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平成１７年度第１回木更津市情報公開・個人情報保護審査会及び 

第１回木更津市情報公開総合推進審議会 合同会議・会議録 

○開催日時：平成１７年８月２２日（金） 午後１時１５分から午後４時４５分まで 

○開催場所：木更津市役所４階助役応接室及び６階会議室 

○出席者氏名 

審査会委員：鬼形むつ子、清水幸雄、白石哲也、成瀬敏郎、山田次郎 

審議会委員：大津幸男、小林伸一、齋藤福一、清水幸雄、鈴木音彌、関口正義、堤一之、 

鳥飼友季夫、長野史郎、平井秀幸、平野佳世、山田次郎、和田啓 

木更津市 ：水越市長、小倉総務部長、池田総務部次長 

（事務局）総務部総務課 鈴木参事、小河原副主幹、高岡主査、森田主査、内田主任主事 

○議題等及び公開非公開の別 

：会長副会長の選出 公開 

：報告事項 ⑴ 情報公開制度の施行状況及び個人情報保護制度の運用状況について 公開 

⑵ 報告（個人情報取扱事務の届出等） 公開 

⑶ その他 公開 

○傍聴人の数：０人 

○会議の内容 

開会 

委嘱状交付 

市長挨拶（挨拶後市長退席） 

仮議長選出（仮議長小倉総務部長） 

会長副会長の選出（審査会会長 清水幸雄、同副会長 白石哲也 全員異議なしにより決定） 

（審議会会長 小林伸一、同副会長 堤 一之 全員異議なしにより決定） 

委員紹介（事務局から名簿順に紹介） 

事務局紹介 

会長 それでは、報告事項に移りたいと思います。事務局のほうからまず報告事項の１、情報公開制度等の実施 

状況等のご説明から順次お願いしたいと思います。 

事務局 資料等を先に送らせていた関係、そして、今回差し替え等ある関係で、そちらをまずご報告させていた 

だきたいと思います。資料に差し替え分がありましたので、差し替え分をテーブルの上に置かせていただきま 

した。個人情報取扱事務の届出事項というものがございまして、３、４、５ページ、そして８の２と８の３、 

それから９ページが差し替えになります。それから、１２の２、１２の３が今回追加になります。よろしくお 

願いいたします。 

会長 報告される前に確認なのですが、報告事項にかかる項目、こちらの項目ごとに報告されていかれるわけで 

すか。 

事務局 はい、この番号に沿って。 

会長 項目によっては、３であるとか、５であるとか、（１）から（５）というものがあります。これはこれを全 

部報告してから質問を受け付ける。 

事務局 そうです。項目全体を説明してからというふうに考えています。 

会長 はい、わかりました。ということですので、よろしくお願いします。 

事務局 １ページの報告事項に係る項目の１番でございますが、情報公開制度、個人情報保護制度、会議公開制 

度の実施状況につきましてご報告させていただきます。 

まず、情報公開制度からご説明させていただきます。お手もとの資料、１の２ページをお開き願いたいと思 

います。こちらは、一昨年度、平成１５年４月１日から平成１６年３月３１日までの情報公開制度の実施状況
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でございます。請求件数につきましては２４件、１４名の方から請求がございました。この請求に対します決 

定の内容といたしましては、次ページにございますように、開示につきましては９件、これは請求のあった文 

書をすべて開示しているということになります。続きまして、部分開示、こちらにつきましては、一部を黒塗 

り等をして分からないようにして開示したものですが、こちらが１６件、それから、請求された文書自体が不 

存在等ということでないということの決定が５件、ひとつのもので重複しているものがありますので、合計３ 

０件というかたちになっています。ここで、お詫びがございますが、次の不開示理由別内訳ということでござ 

いますが、こちらの率がもれていますので、併せて説明させていただきまして付け加えさせていただきます。 

３の決定状況の部分開示１６件でございますが、このうちの開示できなかった理由ということがこちらに記載 

されてございます。個人に関する情報ですが件数が３件、率にして９．１パーセントになります。法人等に関 

する情報ということで件数が１５件、率にいたしまして４５．５パーセントでございます。人の生命等の保護 

等に関する情報ですが、こちらも１５件、率にして４５．５パーセントでございます。合計で、４捨５入の関 

係ですが、合計で１００パーセント、３３件ということでございます。不開示の理由の主なものでございます 

が、個人の方の印鑑の印影であるとか、法人の代表者の印影であるとか、印影に関するものが主な不開示の内 

容になってございます。先ほど申しましたとおり２４件の内訳でございますが、１の４と記されたところから 

から１の７と記されたところまで、こちら全部で２６件ございますが、決定前に取り下げをされた２件も含ま 

れております。情報公開の請求でございますが、平成７年度以降、情報公開制度のほう、本市で行いまして、 

例年３０件から５０件くらいが年間の請求件数でございます。主な本市の請求の特徴といたしましては、特定 

のものからの様々な行政に対する請求、これは本市だけではなく、様々な市においてもみられますが、本市に 

おいても例外なくそのような請求が例年ございました。本市の一昨年度までの傾向といたしましては、本市が 

行っているような業務委託契約、それに関連するような業者が、その委託内容を知りたいというような関係で、 

その委託契約内容というものについての開示請求というものが数多くあったのが本市の一昨年までの特徴でご 

ざいます。細かなものにつきましては、その都度のものがあるのですが、一昨年度、平成１５年度この年に限 

る特徴といたしましては、ある特定の自治会に関する、自治会の会計等に関する請求が数多くあったというの 

がこの年度の特徴でございました。件数につきましては、例年よりこの年度は２４件と比較的少なめの年でご 

ざいました。続きまして、昨年度平成１６年４月１日から１７年３月３１日までの請求状況でございますが、 

ここ数年例を見ないほど件数の少ない年で、請求件数は４件、延べ３名の方から請求がございました。請求の 

内訳でございますが、すべてを開示したものが２件、一部を開示したものが２件、不存在等によりまして請求 

を拒否したものが１件、延べ５件となってございます。部分開示の不開示とした内容でございますが、個人に 

関する情報というものが２件で６６．７パーセント、人の生命等の保護等に関する情報ということで１件で３ 

３．３パーセントでございます。合計３件で１００パーセントになってございます。こちらにつきましても、 

一昨年度同様、印影の不開示というものがその理由になります。１の１０と記されたページでございますが、 

こちらに５件、このうち１件請求の後に取り下げがあったものがございましたので、請求自体は合計４件でご 

ざいますが、この年が請求が少なかったと推測される理由といたしましては、例年数件の請求をされていた方 

が、この年に限って請求がなかったというようなこと、ここ数年、委託契約関係で請求書の請求があった特定 

の業者でございますが、その請求がなかったこと等が、件数が減った要因であるかと考えております。 

続きまして、個人情報保護の、本人の情報が記載されている文書の開示の請求の状況について説明させてい 

ただきます。１の１１と記されたページでございますが、請求件数は１０件、１０名の方から請求がございま 

した。 昨年度、ページにいたしますと、１の１４と記されたページでございますが、昨年度の請求件数が５件、 

５名の方から請求がございまして、この一昨年度、昨年度の請求すべてが、請求者本人の印鑑登録証明書の申 

請にかかる申請書に関する請求でございました。こちらは、自己の印鑑証明が不正に使用されていないかどう 

か確認する意図が主だったかと思われますが、一昨年度につきましては、１０件のうちそのような請求に対応 

する文書があり、本人の内容ですべてを開示したものが２件、実際にそのような請求がなかったというものが 

８件、昨年度につきましては、５件のうち文書がありましてすべてを開示したものが１件、文書自体がなかっ 

た不存在ということで４件対応させていただいております。個人情報に関する報告につきましては、雑駁でし 

たが以上でございます。
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事務局 引き続きまして、会議公開についてご説明させていただきます。お手元の資料の１の１７をご覧いただ 

きたいと思います。審議会等の会議の状況といたしまして、事前公表が１５３件、開催１５３件。市長１２６ 

件、教育委員会２０件、水道事業管理者７件となっております。１の１８ページとなりますが、決定状況とい 

たしましては、全部公開が４６件、一部非公開が３件、非公開が１０４件となっております。主な非公開の会 

議といたしましては介護認定審査会９６件、老人ホームの入所判定委員会というものが個人に関する情報とし 

て非公開会議となっております。その他に中小企業資金融資運営委員会、こちら法人情報で非公開の会議とな 

ってございます。１件だけ人の生命等の保護等に関する事項というこちらにつきましては、文化財保護審議会 

の文化財候補の視察ということで安全保護ということで非公開となっております。ただいま非公開の会議の内 

訳も併せてお話をしてしまったのですが、件数といたしましては、個人に関する事項１０１件、法人等に関す 

る事項６件、人の生命等の保護等に関する事項１件、合計１０８件となっております。引き続きまして、平成 

１６年４月１日から平成１７年３月３１日までの状況をご説明いたします。事前公表が１２１件、開催１２１ 

件。実施機関別会議開催状況ですが、市長９６件、教育委員会２４件、水道事業管理者１件となっております。 

決定状況ですが、全部公開が５２件、一部非公開が１件、非公開が６８件、合計１２１件となっております。 

非公開理由別内訳でございますが、個人に関する事項６３件、法人等に関する事項６件、人の生命等の保護等 

に関する事項１件でございます。主な非公開の会議といたしましては介護認定審査会６１件、これは個人に関 

する事項で非公開となっております。そのほか、１５年度同様、老人ホームの入所判定委員会、中小企業資金 

融資運営委員会、こういった会議が非公開となっております。人の生命等の保護等に関する事項といたしまし 

ては、文化財保護審議会の文化財候補の視察というものがあげられております。以上でございます。 

事務局 以上３つの制度につきまして総合的に報告させていただいたのですが、最後でございますが、情報公開 

制度、個人情報保護制度のそれぞれの開示請求につきまして、行政側の決定に不服がある場合には、条例で不 

服申立てが出来るような制度になってございます。一方、会議公開制度につきましては会議公開の制度全般若 

しくは会議の非公開に何らかの意見というものを苦情の申出という制度を設けてございます。こちら昨年度、 

一昨年度につきましては、情報公開、個人情報に関する決定に対する異議申立てはございませんでした。また、 

会議公開に関する苦情の申立てはありませんでしたので、併せてご報告させていただきます。以上でございま 

す。 

会長 ありがとうございました。情報公開制度、個人情報保護制度、会議公開制度の２年間にわたる実施状況に 

ついて、丁寧かつ要領よく報告いただきましたが、何か委員の方からございましたらお願いいたします。 

会長 特にないようでしたら、私のほうからよろしいでしょうか。会議公開について、会議を傍聴される方の、 

会議によってはまちまちでしょうが、会議によっては傍聴席が足りなくなるとか、傍聴の方がいらっしゃらな 

いということもあると思いますが、そのあたりは。 

事務局 １５年度の会議ですと、水道審議会というものがありまして、こちら料金改定の関係がございまして、 

多いときには１４名、１０名とか、そういった数の傍聴人の数がでております。その他の会議といたしまして 

は、だいたい４名以下くらいとなっておりまして、半分くらいが傍聴人がいない会議となっております。以上 

でございます。 

会長 ありがとうございます。では、特にないようでしたら、次の項目、２の項目にいきたいと思います。事務 

局お願いします。 

事務局 続きまして、個人情報取扱事務の届出の報告をさせていただきます。お配りしてあります資料のなかに 

個人情報取扱事務の届出事項と書かれたものがあろうかと思いますが、これは、前回の審議会から今回の審議 

会までの間に木更津市個人情報保護条例第７条第１項の規定によりまして個人情報取扱事務の届出がなされた 

ものでございます。 

個人情報保護条例第７条第１項の規定により、実施機関は、同条に規定する個人情報を取り扱う事務を行お 

うとするときは市長に対し、一定の事項、たとえば個人情報取扱事務の名称及び目的、個人情報の記録項目な 

どを届け出なければならないとされてございます。届け出た事項を変更しようとするときも同様に届出が必要 

であり、また、個人情報保護条例第７条第４項の規定により、届け出た個人情報取扱事務を廃止したときも届 

け出なければならないとされてございます。
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そして、個人情報保護条例第７条第６項の規定により、こうした届出がありましたときは、その届出事項に 

