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議 事 録

令和４年度第５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

山 本 龍 彦

湯 淺 墾 道

（会長・小委員会委員長）

     委員 計４人

（事務局）

総務企画局情報管理部 部長 新井 信宏

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７月１５日（金） １０時００分から１１時３０分まで

開催場所 川崎市役所第３庁舎 １８階  第１会議室 （対面・ＷＥＢ併用）

議  題

 １ 答申（案）について

２ その他

傍聴者数 ０人
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湯淺委員長 皆さん、おはようございます。ただいまから、令和４年度第５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。

     日程が急に変更になり、大変お忙しいところ、御迷惑をおかけいたしました。本日もお集まりい

ただきましてありがとうございます。

     本日、現時点では傍聴人がいらっしゃいません。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。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 はい、ありがとうございます。なお、オンラインでの傍聴は認めていなくて、傍聴人の方がい

らしたら、ここの会議室にお入りいただくということになっております。

     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、本日は早川委員と村上委員が所用のため御欠席ですが、４名の委員に御出席いただい

ておりますので、小委員会は成立していることを御報告いたします。

     次に、資料の確認ですが、議事次第と個人情報の保護に関する法律の改正に伴う川崎市の個人情

報保護制度の在り方についての答申（案）となりまして、昨日データでお送りしておりますが、

今画面共有もしております。この答申（案）が本日の資料となっております。

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、ありがとうございました。本日の議題に入りますが、本日の議題１で、諮問第２１０号

の答申（案）についてです。

     各委員から御意見をいただく前に、事務局から案について読み上げをしていただきますが、適当

なところで区切って、適当な区切りごとに委員の皆様からの御意見をいただくようにしたいと思

いますので、どこからどこまでかは事務局にお任せしますので、まず事務局のほうから説明をお

願いします。

下村担当係長 それでは、読み上げさせていただきます。まず、２ページをおめくりいただいて、まえがき

の部分は全て読ませていただきます。

     まえがき、川崎市では、市民の知る権利を実効的に保障し、開かれた市政の実現に向け、政令指

定都市ではじめて情報公開条例を制定し、公文書公開制度をはじめ、個人情報保護制度、情報提

供制度、公人の資産公開制度及び会議公開制度の５つの制度がなる統合的情報公開制度を推進し

ているところである。

     個人の権利利益を保護することを目的として平成１７年に施行された個人情報の保護に関する法

律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律及び独立行政法人等の保有する個人情報の

保護に関する法律は、デジタル社会の形成に関する施策を実施するため令和３年５月１９日に公

布されたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により、個人情報保護法

に統合するとともに、地方公共団体の個人情報保護制度についても統合後の個人情報保護法にお

いて全国的な共通ルールを規定し、その所管を個人情報保護委員会に一元化することとされた。

     今回の法律改正によって全ての地方公共団体に適用されることとなる個人情報の保護に関する法

律の規定は、個人情報の保護と利活用の両立を図るための標準的な規律を定めるものとされ、各
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地方公共団体においては、同法の施行（地方公共団体が適用を受ける個人情報保護法の規定につ

いては、令和５年４月１日施行。）までの間に、同法の趣旨・目的及び関係規定に照らして、条例

の各規定について改正等の要否を検討の上、適切に対応する必要があるとされたところである。

     このようなことから、令和３年１０月２７日付けで、川崎市長から個人情報の保護に関する法律

の改正に伴う川崎市の個人情報保護制度の在り方について、川崎市情報公開運営審議会（以下

「審議会」という。）に諮問があり、学識者６人からなる小委員会を設置し審議を重ね、当審議会

としての審議結果が得られたので、ここに答申するものである。

     なお、審議に当たっては、要配慮個人情報の取得制限、オンライン結合の制限など、これまでの

本市における個人情報の保護のための取扱いが個人情報保護法の趣旨に反し認められないとされ

ている事項も多い状況において、これまでの川崎市個人情報保護条例の趣旨にも配慮し、個人情

報の保護を図っていくための在り方について検討を進めてきたが、なおその運用に当たっては、

個人情報の適正な取扱いが図られるよう引き続き十分に検討を行われたい。

     最後に、川崎市における本答申の取扱いについては、今後の国の動向や見解等も踏まえ適切な対

応を図ることを期待するものである。

     続けて、１、基本的な考え方を抜粋して読ませていただきます。１ページ目になります。

     令和３年５月１９日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法

律」（令和３年法律第３７号）による改正後の「個人情報の保護に関する法律」（平成１５年法律

第５７号。以下「個人情報保護法」という。）の趣旨を踏まえ、川崎市における個人情報保護制度

について必要な措置を講じるべきである。

     説明の部分は、上三つは改正の経緯なので省かせていただきます。四つ目を読ませていただきま

す。小委員会では、上記通知の中で掲げられている留意事項を踏まえて、個人情報保護法におい

て、条例で定める必要があるとされた事項、必要に応じて条例で定めることが考えられる事項、

条例で定めることを妨げるものではない事項及びその他重要と考えられる事項について審議を重

ねた結果、個人情報の適正な取扱いについて、個人情報保護法の改正の趣旨にのっとって必要な

措置を講じるべきであるとの審議結果が得られた（なお、整備する具体的な内容については、後

述するものとする。）。

     一旦停止させていただきます。

湯淺委員長 はい、ありがとうございました。

     前半部分、全般的な経緯や条例改正の方向性等についての御説明でしたが、ただいまの部分につ

きまして、委員の皆様から御意見等はございますでしょうか。

     はい、嘉藤先生、お願いします。

嘉藤委員 形式的なお話なんですが、１ページ目の基本的な考え方の箱枠内で個人情報保護法の略称がここ

で記されているんですが、まえがきのほうは個人情報の保護に関する法律という用語と個人情報

保護法という用語がかなり混在していますので、こちらのほうに略称の記載を入れるかどうかで

すね。まえがきと別だという考え方もありますが、やはりどちらかに用語は統一したほうがよい

かと思います。ただ、まえがきにも審議会の略称を入れていますから、こちらにまとめたほうが

よさそうですね。

     というのが１点と、あとこの小委員会は特に正式名称というのはなく、小委員会でよろしいでし

ょうか。
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井野担当課長 前回、条例改正に当たって、やはり答申を書いたときも小委員会というような名称を使って

