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平成２７年度第４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２７年７月３０日（木） 午後１時１５分から午後５時まで 

○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：柿崎陽子、小林伸一、齋藤里菜、佐久間ひろし、清水幸雄、武田正次、滝口君江、平野秀樹、

松江俊昭、渡邉秀孝 

  木 更 津 市：（事務局） 総務部総務課 高岡課長、山口副主幹、青木主任主事、岡部主事、磯村事務員 

        （関係課） 総務部行政改革推進室 渡辺副主幹 

             企画部街なか交流推進課 松下副主幹 

             経済部農林水産課 関口副主幹 

             経済部観光振興課 鎌田次長兼課長、小原副主幹 

             都市整備部市街地整備課 中村副主幹 

             都市整備部建築住宅課 太田参事兼課長、茅野副主幹 

 

○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 

山口副主幹 それでは定刻でございますのでただいまより平成２７年度第４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たいと存じます。私は進行を務めさせていただきます総務部総務課法規担当の山口と

申します。よろしくお願いいたします。 

   はじめに、木更津市情報公開総合推進審議会委員の皆様への委嘱状交付式を行いたいと存じます。渡辺市

長から皆様へ委嘱状を交付するところでございますが、本日公務で不在のため、服部副市長が代理して委嘱

状を交付させていただきますので、よろしくお願いいたします。皆様方には自席にてお受け取りいただきた

いと存じます。お名前をお呼びいたしますので、恐れ入りますが、その場でご起立の程お願いいたします。

よろしくお願いします。 

高岡課長 柿崎陽子様。 

服部副市長 委嘱状 柿崎陽子様。 木更津市情報公開総合推進審議会委員に委嘱します。委嘱期間は平成２７

年７月１日から平成２９年６月３０日までとします。平成２７年７月１日 木更津市長 渡辺芳邦。よろし

くお願いします。 

高岡課長 小林伸一様。 

服部副市長 委嘱状 小林伸一様。以下同文です。よろしくお願いします。 

高岡課長 齋藤里菜様。 

服部副市長 委嘱状 齋藤里菜様。以下同文です。よろしくお願いします。 

高岡課長 佐久間ひろし様。 

服部副市長 委嘱状 佐久間ひろし様。以下同文です。よろしくお願いします。 

高岡課長 清水幸雄様。 

服部副市長 委嘱状 清水幸雄様。以下同文です。よろしくお願いします。 

高岡課長 滝口君江様。 

服部副市長 委嘱状 滝口君江様。以下同文です。よろしくお願いします。 

高岡課長 武田正次様。 

服部副市長 委嘱状 武田正次様。以下同文です。よろしくお願いします。 

高岡課長 平野秀樹様。 
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服部副市長 委嘱状 平野秀樹様。以下同文です。よろしくお願いします。 

高岡課長 松江俊昭様。 

服部副市長 委嘱状 松江俊昭様。以下同文です。よろしくお願いします。 

高岡課長 渡邉秀孝様。 

服部副市長 委嘱状 渡邉秀孝様。以下同文です。よろしくお願いします。 

山口副主幹 ありがとうございました。それでは私の方から本日ご欠席をされました委員のご紹介だけさせてい

ただきます。皆様には名簿をお配りさせていただいているのですが、ご欠席は梅沢千加夫様、髙浦正行様、

鶴尾和憲様、中野伸哉様、山田次郎様、５名の方は事前にご欠席の連絡を頂いております。よろしくお願い

します。 

   つづきまして、服部副市長からご挨拶をさせていただきます。よろしくお願いします。 

服部副市長 皆様こんにちは。副市長の服部でございます。本来ですと渡辺市長が参りまして、皆様にご挨拶を

申し上げるべきところでございますが、本日あいにく公務が重なっておりまして、こちらに出席がかないま

せんので、私のほうから代わりまして一言ご挨拶を申し上げさせていただきます。 

   委員の皆様には大変お忙しい中またお暑い中第４回の情報公開総合推進審議会にご出席いただきましてま

ことにありがとうございます。またこの度は７月１日付けをもちまして本審議会委員をお願いいたしました

ところ委員の皆様にはご快諾を頂きまして重ねて厚く御礼申し上げます。 

   本市に置きましては、委員の皆様のご協力の下木更津市情報基本条例をはじめとする各種条例について適

宜条例改正を行いながら公正な情報の取扱いを総合的に推進して参っているところでございます。なかでも

本市の個人情報保護条例は平成１１年度に制定され今年度で１６年度目を迎えたところでございます。この

間個人情報保護法の制定などを踏まえその目的は個人情報の最大限の保護から個人の権利利益の保護を第

一次的としながら行政の円滑な運営を図りつつ加えたものに代わって参りました。 

   近年情報化の進展が著しく膨大な量の情報が電子データを通して蓄積され又様々なネットワークを通じて

相互に利用されておりますが、個人情報も例外ではございません。このような中で番号法が本年１０月から

順次施行されます。今後より多くの個人情報が個人番号をキーとして様々な機関において利用されることと

なります。 

先般日本年金機構において、外部からの不正アクセスにより国民の個人情報が外部に流出するという報道

がございました。ネットワークを通じた個人情報の利用はその迅速性など大変便利なことである反面、一旦

流出があった場合は多大な権利侵害が伴うものでございます。本市では情報管理を徹底するとともに職員一

人ひとりの意識向上に努めて参る所存でございます。 

   今後とも本市の情報公開の総合的な推進及び個人情報の保護に関しまして皆様のご指導を賜りながらお願

いしたいと考えております。 

   本日この後本市の個人情報保護条例における特定個人情報の保護のあり方について諮問させていただきま

す。どうぞよろしくお願い申し上げます、 

山口副主幹 ありがとうございました。続きまして事務局職員の紹介をさせていただきます。 

久良知総務部長 あらためましてこんにちは。本日はありがとうございます。総務部長をしております久良知と

申します。どうぞよろしくお願いします。 

高岡課長 総務課長の高岡と申します。よろしくお願いします。 

山口副主幹 先ほど紹介させていただきましたが総務課法規担当総括をさせていただいております山口と申しま

す。よろしくお願いいたします。 

岡部主事 総務課法規担当の岡部と申します。よろしくお願いいたします。 

青木主任主事 同じく総務課法規担当の青木と申します。よろしくお願いします。 

磯村事務員 同じく総務課法規担当の磯村と申します。よろしくお願いします。 

渡辺副主幹 行政改革推進室の渡辺と申します。よろしくお願いします。 

山口副主幹 ありがとうございました。それでは早速ではございますが、本日の会議でございますが、会議の成

立についてご報告をさせていただきます。本審議会の会議は情報公開総合推進審議会規則第３条第２項の規
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定によりまして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、本日の出席委員は１０名ということでございますので会議は成立いたしました。ご報告させていた

だきます。 

次に事務局よりお伺いいたします。木更津市審議会等の会議の公開に関する条例第３条におきまして審議

会等の会議はこれを公開すると規定しております。非公開の理由がなければ公開となり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。 

山口副主幹 ありがとうございます。ご異議ございませんので本審議会は公開することとさせていただきます。 

   それでは議事に移らせていただきます。まず次第の２ 会長及び副会長の選出でございますが、同じく審

議会規則第３条第１項の規定によりまして会長が議長となると定められております。現在会長が決まってお

りませんので会長が決まるまでの間、議事進行につきましては久良知総務部長に仮議長をお願いしたいと存

じます。よろしくお願いします。 

久良知総務部長 それでは仮議長を務めさせていただきます。本日審議会の会長、副会長は木更津市情報公開総

合推進審議会規則第２条第１項の規定により委員の互選により定めるとされております。委員の皆様にお諮

りをいたします。審議会の会長につきましてはいかがいたしましょうか。 

委員 事務局一任。 

久良知総務部長 ありがとうございます。事務局一任ということでよろしいでしょうか。 

委員 異議なし。 

久良知総務部長 ありがとうございます。それでは小林伸一委員に会長をお願いしたいのですが、いかがでしょ

うか。 

小林委員 わかりました。 

久良知総務部長 ありがとうございます。それでは小林新会長にご挨拶を頂戴したいと存じます。 

会長 またまた互選されてしまいまして、今年もよろしくお願いします。規則上はこれから互選される副会長と

もどもこの会議を総理するとなっていたように記憶しております。その文言に恥じないような会議を進めさ

せていただきたいと思います。そのためには何より皆様のご協力があってだと思われますので、改めてよろ

しくお願いします。 

久良知総務部長 それでは以後の議事進行につきましては小林会長にお願いいたしまして私は席を移らせていた

だきます。ご協力ありがとうございました。 

会長 改めましてよろしくお願いいたします。早速ですけど先ほども申し上げましたけれども私と一緒になって

いただいてこの会を総理しなければならない立場の副会長ですけれども、私同様皆様の互選という規定にな

ってございます。いかがでしょうか。 

清水委員 従前、弁護士の堤先生にお願いしておりまして、平成１７年からずっと堤先生にご協力いただいてき

たのですけれども、ご存知の方もいらっしゃるとは思いますが、先日、私よりも若いのですが旅立たれてし

まいまして、その結果従来のように継続するわけにはいかなく参りまして、なるべくベテランの方が望まし

いのではないのではないかというふうに考えました。平野さんにお願いできないでしょうか。 

平野委員 はい。私は法令についてそんなに詳しいわけではありませんが。 

清水委員 いやいや。 

会長 平野委員というご指名がございましたが、皆様いかがでしょうか。 

委員 異議なし。 

会長 というわけで全会一致ということでよろしくお願いします。 

   それでは副会長も決まったということで、次第の３ 諮問ということでよろしいでしょうか。それではお

願いします。 

山口副主幹 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。 

服部副市長  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の制定に伴う本市にお

ける個人情報の保護のあり方について（諮問） 
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    標記の件について、木更津市情報基本条例（平成１５年木更津市条例第２号）第１５条第２号の規定に

