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平成２６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９月２２日（月） 午後１時１５分から午後４時４５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：新井道夫、梅澤千加夫、小林伸一、齋藤一浩、地曵淑子、清水幸雄、滝口君江、武田正次、堤

一之、平野秀樹、藤田裕子、松江俊昭、山田次郎、渡邉秀孝 

  木更津市：副市長 服部善郎 

        総務部長 久良知篤史 

（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） 総務部総務行革課 星野主幹、渡辺副主幹、山本主査 

教育部学校教育課 廣部参事兼学校教育課長、鶴岡主査 

              

 

○議題等及び公開非公開の別：諮問 報告 その他 公開 

○傍聴人の数：０人 

 

○会議の内容 

事務局 定刻前ではございますが、ご連絡をいただいている委員の方以外は、おそろいですので始めさせていた

だきたいと存じます。審議会開会の前に資料の確認をいたします。あらかじめ、送付いたしました資料が、

次第、諮問に係る新たな「個人情報取扱事務届出書」、現行の「個人情報取扱い事務の届出事項」、 新たな

システム画面となる「入力確認票兼個人番号利用事務調査票」、事務届の新旧表、記録項目の新旧対照表、

木更津市個人情報保護条例（抜粋）、木更津市個人情報保護条例施行規則（抜粋）、個人情報取扱事務届及び

説明資料、議案第５８号 木更津市情報基本条例の一部を改正する条例の制定について、議案第５８号 新

旧対照表でございます。それから本日配付させていただきました資料が先般の審議会におきまして会長に一

任されました届出事項についての資料でございます。不足等ございましたらお知らせください。 

会長 会長一任の届出事項とは、紙一枚のものですね。 

事務局 はい。そうです。清水委員はアクアラインの事故の関係で遅れるとのご連絡が入っておりますので、始

めさせていただきたいと思います。初めに、服部副市長の挨拶をお願いいたします。 

副市長 皆さんこんにちは、副市長の服部でございます。本来であれば、渡辺市長からご挨拶を申し上げるとこ

ろでございますが、本日はあいにく、出席することがかないませんので、代わりまして、私からご挨拶を申

し上げます。委員の皆様には、大変お忙しい中、情報公開総合推進審議会にご出席いただきまして、誠にあ

りがとうございます。七月三日の審議会におきまして、諮問をさせていただきました「特定個人情報 保護

評価に係る第三者点検の評価機関」につきましては、審議会から頂戴した答申を踏まえ、木更津市情報基本

条例の改正議案を九月議会に上程することができました。委員の皆様には、改めて、御礼申し上げます。さ

て、昨今、民間事業者が個人情報の処理を外部に委託し、委託先の事業者が個人情報を第三者に売却した事

件が話題となっております。本市におきましては、委託業者が、正当な理由がなく個人情報を外部に流出さ

せた場合、本市個人情報保護条例において罰則を設けるなどにより、個人情報の不正流出を防ぐための措置

を図っております。こうした事態を防ぐためには、委託事業者に対し、個人情報の厳重な管理を指導するこ

とはもちろんでございますが、職員 1人1人の個人情報の保護に対する意識向上を図ることが肝要と考えて

おります。本日の審議会におきましては、「個人情報取扱事務届の変更」につきまして、諮問をさせていた

だきます。今後、番号制度の運用にも関わってまいります個人情報保護制度の中核部分と考えておりますの

で、委員の皆様におかれましては、よろしく、ご審議のほどお願いいたします。また、今年度は番号制度の
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施行を控えまして今後もご審議いただく内容も多くなっております。皆様におかれましては、ご多忙のこと

とは存じますが、適切な制度の運用、また個人情報の取扱いのためご協力を賜りますよう、お願い申し上げ

まして、挨拶とさせていただきます。本日は、どうぞ、よろしく お願いいたします。 

事務局 副市長ありがとうございました。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。本日よろしくお願いいたします。前回に引き

続きましてタイトなスケジュールとなっていますので、皆様よろしくお願いいたします。それでは、ただい

まより、平成２６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１３名

となっております。 

会長 １３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 ご異議ございませんので、本日の会議は公開いたします。本日の議題は、諮問事項が１件、報告事項が２

２件となっていますので皆様よろしくお願いいたします。それでは議題に入る前に、連絡事項ですが、今日

は長時間になる模様ですので、委員の皆様の中で、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４番、「諮問」とありますが、事務局よりお願

いします。 

事務局 諮問につきましては、服部副市長から諮問させていただきます。よろしくお願いいたします。 

副市長 それでは、諮問させていただきます。 

   木総行第５２１号 木更津市情報公開総合推進審議会会長 小林 伸一 様  

   個人情報取扱事務届出の変更について（諮問） 

   下記のことについて、木更津市情報基本条例第１５条第２号の規定により諮問します。平成２６年９月２

２日 木更津市長  渡 辺  芳 邦   

   記 

１ 個人情報取扱事務届出の変更 

   ⑴ 木更津市個人情報保護条例（平成１１年木更津市条例第４号。以下「条例」という。）の改正について 

   ⑵ 木更津市個人情報保護条例施行規則（平成１１年木更津市規則第４３号。以下「規則」という。）の改

正について 

２ 諮問の内容及び理由 

⑴について 

    ア 次の(ア)及び(イ)について条例第７条第１項各号の届出事項に加えること。 

     (ア) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５法律第２

７号。以下「番号法」という。）の一部が施行され、番号法第２条第５項に規定する「個人番号」

が実施機関の保有する個人情報と結び付けられ、特定個人情報として利用及び庁内連携を行うこと

となります。そこで、個人番号の利用の有無及びその根拠を届出事項とすること。 

(イ) 個人情報を取り扱う事務の委託については、条例第１０条、第２９条、第３６条及び第３７条

に規定しておりますが、現在のところ届出事項とはなっていません。そこで、委託の有無を届出事

項とすること及び再委託を行う場合には、再委託についても届出事項とすること。 

    イ 条例第２条第５号の「磁気テープ等」及び同条第４号の「電子計算機処理」並びに木更津市個人情

報保護条例の一部を改正する条例（平成１５年木更津市条例第２８号）により加わった条例第３８条



3 

 

の「電磁的記録」の整合性が今日では見出しにくくなっています。このため、これらの条例上の用語

の整理に関すること。 

   ⑵について 

     規則第２条第２項に規定する「個人情報取扱事務（変更）届出書」の見直しについては、平成２２年

度の第２回審議会で検討をお知らせし、同年度の第３回審議会で庁内検討案の中間報告をさせていただ

いておりました。この報告と併せて、今日までの木更津市情報公開総合推進審議会での議論を踏まえ、

条例第７条第１項第３号に規定する記録項目の内容の変更及び条例第７条第１項各号の届出事項の追加

を反映させた、新たな「個人情報取扱事務届書」とすること等のため、規則（届出様式）を改正するこ

と。 

以上です。ご審議よろしくお願いいたします。 

事務局 お手元に諮問書の写しをお配りさせていただいております。 

なお、服部副市長は、申し訳ございませんが公務により、ここで退席させていただきますので、ご了承い

ただきますようお願いいたします。 

会長 それでは、諮問内容について、事務局から詳しい説明をお願いいたします。 

事務局 それでは、改めまして諮問の概要についてご説明させていただきます。番号法が平成２５年５月に公布

され、平成２７年１０月より個人番号が付番されることとなり、平成２８年１月から個人番号の利用が開始

される予定でございます。この平成２７年１０月よりも前に前回答申をいただいた第三者点検を原則として

受けなければなりません。番号法は、その第１条のとおり行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律

