
1 

平成１８年度第１回木更津市情報公開総合推進審議会 会議録 

○開催日時：平成１８年７月１８日（火） 午後３時００分から午後４時５０分まで 

○開催場所：木更津市役所６階会議室 

○出席者氏名 

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

西 勝義、錦織正道、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 

（事務局）総務部総務課 鈴木参事、北原主幹、安田主査、高岡主査、内田主任主事、 

石井主任主事 

（関係課）保健福祉部障害福祉課 佐藤副主幹 

経済振興部商工観光課 高橋主査、露嵜主査 

土木部建設課 鴇田主幹、小磯主任技師 

○議題等及び公開非公開の別 

：報告（個人情報取扱事務の届出） 公開 

個人情報保護事務の手引の改訂についての説明等 公開 

○傍聴人の数：０人 

○会議の内容 

開会 

西勝義委員へ委嘱状交付 

市長挨拶（挨拶後、市長及び部長退席） 

会長 それでは、早速ですが、議題の１に入らせていただきます。議題１は、個人情報取扱事務の届出の報告に 

つきましてですね。事務局お願いします。 

事務局 私、内田より、個人情報取扱事務の届出の報告をさせていただきます。 

事前に皆様方に資料を配布させていただいたのですが、今回、差替え、追加がございますので、まずその点 

を確認したいと思います。 

まず、差替え分なんですが、事前にお配りしてあります資料の中に、個人情報取扱事務の届出事項と書いた 

資料が入っていたと思いますが、その資料の中の保健福祉部障害福祉課から届出があったものです。事務名称 

については、障害者自立支援法第１９条に基づく介護給付費等支給申請及び第５８条に基づく自立支援医療費 

の申請に関する事務と書いた届出事務が事前に配付されていたところですが、こちらにつきましては、これを 

破棄していただいて、本日机の上に置いてありました資料、個人情報取扱事務の届出事務ということで、今日 

机の上に置いておいたんですが、その中で、業務開始時期が平成１８年１月４日と書いてありまして、１枚目 

の事務名称が 「（介護給付費 訓練等給付費 施設訓練等支援費） 支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請 

書」と書いた届出がございます。内容は２０件分、表裏両面印刷にしてありまして２０件分ありますが、こち 

らのほうに差替えをお願いします。 

それと、あともうひとつ、同じく机の上に個人情報取扱事務の届出事項と、小さな冊子にしたものを置いて 

あるんですが、平成１８年４月３日から業務開始ということで、１枚目に載っている事務名称「支給決定取消 

通知書」と書いたもの、表・裏両面で合計１４件分の届出をしたものがホチキス止めであります。こちらの方 

が新たに新規に加わりましたもので、今回追加させていただきたいと思います。 

差替え、追加分についてご連絡したんですが、分かりましたでしょうか。 

会長 前者に関しては予め郵送されたものは破棄してこれに差替えると、後者に関しては予め郵送されたものに 

今日の分を付け加えるということですね。 

事務局 そういうことです。
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会長 そういう前提で報告される訳ですね。 

事務局 はい。 

会長 ここまで特にございましたら。委員の皆様。 

（破棄する届出を回収） 

会長 では、報告の順番は、土木部建設課の分からですか。 

事務局 まず、本日お配りしました障害福祉課の分から、日付の古い方から説明をしていきたいと思います。 

では、始めさせていただきます。始めに、個人情報取扱事務の届出について、若干ご説明させていただきま 

すと、個人情報保護条例第７条第１項の規定によりまして、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に、市長に対し、一定の事項、個人情報取扱事務の名称ですとか目的、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 

出が必要となっております。これは個人情報保護条例第７条第１項に規定されています。また、個人情報保護 

条例第７条第４項の規定によりまして、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。 

今回、報告させていただきます個人情報取扱事務、届出の件数については、今日の差替え分・追加分を含め 

まして、合計で３７件、いずれも新規の届出となっております。 

まず、障害福祉課から届出があったものからお話していきたいと思います。まずは、平成１８年１月４日か 

ら業務開始時期となっているものについて始めていきたいと思います。 

まず、１枚目が、 （介護給付費 訓練等給付費 施設訓練等支援費）支給申請書兼利用者負担額減額・免除 

等申請書、こちらについては、支給申請及び利用者負担額減額や免除等を申請の書類となっております。記録 

項目等は用紙をご確認いただきたいと思います。 

続いて、２ページ目、こちらは、 （介護給付費 訓練等給付費 施設訓練等支援費）支給決定書兼利用者負 

担額減額・免除等決定通知書となっております。こちらは、支給決定であるとか、利用者負担額減額・免除等 

を決定した通知となっております。 

続いて、３ページ目が、 （介護給付費 訓練等給付費 施設訓練等支援費）支給変更申請書兼利用者負担額 

減額・免除等変更申請書、こちらについては、支給変更申請及び利用者負担額の減額・免除等変更，その申請 

の手続きの書類となってございます。 

続きまして、 （介護給付費 訓練等給付費 施設訓練等支援費）支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・ 

免除等変更決定通知書、こちらについては、支給変更決定及び利用者負担額の減額・免除等の変更を決定した 

際に通知する書類となってございます。 

続いて、次のページが、世帯状況・収入・資産等申告書、こちらについては、世帯状況や収入、資産等を申 

告するための申請書に添付する書類となってございます。 

続いて、課税状況等に関する調査同意書、こちらは、課税状況等に関する調査に同意した旨を、同意する同 

意書でございます。 

続いて、障害福祉サービス受給者証、これは、障害福祉サービスを受ける受給者の証でございます。 

次のページが、 身体障害者施設受給者証、 これは、 身体障害者施設を利用する受給者の証となっております。 

続いて、知的障害者施設受給者証、こちらは、知的障害者施設を利用する受給者の証となっております。 

続いて、自立支援医療費（精神通院）支給認定申請書、こちらについては、自立支援医療受給、この申請に 

あたって申請する書類となっております。 

続いて、 次のページが、 自立支援医療費 （精神通院） 支給認定申請書添付書類保険証の写となっております。 

こちらは、先ほど申しました申請書の添付書類となっております。 

次のページが、自立支援医療費（精神通院）支給認定申請書添付書類障害年金等給付額証明書類の写となっ 

ております。こちらも先ほどの支給認定申請書の添付書類となっております。 

次のページが、自立支援医療費（精神通院）受給者証、こちらは、自立支援医療費（精神通院）受給者の証 

となっております。 

そして、次のページが、自立支援医療費（精神通院）ちば・通院ノート、こちらは、自立支援医療の受給に
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あたりまして、通院医療費など自己負担上限額を管理するために、こういったノートがあるということになっ 