いたようでございます、基本的な考え方の部分で。

嘉藤委員 分かりました。

湯淺委員長 ありがとうございました。

     他の点、冨田先生、山本先生、何かございますでしょうか。

山本委員 山本です。すみません、１点、これは大した話ではないですけど、２段落目の個人の権利利益を

保護することを目的として平成１７年に施行されたというところですけど、それでよいとは思う

んですけど、一応、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とし、

というところは、政府としては強調しているところかなと思いましたので、もし加えるとすると、

個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的として、というふうに書

いたほうがよいような気もしました。が、私自身の立場としては、なくてもよいとは思いますけ

れども、御検討いただければと思います。

湯淺委員長 御意見をありがとうございました。ここは事務局で検討してください。

     それから、先ほど嘉藤先生から御質問がありました小委員会の件は、川崎市情報公開運営審議会

規則に小委員会を置くと、そういう規定がありますね。なので、小委員会で問題ないかなと思い

ます。

     冨田先生、よろしいですか。

冨田委員 冨田です。私もそこはすみません。大した話ではないですけど、前回の答申も同じ表現だったん

ですが、まえがきのところの３段落目に小委員会のことが出てくるんですが、今回この小委員会

で審議を重ねた上で、親会のほうにこの答申（案）をお示しして、親会の審議会としてこの答申

をするということですよね。このようなことからの文章を見ると、小委員会を設置し、審議を重

ねた上で当審議会としての審議結果が得られたのほうが、小委員会だけで何か審議したように見

えてしまうなと、読み方なんですけれども、思いましたので、審議を重ねた上でというふうにし

ていただきたいと思いました。大した話ではないのですみません。

湯淺委員長 非常に重要な御指摘ですよね。最終的には審議会として答申をしますので。では、そこも事務

局で適切に表現を少し改めていただければと思います。

     では、他によろしければ、次のブロックのほうをお願いします。

下村担当係長 続けさせていただきます。２番の条例で定める必要があるとされた事項についての部分をま

とめさせていただきました。

２、個人情報保護制度について、（１）条例で定める必要があるとされた事項、ア、開示請求に

おける手数料等、実施機関が保有する個人情報の開示請求における手数料は、本人の開示請求権

を保障する観点から、現行の手数料を無料として、実費を負担することとするべきである。また、

現在の実費負担に関する告示の内容を整理することが適当である。

     イ、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約における手数料、手数料は、「実費を勘案して

政令で定める額」を踏まえ、必要に応じて市の特殊事情等を勘案した上で、条例において適切な
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額の手数料を定めることが適当である。

湯淺委員長 小さく区切ってもよいですけど、手数料のところはもう少し続けてよいですよ。 

下村担当係長 そうですね。じゃあ続けて、（２）の必要に応じて定められる事項のところの８ページまで

読み上げさせていただきます。次の（２）は、重要なので説明についても読み上げさせていただ

きます。 

     （２）必要に応じて条例で定めることが考えられる事項又は条例で定めることを妨げるものでは

ない事項、ア、条例要配慮個人情報、条例要配慮個人情報は、地域の特性や社会情勢の変化等を

踏まえた上で、必要に応じて規定することが適当である。 

     説明、個人情報保護条例では、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により

害を被った事実等を含む記述等が、不等な差別や偏見その他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であることから、要配慮個人情報として規定を定めている。 

     川崎市における要配慮個人情報の範囲は、個人情報保護法の範囲と同様であるが、個人情報保護

法では、要配慮個人情報に加え、地方公共団体の機関が保有する個人情報のうち、地域の特性そ

の他の事情に応じて、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条例

要配慮個人情報として定めることができることとされた。 

     個人情報保護法の規定に基づき要配慮個人情報を取得した場合におけるその取扱いは、個人情報

と同様の規律が適用され安全管理が図られることとなるが、これは、条例要配慮個人情報につい

ても同様とされている。また、条例において要配慮個人情報及び条例要配慮個人情報の取得制限

に関する規定を引き続き置くことは認められていないものの、条例要配慮個人情報を定めること

による意義としては、条例要配慮個人情報であることを条例に規定することで、これらの情報が

取得及び管理を行う上で配慮を要するものであることを明らかにし、その適正な取扱いが図られ

る効果があると考えられるところである。 

     一方で、個人情報の保有については、個人情報保護法において、法令（条例を含む。）の定める

所掌事務又は業務を遂行するために必要な場合に限り、かつ、その利用目的はできる限り特定し

なければならないとされ、行政機関等がその特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて保

有してはならないとされていることから、このような取扱いが確保されている限りにおいて、こ

れまでと同様に適正な取得及び管理が可能とも考えられ、なお、条例要配慮個人情報として定め、

明示する必要性があるかについては慎重に判断することが必要と考えられる。 

     条例要配慮個人情報を規定するに当たっては、本市において本人に対する不当な差別や偏見その

他の不利益が生じているという事実やそのおそれがあるかの適切な把握とその事実等に係る本市

としての地域の特性その他事情等の立法事実の有無の確認、また、条例要配慮個人情報とするこ

とで生じる社会や本市の事務又は事業への影響の確認や社会情勢の変化等を踏まえた上で、国が

示している事例に限らず、慎重かつ広範に検討を進めていくことが適当である。 

     なお、これらの状況を踏まえて条例要配慮個人情報を規定するについても、規定することによる

影響もあるものと考えられることから、その定義や範囲が曖昧となって混乱を招くことがないよ

う、適切に規定を定めることが必要である。また、個人情報保護法が定める個人情報の保有の制

限に関する規定が適正に運用され、個人情報が安易に保有されることがないよう、引き続き、実

施機関に対して周知、徹底を図られたい。 

     続いては、箱枠内だけにさせていただきます。 
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葛原担当係長 読み手を変わります。 

