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議 事 録

令和４年度第１回

川崎市情報公開運営審議会小委員会

出

席

者

委 員 実 施 機 関 ・ 事 務 局

嘉 藤  亮 

村 上 佳 子

山 本 龍 彦

湯 淺 墾 道

（会長・小委員会委員長）

     委員 計４人

（事務局）

総務局情報管理部 部長 新井 信宏

行政情報課 課長 田村 博

行政情報課（情報公開担当）

 担当課長 井野 進 担当係長 葛原 淳 担当係長 下村 裕美

                          職員 計５人

開催日時 令和４年４月２０日（火） １４時００分から１６時００分まで

開催場所 川崎市役所第３庁舎 １８階  大会議室

議  題

 １ 議会局の個人情報保護制度について

２ 個人情報の定義（死者）について

 ３ 安全管理措置について

４ その他

傍聴者数 ４人
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湯淺委員長 皆様、お集まりいただきましてありがとうございます。ただいまから令和４年度第１回川崎市

情報公開運営審議会の小委員会を開会いたします。

     本審議会は、「川崎市審議会等の会議の公開に関する条例」に基づき原則公開としておりますが、

本日は、現時点で傍聴の希望者はいらっしゃいませんが、会議中にもし傍聴の希望があった場合

には傍聴を許可し、随時入室していただくということでよろしいでしょうか。

（異議なし）

湯淺委員長 それでは、御異議はございませんので、傍聴人がいらっしゃった場合には、そのように事務局

に対応をお願いします。

     それでは次に、事務局から、資料の確認と本日のスケジュールについての説明をお願いします。

事務局   それでは、まず、本日の小委員会の成立について、御報告いたします。

     本日は、冨田委員と早川委員が所用のため御欠席でございますが、４名の委員に御出席をいただ

いておりますので、成立していることを御報告いたします。

     次に、本日のお配りしている資料の確認でございますが、まず、上から議事次第、座席表、次に

クリアケースの中にまとめて入れさせていただいている、議題１と検討事項の参考資料をおつけ

しております。

     資料１が、全国市議会議長会からの標準条例の通知文「個人情報保護条例（例）の送付につい

て」です。こちらが議題１で使用する資料となっております。

     続いて資料２、「死者に関する情報の規定について」。こちらが議題の２の個人情報の定義（死

者）についてで使用する資料となっております。

     続きまして、資料３の検討課題、「安全管理措置に関する参考」です。個人情報の保護に関する

法律条文等改正法と、資料４としまして、川崎市情報セキュリティ基準の抜粋、資料３と４につ

きましては、議題の３の安全管理措置の確認について使用する資料となっております。

     最後に、資料５としまして、個人情報保護法と相談対応の案内の資料です。これは議題「その他

の」中で使用する資料となっております。

それから、諮問の２３９号のファイルと、黄色い個人情報保護ハンドブック、紫色の情報公開

ハンドブックを参考資料としてお配りしております。

     資料については、以上です。よろしくお願いいたします。

湯淺委員長 ありがとうございました。それでは、本日は、最初に、議題１の「議会局の個人情報保護制度

について」の説明を事務局からお願いします。

事務局   議題１の「議会局の個人情報保護制度について」ですけれども、右肩に議題１と書かれていま

す検討事項１１に沿って説明させていただきます。

     諮問事項１の議会局の個人情報保護制度の在り方についてですけれども、現行では川崎市個人情

報保護条例で、議会を実施機関の一つとして定めておりまして、個人情報の収集ですとか管理、

また開示請求等の各手続について、その他の実施機関と同様の規定を適用しております。改定法

では、地方公共団体の機関から議会は除外されていまして、ガイドラインにおきましては、国会

や裁判所と同様に、議会においては、自律的な対応のもと個人情報の適切な取扱いが図られるこ

とが望ましいことから、法が定める規律の適用対象とされないものであると説明されております。



3

     「３」の次の規定については、「地方公共団体の機関」に地方公共団体の議会が含まれるとまし

て、（１）国及び地方公共団体の責務等を定める規定、（２）個人情報の保護に関する施策等を定

める規定、（３）の行政機関等が利用目的外の目的のために保有個人情報を自ら利用できる事由と

して地方公共団体の機関に提供する場合について定める規定、については地方公共団体の機関に

議会が含まれていることになります。

     それを受けまして、議会の個人情報保護制度の在り方について、議会が新規に条例を定めるべき

であるかどうか、検討を行う必要があると考えております。

     個人情報に係る各手続について言いますと、開示請求等の手続や、外部提供等の件数の管理もこ

れまでは市長（実施機関）において取りまとめているもの、今後、議会が自律的に行うこととし

まして、市において開示請求の窓口が複数に分かれることになるなど、複雑性が増しまして、利

用する市民へのサービス低下につながる可能性があることなどから、引き続き、一元的に市長

（実施機関）が行うことができる手続等について検討を行う必要があると考えております。

     現時点の方向性ですけれども、議題１のもう一つの検討事項の参考資料の方を御覧ください。１

に条文比較がありまして、次に改正後の方向性というところがございまして（１）の議会個人情

報保護制度の在り方について、改定後は、議会において、新規に条例を定める。

     （２）市長が引き続き行うべき手続、例えば開示請求の手続などにつきましては、引き続き一元

的に市長が行うべき手続があれば行うものとすると考えております。

     本日の資料１としてお配りしている資料ですが、こちらが全国市議会議長会から市議会議長各位

に配られている個人情報保護条例（例）になっておりまして、こちらの２ページから２６ページ

までが、改正後の標準例となっております。基本的には、この標準例を用いて、議会のほうで新

たな条例を定めまして、開示請求等の手続につきましては、議会局の個人情報の開示請求があり

ましたら、議会局で対応しまして、開示内容の不服申し立て等の審査請求は、市長の実施機関に

おける審査会で対応するということが書かれております。 

     資料１の３１ページには、現行の川崎市議会基本条例を載せております。こちらの条例につきま

しては、あくまで理念的なものでして、こちらに個人情報の規定を入れることは、あまり馴染ま

ないのでは、とこちらでは考えているところです。 

     それから、３７ページに、現状、議会局がどのような個人情報を保有しているかという資料で、

こちらはホームページでも公表しております個人情報ファイル目録からの引用なんですけれども、

３つファイルがありまして、「川崎市議会議員人事記録」、「人事記録台帳」、「人事評価」。下二つ

は、議会局の職員に関する個人情報ファイルです。

     資料の説明としては、以上です。

湯淺委員長 はい。ありがとうございました。

     確認ですけど、そうすると、今日の時点では、今日の資料の議題１の現時点での方向性というと

ころで、議会の個人情報保護制度の在り方について検討を行う必要がある。それから、実施機関

ないし市長が行う手続について検討を行う必要があるという、いわゆる論点出しで、あれですね、

具体的に、こういうようにしてはという、そこまではまだ今日は提案はないと考えていいいです

か。

事務局   今日の時点では、ある程度、条例なのかという。じゃあ、どの条例なのかというところ、それ

から、先ほど手続、一元的に行っている手続の中で、例えば、こういう部分は、どっちのほうが

いいだろうというところの御意見を踏まえた上で、最終的にはこちらでも整理をして、次回以降
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に方向性をお示しはさせていただけるかなと。

