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          国保年金課長 
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          板橋福祉事務所長 

          介護保険課長 

 おとしより保健福祉センター所長
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午後２時００分 開会 

○区政情報課長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから平成３０年度第３回目

の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。よろしくお願いい

たします。 

 まず初めに、昨年１１月３０日で、皆様、委員の任期が終了いたしまして、新たに平成

３０年１２月１日から平成３２年１１月３０日までの２年間、本審議会委員をご承諾いた

だきました皆様に、坂本区長から委嘱状をお渡ししたいと思います。 

 委員の皆様には、お席にてお待ちいただきたいと思います。 

               委嘱状交付        

○区政情報課長 それでは、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。年度末のご多忙のところ、今日はわざわざお越しいただきま

して、まことにありがとうございました。 

 委員の皆様には、板橋区区政に対しまして、ご協力を賜り、厚くお礼申し上げたいと思

います。今回、新たに委員にご就任いただきました。また、より一層、ご尽力をお願いい

たします。 

 さて、社会保障・税番号制度、いわゆるマイナンバー制度に対しましては、国におきま

して、戸籍事務、また、旅券事務等における新たな個人番号の利用や、マイナンバーカー

ドの利便性も考慮に入れまして、利用者証明用提示証明書のスマートフォンへの搭載等が

検討されておりまして、今後、ますますマイナンバーの利活用が進んでいくものと期待さ

れております。 

 区におきましてもマイナンバーの利活用を進めておりまして、今回、マイナンバーカー

ドを利用したコンビニエンスストア等のキオスク端末を利用しました戸籍証明書の交付に

ついて諮問させていただいております。 

 また、特定個人情報ファイルを共有する際に義務づけられております特定個人情報保護

評価に関しまして、基礎評価項目、基礎項目の評価書の１件に係る新規作成、５年ごとに

見直しとしまして、基礎項目評価書４９件に係る再実施について、ご審議いただくことに

なっております。どうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。 

 板橋区では、信頼される区政の実現に向けまして個人情報の保護の推進をしてまいりま

したが、残念なことに、今年度も個人情報に係る事故が発生しております。 

 本日、委員の皆様には、事故の報告をしなければならないことは非常に心苦しいところ
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ではありますけれども、これらの事故につきましても教訓に、日々の努力におきまして、

適正な個人情報の取り扱いを確実に実行できるように、改めて全庁で取り組んでいく覚悟

であります。 

 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て、簡単で

はございますが、私からのお礼のご挨拶とします。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す。 

 審議会は全１５名の委員の皆様で構成されております。前期から引き続いてお願いしま

した委員の方が大半ではございますが、新しい委員もいらっしゃいますので、お手元の資

料６の名簿によりまして、改めて皆様をご紹介いたしたいと思います。 

       委員 紹介      

○区政情報課長 委員は以上の皆様でございます。 

 平成３０年１２月１日から、新元号２年１１月３０日までの２年間となります。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、坂本区長は次の予定がございますので、ここで退席させていただきます。 

○区長 どうぞよろしくお願いいたします。 

（坂本区長 退席） 

○区政情報課長 本審議会は第１２期目になります。 

 前期から引き続いての委員が１４名で、新たに委員になられた方が１名でございます。 

 なお、事務局職員の紹介は割愛させていただきます。 

 続きまして、本審議会条例第５条で、会長、副会長を互選で決めることとなっておりま

す。会長と副会長の推薦をいただきたいのですが、いかがでしょうか。 

○中村委員 会長と副会長の選任についてでございますが、前会長であります佐藤委員の

議事運営は、これまで多くの案件をスムーズに進行していただきました。 

 これまでの働きは、継続された委員の皆様、どなたもよく感じられておられるのではな

いかと思っております。そこで、ご負担をおかけし、申し訳ございませんが、引き続き、

佐藤委員に会長をお願いしたいと考えております。 

 また、副会長につきましても、学識経験者として専門的な知見をお持ちの岩隈委員に、

引き続き、お願いしたいと考えております。 

 会長に佐藤委員を、副会長に岩隈委員を、それぞれ推薦いたします。 

○区政情報課長 ほかにございますでしょうか。 
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 ただいま佐藤委員を会長に、岩隈委員を副会長にというご発言がございました。 

 委員の皆様、いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○区政情報課長 ありがとうございます。 

 ご異議がなければ、今期の審議会は、前期に引き続き、会長を佐藤委員に、副会長は岩

隈委員にお願いいたします。 

 それでは、佐藤会長には、会長席にお移りいただきまして、ご挨拶を頂戴いたしたく存

じます。 

（佐藤会長 席移動） 

○会長 ただいまご推薦いただきまして、会長をもう１期継続させていただくことになり

ました佐藤でございます。 

 中村委員には、いつ準備いただいたのか分かりませんが、異例に長い推薦をいただきま

して、ありがとうございました。 

 そんなに上手く議事をさばいているという自覚はございませんけれども、原則としては、

全会一致で話がまとまればいいわけですけれども、しかし、意見が分かれた場合には、き

ちんと意見が分かれているということを区民の皆様に分かるようにして残すということを

前期は心がけたつもりでございます。 

 今期もその方針は変わらずということでいきたいと考えておりますので、ぜひよろしく

ご協力賜りますようにお願い申し上げます。 

○区政情報課長 それでは、岩隈副会長からも、一言、ご挨拶をいただければと存じます。 

○岩隈委員 ご推薦賜りまして、今期も副会長を務めさせていただくことになりました岩

隈でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 後で議題にも出てくるんですが、区役所内の個人情報に関する実地調査員を兼務してお

りまして、残念ながらといいますか、問題も出てきておるんですけれども、この委員会を

初め、個人情報について常に厳しい目でチェックをしていますよという枠組みが続いてい

るということが非常に大事なことだと思っておりますので、そういった観点から会長を助

けていきたいと思っております。ご協力をお願いいたします。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、資料のご確認をお願いいたします。 

 資料につきましては、郵送でお送りしておりますが、大変恐縮ではございますが、差替
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と追加がございます。 

 まず、差替でございますが、次第と資料１「個人情報保護制度に基づく諮問事項」、そ

れから資料５－２「自己情報等開示等購求に係る審査請求に対する情報公開及び個人情報

保護審査会の答申について（概要）」につきましては、差替用の資料を机上に配付させて

いただきました。 

 続きまして、資料３－３「要介護認定結果通知（主治医あて）の誤送付について」と、

資料３－４「高齢者見守り調査対象者名簿の盗難事故について」につきましては、本日、

追加させていただきます。 

 もし資料の不足等がございましたら、事務局にお申しつけください。 

 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。 

○会長 ちょっとだけお待ちください。今、資料の差替をやっていますので。 

 ありがとうございました。 

 それでは、よろしゅうございましょうか、皆様方。差替終わりました。 

（「はい」の声あり） 

○会長 それでは、ただいまから平成３０年度第３回の情報公開及び個人情報審議会を開

始いたします。 

 本日は、傍聴のご希望はないというふうに承っております。 

（「なし」の声あり） 

 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２件、そのほか、

特定個人情報保護評価についての審議が２件と、事務局からの報告事項が３件ございます。 

 効率的に議事を進めてまいりたいと思いますので、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 まず、それでは、資料１、現在、差替になったものの諮問事項１、プレミアム付商品券

事業について、事務局から説明をお願いいたします。 

○区政情報課長 それでは、お手元の資料１をご用意ください。 

 １枚おめくりいただきまして、まず、１ページ目でございます。 

 １、プレミアム付商品券事業についてでございます。 

 下に書いてございますように、この案件につきましては、外部委託、目的外利用、電算

記録でございます。 

 項番１、諮問の根拠でございます。 

 こちらに記載のとおりでございます。 
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 項番２、諮問事項でございます。 

 全部で３件ございます。 

 まず、（１）プレミアム付商品券事業に係る申請書の印刷・郵送、コールセンターの設

置、郵送による申請の受付・開封、申請情報の端末への入力・管理、引換券の郵送、商品

券の販売等を行う業務を外部委託することでございます。 

 （２）特別区民税都民税に関する業務で保有する税情報、生活保護に関する業務で保有

する生活保護情報及び中国残留邦人支援に関する業務で保有する中国残留邦人支援給付情

報を目的外利用することでございます。また、本人宛て通知を省略することでございます。 

 続いて、３点目、（３）でございます。 

 プレミアム付商品券事業実施に係る、住民基本台帳情報、税情報、生活保護情報、中国

残留邦人支援給付情報及び申請に係る処理の進捗情報等を電子計算組織に記録すること。 

 以上、３点でございます。 

 続きまして、３、諮問の内容でございます。 

 平成３１年１０月に予定されております消費税率の引き上げに際しまして、低所得者・

子育て世帯の消費に与える影響を緩和し、地域における消費を喚起することを目的として、

低所得者・子育て世帯主向けのプレミアム付商品券の発行事業を実施することとなりまし

た。 

 実施に当たりましては、業務を外部委託するほか、関係各課が保有する対象者の情報を

目的外利用し、住民基本台帳情報等とあわせて対象者データを作成して、電子計算組織に

記録するため、本審議会に諮問するものでございます。 

 なお、本人同意を得ない目的外利用につきましては地方税法等の規定に抵触しない範囲

での利用とし、本人宛通知の実施の原則の例外として、通知を要する対象者が大量であり

かつ、本人の権利利益を侵害するおそれがないことから、本人宛通知を省略するものでご

ざいます。 

 続きまして、項番４、外部委託する業務でございます。 

 フロー図でご説明した方分かりやすいと思いますので、恐れ入りますが、６ページ目を

お開きください。 

 タイトルに「プレミアム付商品券【業務フロー図】」というふうになってございます。 

 表の左側から、「作業工程」「板橋区役所」「受託事業者」「区民」、そして「個人情

報の取り扱いにおける留意事項」というふうに記載されてございます。 
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 上からは、「申請書印刷」「コールセンター」「受付・開封・入力」「不備書類」「引

換券の発送」「商品券の販売」というふうな業務に分かれております。 

 まず最初に、区役所の方で、各システムからデータ抽出をいたしまして突合、対象者デ

ータを作成したものを受託事業者の方に渡します。 

 それをもとに、対象者データの印刷、それから郵送を行いまして、対象の区民の方にお

送りするというよう流れになります。 

 受け取った区民の方は、申請書の記入を行います。その間、受託事業者はコールセンタ

ーを設置いたしまして、区民からのお問い合わせを受けるというような形になります。 

 それから、また、区民の方から申請書の郵送を受けました受託事業者は、郵送による申

請の受付事務センターでの開封、情報入力作業を行います。 

 また、その際に、不備がある書類に対しましては、新しく申請書を記入してもらうなど

の作業をしてもらいます。 

 続きまして、引換券の発送の部分につきましては、引換券の印刷・郵送を行います。 

 受け取った区民の方は、引換券、身分証明書の提示を行い、商品券の購入を、区が設置

いたします販売所で販売いたします。その際は、区役所の職員が身分証明書と引換券の照

合を行い、受託事業者は商品券の販売を行うという一連の流れでございます。 

 恐れ入りますが、戻りまして、２ページ目でございます。 

 項番５でございます。 

 目的外利用する個人情報の項目と保有課でございます。 

 全部で３項目ございます。 

 （１）の部分につきましては、２行目にございますけれども、税情報が記載されてござ

います。括弧書きの氏名から始まりまして、記載の内容等の個人情報を扱います。 

 （２）は、２行目の生活保護情報でございます。 

 こちらも、括弧書きにございますように、世帯主名から、記載の内容の項目を利用いた

します。 

 （３）の、こちらも２行目ですね。中国残留邦人支援給付情報、括弧書きの世帯主名等、

記載の内容の項目を利用いたします。 

 続きまして、項番６でございます。 

 外部委託で取り扱い、電子計算組織に記録する個人情報の項目でございます。 

 氏名、住所から始まりまして、記載の項目を利用いたします。 
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 続きまして、項番７、外部委託先でございます。 

 プレミアム付商品券事業業務受託事業者でございます。 

 ※で記載のとおり、プライバシーマーク取得事業者でございます。 

 ８、個人情報の保護措置でございます。 

 全部で、大きく分けますと、（１）から、４ページ目の最後、（４）まで、四つに分か

れております。 

 （１）は、外部委託に関する保護措置の内容が記載されてございます。 

 ①から⑯までの１６項目ございます。 

 まず最初の①でございます。 

 委託契約に当たりましては、秘密の保持等、記載事項の内容を、特記事項を明記した上、

契約書を取り交わします。 

 ②受託事業者は、区と協議の上、受託事業者が取り扱う業務の範囲、業務遂行過程にお

ける具体的な個人情報の取扱い方法等について明記したマニュアルを作成し、それに基づ

く事前研修を行います。 

 ③受託事業者は、個人情報を取り扱う者を特定し、従事者名簿等により区に報告すると

ともに、業務報告書を提出させます。 

 ④受託事業者は、従事者から個人情報保護に関する誓約書を徴取いたします。 

 それから、⑤受託事業者が開設する事務センター及びコールセンターにおきましては、

セキュリティ対策が施された区域としまして、ＩＤカード等による入退室管理を行うなど、

入退室者を限定いたします。 

 また、入退室する際には、不要な物品の持ち込み及び持ち出しを禁止いたします。 

 また、事務センターにおきましては、２４時間３６５日のモニター監視を行い、事故防

止を図ります。 

 ⑥でございます。商品券の販売及びこれに伴う業務は、庁舎及び区民事務所事務室内に

おいて、区が指定する区域で行い、区職員が職務を行う区域には立ち入らないように措置

いたします。また、従事者の入退室に当たりましては、不要な物品の持ち込み及び持ち出

しを禁止いたします。 

 ⑦、商品券の販売及びこれに伴う業務の実施に当たりましては、区職員が、身分証明書

と引換券の照合を行い、個人情報部分がマスキングされるファイルに引換券を入れ、販売

業務を行う受託事業者に引き継ぎます。 
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 受託事業者はファイルを開封せず、販売業務を行います。引換券を回収する際も受託事

業者はファイルに入れたまま回収し、販売業務を行った者とは別の者がファイルから引換

券を取り出します。 

 ⑧でございます。受託事業者と区の間の個人情報を含む書類の授受に当たりましては、

鍵つきのかばんを用いまして、盗難、紛失の防止を図るとともに、授受簿を作成し、授受

の記録を保存いたします。 

 ⑨回収した引換券等の個人情報を含む書類は、施錠可能な書庫等へ保管し、管理台帳に

て適切に管理いたします。 

 ⑩受託事業者が本事業で対象者データを管理するシステムは、インターネットへ接続せ

ず、事務センター、コールセンターとの接続は専用回線を使用いたします。 

 ⑪、受託事業者が区との間で個人情報を含む電子データの授受を行う際は、区が指定す

るファイルストレージシステムを利用いたします。その際、データはＵＳＢメモリに記録

するものとし、インターネット接続用端末にデータを記録いたしません。また、ＵＳＢメ

モリに記録したデータは、当該作業終了後、直ちに消去いたします。 

 なお、インターネット接続用端末は、常に最新のウイルス対策を行うものといたします。 

 ⑫でございます。受託事業者は、本事業で対象者データを管理するシステムの運用に当

たりましては、ＩＤ及びパスワードを設定いたしまして、システム操作者を限定して権限

管理を行うとともに、アクセスログを記録し、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。 

 ⑬商品券の販売に係る処理結果を記録する端末は、ＩＤ及びパスワードを設定し、シス

テム操作者を限定いたします。また、記録された情報は、外部記録媒体により対象者デー

タを管理するシステムへ定期的に取り込みます。その際、外部記録媒体の運搬は、鍵つき

のかばんを用いて、盗難、紛失の防止を図り、外部記録媒体に記録したデータは、当該作

業終了後、直ちに消去いたします。 

 ⑭でございます。サーバは施錠されたサーバ室に設置し、関係者以外の入室を制限いた

します。 

 ⑮でございます。サーバ及び端末上の個人情報は、業務終了後、速やかに消去し、区に

データ消去証明書を提出いたします。 

 ⑯受託事業者は、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。 

 続きまして、二つ目の保護措置、目的外利用に関する保護措置のご説明でございます。 
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 ①と②、２項目ございます。 

 ①でございます。各システムから抽出した個人情報の授受、対象者データの作成は、基

幹系ネットワーク内に、関係する職員のみがアクセス可能な専用フォルダを設けて行いま

す。専用フォルダは、アクセス権限を持たない者は、フォルダ及びファイル自体を視認で

きない設定といたします。 

 ②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、４ページをお開きください。 

 三つ目の保護措置でございます。 

 電子計算組織への記録に関する保護措置でございます。 

 全部で６項目ございます。 

 ①個人情報の記録は、基幹系ネットワーク内に関係する職員のみがアクセス可能な専用

フォルダを設けて行い、アクセス権限を持たない者は、フォルダ及びファイル自体を視認

できない設定といたします。 

 ②基幹系システムにおいては、ユーザＩＤ、パスワード及び静脈認証により、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。 

 ③ファイルストレージシステムに接続する全庁ＬＡＮ端末と基幹系ネットワークに接続

する端末の間のデータ移行はＵＳＢメモリを用いて行いまして、ＵＳＢメモリに記録した

データは、当該作業終了後、直ちに消去いたします。 

 ④ＵＳＢメモリは、あらかじめ区に登録し許可を得たものを利用し、暗号化し記録いた

します。 

 ⑤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。 

 ⑥専用フォルダに記録した個人情報は、事業終了から５年経過後に消去いたします。 

 最後の四つ目の項目でございます。 

 共通の保護措置としましては、個人情報保護条例及び同施行規則を遵守いたします。 

 続きまして、項番９、実施予定でございます。 

 本年６月から実施の予定でございます。 

 項番１０、担当課でございます。 

 産業経済部産業振興課でございます。 

 続きまして、用語の説明でございます。 

 一つ目でございますが、プライバシーマーク制度でございます。 
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 日本工業規格に適合して、個人情報について適切な保護措置を識ずる体制を整備してい

る事業者等を認定して、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。 

 二つ目の項目でございます。 

 ファイルストレージシステムでございます。 

 インターネット上にあらかじめ区が確保した安全な領域を介して、アクセス時のパスワ

ード制御、通信の暗号化等により安全にデータのやり取りを行うシステムでございます。 

 最後の５ページ目でございます。 

 参考として記載させていただきました。 

 プレミアム付商品券事業の概要でございます。 

 まず、一つ目の項目でございますが、発行対象者でございます。 

 先ほどご説明いたしましたように、まず、一つ目、平成３１年度住民税非課税者でござ

います。想定として、約１０万４，０００人おられます。 

 （２）としまして、３歳未満のお子様が属する世帯の世帯主というふうに記載されてご

ざいまして、想定、約１万４，０００人というふうになっております。 

 こちらの括弧書きで、平成３１年６月１日時点の住民のうちというふうに記載されてお

りますが、最新の情報ですと、まだ正式に国の方から通知が来ていないようですが、９月

３０日までにお生まれになったご家庭が対象になるというふうに聞いております。 

 ２でございます。 

 購入限度額でございます。 

 まず、（１）の該当者につきましては、券面額２万５，０００円でございます。 

 販売額が２万円でございます。 

 （２）の該当者につきましては、券面額２万５，０００円。販売額が２万円×３歳未満

のお子様の数。 

 ３、割引率でございますが、２０％。 

 ４、使用可能期間は、平成３１年１０月１日から平成３２年３月３１日の予定でござい

ます。 

 最後の経費負担でございますが、実施に必要な経費につきましては、国が全額補助とい

う内容でございます。 

 説明については、以上でございます。 
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○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、ご質問、ご意見等がございましたら承ります。 