ついて本審議会に報告しなければならないとされてございます。 

今回、報告させていただきます個人情報取扱事務の届出の件数は、合計１５件、内訳は新規の届出が１２件、 

変更の届出が３件でございます。それぞれの内容につきましては、お配りしてあります資料をご覧いただきた 

いと思いますが、届出１５件の内訳を所管部署ごとにみてまいりますと、企画政策部秘書課から届出がありま 

したもので、 行啓に伴う歓迎・送迎に関する事務、総務部管財課から届出がありましたもので、 たちより館 金 

のすずということで監視カメラに関するものです。市民生活部市民生活課から届出がありましたもので、自転 

車駐車場管理業務、防犯カメラに関する事務の届出になっております。保健福祉部障害福祉課から届出があり 

ましたもので、精神障害者ふれあいホーム措置事業に関する事務の届出になっております。保健福祉部児童家 

庭課から届出がありましたもので、児童福祉法第１０条第１項の規定による児童相談等の事務の届出になって 

おります。環境部環境衛生課から届出がありましたものですが、新規の届出があったものですが、後日変更の 

届出があがっておりまして、それについては８の２、８の３ページで、事務の名称は、不法投棄対策事業 設 

置場所貸借契約書とあるのですが、これについてはさらにこの場で訂正させていただきます。設置場所貸借契 

約書と事務の名称が記入されてございますが、最後の書という文字を消していただきたいと思います。設置場 

所貸借契約の事務ということになります。続いて８の３ページ、これも環境部環境衛生課から届出がありまし 

たもので不法投棄対策事業としましてこれは監視カメラ設置に関する事務のものとなってございます。都市部 

都市整備課から届出がありましたもので、事務の内容といたしましては木更津駅前西口駐車場警備業務これも 

監視カメラに関する届出となっております。監査委員事務局から届出がありましたもので、地方自治法第７５ 

条の規定による事務監査請求に係る事務の届出、地方自治法第２４２条の規定による住民監査請求に係る事務 

の届出、監査請求これは地方自治法第７５条及び第２４２条によるものですが監査請求の提出状況に係わる事 

務の届出で、監査委員事務局から届出がありましたもの３件でございます。そして、本日追加させていただい 

た資料としまして、１２の２ページのものと１２の３ページのものを本日追加させていただいたのですが、こ 

れについては、教育部体育課から届出がありましたもので、木更津市スポーツリーダーバンクに関する個人情 

報取扱事務の届出となっております。そして、１２の３ページのものが同じく教育部体育課から届出がありま 

したもので、学校体育施設開放事業の届出となっております。この学校体育施設開放事業の届出については、 

変更の届出ということで変更前のものについては学校体育施設利用団体登録申請書というものがあったのです 

が、それの名称、記録している項目など修正点がございまして、届出事項の変更ということであげられたもの 

でございます。個人情報取扱事務の届出についての報告は以上でございます。 

会長 ありがとうございました。多岐にわたるといえば多岐にわたるのですが、なかには大変難しい問題もある 

と思われる届出もあるように思われます。特に監視カメラに関するものと思われますが、それも含めて何か委 

員の方からございましたらご質問をお願いします。 

清水 監視カメラに関してですけれども、おおもとの木更津市の例規上、条例上、監視カメラというものがどう 

いう位置付けになっているのかということがよくわかりませんので、そのへんがまず第１点。先月、広報きさ 

らづというのでしょうか、これを拝見しておりましたら、この資料ですと８の３かな、監視カメラの記事が出 

ておりまして、そこでは監視カメラに記録された映像については個人情報保護条例に基づいて不法投棄対策以 

外の目的に使うことはありませんというふうに書かれているわけですが、これは監視カメラの映像というのは 

個人情報保護条例に基づいて、この条例の対象になる情報と考えてよろしいでしょうか、これが第２点です。 

それから、記事の中で、不法投棄は市や県の監視や警察の取り締まり等を行って、原因者を特定して撤去させ 

ますという文書がございまして、８の３を拝見しますと、監視カメラでとった情報が、提供先のほうで実施機 

関内部、それから他の官公庁（国、県、他市）というところに出て行く可能性があるよという届出でございま 

すので、たぶん、これが県の監視や警察の取り締まりとかに出て行くのだろうなというふうに想像しているわ 

けでございますが、もしそうだとすると、たとえば３ページのたちより館 金のすずのところで、バスの離発 

着の確認これは問題ないわけですが、防犯対策とありますが、もしここで防犯上問題となることがあっても警 

察とかそういう外の組織に出て行かないという監視カメラと理解してよろしいでございますでしょうか。その 

点は、次の自転車駐車場管理業務も同じでございまして、防犯のためと書かれてありますが、こけおどしで監
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視カメラを置いておくというのも防犯のためかもしれませんが、もしここで犯罪事実があったというようなと 

きにも外に出て行かないのですねこのシステムはと、９ページもそうですね木更津駅前西口駐車場警備業務、 

民事事件であれば外に出ないのかもしれませんが、仮に犯罪となるような、警察のお世話にならなければいけ 

ないような事故があった、トラブルがあったというときに、後日の検証のため外の官公庁に出て行かないとい 

う届出でございますので、それはそれで、市のなかでは使うけれども、警察等外部には出していかないのだと、 

こういう制度と理解してよろしいでございますでしょうか。以上３点、ご説明いただければ。 

会長 事務局お願いします。 

事務局 まず例規上の位置付けということでございますが、こちらにつきましては例規上でカメラ云々と記載し 

た条例規則はございませんで、今回、広報紙にのせたもの、不法投棄の監視カメラにつきまして取扱い基準を 

定めるべく、要綱というものが審査にあがっております。この規定によって、不法投棄の監視にかかる利用あ 

るいは運用の基準を今環境衛生課のほうで策定ということでございまして、カメラの設置について今回の届出 

でこの４月から急にみんなが設置をするということではございませんで、運用の日付を見ますと少し遡った運 

用にもなっておりまして、私どものほうで周知し切れなかったというところもございます。今回の不法投棄の 

要綱の策定があがってきたというなかで、他の設置している部署につきましても基準等の策定をということを 

促しておりまして遅ればせながらということになってしまいますが、各セクションで要綱なりの整備を進める 

ように指示をしております。 

清水 もしそうだとすると、今までは確たる法令上の根拠がなしに監視カメラを設置し、市民の映像を集めてい 

たと、そういうことでよろしいですか。 

事務局 個人情報保護条例以外では特に規定がございませんので、おっしゃるとおりかと思います。 

会長 確認なのですが、清水先生の第１点の質問というのは、個人情報保護条例上どう位置付けられるかという 

ことだと思いますが、今の答弁は２点目も含むのですか。 

事務局 １点目です。 

会長 わかりました。 

清水 審議会で議論するべき問題かどうか判断しかねるのですけれども、あっちのセクションこっちのセクショ 

ンで勝手に映像を集めているというのは多少問題があるのではないか。市として監視カメラ全体の問題、どう 

取り扱っていくかという、条例までにはならなくてもそれ相応のきちんとした木更津市のルールがいるのでは 

ないかというふうに考えるのですから、各セクションがすき勝手にやってるのでは困るのではないかというふ 

うに考えた次第でございます。 

事務局 その点につきまして、おっしゃるとおりだと思います。繰り返しにもなりますが、不法投棄監視カメラ 

の要綱、これが最初の要綱という形になりますので、市民等を監視するカメラという意味では他の部署と共通 

するところもありますので、この要綱を整備して共通する部分につきましては関係課と整合をとって整備した 

いと思っております。２点目の個人情報条例上の位置付け、これは、カメラの前を通過する人につきましては 

録画されるということで、これは個人情報の収集、保護条例上の個人情報と認識しております。 

清水 開示請求とか訂正請求とか削除請求とか、こういうものの対象となると考えてよろしいですね。 

事務局 基本的におっしゃるとおりかと思いますが、映像を見せるかという話になりますと、映っているところ 

を隠しながらみたいなところもありますので、複数の人間が映るということもありますので、条例の対象とな 

りますが、実際どのように開示するかというと映像を止めて隠しながらなど細かな作業と言いますかその辺は 

難しいことがあろうかと思いますけれども、基本的には条例の対象となるのでおっしゃるとおりかと思います。 

会長 では、３点目を。 

事務局 ３点目ですが、外部、第三者等への提供につきましてですけれども、これがたとえば映っている映像、 

防犯のためというところが多いのですが、まさに犯罪が行われているというところがみられれば、告発義務等 

で警察のほうに届けるということもあろうかと思います。そのなかで、今回差し替えてはあるのですが、９ペ 

ージの西口駐車場警備業務に関しましては、情報の提供先ということで特にチェックはしてございませんが、 

これも先ほどいくつかの部署が要綱等今後整備していくわけですけども、そのなかで提供するというようなか 

たちになりますので、そのときにこの届出が変更ということになろうかと思います。
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清水 そういうことではなくて、個人情報取扱事務というのは本来、それぞれのセクションでこうした事務をや 

っていますよという届出ですから、監視カメラを設置した時点で具体的な要綱があるのだかないのだかそれは 

知りませんけれども、８の３のところだけ突出して他の官公庁への提供というのが出ているのだけれども、他 

のものはぜんぜんノーチェックだと、こういうふうに整合性がとれてないのではないかと思われる部分がある 

のですけれども、これについてはどういうことなのですかと、やっちゃってから、たとえば具体的な事件が起 

きてからですね、これは問題だから出すのだとして変更するという話になれば、このようなものを作ったって 

無駄なわけですよ。こういう届出を出して、このとおりやりますよという届出が出ているはずなので。とりあ 

えずいい加減な届出を出しておいてですね、後になってつじつま合わなくなってきたら変更届け出せばいいと 

いうのだったら届出の意味はないわけですね。 

会長 今の点、かなり厳しいご指摘ですがいかがでしょうか。 

事務局 重ねておっしゃるとおりだというふうに思います。各課のほうで仕事の流れの中で設置をしておるとい 

うことで、個人情報保護の担当である私どもとの連携の不十分さというのが露呈されているかというふうに思 

います。遅ればせながらと言いますか、今後ルール作りを早急に進めていく必要もありますのでその中で統一 

をとっていきたいというふうに思います。 

清水 今の答えというのは、統一的なルール作りをするというふうに発言されたというふうに理解してよろしゅ 

うございますか。 

事務局 一本の統一ということではなくてですね、今の段階で確たるものは私の段階では申し上げられませんの 

で・・・ 

清水 それでは課長さんからお願いします。 

事務局 ちょっとよろしいでしょうか。 

会長 清水先生、と言いますと。 

清水 いや、私の段階では答えられないと言うので、それでは課長さんに同じ質問を。 

会長 なるほど。 

事務局 今、担当ほうから縷々申し上げてございますが、その辺は確かに整合性を図らなければいけないという 

のは充分これは当然の話でございますので、これからですね、遅ればせながらというふうに申し上げますけど 

も、ただ、１つの要綱的なものにするのか、個別の要綱の中に統一的な事項を盛り込むのか、その辺は今後検 

討させていただきたいと思いますが、いずれにいたしましても、統一的な考え方のもとで運用できるような方 

法を考えていきたいというふうに思っております。以上です。 

会長 以上ですが、清水先生。 

清水 要は、今は、そういう話だからしょうがないじゃないですか。 

会長 そうですか。それで３つのご質問。広報きさらづに関しては。 

清水 広報紙にそう書かれているので、市民に対して説明した文書でしょうから。 

会長 清水先生からあらかた問題点、監視カメラに関する問題点は出していただいたと思いますが、監視カメラ 

の問題も含めて他の点も含めて何か他の先生方ございましたら。 

白石 今の点ですが、個人情報保護条例の中で、第８条の９号。前各号に掲げるもののほか、公益上特に必要が 

あり、かつ、当該個人情報を収集することが事務の性質上やむを得ないと認めるとき。というのは１つの根拠 

にはなるのだろうと思います。ただ、これで充分だということではないですが、それからもう１つ、外部提供 

の点については、１１条第２項第２号。法令の定めがあるとき。これは公務員が犯罪の事実を知ったときの告 

発義務ですか。というのが一応は根拠にはなるんだろうとは思うのですが。先ほど個人情報保護条例に照らし 

て一体何に該当するのかというのが明確な回答がいただけなかったのだけど、こういう部分をきちっと読んで 

いただいて、これに当たるから一応は妥当性があるけども、もっときちっとした要綱なりで整備が必要だとそ 

こまできちっと事務局の中では把握していただきたいと思います。 

会長 ありがとうございました。私もそのとおりだと思います。 

会長 関連してよろしいでしょうか、事務局に。 

直接担当が違うとは思うのですが、知りうる限りで、それぞれの課がカメラを回している訳ですね、現時点
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においても。それを録画しているのか、それとも録画しないでただ撮っているという場合もございますよね。 

