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平成２２年度第２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２２年１１月１９日（金） 午後１時３０分から午後２時４０分まで 

○開催場所：木更津市役所６階会議室 

○出席者氏名 

審議会委員：石井徳亮、小林伸一、澤田成雄、清水幸雄、堤 一之、宮口咲子、安田祿彌、山田次郎 

木更津市： （事務局） 総務部総務行革課 小山課長、高岡副主幹、金子主査、佐久間主任主事 

（関係課） 福祉部障害福祉課 佐藤課長、茅木主幹 

福祉部児童家庭課 星野課長、鴇田主幹、露崎主査 

都市整備部建築住宅課 田丸課長、重森主任技師 

○議題等及び公開非公開の別：報告 公開 

○傍聴人の数：０人 

○会議の内容 

事務局 審議会を始める前に、資料の確認をお願いいたします。あらかじめお送りしました資料が、次第、個人 

情報取扱事務届とその説明資料、木更津市における電子計算機のオンライン結合の実施状況の公表に関する要 

綱、となっております。また、郵送いたしました資料の、追加、差し替えがございます。追加分は、児童扶養 

手当事務に関するもので、Ａ４で１枚のものとなります。中身が表になっております。差し替え分は、建築行 

政データベース事務の事務届と説明書をそれぞれまるごと差し替えをお願いいたします。それから、委員の皆 

様のテーブルにマイクがございます。発言されるときは、マイクのスイッチを押していただきまして、発言が 

終わったときは、再度スイッチを押してマイクを切ってくださるようお願いします。 

事務局 お待たせいたしました。定刻となりましたので、始めさせていただきたいと思います。木更津市情報公 

開総合推進審議会規則第３条第１項の規定により、会長が議長となる、と定められておりますので、以後の議 

事進行につきましては、小林会長にお願いしたいと思いますので、小林会長、よろしくお願いいたします。 

会長 規定によりまして、議長を務めさせていただきます。ご協力のほどよろしくお願いいたします。議題に入 

る前に、事務局から、委員の異動について報告があるということなのでお願いします。 

事務局 鳥飼委員の辞職と後任の安田委員への委嘱について報告いたします。鳥飼委員には、木更津人権擁護委 

員協議会第一部会から推薦をいただきまして、長期間にわたり、本市の情報公開、個人情報保護にご尽力いた 

だいていたところですが、第一部会の役員の異動があったということで８月末日をもって退任されました。こ 

れを受け、 木更津人権擁護委員協議会第一部会から後任者の推薦をいただきまして、 鳥飼委員の後任者として、 

先日、安田委員に委員委嘱いたしました。以上です。 

会長 本日の出席されている定足数ですが、確認してください。 

事務局 定足数１５名のところ、出席者８名となります。以上です。 

会長 出席者８名ということで、定足数を満たしていることになります。議題に入る前に、本会議を公開するか 

どうかについてお諮りしますが、ご異議ございませんでしょうか。ご異議なしとして、公開させていただきま 

す。議題に入る前に連絡事項ですが、委員の皆様のなかで、もし会議中に退席される方がいらっしゃいました 

ら、退席前に私に一声かけていただきますようお願いします。 

それでは、議題に入らせていただきます。次第の１番目、個人情報取扱事務届の届出についてですが、個々 

の届出ごとに報告と質疑を行うという形で進めたいと思います。それでは１件目お願いします。 

事務局 それでは最初に、障害福祉課から届出のありました、手話入門講習会に関する事務について報告いたし 

ます。座らせさせていただいて説明させていただきます。事務届と説明資料の１ページをご覧ください。 

市民の聴覚障害者に対する理解を深めるとともに、手話の技術を習得することにより、日常会話としての手 

話の普及を図ります。 

記録項目は、 申込者を特定するため、 氏名、 住所、 年齢を記録項目としています。 申込者への連絡先として、
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電話番号、メールアドレスを記録項目としています。 

