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平成１８年度第３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１９年２月１５日（木） 午後１時３０分から午後４時３０分まで 

○開催場所：木更津市役所第２庁舎２階会議室 

○出席者氏名 

審議会委員：江尻 澄、大津幸男、小林伸一（会長）、齋藤福一、清水幸雄、堤 一之（副会長）、 

西 勝義、錦織正道、平野佳世、山田次郎 

木更津市 ：小倉総務部長 

（事務局）総務部総務課 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）土木部建設課 鴇田主幹、伊藤副主幹 

企画部企画政策室 森田主査、曽田主査 

総務部総務課 鹿間副主幹 

総務部職員課 野村副主幹 

保健福祉部高齢者福祉課 安田課長、重城副主幹 

保健福祉部保健相談センター 福原所長 

教育部学校教育課 関口主幹 

消防本部消防総務課 泉水課長 

○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：１人 

○会議の内容 

開会 

会長 平成１８年度第３回木更津市情報公開総合推進審議会を始めさせていただきます。議題１ 個人情報取扱 

事務の届出がございますので、説明をお願いいたします。 

事務局 個人情報取扱事務の届出について報告させていただきます。まず始めに資料の確認をさせていただきま 

す。本日、皆様の机の上に何点か資料を配布しましたが、その中に、 「個人情報取扱い事務の届出事項」と書か 

れたチェック項目のある冊子と、それから、個人情報取扱事務届出の概要ということで、届出事務をまとめた 

もの１冊、さらに、木更津市のホームページのコピーが１冊置いてあると思います。もし不足がある方がいら 

っしゃったら。なければ説明を続けさせていただきます。 

まず最初に、個人情報取扱事務の届出事項ということで、１枚目、土木部建設課からの内容になります。こ 

ちらの届出については、前回、前々回と報告させていただいたんですが、審議会の中で何点かの指摘をいただ 

き、再度、担当課を含め見直しを図りました。それに基づきまして、届出事項の変更という形で諮らせていた 

だいたところです。内容については、個人情報取扱事務届出の説明書きを元に説明させていただきます。 

建設課事業に伴う用地買収等事務については、建設課の主要業務としまして、道路の新設・改築・改良等が 

あり、その業務を遂行するにあたりまして、用地の取得及び物件補償等の業務が生じます。この他、借地をす 

る場合とがあります。 

まず、用地取得及び物件補償が生じる場合、始めに各々の権利者の台帳、こちらは法務局の登記簿を元に調 

べまして、住所や名を調べ、これらを基に権利者に事業の説明・土地の確認等をおこない取得及び物件補償に 

ついて交渉を行うことになります。これらの業務をする際に、連絡先として電話番号・メールアドレスなどの 

収集項目があります。 

また、権利者が死亡の場合においては、相続人を確定するために本人の本籍や家族構成、親族関係を収集し
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まして、相続関係図を作成して、相続人の確定を行っていきます。確定後に交渉を行い、契約が整い法務局に 

登記嘱託書を提出するにあたりまして、添付書類として相続確定図が必要となります。そういった事務がある 

ために、戸籍による確認が必要となりまして、その際に生年月日、死亡年月日や養子縁組の年月日などもあり 

ます。そのほか性別や婚姻の情報も戸籍によって扱うことになります。 

情報の収集先としましては、直接本人からの収集する場合、それから、実施機関内、市長部局の担当部署か 

ら住民票や戸籍などによって収集したり、市外に本人や相続人がいる場合においては、該当地に住民票や戸籍 

を収集するほか、外国人においては、国籍、住所証明、本人証明などを収集することがあります。また、住所 

地の近隣の住民から本人に連絡をとるための情報を・・・・、こういった事務があります。そういった住所等 

の把握が必要なため、情報の提供先としましては、実施機関内部、他の官公庁、民間・私人に照会することが 

あり得るということで、提供先のところにチェックが入っております。 

情報収集先が、他の実施機関にチェックが入っていますが、こちらにつきましては、用地取得するものが農 

地である場合には、こういった場合には、他の実施機関、農業委員会などに照会することがあり得るので、チ 

ェックが入っています。 

次に、工事に際しまして、仮設道路の借地や迂回路として民有地を借地する場合、地権者を調査する必要が 

あります。その場合には、法務局において、土地の公図、土地登記簿を調査して、住所、氏名から地権者を割 

り出して、借地交渉を行なっていくという事務があります。これに伴いまして、出てくる書類が次のページに 

なります。 

まず、１番目に、地権者調査表。これは、事業を円滑にするために、地権者の調査表を作成して、住所、氏 

名、財産（土地の所在、地目、地積など）を記載します。２番目に、交渉記録書ということで、交渉に当たっ 

ていくわけですが、その際、住所、氏名、対象物件となっている財産等を交渉内容とともに記録します。３番 

目に、苦情処理簿。こちらは苦情処理に係る個人情報について、住所、氏名、連絡先（電話番号、メールアド 

レス）を苦情主から聴取、記録することによって、処理にあたっていきます。４番目に、土地売買契約書。こ 

ちらは、売買契約の際に、契約書に個人の住所、氏名、対象物件となっている財産、売買金額を記載します。 

５番目に、土地賃貸借契約書。こちらは、土地賃貸借契約の際に、契約書に個人の住所、氏名、対象物件とな 

っている財産、金額を契約書に記載します。これら、建設課事業に伴う用地買収等事務として、報告させてい 

ただきます。 

会長 ただいまの報告事項について質問等はございますでしょうか。 

事務局 この後ですが、 まずいま、 土木部建設課について報告いたしました。 このあと、 企画政策室からの届出、 

総務課からの届出、職員課、高齢者福祉課、保健相談センター、学校教育課、消防総務課から届出があがって 

いるもの、順次、報告させていただきますが、担当課ごとに区切って報告させていただくという形で、お願い 

したいと思います。 

会長 そすうると、今の報告に対しての質問ということでよろしいでしょうか。 

事務局 はい。 

会長 前回の届出事項の変更の報告ということでよろしいでしょうか。 

事務局 はい。 

会長 前回から間が空きましたので、前回の報告事項と今回の変更点について説明をお願いします。 

事務局 前回、９月の審議会からの変更箇所ですが、事務名称、前回の指摘を受けまして再度見直したところ、 

より適切な名称に変更したいということで、建設課事業に伴う用地買収等事務、ということで変更させていた 

だきました。作成目的、収集理由、対象者範囲も、同じ理由で改めさせていただきました。記録項目ですが、 

事務の内容を再検討しましたところ、 国籍、 生年月日、 性別を新たに記録項目に追加しました。 情報収集先は、 

他の実施機関、民間・私人からの情報収集もあり得るということで追加しました。情報の提供先は、実施機関 

内部、他の官公庁、民間・私人があり得るということで、チェックを入れるように、変更させていただきまし 

た。機器の使用状況は、パソコン処理のところにチェックを入れたところが変更になっています。メールアド 

レスは前回付け加えたところで、前回の報告から更に変更しました。 

会長 というところで。清水先生ございますか。
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清水 今はありませんが、昔の戸籍ですと、禁治産者であるとか身体障害・・・・ 

