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令和２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５０回） 

 

１ 開催日時 令和２年１２月２８日（月曜日）午前１０時から午前１１時３０分まで 

 

２ 開催場所 市役所６階 大会議室 

 

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 鈴木係長、岩本主事（子育て支援課） 

      利光中央図書館長、西係長（図書館） 

 

４ 傍 聴 者 なし 

 

５ 会 次 第  

(1) 議事 

 ①  ひとり親世帯臨時特別給付金（基本給付（再支給分））の支給について（報告）    

② （仮称）小平市公文書等の管理に関する条例の制定について（報告）  

(2) その他 

 

６ 内容（要録）   

(1) ひとり親世帯臨時特別給付金（基本給付（再支給分））の支給について（報告） 

会長 議事の１番目「ひとり親世帯臨時特別給付金（基本給付（再支給分））の支給

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。 

子育て支援課 このたび、ひとり親世帯臨時特別給付金の基本給付再支給分につい

て、１２月２３日に支給を行いましたので、報告させていただきます。 

資料１を御覧ください。 

１の概要につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響を受けているひとり

親世帯を支援するため、ひとり親世帯臨時特別給付金を再度支給したものでござい

ます。 
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本件は新しい事業としてではなく、すでに実施しております「ひとり親世帯臨時

特別給付金事業」の第２回目の支給として実施いたしました。 

このため、この資料では令和２年７月以降支給しました給付金を「初回分」、今

回新たに支給しました給付金を「再支給分」として表記しております。 

２の対象者につきましては、基本給付（初回分）の支給を受けた方に一律で支給

をしたものです。 

このため、現在ひとり親でない場合、市外に転出した場合につきましても、 支

給いたしました。 

なお、基本給付（初回分）の支給を受けるには、(1)に該当する方は申請が不要

です。(2)又は(3)に該当する方は申請が必要となります。 

令和２年１２月２３日に支給した人数でございますが、１，０３２世帯でござい

ます。 

また、２の対象者の内、(2)又は(3)に該当する方につきましては、令和３年２月

末まで申請を受け付けますことから、今後、申請の際に初回分と再支給分を同時に

申請していただき、同時に支給いたします。 

３の給付額につきましては、１世帯５万円、第２子以降１人につき３万円となっ

ておりまして、初回分と全く同額でございます。初回分を受けた後、子供の数に増

減があっても変更されず、初回分と同じ金額を支給いたしました。 

４の申請手続につきましては、申請不要でございます。ただ、これは以前に初回

分が支給されている方で、令和２年１２月２３日に振り込みました方についてです。

初回分が支給されていない方につきましては、申請が必要となります。 

５のスケジュールにつきましては、令和２年１２月１４日に小平市ホームページ

への掲載、対象者の方へ御案内を送付しており、同月２３日に振り込みをしており

ます。同年７月に初回分の支給対象者になる可能性のある方には、申請書を送付し

ておりますが、申請されていない方もいらっしゃいますので、市報やホームページ

を通じ、また、個別に御案内文を送付して、再支給分も併せて支給を受けることが

できることを御案内し、申請を促してまいります。 

なお、申請期限は令和３年２月末でございます。 

６の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しておりません。子育て支援課の職員

が行いました。 

次に、支給対象者の抽出作業は、担当者のみが行い、データにはパスワードを設

定いたしました。 

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

使用いたしました。 

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したが、他の



3 

 

印刷物が混じらないように使用時間を分けて行いました。 

説明は以上です。 

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 封筒の宛名印刷に使用するプリンターは情報政策課にある専用プリンターで

