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平成２７年度第６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２８年３月２３日（水） 午後１時３０分から午後５時まで 

○開催場所：木更津市役所駅前庁舎８階 会議室１ 

○出席者氏名 

  審議会委員： 梅澤千加夫、柿崎陽子、小林伸一、齋藤里菜、佐久間ひろし、清水幸雄 

         滝口君江、武田正次、鶴尾和憲、中野伸哉、平野秀樹、松江俊昭、 

         渡邉秀孝 

  木 更 津 市：（事務局）久良知部長、山口副主幹、青木主任主事、岡部主事、磯村事務員 

        （関係課）総務部職員課 石井主幹、奥田主事 

               総務部行政改革推進室 渡辺副主幹、山本主査 

市民部健康推進課 平野参事、高橋副主幹、廣橋主査 

             企画部情報政策課 金綱副主幹 

             福祉部高齢者福祉課 嶋野主幹、古賀主査 

             福祉部社会福祉課 板橋副主幹 

             都市整備部都市政策課 榎本主幹 

             都市整備部建築住宅課 泉水副課長、佐藤主幹 

             教育部学校給食課 岡田課長、吉原副主幹 

             総務部秘書課 植野副主幹 

            教育機関郷土博物館金のすず 稲葉副主幹 

 

 

○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 資料の確認をさせていただきます。あらかじめ、郵送させていただきました資料は、次第、個人

情報取扱事務届出（新規）と書かれた A4縦２枚の一覧表、この一覧に記載された事務の個人情報事務届

出書の綴（１～２３）、同じく説明書の綴（１～２３）、個人情報取扱事務届出（システムへの移行の際

に漏れたもの）と書かれたA4縦１枚の一覧表、こちらは差し替えにより不要となります。この一覧に記

載された事務の個人情報事務届出書の綴（１～１９）、こちらも差し替えにより不要となります。同じく

説明書の綴（１～１９）、こちらも差し替えにより不要となります。個人情報取扱事務届出（変更）と書

かれたA4縦１枚（３件記載）の一覧表、この一覧に記載された事務の個人情報事務届出書の綴（１～３）、

同じく説明書の綴（１～３）、個人情報取扱事務届出（廃止）と書かれた A4縦１枚（２件記載）の一覧

表、この一覧に記載された事務２件の廃止届出書の写しとなっております。 

本日お席に配付いたしました資料が、個人情報取扱事務届出（個人番号のみの追加）と書かれた A4縦

３枚の一覧表 と 後ろに木更津市情報公開総合推進審議会事務に関する届出書１枚とその説明書１枚 の 

計５枚の資料、個人情報取扱事務届出（システムへの移行の際に漏れたもの）と書かれた A4横８枚の一

覧表、個人情報取扱事務届出書と書かれた A4縦３枚、こちらは事前に郵送いたしました資料の差し替え

となります。事務の名称としましては「介護相談員派遣に関する事務」が頭になっております。「介護相

談員派遣に関する事務」と書かれたA4縦３枚、こちらにつきましても事前に郵送いたしました資料の差

し替えとなります。以上となっております。 

山口副主幹 お待たせいたしました。定刻となりましたので、始めさせていただきたいと存じます。始めに、

久良知総務部長より、ご挨拶を申し上げます。 
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久良知部長 皆様、こんにちは。総務部長の久良知でございます。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、本日は所用により、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、私から一言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。皆様には、日頃より、市政各般にわたりまして、

格別のご支援、ご協力を賜り、厚く、御礼を申し上げます。本年１月１日より、いわゆる「番号法」の一

部が施行され、個人番号カードの発行等が行われておりますが、４月１日からは、いよいよ本格的な施行

がされます。番号制度は、個人番号を利用することによる事務の効率化及び申請手続きの簡素化による住

民サービスの向上が目的とされておりますが、一方で、さまざまな個人情報が個人番号を利用して取り扱

われるため、これまで以上に個人情報の保護を徹底することが重要となります。本日は、主に源泉徴収事

務にあたり、個人番号を収集することに係る個人情報取扱事務の届出についてご報告させていただきます

ので、ご審議の程よろしくお願いします。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

個人情報の取扱いなどの個人情報保護制度のほか、情報公開の総合的な推進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。 

山口副主幹 ありがとうございました。なお、久良知総務部長は、公務により、ここで退席させていただきま

すので、ご了承くださるようお願いいたします。それでは、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。 

小林会長 規定によりまして、議長を務めさせていただきます。ご協力のほどよろしくお願いします。 

 それでは、ただいまより平成２７年度第６回木更津市情報公開総合推進審議会を始めさせていただきます。

本日の出席者の確認ですが、何名でしょうか。 

山口副主幹 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ところ、審議会の委員定数は１５名、本日出席委員

１３名となっております。 

小林会長 そうしますと、定足数を満たしているわけですね。では、会議は成立いたします。最初にお諮りい

たしますが、本日の会議を公開することについてですが、いかがでしょうか 

全委員 異議なし。 

小林会長 それでは本審議会を公開とさせていただきます。本題に入る前に委員の皆様にこれも毎度ではあり

ますが、会議中に退席されるという方がいらっしゃいましたら、退席前に一声かけていただきたいと存じ

ますので、よろしくお願いします。また、発言される場合は挙手をお願いします。それでは、次第の「１ 

個人情報取扱事務の届出」でございますが、いくつかの種類があるということですので事務局からそれも

ご説明いただき、報告をお願いします。 

磯村事務員 私からは個人情報取扱事務届出について報告させていただきます。本日ご報告させていただく個

人情報取扱事務届出は、廃止２件を含む１３６件でございますが、まず、廃止の２件をご報告させていた

だき、次に、番号法に係る届出を一括してご報告させていただきます。その後に、新規の届出、次いで変

更の届出について、これらは個別にご報告させていただきたいと存じます。では、はじめに廃止の届出を

２件まとめてご説明させていただきます。 

    １件目は、市民活動支援課の「市民活動支援センター整備検討懇談会に関する事務」でございますが、

本年度１０月からオープンしております「市民活動支援センター」について、広くご意見をいただくため

に設置しておりました「懇談会」に関する事務でございますが、昨年度末の平成２７年３月末日をもって

事務を終了しているものでございます。 

２件目は、都市政策課の「木更津市景観計画策定等検討委員会に関する事務」でございますが、平成２

８年３月１日に策定されております「木更津市景観計画」について、広くご意見をいただくために設置し

ておりました「検討会」に関する事務でございますが、昨年度末の平成２７年３月末日をもって事務を終

了しているものでございます。以上でございます。 

小林会長 ただいま、事務局から廃止届２件について報告がありましたが何かございますか。 
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全委員 ありません。 

小林会長 それでは、続いて次の報告について事務局からお願いします。 

磯村事務員 続きまして、変更の届出のうち、一括で報告させていただく届出についてご説明させていただきま

す。資料は、本日配付させていただきました「個人情報取扱事務届出（個人番号のみの追加）」という表題

の一覧表、A４縦５枚（後ろの２枚は「木更津市情報公開総合推進審議会事務」の届出書と説明書）の資料

でございます。こちらの届出はすべて、取り扱う個人情報の記録項目に「個人番号」のみを追加するだけの

「変更」をするものでございます。「個人番号」を記録項目に追加する必要につきましては、すべて同じで

ございますので、ご説明をさせていただきます。 

番号法が平成２８年１月１日から施行されたことに伴い、所得税法や地方税法などの関係法令の整備が行

われたことによりまして、法定調書である職員等の源泉徴収票について個人番号の記載が必要となりました。

また、同様に、土地などの不動産の賃借における使用料の支払いに係る支払調書につきましても個人番号の

記載が必要となりました。 

源泉徴収票は、非常勤の特別職である審議会等の委員の方や常勤の特別職の方などに報酬を支払った際に

作成するものであり、また、支払調書は、個人所有の土地などを賃借して公共施設を設置している場合に、

その使用料を支払った際に作成するものでございます。 

    このことから、本市では源泉徴収票や支払調書を作成する事務について見直しを行い、個人番号を収集す

る事務について、個人情報取扱事務届出（変更）の提出をしていただきましたが、ご覧のとおり６０件を超

えておりますことから、変更の理由は以上のとおりで共通していること、及び 変更内容である記録項目の

追加については「個人番号」のみであるものにつきまして、個別報告とはせず、この一覧表での一括報告と

させていただいたものでございます。なお、後ろ２ページに、本審議会を参考としまして、個人番号が追加

された場合をお示しいたしましたので、ご参照ください。よろしくお願いいたします。 

  小林会長 はい。何かご質問等がございましたら。後ろの２枚にこの審議会が例示されているわけですよね。６

８件あるので、それを全部示す必要はないので、サンプルとして本審議会を挙げたということですね。 

  山口副主幹 はい。 

  小林会長 質問等がないようなので、続けてどうぞ。 

  磯村事務員 はい。次に、こちらも本日配付となってしまいました資料、「個人情報取扱事務届出（システムへ

の移行の際に漏れたもの）」と記載してあります一覧に記載されたものについて説明させていただきます。 

郵送させていただきました資料の「個人情報取扱い事務届出（システムへの移行の際に漏れたもの）」とい

う一覧表につきましては、こちらの一覧と差し替えさせていただきます。また、郵送させていただいたこの

一覧に記載された事務の届出書とその説明書につきましては不要となります。こちらにつきましても、先に

ご報告させていただきましたものと同様に、源泉徴収票や支払調書に個人番号を追加する事務として整理を

するために届出がされたものでございます。その必要性などにつきましては重複いたしますので割愛させて

いただきます。個人情報取扱事務届につきましては、昨年、Webシステムへの移行を行い、全件について届

出の報告をさせていただきました。その際にも、それぞれの事務について見直しを行った結果、届出の遺漏

や、記録項目の不備等が見つかり、これらについてもご報告させていただきました。今回、個人番号を追加

するということで、各課においてそれぞれ届出事務について見直しをしていただいたところ、昨年と同じよ

うに、既に行われている事務であっても、昨年のシステム移行の際などに、届出そのものが漏れてしまった

もの、及び源泉徴収票作成や支払調書作成に係る事務の部分の記録項目などに記載漏れが生じていたものが

ございましたことから、これらを先の「個人番号のみを追加」する届出とは別の一覧表にさせていただいた

ものでございます。この中でも、一覧の右から２番目の欄をご覧いただきますと、「新規」と「変更」の２

種類がございますが、「新規」のものは届出が移行できなかったので新規の届出とさせていただいたもの、

「変更」のものは記録項目などを追加させていただいた上で変更の届出とさせていただいたものとなってお

ります。 

本来であれば、新規の届出、又は変更の届出として個別のご報告をすべきものということもいえるのですが、

システム移行前になされ、又はなされていてしかるべき届出の内容を考慮しますと、実質的には個人番号の
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みを追加する事務でございます。このことから、一覧表の一番右の欄にそれぞれの事務における記録項目を

