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平成１９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１９年７月２７日（金） 午後１時３０分から午後５時００分まで 

○開催場所：木更津市役所本庁舎４階会議室 

○出席者氏名 

審議会委員：江尻 澄、小林伸一（会長）、斉藤和久、齋藤福一、清水幸雄、泉水茂子、玉造福寿、堤一之 

（副会長）、鳥海友季夫、長野史郎、錦織正道、森 正人、山口陽代 

木更津市 ：川畑副市長、 

（事務局）総務部総務課 金綱総務課長、北原副課長、安田主査、高岡主査、内田主任主事 

（関係課）企画部企画課 久良知主幹、曽田主査 

都市部都市計画課 鳥飼主査 

教育部体育課 山口課長 

市民部生活安全課 椎名課長 

福祉部高齢者福祉課 新井副主幹 

福祉部介護保険課 冨居課長 

○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 

平成１８年度中に行った個人情報取扱事務の届出内容の見直しに伴う届出の報告 公開 

○傍聴人の数：０人 

○会議の内容 

開会 

委嘱状交付 

副市長挨拶 

会長及び副会長の選出（会長 小林伸一、副会長 提 一之 全員異議なしにより決定） 

委員紹介 

事務局紹介 

会長 どうもありがとうございました。それでは、早速ですけど次第の５です。報告の前半と申しますか。に移 

らさせていただきます。よろしいでしょうか。 

事務局 はい。早速なんですが、個人情報取扱事務の届出の報告に移らさせていただきます。 

会長 ちょっといいですか。企画課から始まって介護保険課まで担当の方は来られるんですね。 

事務局 はい。 

まず、期間中の届出の報告といった事項についてご報告させていただきます。前段としまして、今回初めて 

委員となられた方もいらっしゃいますので、個人情報取扱事務の届出の事務について若干ご説明させていただ 

きます。 

では、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、実施機関は第７条に規定します個人情 

報を取り扱う事務を行おうとするときは市長に対して一定の事項、個人情報取扱事務名称ですとか目的、記録 

項目など、そういった事項を届出るということになっております。届け出た事項を変更する場合も同様に届出 

が必要となります。また、個人情報保護条例第７条第４項に規定によりま して、届け出た個人情報を廃止し 

たとき、これも届け出なければならないとされております。そして、この条例第７条第６項によりまして、こ 

ういった届出があったときにはこちらの木更津市情報公開総合推進審議会、こちらの審議会に報告しなければ 

ならないということになっております。今回の届出につきましては、いくつかの部署に亘って届出が出されて 

おります。ですので、まず、各所管課ごとにまとめて報告させていただいて、その都度、質疑、応答をして、 

順次、次の課へ、次の担当部署、次の担当部署で進むような形で進めさせていただきたいと思います。
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まず最初に見ていただきたい資料が、個人情報取扱事務の届出事項ということで、事務名称が都市総合開発 

審議会委員に関する事務となったこちらの資料とそれに見合った説明文、概要書、こちらの資料をもとに説明 

させていただきます。 

この届出事項の報告につきましては、各担当部署の方、職員も呼んでおります。私の隣にいるのが担当部署 

の企画課の職員でございます。 

では、まず資料を用意させていただいております。 

会長 だから、企画課だとこの２部ということでね。 

事務局 そうですね。はい。 

会長 これ、だからその順序どおりに置いてあるんでしょ。これ２部ですよね。横のものと縦のもの。 

事務局 では、まず最初に都市綜合開発審議会委員に関する事務についての説明をさせていただきます。 

こちらは、変更の届出ということになっております。 

事務の名称につきましては、従前の届け出においては、都市綜合開発審議会名簿としておりましたが、こち 

らの審議会、公募委員の募集に関する事務についても行っているということで、名称を都市綜合開発審議会委 

員に関する事務と改めました。 

記録項目につきましては、従前の届出においては、記録項目を氏名、住所、電話番号としてましたが、委員 

の公募に当たりまして、その応募条件といたしまして、市内在住在勤、２０歳以上７５歳未満という応募条件 

を設定しているということから、生年月日、年齢、職業を記録項目として追加してます。さらには、木更津市 

の方の男女共同参画計画において各審議会に女性委員の割合を増やしましょうといった目標がありまして、そ 

ういったことから性別を記録項目とするとか、 応募委員の選考その参考とするために、 職歴、 学業、 学歴、 資格、 

賞罰などを記録項目として扱っております。さらに、履歴書を提出することになっておりますので、市販の履 

歴書に設定されていることが多いということで、家族状況、趣味、健康、それからメールアドレスについても 

記録項目として追加しております。 

その他、審議会委員応募の際、論文の提出を求めているということで、市内部で審査して公募委員の選出す 

るため、成績、評価を追加しております。 

続いての事務が、ページをめくっていただきますと木更津市市民意識調査アンケート送付名簿になります。 

こちらにつきましては、平成２０年度から平成２２年度を計画期間とする第三次総合三ケ年プラン、この策 

定過程におきまして、計画期間内に重点的、優先的に実施するべき政策、施策、事務事業を取捨選択するとい 

う作業を行っているので、このため、この作業に先立ちまして各々の政策について市民の満足度、優先度を調 

査し、その結果を参考に政策、施策間の優先度付けを行っていくというものでございます。 

今回の木更津市市民意識調査というのは、住民基本台帳から２０歳以上の男女、２０００名を無作為に抽出し 

た個人を対象にしておりますので、その調査票の郵送に必要な名簿を作成するため、住所、氏名、年齢、性別、 

生年月日を収集するとしております。 

続いての事務が、羽田再拡張事業に伴う山砂運搬等に関する市民等からの意見等に関する事務についてでご 

ざいます。こちらにつきましては、国が実施します羽田再拡張Ｄ滑走路建設工事において近隣の市原市、袖ケ 

浦市、君津市、富津市さらに木更津市から採取された山砂を木更津港及び袖ケ浦港から搬出することを見越し 

ておりまして、これに伴いまして、市内各地において通常の２倍以上の数のダンプカーが運行されることが予 

想されています。こういうことに伴って、意見等が市民等から出されるということも考えられます。それに対 

しまして、市がその意見等に対応するということになるのですが、当該意見等を申し出た市民等の中にはその 

対応結果の報告などを求めるそういう方もいらっしゃることが想定されますので、その際に必要となる市民等 

の個人情報を取り扱うことになります。 

記録項目としましては、氏名、住所、電話番号及びメールアドレスを記録項目としています。 

羽田再拡張事業に伴う山砂運搬等に関して、意見等を寄せた市民等に対応結果の報告を希望する、そういっ 

た市民等の個人情報を取り扱うことになります。 

従いまして、氏名、住所、電話番号及びメールアドレスを記録項目としております。 

本人の氏名、場合によっては姓だけの場合のあるということになりますが、さらに本人の希望する連絡方法
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に伴う個人情報を取り扱うこととなります。 連絡方法としては、 電話番号というものが多数にあるのでしょうが、 

場合によっては、文書、さらにはメールといった場合もありますので、住所やメールアドレスを取り扱うこと 

は想定されるということで、これらも記録項目としております。 

なお、羽田再拡張事業に伴う山砂運搬等に関する意見等におきましては、国道に関するものは国土交通省、 

県道に関するものは県、ダンプカー運行に関するものや羽田再拡張事業Ｄ滑走路建設工事に関するものは事業 

者。そういったように、市が対応できない意見等もありますが、そのような意見等についても一番身近な存在 

である市に寄せられることが想定されるということで、さらに、届出事項の方でですね。一点、情報の収集先 

のところなんですが、黒い四角になっているところ。これが黒い所がここから情報を収集する場合は事前にチ 

ェックをしてくるんですが、本人、実施機関内部、他の実施機関、他の官公庁、民間私人、その他の欄に羽田 

再拡張事業Ｄ滑走路建設工事共同体、羽田空港山砂相談窓口についてのスタイルなんですが、その他市議会か 

らも情報収集する可能性がありますので、 皆様のお手元の資料には、 おそらく漏れているかと思われるんですが、 

市議会の欄、ちょっと作業の方が手違いございまして申し訳ございませんが、市議会のところもチェックを付 

けていただきたいと思います。 

そして、こういった情報を寄せた市民等が市から国、県等に意見等を連絡することを希望するといった場合 

も考えられるということで、情報の提出先のところにチェツク、黒い四角がその他のところには文言が書かれ 

ているのですが、そういった提出、提供することがありえます。その場合には、本人の了承を得た上で国、県 

等に当該市民等の個人情報を提供するということが考えられることになっております。企画課からの届出につ 

いては、以上でございます。 

会長 はい。ありがとうございました。これでいくと、次には都市計画課というふうに続いていくわけ。 

事務局 はい。 

会長 次ページで。 

事務局 そうです。はい。 

会長 課が違うからここで区切ると。はい。わかりました。という３届出の報告でしたが、何か委員の皆様、何 

かございましたら。ご質問、あるいは、ご意見といいましょうか。で、課の方が、応答するわけ。それには、 

ご意見とか、ご質問には。事務局じゃなくて。はい、わかりました。何かございましたら。はい。 

玉造 今、都市綜合開発審議会の委員を担当するための一番始めのところですけれども、個人情報の収集という 

のは、言うなら漏れないようにとかいうことで、最小限の収集ということでやっていると思うんですけれども、 

これで趣味というのはどうしてこれ収集するんでしょうか。 

ここで。趣味。 

会長 どうぞ。 

企画課 企画課の････の申します。よろしくお願いします。ただいま、趣味について、こうした情報を収集する 

んだというご質問でございますけれども、都市綜合開発審議会の委員をですね、公募するに当たりまして、市 

版のですね、履歴書で申し込んでこられる方がいらっしゃいます。で、その履歴書というところの欄が。 

玉造 欄があるからここに書きなさいということでしょ。 

企画課 はい。そうです。 

玉造 それはどうなのかなと思うんですよ。欄があるから。 

企画課 書きなさいというものではなくてですね。まあ、結果的にそこに。あの････。 

玉造 そういう欄が。市版の様式に欄が設けられているからだということでしょうですよね。 

会長 で。そちらの方では、市版のその履歴書をご利用くださいというような指示、ていうのでしょうか。その 

募集要項等にはそういうようにされているわけですか。 

企画課 そこまでは求めておりません。 

会長：じゃ、単に履歴書を添付という。で、その場合、その市版のものに記入される方が結果的に多くなるから、 

そこに書いてある必要事項をそのとおりに書いてある方がほとんどであるので、結果的にこうなるということ 

なんですね。 

企画課：そういうことなんです。
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会長 ということですね。はい。 

企画課 どうなんでしょうね。そういう考え方は。 

会長 うーん。 

玉造 そこは必要ありませんとか言えばいいと思うんですけれども。 

会長 なるほど。 

玉造 市版のものに書いてあるから必要でもないけれども書いてきちゃうからここに登載するということです 

よね。 

会長 そういうことですね。ですから、趣味を必ず記載しなければないといふうに彼は言っているわけではない 

んですが、結果的になったんですね。 

清水 これは事務届けですから、結果論として、市が取り扱ってしまうことになる情報。 

会長 そういうことですね。 

玉造 これは、黒印は必ずしも添付を出さなくてもいいということですね。 

会長 そういうことで、今、ご指摘のようなことでいえば、同じようなことは家族状況とか親族関係ついても言 

えるわけでしょ。これ。 

玉造 ああ、そうですか。わかりました。 

会長 ですよね。これは、市版の履歴書に記入されている方が多いことの結果でこうなるわけでしょ。 

企画課 そうです。 

会長 うーん。そうすると。趣味、家族状況、親族関係ぐらいですか。 

企画課 健康なんかありますけれども。 

会長 健康。あー。欄がある結果････。 

玉造 今回、初めてでわかりません。届出事項の記録項目は、こういう黒印で塗ってあるところが、私はこれは 

書きなさいよというものだと思います。 

会長 なるほど。 

玉造 はい。わかりました。 

会長 はい。 

玉造 書かなくても、差し支えない。 

小林会長 ですから。その審査に当たっては、例えば趣味が何かであるとか。家族構成がどうだというのはこれ 

は審査対象に直接になるわけじゃないわけでしょ。 

企画課 おっしゃるとおりです。 

会長 そのことをおっしっていらっしゃると思うんですよ。結果的に入手されるのはそれはわかるんですが。こ 

れをもって、審査の何かの基準にするということはないわけでしょ。 

企画課 ええ。 

会長 結果的に不必要な情報を持ってしまうわけですね。 

企画課 そうです。 

会長 個人情報の主な観点からすれば、おそらく委員おっしゃりたいのは、であれば、これは、もう確か前にも 

別の課の同じようなことあったんですけれどもね。いっそのこと、そちらで履歴書をお作りになれば、こうい 

ったことが出てこないわけですよね。市版の履歴書じゃなくて。 

玉造 私なんか一般的な考え方では、例えば、お役所へこういうものを出しなさいよという事項が黒印ですよと 

いった場合には、出した場合には、ここが書いてありません、ここが書いてありません、とよく指摘されるん 

ですよ。これは、そういうことはないんですよね。 

会長 えー。それはないんですよ。 

玉造 本当に。 

会長 市版の履歴書を使ったがために起こる結果なんですね。何もこれを例えば趣味が漏れているるからとか、 

市版の履歴書を使って例えば趣味の欄に記入漏れがあったからといって何か審査に影響があるってわけじゃな 

いわけでしょ。どうなんですか。そのあたり。
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企画課 おっしゃるとおりで。仮にこの趣味ですとか、家族状況だとかは。 