     イ、個人情報ファイル届出及び保有個人情報業務届出 

     個人情報保護条例では、実施機関が個人情報ファイルを保有しようとするときはあらかじめ市長

に届け出ることを定めており、この届出に関する手続は、引き続き維持するべきである。 

     個人情報ファイルの届出を行う業務の範囲は、現行のとおりとするのが適当である。 

     個人情報ファイルの届出書には、個人情報保護法に定める項目の他に、もともと届出事項として

いる個人情報を収集する法令の根拠を項目として記載することが適当である。 

     個人情報ファイル簿の作成及び公表に当たっては、本人の数が政令で定める数（１，０００人）

に満たない個人情報ファイルについても、特定の個人が識別されないことを確認の上、作成及び

公表するべきである。 

     個人情報を取り扱う業務単位での届出については、現行のとおり行うこととするのが適当である。 

     続きまして、５ページのウ、開示請求における開示情報及び不開示情報の範囲です。 

     川崎市情報公開条例（平成１３年川崎市条例第１号。以下「情報公開条例」という。）に開示す

る情報として定める公務員等の職務の遂行に関する情報に含まれる公務員等の職、氏名及び当該

職務遂行の内容に係る部分のうち、個人情報保護法に定められていない氏名については、開示す

る情報として条例に定めるべきである。 

     情報公開条例に開示しない情報として定める、公にすることにより人の生命、身体、財産又は社

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については、引き続き、開示し

ない情報として条例に定めるべきである。 

     続きまして、６ページのエ、開示請求の諾否の決定期限等です。 

     開示請求の諾否の決定期限は、市民サービスの低下を招かないために、現行の制度に合わせるべ

きである。 

     続きまして、７ページのオ、訂正請求及び利用停止請求における開示請求の前置です。 

     訂正請求及び利用停止請求は、市民サービスの低下を招かないために、現行の制度のとおり、開

示を受けていない保有個人情報についても、それぞれの請求の対象とするべきである。 

     続きまして、カ、審議会への諮問等です。こちらは、比較的重要な部分ですので、説明も含めて

読み上げさせていただきます。 

     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、確実に審議会の意見を聴くことができるようにすることが適当である。 

     説明の部分です。 

     審議会では、現在、個人情報保護制度について、情報公開条例に定める個人情報保護制度の運営

に関する重要事項の調査審議のほかに、個人情報保護条例によりその権限に属させられた事項の

調査審議を行っている。 

     個人情報保護法では、地方公共団体の機関は、条例で定めるところにより、個人情報保護法第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こととされている。 

     一方で、個人情報保護法では、審議会について、保有個人情報取得、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ることは、個人情報保護法改

正の趣旨に照らして許容されないこと、また、オンライン結合や目的外利用などに関する規律と

して、個別案件における個人情報の取扱いについて、審議会等への諮問を行うことは許容されな
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いこととされ、本市においてこれまで、個人情報の保護を図るために審議会に諮問していた事案

