
 

１ 

 

『住民と自治』（通巻７１２号）８月号付録 2022年８月１日発行 自治体研究社 

と ち ぎ の 地 域 と 自 治 
とちぎ地域・自治研究所 所報 第２３５号 

〒3210218壬生町落合 1-15-5ﾎﾟﾗｰﾉ･どんぐり103 号 TEL/FAX 0282(83)5060 

メール：support@tochigi-jichiken.jp  ﾎｰﾑﾍﾟー ｼﾞ：https://tochigi-jichiken.jp 

          郵便振替 00170-7-251641 とちぎ地域・自治研究所 

   

 

【設立 20周年記念事業】 

(1) 調査研究事業、①「コロナ禍と地域医療・公衆衛生のあり方」（栃木民医連との

共同事業）、②「県内自治体における公民連携（ＰＰＰ）事業の進展とその評価 

(2) 記念フォーラム（１１月開催予定） (3) 記念誌編集 

(4) ホーページのリニューアル 

〇 那須特別支援学校寄宿舎の閉舎反対運動について 小 野 曜 子 

〇 行政のデジタル化と個人情報保護(上) 庄 村 勇 人 

２ 

６ 

とちぎ地域･自治研究所設立 20周年事業 

「設立 20年に寄せて」記念誌への投稿募集 
設立20周年記念事業の一環で今年秋を目途に20周年記念誌を編集します。会員の皆

様に「設立 20年に寄せて」の投稿を募集します。20年を振り返って、設立当時の思い

出や研究所で学んだこと、この間の地域・自治をめぐる動向と研究所の役割、今後の

研究所への期待・注文等々テーマは（ 20周年に相応しいものであれば）自由です。 

下記の要領でお願いします。 

〇 文字数は 1500字程度を上限とし、Ａ４のＷｏｒｄ等のテキストファイルをメール

で送付するか、紙ベースでＦＡＸの送付でも結構です。 

〇 送付先 E-mail：support@tochigi-jichiken.jp 

     ＦＡＸ：０２８２―８３―５０６０ 

〇 期 日 第１次締切り ８月３１日、第２次締切り ９月１５日 
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那須特別支援学校寄宿舎の閉舎反対運動について 

小 野 曜 子(那須町町議会議員) 

                            

那須特別支援学校(那須塩原市)「突然の『寄宿舎閉舎』、納得できない」と反対運動

始まる 

那須特別支援学校(那須塩原市)は、知的

障害などの障害のある 7～１8歳の児童生徒

約 300人が学ぶ県立学校です。 

県教育委員会は 2021 年 11 月、那須と栃

木２校の特別支援学校の寄宿舎を 2022年度

末で閉舎する方針を学校に通知しました。    

那須特別支援学校の保護者達は「保護者に

は何の説明もない。突然、新聞報道で知ら

された。納得できない。」として、卒業生の

保護者や地域の人々とも連携して「寄宿舎

をなくすな」の署名運動、要請行動を進め

ています。 

県内には特別支援学校が１６校あり、県

の資料によれば 2500人が在籍しています。

その中で寄宿舎が併設されているのは県全

域が通学区になっている身体障害、盲、ろ

う、の３つの特別支援学校と、知的障害の

分野の学校では、那須塩原市にある那須特

別支援学校と栃木市にある杤木特別支援学

校の２校です。寄宿舎は「学校教育法(７８

条)」に基づき「遠距離による通学困難な児

童生徒の教育保障として設置されなければ

ならない。」として約４０年前に設置されて

います。 

寄宿舎は最高の共同生活の学びの場 

那須特別支援学校の寄宿舎には 2022年度

時点、コロナ感染対策でローテーションを

しながらも、延べ 26人が在籍して毎週、月

曜から金曜までの寄宿生活を送っています。

寄宿舎閉舎反対運動がおこると地元紙やＮ

ＨＫが報道し、今月、７月２０日放送のＮ

ＨＫニュースでは、寄宿舎で過ごす児童生

徒たちの生き生きとした姿が放映され、話

題になっています。 

私には自閉症で、知的障害のある今年 

３０歳になった長男がいます。寄宿舎で 

１５歳から約 1 年にわたってすごさせても

らいました。 

テレビに映った寄宿舎を見て大変懐かし

く思いました。当時わが息子が精神面、身

体面で急速に成長させてもらったことを思

い出しました。 

寄宿舎では月曜日の朝に、お母さんお父

さんたちがこどもを学校に登校させた後の

９時ごろ、寄宿舎で布団のシーツ交換をし

ながらおしゃべりする時間が貴重でした。

私の息子の成長が確認できる時間でもあり、

また「『かんたくんをお世話した』とうちの

息子がいうのよ。」（「かんた」は私の息子の

名前）と、寄宿生同士のうれしいやり取り

の様子が伝わったりしました。私の息子は

言葉を持たず、重度の知的障害があるため、

他の生徒に助けられる場面がほとんどだっ

たと想像できます。しかし共同生活で得ら

れるものは生徒同士にとってたいへん貴重

なものだったはずです。夏、冬の学校休校

の間、預かっていただく民間の障がい者デ
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イサービスには同年代の子どもは少なく、

