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令和２年度第４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５１回） 

 

１ 開催日時 令和３年３月２５日（木曜日）午後４時から午後６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、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 赤坂市民サービス担当課長、遠藤係長（市民課） 

      櫻井課長、永田課長補佐（健康推進課） 

国冨教育指導担当部長、岡村課長補佐、金田主任（指導課） 

      平城主任（総務課） 

 

４ 傍 聴 者 なし 

 

５ 会 次 第  

(1) 議事 

 ① 第２０回小平市政に関する世論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 妊婦台帳への死産情報の追加に対す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）  

③ GIGAスクール構想に係るGoogle Workspace for Educationの活用に伴う個人情報

の本人以外からの収集、目的外利用及びオンライン結合について（諮問）    

④ 小平市庁用車ドライブレコーダー設置による個人情報の本人以外からの収集につ

いて（諮問）  

(2) その他 

 

６ 内容（要録）   

(1) 第２０回小平市政に関する世論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 議事の１番目「第２０回小平市政に関する世論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。 
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市民課 それでは、「第２０回 小平市政に関する世論調査 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」につきまして御説明申し上げます。資料

１を御覧ください。 

小平市政に関する世論調査は、市民の生活意識と、市政に対する意向・要望を把

握し、行政全般にわたる施策遂行上の参考資料を得ることを目的に実施するもので

ございます。今回調査は、第２０回目で、平成２８年度の前回調査以来、５年ぶり

の実施となります。 

資料の１「諮問理由」でございますが、小平市政に関する世論調査の対象者を住

民基本台帳より抽出するため、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、小平市情報公開・個人情報保護審議会に諮問させていただくものでございます。 

２の「調査の目的」でございますが、冒頭、申し上げましたとおり、市民の生活

意識と、市政に対する市民の意向及び要望を把握し、行政全般にわたる施策遂行上

の参考資料を得ることを目的として実施するものでございます。 

３の「調査の概要」でございますが、調査地域は、小平市全域、調査対象は、市

内に住所を有する１８歳以上の市民といたします。無作為抽出により、２，０００

名の方を対象に実施いたします。調査期間は、令和３年５月上旬からおおむね１か

月程度を予定しております。調査方法は、第２０回小平市政に関する世論調査票を、

返信用封筒同封の上で郵送し、返信をお願いするものでございます。 

４の「事務の流れ」でございますが、住民基本台帳から対象データを抽出して、

宛名シール２部と対象者一覧を作成いたします。宛名シールを委託事業者に手渡し

し、委託事業者で封入封緘及び宛名シールの貼付をした後、委託事業者が発送いた

します。調査票は無記名とし、返信先は市民課としております。調査票発送から一

定程度の期間経過後に、委託事業者から、調査回答に対する礼状兼回答依頼のはが

きを送付いたします。返信された調査票は委託事業者に引き渡し、委託事業者は調

査票の集計、分析を行い、１１月中旬を目途に報告書を作成いたします。 

次に、調査項目（案）でございますが、５の「調査項目（案）」のとおり、定住

志向、生活環境、安全・安心、文化・スポーツ、環境・ごみ処理、産業、公共施設、

新型コロナウイルス感染症などについて調査を依頼するもので、現在、設問につい

て検討しているところでございます。 

終わりに、６の「セキュリティ対策」でございますが、宛名用ラベルシールは、

情報政策課のプリンターで内部印刷し、担当職員が施錠の上で一時保管いたします。 

委託事業者には直接手渡しし、運搬の際は鍵付きアタッシェケースを用意し、発送

までの間は施錠できる場所に施錠の上で、保管いたします。調査票は無記名とし、

市に返信された後、市民課が取りまとめて委託事業者に引き渡します。また、調査

に関する問合せ先は市民課としていますので、調査対象者と委託事業者が直接連絡
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を取ることはございません。「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」を委託事業者と取り交わし、個人情報の提供、管理の方法や取り扱

いについて、業務責任者により、当該業務の従事者全員にセキュリティに関する義

務を徹底することを明確にしております。今回調査の実施に当たり、委託事業者と

は十分に協議し、連絡調整の上、慎重かつ確実に進めてまいります。 

  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 まず、調査項目の回答者属性に「性別」とありますが、近年ではこのような

