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議 事 録

令和４年度第２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 

冨 田 千 鶴

村 上 佳 子

湯 淺 墾 道

（会長・小委員会委員長）

     委員 計４人

（事務局）

総務企画局情報管理部 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４人

開催日時 令和４年５月１２日（木） １４時００分から１６時０５分まで

開催場所 川崎市役所第３庁舎 １８階  第１会議室

議  題

 １ 保有個人情報の目的外利用・提供について

２ 要配慮個人情報の取得等について

３ その他

傍聴者数 ０人
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（冒頭の前回の議会局の傍聴人の扱いの部分は省略）

湯淺委員長 それでは、ただいまから令和４年度第２回川崎市情報公開運営審議会小委員会を開催いたしま

す。

     本日は、傍聴人はなしということでございます。今のところ傍聴人はなしですが、会議中に傍聴

の希望があった場合は傍聴を許可し、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 ありがとうございます。

     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説明をお願いします。

葛原担当係長 はい。本日は、早川委員と山本委員が所用のため御欠席という連絡をいただいていますが、

現在４名の委員の方が出席されていますので当小委員会が成立していることを報告いたします。

     次に、本日の資料の確認ですけれども、クリアケースに入れた状態で、１枚目が議事次第、二つ

目が議題１として、検討事項５の保有個人情報の目的外利用・提供について及び参考資料。次に、

資料１としまして、過去の目的外利用・外部提供に係る審議会諮問案件について。その次に、議

題２としまして、検討事項６の要配慮個人情報の取得等及びオンライン結合についての参考資料。

次に、資料２としまして、個人情報ファイル届出書の様式。最後に、議題３としまして、検討事

項７の開示請求に関する手続についての質問事項の回答の資料となっております。

     それから、諮問２３９号のファイル、個人情報保護ハンドブック、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 はい、それでは本日の議題に入ります。まず、議題の１、保有個人情報の目的外利用と提供に

ついての説明を事務局からお願いします。

葛原担当係長 はい。では、お配りしている、右肩に議題１とついているものと、右肩に資料１とついてい

る資料を基に説明させていただきます。

     まず、議題１の資料で、検討事項５ですが、こちらは、概要の１のところにありますように、改

正法の第６９条では、保有個人情報の目的外利用等につきまして、法令に基づく場合を除き、利

用目的以外の目的のために保有個人情報を利用し、または提供することを禁止しておりまして、

一定の場合には、例外的に利用目的以外の目的のために利用をできることとしております。

     本市では、現状、目的外利用等につきましては、取扱いの統一化ですとか、事務の効率化、実施

機関による恣意的な運用の抑止等を目的にしまして、目的外利用基準表及び外部提供基準表とい

うものを定めて運用しております。

     また、外部提供につきましては、実施機関の外に保有個人情報を提供する、第三者に提供するこ

とになりますので、特に慎重な取扱いを必要とする場合につきましては、個別に情報公開運営審

議会に諮問した上で、その可否を決定するというように、特に慎重な配慮をしております。

     一方で、改正法では、「個人情報の取得、利用、提供、オンライン結合等について、類型的に審

議会等への諮問を要件とする条例を定めてはならない」、とされておりまして、外部提供の個別の

事案に応じて、その適否について審議会へ諮問をすることが否定されております。そのような状

況にある中、今後も基準表を基本的には維持する形で運用していきたいと考えております。

     資料の３ページの３改正後の方向性についてです。
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     一つ目ですが、目的外利用基準表及び外部提供基準表並びに審議会への諮問のところで、現行で

は、個人情報法のハンドブックに目的外利用等をすることができる類型的な事例等を定めた基準

表を置いております。改正後も基本的には、改正法に沿った基準表を審議会において策定して、

実務のときに、また所管部署が参考にできるような基準表を策定したいと考えております。

     二つ目が、目的外利用等の届出です。現行では、実施機関が目的外利用等をするときは、あらか

じめ情報公開担当へ届出を行っています。情報公開担当では、実施機関から出てきた届出を毎月

とりまとめて告示を行っております。改正後も基本的にこの運用は維持したいと考えております。

     （３）本人通知です。こちらは、現行、実施機関は目的外利用等をしたときに、一定の場合を除

いて、目的外利用したことを、その情報の本人に対して通知する運用としております。こちらも

改正後もや基本的には維持したいと考えております。

     続いて、４ページの（４）運営状況の審議会への報告についてです。現行は、目的外利用等の状

況について、前年度の運用状況報告という冊子を作りまして毎年度審議会へ報告をさせていただ

いております。

     改正後も基本的には維持する形を考えておりまして、報告は毎年度１回のところを適時の報告と

することも対応としてはあり得るのかなと考えております。年間三、四回程度、情報公開運営審

議会は開催していますが、開催ごとにその時点までに実施した外部提供、目的外利用等の状況を

報告するという形式もあり得るのではと考えております。

     （５）の個別の事案を審議会へ諮問。こちらは審議会委員の皆さんにも関わってくる部分ですが、

現行は、基準表に定められていない目的外利用、つまり所管では可否の判断がつかない場合は、

個別の事案ごとに審議会に諮問をしております。

     改正後は、目的外利用等については、個別の事案を個人情報保護委員会に照会し、明確な回答を

得られない場合は、審議会に諮問するということを検討しております。

     資料１を御覧ください。こちらが過去の目的外利用・外部提供に係る審議会諮問案件について、

実際にどのくらいの案件が審議会で諮問されたのか、まとめたものです。１ページ目に、条例の

定義を載せておりまして、条例の１１条に目的外利用と外部提供の制限の規定があります。実施

機関は利用目的の範囲を超えた情報の利用はしてはならないという原則がありますが、それぞれ

次の各号に該当するときはこの限りではないということで、外部提供の制限につきましては、実

施機関が審議会の意見を聴いて認めたときという除外規定があります。

     条文の文言でみますと目的外利用をするときについては、審議会に諮る要件とされていませんが、

一方、情報公開条例３３条２項の規定で、実施機関が「個人情報保護制度の運営に関する重要事

項」に該当すると判断するときは、個別に審議会の意見を聴いて目的外利用の可否を決定するも

のとするという規定もありますので、過去に目的外利用につきましては、２件諮問がありました。

外部提供につきましては２２件ありまして、妥当とされたのが１８件、妥当ではなく外部提供を

するには本人同意が必要と意見の答申が出たのが４件ございました。

     改正後は、類型的に諮問をすることの規定をおいてはならないと解釈されておりますので、それ

に代わる目的外利用の基準表と外部提供基準表を作成して現行の運用を維持できないかと考えて

いるところです。

     現行の目的外利用基準表と外部提供基準表について、机上にお配りしている黄色い個人情報保護

ハンドブック、こちらに付箋を貼っておりまして、４３ページが目的外利用の基準表になってい

ます。

     目的外利用基準表は、条例の第１１条の第１項を表に落とし込んだ形になっておりまして、基本

的には目的外利用はしてはならないんですが、大分類１から４に当てはまる場合は、しても差し
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支えないという表になっています。

     ４４ページの外部提供基準表について、こちらは、条例の１１条の２項に関するものです。川崎

市の個人情報保護条例は昭和６０年に施行されまして、同年に審議会に諮問をした上で、この外

部提供基準表は作成されております。個別に審議会に諮らずに、この基準表に当てはまるものに

ついては、本人同意なしに実施機関は外部提供をしても差し支えないという表になっております。

     基本的には、この表に相当するものを維持したいと考えておりまして、それが、資料１の１３ペ

ージに目的外の利用基準表の改正後の案として記載したものです。

     改正法の６９条の第１項から第２項に、目的外利用の規定があり、６９条の第１項では、法令に

基づく場合は、目的外利用をしても差し支えないという規定になっております。

     ６９条の第２項は、第１号は、本人の同意があるとき、または本人に対して提供するとき。第２

号は、行政機関等が法令の定める所掌事務または業務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部

で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由のあるときとい

う規定になっております。

     １４ページから１５ページにかけてが外部提供の基準表の案になっております。

     改正法の６９条の第１項では、法令に基づく場合、具体例で会計検査院の検査に係る照会に対す

る回答から、これは国のガイドラインが示している具体例をそのまま載せているんですけれども、

幾つかありまして、法令に基づく照会に対する回答の場合は、本人同意なしに外部提供をしても

差し支えないという基準表となっております。

     事務局として、特に今までと大きく変わるなと考えているところが、弁護士法の第２３条の２に

基づく弁護士が受任事件について行う照会に対する回答です。こちらについて、今後改正後は、

本人同意なしに提供しても差し支えないということになります。現行の川崎市の条例では弁護士

法の２３条２による照会については、外部提供基準表に当てはめがなくて、照会に対してお断り

の回答をするか、どうしても回答するということが必要であれば、審議会に諮って、承認を得た

上で回答するという形になっております。

     １５ページの第４号、「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を提供する

とき」、こちらも今の川崎市の条例ですと、これに該当する規定がありませんので、例えば病院で

持っているデータを川崎市以外の医療機関と協力して、何か学術研究のために使いたいという場

合も、本人同意がなければ審議会に諮った上で認められた場合は提供するという運用になってい

ます。この基準ができることによって、審議会に諮らずに提供をしても差し支えないという点が

現行とは大きく変わるところです。

     大きくはこの案の形で運用していきたいと事務局としては考えております。

     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。非常にいろんな論点を含んでおりますが、どうでしょうか。

