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午後２時００分 開会 

○区政情報課長 皆様、大変お待たせいたしました。それでは、定刻になりましたので、

平成３０年第２回板橋区情報公開及び個人情報保護審議会を始めさせていただきます。 

 配付資料は、次第に記載の資料１から資料４までございます。資料がお手元にないよう

でしたら、お申しつけくださいませ。 

 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思います。 

○会長 それでは、平成３０年度第２回の情報公開及び個人情報保護審議会を開始いたし

ます。 

 傍聴のお申し出はないというふうに承っておりますが、その後、ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○会長 では、傍聴手続はなしということで進めます。 

 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

１件、そのほか特定個人情報保護評価についての諮問と事務局からの報告事項が２件ござ

います。 

 効率的な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、いつもと同じように関係の課長の皆さんに出席をいただいております。 

 質問内容によりましては関係課長よりお答えいただくことになっておりますので、その

点、ご了解ください。 

 では、初めに、資料１の諮問事項１、ふるさと納税寄附金申込受付業務等外部委託等に

ついて、事務局から説明をお願いします。 

○区政情報課長 それでは、資料１に基づきましてご説明申し上げます。 

 １枚おめくりいただきますと、１番、ふるさと納税寄附金申込受付業務等外部委託等に

ついて、この案件は、外部委託、電算記録、外部結合の３件でございます。 

 １、諮問の根拠でございますが、記載のとおりでございます。 

 内容の説明でございますけれども、先に３の諮問の内容の方からご説明させていただき

たいと思います。 

 全国的にふるさと納税制度が浸透する中、その影響によりまして、区財政の減収額は、

平成２８年度より、ご覧のように年々拡大傾向にございます。 

 こうした状況を踏まえつつも、区といたしましては、昨今の過度な返戻品競争に与する

ことなく、ふるさと納税制度の本来の趣旨に立ち返って、地域の活性化を図り、区外から
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も板橋区の取り組みを応援してもらうため、寄附金の使途を示し、ふるさと納税制度を活

用した資金調達をすることといたしました。 

 また、区外の方の目に触れる機会の拡大や利便性の追求、収納事務の効率化を図るため

に、ふるさと納税用ウエブサイトを活用することといたしました。つきましては、ふるさ

と納税用ウエブサイトにおける寄附金申込受付業務及び代理納付申出受付等業務を外部委

託し、各業務の受託者が管理するシステムと区の全庁ＬＡＮ端末をＬＧＷＡＮ回線及びイ

ンターネット回線を通して外部結合し、収集した個人情報を全庁ＬＡＮシステムの専用フ

ォルダに記録するため、本審議会に諮問するものでございます。 

 ２の方に戻りまして、諮問事項でございます。 

 ご覧のように、３点ございます。 

 （１）ウエブページにおきまして、寄附者から寄附金申込受付を行いまして、寄附受領

に必要な情報を区にダウンロードさせる仕組みを提供する業務及び寄附金申込受付業務受

託者のウエブページと連動して、ウエブページにおいて寄附者から代理納付の申出を受け

付け、区が代理納付することを承認した寄附金を区に代理納付する業務を外部委託するこ

と。これが１点目でございます。 

 ２点目、寄附申込受付業務受託者及び代理納付申出受付等業務受託者を経由して収集し

た個人情報を全庁ＬＡＮシステムの専用フォルダに記録すること。これが２点目でござい

ます。 

 そして、３点目。寄附申込受付業務受託者が管理するシステムと区の全庁ＬＡＮ端末を、

ＬＧＷＡＮ回線を通じて、代理納付申出受付等業務受託者の管理するシステムと区の全庁

ＬＡＮ端末をインターネット回線を通じて外部結合するという、この３点でございます。 

 続きまして、２ページをお開きください。 

 ４でございます。業務の流れでございます。 

 恐れ入ります。６ページ目をお開きください。 

 こちらに業務フローが記載されてございます。 

 まず、左端がふるさと納税者、寄附者でございます。中ほどの四角、上下ございますが、

まず、上段の方が寄附金申込受付事業者、そして下段の方が代理納付申出受付等事業者、

そして右端が板橋区になります。 

 まず、左端のふるさと納税者から寄附金申込受付事業者に対しまして、寄附情報を入力

していただきます。下段の代理納付申出受付等業者に対しましては、支払情報を入力して
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もらいます。この二つの事業者に対する入力画面は一連の画面で展開されております。 

 まず、上段の事業者に対しましては、寄附情報、記載されております氏名から始まりま

す、ご覧のような項目を、個人情報を入力してもらいます。下段の事業者に対しましては、

支払情報、寄附額から始まります内容を入力してもらいます。 

 この事業者同士の間は、インターネット回線によりまして、代理納付対象データ等を、

右側の決済種別とか、決済日に関しましても情報のやりとりを行います。 

 そして、板橋区側に対しましては、まず、上段の受付事業者に関しましては、ＬＧＷＡ

Ｎ回線を用いまして寄附情報、それから下の代理納付申出受付等業者に関しましては、イ

ンターネット回線を通じまして代理納付情報を板橋区の方に提供してもらいます。 

 それを受け取った板橋区側は両方の情報を突合し、入金が確認されますと、右端から出

ている矢印の線でございますが、ふるさと納税者に対しまして寄附金受領証を交付すると

いう内容でございます。 

 この表の下段の方に※が記載されてございます。最初の※でございますけれども、寄附

金申込受付事業者は支払情報を知らず、代理納付申出受付等事業者は寄附情報を知らない

というふうになります。寄附情報と支払情報は、「代理納付対象データ」で紐づけられて

いる状況でございます。 

 ※※の方は、寄附金受領証交付、ワンストップ特例申請等の業務は区職員が行うもので

ございます。 

 恐れ入りますが、２ページ目にお戻りください。 

 続きまして、５、外部委託及び外部結合で取り扱う個人情報の項目でございます。 

 下線がついている部分につきましては、電算記録及び外部結合で取り扱う項目となって

おります。 

 ２項目ございます。 

 まず、（１）寄附金申込受付業務委託でございます。 

 氏名、住所から始まりまして、ご覧の件名が記載されております。この内容を委託する

ものでございます。 

 （２）の方の代理納付申出受付等業に対しましては、寄附額から始まる案件を委託する

というような内容でございます。 

 続きまして、６、外部委託先でございます。 

 ２カ所になります。 
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 まず、（１）の方は、寄附金申込受付業務委託に対しましては株式会社トラストバンク。 

 続いて、二つ目の代理納付申出受付等業務委託に対しましてはヤフー株式会社でござい

ます。 

 続きまして、７、個人情報の保護措置の内容でございます。 

 ご覧のように、全部で５項目ございます。（１）から（５）までの５項目ございます。 

 まず、最初に、（１）寄附金申込受付業務受託者に対する外部委託に保護措置。 

 こちらの内容も、さらに５項目に分かれております。 

 まず、最初の①でございます。委託契約に当たりましては、秘密の保持等、記載の内容、

特記事項を明記の上、契約書を取り交わします。 

 続いて、②受託者は、ウエブページで寄附者から寄附申し込みを受け付ける際、代理納

付申出受付等業務受託者の管理するシステムとの間で、寄附者にかかるデータの授受を行

う際はＳＳＬ通信により受送信するデータを保護いたします。 

 続いて、③受託者は、区に寄附情報をダウンロードさせる際はＬＧＷＡＮ回線を使用い

たしまして、ＳＳＬ通信により送受信するデータを保護いたします。 

 ④受託者は、寄附申込に係るデータを、寄附申込完了日の属する年の翌年の１月１日か

ら起算して５年間保管後、消去いたします。 

 最後、⑤でございます。受託者は、受託者が定め公表するプライバシーポリシーを遵守

いたします。 

 続きまして、二つ目の項目、（２）でございます。 

 この内容は、ご覧のように、全部で４項目に分かれております。 

 代理納付申出受付等業務受託者に対する外部委託に関する保護措置の内容でございます。 

 まず最初の①でございます。委託契約に当たりましては、目的外利用の禁止等、記載の

内容を明記するほか、個人情報の保護に関する法律及び所管官庁のガイドラインに従いま

して、個人情報の取り扱いに関し、善管注意義務を負うことを明記した契約書を取り交わ

します。 

 続いて、②でございます。受託者は、ウエブページで寄附者から代理納付の申出を受け

付ける際、寄附金申込・受付業務受託者の管理するシステムとの間で寄附者に係るデータ

の授受を行う際、区に代理納付情報をダウンロードさせる際は、ＳＳＬ通信により送受信

するデータを保護いたします。 

 続いて、③でございます。受託者は、代理納付に係るデータを、代理納付に係る役務を
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提供した日の属する年度の翌年度の６月１日から起算して７年間保管後、消去いたします。 

 最後の④でございます。受託者は、受託者が定め公表するプライバシーポリシーを遵守

いたします。 

 続きまして、大きな項目の（３）でございます。 

 電子計算組織への記録に関する保護措置でございます。 

 この内容は、ご覧のように３項目に分かれております。 

 最初に、①でございます。データは、全庁ＬＡＮシステムの専用フォルダに暗号化して

記録し、寄附申込完了日の属する年の翌年の１月１日から起算して５年間保管後、消去い

たします。 

 ②でございます。ユーザＩＤ、パスワードにより、システムの操作者を限定いたします。

また、パスワードは定期的に変更いたします。 

 そして、③、個人情報に対するアクセスログを取得し、操作履歴を管理いたします。 

 続きまして、保護措置の四つ目の項目。 

 （４）でございます。 

 外部結合に関する保護措置。この内容は、ご覧のとおり、４項目に分かれております。 

 最初に、①、区と寄附金申込受付業務受託者の管理するシステムの接続に当たりまして

はＬＧＷＡＮ回線を使用いたします。 

 二つ目の項目、②でございます。区と代理納付申出受付等業務受託者の管理するシステ

ムの接続に当たりましては、インターネット接続系エリアのサーバー上の仮想の端末を経

由いたしまして、全庁ＬＡＮネットワークの端末から行います。 

 インターネット接続系エリアの仮想の端末と全庁ＬＡＮネットワークの端末との間は、

画面情報と操作情報の転送のみを許可する仕組みを利用することで、全庁ＬＡＮネットワ

ークに対する不正な侵入を遮断いたします。 

 そして、３項目目、③でございます。代理納付申出受付等業務受託者の管理するシステ

ムからダウンロードしたデータは、ファイル無害化システムを利用して、安全性を確認し

た上で全庁ＬＡＮネットワークに取り込みます。 

 そして、４項目目、④でございます。区から受託者の管理する各システムへの接続に当

たりましては、接続できる端末を限定するとともに、ＩＤ・パスワードによる認証を行い、

システム操作者を限定いたします。また、パスワードは定期的に変更いたしまして、送受

信するデータはＳＳＬ通信を用いて暗号化いたします。 
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 そして、保護措置の最後の５項目目、（５）でございます。 

 共通の保護措置でございます。条例及び規則を厳守するという内容でございます。 

 ８でございます。実施予定。平成３１年４月となっております。 

 ９、担当課でございますが、区民文化部地域振興課でございます。 

 続きまして、４ページ目をお開きください。 

 用語の説明でございますが、全部で８項目ございます。 

 これは、ご覧になっていただければと思います。 

 最後に、５ページ目、参考として記載されております想定申込者数でございますが、年

間２００名程度を予定しております。 

 説明につきましては、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、ご意見、ご質問等、承ります。 

 では、いわい委員、どうぞ。どうぞ、座ったままで結構でございます。 

○いわい委員 一つ確認したんですけど、ネット上の業務というのはどういうふうにやる

のかよく分かっていないので。 

 一つは、２ページの（１）のところで、受付業務に当たって、色々、禁止事項は入って

いるんですけれども、とりわけ目的外利用とか、再委託の禁止とかという部分で、どうや

って、禁止は必要なんですけど、実際にそういうことが起きてないかどうかということの

チェック機能というか、というのはどういうふうにやるのかというのが、板橋区役所では

ないところで、ウエブ上で受付管理するという中で、どうやってそれを把握するのかとい

うことが一つ知りたいということと、もう一つ、データの保管期間が５年間保管と７年間

保管というのがあるんですけど、特にこのクレジットカード等の代理納付にかかわっての

データというのが非常に大事かなと思うんですが、そこが７年間の保管というふうになっ

ているのは、何か理由があるのか教えてください。 

○会長 これは所管課でよろしいですか。 

○地域振興課長 地域振興課長がお答えします。 

○会長 それでは、地域振興課長、お願いします。 

○地域振興課長 まず、再委託禁止、あるいは目的外利用の禁止については契約書を交わ

しますので、その中で常に履行していただくという形でございます。 

 また、ヤフーについては、もともとは１社で全部やっておりますので、再委託はしてい
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ないというところは確認してございます。 