会長 戸籍上、記載事項であるわけですよね。 

清水 戸籍上書いてあっても、その情報はいらないと。身体情報はどの項目であげたのかわからなくなる。 

会長 清水先生のご指摘は、チェック項目が増える可能性があると。 

清水 侵害ということであれば、 ・・・・あることはあるんだよね。 

会長 それが、健康なり、病歴なり、障害なり、身体状況ということになると。 

事務局 身体状況については、運用でいきますと開示となります。 

清水 問題は、こういうことがあるのだから、チェック項目がなければ、こちらの概要説明のとおりとして、こ 

ういうことがありうるということでよろしいのではないかという気がいたしますけども。 

事務局 記録項目に、ご指摘のとおり記載いたします。 

堤 対象者範囲を、権利者及び権利者の親族等としていますが、等というのは、どういった場合を想定している 

のでしょうか。 

建設課 戸籍上、死亡した場合に、 ・・・・市民課のほうで＊＊確実に相続人を辿っていくためです。 

堤 届出には、権利者及び権利者の親族等となっており、この中には、相続人ではない戸籍も出てきますけど、 

それは親族というくくりでよいのですが、権利者、相続人、親族までならいいんですが、親族等と書いてある 

と、等とは、ほかにもなにかあるのかなと。想定される場面があるのではないかと。 

建設課 今の戸籍上だと、他の戸籍は出てこないし…。 

堤 戸籍をとったときに、権利者以外の方が。 

建設課 でますね。 

堤 さっきの例と同じで、不必要ではあるけれども目にされる情報があるのではないか。そういう意味で親族と 

おっしゃるのかなと。 

建設課 そういう解釈でいけば、等はいらないことになる。 

堤 逆に中途半端に、いらなくなるのかな。 

清水 ・・・・。 

堤 親族とはそういう意味で。なるほど。その趣旨であれば、想定できるものであれば、厳密な親族ではないと 

いうのであれば了解しました。 

会長 他になければ。それでは 

事務局 続きまして、 企画政策室から届出があったものに入らせていただきます。 事務名称が、『市制施行６５周 

年記念事業「三枝一座がやってきた！」（ＮＨＫ公開録画）に関する事務』についての届出です。 

こちらの事務につきましては、市制施行６５周年を記念して、ＮＨＫ千葉放送局と共同でイベントを開催い 

たしはします。市は、このイベントの観覧希望者の申し込みを往復葉書で受けつけまして、その葉書にナンバ 

ーを付し、一方の主催者であるＮＨＫ千葉放送局にナンバーを付した葉書を提供することになります。ＮＨＫ 

千葉放送局は、この葉書により抽選を行いまして、抽選結果及び入場整理券（抽選に漏れた人に対しては抽選 

結果のみ）の通知を行うことになります。記録項目につきましては、識別番号、氏名、住所、電話番号が記録 

項目となります。識別番号については、抽選に必要となりますので、葉書を受け取った市がナンバリングする 

ことになります。観覧希望者の住所及び氏名は、抽選結果及び入場整理券（抽選に漏れた者に対しては抽選結 

果のみ）の通知のために収集することになります。電話番号については、観覧希望者の応募葉書に記載の不備 

があった場合、抽選結果及び入場整理券の通知に際して、それらが返戻となった場合、そういったときに、主 

催者である市又はＮＨＫ千葉放送局がその確認のために必要となるため収集することになります。 

なお、本件で取り扱う個人情報については、ＮＨＫ千葉放送局に対しまして、番組・イベントのご案内、受 

信料のお願いに使用することを目的とした提供が予定されています。このため、観覧希望の申し込みがあった 

場合には、 この点についても、 同意があったものとみなす旨をホームページにおいて周知しています。 以上で、 

こちらの説明を終わらさせていただきます。 

会長 何かございましたら。 

清水 市民がこの企画を知り得るのは、広報きさらづとホームページの２通り以外にありませんか。



4 

企画政策室 いまおっしゃられた２通りの方法で行っておりまして、それ以外にはありません。 

会長 その他になければ、次に移ります。 

事務局 続きまして、総務部総務課からの届出事項、事務名称が『外部公益通報者保護事務』 、こちらにつきまし 

ては、公益通報者保護法に基づき、外部労働者からの「自分が労務を提供している事業所での違法行為」につ 

いて相談、通報を受け付け、市が権限を有する公益通報の場合は、所管部署への通知、市が権限を有しない公 

益通報の場合は、正しい行政機関を教示する事務となっております。通報手段としては、電話、ファックス、 

電子メール、郵送、面会が想定されること及び通報者への連絡手段から、記録項目について、氏名、住所、電 

話番号、場合によってはメールアドレスを指定してくる通報者がいることも考えられるということでメールア 

ドレスも記録項目としています。この事務につきましては、通報者自身が労務を提供する事業所での違法行為 

の通報ですので、通報者の労務提供先として職業も記録項目としています。 

なお、総務課につきましては、市の総合窓口という扱いになっておりますので、市が権限を有する公益通報 

の場合は、市の所管部署へ通知することから、情報の提供先は、実施機関内部及び他の実施機関に、チェック 

がついております。 

総務課 担当課より補足させていただきます。今の説明の中で、市が権限を有する公益通報の場合は、市の所管 

部へ通報することになり、通知を受けた所管部については、必要な調査、法令に基づく処置を取らなければな 

らないとなっていますが、それについての取り扱いについては、現在検討中でございますので、ご理解願いま 

す。 

会長 公益通報者保護法に基づく制度は始まったばかりですよね。そのあたりの説明をお願いします。 

総務課 平成１８年４月１日施行の法律でございます。目的は、公益通報があった場合の外部労働者の保護及び 

事業者等の法令の遵守の推進、この２点となります。内部で通報があった場合、その労働者が解雇等をされる 

ことを防ぐために、外部労働者の保護、それによって、事業者も法令を遵守を推進すること、この２点を大き 

な目的として施行されたところです。通報者に関しましては、労働者という定義で作成させていただきました 

が、労働基準法での労働者ということです。具体的になりますが、例えば派遣職員であった場合については、 

派遣先での内容について通報できることとなっています。それから、取引先についても、取引先の不正行為に 

ついて通報することができるとなっています。あと、私ども総務課については、本当は、通報者が、自分の会 

社の組織に通報することが一義的なんですけども、それをしない場合に行政機関に通報することができる。そ 

の行政機関は、地方公共団体にきますので、当然、本市もその業務を当たらなきゃいけない。その業務に当た 

った時に、その業務が、木更津市の、例えば、Ａ課の所管する業務、そこが法令違反などの注意勧告調査がで 

きる部署であった場合については、 総務課が総合窓口となって事情聴取した内容がＡ課の内容であったならば、 

うちの方からＡ課に、こういう通報があったと通知する義務があります。それから、労働者にとっては、どこ 

が所管する部署かわからない、市役所ではなく国の機関かもしれない、県の機関かもしれない、そういう公益 

通報も市は受けなければならないことになりますので、 相談した場合については、 その内容を聞いて、 それが、 

例えば県の機関、国の機関であった場合については即答できればいいんですけども、県の機関であった場合に 

は、県の機関を教示する、それが我々の役目でございます。あとは、行政機関に届出するときにポイントとな 

るのは、その不正の目的で行われた通報ではないことを確認することと、それから通報内容が真実であると信 

ずる相当の理由がなければならない、この２点が行政機関に、我々が受けようとする際には気をつけなければ 

ならない事項です。 

会長 総務課の説明に対して、質問はありますか。 

堤 対象となる労働者は、日本国籍を有する者ですか。それとも、国籍は問わないということでしょうか。外国 

人労働者が事業所から賃金をもらっていないという形で通報を受ける想定が考えられますが、最初に、特に、 

対象になるし、日本人、外国人の差がないということであれば、あえて国籍を問題にする必要はないと考えま 

すが。 

清水 憲法上の労働者に限定するのではなく、就業者、就労者、 ・・・・の中で・・・・入らない。 

総務課 公益通報保護法第２条では、 「この法律において「公益通報」とは、労働者が、不正の利益を得る目的、 

他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、」 とあり、 ここで労働者は労働基準法第９条に規定する労
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働者という、という形で＊＊＊、それで、労働基準法第９条は、「この法律で「労働者」とは、職業の種類を問 

わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」と定義になっております。 

会長 これによると、国籍云々というのは。 

清水 ・・・・。労働基準法では労働者とは言えない者がでてきた、あるいは・・・・、介護士、看護師、外国 

人労働者というのが入ってくると思うんですよね。そういうときに、正規の労働者に含めないとすれば、その 

人が、 自分が賃金をもらえないと言ってきたときに、 門前払いとなることも・・・・。 ここで、 もし万が一、 ・・・・ 

となれば・・・・。 

会長 記録保護としては、氏名があって、これは法律に準拠している？ 

総務課 違います。 

清水 市役所がこういう情報を持つことがある。一方的な解釈かもしれないけれども、又は、先ほどのように、 

要りもしないことを指摘してしまうことがあるけれども、現に・・・・。 

会長 今のご指摘を踏まえれば、記録項目とするものがどういうものになるか、その点を含めて、いろいろ研究 

中だと。 

総務課 はい。 

会長 今の指摘を踏まえて、情報を収集するようにと。 

総務課 わかりました。 

清水 特に外国人労働者の場合、身元を確認する＊＊＊。 

会長 確認だが、木更津に住所のある事業所について通報があったときに窓口になるということでよいか。 

総務課 木更津市に住所があるということではありません。 

会長 たとえば、君津市の作業所でなんらかの不正があるという通報を受ける可能性もあると。 

総務課 あり得ます。その時に、処分の権限を有するところがどこかということを調べたら、そこを教える、教 

示する役割があります。 

清水 それは、本人がそこにいたということが必要になるのか。 

総務課 そうです。本人がその場にいたということが必要になります。 

清水 人から聞いたということではなくて。 

総務課 そうです。 

事務局 ・・・・不法行為自体の委任者レベルの・・・・法規担当で・・・・ 

山田 そこを含めて選別するときに・・・・。問題があるものを受け付けるならばかまわないが、そこを選別す 

るのであれば、選別する条件というものを・・・・。 

会長 時間もありますので、新しい届出に。 

事務局 続きまして、職員課からの届出事項についてです。事務名称が『木更津市内部通報等の処理事務』とな 

ります。木更津市内部通報等の処理事務は、公益通報者保護法の施行に関しまして、職員からの職員の職務に 

係る法令の遵守に関する内部通報等を処理する事務です。 

記録項目については、氏名、住所、生年月日、年齢、性別、電話番号、口座番号、病歴、障害、身体状況、 

家族状況、職業、財産、賦課状況、公租公課、収入、納税状況、福祉サービス、メールアドレスを記録項目と 

しています。この記録項目として、一つ目として、内部通報等をした職員の氏名、職名、それから、通報等を 

行った方法として、調査の結果等を知らせるためのメールアドレス、電話番号を記録項目とすることから、二 

つ目としては、内部通報等の内容から記録される法令違反等の内部通報等をされた方の職員の氏名、職名など 

を記録項目とすることから、三つ目としては、法令違反等に関係する第三者に対して事実確認を行う必要があ 

る、そういったことが想定されますので、その際に、氏名、住所、生年月日、年齢、性別、電話番号、口座番 

号、病歴、障害、身体状況、家族状況、職業、財産、賦課状況、公租公課、収入、納税状況、福祉サービスを 

記録項目としています。例えば、法令に基づく事務で、税における賦課事務や、福祉における給付事務などか 

ら、法令違反等の事実確認を行う中で、こういった記録項目となることが考えられる。市の業務は非常に多岐 

にわたっていますので、そのわたっている市の事務事業においても法令違反等の事実確認を行ううえで、こう 

いった情報が記録項目となりえると考えられます。
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情報の収集先としましては、本人、実施機関内部、他の実施機関、市議会、他の官公庁、民間・私人として 