記載させていただきました。今回、純粋に追加したい記録項目である「個人番号」はすべての事務において

記載がございますが、「新規」としてあります事務については、記録項目の全部に、また「変更」としてご

ざいます事務につきましては、追加させていただく記録項目に、それぞれアンダーラインを入れてございま

す。この一覧表で、これらの事務についても一括での報告とさせていただきたいものでございます。よろし

くお願いいたします。 

小林会長 はい。何か質問等はございますか。 

鶴尾委員 今のご説明ですと、変更があった部分についてはアンダーラインを入れているというお話でしたが、

一覧表のうち、４番、９番、１０番については個人番号の部分にもアンダーラインが入っていないのですが。

どこが変更されたかがわからないのですが。 

小林会長 個人番号にもアンダーラインが入っていないってことね。事務局、そのへんはいかがですか。 

山口副主幹 はい、ただ今の説明では説明がありませんでした。申し訳ございません。４番の「職員の所得税及

び地方税の徴収事務」につきましては、記録項目に変更はございません。ただし、個人番号の収集先が本人

だけの届出であったものが、今回の、源泉徴収票に記載するという都合上、扶養等にとっている方がいらっ

しゃるようなケースですと、その方の個人番号は本人から収集するわけではなく、記載で言えば民間・私人

から収集するということになります。ですので、記録項目自体は変更がございませんが、収集先が変更にな

っているものがございますので、届出自体の記録項目に変更がなかったため、下線が入れられなかったもの

でございます。ですので、ただ今の説明ですと、新規は全部、変更は届出事項を追加したと申し上げました

が、変更につきましては収集先が変わったものが４番でございます。 

   続きまして、９番、１０番は同じ内容になりますので、合わせてご説明させていただきますが、「市税等

の滞納整理事務」、「市税等の収納、還付、充当事務」についてです。これらの事務につきましては、税の

徴収に関する事務でございますが、こちらにつきましてもこの届出でそれぞれ収集項目が変わったわけでは

なかったので、アンダーラインは入れられなかったものです。ただし、それぞれの事務において徴収補助員

や非常勤職員の事務が遺漏しておりました。元々、これらの届出では、納税者の個人番号について届出がさ

れていましたが、改めて、この事務の中で非常勤特別職の方の事務についても入っていましたので、その意

味でいいますと、その職員の方の個人番号が違います。ですので、届出の対象としましては変更はないので

すが、対象となる個人に違うプレーヤーが出てきましたので、そのままというわけにはいきませんので、ア

ンダーラインは引けませんが、変更ということで入れさせていただきました。以上でございます。鶴尾先生

がご指摘のとおり説明ではなかったので、これではわからなかったと思います。申し訳ございませんでした。

今の説明でよろしくお願いします。 

鶴尾委員 わかりました。 

小林会長 はい。他に何かありますでしょうか。 

全委員 ありません。 

小林会長 特にないようなので、私の方から一言。今の事務局の説明の中で遺漏という言葉が出てきました。漏

れということですね。昨年行なわれたシステム移行の際に届出の漏れが発覚したと。さらに、今回遺漏ない

し漏れが追加されたということでよろしいですか。それがこの一覧表の中に含まれているのですね。 

磯村事務員 はい。 

小林会長 システム移行以前、本市の個人情報保護制度が開始されるずっと以前から施行されていた制度に関す

る届出、これをみる限りそういうものはいくつか散見されます。これらについても一部遺漏ないし漏れがあ

ったということでよろしいですか。 

磯村事務員 はい。 

小林会長 わかりました。この点も含めて何かご意見はありますでしょうか。 

全委員 ありません。 
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小林会長 特にないようですが、私から言わせていただきますと、個人情報保護制度の趣旨、目的からするとい

かがなものかと言わざるを得ませんね。特に今の遺漏といったものは、今後はないようにしていただきたい

です。 

山口副主幹 はい。申し訳ありませんでした。 

小林会長 では、特に他になければ続けてください。これで３種類の届出が終わったので、４種類目の報告とな

りますか。お願いします。 

磯村事務員 はい。ここからは、新規の届出、変更の届出の順に、１件ずつご説明させていただきます。 

まず、事前に郵送させていただきました資料の「個人情報取扱事務届（新規）」の一覧表をご覧ください。

「１」の「非常勤の特別職職員の運営に関する事務」でございますが、先に一括でご報告させていただきま

した「（システムへの移行の際に漏れたもの）」に入るべきものでございました。「（システムへの移行の

際に漏れたもの）」の一覧表の「１３」番でございます。一括でのご報告とさせていただきましたので、「（新

規）」の一覧表からは削除をお願いいたします。 

では、「２」番の「特定不妊治療費助成事業に関する事務」からご説明いたします。こちらは、事前に郵

送させていただきました「個人情報取扱事務届出書の綴り(一番前のページが「非常勤特別職の職員の運営

に関する事務」健康推進課のもの)」の下に「２」とゴム印のあるページをご覧ください。また、「説明書

綴り(一番前のページが「非常勤特別職の職員の運営に関する事務」健康推進課のもの)」につきましても、

「２」とゴム印のあるページを併せてご覧ください。 

この事務は、不妊治療のうち、医療保険が適用されず、高額な医療費がかかる体外受精及び顕微授精に要

する費用の一部を助成し、当該夫婦の経済的負担の軽減を図るとともに、不妊に関する相談を充実させるこ

とにより、不妊に関する総合的支援体制の推進を図る事務です。 

 こちらにつきましては、訂正をお願いしたいのですが、まず、届出書の記録項目の「１２番」の「健康」

と「１５番」の「身体状況」の項目の「○」を「×」に、「１３番」の「病歴・診療歴」の「×」を「○」

に訂正ください。次に、説明書の「（記録項目）」のところの５行目、「健康、身体状況」とあります部分

を「病歴・診療歴」に訂正をお願いいたします。また、同じ記録項目のところの下から４行目、「課税等・

納付状況は」からはじまる２行は、上の２行と重複いたしますので、下から３行目、４行目は削ってくださ

い。 

それではまず、記録項目についてですが、助成を受ける本人を確認し、申請要件を満たしているかを確認

するため、氏名、性別、住所・居所、生年月日を記録項目としています。申請者本人又は配偶者と連絡を取

るため、連絡先を記録項目としています。申請者及び配偶者の婚姻の事実を確認するため、家族・親族を記

録項目としています。病歴・診療歴につきましては、対象となる治療の内容が要件とされますので申請書に

記載していただきます。特定不妊治療に掛かった費用の一部を償還払いで支払うため、取引状況（口座番号）

を記録項目としています。市税の未納・滞納がないことを助成の要件としているため、課税等・納付状況を

記録項目としています。過去に他市町村で特定不妊治療費の助成を受けた場合、当該治療の回数を通算する

ため、また、助成の受領履歴を確認するため、公的扶助・給付を記録項目としています。 

 収集先につきましては、特定不妊治療の治療方法、治療機関等を把握するため、本人、民間・私人（配偶

者）及び実施機関内部（市民課）から収集します。特定不妊治療費助成回数は、他市町村での受診回数を把

握する必要があるため、本人、民間・私人（配偶者）及び他の官公庁（市町村）を収集先としています。 

   提供先につきましては、本市で特定不妊治療を受けた者が他市町村に転出した場合に、他の官公庁（他市

町村）から照会を受けた場合に提供します。以上でございます。 

小林会長 はい。何か質問はありますか。 

平野委員 過去に他市で助成を受けた場合に収集するといいますか、本人が正直に言う場合、実際問題これは調

べることはできるのですか。難しそうな気がするのですが。治療を受けたとか受けていないとか。 

高橋副主幹 健康推進課の高橋と申します。お世話になります。こちらの場合は、本人のことについては申請に

よるのですが、医療機関の場合につきましては、医療機関で受領したという証明を書いてもらうので、そち
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らのほうは問題なく収集できると考えております。それから他市においては治療した回数ではなくて助成を

した件数によりますので、そちらのほうの照会をして情報を収集するというかたちを考えております。 

平野委員 可能であるということですね。 

高橋副主幹 はい。 

平野委員 わかりました。 

小林会長 他にはありますか。 

鶴尾委員 確認になりますが、１２番が「○」になっているところが「×」に、１５番が「×」、１３番が「○」

にというところで、私が聞き逃したかもしれないのですが、１３番の病歴・診療歴の収集先の説明をしてい

ただいてもいいですか。 

高橋副主幹 ご説明いたします。収集先につきましては、１３番の病歴・診療歴については、本人、民間・私人、

他の官公庁から収集します。 

鶴尾委員 ありがとうございます。 

清水委員 ちょっとよろしいですか。今の話ですとね、本人が申請書類に書いてきたのはどうやってわかるので

すか。 

高橋副主幹 医療機関に書いていただく部分がございますので。 

清水委員 では、本人が申請書に書いてあればわかるけど、申請書に書いていない場合はわからないのですね。

本人が何も言わないという場合はわからないということですね。 

平野参事 すいません。健康推進課の平野です。お世話になります。この助成は、千葉県の特定不妊治療の助成

を受けたことが必要となりますので、千葉県の助成を受けたことを確認する段階で通算で何回目かを確認で

きますので、通算して何回目ということで助成に関する治療回数については把握が可能と考えております。 

清水委員 そういう情報というのは県から集めるの。 

平野参事 他の官公庁ということで収集元。 

山口副主幹 説明書の収集先、一番下の行で、ここに他の官公庁がありますが、県が抜けています。 

平野参事 ここには「県」という言葉も追加させていただきたいと思います。 

小林会長 では県からも収集するということで。 

平野参事 はい。 

小林会長 他にありますか。 

柿崎委員 １３番の病歴・診療歴について、今までの一切の病歴なのか、それとも不妊治療についての診療歴な

のかを教えていただけますか。 

高橋副主幹 特定不妊治療に関する治療のみです。こちらは様式の中に、医療機関に証明書を書いていただいて

提出していただくことになっています。 

柿崎委員 わかりました。ありがとうございます。 

小林会長 いいですか。他に質問等がある方はいらっしゃいますか。 

清水委員 できればお願いなのですが、こういう不妊治療を行なう場合、個人情報がどこからきてどこへ流れて

行くかという流れを把握したいわけですよ、市民としては。あなた方はわかっていても私どもはわからない

わけで、情報がどこから集まってそしてそれをどこに流すのかを教えていただきたいのですが。 

平野参事 次回このような場でご説明させていただくときは、情報の詳細な流れについてもわかるように資料を

用意させていただきたいと思います。 

清水委員 はい。 

小林会長 他に質問等はありますでしょうか。 

渡邉委員 届出書の提供先がすべて「なし」になっているのですが、先ほどの話の流れでは、２７番の「公的扶

助・給付」は他の官公庁から照会があった場合に提供するということだと思いますが。 

清水委員 市に申請するのか県に申請するのか。 

高橋副主幹 不妊治療を受けていた方が千葉県からの助成を受けますので、そちらのほうにまず助成金の申請を

します。 
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清水委員 その時点では、市が持っている情報は県には提供されないですか。 