 また、５年間と７年間なんですが、５年間というのは一般的なことですが、７年間につ

いては、ヤフーにつきましては法人税法施行規則の適用を受けまして、この施行規則の中

で７年間保存ということが定められておりますので、それに従って７年という期間になっ

てございます。 

○いわい委員 何かそういう定めがあるということなんですね。何となく納得、よく分か

らないけど。 

 一つは、最初に聞いた禁止事項は、そのとおり契約で交わして、結局、今のところ信頼

関係で担保するということしかないんだけども、要するに履行確認ですよね。本当にそう

いうことはないですよねということの履行確認を適宜やっていかないといけないんじゃな

いかなという感じがするんだけども、要するに、「やっていないよね」「やっていませ

ん」というだけの確認でいいのかなというのが分からないわけです。 

○会長 地域振興課長。 

○地域振興課長 履行の管理につきましては、場合によっては立入検査も行えるようにな

っておりますので、そういった形で事業所に立ち入りをしまして、確認をしていきたいと

思います。 

○会長 よろしいですか。 

 どうぞ、中妻委員。 

○中妻委員 よろしくお願いいたします。 

 いよいよふるさと納税、板橋区でも導入に向けてということで、これ自体については言

いたいことが山ほどあるんですが、本件については、保護措置について話を聞いてしない

と時間が無限にかかってしまうと思うんですが。 

 まず、これ、基本的なところとして確認したいんですけれども、これまでの状況、つま

り板橋区はふるさと納税をやっていないけれども、他の自治体に対してふるさと納税が行

われることで、板橋区の方で減収になってしまうということはこれまでもシステムの中で

処理されてきたんではないかと思うんですが、それはどういうフローになっているんです

かね。ざっとでいいんですけれども。それは、要は板橋区のシステムにアクセスしていき

たいとか、そういうことがなかったのかどうなのか、これまではどうなっていたんでしょ

うか。 

○会長 たまたまおられるということで、はい、お願いします。 
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○課税課長 ふるさと納税につきましては、現時点では自治体間の紙ベースのやりとりで

行っておりますので、今回のこういうシステム化された形では現在行われておりません。 

 ということで、自治体間で実際に寄附を受けた団体が、その方が住んでいる自治体に、

こういう人からうちの市に寄附がありましたよと紙ベースで課税課の方に送られてきます。

それに基づいて、うちはその分を控除してあげるという形になります。 

○中妻委員 なるほどね。 

○会長 課税課長、ありがとうございました。 

○中妻委員 すみません。そこの保護措置も気になるところですけれども、とりあえず本

件についてお話ししていきたいと思いますが、まず、最初に気になるのが、個人番号との

関連ですね。 

 今回の受け渡し情報の中には個人番号がないというように思います。かわりにユニーク

ＩＤとして何を使っているかというと、この管理番号、代理納付対象データというやつで

すか。これによって、ふるさと納税を行った人に関してはユニークＩＤがつくられるよう

に見えるんですけれども、そこと個人番号との関連というのはどうなっているのでしょう

か。何で紐づけているんですか。 

○会長 地域振興課長。 

○地域振興課長 こちらの代理納付対象データの管理番号と個人番号は特に関係ございま

せん。 

○中妻委員 関係ない。ということは、ふるさと納税をやりたいという方の申込情報と板

橋区の寄附情報というのは、板橋区の区民の台帳とは直接関係ない独自のデータベースを

つくっちゃうということなんですかね。寄附してきた人の情報をそれだけでためているん

であって、特にそれを板橋区従来の住民データベースとは何ら関係のない状態で保存する

ということなんでしょうか。 

○会長 地域振興課長。 

○地域振興課長 おっしゃるとおり、今回、ふるさと納税については区外からの寄附が多

い形もありますので、基本的には区の情報のデータベースとは全く違うところで保存され

るものです。 

○中妻委員 なるほど。そうなりますと、要はこれまで板橋区が預かったことがない情報

を責任持って管理しなきゃいけないという、そういうことになるわけですよね。独自のサ

ーバーを立てるということでよろしいですか、これ。 
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○会長 地域振興課長。 

○地域振興課長 サーバーにつきましては、この事業者のサーバーを利用する形になりま

す。こちらの方は、区の方は庁内システムの専用フォルダに格納する形になります。 

○中妻委員 全庁ＬＡＮ内に名簿が、６ページのところですけれども、一番右上にありま

すが、情報は全庁ＬＡＮ内に名簿化して保管と。これはエクセルか何かみたいな形でとり

あえず参考情報として置いておくけれども、それは参考情報であって、基本的にはこの寄

附金申込受付事業者か代理納付申出受付等業者の方でサーバーの中でデータを格納して管

理しているという理解でよろしいですか。 

○会長 地域振興課長。 

○地域振興課長 委員のおっしゃるとおりです。 

○中妻委員 なるほど。そうすると、本件で。 

○会長 お待ちください。そのことはそれでよろしいのか。あくまで、これは代理納付業

者が板橋区にデータを提供するために、そのサーバーの中にデータを持っていて、それの

バックアップデータ及び税務申告上、自分で必要だから、５年間、あるいは７年間持って

いるのであって、板橋区から見たときのデータ本体は、全庁ＬＡＮの専用フォルダにある

ファイルが本体データではないんですか。 

 区から見るとこちらが本体で、二つの事業者にあるのは、あくまで事業者が事業目的の

ために持っているのであって、そこに日常的に区がアクセスをして、必要であれば取って

くるという、そういうフローではないかと思いましたけども。 

 地域振興課長。 

○地域振興課長 すみません。会長のおっしゃるとおり、区の方が本体で、事業者のサー

バーの方は、会長のおっしゃるとおり。 

○会長 その位置付けでいいんですね。失礼しました。その点だけ。 

 中妻委員。 

○中妻委員 そうすると、これも、本来、データ管理のあり方として、データは誰のもの

というところに、何回かここでもそれを議論したことがあると思うんですけれども、板橋

区は板橋区として名簿を出したデータを持っていなければいけない、それが本体であると。 

 ただ、そうすると、そちらがマスターデータというふうに今の説明だと聞こえてしまう

んですが、実際にそのデータが発生する場所というのは、それぞれの事業者の方にふるさ

と納税寄附者がウエブページ上でデータを入力して、そのデータは自動的に、必然的に事
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業者の方に入ると。そこがマスターではなく、板橋区が持っているデータの方がマスター

だとするならば、それを担保するため、データのやりとりというのはどういうものになる

のか。 

 事業者から板橋区に対してＬＧＷＡＮを通して、名簿化して保管と書いてあるが、その

名簿化とおっしゃるところのマスターデータをつくるための方法はどういう方法でつくる

んですかね、このデータ。 

○会長 はい、どうぞ。 

○子ども政策課担当係長 子ども政策課の担当係長からお答えいたします。 

 基本的にはＣＳＶデータ等で編集可能な形でデータを編集いたしまして、それをダウン

ロードする形になります。 

○中妻委員 おおむね予想どおりですけれども、そうすると、どう考えても、状況的には

板橋区が持っているデータの方がコピーなんですよ。というふうに見えてしまうんですけ

れども、これはどう考えたらよろしいんでしょうね。 

 実際に、業務上は、確かに事業所の方にサーバーを置いて、そこに対して納税者が操作

するといったら、まず、そこに対して操作をするんでしょうからねこういう場合に、どう

してもそれぞれ事業者が持っているサーバーに対して、板橋区がそれはうちのデータだぞ

ということをどういうふうに言っていけるのか。 

 参照しようと思えば一つ残らずデータが参照できるのか、削除しろと言えば確実に削除

ができるとか、そういった本来データの保有責任者である板橋区がここの事業者が持って

いるサーバーに対してきちんと管理監督ができるということについては、きちんと保証さ

れていますか。 

○会長 どうぞ。 

○子ども政策課担当係長 基本的には、約款の方で、目的外利用の禁止等、文言が定めら

れていますので、約款で管理は可能だと思います。 

○中妻委員 実務上どうするかということとデータの管理のあるべき姿との整合性という

問題があるのかもしれませんけれども、何を懸念しているかというと、事業者が、結局、

そのデータを握って、どういうふうになっちゃっているのか分からないと。 

 データの改ざんか何かを事業者が受けていても、板橋区が全然それに気づかないままそ

のＣＳＶをダウンロードしてきちゃって、こっちのデータがもう改ざんされちゃっている

というようなことが起こらないよということを、どういう手段によって担保するかという
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お話なんですよね。ここら辺について、見解をもう一ついただければ。 

○会長 よろしゅうございますか。 

 地域振興課長。 

○地域振興課長 基本的には、寄附情報、寄附申込受付事業者と代理納付事業者、それぞ

れ別のデータになります。それぞれ寄附金申込受付事業者は代理納付申出受付等業者のデ

ータを見れませんし、また、逆に、代理納付申出受付等業者は寄附金申込受付事業者のは

見られません。 

 あくまでこのキーとなります代理納付対象情報、管理番号によって紐づけられているだ

けですので、それをまた当方で突合いたしますので、そういったところはそういった形で

担保できるのかなと考えております。 

○中妻委員 今、疑問はまだ感じているんですけど、そればかり話しているわけにもいか

ないので、次の情報、次の話を聞きますけれども、保護措置として色々書かれております。 

 まず、３ページの（４）の②本件はインターネット系とＬＧＷＡＮを接続するような操

作があるようにフロー上見えるので、この点が非常に懸念されるポイントです。 

 そこで、まず書かれているのは、「インターネット接続系エリアのサーバー上の仮想の

端末を経由し、全庁ＬＡＮネットワークの端末から行う」と書いてあります。 

 「画面情報と操作情報、転送のみを許可する仕組みを利用する」とありますけれども、

これも、すみません、もうちょっと具体的に、どういう操作をやって、先ほどおっしゃっ

たＣＳＶをサイトでダウンロードしてというようなところになるのかもしれませんけれど

も、どういう画面上でどういう操作をやってデータを持ってくるのかということを少しイ

メージが分かるように説明していただければと思いますけど。 

○会長 これはＩＴ推進課の方がよろしいですかね。 

○ＩＴ推進課長 私の方から少しご説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、私どもが使っております全庁ＬＡＮパソコンから、直接、インターネットへ接続

をしないような仕組みが、まず、でき上ってございます。 

 区の方では、セキュリティーネットブラウザ、ＳＮＢと呼んでいる仕組みがありますけ

れども、まず、そちらの方に流れます。その先ですね、まだインターネットには接続せず

に、自治体情報セキュリティークラウドというのがございます。東京都の各区市町村はこ

こを全て通って行かなければならないというような仕組みがございまして、そこから先が

インターネットにつながるような形になってございます。 
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 したがいまして、私どもが机上のノートパソコンで見ているインターネットの画面につ

きましては、直接、ヤフーとかグーグルのブラウザを見ているわけではなくて、そのシス

テムで一旦受け止めているものを、画像転送を受けて、仮想化して画面上見ているという

仕組みをとってございます。このインターネットを介しまして、ここではヤフーの方です

か、データを取りにいくわけですが、そちらの方の用意されているフォルダにＩＤパスワ

ードを入れてダウンロードしてきます。 

 そのダウンロードは、先ほど申しました流れと逆に、自治体の情報セキュリティークラ

ウドでチェックを受け、私どもの方で用意しているＳＮＢというシステムでチェックを受

け、無害化された上で、全庁ＬＡＮパソコンの方に初めてダウンロードされるというよう

な仕組みですから、二重、三重のチェックを受けた上で、ウイルス感染をしていないこと

を確認した上で、全庁ＬＡＮパソコンで使用できるというような仕組みをとってございま

す。 

○中妻委員 あわせて、多分、今のご説明の中にあったのかもしれませんが、③に書いて

あるファイル無害化システム、こちらは今ご説明があった内容なんですけれども、これも

確認させてください。 

○ＩＴ推進課長 今、委員がおっしゃったとおり、ファイル無害化システムが、私が申し

上げましたＳＮＢというシステムで、こちらの方で全て、外部から入ってくるメールに添

付されている情報ですとか、全てここでチェックをかけた上で全庁ＬＡＮパソコンにダウ

ンロードできる仕組みになってございます。 

○中妻委員 それによって行う操作というのは、一つ一つ今回のように個人情報保護審議

会にかかった形で行われるのかと。つまり今回はこのふるさと納税の寄附者についての個

人情報をそれでダウンロードしますという形で、一つ一つ承認を受けた内容が今の手続で

ダウンロードしてこられるということが、一応、制度上保証されているかどうかを確認し

ます。 

○ＩＴ推進課長 通常、個人情報以外のものを外部の民間事業者と接続してやりとりをす

る場合は、このような仕組みを全てとっていくということで、操作者、職員については、

こういう、どこをどう通っているのか意識せずにシステムの方で全て自動的に手続をとっ

てやっているということになりますので、今後もこのような、似たようなケースがあれば、

こういった仕組みを活用しながらやっていくということになります。 

○中妻委員 一旦、終わります。 
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○会長 よろしいですか。 

