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午後２時００分 開会 

○区政情報課長 皆様こんにちは。定刻より若干早うございますが、委員の皆様がお揃い

でございますので、平成３０年第１回板橋区情報公開及び個人情報保護審議会を始めたい

と存じますが、その前に、委員に交代がありましたので、最初の進行を事務局で執り行わ

せていただきたいと思います。 

 審議会に先立ちまして、新たに委員になられました真野英人委員、中村とらあき委員、

はぎわら洋一委員、いわい桐子委員に坂本区長から委嘱状をお渡しいたします。 

 各々の委員におかれましては、お席にてお待ちいただきまして、お名前をお呼びいたし

ましたら、その場でご起立願いたいと思います。 

               委嘱状交付        

○区政情報課長 それでは、ここで坂本区長からご挨拶を申し上げます。 

○区長 皆様、こんにちは。 

 大変、今日は暑い中を板橋区情報公開及び個人情報保護審議会の皆様には、大変ご多忙

のところ、誠にありがとうございます。 

 また、日頃から板橋区に対しますご協力に厚くお礼を申し上げたいと思います。まこと

にありがとうございます。 

 今回、新たに審議会の委員になられました皆さんにも、一層のご協力をお願い申し上げ

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

 さて、個人情報の保護を巡りましては、本年に入りまして、フェイスブックの利用者約

８，７００万人分のデータがアプリを介して不正に英国の分析会社に共有されたことが大

きく報道されました。 

 フェイスブック社によりますと、影響を受けた可能性のある利用者の方は、数で言いま

すと、日本国内では最大１０万９４８人とされておりまして、この問題をきっかけに我が

国でも自分の個人情報の取り扱いに対する関心は高まっていると感じています。 

 板橋区では、信頼される区政並びに開かれた区政の実現に向けましては、情報公開及び

個人情報保護を推進してまいりましたけれども、今後とも精力的に取り組んでいく所存で

ございます。 

 そういった中におきましては、大変残念ながら、本年度につきましても個人情報の紛失

事故、また、漏洩事故が発生しております。 

 区が保有しております個人情報が紛失、あるいは流出した場合におきましては、プライ
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バシーの侵害はもとより、予期しない被害が発生することも考えられております。 

 本日、委員の皆様方に事故の報告をしなければならないことは、非常に心苦しく思うと

ころでありますけれども、こうした事故を教訓にしながら、日々の業務におきましては、

適正な個人情報の取り扱いについて確実に実行するように、改めて全庁におきまして取り

組んでいく所存でございます。 

 本日の諮問案件については２件でございますけれども、委員の皆様には、今後ともさら

なるご指導を賜りますようにお願い申し上げまして、簡単ではございますが挨拶といたし

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○区政情報課長 ありがとうございました。 

 それでは、今年度第１回の審議会でもございます。委員の方も変わられておりますので、

お手元の資料の一番最後に資料７がついております。 

 名簿の順に、改めて審議会委員の皆様をご紹介させていただきたいと思います。 

      委員 紹介      

○区政情報課長 以上の皆様でございます。よろしくお願いいたします。 

 大変申し訳ございませんが、坂本区長はここで退席させていただきます。 

○区長 よろしくお願いいたします。 

（坂本区長 退席） 

○区政情報課長 続きまして、事務局にも人事異動がありましたので、ご案内いたします。 

      事務局紹介      

 配付資料は、次第の下半分に記載のとおりでございます。お手元に資料がないようでし

たら、お申し付けいただければと思います。 

 あわせまして、訂正箇所が２カ所ございます。 

 まず最初に、資料１をお出しいただければと思います。 

 資料１、ページを１枚めくっていただきまして、下に１ページ目の表記がございます。 

 全部で４項目ございます、４の「外部委託により派遣労働者が行う補助的事務等」の項

目の中の（１）事務の補助の次の行でございます。 

 「次の①～④の賦課資料に係る点検」というふうに記載されてございますが、「①～

⑤」でございます。④を⑤に変更していただければと思います。 

 続きまして、二つ目の訂正箇所でございます。 

 「資料６－２」という資料でございます。一番後ろの名簿の、一つ前の資料になります。 
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 右上に「資料６－２」というふうに記載されております資料の裏面、２ページ目の一番

最後の行でございます。 

 「平成３０年５月１０日付で審査請求人に通知した」と記載がございますが、「５月１

０日」を「５月３０日」というふうに訂正していただければと思います。 

 まことに申し訳ございませんでした。 

 それでは、これからの会議の進行につきましては、佐藤会長にお願いしたいと存じます。 

 よろしくお願いいたします。 

○会長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまから平成３０年度第１回情報公開及び個人情報保護審議会を開始い

たします。 

 開会に先立ちまして、区民の方から、本日の審議会につき傍聴希望が１件出ております。 

 東京都板橋区情報公開及び個人情報保護審議会傍聴規定第３条に基づいた手続が済んで

おりますので、傍聴を許可したいと存じますが、よろしゅうございましょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○会長 結構でございます。 

 それでは、どうぞお入りください。 

（傍聴者 入室） 

○会長 それでは、傍聴人の方もお入りくださいましたので、始めましょう。 

 本日の議題は、個人情報保護制度に基づく諮問事項についての審議が、諮問案件として

２件、報告事項が５件あります。 

 効率的に議事を進めたいと存じますので、ご協力をお願いいたします。 

 なお、本日も関係課長の出席をいただいております。 

 質問の内容によりましては関係課長よりお答えすることになると思いますので、その点、

ご了解いただきます。 

 では、初めに、資料１の諮問事項１「特別区民税・都民税に関する業務における派遣業

務委託」について、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局 それでは、資料１を１枚おめくりいただきまして、１ページ目からご説明させ

ていただきます。 

 １、特別区民税・都民税に関する業務における派遣業務委託（外部委託）でございます。 

 １、諮問の根拠でございます。 
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 ご覧のとおりでございます。 

 ２、諮問事項でございます。 

 特別区民税・都民税に関する業務において行う事務の一部を、１月から５月までの期間

限定で派遣労働者に行わせるため、当該派遣業務を外部委託することということでござい

ます。 

 ３、諮問の内容でございます。 

 区は、毎年６月（特別徴収者は５月）に特別区民税・都民税を賦課するために、１月か

ら５月までの短期間に、大量にある賦課資料等の処理を集中的かつ効率的にしなければな

らない状況でございます。 

 定められた期間内に当初賦課事務をするために、従来、臨時職員に単純作業や軽易な点

検作業等を行わせておりましたが、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律に

よりまして、職員の臨時的任用の範囲が改正されたことから、平成３２年４月１日以降、

補助的事務を行うための臨時職員の任用ができなくなります。 

 したがいまして、当初賦課事務の一層の適正化及び効率化並びに職員の負担軽減を図る

ため、当初賦課事務を行う期間限定で当初賦課事務の補助的事務を派遣労働者に行わせる

ことから、当該派遣業務の外部委託について審議会に諮問するものでございます。 

 ４でございます。 

 外部委託により派遣労働者が行う補助的事務等でございます。 

 （１）事務の補助。 

 後ほど、フローチャートについてはご説明させていただきます。 

 次の①～⑤の賦課資料に係る点検、確認、分類、整理、補記、帳票作成などでございま

す。ご覧のとおりの５項目でございます。 

 （２）税務署関連事務。 

 この件につきましては、平成８年度第３回審議会の外部委託承認済の内容でございます。 

 ２項目、①、②の業務がございます。 

 続きまして、２ページ目をお開きください。 

 （３）法人情報作成事務でございます。 

 ①、②の業務内容でございます。 

 （４）リスト処理事務でございます。 

 次の①～④のリストに係る点検、確認、分類、整理、補記、データ入力でございます。 
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 それでは、用語の説明を先にさせていただきます。 

 右側の３ページ目をご覧ください。 

 項目の１番、賦課でございます。 

 特別区民税・都民税は、納税者が自分で納める税金の額を申告して納税する所得税と異

なりまして、区市町村が納税する額を決定して納税者が納税する賦課課税方式となってお

ります。 

 住民税の賦裸に当たりまして、区市町村は、課税する年の１月１日現在の区市町村在住

者を住民税課税対象者といたしまして、確定申告書、住民税の申告書、給与支払報告書、

年金支払報告書等を住民税を賦課するために必要な資料として収集し、当該資料を基本に

住民税額を決定することとなります。 

 住民税額決定後、区は地方税法の規定に基づきまして、普通徴収者に対しては毎年６月

１０日ごろ、特別徴収義務者に対しましては毎年５月１４日ごろをめどに、それぞれ税額

決定通知書を発付し、住民税を賦課するものでございます。 

 なお、区の平成３０年度当初賦課に当たりましては、当初賦課事務期間中に８６万枚を

超える賦課資料を処理しているものでございます。 

 その次の下でございますけれども、先ほどの４番の（１）から（４）で説明した業務内

容、業務量を数字として記載してございます。 

 まず、１番の項目、事務の補助における処理総数は８０万６，５２４枚。 

 内訳としては、ご覧のとおりの５項目がございます。 

 次のページ、４ページ目をお開きください。 

 二つ目の項目、税務署関連事務における処理総数は１万６，９９３枚。 

 ３番の法人情報作成事務における処理総数は２万１，６０５枚。 

 ４番目のリスト処理事務における処理総数は２万１，８６７枚ということで、合計８６

万６，０００件強を処理しているものでございます。 

 続きまして、フロー図の説明をいたしたいと思います。 

 ５ページ目をお開きください。 

 先ほどご紹介いたしました四つの業務形態の中にそれぞれ項目分けがございますけれど

も、代表的なフローをご紹介したいと思います。 

 まず、１番目の事務の補助のフローチャートでございます。 

 例として、特別区民税・都民税申告書を記載してございます。 
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 １番目の項目、８０万６，５２４枚のうち２万９，７６２枚の処理の内容でございます。 

 まず左側、申告書（郵送分）を区の指定区域内で、区職員及び派遣労働者が申告書（郵

送分）の開封・受領印の押印を行います。 

 それから、申告書、申告書会場で受け付けた分も区の指定区域に持ち込みまして、申告

書への課税資料添付・資料収納袋を作成いたします。 

 そして、申告書のデータ穿孔範囲に必要事項を補記いたしまして、区職員の方に持ち込

みまして、申告書及びデータ穿孔範囲補記等の確認を行いまして、課税課の事務室内にご

ざいます作業スペースで申告書をデータ化するためのスキャニング補助、そして申告書を

整理する。 

 最後、区職員に申告書を持ち込みまして、申告書を保管するという流れでございます。 

 続きまして、６ページ目をお開きください。 

 二つ目の税務署関連事務のフローチャートでございます。 

 例として、賦課資料収集作業を記載してございます。 

 これは総数で１万６，９９３枚の処理でございます。 

 これは税務署に出向きまして、税務署の指定区域内で、まず、区の職員が税務署から閲

覧可能な確定申告書等を借り受けます。そして、税務署指定区域内で区職員及び派遣労働

者が確定申告書等から右の表の収集する主な賦課資料を抽出いたしまして、抽出しました

賦課資料をコピーを取りまして、コピーした賦課資料の整理を行って、最後、区の職員に

借り受けた確定申告書等を職員に渡しまして、職員から税務署に返却するという流れでご

ざいます。 

 続きまして、７ページ目をご覧ください。 

 三つ目の法人情報作成事務のフローチャートでございます。 

 これは幾つかの業務がございますので、例としまして特別徴収関連異動届に係る事務処

理を記載してございます。 

 総数２万１，６０５枚のうち、１万９，５１５枚の処理でございます。 

 まず、左側の方から、異動届（郵送分）を区の指定区域内で区職員及び派遣労働者が異

動届（郵送分）の開封・受領印の押印、そして異動届の分類を行います。 

 次には、異動届、データ提出プリントアウト分もあわせて、異動届の分類を行います。 

 終わったものを課税課の事務室内の作業スペースに移しまして、異動届の内容を個人住

民税システムに入力いたしまして、異動届を種別と指定番号順に並べかえ、異動届をデー
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タ化するためのスキャニング補助を行いまして、最終的には区の職員に返しまして異動届

を保管するという流れでございます。 

 続きまして、８ページ目をお開きください。 

 四つ目の項目、リスト処理事務のフローチャートでございます。 

 これは、例として給与収入確認リストを記載してございます。 

 総数２万１，８６７枚のうち、８，０７７枚がこの処理をしているという内容でござい

ます。 

 まず、リストで出力したものを課税課内の事務スペースに持ち込みまして、区職員及び

派遣労働者が個人住民税システム受給者住民登録状況等の検索及び結果入力、そしてリス

ト修正箇所確認、検査結果等を補記いたしまして、リストをページ番号順に並べかえます。 

 それを区職員の方に持ち込みまして、処理されたリストの確認、個人住民税システム入

力処理、そしてリストを保管するという流れでございます。 

 フローチャート４項目につきましては、以上でございます。 

 大変恐れ入りますが、２ページ目の方にお戻りください。 

 先ほどご説明しました四つの大きな流れは、今、フローチャートでご説明したとおりで

ございます。 

 （５）申告会場受付会場案内という業務がございます。 

 （６）派遣業務の形態でございます。 

 ①外部委託による派遣労働者は最大で５０名程度とし、当初賦課事務のスケジュールに

合わせた適切な人数を区が指定する区域に常駐させ、区職員とともに補助的事務を行うも

のでございます。 

 ②派遣労働者が補助的事務を行う際は、同事務開始前に区職員が補助的事務に必要な賦

課資料等を渡し、終了後に区職員が回収いたします。 

 ５でございます。 

 外部委託で取り扱う個人情報及び特定個人情報等の項目でございます。 

 大変恐れ入りますが、別紙の５と６をご説明させていただきます。 

 ９ページ目をお開きください。 

 派遣労働者が取り扱う個人情報等の項目でございます。 

 全部で３９件ございます。左上、氏名、住所、生年月日から始まりまして、全てご覧の

とおりの項目でございます。 
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 続きまして、１０ページ目をお開きください。 

 別紙６でございます。 

 派遣労働者が個人住民税システムを利用する補助的事務及び画面名称でございます。 

 一番上の行を左からご覧ください。 

 システムの画面名称、右隣が先ほどご説明しました１番目の事務の補助、それから３番

目の法人情報作成事務、４番目のリスト処理事務、各項目において、表の一番下、欄外を

ご覧いただきますと、※で記載されておりますけれども、まず、一つ目。 

 各メニュー項目ごとに別紙5の個人情報等が入力されております。 

 二つ目の※、メニュー網掛け部分は派遣従事者がアクセスできるメニュー項目で、網掛

け部分以外はアクセス不可となってございます。 

 三つ目の※、◎は入力のために利用するメニュー項目でございます。 

 四つ目の※、○は検索のみで利用するメニュー項目。 

 最後の※でございます。派遣労働者は個人住民税システムでマイナンバーの検索、確認、

入力は行わないものといたします。 

 恐れ入ります、２ページ目にお戻りください。 

 ６番目の外部委託先でございます。 

 労働者派遣事業者、プライバシーマークまたはＩＳＭＳ認証のいずれかの取得事業者で

あることを条件に選定いたします 

 ここで、たびたび申しわけございませんが、用語の説明をさせていただきます。 

 ４ページ目をお開きください。 

 ※２でございます。 

 プライバシーマーク制度の説明がございます。 

 日本工業規格「ＪＩＳＱ１５００１個人情報保護マネジメントシステム－要求」事項に

適合して、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者等を認定

しまして、その旨を示すプライバシーマークを付与し、事業活動に関してプライバシーマ

ークの使用を認める制度をいいます。 

 続きまして、※３でございます。 

 ＩＳＭＳ（情報セキュリティマネジメントシステム）認証制度でございます。 

 企業などの組織内における情報セキュリティを管理する仕組みを、情報セキュリティマ

ネジメントシステムまたは情報セキュリティ管理システムといいまして、これに関する第
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三者認証制度のことでございます。 

 ＩＳＭＳの構築の方法や認定の基準は国際規格「ＩＳＯ」や日本工業規格「ＪＩＳ」に

なっておるものでございます。 

 大変恐れ入ります、また２ページ目にお戻りください。 

 ７、個人情報の保護措置でございます。 

 （１）から（７）までございます。 

 まず、（１）でございます。委託契約に当たって、秘密の保持、目的外利用及び第三者

への提供の禁止、再委託の禁止等、ご覧の項目の特記事項を明記の上、契約書を取り交わ

すものでございます。 

 （２）受託事業者は区と協議の上、派遣労働者が取り扱う事務の範囲を明記した業務マ

ニュアルを作成し、それに基づく事前研修及び個人情報等の保護に関する研修を行わせま

す。 

 （３）受託事業者は、個人情報等を取り扱う者を特定し、派遣労働者名簿等により報告

するとともに、業務報告書を提出させます。 

 （４）受託事業者は、派遣労働者から個人情報等の保護に関する誓約書を徴します。 

 （５）補助的事務は区が指定する区域で区職員とともに行い、指定する区域以外には立

ち入らないように措置をいたします。また、派遣労働者が作業区域に入退室する際は、不

要な物品の持ち込み及び持ち出しを禁止いたします。 

 （６）派遣労働者が使用するシステムは個人住民税システムとし、派遣労働者個人にＩ

Ｄ及びパスワードの付与並びに指静脈データの登録によりまして操作できるシステムメニ

ュー及び操作者を限定するとともに、アクセスログを取得し操作履歴を管理いたします。 

 そして、（７）個人情報保護条例及び同施行規則並びに個人番号及び特定個人情報等の

取り扱いに関する条例並びに同施行規則を遵守いたします。 

 ８でございます。実施予定でございます。 

 平成３１年１月７日からでございます。 

 最後、９、担当課でございます。 

 総務部課税課でございます。 

 説明は以上でございます。 

○会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、本件につきまして、質問、ご意見等を承ります。いかがでしょうか。 
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 では、西田委員からにしましょう。 

○西田委員 平成２９年の地方公務員法の改正の内容について伺いたいんですが、職員の

臨時的任用の範囲が改正されるということですけど、どういうふうに改正されたんでしょ

うか。 

○会長 では、課税課長、お願いします。 

○課税課長 地方公務員法の改正についてのお尋ねでございます。 

 これまでも臨時的任用というのはございましたけれども、ここで運用が厳格化されたと

いうことで、本来は臨時的任用につきましては、緊急の場合に選考等の能力実証を行わず

に職員を任用する例外的な制度ということになっておりましたけれども、実態はそうでは

なかった点が多々見られたというところで、国の方で、常時勤務を要する職に欠員を生じ

た場合に限定するというふうな運用の改正がございました。 

 これによりまして、いわゆる正規職員の代替としての臨時職員、例えば産休とか、通常

の常勤の職員に代わる臨時職員というものはこれまでどおり雇えるんですけれども、課税

課のように、１月から５月といった繁忙期の特別な期間を限定した臨時職員の雇用という

ことは運用上できなくなるというようなことで、今般、このような派遣労働者というよう

な対応が必要になったというところでございます。 

○西田委員 ありがとうございます。 

○会長 西田委員、それでよろしいですか。 

○西田委員 はい。 

○会長 それでは、じゃあ、順番にいきましょうか。 

 では、いわい委員から。 

○いわい委員 よろしくお願いします。 

 今の法改正の中で、臨時的な職員の任用ができなくなるというふうなご説明だったんで

すけども、既に各自治体との質問等の中で、総務省の方の説明では、繁忙期に対する臨時

的な任用については特例で認めるということができるというふうな回答が出されています

が、なので、今回のこの案件で見ると、繁忙期の１月から５月というための対策というふ

うに考えると、従来どおりの任用ができる規定になっているというふうに聞いているんで

すが、その辺はどういう解釈になっていますか。 

○課税課長 そこの任用につきましては、我々は今初めて聞いたというところでございま

して、そもそも委託というか、人材派遣を選択するときに、ちょうど１年前ごろから検討
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を始めたわけでございますけれども、課税課が、今出ましたように繁忙期の時間外勤務が

非常に恒常化しているということで、何とか改善できないかということで検討を行ってま

いりました。 

 今回の諮問書の中には個人情報に関連する部分が非常に少ないものですから、諮問内容

という形では記載してはございませんけれども、そうした中で、幾つかの区を視察いたし

まして、普通徴収グループと特別徴収グループを一元化することによって何とか時間外が

減らせないか、それから人材派遣制度の活用が非常に適しているというような事例を見ま

したので、それに基づきまして事務改善を進めてきたということでございます。 

 その段階では、いわゆる臨時職員による対応はできなくなるということを聞いておりま

したので、それでは人材派遣制度に移行した方がむしろ得策というようなことがありまし

て、その時点では会計年度任用職員とか、様々な制度が総務省の方から出されておりまし

たけれども、その辺の詳細が定まっていなかったというようなところから、人材派遣制度

での制度設計を行ったというところでございます。 

 なので、その繁忙期であれば大丈夫だというような中身については、その時点では、

我々は認識がなかったというところでございます。 

○いわい委員 要するに、地公法改正で、しばらく、色々なことの運用をどういうふうに

やっていくのかと詰めていく中で、どこの自治体でも繁忙期に臨時職員で対応していたと

いうケースはたくさんある中で、そこをどうするんだというやりとりの中で、改めて、常

時勤務している人の欠員が生じた場合といってきたけれども、繁忙期などの取り扱い、特

に短期間等の取り扱いについては、特例として繁忙期とみなすと。繁忙期という扱いとい

う特例をして従来どおりの仕組みで臨時的任用ができるというふうに総務省が回答を出し

ているんです。 

 なので、そういうことからすると、先ほど、多くの個人情報を派遣労働者の方に取り扱

ってもらうということになるわけで、そこは非常に、国会答弁でも慎重に扱うべきだとい

うふうにされてきたけれども、今回こういう選択肢しかなかったのかというのは疑問があ

るんですけれども、いかがでしょうか。 

○課税課長 我々が、今回、人材派遣制度を採用するという考え方に至った理由の一つと

いたしましては、課税課における繁忙期のいわゆる単純作業と呼ばれている業務なんです

けれども、一日一日変化する、多い日もあれば少なくなる日もあるというようなところか

ら、我々は、当初、会計年度任用職員というものがどういう形なのかという形での検討だ
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ったわけでございますけれども、その日々の大きな変化までには対応し切れないというと