おります。本人については、内部通報等をした職員ということから、そのほかの、実施機関、他の実施機関、 

市議会、他の官公庁、民間・私人については、内部通報等からの職員の職務に係る法令違反の事実確認等を行 

う必要が想定されるということから情報の収集先としております。 

情報の提供先については、職務に係る法令違反の事実確認等をするために、実施機関内部、他の実施機関、 

市議会、他の官公庁、民間・私人に対し、必要によって、情報の提供を行う必要が考えられるということで、 

情報の提供先としております。こちらの事務は以上です。 

会長 先ほどの事務の木更津市内部版ということか。 

事務局 そうです。 

会長 国の制度を受け、市として、両方であれ、条例化、ルール化する考えは。 

職員課 公益通報者保護法については、先ほど説明がありましたが、公益通報に関して行政機関の処置というこ 

とでに、昨年の４月１日から、木更津市内部通報等の処理に関する要綱を策定しまして施行しております。こ 

れに基づきまして、法令違反等の疑いがあるとの職員からの通報を受けまして、適切な処置をしていく認識が 

ございます。 

・・・ 情報提供先で、民間・私人に対する場合はどういう場合を想定しているんですか。 

職員課 事務の説明の中でも若干触れているんですけども、例えば、Ａさんに給付事業という事務があった場合 

に、実際に、例えば１０万円を給付しなければならないところ、実質的には＊＊＊、当然その処理を＊＊＊実 

際にお会いして、実際に確認すると、利益保護の関係からも、氏名・住所を含めての情報収集をします。 

・・・ 情報提供先ということについては。 

職員課 その方の事実を確認するうえで、当然、職員の名前を教えてくれなければ、私どもに教えてくれないと 

いった場合に、そういったときに、もちろん個人の職員のプライバシーになりますので、職員の了解の元で、 

再度、情報提供となります。 

清水 そうであったら、 ・・・・本人同意に基づいて提供があるんだと書いてあった方が＊＊＊。 

会長 他に何か。では次に。 

事務局 続きまして、高齢者福祉課からの届出になります。事務名称が『介護予防特定高齢者把握事務』です。 

高齢者福祉課では、特定高齢者を把握する事務を行いまして、生活機能の維持又は向上を目的とする介護予防 

事業への参加が望ましいと判断された者を特定高齢者と決定しまして、運動器の機能向上や個別的栄養相談、 

集団的栄養教育といった介護予防事業の展開を図ります。 

記録項目は、識別番号、氏名、住所及び性別は、基本健康診査受診者等を特定するために、電話番号は、連 

絡先として必要であるため記録項目としています。生年月日及び年齢は、特定高齢者を６５歳以上の者を対象 

とするために取り扱うことになります。健康及び身体状況は、介護予防上の支援が必要と認められる高齢者を 

把握するために取り扱うことになります。 

情報の収集先としましては、基本健康診査を行う本人及び基本健康診査を実施する保健相談センターから収 

集することになります。 

情報の提供先として、介護保険法第１１５条の３９第１項に規定されています、介護予防事業、総合相談・ 

支援事業、高齢者虐待防止事業・権利擁護事業、地域ケア支援事業、その他の事業を実施し、地域住民の心身 

の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包 

括的に支援することを目的とする地域包括支援センター（市直営型及び委託型）へ提供することがあるという 

ことで提供先にチェックが入っています。以上です。 

会長 特定高齢者というのは、要介護とか要支援の決定がなされる前の段階ですよね？可能性が高い？ 

高齢者福祉課 要介護の支援、これは認定された方です。そこに至らない前の段階で非常に＊＊＊。 

清水 ＊＊＊保健相談センターで基本健康審査を対象に＊＊＊。 

高齢者福祉課 予防健康審査は、保健相談センターが、事務として主治医とか医師会にお願いして、そこに健康 

診査を受けに行くという形になります。その結果を、保健相談センターが集約して入力するということになり 

ます。
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清水 当然、 ・・・・。例えば、私なんかは＊＊＊。それは入っていない？ 

高齢者福祉課 その方の主治医の元で、＊＊＊日常行動計画を持って出ていただいて、その情報が保健相談セン 

ターに・・・・。 

西 一般の・・・・年齢が６５歳以上・・・・。 

高齢者福祉課 ６５歳以上で勤務されている方は、それぞれの職場で診査を受けられると思いますけど、この２ 

５項目のチェックリストは、一般の健康診断には入ってこないと思いますので、それはお医者さんの方で受け 

てもらうことになります。 

西 現実にいえば、市民で、個々に入っている人も健康診断を受ける、このチェックリストから、余裕といいま 

すか、そういう人たちを抜いて連絡するということになるわけだ。 

高齢者福祉課 はい、なります。 

清水 本人と実施機関が原則だけれども、そこには情報だけを集めて＊＊＊行うということですね。 

高齢者福祉課 そうです。 

・・・ ・・・・。 

清水 だから、 ・・・・がないんですね。 

西 必要最小限の健康受診対象情報だけがチェックされているわけで、住所、生年月日、年齢・・・・。 

清水 そこにあった・・・・というものは・・・・、職業とか・・・・。 

高齢者福祉課 必要ないです。 

会長 病歴は必要ないですか。 

高齢者福祉課 それも必要ないです。 

西 身体状況も・・・・。 

高齢者福祉課 日常生活においての不具合やハンデの情報について保健相談センターのほうで情報管理を＊＊＊。 

直接の表記は、介護保険上どういう病気かというのは特に必要ないわけでございます。 

清水 読んだことあるね。認知症の情報を読んだことがあるもんですから。えー、 ・・・・。認知症というのは病 

歴ではないというのが。 

高齢者福祉課 チェックリストの現物がいってないと思いますけど、あー、来てますか。例えばですね、ここ２ 

週間毎日の生活に充実感がないとか、ここ２週間今まで楽しめてやれていたことが楽しめないとか、自分が役 

に立つ人間とは思えないとか、わけもなく疲れたりとか、そういうチェックでございます。ですから、これに 

よって認知症かどうかというチェックにはならない。 

会長 そこから推し量る。 

高齢者福祉課 ええ。 

会長 特にございませんでしたら、次に。 

事務局 続きまして、保健相談センターからの届出事項になります。事務名称が『健康増進センター愛称募集応 

募者記録』ということになります。こちらの健康増進センターの愛称を、市内在住者、市内在勤、市内在学者 

を対象に募集するために、応募者の住所、氏名、年齢、電話番号、メールアドレス、在勤者にあっては会社名 

や所在地、在学者にあっては学校名を把握し、健康増進施設としてふさわしい名称とするために愛称の募集、 

さらには愛称採用者への通知をすることを目的としております。 

木更津市健康増進センターとして、平成１９年４月に開館することになるんですが、施設を健康づくりの場 

として市民に親しんでいただき、より多くの利用に資するため、応募者を市内在住者、在勤者、在学者に限定 

して、愛称収集するための記録項目としております。 

情報の提供先に実施機関内部のところにチェックがしてあるのは、これにつきましては、募集した愛称の情 

報を選考会で選定するために、実施機関内部で取り扱うことがあるということで、提供先のところにチェック 

がついております。選定するためです。こちらは以上でございます。 

会長 今のは、健康相談センターとは別のですね。新しく設けられる？ 

保健相談センター 健康相談センターで、この施設はあるものです。旧のですね、潮浜スポーツセンター、クリ 

ーンセンターの隣の、それを全面改修しまして、新たに４月から。
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清水 募集したんでしょう・・・・。募集に応じたんでしょうね、あの人はね。採用された人、何か貰えるんで 

すか。 

保健相談センター 記念品を差し上げています。 

清水 その方だけ？ 

保健相談センター 採用された方だけです。 

清水 ・・・・。 

保健相談センター 選考委員会、そこで審議をしていただいて。作品と理由を委員会の方で。 

清水 対象を・・・・、Ａさん、Ｂさん、Ｃさんときて、この中のどれがいいかと審議すると。Ａさんの応募し 

てきたＸ、Ｂさんが応募してきたＹ、Ｂさん、Ａさんとで・・・・。 

保健相談センター あのー、しません。 

清水 しないとすると、エントリーされてきた愛称だけが審議の土俵にのるだけであって、その時点で氏名及 

び・・・・。 

保健相談センター そのほかについては、私どもの事務局の資料として。 

清水 そうすると、事務をおやりになる保健相談センター、イコール・・・・とすると、選考委員会というのは 

外部組織なの。 

保健相談センター 選考委員会、特別に作りました。 

清水 それを提供しないんだったら要らないんじゃないの。 

保健相談センター 資料を、内部組織です。 

清水 検討委員会に住所、氏名が行く理由があるのかなと。 

会長 最後は分かりやすいですよね。決まった後の。 

清水 応募者記録という事務名称。 

西 先にいわれるように１００人位・・・・でしょうが、裏事情として、２０番から１００番だったら、番号別 

の名簿をもっておかなければ・・・・。 

清水 それはわかる。 

会長 外部提供？ 

清水 外部提供先になってない。ないのに、外部提供するというのは、入選された人だけが行くんだ？ 

保健相談センター 選考委員会は、市長、助役、教育長等の７人のメンバーで。そこには名称と作品の意味のみ 

です。 

清水 最終的にも名前はいかない？ 

保健相談センター そのとおりです。 

西 言ってきたらどうするんですか。 ・・・・。 

清水 それは委員会に知らせる訳じゃなくて。 

西 ・・・・。 

保健相談センター そういうことを願って。今回については、作品名を選んだ時点で。あと、決裁は・・・・。 

清水 ・・・・の中で、外部提供されたり、＊＊＊されたりという対象になるのは、むしろ・・・・だけだと。 

事務局 それと確認しますけども、情報の提供先としてはチェックは要らないと？ 

清水 私は要らないと思いますよ。 ・・・・。ただ、それにね、 ・・・・とおっしゃるんであれば。 

事務局 内部で組織した委員会に・・・・必要性がないような状態でありますので、その場合には＊＊＊。 

清水 要らないんだったら削っていただいていいし、要る可能性があるんだったら・・・・していただいて。 

西 応募者名簿を全部見せるということと、今その、名前が云々というのは別だと。誰々さんが考えた何々とは 

提供しない。そういうことですよね。 

事務局 内部委員会にはあくまでも、 名称と理由だけしかいっていない。 個人情報性があるものはいっていない。 

そのためにチェックは削ると。情報提供先の実施機関内部のところの印です。 

保健相談センター わかりました。 

会長 その方が選考の公正さという点からね。
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事務局 訂正させいただきます。 