どのポイントからでも結構ですので、委員の先生方から御質問、御意見がございましたらお願い

したいと思います。

     私も幾つか確認しておきたいことがあるんですけど、まず、１点目で、新改正条例が施行された

後の、これまでの前例だとか、これまでに外部と締結していた協定の有効性の問題で、一番問題

になりそうなのは、警察と教育委員会の協定を結んでいますね、いつでしたかね。これは基本的

には、新条例が施行された後は、旧条例に基づくその種の協定、内容というのは無効になると考

えていいのですか。そこは現時点でどういう判断になりますか。
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井野担当課長 一般的に国のほうから言われていますのは、今まで審議会の中で諮られた事項については、

改正法に沿って整理をする必要があるということは言われておりますので、今、この２２件、も

しくは二十数件のものについても、改正法の趣旨に反してしまうものがあれば、それは有効とは

見られないことにはなってしまいます。

湯淺委員長 ですよね。神奈川県も同様の県立学校と県警との間の協定はあるんですけど、あれは究極的に

は、同じ県の中に入っているので、神奈川県はいいんですけど、川崎市の場合は、同じ機関内と

は言えないですから。そうすると、これも協定の内容の見直しが必要ということになる。

井野担当課長 はい、整理は必要だと考えています。

湯淺委員長 なるほど。

      では、先生方から質問はいかがでしょう。逆に、冨田先生、せっかくいらっしゃるので、弁護

士会照会について先生、意見を。

冨田委員 これはもう、私が聞くまでもない気がしますけど、弁護士会としては、これを機に弁護士会照会

は、ちょっと前に最高裁判例もあったので、ようやく日の目を見ることになったかなという感じ

で、実際に自治体さんは、まだ固いところが多いんですけれども、民間企業なんかは、かなり広

がっているんです、回答の範囲が。かつては全然出してくれなかったところも、それなりの対応

をしてくださるようになったので、もちろん足並みをそろえたいというお気持ちはよく分かるん

ですけれども、ぜひ実際には、当然何が何でも回答しなければいけないかというと、個々のケー

スをきちんと判断していただかないとプライバシー侵害とか、損害を及ぼした場合には、川崎市

の責任になってしまいますので、十分御留意いただきたいとは思うんですけれども、弁護士会照

会だからＮＧという回答はもはやできない時代になっているという認識で御対応いただきたいと

いうふうに、切に切に、それは御意見を言わせていただく機会を設けていただいて大変ありがた

いと思います。ようやく時代が来たかという感じですので。

     ただ、裁判所や警察とか、検察とか、公的なところから来るのと、確かに審査能力の点で各弁護

士会がやっていますので、オールフリーで見てくれとは言いませんけれども、明らかに一見して、

これは問題だということがなければ、それなりの審査はきちんと各弁護士会はしていますので、

開示すべき理由があるということで見ていただきたいというふうには思います。

井野担当課長 そこにつきましては、今回の新しい基準表の案に、新しく備考欄というのを設けております。

今、冨田委員がおっしゃっていただいたとおり、弁護士会照会だから無条件で全部オーケーとい

うことでは国のほうも当然考えていなくて、そこはやはりちゃんと法令の規定に基づいた正当な

照会であるかどうかということは、こちら受ける側もチェックする、確認する必要性はあるとい

うことがうたわれておりますので、その辺りは、この備考という形で、弁護士法に限ったことで

はないんですけれども、ここに書いてある法に基づく場合であっても、ちゃんと確認してくださ

いということは、注意書として入れさせていただいております。

     こちらの基準表、今回、この目的外利用ですとか外部提供、法施行後も恣意的な運用がされない

ようにするためにどうすればいいかというところが、一番ポイントだと思っていまして、この基

準表は、審議会にかけ、確認いただいているものを元々運用しておりまして、今回、また審議会

の中で確認したもので運用していきたいと思っていますが、この基準表をハンドブックに掲載し
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ていまして、ハンドブック自体が今ホームページでも市民の方が見ることができるということで、

そうすると市民の方もこういう基準でやっているんだなというところを見ることができるという

ことが、一つ大きなチェックポイントと思っております。

     もう一点だけ追加なんですが、検討事項の（４）と（５）でございますけれども、（４）の運営

状況報告は審議会の年度ごとに一括して、今まではやっていたんですけれども、これは逆に言う

と、表にないものについては、審議会で諮った上で外部提供ですとか、目的外利用をしていまし

たので、特に、適時でなくても、基準表内か、既に審議会で諮っているものということで、年度

ごとでやっていたんですけれども、今後、審議会ではチェックできない部分を出してしまうとい

うことがケースとして考えられますので、そうすると、やはりそれを１年後ごとに一括してやる

というよりは、事後ではあるんですけれども、適時の段階で審議会のほうにもこういう目的外利

用をしました、こういう外部提供をしましたというところをチェックしていただく、確認してい

ただくということが必要と考えたところで、今（４）の年度ごとから審議会の開催ごとに報告を

するという案を今考えているところでございます。

     ただ、一方で（５）の部分で類型的に審議会に諮問するということはできないとうたっています

が、ただ、法の中で、やはり個人情報を適正に取り扱う場合で重要な場合には、審議会に諮るこ

とができるということはうたっています。しかし、個別の案件を審議会に諮るということは、国

のほうは想定はしていないようなんですが、ただ、それで、やはり個人情報が不正に外部提供さ

れたとかということがあってはならないので、私達としては、できれば、もし個人情報保護委員

会でも明確な回答を得られない場合は、外部提供については拒否するという判断もあるんですけ

れども、でも、必要性もありそうだと悩ましいときは、最終的には、やはり審議会に諮問して判

断を仰ぐ、一つの判断をいただきたいという思いもありますので、（５）を入れさせていただいて

おりますが、もし、この（５）の個別の案件で、どうしても審議していただきたいという部分が

もし可能であれば、逆に言うと、（４）の個別ごとということはやらなくてもいいかなというふう

には考えております。（４）と（５）がどちらか片方でもできればいいかなというふうな考え方で

今思っております。

湯淺委員長 今の質問の件でいうと、（５）はどうかということについて、神奈川県が個人情報保護委員会

に質問した限りでは、そういう類型的には諮問することは許されませんということを繰り返し回

答してきただけで、自治体ごとにばらばらの判断をしないで、全部個人情報保護委員会が判断を

引き取りますという意味なのか、よく分からないんですね。そこまでやる気があるのか。

     なので、県のほうは、ちょっとまだ保留で、結構暗礁に乗り上げているんですが、最終的には、

条例案をつくらなきゃいけないので、形式的には報告とは言っているものの、そこで実質的に審

議をし、かつ報告であっても議事録とか、各種資料は公表するので、県民への説明責任は果たせ

るであろうということで、だから（４）を報告とは言っているけれども、場合によっては事前に

報告するということも含めて、事実上諮問に近い形で運用して、県民へのアカウンタビリティー

を果たすという、非常に苦しい折衷案で神奈川県は落着させようとしています。

     かつ、これもまたやや恒例の問題というよりは、あれの問題ですけど、県の中でも、諮問しなく

ていいと言われても、原課で判断しろと言われても、それは責任を取れないというふうな、やっ

ぱりそれは外部の専門家に見てもらって「よい」と言ってもらわないと怖いという、原課の声が

出てきているようで、そういうことも含めて、事前に報告を受けるということで神奈川県は落着

しそうな感じですね。
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冨田委員 私も、質問になっちゃうというか、確認なんですけど、類型的に審議会の諮問を要件とする条例

