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議 事 録

令和４年度第４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

 情報化施策推進室 担当課長 竹山 一久

                          職員 計６人

開催日時 令和４年６月２２日（水） １４時００分から１６時２０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 オンライン結合について

２ 個人情報保護条例と情報公開条例について

３ 行政機関等匿名加工情報の提供制度について

４ 審議会の役割（諮問事項等）について

５ 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４回川崎市情報公開運営審議会小委員会を開催します。

      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。本日は傍聴の希望者がいらしていますが、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 それでは、異議なしと認めまして、傍聴を許可いたします。

     じゃあ、傍聴人の方は入室してください。

     なお、会議中に傍聴の希望があった場合は、随時入室していただくことといたします。

（傍聴者入室）

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

葛原担当係長 はい、それでは、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

員の方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。

     次に、資料の確認でございますが、クリアケースに入れて配付させていただいておりまして、上

から順番に議事次第、次に、議題１のオンライン結合についての資料。次に、議題２の検討事項

１３、個人情報保護条例と情報公開条例の整合について。その次が、議題３の検討事項９、行政

機関等匿名加工情報の提供制度について。その次が、議題４の検討事項１０、審議会の役割（諮

問事項等）について。最後は、議題５としまして、こちらは、これまでの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います。

     それから、諮問２３９号のファイルと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、それでは本日の議題に入ります。議題１、オンライン結合について、説明を事務局から

お願いします。

葛原担当係長 はい。では、右肩に議題１と書かれました資料を使って説明いたします。

     全体の検討事項としては６番のオンライン結合についてに係る部分です。

     １ページ目に、概要にありますとおり、２のオンライン結合の制限ですが、オンライン結合につ

きましては、現行の条例の第１２条で規定がありまして、法令の定めがある場合及び審議会の意

見を聴いて認めた場合に限り、行うことができると規定されております。

     現在の審議会への諮問事項でも比較的多い諮問案件となっています。

     （３）改正法では、オンライン結合の制限についての規定はありません。また、地方公共団体が

法施行条例等で制限を設けることを許容しないとなっております。

     現時点の方向性ですが、３のとおり、オンライン結合については、万が一、情報漏えい等が起き

た場合に影響が大きいことから、これまで審議会による諮問に代わる個人情報の適正な管理に資

する制度としまして、審議会がオンライン結合のための基準を策定する、または審議会に代わる

審査機関を内部組織として新設するなど、新たな制度について検討する必要があるものと考えて

おります。
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     ３ページを御覧ください。改正後の方向性の（３）オンライン結合の部分ですが、現行では、個

別の事案ごとに審議会へ諮問していました。改正後は、類型的な諮問は許容されないため、審議

会に代わる審査（チェック）機能として、事務局の案①、民間による事前監査の実施、その後、

②として、個人情報の取扱いに関する事項を記載した届出書の行政情報課に提出して、③として、

事前監査結果・届出書・オンライン結合概要による審議会への報告という形を取れないかと考え

ているところです。

     ４ページを御覧ください。当初は、審議会に代わる庁内での審査機関を立ち上げることはできな

いかと考えましたが、なかなかハードルが高く、それに代わるものとして、先ほどの民間による

外部監査を行えないかと。民間の外部監査は、あくまでセキュリティ部分、技術的な側面に重点

が置かれているものなので、個人情報の取扱いに関する監査等につきましては、川崎市職員の個

人情報の取扱いに関する規則等に定められた安全管理の方法について、別途チェックリストのよ

うな届け出書を作成しまして、所管課から行政情報課に提出してもらいます。

     それらの監査結果とその届出書、概要等の資料に基づいてチェックを行った上、審議会に報告を

行うことで、オンライン結合の水準を確保していくことを検討しております。

     オンライン結合について、他都市（政令市）に照会したところ、大体半分ぐらいの市が、所管課

の判断に任せるという方向で検討しているとのことでした。

     資料の説明は以上です。

湯淺委員長 はい、それでは、ただいまの説明につきまして、委員の皆様から御意見、御質問等がございま

したらよろしくお願いします。

     それでは、私からですが、３ページの（３）オンライン結合の改正後の①民間による事前監査の
実施ですが、事務局から説明があったとおり、基本的に民間のセキュリティ監査会社に出すとい

うことは、何らかの基準に従って、それに合致している、合致していないというのをセキュリテ

ィ監査会社に頼めば実施してくれるとは思いますが、それをなくして、そもそも妥当かどうかと

いうのを、監査会社に頼んでも、恐らくそれは逆に困りますと言われるのではないかと、それを

判断する立場ではないですというふうに言われてしまうのではないかという気がするので、事前

監査に出すにしても、どの項目を監査してもらうというのは、こちら側で用意する必要があるん

だろうなという気はいたしました。

嘉藤委員 民間に監査をする場合の中身としては、技術的なところが中心になるというお話でしたけど、情

報セキュリティの観点からということに限られるということでしょうね、そうしますと。

葛原担当係長 はい、そのように伺っております。

嘉藤委員 個人情報の漏えいという観点からでは、こちらである程度チェック表を作って、それを出しても

らうと。その基準自体は、審議会の審議事項になるんでしょうか。どうでしょう。

葛原担当係長 そうですね、基準の作成については、そこはおっしゃるとおり、報告ではなくて、審議事項

になるのではないかと考えています。

嘉藤委員 基準表の設定自体は審議事項で、それ以降の運用については、ある程度まとめて、また報告する

ということですね。
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葛原担当係長 そのとおりです。

湯淺委員長 はい、他にいかがでしょうか。

冨田委員 質問をよろしいですか。今の事前監査、外部監査の実績というんですかね、今までこういう監査

というのをされたことがあるんでしょうか。いかがでしょうか。

竹山担当課長 情報化施策推進室の私から回答をさせていただきます。大体今１年に２件程度のシステムの

外部監査を実施しておりまして、システムの監査とマイナンバー監査と２種類あり、それを年間

何件か実施しているような実態でございまして、昨年度については、福祉総合情報システムの監

査を実施しております。

     実績という意味では、数年間にわたって、年数件程度、２件か３件程度の実績がございます。

冨田委員 今おっしゃっていただいた実績のあるシステムの監査と、今回実施しようとしているオンライン

結合の場合の監査というものの、何か差異があるものなんでしょうか。

竹山担当課長 それは、審査項目として何を適用するかという話だとは思います。基本的には今我々が行っ

ている外部監査というのは、本市のセキュリティ基準と、その基準の基になっている国が示して

いる地方公共団体に対するセキュリティポリシーに、技術上の基準が示されておりますので、そ

ういったものに適合した運用がされているかどうかというのを、今監査をしているということで

すね。

冨田委員 ありがとうございます。もう一つの質問をよろしいですか。

湯淺委員長 どうぞ。

冨田委員 審議会で基準表を策定するということの条例上の位置付けですが、新条例に審議会の役割という

か、審議会でなすべきことということで設ける形にすると、先ほどの要件化しているというふう

に捉えられて、法令違反だというような解釈に引っかかるのではないかという懸念があるのです

が、どうでしょうか。

     今のうちに決めておいて、審議会から、これで申し送りをすると、これは多分問題がないと思う

んです。この小委員会や、今後の審議会で、こういう運用を目指してくださいということ、こう

いうことが適切だと考えますというのはよいと思いますが、新条例になってから、何か事情が変

わるたびに、審議会で何か作るとなると、類型的に要件化しています、ということになる気がし

ます。

     変えていかなければいけない可能性も当然あり得ると思いまして、そのときに、その条例にその

ような定めをしてしまうことの意識というのがあるかなというふうに思いました。

湯淺委員長 ありがとうございます。私も質問ですが、今、個人情報保護ハンドブックを見ましたが、これ

まで川崎市で、これがオンライン結合に当たります。そもそもオンライン結合の定義や、これは

当たりますというのは、何か決まっていましたか。
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葛原担当係長 定義や運用については、一応ハンドブックにも記載があります。

冨田委員 条例の文言どおりですよね。

湯淺委員長 ハンドブックを見ましたが、ハンドブックに書いてあることが、正に先生がおっしゃるとおり、

条例をかみ砕いて言っているだけで、具体的にこれは当たります、当たりませんとは書いていな

いと思うんですよね。

     何でこんなことを申し上げるかというと、ちなみにいうと、神奈川県の運用でいうと、県のホー

ムページに情報を載せることも、県のホームページのサーバーと、見ている人のコンピューター

が結合されているから、それはオンライン結合だと書いたりしているわけです。

     電子メールも同じで、電子メールサーバーと、先方のサーバーが結合されているから、電子メー

ルを送信することもオンライン結合だと解する余地はあるんですよ。

     あと、もう一つは、自治体がツイッターや、フェイスブックなどＳＮＳについては、自治体のサ

ーバーを使っていないから当たらないのか。ＳＮＳ事業者のサーバーと自治体のサーバーが一回

つながるのだから、やはりオンライン結合なのかなど、いろいろあり得るので、もし今まで特に

そういう基準が特になかったのであれば、一回そこを整理しておかないと、何でも該当してしま

う可能性はあるように思いましたね。

     ちなみに現時点で、明確な定義はないかもしれないけど、概ねこういうものをオンライン結合と

想定していますというものはありますか。

葛原担当係長 実施機関以外のものとの通信回線によって、処理を行ってはならないというふうに条例の文

言がありますので、市のサーバーに入っている個人情報を市以外のもののサーバーにダイレクト

に接続して、それを随時に双方向でやり取りをする。単に送るだけのものは、ただ通信手段とし

て使っているだけなので、そういうものは、諮問事項にはしていませんが、送られた個人情報を

何か書き換えたりしてという、市のサーバー内に相手側も入り込んできて、市のサーバー内に入

っている個人情報に何か操作するということがある場合は、双方向に個人情報を処理していると

解して諮問してもらいます。

湯淺委員長 分かりました。

嘉藤委員 そうしますと、先ほどのオンライン結合の定義にも関わりますが、情報を直接、個人情報をダイ

レクトに授受するというのが、協議の意味でのオンライン結合だとして、外部接続する場合が全

部オンライン結合という場合は、個人情報は扱うか、扱わないかを問わないというのが、県の立

場なんでしょうか。

湯淺委員長 先生がおっしゃるとおり、具体的な処理というのをもうちょっと県の場合は、広範に解してい

るんだと思うんですね。正に、今、葛原係長が言われたのは、どっちかというと、編集とか、改

編の可能性を処理というんだけど、県は恐らく情報処理装置を用いているから、ホームページに

載せて見るだけでもオンライン結合しているんだ。正に情報処理しているというふうに、恐らく

解してきたんだと思います。
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嘉藤委員 そうしますと、個人情報保護法の守備範囲の観点からすると、ここでいうと、個人情報保護法の

