会議の名称

令和２年度第５回個人情報保護運営審議会

開催日時

※「開催方法の変更について」のとおり

開催場所

※「開催方法の変更について」のとおり
（委

参加委員

員）臼井雅子会長・日下直喜委員・嶋田節男委員・田村初惠
会長職務代理・當間丈仁委員・広井勝夫委員・水越久吉
委員
（欠席委員）なし

諮問案件

・令和２年度諮問第１３号
子育て応援ギフトセット配布業務委託（子ども保健・給付課）
・令和２年度諮問第１４号
病児保育予約システム使用委託（保育幼稚園課）
令和２年度第５回個人情報保護運営審議会は、新型コロナウイルス
感染症対策のための緊急事態宣言が発令されたこと等を受け、令和２
年１月５日付個人情報保護運営審議会会長通知“令和２年度第５回東
村山市個人情報保護運営審議会の開催について”により、従前の市庁
舎に参集しての審議から、電子メールによる審議へ変更し、以下①か
ら④までの手順において実施しました。

開催方法の変 ① 委員各位は、質疑及び意見を市宛に１月１３日（水）までにメール
更について
でお送りいただく。
② 市は、１月１５日（金）までに回答を返信する。返信は委員各位か
らの質疑及び意見を全て一括して全員に送る。
③ 委員各位は、②を受け、さらに意見があれば、１月２０日（水）ま
でに市宛にメールでお送りいただく。
④ 市は、①から③までをとりまとめ、会長へメールで送り、会長は答
申内容を市へ返信する。

問い合わせ先

総務部 総務課 情報公開係
担当者名 鳴海・髙谷
電話番号 ０４２－３９３－５１１１（内線２３１７）
ファックス番号 ０４２－３９０－６２２７
会

議

経

過

諮問審議
○「子育て応援ギフトセット配布業務委託」について、諮問どおり行うことを「可」
とする。
※委員意見及び子ども保健・給付課の回答



諮問書Ｐ．３「５コンピュータ・記録媒体の利用、外部接続の有無（４）」で、デ
ータの削除に関し「専用のソフトを使用」とあるが、市が指定したソフトか、そ
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→


