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平成２３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２３年７月２８日（木） 午後２時３０分から午後３時４０分まで 

○開催場所：木更津市水道部庁舎 １階会議室 

○出席者氏名 

  審議会委員：梅澤千加夫、江野澤均、加辺歩美、小林伸一、齋藤一浩、清水幸雄、玉造福寿、津久井智美、

堤 一之、長谷川聡、松江俊昭、御園 英司、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） 都市整備部市街地整備課 齊藤参事兼市街地整備課長、上松主幹 

 

○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 それでは議題に入る前に、これは連絡事項ですが、委員の皆様方に、もし会議中に退席される必要がある

方がいらっしゃいましたら、私のほうに一声かけていただきまして、退席していただければと思います。よろ

しくお願いいたします。それでは、早速、次第の報告、個人情報の事務届の報告について事務局から。 

事務局 総務行革課の佐久間と申します。本審議会の事務局を担当しております。よろしくお願いいたします。 

それでは、私の方から、個人情報取扱事務届の報告をする前に、この報告の根拠などについて簡単にご説明

をさせていただきます。お手元にお配りしましたファイルに綴じてあります審議会の関係例規の１４頁をご覧

ください。こちらのですね、木更津市個人情報保護条例第７条をご覧ください。 

木更津市個人情報保護条例第７条第１項は、実施機関は、あらかじめ、市長に対し、個人情報を取り扱う事

務を行うとき及び当該事務を変更するときは、個人情報取扱事務の名称、目的、記録項目など条例所定の事項

を、届け出なければならない旨を規定しております。この届出を受けた市長は、同条第４項の規定により、届

出があった事項について目録を作成するとともに、一般の閲覧に供しなければならないこととされております。 

そして、市長は同条第５項の規定により、届出があったときは、当該届出に係る事項を審議会に報告しなけ

ればならないものとされています。この一連の手続を通じて、個人情報を取り扱う事務の状況が公表され、自

己に関する個人情報の開示、訂正、利用停止の請求をする際の当該個人情報の所在を知る手がかりとなるもの

でございます。また、個人情報取扱事務届と事務届の説明書だけでは、事務がどのように取り扱われるか解り

にくい点もあろうかと思われますので、審議会委員の皆様のご質問やご意見をいただき、事務がより正確であ

るものということで、それを反映させることにより、より解りやすいものとしていくものでございます。以上

で、個人情報事務取扱事務届の説明を終了いたします。 

事務局 引き続きまして、個人情報取扱事務届の報告をいたします。 

市街地整備課から届出のありました「緑の基本計画策定に伴う市民アンケートの実施事務」について報告い

たします。個人情報取扱事務届とその説明資料をご覧ください。 

本事務は、都市緑地法第４条に規定されている緑の基本計画の策定にあたり、市民アンケートを通じて緑地

の保全及び緑化の推進に関する施策などに関する市民意識を把握し、緑の基本計画に反映させることにより、

緑豊かなまちづくりを推進します。 

アンケートは、住民基本台帳から無作為に抽出した１８歳以上の市民千人を抽出し、回答は無記名とします。 

市は、アンケート調査票の送付に必要な個人情報を取り扱います。 

記録項目は、アンケート調査票の送付先として、氏名、住所を記録項目としています。 

年齢は、１８歳以上の市民を抽出することから、記録項目としています。 
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収集先は、実施機関内部（市民課）から収集します。 

