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平成２３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２３年６月２３日（木） 午後２時から午後３時１５分まで 

○開催場所：木更津市役所 ４階会議室 

○出席者氏名 

  審議会委員：石井徳亮、梅澤千加夫、小林伸一、清水幸雄、玉造福寿、堤 一之 

長野史郎、宮口咲子、安田祿彌 

  木更津市：（事務局） 総務部総務行革課 小山参事兼総務行革課長 

                       高岡副主幹、金子主査、佐久間主任主事 

        （関係課） 市民部市民生活課 相川参事兼市民生活課長、小山副主幹 

             福祉部高齢者福祉課 鈴木課長、山口副課長、田中副主幹 

             福祉部児童家庭課 星野課長、平野副課長、宮野副主幹 

             総 務 部 職 員 課 能城参事兼職員課長、古神子主幹 

 

○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 

会長 規定によりまして、議長を務めさせていただきます。ご協力のほどお願いいたします。 

それでは早速ですが、平成２３年度第１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。本

日の出席者の確認ですが、何名でしょうか。 

事務局 定足数１５名のところ、出席者９名となっております。 

会長 はい。ということで９名ですので、定足数の過半数を超えておりますので、本日の審議会は成立いたしま

す。早速ですが、本日の議題は、報告事項２件、その他となっております。まず、本審議会の公開についてお

諮りしたいと思います。本審議会を公開についてご異議ございませんでしょうか。それでは、公開とすること

といたします。 

議題に入る前に、委員の皆様方に、もし会議中に何か所用で退席されるという方がいらっしゃいましたら、

前もって私のほうに一声かけていただければと思います。 

それでは、早速、議題に入りたいと思います。次第の１番目、個人情報取扱事務届の届出について、事務局

より説明をお願いします。 

事務局 それでは、市民生活課から届出のありました木更津市市民活動災害補償に関する事務について、ご報告

いたします。事務届と説明資料をご覧ください。 

本事務は、市民団体が行う市民活動中の事故について、木更津市市民活動補償制度により補償する事務です。 

市民団体は、市民活動を目的に自主的に組織された団体で、主たる活動拠点を市内に置くものをいい、ボラ

ンティア団体や自治会等が該当します。 

市民活動は、市民団体が無報酬で行う公益性のある計画的、継続的又は臨時的な活動で、防犯活動や清掃活

動などの地域社会活動、社会福祉施設の建物の修理や植木の手入れなどの社会福祉活動などが挙げられます。 

補償制度の対象となる事故は、賠償責任事故と傷害事故があり、賠償責任事故は、市民団体又は市民団体の

構成員が、市民活動中の過失により当該市民活動の参加者又は第三者（以下「被害者」といいます。）の生命、

身体又は財物に損害を与え、賠償責任を負った場合に、当該賠償責任について、市民団体又は市民団体の構成

員（以下「加害者」といいます。）の請求に基づき補償します。 

傷害事故は、市民団体の構成員又は参加者が、市民活動中に発生した急激かつ偶然な外来の事故又は特定疾

病により死亡又は負傷した場合に、当該市民団体の構成員又は参加者（以下「受傷者」といいます。）の請求に

基づき補償します。受傷者が死亡した場合は、推定相続人の請求に基づき補償します。 
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市は、損害保険会社と損害保険契約を締結し、補償金の請求があった場合、補償金相当額を保険金として損