調査において性別は記入させないような場合が多くなっていると思われますが、性

別の無記入は検討していますでしょうか。 

  次に、自由記述欄は枠が小さく書ききれない場合は、別紙も可とするなどの配

慮をお願いしたです。 

  次に、調査の問合せについては、市民課に連絡とありますが、電話連絡のみでは

なくメール等でも受け付けていただけるとよいかと思います。 

市民課 まず、「性別」の記載ですが、男女の別も含めての調査集計を行うため、必

要な項目の１つとして設けています。自由記述欄と問合せ先については、できる範

囲で対応できるよう検討してまいります。 

会長 今回の世論調査を行うに当たり、市庁内の政策、統計、広報部門との調整は

行ったのでしょうか。各部署の役割分担はどのようになっているのでしょうか。 

市民課 今回の世論調査を行うに当たり、事前に庁内の各部署へ調査項目の設問に

ついて調査を行っており、それらを市民サービス担当課長が取りまとめています。

庁内の調査後、政策課と調整を行い、設問を確定しています。また、世論調査の発

送・集計業務については、市民サービス担当課長の分掌事務である広聴業務の一環

として行っています。 

委員 業務の一部を外部委託することについて、委託事業者に対する個人情報の管

理方法等を教えてください。 

市民課 委託事業者の作業場所を確認すること等を行い、個人情報が適切に管理さ

れているかを確認することとします。 

委員 委託事業者が実際に作業をしているときに確認するのでしょうか。 

市民課 作業中に確認することを予定しています。 

委員 過去の世論調査のアンケート回収率を教えてください。 

市民課 前回調査時の回収率は５１．６％でした。直近５回分の回収率を見ても、

おおむね５０％～６０％となっています。 

委員 セキュリティ対策のうち、委託事業者に対し「個人情報の提供、管理、返却

方法や個人情報を取り扱う責任者を明確にする」とありますが、具体的な対応方法

を教えてください。また、「世論調査の送付者や問合せ先等を小平市市民部市民課
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とすることで、調査対象者と委託会社が直接連絡を取ることがないよう配慮する」

とありますが、こちらも具体的にどのような配慮を行うのか教えてください。 

市民課 まず、委託事業者に対する対応ですが、「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」に業務責任者の届出を義務付けています。市は主

に業務責任者に対し、セキュリティ対策の遵守を徹底するよう指導していきます。 

  次に、問合せに対する配慮ですが、委託事業者の連絡先は公表せず、送付する

封筒等には市民課の連絡先を記載することで、調査回答者と委託事業者とが直接や

り取りをしないよう配慮しています。 

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、「第２０回小平市政に関する世論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) 妊婦台帳への死産情報の追加に対す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 議事の２番目「妊婦台帳への死産情報の追加に対す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。 

健康推進課 それでは、資料番号２「妊婦台帳への死産情報の追加に対する個人情

報の本人以外からの収集及び目的外利用について」について御説明いたします。 

１の諮問理由でございますが、死産につきましては、死産の届出に関する規定 

により、公衆衛生、特に母子保健の向上を図るため、死産の実情を明らかにするこ

とを目的として、父母等が市区町村長へ届出を行うこととされております。死産届

出に関する情報は、母子保健法に規定する各母子保健施策を行うに当たり、妊産婦

等への切れ目ない支援を実施する観点から必要な情報ではございますが、当該情報

を死産届出のあった市民課から収集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）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の事務の目的でございますが、健康推進課は妊娠届出窓口であり、妊娠
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届出を基に妊婦台帳を作成しており、かつ、母子保健施策として、妊娠期からの切

れ目ない支援を実施しております。妊娠届出受理した後、母子健康手帳の交付や妊

婦面談を実施し、妊婦訪問やハローベビークラス事業など妊娠中から母子保健施策

を実施しておりますが、死産届出は、保健統計主管課（市民課）での届出でござい

ますので、以前から、死産の届出をした者に対して、健康推進課では、妊婦訪問対

象者として認識したまま訪問確認の電話を入れることで、苦情につながる事例等が

ございました。また、近年でございますが、市民からも死産届出の情報を市民課戸

籍担当と共有してほしいと要望もございまして、妊娠期での母子保健施策に関して、

適切な対応を求められております。そこで、保健統計主管課（市民課）から死産情

報の提供を受けることで、母子保健施策に関する適切な対応を実施いたしたく存じ

ます。なお、厚生労働省からも、令和２年１１月２０日付けで母子保健施策を適切

に講じられていない状況があるということから、「行政機関の保有する個人情報の

保護に関する法律第８条第２項に基づき、法令の定める所掌事務の遂行に必要な場

合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由があるときは、

利用目的以外の目的のために提供できることができる」という内容の依頼通知がご

ざいました。 

次に、３の目的外使用実施の概要でございますが、妊娠届出後の死産を届出した

産婦に対する母子保健施策に対する適切な対応といたしまして、妊婦面談、妊婦訪

問、妊婦電話入れ、ハローベビークラス、新生児・妊産婦訪問指導、その他妊婦に

必要なお知らせ等の配布などの母子保健施策につきまして、死産を届出した産婦は

対象外として取り扱うことといたします。  

次に、４の事務の流れでございますが、市民課戸籍担当に届出のあった死産届出

に関して、健康推進課から１か月に１回、事実のあった日、産婦氏名、生年月日、

住所を記入する用紙を用意し、死産届出のあった産婦の請求を行います。請求によ

り把握した死産した妊産婦については、妊娠届出書を確認し、妊婦台帳に記入され

た妊婦名簿にその旨を記載いたします。 

最後に、５のセキュリティ対策についてでございますが、死産届出に関する情報

が記入された用紙は、市民課から健康推進課へ、直接手渡しで行います。死産届出

に関する情報が記入された用紙を市民課から持ち運ぶ際は、専用のファイルに入れ

ることで他の用紙と混同しないようにいたします。妊婦台帳にその旨を記載した後

は、機密文書として取り扱い処理をする流れを実施いたします。 

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 死産届出に関する情報が記入された用紙は、どのように廃棄するのでしょう

