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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

出

席

者

委 員 実 施 機 関 ・ 事 務 局

市民代表

 浦 野 敏 行

 岡 倉  進

後 藤 正 巳

齊 藤 恵 治

星 川 美代子

八 巻 義 德

渡 辺 俊 夫

学識経験者

 嘉 藤  亮

冨 田 千 鶴

中 澤 陽 子

早 川 和 宏

村 上 佳 子

山 本 龍 彦

湯 淺 墾 道

委員 計１４人

（実施機関）

教育委員会事務局教職員人事課 担当課長 小林 格

 課長補佐 永井 洋子 職員 萩尾 真之介

（事務局：総務企画局情報管理部）

情報管理部長 新井 信宏 行政情報課担当課長 井野 進

担当係長 葛原 淳 担当係長 鈴木 麻里子

情報化施策推進室 担当課長 竹山 一久

           職員 ８人

開催日時 令和４年７月２５日（月）１４時００分から１５時４５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 題

(1) 審議事項

 ア 【諮問第２４１号】教職員人事評価システムの導入に伴う電子計算機を利用した新た

な個人情報ファイルの保有について［教育委員会事務局教職員人事課]

イ 【諮問第２３９号】個人情報の保護に関する法律の改正に伴う川崎市の個人情報保護

制度の在り方について［総務企画局行政情報課]

(2) 報告事項

令和３年度公文書公開制度・個人情報保護制度・会議公開制度の運営状況について

 ２ その他

傍聴者数 ３人
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【会議開始・資料説明】

湯淺会長 本日は、お暑い中、お集まりいただきましてありがとうございました。

     ただいまから令和４年度第１回の川崎市情報公開運営審議会を開催いたします。

     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。

     本日は、現時点で２名傍聴希望者がいらっしゃっているということですが、傍聴を許可してもよ

ろしいでしょうか。

（異議なし）

湯淺会長 それでは、御異議がございませんので、傍聴を許可します。では、傍聴人の方を入室させてくだ

さい。

     なお、会議中に、さらに傍聴の希望者がいらっしゃった場合は、随時傍聴を許可して、入室して

いただくことにいたします。

（傍聴人入室）

湯淺会長 開催する前に、新年度に入りまして、委員の方に変更があったとのことですので、新任の委員の

御紹介をお願いします。

葛原担当係長 前回、令和３年度第３回、３月に行われました委員改選後最初の審議会後に、職場の人事異

動に伴いまして、変更となりました委員の方を御紹介いたします。

     和城委員につきましては、神奈川新聞社川崎総局長の方でしたが、職場の人事異動がございまし

て、その後任の方としまして、渡辺渉委員、神奈川新聞社報道部地域報道統括部長の方に変更と

なりました。

     渡辺渉委員の任期につきましては、和城委員の在任期間の令和５年１２月３１日までとなってお

ります。なお、本日は所用のため御欠席となっております。

     変更になりました委員の御紹介については、以上となります。

湯淺会長 続けて、事務局から、資料の確認と本日のスケジュールの説明をお願いします。

鈴木担当係長 本日は、お暑い中、お越しいただきましてありがとうございます。

     本日の委員の定足数でございますが、現在、１３名の委員が御出席いただいておりまして、過半

数を超えておりますので、審議会が成立していることを御報告いたします。

     なお、早川委員におかれましては、３０分程遅れての御出席となる旨、御連絡をいただいており

ます。

     また、今お話にもありましたように、渡辺委員におかれましては、残念ながら本日は御欠席とな

っております。

     次に、お手元の資料の確認をお願いします。

     まず、本日の資料でございますが、クリアファイルに入れた状態で配布しておりまして、議事次

第、座席表、委員名簿となってございます。

     次に、諮問資料が二つございまして、諮問第２４１号、教育委員会事務局教職員人事課からの教

職員人事評価システムの導入に伴う電子計算機を利用した新たな個人情報ファイルの保有につい

ての資料、その次に、諮問第２３９号、総務企画局行政情報課からの個人情報の保護に関する法

律の改正に伴う川崎市の個人情報保護制度の在り方についての資料を御用意しております。

     また、次に報告事項の資料として、水色の表紙の「令和３年度の運営状況報告について」という

冊子を御用意しております。

     以上が本日の資料となりますが、もし不足しているものがございましたら、お知らせいただけれ

ばと思います。よろしいでしょうか。

     それでは、続けさせていただきます。
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     左手には、いつもどおりの参考資料となりますが、二つのハンドブックを置かせていただいてお

りまして、紫色が「情報公開」、黄色が「個人情報保護」のハンドブックとなっております。その

下にフラットファイルを二つ置いておりまして、一つが審議会におけるこれまでの諮問答申をつ

づったもの、もう一つは川崎市の情報セキュリティ基準となっております。

     次に、本日のスケジュールでございますが、議事次第を御覧ください。

     次第に記載してあります議題に沿いまして、審議事項として、教育委員会からの諮問が１件、総

務企画局からの諮問が１件、また報告事項として、昨年度の情報公開に関する運営状況に関する

報告がございます。これらを合わせまして、およそ２時間、１６時００分までの終了をめどに進

めてまいりたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

     事務局からは以上でございます。

【議題（１）ア 【諮問第２４１号】教職員人事評価システムの導入に伴う電子計算機を利用した新たな

個人情報ファイルの保有について】

湯淺会長 それでは、本日の議題に入ります。

     審議事項の１番目、諮問第２４１号、教職員人事評価システムの導入に伴う電子計算機を利用し

た新たな個人情報ファイルの保有についてということで、教育長（教育委員会事務局教職員人事

課）からの諮問です。

     それでは、事務局から概要の説明をお願いします。

葛原担当係長 川崎市教育委員会事務局では、教職員の人事評価を進めるに当たり、紙の帳票やエクセルを

用いて、運用・管理などを行っておりますが、その管理手法に起因する課題が複数存在しており

ます。

     今回、学校内や学校と教職員人事課との間での管理の利便性の向上及び紙の帳票の削減を図るた

め、一元的に管理する「教職員人事評価システム」を導入しまして、新たにシステム内で個人情

報を保有しようということで条例第８条第１項に基づき諮問がありました。

     事務局からは以上でございます。

湯淺会長 それでは、実施機関に入っていただいて、説明をお願いしたいと思います。

（実施機関入室）

湯淺会長 それでは、まず、実施機関の出席者を御紹介いただきまして、その後、概要を１０分以内で御説

明ください。その後、質疑応答に入りたいと思います。

小林担当課長 よろしくお願いします。教育委員会事務局職員部教職員人事課の担当課長の小林でございま

す。

     本日は、私の左隣におります、課長補佐の永井と、右隣、職員の萩尾、３名で出席させていただ

いております。よろしくお願いいたします。

     人事評価というのは、地方公務員法第１５条にて「職員の人事評価を行われなければならない」

とされており、教職員は平成１５年度から実施がされているものでございます。

     実施当時は、神奈川県が実施主体ということもあり、紙帳票にて実施しておりましたが、このた

び、利便性の向上のためにシステムの構築につきまして、本日審議していただく形になっており

ます。

     それでは、説明は永井のほうから行わせていただきます。
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永井課長補佐 よろしくお願いいたします。

