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令和元年度第１回小平市情報公開・個人情報保護

審議会会議録（要録） 

（通算第４５回） 

 

１ 開催日時 令和元年５月１７日（金曜日）午後６時から午後７時４５分まで 

 

２ 開催場所 市役所５階 ５０２会議室 

 

３ 出 席 者   

(1) 委員 昼間守仁会長、大川強副会長、浅野薫委員、原田美知子委員、村千鶴子委員、

本田博之委員 

(2) 事務局 原課長、川瀨係長、恒岡主任、飯田主任、小川主任（総務課） 

(3) 関係課 橘田課長、藤井課長補佐（情報政策課） 

      田中課長、奥村課長補佐（環境政策課） 

      真子課長（都市計画道路担当）、林係長（道路課） 

      森田課長、鈴木係長（子育て支援課） 

      板谷課長、増原課長補佐（産業振興課） 

      井出課長、伊藤係長（生活支援課） 

 

４ 傍 聴 者 なし 

 

５ 会 次 第  

(1) 議事 

① 情報公開制度実施状況（平成３０年度）について（報告） 

② 個人情報保護制度運用状況（平成３０年度）について（報告） 

③ 保有個人情報取扱事務について（報告） 

④ 特定個人情報保護評価について（報告） 

⑤ （仮称）小平市第三次環境基本計画策定に係る市民アンケート調査における個人

情報の本人以外からの収集及び目的外利用等について（諮問） 

⑥ （仮称）鉄道立体化に関する意向調査における個人情報の本人以外からの収集及

び目的外利用等について（諮問） 

⑦ プレミアム付商品券事業における個人情報の本人以外からの収集及び目的外利用

等について（諮問） 

(2) その他 
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６ 内容（要録）   

(1) 情報公開制度実施状況（平成３０年度）について（報告） 

＝事務局から報告＝ 

 

(2) 個人情報保護制度運用状況（平成３０年度）について（報告） 

＝事務局から報告＝ 

 

(3) 保有個人情報取扱事務について（報告） 

＝事務局から報告＝ 

 

会長 報告は終わりました。ここまでの件について、御質問はありますか。 

委員 資料１で一部公開が２３件とありますが、公開できない個人情報の氏名等に

ついては、黒塗りにして公開するということでよろしいでしょうか。 

事務局 はい。 

委員 資料５の３ページ目の番号３１の「私に係る住民票の交付記録」、こちらは不

存在となっていて、番号４２では同じ件名で全部開示となっています。これは申請

した日付で、個人情報があったかなかったか、ということでしょうか。 

事務局 番号３１と番号４２は、同一人物ではなくそれぞれ別の方からの請求とな

ります。請求内容の書かれ方は同じですが、請求者がそれぞれ違うため、対象も変

わってきます。この住民票の交付記録の開示請求は、「自分の住民票が不正に取得

されていないか」を確認するために請求するもので、不存在となれば不正取得はな

いこととなります。したがって、不存在となるケースが多いです。番号４２につい

ては、以前、本審議会で報告した、住民票の不正取得のケースになります。本人に

なりすまして住民票の写しの交付を受けていた、ということが、この開示請求で分

かった、ということになります。 

会長 １人の人が何度も請求をしてくる、ということはありますか。 

事務局 印象としては、現在そういう方はいません。 

会長 わかりました。あともう１点、資料７の見方について説明してください。 

事務局 資料７の１枚目は、平成３１年３月３１日時点の全ての保有個人情報取扱

事務届出事項の集計結果となります。２枚目以降には、平成３０年４月１日から平

成３１年３月３１日までの１年間に、新たに開始になった事務、変更になった事務、

廃止になった事務の個票が付いています。中には届出が漏れていたため、開始年月

日や廃止年月日が過去に遡っているものもあります。個票は、この１年間で新たに

開始、変更、廃止になったものの届出ですので、この中で疑問点、例えば「新たに

加わったこの事務を行うためにこの個人情報は必要なのか」などを聞いていただく
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ということが考えられます。 

会長 わかりました。 

委員 開始年月日が平成３０年度のものとそれ以前のものとがありますが、それ以

前のものにも変更年月日が入っているものと入っていないものとがあります。入っ

ているものは平成３０年度に変更したもの、入っていないものはそれ以前から事業

はあるけれども新たに加わってきた、ということでよろしいですか。 

事務局 はい、そのとおりです。 

会長 他に質問がないようですので、この件はこれで終了とします。 

 

