府中市情報公開 ･個人情報保護審議会
(
平成 20年度第 1回)

1 日

時

平成 20年 5月 8日 (
木)

午前 10時か ら午前

11時 30分 まで

2 場

所 府中駅北第 2庁舎第 1会議室

3 出席 者
(1)委 員

山上義人 (
会長)､鹿皐秀樹 (
職務代理者)､大森
斎､岡田昭太郎､菊池希佐太､北谷博和､橘和 尚道､
鈴木けい子､和中信男､

(2)市職員 市民生活部住宅勤労課長

石川伊知郎

市民生活部住宅勤労課住宅係長

三浦渉

福祉保健部参事 鎌田義恵
福祉保健部高齢者支援課長補佐

加藤菅康

福祉保健部高齢者支援課施設担当主査

鈴木哲夫

市民生活部保険年金課長補佐

石橋純一

市民生活部保険年金課給付係

大隈亜希子

福祉保健部障害者福祉課長

探美義秋

福祉保健部障害者福祉課 自立支援係長

平井雅士

福祉保健部健康推進課長 ■松 田肇
福祉保健部健康推進課成人保健係長
(3) 事務局

4 議

総務部広報課長

閑根昌一､

同広聴担当主査

加藤康生､同主任

大野由美子
遠藤公巳明

題

(
･
1)会長及び職務代理者の選 出について

(
2)会議の公開について
(3) 個人情報の収集等 に係 る諮問につ十 て (
審議事項)
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(
4)個人情報を取 り扱 う事務の届出について (
報告事項)
(5)個人情報を取 り扱う事務の変更について (
報告事項)

5 嵩事要 旨 別紙のとお一
り
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府 中市情報公開 ･個人情報保護審議会
(
平成 20年度第 1回)議事要 旨
(
事 務 局)

本 日はお忙 しい中ご足労いただ きま して誠 にあ りが
とうございます｡ ただいまか ら府 中市情報 公開 ･個人

情報保護審議会 を開会 させていただ きます｡本 日の会
議 内容 は､お手元 の会議次第 の とお りで ございます が､
会長及び職務代理者 が選 出 され ますまで､私､政策総
務部広報課 の遠藤 が進行 させ ていただ きます ので よろ
しくお願いいた します｡
それでは､会議次第 2の委嘱状の交付で ございます
が､本来 な らば､市長 か ら､委点 の皆様 一人 ひ と りに
お渡 しすべ きところで ござい ますが､都合 によ･
り､皆
様 の前 に委嘱状 を置かせていただいてお ります｡ これ
を もちま し七､'
委嘱状の交付 に代 えさせ ていただ きま
すので､ よろ しくお願いいた します｡
委員 の皆様 の任期 は､府 中市情報公開条例第 34条
第 3項 の定め るところによ りま して､委嘱 日か ら 2年
間 とな りますのでよろ しくお願いいた します｡
次 に､政策総務部広報課長 閑根 か らご挨拶 申 しあげ
ます｡
(
広報課長)

おはようございます｡本 日はお忙 しい中お集 ま りい
ただ きま してあ りが とうござい ます｡ 皆様 には 日頃 か
ら市政 に関 して格別 の ご理解 ご協 力を賜 りあ･
りが とう
ございます｡ また､ このたびは情報公開 ･個人情報保
護審議会 の委員 をお引 き受 けいただ きあ りが とうござ
い ます｡
本 日の審議会 ですが､当初 4月 10日に予定 してお
りま したが､開催直前 にな りま して警視庁 か ら通知 が
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あ りま して､今回の審議いただ く予定であ りま した公
営住宅における暴力団の排除の対象施設 に､市営住宅
だけでな く､市民住宅､き た､高齢者住宅を加える必
要が出てきま して､急きょ予定を変更 させていただき
ま した｡重点の皆様 には大変お忙 しい中誠 に申 し訳あ
りませんで した｡

.

