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平成２８年度第１回木更津市情報公開総合推進審議会 会議録 

 

 

○開催日時：平成２８年４月２８日（木） 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 会議室１ 

○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、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、中原副主幹、青木主任主事、吉野主任主事、岡部主事 

        （関係課） 総務部行政改革推進室 土居室長、渡辺主幹、山本主査 

             経済部産業振興課 齋藤参事、金子副主幹 

             福祉部高齢者福祉課 金綱副課長 

             福祉部社会福祉課 加藤課長、江島主任主事、岡野事務員 

             福祉部障害福祉課 安田主幹、河上主査 

 

○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 

中原副主幹 皆様お待たせいたしました。定刻になりましたので、ただいまから会議をはじめさせていただきた

いと存じます。はじめに渡辺市長からご挨拶申し上げます。 

渡辺市長 皆さん、こんにちは。大変お世話になっております。市長を仰せつかっております渡辺でございます。

本日は、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、ありがとうございます。小林

会長をはじめとして、委員の皆様には日ごろからご指導、ご協力いただき、心より感謝申し上げます。 

   さて、「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」、所謂「番号法」は、

昨年１０月に施行となり、個人番号カードの発行が本年１月から開始されました。この番号制度は、皆さん

ご存知のとおり「行政の効率化」、「国民の利便性の向上」、「公平・公正な社会の実現」というメリットがあ

るとされる一方で、集積・集約された個人情報の漏洩や成りすましなどによる個人番号の不正利用等が懸念

されており、個人情報の的確な取扱いと適切な運用が求められております。本日の審議会におきましては、 

「本市内部における特定個人情報の利用及び提供について」を諮問させて頂きます。本市における番号制度

の具体的な運用に関する重要な案件でございますので、委員の皆様には、適切な制度の運用、また個人情報

の取扱いのためよろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます。どうぞ、

よろしくお願いいたします。 

中原副主幹 ありがとうございました。それでは、当審議会規則第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。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２８年度第１回木更津市情報公開総合推進審議会をはじ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。 

中原副主幹 定数１５名に対しまして、本日出席いただいている委員の皆様の数、９名でございます。 

小林会長 ９名ということで、定足数を満たしておりますので会議は成立いたします。それでは、最初にお諮り

いたしますが、本会議の公開についてですが、いかがでしょうか。 

委員 異議なし 

小林会長 では、公開するといたします。議題に入る前にですが、もし所用等で退席される方は前もって私のほ

うに一言言っていただきまして、退席していただければと思います。本日の議題は諮問事項が１件、それか
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ら報告事項が３件となっております。それでは、議題に入らせていただきます。次第の４番諮問とあります

が、事務局よりお願いします。 

中原副主幹 はい。それでは、本日諮問をさせていただく案件につきまして、渡辺市長から諮問させていただき

ます。 

渡辺市長 木更津市情報公開総合推進審議会会長小林伸一様。本市内部における特定個人情報の利用及び提供に

ついて。下記のことについて、木更津市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

る法律に基づく特定個人情報の利用等に関する条例（平成２７年木更津市条例第２８号）第３条の規定によ

り諮問します。１つ、次に掲げる事務において、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）第９条第２項の規定により条例に基づき個人番号を利用するこ

と。⑴ 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について（昭和２９年５月８日社発第３８２号厚生

省社会局長通知。平成２６年６月３０日社援発０６３０第１号による改正まで）に基づき行政措置として日

本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護に関する事務。⑵ 障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）による地域生活支援事

業の実施に関する事務。２つ、上記の事務について条例に基づき市長部局内において特定個人情報を利用す

ること。３つ、上記１⑴の事務について条例に基づき市長の照会に応じ、教育委員会が特定個人情報を提供

すること。平成２８年４月２８日木更津市長渡辺芳邦。よろしくお願いいたします。 

中原副主幹 申し訳ございません、渡辺市長は公務、所用につきましてここで退席させていただきたいと存じま

す。よろしくおねがいいたします。 

この場をお借りしまして資料の確認をさせていただこうと存じます。先に郵送でお送りさせていただいた

資料の確認ですけれども、まず１枚目会議次第がございます。各資料の右上に資料いくつというもので資料

１、資料２、横版になっておりますが資料３、縦版に戻りまして資料４、資料５、資料６、資料７。それか

ら番号振っておりませんが個人情報取扱事務届出書というもの。それからその解説といいますか、詳細の資

料です。あとは、情報公開、個人情報保護、会議公開の昨年度の実施状況の一覧表、Ａ４縦のものが１部つ

いています。今申し上げたものが郵送で送付した資料でございます。本日机のほうに配布させていただいた

資料が２つございます。先ほどの中に入っておりました資料３ですけれども、表記が誤っておりましたので、

本日お配りしました資料３のほうに差し替えをしていただきたいと存じます。最後になりますが、カラー刷

りのマイナンバーまるわかりガイドというもの。カラーのパンフレットを配付させていただきました。資料

につきましては以上でございますが、不足等ございましたら、声をかけていただければと存じますがよろし

いでしょうか。はい、資料の確認は以上となります。ありがとうございます。 

小林会長 私のほうから。 

中原副主幹 はい、議長、よろしくお願いします。 

小林会長 新年度、最初なので異動のことはよろしいのですか。 

中原副主幹 はい、それでは、すいません、申し遅れました。新年度人事異動に伴いまして、新たに事務局に加

わった職員の紹介をさせていただきます。私４月１日法規担当総括を拝命いたしました中原と申します。よ

ろしくお願いいたします。なお、同じく法規担当で吉野と申しますのであわせてよろしくお願いいたします。 

吉野主任主事 よろしくお願いいたします。 

中原副主幹 以上でございます。ありがとうございました。 

小林会長 それでは早速ですが、今諮問がなされまして、諮問の審議に入る前に、つまり皆様の諮問に対する意

見等を伺いして協議する前にですね、時間の関係から個人情報事務取扱届出３件を先にやってしまおうと思

いますが・・、よろしいですね。どうしても、今日諮問、答申をしなければならない、ということでこれに

時間をとられると思いますので、比較的時間をとらないと思われるほうを先にいたしましょうという趣旨で

ございます。それで、３件ありますから、先に説明をしていただいた後にお伺いするということでよろしい

でしょうか。 

青木主任主事 はい。それでは、私よりご説明申し上げます。はじめに事前にお配りした資料、個人情報取扱事

務届出となっている資料をご覧ください。 
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委員 何番ですか 

中原副主幹 番号が振ってございません。資料７の後についておりました個人情報取扱事務届出書というもの、

それとその後ろにありましたタイトルが「ねたきり老人等紙おむつ給付事務」となっております資料、こち

ら２つをご覧いただければと思います。 

青木主任主事 よろしいでしょうか。はじめに「ねたきり老人等紙おむつ給付事務」についてご説明申し上げま

す。在宅のねたきりの高齢者や、認知症の高齢者に対して紙おむつを給付することにより、家族の経済的、

精神的負担の軽減を図り、高齢者福祉の増進に寄与することを目的としている事務になります。木更津市ね

たきり老人等紙おむつ給付要綱に基づき、市が調査を行い、紙おむつの給付の決定を行っておりますが、平

成２８年４月１日から、給付の対象が本市に住所を有する６５歳以上の介護保険法に基づく要介護認定又は

要支援認定を受けている６５歳以上の者となったため、今回、変更の届出をするものでございます。追加す

る記録項目といたしましては、６５歳以上の方を給付対象としているため、年齢を、介護保険法に基づく要

介護認定又は要支援認定を受けている方を対象としているため、病歴・診療歴を、養護者が申請を行う場合

には、給付対象者との続柄を収集するため、家族・親族を記録項目としております。収集先、提供先につい

ては、変更はございません。以上になります。 

小林会長 はい、これについてご質問等ありますでしょうか。 

 （特になし） 

青木主任主事 続きまして、２つ目、「木更津市産業・創業支援センター経営・創業に関する相談事務」について

ご説明いたします。売上の増大や資金調達をはじめとする経営上の様々な課題を持つ事業者の方、また創業

したいと考えている方などを対象として、商工業をはじめとするあらゆる分野の産業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、相談に来られた方に記入していただく相談受付票や、相談者の相談

内容を記録するヒアリングシートにより、相談者に係る情報を記録項目としております。収集先は、相談者

本人から収集し、提供先についてはございません。以上になります。 

小林会長 はい、これについてご質問等ございましたら・・。 

     いいですか、この事務は比較的新しい、開始されてそんなに時間の経ってない事務ですよね。 

青木主任主事 はい、そうですね、昨年の１０月５日からになります。 

小林会長 届出に関しては今回が初めてということですね。 

青木主任主事 はい、そうですね。 

小林会長 特に他にございませんか。では次を。 

青木主任主事 障害福祉課より届出がございました「地域生活支援事業に関する事務（移動支援事業等）」につい

てご説明いたします。はじめに資料の訂正をお願いします。届出書の一番上「管理番号」の枝番号が「－０

５」となっていると思いますが「０１」に修正していただきまして、さらに同じ資料の中段にございます「事

務届出日」が平成２８年４月１９日となっておりますが、正しくは平成２８年４月１４日となりますので、

訂正をお願いします。また、地域生活支援事業に関する事務の説明資料ですが、記録項目の２段落目、家族・

親族の次に学業・学歴が抜けておりましたので、追記していただきますようお願いします。よろしいでしょ

うか。訂正は以上になります。 

小林会長 では、質問等ございましたら。 

青木主任主事 すいません。こちらは、すでに届出がされているものでございますが、記録項目に不備があった

ため、その部分を追加させていただいて、変更の届出とさせていただいております。その点ご報告させてい

ただきます。 

小林会長 それは、管理番号であるとか日付について。 

青木主任主事 今回追加した記録項目が識別番号と年齢、国籍、顔等の画像、それで事業の対象者であるかどう

かの確認のために健康及び学業・学歴、こちらの記録項目が抜けておりましたので、その部分を追加させて

いただいております。 

小林会長 管理番号とか日付の訂正というのは今回我々が持っているこの書類に関して訂正するということです

ね。他に何かございましたら・・。特に無ければこれで届出に関しての報告は以上ですよね。 
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（モニターの設置） 

 