収集先は、講習会の受講を希望する者となります。 

提供先は、ありません。以上です。 

会長 以上の説明について何かご質問等ありましたら。 

清水 「本人特定のため」という作成目的ですけども、年齢というのはどうしているんですか。 

障害福祉課 年齢要件ですが、手話入門講習会につきましては定員がありまして、定員が超過したときに、全体 

のバランス等を考えて受講生を選出するときの参考に、年齢を考慮したいため、収集するものでございます。 

会長 よろしいでしょうか。 

清水 できれば、記録項目の最初に、こっち側に書いていただきたい。 

宮口 本人確認のためと先程聞いたのですけども、それだったら、性別の方も考慮した方がよいかと思うのです 

が。名前だけだと、どうしても名前が、女性であっても男性と似通ってしまっている方とかいらっしゃって、 

判別ができないんじゃないかなと思いました。 

障害福祉課 性別でございますが、申込者を特定するための、氏名、住所、年齢だと、名前が男性か女性かとい 

うことでわからないのではないかということでございましたが、私どもの方としましては、女性か男性かとい 

うことで、統計的にとらないものですから、性別は外させていただきました。 

会長 清水先生の質問に関連するんですけど、定員をオーバーした場合、例えば、性別、年齢を参考にする場合 

がありうると申し上げている。性別に関してはいかがでしょうか。 

障害福祉課 性別に関しては、特に考慮することはございません。 

会長 ということもあるわけですね。だからチェックが入っていない。わかりました。他に何か質問がありまし 

たら。なければ、２件目をお願いします。 

事務局 次に、児童家庭課から届出のありました、児童扶養手当支給事務について報告いたします。事務届の２ 

ページ、説明資料の２ページをご覧ください。 

児童扶養手当法の一部が改正され、平成２２年８月１日から、父子家庭の父にも児童扶養手当が支給される 

ことになりました。本事務の対象が母子家庭の母に加え、父子家庭の父も加わることから、対象者について事 

務届の変更となります。また、この機に、既に届出がされている児童扶養手当に関する個人情報取扱事務届を 

ひとつに統合いたします。統合前の届出が、資料の５ページから１２ページに記載してあるものでございます 

が、統合に当たり個々の事務届を見直ししたところ、記録項目の漏れや、現在は取り扱っていない記録項目等 

があり、取り扱っていない記録項目については取消線を、追加した記録項目についてはアンダーラインをして 

あります。また、過去の法改正によりまして追加となった帳票類がございます。それらについては、事務届が 

漏れていましたので、本日追加しました資料にまとめてございます。なお、今回追加した分の記録項目は、す 

でに届出のある事務届での記録項目に含まれております。 

それでは、本事務について説明いたします。児童扶養手当は、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じく 

していない子どもが育成される家庭（ひとり親家庭）の生活の安定と促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図 

ることを目的として支給される手当です。 

記録項目は、本人を特定するため、受給資格者及び受給者（以下「受給資格者」といいます。）については、 

氏名、住所、生年月日、性別を記録項目とし、対象児童については、氏名、住所、生年月日を記録項目として 

います。受給資格者及び対象児童の戸籍の謄本又は抄本を添付することから、本籍を記録項目としています。 

受給資格者が養育者である場合には、対象児童の父及び母の戸籍の謄本又は抄本を添付することから、氏名、 

本籍、 生年月日、 性別、 家族状況、 婚姻を記録項目としています。 外国人については、 外国人登録原票により、 

国籍、在留資格を確認するため、国籍を記録項目としています。認定請求書及び現況届に、対象児童の属する 

世帯の全員の住民票の写しを添付することから、 これらの者の氏名、 本籍、 住所、 生年月日、 性別、 家族状況、 

識別番号を記録項目としています。受給資格者への連絡先として、電話番号、メールアドレスを記録項目とし 

ています。識別番号は、住民票コードのほかに、受給資格者に児童扶養手当証書を交付することから児童扶養 

手当証書番号を取り扱うとともに、児童が、父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることが 

できるとき、父又は母の死亡について労働基準法の規定による遺族補償等を受けることができるとき、父又は
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母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっているときには、手当を支給しないこととなっており、 

