとかい

うことでよろしいんですか。 

○始澤会長 

では、ただいまの質問について小曽根主任、お願いします。 

○事務局・小曽根市政情報係主任 

はい、事務局の方のお名前や住所になるんですが、規模が小さい団体ですと、事務所があるわけ

ではない場合もあると思いますので、団体の事務局の方の住所が書かれる場合もあるのかと思われ

ます。 

○林委員 

団体の代表者の住所は、補助金申請者のところに書いてありますよね。実際、私も団体調書を見

てみたんですけど、主な役員の名前と役職名は記入する欄がありまして、役員のお名前と役職は書

くんだろうなと思いまして。そのほかに、個人のメールアドレスとか電話番号とか住所というの

は、あくまでもここで書いてある「補助をする団体の構成員」というのは、事務局又は代表者とい

うことで、団体の事務局又は代表者の住所という考え方で、ほかの構成員の住所や電話番号までを

必要としているわけではないという考え方でよろしいですか。 

○始澤会長 

では、ただいまの質問についてを小曽根主任、お願いします。 

○事務局・小曽根市政情報係主任 

はい、そのとおりです。 

○林委員 

分かりました。 

○始澤会長 

ありがとうございました。では、大丈夫でしょうか。 

ほかに、（１）の説明について御質問、御意見など、ほかの方もいかがでしょうか。 

よろしいですか。 

○林委員 

もう一つだけすみません。 

３９ページにある「主義・主張」は何なのか、確認してこれで終わりにします。スポーツ団体の

方には入っていなかったけれども、芸術文化団体の方にだけは「主義・主張」というところに黒く
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塗ってあったので、何かなと思っただけです。 

○始澤会長 

では、ただいまの質問について、細田係長お願いします。 

○事務局・細田市政情報係長 

委員御指摘のとおり、こちら芸術文化団体支援補助金に関する事務において、この「主義・主

張」は収集しませんので、こちら２号様式の記載ミスということになりますので、こちらは白四角

に修正をさせていただきたいと思います。申し訳ございません。 

○林委員 

ありがとうございました。 

○始澤会長 

ありがとうございました。 

それでは、ほかの方も（１）に関する御質問、御意見等いかがでしょうか。ございませんでしょ

うか。それでは、次に進みたいと思います。 

 

◎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 

次に、議題の（２）変更届による修正を行った個人情報取扱事務について、事務局から報告をし

てください。よろしくお願いします。 

○事務局・小曽根市政情報係主任 

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します。 

資料７の、４２ページから９９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１００ページからの一覧表に基づき、御報告しますので、１００ペ

ージを御覧ください。 

まず、危機管理室の「避難行動要支援者名簿に関する事務」は、避難行動要支援者台帳の内容を

より実効性があるものにするために、国で定めている基準よりも収集する個人情報を追加すること

としたため、事務の変更を行いました。 

次に、１０１ページを御覧ください。 

人権庶務課の「ＤＶ相談及び女性総合相談に関する事務」は、住居確保要配慮者に対して、必要
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な支援を行うため、事務の変更を行いました。 

続きまして、課税課の「土地（補充）課税台帳に関する事務」、次の１０２ページの「固定資産税

名寄帳兼課税台帳に関する事務」、次の１０３ページの「家屋（補充）課税台帳に関する事務」、 

１０５ページの「償却資産課税台帳に関する事務」は、住民基本台帳事務における支援措置申出者

の所有する固定資産が朝霞市にある場合、受付をした市区町村から、朝霞市の固定資産税係へ、支

援措置申出が転送されるため、事務の変更を行いました。 

次に、１０６ページを御覧ください。 

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」は、新たに外部提供を行うため、

事務の変更を行いました。 

続きまして、産業振興課の「農業体験事業に関する事務」は、新型コロナウイルス感染症拡大防

止対策として、参加者の健康状態を把握することとしたほか、文書目録について見直しを行ったた

め、事務の変更を行いました。 

次に、１０７ページを御覧ください。 

産業振興課の「中小企業支援事業に関する事務」は、ほかの事務をこの事務に統合したほか、新

たに原油・原材料高騰対策中小・小規模事業者支援金等を支給するため、事務の変更を行いまし

た。 

続きまして、１０９ページを御覧ください。 

環境推進課の「環境学習に関する事務」は、夏休みこども水辺教室を廃止したほか、新たに環境

学習に関する支援を行うため、事務の変更を行いました。 

次に、１１０ページを御覧ください。 

資源リサイクル課の「リサイクルプラザに関する事務」は、派遣業務委託契約で派遣されてきた

労働者に家具の収集先の名簿を提供するとともに、事務の見直しを行ったため、事務の変更を行い

ました。 

次に、総合窓口課の「住民基本台帳事務及び戸籍事務における支援措置に関する事務」は、支援

の対象者が所有する固定資産が、他の市区町村にある場合、所有する市区町村の固定資産税担当部

局に対して、支援措置に準じた支援を求めるため、事務の変更を行いました。 

続きまして、１１１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」、次の１１２ページ、生活援護課の「生活保護に関する事

務」、次の障害福祉課の「障害者の援護に関する事務」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。また、「障害者の援護に関する事務」はそれに加え、目的外利

用の収集先を追加しています。 
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次に、１１３ページを御覧ください。 