の特例であり、番号法にいう個人情報も個人情報保護法にいう個人情報も同じですので、個人番号をその内

容に含む「特定個人情報」も個人情報の一部ということが言えます。そこで、個人情報の届出を管理するシ

ステムと番号法のしきい値判断を行うためのシステムを統合した新たなシステムで個人情報を管理しよう

と考えています。新たなシステムの画面の例については、お送りした資料の右肩に４とあるＡ３の「入力確

認兼個人番号利用事務調査票」をご覧ください。斜線部分は、番号法に関する部分の内容ですので今回の諮

問の事項ではございません。 

次に、個人情報取扱事務の届出の規定の仕組みについてご確認させていただきます。事前に送付いたしま

した右肩に７とある木更津市個人情報保護条例、８とある木更津市個人情報保護条例施行規則及び３とある

「個人情報取扱い事務届出書」をご覧ください。普段委員の皆様にご報告しております「個人情報取扱い事

務の届出事項」は、条例第７条第１項各号に規定する事項と同項第７号により委任された規則第２条各号に

規定する事項を一覧できるように記録したものでございます。例えば、条例第７条第１項第１号の事務の名

称及び目的は、個人情報取扱い事務の届出事項の左側に記載されています。条例で規定するか規則で規定す

るかの違いについては、条例第７条第１項第６号が電子計算機処理するときと規定し、規則第２条第５号が

パソコン処理の有無と規定していることからも分るとおり、条例で重要な届出事項を規定し規則ではそれ以

外の届出事項を規定しているものでございます。簡単に言いますと、条例ではコンピューターで処理すると

きは、届出をせよとなっており、規則ではコンピュータの中でもパソコン処理するときは、届出をせよとな

っているということでございます。それでは、諮問が多岐にわたっておりますので、諮問の内容については

項目ごとに説明させていただきます。諮問書をご覧ください。 

諮問書の２ ⑴ ア（ア）についてご説明させていただきます。個人番号の利用は、法定受託事務でござ

いますので、番号法別表１に掲げる事務について市は、個人番号を利用しなければなりません。さらに、番

号法第９条第２項により福祉などの市の事務で条例で定めるものについては、個人番号を利用できるとされ

ています。個人番号の利用の有無は個人情報に大きく影響するものであると考えます。そこで番号の利用の

有無及びその根拠について、条例で個人番号の利用の有無及びその根拠を規定することについてご意見を伺

います。その際、条例事項とするとしても今日は９月２２日であり、地方自治法第１７９条第１項に規定す

る「議会を招集する時間的余裕がない」ことが明らかとはいえないことから、１２月議会定例会に上程し、

議決が１２月１６日となるタイムスケジュールでは、現在のところ機械システム的な不都合がなければ１２

月から木更津市情報公開・個人情報保護審査会で行う第三者点検が円滑に行えないという事態に陥ります。
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そこで、一時的に規則の第２条各号に「個人番号の利用の有無及びその根拠」という１号を加え、その後に

条例で規定するという対応でも構わないものかどうかご意見を伺います。ここまでは、以上です。 

会長 はい。今のは、諮問書の２ ⑴ ア（ア）ですね。それでは、この部分の諮問については、いかがでしょ

うか。 

   大きく分けると、条例とすべきか規則とすべきかがまず１点、それから条例とする場合に議会のタイムス

ケジュールの関係で空白の時期ができるが、その間は一時的に規則で規定することが良いかの 2点ですね。 

堤  条例と規則の各々の制定の仕方・手続を教えてもらえますか。 

事務局 規則は、市長までの決裁を得て改正を行うものでございます。そのため、理論上は明日にでも改正を行

うことが可能です。一方条例は、先程ご説明させていただいた専決処分を除き議会で審議の上議決という手

続が必要となりますので、スケジュール上は１２月１６日まで成案を得ることはできません。 

堤  条例というのは、議会で議決を得る必要があるためタイムスケジュールとしては難しいということですか。 

事務局 そうですね。第三者点検を１２月に行おうと考えておりますので、１２月１６日に議決では、個人番号

の円滑な導入に支障が出てきてしまいます。 

堤  具体的な方法としては、番号法にいう個人番号というものを入れ込む順番として、規則で規定し、その後

条例に規定するということですか。 

事務局 はい。まず規則で規定させていただいて、１２月議会に上程し議決があった場合には、当該規則の部分

を削るという対応を行い、隙間なく対応したいと考えています。 

堤  もう１点、条例で決めた方がいいという理由を教えてください。 

事務局 先程と同じ説明となりますが、この条例の立法者意思として重要事項を条例で規定し、その他の事項を

規則で規定するという考えが条例と規則にはあると考えています。 

堤  条例は、議会で決めるので民主的正当性があるものですが、規則は市長が決めるので民主的正当性は、や

や劣るということですね。 

会長 民主的な正当性ということだけでなく、法的な拘束力においても違いがありますね。ここでいう規則とは、

条例施行規則でしょ。 

事務局 はい。 

会長 つまり、条例があって条例本体の細目を規則に委ねて制定するという形式ですね。その点から条例と規則

には、明らかな上下関係があるということなんですね。 

   そうすると、私だけでなく皆さんも条例で規定すべきという意見ではないでしょうかね。 

堤  ただ、タイムスケジュールが難しいという事務局の意見でしたよね。そうすると条例化が本来望ましいが、

番号法のスケジュールに間に合わないということではないんですか。 

事務局 はい。そこで、条例化までは規則で対応したいと考えています。 

堤  時間的な意味で根拠を一時的に規則においていいかという事務局の提案ですよね。 

事務局 はい。 

平野 専決処分というのは、どうなんですか。 

事務局 専決処分というのは、例えば災害時などの場合に必要な議決又は決定が得られない場合における補充的

手段として長に認められたものと解しておりますので、今回の条例改正には専決処分は相応しくないと考え

ています。 

会長 極めて例外的な場合などが法律の想定ということですね。ということで、条例化が望ましいが、エアーポ

ケットのような期間は、規則で対応するということで、如何でしょうか。 

   規則でフォローしないと不都合が生じるということなんですね。 

事務局 はい。条例化の場合、一時的なフォーローがなければ、第三者点検に不都合があります。 

会長 時間の関係もありますので、この点については、条例化が望ましいが、一時的には規則で規定することも

差し支えないということですね。 

   前回もそうですが、この審議会の良き慣行であると思うのですが、事務局で審議の内容を逐語で取ってく

れておりますので、後で文案という形で提出いただいて、それを我々が検討し答申とするという形式で行き
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たいと思います。（ア）に関しては終了したということで次お願いいたします。 

事務局 次に諮問書２ ⑴ ア（イ）についてご説明させていただきます。本年７月に通信教育や出版等の事業

を行う会社が大規模な「お客様情報」を外部に漏えいしたとの発表があり、漏えいを行ったＳＥが不正競争

防止法違反で逮捕される事件がありました。この会社は、個人情報保護方針などの安全対策を定めており、

また、「一般財団法人日本情報経済社会推進協会」よりプライバシーマークの交付を受けている会社でした。

情報公開に知見を有するＮＰＯの役員の考えによれば、『「制度や認証に対する過度の依存に対する危険」が

指摘されておりルールがないからではなく、ルールがあるところで個人情報の漏えいは起きる。それは、ル

ールの趣旨を理解せず、ルールより日々の業務を優先するからである』との指摘をされている方がいらっし

ゃいます。この意見は、われわれ行政にも当てはまるご意見であると思っております。木更津市では、個人

情報を取り扱う事務の委託については、条例第１０条、第２９条、第３６条及び第３７条に規定をしていま

すが、「個人情報取扱い事務の届出事項」の届出事項とはなっていません。そこで、委託についてルールを

設けるだけでなく、委託を行っていることについて住民の方に知っていただく意味でも委託の有無を届出事

項にすることとしたいのですがご意見を伺います。この場合、番号法が第１０条第１項で、再委託について

あえて規定し、委託をした者の許諾を得た場合に限り、その全部又は一部の再委託をすることができるとし

ていること及び実際の市の業務において市民課などの複数課においても再委託を行っていることを踏まえ

てご審議をお願いいたします。以上です。 

会長 はい。以上ですが、質問等、ご意見等がございましたらお願いします。 

   １点よろしいですか。委託のみならず再委託についての諮問ですが、再委託ということは、２度目３度目

はどうなりますか。 

事務局 １度目は、委託として区分していますが、２度目以降は何度であっても、再委託として区分しています。 

堤  よろしいですか。この諮問は、事務の委託について届出事項とすることについて、条例化で良いんですか。 

事務局 この点につきましては、事務局といたしましては規則でもいいのではないかと考えていますが、審議会

のご意見を伺ってからと考えています。 

堤  おそらく先程の例もあるから、届出事項にした方がいいと思うんですが、規則にするか条例にするかにつ

いても諮問事項ですか。 

事務局 はい。委託を届出事項とするかについても諮問させていただきましたが、条例か規則かについても諮問

をさせていただいたつもりでございます。 

堤  それでは、条例でしなさいという答申が出た場合には、タイムラグの問題は生じないのですか。 

事務局 はい。その場合にも、先程と同じようにタイムラグが生じますので、条例化の際に一時的に規則として

もよろしいかとの諮問をさせていただきます。 

堤 事情は基本的に同じということですね。 

会長 説明を省かれたのか、（ア）で一括で説明されたのか、一時的に規則で規定するというのは、（ア）だけで

なく（イ）についても及ぶのね。 

事務局 はい。条例で規定せよという答申の場合には、（イ）についても及びます。 

新井 これからどうしようかということですよね。（ア）では他の作業をする必要があるからタイムラグが生じる

のでしょうが、（イ）については、新たな手続ですからタイムラグは関係ないのではないですか。 

事務局 はい。ただ、条例にしないで規則で加えるのであればタイムラグが生じないですが、条例にするのであ

れば、１２月１６日まで待たなければなりませんので、第三者点検などが遅れる訳です。 

堤  条例事項とした場合は、（ア）と似た状況が生じるわけですね。 

会長 あくまで条例の場合は、エアーポケットが生じるから（ア）と同じように一時的に規則で規定すべきとい

うことですね。 

   昨今のご説明があったのは、条例化という方が望ましいというご趣旨で説明された訳ではないんですね。 

堤  届出事項を条例か規則かという問題と、規則であれば一時的という問題は出てこないのですよね。 

事務局 若干補正させていただきます。先程の個人番号につきましては、番号法のスケジュールで条例ですとタ

イムラグが生じるわけです。委託につきましては、条例で規定すべきという意見をいただきましても、事務
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上は支障がないのですが、遅れて規定することとなります。しかし、本審議会に報告させていただきます個

