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平成２４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２４年５月２４日（木） 午後２時から午後３時１０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：江野澤均、加辺歩美、小林伸一、齋藤一浩、清水幸雄、津久井智美、堤 一之、松江俊昭、御

園英司、山田次郎、安田祿彌 

  木更津市：（事務局） 総 務 部 総 務 行 革 課 齊藤総務行革課長 

                         高岡副主幹、山口主査、森田事務員 

        （関係課） 総務部総務行革課 齊藤課長、江尻副主幹 

             企画部企画課 高浦主幹、高橋副主幹 

             市民部市民生活課 鈴木参事兼課長、小山副主幹 

             都市整備部都市政策課 桑田次長兼課長、斉藤副主幹 

             都市整備部建築住宅課 田丸参事兼課長、鳥飼副主幹、加藤副主幹 

             教育部体育課 原課長、多賀副主幹 

             まなび支援センター 鈴木副主幹、高橋主査 

 

○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 それではちょうど皆さんおそろいですので、審議会のほう始めさせていただきたいと存じます。開会に

先立ちまして、私のほうから本日の資料の確認と、人事異動に伴いまして、新たに事務局の職員となった者の

紹介をさせていただきます。まず資料の確認でございますが、会議の次第こちらが１枚。続きまして、緑の基

本計画策定に伴う市民アンケートの実施事務の個人情報取扱事務の届出事項が１枚。こちらにつきましては、

前回の審議会の際に、作成目的に市民課が無作為抽出をしたデータを利用するという形で修正をさせていただ

く旨了承を得ておりますので、修正後ものを今回お配りさせていただいております。最後に平成２３年度の木

更津市における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

の文書になります。こちらが１８枚でワンセットとなっております。一応以上でございます。 

  続きまして、新たに事務局の職員となった者の紹介でございます。まず、 

斉藤総務行革課長 総務行革課課長の斉藤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 山口総務行革課主査。山口でございます。よろしくお願いいたします。 

 森田総務行革課事務員。森田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上３名でございます。よろしくお願いいたします。 

後注意事項なんですけれども、発言をされる際は、緑のボタンを押していただきまして、このようにランプが

つきましたら、マイクのほうを向いて、マイクを向けて発言のほうをよろしくお願いいたします。 

 では、引き続きまして、木更津市情報公開審議会規則第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存じます。小林会長、よろ

しくお願いいたします。 

会長 はい。みなさまこんにちは規定によりまして、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。それでは、ただいまより、平成２４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。 

事務局 本審議会の定数は１５名で、定足数８名のところ、本日の出席者は、１１名となっております。以上で

す。 
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会長 本日の出席者は１１名で、定足数の８名に達しておりますので、本日の審議会は成立いたします。まずお