 どうぞ、どなたか。 

 じゃあ、中村委員、お願いします。 

○中村委員 まず、目的外利用する個人情報の項目と保有課の部分、２ページの部分で、

特別区民税都民税に関する業務となっていますけれども、都民税に関わることであります

から、８番目の個人情報の保護措置において、受託事業者というのは、区に報告するだけ

ではなくて、都にも報告するというふうにも考えられるんですけれども、そのあたりはど

のような法律の解釈、あるいは運営の解釈になるんでしょうか。 

○会長 その点は、どなたにお答えいただいたらいいですか。 

 産業振興課長にお答えいただくのは難しいですかね。 

 総務部長の方でお分かりになりますか。この住民税非課税者という概念ですね。これが

基本的には特別区民税を基準に確定しているというふうに私は理解していたんですけども、

それで、まずよろしいですか。 

○総務部長 おっしゃるとおりです。 

○会長 そうしますと、この２ページの、この（１）の「特別区民税都民税に関する業

務」というところで、この「都民税に関する業務」というのが入っているのは、どういう

意味で、ここにこの記載があるのでしょうか。 

 課税課の一般的な職務権限でそうだからということで入っているんですかね。本件との

関係で、特段に都民税の問題が何か発生しますか。 

○区政情報課長 今お話がございましたように、板橋区は、区民税のみならず、都民税の

課税権を持っているということで記載がございます。 

○会長 板橋区が課税権を持っている。課税権を持っているというのは、法定受託事務で

すか。法定受託ですよね、違うのかな。 

○区政情報課長 課税をして、なおかつ徴税をする権限を持っているという内容でござい

ます。 

○会長 それは、法定受託なのか、そうじゃないのか、後で調べていただきますが、いず

れにしても、都民税に関する現場の行政処分権は区が委任を受けていて、都には留保され

ていないという理解でよろしいですか。 

○区政情報課長 今、会長がおっしゃいましたように、区に委任を受けて、区の方の権限



－１２－ 

で業務を行うというふうにご理解いただければと思います。 

○会長 ということでございます。したがって、区で、一応、完結している。事故があれ

ば、報告等々はまた別にあるんでしょうけれども。 

 すみません、失礼しました。終わってしまう。 

 どうぞ、今のはよろしいですか。追加の質問がある。 

○中村委員 これで、区に報告するだけでいいということですね。 

○会長 はい。 

 では、はぎわら委員。どうぞ。 

○はぎわら委員 ３ページの⑦「商品券の販売及びこれに伴う業務の実施に当たっては、

区職員が、身分証明書と引換券の照合を行い」とありますよね。 

 最後にいくと、「別の者がファイルから引換券を取り出す」ということで、ここで二人

の職員を充てているんですけれども、僕は職員を信頼していますので一人で、余り難しく

二人とか三人とか入れない方がよろしいんじゃないかなと、この辺の説明をいただければ

と思うんですが。 

○会長 産業振興課長。 

○産業振興課長 産業振興課長です。 

 動線といたしましては、入り口と出口がありまして、どちらかというと、区の職員は入

り口のところで身分の照合をしますので、その後、ファイルがずっと渡っていって、最後

に手放すであろうところは出口ですので、動線的に異なる場所になっておりますので、同

じ方でやるのは難しいかなと思っております。 

○はぎわら委員 ということなのね。分かりました。 

○会長 よろしいですか。 

○はぎわら委員 結構です。 

○会長 あとは、いかがですか。 

 じゃあ、中妻委員。 

○中妻委員 本件は、プレミアム付商品券の事業を実施するに当たっては、一律、区民の

どなた様でもというよりは、例えば子育て応援とか、そういうやり方をした方がいいんじ

ゃないかということは、しばしば議会でも申し上げておりましたので、その方向性である

ということは大変いいと思うんですが、ただ、住民税非課税者に対して権利があるという

と、街中でプレミアム付商品券を使うということは、それはイコール住民税非課税者だと
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分かっちゃうということではないのですか。それは、個人情報漏洩とは違うんでしょうか。 

 この辺の見解はどうなんでしょう。 

○会長 産業振興課長。 

○産業振興課長 産業振興課長です。 

 基本的に国が行う事業でございまして、このあたりの対象者を区として取捨選択してい

るわけではないというところでご理解いただければと思います。 

○中妻委員 そうですか。分かりました。 

 では、保護措置についてお伺いしたいと思いますけれども、これはしばしば申し上げて

いるんですが、再委託は、基本禁止すべき。特にこういう大人数の方が関わって、しかも

再委託をすると、本当にどういうことになるか、コントロールが非常につきにくい。 

 何度か言っているんですが、こういう駆け込みのような事業で、短期間のうちにばっと

やるような事業が一番危ないんですよ。 

 その意味で、まず、この事業を、受託事業者の方でどれぐらいの人数が関わることにな

るのかというものの見積もりをいただいているかどうかということの確認と、それから保

護措置については、２ページ目の８の（１）の①「再委託の原則禁止」と書いてあります。 

 通常のシステム開発などですと、最近だと「再委託は禁止」と書いてあるケースが多い

んですが、今回は「原則」の字がついてしまいました。果たして、再委託をしなければ業

務が成り立たないような可能性があるのかどうかを伺いたいと思います。 

○会長 産業振興課長。 

○産業振興課長 産業振興課長です。 

 人数につきましては、まだ販売場の体制が、どれぐらいの体制を組むかというのが決め

ておりませんので、販売場での人数がなかなか出しづらいですが、あとは、受託事業者と

しましてはコールセンター、それから事務をつかさどる事務センターの中での従事職員だ

というふうに認識してございます。また、別途、その販売所での販売の人数につきまして

は、販売所の数、それから販売の頻度によって異なってくるかというふうに思ってござい

ます。 

 それから、再委託の部分につきましては、個人情報を扱う部分につきましては、基本的

に受託業者でやっていただきますが、例えばその商品券を使える場所、これは広く広報し

なさいというふうに国からお話が出ていますので、そういった販売をしていただくような

場所を、例えば、現在、商店街連合会さんの方で、取扱店舗を、通常のプレミアム付商品
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券の取扱店舗がありますので、そういったところへ周知をしていただくですとか、あとは

最終的に使用したお店が換金する場合に、金融機関さんとのやり取りも、今、商店街連合

会の方のスキームができていますので、そこを活用させていただくですとか、そういった

個人情報がない部分での再委託というのは可能性としてはあり得るかなと思っているとこ

ろでございます。 

○中妻委員 なるほど。はい、分かりました。 

 個人情報の再委託については、もうやらないというふうに腹をくくっていただいて、ぜ

ひやっていただきたいというふうに思います。 

 最後、今回もそうなんですが、近年、一番多い個人情報事故のケースというのは、誤送

付なんですよね。 

 この業務フローの中で、封入、発送というところが、やはりある。ここは一番、最近の

傾向でいうと危ういと思うんですけれども、そこら辺についての保護措置が余りはっきり

書いてないような気がするんですよね、と思うんですけれども、そこら辺が不安になるん

で、誤送防止のための保護措置というのをちゃんと考えていらっしゃるかどうかを確認し

たいと思います。 

○会長 産業振興課長。 

○産業振興課長 産業振興課長です。 

 まず、郵送される場面というのは、対象者への申請書の送付、それから引換券の送付、

この二つのパターンかと思いますが、いずれにしましても、私どもが想定していますのは、

いわゆる窓あき封筒のようなもので、中の印刷物がそのまま相手先になるような形で誤送

付をなくしていくというような形で、今、考えているところでございます。 

 以上です。 

○会長 よろしいでしょうか。 

○中妻委員 はい。 

○会長 ほかに。 

 では、いわい委員、どうぞ。 

○いわい委員 今の話だと、販売場の数が未定ということなんですけど、大分、何カ所か

に分かれる感じになるのかなというふうに思うんですが、２ページ、３ページのところの

外部委託に関する保護措置の⑥で、「従事者の入退室に当たっては、不要な物品の持ち込

み及び持ち出しを禁止する」というふうになっているんですけど、箇所がいっぱい分かれ
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ていて、それは区の庁舎か、区民事務所室内ということなんですけれども、これはどうや

って確認するというか、確認するすべがどういうふうにあるのかということを伺いたいの

と、それから、細かく色々とあるんですけど、書類の管理について、個人情報審議会で、

私も何度も、この「鍵つきのかばん」ってよく聞くんでだけど、何となく鍵つきのかばん

というのが、安全性の有効性というか、どういうふうなのかなというのが、何となく、確

かに紙ペラ１枚だと不安だけど、入れ物に入っていれば若干安心なんだけど、鍵つきのか

ばんごとどこかに行っちゃうということはないのかなという不安があって、その辺はどう

いうふうに考えているのか教えてください。 

○会長 産業振興課長。 

○産業振興課長 産業振興課長です。 

 まず、一つ目、販売所の箇所数につきましては、今、私どもが考えているのは、３カ所、

４カ所ぐらいでの区内での地域バランスもありますし、それぐらいの数で考えているとこ

ろです。 

 それで、先ほどの不要な物品の持ち出しの確認は誰がするのかということでございます

けども、まず、一つは、受託事業者で、その販売所でリーダーになる方もいると思います

ので、その方がもちろん見ていただく。 

 それから、区の職員が必ずつきますので、区の職員も、そのリーダーとはまた別に確認

をするというような形で、その現場での確認はやっていきたいというふうに思ってござい

ます。 

 それから、あと、かばんのお話ですが、基本的に、紙でのやり取りは余り想定していな

いですが、でも、ゼロではないので、そういったときには、そういうかばんに入れておく

ことで、鍵がついていることで、中から飛び出したりもないでしょうし、そういった意味

で、鍵つきという形で、今、想定をしているところでございます。 

○いわい委員 何となく納得しづらいんだけど、どこまでも不安といったら不安がなくな

らないのは分かっているんだけど、鍵つきのかばんというだけでは何となく安心できない

なという思いがあるので、ちょっと確認させていただきました。 

 その鍵つきのかばんの後の、３ページの⑧、⑨あたりにある「授受簿を作成し授受の記

録を保存する」とか、その後の「回収した引換券等の書類は、管理台帳で管理する」とい

うふうになっているんですけど、これは誰が、いつ、どういうふうにして、最後の処分は、

いつ、どうなるのかということを教えてほしいんですけど。 
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○会長 産業振興課長。 

○産業振興課長 産業振興課長です。 

 まず、書類につきましては、どうしても国からの指示というか、あれで申請書と引換券

というのは紙でやらなくてはいけないということになっていますので、それぞれ対象とな

る方の紙は存在してございます。 

 そんな中で、やり取りが発生するとすれば、実際に、本体というか、本物を送り届けた

ときに、何らかの形で届かなかったりですとか、何か不備があったりという場合に、原本

は、事業者と紙でやり取りしなくてはいけないと思いますので、そういったときの取り決

めを、ここで⑧、⑨に書いているところでございます。 

 ですので、⑧につきましては、そういったイレギュラーなときの書類のやり取りのとき

にはこういった授受簿を使っていきたいというところ、それから⑨につきましては、最終

的に、引換券を区の方で回収しますので、その回収したときの個人情報については、事業

者さんがなかなか接することが難しいので、枚数の管理、何枚回収したのかというところ

を、履歴も含めて、数字も含めて、そこら辺を⑨で台帳等で保管している枚数を管理して

いきますと。ここにつきましては、もちろん書庫へ保管したりとか、そういったところは

区の方でやっていくという形になります。 

○会長 委員のご質問にあった、授受簿と管理簿の保存年限が何年になるかということが

ございましたが。 

○産業振興課長 ほかの部分で５年、例えば専用ホルダーに記録した個人情報は５年とか

とあるのですが、今回、全額、国の補助金でやる事業でございます。 

 国からの補助金の事業につきましては、いわゆる会計検査院の検査が５年以内に入る可

能性もありますので、そういった意味で、年数としては、私どもが考えているのは、いず

れにしても５年間、紙については処分はしますけど、先ほど言った、個人情報、専用ホル

ダーに入っている情報は５年間という形で考えております。 

○いわい委員 非常に保管する期間とかが、５年というふうになると、職員の側も人が入

れかわるということもあったりすると思うんですよ。この間、先ほどもあったけど、いろ

んな個人情報保護のミスの問題は、ちょっとしたミスが紛失とかにつながっていたりする

ので、この管理のあり方も、５年間継続する間に、きちんとその時々に確認して、データ

がそこにちゃんとあるのかどうか、なくなっていないのか、消去した場合に消去したとい

うことの確認も含めて、丁寧に、職員がたとえ変わっても、継続的に管理が守られるとい
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うふうにしていく必要があると思うので、そこはぜひ気をつけていただきたいというふう

に思っています。 

 もうちょっと細かいことを聞いてもいいでしょうか。 

 同じそのページの⑮あたりで、この業務終了後、速やかに消去するデータとかというこ

とに対して、データ消去の証明書を提出するというふうになっているんですけど、区の側

としては、証明書が来たら、それで消されたというふうに確認になるのか、ちゃんと消去

されたなということの確認はどういうふうにするのかというのを知りたいんですけど。 

○会長 産業振興課長。 

○産業振興課長 産業振興課長です。 

 ⑮に書いてあるとおりでして、証明書の提出をもって確認いたします。 

○いわい委員 それは、実際、何というか、目でこれは消されたという場面が見えなくて、

本当に消されたかどうかというのの確認というのはしなくていいのかというのは分からな

いです。 

○産業振興課長 受託事業者はこれから決めますので、そのあたりも含めて、どこまでの

作業で確認がとれるかというのは、今、委員がおっしゃったように、追いかけられるとこ

ろまで追いかけて、作業的にできるところは私どもの方で確認をしていきたいと思います。 

○いわい委員 はい。それから、６ページのフロー図のところで確認をしたいんですけれ

ども、コールセンターのところの一番右の、この留意事項のところで、「複雑な内容の問

い合わせは区へ対応を引き継ぐ」というふうになっているんですけど、どういうことが想

定されて、コールセンターで受けた、対象者を考えると、この複雑な事情、内容、という

のをやり取りするコールセンターの職員がいるのか、その辺の、どういうふうに区に引き

継ぐのかということと、その下の段の「個人情報を扱う従事者は、事前に受託事業者から

区に届出を受けており限定される」というのは、期間としてはこの半年ぐらいなんだけれ

ども、どういうふうに本人確認をするのかということと、それから、途中で、万が一、人

が入れかわるというようなことがあった場合に、どういうふうに管理されるのかというこ

とをお聞かせください。 

○会長 産業振興課長。 

○産業振興課長 まず、１点目の「複雑な」というところにつきましては、例えばですけ

れども、施設に入所しているようなお子さんがいたりすると、その保護者ではなくて、入

所している施設の責任者の方がその権利があるのですとか、そういったイレギュラーなや
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り方もありますので、そういった意味で、イレギュラーな問い合わせが来た場合には、そ

のコールセンターではなかなか対応できませんので、あとはＤＶの関係とかもあるでしょ

うし、そういった事例が出ているので、そういった場面のときにはコールセンターでの対

応が難しいですので、区役所の方で職員の方が対応するというようなことで、ここに「複

雑な」というふうに書かせていただきました。 

○いわい委員 そうすると、コールセンターで受けました、本人に区の方から後で連絡す

るのか、本人が、じゃあ、別のこっちの区役所の方に連絡してくださいと言われて、もう

一回、そっちに連絡することになる。 

○会長 どうぞ、課長。 

○産業振興課長 基本的には、コールセンターの方で、私どもが案内できれば、それにこ

したことはないんですけれども、それが難しいようであれば、コールセンターから私たち

の方に来て、私たちの方からお問い合わせすることも想定はしております。 

○いわい委員 そうすると、やりとりは分かりました。その複雑な事情ということを、当

然、コールセンターで聞き取りしたり、メモをとったりとすることになると思うので、そ

の複雑な事情ということのメモとかも、一つの重要な個人情報になるのかなと思うので、

ぜひ、対応等を受託事業者が決まった際には、そういったこともお願いしたいと思ってい

ます。 

○産業振興課長 じゃあ、もう１件の方を。 

 個人情報を扱う事業者の限定というところなんですが、基本的には個人情報を受託者が

扱う場面というのは、コールセンター、もしくは事務センターの中ということになります

ので、そういった意味では、先ほどコールセンター、事務センターもそうですけど、セキ

ュリティですとか、ＩＣ認証ですとか、そういった、施されている部屋の中での活用です

ので、そういった意味では、そういったところでの確認作業が一つできるかなと。 

 あとは、変更する場合には、もちろん人数も含めてですけれども、変更される場合には、

区の方に変更の届出をしていただきたいということになっております。 

○いわい委員 その際も、例えば本人確認が、例えば写真でできるとか、何か、名前だけ

では、多分、本人かどうか分からないということも起こり得ると思うんですよね。 

 なので、何か分からないけど、写真の入った名札を張るとか、何か、そういう、それが

いいのかどうか分からないけれども、必ず本人であるということが確認できないと、途中

で入れかわったということも分からないということがないように対応してもらいたいとい
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うふうに思っています。 

○会長 産業振興課長。 

○産業振興課長 まず、コールセンターと事務センターに入る方というのは、向こうの管

理下にある場所ですので、しかるべき向こうのセキュリティの措置で入っていくものだと

いうふうに認識してございます。 

 それから、販売所につきましては、区の施設でありますので、そこは私どもの管理のも

とで運営するわけですけども、そこにつきましては、当日、従事される受託者の方が、何

らかの形で照合できるような、例えば身分を証明するものと照らし合わせるですとか、そ

ういった作業は受託事業者にお願いをして、一緒にやっていきたいというふうに思ってい

ます。 

○会長 よろしいですか。 

 ほかは、いかがでしょうか。 

 はい、どうぞ。西田委員。 

○西田委員 身分証明書ということが４回ほど出てきていますが、これは運転免許証とか、

保険証のことを指しているんでしょうか。 

○会長 産業振興課長。 

○産業振興課長 利用される方の身分証明書という場面では、引換券をその方がお持ちい

ただくので、その引換券を持っている方が、本人か、もしくは代わりの方、代理の方も大

丈夫なんですが、いわゆる本人の確認をしたいというところですので、免許証があれば免

許証でも構いませんし、なければ、郵便物か何かで、住所とか名前が入っているものでも、

国の方からは簡単な形で照合してくださいという話も来ていますので、なるべく簡易なも

のでの確認に努めていきたいと思っています。 

 いずれにしても、免許証もそういう該当にはなります。 

○西田委員 それではなおさらなんですが、それは身分証明書ではないので、「本人確認

書類」という使いかたをした方がよろしいのではないかと思います。 

○産業振興課長 言葉の使いかた。 

○西田委員 はい。 

○会長 西田委員。今、口頭で身分証明書という発言は何回かありましたけれども、それ

以外に、文書中にも。 

○西田委員 文書中には、３ページの⑦。 
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○会長 ３ページの⑦． 