○中妻委員 はい。 

○会長 ほかの委員の皆さん。 

 どうぞ。 

○河野委員 私、ふるさと納税をしたことがないので、そのふるさと納税ウエブサイトと

いうのがよく分からないんですけども、これは例えば板橋区のホームページにあるもので

はなく、ふるさと納税ウエブサイトというウエブサイトがあって、どこかが運営していて、

そこに板橋区も仲間に入れてもらうという感じなんですかね。 

 だとすると、このふるさと納税ウエブサイトというのを運営している会社がこの外部委

託先のどっちかということ。それがトラストバンクさんとかで、そうすると、じゃあ、今

からふるさと納税をしようと思っている方は、相手は板橋区なんだけど、間にこういうや

やこしいほかのところが入っていて、一旦そこにデータが行くんですよということは、も

うウエブページを見た時点で認識して、理解した上で入れるということでよろしいんでし

ょうか。 

○会長 地域振興課長。 

○地域振興課長 地域振興課長です。委員おっしゃるとおり、当然、このトラストバンク

のホームページから入りますので、そちらの会社を経由して入るということは認識されて

いると思います。 

○河野委員 分かりました。ありがとうございます。 

○会長 ちなみにこのトラストバンクというのは、今、テレビコマーシャルを大量に流し

ている「ふるさとチョイス」ってあります。 

○河野委員 じゃあ、色んな市町村がお願いしていて実績があるというか、どこもみんな

そこでやっていて、とりあえず問題なくやっていらっしゃるということ。 

○会長 そこは一つ難しい問題なんですけれども、先ほど中妻委員がご指摘になられたと

ころの関係ですけれども、結局、こういうものは複数の自治体が集積しているので便利な

わけですね。 

 そうしますと、自治体としては、個別のサイトで立てるのではなくて、こういったサイ

トを使うということになりますと、そのサイトの安全性というものについては、むしろシ

ステムとしてそれを利用するということをするかしないかの選択しか、結果的にできない

わけです。 
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 我々のために特別に追加的なセキュリティー措置というものをお願いすると、それなら

ば結構ですということに当然向こうはなるわけですから、したがって、向こう側の提供し

ているプラットフォームの安全性というものを約款あるいは、今回の場合は立入検査とい

う条項ものんでくれているのでありますけれども、こういったものを活用しながらセキュ

リティーを図っていくという方法しかないというのが実態で、実はこういう仕組みという

のは、従来のように区が業者の方々にシステム開発をお願いするという状況を前提につく

られていたものとは変わってきておりますので、そういったときにおける個人情報保護の

制度のあり方というのを一度考えないといけないことではあると思うんですね。 

○中妻委員 そういうことが今後増えていくと思いますので、何度かタニタの件が議論に

なっていますけれども、もうどう考えても事業者の方がいいサービスをつくっちゃうと、

一からつくるよりはそっちに願いした方が早いし、どう考えてもいいという場合に、デー

タは誰のものかとか、ちゃんと管理できるのかということをどうやっていくということは

今後の課題かなと思います。 

○会長 ここに書いてあるのは、あくまで取り次ぎ代理のような形になっておりますので、

これが特に、タニタの案件と違いますのは、タニタはタニタとして独自に利用するという

ことをやっていたわけですけれども、これについては特にそういったことが行われるわけ

ではないという仕組みですので、その意味では、今回のご提案いただいたものという中に

は、そんなものがそもそも入っていないということではあるかと思います。 

 ほか、いかがございましょうか。 

 よろしゅうございますか。 

（「はい」の声あり） 

○会長 ということで、今のようなことを前提といたしまして承認ということにしたいと

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 ありがとうございます。 

 それでは、本件承認ということにいたします。 

 それでは、本日、２番目の議題であります、特定個人情報保護評価についてに進みたい

と思います。本日、ご審議いただきますのは、「個人住民税の賦課に関する事務」全項目

評価書の再評価でございます。 

 なお、この後に予定しております報告事項のうち、小委員会審議状況報告につきまして
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は、特定個人情報保護評価に関し、１０月１８日に開催しました小委員会の報告ですので、

本会議題とあわせて報告するということで効率的に議事を進めてまいりたいと存じます。

その点、ご了解いただければと思います。 

 それでは、まず、「個人住民税の賦課に関する事務」全項目評価書について、小委員会

における評価書の第三者点検の結果もあわせて、事務局から報告をお願いいたします。 

○区政情報課長 区政情報課長でございます。 

 それでは、今、会長よりお話のありました議題の（２）特定個人情報保護評価について

と、報告事項（１）小委員会審議状況報告について、まとめてご説明いたします。 

 まず、資料３「平成３０年度第１回小委員会審議状況報告(概要)」をお開きください。 

 当該小委員会は、「個人住民税の賦課に関する事務」全項目評価につきまして、既に国

に評価書を提出した事務につきまして、重要な変更が生じたことによる再評価を行う必要

があるため、再評価に伴う第三者点検を実施いたしまして、再評価後の全項目評価書

（案）を決定するため開催されたものでございます。 

 開催日時、開催場所は、記載のとおりでございます。 

 佐藤会長、西田委員、髙木委員にお集まりいただきまして、議題にありますように、

「個人住民税の賦課に関する事務」全項目評価書についてご審議いただいたものでござい

ます。 

 １、小委員会の目的は、先ほどご説明したとおりでございます。 

 ２、説明要旨でございます。 

 今年度第１回当保護審議会において、「特別区民税・都民税に関する業務における派遣

業務委託」をご承認いただいたことによりまして、委託事項として、当初賦課課税関連業

務における派遣労働者の派遣業務委託を追加し、関連する保護措置を実施すること等の追

記、変更を行いました。 

 なお、第三者点検に先立ちまして、８月１１日から９月１０日まで、ホームページ、広

報を通じ、意見聴取を行いましたが、意見は寄せられませんでした。 

 続きまして、（１）「重要な変更」、（２）その他の変更箇所につきましては、恐れ入

りますが、資料２－１、２－２によりましてご説明いたします。 

 恐れ入ります、資料をお開きください。 

 まず、資料２－１が、個人住民税の賦課に関する事務評価書の変更について集約したも

のでございます。 
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 続いて、資料２－２が特定個人情報保護評価書（全項目評価書）になります。 

 資料２－１によりご説明いたします。 

 左から、通し番号、ページ、このページは資料２－２のページに該当するものでござい

ます。変更する項目、変更前の記載、変更後の記載、重要な変更、この欄に丸印が付され

ている項目が重要な変更になります。右端の備考欄に理由が記載されております。 

 変更内容については記載のとおりでございますが、今回、業務内容が派遣労働者に変更

することによりまして、特に評価書の３２ページから３７ページの項目の重要な変更項目

が多くなってございます。 

 恐れ入ります、資料３にお戻りください。 

 ２、説明要旨。 

 （１）「重要な変更」については、５項目ございました。 

 まず、①でございます。特定個人情報ファイルの取扱いの委託。 

 既存の委託事項と統合したため、件数は６件のままでございます。 

 ②委託事項６といたしまして、当初賦課課税関連業務における派遣労働者の派遣業務委

託を追加いたしました。 

 ③取扱いを委託する特定個人情報ファイルの範囲としましては、課税対象者及び被扶養

者といたしました。 

 ④再委託の有無。 

 再委託は行わないことを明示いたしました。 

 恐れ入りますが、裏面を見てください。 

 ⑤その他、派遣労働者の行う業務に関連したリスク対策等を追記いたしまして、また、

既存のリスク対策を派遣労働者にも適用するため修正を行いました。 

 続きまして、（２）その他の変更箇所につきましては、２項目ございます。 

 一つ目の項目でございますが、委託事項５としていた「所得税確定申告書の閲覧等作業

委託」を、新規委託事項「当初賦課課税関連業務における派遣労働者の派遣業務委託」に

統合いたしまして、委託事項６といたしました。 

 委託事項６としていた「郵便局における諸証明発行に係る業務委託」を委託事項５に繰

り上げたものでございます。 

 続きまして、二つ目の項目、保護委員会における様式変更のため、所属長を役職名に変

更いたしました。 
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 続きまして、３、審議概要でございます。 

 （１）審議内容。 

 評価書の修正に係る主な指摘、対応状況はご覧のように３項目ございます。 

 まず、一つ目の項目、①でございます。 

 リスク対策のうち、Ⅲ－２、リスク１、目的外の入手が行われるリスク対象者以外の情

報の入手を防止するための措置の内容。 

 この以下、鍵括弧の内容について、税務署の提供する申告情報が本人のものであること

は税務署における確認により確保されるが、そこから対象者に係る申告情報のみを取得す

るための措置の記載が欠けているという指摘がございました。 

 この件に関しましては、矢印の後に書いてありますように、「国税庁から紙媒体の申告

情報を入手するに当たっては、税務署において本人及び個人番号の真正性の確認並びに対

象者の特定が行われた申告情報について、対象者に係る申告情報を特定する作業と当該申

告情報を複写する際を分担して行うことで作業の正確を期することから、対象者以外の情

報を入手することはない」と修正することといたしました。 

 続きまして、二つ目の指摘状況でございます。 

 リスク対策のうち、Ⅲ－２、リスク１、目的外の入手が行われるリスク、必要な情報以

外を入手することを防止するための措置の内容、鍵括弧の後の文面が記載されておりまし

たが、この件に関連しまして、税務署が提供する申告情報のうち、区が必要としない申告

情報も取得するのかというご指摘がございました。 

 この件に関しましては、矢印の後に記載されたとおり変更いたしました。 

 原則として、不要な部分、あるいは既に持っている情報は取得しない。ただし、賦課に

必要な情報等、不要な情報が混在していて、収集段階ではそれが識別できないため、後者

も取得する場合がある。 

 続いて、３番目の項目でございます。 

 リスク対策のうち、Ⅲ－２、リスク４、入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリ

スク、リスクに対する措置の内容、鍵括弧などは税務署から入手した紙媒体の申告情報は、

税務署内で数量を確認の上、鍵つきのかばんに入れて複数の職員が持ち帰ることで、漏え

い・紛失を防止しているという内容に関連しまして、３月中旬から４月上旬までの期間中

に大量の申告情報を持ち帰るが、毎日、持ち帰ってくることにより、鍵つきのかばんで持

ち帰ることが可能な量になっていること等を確認したものでございます。 
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 以上のような３点のご指摘をいただきまして、今、お話ししましたような対応をさせて

いただいたところでございます。 

 最後に、今後の流れについてご説明いたします。 

 本日、本審議会のご承認が得られれば、その旨、区長に答申した後、審議会での答申を

基に、区長が評価者の変更を決定し、国の個人情報保護委員会に提出し、公表するという

手続になります。 

 説明は以上でございます。 

○会長 ありがとうございました。 

 本件につきましては、前回、類似の案件が審議会に上程された後に委員になられた方も

何人かおられると記憶しておりますので、仕組み全体の事情を私の方からご説明させてい

ただいた上でお諮りしたいと存じます。 

 個人番号、いわゆるマイナンバーですね。個人情報を識別するための国の統一的な１２

桁の番号でございますが、これを利用して行われる事務につきましては法律上の制限がか

かっておりまして、それが付されている個人情報を特定個人情報とします。 

 この特定個人情報に関しましては、当区がこれを利用するについて、あらかじめどのよ

うな業務で行うかということを全て洗い出し、そして、それに伴って生ずるリスク、危険

性ですね、これをチェックして対策を講じるということが、法律上、義務づけられており

ます。 

 その対策というものが、簡単に言いますと、絵に描いた餅になっていないかどうかとい

うことを調べるために、第三者評価というものを、対策を立てた部局とは違うところが行

うということになっております。 

 これは個人情報保護法、あるいは特定個人情報保護法には、誰じゃなければならないと

いう具体的な定めはないのですけれども、当区の場合は、当審議会の中におかれる小委員

会がその第三者委評価を補うということを当初から定めております。 

 したがいまして、第三者機関そのものは実は当審議会ではなくて、当審議会の小委員会

なんですけれども、組織上、小委員会はこの審議会の下部組織ということになっておりま

すので、そこで行った第三者評価については、本委員会の方に報告をし、そこで追認を受

けるということを慣行として行うということにしているものでございます。 

 小委員会の構成でございますけれども、区議会の議員の先生方、それから区民代表の

方々ではない委員ですね、いわゆる公益委員と呼ばれているメンバーです、こういったも
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のが中心となって構成しております。今、この前列にいる両委員が小委員会のメンバーと

