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令和元年度第３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４７回） 

 

１ 開催日時 令和２年３月２５日（水曜日）午後１時２５分から午後２時１０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、村千鶴子委員、

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 星野課長、大嶺係長（都市計画課） 

 

４ 傍 聴 者 なし（新型コロナウイルスの感染予防のため、傍聴は行わなかった。） 

 

５ 会 次 第  

(1) 議事 

マンションの管理状況届出制度におけるオンライン結合による外部提供について

（諮問） 

(2) その他 

 

６ 内容（要録）   

(1) マンションの管理状況届出制度におけるオンライン結合による外部提供について

（諮問） 

会長 始めに議事の１番目「マンションの管理状況届出制度におけるオンライン結

合による外部提供について」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。 

都市計画課 それでは、「マンションの管理状況届出制度におけるオンライン結合に

よる外部提供について」御説明いたします。 

はじめに、「１ 諮問の概要」でございます。東京都は平成３１年３月に「東京

におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」を制定いたしました。これ

により、マンションの管理状況届出制度が、令和２年４月から開始されますが、事

務の一部は、令和元年１２月に改正されました、市町村における東京都の事務処理
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の特例に関する条例（事務処理特例条例）に基づき、各市が実施することとされま

した。この枠組みにおきましては、マンション管理組合等から提出される「管理状

況届出書」に記載された個人情報などを、東京都が構築するウェブシステムにより

まして、市が、通信回線を利用してデータベースへ記録することとなります。この

ことは、「通信回線による電子計算組織の結合による外部提供」に該当するため、

小平市個人情報保護条例第１１条第２項の規定により、本審議会へ諮問するもので

ございます。 

次に、「２ 条例の概要」でございます。 

「（１）制定目的」につきましては、急速な進行が予想されます、建物の「老朽

化」と居住者の「高齢化」の「二つの老い」を背景といたしまして、マンションの

管理不全を予防することにより、良質なマンションストック及び良好な居住環境を

形成し、周辺への悪影響を防止することでございます。 

つづきまして「（２）制度及び事務」でございます。条例では、東京都・管理組

合・事業者等の責務の明確化を図るとともに、管理組合等による管理状況届出制度

や、管理状況に応じた助言・支援等の実施について定めております。届出制度では、

昭和５８年の建物の区分所有等に関する法律（区分所有法）改正以前に建築された

マンションのうち、６戸以上のものを要届出マンションとしており、５年ごとの管

理状況の届出を義務付けております。 

なお、東京都が過去に行った調査結果によりますと、市内の昭和５８年以前に建

築したマンションの数は、５３棟となっております。届出が必要となる項目は、管

理組合や、管理規約の有無などでございます。 

また、連絡先といたしまして、管理組合理事長等の個人情報も届け出ていただく

こととなります。 

条例に係る事務のうち、市は、届出の受理に関する事務を行います。資料１ペー

ジ目の下にあります「管理状況届出制度のイメージ」は、この流れを図示したもの

でございます。届出は、①のウェブシステムを経由した「電子」による方法と、②

の「書面」の提出による方法がございます。①の「電子」の場合には、直接的にデ

ータベースに登録されますが、②の「書面」の場合には、届出書の記載内容に基づ

き、市が、システム経由でデータベースへの入力を行うこととなり、この②の場合

の入力が、オンライン結合に該当するものでございます。 

なお、東京都は、システムの整備や対象マンションへの制度の周知を行うほか、

市を通じて把握した届出状況等を踏まえまして、マンションへの報告聴取・調査、

助言などを実施することとなっております。 

次に「３ データベースへ入力する個人情報」でございます。管理状況届出制度

におきましては、「電子」と「書面」のいずれの方法によりましても、届出後の連

絡先として、①管理組合理事長などの「属性」、②氏名、③住所、④電話番号、⑤
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メールアドレス、がデータベースに記録されます。 

