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平成２５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２６年２月５日（水） 午後２時から午後４時２０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：小林伸一、齋藤一浩、地曵淑子、清水幸雄、武田正次、玉造福寿、堤一之、平野秀樹、藤田裕

子、松江俊昭、山田次郎 

  木更津市：（事務局） 総務部総務行革課 鎌田参事兼総務行革課長 

                      山口副主幹、森田主事、岡部主事 

        （関係課） 市民部市民課 堀切次長兼課長、西崎副課長、渡辺主任主事 

市民部市民生活課 鈴木参事兼課長、水越主幹、青柳主事、中山主事 

市民部健康推進課 茅木参事兼課長、廣橋主査 

福祉部高齢者福祉課 齊藤課長、佐久間主任主事 

福祉部児童家庭課 星野次長兼課長、廣部副課長、松島主査、上條主任主事 

             都市整備部都市政策課 鴇田次長、榎本副主幹、椎名主査 

              

 

○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 定刻よりは少し早いですがおそろいですので始めさせていただきたいと存じます。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存じます。小林会長、よろしくお願いいたします。 

会長 はい。規定によりまして、議長を務めさせていただきます。本日お忙しい所お集まりいただきありがとう

ございます。それでは、ただいまより、平成２５年度第２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。まず、本日の出席者の確認ですが、何名でしょうか。 

事務局 本審議会の会議は、木更津市情報公開総合推進審議会規則第３条第２項により、委員の過半数が出席し

なければ開くことができないとされております。審議会の委員定数は１５名のところ、本日出席委員１１名

となっております。 

会長 １１名ですので、定足数の８名は満たしております、委員の過半数が出席されておりますので、本日の審

議会は成立いたします。最初にお諮りいたしますが、本日の議題は、報告事項１４件となっております。本

審議会を公開することとしてよろしいでしょうか。 

委員 異議なし。 

会長 全会一致で公開いたします。ご異議ございませんので、本審議会を公開することといたします。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という方がいらっしゃいましたら、

私に退席前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ですが、お願いいたします。 

事務局 最初に、市民課から届出のありました「戸籍副本データ管理システム業務」について報告いたします。

座らせて報告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。本事務は、戸籍法施行規

則の改正に伴い、災害による戸籍の正本及び副本が同時に滅失することを防ぐため、本市が所有する戸籍の

副本データを管轄法務局に対し送信するものです。戸籍の副本データを電気通信回線を通じて管轄法務局等

の使用に係る電子計算機に送信いたします。本事務につきましては、いわゆる戸籍事務の一部であり、戸籍

に関する事務の届出が帳票ごとの届出となっているため、既存の届出の補正では対応ができません。しかし、
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既に改正後の規則が施行されており、副本データを送付する必要が生じたため、副本データ送付に関する事

務のみの届出となっております。記録項目につきましては、氏名、本籍、国籍、住所、生年月日、性別、親

族関係、賞罰となっています。なお、副本データは戸籍の正本から情報を収集いたしますので、電話番号に

ついては正本から収集いたしませんので、届出書正本及び説明資料の電話番号については訂正をお願いしま

す。収集先につきましては、正本からデータを作成するのですが、戸籍正本の基礎情報が本人から収集いた

しますので、本人を収集先としております。なお、賞罰については他の官公庁（千葉地方検察省）から収集

いたします。提供先につきましては、他の官公庁（法務省副本データ管理センター）になります。以上でご

ざいます。 

会長 はい。以上ですが、何かご質問等がございましたら。お願いいたします。 

堤 現在市役所にある戸籍データを当該センターに送るわけでしょう。収集先本人とか民間・私人とかが入って

いますが、あらかじめ市町村が収集しているデータのではないですか。 

事務局 今回の届出そのものについてはおっしゃるとおりですが、戸籍の基礎については、本人や民間・私人か

ら収集するものであくまでその副本ですのでチェックさせていただいております。 

堤 情報データの扱いの問題としては、本人とか民間・私人ではないのではないですか。新しい収集ではないで

すよね。 

市民課 本人からの届出によりまして、戸籍を作成し電子処理をしておりますが、それが正本としてみなされま

す。その正本の中のデータを今回副本データとして送信しますので、この事務だけでは、本人からの収集は

直接的には関係ないですが、正本を作る前提として記載させていただきました。 

会長 本人や検察庁からの犯罪歴等のデータが送られ正本が形作られるので、ということですね。 

堤  こだわるようですが、戸籍の正本を作る時に私人からの情報収集はクリアーされているのではないですか。

そのデータを持っているのだから、届出にはなじまないのではないですか。 

地曵 はい。よろしいですか。捉え方だと思うのですが、戸籍を作るため収集しますが、市の持っているデータ

を基本として送信するのに、大元の人からも収集したことになるのでしょうか、そこら辺の考え方だと思う

んです。市の持っている様々なデータがあると思いますが、出来上がったものの提供には届出が必要と総務

課さんは、どう考えているのでしょうか。 

事務局 はい。おっしゃるとおり市民課からは原本データがあるので収集先はない、との考え方を伺っておりま

した。先程冒頭岡部の方からご説明させていただきましたとおりそもそもの戸籍事務は初めからあるのであ

り、総務課としては迷ったのですが、私どものミスでございます。 

会長 ミスというか、１つの考え方であり異議が有りうるよね。それから、その方法を採ると地曵さんの言うと

おり他の事務でデータの提供がありうるので、この場で報告されたのかという整合性ということが問われる

ことになってきますよね。 

清水 ちょっとよろしいですか。所管課にお尋ねしますが、データ管理センターへの送信はどのくらいの間隔で

行う予定ですか。 

市民課 一日一回その日の移動分を、その日の夜間に送信をします。 

清水 そうすると一度取得した情報を送信するわけですね。 

市民課 そうです。 

清水 これは同時に動くシステムですか。つまり市の情報取得と同時に提供がありえますか。 

市民課 リアルタイムということでは、ないですが日中の移動分をデータとして送る訳です。 

齋藤 法的には分かりませんが、情報セキュリティーの観点からいいますと、どちらがいいかは分かりませんけ

どもセキュリティーの観点からは届出があった方が安全ですよね。 

会長 そういう意見もあり得るわけですね。 

堤 私が申し上げたかったのは、どこにあるデータが送られるのかをはっきりさせる意味で、市が取得したデー

タを送るということでいいのではないかと、逆に新しくそこから収集するのではないので、どこまでが管理

させた情報かを明らかにするために、区切った方が良いと思ったわけです。 

会長 今のご指摘は、他の同様の事務でもありうるので、整合性ということと清水先生のおっしゃったことは通
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じる所がありますよね。一方でご指摘のとおり個人情報の保護の観点からは、こういうやり方もありえると。 