これらの者の基礎年金番号を取り扱います。障害は、児童又は児童の父又は母の障害の有無、状態を確認する 

ことから、記録項目としています。健康、病歴、身体状況は、児童又は児童の父又は母の障害を認定する際に 

取り扱うことがあるため、記録項目としています。家族状況は、受給資格者及び対象児童の家族構成、続柄、 

同居・別居の別を確認することから、記録項目としています。親族関係は、対象児童が孤児等の場合で、その 

児童が養育者又は養育者以外の者と養子縁組をしたときには、手当の支給停止となることから、記録項目とし 

ています。婚姻は、受給資格者の配偶者の有無を確認することから、記録項目としています。職業は、申請者 

の職業・勤務先を認定請求書及び現況届で確認するほか、受給資格者が、就業していることを理由として、手 

当の一部支給停止の適用除外を受けることがあるので、記録項目としています。口座番号は、手当の口座振込 

に必要なため、記録項目としています。学業は、児童の在学校名を把握するため、記録項目としています。財 

産は、受給資格者が居住する家屋の名義人を確認するため、記録項目としています。また、震災、風水害等の 

災害により、住宅等の財産について損害を受けた場合、手当の支給制限の適用を除外するため、被災状況を把 

握することから、記録項目としています。賦課状況、収入は、受給資格者の所得により、支給の制限を受ける 

ことから、記録項目としています。福祉サービスは、児童福祉手当に関する情報を取り扱うことから、記録項 

目としています。差別原因情報は、児童の父又は母が拘禁されていることによって、手当を請求する場合があ 

るため、拘禁状況について記録項目としています。 

収集先は、本人から収集するほか、対象児童の情報、対象児童が属する世帯の世帯員の情報及び受給資格者 

が養育者である場合の対象児童の父及び母の情報については、受給資格者から収集するので、民間・私人（受 

給資格者）から収集します。対象児童の父又は母の拘禁に係る情報については、他の官公庁（刑務所、警察署） 

から収集します。賦課状況、収入については、実施機関内部（市民税課）から収集します。受給資格者及び対 

象児童が転入してきたときは、認定に必要な情報を転入前の市区町村に照会するので、他の官公庁から収集し 

ます。受給資格者が父又は母である場合で、対象児童と同居しないで監護し、かつ、生計を同じくしていると 

きには、その事実を明らかにする書類を、受給資格者が養育者である場合には、受給資格者が対象児童を養育 

していることを明らかにする書類を、対象児童が父又は母から遺棄されている場合には、その事実を明らかに 

する書類を、それぞれ民生委員から収集するので、その他（民生委員）から収集します。 

提供先は、受給資格者及び対象児童が他市町村に転出したときに、転出先の市町村からの認定に必要な情報 

の照会に応じ、他の官公庁に提供します。 

なお、先程、記録項目の中で、電話番号とメールアドレスと申し上げましたが、メールアドレスにつきまし 

ては、既存の届出の記録項目にはチェックされておりませんでしたが、申請者の利便性を考えまして、今回、 

メールアドレスを追加させていただいております。以上です。 

会長 以上の報告について何か質問等がありましたら。 

堤 基本的な概念が分からないので、教えていただきたい。まず、受給資格者と受給者はどう違うのかというこ 

とと、あと、養育者、例えば、受給資格者が養育者である場合とあるんですが、受給資格者が養育者でない場 

合とか、受給資格の概念だと思うんですけど、その辺のことと、あと、その辺のところを説明されて、どう想 

定されてできているのかと、ご説明いただければ。 

児童家庭課 受給資格者及び受給者ですが、受給資格者は児童、受給者は父又は母、養育者は父又は母が監護で 

きない場合、父又は母に代わって監護している人、という考えになります。 

堤 そうすると、これは子どもに対して、ひとり親の児童が受給の資格者で、その児童を養育している父、母、 

あるいはそれ以外の者が受給者ということになるんですか。それでよろしいんですか。 

児童家庭課 ・・・。逆ですか。 

事務局 逆。 

児童家庭課 すみません、逆です。 

事務局 最初から。 

児童家庭課 ・・・・ 

清水 受給資格者は親でしょう。
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児童家庭課 受給資格者が親です。父又は母です。すみません。受給者が子ども。父又は母に代わり子どもを監 