次に「４ オンライン結合の効果」でございます。東京都が整備するデータベー

スにおきまして、東京都内におけるマンションの管理状況等に関する情報を一元的

に管理し、東京都と市が情報を共有することで、東京都を中心とした管理状況の改

善等に向けた支援等の働きかけを円滑に行うことができるものでございます。 

次に「５ オンライン結合に係る条例等の位置づけ」でございます。まず、東京

都が、管理状況の届出内容等を記録するためのデータベースの整備を行うことが、

条例上規定されております。 

また、データベースに記録したマンションの管理状況等の情報の区市町村への提

供や、区市町村に対する管理状況等の情報提供の協力要請についても、規定がござ

います。条例施行規則におきましては、管理状況届出書の様式を定めており、その

中で、留意事項といたしまして、届出内容をデータベースに記録し、東京都と区市

町村で共有する旨も、記載されております。 

また、データベースに通信回線を利用して記録することをもって、様式による届

出書の提出に代えられることも、規定がございます。 

最後に「６ オンライン結合にあたってのセキュリティ対策」でございます。ま

ず、行政間では、閉域網であるＬＧ－ＷＡＮ回線による接続方式がとられておりま

す。 

また、届出者側の接続方式は、インターネットとなりますが、ＬＧ－ＷＡＮ、イ

ンターネットともに暗号化通信がなされるほか、多段的なファイアウォールや、不

正侵入・ウイルス対策ソフトなどにより、複合的な安全対策が講じられ、保有デー

タも、暗号化のうえ保管されます。ウェブシステムからのアクセスには、ユーザＩ

Ｄとパスワードによる認証を要し、ユーザ別のアクセス制限が講じられます。 

そのほか、市のユーザＩＤは担当限りで付与を受けることとし、厳正に管理する

など、運用面におきましても、十分な措置を行ってまいります。 

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 資料１ページ目の「２ 条例の概要」の（２）の項目２で、管理組合の理事

長も個人情報が届出項目に入る、とありますが、実際問題、マンションの管理組合

の理事や区分所有者は、１年か２年で変更となることが多いと思いますが、５年ご

との届出だと、全員入れ替わっている可能性もあると思います。理事等に変更があ

った場合に、住民側から自主的に変更の届出をすることを促したりすることはでき

るのでしょうか、というのが１点目です。 

２点目は、市に対して住民側から届出する訳ですけど、指導は東京都が行うとい

うことで、住民側からすると、市に届出をしたのにどうして違うところから指導が

来るのか、と思う人もいると思いますが、その辺りはどうお考えでしょうか。 
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都市計画課 １点目ですが、途中で変更があった場合は、変更の届出をしていただ

くことになります。２点目ですが、この事務は、東京都が制定した条例が根拠とな

っており、東京都の条例では、届出の受理と、その内容のデータベースへの入力が

市の事務として位置付けられています。基本的な書類の発送などは東京都が行うこ

ととなっており、リーフレットなどによりこの制度の概要や手続をマンションの所

有者側に東京都から説明しております。所有者側で混乱することはあるかもしれま

せんが、市に連絡が来た場合は、制度について丁寧に説明をしていきたいと思って

います。 

委員 小平市内で要届出マンションに該当するマンションは何棟あるのか把握でき

ていれば教えてください。 

また、資料１ページ目の「管理状況届出制度のイメージ」で、「入力」が今回の

諮問の対象となっているということなんですけど、この「入力」は、外部委託では

なく、職員が直接行うということでしょうか。 

都市計画課 １点目の市内の状況については、東京都で調査をしておりまして、市

内には要届出マンションが５３棟ございます。この「棟」の考え方ですが、市内に

ある大きな団地では、例えば５棟で１つの「〇〇団地」という名称が付いています

が、この場合、団地全体で「１棟」とカウントするのではなくて、「５棟」とカウ

ントしますので、要届出マンションが市内の５３箇所に分かれている、ということ

ではありません。 

「入力」については、職員が直接行います。外部委託はいたしません。 

委員 対象となるマンション５３棟は、昭和５８年以前に建築されたもの、という

ことだと思いますが、それ以降に建築されたマンションについては、既にデータベ

ース化されていると考えていいのでしょうか。そうすると、古い５３棟のマンショ

ンとそれ以降のマンションとで、どのような形で「マンション管理」としてデータ

がいかされるのかを教えてください。 

都市計画課 今回の東京都の調査は、平成２５年３月に公表されており、マンショ

ン全棟を対象に行っておりまして、小平市内には全部で２０８棟マンションがあり、

そのうち昭和５８年以前に建築されたマンションが５３棟という結果が出ています。

当然その後マンション数は増えておりますので、全体のデータベースの更新という

のは行われています。 

昭和５８年の区分所有法改正以前は、管理組合の設置義務がありませんでしたが、

区分所有法の改正後は、管理組合は必ず設置しなければいけないものとされたため、

管理組合が必要に応じて建物の修繕などをする、というのが現状です。今は、対象

が昭和５８年以前に建築されたマンションとなっていますが、例えば１０年後には、

要届出マンションの範囲を広くする可能性はあると考えております。 

委員 わかりました。もう１点質問です。市では、ペーパーベースで提出されたも
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のを入力していく、ということですが、入力した後の紙自体は、市で保管するので