湯淺委員長 であると、審議会及び小委員会は、今の御説明だと、個人情報保護条例、改正個人情報保護条

例の中から、議会の部分は外に出して、新条例を制定されることなんですよね。基本的には、新

条例の中身については、基本的にはこちらで、審議事項ではなくて報告をいただいて、もし何か

意見があれば述べるという形になりますか。それとも、一応それも審議すべき事項なんですか、

あるいは議会のほうから諮問が来ることになるんですか。細かい話ですが、手続的にどうなって

いるのかなって、ちょっと伺ってみたかったんです。

     いや、条例の中に移すというんだったら、多分、審議事項になるんだとは思うんですけど、条例

の中から外に出しますということであれば、外に出しますというところから、恐らく審議事項に

なって、あとは、議会局が独自に審議するとか、こちらの審議事項にはならないのか、それとも、

じゃあ、それも一体として諮問しますということになるか、どうなのかなと思ったんですけど。

     じゃあ、それもすみません、形式的なことですので、事務局、議会局でもう一回、ちょっとそこ

も調整して次回以降で。

     はい。すみません。じゃあ、今日のところで、大きな方向性を今説明していただいたところでご

ざいます。特に、議員の保有ですね、住民の代表を想定している機関でもありますし、また、行

政法的な観点と非常に実施機関との関係がお互いに外部提供になるのか、いろいろややこしい点

も含まれていますので、先生方から御意見、御質問等を御自由にお願いしたいと思います。

     じゃあ、先にちょっと私から、２点ほど確認させていただきたい点がありますが、まず、今、市

議会局長にひな形を、保護条例を添付していただいてパラパラと見ておるんですが、議員は、こ

の条例案の言うところの職員になりますか。これはちょっと重要な点で、職員になるんだとする

と、職員に対する罰則規定の適用が、議員へ及ぶことになると思うんですね。逆に、職員じゃあ

りませんということになってしまうと、もし、あんまりそういうことは想定したくないけど、議

員から意図的に外部に流出させた事案についても、罰則規定は適用できないとあって、結構ここ

は議員が職員に含まれるか含まれないかという大きな効果を持つと。他方で議員は職員に含まれ、

場合によっては、その懲罰、罰則規定が適用に及ぶとしますと、逆に住民の代表であるというと

ころの議員としての地位にかかって、そういう罰則規定をばらばらに置くことが、代表としての

性質に鑑みてして適当かって別の問題もあるわけですね。

     その辺は、議長会から何か説明はありましたか。

事務局  議長会の資料を見ると、基本的に議会の持っている情報というのは、事務局、いわゆる職員の取

得する情報という規定になっていて、議員が収集する情報については、この対象ではないという

前提で、この標準条例を作成していると伺っております。

湯淺委員長 なるほど。つまり、いわゆる議会事務局の職員は職員の範囲ということですね。

事務局   はい。

湯淺委員長 ２点目の質問は、こちらの議題１の検討事項１１、参考資料というところで、現時点で、議会

が持っている情報とかの扱いとかっていうことでいただいていますけれども、最近問題になって

きているのは、議会の本会議や委員会における発言等で個人情報が出てくることについて、どう

かというと、それが議事録に残ることについてはどうかということが、やや問題になる場合もあ
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りますね。他の自治体、それが問題になったりしている自治体もありますしね。

     川崎市における考え方としては、本会議の委員会において個人名を出して発言することだとか、

それが議事録に掲載される場合については、どのように扱うということについては、新しい条例

では、考えはありますか。

事務局  基本的に、いわゆる請願者及び陳情者のお名前等々については、公表される範囲は少なくとも区

内、川崎区内在住など、個人が特定されないような形で保護させていただいている。審議の中で

は、少なくとも陳情者なり請願者という言い方をしているので、個人名としては、記録上は残ら

ない書き方なのかなと思います。また、ホームページ上では、そこを目隠しするような形にして

いるのかなとは思いますが、すみません、そこまで存じ上げないところがあります。 

湯淺委員長 そうですね。そこもちょっと。一般の人が秘密会であれば、傍聴者には個人情報を収集される、

事実上、そこで公にされているのだから、隠す必要がないと考えるか、他方、議事録等に個人名

が掲載されて、インターネットで公開されたりということを考えると、一定の保護が必要と考え

て、そこは考え方次第だと思いますので、ちょっとそこも議会と個人情報の考えを整理していた

だければと。

     じゃあ、すみません。ほかの先生方いかがですか。

嘉藤委員 今のところに関連しまして、現段階で議会の委員会の議事録、公開されていると思いますけれど

も、個人情報の扱いというのはどのようにされておりますでしょうか。

事務局  基本的には、個人名はインターネットに掲載される資料に掲載されない。先ほど申し上げた請願

者や陳情者、以前は議会の資料でそのまま公表されていたが、過去に指摘があって、インターネ

ット等で公表される資料等については、表に出ない形になるのかなと思っております。

嘉藤委員 ありがとうございました。

     あと、続いて議員さんも、やはり個人情報の取扱いになりますけれども、確かに文書の話ではあ

りますけれども、本市、川崎の個人情報保護の制度については、遵守する義務はあるかと思いま

すけど、その点はどういうふうに、議員さん本人に法や条例をカバーさせるのか、その辺は、ど

のように、今の議会の基本条例であるのか、それとも新たに作られる個人情報の議会の条例の方

でカバーしていくのか、いかがでしょうか。

事務局  議会側の責務についてかなと思いますが、取扱い等については、現在、個人情報保護の扱いにつ

いては行政機関に議会が含まれる状況にはなっているかと思うので、この条例（例）の中にもあ

ったかと思いますが、議会の責務として位置づけていくのかなと思いますので、そこで議会とし

ての個人情報の保護というところは、整理されるのかなとは思います。 

嘉藤委員 なるほど。そうなりますと、例えば、内容ということになるのでしょうか。

事務局  その辺のことと整合性というのが事務局及び議会の保有する情報というのは、事務局の保有する

情報ということになっておりまして、例えば議員さんが支援者の個人情報を持たれていると思い

ますが、それについては基本的にこの条例（例）では対象になっていないということがあると思
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います。例えば議員個人の活動と、市議会としての公の活動の部分についてどうすみ分けていく