か。 

健康推進課 当該用紙は、妊婦台帳への必要な情報の記載が終わり次第、健康セン
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ター内にてシュレッダー処理する予定です。 

会長 機密文書の廃棄方法は、溶解処理が一般的なものと考えられますが、溶解処

理はしないのでしょうか。 

健康推進課 迅速な廃棄という部分でシュレッダー処理を想定していますが、溶解

処理も含め、より機密性の高い廃棄方法を検討します。 

会長 １点目に、今回の取組は、死産届を提出しない方を対象とするものなのでし

ょうか。 

  ２点目に、死産届を提出しない方はどの程度いるのでしょうか。 

健康推進課 １点目について、今回の取組は、市民課に死産届が提出された場合、

健康推進課が提出された情報を共有することで、母子保健施策に関する適切な対応

を実施するものです。 

  ２点目について、健康推進課では死産届を提出しない方の人数は把握していま

せん。 

委員 添付資料９ページの「諮問事項別説明書」中の「記録の対象となる個人の範

囲」に「届出人及び流産・死産経験者」とありますが、死産届出には流産も含まれ

ているのでしょうか。 

健康推進課 妊娠１２週目以降の場合を死産と定義しており、妊娠１２週未満の場

合は流産と定義しています。死産の場合は、死産届出の提出が必要になります。今

回、健康推進課が市民課と共有する情報は、死産届出の内容のみになります。 

事務局 資料９ページ目の「流産・死産経験者」の表記については、今回共有する

死産情報とは別の、市民課のみが保有する流産経験者に関する情報のことかと思わ

れます。後ほど、事務局で確認します。 

会長 死産届出者に対するケアは現在行っているのでしょうか。 

健康推進課 現在、専門のケアは行っていないところですが、妊婦訪問等で死産の

事実を把握した場合は、相談等を受けています。死産届出者に対するケアについて

は、今後検討していきたいと考えています。 

会長 １年当たりの死産の件数は把握していますでしょうか。 

健康推進課 令和２年中で１８件になります。 

委員 資料１ページ目の「国においても、行政機関の保有する個人情報の保護に

関する法律（平成１５年法律第５８号）第８条第２項に基づき、法令の定める

所掌事務の遂行に必要な場合であって、当該保有個人情報を利用することにに

ついて相当の理由があるときは、利用目的以外の目的のために提供できること

ができるとされている」とは、具体的にどのようなものでしょうか。 

健康推進課 厚生労働省から令和２年１１月２０日付けの文書にて、死産情報につ

いて関係機関が共有を図るよう通知があったものです。 

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。 
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大川委員 承認します。 

村委員 承認します。 

浅野委員 承認します。 

原田委員 承認します。 

佐々木委員 承認します。 

清水委員 承認します。 

村田委員 承認します。 

会長 それでは、「妊婦台帳への死産情報の追加に対す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。 

 

(3) GIGAスクール構想に係るGoogle Workspace for Educationの活用に伴う個人情報の

本人以外からの収集、目的外利用及びオンライン結合について（諮問） 

会長 議事の３番目「GIGAスクール構想に係るGoogle Workspace for Educationの

活用に伴う個人情報の本人以外からの収集、目的外利用及びオンライン結合につい

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。 

指導課 それでは説明いたします。 

  はじめに、諮問理由ですが、小平市教育委員会では、文部科学省が提唱する一

人一台端末の実現をはじめとする「GIGA スクール構想」に取り組んでいます。

Chromebook の導入及び Google 社のクラウドサービス Google Workspace for 

Education の導入を決定し、教材や課題の配付・回収、ビデオ会議などの各種 ICT

サービスの活用を視野に入れています。Google Workspace for Education の活用

に当たり、児童・生徒・教員一人一人に個人情報を含むアカウントが必要となり、

そのアカウントによって個人が識別された状態で各種 ICTサービスが利用可能とな

ります。学齢簿データを元に児童・生徒のアカウントを作成することが、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）に該当すること、及びアカウントを Google Workspace for 

Education 内で登録し、個人が識別された状態で各種 ICT サービスを利用すること

が同条例第１１条第２項第２号（通信回線による電子計算組織の結合による外部提

供）に該当することから、小平市情報公開・個人情報保護審議会へ諮問するもので

ございます。 

  次に、事業の概要についてです。 

 事業の目的については、Google Workspace for Education の活用により、

GIGA スクール構想の目的でもある「全ての児童・生徒の可能性を引き出す個別

最適な学びと協働的な学びを実現すること」を目的としています。 

対象アカウント数（令和３年４月想定数）については、児童・生徒が １４，
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４４２、教員が８２２を想定しており、端末も同数を想定しています。 