害保険会社に請求し、損害保険会社は請求者に保険金を支払います。 

次に記録項目ですが、国籍、本籍、住所、氏名、生年月日、年齢及び性別は、賠償責任事故にあっては相続

人等を含む被害者又は財物の所有者及び加害者を特定するため、傷害事故にあっては受傷者を特定するため、

記録項目としています。 

病歴、身体状況は、傷害の程度、傷害箇所及び傷害の症状を把握するため、記録項目としています。 

障害は、傷害事故で、後遺障害が生じたときに、後遺障害補償の適用があるので、記録項目としています。 

推定相続人が請求する場合、請求権者であることの確認をするので、家族状況、親族関係、婚姻を記録項目

としています。また、加害者又は受傷者が未成年の場合は、親権者が請求するので、家族状況を記録項目とし

ています。 

加害者又は受傷者以外の者が請求する場合、戸籍謄本等、相続関係を証する書類を添付書類として確認しま

す。 

職業は、職業として行う活動は補償制度の対象外であり、その確認のため、記録項目としています。 

請求者の提出書類の中に、職業、収入、賦課状況等が含まれていることがありますので、それらを記録項目

としています。 

財産は、賠償責任事故で、財物に損害を与えた場合の補償があるので、記録項目としています。 

口座番号は、損害保険会社が請求者に保険金を支払うときに、請求者が指定した口座に振り込むため、記録

項目としています。 

電話番号及びメールアドレスは、加害者、被害者、受傷者又はこれらの者の親権者、相続人等に連絡をとる

ことがあるので、記録項目としています。 

収集先は、事故報告書に記載された個人情報は、事故報告に係る市民団体から収集します。請求書に記載さ

れた個人情報は、本人、親権者、相続人、団体等の請求者から収集します。 

提供先は、事故報告書及び請求書を損害保険会社に提出します。以上です。 

会長 以上の届出に対して何かご質問等がございましたら。何かございませんでしょうか。なければ、私の方か

ら一点だけ。確認なんですけど、記録項目の中の職業のところ、この記述ね、「職業は職業として行う活動は」

となっているよね、言わんとして意味は解るのだけど、正確には「職業として行う本活動は」としたほうが解

りやすいのではないか。間違えやすいよね。「本活動」を入れるべきでしょう。それだけですね。 

会長 他に何か。宮口委員、特にございませんか。 

宮口 はい。病歴と身体状況と障害を記録項目に入れているのですけど、健康を記録項目から外していることは

何か意味があるのかと、今気になっていました。 

会長 気になっていることがあるようなのですが、いかがでしょうか。 

市民生活課 今の健康についてですけれども、健康というのは、健康状態ですとか、受診状況、血圧、血液型、

アレルギーなどというふうに個人情報の内容例として挙げられるているのですが、今回必要としているのは病

歴などですと、例えばぎっくり腰になっちゃったというときなのですが、既往歴がなくて、突然その活動中に

ぎっくり腰になってしまったというような場合は対象になるのですけれども、もともと何回もぎっくり腰をお

こしているという場合には、それはもともとからの持病ということで対象にならないのですね。そういったも

のを確認するために病歴を入れてあります。同じように身体状況のところもそうです。あとは、障害の程度で

金額が変わってきますので、それで入れさせていただいてあります。以上です。 

会長 他になければ、ないようですので。では、この届出についてはこれで終了。 

会長 引き続き、次第の２番目、個人情報の流出及び紛失について、事務局から報告をお願いたします。 

事務局 福祉部における個人情報の流失及び紛失については、去る３月２２日開催した本審議会で、福祉部から

報告があったところですが、再度、詳細な報告を行うことになりました。つきましては、福祉部から当事件の

経緯、発生原因及び再発防止策について、総務部から当事件における懲戒処分の内容について、ご説明いたし

ます。 

高齢者福祉課 本日は、お忙しいところ、２３年度第１回の木更津市情報公開総合推進会議を開催いただきまし
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て、誠にありがとうございました。私、高齢者福祉課長の鈴木と申します。よろしくお願いいたします。 