より下記のとおり諮問します。 

平成２７年７月３０日 木更津市長 渡辺芳邦  

記 １ 諮問事項 

  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「保護条例」という。）における特定個

人情報の取扱いについて 

  ⑵ 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年法律第２７号。

以下「番号法」という。）第３１条の規定により市が講ずるべき措置ついて 

２ 諮問の趣旨 

  ここでは別紙のとおりとさせていただきます。よろしくお願いします。 

山口副主幹 皆様のお手元にはコピーをお配りさせていただきました。よろしくお願いいたします。それともう

一点よろしいでしょうか。服部副市長、久良知総務部長ですが、公務によりここで退席させていただきたい

と存じます。ご了承いただきますようよろしくお願いいたします。 

会長 本日は諮問を頂いて、それに対して本日中、会議中に答申を出す方向で考えておりますので、時間の関係

で諮問に関する審議は後回しということでよろしいでしょうか。 

委員 異議なし。 

会長 それでは３の諮問答申を後回しにするとして、次第の４ 個人情報取扱事務の届出をまず取り上げるとい

うことにいたしたいと思います。それでは事務局から届出に関してお願いします。 

磯村事務員 私から個人情報取扱事務届出についてご報告させていただきます。まず、個人情報取扱事務届出書

の１枚目、「木更津駅西口・東口愛称募集に関する事務」についてご説明させていただきます。こちらの事

務はＪＲ木更津駅の西口・東口の名称で呼ばれています乗降口を、市民をはじめ駅利用者が駅周辺地区に愛

着等をもってもらうこと及び市のイメージアップに寄与することを目的とするために、これらの正式名称の

ほかに使用する愛称を一般の方に募集する事務でございます。記録項目については本人を特定するために氏

名、住所・居所、年齢及び連絡先を記録項目としております。また、表彰において発表するため、氏名及び

年齢を記録項目としております。収集先については応募者本人から応募者本人に関する情報、氏名、住所、

年齢、連絡先、愛称、愛称とした理由を収集します。以上でございます。 

会長 届出に関しては既に郵送されていますので、事務局からの説明は今程度のようなざっくりとした説明にな

ると思います。皆様がこれを既に熟読されてきたという前提で説明されているということなのでよろしくお

願いします。何か質問等がございましたら。特になければ次の。 

磯村事務員 続きましては「日本型直接支払制度に関する事務」についてご説明させていただきます。こちらの

事務は農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律に基づきまして地域農業者団体等で構成されま

す対象組織が取り組む地域の共同活動による水路や農道の路面維持活動、農業生産条件が悪い地域において

行われる農業生産活動及び営農活動を支援することを目的としております。記録項目については、本人を特

定するため、申請者等の氏名、住所・居所を記録項目とし、識別番号と結び付けます。申請者が農業に従事

することが要件となっているため、申請者の職業・職歴を記録項目としております。口座振替にて交付金が

振り込まれるため、取引状況、財産・収入を記録項目としております。以上でございます。 

会長 これについてご質問等がございましたら。 

渡邉委員 自明のことなのでしょうけれども、前提としては農業者であるということで職業・職歴に農業者であ

ることを含めてもいいものなのかどうかという視点もあると思いますが、そこも検討したうえでということ

であれば差し支えないのではないかと思いました。 

会長 今のは質問、ご指摘ということでしょうか。 

清水委員 要するに申請者と農業者を使い分けているけれどもということでしょう。 

渡邉委員 農業者ということを示しているのだとすれば資格・許可なのかという気もいたしますけれども、職業

に含めて、そのような検討も踏まえてということであればよろしいと思います。 

関口副主幹 この場でお話しするようなことではないかもしれませんが、審査のうえで資格要件なのかという話
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の中で、農業者であることが前提となっておりますので、個人情報を取り扱うということで届出書に記載を

したということです。 

渡邉委員 農業者ということは資格・許可というよりも職業・職歴であると捉えて判断されたということであれ

ばわかりました。 

清水委員 一番上の行をみると法律に基づく地域農業者団体からなる対象事業者とありますが、申請者は団体で

すか。 

関口副主幹 そうです。 

清水委員 そうすると個人情報ではないのではないでしょうか。 

関口副主幹 団体の構成員がどのような方であるかを把握するため。 

清水委員 一覧表のようなものが出てくるということですか。 

関口副主幹 そうです。 

清水委員 申請者等とある「等」とは何を指しているのですか。申請者は団体なんですよね。申請者を構成する

個人がということですか。団体の役員とか。 

関口副主幹 申請者、団体、組織の代表者の方のご住所であるとか、そのようなものを想定しております。それ

が個人情報なのか、団体の情報なのかというところなのだと思いますけれども、そこに代表者個人の住所が

書かれていることもありまして、個人情報という判断をさせていただきました。 

清水委員 団体の住所というものは別にあるわけですか。 

関口副主幹 実際には組織の会長とか農業をやられている方がほとんどなのですけれども、その方が実際に住ん

でいる住所が団体の住所となっていますので、現在代表の方が住まわれている住所が団体の住所となってお

ります。そういうわけで団体の住所なのか個人の住所なのかだと思うのですけれども個人の情報として捉え

て整理させていただきました。 

山口副主幹 補足よろしいでしょうか。実態は、団体といっても会社、組織を作って事務所があるというわけで

はございませんので、会長さんの住所を団体の住所とするといったご説明だったと思います。そうするとそ

の住所は団体の住所となりますので、そこはパブリックだろうということでいいとは思います。ただ一方で

構成員である会長についても先ほど先生からご指摘ありましたけれども構成員の一人ではありますので、そ

のときの構成員としての農業者としての立場の名簿の中には同じ住所と名前と電話番号がありますので個

人として捉えたとの担当課からの説明でしたけれども、構成員としての住所も同じ住所として存在するので

そちらは個人の情報として清水委員の団体の住所はどうなるのというものは、それはもちろんパブリックだ

ろうと。 

会長 よろしいですか。 

清水委員 はい。 

会長 それでは、次の届出に。 

磯村事務員 続きましては観光振興団体の事務局運営に関する事務についてご説明いたします。観光振興課では

木更津みなとまつり実行委員会、やっさいもっさい運営協議会、恋人の聖地中の島大橋実行委員会の事務局

運営をやっております。木更津みなとまつり実行委員会、やっさいもっさい運営協議会では事務局として主

催者会議、正副部長合同会議、関係機関担当者会議等を開催し、策定した予算や実施計画、警備計画に基づ

きまして木更津みなとまつりを実行しています。恋人の聖地中の島大橋実行委員会プロジェクトでは、総会

実行委員会を開催し、予算に基づきまして花火等のイベントを実施しております。これらの事業の中で各種

観光振興団体の委員、参与、顧問、イベント参加者、イベントに係る業務に従事する職員の個人情報を取り

扱う事務を行っております。記録項目につきましては、役員に対する就任依頼や会議の連絡等を行うために、

各種観光振興団体の委員、参与、顧問の方の氏名、住所・居所、職業・職歴、連絡先を記録項目としており

ます。イベント参加者を特定するために氏名、住所・居所、年齢、趣味・活動、職業・職歴、学業・学歴を

記録項目としております。なお、団体で参加する場合には、これらの記録項目に加えて団体の窓口となる担

当者の住所・居所、連絡先を記録項目としております。また、参加者の抽選の結果、落選した申込者の情報

は破棄しております。 
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   イベントに係る事務に従事する市職員の情報については、本人を特定するために職員の氏名を記録項目と

しております。 

   緊急連絡先として、市職員個人の電話番号が必要なため、連絡先を記録項目としております。また、収集

した連絡先は、観光振興課内でのみ使用します。 

   イベント運営のため、個人、民間団体、自治会から協賛金又は寄附金を募集しております。金額に対して

のお礼の品、花火大会の有料観覧席チケットを交付するため、氏名、住所・居所、課税等納付状況、意見・

要望を記録項目としております。 

   恋人の聖地中の島大橋プロジェクトに関しまして、総会や実行委員会を開催するにあたりまして、委員を

選任するため、氏名、住所・居所、職業・職歴、連絡先を記録項目としております。 

   委員と連絡をとるために連絡先を記録項目としております。 

   イベント参加者につきまして、本人を特定するために氏名、住所・居所、連絡先を記録項目としておりま

す。 

   また、イベントの性質、応募者の数により年齢、性別などで参加者の選考をするため、年齢、性別を記録

項目としております。 

   木更津みなと祭り、やっさいもっさい、恋人の聖地中の島大橋プロジェクト３つに共通するものとして、

イベントの内容、実績報告のため、イベントの内容を撮影することがあります。そのため、顔等の画像を記

録項目としております。 

   収集先としましては、各種観光振興団体の委員、参与、顧問につきましては、本人から収集するほか、団

体代表の委員につきましては、民間・私人からその人の氏名、職業・職歴を記録項目としております。 

イベント参加者につきましては、本人から収集するほか、団体代表の参加者については、民間・私人から

その人の職業・職歴を収集します。 

   イベントに係る業務に従事する市職員の情報につきましては、本人から収集します。 

   寄付者につきましては、本人から収集するほか、民間・私人から収集します。 

   提供先としましては、収集した個人情報はイベント参加者については、氏名、年齢、顔等の画像を新聞、

雑誌、テレビ等の取材を目的とした民間・私人に提供する場合がございます。 

   以上です。 

会長 はい。何か質問のある方は。 

平野委員 このイベントに参加する人の住所とか事細かに書いてありますが、例えばやっさいもっさいの場合、

町内会で出る場合には、お子さんがずらっとでてくるわけですよね。それをいちいちお名前とか年齢、趣味・

活動を全部記録項目とするのでしょうか。 

鎌田次長兼課長 一応参加していただく場合には、参加者の名簿に年齢も含めて提出いただいております。また、

保険に加入する必要もございますので、それらの手続きにおいても必要になります。 

平野委員 印影、写真なんかはよく写真コンクールの場合では、そこに顔なんかが出る場合がありますよね。そ

ういったことでしょうか。 

鎌田次長兼課長 ここで記載しておりますのは、事務局側としての記録写真としての取扱いでございます。 

小原副主幹 補足させていただきますと、みなと祭りにつきましては例年ポスターを作成する、あるいは当日の

プログラムの表紙の絵として楽しく踊る姿を表紙に使わせていただいているという趣旨です。 

会長 ほかに何かご質問等のある方は。なければ次の届出を。 

磯村事務員 つづきまして、街なか居住マンション建設補助事業補助金交付に関する事務についてご説明いたし

ます。 

   こちらは事前に送付いたしました資料と差し替えがございまして、本日机のほうにお配りいたしておりま

す。 

   こちらの事務は、市街地の環境の整備改善、良好な市街地住宅の供給等に資するため、土地の利用の共同

化等による定住促進に寄与する街なか居住マンション建設補助事業を施行するものに対し、申請に応じて補

助金を交付するものでございます。 
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   記録項目としましては、補助金の申請及び交付に関しては、申請者を特定するため、氏名、住所・居所、

印影を記録項目としております。また、申請者と連絡を取るため、連絡先を記録項目としております。 

   補助金を口座振替により交付するため、取引状況を記録項目としております。 

   補助金交付の要件に本事業の施行地区内における土地の所有者などの権利者の情報が必要となるため、権

利者の氏名、住所・居所、印影、財産・収入を記録項目としております。 

   収集先につきましては、申請者本人又は民間・私人から収集するほか、申請者が木更津市暴力団排除条例

第２条第２項の暴力団員に該当するかどうかを他の官公庁から収集します。 

   提供先につきましては、本事業は、国からの補助金を交付するため、申請者の情報を他の官公庁（千葉県）

に提供します。また、申請者が木更津市暴力団排除条例第２条第２項の暴力団員に該当するかを確認するた

め、申請者の情報を他の官公庁（木更津警察署）に提供します。 

   また、補助金の交付決定者に対し、補助金を口座振替により振り込むため、取引状況を実施機関内部（会

計室）に提供します。以上になります。 

会長 はい。何か質問等がございましたら。 

平野委員 暴力団を排除するため、申請者が木更津市暴力団排除条例の暴力団に該当するか否か判断するという

ことですが、必ず照合するということでしょうか。 

中村副主幹 基本的には条文がありませんので申請を考えてはおりますが。 

平野委員 判断するときにとおっしゃるので、警察に照会しないとわからないのでしょうから。必ずするという

ことでしょうか。 

中村副主幹 はい。 

清水委員 基本的には全員に容疑をかけるわけですね。 

中村副主幹 照会しないと判断がわからないので。 

清水委員 例えば怪しいんじゃないかと判断して照会をかけるのではなくて、申請があれば一律に照会をかける

のですかと。 

中村委員 基本的には怪しいのではないかというときに照会をかけます。 

平野委員 いかにも暴力団といった形式の方は照会するとのことですが、普通のビジネスマンを装っている方の

ほうが最近は多いと思うのですが。怪しいかどうかというのは簡単にはわからないのではないでしょうか。

常に照会をしなければいけないのではないかと思いお聴きしたわけですよ。 

会長 確かにそうですね。いかがですか。 

中村副主幹 今後必ず照会をかけるかどうかは検討させていただきたいと思います。 

平野委員 お役所というのは性善説ですから最初からこれは悪だとか悪党だとか騙すだとかといった先入観は持

たずにやるのはわかるのですけれども、これを見るとお金に関することですから。これは厳しくやったほう

がいいのではないかと思います。これは意見ですが。毎回照会したほうが良いと思いますが。 

中村副主幹 ご指摘を踏まえまして検討いたしたいと思います。 

清水委員 ２点いいですか。２つ目の段落のところで「事業の施行に関する権利者（所有者、抵当権者等）」の情

報というのは登記簿でわかる情報ですよね。 

中村副主幹 対象が複数の土地に複数の権利者が跨った場合のマンションが対象ですので、対象の土地にどのよ

うな地権者がいるのかを確認するために必要な情報ですので。 

清水委員 ですから、公開情報ですよね。登記簿ですから誰でも見れますよね。 

中村副主幹 補助金の申請のときに一覧表を付けるとありますので。 

清水委員 公開情報を集めて書類を作って出してくるといった話ですね。 

中村副主幹 事業を行うにあたって同意が必要ですので。 

清水委員 個人情報の届出は必要ですか。ＡとＢとＣという土地があってそこに共同してビルを建てたいという

場合で、申請者がＡだとそのときにＢやＣの同意が必要だし、所有権が誰か勿論確認するでしょう。それは

もっともですが、抵当権者の同意が必要ですか。仮に要るとして抵当権者の財産とか収入とか要るのですか。

登記簿に載っていない所有者の情報というのであればわかりますが。渡邉委員、抵当権者の同意は必要でし
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ょうか。 