(4) 特定個人情報保護評価について（報告） 

会長 次に、議事の４番目「特定個人情報保護評価について」の報告となります。 

なお、審議会規則第７条に「審議のために必要があると認めるときは、委員以外

の者を会議に出席させることができる」とありますので、説明のため担当課職員を

本会議に出席させることについて、皆様よろしいでしょうか。 

＝異議なし＝ 

それでは、そのように決定します。 

報告内容について、担当課から説明をお願いします。 

情報政策課 それでは、特定個人情報保護評価について、御報告させていただきま

す。 

    社会保障・税番号制度、いわゆるマイナンバー制度における制度面の保護措置の

一つとして、特定個人情報保護評価の実施がございます。 

特定個人情報保護評価は、マイナンバーを含む個人情報、いわゆる特定個人情報

の漏えい、その他の事態の発生を未然に防ぎ、個人のプライバシー等の権利利益を

保護するとともに、地方公共団体等がプライバシーの保護等の取組について宣言し、

国民の信頼を得ることを目的としているものです。 

具体的には、マイナンバーを取り扱う事務、システムの概要、リスク対策、開示

請求先等の項目について、個人情報保護委員会が定める指針等に基づき評価し、そ

の結果を記載した評価書を公表することとされています。 

特定個人情報保護評価は、事後的な対応ではなく、積極的に事前に対応を行うも

のとされ、特定個人情報を保有する前に実施しなければならないため、小平市にお

きましては、マイナンバー制度が導入された平成２６年度に市民課、その後利用範

囲の拡大に伴い平成２７年度にその他のマイナンバー利用課が特定個人情報保護評

価書を作成し、市ホームページや市政資料コーナーで公表するとともに、個人情報

保護委員会へ提出しております。 

    また、その後も年に一度評価書を見直すように努めるものとされていることから、

毎年全ての評価書を見直し、公表しています。 
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特定個人情報保護評価書は、「基礎項目評価書」、「重点項目評価書」、「全項目評