障害福祉課の「避難行動要支援者名簿に関する事務」は、先ほどの危機管理室と同様に、避難行

動要支援者台帳の内容をより実効性があるものにするために、収集する個人情報を追加したため、

事務の変更を行いました。 

続きまして、１１４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、１１５ページを御覧ください。 

長寿はつらつ課の「介護保険認定及び保険料算定に関する事務」は、介護認定に係る業務の一部

に従事する者の派遣を人材派遣会社に委託するため、事務の変更を行いました。 

続きまして、長寿はつらつ課の「介護サービスに関する事務」は、介護保険利用者負担軽減対策

費補助金制度の改正に伴い、非課税年金を含めた所得状況を把握する必要が生じるため、事務の変

更を行いました。 

次に、長寿はつらつ課の「避難行動要支援者名簿に関する事務」は、こちらも危機管理室と同様

に、避難行動要支援者台帳の内容をより実効性があるものにするため、収集する個人情報を追加し

たため、事務の変更を行いました。 

続きまして、１１６ページを御覧ください。 

保育課の「保育園会計年度任用職員等に関する事務」は、収集する個人情報を追加・削除するほ

か、外部委託について追加するため、事務の変更を行いました。 

次に、１１９ページを御覧ください。 

健康づくり課の「母子健康相談に関する事務」、次の「精神保健に関する事務」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、１２０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について、健康づくり課から危機管理室へ情報を提供し、危機管理室

から業者へ配達をすることになったため、事務の変更を行いました。 

続きまして、１２１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、会議名と健康診査名が変更になったため事務の変

更を行いました。 

次に、１２２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、人材派遣会社に封入封緘
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等の業務を委託しているため、事務の変更を行いました。 

続きまして、保険年金課の「特定健康診査・特定保健指導に関する事務」は、高齢者の保健事業

と介護予防等の一体的実施に係る事業を進めるに当たり、高齢者の保健事業を効果的に実施するた

め、事務の変更を行いました。 

次に、開発建築課の「建築相談に関する事務」は、目的外利用の登録内容の見直しを行ったた

め、事務の変更を行ったものです。 

続きまして、１２３ページを御覧ください。 

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」は、居住支援相

談業務を実施するため、事務の変更を行いました。 

次に、１２４ページを御覧ください。 

開発建築課の「宅地耐震化に関する事務」は、現地調査のチラシを自治会・町内会長に配付する

ほか、委託業務の結果に対する意見を学識経験者より聴取するため、事務の変更を行いました。 

続きまして、１２５ページを御覧ください。 

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」は、個人情報の記録項目を見直し

たほか、目的外利用の収集先を追加したため、また、外部委託記録票の委託業者に引き渡す個人情

報の記録項目を追加したため、事務の変更を行いました。 

次に、１２６ページを御覧ください。 

下水道施設課の「特定事業場等における除害施設に関する事務」は、条例改正に伴い、印影の収

集を行わなくなったため、事務の変更を行いました。 

最後に、１２７ページを御覧ください。 

選挙管理委員会事務局の「選挙執行に関する事務」は、選挙執行に関する事務に従事する者の派

遣を人材派遣会社に委託するため、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、何か質問等はありま

すか。 

外山委員、お願いします。 

○外山委員 

１００ページの「避難行動要支援者名簿に関する事務」で、外部提供記録票が２件追加、６件変

更ということですが、今までは自治会、町内会の会長や民生委員のみだったのが、こちらの方々に
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も情報を提供するのでしょうか。外部提供記録票ということなので、名簿とはまた違ったものにな

るのかをお聴きしたいです。 

○始澤会長 

では、今の質問について担当者、お願いします。 

○事務局・千葉危機管理室危機管理係長 

追加の方々にも同じ内容の情報を提供する形になります。 

以上です。 

○始澤会長 

今の回答につきまして、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。 

追加の地域包括支援センターと地域支援者には名簿の内容を共有するということで、今までは町

会長のみ、民生委員のみだったんですけれども、自治会、町内会に入っていれば、一応その方々に

は共有しても大丈夫ということになるということでよろしいんでしょうか。 

○始澤会長 

では、ただいまの質問について回答をお願いします。 

○事務局・千葉危機管理室危機管理係長 

はい。そのとおりです。 

○始澤会長 

外山委員、いかがでしょうか。今の回答で大丈夫ですか。 

何かありますか。では外山委員、お願いします。 

○外山委員 

今までかなり名簿の活用が結構難しかったというところですけれども、一応、支援に関わるだろ

うと、思われる人には共有しても大丈夫ということになったという認識でよろしいでしょうか。 

○始澤会長 

では、担当者お願いします。 

○事務局・千葉危機管理室危機管理係長 

はい。そのような趣旨で改正を今回行わせていただきました。 

○始澤会長 

ありがとうございます。 

では外山委員いかがでしょうか。 
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よろしいですか。 

では、ほかの方も御質問、御意見等ありますでしょうか。 

大丈夫ですか。それでは次にまいりたいと思います。 

 

◎３ 議題 （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、次に議題の（３）廃止届による抹消を行った個人情報取扱事務について、事務局から報告

をしてください。 

それでは、細田係長お願いします。 

○事務局・細田市政情報係長 

廃止届による抹消を行った個人情報取扱事務について、御報告します。 

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

のです。 

それでは、１２９ページの資料８を御覧ください。 

こちらは、先ほどの「変更届による修正を行った個人情報取扱事務」におきまして御説明したと

おり、産業振興課の「中小企業支援事業に関する事務」に事務を統合したということになります。

それに伴いまして、事務を廃止したということです。 

１２９ページの「持ち帰り・宅配サービス導入奨励金に関する事務」、１３０ページの「飲食店あ

んしん来店奨励金に関する事務」、１３１ページの「理美容所あんしん来店奨励金に関する事務」、

１３２ページの「事業者応援支援金に関する事務」を、それぞれ廃止としております。 

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、何か質問等はありま

すか。 

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 （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 

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



- 20 - 

 

て、事務局から報告をしてください。 

よろしくお願いします。 

○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、

報告します。 

資料９、１３３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。 

最初の四つの事務が同じ内容となります。人権庶務課の「ＤＶ相談及び女性総合相談に関する事

務」、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」は、居住支援相談会において、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、ページの一番下にあります、障害福祉課の「障害者の援護に関する事務」は、障害