はなく、子育て支援課内にある通常のプリンターを使用するのでしょうか。 

子育て支援課 そのとおりです。情報政策課のプリンターを使用する場合、使用の

手続に時間を要し、迅速な給付ができなくなることから、子育て支援課内のプリン

ターを使用しています。 

委員 対象者の要件に、「新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、

直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった者」とありますが、この状

況はどのように把握するのでしょうか。 

子育て支援課 上記の対象者は、申請が必要であり、申請に当たり「令和２年２月

の給与収入等の金額」×「１２か月」を年間の予定収入とし、その金額と、実際の

給与収入等を比較した上で、実際の給与収入等が一定の基準を下回っている場合に

給付するものです。 

委員 その対象になると思われる方にはどのように周知するのでしょうか。 

子育て支援課 所得制限のある児童育成手当の受給者には、令和２年７月に申請書

を郵送して御案内しています。 

  また、ホームページ及び市報でも周知しています。 

委員 前回の審議会のひとり親世帯臨時特別給付金事業の資料に、対象が１，００

０人とありますが、これは子供の数でしょうか。それとも世帯数でしょうか。 

子育て支援課 世帯数です。 

委員 前回の給付から世帯の子供が増えた場合、その子供の分は給付対象となるの

でしょうか。 

子育て支援課 今回の追加給付は、令和２年内の給付を目指していたため、世帯状

況の確認は行わず、前回給付した世帯に同額を給付したものとなっています。その

ため、増えた子供の分については、給付対象にしていません。 

委員 それは、国がそのような制度主旨で進めているということでしょうか。 

子育て支援課 そのとおりです。 

会長 これは既に実施済みの事業ということでしょうか。 

子育て支援課 そのとおりです。 

事務局 今後、同様の再給付事業等があった場合、今回のように非常に短いスケジ

ュールで実施されることが想定されます。その際に審議会としてどのように対応す

るべきでしょうか。 

会長 新型コロナウイルス感染症対策の事業は、特に短いスケジュールでの実施が

今後も想定されます。本来であれば、事業を実施する前に審議会に諮問するところ
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ですが、審議会を開催する実務上の手間を考えると、そういった事業があるたびに

開催するのはなかなか難しいと思います。そのような場合は、会長と事務局で確認

を行い、適宜、審議会の対応を判断したいと思いますが、御意見ありますでしょう

か。 

委員 新型コロナウイルス感染症等の緊急事態に対応するためには、ある程度のも

のは行政側で事業の性質を判断し、迅速に実施していくことが必要かと思います。

その場合は、審議会には事後報告をし、事業が適切に実施されたかを検証するよう

な形で進めていくこともよいかと考えます。 

委員 今後も、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種等の事務が想定され、迅

速な対応が求められると思います。事業を実施する前に審議会に諮る前提がある中

で、緊急性が高い事業だと判断するためには、本来であれば、事前に審議会に諮る

よりも事業の緊急性が優先されることを判断できる基準があるとよいかとは思いま

す。ただ、今回の新型コロナウイルス感染症に関する事業は、緊急性が高いものと

判断できるかと考えます。 

事務局 ひとり親世帯臨時特別給付金事業については、今後、同様の事業があった

場合の審議会の対応は、今回と同様に審議会に報告することでよいでしょうか。 

会長 審議会に諮る前に事業を実施した場合でも、審議会に報告はすべきと考えま

す。事業の緊急性の判断については、今後、実施する事業ごとに臨機応変に対応し

ていきますが、まずは行政側で緊急性の考え方を整理する必要があると思います。 

  この件につきましては、事前に審議会に諮問することと、事業の緊急性をその

都度判断しながら、事業の緊急性が高い場合は審議会に事後報告としていくことで

よろしいでしょうか。 

   ＝異議なし＝ 

 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。 

 

(2) （仮称）小平市公文書等の管理に関する条例の制定について（報告） 

会長 議事の２番目「（仮称）小平市公文書等の管理に関する条例の制定について」

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。 

総務課 市では、令和元年６月に小平市公文書管理検討委員会を設置し、総務課及

び図書館を中心として、市における公文書の適正な管理について検討してまいりま

した。検討の結果、公文書等の管理に関する法律（以下「公文書管理法」とい

う。）の趣旨にのっとった「新しい公文書管理制度」を導入し、公文書管理に関す

る統一したルールの明確化や歴史公文書の考え方を取り入れた保存・利用の仕組み

の構築などを進めていくこととし、令和３年２月に「（仮称）小平市公文書等の管

理に関する条例」（以下「公文書管理条例」という。）の議案を市議会に提出する予

定です。 
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この公文書管理制度に関する取組は、情報公開制度と併せ「車の両輪」となって