まさにその時点その時点で監視しているという場合もありますけど。実際はいずれの方法をとられているのか、 

あるいは録画しているのだとすればそれはどのように保管、保存しているかということを、知っている範囲で 

よろしいのですがお答えできればお願いします。 

事務局 録画の関係は、今回届出があるものにつきましては録画をされているものということで、概ね１～２週 

間程度の録画で、その後上書きされていくというようなことで、部署によってはもっと短いサイクルというも 

のもありますけど、基本的に録画をしているものです。繰り返しですけど、統一的な基準といいますか、個別 

の部署で、基準というものが特に整備しておりませんでしたので、どのくらいの時期に不要で破棄するとか、 

誰が見る、どういうふうに管理をするというものがこれまで明記されておりませんでしたので、今回の不法投 

棄の監視カメラの基準をもとにして整備をしていきたいと、運用の基準を明らかにしていきたいというふうに 

思っております。 

堤 お尋ねしたいんですが、個人情報取扱事務の届出事項という書類が、先ほど、例えば８の３を差し替えてほ 

しいとおっしゃったわけですけど、これは当初のやつと比べると差し替えた分は対象者範囲が変わっていたり、 

法令根拠が示していないという形になっているわけですよね。作成日１７年９月１日、これは不法投棄の監視 

カメラの設置のもので、届出事項書がこれ、８の３を差し替えてほしいというお話ですよね。差し替えられた 

として配られたもののほうは、対象者の範囲が対象地区を通るものとかなり広くなっていたり、もう１つは法 

令根拠が示されていないという形での届出なのですけど、これはこういう形で受け付けておられるんですか。 

ないしは変わった理由等については確認等はされておられないのでしょうか。 

事務局 ただ今のご質問なのですけど、当初届出があったこの８ページ関係ですけども、根拠法令につきまして 

は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律というものが根拠になっておりまして、これでこのときは受け付けた 

ということはありますけども、その後に監視カメラの設置についてこの法律が根拠になるものではないという 

ことで、ここは削除したいというようなことがありました。それと対象者の範囲につきまして変更されるわけ 

ですけど、当初は、廃掃法１６条に違反し不法投棄をしたものというふうになっておりましたけども、こちら 

につきましては、不法投棄をしたものだけが収集されるわけではありません。その区間を通るものにつきまし 

ては収集をということになりますので、対象者範囲のほうももっと広い言い方のほうに変更したということが 

ございます。以上です。 

堤 また、ちょっと細かい話で恐縮なのですけど、その中で記録している項目の識別番号というのは何を指すん 

ですか。 

事務局 当初、チェックが入っておりましたけど、こちらにつきましては車のナンバーというふうに原課では言 

っておりまして、本来ここに、識別番号のところにチェックを入れるというものは、一番考えやすいのは、例 

えば住民票がらみの個人コード等あるいは保険証等そういった番号が入っているものについて集めるのであれ 

ばここにチェックが入るということですので、ここでの実際の業務は車のナンバーなもので、それは直接個人 

を特定するというものではないのでチェックを外すということになります。 

堤 だけども収集理由には車両も入っていますよね。車両の画像というものが。もう１つはそこで車両が必ずし 

も個人情報とつながらないということはないと思うのですけども。別の項目の中には車両を対象としているの 

に識別番号が届出に記載している項目としてあげているチェック項目となっている部分もあるようなので、そ 

のあたりも何か収集理由、収集目的と、記録している項目との整合性が今ひとつとれていない気がするのです 

けど。要は、細かいことよりもやっぱりこういうものってさっきの清水先生の話でじゃないですけど、あとか 

ら帳尻を合わせるみたいな形で届出項目にチェックを入れたりするのはおかしな話なので、やはりまず最低限 

届出項目というのが目的とか理由によってきちっと確認されてなきゃいけないと思いますし､その辺のところ 

の取扱いにややばらつきがあるように感じたのでご質問申し上げました。 

事務局 確認なのですが、識別番号は西口駐車場のところで当初チェックが入っていた、ここ１件だけだったと 

思います。先ほど申し上げましたとおり識別番号という意味合いが車のナンバーではないということですので、 

この駐車場の業務に関してはここのチェックを外したということで、全体を通して、その都度、修正、修正と 

いうことで非常に見苦しい感もあります。これにつきまして、統一的な事務がとれてないというご指摘ですの
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で、遅ればせながらということになりますが、繰り返しですが、今後全体を通して統一的な流れを作っていき 

たいというふうに思います。 

会長 ありがとうございました。他に何か。 

成瀬 この届出事項書の右側の下のところの用語の説明と、なぜこれが書いてあるのか教えていただきたいんで 

すが、機器の使用状況というのに電算処理、オンライン、パソコン処理と３項目に分けてるのですが、それぞ 

れが考え方によっては、例えば、電算処理といえば全部つながる概念にもなりますので、どう概念が異なるの 

か。それから、ここに書いてある意味、見ますと１件だけここにチェックされているのが、６ページのパソコ 

ン処理とチェックされています。他のものは何のチェックもされてないということは、いわゆる文字情報で、 

紙情報というのでしょうか、処理されるということなのか。ただ、紙情報にするためにはどこかで電算、いわ 

ゆるコンピュータ処理をして出力しているのか、手書きなのか、もともとがここにこういう使用状況というの 

を書いている趣旨と申しますか、何のために書いてあるのか、それも入れれば３点になりますが教えていただ 

ければと思います。 

会長 事務局お願いします。 

事務局 この３点、電算処理につきましては市の情報管理部門のほうで管理しているサーバーのほうに蓄積され 

る処理ということになります。オンラインはネットに専用回線でつながる事務、パソコン処理は文字どおり各 

パソコンで処理するものということで、実際、紙で、パソコン処理で他のところにチェックが入っていないと 

ころ、これにつきましても、今の時代ですので、パソコンで使う部分もあると思いますので、こちらについて 

も整合がとれてない確認が不十分なところもあります。いずれにしても事務処理の中では出てくるというふう 

に想定されますので、他の事務につきましては、パソコン処理のチェックにつきましては、確認したいと思い 

ます。 

会長 今のは何点目ですか。３点ご質問があったと思いますけど。 

事務局 様式の右下の３つの枠の説明ということです。 

会長 例えば、こういう項目を別立てに設けている趣旨ですよね。使用状況。それから、チェックが入れてなけ 

れば紙で処理という意味なのかというご質問があったと思いますが。 

事務局 お答えします。まず、オンライン等分けている理由につきましては、それぞれどこに実際にデータが入 

っていって、どのようにデータが広がっていくかということを事前に分かるようにするということで、例えば 

１２条ですと、オンライン結合による提供という制限などもかかっておりますので、ここにチェックが入って 

いるものはこのような制限がかかっているということが分かるということになります。あと、こちらにチェッ 

クが入っていないものは台帳等といったような形で紙ベースで処理されているものと考えております。以上で 

ございます。 

会長 よろしいでしょうか。先生。他に、届出事項に関するご質問があれば。 

清水 今のご説明だと、オンライン処理のところは１２条の問題だということはよく分かるのですが、電算処理 

とパソコン処理がどう違うんだと。 

事務局 説明させていただきます。この３つの項目につきまして、今、オンライン結合につきましては高岡のほ 

うから説明したとおりでございます。もう１つの電算処理というものにつきましては、庁内のホストコンピュ 

ーター、つまり庁内のイントラネットか何かの接続している個人情報、本市でいいますと代表的なものとしま 

しては、もちろんこれは必要関係各課というところでございますが、住基４情報であるというものについては、 

そういうような電算処理をしている情報の代表でございます。一方のパソコン処理でございますが、これは、 

今までは通常、俗にいうスタンドアローンというどこにもつながっていないパソコン本体の、というような意 

味合いで設けさせていただいたものです。この３つを特出しして、このような規定というものにつきましては、 

やはり個人情報を管理するに当たりまして紙ベースで管理するものよりもやはり電算化されるというような形 

になると、万が一、万が一といいますと一番身近かなところは、漏えいとかの危険性というところでございま 

すが、より保護を厚くしていかないと漏れたときに被害が大きくなると、そういった意味合いもございまして、 

電算処理するというこの３つの項目につきまして、特にこういう形で個人情報を管理するということの場合に 

この３つの項目についてチェックをさせるというような形で設けさせてございます。以上です。
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成瀬 では軽いところだけで。庁内のパソコンなのですが、ネットワークにつながって、スタンドアローンとい 

