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令和２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４９回） 

 

１ 開催日時 令和２年６月２９日（月曜日）午後６時から午後９時まで 

 

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、村千鶴子委員、原田美知子委員、浅野薫委員、

佐々木佳代子委員、清水春樹委員、村田明美委員 

(2) 事務局 原課長、川瀨係長、飯田主任、榎本主事（総務課） 

(3) 関係課 増原課長、石原課長補佐（情報政策課） 

松尾課長、村田課長補佐、金子主事（市民協働・男女参画推進課） 

      石野課長、鈴木係長、岩本主事（子育て支援課） 

      脇本課長補佐、添田主事（産業振興課） 

      国冨教育指導担当部長、岡村課長補佐（指導課） 

  

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 

 ①  情報公開制度実施状況（令和元年度）について（報告） 

②  個人情報保護制度運用状況（令和元年度）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  男女共同参画推進に関する市民意識・事業所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） 

⑥  ひとり親世帯臨時特別給付金事業における個人情報の本人以外からの収集及び目

的外利用について（諮問） 

⑦  新型コロナウイルス感染症緊急対策に係るひとり親家庭支援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について（諮問） 

⑧  小平市女性再就職サポート事業における集合研修受講予定者に対するメール誤送

信について（報告） 
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 ⑨  オンライン学習のための機器貸与事業における申込者に対するメール誤送信につ

いて（報告） 

(2) その他 

 

６ 内容（要録）   

(1) 情報公開制度実施状況（令和元年度）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（令和元年度）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の情報公開の請求件数は例年に比べ増えており、公開率は９８パーセ

ントとのことですが、近隣他市はどのような状況なのでしょうか。 

事務局 他市の請求件数等の正確なデータは、この場では持ち合わせていませんが、 

 小平市が他市に比べ、特段請求件数が多い又は少ないといったことはないと思われ

ます。請求の方法として、請求者が主管課と事前の調整をせずに電子申請、ファク

ス等で申請を行うことが最近では多く見られますので、請求件数の増加に比べ、公

開率が若干下がっているといったデータになっています。 

委員 申請者が、公開対象となる情報があるかないかを事前に調整しないことで公

開率に影響するということなのでしょうか。 

事務局 主管課と事前の調整を行わず申請した場合、申請者の目的とする情報自体

が存在しないなどの場合がありますので、そういった例が複数あるようなときは、

公開率が下がるといったことがあります。 

委員 資料１で「不存在」の処理がありますが、これは申請者が請求した内容を精

査した結果、市には存在しなかったという理解でよいでしょうか。 

事務局 申請者は市が情報を持っているだろうと推測し請求した場合でも、市が情

報の作成をしていない、情報の保存期限が過ぎ廃棄している、情報を市で保有して

いない等の理由により、不存在と判断されるものです。 

委員 資料３の令和元年度の情報公開の請求件数が２２１件、資料６の令和元年度

の個人情報の開示請求件数２９８件とありますが、この違いを説明してください。 

事務局 資料３は市政情報の情報公開請求、資料７は保有個人情報の情報開示請求

の違いになります。 

委員 「情報公開」と「個人情報開示」の制度上の違いを教えてください。 
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事務局 情報公開請求は、誰でも市政情報の公開を請求することができます。保有

個人情報の情報開示請求は、申請者のみが本人の個人情報に係る情報の開示を請求

することができる制度です。 

委員 資料５の個人情報の開示請求の内容で、申請者の介護認定の認定経過、また、

申請者の戸籍情報が閲覧されたかといった項目がありますが、その内容を具体的に

説明してください。 

また、申請者の氏名、住所等の個人情報も保管されているのでしょうか。 

事務局 介護認定の経過については、申請者の要介護度が変わる場合に、医師、ケ

アマネジャー等から提出された認定の根拠となる資料の開示を求めるようなケース

があります。戸籍情報については、申請者の戸籍情報の閲覧等において、本人以外

から申請があったかどうかを確認するために開示を求めるようなケースがあります。 

  また、申請者の個人情報については、開示請求は書面にて行うものとなってい

ますので、その請求書は定められた期間まで市で保管することとなっています。 

委員 本人以外の親族等から戸籍情報が取られたかどうかは開示請求をすればわか

るものなのでしょうか。 

事務局 個人情報の開示請求は、申請者本人に係る個人情報のみが開示の対象にな

っているので、誰が自身の戸籍情報の取得申請をしたかまではわかりません。 

また、開示請求の申請時は、本人確認を行うことで厳格な運用を行っています。 

委員 例えば高齢で施設に入られているような方の場合でも、本人しか開示請求を

できないのでしょうか。 

事務局 基本的には本人による開示請求になりますが、高齢で施設に入られている

ような方の場合は、職員が施設に伺って本人に開示請求の意思確認をするようなケ

ースがあります。 

会長 資料１の情報公開制度実施状況について、請求件数に対する実質的な請求人

数は何人ぐらいなのでしょうか。 

  また、資料２の情報公開実施状況の内訳について、請求の内容に庁舎の職員配

置図があり、決定内容は非公開となっていますが、職員の職名は非公開の対象なの

でしょうか。 

事務局 請求人数については、正確な人数把握は行っていませんが、１件の請求に

対して該当する市政情報が複数出てくる場合があります。 

  庁舎の職員配置図については、職名だけでなく、氏名、事務機器等の情報が記

載されているため、総合的に判断した上で非公開にしていると考えられます。 

委員 資料６の保有個人情報開示制度実施状況について、請求件数が年々増加傾向

にありますが、職員の事務負担を軽減するための対応は行っているのでしょうか。 

事務局 令和元年度の請求件数は２９８件と大幅に増加していますが、１件に対し

て該当する市政情報が複数出てくる案件が多かったことや１人の請求者が複数回に
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渡って請求を行っていることが増加の主な要因であり、請求件数の増加がそのまま