渡邉委員 好意的に解釈すれば事業の土地だけが担保になっている状態で、そこに建物が建っているのでそれを

撤去する必要がある場合だとか、あとはよくわかりませんけれども抵当権者が個人であれば亡くなって相続

が発生している場合であるとか法律上は同意が必要ないけれども手続き上同意が必要になっていくのかと

かそういうふうに広げていけば収集情報として捉えていくことは納得いくと思いますが。 

中村副主幹 抵当権者につきましては、様式の中に人数を書く欄がありまして、そのために把握する必要があり

ます。 

山口副主幹 今渡邉委員からご意見ありましたが、土地を使用する場合、撤去の費用にも補助金を出す制度にな

っておりますので、元々あった建物も含めた手続きになって参りますので、あらゆる権利者について記録項

目としてあるという理解です。 

会長 ほかにご質問ある方は。 

渡邉委員 この補助金の交付要件については、税金の納付状況は問わないということでよろしいでしょうか。税

金未納でもこれではわからないということになりますが。 

清水委員 間違いなく収集すると思うのですが。 

中村副主幹 その予定はございません。 

渡邉委員 一般的には収集するのではないかと思い、念のためお聴きした次第でございます。 

会長 それでよろしいですよね。よければほかに質問がある方。なければ次の届出をお願いします。 

岡部主事 １点だけ、ただいまの届出書の一番上の管理番号という項目があると思うのですけれども、最後の「－

０１」と記載されていると思うのですが、こちらは今回新規の届出ということになりますので、「－００」

になります。「０１」を「００」に訂正をお願いいたします。 

磯村事務員 それでは、最後に街なか居住マンション取得助成事業補助金交付に関する事務についてご説明いた

します。こちらの事務は街なかの定住を促進し、地域の活性化を図るため、木更津市から補助金の交付を受

けて建設されたマンションの住戸を取得したものに対し申請に応じ補助金を交付するものでございます。 

   記録項目につきましては、補助金の申請及び交付に関し、申請者を特定するため、識別番号、氏名、性別、

住所・居所、生年月日、印影を記録項目としています。また、申請者と連絡を取るため、連絡先を記録項目

としています。申請者及び同居するものに市税の滞納がないことを補助金の交付要件としているため、家

族・親族、課税等・納付状況を記録項目としております。取得したマンションの住戸の居住状況を確認する

ため、財産・収入を記録項目としております。また、補助金を口座振替により交付するため、取引状況を記

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するほか、申請者が木更津市暴力団排除条例第２条第２号の

暴力団員に該当するかどうか他の官公庁、具体的には木更津警察署から収集します。 

   提供先につきましては、申請者が木更津市暴力団排除条例第２条第２号の暴力団員に該当するかどうかを

確認するため、申請者の情報を他の官公庁、具体的には木更津警察署に対し提供します。また、補助金を口

座振替により支払うため、取引状況については実施機関内部、具体的には会計室に提供します。以上となり

ます。 

会長 これについて、ご質問等がございましたら。 

清水委員 こちらのほうはマンションの購入者が申請するのですよね。 

太田参事兼課長 はい。 

清水委員 そうするとその購入者が、課税状況がどうなっているか、納付状況がどうなっているかは調べると。

本人から提出してもらうと。だけど、先ほどの話だと業者に対しては調べない。事業者の方は暴力団でなけ

れば税金を払っていなくても調べないと。だけど購入する一般の市民に対しては納税状況をチェックする。

そういう理解でよろしいでしょうか。そういう制度でお作りになったということであればそれまでなのです

けれども。市民には厳しく、業者には甘く。どれだけ調べようと業者は個人ではないから個人情報には該当

しないんだということであればまだわかるのですが。そうすると、買うほうも法人であれば要らないという

ことになりますが。 
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太田参事兼課長 今回の届出に関しては、購入者に対する補助金ということで、先ほどの案件はマンションを建

設する事業者に対する補助金であり、私どものは購入者に対する補助で、マンションができた後、たくさん

の購入者があり、多くの数をこなしていかなければならないというのもありますので、そういった税情報と

いったものもあわせて頂くのですけれども、おそらく私どもの事業とは違うのですが、建設の際には事前協

議という長い期間をかけて調整して参りますので、そこの中で整理ができるという考えではないかと。 

清水委員 そうすると集める。チェックをしてるんだと。事前協議の中で。集めるということであれば平仄が合

うのですよ。 

中村副主幹 事業者から提出された書類については、チェックをいたします。 

清水委員 介護情報とかも集めるのですか。制度としてずれているような気がするので。理由は何かなと。会社

として法人税を払っているけれども、例えば社長が市民税を思いっきり滞納していると。そのような情報は

集めないのですか。先ほど渡邉委員おっしゃったとおりいろんなところで滞納情報をみると思いますよね。 

渡邉委員 そのような気がしたのですが。 

清水委員 関知しないのなら関知しないでいいのですよ。それはそれでおしまいです。そういう制度でいいのか

なというだけの話です。 

山口副主幹 おっしゃるとおり、もともと市街地整備課のマンションを購入した方、個人にということでの一連

の関連事業になるので、そうしますと建築住宅課の要件に入っていて市街地整備課の要件に入っていないと

いうのは一見するとバランスを欠いているように思えます。もちろん、そういう制度でよければそれでもか

まわないというのはおっしゃっていただいたとおりなのですが、そこをもう一度整理いたしまして次回もう

一度ご報告させていただいてもよろしいでしょうか。 

会長 清水先生、いかがでしょうか。 

清水委員 かまいませんよ。 

会長 わかりました。それではそのように。ほかに質問がないとするとこれで届出の報告は終了ですね。それで

は１０分程休憩といたします。 

（休憩） 

会長 それでは、先ほど後送りにしました諮問について事務局から説明願します。念のため再度申し上げますと

今日も今日でといいますか、毎度のことですけれども時間がタイトでありまして、聞いてるところによると

本日諮問を受けて答申を出していただきたいと。これはどうしてかといいますと９月議会との兼ね合いがあ

ると聞いておりますので、何分皆様のご協力にかかっていると思いますので、よろしくお願いします。 

岡部主事 こちらの「個人情報保護条例改正の検討資料」をベースに説明いたしますので、よろしくお願いいた

します。答申書に別紙が付いておりますが、こちらにつきましてはご説明割愛させていただきます。具体的

な部分の説明ということで本資料を使用いたしますのでよろしくお願いします。 

   それではご説明いたします。平成２５年に番号法が制定されまして、１０月５日以降、国民一人ひとりに

個人番号が割り振られることになりまして、その個人番号と紐付いたその人の個人情報というものが、番号

法では特定個人情報という概念として生まれますので、こちらの特定個人情報について保護していく必要が

あるということが前提となっております。 

   その上で、国におきましては番号法であるとか、番号法の規定により読み替えられた行政機関の保有する

個人情報の保護に関する法律の規定に基づいて国については一定の保護措置が講じられているといった形

になっております。それをふまえまして、地方公共団体におかれましては番号法３１条によって国が執って

いる保護措置の趣旨を踏まえて各地方公共団体において保護しなければならない旨の規定がされておりま

すので、番号法第３１条の規定に従って本市においても保護措置を図る必要があるといえると思いますので、

具体的な保護措置について検討をいたします。 

   資料の３頁目をご覧ください。第２条で保護条例の定義規定が置かれております。木更津市個人情報保護

条例におきましては、個人情報について「個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別さ

れ得るものをいう」と定義がされております。資料の４頁目をご覧いただけますか。現行条例の趣旨という

ものを記載しておりますけれども、具体的には先ほどの個人情報については２つの要件がございます。「個
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人に関する情報であること」というところと、「特定の個人が識別され又は識別され得るもの」これは文書

そのものを見ただけでは誰の情報かわからないのですけれども例えばその文書と登記簿を付き合わせてみ

れば、その文書で誰のことを書いている文書なのかがわかるものについて保護条例において個人情報という

定義がされておりますので、そこで保護がされているということになります。 

   戻っていただいて資料の３頁目をご覧いただけますか。国におきましては資料の【参考】番号法第２条第

８項という記述があるところで、第３項です。番号法におきまして個人情報とは「行政機関個人情報保護法

の個人情報をいう」とあります。もう一つ上、行政機関個人情報保護法の個人情報は何なのかといいますと

基本的には同じにはなるのですけれども波線部分「生存する個人の情報」となっております。国におきまし

ては生存する個人に関する情報とは生きている人の情報だというように個人情報を限定した形で定義がさ

れております。 

   しかし、木更津市におきましてはご覧頂いたとおりこの波線部分はございませんので、生存する個人に限

定しておりません。いわゆる死者の個人情報についても一旦は個人情報の保護の対象になるということにな

ると思います。他方で「事業を営む個人の当該事業に関する情報」については、木更津市は除外しておりま

す。その意味で、木更津市個人情報というものと国が想定している個人情報というものは差があるというこ

とになります。 

   再度資料の４頁目をご覧いただけますか。下のほうのイメージ図と描かれているところです。国が想定し

ている個人情報については（ａ）と（ｃ）という形になっておりますが、木更津市が想定している個人情報

につきましては（ａ）と（ｂ）という形で、比較するとでっぱりとひっこみがございます。そこに国と木更

津市では個人情報の考え方に差があるという形になります。先ほど申し上げましたけれども番号法が制定さ

れ、個人一人ひとりに個人番号という形で番号が振られる形になりますので、木更津市の個人情報について

個人番号が振られていく形になりますので、そのまま行ってしまうと木更津市で個人情報の考え方が異なっ

ていますので、特定個人情報の保護についても変わってくるということになりますので、国と定義をそろえ

る必要があるのかというのが１点目ということになります。仮にそろえる必要が必ずしもないとすると、個

別の第３条以下で具体的な保護措置が規定されていますので、そちらについても影響が生じるということに

なります。以上になります。 

山口副主幹 もしここまででご質問等ございましたら。最初の部分は対象の情報をどう捉えるかというところに

なりますので、一番大きい考え方の振り分けになりますので、少し丁寧にいったほうがよいのではないかと。 

会長 それでここのタイミングで質問等があればと。皆様のご理解を深めていただいて進めたほうがよろしいと

いうことですね。それでは何かございましたら。これは諮問事項⑴にかかわる最も重要な事項ということに

なるのだと思います。 

平野委員 死んだ方に法律というのは適用されるのでしょうか。亡くなった方というのは普通は法律の適用とい

うのはなくはないのでしょうが、適用されるケースは少ないのではないかと思いますが。 

清水委員 亡くなった方の個人情報なんですよ。 

平野委員 死者の個人情報というのはありうるということですよね。 

岡部主事 例えば３年後に私が亡くなったということであれば、亡くなる前日の時点であれば私は生きているの

でその情報は保護の対象となるのですけれども私が死んだ瞬間に個人情報ではなくなるということになっ

てしまうと、死んだという事実によって保護の対象では無くなってしまうことになります。 

山口副主幹 課税情報で言えば、１月１日の基準日で生きていらっしゃれば当該年度課税がされることになりま

す。ですので、死んだからといって死んだ方の情報が不要になるということはないということになります。

そうしますと市としては、亡くなった方の情報というものも持っているということになります。ですので、

その死んだ方の個人情報というのはあるという前提で、それも制定当初から保護対象から外すという考え方

ではなかったのです。国はなぜ違うのかというと、おそらく、国は死んでいる方の個人情報は無いという前

提なのだと思われます。そこは考え方の差だとは思いますので、少なくとも現行でご説明いたしました死者

情報はあるのかないのかというご質問だとすればあります。 

会長 本市の個人情報保護条例での保護の対象としているわけですよね。これに対して番号法においてはご説明
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あったようにないものとして扱うと。両者の齟齬というのでしょうか、規定の違い、解釈の違いというもの