ております。 

次のページが、自立支援医療（精神通院）受給者証等記載事項変更届、こちらは、自立支援医療（精神通院） 

受給者証の記載事項に変更があったときに届け出る、そういった書類となってございます。 

次のページが、自立支援医療費（精神通院）支給認定申請書添付書類「重度かつ継続」に関する意見書（み 

なし認定用） 、というのがございます。こちらは、自立支援医療費（精神通院）支給認定申請書に添付する書類 

となっております。 

続きまして、次のページが、自立支援医療費（精神通院）支給認定申請書添付書類「重度かつ継続」に関す 

る意見書（追加用） 、ということになっております。こちらも、先の申請書に添付する書類となっております。 

次のページが、自立支援医療受給者証（更生医療） 、ということで、こちらの、自立支援医療を受給される 

方の受給者の証となっております。 

続いて、次のページが、自立支援医療費（更生）支給認定申請書、こちらは、自立支援医療費（更生）支給 

認定の申請をするための書類となってございます。 

次のページが、自立支援医療（更生医療）自己負担上限額管理票、ということで、自立支援医療の受給にあ 

たりまして、医療費の自己負担上限額月額を管理するための管理票となっております。 

こちらが、先に配布したものの差し替え分、合計２０件となってございます。 

会長 ここで一区切りして、委員の方々のご意見を伺うという形にしてはどうか。 

事務局 はい。 

会長 では、ここで一区切りをして。何かございましたら、委員の方々からご質問等お願いします。条例の規定 

に基づいて、各部署から個人情報を取り扱う際に、市長にこういった届出をすることが義務付けられているわ 

けですね。その届けられたものに関する報告を、かなり詳細にですね、ある部署から出されたものについて説 

明されたわけですね。何かございましたら。 

清水 はい。 

会長 清水委員。 

清水 分かりにくいので教えていただきたいのですが。まず、形式的なところから始めさせていただきますと、 

郵送していただいたやつと、いま配っていただいたものとで、書式がひとつだけ違いますよね。古い方という 

か、送っていただいた残り３枚のやつの書式がどうして古い書式なのだというのがひとつです。このフォーマ 

ットが、記録事項というものがあるではないですか、両方並べてみますと、新しいほうにはメールアドレスと 

いうのがあって、古い方にはメールアドレスというのが無いのですが。私が承知しているのだと、去年暮れ頃 

に規則が変わったと、新しい書式になったと認識しているのですが。もしそうだとすると、今年の４月４日作 

成で、４月１４日に業務を開始する、土木部のやつがどうして古いフォーマットなのかと。 

会長 メールアドレスが入っている方が新しいものですよね。 

事務局 昨年暮れに規則の改正をしまして、メールアドレスの項目が加わったところであります。事前に郵送で 

お配りしました資料にメールアドレスが無いというのは、古いシステムで入力したやつを。 

清水 でも、今年になってから入力したやつですよ。１８年の４月１４日、土木というやつが。 

事務局 フォーマットが古かったということになります。以降、気を付けたいと思います。 

会長 本来であれば、新しい規則に基づいて。 

事務局 はい。 

会長 メールアドレスの項目だけですか？ 

事務局 そうです。メールアドレスの項目が加わった…。 

会長 他は同じ？ 

事務局 他は同じです。 

清水 それで、中身なのですがね。保健福祉部障害福祉課の１枚目の紙というのは、給付費とか支援費とか支給 

申請をするという、いわば住民の側から出てくる書類ですよね。２枚目のほうは、それに対して、その申請を 

受けて決定をする事務というふうに理解してよろしいですか。
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事務局 そうですね。１枚目の方が申請で、２枚目のが決定。 

清水 そうだとすると、個人情報の取扱いの事務でですね、申請の時には生年月日とか年齢とか電話番号とか障 

害を聞いているのですが、決定の時にはそれは要らなくなっちゃうということですか。 

事務局 決定の通知書にはその項目が出てこない。審査に当たっては必要となるのですが。 

清水 作成目的が「決定する」だもんですから。決定したものを通知するとは書いていないので、決定事務では 

これは要らないというふうに理解すると、集めちゃった後でどうなるんだろう。 

会長 今のご質問の趣旨というと、申請書段階でたくさんの情報を集めて、それに対して決定段階ではその中か 

らいくつかをピックアップしたもののみになると。 

清水 決定通知ということだけであればね、通知項目だけだから家族状況というのが有るのだか無いのだか分か 

りませんけれども、公租公課の欄なんてないんじゃないのかと。もし、表が申請で、裏が決定という話だと、 

決定するというふうに作成目的が書いているわけですからね、決定通知するとは書いてないので。通知だけだ 

ったら通知項目ということだけなのだろうと思うのですが、それにしては項目が多いような気がして。仮にこ 

れが正しいのだとして、決定手続に何が要るのだと。１枚目はあくまでも申請だけですから、ここで何かを決 

めているようには見えないんだと。それともう１点は、申請というのは本当に本人だけですねと。まず、８０ 

とか９０とか高齢で家族がこういうのを出してくるというのは無いのですねということ。 

会長 まず最初の点からどうぞ。 

事務局 ただいま質問を受けました事項につきまして、 この決定通知書は、 作成目的は決定する事務ではなくて、 

決定した事項を通知する、その様式でございますので、この作成目的の点につきましては訂正をさせていただ 

きたいと思います。 

清水 ついでに言えば１枚目も収集理由が「申請する」じゃあないのではないかと。申請によって減額とか免除 

を決定するために集めているのではないかと。 

事務局 はい、おっしゃるとおりでございます。言葉がちょっと抜けておりまして、申し訳ございません。修正 

させていただきたいと思います。 

清水 あといくつか同じ質問が続きますが。 

事務局 分かりました。 

会長 今の点に関しては、そうすると、おそらく、この２０枚近くある届出、同じことが言えるわけですね。 

清水 いくつかあると思います。 

会長 一つ一つ指摘していくのも時間的にあれですので。 

清水 結局、この届出事項というのは、これを見ると、市民の側からみれば、市のなかで個人情報が何のために 

集められて、何に使われているのが分かるというのが話の前提の制度ですから、途中が中途半端でわけが分か 

らなくなってしまうというのは不適切。 

会長 というご指摘をいただきました。改めて、最初のあれですか、２枚目の方に関してどう訂正されるのか、 

あるいは１枚目も。 

事務局 １枚目につきましては、申請を出していただいて、それによって負担額の減額免除等を決定するために 

その個人情報を収集するというふうに直させていただきたいと思います。 

会長 改めてどの項目でしたっけ、もう一度。 

事務局 作成目的の欄。申請が目的ではなくて、減額とか免除を市が決定することが目的ですので、そのための 

資料として、これらを提出していただく、という形に直させていただきたいと思います。 

会長 で、２枚目に関しては、やはり作成目的のところですよね。 

事務局 はい、こちらも決定するという作成目的ではなくて、実際、現に決定したものを再度該当者に通知する 

ためのものですので、決定事項を通知するというような目的に変更させていただきたいと思います。 

会長 決定事項を通知する目的で作成したということですね。 

事務局 はい。 

堤 そもそも個人情報取扱事務の届出事項のこの書類を作るのは、障害福祉課が作るのですか。 

事務局 はい。障害福祉課の方で作ります。
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堤 とすれば、今の作成目的の訂正とかは、全部そちらのほうに周知徹底していただけるのですよね。総務課の 