オンライン結合は、あくまでも個人情報に関連する結合だとは思うんですよね。接続だと思うの

で、そうしますと、神奈川県のようなやり方だと、もっと広い範囲で捉えていて、その部分だけ

の規律と、そこ以外の規律というのは、すみ分けされているか分かりませんけど、有り得ると、

別の形で。

湯淺委員長 非常に重い懲戒処分を受けた職員の氏名を公表すべきかどうかという諮問があったと思います

けど、あのときは、それを市のホームページ上に載せることがオンライン結合であるという立て

つけではなかったかと思います。

嘉藤委員 情報の公表という。

湯淺委員長 公表という概念ですね。

     恐らくハンドブック大改訂が必要になると思われるので、ハンドブック改訂の際に、本市でいう

結合とはそういう単に情報処理装置を使って結合しているものは含みませんということは明確に

しておくなど、幾つか方法はあるかと思います。

嘉藤委員 そうしますと、ここでいうところの個人情報の編集を伴う接続というのは、かなり限られたもの

になってくる。マイナンバーは別なんでしょうけれども。

     あとは、基準の中身と審議会の審議との関係ですかね。法改正に合わせて、先に作っておくのは

よいとして、施行される前に、後でアップデートのときにどうするか。

湯淺委員長 そうですね。個人情報保護委員会の見解を踏まえて言えば、まず市が作って運用を始めてから、

事後的にこういう基準を改正しましたがよろしかったでしょうかという事後報告がよいのか。で

も、そこで意見が出たのを反映したら個人情報保護委員会からは駄目と言われてしまうかもしれ

ないですね。

冨田委員 私は、条例に審議会の役割というか、なすべきこととして、要件を作ること、基準表を作ること

と書いてしまうと、多分アウトになると思いますので、審議会で適宜報告を受け、適切な意見を

述べるというか。

村上委員 正に専門的な知見に基づく意見を求められて、その聴取に応じるという感じですよね。

冨田委員 というような、大きなくくりにしておいて、実際に、基準表にお悩みが出たというときに、専門

的な知見を聞くというような運用で変えていくというのがよろしいのかなと思いまして、多分、

今、御議論があったようなオンライン結合に当たるのか、当たらないのかとか、そういう解釈に

ついてのお悩みというのは多分出てくるんだと思うんですね。そういうときに、審議会に後から

聴くとか、いろいろなやり方で運営についてのアドバイスをもらうということは、要件化はして

いないと強弁できるかなと思っていて、そういうところが多分ハンドブックなのか、ガイドライ

ンなのか分かりませんけれども、ストレートに条例事項、法律事項に関わる運用と、それ以外の

今までの条例との整合性であったり、運用についての補足的な内部的な取扱いについてのものと

いうのは、何かすみ分けして作らないといけないのではないかなというイメージを持っています
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ね。

湯淺委員長 今、先生がおっしゃったのが恐らく５ページの国への照会回答（１１Ｑ＆Ａ：Ｑ７－１－１）

回答の中黒の１個目、定型的な案件の取扱いについて、専門的知見に基づく意見を踏まえて国の

法令やガイドラインに従った運用ルールの細則を事前に設定しておくことで云々ということなの

で、細則を定めるため特に意見を聴く必要があるのだということですね。

冨田委員 そうですね。細則の設定についての意見聴取ということを入れておくのはよいのでしょうね。

湯淺委員長 村上先生、ここはいかがですか。

村上委員 大丈夫です。

湯淺委員長 よろしいですか。

      では、一応そういう方向で、現時点としては、内部的な何か委員会のようなものを作るという

ことではなくて、あらかじめ基準表のようなものを作っておくと。それから、技術的な妥当性は

民間のセキュリティ監査会社を使うことも検討。審議会の役割の中に、正に運用ルールの細則を

事前に設定するため、特に審議会の有識者に意見を聞く必要があるということを入れておいては

いかがかということでよろしいですかね。

     ありがとうございました。

     それでは、議題の２、個人情報保護条例と情報公開条例の整合についての説明を事務局からお願

いします。

下村担当係長 はい。議題２と書いてある資料を御覧ください。

     検討事項１３、個人情報保護条例と情報公開条例の整合についてです。

     概要としましては、概要の３に記載しているんですけれど、これまでも検討事項で幾つか分けて

既に諮っているものもあるんですが、保護条例と情報公開条例との不整合部門をどうするかとい

う部分です。

     まず、取扱いが異なっているところとして、（１）実施機関の範囲（議会の取扱い）が大きく異

なります。

     （２）から（４）は、これまで個別に審議をしたんですが、開示請求に係る不開示情報、（３）

諾否の決定期限等、（４）手数料についてです。

     全般的には、保護条例と情報公開条例は、基本的にはもう違う制度、分けている制度というふう

に考えたいと思っております。

     ただし、手続など合わせられるところは可能な限り合わせるという方向を事務局としては考えて

おります。

     お手元の資料の７ページを御覧ください。

     議会について、実施機関の範囲についてのところは、これまで議論を、実施機関の範囲について

今日御審議いただきたいんですけれど、議会の取扱いについては、情報公開条例においては、引

き続き実施機関に含めることとしたいです。

     理由としては、本市の情報公開制度は、個人情報保護条例と情報公開条例だけではなく、統合的

情報公開制度ということで、会議公開等、いろいろな情報提供制度など、いろいろ含めて運営を
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行っております。ですので、個人情報保護条例と情報公開条例だけ併せても、他のものとの運営

に支障が生じる可能性があるため、もう別の制度ということで定めていきたいと考えております。

     違いについて、一覧にいたしました。まず、保護条例については、実施機関は、議会を含めない。

公開条例については、議会を含める。保護条例のほうですね、開示請求手続は、別々の手続とし

ます。公開条例は、これまでの手続を維持します。個人情報保護条例は、開示請求手続の受付は

議会局、行政情報課等支局部にあった場合は、法に基づく事案事案の移送手続を行います。公開

条例は、議会局または行政情報課、どちらでも大丈夫です。

     請求の取りまとめは、保護条例は、議会局。情報公開条例のほうは、行政情報課。費用は、保護

条例のほうは、議会局。また、続けて、文章の閲覧、送付等も議会局。情報公開条例は、議会局

または行政情報課どちらでもできます。

     審査請求は、議会に認められれば、川崎市、どちらもこれまでどおり、川崎市情報公開・個人情

報保護審査会のほうに審査請求を行うことになります。

     次の統合的情報公開制度に関する調査審議としては、上の審査会と同様に、市の個人情報保護制

度の平衡を維持することを重要と考えることから、制度の運用に関する審議事項については、引

き続き川崎市情報公開運営審議会に諮問していく方向で今後議会と調整をしたいと考えておりま

す。

     個人情報保護委員に関しては、議会のほうで、個人情報保護委員制度の活用を検討している場合

は、引き続き活用できるようにしたいと考えております。

     運営状況報告は、これまでも、市として運営状況を報告することが市民に対する説明責任として

は利便性があるものと考えることから、議会が個人情報保護制度の運営状況報告を行う場合は、

市と併せて報告を行っていけるように、今後議会と調整したいと考えております。このように、

個人情報保護条例と情報公開条例は、別の制度だということで、運営をしていきたいと考えてお

ります。

     続いて、次の８ページ目、「個人情報」の定義が異なるんじゃないかという点ですが、こちらは、

（１）の死者に関する情報のところでは、個人情報保護制度における保護の対象となる「個人情

報」は、生存する個人に限られることとなりますが、川崎市情報公開条例と個人情報保護法にお

いて、開示請求に対する不開示情報として定める個人情報については、どちらも死者に関する情

報を含めており、不整合は生じていません。

     また、（２）の容易照合性についても、個人情報保護制度における「個人情報」は、「他の情報と

容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるもの」とされていま

すが、（１）と同様に、川崎市情報公開条例と個人情報保護法において開示請求に対する不開示情

報として定める「個人情報」の範囲については、どちらも容易照合性を定めておらず、不整合は

生じておりません。

     以上のとおり、不整合部分の１番目であった議会の取扱いは、別のものとして取扱いと考えてお

ります。また（２）から（４）の不開示箇所ですとか、諾否の決定期限等は、合わせられる部分

に関しては、なるべく合わせて、どうしても法の規定上、合わせられない部分は違う期限になる

というような形で行っていき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。今の事務局の説明に関しまして、御意見、御質問等ございま

したら、よろしくお願いします。

     御参考までですが、市議会議長会から「議会個人情報保護条例例」というものが市議会事務局に
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送付されていますが、その中で、議会個人情報保護条例の開示請求手続で不開示とすることがで

