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令和元年度第２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４６回） 

 

１ 開催日時 令和元年８月１９日（月曜日）午後６時から午後７時２５分まで 

 

２ 開催場所 市役所３階 庁議室 

 

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、本田博之委員 

(2) 事務局 原課長、川瀨係長、飯田主任、小川主任（総務課） 

(3) 関係課 大平課長、赤坂課長補佐（高齢者支援課） 

      岡田課長、内野係長（障がい者支援課） 

 

４ 傍 聴 者 なし 

 

５ 会 次 第  

(1) 議事 

① 小平市地域包括ケア推進計画策定に係る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いて（諮問） 

② 小平市障がい者福祉計画、第六期小平市障害福祉計画及び第二期小平市障害児福

祉計画策定に係る実態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

について（諮問） 

(2) その他 

 

６ 内容（要録）   

(1) 小平市地域包括ケア推進計画策定に係る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いて（諮問） 

会長 始めに議事の１番目「小平市地域包括ケア推進計画策定に係るアンケート調

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。 

高齢者支援課 それでは、「小平市地域包括ケア推進計画策定に係るアンケート調査

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いて」の説明をいたし

ます。資料１を御覧ください。 
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１の諮問理由でございますが、介護保険資格事務及び介護保険給付事務が保有す

るデータから、アンケートの送付対象者を抽出することが、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、諮問させていただくものでございます。 

２の調査の目的につきましては、令和２年度に策定いたします「小平市地域包括

ケア推進計画」の基礎資料とするため、高齢者の生活状況や介護保険サービスの利

用実態、満足度、意向等を調査するものでございます。この地域包括ケア推進計画

は、老人福祉法に規定する高齢者保健福祉計画及び介護保険法に規定する介護保険

事業計画を一体として、３年ごとに策定するものでございます。 

３の調査の概要でございますが、（１）の調査の種類、対象、発送数につきまし

て、一覧表にまとめてございます。一般高齢者アンケートを始めとして、全部で６

種類の調査を実施いたします。 

１点目の一般高齢者アンケートにつきましては、介護保険の要支援・要介護認定

を受けていない６５歳以上の市民２，０００人を対象とし、日常生活の状況や、社

会活動等に対する意向や課題について調査を行うものでございます。 

２点目の在宅サービス利用者アンケートにつきましては、ホームヘルプやデイサ

ービスを始めとする、介護保険の在宅サービス利用者１，８００人を対象とし、サ

ービス利用による効果や介護を行っている家族の状況等について調査を行うもので

ございます。 

３点目の施設・居住系サービス利用者アンケートにつきましては、特別養護老人

ホームや認知症高齢者グループホームを始めとする介護保険の施設・居住系サービ

ス利用者９００人を対象とし、サービスにおける課題や利用料への負担感等につい

て調査を行うものでございます。 

４点目の介護保険サービス未利用者アンケートにつきましては、要支援・要介護

認定を受けながら介護サービスを未利用の９００人を対象とし、利用しない理由や

今後の利用意向等について調査を行うものでございます。 

５点目の日常生活圏域ニーズ調査につきましては、介護保険の要介護認定を受け

ていない６５歳以上の市民２，０００人を対象とし、国で示している調査票を基に、

閉じこもりや運動機能の低下等の傾向を、日常生活圏域別に捉えるために調査を行

うものでございます。 

６点目のケアマネジャーアンケートにつきましては、市内の居宅介護支援事業所

に在籍するケアマネジャー約１３０人を対象とし、介護保険制度における課題や不

足している介護サービス等について調査を行うものでございます。こちらのアンケ

ートにつきましては、個人情報を取り扱わないため、本諮問の対象外となっており

ます。 

なお、全ての調査につきまして、回答は無記名となっております。 
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（２）の調査期間につきましては、本年１１月下旬からの１か月程度を予定して