小林会長 続きまして、さきほどの市長よりの諮問に関する事務局からの説明、それから説明の後にそれを踏ま

えて審議会での質疑をと思いますので説明をよろしくお願いします。 

岡部主事 はい、それでは私から今回の諮問に関しましてご説明させていただきます。着座にて説明いたします。 

   それでははじめに番号法に基づく特定個人情報とは何ぞやというところですがその人の氏名、住所等の個

人情報をまとめた、いわば「個人情報の集合体」が特定個人情報となります。その性質上、特定個人情報の

提供を行う場合には、その集合体をそのまま提供することになります。それにより相手方にとって必要以上

の個人情報の提供がされてしまうため、個人番号の利用が可能とされている事務につきましては、番号法の

別表第１で定められた事務に限定された形になっております。この番号法で定められた事務につきましては、 

番号法に基づく取扱いを行うことが、法で規定されているので求められておりますが、この番号法の別表第

１に定められている事務以外、いわゆる木更津市独自で行っている事務につきましては、福祉、保健若しく

は医療その他の社会保障、地方税又は防災に関する事務その他これらに類する事務であるという前提はつき

ますけれども、木更津市の条例で個人番号を利用することができる事務として定めれば個人番号の利用が可

能になります。番号法で定められた事務以外の事務におきまして、特定個人情報の提供を行う場合、こちら

につきましても同様に条例でその旨を定める必要がございます。申し上げました番号法に基づく条例につき

ましては、昨年６月に当審議会の答申をいただきまして同年９月に条例を公布したところでございます。今

回この条例に新たに個人番号を利用する事務を新たに追加する旨の諮問でございます。 

  事務を追加するにあたりまして、条例第３条の規定により、個人情報保護の観点から、本審議会のご意見

を伺うものでございます。それでは、審議会の判断基準について、昨年の答申の内容ですけれども先に郵送

いたしました資料１をご覧いただければと思います。資料１の２ページです。はじめに番号法第９条第２項

の規定により個人番号を利用する際の判断基準につきましては、「諮問事項⑴について」に示されています。

内容につきましてはご覧いただければと思います。つづきまして実施機関相互における特定個人情報の提供

については、たとえば市長から教育委員会に提供を行う場合になりますけれども、こちらにつきましては「諮

問事項⑵について」に判断基準が示されています。最後に、実施機関内部における特定個人情報の連携につ

きましては「諮問事項⑶について」に判断基準が示されていますので、これらの基準を踏まえた検討を行っ

ていただくものでございます。私からは以上でございます。 

中原副主幹 今、岡部から内容につきまして説明をさせていただきました。今回、現在作成されている条例に３

つの事務がすでに登録されている状況でございます。今回諮問させていただいた２つの事務を新たに条例の

中に加えたいとこちらも考えておりまして、加えるにあたりましては条例で審議会へということになってお

りますので諮問させていただくという流れでございます。それぞれ加えさせていただきたい２つの事務につ

きまして、詳細を番号制度の所管課であります行政改革推進室から説明をさせていただきたいと思いますの

でよろしくお願いいたします。 

渡辺主幹 行政改革推進室の渡辺と申します。よろしくお願いいたします。まず、私からは番号制度の概略や、

皆様にイメージをもっていただいて、それでこの審議会でどんなことを審議していただくか、イメージを持

っていただければと考えておりますので、その部分の説明を簡単にさせていただければと思います。その後、

今中原総括からもありましたけれども、追加する事務についての少し細かい説明という形で進めたいと思い

ます。着座して失礼します。 

画面のほうをご覧いただきまして、皆様すでにご存知かもしれませんが、番号制度マイナンバー制度につ

いては、画面のほうにもありますとおり、３つの分野で使うことが決められております。１つ目は社会保障、

この内容が一番多いですかね。あと、税金の分野、それから災害対策、今熊本のほうでも災害が起きていま

すが、この３つの分野で使いますということが、番号法の中で決められています。画面移りますが、少し今

回の審議いただく内容に近づきますけども、よく番号法といわれますけども、実は番号法が定めている、決

めているのは黄色い部分、ここの部分を簡単に言うと番号法は決めております。たとえばＡ市とＢ市、Ａ市
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を木更津市としまして、Ｂ市を袖ケ浦市としましょうか、袖ケ浦市と木更津市との間で、たとえば袖ケ浦市

に住んでいる方の課税の情報を木更津市の、たとえば子育て支援課とかが必要といった場合はいままでです

と、申請する課が紙をもってやっていたんですけれども、それをデータで行うというものがマイナンバー制

度、番号制度が目指す目的といいますか、そこのシステム的な約束事ですとか、どういう事務がオッケーで

すよとか、そういうものを決めているのが番号法になります。つまりこの中身を決めている。それで、先ほ

ど岡部さんの説明の中にも出ておりましたけれども、番号法の中に別表１ですとか、２ですとかというもの

が定まっていて、番号法に基づく主務省令、たとえば厚生労働省の省令ですとか、総務省の省令なんていう

ものがあります。それで、番号法の別表１という中にはこの黄色い部分、ここで扱っていい、国がこれだっ

たら使っていいよという事務が定まっているのが別表の１、その事務同士のどういう組み合わせ、どの事務

とどの事務だったらオッケーだよといっているのが別表２といわれている法律の中で定まっております。そ

れを基にもうちょっと細かく、どういう項目、たとえば課税といっても税額だけなのか、それとも収入はい

るのか、そういうものを細かく決めているのが、主務省令となります。それで、ここのルールを定めている

のが番号法、それでそのルールどおりやっているかなというものを、番人といいますか、管理するのが個人

情報保護委員会、これは国の委員会なんですけれども、こちらが担っている。ですので、木更津市と例えば

袖ケ浦市の間にそういう情報のやりとりを番号制度が始まったことによって、具体的には来年の７月からを

予定されておりますけれども、全国どこであっても、沖縄から北海道まで、どこであっても必要とされる情

報をここで許されたものであれば、全てこのシステムでやり取りができるようになるというものです。 

でも、だったらなぜ条例なのかということなんですけれども、番号法が決めているのは先ほどのとおり、

ここだけなんですね。すると、市の中だって同じようなことをやりますよねというのが、イメージがわきま

すでしょうか、画面移りますけれども、例えばこの木更津市の中だとしますと、大きな枠が木更津市の中で

すね。袖ケ浦市と木更津市のときと同じように、例えば木更津の障害福祉課が、木更津市の中の市民税の情

報を必要とする、つまり袖ケ浦と木更津じゃなくて、木更津市の中でも同じような番号法のやり取りという

のが実はあって、よくよく考えると、そちらのほうが情報のやり取りは多い、ということなんですね。で、

画面ひとつ戻りますけど、法はここしか言ってないので、この中身は特に言ってないです、言ってないとい

うと少しあれですけど、条例で決めてくださいとここで言っているので、先ほど岡部からも説明がありまし

たが、木更津市の条例というものを、前の委員さんですけど、審議いただいて定めさせていただいたという

ところです。それで、今回条例に２つの事務を追加するということで、前回の時には、ここに絵が出ていま

すけど、子供の医療に関する事務を１つ加えさせていただいたところです。条例の制定のときですね。とい

うのは、お子さんに関する医療の助成なんかですと市によっては、木更津市などでは一部、課税とか非課税

の状況によって負担金をいただいているんですね。ところが市によっては、いやいやうちの市はまったくい

らないです、まったく負担なしでやりますよという市もありますので、市によって、でこぼこといいますか、

差がありますので、法で一律にこうだと定められない事務が社会保障の分野では多いというのが実情です。

そこをそれぞれの自治体の条例で定めて、先ほど言ったこの番人、個人情報保護委員会にうちの市ではこう

いうものを条例できちっと決めましたので、ほかの自治体とやり取りしていいですか、と言ってこの番人が

それだけ条例も定めてあるし、扱う項目も番号法が予定しているものと同じなので、いいですよということ

を言うと、この仲間入りができると、というような制度であると。繰り返しになりますけれども、今回皆様

にお願いするのはその事務に２つ追加させていただきたいということで諮問させていただくということで

す。イメージとしてはこのようなイメージで捉えていただければと。このあと山本から少し細かい説明と、

原課さんから少し細かい説明をいたしますので、よろしくお願いします。 

山本主査 では、すいません。行政改革推進室の山本と申します。よろしくお願いします。私から、今日差し替

えをさせていただいた資料３、こちらを中心にご説明をさせていただきたいと存じます。申し訳ありません

が着座させていただきます。 

まず、こちらの資料３の１ページ目をご覧いただきたいのですが、こちらのページは、先ほど岡部さんか

ら説明ございましたが、昨年の６月にご審議をいただきまして、木更津市が独自に利用する事務として追加

された３つの事務でございます。次に２ページ目と３ページ目をご覧いただきたいと思います。こちらが今
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回審議をお願いいたします２つの事務となります。左から実際に事務を行っている実施機関、それから事務

の名称、それから概要というところが事務の大まかな内容、それから一番右側がその事務で取り扱う特定個

人情報が記載してございます。この２つの事務の詳しい内容につきましては、後ほど担当課からご説明をさ

せていただきますので、私からはなぜ、今回この２つの事務をあげさせていただいたのかを、ご説明させて

いただきたいと思います。現在木更津市で、独自利用を検討している事務につきましては、この２つを含め

まして、１０個程度、１０事務程度ございます。今回この２つの事務をあげさせていただきましたのは、マ

イナンバーを使うための環境が、ある程度整っている、ということが１つ。それから、利用者の利便性です

とか、あと、公平性の確保、それから事務の効率化につながる。そういった点からマイナンバーを使う必要

性が高いということで優先順位が高いこの２つの事務を今回あげさせていただきました。  

具体の事務でございますが、１つ目は生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について、法律では

ないですけども、厚生労働省の通知によって全国的に行われている外国人に対する保護に関する事務となり

ます。この事務に関しましては、個人情報取扱事務の届出を条例に基づいて行っておりまして、市の内部で

はすでに情報のやり取りを行っている事務になります。今回この事務でマイナンバーを使えるようにしたい

という一番の理由としましては、先ほどの個人情報保護委員会のお墨付きをいただいて、他の市町村から情

報の提供を受けたいというところが一番の理由となっております。次に資料６の７ページ、最後のところに

なりますが、こちらをご覧いただきたいとおもいます。こちらのほうに、平成２９年７月から始まります情

報提供の開始にあわせた個人情報保護委員会のお墨付きをもらうための手続の日程がここに記載されてお

ります。平成２９年７月というのは全国で初めて情報の連携がスタートする日でございますけれども、この

手続にのせるためには６月中にこの２つの事務を条例に追加する必要がございます。この表でいきますと、

④の条例制定というところなんですが、矢印自体７月に入っているんですが、おおむね６月中には条例にの

せる必要がございます。そういったところから今回、この事務をこのタイミングであげさせていただきまし

た。申し訳ないんですが、資料３の３ページのほうにお戻りいただきたいと思います。 

続きまして、２つ目の事務でございますが、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律による地域生活支援事業の実施に関する事務でございます。こちらも個人情報保護条例に基づきまして、