いうことになります。 

 毎回、この作業を繰り返しているのですけれども、今回、行いましたのは、実はこれは

個人情報保護法、特定個人情報保護法が自主的に運用が始まった段階で、当区の業務につ

いては全部を一度やったんですね、非常に膨大な作業でございましたが。ただし、これは

当然ながら、業務の進展、制度の改革に伴いまして中身がわってくることがございます。 

 そこで、今回は、この個人住民税の賦課に関する事務に関して重要な変更がどうしても

生じることになったというので、前に行ったリスクチェックでは不十分であるということ

から、区の方でリスクチェックを行い直し、それでよろしいかという確認が第三者機関で

あります当審議会の小委員会の方に求められたために、それが行われたということでござ

います。 

 例えば課長の方からご報告がありましたのが、その小委員会の審議の結果と、それを受

けて行われたリスクチェックのやり直しでありました。 

 具体的に３点、今、あったんですが、審議概要の裏面の審議内容というところなんです

が、私は小委員会の委員長も兼ねていますので、簡単に補足させていただきますと、まず、

１番目というのは、これは簡単に言いますと、確定申告の書類が税務署に提出されている

わけですが、それを区の方が税務署へ出かけていって、必要な情報を抽出し、その写しを

いただいてくるという作業。 

 これを派遣職員の方々にお願いするということになるわけですけれども、それに伴うリ

スク回避ということで、当初、書いておりましたのは、税務署の方で既に確定申告がなさ

れた段階でマイナンバーを利用して本人特定が済んでいるので本人情報以外のものが混入

するリスクがないというリスク評価をしておられたことに対して、そこにある情報はそう

なんだけれども、間違った人のページをコピーとってきちゃったら、それは要らない情報

を取ったことになりますよねということで調べていただきましたら、このページを取ると

いう付箋を貼る係と、実際にコピーを取る係を別の人に必ずするということで、二重チェ

ックを行うということで回避しますという対策を明示的に追加で書いていただくというこ

とになったというようなのがこの①でございます。データベース上の本人特定の問題では

なくて、コピーする段階で要らないコピーの混入することを、今、ここで回避するという

追加でございます。 

 それから、２番目のところは、そういったやり方で税務署からコピーを取ってまいりま
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すので、実は初めから、もうここは要らないというところについては、マスクをしてコピ

ーを取らないという措置をとって既におられるそうですけれども、実はそれ以外のところ

で、区として持っている以上、それから区として課税するときに、結果としてこの情報は

要らないという情報が混入してくる可能性もあるかという質問に対しまして、それは可能

性としては排除できないと。ただし、それはその場では分からないと。区に持ち帰って、

区が持っているデータベース等々と突合してみて初めて分かるということだと。 

 これは業務の流れとしてはそうせざるを得ないということでありますので、むしろそこ

はきちんとそのようなことがリスクとしてあるということを認識した上で仕事をしている

ということを明示していただければよろしいのではないかということで小委員会の方でし

ましたところ、収集段階ではそれが識別できないため、後者の取得する場合があるという

ことを明示的に示しておくという形で、区民の方々にリスクが明示されているという状態

をつくりましょうということでありました。 

 それから３番目のところ、実はこれは紙ベースで情報が移動してまいりますので、そこ

で万が一の紛失となると、これは大変なことになるということだったわけですが、とって

おられる措置は、複数の方が鍵つきのかばんに入れて持ち帰るということをやっておられ

るということだったのですけれども、非常に膨大な情報量をそれで運べるんですかという

素朴な質問に対して、もうこれはまとめてトラックで運ぶよりも、その日、その日の分を

きちんと運ぶという形でやっているので大丈夫ですということでありました。 

 そういう形で小委員会の方で３点のチェックと、それから修正のお願いをしたものにつ

いて、これを実施機関の方で受け止めて、機会をとっていただいたということでございま

す。 

 以上を前提といたしまして、これで報告事項を終わって議題に戻るわけでございますけ

れども、本件の議題は、先ほど申し上げましたように、当区におきましては、第三者機関

そのものは小委員会というふうに位置付けられているんですけれども、組織法上は小委員

会は当審議会の下部組織でありますので、追認を求めるということを念には念を入れて慣

行としているということでございます。 

 そこで、小委員会から当審議会に対する答申案でございます、これを小委員会の議長で

ある私から当審議会に報告いたします。 

 と同時に、ご提案申し上げます。小委員会の答申案は、個人住民税に関する事務全項目

評価書に関し重要な変更が生じたことにより、区長が実施した再評価に対し、適合性及び
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妥当性の観点から審査を行った結果、特定個人情報ファイルの取り扱いに伴い、個人のプ

ライバシーへの影響を及ぼす可能性のある事項について、適切に評価するとともに、リス

ク対策も講じられていることが確認されたため、本件評価書を承認するというのが提案で

ございます。 

 これが承認されますと、最終的にどうなるかと申しますと、個人情報保護法及び特定個

人情報保護法の所管をしております国の行政機関でございます個人情報保護委員会の方に

この評価書が届けられて、そこにファイルされるということになります。全国の全ての自

治体からの評価書がそこで一元的に管理されて、リスクのマネジメントが行われていると

いうことでございます。 

 小委員会からの報告書につきましては、私が小委員会の議長としてご回答申し上げる立

場にあるかと思いますが、それ以外には所管の課長からお答えいただくということも考え

ておりますが、今の件につきまして、質問、ご意見はいかがでございましょうか。 

 中妻委員、どうぞ。 

○中妻委員 今、ご説明がありましたとおり、評価書の変更について、小委員会の方で大

変丁寧にやっていただいたんだと思いますけれども、板橋区の今日的な課題というのも懸

念されていて、それについて現在どう考えているかという部分を確認しておきたいと思う

んですけれども、今、感じるのは、板橋区の職員は大丈夫かという話でして、結構、不祥

事が続いております。 

 盗難が結構多発していると私には見えるんですけれども、そういったことが非常に起こ

っていて、職員のモラルは果たして大丈夫なのかなということが今頭をよぎったもので、

何度か申し上げたことがあると思うんですが、正規のアクセス権限を持つ人物による不正

アクセスというのは最も防ぎにくいです。どうにもならないです、これをやられたら。 

 なので、組織としてのモラルの維持、規律、あるいは高い職務意識というものが、実の

ところ決して無視できない大きなセキュリティーリスクだというふうに私は考えているん

ですけれども、この点について、今回の評価書について、何か変更や、あるいはそういっ

たところに意識が向けられたというような部分があればご紹介いただきたいなと思うんで

すけれども。 

○会長 まず小委員会の立場からしますと、今申されたような事柄について、正面から議

論にはなっておりませんでした。ただ、関連する問題としては、先ほどご指摘申し上げま

した①、②、③、全てに共通しているかと思います。 
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 とりわけ①に関して、いわゆるヒューマンエラーを回避するためのダブルチェックとい

うことが有効と思いますし、②の部分というのは、結局のところ、結果として不必要にな

るかもしれないけれども、取得段階では要るかも要らないかも分からないというものにつ

いてチェックをするということをどこでやるかということについて。 

 とりわけ、今、委員ご指摘のように、正規のアクセス権限を持っている人が、持ってい

ることを悪用しようとすることに対する最大のチェックは、誰が何を持っているのかとい

うことをみんなが知っているという状態にしようということですね。 

 つまり、この場合には、税務署からこの情報が来ていないだろうというふうにみんなが

思っていると、実際に来ている情報が流出したり、あるいは悪用されたりしたときに追跡

できなくなるんですけれども、これは、ここにあえて書いていただいたことの趣旨は、区

はこういった情報を持ち得るんだということをきちんとこの評価書を読んで分かるわけで

す。もう誰でも読めることですから、そういった形で明らかにすると。そういった観点か

らの保護措置というものが、小委員会の中でも、間接的な形ではございますけれども、議

論の対象とはなっていたということでございます。 

 区の職員の方々の不祥事が増えているという、その視点は、私ども小委員会は多分持ち

合わせていなかったと思いますので、それにつきましては、私どもというよりも、むしろ

これは総務部長でしょうか。 

○総務部長 悪意をもってというふうに言われるのは非常に心外でございます。 

 ミスとか、そういったことは非常にありますし、細かい、ここには関係ありませんけれ

ども、酒の上での失態とかといったことは、今年度、何件か発生しておりますけれども、

いわゆる悪意をもってそういった個人情報を取り扱ったというようなことは、少なくとも

近年はございませんし、そういったことはないように、しっかりと区としても、リスク管

理、それからモラルの方ではいきたいと考えてございます。 

○中妻委員 余り詳しく言ってしまうと非常に問題があるので、できるだけぼやかして言

っているんですけれども、教育委員会であったんですよね。非常に個人的な背景があって、

ミスとは到底言えない、あるいは酒に酔った上での盗難とは到底言えない、窃盗事件とい

うのもありまして、信頼されているというのはとてもよく分かるんですけれども、そうい

ったやむにやまれずとはいうものの、それは到底看過できないというような状況に職員が

陥っているということを、いかに早く、組織としてキャッチアップして、助けるなら助け

る、単に責めるというだけではなく、そういったことが本当にできているのかなというこ
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とは改めて考える必要があるかなというふうに思うんですけれども。 

 特に何かコメントがあればお願いできればと思いますが、なければ、そういうことをお

願いするということでもいいですけれども。 

○会長 実施機関、あるいは実施機関の委員から、意見をもらえますか。 

○副区長 今の中妻委員さんのご発言ですけれども、私どもとして、具体的な事実につい

て認識しておりませんので、もしそういう事実があるんだとすれば、私の方に情報提供い

ただいて、必要であれば調査等をさせていただいて、対応する必要があれば、また、そう

いう形でやりたいと思っておりますけれども、今の段階で私も認識しておりませんので、

特にその部分について、今、具体的にどうということについてのお答えはできない状況で

ございます。 

○会長 分かりました。人のエラーというのは、当委員会にとっても重要な関心事項であ

りますけど、具体的に事実関係がないということでは、当審議会としては審議しづらいと

ころがございますので、委員会終了後のところで必要な情報提供を実施機関との間で委員

のレベルで行っていただいた上で、必要に応じてフィードバックをお願いするようにした

いと思います。 

 ほかに、いかがでしょうか。 

 どうぞ、いわい委員。 

○いわい委員 この案件についての導入の際の見解は、私は従来と変わっていない立場な

んですけど、この小委員会にすごく丁寧にリスクを点検していただいているということに

ついては、非常に分かりやすいなと思っております。 

 リスク対策のうちの三つ目の、先ほどの大量の紙ベースのところを少し確認したいんで

すけど、この実際に、毎日ということなんですけど、税務署で数を確認して、また持ち帰

ってきて、またその数がちゃんと届いているねという管理を誰がどのようにやるのかとい

うことだけ知りたいんですけど。 

○会長 課税課長、お願いします。 

○課税課長 課税課長です。 

 税務署から持ち出す段階で、いわゆる数の確認を行います。区役所に運んだ段階で、さ

らに、責任者は私ですけれども、何通という形での確認で判を押しているということを毎

日やっております。 

○いわい委員 要するに、区の職員が、向こうでは数を確認、こっちで届いた数の確認を
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しているということなんですね。 