ほうで取りまとめるという事にはならないと思うのですけど。 

事務局 この点につきましては、規則改正等の様式等があがっておりまして、それに基づいて作られてあります 

ので、どういった内容で使うのかということはある程度うちの方でも把握していますので、ここは直してもら 

うことは可能かと思います。 

堤 あと、今後もそういう意味で総務課のほうで周知徹底していただくなり、指導みたいなことをしていただか 

なければいけないのかなということを思ったものですから。 

事務局 そのようにしたいと思います。 

会長 そうすると、この場で訂正するというわけでなくて、改めてこれを各課部署に持ち帰って作り直すのです 

か、この書類を。 

事務局 そういうことになります。一応、今言った概要になるだろうということで、今お話させていただきまし 

たが、その旨担当課のほうに話をしまして、修正・作り直しという形をとらせていただきたいと思います。 

会長 それで、清水先生の最後のご質問がございましたね。 

清水 例えば、介護にしても障害者の問題にしても、言葉を選ばずに言わしていただくと、どちらかというとあ 

まり十分な判断能力をお持ちでないという方が、こういう申請をしてくるケースが多いと思っておりまして、 

建て前は本人申請かもしれませんが、それは申請名義人が本人というだけの話であって、実際には家族からお 

集めになるとか、そういうことがお有りになるのではないだろうかと、本人意思でなければ却下するというこ 

とであれば、それはそれで結構でございますけども、収集先のところに本人と限定して書かれるというのはい 

かがなものかと。特に３枚目、５ページになりますか、ページ数を打ってありませんけれども、世帯状況・収 

入・資産等申告書というものがございますよね。これも本人というからには、世帯全員の本人同意でおやりに 

なっているということでしょうか。これも多分申請者かなんかがいらっしゃって、その方が家族全員の収入を 

取りまとめてくるということだろうと思うんです。その中には勝手にやったというケースも有り得るとは思う 

んですが、収集先本人というのはかなり限定的によむというのが法律なり条例なりのひとつのスタンスですの 

で、ご家族なり何なりから集める可能性があるということであれば、少なくとも形式的な違法ということをな 

くすためにですね、その周辺から、あるいはご家族から、場合によっては施設からということも有り得ると私 

は思っているのですが、そういうところから情報をお集めになることが有り得るということは、市として宣言 

されたほうがいいのではないかと。本人だけと書いてあると、本人知らなかったと、あるいは知ることができ 

るような状況にはなかったはずだというような状況が出て来たときに、 全部違法だという話になりますけども、 

それでよろしゅうございますか。 

会長 収集先に関するですね、本人と書いてあることに関して、実際の運用上どうなのかという事を踏まえての 

ご質問というのか、ご質問と提言のような、ないまぜになったようなご指摘ですが、いかがでしょうか。 

事務局 ただいまのご質問なのですけれども、実はうちのほう緊急避難的に、自立支援の運用に関する条例とい 

うものを作りまして、意思能力のない者等につきましては緊急避難的にそれを保護する者が申請できるという 

ような規定を実は作っております。そういう点からも、これは抜け落ちた点がございましたので、ここにつき 

ましても、その他に入れるかあるいは民間・私人に入れるか、この辺は原課との協議になろうかと思いますけ 

れども、再度原課と確認しまして、ここも修正をさせていただく方向でさせていただきたいと思います。 

清水 原課の認識不足だと思うのですが、申請書が本人の名前で出て来るから本人収集だというふうに言いがち 

でして、少なくとも個人情報の取扱いとはそんなものではないはずでして、ようがきから集める可能性がある 

のであれば、事務手続だけでもせめてそういうところから集める余地がある、可能性があるということは示す 

必要があると思うのですが。 

事務局 分かりました。どうもありがとうございます。 

会長 今の点確認ですけれども、あくまで緊急避難的にと、その結果であるということなのですね。 

事務局 いえ、ひとつそういった条例があるので、少なくともその条例を適用してやる分について。 

会長 条例に根拠があってということなのね。 

事務局 はい。そういう条例がある分については抜け落ちていることが分かりますので、その点も含めて原課の



6 

ほうに確認をさせていただきます。 

会長 はい。わかりました。 

清水 もう１点よろしいでしょうか。今の、一番最後の、自立支援医療（更生医療）自己負担上限額管理票とい 

うのと、その少し前、３枚前に、自立支援医療費（精神通院）ちば・通院ノートというのがございまして、こ 

こだけ情報の収集先に、民間・私人というのが２箇所だけ出てくるのですね、あとは全部本人収集になってい 

て。そうかなという気もしないでもなくてですね、先ほど話したとおり、むしろ他のものも全部、民間・私人 

が入らなければおかしいというふうに私は思いますので、ここだけ入っているというのは何か特別の根拠があ 

っておやりになってることなのかどうか。 

それから、この２枚を比較してみますと、ちば・通院ノートのほうの事務名称のほうは、作成目的が通院医 

療費自己負担上限額を管理するためとお書きになっていて、賦課状況のところには印が無いんですね。ところ 

が、一番最期の方は、同じ費自己負担上限額を管理するためという、通院というのが無いだけで同じような事 

務に見えるのですが、こちらのほうは賦課状況のところはチェックされていて、違いがお分かりになったらご 

説明いただきたい。 

会長 事務局、分かる範囲でお願いします。 

事務局 大変申し訳ございませんが、この点につきましては、違いのほうが事務局でも把握しきっておりません 

ので、きちんと確認をして皆様にご報告させていただくという形をとらせていただきたいのですが。よろしく 

お願いします。 

会長 今のところできる範囲はそのようなことなので。 

会長 事務局、これは調査して分かり次第我々に報告していただけるということに理解してよろしいのですか。 

事務局 ただいま担当のほうに確認をしてきますので、それで確認次第報告させていただきます。 

清水 会長、今後こういった個人情報の取扱事務というのはたくさん出てくる可能性もありまして、そのときに 

ご報告ですから審議するわけではないのでしょうけれども、担当原課に来ていただいていないと質問もできな 

いと。 

会長 事務局は書類が回ってくるだけなんですよね。 

清水 ええ。もちろん法規としては原課とつき合わして、なぜこれが要るのだと、要らないのがあったらやめろ 

とご指導するような立場にあろうかと思うのですが、十分な掌握が必ずしも出来ないというのであれば、よそ 

の市なんかですと、こういうご説明の時には担当所管課が必ず来ているというところが多いのですが、ご検討 

いただけたらと。 

会長 ご提言を事務局にいただいたと。とりあえず、今回のこれに関しては、すぐに担当課に行っているわけで 

すね。対応できる範囲で今対応いただけるというわけですね。 

事務局 そのとおりです。 

清水 ものはついでに、もう１点だけ。機器の使用状況のところで、電算処理もオンラインも無いのは結構なこ 

とですが、パソコン処理も無いという話になると、これは全部手書きの書類ですか？ひょっとして。単純なワ 

ープロ処理ぐらいのことであって。 

会長 すべて印が入ってないですね。 

清水 申請があって通知をするなんていうのは手書きかなという気がしないでもなくてですね。 

事務局 今のシステムの関係なのですが、私が承知している範囲なのですが、今年度ですね、障害福祉システム 

というのを導入するというふうに聞いております。私、２年ほど前まで障害福祉をやっていましたが、すべて 

手作業ということでやっておりますので、おそらくシステム導入までは、今もそういった状況を続けているん 

じゃないかと思いますが、確認はしてみますが、一応、そういう風に承知はしています。 

会長 これに対しては、経済振興課とか観光課にはチェックが入っているのですよね。 

清水 一応ね。 

会長 こちらには一切入っていない。 

会長 担当の部署に行ってもらっている関係で、時間がもったいないので、今日は、他にも、もうひとつありま 

すので、来次第報告してもらうということで、この届出事項に関して他にご質問等がございましたら。担当の
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方が来れば、一番あれなんですけども。 

会長 他になければ次に。次はどこになりますか。 

事務局 障害福祉課から今日追加させていただいた分を。今日、机の上に置かせていただいたもので、４月３日 

業務開始時期となっているものが１４件ございます。 

会長 なるほど。こちらですね、順序からいうと。今、日付順にいくと言ったよね。すると、ここ？４月３日の 

分について？次が？ 

事務局 はい。 

会長 じゃあ、 こちらの方、 先に報告してもらって、 順次やっていくということにしましょう。 質問がなければ、 

続けてお願いします。 

事務局 では、保健福祉部障害福祉課から届出がありましたものを説明してまいります。 

まず、１ページ目が、支給決定取消通知書、こちらは、介護給付費・訓練等給付費・施設訓練等支援費の支 

給決定の取消しをする通知となっております。 

続いて、次のページが、不支給決定通知書、こちらは、介護給付費・訓練等給付費・施設訓練等支援費の利 

用者負担額減額・免除等の不支給を決定する通知となっております。 

次のページが、高額障害福祉サービス費支給（不支給）決定通知書、こちらは、この高額障害福祉サービス 

費の支給や不支給を決定する通知となっております。 

次のページが、高額障害福祉サービス費支給申請書、これは、高額障害福祉サービス費の支給の書類となっ 

ております。 

続いて、次のページが、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書、これは、介護給付費等利用者負 

担額減額・免除を決定した旨の通知となっております。 

次のページが、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書、こちらは、介護給付費等利用者負担額減額・ 

免除のための申請書となっております。 

次のページが、特例介護給付費・特例訓練等給付費支給申請書、こちらは、特例介護給付費・特例訓練等給 

付費の支給の申請のためとなっております。 

次のページが、特例介護給付費・特例訓練等給付費支給（不支給）決定通知書、これは、特例介護給付費と 

か特例訓練等給付費の支給・不支給の決定の通知のためとなっております。 

続いて、次のページ、自立支援医療費（更生）不支給決定通知書、これは、障害者自立支援法に基づいて自 

立支援医療費の申請により不支給決定の通知となっております。 

次のページが、自立支援医療受給者証等記載事項変更届（更生医療） 、こちらは、障害者自立支援法に基づ 

き自立支援医療受給者の証の記載事項の変更の届となっております。 

続いて、自立支援医療費（更生）変更認定申請不支給通知書、こちらは、障害者自立支援法に基づき自立支 

援医療費の変更申請により不支給決定の通知となっております。 

次のページが、医療受給者証再交付申請書、こちらは、障害者自立支援法に基づいて自立支援医療受給者証 

の再交付の届、申請書となっております。 

続いて、次のページ、支給認定取消通知書、こちらは、障害者自立支援法に基づき自立支援医療支給の認定 

の取消の通知となっております。 

最後のページが、自立支援医療費（更生）支給認定（変更認定）通知書、こちらは、障害者自立支援法に基 

づき自立支援医療費の申請により支給認定の通知、変更認定の通知となっております。障害福祉課からの分に 

ついては以上でございます。 

会長 ご質問を受ける前に、 せっかく来ていただいたので、 先ほどのご質問等にお答えいただければと思います。 

事務局 その前に、私のほうから一言お願い申し上げます。本日、確かに届出事項、障害福祉の分が大量にござ 

いますので、本来、もう少し事前に担当課と詰めて、先ほどご意見をいただいたように、担当課なりの出席を 

求めればよかったのですが、急遽、一応、担当に出席をしていただきました。何分、十分に準備ができており 

ませんが、 この場でお答えできる範囲でお答えさせていただきますので、 その辺は、 疑問な点ございましたら、 

あらためて申し付けいただきまして、もし相談が必要であれば次回の審議会でご報告という形もとらざるを得
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ないかと思いますが、一応、今、担当が答えられる範囲で答えますのでよろしくお願いします。 