ころがございまして、それであれば、例えば我々が試算したときに、３月というのは一番、

確定申告の締め切りの月でございますけれども、最大で４８名の派遣職員を必要とする日

がある一方、同じ３月でも２６人で足りてしまうという日もあるんです。 

 そういった大きな一日一日の流れに的確に対応するには、日々の人員の割り振りが可能

である人材派遣を採用するのが一番、課税課にとっては効率的な運営でもあるのかなとい

うところでございます。 

 それから、２点目といたしまして、今までも臨時職員は確かに２０人雇っておりました

けれども、それが職員の負担軽減というところから、繁忙期には５０名の人員を入れよう

としておりますので、その５０人の職員のシフトを調整する業務量、こちらも非常に大き

いというところから、これは人材派遣の制度を活用した方がいいだろうという結論に達し

たものでございます。 

○いわい委員 その考え方としては、膨大な個人情報を取り扱う方が民間の方で５０名増

えるということになることには、私は慎重になるべきかなというふうに思っているし、利

便性と情報の取り扱いというのを天びんにかけるわけにはいかないと思っているんです。

なので、どこまで慎重に検討するかが大事ではないかと思っています。 

 具体的なところを幾つか確認したいんですけれども、個人情報の保護措置のところです

けど、２ページの７番の個人情報の保護措置の（５）ですけど、「指定する区域以外には

立ち入らないような措置」というのは、どういう措置になるのか。「派遣労働者が作業区

域に入退室する際の持ち込みや持ち出しを禁止する」というのはどういうふうに制限をす

るようになるのかということを教えてください。 

○課税課長 まず１点目の、区が指定する区域でございますけれども、現在は３カ所を予

定しております。 

 まず、課税課の事務室内のスペースに大体２０人ぐらい入れる作業スペースを設けます。

それがまず一つ。 

 それから、それだけでは足りませんので、会議室を３カ月から４カ月間、貸し切りとい

うような形で使おうかなというふうに思ってございます。 

 もう一つは、税務署という形になります。 

 指定する区域以外に立ち入らないようにするということでございますけれども、当然、

会議室の場合ですと、独立した封鎖されたスペースですので、そこにしか入れないし、そ
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こから出るしかないんですけれども、その出入りについては必ず職員が事務室の中にいて、

それを確認する。 

 それから課税課内のスペースにつきましても、当然、基本的にはカウンターから中には

普通の人は、一般の人は入れないわけですから、そこについては、限られた作業スペース

までの間については、派遣職員について、今日は何人というようなことで人数を押さえて

いますし、朝、点呼も行いますので、その人たちを連れてきて作業スペースでやっていた

だく。 

 当然、職員も大勢いますので、その中で、例えば課税課の別なグループの方に立ち入っ

たりなんかしないような形で職員が目を光らせているということでございます。 

 税務署についても同じでございまして、作業スペースがあらかじめ指定されております

ので、職員ともども行きまして、ほかのところの部署には行かないように常に目を光らせ

ているというような状況でございます。 

 それから、不要な物品の持ち込み及び持ち出しを禁止するというところでございますけ

れども、今般、課税課の作業スペースの中に入るところにロッカーを設けようと思ってお

りますので、そこにスマホですとか、そういった個人情報を写し撮るとか、そういったも

のができないように、プライベートなものについては全てそのロッカーの中にしまい込ん

で作業スペースに入っていただくということを考えておりますし、作業が終わってそこを

退席する場合におきましても、メモですとか、そういったものは一切全部置いていっても

らうという形で、それは当然、悪く考えれば、個人情報を書き込んだメモを持っていかれ

ると流出になってしまいますので、そういったもののないように行いたい。 

 貴重品とか、どうしても手元に置いておかなければならないというものにつきましては、

透明のビニール袋の中に入れてもらって、その辺の管理を徹底していきたいというふうに

思っております。 

○いわい委員 その会議室は単独のところだけれども、今の持ち込んだり、持ち帰らない

という作業には、必ず来る時間、帰宅時間に職員がついているということなのかどうかと

いうことと、課税課のフロアに入ってこないように、「ここからはだめですよ」というと

きに、課税課の人数もすごく多いと思うので、職員と派遣社員との区別とか、この人は違

う人だというのがすぐ分かるのかどうかということが非常に心配なんですけど、どういう

扱いになるんですか。 

○課税課長 出入りについては、必ず職員が、点呼といったら的確かと思うんですけれど
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も、今日はこの作業に、ここの部分に十何人入りますというのはあらかじめ分かっていま

すので、それを朝礼のときに人数を確認して、そのまま入っていただく。 

 その方たちは、課税課の職員は確かに７０人いますけども、皆さん、全員が自分の課の

職員の顔はみんな分かっていますので、それ以外の人が入れば、当然、来れば何だろうと

いうふうに、それは分かるようになっているものでございます。 

 それから、出入りについては厳格に職員がチェックしていきたいというふうに思ってい

ます。 

○いわい委員 ７０人で顔を覚えているから大丈夫というのは何となくふわっとしていて、

何かもうちょっと派遣社員の方は派遣社員と分かるような仕組みが本当は必要なんじゃな

いかなというふうには思いますけど、それは今後どうなのかなと思っています。 

 もう一つ確認したいのは、最後のこのシステム。情報で扱うのに、ペーパーの方なんで

すけど、私はシステム関係は詳しくないんですけど、不安で、今回、これでパスワード等

で登録しないと開けないということなんですけど、５カ月間やって終わった後というのは、

そういうパスワードとか、静脈データというのですか、そういうのはどういうふうにして

管理されるんでしょうか。 

○会長 これは、ＩＴ推進課長からお願いしましょう。 

○ＩＴ推進課長 それでは、ＩＴ推進課長の方からお答えをさせていただきます。 

 こちらのＩＤパスワードの付与及び静脈のデータ登録は、当然のことながら、ＩＴの方

でやらせていただきます。 

 派遣期間が終わりましたら、こちらで消去の手続をきっちりさせていただく予定になっ

てございます。 

 以上です。 

○いわい委員 質問は、これは意見も言っていいんですか。 

○会長 ええ、どうぞ。 

○いわい委員 私としたら、先ほどの、これだけ膨大な量の個人情報を民間の人に取り扱

いをしてもらうということは、どこまでも小さくしていく努力が私は必要なんじゃないか

なというふうに思っていて、そのために、開放するためにやる措置というのも、何となく

はっきり明確な感じが必要なんじゃないかというふうに思っています。 

 今回でいうと、そもそもの理由となっている地公法改正では、私は理由にならないとい

うふうに思っているので、今回のことについては、私は進めるべきではないというのを意
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見として申し上げたいと考えます。 

○会長 ありがとうございます。 

 最終的に皆様方からのご質問と意見が終わったところで、今のいわい委員のご発言につ

いては取り扱いを検討させてください。 

 では、中妻委員、どうぞ。 

○中妻委員 よろしくお願いいたします。 

 まず、地公法の変更に伴う運用の変更ということなんですけれども、一般的に言えば、

個人情報を膨大に扱う業務で派遣社員を使うということは民間でもよくある話で、ここで

もし個人情報の漏洩等の事故を起こしたら大変なことになるというのは、派遣会社も重々

分かっているので、そちらもかなり言っているであろうし、当然、色々な懸念が寄せられ

るであろうから、区としても保護措置を色々と準備しているということだと思うんですが、

むしろ、これまでの臨時職員の扱いがどうだったのかという方が気になっておりまして、

資格要件等がなくても雇える臨時職員を、これまでも２０名ぐらい雇っていたということ

なんですが、普通にアルバイトみたいな感じで雇っていたんですか。どういう方々なのか。 

○課税課長 広報いたばしに募集記事を載せまして、臨時職員募集という形で、アルバイ

トという形の表現が適しているかなと思います。年齢も様々でございます。 

○中妻委員 今後のこともありますので確認しておきたいと思いますが、臨時職員を雇用

するということは今後もあるであろうと、地公法が改正されたとしてもですね。 

 むしろ、これまでの臨時職員に対する保護措置というのはどうだったのか。今回、２ペ

ージに挙げられております派遣労働者に対する保護措置と、これまで臨時職員に対して行

われていた保護措置の差はどういうものですか。 

○課税課長 これまでは、臨時職員として働いていただく方につきましては、一堂に集ま

っていただいて、そこで個人情報の保護に関する研修会的なものを半日程度かけて実施し

て、それが終わってから業務に入っていくというような措置をとらせていただいておりま

した。 

○中妻委員 ほかは、７番の保護措置について、それぞれ説明してほしいんですが。 

 まず、じゃあ、（４）から聞きましょうか。 

 （４）、誓約書はあったかどうか。それから、指定する区域のみ立ち入るようにという

ことは行われていたか、それから、不要物の持ち込みの禁止がされていたかどうか、

（６）のＩＤ、パスワード、指静脈データの登録等が行われていたかどうか。これらはい
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かがですか。 

○課税課長 まず、（４）の誓約書につきましては、特にこれは取っておりませんでした。 

 要するに、臨時職員イコール守秘義務があるという前提で採用していましたので、そこ

で書面という形は取らなかったということでございます。 

 それから、区が指定する区域という形でございますけれども、こちらにつきましては、

課税課内の事務スペースという形はこれまではなかったものですから、会議室に缶詰状態

でやっていたという状況にございます。ですから、立ち入らないというか、事務所には入

ってこないという状況でございます。 

 それから、今般、派遣労働者の制度を入れることに伴いまして、システムに触れていた

だく内容まで踏み込んでいるわけですけれども、これまでの臨時職員については、システ

ムを操作するということはございませんでした。 

○会長 １点、私物の持ち込み管理がどうなっていたか、ご質問があったように思います

が、 

○課税課長 私物の持ち込みにつきましても、特にロッカーというようなものは用意して

ございませんでしたので、そこについては、厳格にはやっていなかったかなというのが反

省でございます。 

○中妻委員 お伺いしておりますと、これまでの方がまずかったんじゃないかなという印

象を受けるんで、今後は、実態として臨時職員、区の職員として、公務員として雇用する

という建前はあるものの、言ってしまえば期間限定のアルバイトですので、そこはこれま

での認識の方が甘かったんじゃないか。今後は、臨時職員雇用の際には十分注意していた

だいた方がいいかなと思います。 

 フローを見ますと、区の職員がやる場合と、それから、派遣労働者がやる場合で、やる

ことに大きな違いはない。触れる部分の違いがあるだけで、もしその部分で同じことをや

るとしたら、やること自体に大きな違いはないように見えるんですが、そうすると、派遣

労働者か、あるいは正規職員かという問題というよりは、全体としての保護措置がちゃん

とできているかどうか。 

 要は、ヒューマンエラーや、あるいは悪意を持った個人情報の持ち出しということがあ

るかどうかということについては、派遣会社からも大分強く言われているであろうから、

そこは個人による話だと思うんですよね。これまでの保護措置が十分であったかどうかと

いうこととかなり関係があると思うんですが、この業務において過去にセキュリティ事故
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はありましたか。 

○課税課長 事故はございませんでした。 

○中妻委員 それはよかったということですけれども、より一層、十分注意して、そこは

区の正規職員か、あるいは派遣労働者かにかかわらず、全員が個人情報を扱っているんだ

ということを肝に銘じて業務に専心できるようにしっかり周知していただきたいと思いま

す。 

 あと、今回挙がっている諮問事項や、あるいは事故の報告等で一々言うことになるかも

しれないんですけれども、ファイル・ストレージ・システムが入って以降、データの漏洩

というものがすっかりなりをひそめた。紙による事故ばかりが起こっているんです。 

 ここで紙による事故が起こっているので、私としては、しつこく、できる限り最初から

デジタルデータで取得するようなやり方を少しずつでもやっていけないものかどうかとい

うことを一番思っているんです。 

 今回の特別区民税・都民税の業務について、最初から紙のデータではなくて、例えば要

望している方については紙でもしようがないかもしれないけれども、例えば、携帯電話会

社の領収書、請求書ももう既にウエブだけで出しますみたいな、ご希望の方のみ郵送とい

うようなやり方になっていますけれども、特に希望する方でなければデジタルデータで最

初からやった方がセキュアなのではないかと思うんですが、そういったやり方は検討して

いないですか。 

○課税課長 我々も日々検討してございまして、ただ全国レベルで動いている仕事なもの

ですから、なかなか個別というのは難しい点はございますが、ただ、１点、今年度から板

橋区が採用したものの一つとして、区民税の申告書が紙ベースで来た場合に、これまでで

すと、それをパンチ委託に出す場合に、紙ごとパンチ委託業者に持っていっていたんです。

紙の受け渡しになります。 

 それをやめまして、住民税の申告書のデータを、先ほど言いましたファイル・ストレー

ジ・システムを利用してデータ送信する方向に今年から切りかえたという事例は現実にご

ざいます。 

 それから、「ふるさと納税」と呼ばれている寄付金申告特例通知書についてでございま

すけれども、こちらも各自治体から板橋に送るわけなんですけれども、これは全国一律で

行うものですが、国では、これにつきましては、ｅＬＴＡＸを利用して自治体から自治体

間のやりとりができないかということで、次の要するに税の時期に間に合うような形で検
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討しているというようなことも聞いてございます。 

○中妻委員 少しずつ工夫していただいて、紙を扱うことはできる限りやめていく。徐々

にしかできないとは思いますが、できるだけ工夫していただいて、今おっしゃったような

工夫がよろしいかと思いますので、ぜひ、今後とも努力していただきたいというふうに思

います。 

 以上です。 

○会長 続いて、はぎわら委員、お願いします。 

○はぎわら委員 実は、このフローチャートは４枚ございますが、ちょっと僕のやり方と

いうか、これだとクリティカルパスというか、最終的な仕上がりがいつで、これで１月、

２月、３月、４月という、これも５月には全部でき上るという、多分、フローなんでしょ

う。 

 僕なんか、土木の工事だと、ここに何人投入して、ここでバイトを何人投入するという、

そういう形で全部入れていくんですね、具体的に。 

 それで、バナー曲線って、最終的に出来高がずっと上がってくる、こういう表で、誰が

見ても一目瞭然で分かるように、そういうバーチャートと、あとネットワークのシステム

を組んでいくんですよ。そうすると、ここで余ったらこっちへ、下にシフトするというの

は非常に分かりやすい。 

 こういうのを参考にして、アルバイト５０人雇うとかじゃなくて、４０人で済むとか、

ここはもっと１０人足したりとか、色んなことが出てくると思うんだけど、それを鳥瞰的

に、総務部長だけが分かっているんじゃなくて、課長、主任、全ての人がばっと一貫して

分かるような形のシステムをつくると物すごく分かりやすい。 

 そういうのを参考にしてもらいたいなということを言いたかったんですけど、分かりま

すか、僕が言わんとすること。 

○課税課長 はい。大変よく分かりましたので、我々も、一応、日ごとにどういう業務を

やるというのを、Ａさん、Ｂさん、Ｃさんという形でそれをチャートに落とした紙は一応

持ってはいますけれども、今ご提案のあった、それは寸時にすぐ切りかえできるような形

のもので、それができるかどうかについては検討させていただきたいと思います。 

○はぎわら委員 土木の場合は、さらにそこに気候変動とか、この間の台風じゃないけど、

雨が降ってきたとか、晴れだとか、色んなそういう条件が重なって、物すごく複雑なんで

すよ。 
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 だから、本当に現場に出てきた、朝、朝礼をやったら、そこで一発で、ここのところに

行かなきゃいけないな、余ったら主任に報告してこちらへ手伝いに行くなという、そうい

う物すごく効率がいい。 

 本当に元請がいいと、同僚というか、下請の人たちも、こういうアイデア、こういうア

イデアと、いっぱいいいアイデアが出てきてね、本当に現場が楽しい。そういう現場にし

てもらいたい。ちょっと感情的になっちゃいました。 

 本当に楽しい。あなたはアルバイトでしょう、あなたはこっちと違う、そんなんじゃな

くて、本当にばっと盛り上がってくる。いい作品をつくるために、当然、そのためには色

んなところで、ＰＬＡＮ－ＤＯ－Ｃ、ＰＬＡＮ－ＤＯ－Ｃ、それを繰り返して、それでダ

ブルチェックは当然ですよね。 

 現場、僕なんかも測量でやってたら、当然、声を上げて、「１２．５６８」だとか、必

ず読み上げます。記帳する人もまた読み上げる。 

 それでもヒューマンエラーというのはある。再度、そこに持ち帰ってチェックするとい

うぐらい、そういうふうに現場から事務所に帰ってきてそういうことをやる。あと、品質

は品質でまたチェックするという、ＰＬＡＮ－ＤＯ－Ｃ、ＰＬＡＮ－ＤＯ－Ｃを繰り返し

てやっていくといい作品ができます。 

 ぜひ、その辺をお願いしたいなという意見です。 

○会長 ご意見ということで承りました。 

 今回、私と事務方で打ち合わせをする際に、こういった資料というのは、私のオーダー

も受けて作ってもらうんですけれども、今回の場合は個人情報保護審議会でございますの

で、業務全体というよりも、個人情報の流れが分かるという最低限の範囲のところで作ら

させていただきました。 

 それは、私の会長としての事前準備の責任でもございますので、今、委員のご提言は、

業務量に応じてリスクが変わるというような場合ももちろんございますので、そういった

場合を含めて検討させていただければと思います。ありがとうございました。 

○新谷委員 一つ、よろしいでしょうか。 

○会長 どうぞ。 

○新谷委員 新谷です。よろしくお願いします。 

 先ほど、いわい委員さんがおっしゃっていたものの繰り返しなんですけれども、今まで

個人情報の保護関係、ここの関係で事故がないというのはすごくよかったなと思っていま
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す。 

 ただ、私も何年かここの会議の席におりますと、事後報告がたくさんありますので、な

いのでしたら、これからもなくするために、先ほども、７の（５）「区職員とともに行

い」というところのご返答で、職員の名前というか、顔はみんな知っていますとおっしゃ

いましたが、記憶と記録というのは全然違うんですよね。人間の記憶というのは本当に曖

昧なので、ぜひ、入退室するときの記録簿みたいなものがあったらいいかなと思うんです

けれども。 

 それから、不要な物品の持ち込みというのは、どんな仕事場でも、皆さん、女性は必需

品があったりしてビニールの透明な袋を持ち歩いていますが、何らかの形でそれを導入さ

れるといいかなと思います。 

 携帯電話というのは、色々なスパイ映画や何かでも見たように、非常に小さいので、写

しちゃうと、それはもう漏洩になっちゃうんですから、そういうものは別として、必需品

は見えるような形で、誰にでも分かるような状況というのをつくる。 

 それから、入退室は、ただの目視とか確認ではなく、記録は必要かなと思いますが、い

かがでしょうか。 

○課税課長 今ご提案いただきました。まず、記録簿につきましては、そういう方向で検

討させていただいてやっていきたいというふうに思います。 

 それから、必需品につきましても、透明な袋に入れて、出入りがきちんと分かるように

という形で対応させていただきます。 

 それから、先ほどもありましたけれども、制服というわけにはいきませんけれども、腕

章ぐらいだったらできるかなということで、職員と派遣職員との差別化といいますか、そ

の点につきましても対応していきたいというふうに考えてございます。 

○会長 よろしいですか、新谷さん。 

○新谷委員 はい。 

○会長 どうぞ、髙木委員。 

○髙木委員 初歩的な質問で申し訳ないんですけど、７のところの（３）と（４）のとこ

ろですけれども、守秘義務とか、そういうことについては、受託業者と区が契約書を結ぶ。 

 それから、今度は受託業者と個々の派遣労働者については誓約書を作るという、そうい

う解釈で、そうすると、区と個々の、ここへ来てくれる職員については直接には結ばない

ということですね。そういうことでよろしいですか。 
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○課税課長 区と派遣職員の間でいわゆる誓約書等を取り交わすかというところでござい