護している者、こちらの方が看護者、養護者。 

堤 養育者ですか。 

児童家庭課 養育者です。 

堤 申し訳ない、もうひとつ、２ページめの３行目に、「児童が養育者又は養育者以外の者と養子縁組」とあるん 

ですけど、養育者以外の者というのはどういう場合を想定しているんですか。父でもない、母でもない、養育 

者もいない、全くの第三者と、例えば、孤児とありますけども、そういうことをいっているわけですよね。 

児童家庭課 はい。 

堤 結局、ものすごく単純化すれば、例えば、父か母が、ひとりで子どもを監護している状況の中で、その父あ 

るいは母に、受給資格者として、一定の要件を備えれば児童扶養手当が支給されるということでよろしいんで 

しょうね。 

児童家庭課 はい。 

堤 その場合に、 父でもない、 母でもない、 例えば、 おじいちゃん、 おばあちゃんが仮に養育している場合には、 

それが養育者であり、受給資格者ということがあるということでよろしいでしょうか。 

児童家庭課 はい。 

堤 ちなみに、孤児の場合というのはどういうこと。孤児の場合には、そういう方は、通常、施設等に入ってい 

る訳で、その場合には、特に受給資格者はいないということになる？それだけで。 

児童家庭課 施設に入っている場合には受給資格はありません。 

堤 もう一点。３ページ４行目の収集先のところに、「対象児童の父又は母の拘禁に係る情報については、 他の官 

公庁（刑務所、警察署）から収集します。」とあるんですが、これは差別原因情報ということでよろしいんです 

か。 

児童家庭課 はい。 

事務局 只今の質問なんですが、拘禁に係る情報、差別原因情報であるんですが、これについては法令で決まっ 

ておりますので、条例第６条の「法令に定めがあるとき」というものになります。 

堤 概念の方で、拘禁されているということは、仮に、精神的な病気等で強制入院させられている、そういう状 

況を指すわけではなくて、あくまでも、この犯罪行為があった場合に、 

澤田 受刑者なんです。 

堤 いやいや、だから、たとえばじゃなくて、拘禁と書いてあって、かつ、刑務所、官公署から収集する差別原 

因情報は何ですかということなんです。ただ単に、その人が、どういう・・・事実で拘留されているのか、あ 

るいは、受刑しているのかということを差別原因情報というんですか。 

澤田 受刑しているかどうか。そういうこと。 

堤 差別原因情報ということでいいんですか、それは。 

事務局 児童にとってみれば、親が刑務所に入っているということ自体が、他の友達とかに分かると、やはり、 

それ自体が差別原因情報になるのではないかなということから、差別原因情報ということで取り扱っておりま 

す。 

堤 記録項目に賞罰とあるんですけど、これはそれは含まないんですか。賞罰にチェック入っていないんですけ 

ど。 

澤田 両方にかかる。 

会長 両方にかかる場合もある。どうなんですか、その点は。 

事務局 現在の手引き上ですと、賞罰の具体例といたしましては、叙位、叙勲、善行、表彰ということがあげら 

れております。もちろん「賞・罰」ですから、罰の方もあるんですけど、これにつきましては、犯罪とかでは 

なくて、いわゆる懲戒であるとか、そういったものを考えているものと思われます。 

会長 懲戒処分ということでよろしいですか。 

事務局 はい。手引きには入っていないので、私が考えるに、そのようなものが入るだろうなという考えで、当 

初の届出のチェック項目から抜けていたと思われます。はっきりと手引書の方に記載がなかったもので、独断
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で言ってしまったんですが、そのように考えております。 