同年代、青年どうしの関わり合いは寄宿生

活ならではです。 

閉舎反対運動のとりくみの当初から支援

していただいた専門家に北海道教育大学釧

路校の小野川文子教授がいます。小野川さ

んには３月の那須特別支援学校体育館で県

が保護者に対して開催した１回目の説明会

から参加していただき、支援をしていただ

いています。小野川さんが最近発行した著

書「特別支援学校寄宿舎のまどから」(かも

がわ出版)には寄宿舎のかけがえのない価値

についてこう書かれています。「子どもは子

どものなかで育つ。この当たり前なことが

障害児にはじゅうぶん保障されていない。

障がいのある子たちは学校から家に帰ると

『ほとんど家の中で』『家族とのみ』ですご

している。…子どもが豊かに育つための

『時間』『空間』『仲間』」が寄宿舎はある」。 

その通りです。寄宿舎は息子に青春のか

がやかしい一場面を与えてくれました。 

『陳情』に親の気持ちを盛り込んで 

閉舎撤回を求める陳情、要請行動が那須

特別支援学校の在校生や卒業生の保護者、

支援者などによって繰り広げられています。

署名運動は３月には７７００人を超えまし

た。 

その過程で３月議会では大きな動きがあ

りました。保護者らが特別支援学校の管内

の４市町、那須塩原市、大田原市、矢板市、

那須町の各議会に対し陳情を提出しました。

そして那須塩原市を除いて二市一町の各議

会で陳情が採択され、県への意見書が送付

されました。那須塩原市では陳情は不採択

にされてしまいましたが、一応の陳情の趣

旨に沿った形での県への意見書が上がりま

した。 

保護者のみなさんが真剣になって作った

意見書や陳情の文章からはいろいろな思い

をくみ取ることができます。 

県にたいして２月に保護者会長名で出し

た「存続をもとめる要望書」では「那須特

別支援学校の学区は広範囲」で「保護者の

送迎やスクールバスを使用」しても通学が

困難な例があること、また「貧困やネグレ

クトなど様々な家庭の事情、大人の事情の

ため入舎をして教育を受けている児童生徒

の生活の場がなくなります。」と訴えていま

す。 

大田原市議会は陳情を採択したうえで、

陳情に添付付された市障害児者保護者会会

長の提出した「意見書」をそのまま文言を

変えずに採用し、県に送付しました。「意見

書」の文面には「児童・生徒、保護者や寄

宿舎指導員に、十分な説明も問題の解決に

向けた話し合いもないままの閉舎の発表

（21年11月の新聞発表）に、私たちは驚き

と失望を感じました」と、県の決定押し付

けに対する抗議も現れています。実際には、

県は保護者の抗議に対して「昨年７月ごろ

から保護者に説明をしている」と苦しい言

い訳を繰り返しており、この経過をみれば、

意見書案の全文採択は意義のあることだと

感じました。 
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県教委の説明に、保護者から「納得できるものではない」との声 

保護者らの求めに応じて県教育委員会と

那須特別支援学校長は、３月29日、５月20

日の２回、学校体育館で説明会を開きまし

た。２回とも保護者のみならず市民や、各

市町の議員などを含めて 100 人前後の参加

者があり、「白紙撤回してほしい」との声が

次々と上がり、熱気で盛り上がりました。 

その中で県の閉舎の理由説明の問題点、

矛盾も明らかになってきました。 

① 県は「寄宿舎は本来、遠距離による通

学困難な児童生徒の教育保障として設置

される」が、「遠距離による通学困難者は

減っている。スクールバス運行改善で対

応できると考える。学校教育法（７８条）

に基づき設置根拠を検討し閉舎にした。」

と主張しましたが、保護者らは「スクー

ルバス運行をいくら改善しても,バス停に

来るまでの時間を含めれば片道で１時間

以上かかる場所もある。障害のある子は

将来も生まれてくる。そのことも考えれ

ば納得できない。」との反論が出ました。

また「設置根拠を県の都合の良いように

解釈している点は問題だ。」との意見も出

されました。 

② ２回目の説明会で県は「寄宿舎のない

特別支援学校も存在しており、那須だけ

存続させるのは説明がつかない。」と述べ

て、参加者の批判を浴びました。ある保

護者は「教育的入舎をして子どもは大変

成長する。毎年のように入舎希望者が定

員数を超えてしまい、選考から外れると

残念がる声が出るほど寄宿舎には人気が

ある。これだけの宝物を他の学校には無

いから、なくすというのはおかしい。」と

訴えていました。 

那須町での取り組み 

那須町議会では３月に元那須特別支援学

校寄宿舎保護者会長の宮下則夫氏の提出し

た陳情が採択され、民生文教常任委員会で

の議論をへて、議会として紆余曲折を経な

がらも保護者の意見が盛り込まれた意見書

を作成して、県に提出することができまし

た。私は障がい者の親として、また偶然に

も７年前から町議として働かせてもらって

おり、また陳情審査の当該委員会委員であ

ったなど、幸運なめぐりあわせを感じてい

ます。 

意見書では「本町では那須特別支援学校

管内で通学距離が最も遠く、また、降雪が

あることから本町の児童生徒が同校の寄宿

舎を多く利用している。また現在において

も、潜在的な寄宿舎利用希望者が多数存在

しているとともに今後においても、障がい

をもって生まれてくる子はおり、それはど

の家庭でも起りうる。…閉舎は本町福祉の

後退に繋がるおそれがある。」としています。 

また「閉舎するとスクールバス乗車時間

が増え、子どもたちの負担が増える」こと、

「（閉舎すると）障害を持つ子の兄弟姉妹は

各家庭で毎日サポートをしており、ヤング

ケアラーを生む一因となる」との文言も盛

り込まれています。 

３月議会では私の主張も通り、委員会審

議で請願・陳情者を招いて、意見交換をす

る場が実現しました。宮下氏が代表で意見

陳述しました。傍聴にきた保護者らの気持
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ちを代弁し、リアルに伝え、見事に陳述し