うのは物理的にネットワークにつなげてないというパソコンのことを指します。いわゆる、庁内でいうと光か 

テンペスかギガかわかりませんが、要はネットワークにつないで無線であれ何であれつなげる状態になってま 

すと、ＯＳが何であれファイルの共有が可能になります。ですから今のご説明でパソコン処理というのをそう 

いう厳格な意味のスタンドアローン、セキュリティ保持という意味で使われているならば、そういうふうにお 

書きになっていただくほうがありがたい。通常、会社や何かですとだいたいネットワークにはつないじゃって 

るものですから。つないでおりますとその課の人間は、共有フォルダに入れておいて通常データを共有します。 

で、それは上位者はもっと見れますので。そうするとうえの電算処理も今たぶんクラ・サバが中心にだんだん 

移行していく時代ですので、これだけの区分けですと、もし審査に当たられる委員の先生にしてみるとちょっ 

と、判断の、何て言うのでしょうか、与えられる分類としてはちょっと寂しいかな、というような気がします。 

ご検討いただければという程度のことでございます。 

清水 補足いたします。もともとこの条例を作りましたときに、２条の４号で電子計算機処理という定義をして 

おりまして、要するにコンピュータを使った情報は全部電算処理なのですよ。マニュアルにもですね、汎用コ 

ンピュータだろうがパーソナルコンピュータだろうがワープロだろうがみんなこの中に入っているのです。本 

当は。もしお手元にこういう冊子がございましたら５ページあたりをご覧いただければそういうことが書いて 

あります。ただその中で２条の４号というのはただし書がございまして、専ら文章だけを作るとかですね、あ 

るいは文章や図画を記録するだけとか、こういうものをスキャナで読み込んでとっておくとかですね、そうい 

ったものというのは電子計算機処理には入らない。パソコンは使っていることは使っている。ワープロも最後 

の時代になりますとかなり高度なやつがありまして、スキャナから何からみんなついているものがございまし 

たけれども、そういうのは広い意味での電子計算機を使っているのだけれどもこの条例では電算処理とは言わ 

ないと、こういう分類がございまして、それを踏まえて、いわゆるパソコンらしきものは使っているけれども、 

単体ではですね、使っているけれども、それはもちろんラインにもつながっていないし、特に加工しているわ 

けでもないし、編集をするわけでもないし、蓄積もしない。それに対して、電算処理というのは、蓄積もする 

し、加工もするし、修正もするし、更新もするし、検索機能も持っている。こういう使い方をしているのが電 

算処理だと。こういう使い分けを最初の時点でしたということでございます。 

会長 ありがとうございました。 

会長 いろいろ貴重なご意見いただきました。先生のほうからも。特にこの届出事項に関して他に何かございま 

せんでしたら、次の３の項目に移りたいと思いますが。それでは３の項目でお願いいたします。 

事務局 それでは１ページの。 

清水 ちょっと待ってください。ここまでが合同会議かと。 

会長 審査会、審議会の合同会議という趣旨からいきますとここまでということですので、もしお時間がよろし 

ければ貴重なご意見をいただければ。いていただいたほうがかえってよろしいと思うのですけど。 

白石 長い間、会長職をさせていただいてみなさんにはたいへんお世話になりました。長い間本当にありがとう 

ございました。 

会長 それでは３時１０分まで休憩させていただきます。これからちょっとまた、たくさん報告事項があります 

関係で。 

（休憩） 

会長 それでは皆さんお揃いのようです。 

事務局 （遅れて出席された、和田委員を紹介） 

会長 それでは項目の３でございますが、前期、前の回からの項目でございますね。ＬＧＷＡＮ答申の付言５項 

目の進捗状況という項目についてご報告をお願いします。 

事務局 それでは私のほうからご説明を申し上げます。冒頭、この３番、それから４番、５番、これにつきまし 

て、３番、５番が答申、４番が建議というスタイルをとっておりまして、これにつきまして若干説明をさせて 

いただきたいと思います。初めての委員の方もいらっしゃいますので。審議会そもそもの役割ということにな 

りますけども、この情報公開総合推進審議会というものが情報基本条例の第１５条、条例につきましては６０
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ページに掲載してございますけども、この条例の１５条に根拠規定がありまして、その中で、情報公開制度あ 

るいは個人情報保護制度、先程来報告しております会議公開制度、これらの重要な事項につきまして、諮問、 

市長あるいは教育委員会ですとかそういった実施機関からの諮問に応じて答申をしていただくと、こういう役 

割がございますが、これが条例の１５条。それと条例１６条には、情報の公表、提供あるいは公開制度のあり 

方等について独自に建議ということで実施機関に具申するという役割も審議会は担っておりまして、こうした 

諮問、建議が昨年度末に出されたということがあります。これにつきまして、その後、進捗状況を報告するよ 

うにとのお話がございまして、今回、報告事項ということで用意をさせていただいております。 

それでは、３番を私のほうからご説明を申し上げます。３月８日付けで答申があったものを資料の１３ペー 

ジに添付してございます。表題が電子計算機のオンライン結合による個人情報の提供にかかる諮問、これにか 

かる答申ということですが、電子計算機のオンライン結合このことが１ページのほうにはＬＧＷＡＮ答申とい 

うふうに書かれておりますが、ＬＧＷＡＮにつきまして若干補足しておかなければいけないと思います。ＬＧ 

ＷＡＮ、アルファベットで略されておりますけども総合行政ネットワークと称されるものでございまして、ロ 

ーカルガバメント・ワイドエリア・ネットワーク、これにつきましては、国の情報化施策の重点計画、ｅジャ 

パンと言われる計画がございまして、この中で、都道府県、政令市、各市町村を広域的にネットワーク化を図 

るというものでございます。その頭をとってＬＧＷＡＮと言われておりますが、その内容につきましては、ネ 

ットワークの中で電子的な文書を交換していくと、国、県、市の中で文書を交換する。これによって行政事務 

の効率化、あるいは重複して投資するようなことも避けられるということで、引いては住民サービスの向上が 

期待されるというものでございます。ＮＴＴの専用回線で結ばれるということで、漏えい、改ざん等の可能性 

は低くなるわけですけども、この３月８日にいただいた答申そのものは、こういう漏えい、改ざん等は、今の 

情報量が比較的少ないということで、接続することはやむを得ないというような本来の答申は掲載してあると 

おりですけども、やむを得ないという中で、今後さらにこのネットワークを使った行政事務が増えていくとい 

うなかで、個人情報の内容を送受信ということが、そうした広がりがこのネットワーク中では期待されており 

ますので、今後大丈夫かという中で、本来の答申に付け加えられるような形で、付言という言葉で出されたも 

のでございます。 

その１点目のネットワークに関してですけども、これまでＩＣカードやパスワードで操作をするということ 

が多いわけですけども、それだと第三者がパスワードを盗むというか、使って操作するということも、事件と 

いいましょうか、いろいろな方面であったという中で、こういったＬＧＷＡＮを使う場合には本人認証をもっ 

としっかり対策を講ずるようにということでございまして、これにつきましては、付言の中でも生体認証をと 

いう意見をいただいておりまして、４月以降に指紋による生体認証の登録をしてこの対策を講じております。 

ＬＧＷＡＮのシステムは私ども総務課の中にコンピュータがございますのでこの機械を操作する文書庶務担当、 

今日は法規担当が出席しておりますが、別に文書庶務担当が３名おりまして、この者の指紋による生体認証と 

しての登録を済ませております。このシステムにつきましては広報情報課という部署に予備端末がございます 

ので、広報情報課のシステム担当６人につきましても同様に指紋による登録をしておりまして、付言の１問目 

の対策は４月早々に講じております。 

それから付言の２項目目ですが、過失の場合であっても云々、と書かれておりまして、２番の文末のほうは 

懲戒処分にした者を公表することと付言されてますけれども、この記述の中身につきましては、職員の過失の 

度合いによって、どういう場合にどのように処分されるのかということが前回言われておりまして、懲戒処分 

の指針にもう少し詳細に入れられるかというようなお話がございました。懲戒処分の指針につきましては、資 

料の５１ページ以降に掲載させていただいております。５１ページをご覧いただきたいと思います。５１ペー 

ジの中ほどから第２の標準例のところ、（２）が個人情報の不当利用、一番下の（４）がパソコン・インターネ 

ットの不正利用ということで、このような不当利用、不正利用をした場合には、免職以下、処分があるという 

ふうになっております。前回からですと繰り返しになろうかと思いますけど、こういう記述ですと過失の度合 

い、どういう内容で、どういう程度で、どういう処罰というのがわからないということで、もう少し具体的に 

とのお話がありましたが、この指針の所管課が総務部職員課という部署でございまして、職員課と何度か協議 

はしたのですが、この指針は昨年の７月に人事院の指針に基づいて策定したということで、１年あまりが経過
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しましたが、これ以上に詳細には記述できないと職員課では話しておりまして、現段階ではこの指針以上に具 

体的な記述は考えていないということでございます。 

３点目ですが、個人情報の漏えい、あるいは不適切取扱いに関するチェック機能を万全にという中で、外部 

監査の導入を進めるようにという付言が出されております。こちらにつきましては所管課が広報情報課という 

部署で、今、監査をすべく監査の実施要綱を整備中でございます。間もなく、要綱が策定されれば、予算化も 

されておりますので、秋口以降に各システムを監査する予定です。監査対象につきましては、先程のＬＧＷＡ 

Ｎと称する総合行政ネットワークシステム、それから庁内に各種､文書管理システム、財務システム、住基の窓 

口でのシステム、税のシステムもございます。こういったところにつきまして、外部監査を導入する予定とな 

っています。年度内に全システムを監査するということで、最終的に報告等が当然あるわけですが、報告書の 

内容がまだ見えないところがありますが、直近の審議会に報告をさせていただきたいと思っております。 

４点目についてですが、個人情報の取扱いに関する職員研修等を実施することということで、先程の３番に 

絡めて情報セキュリティに関する研修というのがいくつか行われております。資料の５８ページをご覧いただ 

きたいと思います。表が前後しますが下の２番の情報関係研修としてセキュリティ研修を、一般コースと専門 

コースとを、ｅラーニングという手法で行っております。パソコンを見ながら画面上で研修をする。声、映像 

を見聞きしながら学んでいくというものです。庁内の研修ですので勤務中にも可能ですけども、時間外あるい 

は自宅でも研修が可能となっております。この期間、一般コースは６月からとなっていますが、実際は５月か 

らやったようですけど、こうした研修をやっております。それから、セキュリティ研修以外に法務研修等で、 

前回、いつどんなものをやるのかというお話があったかと思いますけど、私どものほうで今年度実施済、ある 

いは実施が予定されているものにつきまして、職員課と調整して抜粋的に総務課で作成したものです。新規採 

用から始まって、最後、アカデミーという中央の研修所もあるのですけども、こちらのほうに参加を予定して 

おります。科目の内容につきまして分かりにくいのですけも備考欄に省略するような文字で書いてありまして、 

例えば新規採用研修について、“地公”とあるのは地方公務員法、となりが地方自治法、その下の“情・個”と 

書いてあるのは情報公開・個人情報保護についての講義形式で、４月に行ったというものです。それぞれが１ 

時間から１時間半ぐらいのコマですので十分かと言われると、時間があればあるにこしたことはないという中 

でいくつかの必須科目として入れてございます。あと４市共同で市町村圏主催と書かれてますものが１０月に 

行われる予定です。そのほかいくつかございます。人数的には、独自にやったり市町村圏で行うものはある程 

度の数、１０名前後参加できるんですが、自治専門校政策法務研修以下については１名ということで、職員課 

が所管する研修は、例えば接遇ですとかマネジメントの関係、昨今では行政対象暴力の研修ですとかいろいろ 

なものをやっている中で、全体の調整の中で人の派遣というものが出てくるということで、ここに記載してい 

る研修につきましても予算がかかりますので１名を派遣できるのが精一杯ということですので１名を入れてお 

ります。実際に終わってない部分もございますので実績という意味ではございません。最低こういったところ 

は職員課と協議をして派遣できるように調整をしていきたいと思います。 

５点目ですけども、オンラインを活用した事務処理が急速に普及してきていることに鑑み、オンライン業務 

における個人情報の漏えい、不適切取扱いの防止のための統括的な端末取扱基準等を規則化することというよ 

うな付言がありまして、これまでの情報処理、電算処理につきまして、日進月歩でどんどん変わってきており、 

その都度、取扱規程のようなものを作ってきたということがあります。また、オンライン化が図られた中で、 

それにかかわる取扱事務あるいは情報セキュリティポリシーなるものを、段階的にあるいは時期的なものを踏 

まえて、その都度作ってきたというところがあって、それはそれで必要性があって作ってきたわけです。ご指 

摘は、条例ということでは必ずしもありませんが、統括的な基準、基本的なおおもとの規則なるものを整備し 

たほうがいいのではないかというご指摘でございまして、私どもあるいは情報管理部門と協議を進めながら対 

応を図っていくということにしてございます。こちらにつきましては取扱事務ということですので、例えば２ 

番で不適切な取扱いで処分するとか、４番でも不適切云々という、そういうことを無くすために研修をやって 

いくということがございます。こういった取扱事務等と関連するところでございます。 

付言５項目ということでＬＧＷＡＮに絡めて提言をいただいておるところでございまして､今日現在ですべ 

て完璧に整っているとはとてもいかないところでございます。今後の協議というところが多いわけでございま
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すけども、ご理解をいただきたいと思います。以上です。 