のか、一緒に考えていくのかということについては、確かに議論になるのかなと思います。

嘉藤委員 恐らくその点は、現職の議員さんからも同じような御意見が出そうだなということもあるので、

ちょっとすみ分けのところは御検討いただきたいと思います。

村上委員 はい。参考資料として、改定後の方向性ということで二つお示しいただいていて、市長が引き続

き行うべき手続等についても課題として示されていますけれども、制度の根拠が違うものについ

ての条例、行政機関との位置づけについて検討が必要だと思っているのですが、他の市などはど

ういった方向性になっているか情報はありますか。

事務局  今、政令市同士で情報交換しているのは、新条例を議会でつくるかつくらないかというレベルで

すね、いわゆる細かい手続的なところをどっちがやるという、ここまでの整備について、まだ政

令市同士での情報交換というのはできていない状況でして、ほかの都市がどう考えているかとい

うところまでは、まだ分からないという状況です。

村上委員 ありがとうございます。

事務局  一定、イメージとして持っていますのは、いわゆる開示請求等の手続につきましては、移送手続

が法律で定められておりますので、そこは実施機関が全く違うものということで、もし、我々が

窓口として受けた場合には、移送という形で議会局のほうに請求書を移送して、議会局のほうで

手続を取っていただくというイメージも持っておりますが、ただ、審査請求が出たときに、審査

会を議会局で持つのかというと、現実に、そこはかなり難しいかなというところがございまして、

そこは、もともと議会局のほうも、審査請求については、もともとの川崎市の実施機関なので、

審査会のほうにできれば諮問できるような形が取れればなとは思っておりますが。

湯淺委員長 ありがとうございました。今の点で、私も逆に、もし嘉藤先生からお答えいただければ。それ

は、事実上、議会局の審査会のメンバーと、こっち側の実施機関側の審査会のメンバー構成を同

じとか、事実上は分かるんですけれども、形式的に、議会の個人情報に係る不服審査を全く切り

離している実施機関側の審査会が審査するというのは、法的にそれは問題ないんでしょうか。

嘉藤委員 建てつけとして、どういうふうな形になるかと。実施機関の附属機関としての、審議機関として

設置した上で、そこにも条例上その権限を与えるのであれば。ただ個人情報保護の仕組と言って

しまえば、やはりそれはおかしな話になりますけれども、川崎市として独自で、審査会で市議会

の不服申し立ての管轄を与えるという形を取れば、それは問題無いかと思います。（25：48

事務局  今のことで。資料１の２３ページを御覧になってください。２３ページに第４５条というところ

がございまして、ここで審査会での諮問ということで、議長が「○○条例第何条に規定する審査

会に諮問しなければならない。」とありまして、多分、この○○条例というのは、市長の条例のこ

とを言っているのではないかと思っておりまして、そうすると、規定をこのまま法的に問題なけ

れば、それで市長の審査会に諮ることができるのかなというイメージを持っているんですけれど

も。
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湯淺委員長 嘉藤先生、今のお答えでよろしいでしょうか。

村上委員 スキームがよく見えないところがありますけれども、少し形になってきましたら、また検討させ

ていただければと思います。方向性に疑問はございません。

山本委員 すみません、ちょっと方針までは十分整理ができていないですが、そもそも、何でしょう、その

議会について切り離していくという考え方の根拠ですけど、この自律的な対応について、これは、

どんな説明があったのかということをちょっと伺わせていただければと思うんですけど。

事務局  今までの国の説明会の中で、なぜかというところは、具体的な説明は私のほうでは記憶がなくて、

ある意味もう今のお答えと同じように自律的にやる必要性があるという、そこぐらいまでのレベ

ルでしか我々も確認はできていない状況です。

事務局  状況は一緒でございまして、国のほうの検討委員会とかタスクフォースとかを拝見すると、いろ

んな自治体で、いわゆる市長側の条例の実施機関に議会が位置づけられていると、そういう自治

体が多いということが、タスクフォースの中で議論がある中で、最後の報告のところで、これは

国のほうは議論があったかもしれないですが、国会とか裁判所と同じような扱いとするべきとい

うような意見があり、議会は除くという結果しか存じ上げないところです。

山本委員 多分、国レベルだと、権力分立があって、憲法上、議員自律権があって、衆議院、参議院は他の

国家機関から干渉を受けないで自分たちで自律的に様々なルールが決められる憲法上の規定があ

るけど、裁判所には裁判所の独立があって、恐らくその行政機関がそういうふうに首を突っ込ん

でくると、その議会の自律というか、例えば、これは君主制から引きづっている話ですけど、要

するに、君主がその議会のいろんな調査をして、その議会のその意思形成をゆがめる、例えば裁

判所の意思形成をゆがめると。だから、そういう情報については、それぞれ、基本的には自分た

ちで処理するという、多分、国はそういうふうな発想でいるんだろうと思うんですよ。

     だから、そうすると議員の個人情報が、あるいは、その議員、その行使するメンバーの個人情報

とかについて、基本的には行政は触らないほうがいいという発想になってくるはずで、それを議

員のいろいろな個人情報について、プライベートなことも含まれたりすると、ちょっとこれは、

実際に情報を持っているかどうか分かりませんけど、そういうものを何か行政が、自分たちの政

策に都合のいい形で使うと、これは議会の意思形成をゆがめるという発想はある。

     要するに、国レベルだとそういう発想かなと思うんですけど、そういう発想だとすると、一応フ

ァイアウォールは、あったほうがいいという話になり、議会についての個人情報は、議会自身が

自律的に扱って、行政の側は基本的には立ち入らないという建前になってくるかと思うんですけ

ど。じゃあ、そこまで考えていたのかどうか分かりませんけど、そうしたときに、ただ、議会側

の自律的な意思として、でも、そういうことは自分たちとしては、行政を信頼するので投げます

というふうな委任が、デレゲーションがあれば、もしかすると行政の側がそれを扱っていた。そ

れがないと、何というか、やっぱり問題というか、行政側の議会への干渉につながるということ

になってくるのかなという、ちょっとそこは根拠がよく分からないので分からないんですけど、

そこはそうなるのかなという気がしました。

     もう一つ、ちょっと気になったのは、議会局というのは、これは、どこに、議会に紐づいている
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という理解なんですかね。要するに、国会の場合には、当然その議会スタッフが議会のことをす

るので、かつ、警備員も国会のある種職員になっているということになるから、いわゆる非常に

国会は自律性が強いと思いますけれども、議会局って、これは、やっぱり議会についているとい

う建付けなんでしょうか。

事務局 そうです。川崎市議会の事務局として位置づけられています。

山本委員 なるほど、分かりました。そうするとやっぱり、あれですよね、議会側の、議会の個人情報とし

て、議会局の方々の諸々の個人情報も多分扱われている。分かりました。

嘉藤委員 あと１点、東京都は議会の情報公開の制度を独自に持っていますが、不服申し立ては独立で審査

会を持っていますので、構成員に議員さんが入っていたりすると記憶しているんですけれども、

議員さんが果たして判断できるかという問題が出てきますけれども、そのような形が、一応想定

されるんでしょうけれども。

山本委員 自律を、多分、本当に突き詰めると、今先生がおっしゃるような形に、多分なるかと思うんです

けど、実際、運用できるのかどうかというところとか、そうすると、結局、デレゲーションを行

って、それを市の側に任せるという一回ルールを経て、市の審査会で行うということになるよう

な感じはします。その根拠規定が、個人情報保護条例の中に置かれるのか、それとも、やっぱり

別建てで、一応議会として本当は自律しているんだけどそれについて運用の観点からこういうふ

うになりますという、その委任規定をさっきどこに置くかなという話になってくるのかなという

気がします。

嘉藤委員 そうですね。独自の個人情報保護条例の中で委任規定を置くのか。

湯淺委員長 はい。ありがとうございます。今の各先生の御意見でございますが、ちょっとその手続的なと

ころをもう少し事務局と議会事務局で少し整理をしていただきたいと思います。

     それから、個人的には、やっぱり最後まで議員の定義がよく分からないなということを思ってい

まして、先ほどのご説明で、職員の中には含まれませんというご説明、それは分かったんですけ

れども、例えば、この議長会のひな形の１２条で、「議会は」という言葉がいろいろありますけれ

ども、その「議会は」の中に議員も含めるのであれば、事実上、事務局が持っている個人情報を

議員に提供することは内部利用となるわけですし、「議会は」という中に、議員個人は含まれませ

んということになると、議会事務局で事実上持っているものに、議員が提供することは、外部へ

の第三者提供の扱いになるので、相当変わってくると思うんですよね。ちょっとこれが、従前実

施機関と議会、議員個々の間で微妙に問題になっている事例もあったりしたんですが、新条例で

そこが問題になり得ると思いますので、もう少し議員の位置づけを、場合によっては、議長会に

問い合わせたりして、もうちょっと明確にしていただいたほうがよろしいんじゃないかという感

想を持ちました。

     先生方、議会関係はほかございますか。よろしいですか。

     ありがとうございました。本日のところは議会関係の審議は以上にしたいと思います

     それでは、続きまして、次の議題２の「個人情報の定義（死者）について」ですね。その説明を

事務局からお願いします。
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事務局  諮問事項としまして、死者に関する情報の保護に係る規定を定め管理を行うことについて、二つ