高橋副主幹 されません。まず千葉県、具体的には保健所のほうに申請を出し、そちらのほうで認められたもの

について木更津市のほうにさらに県に認められた分の２分の１について出します。 

渡邉委員 ２分の１は県から出るのですか。 

高橋副主幹 そうですね。 

渡邉委員 そうすると県から助成しましたという情報はもらいますよね。 

高橋副主幹 そうですね。 

渡邉委員 そうすると県に対して情報提供はされるということですね。 

高橋副主幹 はい。 

山口副主幹 私から説明させていただきます。千葉県の助成事業と木更津市の助成事業は別だと考えてください。

ただ、うちの事業は県でもらっていることを要件としています。今担当課のほうから説明があったのは、県

は半分しか出さないよと、うちはプラスをしたいので別の要件として、県でもらっているのなら残りの４分

の１を出すよというのを作りました。ですので、連動はしていませんので、千葉県にこちらが情報を提供す

るということはないです。千葉県から必要があればもらうことはあるということでございます。 

渡邉委員 ２分の１の県の分は県の事務としてあげるということですね。 

山口副主幹 はい。よく県の事務でも市を通してというのがございますので、それとは切り離したものでござい

ます。 

高橋副主幹 木更津市でやっているということではなくて、千葉県が独自にやっているということになります。 

山口副主幹 千葉県が独自にやっているものでも、市経由の補助金というのがあるのですよ。 

高橋副主幹 今回の場合は市経由ではないのですね。 

山口副主幹 はい。 

渡邉委員 県の事務は県の事務として行なわれているということですね。 

山口副主幹 はい。県は県でやっています。 

高橋副主幹 ご本人が保健所に行って申請するというのは一つあります。それと別個に木更津市の方にというこ

とになります。 

渡邉委員 わかりました。 

小林会長 他にありますか。 

清水委員 受領の証明はどうやってもらうのですか。 

高橋副主幹 千葉県からもらうものとしては、添付資料としてこちらは考えておりますが、千葉県の特定不妊治

療助成承認決定通知書の写し、千葉県の特定不妊治療受診証明書の写し、領収書です。千葉県から自動的に

くるのではなく、ご本人が千葉県に申請したものの写しを取ってそれをもってくると考えております。 

清水委員 コピーですか。 

高橋副主幹 そうです。コピーです。 

小林会長 はい。他に何かございますか。 

全委員 ありません。 

小林会長 わかりました。それから、事務局が丁寧に記録項目など説明していただくのはいいのですが、時間の

こともございますから、手際よくやってください。司法経済ならぬ行政経済という観点も重要だと思います。

ですからそのへんも十分ご了承いただければと思います。 

山口副主幹 はい。承知しました。 

小林会長 では、続けてください。 

磯村事務員 では、続きまして、「ＩＣＴを活用した子育て世代女性支援事業推進協議会に関する事務」につい

て説明いたします。郵送させていただきました「個人情報取扱事務届出書の綴り(一番前のページが「ＩＣ

Ｔを活用した子育て世代女性支援事業推進協議会に関する事務」企画部情報政策課のもの)」の下に「３」

とゴム印のあるページをご覧ください。また、「説明書綴り(一番前のページが「ＩＣＴを活用した子育て
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世代女性支援事業推進協議会に関する事務」企画部情報政策課のもの)」につきましても、「３」とゴム印

のあるページを併せてご覧ください。 

木更津市では、東京湾アクアライン通行料金の引下げや大型商業施設等の出店、住宅地整備の進展などを

背景に、利便性が高い都市として 2005年以降ファミリー世代の流入が拡大し続けており、子育て世代であ

る20代後半から30代前半の女性人口が増加しています。 

一方で、「木更津市子ども・子育て支援事業計画」策定に伴い実施した基礎調査結果によると、就学前児

童をもつ女性の約半数は就労しておらず、そのうちの約 7割は就労希望すると回答しています。こうした中、

本市では、子育てをしながら働きやすい環境づくりを進めるとともに、子育て世代女性の社会進出、社会参

加を促進させるため「子育て世代女性応援プロジェクト」を開始しました。この子育て世代女性の多様な働

き方を実現できる環境づくりを進めるため、ＩＣＴを活用した子育て世代女性支援事業推進協議会を開催し

ます。 

   記録項目につきましては、委員及びその候補者を特定し、開催通知の送付や連絡を取るため、氏名、連絡

先を記録項目としています。男女共同参画基本計画において「女性委員の登用」が掲げられおり、女性を選

考するため、性別を記録項目としています。委員及び候補者の選考を行なうため、委員及び候補者の職業・

職歴、学業・学歴を記録項目としています。 収集先につきましては、委員本人から収集します。 

   提供先についてはございませんが、委員の氏名、職業・職歴は市の公式ホームページにて公表しておりま

す。以上でございます。 

小林会長 はい。何か質問等がございましたら。 

全委員 ありません。 

小林会長 はい。特にないようなので次にどうぞ。 

磯村事務員 はい。続きまして、「木更津市子育て世代女性の自分力アップセミナー・ワークショップに関する

事務」について説明いたします。郵送させていただきました「個人情報取扱事務届出書の綴り(一番前のペ

ージが「木更津市子育て世代女性の自分力アップセミナー・ワークショップに関する事務」企画部情報政策

課のもの)」の下に「４」とゴム印のあるページをご覧ください。また、「説明書綴り(一番前のページが「木

更津市子育て世代女性の自分力アップセミナー・ワークショップに関する事務」企画部情報政策課のもの)」

につきましても、「４」とゴム印のあるページを併せてご覧ください。 

この事務は、子育て中の女性に多様な働き方を知ってもらい、子育てをしながらも自分らしく働いてもら

えるようにセミナーを開催します。 

記録項目としましては、セミナーの参加者を特定し、連絡を取るため、氏名、性別、住所・居所、連絡先

を記録項目としています。セミナーへの参加動機を把握し、子育て世代女性支援事業を促進させるため、参

加者の趣味・活動、意見・要望を記録項目としています。託児の利用の有無について把握するため、家族・

親族を記録項目としています。託児を希望する参加者の子どものアレルギーの有無を把握するため、健康を

記録項目としています。 

   収集先につきましては、参加者本人から氏名、性別、住所・居所、連絡先、趣味・活動、意見・要望、家

族・親族を収集します。子どものアレルギーの有無については、保護者又は扶養義務者から収集します。以

上でございます。 

小林会長 はい。これについて何か質問等がございましたらどうぞ。 

全委員 ありません。 

小林会長 なければ次にいってください。 

磯村事務員 はい。続きまして、「木更津市子育て世代女性ニーズ調査に関する事務」について説明いたします。 

郵送させていただきました「個人情報取扱事務届出書の綴り(一番前のページが「木更津市子育て世代女性

ニーズ調査に関する事務」企画部情報政策課のもの)」の下に「５」とゴム印のあるページをご覧ください。

また、「説明書綴り(一番前のページが「木更津市子育て世代女性ニーズ調査に関する事務」企画部情報政

策課のもの)」につきましても、「５」とゴム印のあるページを併せてご覧ください。 
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この事務は、先ほどご説明いたしました、子育て世代女性応援プロジェクトの一環として、子育て世代女

性の就労の実態や市に求められている支援等を把握するため、２０歳から４９歳までの女性を対象に、アン

ケートという形で子育て世代女性に調査を実施するものです。 

   記録項目としましては、ニーズ調査を実施するにあたりアンケート票を送付する人を特定し、送付するた

め、氏名、性別、住所・居所、年齢を記録項目としています。 

   収集先につきましては、氏名、性別、住所・居所、年齢を実施機関内部（市民課）より収集します。 

  提供先につきましては、アンケート調査票の送付を委託先であるＮＴＴデータに提供します。以上でござい

ます。 

小林会長 はい。これについて何か質問等がございましたらどうぞ。 

渡邉委員 この場合の提供先については特に記載しなくてよいのでしょうか。 

山口副主幹 はい。端的に言いますと、この説明資料が間違っていまして、提供先はありません。といいますの

は、ここにも書いてあるとおり、アンケートを送付するためにいったん収集して送付しますが、調査票自体

は無記名で集めますので、この集めるというのはアンケートの回答の送付先を委託先にしているので、誤っ

てこのように記載したものでございます。ですので、委託業者には例えばアンケートの対象になった私がア

ンケートの回答を書いて送るのは無記名ですので個人情報にはならないという理解になりますので、説明書

の提供先はなしに訂正をお願いします。届出書のほうが正しいことになります。 

小林会長 無記名で出すからということですね。 

山口副主幹 はい。 

小林会長 よろしいですか。 

清水委員 返信用封筒にも無記名で返すのですか。 

金綱副主幹 聞かれた場合には書かないようにと答えてはいるのですが、正直申しますと書く方がいらっしゃい

ますので、それについては委託先には破棄するよう指示しております。 

清水委員 再委託はないの。 

金綱副主幹 ないです。 

清水委員 返信用封筒には住所・氏名は書かないようにといった注意書きはあるのでしょうか。 

金綱副主幹 特にはありません。 

清水委員 であれば、そういった注意書きを書くべきではないでしょうか。 

山口副主幹 過去にも同様のご指摘がございまして、そちらはアンケートの回答を集めるのが担当課でしたので

すぐに破棄しますということでしたが、今回も同じご指摘です。委託先ということならなおさらということ

ですので、何かの折に、アンケートを実施する際にはそういう方法もあるので是非というのは、総務課のほ

うから全庁的にお話させていただきます。 

小林会長 はい、特にないようなので次へどうぞ。 

磯村事務員 はい、続きまして「インターネット利活用講習会に関する事務」について説明いたします。 

郵送させていただきました「個人情報取扱事務届出書の綴り(一番前のページが「インターネット利活用講

習会に関する事務」企画部情報政策課のもの)」の下に「６」とゴム印のあるページをご覧ください。 

また、「説明書綴り(一番前のページが「インターネット利活用講習会に関する事務」企画部情報政策課

のもの)」につきましても、「６」とゴム印のあるページを併せてご覧ください。 

この事務は、ＩＣＴ（情報通信技術）が地方創生の重要な役割を担っていることから、ＩＣＴを活用する

ことにより地域課題（少子高齢化、医師不足、協働教育の実現、地域経済の活性化等）を解決することや、

ＩＣＴを活用して地域課題を解決することのできる人材の育成を図るものです。 

   記録項目としましては、講習会の参加者を特定し、連絡をとるため、氏名、連絡先を記録項目としていま

す。収集先につきましては、参加者本人から氏名、連絡先を収集します。提供先はございません。以上でご

ざいます。 

小林会長 何かこれについてご質問等はございますか。 

清水委員 インターネット利活用の講習会だからメールアドレスではなく電話番号を収集するのですか。 
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金綱副主幹 申し訳ございません。メールで申し込みをすることもございますので、その旨を追加させていただ

きます。 

山口副主幹 記録項目としましては連絡先ということになりますので、説明の方が電話番号しかないので、メー

ルアドレスも追加でお願いいたします。 

小林会長 他に何かありますか。情報政策課の届出は次の「テレワークセミナー」で終わりでしょ。 

磯村事務員 はい。 

小林会長 ちょっと次で区切りをつけたいなと思いまして。どうぞ。 

磯村事務員 では、「自宅で仕事ができるテレワークセミナー＆ライティング講座に関する事務」について説明

いたします。郵送させていただきました「個人情報取扱事務届出書の綴り(一番前のページが「自宅で仕

事ができるテレワークセミナー＆ライティング講座に関する事務」企画部情報政策課のもの)」の下に「７」

とゴム印のあるページをご覧ください。 

また、「説明書綴り(一番前のページが「自宅で仕事ができるテレワークセミナー＆ライティング講座

に関する事務」企画部情報政策課のもの)」につきましても、「７」とゴム印のあるページを会わせてご

覧ください。 

この事務は、先ほどご説明しました、子育て世代女性応援プロジェクトの一環で、時間や場所にとらわ

れずに仕事ができるテレワークを活用した働き方を紹介するセミナーを開催します。テレワーク(在宅勤

務)とは、「ICT(情報通信技術)を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方」を言います。「tele」