提供先は、ありません。以上です。 

会長 ただいまのご報告について、何かご質問等がありましたら、お願いいたします。 

会長 私のほうからよろしいですか。無作為に市民のなかから無作為に抽出した人に対してのアンケートという

ことになりますか、質問。 

市街地整備課 無作為です。 

会長 こういう形で、何でも疑問になっているものがあれば、どんどん積極的に。 

江澤 一つご質問してよろしいですか。これ議事録が公開されていますけれども。 

会長 今日のですか 

江澤 一言一句そのまま載るものですか。 

会長 録音されておりますから、逐語議事録ですね。 

事務局 やはりテープでとりにくい点などは若干つぶれるところがございますけれども、基本的には逐語で議事

録を作成するようにしております。以上です。 

江澤 わかりました。 

会長 そういう点も含めまして、質問等ご発言をなさっていただければと思います。他に何かございましたら。 

玉造 ちょっと幼稚な質問なのですか。１８歳以上の市民をまず全部抽出をして、それから千人をさらに選ぶと

いうことですか。 

市街地整備課 １８歳以上全部、担当課で抽出するわけではございませんが、市民課のほうにお願いして１８歳

以上の中から千人ということでお願いしております。 

玉造 これは市民課で抽出するということ。 

清水 とそうすると、市民課のほうからの届出がないですけれども。そういうことだと。そうじゃないのかと思

うのだけど。 

事務局 厳密に言いますと、市民課の情報といいましても、結局は電算のほうに入っておりまして、情報政策課

が管理しているパソコンの中に入っているデータを使用します。その中で、実際に抽出作業というのは、デー

タ上で抽出作業を依頼しまして、実際に千名、１８歳以上で抽出したものが、こちらの市街地整備課に提供さ

れるという形をとるようになります。以上です。 

清水 つまり、１万人なら１万人、１０万人なら１０万人の、基本的なリストがもともとあるわけで、そのなか

で１８歳以上のものだけがチョイスされると、データ上の選択肢しかしていませんよね。特定の人間でできて

いませんよね。その中で、千という数字を、がらがらポンで選んで出して来いという、ソフトウェア上の選択

していると思うのですけれども、違いますか。そうすると、どういう抽出法をしているか、教えていただけれ

ば。 

そうでないと、そちらのほうの担当課は、自分達たちの仕事を市民課に丸投げしている話にしかならないの

ですよ。こういう抽出法というのは、新聞社が電話でアンケートをするときに何とか法で無作為で選びました

と必ずといってもいいぐらい明示していると思うのですが、まさか大きな箱で手を突っ込んで千人選んでいる

と、そういうことではないと思いますし。 

会長 先生のご質問は選び方ということですよね。 

清水 そうです。抽出法というのがいくつもあるはずで、その抽出法を聞いております。そうでないと、市民課

のほうで作為的なやり方をしたというときに、ここでは何のチェックもしていないという話になってしまいま

すので。よく電話なんかでは一定の番号を選んで全部かけていくというのは、新聞社はよくやっていますよね。

自分のやっている仕事を知らないということでは、それでは困るので。 

事務局 実際には、市民課のほうで抽出方法を選定してやっているようですので、選定方法については市民課の

ほうに確認をさせていただきます。届出の関係でございますけれども、実際に市民課は、その事務で一回その

抽出方法をかけてしまったら、その情報というのは、実際抽出した情報というのは全く残っていないので、市

民課としての届出は事務が残っていないということで、今回はあげておりませんので、以上でございます。 

会長 今、確認作業をしているということで。 
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事務局 今、確認作業をいたします。 