最近の個人情報 に関す る動 きですが､先 日新聞報道
にもあ りま したように､内閣府の方で も個人情報の保
育 に関す る基本方針について､必要な情報が取れない
ことや､過剰反応の問題があ ります｡府 中市 といた し
ま しては､今後個人情報の収集 については､委員の皆
様のご意見が大変重要になって くると思いますので､
よろしくお願いいた します｡
(
事 務 局)

それでは次に､会議次第 3としま して､各委員の皆

様 をご紹介申 しあげます｡紹介順は､五十音順 とさせ
ていただきます｡は じめに､大森斎様で ございます｡
次 に､岡田昭太郎様でございます｡次 に､鹿島秀樹様
でございます｡次に､菊池希佐大様で ございます｡次
に､北谷博和様でございます｡次 に､摘和 尚道様で ご
ざいます｡次 に､鈴木けい子様で ございます｡次に､
山上義人様で ございます｡そ して､和中信男様でござ
います｡なお､岩 田正美様 につ きま しては､本 日､ ご
都合により欠席 とのご連絡 をいただいてお ります｡以
上が審議会委員の皆様でございます｡
続 きま して､事務局職員を紹介いた します｡広報課
長の関根でございます｡広聴担当主査の加藤でござい
ます｡そ して私､主任職の遠藤 と申 します｡ どうぞよ
ろしくお願いいた します0
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それではここで､本 日の会議資料の確認をさせてい ･
ただきます｡説明に入 る前 に､資料の確認をさせてい
ただきます｡資料が数多 くございますので､不足の資
料が ございま したらその場でお申 し出 くださいます よ
うお願いいた します｡
は じめに､事前 にお配 りした資料 を確認いた します｡
本 日の会議次第が 1枚 ございます｡
次に資料 1‑ 1､諮問文書の写 しがございます｡
次に資料 1‑2､住宅勤労課の説明資料｡
改正案)の全文｡
次に資料 1‑3､市営住宅条例 (
次 に資料 1‑4､A4ヨコの市営住宅条例の新 旧対
照表｡
改正案)の全
次に資料 1‑5､市民住宅運営要綱 (
文｡
次に資料 1‑6､ A4ヨコの暴力団排除手続 きフロ
ー表｡
次に資料 1‑7､高齢者支援課の説明資料
次 に資料 1‑8､高齢者住宅条例 (
改正案)の全文｡
次に資料 1‑9､ A4ヨコの高齢者住宅条例の新旧
対照表｡
ここまでが事前にお送 りした資料でございます｡
次 に､本 日お配 りしま した資料 といた しま して､ ま
ず､情報公開条例等関係例規 をまとめた ものがござい
ます｡
次 に本 日の諮問事項に係 る参考資料 として､諮問に
係 る事務の現在の届出の写 しをまとめたものがござい
ます｡
次 に本 日の報告事項 にかかるものとして､資料 2‑
1の､保険年金課か ら提出のあ りま した個人情報取扱
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事務届出書の写 し｡
次 に､資料 3‑1､障害者福祉課か ら提 出のあ りま
した､個人情報取扱事務変更届の写 し｡
最後 に､資料 3⊥2､健康推進課か ら提出のあ りま
した､個人情報取扱事務変更届の写 し｡
以上でございます｡皆様､不足 の書類はございませ
んで したで しょうか｡
それでは次 に､会議次第 4の (1)､本審議会の会
長及 び職務代理者 の選 出に移 り▲
ます｡府 中市情報 公
開 ･個人情報保護審議会規則第 3条の規定 に基づ き､
会長 につきま しては､委員の互選､職務代理者 につ き
ま しては､会長の指名 とな ってお ります｡ よろ しくご
協議をお願いいた します｡
(
委

員) 前回の任期に引 き続 き､山上委員に会長職をお願い
す るのがよろ しいかと思いますが､皆様 はいかがで し
ょうか｡ (
‑山上委員が推薦 され る)

(
事 務 局)

それではここで席の移動を していただきたい と存 じ
ます｡ (
‑山上委員が会長の席 に着席)

(
事 務 局)

山上会長 に職務代理者の方を指名 していただきたい
と存 じます｡

(
会

長)

前回の任期 に引き続 き､鹿島委員 にお願い したいと

考えていますが､鹿島委員いかがで しょうか. (
‑･
鹿
島委員承諾)
(
事 務 局)

それではここで席の移動を していただきたい と存 じ
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ます｡ (
‑鹿島委員が職務代理者の席 に着席)
(
事 務 局)

それでは､ ここで､会長か らごあいさつをいただき

たいと思います｡山上会長､よろ しくお願いいた しま
す｡
(
会

長)