障害福祉課 先ほどの質問の件でございます。障害福祉課はシステム化されておりませんで、手作業となってお 

ります。先ほどの質問でございますが、まず１点です、自立支援医療費（精神通院）ちば・通院ノートという 

ものが、この、実物でございます。こちらに賦課状況が無いということでございますが、これはですね、精神 

障害者の方本人に書いていただいて使ってもらうものでございます。ですから、私どもが直接ここに書いてと 

いうことはございません。 それで賦課状況を書いてございません。 もうひとつなのですが、 似たような感じで、 

自立支援医療（更生医療）自己負担上限額管理票というのがこちらでございますが、ここにはですね、市民税 

を見まして上限額を私どもで書き入れます。そうしまして、病院等に送らせていただくという形でございます 

ので、更生医療と精神との同じようなものですが、賦課状況が有るのと無いのとの違いでございます。 

清水 よろしいですか。もしそうだとすると、自立支援の方の賦課状況というのはあくまでも本人がお出しにな 

るということですか。精神障害者本人が書類を持ってくるということですか。 

障害福祉課 私ども、受給者証というものを渡してございますので。 

清水 管理票の方を。 

障害福祉課 はい、そうです。 

清水 ご本人ですね。 

障害福祉課 はい。 

会長 清水先生よろしいでしょうか。 

清水 もう１点。今のは瑣末的なことで。さっきの話です、根本的なところは。例えば、３枚目のところの世帯 

状況というのはあくまでもご本人ですね、というところです。個人情報保護法制というのは、決して本人以外 

から集めてはいけないといっているわけではないので、身体障害者、知的障害者、精神障害者というのも本人 

から情報を集めているのだという虚構はお止めになったらよろしいというのが私の意見ですね。 

会長 そういったご意見というかご提言ですがいかがでしょうか。 

障害福祉課 はい、申し訳ございません。世帯状況・収入・資産等申告書のことでございますね。間違いなく、 

家族等からも情報は収集しておりますので、こちらにつきましては間違いでした。気を付けます。 

清水 つまり、こういった法律の制度というのは、決して本人から集めなければいけないとは書いてなくてです 

ね、当然、必要に応じて、家族とか施設とか周辺から情報が取れるということになっているはずでして、個人 

情報の取扱いを、あえて市が狭いほうに選択なさるのは止めませんけれども、現実論として、できないものは 

できないはずで、嘘をつくとまでは言いませんけれども、あえて違法な状態を作ってしまうのはないだろうと 

いう気がしましてですね。もう少しちゃんと詰めて、現実に即した届出にしていただいたほうがよろしいので 

はないのですか。 

会長 現実に即した記述というのは、私もそう思います。他に。 

そうしましたら、４月３日の方ですね、ちょうど課の方もいらっしゃっているので、委員の方々で何かご質 

問があれば。 

清水 これも同じことなのですが、減額免除のための申請書とかですね、支給申請のためのという項目がいくつ 

かございまして、対象が身体障害者、まあ身体障害者の場合にはいいのかもしれませんが、知的障害とか精神 

障害という方ご本人から情報を集めるということになっているのがいくつかあると思うのです。これも、先ほ 

どと同じような現実に即した届出をなさったらいかがですか。 

会長 というご提言がありましたので、よろしくお願いいたします。 

清水 逆に通知のほうも同じでしてね。情報の提出先、行き先、欄の右側のほうですね、基本的には本人にしか 

行かないという届出のシステムになっているのだろうと思うのですが、実際には、支援費の支給・不支給ある 

いは免除、こういうものはご家族のところに行くのではないですかと。郵便の宛先は確かにご本人なのかもし 

れませんが、福祉の事務としてご家族のところに行くというのを想定されていると思うのですよ。ひとつ間違 

えると、ご家族が開けると個人情報の取扱いが不適切だと言わざるを得ないような届出書になっているのはど 

うかなと。 

会長 これも同じ趣旨のご提言ということで、十分活かしていただければと思います。
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障害福祉課 はい。 

会長 他にこの届出事務に関して、特になければ次の届出事務に移らせていただきます。 

事務局 障害福祉課以外に、あと２課、商工観光課と。 

会長 順次移りましょう。次に土木部の方の届出事項に移りましょう。 

事務局 引き続きまして、土木部建設課からの届出事項でございます。こちらは事務名称を建設課事業に伴う地 

権者調査票。これは、建設課の事業を円滑にするために調査票の作成を行うものでございます。建設課からは 

この１件だけでございます。 

会長 この１件の届出に対して何かございましたら、ご質問等をお願いします。 

清水 事務名称が地権者の調査ですよね。要するに、土地の所有者が誰かということを調べるというか、そうい 

う業務だろうと思うのですが、そのときに地権者の調査票というのにですね、お名前とか、住所とか、電話番 

号はわからんでもないのですが、本籍っているんですか。質問です。 

会長 いかがでしょうか。本籍地に関して。 

事務局 今、確認に行きました。申し訳ございません。建設課の方、まだ来てはおりませんので、今、確認へ行 

っております。 

清水 それに関連すれば、家族状況というのは住んでいらっしゃるご家族がどんな人かいるかというのは、それ 

は知ってても悪くはないのだろうなという気がしまして、その人の親族関係というのは。地権者の親戚にどん 

なやつがいるか。婚姻の所は配偶者がいるとかね。家族状況は同居の子供がいるとか、おばあちゃんがいると 

かというのは、想像がつくことだが･･･。 

＊＊ 地権者と共同共有というのが出てこないですか。 

清水 そうだとするとね。共有者の住所、氏名、これで足りるはずで、本籍までいるかなあと･･･。 

事務局 今、担当者を呼んできていますので。 

清水 平野さん。登記簿を見たって本籍地ってわからないよね。とすると、戸籍謄本かなんかを追っかけて調べて 

いるということですかね、これ。あるいは、書かないと立会いができないとか。 

会長 そういった質問は後でいただいて。そして、次の担当へ。 

事務局 続きまして、経済振興部商工観光課から届出がありましたものです。２件ございまして、まず１件目、こ 

ちら個人情報に関する相談情報入力。作成目的としましては、個人情報に関する苦情相談を受付し、当該事例の 

早期解決を図り、また類似被害の未然防止を図る。そういった目的となっております。 

続いてもう１件、商工観光課から届出がありましたものです。事務名称、ＦＣエキストラ登録申込書。こちら 

は、映画やコマーシャルなどの撮影の支援が目的となってございます。商工観光課からは以上２件、新規の届出 

が出ております。以上です。 

会長 これについても、何かありましたらご質問等をお願いします。 

清水 個人情報に関する相談情報を入力ですよね。事務がね。何か、統計的な相談状況を把握するためにやってい 

るわけですよね。そうすると、収集目的が相談内容、相談者の年齢、性別、ここまではわかるんです。記録項目 

に、生年月日という。何歳だかは分かるけど、さらに何年、何月、何日生まれ。ここまで要求しているというこ 

とですか。 

商工観光課 商工観光課からお答えします。個人情報に関する相談入力システムについては、国民生活センターが 

統一的に作成したものでありまして、これは全国同じ項目で入力をするように指導が来ております。 

会長 申し訳ありません。土木部の方はこれからなのですか。 

事務局 まだ来ておりません。 

会長 では、いらっしゃっているうちに。 

清水 そうだとすると、今のご説明では、根拠法令が個人情報保護法の１３条というのは、ちょっと納得がいかな 

いですが。 

会長 確認なので、ちょっとお願いします。 

事務局 皆さんの机の上に、本日配布させていただいた資料なのですが、個人情報保護制度についての資料という 

のがございます。その中で２１ページになります。個人情報の保護に関する法律の第１３条「地方公共団体は個



10 

人情報の取扱いに関し、事業者と本人の間に生じた苦情が、適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の 