者が福祉サービスを受ける際に、本人やその家族から必要とする理由、要望、本人の性格等を聴取

し、記録として残すものです。 

次に、１３４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、居住支援相談業務において、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、こども未来課の「あさか次世代エール支援金に関する事務」は、申請書の自由記入

欄に「今後朝霞市に求めるもの」、「朝霞市がこんなまちになったらいいなと思うこと」などを記入

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、健康づくり課の「母子健康相談に関する事務」、次の健康づくり課の「精神保健に関する事

務」、また、その次の開発建築課の「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、居住支援相談業務において、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、類型１－４番です。 

健康づくり課の「歯科保健に関する事務」は、歯科保健事業担当者会議において出席者が意見を

述べる際に「主義・主張」を収集するものです。 



- 21 - 

 

続きまして、１３５ページを御覧ください。 

開発建築課の「宅地耐震化に関する事務」は、大規模盛土調査業務にあたり、専門的な知識を持

つ学識経験者から意見書の提出を受けることにより「主義・主張」を収集するものです。 

次に、類型１－６番です。 

危機管理室の「避難行動要支援者名簿に関する事務」は、避難行動要支援者台帳登録届出書に記

入してもらうことにより、「要介護状態区分」を収集するものです。 

続きまして、危機管理室の「犯罪被害者等支援に関する事務」は、申請書に記入してもらうほ

か、医師からの診断書などを提出してもらうことにより、「傷病名」等を収集するものです。 

次に、産業振興課の「農業体験事業に関する事務」は、健康チェックシートを提出してもらうこ

とにより「健康状態」の把握をするものです。 

続きまして、障害福祉課の「避難行動要支援者名簿に関する事務」と長寿はつらつ課の「避難行

動要支援者名簿に関する事務」は、避難行動要支援者台帳登録届出書に記入してもらうことにより

「要介護状態区分」を収集するものです。 

続きまして、１３６ページを御覧ください。 

保育課の「保育園会計年度任用職員等に関する事務」は、入園時に保護者が提出する「入所に関

する確認表」及び「子どもの姿」に記載された「健康状態」等を、クラス会議等で情報共有するも

のです。 

次に、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」は、減免を受けようとする

本人から「水道料金減免申請書」を受領することにより、「公的扶助の受給の有無」について情報を

得るものです。 

続きまして、類型１－８番です。 

課税課の事務が四つ続きます。「土地（補充）課税台帳に関する事務」、「固定資産税名寄帳兼課税

台帳に関する事務」、「家屋（補充）課税台帳に関する事務」、「償却資産課税台帳に関する事務」

は、住民基本台帳事務における支援措置申出の受付市区町村から転送される運転免許証の写し等か

ら、「顔写真」を収集するものです。 

１３７ページを御覧ください。 

こども未来課の「あさか次世代エール支援金に関する事務」は、委任状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。 

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」です。 

類型３－１番、危機管理室の「犯罪被害者等支援に関する事務」は、被害者本人が死亡している
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場合、遺族と被害者本人の続柄を確認したことを本人へ通知できないため、本人への通知を省略す

るものです。 

次も同じ危機管理室の「犯罪被害者等支援に関する事務」で、こちらは、被害者本人が死亡して

いる場合、朝霞市の住民であるか確認したことを本人へ通知できないため、本人への通知を省略す

るものです。 

続きまして、類型３－３番、保育課の「保育園会計年度任用職員等に関する事務」は、該当者が

多く、通知すると事務に支障をきたすため、本人への通知を省略するものです。 

次に、類型３－４番です。 

長寿はつらつ課の「避難行動要支援者名簿に関する事務」は、避難行動要支援者台帳を民生委員

児童委員に提供することにより、本人が知り得るため、本人への通知を省略するものです。 

１３８ページを御覧ください。 

開発建築課の「宅地耐震化に関する事務」は、委託業務による現地調査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す。 

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」です。 

類型５－１番、長寿はつらつ課の「介護保険認定及び保険料算定に関する事務」は、介護認定に

係る業務の一部に従事する者の派遣委託の際に、「氏名」等の情報を委託するものです。 

続きまして、類型５－３番、健康づくり課の「歯科保健に関する事務」は、乳児歯科健康診査を

実施するに当たり、「氏名」等の情報を委託するものです。 

次に、類型５－７番、資源リサイクル課の「リサイクルプラザに関する事務」は、リサイクル家

具の収集・運搬に当たり、「氏名」等の情報を委託するものです。 

次に、類型５－１１番、保育課の「保育園会計年度任用職員等に関する事務」は、保育園におけ

る保育業務の実施に際し、氏名等の情報を委託するものです。 

続きまして、類型５－１３番、産業振興課の「中小企業支援事業に関する事務」は、支援金等申

請の受付・審査、申請書内容入力を行うに当たり、「氏名」等の情報を委託するものです。 

次に、こども未来課の「あさか次世代エール支援金に関する事務」は、支援金に関する窓口等の

対応、申請書の入力、支援金支給決定データの作成に当たり、「氏名」等の情報を委託するもので

す。 

最後に、１４０ページを御覧ください。 

選挙管理委員会事務局の「選挙執行に関する事務」は、選挙執行に係る受付等事務を行うに当た

り、「氏名」等の情報を委託するものです。 

類型５－１４番です。 
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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」は、検針及び収納事務に関し、「氏