おります。（３）の調査方法につきましては郵送による配布、回収を予定しており

ます。 

続きまして、４の事務の流れでございます。まず、高齢者支援課で保有しており

ます介護保険資格情報及び介護保険受給情報のデータベースから対象者を抽出いた

します。次に情報政策課へ宛名シール作成の業務依頼をいたします。宛名シール貼

り及び調査票の封入封かん作業は委託事業者が行いますが、宛名シールは高齢者支

援課職員が直接手渡しいたします。委託事業者は、封入封かん後の封筒を高齢者支

援課に返還し、発送につきましては、職員が郵便局に持込みをいたします。回答さ

れた調査票は高齢者支援課へ返信され、集計・分析を行う委託事業者に送付いたし

ます。集計・分析作業終了後、調査票は高齢者支援課に返還させます。 

５の調査項目（案）でございますが、各調査に共通して行う項目と、各調査の主

旨に合わせて個別に項目を設定しております。なお、項目及び設問につきましては、

今後、介護保険運営協議会において御協議いただくこととしております。 

最後に、６の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」を取り交わし、遵守の徹底を図

ってまいります。個人情報に関わる書類やデータについては、市が指定する場所以

外への移動や持ち出しを一切禁止します。個人情報の受渡しに当たっては、委託業

者であることを証するものの提示を求めます。 

また、調査票の送付者や問合せ等を小平市健康福祉部高齢者支援課とすることで、

調査対象者と委託事業者が直接連絡を取ることがないよう配慮いたします。 

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 １ページ目の調査の概要の③介護保険の施設・居住敬サービス利用者向けの

アンケートについてです。私の母親が要介護５で特別養護老人ホームに入居してい

るのですが、本人は意思の疎通ができない状態ですので、アンケートが送付されて

も回答することができません。この場合、ケアマネジャーが回答するのか、施設の

担当者が回答するのか、それとも親族である私が回答するのでしょうか。また、本

人以外が回答する場合、代理という形で回答するのでしょうか。 

高齢者支援課 施設に入居している方の中には要介護度の高い方もいらっしゃいま

すので、主たる介護者の方、施設の担当者の方等、本人の状況を一番把握している

方に記入していただくことを考えています。設問の中にも「どなたがアンケートに

回答していますか」という設問がありますので、そこで誰が記入したかが分かるよ

うにしています。 

委員 飽くまで、本人の代わりに、本人の状況を一番把握している人が回答する、

というイメージでしょうか。 
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高齢者支援課 そのとおりです。なお、要介護度の低い方もいらっしゃいますので、