     現在、教育委員会と学校では、共通のＩＴとして、イントラネットシステムというパソコンがあ

るんですけれども、イントラネットシステムというのは、学校では数台の配置になっているとこ

ろでございまして、学校では校務系パソコンというもののほうが多く配置されております。

     そのため、現在の人事評価に関する連絡方法としては、学校管理職へ送付する紙文書や数台のみ

配置されているイントラネットシステムの電子文書施行システムを通じて、各教職員へ周知する

方法になっております。

     資料の３ページを御覧ください。

     １番、諮問の目的としましては、ただいま申し上げましたような連絡方法の利便性の向上及び紙

帳票の削減を図るために、電子計算機を利用した新たな個人情報ファイルを保有するため、川崎

市個人情報保護条例に基づき、諮問するものでございます。

     ２番、事業の概要等を御覧ください。

     （１）人事評価の概要でございます。

     学校では、児童生徒、保護者などの対応をはじめ、学習指導要領への対応など多くの対応があり

ます。これらに対して、学校として課題に取り組むにおいて、教職員についても、学校運営にお

ける役割と責任を明確にし、主体的に取り組むことが重要となってきております。教職員の能力

や適性を客観的に把握し、教育的力量の向上や、校内組織の活性化に向けた人材の活用につなげ

るために、人事評価を実施しております。

     （２）課題でございます。

     最初にありますのは、人事評価を実施する一連の流れの中で、紙帳票とエクセルによる手法が複

数存在していることをお示ししています。

     概要として、アとしては、学校で主に教頭先生がイントラネットシステムから、各教職員が入力

する用のエクセルと帳票をダウンロードして、学校内に普及している校務用パソコンのメールな

どを活用し、教職員に案内、入力などの指示をしております。

     その後も学校では、ウに関してエクセルの作成や、エに関して紙帳票の用意をしていただいてお

ります。また、教育委員会では、ウに関するエクセルと、エに関しての紙帳票を受領します。そ

の後、カに関して紙帳票の作成を行います。クとしては、学校から提出された紙帳票は５年間保

存しています。

     これらの流れを整理としていこうと考えております。

     ４ページを御覧ください。

     ３番、電算化する業務の内容でございます。教職員の人事評価の運用全般を電算化したいと考え

ております。後ほど、項目などもお伝えさせていただきます。

     ４番、実施予定時期でございますが、令和５年４月からシステム化して本格稼働を進めていきた

いと考えております。

     ５番、導入の効果でございます。

     一つ目は、人事評価制度の効率的な運用です。課題でも申し上げましたが、教頭先生が行う帳票

のダウンロードや、教員の目標や評価の入力、教育委員会への提出の作業について、システム上

で一貫して行えるようになります。

     二つ目は、評価結果の正確な算出です。学校では評価の点数などを校内の一覧表に転記入力して

もらっている帳票があるんですけれども、そちらの記載ミスの発生を防止したいと思います。

     三つ目は、人事評価データの利活用です。評価の結果は、新年度の昇給等に反映するデータとし

て早急に別のシステムに取り込む必要があります。現在は、加工に時間を要しておりますが、作
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業時間の短縮が見込まれます。

     また、四つ目として、システム化による二次的な効果です。ア、紙帳票を保管するスペースの削

減。イ、紙帳票の提出に係る出張の負担の解消。ウ、最終評価通知書の作成に係る委託料等の削

減。以上のことが期待されます。

     ５ページを御覧ください。

     ６番、システムの構築についてでございます。

     人事評価システムの概要図は、１８ページの記載されているとおりでございます。サーバーは、

クラウド上に構築し、端末は、教職員人事課にて、教職員人事課においては、新たな専用パソコ

ンを、各学校においては既存の校務系パソコンを利用します。

     また、サーバーと校務系ネットワークの間には、ファイヤーウオールを設置いたしまして、不正

アクセスの防止をいたします。教職員人事評価システムでは、図の左下にあります各種システム

の情報を、可搬媒体を介して取得する仕組みとなっています。

     ５ページにお戻りください。

     人事評価システムの操作の権限につきまして、（４）に記載のとおり、操作の権限を管理者、抽

出、更新、閲覧の種類に分けております。人事評価事務の取りまとめ及び操作権限の設定の保守

作業を行う教職員人事課の担当課長は管理者権限、その他の教職員人事課担当職員は抽出、更新

及び閲覧権限、各学校の管理職も自分の学校のみの抽出、更新及び閲覧権限、その他の教職員に

は、これらの権限は付与しません。それぞれ担当する事務の内容に応じて、必要な最低限の権限

を設定いたします。

     ６ページを御覧ください。

     ７番、個人情報ファイルの内容でございます。

     取り扱う項目としては、氏名、所属、職名、生年月日、被評価者の目標、被評価者の個人観察指

導記録、助言指導者及び観察指導者の氏名、職名、記録及び評価などがございます。今申し上げ

ました内容は、資料の１４ページから１６ページに一部の様式を御用意させていただきました。

これらの様式に記載する内容を申し上げさせていただきました。

     また、この他に職員番号も管理します。

     ７ページを御覧ください。

     ８番、個人情報保護の対策でございます。

     教職員人事評価システムでは、職員番号をＩＤとして、役職により操作権限を設定いたします。

なお、システムでは、校務系パソコンを立ち上がった後に、システム用のアイコンからＩＤとパ

スワードによる認証を経て起動いたします。

     サーバーは本市のセキュリティ基準を満たすセキュリティ対策を施された民間のクラウドサーバ

ーを利用します。また、サーバーには、ファイヤーウオールを設置し、ウイルスの感染や不正ア

クセスを防止します。

     パソコンの管理としましては、教職員人事課においては、新たなパソコンを、各学校においては

既存の校務系パソコンを利用します。セキュリティワイヤーによる盗難防止、ウイルス対策ソフ

トの導入などによるウイルス感染の防止をいたします。

     ネットワークの管理としまして、パソコンとサーバーの通信を暗号化して、情報漏えいを防止い

たします。

     バックアップとしては、サーバーに保存されたデータは、毎日深夜にバックアップを行い、７日

間サーバーへ保存します。

     アクセス履歴情報に関しては、誰がいつ、どのような操作を行ったかを自動的に記録し、１年間
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保管します。

     人的安全管理措置としては、今後、教職員人事評価、システム情報、セキュリティ実施要領を定

め、操作者ごとの権限と運用ルールの明確化を計るとともに、定期的な研修も行っていきたいと

思います。

     ８ページを御覧ください。

     可搬媒体については、原則として使用を禁止とします。なお、使用する予定としては、他のシス

テムから対象者のデータを取り込むとき及び他のシステムへ評価結果を移行するときを想定して

います。本作業は、教職員人事課の執務室内で行うため、可搬媒体を外部に持ち出すということ

はありません。今後、可搬媒体を外部へ持ち出す必要があった際には、可搬媒体の受渡表を管理

し、保存するデータにはパスワードを設定する予定でございます。

     ９番、委託業者における情報セキュリティ対策でございます。

     業者の選定を実施する段階で、情報セキュリティに関する認証取得を要件とし、また、契約に当

たっては機密保持、個人情報の保護に関する誓約書を提出させ、再委託についても原則として禁

じる旨の規定を盛り込みました。また、情報セキュリティ事故発生時の体制についても業者から

書面にて提出させ、これを確認いたします。

     説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

湯淺会長 ありがとうございました。

     それでは、委員の皆様から御質問等ございましたら、どなたからでもお願いいたします。

     浦野委員からお願いします。

浦野委員 御説明ありがとうございます。

     システム構築、非常によいことだと思います。ただ、今までは紙媒体を複写機の前に行ってコピ

ーする。ですから、すぐに取ることができるので、ここでの事故というのはなかったわけですが、

これがシステムで情報を取れるということは、ＰＣからプリントアウトの命令を出して、そこか

らプリンターなのか複合機かもしれませんが、そこに出力されると思うんです。そのときに、取

り忘れという不注意が起きる可能性があるかと思いますので、ＩＣカード認証をしないと、出力

はできない仕組みを作ってもらうか、それとも、今後作られるのかをお聞きしたいのと、紙をフ

ァイルするという癖が、恐らくあると思うので、ファイリングしたものを施錠せずにロッカーに

しまうことがないようにしないといけません。人の不注意による出力、取り忘れの対策をどうさ

れるのか、今の説明では、なかったと思いますので、その辺をお聞かせいただければと思います。

     以上です。

永井課長補佐 ありがとうございます。

     印刷をする形状として、教職員人事課が印刷するシチュエーションと、学校が印刷するシチュエ

ーションが二つ考えられます。教職員人事課で印刷する部分が、今、日常からもそうなんですけ

れども、コピー機のところとか複合機のところで、自分のセキュリティしているパスワードを設

置した後に印刷をするというパターンの人もいますので、今の対策はできるかなと思います。

     ただ、学校のところでは、今言ったセキュリティをしながらのコピーというのは、導入された、

コピー機が交換された年代によって、できるできないというのがあるというような話を聞いてい

ます。ただ、今、学校のほうでは、人事評価は実際に紙に印刷して複合機を使っているというお

話も挙がっております。

     その中で、日頃からということになりますけれども、印刷の取り忘れ、印刷命令をかけたらすぐ

取りに行くといったところは、日常からも御注意いただくように、今後も啓発していく必要があ

るかと思います。
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浦野委員 是非、新庁舎、それ以外の区役所等も新しく複合機、プリンターの入替えの際には、セキュリテ