会長 そういうことで、他に何かございませんでしたら、じゃあ。 

事務局 続きまして、学校教育課からの届出になります。事務名称が『（非常勤の相談員等の採用のための）履歴 

書』となります。学校教育課で所管している心の教室相談員、読書相談員、スクール・サポート・ティーチャ 

ー等の非常勤の職員の採用をするための選考の参考とすることによって、適切な人材の採用を目的とします。 

記録項目としては、氏名、住所、生年月日、年齢、性別といった本人を特定する情報、さらに連絡先として 

電話番号、メールアドレスを記録項目としています。身体状況は、履歴書に添付されています写真により本人 

を特定するため記録項目としています。家族状況、婚姻、職業、職歴、学業、学歴、賞罰は、採用するうえで 

参考とするため、資格は、採用するうえで不可欠なものであるため、趣味については、市販の履歴用紙に記載 

欄があるため記録項目としております。こちらは以上でございます。 

会長 ということですが、何かございますか。婚姻に関しては必要ございますか。 

学校教育課 賃金の関係でですね、扶養になっていたりとか、そういう関係があったときに、例えば、１３０万 

円とかいくらなのか、賃金を知らないと、いろんなことも考えてやらなくてはいけないことがひとつと、それ 

から、やはり家族状況がどのようになっているのか、併せて知っておくことが、あくまでも参考のためという 

感じなんですけども。 

会長 その程度であれば？ 

学校教育課 一般の履歴書で提出していただきますので。履歴書を出していただくんですね、その様式は一般の 

書式の履歴書になるんです。ですから、その履歴書の項目にそういう項目がありますので、併せて参考にさせ 

ていただく。 

会長 そうすると、履歴書にそれがなければ、それなりに。 

学校教育課 なければ、それについて、その時点では参考にする資料にはできませんけれども、それは、また、 

後日採用すれば確認できればいいかなと。 

会長 ということで、なにかございましたら。 

清水 市販の履歴書ということで、本籍はございますか。 

学校教育課 私どもが近頃入手しているものには載っていますので。 

清水 なるほど。却下。 

会長 却下？ 

清水 門前払い。 

事務局 消していただくなりの対応をしないと、情報としては使えません。 

清水 趣味の欄を消してくれる？採用の指標になるもので。 

＊＊ そうですね、はい。 

学校教育課 おっしゃるとおりで、例えば、本籍とか、人権にかかわることありますので消す、見えないように 

することが妥当だと思いますが、 趣味の欄については、 特にこちら側が採用するうえで必要だとは思いますが、 

先ほどお話がありましたように、履歴の一般的な様式に書いてあります。それが、こちらに来た時にですね、 

わさわざ消すほどのこともないと思いましたので、そのまま、あくまでも、記載欄にあるためと説明させてい 

ただきました。 

・・・ ・・・・。 

学校教育課 国籍？そうですね。 

会長 これは、例えば氏名から諮るものなの？ 

・・・ スクールサポートティーチャーの・・・・。 

学校教育課 対象はですね、 あくまでも特別支援をするお子さんという形になりますので、 今で言う、 ＡＤＨＤ、 

ＬＤとか大きな自閉症にかかるお子さんを対象にしてますので、基本的には、外国のお子さんは想定していな 

い。 

西 採用される職員についても、非常勤の職員の方の職務内容として、外国人の方を対象にするものは特にない 

と。
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事務局 スクールサポートティーチャー・・・・。 

西 心の相談員とか、今言われた読書相談員とかね。そういう３項目位の非常勤の＊＊＊。 

清水 ・・・・ 

会長 外国人であってもですね、きちんと指導ができれば、本来は。 

・・・ そこを問題にする・・・・、そこが採用されることにはならない。 

清水 採用する方が、仮に・・・・であって、履歴書の、例えば＊＊＊。 

学校教育課 基本的には、そうですね。理屈的にはそうなります。 

清水 それならそれでいいです。で、採用の段階になれば、採用される理由があると思うんですが、履歴書とい 

うと何書かれるかわからない。 

学校教育課 そうですね。 

会長 いっそのこと書式を。一般の、ございますよ。詳細なものから。 

会長 それから、参考まで参考までというときりがなくなりますんで、少なくとも情報開示制度の基本はミニマ 

ムにすること、個人情報の保有を。これ原則ですよ、よろしいですか。どうしても必要があるから、事業で。 

それ、原則なんです。原則ということは例外もありますが、今のように考えていただくと。ちょっと感じまし 

たね。 

学校教育課 わかりました。是非検討させていただきます。 

会長 よろしいですか。今回はこれで。 

事務局 続きまして、消防本部消防総務課からの届出になります。届出用紙が６枚出ております。最初のひとつ 

めが、『患者等搬送事業者等（更新）申請書の添付書類の乗務員等名簿』ということで、患者等搬送業務を行う 

者が、有効な患者等搬送乗務員の適任証を有する者であるか否かを確認するために作成するものです。 

記録項目としましては、名簿に記載されている者が、市が認定した者であることを確認するため、識別番号 

（適任証の番号）、氏名、資格（適任証の種別）を記録項目としています。 

収集先としては、事業者の申請書の添付書類であるということから、民間・私人を収集先としております。 

届出の報告をする前に、先に、これから説明する６件、関連した事業に基づくものですので、担当部署より 

事業内容について説明をいたします。 

消防総務課 患者等搬送事業者は、傷病者、高齢者、身体に障害のある方を、介添えや、ベッドを利用して、救 

急搬送を必要としない患者などが救急車を利用しておりまして、その趣旨は、救急搬送が非常に多いという中 

で、それらについて救急車を必要としない傷病者を、搬送事業者を認定することによって民間事業者を活用し 

て、出動件数に歯止めをかけようとするものです。 

本来は救急車で行かなくてよいのだろうけれども、＊＊＊、乗れるものがないから救急車を、あるいは、車 

椅子なので行けないから救急車を利用する、そういった方で、もし民間で、そういった搬送業務をやる方がい 

らっしゃれば、そちらの方に誘導することによって、本来、危篤である、重篤である患者が手続きミスを減ら 

すことができるということで、国をあげての施策でございます。 

認定の基準といたしまして、道路運送法で定めます、例えば、観光バスだとか、タクシーだとか、会社等の 

送迎バス、あるいは老人センター、ケアハウスの送迎ということで、一定の人数を置けば、ストレッチャーと 

か車椅子を固定できる構造の自動車を利用しまして、乗務員は心肺蘇生法や搬送方法、応急手当等の講習を修 

得し、応急救護資器材などを装備した者に対して認定します。 

効果としますと、緊急性の必要のない軽傷病者の患者は、こちらの方に振り分けない。参考までに、１７年 

度の件数を報告しますと、５，２５３人を患者搬送しており、そのうち、２，８４９人、５４．２パーセント 

が入院の必要のない患者であった。全く自分の意思で行けるような人であった。ところが、中には、手段がな 

いということで救急車を頼る方もいらっしゃるようで、これについて、民間の力で、そういった方々が安心し 

て使えるようにとするものです。 

事務局 続きまして、消防総務課のほう、２件目です。 『特例適任者申請書』でございます。特例適任者申請を行 

う者が、消防長が行う基礎講習を修了した者と同等以上の知識及び技能を有する者に対して、患者等搬送乗務 

員適任証を交付するために作成します。
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記録項目としては、氏名、住所、生年月日は、特例適任者申請を行った個人を特定するため記録項目として 