○西田委員 ⑦の１行目、身分証明書。 

○会長 ここですね。 

○西田委員 それから、フロー図で、一番下、商品券の販売のところで、「身分証明書と

引換券の販売」、それから、次は「引換券・身分証明書の提示」、それから一番右側で、

「身分証明書と引換券を照合した後」というふうに出ているので。 

○会長 ありがとうございました。 

 今、西田委員の方でチェックしていただいた限りで４カ所ありましたね。あったようで

すけれども、これについては、今のような趣旨で、特にフローのところ、誤解を招かない

ように、「本人を確認する書類」という言い方に改めていただくということで、それはよ

ろしいですか。 

○産業振興課長 はい、じゃあ。 

○会長 産業振興課長。 

○産業振興課長 一応、今回、国が統一でやる事業ということで、引換券の様式ですとか、

申請書の様式が統一でやられてございます。その中で、引換券の様式の中には、身分証明

書、郵便物など、代行された方の氏名、住所が確認できるものを持ってきてくださいとい

う形ですので、その趣旨に添っていれば、変えることは可能だという。 

○会長 身分証明書でもよいし、郵便等の本人確認でもよいということですか。 

○産業振興課長 はい。 

○会長 広義でいうと、本人確認書類の中に身分証明書が含まれているわけですね、今回。

だから、そういう意味では、統一のルールであるにしても、当区の表現としては、「本人

確認書類」の方がより正確だということですので、そう改めていただいた方がよろしいか

と思うんですが、可能ですか。 

○産業振興課長 はい。 

○会長 ありがとうございました。 

  どうぞ、髙木委員。 

○髙木委員 ２点ありますので。 

 ヒアリングの能力が、私は欠けているかもしれませんけれども、今のフローでもって、

コールセンターの仕事はどこからどこまでですか。もう一度、おっしゃっていただきたい

と思います。 
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 それから、６月から色々開始ということですけれども、設置する期間はどのぐらいか、

それを伺います。 

 それから、いま一つ、全く基本的なあれで、新聞情報しか私は知っておりませんけれど

も、この商品券なるものはどういうものであるか。発行元はどこで、期間はどのぐらいか

とか、そんなのはお分かりになっていたら、教えていただけませんか。 

○会長 産業振興課長。 

○産業振興課長 まず、この事業の部分でございますけれども、国が、いわゆる消費税の

導入に伴ってやる事業でございますけれども、基本的に実施主体は各自治体となってござ

いますので、そういう意味では、板橋区が行う事業だというところでございます。 

 ただ、先ほど来申し上げているとおり、国が統一のルールで、なおかつ係る経費も国の

方で全額という形になってございますので、全国統一でやる形ですけれども、個々の自治

体が実施主体としてやる事業になってございます。 

 内容につきましては、先ほど申し上げました、住民税の非課税の方ですとか、３歳未満

のお子様がいる家庭に、買える権利をお渡しするというか、それで、その対象者の方はそ

れをもとに買うか買わないかは判断していただいて、買う方につきましては、販売所の方

に来ていただいて、引換券をもとに商品券を発行するような、そんな流れになってござい

ます。 

○髙木委員 そうすると、よろしいですか。 

○会長 どうぞ。 

○髙木委員 板橋区発行の商品券ということですか。 

○産業振興課長 はい。 

○髙木委員 発行元は板橋区。 

○産業振興課長 はい。 

○髙木委員 どこかに入るわけですよね、商品券の。 

○産業振興課長 はい。 

○髙木委員 それから、有効期限はどのぐらいありますか。 

○産業振興課長 有効期限につきましては、国の方は今年の１０月１日から来年の３月３

１日までで、なるべく長くやってくださいという指示が出てございます。 

 板橋につきましては、まだ確定はしていませんが、なるべく長く、２月なのか３月なの

かはありますけれども、なるべく長くやっていきたいというふうに思っています。始まり
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は、いずれにしても１０月１日からという形です。 

○髙木委員 もう一つ、すみません。 

○会長 どうぞ。 

○髙木委員 そうすると、コールセンターの設置というのも、大体、そんなところなんで

すか。 

○産業振興課長 そうですね、コールセンターにつきましては、一番最初に郵送を送るの

が６月下旬、７月ぐらいですので、７月の下旬ぐらいからコールセンターが始まって、事

業が終わるところまでは、コールセンターはあります。 

○髙木委員 その間は、受託事業者が従業員に対して、随時、情報管理の保護について研

修を行うということですね。 

○産業振興課長 はい。 

○髙木委員 何回か、行うということですね。 

○産業振興課長 はい。 

○髙木委員 分かりました。 

○会長 よろしいですか。 

○髙木委員 はい。 

○会長 ほかの委員はよろしゅうございますか。 

 それでございましたら、本件についてご承認をお諮りしたく存じますが、それにつきま

して、２点、附帯的にお願いしたいと思います。 

 その１点目は、先ほど西田委員からご指摘がございました、「身分証明書との引き換

え」といった表現について、区民への周知を図るに際しては、「本人確認書類」といった

ような表現に改めていただくということを審議会としてお願いしたいということが１点目。 

 もう１点は、中妻委員からご指定もございました、再委託に関してでございますけれど

も、これについては、いかがでございましょう、中妻委員。 

 ２ページの８の（１）の①のところを文章として改めるのではなくて、当審議会の議決

に対しての附帯という形で、ここでいう原則というものは、個人情報を含む情報取り扱い

をすることは含まないと、それ以外の周辺の業務について、再委託はあり得るという説明

を受け、それを前提として承認したというような形を、記録上、残していくという形で、

こちらの本体ではなくて、附帯決議型の修正でよろしゅうございますか。 

○中妻委員 はい、よろしいです。 
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○会長 というような２点を附帯的にお願いした上で、承認をお諮りしたいと、議長とし

ては考えますが、いかがでございましょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○会長 ありがとうございました。 

 それでは、以上の２点を含んだ上で本件承認といたします。 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、引き続きまして、審議事項の二つ目でございます。 

 個人番号カードを利用したコンビニエンスストア等での戸籍証明書交付につきまして、

外部委託、電算記録、外部結合の三つの案件でございますが、事務局からご説明を求めた

いと存じますが、実は、その前に、どうぞご準備ください、１件、お諮りがございます。 

 実は、この類の問題が出てくるときには常に同じことをお願いしているんですけれども、

実は、このご提案の背景システムにありますのが、いわゆるマイナンバーカードを利用し

た本人証明なんですが、新しい問題もありますので、説明させていただきますと、実はこ

のマイナンバーカードというものを実際に発行してバックヤードのことを運営しておりま

すのが、地方自治体情報機構、通常、Ｊ－ＬＩＳという機関でございまして、これは国の

法律に基づいてその仕事をしているんですが、このＪ－ＬＩＳ自体の安全性をモニタリン

グするための委員会組織というような、法律に基づいたものでして、これ複数あるんです

けれども、一つは、マイナンバーシステムそれ自体、本人確認業務に係る外部審査のため

の委員会、もう一つが、マイナンバーカードにＩＣチップが入っているんですけれども、

これを利用して行う公的個人認証、これはマイナンバーシステムとは関係がない。マイナ

ンバーカードの再利用という、別の仕組みなんですが、これに関する第三者機関というの

が実はございまして、実は、私は今まで後者だけ委員だったのですが、前者の委員にもな

ってしまいまして、さらに困ったことに、両方の委員長が、東京大学の宇賀克也先生がお

られたんですが、本日付で最高裁判所の判事にご昇任されましたもので、委員長が空席に

なっておりまして、私が委員長代行です。 

 なもので、マイナンバーシステムの第三者モニタリングの全国の責任者が、現在、私で

あることになっております、本日から、というわけで、実はマイナンバーシステムそのも

のの安全性を含む案件については、私は、向こうの運営側ではなくて、モニタリングの責

任者ではあるんですけれども、モニタリングの責任者として内部情報に一定程度接してお

りますので、実はここでは守秘義務の関係で言えないこともあります。 
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 とりわけ技術的安全性、技術のもののところについて、私が、そちらの委員会から得た

情報については守秘しないといけないことになりますので。なので、極めてセンシティブ

な、マイナンバーシステム、背景システムそれ自体の安全性について議論が及んで、それ

について何らかの問題点がここで討議対象となったというふうなことに万が一なった場合

には、私は議長を、その間、辞させていただいて、副会長である岩隈先生に審議をお願い

して、その間、私は退室するという形で図りたいのですけれども、よろしゅうございまし

ょうか。 

 もっと安全性を考えると、この案件はまるまる預けちゃって、私、いなくなるという、

休憩させていただくという手もあるんですが、向こうの外部委員ですので、向こうの委員

さんであればそうするべきだと思うんですけれども、そこまでではないかなというふうに

個人的には考えておりますが、そのような運用で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、そうさせていただきます。 

 ということで、事務局からご説明をお願いいたします。 

○ＩＴ推進課長 それでは、委員のお手元にあります資料１の７ページとなります。 

 個人番号カードを利用したコンビニエンスストア等での戸籍証明書の交付について。 

 こちらの案件につきましては、外部委託、電算記録、外部結合となってございます。 

 １、諮問の根拠でございますが、以下に記載されているとおりでございます。 

 ２、諮問事項でございますが、こちらをご紹介する前に、３、諮問の内容からご説明さ

せていただければと思います。 

 まず、１段落目。 

 平成２８年１月２６日より、個人番号カードを利用して、住民票の写し、印鑑登録証明

書、各種税証明書について、コンビ二等に設置されているキオスク端末からの自動交付

（以下「コンビニ交付」）を開始いたしました。これにつきましては、既に平成２６年の

第３回のこちらの審議会で承認済の案件でございます。 

 ２段落目。 

 今回は、この個人番号を利用して、新たに戸籍証明書をコンビニから交付できる仕組み

を構築し、戸籍の全部事項証明書・戸籍個人事項証明書・戸籍の附票の写しについてコン

ビニから取得することを可能にすることで、区民等の利便性の向上、個人番号カードの普

及促進を図ってまいります。ただし、区外住所人が戸籍証明書をコンビニから取得する際
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には、事前に当区に利用登録申請を実施していただく必要がございます。 

 ついては、このことに関しまして、２の（１）から（４）について、本審議会に諮問す

るものでございます。 

 なお、法務省の通知によりまして、戸籍システムは他の事務処理をする電子情報処理組

織から直接アクセスすることができない機能を有するものとされており、この通達を踏ま

えて、既存のコンビニ交付システムを利用せず、新たに戸籍のコンビニ交付システムを構

築するものでございます。 

 １個戻りまして、２の諮問事項でございます。 

 （１）コンビニエンスストア（コンビニ）に設置されたキオスク端末（マルチコピー

機）で、戸籍証明書の取得を可能にするために、戸籍システムの改修及び新たに設置する

戸籍コンビニ交付システム（以下「コンビニ交付システム」）の構築を外部委託すること。 

 （２）キオスク端末で証明書発行を可能とするため、区が設置するコンビニ交付システ

ムと地方公共団体情報システム機構（以下「機構」）、こちらはＪ－ＬＩＳと呼ばれてい

るものですが、設置の証明書交付センターをＬＧＷＡＮにより外部結合すること。 

 （３）コンビニ交付システムへ証明書交付判定に必要な個人情報を住民記録システムか

ら提供を受け、記録すること。 

 （４）戸籍システムへ当区に戸籍はあるが住所のない者（以下「区外住所人」）の利用

登録申請情報を追加で記録することとなってございます。 

 ページが変わりまして、８ページになります。 

 ４のシステムの全体図、５の個人情報の項目につきましては、１０ページと１１ページ

目に書かれてございますので、ごらんいただければと思います。 

 見開きになっております。その右側、まず１１ページ目の個人情報の項目でございます。 

 １、戸籍システム及びコンビニ交付システム等で使用する項目となってございまして、

左から、項目が１から１４まで、その右隣には、どのシステムで使うのか、どういった場

合に使うのかということで、〇、◎が付されてございます。 

 その下、戸籍全部事項証明書、戸籍個人事項証明書及び戸籍の附票の写しに記載されて

いる項目につきましては、既に窓口等々で交付している証明書の中身がここに記載されて

いるものでございます。 

 こちらを踏まえまして、今度はシステム全体図でございます。 

 １０ページ目、Ａ４横になってございます。 
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 まず、今回の戸籍コンビニ交付の特徴といたしましては、区内住所人のほかに、本籍は

板橋区に置きながら、板橋区外にお住まいになっている方、この方も対象となります。 

 この表でいきますと、左下でございます。 

 区外住所人の方は、まず、利用登録申請情報を入力、コンビニのキオスク端末か、また

は自宅のパソコンを使って、前提としてはマイナンバーカードを持っているということに

なるんですが、申請を入力していただきます。 

 こちらの点線に沿っていきますと、その情報は、その右隣の地方公共団体情報システム

機構の証明書交付センターを経由し、板橋区側のコンビニ交付システムに入り、そこから

既存の戸籍システムにその情報が流れていくということになります。 

 そこで、申請情報の記録を区の職員が見まして、申請された利用登録申請情報を審査、

当区に戸籍が存在するか否かを判断いたします。 

 その判断が済みますと、逆の流れでいきまして、最終的には、正常に登録が完了しまし

たということで、申請者に情報がいくと。 

 万が一、板橋区に戸籍がないと、申請をしていただいて、その方には、別に本籍地に確

認をしてくださいというような形で表示がなされるものとなってございます。 

 こちらの登録を済ませますと、今度、この表の右側の上になります。 

 証明書の交付の流れということで、コンビニでマイナンバーカードを設置して、どの戸

籍証明書を取得したいか選択をしていただきます。このときには、マイナンバーカードが

必要になります。 

 この情報は右隣の証明書交付センターを経由いたしまして、板橋区の戸籍コンビニ交付

システムに交付申請の情報が流れ、右側の一番上に書かれております個人情報記録用サー

バでその方に対して証明書を交付していいかの判定を行った上で、オーケーであれば、そ

の下に書かれている戸籍システムで情報を送り、証明書を生成して、今の逆の流れで、コ

ンビニで申請された区民、もしくは区外住所人の方に証明書が発行されるというような流

れになってございます。 

 今度、また、ページが戻りまして、８ページ目の６でございます。 

 外部委託及び外部結合する相手先といたしましては、システム改修・構築事業者。あと、

（２）といたしまして、Ｊ－ＬＩＳ、機構ということになってございます。 

 ７、個人情報の保護措置といたしまして、（１）委託契約に当たっては、秘密の保持、

以下、こちらに書かれている事項を明記の上、契約書を取り交わしいたします。 
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 （２）受託事業者が個人情報を扱う際は、本庁舎内で行います。その際は、受託事業者

が使用する端末は限定しまして、区のデータの持ち出しは禁止といたします。 

 （３）戸籍システム、コンビニ交付システム及び住民記録システムの通信は、庁内ネッ

トワーク回線を使用いたします。 

 （４）コンビニ交付システム及び交付センター間の通信は、ＬＧＷＡＮ回線を使用いた

します。また、不正アクセスや外部からの侵入を防御するためのファイアウオールを設置

し、当該データが漏洩しないよう閉塞性を確保いたします。 

 （５）証明書印刷後、証明書作成データは、コンビニ交付システム、交付センター、キ

オスク端末それぞれで完全に消去いたします。 

 （６）コンビニ交付システムへ格納するデータは、暗号化等、情報漏洩・紛失等の事故

防止策を講じます。 

 （７）コンビニ交付システムは、アクセスログを記録し、不正なアクセス等を確認いた

します。 

 （８）区外住所人の利用登録申請情報のうち当区に戸籍がない場合の情報は、３カ月に

１回、職員が立ち会いのもとシステム運用事業者が削除いたします。 

 （９）は条例等施行規則を遵守するというものになります。 

 ８の実施予定は、３１年４月から。これは構築・改修ということで、実際に稼働するの

は３２年１月を目指しているということでございます。 

 ９の担当課は、区民文化部戸籍住民課。 

 右隣の９ページには、参考としまして、板橋区の本籍数、本籍人数。 

 ２番目としまして、板橋区民で板橋区に本籍を置いている人数。 

 その下には、用語説明といたしまして、１番から※の５番まで、それぞれ項目に沿った

解説が載ってございます。 

 事務局からの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、戸籍住民課長にお越しいただいておりますので、ご質問、ご意見等を承りま

す。いかがでしょうか。 

 じゃあ、中妻委員、どうぞ。 

○中妻委員 ここの戸籍情報、戸籍謄本や戸籍抄本もコンビニで交付できるようになると

いうことで、この時期、４年に１回、区議会議員はどうしても戸籍謄本を取らなきゃいけ
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ないタイミングが来て、一応、コンビニに行ってみました。たしか戸籍謄本はできないは

ずだったがといって、コンビニに行って（マイナンバーカードを）置いてみると、できな

いですよね。ああ、だめだなと。 

 それが、今度、できるようになるということで、これは大変いいことだと思います。 

 ぜひ、安全に、大変センシティブな情報を扱いますので、十分注意してやっていただき

たいと思うんですが、申し訳ないんですが、真っ先に目に入るのは、８ページ目の保護措

置、７の（１）、「再委託の原則禁止」とここにも書いてあるんです。 

 これはさっきと違うんですよ。ここは一番センシティブなところで、ここで再委託をや

っちゃいけないだろうと本当に思うんですけれども、「原則」の文字を取ることはできな

いですか、これ。 

○戸籍住民課長 今回は、基本的にはソフト開発でございますので、再委託はないという

ふうに考えています。 

○中妻委員 じゃあ、ないで書き直せるの。 

○戸籍住民課長 カードの調達については別の会社になりますけれども、システムを構築

する、システムの設計につきましては再委託ということは考えておりませんので、Ｊ－Ｌ

ＩＳさんにお願いするということで、今、進めているところでございます。 

○中妻委員 どういう形で契約しているか教えていただきたいんですけれども、あるシス

テム、SIerさんにお願いするじゃないですか。SIerさんは必要なハードウエアを買ってく

ると、それって委託契約じゃないですよね、普通。ハードウエアを買ってくるというのは、

単なる購入契約であって、委託じゃないですよね。 

○戸籍住民課長 ハードウエアもリースになります。 

○中妻委員 ああ、リース。いずれにせよ、それは業務委託とは違いますよね、それは。 

○戸籍住民課長 違います。 

○中妻委員 ということは、ここで再委託の禁止と書き換えることに抵触するかどうかと

いうと、しないじゃないですか、ハードウエアの調達は。と思うんですけど、この「原

則」の２文字を取ってほしいんですけれども、そこはできないものなんですか。 

○会長 システム側の問題がありますから、戸籍住民課長と同時に、ＩＴ推進課長は、こ

の点は、仕様をご覧になっていますか。どんな感じですか。 

○ＩＴ推進課長 ケース・バイ・ケースでございますので、こちらの既存の戸籍システム

の再構築に当たっては、再委託をする可能性というのも出てまいりますけれども、コンビ
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ニ交付システムに関しましては、その構築事業者が持っているものをそのまま使うという

ことになりますので、そちらの方は「原則」という言葉は取れるかと思う次第でございま

す。 

○会長 そうしますと、諮問事項でいきますと、４については再委託の可能性はあるとい

うことですね、今のご説明。 

 諮問事項の１、２、３についてはないけれども、４のところでは再委託が発生する可能

性がある。 

○中妻委員 利用登録申請情報の記録、ここの部分を、既存システムを改修する。ここに

再委託が必要という理解でよろしいんですか。 

○会長 契約がどういったところになるかというところとの関係が一つ大きいと思うんで

すけれども、大きなシステム開発業者ですと、親会社のもとに地方自治体用の専門子会社

というのをお持ちになっていて、契約自体は親会社が受けるけれども、子会社の方で実際

の業務等を遂行すると。子会社が正面に出てくりゃいいじゃないかというと、いや、それ

はうちの営業方針ですからと言って出てこない。 

○中妻委員 それっぽいんですよ。 

○会長 というようなところというのは幾つかあるわけですよね。そういったような場合

を考えると、まだお受けいただくところが確定しないときには「原則」を残しておきたい

というような契約管理上の発想というのはあるんじゃないかと、個人的には想像するんで

すけれども、そういうことはあるんでしょうか。 

○戸籍住民課長 基本的には、先ほども申しましたように、このシステム開発につきまし

ては再委託はないというふうに考えています。 

○中妻委員 既存システムでも同じですか。利用登録申請のこと、区外者は、区外から。 

 大丈夫ですか。 

○戸籍住民課係長 利用登録申請はソフトウエアを。 

○戸籍住民課長 ソフトウエアの開発になりますので、その部分についても、特に再委託

はないと考えております。 

○中妻委員 では、次、そこは取っていただきたいと思うんですよ。多分、会長が今おっ

しゃった大きなシステム会社って１個しかないと思うんですけども、多分、私の頭に思い

浮かべている会社と同じだと思うんですね。 

 特定の会社の事情にどうしても自治体情報システムって引っ張られちゃう可能性がある
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わけですよね。その会社の体質といいますか、フロントの営業部門で、まるまる１社あっ