堤 そもそもで申し訳ないのですけど、住民基本台帳から無作為に１８歳以上の市民千人を抽出するという作業

は、具体的にはどこが何をしている作業なのですか。例えば、昔であったら住民基本台帳をぺらぺらめくって、

先ほど言ったように、どこかの課が千人を抜いてきたのを渡しているのか、パソコン処理だからそうじゃない

のですか。現実にはどういう作業で、例えば市民課にある情報がどういう作業でこの市街地整備課のほうに届

いているのがというものが、ちょっとよくわからない。 

清水 多分私の推測ですけれども、１０万人なら１０万人、全員のリストというのがサーバの中に入っているだ

けで、おそらくその中の番号で年齢が組み合わさっていますから、１８歳未満を切り落とすことは比較的簡単

だと思うのですよ。１８歳以上の人間のリストというのは、リストではなくて分母ができている。集団ができ

ている。それが１０万人いるとすれば、その中から１００人に１人選ぶということをしたのだろうと思います。 

堤 選ばれたデータというのは、どういうかたちで。 

清水 ナンバーだけだと思います。 

堤 番号だけ。 

清水 番号だけだと思います。市民課が把握しているのは番号だけだと思います。 

堤 そういうデータの中の番号だけが把握されている。その番号は何なのですか。 

清水 番号でこちらのほうにデータが移ってくる。 

堤 そのデータ自体は、仮に１００番という番号が来た場合に、そこから出てくるデータというのは氏名と住所

と年齢だけなのですか。 

清水 基本的には４情報、住基台帳ですから４情報を持ってるだけで、その中で、氏名と住所だけが出てきて、

性別と生年月日は出てこない。 

堤 それは、そういうことになるわけですね。 

清水 それはプログラムで組めばいいこと。多分そういうことだろうと思います。やっぱり担当課として、どん

な選ばれ方をしてきたのか解らないというのでは、困るのではないのですか。いかがですか。 

市街地整備課 地区とかですね、地区別とか、１８歳以上としていますけど、年齢別とかはとくに担当課しては

何も設定はしていない。 

清水 そういうことではなくて、市民課でどういう選び方をしてきたかということ自体を知らないということで

しょう。 

市街地整備課 選ぶ方法ですか。無作為にということだけで。 

清水 手を突っ込んでやったかもしれないし、宝くじ方式かもしれないし。どこでどう選ばれてきた人か知らな

いという話ではないですか。 

市街地整備課 選んだ方法。 

清水 ええ。 

玉造 一応その市街地整備課のほうでは、何々地区から何人、何々地区から何人ということは指定するのですか。 

市街地整備課 指定はしていないです。住所と氏名だけで、１８歳以上というだけで、あとは無作為にというこ

とです。 

玉造 年齢がいるのは市民課のほうであって、実際にこちらのほうでは年齢はいらない。住所と氏名だけあれば

送れるということだからね。 

清水 だからね、整備課がやっていることというのは、要するに選んでもらっちゃっているのですよ。現実のリ

ストそのものは市民課のほうには残っていないのかもしれないけど、選ぶという作業そのもの個人情報取扱そ

のものは市民課がやっているのではないのと申し上げているのです。 

事務局 そうですね、はい。 

清水 この作業については、千人なら千人選ぶという作業という個人情報取扱そのものは、市民課に丸投げして

いますよという届出ではないですかということを聞いているのです。 

事務局 この届出自体が。 

清水 そうです。 
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会長 そうするとですね先生、先生のご指摘からすると、本来市民課からも届出が必要だと。 