います。資格については、特例適任者として認定する要件を満たす資格を取得していることを確認するためで 

す。識別番号は、適任証を交付するときに適任証の番号を付するため記録項目があります。電話番号は、特例 

適任者申請を行った者に連絡をとる必要が生じることが考えられる、例えば、書類の不備の訂正を依頼するな 

どがあるために記録項目としています。 

続いて、 次の届出が、『特例適任者申請書の添付書類 （適任者としての知識及び技能があることを証する書類）』 

となります。こちらは、特例適任者申請を行う者が、消防長が行う基礎講習を修了した者と同等以上の知識及 

び技能を有する者であるか否かを確認するための書類となります。 

記録項目としては、特例適任者として認める者については、１番、２番に書かれた者でありまして、それら 

を証する、資格証、修了証、免許証等の写しがこの添付書類となるということから、それらに記載される、識 

別番号、氏名、生年月日、身体状況、資格を収集することとなるため、記録項目としています。 

続いて、『患者等搬送乗務員等適任証再交付申請書』です。患者等搬送乗務員適任証の交付を受けた者が、適 

任証を亡くしたり、滅失したり、汚損したり、破損したりといったときに、適任証の再交付の手続を行うため 

のものです。 

記録項目としては、氏名、住所、生年月日は、再交付申請を行った個人を特定するため、電話番号は、先ほ 

ど同様、書類に不備があった等の連絡とか、そういう必要があるため記録項目としています。識別番号は適任 

証に番号を付すため、資格については再発行に係る資格を確認するため、身体状況は適任証に同じ写真を貼付 

するため記録項目としております。 

続いて、『講習受講申請書』 。こちらは、基礎講習（車椅子専用を含まれます）、定期講習のいずれかの講習を 

実施するためのものとなります。 

記録項目については、氏名、住所、生年月日は、講習受講申請を行った個人を特定するため、電話番号は連 

絡を取る必要があるということから記録項目としています。資格、識別番号は、定期講習の場合、既に適任証 

の交付を受けている者が対象となるということから記録項目としています。 身体状況は、 講習受講者を特定し、 

講習が終わった後に適任証に同じ写真を貼付するため、記録項目としています。 

最後に、『患者等搬送乗務員適任証交付管理簿』 。こちらにつきましては、消防長が患者等搬送乗務員（車椅 

子専用の場合が含まれます）の適任証を交付した者を把握し、患者等搬送事業者等の認定の要件の確認、定期 

講習対象者への連絡、その他、適任証交付者への連絡などに使用するためのものということになります。 

記録項目については、 氏名、 住所、 生年月日は、 適任証を交付した個人を特定するため、 識別番号、 資格は、 

消防長が交付した適任証を確認するため、電話番号については連絡をする可能性があるということから記録項 

目としています。 

こちらについては、収集先は、本人のほかに、他の官公庁にチェックが入っております。これにつきまして 

は、他の市町村の適任証所持者を特定適任として認めるという事務がありますので、適任証の様式が異なって 

いるということから、その適任証が本物か偽物か疑われる可能性があります。疑われる場合、そういった場合 

に、当該適任証を交付した市町村にそれを照会することが考えられることから、他の官公庁を収集先としてい 

ます。 

情報の提供先についても、他の官公庁にチェックがついているんですが、これは今の反対で、他の市町村が 

木更津市に適任証の真偽について照会があった場合に、適任証の交付の有無を回答することが考えられるとい 

うことから、他の官公庁にチェックが入っています。以上でございます。 

会長 新しい、特例適任者。何かございましたら。 

・・・ 先ほど説明のあった中で、必要のない出動は断ることはできないんですか。 

消防総務課 非常に難しい問題でして、消防士、救命士も含めまして、一切ございません。１１９番を受けまし 

て、相手が君津の・・・・、出払っていて、たいした怪我じゃありませんよと、仮にですね、 ・・・・、２台目 

が・・・・。 

・・・ 確認ですけども、ここに、新たに・・・・。 

消防総務課 そういうことも考えられますけども、事実、現在、救急車が４台ありますけども、１台を予備車と



12 

して、 ・・・・、４台が全部出払って、２番目が・・・・、その間に、仮に救急要請があった場合に、しばらく 

待ってくれませんかということもありえますよね。例えば、そういうときに、こういう制度がありますので、 

もし必要があるなら、そちらの方を利用してくださいという呼びかけも可能であると。今まではタクシーで行 

ってくださいと言えなかったんですけれども・・・・。認定することによって、ある一定以上の知識、装備を 

もっていますので、新しい・・・・ですけども、使う側も責任をもって使っていただければ。 

会長 新しい制度ですよね。制度自体。 

西 参考までにお聞きしますが、昨年の１１月にリリースされているんですよね。現実に、これは、そういう体 

制というか、システムは？宣伝は済んでいるんですか。 

消防総務課 消防本部といたしましては、 利用してくださいと、 選別をかけたうえで、 患者本人、 利用する側が、 

新興・大手の２社を使っていますので、そういった産業からの照会があったことは聞いています。数件ほどで 

すか、実際に、この方が、体の・・・・。 

西 結局、情報公開の絡みで提示されるわけですけども、今の話を聞いていると、救急車が出払ったときの、も 

ういないときに、こういう紹介がくると思うのですけれど。ニーズ、依頼があったときに、条件が見えないわ 

けですから、依頼があったらすぐ出す。これ原則ですから、先ほど言ったような五十数パーセントの、ある程 

度具合が厳しくない人ですら、 行きたくないのが事実ですよね。 これによって解消されるというような、 本来、 

＊＊とは思えないんですけど。 

消防総務課 とりあえずというわけでは＊＊ありまして、重傷者とそうでない患者と分類しているべきだろうと 

ありますが、 ただ軽症であるかどうかの判断は消防本部でしませんので、 現段階において全て搬送いたします。 

ただしですね、ほとんどの病院で、＊＊＊になるんですけども、何時ごろに来てくださいと来ることがありま 

す。 ・・・・。そのような場合には、申し訳ないけども、こういった事業者がございますのでどうぞと。それ以 

外の場合で、子供が引き付けをおこしたとか、怪我をしたとか、腹が痛いということでは、こちらがあります 

よ、どうですか、とはなかなか言えない。結果として、いま出払っているけれども、それまで待てないという 

ことであれば、こういうことも考えられますよと。最後の手段ではないんですが、救急車を呼ぶまでもないん 

だけども、こういったこともあるんだなあという風に考えていただいて、今後ＰＲも・・・・。 

・・・ 事業者はＰＲしないんですか。 

消防総務課 事業者もＰＲしてまして。 

西 どのくらい。 

消防総務課 木更津市では１社だけです。 

西 何台？ 

消防総務課 ３台です。ちなみに、県内で１０事業者しかありません。先進地は千葉市で、市川市１社、松戸市 

４社、市原市１社、鴨川市１社。 

清水 報酬の申請とか、特例認定といったときに・・・・ございますか。 

消防総務課 目的・・・・取りません。この中では、目的について同意を取りません。 

清水 法律の方で？ああ、そう。 

消防総務課 救急救命士に個人情報が・・・・、看護士、医師・・・・ありませんで、当然・・・・で。 

清水 １５年の・・・・来年から・・・・そういうことがあって、 ・・・・現在地であるとかありえないことでは 

ない。 

消防総務課 ・・・・、この段階ではまだしてません。 

会長 それでは届出に関してはこれで。 

（休憩） 

会長 それでは、個人情報の手引きの改訂について入ります。では、事務局の方から。 

事務局 それでは、 これより第１回及び第２回の審議会に引き続きまして、「個人情報保護事務の手引の改訂」に 

つきましてご説明させていただきます。まず、お手元にございます手引きでございますが、旧版、新版を用意 

いたしましたが、不足がございましたら、ここにございますので、お申し出ください。 

今回審議していただきます案件でございますが、非常にボリュームがあるものでございまして、前回９月２
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２日に説明いたしまして、約４か月近く間が空いておりますので、再度、繰り返しになりますけども、第２回 

目でご説明した内容を再確認としいうことで、改めて、簡単ではありますけども説明いたします。 

まず、新手引きの９ページをお開きください。旧の方が３ページになります。第２条の第３号、実施機関が 

ありますけども、新たに、木更津市土地開発公社を加えました。これは、公社が１００％市が出資した法人で 

あり、個人情報の保護を図るためにこの条例の実施機関に加えなければいけないということで、加えたわけで 

あります。 この公社は、 市とは別法人でありまして、 独自の個人情報の保護制度を図ることが可能ですけども、 

国においても、公社が市の実施機関に加わることについて問題ないということで、公社をこの条例に加えたも 

のであります。そして、それに付随して、第５号で磁気テープ等の項目で「公社の役員」を、また、第６号で 

その根拠規定を加えさせていただきました。 

次に、 新手引の１５ページ、 そして旧手引の９ページでございますが、 第５条、 事業者の責務ということで、 

事業者として除く規定の中に新たに「独立行政法人等」を加えました。これは、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が平成１６年４月１日から施行されたことに伴いまして、この言葉を加えさせてい 

ただいたものです。 

次に、 新手引の２１ページ、 そして旧手引の１６ページでございますが、 第８条第２項第７号におきまして、 

新たに、国若しくは地方公共団体またはこれらに準ずる団体の中に、独立行政法人等を加えさせていただきま 

した。 

次に、新手引きの２４ページ、そして旧手引きの１９ページでございます。第９条ということで、適正な維 

持管理で、「実施機関は、 個人情報の保護を図るため個人情報保護管理責任者だけでなく、 個人情報取扱責任者」 

とう言葉を新たにつけ加えさせていただきました。この個人情報保護管理責任者ですけども、旧手引きでは、 

各課等の長を、また、市立小学校、中学校では、学校長をもってこれに充てるものとしていましたけども、そ 

して新たに加えました個人情報取扱責任者ですが、これには個人情報を取り扱う事務を行う係や担当などの長 

を、また、市立小学校及び中学校にあっては学年主任をもってこれに充てるとして、書いてありますけども、 

ここで訂正をお願いしたいんですけども、学年主任とありますが、これを教頭ということでお願いしたいと思 

います。第９条については、前回の説明の中にありませんでしたので、このような形で付け加えさせていただ 

きます。 

次に、新手引の２７ページ、そして旧手引が２１ページでございます。ここで、第１１条ということで、利 

用及び提供の制限なんですけども、第２項の説明で、目的外利用等の原則禁止の例外として、目的外利用等を 

しようとする個人情報の内容などを考えて、特に、外部提供をするに当りまして、提供を受けようとする実施 

機関以外のものが個人情報の保護に関する法律や条例の適用など、個人情報保護の体制が整っていることが必 

要とする、こうした慎重な対応を、より考えました。そこで、第２号の法令の定めがあるときということなん 

ですが、法令で目的外利用等ができることを明らかに定められているときは別ですが、法令の趣旨や目的によ 

って目的外利用等ができると解される場合も含むものとしました。これは、ひとつには、一番大きな課題なん 

ですが、旧手引では、弁護士法第２３条の２の規定による弁護士からの照会については、この規定を適用しな 

いということで、 手引きには書いてあります。 しかしながら、 新手引では、 この規定を適用する余地を残して、 

個人情報の保護に関する体制などを総合的に判断する必要があるという形で、柔軟に解釈するような形で書い 

たんですけども。 

事務局 ここは一番大きいところですね、解釈を変えるという。 

山田 前回に付け加えてらっしゃいますよね。 

事務局 前回、時間がなかったもので。 

事務局 新手引の３０ページ、そして旧手引の２４ページでございます。第１２条、電子計算機のオンライン結 

合による提供等ということでございますが、 新たに３項を付け加えておりますけども、 端的に申し上げますと、 

個人情報を保護すべき事情があるときの電子計算機のオンライン結合の遮断そして遮断をしたとき又は提供を 

開始したときの審議会の報告について、３項目を設けております。 

筒議まして、新手引の３３ページ、そして旧手引の２６ページでございます。１３条でございますが、先ほ 

ど説明しました、第２条の定義にあります、公社という言葉、それから、第８条で説明しました、収集の制限
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にあります独立行政法人等、この２つのものを、新たに、１３条の中でも加えさせていただいております。当 