価書」の３種類があり、どの評価書を作成するかは、評価を行う事務ごとに行う

「しきい値判断」に基づいて決められます。しきい値判断は、「対象人数」、「当該

特定個人情報保護ファイルの取扱者数」、「評価実施事務機関における特定個人情報

に関する重大事件の発生の有無」に基づいて、作成する評価書が分けられます。 

Ａ４横長の「特定個人情報保護評価の実施手続」を御覧ください。 

しきい値判断の見方ですが、例えば「住民基本台帳に関する事務」を例にとりま

すと、中央の五角形の図「対象人数は何人か」では、市の人口が約１９万２，００

０人ですので、左下の矢印「１０万人以上３０万人未満」となり、次に「特定個人

情報ファイル取扱者数、つまり住民基本台帳システムにアクセスできる権限者数」

が約３００人で、５００人以下なので「いいえ」の矢印に進み、過去１年間におけ

る特定個人情報に関する重大事故の有無は「なし」なので、基礎項目評価書と重点

項目評価書とを作成することとなります。小平市においては、マイナンバー制度の

導入以後、情報漏えい等の重大事故は発生しておりません。 

次に、資料８を御覧ください。現在小平市で作成、公表している評価書の一覧で

ございます。 

    一番上が住民基本台帳に関する事務、２列目以降が番号利用法で定められている

事務、２枚目の網掛けになっている部分が、小平市の独自利用事務でございます。 

これらの事務について「しきい値判断」を行った結果、平成３０年度は「評価の

実施義務なし」の事務が３０件、「基礎項目評価」が２７件、「重点項目評価」が３

件となっております。２枚目の一番下に各々の件数が載っています。この評価ごと

の件数は、平成２９年度に公表した内容から特段変更はございません。 

今年度についても、年に一度の評価書の見直しを実施致します。６月末頃の公表

を目標に現在作業を進めております。 

今後も市民の皆様の信頼にお応えできるよう、特定個人情報の取扱いには万全を

期して参りますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。 

    説明は、以上でございます。 

会長 説明は終わりました。この件について、担当課に対して御質問はありますか。 

会長 評価書の一覧で、斜線と文字が重なっている部分がありますが、これはどう

いうことですか。 

情報政策課 事務の開始時点では、しきい値判断の結果、評価書の作成が義務付け

られるものでしたので、評価書を作成していましたが、平成２９年度の見直しの際

に事務を精査したところ、事務の対象人数が１，０００人未満だということがわか

りましたので、現在は評価書を作成する必要がない、となった経緯があるため、こ

のような記載をしています。 

会長 わかりました。もう１点です。網掛けの部分、市町村長の独自利用事務の部
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分ですが、条例の事務だけでなく、法律や都条例の事務も記載されています。市の

独自利用事務だと条例だと思うのですが、その辺りはどうなのでしょうか。 

情報政策課 マイナンバーを利用するための事務を定めた条例を定めています。事

務自体が条例の事務だとは限りません。 

会長 わかりました。他に質問がないようですので、この件はこれで終了とします。 

 

(5) （仮称）小平市第三次環境基本計画策定に係る市民アンケート調査における個人情

報の本人以外からの収集及び目的外利用等について（諮問） 

会長 次に議事の５番目「（仮称）小平市第三次環境基本計画策定に係る市民アンケ

ート調査における個人情報の本人以外からの収集及び目的外利用等について」の諮

問です。それでは、諮問内容について、担当課から説明をお願いします。 

環境政策課 はじめに、大変恐縮ではございますが、事前に配付してありました資

料９の差替えを、本日、机上配付させていただきましたので、訂正箇所を御説明い

たします。 

訂正箇所は３箇所ございまして、いずれも調査対象を「２０歳以上の市民」から

「１８歳以上の市民」に訂正させていただきました。 

該当箇所の１箇所目は、１ページ目の３調査の概要（２）調査対象でございます。 

２箇所目は、２枚おめくりいただきまして、別紙２諮問事項別説明書（本人以外

からの収集）の上段の表、事務の概要の「記録の対象となる個人の範囲」でござい

ます。 

３箇所目は、４枚おめくりいただきまして、別紙１保有個人情報取扱事務届出事

項の「保有個人情報の対象者の範囲」でございます。お詫びして訂正させていただ

きます。 

それでは、「（仮称）小平市第三次環境基本計画策定のための市民アンケート調

査」における個人情報の本人以外からの収集及び目的外利用につきまして、御説明

申し上げます。 

資料９の１ページ目を御覧ください。 

はじめに、１の諮問理由でございます。次期「小平市環境基本計画」の策定に当

たり実施することにいたしました「市民アンケート調査」の対象者を住民基本台帳

から抽出する必要が生じ、このことが、小平市個人情報保護条例第４条第３項第８

号の本人以外からの収集及び第１０条第２項第６号の目的外利用等に該当しますこ

とから、本審議会に諮問するものでございます。 

次に、２の調査目的でございます。「小平市環境基本計画」の策定に当たりまし

ては、市民の環境意識や意見、要望等の現状や経年変化を把握することが必要であ

ることから、計画の基礎資料とするための調査を実施するものでございます。 

次に、３の調査の概要でございます。調査の地域は小平市全域でございます。 
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調査の対象者は、１８歳以上の市民です。発送件数は、無作為抽出による２，０