市政の適正かつ効率的な運営や現在及び将来の市民に対する説明責任を果たすこと

などを実現していくもので、今後、審議会が情報公開制度と同様に公文書管理の取

組に関しても何らかの形で関与することを想定していることから、公文書管理条例

の概要を報告するものです。 

公文書管理条例を報告する理由は、公文書管理条例の制定による公文書管理制度

に関する取組が、情報公開制度及び個人情報保護制度の基盤となっており、小平市

個人情報保護条例第３２条第２号に規定する「情報公開制度及び個人情報保護制度

に関する重要事項」に該当すること及び公文書管理条例の制定を受けて審議会の所

掌事務が拡充するためです。 

審議会の所掌事務については、現在の「小平市情報公開・個人情報保護審議会」

から「小平市情報公開・個人情報保護・公文書管理審議会」に名称が変更され、主

に公文書管理制度に関すること、歴史資料として重要な公文書に関すること及び公

文書の廃棄に関することの事務を担うことになります。 

公文書管理条例の考え方の基盤となる公文書管理法については、年金記録問題な

どの国の行政文書をめぐる問題を受け、行政文書の管理の在り方を見直し、公文書

の保存に向けた体制を整備するため、平成２１年７月１日に公布、平成２３年４月

１日に施行されたものです。公文書管理法では、公文書を「国及び独立行政法人等

の諸活動や歴史的事実の記録」であり、「健全な民主主義の根幹を支える国民共有

の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るもの」と位置付け、公

文書等を適正に管理することなどにより「国及び独立行政法人等の有するその諸活

動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすること」を求めてい

ます。 

公文書管理法の概要は、 

・公文書管理に関する基本的な考え方を明文化していること。 

・歴史資料として重要な公文書を「歴史公文書」と位置付け、全て国立公文書館

に移管し、併せて、移管後の歴史公文書の利用に関する仕組みを整備している

こと。 

・第三者機関として公文書管理委員会を設置し、重要な事項について関与する仕

組みを整備していること。 

・適正な公文書管理を確保する仕組みを整備していること。 

   になります。 

市では、新しい公文書管理制度を導入することが、小平市自治基本条例の第１０

条第１項第３号の「市民生活に重大な影響を及ぼす施策又は制度の導入又は改廃」

に該当するものとして、市民意見公募手続（以下「パブリックコメント」とい

う。）を実施しました。 
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パブリックコメントの概要は、以下のとおりです。 

・募集期間 令和２年１１月１６日（月）から１２月１５日（火）まで 

    ・提出方法 市ホームページ、郵送、ファクシミリ、電子メール、持参 

    ・閲覧場所 市ホームページ、総務課、中央図書館、市政資料コーナー、東部・

西部出張所 

    ・周知方法 市報１１月２０日号、市ホームページ 

・実施状況 応募者数 ３人 

パブリックコメントで提出のあった意見及びそれに対する対応結果のまとめにつ

いては、令和３年１月以降に市ホームページに掲載する予定です。 

公文書管理条例の内容ですが、公文書管理法の趣旨にのっとった公文書等の管理

を実現し、小平市情報公開条例との整合を図ります。公文書管理条例の概要は、 

・市の公文書管理に関する基本的な考え方を、市民の「知る権利」の保障の視点

も含めて明文化すること。 

・歴史公文書の考え方を導入し、移管先は教育委員会（図書館）とする。併せて、

移管後の歴史公文書（特定歴史公文書）の利用に関する仕組みを整備すること。 

・第三者機関として、市民公募委員が参加する小平市情報公開・個人情報保護・

公文書管理審議会を設置し、重要な事項について関与する仕組みを整備するこ

と。 

・適正な公文書管理を確保する仕組みを整備すること。 

になります。 

＝その他条例の構成等については、資料２の２(2)及び(3)のとおり＝ 

今後の公文書管理条例に関するスケジュールについては、令和３年２月に市議会

３月定例会に公文書管理条例議案を提出し、同年１０月に公文書管理条例のうち、

公文書の管理に関するもの（特定歴史公文書以外）及び審議会の改組（公文書等の

廃棄時の意見聴取を除く）の部分の規定を施行し、令和４年４月に審議会委員の改

選及び歴史公文書選別基準の制定を行い、同年１０月に公文書管理条例の歴史公文

書の移管に係る規定を含めた全面施行となります。 

また、令和８年１０月までに過去に発生した永久保存文書のうち、歴史公文書に

該当するものの移管を完了する予定です。 

説明は以上です。 

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 １点目は、文書の保存期間を最長３０年とすることについて、公文書管理法