事務負担の増加になっているわけではないと考えています。 

委員 令和元年度の個人情報の開示請求件数が増加していることについて、要因と

なっている社会的背景などがあるのでしょうか。 

事務局 社会的背景があるわけではなく、上記の原因により令和元年度の請求件数

が増加していると考えられます。 

委員 資料５の保有個人情報開示状況の内訳について、№５６、№５８の案件など

に「公開決定の期限の延長あり」と記載がありますが、これはどのような意味なの

でしょうか。 

事務局 公開決定の期限の延長は、通常であれば請求から１４日以内に開示、非開

示等の決定を行うところ、対象となる文書が大量にあり特定に時間を要する場合な

どにその期限の延長を行うものです。 

委員 同資料の№６９、№７０の案件などに、就学援助費関係の個人情報の開示を

指導課に請求し、不存在としているケースがありますが、就学援助費関係の担当部

署は学務課かと思われます。請求の対象となる情報がどの部署に属しているかは案

内されないのでしょうか。 

事務局 請求の対象となる情報がどの部署に属しているかの案内は、請求を受けた

各課で対応しているところです。№６９、№７０の案件などに記載している内容の

意図は、小平市教育委員会の保有する個人情報の全てから就学援助費関係を除いた

ものを請求者が開示請求している旨の記載になります。 

  仮に請求者の求める情報が複数の部署にわたる場合は、請求を受けた担当部署

を通じて横断的に対応することになります。 

委員 同資料の№６９、№７０の案件などに、就学援助費関係の個人情報の開示を

指導課に請求し、不存在としているケースがありますが、就学援助費関係の担当部

署は学務課かと思われます。請求の対象となる情報がどの部署に属しているかは案

内されないのでしょうか。 

事務局 請求の対象となる情報がどの部署に属しているかの案内は、請求を受けた

各課で対応しているところです。№６９、№７０の案件などに記載している内容の

意図は、小平市教育委員会の保有する個人情報の全てから就学援助費関係を除いた

ものを請求者が開示請求している旨の記載になります。 

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
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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１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り組みについて宣

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、国の機関である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１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。 

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つの種類があり、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」という

項目があり、その項目値に基づいて、作成する評価書が分けられます。 

お手元の「特定個人情報保護評価の実施手続」と記載された資料を御覧ください。 

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、はじめに中央にあります、「対象人数は何人か」という項目では、市の人口

が、約１９万４千人ですので、左下の「１０万人以上３０万人未満」となります。

次に２つ目の項目として「特定個人情報ファイルの取扱者数は５００人以上か」で

すが、市の取扱者数は約３００人ですので、「いいえ」の矢印に進み、３つ目の項

目「過去１年以内に特定個人情報に関する重大事故を発生させたか」では、「な
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し」ですので、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、情報漏えい等の事故は発生し

ておりません。 

次に、【資料８】の「特定個人情報保護評価書一覧」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。 

  １行目が住民基本台帳に関する事務、２行目以降が番号利用法で認められている

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、令和元年度は対象人数が

千人未満のため「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。 

この評価ごとの件数につきましては、平成３０年度に公表した内容から特段変更

はございませんでした。 

今年度につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、庁内会議の開

催が延期・中止になるなど、評価の業務が一部遅れているため、９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。 

委員 資料８の特定個人情報保護評価書一覧について、№７の「しきい値判断」の

欄に「〇」が記載されていながら斜線で消されているのですが、これはどのような

意図があるのでしょうか。 

情報政策課 記載がある箇所を斜線で消している意図は、過去にしきい値判断を行

い基礎項目評価をしたものですが、途中で対象人数が基礎項目評価の規定値より下

がったことから、現在では業務なしとなっており、評価書を公表していないもので

す。 

委員 過去に評価したものを掲載しておくことはよいかと思いますので、その意図

がわかる資料の作成をお願いします。 

情報政策課 わかりました。 

会長 資料８の各項目に対象人数が何人なのかを記載することはできるのでしょう

か。 

情報政策課 資料８は情報政策課で作成しているものですので、記載は可能です。

来年以降対応します。 

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。 

(5) 男女共同参画推進に関する市民意識・事業所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） 
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会長 次に議事の５番目「男女共同参画推進に関する市民意識・事業所実態調査に

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。 

市民協働・男女参画推進課 「男女共同参画推進に関する市民意識・事業所実態調

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、御説明申し

上げます。 

資料９を御覧ください。 

１の諮問の理由ですが、男女共同参画推進に関する市民意識・事業所実態調査を

行うに当たり、住民基本台帳から調査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」に該当するため、この度、小平市情報公開・個人情報保護審議会に諮

問いたしました。 

次に、２の調査目的ですが、市では平成２９年度から令和３年度までを計画期間

とした男女共同参画推進計画「小平アクティブプラン２１ ～男女が自分らしくい

きいきと暮らす社会の実現をめざして～」を策定し、今日まで、全庁的に事業に取

り組み、毎年の進捗状況を点検・評価してまいりました。 

しかしながら、ワーク・ライフ・バランスの希望と実際の一致状況の変化や男性

の家庭生活への参画促進など、市を取り巻く環境も大きく変化してきていること。   

また、計画期間が令和３年度末で終了することから、令和４年度からの第四次小平

市男女共同参画推進計画策定に当たり、その基礎資料として、男女共同参画推進に

ついての市民意識・事業所実態調査を行います。 

３の調査の概要ですが、調査地域は、市内全域で、調査対象を１８才以上として、

無作為で２,０００件を抽出します。調査期間は本年９月から概ね１か月程度とし、

郵送のみの対応となります。 

次に４の具体的な事務の流れでございますが、住民基本台帳から前段で御説明い

たしました内容でデータを抽出し、合わせて宛名シール２部を作成します。宛名シ

ールの内容を確認後、宛名シールを委託事業者へ直接手渡しし、封入封緘及び宛名

シール張りをした後、市職員により送付物の確認をしてから、委託事業者から調査

票の送付をいたします。 

調査票の回答は無記名として、回収は市役所の市民協働・男女参画推進課として

おります。また、調査票送付後、１０日程度を捉え、委託事業者から、お礼状兼督

促状を送付します。この、お礼状兼督促状を発送する前に、市職員にて、送付物の

確認を致します。 

５の調査項目ですが、ポイントとしては、男女平等を視点において、回答者自身

の暮らしぶりと家庭生活の現状と理想、社会潮流の変化に合わせたデートＤＶや性

的マイノリティの認知度に関する内容や女性活躍推進についての質問。さらに、市
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の男女共同参画に関する施策の認知度等をお伺いします。 