会長 ありがとうございました。何か。清水先生。 

清水 要するに全部先送りでゼロ回答ということですよね。 

会長 １項目目は指紋認証を実施するということが決まっているのですよね。実施されているのですよね。 

事務局 はい。１番は実施済です。 

会長 ということは、１に関してはクリアということですが、ただ２以降はまだということですよね。事務局と 

してはよろしいですか、先生のご指摘について。厳しいご指摘に聞こえましたけど。 

事務局 ゼロの意味合いですけも、私どもは関係課と協議をしている状況ですので、結果が出てこないというこ 

とでは、まだ見えてないということです。 

会長 例えば２についてですが事務局よろしいですか。過失等の問題についてはむしろ故意以上に、ＬＧＷＡＮ 

の取扱いに関してはより問題になるという認識で一致したうえでこういった２のようなことを我々が出したと 

いうふうに思っておるのですけども、ＬＧＷＡＮに絡めて具体的に過失等の事例というのが、例えば懲戒処分 

の指針ですか、具体的に盛り込むということが不可能ということなのでしょうかね。いくつかの事例は指針の 

ほうに盛り込まれているようですが。いかがでしょうか。 

清水 やっている自治体はなんぼでもありますけども、やる気がないという話でしょう。 

会長 それでよろしいのですか。事務局。 

事務局 やる気がないということですけども、職員課のほうは人事院に基づいた指針で対応していくということ 

を言っておりますので。 

清水 こちらが申し上げているのは、人事院の指針は私も承知しておりますけど、それは国のほうの個人情報保 

護法施行前の話なのです。施行後の指針がありますか。人事院に。ないんですよ。国もいろいろな懲戒基準を 

決めているのです。私も金融庁や厚生労働省の会議に出ておりますけど、いろいろ基準を決めているのです。 

だけど木更津の場合には５１ページを見れば分かるように、職務上知ることのできた秘密を漏らした、故意に 

漏らした場合だけですね。しかも公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は非常に重い処罰があるけれども 

市民の権利利益を害したときは軽いとこういう話ですね。個人情報の不当利用も故意に利益に供するために不 

当な目的で使用した職員というのは確かに免職、停職、減給になる。しかし、こんな規定がなくても、もとも 

と個人情報保護条例上であれば刑罰規定だってあるわけです。ところが過失についてはまるっきり何にも規定 

がないわけです。現実の社会の中で起きているのはほとんど過失の事例なのです。個人情報を侵害された市民 

のほうの立場からすれば故意で侵害されようが過失で侵害されようが不利益は一緒なのです。そこで過失をど 

うするのですかということをずうっと提言してきているわけですけどもそれはゼロ回答ですね。 

事務局 今、清水委員のほうからご指摘をいただいている点ですが、私どものほうはあくまでも事務局として所 

管課との調整等もございます。ですから、この場で即答できれば一番いいのでしょうが、なかなかそういった 

面もできない部分もございますのでご理解をいただいたうえで、必要とあらば、そういった面、こういった面 

が指摘があったということで、担当部門と協議をさせていただきたいということになろうかと思います。以上 

です。 

会長 ということのようです。 

清水 今日は審議の場所でないからご報告を承っているだけですから、１７年の３月に出した答申に対してこの 

時点でお答えがないと、具体的な動きがないということが確定したということで理解してそれでよろしいのだ 

と思いますが。 

会長 他に何か特に。今のようなご報告ですので、これ以上議論してもというのがございますので、先に進めざ 

るを得ないと思いますが、特になければ次の項目に移らせてもらいます。事務局お願いします。 

事務局 ３月１８日に当審議会のほうからいただきました建議の対応状況について報告させていただきます。建 

議のほうは２件ございまして、１件目につきましてが資料１４ページにその文書があるものでございます。こ 

の３月１８日の審議会に行われた建議でその後審議会の委員の皆様すべてではございませんが、改選等がござ 

いまして、初めての委員の方もいらっしゃると思いますので、今までいた委員の方は再度同じことをとなる方 

もあるかと思われますが、ご容赦いただいて、こちらの建議の概要につきまして簡単に説明させていただきた
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いと思います。 

私どもの個人情報保護条例というものは平成１１年の３月に制定されまして、同年１０月１日から施行され 

ているものでございます。個人情報につきまして簡単に誤解をおそれず言ってしまえば、本人の情報であれば 

本人からの請求があればお見せする、ただし本人以外の者から請求があった場合はその方の個人情報について 

はお見せしないと、大括りさせていただきましたが、そういった形で対応されるものであると理解しておりま 

すが、当時、医療関係であるとか福祉関係の情報につきましては、国のほうの個人情報保護法の制定がなく、 

また当時の厚生省、今の厚生労働省でございますが、指針ではどうしても本人と家族という部分があいまいに 

なっていた点がございました。こちらは、実例でご体験された方、聞いた方もいらっしゃるかと思われますが、 

重い病気であるときに当の本人は本当の病名は知らないのに家族は知っているなどというのがあったように、 

本人は知らないのに家族は知っているその方本人の情報なんていう取扱いが医療関係ではあったかのように対 

応がされています。また、一方では、医療関係の情報につきましては、その本人の情報であっても担当した医 

師の同意も必要であるというような取扱いもされておりましてその点も踏まえまして、平成１１年当時、個人 

情報保護条例施行にあたりまして、本市では厳格に個人情報保護条例をすべての業務に適用させてしまいます 

と、このような医療関係福祉関係の当時の取扱いと齟齬を生じるおそれがあるという関係で対応をとった実情 

がございます。一点目につきましては、介護保険に関する情報でございますが、こちらの情報につきまして独 

自に介護保険条例というものを設けまして、こちらについては個人情報保護条例、情報公開条例の適用除外を 

しましてそちらの制度で独自で対応するというかたちをとりました。主な内容といたしましては、本人の情報 

につきまして本人から請求ができるのはもちろんのことご高齢の方もいらっしゃいますので家族の方の請求若 

しくはお世話になっている介護施設そちらからの請求についても対応できるようなかたちになっていた、 又は、 

介護の事業者の情報についてもこの制度で提供していくというかたちで制度がとられておりました。もう１点 

目、あと２点は似たような情報ではございますが、国民健康保険や老人保健に対するレセプトと呼ばれる医療 

費の明細書に関する情報、あとは生活保護の医療券であるとか診療報酬明細書についても当時の指導から考え 

ると医師の同意が必要等といったように個人情報保護条例とはそぐわない点がございましたので、こちらも個 

人情報保護条例及び情報公開条例の適用を除外いたしまして独自に要綱というものを設けまして、要綱という 

のは、簡単に言えば市の内部ルールでございますが、内部ルールを設けて対応をしていたという状況でござい 

ました。当審議会の建議でございますが、この４月１日から個人情報保護法が適用されること、現在の厚生労 

働省が従来の方針を転換いたしまして個人情報保護法に沿ったかたち、つまり本人の情報は本人しか原則見せ 

ないというようなかたちとされまして、従来の方針が転換されたこと、以上の社会情勢が変わったということ 

を受けまして、当審議会のほうからこのままこちらのほうが無くなるというかたちになりますと、民間の事業 

者、当然個人情報保護法これは個人情報取扱事業者５，０００件以上という縛りもございますが、民間のそこ 

そこ大きな医療機関であれば、本人の情報は本人が請求すれば出る、家族が請求しても逆には今度は出ないと、 

一方、その情報に誤りがあったときは訂正の請求ができる、若しくは医療機関の決定に不服があったときは訴 

訟なりの救済措置がとられるというようなかたちがとられるにもかかわらず、木更津市の条例、つまり木更津 

市が持っている情報についてはそのような民間企業よりも遅れをとるおそれがある、つまり個人からの請求に 

対しても出ない可能性もあるし、そもそも個人情報保護条例の土俵にのっていない関係もございますので、そ 

ういった法的な救済措置もない、若しくは訂正などといった請求もできないというような状況になってしまう 

ことが予測されました。これを踏まえまして当審議会のほうからこういった自体にならないよう関係法規の見 

直しを図るようにというふうなかたちでいただいたのが１点目の答申の内容でございます。 

この答申につきまして私どもの対応でございますが、資料として付けさせていただいているのが、１５ペー 

ジ、こちらが４ページに渡りまして、個人情報保護条例、情報公開条例それから介護保険条例のほうを３月議 

会の最終日に提案しましてその結果公布された文書になっております。そのあと、１９ページでございますが、 

国民健康保険のレセプトなどの２つの要綱につきまして、審議会の建議をいただいた当日でございますが、こ 

ちらを廃止したその写しになります。２０ページ以降につきましては、先ほどの３つの条例の新旧対照表を付 

けさせていただいてあります。ただ、改正案文で非常に分かりづらいと思いますので、対応の大まかな概要に 

ついて説明させていただきます。
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当審議会からのご建議を頂戴いたしまして、市のほうといたしましては担当各課と協議をいたしまして、国 