にも公文書管理条例にも「３０年」という表記はありませんが、どのように保存期

間を定めるのでしょうか。 

  ２点目は、「市報こだいら」及び「市議会だより」は、保存期間を３０年とした

とき、それ以前に発行されたものは廃棄されるのでしょうか。それとも特定歴史公



7 

 

文書として保管されるのでしょうか。 

総務課 １点目について、国は「行政文書の管理に関するガイドライン」で保存期

間を最大で３０年と定めています。市も国に合わせて保存期間は最大３０年としま

すが、それは公文書管理条例ではなく、規則、規程等で定める予定です。 

  ２点目について、市報こだいら等の一般的に広く公表されている文書等は、公

文書管理条例で規定する「公文書」には当たらないことになっています。そのよう

な文書は公文書としてではなく、資料として図書館等で保存することになります。 

委員 市報こだいら等の文書は、公文書として公文書管理条例の範囲内で保管する

対象にならないということでしょうか。 

総務課 そのとおりです。仮に市報こだいら等の文書が公文書に当たると判断され

た場合は、それらの文書が歴史公文書であるかどうか、また、保存期間終了後に特

定歴史公文書として保管するかどうかを判断していくことになります。 

委員 概要資料では、特定歴史公文書は図書館に移管するとありますが、公文書管

理条例では実施主体を表す表記が、「教育委員会」又は「教育委員会以外は」とい

った表記になっていて、実施機関としての教育委員会を指すのか、図書館を指すの

か、分かりにくい箇所があります。国は国立公文書館を設置していますが、市はそ

のような機関を設置できないのでしょうか。 

  また、各実施機関が保有する文書が、公文書、歴史公文書又はそれ以外の文書

にそれぞれ該当するかどうかの選別は、誰がいつ行うものなのでしょうか。 

 会長 私も特定歴史公文書の保管等を行う実施主体が図書館であるということを、

公文書管理条例では「教育委員会」と表記しているのは分かりにくいと感じます。 

   また、一般的に図書館は公文書を取扱うイメージがないため、国の国立公文書

館のような機能を持った機関を設置できれば分かりやすいと思います。 

   「公文書」の定義についても、どの範囲までの文書を「公文書」とするのか、公

文書管理条例からは具体的な基準は見えてこないですが、例えば、政策決定課程で

作成したメモなどはどのように扱うのかなど、今後どのように対応していくのでし

ょうか。 

 図書館 まず、図書館の今後の業務体制ですが、図書館内に公文書管理条例で規定

される公文書に関する業務を担当する部署を設置する予定です。この担当の業務は、

通常の図書館業務とは異なり、公文書に関する業務に専任するような想定をしてお

り、中央図書館内に設置される予定です。 

   また、今後、市民の方々には、一般の図書館業務と公文書に関する業務とが混

同しないよう周知を図っていく必要があると考えています。 

 会長 小平市立図書館条例又はそれに関係する規則等の改正は行うのでしょうか。 

 図書館 小平市立図書館条例は、主に図書館法に基づいた業務を規定しており、今

回の公文書に関する業務とは別物となっていますので、改正の予定はありません。 
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 会長 小平市立図書館条例を改正しない場合、図書館が公文書に関する業務を行う