はかりしなければならないことがあります。本日の議題は報告事項１０件となっております。それについての、

本審議会を公開すべきかどうかをおはかりしなければなりません。公開してよろしいでしょうか。了承された

ということで、本日の会議は公開といたします。まず議題に入る前に、１点だけ連絡したい事項があります。

委員の皆様、会議中所用等により退席されるという方がいらっしゃいましたら、私のほうに一声かけてから退

席されるようお願いいたします。 

  それでは議題に入りたいと思います。（１）個人情報取扱事務の届出について 事務局の方から報告をお願い

いたします。 

事務局 はい。それでは、私のほうから廃止の届出についてご報告させていただきます。恐れ入りますが、架け

させていただきます。今回廃止の届出のございました「緑の基本計画策定に伴う市民アンケートに関する事務」

でございます。この廃止した、事務につきましては先ほども修正して置かせて頂いた資料がございますけれど

も、今回の審議会の際にデーターの抽出は市民課が行う旨の修正をして、次回の審議会で皆様に配布すること

とされておりましたので、本日先ほど配布させていただいております。でまた、前回の審議会の際に「無作為

抽出」の方法についてのご質問がございました。その場で、お答えすることができませんでしたので、この場

でご報告させていただきたいと思います。この事務につきましては、１８歳以上の市民１０００人の方にアン

ケートを送付するという事務でございます。まず、住民基本台帳のデーターから基準日において１８歳となる

者のデータを抽出いたします。次に、当該データからアンケートの送付に必要のない生年月日や続柄といった

データを削除いたします。そして、コード・氏名・住所のみのデータといたします。次に、ホストコンピュー

タで乱数を発生させて住民基本台帳のコードを抽出していきます。そのコードを小さい順にソートをかけまし

て。データが重複したときは、再度重複したデータを破棄して乱数発生からやり直すという方法によりまして、

１０００人分のデータを抽出するというものでございます。以上でございます。 

会長 以上ですね。事務局からの以上のようなご説明がありましたが、前回のご報告をいただいた際の宿題を、

今のようにご説明いただき、差替えになった、差替えしたということ、それについてそれでよろしいんでしょ

うか。 

事務局 はい。一応前回の時に、抽出を原課のほうで確実な抽出方法が指定をしていないということでしたので、

前回の審議会の際に市民課が無作為抽出したデータを利用してという形で修正をさせていただくということで、

ご了承いただいておりましたので、差替えということでお願いしたいと思います。 

  なお、廃止の届出のほう送付させていただいておりますが、この事務につきましてはアンケート用紙を送付

してしまいました段階で、もう必要となくなってしまいましたので、すでに事務を廃止して、個人情報の方は

残っておりません。以上です。 

会長 以上ですが、なにか質問等があれば。お願いいたします。 

  特に無ければ、続きまして、新たに届出のあった事項につきまして、個々の届出ごとに質疑応答をするとい

う前提のもとで１件１件全体で１０件あるわけですね。ご報告おねがいいたします。 

事務局 はい。それでは、最初に総務部総務行革課から届出がございました、土砂災害警戒区域等の防災対策事

務につきまして、ご説明させていただきたいと思います。失礼ですが座らせていただきます。お手元の資料の

ですね、個人情報取扱事務の届出事項の１枚目と説明の方の１枚目を併せてご覧いただきたいと思います。説

明の方のペーパーに沿いまして説明させていただきます。 

  市は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づきまして、千葉県から、平

成２２年５月１４日付けで、市内４箇所について、土砂災害警戒区域の指定を受けました。これは主に山間部

になっております。また、気象庁銚子地方気象台と千葉県は、大雨による土砂災害の恐れがあるときに、市町

村長が避難勧告及び避難指示を発令する際の参考となるよう、平成２０年３月２１日から、土砂災害警戒情報

を連携して発表しております。 

 警戒区域等の指定によりまして、本市に対し土砂災害警戒情報が発表されたときには、市は、地域防災計画に

基づきまして、警戒区域等の居住者に対し、避難勧告等を発令いたしますが、土砂災害発生の危険度が高まっ

たときそれから高まることが見込まれるときには、警戒区域等の居住者に対して直接ご連絡いたしまして、自
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主避難を促したり、場合によっては、現地の確認を行うことがございます。 

 本事務は、警戒区域等を現地調査することによりまして、警戒区域等の居住者の居住地、連絡先を把握しよう

とするものでございます。記録項目につきましては、先ほど申し上げました届出事項のほうの項目のペーパー

をご覧いただきながらご確認いただきたいと思います。警戒区域等の居住者について、世帯単位で連絡先を特

定いたしますため、当該世帯の連絡先となる者の氏名、住所を記録項目としてございます。家族状況は、世帯

に属する人数を把握するため、記録項目としてございます。電話番号及びメールアドレスにつきましては、連

絡先となる者に連絡をさせていただくために、記録項目としています。収集先はご本人からということになり

ます。また、提供先でございますが、情報の連絡がつかない場合に、他の部署又は消防等を通じまして現地の

確認をすることがあるので、実施機関内部（市長部局）それから他の実施機関（消防長や教育委員会等でござ

います。）を情報の提供先としてございます。災害の状況によりましては、警察、自衛隊、消防団及び自主防災

組織が救助・救出活動を行うことがございますので、他の官公庁、民間・私人（自主防災組織をさしますが）、

その他（消防団）を併せまして情報の提供先としてございます。説明は以上でございます。 

会長 ありがとうございました。なにか今のご報告についてご質問等がございましたら、お願いいたします。 

会長 特にいないようですので、では引き続き次の報告に入りたいと。 

事務局 続きまして、企画部企画課から届出のございました、市のマスコットキャラクター名決定に係ります事

務につきまして、ご説明させていただきます。大変申し訳ございません座らせていただきます。資料は同じよ

うに二枚目をご覧いただきながらおねがいいたしします。市のマスコットキャラクター名決定に係る事務でご

ざいますが、木更津市制施行７０周年記念事業といたしまして、本市のマスコットキャラクターの名前を市内

在住の小学生を対象に募集しようとするものでございます。キャラクター名を決定したのちは、収集した入選

者以外の情報は破棄いたします。記録項目といたしましては、入選者を特定するため、氏名、住所を記録項目

としてございます。またキャラクターの名が決定いたしましたときには、入選者に結果をご連絡し、表彰をさ

せていただきますため、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ございます。キャラクター

名の公表に併せまして、入選者の氏名、学年、学校名を公表いたしますが、これは、応募時点の学年、学校名

を公表するということでございますが、学年、学校名を記録項目としてございます。収集先は応募がありまし

たご本人ということになります。提供先はキャラクターの名前と、入選者の氏名、学年、学校名を今申し上げ

ましたとおり応募の時点の情報としてを公表させていただきます。以上でございます。 

会長 以上でございました。この届出事務について何かご質問があれば。 

斉藤 はい。メールアドレスについてですけれども、対象が小学生です。これは小学生本人の携帯かパソコンの

メールアドレスでよろしいんでしょうか。 

企画課 小学生ということでございましたので、ご家族の保護者の方のメールアドレスが想定されることが多い

かと。 

斉藤 わかりました。該当小学生でなくて、あくまで保護者のメールアドレスでよろしいんでしょうか。 

企画課 はい。 

斉藤 わかりました。 

会長 それでよろしいんですか。本人の場合もあれば保護者の場合もありうるわけですよね。保護者の場合、収

集先に関しては、チェック欄に入っていませんが、ここにチェックを入れる必要はありませんか。 

事務局 大変申し訳ございません。ご指摘のとおり、たとえば小学生が応募してきたときに親のメールアドレス

を記載していたそういった場合、親は本人ではございませんので、民間私人に入るということでこちらのチェ

ック欄は入れさせていただきます。 

清水 たとえば、申込書そのものは、本人の名前、本人が例えば「清水幸雄」という名前を書いて、住所を書い

てどこそこ小学校一年生とか二年生とか書いて、連絡先の所に電話番号、メールアドレスを書いて、それだけ

単品で取り上げては、誰のだかわからないのでは。 

事務局 大変申し訳ございません。私の誤りでございました。メールアドレスはあくまでも本人子供の連絡先で

あって、親の名前が書いてあるわけではございませんので親の個人情報として収集はしておりません。そのよ

うな関係で、こちらはあくまでも本人の連絡先という考え方になりますので、こちらは間違いがないというこ
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とになります。申し訳ございませんでした。 

