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平成２９年度第１回伊勢原市個人情報保護審議会会議録 

 

〔事 務 局〕 総務部文書法制課 

 

〔日  時〕 平成２９年１１月１６日（木）午後３時から 

 

〔場  所〕 伊勢原市役所３階 第３委員会室 

 

〔出 席 者〕  

 (委員)     個人情報保護審議会会長及び委員１名 

       （委員１名は欠席） 

 (事務局)   総務部長、文書法制課長、文書法制課主査 

 

〔公開可否〕 公開 

 

〔傍 聴 者〕  なし 

 

《議事の経過》 

１ 開会 

２ あいさつ 

３ 議題 

  諮問案件（伊勢原市個人情報保護条例の一部改正について） 

４ その他 

５ 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

（会長） 

議題に入ります。先ほど、総務部長のあいさつの中で説明がありましたとお

り、「伊勢原市個人情報保護条例の一部改正」について、当審議会に諮問がござ

いました。それでは、事務局より諮問内容の詳細について、説明をお願いいた

します。 
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（事務局） 

それでは説明いたします。 

 

－事務局から説明－ 

 

（会長） 

事務局の説明が終わりましたので議論に入ります。ご質問等はございません

か。 

 

（会長） 

個人情報の定義の明確化に伴う条例の改正についてですが、個人情報につい

て法律の改正に伴ってそれに合わせてより定義を明確化したというところはよ

ろしいと思います。「個人識別符号が含まれるもの」についてですが、行政機関

個人情報保護法は、個人識別符号とは何なのかについて、第２条第３項に書い

てあって、さらに政令、規則で規定していますが、条例上、個人識別符号は何

なのかというものは規定しないのでしょうか。 

 

（事務局） 

個人識別符号の内容については、条例上に記載しておりません。 

 

（会長） 

これはちょっとわかりにくいのではないかと思います。法律と同じにするか、

あるいは市としての独自性を入れるかは別にしても、条例上でその内容を説明

するか、あるいは規則に委ねるのならばその旨を明確する必要があると思いま

す。 

 

（事務局） 

おっしゃるとおりです。 

 

（会長） 

国としては法律の中で説明して、さらに政令で具体化ということですから、

それが一番丁寧でわかりやすいといえます。地方自治体であるから、そこまで

二段構えする必要ないということであれば、条例の中で全部書いてしまう、あ

るいは規則に委ねる場合はそれを明記するということは少なくとも必要である

と考えます。 
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（委員） 

匿名加工情報は、市ではどの程度で入れる予定ですか。 

 

（事務局） 

匿名加工情報は、匿名化させるというノウハウが難しいのではないかと考え

ています。確かに国は有用性を活用するということで進んでいますが、まだ国

も動き出したばかりで、実際のところ何を出さなければ個人を特定できないか

というノウハウが確立されているとは言い難く、やはり市としてはそこまでの

対応は難しいのではないかと思っております。変な言い方ですが、ちょっと様

子見をする必要があるのではないか。やはり個人の情報ですので、それがビッ

クデータとして外に出て行ったときに、それがどこかの情報と結びつくことに

よって個人が特定できましたということはあってはならないと思います。なの

で、ここは慎重に対応したいと考えており、今回は有用性を図るというところ

までは踏み込まないようにしたいと考えています。 

 

（委員） 

そういうおそれが多いのでということですね。だが、それを破ってできるだ

けやった方が企業の活性化になるのではないでしょうか。 

 

（事務局） 

おっしゃるとおりではあります。 

 

（委員） 

導入は難しいということで、市としてはしばらくということで承知しました。 

 

（会長） 

私もこれについては様子見ということで結論的には賛成です。私は国がデー

タを民間、つまり一般の会社ですね、そのために提供すること自体にあまり賛

成ではありません。今の政権の産業育成という方針も理解できますが、さきほ

ど言われましたように匿名化がきちんとできないと本当にプライバシーの侵害

になりかねません。ということからすれば、協力しないという形で抵抗した方

がというのが私の本音です。 

 

（会長） 

では私の方からもう一つ。これは質問というよりは意見なんですが、要配慮

個人情報の取扱いについて、今回は条例第７条の改正は行わないというような

ことで、これはそれなりに理由があるというのは理解できます。心身の状況と
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いうのは、これまでの取扱いの件数をみても非常に取り扱われる頻度が高い。