きるのは、大体法令にそろえていますが、この他に「○○市情報公開条例で開示しないとしてい

ること」という一文を入れているので、議会個人情報保護条例の不開示情報も、恐らく川崎市情

報公開条例の不開示情報とそろうのではないかと思います。

     川崎市の個人情報保護条例は、開示請求したときの書類の不備について、特に補正の指示や手続

は有りませんが、議会個人情報保護条例例には、議長が補正手続を命ずることができるというこ

とが入っています。

     それから、開示請求権者の川崎市の個人情報保護条例は、本人の親族なども入っていますが、議

会個人情報保護条例例にはないです。

     それから、手数料の規定が、川崎市条例は、手数料は別条例で定めるという規定になっていると

思いますが、議会個人情報保護条例は、開示請求の手数料は条例本体の中に書き込む構造になっ

ていますね。その辺が違いです。

 そうしますと、幾つか論点が有りましたが、実施機関の範囲から議会を外すということ、個人情

報保護条例から外すということ、これはもう法律でそうなっています。それでは情報公開条例をど

うするかということですね。

     現時点で事務局の説明では、個人情報保護条例では実施機関から議会を外すけれども、情報公開

条例では、引き続き議会を実施機関の中に入れたいと。だから、一つの制度の下で、市長部局と、

議会とを運用していきたいという説明がございました。これについては、先生方御意見はいかが

でしょうか。

嘉藤委員 あとは、情報公開条例の場合の実施機関としては議会で、議会が保有しているって、これ議会局

が保有しているという、個人情報保護の今回の法改正の趣旨でもあったんですけど、それは整合

しているということでしょうか。情報公開条例の対象となる議会の保有している文書の範囲なん

ですけど、つまり議会局が持っている文書だという理解を今もしているということでしょうか。

議員はもう含めないということでしょうか。

下村担当係長 そうですね、議会局が持っている文書ということです。

嘉藤委員 であれば、今後の議会が制定するであろう個人情報保護条例についても、同じような形、守備範

囲としては同じになると。

井野課長 基本的には。ただ、情報公開条例上の公文書、対象としている公文書と個人情報保護条例上対象

としている公文書は一致しておりますので、範囲という意味では、同じ部分になってくると考え

ております。

     ただ、個人情報保護法の公文書というのは、また、法のほうで定義をしていますので、見る限り

そこで大きく変わるということはなさそうですが、基本的には一致していくという考え方で問題

ないかと。

嘉藤委員 では、モデル条例も議会局の行政文書という位置付けで、個人情報保護条例を作ると、議会のほ

うは。モデルもそうなっているわけですよね。

井野課長 そうですね。
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嘉藤委員 分かりました。

湯淺委員長 「条例例」のほうでは、議員がそもそも個人情報を保有することが想定されていないんですが、

確かに開示請求があったとき、開示請求の規定が「何人もこの条例の定める所により、議長に対

し、議会の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる」となってい

るので、議会の保有するというものの中には、議員が保有するは含まないと解するんでしょうね。

     理論上、これは、議員も職務の一環として個人情報を収集する場がないとは言えない気もしない

でもないですが、議会の保有するものから、議員が保有するものは明確に除外すると解してよい

かどうか。他方、議員が保有しているものまで開示請求の対象にすると、実務的には混乱するで

あろうことも想定されますね。

井野課長 議員個人が収集しているものというのは、多分共有性がないものかとは思うので、公文書ではな

いかなという気がします。例えば、正式な場で出された資料ですとか、そういったものについて

は、もしかすると公文書ということになるかもしれません。

湯淺委員長 組織共有性がないということですね。

井野課長 議会の委員会とか議会定例会等で、そういった資料が議員から提供されるというか、示された場

合については、多分共有性があるものとして議会局さんも書類として保管をしていることにはな

るとは思うのですけれど。

湯淺委員長 これは仮定の話ですけれども、個人情報保護条例では議会は実施機関から外れるのだから、情

報公開条例でも、議会は実施機関から外すべきと、この場でそういう結論が出たとして、それを

本審議会で審議していただいて了承された場合には、「議会は情報公開条例を自ら作られたい」と

いうふうに答申することになるんですか。

井野課長 そういうことになります。

湯淺委員長 そういうことになりますね。

井野課長 情報公開はしていかないという議会の判断があれば、条例の制定をせず、開示もしていかないと

いうことになります。

湯淺委員長 ちなみに、この問題について、議会事務局とは意見交換というか、事務局としてはこう考えて

いますというのは有りそうですか。

井野課長 正確には、また後日議会局とは打合せをしていくつもりですけれども、これまで話した中では、

情報公開条例ももう議会で独断でやっていきたいという話も当然ないですので、多分そこは、個

人情報だけ議会局は個別にという考え方かな、スタンスかなというふうには思っております。

湯淺委員長 なるほど。はい、分かりました。
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村上委員 そこの考え方というか、判断した結果をきちんとしておく必要があるかなと思っています。同じ

情報なので、こちらは、議会局自ら、こちらは、引き続き市のほうでということについて、判断

をしたということと、根拠について、明らかにしておく必要があると思います。

     もう一つ、個人情報保護条例と、この情報公開条例の７ページの表のところで、統合的情報公開

制度に関する調査審議事項について、基本的に引き続き川崎市情報公開運営審議会に諮問してい

くといった方向で書かれていますが、今後議会と調整するということなので、そのとおりだと思

うんですけど、これについても、やはり議会として、市にこの部分を委任することにしたといっ

たような、きちんとした判断とその理由というかを残すようにしていただく必要があるなと思っ

ています。

井野課長 そこについては、今回、答申を出す中では、議会は、情報公開条例上の議会については、引き続

き含めるべきみたいなものを、まだ入れるかどうかというのは、これからの結論なんですが、例

えば、入れるとした場合、その前に、議会のほうにも筋を通して確認をお互いにしておけばよい

という、そんなイメージでしょうか。

村上委員 そのように思っています。

湯淺委員長 一方で、新議会個人情報保護条例に基づいて、議会個人情報保護条例の下での個人情報開示請

求が出たときの不服審査は、嘉藤先生から前も御指摘がございましたが、やはり本来的には、議

会が保有しているものなんだから、不服審査は、首長部局が扱うというのは、おかしいのではな

いかと。実態としてメンバーとが重複している分にはよいんでしょうけど、組織として、同じ組

織が審査会、同じ審査会が首長部局も議会も、どちらも不服審査ができますというのは、個人情

報保護条例を分ける以上、どうなのでしょうね。嘉藤先生から、前回に大分詳しく御説明があっ

て、委任という形を取れるかどうか、いろいろ御説明が有りましたけれども、ここまで議会を分

離することについて言われているのに、組織上分けないというのは本来はまずいのかなという気

もしますね。ただし議会に審査会を置くのは、地方自治法上の問題があるのでしょう。

井野課長 議会の条例（例）が今のところは、そういう作りを採用されている条文になっていると思うので

すが、議会局と打合せをしていく中で、全国の議長会のほうで、そこのスキームをどうされてい

るのかというのは、こちらもまだちゃんと確認はしていないのですけれども、単純に、その条例

に川崎市の情報公開条例に定める審査会に委任することができるという一文だけで、問題ないの

かどうかというのは、議会局と調整をしていきたい。

湯淺委員長 条例例では、審査会の諮問は、議長は何々のときは、○○条例第○○条に規定する○○個人情

報保護審査会に諮問しなければならないという規定なので、議会個人情報保護条例に基づいて、

独自に審査会を作らなければいけないのか、個人情報保護条例に基づく個人情報保護審査会を使

ってよいのかが、どちらとも取れるような書き方になっていて。

井野課長 多分そこの○○条例と言っているところは、多分市長部局の条例のことを指していると思います。

湯淺委員長 そうすると、議会として自分の審査会を作らなくてもよいんですと。
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井野課長 そのような作りになっているようですね。

湯淺委員長 細かい話ですが、７ページの一番下の運営状況報告が、正におっしゃるとおりで、市民に対し

てアカウンタビリティーを確保するという意味では、議会側も状況報告をしたほうがよいとは思

いますけれども、他方で、議会の報告の相手方として、首長側の審議会が適切なのか。それとも、

正に報告なのであって、別にそこで何か当否が決まるものではないから、まとめて首長側の審議

会に報告するということでも特に問題はないと考えるか。これも議会の考え方次第だと思います。

     ただ、これも恐らく議会事務局と相談していただく必要があって、一応そういう制度を作ります

ということになれば、ゼロ件であっても一応フォーマットに従って、報告書の作成が必要になっ

てくるし、その報告時期など、細かい話ですけど、議会事務局と調整する必要が出てくるのでは

ないですかね。

嘉藤委員 運用状況報告は、今まで川崎市の総務企画局、ハンドブックは総務企画局ですけど、これ部署は、

今のところ、今まではどこが出されたんですか、年次報告の。

葛原担当係長 総務企画局です。

嘉藤委員 それと議会局とで連名にすればよいわけですよね。それで、あと、１冊にして合本して公開すれ

ばよい……。

井野課長 勝手なイメージですけど、今は年間開示請求１，０００件有りました。議会も含めて１，０００

件なんですが、例えば、今後は、議会局以外が９００件で議会局に対する請求が括弧で括って１

００件ですという形で、記載を分けるような形で。ただ、冊子としては、共同で１冊出すという、

そんなイメージを持っております。

     ただ、これも、議会局が運用状況報告自体は、法定事項ではもともとございませんので、議会が

もう特に審議会とか、議会に報告はしないということだとすると、私達だけが引き続きやってい

くというような、そういうことも想定されるところではございます。

嘉藤委員 情報提供は、法でも求められていることなので、議会はやらないというのは、整合性は取れない

気がしますので。できれば引き続き議会もやっていただく。。。

井野課長 やっていただくべきだとは考えてございます。

嘉藤委員 市としては、当然議会も情報を公開すべき責務はあると思うんですよね、一般的に。恐らく議会

条例を作った場合には、そういう責務規定を置くと思いますので、であるならば、最も分かりや

すい形では、そういう冊子を出すというのは情報提供として有り得そうですし。

     ただ、連名にして１冊にしてしまえば、手間も実はかからない。変わらないので、そのほうがよ

いのかなとは思います。

湯淺委員長 恐らく一番大きい点は開示請求権者が違ってくることで、制度が違ってしまうのだから、開示

請求権者が違ってもかまわないことにするかどうかですね。
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井野課長 開示請求権者というのは。