最後に６のセキュリティ対策でございますが、小平市情報セキュリティポリシー、

及び小平市個人情報保護条例に基づき、委託事業者とは、「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」の規定に基づき、「市の個人情報等の

データの提供に関する覚書」を取り交わすことで、個人情報を取り扱う責任者を明

確にし、個人情報に関わる書類の授受は市職員から直接手渡しとします。また、委

託事業者では、個人情報に関する管理の重要性から「個人情報保護方針」を社内で

制定し、従業者に周知徹底することを宣言し、 個人情報に関する書類の保管は鍵

付保管場所へ厳重に収納し管理するなど、適正な管理を徹底しております。 

さらに、個人情報の適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者に認定さ

れます「プライバシーマーク」を取得し、個人情報保護マネジメントシステムを構

築しております。 

いずれにしましても、個人情報保護については、委託事業者との信頼関係がもっ

とも重要となりますので、十分な協議と連絡調整により調査事業を進めてまいりま

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 １点目は、どのような事業者を調査対象とするのでしょうか。 

  ２点目は、今回の調査は第四次となっていますが、過去と比較して調査項目が

変わっている箇所があるのでしょうか。 

  ３点目は、調査票は回答項目を選択するものなのか又は自由記載欄があるものな

のか教えてください。 

市民協働・男女参画推進課 １点目について、対象とする事業者は市内に所在し、

５名以上の従業員を抱えている全ての事業者を対象とします。  

２点目について、調査は５年に１回行い、同様の質問項目が多いですが、今回か

ら新たに設けている項目もあります。 

３点目について、ほとんどが選択式で、最終項目のみ自由記載欄があります。調

査票については、回答があったものに個人情報が含まれていないかを市職員がチェ

ックしてから委託事業者に渡すことになっています。 

委員 追加された調査項目の内容を教えてください。また、調査票に個人情報が含

まれていた場合は、どのように対応するのでしょうか。 

市民協働・男女参画推進課 追加された調査項目については、男性の育児休業制度

の利用状況、女性活躍推進法に関する内容、性的マイノリティ（LGBT 等）につい

ての意識調査等になっています。また、調査票に個人情報が含まれていた場合は、

当該情報を消去して委託事業者に渡すことになっています。 

委員 調査対象者は無作為抽出２,０００件となっていますが、２,０００件とした
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根拠を教えてください。 

市民協働・男女参画推進課 委託業者とのヒアリング、市で過去に行った統計調査

等を参考に判断をしています。 

会長 委託事業者が返却した調査票の廃棄方法を教えてください。 

事務局 個人情報が含まれている文書の廃棄は、通常の資源回収とは異なり、全庁

的に全て機密文書として専門の委託事業者により溶解処理をしています。 

会長 今回の調査票は機密文書に当たるという理解でよいでしょうか。 

事務局 調査票に個人情報が含まれていれば機密文書になりますが、個人情報を消

去したもので、個人が特定できないものであれば通常の資源回収として廃棄される

ことになります。 

会長 個人情報が含まれてないものでもシュレッダー処理等はしないのでしょうか。 

事務局 シュレッダー処理等も行わず、通常の紙ごみとして廃棄します。 

委員 １点目は、委託事業者と取り交わす「市の個人情報等のデータの提供に関す

る覚書」について、個人情報を取り扱う委託事業者側の担当者など、情報セキュリ

ティの詳細内容を定めるものなのでしょうか。 

２点目は、委託事業者による調査票の誤送付等を防ぐための取組はあるのでしょ

うか。 

３点目は、無作為抽出の具体的な処理方法を教えてください。 

市民協働・男女参画推進課 １点目について、覚書には個人情報を取り扱う委託事

業者側の担当者のほか、調査票の返却方法などの情報セキュリティに関する詳細事

項を明記するものです。 

２点目について、送付するアンケート用紙は全て同一のものであり、送付用に使

用する封筒の宛名シールのみに個人情報が含まれているため、誤送付が起こる想定

はないものと考えています。 

３点目については、システム処理により抽出するものとなっています。 

委員 無作為抽出は市民課の住民基本台帳システムから行うということでしょうか。 

市民協働・男女参画推進課 そのとおりです。年代及び男女別の設定を行い、後は

システム内で抽出するものとなっています。 

委員 調査票の送付・返送方法を教えてください。 

市民協働・男女参画推進課 送付は普通郵便で行います。調査票は氏名、住所等の

記載箇所はなく、アンケート内容のみを記入し返送いただくものになっています。 

委員 委託事業者の選定方法を教えてください。 

市民協働・男女参画推進課 市の指定した仕様に基づいた競争入札になります。 

委員 入札の際は、事業者が個人情報保護の対策をしっかりやっているかどうかも

考慮されるということでしょうか。 

市民協働・男女参画推進課 そのとおりです。「個人情報の保護及び情報セキュリテ
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ィの保護に関する特記仕様書」の内容を遵守できる事業者を選定することになりま