ますけれども、我々も東京労働局の方に行きまして、問い合わせして、実際に聴取もして

きたわけでございますが、派遣労働者につきましては、派遣元の企業と労働者の間の契約

でありますので、そこについて、区がその誓約書を提示させるということは好ましくない

という指導を受けてございます。 

 なので、そういった誓約書が出ているかどうかにつきましては、区側からその派遣の会

社の管理監督者に確認をとるという手法で対応していきたいというふうに思っているとこ

ろでございます。 

○髙木委員 最近の事情はよく分かりませんけれども、よろしいですか。 

○会長 どうぞ。 

○髙木委員 こういう職員がよく集まるような業者というのは幾つかあるわけですか、区

が頼む場合に。 

○課税課長 今般、我々の方法としては、入札という方式で考えておりますけれども、派

遣を主にする企業というのは、それ相当あるというふうには聞いてございます。 

○髙木委員 もう一つ。実際の納税義務者数はどのぐらいございますか。書類は８６万と

か、膨大な数を処理しなくちゃいけないですけども、納税者です。 

○課税課長 正確な数字はありませんが、概ね特別徴収が２０万人、普通徴収が１０万人、

約３０万人が板橋区の納税義務者というところでございます。 

○髙木委員 ありがとうございました。 

○会長 よろしゅうございますか。 

○中妻委員 派遣職員との区別のために腕章をするというアイデアをおっしゃっていたん

ですが、これは、私は若干どうかなと。 

 というのは、正規職員と派遣職員を区別するための方法というのはあった方がいいんで

すが、それが差別するところにつながるところまでいってしまうと、逆に、これはセキュ

リティリスクになるんです。 

 内部の人間が組織に対して悪感情を持つというのは、実は最大のセキュリティリスクの

一つで、板橋区の職員から何か冷たい仕打ちを受けたというような印象を持ってしまうと、

「このやろう」と思ったときに何をするか分からないんです。 

 ですから、先ほどのはぎわら委員の話じゃないですけれども、いいチームにしてほしい。

いい雰囲気で、やりがいのある職場をつくるということは、実は大事なセキュリティ対策
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なんですね。 

 ですから、何らか正規職員と派遣職員を区別しなければいけないとしたら、やり方につ

いては十分配慮してほしい。腕章は、私はやり過ぎだと思います。 

 例えば、皆さん今していらっしゃるストラップは青色ですけれども、これを水色にして

みるとか、この程度にとどめておいた方が私としてはお薦めだと思います。 

 以上です。 

○会長 今のは委員の意見ということでよろしゅうございますか。 

○中妻委員 はい。 

○会長 それじゃあ、そういった意見をお伝えするということで。 

 さて、それで、本件につきましては、先ほど質疑応答の段階のところで、いわい委員か

ら、条件設定の段階のところであった地公法改正等々というものが、必ずしも今回の諮問

を義務づける要件にはなっていない。これに対抗する手法の一つとしてはあり得るけれど

も、１対１でやらなければ、必要条件ではあったとしても十分条件ではないというところ

から、これについては差し控えるべきであるというご意見が示されました。 

 また、ここで、中妻委員、その他の皆様方からは、制度導入を前提とした上で、幾つか

のご指摘がありました。 

 とりわけ中妻委員からは、新しい派遣労働法のもとにおけるセキュリティ対策の方が、

従前よりも場合によっては優れている面もあるという点から、積極的に評価すべきだとい

うご意見もあったところです。 

 当審議会においては、原則として、これは問題点を全て洗い出して問題点がクリアにな

った段階で、採決を諮ることなく全会一致で承認ということが望ましいとは考えておりま

すが、しかしながら、本件のように、そもそも制度運用そのものについて異なる立場から

ご意見が述べられて、それぞれセキュリティ上のリスクの分析について合理的な背景を持

っていると思われる場合についてまで、一元的に取り扱いをしなければならないというふ

うに議長としては考えておりません。 

 それぞれ異なる立場からのセキュリティに関するご懸念というのが示されているという

状況であって、その評価については、まさしく、それぞれ根拠をもってご助言があったと

ころであります。 

 追加的にそれぞれのお立場を主張することがもし必要であれば、まずお時間をとった上

で、その上でこれは採決によって決するという形で処理をしたいと存じますけれども、議
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事進行としてはそれでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○会長 それでは、まず、先ほど既にご意見を述べていただいておりますけれども、いわ

い委員の方から、追加的にご懸念等々を述べることがございましたら、まずお願いしたい

と思いますが。 

○いわい委員 ありがとうございます。 

○会長 まず、大前提として、当審議会の議事録は、そのまま一字一句違わずに文字起こ

しされましてウエブで公開されておりますので、何があったかについては区民の皆様によ

くお分かりいただけるという、情報公開が徹底した審議会でありますので、よろしくご理

解の上で、手続的にちゃんと行われているということも含めて公開したいと思いますので、

ご理解ください。 

○いわい委員 はい。ありがとうございます。 

 考えは変わらないんですけれども、私は、より公務労働を外に出していくということに

ついては、小さくしていく必要があるということは変わりません。 

 それは、一つに住民にとっての大事な個人情報を扱っているということが行政としての

責任であるし、今回、この臨職の扱いを変更するということになっても、総務省が各自治

体を集めた人事課対象にやった説明会では、この臨時職員などを外に出すのか、内部でも

う一回取り扱うのかの判断については、およそ行政の責任が遠ざかるかどうかの問題であ

るということを厳しく指摘しているんです。 

 それは何かというと、委託業者のもとで情報漏洩した場合には委託業者が責任をとる。

だけど、臨職など、区の直接雇用における場で情報漏洩が起きた場合には、区が責任を持

って謝罪して、説明責任、問題究明に当たると、その責任の度合いが違う問題です。 

 責任がどういう扱いになるのかということが、遠ざかるのか、どこまで責任を持ってい

けるのかということが十分に留意されなければならないということを各自治体の人事課長

宛ての説明会で行っているんです。 

 そういう問題であるということを私は考えて、慎重に取り扱う必要があるし、今回は、

しかも１年前倒しで、地公法改正は２年後ですから、板橋区は先行して１年前倒しで実施

する必要は全くないというふうに思っていますし、今回は見送るべきだという考えは今で

も持っています。 

○会長 ありがとうございました。 



 

- 24 - 

 という、本件の承認をすべきでないという立場からのご発言がございました。 

 承認すべきだという立場からの、特段のご発言があればお受けいたしますが。 

○中妻委員 先ほども申し上げましたけれども、実際上、セキュリティ対策としては、今

回、派遣職員を入れて、新たに付け加えられた保護措置の方が、よりしっかりセキュリテ

ィが守られた保護策がとられているということが大事なところで、逆に、これまでの臨時

職員の扱いの方を今後見直していってほしいという意見を先ほど申し上げました。 

 本件につきましては、個人情報を人間が扱うことはどこかでやらなければいけないわけ

で、それを派遣職員の方にやっていただく場合に必要な保護措置というものはとられてい

るというふうに認識されますので、本件については承認すべきではないかと私としては思

います。 

○会長 ありがとうございました。 

 ほかに、結論のところで、質問ではなく、ご意見として何かあれば承りますが。 

 どうぞ。西田委員。 

○西田委員 私は、承認すべきでないという立場から。 

 臨時職員で扱えるというものであれば、区の直接の責任を持って個人情報を扱ってほし

いということがあります。 

 これまでは臨時職員に対する情報保護の観点が弱かったというのであれば、今回、見直

したとおりのやり方も導入して臨時職員でやっていく方が、より区民の個人情報保護にか

なうと思いますので、このやり方は見送った方がいいと思っております。 

○会長 それぞれご意見が示されましたが、先ほど、ご意見を開示いただいた上で、採決

に及ぶという議事進行でご承認いただいておりますが、そのような手順でよろしゅうござ

いますか。 

（「異議なし」の声あり） 

○会長 それでは、異例なことではございますけれども、時々起こることでございます。 

 本案につきまして、挙手による採決を。 

 真野委員、どうぞ。 

○真野委員 個人情報保護審議会ということですので、今回、提案されている内容が個人

情報保護の仕組みであったり、体制であったりが整っているかどうかが、まず判断基準の

一つだと思うんです。 

 その上で、臨時職員を採用したい、今までどおりのアルバイトでいくか、派遣会社を導
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入してそこでセキュリティをしっかりしてやっていくかというのは、本当に行政の経営上

の判断だと思うんです。 

 だから、そこまでこの審議会が立ち入るべきものなのかどうか、疑問を、今、ご意見を

聞いて感じたんですけれども。 

○会長 ありがとうございます。 

 これは議事進行の問題でございますので、会長の職権だと思いますが、私の議長として

の意見も述べさせていただきます。 

 今、真野委員からご指摘がありました点は、大変重要な指摘であります。 

 当審議会は、一般的な行政事項に関する諮問審議を承っているのではなくて、個人情報

保護という観点、情報公開という観点から承っておりますが、先ほど提示されました本件

を承認すべきでないというご意見は、法律制度上、具体的に言いますと、守秘義務が課せ

られている公務員によって個人情報を取り扱うことを原則とし、例外的にそれを民間に開

放するという原則をこの場合についても適用することによってセキュリティを確保するか、

そうではなく、新しいやり方である派遣労働者の方々のお力をかりるというやり方で、そ

こに技術的なセキュリティ保護策を付加的につけ加えることが望ましいかという意味で、

当審議会の所管事項の内側にある論点だというふうに議長としては認識しております。 

 一般的に、これが、要するに、ある問題について、経費のものでございますとか、ある

いは、場合によっては区民の皆さんに行政の職場を開放して、職場体験的なこと含めてや

っていただくというようなこと相当であって、それをどうするかということになりますと、

これは当審議会の案件ではなくなりますが、今、二人の委員から示されましたご意見は、

個人情報保護審議会の所管事項の内側にあるセキュリティ対策ポリシーとして、個人情報

をどのような任用上、契約上の身分の者に扱わせることがよりセキュリティリスクが小さ

いかという観点からのご発言でありましたので、私は採決を可能とする状況になっている

というふうに考えております。 

 その点はよろしゅうございましょうか。今のご指摘は大変重要なことであって、私も聞

いていて、一瞬悩んで、聞いていたので、真野委員のご発言の前のところで。 

 これは、とりわけ先ほど、いわい委員からございました、法律改正との関係でいうと、

１年ゆとりがあるので間に合うというようなお話もあったもので、継続審議というご提案

を議長としてするべき案件かなとも思いましたけれども、これにつきましては、区の方で

先ほど伺ったところでは、審議検討された上でこれであるということであったようですの
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で、当審議会としては異例でございますが、採決の方法にしたいというふうに考えます。 

 どうぞ、中村委員。 

○中村委員 意見が割れたということで、意見を表明した方がいいかなと思いまして。 

○会長 ありがとうございます。 

○中村委員 一つ、今の話だと、法律的な問題と、もう一つはセキュリティ上のリスクが

どの程度管理できるのかという二つの論点があって、一つの、最初の問題については、行

政の責任は免れないというところにあるのは私も賛同しておりますが、この法律改正にお

いては、板橋区のように大きな人口を抱える自治体もあれば、また、小さい自治体もあっ

て、一般論としての議論だというふうに考えておりますけれども、その辺については、事

務局というか、情報審議会の今これを担当している方、どのように考えていらっしゃいま

すか。 

○会長 ご質問を整理させてください。 

○中村委員 ごめんなさい。質問になりますけれども、今回の事例については、大きな自

治体でやっている業務、受託で行った方がいい場合、それからこの場合は、臨時職員を雇

ってやった方がいい場合、二つあるというふうに考えてもよろしいのでしょうか。 

○会長 まず、整理させてください。 

 いわい委員のご指摘によって、本件については、地公法改正によって、国の行政指導に

よれば、臨時職員をなお任用できる余地があるという解釈が可能であるという案件だと。 

 したがって、必ずしもこの派遣労働法に基づく人材というものを絶対的に使わないと業

務が行えないということではないだろうというのがいわい委員のご指摘であって、課税課

長のお答えは、それを含めたことも、会計年度職員という考え方も検討したけれども、比

較検討の上、このやり方にしたいというふうにお答えが先ほどあったというのが、私の、

議長としての現在までの認識です。 

 それを前提として、今の中村委員からのご指摘は、要するにその二つの選択肢というも

のがあった中でこちらを選ぶということを課税課としては決断されたのかと、そういう質

問として理解してよろしいですか。 

○中村委員 はい。 

○会長 ということで質問を整理させていただきました。 

 課税課長、お願いします。 

○課税課長 そのとおりでございまして、私としては、派遣労働者の方が現状の課税等の
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繁忙期の業務には合っているという判断でございます。 

○中村委員 そうしますと、必ずしも行政的な責任を自分たちが放棄するわけでもなく、

管理を自分たちがした上での責任を負った上で、このことを選択されたというふうに解釈

できる、理解しているということになりますので、もう一つは、セキュリティの問題。 

 先ほど中妻委員からもされたように、セキュリティが今までよりもよくなる。また、ほ

かの委員からもあったように、臨時職員を雇うよりもいいのではないかという意見もあり

ましたので、この場合はセキュリティが向上されるといった面が大きいということからも、

私としては、業務委託に関しては賛成というふうに考えております。 

○会長 ありがとうございました。 

 ほかに、ご発言は。 

（なし） 

○会長 なければ、異例ではございますけれども、採決に決するとしたいと存じます。 

 本件、原案として提案された事柄につきまして、現在の審議の過程で幾つかの追加的な

ご指摘があり、それについては担当課の課長である課税課長から、検討し、その部分を追

加的な個人情報保護対策とするというお答えがございました。 

 それを前提といたしまして、お諮りいたします。 

 本案につきまして、賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手 ６名） 

○会長 ６名の方が賛成であります。 

 反対の方、挙手をお願いいたします。 

（挙手 ２名） 

○会長 二人が反対でございます。 

 ありがとうございました。 

 議長は、可否同数の場合に限って投票権を行使いたしますので、私は投票いたしません。 

 本件につきましては、６対２という形で可決されました。 

 以上をもちまして、区長に対しては、本件が可決されたことを私の方から答申いたしま

すが、重ねて、別件として、議事進行者としての議長からお諮りいたします。 

 特段の審議として、本件は大変重要な問題が提起されました。 

 すなわち、法律改正に基づいて、先ほどの私の自分自身の言葉で言いますと、必要は認

められるけれども、絶対やらなければいけないというわけではないという制度変更が行わ
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れたときに、どの程度の説明をもって当審議会に議案が付議されるべきか。 

 また、同じような案件、とりわけこの地公法改正につきましては、結果として同じよう

な人の繰り合わせが難しくなるという事務が相当程度で発生すると思われます。 

 その際について、今回は課税課長から、当該業務においては、二つの選択がある中でも、

なお、派遣労働者法に基づく人材の派遣を受ける方が業務に適しているという判断がなさ

れたというお答えがあったわけですけれども、そういった点についての説明がより十全に

なされるように、当審議会に付議される場合には特段の注意をお願いしたいということを

あわせて会長から区長の方へ、答申の形で上がるわけですけれども、あわせて申し上げる

ということをしておきたいと思いますが、そのようなことを附帯的に会長からの要望事項

として区長に申し上げてもよろしゅうございましょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○会長 では、そのようにさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

 どうもありがとうございました。大変慎重な審議をいただきまして、ありがとうござい

ます。 

 引き続きまして、二つ目の議題でございます。 

 資料１の諮問事項の２「英語力アセスメントツールによる英語力測定に係る外部委託」

について、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局 それでは、資料１の１１ページをお開きください。 

 ２、英語力アセスメントツールによる英語力測定に係る外部委託（外部委託）でござい

ます。 

 １、諮問の根拠につきましては、ご覧のとおりでございます。 

 ２、諮問事項でございます。 

 板橋区立中学校の生徒の英語力を測定し、測定結果、生徒単位、クラス単位、学年単位

の分析結果の作成等を行うため、試験問題の作成、資機材等の配送・回収、その他試験の

実施に必要な業務を外部委託することでございます。 

 ３、諮問の内容でございます。 

 区教育委員会では、中学校卒業段階でＣＥＦＲ、「セファール」といいますが、のＡ１

レベル相当以上の力を持つ子供を現状の約４２％から５０％以上に引き上げることを目標

に、生徒の英語力向上に取り組んでいるところでございます。 
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 その際、生徒の英語力を客観的に把握し、それを基に授業内容を改善しながら、継続的

に生徒の英語力の向上を図っていくことが目標達成に不可欠でございます。 

 民間の英語検定試験「ＧＴＥＣ」は、「聞く・読む・話す・書く」の４技能をスコアで

測定するもので、測定結果のほか、学校単位で受検した場合は、生徒単位、クラス単位、

学年単位での分析結果が提供されます。 

 また、平成３２年度からは大学入試に導入される予定となっておりまして、他自治体に

おいて活用が広がってきているところでございます。 

 区教育委員会でも、生徒の英語力を客観的に測定し、分析結果を基に授業内容を改善す

ることで、英語教育の充実を図り、生徒の英語力の向上を図るため、先行して英語教育重

点校１校におきまして英語検定試験「ＧＴＥＣ」を導入することとし、実施に必要な業務

を外部委託するものでございます。 

 実施に当たりましては、保護者に対して事前に、書面によりまして、実施の目的、活用

方法、成績評価の対象には含めないことのほか、受託事業者においてデータがどのように

利用されるか、また受検後データの削除を希望する場合はこれに応じること等につきまし

て情報提供を行うものでございます。 

 なお、受託事業者におきましては、受検者の個人情報、成績処理結果等のデータを最長

１０年間保持し、受検者本人に対する分析結果等の提供に利用するほか、本試験の実施及

び分析結果の提供のため、個人を特定できない範囲で利用いたします。 

 上記業務につきまして外部委託するに当たりまして、個人情報を取り扱うため､本審議

会に諮問するものでございます。 

 ここで、用語の説明をさせていただきます。 

 １３ページをお開きください。 

 冒頭に出てまいりました※１でございます。 

 ＣＥＦＲ、「セファール」と読みますけれども、これはヨーロッパ統合に取り組む国際

機関である欧州評議会が２００１年に定めました、言語の枠や国境を越えて、外国語の運

用能力を同一の基準ではかることができる国際基準でございます。 

 等級は、ご覧のように、Ａｌ～Ｃ２の６段階に分かれておりまして、先ほど出てまいり

ましたＡ１は初心者レベル、Ａ２は初級、Ｂ１は中級、Ｂ２は中級の上、Ｃ１が上級、Ｃ

２はネイティブ並みというふうになっているものでございます。 

 １１ページに戻りまして、４、業務の流れでございます。 
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 別紙、１４ページのフロー図をご覧ください。 

 まず、項目。左から、タイミング、学校、答案開封拠点、採点拠点、成績処理拠点、結

果帳票出力拠点と分かれております。 

 左上でございます。まず、学校名・学年・組・番号・性別・氏名・生年月日を、学校に

マークシート、それからタブレットを送りまして、試験を実施いたしまして、まずマーク

シートなどの紙媒体とタブレットにつきましては、右側の答案開封拠点の方に、個人情報

専用便で配送されます。そこでマークシートなどの読み取り、採点を行いまして、タブレ

ット内からデータを抽出、データを次の工程へ連携してまいります。 

 上から、ライティングとスピーキングの答案データ、続いて、リスニングとリーディン

グの答案と採点結果データ、最後に、受験者の個人情報というふうに分かれますけれども、

まず最初に、一番上のライティングとスピーキングの答案データでございますけれども、

次の右隣の採点拠点の方に専用回線でデータが送られます。 

 届いた答案データを採点いたしまして、採点結果データといたしまして、その右隣の成

績処理拠点の方にこれも送られまして、そこで最終的にほかのものと一緒になります。 

 続きまして、先ほどの答案開封拠点のリスニングとリーディングの答案と採点データ、

それから受験者個人の情報の２グループにつきましては、二つ右隣の成績処理拠点の方に

専用回線で送られます。 

 先ほど送られてまいりましたライティングとスピーキングの採点結果と合わせまして、

成績処理結果データとなりまして、最後の右隣の結果帳票出力拠点に専用回線でこれも送

られまして、結果の帳票が印刷されまして、最終的に個人情報専用便で学校側に結果が配

送されるという一連の流れがございます。 

 恐れ入りますが、１２ページにお戻りください。 

 ５でございます。外部委託で取り扱う個人情報の項目でございます。 

 学校名・学年・クラス・出席番号・氏名・生年月日・性別・試験問題に関する回答、こ

れはスピーキングテストの音声を含むものでございます、スコア、グレードでございます。 

 ６、外部委託先は、株式会社ベネッセコーポレーションでございます。 

 プライバシーマーク及びＩＳＭＳ取得事業者でございます。 

 この用語につきましては、先ほどご説明させていただいたところでございます。 

 ７、個人情報の保護措置でございます。 

 全部で１２項目ございます。 
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 （１）委託契約に当たりましては、秘密の保持、目的外利用及び第三者への提供の禁止、

複写及び複製の禁止等、ほかの項目も含めまして、契約書を取り交わします。 

 （２）タブレットに記録された個人情報、答案データは暗号化して保存いたします。 

 （３）学校から答案開封拠点へのタブレット、解答用紙等の配送及び結果情報出力拠点

から学校への結果帳票等の郵送は個人情報専用便で行います。 

 （４）答案開封拠点、成績処理拠点、結果帳票出力拠点では、セキュリティカード等に

より関係者以外の入室を制限いたします。また、成績処理拠点では、ボディスキャナー等

の機器を利用しまして外部記憶媒体等の持ち込みを防止いたします。 

 （５）タブレットに保存されました個人情報、答案データは、答案開封システムから、

専用回線を用いまして、採点システム、成績処理システムに送信いたします。また、採点

システムから成績処理システム、成績処理システムから結果帳票出力システムへの採点結

果、成績処理結果の送信は、全て専用回線を用いて行いまして、各システムは、インター

ネット等、一切の外部回線から遮断いたします。 

 （６）各システムには、ＩＤ及びパスワードを設定いたしまして、操作者を限定すると

ともに、アクセスログを取得し、操作履歴を管理いたします。また、パスワードは定期的

に変更いたします。 

 （７）各システムのサーバは施錠されたサーバ室に設置いたしまして、関係者以外の入

室を制限いたします。 

（８）タブレット、答案開封システム、採点システム、結果帳票出力システムに記録した

個人情報、成績処理結果等のデータは、各工程完了後、速やかに消去いたします。 

 （９）成績処理システムに記録した個人情報、成績処理結果等、一切のデータは、最長

１０年経過後、消去いたします。 

 （１０）受託事業者は、再委託先から報告書を徴して、個人情報、成績処理結果のデー

タの消去等、所定の保護措置がとられていることを確認するほか、年１回、立入検査を行

い、確認いたします。 

 （１１）受託事業者及び再委託先事業者は、従事者に対し、個人情報の保護に関する研

修を定期的に実施いたします。 

 （１２）個人情報保護条例及び同施行規則を遵守いたします。 

 ８でございます。実施予定。 

 審議会承認後から実施いたします。 
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 ９、担当課でございます。 