人情報の事務届を条例が施行されるまでの間は、届出事項になっていないまま進むということになります。

ですので、先程の（ア）と（イ）には、このような違いがあります。全く同じ事情ではないですが、ご審議

いただいているとおり同じような議論になるとは想定はしていましたが、違いはございます。 

会長 念のため規則か条例かということも諮問事項と理解していいですか。 

事務局 はい。 

会長 委託を届出事項に加えるということについては、異論はないと思いますね。 

   次に条例に規定するか規則に規定するかについてはどうですか。 

堤  よろしいですか。できるだけ早く届出事項とされて本審議会で検討するためにも規則が望ましいと思いま

す。個人番号は、住民の権利義務に関わってくるけれども、委託の有無については、必ずしもそうとはいな

いので、条例とまではいかないのではないかと思います。 

会長 私もそう思います。その場合、委託ということにするか、再委託まで含めて細分化してという点について

は、如何ですか。仮に再委託を規定するとして、どのような形になるのでしょうか。 

事務局 先程ご覧いただいたＡ３をご覧ください。現在の事務局の案ではプルダウンになりまして、委託なしと

委託有、再委託なし、再委託有と区分しております。 

平野 今の説明のプルダウン項目とはどういうことですか。 

事務局 こちらは、項目をクリックして選択して選ぶのですが、つまり入力の際のアシストということでござい

ます。 

会長 他にありませんか。 

渡邉 はい。規則でということなので、条例第７条第１項第７号にいう規則委任ということなんですよね。１号

ないし６号に照らせばその他に入ると思います。委託については、１次２次と拡散すればするほど危険が増

えるので再委託についても規定すべきと思います。 

事務局 ありがとうございます。 

会長 それでは、（イ）が終わったということでよろしいですね。では、次お願いいたします。 

事務局 次に諮問書２ ⑴ イ についてご説明させていただきます。もう一度７とある個人情報保護条例の抜

粋をご覧ください。木更津市個人情報保護条例第２条第５号の「磁気テープ等」及び同条第４号の「電子計

算機処理」並びに木更津市個人情報保護条例の一部を改正する条例（平成１５年木更津市条例第２８号）で

加わった条例第３８条の「電磁的記録」と３つの定義が木更津市個人情報保護条例にはございます。「磁気

テープ等」とは、第２条第５号に規定されていますが、実施機関の職員等が職務上作成し、又は収集した情

報を記録した電子計算機処理に使用される磁気テープ、磁気ディスクその他一定の事項を確実に記録してお

くことができるこれらに類する物であって、当該実施機関が管理しているものをいうとされており、マニュ

アルには、フロッピーディスク、光ディスクなどが挙げられています。「電子計算機処理」とは、第２条第

４号に規定されていますが、汎用コンピュータなどで行う情報の入力、編集などですが、情報を体系的に整

理又は記録していないワードプロセッサ機能による文書作成や文書や図画を光ディスクにイメージ保存す

る場合などは除かれます。「電磁的記録」とは、第３８条に規定されていますが、電子的方式、磁気的方式

その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいいます。現行の個人情報保護条

例は、平成１１年３月２６日に制定したものですが、その時から現在までに記録媒体の変遷及び情報通信機

器の機能の変化がありました。例えば今日では情報を体系的に整理又は記録していないワードプロセッサ機

能というのが職務上想定できにくくなっていることやホストコンピューターの利用により保存媒体がフロ

ッピーディスク、光ディスクなどの小型なものには限られなくなってきたことなどがその一例です。そこで

条例上の情報通信技術に関する用語の整理を次回の条例改正で行いたいと考えていますが、ご意見を伺いま

す。以上でございます。 

会長 はい。以上ですがご意見・ご質問がございましたらお願いいたします。 

   １点いいですか。諮問書には、整合性という言葉がありますが、もう少し説明してもらえますか。 

事務局 条例の磁気テープ等とありますが、電磁的記録には、（磁気的方式）も含まれていますので、今日的意義
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を見出せなくなってきているのです。 

会長 電子計算機処理についても同じことがいえるわけで、それが整合性ということなんですね。 

事務局 はい。そうです。 

渡邉 具体的には、電磁的記録に統一していくということなんですか。 

事務局 具体的な案文ができているわけではないんですが、先生のおっしゃられたとおりその方向で考えていま

す。 

会長 電磁的記録は包括的な概念だから、この概念の中に含まれるということなんですね。必要性は、よく分り

ました。委員の皆様も従来の規定でよろしいという方はいらっしゃらないのではないでしょうか。諮問のと

おり条例改正が望ましいというのがこの審議会の意見です。 

では、次お願いいたします。次からが規則の改正になります。 

事務局 それでは、諮問書２ ⑵ についてご説明いたします。平成２２年度の第２回審議会で検討をお知らせ

し、同年度の第３回審議会で中間報告をさせていただいた「個人情報取扱事務（変更）届出書」の見直しに

ついて、今日までの木更津市情報公開総合推進審議会での議論を踏まえた、条例第７条第１項第３号に規定

する記録項目の内容の変更についてご説明させていただきます。お配りした５とある事務届の新旧表と、６

とある記録項目の新旧対照表をご確認ください。 

従来と変更や統合などを行いたいと考えている記録項目についてのみ説明させていただきます。番号法の

制定に伴い、個人番号の利用の有無を新たに記録項目といたします。従来本籍と国籍が分かれていたものを、

本籍・国籍として統合いたしました。電話番号とメールアドレスが分かれていましたが、連絡先として統合

いたしました。人の写真や、動画を新たに「顔等の画像」として記録項目といたしました。従来は身体状況

のとして記録されていたものですが、身体状況は体力や体格などの人の画像は除いたものとし、写真などは

顔等の画像としています。印影を新たに記録項目といたしました。従来の病歴に、診療歴や入院の有無など

を加えるため「病歴・診療歴」と名称変更いたしました。従来の趣味に、ボランティア活動や団体の地位を

加えて「趣味（活動）」といたしました。ボランティア活動、各種団体への加入など厳密な意味での趣味と

は言えない場合のものでも、これまでの審議会での議論を踏まえ動的活動であれば趣味として区分いたしま

した。最近の審議会で議論となった、志望動機や意見を新たに「意見・要望」として記録項目といたしまし

た。ここでの争点としては、収集に諮問が必要となる思想信条との区別と考えています。思想や信条をどの

ように考えるかについては、難しい議論がございますが、現在の憲法の通説に従い思想信条とは、信仰に準

ずべき世界観、人生観など個人の人格形成の核心をなすもの、つまり価値観、主義などに限られるとすると

いう理解をさせていただきました。その上で、そこまでに至らない志望動機や要望を記録するものでござい

ます。従来の家族状況、親族関係及び婚姻を統合し「家族・親族」として統合いたしました。従来の職業及

び職歴を「職業・職歴」として統合いたしました。たとえば、平成Ｘ年からＡ社で働き始めたということを

記録する場合、現行の届出では、職業であり、職歴となります。また、職歴とは、マニュアルによれば就職、

在職期間などが例示されていましたが、これらは職業でもあることを踏まえ、今回統合をご提案させていた

だきました。従来の学業及び学歴についても同様に「学業・学歴」として同じように統合いたしました。従

来の資格に許可を含めるため「資格・許可」として統合いたしました。従来の成績及び評価を「成績・評価」

として統合いたしました。従来の財産及び収入を「財産・収入」として統合いたしました。従来記録項目の

名称を口座番号としていましたが、金融機関名もこの項目であることから「取引状況」として名称を変更い

たしました。賦課状況及び納税状況を「課税等・納付状況」として統合し、区分・役割があいまいであった

公租公課を廃止いたしました。福祉サービスを「公的扶助・給付」として名称変更いたしました。従来の差

別原因情報を条例と併せるために「社会的差別の原因となる事実に関する情報」として名称変更いたしまし

た。今申し上げた区分に当てはまらない個人情報を「その他」として規定いたしました。個人情報が流動的

な概念であることを踏まえた予備的記載事項でございますので、この項目があるときは必ず説明を加えたい

と思っています。規則に委任された届出事項として、情報の記録形態を新たな届出事項として考えています。

個人情報がいかなる媒体に記録されていたのかを明らかにするため、届出事項とするものです。具体的には、

文書・電磁的記録・その他の３つでございます。新しい「個人情報取扱事務届出書」については右肩に２と
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ある資料をご覧ください。なお、従来配付させていただいていた、説明については今後も配付させていただ