をご説明いただいたというわけですね。それをすり合わせるのか、あるいはすり合わせないまま我が市の条

例は死者の情報も尊いものだから保護の対象にしていくのかということを我々に投げかけられているとい

うことですよ。諮問の⑴の方ですよね。その意味では保護の対象には入っているというわけですよ。ほかに

何かご質問等がある方は。 

佐久間委員 国と市で制度が違うというのは、どういう理由があるのでしょうか。 

清水委員 歴史的に国にはこの制度が無かったのですよ。個人情報の保護の必要性というのは、国とか行政機関

から個人情報が漏えいするといった事案が続出しまして、最初は福岡県の春日市でしたかね。地方自治体が

条例を作り始めたのですよ。そして地方自治体がどんどん先に進んでいった時期がありましてね。市町村が

先陣をきっていき、都道府県がそれに追随すると。地方自治体があちこちで制度を作っていき、自治体によ

って考え方も違いますのでかなりばらばらなところで、国が法律を重い腰を上げて作ったと。法の制定時、

地方自治を尊重すると当時の内閣は考えまして地方自治の制度は生かしたまま国が標準的な制度を作って

なるべくこれに近づけてくださいねといいつつ各自治体の考え方にお任せするというやり方をしたのです。

世界で大変珍しい制度でしてね。個人情報を持っている保有主体によって全部違うのです。例えば学生の個

人情報というものであれば、私立大学は個人情報保護法の適用を受け、国立大学であれば独立行政法人です

ので独立行政法人の個人情報の保護に関する法律の適用があります。県立大学であれば県条例であったり制

度がみんな違うのです。違うというのを前提として国が制度を作りましたのでいまさら統一というものを図

りにくいというのが、今の実情だと思うのです。 

会長 他にご質問等が無ければ次の説明を。 

岡部主事 資料の５頁目【改正理由】をご覧ください。諮問書⑵にありましたとおり番号法第３１条の趣旨を踏

まえて特定個人情報、情報提供等記録につきまして開示請求、訂正請求及び利用停止請求といった保護措置

を講ずることにつきまして、それぞれの自治体に義務付けられているという形になっております。そのうえ

で、市として特定個人情報についてどう考えるかというところです。こちらの案ではございますが、１点目

個人情報を保護するにあたりまして、現在生きている方については勿論のこと、先ほど申し上げましたとお

り死者の個人情報につきましても、死者自身の名誉であるとか犯歴などのセンシティブな情報につきまして

は、死者自身の名誉などの権利利益もございますが、遺族の権利利益にも直結するという場合もあり得ると

考えられるため、死んだからすべてオープンにしてよいのかというとそうでもないだろうと。そのため、市

としては生存又は死亡の事実によって線引きをしなければならないというわけではないと思われます。むし

ろ死亡したことによってそれについても保護していく必要というものもあるのだろうということが１点目

です。 

   ２点目は、実務としましては生存又は死亡の事実を毎日確認していくというのは事務の煩雑さもあり、そ

れを確認する必要の無い事務というものもございます。それについては生存しているもの及び死亡している

ものについても保護していくと考えております。 

   参考までに国の特定個人情報とは先ほど申し上げましたけれども行政機関個人情報保護法の個人情報に個

人番号が紐付いたものと考えておりますので、国は特定個人情報という新たな概念が生まれたことによって

個人情報の範囲が広がるとか狭くなるといったことは生じないと考えられております。市としては、特定個

人情報については、これまでの個人情報と同様に死者に関する情報を含めて個人に関する情報に個人番号が

紐づいたものと考えます。 

   続いて、情報提供等記録についてご説明いたします。５頁目の一番下の部分でございます。 

会長 ちょっと待って。５頁目の①、②、③が市が示している考え方ですね。資料で赤く示されておりますこれ

を審議の対象にしなければならないということを踏まえていただければということですね。 

岡部主事 特定個人情報につきまして、例えば他市町村に提供するとか国に提供するという場合、番号法第１９

条で提供することができる場合というものが限定されてはいるのですけれども一定の条件に該当すれば特

定個人情報の提供ということを行うことができます。その上で特定個人情報の提供を行う際には、総務省が

管理しております情報提供ネットワークシステムを通じて他の官公庁に対して提供を行うという形になり
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ます。提供を行う際には番号法第２３条の規定、資料６頁にて４つの事項が記載されておりますけれども、

この４つの事項について情報を求める側と情報を提供する側におきまして同じ内容のものを記録しておか

なければならないとされており、加えてネットワークシステムを管理しております総務省においても同内容

のものが記録されるという形になります。このネットワークシステムを通じて提供した際に記録される情報

を情報提供等記録といいまして、この情報提供等記録についても特定個人情報であることに変わりませんの

で保護の対象に含めるべきではないかと思われます。 

   また、２段落目をご覧ください。この情報提供等記録につきましては違法な提供であるとか不正な提供が

行われていないかそれぞれその人個人が確認する手段を確保する必要がありますのでそちらにつきまして

も国においては開示請求及び訂正請求の対象に含めております。したがって、本市としましても番号法第３

１条の趣旨を踏まえて情報提供等記録について保護を図る必要があると考えます。 

   最後に、死者に関する個人情報について、先ほどの個人情報の部分でご説明申し上げましたが死者に関す

る個人情報について個人情報に含めると考えた場合につきましても、この情報提供等記録についても死者に

関する特定個人情報に含まれる形になりますので、その場合には個別の保護措置についてもそれを踏まえた

検討が必要ではないかと思います。以上になります。 

会長 ご質問等があれば。 

清水委員 番号法ができて、どういうシステムで情報が流れるかと、外部提供がされることになるのかという説

明をしてもらって、その上でこれは法律によって行われることだから自治体は手が出ないのです。自治体と

して条例が法律に優先するわけが無いので当然条例上も外部提供も番号法に従って出せるという根拠を出

さなければならない。それが５条ですよね。その前提に立ってどういう保護措置を市として執ることができ

るかということが最後だと思いますが。 

渡辺副主幹 行政改革推進室の渡辺と申します。番号法によって個人番号が紐付いた特定個人情報というものが

どのような形で外部提供がされるのかということについてご説明いたします。番号法が予定しているものは

木更津市から袖ケ浦市の間で情報をやりとりするということをお考えいただければと思います。例を挙げま

すと袖ケ浦市から木更津市に転入をされてきた方が、児童手当の申請をするという風にお考えください。児

童手当の申請をする場合には所得証明を添付して申請をするということが必要となります。そうしますと１

月１日現在では袖ケ浦にいた場合、課税については袖ケ浦でされております。ところが４月の人事異動等で

木更津市に引っ越すことになったとしますと、児童手当については木更津で受けるとした場合、木更津市の

子育て支援課で手続きをするということになろうかと思います。そのときに、今までであれば所得証明を袖

ケ浦市で入手いただいて木更津市で申請をしていただくということが従来でしたけれども、番号法によって

この事務が行われることになりますと、申請者が所得証明をとるのではなく木更津市に転入された申請者は

木更津市の子育て支援課でマイナンバーというものを児童手当の申請書に記載していただいてそれを提出

していただきます。そうしますと木更津市の子育て支援課はその番号を使って袖ケ浦市に対して申請者は賦

課期日には袖ケ浦にいましたので、課税情報を教えてくださいと照会をかけます。照会をかけますと袖ケ浦

市にいたときの課税情報というものが、国でレイアウトが決まっております。その決まったレイアウトによ

って袖ケ浦市から木更津市の子育て支援課に対してその方の所得情報が送られていくという流れになって

おります。 

岡部主事 資料の９頁目をご覧いただけますか。保護条例第１１条にて、現行の個人情報を提供する際のルール

が規定されております。第１項で原則として実施機関は実施機関相互で利用し、実施機関以外例えば他市町

村に対して提供してはいけないということがございます。第２項で例外として第１号から第７号までに該当

すれば庁内他課に対して提供したりであるとか他市町村に個人情報を提供することができるということが

第１１条第２項で規定がされております。 

   こちらにつきましても資料の１０頁目をご覧ください。大前提として提供を行う実施機関において第１１

条第２項各号のどれに該当するのかを提供する側が検討したうえで、仮に第５号や第６号に該当すると判断

されたとしても、その実施機関は私に関する情報を全部提供しても良いのかというと実はそうではなく相手

方の事務にとって必要な部分を切り取ってそれだけを提供するというのが第１１条で規定されているとい
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うことでございます。これが個人情報の提供のルールということになります。 