 教育委員会事務局指導室でございます。 

 それから、１３ページの最後でございます。 

 参考でございます。 

 実施予定規模でございます。英語教育重点校１校、全学年５７０名、年１回、３年間実

施の予定でございます。 

 説明は以上でございます。 

○会長 ありがとうございました。 

 それでは、この件につきまして、ご質問、ご意見を承ります。 

○髙木委員 諮問のところで、ＣＥＦＲのＡ１レベル相当以上の力を持つ子供を現状の４

２％から５０％に引き上げることになっていますけれども、このＡ１レベル相当以上とい

うと、ＣＥＦＲではＣ２までいきますから、どこまでが入るんですか。Ａ１レベルの人が、

今、現状で４２％ということでしょうか。それともＡ２までいくということでしょうか。 

○指導室長 今ご指摘いただきましたＣＥＦＲのＡ１レベルというのは、英語検定でいい

ますと３級程度を示しております。 

 英語検定３級程度を５０％という目標は、これは国の方でも、あるいは東京都の方、そ

して、この板橋区でも、英検３級程度の子供たち、取得が５０％というのは一つの数値目

標に掲げているところの数値でございます。 

 以上です。 

○髙木委員 そうすると、Ａ１レベル相当の力を持つ者はということになるわけですね。

「以上」ではなくて。 

○指導室長 おっしゃるとおりです。 

○会長 今のご質問の趣旨は、要するに、簡単に言うと、高校とか大学における英語教育

を前倒しにして、無理やりこれを導入した学校については、そこだけ先まで行っちゃった

ことをやるということではありませんねという、そういうご質問ですね。 

 指導室長、お願いします。 

○指導室長 今のお話ですけれども、このＧＴＥＣのよいところは、学習指導要領の内容

に準拠しているということです。中学校３年生程度であれば、当然、英語の３級程度の学

力が身につくという内容になってございますので、通常の学習を組んでいけば、この程度

のものは、一つ目標として、数値として掲げることが可能であるというふうにご理解いた
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だきたいと思っております。 

 以上です。 

○会長 ありがとうございます。 

 ほか、いかがですか。 

 じゃあ、真野委員、お願いします。 

○真野委員 中身のことではないんですけれども、この外部委託先がベネッセということ

なんですけれども、記憶が定かではないんですけれども、情報漏洩だったと思いますが、

どんな内容だったか確認を。 

○会長 指導室長、お願いします。 

○指導室長 ご懸念の事故は、素直にお話ししますけれども、平成２６年です。 

 顧客の情報を不正に取得して、約２，８９５万件の情報を名簿業者へ売却したという事

故がありました。これは内部の人間であったということ。そして、データを抜き取るに当

たりましては、かなり特殊な記憶媒体を持ち込んで流出しているという事故でございまし

た。 

 その後、話が進んでしまいますけど、当然、ベネッセの方も、セキュリティに関しまし

てはかなり強化しまして、ここに出てきております、このベネッセ・インフォシェルは個

人情報を最終的に扱うところなんですけども、こういった専門の会社を設立しまして、シ

ステムの強化、環境の向上というのを図っております。 

 ちなみに、平成２６年度にこの大きな事故がありまして、平成２８年度から、実はベネ

ッセは全国学力・学習状況調査、全国規模の調査、約小・中学校３万件、２００万人の児

童生徒の学力調査を受託しております。２８年度、２９年度、３０年度、実は今年度もな

んですけども、ベネッセで受託して実施しているという状況でございます。 

 以上です。 

○会長 ありがとうございました。 

 ほかに。じゃあ、中妻委員。 

○中妻委員 私としても民間の英語試験を導入すべきだということは議会でずっと言って

おりまして、それが実現するというのは大変素晴らしい。ＧＴＥＣがいいかどうかとか、

そういうことはまた議会で色々と言わせていただきたいと思うんですが、今回はあくまで

もセキュリティの話としてやらせていただきますけれども、１４ページのフローを見る限

りでは、あるいは１２ページの保護措置を見ると、大分堅い、さすがというか、かなり考
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えてかためているなという印象は持ちますが、念のための確認として、専用回線で送ると

おっしゃっているのは、物理的な意味での専用回線なのか、ＶＰＮではなくて、物理的な

専用回線を用意するということなのかを確認させてください。 

○指導室長 全ての回線は、インターネットのＶＰＮ専用回線を使用します。 

○中妻委員 ＶＰＮなんですね。 

○指導室長 はい。そうです。 

○中妻委員 じゃあ、物理的な専用回線を引くわけではないということですね。 

 現状で、ＶＰＮを組んでいて漏洩したというのは、私の記憶ではないんで問題だとは思

わないんですが、念のため、そこは前もお願いしたような気がするんですが、区別してほ

しいです。 

 物理的な専用線を引っ張っているのか、暗号化によって、一般回線の中を暗号化した通

信を通しているのかでは、若干セキュリティレベルは変わってきますので。 

 もちろん物理的な専用線を引っ張った方がセキュリティレベルは高いですが、もちろん

線を引っ張る分、お高くつくという。一応、そこは区別していただきたいなと思います。 

 それから、答案自体は、これは、生徒が要は何について入出力を行うのかということな

んですけれども、生徒は紙に書くのか、デジタルデータとして答案を出すのか、これはど

ういう試験なんですか。 

○指導室長 生徒の答案につきましては、ベネッセから、解答用のタブレットを貸してい

ただきます。１年生につきましては４技能、話す、聞く、読む、書くにつきましては全部

このタブレットに入力いたします。 

 ２年生から３年生につきましては、スピーキングのみタブレットで入力しまして、残り

の３技能につきましては、マークシート。全部じゃないので大変申し訳ないんですけど、

紙媒体のものも一部ございます。 

 以上です。 

○中妻委員 不思議ですね。タブレットを貸すところまでやるのは、それは素晴らしいと

思うんですけど、何でわざわざマークシートもあるんですか。そんなのは全部タブレット

でやったらいいじゃないですかという素直な思いなんですけど、そこはどういう説明をし

ていますか、先方は。むしろ、紙なんかやめたらいいじゃないかなと思って。 

○指導室長 すみません。そこまで詳細な説明を受けていないんですが、ただ、このＧＴ

ＥＣという製品上、今はこのような仕様になっているというふうに説明は受けています。 
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 以上です。 

○中妻委員 後で確認していただいて、先ほどの話の繰り返しになりますが、極力、紙は

もう使わないように、使わないように、少しずつでも進めていくことをぜひ全庁的にやっ

てほしいと思います。その方がセキュアだと思います。 

 もう一つ気になっているのが、生徒が答案を出力して、１４ページのフローをざっとい

って、最後に返ってくる、学校に結果帳票返却。 

 結果帳票が返却されてくる。答案じゃないのかということが引っかかっていまして、こ

れは、生徒が実際に書いた答案は学校はもらえないんですか。 

○指導室長 結論から申しますと、全部の回答をいただくことはできません。 

 一部、ライティングで書いたものにつきましては添削がありますので、生徒さんの書い

たものに朱書きされたものがありますけれども、基本的には帳票という形で、個人票、個

人票並びにクラス、学年の整理された帳票としての形のもので学校の方に戻ってきます。 

 以上です。 

○中妻委員 これは何を問題にしているかといいますと、データを持っているのは誰だと

いう話なんです。学校の生徒が出力したデータ、添削した解答、それから個人情報、学校

名・学年・組・性別・氏名・年月日等々あります。そういったデータは、第一義的には書

いた生徒本人のもののはず、次に学校のものであるはず、区のものであるはず、あるいは

区教委のものであるはずという理解なんですが、最終的にそれをもらえないで、結果帳票

という形でもらってくるというのは、これデータはじゃあ誰のものなんだということにつ

いて、先方とはどういう契約になっていますか。 

○指導室長 答案等のデータにつきましては、基本的にはこのベネッセの方が１０年間デ

ータとして保管するという扱いになっています。 

 あくまでも学校にいただくのは、そういったものを整理した結果として、帳票になると、

そういうふうに理解しております。 

 以上です。 

○中妻委員 これは、以前、今もなんですけれども、いたばし健康プロジェクトで似たよ

うなことになりまして、要は、いたばし健康プロジェクトでタニタさんと組んで、区民の

健康データを取得する。例えば活動計をぶら下げて、どれぐらいのカロリーを消費したみ

たいなデータを集めるんですけど、その集めたデータはタニタさんのものなんです。区が

それを自由に扱えないんです。これはおかしいんですよ。 
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 データそのものを握っているということが、発注元である区、あるいは区教委の大事な

ポイントで、生データを握っておかなくてどうするのかと思うんですよね。 

 それを民間企業に丸ごと渡しておいて、所有としてどっちのものなのか、もしかしたら、

それはベネッセのものになってしまっている契約なんだとしたら、それこそどう扱われて

も文句を言えないという形になっていませんか。大丈夫ですか、契約の内容は。 

○指導室長 ご指摘のとおりなんですけれども、１１ページの下のところに書かれており

ますとおり、「なお」以下ですね、３、諮問の内容の後段、「なお、受託事業者において

は、受検者の個人情報、成績処理結果等のデータを最長１０年間保持し、受検者本人に対

する分析結果等の提供に利用するほか、本試験の実施及び分析結果の提供のため、個人を

特定できない範囲で利用する」というようなことが、実は契約上こうなっておりまして、

委員がご心配になっているようなところです。 

○中妻委員 そのとおりじゃないか。 

○指導室長 ただ、データの消去につきましては、これはご本人あるいはその家族が申し

出ていただければ、これはデータは削除することが可能ですので、その旨は申し添えして

おきたいと思います。 

 以上です。 

○会長 中妻委員、よろしゅうございますか。 

 実は、私も全く同じ懸念を持ちましたもので、事前打ち合わせの段階で確認をいただき

ました。その結果が、今、指導室長が読み上げられたところの上４行のところにございま

す。「実施に当たっては、保護者に対して事前に書面により、実施の目的、活用方法、そ

れから成績評価の対象には含めない」。したがって、受けなくてもよいということですね。

「のほか、受託事業者においてデータがどのように利用されるか、また受検後データの削

除を希望する場合はこれに応じること等について、情報提供を行う」ということで、これ

は私が事前に質問させていただいたことで、多少文章が変わっているということでしたの

で確認させていただきたいのですが、まず、これは成績評価の対象に含めないということ

が、結果として、当該生徒、これは中学校の生徒が受験しないということが本人にとって

不利益にならないという扱いが担保されているのかどうかという点。 

 それから、この場合の削除の申し出は学校を経由しなければならないのか、それとも業

者に対して直接申し出ができるのか、この２点、お伺いしたいと思います。 

 お願いいたします、指導室長。 
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○指導室長 削除の申し出につきましては、学校を経由するという形をとります。 

○会長 卒業後はどうなりますか。 

○指導室長 教育委員会を通しても削除することはできます。 

○会長 そうしますと、ベネッセに対して直接ではなくて、卒業した後であっても、１０

年間の間は教育委員会を経由して申し出を行うということになるわけですね。 

○中妻委員 はい。おっしゃるとおりです。 

○会長 １点目の質問はいかがでしょうか。 

 お願いいたします。 

○指導室長 受験しない場合も、本人の申し出があれば、ご家族の申し出があれば、それ

は認めさせていただきますし、先ほどの会長のお話がありましたとおり、受験しないから

といって成績等で不利益を生じないように、成績の対象とはいたしません。 

 以上です。 

○会長 その点だけ、追加で事前に確認をお願いしていたもので、すみません、割り込み

ました。というわけで、中妻委員に戻します。 

○中妻委員 この個人情報の扱いがセキュアかどうかという問題と別に、データは誰のも

のかということについての考え方が、いたばし健康プロジェクトの際にも言わせていただ

いたんですが、余り変わっていないなと。 

 生データを握っているということがいかに重要かということなんです。それが余り意識

されていないということに、大分、大丈夫かという思いをいたしているところなんですが、

お伺いしたいのが、例えば、じゃあ、こうお伺いしますけれども、その答案を書いた生徒

本人が、自分の答案、あるいは喋った内容を確認したいと思ったら、できるんですか。帳

票じゃなくて、生の自分の答案を確認したいと思ったらできるんですか。 

○指導室長 当然、学校、教育委員会を通してですけれども、ベネッセを通じてそれを確

認することはできます。 

○中妻委員 そのままの、何か処理された結果でなくて、自分が喋っている声がそのまま

聞けるとか、生のデータがそのまま確認できるんですか、生徒本人が。 

○指導室長 幾つかの工程の中で、成績処理をする工程の中で、例えば開封作業をします

グロップのところは、当然、その後９０日後には削除したり、幾つかの部分では、日数を

決めて、その中でデータを処理します。 

 最終的に、ベネッセで一括して個人情報として集まりますので、その部分につきまして



 

- 38 - 

は、削除依頼がない限り、そのものについてはデータとして確認することはできます。 

 以上です。 

○中妻委員 基本的には、これは英語教育重点校１校に対して試験的にやってみるという

ところが、ぎりぎりまだ、やってみて果たして生徒からそれでどういう反応が返ってくる

かということを考えて、もう一回、やり方を考えるチャンスがあるように見受けられるん

ですが、そういった教育重点校１校での実施結果で、今後のやり方を見直していく、ある

いは業者を変えるというところまで含めて、考える余地はあるのかどうか。いかがですか。 

○指導室長 やり方につきましては、当然、実際にやってみて、その結果がどういうふう

に出てくるのかと、あくまでも子供たち一人一人の学力をどう高めていくか、あるいは授

業をどう改善するかというところに役立てていきたいというふうに考えています。 

 ですので、できれば業者を変えるというよりも、定点的に３カ年間継続的に測定させて

いただいて子供たちの変容を見る、授業の改善の様子を見ていくというところで検証を続

けていきたいと思っております。 

 以上です。 

○中妻委員 まず、スピーキングを重要視するというのであれば、自分が喋った音声をそ

のまま自分で聞けなくてどうするんだというのは、もうこれは決定的ですよ。 

 私も、何とか頑張って英語の練習をしてきた人間として言わせてもらうと、自分の喋っ

た英語を聞けて初めて、自分が上達しているのかそうじゃないのか分かるんですよ。それ

が分からないんだったら、大分困ったものだというふうに私としては思います。 

 そういうデータをちゃんと自分のものだと、自分がつくったデータを自分のものとして

握っているということが、その重要性がいま一つ認識されていないということに、大分、

残念な思いをいたしているので、これはあくまで試験的な実施だということならば、まだ

何とかという思いですけれども、そこは真剣に、データは誰のものかということをもう一

回ちゃんと踏まえた上で、今後の検証を進めていってほしいなというように思います。 

 以上です。 

○会長 ほかに。 

 じゃあ、いわい委員を先にしましょう。 

○いわい委員 私はこの１０年間データを保存しておくというのも意味がよく分からなく

て、１０年放置して、ベネッセさんが持っているということですよね。それが何に活用す

るのかというのが、中学生自身が卒業していっちゃう中で、１０年間保持しておく必要性
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があるのかということがよく分からないのと、その活用についてね、ベネッセがどこまで

やれちゃうのかということについては、どういう契約になっているんですか。 

○指導室長 ベネッセの方で言われているのは、最長１０年間の保管という言い方をして

います。その活用の仕方につきましては、正直、具体的にこういったものでこのデータを

活用するというようなお話は実はいただいておりません。 

 ただ、先ほどもお話ししましたとおり、データの削除につきましては、依頼があれば、

学校を通して、あるいは教育委員会を通して削除するには応じるというお話をいただいて

おります。 

 以上です。 

○いわい委員 その使い道が分からないのだったら、私は、少なくとも教育委員会として、

管理できる期間を経過したら削除するとか、学校を卒業したら基本的には削除するという

ことだったら何となく分かるんだけども、１０年間って随分後なんですよね。 

 多分、それをやったこととか、保存されていることすら、お子さんも、家庭でも記憶が

薄れるかなということを考えると、卒業したら直ちに消去していくとかというふうにはで

きないのかなということがあると思うんです。 

 あと、活用について具体的に提示されないんだったら、それは１０年なんて保存は認め

られないということは言えないのかなというふうに思うんですけど。 

○指導室長 データにつきましては、一つは、先ほど言いましたとおり、３年間程度は経

年で受験をさせていきたい。つまり１年生のときと比べて２年生がどうなったか、２年生

のときと比べて３年生でどうなったかというところを経年比較するためのデータの活用と

いうのが私どもで期待しているところです。 

 ただ、いわい委員がご指摘しているように、ご心配されているように、卒業後、実際、

子供たちは活用する場面がございませんので、その後の、卒業した子供たちに、あるいは

保護者に対して、削除依頼ができるんだということにつきましては、その都度、周知して

いきたいと思います。 

 以上です。 

○会長 関連して、割り込んでよろしいですか。 

○いわい委員 はい。 

○会長 事前調査のときに、私が事務局から承った説明ですと、中学校卒業後に、個人と

して、あるいは高校進学後に同じＧＴＥＣを受けたときに、本人の申し出によって突き合
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わせができるのでというメリットが本人にあるんだというご説明だったように思ったんで

すが、その点は間違いでしょうか。 

○指導室長 今、会長がおっしゃるとおりで、名前と生年月日の登録がきちんとできるの

であれば、中学校１年生の子供が、実際に今度は、大学の入試改革のときに、このＣＥＦ

Ｒが使えるようになってくると、かなり子供たちには有利になってくるかなと思っていま

す。 

 そうしますと、中１、中２、中３、高１、高２、高３と６年間のデータの蓄積、あるい

は、その結果というのはかなり有利に働くんではないかなと考えています。 

 以上です。 

○会長 その点は、個人、あるいは保護者の方の選択によって削除するかしないかを選ぶ

という選択肢が与えられるという、そういう制度設計なんですね。 

○指導室長 はい。 

○会長 すみません。割り込みました。 

○いわい委員 使い道が卒業後もあるということは若干理解できたんですけど、問題は、

その期間に情報流出をしない、個人の責任になるわけですよね、卒業しちゃった後は。 

 その情報を保持されているということを、削除申請しなければ卒業後は個人で考えてい

かなきゃいけないとなると、そこが非常に心配で、１０年間経ったらきちんと消去したと

か、そういう確認とか、そういうのはどういうふうになっていくんでしょうか。 

○指導室長 あくまでも、最長１０年間という言い方をしているんですけども、１０年間

経ちましたら消去するという形です。 

 なお、この保管場所等についても色々な問題があるので、正直、ベネッセからこちらに

教えていただけているような状態ではございませんし、ただ、保管場所、あるいは保管庫

等につきましては、先ほどのお話にもありましたとおり、ボディスキャナー等を利用して、

電子機器とか記憶媒体の持ち込みができない状態のセキュリティの高いところで保管され

ているというふうには報告を受けております。 

 以上です。 

○会長 よろしいですか。 

○いわい委員 はい。 

○会長 では、西田委員、お願いします。 

○西田委員 外部委託で取り扱う個人情報の項目の中に性別が入っていますが、氏名と生
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年月日で特定ができるのであれば、あえて性別を入れる必要はないのではないかと。ＬＧ

ＢＴの子供に対する配慮、あるいはジェンダーバイアスということを考えると、これは削

除してもいいのかなというふうには思っておりますが。 

○指導室長 委員がご指摘のとおりだと思って、私どもも、かなりベネッセの会社の方と、

個人情報はかなり項目数があるので、正直、必要ないんではないかということで、かなり

交渉を繰り返しています。 

 今の時点では、まだ契約しているわけではないので、しているんですけど、それぞれの

自治体、あるいは学校単位でこういったものに対して、カスタマイズ、個別の対応はしな

いというのが一貫した向こうの回答をいただいているところで、ご心配のところにつきま

しては改善できないような状態でございます。 

 以上です。 

○西田委員 なお交渉をお願いいたします。 

○会長 ほかはいかがでございましょうか。 

 どうぞ、高木委員。 

○髙木委員 初歩的な、ポリシーに入っちゃいけないと思うんですけれども、これは何年

ぐらい板橋区でおやりになりますか、このＧＴＥＣを使って。 

○指導室長 この審議会が通りましたら、今年度から、最低でも３年程度は実施したいと

いうふうに考えております。 

 以上です。 

○中妻委員 このＧＴＥＣを導入するに当たって、プロポーザルとか競争入札は行われま

したか。 

○指導室長 ＧＴＥＣにつきまして、これはベネッセの商品でございますので、ほかの業

者があるものではございませんので。 

 以上です。 

○中村委員 確認したいんですけれども、今回のは試験的な、すなわち１校に限ってやる

ということでここに書いてあるんですけれども、教育委員会としては、これ１校で成果が

出たということになったら、このＧＴＥＣをどのようにして扱うのか。 

 つまり、教育委員会としての方針は、効果が出た場合はどのようにして英語教育を進め

るのかというところで、お聞きしたいんですけれども。 

○指導室長 どのような効果が出たかというのは、その効果の評価の仕方にもまたよるの
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かなと思っています。 