時、第１３条第５項第１号において、開示の請求に係る個人情報に本人以外の個人に関する個人情報の中に独 

立行政法人等の役員及び職員、それと、地方公務員法第２条に規定する地方公務員の中に公社の役員及び職員 

を加えさせていただきました。同時に、第４号において、公社、独立行政法人等、その他公共団体、または公 

社の設置する機関、この言葉を加えさせていただいております。 

続きまして、新手引の５３ページ、そして旧手引の５０ページでございますが、ここでも、第１６条第６項 

において、公社という言葉を新たに加えさせていただいております。 

続きまして、新手引の６６ページ、旧手引の６０ページでございます。第２１条、訂正の請求に対する決定 

等では、新たに、第２項で「実施機関は、訂正の請求に係る個人情報が個人の指導、診断、評価、選考等に関 

する情報に該当するときは、 当該個人情報に異議、 異論等の存在を付記する決定をすることができる。」 という 

規定を新たに加えさせていただいております。これにつきましては、実施機関が管理する個人情報の中には、 

記載者の主観的な評価に属するものがありまして、主観的な評価について、その評価に対する不満や異議、あ 

るいは異なった評価を求める要求も考えられます。それらを放置しておくことは、市の行政に対する信頼感を 

損ねるおそれもあるために、その個人情報に異議、異論等の存在を付記する決定をすることができるという趣 

旨でございます。また、その場合、第５項でその旨及びその理由を本人等に通知しなければならない場合に、 

それを付記することを付け加えてさせていただいております。これは例をあげますと、テストの点数について 

点数をつけた先生に異議、 異論等をする場合がこれに該当すると考えられます。 また、 第３項で 「実施機関は、 

訂正の請求に係る個人情報の利用を停止することが容易であるときは、第１項の決定をするまでの間、当該個 

人情報の利用を停止することができる。」 という規定を新たに加えさせていただております。 これはですね、 訂 

正の請求に対する決定までは、ある程度の期間が必要となるため、その請求に係る個人情報が何もなされずに 

利用され続けることは本人にとって不利益が生じる可能性があるため、まず、その個人情報の利用を停止する 

ことができるかを判断して、その個人情報を分けて取り扱うことができる場合に、その決定を行うまで、その 

個人情報の利用を停止することができるという趣旨でございます。 

続きまして、新手引の６９ページ、旧手引は６２ページでございます。第４章ということでございますが、 

第２回目でご説明いたしましたけども、全面改正しております。当初「中止の申出」という章立てだったんで 

すけども、これを「自己に関する個人情報の利用停止の請求の権利」ということで全面改正しております。そ 

の改正理由の柱としましては、利用停止の請求は、従来の中止の申出の規定を見直したものであり、その中止 

の申出は、何人も、実施機関が取り扱う個人情報を第１１条に規定する制限を超えて目的外利用等を行ってい 

ると認めるときなどにおいて、その実施機関に対して、中止の申出をすることができるとしたものでありまし 

て、法的な意味での請求ではなく、条例上の請求権ではなかったわけなんですけども、そのために、行政不服 

審査法や行政事件訴訟法に基づく法的救済を受けられるものではありませんでした。そういった権利性を認め 

る必要があるということで、中止の申出から自己に関する個人情報の利用停止の請求の権利という形で改正さ 

れたわけです。 

第２２条以下は省略させていただきます。以上で、第２回目を振り返ったところです。 

会長 本日は何条から。 

事務局 ページでいきますと、新手引の７２ページ、旧手引の６２ページから６６ページです。 

会長 新たに付け加えられたところがありますよね。 前回、 時間の関係で説明できなかったということですよね。 

それに関して質問は。この中にも弁護士がいますし。１１条。山田委員は？ 

山田 特に。 

会長 堤委員は？ 

堤 弁護士会からの照会ですよね。弁護士からの照会ではなく。 

事務局 そうです。前までは、例の有名な判例を踏襲しまして、必要性があるかぎりは、それ以外には証明のし 

ようがないところであるんだったら提供しようじゃないかというところまで、かなり突き詰めた段階での適用 

が行われるんじゃないかと、我々は手引書を作成するときに。それを、もう少し、個人情報保護法ができまし 

たので、例えば、大手の弁護士事務所であるとか、もしかすると、 ・・・・、そういったことも・・・・、その



15 

辺のメルクマールを・・・・。 

会長 要するに、ハードルを下げようかと。 

事務局 今のところ、こういう諮問をしてもらってという段階です。他にも、実は、刑事訴訟法の官公署への照 

会、他にも、裁判所が嘱託での市側への照会など、完全に、例えば、民事訴訟でいけば、２２０条以下、文書 

提出命令をかけてもらえれば、もしかするとお出しするということになるんですけれども、なかなか難しいと 

ころで。千葉県警の場合には、今度、公安委員会は、個人情報保護条例の傘下に入りましたので、その点でみ 

れば、相手方の保護措置をみまして・・・・。 

堤 個人情報保護に対する体制が整っているような事務所であれば、ハードルを下げる余地があると。 

事務局 そういう解釈もひとつである。 

堤 私どものような、地方で、個人的にやっている者というのであれば、個人情報保護に対する体制が整ってい 

ると、厳密に、個人の・・・・。先ほどの話で、例えば、公共団体というような例がありましたけども、その 

あたりの行政の認識として、個人情報保護に対する体制が整っているというところの判断をお示し、お考えを 

＊＊＊。今後、基準というものを精査されるのか。 

事務局 基準自体をどうしようかというところで、ご意見をいただければと。一度ハードルを下げたうえで、ハ 

ードルを高くすると、個人情報の届出をしている、個人情報保護法ですね、届出をされているような事務所で 

あればいいよとするのか。それとも、例の判例がございますね、京都の。 ・・権。あの中では、弁護士会という 

のは報告しない限りは・・・・できない、 ・・・・、官公署として・・・・してもいいじゃないかという反対意 

見がついている。そこを抽出して、そういったこと・・も、もう少しハードルを下げている。例えば、お聞き 

したいんですけど、逆に、こちらから弁護士会を通じて、必要性についてお尋ねすることは可能でしょう 

か。 

堤 照会をする際に、従前はその必要性というのはあまり記載しなくてもいいというのが、個々にありますけど 

も、最近は一般的な・・・・について、必要性について、できるだけ照会をしたいと・・・・。 

事務局 そうすると、弁護士会としても、一応はスクリーニングを受けると。 

堤 ですから、そうですね。照会の申出書の中に、照会対象・・・・必要性についてというように記載する。そ 

ういうものを先に示しておいて判断を仰ぐ。別途するなら、相手方に示していいかもチェックする。示してい 

いなら・・・・。 

事務局 そうなんですか。 

堤 判断材料として使っていただくために、そういう理由も含めて出している。 ・・・・。 

事務局 そうですか。 

山田 理由は、照会先に送って欲しい場合には１部付けると。で、早く送ってくれなくていい場合には、弁護士 

会だけに委ねると。そういう形になっているわけですよね。 

堤 ただ、 理由については、 できれば照会したいというのがある。 個人的には、 弁護士会に照会を出したときに、 

照会を求める理由について、もう少し詳しく記載する訳にはいかんかなと・・・・。 

山田 ・・・・。 

堤 昔はそういうのはなかったですよね。 

山田 理由を・・・・。 

堤 いやいや、そういう形で、外部に提供するとかということについてなかったという。 

山田 昔はそれがなくて、弁護士・・・・、最近は、送って欲しければ１部付けると。 

堤 できるだけ詳細にという指導がありますけどね。 

事務局 仮に、こちら側から弁護士会を通じて、当該弁護士に理由を疎明してくださいということは言えるでし 

ょうか。 

山田 形としては、弁護士会が照会しているわけだから、弁護士会に理由を聞く。弁護士会として、こちらに照 

会してかまわないと判断した訳ですから、弁護士会に理由を聞くということだと思いますよね。弁護士会が、 

弁護士会として理由を答えられなければ、個々の弁護士に理由を聞くという流れで。 

事務局 その流れで結構です。
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山田 弁護士会の方は、２３条の２照会で答えるべきだという見解を採っているんですけども、僕は、弁護士会 