私から、昨年１１月２２日に発覚いたしました、高齢者福祉課所管の個人情報流出問題について、お詫びと

その後の再発防止対策等についてをご説明をさせていただきます。 

この個人情報流出事件につきましては、委員の皆様を初め、多くの市民の方々にご迷惑をおかけしたことを

改めてお詫び申し上げます。それでは、お手元の資料によって説明させていただきますが、１番と２番の流出

した個人情報の内容につきましては、去る３月２２日の審議会において説明させていただいてありますので、

本日の説明は、資料２頁３のですね流出した経緯、３頁４の流出した原因、４頁６の再発防止に向けた対策の

それぞれ、高齢者福祉課分についてをご説明させていただきます。 

それでは初めに、２頁３番のですね、流出した経緯でございますが、この要介護認定申請滞納者一覧表は、

毎月１０日前後に打出日の午前８時３０分過ぎに高齢者福祉課介護保険料担当職員が企画部情報政策課へ受け

取りに行きまして、介護給付担当職員に渡しております。この介護給付担当職員は、受け取った一覧表を本人、

家族が来庁した際に担当に連絡するよう決裁文をつけ、窓口対応する介護給付担当又は介護認定担当及び介護

保険料担当の職員、それから各担当総括、副課長、課長に決裁を回したところでございます。 

今回、回収した流失帳票を確認いたしましたところ、決裁する準備をしていた形跡がないことから、平成２

２年７月１３日に帳簿を受け取ったままの状態で処理されず、その後隣接する児童家庭課の書類に紛れてしま

ったものと推察しております。 

次に、３頁４番の流失した原因でございますが、高齢者福祉課の帳票を担当する職員は児童家庭課と隣接す

る場所で事務を行っておりまして、腰の高さほどのロッカーで並べています。担当職員に届いた帳票がどのよ

うな方法で児童家庭課に紛れてしまったかは不明ですが、職場環境が整備されていなかったことが一つの原因

と思われます。また、その帳票を決裁処理後保管しておく専用のバインダーには平成２２年６月分の帳票の上

に８月分の帳票が決裁され保管されていました。本来７月分の帳票がなく決裁処理していないことに速く気づ

くべきでありましたが、さらに次の８月分を保管するときに７月分の帳票がないことに気づくべきでありまし

たが、重ねて保管してあったため情報の流出が発覚するまで７月分の帳票を紛失していることに気づかなかっ

たところでございます。そのようなことが原因かと思います。 

次に、４頁の６番目なんですが、そこでこのような事件を受けまして、高齢者福祉課としての対策でござい

ますが、（２）番目なんですけど、平成２２年１１月２２日個人情報流出後、祝日明けの２４日、事務開始前に

課長が各担当総括を招集し、個人情報の流出の経緯と対応を説明のうえ、起案文書等の早期処理、退庁時等の

個人情報を含む文書の適切な保管、担当総括が職員の文書の扱いのチェック、不要となった文書のシュレッダ

ー廃棄処分などの文書の扱いについて、また事務所内の整理整頓に心がけるなどの職場環境の整備についてを

職員に徹底させるよう指示いたしました。その後、１２月１０日の朝礼において当時の課長により改めて職員

へ指示がなされたところでございます。 

次に②なんですが、業務スケジュールをチェックする管理システムの確立を行いました。事件発覚後、担当

総括の指示で担当者が毎月の事務スケジュール表を作成し、各自事務の漏れがないようにチェックする方法を

平成２３年１月分から開始いたしました。平成２３年４月からは課長の指示で担当者のみでなく担当総括及び

課長において決裁が経過したチェックを開始したところでございます。さらに、今回の流失原因は保管の確認

方法にも問題があったので、平成２３年７月からは担当者の手元に文書が戻ってきた日又その事務のリストを

所定の場所に保管が完了した日をチェック項目に加えております。 

次に、④番目の電算業務の見直しについてでございますが、今回流出した帳票は、給付制限を行うための基

礎リストとして作成をしておりましたが、個々の滞納者が払う意思があっても全額払うことができないことを

確認しておりましたので、現実的には、このリストを作成する必要性が希薄でありました。そのことが、７月

に帳票が決裁されていないくても、職員が気がつかなかった大きな理由でもあります。 

今後、給付制限を行う場合には、介護保険料担当と連絡を密にして、該当者を抽出していく方法に移行し、平

成２２年１２月の課長の指示により、当該帳票の電算業務は平成２３年２月の打出し分から廃止したところでご

ざいます。 

簡単ではございますが、高齢者福祉課の対策等の説明を終わります。よろしくお願いします。 
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児童家庭課 児童家庭課長の星野と申します。引き続きまして、児童家庭課側の個人情報の経緯等のご報告をさ

せていただきます。冒頭改めまして、私ども保育園のほうから個人情報が流失いたしまたことに深くお詫びを

申し上げる次第でございます。 

それでは、３頁の一番上をご覧いただきたいと存じます。まず、流失した経緯を改めましてご説明させてい

ただきます。児童家庭課では、ホストコンピューターのジョブリストを記載した電算用連続伝票用紙をリサイ

クルの一環といたしまして、主に保育園の園児のお絵かき用に使用するためストックをしておりました。昨年

８月上旬頃、桜井保育園園長が児童家庭課を訪れ、保育担当職員からこのストックしてございました電算用連

続伝票用紙の一部、量といたしましては両手でつかみまして１０センチ程度の厚さの量となりますけれども、

これを手渡しで受け取り、園に持ち帰りまして、一旦リサイクル用紙といたしまして園の教材室に保管をいた

しました。なお、園長に電算用連続伝票用紙を引き渡す際、保育担当の職員及び園長においても、個人情報の

有無について確認はその時点でいたしておりませんでした。その後、当該リサイクル用紙を園内で使用してお

りましたが、３ヶ月が経過した昨年１１月中旬頃から使用したと見られますけれども、このリサイクル用紙の

なかに、介護保険の被保険者に関する情報が記載された書類、先ほど高齢者福祉課長から説明がございました

が、７月分の要介護認定申請滞納者一覧表、これが紛れ込んでいたもので、お絵かきをし、当該書類を園児が

自宅に持ち帰り、これを発見した保護者から１１月２２日、市へ連絡が入り、個人情報の流出が発覚をいたし

ました。このため、桜井保育園園児の保護者には、同日回収の協力依頼の文書を配付をいたしまして、実際に

使用された４分割をして８０枚となった用紙のうち３２枚の回収をいたしましたが、紛れ込んだ書類の全てが

揃っていない現状から２０頁のうち１２頁分程度について発見をすることができませんでした。また、直ちに、

他の公立保育園、保育園でございますが、連絡をとりまして裏紙使用の実態確認を指示いたしましたが、桜井

保育園のような使用の実態はございませんでした。 

続きまして４番の流失した原因について、ご説明を申し上げます。児童家庭課ところをご覧いただきたいと

存じます。児童家庭課では、個人情報のないことを確認し不要となった電算用連続伝票用紙をリサイクルの一

環として主に保育園の園児のお絵かき用として使用するためストックをしていましたが、ストック場所が高齢

者福祉課と隣接するロッカーのそばでございました。このため、児童家庭課のリサイクル用紙に高齢者福祉課

の帳票が紛れたものと考えています。また、当該用紙を保育園へ引き渡す際に、保育担当職員による改めての

内容確認がルール化されていなかったことが一つ原因と考えております。なお、いうまでもなく、用紙を受け

取る側の、今般は園長が受け取りましたけれども、内容確認もその都度見るというようなルール化がなされて

いなかったため、個人情報の存在にその時点で気づくことができませんでした。さらには、保育園において園

長が個人情報の存在にその後も気づくことができなかったというようなことが流失した原因でないかと考えて

おります。 

６番の再発防止に向けた対策ということでございます。５頁の（３）番児童家庭課の対策というところをご

覧いただきたいと存じます。①個人情報が流失した翌日の１１月２３日の休日でございますが、児童家庭課に

桜井保育園職員を集めまして、私のほうから保育園における個人情報の適正な管理、徹底について訓示を行っ

たところでございます。２点目といたしまして、休み明けの１１月２４日、私ども児童家庭課毎朝朝礼を行っ

ておりますけれども、他の職員に対しまして今般の事件の状況を説明するとともに、課内における個人情報の

管理、徹底について訓示を行ったところでございます。その後につきましても月に１回程度、職員の意識啓発

というなかで朝礼で個人情報保護に向けた、意識改革に向けた訓示を継続をしております。 

３点目でございます。公立保育園の７園の園長に対しましては、個人情報流失事故の実態と個人情報保護に

向けた保育園での取扱いでの徹底を強く要請をいたしました。これは事件後の最初のですね、定例の園長会が

１２月５日にございまして、その会議で指導を行ったところでございます。また、毎月この園長会議ございま

すので、定期的に個人情報保護に向けて説明をさせていただいております。なお、月例の副園長会議、栄養士

会議においても同様に指導を行ったところでございます。 

４点目ございます。児童家庭課内における具体的な対応についてでございますが、今回流失の直接のきっか

けとなりました電算用連続伝票用紙の再利用につきましては、この事件を機に中止をいたしまして廃棄処分を

しているところでございます。また、資源ごみ入れの用紙、とはいいましても資源ごみを再利用しております
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ので、個人情報の有無を改めて確認するなど職員に徹底をしております。また、児童家庭課窓口におきまして