個人情報取扱事務の届出をしておりまして、市の内部ではすでに情報のやり取りを行っている事務でござい

ます。こちらのほうも先ほどの外国人の生活保護と同様に他の市町村から情報をいただきたいということを

一番の目的で、あげさせていただいているものでございます。先ほどの外国人に対する保護の事務とは若干

異なる点がございまして、この事務につきましては実は番号法のほうにマイナンバーを使える事務として、

すでに定められております。ただ、さきほど渡辺からも説明がございましたが、大臣が定める主務省令とい

うものが、実はこの事務に関しては出されておりません。ですので実際には、他の市町村から情報をいただ

くのができない事務になってしまっております。その点につきまして、厚生労働省のほうと、先ほどの番人

であります個人情報保護委員会、こちらのほうで協議が行われまして、当面の間ということですけれども、

特例といたしまして市の条例に独自利用事務として定めて、委員会のほうに届出をすれば情報のやり取りを

してもかまわないですよ、というようなことになりました。ですので今回このような形で審議をお願いする

次第でございます。 

今ご説明しました２つの事務につきましては、個人情報保護委員会が、他の市町村との連携が可能ですよ

というような事例をいくつか示しているんですけれども、そこにあげられている事務となっておりますので、

全国的に多くの自治体が独自利用することが想定されています。それから、２つの事務、両方に関すること

でございますが、一番右端の特定個人情報、こちらの欄につきましては諮問の２点目の利用する特定個人情

報、そしてご審議をお願いしている部分でございます。そのうち３ページの中段から少し上の部分になるん

ですけれども、特別支援学校の就学奨励に関する法律による特別支援学校の就学のための必要な経費の支弁

に関する情報、それからその下にございます学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関す

る情報、こちらの２つにつきましては、教育委員会のほうで共有している情報となりますので、この２つは

諮問の３の市長の照会に応じ、教育委員会が提供する特定個人情報、こちらのほうに諮問を分けさせていた

だいております。それからこの特定個人情報の項目でございますけれども、番号法のほうに示されておりま
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す日本人に対する生活保護、それから２つめの地域生活支援事業で使うことが認められている特定個人情報

とまったく同じものでございます。これは両方の事務を同様に行うために情報の登録も同じにしているとい

うことでございます。私からの説明は以上になりますが、それでは担当課から、それぞれの事務につきまし

てご説明をさせていただきます。 

小林会長 ちょっといいですか。整理します。課の担当の方からそれぞれの事務についてのご説明をしていただ

いて、そちらサイドの説明は終わりということでよろしいですか。わかりました。はい、ではお願いします。 

山本主査 すいません、諮問の１の順番が最初に外国人に対する生活保護の事務のほうが、最初になっておりま

すけれども、こちらの都合で申し訳ないんですが、地域生活支援事業のほうから先に説明をさせていただき

たいと思います。 

小林会長 では、（２）のほうから。 

山本主査 はい。 

小林会長 詳しい説明ですね。事務に関してのね。 

安田主幹 よろしいですか。障害福祉課の安田と申します。地域生活支援事業につきましてご説明いたしたいと

思います。私ども障害福祉課では障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、いわゆる

障害者総合支援法という法律に基づいて仕事をしています。その中に定められております、障害福祉サービ

スの１つとして地域生活支援事業がございます。障害福祉サービスは大別しますと介護給付、訓練等給付、

例えば体の機能訓練とかですね、あと、補装具の支給、例えば車椅子の支給とかですね。あとそれと地域生

活支援事業です。そして、地域生活支援事業の中には例えば移動支援、これは外出をする際の支援ですね、

あと訪問入浴、これは入浴の車が赴いて入浴の支援を行います。あと、日中一時支援、これは日中に一日預

かってもらうものです。あと、日常生活用品、これは紙おむつなどの支給とかです。これらのものを行うに

あたって、住所氏名などを申請書に記載していただく。支給に当たっては障害者の方の要望や体の状態など

を聞き取り調査させていただきます。また、これらの地域生活支援事業については一部利用者負担をいただ

くものがございます。そこでその対象者の方の所得、世帯にいる方の所得ですね、この情報を得ます。その

際に平成２９年７月から他市との連携で情報をいただきたいということが、ここで出てくるわけです。 

先ほどいろいろ福祉サービスがあるといったなかで、介護給付等は先ほど山本さんから説明があったとお

り主務省令に規定がございますので外部請求ができるんですけれども、地域生活支援事業については主務省

令がございませんので、今の状態では平成２９年７月までに、例えば袖ケ浦市から情報を得られないという

ことになります。同じ方が介護給付の申請と地域生活の両方を利用したいといった場合は、介護給付の申請

は情報がもらえるけれども、地域生活、例えば日中一時支援を使いたいといった場合は、主務省令がござい

ませんので、その部分については所得証明を持ってきてもらわなければいけない、同じ人が来て、２つの申

請をして、片方は所得証明は要らないというのですけれども、もう片方のこの利用については持ってきてく

れと、そういう話になってしまいますので、ここで認めていただいて、この事務につきましても外部提供が

できるようにしたいということでございます。 

小林会長 はい。つづきまして（１）のほうですね。 

加藤課長 社会福祉課長の加藤と申します。よろしくお願いします。それでは、生活保護の概要についてご説明

します。生活保護といいますのは一定の水準に満たない生活をされている方々に、金銭的な給付を行う制度

でございます。しかし、誰でもすぐに給付を受けられるというものではございません。生活保護法第４条で

は生活保護を利用する前に一人ひとりの能力や金銭、不動産などの資産、親族からの援助など、あらゆるも

のを活用するようにと明記されています。これを他法優先などと言っております。他のあらゆるものを活用

して、どうしても足りない部分を生活保護で支援するというような考え方でございます。そのため生活保護

を申請した方については、資産や親族の有無など活用できるものがないかを調べる必要がございます。次に

生活保護の制度と番号法について説明いたします。番号法が作られたことで、マイナンバーを活用した生活

保護の事務が可能となります。他の行政機関などで、政策で使っている情報を共有できることで合理的かつ

迅速に情報を得ることができるようになるため、さまざまな利便が発生いたします。生活保護の実務上では、

例えば課税の担当部署との情報共有をして、収入として申告すべき金額の申告漏れなどによります不正受給
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を防止できたり、世帯情報を把握するために住民票を確認できたり、他の自治体との掛け持ち受給とか、二

重に受給に受けるものを阻止したり、生活保護以外に使用している制度がないかを確認したり、特に外国人

の方の場合はローマ字やカタカナ、通称名などでバラバラになっているケースがございますが、番号管理に

することで同じ個人であるという認識をしやすくするといったメリットがございます。 

次に外国人への生活保護の準用についてご説明します。収集する情報については年齢や性別などに関係な

く平等に調査を行っております。外国人であっても条件を満たせば生活保護を利用できるケースがあります。

基本的には日本人でも外国人でも収集する情報には差がないということになっております。生活保護を準用

できる外国人というのは例えば永住者ですとか、その配偶者、入国管理法上認定された難民などでございま

す。一方で日本へ旅行で滞在されている外国人の方は生活保護制度を適用することはできません。今回の番

号法によりまして、日本人の場合はマイナンバーを利用して、情報を検索することができるようになります

けれども、対象に外国人が含まれておりません。先ほど説明いたしましたとおり、外国人の生活保護は日本

人に準じるように扱うという考え方から、可能な限り日本人と差異のない事務を執り行う必要があるためマ

イナンバーを利用できるように条例への追加を希望するところでございます。今後、外国人の生活保護受給

者でも調べることができるようにさせていただきたいものとして、資料３の特定個人情報をあげさせていた

だきました。ここにあげさせていただいた特定個人情報は生活保護法第４条に規定されているように、生活

保護を利用する前に活用できるものとして、ほかに何か支給や給付を受けていないか調べるためのものであ

ったり、他市での生活保護の情報であったり、収入を確認するための税関係情報などでございます。最後に

本市における外国人の対象者についてですが、対象者について考え方はあると思うんですけれども、生活保

護というのは住所地ではなく、その人が現在今いる場所において受けるということになることから、なかな

か範囲を限定しにくいものなんですけれども、対象となる可能性がある範囲といたしまして、平成２７年４

月１日現在の住民基本台帳における外国人の総数が１６６８人となっておりますので、これを基に資料３の

とおり約１７００人としております。なお、現在実際に生活保護を受けている外国人の人数は３月末現在で

４２人となっております。保護者の数としては多くはありませんけれども、日本人に準じた扱いをするとい

う考え方から検討を行いまして、今回独自利用事務としてあげさせていただきました。よろしくお願いいた

します。 

小林会長 はい。ありがとうございました。このあと、今の大変丁寧で詳しい説明を踏まえまして、我々審議に

入るのですけれども、整理しますとまず、４通りの説明が行われましたよね。まず、岡部さんから本諮問の

趣旨ですね、これについて簡単に説明がなされ、それを受けて渡辺さんから番号法に基づく情報連携につい

て大分わかりやすく、かつ詳しい説明がされたと。以上２つの報告を踏まえて山本さんからは本諮問の１つ

１つについての詳しい説明がされて、最後に直接担当する課のお２人からそれぞれ課ごとに新たに条例に追

加する必要性ということを、障害福祉課のほうの事務に関しては、例えばその障害者の方への利便性の向上

であるとか、を理由に挙げられて必要なんだと、条例に追加することが必要なんだということが説明され、

最後に外国人への生活保護に関する説明では、当該事務の、事務効率の向上というんですかね、そういうこ

とが必要性の根拠としてあげられて、さらには事務の対象となる外国人の方々と我々日本人との均等をはか

る必要があるだろうと、事務取り扱いについての均等ですかね、均等を図る必要があるだろうということで

すね、それぞれ２つの事務に関しては条例に追加する必要があるのですよという説明がされたということで

ございますかね。駆け足ですが、そのような説明がされたと。大変詳しいかつ具体的な説明がされたと思い

ます。それを踏まえて委員の皆さんに、今度我々答申書を作るに当たってさまざまな質問、ご意見を出して

いただいて、それを基にして本日答申を出すという方向で行きたいと思います。先ほどタイムスケジュール、

これ渡辺さんからの報告にもありましたよね、来年の７月に情報連携が始まるというタイムスケジュールを

考えると、本市の場合は６月、再来月の議会に上程して可決、成立しないと間に合いませんよと、というこ

ともあるわけですね。ということで我が審議会といたしましても、やはり今日、原則的には今日答申を出す

ということでいきたいと思いますので、ご協力よろしくお願いいたします。 

それでは、どうでしょう、質問・・、例えば岡部さんの説明についての質問であるとかいう風に進めるよ

りかは、全体の、今挙げた４通りの大変詳しくかつ具体的な説明に対する質問、ご意見を出していただくよ
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うにいたしましょう。なにかございましたら。 