会長 ちょっと常識に考えても関係ありませんもんね。であれば。ですから。専用のね。必要事項だけを、履歴 

書をお作りになって、それを配布されれば、こういったこと。こういったご指摘ね。あるいは疑問点が出てく 

ることはなくなるだろうという話なんですよ。そういうこと。だと思います。 

企画課 また、次回の綜合審議会の検討事項というか。 

会長 はい。ご検討ください。他に何かありましたら。じゃあ次の。ないということで。時間のこともございま 

すので。じゃあ。引き続き。 

事務局 では、続きまして、都市計画課からの届出につきまして報告させていただきます。 

まず、一つ目が、木更津市中心市街地まちづくり活動支援基金寄附申込書になります。 

こちらにつきましては、木更津市中心市街地まちづくり基金条例というのが制定されました。 

それに基づいて設置された基金。基金の財源に充てるために寄附の申し込みをする場合には、木更津市中心 

市街地まちづくり活動支援事業の財源に充てるための寄附の申込み手続等を定める規則、これに則って、手続 

が必要となると思います。 

寄附の申込者の氏名、住所、電話番号及び財産である寄附金額の記載を確認するとともに、申込者の同意の 

もとに氏名及び寄附金額を公表することとしているため、寄附者の同意の有無を確認することとしております。 

また、連絡先については、場合によっては、メールアドレスを指定される方もあろうかと思いますので、メ 

ールアドレスも記録項目としております。 

続いての事務が、木更津市中心市街地まちづくり活動支援基金寄付台帳でございます。 

こちらにつきましては、記録項目については、寄附の申込年月日、申込者の氏名、住所それから財産である 

寄附金額、採否決定年月日や採納年月日を記載し採納等について管理するということになっております。 

なお、木更津市功労者表彰規則というのが木更津市にございまして、これによりまして、寄附金額が一定金 

額を超えますと、場合によっては表彰されることもありえるということで、そのときの内申書を作成して他の 

部署へ提出することがありえるということで、情報の提供先については実施機関内部そのところにチェックが 

入っているところであります。 

続いて、木更津市中心市街地まちづくり活動支援事業企画提案書でございます。 

こちらについては、一連の条例に基づく寄附金の活動支援金交付要綱というのがございまして、それに基づ 

いて活動支援金の交付を申請する場合に一定の手続きが必要になってくるもので、企提案書というのが添付書 

類となっておりまして、ここには、交付の申請をする団体の代表者の連絡先とは別に、担当者の住所、氏名、 

連絡先を確認することとしております。また、そちらもメールアドレス、場合によってはメールで指定される 

方もいらっしゃることもあろうかということで、 

メールアドレスも記録項目としております。都市計画課からの届出については以上でございます。 

会長 はい。また、前の方と同じように何かご質問等がございましたら、課の方は調整をお受けしてくださると 

いうことで。何かございましたら。清水先生。何か。 

清水委員：いや。この件はちょっと。 

小林会長：はい。他の委員さんは。特にございませんでしたら、時間のこともありますから次に。はい。 

事務局：引き続きまして、体育課からの届出事項になります。事務名称、ゆめ半島千葉国体木更津市実行委員会 

委員等の選任に係る事務でございます。 

こちらにつきましては、ゆめ半島千葉国体木更津市実行委員会委員等の住所、氏名などを把握し、第６５回 

国民体育大会開催準備事務の円滑な執行を図ることを目的に作成するものでございます。 

記録項目としましては、氏名、住所の他、連絡先として電話番号、場合によっては連絡先としてメールアド 

レスを指定される方もいらっしゃるということが考えられるので、メールアドレも記録項目としております。 

年齢、性別につきましては、ゆめ半島千葉国体を成功させるに当たりまして、広く市民の理解と協力におい 

てボランティアを募るという形にしておりますので、傷害保険の加入、それから係員の配置を行うため、記録 

項目としております。 

委員等の就任に当たりましては、当て職という形で依頼されることもありますので、所属機関、体及び役職
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名を記録項目の職業、そして、また学業のチェック項目につきましては、大会運営に市内在学の高校生の協力 

を要請するといったこともありますので、学業のところに記録項目のチェックが入っております。 

体育課から届出は以上でございます。 

会長 この１件ですね。 

事務局 はい。 

会長 何か、また、ございましたら。 

委員 小林先生。 

会長 はい。どうぞ。 

清水 情報の提出先の件について、本人ところだけがマークされているのですけれども、当て職であったり、あ 

るいは高校生が対象となっているようでございますけれども、例えば学校とか機関からお名前を聞くこという 

ことは１００％ないということでよろしいでしょうか。 

体育課 はい。学生の場合については、学校の方にですね。一応お願いをして、学校の方から名前を聞くという 

ふうにしております。 

清水 だとすると、収集先が足りないんではないかと。 

会長 なるほどね。これでいくと、民間私人、学校ということになると。はい。 

事務局 ただいま、ご指摘いただきましたことを確認しましたところ、場合によっては、県立高校であれば、他 

の官公庁からという形になりますし、私立の高校からであれば、民間私人という形になりますので、情報の収 

集先につきましては、他の官公庁、後、民間私人、下の欄にチェックを収集先として追加させていただきたい 

と思います。 

清水 逆に、委員を選びました、名前を公表することになりました、そこら辺は･････。 

事務局：はい。 

小林会長：はい。 

事務局 すみません。ご指摘、ごもっともでございました。情報の提供先につきましても、清水委員おっしゃら 

れたように、市の方から他の官公庁、県立高校、私立の高校、民間私人の方へ提供されることもありますので、 

情報の提供先につきましても他の官公庁、民間私人の欄に追加をさせていただきたいと思います。 

会長 うん。 

堤 記録項目の追加は必要なんですか。 

会長 質問ですか。ご質問ですか。 

堤 質問です。 

会長 もう一度。 

堤 記録項目の職業。 

体育課 これは、全て････。 

会長 他に何かありましたら。はい。 

森 今のゆめ国体の関連で、本人以外ということでお話があったんですけれども、先ほど、ごめんなさい。前の 

まちづくりの方も本人になっているんですけれども、団体代表者連絡先とは別に関係者の連絡先を確認して、 

事務局からそういう情報を確認するんでしょうか。本人にだけに必ず、本人だけに聞くということなんでしょ 

うか。さっきに戻っちゃうんですけれども。申し訳ないですけれども。同じようなことが言えるのかなあと思 

ったんですれども。これはないということですか。 

事務局 はい。 

小林会長 うん。 

事務局 今のご質問は都市計画課の方に届出に対しての質問ですね。 

森 はい。 戻って申し訳ないんですけれども、 そういうことはないんですか。 同じことなのかなあと思っちゃって。 

事務局 ちょっとですね、今、担当部署の方が変わってしまったので、再確認するかですよね。 

会長 もう一度、ご質問の趣旨っていうのは、前の課の。 

森 いや、さっきの前の方の情報の収集先は本人だけにチェックだけだったので。
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事務局 だから、今、指摘されていることで同じことがないんでしょうか、ということですか。 

森 はい。要は、団体の代表者の連絡先とは別に、担当者、住所、氏名ということで、要は本人確認じゃなく 

て、 事務局なりから情報をもらうこともあるのかなぁと思ったんで、 そうすると、 本人じゃないのかなと思って。 

そういうのは本人。 

会長 それは何、改めて。 

清水 会長。 

会長 はい。 

清水 多分こういうことだろうと思っているのは、例えば、ＰＴＡ連絡協議会ですね。 

そこでの一つの法人でございます。 権利能力なき社団だろうと思いますけれども、 一つの組織でございますと。 

組織に連絡先と。組織から名称が出てきているというときは、基本的に個人情報には含まれない。 

森 はあ。それは本人という、収集先は本人ということですか。 

清水 その今の文書でいけば団体の代表者の連絡先とは別にと。というのは、団体の代表者の連絡先とは会社の 

電話番号なんですよ。役所ということであれば、役所が木更津市役所という団体があって、この代表先の連絡 

先から市の代表電話番号が出てくるわけ。ですから、それは、個人じゃないんです。その他に担当者の住所、 

氏名というのが出てきたら、これは個人の情報ですと。それは本人から集めた。組織からそれは集めることは 

ございませんということ。 

森 そうなんですね。わかりました。 

会長 どうですか。今、確認する必要ありますか。あ、してんの。呼んでくるの。また。 

森 例えば、担当者の情報を漏らしていくことは、基本的にいけないということですか。 

清水 いけないということ。やらないという届出だと思います。それは、市に対して清和大学から例えば、何が 

しかの補助金をほしいという文書が出てきた。そのときには、渡しはしますよ。 

で、私の個人の住所をそこに書く必要性というのは全然ないわけですよ。大学の住所と電話番号が書いてあ 

れば、申請書それでいい。ところがこの手続は、それとは別に担当者個人、仮に私であれば、私個人の住所や 

氏名や電話番号があっていると、････しれませんね。そういうことは、･･･。 

････可能性があるように連絡をしちゃう。そうとすれば、それは個人情報の取り扱いだから、それは本人か 

ら集め、会社の方から直接集めることはしないという届出のスタイルだと思うんです。 

会長 どうなんですか。電話で確認しているんですか。 

事務局 そうだと思います。 

森 事務局とかあれば、そちらに確認しちゃった方が早いのかなと思って。そういうこともありえるのかなとい 

うように思って。 

清水 あと、 いいですか。 大学の方から連絡がありまして私の個人の電話番号を教えろということであれば、 まず、 

応じませんので、そこでは、出ていかないという考え方だろうと思いますね。 

事務局 ただいまの件につきまして、都市計画課の方に確認をされましたところ、やはり、他の方から収集する 

ようなことはないということで、確認されましたので、そこには、個人、本人が情報を提供したというのみで、 

他人が提供するというのはないということで、確認をしてまいりました。 

以上です。 

会長 そうすると、本人だけがチェックで、これでいいわけですよね。はい。 

他に。はい。 

堤 傷害保険加入のために保険会社に対する情報提供するとあるんですけれども、具体的に何を伝えるというこ 

とですか。説明では、ボランティアを募ると傷害保険加入のための記録事項ということを述べるということで 

すが、具体的にどういうそのボランティアの方の何を情報提供されている。保険加入について。 

会長 はい。 

体育課 これにつきましては、大会の準備の前からですね。再度････その間の作業中での事故等のために一応保 

険に入る。そのためには、誰を加入しているかということを保険会社の方に提供はする話で、そのときに、再 

度している対応････。
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会長 はい。 

清水 あのね。そういうことを聞いているんじゃなくて、個人情報取扱事務では８項目チェックがありますでし 

ょ。

氏名、住所、年齢、性別、電話番号、説明、････、メルアド。これだけ集まって市の方が持っているとして、 

保険会社にはこのうちのどれとどれが出ていくかというふうに････・。 

堤 では、今言ったみたいに、ボランティアの方の全員の個別の氏名とか、生年月日とかを全て伝えるというそ 

ういう形でやらないと保険加入ができないものだという。どの程度の今、おっしゃったみたいに、保険加入の 

際に情報提供するとした場合にボランティア方が個人の情報というものはどういう形で提供されるのかという 

ことです。 

あの、保険の趣旨はわかるんですけれども、つまりボランティアがいっしょにある意味たくさんいらっしゃ 

るわけでしょうけれども、 また、 もう一つ、 つまり保険の････どいういうことなんだかよくわからないけれども、 

個別に具体的な名前、住所、例えばここのボランティアの方がこの作業でここでこういう名前で、･････で出 

たため、こうこうこうだということを全部伝えないと保険の対象としてできないのか、そうではなくて、ある 

程度アバウトの形でできるものであれば、 

別に個別の情報提供にはならないのかなと、ちょっと思ったんです。 

玉造 やっぱり、不特定の人が入れる場合と氏名を･･･して入る場合、２とおりありますよね。確かにね。 

堤 だから、これは市の場合、この場合何をどういうような想定しておられるものかな。届出事項との関係です 

よね。 

体育課 はい。じゃあ、うちの方もですね。考えたことなんですが、氏名、住所、年齢、性別、これを届け出ます。 

堤 いや、ですから、それを保険会社の方へ情報提供されるんですか。 

体育課 はい。 

会長 氏名、住所、年齢、性別の４項目のみと。 

体育課 はい。で、堤先生、よろしいんで。 

堤 そういうものだということで結構です。 

会長 なるほどね。他に何かございましたら。はい。それでは、無ければ次の課の。 

事務局 続きまして、防犯パトロール車。事務名称。木更津市防犯パトロール車貸付申込書兼誓約書についてで 

ございます。こちらにつきましては、防犯パトロール車の貸付けを受けるための申込に対する決定をするため 

のものでございます。記録項目としましては、貸付けを行う相手を特定するため、氏名、住所、さらに連絡を 

とる必要から電話番号、さらに連絡先としてメールアドレスを指定される方もいらっしゃいましてメールアド 

レスを記録項目としております。 

また、貸付けの要件としまして防犯指導員協議会の会員であることを条件との一つとしておりますので、資 

格を記録項目としております。 

また、情報の収集先につきましては、申込者本人以外が保管責任者になることも考えられますので、情報の 

収集先については、本人の他、民間私人も情報の収集先としております。 

続いての事務名称、木更津市防犯パトロール車貸付台帳につきましてです。こちらは、防犯パトロール車の 

貸付及び使用状況を把握するため作成するものです。貸付けを行う相手を特定するため、氏名、住所を記録項 

目としている他、貸付けの要件としまして、先ほどと同じく防犯指導員協議会ていうのが条件に加わってます 

ので、資格を記録項目としております。また、この貸付けの要件としまして、防犯パトロール車の保管責任者 

を定めることとされておりますので、申込者本人以外が保管責任者になることも考えられるといったことから、 

情報の収集先については、本人、その他、民間私人も情報の収集先として入ります。以上、２つの届出でござ 

います。 

会長 はい。どうぞ 

････ 資格の記録ということなんですけど、これはの何の資格というだけなんですか。例えば資格証明証みたい 

なのが、それを写しの添付とかというのがあると思うんですが。あった場合、例えば、生年月日を書いてあっ 

たりするかなあと思ったんで、ちょっと確認だけしたいなあ。
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会長 はい。 