事業の内容について、Google Workspace for Education におけるアカウン 

ト作成から活用までの流れは以下のとおりです。 

①学齢簿データを元に、児童・生徒の氏名、学校名、学年情報を収集します。 

②教職員名簿を元に、教員の氏名、学校名を収集します。 

③所定フォーマットに上記①及び②の情報、また ID、パスワード及び児 

童・生徒/教員区分情報を付加し、アカウント一覧を作成します。 

なお、学年情報は小学校入学年度に置き換えます。また、児童・生徒アカ

ウントと教員アカウントのデータファイルはそれぞれ分けて作成します。 

④児童・生徒/教員アカウント一覧を学校ごとに分割し、各学校へ送付しま

す。 

⑤各学校においてアカウント一覧を確認し、児童・生徒アカウントについて

は、CSV データを作成します。教員アカウントについては、教育委員会で

CSVデータを作成します。 

⑥各学校、教育委員会でそれぞれの CSV データを Google Workspace for 

Education 内で取り込み、アカウントを登録します。 

  なお、⑤、⑥は、教育 ICT 保守を委託している業者により、その一部が代

行されることがあります。 

   ⑦各学校において、Google classroom の設定を行います。設定においては、

教員が学年・組等のクラスルームを作成し、児童・生徒アカウントを追加

します。 

⑧各学校において、Google Workspace for Education の各種 ICT サービスを

活用します。 

活用事例としては、Google classroom を活用し、教員がクラス内の児童・ 

生徒に対して教材や課題を配付し、児童・生徒が回答する（成果物を送付す

る）。 Google ドライブに児童・生徒・教員が学習記録（ワークシート、レポー

ト、作品、動画・写真等）を保存するなどが挙げられます。 

次に、オンライン結合の効果ですが、オンライン結合による ICT の活用によ

り、学習活動のより一層の充実、主体的・対話的で深い学びの視点による授業

改善が期待できます。一斉学習、個別学習、共同学習からそれぞれ例示すると、

一斉学習においては教材や課題の配付・回答により双方向型の授業が可能とな

ります。また、個別学習においては学習記録の確認により児童・生徒一人一人

の理解度に応じた個別学習や個に応じた指導が可能となります。さらに、共同

学習においては編集・共有・共同編集により児童・生徒が情報の編集を経験し

つつ、多様な意見にも即時に触れることが可能となります。これらの学習活動、

授業改善は、小平市教育振興基本計画の教育目標である「将来の社会を支える
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すべての子どもの「生きる力」をはぐくむ」ことにもつながると考えられます。 

次に、セキュリティ対策ですが、アカウント一覧（データ）においては、パ

スワードを設定します。 

Chromebook が接続する無線 LAN は暗号化を行い、通信内容の盗聴を防止しま

す。また、各学校において、ファイアウォールやフィルタリング機能などネッ

トワーク上のセキュリティ対策が可能なルーター（UTM）を配備するなど、無

線 LAN接続時においては複合的な安全対策を講じるものとします。 

Google Workspace for Education へのアクセスは ID とパスワードによる認

証を要するものとします。 

教育 ICT 保守の委託業者においては、専用の ID とパスワードを付与し、契

約時に「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

盛り込むなど、対策を講じるものとします。 

Google 社においては、国際規格を取得しており、各種 ICT サービスへの接続

時や利用時におけるデータの暗号化、データセンターやサーバーなどへの常時

監視など、厳格に運用しています。 

児童・生徒にはアカウント情報を他人に知らせない、また、写真等による肖

像権を侵害しないといった情報モラルの徹底を周知し、教員には「教育情報セ

キュリティポリシー」（文部科学省、令和元年１２月）に準じたセキュリティ

遵守を周知する予定です。 

説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いします。 

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 小学校１年生でアカウントを作成した場合は、６年間同じものを使うのでし

ょうか。 

指導課 そのとおりです。 

委員 転校、卒業等で在籍がしなくなった児童生徒については、アカウントは抹消

されるということでよいでしょうか。。 

指導課 そのとおりです。 

会長 誰がアカウントの抹消作業を行うのでしょうか。 

 指導課 教育委員会事務局の職員が行います。 

 会長 市内の小学校から市内の中学校へ進級した場合、アカウントは新しいものを

付与するのでしょうか。 

 指導課 小学校と同じアカウントを使用します。 

 委員 １点目に、児童生徒が端末を持ち帰るに当たり、紛失、盗難等があった場合

の、アカウント、パスワード等のセキュリティ対策を教えてください。 

２点目に、Google社との契約において、情報漏えい等のトラブルがあった場合の

対処方法を教えてください。 
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３点目に、アカウントは、一覧をCSVデータで作成し管理するとのことですが、

