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議 事 録

令和４年度第３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 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６月１日（水） 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  第１会議室

議  題

 １ 条例要配慮個人情報について

２ 個人情報ファイル及び保有個人情報業務届について

３ 不開示情報の情報公開との整合について

４ その他

傍聴者数 １人
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湯淺委員長 ただいまから令和４年度第３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、傍聴人がいないようですが、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。もし会議中に傍聴希望者がいらっしゃ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 それでは、そのようにお願いします。

     それでは、事務局から、本日の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。

葛原担当係長 はい。では、まず、本日の小委員会の成立についての報告をいたします。

     本日は、今、傍聴人の方が一人。よろしいでしょうか。

湯淺委員長 それでは、本審議会は、原則公開としております。本日は、傍聴希望者がいらっしゃっていま

すが、傍聴を許可してよろしいでしょうか。

（異議なし）

湯淺委員長 はい。ありがとうございます。それでは、傍聴を許可いたします。

      では、資料確認とスケジュール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、小委員会が成立していることを御報告いたします。

     続きまして、資料の確認ですが、まず、お配りしている資料ですけど、上から議事次第、本日、

議題は四つありまして、一つ目は条例要配慮個人情報について、二つ目は個人情報ファイル及び

保有個人情報業務届出について、三つ目が不開示情報の情報公開条例との整合について、四つ目

がその他の議題となっております。

     次に、資料ですが、議題１としまして、検討事項２、条例要配慮個人情報についての参考資料に

なっております。次に、議題２としまして、検討事項３、個人情報ファイル及び保有個人情報業

務届についての参考資料になっておりまして、次に資料２として、議題２の関連資料となってお

ります。次に議題３の資料ですが、検討事項８、不開示情報の情報公開条例との整合についての

参考資料となっております。資料３としまして、議題３の関連資料となっております。最後が、

議題４の関連資料でして、こちらは議題のその他で使用します、これまで小委員会で事務局の検

討事項とされたものをまとめた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。よろしくお願いします。

湯淺委員長 はい、ありがとうございました。それでは本日の議題に入ります。議題１の条例要配慮個人情

報について、説明をお願いします。

葛原担当係長 はい。それでは、資料の議題１を使って、説明をさせていただきます。
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     検討事項２の条例要配慮個人情報についてです。こちらは、まず、１ページ目の一番上の諮問事

項のとおり、「ＬＧＢＴに関する事項」と「生活保護の受給」と「一定の地域の出身である事実」

等を条例要配慮個人情報として条例に定めるか、というのが諮問事項となっております。

     概要の１点目ですが、改正法の６０条では、「地域の特性その他の実情に応じて、本人に対する

不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして、

地方公共団体が条例で定める記述等が含まれる個人情報」を定めることができるとされておりま

す。

     本市では、条例の第２条４号で、「本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪に

より害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその

取扱いに特に配慮を要するもの」を要配慮個人情報として規定があります。こちらは、改正法の

規定と一致した要配慮個人情報の事項です。

     一方で「ＬＧＢＴに関する事項」と「生活保護の受給」、「一定の地域の出身である事実」等は、

国の行政機関では保有することが想定されていないために、改正法の要配慮個人情報には含まれ

ないとしております。それによって、地方公共団体が「条例要配慮個人情報」として、ＬＧＢＴ

に関する事項等について、追加できるとすることが適当とされております。

     本市では、川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例の制定や、川崎市パートナーシップ宣誓

制度などの施策が展開されておりまして、主に「ＬＧＢＴに関する事項」を条例への規定に追加

することの可否について検討する必要があると考えております。

     ２ページ目から３ページ目にかけまして、参考で本市の施策等の中で、１の川崎市差別のない人

権尊重のまちづくり条例を載せておりまして、国籍、性的指向、性自認、出身などが不当な差別

をいうとする定義がありまして、要配慮個人情報と似たような規定が定められている条例となっ

ています。

     （３）の川崎市パートナーシップ宣誓制度、これは令和２年１２月に創設された制度ですが、こ

れは性的マイノリティとされている方が、パートナーとして共に生活をしていくために、公的に

認めてもらうために宣誓する制度です。

     令和４年１月２８日現在で、宣誓件数は６４件となっています。

     この条例及び宣誓制度の所管部署の話では、ＬＧＢＴの情報ということで個人情報を収集してい

ないという認識です。パートナーシップ制度は、一方の方が性的マイノリティであることを宣誓

することが要件であり、どちらの方が性的マイノリティであるかは把握していませんし、不当な

差別や誹謗中傷等を誘発したという事実も、特に把握していないとのことでした。

     市全体としても、情報セキュリティ事故を所管している部署に確認したところ、ＬＧＢＴの差別

を誘発するような情報が漏えいしたという事実を、特に把握していないということでした。

     本日欠席の早川先生からは、条例要配慮個人情報について、ＬＧＢＴ、生活保護、一定の地域の

出身、全て規定しておくべきではないか、と御意見をいただいております。

     こちらからの説明は以上です。

湯淺委員長 はい、ありがとうございました。それでは、今の説明につきまして、各委員の先生方から御質

問、御意見等をお願いします。

嘉藤委員 今の御説明のところなんですが、パートナーシップ制度に基づいた対応については、具体的にど

の方がというところの情報は把握していないということですけれども、行政サービスの上で、こ

のパートナーシップ制度が、今、利用するに当たって、少なくとも、カップルの方がということ
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までは把握できるわけですか。

葛原担当係長 はい。それは把握はしているようです。

嘉藤委員 その情報は、どういう形で残されるのかということ次第なんだろうとは思うんですけども、それ

がどこで、どのように利用されるのかということですけども。特定個人までいかなくとも、少な

くとも世帯の把握はしていると。それが外部にどう、外部といいますか、他部署にどういった形

で伝わるかという、その文書の管理の仕方でしょうか。それは、今のところどのようになってい

るんでしょうか。先ほどのお話だと、そこまではということなんですが、ただ、管理の形、どの

ような形で庁内で利用されているかということに関わると思いますけど。

葛原担当係長 庁内で目的外、要は内部利用しているかというところの全体的な確認ははまだしていません

が、恐らくしていないかと。内部利用する必要が、生じていないのではないかと思います。

嘉藤委員 それは一定の地域出身というのも同じということですかね。そこについて、あえて書いていると

いう形は取っていないと。

葛原担当係長 そうですね。

嘉藤委員 それをもってどのように、こちらとしてそうだと認定するかというのは、要配慮に入れたときに、

なかなか難しいということにもなるということですかね。

湯淺委員長 今日は早川先生は御欠席なので、本当はお伺いしてみたかったんですが、仮に一定の地域の出

身である事実を条例要配慮にするということにしますと、該当する該当しないで、その方が一定

の地域の出身であるかどうかの基準を作る必要があって、そうだとすると、その一定の地域とい

うことを基準化しないと、該当する該当しないの判断はできないので、結果論的に、かえってそ

の方が一定の地域の出身である事実が明らかになるおそれはないかという。

     しかし、一定の地域とはどこかということの基準がないことには、要配慮個人情報かそうでない

かということは区別できないですよね。だから、技術的に仮に一定の地域の出身である事実を要

配慮にするんだとすると、どういうやり方があり得るかなという。

     昔のように、国の同和対策法などがあって、そこでもう国の法律で地域が指定されていたりすれ

ば、それを参照すればよかったかもしれませんけれども、条例要配慮個人情報だから自分たちで

判断しないといけないので、ここは何か技術的に、非常に難しいのではないかという印象ですね。

井野担当課長 一定の地域の出身である事実に関して申しますと、もともと社会的身分も既に要配慮個人情

報という中で、その社会的身分の中には出身地というのが要配慮の一つとして、概念としては入

っております。そうすると、ある意味では、包含したような形で、もう既に出身地そのもの自体

が配慮がされているという考え方はできるのかなと思っているところです。

湯淺委員長 今の御説明で、そうだとすると逆にもう国の法律でカバーされている以上、条例で上乗せをす

ることは許されないと、個人情報保護委員会に言われそうな気もしますね。
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嘉藤委員 ですので、現行で、その解釈でいったときに、ですから基本的にその配慮しなければ、書かなけ