→



→


→



→



れとも事業者が任意で選択するのか。特に事業者が任意で選択する場合には、ど
のようなソフトを使用したか削除完了報告書で分かるようにした方が良いと思
うが、そのようになっているのか伺う。
使用するソフトやバージョンを確認することで、相手への牽制にもなるので、そ
れらの確認はお願いしたい。
事業者が任意で選択することを想定している。現状の仕様書では、削除完了報告
書に使用ソフト名を記載しなければならない旨は読み取れないため、削除完了
報告書の内容として使用ソフト名等（作業開始日時、作業完了日時、作業実施場
所、作業担当者名、責任者名）の記載を要する旨、仕様書に明記する。
諮問書Ｐ．１「１委託理由」について、令和３年度子育て応援ギフトセットの配
布予測数はいくつか。また、「専門職１５名」はどのような仕事をするのか。
１，１００件を見込んでいる。専門職は、保健師、助産師を指している。妊婦面
接及び妊婦面接時の子育て応援ギフトセットの配布のほかに、主たる業務とし
て母子健康手帳の交付、妊産婦や乳幼児の支援、ご家庭の訪問、相談業務、健康
診査業務等を行っている。
諮問書Ｐ．２「４個人情報を取り扱う作業の留意点（２）責任者の配置」につい
て、市側にも、受託者側との連絡調整責任者を定め明確化すべきではないか。
受託者側に連絡責任者を設定する目的は、受託者における個人情報の取扱いが
適正であるかの調査や、個人情報の紛失や漏えい等の事故があった際に、委託者
（市）は受託者の誰に連絡を取るべきなのかを明確にするためであり、委託者
（市）側に「連絡責任者」という立場を設定する特段の事情はないものと認識し
ている。なお、委託者（市）側の責任の所在を明確にするということに関しては、
本件契約に関する担当者が設定されるのに加え、東村山市契約事務規則の規定
により、監督職員及び契約事務所管責任者が必ず設置されることとなるため、そ
れをもって足りるのではないかと考えている。
諮問書Ｐ．１「２委託内容（１）ウ」について、受託者への引換券の文書番号及
び発行管理番号の連絡は、いつ行うのか。発行管理台帳への記帳後、その都度行
うのか。
お見込みのとおり、引換券を作成し、発行管理台帳への記帳を行った後に、その
都度提供する。
諮問書Ｐ．２「２委託内容（４）」に「追跡機能等を利用し」とあるが、これは諮
問書Ｐ．２「４個人情報を取り扱う作業の留意点（５）」に記載の「簡易書留郵
便等の受領証」で確認すると云う事か。「等」の記述が気にかかる。
お見込みのとおり、基本的には受領証に記載される追跡番号で確認する。「等」
の記述に関しては、たとえば受託者が配達証明を付加した場合、この場合、追跡
機能を利用せずに受取り確認が可能となるが、そういった場合などを考慮して
付したものである。
諮問書Ｐ．３１「令和３年度子育て応援ギフトの運用方法（案）２（５）イ」に
ある発行管理台帳について、これには工程管理機能があり、受領確認トレースが
出来る処理構造があるのか。また、この発行管理台帳は紙のみか、それともデジ
タル化されていて、ＰＣでの管理が可能なものか。
発行管理台帳は、
「引換券作成」、
「引換券交付」、
「実績報告受理」の３つの工程
に分かれており、お見込みのとおり発行管理番号ごとの受領確認トレースがで
きる処理構造となっている。本台帳はデジタル化されているため、紙を使用せ
ず、ＰＣにて管理を行う。
「簡易書留郵便等の受領証」の複写（コピー）禁止は、どこかに記載されている
か。
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→ 諮問書Ｐ．２１「個人情報の取扱いに関する特約条項 第６条第２項」にて、取
得個人情報の複製、加工、再生、所定の場所からの持ち出しを禁止している。
 諮問書Ｐ．２「４個人情報を取り扱う作業の留意点（１）」について、作業場所
へのスマホ等ＩＴ機器の持ち込みは禁止されているか。
→ スマートフォン、携帯電話等のＩＴ機器の持ち込みを禁止する旨の具体的なル
ールは記載されていないため、仕様書に明記する。
 諮問書Ｐ．１８「仕様書（案） 別記様式２」の従事者名簿に採用枠（社員、契
約社員、非社員（パート、アルバイト））と、非社員の場合、勤務年数もあった
方が信頼性が上がるのではないか。また、東村山市在住か否かもあれば、利用者
の安心感が上がると思う。
→ 採用枠及び勤続年数を様式に追加する。市内在住か否かの件は、本件委託につい
ては、業務規模の観点から（市外業者である）百貨店等を指名する可能性が高
く、ほとんどの受託業務従事者が市外在住となることが予想される。全ての従事
者が「市外在住」と報告される可能性もあることを考慮すると、本件委託に関し
ては東村山在住か否かは記載しない方向でいきたいと考えている。
 受託従事者は、採用時および退社時に会社に対し「業務上知り得た個人情報を家
族を含めた方に話す事をしてはならない旨の誓約書ヘのサイン」をする仕組みと
なっているか。行政業務のアウトソーシングには必要である。
→ 誓約書の提出が仕様書に明記されていないため、その旨明記する。
 諮問書Ｐ．３「５コンピュータ・記録媒体の利用、外部接続の有無（１）」に記
載の「定期的または不定期にパスワードを変更する。」について、定期的とは、
一年で２回以上の解釈で良いか。
→ 四半期に 1 回程度のパスワード変更を要求することを想定している。
 不定期とは、受託業務従事者の退任時を含むと考えて良いか。
→ ご指摘いただいた状況を含め、人事異動などで受託業務従事者が受託業務から