本人が回答する、代理の方が回答する、どちらの方法でも回答できるような作りと

なっています。 

委員 同じ調査の概要についてです。①の一般高齢者アンケートと⑤の日常生活圏

域ニーズ調査について、同じ「６５歳以上の市民」とありますが、この２つの調査

の違いを教えてください。 

高齢者支援課 まず、⑤の日常生活圏域ニーズ調査についてですが、基本的には、

国が示している全国共通の設問項目で実施いたしますが、国が設定している設問全

てを調査しなければいけない訳ではなく、市町村がその中から設問を選んで調査を

実施する形となっております。①の一般高齢者アンケートにつきましては、市が設

問を考えております。加えて、①と⑤では対象者が重複しないように抽出しますの

で、それぞれで補完し合うことができると考えております。 

委員 今回のアンケート調査の対象者の抽出は、住民基本台帳から抽出するのでは

なく、高齢者支援課が保有しているシステムから抽出するということですか。 

高齢者支援課 はい、そのとおりでございます。 

委員 情報政策課にはシールの打ち出しのみを依頼するのですか。 

高齢者支援課 はい、そのとおりでございます。 

委員 調査の概要の①と⑤の要介護認定等を受けていない６５歳以上の高齢者につ

いても、高齢者支援課でデータを持っているのでしょうか。 

高齢者支援課 はい、６５歳以上の方は、要介護認定等を受けているかどうかにか

かわらず、介護保険の被保険者となりますので、要介護認定等を受けていない方に

ついても高齢者支援課で把握しております。 

委員 ３点あります。１点目は２ページ目の調査項目（案）についてです。共通調

査項目の①本人について、に「住まいの地域」とありますが、ここでいう「地域」

とは、○○町○丁目という細かいものではなく、各地域包括支援センターが担当し

ている５つのブロックのことでしょうか。これまでこの審議会でも度々議論になっ

たのですが、個人をなるべく特定できないような形で調査をすべき、というのがこ

の審議会のスタンスですので、この「地域」をどのように捉えているかについて、

教えてください。 

  ２点目は、年齢についてもピンポイントで○歳というのではなく、５歳刻みくら

いで考えているのかを教えてください。 

  ３点目は、委託についてです。このアンケート調査では封筒への宛名シール貼り

についても業者に委託するとのことですが、セキュリティの確保をどのような形で

考えているのか、具体的に説明をお願いします。 

高齢者支援課 １点目の住まいの地域についてですが、委員のおっしゃるとおり５

つの圏域となります。調査の対象者が５つの圏域で均等に分布するような形で考え
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ております。 

  ２点目の年齢についてですが、抽出の際に同じ年齢ばかりに偏ったりしないよう

に配慮いたします。 

  ３点目の委託に係るセキュリティ対策についてですが、①宛名シールは委託業者

に郵送するのではなく手渡しをする、②宛名シールの保管は鍵付きの保管庫に必ず

保管し、使用するときには誰が使用したのかの記録を取る、③保管庫の鍵は業務を

行う部署ではなく別の部署で管理をし、無断で保管庫の鍵を開けることができない

ようにする、④ラベルの貼付作業は必ず業務責任者の立ち会いの下で行う、⑤荷物

の持ち出し等の管理を行う、⑥毎日、作業内容、作業時間を記録する、等を考えて

おります。 

委員 まず、３点目の委託についてです。これまでもこの審議会で議論があったの

ですが、市の職員が直接関わらないことになりますので、市の職員がどれだけ責任

を持ってその業務が適正に行われていると判断できるのか、という問題があります。

例えば、監視カメラのあるような会議室で業務を行ってもらい、その映像を記録と

して残してもらう、という方法も考えられると思いますので、今後、「委託」のと

きには、このような具体的な安全確認の方法を考えていただければと思います。 

  それから、１点目、２点目の地域と年齢についてですが、地域は、抽出の際は○

○町という風に町単位で抽出し、最終的に５圏域に分けるのでしょうか、それとも

最初から５圏域に分けた状態で抽出するのでしょうか。年齢についても、１歳ずつ

抽出し、最終的に年代ごとに分けるのでしょうか、それとも最初から年代ごとに分

けた状態で抽出するのでしょうか。その辺りを教えてください。 

高齢者支援課 御提案いただいた監視カメラを利用した安全確認、というものも１

つのツールとしては有効なものと考えておりますが、委託費等の経費の点から、監

視カメラの導入というのは中々難しいと考えております。この辺りについては、工

夫の余地があるものと考えております。 

  地域と年齢についてですが、抽出の段階で地域と年齢に偏りが出ないように抽出

する予定でございます。 

委員 地域と年齢に偏りが出ないように抽出する、ということは、無作為抽出では

ないのでしょうか。 

高齢者支援課 年齢と地域については最初に条件を設定し、その次の段階から無作

為で抽出いたします。 

  また、付言しますと、アンケートに回答する方の立場としては、この時期、他の

アンケートが送付されることもございますので、回答者の負担軽減の観点から、特

定の方に複数のアンケートが届くことのないように配慮したいと考えております。 

委員 どのアンケートが重複するのでしょうか。 

高齢者支援課 現在把握しているものとしては、この後議事の２番目で審議される、
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障がい者支援課が行うアンケート調査がございます。あまり対象者が重複するとは