ました。議員からの質疑の応答もふくめ、

１時間も熱心な議論が行われ、それが文面

に盛りこまれました。 

どうしても閉舎はさせられない 

今年の夏の厳しい暑さのなかで、保護者

のお母さんたちを先頭に街頭署名も取り組

まれ、町の話題にもなっています。多くの

保護者が運動の中で県の冷たい姿勢に気が

付き始めています。「これまでの人生でも冷

遇されてきたが、今回は憤りを強く感じる。

あきらめない。」とある保護者が私に言って

きました。 

１８歳までの大切な時期に体験できる、

寄宿舎の役割は大きく、その代わりになる

ものはないと考えます。施設やショートス

テイ、児童デイサービスは福祉施設であり

教育施設ではありません。 

寄宿舎は一人ひとりの子どものことがよ

くわかっている教師と連携し、障害児教育

の専門の支援員のいる手厚い、教育療育の

場です。 

今、あきらめずに「これから生まれてく

る子どもたちのために頑張る」と寄宿舎存

続を話し合う親の姿は尊いと思います。 

大田原市議会が那須特別支援学校保護者から提出された以下の意見書を全文採用し

て県に送付しました。（２２年３月） 

那須特別支援学校の寄宿舎存続を求める意見書 

昨年 11月、県教育委員会より那須特別支援学校の寄宿舎を 2023年の 3月で閉舎す

るとの発表がありました。 

児童・生徒、保護者や寄宿舎指導員に、十分な説明 も問題解決に向けた話し合い

もないままの寄宿舎閉舎発表に、私たちは驚きと失望を感じました。そして怒りも湧

いてきました。 

那須特別支援学校の寄宿舎は児童・生徒や我々保護者にとって、なくてはならない

特別支援教育の資源です。 

県北地域で特別支援学校に通うためには、居住地からの距離、少ない公共交通機関

の大きな障壁があります。これは児童・生徒の我慢、保護者の努力だけでは超えられ

るものではありません。この地域の児童・生徒に特別支援教育の保障をするには寄宿

舎が必要です。 

貧困やネグレクトなど様々な家庭や、大人の事情のために入舎をして教育を受けて

いる児童・生徒の生活の場をなくさないでください。寄宿舎は家庭環境の困難を抱え

る児童・生徒にとって、学習環境が整うだけでなく、福祉や相談支援、社会的自立に

繋がる要となるところです。寄宿舎があることで、入舎生の家庭にも支援の手が届き

ます。 

閉舎の理由に利用者の減少がありましたが、寄宿舎の入舎希望は毎年定員を超える

申し込みがあります。 
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那須特別支援学校寄宿舎 

 H２９ H３０ R１ R２ R３ 

入舎希望者数 ３８ ３８ ４１ ３５ ２８ 

入舎人数 ２７ ２７ ２６ ２６ ２６ 

令和２，３年度は新型コロナ感染症対策で、宿泊できる人数を制限しています

が、入舎生が減少したという新聞報道とは異なります。 

遠距離が理由の入舎生、家庭環境が理由の入舎生は全体の半分ほどですが、毎年

多くの希望者がいます。それは寄宿舎が、学校卒業後を見据え社会的自立に向け

て、個々の障がい状況に応じて丁寧に指導してくれるところだからです。 

だから卒業生とその保護者、地域で障がい児者を支える方たちも、寄宿舎が果し

てきた大きな役割を分かっているからこそ、存続を望むのです。 

もう一つの理由の建物の老朽化の件は、１０数年前から特別支援学校教育振興会

に改修改善の要望を出し続けていましたが、十分な対応がされないままで、今回の

閉舎の発表というのは納得できるものではありません。応急の改修をしながら建物

を大切に使い、過ごしてきました。建物の古さなど気にせずに寄宿舎での生活を楽

しみながら過ごしています。 

丁寧にかかわってくれる指導員の方々、そして学校でともに学ぶ仲間との生活の

なかで、とても逞しく成長していきます。本当に大切なところなのです。 

どうか在校生とこれから入学する子ども達のために、寄宿舎の存続を心から要望

いたします。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

                令和４年３月８日 

 栃木県大田原市議会議長   君 島 孝 明 

【 提出先 】 栃木県知事 福田 富一 殿 

栃木県教育委員会教育長 荒川 政利 殿 
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とちぎ地域・自治研究所第 21回定期総会記念講演(2022.5.29) 

行政のデジタル化と個人情報保護(上) 
～個人情報保護条例改正を中心に～ 

庄 村 勇 人（名城大学）  

目  次 

一. はじめに 

二.  自治体行政のデジタル化に向けた動き 

三. 個人情報保護制度とデジタル化政策 

四. 2021年デジタル改革関連法に基づく改革 

 １ デジタル改革関連 6法とは              （以上、本号） 

２ 2021年個人情報保護法改正              (以下、次号) 

五. 考察 

六. おわりに 

 