外れた場合を想定している。
 諮問書Ｐ．３「５コンピュータ・記録媒体の利用、外部接続の有無（２）」 に
記載の「外部記録媒体は一切使用しない。」について、情報保護には、情報漏洩
以外にも情報喪失・誤記録の防止観点がある。情報喪失の観点からの質問である
が、情報バックアップ体制は大丈夫か。
→ 諮問書Ｐ．２０「個人情報の取扱いに関する特約条項 第６条」にて、紛失、改
ざん、破損等の情報喪失を防止することを義務付けており、受託者決定後には情
報バックアップ体制に注意していただくよう、口頭でも指導する。なお、万が一
デジタルデータの誤削除が生じてしまった場合においても、引換券の事務処理
欄の確認や受領証との突合によって送付管理状況の復元は可能であると思われ
るので、引換券を提出したかたにギフトが届かない事故は避けられると考えて
いる。
 諮問書Ｐ．１２「仕様書（案） ２（３）」について、案内文書およびギフト券発
送時の住所も印刷されると思うが、印刷ミスや貼付けミス時のミス紙の取り扱い
の明文化も必要だと思う。
→ ご指摘いただいたミス紙も、個人情報の取扱いに関する特約条項及び情報セキ
ュリティ合意書の内容を遵守した取扱いが必要な旨、仕様書に明記する。
 諮問書Ｐ．１「１委託理由」に「現在まで専門職１５名による物品配布及び事務
職１名による物品調達体制により」とあるが、専門職の処遇も含め、本委託後ど
のような体制になるのか。
→ 事務職 1 名が委託業務の契約処理、引換券作成、検査、支払、受託者との連絡調
整を担い、専門職１５名は妊婦面接時の引換券の交付を担うこととなる。従来か
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ら直営による実施のための職員加配は行っていないため、専門職、事務職ともに
処遇に変化はない。
 諮問書Ｐ．１「２委託内容（１）ウ」について、市があらかじめ委託業者に提供
する文書番号及び発行管理番号の提供方法、様式はどのようなものか。
→ Ｅメールを使用し、パスワードロックをかけたエクセルファイルにて提供する。
 諮問書Ｐ．２「４個人情報を取り扱う作業の留意点（２）責任者の配置」につい
て、市に配置した責任者の名簿等の提出を求めてはいかがか。
→ 市に配置した責任者の名簿等については、
「取得個人情報取扱責任者の届出」に
より責任者の部署、役職、氏名等を報告させる。
 諮問書Ｐ．２「４（２）責任者の配置」は「市との連絡調整を行う責任者を設置
する」である。これは、「取得個人情報取扱責任者」と必ずしも同じ者を設置す
るとは限らないのではないか。別の者を設置する場合届けさせる必要があるので
はないか。また、この項目について、市の考え方が明確になるよう検討してはい
かがか。
→ 連絡調整を行う責任者と個人情報の取扱責任者を混同した回答をしてしまい、
大変失礼した。ご指摘のとおり、ルール上必ずしも同じ者を設置しなければいけ
ないわけではないため、個人情報の取扱責任者の届けとは別に、連絡調整を行う
責任者の届けを提出させることとする。
→（情報公開係長）
「責任者」の解釈については、本項目を設定した趣旨を鑑み、今
後は、偽装請負防止の観点より「契約内容や履行状況等に係る市
との連絡調整を行う責任者」についてと、個人情報の取扱いに関
する特約条項に基づく「取得個人情報取扱責任者」についての２
点について、責任者の設定や届出の有無、特命随意契約等で事前
に決まっている場合はその者の役職等を記載するよう諮問書作
成所管へ指示するようにする。
 諮問書Ｐ．１６、１８「仕様書（案） 別記様式１及び２」のタイトルについて、
他の記述との整合性等から再考されてはいかがか。例えば、別記様式１「子育て
応援ギフト配布委託契約報告書」の「委託契約」を「実績」に、別記様式２「子
育て応援ギフト配布委託契約従事者名簿」の「委託契約」を「委託業務」にであ
る。
→ ご指摘いただいた部分について、全体の整合性を整えるよう再考する。また、そ
の他の部分についても再度精査させていただき、名称の整合性を整える。
 諮問書Ｐ．２４「情報セキュリティに関する合意書 第２条第２項」の条文を、
諮問第１４号と統一してはいかがか。また、同合意書第１条第４項の対策基準書
及び第２条第２項の個人情報保護等に係る教育の実施状況については、市に提出
等を求められたい。
→（情報公開係長）条文については委員ご提案のとおり統一すべく、諮問第１４号
が第１３号で使用しているものと同じものを使用することとす
る。
→ 対策基準書及び教育の実施状況は、受託業者が決まり次第、ご指摘いただいた内
容の確認をさせていただくよう、受託者に要請する。
 ギフト引換券には有効期限があるのか。また、年度をまたがって継続する事業と
思われるが、くれぐれも遺漏のないよう対応されたい。年度をまたがるもの、受
託業者の変更時など。
→ 有効期限を設定し、引換券面上に明記する。ご指摘のとおり、年度をまたぐ処理
が発生する事業であるため、十分に注意を払い、対応する。
 諮問書Ｐ．１「２委託内容（３）」にある「簡易書留郵便以外の送付方法を用い
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る場合」とは、どのような場合を想定しているのか。
→ 例えば一般書留郵便など、簡易書留郵便以上のセキュリティ機能及び追跡機能
を有する送付方法を受託業者が希望した場合を想定している。
 諮問書Ｐ．２「３受託者が取り扱う個人情報の種類」について、氏名、住所、電