す。 

委員 ５年前に同様の調査を審議会に諮った際、「お礼状兼督促状」を送付すること

について、市の調査に対して督促をするというのは相手にも失礼ではないかとの意

見が出ましたが、今回も同様の形式を取るとのことですが、前回の調査以降、市で

どのような検討を行ったのか教えてください。 

市民協働・男女参画推進課 この調査については、回答をした方が誰であるかが特

定できないため、調査票を送付した全ての方に「お礼状兼督促状」を送付するもの

でございます。「督促」という言葉を使うのがいかがかという意見もありましたが、

市としては御協力をお願いするかたちになっています。また、市の他の調査でも回

答率の向上等を目的として督促状等の送付を行っているものが多くあります。 

委員 そのような理由であれば、「督促」という言葉はできる限り使わない方向でお

願いすることがよいかと思います。 

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。 

委員 承認します。 

委員 承認します。 

会長 それでは、「男女共同参画推進に関する市民意識・事業所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」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) ひとり親世帯臨時特別給付金事業における個人情報の本人以外からの収集及び目的

外利用について（諮問） 

会長 次に議事の６番目「ひとり親世帯臨時特別給付金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 「ひとり親世帯臨時特別給付金事業」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について、御説明申し上げます。資料１０を御覧くださ

い。 

はじめに、「１ 諮問理由」でございます。この給付金は、児童扶養手当とは異な

るものでございますが、支給対象者が令和２年６月分の児童扶養手当受給者となっ
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ておりますので、迅速な支給を行うため、現在の児童扶養手当の受給者情報を利用

して、申請手続を経ずに児童扶養手当の振込口座に、この給付金を支給する制度と

なっております。 

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」、また、第１０条第２項第６号の「目的外利用」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。 

次に、「２ 事業の概要」を御覧ください。（１）目的でございますが、令和２年

６月１２日、国の第二次補正予算が成立し、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、子育てと仕事の両方を１人で担う低所得のひとり親世帯に、特に大きな困難が

心身に生じていることを踏まえ、ひとり親世帯の子育て負担の増加や収入の減少に

対する支援を行うため、所得の低いひとり親家庭への手当支給制度である、児童扶

養手当の受給者に対し臨時特別給付金を支給することとなったことを受けて実施す

るものでございます。 

なお、この給付金の対象者は、児童扶養手当の受給者だけに限定されておらず、

収入が急に減少した方なども対象となっております。 

また、支給されるものについても追加の給付などがございますが、これらはいず

れもご本人からの申請を受けて給付することとなっておりますので、資料は、諮問

の範囲内について、作成をさせていただいております。 

(2) の支給対象者でございますが、令和２年５月３１日時点で小平市に住所を有

し、令和２年６月分の児童扶養手当を受給している方となります。 

(3) の支給額でございますが、基本給付として、１世帯５万円を支給いたします。

また、２人以上の子供のいる世帯は、２人目以降、１人につき３万円を加算いたし

ます。このため、例えば、対象の子供が２人の場合は８万円、３人の場合は１１万

円となります。 

(4) の申請方法でございますが、市は、児童扶養手当の支給のために、該当者の

方の氏名、お子さんの数、住所や口座番号など、必要な情報は全て把握しておりま

すので、給付金のため、何らかの申請をしていただく必要はございません。このた

め、支給の手続としましては、給付金が「必要のない方」が辞退を申し出る方式と

なっており、期限までに辞退の申し出をしなかった方は、給付金を受け取る黙示で

承諾の意思表示をしたもの、とみなす、いわゆる「逆申請方式」となっております。 

(5) の対象者数でございますが、６月分の児童扶養手当の対象世帯数は約１，０

００世帯となっております。 

(6) の事業スケジュールでございますが、資料を作成した後、その後調整により、

変更がございます。まず、給付金のお知らせにつきましては、７月１日に、６月分

の児童扶養手当を受給している全ての世帯に対し、発送いたします。資料では６月

下旬から７月上旬と記載いたしましたが、７月１日への訂正をお願いいたします。 
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また、辞退届の受付につきましては、資料では、７月上旬からとなっておりますが、

辞退届の締切日を７月１０日までといたします。このため、資料の表現について、

７月１日から７月１０日に訂正をお願いいたします。 

その下に、米印で記載しておりますが、市報７月５日号にもこの給付金の案内を

掲載いたしますが、あらかじめ全ての６月分の児童扶養手当を受給している方には、

ご案内を個別で郵送いたします。 

給付金の支給日については、生活に困窮している可能性のあるひとり親世帯へ給

付金の振り込みであることを踏まえ、資料では支給日は７月下旬となっております

が、予定を繰り上げて７月１６日前後の支給を想定しております。 

(7) セキュリティ対策でございますが、まず、支給のための事務作業は外部委託

をいたしません。子育て支援課の職員が行います。 

次に、支給対象者の抽出作業は、担当者１名のみが行い、抽出したデータにはパ

スワードを設定いたします。 

次に、データが保管されている端末は、他の端末宛てにメールができないものを

使用いたします。 

次に、通知の宛名印刷は子育て支援課のプリンターを使用いたしますが、他の印

刷物が混じらないように使用時間を分けて行います。 

次に、封入、発送業務は、施錠ができる会議室で行います。 

諮問に係る内容の説明は以上です。 

また、資料には参考として諮問の対象外ではありますが、申請により給付を行う

対象者を記載しています。 

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 給付金の辞退届の受付の締切が７月１０日となっていますが、市報７月５日