メンバ‑ も一部変わ りま して､今回の任期で初めて
の審議会の開催 とな りま した｡ この府中市情報公開 ･

個人情報保蕃審議会は､ ご案 内の とお り､条例の規定
に基づき､情報公開 ･個人情報の保護 に関す る重要 な
事項 について､実施機関の諮問を受けて審議 し.
､また
は意見を述べ るための機関でございます｡情報の透明
性､また個人情報の適切な取扱いに対す る市民の皆様
のご期待 に応 えてい くため､皆様 よろ しくお願いいた
します｡今回新たに選任 されま した委員 さんにも､是
非新鮮な視点で積極的に議論 にかかわ っていただけれ
ばと思います｡
(
事 務 局)

あ りが とうございま した｡ さて､本 日の審議会でご
ざいますが､ 9名の委員 さんにご出席いただいてお り
ますので､府中市情報公開 ･個人情報保襲審議会規則

第 4粂第 2項 に定める､会議 を開 くことができる出席
委員の人数を満た してお ります ことをご報告いた しま
す｡
ここか らは､山上会長 に議事の進行をお願いいた し
ます｡
(
会

長)

それでは､議事の進行をさせていただきます｡皆さ

んよろ しくお願い します｡では､会議次第 3の

(
2)
､

｢
会議の公開について｣でございますが､府中市情報公
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開条例第 32条には､会議の公開の原則が定め られて
お りますので､ このことを勘案 し､本審議会の議事 は
原則公開 としたいと思いますので､皆様 よろ しくお願
いいた します｡
個人情報の収集等 に係
では､会議次第 3の (3)､｢
る諮問について｣を事務局か ら説明をお願い します｡
(
事 務 局)

それでは､ ご説明いた します｡今回は､｢
市営住宅

管理事務｣ほか 2つの事務で新たに取 り扱 うこととな
る個人情報 について､諮問す るものセす｡ ここで､諮
問す る理 由につきま して､若干､説明させていただ き
ます｡
本 日の議題 となってお'
ります･｢
市営住宅管理事務｣
などにおいて新たに行 う個人情報 の収集は､具体的 に
は入居者及び入居予定者に暴力団員が含 まれているか
否かを警視庁 に照会 し､回答を得 るというものなので
すが､一連の事務の流れにおきま して､外部提供､本
人以外か らの収集､センシテ ィブ情報 の収集が発生い
た します｡
お手元の条例関係 をまとめた資料 をご覧 くだ さい｡
｢
府中市個人情報め保薯に関す る条例 ｣では､第 14
粂第 2項 におきま して､実施機関が個人情報 を外部へ
提供することが禁 じられてお ります｡外部提供 をす る
ためには､第 14条第 3項第 1号から第 5号 に定め る
事 由のいずれかに該当す る必要がございます｡ このい
ずれにも該当 しない場合は､本審議会 は諮 り､お認め
いただ くことができれば､外部提供ができるという規
定が､第 14粂第 3項第 6号に定め られてお ります｡
また､少 しページが戻 りますが､個人情報保護条例
第 7粂第 1項 におきま して､原則 として､実施機関が
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個人情報 を収集す る場合は､本人か ら収集 しなければ
な らない と定め られてお ります｡本人以外の ものか ら
個人情報 を収集す る場合は､第 7条第 2項第 1号か ら
第 8号 に定め る事 由のいずれかに該当す る必要が ござ
います｡ このいずれにも該当 しない場合 は､本審議会
に諮 り､お認めいただ くことがで きれば､個人情報 の
収集がで きるという規定が､第 7条第 2項第 9号 に定
め られてお ります｡
さらに､条例第 8条 にお きま して､社会的差別 につ
なが る情報や病歴等､いわゆるセンシテ ィブ情報 の収
集が法令 に定めのある場合を除いて禁 じられてお りま
す｡法令 に定めのない場合は､本審議会 に諮 り､お認
めいただ くことができれば､収集す ることができると
いう規定が､同 じく第 8条 に定め られてお ります｡
外部提供 と本人以外か らの収集 につきま しては､そ
れぞれ第 14条第 3項第 5号及び第 7粂第 2項第 8号
に根拠 を見出す ことも考え られ るのですが､セ ンシテ
ィブ情報 を取 り扱 う重大性か らすれば､一連の事務 の
流れを本審議会 にお諮 りす ることが必要であると判断
いた しま した｡
それ では.
､ ここで､諮問書 を読み上げさせていただ
きます｡
(
諮問書朗読)
市民住
それでは､引 き続 き､｢
市営住宅管理事務 ｣｢
宅管理事務｣を所管す る市民生活部住宅勤労課の担当
職員 と､ ｢高齢者住宅管理業務｣ を所管す る高齢者支
援課の担当職員か ら､新たに個人情報 の収集等 を行 う
理 由や具体的な流れなどをご説 明いた します｡
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(
住宅勤労課)‑それでは､資料に基づき説明いた します｡
市営住宅及び市民住宅入居資格等改正
資料 1‑2 ｢
に伴 う個人情報の収集 と外部提供 について｣という レ
ジュメをお願いいた します｡
は じめに､ 1の改正の趣 旨でございます｡昨年 4月､
町田市の都営住宅に居住する暴力団点が､ 自室に立て
こもり.
､拳銃を発砲 し､居住者並びに周辺住民の安全
を脅かす事件が発生 しま した｡ この事件 を契機 として､
東奉都をは じめ､多摩地域の市町村 において も､暴力
団点を公営住宅か ら排除す る機運が高まってお ります｡
本市におきま しても､市営住宅 ･市民住宅の入居資
格等を見直 し､暴力団点が当該市営住宅等に入居で き
ない･
よう､条例 .
･要綱の改正を行 うものでございます｡
次 に､ 2の改正の内容ですが､資料 1‑4の新 旧対
照表 もあわせてご確認 くださいます ようお願いいた し
ます｡なお､条文の改正内容は市営住宅 ･市民住宅 と
も同様で ございますので､説 明は､市営住宅のケース
で行ないますので､ご了承 ください｡
は じめに､ (
1
)入居資格の見直 しですが､入居資格
.と して､入居者や同居者が暴力団員でないことを追加
す るものでございます｡.
資料 1‑4の新 旧対照表では､ 1ページ 目の第 6条
で､新たに第 5号 として ｢
その昔又は現 に同居 し､若
しくは同居 しようとす る親族が､暴力団点 で ない こ