だから、要件にしていなければいいと私は思っていたんですけれども、要は、答申がイコール決

定はＮＧと言っているだけで、意見を聴いて参考にしていただくのは、もちろん保護委員会の意

見も聴かないといけないとは思うんですけど、内部に判断するための材料として、審議会に要は

意見を聴くというか、材料をもらうということはできてもいいんじゃないかなという意味だった

んですけど、それをシステムとしてやるかどうかはともかくですね。

湯淺委員長 だから、そこはすごく個人情報保護委員会は頑ななんですね。

冨田委員 それは類型的に要件にしていると言われちゃうんだったら、今、会長がおっしゃったようなやり

方で、実質を取るというのもあるんですけれども。

湯淺委員長 そうですね。他方でこれは嘉藤先生が御専門だと思いますけど、意見を聴くという表現がある

ときは、通常その意見が法的強制、法的拘束力は別にしても、最大限実施機関が尊重することが

前提になって、情報公開にせよ、何にせよ制度は動いていっていますから、個人情報保護委員会

の考えでは、そもそも意見を聴くという、そういう表現、そういう行動自体は法の趣旨に反しま

すという意味合いなんでしょうね。

     他方でよく分からないのは、では、審議会といういわゆる附属機関に聴くのは駄目なのであれば、

内部で審査会を設置して、そこに外部の人間が入ることまでも許容しない意図なのかどうかとい

うのはちょっとよく分からない。それが実質的に同じではないかという気もしますけれども、附

属機関に聴くことは法の趣旨に反する。じゃあ、内部に審査機関をつくることはどうなのかとい

うことまでは分からないですね。

井野担当課長 内部の審査機関に外部の方というのは、まだ他の都市も聞いていないと思われます。私達も

そこまでは確認はしていませんが。

湯淺委員長 分からないですよね。だから言ってみれば、入札の審査会みたいなイメージですよね。一応内

部的に設置するんだけど、外部の人も委員で入る。

冨田委員 現状、個人情報保護委員会が、どれだけ責任を取った回答をしてくれるかというところに大いに

疑問があるなとは思っていて、結局各自治体が最終責任を取らされるというか、負うことになる。

各種法令の照会、疑義照会だって、国のいうとおりに照会どおりになりました。ただ、後日、裁

判になった場合には、その解釈は誤っていますという判例だってあり得るというかあったんです

ね、かつて。歴史的にですね。ということなので、結局最終的には、自治体の判断になる。微妙

なケースに関して、果たしてきちんとした回答をしてくれるのかと、典型的なとか、類型的なも

のはあると思うんですけど、個別の事案に対して、どこまでの資料を出して聞くのかとか、それ

は見えていない部分については分からない。出しかねますみたいなことだってあり得ると思うん

ですね。

     とすると、何かしらの判断材料を得る機会は、市としても持ちたいというのは大いに分かるんで

すけど、それが、例えば顧問弁護士に相談するとか、そういう方法もあるのかもしれないですけ

れども、何らかの方法は残しておかれたほうが、運用がしやすいのではないかというふうには思

いますね。それを積み上げていくことによって、川崎市の方針ということで、ほかの自治体との
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関係性を統一的にできるとかということもあると思うので、残しておきたいというのは、すごく

私は分かるんですね。

     すみません、その流れで、この審議会で一覧表のほうを作りましょうというときに、事前か事後

か、個人情報保護委員会に相談というのは、審議会で決めた後に相談するというイメージなんで

すか。駄目だと言われたら。

井野担当課長 一般的な基準表を作ること自体は問題がないかということは個人情報保護委員会のほうから

は、そういうものを作ることは問題ないということは言われてはおりまして、ただ、基準表の中

身を事前に確認するかどうかまでは、こちらも聞いていません。こちら限りでやってしまってい

いのかなという考えではおりました。

     特に中身としては、今回下線が引いてあるところは、事務対応ガイドという国が作成したものを

そのまま入れ込んでいますので、そうすると、もともとあった下線を引いていない部分の一例の

確認をこれからしておくかどうかというところとは思いますが、基準表について事前に個人情報

保護委員会のチェックが必要かどうかというのは、こちらも確認しておきたいと思います。

冨田委員 ３ページ議題１の３の改正後の方向性（１）のポツの２番目、課題の２、あらかじめ確認する必

要があるか検討が必要と書いてありますよね。ここであらかじめというのが、審議会に出す前な

のか、後なのかというところは。

井野担当課長 すみません、事前に確認するところまではまだしていません。

湯淺委員長 あの、今の件でいうと、新個人情報保護法ではしてはならないということを、この基準表でし

ていいということにしちゃったら当然駄目、違法になるから駄目に決まっているんですが、逆の

パターンが一番問題になり得る。つまり、すごく全体的に利活用の促進ということで自治体の独

自の上乗せ、横出しをするなという全体的なトーンの中で、個人情報保護法を読んだだけでは提

供してよいように解されるけれども、川崎市独自に、これについては提供は原則しないとか、提

供に当たっては慎重にというのを提供基準表に、言わば川崎市独自に上乗せをしちゃったという

ことなんでしょうね、一番問題になり得るのは。

     だから、法の範囲内で提供していいですというのは全くいいんだろうと思うんですけど、逆は多

分一番個人情報保護委員会は嫌がりそうな気がしますね。

井野担当課長 そうしますと、例えば、この基準表そのものを確認するというよりは、例えば、もともと基

準表に掲載しておりました、例えば、国民年金法１０８条等が、もともとこちらで判断して入れ

ていたものが例えば法令に基づく場合に当たるかどうかという形での確認をしておくということ

で、多分個人情報保護委員会から回答もすぐ来るのかなと。

湯淺委員長 そうですね。

冨田委員 なので、当てはめに悩まれた場合に確認しておいて、表現が変わることになるので、そこを説明

できるようにしておくというのがいいのかなと思いますけれども。

井野担当課長 分かりました。では、事務対応ガイドに載っていない部分について、こちらのほうで追加し
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ても問題ない法律ですかという形で確認をしていきたいと思います。

冨田委員 先ほどの審議会への個別の諮問の代替案というのを、川崎市としてどのような形でつくっておく

かというのは、先ほど会長がおっしゃられた報告というのを広く、事後、事前とも言わず、報告

という形で運用状況の報告を個別にしていただくということも一つかもしれないです。

湯淺委員長 今、冨田委員がおっしゃったこと、恐らく新条例の下での、川崎市内部での運用の問題なんだ

と思うんですね。つまり新条例の下で、審議会の諮問は不要になりましたといっても、例えば、

原課の判断で原課が第三者提供をしていいことにするのか、そうではなくて１回原課は出そうと

思ったときには、内部的に情報公開担当に必ず事前にそれを通してくださいということなんです

けど、多分内部的な運用の在り方とすごく関わってくる部分ですよね。

冨田委員 一覧表に定型的にある場合は、多分原課判断ですよね。それにないと、ちょっと新しいケースだ

というと、多分御相談をするという形になって、情報公開担当のほうで判断がつけばそこで終わ

りますし、いや難しいとなったら、さらにというのが多分通常のパターンですね。そういうとき

に審議会の出番あり。

井野担当課長 はい。そうですね、順番としてはまずは原課から私達に来て、判断がつかない場合に個人情

報保護委員会に行って、個人情報保護委員会でも明確じゃなければ最後に審議会のほうに報告あ

るいは諮問するかどうかの検討という形ですかね。

     （４）と（５）の部分につきましては、分けてというよりは、この辺り報告の在り方等を含めて

少し検討させていただければと思います。

湯淺委員長 今、ちょうど提供基準表の話が出たので、ついでに、今回国の規定にそろえることになったの

で、「生存する」をつけること、個人情報の提供に「生存する」をつけることになったので、この

表だけだと、亡くなった方を提供していいのか、いけないのか原課では恐らく判断はできないと

思うんですよ、特に災害関係とか。だから、総じて亡くなった方の情報を川崎市が保有している

場合の外部提供は、何がしか提供基準のほうも表というよりは、原則みたいなものをつくらない

といけないのかなと思います。

     あるいは、個別に亡くなった方も関係しそうな項目については、備考で亡くなった方の場合、死

者の場合は、かくかくしかじかとするというふうにしたほうがいいんじゃないですかね。「生存す

る」に限定したので、結構、親族からの開示請求、川崎市の場合はそこは現行のを維持するとい

うことになっていますけれども、こういう第三者への提供も亡くなった方の場合をどうするか。

     私、おととい、北海道に行っていたんですけど、例の観光船の問題で、もう問合せが殺到してい

て、自治体に。家族からの問合せと、友人が乗っていたのではないかということとか、心肺停止

で見つかったというけど誰々さんじゃないんですかという問合せが殺到しているというんですね。

やっぱり災害とかの場合もそういう問合せは殺到すると思うんですよね。

井野担当課長 基本的には、個人情報保護法に基づく外部提供の照会であれば、そもそも死者に関する情報

は対象外ですので、実施機関が亡くなっている方の情報と生者の情報も分別できる場合は、死者

に関する情報は外部提供は当然されない。生きている方の情報だけが提供されるという形になる

と思うのですが、多分現状で亡くなっている、亡くなっていないというのを分けられない、もし
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把握していたとしても、情報として分けられない可能性もあり得ます。