清水 もう一点、補足。罰、拘禁情報で、罰の中身そのものが書かれているわけじゃない。例えば、懲役何年と 

か。それ自体だけが、拘禁の事実だけが書かれていると受け止めておりまして。 

堤 単純に、情報としてそういう情報でよろしい？ 

清水 そうです。 

会長 拘禁、現在されているということなんですよね。どういう理由で拘禁されているか 

堤 細かいことで悪いんですけど、申請と、給付される間に、タイムラグがありますよね。仮に、期間とか確認 

しなくてよろしいんですか。 

清水 申請主義ですから。 

堤 申請時点ということでよろしいわけですね。 

清水 ええ。 

堤 後でそれは訂正すればいいだけのことで。具体的には、ただ単に、拘禁、拘束、拘留されているのか、とい 

うことだけの情報ということ。 

清水 そうです。 

会長 事務局に確認ですけど、拘禁というのは、法令、当該法律で、そのような規定が、直接されているという 

ことで、ここに盛り込まれているということですか。 

事務局 そうです。 

会長 といいますのは、 拘禁というのは、 広く捉えれば、 大変広い、 色々な内容が盛り込まれる。 逮捕時点から、 

逮捕の段階から、もっとも広く捉えればね、それから、収監されて長期刑に服しているというところまでを広 

く含めて拘禁という場合もありますし、ただ、そういうあれですね、特に説明なく、ただ単に、法律にこうい 

う規定が盛り込まれているということなんですね。 

事務局 はい。 

清水 この事務、私が説明するのは筋違いなんですが、この事務自体が法定受託事務なんで、昔の機関委任事務 

なので、用語は法定、全部、法律に従って使われている。 

堤 わかりました。 

会長 他に何か。 

澤田 これは手引きにいろいろ書いてあると思うんですが、他の官庁といって、刑務所、警察から聞くというこ 

とのようですが、今、教えてくれるんですか。 

児童家庭課 拘禁証明書によって、証明書を出していただいております。 

澤田 そういうのを出してもらえるんですか。 

児童家庭課 はい。 

澤田 わかりました。 

会長 他に何か。特になければこれで。 

清水 もう一点。 

児童家庭課 会長。恐れ入ります。今回の審議大変ご苦労様でございます。金子の方から、冒頭、説明がありま 

したとおり、 私ども、 事務手続きの一部瑕疵がございまして、 届出をしていない事項があったことから、 今回、 

父子の追加の段階で、それについて、併せて追加させていただきまして、この間、届出がなかったことについ 

て大変申し訳ございませんでした。よろしくお願いいたします。以上です。 

会長 はい。 

清水 届出がありましたとおり、かつては７０項目ですか、７０数項目にわたって事務届があって、それをこの 

機会に一本化するということになりますと、実際には、事務を行う現場の人は、基本的にはこれが頼りになり 

ます。どうしてもですね、これもあれも個人情報として使えると錯覚しがちでありまして、他の市町村なんか 

でも、こういうことをやったときに、それぞれの事務ごとの個人情報の利用範囲が広がってしまうということ 

が多々ございまして、本来ですと、従来の７０数項目の事務がそのまま残っているわけでございますので、遺 

漏のないように是非ご尽力いただきたい。
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それから、今日の追加項目で、追加分として出てきたやつ、ここからメールアドレスが出てくるわけですよ 

ね。前回お送りいただいたものには入っていなくて、７０からメールアドレスが入る？。 

事務局 郵送でお送りした分にも電話番号とメールアドレスを、 

会長 一番最後のページ、郵送分の。 

清水 私が持っているのが古いのかな。わかりました。 

会長 ということで、それでは。 

児童家庭課 只今の指摘事項を十分踏まえまして、個々の手続きの範囲内でということで、一個一個チェックし 

て事務を進めたいと思います。よろしくお願いします。 

会長 ３番目の報告を。 

事務局 続きまして、 建築住宅課から届出のありました 「建築行政共用データベース」 について報告いたします。 

事務届の３ページ、説明資料の１３ページをご覧ください。 

本市では、建築基準法第９３条の２の規定により、建築計画概要書、築造計画概要書等（以下「建築概要書 

等」といいます。）を閲覧に供しています。このうち、本市は建築主事を置く市（特定行政庁）であり、特定行 

政庁として、市が確認処分をした建築物については、その建築概要書等を閲覧に供しています。また、法第６ 

条の２の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の指定を受けた者（指定確認検査機関）が確認処分をした 