根拠はどこにあるのでしょうか。 

 総務課 特定歴史公文書を図書館に移管すること等は、公文書管理条例で規定しま

す。 

   また、国は国立公文書館を設置していますが、市のレベルで今後新たに公文書

館を設置することは難しい面があります。現在、図書館が業務の一部として担って

いる地域資料の収集等の延長線上に、特定歴史公文書に関する業務等も該当してい

るとの考えもあり、いわゆる公文書館に当たる業務を今後は図書館が担っていくと

いう方針です。 

会長 図書館が、機能として公文書館に当たる業務を担当するという理解でしょう

か。 

総務課 そのとおりです。 

   また、歴史公文書の選別については、今後、該当する文書の例示をするなど、

分かりやすい基準を作成することで、各担当課で選別を行います。 

   公文書の定義は、公文書管理条例第２条に規定しているとおり、職員が職務上作

成し、又は取得したものであって、組織共有性があるものとしており、当該定義は、

現在の小平市情報公開条例で定義している「市政情報」と同様のものです。 

   政策決定課程で作成したメモなどは、単なるメモであれば公文書には当たらない

ところですが、公文書管理条例第４条では、「実施機関における経緯も含めた意思

決定に至る過程並びに当該実施機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は

検証することができるよう、文書を作成しなければならない。」と規定しており、

意思決定の経過記録等は、公文書として残していくことを義務付けています。 

会長 特定歴史公文書の選別等の業務においては、市の職員だけではなく、専門的

な知識を持った方が必要であると感じますので、文書の専門家を交えて選別等の業

務に取り組んでもらうようお願いしたいです。 

委員 特定歴史公文書のように、永久に保存していくような文書の保存方法は紙媒

体が基本となるのでしょうか。それとも今後、電子化を図っていくのでしょうか。 

 図書館 現在では、例えば古文書のような文書は紙媒体の保存が基本となっていま

すが、紙媒体だと時間の経過とともに劣化していくことが問題になります。今後保

存していく文書については、紙媒体のものは劣化を防止するよう対策を講じるとと

もに、必要に応じて電子化での保存も検討していく必要があると考えています。 

 総務課 現在、市では公文書管理システムによる電子媒体での文書作成を進めてい

ますので、その中で特定歴史公文書になるものは、電子媒体のまま図書館へ移管す

ることも想定されます。 

 委員 １点目に、公文書管理法第１条では「健全な民主主義の根幹を支える国民共

有の知的資源として」公文書を管理する旨の目的が規定されていますが、公文書管
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理条例にはこのような文言は置かないのでしょうか。 

２点目に、現在制定されている小平市文書管理規程と公文書管理条例の関係につ

いて教えてください。 

３点目に、公文書管理条例第４条は文書作成の原則を規定していますが、ただし

書に「処理に係る事案が軽微なものであるときは、この限りでない」と記載があり

ます。この「軽微なものであるとき」とは、具体的にどのような場合が想定される

のでしょうか。 

  総務課 １点目について、公文書管理条例を作成するに当たり、公文書管理法をは

じめ他自治体の類似条例も参考としたところですが、「健全な民主主義の～」のよ

うな文言は公文書管理法ならではの表現になっており、自治体の条例にはあまりな

じまないものと考えています。 

    ２点目について、公文書管理条例が制定されることで、市の公文書の管理の根

幹は条例で規定することになりますので、小平市文書管理規程など現在、市が制

定している文書に関する規則、規程等は、併せて改正を行います。 

    ３点目について、「軽微なものであるとき」の具体的な基準は、手引等を作成す

ることで庁内に示していきたいと考えています。 

  委員 公文書管理条例第３３条では、実施機関に対し、必要な知識及び技能を習得

させ、及び向上させるために必要な研修をする旨が規定されていますので、公文書

に関する業務が適切に行われるよう、市職員に周知を図っていただきたいと思いま

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。 

 

会長 その他に何か事務局からありますか。 

事務局 このたび、国による個人情報保護制度の改正に向けての動きがありました

ので報告します。 

  国や地方公共団体のデジタル化を推進する等の目的のため、個人情報保護委員会

が各自治体に関与していくこと、自治体ごとに制定している個人情報保護条例によ

りそれぞれの自治体が異なった基準で個人情報保護制度を運用していること対し、

統一的な基準を策定すること等の動きが見られます。 

  このため、個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」という。）が

改正され、各自治体も個人情報保護法で規定された基準に従って個人情報保護制度

を運用することになると思われます。 

  今後、市の関係する条例等も改正の必要があり、審議会の運用も変わっていくこ

とが想定されます。改正内容の詳細は不明ですが、オンライン結合に対する諮問基

準等が見直されるようです。 

  改正後の個人情報保護法は、施行されるまである程度の期間の猶予があると見込
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まれます。 

以上です。 

会長 以上で本日の会議を終了します。お疲れ様でした。 