しょうか、それとも東京都で保管するのでしょうか。 

都市計画課 紙で提出された内容を入力する、という事務は市の事務になりますの

で、紙自体は市で保管することになります。保存年限を経過した後は、処分いたし

ます。 

委員 紙自体は市の公文書となる、ということでよろしいでしょうか。 

都市計画課 そのとおりです。 

会長 市ではまだ建築確認の事務はやっていないと思いますが、今回のマンション

の管理状況届出事務を市が行うことで、何かメリットはあるのでしょうか。 

また、５３棟という件数は、東京都内では多い方なのでしょうか、それとも少な

い方なのでしょうか。 

もう１点、この事務を市が行う事によって、東京都から交付金は出るのでしょう

か。 

都市計画課 市では、現在建築確認事務を行っていませんが、令和３年度から開始

する予定ですので、準備をしている状況です。しかし、この建築確認の事務とマン

ションの管理状況届出事務は、切り分けられていまして、今回の事務は、良好なマ

ンションストックを形成していきたい、という目的があります。特に２３区の中で

は、既に独自に条例を制定してこの届出制度を作っている自治体もあり、それに合

わせて東京都が、都内全体でこの事務をやっていきたい、ということで進んできた

状況でございます。 

  件数についてですが、５３棟という数字は、２６市中１６番目くらいになりま

す。１番目が多摩市で３１３棟、２番目が八王子市で２５８棟、３番目が町田市で

１６５棟、という順番になっております。同じくらいの面積の日野市と比較しても

小平市は少ない方だと考えております。 

  交付金については、事務処理特例の交付金というのがございまして、そちらの対

象となっております。１件当たりの単価が示されておりまして、その単価を基に歳

入を見積もっております。 

会長 もう１点あります。資料２ページ目の属性のところで列記されている人以外

の人はデータベースに登録されないのでしょうか。 

都市計画課 管理組合がない場合には、区分所有者のうち１人から届出書の提出を

してもらう、提出を促す、ということを行っていきます。管理組合はないけれども、

管理組合に代わって届出をしてもらう、ということになります。 

会長 そうすると、今回の事務は、マンションの管理状況を把握することが目的で、

居住者の個人情報を収集する必要はない、ということでしょうか。 

都市計画課 はい、マンションの修繕や管理、そういうところにつなげるためのも

のでございます。 
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委員 資料１ページ目の「管理状況届出制度のイメージ」で、「審査」とありますが、

審査の内容としては、誤字脱字レベルの審査なのか、それとも届出内容の矛盾を見

つけたりといった中身の審査も行うのか、その辺りを教えてください。 

また、図では市と東京都との間で「情報共有」とありますが、小平市と他市の間

での情報共有はないのでしょうか。 

都市計画課 審査の内容ですが、誤字脱字といった内容の審査も行いますし、届出

内容に矛盾があることが分かる場合には、届出者に修正を求める、ということも行

っていく予定です。 

小平市と他市との情報共有についてですが、ユーザーＩＤの種別が「東京都」、

「市」、「届出者」の３つに分かれておりまして、それぞれアクセス制御が掛かって

おります。「東京都」は各区市のデータベース全てにアクセスすることができます。

「市」に与えられている権限は、その市のマンション限りのアクセス、となってい

ます。「届出者」に関しては、届け出た自身のマンションにのみアクセスできる、

という形になっております。したがって、小平市と他市との情報共有はできない形

となっております。 

委員 「届出者」は自身のマンションだけ、ということですが、同じマンションに

住んでいる人であれば、届出をした人以外の人でもアクセスできるということなの

でしょうか。 

都市計画課 東京都から対象となる各マンションに対して、この制度の案内と、ユ

ーザーＩＤとパスワードを通知しております。この通知は各マンションに１通のみ

ですので、この通知をどのような取り扱いとするかは、各マンション次第というこ

とになります。ユーザーＩＤとパスワードを１人の方が管理する、という場合もあ

ると思いますし、複数の方が共有して管理する、という場合もあると思います。 

委員 そうすると、最初の質問にも戻りますが、理事長が変更となった場合、前の

理事長がデータベースにアクセスできてしまう状況が発生するのではないかと思い

ますが、その辺りはどうお考えでしょうか。 

都市計画課 そのような状況も発生し得るものと考えております。ただし、パスワ

ードについては、変更する手続もシステム上用意しておりますので、新しい理事長

がパスワードの変更手続を行えば、前の理事長はアクセスすることはできなくなり

ます。 

委員 目的として、指導、勧告というのがありますが、この前の台風でも川が氾濫

して建物の電気ケーブルなどが水浸しになって、エレベーターなどが使えなくなっ

た、ということがありましたが、今回の事務により、そのような場合に何か手助け

をする、ということは可能なのでしょうか。 

都市計画課 災害時にこの届出の内容を使用する、というものではなく、マンショ

ンの管理状況の把握ですとか、経年劣化による建て替え時の相談、助言などに使用
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していくということになります。 

委員 経年劣化による建て替え時の相談というのは、市の職員が行うのですか。 

都市計画課 相談、助言は東京都が行います。市に相談があった場合は、東京都に

つなげる、という流れになります。 

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、「マンションの管理状況届出制度におけるオンライン結合による外

部提供について」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) その他 

＝事務局から今後の「オンライン結合による外部提供」についての考え方の報告＝ 

 

 

会長 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。 