清水委員 よろしいですか。 

小林会長 はい。 

清水委員 連携事務となっているので、個人情報というのは日本全国均一だと考えてよろしいですか。 

渡辺主幹 連携事務においてということですか。 

清水委員 はい。 

渡辺主幹 はい、今清水委員からご質問ありましたけれども、画面の方にでておりますが、全国どこの市区町村

とのやりとりをする、この情報のどの事務でどの情報をやりとりするというのが決まっておりますので、内

容については同じです。 

清水委員 内容について同じっていうのは、全体の情報量の中で流通するものが同じという意味ですか。特に生

保とかの関係だと、あらゆる情報を集めるということになっているはずで。 

渡辺主幹 例えば生活保護ですと、清水先生おっしゃるとおり、いろいろな情報を集める、全部持ってくるのか

という質問だと思いますけれども、集める情報でも例えば、地方税に関する情報とすれば、地方税に関する

情報の中で、集められる情報というのは決まっておりますので、それ以外のものは、番号法というよりも主

務省令ですかね、主務省令のほうで項目は決まっておりますので、そこに決められていない項目については

やり取りができない。逆に岡部の説明にもありましたけれども、事務によっては使わない項目もありまして、

いわゆるパックとでもいいますか、住民税、地方税の項目は全国どこでも１００個の項目でやり取りをしま

すと、木更津市では１００個のうち、本当は１個しか使わないんだけれども、情報量としては１００個の情

報として動くというような仕組みにはなっております。ただしそれが１０１でやり取りをすることはないと

いうことです。 

清水委員 伺いたいことはですね、いらない項目については届出はしてないんですよね。 

渡辺主幹 はい。 

清水委員 それは今回の事務届出のところで全部出てくるということですか、最大限まで。 

渡辺主幹 えーと・・。 

清水委員 今まで読み上げたのは、この情報はこういう理由でいるんだということで説明している経緯があるん

ですが、いらない情報もあるんだとすると、それはいらないんだけどね、ということもあるわけです。 

渡辺主幹 運用の話になってしまいますけれども、実際には市の中で・・、画面切り替えましたけれども、真ん

中にＩＤ連携サーバとありますが、実際のところ清水先生の言うとおり、情報はいったん届きますが、この

真ん中にあるＩＤ連携サーバから、それぞれが例えば今ですと、生活保護はないんですけれども、じゃあ、

福祉のシステムの中だとしますと、ここに必要としているシステムのところに来るときには、必要としてい

る項目以上は、このＩＤ連携サーバから先へは行かないような運用を考えておりますので、厳密な意味で市

に到達はするんですが、例えばそれが社会福祉課さんの生活保護の処理をしているシステムに入ってしまう

ということは無いようなつくりにしております。大丈夫でしょうか。 

清水委員 理解はできますけれども、大丈夫なんですかね。 

渡辺主幹 はい、大丈夫と思っておりますのと、前回の答申を作るときにその辺のセキュリティ対策については

しっかりしなさいという答申をいただいておりますので、ちょうどいろいろなシステムを扱っている、特に

その税金ですとか、メインとなるようなシステムはいわゆるこういう端末機の入れ替えの時期にあたりまし

たので、その入れ替えの際に端末機を立ち上げる際に指紋認証のような、個人を特定して、このパソコンは

誰が使っているのというのを個人単位でわかるような機能を多くの端末に付け加えさせていただいて、責任

の所在等を明らかにさせていただいて、セキュリティについてはしっかりしなさいということで、周知をし

ているところでございますので、ここでは大丈夫と言わせていただきますし、今後も気をつけて、事故の起

こらないようにしていきたいと考えております。 

清水委員 ありがとうございます。 

小林会長 よろしいですか。私が本来最初に言うべきだったんですけれども、この諮問の１から順に質疑応答を

すると。審議のほう進んでますね。清水先生のほうから（１）（２）の一部のご質問や、ご指摘というか、
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あるいは全般に係るセキュリティ関しては、諮問１，２，３、全般に係る質問、ご指摘になっておりますの

で、改めて諮問事項の１の（１）（２）についてのご意見、質問がほかにございましたら。 

渡邉委員 すいません。委員の渡邉です。３つの要件について判断するのがお役目なのかなと、別表１との類似

性と対象者数と、あと他の自治体において予定しているのかどうか、ということで資料３を拝見させていた

だくと、その点を意識した整理をさせていただいていて、結論としては相当という判断だと思うんですけれ

ども、１の（１）について質問させていただきますけれども、対象者数が１７００となっておりますけれど

も、実際に生活保護を受けている外国人の方は４２人ということなので、この記載については間違いか、あ

るいは不適切な記載と思うのですけれども、どのようにお考えでしょうか。 

加藤課長 先ほどご説明したとおりでございますが、現在保護を受けている方は４２名ですけれども、実際に木

更津市に住んでいる方は１７００人くらいいらっしゃるということで、数をどういう風にとらえるかという

ことになるんですけれども、今回１７００としましたのは、可能性として１７００人の方が申請をする可能

性があるということで挙げた数字でございます。その数字が不適当だということでございましたら、４２と

いう数字になるのかなと思いますけれども。一応考え方としては、この１７００人というのが実際住んでお

りますので、対象者としたところでございます。以上です。 

清水委員 ということは、日本人の場合は木更津市でしたら１３万人いるわけですから、それが全部対象者とい

うこと・・。住民登録している人は全員保護を受ける可能性があるということですよね。 

加藤課長 実際にはありえないことですけれども、可能性としては１３万の方が対象となりうるということには

なると思います。 

渡邉委員 そしたら、あらゆる事務が１３万人ということですよね。ごめんなさい、少し意地悪な質問になって

申し訳ないんですけれども、何が申し上げたいかというと、答申を出すときにですね、比較的多くの対象者

を有する事務を選定すると書いてあるんですよね。なので多い数字を書きたいというのはそのとおりだと思

います。ただ、答申として１７００だから多いですよね、という答申というのは実態とかけ離れていて出せ

ないと思うんですよ。なので、４２なり、１００くらいだけれども、日本国民との公平性を考慮すればこの

事務も対象ではないか、という答申になると思うんです。そういうような、答申を出せるような資料作りを

していただけないかと、そういう趣旨でございます。 

小林会長 一方で今の件ですが、他の自治体間との連携というものが、想定されているわけで、他の自治体にお

いても、当然ながらわが市同様、外国籍の方で保護を受ける方が少なからずいらっしゃると。その全体とす

れば市町村として相当数ということにはなりますよね。 

渡邉委員 そうですよね。 

小林会長 さっき課の担当の方が、どういう見方をするかにもよるとありましたけれども、そういうものも含ん

でいるのかなと。したがって、そういうものを照らし合わせれば利用者は多いということにもなるんでしょ

うと。 

渡辺主幹 追加での説明で、資料も無い中で大変申し訳ないのですけれど、社会福祉課さんがいる中で、私から

で恐縮なんですけれども、かつて、市民税、税金にいたことと、あと、高齢者福祉課で福祉の分野もちょこ

っとやっていて、突貫で作った資料で申し訳ないんですけれども、画面を見ていただいてよろしいですか。

番号を使うメリットで先ほど加藤課長からもお話がありましたけれども、上のほうにあるのが皆様、角田（つ

のだ）さんと読むのか、角田（すみた）さんと読むのかわかりませんが、私の友人では角田（つのだ）が多

いのですけれど、日本人の方でも名前の読みと生年月日だと名字だけでもこの角田でもこれだけある。下に

ですね、実際の方ではないんですけれども、外国人ですとこれぐらい長い名前の方はいらっしゃるんですね。

そうすると、これ実際にあるんですけれども、例えばテレーラってなってるじゃないですか、でもこれテレ

ラだとしても我々実際どうなのかよくわからないところで、その人が実は違うところで人材派遣とか人夫出

しのようなところで、実はお金をもらっていて、働いていて所得はあるんだけれども、日本語もよくわらな

くて木更津に流れ着いて、保護を受けないといけないと、カタコトの日本語で来て、いろいろ調べたけれど

わからないとなったとすると、名前と生年月日で突合させようとすると、なかなかヒットしなくて、課税の

情報がつかみきれないということが実際にある。先ほど加藤課長の説明ですけれども、番号ですと０１２３
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は０１２３なので、比較的課税の照会がやりやすくなるという点を踏まえて、今回の諮問をさせていただい