きたいと考えています。 

個人情報の利用及び管理を例えると、電車の運行管理に似ていると私は考えています。情報の入り口とい

う開札をとおり、情報の流出といういわば脱線や開札のすりぬけを防ぎながら、適正な利用という降車を促

しつつ、情報の破棄という車両基地までスムーズに電車を運行する流れが似ていると思うのです。新しい届

出は、この審議会での従来の議論を踏まえた記録項目ごとに情報の入り口と出口が明示されるようになるな

ど、情報の流れが明示されるものであると同時に、現在２階の行政資料室で公開してる事務届出をネット上

で公表できるようになる点も住民の方にとってより流れの明確化であると事務局では考えています。これら

の規則の改正についてご意見をお伺いいたします。以上です。 

会長 はい。以上について何かご質問やご意見がございましたらお願いいたします。 

堤  ２つの諮問があり１つは、記録項目の整理統合と、もう１つは、今までの３の形から２の新しい「個人情

報取扱事務届出書」に変更するという改正でよろしいですか。 

事務局 そうですね。 

堤  具体的には、３で届け出をいただいていたのが、２に変わりますがどうかということと、記録項目はどう

かということですね。 

   １点お聞きしたのですが、仮に２に変更したとすると、記録項目に番号が振ってありますが、これは新し

い記録項目の番号ですね。 

事務局 はい。 

堤  届出事項の記録項目部分は、どこかについてこないのですか。 

事務局 記録項目全体の説明書きと、事務の説明書を配付しようと考えていますので、説明書きを見ながらご審

議いただきたいと思います。 

堤  慣れの問題がありますからね。 

会長 大幅に書式が変わるわけですね。書式もそうですけど記録項目が変更追加されるわけですが、ご意見ござ

いませんか。 

地曵 的外れかもしれませんが、新しい記録項目の変更案には、大分類中分類がありますが、分類をつけたのは

どうしてですか。 

事務局 前提としている説明が漏れてしまいましたが、今回の書式変更は、番号法に伴う第三者点検をスムーズ

に行うために変更させて欲しいというものでございます。今の届出で点検をしてもらおうということになる

と、新たに一から構築が必要になります。先程のＡ３の資料で斜線の部分は諮問事項ではございませんとい

う説明をさせていただきましたが、こちらを入力することでしきい値判断がスムーズに行えるという仕組み

でございます。そのため、前後するわけですが個人情報の届出の報告も２の新たな形でさせていただきたい

がどうですかという諮問でございます。これは諮問には書けなかった部分ではありますが、システムを導入

したいという思惑と従来の検討を勘案し、番号法の第三者点検をにらみながら新たな区分を設けさせていた

だきました。 

会長 我々としても、記録項目がざっと並んでいるよりも区分があった方が、記録項目を理解しやすいというこ

とはあると思います。 

事務局 先程の記録項目の説明書きと慣れの問題についてなんですが、旧来のチェック項目を新しいシステムで

作り出すのは、かなり難しいのですがどうでしょうか。 

会長 趣旨は理解できますね。これまでの書式に慣れ親しんでいるから別れるのはつらいということでもあるで

しょう。大幅な変更ですからね。慣れれば又違うんでしょうけど。 

堤  私達が審議しているのは、記録項目の過不足を審議しているのであるから、一覧がなければ過不足を審議

できませんよ。慣れの問題もありますが。 

   技術的な問題があるのでしたら、別の紙でチェック項目をつけてもらえればいいのですが。 

事務局 その辺の説明が若干不足していましたが、記録項目に０２、０３などの番号を振らせていただくカスタ

マイズをいたしました。それによって、どこが無いか有るか分り安くなっている工夫を事務局ではしたつも
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りでございます。 

堤  私の立場では、３の表を見ることで、記録項目として「いらないのかな」や「なぜいるのかな」というこ

とを理解しやすく審議していたので、記録項目の良い工夫はないのかなと思いまして。 

齋藤 言い方を代えると届出を出す実施機関の側も、マトリックスで検討するのではないのですか。 

事務局 新しい記録項目は、３１あるのですが、システムの入力をするに際しては、３１項目並んでおりまして、

マトリックスは使わなくても入力は可能です。ただ、委員の皆様にお見せするために出力する際には、２、

４、１３等の記録する項目のみ出力されるものでございます。なお、配付させていただいた資料はＡ３に入

るように１、２、３のみ記録項目とさせていただきました。 

堤  いろいろなコンピューター上の都合もあるのでしょうが、希望としては今までのとおり対比して分りやす

い形で審議できるように工夫があればという意見です。 

清水 よろしいですか。要するに新しい記録項目の一覧表を作ってみて、チェックができる表を作ってみてくだ

さいよということです。慣れている人間は、できるかもしれませんが、委員も何年か経てばできるかもしれ

ませんが、今の所難しいですよね。そこで、形にはこだわりませんが、チェックシートを作って添付して欲

しいということです。よろしいですか。 

事務局 はい。 

新井 はい。重箱の隅をつつくような質問になるのですが、支持政党がなくったんですが、選挙の立会人を行う

場合には、どこにチェックしますか。 

堤 ２８の思想・信条に「所属（支持）する政党」がありますよ。 

新井 ありましたか、すいません。 

武田 はい。新規の記録項目０５住所・居所、０８本籍・国籍についてなんですが、本籍があれば国籍も付く訳

ですが、０５の住所と居所が２つ有った場合にはどうなるんですかね。 

事務局 記録項目ですので２つ有った場合にも、１つの記録項目となりますが、説明書きの部分では、住所が必

要な理由と居所が必要な理由を説明させていただきます。 

会長 よろしいですか。 

武田 はい。 

渡邉 １つよろしいですか。２２の賞罰の所と、３０の社会的差別の原因となる事実に関する情報のところです

が、２２賞罰の受刑（刑法に罪名がある）と言っていますが、執行猶予刑もあるので、犯罪歴なのかなと思

います。 

   内容に入ってしまいますが、言葉の問題として一般的な履歴書の賞罰は、刑法犯のことなのではないかと

思います。どちらが差別原因情報となるのかと言う判断なのかもしれませんが、履歴書を書くときは刑法犯

を書きそれ以外はセンシティブに扱わないと言うのであれば、ご検討いただいた方がいいのかなと思います。 

事務局 私が職員になったときの記憶では、履歴書で賞罰をということを市役所では取っていないと思います。

前回の全庁調査の際にも職員の応募の際に賞罰を取っていないのですが。 

渡邉 行政の現場は分りませんが、一般的には賞罰に刑法を含みますよね。これは説明資料に過ぎませんが、ご

検討くださればという意見でございます。 

会長 よろしいですか。一般的な慣行とは、違いますよね。職員の慣行と一般的な慣行が違うということですよ

ね。 

事務局 検討事項とさせていただきます。 

会長 今までのご意見やご質問等を事務局で検討していただいて文案を作っていただきたいと思います。記録項

目の内容について御意見ありましたが、大勢とすると記録項目の書式の工夫が必要と言うことでしたよね。 

   他に特に無ければ諮問に対する質疑は終了ということで、前例に倣って答申案を書いていただくというこ

とで、休憩にしましょう。 

 

休憩 
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会長 はい。それでは、答申案ができたようですので再開しましょう。例によって、皆さんで議論して正式な答