は「離れた場所で」、「work」は「働く」という意味の造語であり、遠隔勤務と訳すことができます。ま

た、テレワーク(在宅勤務)で働く人を「テレワーカー」と言います。決められた時間、決められた場所で

働くという従来の働き方に対して、テレワーク(在宅勤務)では労働者の事情に応じて、働く場所と時間を

柔軟に選ぶことができます。 

    記録項目としましては、講座の参加者を特定し、連絡をとるため、氏名、性別、住所・居所、連絡先を

記録項目としています。セミナーへの参加動機を把握し、子育て世代女性支援事業を促進させるため、参

加者の趣味・活動、意見・要望を記録項目としています。託児の利用の有無について把握するため、家族・

親族を記録項目としています。託児を希望する参加者の子どものアレルギーの有無を把握するため、健康

を記録項目としています。 

収集先につきましては、参加者本人から氏名、性別、住所・居所、連絡先、趣味・活動、意見・要望、

家族・親族を収集します。子どものアレルギーの有無については、保護者又は扶養義務者から収集します。 

 提供先はありません。以上でございます。 

小林会長 これに対して何かご議論はございますか。 

全委員 ありません。 

小林会長 それでは、特にないようなので、ちょうど一時間経ちましたので休憩をとりましょうか。 

全委員 はい。 

小林会長 それでは、５分ほど休憩でお願いします。 

＜休憩＞ 

小林会長 はい、では再開いたします。 

磯村事務員 では再開させていただきます。「認知症総合支援事業」について説明いたします。 

郵送させていただきました「個人情報取扱事務届出書の綴り(一番前のページが「認知症総合支援事業」福

祉部高齢者福祉課のもの)」の下に「８」とゴム印のあるページをご覧ください。また、「説明書綴り(一

番前のページが「認知症総合支援事業」福祉部高齢者福祉課のもの)」につきましても、「８」とゴム印の

あるページを併せてご覧ください。 

この事務は、認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし

続けることができる社会を実現するための「認知症施策推進総合戦略」に基づいて、認知症の人に適切な

支援をしていくものです。 
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    記録項目としましては、本人特定のため、本人の個人番号、識別番号、氏名、性別、住所・居所、生年

月日、年齢、本籍・国籍、連絡先、顔等の画像を記録項目としています。高齢者支援のため、健康、病歴・

診療歴（介護施設等への入所の有無）、障害、身体状況（要介護・要支援度）、趣味・活動、意見・要望、

家族・親族、職業・職歴、学業・学歴、資格・許可、賞罰（社会的差別原因情報を除く。）、成績・評価、

財産・収入、取引状況、課税等・納付状況、公的扶助・給付、思想信条、宗教、社会的差別の原因となる

事実に関する情報を記録項目としています。 

    収集先につきましては、本人やその家族・親族、他の実施機関（地域包括支援センター、民生委員）か

ら収集します。必要に応じて、実施機関内部（高齢者福祉課、社会福祉課、障害福祉課など）、他の官公

庁（警察、検察庁、裁判所）、民間・私人（病院、介護保険事業者など）から収集します。 

    提供先につきましては、支援に必要な情報の照会のため、氏名、性別、住所・居所、生年月日、年齢を

実施機関内部（社会福祉課、障害福祉課など）、他の実施機関（地域包括支援センター、民生委員）、他

の官公庁（警察、検察庁、裁判所）又は民間・私人（病院、介護保険事業者など）へ提供することがあり

ます。 

また、氏名、性別、住所・居所、生年月日、年齢、本籍・国籍、連絡先、顔等の画像、印影、健康、病

歴・診療歴、障害、身体状況、趣味・活動、意見・要望、家族・親族、職業・職歴、学業・学歴、資格・

許可、成績・評価、財産・収入、取引状況、課税等・納付状況、公的扶助・給付を認知症高齢者支援のた

め実施機関内部、他の実施機関、他の官公庁、民間・私人へ提供することがあります。以上でございます。 

小林会長 これについてご質問等がある方は。 

鶴尾委員 １点よろしいでしょうか。収集先の３行目、それから提供先の２行目の最後のほうでは「他の官公庁」

の後ろにカッコ書きで付いているのですが、一番最後の提供先の下から２行目の「他の官公庁」にはつい

ていないのですが、これはそういう意図でと考えてよろしいのでしょうか。「他の官公庁」のところに「（警

察、検察庁、裁判所）」とありますが、提供先のところにある「他の官公庁」にはカッコ内がないかと思

います。 

嶋野主幹 はい、例えば認知症の行方不明者の捜索の関係で県から情報が下りてきますので、県が収集先になっ

たり、うちのほうからも市内の行方不明者がでた場合に県に上げたりします。ですので、提供先にも「県」

を追加させてください。 

山口副主幹 そこは追加していただきたいと思います。他市町村はありますか。 

嶋野主幹 他市町村の場合は県を通じてきます。 

清水委員 ということは袖ケ浦なりから直接きた場合は受け付けないのですか、違法収集になるから受け付けな

いのですか。 

嶋野主幹 直接くることは想定しておりません。 

清水委員 いや、収集先としてこの３つ以外ありえないとおっしゃるなら、これ以外から収集するということは

違法ですよと申し上げているのですよ。 

嶋野主幹 可能性という意味ではありうるので、他市町村というかたちで追加させていただきたいと思います。 

清水委員 他市町村だけ。 

山口副主幹 「県」も追加させていただきます。 

小林会長 確認ですが、県というのは県警の警察とは区別しているの。警察と区別した一事務局になるの。 

山口副主幹 そうですね、ここはどういうところから情報が来るのっていうのを説明しているところなので、省

庁の括り分けが正しいかどうかってことよりも、どんなところから来るかがわかりやすいほうがいいと思

いますので。警察庁といった県の括りとは異なる省庁もございますので。そういう意味で警察ってあえて

分けているところもありますので、その辺はご理解いただければと思います。 

小林会長 はい。他にはありますか。 

清水委員 「民生委員」って実施機関なの。 

山口副主幹 はい。ご指摘のとおりで、民生委員は国からの委嘱なのでそういう意味では国になってしまいます

が、民生委員のルールの中では、木更津市でいきますと社会福祉課の仕事と密接に関わっておりますので、
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仮に社会福祉課だとしても他の実施機関ではございませんし、国の職員ということを考えますと他の実施

機関の中には入りません。 

小林会長 明らかですね。 

山口副主幹 はい。ですので、ここのカッコ書きは間違っておりますので、区分けが違います。「民生委員」を

入れるとしたら「他の官公庁」に入るのでしょうか、または、活動の実態からしますと実施機関内部とし

てもよろしいかと思います。ただ、職責からしますと他の官公庁というのが本来的だと思います。 

清水委員 「他の官公庁（民生委員）」という書き方は違和感がありますね。 

山口副主幹 そうですね。民生委員はカッコの中にいれずに特出ししてしまいましょうか。 

小林会長 民生委員はもちろん民生委員という立場で収集先のようですね。たまたま知り合いが民生委員だった

ということではないですよね。 

山口副主幹 はい。近所の人がたまたま民生委員でということを想定しているわけではないです。 

小林会長 となると分けないといけませんね。 

清水委員 地域包括支援センターって他の実施機関でいいの。 

山口副主幹 他の実施機関ではないですね。市からの委託先になりますので。では「他の実施機関（地域包括支

援センター、民生委員）」とございますが、他の実施機関はないようですので、ここには民生委員だけを

カッコから外して残していただきまして、他の実施機関も削ってください。地域包括支援センターも削っ

てください。その上で、実施機関内部の２行目にございます高齢者福祉課にて介護保険の状況とあるとこ

ろ、地域包括支援センターも高齢者福祉課の委託先になりますので、実施機関内部のあとに地域包括支援

センターを入れてください。そこからは、説明書に書いてあります記録項目のすべてを収集する可能性が

ございますので、そのまま地域包括支援センターとだけ書かせていただきまして、今入っております高齢

者福祉課においては介護保険の状況だけは別の事務として高齢者福祉課がという表記にさせてください。

提供先も同じことになると思います。 

清水委員 地域包括支援センターというのは市の委託先の市の業務を行なう機関なのですか、それとも独自の業

務を行なう機関なのですか。 

嶋野主幹 地位包括支援センターそのものは市から委託された業務のみを行ないます。 

清水委員 そうしますと、委託事務の中に収集というものが入っているわけですね。そして市の仕事として収集

しているという理解でよろしいですね。 

嶋野主幹 はい。 

小林会長 よろしいですか。他に何かありますか。 

齋藤委員 はい。説明書の上のほうに、「認知症にやさしいまちづくり」と書いてあるのですけれども、記録項

目のところでは、単に「高齢者支援のため」と書いてあり、最後の提供先のところでは「認知症高齢者

支援のため」と書いてあり、どこを対象としているのかがわからないのですが。どこを目的としている

のですか。 

小林会長 高齢者一般を対象としているのか、認知症を患っている高齢者を対象としているのかということです

か。書きぶりが違うということですか。 

齋藤委員 はい。 

嶋野主幹 こちらは従前から認知症に限らず、認知症を前面に出した違う切り口としての新しい事務となってお

ります。最終的には認知症以外の方の支援にもつながるような事務となっております。ただ、切り出しと

してはまず認知症の初期の段階から支援を行なっていって、最終的には例えば施設までつなげるといった、

認知症に特化した切り出しとしての事務です。説明書のタイトルでは「認知症総合支援事務」といってい

ますので、記録項目の最終行にある「高齢者支援」を「認知症高齢者総合支援」に改めたいと思います。 

小林会長 はい。他に質問等はありますか。 

渡邉委員 はい。渡邉です。説明書には提供先が書いてあるのですが、届出書の提供先にはなしとなっているの

ですが。 

山口副主幹 申し訳ございません。記載漏れです。説明書のほうが正しいので、修正させていただきます。 
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小林会長 はい。他になければこの件は。ご指摘がありました点、よろしくお願いします。 