について類型的に審議会へ諮問することができないこととされている。 

     個人情報保護制度における地方公共団体に対する規律については、その解釈運用・監視監督を個

人情報保護委員会が一元的に担うとされており、また、個人情報保護法では、地方公共団体は必

要な情報の提供又は技術的な助言を求めることができるとされている。 

     審議会は、個人情報保護制度のみでなく、公文書公開制度、情報提供制度、公人の資産公開制度

及び会議公開制度の５つの制度からなる統合的情報公開制度の適正かつ円滑な運営を統合的に進

めてきているところであり、この点について、今後とも、審議会が重要な役割を果たす必要があ

ると考えられるところである。 

     個人情報保護制度についても、市の施策の継続性を確保し、市民の権利利益を保護するために、

条例の制定改廃を行う場合、地域の特殊性に応じた独自の個人情報保護に関する施策を実施する

場合、個人情報の取扱いにおける適正な運用を行うための細則、基準等を定める場合など、市と

して、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

要であると認める場合には確実に審議会へ諮問することとすることが適当である。 

     また、個人情報ファイル届出等に関する報告、個人情報保護制度の運営状況に関する報告、保有

個人情報の目的外の利用又は提供、オンライン結合等における個人情報の適正な取扱いのための

報告など、市として、説明責任を果たし、透明性の確保を図っていく必要がある事項について審

議会へ確実に報告することとすることが適当である。 

     ここまでで一旦切らせていただきたいと思います。 

湯淺委員長 はい、ありがとうございました。では、今ここまでで一旦切らせていただきまして、今事務局

から説明していただいた部分で、先生方からの御意見等がございましたらお願いいたします。 

     私からなんですが、５ページのウ、黒丸の一つ目で、川崎市情報公開条例に開示する情報として

定める公務員等の職務の遂行に関する情報に含まれる公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内

容に係る部分のうち、個人情報保護法に定められていない氏名については、開示する情報として

条例に定めるべきであるということで、個人情報保護法に定められていない氏名というのは、何

か意味が分かりにくい気がするので、ここをもう少し何を言いたいのか、文意をもう少し分かり

やすくしたほうがよいかなという感じですね。 

井野担当課長 説明がもう少し入ったほうが、個人情報保護法に定められていない氏名とは何かというとこ

ろが少し足りないということですよね。 

湯淺委員長 そうです。そこの違いがあるので、引き続き情報公開のほうでは開示をするんですということ

だと思います。何かこう……。 

井野担当課長 言葉足らずということですね。 

湯淺委員長 言葉足らずというか、もう少し分かりやすい書き方のほうがよいかなというふうに思いました。 

嘉藤委員 その点に関連してなんですが、６ページでその内容についての記載があるんですが、氏名につい

ても公開するというのは、情報公開条例の定めだと思いますけど、条例と言った場合に、個人情

報保護法を受けた施行のための条例なのか、情報公開条例なのかが一見して分かりにくいので、
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明確にしておいたほうがよいかなと思います。 

     これは、次のエも同じで、条例とだけ出てくるのですけれども、ただここは、情報公開は関係な

いので条例でもよいですけど。ウに関しては、両方出ますので。 

     あと、少し戻っていただきまして、イの個人情報ファイルの届出なんですが、四角囲いの一つ目

に「実施機関」と言っています。これは最後のほうで、情報公開条例の実施機関には議会を含め

るという記述があるんですが、個人情報保護法の施行条例の場合には、実施機関から議会は外れ

ますから、ここでは議会を入れているという理解でよいでしょうか。ここの概念は。 

「個人情報保護条例では、実施機関が」とあるので、ここは議会も入りますが、今後、個人情報

保護法に基づく施行の範囲内から議会は外れますので、一元管理する際には、これは議会も含む

という、どこかしらで注意書きがいるかもしれないですね。 

湯淺委員長 嘉藤先生に御指摘いただいた点は非常に重要で、確か議長会の条例例では議長が個人情報ファ

イル等を管理する責任者ではなかったでしたかね。 

井野担当課長 個人情報ファイル簿の作成、公表は議長が作成し、公表しなければならないというような規

定ぶりになっております。 

湯淺委員長 そうですよね。今の御指摘で言うと、議会条例を議会側が作るのであるにせよ、ここの説明部

分に、なお議会については、議長が適切に個人情報ファイルの届出関係を責任を持って行うべき

であるということを入れることになりますかね。 

井野担当課長 そうですね。今回、議会については、条例の制定については検討すべきというところまで入

れていて、その中身についてまでは、この審議会の中では踏み込んではいないというのが実情で

はございますので。 

湯淺委員長 ただ、それはよいとしまして、嘉藤先生の御指摘のように、結局、こちらの答申としては、議

会まで含めた意図で市長が一元的にと言っているのかどうか。それはこちらの答申する側で、こ

こで言っているのは議会まで含んでいるのか否かということですね。 

井野担当課長 その意味で申しますと、議会までは含めてはいないという。 

    ここに書いてあるのは、現行の個人情報保護条例ではこういう制度にしていますよと言っています

ので、ここで言う実施機関に議会は確かに入ったイメージで書いてしまってはいるのですけれど

も。 

湯淺委員長 そうしますと、一つの妥協というか、一つの解決案としては、１５ページの（２）や１６ペー

ジに一応議会の説明が入っていますので、説明の中に例示的に個人情報ファイル届出等は、適切

に議会で管理してくださいというふうに入れ込むという手もあるかもしれませんね。 

嘉藤委員 あとは、本文のほうの最後のところで、実施機関がというところを括弧して議会を除くとそうい

うふうに範囲を設定するかですね。 

湯淺委員長 なるほど。そうですね、それもありますね。 
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井野担当課長 そちらのほうがすっきり分かりやすくなるかもしれないです。ここは、黒丸が６個あるうち

の６個目の上から４行目に実施機関という文言が、説明のほうの６個ある、５ページの真ん中辺

りですかね。ウの４行ほど上に実施機関が保有する個人情報の、この実施機関について議会を除

くというような、そういう注記を入れさせていただくということで。 

湯淺委員長 よろしいですか。 

嘉藤委員 はい。もう一つ、そのイのところの四角囲いの四つ目なんですが、これはファイル簿の作成及び

公表を、本人の数が１，０００人以下でもすべきであるという趣旨だとは思うんですが、少し読

みにくいので、「本人の数が」が頭に来たほうが分かりやすいかなと。本人の数が政令で定める数

に満たない個人情報ファイルについても、特定の個人が識別されないことを確認の上、個人情報

ファイル簿の作成及び公表をするべきであるとしたほうがはっきりするかなと思うんです。 

湯淺委員長 ありがとうございます。その訂正、整文は事務局のほうでお願いします。 

     山本先生、冨田先生、ここの辺りで何かございますか。 

山本委員 すみません、ちょっとこれは私の単なる誤読なのかもしれないんですけれども、３ページ目の真

ん中辺りなんですけれども、「個人情報保護法の規定に基づき要配慮個人情報を取得した場合にお

けるその取扱いは、個人情報と同様の規律が適用され」というところなんですけれども、これは

私の読み違いだとは思うんですけれども、要配慮個人情報の場合には、個人情報よりもある種慎

重な取扱いが求められるというふうに思うんですけれども、同様の規律という言葉で大丈夫なん

でしょうかという確認です。以上です。 

湯淺委員長 山本先生、ありがとうございます。ここも大変重要な御指摘で。要するに、通常の個人情報と

同じ規律ではないわけですので、ここは表現を改めたほうがよさそうですよね。 

井野担当課長 ここの趣旨は、安全管理措置、そういう行政機関に適用される規律の中では、要配慮個人情

報と個人情報で特に分け自体が、規定上分けられているわけではないんですね。もちろん配慮すべ

き、より配慮すべき情報であるということはもちろんそうなんですけれども、ただ、そこは誤解さ

れないようにしたほうがよいということで。 

湯淺委員長 そうですね。安全管理措置義務のところは、要配慮であろうと、要配慮ではない個人情報であ

ろうと同じなんですがという趣旨だと思うので、そう読めるように・・・。 

井野担当課長 読めるように。検討します。 

山本委員 おっしゃっていることはよく分かりました。ただ、一般の方が読まれると誤解するところもある

かと思うので、表現だけ少し改めていただければと思います。 

井野担当課長 はい、分かりました。 
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湯淺委員長 山本先生、ありがとうございます。 