て、実際のシステムが子会社に出しているというような体質があるわけですよね。 

 ただ、本当にそれでいいのかということは、自治体としてちゃんとその意見を言ってい

かなきゃいけない。実際、手を動かすのは子会社の方だったら子会社と契約させろと、そ

れこそ言いたいわけですよ。 

 そこは、なぜそこに本社を通すのかよく分からないみたいなところがしばしばあります

ので、そこは、例えば、たとえ本社と子会社の関係であったとしても、どうやってその子

会社が生まれたかという経緯については我々は分からないわけですよ。 

 どこかから何かよく分からない会社を買収してきたということだってあり得るので、同

じ会社名が看板にくっついていたからといって安心はできないと私は思っております。 

 ですから、再委託が必要という場合には、それこそセキュリティリスクをさらに厳しく

洗い出すようなことをしなければ元来いけないというふうに思っておりまして、特にこう

いうセンシティブな情報を扱うものであれば再委託はしないと、再委託をしなくていい会

社にお願いするんだと、その基準で我々は見ているんだということを言っていかないと、

悪いけど、甘く考えていますよ。というように私なんかは思うんですね。 

 ぜひ、ここはぜひ、「原則」の２文字を取るようにお願いしたいと、そのように。 

 既存システムの改修も同じ会社に頼んでやるんですね。ですので、そこはどちらも再委

託なしでやってくださいということをしっかり言っていくということをぜひお願いしたい

と思います。 

 以上です。 

○会長 ありがとうございました。 

 ほかはいかがでございましょうか。 

 じゃあ、順番に、今度は戻って、いわい委員。 

○いわい委員 私の方では１件だけ、７ページのところで、「戸籍システムは他の事務処

理をする電子情報処理組織から直接アクセスすることができない機能を有するもの」とい

うふうになっていて、これまでのコンビニ交付とは違う仕組みになるということなのかな

と思うんですけど、どうしてそうなのかということを教えてほしいんですけど。 

○戸籍住民課長 戸籍システムは、先ほどおっしゃられているように、センシティブな情

報を扱うということで、よりセキュリティを高める必要があるということで、ほかのシス

テムとは独立したものにするということで、これは戸籍をシステム化するときに国の方か
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らこういう通達が出ているというふうに聞いております。 

○いわい委員 ここから、私としては意見になるんですけど。 

○会長 どうぞ。 

○いわい委員 そもそもこのコンビニでこういう証明書を交付するという仕組みそのもの

が、私としては個人情報が本当に守られるんだろうかという点で非常に疑問があって、そ

の上で、これまでの証明書の発行も納得できていなかったんですけど、さらに国が別のと

ころからアクセスするべきじゃないというほどの重要な個人情報をコンビニ交付すべきな

のかということについては、非常に賛同できない問題だなと思っています。利便性はある

かもしれないけれども、利便性にかえがたいほどの情報なのかなと思っています。 

 私も、実はこれまでのコンビニ交付を、コンビニで実際に交付している場面に遭遇して

いることが２回ほどあって、これは本当に安全なのかなって疑問を持っているんです。 

 何でかというと、最終的にはどんなに情報を危機管理しても、最終的には扱うのは人間

だなと思うんですよ。そうすると、実際にはコンビニに証明書を取りに行った方が、やり

方が分からないとかというふうに聞いているので、１時間かかってやっと出たという目に

遭遇しているんだけど、もう、杖をついた高齢の男性とシルバーカーを押している女性が

夫婦で自分の証明書を取りに行ったんだけど、やり方が分からず、３０分右往左往して、

コンビニのアルバイト店員の方が対応しても使い方が分からずに、最終的に聞きながら、

その店員の方が詳しいところに聞きながら、３０分かかって証明書出てきたわけなんだけ

れども、その間、本人たちのマイナンバーカードは手に握っているわけですよ。 

 本当に、これは、私は安全性はどうなのかなと思ったし、出てくる紙をそのアルバイト

の店員の方が、「これでいいですね。大丈夫ですね」と言って渡すわけですね。 

 結局、最終的には、コンビニのあの狭い、色々なものが、そこのコンビニはそのマルチ

コピーの脇には雑誌がずっと並んでいて、色々な人が立ち読みしているわけですよ。 

 そういう場面で想定すると丸見えなわけです、出てくる書類も。かばんにしまうまでの

間に情報が丸見えだし、横からスマホで写真を撮ろうものなら撮れちゃうなという空間で

す。 

 アルバイトの方を疑うわけじゃないけれども、そこはコンビニの店員さんが、個人情報

を守れるかどうかまでは管理が行き届かないところに証明がいくということから考えると、

マルチコピー機から出てきて、そのままコピーできちゃうなという感じなわけですよ。 

 何しろ、使いかたが分からなくて１時間右往左往しているわけですから。 
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 そう考えると、私としては、もうコンビニでこの戸籍そのものを交付するという仕組み

そのものに、非常に個人情報を守るという視点としては、守ることに課題があるんではな

いかなというふうに思っていますので、私としては、今回、賛成はできないというふうに

思っております。 

○会長 今、明確に提案自体に対して反対であるというご意見の表明がありましたので、

最終的にお諮りする際に、発声方式ではなくて、採決の方法にするという形にさせていた

だきたいと、議事進行でそうさせてください。 

 さて、ほかの意見。 

 じゃあ、はぎわら委員、お願いします。 

○はぎわら委員 そもそも論の話を聞きたいんですけど、私は本籍が群馬なんですよ。結

局、コンビニになろうが、区役所であろうと、区役所で、今日、１階で住民票を出しても

らうのに、３０分、番号待ちで、また出すのに、もらうまでに２０分かかって、約１時間

弱かかって３００円。 

 コンビニだと、３分という非常にいいなというふうに聞いたんだけど、僕自身の本籍は

群馬ですから、コンビニでは、結局、群馬に行かないと本籍は出ないの、出るの。 

○戸籍住民課長 そこの本籍の置いてある自治体が、戸籍のコンビニ交付をやっているか

どうかによるかと思います。 

○はぎわら委員 そういうことですよね。だから、群馬の山奥の東吾妻町というところな

んですけど、そこの町役場がそういうシステムがきちんと入っていれば出る可能性はある

んですね。 

○戸籍住民課長 はい、そういうことです。 

○はぎわら委員 確認します。ありがとうございました。 

○会長 ほかは、いかがですか。 

 先ほどご紹介がありました点ですね。７の（１）の再委託の「原則」の２文字を取って、

今回はそこを一律に禁止するという方向で業務がきちんと行えるのではないかという戸籍

住民課長の話がございましたが、一方で、ＩＴ推進課長の方では、戸籍システム本体の改

修のところは難しいのではないかというお話もあったようですけれども、その辺は、両課

での意見のすり合わせはどうですか。大丈夫ですか。 

 既存システムに手を入れるときには、既存システムはもう業者が特定されてしまってい

るわけですから、その既存システムが、先ほど中妻委員からもご指摘がありましたけれど



－３３－ 

も、契約は本社側がやって、子会社にいつもやらせますというポリシーである場合に、既

存システムの場合には、今から業者を変えられないので、そこのところは従わざるを得な

いという可能性が残っているとは思うんですけれども、そのリスクがないのであれば、こ

れは全部削除しちゃったらいいんですけれども。 

○中妻委員 そこは明確にしていただいて、事由があるのであれば、こういう事由によっ

て再委託をするという、そこは一つ一つ明らかにする必要があると思いますけど。 

○会長 戸籍住民課長、実際にこれ、当審議会３月、今日は２０日でありますが、４月１

日からは実動に入られるご予定だということですが、業者選定とか、あるいは仕様書の確

定、その前は、こちらからの要求仕様書の提出、等々のようなことというのは、タイミン

グでいうとどの感じになりますか。４月はもうすぐですね。 

○戸籍住民課係長 構築は、４月１日から契約する予定となっております。 

○会長 そうですか。そういたしますと、恐らく、この審議会の次回開催予定が７月です

ので、それまで、万が一、採択がどうしても必要だといった場合に、選択肢としては、本

日、この「原則」を取った場合に、万が一、現場で必要になったというときには、当審議

会の臨時会を招集するというのが１案ですが、多分、日程的に相当厳しい。 

 といいますのは、当日、地方選挙等々ございますもので、色々と会議日程の設定などに

も困難が伴う可能性もあるというようなことになりますので、では、議長として、こうい

うふうにお諮りします。 

 まず、先ほどの重要なご指摘であります中妻委員からのご指摘を受けて、この再委託の

原則禁止の「原則」の２文字については、一旦、削除させていただくという形にした上で、

ただし、実際の業務執行に当たって、技術仕様等を決定するに際して、再委託がどうして

も必要であるというような場合には、当審議会のもとに、常設ではないのですが、ほぼ常

設して置かれている小委員会がいつもあります。小委員会に対してご報告をお願いし、そ

こで一定の合理性が認められると考えられた場合には、それについて、当面の業務を、再

委託を含んだ形で進めていただいて、その結果については、７月に予定されます平成３１

年度第１回の審議会に承認を求めるという、そういった予防的措置を組み込んでおいた上

で、この「原則」の２文字を取るということをした上でご承認を諮るという、そういう形

で議事を整理させていただきたいと思いますが、事務局、それで大丈夫ですか。 

○区政情報課係長 連休明けまで業務は始められない可能性がありますけれども、大丈夫

ですか。 
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○戸籍住民課長 それはソフトの部分については、再委託をやらないで進められるという

ふうに考えております。ただ、ハード等の関係で。 

○中妻委員 そこが分からないじゃないですか。 

○戸籍住民係長 個人情報の連携等のやり取りでは、再委託は発生しませんので。 

○会長 この個人情報の保護措置については、これは委託契約全体についての再委託の問

題ですから、先ほどの、１号案件でもあったんですけども、個人情報を含まない部分につ

いては再委託ということではないんですよ、これは。再委託そのものをするかしないかと

いうことがこの措置の対象ですから、今、個人情報の部分が流れなくても、再委託は再委

託です、ここでいう。 

 どうしますか。これは極めて経営管理のリスクマネジメントの問題ですから、事務局側

に、できないことを言って、かえってリスクが高まっても意味がありませんから、私のご

提案した方式で対応できるのならそうして、あるいはもっと明示的に、先ほどあったよう

に、（４）については再委託するということをここで決めて、それ以外はしないというふ

うに決めるなら、そういう決め方もあるし。 

○中妻委員 そうですね。これ、「原則」という２字って大穴なんですよ。これで何でも

できちゃう、そこを問題にしているんであって、こういうふうについて再委託が必要だと

いうのであれば、もう明示して書いていただいた方がよろしいかと思うんですよね。 

○会長 今、各論的に範囲が特定できないのであれば、先ほど申し上げたように、小委員

会に付託を受ける方式で本日はお諮りします。 

 今、会長一任というご意見もあるようですけれども、私、技術的な専門性が乏しい人間

なので、同僚である副会長の岩隈先生のお助けがないと、技術的安全性に自信がないので、

会長一任ではなくて、小委員会一任にさせてください。 

 よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○会長 では、それを前提として、先ほど、いわい委員からもご指摘もありました。 

 失礼しました、小委員会の説明をするのを忘れていました。 

 実は、この後、別の案件も出てくるんですけれども、これが全体の委員会なんですが、

例えば個人情報保護に関して、マイナンバーを含むような案件のかなり技術的な詳細をチ

ェックしなきゃいけないというようなことがしばしばここで起こります。 

 それをこの限られた時間で、全員でやっていますと処理し切れないので、作業部会的に
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小委員会という組織を置いておりまして、それの委員は、簡単に申しますと、この委員会

は全体で区民代表の皆さん、それから区議会代表の皆さん、それからいわゆる学識経験者

の我々４人から成っているんですが、この４人がつくっている会議ですね。これが小委員

会です。小委員会の委員長も私が兼ねています。 

 ということで、具体的にテクニカルな問題などをチェックする作業が必要なときには、

そこで事前審査をした上で、こちらにご報告し、それで終わらせる場合もありますし、ご

報告をした上で、追認を求める、議決を求めるということもあります。そういったような

ことをしています。 

 では、それを前提として、これは発声方式ではなくて、採決による方法で決定したいと

思いますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○会長 それでは、本件につきまして、承認に賛成の方、挙手を願います。 

（賛成者 挙手） 

○会長 反対の方、挙手を願います。 

（反対者 挙手） 

○会長 庁内からご出席の方々については、提案者側に回られて、手を挙げなかったとい

う形で記録にとどめます。 

 ということで、教育長、副区長の委員は、今回、採決に参加されず、いわい委員は反対

され、残りの委員は賛成されたという形で、賛成多数により、本件は賛成を区長に答申す

るということにいたします。ありがとうございました。 

 それでは、まず、審議事項の前半部が以上でございます。 

 そこで、次が特定個人情報保護評価につきましてであります。 

 資料２でございますね。これにつきまして、事務局から説明をお願いします。 

 お願いいたします。 

○区政情報課長 それでは、議題の２、特定個人情報保護評価についてご説明いたします。 

 お手元の資料２－１から２－３をご用意いただければと思います。 

 まず、資料の２－２をごらんください。 

 タイトルに、「参考」というふうに記載されております。国民年金に関する業務（支援

給付金）というふうに記載されております。 

 この案件につきましては、平成２５年の当保護審議会におきまして、既にもう承認をい
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ただいている案件でございます。 

 この業務自体は、ご審議いただきましてご了解いただいているわけなんですが、ただ、

中身は、消費税が１０％になる時点から適用するという内容のものでございまして、今般、

国の方から、４月以降、その準備行為を始めてもいいという話がございまして、資料の２

－１をごらんいただきますと、今回、初めて特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

の中に評価書番号の４９番、評価書名が「年金生活者支援給付金に関する事務 基礎項目

評価書」という形でご提案させていただいたものでございます。 

 この書類の中身につきましては、先ほどご説明しましたように、もう既に平成２５年の

時点で当審議会におきましてご了承いただいておりますので、それを評価書の項目に落と

し込んだものでございます。 

 それとあわせまして、資料の２－３をご用意いただきますと、今回、この案件以外に、

全てまとめてございまして、本件事務につきましては、今回の４９番につきましては、対

象人数が１，０００人未満であることから、特定個人情報保護評価の対象外ではあるんで

すが、板橋区におきましては、対象人数を問わず、特定個人情報を取り扱う事務につきま

しては特定個人情報保護評価を実施することといたしております。 

 特定個人情報保護評価の方を作成いたしましたら、評価書の評価につきましては、審議

会への諮問事項に該当するため、今回、この４９番の案件を審議会でご審議いただくもの

でございます。 

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

区長が評価書を決定し、最後に、国の個人情報保護委員会に提出をするという手続になり

ます。 

 あわせまして、資料の２－３をごらんいただきたいと思います。 

 全て、４９件ございますけれども、これにつきましては、個人情報保護委員会の評価指

針に基づきまして、板橋区では評価書の公表から５年を経過する日が属する年度の前年度

に評価の再実施を行うこととしておりまして、今回、再評価をした内容でございます。 

 今回、リスク対策を追加する様式の変更があったため、これとあわせて実施したもので

ございます。 

 実施に当たりましては、外部委託の実施状況、マイナンバーを利用できる根拠規定、情

報連携できる根拠規定、庁内での移転等について再確認を行いました。その上で、リスク

対策につきましては、これまでの本区の全項目、重点項目評価のリスク対策例を参考に評
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価を行ったものでございます。 

 再実施いたしました評価書の評価を当審議会への諮問事項に該当するため、ご審議いた

だくものでございます。 

 その後の手続につきましても、先ほどの評価書の４９番と同様に、最終的には、国の個

人情報保護委員会の方に報告するような形になります。 

 一つ、例を挙げてご説明させていただきます。 

 資料の２－３の一番上に載っております評価書番号１番の住民基本台帳に関する事務基

礎項目評価書をお開きいただきたいと思います。 

 次の項目、個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言につきましては、記載のとお

りでございまして、評価実施機関名が板橋区長という形になります。 

 １枚おめくりいただきますと、まず、１ページ目。 

 Ⅰ、関連情報というふうに記載されております。その中の１、特定個人情報ファイルを

取り扱う事務が全部で３項目載ってございます。事務の名称ですとか、概要、それからシ

ステムの名称。 

 ２の特定個人情報ファイル名につきましては、ご覧のようにファイル名が記載されてお

りまして、３、個人番号の利用につきましては、法令上の根拠につきまして記載されてお

ります。 

 ３ページ目の４の情報提供ネットワークシステムによる情報連携につきましても、記載

のような内容が、実施の有無ですとか、法令上の根拠につきまして記載されておりまして、

担当部署、それから実施機関、それから個人情報の開示・訂正・利用停止請求、それから

取り扱いに関する問い合わせというものがございます。 

 続きまして、４ページのⅡ、しきい値判断項目。これが、当初、この書式の中に、一番

重要といいますか、しきい値を判断するためにこの評価書を使った部分でございます。 

 対象人数がどれぐらいいるのか、それから、２の取扱者数、それから重大事故が発生し

たのかどうかというもので、しきい値が判断の結果としてどういうふうになったのかとい

うのが記載されております。 

 先ほど来、ご説明しておりますように、今回、新しい項目としまして、Ⅳとして、リス

ク対策という項目が加わりました。 

 １から９にございますような内容を、各業務におきまして、どういうリスク対策が取り

込まれているかどうかというのを調査し、提出してもらったというような状況でございま
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す。 

 非常に雑駁ではございますが、今まで実施しておりました個人情報保護評価書が、大部

になりますけれども、このものについての再評価が、今回、実施されたというものをご報

告するものでございます。 

○会長 ありがとうございました。 

 それでは、このマイナンバーシステムの利用に関しては、今、課長からございましたよ

うに、大きく２点ございます。 

 １点が、日本国民年金機構ですね。これを利用者とするシステムについて、一旦、審議

はいたしましたけれども、色々ありましたもので、繰り延べになっておりましたのが、い

よいよ本格的に動き出すということで、その準備に入るということで、改めてこの評価書

という形でこれを設定しなければならないということで、これは新規の案件ということに

なります。まず、こちらから先に議論したいと思います。 

 国民年金課長にもお越しいただいておりますので、こちらの方につきましては、ご質問

等がありましたら、お願いいたします。 

 どなたでも結構です、いかがでしょう。 

 いわい委員、どうぞ。 

○いわい委員 １点だけ。マイナンバーの情報の管理についてということだと思うんです

けど、この仕組みの中を見ても、どういうふうにマイナンバーが出てきて、その管理がこ

ういうふうにしてというのは分からないので、マイナンバーの扱いについてのところだけ

教えてください。 

○国保年金課長 今回、こういう基礎項目評価書を出させていただいているんですけれど

も、こちらの年金生活者支援給付金に関する事務の中で、請求書というものが日本年金機

構から本人宛に送られます。その請求書は、本当は、基本的には、直接、日本年金機構の

方に戻る、返送されるんですけれども、その様式の中にマイナンバーを書く欄がございま

す。 

 基本的には、年金機構にまた返送していただくんですけれども、中には区役所の方にお

持ちになられる方がいらっしゃる。ただ、保護シールというのがありますので、それをち

ゃんと張ってきていただければ、そのままポストにという話なんですけれども、それがな

い方の場合には、一応、板橋区としては、年金機構に対して、まだマイナンバーを送ると

いうことはしないということにしておりますので、そこについては、修正とか、削除して、
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消して、見えないようにして、保護シールを張ってポストに入れていただくというような