目が遺族請求に代わる死者に関する情報の開示請求に関する手続きの制限についてです。

     川崎市の現行の個人情報保護条例では、死者についても、個人情報に含めておりまして、改正法

におきましては個人情報の定義から死者が外れまして、生存するの個人に関する情報と定めれら

れています。

     本市では、現時点での方向性としましては、死者に関する情報の保護につきましては、これまで

の保護について基本的には維持することが望ましいと考えておりまして、死者に関する情報に係

る開示請求につきましては、必要に応じて現行の遺族請求に代わる手続を定めることが望ましい

のではないかと考えております。

     本日、新たにお配りしている資料２についてです。死者に関する情報の規定についてという資料

になっておりまして、２の現行の条例制度における死者に関する情報の取扱いについてというと

ころで、（１）の収集ですが、一般的に死者に関する情報を収集することというのは、実務的にあ

まり想定されなくて、かなり限られているところです。想定される事例としましては、葬祭場、

墓地管理等における死者に関する情報や、災害等に伴い市内の地域で亡くなった方の情報、三つ

目が、一番多いと考えているんですけれども、病院等において死者の解剖ですとか、亡くなった

方の病理分析のための情報の収集が想定される事例です。

     （２）の利用及び提供の制限ですが、アの目的外利用、通常の行政サービスでは、死者の情報を

目的外利用することはあまりないと想定しております。なお、住基・戸籍、年金等の基幹事務に

ついては、亡くなった方について、適宜把握していることが考えられますけれども、事務によっ

ては対象者が亡くなっていることを把握しないまま個人情報を管理しているものも一定程度ある

と想定されます。

     次の、外部提供ですが、他の機関からの依頼について死者に関する情報を提供する可能性がある

ものとしましては、主に法令に基づく外部提供の要請があります。

     先ほどの病院において死者の解剖ですとか、そういった研究目的のための外部提供についてなん

ですけれども、改正法の６９条２項第４で「専ら統計の作成または学術研究の目的のために保有

個人情報が提供」することができるという規定がありますので、法改正後はこの中に死者に関す

る情報が含まれる可能性も考えられます。

     （３）管理についてですが、現在、個人情報の取扱いにつきましては、職員の保有個人情報の取

扱い等に関する規則、川崎市情報セキュリティ基準の各規定にのっとって管理するところとなって

おりまして、現状では生存する個人情報の死者の個人情報は同様に管理を行っています。

     ２ページに行きまして、管理の主な内容等について、一つ目は川崎市職員の保有個人情報の取扱

い等に関する規則で、利用する権限を有する職員の制限など記載のとおりです。二つ目の川崎市

情報セキュリティ基準につきましても、こちらに書いてあるような管理の規定が定められていま

す。

     （４）遺族による開示請求の状況です。個人情報開示請求が、全体で３６６件ございまして、そ

のうちの５７件が遺族に関する開示請求でした。その中で群を抜いて多いのは、介護認定関係書

類です。遺族から裁判ですとか保険の関係で使うための請求のようです。

     ３ページに、平成３１年度の件数を記載しています。全体で５１０件中の６１件が遺族開示請求

でした。やはり、介護認定関係書類が大部分を占めています。

     審査請求ですが、遺族に関する審査請求が、過去５年間に１件だけございまして、亡くなった母

親の個人情報の内容の訂正に関する審査請求がありました。個人情報の取扱いに関して、死者の
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個人情報の取扱いの苦情の処理は、過去５年間だと受付はございませんでした。

     資料の５ページと６ページです。本市では、死者に関する開示請求の規定は、特に設けてはいま

せんが、それを設けている他都市の事例として、町田市と大分市の条例・規則を載せております。

     資料の説明は以上です。

湯淺委員長 はい。ありがとうございました。こちらの検討事項１１参考資料というところの５ページです

ね。死者の個人情報の規定について国の見解等を記載していただいていますね、下の辺りですね。

４、国の見解ということで、要するに、条例の個人情報の定義の中に、死者を含めることは許さ

れないんだけれども、別規定で死者に関する横出しをすることは構いませんというのが、国の規

定、考え方の・・・について、基本的には川崎市の対応もそれに沿ったものとするということに

なります。市として、独自に横出しをするということを考えていただいていることかと思います。

     今言ったような、死者のところで、先生方から御質問、コメント等はございますでしょうか。

     はい。お願いします。

事務局  遺族請求というところをどこまで市として定めるべきかというところと、あともう一つは、その

取扱い、情報の取扱いをどうするかというその２点でして、死者に関する情報の請求につきまし

ては、議題の次の４番のところに、国の考え方というのが示されていまして、死者に関する情報

が同時に、遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、当該生存する個人に関する情

報として、その保護の対象となっていると言っておりまして、例えば、ここで言っておりますの

が、個人情報の中に遺族の名前があるとか、そういうケースであれば、それは遺族の情報として

開示できますよと言っているんですけれども。これが、今の川崎市の条例より、かなり遺族請求

の範囲が狭い規定になっているように感じております。

     今、私たちの条例では、遺族の請求であれば、どういうものでも基本的には開示請求できるよう

になっております。ですので、法が保護する生存する個人に限ってしまっていいのであれば、改

めてその遺族請求というものを横出しでつくる必要はないかと考えております。遺族であっても、

遺族個人の情報でないものは出す必要がないという判断がもし可能であれば、横出しみたいな規

定を設ける必要はないかと考えておりますが、我々のほうでなかなか判断が進まないところでご

ざいます。

     一方で、先ほど葛原のほうから説明しました資料２の２ページ目にございます遺族による開示請

求の状況につきましては、令和２年度３６６件中５７件が遺族請求でございますが、一番多いの

が介護認定関係書類ですが、これが法のいう遺族の個人情報と言えるものかどうか整理がついて

いませんが、遺族の情報とならないのであれば横出し的な規定を何か別に市として持つ必要が出

てくるのかなと考えているところでございます。

     もう一つは、死者に関する情報の取扱いということで、亡くなった方の情報を管理するに当たっ

て、これが個人情報じゃないとなってしまうと、具体的にどういう扱いになっていくのか個々具

体的なイメージについて私もつかないんですけれども、例えば、今、川崎市の中では、個人情報

はメールで送信してはいけないという規定があるんですけれども、例えばそれがメール送信でき

てしまう内容になってしまうんですが、そういった部分を引き続き、個人情報に準じて死者に関

する情報もメールでやり取りしちゃいけないよ、例えばそういうことをしてしまうことによって、

死者の尊厳が害されるという可能性もないわけではございませんので、そういった形で、引き続

き死者の情報も送信しちゃいけないよとか、それを利用できる職員を限定させるとか、セキュリ

ティ基準等で定められている部分とか、そこに死者に関する事項も、引き続き入れていくべきか、
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そういう部分を検討しているところでございます。