ればいけない部分って、これはどういった形で、どういうふうに表れるかということがあるんで

すね。それでファイル簿にその旨を記載したとして、その情報がどういう形で保存されているの

かというところが非常に気になります。

     もう一つは、生活保護は、そもそも国の所管で持っていないと、確かにそのとおりなんですが、

そういった場合、地域の実情という話ではなく全国的にあり得る話ですから、これは別に地域の

実情といった立法事実は特に必要ないということでしょうかね、むしろ。これは自治体特有の情

報なので、配慮が必要なのは当然だと思いますけれども、であれば、もうある意味で考慮も必要

なく、これは加えても問題ないのではないかというふうに思うんですけど。

     生活保護のほうの受給は、ある意味ではっきりしていますので、どういったものに現れるかとい

うのは。これは、対応しやすいものでは、カテゴリーとしてはあるかなと思います。

井野担当課長 今、お話しいただいた地域の実情、特性とか実情に応じてというところが、正にその生活保

護というのは本当に全国的な問題というのがございますので、果たして、川崎市、本当に特性が

何かしらあればよいのかもしれないですが、ないといったときに、じゃあ定められるのかという

ところは、場合によっては個人情報保護委員会にもう少し確認をしたほうがよいのではないかと

思っているところでございます。

湯淺委員長 今の嘉藤先生の御意見も踏まえつつ、一回電話ぐらいで確認したほうがよいだろうと思います。

というのは、同じ理屈で言うと、例えば障害者年金を受けているとか、そういうことまで条例要

配慮個人情報とすべきだというふうに、割と対象が拡大していく可能性があるんですね。それに

ついて、このＰＰＣがどう考えているのかということを確認しておくことはよい意味があるよう

に思います。

     例えば、だから、今、井野課長がおっしゃったように、川崎市が生活保護について、極めてやや

特異的な状況にあるというならともかく、全国的にある制度なので、そこは確認したほうがよい

でしょうね。

     冨田先生、村上先生、いかがですか。

村上委員 ありがとうございます。先ほど嘉藤先生が御指摘されていましたけれども、その川崎市パートナ

ーシップ宣誓制度に基づいて管理している情報がどういったものなのかということについて、洗

い出しをしていただいて、そういった該当があるのであれば、その部分については追加するとい

うことについて検討することを、私は前向きに考えたいと思っています。

     他の情報につきましては、湯淺委員からもございましたけれども、やはり国といいますか、地域、

市民の意向を確認したいというところです。

冨田委員 私からは、今の先生方からの御意見に同意なんですが、性的指向、性自認とかですね、これは定

義付けをしっかりしないと、先ほどのお話と一緒で、特別に取り扱うための解釈がばらばらにな

ってはいけないというところもありまして、しかも、今後、いろいろと広がりが持たれるような

概念なので、非常に運用も難しいなというふうに思っています。

     今は、そのパートナーシップ宣誓制度に限ってというようにお聞きしたんですが、例えば、職場

での取扱いの配慮であったり、学校やその他公共の施設ですかね、教育活動もそうですよね。そ

のときに、配慮をしてほしいという要望があったときの情報に、何か含まれているんではないか
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なというふうに思って、今後そういうことも必要となってくる状況があり得るのかなというふう

に想像しました。それをこの個人情報保護法の中でどういうふうに位置付けているのかが、少し

整理が必要かなとは思ったんですが、そういう情報を今持っているのか、それともこれから持つ

可能性があるのか、その場合の管理はどういうふうにするのかというところによってくるのかな

というふうにも思いました。

湯淺委員長 多分、分からないですけど、ＬＧＢＴに関する施行として典型的に該当しそうなのは、今、冨

田先生がおっしゃったような、そういう特別な配慮をすることになったという文書など、そうい

うことでしょうね。

冨田委員 ありそうな気もしなくもないですよね。

湯淺委員長 あると思いますよ、あり得るでしょうね。

冨田委員 それが性的指向、性自認とかという情報として取り扱っていない可能性はあるなとは思っている

んですけれども。もしくは情報にしていないということかもしれないですが。

湯淺委員長 情報にしていないということで言うと、仮にその性自認まで条例要配慮個人情報に含めた場合

に、例えば、これは現実に肉体的な性別と本人の自覚とかが合致をされていない方というのは、

一定程度いらっしゃるわけで、そういう方への配慮ということで、最近、必要がない限りアンケ

ートでも性別を聞きませんという動きもありますけれども。その性別欄はあって無記名で回答し

ているという事実も、ＬＧＢＴの性自認に該当するとかということになってくると、結構対象が

広がってしまう危険性があって、ＬＧＢＴに関する事項というのを仮に条例要配慮個人情報にす

るんだとすると、相当程度きちんと、冨田先生がおっしゃったように定義をしないと、逆にいろ

いろと他の事務に支障が出てくる可能性はあるんじゃないですかね。

井野担当課長 最近見られるのが、アンケートでは、性別を確認しつつ、その他みたいな形、「男性」、「女

性」、「その他」という欄を設けているものも確かにありまして、その扱いって、どうするのかと

いうのは、今のところまだ何もない状況でございますので、確かにその辺りをちゃんと精査をし

ないと、逆に混乱を生じかねないということも考えられます。

冨田委員 尊重する意義はありそうなんですが、実務の運用と条例の定義づけについて整理・課題があるな

と思います。

嘉藤委員 ただ、これだけの立法事実があるのは川崎ぐらいなので、川崎がやらなければどこもやらないの

では。

湯淺委員長 そうですね。難しいな。

     それから、もう一つは、実務上の課題かもしれませんが、仮にＬＧＢＴに関する事項、条例要配

慮として何らかの定義付けをした場合に、市の中で、やはり条例要配慮としてしまった以上、他

の個人情報と取扱いを変えて慎重に取り扱う必要があって、そうすると、後のほうの議題で出て

きますけど、情報業務届とか、個人情報ファイルとかの関連で、その条例要配慮個人情報に該当
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するもののもう一回洗い出しをしないといけなくなる可能性は多分にあって、御存じだと思いま

すが、大分前に区役所にアンケートを取ったら結構凸凹があったという話がありましたね。これ

は条例要配慮個人情報ですということを示して、全部もう一回洗い直してもらわなければいけな

くなってくるでしょうね。それが現実的に可能かというところも考える必要はありそうには思い

ますね。

井野担当課長 どちらにしても、この個人情報ファイル届については、もう一度全所管課に出し直しをして

もらわなければいけないというのはありますので、その中でもう一度、各所管に改めてチェック、

確認をしていただくということは可能かと。時期はちゃんと見ないといけないのですけれども。

湯淺委員長 そうですね。

     では、今日、各委員の先生方からいろいろと御意見をいただいていますので、これは継続で考え

るということにさせていただいて、引き続き事務局のほうでも、関係部署とも。

     仮に、今、関係部署にヒアリングをした結果では、特に条例要配慮個人情報にしなくてもいいの

ではないかという御意見だったそうですが、逆に、その条例要配慮個人情報とするなら、どれを

条例要配慮個人情報にすべきか、仮に、逆に、した場合にどういうメリット、デメリットが出て

くるか、もう少しその辺も含めて関係課と相談をしていただいて、引き続き、今後の小委員会で

も検討していくという方向でよろしいですかね。

     では、今日はこの議題１については結論を出さずに、引き続き小委員会で検討するということに

させていただければと思います。

     それでは、議題の２ですね。個人情報ファイル及び保有個人情報業務届について、よろしくお願

いします。

葛原担当係長 はい。諮問事項は３点ありまして、一つ目は、個人情報ファイル届出の対象とするファイル

及び届出事項として記載している項目について、二つ目が、個人情報ファイル簿として作成・公

表すべきファイル及び項目について、三つ目が保有個人情報業務届出の手続の継続可否について

です。

     概要に沿って、説明させていただきますと、まず一つ目が、改正法の第７４条で、個人情保護委

員会の通知の対象とする個人情報ファイル及び通知の対象としない個人情報ファイルが定められ

ています。また、届出の対象とする個人情報ファイルに記載すべき項目につきましては、本市が

項目として定めている、例えば「業務の目的」「ファイルの管理責任者」等の項目がないなどの届

出項目の不一致が生じています。これらの項目についての整理を行う必要があると考えておりま

す。なお、地方公共団体はＰＰＣへの届出義務は定められてはいません。

     ２として、改正法の７５条では、地方公共団体も含めて改正法７４条の通知の対象とする個人情

報ファイル及びファイル簿の作成及び公表が義務付けられています。ただ、本市の条例では、全

ての個人情報ファイルの届出を必要としておりまして、個人情報ファイルも全て作成、公表をし

ております。

     それに対して国の事例では、本人の数が１，０００人未満の個人情報ファイルや当該機関の職員

に係る個人情報ファイルで人事・給与等に関する個人情報ファイル等は、ＰＰＣへの通知及び個

人情報ファイル簿の作成や公表の対象外としております。本市では、１，０００人未満といった

人数の区別は設けていませんし、人事・給与に関する個人情報ファイルも、届出の対象としてお

ります。
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     次に、改正法の７５条の規定によりまして、地方公共団体の機関は、個人情報ファイル簿とは別