生活安全課 防犯指導員ということで、各自治会から推薦された防犯指導員を防犯指導員協議会長である市長の 

方から委嘱しますので、 その方が･･･を付けてパトロールができるという要件の中でこの事業を進めてきました。 

以上です。 

会長 よろしいですか。 

清水 つまり、防犯指導員であるという以上のことはわからない。 

････ あ、そうですか。わかりました。はい。 

清水 そういうことですね。 

生活安全課 はい。そうです。 

････ 限定しての貸出ですか。 

････ そうですね。 

会長 いいですか。それは、やっぱり項目とでいうと資格という項目になるのですかね。他に、該当する項目が。 

何かこの資格というとね。その国家試験をパスして特別なそういう、ね。なんていうような印象をまず受け 

るんですよね。 

生活安全課 青色の回転灯を付けた防犯パトロールに使うということで、その要件の中に、先ほど言いました区 

長が委嘱した人が乗ることができるということで、そのパトロール講習を挙行して実施者証というのが与えら 

れるのですよ。この証明というのですかね、それだけは。 

会長 そういう方をもう一度何と言われるのですか。何と呼ぶのですか。何とか指導員と言われましたよね。 

生活安全課 防犯指導員ですか。防犯指導員の方ということなんですよね。 

会長 なるほどね。他に何かございましたら。それでは、無いようでしたら、これで。 

そして、この高齢者福祉課という膨大な資料の、これですよね、あのカットするとのこと。 

どうでしょう、続けますか。引続き。と言いますのは、これだけの分量とすると、かなり、あれじゃないで 

すか。 

少なくとも今と同じくらいの時間がとられるというような感じを受けるんですけれども。 

どうなんでしょうか。そうすると、少しちょっと一服いれましょうか。じゃあ、ちょっと１０分位、休憩を。 

ま、３時くらいということで。はい。 

会長 それでは、次の報告。届出の報告。よろしくお願いします。はい。 

事務局 今回の高齢者福祉課からの報告でございますが、お手元に資料がお配りしてありますが、大分数が多ご 

ざいます。 その上で、 前もってですね。 概要を説明させていただきまして、 その中で逐次、 届出がございますが、 

その辺を項目ごと一つ一つ見ていただきながら、 進行していきたいと思っておりますが。 よろしくお願いします。 

会長 時間のこともありますから。この件数だけでいっても、いくつある。 

事務局 ３５、３６個あります。 

会長 つまり今、一つ一つに書類の届出の報告、前の時間までやってきました、あれを３５繰り返すということ 

ですよね。 

事務局 はい。 

会長 それだけの件数があるということで。時間のこともあるからということですよね。はい。 

効率的に、しかし、スピーデイがもちろんですけれども。もちろん、重要な案件に関しては漏らさずお願い 

いたします。 

はい。どうぞ。 

事務局 お手元にございます、この新規届出と変更届出のこの二つがございますが、これはどういうことかと申 

し上げますと、新たな事業なんですが、届出を････、その中で項目がですね。ずれていたり、なかったりした 

ものがございましたので、変更という形で変更分は取らせていただきました。 

それでは、新規の方からみていただきたいと思うんですが、その地域、生活支援事業ということで、市町村 

が被保険者が要介護状態になることを予防するとともに、要介護状態になった場合、可能な限り地域において 

自立した日常生活を営むことができるよう支援する。これが地域支援です。
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今回、届出に関しては、その中の一つであります地域包括支援センターというのが７月１日から稼働してお 

りまして、それに伴う一連の必要書類の中に届出として入っております。 

まず、冒頭でございますが、特定高齢者一覧表というのが基盤となってまして、これが６５歳以上の対象者 

の一覧表となってます。 

そこで特定されるのが、そこにあります氏名、住所、生年月日、性別、電話番号これがベースとなっており 

まして、情報の収集は本人なんだということです。 

続きまして、主治医の意見書というのがございます。これは、被保険者の主治医の意見書を本人同意を得た 

上で介護サービスに繋げる意図というためのものです。 

この中で、特定高齢者としての認定の可能性もこの主治医の報告書の中に入っています。 

そこで、必要な項目といたしましては、氏名、住所、生年月日、年齢、性別、電話番号これは主治医意見書 

の記載内容。それと、健康、病歴、障害、身体状況。これも主治医の意見の記載内容ということで、この情報 

を記載しています。 

続きまして、ケア・カンファレンス経過記録でございます。 

これは、介護予防サービスを要している要支援１、２というふうに認定された者につきまして、その介護予 

防サービス計画について、介護予防サービス事業者等から提案がなされるときに、この本書に記録いたしまし 

て、今後の介護予防サービスの計画の見直し、それから支援の方法等の改善を図っていくための必要なものと 

しては、氏名、これは本人を特定するためです。健康、身体状況、家族状況、親族関係こういったものが必要 

になってきます。 

それから、福祉サービス。これは在宅での生活をより豊かにするために、利用すべき、または利用してくれ 

る福祉サービスについて記載しています。情報の収集は本人からになっています。 

続きまして、介護予防支援評価表というのがございます。 

これは、先に話しました要支援１、２というふうに認定された地域包括支援センターに介護予防プランの作 

成を依頼した介護被保険者について作成された介護予防プランを対象者にとって、より良くするためにプラン 

の見直しが求められます。 

そういったプランの見直しにつきまして、関係する者からの意見を踏まえて本人の家族、これを交えて見直 

しをかかるというものでございます。 

これにつきましては、情報の収集は本人となりますが、本人の家族からの本人の状況を収集する場合のこと 

でございます。 

対象としましては、ご本人の氏名、ご本人の健康、身体状況、福祉サービスというのは、先ほどありました 

ように、生活の向上を図れるとき、福祉サービスの利用に検討していくという意味でサービスの利用の意味を 

含めて示してあるものであります。 

続きまして、基本チェックリストというのがあります。 

これは、高齢者が要介護状態になることの予防とか要介護状態の提言、他の方式を目的といたしまして、介 

護予防に高齢者自らが取り込んでいただけねばならないことから、この票を作成しまして、ご自身の生活や健 

康状態を振り返ることによって、介護予防に関心を持っていただくということのチェックを目的としているも 

のであります。 

これの収集の対象といたしましては、基本健康診査を受診した方が地域包括支援センターにチェックリスト 

を提出することに同意をした６５歳以上の高齢者本人ということですので、記録項目は氏名、それからご本人 

の健康、身体状況これが必要になってきます。 

続いて、介護予防支援事業、介護予防版ＭＤＳ一ＨＣアセスメント表でございます。 

アルファベットでわかりにくいと思うんですが これはどういうものかと申しますと、介護予防のプランを 

作成するために本人の状況をですね、介護予防という視点からアセスメントを行って本人にとってより良いプ 

ランを作っていく、そういうために活用するものでございます。 

アセスメントというのは、本人といっしょにその状態を確認していくことから介護予防の理解を含め、その 

重要性を認識していくということにも繋がっていきます。



11 

ですので、この収集の対象としましては、介護予防プランを作成するご本人の対象者の有無、それと収集事 

項としましては、氏名、それからご本人の健康、病歴、身体状況、家族状況、親族関係、これも必要になって 

きます。 

そして、趣味と書いてございますが、これはご本人の生活のリズムとか、生活の領域、こういったものをご 

本人の健康状態を維持していくために本人の趣味を生かしていく、こういったことをやはりご本人により良い 

生活環境を良くするために趣味として挙げております。 

続いて、要介護・要支援認定者一覧というものがあります。これは、市が行うべきこのような地域支援事業 

のうちで介護予防の特定高齢者の把握事業を実施する対象者が６５歳以上の介護保険の１号の被保険者という 

ことになります。 

その中から要介護認定を受けている者は除くというふうな介護保険法の規定がございまして、このために介 

護予防の対象とすべき特定高齢者を選定するために要介護・要支援認定一覧の情報が必要になってきます。そ 

のために情報を収集いたします。対象といたしましては、６５歳以上の介護保険の第１号被保険者であって要 

介護・要支援の認定を受けた者、引き続き受ける者、後に要介護・要支援を認定を受けていた者で身体状況の 

改善のために要介護・要支援認定が除外された者、こうした人達が収集の対象となっています。 

収集事項としましては、識別番号、氏名、住所、生年月日、性別ということで、これはご本人特定するため 

に必要な情報でございます。それと、身体状況。これもですね、介護保険の１号被保険者から除外すべき具体 

的根拠がある要介護・要支援認定の状況について把握するために収集するということになっておりますので、 

身体の状況を必要といたします。 

続きまして、特定高齢者介護予防支援計画表というものがございます。 

これは、特定高齢者に指定されて地域包括支援センターに介護予防プランの作成を依頼した特定高齢者につ 

いてですね、生活機能の低下の原因とか、そのご本人の････、生活機能の背景等の分析からそういった問題や 

課題をですね、定めて支援ニーズを明白にして介護予防プランを提示していくことにこの計画表が必要になり 

ます。 

収集の対象としましては、地域包括支援センターに介護予防プランの作成を依頼した特定高齢者とその家族、 

家族からご本人の状況を聞く場合がございますので、情報の収集先は本人となります。 

対象としましては、本人の氏名、それから健康、病歴、障害、身体状況、家族状況、親族関係、婚姻という 

ことで婚姻状況も必要といたします。 

それから、やはり在宅での生活をより豊かにですね、活用していく、そういう意味で、生きがいに繋がる趣 

味というものもどういうものかというのを把握していく必要があるということで趣味を入れさせていただいて 

ております。それと同時に福祉サービスも活用するということになりますので、福祉サービスも入れておりま 

す。

続いて、特定高齢者介護予防支援評価表というのがあります。 

これは、特定高齢者のための介護予防プランについて、定期的に若しくは随意にですね、評価してより良い 

介護プランを作っていく必要がございます。その中でですね、この目標について評価を示して、介護プランや 

目標についてこの評価に応じて見直しを図っていく、この中で評価表というのが必要になってきます。 

これは、特定高齢者本人、それからこの本人を支援している家族、これが収集の対象となってきます。当然、 

記録項目としての氏名、健康、身体状況、これは、ご本人の状況を把握するために必要となってきます。それ 

から福祉サービス、これは福祉サービスの利用状況について介護プランをしていく必要があるということでさ 

れております。 

続いて、特定高齢者ケアカンファンレンス経過記録というものです。 

これは、特定高齢者のための介護予防プランに示されている目標としての課題、そうした保護の事項につき 

まして、その事項に関するものによる現状での分析とか提案、こういったものを先方に直接、または文書でで 

すね、出されたものを整理して特定高齢者介護予防支援評価表の作成のためにこれを活用としていくものでご 

ざいます。 

これは対象としましては、特定高齢者としての介護予防プランの作成している、もちろん対象者ということ
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になります。 

記録項目としては、ご本人の氏名、そして健康、病歴、身体状況、家族状況、親族関係こういったご本人を 

取り巻く方の情報もしております。 

それから福祉サービスということでリハビリ介護プランをする･････。 

それから最後にそのサービス利用票別表というのがございまして、これは後ほど説明するサービス利用票と 

いうのがありますが、これに付随しているものであります。何かと言いますと、介護予防プランで介護予防サ 

ービスを受ける要支援１、２と認定された、その被保険者がサービス提供事業者のサービスを受けることによ 

って、支給限度時、それから利用者負担を自分で自ずと管理するために作成するものでございます。 

これは、要支援の１、２と認定された介護被保険者ご本人の情報でございます。 

これは、ご本人の確認ための記載ですので、氏名、･･という形になります。 

雑駁でございましたけれども、以上、新規として提出されたものでございます。 

会長 あのね。大きく分けてこの届出に関しては３種類、冊子があって、今、新規届出分についてのご説明でし 

たよね。で、新規届出、（変更扱分）、これと変更届出と。で今、ざーっとね。 

概要をご説明なったものと。改めて確認の意味でどこがどう違うのか、ちょっと一言ね。 

事務局 一応、これの違いというのは特に関連しているものですので、全て同じ、これの内容なんですけれども、 

ただ一切こちらの方に提出されましたときにですね、必要ではないと、あと、逆に必要であるものが変更にな 

ったということで、再度、変更の申請が上がってきたものとして、こちらの方は変更という扱いにさせていた 

だきます。 

会長 それが変更扱い分。 

清水 ちょっと意外なもので、もう一つ、後二つあるが、その新規届出（変更扱分）というのと、（変更････） 

というのは情報としては同じもので、そうなんだよね。 

事務局 そうです。 

清水 で、最初に変更････出てきちゃったけれども、多少、････があったので、差し替え等がくっついて、それ 

を見てくると、言うまでもなくですね、変更届出の方が現在のものです。そういうものだよね。 

事務局 そういうことです。 

会長 それでよくわかりました。 

で、これで、････。これでひと区切り、その新規のものについてこれで一区切りつけるのか、それとも、続 

けて概要説明にしていくのか、どうなんですか。そこら辺は。ここで一区切りつけて、いろいろご質問やご意 

見を伺うのですか。 

事務局 いったん、ここで一区切りさせていただいて、また変更としては届出事務がございますので、まあ、流 

れ的には同じなんですね。もし、その中で。 

会長 よろしいんですか。そういう進行で。進行としたらそれでよろしいんですか。いいんですか。 

それで。ここで、区切りをつける。 

事務局 はい。 

会長 はい。それからその要するにあれですよね。届出の概要というこのマニュアルというのか。 

事務局の方で、進行説明を指していたわけでしょ。こちらの方。 

事務局 はい。 

会長 こちらを我々こう読んで、確認しながら、今、お聞きしたんですが。こういうものが付けていただければ 

大変理解を深まると。内容に関してね。何かございますでしょうか。ここまで。 

清水 今やっていただいたところですと、本当に････契約。これをまあ、･････個人から集めるんですという 

ことなんでしょうけれどもどんな情報だった。 

高齢者福祉課 えーと。 

清水 例えばですね、ある････と比べて、これは他人のものになりますよとか。子供が二人いますよとか。こう 

いう個人情報が出てこないでいうものであれば、Ａという人間がいたとして、Ａの家族に配偶者のＢという者 

がいたとすると、Ｂが出てこなければ、配偶者がいるか子供がいるというだけの話ですよね。それは、本人主
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義でもいいと思うんですよ。Ｂさんがどこに住んでいて何歳です。これは、そのものが出てくるとすれば、そ 