号での周知などを考えると期限が短いと思いますがいかがでしょうか。 

  また、辞退届は郵送又は子育て支援課窓口に提出することとなっていますが、

ウェブサイトから手続するなど、より簡易な申請方法は実施できないのでしょうか。 

子育て支援課 今回の給付金は、なるべく早めに対象者に給付を行うことを優先し

ており、辞退届の期限を延長することで、給付が遅れてしまうおそれがあります。

また、前回の審議会で扱った「子育て世帯への臨時特別給付金」も同様の支給制度

であり、約１万３，０００世帯が対象でしたが、辞退者はいませんでした。そのよ

うな実績も踏まえ、より早く給付できるようスケジュールを組んでいるところです。 

また、ウェブサイト等からの申請方法については、新しいシステム構築に時間、

費用等がかかってしまうため、実施は難しいと考えています。 

委員 支給対象者が「令和２年６月分の児童扶養手当の支給を受ける者」とありま

すが、６月分の児童扶養手当は既に支払われているのでしょうか。 
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子育て支援課 ６月分の児童扶養手当は７月１０日に支払う予定です。 

委員 支給対象者は、住民基本台帳システム等から抽出をせず、６月分の児童扶養

手当の支給対象者の情報をそのまま使用するということでしょうか。 

子育て支援課 そのとおりです。 

委員 諮問の対象外となっている方は自身で申請を行う必要があるとのことですが、

その方々への周知はどのように行うのでしょうか。 

子育て支援課 市報、ホームページのほか、ひとり親の世帯に対する他の手当に関

する通知等を送る際に、周知のチラシを同封することを考えています。 

委員 諮問の対象外となっている方に対する周知のタイミングはいつ頃でしょうか。 

子育て支援課 ７月中旬を予定しています。 

会長 対象者数は約１，０００人とのことですが、１世帯５万円を給付される方と、

３万円を支給される方がわかれているのでしょうか。 

子育て支援課 給付金額としては、１世帯につき５万円、さらに第２子以降は子供

１人につき３万円を支給するものとなっています。 

会長 例えば、５月１日に小平市に転入してきた方がいた場合はどのように支給さ

れるのでしょうか。 

子育て支援課 小平市で支給する対象者は５月３１日時点で小平市に住所を有して

いる方なので、小平市で支給することになります。 

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。 

委員 承認します。 

委員 承認します。 

会長 それでは、「ひとり親世帯臨時特別給付金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。 

 

(7) 新型コロナウイルス感染症緊急対策に係るひとり親家庭支援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について（諮問） 

会長 次に議事の７番目「新型コロナウイルス感染症緊急対策に係るひとり親家庭

支援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 「新型コロナウイルス感染症緊急対策に係るひとり親家庭支援事
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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について、御説明申し

上げます。資料１１を御覧ください。 

はじめに、「１ 諮問理由」でございます。「新型コロナウイルス感染症緊急対策

に係るひとり親家庭支援事業」につきましては、支給対象者が児童扶養手当の受給

者となっておりますので、迅速な支給を行うため、現在の児童扶養手当の受給者情

報を利用して実施する事業でございます。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」、また、第１０条第２項第６号の「目

的外利用」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。 

次に、「２ 事業の概要」を御覧ください。 

まず、(1) 目的でございますが、東京都は、新型コロナウイルス感染症の影響に

より、子育てと仕事の両方を１人で担う低所得のひとり親世帯に、特に大きな困難

が心身に生じていることを踏まえ、ひとり親世帯の子育て負担の増加や収入の減少

に対する支援を行うため、所得の低いひとり親家庭へ食料品等の生活必要品を支給

する事業の実施を決定いたしました。 

次に、(2) の実施主体でございますが、実施主体は東京都でございますので、都

知事の名前で、各児童扶養手当受給世帯へカタログギフトを郵送するかたちとなり

ます。 

ただ、東京都は、ひとり親世帯の居所等を把握しておりませんので、小平市が、東

京都と事務委託契約を締結し、東京都の代行として、ひとり親世帯へのカタログの

送付事務を行います。 

事務委託に伴う作業は資料に記載しておりますとおり、 

① 対象者抽出事務として、対象者の住所、氏名等を児童扶養手当のデータベー

スから抽出する作業 

② 上記①で抽出した住所及び氏名を、小平市が宛名シールなどに印刷し、カタ

ログギフト及び申込用葉書等が入っている封筒に貼り付けて、郵便局へ持って

いく作業  

③ それぞれのカタログギフトには、識別番号として、１つ１つに異なる番号が

振られていますので、どの識別番号を誰に送ったのかの記録を付けて、それを

管理する作業 

④ 対象者からの申込書類等の不達、紛失等についての問合せ対応、となってお

りますが、問合せに対しては、全て東京都のコールセンターが対応いたします。

ここで書いてあることは、仮にカタログギフトをもう１度送り直すことになっ

た場合、その作業は小平市が行う、というだけのことです。 

⑤ 対象者への申込書類等の送付及び利用促進に係るの広報をする事務 

⑥ その他上記に付随する事務 

次に、(3) の対象者でございますが、 
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① 令和２年５月３１日時点で小平市に住所を有し、令和２年６月分の児童扶養