市民の方に裏紙等でメモとしてお渡しするケースがございますけれども、その際、当該用紙を使用する前及び

市民に渡す前などに個人情報が存在しないことを確認し、対応をしているような取組でございます。私からは

以上でございます。よろしくどうぞお願いいたします。 

事務局 続きまして、総務部から当事件における懲戒処分の内容についてご報告いたします。 

職員課 職員課長の能城でございます。私から本事件に関します関係職員の処分についてご報告をさせていただ

きます。本事件につきましては、平成２２年１２月３日に処分審査委員会を開催いたしまして、同月９日に次

のような処分を行ったところでございます。 

高齢者福祉課長、市長の文書訓告、 

高齢者福祉課副課長、市長による口頭注意、 

高齢者福祉課介護給付担当総括、市長による口頭注意、 

高齢者福祉課介護給付担当者、一人に対しまして、市長による口頭注意、 

児童家庭課長、同じく市長による口頭注意、 

以上のような処分を行ったところでございます。以上でございます。 

会長 以上の御三方からその後の前回に引き続きまして、事件の経緯やあるいは今後の対策につきましてお話が

ありましたが、何か委員の皆様方からご意見等がございましたら。 

清水 前回から継続した問題でございますので、充分なご説明をいただいたものだというふうに承知いたします

が、こういった個人情報の流失というのは意図的なものでない限りは１００％根絶というのはなかなか難しい、

ありそうな事故ではあった訳です。そのときに、その流失原因は様々いろいろお有りになるでしょうが、いっ

たいどこでチェックできなかったのかというのが、再発防止策の一番の根幹であろうかと思う訳でございます。

つまり、最初に高齢者福祉課長さんがその文書の存在、不存在ですね、二月あったわけですから、そこで気づ

いていればこういうことはなかった。仮にそこのところを見逃したとしても、次に引き渡しですか、児童家庭

課から保育園への引き渡しの際のチェックはあったかと、さらに受け取った方が園長先生ですか、この方がチ

ェックをなさるはずだったと、情報の流れとしては２度や３度に渡るチェック機構というのがあったはずなの

ですが、それがいわばスルーしてしまったということだろうと思うのです。それで、実は職員課長さんにお尋

ねしたいのですが、関係職員の処分の実施というのは、こういった問題でどの程度の処分をするのかというの

は素人であまりよく存じ上げないので、これが相当であろうと受け止めることにいたしまして、保育園の園長

先生につきましてはノンペナ、要するに全部そのまま不問に付しておしまいとのことだったのでしょうか。要

するに一番肝心の流失元の現場の責任者がいたはずなのですが。 

職員課 職員課の古神子といいます。よろしくお願いします。審査会におきましては、渡した職員と受け取った

保育園の園長、一応名前は出ましたけど、園長につきましては審査会の処分対象者として載せてございました。

当然この審査会の中でもお話がありましたけど、受け取ったと、渡したと、というだけことであるので、今回

は処分は保留しようところで決定しています。以上です。 

清水 つまり、こういう現場の方というのは書類を受け取って目の前を通っていっただけだから、ノーチェック

であっても、市としてはペナルティはない、指導もしないと、そのままＯＫ、そういうことな訳ですね。 

職員課 紛失というか、維持管理を怠ったというほうが根本的な原因ということで、実際に受け取った、あるい

は渡したというだけでは、今回処分の対象とは結果的にはしませんでした。 

清水 ここは将来的にはザルになる可能性があるということですね。４頁の一番頭のところにですね「なおいう

までもなく、用紙を受け取る側の内容確認もルール化されていなかったので」、これは制度の問題かもしれませ

ん。「保育園のほうは、個人情報の存在に気づくことはできませんでした。更には、保育園において、園長が個

人情報の存在に気づくことができませんでした。」、これがいけなかったような書きぶりになっているものです

ので、このことについてはどういうことになるのかということを職員課からお尋ねしたい。つまりですね、子

供がこの絵を持って帰ってきて、ひっくり返して親御さんが一目見れば解るような話なのですよ。それを目の

前を通っていった人が、気づかなかったというのは園長さんなのです。これも前回申し上げたのです。それに

対して、いわゆる行政処分として職員がいわゆる懲戒免職にしろとそういうことをいっているのではなくて、
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それに対して目の前をスーと通って、見てないはずないのですよ、物をひっくり返すという作業だけなのです