   これに対して、番号法の特定個人情報は、例えば私の氏名や住所といったの個別の個人情報ではなくて私

に個人番号が付いたことによって私の氏名とか住所とかの情報が袋詰めされるかたちになります。その袋に

入った特定個人情報について番号法で提供できる場合が規定されておりますので、それに該当すれば相手方

にとって不要な情報が含まれているとしても番号法の規定に該当しさえすれば、特定個人情報という袋その

ものが相手方に提供されるということになります。その意味において現行の保護条例であれば必要な部分だ

けを切り出して提供するというルールだったのですけれども特定個人情報であれば一定の条件に該当しさ

えすれば袋詰めされた包括的な内容の個人情報が相手方に提供されるということになります。その意味にお

いては特定個人情報については不要な部分まで提供されてしまうという部分が否定できないというところ

に保護条例と番号法の取扱いに差が生じるのではないかといえると思います。 

山口副主幹 わかりにくいですかね。端的に申し上げますと番号法というものができて番号法の特定個人情報に

ついても個人情報の一つではあるわけです。ただ一人ひとりに振られた番号というのをくっつけた情報を特

定個人情報というのだと。そうなった情報というのは番号法の制度にのっとって提供がされますので渡邉副

主幹からご説明ありましたとおり仮に課税に関する情報といいましたら、レイアウトと言いましたけれども

提供するときの形というものは既に決まっております。形というのは税に関する情報という項目のことです。

これも１セットなのです。岡部は袋と説明いたしましたけれども、番号法で提供するときには国が決めたフ

ォーマット、これがセットでやりとりがされるわけです。ですので、先ほど渡邉副主幹がご説明いただいた

例によりますと、児童手当でいったときには不要な情報も入っているのですけれども番号法でやり取りする

場合にはそれが１セットでないとやり取りがされないということになります。番号法はそもそも特定個人情

報を使用しても良い事務というのを法が決めています。またやりとりしても良い事務、この事務のこの情報

をこの事務はもらっていいよというものを法が決めていますので、そういう形で限定していますからそうだ

とすると今岡部が説明した本市保護条例第１１条第２項のような考え方ではなくて、そこに法が決めている

あてはまりがあればやりとりは可能なんですね。ですので考え方としては法にのっとったやり取りというの

は１セットで行くというのはそういう意味ということになります。 

   一方で繰り返しですけど保護条例ではそもそも提供する側が提供してはならないと制限されていますので

個人情報を保護するに足りうる形で限定列挙された第１１条第２項各号の形に当てはまったときには、当て

はまった情報だけ、先ほどの例で申し上げれば税情報全部ではなくてこの部分だけでよいのねという形で提

供していた側に義務が課されていたということです。ところが番号法では同じ個人情報の一部分ではあるの

だけれども特定個人情報についてはそのやり口ではない形で、法定受託事務ですからしたがわなければなら

ない形で法律がそのように規定してしまいました。よって、特定個人情報についてはそのようにやり取りが

されてしまいます。これはもう住基のときのようにやだとかつながないとかそういう議論はできないのです。

あれは自治事務でしたので。そうすると同じ保護条例の中でも同じ個人情報ではあるけれども番号法の特定

個人情報というのはちょっと取扱いは変わります。変わるということを前提に各ルールについて切り分けを

していくのか違う取扱いをしていくのか、同じ扱いをしていくのかそういう議論がされるべきであって私ど

もとしてはそれをご検討いただきたいというのが大前提となっています。そのさらに前段として死者情報で

すとか、事業者情報というものが一旦差はもともとあるのですよということが冒頭のご説明になっていると

いうことでございます。 

会長 事業者情報というのはこれからなんでしょ。 

山口副主幹 こみこみということです。 

会長 わかりました。 

柿崎委員 これからご説明いただけるのではと思いますが、第３条と第９条で「実施機関の責務」と「適切な維

持管理」が規定されているのですが、人が運営する以上過失により漏えいするということは有り得ると思い

ます。例えば神奈川県逗子のストーカー殺人事件なども市役所が情報を漏らしたけれども結局責任の所在が

曖昧なままだったと指摘があったと思います。この３条と９条をみても万が一漏れたときの責任の取り方が

規定されていないのでもっと厳しく情報の取扱いの責任や行政に対して厳しい責務あるいはどのように責
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任を取るのかその方法を規定したほうがよいのではと思いますが。逗子市役所の場合は曖昧なまま済まして

しまった記憶があるのですが。 

会長 ご意見ですよね。 

清水委員 刑罰規定を置くとかそういう話。 

柿崎委員 一度漏れるとこれまで以上に大きな情報が漏れてしまうということですよね。 

清水委員 番号法のシステムによって漏れた場合には、番号法の問題なので自治体では手を出せないのですよ。

やれるのは地方自治体にどこから情報が来ましたと。それが市の職員によって外に出たと。こういうケース

だけですね。他の個人情報は、番号法にのらないやつも同じように考えなければならないのでかなり抜本的

な変化になると思うのですよ。 

柿崎委員 市役所が導入するのであればもう少し危機意識を持つような条文を入れてもいいのではないかと思う

のですが。 

高岡課長 タイミングとしては色々な事件が起こっていますので、視点としては考えていかなければならないと

は思います。今後一つの検討事項ということで。 

清水委員 個人情報の漏えいというのは官公庁が大体相場なのですよ。 

高岡課長 罰則規定自体はご承知のとおり入ってはいるのですけれども、今後これを超えた何かのペナルティと

いいますか、今以上にということですので。 

柿崎委員 そうですね。現場で漏れると思いますので。もう少ししっかりと規定したほうがいいのではないかと

思いました。 

山口副主幹 責務規定というのは具体性を欠いていますので、その部分のご指摘なのではないかと思います。本

日個人情報保護条例の全文をお配りしたと思うのですが、こちらの第７章以下、３６条、３７条、３８条に

は罰則規定が具体的に書いてあるのですね。こちらについては一般論で、個人情報ではなくて情報漏えいに

ついての罰則規定というのは法にあるのですけれども、それよりも重い罰則規定にはそもそもなっているの

です。ですのでこれよりも重くということであれば貴重なご意見ですので課長の話に異論はないのですけれ

ども責務規定だと具体性を欠いているのではないかとのご指摘だとすれば少し具体的な部分もこれまでも

個人情報保護条例に関してはこの審議会で議論をしていただいた中で普通の守秘義務よりは少し重い、少し

具体化されたものがこれでご満足されるかは別として書いてありますよと。 

柿崎委員 漏れる情報が大きくなればもう少し書いてもとは思いますが。 

山口副主幹 それは番号法についてですか。 

柿崎委員 そうですね。現場の意識を高めるという意味でも入れていただけたら良いのではないのかなと。 

会長 だからそういうことを今ここで議論しなければならないんだと思うのですよ。柿崎委員がおっしゃるよう

なご意見は私もよろしいのではないかと思いますよ。他にご意見等があれば。 

   これ５号関係というのは現行の個人情報保護条例の第２条第５号ということですよね。 

岡部主事 新しく追加する第５号になるので、現行の条例にはございません。新旧対照表をご覧いただければと

思うのですが、２頁目、第２条第５号にある情報提供等記録の説明です。 

会長 わかりました。他にご質問等があれば。なければ説明を続けてください。 

岡部主事 事業を営む個人の特定個人情報についてご説明いたします。検討資料の３頁目です。波線部分のとこ

ろでございますけれども事業を営む個人の当該事業に関する情報と現行条例では異なってございます。例え

ば私が事業を営んでいるとしてその経理に関する情報ですとか自治会の電話番号であるとかそのような事

業そのものに関する情報、また、自治会であれば私の住所と自治会の住所がイコールの場合もあるので、そ

れについては自治会の情報でもあるし、私の情報と重なっているものもものによってはあると思うのですけ

れどもそういった情報につきましては自治会として活動している情報になりますので、その意味においては

法人の事業に関する情報とほぼ同じだろうと言えるのではないかと思われますので、私の事業に関する情報

につきましては個人情報保護条例の定義から外しているという形になっております。なので特定個人情報に

つきましてもこれまでと同様に事業を営む個人の当該事業に関する情報については、個人情報の定義から外

したうえでそのあり方についてご検討をお願いいたします。以上になります。 
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会長 はい。ここも、先ほどの死者に関する情報と同様、番号法と現行の条例との齟齬があり得るということで

すね。この点をどうすべきなのかということを我々に投げかけられているというわけですね。ご質問等があ

れば。 

渡邉委員 その点に関しては、市としてはどのようにお考えなのでしょうか。現行を維持するという方が良いと

お考えなのか。 

岡部主事 そのように考えています。 

清水委員 要するに大きな個人情報という概念があってその中に特定個人情報というものがある。個人の事業に

関する情報であっても特定個人情報に入ってしまうものについては、法律で入ってしまうわけだから切り出

して外に出しても良い。これは条例の適用対象外だから条例でいう個人情報ではない。残った制度のところ

は番号法の施行に伴うところとは範囲が違うわけだから従前のまま残す。そういうことですよね。 

岡部主事 はい。 

会長 これは現行条例と同様というのが、現在の市のお考えということですね。ということで、諮問事項⑴につ

いての説明及び質問が終わったわけですね。これを踏まえて、この後諮問事項⑵に移るわけですが、諮問の

⑴に関してただいまの説明及び質問を踏まえられて答申案を皆さんと一緒に練って、一通りでき上がった段

階で諮問事項⑵にいくと。あるいは諮問の⑵に関する説明及び質問が終わって最後のほうに諮問⑴及び⑵に

ついてまとめて答申を練るか。 

清水委員 ⑴も⑵も共通した問題だろうと思いますが、要は番号法というのは今までの個人情報保護制度よりも

個人情報をラフに扱うという場面がたくさん増えてきているのですね。その制度が法律ででき上がってきた

ときに、市の条例として法律が命じない部分についてはできる限り従前の保護措置を残そうという風に考え

るのか、それとも国がいけいけどんどんでやっているのだから市のほうもそれに乗っかってしまえと考える

のか。その辺が分かれ道だと思うのですよ。 

会長 はい。 

清水委員 この審議会で、個人情報の利用というのは、使い始めると非常に便利なものもあるのですね。住基カ

ードのときも同じでしたけれども図書館の利用状況から何からひっくるめて動く可能性というのが将来的

にはあるのですよ。住基カードのときに例を出せば、私の場合、ちょっとした持病もちでして、外国に行っ

たときにこの薬を切らしたなどで薬をどうやって確保するか苦労するのです。ところが住基カードの中に情

報として入っていますと、カード一つでその情報がポンと出てきて薬がもらえるというのはとても便利なの

です。自治体にもよるのですが、是非やってもらいたいと思ったのですよ。ところが、それを落っことした

ときにどのような話になるのかと、誰かにスキャニングでもされたらどうするのかと、思いっきりどこかか

ら情報が流れてしまうのですよ。そこでどっちのバランスをとるのかというと、制度としてはなるべく個人

情報は大事にしてあげようと、せっかくここまできたのだからという気持ちがあって、国によって命じられ

てこれはもう避けようが無いというようなものを除いては従前のスタイルをそのまま踏襲するべきだろう

というふうに私は考えます。 

会長 ご意見がだされました。これは大変重要なご意見だと思います。これからの審議会における審議の基本的

な方向性を示していただいたご意見を拝聴いたしました。私も清水先生の示された方向性、もちろん大変適

切な方向性のご指摘であるということと、清水先生のご意見ですが、現行の本市の個人情報保護条例を最大

限活かすという方向ですよね。国で定められていってどうしても国の規定が上位にたってしまうという項目

がどうしても出てきますが、これはやむを得ないと。そういうものを除いては、現行の条例を尊重するとい

うことです。私も同意見です。いかがでしょうか。というのもこの話は最初にすべきだったのでしょうね。 

委員 異議なし。 

会長 ということで、基本的な本審議会の方向性は、ご異議の無いようですので、その方向でいくとして。諮問

事項⑴についての事務局からの説明、皆様からの質問と貴重なご意見まで頂いているわけでどういたしまし

ょうか。諮問事項⑵に移って、それについての説明と質疑が終わってから、諮問事項⑴についてもまとめて

答申を練るということでよろしいでしょうか。ただ答申を練るにあたっての基本的な方針は決まりましたと

いうことですね。 
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清水委員 一つ付言させていただくとすれば、先ほど柿崎委員が仰られた保護条例の９条ですが、刑罰の話にい