 幅広くこのＧＴＥＣを広げたらいいのか。あるいは、ほかのやり方、様々な英語教育の

方法がございますので、そういうものを織りまぜた方がいいのか。あるいは、指導方法が

上手く改善できるのであれば、また別途考えていくということもあるかと思います。 

 板橋区の中学校の子供たちに、きちんと英語の力をつけていく、それが何よりも大事だ

と思っておりますので、その結果をきちんと踏まえながら、子供たち一人一人に対する指

導、そして授業革新、これをしっかりやっていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○中村委員 そうしますと、今は区の責任において、この事業を１校において行うという

ことになると思うんですよ。それで今、ここで議論になっていると思うんですけれども、

あり方として、例えば、今までのように英検とか、色々ＴＯＥＦＬもありますけれども、

そういったものもありますし、ある意味、この事例だけではなくて、様々な教育の選択の

機会というのがあるので、そういったものも考えながら、これも、この検証をしていくと

いう考え方に基づいているというふうに考えてよろしいんでしょうか。 

○指導室長 正直、板橋区の英語教育の中で、ＡＬＴはずっと続けてやっておりますけど、

具体的な英語教育の充実という意味では、なかなか授業が、財政面のこともありましたの

で、実施できておりませんでした。 

 その一つの入り口というか、一歩目として、このＧＴＥＣを考えております。ですから、

当然、実施してみて、その結果を十分検討しながら、研究しながら、よいものは広げてい

く、改善すべきところはきちんと改善していく、そんな意味でしっかりと進めていきたい

と思っております。 

 以上です。 

○中村委員 基本的には、英語のこうした試験というのは、個人が申し込んでやるべきこ

とだと思っておりますので、区が全般的にこういうふうにやるということになると、個別

の案件、先ほど言った性別の案件とかも出てきますし、あるいは個人情報の問題とかも考

えていかなきゃいけない。 

 でも、基本的には、この結果をもって何かを、ＧＴＥＣをもっと広めるとかというので

はなくて、色々な方策を考えていく一つの照査ということで考えているというふうに認識

してよろしいでしょうかね。 

○指導室長 本審議会でもそうですし、このＧＴＥＣを導入したときの議会のお話もそう
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なんですけども、様々な課題や、ご指摘いただいている点はあると思っております。 

 そういうのも含めまして実施する中で、きちんと検証していって、板橋区の子供たちの

ためにどのような取り組みが一番よいのかということにつきましては、十分検証した上で

進めていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○中村委員 大変難しいところがあるかと思うんですけれども、個人の立場に立って考え

ていくのが必要かと思いますので、その辺を考慮していただければと思います。 

○会長 ありがとうございます。 

 私から気になるところを何点か整理させていただいた上で、お諮りしたいと思いますけ

ど、まず、１点目、今の中村委員からご指摘の点と関係いたします。 

 今回、当審議会に対してお諮りいただいておりますのは、ＧＴＥＣ、ベネッセコーポレ

ーションという固有名詞が含まれているとともに、３年間実施するという形で審議会に付

議されておりますので、先の試行かどうかという点がございましたけれども、継続するに

せよ、別の業者に入れかえるにせよ、改めて付議いただくことが必要になります。 

 という前提で、答申議会で審議しておりますけれども、指導室長、それでよろしいです

ね。 

○指導室長 そのように進めていただければと思います。 

○会長 ということであります。「試行」という言葉を使うかどうかというのは、これは

政策的課題の問題でございますので、色々ご議論があろうかと思いますが、当審議会とし

ては、まさしくこの範囲で今審議しているということでございます。それが１点目。 

 それで、もう１点なんですけども、外部委託先がベネッセコーポレーションで、先ほど

指導室長から、具体的にはベネッセ・インフォシェルという会社が採点結果の統合等々の

加工の肝になるところをおやりになるということだったんですが、ここには再委託の表示

はないのですが、委託先はベネッセコーポレーションなのでしょうか、ベネッセ・インフ

ォシェルなのでしょうか。 

○指導室長 ベネッセコーポレーションです。 

○会長 そういたしますと、ベネッセ・インフォシェルは、これは株式会社という表示が

上についておりますが、これは別法人になりますかね。 

○指導室長 おっしゃるとおりです。 

○会長 そうしますと、ここは資料の訂正という形で、ここも再委託先ということにして
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よろしゅうございますか。 

○指導室長 失礼いたしました。厳密には再委託先になるかと思います。 

○会長 分かりました。 

 ということで、再委託先が１社増えるということですね。株式会社グロック、ジップで

すね。それから、採点拠点のところが、これが同じになりますかね。インフォシェル、そ

れからゼロックスシステムサービス、これが再委託先になるという形に表示が変わります。

ありがとうございました。 

 今、多様な観点からご意見を賜りました。一々整理いたしませんけれども、今、提示さ

れましたご懸念等々を踏まえて、ご発言いただいたことを含め、ご配慮いただくというこ

とでお諮りしたいと存じます。 

 本件につきまして、承認するということでよろしゅうございましょうか。 

（「はい」の声あり） 

○会長 それでは、先ほど提示されましたご懸念等につきましては、よろしくご配慮いた

だければと存じます。ありがとうございました。 

○指導室長 ありがとうございました。 

○会長 それでは、ただいま開会からちょうど２時間でございます。 

 この後、報告事項になるのですが、実は事故案件の報告がございまして、必ずしも、さ

っと流せるという報告ではないと思いますので、５分間休憩というのはいかがでございま

しょうか。 

（「はい」の声あり） 

○会長 では、５分間休憩したいと思います。 

（休憩） 

○会長 それでは、委員の皆様がお戻りくださいましたので、再開したく存じます。 

 引き続きまして、報告事項に移ります。 

 ご案内のように、本日は報告事項が全部で５件予定されております。 

 他方で会議の終了予定は17時ということでございます。もちろん実質的な審議をしなけ

ればなりませんので、場合によっては若干の延長をお願いするかもしれませんが、既に次

の公務が入っているというお申し出等もいただいておりますので、できる限り定刻を目指

したいというふうに考えております。よろしくご協力願います。 

 まず、資料２－１、母子健康手帳の紛失について。健康生きがい部赤塚健康福祉センタ
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ー所長から報告をお願いいたします。 

○赤塚健康福祉センター所長 それでは、よろしくお願いいたします。 

 資料２－１でございます。 

 大変お疲れのところ恐縮ですけれども、母子健康手帳の紛失について、ご報告をさせて

いただきます。 

 事故の概要でございますけれども、板橋区立赤塚健康福祉センターで実施いたしました

「離乳食講習会」におきまして、母子健康手帳１名分を紛失したというものでございます。 

 離乳食講習会について若干触れますけれども、離乳食講習会につきましては月１回、約

２時間程度、赤塚健康福祉センターの１階の栄養室で、離乳食の進め方についてというこ

とで調理実演、実習、試食を行うものでございます。 

 発生の日時でございますけれども、本年平成３０年３月１３日、１２時１０分ごろとい

うことでございます。 

 対象者でございますけれども、離乳食講習会受講者２１名のうちの１名ということでご

ざいます。 

 個人情報の内容でございますけれども、母子健康手帳に記載されておりました項目（保

護者の氏名、生年月日、職業、居住地、子の氏名、性別、出生の場所、出生年月日、妊娠

中及び出産の記録、子の健診記録、予防接種の記録等）でございます。 

 経過でございますけれども、この講習会を行いました３月１３日の９時４５分ごろから、

１階の栄養室とは別にございます講堂のところで、離乳食講習会の受付を開始いたしまし

た。 

 受付で職員が２１人分、参加者の２１人分の２１冊の母子健康手帳を預かりました。そ

の後、１１時ごろ、職員が母子健康手帳に離乳食講習会の記録を記載した時点では２１冊

あったことを確認いたしておりますけれども、講習会後返却することとして、職員がその

時点では預かっていたということでございます。 

 １１時３０分になりまして、ほぼ講習会が終了いたしましたので、栄養室で職員が母子

健康手帳を各自が引き取るように、別途に机がございますけれども、そのところに並べた

ということでございます。 

 同日、１２時１０分ごろ、受講者の１名が、お一人のお母さんが自分の母子健康手帳が

ないことを確認いたしまして、担当職員に申し出たところでございます。 

 職員が会場内外を、母子健康手帳がないかの確認をこの時点から開始したということで
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ございます。そこに記載のとおり、私どもとしましては、あらゆる場所を探しましたけれ

ども、その時点では見つからなかったということでございます。 

 この時点では、もうお母様方、お帰りになっている方もいらっしゃいますので、１２時

３０分になりまして、受講者全員の方に、この１名を除いた残り２０名の方に直接または

電話で、ほかの人の母子健康手帳を持ち帰っていないかということで確認をさせていただ

きましたけれども、この時点では持って帰っていないというような回答でございました。 

 ですので、翌日から１４日、１５日、１６日、週明けまして１９日の月曜日まで、離乳

食講習会受講者宅を訪問し、所持している母子健康手帳の確認を行わせていただくととも

に、手荷物等に他人の母子健康手帳が紛れ込んでいなかったかを再確認させていただきま

したけれども、受講者２０人に対しまして行いましたところ、まだ見つからなかったとい

うことでございます。 

 その結果をもちまして、３月２０日、１４時ごろですけれども、赤塚健康福祉センター

所長といたしまして、盗難に遭ったという判断をいたしまして、盗難届を高島平警察署に

提出したということでございます。 

 また、この時点でご本人、ご当人からは、母子健康手帳を復元してほしいというふうな

申し出がございましたので、その事務をやらせていただきました。 

 ４月４日になりまして、１１時３０分ですけれども、母子健康手帳の記録の復元が終了

したために、このお宅にお伺いいたしまして、新しく作りました母子健康手帳を届けたと

いうことでございます。 

 発生原因でございますけれども、個人情報記載書類につきましては、職員が受講者一人

一人を確認して、直接、手で母子健康手帳を渡すべきでございましたけれども、机上に職

員が保管していた全員分の母子健康手帳を並べまして、各受講者に取ってもらうようにし

ていたということが発生原因であるというふうに考えているところでございます。 

 したがいまして、再発防止策でございますけれども、離乳食講習会の受付時に母子健康

手帳への記載、これが必要でございますけれども、行って、その場でご本人に返すという

方法に改めさせていただきました。 

 また、全ての健康福祉センターにおきまして同種の事業をやってございますので、健診、

講座及び相談等のため、保護者が母子手帳を持参する事業、これは１３事業ほどあります

けれども、それにつきまして、受付から母子健康手帳返却までの過程を点検させていただ

きまして、可能な事業につきましては、私どもがとりましたように、その場で本人に返却
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する方法に改めさせていただいているところでございます。 

 また、母子健康手帳など重要な個人情報が含まれる書類の取り扱いにつきましては、最

大の注意を払いまして、適正かつ慎重に対応するよう所属職員に徹底するとともに、赤塚

健康福祉センターにおきましては、臨時職員も含めて研修を行ったということでございま

す。 

 全ての健康福祉センターの取り組みにつきましては、庁内ＬＡＮがございますので、そ

の中の共有フォルダを利用いたしまして、情報の共有化を図りまして、継続的に事故が起

きないように改善を図っていくということにしたところでございます。 

 つけ加えさせていただきますけれども、まだ発見はされておりません、紛失の物につき

ましては。 

 以上でございます。申し訳ございませんでした。 

○会長 ありがとうございました。 

 それでは、ご質問承ります。 

○中妻委員 本件については、１点だけ。 

 この２１冊の母子健康手帳を卓上に並べて、「持っていってください」というオペレー

ションは、これは既定のオペレーションなんですか。 

○赤塚健康福祉センター所長 既定ということではないんですけれども、先ほど申し上げ

ましたとおり、月に１回、年間ですと、赤塚健康福祉センターでは、昨年の実績ですと２

４７人の方が受講されておりまして、また、これは平成１４年からずっと続いているもの

でございまして、要は慣行になってしまっていたということでございます。 

 既定のマニュアル等に外れているとか、マニュアルそのものがきちんとしているという

ような既定のものというのはございません。 

○中妻委員 個人情報を扱うに当たって、マニュアル化されておらず、これまで慣行によ

ってやり方が決まってしまっていたということが大きな問題だと思われます。 

 机上にずらっと並べて、「取っていってください」という、そのやり方自体が最大の問

題があると思いますので、既に再発防止策で書かれておりますけれども、ここは全庁的に、

こういった慣行によって個人情報が安易に扱われているようなやり方が残っていないかど

うかについては、いま一度調査していただきたいというふうに申し上げて終わります。 

○会長 ありがとうございます。 

 その点は、所管課は。 
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○区政情報課長 この事故が発生した後、私ども区政情報課としましても、庁内で同様の

処理はないかどうかというのを調査するよう情報を発信いたしまして、もし、仮にそうい

うやり方がまだのこっているのであれば、早急に改善するように周知したところでござい

ます。 

○会長 ほかはいかがでございましょうか。 

○いわい委員 あれもこれもという形じゃないんですけど、本当にどうしたら紛失事故と

いうのがなくせるのかということを、本気で全体で考えていく必要があるだろうというふ

うに思っているんです。ほかの課も含めて。 

 今回、このことを受けて、一番最後に、「共有フォルダを利用して」の共有するという

ところまでは、これまでもできていると思うんですけど、問題はどうやって改めて当たり

前のようにやってきたことが、個人情報的には問題があるんだという視点を、別の視点で

見ないと洗い出すことができないんじゃないかなというふうに思っていて、当たり前のよ

うにやっていることって、何となくそこに対する危機感がすごく薄いので、そこを何か改

めて、今やっている業務の中で、本当に個人情報として適切な対応ができているかどうか

ということを、色々な角度から検証し直さないと、紛失事故ってなくならないのかなとい

うふうに思っているんです。 

 最後に、継続的に改善を図っていくことにしたということになっているんですけども、

実際に共有した上でどういう徹底を図っているのかということだけお聞かせください。 

○赤塚健康福祉センター所長 ご指摘の点はもっともだと思ってございまして、本当は一

人一人、臨時職員であろうと、個人情報を取り扱っているという個人の気持ちが一番大切

だと思っていますので、そこに常に働きかけることが必要で、それは管理職の役目だとい

うふうには思っております。 

 今回、継続的に改善を図っていくことということで洗い出しをして、おかしいじゃない

かというようなことにつきましては係長間の会議とか、そういうところできちんと共有し

て、改善を図っていて、ほかのもの、例えば今回は母子健康手帳の離乳食講習会でしたけ

れども、ほかにも健診とか、もっと慎重にならなければいけない個人情報がありますので、

それも見直しをかけながら、一つ一つ丁寧に手順を決めていったというふうにしましたの

で、これからもきちんと管理していきたいというふうに思ってございます。 

○会長 ありがとうございました。 

○新谷委員 よろしくお願いします。 
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 この離乳食講習会というのは、事前の申し込みがあるんですか。 

○赤塚健康福祉センター所長 申込制でございまして、無料で実施しているものでござい

ます。 

○新谷委員 そうですか。 

 一番、子供を育てている母親にとっては、非常に離乳食は迷ったり悩んだりする時期で

ありますので、名簿をつくって、お返しするときに「どうでしたか」の一言があると、お

母さんたちにとって、とても優しい区政になると思うんですけど、いかがでしょうか。 

 要するに、名簿をつくれば、母子手帳を預かる方も分かりますよね、丸して。お返しし

たときも、お返ししたときのことが分かりますよね。個人的に勝手に渡すわけではなく、

いただいたら確認して直接手渡すべきであったというふうに書いてありますが、それを受

講したときに、終わったときに、「いかがでしたか」の一言でお母さんはすごくほっとす

る気持ちがあるんですけれども、そういう優しいと言っちゃいけないけども、お母さんに

とって大事な子育ての最中の離乳食なので、一言あると事故も防げるんではないかなと思

うんですけれども。 

○赤塚健康福祉センター所長 優しい行政ということであれば、それは目指していくべき

というふうに思ってございますけれども、現時点では栄養士という専門職が指導してござ

いまして、人員はそれほど多くない状況でございます。 

 ですので、この講習会のときに、栄養士が一人一人お返しするというのがなかなか難し

い状況になっていますので、全体的な人員配置をもう少し検討いたしませんと、お一人お

一人に返すというような形では人員が確保できておりませんので、その点につきましては

検討させていただきたいというふうに思います。 

○真野委員 母子健康手帳が何らかの証明書がわりに使われるという可能性、例えば公的

なものには証明代わりにはならないと思うんですけど、悪用するとして、何かの証明書代

わりに使われる可能性ってないものなのでしょうか。その点の確認を。 

○赤塚健康福祉センター所長 大変恐縮ですけれども、そういう例は今までなかったとい

うことと、そこに関する知見としてはございませんので、申しわけございませんが、今ま

で証明書として使われたことがないということだけお答えさせていただきたいと思います。 

○真野委員 そういうことであれば、要するに可能性が全くないのであればいいんですけ

ど、事案が出てから警察に届けるまでちょうど１週間かかっているんですけれども、もし

何らかの犯罪絡みで使われる可能性があるとすれば、遅いんじゃないかなという気がした
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んですけれども。 

○赤塚健康福祉センター所長 その点につきましてはご指摘のとおりでございますので、

しっかり反省したいというふうに思います。 

○会長 恐らく、この母子健康手帳に記載されているお母様であるという形での本人証明

として悪用されるということは余りないんだと思いますけども、これを持っておりますと、

要するに自分が母親であり子供を持っているということを示すことができるわけですから、

その意味では、例えば民間の事業者などが、母子健康手帳を見せてくれたら割引ますよと

か、そういうような形での経済的利益を得るための悪用というのはあり得ることだろうな

というふうには思います。 

 その辺のところは、証明力があるかどうかというところとは次元が別でございますけれ

ども、確かに今、委員がご指摘のように、リスク管理という点では、ぜひ、今後、こうい

った問題は、時間の観点の視点も重視していただければと思います。 

 ありがとうございました。 

 さて、それでは本件につきましては。 

 ごめんなさい。西田委員、どうぞ。 

○西田委員 この方がどうだったかは分からないんですが、母子手帳には妊娠中の思いで

すとか、それぞれの成長の、例えば笑ったとか、そういうことも書き込む方もいらっしゃ

るわけです。なので、復元したといっても完全に復元できたわけではないということを

重々承知して、二度と起こらないようにぜひお願いしたいと思います。 

○赤塚健康福祉センター所長 全くおっしゃるとおりでございまして、私どもも大変申し

訳なく思っているところでございまして、その点も含めまして、今後、このような事故が

ないように努めてまいりたいというふうに決意しているところでございます。 

○会長 ありがとうございました。 

 ということで、本件につきましては、よろしゅうございますか。 

 ありがとうございました。 

 では、ただいま再発防止、大変固い決意を言っていただきましたので、ぜひ実施方、よ

ろしくお願いいたします。 

 続きまして、資料２－２、「就学援助費受給申請書兼委任状」の紛失について、教育委

員会事務局指導室から報告をお願いいたします。 

○指導室長 失礼します。指導室長です。 
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 資料２－２をご覧ください。 

 事故の概要ですけれども、板橋区立小学校で保護者から提出されました「平成３０年度

板橋区就学援助費受給希望調書兼委任状」を紛失する事故が発生いたしました。 

 対象者は１名。紛失した書類は、先ほど申し上げたとおり１通です。 

 なお、この書類には、個人情報としまして学校名、学年、クラス、児童氏名、住所、電

話番号、保護者氏名・印鑑、就学援助の希望の有無が記載されているものでした。 

 事故の経緯ですけれども、４月１１日（水）、児童が提出しました本書類に捺印漏れが

あったため、担任が児童に書類を戻しました。 

 翌１２日（木）ですけれども、児童が書類を再提出してきました。担任は受領して、書

類を自分の教室の机の上にバインダーがありましたので、こういったバインダーですね。

こういったものがありましたので、この上に重ねたつもりです。実はその段階で少し記憶

が定かではありません。 

 その後、１２日（木）授業が終わった後に、その書類を重ねた可能性のあるバインダー

につきましては、担任は職員室の自分の机の上に置きました。すぐ会議がありましたので、

別室に移動してしまいました。 

 １３日（金）、今度はこの書類ですけれども、ほかの再提出、あるいは未提出だった児

童の分が集まりましたので、事務室に名簿とともに照会して提出したところ、当該児童の

書類が紛失しているということが発覚しました。 

 すぐに職員室であるとか、自分の教室であるとか、そういったところを捜索しましたが

見つかりませんでした。 

 夕方、５時３０分ごろですけども、当該の教員が副校長に書類の紛失を報告しました。

副校長から再度捜査をするように指示がありました。 

 明けて１６日（月）です。副校長は校長にこの書類の紛失のことにつきまして報告をし

ました。校長は改めて全教室の捜査の指導の徹底をいたしました。 

 月、火と探したんですけども、結局見つからず、１８日（水）、校長から教育委員会指

導室、私のところにですけども、書類を紛失の報告がありました。 

 その後、あわせて様々なリサイクルボックスであるとか、シュレッダーのごみ等を捜査

いたしましたが、見つかることはありませんでした。 

 １８日（水）ですけれども、当該の児童の保護者のところに校長が担任とともに謝罪に

行きました。 
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 明けた１９日（木）ですけども、児童１名分の紛失書類ではありますけども、全校児童