｣を追加 してございます｡
と｡
2
)同居の承認等 に係 る事項 の見直 しですが､
次 に､ (
既存入居者が新たに同居 させ ようとす る者､又は入居
の承継の承認を受けようとす る者が暴力団員であると
きは､不承認 とするものです｡
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これは､資料 1‑4の新 旧対照表では､ 1ページ 目
の下段､同居の東認条件 を規定 している第 12条､ 2
ページ目の上段､入居の承継の承認条件 を規定 してい
暴力団負であ
る第 13条に､それぞれ第 2項 として ｢
るときは､東認 してはな らない｡｣ という条文 を追加
してございます｡
3
)明渡 しの請求 に係 る見直 しですが､
続 きま して､ (

同居者 を含む既存入居者が暴力団員であることが判 明
した ときに､明渡 しを請求す ることができるようにす
るものでございます｡
これは､資料 1‑4の新 旧対照表では､ 2ページ目
の中段､市長が入居者 に対 し明渡請求できる場合を規
定 してい る第 37粂第 1項 の条文 に､第 6号 と して
｢
暴力団員であることが判 明 した とき｡｣ を追加 して
ございます｡
4
)警視総監への意見聴取等 に関す る事項
そ して､ (

の創設ですが､ (
1
)〜 (
3)の内容 における暴力団負 に該
当す るか否かの確認方法 に関 して､警視総監 に意見を
聴 くことができるようにす るとともに､警視総監か ら
暴力団負 に関する情報提供 を積極的に受けることがで
きるようにす るものでございます｡ これに関す る条文
は､資料 1‑4の新旧対照表では､ 3ページ 目の中段
あた りですが､新たに第 49条､第 50条 として追加
してございます｡

3 情報提供及び情報収集 の内容｣
続 きま して､ ｢
についてですが､
(
1
) 対象者 は､入居資格審査対象者及び既存入居者､
(
2
) 情報提供事項 は､氏名､生年月 日､性別 の 3情

報､
(
3
) 情報収集事項 は､暴力団員該 当性 の有無 につい
てi
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て

(
4
) 情報 提供 及 び情報収集 先 は､警観 庁組織 犯 罪 対
策部 にな ります｡

(
5
) 情報 提供 の方法 といた しま して は､住宅勤 労課
の職員 が 3情報 を紙 に印字 した もの､又 は 3情報 を入
力 した フロ ッピーデ ィスクを警視庁へ直接持参 し､ そ
の後､警視庁へ 出向いて回収す る､ とい う方法 によ り
行 う予定で ございます｡