れは誰だなんだことを････。 

会長 はい。どうぞ。 

高齢者福祉課 家族というふうにある側にいることにしては、家族が本人といいますけれども、介護保険のサー 

ビス、 介護予防のサービスを受けることについての家族としての意見、 これを記録するという行為が出てきます。 

本人の意向、家族の意向、でトータルでどういうくらいにしているのか。どういう評価があったというふうに。 

清水 例えばね、３と番号がふっておる。この説明のとおりでいくと。収集事項というのがあって、氏名で、本 

人を特定するくらいのことはそれはわかる。その後で、健康、身体状況、家族状況と。家族関係これらがあり 

ます。これは誰に誰が言っているんですか。これは。 

高齢者福祉課 表は。 

清水 サービスを受ける本人の家族ですよというのは、家族本人が言ってくれるんでしょ。 

高齢者福祉課 はい。家族本人。基本的にこの介護につきましては、ケアサービスの担当者とサービス提供者と 

本人、家族、それが･････なっております。 

会長 本人及び家族。本人及び家族ね。 

堤委員：情報収集先の本人だったら何を指すのですか。 

清水 もちろん、指すものが一つになっているんだという話なんでしょ。これはね。 

高齢者福祉課 はい。 

清水 これはね。そうですね。本人から集めるものと家族から集めるものがある。そうすると、これは私が手を 

打たないきゃいけないんですよ、仮にそうだとすると、私が家内なら家内が家族として私はこう思っていると 

いうことを言ってくると、この他の子供とか親族関係とかとそういうものには一切出てこないという把握です 

よね。 

高齢者福祉課 ですから、実際、近くにいて誰が実質的に介護をしているかという問題は。 

清水委員 それはおかしいね、可能性もあるじゃない。実はそれぞれ集めている。 

高齢者福祉課 はい。 

清水委員 いや、それが個人、家族なんなりが一部始終でこんなのも要したら万が一に････。 

例えば、そういうのが出てきたときには、それはもう違法ならいいんですよね。例えば････ 

変わる可能性があるわけですね。今までやった････そこに情報が集まっちゃったとしては、条例としては違 

法行為だということはよろしいんですね。 

会長 今のは、質問、ご意見なんですか。ご質問なんでしょうか。 

清水 続けてこういう話しというのは、もう少し広角的なものであって、もうちょっとアバウトな思いだとする 

はずだと。そうすると、ここが意見の者が３人いてＡさんが対象になったと。･･･扱っているのはＢだ。普段、 

何がしろの子供がして、このＣはですね。普段は出てこないけれども、万が一････出てくる可能性がある。場 

合によっては、連絡先になる可能性もある。この人も場合によっては聞く必要がある。でも、その人がいるか 

いないかということは、本人が言ってこないわけですからわからないんですね。と言っているわけです。これ 

でいいんですね。 

もし、そういうところを詰める可能性があるとすれば、いわば家族という他人から集めているんじゃないで 

すか。ということ。 

会長 なるほど。いかがでしょうか、今の論理構成。ご理解できたでしょうか。どうでしょうか。 

今のはご質問だそうです。 

高齢者福祉課 当然、話しの中でそういうことは出ているとすれば。 

清水委員 いや。出てこないんだと思うんですよ。。 

高齢者福祉課 だから、いわゆるそういう人がいますよというレベルでは、基本的な枠というふうには残らない。 

緊急連絡先という実効性のあるところは期待される。 

清水 住所地。 

高齢者福祉課 はい。
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清水 そうすると、その緊急連絡先といってもまだ････てないし、この人の情報というやつは誰が集めるんで 

すか。私が緊急連絡先ですよというふうに誰かが本人が言ってくるまでは集めないということなんだと。あの、 

そこに例えば高齢者の老人がおりまして奥さんがいてですね。 

････子供は東京におりまして、だけど････わからない。そこで、････出てくるケースとか場合によっては、 

子供の方にも意向みたいなものを仮に････こういうふうに一方的には、その息子さん本人が････高齢者福祉課 

は情報を持たないんでいいですねと申し上げる。本人からしか集めないとしちゃっているから。 

大体の意思には余地があるんじゃないですか。 

高齢者福祉課 今のは自主検診を････であれば十分ありえますので、････。 

清水 家族状況は言う余地があるというふうに言っといた方がよかあないですかということがある。 

会長 そうするとやっぱりごれは、ご意見としてお伺いした方が結局よろしいんじゃないでしょうか。そうする 

と参考にしていただければ。 

玉造 目的があればいいのであって、本人からその東京の息子さんのこういう人がいますよと言ってあれば、本 

人から収集する。 

清水 それは本人がね、同意を取ってくれたおかげですよ。その方から同意取って、原則的には同意書も付けて 

ですね。 

玉造 本人から聞いてない人が来た場合に、どっからくるかというと、Ｂとか私人になる。と、こういうことで 

すね。 

清水 そういうことです。 

玉造 それを入れとけば、パートナー以外はないということですね。 

堤 ちょっと、それ、今の９番のところで、解説の概要の方に収集対象は本人及び支援している家族と書いてあ 

るんですね。 

そうすると、ここの届出事項の中の表示は本人でしかちょっとないですよ。あの届出事項の本人というのは 

表示の仕方なのか理解の仕方なのかがちょっとわかりにくいんですよね。だから、ここで例えば支援している 

家族はこの本人では特定高齢者のことであり、家族ってのは、民間私人いわゆる第三者からもらうこともあり 

ますよ。と趣旨で書かれているのか、今、言われた本人を介してだけなのですかね。 

清水 いや、 この書き方だとね。 今の先生のご指摘のところなんです。 高齢者本人になっているところなんですよ。 

本人から来たから。で、支援をしている家族に関する情報っていうのはその支援している家族本人から来た 

からしか集まらない。 

堤委員 その場合、本人とは別の。 

清水委員 別のスタイル。 

堤委員 ここにいるところは別ですよね。 

清水委員 ええ。 

堤委員 そうするとそれは、厳密には本人と民間私人という形で収集先と謳うべきなんじゃないかな。 

清水委員 いや。最初は、それくらいは本人から集めるんだというふうにおっしゃつたわけ。 

堤委員 ううん。だから。 

清水委員 相互乗り入れはなしですよ。ということ。 

堤委員 ええ。そういうことですよね。だから、そこんところのちょっとなんか本人という意味をね。 

清水委員：それじゃ。困るんです。 

堤委員：するとね。 今、 言った本人とは、 あくまでもこの場合でいえば特定高齢者本人を指すと。 届出事項の本人。 

その本人以外のところから出てくる家族の情報があれば、それは別の民間私人というふうな形で、まず認識 

を強調させただけで、届出事項をきちっと表記されないと、なんかここの概要と、今言った届出とか、また説 

明なんかは、ちょっといまひとつわかりにくくなるんですよ。 

会長 先生。これもやっぱりご意見として、あの参考にしていただければと思います。 

堤 もう一回。あの２番目か。次に意見書とあるんですけれど。これは、あの。でも、収集先は本人なんですけ 

れども。制度自体が理解できてないからわからないですけれども。主治医の意見書は本人から情報を得る。お
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医者さんの方から。あるいは、この概要の中には、必要があれば主治医等の意見を聴取すると書いてあるんだ 

けど、そうするとこれ当然、本人以外で本人の色々な状況をお医者さんという第三者から情報を集めるという 

ふう に理解できるんですけれど。収集先は、本人としかなっていない。一般的には意見書ってのは、もうお 

医者さんの専門的な医学的な知識に基づく見解を表したもんですよね。でも、端的にそれは本人じゃなくて、 

本人以外の。 

まあ、これはだからお医者さんは、官公署のお医者さんでいるのかな。まあ、官公署と民間私人と両方かか 

るのかもしれないけれど。ちょっと私は本人から主治医の意見書を情報収集するってのはどういうふうにも理 

解できないだけど。これは、どういうことを言っておられるのか。 

質問とも、もしそうでないとするならば、やっぱり、再度検討されるなり変更された方がよろしいかなって 

いう話しもできるんですけれども。 

会長 いかがですか。 

高齢者福祉課 基本的には、本人を評価したものが、･････するというとで基本的には本人の同意をおそらく理解 

して、それでそういうような･････なっているんです。他の経過も出てきますけども。評価表だとか、同じ 

ようなものとか。本人に聞いて介護予防の評価を出すと。それについて、･････。 

清水 つまり、どういうことですか、これは主治医意見書というような紙ぺらが１枚あるとして、この紙を出し 

てくるのは、あくまでも本人。ある･････。そのときに堤先生に関する医者の判断というのは私から集めてい 

るんじゃなくて、あくまでも堤さんから集めているんだと。そういうことでよろしいですね。それなら堤先生 

は自分の情報を市に提供を受けるというだけだから本人から得ましたね。強いて言うと医者の名前をどうして 

くれるという問題があることはありますけれども、このことは聞かないということなんですよ。それなら、そ 

ういう話しならば、これは。逆に私がこっちへ渡してしまうという可能性があるとすれば、それはあくまでも 

第三者から集めているという話しにしかならないんですけれども。どちらですか。 

高齢者福祉課 事務的には第三者からの収集と。 

清水 であれば、相談になっていると。 

事務局：高齢者福祉課さんさ、これ情報の収集先の･････ことなんだから。本人の同意ということがこの中にな 

いから情報の収集先で可能性があるところ全部飲み込み取りましょうということなんですよ。それについて 

高齢者の見をぴっしっと言ってもらえればいいんです。 

清水 例えば、･････があるよね。減額規定の･････高校の成績なんかを出させますよね。あのときは出してくる 

のは本人じゃない。高校からもらうということはないわけです。で、高校がこうした成績証明書であっても大 

学は本人から収集した。あくまでも･････。それなら本人･････。 

だから直接、そっちからもらっちゃうという可能性があるというんであればですね。これは、第三者収集でし 

ょ。 

玉造 今の場合は本人にお願いをして主治医の意見書をもらってくださいというならば本人だけでよろしい。 

こちらで主治医さんから別に意見を聞く場合には民間なり公的機関に情報を入れなきゃいけない。 

清水 そうです。で、堤先生のご指摘があったように医者の意見を聞くというふうに、医者の意見は本人が聞い 

てこいという話しなのか、それともお医者さんに電話なりで集めるという可能性があるのかないのか。あるん 

だったら、第三者提供、第三者から収集をするし、あくまでも本人が書類持ってこなかったんだねというふう 

に言い張るんであれば、もしそうであるとすれば、それは･････。 

玉造 ある意味では、介護を受けるような人は本人よりも第三者から情報を収集するのが多い場合もあるかもわ 

かりませんね。実際面としては。 

高齢者福祉課 すいません。本人に関することというのは本人というふうなチェックしかなかったもんですから、 

まだ何件もあります。 それにつきましては、 第三者からということで、 そういう感じでよろしいと思うんですよ。 

会長 いや。だけど、それはここで回答するんではなくて、もちろん、あくまでも報告の場なんで、一旦持って 

帰っていただいて、検討して、次回の報告に生かしていただければなというのが我々の意見として出されてい 

るもんだと思んですよ。この場でどうのこうのと言うんじゃなくて。 

清水 この制度というのは、何をどうしようと、ある人に関する情報がどこから集まってくるんだ、そして、ど
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こへ行っちゃうんだ、この流れははっきりしなさい。それをそのいわゆるクリアすることによって、市民に報 