申としたいと思いますのでなにかご意見等がございましたらお願いいたします。 

   それでは、１の⑴については、どうでしょうか。特に無ければ次に進みますがどうですか。念のためです

が、諮問の（ア）が答申の⑴に対応しているわけですね。（イ）が⑵、イが⑶、２が２になりますよね。 

   ⑴については、よろしいようですので、⑵にいきたいと思います。 

堤  すいません。表現の問題ですが、４行目のその際、規定の仕方については住民の権利義務に直結するもの

でないから条例で規定する必要はないという表現は若干誤解を招く表現かと思います。とはいえ、どういっ

たように直せば良いか指摘はできにくいですが。 

山田 はい。条例で規定する必要はないと言い切ることがきついと言うことですか。 

堤  ニュアンスとしてはですね。委託の問題はあんまり大した事ではないということでは、一般市民の受け取

り方が違うのではないかと思いました。 

山田 ちょっと違うかもしれませんが、条例で規定するまでの必要は無く、規則で足りると付け加えてみました

が、どうでしょう。 

堤  具体的な文言は挙げられませんが、こういう表現では、委託業者の漏えい事件を踏まえた規定であるとい

う説明を踏まえると大切なことだから改正すると言っておきながら、この答申では、一般市民の受け取りが

どうなのかと思いまして。 

会長 それから規定の仕方という言葉を使われていますが、これは、条例にすべきか規則にすべきかと言う仕方

なんですか。 

事務局 ここはなくてもいいかと思います。 

清水 その際以下は、削ってしまっていいのではないですか。 

会長 もしここを生かそうとするのであれば、その際の法形式については、規則で足りると考える。か又は清水

先生のおっしゃるとおり、その際以下は切ってしまうかいずれかですかね。 

清水 再委託の有無まで分るようにしなさいと言い、分るようにするやり方は、市に一任するという趣旨ですよ

ね。だとすれば、条例にすべきであると言う答申以外は、書かなくていいのではないですか。 

会長 如何でしょうか。 

事務局 ただ、諮問の仕方が悪かったかもしれませんが諮問の⑴ ア （イ）ですので、先程の山田先生のご意

見のように条例で規定すべきとまではいえないという趣旨の方が諮問とは合います。 

会長 そもそも諮問書で条例の改正の中で書かれているからですね。 

堤  その際、本件の重要性に鑑みできるだけ速やかに法的根拠を持つため規則で規定すべきであると書けばい

いのではないですか。思いつきですが。 

会長 その際の法形式については規則で足りるとか、規則で十分であると考えるとも言えますよね。 

清水 本来条例で定めるべきであるが、規則で定めることもやむを得ない。 

堤  できるだけ速やかに届出事項とするために、規則で定めることもやむを得ない。とか今の清水先生のご意

見でニュアンスは伝わりますね。 

清水 小林先生の意見を取り入れて、その際の法形式については、条例制定が望ましいが、制定までの間事務の

支障を来たさないために規則でもやむを得ない。 

堤  速やかに届出事項とするために規則でもやむを得ない。 

山田 市は規則で規定したいという考えが有ったのではないですか。 

事務局 そうですね。ただ諮問ですので、審議会のお考えに従いますが。 

堤  １とは違うのであるから、条例化すべきとは思うが、諮問の結論は規則で良いということですよね。 

事務局 ですので、条例で規定すべきであるがという文言は無くてもいいですか。 

   では、その際の法形式については、条例で規定するまでの必要はないが、速やかに届出事項とするために

規則で制定すれば足りる。ではどうですか。 

清水 「必要はない」と言うのは問題があるね。 

事務局 条例で規定することも考えられるが、では。 
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会長 ニュアンスを出すための表現の問題ですね。 

事務局 その際の法形式については、条例で規定することも考えられるが、速やかに届出事項とするために規則

で規定することは差し支えない。 

会長 差し支えないと考える。 

事務局 読みます。その際の法形式については、条例で規定することも考えられるが、速やかに届出事項とする

ために規則で規定することも差し支えない。ニュアンス的にはどうでしょう。 

会長 はい。ニュアンスも表現もそれでいいのではないでしょうか。 

それでは、次の⑶ですね。何か表現等含めて、ございましらお願いします。 

堤  制定当時はともかくとしては、いらないのではないですか。 

会長 現在ではもいらないね。 

   他に何かありましたお願いします。電磁的記録などの包括的な概念で規定するなどの２つのなどは何です

か。 

山田 何があるかわからないから、入れておいてもいいのではないですか。 

事務局 ありがとうございます。おそらく電子計算機処理の一部は残さなければいけないかもしれませんし、検

討中の部分です。 

清水 クラウドなんかでは、市の保有する記録と言えるかどうか。 

会長 規定するなどの「など」はいるんですか。 

事務局 はい。改正する中で削ると場合もあると考えて入っている言葉ですね。 

山田 要は、その辺の用語の整備をしたいがいいですかと聞いていて、いいですと答えればいいんでしょ。 

事務局 ありがとうございます。 

会長 必要であればいいのですが。他に何かございますか。 

清水 いいと思いますよ。 

会長 それでは、次ということで２ですね。 

堤  一行目が分りにくいんですが、番号法と個人情報の新システムという括りなんですか。 

事務局 Ａ３の資料をご覧いただきたいんですが、個人情報の届出と番号法のしきい値判断の管理を行えるシス

テムなんです。 

清水 番号法と個人情報のというから読みにくいんですよね。番号法の番号の利用とシステムの変更を同時に行

おうとしているんだから、そのことを書いたらどうですか。 

山田 番号法の施行に伴い、番号法と個人情報を統合する新システムを導入することについては差し支えない。

そういうことを言いたいのではないですか。 

事務局 ありがとうございます。 

   読みます。番号法の施行に伴い、番号法と個人情報を統合する新システムを導入することについては差し

支えない。 

会長 個人情報「保護」が抜けているよね。 

山田 番号法の施行に伴い、番号法と個人情報保護を統合する新システムを導入することについては差し支えな

い。 

会長 ２行目３行目については、どうですか。 

清水 ２行目は、１行目がそうであれば合わせた方がいいので、さらに、記録項目についても、従来の議論を踏

まえ新システムを導入することについては差し支えない。 

会長 ３行目についてはどうですか。 

清水 報告する相手は、市長ですか審議会ですか。 

会長 どちらもですよね。 

清水 どちらのための資料なんですか。添付資料というのであればそれでも構わないのですが。 

堤  届出事項のチェックはどこが行っていたのですか。 

事務局 今までは担当課です。 
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堤  先程の議論では、審議会に報告する資料という話でしたよね。 

清水 そうであればそう書いた方が実施機関としては楽ですよ。 

事務局 では、なお、届出を本審議会に報告する際には、記録項目を一覧できる資料を配付する取り扱いをして

もらいたい。でどうですか。 

   それでは、作ってきたいと思います。 

会長 それでは、小休止に入ります。 

 

休憩 

 

会長 ということで、それでは配付されたものをチェックしていただいて、これが最終チェックです。 

事務局 ２の１行目、番号法の施行に伴い、番号法と個人情報保護を統合する新システムを導入することについ

ては差し支えない。 

２行目さらに、記録項目についても、従来の議論を踏まえ新システムを導入することについては差し支え

ない。という形にさせていただきました。 

   １の⑴で第三者点検がアラビア数字だったものを三に変えました。 

堤  よろしいのではないでしょうか。 

事務局 １の⑶のところ議論があった電磁的記録などのなどを取らせていただいて、その他のにさせていただい

て電磁的記録その他の包括的な概念で規定するなどにさせていただきました。これによりなどが１つとなり

ましたがどうでしょうか。 

会長 などなどという言葉に嫌悪感というより、などが必要かという疑問だったんです。必要ならばなどは要り

ますね。 

新井 何があるかわからないから前のなどがいるのではないですか。 

武田 なども外せないときはありますよね。 

渡邉 などの方がいいのではないでしょうか。電磁的記録そのほかと読めてしまう可能性もありますので。 

会長 最初のままでということですね。 

   ということで、改めて如何でしょうか。 

堤  よろしいのではないでしょうか。 

会長 では、これで完成ということで答申ということにしたいと思います。 

 

休憩 

 

会長 それでは、慣例に従い読み上げまして手渡したいと思います。 

   木更津市長 渡辺芳邦 様 

木更津市情報公開総合推進審議会 会長 小林伸一   

   個人情報取扱事務届出の変更について（答申） 

 平成２６年９月２２日付け木総行第５２１号で諮問のありましたこのことについては、下記のとおり答申

します。 

   記 

１ 木更津市個人情報保護条例（平成１１年木更津市条例第４号。以下「条例」という。）の改正につい

て 

⑴ 個人情報取扱事務の届出事項については、条例第７条第１項第７号で木更津市個人情報保護条例施行

規則（平成１１年木更津市規則第４３号。以下「規則」という。）に委任されてはいるが、今回諮問のあっ

た個人番号の利用の有無及びその根拠については個人情報の取扱いに重大な影響を及ぼすものであり、民主

的判断を考慮すべきであるから、条例に規定すべきと考える。その際、議会で議決を得るまでの間にも第三

者点検を進める都合が有るのであれば一時的に規則に規定することは差し支えない。 
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⑵ 個人情報の届出により、本審議会及び広義の市民に対して、個人情報を取り扱う事務を市が委託する