００件でございます。調査期間は本年の８月上旬からおおむね３週間程度を予定し

ております。調査方法につきましては、郵送により配布・回収いたします。 

次に、４の事務の流れでございます。まず、市民課に、住民基本台帳データの利

用に関する手続を行い、その後、情報政策課において、対象データを抽出いたしま

す。作成する納品物は、対象者の一覧と、郵送用の宛名シールでございます。作成

された対象者一覧及び宛名シールは、鍵付きキャビネットに保管し、「封筒への宛

名シール貼り作業」と「調査票の封入・封かん作業」は環境政策課職員が行います。 

①市民アンケート調査票を市から発送いたします。発送の際は、職員が数量を確

認し、郵便局員にお渡しいたします。②調査票の返信先は環境政策課といたします。

③返送された記入済みの調査票は、環境政策課で取りまとめた後、集計・分析作業

を行います。 

２ページ目を御覧願います。 

次に、５の調査項目（案）でございます。まず、回答者の属性として、年代、性

別、職業、家族人数等についてお聞きいたします。次に、小平市の環境や身近な環

境についてお聞きいたします。続いて、環境問題に対する考え方、行動について、

環境に関する活動について、小平市の環境に対する考え方、取組について、などを

お聞きいたします。 

なお、アンケート調査の具体的な質問項目につきましては、今後担当間で調整し

た上で設定することといたします。 

最後に、６のセキュリティ対策でございます。情報政策課から納品された封筒貼

付用ラベルシールは庁舎外には持ち出さず、貼付作業は環境政策課職員が環境政策

課事務室又は環境政策課事務室隣の打合せスペースにて行います。封入・封かん作

業等を中断する際は、環境政策課事務室内の鍵付きキャビネットに保管するなど、

個人情報の保護に最大限努めます。また、調査アンケートの送付者や問合せ先等を

小平市環境部環境政策課とすることで、調査対象者が直接連絡を取れるのは環境政

策課のみとなるようにいたします。 

説明は以上でございます御審議のほどよろしくお願いいたします。 

会長 説明は終わりました。この件について、担当課に対して御質問はありますか。 

委員 いつもですと、調査内容が添付されていると思いますが、今回はないのでし

ょうか。 

環境政策課 調査内容については、環境審議会という諮問機関がございまして、そ

ちらに諮った上で決定していく、という予定でございます。今のところは調査内容

は確定しておりません。 

委員 １ページ目の事務の流れの「情報政策課」のところで、作成物が対象者一覧

と宛名シールとあります。その下に「環境政策課」とあって、今セキュリティに関
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して説明があったのは、環境政策課で封筒に宛名シールを貼るときのセキュリティ

についての説明だったかと思いますが、情報政策課のところにある対象者一覧につ

いてのセキュリティ対策の説明がなかったかと思うのですが、対象者一覧は、市民

課から情報政策課に来て、情報政策課から環境政策課へは来ないのでしょうか。 

環境政策課 説明資料の事務の流れが紛らわしくて申し訳ございません。事務の流

れとしては、環境政策課から情報政策課に、様式に則って依頼を直接します。情報

政策課と環境政策課との間で直接作成物の受け渡しを行いますので、その間に市民

課は入らない、という形になります。 

委員 そのときに、宛名シールについての話はあったのですが、対象者一覧につい

ての話がなかったので、対象者一覧の取扱いについて、御説明をお願いします。 

環境政策課 宛名シールとともに対象者一覧についても、情報政策課で作成し、環

境政策課に納品いただきます。その後鍵付きキャビネットで保管するという形にな

ります。市民課からもらうものではありません。 

委員 ６セキュリティの（２）で、「個人情報が外部に引き渡されることはない」と

書いてありますが、これは、封筒が外部に行かないから外部に引き渡されることは

ない、という意味でしょうか。今回は委託でやるのですよね。 

環境政策課 今回は、外部委託を行わないで１年目のアンケート調査を行います。

返信された封筒の開封や中身の集計も市の職員が行います。ただ、２年かけてこの

計画を策定しますことから、来年度については外部委託する場合もございます。そ

の場合には返信されたアンケート自体は提示せず、市で集計した内容を提示して委

託することを考えています。 

委員 もう１点あります。この調査では、他の調査である御礼状兼依頼状のような

ハガキは出さないのですか。 

環境政策課 市の様々な調査の中で、御礼状とともに、まだ出していない方は出し

てください、というハガキを出す手法はございますが、環境基本計画のこのアンケ

ート調査については、前回も回答率が４４．８パーセントと、４０パーセントを超

えており、環境に関しては皆様の意識が高いということと、経費の節約という観点

から、そのようなハガキは今回送付しないこととしています。 

委員 ４０パーセントを超えると、アンケート調査の目的は達成できるという考え

方なのでしょうか。 

環境政策課 長期総合計画のアンケートは４５パーセント前後、環境政策課で掲げ

ている組織目標としましても４０パーセント以上を目標として掲げています。また、

前回も４４パーセント程度だったということから、その範囲で目的は達成できると

考えています。 

委員 今回のこの調査は、自前で行うということです。実はこの後の諮問では、委

託するという形になっているのですが、この調査については自前でやる、この調査
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については委託をかける、という選別の基準は何かあるのでしょうか。 