建築物については、市は、法第６条の２第１０項の規定により指定確認検査機関から通知を受けますが、その 

通知を受けた書類のうち、建築概要書等を閲覧に供しています。また、建築士の情報については、建築士法第 

６条の規定により、一級建築士名簿、二級建築士名簿及び木造建築士名簿が閲覧に供されております。これら 

の事務を、財団法人建築行政情報センターが運営する建築行政共用データベースシステム（以下「データベー 

スシステム」といいます。）を使用して平成２２年１０月１日から行います。 

データベースシステムは、台帳・帳簿登録閲覧システム、通知・配信システム、建築士・事務所登録閲覧シ 

ステム、建築基準法令データベースの各サブシステムにより構成されます。台帳・帳簿登録閲覧システムは、 

建築概要書等に記載されている情報を登録し、閲覧に供するために使用します。登録した情報は、本市（建築 

住宅課）のみが利用します。通知・配信システムは、指定確認検査機関が確認審査を行った場合に、市が、指 

定確認検査機関から確認審査報告書、完了検査報告書等の通知を受けるために使用します。建築士・事務所登 

録閲覧システムは、都道府県が登録した建築士、建築士事務所に関する情報を、市が閲覧するために使用しま 

す。建築基準法令データベースは、法令の検索に使用します。なお、市の端末とデータベースシステムは総合 

行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）で接続いたします。 

記録項目は、台帳・帳簿登録閲覧システムに、建築物、構築物等の申請者、所有者の氏名、住所を登録する 

ので、氏名、住所を記録項目としています。 

また、台帳・帳簿登録閲覧システムは、建築物等の所有者に関する情報を扱うので、不動産の所有状況とし 

て、財産を記録項目としています。建築士・事務所登録閲覧システムを利用して建築士情報を収集した場合、 

建築士情報に、建築士区分の別（一級、二級、木造となります。 ）、建築士の登録番号、生年月日、性別が記録 

されていることから、識別番号、生年月日、性別、資格を記録項目としています。財団法人建築行政情報セン 

ターから、データベースシステムの管理責任者の氏名の通知を受けるので、氏名を記録項目とします。 

収集先は、建築概要書等を所有者等本人から収集することがあるので、本人から収集します。建築概要書等 

を建築士、建築事務所等から収集することがあるので、民間・私人から収集します。指定確認検査機関から確 

認審査報告書等の通知を受けることがあるので、民間・私人から収集します。建築士に関する情報は、都道府 

県が登録した情報を閲覧して収集することから、他の官公庁（都道府県）から収集します。データベースシス 

テムの管理責任者の氏名を、民間・私人（財団法人建築行政情報センター）から収集します。 

提供先は、登録した建築概要書等の情報を、建築基準法第９３条の２の規定により閲覧を請求した者に閲覧 

に供するので、民間･私人に提供します。以上です。 

会長 以上ですが、何かご質問等がありましたら。ではいいですか。 

会長 ＬＧＷＡＮでセンターと結ばれるんですよね。 

事務局 はい。
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会長 ということは、オンラインに結合されているわけではない？ 