名」等の情報を委託するものです。 

最後に、類型５－２２番です。 

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。新型コロナウイルスワ

クチン接種に係る窓口、電話対応、封入封緘等の業務を行うに当たり、「氏名」等の情報を委託する

ものです。 

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

質問等はありますか。 

それでは、外山委員お願いします。 

○外山委員 

１３７ページの「避難行動要支援者名簿に関する事務」なんですけれども、これは事業の性質

上、本人に通知省略ということで、「民生委員児童委員に提供することにより、本人が知り得るた

め。」というのは、この「氏名」というのはどういう意味なんでしょうか。外部提供者の氏名という

ことですか。 

○始澤会長 

では、ただいまの質問について、小曽根主任お願いします。 

○事務局・小曽根主任 

こちらは、目的外利用で長寿はつらつ課が福祉相談課から民生委員の氏名を収集するんですけれ

ども、収集したことは、結局、民生委員、児童委員の方に台帳を渡したところで、目的外利用をし

たことが分かるということで省略をするという意味です。 

○始澤会長 

では、今の回答について、外山委員お願いします。 

○外山委員 

ということは、行政の中の民生委員の氏名を収集するということに限ってということですか。 

○始澤会長 

ただいまの質問について、小曽根主任お願いします。 
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○事務局・小曽根主任 

こちらに記載してあるのは、そうです。民生委員のお名前に限っていることです。 

○始澤会長 

今の回答で、いかがでしょうか。 

では、外山委員お願いします。 

○外山委員 

これからいろいろな、先ほどの外部で、また６か所変更というか、自治会とか町内会とか警察署

とか、また新たに台帳の中の情報を共有することができるようになったということは、個人個人に

伝えられないんでしょうか。 

○始澤会長 

では、ただいまの質問について、小曽根主任、お願いします。 

○事務局・小曽根主任 

要支援者の方が申請をする際に、先ほど出てきた外部提供をする方に提供をすることに同意しま

すと申請書に書いてありますので、御本人は外部提供されることを知っています。 

○始澤会長 

では、ただいまの質問について、外山委員、お願いします。 

○外山委員 

避難行動要支援者名簿は、毎年確認をするものでしたでしょうか。今までは外部提供者が書いて

ないまま確認をしていたんだけども、これからは１年に１回の更新のときに、それが既に書いてあ

るから、先ほどあったようなところには、本人確認済みだという形式にこれからなるという認識で

いいんでしょうか。 

○始澤会長 

では、今の質問について、小曽根主任、お願いします。 

○事務局・小曽根主任 

これまでの申請書にも外部提供をするところが書かれていたのですけれども、今回新たに地域包

括支援センターなど、新たに追加で外部提供をするところが加えられると聴いています。 

○始澤会長 

今の回答について、外山委員、お願いします。 

○外山委員 

これからは、要支援者になり得る人には情報提供をしてますよというのは本人確認済みという形

式になるという認識でよろしいでしょうか。 
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○始澤会長 

では、今の質問について、お願いします。 

○事務局・小曽根主任 

申請書を書く段階で、どこどこに提供しますと書いてあるところについては、外部提供をされる

ということで、御本人が認識済みと考えています。 

○外山委員 

では、外山委員お願いします。 

○外山委員 

それは、新規に登録される方のみではなくて、既に登録してある方についても、更新するから全

員が承諾しているという認識でよろしいんでしょうか。 

○始澤会長 

では、ただいまの質問について、小曽根主任お願いします。 

○事務局・小曽根主任 

毎年１回更新をするということで、毎年１回書いていただくと聴いていますので、そちらに書い

ていただく方は、認識されるものと考えています。 

○始澤会長 

ありがとうございました。 

今の回答で、外山委員いかがでしょうか。 

○外山委員 

はい。 

○始澤会長 

それでは、他の方も御質問、御意見等ありますでしょうか。 

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、次に議題の（５）目的外利用について、事務局から報告してください。 

お願いします。 

○事務局・細田市政情報係長 

それでは、１４１ページの資料１０を御覧ください。 
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目的外利用報告書について、報告をします。 

最初に、危機管理室の「犯罪被害者等支援に関する事務」は、遺族見舞金を支給する際、遺族と

被害者の続柄を確認するため、総合窓口課の「戸籍に関する事務」から目的外利用を行うもので

す。 

続いて、１４２ページを御覧ください。 

同じく危機管理室の「犯罪被害者等支援に関する事務」ですが、こちらは、犯罪被害者が朝霞市

の住民であるか確認するため、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う

ものです。 

次に、１４３ページを御覧ください。 

長寿はつらつ課の「避難行動要支援者名簿に関する事務」は、避難行動要支援者に係る民生委員

児童委員を把握するため、福祉相談課の「民生委員児童委員に関する事務」から目的外利用を行い

ます。 

次に、１４４ページから１５２ページにかけてなんですけれども、こちら全て保育課の「保育園

会計年度任用職員等に関する事務」の目的外利用報告書になります。保育園で保育業務を行うに当

たりまして、各保育園の「園児の健康管理に関する事務」から目的外利用を行うものです。 

１５３ページを御覧ください。 

開発建築課の「建築相談に関する事務」、こちらは、相談に対して迅速に対応するに当たりまし

て、土地についての正確な情報をですね、課税課の「土地（補充）課税台帳に関する事務」から目

的外利用をするものです。 

１５４ページにまいります。 

前ページと同様にですね、開発建築課の「建築相談に関する事務」。こちらにおきまして、家屋に

ついての情報を、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います。 

最後に、１５５ページを御覧ください。 

開発建築課の「宅地耐震化に関する事務」。こちらは、委託業務による現地調査に関する情報を伝

えるため、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

のです。 

その他の報告については、以上です。 

○始澤会長 

ただいまの、目的外利用の報告について、何か質問等はありますか。 

よろしいですか。 

それでは、次にまいりたいと思います。 
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◎３ 議題 （６）封入封緘委託業務の実地調査報告 