手当を受給している方。この方は、先ほどの、国のひとり親世帯臨時特別給付

金の支給対象者でもあり、この、東京都のカタログギフトの送付対象者でもあ

ります。 

② 令和２年６月１日から７月３１日までの間に、新たに児童扶養手当を受給す

ることになった方 

この①と②の方が、対象者の全てとなります。 

なお、送付対象者につきましては、東京都から委託されて行う事務ではございま

すが、個人情報については小平市の内部のみの管理とし、東京都への提供は一切い

たしません。 

(4) の提供方法としましては、ひとり親世帯臨時特別給付金の資料と体裁を合わ

せたので、このような書き方になっていますが、小平市から、対象者にカタログギ

フト本体と申込書類等を郵送し、東京都からの委託業者が、対象者からの申込はが

き又はウェブサイトによる申込みにより、対象者宛てに希望の食料品を配送する、

というものでございます。 

(5) の申請方法でございますが、「カタログ」のお届けについては、申請不要で

ございますので、このように記載しておりますが、当然ながら、「ギフト」の品に

ついては、ご自分で選んで、申し込んでいただく必要がございます。 

 (6) の対象者数でございますが、(3)①の、６月分の児童扶養手当の対象世帯数

につきましては約１，０００世帯となっております。 

(3)②の方については、過去の実績から２０世帯前後と見込んでおります。 

(7) の事業スケジュールでございますが、資料記載のとおりとなっております。 

(8) セキュリティ対策でございますが、まず、事務作業は外部委託をいたしませ

ん。子育て支援課の職員が行います。 

次に、送付対象者の抽出作業は、担当者１名のみが行い、データにはパスワード

を設定いたします。 

次に、データが保管されている端末は、他の端末宛てにメールができないものを

使用いたします。 

次に、宛名シールの印刷は、情報政策課のプリンターを使用しますので、担当職

員以外は触りません。 

次に、宛名のシール貼り作業は、施錠ができる会議室で行います。 

 説明は以上のとおりでございます。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 事業スケジュールには、７月中旬に市が申込書類等を送付、７月中旬から１

０月３１日にかけて申請者からの申込み、その後、食料品等の発送となっています

が、申込みの受付及び食料品等の配送は、都からの委託事業者が行うという理解で
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よいでしょうか。 

子育て支援課 そのとおりです。委託事業者は東武百貨店に決定しています。申込

書類等を各世帯へ送付する部分のみ市が行い、その後の申込みの受付及び食料品等

の発送は委託事業者が行います。 

委員 都と委託事業者の間では、個人情報の取扱いに関する取決めがなされている

のでしょうか。 

子育て支援課 都と委託事業者の間の個人情報の取扱いに関する取決めの内容につ

いては、詳細を把握していませんが、委託事業者が個人情報を厳重に管理するよう

都に申入れをしたいと考えています。また、市も都と委託契約を締結するため、そ

の際に個人情報の取扱いについて、よく確認を行った上で契約締結を行いたいと考

えています。 

会長 委託事業者が得た個人情報を営利目的に利用されてしまうような想定ができ

るかと思います。委託事業者からすると非常に有用な個人情報が得られることにな

りますので、個人情報の取扱いについては、都と十分に確認を行ってください。審

議会からの意見として申し添えます。 

事務局 都も個人情報保護条例を制定していますので、個人情報の取扱いについて

は、一定の管理ができているかと思われます。また、委託事業者に対しても個人情

報保護法が適用されるため、児童扶養手当に関する情報の管理はできないことにな

っていますが、個人情報の厳重な管理については、都に申し入れることが望ましい

と考えています。 

会長 「食料品等」とはどのようなものがあるのでしょうか。 

子育て支援課 レトルト食品などの常温保存ができる食料品や、洗剤、おむつとい

った生活用品等があり、その中から４品を選択します。１品当たり２，５００円相

当です。 

会長 道府県から転入してきた対象者へはどのように対応するのでしょうか。 

子育て支援課 ６月中に転入し、７月分の児童扶養手当の対象になった方には支給

します。また、７月中に転入し、８月分の児童扶養手当の対象になった方も同様で

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。 

委員 承認します。 

委員 承認します。 
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会長 それでは、「新型コロナウイルス感染症緊急対策に係るひとり親家庭支援事業

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) 小平市女性再就職サポート事業における集合研修受講予定者に対するメール誤送信

について（報告） 

会長 次に議事の８番目「小平市女性再就職サポート事業における集合研修受講予

定者に対するメール誤送信について」の報告です。それでは、報告内容について、

担当課から説明をお願いします。 

産業振興課 「小平市女性再就職サポート事業における集合研修受講予定者に対す

るメール誤送信」について、御報告申し上げます。資料１２を御覧ください。 

  「１ 概要」ですが、小平市女性再就職サポート事業において、集合研修受講予

定者に対してのメール誤送信が発生したため、委託事業者の株式会社ヒューマンア

カデミー及び市としての対応について報告をします。 

「２ 漏えいした個人情報」については、小平市女性再就職サポート事業におけ

る集合研修受講予定者のメールアドレスになります。漏えいの規模は、参加者１３

名の間です。被害の有無・被害状況等ですが、被害報告は受けていないところです。 

「３ 経過、市の対応、漏えいの原因等」についてですが、令和元年１１月２０

日（水曜日）午後１時５４分頃、委託事業者が当該事業の集合研修の受講予定者の

うち、メールを本来 BCC で送付するところ、誤って TO で５名、５名、３名にそれ

ぞれ同内容で送信し、その受講者の間でそれぞれのメールアドレスがわかってしま

う状態となりました。 

同日午後２時３０分頃、当該メールを受信した受講予定者１名からメールで指摘

を受けました。委託事業者の内部規定では、メール送信時には作成者とは別の者が

確認してから送信することとなっていましたが、それを怠り送信してしまっていた

ところです。 

発覚後、委託事業者から直ちに受講予定者１３名に対して、メールにて謝罪と受

信したメールの削除依頼を行うとともに、電話での連絡を行いました。令和元年１

１月２５日（月曜日）に最後の１名と電話がつながり、謝罪とメール削除依頼が完

了しました。同日に行われた就職支援セミナー実施の際には、改めて誤送信をした

全員に謝罪を行ったところです。これ以降、苦情等の申し入れはありませんでした。 

「４ 再発防止策」ですが、同年１２月１９日に経緯報告書の提出を受け、委託事

業者の営業部責任者及び事業担当責任者に対して、個人情報の保護の観点から、平

成３０年７月１８日付事務連絡（総務部長名）「委託業務における個人情報漏えい

防止の徹底について」を踏まえて、個人情報の保護及び情報セキュリティの保護に
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関する特記仕様書について、改めて互いに確認し、仕様書に基づき再確認するよう