山口副主幹 はい。 

小林会長 では次へどうぞ。 

磯村事務員 はい。次に「介護相談員派遣に関する事務」についてご説明します。 

本日差し替え資料としてお配りさせていただきました「個人情報取扱事務届出書の綴り(一番前のページ

が「介護相談員派遣に関する事務」福祉部高齢者福祉課のもの)」の下に「９」とゴム印のあるページをご

覧ください。また、「説明書綴り(一番前のページが「介護相談員派遣に関する事務」福祉部高齢者福祉課

のもの)」につきましても、「９」とゴム印のあるページを併せてご覧ください。 

    この事務は、市から派遣された介護相談員が介護サービスの提供の場を訪ね、利用者や家族から介護サ

ービスに関する疑問や不満等を聴き、サービス提供事業者との橋渡しをしながら、問題の改善や介護サー

ビスの質的向上などを図ることを目的とするものです。 

    記録項目としましては、本人を特定するため、氏名、個人番号、性別、住所・居所、生年月日、年齢を

記録項目としています。介護相談員の任用にあたって業務に必要な資格要件を満たしているかどうかを確

認するため、資格・許可を記録項目としています。介護相談員への報酬を口座振替により支払うため、取

引状況を記録項目としています。 

    収集先につきましては、氏名、個人番号、性別、住所・居所、生年月日、年齢、連絡先を本人から収集

します。提供先につきましては、口座振替により報酬を支払うため、相談員の取引状況（口座番号）を実

施機関内部（会計室）に提供します。相談員に支払う報酬について、給与支払報告書及び源泉徴収票を作

成するため、これらに記載される相談員の氏名、個人番号、住所・居所、生年月日、財産・収入（報酬支

払金額）、課税等・納付状況（源泉徴収税額）を実施機関内部（職員課）に提供します。以上でございま

す。 

小林会長 はい。これについて何か質問等はありますか。 

清水委員 今の介護相談員の源泉徴収票は税務署に提出しているのですか。 

嶋野主幹 それについては職員課のほうで取りまとめていますので、職員課のほうに提出しております。 

小林会長 よろしいですか。 

清水委員 はい。 

小林会長 他にはないようなので次へどうぞ。 

磯村事務員 次は、一覧表の「１０」の「非常勤の特別職職員の運営に関する事務」でございますが、これも「１」

と同様に「（システムへの移行の際に漏れたもの）」に入るべきものでございました。「（システムへの

移行の際に漏れたもの）」の一覧表の「２４」番でございます。こちらで報告させていただきましたので、

「１０」も「（新規）」の一覧表からは削除をお願いいたします。 

    続きまして、「１１」の「年金生活者等支援臨時福祉給付金（高齢者向け）給付に関する事務」につい

て説明いたします。郵送させていただきました「個人情報取扱事務届出書の綴り(一番前のページが「年金

生活者等支援臨時福祉給付金（高齢者向け）給付に関する事務」福祉部社会福祉課のもの)」の下に「１１」

とゴム印のあるページをご覧ください。また、「説明書綴り(一番前のページが「年金生活者等支援臨時福

祉給付金（高齢者向け）給付に関する事務」福祉部社会福祉課のもの)」につきましても、「１１」とゴム

印のあるページを併せてご覧ください。 

    この事務は、消費税率の引き上げに伴う低所得者の負担軽減措置として、高齢者世帯の年金も含めた所

得全体の底上げを図るために、臨時福祉給付金を支給するものです。対象者は、本市の住民基本台帳登録

者であり、かつ、市町村民税均等割の非課税者となっております。対象者１人につき３万円を支給します。

ただし、生活保護の被保護者等については支給対象外となっております。 

    記録項目につきましては、申請者を特定するため、氏名、住所、生年月日、性別、連絡先を記録項目と

しております。世帯の確認を行うため、扶養者の氏名、住所、生年月日、性別、連絡先、賦課状況記録を

記録項目としております。代理人申請の場合、代理人の氏名、性別、家族状況、生年月日、住所、連絡先

を記録項目としております。口座振替により給付を希望する場合には、口座番号を記録項目としておりま
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す。申請書に添付される本人確認情報より、顔等の画像、本籍、国籍、病歴、障害、職業、資格、公的扶

助・給付を記録項目としております。 

    収集先といたしましては、支給対象者の確認をするために必要な情報を実施機関内部（市民課、市民税

課、社会福祉課）及び他の官公庁から収集いたします。代理人申請があるため、代理人より収集いたしま

す。以上でございます。 

小林会長 はい。ご質問等がありましたら。特にないようなので次へお願いします。 

磯村事務員 続きまして「平成２８年度臨時福祉給付に関する事務」について説明いたします。説明資料は下に

ゴム印で「１２」と書いてあるページをご覧ください。 

    こちらの事務につきましても、先ほどの「年金生活者等支援臨時福祉給付金（高齢者向け）給付に関す

る事務」と同様に、消費税率の引き上げに伴う負担軽減策として、給付金を給付いたします。対象者は、

本市の住民基本台帳登録者であり、かつ、市町村民税均等割の非課税者となっております。対象者１人に

つき３千円を支給します。ただし、生活保護の被保護者等については支給対象外となっております。 

    記録項目につきましては、申請者を特定するため、氏名、住所、生年月日、性別、連絡先を記録項目と

しております。世帯の確認を行うため、扶養者の氏名、住所、生年月日、性別、連絡先、賦課状況記録を

記録項目としております。代理人申請の場合、代理人の氏名、性別、家族・親族、生年月日、住所、連絡

先を記録項目としております。口座振替により給付を希望する場合には、口座番号を記録項目としており

ます。申請書に添付される本人確認情報より、顔等の画像、本籍、国籍、病歴、障害、職業、資格、公的

扶助・給付を記録項目としております。 

収集先といたしましては、支給対象者の確認をするために必要な情報を実施機関内部（市民課、市民税

課、社会福祉課）及び他の官公庁から収集いたします。代理人申請があるため、代理人より収集いたしま

す。以上でございます。 

小林会長 はい。質問等がございましたらどうぞ。ないでしょうか。特にないようなので次へ。 

磯村事務員 「年金生活者等支援臨時福祉給付金（障害・遺族基礎年金受給者向け）給付に関する事務」につい

てご説明いたします。説明資料は下にゴム印で「１３」と書いてあるページをご覧ください。 

    こちらの事務につきましても、先ほどの「年金生活者等支援臨時福祉給付金（高齢者向け）給付に関す

る事務」と同様に、消費税率の引き上げに伴う負担軽減策として、給付金を給付いたします。対象者は、

本市の住民基本台帳登録者であり、かつ、市町村民税均等割の非課税者となっております。対象者１人に

つき３万円を支給します。ただし、生活保護の被保護者等については支給対象外となっております。 

    記録項目につきましては、申請者を特定するため、氏名、住所、生年月日、性別、連絡先を記録項目と

しております。世帯の確認を行うため、扶養者の氏名、住所、生年月日、性別、連絡先、賦課状況記録を

記録項目としております。代理人申請の場合、代理人の氏名、性別、家族・親族、生年月日、住所、連絡

先を記録項目としております。口座振替により給付を希望する場合には、口座番号を記録項目としており

ます。申請書に添付される本人確認情報より、顔等の画像、本籍、国籍、病歴、障害、職業、資格、公的

扶助・給付を記録項目としております。 

収集先といたしましては、支給対象者の確認をするために必要な情報を実施機関内部（市民課、市民税

課、社会福祉課）及び他の官公庁から収集いたします。代理人申請があるため、代理人より収集いたしま

す。以上でございます。 

小林会長 はい。質問等がございましたら。ございませんでしょうか。ないようなので次へどうぞ。 

磯村事務員 はい。「木更津市景観推進審議会に関する事務」についてご説明いたします。説明資料は下にゴム

印で「１４」と書いてあるページをご覧ください。 

    本市では、恵まれた自然環境、歴史・文化資産の保存と継承を図りながら、地域の特色を生かした良好

な景観形成を図っていくため、『景観計画』を策定いたしました。この計画の施行にあたり、景観形成に

関する重要な事項や勧告・命令に関する事項などについて審議するのが本事務です。 

記録項目につきましては、委員を把握するため、氏名、住所、性別、生年月日、連絡先を記録項目とし

ています。公募委員については、委員の選考が必要となるため、公募委員の職歴・職歴、学業・学歴、成
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績・評価、意見・要望を記録項目としています。報酬を現金で支給する際に、委員が領収書に受領印を押

すため、印影を記録項目としています。委員に支払った報酬について、給与支払報告書及び源泉徴収票を

作成するため、これらに記載される委員の氏名、個人番号、住所・居所、生年月日、財産・収入（報酬金

額）、課税等・納付状況（源泉徴収税額）を記録項目としています。 

    収集先について、本人から収集するほか、関係団体より収集します。 

    提供先については、委員への報酬の支払いや、給与支払報告書等を作成するため、実施機関内部（会計

室、職員課）に提供します。委員の氏名、職業・職歴については市の公式ホームページにより公表いたし

ます。以上でございます。 

小林会長 これについて質問等がございましたらどうぞ。ございませんでしょうか。では次へ。 

磯村事務員 はい。「木更津市景観アドバイザーに関する事務」について説明いたします。説明資料は下にゴム

印で「１５」と書いてあるページをご覧ください。 

    この事務は、良好な景観の形成を推進するにあたり、専門的知識及び経験を有する者を景観アドバイザ

ーとし、個別の事案に応じて指導や助言を受けるために設置するものです。 

    記録項目としましては、アドバイザーの選考及びアドバイザーと連絡を取るため、団体からの推薦書及

び本人からの承諾書に記載されている委員の氏名、住所・居所、連絡先、印影、職業・職歴を記録項目と

しています。アドバイザーに支払う報酬について、領収書に記載されるアドバイザーの氏名、住所・居所

及び印影を記録項目としています。また、各年末に給与支払報告書及び源泉徴収票を作成するため、これ

らに記載されるアドバイザーの個人番号、氏名、住所・居所、生年月日、財産・収入（報酬金額）、課税

等納付状況（源泉徴収税額）を記録項目としています。 

    収集先につきましては、個人番号、氏名、住所・職歴、生年月日、性別、連絡先、印影、職業・職歴は、

本人から収集するほか、団体推薦のアドバイザーに関する情報については民間・私人（推薦者）から収集

します。 

    提供先については、アドバイザーへの報酬の支払いや、給与支払報告書等を作成するため、実施機関内

部（会計室、職員課）に提供します。アドバイザーの氏名、職業・職歴については市の公式ホームページ

により公表いたします。以上でございます。 

小林会長 はい。これについて何か質問等はございますか。ないようですので次へ。 

磯村事務員 はい。「景観まちづくり団体認定に関する事務」について説明いたします。こちらは本日差し替え

資料としてお配りさせていただきました「個人情報取扱事務届出書の綴り(一番前のページが「景観まちづ

くり団体認定に関する事務」都市整備部都市政策課のもの)」の下に「１６」とゴム印のあるページをご覧

ください。また、「説明書綴り(一番前のページが「景観まちづくり団体認定に関する事務」都市整備部都

市政策課のもの)」につきましても、「１６」とゴム印のあるページを併せてご覧ください。 

    この事務は、木更津市の景観形成の推進のために自主的に活動する団体であって、⑴ 規約、会則等を有

していること。⑵ 法令に違反する活動を行っていないこと。⑶ 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害す

る活動を行っていないこと。⑷ 宗教的活動又は政治的活動を行っていないこと。⑸ 専ら営利を目的とし

た活動を行っていないこと。に該当すると認められる団体を、景観まちづくり団体として認定するもので

す。 

 記録項目としましては、団体を認定するため、連絡をとるために、構成員の氏名、住所・居所、連絡先、

成績・評価を記録項目としています。収集先としましては、構成員本人から収集します。以上でございま

す。 

小林会長 はい。質問等がございましたら。 

鶴尾委員 質問をさせていただきたいのですが、団体を認定するのですよね。収集先がすべて本人となっており

ますが、団体というのは必要ないのでしょうか。例えば構成員がこれだけいたとすると、各個人から情報

を提供してもらうという意図で収集先は本人となっているのですか。団体からということは考えていない

のでしょうか。 
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榎本主幹 実際の話は、団体の認定を構成員の一覧表のようなかたちで出していただきますので、ただその一覧