考えてございませんが、１件の家に複数のアンケートが送付されるということは、

あまり良くありませんので、配慮したいと考えています。 

会長 対象者の全体の数字が分らないのですが、６５歳以上の高齢者は、何人いる

のでしょうか。 

高齢者支援課 平成３１年３月３１日現在で、約４万４，７００人となっておりま

す。 

会長 今回のサンプル数は、前回アンケート調査を行ったときと同じサンプル数な

のでしょうか。 

高齢者支援課 ほぼ同じですが、若干減らしています。 

委員 ６のセキュリティ対策の（１）で、仕様書を順守するように指示する、とあ

りますが、指示するのは当然として、違反したときの罰則規定のようなものはある

のでしょうか。 

事務局 特記仕様書の中では、特記仕様書に対して違反をしたり義務を怠った場合

は契約を解除することができ、解除したことに伴って発注者に損害を与えたときは、

受注者は損害を賠償する、という規定がございます。 

委員 （３）で、委託業者であることを証するものの提示を求める、とありますが、

社員証や名刺のコピーを取って残したりするのでしょうか。 

高齢者支援課 委託業者に業務責任者を決めていただいていますので、業務責任者

に受け渡しをする、と考えております。 

委員 その都度提示を求めるという訳ではないということですか。 

高齢者支援課 その都度社員証等の提示を求めますが、委託業者であれば誰に渡し

てもいいという訳ではなく、業務責任者に来ていただき、業務責任者に手渡しをす

ることにより、安全性を確保していきたいと考えています。 

会長 セキュリティ対策の（４）で、調査対象者と委託業者が直接連絡を取ること

がないように配慮する、とありますが、過去に調査対象者と委託業者との間でトラ

ブルが発生したということがあるのでしょうか。 

高齢者支援課 特にはございません。 

事務局 別の部署になりますが、市の業務であるのに事業者から通知が来る、事業

者が間に入ることによる不信感がある、という苦情は受けたことがございます。 

高齢者支援課 今回のアンケート調査につきましては、封筒には一切委託業者の名

称は入っておらず、高齢者支援課が連絡先となっております。 

会長 わかりました。このアンケート調査の対象者が他の先行するアンケート調査

の対象者と重複しないように、他の先行するアンケート調査の対象者リストを参照

して引き抜くことについては、今後の諮問方法を整理するよう条件を付けた上で、

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。 
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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、「小平市地域包括ケア推進計画策定に係る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。 

 

(2) 小平市障がい者福祉計画、第六期小平市障害福祉計画及び第二期小平市障害児福祉

計画策定に係る実態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

いて（諮問） 

会長 次に、議事の２番目「小平市障がい者福祉計画、第六期小平市障害福祉計画

及び第二期小平市障害児福祉計画策定に係る実態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。 

障がい者支援課 それでは、「小平市障がい者福祉計画、第六期小平市障害福祉計画

及び第二期小平市障害児福祉計画策定に係る実態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いて」の御説明をいたします。 

はじめに、１の諮問理由でございますが、身体障害者手帳事務、愛の手帳事務、

精神障害者保健福祉手帳事務及び心身障害者福祉手当事務から、実態調査票の送付

対象者として、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者及び難病の方を抽出す

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、本審議会に諮問す

るものでございます。 

２の調査の目的でございますが、令和２年度に策定いたします計画のための基礎

資料とするため、市内在住の障がい者に対し、日頃の生活状況や市の障がい施策に

対する意見、要望などの把握・分析を目的とした実態調査を実施するものでござい

ます。 

３の調査の概要でございます。（１）の調査地域は、小平市全域でございます。

（２）の調査対象は、市内に住所を有する身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者

保健福祉手帳所持者及びこれらの手帳を有しない心身障害者福祉手当受給者が対象

となります。（３）の発送件数は、無作為抽出による３，０００件で、総合福祉保

健システムより抽出いたします。（４）の調査期間は、令和元年１０月下旬から１

か月程度を予定しています。（５）の調査方法は、郵送により配布を行い、郵送に

より回収をいたします。 
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４の事務の流れでございますが、まず、障がい者支援課におきまして、総合福祉