ィ対策ができる仕様で入札をお願いします。そのような対応をしていかないと、いつまでたって

もここはできる、ここはできないという出力機器が混在してしまいますので、そうすると、どこ

かでやはり事故が起きる可能性があると思います。

湯淺会長 他の委員の皆様、いかがでしょうか。

     どうぞ。では、まず岡倉委員からお願いします。

岡倉委員 すみません、私よく分からないので、今度、新たな個人情報ファイルということで書いてあるん

ですが、この新たな個人情報ファイルは何という名前になるか、それで、教育委員会には、どん

な個人情報ファイルがあるのか、教えていただけますか。

永井課長補佐 ありがとうございます。新たな個人情報ファイルというところに関しましては、資料の６ペ

ージを御覧いただきたいと思います。

     ７の（２）に項目を挙げさせていただいております。こちらアからシがあります。具体的には、

職員番号、氏名、所属、職名等があります……

岡倉委員 すみません、個人情報ファイルの名前、名称を教えてください。

永井課長補佐 失礼いたしました。教職員人事評価に関するファイルでございます。

岡倉委員 そうすると、先生方の経歴とか、そういうのは別にあるんですよね。

永井課長補佐 経歴は別にあります。

岡倉委員 そういうのは、どういうふうになるか教えていただけますか。

永井課長補佐 こちらでは、人事給与システムという中に、今までの勤務歴や氏名、住所、今までの勤務簿、

今の役職、教諭なのか、総括教諭なのか、そういった情報が入ってきております。

岡倉委員 ありがとうございます。じゃあ、もう一度、すみません。先ほど今まではエクセルを使ってとい

うふうなことをお話しされましたが、エクセルも私の認識では、あそこに集まったデータは個人

情報ファイルじゃないんですか。それは、それが今度また新たに個人情報ファイルという、ちょ

っとごめんなさいね、私あまりよく理解していないんですけど、それは会長、どういうことなん

ですか。すみません、ちょっとよく分からないので。

湯淺会長 多分、私が勝手に答えるよりは、まずは、すみません、教育委員会から。要するに、今の御質問

は、現時点ではエクセルファイルで管理しているわけですが、これはその個人情報ファイルに該

当しないのかという御質問だと思いますけど。

永井課長補佐 はい、ありがとうございます。

     今はエクセルで管理しています。ただ、エクセルで管理するというのは、実は情報化されている

わけではなくて、帳票としてはエクセルを配布しているんですけれども、教諭によっては、手書

きで書いたり、紙で手書きしているものを紙で学校管理者に提出したりという、提出の仕方は自

由になっております。そのため、ただの人事評価を書いている内容自体は、情報の一つ、情報フ

ァイルの一つという見方はよろしいかと思います。

     今回お諮りさせていただくのは、新たな管理方法というところで、今までエクセルや手書きで管

理していたものをシステム化、それぞれ一元したもので管理するということについて、お諮りさ

せていただいております。

湯淺会長 葛原係長、何かさっき手を挙げていらっしゃったのは、何か補足とかありましたか。

葛原担当係長 今の岡倉委員の御質問は終わりでよろしいですか。

     先ほど早川委員が、お見えになられましたが、事前に資料をお送りした際に、早川委員から質問

をいただいておりまして、今お見えになったところではありますが、私のほうから質問をさせて

いただければと思います。
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     ４点ほどございまして、まず、７ページの（２）のアの（エ）です。データ管理対策のバックア

ップのところですけれども、７日間バックアップサーバーへ保存しますとありまして、これがバ

ックアップは７日間だけなのでしょうか、というのが１点目です。

     次に、同じく７ページの（オ）アクセス履歴情報の管理のところですが、ログは１年間保管し、

とありますが、この１年間の保管の始期はいつからでしょうか、というのが２点目です。

     次に、８ページの（３）可搬媒体の管理のところですが、可搬媒体は業務上必要な場合を除いて、

使用禁止とのことですが、禁止の実効性をどのように担保されるのでしょうか、というのが３点

目です。

     最後に、同じ８ページの９の（１）のイです。再委託についても、禁止規定を遵守させるとのこ

とですが、遵守していることの確認はどのように行いますかというのが４点目になります。

     以上です。

永井課長補佐 ただいまいただきました質問は、１点目が７ページの８の（エ）のバックアップについてで、

バックアップは、こちらにも書かせていただいておりますとおり、７日間です。

     ただ、毎日深夜にバックアップを行うことで、世代管理、過去７日分の世代があるという状態に

していきます。

     同じく（オ）のアクセスの履歴管理というところで、ログの保存を１年間保存とすることでよい

でしょうかということに関しましては、システムの開始は、令和５年の４月を予定しております

ので、ログの記録は、そのときからとなります。

     続きまして、８ページの（３）可搬媒体の管理について使用を禁止するというところですが、可

搬媒体の利用は、今教職員人事課がシステム間のデータの移行のときのみの利用を予定しており

ます。担当課長が保管し、教職員人事課の限られた人間が管理を行うということを予定しており

ます。

     また、９の（１）の再委託に関してございます。

     約款に再委託の制限という項目があり、全部委託や主要な部分の委託でなければ、事前協議をす

る上で再委託は可能となります。現在、再委託の予定はないということの報告を受けております

が、今後の進捗などを確認する際に、そのときの現状や再委託の必要性などを確認していきたい

と思っております。

     以上です。

湯淺会長 どうぞお願いします。

早川委員 恐れ入ります。仕事の関係で遅れまして。質問させていただきます。

     今ほどのお答えなんですけれども、最初の、７日間のバックアップということは分かるんですけ

ど、例えば、１０日前に何か書換えがあって、その痕跡のようなものは全部なくなってしまうと

いう。

永井課長補佐 そうですね。１０日前に何か更新されたかという経歴はなくなります。

早川委員 では、７日間ばれなければ、書換えをしても痕跡は残らないということなんでしょうか。

永井課長補佐 バックアップとしては、そうですけれども、アクセスのログによって、操作者がパソコンを

操作した内容が１年間記録されますので、そこで何かしら確認するということはあり得ると思い

ます。

早川委員 アクセスログなんですけれど、令和５年４月からというふうに保存期間の始期を教えていただき

ましたが、そうすると、１年間保存しますという始期は令和５年４月１日から１年ということな

んですか。あるいは、ログというの始期というのは、ずれていくのではないかなと思うんですけ

ど。
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永井課長補佐 ログの記録を取るのが、令和５年４月がスタートでございます。また、それ以後、１年間経