に、個人情報の保有の状況に関する事項を記載した帳簿の作成及び公表について、条例で定める

ことができることが規定されております。これにつきましては、本市の条例の第８条第３項で、

保有個人情報業務届出書の規定がありまして、この規定の継続について検討する必要があると考

えております。

     次に、本市の条例の第８条第１項に規定されています個人情報ファイル届出書と、保有個人情報

業務届出書を比較しますと、作成単位や記載事項に相違はありますが、本人が自己の情報の所在

や実態の把握ができるものとする趣旨は同様となっておりまして、自己情報開示請求権を保障す

る仕組みとしております。そのため、保有個人情報業務届出書を廃止して、個人情報ファイル届

出書のみを作成することも考えられます。

     次に、個人情報ファイル届出書のみの作成・公表によって、市民にとって複数の帳簿による分か

り難さはなくなりますし、実施機関における事務の効率性が上がると考えられます。一方で、個

人情報ファイル届出書の作成・公表範囲は、保有個人情報業務届出書より小さくなる可能性があ

るため、市民の自己に関する情報への関与について検索できる範囲も小さくなる可能性がありま

す。

     資料の３ページにイメージ図を載せておりまして、２のところに、個人情報ファイル届出と業務

届の届出の状況を載せておりますが、参考までに個人情報ファイルが６４１件、保有個人情報業

務届出は１８件の届出になっております。

     ３番のそれぞれの届出のイメージ図ですが、（１）は、現行制度の個人情報ファイル届出と保有

個人情報業務届出のイメージでして、左半分が個人情報ファイル届出の対象としている個人情報

で、対象となるのは検索ができるように体系的に構成された個人情報です。こちらは、１，００

０人未満のものや、国の安全等のためのファイル等も含んだ全てが対象になっております。

     右半分が、検索性がない個人情報、いわゆる散在個人情報です。これらは保有個人情報業務届出

の対象としております。

     把握されない個人情報として、例えば、連絡のための氏名・連絡先など、検索性を有するんです

が、１年未満で廃止する予定のものなど一定の場合のものは、届出の対象からは外れています。

     （２）の改正法の個人情報ファイル届出書のイメージ図ですが、左半分の上の方の、検索ができ

るように体系的に構成された個人情報が、個人情報ファイル届出書の対象になっていまして、た

だし１，０００人未満や国の安全等のためのファイル等は、対象から除かれています。把握され

ない個人情報は、散在個人情報や、連絡のための氏名・連絡先、あと１年未満で廃止予定のもの、

この辺は条例と変わらない規定になっています。

     ４の改正後の方向性ですが、現行が全ての個人情報ファイル届出の対象としておりますので、基

本的にこれは維持をしたいと考えております。

     補足に書いてありますが、国への個別の照会回答では、届出を要しない個人情報ファイル、１，

０００人未満の個人情報ファイルについて、市独自に所管課から届出をさせることは可能です。

ただし、１，０００人未満の個人情報ファイルを除き、その他の除外されている個人情報ファイ

ルのファイル簿を作成して公表することはできないという回答をいただいています。

     ４ページの（２）の個人情報ファイル届出事項に不一致があるということで、現行の条例及び規

則では、主に１２項目の届出事項としております。改正後は、この１２項目のうち必要のない項

目を整理しまして、法の定める項目及び法の定めはないが必要と考えられる項目を追加したいと

考えております。下の方に、改正後と現行条例のファイルの届出事項の比較を載せております。

     ５ページです。保有個人情報業務届出につきましては、現行では、個人情報ファイル届出に係る
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業務を除いた保有個人情報保護業務について、届出の対象としておりますが、こちらは継続する

かどうかは、まだ事務局としては結論が出ていないところです。

     資料２として、関連する資料をお配りしておりますが、まず、１ページ目の横型になっている図

です。こちらは、個人情報ファイル届出と個人情報ファイル簿の作成・公表についてのイメージ

図となっております。後ほど確認いただければと思います。

２ページが、個人情報ファイル届出についての整理です。保護法と現行の条例の届出事項の比較

を載せておりまして、それに関連して本市の考え方を載せております。

     続いて、４ページから６ページまでが、これはホームページで、個人情報ファイルのファイル目

録を公表していまして、それの抜粋です。市のホームページは誰でも見られる状況で、このよう

な目録を公表しておりまして、一番右の個人情報ファイルの内容の「届出書」をクリックします

と、個人情報ファイル届出書の詳細が見られるように掲載しております。約６４０件ほどの届出

が出ております。

     それに対して６ページが、保有個人情報業務届出一覧になっておりまして、こちらは１８件と、

散在個人情報の届出があったものですが、１８件となっております。

     続いて、７ページです。こちらは個人情報ファイルと業務届出書の届出についての整理になって

おりまして、個人情報ファイル届出事項と業務届の届出事項には重複している部分がありまして、

散在個人情報としての届出を継続するかどうかというところは、検討が必要と考えております。

     ８ページから１３ページまでは国のガイドラインの様式を載せていまして、個人情報ファイル保

有の事前通知書や、個人情報ファイルの記載項目の様式となっております。

     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。それでは、今の件につきまして、委員の皆様、御意見、御質

問等、よろしくお願いいたします。

     では、私から３点ほど、検討するポイントがあるかなというふうにこの問題は思っていまして、

一つには、住民に対して、住民のあなたの個人情報はこういうところで使っていますという情報

提供の在り方、あるいは、住民御本人からすると、自分の個人情報のコントロールの問題になっ

てくるのかもしれませんが、やはりどの自治体でもいろいろ問題になっているのは、既にある程

度詳しい個人情報ファイル簿に相当するものを、もう前から持っていたところについては、国の

これにそろえて逆に項目を減らしてしまうということについては、非常に、むしろ住民へのサー

ビス低下につながるという議論があると。一体、川崎市の場合はどうだろうかということをまず

検討する必要があるんだろうというのが１点ですね。

     それから２点目は、これはまた別の議題とも絡んでくるんだと思うんですけども、今後その第三

者提供とかオンライン結合について、審議会への諮問は必要なくなってくるのですが、内部的に

どの情報が誰に提供されているかということを把握する記録を、どうやって確保するかという問

題で、第三者提供記録簿のようなものを作るのかという、そういう必要性もあるかもしれないけ

れども、第三者提供をするしないというのを、こういう個人情報業務届簿などで管理するという

ことも一つのやり方ですと。それが２点目ですね。

     ３点目は、全然違う角度からなんですが、今後、やはり、今まで川崎市では識別加工情報を入れ

てこなかったわけですね。今後、やはり匿名加工情報の提案を受け付けないといけなくなってく

るというときに、一体どういう個人情報を持っているんですかということを、提案したいと思っ

ている事業者に提供できるようにしておかないと、逆に、これから提案をしたいと思っている事

業者が、川崎市が保有している全部の個人情報の種類について情報公開請求をすると大変なので、
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むしろ利活用の面から言うと、こういう個人情報を持っていますということを、適切に把握して