かないまでも、どのくらい担保されるのか。どのくらい可能な話をしているのか。実施機関にあてられた条

例ですから、何日以内に処理しなければいけないとか何ヶ月以内の処理しなければペナルティがあるとかそ

ういう話になりますか。要するに先ほどの柿崎委員の発言というのは実効性が無いのではないかという気が

しましてね。 

平野委員 質問してよろしいでしょうか。「遅滞なく」という言葉があると思いますが、これはどういう意味でし

ょうか。「速やかに」とか「遅滞なく」とか、何日以内とか決まっているものなのでしょうか。 

山口副主幹 例規を作る際の用語辞典等を引きますと、答えから先に言いますと、何日という規定を置かないか

らこそこういう風に書くということです。日にちを書きたい場合には日にちを書きますので。そうすると即

時性がどうなるのかということになりますので、今お話がありました「速やかに」という表現、それから「直

ちに」という表現、この３つがよく比較されることになるのですけれども、即時性からいいますと「直ちに」

が一番早い、「速やかに」というのはその次に早い、「遅滞なく」というのがその中では一番遅い。その差は

何かといいますと「直ちに」は文字通りですぐやりなさいということです。「速やかに」はそれよりも早く

は無いのだけれども。 

清水委員 「遅滞なく」が２番目ではないのですか。 

山口副主幹 「遅滞なく」がその中では一番遅いです。これは何がしかの事情があった場合には、許されるとい

う部分を包含しています。遅れがないようにねという意味です。ですので正当な理由ですとかやむを得ない

理由ですとかが仮にあったとすればそれを包含して違法性が消えるというやり方になります。それよりかは

「速やかに」のほうが早いのですけれども、じつは「速やかに」というのは義務を課すような条文には使っ

てはおりません。つまり訓示的な規定にしか使っていないということです。ですので、自治体が自治体に課

すようなケースでは「速やかに」と書くケースもあるのですけれども、即時性は「直ちに」よりも遅い。た

だ「遅滞なく」よりも早いということです。ですのでご質問に答えにくいのですが何日というのは無い、そ

の場合には何日と書いたほうがよいということです。 

会長 清水先生からのご指摘についてはいかがでしょうか。 

清水委員 「遅滞なく」かもしれないけれども、柿崎委員の発言からはこれだけでは十分じゃないではないかと

いう主張だと思いますので、実効性というのをどの程度お考えになっていますかと。個人情報を正確かつ最

新のものにすると、それなりに努力していると思いますけれども。２番目と３番目はどの程度頑張っていま

すかと。特定個人情報は、はなっから不要な情報も扱っているという前提ですよね。上の４つははじめから

必要な情報だったんですよ。それでも要らなくなったら破棄しろと。そういう法制度になっているのですよ

ね。今度ははなっから要らないやつを要らなくなったらといったところではなっから要らないのですよね。

でも全体をそのままパックで集めていますと、その中から抽出して要らないものだけを捨てろということを

求めている表現だと思うのですが。実際にはどのようなシステムでやるのですか。 

渡辺副主幹 システム所管課の情報政策課は今回出席していませんけれども、行政改革推進室、情報政策課及び

システムベンダーの３者で確認しているところでは、丸１日は市内部に保存といいますか、留め置くと。当

然、情報が来ますとシステム的な対応としますと先ほどからありますが、パック形式で来ますが、余分な情

報はシステム的に受けざるを得ないですから、そのままの形で留め置く形に保存されます。１日経ちますと

その情報を消去するという運用をしようということで考えています。万が一、消してしまった場合にはどう

するのとお思いの方もいらっしゃるかもしれませんが、番号制度は番号によって取ろうと思えば翌日にでも

照会すれば取れる制度なのです。だからうっかり消してしまってまた面倒くさいではなくて、利便性が高い

制度だからこそそういう運用が可能かというところでなるべく要らないものは早めに消そうというところ

で、万が一のバックアップという意味もありまして、１日の期日を考えておりますが、そのような形で統一

したいと考えております。 

清水委員 １日経ったら自動的に消えてしまうのですか。 

渡辺副主幹 そのように考えています。 

清水委員 そういう説明をしてほしかったのですよ。 
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会長 必要がなくなったときは、速やかに廃棄、消去と。例えば４号だけだとすればここに「速やかに」を入れ

ればなお分かりやすいよねと。 

清水委員 従来の４号というのは、必要ではなくなったら廃棄ということですから、「直ちに」というふうに読ん

でいました。 

会長 清水先生からのご指摘から議論が発展しましたが、時間の関係もございますので、清水先生のご意見に皆

様もご同意されると。９条５号に関してはそれでよろしいですよね。それでは時間もございますから諮問事

項２についての説明を。あと、一旦一区切りつきましたので、今までの事務局の説明から質問であるとか、

清水先生のご意見であるということを全体を踏まえて答申が出ると、そのつもりでいていただければと。 

   諮問事項１についてのご意見等も出たわけだけれども、ちょっと整理させてもらうと、条文でいくと今諮

問の⑴というのは、複数の条文に関わるわけだけれども、まず死者に関する情報というのは全く新たに設け

るというわけではなくて、既存の条文の改正ということですよね。 

岡部主事 それについては、逆に改正はしないということです。そこについては特定個人情報という定義を新た

に加えるということです。 

会長 とすると、これについては現行条例のどの部分というのは指摘できないわけだ。つまり現行条例どおりと。 

岡部主事 はい。 

会長 で２番目は。第２条第５号関係は。 

岡部主事 ２条で、３号、４号及び５号を足しました。 

会長 そうですね。事業者に関しては。 

岡部主事 こちらについても従前どおりです。 

会長 わかりました。というようなので、皆様そのようにお願いします。それでは諮問事項⑵について説明願い

ます。 

岡部主事 検討資料の９頁、第１１条ですが、こちらをご覧ください。これまでの保護条例における提供のルー

ルが書いてありますけれども、先ほどの山口の説明にもありましたが、特定個人情報についてはこれまで保

護条例における考え方とは異なり、標準レイアウトとよばれるフォーマットにより提供されることになるの

で、保護条例第１１条の規定をそのまま適用することは難しいといえると思います。そのため、一旦１１条

では特定個人情報については除きますよという形で１１条の改正をさせていただいて、その上で、資料の１

１頁になりますが、新しく３つの条文を追加するということになります。まず、第１１条の２では特定個人

情報の利用という条文でございます。まず、特定個人情報の利用とは何かといいますと、例えばＡ課におい

て特定個人情報を使用するという場合に加えて、同じ実施機関、例えば市長部局にある社会福祉課とかの別

の課に対して特定個人情報を提供するということを「利用」というふうに呼びます。そこで第１１条の２を

ご覧いただければと思いますが、同じ実施機関において予め定められた特定個人情報の利用目的から外れて

特定個人情報をあげるということは原則として禁止しますよというのが第１項でございます。次に第２項で

１号と２号があるのですけれども、第１号で個人の生命、身体、財産に対する危険を避けるためであるとか、

第２号で番号法第９条第１項で利用可能な事務である場合及び先の審議会にて答申をいただきましたいわ

ゆる独自利用条例によって利用が認められた事務である場合の２つについては、例外的に特定個人情報の提

供が可能になるということが、第１１条の２の規定でございます。 

清水委員 おそらく実務で一番難しいのは、第１１条の２でしてね。番号付きでパックで情報が入ってきますね。

使っているほうはパックですからそのまま使いたくなるのですよ。ところが一旦取得した情報を別の課に渡

すといったときに、番号が要るとは限りませんよね。例えば税務情報であれば、課税額がいくらで、滞納し

ているかしていないかとかそういうことが分かればよいのでそのときに番号をつける必要があるかといえ

ば必ずしも無いと。庁内では番号は要らないけど、番号付きで送られてくると。これもさっきの問題と同じ

ですけど、これもちゃんと守られるのかそうでないのかが問題の境目でして、漏えい事件が発生するとすれ

ばこの条文だと思うのですよ。ですからそこは徹底していく必要性があるのですが。個人番号がついている

ものと付いていないものを切り分けて考えているのだと。くどいほど認識していただかないと。 

岡部主事 清水委員補足していただきましたけれども、個人番号が付いていない個人情報については従前どおり
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第１１条に基づいて必要最小限の提供を行うということが大前提になっております。特定個人情報として個

人番号がくっついた場合に限定し、その部分については第１１条の２を適用し、すみ分けを図っていくとい

うことでございます。 

清水委員 こういう問題が起こるのですよ。市が持っている情報が今パックになっていると。それを君津市や袖

ケ浦市に出してしまう場合には、番号ごと行ってしまう。だけど庁内で利用する場合には必要な情報だけを

切り出して行うと。二重の作業が必要になるのですよね。 

山口副主幹 ですので他の機関に送るときには、先ほどご説明のあったとおり国の情報提供ネットワークシステ

ムを使いますから、そちらの中間サーバーを使ってやるのですけれども庁内でやるときには、これとは別の

サーバーを使用して行います。もちろん、中間サーバーは国が所管するものですから、法定受託事務ですの

で、送らざるを得ないのでパックで送ります。ただし、庁内でやる場合には、それと同じ流れ、つまり中間

サーバーに送る手前のサーバーでやるのではなく、別のサーバーで行うことを考えているので、先生が仰る

とおり二重のという見方もできるのですけれども違うやり方をすることを考えています。 

渡辺副主幹 事務そのものが増えるわけではなく、事務自体は今もあるわけでそこに番号法によって新しい手続

きができたということなので、今のシステムをそのまま使い続ければ、山口の説明にもあったとおり使い続

けられるわけなので、今のシステムに新たなお金をかけずに使うことができるのです。それはそのまま残す

と。そこに、新たに個人を特定するという全国共通の番号が一つ増えることによってそれによる情報のやり

取りですとか、今後色々な情報が紐付いてくるということがあるかもしれませんけれども、事務そのものが

増えるわけではないので、そのやり方を残す。これまでの運用を行うということで考えています。 

岡部主事 続いて資料の１２頁、第１１条の３の情報提供等記録についてでございます。情報提供等記録につい

ては先ほどご説明いたしましたが、国のネットワークシステムを使った場合に記録されるログのことでござ

います。その中身につきましては情報をもらう側と情報をあげる側そしてネットワークシステムを管理して

いる総務省３者で全く同じ内容のログが記録されることになります。このログは、３者共通のものになるの

で、これを提供することは想定されないため、国につきましては一律に提供を禁止しております。そのため、

木更津市としても国と同様に例外なく提供を禁止するべきだと考えてございます。こちらが１点目です。 

   この提供等記録はあくまでも国のネットワークシステムを通じて他の機関に対して提供した場合のログに

なりますので、行政改革推進室から説明がありましたが、庁内で特定個人情報のやり取りがあった場合につ

きましても庁内専用のサーバーに同内容のログが記録されますが、こちらについては情報提供等記録の定義

に含まれていませんので、そちらについても保護条例第１１条の規定を除外する必要があるのではないかと

考えられますので、検討をお願いします。 

   最後に第１１条の４の特定個人情報の提供の制限についてでございます。こちらについては、特定個人情

報を他の実施機関や他市町村に対して特定個人情報を提供することについても、番号法第１９条にて提供す

ることができる場合が限定されておりますので、特定個人情報を提供するということはそもそもできないと

いうことですので、それを明示したということでございます。 

会長 はい。これは諮問書でいうところのどこになりますか。 

岡部主事 別紙の２②のアの部分でございます。 

会長 ご質問等がございましたら。 

清水委員 今の説明でよくわからなかったのは、第１１条の３でログの話をしていたが、１１条の３は実施機関

自体がそのログを使ってはいけないといっているだけではないのですか。個人情報としての自分の情報とし

てのアクセスは別の手段としてできるわけだから、それは本人が国のシステムを使ってログの開示請求をす

ればいいわけであって、市はそういうことに口を挟まないといっているだけではないのですか。 

渡辺副主幹 国が管理しているものについては清水委員ご説明のとおり今後個人番号カードの交付が始まります

が、それをＩＣカードリーダーで読んで、国がパソコン上で管理できるシステムを用意する予定になってお

ります。そこで、自分の情報が提供とか照会がされているのかというところをオンラインとかパソコンで確

認できるという仕組みが検討されています。ですので、そちらについては清水委員が仰るようにそこを見て

いただければ確認できるというような仕組みはできます。 
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清水委員 それはそっちのシステムの話なのだから、保護条例は関係ないのではないか。国は、この１１条の３