玉造 はい。本人は個人情報を提供したことを知らない訳ですよね。役所の方から提供されるので、堤先生のお

っしゃったやり方で良いと思いますが。 

清水 もう一点だけいいですか。午前中に届出が出され戸籍に記載され、夕方大震災があってデータが流された

時は、バックアップシステムは役立たないということですね。 

市民課 その日の情報は、データセンターに行っていない状況です。 

清水 ラグがあるんですね。私は同時に行くと思ったので、これでいいかなと思ったのです。そうすると、この

システムでは、当日の事故については十分なバックアップはできないかもしれない。 

市民課 そういう可能性はあります。 

清水 という制度であれば、いったん確定して提供するので、堤先生のご意見の方がすんなりいきますね。 

堤 先生おっしゃるとおり、同時ならば変更がありえますが、いったん確定するならば、どういうデータの行来

がなされているかっていうことを明らかにするのが１つの目的であるので、よりはっきりさせるため言わせ

ていただいた訳です。 

清水 齋藤委員いいですか、そもそも電子情報には正本とか副本の概念はあまり使いませんよね。 

齋藤 ちょっと分からないのですが。 

地曵 現実的にはもう正副は無いですよね。 

堤 これは、ただ単にバックアップという意味でしょう。 

清水 そういうことから考えると、あくまでもこれはバックアップということなんですよね。 

齋藤 収集した情報の保存先が２つあるということですよね。 

市民課 １つにはリスク管理だと思います。 

清水 その場合に正本がなくて副本があるということは起こりうる訳ですよね。 

市民課 はい。ありえます。その場合には副本をもとに正本を作り出すということになります。 

清水 戻ってくる時はどういう理屈になりますか。法務省からの取得ですか。外部収集ですか。外部収集だとす

ると、戻ってくる時は法務省の情報を取得するので同じことになりますね。行きと帰りが違うのはおかしい。 

武田 よろしいですか。戸籍の関係では、たまに原本も含め全て無くなる場合もあるんです。これを再生する時

には本人からの申出が必要になる場合がありますね。 

堤 それはまた別の作業であって、修復作業の過程の一環ではなく、前提として戻って来るっていうのは、清水

先生がおっしゃられましたが、戻ってきた後の話ではないですか。 

清水 この旨を説明書のほうに書き加えて、本人と民間・私人を削除されてはいかがですか。 

会長 というご意見を考慮していただければと思います。 

市民課 はい。 

堤 １点だけすいませんこれに関連して、法務省副本データ管理センターはどこにあるのですか。 

市民課 全部で２箇所ございます。１箇所は関西地方、もう１箇所は北海道にあります。場所はリスク管理の観

点から秘密でございます。関西地方のセンターには、東日本の情報が送られます。北海道のセンターには、

西日本の情報が送られます。このため、同時に滅失しない配慮がなされています。 

堤 ２箇所に送るわけではないですよね。 

市民課 はい、違います。 

事務局 ご示唆いただきましたような形で今後他の件につきましても統一したいと思います。ありがとうござい

ました。 

会長 この件につきましては、これで。 

事務局 続きまして、市民部市民生活課から届出がありました「防犯灯設置補助金の支給決定等に関する事務」

についてご説明いたします。資料の２ページをご覧ください。自治会・町内会等が行っている防犯灯の設置

に対して、木更津市補助金等交付規則及び木更津市防犯灯設置事業補助金交付要綱に基づき、各自治会等の

長から補助金の要望・申請を受け、防犯灯設置補助金を交付いたします。申請者の住所、氏名、電話番号に

つきましては、申請者と連絡をとるため記録項目としております。また補助金を振り込み先となる申請者の
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口座番号も記録項目としております。収集先につきましては、申請者本人から収集し、提供先はございませ

ん。以上になります。 

会長 はい。この件に関して何か質問等がございましたら。無いようですので。はい、では次、お願いします。 

事務局 次に、防犯灯電気料金負担に関する事務についてご説明いたします。自治会、町内会等が管理している

防犯灯の電気料金について、防犯灯の電気料金負担及び維持管理に関する要綱に基づき、町内会等の長から

の申請を受け、東京電力の支払者変更の手続を行うことにより、電気料金を市が負担する事務になります。

申請者と連絡を取るため、申請者の氏名、住所、電話番号を記録項目としています。防犯灯を管理するうえ

で東京電力のお客様番号が必要となるため、識別番号を記録項目としています。収集先につきましては申請

者本人から収集し、提供先につきましては、支払者変更の手続を行うため、民間・私人（東京電力）に提供

します。以上になります。 

会長 はい。防犯灯に関する届出ですが、これについてご質問等がございましたら。１点よろしいですか。防犯 

灯という明かりは一般の街灯とは何か機能の点で異なることがあるのですか。 

市民生活課 市で行う街路灯、防犯灯、道路照明灯がありますが、商店街等いろいろな明かりが市内に設置され

ていますが、そこで市民生活課が担当しますのは防犯灯なんです。おおむね設置基準といたしまして、今現

在ついている防犯灯から４０メートル間隔で設置することができます。道路照明灯の方が明るいですが、防

犯灯は概ね２０ワットから４０ワットくらいからまでの主に歩道を照らしているのが、防犯灯です。主な違

いはそんな所です。 

会長 何か他にありましたら、では次、お願いします。 

事務局 次に、放置自転車等撤去、保管及び処分に関する事務についてご説明いたします。書類ごとの届出とな

っていたものを、一つの事務として統合する届出となっております。放置自転車等の撤去、保管については

委託業者が行っており、保管した自転車から得られる情報（例えば、氏名、住所、学校名、防犯登録番号で

す。）を保管台帳に記録いたします。台帳作成後、保管している旨の告示をし、告示後３箇月経過後、処分

いたします。告示から処分するまでの間、防犯登録番号、車体番号から所有者を割り出し、所有者判明後、

所有者に対し、引取りの通知をいたします。記録項目につきましては、自転車に記載されている防犯登録番

号・車体番号から、木更津警察署へ所有者の照会を行うため、識別番号を記録項目としております。また、

自転車利用者が学生の場合、学校名が自転車に記載されている場合があるため、学業を記録項目としていま

す。照会を行って得た所有者の氏名、住所、電話番号を撤去自転車等保管台帳に記載するため、記録項目と

しています。放置自転車が盗難車の場合、撤去・保管に要する費用の減免対象となるため、減免申請者の氏

名、住所、生年月日を記録項目としています。情報の収集先につきましては、自転車所有者本人から収集す

るほか、木更津警察署へ所有者の照会を行うため他の官公庁（木更津警察署）、代理人が減免申請を行う場

合もあるため、民間・私人（代理人）から収集いたします。自転車利用者が学生の場合には、学校から収集

するため、他の実施機関（公立学校）、民間・私人（私立学校）より収集いたします。また、自転車自体に

防犯登録番号のほか、所有者・管理者の氏名、住所、電話番号、学校名が記載されている場合には、自転車

自体から収集します。提供先につきましては、所有者紹介を行うため、他の官公庁（木更津警察署）に提供

いたします。以上でございます。 

会長 はい。何かご質問等がございましたら。ご意見ありませんか。それでは、引き続き自転車駐車場の報告を

お願いいたします。 

事務局 資料５ページの自転車駐車場の管理運営に関する事務についてご説明いたします。先ほどの届出と同様、

従来の届出を統合・整理した届出となっております。自転車駐車場の管理運営については、指定管理者が行

っており、指定管理者より実際の管理業務を行う管理常駐者及びその中から業務責任者が選任され通知を受

けます。自転車駐車場の利用登録、利用料金の免状、登録シールの再発行等駐車場に関係する手続について、

指定管理者が市に変わって行い、確認のため申請書の写しを指定管理者から市に提出されます。記録項目に

つきましては、管理常駐者については氏名、住所、電話番号を、業務責任者につきましては氏名、住所、生

年月日、電話番号、学歴、職歴を記録項目としてございます。駐車場利用登録申請及び利用登録台帳につき

ましては、駐車場利用者の氏名、住所、生年月日、電話番号、学業を記録項目としています。利用登録シー
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ルの再発行申請につきましては、氏名、住所、電話番号を記録項目としてございます。駐車場整理費用納付