たというところで、資料も無い中でぶしつけなお願いですけれど、考慮に入れていただいて、お考えいただ

けると助かります。 

小林会長 先ほどの担当の方も事務効率を向上させたいということなんですよね。 

渡辺主幹 そうですね。 

小林会長 それはもう十分理解できます。ほかにご質問やご意見、渡邉先生のほうからご意見出されましたけれ

ども・・。 

渡邉委員 そうですね。さきほど通称名等があるので番号管理の必要性が高いと加藤課長がおっしゃったこと私

もメモしてあります。そういう大事な部分を本当は資料３とかに集約していただかないと、たぶん難しいん

じゃないかなと、答申をつくるのが。そんな気がいたします。 

小林会長 ほかに質問、というかやはり時間もありますから、意見を言っていただいてこれを答申に反映させる

と。諮問事項の１の（１）（２）についていかがでしょうか。 

平野委員 よろしいですか。外国人の生活保護は例年どのくらい増えているんですか。 

加藤課長 外国人に限定するとデータとして無いんですが、生活保護を受ける世帯については、やや増えている

傾向にあります。 

平野委員 特別、外国人と日本人との区別はなさっていないという、そういう統計というか・・。 

加藤課長 外国人世帯という統計というか、そういうものは手持ちの資料に無くて申し訳ないですけれども、全

体としては増えておりますので、外国人だからということで増えているかというと、ちょっとそこまでは・・。 

小林会長 外国籍の方ということで、木更津に住所を置く方の数が増える傾向にあるとか、あるいは横ばいであ

るとか、そこはわかりませんかね。ちなみに私新宿に住んでいるんですが、１０人に３人の方が外国籍の方

ですね。 

山本主査 画面を見ていただいて、ちょっと小さいんですが、こちらに外国人の人数があるんですが平成２５年

の時点で１５６０名の外国人の方いらっしゃったんですけれども、平成２８年の４月の現在で２０１１名。

なので５００名近く増えていると。 

小林会長 数年の間で増えていることは明らかですね。 

平野委員 対象となる方も増えるということですね。はい、すいません、わかりました。 

清水委員 もう１点いいですか。生活保護の方で。外国人という言葉を使ったときに、外国人世帯というのは外

国人が１人でも入っている世帯ですか、それとも世帯主が外国人ですか。世帯単位の原則がありますよね。 

加藤課長 一応、世帯主の方が外国人であれば、外国人世帯になりますが、生活保護というのは世帯単位になり

ますので、例えばご主人が日本人で、妻が外国人のケースの場合は日本人の世帯という捉え方をしています。 

清水委員 外国人に対する生活保護という風に書いてあるものですからね。 

小林会長 あくまでも個人に対する生活保護という風にもみえる。 

清水委員 そういう風に見えるものですから。 

小林会長 確かにそうですね。 

加藤課長 生活保護は世帯単位で考えますけれども、調査については各個人でみておりますので、外国人の方が

いらっしゃれば外国人の方の調査をいたします。 

清水委員 混合世帯という考え方なかったでしたっけ。 

小林会長 それは生活保護の受給者とそうでない方が同居しているということ・・。 

清水委員 いえ、外国人と日本人が混ざっている家庭です。例えばご主人も奥さんも子どももみんな日本国籍を

とったけれども、おじいちゃんだけがちがっている、それが同一世帯の中にいるケースなんですけれども。 

渡辺主幹 先生おっしゃるとおり、前の画面にもあるんですけれども、これは住民基本台帳のやつですけれども、

ここにまさにホームページに書かれておりまして、概念とすればあります。ごめんなさい、これ市のホーム

ページをそのまま投影しておりまして、ここで打ったわけではないのですけれども、住民記録の考え方の中

では、清水先生おっしゃっていただいた・・。 

清水委員 外国人登録という言葉を使っているときは確かにそういう概念があったと思いますが、今一本化され
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ちゃって、ちょっとよくわからないんですけれども。いいです、わかりました。 

小林会長 先生よろしいですか。 

清水委員 ええ、結構です。ありがとうございます。 

小林会長 これ、そもそも諮問事項（１）が前提にしている取扱、大変長い名称ですけれども、ここで外国人と

いう言葉を使っているので、それを受けて説明の中でも、外国人世帯というより外国人という言葉を使って

いる印象なんですけれども。生活保護受給対象というのはあくまでも外国人の世帯ですよね。 

清水委員 外国人世帯もいるし、外国人が入っている世帯もある。 

小林会長 外国人が入っている世帯・・。 

加藤課長 生活保護は世帯単位ですので、生活保護を受けるかどうかって言うのは世帯としてみますけれども、

日本人の世帯であっても外国人の方がいらっしゃれば、調査としては外国人としての調査が必要になってく

ると思います。調べるのは個人個人で調べます。世帯として、全体として生活保護が必要なのかどうかとい

う判断をいたしますので。 

清水委員 いや、ですからね、今度このラインが繋がったとして、ここで提供されるのは外国人だけなんですよ

ね。混合世帯の場合であっても外国人の情報だけなんですよね。 

加藤課長 日本人の方は法律でもともと認められているということで、この条例を活用するのは外国人のみとな

るということで理解しております。 

小林会長 混合世帯の中の外国人が対象となる・・、制定の暁には。先生よろしいでしょうか。 

清水委員 大丈夫です。 

小林会長 ほかに細かい事案の関係もありますけれども、質問というよりもご意見を言っていただいて答申に反

映させたいのですが。 

柿崎委員 障害者のところで資料５の３ページのところで収集される情報で、障害福祉サービスを受けるために

趣味や学業、資格などを収集されるというのはなぜなのか教えてほしいと思います。 

河上主査 趣味、学業ですか。 

柿崎委員 そうですね。直接的にはサービスを受けるのに必要な情報ではないのかなと思いまして。 

河上主査 ご本人様の意向を確認する中で、例えば作業所についていただくときにご本人の好きな内容に沿った

作業でケアしていくことがありますので、そういった意向を調査する上で情報を集めさせていただいており

ます。学業につきましては、今現在障害児の方の支援をさせていただいております。一番要望がございます

のは学校が終わった後の放課後の利用といった形で、例えば特別支援学校ですと学校が終わるのが早くてで

すね、親御さんたちは仕事をしているので、この時間を預かってもらいたいといった具体的な申請がありま

すので、そういった調査の中で学校に行っているという情報が必要となるので今回入れさせていただいてお

ります。 

柿崎委員 わかりました、ありがとうございます。 

小林会長 質問だけですね。ご意見がございましたら。 

渡邉委員 意見という形で述べさせていただきます。（１）（２）に共通するところで、要件の３つ目のところだ

と、比較的多くの自治体においても個人番号の利用を予定している事務であることというのがございます。

資料３を見ると個人情報保護委員会規則における事務連携の対象となっているところから、多くの自治体が

利用するであろうと。そういうことだと思いますのでこの要件も満たしているのかなと思いました。 

小林会長 ありがとうございました。私もこの２つの事務に対してそれぞれマイナンバーを利用することに関し

てこの法律の趣旨、目的に照らした場合大きな支障は特に無いと思いますね。なおかつ事務局からの説明、

担当課からの説明や質問の答えを聞いてもやはり必要だと、この事務にマイナンバーを付けるのはやはり必

要なんだなと思いますね。ということで、時間の関係もありますから、意見に関して、そうじゃないだろう

という意見とか、そういう意見もあってもいいかなと思いますが、ありますか。 

委員 賛成です。 

小林会長 というわけで賛成だという意見、大変ありがたく思います。 

平野委員 外国人の方を調べるというのも大変だと思うんです。あっちいったり、こっちいったり色々としてま



13 

 

すから。それを思うと個人番号を活用すべきと考えます。 

小林会長 ということで、時間の関係もあるから２，３の諮問事項に移りたいと思いますが、ここで小休止とし

ましょうか。ここで小休止とらないと最後までいってしまいますから。じゃあ５分で。 

 

（休憩） 

 

小林会長 続きまして、諮問事項２について、ご質問や特にご意見を出していただければと思います。市長部局

内で、先ほど検討いたしました諮問事項１の（１）（２）の事務について特定個人情報を利用するというこ

とですね。私から、諮問事項（１）（２）について、事務局のご意見を肯定的に解すると。ということであ

れば、２についても特にこれ、２がおかしいというよりも、整合性がおかしくなりますから、１に対して肯

定的な立場であるとすれば、はっきり申しまして必然的に２についても特に問題はないのかなという意見に

なるのかなと私は思いますが。 

清水委員 確認ですけれども、よろしいですか。小林先生のおっしゃるとおりだと思うんですが、２番を見ます

とね、上記の事務について条例に基づく市長部局内ですから、例えば教育委員会に対して出すことはないと。

あくまでも、市長部局内だと。他の実施機関には出さない。 

渡辺主幹 諮問事項２ではそうなっておりますが、３の部分で実は教育委員会の所管で所有している情報につい

て、実施機関相互の連携について想定しているので・・ 

清水委員 いや、３はね、市長の照会に応じ教育委員会からこっちに来るケース。こっちからいくことはないん

ですねと聞いてます。 

渡辺主幹 教育委員会のほうにということですね。 

清水委員 地域生活支援事業なんて言ってるものですから、これは一方通行なんですねと伺っております。 

渡辺主幹 今回お願いをしているものについてはそのとおりです。 

清水委員 こういう話で一回、答申を出しちゃうと後から変えるのは難しいですからね、相互にいったりきたり

するものであるならば、最初からそう言ったほうがいいと思いますし。これは木更津市としてはワンウェイ

だと言い切れるのでしたらそれはそれで。 

渡辺主幹 条例ではなくて、番号法で認められた事務の中であれば、教育委員会の所管する事務で、例えば生活

保護で情報を必要とする場合というのはありますけれど、それは番号法の中で認められた条件として、情報

が行くというようなものはございますけれども、今回この諮問で条例化して、今回の場合でしたら教育委員

会から情報が来るので、教育委員会に逆に、この諮問によって市長部局から行くというようなことは無い・・ 

清水委員 例えば生活に困窮している外国人世帯というのがあって、その中の世帯のほとんどが日本人だけれど

も、外国人が一人入っている。その外国人が子どもで、その子どもに関する情報を教育委員会に伝える必要

は無いということ。 

渡辺主幹 この諮問では無い・・。法で定まっている教育委員会の事務として生活保護に関する情報が必要とい

うことであれば、そちらの事務で必要な情報として取るということになると思いますが。 

清水委員 法律で提供ができる範囲というのが、頭の中でピンときてないものですから。じゃあ、具体的にどう

いったケースか。法律に基づかないケースで、この諮問によって動く情報っていうのはどういう情報なんで

すか。生保に対してです。 

渡辺主幹 このお答えでいいかなんですけれども、外国人の生活保護の中で教育委員会からもらう情報で特別支

援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する情報と学

校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報というもので、特別支援学校から支給さ

れている支援があれば、支援についても一旦は把握をしたうえで生活保護をできるかどうかという情報を教

育委員会から受けるとのことのようです。あと、学校保健安全法というものは準要保護というような言い方

をするようですけれども・・。 

清水委員 ですからね、教育委員会から情報が来るというのはね、こっちから聞いているからくるんですよね。

こちらから照会をしているから教育委員会から市長にくるんですよね。ということは、逆に市長のほうから
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すれば、特定個人情報なんだけどねと照会を出すことがありうるんですよね。 