湯淺委員長 要するに、川崎市に本籍がある方であったり、死亡届が出て、完全に川崎市で死者として把握

できるかどうかの問題が一つあると思うんですよね。

     だから、亡くなった方の件って、また別の会で検討するんでしたっけ。

井野担当課長 この間意見をいただいた上で、こちらのほうでも今それを踏まえて整理をさせていただいて

いるところです。すみません。

湯淺委員長 ですから、この間申し上げればよかったかもしれないんですが、亡くなった方を基本的に個人

情報保護条例の下から出たので、例えば、亡くなった方、しかし他方でこれまで亡くなった方の

個人情報を川崎市では保護してきた。これは完全に明らかに意図的に保護してきたので、それを

できるだけ新しい法令の下では、維持したいということと、他方で、もう保護対象でなくなった

のだから自由に提供していいはずではないかという見方もあり得ると。

     しかし、それは川崎市の場合は、それは従来そうしてこなかったんだけど、法律の建前から言え

ば、開示請求とかはできなくなる。他方で逆に保護対象じゃないんだから自由に提供していいは

ずではないかという見方もあり得る。

     かつ、やはり最近の災害等の事例、事案等々で、やはり亡くなった方の情報提供をしてほしいと

いう見方と、逆にしてほしくないという親族もいて、非常にここは難しい判断になってきている

わけですよね。やっぱりそれはもう起きてから判断しても、そういう災害時にただでさえ立て込

んでいるところにそんな判断はできないので、やっぱりちょっともうあらかじめそういう起こり

得る事案というのは想定して、基準表などに入れたほうが後の役に立つだろうという気はします。

     嘉藤先生と村上先生はいかがですか。

村上委員 まとめていただいた方針に異論はございませんが、ちょっと違う観点なんですけれども、２ペー

ジ目の情報比較のところで、改正法と保護条例について並べていただいているんですが、ぱっと

見ただけでも、ちょっと書きぶりに差異があるところがあると思っていまして、例えば、改正法

の６９条２項２号で、「行政機関等が法令の定める所掌事務または業務の遂行に必要な限度で保有

個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由

のあるとき」、かなり限定的に書いているところを、右側の法令では、割とざっくりとした書き方

になっていることについて、特に利用の制限については、できるだけ改正法に沿った改正が必要

ではないかというふうに考えています。実際の運用は川崎市のほうががちがちでやっていただい

ているのだとは思うんですけれども、市民が見たときに何だか法令のほうが厳しくて、条例のほ

うが緩いんじゃないかというような疑念を持たれるのは避けたいと考えています。

井野担当課長 そうですね。ここの条文で申しますと、今、御指摘をいただいている法律の２項２号の部分

については、現在の条例でいうと、正当な行政執行に関連があるときという１項２号のことだと

思うのですけれども、条例からはここの部分は全くなくなってしまうと考えています。法律に一

本化されてしまいますので、その意味では、村上委員におっしゃっていただいた、法の限定的な

条文で、相当の理由があるかという要件が付け足しされた形で私達も運用することにはなります

ので。
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村上委員 分かりました。

井野担当課長 そこは法の規定に沿って、私達も運用していくようにはしたいと思います。

嘉藤委員 先ほどから議論があったところにコメントしますと、まず趣旨に関しては、以前、こちらでも独

自条例をつくるということで、そもそもガイドライン自体は独自条例はしても構わないといこと

も言っていますので、むしろつくったほうがよいということでしょうね。

     不思議なのは、もし何もつくらなかった場合には、情報公開請求をしたときには出ないものが、

電話照会をしたら出るんです。不思議なことが起こるので、情報公開請求の場合は、特定個人は

出るんです、墨塗りですけど。電話照会をしたら出せるということになっちゃうので、それはあ

まりにも制度として整合性を欠くので、やっぱり何らかの処置は必要なんだろうなというふうに

思います。それはこの間の検討にもありますので進めていく必要があると思います。

     やっぱり審議会なんですが、あと、頻度って、この後の会議で改めて検討されるんですけれども、

頻度を変えることにはなるんでしょうか、開催頻度を。

井野担当課長  今、審議会を年３回程度ということで、今後、実際にどうするかというところは、少し検

討が必要と思っております。

     ただ、先ほどの報告事項というところで、やはり何らかの報告をすべき事項があるのであれば、

回数を増やすことはなかなか難しいと思いますが、減らさずに維持していくというところは一つ

考えております。個人情報保護に関して審議会の役割は変わってはしまうんですけれども、引き

続きチェック機能という意味では何らかの形でお願いをしていきたいと思っておりますので。

嘉藤委員 そうしますと、報告のやり方でいくということであれば、頻度はこのまま維持して同じような回

数でということで。

井野担当課長 そうですね。適時の報告というところを踏まえて考えますと、この後、要配慮個人情報の話

も出てくるのですけれども、そこでも報告を上げていきたいと思っている部分もございますので、

そうしましたら審議というよりは、もしかしたら報告事項のほうが比重が上がってしまうのかも

しれませんが、そこはバランスを考えながら最終的にどういう形にしていくかというのは検討し

ていきたいと思います。

嘉藤委員 仮想の事例の考え方ですけれども、報告された内容に質問することは何の問題もないわけでして、

その内容にやっぱり疑問を感じた場合には、審議会として提言するというのはできるわけなので、

実は審議事項と変わらないような扱いをやろうと思えばできるんですね。そういうふうな運用に

やっていくという部分は恐らく妨げられないとは思いますけれども、ただ、個人情報保護委員会

のほうでそれを見とがめるということはあり得るかもしれませんが。

湯淺委員長 今、おっしゃった件に関連すると、やっぱり個人情報保護委員会のほうが審議会への諮問を排

除しようとしている理由の一つが、いわゆる審査会とは違って、自治体と運用は違うけど、市民

代表と公募委員とか、商工会議所代表とかいろいろ入っているので、専門的な知見を述べる専門

性が審議会には担保されていないというのが向こうの言い分なのかもしれないですね。そうする

と、審議会への報告ということに、報告だからそこはいいと考えるか。
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     だから、非常に個人情報保護委員会的には、どうしても聞きたいんだったら、あくまでも非常に