清水 そうではなくて、市民課が届けるべきではないのかなと。 

会長 市民課からも、それは必要ではないのですか。 

清水 いや、実態が解らないから何とも言えないのだけど。 

会長 今の話ですと、市民課がそういう事務を行っていることは確かなのですよね。 

清水 １０万人の中から千人選ぶという作業をしているのは市民課なのですよ。 

会長 ですよね。 

清水 たまたま伏せた状態で、パソコン上のアクセスを見てないというだけでの話だけであって、その事務はや

っているのではないですか。やっていないのだというのだったら、どういう選び方をしたかということは市街

地整備課が知っているはずなのですよ、こういうふうに選んで下さいと。技術的なものは頼んだにしても、こ

ういうやり方で選んでいるのですよということは承知なさっているはず。それをご存知ないとおっしゃるので、

それでは選ぶという作業は全部市民課がやっているのではないかと。 

もしそれだったら、市街地整備課から出した事務の説明というのは、アンケートは住民基本台帳から市民課

が無作為に抽出した１８歳以上の市民とか、市民課に選んでもらったとか、市民課に丸投げしたとか、そうい

う書き方になるのではないですかと。無作為に抽出したというふうに整備課がお書きになっているので、そう

ではない。 

データそのものが市民課にあるのは、元データそのものが市民課にあったのは、その通りだと思うのですよ。

ただ、市民課が千人選んで出してきて、それに対してそっちがいわゆる事務的な手続きをやっているというだ

けの話なのか、それともそちらのほうが選んだという作業をやっているのか、どっちですかというふうにお願

いしているのです。選んだというなら方法はご存知のはずでしょうと。自分のところの仕事なのだから。 

事務局 ただいまご指摘をいただきましたが、市街地整備課のほうとしては、自らこの抽出方法を市民課のほう

に指定して市民課に委託してやってもらっているという形ではないので、結局は市民課のほうにすべて抽出事

務をやってもらって、それで市民課が抽出した個人情報を使用して実際にアンケートを実施しているという形

をとっておりますので、この部分は、作成の目的等も市民課に抽出してもらった個人情報を取り扱うというよ

うな形で、若干修正をさせていただきたいと思います。以上です。 

会長 作成目的の欄だね。 

事務局 アンケートの実施は名称なのでＯＫで、実際にアンケートの実施をして推進することも作成目的で、収

集理由のところで、市民アンケートを実施するにあたり、市民課が無作為抽出したデータを使用して、アンケ

ートを実施するというような言い方になろうかと思われます。 

会長 というふうに訂正と。 

事務局 はい。 

会長 それが実態に合っていることね。収集先とかの変更はないですか。チェック項目とか。 

事務局 収集先は変更ございません。実際に市民課のほうが無作為抽出した個人情報を市民課が市街地整備課の

ほうに提供しますので、市街地整備課としては実施機関内部から収集をしたという形をとります。以上です。 

会長 まだその回答は返ってないわけですね、市民課からの。 

事務局 実際の抽出方法については、今照会中で、回答はまだもらっていません。 

会長 ちょっと待ってなければならない。 

事務局 後程戻ってきましたら、ご報告させていただきます。 

会長 待たなければならないのかな。 

事務局 ここはもう。次で。 

会長 ということで、回答待ちのところはペンディングであることとして、他にそれ以外にご質問があれば。 

実際にこういう形で、届出に関しては、審議会の度に、今回は１件だけだけれども、多いときは何件も重な

るときはあります。毎月毎月こういう審議会が開かれるわけではありませんので、場合によっては半年置きぐ

らいになりますから、その間の届出がたまっていますので、これを一挙に審議会で報告しますので、こういう

形で委員さんから様々な意見を聞いたり、不明な点をご質問していただくということになると思います。 
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事務局 ただいま情報が入りまして、実際に抽出の方法につきましては、市民課のほうも細かいどういった方法