環境政策課 本案件は、２年かけて計画を策定する中で、アンケート調査内容につ

いては市で取りまとめて、今後の市民でのワーキンググループの取りまとめである

とか、生物多様性地域戦略の作成といったものの一部を場合によっては委託する可

能性がございます。今後、取りまとめなどを委託する可能性はございますが、１年

目に行うアンケート調査につきましては、全て主管課で行うということでございま

す。調査について、委託する、しないという取決めはございません。 

委員 今回のは第三次で、第一次、第二次のときもアンケートはやっているのです

よね。初めて、というけど３回目ですよね。その辺りはどうなのでしょうか。 

環境政策課 初年度というのは、２年かけてこの計画を策定しますことから、事務

を２年やる中の初年度という意味でございます。 

委員 初年度はデータ収集のみということですよね。 

環境政策課 計画を策定する際に外部委託するということは多くありますが、今回

第三次環境基本計画を策定するに当たっては、先程の生物多様性の観点が入ってき

ます。こちらでは、生き物調査というものを予算化して実施するのですが、そうい

った点で、第三次環境基本計画を策定するに当たっては、予算がかかることから、

このアンケート調査には予算をかけずに、他の部分に予算をかけることといたしま

した。 

会長 第一次、第二次のときは調査をやったのかどうか、というのはわかりますか。 

環境政策課 委託で調査を行っています。 

会長 もう１点、直営についてのセキュリティ対策の表現が、委託の場合のセキュ

リティ対策と比べると、具体的すぎる表現のように見えます。他の担当課が直営で

やる場合の基本的な文言について検討したほうがいいと思いますが、事務局どうで

すか。 

事務局 委託の場合は、契約の中で特記仕様書を作成していて、セキュリティ対策

についてはシステマチックに決まっている部分が大きいと思います。直営について

は、基本的に市の中でセキュリティについての全般的な決まりごとというのがあり、

鍵付きのキャビネットにしまう、というような部分はそこから来ています。書き方

は決まっていないので、事務局で整理することもできますが、整理しすぎると、そ

れだけを書けばいい、ということになりかねない部分もありますので、書くべきポ

イントについて整理していきます。 

会長 それでは、この諮問を承認してよいかどうかについていかがでしょうか。 

委員 承認します。 

委員 承認します。 

委員 承認します。 

委員 承認します。 
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委員 承認します。 

会長 それでは、「（仮称）小平市第三次環境基本計画策定に係る市民アンケート調

査における個人情報の本人以外からの収集及び目的外利用等について」は、承認す

ることといたします。 

担当課の方は、ありがとうございました。 

 