保健システムから対象者データの抽出を行い、宛名シールと対象者一覧の作成を行

います。委託事業者から納品された封筒に、障がい者支援課内で宛名シールを貼り、

調査票の封入・封かんを行います。その後、①として、対象者に調査票を発送し、

②として、返送となりますが、返送先は障がい者支援課に無記名で行うこととなっ

ております。③として、回答データの集計・分析のため、障がい者支援課で取りま

とめた無記名の調査票を委託事業者に送付します。④として、集計・分析作業終了

後、調査票は障がい者支援課の担当者に返還させるものとしております。 

５の調査項目（案）につきましては、前回、平成２８年度に実施しました実態調

査からの経年変化を見ることを重視するため、前回とほぼ同じ内容となっておりま

す。（１）の記入者の状況、（２）の医療の利用、（３）の暮らしと地域、（４）の日

中の過ごし方、（５）の外出、（６）の災害時の対策、（７）の情報の入手、（８）の

サービスの利用、（９）の市に望む施策、（１０）の支援者の状況でございます。 

６のセキュリティ対策でございますが、主に先程説明いたしました、４の事務の

流れについてのセキュリティ対策となりますが、（１）として、作成した宛名シー

ル及び一覧表は、健康福祉事務センター外に持ち出さないこととして、宛名シール

の貼付作業は、障がい者支援課職員が障がい者支援課事務室又は健康福祉事務セン

ター内の会議室で行います。（２）として、無記名の調査票を委託事業者に引き渡

します。（３）として、調査票の送付者や問合せ先等を障がい者支援課とすること

で、調査対象者と委託事業者が直接連絡を取ることがないよう配慮いたします。こ

れらの対策を図ることで、個人情報が委託事業者に引き渡されないよう、セキュリ

ティ対策を施してまいります。 

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点あります。まず、２ページ目の５の調査項目（５）の外出のところです

が、今年の５月に悲惨な事件が続きまして、障がい者の方が引きこもりがち、とい

う訳ではないのですが、内閣府が今年の３月に公表した調査による中高年の引きこ

もりの推計値を小平市に当てはめると、小平市に約１，０００人引きこもりの方が

いることになるのですね。小平市で今後あのような事件があったとき、小平市の引

きこもりについての統計はどうなっているのか、という資料として活用するため、

差し障りのない範囲で、引きこもりに関する調査項目を入れることはできないか、

という点が１点目です。 

  ２点目は、調査項目（９）の市に望む施策についてです。私の知り合いにも障が

い者の方がいるのですが、色々と言いたいことはあるけれども、口頭ではなかなか

上手く伝えられない。ただ、ワープロ等に打ち込んで印刷することについては支障

なくできますので、アンケートの回答はワープロ等で自分が打ち込んだものを添付
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資料という形で提出してもいい、という風にしてくれると、回答も充実するのでは