形でやらせていただこうと思っております。 

 ただ、書いてお持ちになってきてしまう方がいらっしゃるということで、マイナンバー

を取り扱うという危険性があるということで、こちらの評価書を、とりあえず、あらかじ

め出させていただいたということです。 

○いわい委員 じゃあ、そもそも区として、この案件に関するマイナンバーを管理する場

面は、本来は発生しないということですね。 

○国保年金課長 はい。 

○いわい委員 はい、分かりました。 

○会長 よろしいですか。 

 非常に、板橋区としては慎重な取り扱いをしていると思います。 

 ほかはいかがでしょう。 

 よろしいですか。 

 じゃあ、これにつきましては、一括して後で承認をお願いいたしますが、まず、資料２

－１につきましてはそのようなことで、一旦、質疑を打ち切りまして、２－３に関してで

ございます。 

 先ほどご紹介いただいたところに、私、議長として追加させていただきますと、今、１

ですね、評価書番号１をごらんいただいていたんですが、リスク対策という５ページが追

加になりましたということに加えて、実は、一番重要なのは６、７、８ページというのが

ありまして、ここは変更されたところ、これが６年間の間に変わっていくということの記

録になっております。 

 したがって、これを見ていただきますと、どれだけ、今、このマイナンバーシステムの

運用についてきちんと記録を残して仕事をしているか、あるいはいないのかということが

分かるところであります。 

 今、一つ、書類の見方という形で課長の方から評価書番号１をご紹介いただきましたが、

実質的な意味で、特定の評価書に大きな変更があったと。リスクの評価について何か問題

があったというようなものがあれば、ご紹介ください。なければ結構です。どうぞ。 

○区政情報課長 幸い、ございませんでした。 

○会長 ということでありますので、経常的な運用の中で変わっていった。例えば担当課

長が変わるたびに、全部、名前を書きかえるということなんですけど、さすがにそれは国
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の方が余りに煩雑なので、役職名でよろしいと、個人名を初め書いていたんですが、課長

は課長でしょうということになりましたとかを含めて、具体的なリスク自体の変更につい

て記録はないということでありました。 

 随分前に全体をお送りいただいておりますので、ごらんいただく時間はあったかと思い

ますけれども、これにつきまして、何か、ご質問等、ほかにございますか。 

 よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○会長 それでは、先ほどのものと含めて、２点、資料２－１に係る件と２－３に係る件、

あわせてご承認賜りたいと存じます。 

 承認してよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○会長 ありがとうございました。では、そのように処理します。 

 それでは、さあ、どうしましょうということなんですが、報告事項がこの後ございまし

て、事故関係なのですが、どうしましょう、休憩入れた方がいいですか。どうしますか。 

 皆様方にお諮りいたします。 

 私の手元にありますあんちょこですと３時半に報告に入るところを、２０分押しており

ますので、このままいくと長くなるかなという感じはありますので、もしなんでしたら、

５分ぐらいトイレ休憩をとってもよろしいかと思いますが。 

（「はい」の声あり） 

○会長 それでは、５分休憩させてください。 

 すみません、ちょっとお待ちいただきます。 

（休憩） 

○会長 それでは、皆様お揃いでございますので、再開させてください。 

 報告事項に移ります。 

 資料３－１ですね。生活保護医療券の誤交付事故につきまして、志村福祉事務所長から

報告願います。 

○志村福祉事務所長 志村福祉事務所長でございます。 

 このたびは、極めてセンシティブな個人情報であります生活保護受給者に関する個人情

報事故が発生してしまい、大変申し訳ありません。 

 資料３－１に基づきまして、生活保護医療券の誤交付事故につきまして、ご報告申しわ
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けます。 

 最初に、医療券につきまして、簡単に説明いたします。 

 国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している方が生活保護を受給しますと、保険

証は役所に返却することになります。そのため、生活保護受給者が病院等の医療機関で受

診する場合は、保険証に代わる医療券を副事務所で発行しまして、その医療券をもって生

活保護の指定医療機関で受診していただくことになります。 

 これにより、医療費が必要となる料金につきましては、福祉事務所が全額を医療機関へ

支払うことになりまして、生活保護受給者は医療費を支払う必要はなくなります。 

 生活保護受給者からすれば、医療費は、原則、無料となります。 

 今回の事故は、この医療券につきまして、別人名義の医療券を作成し、誤交付してしま

ったという事故でございます。 

 なお、医療券でございますが、Ａ４判１枚の形状のものでございます。 

 また、有効期限がございまして、診療日の属する日の月末までとなっております。 

 最長で１カ月でございます。 

 ２でございます。 

 事故の発生日時は、平成３０年１２月１２日の午後１時３０分ごろでございます。 

 ３、対象者は１名でございます。 

 ４、誤交付してしまった個人情報の内容でございますが、生活保護受給者の住所、氏名、

生年月日でございます。 

 ５の経過でございます。 

 （１）でございます。１２月１２日水曜日、午後１時３０分ごろでございますが、生活

保護受給者であるＡさんが志村福祉事務所に来所され、料金の請求がありました。 

 担当のケースワーカーが研修で不在だったため、同じ係の別の職員のケースワーカーが

代わって対応いたしました。その際、該当者のＡさんとは異なる生活保護受給者Ｂさんの

医療券を作成し、渡してしまいました。 

 なぜこのようなことが起こってしまったかにつきまして、少し補足説明させていただき

ます。 

 対応した職員は、Ａさんが高齢で、また、名前を書くのもおぼつかないようであったた

め、医療券発行に必要な申請書であります傷病届を代筆して作成しまして、医療券発行の

事務を行いまして、Ａさんに医療券を交付いたしました。 
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 代行した職員は、傷病届を作成するために、Ａさんにお名前、住所、通院する病院名を

お聞きしたのですが、このとき、Ａさんとお名前が、氏名が１文字違いのＢさんと聞き間

違えてしまいました。そして、生活保護システムで、自分が思い込んだそのＢさんの名前

で検索しまして、Ｂさんの氏名、住所で傷病届を作成してしまいました。 

 Ａさんと間違えてしまったＢさんは、Ａさんとは１文字違いで、年齢もほぼ同じ女性で

ございました。住所も似通っていたような住所でございます。 

 また、利用券をＡさんに交付する際、代行した職員は、医療券に記載されている内容が

間違っていないか、Ａさんに確認していただきましたが、Ａさんは高齢でもあったためか、

間違いに気づくことはありませんでした。 

 （２）でございます。 

 その日の午後３時ごろでございます。 

 Ａさんが、交付された医療券を紛失してしまったということで、再発行の手続のため、

再度、志村福祉事務所に来所されました。 

 再発行の手続中に、Ａさんではなく、Ｂさんの名前が記載された医療券をＡさんに交付

してしまったことに代行した職員が気がつきました。Ａさんに紛失した場所を尋ねました

が、分からないとのことでございました。 

 このため、このとき、医療券はもうＡさんには再発行せず、福祉事務所から行きたいと

言った医療機関へ電話連絡で受診を依頼しまして、医療券は、後日、直接、医療機関へ福

祉事務所から郵送で送付することとしました。 

 また、該当医療機関には医療券を誤交付してしまったことを伝えまして、誤交付した医

療券で受診があった場合は受け付けしないようにお願いいたしました。 

 （３）でございます。 

 当日の午後６時ごろですが、代行した職員がＡさん宅を訪問し、Ａさん宅やＡさんから

お聞きした経路を中心に、近隣を捜索しましたが発見できませんでした。 

 （４）でございます。 

 このため、翌１３日に、警察署、また、Ａさんが利用された鉄道機関へ遺失物届を提出

いたしました。 

 （５）でございます。 

 １２月１３日、部長からの指示がございまして、Ａさんを担当しているケースワーカー

が、再度、Ａさん宅を訪問しまして、一緒に、かばん等の中を探してみましたが、発見で
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きませんでした。このため、取り急ぎ、電話で、間違えてしまったＢさんに医療券の誤交

付事故の内容をお伝えし、謝罪いたしました。 

 （６）になります。 

 １２月１４日に、改めまして所長がＢさん宅を訪問し、Ｂさんに状況を説明し、謝罪を

行いました。なお、誤交付しました医療券につきましては、現在も見つかっておりません。 

 続きまして、６の発生原因でございます。 

 次の２点が問題であると考えております。 

 （１）といたしまして、申請者が高齢で、名前を書くのもおぼつかなかったため、やむ

を得ず、医療券発券のための必要な申請書を職員が代筆しましたが、代筆の後、申請者へ

の確認が不十分であったということ。 

 （２）といたしまして、「医療券」交付時に、申請者への本人確認が的確でなく、不十

分であったという点でございます。 

 続きまして、７の再発防止策でございます。 

 二度とこのような事故を起こさないために、現在、下記の６項目の対策を実施しており

ます。 

 （１）といたしまして、個人情報が記載された書類交付時における確認の徹底でござい

ます。 

 個人情報が記載された書類の交付時には、氏名、生年月日、住所等を必ず読み上げて確

認いたします。 

 また、今回のように、申請者の状況、高齢で認知機能の低下、おそれがある場合など、

通常の確認方法では不十分であると認められる場合には、生年月日、住所等を申請者本人

からもお答えいただき、事故防止に努めます。 

 （２）としまして、代筆をせざるを得ない場合は、申請者の目の前で記載し、記載後、

必ず記載内容に誤りがないか、申請者に確認を行います。 

 このような場合には、原則、２名体制で対応を行います。 

 （３）といたしまして、上記の（１）（２）を徹底するため、事務処理の流れを明確に

した実施手順マニュアル、「個人情報、記載の書類等交付に関する取扱い」を作成しまし

て、研修、朝礼等を通じ、職員に周知徹底しております。 

 （４）といたしましては、職員及び申請者に、書類交付時の注意喚起を促す表示を受付

カウンターに新たに貼付しました。 
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 具体的には、職員側の各カウンターでは、書類を交付する際は必ず本人確認すること。 

 申請者側の各カウンターには、交付された書類は必ず内容を確認してくださいという文

言でございます。 

 （５）といたしまして、所長が講師となりまして、全職員、１１０名おりますが、１１

０名に対しまして、個人情報に関する特別研修を７回にわたり実施しました。 

 具体的には、個人情報を守ることは、区民の財産、生命を守ることと同様であること、

個人情報を取り扱うことの重大さを再確認するための研修を行いまして、全職員が実行い

たしました。 

 また、毎朝行っております係ごとの朝礼時におきまして、係長が、繰り返し、繰り返し、

継続的に個人情報事故防止、取り扱いの注意喚起を行うことによりまして、個人情報事故

防止の職場ムードの醸成に努めております。 

 （６）といたしまして、今回の事故につきまして、区内の３福祉事務所で情報を共有し

まして、再発防止に努めております。 

 これらの取り組みによりまして、個人情報事故が二度と発生しないよう、職員一人一人

がそれぞれの意識、態度、行動を振り返りまして、決められた手順を重視し、緊張感を持

って再発防止に取り組んでまいります。 

 説明は以上でございます。 

○会長 ありがとうございました。 

 どうぞ、ご質問、ご意見等を承ります。 

 じゃあ、中妻委員。 

○中妻委員 本当にこんなことがあるんだというぐらいですね。驚くような、あるんだな

という感じなんですけれども、一つだけ、今後のためにでもあるんですけれども、医療券

発行のための申請書って、毎回、書かなきゃだめなものなんですか。 

 期限があるわけですよね。期限が切れたら、当然、保険証が我々は必要なのと同じよう

に、医療券って常に生活保護受給者にとっては必要じゃないですか。必要じゃない瞬間っ

て多分ないと思うんですけれども、それを考えれば、我々が健康保険証を持っている際に

は、一々、申請書を書いて次の健康保険証をもらったりしないわけですよ。 

 だけども、生活保護受給者は、毎回、申請書を書かないと医療券がもらえないというの

では、これは無駄があるというか、かわいそうなんじゃないかなという気がするんですよ

ね。 
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 何か、事務手続の見直しとか、それこそマイナンバーカードの活用とかの方法で、毎回

の申請書記入をやめるという方向はできないものですかね。 

○会長 どうぞ、福祉事務所長。 

○志村福祉事務所長 これにつきましては、生活保護法で決まったことで、我々の裁量で

はできませんけれども、１カ月間、最長で、例えば今日医療券を発行しますよね、そうし

たら、今月３１日までしかだめなんですよ。ということは、最長１カ月使えます。 

 ということで、１カ月の間は、何回、何回って余り頻繁に行かれると困りますけど、行

かれる範囲では大丈夫と。 

 それから、あと、継続受診券というのがございまして、６カ月以内でしたら、同一の医

者にかかる場合には医療券でいいんですけど、本当は医療券を発行する場合には、お医者

様から意見書をいただいたり、嘱託医の審査、こういった厳しい審査がありまして、それ

を経て医療券というのは発行できるんですけど、そういった審査は、はっきりと継続医療

券ってありますけど、制度上、今は最大有効期限１カ月ということになって、そのたびに

出しているというふうになってございますので、これはもう制度上、如何ともしがたいと

いうことでございます。 

○中妻委員 はい、分かりました。 

○会長 どうぞ、いわい委員。 

○いわい委員 「ああ、困ったな」と思うんですけど、高齢者ゆえに、本人確認が色々難

しかったんだなということは想像できるんですけど、そうなると、先ほどの説明だと、実

際に代筆して、それを代筆する際に本人から言ってもらったものを代筆したという状況だ

ったにもかかわらず違う人になっちゃったということなんだけど、だから、なのに本人確

認が不十分だったというのが、何が不十分だったのかというのを、もう少しきちんと分析

する必要があるのかなと思うのは、高齢がゆえに、しゃべる言葉がきちんと聞こえづらい

方は、これからも、ほかにもいっぱいいると思うんですね。 

 そういう場合に聞き取れない。なのに、今回、対策としては、読み上げる、場合によっ

ては、相手に言ってもらって確認する、でも、それをやったのにできなかったという問題

があるのに、この再発防止策で合っているのかというのは疑問があるんです。 

 逆に、本人確認が不十分だったというんだけど、やるべきことはやったけどもというこ

となのかなという感じがしないでもないんですよ。 

 だから、そこら辺が、幾ら個人情報の確認を十分やったとしても、高齢であるというこ



－４６－ 

とで、言葉や、それからこっちで書いたものを見てもらっても、目が高齢であって見えづ

らくなっているから、本人自身が確認できないって問題がどうしても発生するんだと思う

んですよ。そうすると、この再発防止策では問題解決しないのかなというふうに感じるん

です。 

○会長 どうぞ、所長。 

○志村福祉事務所長 今回の事故の場合、職員が言うには、大きな声ではないと思うんで

すが、お名前、住所を聞いて、病院名を言って、これで間違いありませんかと聞いたら、

ご本人が「大丈夫です」と、そう言ったそうです。 

 その「大丈夫です」ということが、多分、正直言って、その方は認知機能も進んでいる

方ですので、多分、役所のことだから、ほとんど信用して、しっかり聞いていなかったと

思うんですね。 

 だから、そういう方の場合には、はっきり大きな声で読み上げる、それから相手の方に

も、もしそういった方でしたら、本人からお名前と住所とか、何か、そういうのを確認す

ると。また、もし領収書とか郵便物があれば、そういうのを見せてもらうと。 

 本来的には、大体、担当のケースワーカーが対応しますので、これはないんですけども、

ケースワーカーは、しょっちゅう訪問とかで留守にしている場合に、たまに代行の職員が

対応せざるを得ない場合もあります。 

 そういったことによって、不十分かもしれませんが、こういった対応しか、今、現実に

ありませんので、また、そういう方には職員二人体制、なかなか二人体制も簡単には言う

んですが、実際、難しいんですが、できるだけ二人体制、ダブルでチェックして、事故を

防いでいきたいと考えております 

○いわい委員 私は、だから、問題は、対策としては、確認を十分するということと、職

員に個人情報を扱っているんだという特別研修をしたということなんだけど、職員の意識

啓発だけでは、私は対処し切れないんじゃないかなというふうに思っています。 

 二人体制は望ましいけれども、実際には、今、ケースワーカーさん一人当たりが担当し

ている人数というのは物すごい人数で、しかも、この事故が起きたのは１２月なわけです

よ。 

 年度当初にぎりぎりラインが守られていても、どんどん保護申請者、受給者が増えれば、

年度末には一人当たりのケースワーカーの担当する人数が多くなってるということは、も

う社会問題として言われてきている問題だと思うんですね。 
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 だから、私は、基本的には相手のことをよく理解している担当者の方が対応できるだけ

の人員体制を確保する必要がある。私は、そうしないと、こういうミスが極力なくなると

いうふうには、なかなかなっていかないのかなということが一つと、相手が高齢者だとい

うことをよく理解した上での、事務的な対策がもっとあるかなと思っているのは、福祉事

務所が出す書類って、すごく字が小さくて、行間が狭いんですよ。あれは、私は何度相談

されても、書類の見方が分からないという相談は、年に何回も来るわけですよ。 

 相手が高齢者だということを考えて、字を大きくするとか、行間を広げるとかというこ

とや、書類に対する説明も含めて、高齢者や障害者、それぞれ相手の状況に合わせて、事

務的な問題もより相手に伝わりやすい改善策を検討した方がいいんじゃないかなというふ

うに思っています。 

○会長 どうぞ、所長。 

○志村福祉事務所長 ケースワーカーの人数の問題でございますが、標準は８０対一人と

いうことになりまして、板橋も８７対１なんでございますけれども、それにつきましては、

人事当局の方に、我々の方もできるだけ８０対１に近づけてくださいというお願いをして

おります。人事の方も、大変厳しい中、福祉事務所に優先的に職員をつけていただいてい

る状況でございます。 

 それから、また、確かに分かりにくい、文字が小さいというのも、これは事実でござい

ます。ただし、今、システムで、大体、書類を打ち出してございまして、システム改修の

折には、高齢者、障害者の方でも分かりやすいような、そういった文字の大きさとか、そ

れから内容につきましては、この前も議会の方でご指摘されました生活保護のしおりです

か、手引き、これをもっと分かりやすくするということで、今、福祉事務所の方でも、Ｐ

Ｔをつくって検討してございますので、そういった分かりやすい内容、それから文字等も、

機械の、システム回収の折等に、文字を大きくするとか、内容も簡潔に、分かりやすくす

るということで、改善を図らせていただきたいと思ってございます。 

○会長 どうぞ、新谷委員。 

○新谷委員 少しお伺いしたいことが、医療券というのは受診券。これは医療関係という

か、例えば内科とか、外科とか、皮膚科とかがありますが、どこの医院でもかかれるんで

すか。 

○志村福祉事務所長 かかれます。 

○新谷委員 かかれますか。 
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○志村福祉事務所長 ただし、同じ病院しかだめですので、違う病院に行く場合には、ま