○会長 よろしいですか。 

○いわい委員 はい。 

○会長 ありがとうございました。 

 いかがでございましょうか。この件につきましては承認ということでよろしゅうござい

ますか。 

（「はい」の声あり） 

○会長 ありがとうございます。それでは、本件を承認し、区長の方から国の情報委員会

の方へ報告をしてもらうようにいたします。 

 それでは、引き続きまして、報告事項でございます。 

 まず、資料４－１ですね。収入申告書及び給与明細書の写しの紛失について、板橋福祉

事務所長から報告をお願いいたします。 

 今、席を移っていただきますので、お待ちください。 

（板橋福祉事務所長 席移動） 

○板橋福祉事務所長 では、報告させていただきます。 

 収入申告書及び給与明細書の写しの紛失という件名でございます。 

 事故の内容なんでございますが、板橋区板橋福祉事務所内でございますけれども、生活

保護受給者から提出されました収入申告書及び給与明細の写し、これが平成２９年６月分

～平成３０年３月分、１０カ月分なんでございますが、紛失したということでございます。 

 発生月日、これは事故が起きたということが分かった日にちなんですけれども、３０年

８月８日、６時ごろ。 

 対象者なんですが、保護世帯の世帯主の分とお子さんの分ということで、２名分という

ことになっております。 

 内容につきましては、対象者の住所、氏名、給料明細でございますので職場名、それか

ら月額の所得が載っているということでございます。 

 申告書につきましては、お二人連名で書けますので、二人分の名前が書いてある。 

 給与明細につきましては、１枚の紙に、ペーパーに写しを持っていますので、これも連

名でございます。Ａ４の大きさです。ということで、１０枚ずつということでございます。 

 経過でございますが、まず、このお子さんの関係なんですけれども、費用返還をしてい

ただかなくちゃいけないということになりましたので、その費用返還を決定するために、
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どれだけ返してもらえばいいのかという自立更生免除というのがありまして、その認定を

するためのケース診断会議という、要は保護係長とか、援護係長、相談係長、管理係長、

私を含めてですけれども、約１０名ほどの係長級の診断会議があります。 

 担当者が説明をしまして、その資料ということで、現物のコピーを各その１０名分の資

料をつくって配って、会議の資料ということで使わせていただいた。 

 現物につきましては、担当者本人が持っていて、それは４月２５日でそれを終えまして、

手持ち資料ということで机の中に担当者がしまっていたということです。 

 ５月１６日にそのケース診断会議の記録というのが決裁に回りますので、その記録をつ

くるために再び資料を保管庫から出していたということなんですけれども、その決裁の中

には添付資料ということでは原本はつけておりません。 

 その決裁が終わった段階で、会議で使用しました写し、１０名分の書類につきましては

廃棄するということで、個人情報ですので、破砕ボックスというのがありまして、それで

シュレッダー事業者に委託しましてやっている部分なんですけども、やっております。 

 紛失書類につきましては、今、キャビネットにしまうということになっているんですけ

ども、そこにしまったと本人は思っていたということでございます。 

 ８月に返還手続のために、もう一度書類を確認しようということで、原本を取り出そう

としたところ、キャビネットの中に入っていないということが分かった。それが８月８日

の６時過ぎぐらいです。 

 担当員は、見当たらないということで、ちょうど残っておりました係員、係の人間と、

多分、入れ間違えじゃないかということで探したんですけれども、見つからなかったと。 

 翌日に、私の方に紛失したという報告がございまして、一連の事故の報告を私の方から

させていただきまして、対象者に対しましては電話連絡を行いまして、とりあえず第一報

ということでおわび申し上げて、また、後日、お伺いしますということでは、そのときは

言っておりますけれども、プレス発表をさせていただいております。 

 翌日の８月８日に対象者のお宅に行きまして、おわびをさせていただいております。 

 今回の原因なんですけれども、基本的に、私どもは色々な資料がございます。 

 その資料につきましては、それぞれ世帯ごとで管理しているんですけれども、それはキ

ャビネットが板橋福祉事務所の場合はありまして、その中にそれぞれ格納するというルー

ルでやっていたんですけれども、そこら辺のところを、本人の、先ほどありましたヒュー

マンエラーということなんですけれども、事務の机ですね、鍵はかけられるんですけれど
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も、そこにしまっていたということがルールと違うことをやっていた。他の書類と紛れた

可能性もそこで出てきたんじゃないかということです。 

 対応策としましては、コピーをすると紛失の度合いがそれだけ高まるということがあり

ますので、原本は必要であれば会議の中で回覧すればいいので、コピーはとらないという

ことと、あと保管場所から出してしまったかどうかも分からないというところがありまし

たので、そこら辺のところをきちんと管理する管理簿、取り出し管理簿というものを作成

しまして対応していくということで、今、やっております。 

 また、どうしても離席しなければいけない場合もございますので、その場合は、他の書

類が紛れ込まないように、クリアファイル等にはさみ込んで、それぞれ個々で分かるよう

にしておくということ。基本的にはしまえということなんですけれども。 

 この内容につきましては、他の２所ございますので、そちらの方に報告させていただき

まして、きちんとした個人情報の管理をしなくてはだめだよということで連絡させていた

だいております。 

 私の方からは、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、ご質問、ご意見等お願いします。 

 では、どうぞ。 

○いわい委員 大変なことだなと思うんですけど、一つは、５月末に決裁終了後、５月末

から実際にないと分かるまでのこの２カ月という期間というのはどういうふうに考えたら、

こういうタイムラグが発生するものなのか、日常業務の中で、というのが一つ知りたいの

と、実際にこの返還請求額を確認するために出そうと、そういったことを思ったのに見つ

からなかったということだとすると、再度、この返還額を確認するために資料を提出して

もらわなきゃいけなかったのかどうかということを知りたいんですけど。 

○会長 所長。 

○板橋福祉事務所長 最初のご質問です。処理に時間がかかっている。確かにそのとおり

でございます。 

 言いわけするわけではないんですけれども、担当していたのが今年入ったばかりの職員

で、先輩に聞きながらやっていた部分がありまして、なかなかその手続について、すぐで

きなかったという部分があったということと、ほかにも日々やるべきことがあって、そこ

ら辺のところの優先順位について、まだ理解が足りなかったというところで、そこら辺の
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ところを整理するようにということでは私の方から指導させていただいております。 

 ほかの職員にもあっためておかないようにということで、放っておくと大変なことにな

りますということで指導はさせていただきました。 

 ２点目の方の話。今回、実はまだ書類は見つかっておりません。確かに返還金のために

照合書類が必要でございますので、謝罪に行った際に、手元にまだ明細書の写しがあると

いうことでございましたので、一応、お詫び申し上げまして、再度、提出していただいて

おります。 

○いわい委員 なるほど。福祉事務所の扱う書類の量というのは、多分、非常に多いとい

うことはあるんだと思うんですけど、だからこそ、入ったばかりの職員であっても、どう

やって管理していくのかということについて、仕組みが丁寧に必要だし、保管のあり方を

丁寧にやっていく必要があるんだろうなというふうに思うのと、後回しにしないという、

なるたけ一つ一つ、一人の抱えている量が多いということもあると思うし、１世帯ごとの

対応が非常に込み入ったこともあると思うので大変かとは思うんですけど、後回しにする

ことによって、いつなくなったかも分からないということが生じるというのは問題かなと

いうふうに思うので、後回しにしないような対応を考える必要があると思うんだけれども、

その辺については、この対応策の中では余り強調されていないので、作業がもし進まない

場合には、先輩等に相談しながら、後回しになっていないかどうかということをチェック

する、特に福祉事務所の職員の対応する業務って非常に重い、一人一人の区民の生活の困

難な部分に接触するので、相当心労もあると思うんですね。だからこそ、新しい職員に対

して、後回しにしていないか、ちゃんと業務が進められているかということを相談できる

ような体制が必要になってくるんじゃないかなというふうに思います。 

 あと、心配なのは対応策なんですけど、管理している書類を取り出すとき、返却時に複

数で確認して、管理簿で管理するというのは本当にできるのかなというのが、無理になっ

ちゃうような仕組みを導入することで、余計仕事が煩雑になるということもあると思うん

ですよ。 

 だから、できたらいいと思うんだけれども、それぞれ福祉事務所って本当に一人一人が

忙しく動いていらっしゃるので、それこそ、入ったばかりの若い職員が先輩を捕まえて確

認してくださいなんてことができるのかなということも思うので、本当にこの複数で確認

するとかということができるのかどうか、これがちゃんと機能しなかったら、幾ら入れて

も無理だと思うので、その辺について確認したいんですけど。 
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○会長 所長。 

○板橋福祉事務所長 先輩が指導をやっております。 

 進行管理につきましては、査察指導員という係長がやっているところなんですけども、

本当にお恥ずかしい次第なんですけども、目が行き届かなかったということで深く反省し

ているところでございます。このことがありまして、本当に進行管理については、きちん

とやるようにということで、係長たちに指示は出しております。 

 あと、複数でということなんですけども、実際は、担当者と、先ほど言いました係長、

係長の脇に取り出しするよということでの簿冊を置いてありますので、そこに書いて、取

り出しましたよ、入れましたよということで、ただ、煩雑だということは確かにおっしゃ

るとおりなんですけれども、ただ、今回のように、わざわざ書類を出してきてやらなきゃ

いけない作業というのはそんなに頻繁に発生するわけではない事務でございます。 

 大体、収入申告をやって、収入認定して、処理が終わればしまってそのままという書類

の方がほとんどでございます。今回のように返還が発生したのでもう一度見ようとかとい

う、そういったのもなくはないんですけれども、発生率からいくと、それほど多い部分で

はないです。月額で何百件もやるわけではないので、この程度ならできるのではないかと

いうことで。現実問題はそういう形で、今、やっております。 

○いわい委員 非常に重要書類を山ほど扱う部署だと思うので、一つ一つの対応を丁寧に

よろしくお願いします。 

○板橋福祉事務所長 はい。 

○会長 じゃあ、順番にいきましょう。 

 新谷委員の方から。 

○新谷委員 よろしいですか、よろしくお願いします。 

 福祉事務所の職員さんとか、福祉事務所さんとは非常に深い関係がありまして、大変忙

しくて、私たちが担当のコーディネーターさんとかと連絡をとろうと思ってもなかなかと

れない、本人さんとは。 

 そういう事情を分かった上で、こういう事故が発生しちゃっているというのはとても大

変だなというのと同時に、管理、私たちも区から色々支給されているものの管理というも

のは非常に厳しく言われているんですよね。 

 ぜひとも、このキャビネット内の格納場所に収納したと思っていたのにというのはやめ

ていただきたい。記憶は一番曖昧であるから、記録をとってもらいたいなと思うこと。 
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 それから、ここに対応方法で、個人情報を取り出し管理簿により管理するというのが一