告しなさいと。そういう程度の･････程度であるわけですから。 

堤 これは公開されているんでしょ。 されてますよね。 届出とは関係ないんだけれども、 ケアカンファレンスとか、 

ＭＤＳ－ＨＣアセスメント表が言葉の説明がもう少しないと、一般の方はすごくわかりにくいんじゃないかな 

というふうに、あるいは、できれば日本語的な言い方をしていただければ。形にしていかないと。どうなんで 

すかね。その一般の情報公開の届出文書の趣旨に反しますよ。これがもし一般公開されているとしたときに、 

これをご覧になった方が、例えばそういうことをすぐに理解できるのかな。こういう場合、傍からものを言う 

ですか、そういうものについて、もう少し、こう、何て言うんですかね。配慮していただいた方が、より公開 

あるいは情報を正確に伝えるという、そういう趣旨に叶うのかなと。まあ、一つのこういうのは、用語という 

のがあるようですから、必ずしも全部が全部とは思わないんですけれども、ちょっとそのアセスメントであっ 

たりケアカンファンレンスであったなという、日本語的にもう少し何かわかりやすい言葉として表記していた 

だいた方が、より一般市民の方に情報が伝わりやすいのかなと。 

会長 その情報公開という観点より、ご本人ですね。介護を受けるご本人に、こういった、例えばそのもちろん 

これは新しい仕組みであるとか、その何とか表であるからこそ、こなれた日本語はまずないわけでしょ。だか 

らこういうアルファベットを使ってカタカナ文字、表記せねばならい。ならざるを得ないのはわかるんですが、 

ご本人に、介護を受けるご本人にご理解できるようにご説明はされるわけでしょ。 

高齢者福祉課 もちろん。それは、はい。 

会長 まず、それは基本だと思うんですよ。で、なおかつ、堤先生がおっしゃったように、公開の対象になるん 

だとすれば、一般の市民も、つまり、いずれはご自分も介護を受ける立場になるね、なるだろう方に公開して 

もね、わかるようになっているというふうなお話しなんだと思うんですよ。ところが、しかしね。新しい仕組 

みとかね。新しい制度っていうことですから。何なのかかね。まだこなれた日本語が出ないっていう現状では 

あるわけでしょ。 

高齢者福祉課：はい。わかりました。 

堤 これをご覧になる方ですね。今言ったようにね。今後どういうことかなと。例えば、なったとに、そういう 

カタカナ言葉というのは、年齢的ものからいえば、なかなか取っつきにくかったり、それだけでも、何かもうい 

いや、みたいな話しになると、かえって良くないかなと思ったり。 

事務局 一応、事務局としましても今後、ここに限らず、肩書であるとかわかりにくい。行政用語とは先ほどわ 

かりにくいと言われていますから、説明できるものについては、極力、説明書きの方でその説明したいと思っ 

ております。 

会長 はい。よろしくお願いします。 

清水：もう一点だけある。７番目の方で、届出の概要の方よりも他の･････可能性があるとは、それだけなんで 

すね。実施機関内部で。･････それだけなんです。概要の方の説明の方にどこが違うんだというのをそれを聞 

いたんだね。 

会長 ７ページ。７。 

清水 ７ですよ。どこから来ているかと。 

高齢者福祉課 はい。認定者の事案につきましては、高齢者福祉課が認定作業をしまして、市内にある地域包括 

支援センターに流れる。 

清水委員：ていうことがあります。 

高齢者福祉課：はい。 

会長：はい。そろそろ時間もありますので。この新規届出分についてはこれで区切りとしたいと思います。で、 

引き続きお願いいたします。いいですか。 

事務局 はい。すいません。 

続きまして、事務的に誤箇所あったところでございます。 

････届出という縦書きのものと横書きのものがありますが、これ先ほど私、届出書と概要です。 

これに変わったというふうにご理解いただきたいです。この一覧表1枚目。両面になっています、この一覧
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表の変更箇所というものが、ここの部分が変更となったということで、それが新規届出変更扱いというのが従 

前のもので、これからこの変更届出となったという縦の方に書いてあります。ですので、これを全部見ていた 

だくのもあれなんですが、変更届出と変更の概要の所で説明をした方がわかりやすいかと思いますので、説明 

させていただきます。 

そうですね。左上の方に変更届出と書いてありまして、そこでの概要。それと同じく変更届出の横版。届出 

事項。これが変わったものです。 

こちらの縦書きの変更届出とそれと横書きの変更届出。その二つが最終という感じになりますけれども。こ 

れでチェックしていきたいと思います。 

まず、面接通告記録票というのがございます。これはどういうものかと申し上げますと、これは、地域包括 

支援センターというものが、今、現在４つ、ここを含めまして４つあるわけなんですけれども、この中で中央 

地域包括支援センターというのが市が直轄しているところなんですが、ここにですね、介護予防のための支援 

を実施している介護被保険者を除いてですね、その中央地域包括支援センターに直接来られたり、電話による 

通報、それから問い合わせとか相談になったときにですね、この本件を使いましてそれを記録して今後の支援 

に活用していくものであります。 

従いまして、６５歳以上の高齢者に係る････としてやるわけですが、色々な多岐に亘ったものがここには登 

載されるわけでして、その中で、特に記録項目といたしましては識別番号、氏名、住所、性別、電話番号、そ 

れは、被保険者番号を記録していく意味と後、本人を特定するための情報でございます。 

当然、これは本人と連絡取るためにわかればですね、記録表に記録するわけなんですけれども、後、他には、 

健康とか病歴、障害、身体状況、家族状況、親族関係、職業を収集します。 

それと福祉サービス。これは、こちら福祉サービスを受けるわけですので、福祉サービスというところに収 

集するわけです。 

これは、ご本人と実施機関内で収集します。すると、これに関係している方の････考えられるということで 

あります。 

それから続きまして、利用者一覧表というのがございます。 

利用者一覧表というのは、その中央地域包括支援センターにですね。介護保険認定によって、要支援１、２ 

と認定された者が作成する対象者の一覧表であります。 

これは、当然、ご本人の情報ということで、６５歳以上の高齢者ご本人の情報を収集するということでござ 

います。それには、受付と自分の通し番号というものが必要になってくるものとして識別番号、それから、ご 

本人の氏名、住所、生年月日、性別、こういったものが記録項目として記録されます。 

続きまして、支援対象者名簿というのがございます。 

これは、先ほど地域包括支援センターの受付簿として作成をするものでありまして、何をさせるかというと、 

利用の統計処理、それから実績報告作成の資料、今後のですね。資料、地域包括支援センターを運用していく 

上での資料として活用していきます。 

あと、収集の対象としましては、６５歳以上の高齢者で、介護認定申請で要支援非該当となった被保険者。 

それから、特定高齢算定規則というのがございまして、それで、この特定高齢者と判定された者からの収集に 

なります。 

収集事項としましては、識別番号、氏名、住所、生年月日、性別、電話番号、それから、福祉サービス、こ 

れも先ほど申し上げましたと同じようなものでございます。 

それから、続きまして、地域包括支援センター、ケアマネジメント支援受付表というのがございます。 

これは、関係する事業者とか本人家族等からケアマネジメントに対する意見、相談等を記録してその経過を 

整理しながら、ケアマネジメントの流れとか今後の課題についての整理に必要とするものであります。 

対象としましては、ケアマネジメントの違反する意見や相談等をですね、中央地域包括支援センターに行っ 

た方、本人、それから実施機関内部、それから民間私人というものが情報の収集先になります。 

収集情報としては、氏名、住所、電話番号、健康、身体状況、家族状況、親族関係、職業、それと福祉サー 

ビスということになります。



18 

それから、利用者基本情報というものが、これは６５歳以上の高齢者の、それから要支援１、２と認定され 

た者のケアプランを作成するに当たってですね、利用者の生活状況とが基本となっている情報を一覧として整 

理して、今後の支援に活用していくというためのものでございます。 

収集先は、ご本人、それから実施機関内部と民間私人となっています。 

記録項目としましては、同じように氏名、住所、生年月日、年齢、性別、電話番号それから健康、病歴、障害、 

身体状況、家族状況、親族関係、婚姻状況は必要になります。 

それからこのケアプランを作成する上でですね。今後の目標を設定する必要がある上でですね。 

本人の職歴、それから本人の既に住んでいる住宅の改造等を、これ考える余地がございますので、財産、それ 

からご本人の収入、福祉サービスとご本人の生活の趣味、どういったものを趣味にしているのかというものが 

必要になってきます。 

続きまして、会議予防支援事業アセスメント表、本人用、これはまさに介護保険認定でこの支援に認定され 

た被保険者ですね。介護予防給付を受ける場合に希望する場合なんですが、それは当然、中央地域包括支援セ 

ンターと契約をした後にですね。各地域にございますセンターの担当者がご本人の生活状態とか、ご本人の体 

の状況、こういったものを確認したり、考えてですね。介護予防プランを作成していくということになります。 

そして、この介護予防プランを作成していく上で、このアセスメント表というものをベースにしまして、介 

護予防サ－ビスについてを決定していくという形になります。ということです。 

これは、ご本人と、先ほどのように決まった時から本人から収集する場合もあるということでございます。 

記録項目は、氏名、健康、病歴、障害、身体状況、家族状況、親族関係、婚姻、福祉サービス、趣味という 

ことでございます。 

それから、サービス担当者に対する照会表というのがございます。 

これは、介護者予防サービスを担当者の会議というのがございまして、それに出席ができないという担当者 

にですね、この出席できないその会議で進めたことですか、会議によって話された部分、これをこの根拠を用 

いることによって、出席できない方にですね、知らせるということでございます。 

これも被保険者本人の情報ということで氏名、健康それから障害、身体状況、家族状況、親族関係そして福 

祉サービスの利用ということでございます。 

続きまして、サービス担当者会議録というものがあります。 

これはやはり要支援１、２と認定された者ですね。介護プランの作成担当者、それから提供者がですね。今 

後のサービスの利用について担当者会議を開くということでの会議録になります。 

これもご本人の氏名、健康、病歴、障害、身体状況、家族状況、親族関係それから福祉サービスの記録とい 

うことがございます。 

それから、会議予防支援計画表というのがあります。 

これは、やはり要支援１、２と認定された者、それから介護予防プランの作成を依頼された被保険者。そう 

した方がですね、根本的な問題とか課題を定めて支援ニーズを明らかにして補足プランを作成して、本人や関 

係者にそのプランの内容を提示していくというときの計画表でございます。 

これはやはり、本人とその家族からの情報の収集であります。 

対象としましては、氏名、健康、病歴、障害、身体状況、家族状況、親族関係、婚姻そして福祉サービス、 

ご本人の生活の安定ということで実務を整えていくことで趣味というものが必要になります。 

それから、週間サービス計画表というのがあります。これは１週間のうちの予定を、ここで明らかにいたし 

まして、１日とそれから週の単位で生活のリズムを形成していくということを目標としております。 

これに必要なものとしましては、介護保険証のときの情報、それから、それには、氏名それと福祉サービス、 

それから本人の生活、生きがいということで趣味というところにチェックがあります。 

それから、介護予防支援介護給付費明細書というものがございます。 

それは、介護予防給付に伴いましてですね。国保連合会というところにこれを請求をいたします。 

そうすると国保連がですね。これを算出したらですね、国保連の請求を受け取ってですね、まあ、それを点 

検項目をチェックいたしまして、それを国保連に報告することになっています。
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これを通しまして、こういったものの情報としましては、ご本人のやはり識別番号、氏名、生年月日、性別 

というものがベースになってきております。 

それからサービス利用表というのがあります。これはやはり介護予防サービス受ける････に掲載されたもの 

なんですね。サービスを受けることについての内容とかこの利用時間帯。まあ、これもですね。用意の････を 

示すために････。これには、ご本人の････。それはさることながら、････としましては、認識番号、識別番号 

ですね。これは介護被保険者の番号を････いたします。氏名、生年月日、性別はこれは本人確認のために記録 

するものです。 

それから支給限度額管理票というものがあります。これは要支援の１、２と認定されたですね。 

介護予防サービスの利用法としてその利用に要する額がですね。国の決定した基準額を超えないようにです 

ね。介護予防サービスの種類と、この利用者等一体となって考えているためのサービスの額を、その見合うサ 

ービス額を確認するための管理表となっています。 

これは当然ご本人のですね、識別番号、それから、氏名、生年月日、性別というのが必要になっていくとい 

うことになります。 

それから給付管理票ということでございます。 

これは介護予防サービスを受けている被保険者、各々ですね。支給限度基準額を超えないように管理する。 

そのための管理票となっております。 

これもやはり、ご本人の識別番号、氏名、生年月日、性別というものでご本人を特定いたします。 

続きましてサービス提供票というのがあります。 

これは、やはり要支援１、２級について認定された者がですね。介護予防サービスの受けることがですね。 

そのサービスの種類とか、利用時間、それから支給限度額の基準、利用者負担についてですね。本人にも管理 

してもらうためにサービス提供表というのが必要になります。 

これはやはり、識別番号、氏名、生年月日、性別とご本人を特定するためのものが必要となります。 

それから介護予防版、これもＭＤＳ－ＨＣということになりますが、こういう選定表がございまして、これ 

が必要な介護予防サービスを選定するための表として、さらに役立つものとしてこれを指定いたします。 

これはご本人のためのものですので、その方の氏名、健康、障害、身体状況を必要とします。 

それから事前アセスメント表というのがありまして、これは介護予防プランを設けてですね、栄養改善の個 

別のサービスプランを作成する必要がありまして、これは特定高齢者本人に記載してもらうためにですね、本 

人を特定するという意味で氏名、それから健康、病歴、身体状況、これは食生活に影響してきますんで、こう 

いったものが必要になります。 

それから、それを満たすための趣味ということで趣味も必要となります。 

それから、基本チェックリスト総合判定結果表というのがございます。 

これはですね、特定高齢者に代表するかどうかを判定し、その結果をご本人に通知する、そのためのチェッ 

クリストでございます。これは中央地域包括支援センターの担当者がご本人に訪問調査につきまして基本チェ 

ックリストを書くわけなんですが、これには、何が必要かと言いますと、ご本人、氏名、健康、それから身体 

状況、体の状況、栄養状態ということでご本人の身体状況が必要になります。 

それと閉じこもり評価のための質問表というのがございます。 

これは特に高齢者の方ですと、やはり精神的に閉じこもっている傾向がある方もおりますので、こういう方 

に対してはですね、やはり支援していかなきゃいけないものですので、質問を表現としていくつか質問いたし 

ます。 

これにはその方の氏名、それから閉じこもっている状態がどのようなものか、身体状況を記録いたします。 

続きまして、解決すべき課題の把握というのがあります。これは、特に口腔機能、口の中の機能として、こ 

れは生活習慣とかですね。 本人の食生活、 これに影響してくるのですが、 これにはですね、 やはりご本人の体調、 

体の状況等がどうなったというのが一番のことでありまして、そういったときには、ご本人の氏名、生年月日、 

性別、それから健康、病歴、障害、身体状況、こういったものを見ようとしています。 

それから、利用開始時・終了時における把握というのがあります。この口腔機能関係、先ほどの把握をした
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団体でですね。再度ですね。介護予防プランを作成しまして、それから、それがプランの終わった後にですね。 