に指示を行いました。 

今回の委託事業者と受講者とのやり取りだけでなく、参加事業者や市担当者との

やり取りについても産業振興課作成の情報セキュリティ実施手順に準拠した情報管

理体制及び人的セキュリティ対策を講じるように口頭で指示を行いました。 

委託事業者は、本件発生後、委託事業者行政営業部内の全社員及び全スタッフに

おいて、誤送信の内容並びに発生原因及び対応方法について情報共有を行いました。

また、複数人に対してメールを一斉送信する際の手順が記載されたマニュアルを用

いて、事業専従スタッフに改めて教育を行ったところです。 

今後における市の対応としては、契約締結の際に契約書につづる、「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」を含めた契約であることを

都度口頭により確認し、業者内での情報管理の徹底を図ることとします。 

報告は以上です。 

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 委託事業者が使用しているメールソフトは、Outlookでしょうか。 

産業振興課 使用しているメールソフトは把握しておりません。 

委員 もし、Outlook を使用している場合は、新規メールを送付する際に、自動的に

送付先が自身のアドレスになっていて、BCC は設定した宛先のみになるような設定

ができます。再発防止策として、セキュリティ対策を講じるように口頭で指示を行

ったというような内容がありますが、時間の経過や担当者の異動によって注意の意

識が薄れていくことがありますので、システム上の対策を行っていただくようお願

いします。 

委員 この委託事業者との契約は、過去にもあったのでしょうか。 

産業振興課 契約は単年度契約であり、平成３０年度及び平成３１年度にプロポー

ザル方式による契約締結を行っています。 

委員 人為的なミスによる情報漏えいですが、あってはならないことであり、市の

信頼性を損ねるものになるため、委託事業者にもシステム上の対策を行ってもらう

など、しっかりと対応する必要があります。 

産業振興課 以後、契約の際に、仕様書に個人情報の管理について記載する等、対

応を行っていきたいと考えています。 

会長 TO で５名、５名、３名に送信したとありますが、５名であれば、その５名の

中でお互いにメールアドレスがわかってしまうということでしょうか。 

産業振興課 そのとおりです。 

委員 説明に「被害報告は受けていない」とありますが、漏えいしたこと自体が被

害であると思います。 

会長 漏えいした対象者は少人数ですが、市が事業を行っていく上で大きな問題で
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あると思います。セキュリティ対策を図り、再発が起きないよう審議会からの意見

として申し添えます。 

委員 今回、委託事業者が個人情報を漏えいしたことは、今年度の契約手続に何か

影響があるのでしょうか。 

産業振興課 現時点では、今回の件が今年度の契約手続に影響を与えるとは考えて

いません。今年度は、現在プロポーザルを実施しているところです。 

委員 １点目に、令和元年１１月２０日に委託事業者が誤送信を行ったとのことで

すが、市がその情報を把握したのはいつ頃でしょうか。また、誤送信の報告を受け

て市はどのような対応をしたのでしょうか。 

  ２点目に、同月２５日のセミナーで謝罪をしたということですが、これは市が謝

罪をしたということでしょうか。 

  ３点目に、誤送信した相手方に発生の経緯、再発防止策等を説明したのでしょう

か。 

産業振興課 １点目について、市は誤送信があった令和元年１１月２０日中に委託

事業者から報告を受けています。同日中に委託事業者から誤送信をした相手方に連

絡を入れ、市にはその経過を報告しています。 

  ２点目について、謝罪は委託事業者が行い、産業振興課職員はその場に同席し

ていませんでした。 

  ３点目について、誤送信をした相手方には、委託事業者から発生の経緯、再発防

止策等を口頭により説明しています。 

委員 それらの委託事業者の対応は市の指示により行ったものでしょうか。 

産業振興課 委託事業者から上記の対応内容について報告があり、市はそれを了承

したかたちになります。 

委員 誤送信をしたのは委託事業者ですが、市の事業として行っているものについ

ては、その責任は市にあるものと思います。本来であれば、市がもう少し責任を持

った対応を行うべきだと思います。 

委員 今回の誤送信に対する市の対応を見ると、個人情報の漏えいの問題に対して、

やや軽視しているのではないかと感じる部分があります。個人情報の漏えいは、市

の信頼性を損ねる重大な問題ですので、そのことを認識して今後の対応を行ってい

ただくようお願いします。 

会長 今の大川委員、村委員が発言した内容も、審議会からの意見として申し添え

ます。市全体として重く受け止めていただくようお願いします。 

会長 それでは、他にないようでしたら、この件はこれで終了とします。 

担当課の方は、ありがとうございました。 

 

(9) オンライン学習のための機器貸与事業における申込者に対するメール誤送信につい
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て（報告） 