は私的団体という立場を取っているので、答える答えないは勝手だという思いはあるんですよ。その観点から 

すれば聞くのは・・構わない。 

堤 一般的には、弁護士会の判断として、そういう問い合わせがあったときに、おそらく、個別の、照会を出し 

た弁護士にその旨を伝えるようになる。 

清水 弁護士法で、出さなければならないと書いてある訳じゃないですか。弁護士で判断がつかない、 ・・・・団 

体が反発しても、事務局から照会がきても、弁護士会に・・・・大丈夫だと、可能性は当然あります。答えが 

返ってこなかったら出さないというだけの話ですからね。弁護士会からの照会・・・・その理由はどうかなと 

思うのは当然ありうる。逆に、照会・・・・返事がなければ出さないということだけの・・・・。 

山田 弁護士会の方は、答えないのはけしからんと。 

堤 照会先の方も、よその・・確認をとる。その上で、たとえば、そういうものが欲しいと、なるべく、そうい 

う風な形で、できるだけ出していただくような方向でやるというのは、僕はそういう認識しているんで、弁護 

士会も出せ、出さなきゃいけないと認識しているとは思わないですけど。できるだけ答えていただけるような 

方法を取りなさいという考え方・・。 ・・判断していただく内容＊＊。 

山田 弁護士会の見解として・・、 答えてくれないところがあるから、 けしかんらんというのが＊＊ありません？ 

堤 私はそうは思っていないんですけど・・・・。 

山田 個人の弁護士ではなく、日弁連とか弁護士会はそういうスタンスなので、市のほうとすれば、あまり答え 

るのはやりづらいということでしょ。 

事務局 ・・・・、むしろ答えるべきなんだと。 

堤 審議会委員としては、ちゃんと答えなかったら、出さなきゃいいんじゃないんですか。 

事務局 刑事訴訟法では、１９７条の規定で、官公署へ照会ができるようになっている。これは、聞きますと、 

逆に警察の方は捜査上教えられないということで苦慮している。一般論とすると、住民基本台帳の記載事項の 

お答えできる記録については、捜査上の・・・・その書類がくれば一応出します。 

清水 ・・・・。 

会長 時間があるから。参考に。本年度は、今回で区切りという風に聞いてますから、そのあたりもお考えにな 

って。 

事務局 新手引きの７２ページ、旧手引きの６２ページ、ここにつきましては、利用停止の請求の手続というこ 

とで、これは、第２２条の利用停止の請求をしようとする者の請求の手続きについて手続規定を設けておりま 

す。第１項につきましては、利用停止の請求は、請求権者が権利行使するに際して利用停止の可否の決定とし 

ての行政処分を法的に求める手続きであり、利用停止をしないとの決定の場合、今後将来に亘り、争訟に繋が 

る恐れも考えられるため、利用停止の請求の事実関係を明らかにして、手続きの正確を期するために、請求は 

必ず書面によって行うというふうに決定したものです。第２項につきましては、開示の請求と同様に本人若し 

くは代理人であることの確認、それから補正の請求、拒否の決定、その内容及び理由の通知について第１５条 

第２項から第５項までの規定を準用したものです。 

続きまして、新手引の７４ページを開いていただきたいと存じます。旧手引の６２ページから６６ページと 

いうことでございますが、新しい項目でございまして、第２３条の２ということで、利用停止の請求に対する 

決定等、これは、利用停止の請求を受けた実施機関が行うその利用停止の請求に係る個人情報を利用停止する 

又は利用停止しない旨の決定、その通知等に関する手続き規定でございます。まず、第１項でございますが、 

利用停止の請求に対する決定は、開示の請求（第１５条）や訂正の請求（第２０条）に対する決定と同様に、 

より迅速に行われなければなりませんので、利用停止の請求のあった個人情報の取り扱いの状況について事実 

関係の調査を行う必要性を鑑みまして、３０日以内という期間を定めております。 

第２項ですが、これは、現在、多くの事務処理を電子計算機で行っている都合がございまして、万が一、電 

子計算機が持っているデータのうちの一部が利用停止の請求に対応する場合、システム全体を停止せざるを得 

ない事態も考えられます。そうした利用停止をすることによって得られる利益と失う利益を比較考慮いたしま 

して、公共の利益が害され、失う利益の方が大きいということもありえます。こうした利用停止に対応するた



17 

めに多額の費用を要するなど、 事務事業に著しい支障が生じる場合や、 不当に市民の利益を害するような場合、 

こういった場合、利用停止しない旨の決定をすることができるという規定でございます。 

次に、第３項でございますが、これは、利用停止の請求に対する決定をするまでにはある程度の期間を要す 

ることになりまして、その期間内に、請求に基づく個人情報が何もされないまま利用され続けることがありま 

すと、本人に不利益が生じる可能性があります。まず、当該個人情報の利用を停止することができるかについ 

て判断しまして、個人情報を分けて取り扱うことができる場合には、その決定までの間、個人情報の利用を停 

止することができることとした規定を設けました。 

続きまして、第４項でございます。これは、利用停止の請求に対する個人情報を利用停止する旨の決定をし 

た場合、速やかにその旨を本人等に通知するとともに、遅滞なく利用停止の請求に対する個人情報を利用停止 

することを実施機関に対し義務付けた規定でございます。 

第５項でございますが、これは、利用停止の請求に対する個人情報の全部又は一部を利用停止しない旨の決 

定をしたときは、その旨及び理由を本人等に通知しなければならないことを実施機関に義務付けたものであり 

ます。 

第６項でございますが、これは、利用停止の請求においても、開示の請求と同様に、やむを得ない理由で３ 

０日以内に請求に対する決定を行うことができない場合は、決定期間を延長する必要がありますために、第１ 

６条第５項の規定を準用しております。この、やむを得ない理由とは、どういうものかと申し上げますと、第 

１に、天災等予測し得ない事情により突発的に業務が増大した場合に、決定期間内に決定をすることが困難と 

いう場合、第２点目としまして、国等の監査等のために、請求に係る個人情報を国等に提出しているとき、そ 

の場合、情報がないので＊＊＊。あと、３点目に、年末年始等執務を行わないとき、４点目に、その他合理的 

な理由で、 決定期間内に当該決定をすることが困難であるとき、 以上４点を考えております。 続きまして ・・・。 

会長 １点だけいいですか。手引きですか、主な条文を解説やっている・・・・。 

事務局 そうですね。新しいところでございますので。 

会長 停止請求に関する規定の手引きに関してですね。 

清水 ２３条の２の４と５の通知は文書で？ 

事務局 書面でという形になります。 

清水 書いてないけども書面でということで。 

堤 そうすると、原則的に３０日以内に決定しなくてはならないというのは、行政府に対して、２３条の２。３ 

０日以内に決定しなければならないというのは、通知を３０日以内に文書でするんですか。わかんないですけ 

ども、 ・・・・、あくまでも３０日以内に決定した旨の通知を相手にする。 ・・・・。 

清水 速やかに。 

堤 そういうことですね。 ・・・・する旨の決定を速やかに・・・・、変な言い方だけど、停止しませんよという 

通知の問題かもしれませんけど。 

・・・ ・・・・。 

堤 速やかにはある。決定は３０日以内にして、速やかに、文書でその旨を通知する。 

会長 条文の解釈ですか。 

堤 文書でおっしゃったんで、この場合に文書という意味が、通知というのは口頭でもいいのかなと。その辺を 

含めて確認させていただいた。 

清水 解説に文書と書いてないよと。 

事務局 ３０日以内に届くということではない。決定が。 

会長 あくまでも、手引きを、我々で、色々、検討というか。条文の解説は終わっている訳ですよね。条文の解 

説は最小限にされたほうがよろしいのではないでしょうか。時間の関係で。条文そのものの解説は。今の報告 

だと、大分占めているようですね、条文そのものの解説というのが。手引きに関して、それをね。 

事務局 続きまして、新手引の７７ページ、旧手引の６７ページでございます。第５章、救済手続及び救済機関 

ということで、第２４条、不服申立てがあった場合の手続規定でございますが、第２２条で利用停止の請求を 

新設したことによりまして、第１項にその旨の規定を設けております。また、第３項第２号に利用停止請求者
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についての通知義務規定を設けました。 

続きまして、 新手引の８０ページ、 旧手引の７０ページでございます。 ここでは、 第２５条、 諮問事項等で、 

第３３条の２第３項で規定する氏名等の公表、これを新たに加えさせていただきました。氏名等の公表は、第 

３３条の２の方で説明させていただきます。 

続きまして、新手引の９０ページ、旧手引の７９ページでございます。ここは、第２８条、他の制度との調 

整等ということで、利用停止の請求を新設したことによりまして、第１項第３号にその旨の規定を含めさせて 

いただきました。 

続いて、先ほどの氏名等の公表に関わります、新手引きの９８ページをお開けください。今回の改正の大き 

なものでございまして、今までない規定が加えられました。第３３条の２として新たに、氏名等の公表を付け 

加えさせていただいております。これは、第３３条の規定による是正又は中止の指導若しくは勧告に応じない 

事業者の氏名その他規則で定める事項の公表について規定したものであります。まず、第１項で、第３３条の 

規定により市長が行う是正、中止の指導、勧告は、いずれも行政指導でありまして、事業者に対して法的強制 

力を持つものではありませんが、事業者が正当な理由もなくこれらに応じないことは、個人情報の保護が図ら 

れないことに繋がるうえから、事業者の氏名等の公表をすることができると、できる規定を設けたものです。 

次に、第２項でございますが、事業者の氏名等の公表は、木更津市行政手続条例第２２条第４号に規定する 

不利益処分には該当しません。氏名等の公表で事業者の信用の低下など、事業者にとって不利益なことであり 

ますので、事業者に対し、公表を予定していることを通知し、意見を述べる機会を与えることを新たに加えて 

おります。そして、その意見を述べる方法としては、書面によることがこの条例上要請されるものではありま 

せんが、後日争いが生じないように、書面によって行うことが望ましいとしました。 

第３項ですが、市長は、氏名等の公表をしようとするときは、審議会に諮問するとものといたしました。氏 

名を公表する場合は、審議会で、これを公表するという形に規定しております。 

続きまして、新手引きの１０２ページを明けていただきたいと存じます。今回の改正の大きなポイントを占 

めるところでございまして、罰則規定を、第３６条から第３９条までございますが、設けさせていただいてお 

ります。 

会長 ということは、条文の数からすると、残り少ないわけですよね。 

事務局 そうです。 

会長 次の項目としたら、大きなものが罰則、我々も罰則の対象になりうるんだと。それは、それで＊＊＊。 

清水 氏名等の公表、これは法人情報なんですよね。 

事務局 法人情報。 

清水 情報公開条例では・・・・。 

会長 公表制度の実例は。 

事務局 ございません。 ・・・・。 

会長 ・・・・、調査段階・・・・、電話だよね。 

事務局 できれば・・・・。 

会長 ホームページ等を用いるとありますが。 ・・・・。ホームページにそういう欄を設けるんですか。 

事務局 そうですね。今のところ、そういう欄はございませんが。 

山田 ２項で、不利益処分を受ける人に、弁明の機会を、緊急の場合は与えないということですよね。３項で、 

審議会に諮問するとなってますけども、緊急の場合でも諮問するということですよね。どのような場合を想定 

しているのかは分かんないですけども、審議会・・・・というのはあるんですか。そこまで考えて作ったほう 

がいいんですけども。 

事務局 そういうことも含めて・・・・ですから。 ちなみに、 審議会の要件としては、 緊急の場合、 確実に・・・・ 

解釈・・・・。緊急の場合でもかける。緊急に開く。保護利益との差が・・・・。 

清水 ・・・・、市長の方から申し出に従わない、その時点で氏名を公表するというようなね。ほんとに制裁と 

いう目的が両方ありうるんです。 それについてのチェックは審議会の役割なんです。 緊急かどうかは問題ない。 

市長に対する歯止めになりますよ。
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会長 諮問する方とするならば、これは要件なんですね。会議を開くことが必要要件なんですね。 

事務局 ・・・２項、３項の・・・・。 

山田 すぐ開ける訳じゃないから、開く余裕があるんだったら、弁明の機会を与えてもいいんじゃないのか。 

事務局 所在不明というのが。 

山田 それはありますよね。でも・・・・。 

会長 想定していなかったんですよね。具体的な事例がないと。 

山田 作った側は何を考えてるんです？どんな感じで想定しています？ 

会長 ただなんとなく・・・・。 

事務局 審議会の方は・・・・のとおり、これは・・・・には、 弁明の機会には、 もしそういうのが想定、 ・・・・、 

仮にあった・・・・特に具体的に想定していたわけでは・・・・。 

山田 その場合に、審議会は何日ぐらいで開けるもので、不利益処分を受ける人の弁明を受けるのは何日ぐらい 

かかるものか、そういうのは作ったんですか。 

事務局 その辺は、逆に審議会の日にちが決まってしまって、その後に、こういったものが出てきた場合に、審 

議会、そのときに間に合わなくて、すぐ審議会を２回目を開くかという話があるんですけども。すでに審議会 

が２月１５日だとして、個人情報の不適切な取り扱いが分かったのが２月１３日だとして、弁明の機会を開い 

ていると多分１５日には間に合わない。そうすると、もう一度審議会を開かなければならない。そういった場 

合などが緊急に当たるのかどうかというところだと。なるべく早く審議会にかけなければならない。その場合 

に、緊急に、この流れだけでも審議会の必要はあるだろう。ただ、審議会を何回もかけるというのは…。基本 

的に意見を述べる場を与えないというのは、確かにおっしゃる範囲だと。 

山田 今聞いた話だと、たとえば２月始め位に、審議会を２月１５日にすると決めてあって、その時には案件に 

していなかったんだけれども、１３日にそういう案件が出てきたので、いい機会だから１５日の審議会にかけ 

ようと思うと、ところが、２日間じゃあ、不利益処分を受ける人から事情を聞いてくださいと、その場合には 

事情を聞かないでやっちゃうと、聞こえたんですが。 

事務局 基本的には、 本人の意見を聞いてからということにすべきなんですが、 度合いによっては審議会 ・・・・。 

山田 緊急の場合というのは具体的に想定されないんですが、 清水先生のおっしゃることは分かるんですけども、 

場合によったら、そういう緊急の場合というのがありうるのかなと。とりあえず審議会を開いて対応できるの 

かなと、心配はするんですけども。 

清水 もしそうだとすると、 ・・・・を作るか、会長専決事項にするか、それしか手がないですよね。 ・・・・知 

らせるということだけの・・。今はメールアドレスがあるので、そのシステムでは、諮る必要性がある、緊急 

事態である、そのときに、情報保護審議会が事後報告、ただし、至急性があるかどうかは審議会に諮るべきだ 

と・・・・。そういう発想からいけば、必ず、事前に審議会に・・・・からすれば・・・・。 

会長 趣旨はそこにあるんですよね。 

清水 ・・・・。 

会長 ということを参考にしていただいて。 

清水 こういう規定自体があることが珍しい。５人位でやっているところもあって、意外とフットワークがよく 

て、 ・・・・内容によっては・・・・。 

会長 緊急連絡先を・・・・、やれる範囲でやれば。 

清水 個人情報だから・・・・ない。 

会長 そういう方です。 

事務局 集まっていただかないと、持ち回りの場合には、判例では違法だと。 

清水 ・・・・。 

事務局 持ち回りの場合には・・・・。仮に、会長専決にした場合には、委任規定で規則にすることも考えられ 

なくはない。 

清水 それはできる。
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事務局 ３２条の２の・・・・作って、会長専決の必要性があれば、委任規定で＊＊＊、会長専決も考えられな 

くはない。 

会長 今はもちろんそういう規定はないわけですよね。これも含めて検討していただきたいと。 

事務局 はい。 

事務局 新手引きの１０２ページから１０５ページでございますが、旧の方は新しい規定でございますのでござ 

いません。３６条から３９条で・・・・。３６条ですけども、実施機関の職員若しくは職員であった者又は第 

２９条の受託事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する 

個人情報が記録された特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したも 

の（その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。）を外部提供したときは、２年以下の懲役又は１０ 

０万円以下の罰金に処する、という規定でございます。これは、趣旨といたしましては、個人の秘密に属する 

個人情報が記録された特定の個人情報を電子計算機を使用して検索することができるように体系的に構成した 

ものを、正当な理由がなく外部提供した実施機関の職員等に対する罰則を規定したものです。すなわち、特定 

の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものは、汎用性、流通性の高 

い磁気化された情報でございます。いったん不正な取扱いがなされますと、情報漏えい等の取り返しのつかな 

い深刻な危害をもたらすというおそれが非常に高いものでございますので、実施機関の職員だけでなく、第２ 

９条の受託事務に従事している者も本条の対象に加えさせていただいております。ここで、実施機関の職員で 

あった者とは、辞職をした者、若しくは、定年による退職をした者、また、分限免職となった者、さらには失 

職となった者、若しくは懲戒免職とされた者も含まれております。正当な理由がないとは、第１１条第２項各 

号のいずれにも該当しないことをいいまして、正当な理由がなく外部提供したことが本条の犯罪構成要件とな 

ります。個人の秘密とは、個人に関する事実であって、一般に知られていないもので、知られていないことに 

ついて相当の利益があるものをいいます。地方公務員法第３４条に規定いたします、地方公務員の秘密を守る 

義務の違反に対しては、同法第６０条第２号の規定により罰則の適用がございます。本条の罪は、同法の罪と 

はその趣旨、目的等を異にするものでありますので、同法の規定を排除するものではございません。というわ 

けで、地方公務員の秘密を守る義務の違反とは別物と考えております。 

続きまして、新手引きの１０３ページでございますが、第３７条ということで、前条に規定する者が、その 

事務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、若しくは盗用したと 

きは、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する、という規定でございます。この趣旨としましては、 