■ 自己紹介 

はじめまして。名城大学の庄村でござい

ます。このような機会をいただきありがと

うございます。 

さて、せっかくの機会ですので大学のご

紹介をさせていただきますと、名城大学は

名古屋にありまして、赤崎先生や吉野先生

がノーベル賞を受賞されたり、女子駅伝部

が日本一になったり何とか頑張っている大

学です。人数規模でいうと東海地方で一番

大きくて 1万 5000人ほど学生がおります。

私は法学部で行政法を担当しています。あ

わせて東海自治体問題研究所の理事もさせ

ていただいております。 

本日のテーマに関していいますと、名古

屋市の個人情報保護審議会の会長をさせて

いただいておりまして、現在個人情報保護

条例改正の答申案まで出来て来月市長に渡

すというところまできています。それを今

やっているということもあって、本日のテ

ーマでお話をさせていただきたいと思います。 

■ 本日申し上げたいこと 

本日は「行政のデジタル化と個人情報保

護」というテーマでご依頼を頂戴いたしま

した。ご存知のとおり、この間国のデジタ

ル化政策が強力に進んでおりまして、特に

菅政権下においてかなり強力なデジタル化

政策が行われ、その名残で今さらに進めら

れているというところかなと思います。ま

ず、その国主導のデジタル化政策、特に個

人情報データの利活用政策というのが強力

に進められていることが一つ申し上げたい

ことです。二つ目は、そういう利活用政策

を「制約する」個人情報保護制度というも

のがあるのでそれを一元化したり共通化す

ると、もっというと個人情報保護制度の規

律を緩和するという方向が今回の個人情報

法制の改革で示されています。2000 個の条
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例の「リセット」と当時の平井デジタル担

当大臣が言っておりましたけれども、全国

の条例を一回ご破算にしましょうという言

葉が出ておりました。こういう中で、自治

体としてどんな対応策が必要なのか、現時

点で法律が出来上がっておりますので、私

個人としては自治体は個人情報を守る最後

の砦だと思っておりまして、条例制定権の

問題であったり、リアルな住民の声を踏ま

えたデジタル化が必要なのではないかとい

うふうに思っているというところをお話さ

せていただければと思っています。 

一 はじめに 

デジタル技術の進展を最初にざっとお話

させていただければ思います。デジタル化

そのものは、それこそ 50年も前から紙から

パーソナルコンピューターに入力をして使

うとかということが進められてきているこ

とは、皆様は当然ご存知のことだろうと思

います。そういう入力をして何か効率化す

るという議論から、さらにそれをインター

ネットに繋げるという形でホームページと

かで情報発信をしていくという形の使われ

方がされてきたのが 20年ほど前であったか

なと思います。そして今、ここ 10年ほどで

デジタル技術の進展で何が起こっているの

かということです。デジタル技術が進展す

ることによって、付加価値を得るというい

い方をしておりますが、新たな付加価値を

得ると、例えば、通常のネットで単なるデ

ーターを収集するだけではなくて、そこか

ら何か別の情報を得て政策に活かしていこ

うとかということとか、人間では考えつか

なかった何かというのを行政政策等に活か

していきましょうという動きが出てきてい

るというところです。 

＜参考＞に挙げているようなＡＩとかＲ

ＰＡ、ＩｏＴ、ＳＮＳとかいろんな技術を

使って行政を変えていこうという動きがさ

れているところです。ＡＩに関していえば、

目的・ルールが明確な場合、自動化高度化

して、例えばごみの分別案内であったり、

路面損傷の補修要否判断みたいなものもや

ります。議事録要約では、徳島県なんかは

議事録を 50％とか 20％とか数字を入れれば

その分を勝手に要約してしてくれるという

ところもあるようです。行政にとって親和

的なのはＲＰＡでしょうか。システムへの

入力、印刷、メール送信等を自動化する、

定型的反復業務に自動化ツールというのを

使って作業をさせると、今まで人がやって

いた作業をロボットやＡＩ等々にさせると

いうものです。ＩｏＴというのは、

Internet of Thingsですけれども、ネットと

センサー等を組み合わせて課題解決する仕

組みです。今デジジタル臨調で規制緩和の

議論がされていますが、正にこの部分で人

が対面でやらなければいけないという規制

をネットとセンサーを組み合わせて監視し

てもらって、人の代わりにＡＩ等々が行う

というようなことです。それを踏まえて事

故発生箇所を予想するという付加価値を付

けるとかというようなことが提案されてい

ます。こういうデジタル技術の進展という

のがかなり進んできていて、それを国は成

長戦略としても位置付けて進めていこうと

いうことかと思います。 

国によるデジタル化の推進については、

元々は 2000年代くらいから霞が関を中心に

デジタル化を進めていこうということがあ

ったんです。しかし霞が関自体もあまり進 
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まなくて、去年の今くらいでしたか、河野