から、それもしなかった。これだけ個人情報のことがいわれている社会の中で、関心も持たなければ、チェッ

クもしなかったという方が園長先生をおやりになっていた訳ですから、そのことについてどうお考えになるの

ですかと、この前はお伺いした訳です。つまり、任命権の問題ですかと、任命権者の能力の問題ですか、とい

うのが一つです。もしそうでないだとすれば、処分をしろといっている訳ではないのです。何か然るべき代替

手段、チェックをしろとかというルール化が具体的にできてきたのではないのでしょうか。この園長先生に対

しては何をしたのですかという、それをお尋ねしたい。そうでないとザルで、現場はもう一辺同じことを繰り

返すだろうと私はそう考えます。 

職員課 園長に対する対応につきましては、先ほど児童家庭課長のほうから訓示をされたというようなことが一

つございます。あと園長に限らず現場の管理職等につきましては、今後再度、個人情報の取扱いに関する研修

の場を設定して参りたいということで考えておりまして、現在、総務行革課の法規担当と打合せ中という状況

にございます。 

会長 というお返事ですが、よろしいでしょうか。 

清水 それしかないという話であれば、それっきりの話です。 

玉造 私も社会福祉協議会からこちらへ出ていて、同様の業務をしているわけですけれども、結果的に５頁ので

すね、電算業務の見直しと書いているわけです。結果的には、この打ち出していた書類は、実務の遂行にはほ

とんど関係がなかったと、だからあってもなくてもいいようなものであったから、気がつかなかったというふ

うにとれると思うのです。では、市のほうでは行革だとか業務の見直しとかというふうにやっている訳ですけ

れども、そういう面ではこの紛失というものが事業仕分けとか行革には非常に貢献があったように思うですけ

れどもね。ですから、いつから打ち出していたのですか、何年間結局あってもなくてもいいようなものがあっ

たかということなのです。私も、社会福祉協議会で同じような業務をやっていてですね、そういうのを自分で

胸に刻んで、このことについてお尋ねしている訳ですが。 

高齢者福祉課 ただいまの委員のご質問でございますが、いつからということですけど、はっきり確認をしてお

りませんが、おそらく介護保険制度が始まってから、帳票を作っていたと思います。かれこれ１０年ぐらい経

ちます。 

玉造 私も帰ってから勉強します。 

堤 ちょっとよろしいですか。再発防止に向けて関係職員の方の処分は１２月３日に処分委員会が開催され、同

月９日にあったとなっておりまして、前回の審議会のほうは今年の３月というふうな時点だと思うのですよね。

そのときに３月時点でご報告いただいた内容につき、原因であるとか対策等に関してかなり不十分であるとい

うことのような審議会の意見を受けて今日、こういうような照会があって、ご報告なり対策をいただいたので

すが、そうすると、恐縮な言い方何だけど、１２月３日の処分というのは、不十分な調査を元にして出された

処分、あるいはそこまではちょっと言うのはあれかもしれませんが、何かしら今一度もう一度この点はよくご

検討いただきたいとの前提での上での処分ではないというふうに理解せざると得ないのですけど、先ほどので

すから清水委員がおっしった、保育園等が保育園の園長先生に対する処分の問題と関連するかもしれませんが、

その辺基本的には処分理由あるいは処分を審議する際に使われたものというのは、基本的にはこういう内容と

同じものだったのかあるいはそうでないのか、そのへんいかがなのでしょう。 

職員課 基本的にはこれとぴったり同じではございませんけど、基本的には経緯の報告をいたしまして、それと

担当部長の弁明の機会等を設けまして、審査会の中で処分の結果を出しております。 

堤 ごめんなさい、口はばったようですけど、前回は、審議会での報告というのは、報告の実態はきちっとなさ

れていたけど、当該審議会対する報告が、恐縮な言い方だけど、不十分な状態であったと理解すればいい訳で

すね。 

会長 そういうことなのでしょうね。 

児童家庭課 前回の説明の中で、ここの処分の状況について、書面での記載がなかったことと、私のほうから処

分の結果について、審議会でも報告が正直、私のほうから漏れました。申し訳ございませんでした。 

堤 すいません、ちょっとくどいようで申し訳ない。だから結局、前回どうして紛れこんだとか事実経過である
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とか、あるいはそれについてもあまりご質問しても詳細なお答えいただけなかったと気がしているのですよね。