     補足が長くなってしまって申し訳ありません。

湯淺委員長 はい。ありがとうございました。

     先生方から、いかがでしょうか。

 僕の個人的な意見としては、補足の最後におっしゃっていた死者の個人情報の定義から外れる

から、電子メールで送信してはいけないと、セキュリティの基準から外れると。それはセキュリ

ティの方で検討すればいい問題なので、本質的なのは、川崎市独自にこれまで、死者の親族によ

る開示請求等を認めてきたということの趣旨を維持すべきかどうかということなんだと思うんで

すね。

     やはり、決して回数として物すごく多いわけではないけれども、事務局の資料、用意していただ

いたものを見るに、一定数の親族による、死者の親族によって開示請求がある、実績があるわけ

ですので、やっぱりこれをやめてしまうということは、川崎市独自条例の保護制度の低下という

ことにつながる可能性がかなり高いと思います。ですから、現行の親族による開示請求を残すと

いう形で何らかの手当てを考えていったほうがいいのかなというふうに思いますね。

     あと、生存する親族の個人情報の一部とみなすというアプローチでは無理のある場合があるんだ

と思うんですけどね。他方で、最近の議論に鑑みますと、亡くなった方の情報や、亡くなった方

のデータというのは、かなり財産権的な価値を持っている場合もあれば、名誉、プライバシーの

問題である場合もあるので、一律に扱うことはできるかという問題はあるかもしれませんが、少

なくとも、これまでの川崎市の運用や条例を基本的に維持するということは問題ないのではない

かと、個人的には思います。

山本委員 逆に、今まで御遺族の方々の請求を認めてきたことの理論的な根拠は何だったのかということな

んですけど、条例の１条の趣旨にのっとる、いわゆる自己情報コントロール権みたいな発想とい

った場合には、自分の情報をコントロールできるのが権利ですから、生きている人が自分の情報

を見せてほしいということに対しては、自己情報コントロール権の観点から、恐らく出すという

ことになると思うんですけど、その遺族の場合には、その理屈が通らなくて、つまり国の見解に

従えば、遺族情報は、要するに死者の情報と、その遺族の本人の情報とみなされるのであれば、

自分の情報のコントロール権という形で、それは開示請求に応じなければならないと思います。

そこは論理的には一貫していると思うんですけど、川崎市の場合には、今まで遺族にそういう請

求権を認めていたというところのロジックをどのようにするのかなという。要するに、個人情報

としてみなしたとしても、その個人情報を遺族が請求できるというロジックとは違うわけです。

個人情報として適正に管理します、つまり第三者提供をしませんとか、そういう個人情報を適正

に取り扱うという、その領域と恐らく請求権的な側面というか、ロジックが若干違うわけです。

請求権の側面について、遺族からの請求に応えるとしたことも、その理由ですよね。そこが、恐

らく横出しのところの今回につながってくる。それはどういう理屈だったんでしょうか。

事務局  国が示す趣旨とほぼ同じような理由で、現行の運用となっています。行政機関等個人情報保護法

に倣って、その規定を置いているようでして、死者の保有個人情報につきましては、請求者自身、

遺族自身の保有個人情報でもあると考えられるもの、あるいは、遺族にとって必要となる場合が

あるので、当該遺族からの開示請求は認められるものとしています。
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山本委員 それも、二つの根拠が違うと思うんですけど、前者は多分、自分の情報だから出せるという理屈

になって、後者が必要だから出せる。どちらかというと情報公開に近い。自分の情報だから出せ

というのも、ちょっと何かずれている感じがして、まさに理屈上は別立てで、むしろ、情報保護

という観点からは、死者に関する個人情報は、適正管理の対象になっているというのは言えると

思うんですよ。ある種、適正に市が管理していますということに対して、遺族から請求があった

ら、裁量的に出すことができる理屈というか、要するに権利として、それに応えるよりも、どち

らかというと、適正管理する義務を解除できるというイメージで考えていく。もしも必要があれ

ば、それなりの理由があれば出しますというのは、権利と別建ての、ロジックになってくるはず

かなというふうに。つまり、私も今すっきり理屈を提示できないんですけど。

湯淺委員長 多分、今、山本先生がおっしゃったとおりで、二つ、ロジックがあって、本人の個人情報保護

の一部だからと考えるアプローチと、本人の個人情報の一部じゃないんだけど、何らかの理由に

よって必要としている市民はいるのでということで、特に対応しましたという両方のロジックが

あるんだろうと。

     生存するという前提の条文において、個人情報の定義のところで、生存するという前提を特に、

現状付けていない自治体は結構多いんですけど、死者が、親族の開示請求まで見込んでと言われ

ると実はそんなに多くないので、やはり、条文制定時の立法事実が何かあるはずなんですよ、多

分川崎市の場合。古い資料はもうなくなっているかもしれないけど、それが多分、あったと思う

んですよね、何か、こういう規定を置く、第２のロジックの必要性が。

山本委員 あるいは、あんまり考えていなかったか。

おっしゃったとおりで、二つロジックがあるので、自分の情報だから出してほしいというケー

スと、そうではないケースがあって、そうではないケースを川崎市は対応してきたわけで、そこ

に何らかのロジックを与えられるかという問題で。

     繰り返しになりますけど、そこはある種裁量的な感じになるから、死者に関する情報も、保護し

適正に管理しますと、みだりに第三者に提供しませんというまず網をかけて、ガバナンスをしま

すというのは、個人情報に準ずる扱いとして適当で、遺族が全然自分の利益と自分の情報ではな

い死者に関する情報に関する請求をしてきた場合に、その利益に応じて出すことができるという

ようなロジックを立てるということでしょうね。その相当な理由があれば、それを出すことがあ

ると。それは権利としてというよりも、要するに、出すことができるという感じのロジックとし

て、ちょっと組み替えないといけないかもしれないと思います。自分の情報として出してほしい

という範囲は、どうしても狭くなるので、無理やりそこを広げようとすると、ほかにも波及しま

すから。遺族ではない人が、それは自分の情報でもあるのでという理屈が今度は通ってしまって、

あまり拡大解釈すると、個人情報保護の観点からリスクにもなって、別建てで何か請求できる対

象の範囲と、またその理由について書いておいて、そういう場合には保護の適正管理の前提での

話で出すことができるというような立て付けが良いと思います。

井野担当課長 今の条例上では、遺族自身の保有個人情報でもあると考えられるもの、あるいは遺族にとっ

て必要となる場合があるので、当該遺族からの開示の請求を認めるものとしています。そこがよ

りもう少し詳細な規定というか基準と申しますか、本当に必要な場合とはどういう場合があるの

かというところも、整理できればと思います。
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事務局  ちなみに、どことは申し上げられないんですけど、公立の学校におけるいじめ事案があったわけ