処理の斡旋、その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」という条文になっております。 

清水 ですから、「この苦情の処理の斡旋、その他必要な措置を講ずるように努める。 」と、相談者の生年月日はど 

うしても必要だと、そういうことですね、とお伺いしているわけです。 

商工観光課 申し訳ございません。商工観光課から訂正させていただきます。今、入力システムの内容を確認しま 

したところ、生年月日は特に入力してございませんでしたので削除してください。申し訳ございませんでした。 

清水 だろうと思った。特に木更津市が、特に集めているのだろうと理解していたものですから。 

商工観光課 申し訳ございません。 

会長 先生、その点だけなのですか。生年月日。 

清水 ええ。うん。何歳位のとかね。そういうのは、確かに国民生活センターのが我々にもあるかもしれないが。 

＊＊ 先程、先生方でご検討いただいた１３条を根拠とすること自体がどうなのですか。 

清水 ですから、こういう情報を集めるのがね。集められるのが根拠が１３条と言われると、筋が違うと。１３条 

は、斡旋とか解決に努力しなさい、頑張れというふうに言っているだけで、この情報を集めて良いとか、この情 

報を集めなさいということは、ひと言も言ってないので、これが根拠で、上のものが集められるという書き方は 

おかしいと。あくまでも、この根拠法令というのは、その業務を行って、こういう情報が集められるという根拠 

だから。 これに基づいて、 市としてはこういう運用をしますよ、 集められるのはこういう項目ですよ、 っていう、 

あの施行規則があるなり、なんなりって言うのならわかりますけれども…。１３条というのは、あくまでも斡旋 

しろと、解決に努力しろよって言っているだけですから、何も聞かなくとも、加害者の方だけわかれば努力でき 

るわけですよ。極端なことを言えばね。 

会長 商工観光課への方に関してのご質問。清水先生の方からのご質問はそれだけでございますね。前後いたしま 

すけれども、商工観光課の方に対する先生方のご質問があれば。 

土木部の方は、もう来られているのですね。それでは、時間の関係もございますから、土木部の方の届出に関 

する、これは先程の清水先生。 

清水 本籍。 

会長 本籍ですね。 

清水 で、どうも根拠法令もないようですので。 

会長 ああ、そうですね。 

建設課 よろしいですか。土木部の建設課です。届出の地権者の調査票の関係ですけども、私ども、道路を作る場 

合に、まず法務局の方に出向いてですね。登記簿謄本あるいは公図というものを調べて、その中で、私どもがこ 

れから道路を作るに当たっては、法務局の謄本の甲の欄という所有者の欄がありますけれども、そこをまず調べ 

ます。で、そこを調べた段階において、基本的には、亡くなった場合とかは、ご本人が訂正させるのが筋なんで 

すが、往々にして、まだ明治初期とか江戸時代とかの名義が、そのままのやつが往々にしてあります。その関係 

で、ここに列記しているとおり、本籍から住所関係を、各、市の場合でしたら市民課ですね、あるいは県外でし 

たら県外の市役所に依頼して、住所関係、それと今言ったように相続が発しれば、そこに出てる家族、親族とか 

家族状況というよりも戸籍の追跡調査をします。その中で言えば、そこにチェックしてあるような形で遺産の分 

割協議書と言うのですかね、そういうものを作成するに当たって、個人情報を持っているような状況です。 

もう一つ、財産的なのもありますけれども、ここについては、買収するに当たって、要するに、税控除の特例 

という、公共団体が使う場合は税法上で控除、要するに税務署と協議して税控除を受ける際に、他の土地が当た 

るか当たらないか、そういう財産的な調査をした中で、一括で、何と言うのですかね、税控除を受けるために他 

の財産も同じ路線とかで調べるに当たって財産管理も必要なので、個人情報的な項目とすれば、そういうところ 

を把握してますということです。 

会長 あの、もう一点、根拠法令のところの欄がございますよね。下のほうですが。こちらに明記されていないと 

いうのは、どういうわけですか。 

建設課 基本的に言えば、道路事業は道路法に基づいて、まず、新規の場合でしたら、木更津市が管理する市道と 

いう形で議会案件に上げるときに、道路法に則って行うということであります。ちょっと、ここ記入漏れになっ
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ておりまして申し訳ございません。 

会長 道路法でいいのですか。 

建設課 そうですね。はい。 

清水 道路法には、そういう個人情報を集めてよろしいという規定はないはずで。 

建設課 そうですね。作るに当たって大義名分は、市役所がこの場合は道路法で事業を起こしなさい、という形な 

のですが。 

清水 それは、道路を作るという大義名分で、個人情報の根拠とはならないですよね。ですから、この作成目的と 

いう収集理由のところで、要するに、市が道路予定地や何なりを買収するために登記名義人の家族関係や何から 

洗いざらい調べる必要性があるんだと、そのためには、本籍から何からみんな見るのだと、そういう事務事業が 

市としてやっているんだということをここでお書きにならないと。何となく調査票を作るという目的だけで、ご 

本人が頼んでいるわけでもなければ、個人情報の収集に同意しているわけでもなんでもないという状態で、たま 

たま調査票を作るという目的だけですね、人の懐に手を突っ込んで色々調べていると、こういうことになっちゃ 

うんだ。この書き方じゃ。 

会長 要するに、権利関係をより明確にするという目的なのですよね。 

建設課 より明確的というよりか、相続が発生するとどうしてもそこまで…。 

会長 だからそういうことでしょう。で、そのために、念のため本籍までもということになるわけですか。 

建設課 念のためというよりも、必要事項という形になります。 

会長 親族関係。 

清水 ここで、弁護士先生もいらっしゃるということで、それこそ、今後、戸籍謄本というものは、家族だってな 

かなか取りにくくなるものですよ、 ご承知のとおり。 相続だっていう目的だけで、 勝手に、 それこそ明治何年の。 

これは戸籍謄本というより除籍でしょう。そうなると。 

建設課 除籍です。 

清水 住所まで追いかけるという話になると、附票まで追いかける必要性がありますよね。 

建設課 あります。 

清水 そんなもの、当人だって請求できないケースも、今後一杯出てきますよ。でも、市としては、特に法令上の 

根拠もなしにそういうものを、本人が嫌がっているかもしれないのに手を突っ込んで探すという話をするわけで 

すから、それならそれで、それなりの根拠をちゃんと作ってくれと。私は条例を作るべきだと思いますよ、その 

点は。市の道路を作るために必要があるんだから、これだけのことを受けてできるんだという条例を作るべきで 

あると思いますよ。 

会長 ですからね。その今、若干、補足すると、道路法、道路法とね、根拠法で挙げてますけれども。道路法にお 

いては、個人情報、これまでね、調査するということを積極的に明記した規定、無いんですよ。わかりますか。 

それをそのように解釈しているっていう。そのように運用上の解釈の上に運用しているという、そういう慣例が 

ずっと来たわけでしょう。 

建設課 そうですね。 

会長 それが根拠なんですよ。だけど、清水先生のご指摘はご理解できますよね。それは、はっきりといって、根 

拠にはならないということです。ですから、条例を新たに、このための条例を作るくらいでなければ、個人情報 

の保護という観点からはいかがなもんかなと批判される余地は充分あるということなんですよ。よろしいでしょ 

うか。 

建設課 わかりました。 

堤 よろしいでしょうか。私も弁護士でありながら勉強不足ですが、木更津市の、例えば、土木建設課の方が、袖 

ケ浦市に本籍のある方が戸籍謄本を取るというのは、どういう根拠で取れているのですか。 

建設課 今、会長さんが言われたように、あくまでも道路買収に基づいてという形で動いていたのが現状です。 

堤 で、逆のパターンもあると思いますがね。袖ケ浦市から木更津市へと来る方もあるでしょうけれども。そうい 

う形で、例えば弁護士の場合は、きちっと公儀に基づいて定められた処置に則って職務上取れるというのがある 

わけですよね。それを法律の根拠があって、他の方の戸籍謄本なり、住民票なりを全部取れますよということに
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なっているわけですよね。そうすると、市町村間でそういうものを簡単にやりとりできる根拠があるのかなとい 