民健康保険のレセプトにつきましては保険年金課、生活保護の関係につきましては社会福祉課とそれぞれ協議 

をいたしまして、この状況を踏まえて、個人情報保護条例、情報公開条例の対応とするというかたちで原課と 

意見の調整が済みまして、その結果、２つの要綱につきましては、３月１８日当日でございますが廃止をいた 

しました。一方で、条例のほうでこれらの要綱については適用除外、つまりこの条例の土俵にはのっけないと 

いう規定がございましたので、情報公開及び個人情報のそれぞれの条例の適用除外というものについてをなく 

しまして、適用除外がなくなれば当然適用されるというかたちをとりました。一方、介護保険条例でございま 

すが、こちらにつきましては高齢者福祉課が所管となっておりますが、こちらと調整した結果、この流れから 

すれば、個人情報保護条例の土俵にのっけるべきだということで意見がまとまりましてそれぞれの３つの条例 

を改正することに対応いたしました。まず、情報公開条例と個人情報保護条例はこの介護保険条例の対応を適 

用除外するといった項目があったことは先ほどと同様なのですが、一方、介護保険条例にあった本人以外から 

の提供の申出というようなかたちにつきましては若干案文上残っているのですが、こちらにつきましては、実 

際に本人からの請求があったときは、もちろん適用除外になっていますので、個人情報保護条例の制度にのっ 

とった請求、一方、それ以外の方からの提供の請求があった場合は個人情報保護条例では原則お見せすること 

は出来ないというかたちにはなるのですが、提供にあたりましていくつかの例外のうち原則であります本人か 

らの同意、つまり、ここの介護を利用されているご本人からの同意をとった上で提供の申出をしてくれるよう 

なかたちであればご本人が同意しているわけですから我々のほうは提供するという形には個人情報保護条例上 

も変わりはございませんので、介護保険条例上残っているのは、その手続きの規定だけを残してございます。 

ですから、たとえばご家族の方であるとか実際に利用されている介護の医療機関の方から請求があった場合に 

は、本人同意という大原則の下でこの書類によって出していただければ、お見せします、提供いたしますとい 

うかたちの手続きを残してございますので、その内容等につきましては個人情報保護条例の内容から逸脱はし 

ておりませんし、すべてその土俵にのるという対応をとらせていただきました。１点目の建議につきましては 

以上でございますが、引き続き２点目の建議を。 

３月１８日の当審議会で建議のもう１点でございますが、こちらは資料の２９ページについてございます内 

容でございます。こちらについても簡単に概要の説明をさせていただきますと、本市をはじめ近隣４市が構成 

市となっております君津郡市中央病院組合がございます。こちらにつきましては、現時点、もちろん審議会の 

時点でございますが、個人情報保護条例、情報公開条例もそうなのですが、制度の制定施行の見込みがござい 

ませんで、当審議会のほうにつきましては、４月１日から法が施行されること、先ほどと重複しますが、厚生 

労働省との指針がございまして、このままでは自治法に規定される特別地方公共団体、君津郡市中央病院組合 

は特別地方公共団体で、我々の市とそういった意味では同じようなものなのではございますが、こちらのほう 

が民間の医療機関より遅れてしまうと、ただ先ほど申したように特別地方公共団体である以上は木更津市とは 

独立した団体であるということは重々承知のことではございますが、本市をはじめ４市が構成市となっている 

関係上、当然本市の市民も中央病院の利用を数多くされているわけでございます。というかたちになりますと、 

このまま法が施行されて、中央病院組合のこのような条例の施行がないということになりますと、個人情報の 

保護、当然守らないということはないのでしょうが、本人が行う開示の請求であるとか誤った情報の訂正の請 

求であるとか法的救済の措置が一切とられないというかたちになってしまいまして、特別地方公共団体である 

君津郡市中央病院組合のほうが民間の医療機関よりも保護体制が低いと、ひいては本市の住民の個人情報の保 

護が図られないのではないかというようなご意見を頂戴いたしました。これにつきまして、当審議会から以上 

のような状況を踏まえまして、本市としても何らかの、中央病院組合がこのような制度を設けるために何らか 

の措置を講ずる、そのように建議をいただいたところでございます。 

これにつきまして本市の対応でございますが、３０ページ以降にその資料を付けてございますけども、まず、 

この建議を受けまして私どものほうでは中央病院組合に対して速やかに個人情報保護条例を施行してくれとい 

うようなことを言うは当然のこととではあるのですが、その状況についても逐一把握しなければならないと、 

把握した結果、何らかの対応ができるのであればもっと細かな対応をしていきたいというような意図を加えま 

して、以下の３項目について要望というかたちを出させていただきました。１点目は、速やかに施行していた
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だく、つまり早く個人情報の保護を図ってくれということになります。２点目については、とは言いましても 

これだけの制度でございますので、若干の準備期間というのは当然あるわけでございますので、一体この条例 

の施行に関してはどの部署が、つまり、どなたが責任者になって誰が実際に対応するのかということを本市の 

ほうとしましては確認をしたいという意味を含みまして、これが２点目、３点目なのですが、定期的に進捗状 

況を報告していただきたい、３点目については、責任者と担当者の名前を教えていただきたいというかたちの 

要望をあげたところであります。 

これに対しまして中央病院組合のほうでは、３１ページにございますが、このときの回答としては１７年度 

中の制定を目指したいというのが１点目の回答。２点目の回答につきましては、定期的にというものについて 

は具体的なかたちになってきた段階でというようなかたちで報告をすると、３番目につきましては、いろいろ 

な部署をまたがったチームを結成して対応するということで責任者と担当者の方のお名前を回答いただきまし 

た。

ただ、私どもの３点の要望のうち１点目が、速やかに制定というものではなく、早くその制度が実現される 

よう実際に運用してもらう、施行してもらうよう要望しておりました。２点目についても、定期的に進捗状況 

について報告してくれという要望したのと、答えがちょっとそぐわなかったので、これは３２ページにござい 

ますが、電話で録取したものでございますが、責任者である鈴木総務課長と電話で確認をとらせていただきま 

した。これについては、回答文について制定施行を目指すというのは、もちろん施行を１７年度中に行うとい 

う意図で間違いがないという確認がとれましたし、報告についても、もちろん私どものほうで照会があればそ 

の都度回答させていただくというような回答をいただいたところでございます。その後、時期が経ちまして、 

これは審議会の予定日だった直前でございますが、２ヶ月経過した７月２５日にその後の進捗状況について確 

認したところ、こちらの内容につきましては、以前チーム形成していたのですが、具体的にはそのなかで総務 

課の職員２名が専従というかたちで対応するというようなお話でございました。現在の取り組みとしましては、 

これらの条例、もちろん他市の条例等も参考になると思うのですが、医療機関という特殊なものもありますの 

で、全国の医療関係そういったところの情報の収集、この制度の検討研究といった意味合いでそういった講習 

会であるとか研修会であるとかに積極的に参加しているというような報告をいただいたところでございます。 

ただ、残念ながらこの時点におきまして、具体的な案文のいつ、当然施行される前には中央病院組合の議会に 

も諮らなければならないこともありますし、 施行まですぐ作ってすぐ施行というかたちになればいいのですが、 

それなりの準備期間というものもありますので、具体的にはいつあがってくるかというような報告は現段階で 

はございませんでした。我々の建議につきましては、個人情報の保護を中心に要望させていただいているので 

すが、情報公開制度についても同時並行で行うというような回答が併せてございましたので、ここで併せて報 

告させていただきます。 

建議の内容と我々の対応につきましては、以上でございます。 

会長 ありがとうございます。今の２点ですね。国の法律、特に個人情報保護法とあわせるかたちで医療関係の 

情報に関する本人同意原則、それにあわせるかたちで本市条例を改正したということ、それから、本市も構成 

市であるところの君津郡市中央病院組合、そちらのほうに制度の早い立ち上げを促したということに対する回 

答が返ってきたというご報告でした。何かございましたら、質問等ありましたらよろしくお願いします。 

会長 １７年度中の制定を目指すということですか。 

事務局 これは確認とりまして、これは施行を目指すと。 

会長 施行を目指すと。 

確認なのですが、個人情報保護法こちらの前段のほうで、国の行政機関はもちろんですけど各自治体、中央 

病院組合ももちろんですが、個人情報保護に関する適切な措置を講ずることとなっておりますね、ならないと 

いうわけではないのですね、そこら辺の確認ですが。 

事務局 個人情報保護法の第５条になるのですが、見出しとしましては地方公共団体の責務ということになって 

ございます。条文を読ませていただきますと、「地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その地方公共団 

体の区域の特性に応じて、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、及びこれを実施す 

る責務を有する。 」ということで、個人情報保護法の制度にのっとってやらなければならないというものは責務
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というかたちになってますので、努力規定ではなく義務となっていると、ただ、ここでは直接そういった条例 

といったような制度をつくれとまでは言っていないのですが、当然、地方公共団体が市民の方の権利を制限し 

て義務を課すというようなときには地方自治法で条例でなければならないという規定がございますので、必然 

的に条例を制定しなければならないと、ここでは義務としてあげられているというふうに理解しております。 

会長 ありがとうございました。 そういう背景があって、中央病院がいよいよ乗り出しているということですね。 

そういうご報告でした。 

部長 中央病院の関係につきまして、現在までの状況について補足的にご説明させていただきます。建議をいた 

だきまして、その後、市からそういった申入れをいたしました後に、皆様ご承知のとおり、君津郡市中央病院 

組合に不祥事が発生しました。現在、事務局長が空席の状況にございます。病院側としては、４市から事務局 

長及びある程度の職の職員を派遣して欲しいというような申入れが、その混乱の時期にございました。また、 

４市の議会のほうからも議長名によりまして、そういった組織の改善、経営の改革について早急に取組むよう 

にということで申入れがございました。それを受けまして中央病院としては、病院の管理者が君津市長という 

ことになっておりますが、いろいろ中で協議をした結果、千葉県から事務局長を派遣して欲しいということで 

県の総務部長宛に要望してございます。７月末に県のほうから回答がございまして、事務局長を送ることにつ 

いてはいろいろ検討した結果、やむを得ないことと理解していると、ただし、いくつかの付帯事項が付け加え 

られまして、事務局の次長を４市からどなたかを選任して欲しいということ、それから経営改善等にあたって 

も事務局長として参画をする以前に病院側の考え方を整理した上でもってあわせて報告をするようにというよ 

うないくつかの条件が示されておりました。それで、事務局次長については管理者のおります君津市から送る 

ということで内々に作業が進んでいるようでございます。現時点はそういう状況にあるということで９月に中 

央病院議会がございますのでこの段階で管理者のほうから報告をした上で了承が得られれば１０月の人事にな 

るか途中の人事になるか分かりませんけれども、そういうところで組織の建て直しを図ったうえでこうした分 

野についても早急の取り組みがなされるだろうというふうに考えております。現在までの中央病院の関係の、 

今回建議をいただきました後の、そういった不祥事に対する諸々の状況の変化がございましたのでご報告をさ 

せていただきました。以上でございます。 

会長 ありがとうございました。特に質問がなければ次の５ですね。これも答申に関する項目ですがよろしくお 

願いします。 

事務局 平成１７年３月３１日付けで当審議会のほうから答申をいただいております。その項目についてのうち 

の方の対応ということになります。まず、答申を受けるにあたって諮問につきましては「行政機関の保有する 

個人情報の保護に関する法律の制定に伴う木更津市個人情報保護条例の見直しについて」ということで諮問さ 

せていただきまして、平成１７年３月３１日付けで答申をいただいたものでございます。 

答申の第１項目といたしまして、資料の３４ページのほうになります。木更津市個人情報保護条例には、行 

政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第３５条の「保有個人情報の提供先への通知」に相当する規定 

はないが、運用にあたっては、できるかぎり提供先を把握して、訂正したことを通知する取扱いにすべきであ 

る、というものでございます。こちらにつきましては、１３年度発行の手引書におきまして、「実施機関は訂正 

の請求に応じて個人情報の訂正を行った場合は、必要に応じて個人情報の収集先及び提供先に連絡を行うとと 

もに、個人情報の訂正の通知をするものとする。」として、運用を図ってきたところでございます。今回この点 

につきまして、できるかぎり提供先を把握して、訂正の通知をということになっておりますので、本答申を受 

け、個人情報の提供先への通知につきましては、「必要に応じて」として取り扱ってきたところを、「できる限 

り」として取り扱ってまいりたいと考えております。 

続きまして、２点目。指定管理者制度の導入に当たっては、指定管理者の取り扱う個人情報の保護について 

遺漏のないよう、十分な検討をすべきである、という点につきまして、指定管理者の取り扱う個人情報の保護 

につきましては、お手元の資料の９０ページになりますけれども、木更津市公の施設に係る指定管理者の指定 

手続等に関する条例の第１３条に指定管理者の義務及び指定管理者の役員等に対する義務を規定してございま 

す。こちらによりまして、 個人情報の保護を図るということで考えております。また、この条例の７条により、 

指定施設の管理に関し保有する個人情報の保護に関する事項について市長と指定管理者は協定を締結すること
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とされておりますので、この協定に指定管理者の報告義務や市長からの指示に従う義務などを規定し、指定管 