この口腔機能についての確認をするという意味で、この事務が必要といたします。これには、ご本人の氏名、 

生年月日、性別、健康、病歴、身体状況を指定いたします。 

それから、ウォーキング宣言書、これは････機能の向上を図るためにですね。予防プランを作成するように 

考えます。 これは、 ただ単に本人に宣言していただくものでして、 これはご本人の氏名のみを必要といたします。 

それから、苦情受付簿というのがございます。これは、いろんな、やはり、対応する中で苦情等相手方に対 

して、どういったものの流れだというものを、この苦情受付簿で受けるということになります。 

これにはご本人の本人････そういうお話になります。 

対象としましては、そういう個人を特定する氏名、住所、性別、電話番号、それから健康、病歴、障害、身 

体状況、家族状況、親族関係、婚姻それから具体的なその内容を明らかにしておくために職歴とか職業、学歴、 

資格、賞罰、財産、こういったものの本人のそういうものも必要となります。 

それからご本人収入から納付状況を必要といたします。 

それと福祉サービスと趣味が必要となります。 

最後になりまして、報告書ということで、これは全体を通して地域生活推進事業のその報告書でございます。 

これは特定高齢者のうちでプランを作成した中でこの方の栄養改善、これが必要な者に特定するために報告 

書を必要といたします。これは本人の氏名と当然本人の健康状態とが必要になりますので、健康、身体状況こ 

ういったものも記録項目としてチェックします。 

以上でございます。 

会長 はい。駆け足であるんですが膨大な届出をご苦労さまでした。 

玉造 あの、ちょっと質問が。今、最後の質問にそういうところがあったんですが、２４のところで報告書とい 

うのがございますね。報告書というのは、情報をどこかに提供するわけですか。 

高齢者福祉課 これにつきましては、特定高齢者について、それぞれ、特定高齢者について栄養改善が必要な人 

の栄養介助のためのサービスを市が委託しまして、その委託を受けた管理栄養士なり、保険士さんなりが、本 

人の状況について地域包括支援センターに対して報告をすることになります。それと、それぞれのマニュアル 

の中にこういう様式ということで示されたもの、こういうものを介助の形で何人かされているわけで。 

玉造 ですから、私の質問していることはですね。さっきのところにも本人及び関係者との連絡、連携を図ると 

いうふうなことがございました。それと、介護給付費の請求の代わりということがありました。そうすると情 

報を収集するばっかりじゃなく、情報の提供先というのも出るのかなと私は思ったんですけれども、それはあ 

んまり関係ないですか。 

高齢者福祉課 これはですから実際に。 

玉造 右と左。付随しているような感じがするんですけれど。 

高齢者福祉課 栄養改善をするための事業を委託します。その個々のことについても改善された状況というか。 

そういうサービスを受ける前、受けた後の状況を報告してもらうという考えになります。 

事務局 提供することについて、市に上がってくるんでしょ。それについて説明してください。提供するわけじ 

ゃなくて市に上がってくる理由報告書ということについて。 

会長 よろしいですか。ご質問。 

高齢者福祉課 はい。 

会長 だから、同じ情報を何か別な民間の業者の方が供用するということはないってことなんでしょ。 

玉造 関係者との連携を図るとがあるわけでしょ。そうすると実施機関内部、市長部局内での情報のやり取りは 

あるのかということはです。････。････。こういうことは。 

会長 そういうご質問だったんですか。そういうご質問だったですか。 

玉造 そういう質問なんです。ここにある部局内とこう書いてありますから、この情報の行ったり来たりは情報 

の提供先になるのかならないのか。やっていることそのものは、別に何も問題なしてないんです。 

会長 改めてどうぞ。 

高齢者福祉課 内部事務文書として。中で。
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清水 高齢者福祉課以外は使わない。はい。 

高齢者福祉課 住民から報告書を出す。 

会長 なるほどね。わかりました。そういうことで。 

玉造 高齢者福祉課には伝わらない。介護保険課とかには使わない。はい。 

会長 それから、ちょっと僕の方から確認ですけどね。識別番号。記録項目であるじゃないですか。いくつか何 

点かありましたよ。これ、識別番号というのは個人識別番号。 

高齢者福祉課 具体的には、介護保険の被保険者番号。 

会長 おー。 

高齢者福祉課 いわゆる受付簿についての識別番号は、地域包括支援センターとしての利用のための前段の･･･ 

･他、識別番号とあるのは全部、介護保険の被保険者番号。 

会長 なるほど。それからね。これも前期で確かこういった類の報告書。というか届出のときにもご質問したよ 

うな。もちろん別の課ですけどね。健康、チェック項目ね。健康、病歴、障害、身体状況というのね。分けて 

あるんですが。これ見ようによってはね。これ、要するに有機的に結びつくじゃないですか。身体状況も。身 

体状況で健康ってどうね、 区別できるのか。 もっていうと病歴もね。 当然現在の身体状況とも関わるわけだから。 

その辺りというのは、ちょっと教えてくれます。身体状況と健康とはどう違う。区別されてるんですか。チェ 

ック項目２つあるよね。 

高齢者福祉課 いわゆる健康というふうに、分類されるものは、いわゆる健康保険法の健康という意味でのいわ 

ゆる大くくりの身体状況。で、個別に病歴らしい、いわゆる診断が出る。障害の程度があったということにな 

れば、身体状況だとか、障害のというふうな形で、そういうのをこちらとして判断基準で使う場合はそういう 

ような考え方でチェックをすることはあるけれども。 

会長 なるほど。他に何かご質問があれば。はい。 

清水 先ほどにも提示するんですが、こっちの方の内容の方には家族というのがあります。届出の方には関係は 

ない。これは、同意を取ってやっていただけますよね。 

高齢者福祉課 はい。 

清水委員 これだけの資料があって代理提供の可能性があるのは、ここまで見て１１番だけっていうこと。おそ 

らく情報の提供先というふうにチェックさせてあるっていうのは１１番目の国保連だけですので。他に出てき 

ただけはゼロということでよろしいですか。ちなみに委託先から出ていくということは、口から出てくるのと 

同じことでしょ。委託先というのは個人情報を取り扱っている以上は市の事務をやっている。 

高齢者福祉課 はい。 

清水 委託先を通じて代理で提供するということです。わかりますか。例えば市役所の市民課というところが、 

仮にコンビニで住民票を発行できるようしたこと。委託事業ですね。その時にコンビニは市の名前で住民票を 

外に出さない。ですからコンビニを通じているから市は外部に出していない。こういう言い方は通用しません 

よ。日本語はわかりますか。 

高齢者福祉課 はい。 

清水 市の業務というなら、この市の業務というものを、たまたまどっかの市の機関以外のところに参加はして 

いるけれども、それは市の仕事をしているわけ。わかりますね。 

高齢者福祉課：はい。 

清水 そうすると、市として直接提供するか、委託先を通じて提供させるか。どちらですか。市からの提供で影 

響があるには変わりはありませんよと。市は全く個人情報を第三者に出していませんよ。僕が委託先をついて 

もボロボロでますよ。それは認められない。ということです、これじゃ。それは届出は委託先を通じて出すん 

だったら出すと書いてください。 

会長 今のあれでしょうか。ご質問なのか、ご意見。 

清水 意見です。 

会長 意見ですね。はい。 

清水 質問としては、第三者提供の方が。
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会長 １１番だけですよね。 

清水 市の情報は市のこれだけ持っている市の情報。これに含まれている市の情報というのは、国保連以外には 

全く出る余地がないんだと考えてよろしいですね。ということ。 

会長 それが質問ね。その裏を返せばご意見になるわけですよね。はい。 

確かに先生ご指摘というのか、ご意見というのか、ご質問ていうか。その部分に関しては、今の事務局の概 

要説明の中ではどうなんでしょうかね、触れられているんですかね。どうなんでしょうか。 

今の当然、清水先生に私以上に仕組みをね。この制度の仕組みを例えば委託するとか。民間に。知った上で 

のご質問をなさっている。ただ、皆さん必ずしも知っていらっしゃるとは限らないじゃない。でないと、今の 

ご質問ていうかご意見の趣旨がほとんど分からないと思う。あなたのご説明の中では、その分が何かはっきり 

してなかったよ。あえて言わなかったのかね。それは、わかりませんけれど。 

清水 お手元にあの。････ダウンロードした個人情報保護条例というのがあるんですが、そこの２９条に受託者 

の責務というのが出てまいります。で、要するに市が取り扱う個人情報というのを外部委託する余地があると、 

いわゆる第三者提供じゃなくて、委託先で処理を続ける可能性があるということがここに書かれている。で、 

委託先に提供するということは基本的には外部提供ではない。市の内部でやっているということ。そこまでは 

よろしいですね。そうすると委託先から外へ出るというのはこういう届出上、市は情報を外に提供してないと 

いう方向にはならない。 

そういう委託というのは、まるまる市がやる業務というのはまるまる別のところにもあるんだ。市がやる業 

務と委託先がやる業務はまるっきりいっしょなんだ。その時に、委託先は、当然、今の条文に従って適切な管 

理をしなくちゃいかんわけです。漏えい。漏えいをしないような処置も取らなきゃいけない。万が一そこで、 

委託先というような第三者が････余地があるというんであれば、市はワンクッション置いて間接的に提供する 

ことにもなるわけです。 

その可能性があらかじめはっきりしているんだったら、最初から委託先から提供するという書き方になるか 

です。さもなければ、市そのものが委託先を通じて提供する。あの手足なんだ。というふうに考えて、手足が 

提供するんだから今回は提供してるんですというふうに言うか。手足がないというのであれば、第三者情報と 

して外部に出す可能性がありますよというふうに言わないと、この表を見ても市民の方は自分の情報というの 

は、どこから来てどこへ流れているかということがわからない。基本的には、個人情報制というのはどこから 

来てどこへ行くんだと、この流れを明らかにするためにこの事務届出ってやっているわけですよ。だから、高 

齢者福祉課としては、この情報は外に出ないということでよろしいですねと。 

出る可能性があるというのは、動く可能性があるわけ。全部言っているから。 

会長 これはご質問なんですか。 

清水 意見です。指摘をしている。やらざるを得ない。 

高齢者福祉課 地域包括支援センターに。 

清水 という外部組織に出るんですね。 

高齢者福祉課：はい。 

清水 僕が承知しているのはそういうことなんですが。そんなら、なぜ外に出るという項目が一項目もないんだ 

ということを申し上げている。どこかの民間団体がやっている地域包括支援センターから情報が来ることもあ 

れば、そこに出すこともある。事業としては、市の委託なんです。 

ただ、個人情報の取り扱いという面であれば、個人情報の市が本来取り扱う個人情報をそっくりそのまま委 

託先でやっているというだけの話しだったらそのまんま市が出していることになりますよ。それから委託先を 

通じて外へさらに出ていたら地域包括支援センターからは、この委託先が市の事業だというふうに考えたなら、 

包括支援センターから外に出ることは１００％ないんですね。となっているわけです。 

現実に末端の事業所のところには、情報が提供されなかったらサービスは受けられない。ですから、そこに 

提供することはないんですね。 

つまり、それがいけないとか良いとかということを言う場所ではなくて、････。 

ある患者さんがおりまして、そこが高齢者のこの方が、地域包括支援センター、民間です、ここに来ますと。
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市は民間は確かに市の仕事をしてます。ですから公僕も戻ってきますよね。あるいは、固有にここにあった部 