(
6
) 情報収集 の方法 です が､暴 力 団点 に該 当す る者
がいなか った ときは､警視庁 か ら電話 で回答があ りま
す｡
暴 力団点 に該 当す る者 があ った ときは､警視庁 か ら
文書で回答があ ります｡
ここで､情琴提供 と情報収集 の流れ について､説 明
したい と存 じます｡恐れ入 りますが､資料 1‑6の暴
力団排除手続 きフロー表 をご用意 くだ さい｡
は じめ に､ ｢
新規入居者 ｣ と記載 され た フロー表 を
ご覧 くだ さい｡ こち らは､市営住宅 の入居者募集 に応
募 され た方 の入居 までの流れ を示 した もので ござい ま
す｡
申込書 の提 出後､公開抽選 に より 当選 した者 が入居
資格審査対象者 とな ります｡ ここで落選 した者 につ い
ては､対象外 とな ります｡
当選 した者 に対 しては､市民であ ることや所得基 準
内であ ることな ど､入居資格審査 を行 い ます｡ この資
格要件 の うち.r
暴力団負 でない こと｣ については､先
ほ ど説 明 しま した ように､暫視 庁へ照会 し､回答 をい
ただ くことにな り.
ます｡そ の結果､対 象者 が暴力団員
であ った場合 には､審査 に不合格 とな ります ので､市
営住宅 に入居す ることはで きません｡

‑12 ‑

次 に､ ｢
既存 入居 者 ｣と記載 され た フ ロー表 を ご覧
くだ さい｡
こち らは､市営住宅 に既 に入居 され てい る方 が､親
族 の同居 や入居 の承継 の承認 を受 け ようとす るときの
流れ を示 した もので ござい ます｡
申込 みがあ った ときは､滞納 家賃 がない こと､所得
が基準 内であ ることな ど､所定 の審査 を行 ない ます｡
この審査 の うち ｢
暴力団員 でない こと｣ につ いては､
先 ほ ど と同様 に警視庁へ照会 し､ 回答 をい ただ くこ と
にな ります｡
そ の結 果､対象者 が暴力 団員 であ った場 合 には､審
査 に不 合格 とな ります ので､そ の暴力団点 の同居 は認
め られず､市営住宅 に入居す ることはで きませ ん｡
一方 ､入居承継承認 の 申込者 が暴力団員 で あ るこ と
が判 明 した ときは､新 た に追加 した第 37条第 1項 第

6号 の規定､ ｢
暴 力団負 で あ る ことが判 明 した とき｡｣
に該 当す ることにな り､ 明渡 し請求 を行 な うことがで
きるようにな ります｡
なお､ こう した実務 の遂行 にあた りま して は､警視
庁 と充 分 に連携 ･協 力 を しなが ら対応 して まい ります｡
資料 1‑2に戻 りま して､ 4の実施予定 時期 です が､
平成 20年 6月の第 2回市議会定例会 に条例 改正案 を
上程 し､公布 の 日か ら施行 とす る予定で ござい ます｡
以上 で､説 明 を終わ ります｡ よろ しくご審議 の程 ､
お願 い 申 しあげます｡
(
高齢者支援課)

高齢者住宅 関係 で ござい ますが､ただ今 ご説 明申 し
あげ ま した ｢
市営住宅等｣ と､ 同様 で ございます｡
なお､具体 的 な事務 の流 れ の中で大 き く異 な る点 と
い た しま して は､ 高齢者 住 宅 の ｢
入居者 の資格 ｣ は､
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｢
満 65歳以上の同居親族のいない単身者であ る｡
｣
こと､ また､｢同居の禁止｣規定 を定めてい ることで
ございます｡
なお､｢
警視総監への意見聴取｣ につ きま しては､
必要最小限としたく考えてお ります｡
よろしく､ ご審議 くださるようお願いいた します｡
(
会

長) 説明が終わ りま した｡いずれ も同 じような事務の流
れ と見受け られますので､一括 して審議 を進めたいと
思います｡では､ これ らの事務で行 うこととなる新た
な個人情報の収集等 について､皆さんの方か ら､ ご質
問があ りま したら､お願い します｡

(
委

員)

3点あ ります｡ まず､実施の予定時期は 20年 6月
とあ りますが､ これは年 1回行 うということですか｡

必要に応 じてということですか｡
(
住宅勤労課)

市営住宅 に関 しては､毎年､年 1回空 き家の募集を
してお ります｡今までは､ 6月に募集 してお りま した
が､今回はこの条例改正があ りますので､認め られて
から募集 したいと考えてお ります｡