おく必要があるかと。だから、その三つのポイントを考えて検討していく必要があるんだろうな

と思うんですね。

     プラス、それなりに手間がかかる作業であることは事実だと思いますので、それに対して行政の

人的なリソースがどこまで、各部署でどこまで対応できるかということを総合的に考える必要が

あるかなというふうに思っています。

井野担当課長 今の３点について、現状のところで申しますと、市民への公開、どこまで市民の方に把握し

てもらうべきかというところで申しますと、先ほどの議題２の３ページで、大まかなイメージと

いうことで３番にお示しをさせていただいております。

     その中で申しますと、私たちの中では、いわゆる散在個人情報、他都市で申しますと業務届に類

するものも、一応、私たちのほうでは届出をしていただいていて、一部、把握されない個人情報

というのがあるのですが、これもおおむね他都市と、範囲としては違いはないのかなと考えてい

ます。ですので、私たちとしては、基本的には、今まで把握して、市民の方にもお示しをしてき

た部分については、基本的には維持するべきだろうというふうに考えているところでございます。

     ２点目の目的外と外部提供の把握でございますが、これも現行の条例で、各実施機関が目的外利

用ですとか外部提供をするときには、あらかじめ行政情報課に届出をしてもらうような制度にし

てございまして、ここも基本的には維持する、把握する部署は必要というふうに考えているとこ

ろでございます。

     ３点目の行政機関等匿名加工情報の募集に当たって、どれが行政機関等匿名加工情報の募集対象

のファイルなのかというところにつきましては、先ほどの資料の１１ページでございますが、国

が示している個人情報ファイル簿の標準様式でございまして、これは公表するときに使う様式で

ございますが、この１１ページの右側のほうの上から二つ目の行に、行政機関等匿名加工情報の

提案の募集をする個人情報ファイルであるときは、ここにその旨を書くということになってござ

いまして、これを私どもも公表いたしますので、基本的には、対象である場合には、個人情報フ

ァイル簿にこれが対象ですと。何らかの理由があって、行政機関等匿名加工情報の対象にはなら

ない個人情報ファイルについては、その旨もここに書き表していくというふうな形で、市民の方

には把握はしていただけると考えています。

湯淺委員長 なるほど。はい、ありがとうございました。

      他の先生方から、いかがでしょうか。

村上委員 教えていただきたいんですが、３ページ目で御説明いただいた改正後の方向性の補足のところで、

ただし書のところ、１，０００人未満の個人情報ファイルを除き、その他除外されている個人情

報ファイルのファイル簿を作成し公表することはできないというふうに書かれているんですが、

これは公表だけではなくて、作成それ自体も駄目ですというような御説明だったんでしょうか。

井野担当課長 はい、分かりやすいのが、先ほどのこの資料２のほうのＡ４横のものでございまして、こち

らが多分、一番分かりやすいのかと。一つ目の黒丸の、こちらが国の個人情報ファイルの通知・

公表のイメージで、真ん中の列が各行政機関ということで、ここから右側に移行するのが、これ

は個人情報ファイル簿の作成と公表をするものを、ここで書き分けています。真ん中の列で個人

情報ファイルということで一つ、網かけした四角がございまして、中段に、次の個人情報ファイ
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ルが通知が不要というようなものがございまして、例えば、その中には国の安全、外交の秘密関

係、犯罪の捜査等に関するものについては、これは左に向かっております個人情報保護委員会へ

の通知自体が必要ないとされているものでございます。

     その中には、先ほどの本人の数が１，０００人未満のもの、それから電子計算機を用いない個人

情報ファイル、これらは全部、個人情報保護委員会への通知の対象外となっております。次に、

右側に行くときに、個人情報ファイル簿として作成・公表するものは何かと申しますと、上の個

人情報ファイルというところから、ちょっと棒が出て、分かりづらいかもしれないんですが、こ

こからちょっと、こういう形で下までくくっているのですが、この中のうち、一部の限られたも

のだけが作成されて公表されていくのですが、先ほどの真ん中の列でございますのが、国の安全

とか外交の秘密に関する部分については、国のほうも、これは公表等はしない、ファイル簿を作

成しないというふうに法定されております。ですので、そこについては、ファイル簿の作成・公

表が国のほうもしない。

     一方で、下の段で申しますと、やはり地方公共団体につきましても、先ほどの国の安全ですとか

外交、犯罪の捜査ですとか人事管理に関するものについては、個人情報ファイル簿を作成・公表

してはいけないというふうに法定されてしまっております。ただ、これまでの個人情報保護委員

会とのやり取りの中で、先ほどの本人の数が１，０００人未満のものだけは、地方公共団体の判

断でファイル簿を作成して公表しても構わないという回答をいただいているところでございまし

て、私どもとしては、先ほどの犯罪捜査等については、国の法定どおり、公表はしない形にする

のですが、１，０００人未満のものについては、これまでどおり基本的には作成し公表していく

という方向で考えているところでございます。

     できないと言われておりますのは、先ほどその犯罪の捜査ですとか、国の安全部分については、

これは許容されないという状況でございます。

村上委員 それについては、その国の方針のほうにのっとって対応されるという理解でよろしいですね。

井野担当課長 そうですね。はい。

村上委員 ありがとうございます。

湯淺委員長 はい。他にいかがでしょうか。

      では、今日の説明していただいている現時点の方向性ということで、おおむね御異論はないと

思いますので、それでは、この件については、この現時点での方向性で進めていって、詰めてい

っていただくとよいかなというふうに思います。

井野担当課長 そうしましたら、先ほどの業務届のところも、基本的には維持するほうが、市民サービスと

しては維持できるということで、維持でよろしいでしょうか。

湯淺委員長 市役所の内部のリソースとして維持できるのであれば、それは維持するにこしたことはないと

思います。

 はい。それでは、もしまだ御異議ございましたら、後ほどでも御発言いただくといたしまして、

では引き続き、議題の３、不開示情報の情報公開条例との整合についての説明を事務局からお願い

いたします。
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下村担当係長 はい。議題の３と書いてある資料に沿って説明させていただきます。

     諮問事項として、改定法に定める開示情報及び不開示情報に、川崎市情報公開条例で定める開示

情報及び不開示情報をそれぞれ追加することの可否について、諮問させていただきたいです。

     概要としましては、改正法第７８条では、開示請求に対する不開示情報が定められているが、次

のとおり、川崎市情報公開条例第８条に定める不開示情報と不一致している情報があります。

     一つ目は、第８条第１号（個人に関する情報）ウにおいて、開示する情報と定めている職務遂行

情報のうち、職員の「氏名」が、改正法では規定されていません。

     二つ目、第８条第５号（公共の安全等に関する情報）の前段において、不開示情報として定める

「人の生命、身体、財産若しくは社会的な地位の保護に支障を及ぼすおそれがあると認められる

情報」が規定されていません。

     三つ目は、第８条第６号（法令の規定又は国の機関等の指示に係る情報）において定めている

「法令の規定により、又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務を有

すると国の機関等の指示により、公にすることができないと認められる情報」が、改正法では規

定されていません。

     改正法第７８条では同様に、地方自治体の定める情報公開条例で開示情報と定めているもの又は

不開示情報と定めているものを、整合を図るために、個人情報保護条例に定めることができると

しています。

     ３ページ目をおめくりください。

     真ん中に、２、改正後の方向性と書いているところですが、今挙げました三つのことについて、

このような方向性にしたいというのを記載しています。

     まず、一つ目の職務遂行情報の氏名等に関しては、その右側、基本的に維持、法施行条例に「氏

名」を追加する規定を追加です。

     二つ目は、第８条第５号の「人の生命、身体、財産若しくは社会的な地位の保護に支障を及ぼす

おそれがあると認められる情報」、こちらも基本的に維持をし、法施行条例に規定を追加したいと

考えております。

     三つ目、第８条第６号の「法令の規定により、又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の

規定により従う義務を有すると国の機関等の指示により、公にすることができないと認められる

情報」を不開示情報とするも、基本的に維持をし、法施行条例に規定を追加したいと考えており

ます。

     課題というか、状況としまして、その下のところに書いてあるんですけれど、情報公開条例で不

開示情報としている第５号、第６号についての実績について確認する必要がある考え、資料を用

意いたしました。

     ４ページ目を御確認ください。

     ４ページ目の真ん中から下の部分、４、情報公開条例第５号及び第６号の適用状況というところ

に状況を記載しております。

     過去５年間の大体の数なんですけれど、まず５号、情報公開条例でいうと第５号、個人情報保護

条例でいうと第１７条の第７号に当たるものは、情報公開条例では９９件、個人情報保護条例で

は３７件適用がありました。

     （２）、同じように情報公開条例第６号、個人情報保護条例第１７条の第８号に関しては、情報

公開条例では８件、個人情報保護条例では３件適用、過去の実績としてあります。

     具体にどのようなものに適用されたかというのが、資料の一番最後の６ページ、こちらに、どう
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いったものに適用されているのかを、過去１、２年の状況をざっと見たところ、まず、公共の安