専門性の高い知見を得ることが必要なんだったら仕方がないと言っていて、自治体側からすれば、

市民への情報の扱いに関する説明責任の問題はあるんだけど、そこは向こうは全く考慮しないと。

嘉藤委員 むしろやめてほしい。

湯淺委員長 やめてほしい、そうです。

嘉藤委員 それが迅速な判断ができない、利活用に生きないというのが今回の改正の趣旨ですから。

 だから、それは今度の審議会のところの検討のところの構成をどうするかに大きく関わってく

るから、もし専門委員、例えば、この学識だけでやるのであれば、先ほど言ったようなやり方で実

質審議というのは、恐らく許容される。

井野担当課長 個人情報保護委員会のほうは、審議会の構成についてＱ＆Ａでは、市民へのアカウンタビリ

ティーのために、市民の委員を入れるということ自体は否定はしていないようですので、そこは

今後の検討にはなると思うのですが、私達としては、市民への説明責任という意味では、基本的

には市民の方の委員も含めていくべきとは思いますが、これは個人的な意見です、すみません。

湯淺委員長 はい。いろいろありがとうございました。結構いろいろ論点が出ましたけど、ちょっともう一

回事務局のほうで整理をしていただきたいと思います。

     また、何かございましたら、後ほど御発言いただくとしまして、それでは、次の議題２、要配慮

個人情報の取得についての説明を事務局からお願いします。

葛原担当係長 はい。では、続きまして、お配りしている議題２と資料２を用いまして説明させていただき

ます。

     検討事項の６として、オンライン結合につきましては、まだ内部の所管部署と調整が間に合って

いなくて、今日は要配慮個人情報の取得のみ検討していただければと思います。

     概要についてですが、要配慮個人情報の取得等の（１）としまして、現行の川崎市の条例の第７

条では、要配慮個人情報は、原則保有を禁止の規定がございまして、法令に定めがある場合や、

審議会が事前に定めた類型に当たる場合及び個別の事案につきましては、審議会の意見を聴いて

認められた場合にのみ保有できる規定となっております。

     （２）要配慮個人情報について、そういった原則や禁止を設けていますが、管理の仕方等につき

ましては、特別な規定は設けてはおらず、個人情報と同様の管理の規定となっております。

     （３）改正法は、原則保有の禁止というのは認めておりませんので、一般的な個人情報と同様の

取得制限を置いております。

     原則保有の禁止がないことからくる、実施機関による不必要な要配慮個人情報の取得の可能性な

ど、恣意的な判断で保有・取得しないなどの管理の在り方の規定を設けることについて、検討が

必要ではないかと考えております。３ページの３の改正後の方向性の（１）要配慮個人情報の取

得・管理等の現行と改正後の方向性についての記載があります。

     １点目が、現行は、原則保有禁止で、審議会が策定した基準表に基づいて所管課が保有をしてお

ります。こちらは改正後は、原則保有禁止の規定は廃止されてしまいますが、基準表につきまし

ては、基本的に維持できないかと考えております。
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     ２点目は、基準表にない類型の場合は、現行でも個別に審議会に諮問する形になっておりまして、

こちらについては検討中です。

     ３点目は、要配慮個人情報に特化した管理方法の定めはなく個人情報の管理に含めておりまして、

改正後は要配慮個人情報の関する必要な措置があれば、規定等を追加したいと考えております。

     残り二つが、現行にはない新規の規定ですが、個人情報ファイル届出書及び保有個人情報業務届

出に要配慮個人情報を保有する理由等の詳細な項目を追加して公表することを考えております。

     もう一点目が、審議会に新規に届出のあった業務について報告するという形を検討しております。

     資料の６ページと７ページが、平成３１年３月６日付で情報公開運営審議会に諮問し答申を得た

上で作成している別表（類型）です。現行の第７条では原則要配慮個人情報の保有は禁止してい

ますが、この類型に当てはまるものについては、個別に審議会に諮らずとも所管課が保有できる

要配慮個人情報の項目となっております。

     類型に当てはまらない要配慮個人情報を保有する場合は、その都度審議会に諮るという立てつけ

になっておりますが、そのような相談案件等は、今のところは受けていない状況です。改正後も

この基準表は維持したいと考えております。

資料２が第１号様式で、個人情報ファイル届出書の様式です。こちらは、現行の条例８条１項の

規定によって届出が義務づけられている様式です。所管課が新たに保有個人情報を保有する際に

は、これを市長に届け出ることが義務づけられています。この様式に、要配慮個人情報を取得す

る具体的な必要性の欄を新たに設けまして、原則禁止の規定を置かない代わりに、何のために要

配慮個人情報が必要なのかということを記入する様式の案としております。

裏面は、保有個人情報の業務届出書というものでして、個人情報ファイルに当てはまらない、

いわゆる散在個人情報と呼ばれるような、体系的になっていないような個人情報を保有するとき、

届出をすることが義務づけられている様式になっております。こちらにも同じように、要配慮個

人情報を取得する具体的な必要性という欄を設けることを、考えております。

要配慮個人情報の取得についての説明は以上です。

湯淺委員長 ありがとうございました。今の要配慮個人情報の件につきまして、委員の皆様から、御質問、

御意見等、お願いいたします。

冨田委員 今、御説明いただいた個人情報ファイルの届出書の新たな欄ですね。これが記入されたものを、

例えば、審議会への報告のときに、御活用いただくというふうに考えてよろしいでしょうか。そ

れとも、これは内部的な事務的のみということで判断するんでしょうか。

葛原担当係長 個人情報ファイルの届出書は、告示するものになっていまして、ホームページにも公開し、

市民の目にも触れるものになっております。この届出書が提出されましたら、審議会にも報告を

する運用を検討しているところです。

井野担当課長 審議会にはこの届出書そのものを出すかどうか、まだそこは決めてはいないんですけれども、

これそのものを出すということも考えています。

冨田委員 形は何にせよ、この欄を設けて、どんなプラスがあるのかなというところで、ホームページには

これが載りますということと、例えば、審議会への、この必要性についての報告は、この届出書

は使わなくても、しますというやり方もあるのかなと思いました。
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井野担当課長 ここが先ほどの改正後の方向性、（１）の五つあるポチの一番下のところで、新規にあった

届出については、都度、そこはチェックしていただいて、確認していただきたいと考えていると

ころでございます。

冨田委員 そこが、先ほどと同じように、審議というか、諮問の話と、ちょっとまたオーバーラップしてく

るんですけど、個別諮問ができるかどうかというところを、あえて諮問ができると書くことにす

るのか、この報告をもって、参考に意見を聞くようにできる資料にしておくとかいうことと、同

じかなというふうに。

井野担当課長 そうですね。そこは、目的外利用等と同じようなイメージで運用ができればと思っておりま

す。ただ、先ほど葛原のほうからも説明がありましたが、今、類型で１５類型定めておりますけ

れども、これに当てはまらないケースで、実施機関からの相談も今のところ来た記録がない、諮

問もした記録がございませんので、基本的には、この類型のどこかには当てはめて運用されてい

ると考えております。

冨田委員 この委員会でお話ししていいかどうか。要配慮個人情報の取得、保有というところで、高齢者の

支援、区役所とか保健所ですかね、この類型で言うと、福祉制度による支援とか、９に関連する

のかもしれないんですけれども、独居の方とかを、民生委員さんと一緒に市の職員さんとかと訪

問したりするときの情報の取得においては、様々な情報を取得しないと、支援ができないと。結

局、行政で、要配慮個人情報に該当するようなものが出てくると。こういうものをどう保管する

かとか、どう活用していくのか、非常に悩んでいるという話を、以前相談を受けたことがあって、

典型的なケースではない場合でも、原課がきっと悩んでいるというケースがあるんだと思うんで

すよね。事実上、支障が出ていないから相談になっていないというか、届出はしているので、そ

れで大丈夫だと思っているというのもあるかもしれないんですけれども、何らかの、市の内部で、

何か困っているというときに、つなげるようなシステムとして、この届出書が活用できるんであ

れば、私は残しておいたほうがいいんじゃないかと思うんですね。典型的なのは要らないです。

ただ、ちょっとこれはどうなんだろうというときに、届出をして、報告しておいてもらうという

ようなことは、あってもいいのかなというふうに思うんですよね。なので、この典型例は要りま

せんとか、これに該当しない場合には届出をしてくださいとかいうのも、ちょっと省力化にはな

るかなというふうに思いました。

湯淺委員長 今、冨田委員がおっしゃったことは、私も同感でして、大分前に、各区役所で持っている要配

慮個人情報というものを棚卸しをしてみたら、回答が区役所ごとにばらばらだったということも

ありましたから、やっぱり、この種のものはあったほうがよいのでしょうね。

     関連しまして、今の御意見の中で、要配慮個人情報の取得を禁じてしまっても、現実には、民生

委員さんとかは、収集、取得しているではないかというところが、恐らく、これも各自治体ごと

に難しいところなんですけど、民生委員という法令の根拠はあるんだけれども、一体、どういう

公務員なのか、性質が難しいものが、民生委員さんが収集したものを市として保有したことにな

っているのか、それとも、市として組織的に保有していない、言わば、手持ちメモ的に民生委員

が持っているにすぎないということで考えるか、大きな問題であると思います。

他方、実は、これはもう、別に、書いてあるからいいのか。渋谷区の話で、今まで民生委員た
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ちっていうのは、みんなノートに書いて、それを事務所とか家に帰ってから、またパソコンで打