(
委

どれ くらいの件数 を予想
員) 年 1回ということですね｡･
されますか｡

(
住宅勤労課)

大体応募は 300名から500名程度あ りま して､

入居できる方は 10名程度です｡
(
委

員) 照会が 10件程度であれば､依頼 した事項 に関 して､
問題あ りませんということを文書で もらう必要性はな
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いのですか｡
空 き家 については､ 10件程度 ですが､改築 などを

(
住宅勤労課)

してい る場所 もあ ります｡その ような所 については新
たに増 戸す ることがあ ります｡府 中市 に限 らず東京都
の各市 が議会 において､暴力団排除の条例改正 を行 う
ことにな っています｡従い ま して､警視庁 の組織犯罪
対策部 に集 中的 に事務が重 な りますので､警察の方 か
らは事務 を円滑 に行 うために該 当がない場合 は､電話
連絡でお願い したい と言われ ています｡該 当性があ る
.場合 は十 分な調査 を して文書 回答 したい と言 ってお り
ます｡
高齢者住宅で ございますが､毎年 6月に募集 してお

(
高齢者支援課)

ります｡本年度 につ きま して も 6月募集 を予定 してお
ります｡ これ に閑 しま しては､募集ゐ対象が 65歳以
上 の単身の高齢者 ということで､時期 を変 えます と混
乱 を生 じると思いますので､決定者 を随時照会 させて
いただ きます｡
(
委

員)

既存入居者の場合､定期的 にや り直すのですか｡

(
住宅勤労課)

一般的 には､市か らお願い してい る連絡員 さんや コ
ミュニテ ィの中で､暴力団員 と思わせ るようなことが
あ った場合 は､市の方で調査 を して､警視庁 の方 に照

会す るとい うことで､随時 とい うことを考 えてお りま
す｡
(
委

員)

既存入居者 が不安です｡警視庁 の情報が どうか とい
う問題 もあ りますね｡毎年 ではな く､あるタイ ミング
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で見直 しをやる訳にはいかないのですか｡
(
住宅勤労課)

現在の入居者 について全員を替察 に照会す ることは､

考えてお りません｡その必要性があった場合 と､新た
に同居者が入居する場合のようにタイ ミングを見計 ら
って進めていきたいと考えています｡
(
委

49条の文章です と条例上市長が認めた場合 とあ り

員)

ますが､担当者或いは担当課の中での判断基準がない
と困る場合があるのではないですか｡条例上は審議会
が認めればいいというこ̲
とですが､入居者 に対 して警
察に照会す ることを募集要項 に請 ってお く必要がある
と思います｡
(
住宅勤労課) 担当課の判断基準については､･
コミュニテ ィか ら上
がって来た情報 をどう扱 うかについては､警察 との協
議の中で一定の話はあ りますが､ さらに詰めていきた
いと思 ってお ります｡
今年 の 6月以降の募集案内等 に暴力団点 を排除す る
こt.
を明記す るとともに､先ほどの 3情報 を警察 に照
会 しその同意 を得 るような記載 を したいと考えてお り
ます｡
(
会

長)

いいですか｡他にあ りますか｡

(
委

員)

内容ではないのですが､機運が高まってきたか■
らや
るというスタンスでいいのか と思います｡一つの社会

正義のために､またこ皆の安全 を守 るためにやるので
はないのですか｡また､情報媒体がフロッピーデ ィス
クというのは古いのではないですか｡
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(
住宅勤労課)

主 旨のところで､若干事実性 に欠ける印象を与え兼
ねないか も知れません｡今 まで も暴力団を排除す るた
めに別の方法で努力 してきたのですが､昨年の町田市
の事件 を契機 に特 に東京都が精力的に動 きま して､そ
れ に関 して警察庁､ま串､国の方が暴力団排除の大号
令 を したということがございま して､機運が高まった
とい うのは東京都､国､警察が とい う意味ですので､
ご理解いただきたいと思います｡
また､警察の方か ら媒体 はフロッピー と指定 されま
した｡

(
委

員)

今回の夢題を拝見 して､個人情報保護条例か らす る
と審議会 としで陰重 に考えなければいけない と思いま

す｡犯罪予防の 目的があま り先行す る発想ばか り前提
と して出て しまうと､個人情報保蓉条例か らす ると問
題で､危険なものであると思います｡結論 と しては､
許可すべ きと考えますが､鹿存入居者全部 を調べ るの
は危険だ と思います｡今回は､特別な機会 を捉えて部
分的に行 うものであること､広範な規制 にはな らない
ことが許可できる理 由です｡
(
委