行革担当大臣が中央省庁のＦＡＸを廃止し

ようと言ったら、反対が 400 件も中央省庁

からきたということもありましたし、国会

議員さんもＦＡＸでしかやらないというこ

とで、中央省庁の方がむしろ進まないとい

う状況だったんです。それを菅政権がとに

かく一気に進めようと、さらにそれを自治

体にも広げようということで、去年５月に

デジタル改革関連６法に基づく改革が行わ

れることになりました。 

個人情報保護法もその「整備法」という

中で改定されて、自治体関係の改正分につ

いては 2023年 4月 1日施行ということで、

現在まさに自治体で個人情報保護条例の改

正に向けた動きが行われているのではない

かと思われます。 

こういうデジタル技術の進展による改革

という部分が一つあります。ただ、デジタ

ル技術の進展をやるときに集権的な政策と

いいますか、集権的な進め方とか或いは結

果的にデジタル技術の利用に向けた情報シ

ステムの改革にはかなり国の統制が強くな

るということがあります。個人情報保護に

関しても国に一元化、共通化されるという

ことで、自治体の存在理由はあるのかみた

いな議論が一方でされていまして、それで

いいのかというところを私は個人的に強く

懸念しているところです。それを個人情報

保護条例の改正部分等々をきっかけに見て

みましょうというのが本日の主題になりま

す。 

二 自治体行政のデジタル化に向けた動き 

自治体行政のデジタル化に向けた動きで

す。国主導で動いていたんですが、大きく

動き始めたのは 2013年あたりかなと思って

います。個人情報との関係でいうと、この

前年くらい2011年とか2012年あたりでアメ

リカとかイギリスが個人番号の利活用みた

いな政策を取り始めたというところがあっ

て、日本もそれに倣えというようなことが

一方ではあったのではないかといわれてい

ます。「世界最先端 IT国家創造宣言」（閣議

決定、2013）という中で、人、モノ、カネ

と並んで「情報資源」をかなり強調して、

＜参考＞ 

AI（artificial intelligence）－「判断」。自動化、高度化。目的・ルールが明確な場合→ごみの分

別案内、路面損傷の補修要否判断。議事録要約。 

RPA（Robotic Process Automation）－自動化ツール。システムへの入力、印刷、メール送信を

自動化。定型的反復業務へ。「作業」 

ロボティクス（ロボット・自動運転技術）－ロボットを動作させる技術。災害対応（捜

索・救助）、インフラ保守、福祉介護（移動

支援等） 

IoT（Internet of Things）  －ネットとセンサー等を組み合わせ課題解決する仕組み。                

→河川水位の観測、危険区域の観測、事故発生箇所予測 

SNS（Social Networking Service）－情報発信、双方向型コミュニケーションツール。                  

→市民通報システム（アプリ） 

ブロックチェーン     －暗号技術と分散管理技術による記録の真正性確保の仕組み 

                → 電子投票、地域ポイント、文書管理 

クラウドサービス    －クラウド事業者が保有するコンピュータの一部をネット経由

で利用。 
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情報というのが今後すごく大切な資源にな

るんだといういい方をしています。個人情

報といういわれ方をしますが、個人を切り

離して情報の部分だけを欲しいと、個人と

いうところはいらなくなって、むしろ情報

の部分を重視して資源として使いましょう

ということがその中身にあるのではないか

と思われます。その後、「第 5期科学技術基

本計画」（内閣府、2016）のなかで、「世界

に先駆けた『超スマート社会』の実現」で

いわゆる「Society5.0」、サイバーとフィジ

カル、現実空間とデジタル化空間を融合し

た社会みたいなものを作っていこうという

方向性が示されてきています。2016 年に

「官民データ活用基本法」、官と民との間で

の情報の遣り取りみたいなものをし易くし

ましょうという法律ができ上がります。欧

米と違って我が国はどちらかというと、行

政が個人情報を沢山保有してきた蓄積して

きたというところもあって、それを外部に

出して行こうということです。この時期

「オープンデータ政策」とかとありますけ

れども、この法律の中の 19条に「国と地方

の施策の整合性の確保」という条文が入っ

ておりまして、ここで自治体もデータ利活

用政策に引きずり出されるような形になっ

ています。 

 自治体のデジタル化に向けて本格的な動

きとされたのが、自治体戦略 2040構想研究

会「第二次報告」（総務省、2017）です。そ

の「スマート 自治体への転換」というなか

でデジタル化の問題がかなり強く取り上げ

られています。2040 構想研究会の報告を受

けた「第 32 次地方制度調査会答申」（2020）

のなかでかなり具体化されて「情報システ

ム標準化」「ＡＩ活用」「公共私の連携」「地

方公共団体の広域連携」というのが示され

ました。広域連携とかに議論が多く取られ

ていたという部分がありますが、他方で自

治体のデジタル化に向けた政策も着々と準

備が整えられてきました。「デジタルガバメ

ント実行計画」（閣議決定、2020）というの

を経て、自治体デジタルトランスホーメ―

ションの「自治体ＤＸ推進計画」（自治行政

局）というのが出されて、2026 年 3 月まで

に「自治体の情報システムの標準化・共通

化」「マイナンバーカードの普及促進」「行

政手続のオンライン化」「ＡＩ・ＲＰＡの利

用推進」「テレワークの推進」「セキュリテ

ィ対策の徹底」などの政策をやっていこう

と、これらを受けて昨年の 5 月にデジタル

改革関連法が作られたということになりま

す。 

今まさにリアルタイムで行われているの

が、デジタル臨調と第 33次地方制度調査会

です。デジタル関係でいうと、デジタル臨

調の動きは注目しないといけません。牧島

かれん担当大臣の報告の中から引用しまし

たが、「デジタル化を阻害するあらゆる規制

の点検・見直し」をしましょうと、４万以

上の法令についてアナログ的な規制の洗出

し、３年間でデジタル原則への適合をする

と。注目すべきは改革のやり方です。規制

の見直し方として年間数十件の個別案件を

対象とするやり方では時間を要するので、

テクノロジーマップを整備し、数千以上あ

る規制を類型化して一括的な見直しが行わ

れようとしています。類型化というのは、

「目視規制」目で見て調査しないといけな

いとか或いは目で見て対応しなければいけ

ないとかという規制をＡＩが診るというこ

とで代えらないかというような議論であっ

たり、或いは「書面掲示」書面でやってい

るものをデジタル文書でやれないかとか、
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というふうに各行政の個別法令は沢山あり