会長 確認できればよろしいと思います。他に質問があれば。無いようですので、次の。 

事務局 はい会長。それでは続きまして、市民生活課から届出のございました地区コミュニティ活性化事業（地

区電話帳作成）に関する事務につきまして、ご説明をさせていただきます。座らせていただきます。地区住民

から地域内コミュニケーションを活性化するための手段といたしまして地区電話帳の作成要望がありました。

日常的な住民個々の連携強化、また防災面での向上に期待できるとともに緊急時の備えともなることから実施

する事業でございます。地区電話帳を活用いたしまして、居住者の連絡に使うなど日常的に地域内のコミュニ

ケーションを活発化させ、地域コミュニティの活性化を図ることを目的といたします。市は、地区電話帳を作

成するため、地区内の居住者及び事業者の情報を収集いたします。情報の収集方法につきましては、地区電話

帳にかかる調査票（これは同意書を兼ねております）を配付・回収し、地区電話帳に掲載を同意した方の情報

を掲載した電話帳を作成します。地区電話帳は、情報の掲載に同意した方のみに配付します。記録項目につき

ましては掲載者を特定するために、氏名、住所を記録項目とございます。掲載者の希望により地区電話帳に掲

載する情報として、電話番号、ＦＡＸ番号、メールアドレス、ホームページアドレス、屋号を記録項目として

おります。収集先につきましては、ご本人ということになります。提供先でございますが、本人が自己情報を

地区電話帳に掲載すること及び配付することを同意をしていらっしゃる方々に提供をしていく、つまり電話帳

を配布するということでございます。説明は以上でございます。 

会長 以上ですが、これについて何かご質問等があればお願いします。 

堤 地区電話帳に対する勉強不足で申し訳ないですけれど、この想定する電話というのは固定電話ということで

すか。 

市民生活課 固定電話とですね携帯電話を含んでおります。いずれかでも両方とも大丈夫です。 

斉藤 ここで言う地区というのは、どういう、どの範囲を言うんでしょうか。 

市民生活課 富来田地区でございます。富来田地区。 

斉藤 富来田地区前提のお話でよろしいんですか。 

市民生活課 今回はですね。 

斉藤 はい。わかりました。ありがとうございます。 

堤 細かいようで、恐縮なんですけど。同一世帯の中で、例えば奥さんは携帯電話を、今結構ご主人も携帯をも

ってる場合があって、家の電話がもう一本あって、奥さんは載せてもいい、住所も載せてもいい、その場合、

旦那さん名義の固定電話があったり、旦那さん名義の住所、直接収受先は本人と必ずしも限らない可能性はな

いんでしょうか。 

市民生活課 はい。その場合、特に持ち主という事にはこだわりませんので、どなたの名前で登録するかという

ところです。今のですと、ご主人は載せたくないということでしたら、奥さんの方が載せたいということでし

たら、奥さんのお名前で載せるのは、例えば、携帯電話でよろしければ携帯電話ということもあります。固定

電話は例えばもう載せたくないというのでしたら載せないで携帯だけ、ということなのですがいかがでしょう

か。 

堤 いや、お尋ねしたいのは例えば、住所を出すとしたとき。例えば、それは重なってきますよね。旦那さんの

部分。あるいはその固定電話の番号が。そうすると本人だけの収集先とか言うことには、必ずしも情報の問題

でいえばですね、どうなるのかなということがちょっとあるのですけれど。 

事務局 はい。先ほどの件と同様でございまして、あくまでもそれは、奥様の連絡先ということで、名前も奥さ

んの名前だけ、住所も奥さんの一応同じ住所、ですから旦那さんの名前というのはどこにも出てきませんので、

旦那さんの個人情報の収集ではないという考え方でございます。以上でございます。 

会長 他に何かありましたら。無いようですので、じゃあ次のほうに。 

事務局 はい。続きまして、都市整備部都市政策課から届出のございました都市計画の決定・変更に係る事務に

ついてご説明をさせていただきます。市が策定いたしました「市街化調整区域における土地利用計画方針」及

び「市街化調整区域における地区計画ガイドライン」におきまして、土地所有者等の提案書の提出制度の積極

的な活用を打ち出させていただきました。こちらに伴いまして都市計画提案事前相談制度というものを構築さ
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せていただいたことから、事務の変更をしようとするものでございます。これに伴いまして、今までは利用さ