員)

同 じ思いです｡

(
委

員)

少な くとも市営住宅や市民住宅の中では犯罪を防 ご
うということだ と思います｡市 と警視庁のや り取 りが

犯罪を無 くすため､反社会的な動 きにつながることを
防 ぐためには必要だ と考えますが､一方で広範 な規制
につながるとすれば難 しいことだとも思います｡
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(
委

員) 退去は､夫婦単位か子 どもが含 まれ るのか｡

(
住宅革労課)

既存入居者で子 どもが暴力団の場合は､その子 ども
に退去 していただきます｡その親御 さんは住む ことが

で きます｡当該本人が対象ですので､排除す る対象は
暴力団員 と判 明 した本人だということです｡
(
委

員) 改正 され る内容ついては確定 していますか｡
･

(
住宅勤労課)

お配 りした文書はすべて改正案です｡

(
委

この場で考えな くてはいけない ことは､情報収集 に

員)

関 しての 49条 と 50条の今 までなか ったルー トを認
めるというところですか｡
(
住宅勤労課)

その とお りで ございま して､ ここが議論 を尽 くして

いただきたいところです｡
(
委

員)

警視庁 に市の方か ら提供す る資料 は､名前 とかで警

視庁 に一覧表があって分か るようにな らてい るのです
か｡
(
住宅勤労課)

情報提供事項で氏名､生年 月 日､性別 の 3つの情報
を警視庁 に報告 し何 らかの形 で調査 し､分かることに
な っています｡

(
委

員) 募集があ った時に 3つの情報 を提供す るのですか｡

(
住宅勤労課)

全ての募集対象者ではな く､当選予定者 について照

会をかけることになっています｡
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(
委

現実問題､ 3つの情報で分かるようになっているの

員)

ですか｡
(
住宅勤労課). 警察の方ではそれで十分だと言 っています｡
(
委

員)

それだけで分か らな くてそれ以外の事項の調査が入
りますか｡

(
住宅勤労課)

それは一切あ りません｡ 3つの情報だけです｡

(
委

過去 に暴力団員だ った りした場合は リス トに出ると

員)

思いますが､対象に入 るのですか｡
(
住宅勤労課)

今回のご提案 した内容は､指定暴力団の構成員を言
っていますので､準構成員 とか OBは対象外です｡

(
会

長)

この辺で､本審読会の意見 をまとめていきたいと思
います｡市営住宅管理事務ほか 2つの新たな個人情報
の収集などについて認めてよろ しいで しょうか｡

(
委

員)

個人情報の提供 ということは大 きな問題ですが､限
られた中での収集 と提供 ということですので｡

(
委

員)

個人情報の問題は､難 しい ことですが､安全上良 く
しなければいけない事項 に対 しては､ある程度の情報
を求めていかない とコン トロール しきれない と思いま

す｡
(
委

員)

改正は暴力団点を排除す るための ものなので､ きち
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んと審査を受けて入居 したことで､風貌だけであや し
いと言われることがなくなるのでは｡
(
会

長) それに対 して市の方の意見を聞いてみます｡

(
住宅勤労課) 難 しいお話 しですが､風貌その他で行 うのではな く､
条例の中で書かれたタイミングで照会 していきたい｡
ただ､例外的に既存入居者 について近所の方の情報提
供があればそれを掛酌 して､今後､警察 との協蓑の中
でルール化 して一定の基準 に基づいて必要があれば照
会 していきたいと考えてお ります｡
(
委

員) 人権的には､どんな方で も入居 を妨げるべきでない
という思いがあ りますので｡

(
会

長)

わずかな時間で認める､認めない というのは難 しい
と思いますが､認めるという方は｡ (
‑挙手全委員)
あ りが とうございます｡本審議会 と して､｢
市営住

宅管理事務｣ほか 2つの事務で行 うこととなる新たな
個人情報の収集等について､認めるということで市 に
報告 しておきます｡
(
委

員) 基本的に認めま したが､機運があるか らやるのでは
な く､社会の安全のためにあえてという前提をきちん
としておきたいと思います｡

(
会

長) その辺をよく市 と相談 しま して書類を提出します｡
次 に､会議次第 4の (
4)｢個人情報 を取 り扱 う事
務の届出について｣を事務局か らご説 明いただきたい
と思います｡
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(
事 務 局)