ですね。生徒自身が自殺をしているわけです。その報告書等を、両親が情報公開請求をかけたら、

情報公開請求では、それは親といえども、その特別な地位はないということで断られた。次に個

人情報保護開示請求をかけると、今度は本人情報ではないから、かつ、相続等に必要な生存する

親の個人情報の一部とみなされないということで断られた。保護者の方は不服であるということ

で、市議会も動いて、結局生存する親族からの開示請求を個人情報保護条例の例外とする、一部

規定することにしたという事例があって、それは直接的にはいじめ関係でのことなんですけれど

も、改正後は例えばその救急車の中で、搬送されたんだけど、結局亡くなってしまったという場

合に、その救急車の中で、どこの病院に受入れの依頼をかけたかとかということを遺族は知りた

いわけですので、救急車の搬送記録、そういう開示請求をしたという事例もあったりはしました。

嘉藤委員 いずれにせよ、死者の情報管理は限りなく公文書管理に近い内容になると。開示するに当たって

は、今おっしゃったとおりに、情報の提供という意味合いが非常に強くならざるを得ない。やり

方をどうするか、法のほうに合わせて自己情報として整理するかという。ただ、自己情報であっ

たとしても、必要性の判断で実際にはやっておりますので、実は現行とあまり変わらないのでは

ないかと思います。

     死者情報に関しては、管理についてのルールだけで、開示請求に関しては個人情報の法律のほう

でやってしまう。結構、大体の自治体はそういうふうに考えてやっていくというふうな姿勢では

ありました。公文書管理のほうも生死がよく分からなくなってくると、もう開示請求の領域から

外れるので、それでも整理してしまうということも、やり方としては十分あり得るのかなと思い

ます。

山本委員 嘉藤先生のおっしゃるとおりであるなと思いつつ、あえてリスクを申し上げるなら、そういうふ

うに必要性の判断まで入れてしまうと、増幅する感じもするので、結局、さっき申し上げたよう

に、ややリスクにもなるかなという。何でもかんでも多少自分と関連しているものを、必要性と

いうところで出してほしいと言ってこられる感じもする。そこがやっぱりある種のリスクとの兼

ね合いなのかなという気もしますけど。

嘉藤委員 他市の事例だと、結構請求人を絞ってしまっているというところで対応している。その辺りも検

討に置いたほうがいいんじゃないかと

説明するときのロジックがやっぱり私も思い浮かばなくて。政策的に遺族には開示していく、

遺族に限って開示していくという。

山本委員 だから、管理については、ある種それを遺族について例外的に解除していくという説明的な規定

を置く。そうすると、主体が一応限定されるということと、その理由というのがある程度列挙し

やすく、客観的に判断ができそうな感じがしますけど。それは両論あり得るところで、その辺り

の判断なのかなという気がします。

嘉藤委員 その場合、例えば死者の名誉に関わる情報であれば出せないという建付けもあり得ると、今の個

人情報公開請求の本人の生命、身体、財産かかわらずという、そこと似たような開示事由という

のを作れれば。そうすると、本人の名誉にかかわらず、遺族に出せないという……。

山本委員 利益相反はあり得そうな感じはしますし、一番結構、今後、問題になってくるのが、遺伝情報の
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扱い。遺伝子的なというか、血液関係などでゲノムは血縁者共有性があるから、自分の情報でも

あるみたいな感じで。本人は、死んだ人は、何かあんまり自分の遺伝情報について、自分の子供

や孫に伝えたくなかったけど、子供や孫が出してほしいと言ってきたときに、いろいろと複雑な

問題、利益相反してくることは十分あるかなという気がします。

湯淺委員長 現時点で、結局、遺族の開示請求だと、もうほとんどが介護関係書類に集中しているわけです

よね。これは、どうしてなんですか。やっぱり遺族にしてみると、親族が生きていたときに認定

を受けた結果が不満であると、そういうことなんですか。亡くなった後だから、別に書類によっ

て何か介護に差は出ないと思いますけど。

事務局  全てかどうか分かりませんが、持家の相続や介護の寄与度など相続の際に、利用すると聞きまし

た。

湯淺委員長 介護関係の記録があれば、介護していたのであるということを相続の際に言いやすくなると。

なるほど。

理論的な問題点を、いろいろと各委員の先生方から御指摘いただいていると思いますので、こ

れを次回以降で具体的にどういう規定に落とし込んでいくかということを事務局のほうで検討し

て、また、こちらに報告していただきたいと思います。

     それでは、続きまして、議題３の安全管理措置について説明を事務局からお願いします。

事務局  議題３、検討事項４の安全管理措置の３ページを御覧ください。四つほど検討事項を記載してい

ます。保有個人情報の安全管理措置の在り方についてと、新たに法改正後に規定される行政機関

等匿名加工情報及び削除情報、加工方法に関する情報の安全管理措置の在り方について。三つ目

が、仮名加工情報、個人関連情報等の安全管理の在り方についてとなっています。

     概要についてです。本市は現行の条例の第１３条で、個人情報の保護を図るため、適正な維持管

理についての規定があります。保有個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲内で、正確かつ最

新なものとすること、漏えいを防止すること、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止すること

などの規定を定めています。

     個人情報の取扱いにつきましては、条例以外にも一般的なルールを定めている職員の保有個人情

報の取扱い等に関する規則や、情報システムのセキュリティ確保に関するルールの川崎市情報セ

キュリティ基準を定めて管理を行っています。

     改定法の第６６条につきまして、保有個人情報の安全管理措置を講じることが規定されています。

この中で、国のガイドラインを踏まえて安全管理措置について検討する必要がございます。

     現時点での方向性です。国のガイドラインを踏まえて、新たに設ける必要のある取扱いについて、

現行の川崎市職員の保有個人情報の取扱い等に関する規則、及び川崎市情報セキュリティ基準等

の中で定めていくことを考えております。

二つ目が行政機関等匿名加工情報に関しましては、個人情報と同様に必要な取扱いについて、

保有個人情報の取扱い等に関する規則、川崎市情報セキュリティ基準等の中に定めていきたいと

考えております。

     お配りしている資料３を御覧ください。改正後の条文のイメージをつけております。行政機関等

におきましては、個人情報の利用・提供の制限第６９条の範囲内で保有個人情報の利用が可能で

あることから、内部分析のために行政機関等自身が仮名加工情報を作成する場合を想定した規定
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を設けてはならないというような規定が定められています。