策ではなくて、先ほど事務所長がおっしゃったように、それほど頻繁にはないんだとした

ならば、キャビネットごとに、私たちもやっているんですけれども、誰が取り出して誰が

返却したかななんて、何日に一回、小さな記録紙でいいんですよ、キャビネットごとに上

に置けば、それが記録になるような気がするんですよね。 

 そうすると間違いがない。入れたつもりというのは、一番曖昧であると私自身は思って

おります。 

 ですから、そこのところも大変な業務を抱えていらっしゃるのはもう重々承知なんです

が、管理というのは、記憶ではいけないなというのをつくづく感じました、この事故報告

書を見て。 

 そこのところを、どの職員さんも緊張してやっていただきたいなと。いつも誤送付とか

色々あるときに、取り出し簿というのが全然なくて、これからつくるということが多かっ

たんですが、ぜひとも全ての業務に対して、誰が、何を、いつ出したか、いつ返却したか

というのは、書類なのできちんとやっていただきたいなとお願いしたいと思います。それ

だけです。 

○会長 それは、ご意見ということで。 

○新谷委員 はい。 

○会長 じゃあ、西田委員。 

○西田委員 再発防止策で、一番上に「個人情報について、原則、コピーを禁止する」と

いうふうにありますが、ケース会議のときなんかにコピーなしでやって、能率の問題でど

うなんでしょうかというのが質問です。 

○会長 所長。 

○板橋福祉事務所長 現実問題、今、コピーなしでやっております。どうしても原本が確

認したいときもあります、その内容を読んでいて。そのときは回覧という形で、１０人ぐ

らいしかいませんので、大体、すぐ回りますし、ポイント、ポイントというのが大体決ま

っている部分がありますので、そこら辺のところはすぐ、会議に出ている面々は係長級で

すので、どこを見ればいいかというのは分かる職員ですので、そんなに負担になるという

ことではないです。 

○会長 よろしいですか。 

○西田委員 はい。 
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○会長 河野委員。 

○河野委員 このコピーの方なんですけれども、コピーはこの会議のためにとったのであ

って、会議が終わったらもうシュレッダーにかけちゃってもよかったんじゃないかなと思

うんですけど、そのときにシュレッダーをかけずに机の中に入れたことがすごく不思議な

んですが、そこの意識というのは、もう一度、指導とか確認はしたんですか。 

 要らなければ、もうその場で、会議が終わった途端に「シュレッダーにかけてね」と、

一言、言って、「はい」と言ってかければよかったんじゃないかなと思うんですけど。 

○会長 所長、お願いします。 

○板橋福祉事務所長 おっしゃるとおりでございます。 

 そういったところも含めて、コピーのありようということで、今、不要のコピーをとる

からこのようなことが発生しやすくなる。あるいは間違えて捨てちゃうということもあり

ますので、捨てるに当たっては確認をして捨てるということも、今、徹底しているところ

でございます。 

 特に本当にすぐ要らないものは捨てるということで、本当にどうしてもとりたくなると

ころがあるのですけども、その辺のところを徹底させていただきたいと思います。貴重な

ご意見ありがとうございます。 

○会長 ほかにご意見は。 

 中妻委員。 

○中妻委員 一つだけ。まさに今議論になっているポイントなんですけれども、私のペー

パーレスについての考え方なんですが、ある一つの業務以外は全てペーパーレスにできる

と思っています。そのペーアーレスにできない業務というのが会議です。会議は紙がない

と上手くいかないというのが、経験上、言えます。 

 今のお話ですと、１０人ぐらい、分かっている方々なのでコピーしなくても原本を回覧

すればできるというお話でしたけれども、そういうケース会議のような場合ばかりではな

いんではないかと。つまり個人情報のコピーを回してやらなければいけないような業務が、

あとどれぐらいあるのか。 

 例えば会議にしたって、参加人数が２０人、３０人となれば、そうもいかなくなるだろ

うとか、色々なケースが考えられます。なので、そういった会議等で、原則、コピー禁止

とありますけれども、それはできるのか、ほかにどうしてもコピーをしないと回らないよ

うな業務があるのか、ないのかということを確認したいです。 
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○会長 所長、お願いします。 

○板橋福祉事務所長 記録とか何かを確認しなきゃいけないものも中にはございます。 

 それで、いわゆる処遇をどうしていくのかというような会議もございます。 

 今、取り組んでいるところなんですけども、なるべく記録そのものを見ても個人名が分

からないと、あるいは住所とかも空欄にしちゃったりとか、年齢とか、性別だけはないと、

それが属性ということで必要な部分はありますので、今、多分、ケース診断会議の中で話

題になっています例で申し上げますと、今まではケース診断会議で、名前とか、住所とか、

そういうのが載っていたんです。生年月日も載っていました。 

 ですので、そこら辺の部分は省いちゃう。紙だけ見ても誰のことか分からないようにす

る、そういうような工夫はできるのかなと思っておりますので、今後、私どもも会議が

色々ございますので、なるべくそういった方向でさせていただければなと思っております。 

 ただ、どうしてもこの人ということが分からないといけない会議も中にはございますの

で、その場合は、あの人ですよねということで共通認識ということでやっている会議もあ

りますので、そこら辺のところをどうしていくのかというのは今後の課題とさせていただ

きたいと思います。 

○中妻委員 ケース診断会議といった場合には、この人と分からなければケース診断会議

にならないように思うんですけど、誰のことを言っているか分からないようにぼやかした

状態で可能な会議であれば、それはもう最初から個人情報を配るべきではない。 

 これは、ある意味、簡単なんですけれども、どうしてもお仕事上、この人についてどう

しようかということをやるお仕事だと思うんですよね、福祉事務所は。そういう個人情報

をコピーして配らざるを得ないような会議、お仕事がどれぐらいあるかというのは、リス

クのピックアップといいますけど、やっていらっしゃるかどうかを確認したいと思います。 

○会長 所長、どうぞ。 

○板橋福祉事務所長 はっきり言って、数としてはピックアップしておりません。 

 ただ、福祉事務所における会議は保護だけではございませんので、色んな仕事がありま

すので、そこら辺のところで挙げていかなければいけないのかなと、今、認識いたしまし

た。 

○中妻委員 リスクマネジメントの肝だと思うんですけど、まず、そういうリスクの認識

をするということですね。個人情報を隠していい会議であれば、もうそれはもう出さない

と。個人情報を出して議論しなければいけない会議であるならば、それは幾つあって、誰
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が参加して行われているのかということをきちんとリストアップして、それぞれに対して

の、じゃあ、この件についてはやらなきゃいけないんであれば、どう保護策を打つかとい

うことを一つ一つ洗い出していっていただければなと思います。 

 以上です。 

○会長 どうぞ、真野委員。 

○真野委員 私も、この再発防止策のところのコピー禁止というのはずっとひっかかって

いたんですけれども、先ほどコピー機のところで、コピーをとることによって紛失する可

能性が高まるというふうにおっしゃっていたんですが、原本を持って会議場に行って、ま

た帰ってくるのも同じだと思うんですよ。 

 だから、これがペーパーの個人情報が外に漏れたんであれば、コピー禁止というのはす

んなり腑に落ちるんですけども、このケースの場合は、要するにしまい方がずさんだった

ということですので、例えばコピーをとったもので会議資料として出したとしたら、その

会議が終了したらそれを集めてすぐ粉砕ボックスに持っていけばいい話であって、これコ

ピーが要因ではないと思うんですよね。その辺、いかがですかね。 

○会長 所長。 

○板橋福祉事務所長 コピーが要因ではないと言われれば、そういう考え方もできるかと

思うんですけれども、実はこれ、いまだに見つかっていないということがございます。 

 処理が遅かったんじゃないかということなんですけれども、５月に会議の資料を破砕し

たときに紛れたかもしれないという可能性もなきにしもあらず。ということは、紛れて捨

てちゃうということは、ものがあるから捨てちゃうんじゃないかということも想定しまし

て、コピーをしない方がいいんではないかということでコピー禁止とさせていただきまし

た。 

○会長 どうぞ。 

○真野委員 そこのところが違うんですけど、コピーをとるならとったで、すぐ事務所の

中でちゃんと保管ボックスにしまっておけば何の問題もないわけですよね。 

 だから、この再発防止策の１点目はどうも腑に落ちない。 

○会長 どうぞ。 

○岩隈委員 小職は、板橋福祉事務所、志村福祉事務所、赤塚福祉事務所、３福祉事務所

全部で外部評価委員で個人情報を外部評価させていただいております。 

 そこで、各事務所に、今、同じように申し上げたことがあって、このコピー禁止を求め
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たというわけではないんですが、例えば仮用のコピーだと、大体、人数より多目に刷って

おくということがありますよね。それを配って、回収して、破砕するとか、保管するとい

うことをやったときに、例えば１０人いたんで１２枚コピーしてということを、普通、

一々記録しないんですよね。そうすると、１０枚返ってきた、メンバー１０人だから１０

個あればいいよねといって、スペアの２枚はどこに行ったんだということは、実は誰にも

分からないということが発生しがちなんですよね。 

 ですので、各事務所で、こういうトラブルが発生したときに、大体、実地調査を入れさ

せていただいているんですけれども、原本の管理というのも非常に福祉事務所はほかの部

署に比べると丁寧に、丁寧にやっていらっしゃるんですよね、膨大なものを。 

 だけれども、写しだったり、あと、最近はおやめになったようですけど、写しとかプリ

ントアウトを、データは庁内にあるんだけど、プリントアウトをケースとなっている方の

ところに持っていって確認するとかという作業が入ったときの、そのプリントアウトとか

が必ず庁内に返ってきて破砕されたかというのを確認できるような方法をとってください

と。 

 それができないようだったら、なるべくそういう情報が発生しないようにしてください

ということはずっとお伝えしていたんですね。多分、その後者の方の一つの、今回の事件

を受けての実践の仕方なんだろうとは思うんですよね。 

 コピーをとったときに、今おっしゃられたようなケース会議ぐらいの人数であれば、も

うそのコピーをとった全数をしょうがないから管理して、あとはおっしゃられたように、

終わったら保管する、破砕するというフローをきちんとマニュアル化していただくのがい

いのかなと思うんですけれども、原則、コピーを禁止するというのが一つの考え方なのか

なとも思っております。 

 ただ、原則とお書きなので、必要なときにはやらざるを得ないんでしょうから、今度は

その場合にどう確認するのかということは、今回のようなケースがあった以上は、それも

あわせてお決めになるのがよろしいのかなというふうに考えています。 

○会長 ほかに、いかがでしょうか。 

 よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○会長 では、この件につきましては、ご報告を承ったということにいたします。 

 色んな角度からご意見が出ましたので、特に重要なのは、恐らく業務フロー全体、フロ
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ーだけではなくて、業務全体を少し、もう一回、洗い出していただいて、リスク評価をし

ていただくということが必要ではないかというご意見が多かったと思います。 

 日常業務で大変お忙しいのは重々承知しておりますけれども、あわせてお願いできれば

と思っております。ありがとうございました。 

 引き続きまして、資料４－２、「弁償金返還に伴う返還金の誤収納及び領収書の誤交

付」につきまして、引き続きということになってしまいますが、板橋福祉事務所長から報

告願います。どうぞ。 

○板橋福祉事務所長 重ねて申しわけございません。 

 弁償金返還に伴う返還金の誤収納及び領収書の誤交付についてでございます。 

 概要でございますが、板橋福祉事務所に保護受給者が返還金を納めに参られまして、そ

の際に、誤って別人の納付書を使って納付、金額は同じだったということで収納して、領

収書を納めた方にお渡ししてしまったということでございます。 

 これは、発生したのは、その領収書をお渡しした日ということで平成３０年７月２７日

でございます。 

 対象者は、一人の方でございます。 

 内容は、対象者の住所、氏名、返還金の種別、金額。返還金の種別というのは、実は返

還金は２種類ございまして、法６３条に伴う返還金と７８条に伴う返還金の２種類ありま

して、それによってどうかというのが分かるというのもあります。 

 経過でございます。 

 まず、７月２７日の１６時ごろに、保護受給者の方から弁償金を返しますということで

申し出がありまして、管理係の職員なんですけれども、その申し出を受けまして納付書の

発行をいたしました。 

 これは３連納付書といっているんですけれども、納入通知書兼領収書、納入済通知書、

原符といって、１枚はご本人様に渡して、２枚は会計管理室と福祉事務所の方で保管する

という形なんですけれども、たまたま同じプリンターを使って、郵送用で頼まれていた納

付書を別の職員がやっていたというのがありまして、その納付書を使ってお支払いいただ

いたというのが、この２７日。このときに気がつかなかったのかというと、このときに気

がついていなかったということでございます。 

 １カ月たった８月２８日の１６時１０分ごろなんですけれども、窓口の方に、毎月、毎

月、この方はお返しに来てくれる方だということなので、大体、月末に来られる。「何か、
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納付書が郵送で送られてきたんだけど、ふだん、窓口に来て払っているのに、どうして」

ということでケースワーカーに相談に来られたんです。 

 調べてみましたら、本人が持っていた納付書は、本来、７月２７日にお支払いいただく

べき納付書だったんじゃないかということが分かりまして、結局、調べてみましたら、別

人の納付書を使って収納しているということがここで分かったということでございます。 

 とりあえずお納めいただきました方にはおわび申し上げたのと、あと、もう一方いらっ

しゃるわけなので、その方のところにそれぞれ連絡させていただいております。 

 この日の５時ごろなんですけれども、私の方に報告が来まして、翌日、事故の報告もさ

せていただいたとともに、収納の是正処理をということで、正当な領収書をお持ちしまし

て、保護者宅にお伺いしておわびさせていただいたこと、あと、郵送でお送りした方が１

枚足りなかったということで、その部分を届けさせていただいて対応を行ったところです。 

 この原因なんですけれども、この７月２７日に収納するときに、その管理係の職員が相

手方の名前を読み上げるのを怠ったということが、どうも原因だと。それは当たり前のこ

とで、確認しないのかと言われれば、本当に何の申し開きも立たないんですけれども、確

認していなかったから、このようなことが１カ月後に判明したということでございます。 

 再発防止策なんでございますけれども、今回の対応につきましては一人の職員がずっと

最後までやっていたということがありますので、今後二人でやろうということで、お金を

受け取る人で相手を確認、お金を、納付書を発行して、おつりがあればおつりも渡すとい

う、そういった管理係の職員が二人態勢で分業してやって、領収書を渡すのは最初に受け

た職員が名前を言って相手にきちんと確認をとってから返すという形でやらせていただく

ということで、きちんと口頭でやるということと、あと、この辺の一連の流れにつきまし

て、頭では分かっていたのかもしれないんですけれども、きちんと取り組む、事務処理の

流れについてもう一度ペーパーにしようということで、紙に書かせていただきまして、そ

れに則ってやっております。 

 本当に初歩的な部分で、誠に申しわけなかったというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○会長 本件につきましてご質問、ご意見等、承ります。 