渡辺主幹 市長部局側が。 

清水委員 ええ。条例に基づき市長の照会に応じっていうんだから、市長が照会をしているんだから、照会情報

が向こうにいってますよね。 

渡辺主幹 はい。 

清水委員 ここではツーウェイなんですね。諮問３のほうでは。 

渡辺主幹 そうなりますね。この人についてと照会をしたうえで、例えばＡさんについて照会した上でＡさんの

情報をと。 

清水委員 そうすると諮問２の方はね、上記の事務って（１）（２）も入っているわけです。上記１（１）につい

ては諮問２の方では除いているのですかと。 

渡辺主幹 諮問３は１（１）だけです。 

清水委員 条例に基づいて特定個人情報を強要することはないんですねということなんですよ。 

渡辺主幹 それは無いですね。 

清水委員 それで諮問３の方は生活保護に関してだけ、教育委員会から提供を受ける。 

渡辺主幹 はい。そうです。 

清水委員 それで、諮問としては３の方は教育委員会が特定個人情報を提供することとなっているんですね。 

渡辺主幹 はい、そのとおりです。 

清水委員 わかりました。教育委員会がやっていいいかという話を市長から言われるというのも妙な気がしまし

てね。市長さんが提供してくれって言われたんだけど、やってもいいよねって言われてるような気がしまし

てね。要求する側から諮問を受けてるんですよね、今のだと。出すほうの教育委員会から聞かれてないんで

すよ。番号法全体としてはわかりますよ。 

小林会長 提供することではなく、提供を求めることですかね。 

清水委員 感じとしてはそうですね。市長の総括的な指揮権で諮問がされているということでしょうから。答申

を出すときに文言を検討しましょう。結構です。 

小林会長 清水先生のご指摘はするどい指摘だと思いますので、３に関しては清水先生のご指摘を前提にすると、

少なくとも清水先生がご指摘なさったところに関しては諮問の趣旨、目的の中には説明が無かったと。それ

で清水先生からご指摘があったと。そのご指摘に対する回答次第では３の諮問というのは根本から直さない

といけないという可能性すらあるんだと思うんですよね。清水先生言われるとおり、この後の答申の検討の

中で検討せざるをえないかなと、時間もありますしね。これだけに時間取れませんからね。念のため今の清

水先生のご指摘を事務局なりにみなさんに説明していただけますか。あ、まず先生のほうから。 

清水委員 諮問２と３というのはね、２の方は１の（１）（２）２つの事務について、条例は元々あって、特定個

人情報を内部でつながってしまうので、そこでお互い使い合うということがあってもいいかとそういうこと

を言っていると理解しているんですがね。そうすると、それは市長部局の中だけですねと先ほど説明して、

他の部局と連携することはないんだとおっしゃって、それはそれで範囲は狭ければ狭いほど良いものですか

ら。生活保護の事務に関してもですね、例えば教育委員会から事情を聞くとか、そういうことは基本的に２

ではできないんだと言ってよろしいと思うんですね。ところが３はその中で生活保護の事務だけを、障害者

の事務ははずしてですね、生活保護の事務だけ切り出してきて、条例に基づいて市長が照会をすると。そう

するとこれは２ではできないことを３でやろうとしてると。そうすると市長が照会をするというとこれはも

ちろん条例に基づくわけですから当然できるんですけれども、それを受けて照会されたほうの教育委員会は

情報を出してもいいんですかと、市長の照会を受けて出してもいいですよねという了解をされているんだっ

たら、審議会に対して市長から言われるのはおかしいんじゃないかと。もし市長が教育委員会から特定の情

報の提供を受けることと言われれば、教育委員会からの責任で、審議会に諮問はしないけれども教育委員会

の責任で出しますよと、そういう風に言って、その上で市長は教育委員会から受け取れると。受け取ること

についてどうぞっていう答申を出せばいいんでしょうかという、そういうことを聞いてます。一般的な考え

方ですとね、例えば大学の教員同士で私がある学生の情報を小林先生から欲しいと思って、そもそも私がそ
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れを聞けるのかという、小林先生に要求できるのかという問題が最初にあって、今度小林先生は清水から事

情を聞いてですね、その事情だったらやむをえないという判断をして、今度は小林先生がそれを第三者機関

に聞こうとしているとしたらですね、小林先生が清水に出してもいいかということを諮問してくれなかった

ら我々は返事ができないと。それに対して私の方がですね、小林先生に要求してお願いをしますよと、これ

はできるんだと。そこで私から小林先生に出すように言ってくれって言うなら話はまだわかるんですが、諮

問された人間が小林先生に対して清水に提供することはよろしいと言うのは筋違いではないかと。 

渡辺主幹 今日は資料の用意がなくて、清水先生へのお答えになるかどうか・・。番号制度のそのものは今変更

しようとしている条例を制定しようとするときの議論の中で、今までの個人情報のやりとりですと、情報を

出す側がピシッとした条例に基づいてこれは出してもいいだろうということを加味した上で情報を出すと

いうものが、これまでの個人情報保護という考え方だったんですけれども、番号法の場合はそれが１８０度

というか、変わりまして、取りに行く側がこの情報を取ってきますと。ただし、取ってくるからにはこれだ

けの安全な措置をして、こういうセキュリティをかけて、なおかつ国が定めた法のルールにのっとっていま

すと、自ら宣言をする、個人情報保護評価という・・、そういうやり方に変わっているので、いままでと考

え方が変わっているのでこういう諮問になっているという・・。 

清水委員 ですけどね、その、渡辺さんの言うことはよくわかっているつもりで、そうだとすればね、１の（１）

の事務について条例に基づき市長の照会に応じ、じゃないんだよね。向こうにイニシアチブは無いわけです

から。市長は教育委員会から特定の、教育委員会が保有している特定個人情報を取得することができると、

やってもいいよねって市長が言われてる。教育委員会がというと、こっちに主体があるじゃないですか。教

育委員会が特定個人情報を提供すると言ってるから出すのは教育委員会でしょ。この文章だと。そうじゃな

いんじゃないのと申し上げているんです。教育委員会に反対権ないでしょ。 

渡辺主幹 市長が教育委員会の特定個人情報を取得すること、ということだったら合点がいくと。 

清水委員 そういうことです。その話だけなのね。それだと条例に基づいてしか市長が動かないわけですから。

諮問いただいても、ＮＯという余地はないですよね。とすると何が諮問になるのだろう。加藤課長、もとも

と生活保護は生活保護法の方で生活保護受給の判断に必要な情報って全部集められるんですよね。 

加藤課長 そうですね。 

清水委員 法律事項ですよね。それを集めようとしてるんでしょ。それをラインに乗せようとしているんでしょ。

だとするとね、条例に基づき市長の照会っていうのは、もともと法律でできることを聞いているのではない

んですか。そして条例でよその委員会、教育委員会に照会ができる、取れるって決まっているんだったらこ

こに書いてくる必要は無いんじゃないか。条例に基づくんですから。 

渡辺主幹 個人番号を紐付けて使うので条例で制定をするということでしょうか 

清水委員 そうだよね。とすれば市長の照会っていうのは条例で使って良いよと決めたから、具体的に取りに行

くよって決めているわけですよね。だとすれば、教育委員会のほうに判断の余地は無いんじゃないかと。持

ってかれちゃうんだから。そこに教育委員会が、というのはおかしい。市長は教育委員会に照会をして特定

個人情報を取得することができると、言ってくれればまだ検討の余地はあるかと思いますけど。 

小林会長 それからもう一点なんですけれども、照会に応じて教育委員会側が検討した結果応じないという結論

も出しうるんですよね。 

清水委員 この文章ですか。 

小林会長 そうでないと、この文章の意味が・・。例えば弁護士が依頼者に関する情報の照会をする権限、弁護

士法上の権利がありますけど、実際にその照会に応じるかは自治体の判断ですから、法律上、法令上の照会

の意味は通常それでしょうね。照会に応じるかどうかはこの場合だったら教育委員会側の裁量、応じなけれ

ばならないわけじゃないんですよ。清水先生のご指摘の中にもそういう部分が含まれていると思うので。た

だ、そちら側の考えとしては照会されたら必ず応じなければいけないというようなニュアンス・・。 

清水委員 照会ですらホントはないんですよね。中間サーバにあるやつを持っていくだけだから。 

渡辺主幹 はい。そうですね。番号法では先ほど見た国が作ったシステムですと、照会した場合、情報があれば

必ずというか戻ってきます。２２条なんですけれども、照会者つまり情報を取りにくる側に対し、当該特定
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個人情報を提供しなければならない規定になっておりますので。 

