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平成２８年度第２回木更津市情報公開総合推進審議会 会議録 

 

 

○開催日時：平成２９年３月２８日（火） 午後２時から午後４時３０分まで 

○開催場所：木更津市役所駅前庁舎 ８階防災室・会議室 

○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、清水幸雄、滝口君江、武田正次、平野秀樹、松

江俊昭、山田次郎、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、岡部主任

主事 

        （関係課）福祉部社会福祉課 加藤課長、板橋副主幹 

             福祉部子育て支援課 水谷副主幹 

市民部スポーツ振興課 高橋主幹、伊藤主幹 

市民部市民活動支援課 大岩副主幹 

都市整備部市街地整備課 大野課長、地曵副主幹 

都市整備部住宅課 佐藤主幹 

経済部農林水産課 岸副課長 

経済部観光振興課 真戸原課長 

総務部職員課 石井課長、野口副主幹 

総務部行政改革推進室 渡辺主幹、廣橋主査 

企画部企画課 中村課長 

企画部情報政策課 石井主幹 

福祉部高齢者福祉課 金綱副課長、佐久間主任主事 

農業委員会 小泉主幹、杉浦主任主事 

 

○議題等及び公開非公開の別：報告 公開 

○傍聴人の数：０人 

 

○会議の内容 

中原副主幹 お待たせいたしました。定刻になりましたので、ただいまから情報公開総合推進審議会をはじめさ

せていただきたいと存じます。まず、資料の確認をいたします。予め郵送で送らせていただいた資料になり

ますが、Ａ４の１枚の次第と書かれた資料、続きまして個人情報保護条例の一部を改正する条例の新旧対照

表、個人情報取扱事務届出とあります網掛けのかかったＡ４の１枚の資料、個人情報取扱事務届出書のＡ４

の資料で表になっている資料、最後に説明書になります。こちらが事前に送付させていただいた資料になり

ます。続きまして、本日席のほうに配布した資料について説明いたします。当初送付いたしました個人情報

事務届出の網掛けがかかった資料ですけれども、郵送後に追加の事務がございましたので、その事務を追加

したものを用意いたしました。そちらの方に差し替えの方お願いいたします。続きまして、個人情報取扱事

務届出書の事務の名称のところが全国大会等出場奨励金事業に関する事務とありまして、下のところに追加

と書かれたものが一部ございます。こちらが先ほど説明いたしました追加となった事務でございます。最後

に個人情報取扱事務届出書の事務の名称が木更津市空家等対策の推進に関する事務と書かれまして、下のと

ころに１９（訂正）と書かれたものにございます。事務の説明の時にご説明いたしますが、一部訂正がござ

いましたので、差し替えさせていただければと存じます。以上がお配りした資料になります。過不足などあ

りますでしょうか。 

小林会長 確認です。追加の資料があって、なおかつ訂正の資料があって、それが配られたと。 

中原副主幹 それでは、ただいまから審議会を始めさせていただこうと存じます。はじめに渡辺総務部長からご
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挨拶申し上げます。 

渡辺部長 皆様、こんにちは。総務部長の渡辺でございます。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、年度末の大変お忙しい中、情報公開総合推進審議会を 

開催いただきまして、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。本日は、３月議会で議決を得られました木更津市個人

情報保護条例の一部改正についての報告と、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、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。 

中原副主幹 ありがとうございました。渡辺総務部長は、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２８年度第２回木更津市情報公開総合推進審議会を始めさせていただきます。本日の出

席者の確認ですが、何名でしょうか。 

中原副主幹 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。審議会の委員定数は１５名、本日出席委員１１名とな

っております。 

小林会長 わかりました。本日の出席者は１１名です。委員の過半数が出席されておりますので、本日の審議会

は成立いたします。最初にお諮りいたしますが、本日の議題は、条例の一部改正についての報告 1件と個人

情報取扱事務届けの報告事項追加分も入って３８件となっております。それでは、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。 