湯淺委員長 開示することができる、開示請求をすることができる人で、議会個人情報保護条例例は、普通

に何人も自分の個人情報を開示することができます云々という規定になっていて、市条例の１６

条の第４項の規定はないんですよ。代理人規定は入っているんだけど、市条例でいうと１６条４

項に相当する規定は条例例にはないので、そのままでよいかどうかですね。

井野課長 そうですね。ただ、私達の市条例、今度改正する市条例のほうも、４項はなくす方向になります

ので。

湯淺委員長 では、よいですね。

冨田委員 すみません、私の意見というか、感想みたいなものなんですけど、この統合的情報公開制度とい

う大きなくくりで見ますと、今回の答申の中では、情報公開制度でまた議会を分離するというこ

とが必ずしも必須ではないと私は考えているんですが、議会が、個人情報保護条例と同様に、独

自に何か手続を分けたいという必要性が何かあって、その必要性について、議会が要望があれば、

その限りではないというような、そういう言い方がよいのかなと思っていて、特別論理的に分け

なければいけないということはないけれども、特別な必要性というんですかね、どんな必要性が

あるのかがちょっと出てこないんですけれども、分けるべき、要は、手続を別途とするとか、要

件を別途とするとか、範囲について何か別の要件を設けるとか、今回の情報公開個人情報保護法

の改正に伴って、格別に必要性がなければ、このまま一致した手続でやっていくというような答

申の仕方が、議会に事前にコンセンサスが仮に取れなかったとしても、答申ができるかなと思い

ます。

     というのは、議会のほうで今答えろと言われても、なかなか答えられませんという回答も有り得

るかなと思いまして。対市民に対しては、議会がそういう形で進めていきたいという意思決定が

なされれば、それは正に議会の判断なので、市長部局としても、それに従うべきということでし

ょうし、そういうような留保つきというんでしょうか、というのがよろしいんじゃないかなと思

います。

     対市民に対しての保護的情報公開制度の維持というのは、市全体としての責務ではあると思うの

で、それは議会局も含めてということで、このままの形で維持していくということは、市長部局

としては妥当だと考えていますという言い方がよろしいかなと思っていて、手続的には、どちら

から入っても、きちんとフォローされる範囲で開示は受けられますというサービスはできますと

いうような言い方がよろしいのかなというふうに思いました。

湯淺委員長 はい。先生、御意見をありがとうございました。今の御意見を事務局のほうで参考にしていた

だければと思います。

     この情報公開条例との整合の件、他によろしいですか。他に御意見はございますか。

     では、また後ほどからも意見をお願いするとしまして、それでは、議題３、匿名加工情報の提供

制度について、事務局から説明お願いします。

下村担当係長 議題３、検討事項９、行政機関等匿名加工情報の提供制度についてです。
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     あらかじめお配りしていたものに加え、先ほど追加で議題３の資料というのをお配りしたので、

併せて説明に使わせていただきます。

     まず、諮問事項としては、行政機関等匿名加工情報の提案審査の審査体制について。もう一つ目

は、提供に係る手数料について諮問したいと考えております。

     大きく分けて二つなんですけれども、もう少し細かく言いますと、審査体制のほうは、このよう

な体制で提案審査を受けますというのと、審査基準の二つについて確認させていただきたいです。

それと手数料の、大きく分けて三つのことを伺いたいと思っております。

     まず、概要ですが、皆様も御存じのように個人情報保護法の改正により、行政機関等が保有する

個人情報を、特定の個人を識別できないように加工した匿名加工情報を民間事業者に提供する制

度が地方公共団体の機関に新たに導入されます。

     ２番ですね。行政機関等匿名加工情報の提案を受けた場合に審査を行うこととされております。

その審査の体制と審査基準を伺いたいと考えております。

     三つ目が、手数料を納めなければならないとなっているので、手数料についても検討を行いたい

と思っております。

     １枚おめくりいただいて、まず、匿名加工情報の提案が行われた場合のことについて説明したい

と思います。ごめんなさい、１枚ではなくて２枚ですね。４ページ目ですね。

     手続は、大まかに言うと、こういう流れがあるんじゃないかということで、１から８まで示して

おります。現在事務局で考えている庁内で所管する部局についても書かせていただきました。

     まず、定期的に年１回提案募集が定められていますので、行政情報課が公示をして提案募集をし

たいと思っております。

（２）提案の募集で、募集は行政情報課、その相談を受け付けるところは、所管課、もしくは

行政情報課。制度については所管課、行政情報課、内容については、所管課というふうに考えて

おります。

     この手続の大まかな流れを考えるときには、開示請求等をベースにして考えまして、制度につい

ては、我々所管課も説明するけれど、具体な内容については、情報を持っている所管課というふ

うに整理をしました。

     （３）提案の受付・事前チェックです。提案の受付部署は、所管課、もしくは行政情報課。書類

等の事前チェックも所管課、もしくは行政情報課になっております。

     提案の審査については、事前協議として、制度所管課である行政情報課、また、情報化施策推進

室等、庁内のデジタル関係に詳しい部署も事前協議の場合は協力してもらおうと考えております。

     そして、提案の審査自体は、所管課で行うことを考えております。

     （５）手数料等ですが、手数料の積算は所管課、結果の通知、契約書の作成も所管課、結果通知

の発送は行政情報課を考えております。

     （６）実際の匿名加工情報の作成、または加工委託は、まずは、データ抽出は所管課、もしくは

所管課ではなくて別の部署がシステムを所管している場合は、そのシステム所管課を考えており

ます。匿名加工情報のチェックは、所管課や行政情報課、情報化施策推進室と考えております。

     （７）契約、手数料納付等は、契約を行うのは所管課、手数料の納付通知及び徴収は行政情報課。

     （８）運用状況の取りまとめは行政情報課と考えております。

     一番は、どのように審査をするかということなんですけれど、１枚目に戻りまして、審査に当た

っては、「新たな産業の創出または活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するもの

であること」また、「行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方法並びに同項第７号の措置が当

該行政機関等匿名加工情報の本人の権利利益を保護するために適切なものであること」等の審査
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基準が改正法に定められています。

     そのため、ちょっと当初は、こちらの検討事項の資料にも審査の基準と、また、審査委員会を内

部に設置しなければいけないのではないかと考えていたんですが、その後、６ページ目を御確認

ください。

     審査のレベルについて、個人情報保護委員会等に確認したところ、例えば（４）の三つ目のポツ

のところの国への個別照会等で、事務対応ガイドで、事業の重要度や有用性の判断について、素

人感覚での判断でもよいのでしょうかとか、こういうところがどの程度審査しないといけないの

かなというのが、どこの自治体も疑問に思って出したところ、回答が、判断に当たっては必ずし

も外部の専門家の知見を得なければならないものではありませんと、いろいろ推進されるに当た

って、ふさわしくないものは、はじかないといけないけれど、そうでないのであれば、なるべく

この制度を使えるようにしてくださいという趣旨なのかなというふうに考えました。その場合は、

特に、庁内で専門の委員会とかではなく、所管課が審査をすることができるんじゃないかと考え

ております。

     ただ、審査をするに当たって、ある程度基準があったほうがよいかなというところで、その基準

を審議会のほうで定めるのがよいのかなと考えております。

     基準なんですけれど、議題の３の資料のほうを御覧ください。

     こちらの一番最後のページ１６と、その前の１５なんですけれど、先行して行っている市川市の

匿名加工情報のところですね。１５ページのツーアップにしているので横向きなんですけど、右

下のところで、提案の審査基準というのが始まりまして、２の最終ページに行くんですけれど、

載っているのがすごくシンプル、ちょっと字が小さくて申し訳ないんですけれど、こういったこ

とが定められております。

     こういったことからも、一つ前の１４ページにも記載したんですけれど、提案の審査基準と言い

ましても、プラスのところを評価するというより、こういったものは対象としないよといったよ

うな基準を定められたらよいなと考えております。

     説明が前後したんですが、さらに４ページ目のところに、個人情報保護委員会の制度の概要から

抜き出して、このように審査の基準と審査方法を定めるのではないかとイメージを掲載しており

ます。

     先ほど見ていただいたのは、これの４のところですね。事業の目的及び内容が新たな産業の創出

または活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであることとなっているの

ですが、そこの部分を先ほど御説明した審議会において承認された審査基準を用いて審査を行い

たいと考えているので、何かを定めたいと思っております。

     ただ、それは、ふさわしくないものをはじくような形の基準になるのではないかなと考えており

ます。

     体制と審査基準については以上で、最後に、手数料なんですけれど、手数料については、基本的

には、政令で定める標準額を条例で定めたいと考えております。

     以上が匿名加工情報についてです。

湯淺委員長 ありがとうございました。それでは、この件につきまして、先生方から、御意見、御質問等を

よろしくお願いいたします。

     では、確認なんですけど、まず、病院が今度から、いわゆる規律移行法人になっていますよね。

律移行法人だけど、匿名加工情報の部分は、確か規律移行の対象外で、この行政機関等匿名加工

情報提供の適用対象になるということになりますね。
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井野課長 病院はやることになります。