に対しまして、書面ではございますが説明及び謝罪をさせていただいているところです。 

 発生原因ですけれども、担任は児童から書類を受領したことを明確にまず覚えていない

ということ。あるいは、職員の自分の机の上に置いた記憶が定かではないというところ、

非常に記憶が曖昧だったというところですね。 

 また、受領した際に、すぐ次の会議が迫っていたということもありまして、時間に追わ

れていたというところがありまして、確実な行動がとれなかった。その一つが、バインダ

ーを自分の机の上に放置してしまったということ、そういったところが挙げられると思っ

ています。 

 さらに、担任から副校長、副校長から校長へ、校長から教育委員会への報告が、かなり

日数があいております。それぞれが正直、この担任に限ってそんなことはないという思い

が実はありまして、探せば出てくるだろうという思いがありまして、日数をそれぞれの期

間要してしまったということが、この事故をなかなか難しいものにさせてしまったという

ところがございます。 

 再発防止策としましては、まず何よりも、事故発生時には管理職への迅速な報告を徹底

すること。それと、個人情報の取り扱いにかかるものにつきましては、以下４点。 

 まず、職員室、教室等も含めてですけども、整理整頓を徹底すること。 

 二つ目、提出物の回収時には、確実な記録をつけること。 

 本教諭は、記録を実はつけております。ただ、この記録のつけ方が、今回は不備があっ

たので戻した。戻したという段階で、この一覧表のチェックの仕方が「戻した」という記

録がなかったんです。一度回収したものの形でそのまま残っていたというところで、再提

出を求めているというような記書きがありません。その辺のところと、回収しているチェ

ック表が、教室と職員室と実はコピーをとって二つやっていました。教室で回収している

ものと、実際に事務へ提出するものと、２種類使っていたので、そのところできちんと情

報が一元的に管理できていなかったというところもありました。 

 それから、三つ目ですけれども、提出物については迅速に該当部署、今回でいうと事務

室ですね。事務室のところへ提出するということが徹底できておりませんでした。ある程

度の枚数が集まってから提出するというような流れになっていました。 

 四つ目ですけれども、個人情報を職員室に置かざる場合ですけれども、短時間でも鍵の

かかるところへ、引き出しにきちんと保管するという意識がございませんでした。 
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 こういったところをきちんと徹底していくというような指示を出しております。 

 また、学校としましては、大事な個人情報等を扱うものにつきましては、物を置いたり

とか挟んだりというような運搬の仕方ではなくて、ブック型のバインダーを必ず使用して

持ち運びをするというルールを設けております。 

 また、毎月実施しております服務事故防止研修に関わるところにつきましては、チェッ

ク欄を単に設けてあるだけではなくて、先生方が自主的に自分たちのこととして考えられ

るように、四、五グループに分かれて、主体的な研修と言えるかもしれないんですけれど

も、自分たちのどこに問題があるのか、それを未然に防ぐためにはどうしたらいいのかと

いうことを具体的に考えられるような形で、研修を改善しているところでございます。 

 以上です。 

○会長 ありがとうございました。 

 教育委員会としての対応につきましては、これは、記載されたものということでよろし

いですね。 

○指導室長 はい。 

○会長 ありがとうございました。 

 以上であります。どうぞ、ご質問等がありましたら承ります。 

○中妻委員 １個だけ確認したいのは、こういうバインダーの形状ってどういうのですか。

それですね。それに挟んだつもりだったということなんだけれども、本当にそうかと言わ

れると自信はないということなんですね。 

 ということは、そのバインダーに挟んだ状態だと、これは就学援助費支給受給希望調査

調書兼委任状であるということは、ぱっと通りかかって見て分かる状態なんですね、そう

したら。 

○指導室長 扱っている状況としまして、ここに子供がいるとすると、ここに教員用の教

卓がありました。この机の上にこれが置いてあったんです。 

 子供が持ってきたものをもらって、ここまでは記憶がしっかりあります。自分としては、

これを、このバインダーがここにあったので、この上に重ねた。 

○中妻委員 置いた。 

○指導室長 ここら辺は記憶が曖昧だというところで、裏返しに置いたというところまで

は意識があるんですけども、バインダーにちゃんと挟んだかというところにつきましては

正直定かではありません。 
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 ただ、このバインダーはきちんと持って、そのまま自分の職員室のところに持ってきた

というところの意識はあります。 

○中妻委員 子供がいっぱいいる状況だったんですか、すぐ周りに。 

 つまり、子供が「何だ、これ」とかって紙飛行機にして飛ばしちゃったみたいな可能性

もあるのかどうか。 

○指導室長 帰りの会をやっているときに、子供たちがそれぞれ帰りの用意をしています。

そのときに、ふと連絡帳の袋を開けたら、出さなければいけない書類が見つかったと、子

供が。それで、先生のところに、実はこんなのがあったよというので先生のところに持っ

てきた。 

 先生としてみると、もう早く帰らせて自分は会議に行かなければいけないということで、

預かったものをそのまま置いたというような状況です。 

 ですから、教室の中で子供たちがわさわさ自由に動いている状況ではありません。それ

ぞれが自分の席で帰りの用意を進めていました。 

○中妻委員 帰りの用意を進めていたけれども、この先生は置いて、１０分後に離席した

ということですよね。そのときに、先生が離席した後の教室に生徒はいたんですか。 

○指導室長 これは帰りの会の最中ですので、全ての子供たちを帰らせた後に、担任が職

員室に戻っています。 

○中妻委員 ますます分からないですね。 

 一つの可能性として考えていたことがあるんですけど、これは気を悪くしたら大変申し

訳ないんですが、この教員は誰からも好かれていた教員かどうか。児童から好かれていた

か、あるいは同僚のほかの教員から好かれていたか、人間関係に問題はなかったかという

のはどうですか。 

○指導室長 大変優れた教員で、子供たちにも好かれておりましたし、保護者からも信頼

を得ている教員でございました。 

 以上です。 

○中妻委員 教員いじめのようなこともあるのかもしれないと考えたんですが、そうでも

なさそうで、ますます分からないので、何とも言いようがないんですけれども、再発防止

策をとれるところは徹底してもらって、最終的には、また最後に言いますけれども、紙を

やめていく方向に全ての舵を切っていくべきだと私は思っております。 

 以上です。 
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○いわい委員 時間のタイムラグが、どうしてこうなったのかということが、先ほど、こ

の担任に限ってあり得ないということだったんだけれども、そもそも個人情報を紛失した

際のマニュアルが、報告の時間的なものも含めて、どういうふうになっていて、それとの

比較で言うと、どこに問題があったのかということは、どういう状況でしょうか。 

○指導室長 正直に申し上げますと、経過のところを見ていただけると分かるんですけど

も、４月１３日の段階で、教員が事務へ提出した段階で、この教員は個人情報が紛失した

ことを自覚しました。 

 この後、まず自分の教室、あるいは職員室、身の回り、そういったところを探し始めま

した。その中で見つからない。もう自分ではこれ以上難しいということで、夕方、副校長

には報告しています。 

 ですから、こう言ってはあれですけど、教員自身は個人情報を紛失したということにつ

いては、かなり意識をしっかり持っていると思っています。 

 ただ、問題はここからだと思います。 

 副校長は、この教員を信じている。こんなことはあり得ない、探せば出てくるだろうと

いう思いのもとに、もう一度探しなさいという形で、そこで放置しております。校長への

報告はございません。 

 当然、この後、金曜日、土曜日、日曜日に探せば出てくるだろうという思いがありまし

た。でも、出てこなかったので月曜日に校長に報告している。 

 校長も、この段階で、本来であれば個人情報を紛失したわけですから、教育委員会への

一報があるべきだと思います。校長も、この教員のことを過信していたというかな、信じ

ていたので、改めて月曜日、火曜日と探せば出てくるだろうという思いがありましたので、

捜索範囲を広げて、全職員に声をかけて探させています。 

 結果的に出てこなかったので教育委員会に報告しているというところは、非常に管理職

としてのあり方については疑問を残すお話だと思っております。 

 以上です。 

○いわい委員 だから、その辺が、多分見つかるかどうかじゃないんだと思うんですよね。

本来報告のあり方で。 

 何で報告をきちんと上げて問題に対処していくかということは、教訓も含めて、検証す

ることも含めて、それから報告によってどういう対処が必要になるかということを考える

際に、より早く報告して、問題解決に当たるということができなければだめなんだと思う
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んですね。 

 問題は、そういう部分が一番の、私は今回の件で言うと、問題なのかなというふうに思

っています。当然紛失することがあってはならないんだけれども、ということから考える

と、この学校での問題防止策、それから、教育委員会としての各学校への徹底の部分でい

うと、報告に関して、私は重視して改善を図っていく必要があるんじゃないかなという点

で、どうしても学校は範囲が多いし、扱う書類が多いので、紛失事故が多いんですけど、

いつものとおりの報告の徹底では、報告が遅いという問題については解消されないんじゃ

ないかなというふうに思うんですけど、どういう徹底をされたのかというところだけ伺い

たいと思います。 

○指導室長 今、委員のご指摘のとおり、まずはきちんと一報を早々に入れてくる。その

ことにつきましては、校長会でも繰り返し指導させていただいております。 

 こういう言い方はどうなのか分からないんですけど、指導室はこういう事故に対するノ

ウハウを持っておりますので、どういう範囲で探せばいいのかと、どういうところと連携

していけばいいのかとか、そういうところについても、学校の状況に応じたアドバイスを

することができるので、事故が起きたからではなくて、きちんとまずの可能性のあるもの

を探せられる可能性のところ、今回で言えば、シュレッダーのところに手をつけたのは結

構時間が経ってからでした。そういったところを早々に探す。あるいは、リサイクルの束

を探すとか、様々な状況を想定したお話をすることができますし、場合によっては、人的

に、学校に指導主事等を派遣して一緒に探すということも可能ですので、そういったこと

も含めて、学校で事故があったときについては、まず一報、その上で色々と一緒に考えて

いきたいという姿勢を徹底していきたいと思っております。 

 以上です。 

○いわい委員 ぜひ、日頃のこういうときの報告のあり方で、日頃の教育委員会と学校と

の関係性が出てくるんじゃないかなというふうに思うので、信頼関係をつくりながら、

「こういう際にはアドバイスも含めて、するからね」ということを言っていただいて、強

調していただいて、報告がより早く上がってくる。同時に、紛失することがないようにと

いうことの徹底ですけども、ぜひお願いしたいというふうに思います。 

 終わります。 

○はぎわら委員 参考になるかどうか分かりませんけれども、業務の基本ということで、

僕は群馬県出身で、「報・連・相」という、山種証券の会長がつくった言葉なんだそうで
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す。 

 業務の基本、「報・連・相」、報告・連絡・相談。これはもう１日の仕事で報告する、

連絡をとる、相談をする。さっきも何回も同じこと言っているけど、それは基本だから、

そういうことを１週間も３日も延ばすなんていうのは、教育者であろうと、そういうのを

逆に教えてもらいたいですね、学校の先生が子供たちに。お願いしたいと思います。 

○新谷委員 経過報告の中で、４月１３日に当該教室を捜索するが見つからなかった。こ

の教員さんはすごく立派な方で、自覚もすごくあるというんでしたら、押印された書類と

いうのは物すごく大事な書類だということの自覚がまずなかったような気がするんですね。 

 私たちも、割りかし印鑑をいただくことが多いんですが、印鑑をいただく書類というの

は日本独特なんですけれども、物すごく大事に扱われているわけです。 

 それが、私たちは、なくなっちゃったら即報告して、警察そのほかに全部連絡が行くと

いうふうに言われております。 

 ですから、自覚をするんでしたら、４月１２日の再提出されたときに、印鑑が押されて

いるのを確認して、それは重要な書類なんだから、きちんとそれは別枠で、幾ら忙しくて

も、忙しいのは理由にならないと思うんです、私は。教員としての色々な書類を扱う上で

は。ですから、そこのところを再徹底をされた方がよろしいかなと思います。 

 時間の経過は、土日が学校はお休みだということとか、色々な状況があるんでしょうが、

でも、大事な書類は早目早目にきちんと確認をするべきだと私は思います。 

 それから、必ずここに確実な記録を徹底することという再発防止策の２にありますが、

私たちも色々な記録をつくっておりまして、そこには必ず備考欄というのがあるんです。 

 ですから、その方法どおりにいかない場合があるから、例えばこういうふうに再提出す

る場合があるわけですよね。そのときには、必ず備考欄に、何月何日ときちんと記録を残

すということが徹底されないと、紛失事故は何回、何十回とあるんですから、そういうと

ころから改善していかなければいけないかなと思います。 

 研修を幾らやってもだめですよね。職員さんもころころ変わりますし、ですから、記録

をきちんと徹底する。それこそ、紙ベースじゃない記録の仕方はあるんでしょうけども、

私はそれは分からないので、これからの方法論として、残すべきものはきちんと分かるよ

うに残すべきだと思っております。よろしくお願いしたいと思います。 

○会長 ありがとうございます。よろしゅうございますか。 

 それでは、本件につきましては以上ということにさせていただきまして、引き続いて、
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残念ながら、もう一件、学校事故がございました。 

 引き続きまして、指導室長からご報告いただきます。 

○指導室長 すみません。引き続きで申し訳ございません。 

 資料２－３をご覧ください。 

 事故の概要ですけれども、区立小学校で児童１７名分の個人情報が漏洩する事故が発生

しました。 

 対象者は１７名分です。なお、これは平成２８年度に在籍していた児童のものです。 

 個人情報の内容ですけども、学校名、学年、クラス、児童氏名、教育支援に関する情報

というものです。 

 経過のところをご覧ください。 

 まず、５月４日（金）、これは祝日なんですけども、ここの本教員が学校にやってきま

して、今回流出した個人情報なんですけども、会議で使う資料を作成しました。 

 作成して、実はシートとして３枚出てくるものなんですけども、でも、本人としては１

枚しか作成していないんです。実はこれはシートをコピーしているので、３枚のものにな

ったというのは後で分かるんですけども、作ったものを印刷しましたが、プリンターの電

源が入っていなかったので出力されませんでした。 

 出力されなかったので、プリンター設定をもう１台のプリンターに変えました。そうし

たら、そちらはきちんと出てきたので、そちらをもって会議用の資料を印刷しました。 

 ただ、出てこなかったプリンターには、もうそちらは出てこなかったということで、完

全に、データがそちらに入っているということについては失念してしまっていました。 

 明けて５月１５日、日にちが経つんですけれども、午後１１時、真夜中ですけれども、

区長宛てのメールが広報広聴課に届きました。そのメールの中身が、実はその中の個人情

報に関わるものを子供が持ち帰ってきたと、そういうようなことで、初めて教育委員会に

ご指摘をいただきました。 

 そして、１６日に広報広聴課が指導室へ、私どものところへ調査の依頼がありまして、

翌１７日、担当している指導主事から校長に報告いたしました。 

 校長は戻りまして、１７日に、まず全教員に声をかけて、こういったものが区長メール

も来ているんだけども、知らないかというお話をしました。 

 でも、教員からは何にも反応がありませんでした。ですので、明けてまた１週間後、２

４日（木）ですけども、再度教員に声をかけましたけども、一体何が漏洩したのかという
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ことも特定できないような状態で続いておりました。 

 ６月１日、それからまた１週間後なんですけども、再度、校長から教職員に声をかける

とともに、今度は個人情報にかかわるシートを作成した可能性のある教員に個別に聞き取

りを行う旨の声をかけたところ、そのうちの教員の１名が、実は自分が作った資料ではな

いかというふうに疑いまして、改めて、このシートをプリントアウトしたところ、実は自

分がつくったものが該当するものだということが初めて分かりました。 

 それから、６月１日に校長から指導室に報告がありました。 

 ６月２日ですけれども、３枚のうち１枚が区民メールで来たものですので、残り２枚が

どうなっているのかということで学校中を捜索したところ、６月２日（土）ですけれども、

主事室にあるリサイクル倉庫の束から残りの２枚が出てきました。 

 この残りの２枚の裏には、算数の授業で使った形跡がありまして、子供たちが書いてい

る記載内容から、実は５月１１日に算数の授業で使っていたというものを特定することが

できました。 

 この６月２日から、また４日にかけて、この１７名の記載されている保護者に対しまし

て、家庭訪問等をしまして、校長で担任と一緒に謝罪してまいりました。 

 また、５日には、臨時保護者会を開催しまして、これは全校児童保護者を対象にしたも

のですけれども、そこで経過の説明と謝罪を行いました。 

 発生原因ですけれども、まずは何よりも、当該主任教諭が最初に印刷した資料をプリン

ターに置き忘れてしまったということが非常に大きいこと。 

 また、プリンターに置き忘れてしまっていた個人情報が記載されている書類が、多分、

職員室のリサイクルボックスのところに入ってしまったというところが非常に大きな問題

かと思っております。 

 再発防止策ですけれども、大きく六つあります。 

 一つは、印刷物は、印刷した職員が確実に回収する。 

 当たり前のことなんですけれども、印刷した職員がきちんと確認し回収する。そして、

不要な文書は廃棄処分をすること。 

 二つ目は、職員室には二つ印刷機がありますので、使用用途をはっきりさせる。個人情

報を扱うものは複合機、それ以外のものは通常の印刷機を使う。この辺をしっかり分ける

ということをすること。 

 三つ目は、今回は、リサイクルの紙を子供たちが学習の計算用紙として使っていたので、
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今後はこういうことがないように、基本的には、職員室等で印刷ミスしたようなものにつ

きましては再利用はしないという原則をつくりました。 

 四つ目は、素早く個人情報を処理できるように、実は印刷室にはシュレッダーがござい

ませんでしたので、購入して、不要な文書はすぐシュレッダーにかけられるようにいたい

ました。 

 また、会議全体でペーパーレスに取り組むという意味で、パソコンを使った会議を進め

ていくこと。また。個人のものにつきましても、職員室の整理整頓を含めてですけれども、

レターケースを用意して、そこの中で、机の上にぽんと置くような形ではなく、レターケ

ースの中で個人に関わるような書類のやりとりにつきましても管理していくというような

ことで、机上整理に努めていく。 

 以上六つを再発防止策として、学校で策定いたしました。 

 以上です。 

○会長 ありがとうございました。 

 本件、ご質問をいただきます。 

○中妻委員 これは、最初に３枚印刷しようとしたが出なかったのは、電源がついていな

かったからということですね。 

 それって、いつ出てきたかというのは分からないんですか。電源を新たに入れない限り

は印刷されないでしょうけど、それは、誰かが電源を入れてプリントアウトされたから、

２枚がリサイクルボックスに最終的に入ったということになりますよね。 

○指導室長 プリンターは電源が入って、データとして収まっておりましたので、電源を

誰かが入れた段階で出力されたと思っております。 

 ただ、この日には、プリンター自体は動いておりません。長期の休みの前になると、こ

のプリンターは全部節電の関係がありますので、電源を切って帰るんです。 

 この先生は休みの日に来たので、電源を入れない限りそのプリンターは動かない状態で

したので、休みの日に誰かほかの教員が来たかどうかということも含めて、あるいは、休

み明けに、使用するために教員が改めて電源を入れたと、そのタイミングで出力されたの

は事実だと思っておりますけれども、それがいつなのか、誰なのかというところにつきま

しては、申し訳ございませんが特定できておりません。 

 以上です。 

○中妻委員 子供がプリンターの電源を入れる可能性はありますか。 
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○指導室長 職員室でのお話ですので、基本的には子供たちが職員室に出入りすることは

想定されておりませんし、実際にしておりません。 

○中妻委員 そうすると、最終的に誰がそのプリンターの電源を入れて、出力して出てき

たというのを見たのは誰か分からないんですけど、なぜか３枚が教室のリサイクルボック

スに入れられていた。 

 どうしてそういうことが起こるんですか。 

○指導室長 プリンターの近くにも、実はリサイクルボックスがあります。 

 要は、そのプリンターのところで要らない物が重なっていたり置いてあったりすると、

こういうふうな状態でプリントが出ていたりすると、最初の数枚を見て、関係なくて、個

人情報じゃないなと判断して、全部を見ることなくリサイクルできる棚へぽんと入れてし

まうと、リサイクルボックスの中に入っている棚なので、ほかの教員が授業で、裏紙を計

算用紙として使おうと思う教員が、それを持って教室へ行ってしまったというふうに考え

るのが、一番可能性としては高いかなという判断をしております。 

○中妻委員 そうすると、問題としては、プリントアウトはしたけれども、出力されない

ままのものが放置されていたというのが一つと、もう一つは、誰がそれをプリントアウト

したか分からないけど、中身に個人情報が書かれても気にせずにリサイクルボックスに入

れてしまったという２点が問題なんですね。 

 これに、それぞれ対応するものとしては、まず最初の教員が、自分は印刷したという認

識がないままだった。そのために、２台の印刷機の使用用途をはっきりと区別する。これ

は対策になるんですか。 

○指導室長 学校のパソコンシステムが、難しいんですけど、個人情報を扱うものにつき

ましてはセキュリティエリアという仮想デスクトップの中で扱うことになっております。 

 この仮想デスクトップの中で扱うものにつきましては、複合機で確実に印刷されるよう

な設定になっております。 

 ただ、今回は、仮想デスクトップと、通常のデスクトップの行き来する一次フォルダの

中でデータを処理しておりましたので、このデータにつきましては通常のプリンターでも

プリントアウトすることができますし、複合機で印刷することもできるようなものになっ

ておりました。中途半端なところでデータを保管していたというところも、申し訳ないん

ですけど事故の要因としてはありました。 

 ですので、確実に個人情報につきましては、このセキュリティエリアの中で使うことを
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徹底すれば、印刷するものは確実に複合機へ出る。 