過したときに、初めて削除するようなことになりますので、１年以上はログは残るというところ

になります。

早川委員 例えば、３年前の書換え記録は、バックアップのほうを見ても分からないし、ログの記録を見て

も、もう削除されているので、分からないという。

永井課長補佐 ３年前の書換え記録といいますと、ログとしては残りません。

     ただ、人事評価自体は、単年度で行うものですので、過去に遡って書換えをするということは、

通常考えにくいところでございます。

早川委員 ３年前の人事評価に、実は何らかの書換えがなされて、それを基に次の人事評価もされるという

ことになると、３年前のミスの上に、次の年の評価がされてというので、影響が残りますよね。

という意味合いでは、そこの期間というのは大丈夫かというのがちょっと心配で御質問をしたと

ころです。なくなるという理解でよろしいんですかね。

永井課長補佐 そうですね。３年前のものに、何かの誤りがあるとなったら、それを正していくという部分

は、３年前のものを振り返って、新たな修正を施していくという必要性はありますけれども、３

年前のものを教職員が自ら修正に行くというのは、過去の履歴は修正できない期間になっており

ますので、その点について、教職員のほうから新たな書換えをしていくというのは、あまり状況

としてはあり得ないかなと思っております。

早川委員 ３年前の時点では書換えができるんですよね。

永井課長補佐 ３年前といいますか、現時点。

早川委員 現時点では書換えができますね。

永井課長補佐 そうですね。

早川委員 書換えに何かしらの誤りがあったとしても、評価としては１年間やって、その間に確認できてい

るはずなので、１年間経過以降には、影響はないということですかね。

永井課長補佐 おっしゃるとおりです。

早川委員 分かりました。個人的には、性格がよくないので信用してよいのかどうか気になって、申し訳あ

りません。

     あとは、可搬媒体の使用禁止なんですけれども、他の自治体なども原則禁止にはされているんで

すが、実際問題、どうしても休日に仕事を持ち帰ってしたかったので、ＵＳＢやハードディスク

に移して持って帰って無くしちゃったとかいう事例があったりするので、使用禁止としますとい

うだけだとちょっと弱いのかなという気がします。

     同じように、再委託の禁止ですが、ここ最近だと、尼崎市さんのほうでも再委託禁止はあったけ

れども、実際されていたようだということなので、例えば、半年に１回この再委託禁止が守られ

ているかどうかを確認するとか、何らかの手続は必要なのかなと思って、御質問させていただい

たところです。

     先ほどの回答としては、そのような御回答なので、というので了解いたしました。

湯淺会長 はい、ありがとうございました。

     他の委員の皆様から御質問とか。

     山本先生、お願いいたします。

山本委員 御説明いただき、ありがとうございました。

     ２点ほどなんですけど、まず、１点目は、今の早川委員のお話と関連しているところなんですけ

れども、被評価者である教職員自身が、自分の情報に対してどういう権限、ないしは権利を持っ

ているのか。６ページの（エ）ところの書き方ですと、教職員については、氏名、所属、職名、
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目標や実績など、自己申告を自身の分のみ入力を行うため、抽出、更新及び閲覧を不可能としま

すとなっていますが、（エ）の御説明だと、自分の情報については、特定の期間内であれば、抽出、

更新や閲覧ができるというふうにも読めます。そのような解釈でよいのかというところが１点目

の質問です。

     それから、２点目は、こういったシステムを作るメリットは、例えば、仮名加工を行う形にして、

ビッグデータ解析をやっていくということがあり得ると思います。今は人間による評価・査定を

されていますけれども、行く行くは諸外国でされているように、機械学習によって、教員の評

価・査定を行うといったようなことを予定されているのか、それとも、そこまでは予定されてい

ないのか。いずれにしてもビッグデータ的な収集とか、加工分析ですね、そういうことは予定さ

れているのか否かということについても、お伺いしたいと思います。よろしくお願いします。

永井課長補佐 ありがとうございます。

     １点目の教職員が使用する際の閲覧などですけれども、教職員も前年度のものは閲覧可能にしよ

うと思っております。といいますのは、やはり教職員も自分自身の振り返りをしながら、今年度

の目標、または達成度はどうだったかをするのが新体制の一環と思っておりますので、そこでは

昨年度を抽出する、閲覧をするというのは、可能にしたいと思っております。

     ２点目としまして、ビッグデータ的な利活用なんですけれども、ビッグデータというほど良い使

い方ができるかというのは、ちょっと模索するところなんでございますが、今業者のほうから提

案していただいているものを検証しながら、私たちのほうでも学校ごとの違いなどの分析として

は活用できるかなと検討しているところでございます。

山本委員 ありがとうございます。

     １点目に関しましては、昨年度分、前年度分については、抽出、閲覧できるというお話だったん

ですけれども、川崎市の個人情報保護の条例を見ますと、いわゆる閲覧開示請求権については第

１条で保障されているようにも思います。要するに自己情報コントロール権です。この観点でい

くと、前年度以前のものについても、御本人は閲覧ができるということは、あってよいというか、

条例の考え方からすると、特段その閲覧させることに問題はない気がいたします。むしろ、閲覧

させるべきかというふうにも思うんですけれども、この辺どうお考えでしょうか。

     ２点目はむしろ仮名加工等をして、ビッグデータ解析するところも、もちろんこれはメリットも

非常にあるかなという気はしている反面で、当然仮名加工をして、ビッグデータ解析することの

リスクというのもあるかと思っております。今後こういうシステムが、本来はなくてはならない

ものですけれども、行く行くはビッグデータ解析までするかどうかということについて、少し事

前に御検討をいただいて、それをお話しいただいたほうがよろしいのではないかと思います。現

状セキュリティに関する狭い評価しかできないので、プロファイリングとか、スコアリングとか、

機械学習を使って、教員を評価・査定をするような場合、また別の問題も出てきますので、その

メリットとリスクについて検討した方が今後はいいのかなというふうに、私自身感じました。

     以上です。

湯淺会長 教育委員会のほうからは、今の山本先生の御意見、特によろしいですか。

永井課長補佐 今回お諮りさせていただくところで、このデータに関する利活用で、ビッグデータ解析に関

するところまで、ちょっと御説明が及ばないところがあり、失礼いたしました。

     私どものほうでも、今回システム化をするというところでの利活用まで考えられていないところ

が現状です。本当はここまでしなくてはならない等検証はしていく必要があると思います。御意

見をありがとうございます。

湯淺会長 はい、ありがとうございました。
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     私のほうからも、細かい話ですが、３点ほど質問ですけれども、１点目は、このシステム化の対

象で、校務ネットワークを使って、校務パソコンから入力するというお話で、給食センターも管

理対象になっていますが、給食センターにも校務ネットワークが引かれているのか。確か川崎市

はＰＦＩなので、民間の事業者が入られていたかと思いますけど、その民間の事業者にはアクセ

スさせないということなのか、確認をさせていただきたいと思います。

     それから、２点目は、データの管理対策で、先ほどのバックアップの話とかもございましたけれ

ども、クラウド上にシステムを構築するという御説明ではあったんですけど、サーバーを置くと

いう御説明なので、要するに完全にプライベートクラウドであって、市の専用のサーバーを使う

型のクラウドなのかということが２点目です。

     それから、３点目は、今の山本委員の御質問とも関連しますけれども、従前、紙であれば５年間

保存をしていたわけで、このデータ自体も恐らくそれに準じて５年間保存になるのかなと思いま

すが、他方で、山本委員の御指摘のように、長期的な何かプロファイリングとか、いろいろなデ

ータ分析に利用するのであれば、逆に長期保存をしていかないと、古いデータをどんどん消して

しまうので分析ができないということになると思うんですね。

     今回の趣旨とは外れるかもしれませんが、そういう将来の分析の可能性ということも含めて、デ

ータの保存年限について、何かお考えはあるかということをお伺いさせていただきたいと思いま

す。

永井課長補佐 １点目、給食センターの実施ということについては、実は、給食センターの栄養職員という

者がおりまして、教職員の人事評価、給与等で実施しているところでございます。ネットワーク

及び校務用パソコンも既に配置されているところでございますので、そちらも対象者になります。

     また、市専用のクラウドかという件に関しては、市専用だけではなく、複合的なものというもの

でございます。ただし、利用に当たりましては、特定のポート、教職員評価システムが使用する

ためのネットワークで、市クラウドに繋がるところでございますので、他者の、他のところが不

正にアクセスするというところは、ないと考えております。

     また、分析などを念頭に保存するというところでございますが、ただいま全庁的には人事評価に

関する保存年限は５年としておりますので、そちらに沿った管理方法を考えておりますけれども、

今聞いた私どものシステムの新たな必要性は、関係部署とも連携してというところになりますけ

れども、この年限の検討をしてもよいかなと、今、御意見を伺いまして思いました。

     以上です。

湯淺会長 ありがとうございました。

     他に、それでは、先に手を挙げられたのが、八巻委員のほうが早かったですか。お願いいたしま

す。

     八巻委員、では御質問をいただいて、その後、後藤委員、お願いいたします。

八巻委員 ２点ほど質問させていただきます。今、委員から人事評価の保護に関しての御質問が多かったの

かなと思っております。そこで、それとセットになっております利活用の部分で質問させていた

だきたいと思います。

     資料の４ページに、人事評価データの５番目の導入の効果の（３）人事評価データの利活用と書

いています。その中に、評価結果は、給与、昇任等に反映させるというふうになっておりますが、

これは教育を改善するという部分では必要なのかなというふうに思っています。そのときに、給

与、昇任等に反映させる、この「等」に、それ以外にも、人事評価のデータというのは、活用す

べきと思っているんですけれども、実際にどういうふうに給与、昇任以外にも含めて、活用され

ているのか、お話しいただければと思います。
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     それから、二つ目ですが、６ページ、ウのところに、各学校管理職利用者権限、この中に、自校