○始澤会長 

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

い。 

○事務局・小曽根主任 

それでは、１５６ページの資料１１を御覧ください。 

令和４年６月１６日付けで、保険年金課から「封入封緘等業務委託」についての調査報告が本審

議会宛に提出されました。 

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す。 

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

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

ものです。 

１５７ページを御覧ください。 

主な内容としましては、本年６月６日に、保険年金課の職員２人が、埼玉県入間郡にあります

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

情報の保護などについて確認した内容となっています。 

封入封緘等業務委託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。 

ただいまの委託業務の調査報告について、何か質問等はありますか。 

大丈夫ですか。 

では、外山委員、お願いします。 

○外山委員 

業務委託の業者の現地視察ということですよね。こちらは、業務委託をした健康診断とか年金と

か、プライバシーの多いものについての業者が、どのようにやっているのか、検査する際は、抜き

打ちではなくてこの日に視察に行きますよということを言って、視察に行っているのでしょうか。 
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○始澤会長 

ただいまの質問について、担当の方お答えをお願いします。 

○事務局・小曽根主任 

担当課に確認をして、後で御報告をさせていただきます。 

○始澤会長 

では、その他に質問、御意見等はありますでしょうか。 

他の方も大丈夫でしょうか。 

では、確認していただく間、先に進行をさせていただきます。 

ほかに質問は、大丈夫でしょうか。 

では、次にまいりたいと思います。 

 

◎３ 議題 （７）情報公開制度・個人情報保護制度運用状況の報告 

○始澤会長 

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

てください。 

○事務局・細田市政情報係長 

情報公開制度・個人情報保護制度の運用状況につきまして御説明をします。 

１５８ページ、資料１２を御覧ください。 

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

率などについて、御報告させていただきます。 

最初に、公文書公開請求の受付件数及び決定の状況です。市長が実施機関となる請求は４件ござ

いまして、対象となる公文書は５文書でございました。内訳は、公開が４文書、取下げが１文書で

した。 

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

定の状況です。 

市長が実施機関となる請求が４件ございまして、対象となる公文書は２３文書ございました。内

訳は、開示が２２文書、部分開示が１文書でした。 

また、自己情報訂正等の請求等につきましては、今回の期間でもございませんでした。 

情報公開制度・個人情報保護制度の運用状況の報告は、以上です。 

○始澤会長 

ありがとうございました。 
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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、何か質問等はあります

でしょうか。 

よろしいですか。 

では、先ほどの件につきまして、小曽根主任お願いします。 

○事務局・小曽根主任 

先ほどの資料１１の現地視察の件ですが、担当に確認しましたら、事前に相手方に連絡をして日

程を調整してから訪問をしているということです。 

○始澤会長 

では、いかがでしょうか。大丈夫でしょうか。 

では、外山委員、お願いします。 

○外山委員 

もちろん、いろいろとどのような状態でやってるのかということで、作業の工程等きちんと確認

されているということで、監視カメラだとか監視モニターとか、情報の扱い方が確認されているの

で問題はないとは思われるんですけれども、どのような会社に委託するのかということで、決定し

てからこういう報告がされるというのも大事なんですけれども、事前に、どうしてここの会社に決

定したのかという、決定したに当たる判断は、どこか事前に報告はされているんでしょうか。それ

とも決定した後、こういう形でちゃんと仕事してますよということの報告のみを行っているんでし

ょうか。 

例えば１４０ページも、今度から選挙執行に係る受付業務の人材派遣会社と書いてありますが、

その時々の選挙によって人材派遣会社に決まるんでしょうし、コロナウイルスワクチン接種に係る

窓口、電話対応封入の業務は、株式会社シグマスタッフというところに委託していると思います

が、この委託先がどのように決定されたのか、決定に至る内容は、公開されているのでしょうか。 

○始澤会長 

ただいまの質問について、河田課長お願いします。 

○事務局・河田市政情報課長 

業務委託の中で、これは個別に各担当課で行っているんですけども、個人情報の管理と業務委託

というのは、また別の話になりまして、まず業務ができるかという視点から、各担当課の方は業務

委託を行っています。 

また、委託業者について、個人情報の適正な受託者として責任をなすかというところは、私達の

方で見ていますので、まずは業務ができるかという視点と、そこが適正に管理してるかという視点

の二つで見ていただいています。その上で業者を選定していただいてるというふうに認識していま
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す。 