全等に関する情報に関しては、情報公開条例では、警備計画や公共の建物の間取りに関して適用

されています。

     これについて適用している場合は、資料３の１ページ目の第１７条第７号に書かれている、開示

することにより、人の生命というところの前段と後段両方の理由が考えられるのではないかとい

う状況です。間取り等を開示することは、人の生命、身体、もしくは財産等の保護に関係があり

ますし、または、犯罪の予防とかにも関係がある情報となっています。

     それに対して、６ページに戻っていただいて、情報公開条例の第８条第５号に対応するのは、下

の個人情報保護条例の第１７条第７号ですが、こちらは、主に、警察からの捜査関係事項照会を

不開示にするときに適用されています。この場合は、前段の意味というよりは、後段の犯罪の捜

査等に支障を及ぼすおそれがあるということで、この法を適応しております。

     続いて、情報公開条例でいうと第６号、個人情報保護条例でいうと第１７条の第８号である資料

３の２ページ目に記載されている、法令の規定または国の機関等の指示に係る情報ですが、こち

らは、情報公開条例の適用されたものを見ると、主に地方税に関する調査等で、守秘義務が定め

られているものでした。

     第８条第６号に関しては、今見ていただいている資料３の３ページ目に第５号の適用基準が例示

されておりまして、地方税に関する捜査等はここに明示として出ているものになります。

     それに対して、個人情報保護条例の第１７条第８号に関してですが、実はこちら、過去５年間で

実績が３つと出ているんですが、近年はあまり適用されていなくて、適用していたものに関して

いうと、児童家庭相談記録で、児童虐待防止等に関する法律第１２条第３号に係る措置入所等を

された児童の安全確保ということで、もともと別の法律で、住所または処遇を居所を明らかにし

ないものとするとなっているものに対して、不開示の理由として適用させています。

     現状では、こういった状況の適用となっておりますが、事務局としては、どれも維持をしたいと

考えております。

     以上です。

湯淺委員長 はい。ありがとうございました。今の情報公開条例との整合の件につきまして、先生方から御

質問、御意見等ございましたら、お願いいたします。

冨田委員 よろしいですか。

湯淺委員長 どうぞ。

冨田委員 議題３の検討事項８の概要の３番目、第１７条１号関係は、御説明がなかったですけど、こちら

の最後の４ページに書いてあることから、この解釈によるかどうかを検討されるという。

下村担当係長 そうですね。

冨田委員 そうですね。何かこの解釈でよさそうに私は思うんですがという。

下村担当係長 ありがとうございます。
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冨田委員 表現は違えど、同じことも含められるというふうに、ガイドブックか何か、ハンドブックか何か

必要はあるかもしれないですけれども、そこさえ上手くいけばよいのかなというふうに思いまし

た。

下村担当係長 あと、３ページ目から４ページ目に記載したんですけれど、国へ個別照会の回答でも、こう

いったところで見られるんじゃないでしょうかというお答えをいただいているので、恐らく見る

ことができるんではないだろうかというふうに考えております。

湯淺委員長 結局、過去５年間で３件とはいえ、しかし一応該当事例がないわけではなかったということな

んですね。

下村担当係長 そうですね。近年、１、２年で見ると全くないんです。

湯淺委員長 そうなんですか。

下村担当係長 かなり過去にあったという……。

湯淺委員長 なるほど。

下村担当係長 現状ですと、この内容ですと、措置入院等というのも含めて、個人情報でいうと２号であっ

たり、未成年者の不利益になるですとか、あとは、事務事業等で不開示にしています。

湯淺委員長 なるほど。

井野担当課長 あまり、想像できないんですけれども、情報公開条例だけ、この不開示情報を定めて、もし

個人情報のほうで、今回の公共の安全ですとか、法令秘を定めなかった場合、情報公開条例では

出ないのに、個人情報保護条例での開示請求では出てしまうとなると、そこでやっぱりバランス

がおかしくなるという可能性は、少し危惧しておりますが、余りそういった一つの案件で両方の

パターン、両方から請求が来るということ自体が余り想定はできないのですが、ゼロではないか

もしれないというところで、そこはある程度整合性を持たせたほうがよいかと感じます。

     もう一方の考え方としては、逆に、情報公開条例の第８条の第５号、第６号、これを逆になくす

という考え方もあるのですけれども、ただ、情報公開条例にはかなり実績と申しますか、今まで

不開示としてきた経過がございますので、そこは少し乱暴な議論になってしまうという気がして

おります。

湯淺委員長 これについては、今いろんな自治体の様子を見ていると、二つの考え方があり得て、基本的に

は同じ個人に関する情報なので、情報公開制度と個人情報保護制度は、なるべく整合性を取って

いこうという考え方が一つあると。

     他方で、やはり同じ個人の情報を扱っているとはいえ、情報公開制度と個人情報保護制度に基づ

く開示請求は全く性質も、できる人も全く違うものなので、もうこの際、あえて別制度として運
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用してもよいのではないかというふうに考えていくという方向と、両方あり得るんだと思うんで

すね。

     理論的には、御自分の個人情報について、情報を公開請求するということは不可能ではないんで

すけれども、普通は、個人情報保護条例に基づく開示請求を使うのだろうと思いますので、あえ

て、そういう運用にするということもあり得なくはない。これは考え方の問題だと思いますね。

     特に、川崎市の場合は、この後の議題で出てくるんでしょうけれども、亡くなった方の個人情報

について、一定の範囲で親族に開示請求を認めているわけなので、要するに、亡くなった方につ

いて、親族等に開示請求を認めていないと、結局情報公開請求をかけるしかないということにな

ってしまうと。

     しかし、川崎市の場合は、今後も一定の場合に認めていくんだということであれば、情報公開制

度と個人情報保護制度のほうをそろえていってもよいし、逆に、無理にそろえなくても、大きな

問題は生じないのではないか。これはもう考え方の問題なのかなという気がしますけどね。

井野担当課長 まだ、固まっているわけではないのですが、そろえるところは、そろえたほうがよいという

ところがありつつも、制度としては、こうなるものということで、全然考え方も違うという形で

やっていくというところが必要かとは。

湯淺委員長 そういうことだと思います。むしろ、今後、実務上の問題として生じ得るのは、情報公開請求

制度と個人情報保護制度において、例えば、不服審査の場面において、個人の定義を実務上そろ

える必要があるのか、しかし審査会というのは、それぞれ別々の別建ての組織になっているわけ

ですから、審査の場面で、どう実務的にそろえるのかという問題のほうが出てくる気がしますけ

どね、むしろあり得る問題としては。特に、今回、条例要配慮個人情報というふうに、仮に個人

情報保護制度のほうでは上乗せをしてしまうのであれば、そういう問題が出てくる。

     他方で、情報公開制度については、条例要配慮という概念はないから一律に全部該当制で単純に

判断してしまう。個人情報保護制度のほうでは、条例要配慮だから、それとは別の判断をすると。

     他方で、これも理論的にそんな請求があり得るかというのはありますが、条例要配慮というもの

を仮に置いてしまった場合には、条例要配慮に関する開示請求の在り方を考えないといけないの

ではないですかね。

     例えばですが、後のほうの死者のところで申し上げればよいのかもしれませんが、死者に関する

個人情報を一等親や、一定程度仮に今後も認めていくんだとすると、そういう市が持っていた近

い親族のＬＧＢＴに関する情報を死者の親族が開示請求をしてくるということはあり得なくはな

いわけですよ。

井野担当課長 はい。あり得るかもしれない。

湯淺委員長 あり得なくはないと思う。例えば、自分の親というのは、一体どういう性的指向を持っていて、

自分という子供を作ったんだろうなど、あり得なくはないパターンなので、その辺りも含めて、

この条例要配慮を置くかどうかと、この不開示情報はどうかということと、死者の個人情報の扱

いなどが、そこは横を通して検討する必要があるんじゃないですかね。

     ほか、先生方からいかがでしょうか。

嘉藤委員 まず、公務員の氏名を入れるとそれが問題になると思いますし、法令秘は、そもそも国のほうに
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はないので、入れないと対応が難しいと思うんですが、第５号の前段がちょっと悩ましいなと。