(6) （仮称）鉄道立体化に関する意向調査における個人情報の本人以外からの収集及び

目的外利用等について（諮問） 

会長 次に、議事の６番目「（仮称）鉄道立体化に関する意向調査における個人情報

の本人以外からの収集及び目的外利用等について」の諮問です。それでは、諮問内

容について、担当課から説明をお願いします。 

道路課 それでは、資料１０を御覧ください。「（仮称）鉄道立体化に関する意向調

査における個人情報の本人以外からの収集及び目的外利用等について」御説明いた

します。 

はじめに、１の諮問理由でございますが、「（仮称）鉄道立体化に関する意向調

査」の送付対象者について、住民基本台帳から抽出することが、小平市個人情報保

護条例第４条第３項第８号（本人以外からの収集）及び第１０条第２項第６号（目

的外利用等）に該当することから、本審議会に諮問させていただきました。 

次に、２の調査目的でございますが、平成１６年６月に東京都が策定した「踏切

対策基本方針」において、「鉄道立体化の検討対象区間」に抽出された、西武新宿

線の田無から花小金井駅付近の鉄道立体化の事業化に向けた地元市の取組の一環と

して、地域の意向を把握することを目的とするものでございます。 

次に、３の調査概要でございますが、（１）の調査地域は、小平市内の花小金井

駅周辺の西武新宿線沿線地域、約２キロメートルです。（２）の調査対象は、上記

地域に住所を有する１８歳以上の市民を対象とします。（３）の発送件数は、無作

為抽出による２，０００件です。（４）の調査期間は、本年の１０月から、おおむ

ね１か月程度を予定しております。（５）の調査方法ですが、郵送により配布・回

収いたします。 

次に、４の事務の流れでございますが、市民課において、住民基本台帳データの

利用承認をいただいた後、情報政策課において、道路課の業務依頼により対象デー

タを抽出します。作成するものは、対象者の一覧と郵送用の宛名シールです。そし

て、道路課において、封筒へ宛名シールを貼り、調査票などを封筒に入れて、封か

んいたします。その後、①対象者へ発送します。発送する書類は、鉄道立体化の説

明文、調査票、返信用封筒です。②対象者は道路課へ、無記名で返信します。③調

査票を道路課で取りまとめた後、委託業者へ送付し、調査結果の集計・分析業務を

行います。④集計・分析作業終了後、委託業者は調査票を道路課へ返還いたします。 
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次に、５の調査項目の案でございます。（１）回答者属性として、年齢、性別、

お住まいの地域、職業等をお伺いします。（２）鉄道立体化に関する認識として、

花小金井駅周辺が鉄道立体化の検討対象区間であることの認識を伺います。（３）

花小金井駅周辺の印象について、鉄道立体化の検討対象区間にある５つの踏切（小

金井街道等）への印象や、現在の花小金井駅周辺の現状及び満足度を伺います。

（４）地域の課題として、お住まいの地域の課題について伺います。（５）今後の

まちづくりへの期待として、花小金井駅周辺の鉄道立体化により期待することや、

花小金井駅周辺の都市基盤整備に期待することを伺います。最後に、（６）自由意

見を頂きます。 

次に、６のセキュリティ対策でございます。（１）住民基本台帳から作成した対

象者一覧と宛名シールは道路課が取り扱い、小平市個人情報保護条例に基づき適正

に管理します。（２）対象者への発送業務は全て道路課で行い、委託業者に渡す返

送された調査票は無記名のため、対象者の情報が委託業者に伝わることはございま

せん。 

最後に、７のその他でございます。調査を実施する際は、市報及び市ホームペー

ジに掲載します。また、調査結果は市ホームページで公開いたします。 

説明は以上でございます。御審議の程、よろしくお願いいたします。 

会長 説明は終わりました。この件について、担当課に対して御質問はありますか。 

委員 ２の調査目的に「地域の意向を把握することを目的とする」とあって、２ペ

ージ目の調査項目の案の（５）に、「今後のまちづくりへの期待について」とあり

「鉄道立体化により期待することを伺う」、「都市基盤整備に期待することを伺う」

とあるのですが、鉄道を立体化するに当たって、便利になる反面、工事による騒音

の増加や交通量の増加による問題など、逆の意見もあると思うのですが、例えば

「期待及び懸念」のような後ろ向きな意見も吸い上げる方向の質問内容にしたほう

が、より理解が得られると思うのですが、いかがでしょうか。 

道路課 設問については、今の御意見も参考に考えたいと思います。 

会長 １つ目は、この区間は西東京市も絡むと思いますが、西東京市も同様の調査

を行うのでしょうか。２つ目は、調査の対象を１８歳以上としている理由について

です。小学生、中学生でも定期利用者はいる訳で、１８歳以上としなくてもいいん

じゃないかと思うのですが、そのあたりはどうでしょうか。 

委員 それに関連した質問ですが、この調査は小平市の独自調査ですか。 

道路課 この調査は小平市の独自調査です。西東京市は調査を行いません。ただ、

この調査結果を西東京市に伝えて、今後連携していきたいとは考えています。小平

市が独自調査を行う背景としては、花小金井駅周辺が鉄道立体化の検討対象区間と

いうことが、小平市の中で周知が不足している状況がございます。その中で、まず

は小平市内で、こういう計画があるということを周知した上で、地域にお住まいの
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方の意向を把握したいと考えています。 