○始澤会長 

ただいまの回答について、外山委員いかがでしょうか。 

お願いします。 

○外山委員 

例えば、このラシスコに決定してから現地視察に行ってるのか、それとも決定する前に視察に行

っているのか、どちらなのでしょうか。 

○始澤会長 

ではただいまの質問について、河田課長。 

○事務局・河田市政情報課長 

こちらの今回の報告で出させていただいてるのは、こちらの審議会でそういった事業の個人情報

の管理について確認をしてほしいということで実施していますので、今回は委託を終えた後の封入

封緘について行ってますけれども、もちろんこの業務も含めてですけども、業務をやる前に当然そ

の業者が、そういった業務や個人情報について、適正に扱われるという前提でそこに委託してると

いう認識でいます。 

ただ、今回はこちらの審議会でこういった封入封緘の方を確認するようにということがあったん

で、定期的にこの業務については見ています。見たものについては報告をさせていただいていま

す。 

○始澤会長 

ただいまの回答でいかがでしょうか。 

では、外山委員お願いします。 

○外山委員 

了解しました。 

もちろん、各担当課の委託先を探すという業務と、こちらの個人情報保護の部分の情報、デー

タ、管理が、審議会から命を受けてやるものというのは、また別の課のことだからということなん

ですけども、データの管理を任す立場の市民としては、業務委託先を決める前に、ここの業者がち

ゃんとしっかりしたセキュリティがあるのかというのを、ちゃんと見てくれた上で決定してほしい

ですよね。欲を言うならば。なので、それぞれの人材派遣会社に決定する前に、きちんとここの会

社というのは信頼に足るのか、そういうシステムを組み込むことはできないんでしょうか。 

○始澤会長 

越智委員、お願いします。 
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○越智委員 

私も以前、セキュリティ関係の会社に勤めていたんですが、当然、公の仕事、それから民間の仕

事をやってましたけども、業者の選定については、それなりの実績、あるいはその契約の内容等々

の総合的な判断から、この業者というふうに決めます。その中には、当然プライバシーマークの取

得が各何回あったのかとか、あるいは２７００１の個人情報保護の規定はどうなってるのかとかい

うところを総合的に判断しますので、恐らくその選定についても、官公庁についても、同等若しく

はそれ以上の審査をして委託していると思いますし、当然個人情報や守秘義務については契約書に

相当詳しくうたっていると思いますので、そこまで細部にさい疑心で見る過敏な人は、あんまり私

はいないのではないかなと思うんですけども。以上です。 

○始澤会長 

ありがとうございます。 

では、今の御意見についていかがでしょうか。 

よろしいですか。 

なかなか重要で重たい意見だと思います。ではそちらを含めまして、いかがでしょうか。 

大丈夫でしょうか。 

では、次に進みたいと思います。 

 

◎３ 議題 （８）朝霞市個人情報保護条例の改正について（答申案） 

      （９）朝霞市個人情報の保護に関する法律施行条例（案）について 

（１０）朝霞市個人情報の保護に関する法律施行条例（案）パブリックコメントについ

          て 

○始澤会長 

この後の議題ですが、一通り説明をしてから、質疑及び意見交換に移りたいと思います。 

まず、議題の（８）朝霞市個人情報保護条例の改正について（答申案）についてです。 

こちらについては、会長である私から説明をさせていただきます。 

皆様、お手元にあります資料１３を御覧ください。 

朝霞市個人情報保護条例の改正について、こちらは答申案です。今後のこの審議の条例制定の方

向性及びこれまでの審議案を会長の私と副会長でまとめさせていただいたものです。 

こちらを順に御覧いただきたいんですが、この１５９ページの１番、「諮問の経緯」ですが、こち

らは条例制定及び背景についてまとめさせていただきました。最初の行にありますように、やはり

行政のサービスの多様化、迅速性に応えるため、個人情報の取扱いがこれまでと比較して変わって
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きています。つまり、プライバシーのように厳重に管理されて一切の使用を許さないものという観

点から、いかに有効に有益に個人情報を活用するかという、利活用の点に重点が置かれることにな

ってまいりました。この利活用というのがやはり重要な観点になっています。 

そして、個人情報の国レベルの制定につきまして、情報化の進展によりまして、国際的な動向を

受けて、平成１７年４月に国レベルで施行をされています。朝霞市につきましては、国に先駆けま

して平成８年に朝霞市個人情報保護条例が制定されています。こちらはやはり憲法上の理念及び国

レベルの理念等も生かしまして、個人情報の適正な取扱いを行っています。このような中で、この

情報化、そして社会全体のデジタル化に対応しまして、国レベルで個人情報保護条例の国際的な調

和を図るため、いわゆる個人情報保護法、個人情報の保護に関する法律が制定されまして、交付さ

れています。 

次が大きなポイントですが、これまでバラバラだった個人情報の定義や、個人情報の収集、利

用、提供に至る制度規程が統一化されています。これが大変重要なポイントです。そのため、この

民間業者や国の行政機関及び地方公共団体で異なっていました制度体系が統一化されて一元化され

ています。この地方公共団体に関係する部分につきましては、令和５年度４月１日の施行と、見通

しとなっています。 

今後の動向につきまして、朝霞市では全国共通のルールの基に制度の運用を行ってまいります

が、一部の事項につきましては、この地域の特性、実情に注目しまして、地方公共団体の条例で定

めることができることとされています。そのため、今後の方向性やこれまでの審議の経緯、答申に

つきまして、１５９ページ１６０ページ以下、まとめたものが以下にありますので、１６０ページ

以下以降、ちょっとお目を通していただきたいんですが。１６０ページ以降は、これまでの審議を

まとめたものです。 

例えば、「（１）『条例要配慮個人情報情報』を条例で定める必要性」など、例えば現在の個人情報

に関しましては、既知情報と重要な個人情報と分けて考える必要性があります。この１行目にあり

ますように、改正法の第２条第３項では、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、諸々など、この

ような公開を欲しない、非常に重要な要配慮の個人情報と位置付けられるものです。このようなも

のと、通常の氏名住所など既知情報の区分けがやはり重要になってまいります。 

「（２）個人情報ファイル簿及び個人情報管理者の必要性」につきまして、こちらは国の法規であ

るように、１，０００人以上のものにつきましては、１年以上保有し、本人のこのいわゆる母数が

１，０００人以上のものにつきましては、ファイル簿を作成するという形が定められています。こ

ちらは公的な規定があるものです。 

こちらのファイル簿作成に関しましては、保存の問題、収集の問題等ありますので、１６０ペー
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ジの一番下にありますように、やはり管理がきついということもありますが、円滑なデータ運用を