会長 次に議事の９番目「オンライン学習のための機器貸与事業における申込者に

対するメール誤送信について」の報告です。それでは、報告内容について、担当課

から説明をお願いします。 

指導課 「オンライン学習のための機器貸与事業における申込者に対するメール誤

送信」について、御報告申し上げます。資料１３を御覧ください。 

    「１ 概要」ですが、新型コロナウイルス感染症による小平市立小・中学校の臨

時休業が長期化したことにより、ICT を活用した家庭学習の支援や学習環境の整備

を行うため、市はタブレット端末及びモバイル Wi-Fiルーターを貸与する事業を開

始しました。本事業の電子メールによる申込事務において、個人情報の流出が発生

しました。 

「２ 漏えいした個人情報について」は、メール申込者１２４名のうち、５名の

メールアドレスで、これには氏名、住所、電話番号等の個人情報は含まれていませ

ん。 

また、メール申込者１２４名のうち１名は、保護者名、電話番号、児童名、在籍 

学校及び学年に関する情報が含まれています。この１名の方については、指導課か

ら送信された受付完了メールに返信したことにより、返信先に設定されていた５名

のうちの１名の保護者に、返信メールの内容（保護者名、電話番号、児童名、在籍

学校及び学年）が流出したものでございます。 

「３ 発生経過と市の対応」ですが、まず、発生経過については、令和２年６月

３日（水曜日）から同月６日（土曜日）の間に、小平市教育委員会指導課から貸与

の申込者に対して受付完了のメールを５回に分けて送信しました。 

令和２年６月６日（土曜日）１４時１５分頃、すでに受付完了メールを配信した

保護者（以下「通報者」という。）からの連絡により、通報者のメールアドレスが

別の申込者に表示されていたことが判明しました。申込者のうち１名が、指導課が

配信した受付完了メールに返信をしたことで、その内容が通報者に伝わり、事態が

判明したところでございます。 

職員が詳しい事実関係を調べたところ、指導課から受付完了メールを数十名ずつ

一斉送信した際に、１名のみ宛先のメールアドレスが表示する形式であったことが

判明しました。 

指導課からの受付完了メールは受付開始日からの５日間で計５回送信しており、

宛先表示されたメールアドレスは１回につき１名で、計５名分でした。 

次に、発生当日の市の対応ですが、メールアドレスが表示された５名の方には、

事実確認後、速やかにお詫びの連絡を電話で行いました。また、５名以外の申込者

１１９名には、他者のアドレスが表示されている事実を伝えお詫びするとともに、

二次被害を防ぐため市からの受付完了メールの削除を依頼しました。 
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その後の市の対応については、個人情報（保護者名、電話番号、児童名、在籍学

校及び学年）が流出した申込者２名に対し、発生経緯とその原因、再発防止策につ

いて説明し、改めてお詫びを行ったところでございます。 

また、申込者全員に対し、発生経緯とその原因、再発防止策を示したお詫びの文

書を郵送し、お詫びの文書において、改めてすでに配信されている受付完了メール

を削除してもらうよう依頼しました。 

「４ 漏えいの原因」については、受付完了メールを送信する際に受信者の宛先

を「BCC」として送信すべきところ、５名に誤って宛先を「TO」として送信したた

めであります。宛先の形式の確認を徹底しなかったことが原因です。 

送信状況は以下のとおりです。 

受付完了メール     配信日時       宛先「TO」 「BCC」 

１回目 ６月３日（水） １０:２３ １名  ３３名 

２回目 ６月４日（木） １５:３３ １名  ４５名 

３回目 ６月４日（木） １７:５０ １名   １名 

４回目 ６月５日（金） １７:４７ １名  １８名 

５回目 ６月６日（土） １０:００ １名  ２２名 

計                    ５名 １１９名 

「５ 再発防止策」については、今回の事態を重く受け止め、電子メール送信の

際には複数名の職員による確認体制を徹底するとともに、個人情報保護教育の徹底

と管理体制のさらなる強化に取り組み、再発防止に努めていきます。 

報告は以上です。 

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 市が使用しているメールソフトは何でしょうか。 

事務局 「公開羅針盤」という市独自のシステムになります。 

委員 例えば Outlook のメールソフトは、新規メールを送付する際に、自動的に送

付先が自身のアドレスになっていて、BCC は設定した宛先のみになるような設定が

できますが、そういった誤送信を防ぐための設定はできるのでしょうか。 

事務局 宛先を自動設定するようなシステムはありません。 

会長 システム上の対策がなく、人為的な対策のみになるのであれば、各職員の危

機意識の問題になり、再発の可能性が高いと言えると思います。各職員の対応のみ

で再発防止を図るのではなく、システム上の対策も必要ではないかと考えます。 

事務局 市が外部にメールを送信する際は、個人のアドレスではなく課で共有して

いるアドレスのみからの送信になります。送信時は宛先確認のチェック項目があり、

そこにチェックを入れないと送信できない仕組みになっています。また、メール送

信を含めた情報セキュリティ対策については、情報政策課が研修等により周知を図

るなどの対応をしています。 
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会長 そのような対策を講じているにも関わらず、職員のミスにより誤送信が起こ

ってしまったということなのでしょうか。 

事務局 今回のような事案は組織全体の問題であると考えられるので、個人情報保

護の対策を講じる関連部署が連携を図り、研修等を徹底することで再発防止に努め

ていきたいと思います。 

委員 誤送信をした担当職員は服務規律違反として処分の対象になるのでしょうか。 

事務局 服務規律違反になるかどうかについては、その事案により判断が異なると

ころですが、個人情報の漏えいが処分の対象となる場合はあります。ただし、今回

の事案では、漏えいした情報の規模が小さい、二次被害が起きていない等を考慮す

ると、処分される可能性は低いかと思われます。 

委員 指導課の職員においては、個人情報保護などの面において、学校の教職員に

対しても指導する立場であることを踏まえ、再発防止策や服務規律の徹底を図ると

ともに、市だけではなく教育委員会も含めて意識改革が必要であると思います。 

委員 職員はコンプライアンス研修を全員受けているのでしょうか。 

事務局 情報セキュリティに関する研修は毎年行っており、一定期間受講していな

い職員は、参加するようなものになっています。 

委員 東京都はコンプライアンス研修と情報セキュリティ研修の両方を全職員が定

期的に受講しており、市においてもそのような体制が必要だと考えますがいかがで

しょうか。 

事務局 情報セキュリティ研修については、受講者名簿等により受講者の管理がさ

れていると思われます。 

委員 市職員の IT 機器の取扱いに関する習熟度が低いと感じられます。習熟レベル

を上げるとともに、操作ミスが起こらないようなチェックシステムを確立すること

が重要であると考えます。 

会長 今回の事案に対する再発防止、研修等の強化を図ることについては、市、教

育委員会ともに徹底していただくよう審議会からの意見として申し添えます。 

会長 それでは、他にないようでしたら、この件はこれで終了とします。 

担当課の方は、ありがとうございました。 

 

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。 