免除申請については、申請者の氏名、住所、電話番号を記録項目とし、免除事由に該当するか確認するため

障害、福祉サービスを記録項目としています。情報の収集先につきましては、自転車駐車場申請関係につい

ては、本人、民間・私人（代理人）から収集いたします。情報の提供先はございません。以上でございます。 

会長 はい。何かご質問がございましたら。 

清水 すいません。１ページ前に戻ってしまいますが、４ページの一番下の提供先ところで、私立学校に照会を

するということは、ございませんか。 

事務局 例えば学校シールでですよね。 

清水 例えば学校名だけが書いていれば学校でしょうが、例えば個人名が書いていればどうですか。原課の方。 

市民生活課 学校名と個人が記入されている場合ですか。 

清水 よく自転車の後にシールを張って、名前を書いている人もいると思うんですよね。その時に名前の照会は

学校に聞かないということですね。 

市民生活課 個人名は聞かないということです。 

清水 わざわざ難しくするということですね。聞いたら違法ということであればいいんですが。 

市民生活課 番号で教えていただくということです。 

清水 番号が汚れていて名前が見えるときはどうですか。いけないと言っているのではなくて、聞きませんかと

聞いているんです。事務処理としては届出にチェックを入れていれば良いのですが。 

事務局 すいません。確認した所そういう場合には、お聞きする場合もあるかも知れません。 

会長 雨風で消えかかることもありますよね。 

市民生活課 その場合には、名前で問合せをさせていただきます。 

会長 もう一度どこをチェックすることになりますか。４－１ページの一番下でしょ。 

事務局 説明書き４－１ページ（提供先）２つ目の他の官公庁を他の官公庁等と書かせていただき（市立学校・

県立学校・私立学校）と書かせていただくか、民間・私人を書き加えるかの方法がございます。説明書きは、

等とさせていただいて届出の方は提供先の木更津市立学校がありますので他の実施機関を黒チェックに、県

立学校は他の官公庁となるのでこのまま、私立学校がありますので民間・私人を黒チェックにさせていただ

くというのがご指摘をいただいた上での説明と合うと思いますが。 

会長 そのようにしていただければ。他にはありませんか。 

堤 今回の５ページのところで、自転車駐車場の委託を受けている指定管理者というのは届出の関係では、届出

の関係では民間私人ということでよろしいんですよね。障害による免除申請の書類は、申請書自体は私人か

ら提出され、そのまま指定管理者が市に渡すということでよろしいんですね。 

市民生活課 はい。 

会長 他になければ次の。ちょっと前もって言っておきますが、一連の防犯関係が続きますので、それが終わっ

たあたりで時間にもよりますが、休憩を挟みたいと思います。よろしくお願いいたします。 

事務局 次に、資料６ページの木更津市防犯パトロール委託事業についてご説明いたします。青色回転灯を使用

しました防犯パトロールを市は委託しており、委託業者が本市及び木更津警察署の指示の下、パトロールを

行っています。記録項目につきましては、防犯パトロール実施者を把握するため履歴書の提出を受けている

ため、パトロール実施者の氏名、住所、生年月日、年齢、性別、電話番号、職業、職歴、学歴、資格を記録

項目としています。情報の収集先につきまして、民間・私人（委託業者）から収集いたします。情報の提供

先につきましては、ございません。以上になります。 

会長 なにか質問等がございましたらお願いします。 

平野 パトロール実施者というのは、持っている方あるいは運転する方は何人いるんですか。たとえば、町内会

では何人も関わりますよね。そういった場合はどうなりますか。 

会長 実施者とは何かということですね。 

市民生活課 パトロール実施者というのは、実際に青色回転灯パトロールをする方です。青色回転灯パトロール

をする際には、実施者証が必要となり警察に届出が必要になります。委託の場合も実施者証を取得していた
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だいて実際に運転する方です。 

平野 乗る方ということですね。 

市民生活課 はい。 

会長 いいですか。青色回転灯が装備されている車に乗ってパトロールするのが定義に含まれる訳ですよね。そ

うした特殊な車を団体が所有している場合もありますが、市がその車を貸し出す仕組みだったのではないで

すか。 

市民生活課 はい。市が青色回転灯防犯パトロール車を貸し出すのは、防犯指導委員協議会に限られており、そ

の他の自主防犯団体等については、各自己の車に青色回転灯を付けましてパトロールを行っていただいてお

ります。 

会長 他に何かありますか。無ければ次、お願いします。 

事務局 続きまして、資料７ページをご覧ください。自主防犯団体に関する事業についてご説明いたします。自

主防犯団体のうち本市に登録されている団体につきましては、パトロール物資の支援等を行い、また、各種

防犯活動に関する啓発活動の参加を依頼しています。登録されている団体でさらに市長の委嘱を受けた団体

のうち、青色回転灯装備車による防犯パトロールを希望する団体については、必要となる物資の提供を行い

ます。青色回転灯装備車の使用申請及びパトロール資格者証の申請につきましては、本市が手続を行ってい

るため、木更津警察署を通じて千葉県警察本部へ申請書類の提出を行います。記録項目につきましては、自

主防犯団体の登録に必要となるため、団体の長及び担当者の氏名、住所、電話番号、メールアドレスを記録

項目としています。本市の委嘱を受ける団体につきましては、構成員を把握するため、構成員の氏名、住所、

電話番号を記録項目としています。青色防犯パトロール実施者証の申請に必要となるため、実施者証取得希

望者の氏名、住所、電話番号、生年月日を記録項目としています。自己の車両に青色回転灯を装備する場合

には使用申請が必要となるため、青色回転灯を設置する予定の車両所有者の氏名、住所、電話番号を、設置

予定車両の車検証に記載されている識別番号（車両番号、車台番号）、車両所有者及び車両使用者の氏名、

住所をそれぞれ記録項目としています。情報の収集先につきましては、本市の登録に必要な情報については

本人または民間・私人から収集いたします。委嘱に伴う団体の構成員の情報については民間・私人から収集

します。青色パトロール実施者証に関する情報については、民間・私人から収集いたします。青色回転灯設

置予定車両の所有者に関する情報につきましては、車両所有者本人又は民間・私人より収集いたします。情

報の提供先につきましては、青色パトロール実施者証申請及び青色回転灯装備車の使用申請に関する情報に

つきましては、他の官公庁（木更津警察署）へ提供いたします。自主防犯団体は木更津市防犯協会の構成員

となっているため、防犯協会の事務局となっている木更津警察署に対し、防犯協会の各種活動に関する連絡

を行うため、民間･私人（木更津市防犯協会）に自主防犯団体の連絡先等をそれぞれ提供いたします。以上

でございます。 

会長 何か質問等ございましたらお願いします。 

清水 よろしいですか。教えていただきたいのですが、６ページと７ページの関係なんですが、説明の６ページ

の真ん中あたりパトロール実施者の氏名、住所、生年月日、年齢、性別、電話番号、職業、職歴、学歴、資

格と並んでいますよね。説明の７ページの真ん中あたり実施者証取得希望者の氏名、住所、電話番号、生年

月日の４つになってしまいますが、この４つ以外の情報はどこで必要となるのでしょうか。 

市民生活課 今の届出のパトロールを希望する人の情報を、警察の方に実施者証を交付をお願いするために氏名、

住所、電話番号、生年月日の４つの情報が必要となります。 

清水 それは分かります。たくさん集めておいてそのうちの４つの情報を出すというふうに見えるのですが、た

くさん集めた年齢や職業の情報は何に使うんですか。たとえば実施者を把握するためにどんな職業について

いるとか、どんな大学を出ているかが関係あるんですよね。 

市民生活課 警察の方に実施者証を取得するために必要な情報となります。 

清水 であれば７ページの方も必要になるので、全部チェックが必要になるのではないですか。 

市民生活課 防犯パトロール委託事業については、実施にあたり履歴書を提出いただいております。履歴書には、

通常職業や学歴が記載されます。ただ、市では職歴や学歴は必要としていない情報ですが、提出していただ
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いていますので集まってきます。 