れたことのない都市計画提案書につきましても個人情報取扱届出に加えようとするものでございます。また、

これらの事務を含めました「都市計画の決定・変更に係る事務」といたしまして個人情報取扱事務の届出をし

ようとするものでございます。記録項目につきましては、都市計画案に対します意見書、公聴会での公述申出

書、それから縦覧者、提案事前相談書、提案書をご提出したいただいた方を特定するために、氏名、住所を記

録項目としてございます。また、今申し上げました意見書、公述申出書、提案事前相談書、提案書の提出がご

ざいました場合につきましては、提出者と連絡をさせていただくために電話番号、メールアドレスを記録項目

としてございます。都市計画提案書の提出には、土地所有者等の権利者にならなければならないという要件が

あるため、当該要件を確認させていただくために、財産を記録項目としてございます。収集先はご本人という

ことになります。提供先は千葉県が都市計画決定をするというものにつきましては、市を経由して意見書、公

述申出書を千葉県に提出するため、他の官公庁を提出先としてございます。その下にですね、表を一応解りや

すくなろうかということで、付けさせていただいてございます。アンダーラインのある部分というのが今回の

届出におきまして、新たに追加又は修正する部分になってございます。説明は以上でございます。 

会長 はい。以上ですが、何かご質問等があればお願いします。 

清水 一つだけ教えていただきたい。下の様式の所の真ん中に都市計画案の縦覧者名簿というのがありますよね。

これはどういう使い方に。 

都市政策課 都市計画案を縦覧に来た方に、どなたが来たかと言うことを残すために、記録記述していただくと

いうことになります。 

清水 他の官公庁というのはどういう所ですか。 

都市政策課 千葉県になります。 

清水 見に来たやつを全部報告をするわけですか。それは何か法令の根拠はある。 

都市政策課 法令には根拠はございません。県が決定する事務ですと、本来でしたら県が縦覧をかけるのですけ

れども、県に縦覧するものと同じものを当該都市計画の市町村にも縦覧するということで、県に縦覧者が何人

いたかどういう方が来られたかというのを、県に報告するだけでございます。 

清水 するだけとおっしゃるけれども、そもそもね市の条例のどっかに縦覧をするときに氏名住所というのを書

かなければいけない、集めることができる規定がございますか。 

都市政策課 ございません。 

清水 ついでにこのことについてそもそも事務届出てますか。 

都市政策課 依然。こちらについては、前回、一番最初にお出ししています。 

清水 ですよね。そのときに、他の官公庁に渡す。言葉悪いけど権利売り渡す。というようなことは、審議した

覚えがないのですが。県の方の規則でよこせというから、「はいはい」といって上納を献納するということです

か。 

都市政策課 県の決定ですと本来でしたら、県の事務をするということですので。 

清水 法定受託事務なんですかこれ。 

都市政策課 いや、そうではない。そうですはい。法的な事務です。 

清水 ですから、縦覧名簿を作ってと根拠条文はどれですか。 

都市政策課 法的にはございません。 

清水 ですから、根拠のない第３者提供なんじゃないんですか。 

例えば何人来たそれは事実の問題で全然構わない。どこのどいつがきたんだというのは、おいでになった方

それに賛成な方は実はあまり来られない、普通こういった話に縦覧にですね、この都市計画には大賛成だとい

っている人が見に来たという話しは私は聞いたことがないので。たぶん反対だと。ということは場合によって

は思想信条他の問題というのを法令の根拠なしに第３者に渡している。と考えられないこともないと思います。

それならセンシティブ情報ですから。審問してください。 

都市政策課 ご指摘がございましたとおり人数につきましては報告するということで。氏名・住所については要

求があっても報告しないということにいたしたいと思います。 
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清水 私は結構でございます。 