冨田先生、ここの部分は特にございませんか。 

冨田委員 はい、ありがとうございます。私は、７ページの審議会への諮問等のところの枠内のところから

始まるんですけど、「確実に」という言葉はどういう意味が込められているのかなというところを

まずお聞きしたいので、「確実に」という言葉は他に何か代替がないかなと思っていたんですけど、

積極的、というのは、説明を読めば、法令に違反しない限りというところが読み取れるんですけ

れども、あと、この「特に必要であると認めるときは」というふうに限定はされているんですが、

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

ると認めるときはというところのみ、確実にというふうに読み取らなければいけないと思うんで

すけど、何か審議会の意見を聴くことが非常にクローズアップされているように見えてしまわな

いかなということで、表現について考えていたんですが、よいアイデアを思いつかないんですけ

ど、「確実に」に込められた意味から御説明いただけると助かるんですが。 

下村担当係長 審議会に諮問されなくなることに不安を覚える声もあったので、必要であると認めるときは

単純に意見を聴くことができるようにではなくて、確実を入れたほうがそこの部分を安心してい

ただけるかなという気持ちで入れてしまいました。 

井野担当課長 これは神奈川県の言い方を少し拝借させていただいたというところでございます。 

湯淺委員長 そうなんですね。神奈川県ではここで大変だったので。 

井野担当課長 神奈川県がこのように書いていて、今、下村が言ったように、間違いなく諮問をするという、

ちゃんとやっていきますという約束的に入れさせていただいたのですが、ただ、確かに確実にとい

う趣旨が明確でもないといえば、不明確な感じもいたしますので、これは書いてあるとおり、必要

であると認めるときは審議会の意見を聴くことが適当という、もうそれに尽きるという気はしてい

ますので、あえて確実にという言葉がなくても、ここでは逆に代替がなくても趣旨は通るかなと思

います。 

以上です。すみません。 

冨田委員 ありがとうございます。そうすると、個人情報保護法の趣旨に違反しない限りとかという限定を

入れていただいて、特に必要であると認める、この何ですかね、認める場合には、そうですね、

引き続きとか、従前と同じようにという意味を加えたらどうでしょうか。 

井野担当課長 そうしますと、頭のところの最初のところに、個人情報保護法の趣旨を踏まえた上でみたい

な、そういう頭文字を入れて、先ほどの確実にというところを引き続きという、そんなイメージで

よろしいでしょうか。 

冨田委員 よいと思います。従前の役割と審議会の役割が変わっていないと、そういう部分については変わ

っていない、法律で除外された部分もあるけど、従前の役割どおりの役割を果たすんだというこ

とが伝わればよりよいかなというふうに思いました。 
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井野担当課長 ありがとうございました。すみません。 

湯淺委員長 ありがとうございます。今の冨田先生の御意見を踏まえて、そういう方向でひとつ修正してく

ださい。 

嘉藤委員 すみません、今の審議会のところなんですが、確かに専門的な知見に基づく意見というのは、ガ

イドラインにも示されているんですけれども、委員の構成にも関わるので、地域の実情というの

は入れられないものなのでしょうかということですね。 

湯淺委員長 そこは、何かＰＰＣから委員構成の件は何かなかったでしたかね。何か言っていたような気が 

しますが。 

井野担当課長 委員構成につきましては、市民に対する説明責任という部分を踏まえて、市民委員を入れる

ことについては特に制限はないです。 

湯淺委員長 ないということですよね。 

井野担当課長 そうしますと、また、専門的な知見に基づく意見を聴く必要性と市民への説明責任みたいな

部分を。 

嘉藤委員 本文のほうに入れていただいて、四角囲いで。 

井野担当課長 分かりました。そうしますと、ここで言うのは、市民委員も構成として入れることについて

も、明言してしまう、もしくは、市民への説明責任のために審議会に諮る、もしくは報告するとい

うイメージでよろしいですか。 

嘉藤委員 はい、それぐらいでよいと思います。あまり限定すると団体から選出しなくてよいという人がい

ますので。そこの幅を持たせるためにもあまり限定せずに。 

井野担当課長 分かりました。 

湯淺委員長 ありがとうございました。 

そうしましたら、その他、また御意見がございましたら、後ほどお伺いするとしまして、で

は、次、要配慮個人情報のところに進んでもよろしいでしょうか。では、事務局からお願いしま

す。 

下村担当係長 それでは、（３）その他の重要な事項についてまとめて読み上げさせていただきます。９ペ

ージ目から１４ページ目の真ん中辺りまでを読みます。 

     （３）その他の重要な事項、アについては全て読み上げさせていただきます。要配慮個人情報、

個人情報保護法に基づき要配慮個人情報を保有するときは、個人情報ファイル又は個人情報を保

有する業務の開始の届出（以下「個人情報ファイル届出等」という。）に当たり、所掌事務又は業

務を遂行する上での保有の必要性を具体的に記載する項目を追加して公表することとし、個人情
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報の取扱いについて一層の透明性の向上を図ることが適当である。 