ますがその中に一個一個あるこういう規制

を一括で見直せないかという動きがあると

いうことです。 

地方公共団体に向けては、·取組の支援、

「自主的な見直しの後押し」のため、情報

提供、マニュアル資料の作成提供、先進的

取り組み事例の調査取り組みの支援をデジ

タル臨調として仕掛けていくという、あく

まで自治体が自主的にやるもんだというこ

とが強調されています。このあたりも非常

に違和感がありますけれども、こういうこ

とがあります。 

デジタル原則「デジタル社会の実現に向

けた重点計画」というのが去年の 12月に閣

議決定されました。デジタル化を原則とす

るんだということで５つの原則―①デジタ

ル完結・自動化原則、②アジャイルガバナ

ンス原則、③官民連携原則、④相互運用性

確保原則、⑤共通基盤利用原則、が示され

ています。このデジタル原則というのが他

のいろんな原則、例えば地方自治原則とど

う抵触するのかとか、そういうところはま

だ全く議論されてはいない部分です。とに

かく、デジタル原則が最優先だということ

で進められています。行政の目的はそうで

はないと思うんですが、デジタル化という

のは手段であるはずなんですが、どうもこ

れが目的化したような改革が今行われよう

としているということです。 

この「アジャイルガバナンス原則」とい

うのがいろいろいわれていまして、民間で

はよく取り入れられているやり方です。何

か目標を設定してざっとそれに向けて人を

集めて、うまくいかなければ解散してとい

うような仕事のやり方をやりましょうとい

うことです。気になるのは、予め一定のル

ールや手順を設定するのではなくてゴール

だけ決めておいて、柔軟かつ臨機応変なガ

バナンスをしていくと。一定のルールや手

順を設定しないで目標だけ決めておいてや

っていくというガバナンスのやり方といわ

れています。私は行政法を専門にしていま

すが、法治主義とか法の支配という考え方

からすると、非常に危ない考え方なのかな

というふうにも思っています。それこそピ

ラミット型、権限と責任の分配というもの

をきちんとした形で対応するという組織原

理とは違う形でガバナンスが行われるとい

うことがやはりうまくいくのかというとこ

ろが一方で疑問に思っておりまして、日経

新聞の4月18日から21日までの特集「もが

くデジタル庁」では、職員が 10人一気にや

めたとか、上司が謝りのメールを職員に一

斉に送信したとか、ご存知のようにデジタ

ル監が辞任をしたとか、というようなおそ

らく官僚制とアジャイルガバナンス型のそ

れとの抵触関係ようのものが今あるのでは

ないかといわれています。 

それから第 33次地方制度調査会はまだ本

格的な議論はされていないので、おいてお

きたいと思います。 

次に、デジタル改革と個人情報保護法制

改革の流れということで、この間の動きを

まとめてみました。右側がデジタル化の動

き左側が個人情報保護法制の動きを示して

います。 

2013 年くらいからかなり強力に進められ

てきています。2013 年にいわゆるマイナン

バー法、番号法が制定されました。2015 年、

16 年に個人情報保護法、行政機関個人情報

保護法が改正されて利活用規定が入ったと

いうことで動き出しています。昨年のデジ

タル改革関連法の中で個人情報保護法もさ
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らに改正をされましたけれども、その時に