う疑問なんですよね。 

建設課 今まで、例えば袖ケ浦市さんまで、正直、確認はしていないです。あくまでも道路法で、木更津市の市道 

認定した道路を作るに当たって、戸籍を今言ったように、死亡先とか転居先やそちらなんでということで、照会 

文だけでやられてました。今言われたように、市の策定は急務という形でいけば…。 

堤 これは総務課の方にお尋ねしたいのですけれども、 袖ケ浦市でもいいのですけれど、 君津市でもいいのですが、 

そういうので、木更津市の住民の戸籍謄本が欲しいという要請が来た場合に、木更津市がそれに応じて戸籍謄本 

を出すのは、どういう根拠に基づいているのですか。例えば、個人情報保護条例とかの関係でもあるんでしょう 

けれども。 

事務局 その点につきましては、先程、土木の方で説明したものを、つまりは、道路法を根拠というふうに考えて 

いると思われます。それで、公文書で来るがために、一応、市長印を押した形で聞いてきますので、それでお答 

えをしているのが相互間の問題だと思います。 

清水 木更津市民の、木更津に本籍のある方の土地を木更津市が買収するということであれば、それでも何でも、 

市の事務事業という説明で収まりがつかないでも無いんですけれども、こっちの事務事業でよそのものを集めら 

れるという場合と、よそ様の事務事業でこっちが出すということは、次元が違うものですからね。ですから、よ 

そから頼まれてきてぽんぽん出すという話かなぁと。 

事務局 そのために、とりあえず今のところでは多分、土木の認識、それから他のこの周りの千葉県内どこでもそ 

うかもしれませんけども、道路法が根拠であるというふうに思い、もしかしたら先生のご指摘上げたら思い込ん 

でるという可能性が…。 

清水 それは、思いたいということだけなんだという話なんだよ。 

事務局 かもしれませんが、とりあえずは、それで一の理屈はつけていると。さらに、公文書で照会を出している 

というところで、一応はクリアーはしている、という認識でおります。 

会長 時間もありますので、特に土木課の方、特にご質問が無ければ。 

清水 これは、極端なことを言えば、個人ベースでいけば、例えば、私が堤先生の持っている土地を欲しいものだ 

から、所有者が誰だかよくわからないので、堤先生の戸籍謄本を洗いざらいひっくり返して探していると言って 

いることとほぼ同じ事なんで。今までは、戸籍というのは、戸籍も住民票も、基本的には第三者でも赤の他人で 

も誰でも基本的には見れるという時代は昔はありましたので、その時代にできた慣習なんですよ、これ。今は、 

本人だって、本人確認がなきゃなかなか出てこないという状況になりつつあるし、住民基本台帳の制度は、ご承 

知のとおり来年大幅に変わりますし、戸籍もそれを追いかけるというふうに、私はそれを法務省から聞いており 

ます。そういう状況になったときに、何の根拠もなしに、市の行政担当者同士でですね、こういうやり取りがで 

きるということは、ちょっと納得がいかなくて、その意味では、きちんとした法令上の根拠を作ってくれと。法 

令というのは、 国の法令という意味ではなくて、 条例を含んだ意味でですね。 きちんとこういう事務をやってて、 

これこれの根拠があって、情報の提供もしているし、収集もしていると。これ、個情報保護制度が無い時代に出 

来た慣行をそのまま引きずっているだけなんですよね｡で、 それをそのままこの土俵に乗せるということは無理が 

あって、万が一、ご本人がですね、そんなもの売る気はないと、先祖代々ずっと追いかけてきたと、例えばたま 

たま私の土地になった、私が所有者となることがはっきりしたと。市の方が売ってくれと。売りませんよと。売 

る気なんか全然無いよという話になったときには、買収に必要な情報じゃあなくなっちゃうのですよね。結果論 

としてね。挙句の果てに、土地収用法で仮に収用をかけるというところまで行くのであれば、今度は逆にその時 

点で判ればよいことであって、所有名義人なんて収用法の方でやればよいことであって、買収の時に交渉すると 

きの手間を省くくらいの理由ですからね、これはね。端的に言ってしまえばそういうことでしょう。ですから、 

個人情報保護法制の中では不適切な取扱いであると私は思います。ご検討いただけたらと思います。 

事務局 先生のご指摘により、土木部もそのような方向性で考えているようですが、かなり他に対する影響もあり 

ますので、総務課、県内等と相談させていただいたうえで、何らかの法的な制度について検討していきたいとい 

うことで、今日は整えさせていただきたいと思います。 

会長 ここで休憩をとります。届出事務はこれまでですね。
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会長 再開します。次に、個人情報保護事務の手引きの改訂についての説明がございます。事務局よろしくお願 

いいたします。 

事務局 個人情報保護事務の手引きの改訂について説明いたします。恐れ入りますが、着席して説明の方をさせ 

ていただきます。 

会長 訂正がかなり量が多ければ、 節目節目で区切るやり方をするのか、 それとも最初から全部報告されるのか、 

例えば条文ごとに切るとか。そこはどうされるんでしょうか。 

事務局 お手元にあります『個人情報保護事務の手引（第２版）について』というレジュメに沿って考えており 

まして、今回は、時間の都合もあるということなので、全体のものを説明させていただいて終わらさせていた 

だきます。次回、各条文について、こういったものを直したというご説明をさせていただきたいと考えており 

ます。 

会長 改訂全体？それとも、個人情報保護制度全体？ 

事務局 はい。個人情報保護制度の概要ということで。 

会長 それを説明されて、今日は多少なりとも質問を受けて、ということですか。 

事務局 はい。だいぶボリュームがありますので。 

会長 そうすると、今日のところは、本題に入る前のイントロダクションということですね。時間のこともござ 

いますので、 今日はそういうことに留めるということでございます。 次回、 まだ日程等ははっきりしませんが、 

あまり時間を空けずに、例えば９月であるとか、８月であれば終わりの方ですね。乃至は９月であるという様 

に予定しているとお聞きしてますので、そちらの方で本題の方を。 

事務局 そうです。 

会長 わかりました。ということなので、委員の皆さんもよろしくお願いします。 

事務局 まず初めに、先ほど会長様の方からお話がありましたように、今回は総論ということで、概要について 

説明させていただきます。 まずお手元にお配りしました資料の確認でございますが、 『個人情報保護事務の手引 

（第２版） 』 、これが新しく改訂したもののものでございます。それと、木更津市個人情報保護条例新旧対照表 

ということで、旧の手引きにあるものと、今度新しく手引きをいたしました、ここの内容を棒線を引いて示し 

ております。で、この新旧対照表なんですが訂正事項があります。１点だけ。申し訳ございません。２１条あ 

けていただきたいんですが、ページを振っていないので大変恐縮なんですが、新旧の２１条第３項でごさいま 

す。この第３項のところを読んでいきますと、実施機関は、第１項の規定により訂正の請求に係る個人情報の 

前部とあります。この前が前後の「前」になっておりまして、全てという、全員の「全」に直していただきた 

いと思います。申し訳ございません、その訂正を１点お願いいたします。 

それと、『個人情報保護事務の手引（第２版）について』というレジュメですね、あともうひとつ、個人情報 

保護制度について、資料ということで、幾つか資料を付けさせていただきました。これがお手元にあるかと思 

いますが、ご確認いただきたいと思います。それであの、今回ご審議いただきます案件でございますが、非常 

にボリュームがございまして、残り３０分程度でですね、説明するには説明できません。また、審議員の皆様 

方には、初めての方もいらっしゃるようでございますので、簡単でございますが、個人情報保護とは何か、概 

要から入っていかせていただきたいと思います。 

まず、個人情報保護につきましては、レジュメに沿って説明いたしますと、プライバシーの権利という概念 

がございます。本市がこの条例の制定に際し参考とした、いわゆるプライバシーの権利ということでございま 

して、 「個人の不快情報の公開」 などの民法上の不法行為を構成する古典的プライバシーの権利として考えられ 

てきた「一人にしておいてもらう権利」と、プライバシーの現代的権利として認められてきた「自己情報コン 

トロール権」などであります。条例では、これらの権利を参考として、条例上に創設された権利といたしまし 

て、個人情報の保護、個人情報の開示、訂正、利用停止などの権利を保障することとしたものであります。こ 

の条例の権利は、あくまでプライバシーの権利を参考としたものでありまして、プライバシーの権利とは直接 

の関係はないものであるということであります。 

次に、レジュメ２の個人情報保護の意義でござますが、これは皆様も既にご承知のとおり、近年、ＩＴ化の 

進展に伴って、官民を通じて、コンピュータやネットワークを利用して、大量の個人情報が収集・整理などの
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処理がされております。こうした個人情報の取扱いは、今後ますます拡大していくものと考えられますが、Ｉ 