表が作られた経緯としては本人たちの意思で作られたので、そういう意味で本人から収集するということ

です。 

小林会長 ここでいう本人というのは、代表者本人のこと。それからその他の構成員本人のこと。本人っていう

意味の本人ですか。 

榎本主幹 そうですね。 

清水委員 法規はそれでいいと思うの。 

山口副主幹 ご指摘ごもっともです。担当課のほうでちょっと勘違いをしているところがございます。ご指摘の

通り、おそらくこれは民法で認められている法人にはならないと思います。いわゆる権利能力なき社団を

含めた団体を認定するという理解でよろしいかと思います。そうしますと、人格というと語弊があるかも

しれませんが、団体としては別になりますので、構成員たる個人の情報は団体から集めるということにな

りますので、鶴尾先生、清水先生がご指摘の通り、これは他の民間・私人から収集するに訂正をさせてい

ただきたいと思います。ご本人からももちろんあるとは思いますが、実際のところは団体から出てきてし

まうことのほうが多いと思いますが、本人は残したまま、説明書でいうと収集先のところ、本人に加えま

して他の民間・私人を加えさせていただいて、届出書のほうにつきましては、本人と書いてあります４項

目につきまして、他の民間・私人、これらは認定を受けたい申し出をする団体という意味での他の民間・

私人を加えさせていただきます。申し訳ございませんでした。 

小林会長 他に質問等がなければ、次にどうぞ。 

磯村事務員 続きまして、「景観重要建造物又は景観重要樹木の指定に関する事務」について説明いたします。

本日差し替え資料としてお配りさせていただきました「個人情報取扱事務届出書の綴り(一番前のページが

「景観重要建造物又は景観重要樹木の指定に関する事務」都市整備部都市政策課のもの)」の下に「１７」

とゴム印のあるページをご覧ください。また、「説明書綴り(一番前のページが「景観重要建造物又は景観

重要樹木の指定に関する事務」都市整備部都市政策課のもの)」につきましても、「１７」とゴム印のある

ページを併せてご覧ください。 

この事務は、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要な建造物を所有者や景観整備機構からの提案に

より景観重要建造物又は景観重要樹木に指定するものです。 

    記録項目としましては、景観重要建造物又は景観重要樹木に指定をするため、所有者の氏名、住所・居

所、連絡先、成績・評価を記録項目としています。 

    収集先につきましては、所有者本人または民間・私人（景観整備機構）から収集します。 

   建造物又は樹木の名称を市の公式ホームページで公表します。以上となります。 

小林会長 これについて何か質問等がございましたら。 

清水委員 渡邉先生に教えていただきたいのですが、この場合樹木の所有者はどうやって決めるのですか。 

渡邉委員 一般的には土地の所有者です。樹木は土地の一部ということで、土地の所有者のものと認定すること

が多いですが、特に価値のある樹木とかである場合、樹木自体に所有権が認められるという考え方もあり

得ると思います。一般的には土地の所有者と同じであります。 

清水委員 ありがとうございます。 

武田委員 よろしいですか。登記簿上の所有者というのは土地の所有者なのですか、それとも立木の所有者なの

ですか。集団になると立木の登記ができるのでそっちのほうの所有者なのかと思いまして。あるいは、樹

木が立っている土地の所有者なのですか。 

渡邉委員 一般的には立木自体が対抗要件を備えているというのはちょっとレアケースなのかなと思います。一

義的には土地の登記名義人に所有権があると思います。ただ、古い木であるということが前提になってい

ると思いますので、抵当権関係はどうなっているのか、あるいは登記簿関係はどうなっているのかという

のは確かに覚束ないのかなとは思います。ですので、現実的な考え方としては土地の登記名義というのを

まずは考えるべきではないかと思います。 

小林会長 よろしいでしょうか。 
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武田委員 はい。 

清水委員 よろしいですか。お尋ねなのですけれども、この制度というのは、所有者らしい人が申請してくると

いう制度ですか、それとも本人は嫌だといっていても市の方が指定してくるというのもあり得る制度なの

ですか。 

榎本主幹 それもあり得ます。所有者からの申請と、景観整備機構からの推薦という形での申請と、市の方から

お願いしますという形で市の方で申請する、の３つがあります。 

清水委員 あり得るのね。 

山口副主幹 今想定しているのは、先ほど担当課からもありました通り、本人からの申請ということで記載して

ある説明のとおり本人、民間・私人の場合が景観整備機構から推薦がある場合、それから都市政策課が自

ら別の事業をやっている中でこれっていうケースもあるのでということで、３つ想定しております。収集

先のところが本人、民間・私人しかないので、こういう申請で認定を受けようとする場合はここから収集

することもある、景観整備機構からの推薦があった場合はそこから収集しますよと、実施機関内部の話で

はどこどこから収集しますよという３つのパターンでよろしいのですよね。 

榎本主幹 はい。 

山口副主幹 では、それぞれの説明書きを今申し上げた通り、本人から指定について申し出があった場合につい

ては申し出をした本人から収集しますと書くとわかりやすくなると思います。もちろん登記簿を確認する

こともあるのが景観整備機構の場合ですので、その旨の記載もさせていただきます。実施機関内部の場合

はそのままで問題ないと思いますので、そのように訂正させていただきます。 

小林会長 他にありますか。ないようなので次へどうぞ。 

磯村事務員 「景観形成に寄与した個人又は団体の表彰に関する事務」について説明いたします。ご覧いただく

資料は、ゴム印で「１８」と書いてあるページをご覧ください。この事務は、良好な景観形成に寄与した

個人や団体に対して、市長が表彰を行うことにより、広く市民に功績等を知らせ、市民の景観意識の向上

を図るものです。景観形成に寄与した個人を特定するため、氏名、住所・居所、連絡先、趣味・活動を記

録項目としています。収集先につきましては、本人、民間・私人（団体）から収集します。以上でござい

ます。 

小林会長 これについて質問等がございましたら。 

清水委員 よろしいですか。提供先はなしですか。新聞等で氏名だけでなく、住所や職業なども載ることもある

のではないですか。例えば、清水幸雄（君津市）といった形で。 

山口副主幹 はい。提供先がなしとなっておりますが、必ずという意味ではありませんが、氏名、住所・居所及

び趣味・活動の三つをプレス等に公表することがあります。 

清水委員 職業は。何々工務店の誰々さんって形で設計者が公表されることもありますよ。 

山口副主幹 設計者もありますか。 

榎本主幹 会社名を見れば設計事務所という名前がでてきてしまうので、設計者だとはわかりますね。 

山口副主幹 なるほど。では、提供先については今清水委員からご指摘があったように、職業についても提供さ

れることがあるので、職業・職歴を記録項目に追加させていただきたいと思います。届出書のほうからい

きますと、１９番に○をしていただきまして、収集先につきましては、同じく本人、民間・私人を追加し

てください。それから説明書のほうにまいりまして、記録項目のところ、趣味・活動の後ろに職業。職歴

を入れてください。提供先につきましては、先ほど申し上げました通り、職業・職歴につきましても併せ

て提供することがありますので、氏名、住所・居所、趣味・活動、職業・職歴をプレス等に提供すること

がありますという記載にさせてください。申し訳ございません。以上訂正をお願いします。 

小林会長 他になければ次へどうぞ。 

磯村事務員 続きまして、「景観計画区域内の行為に関する届出事務」について説明いたします。ご覧いただく

資料は、ページの下に１９とかいてある資料です。良好な景観形成を図るため、個々の建築物や工作物の

建築行為・開発行為の設計にあたって、街並みを意識した景観的配慮を行うことが必要となります。この
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事務では、木更津市と届出者や設計者等が、事前相談や行為の届出を通じて、良好な景観形成を図るもの

です。 

 記録項目としましては、申請書（事前相談書）に記載される、氏名、住所・居所、連絡先、印影を記録

項目としています。収集先につきましては、本人から収集します。以上でございます。 

小林会長 これについて何かありますか。特にないようですので、次へどうぞ。 

磯村事務員 はい。続きまして「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に係る事務」について説明い

たします。ご覧いただく資料は、ゴム印で下に「２０」と書いてあるページです。 

この事務は、建築主等から、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第２９条に基づき、省エ

ネ性能の向上に資する全ての建築物の新築または増築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物への空気調

和設備等の設置・改修を対象とし、その計画が一定の基準に適合している場合、その計画の認定（性能向

上計画認定）の申請があった場合や、同法第３６条に基づき、既存の建築物が省エネ基準に適合している

このとの認定の申請があった場合に、市が認定するものです。 

    記録項目としましては、申請者を特定するため、連絡をとるため、申請者の氏名、住所・居所、連絡先

を記録項目とします。申請者の意思確認のため印影を記録項目とします。認定をする際、認定番号を付し

て通知をするため、識別番号として他の情報と結び付けます。申請のあった建築物の内容を審査・確認す

るため、敷地の地名地番、敷地面積、建築面積、延べ面積、建築物の階数、建築物の用途、住戸の数、工

事種別、構造及び設備の概要を収集することから、住所・居所及び財産・収入を記録項目としています。

建築士等の有資格者が申請手続きを代行する場合があるため、職業・職歴、資格・許可を記録項目として

います。収集先につきましては、本人から収集します。以上でございます。 

小林会長 はい。これについて何か質問等はございますか。 

渡邉委員 はい。渡邉です。代理人が申請して代理人から情報収集する場合は本人という記載でいいのですか。

気にすることもないかなとは思いますが、有資格者が申請する場合もあるかと思うのですが。職業・職歴、

資格・許可というのは代理人たるものとも思うのですが。 

平野委員 申請者が代理人というのは本人でいいわけですかね。 

渡邉委員 私の中では代理人なのですけれども。 

小林会長 いかがですか。 

山口副主幹 おそらく渡邉先生のご指摘は、情報の流れとして、この届出上は代理人の行為は本人に帰属すると

いう前提のもとに、代理人が出してきたとしても本人からだという理解でいいのかなと思うのだけれども、

その代理人が代理人たる個人としての情報をそれも本人になってしまうというのが使い分けの部分で少し

微妙だねというご指摘だと思います。特に、もう一つの話としては、過去には届出書上は本人という欄と

その他という欄があったので、そこにカッコして代理人の場合がありますという記載があったと思います。

今現在はないので、渡邉先生のご指摘はその部分だと思います。前はそれがあったでしょということだと

思います。これは本人として整理をせざるを得ないので、後半部分は本人からの収集でもよろしかろうと

思います。代理人がありえるというのは説明書きのほうには書かせていただいているので、そういうこと

ね、と市に対して説明はできる、ただ、設計者としての個人情報は建築士さんが代理人なら、代理人本人

が自分の情報を出しているのでいいのですが、設計者と申請の代理人がさらに別についているということ

を考えますと本人ということだけでは足りないんじゃないのっていう部分が一番しっくりこないのも不思

議だと思うんですね。この申請書にはプレーヤーが何人も出てくると思いますので、それぞれのところの

切り分けがこれでうまくいっているのっていうご指摘だと思うのですよ。そうしますと、どう考えても民

間・私人が必要だと思います。すいません、ありがとうございます。 

小林会長 そうすると、収集先に民間・私人を追加するということですね。 

山口副主幹 はい。申し訳ございませんでした。結局個人情報のプレーヤーが何種類か出てくるので、そのとき

に申請者さんからすれば、基本的には全部申請者から集めますので、どんな個人情報も申請者さんからで

すという表現にすれば、それが申請者が当該個人情報の本人である場合もあるし、本人でない場合もある
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ということになると思います。届出書のほうには、関係しそうな、例えば職業・職歴、資格・許可、この