清水 いらないけれども集まってきてしまうから、チェックが入っていると。 

市民生活課 はい。実はそういうことです。 

事務局 よろしいですか、事前に伺った話ですと、６ページの方は委託業者に委託している関係上、誰が行うか

を市が把握するため履歴書を委託業者が送ってくるんです。ですので、必要がない情報ではありますが職業、

職歴、学歴、資格が把握できてしまうので、記録項目としています。 

会長 そうなると通常履歴書は、賞罰が入っていますが、記録項目となりませんか。そもそも履歴書を提出する

ことを必要事項としているのですか。今の感じだと勝手に業者が送ってくるのでという感じでしたが。 

事務局 私の説明・表現が悪かったのかもしれません。 

市民生活課 業務契約の仕様書の方に履歴書の提出が規定されています。 

清水 履歴書を出しなさいということと、この項目を書きなさいというのは次元が違いますよね。６ページの説

明というのは、「適正な人物であるかを確認するため、経歴書の提出を依頼しておりますので、」だからこれ

だけいるんだよと言っていますがどうなんですか。 

市民生活課 仕様書の中で履歴書の提出を求めていますが、職歴、学歴、職歴等までの記載の提出は求めていな

いのですが、業者のほうから提出してきますので・・・。 

清水 先程も説明しましたが、仕様書がそう書いているからというなら、７の届出がおかしいということにしか

ならない。市販の履歴書だからということなんでしょう。家族とか趣味とかいろいろ情報が入ってくるとい

うことでしょう。履歴書のフォーマットを作った方がいいでしょう。相手方から勝手に出されるから情報を

保有しているというのは、適切でないでしょう。 

市民生活課 ご指摘のとおり必要な項目だけの履歴書の提出を求めたいと思います。 

堤 そもそもで恐縮ですが、青色パトロールの申請書は警察署に提出するのでしょう。その際に、氏名、住所、

電話番号、生年月日が記録項目になりますよね。団体の中で希望があって申請をして、その団体の構成員の

氏名とかが申請書についてくるということでよろしいのでしょう。その申請書を市が受けとって警察署に渡

しているということですよね。 

市民生活課 はい。 

堤 ６の方は、市として「実施者が適正な人物であるかを確認するため」集めていると言っているのだから、目

的が違うのだから違う収集してもいいのでしょうけども、逆に言うと履歴書に書いてくるから届出として出

すというのであれば、そもそも適切な人物か実際には判断していないということになりませんか。６が何の

ために確認をしているのか。警察で実施証のＯＫが出ればそれはＯＫなんでしょう。そうなったら何でその

ために適正な人物か確認するため収集する必要があるのか。必要ならいいんですよ書いてもらえばいい。 

申請者の申請のステップともう１つの実施するためのステップが違うのか違わないのか。違うのであれば目

的が違うのであるから、当然取得の情報が違うであるからそのための届出を出して欲しい。 

市民生活課 はい。実施者証を取るためには市の方から警察の方に申請して、実施者証を取得します。もう一点

履歴書の取得についてはあくまでも防犯パトロールの業務委託を実施をする上で、どなたが実施者証を取得

した人物であるかを確定するために、履歴書を提出いただいております。 

堤 ですからそうだとすれば、適正な人物か確認するのではなく実施者を把握するためでいいんじゃないですか。

それに応じた情報収集項目を付ければいいということになるわけですよね。実施者証が出てその人をいろい

ろ調べてみると、不適格だということがあるんですか。 

市民生活課 履歴書の提出を求めるのは、防犯パトロールの業務委託の契約上のパトロールをする人の履歴書の

提出を求めているんです。 

堤 履歴書の提出目的は何ですか。 

市民生活課 本人と実施者証を受けた者の確認です。 

堤 だとすると実施者証と本人の名前と生年月日と住所が分かっていれば、それで特定確定できるのではないで

すか。だから目的が違うたとえば適正かどうか市で判断するというので情報がいるというのであれば良いの

ですが、今の話だとほとんど関係無いようなのであえてそこまで必要とするのはなぜですか。 
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清水 つまり履歴書の提出を求めるのはそれこそ明治以来のルールで社会全体からすれば、こういう制度の無か

った時代の話なんです。履歴書を提出してと単純な書き方するんです。個人情報保護条例で必要の無いもの

を収集しないという原則があるのですから、履歴書で書く事項は当然絞られて来るわけです。履歴書の事項

が絞られていないということは、ストレートに言うと行政の懈怠です。履歴書ということになるとこれだけ

の項目では無いんです。 

堤 賞罰もある趣味もありますね。 

清水 家族欄もありますね。 

市民生活課 今までのお話にありましたとおり、まず自主防犯団体が青色パトロールをする際については、事務

手続で警察に提出するために市が保有しておりまして、業務委託に関しましては、適切な人物か判断するた

め資格欄の運転免許を持っていることが必要となります。職歴につきましては今までに例はないですが暴力

団関係の仕事をしていないか見ることもあるので入れさせていただいております。ただ、学歴は不要ですの

である程度フォーマットを絞って提出を依頼して改善したいと思います。 

堤 一点だけ、適正な人物かどうかは市の方でチェックするんですよね。今おっしゃったのは、そのため必要な

情報を市販の履歴書ではなく、必要最小限度の情報収集をしますよということですよね。 

清水 必要な情報だけの履歴書を作ればそれで済むんです。 

堤 今おっしゃったフォーマットを作るってことですよね。 

会長 そのように今後改善をすることを審議会としては強く望みますということです。 

齋藤 初歩的な質問ですが、届出が今年の１月１５日で業務開始時期が継続中となっていますが、これは今回の

届出ではないでしょう。何かしらの変更があるということでしょうか。資料だけ見ると変更点が見当たらな

いのですがどういった形の変更なんですか。蛇足ですけど私防犯パトロールの登録をしたことがあって何で

今頃という思いがありまして。 

市民生活課 はい。自主防犯団体の届出を今年の１月１５日に届出させていただきましたが、今までこの事業に

つきましては届出がされていなかったということで新規の届出をするものです。 

会長 なるほど、これもちょっと改善点と指摘せざるを得ませんね。 

齋藤 確か私、４年前に申請した記憶がありまして。 

会長 改善点ですね。他に、特に無ければ次、お願いします。 

事務局 資料８ページをご覧ください。木更津市防犯協会に関する事業ついてご説明いたします。木更津市防犯

協会は木更津市防犯指導員協議会、木更津市区長会連合会、職域部、自主防犯団体により構成されており、

各種啓発活動、防犯功労者に対する表彰等を行っております。本市と木更津警察署が防犯協会の事務局とな

っており、総会の開催、啓発活動の開催に際しては、構成団体に対し連絡を行っています。また、木更津市

防犯指導員については、防犯協会長名で委嘱を行いますので、各地区等の長から被推薦者の推薦をしてもら

い、本市が取りまとめ移植を行います。防犯活動功労者に対しては、感謝状を贈呈するため、防犯協会副会

長からの推薦により感謝状の贈呈を行います。記録項目につきましては、防犯協会会員に連絡を取るため、

会員代表者の氏名、住所、電話番号を記録項目としています。防犯指導員の委嘱に必要となるため、被推薦

者の氏名、住所、電話番号を記録項目としています。千葉県防犯協会で防犯指導員の保険加入に必要となる

ため、防犯指導員の氏名、住所、電話番号、生年月日、年齢、性別、職業を記録項目としています。木更津

市防犯協会長名で贈呈する感謝状については、被推薦者の氏名、住所、電話番号を記録項目としています。

千葉県防犯協会長名で贈呈される表彰関係につきましては、被推薦者の氏名、住所、電話番号、本籍、職業、

性別を記録項目としています。情報の収集先につきましては、防犯協会会員の連絡先等については本人また

は民間・私人より収集いたします。防犯指導員被推薦者及び保険加入者の情報については各地区等の長より

収集いたします。木更津市防犯協会長名での感謝状被贈呈者の情報、及び千葉県防犯協会長名での表彰に必

要な情報については、民間・私人より収集いたします。情報の提供先につきましては、防犯指導員の保険加

入に必要となるため、千葉県防犯協会に必要な情報を提供いたします。千葉県防犯協会での表彰に必要な情

報については、千葉県防犯協会へ提供いたします。本市とともに防犯協会の事務局となっている木更津警察

署に対し、各会員の連絡先等を提供いたします。木更津市防犯協会が委嘱した木更津市防犯指導員の連絡先
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等につきましては、木更津市防犯指導員協議会に提供いたします。以上でございます。 