湯淺委員長 そのときに、現時点で、井田病院は指定管理者でしたか、直営でしたか。

井野課長 多摩病院が指定管理者です。

湯淺委員長 多摩病院が指定管理者でしたか。指定管理者になっている病院のデータが、この行政機関等匿

名加工情報の提案対象になるかどうかは、どういう整理になっていましたか。

井野課長  安全管理に関しては民間規律になるというのは、そうなのですが、そこは確認させていただい

てください。

冨田委員 指定管理者であっても含まれるように思いますけど。

井野課長 対象にはなるのではないかと思っています。

湯淺委員長 ですよね。だから指定管理者であっても、この提案規定の対象にはなるのでよいですよね。

井野課長 すみません、改めて確認させていただきます。

湯淺委員長 いろいろ資料を読んだんだけど、意外と、規律移行法人であるところの指定管理者の保有する

個人情報に対して、この行政機関等匿名加工情報の提供規定は適用されるのかというのは、明確

に書いていないですね。

     というのも、多分恐らくユースケースに鑑みても、提案が現実にあるとすれば大体恐らく医療デ

ータじゃないかなと思うんですよね。

冨田委員 これ私、委員の先生方にお聞きしたいんですけど、適合すると認めるときは通知するというのは、

これは審査基にですね、これは提案者に対する処分性ってあるんでしょうか。

嘉藤委員 ないそうです。

冨田委員 ないんですね。

嘉藤委員 これは、あくまでも契約の締結については、申込みという位置付けですので。

冨田委員 諾否を与えているだけという。

嘉藤委員 そうなります。ただ、もちろん、契約すべきだというような民事訴訟になると思いますけど、当

事者訴訟か民事にするか分かりませんが、それはできますが、抗告訴訟ではない。

冨田委員 抗告訴訟ではなくて。
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嘉藤委員 ただ、契約すべきだと言えるかどうか別の問題として有りますけど。給付訴訟を提起するという

のは有り得ると書いています。

冨田委員 そうなんですか。

嘉藤委員 抗告訴訟はできないと。

     その前に、審査基準というのは、これパブコメの対象になるんでしょうか。

井野課長 条例制定に当たっての。

嘉藤委員 審査基準を作る場合、独自に作るとき。

井野課長 そうですね、審査基準は、この４号のところの新産業の部分について、審査基準をちょっとお願

いしたいなと思っていますが、パブコメのここを対象とするかどうかというのはまだ未定です。

湯淺委員長 有用性があるかどうかの審査基準は、よいと思うんです。他方で、行政機関等匿名加工情報の

匿名加工方法等の、要するに、匿名加工情報等のセキュリティをきちんと確保してくださいとい

うことになっているわけなので、だから、具体的なその審査基準を明らかにすることと、それが

具体的な匿名加工方法等が公開されないようにするという要請をどう両立させるかという。

嘉藤委員 加工方法は、恐らく審査基準というのを個別に見ていくしかない。ですから、それはあらかじめ

つ作りようがないんだと思うんですけれども、何をもって産業の創出なり、活力ある経済社会な

りという基準が、これ自体は作れるかどうかなんですよね。審査基準を。

井野課長 個人情報保護委員会のほうからは、作ることは妨げられないという回答は有りますので。

嘉藤委員 作るときにパブコメをするかですね。

井野課長 そうですね。余り基準そのものを作ることについて、パブコメというイメージがなくて、今回の

条例改正に当たって、パブコメをするときに、もしかすると、この審査基準の策定、審議会の諮

問事項の一つとして、これを入れていきますという、パブコメの中に入れ込むということはある

と思うのですけれども、審査基準そのものをこういう形で作りますということについてのパブコ

メは、考えてはいないという状況です。

嘉藤委員 もちろん申請に対する処分が基準ではないので、パブコメの対象かどうかというのは、微妙なと

ころなんですけれども。

井野課長 今までも、外部提供の基準とかを今作っていただいているのは、そもそもパブコメがあった時代

ではないので、やっていないのかもしれないんですけれども、余りイメージとしてはなかったと

ころですね。
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嘉藤委員 分かりました。あと、加工方法については、技術的なお話、問題だと思うんですけど、これにつ

いては、市独自にやる分には問題がなさそうでしょうか。

井野課長 想定される幾つかサンプルが有りますけど。

竹山課長 そうですね。具体的なところまで我々も追い切れてはいないんですけれども、ＩＴベンダーのほ

うからは、幾つかツールとして提供されているという事例は有りますので、そういったものを活

用していくことになるのかなというふうには考えておりますけれども、一定程度、匿名化する、

一定のルールに基づいて匿名化処理をするということだと思いますので、一定のツールを利用す

ることによって、ある程度のことはできるのかなというふうには思っています。

嘉藤委員 あとは、確認方法ですかね。

竹山課長 そうですね。

湯淺委員長 ちなみに、この審査がもちろん経済社会、もしくは豊かな国民生活の実現に資するも審査する

んだけど、それ以外にも、結構技術的な審査項目も有るんですよね。

井野課長 この別紙の項目でいくと、七つ有りまして。技術的なところで申しますと、３号の部分でござい

ます。特定の個人を識別できないように、復元できないよう、次の加工基準に従いという、この

加工基準というのが、個人情報保護委員会規則で定められている部分でございます。

     この五つの方向に従って、削除しなさいというところでございますので、これに従って、逆にで

きないものであれば、審査基準に適合しないということになってしまいます。この辺りを実際の

審査に入る前に必要があれば、本当に技術的に大丈夫なのかどうかというのは、ここは確認しな

いといけないかなと思っています。それぞれ募集があった案件について、加工ができそうかどう

かというところですね。

湯淺委員長 この七つの基準のうち、１個目、２個目、３個目、４個目を除いて、５個目、６個目、７個目

は実際の個々の事案ごとに審査をするしかないんだと思うんですよね。だから、４個目のここだ

けは、言わば審査の基準を明らかにするために、あらかじめ審査基準を作っておくべきかどうか。

それで、あと、それをパブリックコメントにかけて、市民の意見も反映するようなものにすべき

かどうか。

井野課長 この七つのうち、４号以外につきましては、ほとんど形式的な審査でいけるかなと考えておりま

す。その意味では、所管課でも審査は可能だと思っております。

     ただ、４号については、所管から審査するに当たって、何らかの一定の基準がないと、多分各所

管課さんも初めてやる所管が多いと思いますので、示しておかないといけないだろうというとこ

ろでございます。

冨田委員 非常に基準が具体的に作りづらいんじゃないかというふうに私は思っていますので、何か提案の

ときも、提案の様式の中に、そこが分かりやすいように記載できるような様式を定めておくぐら

いが、精々なんじゃないかと思っていまして、４号として、どのような利点といいましょうか、
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資するにあるのかという、それと今回のシステム、情報との関連性であるとか、そこが、どう川

崎市民と限定してしまったらいけないのかもしれませんけど、還元されるのかとか、そういう質

問とかだけは必要かなと思うんですけど、どんなメリットが出てくるかって、こちらが先に想定

するのは難しいんじゃないかなと思うんですよね。

井野課長 提案募集に当たって、必要な書類、提出するべき書類の中には、いかにその事業が新産業になる

か。豊かな経済社会に資するかというところを示す資料も出すこととされておりますので、そこ

でどういうふうに事業者が示してくるのか次第かなと思っております。

     ただ、一方で、先ほど説明であったかと思うのですが、事務対応ガイドの中では、単純に新産業

に当たるかどうかという判断よりは、反社会的な事業ではないかとか、興味本位のものではない

かとか、「でなければよい」というふうな判断で、一方では、今回の法改正がデータ流通というと

ころが一つのテーマであるとすると、多分この新産業というところも落とすための基準というよ

りは、これは有り得ないだろうというもの以外は、基本的には拾っていくというような趣旨では

ないかと思っているところです。

     そうすると、私たちが定めようとしているものも、先ほどお示ししたとおり、法律に違反しない

かとか、ある特定の市民の方に不利益を生じさせないかとか、そういう、「ではないこと」を確認

できれば、基本的には４号に適合するという判断でよいのではないかというのが、今のところの

考えです。あとは、いかに事業者がアピールをしてくるか次第ですね。新産業の創出や豊かな社

会の実現に資する資料というのを出すことになっておりますので。

嘉藤委員 実際そうなるんだと思います。ネガティブリスト化しておくということですね。多分、ポジティ

ブリストはできない。

井野課長 難しいかなと思います。

冨田委員 そうすると、それは４号の基準なのかという、何かそんな感じになって……。

湯淺委員長 １号から７号まで全体的な基準になる。

井野課長 そうかもしれません。

冨田委員 新たな産業の創出に当たるけれども、公序良俗に違反するとか、反社会勢力の利益に資するとか、

何か４号には該当するかもしれないけれども、こういうものは除外するという、そういう基準は

有り得るのかなと思いますけど。

村上委員 でも、やはり４号なんじゃないですか。

冨田委員 ４号なんですかね。

村上委員 豊かな国民生活の実現に……。

冨田委員 豊かにはならないという。
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井野課長 そうですが、この七つの審査基準以外に新しい基準は設けられないのではないかと思います。そ

