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令和４年度 第２回松本市個人情報保護制度審議会 会議録 

 

 

１ 日 時  令和４年８月８日（月） 午前１０時３０分から午後１２時００分 

 

２ 場 所  松本市役所 第２委員会室 

 

３ 出席者   

⑴ 委員 成澤会長、土屋会長職務代理者、清水委員、福嶋委員、大竹委員 

⑵ こども福祉課 二木課長、堀課長補佐 

⑶ 事務局 行政管理課 原法制担当課長、藤井主査、有賀主事 

 

４ 内容 

 ⑴ 開会 

 ⑵ 会長あいさつ 

 ⑶ 議事 

・成澤会長 議事に入る前に、１点、本日の会議の結果は松本市附属機関等の設置

等に関する要綱に基づき公表することとされておりますので、本日の資

料及び発言者、及び発言内容を記録したものを公表することとしたいと

思いますが、いかがでしょうか。 

・（異議なし） 

 

【協議事項ア 松本市子育て世帯への臨時特別給付金（市独自）支給事務における

個人情報の取扱いについて】  

・二木課長 （資料に基づき説明） 

・福嶋委員 目的外使用の中で、（イ）の昨年度の口座振込情報はどのようなとき

に使用するか。 

・二木課長 １８歳以下への振込みが既に行われているため、その情報を使用しま

す。児童手当は１５歳未満を対象としており、１５～１８歳の児童に対

応するため使用するものです。 

・土屋委員 既にこども福祉課が所有している情報を使うものか。 

・二木課長 お見込みのとおりです。 

・大竹委員 対象が令和５年３月３１日までに生まれた者となっている。現在、児

童手当を受給している者に子供が増えた場合は、現在の情報で対応でき

るのか。 

・二木課長 対応できます。 

・成澤会長 システム会社というのはどのような役割か。 

・二木課長 児童手当と臨時交付金の際に対応した業者で、現在のシステムを構築
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しています。今回の対象者をピックアップするための改修を行います。 

・成澤会長 事務を全て行うということか。 

・二木課長 システム上で対象者を抽出するためのシステム改修を行います。 

・成澤会長 前も同様のシステムで実施したようだが、システム会社との契約にお

いて、個人情報保護の内容はどうなっているか。 

・二木課長 契約に際し、個人情報に関する仕様を付記しています。 

・清水委員 データの受渡しは、どのように行うのか。 

・二木課長 システム上で行います。 

・大竹委員 システムは松本独自のものか。 

・二木課長 今回の改修は、松本独自の給付金となるので独自のものです。 

・大竹委員 必要な方のデータを抽出するということか。 

・成澤会長 電算機処理をすることについて報告はあったか。 

・有賀主事 今回はシステム改修を行うもので、個人情報のやり取りをするもので

はありません。 

・成澤会長 システム改修後、データを扱うのは市の職員か。 

・二木課長 市の職員です。 

・成澤会長 今までの意見を踏まえ、事務を行っていただければと思う。 

 

【協議事項イ 個人情報保護法の改正に伴う条例整備について】  

・藤井主査 （資料に基づき説明） 

・成澤会長 前回の審議会で、個人情報保護法施行条例ではなく、個人情報保護条

例の全面改正で対応することとなった。その際、法の条文を条例に取り

込み、議会も含めた条例にしたいと考えたのだが、国の個人情報保護委

員会は、それが許容されないと言っているようだ。市議会については、

前回の集約と異なり、個人情報保護委員会の意見に従っていければと思

う。議会を抜いたうえで、個人情報保護条例の改正をしていきたいと考

えるが、いかがか。個人情報保護条例という名称を維持し、議会を除き、

個人情報保護法を前提とした条例を作っていくという方針で集約したい。 

・（異議なし） 

 

・成澤会長 開示請求に係る手数料について、説明をお願いする。 

・藤井主査 （資料５（１）ア 開示請求に係る手数料について説明） 

・成澤会長 意見がなければ、案のとおりと集約します。 

・（異議なし） 

 

・成澤会長 行政機関等匿名加工情報に係る手数料について、説明をお願いする。 

・藤井主査 （資料５（１）イ 行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料につ

いて説明） 
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・成澤会長 市民の情報を、個人が特定できないよう加工して提供するというのが、