単純なデータ管理であるため、情報漏えいの危険性が高いと思われますが問題はな

いのでしょうか。 

 指導課 １点目の児童生徒による端末、アカウント、パスワード等の管理方法です

が、まず、児童生徒に対する管理方法の教育を徹底します。その他に、パスワード

は初期設定をした上で使用者により再設定を行うものとなっています。また、パス

ワードは教育委員会事務局を含め、本人以外は知りえないものとなっています。パ

スワードの紛失等があった場合は、学校の管理者権限でリセットした後、再設定す

ることができます。 

   ２点目について、Google社は国際規格であるISOを取得しています。第三者によ

る監査等の審査も数多く受けているところですので、情報に対するセキュリティレ

ベルは、信頼できるものと考えています。 

   ３点目について、CSVデータは教育委員会事務局で作成し、そのCSVデータを各学

校の管理者に送付し、学校ごとに登録を行います。CSVデータは暗号化をすること

で情報漏えいの防止に努めます。 

 委員 各学校に管理者を置くとのことですが、情報を扱う職員への研修等はあるの

でしょうか。 

指導課 ４月に各学校の管理者に対し研修を行い、５月には実務者に対する研修を

行う予定です。 

委員 各学校の管理者とは、役職上は管理職の方が務めるのでしょうか。 

指導課 そのとおりです。実務的な管理は副校長が務めることになります。 

委員 現在の教育委員会における情報セキュリティポリシーの状況と、今後それが

どのように変わっていくのか、また、それらを教員及び児童生徒にどのように伝え

ていくのかを教えてください。 

 指導課 現セキュリティポリシーについては、当面の間、文部科学省が発出してい

る令和元年度のセキュリティポリシーに則って各学校で運用していきます。その後、

令和３年度から教育委員会事務局に新しく設置されるICT担当を中心に、市独自の

セキュリティポリシーを作成します。また、児童生徒に対しては５月上旬の運用開

始までに、授業の中で、基本的な情報モラル、端末の扱い方等を学習させることと

します。 

 委員 児童生徒に対する情報の取扱いに関する学習等は、運用開始後も続けていく

のでしょうか。 

 指導課 そのとおりです。 

  委員 １点目に、資料３の４のセキュリティ対策に「無線 LAN 接続時においては複

合的な安全対策を講じる」とありますが、詳細を説明してください。 

    ２点目に、今回のアプリは全教科に対して使われるのでしょうか。 
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    ３点目に、端末の仕様を教えてください。 

  指導課 １点目について、外部侵入におけるセキュリティ対策として、ルーター、

ドライブ等に対する Google 社が持つ機能は強固なものであると考えています。一

方で、アカウント、パスワード等の内部による漏えいの対策としては、児童生徒へ

の情報の取扱いに関する学習を徹底することとします。 

２点目については、全教科に使うことを考えています。 

３点目について、端末の機種は、Lenovo社の 300eを使用します。 

  会長 １点目に、人事情報等を含めた教員間のデータについて、東京都教育委員会

とも共有を図るのでしょうか。 

    ２点目に、学習に ICT を導入することで、学校間格差が生じる可能性がありま

すが、どのような対策を考えていますでしょうか。 

    ３点目に、児童生徒同士のなりすまし等に関する対策はありますでしょうか。 

    ４点目に、私立学校と市立学校とで ICT導入に関する格差はあるのでしょうか。 

指導課 １点目について、人事情報は教員名と配属先の学校名を扱っていますが、

これは、東京都教育委員会において公表されています。また、端末のアカウント等

については、市でのみ管理する情報になります。 

  ２点目について、教育委員会では、学習における端末の使用について目指すべ

き方向性と活用の頻度を年度ごとに定めてます。その上で、学校ごとに具体的な活

用方法を検討することで、実践的な活用を図っていきます。また、端末の活用状況

や活用事例を学校間で共有すること、令和３年度４月から教育委員会事務局に設置

するICT支援員２名により、各学校を巡回すること等を行います。 

  ３点目について、児童生徒に対して、自身のアカウント及びパスワードは他者に

教えてはいけないことの指導を徹底します。また、評価を行う教員もなりすましの

危険性を認識した上で、評価に取り組む姿勢が重要であると考えます。 

  ４点目について、市内で既に端末を導入している私立学校があり、市でも情報共

有を図っているところですので、特段格差は生じないものと考えています。 

会長 資料の「小平市教育系ネットワーク概要」では、中央図書館にもサーバーが

配置されているようですが、今回の事業にどのような関連があるのでしょうか。 

指導課 当該資料のとおり、現在、中央図書館に教育委員会の公務用パソコンのセ

ンターサーバーを配置しています。GIGA スクール構想におけるクラウドサービス

等の回線は、当該サーバーを介さない形となっていますので、特段影響はありませ

ん。 

委員 端末を使用した児童生徒に対する具体的な学習評価方法を教えてください。 

指導課 学習における端末利用は、従来どおりの教科書に沿った学習内容を補助す

ることが主な利用方法になると考えていますので、端末の活用の有無が直ちに評価

につながるとは考えていません。テストを端末で行うものではなく、通常の授業の
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中で使用していくものになります。 