うすると、４号を引っかけて考えていくということになると考えます。

湯淺委員長 ちなみに、いろいろ御意見をいただいて、大体おおむねそうだと思いますが、今日の資料の現

時点の方向性で、今、参照基準を審議会として策定する、または、新しく審査委員会を内部に設

置するなど、審査方法を定めたいという御説明だったんですけど、これは小委員会として、参照

基準を審議会として策定すべきと、審査委員会を作るべきとか、そこまで踏み込んで答申という

か、答申案で返す必要が有りますか。

井野課長 もし何か新たな内部組織というところであるとすると、それを作るのもいろんな庁内調整が必要

になりますので、答申に一言入れていただいたほうが動きやすいというのはございますが、ただ、

今私たちのほうでは、内部で審査というよりは、基本的には先ほどの審査基準を定めて所管課で

審査していただければ、一定の確保ができると考えておりますので。

     ですので、そうしますと審査基準を新たな産業の創出というところについては、審査基準を設け

るべきみたいなところと、あとは、条例の手続のところだけを答申に落とし込むというイメージ

でできればと考えています。

湯淺委員長 はい。分かりました。参照基準は、新条例ができてからの新審議会で作ることになりますか。

それとも、旧審議会で作ることになりますか。

井野課長 まずは、この小委員会、今回の答申では、審査基準を作りましょうというところまでができれば、

あとは、年度内ですけれども、１１月か３月に行う審議会、もしくは、初年度自体がまだ多分準

備で募集自体がかなり遅れてしまうというのが有りますので、そうすると、来年の７月でも、も

しかすると、基準自体は間に合うのではないかと。

湯淺委員長 間に合うかもしれませんね。分かりました。

嘉藤委員 基準に審議会がどう関与するかというのはなかなか難しいですね。加工自体は個人情報ではなく

なりますしね。それを提供することに審議会が関与するというのは違うだろうというのは、個人

情報保護委員会が言いそうなことではあるので。

井野課長 ですので、基準を一つ、４号についての基準を作っていただいて以降は、多分この匿名加工情報

について審議会に何か諮問、もしくは報告ということは、現時点ではないのではないかと思いま

す。

湯淺委員長 そういう気がします。また、そもそも論として民間事業者の場合、匿名加工はそもそも本人の

同意は要らない制度なんだからということで、それが行政機関、公的機関であっても、それを

一々市民なり、県民なり、そこまで説明する必要性はないのではないかと、個人情報保護委員会

は言いそうな気がします。

     あと、手数料の件は、事務局からも一応説明がございましたが、これは、委員の先生方から特に

手数料の件、御意見はございますか。
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村上委員 受益者負担の考え方に賛成です。

湯淺委員長 はい、では基本的に、手数料関係は事務局の案のままで結構ということで、よろしいと思いま

す。

     ありがとうございました。

     それでは、次に、議題４のところ、事務局から説明をお願いします。

葛原担当係長 はい、議題４の資料を使って説明させていただきます。

     検討事項の１０番の審議会の役割（諮問事項等）についてです。

     １ページ目の概要のとおり、改正法の下における、情報公開運営審議会の役割（諮問事項等）に

ついてになります。

     概要の１番目なんですが、改正法の第１２９条では、地方公共団体の機関は、条例で定めるとこ

ろにより、第３章第３節の施策を講ずる場合その他の場合において、個人情報の適正な取扱いを

確保するために専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会

その他の合議制の機関に諮問することができると定められています。

     ２で、現行の川崎市の条例に定める審議会において、調査審議することとしている項目が、

（１）から（７）まで有ります。

     （１）が、個人情報保護制度の運営に関する重要事項に関する調査審議。これが、審議会を置く

規定ですが、情報公開条例で、この規定が定められています。

     （２）から（７）については、各論的な部分で、個人情報保護条例にそれぞれ規定が置かれてお

ります。

     ３（１）、（２）で、保有個人情報の取得や利用、提供、あと、オンライン結合等については、個

人情報の取扱いに関して類型的に審議会等への諮問を行うことは許容されないと改正法ではなっ

ております。

     改正法の定める、特に必要であると認められるとき、この範囲について、個人情報保護委員会等

へ確認を行いながら、審議会で審議できる事項の範囲について検討する必要があると考えており

ます。

     次の２ページ、条文の比較のところです。左側に改正法の１２９条の規定と、右側が川崎市の情

報公開条例の第３３条です。第３３条では、情報公開運営審議会を置くという規定が定められて

おりまして、２項の２号、個人情報保護条例によりその権限に属させられた事項を行うとともに、

個人情報保護制度の運営に関する重要事項について、実施機関の諮問に応じ、調査審議すること

ということで、審議会に諮問をする事項について個別に審議していただいております。

     ３ページの、真ん中辺り、課題と書いてある部分です。審議会に諮問をする事項につきましては、

詳細を引き続き、個人情報保護条例にひとつひとつ規定を置くか、又は新たに規則、要領等を定

めて、審議会に諮る事項を規定するか、検討が必要と考えております。

     これまで、審議会に諮問して答申を得た上で、運用しているものが法改正後も必ずしも有効にな

るとは限らないため、諮問事項については整理が必要と考えています。

     黒ポツの三つ目に、国が示す審議会で審議することが想定される次の事項を審議会の諮問事項と

するか検討が必要ということで、利用目的の明示の具体的方法の運用ルールの策定ですとか、安

全管理措置の具体的手法の運用ルールですとか、本人同意の取得方法等に関する運用ルールの策

定、これらを諮問事項にするかどうか検討が必要と考えております。
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     その下の補足ですが、これまでの本市の運営審議会における諮問事項の状況となります。多いの

が個人情報保護条例の８条の１項、これは１８９件ございまして、電子計算機を用いて個人情報

ファイルを新たに保有する場合、システム等を構築しまして、そこでデータベース化するような

個人情報を保有する場合、審議会に諮問しなければならないと第８条の第１項に規定されていま

して、その諮問件数が突出して多くなっております。

     先ほどの議題１のオンライン結合については、個人情報保護条例の１２条１項第２号の規定に基

づく諮問になっておりまして、電子計算機の接続による保有個人情報の処理に係る調査審議。こ

れも同じく１８９件。大体新たな個人情報ファイルを保有するのと併せて諮問するパターンが多

くございまして、同じような件数になっています。

     今後、その範囲をどのようにしていくかということで、４ページから６ページにかけて、事務ガ

イドラインに書かれている内容等を転載しておりまして、国の照会、回答を載せております。

     ７ページに資料４として、情報公開条例の第３３条の規定を載せておりまして、下の部分（２）

が個人情報保護条例で、それぞれ審議会に諮らなければならないという条例上の規定がある部分

の表になっています。

     ９ページを御覧いただきたいんですが、こちらが、事務局として考えている今後の方向性なんで

す。個人情報保護制度に関する諮問事項、報告事項ということで、アの諮問事項の案については、

国が想定している「特に必要に当たる場合」に該当すると考えるものです。まず、（ア）個人情報

保護制度に係る条例の制定改廃等の個人条保護制度の運営に関する重要事項に関する調査審議。

情報公開条例の３３条の規定に基づく審議です。条例の制定改廃等や、また、地域の特殊性に応

じた必要性から独自の個人情報保護に関する施策を実施する場合と、市が設置する防犯カメラ、

こちらは個人情報保護条例等の規定がない運用になっている部分でして、そういうものを専門的

な知見に基づく施策を実施する場合、あとは、その他個人情報保護制度の適正な運営に当たり新

たな課題に関する調査審議などが当てはまるのではないかと考えております。

    （イ）は個人情報の取扱いにおける適正な運用を行うため専門的知見に基づく意見を聴いて、法の

範囲内において規定、細則、基準等を定めようとするときということで、個人情報の取扱いに関

する規則等の制定改廃や、これまでの小委員会でも審議していただいた要配慮個人情報の取得に

関する類型の策定、あとは、目的外利用・外部提供の基準の策定と、先ほどの行政機関等匿名加

工情報の提案募集に係る審査基準の策定などが当てはまるのではないかと考えております。

     （ウ）は、いわゆるマイナンバーのＰＩＡです。マイナンバー法に定められています評価書に関

する事項について調査審議を行うもの。こちらも引き続き運営審議会、運営審議会の中から小委

員会という形で、点検検査を行っていますが、これは引き続き行えるのではないかと考えており

ます。

     最後に、イの報告事項の案につきましては、類型的に諮問することは許容されないものに関して、

報告事項という形でできないかということで、（ア）から（カ）まで、要配慮個人情報の新規取得

の場合の報告など、これは個人情報保護委員会に確認しつつですが、審議会に報告していくこと

を想定している案になっております。

     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。では、こちらの件について御意見、御質問等ございましたら、

よろしくお願いいたします。

     審議会の役割は延々とこれまでも議論してきましたが、大体こんな感じで事務局としては方向を

まとめていただいていますが。
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嘉藤委員 あとは、条例の定め方になるんでしょうかね、報告事項とした場合に、どういう規定ぶりで報告

とするのか。当然意見は出してもよいはずですし、質問をしたってよいはずなので、それについ

て、どう定めるか、定めないか、定めないというやり方もあるとは思いますけど。少なくとも議

事録には残りますよね、発言については。その形で治めていくのかということでしょうか。

井野課長 この報告のところの扱いは、なかなか悩ましいところです。ただ、強気でいけば、諮問しちゃい

けないと言っているだけで、別に報告してはいけないというのは、一言も言われていませんので、

堂々と報告事案として定めていくということも有りかとは思ってはおりますが、そこは、すみま

せん、法制執務的な部分も多分あると思いますので、そこも踏まえながら、適切なという役割を

定めていきたい。場合によっては一つ落とした規則とか、何かそういうもので、そういった報告

事案について定めていくのかというところも、考え方としてはあるのかもしれないのですけれど

も、これから検討しないといけないなと。

     少なくとも、案のほうの諮問事項については、定め方は有りますが、条例事項ではございますの

で、ある程度具体的な規定を置かなければいけないというところは、国のほうが言っているとこ

ろでございますので、できる限り、詳細な形で具体的な形で、規定を設けていくことになるだろ

うと考えております。

湯淺委員長 では、一応、審議会の役割はおおむね方向性としては、事務局の提案、説明ということでよろ

しいでしょうか。

     では、一応、方向性を皆様から御賛同をいただいていますので、詳細を今後詰めていただきたい

と思います。

     議題５は、ボリュームが有りますので、少し休憩にしましょうか。

【休憩】

湯淺委員長 それでは、議題５、その他についてということですが、事務局のほうから説明をお願いします。

下村担当係長 はい、議題５のその他は、これまでの宿題について、まとまったところから御報告させてい

ただきます。

     まず、一つ目は、検討事項の２、条例要配慮個人情報についてです。

     こちらは、まず、各情報、ＬＧＢＴと生活保護について、庁内でどのように保持されているのか

というお尋ねだったかと思います。確認しましたところ、このようなところに有りますというこ

とで、読み上げます。

     まず、ＬＧＢＴは、前回もお伝えした人権・男女共同参画室で、宣誓者リストを持っているので、

宣誓者リストはＬＧＢＴに当たる人に載っている可能性が高いけれど、所管課としては、宣誓者

リストの片方または両方が性的マイノリティーとしているため、この名簿に載っているといって、

必ず性的マイノリティーというわけではないという認識です。

     それ以外としては、一覧のように持っている状況は考えにくく、あるとしたら、各相談業務です

ね、区役所で行っている相談業務や、あと、学校等で、話の中で出てきた。または、作文や論文

といった自分の考えを述べるところで、御本人が書いて分かるといったような情報でしか保有し

ていないと思われます。
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     念のため、市の人権相談でＬＧＢＴに関しての相談があるかというのを確認したのですけれど、