分のみ情報の抽出等々と書いてありますが、教職員の人事の場合は、結構検討期間が長いのかな

というふうに思っています。何か月にも渡ってやるのかなというふうに思いますけれども、その

時に、内示までの間に、各学校長、管理職が事前に優秀な教員とか、課題を抱えている教員とか、

いろいろあるかと思いますけど、そうした部分の情報を得たい場合には、他校部分になるかと思

うんですが、どんなツールがあるんでしょうか。

     以上の２点です。

永井課長補佐 ありがとうございます。

     まず、４ページの人事評価データの利活用で、給与、昇任等に反映させるための等でございます

けれども、今そちらに関しては、主に勤勉手当６月と１２月のですね、こちらのほうに反映させ

ていただくときに使われることがあります。また、これ、昇任の手前の段階というところかもし

れなんですけれども、下資料として、この方がふさわしいかどうかといったところで、まだそれ

を選考する手前の段階での下資料として使っているというところがございます。

     続きまして、６ページのウ、今、自校部分のみの情報でございますけれども、人事評価としまし

ては、今、自校分のみということでおりますけれども、他校分の情報等を仕入れる中では、学校

管理職の２か月に一遍やっている集合やオンラインでつないだ情報交換をされているというお話

と、あと、人事に関することですので、教職員人事課の者を中心に、経由して情報交換したりと

いうことは、今行っております。

     以上になります。

八巻委員 ありがとうございました。

     厳正なところと、それから積極的な利活用をセットでお願いしたいなと思ってお聞きしました。

ありがとうございます。

湯淺会長 では、後藤委員お願いします。

後藤委員 お疲れさまです。

     私からは、１点だけ質問させていただきます。

     ８ページの９番目の（２）委託業者における情報セキュリティ事故発生時の体制等についてとい

う部分なんですが、一番最後のほうに、万一事故が起きた際には迅速な対応が可能であることを

確認するということが書いてあるんですが、どういうふうに確認なさるのかということの質問な

んですね。要するに、委託業者については、事故発生時の内容の手順等を提出してもらうのかと。

その提出があったら、もうそれでオーケーですよという単純なのはね、そういう形で終わらせち

ゃうと、やはり心配事が残るのかなという感じがしますので、そこのところを確認したいなと思

います。

永井課長補佐 ありがとうございます。

     委託業者における情報セキュリティについては、ただ今資料提出もしていただいているところで

ございますけれども、基本的に企業内でのどういった検証をやっているか。また、セキュリティ

事故の種類にもよると思いますが、こちらの教育委員会のほうに伝わる速さですとか、それに係

る対応がどういったものがロスタイムなく行われるかといったところを今後は詰めていきたいと

思っています。

湯淺会長 よろしいでしょうか、今の答えで。

後藤委員 今おっしゃられたのは、要するに、手順書等に記載がある内容がそのまま受け取られるという内

容でしょうか。

永井課長補佐 手順書を提出してもらうことと、それに書かれる内容の精査は行う必要はあると思っていま
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す。

後藤委員 応答してヒアリングをして、確認をしていくということでよろしいでしょうか。

永井課長補佐 はい。

後藤委員 ありがとうございます。

湯淺会長 ありがとうございます。

     村上副会長、お願いいたします。

村上委員 すみません、細かいところを２点確認させてください。

     １点目ですが、６ページの７の（２）に、個人情報ファイルの内容として扱う項目が記載されて

おり、その中に生年月日というのがありますが、これは必要になるのでしょうかというのが１点

です。

     それから、もう一点、先ほど早川委員の御質問がありましたけれども、アクセス履歴のログにつ

いては、１年間だけ保存されるということですが、そのログというのは、何か異常値が起きたと

きだけ確認することになるのでしょうか。そうではなくて、定期的に確認する予定があるのか、

教えていただけますでしょうか。

永井課長補佐 ありがとうございます。

     項目の中では、オ、生年月日というところでございますが、エの職名のところに関わる話でござ

いますけれども、学校内での職名というのは、校長、副校長、総括教諭、教諭という主に４段階

あります。その中では、教諭というのが多くの人数を占めているわけでございますけれども、そ

ういった方では、ベテランの教諭なのか、入って１年目の教諭なのかという目安にするためにも、

生年月日というものを管理したいというところがございます。

     あわせまして、ログに関してですが、エラーが何か発生したときに、ログを確認する方法を検討

しております。それは、ログというのが、かなり結構専用のコードで書かれておりますので、日

常的にログからデータを得ようということが、もうそれ次第のシステムを組むところで経費がか

かってしまうようなお話はありましたので、私達の方では日常的なエラーの発生時にログを確認

したいと思っております。

村上委員 御説明ありがとうございます。

     生年月日につきましては、いつぐらいに教師になられたのかということが、分かることが重要だ

ということですが、そうしますと、どうしても必要だとしても、生年でよいと思われ、また、職

員番号などから大体分かるものではないのかなと思いまして、その点について、御検討いただけ

ればと思っています。

     それから、もう一つの特殊な能力が必要なので、アクセスログというのを定期的には確認するこ

とができないというのについては、何らかの工夫の余地はないのか御確認いただければと思いま

した。

     以上です。

湯淺会長 はい、ありがとうございました。

     それでは、特に他の委員の皆様からなければ、少し時間も押しておりますので、本件はこれでよ

ろしいでしょうか。

     各委員の皆様方からの御質問や御意見で、やはり第三者委託の禁止、あるいはインシデント発生

時の対応、インシデント発生の検証のためのログの問題も含めて、質問、御意見が集中していた

かと思います。

     再委託の問題については、当市では、システムズデザイン社の違法な無断再委託事件があって、

指名停止をかけていますよね。不祥事が現実に起こっているということもありますので、恐らく
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書面だけで大丈夫なのかというのが、各委員の皆様の御懸念だったと思いますので、そこをもう

一回、十分に関係部署とも相談して、検討していただきたいと思います。

それでは、これで質疑応答は終わりたいと思います。

     実施機関のほうは、御退室いただいて結構です。

（実施機関退室）

湯淺会長 皆様、大変活発に御意見をいただきまして、ありがとうございました。

     全体的な所感は、今申し上げたとおりでございます。委員の皆様からの御意見を踏まえまして、

事務局と、それから正副会長で答申案をまず用意をいたしまして、その中で、セキュリティをも

う少し再検討、または強化が必要ではないかという御意見があったことも踏まえまして、答申案

を御用意させていただきたいと思います。それを事務局経由で、各委員の皆様にお示しをしたい

と思います。そういう進め方でよろしゅうございますでしょうか。

     ありがとうございました。それでは、今後、そのように進めさせていただきます。

【議題（１）イ 【諮問第２３９号】個人情報の保護に関する法律の改正に伴う川崎市の個人情報保護制

度の在り方について】

湯淺会長 それでは、次の審議事項に参ります。

    審議事項の２番目、諮問第２３９号、個人情報の保護に関する法律の改正に伴う川崎市の個人情報

保護制度の在り方についてということで、総務企画局行政情報課、事務局からの諮問案件となっ

ております。

     この案件につきましては、令和３年１０月に諮問を受けまして以来、学識委員６名で構成する小

委員会の中で審議を行ってまいりました。小委員会の先生方に、大変御熱心に御審議をいただい

ておりまして、それを受けまして、このたび答申案がまとまりましたので、本日、委員の皆様に

お示しさせていただいたところです。本日はこの答申案に関する審議を行います。

     それでは、事務局から説明をお願いします。

葛原担当係長 それでは、右上に諮問第２３９号と記載の資料を使いまして説明をいたします。

     本日御審議をいただく答申案につきましては、別綴じでお配りしています冊子となっています。

     委員の交代もございますので、今回の審議に至る経過を簡単に説明した後に、答申案について御

説明をいたします。

     まず、１番の個人情報の保護に関する法律の改正ですが、川崎市はこれまで個人情報保護条例を

定めまして、保有する個人情報を保護してきております。令和３年５月１９日に公布されました

「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」によりまして、個人情報の保

護に関する法律というものが改正されました。個人情報保護法が改正されたことに伴いまして、

個人情報保護制度の法体系が、令和５年４月１日から一本化されることになっております。

     これにより、地方公共団体の個人情報保護制度は、統合後の法律において全国的な共通ルールが

設定されまして、内閣府外局にある個人情報保護委員会が一元的に所管することになります。本

市におきましても、個人情報保護制度を見直し、法により条例に委任された事項や、独自の規定

を定めるなど、適切に対応する必要があります。

     また、個人情報保護制度の見直しの全体像というのを載せておりまして、左側が現行の制度、法

体制となっているんですけれども、四角で枠を囲んでいる部分が、各地方公共団体、川崎市を含

め、神奈川県や横浜市など、各地方公共団体は、それぞれ個人情報保護条例を定めておりまして、
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それが、必ずしも全部一致しているものではなく、それぞれ独自の規定があるということで、２