  ２点目の１８歳以上とした理由ですが、設問の中には、地域の課題などの内容も

ございます。１８歳未満の方が地域の課題を出せない、という訳ではありませんが、

今までのまちの住み心地なども踏まえて意見を頂きたいと考えておりますので、今

回は１８歳以上とさせていただきました。 

会長 この調査は直営で行うのですか。それとも委託ですか。 

道路課 調査票の発送から回収までは市の直営で行い、調査票の集計や分析は委託

します。 

会長 ということは個人情報を取り扱う部分の核となるところは、直営でやる、と

いうことでいいですよね。 

道路課 はい。 

委員 無作為で抽出するとありますが、花小金井付近の住民が抽出されなかったら

どうするのですか。 

道路課 調査対象は花小金井駅周辺の西武新宿線沿線地域に範囲を限った上で無作

為抽出します。 

委員 全域の無作為抽出ではないということですよね。資料では全域で無作為抽出

するように見えます。 

道路課 全域での無作為抽出はいたしません。 

委員 それから、この調査も御礼状兼依頼状は出さないのですね。 

道路課 はい、考えていません。 

委員 尐し今回の諮問とは離れますが、７のその他に、「調査を実施する際は、市報

及び市ホームページに掲載する」とあります。そのときに、鉄道立体化の話を市民

にわかるように公表してもらうことはできますでしょうか。今回の調査の対象は花

小金井駅の周辺住民ということですが、それ以外の市民も影響のある話だと思いま

す。 

道路課 市報の紙面スペースの問題はございますが、この問題は花小金井地域だけ

の話ではない、ということはそのとおりでございますので、その辺りも意識したい

と思います。 

会長 それでは、この諮問を承認してよいかどうかについていかがでしょうか。 

委員 承認します。 

委員 承認します。 

委員 承認します。 

委員 承認します。 

委員 承認します。 

会長 それでは、「（仮称）鉄道立体化に関する意向調査における個人情報の本人以

外からの収集及び目的外利用等について」は、承認することといたします。 
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担当課の方は、ありがとうございました。 

 

(7) プレミアム付商品券事業における個人情報の本人以外からの収集及び目的外利用等

について（諮問） 

会長 次に、議事の７番目「プレミアム付商品券事業における個人情報の本人以外

からの収集及び目的外利用等について」の諮問です。それでは、諮問内容について、

担当課から説明をお願いします。 

子育て支援課 資料１１の概要に沿って、御説明いたします。 

１の諮問理由でございますが、本年１０月１日からの消費税率の引上げに伴い、

プレミアム付商品券事業を実施するに当たり、住民基本台帳からプレミアム付商品

券の購入対象者である３歳未満児が属する世帯の世帯主を抽出することが、小平市

個人情報保護条例第４条第３項第８号（本人以外からの収集）及び第１０条第２項

第６号（目的外利用等）に該当することから、本審議会に諮問させていただくもの

でございます。 

２の事業概要でございますが、（１）の目的につきましては、子育て世帯の世帯

主及び低所得者に対しプレミアム付商品券を販売することにより、消費税率の引上

げによる子育て世帯及び低所得者の消費に与える影響を緩和するとともに、地域に

おける消費を喚起し、及び下支えすることでございます。なお、諮問の対象となる

のは、子育て世帯になります。 

（２）の購入対象者及び限度額でございますが、対象者は３歳未満児が属する世

帯の世帯主でございます。対象児童は、基準日において住民基本台帳に記録されて

いる児童で、約５，０００人でございます。具体的に申し上げますと、平成２８年

４月２日から令和元年９月３０日までに生まれた児童になります。基準日は３つご

ざいまして、令和元年６月１日、同年７月３１日及び同年９月３０日でございます。

限度額でございますが、券面額２万５，０００円を２万円で販売し、３歳未満児の

数だけ購入することが可能となります。 

（３）の事業の流れでございますが、基準日における３歳未満児及びその世帯主

を抽出し、データを委託事業者へ渡します。委託事業者はデータを元に、商品券購

入引換券を作成し、上記世帯主へ送付します。ア基準日が、令和元年６月１日の場

合、６月中旬にデータを抽出して、９月上旬に購入引換券を送付いたします。ここ

では、平成２８年４月２日から令和元年６月１日までに生まれた児童を抽出いたし

ます。イ基準日が、７月３１日の場合、８月中旬にデータを抽出して、９月中旬に

購入引換券を送付いたします。ここでは、令和元年６月２日から、同年７月３１日

までに生まれた児童を抽出いたします。ウ基準日が、９月３０日の場合、１０月中

旬にデータを抽出して、１１月中旬に購入引換券を送付いたします。ここでは、令

和元年８月１日から、同年９月３０日までに生まれた児童を抽出いたします。商品
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券購入引換券の送付を受けた世帯主は、郵便局でプレミアム付商品券を購入して、