事務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用した実施機 

関の職員等に対する罰則を規定しております。すなわち、個人の秘密に属する個人情報が記録された特定の個 

人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの以外の個人情報であっても、 

重要なものには代わりはございません。ですけども、汎用性、流通性の高い磁気化された情報が外部提供され 

た場合と比較いたしますと、被害の法益の大きさが違うということで、前条とは区別しております。本条の対 

象となる個人情報は、事務に関して知り得た個人情報でありまして、この情報を自己若しくは第三者の不正な 

利益を図る目的で提供し、又は盗用したことが本条の犯罪構成要件となります。本条の罪が個人の秘密に属す 

る個人情報が記録された特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成した 

ものに対して行われた場合には、前条の罪と観念的競合となります。 

続きまして、１０４ページの第３８条でございます。条文を読みますと、実施機関の職員がその職権を濫用 

して、 専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する個人情報が記録された文書、 図画、 写真、 

フィルム又は電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で 

作られた記録をいう。） を収集したときは、 １年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する、 と規定しており 

ます。この趣旨としては、職権を濫用して、職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する個人情報が 

記録された文書等を収集した実施機関の職員に対する罰則を規定しております。職権を濫用して行われた犯罪 

に対するものでありますので、その主体は実施機関の職員に限定しており、職員であった者又は第２９条の受 

託事務に従事し若しくは従事していた者は含まれないということで、職員に限定しているものです。職権を濫 

用してとは、実施機関の職員が有する職務の権限を違法ないし不当に行使すること、又は当該職務の権限に仮
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託して違法ないし不当な行為を行うことをいいます。専らその職務の用以外の用に供する目的とは、実施機関 

の職員の職務に関係のない目的に利用することをいいまして、前条の場合とは異質なものでありまして、自己 

若しくは第三者の不正な利益を図る目的であるかは問わないものであり、専らその職務の用以外の用に供する 

目的で個人情報が記録された文書等を収集したことが本条の犯罪構成要件となります。 

最後でございますが、新手引きの１０５ページ、第３９条、偽りその他不正の手段により、この条例に基づ 

く請求による個人情報の開示を受けた者及び木更津市介護保険条例に基づく申し出による個人情報の提供又は 

開示を受けた者は、５万円以下の過料に処する、という規定でございます。これは、偽りその他不正の手段に 

よって個人情報の開示を受けた者に対する罰則を規定しております。行政の秩序罰である過料を科すことで、 

行政上の秩序を乱すような行為である不正の手段によって個人情報の開示を受けることを抑止するために新設 

しました。偽りその他不正の手段には、他人になりすまして開示を受けるような場合や、後見人であることを 

証する書類を偽造することで法定代理人と偽って開示を受けるような場合などが考えられます。本条の対象者 

としては、 偽りその他不正の手段によって、 この条例に基づく請求による個人情報の開示を受けた者、 それと、 

偽りその他不正の手段により、木更津市介護保険条例に基づく申し出による個人情報の提供を受けた者を対象 

としております。 

以上、雑駁でございましたけれども、木更津市個人情報保護条例の解釈及び運用ということでお話させてい 

ただきました。 

会長 何かございますか。私どもというのは、審議会の職員も罰則規定の対象になるんですか。 

事務局 はい。 

会長 何か他に。全体を通して。時間の関係もございましたので駆け足になりまして。ただ、主要な改正点に関 

する・・・・とはいいませんが、全体を通してというよりも、トータルに、これまで。 

全体を通して何か質問があれば。これが、木更津市における、ここ何年かの大きい解釈、個人情報保護条例 

の、になるものですから。 

清水 先ほどのＮＨＫの事務届け。ああいう事務が行われるという前提で・・・・というのは、ありうるんだろ 

うというのは分からないではない。ただ、実際の事務、市の市制６０周年事業として行うことがあるんだろう 

ということは理解できるんですが、市の名前で、ＮＨＫのために個人情報を集める、提供するというのは、そ 

ういうあり方が本当にいいのかということについては、基本的には疑問があります。ＮＨＫが使うんなら、Ｎ 

ＨＫが集めて、ＮＨＫに申し込めば、 それで済む。 市が使い道を・・・・であれば、 お金を払って、 市が・・・・。 

ところが、結果的に、市はＮＨＫの窓口になって、市民から、木更津市に申し込めば・・・・。結果的に、何 

に使われるのかということが、例えば、見れるか見れないかという話であれば、住所と名前が分かれば用は足 

りる。ところが、電話番号は何のために使うのかというと、違う使い方をされるのかもしれませんが、主たる 

目的というのがＮＨＫが受信料を集めるために本人確認をしたい、電話をかけたい。そのために電話番号を知 

りたいと。 そのことについて、 ＮＨＫという、 ひとつの営利企業体とは言いませんが、 国営放送・・・・の・・・・ 

個人情報保護の・・・・。そういうところに協力して、市の姿勢はいかがなものかと私は思います。 

会長 先生のご意見。今の見解について何か、ホームページにおいて、こういう目的で使用される、注意書きで 

すか？ 

清水 注意書きで。ホームページで、 ・・本人同意が取れたんだと書いて・・・・。ホームページ・・・・で、ク 

リックを押して、申込みをするために、説明を受けてないんです、同意しましたとクリックして先に進むん 

ですね。みなし同意。 ・・・・みなし同意なんですね、 ・・・・。 

会長 そもそも、ＮＨＫと共同で開催するイベントなんですよね。木更津市は、要は、葉書の中継地点として、 

来た葉書をＮＨＫに送ると。それが共催の？ 

事務局 そう。 

西 木更津市がＮＨＫにお願いして。なんとか周年記念、例えば、商工会議所６０周年として、こういう諸々の 

周年行事として、逆にＮＨＫにお願いしているから、ある意味では、一生懸命サービスしますと、背景がある 

から。 

会長 窓口になる木更津が、窓口ないし中継地点として、両者が話し合いの元で協定を結ぶための一歩である？
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清水 ・・・・でいえばＮＨＫは払わなくてすむ。市の方は、市民の法益を・・・・。 

西 ＮＨＫは・・・・市が払いなさいという覚書、 ・・・・。 

清水 そうそう。 

・・ これは市民会館ですか。 

事務局 市民会館・・・・。 ・・・・、千百人・・・・。 

清水 ・・・・。 

堤 受信料のお願い云々というのは・・・・。注意事項というのは、ここにありますよね、情報について。受信 

料のお願いとかありますけども、２ページ目に。３ページ目に、更にＮＨＫ総合云々と同じようなことが。前 

の方の注意事項は市として注意事項というか。そうすると主催者間で取り扱っている、受信料徴収については 

全面協力みたいな感じに。受信料を支払う支払わないというのは、色々議論がありますんで、市が、そういう 

形で、主催者間でそういう情報、ＮＨＫ側の受信料の支払いをお願いすることについて了解、承服しているん 

だなと。 

清水 しているんです。 

堤 しているんですけど。そこは話としても、どうなのかなと。問題があるのではないか。 

清水 木更津市がＮＨＫの・・・・見れるという・・・・。 

会長 難しいですよね。政策判断もかかわってきますし。 

事務局 そこは政策判断。ＮＨＫの番組が来た場合には、文書が決まっていて、示されて、これでお願いします 

と。わが市だけ違うやり方をしている訳ではなくて、かなり、うちの方は、逆にここまで書いてあるというこ 

とは、きっと珍しいのでないかと。 

清水 ＮＨＫの方は電話番号を集めるのにお金をかけるんですといいます。 

会長 木更津市みたいにホームページでわざわざ注意事項を謳っていること自体が珍しいと。その意味では、個 

人情報の保護という、確定していないけども・・・・。 

事務局 あまりそこまでは。 

・・・ ・・・・。 

西 それでもかまわないんだということが・・・・。 

堤 個人情報の保護からいうと、この表現スタンスが。ＮＨＫがやればいいんですよ。例えば、使用されること 

がありますのでご注意くださいと。それなら、市のスタンスが、市民に対する情報を守るという意味ではね。 

そうすると、ＮＨＫも、 それなりのスタンスを違わなきゃいけなかったのではないのかなと思いますけどもね。 

逆に言えば、出してあるから了承されるんでしょうと。ＮＨＫというと、やっぱり、市として、市民に対する 

情報を守るという点では、ちょっとスタンスを、表記の仕方を変えざるを得ないんじゃないかな。 

西 逆に、これが書いてあるから、それを了解の元に申し込んでくださいよと。あなたの情報が流れますよ、恐 

れがありますよと。 

事務局 ＮＨＫはこういう書き方をしてくださいというマニュアルがきっとある。 

会長 その注意事項の。 

事務局 それはない。それは独自に、わさわざ付けました。 ・・・・。お願いという。 

会長 清水先生のご意見から貴重なご意見が。他に、全体を通して。 

事務局 最後に、罰則等は、検察協議を完全に通さなければならないのものではないんですけども、検察庁に協 

議して。名古屋市と木更津市が、名古屋市の方が一月早いんですけども、全国で２例でてきたものですか 

ら、 ・・・・、全国では最初に変えた。なかなか変えてくれなかったんですが、議決をして、なんとかなりまし 

た。 

会長 本日の議題はここまでで、その他は。全体を通しての議論がなければ。これをもちまして、平成１８年度 

第３回木更津市情報公開総合推進審議会を終了いたします。なお、次回の審議会については、必要があれば事 

務局と協議して、 ・・・・、皆さんにお願いすることになると思います。 

事務局 先ほどお話のあった、緊急性を有する場合について、今のところ出てきてませんが、どのように規定す 

るか整理しながら、例えば、規則で専決にするとすれば、それはお任せいただいてよろしいでしょうか。
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委員 異議なし。 

事務局 わかりました。 

会長 それでは本日の審議会を終了いたします。 

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