人権・男女共同参画室の人権相談でも特になく、また、人権オンブズパーソンのほうにも確認し

たのですけれど、特に目立った、これといった事例は、この数年でいうと思い当たらないという

ような回答でした。

     また、この前は、アンケートの取り方によっては、性的指向が分かるのではないかというお話が

あったのですけれども、通常は無記名なものが多いのではないのかなということで、これは個人

情報としては保有されないのかなと整理をしました。

     次、生活保護ですけれど、生活保護は、まず所管である各区保護課で、ケース記録等がございま

す。ここからどういったところかに情報共有されているのだろうかということで確認したところ、

保護課からケースの状況に合わせて、主に区役所内で必要なところと情報共有をしていますとい

うことでした。情報共有の仕方としては、連絡票ということで、これこれこういう方が保護が始

まりますよというような形で送付しているということでした。送付先としては、区役所内では、

保険年金課、児童家庭課、高齢・障害課。また、お子さんがいる家庭では、学校、あと、場合に

よっては民生委員さんといったところと情報共有をしているというところです。

     なので、ＬＧＢＴや生活保護について、庁内で保有している状況は以上となります。

     続いて、要配慮個人情報について、定めるかどうかなんですけれども、２ページ目、次のページ

をおめくりください。

     こちらで、個人情報保護委員会に確認したことについて記載していますが、湯淺先生も先日教え

てくださったように、基本的には定めることを想定していないというような回答ばかりでござい

ました。

     検討事項２については、以上です。

湯淺委員長 はい。ありがとうございました。

     では、一応条例配慮個人情報は、相当ハードルの重い回答が返ってきましたね。

嘉藤委員 なぜ例示したんでしょうね、そうすると。理解できないです。

湯淺委員長 例示しておきながらって不思議ですね。

井野課長 私たちの川崎市の特徴で申しますと、ヘイト条例に象徴されますとおり、在日の方たちの話とい

う意味でいうと、やはり十分立法事実としてはあるかなというふうには考えておりますが、在日

の方たちの権利、人権というところで申しますと、要配慮個人情報に限って言えば、人種であっ

たりですとか、社会的身分というところで、やはりそういった部分は、要配慮として定めている

部分でございます。

     今、下村のほうからあった、生活の保護ですとか、ＬＧＢＴというところについてになってしま

うと、本市独自で特性があるかと言われてしまうと、所管局に聞いた限りでは、そこまで立法事

実があるとまで言うのは厳しいのかなという状況でございます。

湯淺委員長 はい。ありがとうございました。何というか、個人情報保護委員会とのやり取り、法令的な検

討としては、ＬＧＢＴ、生活保護を要配慮個人情報に入れるのは難しいのではないかという気も

します。

     他方で、この辺りのところは、今後議会で質問が出てくる、出てこないとも限らないんですね。
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     では、一応、検討事項２については、こういう説明を受けたということでよろしいでしょうか。

     続きまして、検討事項の４、安全管理措置のところをお願いします。

井野課長 ごめんなさい。１点だけ、先ほどの照会の２番のところ、これは報告ですが、例の目的外利用で

すが、外部提供の基準、私たちがもともとハンドブックで定めている基準表に載せていた法律が、

法令に基づく場合に該当するかどうかについて、ここを質問したところでして、載せていないん

ですが、基本的にこちらで照会したものについては、全部法令に基づく場合に相当するというこ

とでしたので、基準表に引き続き載せる形でいきたいと思っております。

湯淺委員長 分かりました。ありがとうございます。

葛原担当係長 引き続き、検討事項４です。４ページと５ページに見開きで横書きの安全管理措置について

です。

     安全管理措置について小委員会で検討していただいた中で、個人情報以外に、新たに仮名加工情

報と匿名加工情報と個人関連情報等が定義付けられまして、これらの三つの情報については、個

人情報には該当しないんですが、個人情報と同じように、安全管理措置について規定しなければ

ならないと、ガイドライン等で示されております。これまで、小委員会の場で、必ずしも個人情

報と全く同じレベルで、安全管理措置を規定する必要はなく、レベル感に差を持たせて規定した

ほうがよいのではないか、また、ユースケースを用いてフローを作成して考えてみてはどうか、

と御意見をいただきました。それを受けて、検討した表となっていまして、余り具体例に当ては

めたものではなく、観念的な文言になっていますが、一番上に定義を記載しています。仮名加工

情報は、個人情報を法に規定する措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別する

ことができないように加工して得られる個人に関する情報をいうことで、提供元においては、何

か他のものと照合して特定の個人を識別することができますが、提供を受ける側では、識別でき

るものを持っていないので、個人情報には該当しないものになります。

     匿名加工情報は、復元することができない加工をして、特定の個人を再識別することができない

ようにしたものなので、個人情報には当たらないものになります。

     個人関連情報は、インターネットの閲覧履歴など、それだけでは特定の個人を識別できないんで

すが、提供された先において、特定の個人と紐付けることができ、個人情報になってしまう情報、

と定義付けされています。

     その下の機密性区分ですが、こちらは、川崎市の情報セキュリティ基準というもので定めていま

して、個人情報の保護の観点から、許可された人間以外が情報を閲覧した場合における、影響の

範囲に応じて区分を設けているもので、区分Ⅰが一番機密性の高い情報となっています。情報の

漏えいなど機密性が侵害されることによって、市民の生命、財産、プライバシーが著しい影響が

予想されるものが機密性区分Ⅰに該当しまして、個人情報は、当然機密性区分Ⅰに該当します。 

     仮名加工情報、匿名加工情報、個人関連情報等につきましては、それだけでは個人情報にはなら

ないんですが、実施機関の外、川崎市の外部に漏えいなど間違えて出てしまった場合には、場合

によっては、個人情報に該当するおそれが有りますので、そういう意味では、機密性区分Ⅱに当

たらない、とまでは言い切れないと考えまして、ⅡまたはⅢに該当と記載しています。 

     その下の①の利用の制限から⑥の監査、点検、評価及び改善等というものは、個人情報の取扱い

に関する規則というもので、その中の項目に当てはめて、想定されるようなものを記載していま

す。
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     個人情報の部分については、当然、一番厳しい扱いになっています。例えば、利用の制限につい

て、仮名加工情報及び匿名加工情報につきましては、改正法の条文を抜粋して記載しています。

     ②の複製の制限につきましては、同じく、情報管理責任者の指示に従って、情報資産台帳等を作

成しなければならない。これは、どの情報についても同じような扱いなのではないかと考えてお

ります。

     ③の情報の送信ですが、機密性区分Ⅰの個人情報が一番高くて、現状ではインターネットを利用

する電子メールやＦＡＸなど機密性が確保できない通信手段を利用して送信してはならないとい

うものになっていまして、仮名加工情報以下は、機密性区分 に該当し、電子メールにより送信す

る場合は、暗号化やパスワード設定を行えば、送信することができる情報ということになります。

     ④の外部への送付または持ち出しについては、いずれの情報につきましても、原則として、外部

に持ち出してはならない。ただし、業務上、一定の要件に当てはまる場合は除く、ということを

想定しております。

     ⑤の廃棄につきましても、いずれの情報も同じ扱いになろうかと考えておりまして、情報管理者

の許可を得た上で、復元できないように処置をした上で、廃棄しなければならないということに

なります。

     ⑥の監査、点検、評価及び改善等につきましては、個人情報については、現行ここに書いてある

ような規定を、また、匿名加工情報についても、ガイドラインに記述が有りましたので、それを

引用しまして、仮名加工情報と個人関連情報については、これに該当するものがガイドライン等

に特に示されていなかったので、何も当てはめがないということで記載はしておりません。

     一応、フローといいますか、表の説明は以上です。

湯淺委員長 はい。ありがとうございました。これにつきまして、何か御意見とか、特にございますか。

     恐らくこれは、ここの審議会で扱うというよりは、むしろ情報セキュリティ規定などを必要に応

じて改正、修正していただくことなんでしょうね。

     では、もし何かございましたら、後ほどでも御意見をいただければと思いますが、次に検討事項

の５について、お願いします。

葛原担当係長 検討事項５について、６ページから９ページまでにかけてですが、保有個人情報の目的外利

用・提供についてです。現況では、目的外利用や、外部提供を行うときは、外部提供基準表に基

づいて行っています。この基準表は、昭和６１年に審議会に諮った上で策定していまして、これ

に当てはまらないものについては、改めて個別に審議会に諮ることになります。過去の外部提供

について審議会に諮った事案が、法改正後にも答申が有効なのかどうかについて、確認する必要

があると考え、表を作成したものです。基本的には、法改正後にも、これらの答申が有効なのか

については、引き続き個人情報保護委員会に確認していく必要があると、今のところは認識して

いるところです。

     番号２は、一番最初に外部提供基準表を作成したときの諮問事項でして、諮問２３以降が、運用

が継続しているものと、外部提供のやり取りが、現存していると思われるものを抽出したものに

なっていまして、４件になります。

     ９ページに、教育委員会と警察との間で外部提供を行うことについて協定を締結するという諮問

に関しまして、その答申が有効になるかどうかということを確認したメモを付けております。当

時の諮問資料を見ますと、文部科学省から各都道府県の教育委員会に対して、また、警察庁から

各都道府県警察に対して、学校と警察と連携の強化によって非行の防止対策の推進に関する通知
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及び通達が発出されました。