事務局 オンライン結合ではないと考えております。 

会長 他に何かございましたら。 では、 他にないので、 ３件目はこれで。 報告事項は以上で３件終わりますので、 

ここで休憩を入れて、後半に入ります。では１０分くらい。 

（休憩） 

会長 次第の２番目に入ります。その前に事務局から。 

事務局 会議の最初に、委員の変更ということで報告いたしましたけれども、安田委員から一言ご挨拶をいただ 

けばと思いますので、よろしくお願いいたします。 

（安田委員挨拶） 

会長 それでは改めまして、次第の２、木更津市個人情報保護条例の一部改正に関する報告、要綱ですね、に関 

して。 

事務局 個人情報保護条例の一部改正につきましては、去る７月２６日付けで委員の皆様に文書で通知をさせて 

いただいたところです。改めて、概要の報告をさせていただきます。本年４月１６日に、木更津市個人情報保 

護条例の一部改正にかかる諮問についてと題しまして、本審議会において答申いただきまして、その答申に沿 

った内容で、 ６月の市議会定例会に議案を上程させていただきました。 ６月３０日に可決、 成立しております。 

改正箇所といたしましては、１条の目的規定、１２条のオンライン結合の規定、後は、附則９項及び木更津市 

情報公開条例附則第８号の対象情報の範囲を拡げる規定です。このうちの１２条の改正につきましては、これ 

によって、審議会に諮ることなく、オンライン結合により、個人情報を外部に提供することになることから、 

オンライン結合を伴う事務の概要を、１０月１日から市のホームページによって公表しております。その件に 

つきましては、１０月４日付けで皆様に通知をさせていただいております。お手元の、木更津市における電子 

計算機のオンライン結合の実施状況の公表に関する要綱、こちらでございますけれども、これは、オンライン 

結合によって個人を提供する事務を公表する根拠として、この１０月１日に制定いたしました。この要綱に基 

づきまして、今後のオンライン結合の変更等のあった場合につきましては、市のホームページで公表してまい 

りますので、よろしくお願いいたします。以上ご報告です。 

会長 ただいま、事務局から報告がありましたが、何かございましたら。 

山田 これ決まったものなんですよね。 

事務局 はい、そうです。 

山田 形式的なことで、 今から言ってもどうということではないと思うんですけども、３条なんですが、「であっ 

て」「事務であるとき」 、 「であって」「事務となるとき」 、 「若しくは」「事務であるとき」 となっていますけども、 

これ、並列の関係であると思っていいんですよね。 

事務局 はい。「若しくは」の方が小さい繋ぎになりますので、一番最初の「あるとき」がひとつあって、「又は」 

で次の「とき」と「とき」が、２番目と３番目が小さい方の括りになります。 

山田 使い分けているわけですね。 じゃあ結構です。 並列だとするとならと、 思ったので。「又は」 と「若しくは」 

を意識して使っているわけですね。 

事務局 そうです。 

会長 確かに、一見するとちょっと。最初の一読では、なかなか。法条文に特有の言葉遣い。よく読み込めば、 

そういうことに。他になにかございましたら。 

澤田 念のため、オンライン結合を。オンライン結合とは何ぞやということを、簡単に解説をお願いします。 

事務局 個人情報保護条例の第１２条に規定がございますけども、「当該実施機関が管理する電子計算機と実施機 

関以外の者が管理する電子計算機とを通信回線を用いて結合し、当該実施機関が保有する個人情報を当該実施 

機関以外の者が随時入手し得る状態にする方法をいう。」 と定義されております。 ですから、 実施機関が保有し 

ているサーバーに入っている情報を、 オンラインを繋ぎまして、 他の部署なり、 他の部署といいますか、 他の、 

例えば国とか自治体であるとか、そういったところが、常にそこに見に行って収集すると、そういった状態を 

想定しています。以上です。 

会長 他になにかございましたら。なければ、この件に関しては以上ですか。その他ということでよろしいです
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か。 

事務局 個人情報の事務届の見直しの進捗状況の関係でございますが、前回の審議会で時期尚早ということで、 

事務届につきましては、まだ一応、審議会に報告ということで残されております。その後、こちらといたしま 

しても、事務届の規定の改正をする前に、実際に取扱われている、情報の項目自体の見直しをしてからという 

ことがございましたので、インターネットをはじめ、様々な方法で、入手しておりまして、そのほかにも、県 

内の市町村で構成する情報公開制度連絡協議会のブロック会議で議題に出させていただいて調査をしたりして 

進めているところでございます。前回から見ても、あまり進んでいないので、大変申し訳ございません。お詫 

びを申し上げながら報告とさせていただきます。以上です。 

会長 これについての質問があれば。 

澤田 いま調べられた範囲で結構ですが、 状況としてはどんなものですか。 かなり調査をされているようですが。 

中間でも結構です。検討されているようなら、その辺をちょっと教えていただきたい。 

事務局 資料を手元に持ってきていなかったもので、持ってまいります。 

事務局 いろいろなところを調べたところ、今のところですけれども、例えば、本籍と国籍というのは一本にし 

ているようなところは結構多いとか、 市によっては写真というものを記録項目にしているところもありますし、 

肖像というところもありますし、 容姿と、 そういった顔とかの関係も記録項目にしているところもございます。 

そのほかでいいますと、嗜好とか、そういったものも含んでいる自治体もございます。 

堤 「しこう」ってなんですか。 

事務局 煙草とかの嗜好。 

澤田 趣味とかの 

事務局 はい。そちらの嗜好という字を使っています。あとは、学歴というのは、だいたい、学業に併せている 

のが多いです。職歴も職業に併せているところが比較的多くなってございます。そのほかといたしますと、続 

柄とか親族、親戚関係、これらのうち一個だけにして、あとは、うちのように細かく分けていないようなとこ 

ろもございます。あとは、共通事務と固有事務と、全体的にかかる共通、これは共通事務の個人情報なんだろ 

うと。あと、固有事務で、特定の事務を分けていると。そういったチェックが入る項目を設けていると、そう 

いう自治体もございます。そのようなところが、主な、調査した段階のところでございます。ブロック会議の 

方では、特に、今、それぞれの自治体が、やっている内容で支障は生じていないと言われておりまして、それ 

ぞれ様式をいただいております。以上です。 

会長 ということですが、この件に関して、特に、他にご質問がございませんでしょうか。 

会長 それでは、 その他はこれでおわりですね。 特にないようですので、 以上で、 本日の日程を終了いたします。 

これを持ちまして、平成２２年度第２回木更津市情報公開総合推進審議会を終了といたします。長時間にわた 

りご苦労様でした。 

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