あるいは決裁の問題も、どうして７月分の決裁だけ取れていないのか、清水委員がおっしゃられたそもそもそ

れがきちっとチェックされていれば、こういう問題が起こらなかったのではないかとご指摘もあったと思うの

ですけど。要はそのときに出た問題点というのが、要は報告が不十分であったから出たというよりも、何か調

査それ自体に何か不十分さがあったじゃないかなと気がしているのですけれども、そうすると不十分な調査を

前提として、その数ヶ月前になされている処分ということになると、その処分の内容はいかにといって、大変

恐縮な言い方なのだけど考えざるを得なくなってしまうというところがあると思うのですけど。 

もう一度ちょっと整理を、ごめんなさい、総務部職員課の方ですか、今回おそらく初めてこちらの席に来ら

れたと思うのですけど、前回３月の時点で、この事件が起きたということでご報告を受けたと思うのです、こ

ちらとしては。それに対してどういう経緯で事件が発覚したのか、いわゆる市役所から課に回って保育園まで

至った経緯というのが極めてこちらとしては調査が不十分であったのではないかとご指摘があったと思うので

すけど、私から指摘をさせていただいたと思うのですけど。また決裁の問題も、どうして決裁が漏れたのかと

いう原因等についても、そのときにもご質問があっても十分な報告がなかったと思うのですね。でも、職員課

の方のご説明では１２月３日の時点で処分をした、あるいはそのときの審議の内容として十分に部内での調査

が済んでいて、そういうような十分な調査を前提としての処分をなされたとお話をなさったので、そうなると

３月の時点での報告というのは、報告の仕方が、大変言い方悪いですけどあまりよろしくなかったということ

なのか、それともそうでなく、もともと１２月時点の処分の前提としての調査自体が不十分な状態での処分が

なされたのではないか、ちょっとそういう疑問になってくると思うのですけど。 

今日読ませていただいたのは、かなり前回に比べておそらく委員の方も同じ印象だと思うのだけど、事実関

係が解ってきたし、原因として何がどうしてこうなったのかあるいは決裁の問題も全部触れておられているの

で、こういう内容であるならば、かなりそれはそれで理解できるのですけれども、前回は到底こういうふうに

も至っていなかった状態なのですよね。実質的に質問をしてもお答え不十分な状態だったものでしたから、そ

うすると何を前提にその昨年１２月３日の時点における審査会を経て、１２月９日にどういう事実経過あるい

は事実調査を前提に処分がなされているのか、ちょっと申し訳ないけど正確に事態を把握されあるいはそれに

対しての事案を把握等を踏まえた上でのご判断をなされたのかな、とちょっと疑問を持たざるを得ないという

のがある。それはさっきの保育園の園長先生に対する処分というのかなそれに対する関連でもちょっとあると

思うのですけれども。 

会長 それと関連してよろしいですか。もうよろしいですか、堤先生。 

堤 私のほうはもういいです。 

児童家庭課 私からほうからだと、処分に関してはコメントはできませんけれども、今の堤委員がご質問された

ことでどっちなんだという話では、結論からいいますと、前回の審議会に出した書面が今回と一部、今回のほ

うが細かく入っていると思うのですけれども、そのときの書類の作り方が必ずしもすべてを網羅できていなか

ったというふうに考えています。処分委員会の前の私どもの事実関係の報告という意味では、時系列の私ども

のメモも含めまして、職員課のほうに資料提示していますので、事実の誤認というのは、私ども児童家庭課に

関する事実関係としてはないというふうには思っております。それ以上のことはなかったと申し上げます。 

堤 一点、私、誤認とは申し上げているのではなくて、不十分なことであったのではないかと言っているだけで、

そこはちょっと誤解しないでいただきたい 

児童家庭課 はい。 

会長 で、質問はまだ生きている訳ですよね。 

堤 あの、児童家庭課のほうからおっしゃったので、高齢者福祉課の課長さんにもそのへんは同じ内容をよろし

くお願いします。 

会長 よろしいですか、質問は生きてらっしゃる。 

堤 今そういうお答えいただいたので、内部的な報告としては十分なものを出しておられると。前回の３月の審

議会での報告の仕方がちょっといささか不十分であったのか。そういうことだと思います。 

会長 肝心な質問がまだ残っているじゃないですか、質問に対する堤先生に対する質問に対しての答え。 
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職員課 どのくらい事実関係をそのときしているかということなのですけど、今日ご説明のあった高齢者福祉課