大きな影響を与えたのが、「個人情報保護制

度見直しに関するタスクフォース」（ＴＦ）

の「個人情報保護制度の見直しに関する検

討会」が大きな影響力を与えておりまして、

ここが最終報告を出して、これを受けて個

人情報保護法の改正に繋がっているという

ことがあります。 

三 個人情報保護制度とデジタル化政策 

１ 個人情報保護の考え方とプライバシー概念 

個人情報保護の考え方というのは、プラ

イバシーという権利の中核をなすような情

報でもありますのでプライバシーの議論の

一つとして個人情報が位置付けられるかと

思われます。その中でプライバシーの権利

はもともと「一人で放っておいてもらう権

利」という消極的な権利から今は「自己情

報コントロール権」というかなり積極的な

権利、私の情報は私が管理する、私がコン

トロールするという権利へと変化してきて

いるということかと思います。この「自己

情報コントロール権」という権利に基づい

て様々な考え方というのが示されておりま

す。 

個人情報保護に関する動き デジタル化に関する動き

1950年代 気象庁、総理府統計局、コンピュータ導入（内製化）

1980年 OECD勧告 (80年代)ワープロ、パソコン導入

1984年 春日市個人情報保護条例

1988年 行政機関電子計算機処理個人情報保護法（旧法） 行政情報化推進計画（1994年）

2000年 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（IT基本法）

2003年 個人情報保護関連5法成立 「e-Japan戦略Ⅱ」

2010年 「新たな情報通信技術戦略」（IT戦略本部）

2015年 個人情報保護法改正（2015年法）　→利活用

2016年 行政機関個人情報保護法改正（「行個法」）　→利活用 第五期科学技術基本計画（Society.5.0）、官民データ活用基本法

2021年 個人情報保護法改正 デジタル改革関連6法成立

2013年

2020年

2019年

「世界最先端IT国家創造宣言」（閣議決定）

IT総合戦略室、内閣府CIO制度

「デジタルガバメント実行計画」（閣議決定）

「2040年ころから逆算し顕在化する諸課題に対応するた

めに必要な地方行政体制のあり方等に関する答申」（第

32次地制調）

「自治体ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ（DX）推進計画」（総務

省）

「個人情報保護制度の見直しに関するﾀｽｸﾌｫｰｽ

（内閣官房）」設置（以下「TF））←　個人情

報保護制度の見直しに関する検討会

行政手続オンライン化法（→自治体も努力義務）

番号法制定

TF「最終報告」

個人情報保護法改正（2020年法）　→　仮名加

工情報
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もう一つ、OECD8原則（収集制限の原則、

ﾃﾞｰﾀ内容の原則、目的明確化の原則、利用

制限の原則、安全保護の原則、公開の原則、

個人参加の原則、責任の原則）の考え方が、

国の個人情報法制であったり自治体の個人

情報保護法制の中で条文化されているとい

うことです。このうちの 3 つに下線が引い

てあります。何故かといいますと、これま

でこういう原則を自治体の条例等々のなか

或いは国の法令等のなかで具体化した規定

があるんですが、よく行政側が訴訟や不服

申立てで負けるルールがこの三つのルール

かなと思います。一つめが「収集制限の原

則」、人データは適法・公正な手法で、かつ

本人の同意を得て収集すべきだという収集

段階で規制をかけるというやり方。それか

ら二つめが「目的明確化の原則」個人デー

タの収集目的を明確にし、その利用は目的

に合致するべきというルールです。三つ目

が「利用制限の原則」本人同意がある場合、

法律の規定がある場合を除き、収集した個

人データを目的外に利用してはならないと

いうルールです。こういうルールが置かれ

ていて、各自治体の個人情報保護条例のな

かでそれが具体化されていると思います。

ただ今回のデジタル改革関連法による個人

情報保護法改正によって、一番目とか三番

目とかのルールがかなり緩和されるという

方向にあるというところを確認していただ

ければと思います。

２ 2021年改正前の個人情報保護制度概説 

2021 年改正前の個人情報保護制度概説で

すが、個人情報保護制度も情報公開と同じ

ように国よりも自治体の方が先んじていろ

んな仕組みを作ってきました。国の場合は、

2003 年個人情報保護関連 5 法というところ

で国の制度が出てきました。 

〇2003年個人情報保護関連 5法： 

・個人情報保護法」 

・行政機関の保有する個人情報の保護に関

する法律 

・独立行政法人等の保有する個人情報の保

護に関する法律 

・情報公開個人情報保護審査会設置法 

・行政機関の保有する個人情報の保護に関

する法律等の施行に伴う関係法律の整備

等に関する法律」 

個人情報保護に関する法体系というのは

主体分離方式といいますか、各主体ごとに

ルールが違うというやり方をとっておりま

して、個人情報保護法（基本法）の 1 章か

ら３章が民間部門、公的部門の全体に通用

するルールとしてあって、民間部門は 4 章

及びガイドライン、公的部門は、国は行政

機関等個人情報保護法と独立行政法人等個

人情報保護法によって規制を受けるんです

が、地方公共団体は条例に基づいて規制を

受けるという形で、しかも規制機関も民間

部門は個人情報保護委員会が規制をするし、

国等については総務省が規制をするし、地

方公共団体は各地方公共団体が規制をする

というふうに規制機関もバラバラであった

というのがこれまでの仕組みでした。 

 地方公共団体の場合は議会事務局をどう

するかというところがあります。長部局の

条例において議会（事務局）を実施機関と

して各自治体の個人情報保護条例一本でや

っている自治体もあれば、議会独自の個人

情報保護条例をしている場合もあります。

高知市なんかは後者のタイプになっていま

す。 
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■ 個人情報保護に関する法体系 

 

四 2021年デジタル改革関連法に基づく改革 

１ デジタル改革関連 6法とは 

昨年 5 月にデジタル改革関連 6 法が制定さ

れました。 

・デジタル社会形成基本法（「基本法」） 

・デジタル庁設置法（「設置法」） 

・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（「整備法」） 

・公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施

のための預貯金口座の登録等に関する法律 

・預貯金者の意思に基づく個人番号の利用

による預貯金口座の管理等に関する法律 

・地方公共団体情報システムの標準化に関

する法律（「標準化法」） 

「基本法」「設置法」「整備法」「標準化法」

を以下簡単に見ておきたいと思いますが、

実は「公的給付の支給等の迅速かつ確実な

実施のための預貯金口座の登録等に関する

法律」もすごく重要だと思っています。コ

ロナ禍で給付金を支給したいけれども、い

ろんな事務手続きで混乱したとか、なかな

か速やかに給付できなかったということを

一方では背景にしているんですけれども、

国が直接住民個人に対して給付をすること

ができることになるので、そうすると自治

体は何をするのかと、自治体が窓口で住民

に触れるとか或いは自治体が個人に対応す

るとかというチャンネルが減ることになる

というようなところが大きな問題になるの

かなと思われます。 

全体を通じてとても集権的な中身である、

国家管理をかなり強化するような方向で法

律が出来ているというふうに思っていると

ころです。 

・基本法 

まずデジタル社会形成基本法です。IT 基

本法が 2000 年に制定されていますけれども、

それと違うのは「データ利活用により発展

するデジタル社会、高度情報通信ネットワ

ークを通じる社会から利活用する社会」が

加わったというところがポイントです。デ

ジタル庁を設置しましょうという内容が基

本法です。・ 

・設置法 

デジタル設置法という組織法になります

けども、こういう法律もできました。中身

は東日本大震災からの復興庁とかなり類似

した組織というふうに指摘されています。

東日本大震災からの復興ということでいく

とある程度横断的にいろいろ意思決定をし

て迅速に進めていかないといけないという

事情があったわけですが、そういう省庁と

同じような組織として置かれています。し

かも、「内閣の事務を内閣官房と共に助ける」

（設置法 3条 1号）とありますけれども、 

個人情報保護法（基本法）1～3章 
民間部門 

公的部門 

国等 地方公共団体 

個人情報保護法（4 章） 

ガイドライン 

行政機関等個人情報保護法 
個人情報保護条例 

独立行政法人等個人情報保護法 
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内閣府という各行政省庁の上にある総合調