会長 はい。何か質問等がございましたら、お願いします。 

堤 はい。防犯協会長名で贈呈する感謝状の被贈呈者の選考を行うため、被推薦者の氏名、住所、電話番号が記

録項目となっていますが、この方の選考の可否を決めるのに情報としてはこれで大丈夫なのですか。推薦が

あったら形式的な審査だけで被贈呈者となるのですか。後から問題を起こした人であることが出て来るかも

しれないということは無いのですか。チェックはしていないのですか。このとおりやっておられるならいい

のですが。 

市民生活課 個人情報につきましては先程申し上げた記録項目のとおりですが、その他にもどのような活動を行

っているか等も記載させていただいております。昔の賞罰ですとかは見ていません。日頃どのような活動を

して木更津市の防犯活動をしているかを判断の材料としていますが、そこは個人情報ではないと考えて報告

させていただいています。 

会長 純然たる個人情報のみがチェックされていて、例えば推薦者の推薦文の中で書かれている情報は除かれて

いるということですね。 

市民生活課 はい。 

堤 これだけの情報で日常的な活動があるにしても、情報としてはこの３つで選考することに問題は無いという

ことですね。 

事務局 今担当の方から説明があったとおり、推薦に値する活動を集めているのは確かです。先生がおっしゃら

れたとおり、住所等だけで選考している訳ではありません。ただ、どこにチェックを付ければいいかを考え

ましたが、評価あたりが推薦団体にとっての純然たる勤務ではないですが活動・勤務評価になろうかと思い

ますので、説明書き及び届出事項にチェックを足させていただくのが現実の事務ではないでしょうか。 

堤 木更津市の防犯協会の所では、職業が無いのですけど、千葉県防犯協会長名等の所では、職業が入っている

のはどうしてですか。 

市民生活課 千葉県防犯協会の表彰につきましては、千葉県防犯協会から推薦状の様式がありまして、そこの項

目に職業が含まれていますので記録項目とさせていただいております。 

堤 木更津市防犯協会の表彰では、職業を聞かないし情報収集しないということでよろしいのですか。 

市民生活課 はい。 

会長 堤委員のご指摘だけでもいろいろ出て来る訳で、私が言ったのは推薦文にどのような内容が盛り込まれる

かは、いろいろあり得ると思うんですよ。ですから、これに関して純然たる個人情報だけではチェック項目

としては無理だろうということで、今言った評価だけでなく、当然ながら賞罰も関わってきますよね。以前 

表彰を受けている人は功績があるので、今度の表彰を受けることもありえますよね。他にもどのくらい広が

るか分かりませんが、審議会としては改善を求めざるを得ませんね。大雑把という印象を皆さんも受けてい

ると思います。個人情報保護の観点からはいかがなものかなと思いますね。 

市民生活課 ご指摘のとおりですので、改善させていただきたいと思います。 

会長 これ以上はこれに関しては無いと思いますので、では、次お願いします。 

事務局 続きまして、資料９ページをご覧ください。木更津市防犯指導員協議会に関する事業についてご説明い

たします。本協議会は、木更津市防犯協会より委嘱を受けた木更津市防犯指導員より構成されており、各種

啓発活動のほか、事件発生に際して、警察署に対する協力等を行っています。記録項目につきましては、本

協議会総会の開催、各種活動に関する連絡を行うため、各防犯指導員の氏名、住所、電話番号を記録項目と

しています。木更津市防犯協会感謝状贈呈者の推薦を行うため、被推薦者の氏名、住所、電話番号を記録項

目としています。先ほどのご指摘を踏まえ、賞罰及び評価をこの場で加えさせていただきます。千葉県防犯

協会等で贈呈される表彰関係の推薦を行うため、被推薦者の氏名、住所、電話番号、本籍、職業、性別を記

録項目としています。収集先につきましては、各防犯指導員の連絡先については、木更津市防犯協会より収

集します。木更津市防犯協会感謝状被推薦者の情報につきましては、本協議会各支部の長より収集いたしま

す。千葉県防犯協会等における表彰関係の被推薦者の情報につきましては、被推薦者本人及び本協議会各支

部の長より収集いたします。提供先につきましては、各地区の住民会議に防犯指導員が出席するため、住民
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会議を開催する各公民館に対し、防犯指導員の情報を提供します。本協議会は、木更津市防犯協会の構成団

体となっているため、本市とともに防犯協会の事務局となっている木更津警察署に対し、防犯指導員の情報

を提供いたします。木更津市防犯協会感謝状被想定者の情報及び千葉県防犯協会等における表彰関係の被推

薦者の情報につきましては、木更津市防犯協会に必要な情報を提供いたします。以上でございます。 

会長 はい。確認ですけれどチェックに追加されたのは、賞罰と評価ですね。 

事務局 はい。 

会長 なにか質問がございましたら。確認ですけど、被推薦者の氏名、住所、電話番号、生年月日、職業は分か

るのですが、本籍にチェックが入っていますが、具体的に本籍というのは何を指すのですか。本籍地ですか。

個別具体的な所在地ですか。 

市民生活課 はい。 

会長 それはやはり必要だと。 

市民生活課 はい。千葉県防犯協会から求められております。 

玉造 今は県名までではなかったんじゃないですか。 

会長 履歴書ではそうですね。都道府県名ではなく、番地までということですね。 

市民生活課 はい。本籍が地番までも含むか含まないか県名までなのか、再度確認を取りまして適正な措置を取

りたいと思います。 

会長 本籍の番地までということになると、場合によっては差別事由と結びつく場合もありますから、慎重にか

つ早急に調査してください。 

堤 千葉県の方から要請されている内容に入っているのでしょう。 

会長 それだけなんですか。 

市民生活課 はい。要請されているため記録項目となっています。 

会長 それに従わなければならない訳ですか。 

市民生活課 まず本籍地を求められているのですが、地番まで求められているかは確認していませんので、最近

は運転免許書にも本籍地が記載されていないのが通常ですので、至急に確認したいと思います。 

清水 従来ですと本籍とは地番と筆頭者で１つです。 

会長 他に何かございましたら。無ければ次お願いします。 

事務局 次に、資料１０ページ木更津市交通安全推進協議会に関する事務についてご説明いたします。 

会長 ここで、市民生活課の届出が終わるので、この報告の終了の後１０分間のお休みを取りたいと思います。 

事務局 先ほどの届出と同様、従来の届出を統合・整理した届出となっております。推進協の事務局が本市と木

更津警察署となっているため、推進協の総会、理事会、各種活動に際して、事務連絡を行います。推進協は、

木更津市教育委員会、木更津市消防本部、千葉県君津地域整備センター、木更津市農業協同組合、清和大学

など全５９団体により構成されております。また総会において感謝状を贈呈するため、構成団体から被推薦

者の推薦を依頼し、感謝状の贈呈を行います。記録項目につきましては、構成団体の連絡先を把握するため、

団体の長及び担当者の氏名、住所、電話番号を記録項目としています。構成団体から感謝状贈呈に係る被贈

呈者の推薦を依頼しているため、被推薦者の氏名、住所、生年月日、年齢、電話番号、賞罰を記録項目とし

ています。また、被推薦者を把握するため、被推薦者の名簿を作成しております。そのため、被推薦者の氏

名、住所、電話番号を記録しています。情報の収集先につきましては、推進協の構成団体（他の実施機関、

他の官公庁、民間・私人）から収集いたします。情報の提供先につきましてはございません。以上でござい

ます。 

会長 こちらのは先程と比べて、表彰に関する推薦調書という正規の文書が求められる訳ですね。この点先程の

２件に関しては、そういった改まったものは特に無くて、実際は推薦人の推薦文がついているという訳です

ね。それでよろしいですか。 

事務局 そうですね。説明が漏れてしまいましたが、こちらにつきましても評価を記録項目として追加させてく

ださい。申し訳ございません。 

会長 ここでは推薦調書なる文書の提出が求められ、推薦調書の記入項目に個人情報があれば漏らさずチェック
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が入っている訳ね。 