これを原則取り扱ってはならないとすると、行政事務、あるいは福祉事務の執

行の大変な障害になる。本日ご欠席の委員もその点はそのとおりというにおっ

しゃっていたとお聞きしております。ただ、今回、国として人種、信条とか社

会的身分とか、これは憲法１４条で差別してはならないということで掲げられ

ている項目ですが、これに加えて病歴、そして身体障害とか健康診断の結果と

か、心身の状況を入れたというのはそれなりに理由があると思っています。以

前、ある詐欺師に覆面インタビューをする報道があったのですが、そこで、詐

欺師にどういう情報が一番欲しいかという聞いたところ、それは間違いなく健

康情報であると答えていました。２，０００万円貯金がある人の健康情報を手

に入れられたならば、１，０００万円借金させて３，０００万円巻き上げられ

る自信があると答えていました。ということで、心身の状況、病歴といったも

のを入れたのは、思想・信条とか人種・民族などとは趣旨が違うと思います。

だが、それが漏れるとその本人の不利益となる可能性が高いといえます。人種・

信条とかは差別の要因になるおそれがあるということでありますから、現行の

条例７条は結論からするとこのままということであるが、私の提案としまして

は、確かに、行政の円滑化という観点から、健康に関する情報を原則取り扱っ

てはいけないとしてはいけないと思います。ですから、例えば、条例第７条に

第２項を設けて、「以下の情報を取り扱うときは、本人に不利益が生じないよう

に特に配慮するものとする。」と書いて、１～４号として病歴とか障害の有無と

か健康状態とか身体の状態とかをいれて、そしてさらに、「本条１項及び２項に

定める個人情報を以下要配慮個人情報という。」として、第１６条に「個人情報

に要配慮個人情報が含まれるときはその旨」ということで、個人情報事務登録

簿で要配慮個人情報ということを明示し、取り扱う人に注意を促すという、こ

れぐらいははやってもいいのではないかと思います。いかがでしょうか。 

 

（委員） 

その程度でよろしいのではないでしょうか。 

 

（会長） 

思想・信条及び宗教や人種･民族というのは、国は原則取り扱ってはならない

とはなっておらす、配慮が必要だとしているだけであると思います。条例の方

がより厳しい形になっている。だから、より厳しいという形はそのまま残して

おいて、今回の法改正で取り入れられた身体の状況などは、特別な注意が必要

なんだということを喚起するというぐらいでよろしいのではないかと思います。 
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（事務局） 

要配慮個人情報については、条例第２条第２号の定義で要配慮個人情報は法

律を引用する形をとっております。 

 

（会長） 

なるほど。第２条第２号ですね。 

 

（事務局） 

はい、そして、その取扱については、条例第１６条でその取扱いの有無を明

示するとなっています。 

 

（会長） 

なるほど。行政機関個人情報保護法第２条第４項をみればということですか。 

 

（事務局） 

順番からすると、個人情報があって、その中で要配慮個人情報が次の一段高

い規律があって、その次に取扱制限情報が並ぶという、そういう構成にさせて

いただいています。 

 

（会長） 

なるほど。行政機関個人情報保護法第２条第４項に規定があり、さらに政令

で定めるとありますから、その政令まで読めばわかるということですね。 

 

（事務局） 

はい、政令まで読めばわかりますし、あとは登録簿に健康状態などの項目を

記入してもらうことで、職員にも通常の個人情報よりも一段高い規律としてそ

こは認識してもらうということが可能であると考えます。 

 

（会長） 

わかりました。私の提案は既に取り入れられているといっていいと思います。

ただ、原則取り扱ってはならないという情報と原則取り扱ってはならないわけ

ではないが要注意という情報は、おそらく条文をきちんと読まないとわからな

いのではないかと思います。条例と行政機関個人情報保護法とその政令までき

ちんと読めばわかるというものである。だから、明確化するという点では検討

の余地があるのではないかと考えます。 
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（事務局） 

今、要配慮個人情報の定義における法律の引用に関するお話がありましたが、

個人識別符号の定義についても法律の規定を引用している形になっており、政

令等を読み込むことができるので、条例や規則で定義内容を規定しなくてもよ

いという考えでよろしいでしょうか。 

 

（会長） 

そうですね。個人識別符号とは何なのかと思った人が行政機関個人情報保護

法ぐらいは見ると考えれば、個人識別符号はこのままでもいいと思います。法

律として六法などに掲載されているものなので、個人識別符号は何なのかと疑

問に思った人がそのぐらいはたどり着けると考えてもいいと思います。ただ、

さきほど言った病歴とか身体のことなどは二段構えになっているということを

理解するのは、頭がクリアでないと難しいと思われるので、こちらについては、

若干、表記を工夫してみてもいいのではないかと思います。いかがでしょうか。 

 

（委員） 

私自身としては、割と事務局の考えに近いですね。 

 

（会長） 

個人識別符号についてはこのままでいいとして、病歴と身体情報についても

条例や法律をきちんと辿って、きちんと考えればわかるといえばわかりますが、

そこまで頭をきちんと整理できない人もいるのではないかということで、わか

りやすくしたほうがいいのではないかと思います。確かに、法律の専門家であ

れば、条例を読んで法律を付き合わせればわかるのが当然だと言えないことも

ないですが、やはり条例ですから一般の住民も見るということもあります。も

し私の考えを生かすならば、第７条第２項ではなくて、条例第２条第２号に行

政機関個人情報保護法第２条第４項の中身及び政令を含んだ中身を書き込んで

しまうということがありえる。ここでより広い情報が書いてあって、第７条で

その中のいくつかは原則取り扱ってはならない、さらに厳しい制限をかけると

いう構造になります。 

 