事務局 あの今のちょっと補足で、今確認させていただいて今回この変更ということで、アンダーラインが入ま

すので、従来当然出しておりません。で今後出さない予定ということでこの提供先はカットした上で、要求が

あっても出さないというでございました。はい、以上でございます。 

会長 清水先生よろしいですか。 

清水 どうぞ、はい。 

堤 １点だけ、ちょっとこれね大変そもそもで恐縮なんですけど、縦覧者の名簿に縦覧する人の氏名住所を書か

ないといけない根拠というのは何になります。そもそもそれが無ければ別に、自由に縦覧された上で、まあ数

の把握というのはあるのかもしれないけど、少なくとも特にそれをする必要がなければ、別に逆にする必要も

ないのかなという気がするんですけど。 

清水 大体その市や県がですね。こういうその何かを見に来たとか、参加したとかというときに、その住所氏名

を何でいるんだと聞きますと、大概落し物の話なんかされるんですよね。忘れ物があったときなんか。そうい

うことであれば、見に来た人の把握というのは市で把握していれば十分であって、仮に縦覧者が財布でも置い

てったと。ということであればですね市が知っていれば十分であって。県がこれを知る必要性とは一体何なの

か。ですから、この県が、県が窓口になって県の所に来たという人は、それは、県が把握する必要がもしかし

たらあるかも知れませんけれども。うちの市にはこういう人が縦覧に来たんですよと言う事を上納する理由が

何かあるかということを先ほど。たぶん、以前そういう記憶はございませんけれども、こういう名簿に名前を

集めますよという話になりますとですね、例えば議会の傍聴席に来た人の住所・氏名を書いてもらうとか。何

か根拠はありますかと聞くと、やっぱり忘れ物とかそういう話になるものですから。それ以外の説明というの

はちょっと本市で聞いたことがないものですから。特別なことを除いてですね。ですから、これを集めて県に

渡すという特別な法令上の根拠があるということで無ければ、集めないでいただきたいと思います。ましてや

その、ちょっと思想性に係る問題なんじゃないのかなというのが、私の意見です。 

会長 よろしいですか。お答えありますか。 

都市政策課 ご指摘のとおり人数だけの把握にさせていただきたいと思います。出すのは、はい。 

会長 はい。他にこの件に関して。質問が無ければ次の。 

事務局 大変失礼しました。続きまして、同じく都市政策課から届出がございました、大久保地区の区域区分の

見直し（逆線引き）に伴う意向調査事務につきまして、ご説明をさせていただきたいと思います。大久保地区

の市街化区域約40ヘクタールにつきまして、市街化区域から市街化調整区域へ区域区分（つまり線引き）を見

直す、いわゆる「逆線引き」の検討を進めているところでございます。逆線引きは、土地利用の制限に係わる

問題でございますので、土地所有者や利害関係者に対しまして、区域区分を見直すことについての意向調査を

する必要がございます。この意向調査にあたりまして、対象地区内の土地所有者や利害関係者を把握するため、

法務局の登記事項から土地の地番、地目、面積、登記名義人の氏名、登記名義人の住所、登記簿上の所有権以

外の権利の種類、関係人の氏名及び住所を収集するものでございます。さらに、登記名義人が登記している住

所から転居している場合や相続が発生している場合が考えられますので、登記されている住所の市町村に照会

しまして、登記名義人の移転先の住所、または、推定相続人の氏名及び推定相続人の住所を収集いたします。

なお、法務局での登記事項の収集は業務委託をいたしまして、転居先の照会及び意向調査に伴う発送、回収業

務は市が直営で行います。以上でございます。 

会長 はい。以上でございますが、何かご質問等があれば、お願いします。ございませんか、無ければ次のお願

いいたします。 

事務局 続きまして、都市整備部建築住宅課から届出のございました、木更津市東日本大震災千葉県外被災者向

け借上げ住宅事業に係る事務につきまして、ご説明をさせていただきたいと思います。本事務は、市が、東日

本大震災に係る救助といたしまして、災害救助法第２３条第１項第１号に規定する収容施設の供与を行うもの

でございます。本救助は、千葉県の依頼によりまして、木更津市内への避難者に対する対応について本市が行

うものでございます。市が、市内の民間賃貸住宅を応急仮設住宅として借り上げ、千葉県外からの避難者に提

供いたします。避難者は、この事務により市が借り上げた市内の賃貸住宅に入居しようとするときには、市に
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申込書を提出いたします。市は、当該申込みが要件（世帯の要件ですとか、借上げ住宅の要件）を満たす場合