阻害しないように、適正な管理運用が必要というのが課題となっています。 

そして１６１ページを御覧いただきますと、「死者の個人情報に係る取扱い」に関しては、こちら

も重要な問題です。条例では亡くなった方の情報、両方とも故人と発音してしまうとちょっと分か

りづらいので、今の報告に関しては、「亡くなった方」と統一させて申し上げますが、亡くなった方

の情報というのも個人情報として定義されていますが、国レベルの法規につきましては、いわゆる

生きている方、生存する方の情報というのを個人情報と定義しています。しかし、亡くなった方の

情報も遺族の方に関する情報ということで、かなり関係性のあるものもあります。 

そのため、亡くなった方の個人情報の運用もかなり慎重な扱いが必要になってくると思います。 

そのため、１６１ページの真ん中にありますように、例えば亡くなっている方の情報だから個人

情報ではないから、その人の情報が見たい、公開してほしいというのに関しましては、厳正な取扱

い等が必要になってくるかと思います。 

そして、１６１ページの（４）につきまして、このいわゆる公開情報及び非公開情報との調整、

こちらはあの前回前々回で厳しく議論していただいた範囲のものですが、公開されることにより、

やっぱり本人に非常に不利益がある場合、などに関しましてはその公開につきましては、厳正な判

断が必要となっている。 

１６２ページの真ん中辺りにあるように、この個人情報保護委員会におきましては、この法令に

より開示できない情報につきましては、法令秘情報として取扱うのではなく、開示または不開示の

判断をすることが適当ということで規定がされるかと思います。 

（５）につきまして、こちらも前回、前々回で審議していただいた開示に係る日時の決定期限に

つきまして、こちらは１５日以内、できるだけスムーズな提供ということで１５日以内と規定があ

ります。正当な理由があるときには、３０日以内ということですが、実際のところやはり３０日以

内に実際調査できることがほとんどということなので、この条例のレベルに関しましてはスムーズ

な提供のために、早い段階で日時を定められています。 

１６３ページにありますように、こちらも前回前々回ございました開示の手数料に関しまして

は、手数料は無料、コピーや郵送など、この実地の費用だけは請求者の負担ということにさせてい

ただいています。 

「（７）審議会の諮問機関としての役割」ですが、やはり専門的な知見に基づく意見を聴くことが

特に必要な場合であるときに諮問することができるとされています。そのため、今後のやはり個人

情報に関する条例の開発に関しましても、この個人情報の取扱いについて透明性を確保するために

も、定期的な審議会への運用状況の報告がなされることを我々も期待することです。 
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審議の結果ですが、以上のことから１６３ページの下の方にあるように、当審議会は、個人情報

の保護に関する法律の一部改正に伴いまして、個人情報保護条例の見直しについて承認する形をと

りたいと思います。 

最後の結論、「結び」につきましては、現在もこの朝霞市におきましても、それぞれ独自に運用さ

れてきたこの条例を改正する転換期に当たることになります。それもやはり、情報の重要化、そし

てデジタル社会の進展に伴い、保護と利活用の両面を考えることが非常に重要になってまいりま

す。 

そして１６４ページを御覧いただきますと、やはり昨今の新型コロナウイルス流行化に伴います

オンライン化、そして個人情報の重要性も一般の方にも理解されているというところもありますの

で、やはり１６４ページ一番上にありますように、国や地方公共団体が共通理解の下に個人情報取

扱いを定めることが重要になっています。重複しますが、今までバラバラだった保護体系や理念と

いうものを統一化したこと、これが重要になってまいります。 

個人情報保護、再び重複しますが、重要で厳重に保護するものというところから、利活用の点に

重点が置かれるものですが、やはり個人情報の適切な収集や利用や提供、保管や破棄の形につきま

しては、今までと同様にしっかりとした取扱いをするという本質は変わるものではございません。

そのため、これまで審議してまいりましたように、皆様からありました意見を踏まえつつ、法改正

の解釈運用をよく見つつ、引き続き本市における個人情報保護制度が円滑、適正に運営することを

期待しまして、以上をもちまして、答申案をとしました。 

では、資料１３の説明は以上です。ありがとうございました。 

それでは引き続き、次にまいりたいと思います。 

議題（９）「朝霞市個人情報の保護に関する法律施行条例（案）について」、議題（１０）「朝霞市

個人情報の保護に関する法律施行条例（案）パブリックコメントについて」、事務局から説明をお願

いします。 

○事務局・大井田課長補佐 

それでは、朝霞市個人情報の保護に関する法律施行条例（案）について、御説明します。 

資料１４を御覧ください。 

これまで審議会で皆様に御審議いただいた内容や、先ほど、会長から御説明いただきました答申

案に基づき、条例案を作成しました。 

各条文について御説明します。 

まず、第１条の「趣旨」ですが、個人情報の保護に関する法律の施行に関し必要な事項を定める

ことを規定しています。 
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次に、第２条の「定義」につきましては、法及び政令で使用されている用語の例によることを規

定しています。 

次に、第３条の「開示請求の手続」につきましては、法の規定に加え、条例で必要な規定を定め

ることが許容されていますので、開示請求書の記載事項等について規則で定める旨を規定していま

す。 

次に、第４条の「開示決定等の期限に関する特例」につきましては、開示決定等の期限やその特

例について規定しています。 

法では、法よりも短い期間を条例で定めることが許容されています。また、起算日について、法

では、「請求があった日の翌日」とされ、現行条例では、「請求があった日」とされています。この

条では、開示決定等の期限については、現行条例と同様の日数、特例については、開示決定等の期

限に法で定められた３０日を加えた期間とし、さらに、起算日については法にならい「請求があっ

た日の翌日」とし、初日を不算入とする形で規定しています。 

具体的に申し上げますと、開示の期限につきましては、現行条例では「請求があった日から起算

して１５日以内」と規定されていますが、この場合、請求があった日を１日目として数えます。改

正法では「請求があった日から３０日以内」と規定されており、この場合は、請求があった日の翌

日を１日目と数えるため、起算日に違いが生じています。 

そのため、今回、お示しした施行条例案では、現行条例と同様の日数とするため、「１４日以内」

と規定しています。 

次に、第５条の「開示請求に係る手数料等」につきましては、法では、手数料は、条例で定める

こととされており、本市においては、現行条例と同様に写しや送付に係る費用を請求者の負担とす

ることを規定しています。 

次に、第６条の「訂正請求の手続」につきましては、法の規定に加え、条例で必要な規定を定め

ることが許容されていますので、訂正請求書の記載事項等について規則で定める旨を規定していま

す。 

次に、第７条の「訂正決定等の期限に関する特例」につきましては、訂正決定等の期限やその特

例について規定しています。内容は、第４条で御説明いたしましたように、訂正請求があった日か

ら１４日以内と規定しています。 

次に、第８条の「利用停止請求の手続」につきましては、法の規定に加え、条例で必要な規定を

定めることが許容されていますので、利用停止請求書の記載事項等について規則で定める旨を規定

しています。 

次に、第９条の「利用停止決定等の期限に関する特例」につきましては、利用停止決定等の期限
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やその特例について規定しています。内容は、こちらも第４条で御説明しましたように利用停止請