 個人情報でないものにつきましては、通常のそんなにインク代のかからないようなプリ

ンターで印刷すれば、通常のプリンターから出力することが可能です。 

 以上です。 

○中妻委員 つまり、プリンターに出ている、放っておかれているものを見る教員として

も、複合機から出ているものは気をつけるだろうと、これはやばいかもしれないと。 

 ところが、印刷用機から出てきたので、余り見ないでリサイクルボックスに入れた。 

 それは、個人情報を扱うデータの作成について、保護エリアの中で使うということを徹

底するということが再発防止策の第一になるのかなと。 

 ぜひ、その辺をよろしくお願いするとともに、ほかの学校でも似たような事例がないか

どうか横展開していただいて、やっていただければというふうに思います。 

 以上です。 

○会長 今、委員からご指摘あったこととの関係ですが、私どもは法律を使う仕事を扱っ

たり、私自身は大学の教員という意味では学校の教員でもあるわけですけれども、そのと

ころでとる対策で一番セキュリティレベルが高いのは、プリンターは今ネットワークにな

っていますので、そこにデータを送りつけて、出てくるのを拾うということをしているん

ですけども、実はリスクは常にありまして、私が取りに行く前に別の人が持っていっちゃ

ったらだめなわけですよね。 

 そうしますと、実は、プリンターに対して送りつけておいて、取り出すときに自分のＩ

Ｃカードをかざすとか、あるいはパスワードを入れないと出力ができない。キューを送っ

ておいて、取り出すときにもう一回かけるという技術的設計をしておけば、実はこの事故

は絶対起こらないわけですね。未来永劫ブロックされている状態になりますから。 

 それは、若干コストがかかることではあるのですけれども、セキュリティ対策として、

こういう１台の出力システムをみんなで共有するときには、技術的に一番安全な方法はそ

れであることは間違いないんです。 

 これは、そういう意味では予算措置が伴いますので、直ちにやってくださいとは申し上

げにくいところなんですけれども、技術的な問題は、技術的に解決できる限りにおいて、

できるだけのことはやるということを含めて、これはＩＴ推進課とかとご検討いただけれ

ばと思います。 

○ＩＴ推進課 分かりました。 
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○会長 よくやりますのは、もう製品として出ていますけれども、入室、退室管理用のＩ

Ｃチップが入っているような職員証がございますよね。あれと、プリンターの出力も全部

連動させてしまって、かざすと、これは間違いがないですね。 

 すみません。そんなわけで。 

○ＩＴ推進課 会長、すみません。補足ですけれども、今、会長がおっしゃいましたセキ

ュリティ対策につきましては、本庁舎の複合機では既に始まっている対策でございまして、

出先等々を含めて、今後、拡大していくかというところが課題かと思っております。 

○会長 ありがとうございます。 

 既にもう始められておられたということで、大変結構でございます。 

 ぜひ、こういった、とりわけ学校現場というのは、万が一流出したときに、残りの人生

に対してダメージが生じるリスクがある個人情報を扱っておられるところですので、出先

機関という言い方が正しいのかどうか分かりませんけれども、むしろ優先的に資源投入を

含めて、ご検討いただければと思います。ありがとうございました。 

 この件は、よろしゅうございましょうか。 

（「はい」の声あり） 

○会長 では、ありがとうございました。 

 それでは、残念でございますが、実はもう１件ございまして、個人番号に係る調書の紛

失事故でございます。 

 これにつきましては、健康生きがい部高島平健康福祉センターの所長から報告を求めま

す。 

○高島平健康福祉センター所長 高島平健康福祉センター所長、稲垣でございます。よろ

しくお願いいたします。 

 お手元の資料２－４に沿って、ご説明させていただきます。 

 「個人番号に係る調書」の紛失事故についてということでございます。 

 項番１、事故の概要でございます。 

 私どもの健康福祉センターにおきまして、特定医療費申請書類のうち「個人番号に係る

調書」を紛失する事故が発生いたしました。 

 この特定医療費申請書類というのは、いわゆる難病の医療費公費負担制度の申請でござ

いまして、事業としては東京都の制度でございまして、私どもはこれの受付と都にお届け

する進達というところを担っているものでございます。 



 

- 64 - 

 また、この「個人番号に係る調書」につきましては、マイナンバーの届け出でございま

す。これをつけることで、住民票ですとか、所得にかかわる書類を省略することができる

ということでございます。 

 対象となる方は一人でございまして、「個人番号に係る調査」に含まれている個人情報

の内容でございます。これは氏名、生年月日、性別、住所のほか、受給者番号、これは難

病の医療費公費負担のための番号でございます。そして、このマイナンバーそのものでご

ざいます。 

 経緯でございます。 

 ５月３０日（水）午前１１時ぐらいに、申請者の方が高島平健康福祉センターに来庁い

たしまして、窓口で申請書類一式をお預かりいたしました。 

 この申請書類の中に、この「個人番号に係る調書」が入っていたわけでございますが、

こういった４枚複写調書でございまして、この中の３枚をお預かりして、後ろの１枚の控

えをご本人にお返しするということになっております。 

 これが、５月３０日（水）だったわけでございますが、本来でしたらこの日のうちにお

預かりした書類の内容の点検が入るわけでございます。しかし、その担当職員が忌引だっ

たということで、２日後の６月１日（金）閉庁後にこの確認を行っております。 

 その確認の際に、お預かりするべき書類をちゃんと預かっているかということと、東京

都に適切な書類を届けられるかという内容審査と二つの確認を行うことになりますので、

担当職員がいないときちんとした審査ができないということで、２日間延ばしたわけでご

ざいます。 

 その際に、この「個人番号に係る調書」がないということに気づきました。それをチェ

ックした職員が申請者に電話をいたしまして、「間違ってお返ししていませんか」という

確認をしたわけでございます。 

 そういたしますと、申請者の方が、「よく分からないので、出向きます」と言ってくだ

さいまして、６月４日（月）１０時ぐらいにセンターに出向いてくださったということで

ございます。 

 そこで、持ってきていただいた書類を確認したところ、この４枚複写のうち１枚の控え

だけがあって、上３枚はないということが確認されて、この時点で紛失ということを私ど

もが認識したわけでございます。 

 ですので、この月曜日になくなった書類の捜索に入るわけでございますが、ほかの書類
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への挟み込みですとか、あるいは本棚、あるいは什器の下といったところを組まなく探し

まして、あとはシュレッダーに間違えてかけてしまった可能性もございますので、シュレ

ッダーの切れくずが大きなビニール袋に二つほどあったんですが、それも点検いたしまし

て、しかし、どうしても見つからないという状態になりました。 

 翌日の火曜日にご本人とお話をいたしまして、なくなった可能性が極めて高いので、現

在も捜索中ではあるけれども、事故対応をとらせていただきたいということで、このマイ

ナンバーの再発行手続のご相談に入っております。 

 この火曜日の夕方の段階で、一旦、対策を区切らなければいけないということで、紛失

ということを確定いたしまして、私から、ご本人とご家族に謝罪いたしました。その上で、

その当日のうちに区長報告した上で報道発表いたしました。 

 あと、この段階で、例えば床に落ちた書類をほかの来庁者の方が持ち帰った可能性とい

うのがゼロではない。健康福祉センターにいらっしゃった方が、何らかの手続で来た方の

場合には、その方はどなたか分かりますので、実はその日に申請手続した方全てに電話を

いたしまして、間違って持ち帰っていませんかという確認をいたしましたが、それは見つ

かりませんでした。 

 ただ、血圧測定ですとか体組成計利用などのために、匿名の方も出入りいたしますので、

そういった方が置いていた書類を持ち帰った可能性も否定できないということで、このマ

イナンバーの再発行手続に入らせていただいております。 

 この難病の医療費申請自体は、ご本人がマイナンバーを使わない方法で進めたいという

申し出がございましたので、住民票と所得証明をいただいた上で粛々と進めております。 

 マイナンバーの再発行は既に終わっております。 

 現在までに紛失した３枚の３連帳票は発見されていないという状況でございます。 

 ５、発生原因でございます。 

 この申請書類は５種類ほどの書類なんですが、ここがカウンターだといたしますと、カ

ウンターでいただいた後に、こういった番号が振られたクリアファイルに挟み込んで、そ

れを箱の中に入れます。１日１箱です。毎日１箱の中に入れまして、それを都に送るまで

の間、鍵のかかる書庫の中に保存するという作業工程でございますので、いわば、このク

リアファイルに入る前に紛失したと考えられるわけでございます。 

 このクリアファイルに入れる作業が、カウンターの上でなされていれば、つまり、区民

の方の目の前でなされていれば防げたであろうものが、後ろの作業台でやったというふう
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に担当職員が申し上げておりますので、お預かりしてから後ろの作業台に移る工程で、そ

の書類がなくなったというふうに考えております。 

 また、担当が休んでいるために発見が２日遅れたわけでございます。ここのところにつ

いても、再発防止の中で触れさせていただきます。 

 再発防止策の一つ目なんですが、受付時に申請者から受領した書類というのを、その場

でチェックできるようにチェック表をつくりまして、どんな書類をお預かりしたのかをそ

の場でチェックすると。そして、ファイルに入れる作業はカウンターの上でやる。区民の

方の、申請者の方の目の前でやるというふうにやり方を変えております。 

 また、ほかの職員によるダブルチェック体制ですが、お預かりした書類が都に届けるも

ので適正かどうか、いわゆる審査については、担当職員でないときちんとした仕事ができ

ないわけでございますが、どの書類をお預かりしたかという点検はほかの職員にもできる

わけでございますので、お預かりした書類の点検というのはその日のうちにやるというふ

うに変えました。 

 こういった仕事を５カ所の健康福祉センターでやっておりますので、今回の事例を受け

まして、３人のセンター長と５人の係長で会議を行いまして、各センターにおいて同様な、

お預かりした書類はその場できちんとチェックしていくといったようなことを徹底してい

るところでございます。 

 私からは以上です。 

○会長 ありがとうございました。 

 ご質問があれば。 

○いわい委員 マイナンバーが書かれたものを紛失するというのは、非常に責任が重いと

思うんですね。 

 元々、マイナンバーが記載された書類の管理については、特別な対応が必要になるとい

うふうになっていたかと思うんですけど、ここの場合は預かった書類はどういうふうに管

理されていたんでしょうか。 

○高島平健康福祉センター所長 先ほど述べたことの繰り返しになりますが、難病の診断

書ですとか申請書本体とあわせて５種類ほどの書類になります。その書類を、このクリア

ファイルの中に一人ずつ入れて、これを１日１箱の段ボール箱の中に順番に入れまして、

この箱ごと鍵のかかる書庫の中に入れて、東京都に送る日を待つという状況でございます。 

 その過程で、ほかの職員が内容を審査するということになっています。 
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○いわい委員 でも、入り口でなくしてしまうと、もう回収のしようがないということで

すよね。 

 どうしたらいいのかというのは、非常にこのマイナンバーの扱いは慎重にやらなきゃい

けないと言われてきて、どんな状況でも紛失はあってはならないと言われてきたんだけれ

ども、こういうふうになると、本当に多くの方がマイナンバーの利用を含めて記載をする

のが不安と、この当該の方もそういう心境で次はマイナンバーは記載したくないというこ

とになったんだと思うんですけど、そのことを扱う側としても、再発防止の対応はとって

いるということなんですけど、ほかの書類の紛失とはわけが違うという重さは、私はある

んじゃないかと思うんです。 

そこについて、どういうふうな認識があるのかということを伺いたいと思います。 

○高島平健康福祉センター所長 おっしゃるとおりでございまして、マイナンバーの証明

書本体ではなくて、それをここに転記した書類なんでございますけども、重みは変わりま

せんので、今まで以上にきちんと一人一人が意識を持ってやっていくと。その中で、この

作業工程の１個１個が、個人的なブレがないようにきちんとやっていくということになる

と思います。 

 ですので、お預かりした書類が１個１個その場でチェックできるように、チェックシー

トを書いて、マイナンバーをお預かりしていますよというのが意識化できるようにやって

おります。 

 今回の件に関しましては、マイナンバーだということの重みを受けまして、マイナンバ

ーの再発行手続ですとか、あるいは総務省に対して、現在のマイナンバーが停止できるか

といった問い合わせをやりまして、慎重に対応させていただきました。 

○いわい委員 この問題でいうと、この健康福祉センターだけの問題じゃないというふう

に私は思っていて、従来から本当に鍵がかかるところにしまうから大丈夫だって本当なん

だろうかと私はずっと指摘してきたんだけど、要するにマイナンバーを記載する書類は区

で扱う業務では山ほどあると思うんです。その全てに私は同じことを徹底する必要がある

んではないかというふうに思うんだけれども、それはどこでどういうふうに対応がされる

のかということを最後に伺いたいと思います。 

○会長 これは区政情報課長。 

○区政情報課長 今、委員のご指摘のとおり、マイナンバー制度が導入されまして、マイ

ナンバーと、今回のケースですと申請者の氏名、生年月日、性別、住所も同じ用紙の中に
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記載されているということもございます。それがつながることによって、意図を持って、

悪意を持って何か別なことに利用しようということがあれば、非常に大きな問題になると

いうこともあります。 

 委員がおっしゃいましたように、今回は健康福祉センターでこういった事故が発生いた

しましたけども、庁内におきまして、様々な部署で今マイナンバーの制度が導入されてい

る中で、職員の意識が一番基本になる部分だと思います。 

 当然のことながら、マイナンバーも非常に重要ですし、あと、個人の氏名、生年月日も

当然重要なわけですけれども、それとあわせてマイナンバー制度が導入されたことにより

まして、さらに慎重に個人情報を取り扱わなければいけないということも含めまして、区

政情報課としましても、情報発信あるいは研修ですとか、様々な取り組みにおいて、後ほ

どまたご説明させていただきますけれども、対応させていただきたいというふうに考えて

おります。 

○会長 今のいわい委員のご指摘に関しまして、実は報告事項の２－５というところで、

部課単位ではなくて、全庁的な取り組みを今回は特段にご報告いただくことにしています

ので、そこで改めて。 

 ほかはいかがでございましょう、本件について。 

○中妻委員 今日は再三申し上げておりますけれども、全庁的な取り組みというところで

も申し上げますが、こうした事故をなくしていくために必要なことは、紙をやめること、

それに尽きるというふうに思っておりますが、本件については、今すぐなくせると思って

いるんです。なぜなら、マイナンバーカードがあるから。 

 マイナンバーカードリーダーをつけて、置いてください、ぴっとやれば、一切紙に書い

てもらう必要がないんじゃないですか。そういう仕組みは用意していますか。 

○高島平健康福祉センター所長 ありがとうございます。 

 そういった対応も可能かと思うんですが、本件につきましては、都の事業に対する進達

事務でございまして、帳票の作成ですとか、流れについては全て都の指示で動いておりま

す。都にも、そういった提案を上手く伝えていけたらと思っております。 

○新谷委員 ここの経過の報告の中で、担当職員が忌引のために遅れたとおっしゃいまし

たが、この処理の書類上のチェック機能は、その人だけしかできないものなんですか。 

○高島平健康福祉センター所長 先ほど申し上げたようにチェックに２種類ございまして、

どんな書類をお預かりしたかというチェックは、ほかの職員でもチェック表を用いてやれ
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ばできます。 

 ただ、東京都に適切な書類が届くかという内容審査につきましては、かなり複雑でござ

いまして、こういった場合にはこういった書類をつけるとか、それの期限はこれだとか、

かなり細かいことになってまいりますので、基本的には内容審査は担当を決めてやってい

るという現状でございます。 

○新谷委員 でも、内容審査は担当を決められていても、その内容審査ができなければ東

京都には持っていかれないわけですよね。難病指定の療養費用をいただきたいという申請

書は。 

○高島平健康福祉センター所長 私どもの内容審査を間違えますと、東京都で、届いた方

で、もう１回受け取り側が内容審査をいたしまして、書類不備ということで私どもに差し

返されてしまいます。 

 そういたしますと、申請者の方に時間がかかる、あるいは追加資料をお願いしたりとい

うことでご迷惑をおかけすることになりますので、私ども都への送り出し側できちんと内

容審査をしていく必要がございます。 

○新谷委員 ただ、しつこいようですけど、その審査の内容を確認できる職員というのは

たった一人なんですか。 

○高島平健康福祉センター所長 五つの健康福祉センターに一人ずつおりますので、各所

には一人ずつでございます。 

 大体２年に１回ぐらいは担当を変えますので、前任者がいれば、ある程度のことはでき

るんですが、法改正ですとか、あるいは収入区分の変更ですとか、細かな制度変更がかな

り頻繁にございますので、きちんとした審査をやるには、担当職員を一人決めて、毎年ゴ

ールデンウイーク明けに東京都から研修がございますので、その研修に送り出して、都が

作ったマニュアルをきちんと使いこなせるような養成をするといったことをやっておりま

す。 

○新谷委員 マニュアル本があると、ほかの方はできないんでしょうかね。マニュアル本

があっても。 

 マニュアルで研修してくるわけですよね、一人の方が代表で。私も色々なことが分から

ないときは、健康福祉センターとか色々なところへ電話しますが、よくある話なんですけ

ど、「担当者がいませんので分かりません」と言われちゃうんですよ。 

 でも、緊急に何か知りたいことがあるときには、誰もが知っていなくてはいけないこと
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というのもあるのではないかなと思うんですけれども、もうちょっと内部で、例えばその

方が病欠で長くいなかったらどうするんですかとなっちゃいますよね。 

 人間ですから、いつ、何が起きるか分からないわけですから。たった一人しかいなくて、

申請の書類が滞っちゃう方が、もっと利用者さんというか、申請者さんに対してご迷惑を

かけるんじゃないかと思っちゃうんですけども。 

○高島平健康福祉センター所長 東京都に届けるのは週に１回でございまして、その週に

１回までの１週間の間に審査をやってまいります。 

 かなり間違えやすい内容でございまして、この難病以外にも精神障害者の自立支援です

とか、子供の慢性疾患、あるいは被爆者医療書、それからお子さんの養育医療、育成医療、

それからお子さんの精神疾患、大気汚染といったような形で、私どもの経由事務で八つほ

どの事業をやっております。 

 これを全ての職員が覚えるというのも質が落ちますので、もちろん一般的なＯＪＴはや

って、全ての職員が対応できるような窓口事務については共有しておりますが、この都に

送る内容審査に関しましては、その年の担当の職員が責任を持ってきちんとやっていくと

いう体制を維持しております。 

○新谷委員 分かりました。 

 ただ、調書が足りないかどうかのチェックはできますものね、ほかの職員でもね。あり

がとうございました。 

○会長 よろしゅうございますか。 

○新谷委員 はい。 

○会長 ありがとうございました。 

 それでは、本件につきましても、先ほどご指摘ございました全庁的な問題につきまして

は、次のところでまとめてということで、一旦この案件はここまでにしたいと思います。

ありがとうございました。 

 引き続きまして、これを受けまして、今、４件の事故の報告があったわけでございます

けれども、区としての事故防止の取組みについて、どういう形で総括的な分析及び対策に

つきまして、事務局から報告を求めます。 

○区政情報課長 それでは、資料２－５をお開きください。 

 区としての事故防止の取組みについて、ご報告させていただきます。 

 まず、項番１でございます。 
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 近年の事故の傾向につきまして、分析させていただきました。 

 事故の発生原因については様々でございますけれども、改めて平成２０年度から今年６

月までに発生した事故５５件を見直しましたところ、全体としては以下の３項目に分類で

きるかと思われます。 

 まず、一つ目でございます。 

 職員・教員が個人情報を勤務地から持ち出した際、または持ち帰る際に事故が多く発生

しておりましたが、近年は減少しております。 

 恐れ入ります。下の表をご覧いただければと思います。 

 上の①から③が下の表に一致しております。全部で１４件発生しておりますけれども、

ご覧のように近年は減少している傾向がございます。 

 ②封入・封かん時のミスなどによる、個人情報を取違える事故（誤送付・誤交付）が依

然として多い状況がございます。 

 続きまして、③委託先事業者が、業務の最中に個人情報を紛失する事故は継続的に発生

しております。 

 また、上記の３類型以外ですね。個人情報の取り扱い方や事故発覚後の対応から、個人

情報の保護意識や緊張感が希薄であると考えざるを得ない事例が発生しております。 

 特に今回ご報告させていただきました事故４件につきましては、いずれも各職員が個人

情報を取り扱う慎重さに欠けていることに起因するものと疑わざるを得ないというふうに

分析しておるところでございます。 

 続きまして、項番２でございます。これまでの主な取組みでございます。 

  これらの事故の類型、個人情報保護意識が希薄であることを踏まえまして、区は以下

のような取組みを７項目にわたりまして取り組んできたところでございます。 

 まず、一つ目でございます。 

 「個人情報保護業務別マニュアル」の更新・点検を毎年行っております。 

 それから、二つ目、「係長職サポート研修」におきまして、個人情報保護、情報セキュ

リティ、マイナンバーに関する講義を実施しております。 

 三つ目、「個人情報紛失等事故防止強化月間」を毎年８月に行っておりまして、５項目

にわたりまして実施しているところでございます。 

 裏面の４項目目でございます。 

 「個人情報保護に関する外部評価委員会」におきまして、実地調査を実施しているとこ
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ろでございます。 