か否かを分るようにすることは、本審議会としても望ましいものと考える。その上で、届出事項は委託の有

無だけではなく、再委託の有無まで分るものとすべきである。その際の法形式については、条例で規定する

ことも考えられるが、速やかに届出事項とするために規則で規定することも差し支えない。 

⑶ 条例に規定する「磁気テープ等」、「電子計算機処理」及び「電磁的記録」については、情報通信機器

が著しく発達したことに伴って記録の方式が変遷していること等に鑑みると、電磁的記録などの包括的な概

念で規定するなどの用語の整理を行うことが必要であると考える。 

２ 規則の改正について 

   番号法の施行に伴い、番号法と個人情報保護を統合する新システムを導入することについては差し支えな

い。 

さらに、記録項目についても、従来の議論を踏まえ新システムを導入することについては差し支えない。 

なお、届出を本審議会に報告する際には、記録項目を一覧できる資料を配付する取り扱いをしてもらいた

い。 

以上です。 

総務部長 ありがとうございます。 

事務局 ありがとうございました。 

 

会長 次の議題について事務局の方からお願いいたします。 

事務局 すいません。久良知部長の方が所用がございまして、退席させていただきます。とともに、席を移動さ

せていただきます。 

総務部長 申し訳ございません。別件がはいっておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

事務局 前回の会長一任に付いてご報告させていただきますか。 

会長 これから次第の２番の届け出に入る前に、前回の審議会で私に一任された届出事項について報告させてい

ただきます。平成２６年７月１６日午後２時３０分から約１時間、事務局の方から説明を受けて私が確認い

たしましたので報告いたします。私が確認した届出については紙でお配りしています。それでは、今日の届

出をお願いいたします。 

   それから本日も前回同様時間的にタイトとなっておりますので、時間次第では、前回同様私に一任してい

ただくか、優先順位がありますので優先順位の高い順に報告をしていただいて足りない部分については次回

回しということにさせていただきたいと思います。 

   次回については、１１月に予定しているようなので、そちらに回すということですね。 

   それでは１件目から報告お願いいたします。 

事務局 それでは、事前にお送りした資料のそれぞれ０１番の届出と説明をご覧ください。 

   始めに、「中郷小中学校の今後に関する意向調査事務」について説明いたします。中郷小中学校を整備する

にあたり、中郷地区に在学中の児童及び就学前の保護者にアンケートを実施します。なお、現在中郷小学校

に在籍している児童の保護者へのアンケートは各学校を通じて依頼するため、住民基本台帳からの抽出はあ

りません。そのため、就学前の児童の保護者へアンケートを送付するために、必要な情報を取り扱います。

記録項目については、アンケートを送付するため、就学前児童の保護者の氏名、住所を記録項目としていま

す。収集先については、アンケートを送付するために必要な情報を、他の実施機関（市民課）から収集いた

します。提供先についてはございません。以上になります。 

会長 以上ですが、ご質問等がございませんか。特になければ、次お願いします。 

事務局 次に、０２番ゆめ半島千葉国体木更津市実行委員会等の選任に関する事務を廃止する届出についてご説

明いたします。平成２２年に開催されたゆめ半島千葉国体を成功させるために、市職員、関係団体の代表で

構成される実行委員会を立ち上げました。国体が終了し、終了後の事務処理が完了したため、本届出を廃止

いたします。以上になります。 

会長 はい。以上ですが、質問等がございましたらお願いします。 
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   国体はいつあったんですか。 

事務局 ３年前ですが、その後に事務が終了いたしましたので届け出たということです。 

会長 なければ次お願いいたします。 

事務局 次に「木更津市災害見舞金及び災害弔慰金に関する事務」について説明いたします。本市の区域におい

て、本市に住民登録のある者が災害により負傷、又は住居が被害を受けた場合に災害見舞金を、災害により

死亡した場合には、災害弔慰金を、それぞれ被害の程度に応じて給付する事務になります。記録項目につい

ては、申請者を特定するために、申請書に記載される氏名、住所を記録項目といたします。申請者と連絡を

取るため、電話番号を記録項目といたします。災害見舞金の支給要件を確認するため、世帯全員の住民票に

より、世帯全員の住所、生年月日、性別、家族状況を記録項目といたします。被災した住居、負傷状況を確

認するため、財産、病歴を記録項目としています。弔慰金の支給要件を確認するため、死亡者の住民票及び

戸籍の除票を確認するため、本籍、国籍、住所、生年月日、性別、婚姻を記録項目としています。また、申

請者との関係を戸籍の除票又は戸籍により確認するため、家族状況を記録項目としています。見舞金、弔慰

金を口座振替により支給するため、口座番号を記録項目としています。収集先ですが、災害見舞金について

は、申請書に記載されている事項については、申請者本人から、住民票及び戸籍に記載されている事項は実

施機関内部（市民課）から、給付対象者の負傷状況や住居の被災状況については、他の実施機関（消防）か

ら収集いたします。災害弔慰金については、申請書に記載されている事項については、申請者（受給者の配

偶者等の死亡者の遺族）から、住民票、戸籍の除票、戸籍に記載されている事項は実施機関内部（市民課）

から、給付に係る死亡者等の情報は他の実施機関（消防）から、死亡者等の身元判定に係る情報は、他の官

公庁（警察）から収集いたします。提供先については、日本赤十字社、千葉県共同募金会が被災者援護をす

るための情報を、担当課である実施機関内部（社会福祉課）へ提供いたします。以上になります。 

会長 はい。これについて質問等がございましたら。 

堤  負傷状況については、消防から収集するんですか、病院などではないのですか。 

総務行革課 はい。火災を含めた災害の場合に消防から調査報告いただきます。災害等で病院に搬送されたとき

には、消防が聞き取り調査をいたしますので、それを根拠に事務を行うものです。 

事務局 はい。最終的には自ら被災者が見舞金を受け取るための申請をするのですが、負傷者がいたという情報

で事足りる時には消防からもらうときがあるのです。 

堤  事足りない場合には、病院から収集しないのですか。給付をするのに診断書は必要ないのですか。怪我の

程度は、知る必要がないのですか。 

総務行革課 病院で出す診断書は必要としません。負傷した場合には、一律の給付を行っていますので、不要で

す。 

会長 他になければ次お願いします。 

事務局 次に「り災届出証明書発行に関する事務」について説明します。災害が発生した場合に、災害対策基本

法に基づく申請があった場合には、市が調査をし、罹災証明書を発行しますが、この証明書の発行には被害

認定の要件が厳しく、調査に時間がかかるため、本市独自の事務として、軽微な被害の被災者から届出・証

明書の申請があったときは、被害写真等による簡易な調査をし、り災届出証明書を発行します。記録項目に

ついては、申請者の特定をするため、申請者の氏名、住所を記録項目とし、証明書発行の際は証明番号（識

別番号）を付して証明いたします。申請者と連絡を取るため、電話番号を記録項目としています。被災状況

を写真、修理等に要する見積書等により調査するため、申請者の財産を記録項目といたします。収集先につ

いては、申請者本人から収集いたします。提供先についてはございません。以上になります。 

会長 はい。これについて質問等がございましたら。なければ次お願いします。 

事務局 次に「罹災証明書発行に関する事務」についてご説明いたします。災害対策基本法に基づき、被災者か

らの申請により、調査の上、罹災証明書を発行いたします。記録項目については、申請者を特定するため、

氏名、住所を記録項目とし、証明書発行の際は証明番号（識別番号）を付して証明いたします。申請者と連

絡を取るため、電話番号を記録項目としています。災害の程度によっては、被災者の確認が難しい場合があ

るため、実施機関内部（総務行革課等）の被災者台帳等から被災者の氏名、住所、電話番号を確認する場合
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があります。世帯員の氏名を収集するため、家族状況を記録項目としています。被災状況を現地調査等を行