分がありますね。これを民間の事業者。提供者です。ここに私の････。 

会長 そういうあの厳しいご指摘があるわけで、もし仮にですね、これはもうね。ご報告の形でね。そちらから 

上がってきているわけですから。これ自体は変えようがないんですが、もし仮に清水先生が厳しくご指摘なさ 

った点を参考になさるとすると、どう変えられるわけですかね。新井さんの方とすると。 

清水 ７月１日からやっているのは違法なんじゃないのかな、と聞いているんです。 

会長 あー、そうですか。違法ですか。 

清水 ええ。この届出が何になる。出せないものが出ているとすれば。 

会長 違法という。これは厳しいご指摘というよりも違法ですからね。当、不当ではありません。 

清水 いえ。違います。 

会長 違法です。 

清水 違法です。 

会長 というご指摘なんですね。これ以上厳しいご指摘はないと。もし、そうだとしたならですね。当、不当の 

問題は超えておりますからね、これは。 

堤 現実の対処の仕方はどうなんですか。地域包括支援センター。 

清水 私はいきさつのことは知りませんが、程度として知っているのは地域の事業者に情報は行きます。来月も 

送られちゃいます。 

堤 だから、木更津として地域包括支援センターというところから、さらに合法的にそういう情報提供がなされ 

ている。職務上必要なものとして、そういう情報とも第三者にさらに提供されているのかどうかことですね。 

そこがちょっと私わからない。それはどうなんですか。実態は。 

高齢者福祉課 市内には、現在３か所ありますし、地域包括支援センター、そこについての要支援１、２の介護 

認定情報は担当地区の地域包括支援センターにまず行きます。 

堤 センターから先に行けなくなっちゃう。 

高齢者福祉課 はい。そうしますと、一部については各地域包括支援センターがこの介護支援事業者にケアプラ 

ンの作成を委託します。 

会長 はい。 

堤 木更津でもやはり地域包括支援センターからそういう情報が提供されてる。 

高齢者福祉課 はい。 

堤 そうすれば。 

高齢者福祉課 そうですね。 

清水 この説明のやり方はね。要するに委託先の地域包括支援センターということで頼んじゃってから、内から 

出しているんじゃないよ。という言い方でしょ。漏えいしちゃったという。そこで言うんじゃないよ。そう聞 

こえるんですよ。 

会長 その方がわかりやすいかもしれない。 

今、何か、先生のご指摘をわかりやすく、こう、ホワイトボードで。 

清水 とにもかくにも、今、情報が本人からかもしれませんし、家族からもしれませんけれども、ともかくここ 

で収集があります。そうですよね。 

ここにＸさんだったらＸさんとして個人情報があります。 

で、これを地域包括支援センターということで出すわけですよね。そうですよね。 

これが、基本的には市の委託事業とおっしゃるので、市の仕事を探しているんだと。こういう構成を取るの 

であれば、こっから個々の事業所に出てくる可能性がありますよという話しであれば、それは地域包括支援セ 

ンターというものを使って市が情報を出しているものになりせんよと。 

で、仮に、これとこれは別のものだと、市は市で、地域包括支援センターていうのは別な部分だというんな 

らこれは、外部提供ですよ。ですから、どこが提供しているのかわかりませんが、ここ固有の事務であって、 

地域包括支援センターとは違うと言うんなら、 地域包括支援センターに出すのが外部提供でしょうし、 ここはね。
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市の業務なんだというふうにここから先に出ていくのが外部提供です。 

会長 というふうにこう清水先生の整理されたわけですよね。これを踏まえていかがでしょうか。 

高齢者福祉課 地域包括支援センターへの提供は、いわゆる外部提供であるということで、整理をされた。です 

から、センターについてどう思うかということです。早急に、････。 

会長 別にここで即座に結論を出すというよりも、もちろん持って帰っていただいて改めてご検討していただい 

て。清水先生のご指摘も一つの意見と考えて。 

清水 この事務届出で今が動いているんだとすればね。我々、ご報告いただいているわけです。こ 

れで動いているんだとすれば、外には出てないということにしかなりませんので。 

会長 従って、明らかに違法ということですよね。という。つまり、持って帰ったとしても明らかに違法です。 

見解の相違はないというご指摘ですね。十分、参考にしていただいて。違法です。で、他に。これほど厳しい 

ご意見はないと思いますけれども。 

他に何か。ご意見がございましたら。疑問点がございましたら。 

あの、今、そうですね。３か所このセンターが現在、稼働しているというようなお話しが出てるんですよね。 

高齢者福祉課 はい。 

会長 この中で、ですからそのセンター自体を民間が運営していると。 

高齢者福祉課 ３か所のうち２か所が運営しています。 

会長 わかりました。で。残り１か所が市の直営というんでしょうか。ということですかね。うん。 

はい。何かございましたら他に。 

斉藤委員。何かございましたら。はい。時間も。時間ですから。 

次のということになると、もう高齢者福祉課は、これで届出順に関しては。終わりということですか。 

あと、もう一つ課があるわけですね。 

事務局 あと、介護保険の方で。 

会長 あ。はい。はい。これは課がまた別の課ですよね。 

事務局 この関連なんですが。これに出す側の。 

会長 はい。はい。なるほどね。それでは。 

事務局 そこに２枚ございますが、１枚もので。 

実は今、お話しいたしました地域包括支援センターのうち、異なるデータ。介護保険課の方の一覧表という 

のが付いています。 

要支援認定介護非該当者名簿一覧表というものでございます。 

これは、そこの概要にもございますが、要介護サービスの適切な処理のためにですね、要介護状態になって 

も高齢者のニーズの状態の変化に応じてサービスをするためにですね、地域包括支援センターの事務を分割す 

るということで、この非該当者名簿というものが必要となります。 

これには、識別番号、氏名、住所、生年月日、性別、電話番号、身体状況を記録しております。 

これは介護予防プランを作るために必要になります。 

それで、障害というのは障害者手帳の有無。まあ、こういったものも必要になってきます。 

それから、等級及び識別番号をするために、そういった識別番号も必要になります。 

あと、家族状況は、やはり世帯主とサービスの提供を円滑に行うために、この家族の状況をはっきさせると 

いうことで家族状況の方にチェックが掛かっております。 

以上です。 

会長 はい。これはこれ１題ですよね、この介護保険課に関しては。はい。 

何かございましたら。 

清水 これも外に出ることはないんですか、介護保険。 

介護保険課 これは。 

会長 うん。はい。じゃあ。 

事務局 これはですね。介護保険のだから高齢者福祉課に直に行きまして、ここで全部抑えるので、外へは出な
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いですね。 

会長 ということでした。他に何かありましたら。 

それでは。はい。 

そうしますと介護保険課が終了したわけだから、次第の（１）の届出報告は、以上を持って終了ということ 

ですか。 

ようやく次第の（１）が終わったわけですね。これでね。どうしましょう。続けますかね。 

時間も時間ですからね。休憩取らないでね。 

項目で行くとあれですよね。こちらの大きなものが一つあって、それからその他があるというふうに聞いて 

いますが。 

では、引き続き時間も時間ですので。次第の（２）と、次の次第の６ですか。に、移ってください。 

事務局 それでは、私の方から報告の５番の報告の（２）の平成１８年度中に行った個人情報取扱事務の届出内 

容の見直しに伴う届出の報告ということでさせていただきます。恐れ入ります。 

座ってさせていただきます。 

皆様のお手元にその一番厚いこの１８年度中に実施した個人情報取扱事務の全庁的な見直しの結果、あと、 

Ａ３版のかなり大きいやつですね、これが事務届出の訂正・変更等をした箇所の一覧表、この２つの資料とな 

ります。 

まず、こちらにつきましては、平成１８年度に１１月から２月までにかけまして全庁的に個人情報の届出の 

見直しというものを行いました。 

今回の見直しにとりまして、新規の帳票類といたしまして６４８件。 

お手元の資料では、最後のページが６８２ページとなっておりますけれども、再度、確認した結果ですね。 

１１７ページから１５７ページまでこちらの部分が昨年度、審議会に既に報告を行ったものとなっております 

ので、新規分は６４８件というふうになっております。 

そして、変更、訂正した部分でございますけれども、このＡ３版の資料なんですが、こちらにつきましては 

８７５件というふうになっております。 

ちょっと若干、このお配りしてある資料の方に誤りがございますので、訂正の方をさせていただきますけれ 

ども、２３ページから３６ページまでの課税課分。新規分の方です。新規分２３から３６までの、Ａ４版の大 

きい方。この頭のところに新規分と書いてあるそこの米印で２個目あるところなんですけれども。２３ページ 

から３６ページまでの課税課分。 

会長 何か、ちょっと駆け足過ぎるような感じ。もうちょっとゆっくりでもいいと思います。 

事務局 わかりました。 はい。 ９２ページの保険年金課分。 ２０９ページから２４３ページまでの高齢者福祉課分。 

３１６ページから３４５ページまでの児童家庭課分。５３４ページから５３８ページまでの会計室分。６５７ 

ページから６６３ページまでの業務課分。こちらにつきまして、オンライン結合の欄にチェックが入っており 

ます。こちら誤りでして、実際にはオンライン結合してございません。このチェック全て外すということで、 

誤りということでお願いいたします。 

なお、皆様にお配りしてございますＣＤ－Ｒの方に全てのデータを入れてございます。こちらでは既にチェ 

ックが外れたものが入っております。この資料、印刷のところで誤ってしまったということでご理解をいただ 

ければと思います。 

この新規分の主なものといたしましては、既に届を行って、従来から行っていた事務のうちの････が漏れて 

いたというものというのが主なものとなってございます。 

例えば、具体的に言いますと新規分の１ページ目ちょっと見ていただければ、こちらに名誉市民審議会委員 

名簿とございます。名誉市民の事務自体は、既に以前からやってございます。 

そして、 届出も出ております。 ただこの審議会の委員方の名簿といった、 こちらの事務の届出が抜けていたと。 

ですから、基本的には、大元の事務は残っていたんですが、細かい点で抜けていたものを新規分として挙げて 

いる。と、こういったものが主なものとなっております。 

なお、新規分につきましても、４６６ページ。こちら、定住促進に係る持ち家奨励金交付申請書とございま
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すけれども、こちらにつきましては、実際に昔からやっていたものではなくて、新しい事務の届出で以前壊れ 

てしまったものとなっております。 

簡単にご説明いたしますと、持ち家奨励制度は、本市に持ち家を取得した者に対して３０万円を交付するこ 

とができるという、こういった制度で、条例で作った制度になっております。 

こちらにつきましては、持ち家を取得したとしたということが条件になりますので、その辺で、財産、家族 

の人数、床面積などによりまして基準が変わってまいりますので、家族状況ということで情報が入ってござい 

ます。その他、この持ち家奨励制度に関する届出、いくつかございます。こちらにつきまして、課税状況であ 

るとか、課税状況につきましては、基本的に税金を支払った者が奨励制度を受けることができますので、課税 

状況、納税状況、そういった情報が入ってくるということになってございます。 

後ろの方に住民票とございます。 これは４７５ページになります。 こちらにつきまして、 市としては、 住民票、 

本籍など入らないものでいいというふうに言っているんですけれども、住民票ということで、転出処理を指定 

して良い。取ります関係上、場合によっては、本籍が入った住民票が入ってくることがありうるということで、 

このような形で本籍も入った形で出させていただいております。一応、定住促進に係る持ち家奨励制度の届出 

がございますけれども、概略ですが今のような形になっております。 

それでまた、こちらにつきましては一応、全庁見直しの中でちょっと出てきてしまったもので、恐れ入りま 

すが全庁見直しのこの手続きによって、皆様のご意見をお持ちいただければと。もし、あの今。説明がという 

ことであれば、一応、住宅課の方も来ておりますので、その辺はお受けいたしますけれども一応、基本的には 

この全庁見直しの結果につきましては、こちらのＡ４版の１枚目のところにございます。下の方にございます 

けれども、とにかく全件で１，５００件余りになっております。 

こちら見直し前のデータと見直し後のデータ全ての個人情報取扱事務のデータが入っております。皆様方は、 

このデータを見ていただきまして、意見、疑問点、指摘等ございましたら、また改めて法規担当までご連絡を 

いただきまして、 その意見等を元に事務届け出の内容を精査して、 必要に応じて事務届出の再考という手続きで、 

改めて報告の方をさせていただきたいというふうに考えてございます。 

続きまして、変更訂正分の関係なんですけれども、３番なんですが。 

会長 ちょっと待って。そうすると、これは各自委員が各自家に持ち帰って、何かあったら事務局の方に伝える 

ことですか。 

事務局 はい。大変申し訳ございません。 

会長 もちろん、これだけの分量のものをね、この時間にやるということは不可能ですから。 

玉造 あの、一つ質問があるんですが。 

会長 はい。 

玉造 今、定住促進に係る持家奨励金についてですが、これやっぱり、一つの案件で十いくつあるんですね。や 

っぱり、これは。これなりに何か整理する方法はないんですかね。これは。 

事務局：届出といたしましは、条例上、事務ごとでということになってございますので、実は持家奨励金制度に 

関する事務ということで届出の方は可能でございます。ただ、その最小単位で情報開示請求ということができ 

ますので、ここを細かくしていればしているだけ、これは公表されますので。 

玉造 まあ、必要な時だけ言っているということだな。 

事務局 住民の皆さんが開示請求をする段階で非常に必要な分だけを選ぶことが、わかりやすくなるということ 

で。 

玉造 ノートはこんなに厚いけど、じゃあ良く見たら十分できるぐらいある。 

会長 ですから、その辺りを次回まで。今日は持ち帰って１ぺージ１ページ検討してやって。それをね、事務局 

に････。 

事務局 はい。それをうちの方が受けまして、原課と調整を図りまして、確かにいただいたご意見のとおり、こ 

れはちょっとおかしいんではないかということがございましたら、訂正なりの変更の手続きを取らせていただ 

いて、また、この席上で報告させていただきたいと思います。 

会長 次回、あるいは次回以降ということね。
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事務局 はい。 