でやっているかは現に知らないと。情報政策課のほうでプログラムを組んで、それによって無作為抽出をして

いるということらしいのですけれども、当の情報政策課の担当者が本日不在であるため、そのプログラムの内

容については現在大変申し訳ございませんが、こちらでご報告ができない状態でございます。以上です。 

会長 そうすると、市民課のほうも情報政策課のほうに、丸投げの丸投げ、二重丸投げみたいな形になっている

ことなのですよね。 

事務局 はい。おっしゃるとおりでございます。 

会長 そうすると、本日中には回答がもらえないということになるわけだから、例えば次回の審議会の際に冒頭

で報告してもらうか、あるいは場合によっては、さほどそれほど重要な案件とは思いませんので、重要な案件

であれば郵送してもらうと次の審議会の間でという方法をとらざると思いませんけれども、この案件に関して

は。 

事務局 こちらの案件につきましては、結局のところ、届出事項は先ほど修正させていただいた形で、提供先が

抽出した情報をもらってそれをアンケートで使うということで完結いたしますので、次回の審議会の際に報告

ということで、よろしくお願いしたいと思います。 

会長 他に特にご質問がなければ、議題についてはこれで終了させていただきます。そうすると議題はその他で

すね、あとはございませんよね。 

事務局 この場をお借りいたしまして、平成２２年度の情報公開制度の施行状況、個人情報保護制度の運用状況

及び会議公開制度の運用状況についてご報告いたします。お手元にお配りしました各制度の施行状況をご覧下

さい。 

初めに、情報公開制度の施行状況について報告いたします。６人の方から６件の請求がありました。実施機

関別の内訳としましては、市長に対してのものが５件、教育委員会に対してのものが１件となっています。決

定状況としましては、開示が１件、部分開示が５件となって、取下げが１件となっております。不開示の理由

の内訳としましては、個人に関する情報が３件、法人等に関する情報が４件、人の生命等の保護等に関する情

報が４件となっております。具体的な不開示の内容につきましては、個人や法人等の印鑑の印影を不開示にし

たものでございます。情報公開の内容と処理状況につきましては別表のとおりでございます。 

次に、個人情報保護制度の運用状況について報告いたします。１０人の方から１１件の請求がありました。

実施機関別の内訳としましては、市長に対してのものが１０件、消防長に対してのものが１件となっておりま

す。決定状況としましては、開示が４件、部分開示が７件でして、不開示の理由の内訳としましては、個人に

関する情報が６件、法人等に関する情報が４件、個人の指導、診断、評価、選考等に関する情報が２件、事務

事業執行過程における情報が２件となっております。具体的な不開示の内容につきましては、請求者以外に係

る第三者情報を不開示にしたもののほか、請求者にかかる生活保護ケース記録の内容においては、請求者に係

る診断、評価に関する情報のため開示することにより事務事業の公正かつ適用な執行を著しく困難にすると考

えられること、また、請求者にかかる生活保護ケース記録の内容を開示することにより請求者との信頼関係が

損なわれ、事務事業の円滑な執行に支障が生ずると認められたため該当部分については不開示としたものでご

ざいます。 

続きまして、会議公開制度の運用状況について報告いたします。１７２件の審議会等の会議の開催があり、

そのうち１５４件が事前に公表を実施しました。実施機関別の内訳としましては、市長が１４８件、教育委員

会が２４件となっております。決定状況としましては、全部公開が４９件、一部非公開が２件、非公開が１２

１件となっております。主な非公開の内容なのですけれども、介護保険認定審査会及び就学指導委員会は、私

生活領域に関する情報を取り扱うため、それらの情報は特定の個人が特定される又は特定され得る情報と認め

られるため非公開としています。また、指定管理者候補者選定委員会は、指定管理者の指定申請の内容は、指

定管理者の申請をした法人のノウハウに関する情報、経理等の内部情報が含まれ、公にすることにより当該法

人の競争上の地位又は事業運営上の地位に不利益を与えると認められるものが含まれることから、非公開とし

たものでございます。以上で、報告を終わります。 

会長 情報公開と個人情報保護と会議公開の昨年度の運用状況についてですよね。何かご質問等がございました
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ら。 