た別の医療券。 

○新谷委員 同じ病院。 

○志村福祉事務所長 ただ、野村医院さんがありますよね、野村医院さんに行く場合には、

科が違っても１枚の医療券で結構です。 

○新谷委員 科は違っても、同じ病院の中だったら、いろんな総合科だったら、いろんな

ところに行けるということですか。 

○志村福祉事務所長 大丈夫です。ただ、日大病院の方に行きたいと、違う病気でですね。

その場合には、また新たに医療券が必要になります。 

○新谷委員 そうすると、例えばこの方が初診でお願いしますという場合だったらば、ど

こへかかるかというのはお聞きになるわけですか。 

○志村福祉事務所長 そうです、はい。 

○新谷委員 そうですか。 

○志村福祉事務所長 どこの病院に行きたいかと聞きまして、医療券には行く病院名も入

ります。 

○新谷委員 病院名が入るんですね。継続というのは、その病院に継続するから、お医者

さんのそれなりの意見書なりなんなりが必要であるということですね、継続の。 

○志村福祉事務所長 はい、そうですね。 

○新谷委員 そうすると、この方の場合は初めてだったんでしょうか。 

○志村福祉事務所長 いや、これは初めてではございません。 

○新谷委員 そうすると、今までかかっている医療機関のことは分かるわけですか、福祉

事務所で。 

○志村福祉事務所長 システムに全て入力されておりますし、それから医療台帳というの

がございまして、いつ、どの病院に行ったかが全て記録されてございます。 

○新谷委員 そうですか。そうすると、もし聞き取りにくかったり、はっきりしない、疑

問があった場合は、医療機関に問い合わせるということはできなかったんでしょうか。 

○志村福祉事務所長 医療機関に問い合わせる。 

○新谷委員 要するに、記録が残っていて、毎月、月に一回しか発行できないわけで、１

カ月しか最大限使えないわけですよね。毎回、申請が必要であるというので、申請に来る

なり、再発行なり、来たときに、はっきりしない。ご高齢でもあり、認知機能がある場合
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ですと、医療機関にこの方はかかっていますかというのは伺えないものなんでしょうか。 

 例えば、担当者が違っていて、よく分からない場合は、確認のためにはそのぐらいした

方がいいかなと思ったんですけど。 

○志村福祉事務所長 それはできます。必要がある場合には医療機関にも確認いたします。 

○会長 今回の場合は別のＢさんの名義で出ちゃってますから、Ｂさんの情報としては間

違いがないんですよ。 

○中妻委員 鈴木一郎さんを鈴木二郎さんと勘違いしたまま全てが進んでしまったという。 

 そうじゃない、鈴木一郎さんだと。全部決まっちゃった。 

○新谷委員 今、お名前がよく分からなかったとか、書いてもご高齢であるから、目がよ

く見えない可能性がある、可能性を、全部可能性なんですけども、その場合は、医療機関

に確認をする方がはっきりするんではないか。 

○会長 問題は、委員がおっしゃることは分かるんですけど、今回の場合は、もう間違っ

たものが出た段階で、今の例でいうと、二郎さんだという前提で全ての手続が進んでいま

すから、そうすると、一郎さんという別の方がいるのだという前提なく業務が流れていま

すから、確認するとすれば、一郎さんの病院に確認しなければいけないわけですけれども、

一郎さんが発見されていないので、書類上、二郎さんの病院に確認すると、確認したとし

ても、おられますという答えが返ってきちゃうだけです。 

○新谷委員 分かるんですね、すごくね。でも、担当者がいなかったときに、違う担当者

が発行したときの券というのは、元の担当者の方には連絡はしないんでしょうか。 

 連絡というか、どういったらいいんだろう、職員さん。 

○志村福祉事務所長 生活保護受給者それぞれに医療台帳というのがございまして、必ず

こういったことが記載がされると。 

○新谷委員 それが思い込んじゃったということですね、そうすると。 

○西田委員 二郎さんの台帳に入れちゃったということですよね。 

○新谷委員 入れちゃったと言うことですよね。 

○志村福祉事務所長 はい。 

○岩隈委員 Ａさんが窓口に来たって、誰も思っていない。 

○新谷委員 思っていないんだ。 

○中妻委員 鈴木二郎さんだということで全てが進んだんです。 

○新谷委員 そうですか。はい、失礼しました。 
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○会長 そういう意味でいうと、いろんなご意見があると思うんです。先ほどの、システ

ム自体の安全性でも賛否ありますけれども、例えばマイナンバーカードを使うというアイ

デアもあるでしょうし、場合によっては、当区独自で生体認証的なものをやるという手も

あるだろうし。 

 あるいは、もっと簡単に言うと、それこそお名前も入っていない、福祉事務所に来たと

きにだけ意味を持つようなプラスチックカードのようなものを、それこそ絵柄とか、数字

とかといったもので台帳と照合できるみたいなものをつくるとか、いろんなやり方はあり

得るとは思うんですけれども、ただ、それはなかなかこういう法定受託事務的に国のルー

ルで動いているところですと、どこまで独自の工夫ができるのかって、これ、大変お手数

ですけども、その辺、今後、今、全員同じことを思っているんだと思うんですけれども、

今後、この類のトラブルは増えることがあっても減ることはない、それをどれだけリスク

を小さくするかということだと思うんですね。 

 事故が二度と発生しないようにと所長はおっしゃってくださいましたけれども、起こり

ますよ。だって、これは先様のところで起こっちゃう事故ですから。 

 それを防ごうとすると、本人の陳述以外の方法での本人特定の技術をどうするかという

ことで、プライバシーリスクを最小化した当区の仕組みをどうつくるかということを考え

ないといけないんだと思うんですね。 

 それについては、私ども、ここで井戸端会議的に思いついたことを言っても余り意味は

ありませんので、専門家の方で、何かいい手がないか、ご検討いただいて、当審議会にも

ご意見をいただければよろしいんではないでしょうか。 

 私ども、区長に対して、建議といって、私どもの方からこうしたらどうですかという提

案をする権限も当審議会は持っておりますので、例えばそんなようなことをご利用いただ

くというような提案を、私がここの委員になって以来、その類は余りやったことがないん

ですけれども、やる価値のある仕事だと思うので、ぜひ、ご検討を。 

 ありがとうございました。 

 よろしゅうございますか。 

 どうぞ、河野委員。 

○河野委員 この医療券というのはよく分からないので、一般的に保険証と言われて、身

分証明書がわりに使われてしまったりとか、先ほども「本人確認書類」という言葉が出た

ときに、名前と住所とかが書いてあるものというふうに言われてたんですが、例えばこの



－５１－ 

医療券を拾ったりとか、落としたりした場合に、それは本人確認書類として勝手に使われ

てしまう危険性はないようなものなのでしょうか。どうなんでしょうか。 

○志村福祉事務所長 実際、この医療券はあるんですけれども、こういった感じで打ち出

したものでございまして、これをシステムにかざすんですね。ここに名前と、それから本

人の住所、名前を、すぐに書きますので、悪用は、多分。 

○河野委員 証明書的なものではなくて、単なる書類みたいな感じで、一般的には保険証

がわりに使われたりはしないという。 

○志村福祉事務所長 それは無理です。使えません。悪用されるおそれはないです。 

○河野委員 分かりました。ありがとうございます。 

○会長 よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○会長 それでは、この案件につきましては以上とさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

 続きまして、残念ながら、本日は事故報告が４件あるんですが、２件目です。 

 これも生活保護に関わる個人情報の流出ということで、今度は板橋区福祉事務所からご

報告を賜ります。よろしくお願いいたします。 

○板橋福祉事務所長 どうも、たびたび板橋福祉事務所の事故が起こりまして、申し訳ご

ざいません。 

 先ほど、志村福祉事務所長から、再度、再発防止ということで取り組むというところな

んですけれども、その舌の根も乾かないところで起きてしまいました。 

 事故の案件ですけれども、生活保護に関わる個人情報の流出ということで、経過のとこ

ろにも書かせていただいているんですけども、生活保護受給者の病名がケースワーカーの

方から外部の方に流出してしまったという事故でございます。 

 ２の発生日時なんですけれども、平成３１年１月３１日、３時ごろ。 

 ３の対象者は１名でございます。 

 個人情報の内容ということで、今申し上げましたように、生活保護受給者の病名でござ

います。 

 ５の経過でございます。１月３０日の１５時１５分ごろ、対象者といいますか、生活保

護受給者が、このたび引っ越すということで案件を探していたようでございます。 

 その当該、申し込んだ物件を不動産屋に申し込んだ後で、対象建物を管理している管理
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会社さんの方が、ケースワーカーの方に、審査のことで聞きたいことがあるんだというこ

とで、再三、電話がかかってきたということです。 

 ケースワーカーの方は、当然、席にいれば出るんですけれども、たまたまケースワーク

で外出していたということで、ちょうど外出から戻ってきたのが１５時ごろだということ

でございます。 

 早速、管理会社の方に電話したところ、審査を急いでやりたい。ついては、この方の病

名を教えてもらえないかということで、一旦、ケースワーカーの方は断ったということな

んですが、どうしても急いでやりたいということで、必要に迫られて、ケースワーカーが

病名のことについて教えてしまったということでございます。 

 推定２月４日なんですけれども、５時ごろ、不動産屋さんの方から対象者宛てに、この

たび審査の方に出していた物件なんですけれども、通りませんでしたということで、総合

的な判断をした結果として今回はだめだったということで、対象者宛てに連絡が入ったと。 

 そのことによって申し込んだ物件に入れなくなったということで、福祉事務所ではなく

て、社会福祉協議会とか、広聴広報課とか、いろんな機関に、５カ所ぐらいの機関なんで

すけども、電話が入ったということです。 

 社会福祉協議会の職員の方から、ケースワーカーの方に連絡するようにというふうに言

われたということで連絡が入りまして、同５時半ごろなんですけれども、ケースワーカー

の方が対象者の方にご連絡申し上げました。 

 そうしましたところ、私の病状が知られたからだということで、どうしてくれるという

ようなことで電話を切られてしまったということで、翌日なんですけども、担当ケースワ

ーカーと係長が、お詫びをするということで電話をかけさせていただいたんですけれども、

なかなか出ていただけないので、直接、ご本人宅に訪問いたしましたが、お留守だったと

いうことで、また、再度、「翌日、お伺いします」という手紙を残しまして、翌日お伺い

したんですけれども、お留守だったと。また、電話で連絡もさせていただいたんですけれ

ども、なかなかお出にならなかったということでございます。 

 ２月６日なんですけれども、私の方に係長の方から、このような案件があったというこ

との報告を受けまして、それを受けまして、個人情報の流出であるということで、所内に、

とりあえず厳重注意をさせていただきました。 

 あわせまして報告をさせていただいたところなんですけれども、２月８日にプレス発表

を行いまして、ということです。 
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 （８）で接触できていないということになっておりますけれども、連絡をつけさせてい

ただきまして、現在はケースワーカーの方が謝罪を行っております。 

 この方の条件ということなんですけれども、ケースワーカー、担当者が謝りに来いとい

うことで、係長が来たらだめだというようなこともおっしゃっていましたので、とりあえ

ずワーカーに謝ってきてもらうということで、お願いして謝っていただきました。 

 発生原因なんですけれども、ケースワーカーが個人情報に対する認識を欠如したまま、

ついうっかり言ってしまったということになると思います。 

 再発防止策でございますけれども、生活保護の情報というのは個人情報の最たるもので、

一切、漏らしてはならないものだということがございますので、それを周知徹底するとい

うことで、問題意識を共有する上で、係の会議の中で毎日やっていまして、朝やっている

ところと、夕方やっているところがありますので、その中で、個人情報の問題、この取り

扱いについてということで周知しているところでございます。 

 また、この月以降の、毎月やっております事務研究会というのがあるんですけれども、

その中で、個人情報に関する扱いについての研修ということと、それに伴ういろんな事象

につきまして研修をさせていただいているところでございます。 

 あとは、対応でどうしても疑義が生じることはあるかと思いますので、全くケースの情

報が非公開なんですけれども、対役所関係の中においては、どうしても情報提供するとき

もありますので、そういったときには、折り返し電話ということでやっていますけれども、

それでも対応に疑義が生じた場合は、上司の者と相談した上で対応するということで、今、

徹底しております。 

 このことにつきましては、当事務所だけではございませんので、３福祉事務所の中で情

報共有ということで図って、今後の事故のないようにということで努めてまいります。 

 私の報告は以上でございます。 

○会長 ありがとうございました。 

 どうぞ、皆さん、ご質問、ご意見、お願いします。 

 じゃあ、中妻委員。 

○中妻委員 個人情報事故については色々なケースがありますけれども、本件については、

私もこれは会派の方からも厳しく言われておりまして、言語道断のケースであると、これ

はきちんと聞いてくれということを強く言われておりますので。ただ、事情としては、解

決に向かっているのかなと、最後の説明がありましたので、よかったんですけれども。 
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 まず、当然、会社の方から聞かれて、ケースワーカーの方から病名について回答してし

まうということ、これは福祉事務所にケースワーカーとして入ったときに、イの一番にこ

んなことはやっちゃいけないということは聞かされて当然のものだと思うんですが、この

ケースワーカーの１月３０日にしゃべってしまった当時の認識はどういうものだったのか、

もうちょっと聞かせていただけませんか。これ、やっちゃいけないという認識はなかった

のかというのはどうなんでしょうか。 

○会長 所長、お願いします。 

○板橋福祉事務所長 疑問の点については、もっともだと思います。 

 確かにこのケースワーカー、個人情報についての認識は常に持っておりまして、私も、

どうしてそういうことをやったのということで聞かせていただいたんですけども、不動産

会社の方に、再三にわたり、審査がどうしても早くやりたいということを言われたという

ことで、そこで、ついということだったので、これは本当に、そういうことがあっても、

だめですよということは、後の話になりますけれども、言わせていただいておりますし、

今まででもそういうことがあったということではないので、たまさかそのときの勢いに押

されちゃったのかなというのが感想で、ただ、今後の話なんですけども、たとえそんなこ

とがあっても、一切、相手の勢いに負けるなということでは職員には周知徹底させていた

だいているところでございます。 

○中妻委員 大変なお仕事だと思いますけど、お伺いしたいのは、このケースワーカーの

方は何歳ぐらいの方ですか。 

○板橋福祉事務所長 採用３年目、２０代。 

○中妻委員 ２０代。多いんですよね、今、福祉事務所。先ほども志村福祉事務所の方で

優先的に職員増員をやってもらっているということでおっしゃっていましたけど、すなわ

ち、若い職員が増えるということになってくると思うんです。 

 ここについては、まだまだ社会経験、社会常識が十分でない人もあり得るということを

念頭に置いて、ぜひ指導の方もきちんと行っていただきたいと、この点を念頭に置いてい

ただきたいと思います。 

 もう一つだけお伺いしたいのは、接触できていないというところが文面の最後にあった

ので非常に心配していたんですが、現在は担当ケースワーカーが対象の生活保護受給者と

お会いできて謝罪をしている最中だということですよね。 

 信頼関係は回復できそうでしょうか。これは、担当を変えるとか、そういうことになる
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んじゃなかろうかという気もするんですが、その辺、いかがですか。 

○板橋福祉事務所長 現在のところ、関係は修復方向に向かっていると私は考えておりま

す。確かにこの方は、引っ越すという話もありますので、そこら辺のところの相談にもき

ちんと応じさせていただいているところでございます。 

○中妻委員 はい、以上です。 

○会長 ほかは。 

 じゃあ、岩隈委員さん。 

○岩隈委員 今の審査を急ぐ管理会社というのは、関係している別の医療機関なんかでよ

くあるんですけど、ここで答えてもらえないとこの方が契約できなくなりますよみたいな

ことを、この手の業者ってよく言うんですよ。結果、聞いて契約を切っているから本当に

ひどいなと思うんですけど、あなたが言ってくれないから、この人、契約できないですよ

というようなことを平気でこの手の業者は言うんですよ。 

 そういうことがあっても、ケースワーカーが担当の対象者に同情しないようにする、あ

る意味、普段の業務と逆の心を持たなきゃいけないので大変だろうなと思うんですけど、

この手の業者の常套手段なので、それも研修などに入れていただければいいんじゃないか

なと思います。 

○会長 どうぞ、所長。 

○板橋福祉事務所長 そこら辺のところの研修につきまして、まだ準備できていないんで

すけれども、ロールプレイング研修のような形で、いわゆる行政暴力じゃないですけれど

も、こわもてでやってきたときにどういう対応をするのかというのは、先ほど中妻委員が

おっしゃった、若手の吏員が多いので、ついそういった経験が不足している部分がござい

ますので、ロールプレイングゲームみたいな形で研修をやっていったらどうだという形で、

そんな大がかりでなくても、係単位でもいいから、やれるようにして、そういったプロセ

スを経ていければ職員の技術も上がっていくのかなということを、係長会の中での提案で

はございますので、そこら辺のところを検討させていただいているところでございます。 

○会長 じゃあ、どうぞ。 

○いわい委員 同じような話なんですけど、私も、研修を個人情報という視点だけではな

くて、どの問題についても、その人の権利の認識をどういうふうに持つかで対応が大きく

変わってくるんじゃないかなと思うんですよ。 

 だから、そもそもおどされてきても、本来、そんなことを判断基準にするんじゃないよ
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というふうに言うぐらいの、私は権利意識を職員が持っていれば、対応できるんじゃない

かなというふうに思うので、生活保護を受けている人の人権や権利意識をケースワーカー

さんの方がどういうふうに考えるのかということの研修を、ぜひ、私はやっていただく必

要があるのかなというふうに思うんです。 

 どっちかというと、いろんな情報をよこせと周りから言われてくる場合に、そういうこ

とを求める権利はありませんよというぐらいのことを言うぐらいのことが私は必要だと思

っているので、それは何のために必要なのかというところをきちんと研修で位置づけても

らえたらなというふうに思っています。 

○板橋福祉事務所長 分かりました。そこら辺のところを含めた研修ということで、人権

研修もやってはおりますので、その中の一環として、当然、我々は相手方の権利を守らな

くちゃいけないということを含めた研修を取り入れてまいりたいと思います。 

○会長 どうぞ、西田委員。 

○西田委員 所長がさっきおっしゃったロールプレイというのは非常に有効で、私は弁護

士なんですが、借金の整理を依頼される方には、必ず取り立てに来られたらどうするかと

いうロールプレイと、あと１１０番をかけるロールプレイをするんですね。 

 言われたらこの言葉を言うという、その言葉を、一回、口にしておくだけで、大分、い

ざというときの対応が変わりますので、ぜひ、ロールプレイは取り入れた方がいいと思い

ます。 

○板橋福祉事務所長 はい、分かりました。研究させていただきます。 

○会長 この会議体は審議会という合議制の機関ではありますけれども、今、西田委員が

おっしゃられたように、専門家もいますから、区政情報課長を通じて、この方がおります

から、研修講師として呼ぶというようなことをぜひお考えいただければ。 

 いや、冗談じゃなくて、そうですよ。本当です。 

○板橋福祉事務所長 その節は、よろしくお願いします。 

○西田委員 ぜひ。 

○会長 ほか、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、本件につきましては、ご苦労さまでございました。ありがとうございまし

た。 
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 残念ながら、事故報告がまだ２件ありまして、本日付の報告が２件、直近に発生したも