ち直してとかという、非常に負担がかかっていたので、渋谷区として、民生委員さんに専用のタ

ブレットを配付して、タブレット上に必要な情報を入力して送ってもらう。民生委員さんに必要

な情報を専用のタブレットで送るということをすることになったので、言わば、オンライン結合

することになったんですね、民生委員さんとですね。ですので、川崎市においても、将来的に、

例えば、生活保護関係の事務で、民生委員さんたちの負担を軽減するために、民生委員さんとオ

ンライン結合するということは、あり得る。

嘉藤委員 ＤＸ推進なので、むしろ、オンライン結合で時間を取ってもらいたくないというのが、個人情報

保護委員会の側の意図でしょうか。ただ、お話があったとおり、内部のほうで技術的なチェック

というのが必要であるというのは、まずは、それ、一回かませた上で、審議会で報告という形が、

比較的あり得るかなと。その内部のところに、外部の方が入ることも当然あり得るので、そこで

チェックしていって、審議会のところで、報告ですけれども、その質問等も許容するということ

であれば、むしろチェックとしては強化されるかなと。

井野担当課長 先ほどの趣旨と違うかもしれませんが、ここまで書いていただくのは、定型的なものはそこ

まではしなくてもいいけれども、イレギュラーなものを書いていただくというお話ということで

しょうか。

冨田委員 今まで、事務として類型していたものは、もう要らないのかなと思いますし、準じるようなもの

は、あえてなくても、そこが準じるのか準じないのかが判断が難しいと言われると、現場が困っ

ちゃうかもしれないんですけれども、典型的なものは特に要らないんじゃないかと。

井野担当課長 先ほどの９番の、福祉制度による支援で、今、この福祉制度による支援だと、７から１１番

の情報は、基本的に保有できますよね。ただ、やっていく中で、実は、心情的な部分とか、人種

的な、１番、２番も実は必要だというときに、例えば、この類型の中に、９の福祉制度による支

援のうち、１番と２番も必要なので、ここで記載理由を記載しますみたいな、例えばそういう意

味でしょうか。

冨田委員 そうですね。全部が全部を出さなければいけないって、結構負担かなというふうに私は思ったん

です。

井野担当課長 そうですね。ただ、基本的には一回出してもらえれば、毎年度出すものではございませんの

で、最初だけ、ちょっと手間ではあるんですけれども、やっていただこうかとは思っていたとこ

ろでございます。

村上委員 届出をやっぱりしてもらわないと、市としては、全体像が把握できないことになってしまいます

よね。

井野担当課長 そうですね。このファイル届出は、必ずこちらに提出していただいているものでして、やは

り、ここの記載も、私達としては、市として全体像は見ておきたい、把握しておきたいというと

ころがございますので。
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村上委員 類型に入っているものと入っていないものというか、超えるものについて、届出書の記載の必須

事項が変わるぐらいの運用は、変更ができるかなと思いました。

井野担当課長 ありがとうございます。

湯淺委員長 ほか、オンライン結合以外のところで、要配慮関係、御意見、御質問等いかがでしょうか。よ

ろしいでしょうか。

     ありがとうございました。

     それでは、議題３、その他ということで、事務局からお願いします。

下村担当係長 議題の３としまして、これまでの小委員会で、先生方からお出しいただいた質問等について、

回答できる範囲のものを、今回御用意いたしました。今回は、主に検討事項の７、開示請求に関

する手続についてのときに出た質問について、事務局の考えを、このようにまとめてみましたの

で、順次、説明させていただきます。

     しばらく前の話になってしまいますが、任意代理人請求の場合の本人確認等について御審議いた

だいていたときに、本人の意思確認について、市としてどのように考えているのかというふうに

御質問をいただいたので、再度、整理をしました。結論としましては、現行と同じような取扱い

をしたいと、事務局では考えております。現行と同じというのは、原則、本人の意思を電話等で

確認するということです。本人請求の場合は、本人からの窓口申請以外は、なりすまし防止のた

めに、原則、全員に意思確認をします。

未成年の場合は、請求については法定代理人に確認ですが、本人には必要に応じて意思の確認

です。必要に応じてというのは、義務教育終了後には原則本人にも意思確認を行って、本人の意

思が確認できない場合は、請求を拒否することはできないけれど、開示箇所に反映していくこと

を考えております。

成年後見人の場合は、法定代理人のみに確認いたします。

一番御意見がいろいろあった任意代理人ですが、やはり、こちらも代理の意思が重要なので、

原則、代理の意思を本人に確認したいと考えております。未成年者からの委任の場合は、義務教

育終了後であれば意思確認をします。義務教育終了前の未成年者からの委任というのは、内容に

応じて認めるとしたいと考えております。今回、下に参考と書いたのですけれど、任意代理人、

先生方からも御意見いただいたように、専門家の、弁護士の方とかが任意代理人になって、どこ

まで毎回毎回確認が必要なのかという話とかもあったと思うのですが、個人情報保護に関する法

律についての事務対応ガイドとかを、再度確認しましたが、やはり、なりすましや利益相反の防

止をかなり懸念したような内容になっていたので、今のうちの運用と似ている状況ですので、原

則のように確認させていただけたらと考えております。

１の本人の意思確認については以上です。

続いて、２のオンラインによる申請、任意代理人の部分ですね。こちらは、オンラインで任意

代理人が申請した場合、資格を証するものはＰＤＦを添付すればいいのかというような御質問だ

ったかと思うんですが、こちらは、委員会に確認したところ、ＰＤＦは原本と認められないので、

委任状等は郵送もしくは窓口へ持ってきてもらうようにということでした。

続いて、ページをめくりまして、三つ目の請求書の補正についてです。こちらについても、請

求書の補正書を、制度としてするかどうか考えたんですが、原則としては、これまでと同様、補
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正書は用いないことにしようと思っています。理由としましては、下の参考にも書いたんですが、

今回の事務対応ガイドでも、下線の部分なんですけれど、開示請求者の了解を得た上で、担当者

が本人に代わって記載を修正することも可能であるとか、トラブル防止のために、それの写しを

渡せば、渡すよう配慮するということが書かれているので、これまでどおり、原則、聞き取り等

で補正を行おうと思っています。ただし、これまでは、特定不十分のため、なかなか、不開示決

定を行いたいところですが行えないようなものがあったんですけれど、今後、そのような、全て

とかというような請求が出て、御本人と話合いができないような状況の請求者の方がいた場合は、

特定不足で不開示決定を行ったりする場合は、きちんと書面等記録に残る形式で、補正依頼を行

う必要があるなと考えております。

続いて、写しの費用等の告示についてなのですが、御指摘のとおり、フロッピーディスクやＭ

Ｏといった、今、あまり使っていない媒体は削除して、代わりに、むしろ今、流通しているけれ

ど載せられていないＤＶＤ等を追加するなどの修正を行おうと思っております。

最後に５番目の、死者の利用停止、訂正請求ですが、これは、その場でもお話ししているかも

しれないんですが、５年ほどわたって確認したところ、この前の小委員会で御報告したケース１

件だけでした。ケース記録の訂正請求を遺族の方からされたという１件がございました。

以上です。

湯淺委員長 はい。ありがとうございました。今の議題３につきまして、御質問や御意見等はございますで

しょうか。

冨田委員 ちょっと、私もこの話をしたのを思い出したんですけど、弁護士で、開示請求が代理人で来るケ

ースってありますかというのが、まず質問。

下村担当係長 使者の方で、うちは、代理人請求の範囲に条件がつくので、どうしても本人ができないとい

う場合なので、あまり代理人はないのですけど、使者の方で弁護士さんというのは、たまにあり

ます。司法書士さんとかも含めてです。何かの手続に関して、恐らく情報を集めているようです

けれど、使者として、弁護士事務所送ってくださいというのは、ちらほらあります。

冨田委員 なるほど。使者としてということだったんですね。この新制度になると、任意代理人で請求はで

きるけれども、本人確認がいくよというのと、本人のところに来るのではなく、代理人が受け取

ることができるよという、負担は、プラスアルファの要件は加重されるけれども、できるよとい

うこと。

下村担当係長 そうですね。これまではそもそも任意代理人ができる要件が、本人が海外にいるとか、病院

で電話に出られないとか、そういう、何かどうしてもという理由がないと認めておらず、ただ、

実質は使者としてならいいですよということにしていたので、本人に意思は確認させていただく

んですけれど、そのときに、手続に関しては、家族の誰々にしていますとか、弁護士の誰々先生

に頼んでいるので、書類の送付もそちらにというふうに指定していただければ、これまでも送っ

たりはしていたんですね。今回は、法改正をされると、まず、任意代理人を依頼する条件という

のがそもそもなくなってしまうので、したいと思えばできるようになるのかなと思ったのと、あ

と、代理をした意思を、書面、委任状とかを出されるので、あえて、口頭で、電話で確認する必

要はないのかもしれないんですけれど、ちょっと、まだなりすましとかがどういうふうになるの
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か、正直、弁護士の先生が持ってくると、それに関しては、なりすましが少ないかなと思うんで