 それから、５項目目、「個人情報保護措置状況の他課点検」を、これも毎年１回行って

おります。 

 ６項目目、事故が発生した場合の公表と職員への注意喚起。これは随時、事故発生した

際に行っております。 

 そして、最後７項目目、その他ということで、先ほども若干出ましたけども、ファイル

ストレージシステムの導入等、下記のものが導入されておるという状況でございます。 

 そして、項番の３でございます。 

 事故撲滅に向けまして、これまでの取組みにつきましては、一定の成果が上がっている

部分がございますけれども、いまだ事故撲滅には至っていない状況ではございます。 

 今回の事故の発生を受けまして、総務部長名で個人情報保護管理責任者（各課長）宛て

に通知を行いまして、事故の概要、事故防止のための留意点の周知に加えまして、次の４

項目にわたりまして時間を確保し、ＯＪＴ等を通じた実施を指示いたしまして、実施結果

について報告を求め、また、今後、最後の「また」以降にございますけれども、今回の事

故を起こした業務につきましては、業務の改善状況について実地調査を行い、必要に応じ

て指導を行う予定で現在動いているところでございます。 

 説明は以上でございます。 

○会長 ありがとうございました。 

 このような全庁的取組みにつきまして、ご質問等があれば。 

○中妻委員 再三申し上げているおりますとおり、事故撲滅は紙撲滅という意識を持って

全庁的に取り組んでいただきたいと思いますが、この事故件数の中に、紙の事故とデータ

の事故、例えばメール誤送信とかですけども、その区別はつけられていますか。すぐに分

かりますか。 

○区政情報課長 残念ながら、今手元に細かい資料がございません。後ほど、皆様にお知

らせいたします。 

○中妻委員 それはお願いいたします。 

 そこが重要で、多分そこを区別すると全然違う、データの方が多分ずっと少ない数だと

思っておりますので、ここはぜひ、区長もいらっしゃいますので、あえて何か言えとは言

いませんけれども、事故撲滅は紙撲滅だという方針を掲げて全庁的に取り組んでいただき

たいなと思います。 
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 以上です。 

○髙木委員 これだけ真剣に取り組んでいることに敬意を表します。 

 去年からですか、私どもがいただく通知文に判こが二つずつ入っていて、あれを見るた

びに「やっているな」という感じで、思わず我が意を得たという感じがするわけです。 

 過ちは人の常で、許すは神と言いますけれども、これからも大いに努力されて、なるべ

く減少するように努力していただきたいと思います。 

○会長 ありがとうございました。 

 よろしゅうございますか。それでは、本件につきましては以上としたいと存じます。 

 ２５分近く超過しておりますけれども、残りのものを若干急いで、駆け足で処理したい

と思います。 

 報告事項の大きな２番目でございます。 

 ２９年度情報公開制度及び個人情報保護制度の実施状況につきまして、報告書が出てお

ります。 

 これにつきましては、報告書をお読みいただきますと概ね分かるようになっております

ので、重要なポイントについてだけ、課長から一言お願いいたします。 

○区政情報課長 それでは、資料の３の１枚目をお開きいただきますと、まず１ページ目

が、情報公開制度の実施状況でございます。項番の１番から３番で示されてございます。 

 続きまして、２ページ目が個人情報の保護制度の実施状況ということで、１ページ目と

は内容が異なります。 

 項番としましては、２ページ目の１番から６番まで、ページで言いますと１９ページま

でが個人情報保護制度の実施状況ということで大きく二つ分かれております。 

 恐れ入りますが、１ページ目にお戻りください。 

 情報公開制度の実施状況につきまして、概要をお話しさせていただきます。 

 まず、項番１、請求の総件数は１，８０２件、２９年度でございますが、人数としまし

ては１，３７３名ということで、内容の特徴的なことを触れますと、項番の２をご覧いた

だきますと、一目瞭然ではございますが、一番多かったのは表の中ほどの住環境に関する

情報ということで、総数が１，８０２件のうち１，００７件がこの住環境に関する情報の

公開請求。 

 それから２番目に多いのが、その上の保健衛生に関する情報ということで、飲食関係の

認可処理の受付後、情報公開請求されたのが多かったという特徴がございます。 
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 続きまして、２ページ目。 

 今度は個人情報の保護の制度の実施状況をご覧いただきますと、項番の１番の請求内容

をご覧いただきますと、開示が３３９件、中止が２１件、人数としましては１７５人とい

うことで、中止の２１件というのは、ちなみにお一人の方が申請されております、全て。 

 決定状況としましては、開示が８５件、部分開示が２１０件ということで、あと不存在

と否応諾ということがございますけれども、不存在の６３件のうち１９件が、請求のうち

の中止の２１件をご請求された方の２１件のうちの１９件。それから、一番右端の否応諾

の２件も、この２１件のうちの２件がお一人の方で請求されたということで、そのお一人

の方で数字が大きくなってしまっているということでございます。 

 それから、項番の３番をご覧いただきますと、これも種類別でご覧いただきますと、一

番多いのが福祉に関する業務ということで、用途としては介護保険の入所に関わって申請

される件数が多かった。２番目に多いのが区政一般に関する業務ということで、１０５件

の申請がございました。 

 あと、３ページの５番、それから４ページ以降の６番につきましては、登録の状況等が

一覧で記載されているものでございます。 

 それから、続きまして、２０ページをご覧いただきますと、７項目目、特定個人情報等

事務登録の状況、いわゆるマイナンバーでございますけども、これも一覧にして掲載して

いるものでございます。 

 非常に雑駁でございますが、以上でございます。 

○会長 ありがとうございました。 

 これにつきましては、お読みいただいてからの方がよろしいかと思いますので、持ち帰

りいただいて、検討いただきまして、次回以降、詳細な質問等がありましたら、その他と

いうところでご質問いただければと思いますが、いかがでしょうか。 

 今日の段階で、ともかくまず聞いておきたいという点があれば承りますが、よろしいで

すか。 

 では、これにつきましては、そのように処理させていただきます。 

 それから、次でございます。 

 平成２９年度特定個人情報保護評価書の変更状況につきまして、ご報告いただきます。 

○区政情報課長 それでは、資料４に基づきまして、変更状況をご報告いたします。 

 項番１番から４番ございます。 
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 まず、１番でございますが、特定個人情報保護評価書の年１回の見直しというのは、こ

れは年１回必ず行うということで定められているものでございます。 

 （２）でございますけれども、年１回見直しによる変更項目としましては、マイナンバ

ー利用事務・しきい値判断の見直し、それから二つ目の、当然、人事異動がございますの

で、人事異動による変更、三つ目が組織改正等による変更という内容でございます。 

 それから、２項目目。これは所管法令等の改正に伴う変更が２件、それから所管省庁か

らの通達等に伴う変更事項が２件、そして最後、その他の理由による変更でございますけ

ども、一つ目が情報ネットワークシステムによる情報連携の開始に伴う使用するシステム

の追加と、二つ目が特定個人情報保護評価に関する規則で定められております「重要な変

更」が生じた事例が２件ございました。 

 あと、次の２ページ目以降が表にして表されているものでございます。 

 以上でございます。 

○会長 ありがとうございます。 

 これは、マイナンバーがどういった形で使われているのかについて、リスク評価をして

いますね。ちゃんと現状を洗い出しておけということを、制度導入後、毎年きちんと見直

しましょうということでありますので、これにつきましてもご検討いただきまして、次回

以降、各論的なご質問があれば承りたいと存じます。 

 続きまして、外部評価委員会改善・提案事項に対する検討結果、改善措置につきまして、

ご報告いただきます。 

○区政情報課長 資料５をお開きいただきたいと思います。 

 ページを１枚めくりますと、２９年度の個人情報保護検討会議の概要というふうに記載

されてございます。 

 項番１番でございます。検討状況等でございます。 

 外部評価委員会というのを私どもで設置しておりまして、そちらの評価委員の評価を、

今年１月に評価報告書の提出がございまして、区長より改善・提案事項に対する改善措置

の検討の指示がございました。 

 その後、２月に庁内の検討会でございますけれども、第１回個人情報保護検討会議を開

催いたしまして、実地調査対象課において検討した改善措置案、及び事務局において検討

した、全庁的に周知して実施すべき改善措置案について、調査・検討を行ったものでござ

います。 
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 ２９年度は２課にわたりまして、子ども家庭部の保育サービス課、それから、健康生き

がい部の志村健康福祉センター・健康推進課の調査が行われたものでございます。 

 ２項目目の検討結果でございますけれども、次のページを開いていただきますと、表を

ご覧いただきますと、一番左端に改善・提案事項、真ん中が検討結果、改善措置（主管

課）でございます。それから、全庁に周知する検討結果、改善措置ということで、１ペー

ジ目に記載されておりますのが、保育サービス課の方で改善・提案がされた内容が記載さ

れております。 

 （１）を例にとって申しますと、督促・催告書を郵送する際、出力枚数及び発送枚数が

同数であると確認できるよう、記録として残る工夫をされたいという提案がございました。 

 それを受けまして、保育サービス課主管課におきましては、ご覧のように、引き抜き等

の実施により「出力枚数と発送枚数が同数である」ということにはならないですが、「個

人情報の一斉発送作業確認票」によりまして、「保育園あてと自宅あて」と「発送枚数」

が同数であることを確認できるよう記録を残すこととするという改善措置がございました。 

 また、右端の全庁に対しましては、例えば健診のお知らせですとか、納付書等を大量に

一斉発送する場合、システム等から打ち出された対象者一覧表などを利用し、誰に何通発

送したかの記録を残すことにより、適正な発送事務に努めるというような形で検討結果が

出ております。 

 続きまして、２ページ目をお開きいただきますと、志村健康福祉センター・健康推進課

において実施された内容が記載されておりまして、特徴的なものを申しますと、上から三

つ目の項目でございます。 

 保存年限経過後も引き続き保有の必要がある文書について、センター内部における保管

基準を整備し、記録簿を作成されたいという改善事項がございました。 

 それを受けまして、主管課におきましては、保全年限経過後の文書につきましては、廃

棄しない理由を調査し、廃棄できるものは廃棄を原則としたい。ただし、引き続き保有し

なければならない文書については、各健康福祉センターに影響が及ぶことから、各センタ

ーの現状と考え方を調査した後、保管基準の作成に取組み「個人情報記録簿」により管理

していくという改善措置が出ました。 

 そしてまた、全庁に対しましては、保全年限経過後も引き続き保有の必要がある個人情

報が記載されました文書につきましては、各課において保管基準等を整備し、保有する文

書の記録簿を作成することにより、適正に管理するという内容で結果がまとまりまして、
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１３ページをお開きいただきますと、今年５月２３日付で、全庁に対しまして「個人情報

の適正な取扱いにつきまして」という通知を発送しております。 

 例えば、先ほど指摘されました１９ページをご覧いただきますと、（１２）保存年限経

過後の文書管理ということで、先ほどご説明した内容が記載されております。 

 毎年、外部評価委員会から指摘のありましたものについては、このように加筆して、毎

年全庁に対して働きかけているという状況でございます。 

 説明は以上でございます。 

○会長 ありがとうございます。 

 本来ですと、当審議会の副会長であります岩隈委員が、この外部評価委員会のメンバー

も兼ねておりますので、口頭で追加のご報告を求めるところでございますが、本日は公務

でご欠席ということでありますので、それにつきましても、次回、追加でご発言いただけ

ればと存じます。 

 今ご報告いただきました二つ目の具体的事例であります保存年限経過後の文書管理とい

うのは、これは非常に重要なことをご指摘いただいて、また、適切に対応いただいている

かと思います。 

 とりわけ、個人情報開示請求が来た場合に、本来あるはずがない個人情報の開示という

ことになるわけですね。破棄されているはずの文書が残っているので、ある人にとっては

開示されるけども、ある人にとっては開示されないということが起こりますので、その意

味では行政の中立性といった観点等々から、正式なといいましょうか、正当な理由なくい

つまでも文書が残っているというのは望ましくないという考え方が全庁検討会議によって

承認いただいたということは、非常に個人情報保護の観点から進んだ取り組みになろうか

と思いますので、ぜひお進めいただければと思います。 

 その点も含めて、また、岩隈副会長が次回ご出席のときに、追加でご発言いただければ

と思っております。 

 ありがとうございました。 

 情報公開及び個人情報保護審査会の答申につきまして、２件あるんですね。これにつき

まして、ご報告いただきます。 

○区政情報課長 それでは、資料６－１をお開きください。 

 自己情報等開示請求に係る審査請求に対する情報公開及び個人情報保護審議会の答申に

ついてでございます。 
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 ２９年度の諮問の第２号の案件でございまして、「戸籍証明等交付申請書に係る自己情

報開示請求に対する自己情報部分開示決定処分」に係る審査請求という件名でございまし

て、内容としましては、「自己を筆頭者とする戸籍に係る戸籍証明等交付申請書のうち、

現存する分について、開示を請求する。」という請求に対しまして、２９年３月７日付で

自己情報部分開示決定を行いました。 

 部分開示決定の理由は、東京都板橋区個人情報保護条例に規定いたします、「開示する

ことにより、第三者の権利利益を侵害するおそれがあると認められるもの」に該当するた

めというものでございました。 

 ３項目目、審査請求の内容でございますけども、自己情報部分開示の決定処分の取り消

しを求めるという請求でございました。 

 審査経過につきましてはご覧のとおりでございまして、５項目目、審査会の結論及びそ

の理由でございます。 

 （１）結論でございます。 

 板橋区長が審査請求人に対して行った自己情報開示請求に対する自己情報部分開示決定

処分は妥当であり、これを維持する。 

 （２）理由でございます。 

 条例第１９条第４項第４号に規定される「侵害するおそれ」とは、第三者の権利利益に

対する侵害の程度が、明白、具体的な侵害であることまでは要求されない趣旨であると解

される。 

 本件非開示情報において、「窓口に来た方」は、特定の個人として識別され、又は識別

され得る個人情報であり、また、「窓口に来た方」は審査請求人とは異なることから、同

人にとって第三者である者の情報であることは明らかである。さらに開示した場合に、第

三者の権利利益を侵害するおそれは、十分に想定できることから、実施機関の部分開示決

定は妥当であるということで、審査請求に対する決定は、審査請求につきましては棄却い

たしまして、本年１月２４日付で請求人に通知したものでございます。 

 あわせて、６－２もご説明させていただきます。 

 件名は、２９年の諮問の第３号と第４号でございまして、第３号が、高島第三小学校の

職員（用務）の「勤務実績」及び「給与」の分かるものに係る情報公開請求に対して、平

成２９年６月８日付けで板橋区教育委員会が行った公文書不存在決定処分に対する審査請

求。 
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 第４号につきましては、蓮根保育園職員の「給与」及び「勤務実績」の分かるものに係

る情報公開請求に対して、平成２９年６月８日付けで板橋区長が行った公文書非公開決定

処分に対する審査請求でございます。 

 ２項目目の処分の内容でございます。 

 まず、第３号の案件でございますけれども、請求内容に対しまして、板橋区情報公開条

例第１０条第１項の規定に基づきまして、２９年６月８日付けで公文書不存在決定を行い

ました。 

 不存在決定の理由は、当該業務は委託事業であり、委託事業者より当該文書を受領して

いないためというものでございます。 

 （２）第４号案件でございます。 

 こちらにつきましては、条例第１０条第１項の規定に基づきまして、２９年６月８日付

けで公文書非公開決定を行いました。 

 非公開決定の理由は、条例第６条第１項第２号に規定する、「個人情報」に該当するた

めというものでございます。 

 項番３、審査請求の内容につきましては、第３号の案件につきましては、板橋区が不存

在とした文書の開示を求める。 

 ４号案件に関しましては、個人情報であるため非公開とした文書の開示を求めるという

ものでございまして、審査経過につきましてはご覧のとおりでございます。 

 裏面に移ります。 

 項番５番、審査会の結論及びその理由でございます。 

 まず、第３号案件でございます。 

 教育委員会が審査請求人に対して行った公文書公開請求に対する公文書不存在決定処分

は妥当であり、これを維持する。 

 第４号案件につきましては、区が審査請求人に対して行った公文書公開請求に対する公

文書非公開決定処分は妥当であり、これを維持するというものでございます。 

 理由でございます。 

 まず、第３号案件は、理由が２項目にわたります。 

 まず一つ目、当該校における用務業務は、業務委託契約によるものであり、区と従業者

の間に直接雇用関係は存在しない。そのため従業員の雇用、配置および労働時間等の管理

は一切受託事業者が行うものであり、区が関与することはできない。 
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 二つ目の理由でございますが、業務委託契約の内容を示す業務委託仕様書によれば、区

が履行確認のために委託事業者に報告させる文書は、委託完了届（月毎）、業務完了報告

書（月報）、それから業務確認書（日報）に限られており、従業者の勤務実績および給与

に関する資料も区が求めることはないというものでございます。 

 あわせまして、第４号の案件でございます。３項目に分かれます。 

 まず一つ目でございますが、公開対象の文書である「職員別給与簿」及び「定期評価

票」は条例第６条第１項第２号に規定する個人情報に該当する。 

 審査請求人は氏名等の個人を特定するものを開示しなければ個人情報に該当しないとい

うが、そのような特定し得る部分を被覆した場合であっても、給与簿の最上位にあれば園

長の情報であると推察されたり、また保育園の諸活動を身近に感じてもらうために様々な

形で情報発信をしているなかで、保育園職員と知りあった区民の方や関係者が当該情報を

見れば、個人が特定されることも十分に起こり得るのであるから、対象文書は「特定の個

人が識別され得るもの」に該当することはいうまでもない。 

 二つ目でございます。 

 条例第６条第１項第２号は、個人の情報であって特定の個人を識別され得るものを非公

開と規定する。しかし、同号ウにおいて、当該個人が公務員である場合には、当該情報が

その「職務の遂行に係る部分」のうち、当該公務員の職及び当該職務執行内容に係る部分

については非公開の除外事例であると規定している。この「職務遂行に係る部分」とは、

公務員の具体的な職務遂行と直接の関連を有する情報をいうものと解され、健康情報や本

件で公開が請求されている給与及び勤務実績等の情報は個人情報として保護される必要が

あり、除外事例には該当しない。 

 最後の３番でございます。 

 そのほか区では、人件費等の人にかかるコストについては、保育園別ではなく、区立保

育園全体で一括して管理運営費の執行管理を行っていることが認められるので、そのよう

な保育園別のコストを示した文書は存在しないものということができるということで、最

後、審査請求に対する決定でございますけれども、区長は上記のとおり平成２９年度諮問

第３号及び第４号の答申を受けまして、審査請求についてはともに棄却し、平成３０年５

月３０日付けで審査請求人に通知したというものでございます。 

 説明は以上でございます。 

○会長 ありがとうございました。 
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 新しく委員にお加わりいただいた委員もおられますので説明させていただきますと、当

区には、皆様方が今ご出席の審議会という会議体とは別に、審査会という会議体がござい

ます。これは同様の組織であるわけですけれども、私ども審議会が情報公開及び個人情報

保護制度についての制度運用ですね、一般的な。それに対して責任を負っているのに対し、

審査会は個別の案件でございます。 

 今ご報告がありましたように、個別の開示請求に対する不開示決定があったというとき

に、審査請求をなさると、それに対して第三者性を持った専門家集団として意見を述べる

ということが役割でございます。 

 したがいまして、審査会の判断につきましては、当審議会が上級審的にこれを審査する

という筋合いのものではございません。 

 したがって、報告をいただいた案件について、各論的な質疑というものを行うことが決

して一般的に推奨されているわけではございませんので、通常、これは報告承るにとどめ

るということにさせていただいておりますが、なぜ、これをご報告いただくかといいます

と、例えば先ほどもございましたように、条例の解釈ということが根拠となって具体的な

結論が出るわけですけれども、制度運営者としての当審議会の立場からいたしますと、そ

のように審査会が条例を解釈されるということになっているのであれば、むしろ条例を改

正した方がいいのではないかというようなご提案を区長に上申するというのが、当審議会

の役割ということになります。 

 ですから、この一つ一つの案件について、これは良い悪いというのではなくて、この答

申に含まれているところから制度改革が必要であると考えられるものがございましたら、

それは当審議会において議論をすると、それがご報告をいただいている趣旨でございます。 

 ということですので、これにつきましても、持ち帰り賜りまして、次回のその他という

ようなところで、ここから得られる知見として条例改正を発議してはどうかというような

お諮りがございましたら、次回の審議会におきましてご提案いただければというふうに考

える次第であります。 

 したがいまして、本日は具体的な質疑を、これについてはお諮りしないということにし

たいと思いますが、よろしゅうございましょうか。 

（「はい」の声あり） 

○会長 ありがとうございました。それでは、報告事項につきましても以上でございます。 

 本日の議題は以上で全て終了いたしましたので、閉会といたします。どうもありがとう
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ございました。 

 事務局からお願いいたします。 

○区政情報課長 次第の下部にも記載してございますけども、次回の審議会は１１月１３

日（火）午後２時から、会場は本日と同じく１１階第三委員会室を予定しております。 

 また、第３階の審議会は、来年３月下旬を予定しておりますので、よろしくお願いいた

します。正式な開催のご案内につきましては、改めてご通知いたします。 

 本日は長時間にわたり、まことにありがとうございました。 

午後５時４９分閉会 