話番号の３つと少ないように見えるが、これから生まれてくる新生児の情報は名
簿業者からすれば、喉から手が出るほど欲しい情報だと思う。我が家の娘が成長
していく過程にも七五三の着物、ランドセルの販売、制服やコートの販売、成人
式の着物等のＤＭが次々と送られてきた。幼稚園や小学校に上がるようになれ
ば、個人の情報が洩れることもあるかもしれないと思うが、乳児となれば情報が
洩れた経緯の特定もしやすくなると思う。これから入札を開始し、事業者を選ん
でいくとのことになるので、情報流出の可能性が低く、信用のおける事業者に委
託していただけるように切に要望する。
→ 本件委託で取り扱う個人情報は新生児本人のものではないが、母親の住所と同
一住所であることは容易く予測でき、委員ご指摘のとおり個人情報の取扱いに
関する特約条項で禁じている目的外利用が危惧されることはごもっともであ
る。ご要望のとおり、信用のおける事業者を選定できるよう努める。
 妊婦に引換券が配布されるのは、どのタイミングで、どのように、どこで行われ
るのか。
→ 引換券の配布は、妊娠届を受理する際に行う妊婦面接のタイミングで、専門職か
らの手渡しで、東村山市役所の所管課窓口にて行う。また、今後、新型コロナウ
イルス感染症の影響により対面で面接を行えなかった場合に、オンライン面接
を実施し、郵送で引換券を配布する、ということが考えられる。
 これまで複数の委員より仕様書へ明記するよう要請が出ているものがいくつか
あり、所管課からは、その内４つについて仕様書へ明記する旨の回答があった。
しかし、３つの指摘事項については「個人情報の取扱いに関する特約条項」に記
載されていることで足りるという回答となっている。個人情報におけるリスク
は、移動や加工時に最も高くなる。個人情報を扱う作業において、実際に作業に
当たる者に、「何をやるのか」と同時に「何をやってはいけないのか」をはっき
りわかるようにしておかなければならない。したがって、特約条項での縛りを過
信せず、作業者が直接目にする仕様書に「やってはならないこと」を書いておく
必要がある。ギフトを扱う百貨店を受託者の候補に挙げているということではあ
るが、当節どんな企業においても非正規雇用者やパートタイマーが増えている。
継続的に雇用されて継続的に情報セキュリティの教育を受けている人員が必ず
当てられるかどうか不明である状況において、
「この程度のことは常識であろう」
と軽々に考えるのは、大切な個人情報を委託する側としては禁物である。ゆえに、
仕様書は、できるだけ詳しく、丁寧に作成することを求めるとともに、次の（１）
から（３）までのことについて仕様書への追記等を求める。
（１）「簡易書留郵便等の複写禁止」を仕様書に記載すること。
→ 簡易書留郵便等の受領証の複写禁止を仕様書に明記する。また、あわせて引換券
についても複写禁止と明記するようにする。
（２）「情報バックアップ体制の注意：紛失・誤記録・誤削除に十分注意すること」
に関し、仕様書に記載すること。
→ 情報バックアップ体制（紛失、誤記録、誤削除の防止）に十分注意する旨、仕様
書に明記する。
（３）印刷ミスや貼り付けミスをしたシールの取り扱いについて、シュレッダーで読
み取り・復元できないよう廃棄処分すること。その際幾つミスが出たか記録も
させ、四半期ごとにミスの数と廃棄処分を確実にした旨の報告をさせること。
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記録と報告は責任者に行わせること。
→ ①印刷ミス、貼り付けミス時のシールの取扱いについて、シュレッダーで裁断
し、個人情報を復元不可能な状態にした上で廃棄処分をすること。②その際のミ
スの記録については、ミス件数及び廃棄処分を確実にした旨の報告を月次（毎
月）で行うこと。③記録と報告は個人情報の取扱責任者が行うこと。以上３点を
仕様書に明記する。なお、報告頻度については四半期ごととのご指摘であるが、
報告漏れを防ぐために、請求及び実績報告と同じく月次（毎月）とさせていただ
きたいと考えている。
 データ消去ソフトがどんなものを使用しているかの確認は、非常に重要である。
当審議会でもこの点はどの業務委託事業・所管課にも常に念を押している。専用
ソフトについては、事後ではなく、委託時に必ず確認すること。そして、それを
確認することを、所管課側の事業委託仕様書などに記載しておくこと。また、同
様に、「四半期ごと前後に１回のパスワード変更を要求する」ことも記載するこ
と。
→ 個人情報を削除する際に使用するデータ消去ソフトについては、仕様書の別記
様式としてあらかじめ様式を作成し、契約締結後速やかに市に届けを提出する
よう、仕様書に明記する。加えて、本届の提出をさせる旨、所管課側で持つ事務
マニュアルに記載する。パスワード変更の要求についても、仕様書に定期の頻度
として少なくとも四半期ごとに 1 回であることを明記し、所管側の事務マニュ
アルにもパスワード変更を要求・確認する旨記載する。
 文書番号と発行者番号は、パスワード付きのメールで送信するとあるが、これは、
複数回行われることになると今回の回答から理解した。送信をする過程ではただ
の番号でも、照合により個人情報の一部となるものである。送信時にも個人情報
そのものと同等の注意を払うよう、念のためにお願いしたい。
→ 承知した。個人情報そのものと同等の注意を払うよう徹底する。
 仕様書への追記等指摘事項の実施をお願いし、本件を可とする。