０００個問題というようなことで紹介されていたりしていました。

     それが今回の法改正を受けまして、新個人情報保護法と書いてありますが、これに一本化されま

して、地方公共団体等も原則この個人情報保護法の影響の下、個人情報保護制度を運用していく

ことになります。

     ２番目の本市の個人情報保護制度の在り方の検討状況ですが、個人情報保護法が今申し上げたよ

うに改正されましたので、本市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と

いうことで、情報公開条例には情報公開運営審議会の役割に関する規定があります。個人情報保

護制度の運営に関する重要事項につきましては、実施機関の諮問に応じ調査、審議することとい

う定めに基づいて、令和３年１０月２７日に情報公開運営審議会に対して、個人情報の保護に関

する法律の改正に伴う川崎市の個人情報保護制度の在り方について諮問をいたしました。その後、

学識委員６名で構成する小委員会で７回にわたって審議をしていただき、答申案がまとまりまし

たので、本日の審議会で御審議いただくということが、簡単ではありますが、今までの流れとな

っています。

【答申（案）の中身の説明】

葛原担当係長 ２ページ目を御覧ください。

     ３の答申の概要、四角で大きく枠を囲っているところですけれども、こちらが答申案の目次に当

たる部分の記載になっています。

     個人情報保護制度につきまして、条例で定める必要があるとされた事項の中に、２点ほどあるん

ですけれども、アとして、開示請求における手数料等、こちらは個人情報保護条例の規定で、自

分自身の個人情報がどのようなことに使われているかということを開示請求できる制度がござい

ます。それの手数料につきましては、現行を維持し、手数料を無料としまして、その代わり複写

等の実費は負担していただくことになります。

     イの行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約、こちらは新たに創設される制度なんですけれ

ども、この契約等に掛かる手数料は、政令で定める額といたします。

     （２）は、必要に応じて条例で定めることが考えられる事項、または条例で定めることを妨げる

ものではない事項としまして、エの開示請求の諾否の決定期限等、こちらは開示請求が市民から

の出されたときに、市の実施機関がそれに対して決定を行うんですけれども、やはり現行どおり、

請求のあった日から起算して１５日以内とするという手続を維持いたします。

     オの部分ですが、訂正請求及び利用停止請求における開示請求の前置、こちらは、開示請求を受

けてから９０日以内の請求に限らず、訂正請求、利用停止請求ができることとします。

     最後は、その他の重要な事項と記載があるんですけれども、別綴じでお配りしている答申のほう

を一旦御覧いただきたいんですけれども、答申の表紙がありまして、めくっていただきますと目

次になります。

     目次が今紹介しました答申の概要部分となっていまして、さらにめくっていただきますと、まえ

がきがございます。

     まえがきの本文４段落目までが、先ほど申し上げた諮問に至る経過などを記載しております。

     ５段落目にあります、なお審議に当たってはという部分ですけれども、今回の審議に当たりまし

ては、要配慮個人情報、オンライン結合の制限など、これまでの本市における個人情報の保護条

例の趣旨にも配慮しまして、個人情報の保護を図っていくための在り方について検討を進めてま
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いりました。

     おめくりいただいて、１ページを御覧ください。

     １番、基本的な考え方です。点線の枠内が答申の本文に当たりまして、枠外が説明となっており

ますが、本日は主に枠内を説明いたします。

     基本的な川崎市における個人情報保護制度の在り方としましては、令和３年５月１９日に公布さ

れた「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」による改正後の「個人情

報の保護に関する法律」の趣旨を踏まえまして、川崎市における個人情報保護制度について必要

な措置を講じるべきであるとしています。

     また、個人情報保護委員会及び総務省からは、改正個人情報保護法の趣旨・目的及び関係規定に

照らしまして、地方公共団体の条例の各規定について改正等の要否を検討の上、適切に対応する

ことを求めるという通知がなされました。

     小委員会では、この通知の留意事項を踏まえまして、改正個人情報保護法において、条例で定め

ることが考えられる事項や条例で定めることを妨げるものではない事項及びその他重要と考えら

れる事項について、改正個人情報保護法の趣旨を踏まえて必要な措置を講じるべきであるとして

おります。

     もう一度、先ほどの資料に戻っていただきまして、主な改正事項について説明いたします。

     ２ページの４の主な改正事項で、（１）は、条例要配慮個人情報です。こちらも、やはり今回の

改正を受けて、新たに創設された事項になります。

     こちらは、地域の特性や社会情勢の変化等を踏まえた上で、必要に応じて規定することができる

とされているものです。方向性ですけれども、条例要配慮個人情報は、本市において本人に対す

る不当な差別や偏見その他の不利益が生じている事実や、そのおそれがあるかの適切な把握、本

市の地域の特性その他の事情等の立法事実の有無の確認を行って、社会情勢の変化等を踏まえた

上で、必要に応じて規定することといたします。

     （２）の審議会への諮問等は、皆さんに影響がある部分ですけれども、個人情報の適正な取扱い

のため引き続き審議会を設置する。保有個人情報の取得、利用、提供、オンライン結合等につい

ては、類型的に審議会への諮問を要件とする条例を定められないため、必要に応じて審議会への

報告を行うこととし、個人情報の適正な取扱いを確保していきます。

     ３ページの上の部分、現行と方向性ですけれども、現行の①、②として、個人情報保護制度の運

営に関する重要事項の調査審議ですとか、先ほどの保有個人情報の取得ですとか、オンライン結

合等について、審議会へ諮問しておりますが、これは、現行を維持しまして、②の部分について、

類型的に諮問する条例は許容されないことになりますので、審議会への諮問を廃止しますが、必

要に応じて審議会へ報告を行う方向性になっています。 

     （３）要配慮個人情報ですけれども、こちらは原則保有禁止の規定は定められないため、保有に

当たって透明性の向上を図る必要があります。現行では、条例で、原則保有禁止の規定を定めて

おりますが、これが方向性のほうで見てみますと、保有禁止の規定を廃止します。その代わり個

人情報ファイルに要配慮個人情報の保有の有無、受理及び運用の具体的な必要性を記載して、市

民に対して透明性の向上を図っていくという方向性の答申となっております。

     （４）の利用及び提供、保有個人情報の目的外の利用、外部への提供についての規定ですけれど

も、審議会への諮問を要件とする条例は定められないため、必要に応じて審議会へ報告を行うこ

ととします。

     なお、現行は目的外の利用及び提供は原則禁止の規定がございまして、これについては、方向性

としましては、個人情報保護法についても、目的外利用というのは、原則禁止を規定しておりま
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す。