では、２点ほど。一昨年までのものと比較のしようがないのですけど、これだけ見たら。何か、一昨年前ま

での状況と何か顕著な違いがあるとかそういうことはございますか。３つの制度の運用状況の。２点目は、会

議公開について、公開非公開のデータは解るのですけど、例えば今日本日は、公開であるにもかかわらず、公

開されたにもかかわらず、お一人も傍聴されていないと。そこまでは把握されてないのかな、その公開して平

均してどのくらいの人が傍聴されているのかなと、そこまでは把握されていないのならいいのですけど、ある

程度把握しているのであればそれもちょっと知りたいので。以上です。 

事務局 実際の開示請求の状況なのですけれども、本市の場合、大体多くても十数件程度で、あまり増えてもい

ないし極端に減ってもいない、ほぼ横ばい状態で推移しているものというところでございます。 

会議公開のほうの傍聴の人数なのですけれども、お手元の資料の実施状況一覧というのがございますけれど

も、その一覧表細かい表なのですけれども、左から３列目のところに傍聴者数がございます。こちらですべて

集計をとって載せさせていただいております。以上でございます。 

会長 ここはちょっと見えませんでした。他に何かございますでしょうか。 

御園 情報開示の決定に不服があった場合、不服の申立ができるはずなのですけど、不開示もしくは部分開示の

通知を受けた方の中から、不服の申立てのあった方の人数は把握されていないのでしょうか。 

事務局 不服申立てにつきましては、平成２２年度は１件もございませんでした。最近の不服申立てでいいます

と、平成１９年度に１件ございまして、こちらは今度逆に開示するにあたりまして、この情報を開示してもよ

いですかと、実際にその情報をもともと、これは組合との交渉記録だったのですけれども、組合のほうにです

ね、これは組合で不利益になるような情報がございませんかと意見照会をしたところ、これは出さないでほし

いと意見が返ってきたのですけれども、こちらで内容をよく精査しましたところ、とても他で公開してたりし

て、実際に不開示の情報にはあたらないということで開示決定をいたしました。開示決定をしたことによりま

して、今度組合のほうからそれに対する不服申立てが出たというのが１件ございまして、こちらは審査会にか

かって、また結局は開示の決定をしております。その後組合のほうは訴訟に持ち込むことはなく、ここで以上

で完結しております。ですから、ここのところ不服申立てというのは出てきていないというのが現状でござい

ます。以上です。 

御園 ありがとうございます。 

会長 他にございませんでしょうか。なければ、次のその他の２。 

事務局 それでは、かけさせていただきたいと思います。それでは、私のほうから、情報の提供ということでて

ご説明させていただきます。お手元の、「情報公開法改正の概要」という、こちらの資料があると思いますが、

こちらをご覧いただきたいと思います。 

去る、平成２３年４月２２日に、行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律案が

国会に提出されました。衆議院のホームページで本日確認したところ、未だ委員会付託もされていないようで

すので、成立につきましては先が見えない状況ではございますけれども、もし、この法律が成立した場合には、

法律が変わりますので、法改正を踏まえた木更津市情報公開制度及び木更津市個人情報保護制度の改善、こち

らについて改めて諮問をすることを考えております。そのため事前にこの概要段階ではございますけれども、

皆様に情報をこの概要と新旧対照表として提供をさせていただいきたいと考えて提出させていただいておりま

す。 

主な改正点を本市の条例との比較を踏まえ簡単にご説明させていただきます。概要のところで、国民の知る

権利を保障する観点からという点がございます。この点の改正につきまして、本市の条例を見てみますと、本

市の情報基本条例第２条なのですけれども、こちらでは「知る権利」と「説明する責務」という言葉を両方明

記している点がございます。 

続きまして、より多くということで、開示情報の拡大でございますけれども、こちらにつきましては、国の

ほうは公務員、審議会委員の氏名等の情報、こちらと、公にしないとの条件で任意に提供された情報、不当に

国民の間に混乱を生じさせるおそれがある情報、それぞれ不開示情報から除いたというところでございます。

本市の条例でいいますと、情報公開条例第７条第１号、こちらでは公務員の公務に関する情報はもともと個人
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情報から除いております。また、公にしないとの条件で任意に提供された情報を不開示とする規定も本市の条