Ｔ化が進展し、情報のデジタル化・ネットワーク化が進むと、大量・瞬時の個人情報の利用が可能となり、そ 

れは事務の簡素化や迅速な処理などの利便をもたらすことになりますが、一方では、個人情報は、その性質上 

いったん誤った取扱いをされると、個人に取り返しのつかない被害を及ぼすことになります。実際のところ、 

民間企業や公官庁から個人情報が流失した事件などが発生し、社会問題となっていることはテレビとか新聞等 

でご存知かと思います。昨今、新聞等では、車上荒らしに会って、個人情報が入っている鞄やパソコンを盗ま 

れた事件であるとか、個人のパソコンで仕事をし、そのパソコンに業務上の個人情報を保存していたが、ウィ 

ルスに感染して個人情報が流出してしまった事件、また、文書を誤って違う人に発送してしまった事件、個人 

情報が売買されたという事件などがあります。また、行政においてもですね、我々が入ったときは伝票を元に 

そろばんや電卓を用いて集計しておったんですが、 昨今、 大型コンピューターを導入して処理することになり、 

近年では多くの職員が専用のパソコン端末を利用するコンピュータネットワークを活用した事務処理もされる 

ような現状でございます。そのため、今、ほとんど紙に記録して取り扱っていた頃から比較すると、より汎用 

性の高い個人に関する情報が増えつつある傾向にあると考えられます。 

こうした情勢を踏まえて、法制度の整備の必要性が不可欠となってきたわけなんですけども、世界的にはど 

うなのかといいますと、世界における個人情報保護の変遷としましては、国際的にみますと、１９７０年代か 

ら西欧諸国で個人情報の保護に関する法制度が整備されてきております。また、一方では、国際的なデータ流 

通が本格化し、国によっては個人情報保護制度が異なるということが、国際的な情報流通の阻害要因として認 

識されるようになってきておりました。一例を上げますと、Ａ国では個人情報の保護に関する法制度が整備さ 

れておりますが、Ｂ国ではそれがないとしますと、Ａ国民の個人情報がＢ国に流れた場合に、法的な保護が受 

けられない、そうした現状になります。そのために、Ａ国が個人情報の保護制度の整っていない国への情報の 

流失を制限することとなり、このようにして情報の流通が阻害されていくという結果になります。この問題を 

解決するために、１９８０年にＯＥＣＤ（経済協力開発機構）が「プライバシー保護と個人データの国際流通 

についてのガイドラインに関する理事会勧告」 、 これは資料にございますが、 ２９ページから３２ページを参考 

にさせていただきたいと思います。もう２０数年前のものでございますが、こういった採択がなされているわ 

けでございます。この勧告では、いわゆるＯＥＣＤ８原則といたしまして、一つに収集制限の原則、二つにデ 

ータ内容の原則、三つに目的明確化の原則、四つに利用制限の原則、五つに安全保護の原則、六つ目に公開の 

原則、七つ目に個人参加の原則、八つ目に責任の原則、という８つの原則が、このＯＥＣＤ条項の中に掲げら 

れております。また、１９９５年１０月に、欧州で、欧州連合（ＥＵ）が「個人データ処理に係る個人の保護 

及び当該データの自由な移動に関する欧州議会及び理事会の指令」、 いわゆるＥＵ個人情報保護指令を採択いた 

しました。これは、資料としては掲げていないんですけれども、その２５条において、構成国は、個人データ 

の第三国への移転は、当該第三国が十分なレベルの保護措置を確保している場合に限って行うことができると 

定め、ＥＵ加盟国以外の国の個人情報保護施策にも大きな影響を与え、国際的にも個人情報保護法制を促進す 

るようなことになりました。 

このような世界の情勢を踏まえまして、国にはどのような個人情報保護の変遷があったのかと申しあげます 

と、まず、国の行政機関の保有する個人情報についての法制化としましては、昭和６３年に「行政機関の保有 

する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」というのが、資料の１ページから６ページに掲げら 

れております。 これが土台になりまして、 保護の対象としている情報の範囲がコンピュータ処理をしたものに限 

られるというような問題点が、ただ、あったわけなんです。そこで、平成１５年５月に、この法律を大幅に改 

正し、対象となる情報の範囲を広げ、また、本人の開示請求権などについても、その内容を一層充実した「行 

政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」 が、 これは資料の７ページから１８ページに掲げてあります。 

という法律が制定されております。この法律と一緒に、行政機関ではなくて、一般の民間会社などが持ってい 

る個人情報を対象とした 「個人情報の保護に関する法律」 、 これが１９ページから２７ページの間についており 

ます。そこで、個人情報保護に関する法律も制定されてきました。 

一番初めにできました 「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」 に比べて、 

「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」で充実・強化された点といたしましては、一点目に、保
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護の対象となる情報を電子計算機処理された個人情報のみならず行政機関が保有するすべての個人情報とした 

こと。二点目に、開示請求権に加え、開示された自己に関する情報について訂正を請求する権利、三点目に、 

開示・訂正・利用停止の請求に対する決定についての不服申立てを調査審議するため情報公開・個人情報保護 

審査会において客観的立場から調査審議が行なわれる仕組みを設けたこと。四点目に、行政機関の職員と受託 

業務の従事者が当罰性の高い行為をした場合の罰則を新設したことなどが掲げられております。 

そして次に、５としまして、地方公共団体における個人情報保護の動向としまして、地方公共団体も電子計 

算機に伴う個人情報保護の必要性が認識されようになりまして、昭和５０年頃から個人情報保護制度の法制化 

が進んできました。地方公共団体における個人情報保護の法制化が国の法制化に先行したのは、住民にもっと 

も身近な存在である市町村は、税金や住民基本台帳など大量の個人情報を保有していることなどから、とりわ 

け、個人情報保護の必要性が大きかったからではないかと考えられております。 

さて、平成１８年２月に総務省が発表しました平成１８年１月１日現在の地方公共団体における個人情報保 

護条例の制定状況をみてみますと、千葉県ではすべての市町村７２団体がすでに条例を制定済みとなっており 

ます。また、都道府県もすべて条例制定済みとなっております。全国の市区町村を比べますと、２，０７５団 

体中２，０７０団体が条例を制定しており、制定率は９９．８パーセントとほぼ１００％に近い、こういう状 

況になっております。なお、平成１８年１月１日時点において個人情報保護条例が未制定の市町村も、今年度 

中には制定が予定されることになっております。 

ここで、木更津市における個人情報保護条例は、国の個人情報保護法よりも４年ほど早く、平成１１年７月 

から一部の運用を開始し、同年１０月１日から全面的な運用を行い、その後においても、個人情報の、より適 

正な取扱いを担保するために、本審議会で数度となく慎重なご審議をいただきながら、検討・改正等を行って 

きたところであります。 

なお、今回の「個人情報保護事務の手引の改訂」につきましては、平成１２年３月２５日の改正条例を最後 

といたしまして、平成１３年３月に「個人情報保護事務の手引」としまして発行したものを、その後５回にわ 

たって改正されたものの条文の解説手引といたしまして新たな形としてご提示させていただいたものでありま 

す。

それでは、木更津市の個人情報保護条例でございますが、その概要についてご説明いたします。この条例の 

総則、いわゆる目的においてなんですが、実施機関の保有する個人情報の収集、管理及び利用の適正な取扱い 

の確保に限らず、実施機関が保有する個人情報について、自己情報の開示、訂正又は利用停止の請求をする権 

利を保障し、可能な限り個人情報を保護し、もって精神的及び人格的な権利利益のほか、個人情報の取扱いに 

伴って保護する必要のある社会的又は経済的な個人に関する権利利益全般を保護するものであります。 

そうした個人情報を最大限に保護することを掲げ、市の実施機関が保有する個人情報に係る実施機関の責務、 

取扱いの一般的な制限、収集の制限、適正な維持管理、利用及び提供の制限、収集の制限、適正な維持管理、 

利用及び提供の制限の規定並びに事業者が保有する個人情報に係る事業者の責務、救済手続、苦情処理、指導 

及び勧告等の個人情報の適正な取扱いについて規定をしております。また、電算処理だけでなくマニュアル処 

理を含めた実施機関が保有する自己に関する個人情報に係る本人に、自己に関する個人情報について開示を請 

求することができる権利、自己に関する個人情報について事実に関する事項に誤りがあると認められるときは 

その訂正を請求することができる権利、そして、自己に関する個人情報について条例で定められた制限規定を 

超えて取り扱われている、収集されている、目的外利用されている、又は外部提供されていると思料するとき 

は、その利用停止を請求することができる権利を定めております。これによりまして、何人も自己に関する個 

人情報の開示、訂正又は利用停止を請求する権利が保障されることをいい、実施機関の不開示決定等に対して 

請求者に不服があるときは、行政不服審査法及び行政事件訴訟法に基づく法的救済の道が開かれるものとして 

おります。 

以上が目的規定でありまして、次に定義として幾つかお話させてさせていただきますと、まず、この定義の 

中の第２条第１号に出てきます、 「個人情報」というものは何かと申し上げますと、 「個人に関する情報であっ 

て、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。 」と定められています。例えば、氏名や生年月日と 

いった戸籍・身分に関する情報であったり、障害や疾病といった心身に関する情報であったり、思想や信条等
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に関する情報であったり、所得や税金といった財産・収入等に関する情報などが挙げられます。そして、事業 