市民生活課 はい。 

会長 そこに評価が加わる訳ですね。ということですが、何か質問がありましたら。 

清水 基本的なことで恐縮ですが、記録項目の一番最初の所に構成団体の連絡先を把握するためとありますが、

団体と連絡する訳ですよね、構成団体の担当者の氏名や住所は個人情報ですか。たとえば、私どもの清和大

学に連絡をいただくとして、構成団体の長とは理事長か学長あるいは担当者ということですが、大学に連絡

するのであって自宅に連絡するんですか。表彰の方は個人を相手にするというのは分かるのですが。電話番

号とは大学の電話番号と思いますが。 

市民生活課 ５９団体ありまして一部・・・。 

清水 町内会ですと町内会の所在地が会長個人の住所になって、個人情報と扱うことが適切ということもありま

すが、この場合に５９団体で個人の住所という場合がありますか。 

市民生活課 一部ございまして。 

清水 そうするとそれを指して言っているのですか。残りは法人情報とそれでよろしいのですか。 

市民生活課 学校と団体につきましては、法人名と代表者氏名です。 

清水 団体の連絡先と書かれているのでね。 

会長 よろしいですか。 

清水 ちょっと分からないのですが。 

市民生活課 先生がおっしゃられたとおり５９団体の中で、団体の長に送るものは個人情報にあたらないと思う

のですが、一部具体的には飲食店組合なんかは個人の自宅なんです。 

清水 そのときに個人情報の届出の方はそれでも良いんですが、情報公開の方で請求があったときに、例えば飲

食店組合の領収書があったときに個人情報であるから不開示としますか。町内会に補助金を出したときに、

町内会の会長が領収書を出す訳ですよ。町内会長の個人の住所、電話番号、印影がある。このときに個人情

報と見るか法人情報と見るか、法人情報であれば当然に開示となりますし、個人情報であれば住所を隠せと

いう議論があるのですが。もっと平たく言うと、飲み屋の領収書の下に担当者の名前が書いてあったら、個

人情報ではないんじゃないですか。なんでも名前が書いてあったら個人情報となるのですか。 

堤 肩書きがあればいいのですか、なんとか飲食協会とか。 

清水 飲食協会会長だれだれ。 

堤 そういう形で識別するしかないですよね。 

清水 ええ。普通書きませんかという話です。つまり連絡をするときに封筒に住所と氏名だけ書いて送付するの

ですか、飲食業協会代表なになに様ではないのですか。 

会長 いいですか。先生の質問の趣旨が分かりますか。 

清水 ２ページ目をご覧いただきたいんですが、補助金の振込先というのが出てきまして、町内会等の長又は会

計担当者の口座がいわゆる町内会の預金通帳が無くて、長や会計担当者個人の通帳に入るのであれば個人情

報だと思うんですよ、いわゆる権利能力なき社団で通帳作れますよね。代表・責任者がはっきりすれば。 

事務局 私の方からご説明させていただきます。先程委員の方からおっしゃっていただいたとおり、連絡先は一

部自治会等で自宅がありますが、いわゆるオフィシャルなものでここで言う個人情報性は無いと思われます

ので、構成団体の連絡先等の氏名、住所、電話番号は記録項目の説明書としては削除させていただきたいの

ですが。 

山田 いいですか。私が言おうと思ったのは、いまここで即断してしまって良いのかと思いまして。熟考した結

果という訳ではないですよね。それを答えてしまって良いのかと思いまして。僕はここを残しておいてこの

件については、これも情報を集めますよとしておいて、情報公開の関係でこれが個人情報にあたるというこ

とは持ち帰って検討するということでよろしいのではないですか。それを言おうと思ったのですが、その結

論で決まりでいいですか。 

市民生活課 はい。今法規担当から説明していただきましたが、構成団体の連絡先を把握するためということで

確かに法人などの代表者で法人の電話番号であれば個人情報でないと思うのですが、いくら団体の代表者氏
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名といっても法人でない、それに個人宅が事務所として使われている場合には個人情報であると私は考える

のですが、今ご指摘のとおり再度検討して改めたいと思います。 

会長 持って帰って、ペンディングということですか。 

清水 権利能力なき社団の扱いは、法人扱いしていますので基本的に。 

会長 山田先生はそれだけですか。 

山田 はい。言いたかったのは。進まなかったので進めようと思っただけです。 

堤 団体と個人というふうには分けられない場合がある訳ですよね実態として。そういうところの扱いをどうさ

れるかについて今先生おっしゃったことを含めてもう一回検討が必要ではないですか。 

清水 この問題だけじゃなくて市全体でどう扱っているのか、お調べになった方がよろしいんじゃないかと思う

んです。 

堤 単純に個人情報と言い切れない場合だってある訳ですよね。その辺をどう取り扱うかというのもあると思う

ので、その辺を踏まえてご検討いただくのがいいんじゃないかと思います。 

事務局 はい。今出ております話は、おっしゃるとおり市全体に関係する話でございますので、過去にこれにつ

いて深く掘り下げて検討したことがあるのかどうかも今は確認ができておりません。また、これにつきまし

ては私どもで全体の統一した取扱いをお示しできるように検討させていただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

会長 それでは、市民生活課の届出事務に関してはこれで終わりですね。ということで先程も言いましたけれど

もここで休憩を１０分挟みたいと思います。 

 

休憩 

 

会長 では、引き続き届出報告をお願いいたします。。 

事務局 それでは資料の１１ページをご覧ください。予防接種に関する事務についてご説明いたします。予防接

種法により市長が行わなければならないものにつきましては、医療機関に委託し、その費用を公費で負担す

ることによって行っております。成人に対する予防接種は、一部自己負担もございます。この事務につきま

しては、昨年４月からシステムを利用した運用を始めること及び昨年６月からは、委託契約をしていない医

療機関で予防接種を受けられた方、これは、里帰り出産等により、県外の医療機関での接種ということにな

りますが、この方々に対して、償還払いの方法で行うことといたします。これに伴いまして、文書単位でな

されていた届出の内容を一部修正等させていただき、そして統合するため、届出がされたものでございます。

記録項目につきましては、本人確認のため住基番号、氏名、住所、生年月日、年齢、性別を記録項目として

おります。本人又は保護者の連絡先の確認のため、電話番号を予防接種費の償還払いの振込先のため、口座

番号を予防接種実施後の結果及び委託料請求時に受領する予診票に記載されている健康、病歴、障害、身体

状況を一部自己負担がある予防接種を生活保護受給者が接種する場合、費用が全額公費負担となるため、受

給者確認のため、福祉サービスを記録項目としています。収集先につきましては、予診票については、接種

結果として民間医療機関及び公立病院から収集するほか、本人及び保護者から収集いたします。福祉サービ

スの情報につきましては、民間医療機関及び公立病院から厚労省が定める積極的勧奨通知対象者については、

市民課から住所等を収集いたします。その他、副反応等の健康被害が生じた場合、本人又は保護者から身体

状況について収集する場合があります。提供先につきましては、主にＤＶ関係の児童福祉部局と連携を図る

ため、児童家庭課及び児童相談所へ情報提供する場合があります。本人又は保護者からの申出により、県外

等の契約外医療機関で予防接種を行う場合、当該市町村、民間医療機関、公立病院へ情報提供する場合があ

ります。副反応等の健康被害が生じた場合には、千葉県に対し、身体状況を提供いたします。以上でござい

ます。 

会長 はい。何かご質問等がございましたら、お願いします。 

清水 説明書きの情報の提供先のところで、児童相談所と出てきますよね。これは県と政令指定都市ではないで

すか。 
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健康推進課 児童相談所につきましては、本地域は千葉県です。 

清水 ですから並べ方が児童相談所、公立病院、当該市町村、千葉県と並んでいるので、千葉県の組織ではない

ですか。無理に訂正を求める訳ではないですが。白い白板みたいな感じですね。 

事務局 １１－２ページですよね。 

清水 はい。 

事務局 児童相談所は千葉県で読めるという話ですが、あえて書いたんですね。 

清水 褒めませんけどね。 

事務局 こちらは届出と関係ないので考えます。急に細かくなっていますが、担当課はあえて書いているので。 

会長 他に何か質問等がありましたら、無ければ次、お願いします。 

事務局 続きまして資料１２ページをご覧ください。木更津市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定に

伴う木更津市高齢者日常生活ニーズ調査の実施事務のご説明をさせていただきます。本計画を策定するうえ

で、６５歳以上の市民から保健福祉に関わる生活状況、介護予防、地域社会とのつながり及び本市の高齢者

福祉施策に調査・分析を行い、本計画に反映させていくものになります。アンケートは住民基本台帳から６

５歳以上の市民１８００人を層化無作為抽出し無記名回答といたします。記録項目につきましては、アンケ

ート対象者の抽出に必要となるため、生年月日、年齢、障害を、アンケートの送付先に必要となるため、氏

名、住所をそれぞれ記録項目としています。収集先につきましては、実施機関内部（市民課）より収集しま

す。提供先については、ございません。以上でございます。 

会長 はい。何かご質問等がございましたらお願いします。 

清水 市民課は年齢の情報は持っているのですか。誕生日が来たら一歳増やす作業はしているのですか。何年何 

月何日生まれ以前のという収集をするのでしょう。 

高齢者福祉課 届出事項につきまして年齢につきましては、こちらの方の届出から削除させていただきたいと思

います。 

会長 他にございませんでしょうか。無ければ次、お願いします。 

事務局 続きまして資料１３ページをご覧ください。木更津市子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調