行政機関等匿名加工情報である。誰が作成するのか。 

・藤井主査 元となる情報による。先ほどのこども福祉課の場合、元となる情報が

システム内にあるため、職員がシステム内に入り抽出するのは難しいで

す。その場合、システム業者がすることになると思われます。簡単なデ

ータベースであれば、職員が行うことも考えられます。 

・清水委員 現行は規定がないというのは、こういう作業が発生しても手数料がな

いということか。 

・成澤会長 今はこの加工自体が認められていない。 

・清水委員 今度は、政令で定められる額を参酌して設定するということか。 

・藤井主査 お見込みのとおりです。 

・成澤会長 行政機関等匿名加工情報を作成した場合、審議会に報告してもらった

方がよいだろう。条例で規定する必要はあるか。 

・藤井主査 法に定められた手続きによって行います。 

・土屋委員 加工の際、国からその方法を示されることはあるか。 

・藤井主査 加工の方法に関しては、保護委員会が示しています。法に定められた

行政機関等匿名加工情報の定義に基づき、その定義を満たす状態にデー

タを加工していくことになります。 

・成澤会長 現条例下では、このデータは作ることができない。各々の自治体で条

例があるため、このようなデータは作りようがない。 

・福嶋委員 国の金額の上昇があれば、金額の変更もするのか。 

・藤井主査 政令で定める金額を元とするので、そちらが変われば変更します。 

・成澤会長 その際は条例改正となるのか。 

・原課長  テクニカルな話だが、政令で決まっているため、条例に政令の金額に

よるという定めをすることができます。そうしておけば、政令で定める

金額が変わっても条例改正の必要はありません。 

・成澤会長 他に意見が無ければ、担当課案のとおり集約したい。 

・（異議なし） 

 

・成澤会長 本人収集の原則について、説明をお願いする。 

・藤井主査 （資料５（１）ア本人収集の原則について説明） 

・成澤会長 松本市を始め多くの自治体であった本人収集の原則を、法律は規定し

ていない。 

・土屋委員 趣旨は分かっている前提で、委員会は一元的な解釈をしているように

思う。法律は利用目的を中心に規制し、目的がしっかりしていれば誰か

ら収集してもよいという内容になっている。努めるという責務規定を個

人情報保護委員会が見たときに、指摘する可能性はあるように思うので、

もう少し理由があっても良いのではないかと感じる。 
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・成澤会長 そもそも法律制定時は、横出し上乗せが可能とされていたのが、今の

個人情報保護委員会になって地方の独自性を認めないようなことを言い

出している。独立行政委員会である個人情報保護委員会の意見であって

も、憲法には従わなければならない。提案は、努力義務規定であって拘

束力をもつものではない。このような規定を置こうとしている自治体は

ほかにもあるのか。 

・藤井主査 他の自治体でも例はあります。 

・原課長  努める責務規定、いわゆる努力義務があると、松本市の個人情報保護

に関する意思が現れることになります。今議論があったように、努力規

定であっても定めることが改正法の趣旨に触れるということであれば、

行政としてはなかなか定めにくくなります。今回、定めるという方向に

なったとして、委員会へお伺いする手もあるが会長の意見もあるので、

事務局では決めにくいが、最終判断をするということも考えています。 

・成澤会長 わたしは、個人情報保護委員会に条例の内容についてお伺いを立てる

ことには反対。条例は、あくまでも自治体が独自で規定するものである。

制定する条例の内容について、個人情報保護委員会に事前に聞く義務が

ないことははっきりしている。個人情報保護委員会が出しているガイド

ラインに従いさえすれば、条例制定後報告すればよいとなっている。 

・土屋委員 審議会の意見としては、削除する必要はないと考える。条例の策定過

程において個人情報保護委員会に聞く義務もない。 

・成澤会長 先ほどのこども福祉課の話を例に出すと、わたしたちは、福祉課がす

でに持っている情報を別の用途に使うことについて審議した。市が行政

権を行使する際にアカウンタビリティを果たす場として、これまでこの

審議会が果たしてきた役割は重要である。市が市民の情報を利用する際

に、我々が市民の代表としてそれをチェックする。権力者はアカウンタ

ビリティを求められることを躊躇してしまうものである。権力を行使す

る場合の失敗やミスを隠したくなるものである。しかし、今時そうはい

かない。権力の行使には、必ず透明性が求められる。この審議会は、市

が有する市民の個人情報の利用の仕方についてアカウンタビリティを求

めてきたのであって、その機能の歴史的重要性からすれば、審議会をな

くすわけにはいかない。個人情報保護法は、地方の審議会をなくしても

良いと言っている。そのように言われてはい、はい、わかりましたとい

うべきかどうかが、皆さんに問われている。 

・大竹委員 今の会長のお話、よくわかるところがある。国は一括してまとめたい

中、松本市としてどう考えるかが重要となってくる。松本市が良い市と

して、この条例でも示せるところではないかと思う。松本市の強みにも

なりうる条例であるので、国に合わせるだけでなく市の考えを含めるこ

とで、市の特色が出せるのではないか。 
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・清水委員 同じことを思っていて、松本市としてどう考えているのかを知りたい。