のが２件ですね。 

 というわけで、まず、要介護認定結果通知の誤送付につきまして、ご報告いただきます。 

 お願いいたします。 

○介護保険課長 介護保険課長です。 

 このたびは、通知の誤送付、件数を多く誤送付してしまいまして大変申し訳ございませ

んでした。 

 説明させていただきます。 

 事故の概要は、要介護認定結果通知を誤送付する事故ということで、要介護認定結果通

知というのは、認定審査に必要な医師の意見書を作成していただくんですが、その作成し

ていただいた主治医の方が希望した場合に、その先生にその患者が要介護１でしたとか、

２でしたとか、その判定結果と認定機関をお知らせするという通知でございます。 

 ２の発生日時は、平成３１年３月１３日の１６時ごろ。 

 これは発送した日時でございます。 

 対象は、誤送付は６１件ございました。 

 こちらに現時点ということで数字を出させていただいたのは、昨日の１２時の時点です

ので、本日の１２時の時点で数が変わっております。 

 本日の１２時の時点では、郵便局より未開封のまま区に返戻されたものは３０件ござい

ます。 

 送付先と郵便番号が偶然一致したため、結果的に正しく配達されたもの、こちらは大き

な病院で、郵便番号が合っていて、病院名だけで郵便局の方が配達して、結果的には正し

かったというものは１４件です。 

 あとは未開封で郵送先から回収予定８件となっていますが、こちら、こちらの方が問い

合わせをさせていただいて、間違った住所に届いてしまったというものは、そのまま開封

せずにお返しくださいとお話しして、昨日は８件でしたが、実際、回収４件にされていま

すので、回収されたものは４件で、回収予定が４件という形になります。 

 現在所在を確認中が残りの９件ということで、こちらは昨日から病院の方に、こういう

通知が行っていませんかということで確認をお願いしていますので、大きな病院ですと、

ご返事がまだいただけていないものもございますし、あと、郵便局に確認しましたところ、

宛名が間違っていた場合、宛所不明で戻ってくるのに７日から10日間かかるということで
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すので、昨日から返戻が始まって、今日も幾つか戻ってきていますので、明日、明後日、

まだ返戻されてる可能性があるということで、未確認というもの、所在確認中というもの

は９件になります。 

 お送りした通知に入っていた個人情報の内容ですが、被保険者番号、氏名、要介護度、

認定有効期間となっております。 

 ５の経過ですが、３月１３日水曜日に、要介護認定結果の送付を希望する主治医の所属

する病院に対して、主治医の名前を書いた主治医宛てに区から認定結果を送付いたしまし

た。当該通知書の作成の際に、送付先宛名を誤って作成したデータを元に印字して、窓空

き封筒で送付したということになってしまいました。 

 ３月１８日月曜日に、医療機関から、住所と病院名が違うとの問い合わせや「宛所に尋

ね当たらず」ということで返戻があったために発覚して、元のデータを再調査したところ

誤送付ということが分かりました。 

 ６の発生原因は、職員がエクセルで作成したデータが住所と病院名がずれていたという

初歩的なミスでございました。 

 また、各個人情報に携わる通知の送付に当たって、封入する際にダブルチェックを行っ

ているのですが、その際に、宛名と内容が間違えていないかという照合はダブルチェック

で行ったんですが、宛名の宛先の住所と病院名のチェックが洩れていた、そこは正しいだ

ろうという先入観のもとにチェックされていなかったということで、結果、不十分であっ

たということであります。 

 再発防止策の（１）本件については、エクセルデータの行ずれを起因とするもので、今

後エクセルデータの作成過程においてもダブルチェックを徹底し、複数で管理を行うこと

とする。 

 データ自身が間違えていないかをチェックしますという。あとは、なるべく手順を簡略

化して、間違いの起こらないようなデータ作成の手順にするということがあります。 

 あと、また、今回のケースのように、個人情報を有する複数の書類を発送する際には、

引き続き、宛先と中身の確認を確実に行い、ダブルチェックを徹底する。 

 こちらは先ほど申し上げましたように、宛名だけでは、病院のお医者様の病院だけでは

なく、住所というのも含めて、宛先というのをきちんと確認するということを徹底しなく

てはならないということと、その作業をするに当たっては、会議室等別スペースで行い、

配送業務に専念できる状況で、集中して行えるような環境をつくると。 
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 （２）、また、個人情報に関する事務処理については、現在の事務フローで個人情報を

確実に保護できるか、フローに従い確実に処理が行われているか、改めて全件チェックの

上、改善を図り、個人情報の保護及び適切な事務処理を徹底する。 

 こちらは、手順というのもありまして、ＣＳＶからエクセルを作成するときに、そのま

ま送れば余り間違いがないんですけど、その住所欄だけもう一回コピーして、そこのコピ

ーしたものを宛先の住所に使っていたというところで行ずれが起こったということがある

ので、その手順は要らない手順、確認したところがなくても大丈夫な手順なので、ＣＳＶ

から直接エクセルでつくった方が、そういう行ずれ等の間違いが起こらないということが

判明しましたので、今後はそういう手順を見直して、元データをつくる際も間違いのない

ような手順での確認をしていきたいと思います。 

 また、朝礼、ミーティング、研修の中で、個人情報の保護及び適切な事務処理について

指導及び意識啓発を図り、再発防止に努める。 

 これは、昨日、事件が起こりましたので、今朝の朝礼で全職員に対して、事故の原因等

を詳しく説明して、同様の事故が絶対起こらないよう手順を見直してくださいということ

と、ダブルチェックの際には、そういう項目、いろんな項目がありますので、チェックは

徹底して行ってくださいということを朝礼で全職員に周知いたしました。 

 説明は以上でございます。 

○会長 ありがとうございました。 

 本件も同じように、ご質問、ご意見、承ります。 

 どうぞ、中妻委員。 

○中妻委員 本件については、データの作成ミスが主要因であって、これを封入の際のダ

ブルチェックで発見するのは、多分、無理だと思います。 

 この住所はこの病院かというふうに見ていないじゃないかと思いますので、それは無理

でしょう。 

○介護保険課長 はい。 

○中妻委員 ですから、元のデータをどうしてこうなっちゃったのかというところにちゃ

んと集中して、再発防止策を図らないといけないと思うんですが、まず、このエクセルフ

ァイルがどういうファイルかを確認したいと思うんですけれども、これは要介護認定結果

を通知する病院のリストなんですか。それ専用のエクセルファイルなんですか。 

○会長 どうぞ、課長。 
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○介護保険課長 病院、そのために作成したエクセルファイルで、ＣＳＶの方から、郵便

番号と病院の住所、病院名、お医者様のお名前というもので構成されているエクセル表で

す。 

○中妻委員 ＣＳＶから作成するといって、その元のＣＳＶってどうやってつくっている

ものですか。 

○介護保険課係長 要介護認定の支援システムというのがございまして、その際に、こち

らの要介護認定結果を希望しているというフラッグをまず立てるチェック項目がありまし

て、そちらのチェック項目にチェックしてある対象者について、今、課長の方から話があ

った郵便番号、病院名、医師名、その対象者の被保険者番号、あと、要介護認定といった

情報が吐き出されると、そういうような形になります。 

○中妻委員 要介護支援システムにマスターデータが入っているんですか。 

○介護保険課係長 入っているんです。 

○中妻委員 そこの中で完結すべきだと思っていて、理想的なことを言うなら、要介護支

援システムから、直接、宛先出力ができてしかるべきだと思うんですが、そういうことっ

てできないんですか。 

○介護保険課係長 もともとこの結果通知というフォーマットの書式自体が吐き出される

ようなものになっていないので、あくまでもＣＳＶのデータを元にワードに差し込み印刷

をして出しているという形式をずっと以前からとっているという形になっています。 

○中妻委員 なるほど。システム改修というところまでやるべきなのかどうかで難しい判

断ですけれども、今回の反省を基に、基本的にマスターデータを基に出力が行われるべき

だと思うんですね。それは、ぜひ、今後、検討していただきたいということと、なぜ手順

と違うエクセルファイルの作成方法をやってしまったのかということについてはどうです

か。 

○会長 課長、どうぞ。 

○介護保険課長 本人はマニュアルに従ってやっていたんですが、そのマニュアル自体の

手順に、エクセル表を作成、ＣＳＶから抽出した住所を、もう一回、ほかの欄につくって、

そこを差し込みにするという手順が書かれていて、本人はそれでやっていて、今までそれ

で間違いがなかったんですけれども、今回、ずれてしまったというので、その手順を見直

して、そこをコピーしないでＣＳＶから抽出したままで差し込みをできるように変えまし

た。 
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○中妻委員 そうですよね。それですよね。マニュアルがおかしいですね。 

○介護保険課長 マニュアルがどうやって、なぜそのマニュアルができたかは分からない

んです。申し訳ありません。 

○中妻委員 じゃあ、そこは、ぜひ、今後、直していただければと思います。 

 以上です。 

○会長 はい、どうぞ。 

○髙木委員 初歩的なことをお伺いします。私もそろそろお世話になりそうなんですけれ

ども、要介護認定というのは、そもそもどういうことでやるわけですか。 

 何か、希望してやるわけですか。私は全くその辺は疎いんですが。 

○介護保険課長 じゃあ、よろしいでしょうか。 

○会長 はい、課長。 

○介護保険課長 まず、介護が必要になって衰えてきて介護が必要だということで、要介

護申請というのをまずしていただきます。それはご本人でも、家族の方でも、おとしより

相談センターで代行申請という形でもできます。 

 その申請書を書く際に、そこの主治医のお名前を書いていただいて申請していただきま

す。その申請書が出されますと、まず、私どもの方は主治医の方に意見書、診断書みたい

な意見書という医学的な診断を書いていただくような意見書を書いていただくように求め

ます。 

 それと同時に、認定調査員というのが、その方のお宅なり、病院なりに伺って、いろん

なことが、どういう動作ができるとか、どんなお手伝い、介護が必要かというのをチェッ

クしてきます。 

 その両方の書類がうちの課に集まってきまして、その両方のものをもとに、認定審査会

という、医師とか、理学療法士、４人のメンバーが認定審査会でその書類を確認して、判

断して、要介護度が、この方にはこれぐらいの介護、お手伝いが必要だということに基づ

いて、要支援１から要介護５まで、７段階、それを判定いたします。 

 その判定した結果、要介護幾つでしたというのを、もともと診断書を書いていただいた

方にお知らせするのが今回の通知でございました。 

○会長 どうぞ。 

○髙木委員 たびたび恐縮です。 

 そうすると、今回の６１件というのは、ある時期にまとめてやったというのがその件数
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ですか。全体はどのぐらいあるんですか。大体でいいです。たまたま、今回、６１件該当

したということですか。 

○介護保険課長 今回、誤送付は６１件で、月に２回ぐらい。 

○髙木委員 月に２回。 

○介護保険課長 月に２回ぐらい要介護認定結果通知はお送りしているんですが、１回当

たり百何件と送りしているんですが、今回、１３２件のうち、ずれてしまっていたのが６

１件であったということです。 

○髙木委員 分かりました。ありがとうございました。 

○会長 ほかは、いかがですか。 

○いわい委員 質問になかったんですけど、このデータ上の起きたミスというのは、介護

保険課だけでなく、全体的に起こり得ることなのかというふうに考えると、今後も再発防

止の決定というのが全庁的に必要なんじゃないかなというふうに感じるんだけど、それは

どうしているのかということと、あと、これはほかのこととも関係するんですけど、事故

が起きたことを二度と起きないように、こういうことが起きましたよということが、多分、

伝えられていくんだと思うんですけど、起きたことが一体どれぐらい長い間、職員がずっ

と入れかわるのに、きちんとこういうことが起こりました、過去に起きましたよと、こう

いうことに注意しましょうねということがきちんと伝えられていくのかというのは、全体

的にどういうふうになっているのかということだけ。 

○会長 はい、どうぞ、区政情報課長。 

○区政情報課長 今回のようなといいますか、今回、４件の事故の報告をさせていただい

ておりますけれども、事故が発生する都度、原因、それからどういった状況にあって、ど

ういった原因でこういった結果が事故を招いたというのを全職員に対して、メールを使い

まして周知しております。 

 具体的に、じゃあ、今、本件のような部分で、全庁にわたるような部分で、システムで

すとか、あと、エクセルの表の作成の部分の、そういった部分の周知を徹底するためには、

一旦、これで周知はいたしますが、それで終わりということではなくて、定期的に、私ど

も、職員に対して、研修ですとか、そういったものを通じまして、そういった事例を踏ま

えた上での研修を行っているところに、こういった反省を踏まえた上でのものを、その都

度、取り入れて徹底していっているという状況ではございます。 

○いわい委員 事故が多いので、全般的に極力共有して、継続して緊張感が伝えられるよ
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うにしてもらえたらいいなと思います。 

○会長 ほかは、よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○会長 では、ありがとうございました。 

 ３番目の報告は以上とします。 

 最後ですね。 

 昨日、発生したようでございまして、これは、したがいまして、我々委員には、事故が

起こりますと、事前にこういった書類をいただけるんですが、これにつきましては今日初

めて拝見することになります。 

 「高齢者見守り調査対象者名簿」の盗難事故ということなんですが、よろしくお願いい

たします。 

○おとしより保健福祉センター所長 おとしより保健福祉センターの河野でございます。 

 このたびは高齢者見守り調査の対象者名簿の盗難事故につきまして、区民の皆様、また、

関係者の皆様に多大なご迷惑と心配をおかけしまして、申し訳ございません。お詫びを申

し上げます。 

 本件事故につきましてご説明させていただきます。 

 事故の概要でございますけれども、私ども健康福祉センターで実施をしております地域

の高齢者の見守り調査というものが、毎年４月から５月にかけて実施がございます。 

 これに使用する対象者名簿につきまして、このたび盗難事故が発生したものでございま

す。 

 発生日時は、昨日でございます。 

 対象者は２８９名。これはその名簿に登載されていらっしゃる高齢者の数でございます。 

 名簿の記載の個人情報につきましては、記載のようになっているものでございます。 

 経過につきましてご説明をさせていただきます。 

 昨日になりますけれども、この高齢者見守り調査につきましては、地域の民生・児童委

員さんに調査をお願いしているところでございます。 

 この民生・児童委員さんに配布してございます対象者名簿でございますが、これを民

生・児童委員さんが個人のかばん、鍵はついておりませんでしたけれども、に入れた上で、

この高齢者見守り活動に使用する不在連絡票でございますが、訪問したときにいらっしゃ

らないときに連絡をとり合う不在連絡票、これを追加でコピーするために外出されたとい
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うことです。 

 その後、コピーをされた後の外出中に、公園の花壇に雑草が生えているのを目にして、

この方は地域の花壇の管理活動のボランティアをされている方でございまして、この管理

している花壇にかなり雑草が生えているということで、草むしりを行われたということで

ございます。その際、その名簿が入ったかばんを近くのベンチに置いて作業していたとい

う状況でございます。 

 その後、かばんがなくなっていることに気づき、かばんの中には、名簿のほか、財布や

携帯電話も入っていたということでございまして、警察に盗難届を出し、また、関係者、

地域の地区の民生・児童委員さんたちで公園の捜索を行いましたけれども、現在のところ、

その時点では発見に至らずというようなところでございます。その後、夕刻になりまして、

区の方に報告があったというような経緯になってございます。 

 発生原因でございますけれども、この対象者名簿につきましては、今後の調査で使わせ

ていただくという用途となってございますので、今回、不在連絡票のコピーのための持ち

出しというようなことで、調査以外の持ち出し、というふうなことが一つございます。 

 また、名簿、個人情報につきましては、身から離さないようにということで指導させて

いただいているところでございますが、これとはまた、本来の用途とは異なる対応になっ

てしまったというようなところでございます。 

 区の今後の対応でございます。 

 まず、（１）といたしましては、盗難ということで、捜索範囲を拡大いたしまして、引

き続き、捜索を行っているところでございます。 

 本日におきましても、地域の民生委員の皆様や区の職員と合同で捜索をしておりますけ

れども、現在のところ、発見できておりません。 

 また、盗難に遭いました名簿に掲載されております２８９名の皆様には、二次被害への

注意喚起を含めたお詫び文を、こちらは本日付で郵送するということになってございます。 

 また、（３）といたしまして、この２８９人の皆様には、早々に戸別訪問させていただ

きまして、お詫び状の到着の確認、また、お詫びをさせていただいた上で、事故による二

次被害の有無、そういった異変がないかということも、あわせて確認させていただきたい

と思ってございます。 

 また、この本件事故に関する臨時の相談窓口ということで、私どもセンター内に、明日

の祝日、また、この土曜、日曜日ということで、設置をいたしまして、何か、ご不明や、
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ご不安がある際に、ご相談を受けられる体制をとってまいりたいと思います。 

 また、（５）といたしまして、いわゆる二次被害、三次被害のようなことになりますけ

れども、日ごろから高齢者の見守りにつきまして連携をとっております地元の警察者であ

りますとか、区の関連部署、消費者関係の相談窓口等、協力要請を行いながら、何か、区

民の皆様からご相談を寄せられた際にはきめ細かく対応してまいりたいと思っているとこ

ろです。 

 最後に、７の再発防止でございます。 

 （１）では、訪問調査時以外の名簿の持ち出しをしないことの徹底。また、持ち出す際

には、鍵つきのかばんというものを配布させてございますので、この鍵つきのかばんを使

用することの徹底を図ってまいりたいと思います。 

 また、（４）になりますけれども、今回の事故を受けまして、個人情報の事務処理につ

きましては、再点検をさせていただきたいと思ってございます。 

 名簿については、調査の関係上、使用が必須というところでございますけども、調査の

際に、どのようなものを持って調査していただくかということについては、再度、今回の

事故を踏まえまして、再点検を行いまして、必要な改善を図り、こうした事故の再発がな

いように、今後、取り組んでまいりたいと思います。 

 説明については以上でございます。 

 以上でございます。 

○会長 ありがとうございました。 

 ご質問をいただきますけど、その前に１点、フローが、私はよく分かっていないところ

があるので、確認させてください。 

 この高齢者見守り調査対象者名簿というのは、通常はどこに備えられているものですか。 

○おとしより保健福祉センター所長 通常、まず、区の方で作成をいたしまして、それを

民生・児童委員さんの皆様にお渡しいたします。 

○会長 そうすると、それは年に１回とかで更新されていくものなんですか。 

○おとしより保健福祉センター所長 そうですね。年に１回、この時期に、大体３月に配

布させていただいておりますので、それを民生・児童委員さんにお渡しさせていただきま

す。 

 そうしますと、管理の仕方は、厳密には民生・児童委員さんによるのかもしれませんけ

れども、こういった管理していただく袋のようなものをお渡ししておりますので、これを
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ご自宅で、これに入れて保管していただくですとか、そういった形で保管していただいて、

調査のときに、それを持ち出して訪問していただくというようなフローになっております。 

○会長 区役所の方でつくられて、年に一回、民生・児童委員の皆さんに配布して、通常

は自宅内で管理していただくということ。 

 それで分かりました。はい。ありがとうございました。 

 では、どうぞ、ほかの方のご質問。 

 じゃあ、中妻委員。 

○中妻委員 今日はこんなことがあるんだという事故ばかりなので、大変色々と申し上げ

にくいところもあると思います。 

 新谷委員がいるところに本当に申し訳ないんですけれども、まず、この当該民生・児童

委員について、この行動、不在連絡票をコピーするために名簿を持ち出した、それを置い

たまま草むしりをやったというのが、それはやっちゃいけないことをやっているという認

識があってやっているのかどうか。つまりルールが周知されていたかどうかということな

んですけど、その点はどうですか。 

○会長 どうぞ、所長。 

○おとしより保健福祉センター所長 ご本人とも連絡をとり合っておりますけれども、基

本は、大変重要な名簿でございますので、基本的には調査のときということで、調査が終

わりましたらすぐにご自宅に戻ってというようなことでございますので、そういったとこ

ろのご本人の認識が欠けていたということについては、ご本人も大変自覚をしておりまし

て、大変、今回の事故については重く受けとめているというふうな状況でございます。 

○中妻委員 これも、こういった事故が起こったということも、民生・児童委員の皆さん

に展開していく必要があると思うんですが、結構大勢の方が持たれている、しかし、持っ

ている個人情報は相当これは重要な内容ですよね。 

 特殊詐欺などが広がっている中で、これはかなり心配される。これが置き引きとか、車

上狙いなんかは非常に頻発しておりますので、決して甘く見ないで対応していただくとい

うことを、ぜひ、お願いしたいと思います。 

 鍵つきかばんに入れて持ち出すというところもあるんですが、一つ、提案なんですけれ

ども、こうした個人情報を持ち出す際のかばん、あるいはかばんにつける鍵にＩｏＴを活

用することはできないのか。つまり位置情報を常に発信するような機器というのはつくれ

ると思うんですよね。そういうことって検討されないですか。 
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○会長 どうぞ、所長。 