     個人情報ファイル届出等があったときは、引き続き、当該届出に係る事項を速やかに審議会に報

告することが適当である。 

     審議会の意見を聴いて定めている「保有の一般的制限の例外とするよう配慮個人情報の類型」

（以下「類型」という。）については、実施機関が要配慮個人情報を保有しようとする場合に当た

り、その範囲をより限定的に解釈するなどの対応が求められることから、引き続き、類型に基づ

く慎重な取扱いを図ることが適当である。 

     説明、要配慮個人情報は、不等な差別や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

配慮を要するものであり、そのような性質に鑑みれば、要配慮個人情報の取扱いについて透明性

を確保する必要性は変わらない。このことから、個人情報ファイル届出等に当たっては、要配慮

個人情報の保有の有無及び項目に加え、所掌事務又は業務を遂行する上での保有の必要性を具体

的に記載する項目を追加し、個人情報ファイルの届出の内容を公表することで、個人情報の取扱

いについて一層の透明性の向上を図ることが適当である。 

     個人情報ファイル届出等があった場合には、個人情報保護条例に基づき審議会へ報告を行い、ま

た、個人情報ファイル届出等の公表を行っている。審議会への報告及び公表は、個人情報の取扱

いの透明性の確保を図る上で重要な手続であることから、引き続き、審議会に報告し、質疑に対

応することとし、併せて公表することとするのが適当である。 

     個人情報保護条例では、要配慮個人情報の保有は、法令に基づく場合又は正当な行政執行に関連

しその権限の範囲内において行われると認められるときに限り保有できることとしている、この

「正当な行政執行」の範囲を努めて限定的に解釈し、その運用に慎重を期すため類型を定めてい

る。個人情報保護法においては、要配慮個人情報を含む個人情報の保有は、法令（条例を含む。）

の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限

り特定し、その特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えてはならないとしているが、より

適正な個人情報の保護に努める観点から、その必要な範囲を限定的に解釈するための類型を引き

続き定め、要配慮個人情報の保有について慎重な運用を行うことが適当である。 

     イは、箱書き内を読ませていただきます。イ、安全管理措置、行政機関等匿名加工情報、仮名加

工情報、個人関連情報等の安全管理措置については、個人情報と同様に必要な措置について、川

崎市職員の保有個人情報の取扱い等に関する規則（平成１７年川崎市規則第７２号）等に適切に

定めることが適当である。 

     ウ、利用及び提供、こちらは全部読み上げさせていただきます。保有個人情報の利用目的以外の

目的のための利用及び提供（以下「目的外利用等」という。）については、実施機関における保有

個人情報の適正な取扱いが図られるよう、引き続き、審議会において目的外利用等に係る基準表

を定めて運用を行い、保有個人情報の取扱いについて慎重な配慮を行うべきである。 

     実施機関において目的外利用等をしようとするときは、引き続き、その旨を市長に届け出ること

とするべきである。また、透明性の確保のために、目的外利用等の状況は、引き続き、公表して

いくことが適当である。 

     実施機関において目的外利用等をしたときは、引き続き、速やかにその事実を本人に通知するこ

ととするべきである。 

     目的外利用等に係る基準表に定めのない場合や目的外利用等に疑義のある場合については、必要

に応じて審議会へ報告を行うこととするなど、保有個人情報の適正な取扱いを確保していくこと

が適当である。 
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葛原担当係長 では、読み手を変わりまして、説明の部分です。 