会長 はい。 はい。 わかりました。 ということなので、 よろしくお願いします。 今日は、 だからこれをそのままね。 

検討はしないということですね。はい。はい。わかりました。どうぞ、次に。 

事務局 はい。なおですね、皆様方にお配りさせていただいたファイル。ちょっと薄いと思いますが、実際、こ 

の厚いＡ４判なんですけれども、ＣＤ－Ｒの方にこのデータが全部入っております。 

会長 パソコンで見ればいいわけですね。 

事務局 ですから、もし持って帰って重いとか厚い方いらっしゃいましたらパソコンで見ていただいてももちろ 

んかまいません。とにかく、変更部分を含めて全てこのＣＤ－Ｒに入っております。 

あと、それからですね。今回、このような見直しの方をさせていただきまして、膨大な量があるということ 

がはっきりいたしました。 

で、ちょっとそれぞれ原課の方もなかなか繁雑になるということで、今、ご意見もいただきましたけれども、 

本当に１個の事務でかなりたくさんになってしまうという話しがございますので、また、色々とこの事務届の 

開示請求などの方の考え、考えといわないんですけれども、開示請求しやすいかどうかというのは、そういっ 

た点も含めて検討しながらですね、今後は、例えば、まとめて事務単位で届出を出すとか、そういったことも 

言っていきたいと思います。 

一応、以上で。 

会長 こちらの方は、････こちらの大きい方。 

事務局：ごめんなさい。そうでした。すいません。では、変更訂正分につきまして、一応お配りしてございます 

けれども、こちらの新規分と同じようにですね。職員課、課税課、児童家庭課分に、オンライン結合というも 

のが、中にチェックが増えているというような。 

こちらにつきましても、それぞれの課に確認を取りましたところ、これはオンライン結合ではないというこ 

とでしたんで、こちらも訂正ということで削らせていただいいております。ＣＤ－Ｒの方は削ってあるという 

ことでございます。 

なお、下水道推進室のオンライン結合につきましては、１６年の２月１０日付けのこの審議会の答申をいた 

だいております。こちらで水道部とのその連携がオンライン結合があるということになっているんですが、全 

件の見直しで確認をしましたところ個人情報の届出の方が抜けておりましたので、これはそのままオンライン 

結合が加わるという形になります。 

一応、以上が全件見直しの概要ということになります。 

それで、また先ほどもお話しをいたしましたが、こちらを見ていただきまして、何かございましたら事務局 

までご連絡をいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

以上です。 

会長 はい。何かございましたら。 

これ、もう一度確認なんだけど、次回のこの会議で、取り上げるかどうかというのは。はい。 

事務局：これ、かなりの分量がございます。皆様も常に見ているわけにはいかないと思いますので、････、 と 

にかくこれが全ての情報ですので、気がついた時点で連絡をいただければ、次回ということではなくて、気が 

ついたら連絡をもらって、変更があれば変更して報告をすると、そういった形で。 

会長 いや、だから、それはわかったんだけど。次回のこの会議でね、これをどのように扱うのか。つまり、意 

見が出てきたとして、それをこの会議の中で扱うのかということは、それはまだ未定っていうこと。 

ですから、今のあなたの話しだと、これは意見をね。我々のそれなりの意見を。でも、これはこれで、変え 

ようというふうにも聞こえるわけ。はい。 

事務局 意見が出された部分につきましては、当然その意見につきましてご報告をさせていただくと。 

会長 次回でね。 

事務局 はい。 

清水 次回以降。 

会長 以降。次回以降。
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事務局 次回以降です。とにかく、意見がクリアーした段階で報告となります。 

会長 なるほど、うん。それは会議で。この会議で、公表というか、まあ、報告になるのかな。これは。報告に 

なるわけだよね。 

事務局 はい。報告をさせていただくということになります。 

会長 だからこれは、これで今回で終わるわけじゃないわけだよね。はい、はい、わかりました。 

そうすると、次第の今のは終わりましたよね。はい。 

で、その他の次第ということに移っていこうと思います。 

その他、何か次第の６ですね。ございましたら。はい。 

事務局 最後に、その他ですが、実は、郵政省が民営化する関連につきまして、木更津市個人情報保護条例とそ 

れから情報公開条例並びに審議会等の会議の公開に関する条例の一部改正を必要とする案件になります。 

これにつきましては、郵政民営化法５条によりまして、日本郵政会社の公社をですね、この平成１９年１０ 

月１日をもって解散をいたします。これは明文化をされておりまして。 

となると、今度、１０月１日からはですね。今度、新会社という形になるんですが、この新会社につきまし 

てはですね、 身分が、 職員という身分がですね、 果たして公務員同様、 みなし公務員という規定になるのどうか。 

ま、その辺がございまして、いくつか選択することにですね。同じ郵政民営化法の５１条にございますが、こ 

の日本郵政株式会社につきましては、９月３０日の間はですね、みなし公務員とみなして規定をすると。これ 

は共済組合法に関する特例でございます。 

となると、当然１０月１日以降は日本郵政株式会社の職員はみなし公務員ではないというふうな形で条文は 

構成されています。 

で、最後ですね。これもあの日本郵政株式会社に確認したところ、やはり１０月１日以降はですね、完全な 

民営化ということで、公務員という立場ではないというふうな見解を申しておりました。 

それに付随しまして、お手元にお配りいたしました３枚の条例でございますが、この中で、個人情報保護条 

例の第１３条にございますが、第１３条５号の第１号ですね。これは、自己に関する個人情報の開示の請求等 

の中でですね、開示請求することができるという規定なんですが、これは特にこの１号からこの後の５号に続 

くんですが、開示しないことができるというふうな解釈です。 

ただし、この今の現状では、日本郵政公社の役員、この職業を含むというふうに変えてございます。 

ですので、当然、１０月１日以降ですね。日本郵政公社自体が解散をしますので、なおかつ、これについて 

は身分が公務員相当ではないというふうなことなので、この部分と及び郵政公社という部分を削らさせていた 

だきまして今度のですね。９月議会に一部改正という形で条例案を議会に上程したいと考えております。 

同時にですね、情報公開条例。この第７条１号、２号に同じような言い回しがございます。 

で、この部分につきましても一部改正で、日本郵政公社を削除させていただく条例案を議会の方に上程した 

いと考えております。 

それと、最後に審議会等の会議の公開に関する条例の第５条第１号。ここにも公開することができる会議の。 

これも除く規定なんでございますが、こんなふうな規定が書いてございますので、これも削除したいというこ 

とで今回このような改正をやるということになります。 

以上でございますが。 

会長 要するに法律に伴って、関係する条例３本。同じ文言だよね。それぞれ削除するってことよね。で、それ 

を９月議会ですか。 

事務局 はい。 

会長 ９月議会ですか。９月議会にかけるということですね。はい。わかりました。 

これは、質問はございますでしょうか。 

清水 １０月１日から今までの日本郵政公社というのは、････委員会という同じ扱いだということでよろしいわ 

けですね。情報公開条例や個人情報保護条例は、ここだけじゃなくて、公共的団体は何でもないと。ただの民 

間会社という扱いになります。 

会長 そういうことです。はい。で、条例から削除されるわけですよね。３本の条例から。はい。そういうこと
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ですね。はい。わかりました。 

その他は、他にございますか。 

事務局 では一点だけ。 

会長 はい、どうぞ。 

事務局 この議題には次第には何も載っていないんですけれども、その他といたしまして、今後の話しといたし 

まして、現在この間の６月先般のですね、６月議会で議員の方から質問が出ておりましてですね、民生委員の 

事業に関わって、もうご承知の個人情報の開示について国もそうですし、それから、この木更津市の条例もそ 

うなんですけれども、多少、少し考えられない余地はないのかと。少し妨げになっているのこともあるんでは、 

行き過ぎんではないのかというようなご意見がなされております。で、それに伴いまして、福祉の方のいたし 

ましてですね、内部で検討してですね。それをこちらの総務課の所管しているところにですね、福祉の意見を 

取りまとめてこういう取り扱いをしていったらどうかというようなことを意見として上げていきたいと。いう 

ことを今言われております。 

上がってきたあかつきにはですね。今度、内部で木更津市情報公開個人情報保護調整委員会という内部の課 

長級で構成しております内部の委員会がございますので、そちらの方に行かせて、全体的な条例等を、調整を 

図りながら運用はどうなんだといったことを含めて全体で考えをまとめた上でですね。こちらの方の審議会の 

方に特に個人情報の取り扱いになると思うんですけれども、市としてはそのような考えなんですけれどもいか 

がでございますか。ということで、諮問するか若しくはお考えを聞くか。ちょっと、まだ決まっておりません 

がね、今後そのようなことがその審議会の方に来る可能性があるよ。ということを一言だけお話しするという 

ことです。 

会長 なるほど。次回以降の議案の予告のようなものですね。 

要するに民生委員サイドから個人情報の取り扱いに関して。 

事務局 ： 個人情報の取り扱いに関して、 できれば個人情報がある程度もう少し融通をきかしてもいいんじゃないか、 

というような意見があるようだし、それが、福祉のサイドの方の答弁では一応今後考えていきたいということ 

と同じで、福祉はうちの方の内部的に話しがあってですね、いわば福祉の方の内部で考えをまとめているから、 

それを全部上げて載せるんですということで、こちら今度は市全体でどうすんるんだという。取りあえず、条 

例をいじくらないという可能性もあるので、調整委員会にかかった上でどういうふうにしていったらよいのか。 

他にも情報というのは、福祉以外にも個人情報というのがあるので、情報公開条例との兼ね合いもございます 

ので、全体的なことを見ながらどうしたらよいのかということを内部、確か課長級で構成されていましてです 

ね。各部の所管課の課長が、まあ、主管課と言いますけれども内部的に庶務担当部のですね。課長が集まって、 

そこで全体的な協議をして、少し時間がかかるかもしれませんんけれども、どうしようかということを考えて、 

それによってこちらの方の審議会の方に諮問ないし考えられところがということを、再度考えていきたいとい 

うふうに考えています。 

一応、この中に入っていませんけれども、現在の状況を上げさせていただいております。 

玉造 私の方からよろしいでしょうか。 

会長 はい。どうぞ。 

玉造 今、せっかく副課長さんの方からそういうお話しが出たんですが，現に千葉県でもですね。市町村の民生 

児童委員協議会に会長と市長との覚書といいますかね、契約を交わして民生児童委員に。民生児童委員協議 

会会長の責任において、まあ、民生委員は全て守秘義務というものは国の方で課せられてますから、そこい 

らを担保にですね。情報を提供してもらっているところが何市町村かはございます。よろしくお願いしたい 

と思っています。 

会長 はい。なるほど。 

事務局 また、福祉の方から意見が上がってくると思いますので。 

まだ、福祉の方から意見が上がってきませんので、それから考えていきたいと思っています。 

会長 わかりました。民生委員からもあるいはその････。 

事務局 市の方とすると民生委員だけじゃなくて他のことも一応考えていると思います。
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会長 そうです。玉造先生からのサイドからもありうるということなんですよね。今のお話しですと。 

事務局 直接、民生委員から私共の方に意見が上がっているということはないと思います。 

会長 いやいや。社会福祉協議会。 

玉造 社会福祉協議会ということは民でございますので、民生委員は厚労省から委嘱されているということで、 

私共よりはランクがずっと上です。ただ、民生委員の事務は社会福祉協議会が担当をしております。 

事務局 あ、なるほど。それは申し訳ありません。その辺のちょっと今、仕組みがわかりました。すいません。 

それは。わかりました。はい。 

民生委員は、ちなみに厚労省。大臣。厚労省ですか。わかりました。 

民生児童委員と今言われるわけですか。 

民生委員ではなくて、民生児童委員。児童は子供ですか。子供。はあ。そうですか。 

玉造 今、市内ではちょうど２０１名か２０２名ですね。 

会長 ああ、そうですか。わかりました。ということで、他にもございますか。その他で。 

で、もう全て今日の次第の終わりましたですね。 

事務局：新しい委員様には、今日は個人情報保護条例しかお配りできなかったんですけれども、････所管してい 

るのは、他に情報基本条例、それから審議会の公開条例、それから情報公開条例。あと３つございまして、４ 

条例ほどこの審議会は主管しておりますので。 

会長 ですからあれですよね。こういう一つにまとめたものをいただきましてですね。ああいう形で。我々もう 

ずーっと持っているわけですけど。そうですね。新しい委員さんに。はい。わかりました。 

事務局 所管している条例がいくつかございますので。 あの、 個人情報だけやっているわけじゃございませんので。 

反対は、今度は情報公開という考えもございますので。はい。 

会長 たまたま今日の議題は個人情報だけだったと。 

事務局：そうですね。 

会長 あるときは情報公開とあるいはもっと高い位置から情報政策ということもありうるわけですね。はい。 

で、以上、本日の日程は全て終了いたしました。 

それでは以上を持ちまして平成１９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。 

なお、次回会議につきましては議題等もまだ未定でございますし、事務局で日程の調整をいただき、追って 

委員さん、皆さんにご連絡を差し上げることといたします。 

ちなみに年度内は少なくとも後、１回、２回。 

事務局 もちろん意見の上がってきた状況で、それから今お話しした、もしかすると年度内に民生委員の話しが 

上がってくる可能性もあります。 

会長 ですから、日程調整、今のようなことも含む日程調整がございますので、その時に日程調整等に皆様にお 

諮り申し上げるということで異議はございませんでしょうか。 

ですから、ここで日程を決めるかどうかという話しは出てこない。そうしないで、日程調整をした上で皆さ 

んにお伝えするということで異義ございませんでしょうか。はい。ありがとうございました。 

では、事務局の方で日程調整等をよろしくお願いいたします。 

事務局 はい。 

会長 委員の皆様。今日は、大変長時間に亘りまして御苦労さまでございました。これをもって、審議会を終了 

させていただきます。 

どうもお疲れ様でございます。 

以 上 

上記会議録を証するため下記署名する。 

平成 年 月 日 

木更津市情報公開総合推進審議会会長