○「病児保育予約システム使用委託」について、諮問どおり行うことを「可」とす
る。
※委員意見及び保育幼稚園課及び情報政策課の回答


ＩＣＴ活用による病児保育予約システムを導入している区市はどのくらいある
のか。
→ 多摩２６市では、自治体として予約システムを導入している市はないが、インタ
ーネット予約ができる施設を利用できる市は３分の１程度ある。
 本件を委託できる事業者は、何社くらいあるのか
→ 当市で機能の確認を行った事業者としては３社である。
 病児保育の受け入れ枠に対し、事業の利用率を伺う。また、申込数、キャンセル
数、利用不可であった数や理由等のデータは、システムから抽出できるのか。
→ 平成３１年度実績では約３７％の利用率であった。なお、令和２年度は新型コロ
ナウイルス感染症の影響により、１２月末までの利用率は約４％となっている。
また、申込数、キャンセル数等の利用予約データをＥｘｃｅｌまたはＣＳＶ形式
で出力可能とすることを仕様に含めている。
 利用登録はあらかじめ必要か。また、必要な場合、事業者に申し込むのか。
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→ これまでと同様、利用登録は必要となるが、書類によるもののほか、予約システ
ムを介してアカウントを取得することにより利用登録することができるように
なる。いずれの方法も、市に登録申請をすることになる。
 諮問書Ｐ．１「３受託者が取扱う個人情報の種類」について、電話番号とメール
アドレスは複数のものを登録することが可能なのか。また、「事業利用の原因と
なる病名及び症状」や「利用費無料の該当又は非該当」の情報は、センシティブ
情報なので、十分慎重に扱ってほしい。
→ メールアドレスは１つのみ、電話番号は複数登録することが可能である。個人情
報の取り扱いについては、十分に留意して慎重に取り扱う。
 諮問書Ｐ．２「４個人情報を取り扱う作業の留意点（３）」の「～保守並びに障
害対応の作業を行うにあたって～」について、諮問書Ｐ．３「５外部接続の有無
等（１）②」を見るに、データセンターのセキュリティは大丈夫だと思うが、ハ
ードウェア及びソフトウェアの保守並びに障害対応に、データセンター以外の他
のメーカの職員が対応するケースが考えられるので、メーカ名およびそのメーカ
のセキュリティ対応状況を尋ねておいて頂きたい。これは、過去に他自治体にお
いて、ハードウェア保守でハードディスク交換が行われた際、古いハードディス
クが記録内容を消去することなく転売されてしまう事件があったので、念のため
である。
→ ＡＷＳではセキュリティ上ハードウェアやソフトウェアの詳細等は公表してい
ないが、米国国防総省方式による消去や、消磁、物理破壊などをすることがＡｍ
ａｚｏｎ社内廃棄プロセスとして決まっている。また、ＩＳＯ等の安全性評価に
関わる認証を取得し、第三者による監査を定期的に受けていることから、安全性
を担保できていると考えている。
 インターネット環境を活用できない人や、活用できるが利用を望まない者にもサ
ービス格差が生じないよう十分配慮されたい。
→ 市役所窓口で、タブレット端末を利用した利用登録支援や書面による利用登録
の受付を行えるようにするほか、従前どおり電話による予約も継続して行うこ
とで、利用者サービスに格差が生じないよう十分に配慮する。
 諮問書Ｐ．２「４個人情報を取り扱う作業の留意点（２）」について、市に配置
した責任者の名簿等の提出を求めてはいかがか。
→ 諮問書Ｐ．１５「個人情報の取扱いに関する特約条項 第８条」にあるとおり、
取得個人情報取扱責任者の届出を書面で提出させる。
 諮問書Ｐ．１８「情報セキュリティに関する合意書 第２条第２項」の条文を、
諮問第１４号と統一してはいかがか。また、同合意書第１条第４項の対策基準書
及び第２条第２項の個人情報保護等に係る教育の実施状況については、市に提出
等を求められたい。
→ 委員ご提案のとおり、諮問第１３号と文言を統一する。また、対策基準書及び教
育の実施状況についても、ご指摘の通り、情報セキュリティに関する合意書に基
づき、市への提出を求める。
 諮問書Ｐ．２０「病児・病後児保育事業業務委託仕様書（案）５（２）ウ」に「施
設内の保育スペース以外の事務室等で施錠できる棚等」とあるが、明確に場所が
特定できないため、施錠する鍵の管理者名を届け出してもらうよう提案する。
→ 病児・病後児保育事業業務委託は以前より実施しているものであり、これまでも
戸棚等の鍵の管理を含めた責任者の届出を書面により受けている。
 諮問書Ｐ．２「５外部接続の有無等」について、病児保育の予約を大手のＡｍａ
ｚｏｎが提供するクラウドサービスを使用するとのことだが、私自身もＡｍａｚ
ｏｎのサービスを使用している者として感じることは、大手ゆえにＡｍａｚｏｎ
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→