長、児童家庭課長の説明したとおりだいたいそれくらいは確認しております。５頁にございます児童家庭課の

その後対策等についてはこのへんは聞いておりませんけど、事件の経過等はほぼ今説明があったとおりの程度

の事実確認をしております。 

清水 もう一点だけ。先ほどのことに関連したところですけど、５頁のところの小さな（３）の①で「個人情報

が流失した翌日の１１月２３日の休日、児童家庭課に桜井保育園職員を集めて、課長から保育園における個人

情報の適正な管理の徹底について、訓示を行った」と、誠に適切な対応だろうと思うのです。ただ、その問題

は職員全部ということなので責任者に対して何か指導したとか、訓示したとか、そういう事実関係は少なくと

もここには見えませんよね。この文書からは。その後は、児童課職員につき月に１回程度というのは、保育園

の先生方が皆さんお集まりになる訳ではないでしょうから朝礼に。現場のほうに対しては③の「保育園の７園

の園長に対して、徹底を強く要請した。」というほうへ行くのだろうと思うのです。とすると、要は現場のほう

に、肝心要の園長さんに対しての指導、特別なというかですね、ちょっとうまく言えないのですけれども、問

題を起こした張本人に対しての指導もしくは訓示はしていないと、一般論としてしかしていない。ずっとその

後、特にそれをやったという形跡というのがないものですので、これを拝見している限りですと。だとすると、

最初から、この方については処分をしないと結論があって、その上で審査会、処分審査委員会ですか、これに

繋がって、はなっから対象外だったというふうにお考えになったのではないのだろうか。と申しますのは、だ

いたいこういう事故が起きたときに一番責められるのは行間なのですよ。振り出しを作った人間と最後にチェ

ックをしなかった人間と、これが両方責められるのです、普通。極めて特殊な異例な処置だと私は受け止めて

おりまして、せめてその例えばそういう制度があるかどうかは解りませんけど、所属長注意みたいな形でです

ね、課長さんから口頭注意があったとか、何とか言われますとですね、それは処分の軽重の問題ですので、外

部の意見が口を出す問題ではないのですから、ここですと、園の普通の保育士さんと同じように訓示があった

というふうにしか読めないものですので。 

児童家庭課 ここ、私の文書表現の適切ではない部分で大変恐縮ですが、もちろん園長には発覚したその日、も

ちろん園の責任者でございますので、また役職も主幹職という役職でございましたので、当然ながら私のほう

から口頭でまずは園長にもちろん注意を促しましたし、この桜井保育園職員を集めてというところは、もちろ

ん園長を先頭にということで来ていただいておりますので、その時点で、私どもの内容は口頭ですので、ここ

で分類しておりませんけれども、指導を行ったということでございます。よろしくお願いいたします。 

清水 普通、民間企業何かですと、私もいくつか民間企業の個人情報漏洩の事後処理に携わったことがございま

すが、大体問題を起こした当人に対する個別研修と、私なんか口が悪いほうですから懲罰的研修なんてといっ

ておりますけど、問題を起こした人間に対して指導するような気がするのですが、そういうこともなさってら

っしゃらないので、要するに何もしないという状態でそのまま無罪放免、何ですか退職なさったのですか、そ

ういう話になると再発防止の何か歯止めにはなっていないのだなという気がしないでもない。 

会長 というご指摘なのですね。 

清水 これ以上言ってもしょうがないから。 

会長 質問というか、苦言というか。 

堤 質問ちょっとよろしいですか。５頁の（３）の④のところの２行目で「資源ごみ入れの用紙を再利用すると

き」とあるのですけど、これは、実際には何をどういうふうに再利用されるものですか。ごみ入れの用紙とい

うのがどんなものがあるのでしょうか。 

児童家庭課 代表的なものとして、私ども窓口業務で各種給付制度などを取り扱っていて、市民の皆様に、例え

ば子ども医療費のご案内の手続きが書かれた用紙などがあって、制度が変わるごとに前の印刷物が余るなどが

ございまして、そのようなものは裏紙再利用、メモ利用等で対応しているような状況です。代表的なものはそ

ういうものです。 

堤 それはどういうところに、ごみ入れというのはどこにある？そういう、資源ごみというか、そういうものを

入れるところスペースがあって、そこに置いてある。要は、実態が個人情報を、有無を再度確認するとあるの

ですけど、誰がどう確認するのかよく解らない。 
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児童家庭課 課内の再利用する印刷物の裏紙をまとめるところがございまして、そもそも、それ自体には当然個

人情報は、そもそも入ってはいないのですけれども、今回の事件を踏まえまして、ないという思い込みではな

くて、必ず確認をするということを職員のなかに徹底をしていると、いうようなことです。 

堤 くどいようですが、資源ごみ入れは各課にある訳ですね。だいたい、そういう用紙を使って要らなくなった、

例えば、制度が代わったから余ってしまった用紙があったりして、それはそのまま捨てるのもったいない。 

清水 コピー用紙なんかのミスコピー。 

堤 ミスコピーみたいなものもあったりして、そういう入れるところは、資源ごみを入れるのがある。 

児童家庭課 専用のでかいケースがまだある課もございまして。 

堤 各課ごとにある訳ですね。 

児童家庭課 それぞれで。 

事務局 教育総務課にある、あのようなものですか。 

児童家庭課 うちは違います。 

堤 それは、そこの資源ごみ入れに入れる用紙というのは、まったく個人情報というものが出てくる余地のない

紙なのですか、そういうのもいろいろ混じる可能性があるのですか。 

児童家庭課 ありません。 

堤 それはないのですか。ないのなら、逆にそこまで何かなさるのはかえって、そういうことではないのですか、

これは。 

清水 ここではなくて、他所の自治体での流出例というなかに、こういう申請書がある。お客様が市民の方が来

て、指導とおっしゃるのですが、ここにこういうことを書くのですよとみたいなこと言って、渡してしまって

行ってしまえば、それは何でもないのですけれども、本人のところに行けばなんでもないのですけれども、本

人がああ解りましたといってこれを置いていくと、これはいらなくなるのですね。ゴミ箱みたいなところへ資

源ゴミみたいなところに入れて、本当だったら全部シュレッダーを処理をする。こういうものを作ること自体

もどうかという問題もあるのですが、シュレッダー行きだろうと思うのですが、それが普通のミスコピーなん

かと一緒になっている。そうすると、白いとこだけ集めてですね、裁断をして、今度はメモとして配ったと、

メモとしてお渡ししたというケースというのが、去年だけでも新聞報道だけで４件ぐらいありますね。ですか

ら、その手の話になると、入れる人がまず注意しなければいけませんし、今度はゴミ箱に入っているのを全部

一枚一枚チェックするということを、どっかで行わなければならなくなる。なかなか大変な作業になるのです

が、私なんかは完全にシュレッダー行きのほうがいい、手間がなくて、再利用に伴って出てくるいわゆるエコ

ブームというものよりは、コスト的にもですね、チェックをする人件費ということを考えたら、はるかに安上

がりだと私は思うのですが、再利用するときはというよりも、再利用しないように言ってしまったほうが多分

安いだろうと思いますが。 

堤 さっきの話で個人情報は入らないよと。 

清水 ええ。 

堤 だけど、いまおしゃったみたいにくっついて入ったり、当然そこには本来はないけれど、ひょっとしてある

かもしれない。全職員が要はやれということになるのか。 

清水 あるわけないだろうと探すという作業を、ここでやるという話になります。 

堤 そんなようなところなのですけど、非常に個人情報の保護という点も大事なことなんだけど、逆に今度、は

たして、そうだとすると、どうなるのかなとちょっとあるものですから、これはどういうものがあるかと頭に

置きたく質問しただけですけれども、そうなると、清水委員からご指摘になった点をいろいろお考えになった

ほうがいいのかなとちょっと思います。これで私は結構です。 

清水 技術的なことを話する場所ではないものですから、これ以上だと思いますが、ただ、民間企業なんかで最

近この手の話でとられる手段というのは、ともかく資源ごみだろうがなんだろうが、再利用ということを考え

ないで全部シュレッダーに入れてしまうということが、ほぼ一般的なこととなっているということをお考えに

なったほうがよろしいのではないでしょうか。以上です 

会長 他に。 
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石井 ５頁の児童家庭課の対策で、適正な管理の訓示とか、取扱いの徹底を強く要請という形で課内における具