     個人情報保護条例では、利用目的の範囲を超えた保有個人情報の利用及び提供（以下「目的外利

用等」という。）を原則として認めておらず、例外的に目的外利用等をできる場合を定めている。

また、実施機関による保有個人情報の適正な取扱い、事務の効率化等を目的として目的外利用等

に係る基準表を定めて運用しているところである。 

     個人情報保護法に基づく目的外利用等においても、その運用が実施機関において恣意的に行われ

てはならず、適正な取扱いを行う必要があることは変わらないことから、個人情報保護法の定め

る目的外利用等が適正に行われるよう、引き続き、個人情報保護の趣旨にのっとった目的外利用

等に係る基準表を策定して運用を行うべきである。 

     個人情報保護条例では、実施機関が目的外利用等をしようとするときは、市長へ届け出ることを

定め、また、届出の内容の公表及び審議会への報告を行っている。これは、保有個人情報の適正

な取扱いについての説明と透明性の確保を目的としているところである。個人情報保護法に基づ

く目的外利用等に当たっても、その必要性に変わりはないことから、引き続き、事前の市長への

届出を行うようにするべきである。また、届出の内容の公表、審議会への報告等による保有個人

情報の適正な取扱いの説明と透明性の確保を維持することが適当である。 

     実施機関が目的外利用等をしたときは、川崎市個人情報保護条例施行規則に定める場合を除き、

本人にその旨を通知することを定めている。これは、自己情報が行政によってどのように利用さ

れているのか、また、適正に取り扱われているかを知る権利を保障するものであり、個人情報保

護法に基づく利用及び提供に当たっても、同様に保障されるべきものであることから、引き続き、

本人への通知について維持すべきである。 

     本市では、基準表に定める事由に該当しない場合や保有個人情報の目的外利用等に疑義のある場

合については、審議会へ諮問し、審議会の意見を聴いて実施機関が認めた場合に限り目的外利用

等を行っている。個人情報保護法では、類型的に審議会等への諮問を要件とする条例を定めるこ

とができず、個人情報保護委員会へ必要な情報の提供又は技術的な助言を求めることができるこ

ととされているところであるが、必要に応じて審議会に実施機関から報告等を行うことにより、

保有個人情報の適正な取扱いを確保していくことが適当である。 

     エの開示請求等に係る任意代理人です。 

     個人情報保護の観点から、本人の意思確認は重要であることから、必要に応じて、本人の意思確

認を行うようにするべきである。 

下村担当係長 変わらせていただきます。オ、オンライン結合、オンライン結合については、個人情報の適

正な取扱いを確保するため、事前の監査の実施、市長への届出書の提出、必要に応じて審議会に

報告するなど、オンライン結合の手続について定めることが適当である。 

     説明、個人情報保護条例では、オンライン結合（実施機関以外のものとの間において通信回線に

よる電子計算機の接続をして保有個人情報の電子計算機による処理を行うことをいう。）が、通常

のマニュアル処理の場合よりもデータの蓄積、下降、利用等が容易に行えることから、それ自体

が個人情報の保護を侵害する危険性を内包していることに鑑み、マニュアル処理よりも厳格な規

律が必要であるとの認識の下、オンライン結合を原則として認めておらず、例外的に、法令の定

めがあるとき、又は実施機関が審議会の意見を聴いて認めたときに認めることとしている。 

     個人情報保護法では、このオンライン結合について規定を定めておらず、また、同法の趣旨から、

類型的に審議会等への諮問を行うべきとする旨を条例で定めることはできないこととされている。 

     現行の個人情報保護条例において審議会に諮問することが必要なオンライン結合については、審
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議会において、川崎市職員の個人情報の取扱いに関する規則、川崎市情報セキュリティ基準等に

定める安全管理措置が行われているかを審議し、意見を述べてきたところである。このような安

全管理措置が行われているかについて実施機関以外のものが確認する必要性は、個人情報の保護

の観点から、変わらないものと考える。 

     このことから、法令の定めがある場合などの一定の場合を除き、オンライン結合を実施する場合

は、国の定めるセキュリティポリシー、川崎市情報セキュリティ基準等にのっとったオンライン

結合が構築されているかについて第三者に事前の監査依頼を行うことや安全管理の方法等につい

て定めた届出書の市長への提出を行うこと、必要に応じて審議会へ報告を行うこととするなど、

オンライン結合のための必要な手続を定めることとすることが適当である。 

     カ、こちらは、箱内だけ読ませていただきます。行政機関等匿名加工情報の提案の審査、行政機

関等匿名加工情報の提案の審査については、提案に係る事業が新たな産業の創出又は活力ある経

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かの審査基準が個人情報保護法で設け

られているところ、当該基準に該当するか否かの審査に当たっては、参照基準を審議会として策

定することにより、審査の公平性を担保するものとすることが適当である。 

     キ、個人情報保護委員による苦情処理、個人情報保護法に定める苦情処理については、実施機関

による対応に加え、市が委嘱している個人情報保護委員においても対応しているものであること

から、引き続き、苦情処理制度を維持することが適当である。 

     クが追加させていただいたものになるんですけれども、運営状況の報告及び公表、個人情報保護

制度の運営状況の議会への報告及び公表については、引き続き行うこととすることが適当である。 

     以上です。 

湯淺委員長 ありがとうございました。今のところにつきまして、各先生方から御意見等がございましたら、

どこからでも結構ですのでお願いいたします。 

井野担当課長 すみません、もしよろしければちょっと。 

湯淺委員長 はい、お願いします。 

井野担当課長 ９ページの安全管理措置なんですけれども、答申という形で意見を記載させていただいてい

るのですが、この内容自体が当然のことを言っていただいているのみでして、やるべきことをや

りなさいと言っているのみですので、もしかすると、ここは答申として含めなくてもよいのかな

と少し思ったところでございます。 

湯淺委員長 どうでしょうね。ここは９ページのイ、１０ページの囲みと説明のところですね。イ全体をも

う場合によっては取ってしまってもということですが、各先生方、御意見はいかがですか。 

     説明の三つ目の黒で、匿名加工情報等の安全管理措置の在り方についても、「川崎市職員の保有

個人情報の取扱い等に関する規則に必要な安全管理措置に関する規定を適切に追加し、情報セキ

ュリティ基準にのっとった適切な運用を行うことが適当」というふうに一応規定を追加してくだ

さいというふうになっていますね。 

井野担当課長 はい、そうですね。 
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湯淺委員長 もうそれが予定されているのであれば、あえて答申の中には入れなくてもよいということもあ

るでしょうし。 

嘉藤委員 その後の対応がむしろ明確であれば、なおのこと書いておいたほうがよいのかなとは思うんです

けど。 

井野担当課長 逆に、安全管理についても、審議会のほうでも見ていますというところを外に表すという意

味ではあったほうがというところでしょうか。 

湯淺委員長 そうですね。あったほうがよいかもしれませんね。どうでしょうね、ここは一応安全管理措置

に関する規定を適切に追加してくださいというのも説明に入っているから、せっかくここはこう

いうふうに書いていただいているので、答申としていただいてもよいかなと個人的には思います

けど、よろしいですか。他の先生方、よろしいですか、それで。はい、ありがとうございました。 

     他に、今御説明いただいた部分で先生方からございますか。冨田先生、任意代理人の辺りはよろ

しいでしょうか。 

冨田委員 答申としてはここを書くしかないのかなというふうには思っているので、必要に応じてのところ

の運用が御説明のとおりになることを、非常に重視しておりますということしか申し上げられな

いのですが。

湯淺委員長 はい、ありがとうございます。では、そうしましたら、また後ほど何かございましたら、御指

摘いただくといたしまして、次に進んでいただきたいと思います。

下村担当係長 はい。それでは、１４ページ目から１６ページ目までまとめて読み上げいたします。

     ３、その他の重要な事項、（１）死者に関する情報の取扱い、ア、死者に関する情報の管理につ

いて、死者に関する情報については、個人情報保護法では、個人情報ではなくなり、同法の保護

の対象ではなくなるが、漏えいなどの防止のため、引き続き適正な維持管理を行うべきである。

     イ、死者に関する情報の開示請求について、死者に関する情報の開示請求については、個人情報

保護法上、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は、当該生存する個人に関する情報として個人情報保護法