     ④ですけれども、現行は目的外の提供について、法令の定めがない場合は審議会へ諮問しており

ますが、こちらは、審議会の諮問を廃止としまして、ただし、必要に応じて審議会へ報告を行う

という答申としております。

     （５）のオンライン結合、審議会への諮問を要件とする条例も定められないため、審議会への諮

問に代わる個人情報の保護に関する手続を定めることとします。現行の条例では、オンライン結

合は原則禁止の規定があります。オンライン結合については、法令の定めがない場合は審議会へ

諮問して、審議会が認めた上で行うことになっているんですけれども、方向性としましては、オ

ンライン結合の原則禁止の規定を廃止しまして、審議会への諮問も廃止いたします。

     ただし、その代わりシステムに関する事前の監査の実施、個人情報の取扱いに関する事項を記載

した届出書の市長への提出、必要に応じて審議会へ報告という答申としております。

     （６）行政機関等匿名加工情報の提案の審査です。こちらも個人情報保護法の改正に伴い、申請

された制度に関する部分ですけれども、行政機関等匿名加工情報の利用を希望する事業者からの

提案に対する審査に当たり、新たな産業の創出に資するかどうかの審査につきましては、審査の

公平性を担保できるようにする。

     方向性としましては、その審査について、参照基準を審議会で策定を要するとしております。

     簡単ではありますが、答申の主な改正事項の説明となります。また、冊子の答申の最後のほうに

は、参考資料としまして、これまでの諮問の資料や、全体会と小委員会での審議の経過などを添

付しております。

     資料の説明は以上でございます。

湯淺会長 はい、ありがとうございました。

     それでは、ただいまの報告につきまして、委員の皆様から御質問等がございましたら、よろしく

お願いいたします。

岡倉委員 すみません。二つほど確認させてください。

     この個人情報保護法の目的というのは、個人情報の保護と利活用という、その両面を図ると書い

てあります。ここにも書いてあったんですが、それの利活用の部分について、どういう議論をさ

れたのか、是非教えてください。

     これから、個人情報をいろんな形で事業者が活用していく、それを促進するほうなのか、見守っ

ていくほうなのか分かりませんけど、その辺をしっかり見ていかないと、何が起きるのかなとい

う気が、どうなるのかななんていうふうに、ちょっと私が理解不足で、こんな質問をしているの

かもしれませんが、その点をお伺いします。

     もう一つは、議会を実施機関から外すというふうなことを、国のほうで言っているんですけど、

何でなのかなというふうにちょっと思って、読んだんですけど、どこにも書いていないんですよ

ね。法令には理由は書いていないんですけれども、議会に関する個人情報のことは法令のほうで

は定めないということ、その辺のことが分かれば教えてください。

     二つ、お願いします。

井野担当課長 ありがとうございます。まず１点目の利活用というところでございますが、法律が今想定し

てございますのが、情報の流通ということでございまして、その流通というところでは、いわゆ

る行政機関等匿名加工情報、こういう形で情報提供を事業者の方に提案を通じて提供するという

制度が盛り込まれておりまして、これにつきましては、県であったり、指定市、私たち川崎市と、

４月１日から制度として実施するということが定められておりまして、私どものほうも、そうい

った匿名加工情報の提供というのは、しっかり制度運用をしてまいりたいと考えているところで
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ございまして、どちらかと申しますと、小委員会の中で議論をいただきましたのが、先ほどちょ

っと行政機関等匿名加工情報の中で答申をいただいている、提供に当たっては、審査が必要にな

るのですけれども、その審査が、個人情報を保有している所管課にしていただく予定ではござい

ますけれども、審査が所管によってばらばらになってはいけない。ある程度、そこは定められた

本市としての審査基準というのを明確にした上で、しっかりと情報提供をしていきましょうとい

う形での小委員会での審議をしていただいたところでございます。

     それ以外にも、目的外利用ですとか、外部提供ですとか、ここは情報の流通とは若干異なる部分

かなとも思っているのですけれども、そういった目的外利用につきましても、しっかり提供でき

る部分については、提供しますし、目的外利用できる部分については、積極的に目的外利用をし

ていくというところは、市のほうでもしっかり行ってまいりたいと考えております。

     利活用等につきましては、以上でございまして、あとは、２点目が、議会でございますが、もし

補足があればおっしゃっていただければと思うんですけれども、具体的になぜ議会を外すのか、

地方公共団体の機関から、議会が除外されているのですけれども、個人情報保護委員会が言われ

ておりますのは、国会ですとか裁判所と同じように、自律的に個人情報の保護を図っていくべき

ということがうたわれているのみでございまして、他の理由のところでは私どものほうでは伺っ

てはいないところではございますが、実質的な個人情報の保護を図るというところにつきまして

は、今、議会局とも調整をしていくところでございます。

     以上でございます。

湯淺会長 他の委員の皆様、御質問等ございますでしょうか。

     特に御意見がないようでございますので、諮問第２３９号につきましては、小委員会が作成をし

ました答申案を本審議会で御確認をいただきまして、委員の皆様の御承認をいただいたというこ

とにさせていただきます。

     どうもありがとうございました。

     小委員会の皆さん、本当に御多忙のところ御尽力いただきましてありがとうございました。改め

て御礼申し上げます。

【議題（２） 令和３年度公文書公開制度・個人情報保護制度・会議公開制度の運営状況について】

湯淺会長 続きまして、報告事項に移ります。議題（２）の報告事項、令和３年度公文書公開制度・個人情

報保護制度・会議公開制度の運営状況についてです。事務局から説明をお願いいたします。

葛原担当係長 それでは、令和３年度の運営状況について御報告させていただきます。

     お手元の資料に、「令和３年度の運営状況報告について」というタイトルの冊子がございますの

で、そちらを御覧ください。水色の表紙の冊子です。

     まず、表紙を御覧ください。

     本日御報告いたしますのは、「公文書公開制度」、「個人情報保護制度」、「会議公開制度」の三つ

の制度に係る昨年度の運営状況についてでございます。この三つの制度につきましては、それぞ

れの根拠条例におきまして、運営状況を取りまとめ、議会に報告するとともに、公表することと

なっております。

     また、こちらの「情報公開運営審議会」には、毎年度１回目の会議で報告することになっており、

本日御報告させていただくものでございます。

     できる限りポイントを絞りまして御説明させていただきます。

     それでは表紙をおめくりいただきまして、１ページを御覧ください。
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     Ⅰ、情報公開条例の運営状況でございます。１の公文書開示請求の処理状況でございますが、昨

年度の開示請求件数は１，７９８件ありました。

     開示請求のあった１，７９８件の情報分野別や実施機関別などの各内訳は、表１－１から次の２

ページ及び３ページにあります表のとおりとなっております。

     また、４ページから５４ページまでの表１－６は、公文書開示請求、全件の概要を記した一覧に

なりますので、後ほど御確認ください。

     続きまして、５５ページを御覧ください。

     ２、公文書開示請求に係る審査請求の処理状況になります。

     表２－１にありますとおり、昨年度中の審査請求件数は１４件ございました。表２－２は、令和

３年度に行われた情報公開・個人情報保護審査会の内容です。

     審査会は第１部会、第２部会の二つの部会に分かれておりまして、それぞれの部会において順次

審査をしております。

     審査請求の内容については、５７ページの表２－３に記載がございます。こちらも後ほど御確認

いただければと思います。

     次に、５８ページを御覧ください。

     ３、出資法人等文書に係る開示申出状況です。情報公開条例第３４条により、指定出資法人及び

指定管理者は、その管理する情報の公開に関し必要な範囲内で市の実施機関に準じた措置を講ず

るよう努めなければならないとされています。令和３年度における開示申出は、三つの出資法に

対する３４件となっております。

     ３４件の法人別内訳や請求内容等につきましては、６１ページから６３ページに一覧表がござい

ますので、後ほど御参照ください。

     続きまして６４ページを御覧ください。

     Ⅱ、個人情報保護条例の運営状況でございます。

     まず、１、個人情報ファイルの届出件数でございますが、表１－１のとおり、開始が１８件、変

更が６９件、廃止が２件で、合計８９件の届出がありました。

     次に、２、個人情報開示等請求の処理状況でございますが、請求件数は合計で４３６件ありまし

た。

     処理の内訳は、この表の２－２、処分別件数等に記載のとおりです。

     請求の具体的な内容につきましては、次の６５ページから７４ページまで一覧にしてございます

ので、後ほど御参照ください。

     次に、７５ページを御覧ください。

     ３の個人情報開示等請求に係る審査請求の処理状況でございます。

     表の３－１の審査請求の処理状況でございますが、令和３年度中に受けた審査請求は４件ござい

ました。また、答申件数が５件、審査中件数が３件となっております。表の３－２では、審査会

（第１部会・第２部会）での審議の経過を示しています。

     また、審査請求の内容については、７７ページから７８ページまでの表３－３に掲載しておりま

す。

     次に、７９ページを御覧ください。

     ４、苦情の処理状況でございますが、これは個人情報保護委員が受け付けた、個人情報に関する

市民からの苦情の処理状況になっており、令和３年度は７件の相談がありました。

     次に８０ページを御覧ください。

     ５、条例に基づく審議会答申件数でございますが、この情報公開運営審議会の運営状況となりま
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す。昨年度は全体会議を３回開催し、４件の答申をいただきました。