求があった日から１４日以内と規定しています。 

次に、第１０条「朝霞市情報公開・個人情報保護審議会への諮問」につきましては、審議会への

諮問が可能な事項について規定しています。法では、これまでのような個人情報の提供やオンライ

ン結合等について、類型的に審議会に諮問することを要件とする条例を定めてはならないこととさ

れており、「個人情報の適正な取り扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に

必要である場合」に条例で定めるところにより、審議会に諮問することができるとされているた

め、この条において諮問できる場合を規定しています。 

次に、附則第１条の「施行期日」につきましては、この施行条例の施行期日を規定しています。 

次に、附則第２条の「朝霞市個人情報保護条例の廃止」につきましては、法の施行に伴い、現行

条例の廃止を廃止するため規定しています。 

次に、附則第３条の「朝霞市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置」につきましては、職員や

受託者等の責務や罰則の経過措置について規定しています。 

次に、附則第４条の「朝霞市情報公開・個人情報保護審議会条例の一部改正」につきましては、

個人情報保護条例の廃止及び個人情報保護法の施行、本施行条例の施行に伴い、改正するもので

す。 

内容は、審議会の設置に関連する法令の変更や、所掌事務について規定しています。 

次に、附則第５条の「朝霞市情報公開・個人情報保護審議会条例の一部改正に伴う経過措置」に

つきましては、現行条例のもとに諮問された個人情報保護制度の運営に関する重要事項の答申につ

いては、改正後の審議会条例において諮問事項とされている場合に限り、施行条例の施行後も、継

続して審議を行い答申することを規定しています。 

次に、附則第６条の「朝霞市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正」に

つきましては、個人情報保護条例の廃止及び個人情報の保護に関する法律の施行に伴い、安全管理

及び秘密保持義務について改正するものです。内容は、秘密保持義務等について、適用される法令

を、現行条例から個人情報の保護に関する法律に変更し、安全管理措置について追加で規定してい

ます。 

次に、附則第７条の「朝霞市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正に伴

う経過措置」につきましては、指定管理者等の秘密保持義務についての経過措置を規定していま

す。 

説明については、以上です。 

○事務局・石井広聴統計係長 
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続きまして、議題（１０）朝霞市個人情報の保護に関する法律施行条例（案）のパブリックコメ

ントの実施について、御説明します。 

資料１５を御覧ください。 

市では、市の総合的な構想、計画又は個別行政分野における施策の基本方針やその他基本的な事

項を定める計画の策定又は改定、市政に関する基本方針を定める条例又は宣言等を制定する場合、

事前にその案を公表し市民の皆様の意見を伺い、意思決定に反映させる手続として、「パブリックコ

メント」を実施しています。 

こうした趣旨を踏まえ、朝霞市個人情報保護に関する法律施行条例の制定に当たりまして、パブ

リックコメントを実施します。パブリックコメントで公表する資料ですが、先ほどの資料１５のと

おりですが、個人情報保護法の改正によって変わること、朝霞市個人情報保護法施行条例と現行の

朝霞市個人情報保護条例との変更点、スケジュールについて説明するとともに、関連法規の条文や

個人情報ファイル簿（案）を提示します。 

次に、パブリックコメントに関する手続としまして、実施時期は、８月下旬から９月を予定して

おり、意見の提出期間は資料の公表から３０日間とします。 

資料の公表の場所ですが、市政情報課及び市政情報コーナーでの資料の閲覧、市ホームページへ

の掲載などとなります。また、意見提出の方法は、郵便、ＦＡＸ、電子メール、その他書面持参に

よる意見提出も可としています。 

朝霞市個人情報の保護に関する法律施行条例（案）のパブリックコメントの実施については以上

となります。 

○始澤会長 

それではまず、議題の（８）朝霞市個人情報保護条例の改正について（答申案）について、委員

の皆様と意見交換をしたいと思いますので、御意見をお願いします。 

御意見は出ませんでしたが、今後、パブリックコメントも行われるため、その結果を踏まえ、答

申（案）の修正について検討したいと思います。 

修正に当たりましては、前回同様、会長である私と副会長に一任という形を取らせていただき、

次回の審議会で決定したいと思いますので、よろしくお願いします。 

では、次に議題の（９）朝霞市個人情報保護法施行条例（案）、議題（１０）朝霞市個人情報保護

法施行条例（案）パブリックコメントについて、何か質問等はありますか。 

御意見、質問等は大丈夫でしょうか。 
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◎４ 事務連絡 

○始澤会長 

本日の議題については、全て終了しました。 

次に、次第の４、事務連絡について事務局からお願いします。 

○事務局・大井田課長補佐 

次回の定例の会議の日程についてですが、令和４年１０月２１日金曜日、午前１０時からでお願

いしたいと思いますが、皆様の御都合はいかがでしょうか。大丈夫でしょうか。 

それでは次回の会議は、１０月２１日金曜日、午前１０時の開催ということでお願いします。会

場につきましては、後日郵送します、開催通知でお知らせします。 

それから最後に、会議の冒頭で本日資料の差替えをお願いしていますが、差替え前の資料につき

まして、会議終了後机の上に置いて行っていただければと思います。会議次第と、資料１３になり

ます。よろしくお願いします。 

事務連絡は、以上です。 

 

◎５ 閉会 

○始澤会長 

それでは、以上をもちまして、令和４年度第４回朝霞市情報公開・個人情報保護審議会を閉会し

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