査についてご説明させていただきます。本計画を策定するうえで、子どもの人数、家庭環境、地域の特性及

び本市の子ども・子育て支援施策に対する評価等を調査し、計画に反映させていくものになります。調査は

住民基本台帳から、生年月日が平成１９年４月２日以降の子及びその保護者１３００件、生年月日が平成１

６年４月２日～平成１９年４月１日までの子及びその保護者７００件を無作為抽出し、無記名回答で行いま

す。記録項目につきましては、調査対象者の抽出に必要となるため、生年月日、年齢、調査票を送付するた

め、氏名、住所をそれぞれ記録項目としています。収集先につきましては、実施機関内部（市民課）より収

集いたします。提供先につきましては、アンケート送付先を記載したラベルを貼る作業を業者に委託したた

め、委託業者に対し送付先の氏名、住所を提供いたします。以上でございます。 

会長 はい。これについて何か質問等がございましたら、お願いします。 

児童家庭課 生年月日につきましては、平成２５年１０月１日時点での住民登録のある児童に対して、年齢を平

成２５年４月１日時点での年齢に応じて送付する調査票として、区分させていただいております。その時点

で未就学児童又は小学校３年生以下の児童という方でございます。 

清水 ですからね。送付先の抽出に必要だと言うから、送付先の抽出時には生年月日しか見てないんじゃないで

すかと申し上げているんです。それ以前に年齢というのは集めているのですか。 

児童家庭課 はい。年齢につきましては、先程ご説明させていただいたとおり基準日における年齢を生年月日よ

り逆算させていただきまして、調査票を配付させていただきましたので、年齢を収集したものとしてご報告

させていただきましたが、年齢につきまして直接収集しているわけではありませんので、高齢者福祉課同様

に削除させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

会長 他に何か質問等がございましたら。確認ですが、前の届出もそうなんですがニーズとありますが、あえて

どういう意味で使われているのかお聞きしたいのですが。 

児童家庭課 このニーズにつきましては、国の方が平成２４年９月１８日に開催した自治体向け説明会から使わ
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れるようになりまして、この説明から一貫してニーズ調査という名称を国が使っていますので、私どもも使

わせていただいております。 

会長 使う経緯だと思うのですが、それ自体の意味は、どういう意味でお使いになっているのか。 

児童家庭課 子ども・子育てに関します子供を育てる世帯の皆さんが、どのような保育、保育園、幼稚園を望ん

でいらっしゃるのか又は小学校から帰ってきた時にお子様が１人にならないために学童とか放課後児童の

ためのサービスのご要望・期待の量を指します。 

会長 わかりました。他に何かなければ次が、本日最後の届出ですね。 

事務局 はい。資料１４ページをご覧ください。木更津市景観に関するアンケート調査業務について説明いたし

ます。昨年３月１日に本市が景観行政団体となり、地域の良好な景観に関する方針や良好な景観を作成する

うえで必要な制限に関する事項を定める景観計画を策定することができます。本計画を策定するうえで、市

民の景観に対する意識などを把握するため、アンケート調査を行ないます。アンケートは、住民基本台帳か

ら２０歳以上の市民２０００人を層化無作為抽出し無記名回答といたします。なお、統計上必要となるため、

性別、職業をアンケートに記載していただきます。記録項目につきましては、アンケート調査票の送付先に

必要となるため、氏名、住所を記録しています。収集先につきましては、実施機関内部（市民課）より収集

します。提供先につきましては、ございません。以上でございます。 

会長 はい。何か質問等がございましたらお願いします。細かいようですけど、２０歳以上の市民の無作為抽出

ということになりますね。これは年齢はチェック項目に入りません。送付される方全て成人ですよね。 

都市政策課 そうです。生年月日は分からないので記録項目ではなく、２０歳以上中からの無作為抽出です。 

会長 ですから２０歳以上であることは分かっているんですよね。 

清水 都市政策課から手紙がきたら２０歳以上ですよね。 

都市政策課 そうです。 

会長 年齢を入れなくていいですか。 

都市政策課 年齢をチェック項目にしたいと思います。 

堤 ちょっとよろしいですか。アンケート調査業務というのは、アンケートが戻ってくることは考えていない。

送るまでですか。 

都市政策課 はい。アンケートを出しまして戻って来たものをうちの方で集計をしていますので、戻ってくるこ

とまでがこの業務です。 

堤 戻ってきたものは無記名だから、記載事項は個人情報でないとのご見解でしたが、現実的には何で戻ってく

るのですか。封筒ですか。 

都市政策課 そうです。返信用封筒を同封しておりますので、そちらの中に入れて回答だけが戻ってきます。 

堤 返信用封筒の裏に送付先は書いてこない訳ですか。 

都市政策課 書いては来ないです。そのためどなたが書いてきたか分からないです。 

会長 無記名によるアンケート調査であることはうたっているわけですよね。 

都市政策課 はい、そうです。 

堤 書いてくる几帳面な人いますよね。 

都市政策課 見た中では見当たらなかったですが、もしかしたら中にはあったかもしれません。 

堤 そうすると、収集先が、まあ見なかったことにするんですか。 

清水 そのままシュレッダーへ行くんでしょうね。 

都市政策課 はいそうです。 

会長 封筒に住所・名前は書かないでくださいとは書いていないですよね。 

都市政策課 無記名による回答ということで返信してくださいというだけです。 

堤 返信用封筒の裏に自分の住所とかを書いて送ってくる人はいないですかという質問なんです。 

都市政策課 送られた方もいるかもしれませんが、それについては破棄しますので、見ないものとして扱いした

いと思います。 

堤 扱いすると言われても。収集先としては、本人はないということですよね。絶対に。 
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都市政策課 はい。 