小林会長 照会という言葉は使われているわけ。 

渡辺主幹 提供を求められた場合です。 

小林会長 ですよね。照会ではない。 

渡辺主幹 はい、照会ではないです。 

清水委員 これスタイルとしては、中間サーバにのせてしまうということは、さあ、もってけというスタイルで

すよね。持って行くほうの権限があるかどうかですよね。 

渡辺主幹 ですので、取れる情報がその中に入っていて、逆に言うとその中に入っている情報しか取れないとい

うことにもなるんですけれども、取りに行くほうがきちっとしていて認められていればいつでも取りにいけ

て、ただ、取ってくる代わりに、取った側はちゃんとしなさいよというのが番号法の考え方です。 

清水委員 だから２の方はね、市長部局は他には出せないよねって言ってるわけですよ。ところが３のほうは、

上記１（１）についてよそからさらに取れると言っているので、それは取れると言ってしまえばそれまでの

話ですけれど、それは法律に基づく権限ではないんですかと。単純に取れないよと、審議会にかけてそこで

了解を得る必要があるんだとしますよね。そうだとしてもそれは市長から聞かれることであって、だから諮

問されてると思うんですが、教育委員会が提供するかどうかは我々が判断することではないですよね。中間

サーバに教育委員会がのっていること自体が不適切と言っていいんですか。よければ言いますけど。これね、

従来の条例の中間サーバにのっけるという行為そのものが、従来だったらできなかったんですよね。それを

聞かれているのかなってずっと思っていたんです。だけど法律で決まっている事項が中間サーバに持ってい

くだけだとしたら、それはもう義務として出すわけ。そこに判断の余地なんて無いんじゃないのと。照会も

へったくれもないんじゃないですか。日本語がおかしいだけだから。 

   子どもに関する情報っていうのはさ、生徒でも学生でもいいんですけどね、子どもに関する情報って学校

が知っていると。教育委員会は知っているけれど、行政が知らないってケースたくさんあると思うんですよ。

そのときに学校が、教育委員会がこの人はこういうことやってますよと、そういう情報を行政に流すことは

あるんですよね。それは収入とか所得とかありえるんじゃないですか。例えば、高校なんかでアルバイトを

すると。学校によっては届けろという学校もありますよね。するとそこで、こういう収入がありますよと。

当然給与の支払先とも話をしていると。こういう労働をしているという情報を持っているときに教育委員会

は行政に出さないんですか。中間サーバにのせないという話だったら、いくら市長が言ってもでてこない、

ないものはないでしょ。のっかっているものを市長が見に来るということは当然ありうる。逆に市長部局の

ほうが先に情報を持っていて、市長が臨時職員として高校生を雇ったと。それで、給料を払ったと。そこに

マイナンバー付いてますよね。中間サーバにのっていればそれを学校も見れると。 

渡辺主幹 所得の情報ですか。 

清水委員 ええ、働いているかどうかってそこで分かりますよね。所得情報っていうのはさ、額を知りたいとい

うことであつめるとは限らないですよね。こういう働きをしていると。例えば公務員がさ、無断でアルバイ

トしてるとしますよね。そうするといくら稼いだっていうのは関係なしに職務専念義務違反の問題になるじ

ゃないですか。そうすると市が知りたいのはさ、働いているという事実ですよね。それだけ分かれば額のこ

となんていらない。同じことじゃないですか。 

渡辺主幹 働いている事実をマイナンバーの制度でとれるかという・・ 

清水委員 見れますよ。そういうのも見れるって言ってるじゃないですか。例えば会社が、ある民間の会社が自

分とこの社員がほかに働いていないかって調べようと思ったら調べられるでしょ。 

渡辺主幹 マイナンバー制度で 

清水委員 ええ。所得がいくらだったか、総額でいくらって関係なしに、うちで払っている給料が１０００万な

のに総収入が１５００万って言ったらおかしいじゃないですか。この制度使って会社のほうは自分とこの従

業員の情報取れますからね。 

渡辺主幹 課税の元となる総所得と言われるものはやり取りする項目にもちろん入っていますが、おっしゃると

おり、うちが１０００万しか払っていないのに給料が１５００万とあればこれは何だとなります。 
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清水委員 そういう意味ではトゥーウェイ、いったりきたりしているんですよ。それが、そんなことはないんだ

と、一切そういう情報はないんだと、ただ役所が使えるだけなんだと、だということなら３はいらない。市

長は条例によって照会ができるって規定があるわけではないでしょ。 

渡辺主幹 諮問した元の根拠となるものは番号法の１９条に地方公共団体の機関が条例に定めるところにより、

当該地方公共団体の他の機関にその事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供するとき・・。 

清水委員 だから、その言葉だったら機関相互なんだから、教育委員会から市長も、市長から教育委員会もある

でしょうと。その条文なら。 

渡辺主幹 そうですね。 

清水委員 だからその中で、市長が教育委員会に照会をして、教育委員会が提供するということだけを諮問して

いるんですよね。法律の範囲狭いですよね。それが話の前提にあって、なおかつ、くどいようですけれども、

市長が照会をしました、教育委員会は提供をすると。教育委員会が提供することの当否を問われているんで

すよ。この文章だと。独立な機関なはずなんで、市長から聞かれて、教育委員会が出してもいいですよって

言っていいんですか。 

渡辺主幹 教育委員会から言われればまだしもと。 

清水委員 そうです。それなら話はわかります。でも、教育委員会がすることは中間サーバに情報を出すだけな

んですよね。 

小林会長 ３に関しては・・ 

清水委員 日本語がおかしいと言ってるだけなんです。 

小林会長 答申文には欠かせない内容のやりとりをやっていますから。 

中原副主幹 今、お話を伺いした中で、考える範囲で申しますと、例えば、条例に基づき市長が教育委員会から

特定個人情報の提供を受けるというような、文章であればと考えたのですが。 

清水委員 それだとね、日本語としてはとってもきれいなんだけど、条例に基づきってところがあるんで、もと

もと市長の権限だって話があるよね。 

中原副主幹 ここで言っている条例というのは今回改正を考えている独自利用条例のことなので、現在そこでは

定まっていないものを今回諮問させていただいて追加をする。そして追加された後も、条文に基づいて、特

定個人情報の提供という・・。 

清水委員 それなら私は異存ないです。問題ない。 

中原副主幹 この条例に基づきというのは、ご審議いただいて追加をさせていただいた規定に基づいて受けると。

当然条例改正有りきですから。そういう意味でございますので、そこも含めてですね、市長が教育委員会か

ら条例に基づいて提供を受けるということについて、審議を受けると・・。 

小林会長 その行動についてというか、そのこと自体を条例に盛り込むわけではないんだという感じ。つまり、

その１に関して条例追加される。その条例を基にして３の行動がとられるということがあるわけでしょ。と

いうことは、３の行動自体、照会であるとか、照会に応じて提供する云々を条例に盛り込むわけではないん

だということを言っている。 

中原副主幹 今お手元にある条例改正後イメージ資料２をご覧いただきたいんですが、今会長がおっしゃられた

件なんですが、条例改正イメージのページで申し上げますと７ページ、一番最後のページでございますが、

そこの別表第３があります。今回、網掛けがかかっているところが今回諮問させていただいている事務でご

ざいます。それで、これは条例改正後のイメージでございますので、ここで答申をいただいてオッケーとな

ればですね、変更後このように条例を改正したい。そうすると別表第３のこの中に、今申し上げた３の事務

照会実施機関が市長、もらうのは教育委員会からもらいますと。条例はこのような形になります。この条例

に基づいて当該事務を改正後行っていきたいという諮問でございます。条例の改正は答申がいただければさ

せていただいて、条例に基づいて実施をさせていただきたいという形になっています。清水先生おっしゃっ

たとおり、文章が少々誤っており・・。 

小林会長 条例規定事項なんだよね。３のね。照会という言葉を含めて。 

中原副主幹 実際には照会に対して、教育委員会の判断というのは条例化されれば、基本的には無い、ですけれ
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ども、そういう意味で照会という言葉が適切ではなかったとは思います。そういう意味では、諮問３を市長

が教育委員会から条例に基づいて特定個人情報の提供を受けると。 

清水委員 その場合にさ、他の実施機関からではなく、教育委員会だけなんですね。 

中原副主幹 はい。条例の中にも提供実施機関ということで教育委員会という形で明記しますので、教育委員会

から特定個人情報について受けるという形になります。 

小林会長 私も清水先生もそうだと思うんですけど、３の諮問の実質については、諮問の表現はともかくとして、

中身に関しては反対ではないですよ。ただ、３の諮問の表現ですね。見方によっては誤解を招くし、適切な

表現かといえばそうではないというか。ただ、そうは言ってももう諮問されたものの表現を変えるわけには

いかないし。 

清水委員 諮問の文章が適切ではない。 

小林会長 改めて諮問するなんてのも時間の関係でね、それはなかなか難しい。３のためにもう一度会議開くな

んてそれこそね、皆さんお忙しいし、時間を割いて参加をされるわけですから、それはできないと。確かに

清水先生ご指摘のとおり、諮問３の表現は必ずしも適切ではないということを踏まえてですね、中身だけ理

解していただいて、答申を考えていただければと思います。以上、ほかに今のこと意外に３に関して意見が

あればお伺いいたします。特にございませんでしたら、よろしいですかね。念のため申し上げますが、諮問

事項の１の（１）の事務に関しては市長が教育委員会に情報の提供を求める、お願いすると言ったらいいの

かな。照会という言葉を使うんだとすればね。こういった手続をとることで教育委員会から必要な情報を市

長部局が入手できる、そしてそれを事務に反映させることができればいいわけですね。 

清水委員 本当に照会するの。照会記録が残るわけ。照会を受けて教育委員会が提供するか判断するんだよね、

この文章だと。だとすると、この文章がおかしい。 

中原副主幹 まず先生のご質問で照会方法につきましては、市長部局から教育委員会のほうに文章等で照会する

ということは想定はされておりません。条例でこういう形になった場合につきましては基本的にはシステム

へのアクセスになります。当然誰がどの情報をというアクセスは残りますが、具体的には照会事務ではござ

いません。清水先生のご指摘どおり、文章の表現がおかしいという点ではそのとおりだとおもいます。 

小林会長 中身、内容に関しては私も清水先生も、それに皆さんも理解していますから、それに関しての異論と

いいますか、照会も提供もおかしいんだという意見の人はいらっしゃらないのではないかと思います。それ

に関してもですね、私が締めくくってしまう形になりますけど、マイナンバー法の趣旨、目的に照らしても、

特に大きな差し障りは無いように思いますね。やはり行政の効率といいますか、適切な運営という観点から

も必要な事務ではないかなと思います。諮問３に関してはいろいろございましたが、今の私どもの討論、や

り取りを踏まえて本審議会のよき伝統でもありますが、事務局のほうから答申案を作っていただくというこ

とで、今回もやりたいと思います。では、作業をお願いいたします。パソコンで打ってプリントアウトして

出てきますので、それをみなさんで検討していただいて。その間は事実上小休止といたしましょう。 

 

（答申案作成中） 

 