     次に、下段の６、目的外利用等の届出状況でございますが、目的外利用、これは川崎市役所内部

で、保有個人情報を目的の範囲を超えて利用するものですが、１９５件、外部提供は、川崎市役

所の外部に、目的の範囲を超えて個人情報を提供するものが、４１４件ありました。

     なお、目的外利用の具体的な内容については、８１ページから９２ページまで、外部提供の具体

的な内容につきましては、９３ページから１１４ページまで一覧にしてございますので、後ほど

御参照ください。

     次に、１１５ページを御覧ください。

     ７、川崎市が設置し、又は管理する防犯（監視）カメラの設置状況等についてでございますが、     

令和３年度に本市が設置し、又は管理する防犯カメラは４４１か所ございました。それぞれの細

かい内訳につきましては、この表のとおりとなってございますので、後ほど御参照ください。

     続きまして、１１６ページを御覧ください。

     Ⅲ、審議会等の会議の公開に関する条例の運営状況について御説明いたします。

     １の対象となる審議会等の数は、２００会議でございまして、この情報公開運営審議会も含まれ

ております。

     また、内訳としては、公開の会議が７３、一部非公開とした会議が３８、非公開の会議が３６と

なっております。

     続きまして、２の会議の開催状況についてですが、会議の開催延べ数は、１，７１０回、その内

訳は公開が３７９、一部非公開が７９、非公開が１，２５２となっています。

     次に、１１７ページを御覧ください。

     ４、主な会議の開催状況でございますが、各局別に主な会議を一覧表にしております。後ほど御

参照いただければと存じます。

     最後に、１２７ページを御覧ください。

     ８、傍聴があった審議会等ですが、傍聴のあった２０４人の内訳を掲載しています。傍聴者が一

番多いのは外国人市民代表者会議で、５０名の傍聴がありました。

     駆け足の説明となってしまい、大変申し訳ございませんでしたが、以上で令和３年度の運営状況

についての報告を終わります。

湯淺会長 それでは、今の報告事項につきまして、委員の皆様から御質問等がございましたら、よろしくお

願いいたします。

     お願いいたします。

齊藤委員 齊藤です。

     私から二つ確認させてほしいんですけれども、まず、７９ページの苦情の処理状況ですが、この

７件というのが、例年に比べて多いのか少ないのか。また、その項目に対する再発防止はきちん

とされているのか。

     もう一つ、８１ページ以降、目的外利用の一覧ですが、この中で、例年重複しているような内容

があるのかどうか、ちょっと教えていただけますか。もし、例年同様の内容で、目的外利用の申

請があるのなら、それはもう目的外じゃないんじゃないかなと。ちょっとよろしくお願いします。

     以上です。

葛原担当係長 ありがとうございます。

     まず、１点目の昨年度の苦情処理の件数の７件についてですが、一昨年が１０件でして、多い年

は２０件近くありましたが、最近は大体１０件程度で推移しておりまして、個人情報保護委員に

は強制力は特には備わってはいないんですけれども、事業者等に対しては、特に再発防止につい
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ての指導や注意を促しているところです。

     ２点目の目的外利用についてですけれども、御意見のとおり大体例年同じようなものが、出てお

ります。

     齊藤委員の御指摘のとおりですけれども、経常的に利用があるものであれば、これは目的内では

ないかという論点も確かにありまして、今回改正法を受けまして、個人情報の目的外利用につき

ましても、そういったものについては、目的内利用に含めていくという考え方もあり得るとの説

明を受けておりますので、事務局としましても考えてまいりたいと思っているところです。

齊藤委員 分かりました。

湯淺会長 他によろしいでしょうか。

     では、私からも。

今、齊藤委員が御質問になったことと関連しますが、７９ページの苦情のうち、３番目の区役

所に自分の現住所を特定の親族に秘匿するよう依頼をしたのに、戸籍附票を交付された件につい

てというのは、これはもしＤＶ等が関係しているんだとすると、少々、これが事実だとすると看

過できないようにも思われますけれども、これはもう少し詳しく説明していただくとどういう事

案でしょうか。

葛原担当係長 こちらは、どこまで話せる内容かというのはありますけれども、請求者がＤＶの疑いがある

親族から自分の転居先を突き止めるために、この請求をされたということに関して、区役所に対

して、自分の住所を誰かが請求したときに、それを伏せるように、秘匿するように依頼したのに

もかかわらず、それがなされなかったことについての苦情相談でした。

湯淺会長 分かりました。

     他に皆様からよろしいでしょうか。

     それでは、どうもありがとうございました。

【その他】

湯淺会長 本日予定しておりました議題につきましては以上となりますけれども、他に何かございますでし

ょうか。

     どうぞ。

岡倉委員 町内会連合会のほうで、ちょっと確認してきてくださいというふうな言われた事項があります。

先ほど尼崎市の例が出ていましたけれども、ああいう事例について、町内会としても非常に関心

を持っているというか、心配しているんですが、ああいうふうな事件が起きて、川崎市のほうで

は何か自分のところの見直しというのか、対応とか、どんなふうにされたのかなということと、

ああいうことは絶対川崎市では起きないよというふうに帰って報告したいんですが、その辺こと

を何か、説明してください。私、戻って説明しなきゃいけないので、よろしくお願いします。

井野担当課長 尼崎市の件ということで、本市は条例のほうで、それぞれ個人情報の取扱いにつきましては、

それぞれデータ、個人情報を保管している所管のほうには、随時注意をしていただくようにとい

うことで。今、尼崎市の件を受けまして、特別に何かをしたということではございませんが、引

き続き各所管が注意をしながら管理をしていけるように、研修等も行っていきますので、その中

で我々のほうとしても、注意喚起はしてまいりたいと考えているところでございますが、もし何

か補足があれば。

竹山担当課長 私のほうから若干補足をさせていただきますと、将来的にも、尼崎の事件を受けまして、再

点検の確認を引き続き考えておりまして、我々のセキュリティ部門と、あと、契約部門ですね、

こちらのほうから、それぞれの管理課から再委託についての注意喚起ということで、通知を出さ
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せていただいているところでございます。

岡倉委員 ありがとうございます。

湯淺会長 はい、ありがとうございました。

     それでは、特に他に皆様からないようでしたら、最後事務局のほうから、事務連絡をお願いしま

す。

鈴木担当係長 承知いたしました。次回でございますが、次回は、１０月後半から１１月頃の開催を予定し

ておりますので、日程の調整を含めて改めて御連絡させていただきます。

     また、本日の審議につきまして、およそ１か月後をめどに、答申と議事録の御確認をお願いした

いと思っております。こちらにつきましても、改めて御連絡いたしますので、よろしくお願いい

たします。

     なお、本日の報酬に関しましては、８月１９日のお支払いとなり、支払い明細に関しても同日付

近に郵送しますので御了承ください。

     最後になりますが、お手元資料のうち、ハンドブック、フラットファイルはそのまま机の上に置

いたままにしていただけばと思います。

     事務局からは以上でございます。

湯淺会長 どうぞお願いします。

浦野委員 事務局へのお願いですが、新型コロナウイルス感染予防対策としてオンライン開催を希望します。

事情があってできていないんだと思いますけど、リスク管理が必要かと思います。

湯淺会長 ありがとうございました。

     実は、本日の審議会の開催につきまして、私も同じことを考えまして、可能であればオンライン

で御出席いただけるようにしてはどうかなと思ったんですが、準備が間に合わなかったというこ

とでございました。まだ、大分感染者が急増しまして、予断を許さない状況でありますので、ハ

イブリッド開催等ができるように、事務局のほうでも準備をお願いしたいと思います。

     どうもありがとうございました。

     それでは、本日の第１回情報公開運営審議会を閉会いたします。皆様、どうもありがとうござい

ました。