→

→



→

→


を騙るフィッシングメールや詐欺メールが送られて来て困ることが多いという
ことである。このような詐欺行為に巻き込まれないように利用者に対して注意啓
発やフォローは行われるのか。
ＡＷＳはあくまでもシステム事業者がクラウドサービスとして使うものであ
り、Ａｍａｚｏｎが病児保育予約システムを提供しているわけではない。そのた
め、本予約システム利用者側にはＡｍａｚｏｎのサービスを使ったシステムを
利用しているという認識がそもそも無いため、病児保育に関するＡｍａｚｏｎ
を騙る詐欺メールが届いたとしても、詐欺行為に巻き込まれることはないと考
えている。
どのような場合でも常に市からの委託を名乗ったり業者を騙ったりする者が出
てくる。市からＡｍａｚｏｎの名を出す必要はないが、定期的に詐欺メールに対
する注意喚起をしてはいかがか。
病児保育予約システムや市ホームページ等により、定期的に利用者に注意喚起
を実施する。
クラウドサービスはＡｍａｚｏｎを使用することが決まっているのに、受託者が
決まっていないのはなぜか。
入札前で受託者が確定していないため、受託者については未定としたが、市が求
める要件を満たすことが出来る事業者がＡＷＳを活用している事業者であった
ので、諮問書はＡＷＳの活用を前提とし作成したためである。
諮問書Ｐ．２「４個人情報を取り扱う作業の留意点（４）」にある「情報セキュ
リティ事象の記録（ログ等）」は、定期的に報告してもらう予定があるか。格別
の事象がないなら「ない」という報告も含めて。
運用保守の月次報告としてもらう予定である。
受託者に要求する第三者認証にはどういうものを予定しているのか。
ＩＳＯやプライバシーマークを想定している。
仕様書への追記等指摘事項の実施をお願いし、本件を可とする。

以上
※この会議の資料（諮問書など）は、次の理由によりホームページ等での公表はしませ
ん。
【理由】
情報公開条例第 6 条各号に規定する非公開情報（個人情報や市の情報セキュリティ対策
の詳細情報、これから予定している委託契約の情報など）が含まれており、公開するこ
とにより情報を早く得た者が契約に有利になったり、コンピュータシステムに不正侵入
されるといったおそれがあるため。
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