プレミアム付商品券取扱店で商品券を使用いたします。 

（４）セキュリティ対策でございますが、委託事業者と「個人情報の保護及び情

報セキュリティの保護に関する特記仕様書」の確認を行い遵守するよう指示いたし

ます。また、個人情報に関わる書類、電子データは、市が指定する場所以外への移

動、持ち出しを一切禁止します。個人情報の受け渡しに当たっては、受託業者であ

ることを証するものの提示を求めます。 

次に裏面でございますが、参考として、１事業全体の基本的な流れと、２事業ス

ケジュール（予定）をお示してございます。それぞれ網掛け部分が子育て世帯に関

する部分でございます。なお、低所得者につきましては、子育て世帯と手続が異な

り、購入引換券の送付に当たり本人からの申請が必要となります。申請によって個

人情報を収集いたしますので、今回の諮問の対象外となります。 

説明は以上でございます。御審査の程、よろしくお願いいたします。 

会長 説明は終わりました。この件について、担当課に対して御質問はありますか。 

委員 ２ページ目の参考のほうですが、３歳未満児については直接購入引換券を送

付するわけですよね。それ以外の低所得者については、８月に申請書を送付する、

という風になっているのですが、送付する段階では対象者をどのようにピックアッ

プするのでしょうか。 

生活支援課 低所得者の方のピックアップは、税情報から非課税対象者を抽出し、

「市民税に関するお知らせ」という文書を送付します。その文書の中に申請書を同

封する形になります。 

事務局 低所得者については、税務課から、非課税の方に対して、あなたは非課税

です、という内容の通知を出します。その通知の中で、プレミアム付商品券という

制度があるので、希望する方は申請をしてください、というＰＲがされます。その

ＰＲは税の事務の一環として行われることとなります。 

委員 そうすると、その申請書の送付は、税情報の範囲内で行うということで、目

的外の使用には当たらないため、諮問対象ではないということですね。 

事務局 はい、そのとおりです。 

子育て支援課 税行政の一環として、「市民税に関するお知らせ」という通知を送付

し、その中で、あなたはプレミアム付商品券の購入対象者になるかもしれません、

希望する方は申請をお願いします、というチラシと申請書も同封します。 

委員 税の申告書を提出していない人で、年金所得のみの人というのは年金の方か

ら税に関するデータが来ると思いますが、そういう人たちにも今回の通知は出すの

ですか。 

産業振興課 本人が申告していない場合でも、年金からのデータにより、非課税と

なれば通知を出します。 
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委員 ２点あります。この事業は１０パーセントの消費税の導入に伴う措置だと思

いますが、延期になったらどうなるのでしょうか。 

産業振興課 国は予定どおり実施すると言っており、私どもではどうなるかわかり

ません。 

委員 ２ページ目の購入引換券の送付は、本人限定受取郵便を使うのか、普通郵便

なのか、書留なのか、郵送方法は決まっていますか。 

産業振興課 購入引換券は、特定記録郵便を使う方向で現在調整しています。 

会長 この事業は全国で行われるものだと思うのですが、基準日の間で異動があっ

た場合の取扱いというのは決まっているのでしょうか。 

産業振興課 購入引換券の交付は基本的に１回だけです。転出した場合は、それを

転出先の市町村のプレミアム付商品券を担当している課に持ち込んで、その市町村

の購入引換券と交換する、という形になります。この引換券がないと商品券を購入

することができません。 

会長 それでは、この諮問を承認してよいかどうかについていかがでしょうか。 

委員 承認します。 

委員 承認します。 

委員 承認します。 

委員 承認します。 

委員 承認します。 

会長 それでは、「プレミアム付商品券事業における個人情報の本人以外からの収集

及び目的外利用等について」は、承認することといたします。 

担当課の方は、ありがとうございました。 

 

(8) その他 

会長 本日の議事は全て終了しました。その他として事務局から何かありますか。 

事務局 特にありません。 

会長 以上で本日の会議を終了します。お疲れ様でした。 