につきましては、民間賃貸住宅について賃貸借契約を締結いたしまし、当該申込みに係る世帯の借上げ住宅へ

の入居を決定いたします（避難者が現に入居している民間賃貸住宅を借上げ住宅とする場合もございます）。な

お、賃貸借契約は、避難者、当該賃貸住宅の貸主、市の三者で締結をいたします。市は、借上げ住宅に係る費

用のうち、家賃、仲介手数料、敷金及び共益費を負担いたしまして、その費用を県に求償させていただきます。

記録項目に参ります。申込者を特定するため、申込者の住所（避難前の住所、現在の居住地を含みます）、氏名

を記録項目としてございます。申込みのときに、借上げ住宅への入居予定者を把握いたしますので、入居予定

者の氏名、性別、年齢を記録項目としております。添付書類であるり災証明書に、家屋の持ち家・借家の別が

記載されていることがございますので、財産を記録項目としております。家族で入居する場合につきましては、

り災証明が家族分、要するに一人１枚のり災証明が出ておればいいんですけれども、家族分一枚で出ている場

合もございましてその場合については、その一枚で済ませることも当然可能になっておりますので、その場合

につきましては続柄の情報が提供されてくる場合がございます。つまり、り災証明書に記載されている場合が

あるということですね。そういうことがございますので、家族状況を記録項目としてございます。また、り災

証明書がない場合は、これは今現在はないというふうに把握していますけれども、震災直後若しくは直近のあ

たりでは、証明書が現地の役場が動いてなかったりする場合もあったという事の中で、そういう場合には免許

証、保険証により本人確認をしておりましたのでその記録項目としてございます。電話番号、メールアドレス

につきましては、申込者に連絡をとることがございますので、記録項目としてございます。収集先につきまし

ては、申込者に係る情報につきましてはご本人から、申込者以外の入居予定者に関する情報は民間・私人、こ

れは申込者になりますけれども、から収集するということでチェックをさせていただいております。提供先に

つきましては、応急仮設住宅の借上げに要した費用につきましては、災害救助法に基づきまして、千葉県が被

災県に求償いたしますけれども、本市が借上げに要した費用につきましては千葉県に求償させていただきます

ので、そのため千葉県に情報を提供することがございます。説明は以上でございます。 

会長 はい。ありがとうございました。この点、今の報告に対して質問等があれば、お願いいたします。 

 特にございませんでしょうか。では、私のほうからは１点だけ、家族で入居する場合は、り災証明書は一枚で

済むというふうになっていますが、り災証明書は一人、家族で一枚、一世帯で一枚、という定めなんでしょう

か。それとも、一人一人例えば四人家族であれば一人一人罹災証明が出る。確かそのような扱いもありうるよ

うに記憶しているんですが、いかがでしょうか。 

建築住宅課 はい。様々なケースが想定されまして、家族で一緒に住んでいる場合とかですね。家族のうち何人

かが別というか、同じ地区で違うところに住んでいるという状況があった場合にですね、それぞれで個人で出

る場合がごさいます。という場合がございますので、一概に家族全体という形では出ないということでござい

ます。 

会長 例えば、自治体によって記載方法が違うという問題ではないのですね。それは。 

建築住宅 そういうケースも想定されます。全部統一されておりません。 

会長 わかりました。他に何か質問があれば。では、この事項に関してはこのへんで、次の。 

山口 同じく建築住宅課から、届出のありました、木造住宅リフォーム事業補助金の交付事務につきまして、ご

説明をさせていただきます。くしくも本日の読売新聞にこの記事がでておりましたので、ご存知の方も、今日

ご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんが、ご説明させていただきます。地震による木造住宅の倒壊か

ら市民の生命及び財産を守るとともに、震災に強い街づくりを促進するため、耐震改修事業と同時に実施され

るリフォーム工事に要する費用これを負担する方に補助金を交付する事務でございます。記録項目といたしま

しては申請者を特定させていただきますため、申請者の住所、氏名を記録項目としてございます。また、住宅

のリフォームを対象とする補助金でございますので、住宅であります財産を記録項目としてございます。補助

金の支払先に口座番号が指定されることがございますので口座番号を記録項目としてございます。また、申請

書の補正等の必要が生じたこと等のため、申請者に連絡をすることが考えられます。このため電話番号を記録

項目としております。収集先につきましては、耐震改修を行った事業者から改修の状況について情報を収集す

ることがございますので、これは改修の中身につきましては、やはり申請者本人要するに住んでる人ですとか
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所有者よりも事業者さんの方が詳しいことがあります。そういったことも考えられますので事業者さんであり