あたりは間違いなく民間・私人、この二つは入らないとまずかろうと思います。この二箇所ですね。 

小林会長 そこだけでいいのですね。 

山口副主幹 はい。この二箇所だけで大丈夫です。 

小林会長 他に質問等はございますか。特にないようなので、次へどうぞ。 

磯村事務員 続きまして、「木更津市学校給食費検討委員会に関する事務」について説明いたします。ご覧いた

だく資料は、下にゴム印で２１とかいてあるページです。 

    この事務は、学校給食における適正な給食費について、木更津市教育委員会の諮問に応じ、審議し、答

申するものです。 

    記録項目につきましては、委嘱する委員を特定し、また、連絡をとるため、氏名・住所・居所、連絡先

を、委嘱の承諾の意思を確認するため、印影を記録項目としています。委員の名簿を管理するために、識

別番号を記録項目とします。委員に支払う報酬について、領収書に記載される委員の氏名、住所・居所及

び印影を記録項目としています。また、源泉徴収税の支払及び給与支払報告書・源泉徴収票を作成するた

め、これらに記載される委員の個人番号、氏名、住所・居所、生年月日、財産・収入（報酬金額）、課税

等・納付状況（源泉徴収税額）を記録項目としています。収集先につきましては、本人から収集します。 

提供先につきましては、委員への報酬の支払いや、給与支払報告書等を作成するため、実施機関内部（会

計室、職員課）に提供します。委員の氏名、職業・職歴については市の公式ホームページにより公表いた

します。以上でございます。 

小林会長 質問等何かございますか。 

鶴尾委員 １点質問してよろしいですか。説明書の２段落目、「委員の任期は」というところで、どういった方

がなられるかということは書いてあるのですが、届出書の１９番は、職業・職歴が×となっていますが、

これはこれでよろしいのでしょうか。小中学校の校長であるとか、保護者会を代表する者と書いてありま

すが職業・職歴は×でよろしいでしょうか。 

山口副主幹 申し訳ございません。抜けておりました。届出書の１９番、×となっておりますが、○に訂正して

ください。収集先につきましては、まず本人があり、これは教育委員会ですので実施機関内部、学校から

くることもあるので。提供先はなしでお願いします。 

小林会長 他にありますか。 

清水委員 民間・私人が入るってことはないですか。 

山口副主幹 すいません、民間・私人はあります。ＰＴＡがあります。３番の氏名の収集先、今本人だけになっ

ていますが、ここに民間・私人を加えてください。 

小林会長 どうして入ることになったの。 

山口副主幹 ＰＴＡの保護者を代表する者ということになりますので、ＰＴＡ連絡協議会のどなたかを推薦いた

だくケースもあるので。 

小林会長 上に推薦書ってあるよね。そうしますと、お名前まではＰＴＡからもらう、住所は本人からというこ

とでよろしいですか。 

吉原副主幹 はい。 

山口副主幹 生年月日、連絡先も本人からでよろしいですか。 

吉原副主幹 すいません。氏名と住所はＰＴＡからもらいます。 

山口副主幹 承知しました。すいません、５番の住所・居所についても民間・私人を入れてください。説明書の

記録項目、それから収集先のところは、届出書の記録項目に合わせて追加をさせていただきます。もう１

点補正をよろしいでしょうか。別件なのですが。説明書の提出先のところをご覧いただきたいのですが、

（１）目的内利用の次の行の２行目、真ん中あたり、実施機関内部（会計室）とございますが、教育委員

会になりますので、他の実施機関に訂正させてください。同じく、（１）の最後の行、ここも実施機関内

部（職員課）とありますが、教育委員会でございますので、他の実施機関に訂正させてください。 

小林会長 会計室と職員課もいらないのね。 
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山口副主幹 これは残しでお願いします。他の実施機関が会計室になります、他の実施機関が職員課になります

ということです。 

小林会長 他にございませんでしょうか。なければ次へどうぞ。 

磯村事務員 続きまして、「木更津市名誉市民追悼式に関する事務」について説明いたします。ご覧いただく資

料は、下にゴム印で２２とかいてあるページです。 

    木更津市では、市の行政、産業、文化など各方面において、市のために尽くされた方を、市長が木更津

市名誉市民審議会の議を経て市議会の同意により推挙し、その功績をたたえて「名誉市民」の称号を贈っ

ています。本事務は、木更津市名誉市民が逝去された際、弔意を表するための追悼式開催に伴う招待者の

名簿を作成しようとするものです。 

    記録項目につきましては、招待者へ招待状を送付するため、招待者の氏名、住所・居所、連絡先、職業・

職歴を記録項目としています。 

収集先につきましては、招待者本人、実施機関内部（全ての課）、他の実施機関（教育部など市長部局

以外全て）、市議会から収集します。以上でございます。 

小林会長 何か質問等はございますか。特にないようですので、次へどうぞ。新規は最後ですか。 

磯村事務員 はい。最後になります。続きまして、「木更津市行政不服審査会に関する事務」について説明いた

します。ご覧いただく資料は、下にゴム印で２３とかいてあるページです。 

    行政不服審査会は、行政庁が行なった処分に対する審査請求に係る審査を行なう附属機関になります。

審査会を開催するにあたって委員への連絡や、審査請求案件について必要な情報を取り扱い、適切な運営

を行ないます。 

    記録項目につきましては、委員の選考及び委員と連絡を取るため、本人からの承諾書に記載されている

委員の氏名、住所・居所、連絡先、印影、職業・職歴、資格・許可を記録項目としています。委員に支払

う報酬について、領収書に記載される委員の氏名、住所・居所及び印影を記録項目としています。また、

各年末に給与支払報告書及び源泉徴収票を作成するため、これらに記載される委員の個人番号、氏名、住

所・居所、生年月日、財産・収入（報酬金額）、課税等納付状況（源泉徴収税額）を記録項目としていま

す。市外在住委員については、交通費等の費用弁償を口座振替により支払うため、市外在住委員の氏名、

住所・居所、連絡先、印影（請求書等に押印される印影）及び取引状況（取引銀行名、口座番号）を記録

項目としています。審査請求に対する審査を行うため、決定通知書又は開示請求書に記載されている識別

番号（文書番号）、審査請求人の氏名、住所・居所、連絡先を記録項目としています。審査請求人が生活

保護の被保護者である場合、審査会に提出された書類の写しの交付手数料減免申請により、手数料が減額

又は免除となるため、請求者の公的扶助・給付を記録項目としています。審査請求人と連絡を取るため、

審査請求人の連絡先を記録項目としています。審査請求案件に係る利害関係人が参加人として当該審査請

求に参加し、意見を述べる場合、参加人の氏名、住所・居所を記録項目としています。参加人と連絡をと

るため、参加人の連絡先を記録項目としています。審査請求人又は参加人の参考人として当該審査請求に

参加し、意見を述べる場合、参考人の氏名、住所・居所を記録項目としています。参考人と連絡をとるた

め、参考人の連絡先を記録項目としています。補佐人が審査請求人又は参加人とともに出頭し、意見を述

べる場合、当該補佐人の氏名、住所・居所を記録項目としています。証人が、審査会で陳述する場合、当

該証人の氏名、住所・居所を記録項目としています。 

収集先につきましては、審査会委員に関する情報（個人番号、氏名、住所・居所、生年月日、性別、連

絡先、取引状況、職業・職歴）は、委員本人から収集します。委員候補者に関する情報は、委員候補者本

人から収集するほか、大学、弁護士会等へ委員の就任依頼をする場合には、他の官公庁（国・公立大学）、

民間・私人（私立大学、弁護士会等の関係機関）から収集します。審査請求案件を特定し、当該案件の審

査を行うため、当該案件に関する情報（識別番号、審査請求人の氏名、住所・居所、連絡先を実施機関内

部（審査請求を受けた実施機関）又は他の実施機関（審査請求を受けた行政委員会）から収集します。審

査請求案件に係る審査請求人、代理人、参加人、参考人、補佐人、証人本人の情報は当該本人から収集す

るほか、代理人から収集することがあります。 
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提供先につきましては、委員への報酬の支払いや、給与支払報告書等を作成するため、実施機関内部（会

計室、職員課）に提供します。審査請求の審査終了後、審査結果について、審査請求を受けた実施機関に

通知するため、審査請求案件に関する情報（識別番号、審査請求人の氏名、住所、電話番号を、加えて情

報開示請求の場合、審査請求人の住所・居所、職業・職歴、学業・学歴、財産・収入）を実施機関内部（審

査請求を受けた実施機関）又は他の実施機関（審査請求を受けた行政委員会）へ提供します。委員の氏名、

職業・職歴については市の公式ホームページにより公表いたします。以上でございます。 

小林会長 これについてご質問等がございましたら。 

鶴尾委員 よろしいですか。２ページ目、収集先の最後の段落ですが、審査請求人、代理人、参加人、参考人、

補佐人、証人本人とありますが、証人本人の本人はタイプミスということでしょうか。証人だけ本人がつい

ているのはおかしいと思うのですが。 

山口副主幹 すいません。タイプミスです。 

鶴尾委員 あと、提供先については出てくる人が多いので頭の中が混乱しているところではあるのですが、審査

請求人に関して、提供先の下から２行目、審査請求人の住所・居所はわかりますが、職業・職歴、学業・学

歴というのは今まで見たことがない気がするのですが、ここも必要なのでしょうか。届出書は審査員のほう

も併せて書いてあるので、届出書だけを見るとわからないのですが、提供先のところを見ますとそこまで審

査請求人から収集するのでしょうかということです。 

山口副主幹 これは審査終了後のお話でありまして、審査庁ないしは処分庁、同一になる場合もあるのですが、

そちらへのご報告、その際に、原処分のほうの種類にもよると思うのですが、例えば財産、所有する土地が

らみの処分に関しての審査、審理の結果ということであると、財産は可能性があるのではないかと。職業・

職歴につきましても、その身分に関しての処分があった場合もしくは業務に関する処分があった場合もしく

は我々公務員としての人事担当課の職員からの処分に対しての場合について、記載上、所属する部署を記載

して審査請求する可能性はあると思います。ただ、学業・学歴が思い浮かばないので、削らせていただきま

す。 

小林会長 学生という身分だからとかそういうことはあり得るかな。 

山口副主幹 学生が審査請求をしないかといったらすると思うのですが、学生だからということであるのかとい

うと。 

小林会長 例えば清和大学法学部３年生、４年生とかだったら。 

山口副主幹 記載する場合があるでしょうか。 

小林会長 全くないとは言えないと思いますので。 

山口副主幹 では可能性の問題として残させていただきたいと思います。 

清水委員 提供先の下から３行目、「加えて情報開示請求の場合」とありますが、その後の審査請求人の住所、

職業・職歴、学業・学歴といったものは自分たちで集めることはできないのではないですか。集める権限

がないのに集められるの。 

山口副主幹 大変申し訳ありません。今のところですが、根本的に間違っておりまして、行政不服審査会の事務

でございますので、開示請求が原処分になることはあり得ませんので、この部分はあり得ないので削除で

お願いします。下から３行目、「電話番号を」の後の「、」から、次の行にいきまして職業・職歴、学業・

学歴、財産を、「、」から「を」までを除させてください。といいますのは、ご承知の通り、皆さんにご

了解をいただいて、答申をいただいて、１２月に条例改正をさせていただきまして、情報開示請求が原処

分になる審査請求につきましては、審理員制度を適用除外しましたので、そのまま審査会のほうへ諮問す

るというかたちになっておりますので、この部分は削らせていただきます。 

平野委員 どこの部分かもう一回教えてください。 

山口副主幹 下から３行目、「電話番号を」の後の「、」から「加え」までを削っていただいて、下から２行目

の後ろのほうのところの「財産）を」までです。 

平野委員 ありがとうございます。 
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山口副主幹 もう一点補正をよろしいでしょうか。前のページの下から４行目、「審査請求人又は参加人の参考