     １ページは、仮名加工情報の取扱いに係る義務でして、定義としましては、他の情報としない限

り、特定の個人を指名することはできないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報

をいいます。

     関係条文としましては、第７３条の第３項で、仮名加工情報を他の情報と照合してはならない、

といった禁止規定があります。

     ５ページにまいりまして、２の個人関連情報です。個人情報に該当する場合は、個人関連情報に

は該当しないことになります。一般的に、ある個人の位置情報に、それ自体のみでは個人情報に

は該当しないものではあるが、それらが蓄積される等して特定の個人を識別することができる場

合には、個人情報に該当し、個人関連情報には該当しないことになります。

     個人関連情報の例としましては、事務対応ガイドでは、Cookie等の端末識別子を通じて収集さ
れた、個人のウェブサイトの閲覧履歴などが挙げられております。

     ２ページには匿名加工情報の定義を記載しておりまして、３ページには行政機関等匿名加工情報

の定義を記載しております。

     ４ページには、削除情報の定義と関係条文を載せております。

     ６ページに個人情報に関する規定等のイメージを載せております。左側には、一番上に川崎市個

人情報保護条例でありまして、ぶら下がる形で個人情報保護条例施行規則と個人情報の取扱い等

に関する規則が定められています。

     右側が、情報資産全体に係る規定になりまして、川崎市情報セキュリティ基本方針に関する規程

と川崎市情報セキュリティ基準がございます。

１１ページからは、現行の規則の中に安全管理措置を盛り込むこんだイメージ素案を載せてお

ります。

     １１ページで第１条です。保有個人情報のみ規定があるのですが、新たに、仮名加工情報、個人

関連情報、行政機関等匿名加工情報及び削除情報等を追加で規定することを考えております。

     また、この規則で使用する用語の定義は、条例のみの記載だったんですが、これを法令等に替え

まして、改正後も対応できないかと考えております。

第３条ですが、市長事務局における保有個人情報の適正な取扱いの条文を、保有個人情報

「等」に置き替えまして、ここに仮名加工情報や、匿名加工情報等も含めて定義できないかと考

えています。

     資料の説明としては以上です。

湯淺委員長 はい。ありがとうございました。

事務局  ここで検討しないといけないかなと思っておりますのが、規則の新旧のイメージ図をつけさせて

いただいておりますが、お手元の冊子の９ページをご覧いただいてもよろしいでしょうか。今回、

個人情報の定義以外に新たに匿名加工情報ですとか、個人関連情報という新しい定義が生まれて

いまして、これは個人情報ではなくなるものでございます。

     そうしますと、先ほどの死者に関する情報と似ているんですけれども、例えば安全管理措置で、

個人関連情報というのは、メールで送信できてしまうか、加工情報もメールで送信ができるよう

な形になりかねないというふうなところを考えてございます。

     今、９ページをご覧いただいておりますが、宇賀克也さんが書いております『自治体職員のため

の個人情報保護法解説』の中の抜粋なんですけれども、「地方公共団体としては、法改正の結果、
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個人情報保護の水準が低下するという事態を生じさせることがあってはならないのであり、特に、

ある情報が個人情報であるか否かの問題は、住民の権利利益に直結する基本の部分であることか

ら、改正法における個人情報の定義が容易照合型であったとしても、制度運用上は、従来と同様

の考え方で個人情報性を判断していくべきではないかと思われる。」ということが書かれておりま

す。もちろん、これは、宇賀先生の見解でございまして、国が示しているものではありませんが、

外部から提供を受けた仮名加工情報ですとか、個人関連情報、匿名加工情報というのは個人情報

ではなくなるので、それをそのままにしておくと、基本的には、場合によっては、それが漏れて

しまって個人情報でつながってしまったと、そういうことも考えられますので、こうしたことを

懸念して防止するためには、やはり、この本に書いてありますとおりに、今後のこれらの新しく

できた個人関連情報等の取扱いについても、基本的には個人情報と同じような取扱いというのを

維持していったほうがいいのではないかと考えているところでございます。

     一方で、この趣旨のとおり、もう既に、それは個人情報ではないのだから、個人情報と同じよう

な取扱いではなくて、それぞれに沿った管理の在り方を定めていくべきという考え方もあるのか

と。そこを御意見をいただければ。今、お示ししました取扱い規則の新旧というのは、新しくで

きた個人関連情報等も個人情報と同じぐらいのレベルで制限する、そういった形で規定を設ける

場合に、どんなイメージかということで作成させていただいたものでございます。

     ただ、先ほどの新旧の中の、例えば１４ページでございますが、網かけをしている部分でござい

ますけれども、新たにその仮名加工情報ですとか、行政機関等匿名加工情報等につきまして、識

別行為を禁止するという条文等もございますので、そういった個別に定めるべき規定については

新たに追加して、この規則の中に盛り込んでいくイメージで、今、作成をしているところでござ

います。

     また、資料４の情報セキュリティ基準につきましても、資料で申しますと、例えば、資料４の川

崎市情報セキュリティ基準（抜粋）の中の４ページの「９ 業務委託業者の管理」のところです

が、個人情報取扱いに関する事項の記載がございますが、例えば、この個人情報というのは、個

人情報だけではなくて、先ほど申し上げました個人関連情報ですとか、仮名加工情報についても

同じようにやってくださいという趣旨を盛り込むイメージを持ってございます。

     もう一つ、例といたしましては、２９ページが何枚かおめくりいただくとございますが、「２ 

インターネットの利用」というところをご覧いただけますでしょうか。こちらのインターネット

の利用の（１）電子メールの利用のイのところでございますが、こちらも個人情報の送信の禁止

というのがセキュリティ基準に規定されておりますが、ここもですね、このままでいけば、先ほ

どの仮名加工情報等は、送信できることになってしまうのですが、それができないようにここで

個人関連情報等も含めているというふうな形での改定を考えているところでございます。こんな

ような取扱いで問題ないのかというところを検討しているところでございます。

     以上でございます。

湯淺委員長 はい。ありがとうございました。この点につきまして、先生方からのご意見いかがでしょうか。

中身に入る前に、進め方の確認ですけど、規律委公法人の安全管理処置は次回以降の小委員会

に諮りますか。市立大学とか、市立病院、要するに、学術分野の安全管理措置は官民で揃えるこ

ととなっていますよね。だから、４月から四大になった学校、看護大学と市立病院は、実施機関

本体の安全管理措置とは違う規律になると思うんですけど、その部分の審議は、次回以降の小委

員会ということでいいですか。
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事務局  そうですね。それぞれ看護大学と病院局とも、詳細にはお話ができていないという、状況でござ

いまして。

湯淺委員長 要するに、その、今回、ある意味で言うと、いわゆる看護大学とか市立病院については、大学

については、従前、学術研究ということですので、特に私立については例外になっていたところ

をもうちょっと精緻化するとともに、逆に市立のそういう研究に関して、市立病院とかあるいは

看護大学については、官民で安全管理措置に関する規定をそろえることで、例えば市立大学と民

間事業者との間、共同利用を可にするということになっていますよね。それがあるにもかかわら

ず、市もこういう規則で、市立大学も、市民病院も、実施機関と同じように、それは駄目ですと

いうことになってしまうと、逆に法改正の趣旨に沿えなくなっちゃいますから、それを実は規律

が移行する法人ということで、規律移行法人と言っているわけですが、市立大学、それから市民

病院については、実施機関、首長部局とは違う安全管理措置の検討が必要だと思いますけれど。

事務局  はい。多分、川崎市の条例の中で、病院ですとか、可能であればその取扱いというのは、今のイ

メージでは出てこないのかなと思います。基本的には法律のほうで定められている基準に従って

やっていただく。ただ、今おっしゃっていただいた安全管理措置とか、その基準、セキュリティ

基準等については、別途検討が必要にはなっているかなとは考えていますけれども。

湯淺委員長 いや、だけど、例えば、従来、あれですよね、市民病院が二つある中で、一方は直営で、一方

は指定管理者に出しているんだから、お互い診療記録は共有できないわけですよね、たしか。原

則共有できないようになっているんですよ。あるいは、だからそれぞれ何ですか、かかりつけの

お医者さん、要するに個人開業医との情報共有についても、それぞれが別々にやらなきゃいけな

いということになるわけですけど、今回規律移行法人の規定が、直営の病院にも適用されると思

うので、指定管理者に出してあるところと、直営の市民病院と同じ規律が適用されることになる

ということですね。

     そうすると、今申し上げたように、直営、その市立病院同士の個人情報の共有とか、そういうこ

とについては、大分安全管理措置も変わってくると思うんですけれども。

事務局  そうですね。安全管理の在り方としては違ってくることになる。

湯淺委員長 だから、規律移行法人と市立大学とどこかの小委員会でまとめて検討する場合はそれはそれで

いいんですけれども。

事務局  そこは検討させてください。

湯淺委員長 じゃあ、すみません。先生方から安全管理措置関係の御意見はいかがでしょうか。

嘉藤委員 結局、今回の法改正のきっかけになったところでもあったわけですが、安全管理措置の在り方が

国が意図していたものよりも厳しくなって、結局情報の利活用のほうに反映できなくなるのでは

ないかというところは、個人情報保護委員会から意見があるかもしれませんが、そこは問題なさ

そうですか。
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事務局  目的外利用ですとか、外部提供の基準というのは法律にも定められておりますので、その法律の