ます民間・私人を収集先としております。一点訂正させてください。記録項目の所で、最後に連絡を取るため

に電話番号を記録項目としていますと言い切ってしまいましたが、ごめんなさい。メールアドレスを私、ご説

明もれました。申し訳ございませんでした。提供先につきましてはございません。説明は以上でございます。 

会長 はい。この件に関して、何かご質問等あれば、お願いいたします。ありませんね。それでは、この報告は

これで終わりたいと思います。次の報告をお願いいたします。順調に来てるね。 

事務局 それでは、教育委員会の体育課から届出のございました木更津市スポーツ推進審議会事務につきまして

ご説明をさせていただきたいと存じます。スポーツ基本法第３１条第１項の規定によりまして、木更津市スポ

ーツ推進審議会を設置しております。審議会の委員を把握するために必要な個人情報を取り扱います。スポー

ツ振興法が全部改正されまして、スポーツ基本法が施行されておりますが、これに伴いまして、旧スポーツ振

興法によりますスポーツ振興審議会の設置条例を改正いたしまして、スポーツ基本法によるスポーツ推進審議

会の条例と先にさせていただいておりますが、この条例の附則におきまして、委嘱されているスポーツ振興審

議会の委員をスポーツ推進審議会の委員とみなすということにいたしましたため、スポーツ振興審議会に係る

個人情報取扱事務の変更という形で届出をさせていただいたものでございます。記録項目といたしましては、

まず委員を把握させていただきますため、住所、氏名、生年月日、性別を記録項目としてございます。また、

委員にご連絡をすることがございますので、連絡先として住所、電話番号、メールアドレスを記録項目として

ございます。また、委嘱にあたりまして学識経験等の要件それから、委員としての適性を総合的に判断させて

いただきますために、職業、職歴、学歴、成績等の情報を収集することがありますので記録項目としてござい

ます。収集先はご本人でございます。提供先はございません。説明は以上でございます。 

会長 はい。何かご質問等があればお願いします。私の方からいいですか、成績のところにチェックが入ってい

ますが、ここでいう成績というのは、学業の成績ではなくて、おそらくそのスポーツ競技会における成績、国

体で何位であったとか、オリンピックに代表選手であったという、そういう意味の成績と理解してよろしいで

すか。 

体育課 はい。おっしゃるとおりでございます。 

会長 他に何か質問があれば。無いようですので、じゃあ次。 

事務局 はい。続きまして同じく教育委員会体育課から届出のございました、木更津市スポーツ推進委員事務に

つきまして、ご説明をさせていただきます。木更津市教育委員会では、先ほども出てまいりましたが、スポー

ツ基本法これの３２条第１項の規定によりまして、木更津市スポーツ推進委員を委嘱してございます。また、

木更津市スポーツ推進委員の会議を定期的に開催もしております。委員を把握するために必要な個人情報を取

り扱うものでございます。スポーツ振興法が全部改正された旨は先ほどもご説明させていただきましたが、こ

のスポーツ基本法が施行されましたことによりまして、この法律の附則第４条によりまして、旧スポーツ振興

法により委嘱されている体育指導員は、スポーツ基本法により委嘱されたスポーツ推進委員とみなされており

ますため、体育指導員に係る既に出させていただいております個人情報取扱事務の変更という形で届出をさせ

ていただくものでございます。記録項目につきましては委員を把握させていただきますために、氏名、住所、

生年月日、性別を記録項目としてございます。また、委員に連絡をすることがございますので、連絡先として

住所、電話番号、メールアドレスを記録項目としてございます。また、委嘱にあたりまして、そのスポ－ツ推

進委員さんとしての適性を総合的に判断させていただきますために、年齢や、職業、職歴、資格等の情報を収

集することがございますために、記録項目としております。収集先はご本人になります。提供先につきまして

は委嘱した委員を千葉県へ報告するために、他の官公庁というところにチェックをさせていただいております。

説明は以上でございます。 

会長 はい。この件に関してご質問等があれば、お願いします。 

堤 細かいことですけど、体育指導員の方ってのは成績っていうのは特に考慮される余地はないんですか。 

体育課 スポーツ推進委員という諮問機関でなく、先生方と言っていいのかわかりませんけれども。そういう方

とそれとスポーツ推進委員は指導者と言うより、むしろ地域のスポーツ振興にあたって、イベントであるとか、

それと地域で自治会をまとめてもらって、その中に参画して行って例えば地域で何かの大会をやってもらうと
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か、そういう位置づけでございますので、特に成績よりも、むしろ意欲というものを買っているような考え方

で取り組んでおりまして、そういう事情でございます。 

会長 はい。よろしいでしょうか。 

堤 いやあのですから、成績は収集されることはないと。 

会長 それでは逆に、お聞きするんですけど、資格それに替わって資格のところにチェックが入ってますよね。

これは具体的にどのような資格なんでしょうか。 

体育課 資格と言いますと例えばスポーツの分野でいいますと、じゃあ野球であれば、どこどこ野球協会の審判

員の資格を持っているとか、そういうやはり得意分野がございますので、その部分での資格、そういうことを

考えてございます。はい。 

会長 はい。他に何か質問がございませんでしょうか。無ければ次の。じゃあ次の。 

事務局 それでは、新たな届出のご報告でございます。教育委員会まなび支援センターから届出のございました。

算数数学検定（市民受検用）事務につきましてご説明をさせていただきたいと存じます。児童生徒の算数数学

に対する興味・関心を高めるために、家庭・市民からも学習意欲の喚起を図るために、いままでは小学校中学

校で行っておりました算数数学検定につきまして、市民の方も受検できる事務の届出でございます。記録項目

につきましては、申し込み時に、受験票を作成するために、氏名を収集いたしまして、それに受験番号であり

ます識別番号を結び付けさせていただきます。作成いたしました受験票を申込者に送付させていただきますの

で、住所を収集いたします。当日にやむを得ず中止・変更等があった場合には、ご連絡をさせていただかなけ

ればなりませんので、電話番号、メールアドレスを収集させていただきます。受検実施後、答案を採点いたし

まして、合格者に認定証を発行するために、氏名と識別番号（これが受検番号）でございますが、成績を結び

つけさせていただきます。実施後、統計処理を行いますため年齢を収集いたしますが、小中学生は学年ごとと

いう形になりますが、大人の方につきましては年代ごとの統計を取らせていただくという形での年齢収集と言

う事にさせていただきます。収集先につきましてはご本人。提供先はございません。以上でございます。 

会長 はい。これは最後の届出ということなんですね。はいはい。最後です何かご質問等があれば、お願いいた

します。特に無ければ、はい。これにて届出事項は終了と言うことですね。はい。 

   では、順調にこう進んでおりますので、休憩を入れる必要はないと判断いたしまして、その他と次第にあ

りますが、その他につきまして事務局からお願いいたします。 

事務局 平成２３年度におきます情報公開制度・個人情報保護制度・会議公開制度の実施状況についての資料を

お配りさせていただきましたので、ご説明申し上げます。座らせていただきます。平成２３年度の情報公開制

度の施行状況及び個人情報保護制度の運用状況につきまして、報告させていただきます。まず、平成２３年４

月１日から平成２４年３月３１日までの情報公開制度の施行状況です。８人の方から８件の請求がございまし

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７件、教育委員会に対してのものが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３件、不開示が１件でございます。不存在が１件

でございます、失礼しました。不開示の理由の内訳としましては、個人に関する情報が２件、法人等に関する

情報が２件、人の生命等の保護等に関する情報が１件となってございます。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、平

成２３年４月１日から平成２４年３月３１日までの個人情報保護制度の運用状況です。１７人の方から１７件

の請求がございました。実施機関別の内訳としましては、市長に対してのものが１４件、消防長に対してのも

のが３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５件、不存在が８件でございま

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５件でございます。特定の個人を識別することが

できるもの又は開示することにより、本人以外の個人の権利利益を侵すと認められるため不開示としたもので

ございます。個人情報保護制度の運用状況につきましては、別表のとおりでございます。次に平成２３年４月

１日から平成２４年３月３１日までの会議公開制度の運用状況でございます。１７５件の会議の開催があり、

そのうち１６３件が事前に公表を実施いたしました。実施機関別の内訳としましては、市長が１５２件、教育

委員会が２３件となっております。決定状況としましては、全部公開が４７件、一部非公開が４件、非公開が

１２４件となっております。特に介護保険認定審査会及び就学指導委員会は特定の個人が特定される又は特定
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され得ると認められるため非公開としています。以上です。 