の保護の対象となるとされていることから、遺族等の判断に当たっては適切に運用することが適

当である。

     （２）議会、こちらは全部読み上げます。個人情報保護条例では、議会も含めて統一的な運営が

なされているところであるが、個人情報保護法に定める地方公共団体の機関から議会は除外され

ることから、自律的に個人情報の取扱いに関する条例を定めることについて検討するべきである。

     説明、個人情報保護条例では、個人情報の保護に関する制度を実施する機関である「実施機関」

として、市長をはじめとした本市の機関等を規定しており、この中に議会も含まれている。

     個人情報保護法では、地方公共団体の議会については、個人情報保護法に定める地方公共団体の

機関から除外されており、同法第５条に規定する行政機関等の個人情報の取扱いに係る義務等に

関する規律の適用対象とならず、国会や裁判所と同様に自律的な対応のもと個人情報保護が適切

に行われることが期待されていることから、議会における個人情報の適切な取扱いが引き続き確

保されるよう、議会において個人情報の保護に関する条例を定めることについて検討するべきで
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ある。

     （３）個人情報保護制度と公文書公開制度との整合、個人情報保護法における地方公共団体の機

関から議会が場外されることとなるが、情報公開条例における実施機関には、引き続き、議会を

含むこととするべきである。

     以上です。

湯淺委員長 はい、ありがとうございました。先生方から今事務局から説明があった部分につきまして、御

意見がございましたらお願いいたします。

     一つだけ意見というか、参考までにということで言うと、１５ページのイ、死者に関する情報の

開示請求についてということで、ここは開示請求手続について述べている部分なわけですね。他

方で今回死者が一応保護対象から外れたということもあって、開示請求ではなくて、市としての

逆に情報提供をする場面がいろいろと問われているし、今後も問われてくるであろう。具体的に

言うと、今災害の際の亡くなった方の情報提供の基準を統一的に作ってくれというふうに、今、

都道府県知事会でしたかね、政府に要請していますし、場合によっては災対法にも入れてはどう

かというお話もあるように聞きますので、ここに書かなくてもよいとは思うんですけど、死者に

関する情報の開示請求は引き続き適切に運用するとともに、他方で、場合によっては、死者に関

する情報を逆に適切に公表しなければならない場面も今後出てくることは予想されると思います

ね。

井野担当課長 実務的なお話で申しますと、ある程度、今遺族請求が出ている部分については、改正法後も

同じレベル感でほぼ対応はできるであろうと考えています。先ほどの災害で亡くなった方という

のは、今、湯淺先生にお話しいただいたとおり、国の指針に従うというのが今、危機管理室の指

針待ちというのが今の現状と思います。

湯淺委員長 あるいは、行方不明者の問題なども含めてそうですよね。

井野担当課長 はい、そうですね。

湯淺委員長 あるいは、死者というのはどの時点から死者なのかも突き詰め出すと、結構難しい問題で、医

師によって心肺停止から完全に死亡が確認された時点で死者と見るか、それとも一応、死亡に関

する手続が行われた時点で死者と見るかで、結構実務的には難しい部分ですよね。

井野担当課長 そうですね。

湯淺委員長 特に本文にどこか書かなければいけないということはないんですけれども、御参考までに。

井野担当課長 私達も注視していきたいと思います。

湯淺委員長 そうですね。

先生方から全体的に今までの部分、全体を通しましてで結構ですが、何かございますか。よろ

しいでしょうか。

     ありがとうございました。それでは、おかげさまをもちまして、今回小委員会としての運営審議
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会に答申する案がほぼ確定できました。改めまして、どうも先生方ありがとうございました。

     それでは、この後の件について、事務局から事務連絡をお願いします。

葛原担当係長 諮問第２３９号について予定をしておりました小委員会につきましては、本日が最後という

ことになります。次回は、全体会の開催となります。日程は７月２５日月曜日の１４時から１６

時の予定で、会場は第３庁舎の１８階の大会議室を予定しております。本日の議事録につきまし

ては、準備ができ次第、御確認をお願いさせていただきます。

     なお、本日の報酬に関しましては、８月１９日のお支払いとなります。支払明細に関しても、同

日付近に郵送させていただきますので、あらかじめ御了承ください。

     また、本日が最後の小委員会ということでございますので、情報管理部の新井部長から一言御挨

拶を申し上げます。

新井部長 改めまして、長時間にわたりまして御審議をいただきまして、誠にありがとうございました。今

回御審議をいただきました個人情報保護法の改正に伴う本市における個人情報保護制度の在り方

につきましては、令和３年１０月に情報公開運営審議会に諮問させていただきまして、以降、大

変なお忙しい中にもかかわらず、計７回にわたる御審議をいただいたところでございます。その

おかげをもちまして、本日答申案ということで取りまとめに至ることができました。これも一重

に委員の皆様からの貴重な御意見と活発な御議論をいただいた結果ということでございまして、

この場をお借りしまして、また改めて心より御礼を申し上げるところでございます。

     答申案につきましては、先ほど事務担当のほうから説明がございましたとおり、７月２５日に開

催を予定しております審議会の全体会で最終的な御審議をいただくことになっておりますので、

引き続きよろしくお願いいたします。

     以上でございます。ありがとうございました。

湯淺委員長 新井部長、ありがとうございました。

      それでは、これで本日の情報公開運営審議会の小委員会を閉会いたします。

      皆様、どうもありがとうございました。