を待つまでもなく本人以外には見せないのだから市区町村に対しても見せませんよと。国が都道府県や市区

町村に対して見せないという説明を起こしただけではないのですか。例えば、市が私の租税に関する情報を

まとめたとして、そのログは市に残っているわけですよ。それは中間サーバーを通して相手方に送られる。

それは総務省にログが残っていると。それについて私が、自分の情報に誰がアクセスしたんだということが

知りたければ、総務省にはその制度があるのだから。基本的には全部開示だと総務省はいっているのですよ。

そのシステムがあるから我々個人が市にあるはずだから見せろと言っても見せてはくれないのですよ。今ま

でだったら市が保有する情報ですから番号法では無いシステムであれば見せろといわれれば、他に理由が無

い限りそれを拒めないのですよ。ところがそれは市では受け付けませんよ、国に行ってくださいよという制

度が一つあって、その他に国からすれば市の方に見せてもらっては困りますよと。国の所管なのですからと

いうことで、市の方が独自にログを提供しなければならないということが想定されない。国に行けばわかる

のだからと。だから国は一律に市町村に見せるなと、提供するなと番号法は行っているのだと思います。 

   で、今回は条例案の諮問をしているので、第１１条の３は利用目的以外の目的のために目の前にログがぶ

ら下がっていても使ってはいけませんよと。事実的に重ねて否定をしていると。国も駄目だといっているし、

市も駄目だといっているということではないのでしょうか。 

   説明を見ていると、検討資料の１２頁「番号法第３１条の規定により、本市においても情報提供等記録に

ついては、例外なく提供を禁止する必要があると考えられる。」とあります。提供というのはよそに対して

の提供ですよね。 

岡部主事 はい。 

清水委員 それははなから駄目ではないの。 

会長 なかなか難問のようですので、ここで時間を使うわけには。 

清水委員 第１１条の３と第１１条の４というのは内部利用と外部提供の禁止ですから。ちょっとこっちの説明

は納得いかないですね。時間も無いので先に行きましょうか。 

会長 でも次回の宿題にするわけには。 

清水委員 これは番号法の話ですから。今回の諮問は条例の改正案のわけですよね。だとすれば条例の話をして

いただかなければ。なぜこのように条例を改正する必要があるのか。それを説明していただければ早く終わ

ると思いますよ。 

会長 質問の趣旨はわかりました。 

清水委員 今回の審議というのは、法律の枠組みは既にできてしまっていて、基本的に動きようが無いのですよ。

番号法のシステムすべてをぶち壊してもよろしいということでしたらそういう議論になりますけど、そうで

はないのですよ。それを踏まえて木更津市の条例をどう直すのか、どう整合性をとるのかという話をしてい

るのですよ。そこに絞ってお話いただければと思います。 

山口副主幹 第１１条の３が「利用」のはずなのに説明が「提供」になっています。そこは訂正いたします。 

岡部主事 説明を続けます。資料の１３頁をご覧ください。条文に波線が引いておりますがそちらの【参考】木

更津市個人情報保護条例と記載した部分をご覧ください。第１３条第１項で「何人も実施機関に対して開示

請求をすることができる」と規定されており、第２項で代理人、ここでは法定代理人、任意代理人を区別し

ておりませんが、代理人は本人に変わって開示の請求をすることができると規定されております。その上で

第１５条第５項をご覧ください。第１項では開示請求書の提出義務について規定され、第５項で拒否の決定

をする場合には本人か法定代理人に対して通知することが規定されております。これに対し、国はもともと

個人情報の開示請求について、本人と法定代理人のみしか開示請求権を認めていなかったのですが、特定個

人情報の開示請求権を任意代理人にも認め、決定通知の通知先についても任意代理人を加える旨の改正を国

が行いました。 

   以上から、本市についても特定個人情報の開示請求権を任意代理人にも認め、通知先についても任意代理

人からの請求の場合には任意代理人に対して通知するものでございます。以上になります。 

会長 任意代理人の説明をもう少しお願いしたいのですが。どういった性格の者なのか。 
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岡部主事 例えば、私が請求しようとしても直接窓口に行くことができない場合に第三者に委任してその方が請

求するような場合を想定しております。 

清水委員 そうしたら紙１枚で誰でも良いということですね。そうではなくて任意代理人が出てくるケースはど

のようなケースなのですかと聞いているのです。忙しければよいの。 

岡部主事 怪我で入院しているとか施設などに入っている場合ですか。 

清水委員 特定個人情報というのはかなり重要な情報ですよね。番号付きの情報を任意代理人が請求するという

のはどういう状況なのですか。 

山口副主幹 今回は特定個人情報ということになりますので、例えば私が会社勤めをしていたが、その会社を退

職した場合ですね。退職した時点でその会社とは一切かかわりが当然無いわけですし、余りその会社とも関

わりたくないわけですね。ですけれども私の報酬についてこの会社は税の情報になりえますので、手続きを

したいのですね。したいのですが私はもうこの会社とは関わりたくないのでこの会社が「あなたの名前でや

りたい」といっても代理関係は生じ得ない。 

ちょっと説明が悪いですか。もう一度ご説明申し上げます。私Ａ会社にいました。辞めました。辞めたの

ですが、私の情報について企業が特定個人情報の開示請求をするにあたって、私が直接開示請求すれば出て

くるのですが、この会社が後は手続きをすればいいだけのものですから、めんどうくさいですし関わり合い

たくないものですから企業に対して委任状でも渡してあとは勝手にやってという場合ですと私が本人です

けれども私の情報を企業が任意代理人として特定個人情報の開示請求をするケースが生まれるということ

です。 

会長 頻繁にある事例なのかな。 

山口副主幹 頻繁にあるかといわれると分かりませんが、一般論として怪我をしていて行けないということは想

定としてはあるとは思いますが、私自身が委任をしてまで誰かにいってもらいたいという緊急性がどこまで

あるかだと思います。怪我をしていくことができないということであれば、その手続きに緊急性が無いとい

うことであれば治療されるまで待っていればいいわけであって信用できない任意代理人に頼まなければな

らないケースはそう頻繁にあるケースなのかということがご質問の趣旨だと思うのですが、そういうのっぴ

きならない理由というよりは、今のケースでは本当に私の情報を欲しいのは義務を負っている企業のほうで、

それを本来は私も勤めていたのですから協力してやればいいのでしょうけれど、辞めているのですから委任

状を出して後は好きにやってよというわけで、企業が私の代理人として私の個人番号を取得した上で、私の

特定個人情報の開示請求を行うということではないでしょうか。 

柿崎委員 質問なのですが、のっぴきならないような事例でなくても任意代理人による開示請求を認めてしまう

と、悪意の第三者が委任状を偽造して情報を取得してしまうのではないでしょうか。 

山口副主幹 仰ることはごもっともなのですが、偽造の話は別にしたほうが良いと思いますが。 

柿崎委員 どういう状況かというのはここでは絞らないのですね。 

山口副主幹 そうですね。結局法が任意代理を認めてしまいましたというのがございますので、その趣旨は何か

といいますと、単に認めてしまいましたというのでは足りないだろうというのが先ほどの先生のご質問とい

うわけですね。何で認められたのか、どういうケースが想定されてそんな大事な情報なのに任意代理を認め

ているのかということを説明しないと、国が認めたからというのは説明が足りないという趣旨ですね。そう

すると個人番号を利用して任意代理、ご指摘ごもっともですよね。そんなに大事な情報なのに任意代理を認

めたのは何なんだろうと思い説明をしたつもりなのですが。 

武田委員 個人情報の関係なので、私は任意後見代理のことかと思いました。任意後見代理は法定代理人ではな

いわけなので、公証人に認証されて登記もされるのでそれを想定しているのかと思いましたが。 

渡辺副主幹 国が任意代理を検討した中で、マイポータルというパソコン上で確認できますよというものがある

のですけれども、そこに入るためには自分のカードを使って自分でやればいいのですが、お年を召された方

ですとパソコンに疎い方もいらっしゃって、パソコンを使える方と使えない方で、権利があるのにパソコン

の操作ができないばっかりに自分の情報が管理できているのかどうなのか確認できないとまずいよねとい

うことで、例えば老人ホームに入っているのだとするとそこにいらっしゃる相談員さんとか任意で頼んでい
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る後見人さんとかに「パソコン不慣れだからこれあなたにお願いするからちょっと見てよ」ということを認

めてあげることによって制度の透明性とかが確保されるのではないかということで任意代理も認めようと

いう検討がされたと聞いております。 

会長 ということですね。それなりの制度趣旨、目的はあるということですね。一人でも多くの人がこの制度を

利用できるようにと。パソコンに不慣れな方でもお年寄りの方でも成年後見人の付いている方でもというこ

とですよね。 

清水委員 これは堀部さんあたりから聞いた情報なのですが、本音を言わせると本人確認法が邪魔になったと。

これを本当に運用しようとすると。先ほどご説明いただきましたがパソコン等でアクセスログを見たいとい

うときに、どうやって本人確認をするのかと。パスワードの確認といったところでそんなに簡単にできるも

のでしょうか。色々な手続きで必要ですので人によっては１０数個パスワードを持っている方もいると思い

ます。そうすると覚え切れないので例えばパソコンの横に一覧表を貼っている方などもいらっしゃるのでは

ないでしょうか。基本的に任意代理を認めるということですと表見代理の適用もみんなあるわけですよ。利

用者の範囲を拡大すると、武田委員が仰るように任意後見人も勿論入るのですが、それほど厳格な資格、登

記までしているとかそこまで求めるのであれば法定代理人に準ずるでいいわけですよ。だけどもっと広げた

いということですよ。高齢者施設などの福祉施設の施設長とか、老人マンションとかあるじゃないですか。

ああいうところの施設長とかにまで範囲を広げて使えるようにしたいという思いが事務方にはあったそう

です。 

会長 任意代理についてはこのぐらいで。 

清水委員 これも基本的には番号法の適用がある場合について任意代理人でもよろしいということですよね。従

来の保護条例の枠にまで広げるという趣旨ではないですよね。 

会長 そこは大事なポイントですよね。いかがですか。 

岡部主事 清水委員が仰るとおり、あくまでも特定個人情報についてということです。 

山口副主幹 一部分番号法とは違う部分も生じることになりますが。死者の情報もありますので、そこの部分に

ついては法の適用は無いので、番号法の適用の無い死者の特定個人情報については任意代理人を認めること

になってしまいます。 

清水委員 特定個人情報に関しては。 

山口副主幹 本市の特定個人情報は死者も含みますので、法は適用無い部分ですがそこはよろしいですか。 

清水委員 特定個人情報だけれども本人は死んでますよね。死んでいるか死んでいないか分からないから区別し

ないと言ったんでしたよね。特定個人情報と結びついたパックの情報については区別をしないんですよ。区

別をしないんだからそのままだということですよね。 

会長 よろしいですか。よろしければ次の説明を。 

岡部主事 第１６条の説明資料をご覧ください。決定通知については本人と法定代理人のみでしたが、特定個人

情報に限っては任意代理人も含む請求者に対して通知をする旨の改正になります。第１７条、第１８条につ

いても同趣旨でございます。資料の１８頁、第２１条（訂正の請求）をご覧ください。こちらも基本的には

同趣旨の改正ですが、加えて資料四角囲いの読み替え規定の部分をご覧ください。波線部分ですが、ネット

ワークシステムを管理している総務省、情報提供者又は情報照会者の３者で同じ内容の情報提供等記録を保

存しているので、もしそのログが訂正された場合には、残りの２者に対して訂正した旨の通知をするという

ことでございます。最後に資料の１９頁、第２２条（利用停止の請求）をご覧ください。こちらの読み替え

後の規定をご参照ください。⑴の一行目「又は」以降ですが、番号法２０条の規定に違反して収集されてい

るときであるなどについての個人情報の利用の停止や先ほどの第１１条の２ですが、この規定に違反して特

定個人情報の利用がされているときにはその利用の停止、最後に４号で新設される第１１条の４の規定に違

反して特定個人情報の提供がされているときには、その提供についての禁止を請求することを新たに定める

ものでございます。以上でございます。 

会長 これは諮問書別紙のエまで説明をしたわけですよね。 

岡部主事 はい。 
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会長 わかりました。いかがでしょうか。 