そろえておいて、事務事業でやってもよいですし、公共安全情報でやっても解釈上は特に問題は

出なそうなので、そろえてしまって疑義をなくすというのが一つのやり方かなというのはありま

す。解説を見る限りでは、ほぼ吸収されている形に読めるのでというところですね。

     完全に、私は審査会の立場で話をしている・・・、そのほうがこちらというか審査会としては読

みやすくなるかなということです。

井野担当課長 ありがとうございます。

嘉藤委員 同じ事案が出たとしても多分どこかしらに引っかけて、これを必ず出さないなというのがありま

すが、そのときに難しくなるかというと、恐らくそれはないかなと思います。

湯淺委員長 村上先生、冨田先生、こちらの件はよろしいですか。はい、では、何かありましたら後ほどで

もまた御意見をお寄せいただければと思います。

     それでは、次、議題の４ですね。その他のほうを事務局からお願いします。

下村担当係長 はい。議題の４、その他ですが、こちらは、今までの宿題としていただいていたものを事務

局で考えたりしたものについて、順に回答をさせていただきます。

     まず一つ目は、１ページ目の検討事項の１、死者に関する情報の確認事項です。これまでいろい

ろ御審議いただいて、死者に関してもいろいろな場面で検討するべきことがあったので、幾つか

に分けて御報告させていただきます。

     まず一つ目は、死者に関する情報の適正な維持管理についてです。

     こちらは、死者に関する情報は、改正後の個人情報保護法では、個人情報の定義から外れ、保護

の対象ではなくなるものの、主に次の理由から、引き続き生存する個人に関する情報と同様に適

正な取扱いを行う必要があると考えております。

     その理由というのが、まず一つ目のポツですが、まず、個人情報の保護に関する法律のガイドラ

インでは、「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法の保護の対象となる」としていることから、死者になると

イコール全てが法の保護の対象外となるわけではありません。

     もう一点は、行政は、当該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」に当たるかどうかの判断を一義的には行えないので、原則的に「個人情報」と同様の

保護を行う必要があると考えました。

     また、二つ目のところですね。本市のハンドブックでは、「死者に関する情報については、死者

に権利能力がないため、自己に関する個人情報の開示請求権等を行使できないが、死者の個人情

報の不適正な取扱いが死者の名誉を傷つけたり、遺族等生存する個人の権利利益を侵害するおそ

れもあること、保有している個人情報の主体がその後死者となったかどうかは必ずしも分別でき

ない」としており、この考え方は基本的に維持するのが望ましいと考えているためです。

     そういった理由で引き続き、生存する個人に関する情報と同様に適正な取扱いを行う必要がある

と考えております。

     個人情報と同様の取扱いとする主な事項は、イの①から⑦に記載しております。

     また、この米印のところですが、死者に関する情報の取扱いは、法施行条例とは別に規則等によ

り新たに定めることとしたいと考えております。
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     続けて、二つ目の説明をさせていただきます。

     二つ目は、死者に関する情報の開示請求制度についてです。

     死者に関する情報は、ガイドラインにおいて、「当該情報が同時に遺族等の生存する個人に関す

る情報であって、当該生存する個人を識別することができる場合に限り、当該生存する個人にと

って「自己を本人とする保有個人情報」に該当し、当該生存する個人による開示請求の対象とな

る」としています。現在、私ども川崎市では、死者に関する情報について、条例で定めて遺族請

求ができるんですが、お隣の横浜市では、遺族請求は制度化していないんですが、２ページ目の

ところに記載しているような運用をしております。

     内容としては、どういうときに、生きている人にとっても個人情報であると考えるかというとこ

ろが分かれておりまして、まず、アのところが、死者の個人情報が本人開示請求者自身の情報で

もあると考えられる情報で、相続した財産に関する情報ですとか、損害賠償をする場合等、こう

いった場合は、死者の個人情報は、本人開示請求者自身の情報でもあると考え、請求ができるこ

とになっております。

     イは、社会通念上、本人開示請求者の個人情報とみなし得るほど、本人開示請求者と密接な関係

がある情報。こちらは、死亡した時点において未成年であった子供に関する情報といったもので

す。

     ウが、ほかの制度において、遺族等に開示することが適当であるとされている情報。

     まず一つ目が、カルテ等診療情報、あと、診療報酬明細書、こちらは別の制度において、遺族等

に開示することが適当であるとされているので、横浜市では、請求できる権利としてみなしてお

ります。

     ガイドラインや国の説明会では、生存する遺族等の個人情報に該当する基準や事例は、具体には

示されていませんが、「新・個人情報保護法の逐条解説」でも、改正法の考え方について判例を踏

まえて、おおむねこの横浜市と同様の考え方を示しています。このことから、本市においても、

基本的には横浜市の運用や「新・個人情報保護法の逐条解説」を参考に運用を行いたいと考えて

おります。

     開示請求制度について、本市の制度の状況ですが、御存じのとおり、本市の条例の遺族請求は、

１親等以内の遺族に権利を認めており、ハンドブックでは、次のとおり、開示請求できる者を限

定しているものの、開示できる情報の範囲に関しては、特に明示して限定をしていません。

     ３ページに移りまして、３ページ目に、過去２年間の遺族請求の状況を記載しております。

     こちらで以前も少し御紹介したと思うんですけれど、一番多いのは、介護認定関係についての請

求です。続いて多いのが、医療記録とか、診療記録に関してが多くなっています。それ以外にも、

救急活動報告とか、土地関係、売買契約関係の書類等が請求の対象となりました。

     今までこのような実績があるんですが、今までの考え方ですと、開示請求の対象については、特

に審査がなく、何でも対象になっていたんですが、新しい改正法の趣旨の請求する本人にとって

の情報でもあるというのに当てはまらない、単純に死者に関する情報を知りたいという動機に基

づく請求もあるものと考えられます。

     しかし、今のハンドブックでも、遺族による開示請求は、「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」に限り、「本人死亡により本人の保有個

人情報の要保護性が直ちに失われたとは言えない」としていることから、開示請求に当たっては、

遺族等の生存する個人の情報でもあると言えるかどうかについては慎重な判断を行って、当たら

ないと考えられるものについては、今後は不開示とする対応を行っていきたいと思います。

     今、過去の請求で多かったものとして、医療記録や介護認定記録を挙げさせていただきました。
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医療記録は横浜の運用でいうとウに当たり、他の制度によって、遺族等に開示するものが適当と

認められているものになっております。

     介護認定のほうは、特に、どのような通知か、私たちでは見つけられなかったんですが、どうい

ったことで、請求されているのかなということで、請求を受け付けている部署に確認したところ、

全て理由を問わずに請求を受けているので、全て理由を把握しているわけではないけれど、相続

に使うということで請求をされている方が多いということと、こちらは、うちの窓口で対応した

んですけれど、さらに詳しく説明をしてくださって、小規模宅地特例とかのために、こういった

書類が必要なんですというお話をしてくださったので、そういった事情であれば、改正後も生き

ている人にとっての情報という考え方で対応できるかなというふうに考えておりますが、それぞ

れ開示に当たっては、今後は内容を聞き取って、審査の判断を行っていきたいと考えています。

     死者に関しては以上です。

湯淺委員長 はい、ありがとうございました。

     死者のところで区切って、一回検討をしたほうがよいですね。

下村担当係長 そうですね。

湯淺委員長 では死者の件で区切って委員の皆様の御意見等をお伺いしたいと思います。

     確認なんですが、宇賀先生の本では、死者に関する個人情報の取扱条例というふうに、条例を立

てることも可能だというふうに書いてあったんですが、今回、市の方向としては、条例を立てる

のではなくて、一段下げて規則で処理したいというところですか。

井野担当課長 今考えておりますのは、基本的には条例規則では定めずとも、多分対応できるだろうという

ことで、法の趣旨のとおりに手続を進めていくという考え方でございます。

湯淺委員長 なるほど、分かりました。他方で、今回、個人情報保護法にそろえることになったので、生存

するという限定をつけたことによって、何か川崎市がこれまでも保護してきた死者に関する情報

の適正な維持管理の水準が下がるような印象を市民に与えないようにするという必要もあるよう

に思います。

井野担当課長 そうですね、そこは先ほどの具体の４の１のところで、死者に関する情報を保有している間

の維持管理、安全管理については、基本的には、生存する個人と同じような取扱いということで、

引き続き行っていきたいと思っております。

湯淺委員長 もう一つは、目的外利用と外部提供は、「個人情報」と同様の基準にするということなんです

けれども、最近は、災害での死者については、逆に一定の基準、都道府県知事会でしたかね、国

に対して基準を作ってほしいと要望をしていたようにも記憶しますが、逆に、死者であっても、

逆に死者だからこそ、情報提供公開が要求される場面もあるようにも思うんですね。そこは非常

に難しいところではあるとは思いますね。

井野担当課長 今、先生がおっしゃられた災害時の個人情報の取扱いは、実は、国のほうが今、指針を作っ

ているということで、多分、うちで申しますと、危機管理室が担当部局で、指針の状況を確認し
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たところでは、まだそういった指針が示されていないのですが、示すということは確かに国のほ