○おとしより保健福祉センター所長 今のＩｏＴというのは、不勉強で初めて認識したと

ころでございます。 

 今回、事故が発生いたしましたので、個人情報の取り扱いということで、外部に持ち出

すという点では大きなリスクがございますので、これを、今お話ししたような追跡という

か、情報管理できるようなツールを入れるというのも一つの手段というふうに考えており

ますし、また、持ち出す情報というものをどのようにセグメントできるかということも、

また、一つの方策としてあるのかということで、その辺につきましては、今、ご提言いた

だいたところも含めて、幅広い観点から再点検を行っていきたいと思っております。 

○中妻委員 ぜひ、まず、試験的にでもやってみた方がいいと思います。 

 もし特殊詐欺に使われたら、被害が相当ひどいことになると思いますので、決してここ

はけちっていいところではないと私は思いますので、ぜひ、ご検討いただければと思いま

す。 

 以上です。 

○会長 ありがとうございました。 

 どうぞ、西田委員。 

○西田委員 あらかじめ一定枚数を配布している不在連絡票をコピーしに持ち出したとい

うことですよね。これ、余分の不在連絡票を区からもらう手続が煩雑だとか、そういうこ

とはあるんでしょうか。 

○会長 どうぞ、所長。 

○おとしより保健福祉センター所長 今おっしゃるように、約２０枚、３０枚程度ご用意

しておりますけれども、今、お話もありましたので、今回はそれが不足したということで、

コピーをされたということでございますが、手続が煩雑ということは余り聞いているとこ

ろではないんですけれども、ただ、こちらからある程度十分な量を事前にお配りすれば、

こういった、今回、不足ということでのコピーをするということには至らなかったかなと

いうところもございますので、その辺については、こういった書類の配布については、そ

の分量等につきましても、今後、見直しというか、点検してまいりたいなと思っておりま

す。 

○会長 じゃあ、はぎわら委員。 

○はぎわら委員 そもそも論、うちの町会でも二人いますよ。でも、誰かしまっておいて
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くれている、基本的に持ち出さないで、訪問するときに、ここと２件なら２件書き出して

いくか、こういうふうにうちの町会で持ち出さない。 

 だから、これは持ち出しちゃったんだろうけど、誰かが持っていって、うちに持ってい

って、返してくれているとか、そういうのは違うものなのかな。 

○新谷委員 そうじゃないの、それは違う。 

○いわい委員 それは要支援者名簿だと思う。 

○はぎわら委員 要支援、うちの方はね。 

○いわい委員 見守りは別ですよね。 

○新谷委員 そうです。いいですか。 

○会長 どうぞ。 

○新谷委員 昨日、夜、福祉部管理課から、このような事故があったという注意勧告があ

りまして、私は熊野地区なんですけど、担当民生委員に全部連絡網で注意をして、最後の

方は必ず返事を送るようにと、最終的には、夜９時半過ぎに全員に通達が回ったんです。 

 鍵つきかばんと、こういうふうに書いてありますが、訪問調査というのは、２年前は７

０歳以上だったんですが、７１歳、７２歳、まだ７０歳は元気だということで、５年をか

けて７５歳になるための、今、経過なんですが、７２歳の住民票に載っかっている板橋区

内の全員の名簿が来るんです、民生・児童委員に。 

 そこで、訪問調査は４月１日付から５月の民児協、各民児協という協議会のところでそ

の名簿を回収するんです。ですから、１部の名簿は回収されますが、２部いただいて、２

部の、もう１部の名簿は、何らかのためにということで手元に置きまして、９月に合同民

協というときにお返しすることになっています。 

 この鍵つきのかばんで持ち歩くというのは、今、ご説明がありましたが、非常に不自由

です。一人１８０人ぐらい持っていますから、それを１カ月半で大体回らなきゃいけない

んですね、いかがですかと。大体、知っている人はいいんですけれども、初めての方も何

人もいますよね、７２歳からですから。転居されている方もいらっしゃるし、一応、その

方がどんな状況か、家族がいる方は別にいいですよという部分もあるんですが、それでも

変化というのは、家族が働いていたりするもので、なるべくお会いしましょうよ、近所で

すからというのが安心・安全のまちづくりという基本構想なものですから、やっておりま

す。 

 今回も、この事故を私どもも聞きまして、あり得ないと思ったんですよ。連絡網の中で
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も、ほかの民生・児童委員の皆さんが、「ええ、こんなことあり得ない」というのが、も

う第一声でした。 

 とにかく私たちは、常日ごろ、個人情報をもらっている、預かっている立場ですから、

絶対に個人情報を持っているときは自転車で動かないという人もいるんですよ。かごに置

いたら忘れる可能性があるから、違うことに、立ちどまって知り合いと話をしちゃってい

るとかというときに、かごに置いちゃうのがいけないから、絶対手から離さないというの

が、私たちの地区では原則としてやっているんです。 

 ただ、この場合、なんでこうなったのかというのは、その方の心理とか、色々なものが

加わるんでしょうけれども、一人頭、本当に多い人は２００人以上、高島平は特に多いの

で、本当に一人頭の受け持ち人数が多いんですよね。 

 ですから、持ち出すんなら１枚ずつ、その日に行かれる、ある程度、目星をつけた人の

というのは、これからの我々も心していかなくてはならない義務感だと思っております。 

 個人情報を持っている民生・児童委員が、個人情報が多過ぎるというのも現実でござい

ます。その今おっしゃっていた要支援者名簿もそうですし、町会と共有しろとか、全部上

から、役所からおりてくる名簿というのは、災害の援助体制とか、そういうのも、全部、

私たち持っているんですよ。 

 それを、必ず、各自、保管の体制は、今回、去年は、去年というか、今年度はそういう

ボックス的なものをいただきましたが、家に置く分には構わないんですけど、大き過ぎち

ゃって、訪問するにはとてもじゃないけど無理なんですね。ですから、それは個人個人の

心構えを、もう一度、再確認するべきかなと思っております。ありがとうございました。 

○会長 貴重なお話、ありがとうございます。 

 本当にあり得ないということだと思うんですけども、ただ、今、新谷委員からお話しい

ただいたところでいうと、起こり得る側面があるわけですよね。それだけ多くの情報を、

本当にボランティアベースでやってくださっている方々に自宅保管をお願いしているとい

うことですから。 

 極端なことを言えば、押し込み強盗にやられたらそれまでということになるわけで、そ

ういったことを考えますと、先ほど中妻委員から、かばんにＩｏＴという、今、一般的な

言い方ですけど、本当に今民間で安いサービスが始まっていて、タグをつけておくと、そ

のタグをＧＰＳで追跡して、インターネットで、今どこにあるかとすぐ分かるというサー

ビスです。 
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 そんなものを使うというのも一つのご提案だと思いますけど、もう逆に、全部、データ

はタブレットに入れてしまって、盗まれたら、リモートで消す。個人情報はもうなくなる。 

 そうすると、何種類も名簿を渡さないで、１台だけ渡せばいいとかね。 

 思いつきですから、意味があるかどうか分かりません。 

 その辺を含めて、先ほどと全く同じなんですけども、我々、ここで思いつきを言ってい

てもしようがないので、現場の方で色々情報収集をしていただいて、負担ができるだけ少

なくて安全性が高まるという知恵を、今、本当に新谷委員からもお話しいただいただけで

も、いろんなヒントがあると思うので、ぜひ、ご検討いただいて、お願いしたいと思いま

す。 

 よろしく、どうぞ。 

○中村委員 多分、民生委員の方はかなりご高齢化が進んでいるので、今言ったようなタ

ブレットとかは非常に難しいと思うので、今まで民生委員の方たちのお話を聞いていると、

一律、同じになっていて、若い人はもう一回聞けば分かるわけです。でも、ご高齢の方は

分からないというのもあるので、多少その辺の違いというのを考慮しながらお願いしてい

くというのも必要だと思います。 

○会長 ありがとうございます。 

 というわけで、ほかになければ。 

 よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○会長 ありがとうございました。 

 それで、既に予定の時刻を１０分超過しておりますけれども、本日、若干、報告が残っ

ております。ごく簡単にご報告をいただいて、内容の全体について把握していただいて、

細かい点は書類をごらんいただいた上で、必要に応じて、７月のところで、またご質問い

ただくことにしたいんですが、追加の報告の次のテーマは資料４でございます。 

 平成３０年度個人情報を取り扱う業務の実地調査報告につきまして、事務局の方からお

願いします。 

○区政情報課長 それでは、資料４－１をお開きください。 

 今年度の個人情報を取り扱う外部評価委員会による実地調査につきましては、記載のと

おり、人事課と赤塚福祉事務所を対象に実施いたしました。 

 １をごらんください。 
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 記載のとおりの日程で行ったものでございます。 

 対象業務、業務選定理由につきましても、まず、人事課でございますが、「職員の給与

及び福利厚生に関する業務の一部委託」を行っております。 

 それが理由となっております。 

 （２）の赤塚福祉事務所につきましては、「生活保護に関する業務」ということでやら

せていただきました。 

 ３の改善・提案事項をごらんください。 

 人事課につきましては、ございませんでした。 

 赤塚福祉事務所につきましては、２件ございました。 

 まず１展目でございます。 

 係ごとの最終退庁者は、係ごとに配備されたプリンターに出力済みの個人情報を含む文

書が残っていないかチェックするとともに、残存文書がある場合、一律にシュレッダーに

かけるのではなく、クリアファイルに入れ、翌日必ず確認する鍵つき書庫に保管するなど、

各課の事情に応じた個人情報を含む文書の適正管理を図られたいというもの。 

 それから２点目でございます。 

 個人情報を保管する鍵つき書庫内のファイルボックス及び棚などに、対象となる文書の

内容が明らかになるよう、ラベルが張られていることを確認されたいという２点でござい

ました。 

 裏面をごらんください。 

 総括意見でございます。 

 個人情報を含む文書の紛失・誤送付を防止するため、業務における書類精査・照合・チ

ェック等、内容確認事務などにつき、今後電子化を推進する必要があると考える。 

 板橋区においても、行政事務における電子化推進につき、研究を図られたいというもの

でございました。 

 ５、外部評価委員については、以上の３名の方にお願いしてございます。 

 ６、報告書でございます。 

 １月１６日、外部評価委員会委員長から区長へ提出されました。 

 ７、今後の対応でございます。 

 一つ目でございます。 

 改善提案事項につきましては、板橋区個人情報保護検討会議で調査・検討を行い、その



－７２－ 

措置を外部評価委員会へ報告しております。 

 （２）上記検討会議の結果を受けまして、全庁的に普遍化すべき事項については庁内に

周知し、来年度早々でございますけれども、個人情報保護のより一層適正な運営を図ると

いう内容のものでございます。 

 資料の４－２は、報告書そのままでございます。 

○会長 ありがとうございました。 

 これは新任の委員もおられますので補足させていただきますと、当審議会とは別に、こ

の外部評価委員会という組織がつくられておりまして、これは現実に現場へ行って、実地

調査を行うという活動をしてもらっています。 

 当委員会からは、慣習ではございますけれども、副会長がこの委員に加わるというのが

続いておりまして、私も実は副会長時代、外部評価委員でございましたけれども、現在、

岩隈副会長にお願いしているということでございますので、岩隈先生から追加報告すべき

点があれば、お願いいたします。 

○岩隈委員 時間も押しておりますので、ごく簡単に。 

 全体的に言いますと、私がこれをお引き受けしてから６年ほど経っているんですけれど

も、各部署での個人情報の管理、緊張感とか、体制とか、手順というのは相当高度になっ

てきている感があります。 

 後ほど報告書をお読みいただければ、「よくできています」という評価が随分増えてま

すね。ほとんど、もともと調査する項目について文句を言うところはほとんどない、この

二つの部署に関してはそういう状況ではあったんですね。 

 なんですけども、４－１の２にもあるように、赤坂福祉事務所では、帳票の誤送付、結

局、ダブルチェックが不十分だったということで発生したケースなんかもあって、そうい

う紙での出力されちゃったものの職場での扱いに問題があると、なくなっちゃうというこ

とが多かった。そこを重点的に拝見したんですけども、改善提案事項もその辺で細かいこ

とを指摘するにとどまっているといえば、とどまっています。 

 そこを注意していただくのが大事なので、今回、注意をしましたけれども、根本的には、

先ほど中妻委員が再三おっしゃられていたように、なるべく電子化して、ネットワークの

中に置いておくものは置いておいて、そこから直接見られるようにするというのは、特に、

まず職員が扱うものについても、それを徹底していく方向にしていただきたいなというの

は、後ろの４、特記事項でほかの委員さんたちとも、これはちゃんと述べておこうという
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ことで申し述べておりますので、庁内におきましても、費用のかかることだと思うんです

が、そういった方向で大きな動きをつくっていただけたんじゃないかなというふうには思

うところです。 

 以上です。 

○会長 ありがとうございました。 

 厚目の報告書でございますけれども、読んでいただいて、細かいご質問等がございまし

たら、７月の際にお願いいたします。 

 それでは、本日の最後の報告事項ということになります。 

 私ども、情報公開及び個人情報保護審議会でありますけれども、同業の組織として、情

報公開及び個人情報審査会という組織がございます。これは、条例に基づく情報開示請求

等々がございましたときに、ご本人の意向と行政庁の判断が一致しないという行政不服審

査が行われたときに、第三者的に意見を申し述べると、そういうところでございますけれ

ども、そこから出た答申が今回は２件あったということで、私どもの方にもそれが配布さ

れてまいりました。これにつきまして、事務局からご報告をいただきます。 

 お願いします。 

○区政情報課長 それでは、今回、２件ございます。 

 まず、最初に資料５－１をごらんください。 

 件名でございます。 

 「中根橋小学校で発生した事故及びいじめの報告書等に係る自己情報等開示等請求に対

する自己情報部分開示決定処分」に係る審査請求でございます。 

 ２、処分の内容でございます。 

 請求に対しまして、実施機関は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につきましては、記載のとおりの規定によりまして、「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、審査請求の内容でございます。 

 自己情報部分開示の決定処分のうち一部の文書については、一部を非開示とした部分の

取り消しを求める。残りの文書については、新たに文書を作成して開示するよう処分を変

更するよう求めるという内容でございます。 

 審査経過につきましては、記載のとおりでございます。 
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 ５の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。 

 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、請求を棄却する。新たに文書を作成して開示することを求める部分につい

ては、請求を却下するという内容でございます。 

 理由でございます。 

 理由の①につきましては、最後の２行目でございますが、対象部分は一連のやり取りや

回答の一部として記載されているもので、容易に分離することはできないというものでご

ざいます。 

 裏面をごらんください。 

 ２番目の項目でございます。 

 審査請求人は、アンケート結果をまとめた文書の作成を求めているが、条例には、第三

者の権利利益を侵害するおそれのない形の文書・図面を新たに作成することを義務づける

規定は存在しないというものでございます。 

 ６、審査請求に対する決定でございます。 

 板橋区長は上記答申を受け、本件審査請求のうち、自己情報部分開示決定の取消請求部

分に係る審査請求を棄却し、新たに文書を作成して開示することを求める部分を却下して、

平成３０年１０月２９日付で審査請求人に通知したという内容でございます。 

 あわせて、続いて説明してもよろしいでしょうか。 

○会長 お願いいたします。 

○区政情報課長 続きまして、資料５－２に基づきましてご説明いたします。 

 件名でございます。 

 板橋区で受けた生活保護に関する残存する全ての情報に係る自己情報等開示等請求に対

する自己情報部分開示決定処分に係る審査請求でございます。 

 ２、処分の内容でございます。 

 「審査請求人が板橋区で受けた生活保護に関する残存する全ての情報について、開示を

請求する」という請求に対し、実施機関は平成３０年２月１５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、規定する評価等に関するもので、開示することにより、本人の

利益を損ない、又は当該評価等に係る実施機関の適正な業務の遂行に著しい支障を生じる
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おそれがあると認められるものに該当するため、第３号に規定する、取締り等に関するも

ので、開示することにより、実施機関の適正な業務の遂行を妨げるおそれがあると認めら

れるものに該当するため、第４号に規定する、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す。 

 ３、審査請求の内容でございます。 

 審査請求に係る処分を取り消すとの採決を求めるという内容でございました。 

 ４、開示請求範囲の限定等でございます。 

 審査請求人は、開示請求の範囲について、反論書で、被覆箇所２７５カ所のうち、３カ

所に限定いたしました。 

 この３カ所に係る部分開示決定の理由は、条例第１９条第４項第２号に規定する、評価

等に関するもので、開示することにより、本人の利益を損ない、又は当該評価等に係る実

施機関の適正な業務の遂行に著しい支障を生ず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。 

 審査経過については、記載のとおりでございます。 

 ６、審査会の結論及びその理由でございます。 

 結論でございます。 

 区長が審査請求人に対して行った自己情報等開示等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。 

 裏面でございます。 

 （２）理由でございます。 

 ２項目ございます。 

 ①の中ほどでございますが、対象箇所に評価等が記述されていることは明らかである。

また、対象文書には、担当者の着目する事実や所見、意見などが求められるところ、これ

らが開示されれば自由闊達に所見を述べ記載することに委縮が生じ、ひいてはきめ細かい

生活保護の事案処理に支障を及ぼすおそれがある。 

 ②でございます。２行目からでございますが、事実だけを切り離して開示されるとする

と、記録の中にその担当者が重要と考える事実を記載することへ委縮効果は否定しがたく、

適切ではないというものでございました。 

 ７審査請求に対する決定でございます。 

 区長は上記答申を受け、本件審査請求のうち、自己情報部分開示決定の取消請求部分に
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係る審査請求を棄却して、平成３１年２月５日付で審査請求人に通知したという内容でご

ざいます。 

○会長 はい。ありがとうございました。 

 ただいまのご報告につきまして、質問等がございましたら、お願いします。 

 同様の補助機関でございます審査会から審議会に対して、必ずこういったもののご報告

を賜っている趣旨は、先ほども触れましたが、私ども審議会は制度全体のメンテナンスと

いうのが役割の一つでございまして、審査会の方は現行法というわけで、現行条例に基づ

いて判断されるわけですので、それに基づいてなされた判断が制度全体の改革によって解

消されるべきだということについては審査会は踏み込めないし、踏み込むべきではないで

すね。それは私どもの仕事ということになります。 

 したがいまして、本日、この場でということではございませんけれども、今までのもの

を含めて、こういった答申についてのご報告から制度改革を必要とするということがござ

いましたら、それは先ほど触れましたように、私どもの方から区長に対して建議をすると

いうことも不可能ではありませんので、個別のご提案がある場合には、別途、お申し出を

いただきたいというふうに考えております。 

 今日の段階では、報告を受けたところで、まだ内容がよく分かっておりませんので、今、

何か言えということが、そういう趣旨ではございません。今後、ありましたら、次回以降

でも、いつでも結構ですので、お受けいたします、そういうことです。 

 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 報告事項は以上でございます。 

 私の議事進行が悪いばかりに、２５分も既に延長になっておりますけれども、本日の課

題は以上をもって全て終了でございます。 

 事務局の方からお願いいたします。 

○区政情報課長 今年度の審議会は今回で終了いたします。 

 次回の審議会につきましては、来年度は今年の７月９日火曜日、午後２時からを予定し

ております。委員の皆様には、改めてご通知を差し上げます。 

 それでは、本日は、長時間にわたり、大変ありがとうございました。 

午後５時２５分閉会 

 