整機能を果たす組織があります。その内閣 

府よりもデジタル庁のほうが上なんですね。

そういう組織として作られたというのが一

つです。それから「分担管理事務」（設置法 

４条２項）だけでなく「内閣補助事務」（同

条１項）というのも所掌していると、内閣

の仕事を助けるための仕事もデジタル庁は

しているということが二つ目の点です。し

かもその元々は個人情報保護委員会に委ね

られていたマイナンバーカードの事務であ

ったり、カードの利用とか情報ネットワー

クシステムの設置管理の仕事というのが、

これまでは個人情報保護委員会等々に任せ

られていたのがデジタル庁に引き上げられ

るという状況があります。 

内閣総理大臣を長（６条１項）としデジ

タル大臣がそれを助けるというところがあ

ります。そういう意味ではかなり中央集権

的な組織として存在していて、これまでの

国家行政組織法の下で組織法的な規制をや

ってきた部分というのが崩れて、集権的な

組織として機能しかねないという批判が専

修大学の白藤先生からされています。デジ

タル庁は集権的な権限を持った組織ですけ

ども、機能不全というところがあります。

先ほども紹介しました「もがくデジタル庁

1～４」日本経済新聞 2022年 4月 18日～21

日朝刊では、うまくいっていないところが

指摘されています。 

・整備法 

それから、整備法についてです。「デジ

タル社会の形成に関する施策を実施するた

め」63 本の法律を一気に改正するという法

律です。個人情報保護法改正関係は 50 条

（国関係。公布から 1 年以内に施行）およ

（所掌事務） 

第 4 条 デジタル庁は、前条第一号の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るた

めに必要となる次に掲げる事務をつかさどる。 

一 デジタル社会の形成のための施策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総

合調整に関すること。 

二 関係行政機関が講ずるデジタル社会の形成のための施策の実施の推進に関すること

（…）。 

三 前二号に掲げるもののほか、デジタル社会の形成のための施策に関する企画及び立案並

びに総合調整に関すること。 

２ デジタル庁は、前条第二号の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 デジタル社会の形成に関する重点計画（…）の作成及び推進に関すること。 

二 官民データ活用推進基本計画（…）の作成及び推進に関すること。 

三 行政手続における特定の個人又は法人その他の団体を識別するための番号、記号その他

の符号の利用に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 

四 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（…）第二条

第五項に規定する個人番号、同条第七項に規定する個人番号カード及び同条第十五項に規

定する法人番号の利用並びに同法第二十一条第一項の規定による情報提供ネットワークシ

ステムの設置及び管理に関すること（他の府省の所掌に属するものを除く。）。 

五 … 省略 
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び 51条（地方公共団体関係。公布から 2年

以内に施行）の二つの条文が改正されてい

ます。国は今年の４月からスタートして地

方は来年からということになっています。

整備法で改正するような問題なのか？とい

うことです。63 本のうちの１本として個人

情報保護法を改正するというのは、私とし

てはどうかなと思っています。これ 1 本だ

けでも大議論ですので、個人情報保護法の

改正をじっくりとすべきだったと思うんで

す。こういうふうに 63本の中でこっそりサ

サッと改正作業を進めてきたというところ

が特徴的かと思います。 

・標準化法 

それから。標準化法という情報化システ

ムの標準化法も非常に重要な法律です。情

報システムというのが、各自治体ごとにバ

ラバラで独自のシステムを利用していると

いうところがこれまであったと、コード、

文字、データ形式、データ仕様などにおい

て標準化をしないと特定の業者のいいなり

に自治体がなってしまっていると。いわゆ

るベンダーロックインという状況に陥って

いるので、それを解消するためにどんな業

者でも同じルールでやるということであれ

ば、業者を変えたとしても対応できるとい

うことで標準化というのが行われることに

なります。ただ、この標準化に関しても。

かなり集権的な要素があるといわれていま

す。·J-lis（地方公共団体情報システム機構）

の代表者会議の委員に「主務大臣又はその

指名する職員」が加わる（地方公共団体情

報システム機構法 8 条 2 項）とか、代表者

会議の理事長、監事の任命、同委員の解任

に「主務大臣の認可」（同法 13 条 1 項、16

条 2 項））とか。「標準化対象事務」を政令

で定める（標準化法 2条）と、最初は 17事

務といわれていましたが 3 事務追加されて

現在は 20事務になっています。標準化対象

とするべき事務としてこれとこれとこれと

いうのを内閣が定めて、そしてそれを標準

化のそれに乗せるという形になっています。

さらに、J-lis が行うマイナンバーカードの

発行等の事務の実施につき国の監督強化と

いうことで、凄いんですけども、中期目標

の設定と評価（番号法 38 条の 8）と書いて

あります。カードをとにかく全国民に渡ら

せようということで、発行等の事務につい

て中期目標を作ってそれを評価させるとい

うやり方、さらに主務大臣が措置命令（同

38条の 11第 6項）を出して、命令違反があ

ったら代表者会議へ理事長解任命令（同条

7 項）、代表者会議が理事長を解任しなけれ

ば直接大臣が解任（同条 8 項）するという

ような非常に異例の監督機能が導入されて

います。元々は J-lis は地方の代表者と専門

家が代表者会議というのを作って、地方で

やっていきましょうということだったんで

すが、情報システム等々に関しては国の極

めて強い関心のもとに法改正がされて、国

の権限が強化されたということになってい

ます。 

というふうに、ざっとしか紹介できてお

りませんけれども、これらの国の監督機能

の強化とか集権的なデジタル庁とか、それ

らと併せて個人情報保護法が改正されたと

いう背景というのを確認させていただけれ

ばと思います。 
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