い、確認をするため、財産を記録項目としています。収集先については、申請者本人及び世帯員の情報は、

申請者本人から収集いたします。提供先はございません。以上になります。 

会長 はい。これについて質問等がございましたら。 

山田 すいません。先程のり災届出証明書と罹災証明書では、りの字が違っていますがこれはどうしてですか。 

総務行革課 自治事務として行っておりますり災届出証明書については、過去から「り」を使っておりますので

違いが出てきております。 

事務局 補則させてください。罹災の「り」は常用漢字ではございませんので、届出証明書ではりを使っていま

した。災害対策基本法ではルビを振って漢字で罹災としていますので、事務届も漢字とひらがなに分けさせ

ていただきました。 

山田 単純な誤字の記載ミスかと思った。 

堤  法律が昭和３６年からだからですか。 

事務局 罹災証明書の方は、９０条の２となっていることからも分るとおり、平成２０数年度の改正で加わった

ものでございます。 

清水 たぶん昔は漢字だったのにルビが付いたんですね。 

渡邉 すいません。情報の収集先については、実施機関内部は付かないのですか。 

会長 本人のみの収集でいいのですか。  

事務局 あくまで確認ですので、記録項目とはしていません。 

   免許証等で行う本人確認と同じですので、記録するとまではいえないのですが。 

渡邉 世帯員の氏名も収集するので、確認した結果で本人と連絡が取りづらい場合、世帯員に連絡するというこ

とはないんでしょうか。 

事務局 本人から世帯員の情報を収集しますので、世帯員から収集することはないのですが。 

渡邉 災害の程度によっては、収集することがあるのではないですか。 

清水 ないはずはないよね。 

渡邉 そうですよね。 

事務局 確認が難しい場合、被災者台帳等から収集することもありますか。 

総務行革課 ないとは言えないと思います。 

会長 どこにチェックが入りますか。 

新井 実施機関内部ですかね。 

総務行革課 すいません。訂正させてください。罹災証明書発行に関する事務については、申請が必要になる事

務ですので、本人だけの収集で実施機関内部は入りません。 

事務局 要するに罹災証明書の発行は、申請に基づく事務ですので地震の直後というよりは、証明書を使おうと

いうときですので、ご本人が申請することを証明の前提としていますので、被災者台帳から市が把握して申

請するとは、基本的には考えられないということです。 

   本人が罹災したという確認は、被災者台帳かもしれませんが、申請のときに書き足すということはないと

理解しています。 

会長 そうすると収集先については、本人だけですね。 

事務局 はい。 

渡邉 わかりました。確認が難しい場合というのは、情報収集が難しいという意味ではなく、本人確認が難しい

ということなんですね。ありがとうございます。 

会長 それでは、次お願いいたします。 

事務局 次に「被災者台帳に関する事務」について説明いたします。災害が発生した場合、被災者の援護を的確

に実施するため、災害対策基本法に基づき被災者台帳を作成し、災害の程度等に応じて他の部署と情報共有、

情報提供をし、被災者の援護を行います。記録項目については、被災者を特定するため、被災者の氏名、住

所、生年月日、性別を記録項目とし、台帳番号（識別番号）とリンクさせます。被災者と連絡を取る際に、
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必要となるため、電話番号、メールアドレスを記録項目としています。援護等を行うために必要となるため、

口座番号、病歴、障害、身体状況、納税状況、福祉サービスを記録項目としています。被災者が、児童・生

徒の場合、学業を記録項目としています。被害状況を把握するため、財産を記録項目としています。被災世

帯の状況を把握し、又は被災者世帯の援護等をするため、家族状況を記録項目としています。収集先につい

ては、被災者本人から収集するほか、被災者台帳に記載される情報を、実施機関内部（市民課等）、他の実

施機関（教育委員会等）、他の官公庁（他の市区町村、自衛隊等）、民間・私人（自主防災組織等）から収集

いたします。提供先については、他の実施機関（教育委員会等）、市議会、他の官公庁（他の市区町村、自

衛隊等）へ被災者の援護等に必要な場合に提供いたします。災害対策基本法に基づき、安否情報を他の実施

機関、他の官公庁、民間・私人（自主防災組織等）へ提供いたします。以上になります。 

会長 はい。これについて質問等がございましたら。 

新井 納税状況はなぜ必要なんですか。 

総務行革課 被災者の援護を実施するための事務ですので、災害に遭われた方がいるときに固定資産税などの税

金の減免が考えられるので記録しています。 

新井 賦課状況は分りますが、納税状況はなぜ必要なんですか。 

事務局 はい。ご承知のとおり災害時の減免につきましては、４期に分かれているものでご説明いたしますと、

１期２期と払って、災害の場合には、３期４期減免となりますが、全期支払った場合には、災害があっても

減免となりません。そこで、細かい話ではありますが、関係することもあります。 

堤  全納や納税していることは納税状況であるということですね。 

事務局 はい。 

武田 木更津市には、一括して払わないほうがいいね。 

会長 よろしいですか。 

清水 収集先に議会がないのはなぜですか。これは議会事務局含むからね。 

総務行革課 提供先としては予定していますが、収集先として議会は予定していません。 

清水 難しい話ではないんです。議会の事務局は事実として、Ａ議員が被災したということを把握している場合

に総務行革課は、関知しないということですね。もし収集先としていらないというのであれば、提供も分ら

なくなりますね。 

総務行革課 様々な機関から情報収集いたしますので、収集先に市議会を加える訂正したいと思います。 

会長 他にございませんか。なければ次お願いいたします。 

事務局 次に「木更津市防災会議に関する事務」についてご説明いたします。災害対策基本法及び木更津市防災

会議条例に基づき、木更津市防災会議が設置されています。この会議は、市職員、千葉県警察等の官公庁、

自主防災組織等で構成されており、会議を運営するうえで必要となる情報を取り扱います。記録項目につい

ては、委員を特定するため、氏名、住所を記録項目としています。男女共同参画基本計画、附属機関等の委

員の選任等の指針により、女性の登用、高齢化の抑制に留意することとされているため、生年月日、性別を

記録項目としています。委員と連絡を取るため、電話番号、メールアドレスを記録項目としています。委員

を任命するための要件であるため、職業を記録項目としています。学識経験者としての委員については、学

歴を記録項目としています。市外在住委員で、市職員以外の委員の交通費等の費用弁償については、口座振

替により支払うため、市職員以外の委員の口座番号を記録項目としています。収集先については、委員本人

から氏名、住所、性別、電話番号、職業、学歴を収集いたします。市職員等の充て職委員の氏名、職業は、

実施機関内部（市長）、他の実施機関（教育長等）、他の官公庁（千葉県警等）から、関係団体からの推薦委

員の氏名は、民間・私人（関係団体）から収集いたします。提供先についてはございませんが、委員の氏名、

職業は市の公式ホームページにて公表しております。以上になります。 

会長 以上について何かご質問等がございましたら。 

堤  記録項目に出てくる附属機関等の委員の選任等の指針により、女性の登用、高齢化の抑制とありますが、

この言葉は指針に使われている言葉なんですか。 

平野 この前の会議でもありましたよね。 
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堤  会議の本筋ではないですが、用語が使われているということでいいですか。 

事務局 申し訳ございません。現物を持って来ていませんので確認はできません。 

堤  過去や他の事務届出にもありますが、ただちょっと確認したかったので。 

清水 在任期間の長期化というのもあったかと思いますね。私は、男性で高齢で長期化しています。 

事務局 すいません。次の質問でお願いします。 

会長 はい。特に他にございませんでしたら、次お願いいたします。 

事務局 次に「木更津市国民保護協議会に関する事務」についてご説明いたします。わが国に対する外部からの

武力攻撃から本市の国民を保護するための措置に関し、そのための重要事項を審議し、又は市長に意見を述

べる機関です。記録項目については、委員を特定するため、委員の氏名、住所を記録項目としています。委

員と連絡を取るため、電話番号、メールアドレスを記録項目としています。市外在住委員で、市職員以外の

費用弁償については、口座振替により支払うため、市職員以外の委員の口座番号を記録項目としています。

専門委員を選任するにあたり、当該専門事項を確認するため、職業、職歴、学歴、資格を記録項目としてい

ます。収集先については、委員本人から氏名、住所、電話番号、メールアドレスを収集いたします。充て職

位員及び関係団体からの推薦委員の、氏名、職業は実施機関内部（総務部等）、他の実施機関（消防等）、他

の官公庁（千葉県警）及び民間・私人（関係団体）から収集いたします。専門委員の職業、職歴、学歴、資

格は専門委員本人のほか、推薦等を依頼した実施機関内部、他の実施機関、他の官公庁、民間・私人から収

集する場合があります。提供先についてはございませんが、委員の氏名、職業は市の公式ホームページにて

公表しております。以上になります。 

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。推薦されるとき性別とか、年齢の情報は必要としないのですね。 