 いわい委員、どうぞ。 

○いわい委員 もうちょっと緊張感が必要かなと思いますけど、もう一つ、発見できたタ

イミングというのはもう１個あったのかなと思うのは、別人の郵送分の納付書が送られた
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のが１枚足りなかったということなんだけど、こちらの方も要するにプリントアウトする

ときに、何枚かのつづりを郵送したら、別の方に郵送しなきゃいけなかったんだと思うん

ですけど、そっちの枚数が、封筒で郵送する際にきちんと必要な枚数が入っているかどう

かということの確認ができていたら、もっと早く分かったんじゃないかという気がするん

だけど、その辺は、本人の方からの申し出がなかったらずっと分からなかったのかという

のがよく分からないですよね。 

○会長 どうぞ、福祉事務所長。 

○板橋福祉事務所長 まず枚数の関係なんですけども、これは管理係の職員がケースワー

カーから、誰々さんの納付書をつくって郵送で送るから、くださいということで頼まれて

やったということなんですが、実はここのところで、何枚つくってという話ではなくてや

りとりされたということがある。 

 単純に言うと、幾ら返しますという話があって、何枚の納付書をつくればいいのかとい

うのが管理係の方で管理していた部分があったということで、ケースワーカーに何枚つく

るよということを伝えていなかったので、ケースワーカーの方で、渡されたのが１０枚な

くちゃいけないのか、９枚なくちゃいけないのか、８枚なくちゃいけないのかということ

が分からないままだったというところがあるという、それもこれからはきちんと発行する

前に、何枚という、事前に確認するようにということでも、ここでは出てないですけれど

も、させていただいています。 

 本当にその枚数のところで分からなかったのかというのも私も最初疑問に思いましたけ

れども、どうもそこら辺のところのやりとりに不備があったということは、今回の案件と

は関わりませんけれども、実は一連の流れがあったということは確認させていただいてお

ります。 

○いわい委員 結局、一つ一つの作業に、この確認して実施するということが、もう少し

緊張感をもってやる必要があるのかなというのは、相手があるし、相手に対して「間違い

ました」と言えば済むという話ではないと思うので、どの業務でも、多分、必要になると

思うんですよ。 

 本来、何枚納付書を送らなきゃいけないのかということを分からないまま封筒に入れる

なんてことは、私はおかしいと思っているんですけど、その辺を仕事のあり方という部分

では、事務手続については、その事務処理については、きちんと確認をどの部分で確認を

しなきゃいけないのかということを、郵送の部分でいけば、もう最後、封筒に入れるとき
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に最終確認してなかったらどうにもならないと思うんですよね。それができるように、再

発防止についても、この実際の本人の部分については書かれているんだけれども、もう１

件の別人の方の案件で分かっていれば、もっと手前で防げたと思うんですよ。 

 結局、同じプリンターで出しているからということですよね。だから、そのプリンター

で出てきたものが、自分が出したものかどうか点検するということも含めて、どの部分で

点検をするのかということをもう一回見直していただいて、その再発防止策にも加えてい

ただきたいなというふうに思います。 

○会長 ほかは、よろしいですか。 

 どうぞ、西田委員。 

○西田委員 何枚になるか分からなかったということなんですけれども、返還金が幾らか

というのはケースワーカーは分かっているわけですよね。そこのところでもチェックでき

ると思いますので、本当に事務の流れというのを、ここにメールを出したいというふうに

ありますけど、周知徹底していただきたいなと思います。 

○会長 よろしいですか。特に。 

 所長。 

○板橋福祉事務所長 今の話につきましても、実は明文化してペーパーとして存在してお

ります。 

 今、それに則りまして、何枚印刷するよということで、ケースワーカーがたとえ１０枚

といっても、実は債権額から行くと８枚分で済んじゃうということがありますので、その

場合は８枚にしたよということで、やりとりが分かるような記録として残させていただい

ております。 

○会長 よろしゅうございますか。 

○中村委員 １点だけよろしいですか。 

○会長 どうぞ。 

○中村委員 気になったんですけど、金額に差が出ているわけですよね。金額は一緒だっ

たんですか。 

○はぎわら委員 金額は一緒だった。 

○中村委員 金額は一緒だったんですか。なるほど、そうすると、もし金額が違う場合に

は、どういう対応をとられるのかなと思いまして。 

○会長 所長、お願いします。 
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○板橋福祉事務所長 名前を見なかったら金額もよく見ないんじゃないかというのも私も

考えたんですけども、金額は同じだったということで。 

 当然、お金のやりとりでございますので、おつりがあるときもございます。幾ら扱った

かということもあります。例えば、本人様は３，０００円で５，０００円出すということ

もありますので、幾ら預かって、幾らおつりです、幾ら今回納付分ですよということをき

ちんと声に出して、預かったときに、このときは言ってなかったようなんですけども、こ

の予防策の中で、一連の流れの中で、そういったことまできちんと言えということで、み

んな口に出さないと頭は認識しないというのもありますので、目だけじゃ認識しないとい

うこともあると聞いたことがありますので、必ず声に出していくと。幾らもらった、幾ら

返します、幾ら収納ですということをきちんと、一連の。 

 だから、お渡しするときも、幾らもらって、幾らおつりで、幾らの領収書ですというこ

との金額の確認ということで、ここはもう周知徹底するということでやらせていただいて

おります。それが今回起きたということはどうしたんだと言われれば、そのとおりです。 

○会長 中村委員からのご指摘は、万が一、違う額をお預かりしてしまって、返していた

だいた額が多かったりした場合には、過払い金の過払いというわけの分からない、そうい

ったことが起こったら事後手続はどうなるんですかというご質問だったように私は聞こえ

たんですけども。 

○中村委員 そうです。 

○会長 そういったときは、現金でお返しするという手続になるんですか。 

○板橋福祉事務所長 ご本人様が幾ら返すつもりだということで来られたとしても、先ほ

ども申し上げました債権の残りぐあいによっては、その金額にならない場合もありますの

で、そこを確認しながら領収書と納付書をおつくりしていますので、例えば「５，０００

円返すよ」と言われても、もう３，０００円しか残っていなければ、「３，０００円です

よ」ということでやりとりしますので、過払いにはならないようにはさせていただこうと

思っております。 

○中村委員 分かりました。 

○会長 ありがとうございました。 

 それでは、先ほどに引き続きまして、よろしくご配慮お願いいたします。 

 残念なことでございますが、本日は、事故報告がさらに２件ですね。誤送付でございま

す。区民農園の収穫祭における表彰式の案内の誤送付につきまして、赤塚支所長から報告
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をいただきます。お願いいたします。 

○赤塚支所長 赤塚支所長。 

 事故の内容でございます。 

 板橋区赤塚支所で、「区民農園収穫祭における表彰式の案内」を誤送付する事故が発生

したものでございます。 

 発生日時は、平成３０年９月５日水曜日。 

 対象者は、１７名でございます。 

 個人情報の内容でございますけれども、対象者の氏名及びフリガナ、利用農園、それか

ら利用区画、あわせて立毛品評会で入賞したことでございます。 

 経過でございます。 

 まず、９月５日水曜日、区民農園立毛品評会入賞者１９名宛に、「区民農園収穫祭表彰

式のご案内」を郵送したものでございます。 

 翌日の９月６日木曜日、１５時３０分ごろ、入賞者の１名の方から、封筒の中に他人宛

てのご案内が入っている旨電話で伺ったところで発覚したものでございます。 

 同じ９月６日木曜日で、１６時半ごろ、連絡のあった入賞者の自宅を訪問し謝罪すると

ともに、誤って送付したご案内分を回収し、正しいご案内を手渡したところでございます。 

 その後、同日１７時ごろから翌日の１７時ごろまでにかけまして、ほかの入賞者１８名

に連絡をとりまして、結局、１９名のうち１７名分が誤送付されていたことが判明したと

ころでございます。 

 これを受けまして、同日の１８時ごろから週明けの１０日月曜日の１０時ごろまで、誤

送付してしまった１７名全員の自宅を訪問し、誤って送付したことを謝罪して、ご案内を

回収し、正しいご案内を手渡したところでございます。 

 発生の原因でございます。 

 担当者が別の職員に封入を依頼した際、文書の内容に個人情報が記載されていることを

きちんと伝達せず、そのために別の職員が封筒の宛名と文書の内容を照合せずに封入して

しまったためでございます。また、その後、点検を行った担当者も宛先と内容物の照合を

行わなかったためでございます。 

 再発の防止策でございます。 

 定例的な係のミーティングにおいて、発送に関する通知内容の再確認を徹底するという

ことでございます。その際に、実際に郵送物があれば、実物を使いまして、作業方法の再
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確認を行うことで、係員全員が共通認識を持てるようにするというものでございます。 

 それから、（２）の方でございますけれども、これは通知文の内容そのままなんですが、

作業時には、発送物が個人情報を取り扱うものかどうかということを担当者と点検者で作

業スタート時に確認をし、取扱わないものと判断した場合は、係長級職員の点検を受ける。 

 個人情報として取り扱うものと判断した場合は、担当者が宛名と内容物を確認し、封入

し、さらに点検者が封筒を受領して、宛先と内容物が合致しているかを再度確認する。確

認がとれた発送物を担当者に戻した上で、最終的に担当者が封かんを行うということで、

まさにこのルールどおりでございます。 

 作業の部分でございますけれども、通知文の宛名部分は受賞者の氏名を明確に記載する

ことで誤送付を回避するよう努めるというものでございます。 

 報告は以上になります。 

○会長 ありがとうございました。 

 伺っていて不思議だったというか、今、初めて分かったんですが、１９名中二人は偶然

一致したということですか。 

○赤塚支所長 実は、今回は、区民農園で栽培の状態が良好な方に対する表彰だったわけ

ですけれども、区長賞と会長賞という方がお一人ずついらっしゃいまして、その他の方が

皆さん入賞者ということになってございました。 

 それで、これはその通知文そのものなんですけれども、実は誤送付したのは入賞者様と

いうことで書いてあるものについて、個人情報が下部に記載されていたもので、ここが区

長賞と会長賞の方は、区長賞、会長賞と書いてあったので、間違いなくそのまま送ったわ

けですが、入賞者と書かれている方については、ここに個人情報が記載していることを引

き受けた職員が気がつかずに送ってしまったということで、区長賞、会長賞は間違いなか

ったんですけど、その他の方は全部入れ替わってしまったというような状況でございます。 

○会長 分かりました。 

○西田委員 ということで、３番なんですね。 

○いわい委員 そうそう。私も３番の意味がやっと分かりました。 

○会長 支所長、お気づきのようだけれども、委員の皆様方から失笑しか出ないという状

態になっていますので、これはもう典型的なヒューマンエラーといいましょうか、お気を

つけくださいとしか言いようがない事象ですので、本当にお気をつけください。 

○赤塚支所長 はい。 
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○会長 委員の皆様方、つけ加えることはございませんか。 