範囲に当てはまれば、外部提供もできますし、目的外利用もできると考えています。ここで、主

に安全管理措置等として考えておりますのが、やはり漏えいの防止などの日頃の管理の在り方を

個人情報と同じぐらいの感覚でやらないといけないという部分でございますので、セキュリティ

基準等の中で、流通の妨げになってしまう、法に抵触するような規定については、もしかすると、

そこは仮名加工情報、個人関連情報等は外すという整理というのは必要であるかもしれませんけ

れども。

嘉藤委員 あくまでも、内部的な管理は、個人情報に準ずるということですね。なるほど、分かりました。

村上委員 要望ですが、仮名加工情報など個人情報そのものには該当しない、情報についても、個人情報の

保護と同等レベルの安全管理措置を講ずるということは望ましいとは思うんですけれども、同じ

レベルで管理することが、逆に安全管理措置の効果を減ずることにならないかというところを危

惧しておりまして、やはりその性質や内容に合った管理というものを考えていただいたほうがよ

ろしいのではないかと思っています。

嘉藤委員 識別の禁止だとか、そういうところは法の規律があるんですけれども、それに具体的な方策とい

う形でセキュリティ対策というのは、すごく分かりやすいかなと思うんですね。そういう観点で

一律に個人情報と同じ扱いというところに、ちょっとそのイメージがつかなかったところがある

ので、実際問題、どうなんだろうかというのは．．．。

事務局  私どもも個人関連情報のイメージは何となくわかるのですけれども、仮名加工情報とはどういう

情報なのかというのが、少しイメージがしづらいというのがございまして、それぞれ特徴と申し

ますか、それぞれ情報として意味があるかと思いますので、もう少し、安全管理措置の中では、

個人情報とは違う趣旨については、そこは確認整理した上で、安全管理を定めていくということ

はもう少し精査しないといけないだろうと。

嘉藤委員 恐らく、仮名も匿名も、取得から利用のところのフローがある程度念頭にあった上で、それでセ

キュリティの扱いをどうするか。一回、何かしらのサンプルでやってみる、サンプルを測定しな

がら、どこでどういう管理が必要かという検証をやってみてはいかがでしょうか。

湯淺委員長 ありがとうございます。仮名のほうは基本的には内部利用ですから、多分、その内部利用とす

ることが、本来それぞれの収集する際の利用目的の制限がかかっているものを、内部利用するの

と、内部利用を広げるために仮名加工する。例えば、何ですかね、川崎市内部におけるデータを

整理するために仮名加工されたものを使いたいと、そういう内部的な利用は想定されるんだと思

うんですね。

     一方で、匿名加工情報のほうは、基本的にはこれは外部からの提案に基づいて、匿名加工して提

供してあげるというもので、実は、川崎市は行政機関非識別加工情報とかそういったものは制定

しなかったんですが、これを本当に受け付けるとなると大変なんですよ。まず、手数料をどう設

定するかという問題があるのと、それから市内部で加工できるのかという問題があること。市内

部では加工できないのであれば、外部の加工業者に出したときに、その判読をどうするのかとい

うこと、あるいは加工業者に出すと、当然それはお金がかかるわけですが、そのかかった分は実
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費として提案者に請求するのかとか、事務的なことが物すごく発生する。かつ、現時点で言うと、

川崎市の場合、まだ、たしかあれですよね。どの部署がどういう個人情報を持っているというこ

とを詳細に出すとか、検索できない。個人情報ファイルですよね。じゃあ、例えば、あれですよ

ね、提案したいと考える上で、全部局はどんな個人情報を持っているのか一覧を請求、情報開示

請求されたら、公開請求されたらどうするのかとかですね。いろいろな、相当実務的な課題のほ

うが大きいと。ですので、嘉藤先生がおっしゃったように、１個ユースケースを設定してみて、

どういうことになるのかということをちょっと実際にシミュレーションしてみないと、何という

か、それによって本当に必要な、ここは規則に落とし込まないとまずいと、ここは条例にも書い

ていないとまずいというふうには、ちょっと見えにくいんじゃないですかね。

事務局 そもそも、まずは例示をつくってみてということですね。

湯淺委員長 そうですね。それこそ、さっきの個人情報は電子メールで送信しちゃいけないとかというのは、

匿名加工情報を作ってあげで、提案者に電子メールでは送付できないと。ＣＤ－ＲＯＭで渡すの

か。電子メールで送信するのは駄目なんだけど、じゃあ市にオンラインストレージを置いてＵＲ

Ｌを知らせて、そこからダウンロードしてもらえるのはいいのかとか。いずれにしても、何かユ

ースケースを１個具体的に例を設定してみて、それに沿って検討されたほうが具体的になると思

います。

     安全管理のところ、先生方からよろしいでしょうか。ありがとうございました。

     それでは、その他というところですね。事務局のほうからお願いします。

事務局  その他についてですが、前回、先生方からいただいたご質問で、回答可能なものを今回ご用意し

ており、ご報告をさせていただきます。

     資料５をご覧ください。こちらは前回、検討事項１２の個人情報保護委員による苦情処理制度の

ところで、個人情報保護委員会との連携を密にしておく必要があるという部分に関するものです。

個人情報保護委員会のチラシ等を用いて市民の方に周知するために、このようなものがあるとい

う例でご用意いたしました。

     その他の検討事項、部分の開示請求に関する手続、利用停止請求のこと等に関してご質問いただ

いたものは、事務局で結論が出次第、順次ご報告をしていくという形にさせていただきます。

湯淺委員長 はい。ありがとうございました。今の件は、先生方、何か御意見はございますか。よろしいで

すか。

それでは、大体、本日予定しておりました議題等が終わりました。特に、今日の点で先生方か

ら何か言い忘れたとか何か報告等ございますか。

     ありがとうございました。それでは、あと、事務局のほうから事務連絡をお願いします。

事務局  次回の小委員会の開催日程ですが、５月１２日の木曜日１４時から１６時を予定しております。

近くなりましたら、開催通知のほうをお送りさせていただきます。

     前回及び本日の小委員会の議事録につきましては、準備が整い次第、御確認をよろしくお願いい

たします。

     本日の報酬に関しましては、５月２０日のお支払いに決まっております。支払い明細に関しまし

ては、郵送いたしますので、あらかじめ御了承ください。
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     資料のうち、ハンドブック、それからファイルはそのまま机の上に置いたままにしていただきた

く思います。

     事務局からは以上でございます。

湯淺委員長 はい。ありがとうございました。

     それでは、今日の小委員会は、これで終了にしたいと思います。どうもありがとうございました。