清水 つまり市としては収集しないということでしょう。 

堤 わかりました。 

会長 他に何か。無ければ、この届出はこれで。 

事務局 届出に関する報告は以上でございます。 

会長 その他ということになりますね。その他が本日はある訳ですね。 

事務局 よろしいですか。予定にはなかったのですが、本日皆様のお手元に「個人情報保護事務の手引き」の取

り扱い要領の抜粋をお配りさせていただきました。前回のときに記録項目のそれぞれが具体的にどういうも

のとしているかとのご質問としてございましたので、次回にということで宿題となっておりましたので皆様

にお配りさせていただきました。 

   団体の代表者の個人情報と住所・電話番号の件につきましては、再三この審議会で議論したと長く委員を

務めていただいている方にはあると思います。今までの議論を総務課としてあえてご説明させていただきま

す。清水委員からは情報公開の例をご指摘をいただきましたが、この審議会は情報公開の制度も担っていま

すが、どちらも個人情報と言いますが若干幅は両制度で違います。情報公開のときには団体の代表者の住

所・氏名は団体の情報として開示となります。個人情報保護の制度で言えば個人情報保護が主眼ですので団

体の情報であっても個人情報として重なってくる場合があります。個人情報保護制度の中では個人情報とし

て届出がなされるべきとして捉えておりますので、総務課として担当課にも説明しています。運用がそれで

はまずいという話があれば別ですが、現在の運用は説明のとおりです。 

会長 その他はこれですか。 

事務局 こちらの実績報告につきましては、前回資料をお配りいたしまして時間の関係上資料のとおりですとな

ってしまいましたが、ご質問があれば別途事務局の方へどうぞと会長におっしゃっていただきました。今日

までのところ特にご質問はございませんでした。もし何かあればと思いこちらからもう一度資料をお配りし

て、要らない方もいらっしゃるかもしれませんが、お配りさせていただきました。 

会長 ということですが、資料を前にして改めて何かご質問があれば。前回は委嘱状の交付等の事情があり、そ

うとうタイトなスケジュールでした。そのため実施状況の報告の時間が取れなかったので窮余の策として、

もって帰っていただいて質問等があればという話なんですが、何かございませんでしょうか。 

山田 １ついいですか。私前回出ていないので分からないですが、今日の宿題として履歴書の形式の問題があっ

たのですけれども、それは次回開かれた時には、回答が出てくると期待していいのですか。市販の物ではな

く、必要な情報を集められるものを作るという話があったと思うのですが、さっき来た部だけの問題ではな

く全体で考えるべきという話があったと思うのですが、その辺の検討があり、次回回答が出てくると期待し

ていいのですかという質問です。 

事務局 履歴書の所は、本来必要で無い履歴書ということで、ご指摘いただくまで、宿題という認識が私はあり

ませんでした。宿題だと思っていたのは、推薦の所の評価や賞罰あたりが記録項目として入るのではないか

という話だと思っていたのですが。 

会長 そこは先ほど申しましたが、本審議会は強く改善点として指摘しますということで終わった訳です。宿題

というのは次の審議会にまた来ていただいて、このように直しましたと報告をしなければならないと言うこ

とになりますから。そこまでではないように先程の・・・・。 

清水 ご報告いただかなくてもいいのですが、直さないというのであれば、事務が違法な収集ということになり

その場合には原課に責任を取っていただくことになりますね。 

事務局 そういう収集をしないとすることで、届出に合わせる形の運用であれば、違法の話は・・・。 

清水 そうしていただけるというご説明があるか、さもなければ必要事項以外の履歴書を作るかどちらか選択だ

と思うんです。それも含めて宿題ということです。 

事務局 そうであれば、宿題ですね。 

堤 事実上ああいう被推薦者みたいな人は結構あるんじゃないですか。 

清水 前にもいろいろ議論したと思うんです。 
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堤 そうするとその辺も統一していただくような形で、先程担当課の方がフォーマットを検討しますとおっしゃ

っていましたが、必要にして最小限のものを作ることが必要なことだと思いますけど。 

清水 本人が出してきたんだからしょうがない、だから持っているという言い方になるので・・。 

山田 議事録を作るんですよね。だとすると委員会の勧告とか明確な形で議事録にきっちり留めていただくこと

がいいと思うので、いくつ出て、正確に言うと何ということをはっきりさせることがいいと思うんですが。 

会長 勧告という言葉が出てきましたが・・・。 

山田 なんて言っていいかわからないですが。 

事務局 そこまでじゃなくてもということですよね。 

山田 整除してこれだとはっきりわかるようにして、議事録にきっちり残して文言にした方がいいのでは。 

会長 どちらに出すんですか。議事録に残すということね。少なくとも今は逐語で録音されているから、この中

には残りますよね。 

山田 それがごちゃごちゃになりそうだから。 

会長 整理されればより良いということですね。 

山田 と思うんです。 

会長 はいはい。 

清水 担当課がフォーマットを検討するとおっしゃったんですから。 

山田 そうじゃなくて、委員会の方で何とかとおっしゃいましたよね。 

会長 委員会としては強く改善を求めるとそれが委員会の意思ですよと先程申した訳です。履歴書の件に関して

は、そこで一応終わったと思った訳です。もう一度先生がおっしゃるには再検討すべきとのことなのかなと。 

事務局 山田委員のおっしゃることはもっともですし、はっきりするのはもちろんです。認識としては、市民生

活課の青色防犯パトロール委託事業についての、実際に運転する人の審査については不必要な情報を集めて

いる懸念もあるのでフォーマットを検討するとのことでした、検討した結果が届出事項の変更が生じる場合

であれば当然変更のご報告があると思います。もしそれがなければ、そのまま会長のおっしゃったとおり変

更がなければそのままいくと思います。ただ、今後の運用には整理がされます。その他賞罰ですとか推薦・

表彰の件につきましては、整理をして出し直せというご指示だったので、そこは再度出てくると思います。

そういう整理になると思います。 

山田 であれば、僕が希望したのはそうではなくて、他の事務に履歴書を出してもらう事務があるだろうと、そ

うであれば絞った履歴書をそれぞれ作るべきだろうと。そこが問題となったからそこだけに目を向けるので

はなく、それを手がかりに行政を改善すべきというのが私の考えなんです。 

会長 今お話聞いて総務課の方に持って帰っていただいて、アナウンスしていただくと。 

山田 よりも総務課に考えていただきたい、アナウンスするかどうかというところから考えて欲しい。それに対

する答えが次回総務課から返ってくるのかなということなんですよ。 

会長 なるほどね。総務課に対する宿題という。 

山田 宿題にするのであれば、委員会の意思としてはっきりさせるため、僕が言うだけでは個人の意見だから、

委員会としてこういうものが宿題になると言わなくてはいけないのではないですか。 

会長 いかがでしょうか。大変有意義な山田先生のご意見ですが。 

事務局 おっしゃるとおり、私ども総務課の方で基本的な必要最小限度の個人情報の収集という原則を示し、も

う一度各セクションにそういう方針の下、一度洗い直しをし必要に応じて変更・報告させていただきたいと

思います。 

齋藤 よろしいですか。今の議論を聞いていますと、やはり議事録を最悪でも次回の審議会の前に見たいという

のがありますね。こういった会議は、冒頭前回の議事録の配付から始まると私思うんです。 

山田 そうであれば、それは当日では間に合わないのでは。 

齋藤 ですから最悪でもと言ったんです。期限の設定は難しいと思いますが、最悪で当日。できれば１月以内に

掲示していただければいいと思います。やはり次回の審議会の前までにできていないと、前回の宿題・課題

が曖昧になってしますよね。 
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事務局 すみません。今回も実は前回の議事録をお示しできなくて大変申し訳なく思っております。ご指摘のと

おり少なくとも次回の会議の前には皆様に議事録をお示しする形にしたいと思います。 

会長 議事録は公開されているんでしょう。 

事務局 ホームページで公開されていますので、ネット環境が皆様あれば、送付よりもご面倒は無いかと。 

会長 ただいまおっしゃられたのは、公開される時期なんですよね。 

事務局 ご署名は頂戴していますので、私どもの不手際でございます。お配りするという発想が正直に申しまし

てありませんでした。 

齋藤 私は開催通知をいただくと、だいたいホームページを見るんですね。ですから議事録の分量が大変多くな

るので、ＷＥＢ上の公開で十分だと思います。 

会長 個人的に思うのはかなり文字に起こすというのは、大変な作業なんだと思います。そういうこともあって

時間がかかると署名する立場から言って思いますね。それはもう早くできればいいのは、間違いないですが。

ただ、担当の方の作業もこれは並大抵のものでは無いですよね。 

齋藤 そこは私、県のＰＴＡもやっておりますので、理解しております。３時間くらいの会議でもものすごく大

変です。 

事務局 いずれにしましても参事からの回答もありましたし、ルールがそうなっていますのでそのように取り計

らいたいと思います。 

会長 ということですね。他に何かございましたら、その他終わりですね。 

平野 すいません。この審議会は、年に何回とか決まってはいないのですか。 

事務局 何も無ければ年２回は開催させていただくのが暗黙のルールでございます。もちろん何がしかの諮問事

項があればご経験いただいた委員の方もいらっしゃいますが１０回とかの回数になる年もございましたし、

分科会を作ることもありました。ご承知のとおりマイナンバー法の施行が控えておりますので、内容が定か

では無いですし全庁的に戸惑っている部分もありますが、個人情報に関して全く無関係という訳にはまいり

ませんので、諮問という形も場合によるとありうるかもしれませんので、次年度は場合によっては増えるか

もしれません。時期につきましては、夏に一回と冬に一回がここ数年の運用でございます。 

会長 はい。以上ですね。 

以上です。本日の日程はすべて終了いたしました。大変長時間に亘り皆様ご苦労様でございました。 

これをもちまして、平成２５年度第２回木更津市情報公開総合推進審議会をこれにて終了いたします。あ

りがとうございました。 
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