委員 端末は自宅に持ち帰って使用できるのでしょうか。 

指導課 適正な情報管理の観点から、令和３年度においては、原則端末の持ち帰り

は行いません。まず、児童生徒に情報モラルの習熟をさせた上で行うものと考えて

います。 

委員 端末等の保守点検は事業者に委託するものと考えられますが、その際のセキ

ュリティ対策を教えてください。 

指導課 まず、アカウント登録作業については、事業者からは技術的支援を受ける

のみで、作業は職員が行うものになっています。保守業者については、専用の ID

を付与していますので、その範囲でのみ作業を行うものとします。また、システム

を使用した場合は、その記録が残ることとなっていますので、十分な監視ができる

と考えています。 

委員 学校ごとに進捗管理を行うとのことですが、進捗管理の結果、学校ごとに差

が生まれていた場合は、どのように対応するのでしょうか。 

指導課 学校ごとの目標設定においては、確実に達成できるものを指標とします。

仮に達成できなかった場合は、学習例の紹介するなど、学校ごとに巡回をしながら

指導していく予定です。また、学習例が蓄積していけば、学校間で共有を図ること

で学校全体のレベルアップができるものと考えています。 

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、「GIGAスクール構想に係るGoogle Workspace for Educationの活用

に伴う個人情報の本人以外からの収集、目的外利用及びオンライン結合について」

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。  

 

(4) 小平市庁用車ドライブレコーダー設置による個人情報の本人以外からの収集につい

て（諮問） 

会長 議事の４番目「小平市庁用車ドライブレコーダー設置による個人情報の本人

以外からの収集について」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。 
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総務課 それでは、「小平市庁用車ドライブレコーダー設置による個人情報の本人以

外からの収集について」につきまして御説明申し上げます。資料４を御覧ください。 

  はじめに、「１ 諮問の概要」でございますが、平成３０年度に、小平市情報公

開・個人情報保護審議会から承認されたドライブレコーダーの管理・運用方法に基

づき、要綱を制定し、庁用車へのドライブレコーダーの設置を進めていきたいと考

えております。 

  ドライブレコーダーは、庁用車の運転時に不特定の者を撮影し、本人の同意なく、

個人情報である「容姿」を収集することになるため、小平市個人情報保護条例第４

条第３項第８号の規定により、小平市情報公開・個人情報保護審議会への諮問を行

うものでございます。 

次に、「２ 諮問に至る経緯」でございますが、総務課では、平成３０年度に共

用車５台の車両前方にドライブレコーダーを設置しました。 

今年度には、当該５台の車両の後方にもドライブレコーダーを設置し、また、新

たに共用車８台の前方及び後方にドライブレコーダーを設置し、共用マイクロバス

１台の前方にもドライブレコーダーを設置して、共用車全台への設置が完了いたし

ました。 

また、防災危機管理課では、平成２６年度から平成２９年度までにかけて、消防

ポンプ車４台の前方にドライブレコーダーを設置し、今年度は、消防車両１台の前

方にドライブレコーダーを設置いたしました。 

設置の効果につきましては、まだ、ドライブレコーダーの映像を事故原因究明等

の資料として活用した事例はございませんが、平成３０年度以前に設置した庁用車

は、いずれも使用頻度が高い車両であり、現在までドライブレコーダーの映像を使

用するような事故や被害に遭遇していないことは、ドライブレコーダーが安全運転

を促した効果と考えます。 

また、収集した個人情報の管理・運用につきましては、平成３０年度に小平市 

情報公開・個人情報保護 審議会への諮問を行った事項に基づき管理・運用を行っ

た結果、漏えいや不正な利用は認められず、適正に行うことができたと考えます。 

そこで、ドライブレコーダーの設置の効果及び個人情報の管理の安全性が認めら

れたことから、現在の管理・運用方法に基づき要綱を制定し、他の庁用車について

も設置を進めていきたいとの考えに至った次第でございます。 

  続きまして、「３ ドライブレコーダー設置の目的」でございますが、交通事故

や危険運転の被害の状況を映像等で記録し、事故の原因究明について、より客観的

な検証を行うことを可能とするために、ドライブレコーダーを設置し、記録された

映像及び音声を事故処理等の資料として活用いたします。 

  また、記録した映像及び音声は、職員に対する具体的な指導、事故防止対策、安

全運転への啓発にも活用いたします。 
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最後に、「４ 要綱の基本的事項」でございますが、ドライブレコーダーの運用