資料中対応とある部分が市の考えということで良いか。 

・藤井主査 お見込みのとおりです。 

・成澤会長 お二人の言うとおり、松本市として市民の個人情報を守るという内容

の条例を定めることが、何が悪いことなのか。 

・福嶋委員 皆さんの言うとおり、この審議会としては、書かれているとおりの対

応で良いのではないかと思う。原課長がおっしゃる市としての意思をど

のように表現していくのかは、今後委員会と調整すべきことであって、

今の案のとおりで良いのではないか。 

・成澤会長 それでは、アについては案のとおりとしたい。 

 

・成澤会長 続いて、イ要配慮個人情報の収集禁止について、説明をお願いする。 

・藤井主査 （資料５（２）イ 要配慮個人情報の収集禁止について説明） 

・土屋委員 要配慮個人情報を大切にするという松本市の姿勢を示すためには、重

要なものと考える。従前、行政部門は収集可能であり、今回の改正法も

引き継いでいる。その点が民間部門と異なる理由はよくわからない。 

・成澤会長 要配慮個人情報はとても重要なもの。個人情報やプライバシーには濃

淡があって、憲法学で固有情報とされる重要なものに分類されるのが要

配慮個人情報で、それ以外の情報は外延情報といわれる。憲法学の考え

方からすると、この二つを分けて考えなくてはならない。要配慮個人情

報の原則収集禁止が現条例にはある。法には禁止規定がないので、本人

収集原則と同様に、条例で努力義務規定を置きたいということである。

この案でよいか。 

（異議なし） 

 

・成澤会長 続いて、ウ目的外利用の禁止について、説明をお願いする。 

・藤井主査 （資料５（２）ウ 目的外利用の禁止について説明） 

・土屋委員 今回、法律で相当の理由と示されており、委員会の解釈と別の観点で

松本市の観点から基準を設けるという説明も、今後できれば意義のある

ことと考える。 

・成澤会長 現条例では審議会が事前に統制しているが、個人情報保護委員会のガ

イドラインによれば、そのような条例は制定できない。相当の理由の判

断を、審議会がおこなうことができないかどうか。 

・清水委員 意見を事後に聴取して、異議がある場合に何か対応ができるようにな

るのか。 

・成澤会長 事後に聞くことが決まったわけではない。 

・原課長  市が情報を提供した後に審議会の皆さんから問題があると意見があれ

ば、未来に向かって市として対応していくことが重要だと考えます。 
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・成澤会長 案のとおり、基準を定め、意見を言うことができることを審議会の役

割として掲載していきたい。相当の理由については個人情報保護委員会

からガイドラインが出されるであろうから、それに基づいてまずは対応

していくことになるだろう。 

 

・成澤会長 エ オンライン結合の禁止、制限について説明をお願いする。 

・藤井主査 （資料５（２）エ オンライン結合の禁止について説明） 

・成澤会長 オンライン結合については、安全基準の中で触れていくということで

進めたいと思います。 

 

・成澤会長 その他の事項について、説明をお願いする。 

・藤井主査 （資料５（３）その他の事項について説明） 

・成澤会長 オについて、今までは個人情報取扱事務の報告をもらっていたが、個

人情報ファイルになることで何が変わるのか。 

・藤井主査 現在の個人情報取扱事務一覧の掲載内容に、ムラがあるのが現状です。

細かく提出するものと大きなくくりで提出されるものとで差が大きくな

り、統一性に欠けています。個人情報ファイルの様式が定められる中、

それに基づいて整理できればと考えています。 

・成澤会長 これについては報告をもらうということにしたいが、条例案には含ま

れているか。 

・藤井主査 条例案には含まれていますので、次回、検討をお願いします。 

・成澤会長 仕組み自体は今まで同様であるので、やりやすいようになれば良いと

思う。不服審査のための審査会は、条例があるか。 

・藤井主査 条例設置しています。 

・成澤会長 アからカまでは良いか。 

・（異議なし） 

・成澤会長 では、案のとおりとする。キについて。今までの条例にあって今回の

提案にないものとして、本人収集について意見を聞くことを含めればよ

いと思う。また、審議会側で問題があると考えたときに会長が開催でき

るような規定もあればよい。 

・土屋委員 審議会側からアクションを起こす規定があると良いと思う。 

・藤井主査 開催については、会長が招集する規定があるので、可能と考えます。 

・成澤会長 次回、条例案を検討していきたい。委員会の意見では、類型的に諮問

を要件とする条例を定めてはならない。現在の案は、意見を求めること

ができるという規定になっている。聞かなくてもいいということになる

が、事後的な報告を求めている形になるだろう。 

・土屋委員 パブリックコメントは行うか。 

・原課長  パブリックコメントの実施に関する要綱によると、本審議会のように
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意見をいただける場がある場合は、パブリックコメントに代えられるた

め、実施は予定していません。 

 

 ⑷ 閉会 

 

以上 