     その通知と通達を受けまして、各自治体において、学校と警察の間で、児童・生徒の非行防止、

犯罪被害防止や、健全育成を図る上で個人情報を相互に提供することなどを内容とする「学校警

察制度」というものが整備されまして、この諮問の時点でも既に４７都道府県において、その制

度は構築されておりました。

     改正法への当てはめで、有効になるかどうか検討した内容についてですが、改正法の６９条の第

２項の内容で、「その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき」に 当ては

められるのではないかと考えました。また、「本項３号の場合に匹敵するような公益性のある事務

事業であって、当該保有個人情報の提供が当該事務事業の遂行に不可欠な場合を念頭に置いてい

る」と宇賀先生の本に記述が有りまして、この協定締結の内容についても、これに当てはめるこ

とができるのではないかと考えているところです。

     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。ここのところ、先生方から御意見はいかがでしょうか。

      ここは恐らく賛否両論の考え方が一番あるところで、正に、こういう学校警察連携制度ができ

て、学校と警察の間の情報共有は不可欠なので、引き続き、特段の理由があるときに該当すると

いうことで維持するという考え方が一つある。

     他方で、警察に対して学校の情報を提供するということに対して、非常に強い反対意見があるこ

とも事実だと思いますので、かつ、従来の審議会に答申して、よいとされたことでも、改正法の

下でも引き続き妥当か判断してくださいというふうに個人情報保護委員会は言っていますし、難

しいところですね。

     もう一回判断し直すかどうかまで全部個別の事案を今回の答申に入れて出すと大変なので、従来

審議会において提供を妥当であると答申された事例についても、今後改正法に基づいて妥当性を

引き続き検討するべき、する必要があるという方向でいくのか、いや、逆に、従来の審議会に答

申し、提供が可とされたものについては、明らかに改正法に照らして、不適切になるものを除い

て、原則的に提供できるものとすることが適当という答申にするか、３番目の選択肢としては、

ここは答申には触れないと、どう答申するか考え方はいろいろあると思いますけどね。

井野課長 私の中では、多分、国が言っている、整理しなさいと言っているとおりの整理をしますというと

ころですので、ここについては、多分答申に示さずとも、やらなきゃいけないというところでは、

そこは入れなくてもよいのではないかと思っております。

     あとは、私達のほうで、所管課とも確認をしながら、個人情報保護委員会に、その考え方が改正

法の下で維持できるかどうかというのは、個別に確認をしてまいりたいと考えております。

湯淺委員長 警察と学校との情報提供の問題は、違法、合法の問題じゃなくて、市民感情の問題、あるいは

学校における犯罪等に対する取組方に対する市民意識の違いという気もします。

      では、よろしいでしょうか、この件に関しては。

      では、引き続いて、検討事項の７をお願いします。

下村担当係長 検討事項の７、開示請求に関する手続についてなんですけれど、これまで今まで期限や手数

料等を御審議いただいたんですが、開示請求ではなく、訂正請求の開示請求前置をどうするかと

いうところで、川崎市の状況を２年ほど確認いたしましたので、御報告します。
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     この２年間で、訂正請求が５件あったんですが、全て特に今の条例では開示請求前置は取ってい

ないんですけれども、結果としては開示請求があった上での訂正請求というものばかりでした。

     しかし、真ん中辺り、５月７日の診療報酬明細書のところなんですけれど、９０日以内に請求し

ているかというと、訂正請求が行われていないものも有ります。ですので、答申には、現状の条

例どおり、開示請求、前置主義の規定は置かないというような感じで書かせていただこうと考え

ております。

井野課長 開示請求せずとも、行政から本人宛てに出した何らかの通知ですとか、文書ですとか、そこでも

う既に誤っているということが分かる可能性もございますので、そういうケースにまで開示請求

を前置でやってしまうと、やっぱり市民の方の負担というのは増える可能性がございますので、

基本的には、今の現行の制度どおり、開示請求がなくても、ある程度、思料できるときは、訂正

請求等ができるという制度にしてまいりたいと思っております。

湯淺委員長 ありがとうございました。前置を義務付けるかどうかは、言ってみれば、事務局側のキャパシ

ティーというか、正直どの程度、かなり限られた日程の中で、きちんと処理できるかという、そ

この問題なので、市のほうで前置を入れなくても大丈夫というか、特に前置を入れないといけな

いような必然性は今ないということであれば、それはよろしいんじゃないですかね。

井野課長 多分大丈夫だろうと思われます。

湯淺委員長 犬猫苦情相談の訂正というのは一体何を訂正したいのか、理解しにくいのですが。

下村担当係長 こちらは電話応対の内容が自分が言ったことが反映されていないというような程度のものを、

訂正請求じゃなくても直してもらえるのじゃないかと思うのですけれども、訂正請求で正式に直

されたという件のようです。

     これは、全部承諾になっています。訂正請求は、やはり事実でないということが証明されないと

訂正にはならないので、実際、全部訂正になるケースは少ないようですね。数少ない、全て訂正

したというケースが、この犬猫苦情相談の種類です。

湯淺委員長 はい、他は、先生方、よろしいでしょうか。

     ありがとうございました。では、引き続きまして、検討事項の８お願いいたします。

下村担当係長 はい、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確認事項です。

     こちら前回、１７条７号の前段部分と８号の部分、法令秘について御審議いただいたと思うんで

すが、このようにまとめたいと思いますという内容です。

     まず、一つ目、個人情報保護条例第１７条第７号前段部分（人の生命、身体の保護に支障を及ぼ

すおそれ）の不開示情報については、前回も御報告したとおり、過去の運用状況としては、情報

公開条例でも、同号を適用していると考えられますし、個人情報保護条例においても、過去の５

年間で３７件が第１７条第７号を適用しており、達しています。

     （２）人の生命、身体、財産若しくは社会的な地位の保護に関する情報を不開示情報とすること

についてですが、こちらについては、他の不開示情報を適用することができる場合も想定できま

すが、次の理由から個人情報保護法施行条例に不開示情報として定めることとしたいです。
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     その理由というのが、ア、人の生命、身体、財産若しくは社会的な地位そのものを保護すること

が公益に資するものであると考えられること。

     イ、次のような事例も想定されること。まず、ケース記録票や相談記録における女性相談員の氏

名等の不開示が、相談員の安全確保に支障を及ぼすおそれがあるために不開示情報とする場合。

女性相談員の氏名等は、常時不開示にしていて、理由としては、事務事業と、プラスこちらの７

号の人の生命、身体等の保護に支障を及ぼすおそれについての二つの理由で、不開示になってい

るということを明確にしておく必要があると考えられるからです。

     また、ウとしては、情報公開条例による開示請求では不開示となる情報との整合を図るた

    めです。

     以上として、７号の前段部分については、不開示情報として定めることとしたいと考えておりま

す。

     続いて、２の第１７条第８号の法令秘についてです。

     こちらは、過去の適用状況は前回お伝えしたとおり、情報公開条例では、地方税に関する調査事

務などに係る情報を不開示の取扱いとしております。

     個人情報保護条例では、直近では余りないんですが、過去５年間で見ると、３件が児童虐待防止

法を適用しております。

     こちらですが、法令の規定等に係る情報を不開示情報とすることについては、過去の適用例はあ

るものの、個人情報保護ハンドブックでは、「法令の規定により本人にも開示することができない

情報は、この条例によっても開示できないことを確認的に規定している」としていることから、

この条文がない場合であっても、当該法令が守秘を義務付けている趣旨に基づき、個人情報保護

法に定める不開示情報を適用することができるものと考えることから、第１７条第８号を個人情

報法施行条例に不開示情報として定めることはしないこととしたいと考えております。

     以上です。

湯淺委員長 ありがとうございました。では、この検討事項８について、先生方から御意見はございますで

しょうか。

井野課長 補足ですが、嘉藤委員からも情報提供ということで、神奈川県の状況を教えていただきました。

私たちのほうも、実は個人情報保護委員会に問合せをしたところ、やっぱり趣旨としては、法令

が法令秘としているから不開示だよというのは本来の不開示理由ではないはずで、法令が定める

不開示とする趣旨を汲んで、個人情報保護法の不開示理由に当てはめて出すべきだということで、

やはり個人情報保護委員会のほうからも認められないという回答がきたところでございます。

湯淺委員長 個人的には、人の生命、身体等を保護する必要というのは、書いたほうがよい気もしますね。

今の事務局の御説明とは少し違う観点からになりますけど、不開示の理由として事務事業支障性

というのは余り使わないほうがよいので、具体的な支障は何だという話になりますし、事務事業

支障性を濫用的に使われると困りますので、それよりは、身体、生命等の保護が直接的必要なん

だというほうが、不開示理由としては非常にすっきりするというふうに思いますね。

     他に先生方から不開示情報のところ、御質問はございますか。よろしいですか。

     ありがとうございました。それでは、議題のほうも結構たくさん論点がございましたが、御意見

をありがとうございます。

     全体的に、本日のところは、よろしゅうございますか。
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     ありがとうございました。それでは、本日大変長時間御審議いただきまして、ありがとうござい

ました。

    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が、７月６日水曜日の１４時から１６時を予定しております。

場所につきましては、本日と同じ第３庁舎の第１会議室になります。

     開催通知につきましては、また、メールで連絡させていただきます。

     本日の議事録につきましては、準備が整い次第、御確認をよろしくお願いいたします。

     本日の報酬に関しましては、７月２１日のお支払いとなりまして、支払明細に関しましては、郵

送でお送りさせていただきます。

     事務局からは以上でございます。

湯淺委員長 はい。ありがとうございました。

     それでは、本日はこれで小委員会を終了したいと思います。どうもありがとうございました。