中原副主幹 今お手元のほうに答申案として配布させていただきました。諮問事項１というところから４行目の

ところ、「必ずしも」という語句を入れさせていただいております。そこも含めて答申案ということでお願

いできればと思います。 

小林会長 はい、では早速、時間もありますから、１，２，３と。内容はもちろんなんですが、時間の関係で内

容に関しての様々なご意見というのはなるべく控えていただいて、むしろその表現ですね、てにをはを含め

ての表現を中心にご覧になっていただいて、おかしな点、こう表現したほうがいいかなという点を中心にご

指摘いただければと思います。まず１についていかがでしょうか。先ほど渡邉委員から指摘された点が、対

象者が必ずしも多くないもののという点に反映されていると。何か無ければ、１に関してはこれが我々の答

申ということになりますが。 

   １点だけあげるとするなら、上から４行目、５行目にかけて外国人本人の特定などに事務の効率性が認め
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られるとあるよね。これ、効率性の向上ということなんでしょ。向上を入れたほうがいいんじゃないの。ほ

かに何かございませんでしょうか。無ければ諮問事項２について。 

中原副主幹 １点修正をお願いいたします。諮問事項１の方ですけれども、１行目の中段に番号法１９条１４号

に基づきというのがいきなり出てきますので、ここに番号法の正式名称を入れさせていただきたいと思いま

す。ちなみに正式名称は「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」でご

ざいます。 

小林会長 無ければ２の方に移ります。特にございませんでしょうか。無ければ色々あった３についてですが。

あの、１行目市長に対する質疑の中でというところで、市長に対する質疑っていうのはこの審議会の中での

質疑だよね。 

中原副主幹 はい。そうです。 

小林会長 そうだとすると、対するじゃなくて関するのほうがいいんじゃないの。市長に対するっていうのは市

長を相手にして、市長が答弁すると。こちらが野党側で市長を槍玉に挙げて、それに対して市長が答弁する

って言うようなニュアンスかな。この言葉から受けるニュアンスは。 

中原副主幹 当審議会での質疑の中でというのは・・。 

小林会長 ここでの議論を踏まえて答申を出すんだから、それはいらないのでは。市長に関するだけでいいんじ

ゃないですか。対するを関すると。それから最後の、なおから始まる文章なんだけど、引き続き私どもが要

請するってことなんだよね。引き続き特定個人情報を連携するってことではないんだよね。引き続きってい

うのはどこにかかるの。引き続き要請するにかかるんでしょ。そうだとすると、この文章だと引き続き特定

個人情報を連携するという動作になってしまうかな。だからこの引き続きを、なお特定個人情報を連携する

上での保護措置の十分な対応を引き続き要請すると。ほかに何か。 

渡邉委員 すいません。この内容でよろしいと思うんですけれども、諮問を作成する際にも、答申案を作成する

際にもですね、事務局の皆様は内容を理解した上で作成をしていると思うんですけれども、実施機関相互に

おける連携なのか、庁内連携なのか、そういう問題を意識した、明確に分かるような記載を心がけていただ

きたいということが１つと、あと今回の答申案の中でも当然のように番号法別表の範囲内であるという記載

がありますけれども、この部分に関して特にご説明がされていなかったと思います。なので今回そういう部

分、事務もたくさんありますし整理していただくなりして、議論がスムーズ、効率的に行えるようになれば

と思いました。答申の内容としてはこれでいいと思います。 

小林会長 ご指摘ありがとうございます。ご指摘あるかなと私も思っておりました。ただ、事務局の肩を持つわ

けではないですけれど、私なりに支援すると、番号法に関しては６月末までの任期であられた委員の先生方

に大変時間を取って渡辺さんなんかが中心になって、丁寧かつ詳細な説明というものを繰り返しなさった。

その上で、前の６月末までの委員さんは答申を出されたと。そういう経緯があるんですね。ただ、渡邉委員

ご指摘のとおり、７月からは新規の委員さんを加えて今日もいらっしゃると。その新規の委員さんに対する

ご配慮はあってしかるべきかなと。専門家から見ても複雑でこれまで見たことが無い概念が随所にちりばめ

られているというね。私どもからしてももう１回説明受けたいなというぐらいなんですね。他に何かござい

ませんでしょうか。 

渡邉委員 やはり難しいので端的な対応関係とかがわかるようにしてもらったほうがいいのかなという気がしま

す。 

小林会長 前のときは分厚い条文をもらいましたね。 

渡邉委員 もらいましたよね。あれも読みたくないですが。別表のここにあって、今回の事務がここでっていう

のがわかるとよりクリアってことになるのかな。ただ、事務も大変ですからね。 

小林会長 特に他に無ければ、改めて作っていただいて。正式な答申ということになりますがよろしいですかね。

これで出来たら読み上げるというスタイルでいつもやっていますね。 

 

（答申作成） 
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中原副主幹 それでは答申をいただくということで、渡辺総務部長にお越しいただきたいと思います。 

渡辺部長 こんにちは。失礼します。 

小林会長 平成２８年４月２８日。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。   

本市内部における特定個人情報の利用及び提供について（答申） 

  平成２８年４月２８日付け木総第１７７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。 

１ 諮問事項１について 

このことについては、個人情報保護委員会が提示している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１９条第１４号に基づ

き、同条第７号に準ずるものとして特定個人情報の提供を認める場合の要件を参考に検討すると、当該事務

の内容が番号法別表第１に規定する事務の内容と類似していると認められ、諮問された⑴の事務については

対象者数は必ずしも多くないものの、例えば、対象となる外国人の本人の特定など事務の効率性の向上が認

められるとともに、適正な保護措置の実施に資するなど、個人番号を利用する必要性が十分認められること、

また、⑵の事務については比較的多くの対象者数を有する事務を選定している。いずれの事務も他の多くの

地方自治体においても個人番号の利用を予定している事務であることから、特定個人情報の安全かつ適格な

取扱いの確保という番号法の基本目的に照らしても差し支えないものと考える。 

２ 諮問事項２について 

 このことについては、１で個人番号を利用することについて差し支えないとした事務及び番号法別表第１

に規定された事務における利用であり、また、利用される特定個人情報も番号法別表第２に規定された特定

個人情報と同様の範囲内であることから、特定個人情報の安全かつ適格な取扱いの確保という番号法の基本

目的に照らしても差し支えないものと考える。 

３ 諮問事項３について 

市長に関する質疑の中で、今回追加される事務は、市長が教育委員会から特定個人情報の提供を受けると

いう説明があった。それを踏まえ検討すると、提供される特定個人情報が番号法別表第１及び別表第２で規

定する範囲内であって、今回追加する事務についても事務の実質的内容からこれらに準ずるものと判断され

る。なお、特定個人情報を連携する上での保護措置の十分な対応を引き続き要請する。 

渡辺部長 本日はありがとうございました。この答申を踏まえまして、条例案を精査させていただき、６月議会

に上程させて頂きたく予定でございます。条例制定後は、諮問に係る事務について特定個人情報の保護を図

るためのシステム整備をはじめとする特定個人情報の利用及び提供の実施に向け、準備を進めてまいります。

また、番号法に基づいて個人番号を取扱う事務につきましては、審議会の皆さまの議論、ご指摘を踏まえ、

安全性にも細心の注意を払いつつ、運用して参る所存でございます。本日は長時間にわたり本当にありがと

うございました。 

小林会長 次に次第の５番、その他について事務局から。お願いします。 

吉野主任主事 総務課の吉野と申します。私からは、平成２７年度の情報公開制度の施行状況、個人情報保護制

度の運用状況及び会議公開制度の運用状況につきまして、報告させていただきます。事前に送付させていた

だいた資料をご覧ください。まず、平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの情報公開制度の施

行状況です。１５人の方から１５件の請求がございました。実施機関別の内訳としましては、市長に対して

のものが７件、教育委員会に対してのものが７件、消防長に対してのものが１件となっております。決定状

況としましては、前年度中に請求があったものを含めまして、開示決定をしたものが９件、部分開示決定を

したものが７件の合計１６件でございます。不開示の理由としましては、個人に関する情報が７件、法人等

に関する情報が３件、人の生命等の保護等に関する情報が５件、法令等の規定により開示できない情報が１

件でございます。主だったものとしましては、小中学校等の改修工事等に係る設計書の開示が７件と最多で

ございます。 

   次に、平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの個人情報保護制度の運用状況です。９人の方

から９件の請求がございました。実施機関別の内訳としましては、全て市長に対しての９件となっておりま



21 

 

す。決定状況としましては、前年度中に請求があったものを含めまして、開示決定が５件、部分開示決定が

３件、不存在決定が２件でございます。不開示の理由の内訳としましては、個人に関する情報が３件でござ

います。 

最後に平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの会議公開制度の運用状況でございます。１９

８件の会議の開催があり、そのうち１９８件の会議について事前に公表を実施いたしました。実施機関別の

内訳としましては、市長が１７０件、教育委員会が２８件となっております。決定状況としましては、全部

公開が６０件、一部非公開が３件、非公開が１３５件となっております。特に介護保険認定審査会及び就学

指導委員会は特定の個人が特定される又は特定され得ると認められるため非公開としています。私からは以

上になります。 

小林会長 何か今のご報告に対してご質問等ございましたら。 

松江委員 よろしいですか。誤植かと思われるのですけれども、個人情報の関係でＮＯ６印鑑証明書の交付申請

で２７年７月１日から２７年２０月６日となっているんですが１０月の間違いですよね。 

中原副主幹 ご指摘のとおり明らかな誤植でございまして、１０月の間違いと思われます、申し訳ございません。

訂正をお願いいたします。 

平野委員 いいですか。会議公開のほうで２１番の木更津市建築審査会というのがあるんですけれども、第１回、

２回と公開になっていますけども、５９番の第３回で非公開になっていますけども、理由はあるんでしょう

か。 

中原副主幹 ただいまご指摘いただいた、会議公開の８ページでよろしいでしょうか。番号で言うと５９番です

ね。こちらも非公開となっておりますけれども、正しくは全部公開となります。申し訳ございません。 

小林会長 これも誤植。 

中原副主幹 はい。申し訳ございません。 

小林会長 中身に直接関わりますからね。ご指摘いただきありがとうございます。他に何か。事務局からなにか

ありますか。 

中原副主幹 ございません。 

小林会長 それでは、以上をもちまして、平成２８年度第１回木更津市情報公開総合推進審議会を終了いたしま

す。長時間にわたりましてありがとうございました。 

 

 

上記会議録を証するため下記署名する。 

 

   平成２８年６月１６日 

 

      

          木更津市情報公開総合推進審議会会長  小 林  伸 一 

 