といたしまして、 

① 車載型のカメラとその記録装置を車両に搭載して、走行中の映像を記録装置に

自動的に記録いたします。 

②  映像等のデータは、ＳＤカード等の電磁的記録媒体に記録いたします。記録

する時間は、車両を運転している時間、すなわちエンジンがかかっている時間と

いたします。ただし、必要に応じて、停車中に車両が衝撃を受けた際に記録装置

が作動した時間も記録するものといたします。 

③ 記録した映像等のデータは、原則として速やかに消去いたします。 

次に、情報の管理」といたしまして、 

① ドライブレコーダーの適正な管理及び運用を図るため、ドライブレコーダー管

理責任者を置きます。管理責任者は、車両を所管する課の課長をもって充てます。 

② 管理責任者は、ドライブレコーダー及びデータを適正に管理し、並びに運用す

るために必要な措置を講じるものといたします。 

   また、ドライブレコーダー及びデータを取り扱う職員に対し、小平市個人情報

保護条例等の規定を遵守するよう指導し、監督するものといたします。 

③ ドライブレコーダー及びデータを取り扱う職員は、データに含まれる個人情報

について、小平市個人情報保護条例等の規定を遵守し、管理責任者の指示に従う

ものといたします。 

④  データを記録した電磁的記録媒体は、ドライブレコーダー本体に常時装着し、

原則としてデータは利用できないものいたします。 

   ただし、ドライブレコーダーが交通事故又はトラブルの映像を記録した場合又

は管理責任者が特に必要と認めた場合は、データを利用することができるものと

いたします。 

 ⑤ データは、データを取り扱う事務の目的を超えて利用し、又は外部に提供して

はならないものといたします。 

   ただし、個人情報保護条例第１０条第２項に規定する場合は、この限りではな

いものいたします。 

続きまして、プライバシー対策といたしまして、ドライブレコーダーは、車両の

付近のみを撮影するものとし、ドライブレコーダー設置車両には、装置が設置され

ている旨の表示を行うものといたします。 

最後に、セキュリティ対策といたしまして、庁用車を駐車するときは車両に施錠

するものといたしますので、職員以外の者が、庁用車内の電磁的記録媒体を取り出

すことはできません。 

なお、庁用車管理規程においても、施錠忘れを防止する措置として、運転終了後

に、運転者が車両の施錠確認を含む運転日誌を記載することとしております。 
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以上が、「小平市庁用車ドライブレコーダー設置による個人情報の本人以外から

の収集について」の説明でございます。 

今後、要綱に基づき設置するドライブレコーダーにつきましては、小平市情報公

開・個人情報保護審議会への諮問を省略するものとしたいと考えております。 

御審査のほど、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 平成３０年第１回小平市情報公開・個人情報保護審議会での説明では、ドラ

イブレコーダーは前方のみを撮影する仕様であるとのことでしたが、全方向を撮影

する仕様のものにはしないのでしょうか。 

  また、「記録した映像等のデータは、原則として速やかに消去する」とのことで

すが、ドライブレコーダーの映像等のデータは自動消去されるものと考えますが、

手動で消去するということなのでしょうか。 

総務課 まず、ドライブレコーダーの撮影方向については、平成３０年第１回の審

議会では前方のみを撮影する想定でいましたが、委員等から後方も撮影すべきであ

るとの御意見をいただいたこと、また、昨今のあおり運転等が発生している状況を

考慮の上、現在は後方も撮影できる仕様のものとしております。また、より広範囲

を撮影できる機種もありますが、予算の制約等の関係から、前方と後方を撮影する

機種を選定しました。 

次に、映像等のデータの消去については、ドライブレコーダー本体の記録容量を

超えた場合は、古いデータから自動で消去されるものとなっています。記録容量は

１～２時間程度となっています。 

  委員 共用車はどのような場合に使用するのでしょうか。 

  総務課 各課の職員が出張や備品搬送等の業務により使用します。 

  会長 今年度設置する「消防車両１台」とは、消防ポンプ車のことですか。 

  総務課 消防ポンプ車のような消防設備を備えた車両ではありませんが、消防法上

「消防車両」として扱われる車両になります。 

  会長 消防団の消防ポンプ車には、今後も計画的に設置していくのでしょうか。 

  総務課 消防ポンプ車については、防災危機管理課で管理しているため、設置計画

については存じていません。 

  委員 業務委託で委託先の事業者が使用する車両にドライブレコーダーが設置され

ている場合、その映像等のデータの取扱いについてルールがあるのでしょうか。 

  総務課 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により、

映像等のデータを含む個人情報は、事業者が適切に取り扱うこととしています。 

  事務局 今後は要綱での運用になりますので、新たに設置した場合、映像等のデー

タを活用した場合等は審議会に報告する必要があるでしょうか。 

  会長 ドライブレコーダー自体は、現在では車両設備として広く設置されています
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ので、設置台数の報告は不要と考えます。実際に映像等のデータを活用した場合