すけれど、委任される相手が御家族とかだった場合というのも、本当に委任されているんだろう

かとか、そういったところの懸念があるので、一律に考える場合は、やっぱりどこかで本人に一

度確認をしたいなということで、これまでどおり、原則本人に確認しようというふうに、事務局

では結論させていただきました。

冨田委員 弁護士は本人意思確認は非常に抵抗が来ると思います。

嘉藤委員 解説本とか見ますと、法定代理人よりも任意代理人のほうが確認は明確にすべきだというふうに

ありまして、なるべく、代理の範囲を限定して、それをちゃんと個別に確認するようにというふ

うに。

冨田委員 機能としてはすごく分かりますし、任意代理人のなりすましの危険性は分かるんですけど、特に

弁護士は、委任を受けるというところで、資格の、倫理上の、本人確認をしないで受けたら資格

剥奪につながるところがあるので、その部分に関しては、弁護士でない人が弁護士になりすまし

て代理人だと言ったら、それは問題だと思うんですけど、弁護士であるということを確認ができ

たら、弁護士からの代理人請求に関して、本人意思確認が必要だという運用は、非常に弁護士と

しては抵抗があると思います。というのは、それを勝ち取ってきた歴史がありまして、各代理人

として通知をするときも、わざわざ本人の意思確認というのを必要としないからこそ代理行為が

行えるというのが、私どもの仕事の根本にあるので、いいですよという弁護士もいるかもしれな

いんですけど、むしろ弁護士であるということを確認してほしいというところは、言えると思う

んですけれども。依頼人の意思を確認されるというのは、多分、相当抵抗があると思います。

井野担当課長 弁護士の方というのは、私達もある程度、信用が保障されているとイメージできるんですけ

れども、土地家屋調査士ですとか、司法書士ですとか、行政書士ですとか、いわゆる国家資格の

中でも何となくイメージできるものと、これは何だろうというようなところも、実は、私達も把

握できていないところがあって。そうすると、どこまでを保障するのか、国家資格を持っている

方を全員保障するのかという問題もありまして。

冨田委員 いや、それはちょっと、私は保障の限りではなくて、ほかの資格の方は、申し訳ないですけど、

分かりません。こと弁護士に限っては、委任の意思を確認しないで依頼を受けて、代理人として

動くということは、まずもうあり得ないので。分かりやすい例で言うと、例えば、これから交渉

の代理人になりましたという通知を差し上げる、相手方に。これに本人意思確認、当然ないです

ね、とか、皆さんよく知っていらっしゃるところだと、例えば、借金がある方の取引履歴をサラ

金業者に開示を求めて、過払い金を請求するという、よく有名な。あれも、かつては、銀行も含

めて弁護士がただ依頼者の意思で請求をしましたというときも、それだけでは駄目だと。委任状

をつけろという時代があったのを、委任状なしで開示できるように、どんどん開拓してきたとい

うこともあったんですね。委任状すらなく、弁護士が開示できるということもあるんです。それ

は民間だからとおっしゃるかもしれませんけど、それはなぜならば、弁護士がそういう資格であ

り、委任を受けているということが前提になっているというようなことがあるんですね。委任状

はつけます。ここは百歩譲ってですね、委任状はつけます。委任状には、本人から直接書いても

らって、これが実印でなくても認印でも、本人の意思確認をして委任を受けているというのは、
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弁護士として当然すべきことで、これができないとなれば、非常に、資格を失うくらいの事態。

     それで起こるトラブルについて、川崎市に非があるかというと、弁護士に非があるわけで、もし

何かあった場合に、委任を受けていなかったということなので、こと弁護士に関しては、本人の

意思確認というのは、是非、なしにしていただきたいというのが、多分、私、ここでいいですよ

と言ったら、全弁護士から恨まれそうなくらい。というところですね。

     例えば、本当に弁護士なのか分からない、それは、例えば、日弁連のホームページで弁護士であ

るかどうか確認していただく、もしくは、弁護士としての証明を出してほしい。これはいいと思

う。

下村担当係長 使者の方でいらしても、先生たち必ず、弁護士さんのカードと、あと場合によっては御自身

の運転免許証と、何かここまで全部見せてくださるんですかというくらい。

冨田委員  依頼者の情報を出すことが、一番抵抗がある。

湯淺委員長 ちなみに、今の先生がおっしゃったところは、民事訴訟法が改正して、民事訴訟をＩＴ化する

というときに、システムに設定するアカウントの設定のときに、すごく議論になったところなん

ですね。当事者である依頼者と、それから弁護士の先生との間で依頼関係があるということを前

提に、その当事者が起こした民事訴訟記録にアクセスする権限を弁護士にも与えるわけなんです

が、仮になんだけど、ごくまれに、弁護士を解任するということもないわけではないと。一回解

任して、当事者である依頼人と弁護士との間に依頼関係がなくなったという事実は、一体、裁判

所はどうやって知ればいいんですか。それは、普通だったら、弁護士は、それは、私は解任され

ましたから、逆に言うと書類を送ってこないでくださいと言ってくるというんだけど、他方で、

アカウントを消していいのかと。この弁護士はこの件に関しては代理人じゃなくなったので、ア

カウントは消します、アクセスできないようにしますということを、勝手に裁判所が消していい

のかというと、逆に弁護士として解任されたということの、何らかのあれがないと、アカウント

管理する側は勝手に消せないだろうということですね。

今、冨田先生がおっしゃったように、弁護士としては当然、依頼を受けているということを前提

に行動しているわけで、依頼も受けていないのに、依頼を受けたと言って行動するということは

あり得ない。他方で、それを具体的に何か、手続に乗せようとすると、それを証明するものがな

いというのも事実なので、ちょっと難しいところではあるんですね。また、他方、おっしゃるよ

うに、もし、依頼を受けていないのに勝手に行って、何かものを勝手に、開示請求を受けてきた

とかいうことになってくると、当然、その当該の弁護士の先生は、懲戒処分とか絶対食らうとは

思うんですけど、他方で、じゃあ、開示してしまった自治体側は免責になるかというと、それは

免責にならないであろうというところが、この問題を難しくさせているところではあります。逆

に、免責になるのならいいと思うんですけどね。

     しかし、他方で、弁護士というか、依頼人の利益を最大化するためには、手続の簡素化が望まし

いことも事実なので、ここは、議事録にぜひ残して、冨田先生の顔が立つようにしないといけな

いですね。

井野担当課長 答申の中では、任意代理人の場合は、原則みたいな言い方で、もしくは必要に応じて本人確

認をすることが望ましいぐらいにしておいて、運用の中で、例えば。
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冨田委員 任意代理人の弁護士が、「いいですよ、本人に聞いてください」と言ってくれたら、ぜひ確認し