体的な対応についてという形で３項目ありますけれども、４頁のところに内容確認がルール化されていなかっ

たということが２箇所ありますけど、これがルール化になったという全部なのでしょうか。あと保育園側のル

ール化になったものもあるのだけれども、あれば教えてほしいのですけど。 

会長 ルール化。 

石井 こちらルール化されていなかったことが原因であるということで、４頁に書いてあるので、保育園側でも

ルール化されたものがあれば教えていただきたい。 

会長 そのだから、個人情報の保護に関してルール化ということのご指摘なのか。 

石井 何か明確な。 

会長 どういう趣旨で書いてあるのかどうか、その点も含めて。 

児童家庭課 ルールに関して、例えば、私名の各園長宛あての通知文書であったり、事務取扱要領であったり、

そういったきちんと文書でのいわゆるルール化ということでは現在はしておりません。石井委員のご質問です

けれども、流失してしまった桜井保育園に関しては、再利用した用紙を保護者の自宅に持ち帰らせていたとい

う取扱いを止めたというのが一つはルール。保育園の代表的な桜井でのルール化としては持ち帰らないという

ようなことです。あとは、非常に説明しても口だけになってしまいますが、とにかく意識啓発に現在は努めて

いるだけということで、今後については、課内、保育園も含めまして再発防止に向けた、それこそ形になった

ルールをですね、一つずつちょっと構築して渾身努めて行きたいということでございます。よろしくお願いい

たします。 

清水 ただですね、この手の話で、木更津市が言っていることではないですよ、この手の話でルール化でうまく

いった例はほとんどないのですよ。個人情報保護の問題は極めて守るのが難しい制度でして、何か細かくして

行けば、して行くほど、ルール違反とか出てきてしまうだけで、問題は要するに人の意識の問題。ですから、

先ほど園長さんを個人的に責めているわけではないのですが、「ちょっとひっくり返してみろよ」と、そんな能

力もないのかと、そういうような感想がございまして、私流の極端な言い方ですが「普通人間なら見るだろ。」

と、そういうことがおやりになれないというものを何とかしてほしいというふうに私は申し上げたい。 

会長 それは別に盾をつくことではないのですけど、清水先生。まさに今の話のルールというのは、形式的なル

ールではなくて、実際普段の職場環境に何も明文化しなくてもあるだろう、みんなのコンセンサスのなかのレ

ベルのルールの話のように聞こえるのですが、私、関心の持っているのはそうではなくて、前回の審議会でも

指摘したのね、だから郵送されているものに文書規程ですか、市のこれが入っていることだと思うのですが、

そこで何ですけど、前回の審議会でも指摘したことを繰り返させていただくと、ご存知のように国レベルでで

すね、文書管理の適正化を目的にした法律が制定施行されていますよね。こういう「不祥事」をきっかけにし

てね、これを機に市のほうで、これは別に星野さんにこういうことを聞いていいのかどうか、総務課のほうか

な、質問の相手としては。総務課としてというよりは、市として、この文書管理規程の抜本的な見直しとか、

いっそうのこと条例化とかということまで視野に入れて、多少なりとも視野に入れて何かお考えがあるのかな。

ちょっとそこを聞きたいのですけれどもね。 

総務行革課 現在、条例化とかはそういったことは考えてはございませんが、今後先進市のですね、そういった

ような情報を調べてみまして、制度の検討をしていきたいと思います。 

清水 今の発言は大変残念です。少なくとも６，７年前までは、木更津市は個人情報保護にしても情報公開にし

ても、千葉県内のトップランナーかセカンドランナーというぐらいの先進市に入っていたのですよ。気がつい

てみたらですね、一番そのブービー賞ものと下がってしまった。どなたが悪いとはいうつもりは申し上げない

ですけれども、自分のところが後進市だということを前提にしたご発言はいかがなものかというのを思います

が、いかがでしょう。 

総務行革課 先進市というところを強調したつもりなのですが、決して後進市と言った訳ではないのですが、よ

り優れたところのですね、事例を研究して参りたい。 

会長 その姿勢というか、そういうつもりはあるということは確認できるわけね、我々も。前向きな姿勢は持っ

ていらっしゃるということで、他に何かご質問があれば。なければ、この議題はこれで。 



11 

 

会長 次第にその他とありますが、事務局から何かありますか。 

事務局 それでは、一枚ぺらの個人情報取扱事務届の改正案のほうの説明をさせていただきます。かねてより検

討をして参りました、個人情報取扱事務届の様式なのですけど、前回の審議会の際にも、例えば、流れがわか

るように形にしてほしい、そういった要請がございましたので、それらを考慮いたしまして、今回このように

改正の形を作らせていただきました。今後はですね、市の内部組織でございます木更津市情報公開・個人情報

保護調整委員会というのがございます。こちらは各部の庶務担当課長が構成されておりますので、そちらの各

部で実際にこれで対応できるかという点もいろいろ検討いただいて、今後規則の改正という手続きに入らせて

いただきますので、一応ご報告までさせていただきました。以上でございます。 

会長 これが正案ということ。 

事務局 そうです。はい。これでもって行くと。 

会長 これは、報告だけですね。純然たる報告だけですね。 

事務局 まだ規則は改正となってませんので。 

会長 今日の議題は、すべてこれで終了。あとは特にないわけですね。 

会長 本日の日程を終了いたします。これを持ちまして、平成２３年度第１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。長時間にわたり皆さまご苦労様でした。 
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