会長 はい。三つの公開または開示の状況についてご報告いただきました。なにかいきなりこれだけを説明され

て、いまのように駆け足で説明されて何か質問がないかと言われても、なかなか出てこないと思うのですが、

私供も。質問がある方もいらっしゃると思うんですけれども、できたら前もって昨日郵送いていただいような

形で前もって、こういう資料だから「こそ」前もって私たちの手元に前もってあったほうがよろしいかと思い

ます。はい。 

事務局 大変申し訳ございませんでした。今後気を付けます。 

会長 他に何かご質問等がございましたら。 

斉藤 一つよろしいですか。すいません。ちょっとそれますけれども、今の会議公開のところでですね市のホー

ムページを見てますと、情報公開・当審議会のページを見ると会議予定はありませんと言う形になっているの

ですね。多分、会議予定の所では、一週間なのか二週間なのかわかりませんけど、予定も出ているということ

もあってですね。そういう意味では、会議公開しようとしている意思はあるのに、何と言いますか。その周知

させる手段が、手段といいますかね徹底していない気がするんですが、その辺は何か理由ってあるんでしょう

か。 

事務局 大変申し訳ございません。たぶん会議公開のページの方では載せて、審議会のページの方で更新がされ

ていなかったという、大変申し訳ございません。ちょっと今回漏れてしまっておりまして、今後気をつけたい

と思います。申し訳ございません。 

会長 今回たまたま漏れ、たまたま漏れているという事なのですか。鋭いご指摘ありがとうございました。 

清水 全体の一覧表には載っているわけ。 

事務局 はい。 

会長 他に何かご質問等があれば。この報告について、他にございませんでしたら、他に委員の皆様になにか他

の件でなにか不明な点等がございましたら。 

清水 さっきの続きでいいですか。 

会長 はい。 

清水 介護保険審査会の問題ですが、これはもう前回、特定の個人を識別できるような、特定のまあＡさんＢさ

んＣさんの認定審査しかしなかったという風に理解してよろしいですか。する予定もなかったし、しなかった。

つまり制度の運用とかそういうことについての議論っていう事がなされていたことはない、そういう事実はな

いということでよろしいですか。 

事務局 直接確認したわけではございませんけれども、一応聞いている範囲では、それぞれ特定の個人の認定が

いくつかクラスが分かれていて、一になり二になり三になり、その審査を行っているというふうに聞いており

ます。いくつか分科会みたいに、五人一組とかでやっているという話だけを伺っております。制度についてを

やったという話は聞いておりませんので、そこは確認をして皆様にご報告したいとは思いますけれども、個人

情報を取り扱うものだけというふうに認識しております。以上です。 

清水 ありがとうございます。時々、全体制度の運用みたいな話をしていて、非公開のままやっているという噂

を聞く自治体もございますので、その辺はご留意いただきたいと思います。 

事務局 わかりました。ありがとうございます。 

会長 改めて、他に何かご質問等ご意見等がございましたら。 

清水 もう一件質問です。２３年の審議会等の会議公開の実施状況一覧で、６４までバーと書いてあって、そこ

まではわかるのですが、その後の６５、６６、６７に明治の３３年がありますが、これ何ですか。へへ。えら

い古い話だなあ。 

事務局 はい。大変申し訳ございません。これは実は一個ずつが別のファイルで作っているのお、ここにこう集

めてくる作業をシステム上やっておりまして、ゼロというは本当は入っていない空欄なんですけれども、それ

が年月日表示が、直接入ってしまいましてこのような形になって、大変申し訳ございません。これは、消して

きちんと直すようにいたします。申し訳ございません。 

会長 清水先生よろしゅうございましょうか。 
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清水 へへ。 

堤 ６５以下はないものと考えてよろしいですか。 

事務局 はい。そのとおりです。６５以下は存在しておりませんので、ファイル自体は、ファイルと言いますか。

フォーマット自体は空欄なもので、ゼロと入ってきてしまいリンク貼っていると言うことです。申し訳ござい

ませんでした。 

堤 一点だけ、先ほどの審議会のホームページの更新の問題なんですけれど、それはどちらがやる、なさる。そ

れぞれの審議会の方でそういうのやってるわけ。 

事務局 はい。まず会議公開の公開・非公開につきましては各課の方から、この審議会をやるので公開してくだ

さい、ページを更新してくださいということで総務行革課の方に参りまして、それをうちの方で公開書いてお

ります。各審議会のページになりますと、それぞれの各審議会が行うことになります。で大変申し訳ございま

せん。こちらの審議会の事務局は総務行革課ですけれども、申し訳ございませんが、うっかり漏れてしまった

ということです。申し訳ございませんでした。 

堤 いや、そんな責任どうこうじゃなくて。要はだからそうなると、そのそちらの方にも、もう一度ちょっとそ

の方針を、ちゃんとしていただくような形での、それぞれの審議会の方にと、もう一度ご連絡いただいた方が

いいなと思うだけです。 

事務局 お言葉ありがとうございます。そのようにしていきたいと思います。どうもありがとうございました。 

会長 他に何かありましたら。 

特に無いようでしたら、以上で本日の日程すべて順調に終了したということが書いていますので。 

これをもちまして、平成２４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。長時間に渡

りまして、皆様ごくろうさまでございました。ありがとうございました。 
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