人として」まではよろしいのですが、その後ろにある「参考人が審査請求に参加する」というのは厳密に

はおかしな話になろうかと思いますので、「当該審査請求に参加し、」までを削ってください。そのうえ

で、「意見を述べる」と書いてあるのですが、この「意見」の後ろに「等」を入れてください。鑑定など

の場合があると思いますので。「参考人として意見等を述べる場合」のように訂正します。申し訳ありま

せん。 

小林会長 他に質問等がなければ。ないようですので、新規はこれで終わりですか。 

磯村事務員 はい。では、続きまして事前に郵送させていただきました資料の「個人情報取扱事務届（変更）」

の一覧表をご覧ください。３件の記載がございますが、「１」番の「木更津市郷土博物館金のすず協議会

事務」と「３」番の「木更津市郷土博物館金のすず主催事業」につきましては、先程一括で報告いたしま

した「（システムへの移行の際に漏れたもの）」に入るべきものでございましたので「（システムへの移

行の際に漏れたもの）」の一覧表の４２番、４３番でご報告とさせていただきましたので、「（変更）」

の一覧表からは削除をお願いいたします。 

それでは、「２」番の「木更津市郷土博物館金のすずに係る事務」についてご説明いたします。ご覧い

ただきたい資料は、郵送させていただきました「個人情報取扱事務届出書の綴り(一番前のページが「木

更津市郷土博物館金のすず協議会事務」である３枚綴り)」の２ページです。下に「２」とゴム印のある

ページをご覧ください。説明書についても「２」ページです。 

    こちらは平成２７年１月３０日に届出がされました「木更津市郷土博物館金のすずに係る事務」では、

「木更津市郷土博物館金のすず協議会」に関する事務も含んでおりました。しかし、金のすず協議会につ

いては、昨年「木更津市郷土博物館金のすず協議会事務」として別途届出が出されており、内容が重複し

ていることがわかりました。そのため、今回の届出で、「木更津市郷土博物館金のすずに係る事務」のう

ち、金のすず協議会に関する部分を削る変更をさせていただきます。変更後の金のすずに係る事務としま

しては、博物館の観覧、博物館資料の特別利用、複写物の提供及び施設使用に関する事務を行ないます。 

    記録項目としましては、博物館の観覧を申請する者を特定するため、氏名・住所・連絡先を記録項目と

し、識別番号と結び付けます。博物館資料の特別利用を申請する者及び複写物提供を申請する者を特定す

るため、氏名・住所・生年月日・年齢・連絡先・顔等の画像・職業・職歴・学業・学歴・資格・許可を記

録項目とし、識別番号と結び付けます。施設使用に関する申請者する者を特定するため、氏名・住所・連

絡先・職業・職歴・学業・学歴を記録項目とし、識別番号と結び付けます。 

収集先につきましては、博物館を観覧する場合及び施設使用の場合は、本人（申請者）の氏名、住所、

連絡先、職業・職歴、学業・学歴を本人から収集します。これらの情報を名簿受付番号（識別番号）と結

び付けます。博物館資料の特別利用の場合及び複写物提供の場合は、本人（申請者）の氏名・住所・生年

月日・年齢・連絡先・顔等の画像・職業・職歴・学業・学歴・資格・許可を本人から収集します。これら

の情報を名簿受付番号（識別番号）と結び付けます。以上でございます。 

小林会長 これについて質問等はございますか。ないようですので、以上で届け出は終わりですか。 

磯村事務員 はい。以上で終わりです。 

小林会長 以上で届出の報告は終了しました。ありがとうございました。続きまして、次第の２の「その他」で

すか。お願いします。 

岡部主事 私からご説明いたします。今年の年明け早々、市民の方から審議会等の会議の公開制度の運用につい

てご意見、ご要望をいただきましたので、ご報告をさせていただきます。特別資料はご用意しておりませ

んが、よろしくお願いします。木更津市審議会等の会議の公開に関する条例第６条第１項は、「実施機関

は、市長が規則で定めるところにより、次に掲げる審議会等の会議の公開に関する事項を、あらかじめ公

表しなければならない。」と規定しています。この規定を受けた木更津市審議会等の会議の公開に関する

条例施行規則第３条は、「条例第６条に規定する会議開催の事前公表は、審議会等の会議開催のお知らせ

を庁舎内に掲示するとともに、当該お知らせに掲げる事項をインターネットを利用する方法により行うも

のとする。」と規定しています。これらの規定に基づき、朝日庁舎内に設置してございます掲示板にて掲



 

23 

 

示するとともに、総務課が所管しているホームページにて条例に基づいて公表しているところでございま

す。併せて任意ではございますが、各所管課にて会議開催の webページ公表している場合には、会議公開

条例の規定に準じて、事前公表の手続きが行われています。また、会議録については会議公開条例施行規

則第６条第２項の規定により、概ね１月以内に作成することとしてございます。作成した会議録は、条例

に基づき、一般の閲覧に供することとし、具体的には、会議公開条例施行規第６条第３項の規定により、

朝日庁舎内の行政資料室にファイリングしてございます。併せて、こちらも任意ではございますが、会議

録についても、所管課の webページにて公表することとしています。しかしながら、会議開催のお知らせ

が開催日の直前になっても各所管課の webページにて公表されていないこと及び会議開催後１月を経過し

ても会議録の公表がされていない会議が散見されることについて、市民の方からご指摘を頂きました。こ

れらについては、先ほど申し上げたとおり、ご指摘を頂いた事項については、会議公開条例において義務

付けされたものではございません。しかしながら、会議の事前公表及び審議の過程が具体化された会議録

の迅速かつ適切な公表など、会議公開制度の重要性は高いこと、さらに、インターネットを使用した事前

公表及び会議録の公表は、市民の政治参加に資することなど市民の政治参加、市民協働を推進するにあた

り、会議公開制度の適切な運用が重要であると考えてございます。つきましては、今一度、会議公開制度

について総務課の方から再度各課等に対し周知するとともに、会議開催のお知らせ、会議録の公表等が適

切になされるよう改めて、周知徹底して参りたいと存じます。以上でございます。 

小林会長 はい。今のような貴重なご意見をいただいたことにおいて、我々も、ここにいるメンバーも、それか

ら事務局の方も、改めて肝に銘じなくてはならないとは思うのですが、一般市民の方から意見をいただい

たということですが、教えていただける範囲で構わないですが、どういう形で意見をいただいたのでしょ

うか。例えば、電話をしてくるなという形で意見を寄せてくることもあるでしょうし。お話できる範囲で

構わないので。 

岡部主事 きっかけとしましては、電話で、具体的には議員さんであるのですけれども、こういう状況だという

意見をいただきました。前々からご意見はいただいておりましたが、今年の年明けに電話、メールがあり

ました。具体的には会議録の作成が適切になされていないのではないかという趣旨のご指摘でした。 

小林会長 そうすると、その方は実際にその会議に臨まれたということなのでしょうね。臨まれた上で今のよう

な意見をされたということなのでしょうね。 

山口副主幹 ホームページ上に掲載されている市の審議会に関する情報は、議員の方がかなりの頻度でチェック

されており、会議があったはずなのに事前公表がないとか、会議録が作成されていないなどの指摘をいた

だいております。 

小林会長 その公表されている情報のみに基づいて、遅いとか適切でないなどといわれているということですか。 

山口副主幹 多分議員さんの活動だと理解してお話しますと、事前公表が直前すぎて傍聴に行かれなかったとい

うような発言をご自分のことかどうかはともかくとしてございました。これは蛇足ですが、ご承知のとお

り、会議公開条例では、この審議会に、県内では珍しく別条例で作ったというのもありますし、全国でも

珍しいといいますか、第１０条で会議公開制度の苦情の申し出という制度を作っておりまして、会議公開

制度の運用について苦情がある人は何人も当該実施機関に苦情がいえますよと。または、この審議会に苦

情をいえますよという規定があるので、これは珍しいということで雑誌に取り上げていただいてもおりま

す。この苦情の申し出にのっかってきますと、検討する必要がないというお話であれば結構ではあるので

すが、そうでなければこの苦情の申し出に対しては審議会に諮問をしなければならないよという規定にな

っております。そうしましたらこの審議会で他の附属機関の長もしくは審議会に意見を聴いてということ

ができるような制度になっております。ですので、そこまではいかなかったのですが、ご報告はしなけれ

ばいけないだろうと思いまして。今の段階ではそういうレベルでのお話でありますし、アプローチとして

は市民参画したいという会議を公開して見せてくれるという制度そのものが運用されていないと見れない

じゃないかというお話からのアプローチでございますので、条例のルールを逸脱しているかのような運用

であったのは間違いないので、概ね１ヶ月という話になっておりますから、しなければならないというわ

けではないので、必ずしも義務違反になるものではないという話もございますが、適切な運用がなされて
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いなかったので、岡部の方から説明させていただきました。今後も引き続き各担当課に周知を図るように

いたしますので、今日はご報告とさせていただきました。 

小林会長 １点だけ、事務局の方々の苦労をお話させていただきます。皆さんの日程調整がなかなかうまくいか

ない時期もございます。それから、議事録については、一人ひとり優秀な方々ではあると思うのですが、

頭数が限られた人数の中でやらねばなりません。ただ、会議の開催は一分一秒でも早く周知徹底していた

だき、同時に議事録も去年の議事録を今日サインするというようなことはね、例えばね。よろしくお願い

します。 

山口副主幹 承知しました。 

小林会長 以上でよろしいでしょうか。 

山口副主幹 はい。 

小林会長 はい。以上をもちまして、平成２７年度第６回木更津市情報公開総合推進審議会を終了いたします。

長時間にわたりお疲れ様でした。 

全委員 お疲れ様でした。 

事務局 ありがとうございました。 
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