（事務局） 

条例のつくりとして、法律の言葉をそのまま条例の文言としてしまうと法律

が見直されたときに条例もまた変えなければならないということがあり、どち

らかというとその法律の条文を引用しそれを見ていただくという手法をとるこ

とが多いのではないかと思われます。確かに、様々な条例なり、法律なりを引

っ張ってこなければ内容が読み切れないというのは課題かと思いますが、一方
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で、法律の内容が変わるたびに条例を常時見直さなければいけないという課題

もあるので、どちらかというと法律で記載されているものはそのまま引用する

という手法の方が多いのではないかと思います。 

 

（会長） 

条例の改正は議会を通さなければならないということですね。 

 

（事務局） 

ただ、おっしゃるとおり内容がわからなければ意味がありません。というこ

とになりますと、例えば、何らかの資料で補完するなど、要配慮個人情報とは

どのようなものなのかを理解していただけるような対策は別に必要であると考

えています。 

 

（会長） 

市役所内マニュアルといったものでしょうか。地方議会はあまり傍聴したこ

とはありませんが、国会で法律を一本通すのはいかに大変かというのは理解し

ております。 

 

（事務局） 

それを理由には言えないが、基本的にはそういうことで混乱を招く可能性が

あるので、法律で記載されているものについては、市がその内容を変えないの

であればそのまま法律を引用するという方式を取るということであり、これは

伊勢原市に限ったことではなく、他市でも行われていると認識しています。 

 

（会長） 

なるほど。わかりました。委員はいかがでしょうか。 

 

（委員） 

どちらの立場に立つかによるんでしょうね。 

 

（会長） 

中間的な妥協案ですが、行政機関個人情報保護法第２条第４項において政令

で定めると書いてあるのだから政令にたどり着くのは当たり前だといえば当た

り前なのですが、第２条第４項及びそこに規定されている政令なになにを含む、

くらいまで条例に書いて政令まできちんとみてもらうという注意を促すという

手はあるかもしれないと考えます。 
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（会長） 

法律の改正による条例の改正についてはいろいろと議論が出ていますが、審

議会と審査会の統合についてはいかがでしょうか。 

 

（委員） 

私はずっと審査会の委員をやっていまして、ここ数年は不服申立てはでてい

ないですが、前はよくでていました。最近は件数が少ないのでこれは一緒にし

てもさほど問題ないと思います。件数が多い場合は分けた方がいいですが。性

質が違うものですから。 

 

（会長） 

私の方は審議会の委員をずっとやってまして、確かに平成２５年度に１度あ

ったきりずっとない。審査会の方も特定のことで申請する人がいると多くなる

という感じでしょうね。 

 

（委員） 

一番多かったのは、当時文部省の中学校の一斉学力調査ですね。また、防犯

協会に関するものやレセプトとか。最近なんで全然ないのという感じです。そ

れまではたくさん出てきたのに。 

 

（会長） 

それでは統合してもいいのではないかということでどうでしょうか。私もこ

こ３年間どちらもゼロという状況でしたら、まあ、今日、平成２９年度はあり

ましたけれども、統合してもよろしいかと思います。その場合の名称ですけど、

個人情報保護審査会と他の多くの市のように合わせるという予定でしょうか。 

 

（事務局） 

現在のところ検討しているのは、他市の状況を見ますと審査会が多いという

こともあり、審査会という名称を考えております。 

 

（会長） 

一つ考えてほしいのは、秦野市が公開ということを入れてますよね。で、個

人情報を保護するとともに、市の情報を積極的に公開する姿勢を示すなら公開

という文言を入れるのも手かと思います。そこらへんはどうでしょうか。 

 

（事務局） 

情報公開に関しては、本市には情報公開審査会という組織がございます。 
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（会長） 

公開は別の審査会があるのですね。わかりました。名称は個人情報保護審査

会でよいと思います。 

 

（会長） 

それでは他にありますでしょうか。 

 

（委員） 

特にありません。 

 

（会長） 

それでは、いろいろと意見が活発に出ましたけれども、事務局で作った原案

をベースに、個人識別符号の定義については法律の方をみれば定義も明確化す

る、要配慮個人情報についての規定は第２条第２号を若干工夫する余地がある、

非識別加工情報については、理由はさまざまですが、積極的にはまだ乗り出さ

ないということで、審議会及び審査会については審査会ということで一本化す

るという方向でだいたいよろしいでしょうか。 

 

（委員） 

はい、結構です。 

 

（会長） 

何か言いたいこと、言い漏らしたことがございましたらお願いします。いか

がでしょうか。 

 

（委員） 

特にありません。 

 

（会長） 

それでは、以上をもちまして本審議会は終了とさせていただきます。いろい

ろと御協力ありがとうございました。 

 

（終了） 