総務行革課 はい。 

堤  脱線しますが、この協議会は、附属機関ではないのですか。 

前に議論した女性の登用・高齢者の抑制は関係しないのですか。 

清水 私が承知している限りでは、先程の女性や高齢者の要件は、広く市民の意見を聴く審議会に適用されて、

設置目的に照らし極めて専門性が高い審議会は適用除外なのではないでしょうか。 

堤  なるほど適用除外でそういうことではないということなんですね。 

会長 はい。特に他にございませんでしたら、次お願いいたします。 

事務局 次に「防災情報配信に関する事務」について説明いたします。災害が発生した場合又は発生が予測され

る場合に、速やかに市職員である災害対策本部伝達責任者等の携帯電話のメールアドレスに防災・気象情報

を送信します。記録項目については、災害対策本部伝達責任者等の氏名、所属は、本人を特定するために記

録項目としています。防災・気象情報を配信するため、メールアドレスを記録項目としています。収集先に

ついては、メールアドレスを伝達責任者等である本人から収集します。提供先についてはございません。な

お、このメール配信は、地域防災気象情報提供業務委託契約により実際のメール配信は受託者から配信され

ます。以上になります。 

会長 はい。何か質問等がございましたらお願いします。他にご質問なければ、次お願いいたします。 

事務局 次に「自主防災組織及び木更津市自主防災組織連絡協議会に関する事務」について説明いたします。本

市にある自主防災組織を把握し、その活動を支援をいたします。また、自主防災組織相互の救護活動及び連

携強化のため、木更津市自主防災組織連絡協議会を設立し運営する事務になります。会員となっている各自

主防災組織の代表者、連絡先の名簿を作成し、運営をいたします。ただし、この名簿は、名簿登録の同意が

ある自主防災組織のみ名簿に登録し、名簿に登録してある自主防災組織に名簿を提供します。記録項目につ

いては、自主防災組織の代表者、連絡員の特定のため、氏名、住所を記録項目としています。代表者、連絡

員と連絡を取るため、電話番号、メールアドレスを記録項目としています。収集先については、各自主防災

組織の代表者、連絡員本人から収集するほか、民間・私人（各自主防災組織）から収集いたします。提供先

については、本協議会の名簿は、自主防災組織相互の連絡及び救護活動等の協力をするために作成されるた

め、会員である自主防災組織に提供いたします。また、本市個人情報保護条例第１１条第２項第５号の規定
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により相当の理由がある場合には、実施機関内部（福祉部等）、他の実施機関（消防等）及び市議会に提供

し、同項第６号に認める必要やむを得ない理由があると認めるときは、他の官公庁（自衛隊、千葉県警等）

に提供する場合があります。災害等により、同項第３号に該当する場合には、名簿登録の同意が無い会員の

自主防災組織及び会員以外の自主防災組織に提供する場合があります。以上になります。 

会長 はい。以上について何か質問等がございましたら、お願いします。 

平野 はい。自主防災組織の中で、参加していない団体がありますとありますが、参加は任意なんですか。参加

していない場合には、不利益があるのですか。以上２点について教えてください。 

総務行革課 自主防災組織連絡協議会については、参加は任意でございますので、いくつか参加していない団体

もございます。もう一つは、何でしたか。 

平野 協議会に入っていない自主防災組織は、不利益を被ることはありますか。 

総務行革課 不利益は一切ございません。 

会長 他に何かご質問なければ、次お願いいたします。 

事務局 次に「避難行動要支援者に関する事務」について説明いたします。災害が発生した場合又は発生が予想

される場合に、何らかの支援が必要と思われる方の避難支援、安否確認を迅速に行えるよう、要支援者の名

簿を作成し、利用する事務になります。旧来届出させていただいていた災害時用援護者名簿を災害対策基本

法の改正に伴い、避難行動要支援者に関する事務としての届出を変更いたします。記録項目については、要

援護者の特定を特定するため、氏名、住所を記録項目としています。要支援者と連絡を取るため、電話番号、

メールアドレスを記録項目としています。要支援者の確定及び必要な支援内容を判断するため、要支援者の

生年月日、年齢、性別を記録項目としています。要支援者に必要な支援内容を判断するため、要支援者の病

歴、障害、身体状況、家族状況を記録項目としています。収集先については、名簿に記載される情報を要支

援者本人、他の実施機関、他の官公庁、自主防災組織等から必要な限度で収集いたします。提供先について

は、要支援者に対する支援を実施するために必要な情報を実施機関内部、他の実施機関、市議会、他の官公

庁、自主防災組織等へ必要な限度で提供いたします。以上になります。 

会長 はい。以上について何か質問等がございましたら、お願いします。 

平野 言葉の定義を教えてください。要配慮者とはどういった人ですか。 

総務行革課 災害対策基本法では、高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者とされています。 

平野 ありがとうございました。 

会長 はい。他になければ次お願いします。 

事務局 次に「防災行政広報無線の運用に関する事務」について説明いたします。防災行政広報無線の子局を設

置するために、市有地の他、民間の土地を借りて広報無線を設置しております。この賃貸借は普通の土地賃

貸借契約で行われますので、賃貸借契約をするために必要な情報を取り扱います。また、広報無線を聴きづ

らい場所にお住まいの住民には、戸別受信機設置届出書により、戸別受信機を無料で貸し出しております。

記録項目については、子局を設置する土地の賃貸人を特定するために、賃貸人の氏名、住所を記録項目とし

ています。戸別受信機の賃借人を特定するため、賃借人の氏名、住所を記録項目としています。子局を設置

する土地の賃貸人及び戸別受信機の貸借人と連絡を取るため、電話番号を記録項目としています。子局を設

置している土地の権利関係を把握するため、財産を記録項目としています。子局を設置している土地の賃貸

料を振り込むため、口座番号を記録項目としています。収集先については、子局を設置する土地の賃貸人又

は戸別受信機の貸借人本人から収集します。提供先についてはございません。以上になります。 

会長 はい。以上について何か質問等がございましたら、お願いします。 

堤  細かい話ですが、子局の土地が親から子に相続があるが登記が移転されていない場合には、財産だけの情

報で十分なんですか。正しい所有者を探らないのですか、その場合本籍や家族状況を収集するのではないで

すか。 

総務行革課 相続人などの場合は、考えられると思います。報告は、本人だけとさせていただきましたが、定期

的には確認しておりますので、収集は必要と考えます。 

堤  戸籍謄本などは必要となるのでしょう。そうすると、本籍は必要で記録項目となるのでしょう。 
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滝口 固定資産税等の場合は、代表者を指定する制度がありますが、本件は違うのですか。 

堤  ただ、この事務は賃貸借契約の話ですから権利者の確認という話ですので、ちょっと違うと思いますが。 

事務局 地方税法の例では、代表者を決めればいいという規定も有りますが、本件では、賃貸借契約ですので確

認が必要となるケースがあるというお話しですので、本籍と家族状況を記録項目として加えてさせていただ

きたいのですがどうでしょうか。 

総務行革課 わかりました。そのように訂正いたします。 

会長 他になければ次の報告ですが、その前に確認させていただきますが先程優先順位という話をいたしました。

例えばこれ以降は次回以降にするか、一任でもかまわないつまり急を要しないということですね。 

   いかがでしょうか、時間も良い頃合になってまいりましたが。次の審議会の日付はまだ確定していないの

ですね。 

事務局 はい。仮に残りの報告を次回に持ち越しとなった場合には、早めに開催の都合を付けたいと思いますが。 

会長 遅くとも１１月中ということなんですね。そうすると次の開催は近く開催されるという話ですね。 

   では、次回に繰り越して残りの報告ということでいかがでしょうか。 

委員 異議なし。 

会長 では、なるべく早く次回の日程を決定していただくことをよろしくお願いいたします。 

   では、次第の「その他」をお願いいたします。 

事務局 それでは、前回いただいた答申を受けて木更津市議会に「議案第５８号 木更津市情報基本条例の一部

を改正する条例」を上程させていただきましたのでその概要をご説明させていただきます。１０と１１と書

かれた資料をご覧ください。まず１１とある新旧対照表の８頁及び９頁をご覧ください。新旧対照表とは、

右側に現行条例の形「旧」を左側に改正後の条例の形「新」を載せているものでございます。ご覧いただい

ているものは「情報公開条例」の新旧対照表でございますが、右の欄改正前の規定をご覧ください。「審査

会」は、「木更津市情報公開条例」第３章第２節及び第３節第２１条から第２３条までに規定されておりま

すので、これらを削除し、個人情報保護の観点から、木更津市情報基本条例に規定し直します。新旧対照表

の１頁をご覧ください。「情報基本条例」の新旧表対照表でございます。左の欄改正後の規定をご覧くださ

い。一番下から記載してございます「第６章」に「審査会」の規定を加え、２頁をご覧ください、第１８条

第１項第２号に「番号法」に伴う「第三者点検」の規定を新たに規定いたします。恐れ入りますが、１０と

ある議案の１頁をご覧ください。今申し上げました改正を、「木更津市情報基本条例の一部を改正する条例」

として本則で規定しております。続きまして、議案の３頁をご覧ください。中段から、附則第２条におきま

して、「木更津市個人情報保護条例」の改正を規定し、次条、附則第３条におきまして、「木更津市情報公開

条例」の改正を規定いたします。また、附則第１条の「施行期日」でございますが、この条例を議決があっ

た場合には、公布の日・９月２７日から施行しようとするものでございます。以上が答申を受けまして上程

いたしました木更津市情報基本条例の一部を改正する条例の概要でございます。 

会長 はい。これはご覧になっていただいて我々の議論の成果でもあります。特になければこれで「その他」は

終わります。 

これをもちまして、平成２６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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