小林会長 それでは、公開といたします。あと、これも毎回ですけど、議題に入る前に、連絡事項ですが、委員

の皆様のなかで、もし会議中に退席されるという方がいらっしゃいましたら、私に退席前に一声かけていた

だきますようお願いします。また、発言される場合は挙手をお願いします。３８件の報告がございます。限

られた時間ですのでご協力をお願いいたします。前にあったのですが、会長預かりなどは例外的な措置です。

それが続くと会の存在自体にも関りますから、時間内に終わるように皆様のご協力をお願いします。それで

は、次第の３番ですね。報告事項として木更津市個人情報保護条例の一部改正について、事務局よりお願い

します。 

吉野主任主事 総務課の吉野と申します。よろしくお願いします。それでは、私よりご説明申し上げます。まず、

ご覧いただく資料ですが、木更津市個人情報保護条例の新旧対照表の資料になります。着座にて失礼いたし

ます。今回、木更津市個人情報保護条例の一部改正について、３月議会にて上程、可決され、３月２３日に

公布となりましたので報告させていただきます。改正の内容ですが、いわゆる番号法が一部改正されたこと

により、木更津市個人情報保護条例の中で引用されている条項にずれが生じたため、そのずれを修正したも

のになります。よって、内容等に変更はございません。以上になります。 

小林会長 この報告について何かご質問はありますか。ちなみにずれというのは。 

吉野主任主事 元々は番号法２８条だったものが改正によって２９条になりました。この２９条を個人情報保護

条例の方で引用しているんですけれども、この条の変更に伴い条例も変更しています。 

小林会長 なるほどね。わかりました。特にご質問がなければこの報告については以上ですね。続きまして個人

情報取扱事務の届出ですね。これが３８件ございます。件数も件数なので途中で休憩を入れたりします。だ

いたい、ちょうど切がいい当たりで２０番目くらいでと考えています。ただこれは、成り行き次第で変わる

かもしれませんが、ご承知置きください。では、お願いいたします。 
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吉野主任主事 本日ご報告させていただく個人情報取扱事務届は廃止１件を含む３８件でございますが、まず、

廃止届け１件のご報告をさせていただきます。本日お配りして差し替えていただいた届け出の一覧の最後の

ページをご覧ください。今回廃止となる「スポーツリーダーバンク」の事務でございますが、昨年平成２８

年５月を持ちまして事務を終了しておりますので、廃止の報告をさせていただきます。廃止については以上

となります。 

小林会長 この報告に対して何かありますか。 

清水委員 清水です。事務の廃止ということですけれども、担当課が持っている個人情報はすべて廃棄というこ

とでよろしいですか。 

吉野主任主事 こちらの事務についてですが、使った書類等については文書規程により保存しておりまして、事

務は廃止したのですが、書類については保存しております。 

清水委員 新たに収集することを辞めたのであって、現存のものは使う可能性はあると。 

中原副主幹 事務については廃止ということで届出がありますので、基本的には保存している情報を新たに使う

ということは想定されていないと思います。ただ、今申し上げたとおり、文書については保存年限が定めら

れておりますので、その事務で扱った文書を保存をしております。 

清水委員 金庫の中で凍結しているの。 

中原副主幹 金庫ではないですね。書庫なり、しかるべきところで保管しております。 

清水委員 最近肝心要の書類がなくなっていることもあるようですので、大丈夫ですよね。 

中原副主幹 はい、大丈夫です。 

小林会長 よろしいでしょうか。では他に。特になければ、廃止については終わりと。じゃあ次に。 

吉野主任主事 ここからは、新規の届出、変更の届出について、１件ずつご報告をさせていただきますが、変更

のものにつきましては、まとめて報告をするものもございますので、ご了承いただければと思います。 

小林会長 私から一点確認。前もって皆さんのところに資料は届いております。当然ながらこれを皆さん熟読さ

れていると。そういう前提で進めていく必要がありますね。 

吉野主任主事 それでは、お手元に２つの資料になりますが、個人情報取扱事務届出書とその説明資料をご用意

ください。こちらの資料を使い、本日お配りした届出一覧の順番で進めますのでよろしくお願いいたします。 

また、本日の報告については、新規のものについては、事務の概要と扱う個人情報を、変更につきましては、

一度届け出ているものになりますので、変更箇所について報告をしたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。まず、福祉部社会福祉課の事務になります。資料のナンバリング１の事務、「木更津市地域福祉