は、審議会に報告する方向で検討が必要かと思います。 

  事務局 では、映像等のデータを活用した場合に審議会へ報告することで、今後活

用事例があった場合は、報告内容等を事務局で改めて検討します。 

委員 要綱第４条第３項に、「管理責任者は、ドライブレコーダーを設置した庁用車

を運転する職員並びにドライブレコーダー又はデータを取り扱う職員に対し、条例

及びこの要綱の規定を遵守するよう指導し、及び監督しなければならない」とあり

ますが、具体的にどのように指導、監督するのでしょうか。 

  また、資料２ページに「運転日誌を記載する」とありますが、運転日誌の取扱

いについて教えてください。 

  総務課 まず、取組職員への具体的な指導、監督方法については、今後、総務課で

検討します。 

    次に、運転日誌については、車両を使用した場合の使用状況を各課の課長に報

告するものとなっています。 

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、「小平市庁用車ドライブレコーダー設置による個人情報の本人以外

からの収集について」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。 

 

会長 その他に何か事務局からありますか。 

事務局 １点目は、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

（仮称）の支給について」です。 

こちらは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている低所得世帯を支援する

ため、ひとり親世帯とふたり親世帯に対して給付金を支給するものです。 

ひとり親世帯については、これまで２回諮問や報告をさせていただいた「ひとり

親世帯への臨時特別給付金」と同様、対象者は児童扶養手当の受給者や家計急変者

となります。実施方法も同様に行う予定で、児童扶養手当の受給者は、児童扶養手

当の受給者情報を利用し、申請を経ずに支給し、その他の対象者は申請をしていた

だくことになります。 

http://sv1201/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://sv1201/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
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なお、児童扶養手当の受給者については、これまでの２回では、令和２年６月分

の児童扶養手当の支給を受けた方に対して支給していましたが、今回は対象となる

月が変わる可能性があるようです。 

令和３年４月中の支給を目指すことになりそうですが、現時点では、国から具体

的な情報が提供されていない状況で、事前に審議会に諮問することが難しい状況と

なっています。このため、先に事業を実施させていただき、次回、５月の審議会で

報告をさせていただきたいと考えていますが、いかがでしょうか。 

また、ふたり親世帯に対する支給につきましては、令和３年７月以降の支給を予

定しておりますことから、次回の審議会で諮問させていただきます。 

会長 審議会への諮問及び報告については、説明のとおりの取扱いで異議ありませ

んでしょうか。 

各委員 異議なし。 

事務局 次に、「個人情報の保護に関する法律の改正について」です。 

通常国会に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」案

が提出されており、この中で、個人情報保護法の改正も行われます。 

    社会全体のデジタル化に対応した「個人情報保護」と「データ流通」の両立を図

るため、個人情報の保護に関する法律を改正し、地方公共団体の個人情報保護制度

について、法律で全国的な共通ルールを規定することとなったものです。 

    現在、地方公共団体は個人情報保護法の対象となっておらず、自治体ごとに個人

情報保護条例を制定して対応していますが、今回の改正により、法律の適用を受け

るようになります。 

個人情報保護法が改正に至った理由のひとつに、地方公共団体間で個人情報保護

条例の規定やその運用が異なることが、データ利活用の支障となり得るという、い

わゆる「2000個問題」が挙げられています。 

    自治体に影響がある部分としては、 

① 地方公共団体も個人情報保護法の対象となり、国と同じ規律を適用すること

になる。 

② 個人情報の定義が一元化される。 

③ 個人情報の取扱いなどについて、国と地方公共団体は同じ規律を適用する。 

④ 開示請求などの主要な部分を法律で規定する。 

⑤ 個人情報保護委員会が、地方公共団体に対しても、国の行政機関に対する監

視に準じた措置を行う。 

     などがあり、小平市個人情報条例についても、大幅な改正が必要になると見込まれ

ます。また、審議会に諮問する内容についても、現在の考え方を変更する可能性が

高いと考えています。 

個人情報保護法の改正は、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に
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関する法律」の公布の日から２年を超えない範囲内で施行されることとなっており、

それまでに、国が示すガイドラインなどを参考に、小平市個人情報保護条例の改正

を行うことになると思われます。 

この件につきましては、今後も適宜情報提供いたします。 

最後に、「小平市公文書等の管理に関する条例について」です。 

   １２月の審議会で報告させていただいた条例（案）に修正を加えたものを、市議会

３月定例会に提出し、総務委員会の審議まで終わったところです。明日の本会議で

議決されますと、今年の１０月と来年の１０月の２回に分けて条例が施行されるこ

とになります。 

  情報公開・個人情報保護審議会においては、公文書管理についても新たに所掌事

務として担っていただくことになりますが、具体的な内容につきましては、今後の

審議会の中で、丁寧に説明をさせていただきたいと考えておりますので、よろしく

お願いいたします。 

委員 個人情報保護法の改正関係については、事務局から審議会への情報提供を今

後もお願いします。 

会長 以上で本日の会議を終了します。お疲れ様でした。 