 どうぞ、中妻委員。 

○中妻委員 余り、言っても、何かなというぐらいの下を向いちゃうような話なんですけ

ど、通知の宛名部分というのは、つまりこれまで仕事をする上に当たって、紙の左上の部

分を見て個人情報があるかないかを確認していたという、そういった習慣がついていたと

いうことでよろしいですか。 

○会長 支所長、お願いします。 

○赤塚支所長 確かにおっしゃられるとおりで、今回、実はこのサイズの封筒に三つに折

って入れていたところでございます。そうしますと、この文書をこう折ったときに、個人

情報かどうかと判明するのは、恐らくこの部分を見ることで判明していることが多いので、

担当もみんなこの部分を見て、これも同じものだなと思ってしまったんだろうと思うんで

す。 

 内容については、差し込みの印刷で今できるようになっていますので、ここに書いてあ

る個人の名前をここに同じように差し込み印刷でやれば恐らくミスは防げるだろうという

ことで、本当にベーシックなミスで申しわけないんですけれども、文書のつくり方を工夫

することによって防げるのであれば、そういった対応もしたいということで、我々も発送

する文書のつくり方を見直すことによってエラーを防いでいきたいというふうに考えてい

るところでございます。 

○中妻委員 まさしく私が言いたかったところがそこで、郵送時の封入の手順等をルール

どおりやるというのは当然必要なことであることと、文書のつくり方、こういうときに間

違いにくいような文書をつくろうという意識を持っていることが大事です。 

 デフォルトというのは非常に重要で、みんなが普通に仕事をしたときに、事故が起こり

やすいような仕事の仕方と事故が起こりにくいような仕事の仕方というのがあるわけで、

ヒューマンエラーを起こしにくくするような文書のつくり方とか、ヒューマンエラーが起

こりにくくなるような仕事の仕方を日常的に皆さんが工夫するような、そういった文化が

庁内に根づいていってほしいなというふうに思います。 

 以上です。 

○会長 よろしゅうございますか。 

○新谷委員 いいですか、一言。 

○会長 はい、どうぞ。 
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○新谷委員 すみません、伺いたいんですけれども、表彰式のご案内の内容というのは、

職員の皆さんはご存じなんでしょうか。 

 どういう方がどういう形で表彰されるということの文書を、その職員の方はどういうふ

うな表彰式で、どういう方が表彰されるのかという、その文書の内容はご存じなのでしょ

うか。 

○会長 支所長、お願いします。 

○赤塚支所長 文書の中に書いてあるものがどんなものかというのは、１０名ばかりの職

員でやっていますので、もちろん分かってはいるところでございますけれども、恐らく担

当以外の者は、この文書の中身について細かく最初から最後までなかなか読まなかったの

かなというふうに考えているところでございます。 

○新谷委員 ぜひ、読んで、皆さん、認識していただきたいなと思うのです。 

 すみません、以上です。 

○会長 ありがとうございました。 

 それでは、本件につきましては、ご報告を承ったという形で処理いたします。 

 報告事項、最後でございます。 

 これは、何と読むんでしょうか。「さいがいろ」と読んだらよろしいんでしょうか。 

 「細街路拡幅整備協議成立連絡書」の誤交付につきまして、これは市街地整備課長から、

報告をいただきます。 

○市街地調整課長 よろしくお願いします。 

 都市整備部市街地整備課で発生しました「細街路拡幅整備協議成立連絡書」の誤交付に

ついて説明させていただきます。 

 最初に、経過の概要としましては、本年９月１４日に、表紙の宛先が誤った「細街路拡

幅整備協議成立連絡書」を協議者の代理人に交付してしまいました。 

 その後、９月２１日に別の案件で同様に交付しようとしたときに、表紙が１４日に交付

したものと入れ替わっている可能性が高いことが判明しました。そのため、２１日に来ら

れた代理人には、表紙の再発行をして対応を行いました。 

 誤交付した表紙については、２１日中に代理人の会社を訪問し、誤った表紙を回収し、

正しい表紙を交付し、謝罪を行ったところでございます。 

 次に、事故発生の原因についてでございます。 

 二つ考えられます。一つは、担当者が、数件まとめて細街路拡幅整備協議成立連絡書の
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表紙に押印後、誤って別の案件と添付書類の組み合わせをしてしまったことです。 

 もう一つが、窓口で書類を交付する際、添付書類を用いて今後の流れを説明するときに、

誤っていない受取りサインをもらう連絡表紙の写しの宛先等を確認しましたが、連絡書そ

のものの宛先の確認は行わなかったことでございます。 

 最後に、再発防止策としまして、二度とこのような事故が起こらないため、四つの対策

を実施しました。 

 一つ目は、担当者が押印した表紙と添付書類一式を組み合わせた後、担当者以外の職員

が原本と照らし合わせ、書類の整合性を確認してとじ、サインを行う。 

 二つ目は、交付を担当する職員が受取人と一緒に読み合わせ、また、指差し確認を行い、

書類の内容を確認する。 

 三つ目は、代理人への連絡日、受取りのサイン状況、受領者、引き渡し者等を記載した

処理台１帳を作成し、対応状況が確認できるようにしました。 

 四つ目としまして、以上のことをルール化するとともに、課内で個人情報を取り扱うこ

との重大さを改めて確認するように指導を行ったところでございます。 

 説明は以上になります。 

○会長 ありがとうございました。 

 ご質問、ご意見等ございましたらお願いいたします。 

 どうぞ、真野委員。 

○真野委員 こういう事例が出ますと、どんどんマニュアル化とか、仕組みばかり整えよ

うとしてどんどん煩雑化していくので、余り効果はないんじゃないかなと思うんですね。 

 要は、担当者がお客様意識をちゃんと相手にもって、窓口でおもてなしの対応ができて

いるかどうかが全てだと思うんですよ。 

 これだって、窓口でお渡しするときに、冊子であれば、一々確認をして、その場で「お

間違いないですね」といって、それこそ銀行の窓口でやるように丁寧にやれば、さっきの

福祉事務所の問題もそうだと思うんですよね。「お待たせしました、○○さん」と、一言、

言うだけでも、そこではたと気がつくわけですから、基本的な窓口のおもてなしって、こ

れは総務部長の管轄かもしれないですけれども、研修でその辺はちゃんとやった方がいい

なと思うんですよね。 

 どうしてもやらされ仕事みたいに、機械的にやっているとこういう問題が起こり得ると

思うんですよ、さっきの福祉事務所の納付書の問題も。あれだって現金をいただいて、処
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理する間には数十秒たっていますので、お返しするとき、「何々様、お待たせいたしまし

た」と一言言えばそれで問題ないわけであって、その辺もうちょっと注目した方がいいの

かなという意見です。 

○会長 ありがとうございます。 

 今、委員がおっしゃってくださったことは、再発防止策の（２）のところに入っている

内容ではあるんですけれども、それをルール、マニュアルとして決まっているからやるん

じゃなくて、当たり前のこととしてやりゃいいんだというのは、まさにおっしゃるとおり

だと思う。 

○真野委員 会話をちゃんと窓口でしなきゃいけないと思うんですよね。 

○会長 恐らくこういったことは、私はルール化自体が悪いと申し上げるつもりはござい

ません、ルール化してしまって、ルールに基づいた対応をしておりますというと、これ指

差し確認をお客様のところで行うって、向こうがそんな子供みたいなことにまたつき合わ

なきゃいけないのかといって、かえってリスクが拡大したりしかねないということもあり

ますので、その辺のところを十分、今のご指摘、大変重要だと思います。区民の方の最前

線の対応窓口であるというところを重視した対策をお考えいただければというふうに思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

○髙木委員 すみません。 

○会長 はい、どうぞ。 

○髙木委員 つまらないことをお聞きしますが、発表を聞いていて、私も現役のころ、犯

したミスは数知れずで、幾つか思い出して、今、ここから冷や汗が出てきておりますけれ

ども、本当に間違いは人の常と言いますけれども、ご苦労さまです。 

 お伺いしますのは、今日、私のところにこの書類が来たときに、これダブルチェックで

ハンコ二つ押してあります。これ非常に感心しまして、ああ、やっているなという感じが

します。こんな仕組みはどの程度普及していますか。それだけ聞きたいです。 

○会長 これは、区政情報課長ですかね。お願いします。 

○区政情報課長 こういった類の事故がなかなか減らない状況の中におきましては、私ど

もである一定のルールを定めました。今、委員がおっしゃいましたように、ダブルチェッ

クというのは従前から職員に対して周知しているところではございますけれども、その実

効性を伴うための一つの手段としては、確認のハンコ、あるいは部署によりましては名前

を出してしまうとまずいという部署もございますので、番号で表示したりとか、それは
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様々な各部署で工夫はなされておるところではございますけれども、じゃあ、どれぐらい

実行がされているのかというところまでは、今、数字としては押さえていないところでは

ございますが、ある一定程度は普及してきているというふうには考えているところでござ

います。 

○髙木委員 どうもありがとうございました。 

 押すということで意識が、また取り扱いがぜひ丁寧になることもあると思いますね。 

○真野委員 すみません。 

○会長 真野委員。 

○真野委員 その関係なんですけども、私は、相手方に二つ確認していますよとお見せす

るのはどうなのかなと、逆に、思う立場での意見なんですけれども、公務も生産性とか、

能率、効率とかというのは求められていると思うんですよ。 

 二人でやっていますというのは確かにいいことなんですが、それをいただいた方として

見ると、こんなことを二人でやっているのと思う方もいると思うんですよね。 

 だから、それは見せないでも、ちゃんとダブルチェックを行わせるような方法を、もっ

とスマートに考えられないかなと思っている。本当に意見なんですけども、受け取り手に

お見せするのが全てではないかなと思っています。公務員は余っているんじゃないか、人

が余っているんじゃないかというところにいっちゃう可能性があるかなと思うんですよね。 

○髙木委員 文書によっては押さないものもあるんでしょうからね。その辺は難しいとこ

ろです。 

○会長 そのあたり、運営上の問題で、それは検討してもらいましょう。 

 いわい委員、どうぞ。 

○いわい委員 ダブルチェックについては、色々と仕組みをちゃんとした方がいいと思い

ます。 

 よく分からないので聞きたいんですけど、細街路拡幅整備協議というのはどういう方が

書類が必要で、どういう方に渡すのかというのが、イメージが湧かないのが一つと、ほか

の案件と表紙が入れ替わっちゃったということなんだけども、そんなにしょっちゅう案件

があるのかというのもよく分からないので教えてください。 

○会長 課長、お願いします。 

○市街地調整課長 細街路拡幅整備といいますのは、建築基準法上の４２条の２項道路。 

 建築基準法ができた昭和２５年当時に、４メートル未満の道路を、道路中心から２メー
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トルの部分につきましては後退して４メートルの道路としてみなしますよという道路にな

ります。その後退する際に、そこの部分を区の方で整備しますということで、その整備す

るに当たって、その後退する部分につきましては私有地でございますので、その持ち主さ

んと区の方で協議を結んで、区の方で工事をさせていただきます。その協議が調いました

というのが、今回の連絡事項になります。 

 あと、２点目です。 

 ２点目は、今回、何件かありましたのを、公印を一遍に何通かとってしまったというの

があったので、それをコピーした際に入れ替わった、混ざってしまったという形で、今現

在はそういう公印をとる際は１件ずつという形で行うように訂正しております。 

○いわい委員 偶然、何通か一緒にやったときに入れ替わっちゃったということなんです

ね。 

○市街地調整課長 そうです。はい。 

○いわい委員 分かりました。ほかの案件でもそうですけど、本当に些細な確認、ちょっ

とした確認や、職員同士のちょっとした声かけがあったら起きなかっただろうなというミ

スが、今日は非常に多かったなと思うんですよね。 

 だから、そういう意味で言うと、職員間のこの連携や声かけや、確認作業というのをも

う少し全体的に、何かもう少し強化していく必要があるのかなというのは感じました。 

 以上です。 

○会長 ありがとうございます。 

 よろしゅうございますか。 

（「はい」の声あり） 

○会長 では、ただいま２件分の報告を受けたものとして処理いたします。 

 報告事項は以上でございます。 

 本日の議題は以上をもちまして全て終了いたしましたので、閉会ということにしたいと

存じます。 

 事務局の方からお願いいたします。 

○区政情報課長 本日の次第の下部にも記載しておりますけれども、次回の審議会でござ

いますが、現在、平成３０年３月２０日水曜日、午後２時から、場所は南館２階の人材育

成センター、または３月２６日火曜日の午後２時から、会場は北館１１階、こちらでござ

います、第三委員会室を予定しております。 
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 現段階で、まだどちらの日になるかというのは決まっておりませんので、正式な開催の

ご案内につきましては、事務局から改めてご連絡させていただきたいというふうに思って

おります。 

○会長 原則として２０日でいきましょうということで、先ほど調整を進めさせていただ

いております。 

 議会の日程、それから場所の日程、議長の日程の３点セットがなかなか上手く揃いませ

んで、ご迷惑をかけておりますが、今のところは２０日の方向で調整させていただいてお

りますので、２０日を第一選択、２６日は予備日という予定でいただければと思います。 

 以上、よろしゅうございますか。 

（「はい」の声あり） 

○会長 というわけで、本日はこれにて散会といたします。どうもありがとうございまし

た。 

午後４時１０分閉会 

 