内容や事業用資産といった「事業を営む個人の当該事業に関する情報」については、情報の性格が法人等の事 

業活動に関する情報と変わらないことから、ここでいう個人情報から除外されております。 

また、「特定の個人が識別され、又は識別され得るもの」とは、一般人がその情報の内容からその情報が誰 

のものであるかが分かる情報、または、氏名や住所などの記載がなくてもその情報の内容から推察したり、記 

号や番号など他の情報と結びつけることによって特定の個人が識別できる情報のことをいいます。例えば、書 

類に「通報者 鈴木」とあった場合には、鈴木さんという方は世の中にたくさんいるんですが、この情報から 

では個人を特定することはできません。しかし、同じ通報者でも、世界に１人だけというような珍しい氏名の 

方というのは、その情報から個人が特定し得るといったことになります。これが個人情報の定義です。 

実施機関の定義なんですが、第２条第３号にある実施機関なんですけども、この条例により個人情報保護制 

度を実施する機関を定めたものでありまして、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、 

農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、消防長及び木更津市土地開発公社が、これにあたり 

ます。 

続きまして、２番の個人情報取扱いの制限…。 

会長 このように各条文を説明するのですか。 

事務局 概要ということで、全部じゃないんですけども、簡単な説明をさせていただいたんですが。 

会長 時間もございますよね。このペースで行くと、この後、(2)、(3)が、ますます詳細になっていくことが目 

に見えているわけで。いかがでしょうか、総則のところ、目的規定であるとか、最も根幹にかかわるような説 

明はされていると思います。 例えば、 開示請求権、 訂正請求権等に関して、 この条例で創設したと、 それから、 

何より肝心な目的ですよね、これらに説明がありましたので、時間もありますので、この後、このペースで行 

けば間違いなく６時は回ります。と思いますので、かなり詳細な説明はありがたいのですが、時間もございま 

すので、総則というところで区切りがいいと思いますので、一点だけ、例えば、今日ですね、届出事務に関し 

て、予想外に時間をとられてしまいましたが、あの制度はこの中でどこに入るんでしょうか。そのあたりの説 

明をしていただいて、今日は区切りたいと。丁度いいケーススタディですね。 

事務局 時間の都合等、ちょっと全体概要を説明するのに大きいかなと思いましたけども、ご指摘の件につきま 

してお話させていただきます。 いま会長様の方からお話のあった届出の規定でございます。 これは、 第７条に、 

個人情報取扱事務の届出というものがございまして、この第７条で何を申し上げますかというと、個人情報を 

取り扱う事務の開始や変更にあたって、一定の事項、といいますのは、個人情報取扱事務の名称や目的、個人 

情報の記録項目、対象者の範囲、収集先などを市長に届け出ることになっています。そしてまた、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、とされています。そして、第１項の届出があった 

事項を記載した個人情報取扱事務について目録を作成し、市民等が閲覧できるように、そのような規定となっ 

ております。 

会長 なおかつ、本審議会で報告をされると、そのような手続きになっているわけですね。こういった詳細な手 

続きが、個人情報保護条例の中に盛り込まれているわけですね。で、今日は、前後して、概要の説明の方が後 

になってあれなんですけど、ちょうど、今日、前半でよい事例があったわけですね。我々が参画しているとい 

うわけですね、その手続きの中に。我々が市民の代表として、一方で閲覧に供しているわけですが、届出事務 

に関しては。一方では、我々が市民の代表となって、その届出された事務を詳細に我々が報告を受けて、先ほ 

どのように様々な質問の中で、市民に代わって届出の事務をじっくりとチェックすると。そういうことですよ 

ね。 

事務局 はい。 

会長 というのが、まさに個人情報保護制度であるわけですね。何かここまで。ちょっと時間の関係で、総則だ 

けで今日は終わらざるを得ないのですが、概要については、次回、あまり時間をおかないで、当然続きを冒頭 

されるわけですよね。 

事務局 この続きから始めまして、あとは変わった箇所を説明したいと思います。 

会長 わかりました。ここまでで、個人情報保護条例、個人情報保護制度の根幹に関わるような、十分過ぎるよ
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うな説明があったと思います。ここまで、何かご質問があれば。 

公募委員である錦織委員、何かございましたら。 

そうですか。弁護士である山田委員、特に。 

そうですか。もうひとかた、大津委員。 

そうですか。それでは、最後の方、駆け足になってしまいましたが、次回、このようなことがないように、 

議事進行をしっかりやろうと思います。今日は、特に、その他、事務局から何か。 

事務局 先ほど報告いたしました個人情報取扱事務の届出については、皆様からのご指摘があったように、不備 

が多々ありましたので、次回の審議会までに再度精査しまして、本日お話した届出については差し替えさせて 

いただきます。よろしくお願いします。 

会長 よろしくお願いします。 

事務局 本来でありましたら、 『個人情報保護事務の手引（第２版）』については、少しでも説明に入ろうと考え 

ていましたけれども、時間の関係で入ることができませんでした。誠に申し訳ございませんが、ある程度、時 

間がどれくらいあるか、後日、日程を調整させていただきますが、中身の方をある程度目を通しておいていた 

だければ非常にありがたいところです。よろしくお願いいたします。 

堤 改訂するということについて説明を受けるだけなんですか、わかりませんですけれども。何がどう改訂され 

たのかさっぱり分からない。対照表とまでは申しませんが、変わったところにアンダーラインでも引いておい 

てもらえれば、そこを意識して見ることができるんですが。 

事務局 第２版になって改訂したところにつきましては、新旧対照表をお手元にお配りしたかと思います。そこ 

の下線箇所が、新と旧にそれぞれ引いてありまして、変わったところは下線箇所について変更しております。 

堤 事務手引きの改訂についてですよね。この中のいろいろなところが変わっている訳ですよね。これを見比べ 

ながら、どこが変わったのか、自分で探し出すというのは、大変な作業なんです。事務作業が大変だと思いま 

すが、最低限でも、どこが変わったのかアンダーラインでも引いたものがあれば、少なくとも、こちらも意識 

して読むことができると。これだけでは申し訳ないんですが。 

事務局 ごもっともです。 

堤 もし可能であればということで。資料の追加とか、いただくのは恐縮なんですけども。そうしていただける 

のであれば、実りある審議ができるのかなと。 

会長 事務局をかばうわけではありませんが、条例の改正に伴っての手引きの改正ですよね。ですから、条例の 

新旧対象を入れて、これに即して手引きを見れば、ということになるわけですよね。ただ、それにしても、そ 

の時間をね、省いていただけるような。ちょうど、次の審議会も、あまり時間を空けずに開かれると聞いてお 

りますので。 

事務局 堤委員のいわれたように、そういう箇所を、下線とか、わかるようにしまして、できればこちらの方も 

その部分だけでも抜粋してですね、郵送等で送らせていただければと考えております。早く作るようにいたし 

ます。ご指摘ありがとうございました。 

会長 時間も来ましたので、これにて平成１８年度第１回木更津市情報公開総合推進審議会を終了いたします。 

次回審議会は９月下旬頃を予定しておりますので、日程が決定次第、委員の皆様には連絡申し上げることにな 

ると思いますので、よろしくお願いいたします。長い時間、大変お忙しい中、色々貴重なご意見ありがとうご 

ざいました。これにて終了させていただきます。ありがとうございました。 

以 上 

上記会議録を証するため下記署名する。 

平成２１年３月２６日 

木更津市情報公開総合推進審議会会長