うから言われているところではございますので。

湯淺委員長 そうですね。神奈川県は、ちなみに独自に何か基準を先日定めたそうで、それで、確かどこか

で第１号で亡くなった方の名前を公開していなかったかな。土砂崩れに巻き込まれましたとかと

いう方の名前を、確か第１号で公開した。新しい県の基準の下で、第１号であったというふうに

聞いていますので。

嘉藤委員 今のところは恐らく都道府県特有ですね、やっぱり警察を抱えているところなので。

使い方が、ある意味一例的にやりやすいので、ただ、市町村はどうするかというのは、やっぱ

り検討はいろいろいるでしょうね。

湯淺委員長 おっしゃるとおりですね。都道府県警を持っていますからね。

下村担当係長 災害時ということで、危機管理担当の人に確認をしたときは、結局熱海の話とかですけれど、

亡くなったのが確定じゃなくて、どうか分からない。生きている可能性がある方として、生きて

いる人として、公開情報提供をするかどうかというところで、反対に、川崎市の場合は、完全に

お亡くなりになられていたら、わざわざ事故の規模とかにもよると思うんですけれど、開示しな

くても、する必要がないんじゃないのか、もしくは開示するには、御遺族の同意がいるんじゃな

いかという話をしておりました。

     うちも数年前、台風で恐らく人がお一人亡くなられているんですけれど、それは協議の結果、亡

くなった方がいるということはもちろん発表するんですけど、どなただったというところまでは

発表をしていないんです。なので災害のための名前の公開というと、生きている前提で考えてい

ますというところです。

葛原担当係長 身内の方に安否確認のために伝えることはあると思います。

下村担当係長 そうですね、あとは危機管理室と話していたときに、危機管理室が、亡くなった方で一斉に

提供するとなると、大規模な事故とかが起きて、記念碑を建てるとかというときは、もしかした

ら遺族の同意もあった上かもしれないけれど、一連の名前として提供しないといけないのかもし

れないことが考えられるという話がありました。

井野担当課長 この目的外利用と外部提供というのが、これはネガティブな意味ではないのですけれども、

今私たちが管理している個人情報が適時に亡くなったということまでは、正直把握できていない

部署も多分ございますので、そうすると、明確に取扱いを分けたときに、混乱が逆に生じてしま

いかねないというのはございます。

湯淺委員長 あるいは、災害時において、最近は、搬送対象にならないということを防ぐために、心肺停止

という、非常に、ある種曖昧な取扱いをするようになっているから、確かに区別できないですよ

ね、なかなか。特に、災害時等においてはね。
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嘉藤委員 あとは、その条例なんですけども、宇賀先生の解説を読んでも、要保護性があるので、通常の個

人情報と同じような管理が必要なので、条例をという流れに、書かれてありますので、今、御説

明の趣旨もそれと同じですかね。それを文書管理規則のレベルでやるか、条例でやるかという話

になるんだと思いますが、あとは、個々の判断ですね。新たに開示請求権を与えるというもので

はおよそないということですから、その意味では、条例化する必要はないとも言えますと。

     逆に、国が条例で保護することは許容しますと、あえて言っているので、条例の形を取っても問

題はないということなんですね、そこをどう選択するかということになろうかなと。

     ただ、目的外利用と外部提供、ここを通常の個人情報と同じと考えてよいのか、要件の緩和は認

められるのかというのは、一つ考える必要があって、結論としてなんですが、まず最初に、文書

管理レベルでやってみて、準じた形で。やはり変える必要があるとなったら、条例にスライドす

るというのも、有りかなと。実態を見ながらやるというのも、一つのやり方かなというふうに思

いました。

井野担当課長 私たちのイメージとしては、いわゆる開示請求権などの権利義務的なものを定めるものでは

ない性格になりそうですので、内部として、どういう取扱いをするのかという内部管理規定とい

う方向性で今検討をしておりますので、基本的には規則で定めて問題はないのかなと思っており

ますが。要保護性というところでも、大きな意味では管理の在り方に帰結するのではないのかと

考えております。

嘉藤委員 そうだと思うんですが、宇賀先生の意図がそこも分からないので、それも条例事項だというふう

になっているように見えるんですよね。

井野担当課長 個人情報保護委員会が、大体回答をするときは、何か定める場合は、明らかに条例でなくて

もいい事項も条例でという言い方をしているように少し私の中で感じておりまして、具体的には、

そこをあまり個人情報保護委員会のほうは意識をしていなくて、単純に条例というふうにおっし

ゃっているのかなという印象があります。

     宇賀先生は、また少し別の観点もあるのかもしれないのですけれども。

湯淺委員長 宍戸先生と東京都の担当者の方だった方が書いたあの本がありますよね。あそこでも、やはり

条例ということにこだわっていて、内部規則ではなく、条例で定めるべきという考えも、宇賀先

生もお有りなのかもしれないですね。

     あと、もう一つは、今回の改正全体の目的が、一部事務組合とか、そもそも条例を持っていない

ところに対して、この際、全部必ず条例を作りなさいということを言っていることもあるので、

それもあるのかもしれませんけど。

     国の法律は、基本的に生存するので、逆に言うと、亡くなった方は原則的に対象外だから、亡く

なった方の要配慮個人情報は考えなくてよいんですよね。死者も一定程度で保護、また死者の開

示、個人情報の開示を一定程度認めていくときに、条例要配慮個人情報や条例ではない法定の部

分の要配慮個人情報という概念が入ってきたときに、そこは別扱いにするか、そこはもう亡くな

った方の場合には、一律でよいのかというところはどうでしょうね。

     別に今日決めなくてもよいと思うので、ぜひ、そこも要検討な気がしますね。

井野担当課長 はい。具体的にその指針に関する情報もそうですね。何を定めるべきなのかというところは、
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もう少し整理します。

湯淺委員長 そうですね。

嘉藤委員 結局は、請求があると考えられるのは、遺族だけなんですね。配慮情報だからといって、遺族が

請求したら、認められれば出るというのは、自己情報と同じなので、そうすると配慮情報の場合

も、管理の上での取扱注意のレベルの話になってきますので、同じようにして問題があるのか、

支障が出るか出ないかということが、まず一つですね。

     当然、それは表には出るものではないので、あとは、取扱いというか漏えいだとか、外部提供だ

とかのときの問題になるという。それが同じレベルでやって、特に支障がないかどうかというと

ころがチェックでしょうか。あとは、それを条例化するかどうかということです。

     恐らくきちんと議会の同意を得て、自治体としての意思決定をしてくださいという趣旨なんだと

思うんですね、この管理に関しては。

井野担当課長 はい。分かりました。

冨田委員 利活用という意味で、非常に遺族からの死者に関する情報って、私は仕事上は、必要な場面とい

うのはいろいろ想定ができる。特に、相続関係の紛争においては、先ほどは税金の話がありまし

たけれども、例えば、介護認定の関係の書類を取り寄せる場合は、例えば、介護をどなたがされ

ていて、それにどう寄与したかというようなことであったり、遺言書を書いた方がいて、その方

の判断能力がどの程度であったかというようなことだったり、様々必要性というか、利用価値の

ある情報があるというところはありますので、今後も開示を求めたい、ただ知りたいだけ以上の

必要性というのは、気が付く方がいらっしゃれば、これを活用したいという方はいらっしゃるん

じゃないかなと。これで死者と書いていないと、逆に請求してこない可能性もあるのかなという

気はしなくはないんですけど、条例で明確に定めてあると、しようという方向に行きやすいのか

なとは思いますが。

湯淺委員長 だから、先生の御指摘もありますし、条例レベルではなく、その一段下で定めるにしても、根

拠規定を条例の一部に入れるかどうかもあるわけですよね。死者の取扱いについては、別に定め

るという１条を入れれば、今の冨田先生の御意見だと、一応死者は死者で可能なんだねというこ

とで、条例条文を読んだだけで知ることができるということにもなる。

冨田委員 そうですね。

嘉藤委員 その条文は、施行条例に入れられないんですよね、どうやら。

湯淺委員長 そうなんですよね。

嘉藤委員 そうすると、別途作ってくださいと。

湯淺委員長 そうなんですよね。
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冨田委員 対議会との関係は、今までの条例を制定運用するに当たって、ずっと議会の承認を得た運用をし