例ではございません。次に、市民の間に混乱を生じさせるおそれがある情報、こちらにつきましては、情報公

開条例第７条第４号により開示しないことができる情報と現在はされております。 

続きまして、情報提供の制度の充実でございますが、本市の条例では、情報公開条例第２５条で開示請求を

しようとする者に対する情報の提供等について規定がございます。また、同条例第２７条で情報の提供に関す

る施策の充実についての規定がございます。ただ、具体的な、細かく規定されているものではございません。 

続きまして、手数料の見直しにつきましては、国は開示請求手数料と開示実施手数料とに分けて今まで規定

しておりました。現在のそうなのですけれども、そのうちの開示請求手数料を原則として国は廃止するという

ものでございます。本市の条例では、情報公開条例第１７条によりまして、開示の実施に係る手数料を開示を

受ける際に納めることと規定しております。 

次に、開示決定等の期限の短縮につきましては、国は３０日から１４日とする改正でございますけれども、

本市の条例では、情報公開条例第１２条によりまして、原則として１４日以内と規定しております。 

次に、不開示決定のみなし規定につきましては、本市の条例では同様の規定はございません。 

次に、不開示決定における理由付記につきましては、行政手続制度によって、理由付記というものは義務付

けられているところでございます。今回の法改正では、できる限り具体的にという表現がなされているもので

ございますが、本市の条例では、そのような表現はとられておりません。以上で、私からの説明を終わります。 

会長 はい。情報提供というお話のもとでの説明だったわけでしょう。 

事務局 そうです。まだ実際には可決もされておりませんので、ただ現在こういう動きが国のほうでありますと。

それに対応というわけではないのですけれども、うちのほうの規定は現在こうなっていますということを簡単

にご説明させていただきました。以上です。 

会長 何かその大幅な、抜本的な改正というようなことと受け取っていいのでしょうか。まだ上程中で審議され

ていないわけですよね、 

事務局 そうですね。 

会長 何とも未知数のところは、この頃の政局を考えると未知数だらけで何ともいえないところがあるのだけれ

ども、仮にそれが上程され審議がスムーズに行って採決で成立なってということになると、現行法の大幅ある

いは抜本的な改正とまでいえるようなものなのでしょうか、それとも一部改正というのかな。 

事務局 一部改正の部類に属するというふうには考えております。知る権利の観点、例えば知る権利の１条に関

しましても、うちのほうは説明責務と知る権利は表裏一体の関係にあるということで基本条例のほうに記載し

ておりますけれども、今回の情報公開法の改正の動向と課題ということで宇賀先生が書かれているものを読ん

でも、やはり表裏一体の関係にあるという点から、こういう言葉を用いるということを説明しておりますので、

ほぼうちの考え方とも一致しているかなという点がございますので、さほど大きな抜本的な改定ではないとい

うふうに今のところは考えております。以上です。 

会長 ただ、改正法案が成立した暁には、本市もそれに連動した何らかのアクションが必要になるかもしれない

ので、皆さんあらかじめ知識入れといてくださいね、というご趣旨なのですね。 

事務局 はい。そのとおりでございます 

会長 ということなので、ご質問がなければ、今後なので、今後本格的に検討することになる可能性があります

よということです。ご質問がなければ、次第はこれで。 

事務局 最後に、事務局から委員の皆様にご了承いただきたいことがございます。お手元にお配りしてございま

す、審議会委員の名簿につきまして、その内容を、本市のホームページの審議会コーナー等に掲載いたしたい

と考えております。氏名等に誤りはないでしょうか。 

齊藤 はい。「サイトウ」の「サイ」はもっと難しい字なのですけれども、こちらは別に構いませんか。住民票上

はもっと難しい。 

事務局 こちらの訂正いたしまして掲載いたしますので。こちらは、齊藤様の訂正させていただきまして、名簿

のとおり掲載させていただきます。よろしくお願いいたします。 

会長 肩書きもそのとおりですね、我々の肩書き、公募の方は公募という形で。 
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事務局 そういうことになります。 

会長 特に何かございませんか。それではこれで終わりですね。以上で、本日の審議会は終了といたします。こ

れをもちまして、平成２３年度第２回木更津市情報公開総合推進審議会を終了させていただきます。本日は長

時間皆様ありがとうございました。お疲れ様でございました。 
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