理者を監督してまいりたいと考えております。 

続きまして、３点目。事業者の保有する個人情報の取扱いについて市民から苦情の申し出があり、それが事 

実と認められた場合において、当該事業者に勧告をしても当該勧告に従わなかったときは、氏名等の公表等必 

要な措置をとるようにすべきである、との答申につきましては、この６月議会におきまして、個人情報保護条 

例の改正を行っております。お手元の資料ですと、３８ページになります。第３３条の２として、氏名等の公 

表の規定を新設いたしました。具体的には、勧告に応じない場合に、事業者に意見を述べる機会を与えた上で、 

この審議会に諮問させていただき、その答申を受け氏名等を公表しようとするものでございます。 

以上３点の説明になります。 

会長 ありがとうございました。３月３１日の答申とは言っても、３点ともそれぞれ異なった内容ですので、私 

のほうから、補足的に説明していただきたい点が２、３あって、まず１ですね。法律の施行に伴ってとありま 

すが、具体的にどういったことをイメージすれば我々はよろしいのか。１の点について、具体例をあげて説明 

していただけると分かりやすいと思います。それから２の点、指定管理者、最近導入されたばかりの制度です 

が、これについてまだ知らない方もいらっしゃると思いますので、どういった制度かご説明していただくとい 

うこと。それから３の点に関しては、 たとえばある市民から苦情がきて、苦情を検討したうえで相手先ですね、 

個人情報不当に扱ったという事業者に市の担当者が連絡をして、それから具体的にどういった調査を、捜査と 

はいえないと思いますが、調査をはかれることになるのか。その３点です。 

事務局 １番の点につきまして、必要に応じて訂正の通知ということなのですけれども、本人のほうから訂正の 

請求があったと、たとえばレセプトといったものがあったとしますと、レセプトにつきましては医療機関のほ 

うから情報が入ってきまして、次に国保連合会に情報を出すことになりますけれども、この情報の訂正があっ 

たということになりますと、情報の提供先、国保連合会のほうにもできる限り、ここは必ずといっていいほど 

通知をすると、それとともに、実際受けたほうに通知をすることを考えております。以上でございます。 

次長 指定管理者制度の導入について簡単にご説明させていただきます。今まで、公の施設、たとえば市民会館 

とか公民館、社会福祉会館とかそういったところにつきましては、市が直接管理するか、あるいは、市が２分 

の１以上出資している法人、そういったものが公の施設の管理を行えたのでありますけれども、法律の改正に 

よりまして民間でも出来るというような制度になりました。したがって、政府の掲げます官から民へという流 

れを受けての自治法の改正が行われまして、それに基づいて木更津市では来年の４月から、４月を目途に指定 

管理者制度の導入に向けての作業を行っておりまして、今年の６月の議会で指定管理者制度にかかわる条例あ 

るいは個別条例の一部改正が終了いたしました。現在、広報でもお知らせいたしましたけれども８月から約１ 

ヶ月間かけまして公募を行っております。それぞれの施設につきまして、公募を行いまして、市の管理に代行 

する企業等そういったものの絞込みを行いまして、来年の４月の導入を目指しているという状況でございます。 

木更津市の場合は、公の施設が現在２６０くらいございますけれども、来年の９月までには条例上、市が委託 

をしているものについては来年の９月までに全部、市の直営にするかあるいは指定管理者制度にするかという 

ような縛りがございますので、２６０くらいある公の施設のうち条例に基づいて委託しているものについての 

指定管理者制度に向けての作業をしております。今、９つほどその施設がございまして、その作業を現在して 

いるという状況でございます。以上でございます。 

事務局 では、３番についてご説明させていただきます。事業者の不適切な取扱いに関する調査の関係なのです 

けれども、個人情報保護条例３３条のほう、今回新設された３３条の２のひとつ前の条文になるのですけれど 

も、市長は、事業者が違反している行為をしていると認めるときは、是正若しくは中止の指導又は勧告につい 

て審議会に諮問することとされております。この規定がございますので、まず違反行為というものが認められ 

てきた場合は、その時点で事業者に対する事情聴取であるとか、実際に違法な取扱いにより不利益を被ってい 

る方であるとか、こういった方に対しまして調査を行いまして、その後、こちらの審議会のほうに諮問させて 

いただき、まずは是正、中止の指導や勧告を行って、その後に、３３条の２になります氏名の公表というほう 

に移っていくというふうになっております。 

会長 ありがとうございました。細かいようになってしまいますけど、最後の３点目ですけど、たとえば電話で
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苦情がきた場合、苦情の内容を審査したうえでだとは思いますが、相手先に市の担当者が電話なりして問い合 

わせをすることから実際の調査が始まるというふうに理解してよろしいでしょうか。 

事務局 具体的な調査をどうやってやるかということは現には定まっておりませんけれども、やはり事業者に対 

して電話なりでアクセスをとってから伺う等様々な方法が考えられるかと思います。 

会長 思うに、実際どう調査されるかという点が、この制度、大変いい制度だと思うのですけど、これを絵に描 

いた餅にするかしないかのポイントだと思うのですね。個人的な意見ですが。 

会長 清水先生何かございましたら。 

清水 ２のほうで確認ですが、今までは、受託者にしても出資法人の場合でも市の条例の縛りがかかっていたわ 

けですよ。この水準てやつが指定管理者になっても維持されると考えてよろしいわけでございますか。 

事務局 これにつきまして、協定の中で、現在ある市のほうの個人情報保護条例あるいは情報公開条例そういっ 

たものを遵守するというようなことで協定のなかに盛り込みたいというふうに考えております。従いまして、 

今までと同じような保護はされるものというふうに思っております。 

清水 質問の趣旨はですね、国の行政機関法と民間の個人情報保護法と地方自治体の条例というのが保護水準が 

違うのですよ。国のほうは、言わば官に甘く民にきついと、こういう状況ですから個人情報保護法のほうがど 

ちらかというときついのです。それだけを比較しますとね。ところが、地方自治体の条例というのは、もっと 

国より先に進んできましたので、非常に厳しい部分があるのです。したがって個人情報保護法だけを守ってい 

ると、守ればいいのだという話になると、木更津市の保護水準、今までの条例の保護水準よりは下がるのです。 

こういう現状認識がおありになるはずで、そこで、民間になりますと民間企業のほうは当然国の法律を守って 

いればいいのだと言いがちなのですが、従来と同様に木更津市の指定管理者である以上は、木更津市の条例の 

水準を守ってもらわなければ困りますよと、こういうことが協定のなかで実現されるのですねというふうに確 

認をしているわけでございます。それはそういうことだと考えてよろしいわけですね。ありがとうございます。 

大津 ３について質問したいのですけれども、市民から苦情が寄せられた場合は、どこの課かどこの部が受け付 

けて、それを調査するのはどこの課かどこの部か、また勧告を出すのはどこの課かどこの部か、どういった受 

け持ちになっているのか教えてください。 

事務局 一般市民の方になりますと消費生活センターという、これは商工観光課にあるのですけれども、こちら 

が苦情の受付先になりまして、こちらのほうで一次的には調査を行って進めていくことになろうかと思います。 

大津 そうすると勧告も消費生活センターが。勧告は市長なのですか。 

会長 この審議会も関わる、この審議会に諮って勧告だとか公表だとかが必要だとかの手続があって市長の名前 

でということでよろしいのですね。 

事務局 そうです。一次的に調査はしますけれども、その後は、こういった危険性があるということで指導勧告 

につきましても審議会の諮問を経ることになっておりますので、そこから先はこちらの審議会にも諮問させて 

いただいて調査審議して、最終的に勧告なりを出すのは市長ということになろうかと思います。 

会長 他に何か質問があれば。 

清水 ちなみにですね。これ、事業者にかなりきついことを言っているのですよ、この条例はね。大元の条例が 

市民に対しても事業者に対しても一定の責務を課しているわけです。個人情報保護条例４条で、市民は個人情 

報保護のための市の施策に協力せねばならん、５条で、事業者に個人情報の重要性を認識し、この条例の趣旨 

に即して行う責務があると。こういうことを市民や事業者に対して要求しているのですが、さて市民や事業者 

に対してどういう教育とか、あるいは指導とか、あるいは講習とか、こういうことを今までどのくらいしてい 

るかということをご説明していただければと。条文ひとつ作って後は頑張れという話なのか、啓蒙しているの 

かという話です。自治体によっては、市民や事業者に対する研修、講習会とかやっているところもありますし、 

国の個人情報保護法の施行に伴って説明会とか講習会とかをやったというところもございますし、講習研修の 

申出があれば、たとえば君津市であればそういう話をすれば講師が派遣されるというシステムがあるのですが、 

木更津市ではどうか。条例についてです、個人情報保護条例とか情報公開条例について勉強したいという市民 

からの要求があれば、まあ、誰が行くのかは知りませんが市の職員が講師派遣するというようなシステムが作 

られているのですが。
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事務局 個人情報保護条例こういった類の市民の方々への周知というふうに思いますが、そういうことでよろし 

いでしょうか。 

清水 周知というのは知らせるというだけではなく、これだけ難しい制度ですから、それなりの説明というのが 

必要だろうというように思うのですよ。 

事務局 市民の方々への周知ないしは徹底というのは、なかなかそういった面では必ずしも十分ではなかったと 

いうふうに思う次第でございます。そういった意味から、法規的なものを整備していくということは勿論そう 

なのですが、それを行政側の独りよがりということではなくてですね、市民の方々へお分かりいただくという 

ことが最終的なこととなろうかと思いますので、分かりやすく、これから徐々に今までの反省も含めましてこ 

れから周知に努めていかなければならないというふうには考えております。具体的にどういう策が考えられる 

かということになりますと、先ほど委員おっしゃいましたけど、たとえば、いろんな団体等でそういった場を 

設けていただいてそこへ講師を派遣するとか、あるいはパンフレット的なもので内容すべてということではな 

くてですね、趣旨的なものから市民の方々に興味をもっていただいてそこから入っていただくというようない 

ろいろな方法があろうかと思いますので、そのへんは今後私どもとしてどのような方法があるのかですね、検 

討をさせていただきたいというふうに思っております。 

事務局 過去にやったことといたしましては、制定当初はチラシを作成いたしまして行政資料室に配備しておく 

ということと、広報きさらづを通じて周知を図ると、そういったことはやっております。 

会長 今思いついたのですが、ホームページを利用するというのも１つの手かなと思いました。 

事務局 ありがとうございます。参考にさせていただきます。 

会長 ご質問がなければ最後の項目ですね、その他という項目ですね。 

事務局 資料の５９ページをご覧いただきたいと思います。通知文写し２件、それから、住民基本台帳の一部の 

写しの閲覧状況、それから先ほど話のあった指定管理者制度についての記述の資料を揃えてございます。 

まず通知文のほうをご覧いただきたいと思います。こちらにつきましては、６月１５日付けで総務部長名で 

周知をしたところですけれども、内容につきましては、新聞紙上で報道があったところなのですけれども、八 

千代市で個人情報が記載された書類が盗まれたという事件がございました。母子保健推進員、これは非常勤の 

職員であったようですけども、本市ではこの身分の非常勤職員はいませんが、この推進員が巡回して各世帯、 

乳幼児対象の世帯をまわっているときに、カゴに他の世帯のものを手提げに入れておいたところ訪問中にそれ 

が盗まれていたということで、本市にはこういったことがありませんが、起こりうることもあるということで、 

取扱いを徹底、確認するようにということで庁内にマニュアル整備などの要請をしたところであります。 

その次のページをご覧いただきたいと思いますが、こちらにつきましても本市において事件があったという 

ことではございませんが、こちらにつきましてもいろいろ報道されているところでございまして、その社員、 

この文書では職員となっておりますけども、いろいろな企業たとえば銀行、病院、カード会社等でその社員の 

立場の方が個人情報を紛失、盗難、流出等の事件が報道されております関係でこちらにつきましてもそういう 

ことがないように事前に徹底するということで各部等の長あてに職員の徹底をということで総務部長名で通知 

が出されております。こちらにつきましては、事件は他の組織のものですけども内部に向けては、私物のパソ 

コンに公用のものを、特に個人情報をフロッピーディスクに複写して持ち歩くとか、ハードディスクに複写す 

る等しないようにという趣旨でございます。先ほどの八千代の件とも関わるのですが、調査につきましてある 

程度その時間に予定するものについては、資料をもっていかなければならない業務もあります。そういったと 

きには、責任ある上司の許可を得てこの時間にこれだけのものを持って行くというようなことを許可を得て対 

応するようにということで、この２点を併せて記述いたしました。 

清水 今のところでいいですか。外部持ち出しのところで、民間企業なんかで個人情報保護措置をとりつつある 

というか、とってあるところの、かなりの割合の組織はですね、こういう許可をやったときに許可簿とかです 

ね、いつ何時に誰が持ち出すということについて誰が許可をしたかとこういう記録をきちんととってきている 

というようになっているのですが、市としてはそういう制度お考えですか。持って行っていいですか、いいよ、 

という話ですか、それともきちんと制度化されるわけですか。その点教えていただければ。 

会長 今最初の点についてですか、上のほうの。下のほうですね。
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部長 清水委員のほうから今ご質問をいただきました。実はですね、今年の４月に保護法が制定されて以来、か 