それでは､説 明させていただ きます｡ これは､府中

市個人情報 の保護に関す る条例第 9粂第 1項 の規定 に
よ り､個人情報 を取 り扱 う事務 の届 出があ ったものに
っいて ご報告す るものです｡今回ご報告す るのは二資
料 2‑ 1に ございます ｢
特 定健康審査 ･特定保健指
導｣事務でございます｡本年 4月よ り､国民健康保険
被保険者 に対す る特定健康審査､特定保健指導 を実施
す ることにな り､ これに伴い新 たな個人情報の取扱い
が発生す るというものです｡
(
会

長) で は､｢
個人情報を取 り扱 う事務の届 出について｣､
の説 明が終わ りま したので､ どなたかご質問があ りま
した らお願い します｡

(
委

資料 2‑ 1､ これは､市の中ではこれ を見 られ る方

員)

は限定 されているのですか｡
(
保険年金課)

(
委

パスワー ドと IDで限 られてい るので､誰 もが見 ら
れ るのではあ りません｡

員)

物理的 にデータがどうな っているか｡ これだけの情

報 があって､データとデータをつ き合わせて調査す る
と､パ スワー ドと IDで見 られ ることがあ ります｡市
の管理の方が重要な気が していますが｡
(
保険年金課)

個人の情報 に関 して各主管課で情報管理 していま し
て､認め られた職員 しか見 られないようにな っていま

す｡ また､職員の中で も例 えば住民基本台帳は､年度
当初 に情報 システム課に許可の願いを出す体制をとっ
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ています｡各情報を持 っている主管課で管理等はきち
んとや っています｡
(
委

員) 形だけでも心配があります｡

(
委

員)

この報告事項の中で､変わ った点は｡

(
会

長)

それでは､第 4の

(
5)個人情報の取 り扱 う事務の

変わ ったところを事務局で説明 して ください｡
(
事 務 局)

第 4の (4) は､今回､新たな事務が発生 しま した

ので皆様 に報告 したものでございます｡それでは､変
更があった事務 について説 明させていただきます｡ こ
れは､府中市個人情報の保護に関す る条例第 9粂第 3
項の規定により､個人情報 を取 り扱 う事務の変更があ
った ものについてご報告す るものです｡今回ご報告す
るのは ｢
障害者 自立支援給付費支払 に関す る事務｣ と､
｢胃がん検診､乳がん換診､子宮がん検診､成人健康
診査､女性健康診査､成人病健康診査､歯周疾患検診､
成人歯科健康診査､骨組 しょう症検診｣でございます｡
障害者 自立支援給付費
資料 3‑1をご覧 くだ さい｡ ｢
支払に関す る事務｣は､昨年 10月 1日より､障害者
自立支援法第 29粂第 8項の規定 に基 づ き､それまで

3つに分かれていた事務が 1つ にまとまったことを受
けての変更でございます｡次に､資料 3‑2をご覧 く
だ さい｡ ｢胃がん検診､乳がん検診､子宮がん検診､
成人健康診査､女性健康診査､成人病健康診査､歯周
疾患検診､成人歯科健康診査､骨親 しょう症検診 ｣に
つ きま しては､根拠法令の変更や､事業の整理等が ご
ざいま したので､その変更を報告す るもので ございま
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す｡詳細 は､資料 3‑2でご確認をお願いいた します｡
(
会

長)

では､｢
個人情報を取 り扱 う事務の変更 について｣､

の説明が終わ りま したので､ どなたかご質問があ りま
したらお願い します｡ (
‑質問な し)
(
会

長)

では､他 に､ ご質問 もないようですので､次に､会

議次第 5 ｢
その他｣について､事務局か ら何かあ りま
すで しょうか｡
それでは､会議次第の 5の ｢
その他｣ですが､会議

(
事 務 局)

終了後に報酬 に係 る委任状 を回収いた しますので､事
務局の者 にお渡 しくださいます ようお願いいた します｡
(
広報課長)

委員の皆様､本 日は､長時間に渡 り､ ご審議いただ
きあ りが とうございま した｡今回新たに 3名の方に加

わ っていただき､積極的なご意見をいただきあ りがと
うございま した｡ これをもちま して､平成 20年度第
1回府 中市情報公開 ･個人情報保護審議会を終了させ
ていただきます｡
(
了)
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