ないかと思いますが、その辺りはいかがでしょうか。 

障がい者支援課 １点目でございますが、基本的に今回の調査については、手帳を

所持している方を中心に行うということ、また、心身障害者福祉手当事務の対象者

については難病の方が対象である、というところです。委員がおっしゃるとおり、

引きこもりの方が多数いらっしゃるということは、我々も承知しているところです

が、今回の調査の中から、引きこもりの実態を浮き彫りにする、ということは、

中々難しいかと考えております。 

  ２点目でございますが、回答しやすいように、４０問前後の設問は全て回答を各

選択肢から選ぶ形となっております。さらに、最後に自由記述欄がございまして、

そちらについては、別途作成していただいたものを、「別紙参照」として添付して

いていただいても構いません。ただ、基本的には各選択肢から選んで回答していた

だきたいと考えております。 

委員 ３，０００人の中の年齢の対象は無作為なのでしょうか。学齢期の子どもた

ちの中にも手帳を持っている人はたくさんいると思いますが、そのような子どもた

ちも調査票が送付される可能性はあるのでしょうか。 

障がい者支援課 身体障害者手帳、愛の手帳を持っている方の中には学齢期のお子

さんもいらっしゃいますが、完全に無作為で抽出すると、どうしても高齢の方が多

くなってしまいます。今回の調査では、お子さんや６５歳未満の方の考え方もある

程度頂きたいと考えていますので、抽出の際にはその辺りに配慮したいと考えてお

ります。ただ、今回の調査とは別に、特別支援教育の調査も行われるようですので、

お子さんの意見については、そちらの調査でもある程度集約できるかと考えており

ます。 

委員 意見になりますが、障がいのある学齢期のお子さんの福祉については、手薄

になってしまっている印象があります。今回の調査や特別支援教育の調査で集約し

たお子さんや保護者の意見を、福祉に反映していただくようお願いします。 

障がい者支援課 今回、第二期障害児福祉計画を策定する訳ですが、国からも、障

がい児への対策を盛り込むよう示されており、また、特別支援教育の計画との連携

も図っておりますので、頂いた御意見は尐しでも反映できるよう努めてまいります。 

会長 対象者の全体の数字を教えてください。あと、各手帳の所持者数にはバラつ

きがあると思いますが、無作為で抽出すると、一番手帳の所持者数が多い障がい者

ばかりが抽出されてしまうと思うのですが、その辺りはいかがでしょうか。 

障がい者支援課 今回、対象者３，０００人を抽出するに当たって、例えば身体障

害者手帳の所持者が一番多く、平成３１年３月３１日現在で約５，７００人いるの

ですが、抽出者が特定の手帳所持者に偏らないように、手帳の種類ごとの対象者の

構成比で３，０００人をあん分する予定でございます。 
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会長 わかりました。あと、調査項目の中で、今回初めて調査をする項目はあるの

でしょうか。 

障がい者支援課 ３年ごとの定点観測的な、意識の変遷を確認するものですので、

基本的には前回と同じ調査項目となっています。ただ、制度改正によって追加され

たサービスに関することですとか、障がいに対する啓発・理解についての項目を加

える予定でございます。 

委員 意見になりますが、５の調査項目の（１）から（４）までですが、こちらは

個人情報の中でも重く、特に（２）の医療に関する事項は、最も高度なセンシティ

ブ情報だと思いますので、今回の調査を行うに当たって、セキュリティの面には十

分注意いただければと思います。 

委員 先程、特別支援教育の方では別の調査があるというお話でしたが、そちらと

のすり合せのようなことは行うのでしょうか。 

障がい者支援課 調査そのもののすり合せは行いませんが、施策の内容については、

特別支援教育との整合を図っていくこととなります。 

委員 発達障がいのお子さんが増えていますが、障がいを抱えている方が支援を受

けられずに、犯罪を犯さざるを得ないような状況まで追い込まれていくような方が

中にはいて、というような事が社会問題になっていて、ということは、何らかの形

で分かるような調査項目・内容にはしないのでしょうか。 

障がい者支援課 発達障がいの方については、愛の手帳や精神保健福祉手帳を所持

している方は非常に尐ないというのが現状です。発達障がいの方については、市内

の、学校、保育園、幼稚園、相談機関など１００箇所以上に調査票を配置しまして、

無記名で回収することを予定しております。この中で、発達障がいに関する細かい

内容を本人及びその支援者に対して御回答いただく予定でございます。 

委員 先程諮問のあった議事の１では、障がい者支援課の調査の抽出者と被らない

ように配慮する、という話があったのですが、具体的にはどのように調整をするの

でしょうか。 

障がい者支援課 障がい者支援課で抽出した対象者の一覧表を、高齢者支援課が確

認し、重複している方については引き抜く形になると思います。 

会長 わかりました。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。 

会長 それでは、「小平市障がい者福祉計画、第六期小平市障害福祉計画及び第二期

小平市障害児福祉計画策定に係る実態調査における個人情報の本人以外からの収集
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及び目的外利用について」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。 

 

(3) 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 １件報告がございます。 

本年５月１７日に開催されました、第１回情報公開・個人情報保護審議会の議事

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（諮問）」について

でございます。こちらは環境政策課の案件でございました。 

本審議会におきまして、委員から「御礼状兼依頼状のようなハガキは出さないの

か」という御質問を頂きました際、「御礼状兼依頼状は送付しない」旨の回答をい

たしましたが、今週８月２３日金曜日までの回答期限に対しまして、現時点で、２，

０００通の送付に対し４２８通の回答となっており、回答率は約２１パーセントと

低い状況でございます。 

このため、回答率を高める方策として、ハガキによる御礼状兼依頼状の送付を改

めて検討しており、今後も回答件数が伸びない場合には、８月２３日金曜日の回答

期限までに、御礼状兼依頼状を送付させていただきたいと考えております。 

事前の本審議会の御了承をいただければと存じますので、御理解の程、よろしく

お願い申し上げます。 

委員 アンケートはいつ送付したのですか。 

事務局 ８月２日に送付しています。 

会長 想定ではどれくらいの回答率だったのですか。 

事務局 ４０パーセントを想定しておりましたが、現時点での回答率は２１パーセ

ントとなっております。 

会長 わかりました。その他に何か事務局からありますか。 

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。 