ていただいていいと思うんです。全件確認がと言うと、大抵抗に遭うと思います。

湯淺委員長 また、逆に言うと、変な話ですが、依頼人が、いやもう、先生に任せてあるんだからというふ

うに言ってくる可能性もある。

冨田委員 形無しなわけなんですね。もう全部任せると、そのためにお金も払っていると。なのに、わざわ

ざまた連絡が来るのかと。

湯淺委員長 それが、むしろ懸念点かもしれませんね。他のいわゆる士業の方と弁護士と同じに扱うかとい

うのは、非常に、現実的に、不動産関係であれば司法書士が代理ということもあり得るでしょう

し、それから、許認可関係だと行政書士が代理になるということもあり得るでしょうし、そのと

きに、どうなんですかね、いわゆる士業について、全部統一的でいいのか、逆に言うと、私も士

業の実態を全て分からないので。

冨田委員 私も実態は分からないのですけれども、明らかに業務と直接関係していると、典型的な、例えば、

不動産関係について、鑑定士さんだというところは、典型的で分かりやすいんですけれども、そ

うでないものについては、どうなんですかというところが、じゃあ、それをまた、市の側で判断

できるかというとまた難しいですよね。

嘉藤委員 ですので、私が言いたかったさっきの趣旨なんですけれども、委任のところで、ある程度、開示

を求めるものを特定してほしいということなんです。ある程度、特定して列挙していただいて、

それであればということになると思うんです。一切合切となったら、本当に、本人は同意してい

るんですかということが、やっぱり疑問として出てくるかもしれませんので、そういったときに

は、これこれこういった文書が出るんですけれども、いいんですかという形のほうに、このやり

方であれば、原則としてという形のところで、ある程度、列挙して、細かく、ある程度、限定し

て請求してもらえれば、それは、弁護士さんだしというところで、本人の同意の確認をしないと

いうやり方もあるとは思うんですね。

冨田委員 それはあれですかね、開示請求する内容によって、本人確認の仕方を変える。

嘉藤委員 委任された対象文書をある程度特定してもらう、弁護士さんに。委任されているから、あれもこ

れもというのではなく、委任状の中である程度特定してということですね。

冨田委員 分かりました。委任状を詳細にするという、そういう意味ですね。

嘉藤委員 何を委任されているのかということを明確にするという形であれば、士業の方のときは、ある意

味、それだけでオーケーかなという気がするんです。逆に、すごく抽象的に請求されると、本人、

本当に分かっているのかどうか分からないので、役所のほうとして。結局、それが本人同意のと

ころのみそだとは思いますね。本人に納得してもらっているのか、本当に理解してもらっている

のか。というやり方であれば、士業の方については、特にしなくてもというやり方はあり得るか

なと。
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井野担当課長 保有個人情報の代理人請求であるということについて疑義が持たれる場合には、必要に応じ

て本人にも確認をする旨をお伝えするとか、そういう疑義がある場合はという形で、怪しい場合

は排除していくと。できる限り、個人情報の開示請求の具体的な内容が分かるような委任状をい

ただくように案内していくとか、そういう運用をしていくという、そういうことでよろしいでし

ょうか。

嘉藤委員 だから、事前に一回調整するということになると思います。

冨田委員 文書特定などは、窓口にきちんとしてからでないと、委任状を書いてもらえないというところは

あるので。

嘉藤委員 ある程度、一回窓口で相談して、これこれこういうものがありますと。委任状を作成して、これ

にサインしていただいて出してもらう。それであれば、スムーズかと。

冨田委員 金融機関なんかでも、一言一句この文書の委任状じゃないと受け付けませんとかいうのもあるの

で、そういう委任状であることを求められれば、そのようには対応できると思うんですけど、委

任されたこと自体を確認するのは勘弁してほしいということなんですね。

井野担当課長 私達のイメージは、委任していますかというよりは、個人情報の開示請求の意思確認という

イメージではございましたけど。

冨田委員 そういうふうに本人確認という感じですね。意思確認というと、そういうニュアンスも含まれて

いるので、そこはぜひ排除していただきたい。

井野担当課長 今いただいたお話を、もう一度検討したいと思います。

下村担当係長 冨田先生に１個お伺いしたいのですけれど、ふだん開示請求をやっていると、成年後見人を

つけるために、いろいろ書類を用意するところなのですという御相談があって、そうすると御本

人もあまり意思がないと言われちゃうのですね。よくあるのが御家族の方の代理人の弁護士の先

生から相談があって、遠方に住んでいるお父さんの成年後見人の書類を調えているみたいに言わ

れて、弁護士法照会で、介護の状況とかが出るのかと聞かれるのですけど、そうすると今のうち

の制度のやり方では、それはお父さんが望んでいるのですかと、必ず聞いてしまうのです。その

辺りって、家族から委任されてはいるけれど、対象となる人からは委任されていないのとかとい

うのは、何で分かるのかなと。そういうところは、もう絶対うそはつかないという中で進んでい

くものなのか、家族から委任されていると、何か介護関係って、結構家族の同意があればいいん

じゃないですかというのを、すごく言われるんですけれども。

湯淺委員長 今の話は、結局、医療領域、介護領域で最大の問題で、本人が同意できない状態になっている

のに、すごく、何でも今、同意を求めるわけなんですよ。だから、たしか厚生労働省のガイドラ

インで、家族同意でよいということにしていたかと思いますね、医療領域ではですよ。他方で、
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一体、家族とは誰ですかというところは、ガイドラインも明らかでないというか、定型的に決め

られないわけですよね、現実に面倒を見ているのが、必ずしも近親者であるということも限らな

いし。なので、僕もいろいろ、大分前、ちょっと頼まれて調べて、自分でも興味があって調べた

んだけど、あのＧＤＰＲもその問題を曖昧にしているんですよ。本人に認知能力がない場合の同

意の在り方については、明確なガイドラインがない。

下村担当係長 弁護士法の照会が認められるようになれば、そちらで請求していただければ、いいですよと

言えるんですよ。これまで、そこら辺の要件がすごく厳しかったので、そうすると本人同意しか

なくて、本人同意は家族の同意じゃないですよというと、本当に、お話詳細を伺っていると、家

族間でお父様の扱いについてもめていたりして、意見が一致していない家族の方と住んでいて、

なかなか同意の電話がかけられないと思いますとか言われると、そうすると、それって本人は分

かっているんでしょうかという。どうやって証明してもらえばいいんだろうというふうに・・・。

冨田委員 それは、なかなか、本人の代理人ではないということになってしまうかもしれないですね。弁護

士法のほうの照会も、スピーディーではないんです、実は。弁護士会の中で。というところで、

そうじゃない方法があったら、それは望ましいとは思うんですけれど。そこを崩すことではない

と思うので、原則、本人の委任状で、どんな揺れた字であっても、名前が書いてあって、委任の

意思が確認できるという委任状をもらってきてくださいというのが、いいかなとは思うんですけ

ど。

下村担当係長 ハンドブックにも、弁護士の先生だったら、委任状の詳細と、ちゃんと弁護士さんである証

明書か何かあれば、大丈夫ですよというふうに書けるようにしたい。

湯淺委員長 ちょっと、僕は全く別のところで一つ気になったのですが、未成年者からの請求について、従

来、各自治体で取り扱うことになっていたと思うんですね。原則として、あくまでも法律上の未

成年者は駄目で、法定代理人にしてくださいというところもあったし、義務教育終了後は意思の

弁別が可能なのであれば、未成年者本人からも開示請求を認めるとかもあったし、逆に、法定代

理人が請求してきた場合でも、あくまでも、本人の権利利益のために情報を開示するのであって、

本人の権利利益にならないおそれがあるから、本人にも確認した上で、法定代理人による開示請

求を認めるというとか、いろんな運用があったと思うんですけど、今回は、個人情報保護委員会

は、その問題はそのまま、各運用に任せますということでよかったんでしたっけ。ここのところ、

事務ガイドラインに何か書いてありましたっけ。

井野担当課長 Ｑ＆Ａにですね。先ほどの未成年者による代理について質問と回答を読み上げます。「未成

年の代理人の開示請求に関して、通常、未成年者は代理契約ができないと思うが、純然たる代理

契約ではないことから、未成年者の任意代理人による開示請求も想定されているのか、例えば、

未成年者の兄が開示請求を行うことも想定されているのか。」に対する回答としては、「未成年者

による未成年者の代理ができるかどうかということについて、個人情報保護法体系の中で、新た

な独自の規律を創設することは考えていない。事理弁識能力があるかないかといった法の一般原

則に照らして認めうるか認めえないかご判断いただきたい。」としています。

湯淺委員長 ありがとうございました。逆に言うと、そこは個人情報保護委員会ですと、手を突っ込む気は



23

ないと。

井野担当課長 ないという結論です。

湯淺委員長 では、このまま従来どおりの運用でいいですね。

嘉藤委員 その辺りは、開示のときに、１号の判断にまとめてしまうというのが、改正後の趣旨なのかもし

れないですね。

湯淺委員長 はい。ありがとうございます。

     ほかに、議題３関係で、御質問、御意見ございますか。

     そうしましたら、今日の議題全体を通じて、御発言、御意見、御質問等、ございますか。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。おかげさまで、大変いろいろな貴重な御意見をいた

だきましたので、引き続き検討してまいりたいと思います。

     それでは最後に、事務局から事務連絡をお願いします。

葛原担当係長 次回の小委員会開催日程ですけれども、６月１日水曜日の１４時から１６時を予定しており

ます。場所は同じこちらの１８階の第１会議室の予定です。開催通知は追って、またメールで御

案いたします。

     本日の議事録につきましては、整い次第、こちらもメールで御確認の案内をいたしますので、よ

ろしくお願いいたします。

最後に、本日の報酬に関しましては、来月６月２０日のお支払いとなります。支払明細書につ

きましては、郵送させていただきますので、御了承ください。

     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、本日も長時間ありがとうございました。これで閉会いたします。