清水委員 要するに番号法の適用があるものについては新しく規定をつくって国と平仄を揃えたけれども、それ

以外の部分についてはこれまでどおりということですよね。 

岡部主事 はい。 

会長 質問やご意見がありましたらどうぞ。 

私が思うには任意代理人という方々の条例上行えることあるいは行えないこと、具体的なシチュエーショ

ンですよね。どのような場合に任意代理人が登場して本人に代わり開示請求をするのかというのはある程度

つかめたように思いました。それを基にした改正ということにも特段の問題点は無いように思いましたが、

何か問題点があるとか、あるいはまだまだわからないとか、意見やご質問があれば。特になければ最後のオ

手数料の規定ですね。 

岡部主事 検討資料の２０頁、最後の頁をご覧ください。これまでの開示請求、訂正請求、利用停止請求に係る

手数料につきましては、個人情報の適正化及び最大限に保護するためという目的がありますので、その閲覧

に係る手数料につきましては無料とし、写しの交付を要するものについてはその費用を手数料として徴収す

ることが現行条例の規定でございます。特定個人情報につきましても同趣旨ですので、閲覧については無料

とし、写しの交付につきましてはその費用を手数料として徴収するということでございます。こちらにつき

ましては現行条例で対応は可能と考えておりますので、条文の改正自体は不要と考えておりますけれども、

国においてそのような改正がされましたので、その方向でよいか議論をしていただくというものでございま

す。以上になります。 

会長 ご質問等がございましたら。 

清水委員 写しの交付というものはそもそも手数料なのですか。 

山口副主幹 こちらにつきましては議論はございますが、実費負担では無いかとの議論もございますけれども、

実費相当額を作成手数料として位置づけをし、条例で規定してございます。つまり地方自治法で手数料につ

いては条例で定めるということになっておりますので、条例で定めておりまして、単なる実費、例えば公民

館で調理実習を行うといった場合に、調理実習参加費は無料ですといっても、実習に要する野菜ですとか肉

ですとかは実費徴収ということでさせていただいております。こちらは実費ですので条例で規定することな

く徴収することができるということになっております。ですので、写しの作成につきましては繰り返しです

けれども実際上は作成に要する費用ということで法律上の手続きとしては手数料で区分させていただいた

ということでございます。 

清水委員 その手数料は無料だけれども、一番下では減免の規定がありますが。 

山口副主幹 写しの分につきましては、１枚１０円頂くということになっておりますので、これについては現行

どおりの減免規定を適用するのでよろしいと考えておりますが、いかがでしょうかということでございます。 

清水委員 現行の減免規定についてはどうなっていますか。例えばどんな場合ですか。 

山口副主幹 生活保護を受けている方が最初に出てくる方になります。まあ「等」ということですので、基本的

な考え方は個人情報保護の中の自己情報コントロール権だとかという話の中での制度ですので、基本的には

無料で構わないのですが写しについてはくださいといっているのですが、生活困窮者について生活困窮者は

自分の情報をコントロールできないというのではおかしな話になるのでそういう方にも等しく権利を行使

できるような形で、そのような方に対しては手数料は無料という基本的な考え方に立っておりますので、こ

の場合の特別な理由というのはそういう趣旨でございます。 

会長 はい。ほかに質問等があれば。 

平野委員 １部１０円とかですか。 

山口副主幹 そうです。 

平野委員 通常は払えると思いますけどね。ただ公正の確保ということであれば。 

山口副主幹 そうですね。生活保護ということであれば間違いなく。その上ということであればご指摘のとおり

難しいです。 

平野委員 わかりました。 
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会長 ということで、質問もご意見も出揃ったということですね。これからが我々の本番なのですが、時間的な

ものもありますから、諮問事項⑴・⑵についてこれまでの事務局側からの説明、それに対する我々の質問や

意見というものの全体を踏まえて諮問事項⑴・⑵について答申を出していくという段階にいきました。ただ、

時間的な制約があります。いかがでしょうか。本日諮問を受けて我々が答申を出すというのは、まあそうし

ないと次の議会での審議、採決に直接関わってしまうので、どうしても本日ということでなければならない

のか、それとも多少なりとも時間的な余裕、例えばもう一度審議会を開いてその場で正式な答申をするとい

う余裕が全く無いのか、というのも本日委嘱状を頂いた方もいらして、番号法も初めてふれるという方もい

らっしゃるかもしれませんし、そういったことを考えると十分な議論というものがこの場でできるのかとい

うものがあります。いかがでしょうか。ここで一旦皆様もって帰っていただいて、これまでの議論を踏まえ

てお考えを固められて、再度審議会に臨んでいただいてそこで答申を出すということがもしできればそれに

越したことはないように思いますが。その場合、私から申し上げると冒頭事務局からありましたが定足数と

いうものがございまして、次回の会議の予定を組んだとしてもそれを満たさないと流れてしまうから、例え

ば本日いらしている方の日程を伺った上で、次回の日程を決めるということは可能だとは思いますが、いか

がでしょうか。 

高岡課長 来週中でよろしければ。 

平野委員 いつまでに議会に出せばいいの。 

山口副主幹 議案配布日が２４日となっております。 

会長 ８月の。 

山口副主幹 はい。それから市長に諮る日がその前の１７日。 

会長 ということはお盆明けということね。 

山口副主幹 それから我々が条例議案の最終調整を行う日がその前の週の１１日になっております。そこに合わ

せていきますと、来週しかないということです。 

会長 今のお話をお伺いすると今日が限界ということですね。とするとイレギュラーなのでしょうが、この会議

では、あまりこの方法を執りたくないのですが、前例として事務届出に関しては議長一任ということがあり

ました。ただこれに関しては報告事項に関するわれわれの検討についての議長一任ですから今回のような明

らかな審議事項、つまりただ報告を聴くだけではなく我々が意思表明しなければならないという議案なので

これに関しては議長預かりというのは私の記憶では無かったように思いますが。 

山口副主幹 仰るとおり無いと思います。 

会長 ということは前例が無いということですので、前例が無いことを執るというのは条例上あるいは規則上執

れないことは無いと。これを正面から禁じているような条例の規定なりあるいは規則上の規定というのは私

は知りません。想定外か、あるいはそんなことは無いから条例上規定が無いということなのか、少なくとも

正面から禁じてはいません。 

清水委員 審査会の委員として申し上げれば、審査会では会長一任ということで案文をまとめたことはございま

す。 

会長 審査会の条例上、規則上もそういう規定は。 

清水委員 ございません。議論は尽くしたと。それで案文を作りまして、皆様に配付をして全員の了解をもらっ

て。 

会長 そうすると何とか閣議決定のような形になるのですか。 

山口副主幹 他の審議会などでは書面開催などの例はございます。 

会長 一同に揃わなくても。例えばその場合では日にちを聞いて何月何日までにご意見がある方はご連絡くださ

いと。それを受けご意見を取り入れたものについては、やはりもう一度来ていただく必要はございませんね。

私に一任していただければ。 

山口副主幹 例えばそういうことです。 

会長 いかがでしょうか。清水委員からの審査会というのは木更津市情報公開・個人情報保護審査会での意見、

因みに清水先生、前例があるというのは度々あるというのではなくて。 
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清水委員 ２度ほどやった記憶はあります。 

会長 そうすると大変心強い前例ですね。もちろんここでの前例ではございませんが、こちらの審議会と審査会

というのは車の両輪のようなものですから機能が審議会のメンバーあるいは審査会のメンバーに託されて

いるということを考えると、これはやはりそういう意味での前例もあるということでいかがでしょうか。 

清水委員 本日の議論では、論点について対立したり紛糾したりした場面は無かったと思うのですよ。ですから

後で記録をもう一度読み直さなければならないとは思うのですけれども、今日の方向性というのはかなりは

っきりしたものだろうと私は認識しておりますけれども、その案文作成については会長一任していただける

と助かります。その上で事前に郵送して皆さんから了解を頂くと。 

会長 ですから私に全くの白紙委任状というわけではなくて、事務局と協議した上で私が案を作って皆さんにそ

れを回覧して皆さんのご意見を十分に取り入れた上で最終的には私の責任でということでよろしいでしょ

うか。 

委員 異議なし。 

会長 ということで事務局今の点よろしくお願いします。 

山口副主幹 書面開催という理解でよろしいでしょうか。それとも会長一任で。 

会長 書面で。 

山口副主幹 では答申日は、仮に何もご意見が無ければご意見の締切日ということですか。 

会長 それは、先ほどの議会の日程に合わせていただければよろしいと思います。ですから時間的な余裕はこれ

についても無いわけですよね。 

山口副主幹 はい。 

会長 それはこの場で決めますか。 

山口副主幹 いえ。 

会長 では答申日については私と事務局に一任していただいてもよろしいですか。 

委員 異議なし。 

山口副主幹 皆様にお送りする前にその日付を提示させていただいて。 

会長 事務局で調整して、決定した日付でなるべく余裕を持って郵送すると。 

山口副主幹 ご欠席の方はいかがいたしましょうか。 

会長 本日欠席した方ですか。 

山口副主幹 いきなり郵送してご意見を頂いても問題は無いでしょうか。 

会長 問題は無いと思います。 

山口副主幹 分かりました。送付いたします。 

清水委員 今日の資料を全部添付してこういうことになりましたとわかるようにすればよいかと。日数的にも限

界があることも忘れずに説明することです。 

会長 ということで、この諮問に関してはこれで終了と。では次に次第の５ その他とありますが、これは報告

事項でしょうか。事務局お願いします。 

高岡課長 一枚の紙で「審議会等の会議の公開制度の運用について」とあるものを本日お配りさせていただいた

のですが、審議会等の会議の実施状況をお配りしたと思うのですが、実はその中に本来であれば会議の公開

とすべきだったもので実は非公開として会議を開催してしまったものが何件かございましたので、そちらに

つきましては大変申し訳ございませんでした。お詫びさせていただきたいと思います。こちらの紙にも記載

いたしましたが指定管理者候補者選定委員会の会議でございまして、この会議では最初に一度調査・審議と

いってプレゼンのような形で行いますので、この際にはどのような意見が出るか分かりません。企業のノウ

ハウなども出てくる可能性もございますので、この段階では非公開で理由はあるのですけれども、その後各

委員さんから出してもらった点数を集計しまして最終的にこれでよいですかと決定をするだけの２番目の

「候補者の選定について」につきましてはそういったノウハウなどがでてくる余地がございませんので、本

来であれば公開とすべきであったというものでございます。この事務につきましては今年度から新設されま

した行政改革推進室の事務になりますので、この点につきまして適正になされるように引継ぎを行いました。
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大変申し訳ございませんでした。以上です。 

会長 はい。この点についてご質問は。これは外部から指摘がされたのですか。 

高岡課長 内部のご指摘です。 

会長 例えば職員の方のご指摘ですかね。わかりました。 

質問等が無ければ、またこれといってほかになければ、これをもちまして平成２７年度第４回木更津市情

報公開総合推進審議会を終了いたします。長時間にわたりごくろうさまでした。 
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