てきましたと。それが変わらないということであれば、改めて、今回必要なのかというと、議会

の承認は要らないという考え方もあるかもしれないんですが、その運用の道をサービス低下しな

いということをどう担保するかというやり方の問題かなというふうに思います。

井野担当課長 条例なのか規則なのかというところは整理をした上でだと思うんですが、法制課がございま

して、その法制課とも協議をしていかないといけないかなという気が今しましたので、少し話を

した上で整理したいと思います。

湯淺委員長 そうですね。

冨田委員 いつから死者の情報になったのかが判別しづらい情報は、多分財産関係だと思うんですね。心情

に関するものは、死とかなり結び付きやすいので、介護医療などは多分分かりやすい、死者かどう

かというのは分かりやすい情報なんですけど、財産関係は、いつ死んだのかが分からないというこ

ともあるので、その辺りがもしかしたら区別がしやすいかもしれないですね、取扱いについては。

特に、死んでいないものとして、ずっと扱っておけば、保護性には問題がなくて、死んだというこ

とが分かった場合に、その情報をどうするかということ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した。いろいろと御意見をいただいていますので、ちょっとこれに

ついても継続的に検討で、市の内部でも引き続き検討、他の部署とも協議をしていただきたいと

思います。

     それでは、検討事項の７の説明をお願いします。

下村担当係長 議題４の１０ページ目を御覧ください。検討事項の７についてです。

     こちらは、前回答申案を御確認いただいた開示請求に関する手続のところで、任意代理人のこと

について御意見をいただいたので、答申として、全体としては、必要に応じて本人の意思確認を

行うべきであるというようなことが載っているんですが、実際の運用としては、このようなのは

どうだろうかということで、事務局で考えました。

     ちょっと読み上げさせていただきます。

     「個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガイド」では、なりすましや利益相反の防止

のための対応として、本人への電話による確認、ＤＶ支援措置を受けているかの確認、郵送受取

を本人限定にするなどの事例を挙げています。

     本市においても、現行において任意代理人について条例上、「その理由と委任関係の確認を慎重

に行い」としていることから、なりすましや利益相反の防止のため、代理人の本人確認や委任の

事実等を慎重に確認するとともに、必要に応じて本人への確認措置を講じていくこととしたいで

す。

     そこで、次のような場合には、本人に電話等により開示請求等の意思（代理請求の意思）を確認

することとします。前回は、全部で意思確認をさせていただきますというように言ったんですが、

ちょっとめり張りをつけることにいたしました。

     まず、本人の意思確認が必要と考えられる事例案。まず一つ目が、なりすまし防止関係で、代理

請求を郵送、ＦＡＸ等で受けたとき、窓口にお越しになった場合じゃないときですね。そのとき

に、代理人が士業等である場合には、請求内容は当該代理人が詳しいこともあるため、当該代理
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人に連絡を行い、請求理由、代理の事実等を慎重に確認する。この場合に、任意代理についてや

はり疑義がある場合には（３）に基づき、本人への確認を行うことも検討する。ということで、

士業の方の場合は、士業の方に御連絡をして、疑義がない場合は、そのまま受付をするというほ

うに考えております。

     次が、代理を受けた者であることを証明することができないとき。もう一つが、委任状の記載か

らは、開示請求（請求に係る保有個人情報の内容が不明確な場合を含む）に関する代理であるこ

とが明らかでない場合。こういった場合は、本人の意思確認が必要と考えられます。

     また、２番目で、利益相反関係で、ＤＶ、児童虐待、本人と任意代理人との間に利益相反が想定

される場合、義務教育終了前の児童等、本人の意思に基づくものであることに疑義がある場合も

本人の意思確認が必要と考えております。

     そのほかは、全般的に任意代理申請について疑義がある場合というふうな形で運用したいという

ふうに考えております。

     ７については、以上です。

湯淺委員長  ありがとうございました。

     まず、冨田先生、いろいろ御意見がお有りかと思いますが。

冨田委員 ありがとうございました。いろいろと御配慮いただいて感謝いたします。異議ございません。

湯淺委員長 そうすると、新ハンドブックに、この中身を書いていくことになりますかね。

下村担当係長 そうですね、運用としては、こういった形で、代理人が誰かということで、一旦振

り分けをしようかなというふうに考えております。

湯淺委員長 はい。これはよろしいでしょうか。

     ありがとうございました。

     それでは、検討事項の１２についての説明をお願いします。

下村担当係長 続いて、お隣の１１ページ、検討事項の１２についてです。

     これは、ずっと長く時間をいただきましたが、こうだとはっきり回答ができないんですが、個人

情報保護委員の苦情処理制度の維持についてで、現行で保護委員は三人以内と規定されています

が、現在、ずっと一人体制なんですね。そのところで、三人とした理由はとか、どういった状況

だったんでしょうかというふうにお尋ねいただいたのでお調べいたしました。

     結果で言いますと、完全に、いつから切り替わったかというのが確認し切れなかったんですけれ

ど、昭和６０年の制度設立当初は三人体制でした。また、平成４年頃も三人であると記録が残っ

ております。その後、文書で確認できたのが、平成１４年の１月１日の任用のときは一人体制に

なっていました。でも、この先生も平成１０年のときからお願いしているようなので、それより

も前から一人体制になっていたのではないかなと思うんですが、その肝腎の切り替わった年の文

書が時間内に見つけられなかったため、こういった状況でございます。

     苦情相談件数については、グラフで示しているように、本当にその年によってばらばらなんです

ね。平成２５年度は４１件と突出していますが、ここ数年は、１０件から１５件で推移していま
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す。ただ、今回、法改正もありますし、ふだん以上に一般の方も認識することも多いので、相談

件数が増えることも想定されるので、ちょっと今の一人をそのままの規定にしてしまうのは心配

があるので、現行のとおり、三人以内の規定は残したいというふうに事務局としては考えており

ます。

     以上です。

湯淺委員長 はい、ありがとうございました。

     今の件、先生方から御意見等はいかがでしょうか。

冨田委員 特によろしいんじゃないですかね。

下村担当係長 先生のときは、すごい相談件数が。

冨田委員 そうなんです。ちょうど山の高めのところ。活躍の場があることは、制度としてよいことなので。

湯淺委員長 はい、ありがとうございました。

     それでは、三人以内の規定を存置するという方向でこのまま検討を進めていただければと思いま

す。

     それでは、今日予定の議題は、これで終わりましたが、最後事務局から事務連絡をお願いしたい

と思います。

葛原担当係長  では、次回の小委員会開催日程ですけれども、６月２２日水曜日の１４時から１６時で、

同じこちらの会議室で予定しております。

     本日の小委員会の議事録は準備が整い次第、御確認をよろしくお願いいたしたいと思います。

     本日の報酬に関しましては、７月２１日のお支払いとなりますので、支払明細につきましては、

郵送させていただきますので、あらかじめ御了承いただきたいと思います。

     事務局からは以上でございます。

湯淺委員長 はい。他は特によろしいでしょうか。

     それでは、本日はこれで終了したいと思います。次回もよろしくお願いいたします。