なり民間の企業のほうが神経がピリピリいたしまして、私どものほうも若干見落とした部分がございまして、 

実は清水委員は木更津市の法務の専門委員ということで市長から特に委嘱を受けておられます。そういったと 

ころから気のつかれた内容については、度々市のほうにご意見なり、建議という形で頂戴しておりまして、そ 

の中にもこの部分は入っておりました。ただ今見ていただきました５９ページのほうについては、たまたま新 

聞等でこういった情報があったので注意をするようにということで私の名前で通知をしました。それから８月 

１５日付けの「管理の徹底について」につきましては、たまたまそういった見地から専門委員のほうからのご 

意見をいただきましたので併せて再度徹底を図るといった意味からこういった通知を出させていただいたとこ 

ろであります。 

今ご質問をいただきました「責任者の許可を得る」については口頭での許可なのか、あるいは記録として残 

すのかということについては、私どものほうはそこまでは記載はしておりません。一応そういう注意をしなさ 

いということで通知をいたしましたけれども、当然、そういった内容については所管部である程度きちんと整 

理をされるものというふうに理解しておりまして、清水委員からそのようなご意見がございましたので、その 

徹底方法についても改めて通知なりさせていただきたいと思います。いずれにしても先程の懲戒処分のところ 

にも過失という部分が専門委員のほうからご意見がございました。市の職員たるもの、自分からそのような情 

報漏えいをさせる、積極的にさせるというようなことは考えにくい部分があります。情報が漏えいするという 

ことはほとんど過失に近い分野であろうと思いますので、過失によってそういった情報が外に漏れるというこ 

とをいかに防ぐか、あるいはそういった処分について、先程、人事院規則について私どもはこういった規則を 

作ったというふうに申し上げましたけれども、今回の保護法の制定後の人事院の規則についての改正は専門委 

員の言われましたとおりありません。ですから、そういった部分についても職員課と諮ったうえで見直しを検 

討してまいりたいと思いますので併せてお答えをさせていただきたいと思います。以上でございます。 

会長 ありがとうございました。 

事務局 それでは５９の３ページをご覧いただきたいと思います。住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況という 

ことで掲載をさせていただきましたが、１６年度の数字につきまして、総務省のほうから調査がありまして、 

この項目ごとにどういった数字の結果があるかということで総務省に回答したものでございまして、それに１ 

５年度の数字を追加したと、市民課のほうで把握した数字でございます。全体が３，０００件余りありまして、 

実際の閲覧請求は１５年度が３４８件、１６年度が４０８件となってございます。数字はご覧のとおりなので 

すが、たとえばダイレクトメールに関して長時間閲覧して各世帯にメールを出すようなことが昨今行われてい 

るというなかで、ここには国の資料はつけてございませんが、新聞報道を見ますとだいたい６０パーセント以 

上がダイレクトメールというふうに報道されておりまして、木更津市の場合、こちらにつきましては大まか５ 

６パーセントということですので、国よりは５ポイントほど低いわけでございますけれども、それなりにダイ 

レクトメールのための閲覧という数字が若干高くなっております。閲覧目的で、新園児云々と４項目ほど書い 

てありますけど、閲覧目的のところで明記したもので多いものを４項目書いてありますけども、そうでなくて 

市場調査あるいは学術調査と書かれたものは全部そちらの部類でカウントされますので、新園児募集というの 

が一番多いという意味ではありません。大まかな数字としましては以上でございます。 

清水 確認しますが、１件というのは閲覧請求のあった件数ですか。 

事務局 はい、そうです。 

清水 何人見たかでないですね。 

事務局 何件見ても一人が見たなら１件です。 

清水 たとえば３０分なら３０分の間に１，０００人見ようが２，０００人見ようが１件なのですね。 

事務局 はい。 

会長 確認ですが、閲覧目的という欄があってそこに目的を書かせるわけですよね。中には、具体的に書く人も 

あれば、かなり大まかに一般的に書く人とがいるわけで、それはその人次第ということなのですか。 

事務局 不当な理由と認められなければ閲覧は可能ですので、一般的には市場調査、学術調査とかが書かれる多 

くの理由になっております。
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会長 そう書く人もあれば、かなり具体的に書く人も一方ではいるというわけですね。 

事務局 そうですね。現物は見ていないですが、具体的に書いてある理由が、園児募集だとか七五三とか新成人 

案内とか、これはきっとカタログなり写真の案内なりそんな内容のものだと思うのですが、具体的に書かれた 

ものの例示がそれです。 

会長 わかりました。 

会長 これで報告の最後の項目ということになるのですか。 

事務局 その他のなかの資料としましては、指定管理者制度についてのペーパーが掲載されていますが先ほど出 

ましたので、私からは省略させていただいて、その他としましては以上です。 

会長 項目としてあげられたその他と、全体の次第の中のその他とは別なのですね。今の報告というのは次第の 

中のその他ということで。 

事務局 項目のその他です。 

会長 報告のその他の最後。別にその他があるわけですね、紛らわしいので確認しました。 

清水 ３月かなんかの審議会のときに、住民基本台帳の閲覧ということについて問題があるので、市としてはど 

ういう対応をしていますかと。別にこれは答申諮問とかそういう関係でなくて、ご質問ご意見があったかと思 

うのですよ、前委員さんの中からも。そのときに、閲覧はどうやったら制限できるのかと、たとえば料金あげ 

るとか、１人１枚１件いくらとかとっているところもありますし、木更津はそうなのかもしれませんが時間制 

限のところもありますし、筆記は認めないと、条文はあくまでも閲覧としか書いてないのだから見るだけとい 

うところでやっている自治体もございます。様々なのですが、要するに市民のプライバシー、まあ、氏名、住 

所、性別、生年月日このくらいの話ではありますけれども、これが自由に見られるのはどうもおかしいという 

ことについていろいろな取組みがあるのだけれども、市のほうはどういうふうにやっているのですかねという 

話があって、それを受けて木更津市には現実にどうなのですか、どのくらい使われているのですかということ 

についてのご報告を求めるということでこれが出てきていると思うのですが、肝心要の規制のほうはどういう 

お考えなのでしょうか。 

事務局 まだ正式な話にはなっておりません。現在、市民生活部のほうで検討を加えているということですが、 

総務省のほうもある程度網を掛けなければいけないだろうと自由に閲覧をさせることについて非常に問題があ 

るだろうという考え方を示しておりますので、そういった意向を受けてですね、かなり絞られた閲覧になる、 

あるいは閲覧をかなり制限させるというようなことで検討しているというふうには聞いております。 

会長 他に何かご質問があれば。無ければ、これで項目はその他すべて終わったわけですね。次第のその他に移 

る前に全体を通して最後にご質問があれば。かなり多岐にわたる、中にはかなりシビアな内容の報告もござい 

ましたが、全体を通して何かご質問があれば。 

平井委員何かございましたら。 

平井 総体的なことで確認といいますか、お聞きしたいのですけれども。前年度審議をさせていただいていろい 

ろな問題を提起して行政サイドとしてそれをこれからやっていくのだということのなかで、今日まで来ている 

わけで、今日報告を聞いて、これはこの場だけの問題ではないのですけれども、分業制の弊害ではないのです 

けれども、事務局は一生懸命やっているけれども担当者サイドはやる気がないというふうに聞こえてくるよう 

な、これは受け止め方なのですけど、そのように聞こえてくるわけでありまして、今後、答申に対してのいろ 

んな審議を進めていかれる中で、担当部局が我々のサイドでは見えませんので事務局と対担当部局とのやり取 

りが今後どういうふうになっていくのかなと、いずれにしても分業ですから、事務局の言いたいことは我々が 

いくら急いでやりたくても相手がいることなのだということを言っているのではないのかなということであり 

ますので、この問題は分かっていることではあるのですけども、今後進めていく中で必ずこの問題は避けては 

通れない問題となってきますので、事務局サイドとしていい何か対策案というかお考えを、もしあるのであれ 

ば聞かせていただきたいし、その点について考えていかれたほうがいいのではないのかなというふうに思いま 

すので、その１点だけお願いします。 

会長 ありがとうございました。私もほぼ同じような実感として、会議を進めて持ちました。ただ一言、補足す 

るのであれば、個人情報保護であるとか情報公開というテーマ自体が、縦割りの部局をすべて跨るようなテー
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マなのですね。ですから、各部局でそれぞれ対応が違う等ということになってしまうと、我々のテーマである 

情報公開、個人情報というのは成り立たなくなってしまうと危惧すら覚えるのですね。ですから、私どもみな 

さんのいらいらでもあると事務局の方受け取めていただければと申し上げたいと思います。以上です。 

事務局 平井委員のほうからご指摘いただきました。ご指摘のとおり若干市役所全体としては、個人情報保護に 

対する温度差がまったく無いわけではございません。若干そういったところも分かっております。ただ、そう 

は言っても、仮にそういった情報が漏えいした場合はその担当部の責任ということではなくて木更津市、あえ 

て木更津市長の責任というふうにとられますので、そういった温度差をいかに無くすかということについて私 

どもの責任というふうに捉えておりますので今後ともそういった努力はしていきたいというふうに思いますの 

でご理解をいただきたいと思います。 

会長 他に何か。全体を通して他にご質問があれば。 

ございませんでしたら、その他のほうに移っていきたいと思います。 

事務局 事務局から委員の皆様にご了承いただきたいことがございます。当初配付しました審議会委員の名簿で 

ございますけれども、前回もそうなのですが、本市の広報紙のほうに名簿を掲載したいと考えております。ご 

了承いただければと思います。今からですと１０月号になろうかと思います。ご了承されればそのような事務 

を執りたいと思います。 

会長 いかがでしょうか。 

会長 異議はないようです。 

以上で、本日の日程は終了いたします。平成１７年度第１回木更津市情報公開・個人情報保護審査会及び 

第１回木更津市情報公開総合推進審議会の合同会議を終了いたします。 

次回の会議ですが、日程調整等したいと思いますけども、次回公開するかについては。 

清水 何するか分からないのに決められない。 

会長 そうですね。そう言いますと、そのための会議を開くか。 

清水 会長一任。 

会長 皆様、それでよろしいでしょうか。前例からしますと、次回の会議の公開に関しては、前の、最後にお諮 

りして決めるというのが前例でございます。 

清水 たとえば、諮問事項でもあって、継続審議とでもいわれているようなときであれば、次に何をするか分か 

っていますから、それは公開で結構でしょうと、何も隠すことはありませんよとなるのでしょうが、たとえば、 

先ほど出てきた３３条の２のように、市民から苦情があって、市のほうでこれはけしからんと、氏名を公表と 

いう話になってですね、審議会で名前を出したらどうだろうかという諮問がかかってきたときに公開かどうか 

といったら、公開してしまったらそこで公表ですからね。この審議会の中でも１００パーセント公開とは限ら 

ないわけでして、何がかかるかによってとしか言いようがないのですけど。 

会長 たしかに、ご指摘のことは考慮しなければいけない。それでは、会長一任にさせていただいてよろしいで 

しょうか、公開か非公開かに関しては。 

委員 異議なし。 

会長 では、そのようにさせていただきます。 

本日はたいへんありがとうございました。これで終了させていただきます。 

以 上 

上記会議録を証するため下記署名する。 

平成１７年 月 日 

木更津市情報公開総合推進審議会会長