計画策定のための住民意識調査に関する事務」についてです。こちらは地域福祉計画を策定するに当たり、

市民の声を反映させるための住民意識調査を実施します。扱う個人情報については、調査の回答については

無記名での回答となりますが、調査票の送付、対象者の抽出をするために必要となる個人情報を取り扱いま

す。以上になります。 

小林会長 これについて何かありますか。なければ、次に。 

吉野主任主事 続いて、福祉部子育て支援課の事務になります。子育て支援課の２件の事務ですが、こちらは両

方変更の届け出となりますので、あわせて報告をいたします。まず、資料のナンバリング２の事務、「子ど

も医療費助成事務」についてです。今回の変更で記録項目を追加しましたが、追加した記録項目は個人番号

になります。この事務については当審議会でも審議していただいた、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の中で個人番号

を扱う事務として追加した事務になりますが、個人番号の収集について、システムの方への入力が漏れてい

たため、今回追加をしたものになります。また、収集先について、本人から収集となっていた部分について、

保護者からの収集なのか、児童からの収集なのかが分かりにくい点がありましたので、整理をいたしました。

次に資料のナンバリング３の事務、「ひとり親家庭等医療費等の助成に関する事務」についてですが、こち

らも記録項目の追加となりまして、追加項目は個人番号と賞罰（社会的差別原因情報を除く）の２つになり

ます。個人番号については先ほどの「子ども医療費助成事務」と同じ理由で追加しました。賞罰については、

様式の中で、ひとり親となった理由にチェックを入れる欄があり、その中に「拘禁」（配偶者が１年以上拘
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禁されていること。）という理由がありますが、記録項目にいれるべきとの見直しで、今回追加をいたしま

した。２つの事務について、以上になります。 

小林会長 この２件についてご質問などありましたら。 

渡邉委員 委員の渡邉です。まず意見としては、変更ということなので、変更箇所に傍線などを引いていただけ

ると、スムーズかと思います。あと、質問でございますが、２と３の事務なんですけれども、２の事務につ

いては本籍・国籍については収集しない、３の事務については本籍・国籍について収集すると、違いがある

んですが、手続き上の違いがきちんと反映されているのでしょうか。手続きなり、要件なりですね。 

小林会長 はい、事務局いかがですか。 

水谷副主幹 子ども医療費助成事務についてですね、本籍・国籍について収集していない点でございますけれど

も、原則的に子ども医療費の助成事務につきましては、本市に住民登録があるか無いかというところで収集

してございません。ひとり親家庭等医療費等の助成に関する事務に関しましては、児童扶養手当の受給資格

と連動してくるのですけれども、その受給資格を有するか否か、というところで本籍を収集するということ

を法律で定めている事項がございまして収集をしております。以上です。 

渡邉委員 わかりました。ありがとうございます。 

小林会長 他にご質問等ありましたら。なければ次に。 

吉野主任主事 続いて、市民部スポーツ振興課の事務になります。資料のナンバリング４の事務「木更津トライ

アスロン大会実行委員会に関する事務」についてです。こちらは、木更津トライアスロン大会を円満に実施

するために作られた委員会になり、関係団体や木更津市関係各課により組織されます。扱う個人情報につい

ては、委員に関する情報や、会場提供者である陸上自衛隊に提出する必要があることから、ボランティアス

タッフ、出店者についての個人情報を取り扱います。また、大会終了後に報告書を作成するに当たり、必要

な個人情報を取り扱います。以上になります。 

小林会長 何かご質問等ありましたら。なければ次に。 

吉野主任主事 続いて、本日追加としてお配りした事務「全国大会等出場奨励金事業に関する事務」についてで

す。こちらは、各スポーツで全国大会以上の大会に出場した選手を対象に、奨励金を交付するという事務に

なります。扱う個人情報については、個人競技の場合でしたら、選手本人から申請がありますので、選手本

人の個人情報を、団体競技の場合でしたら、団体の代表者から申請がありますので、代表者の個人情報と所

属選手の情報について必要な範囲で個人情報を取り扱います。また、要綱に定める奨励金の取消し事由とし

て、情報提供などがあった場合に確認の上、判明したときになりますが、出場選手が暴力団の構成員であっ

た場合は奨励金が取消しとなることから、社会的差別の原因となる事項に関する情報を記録項目としていま

す。以上になります。 

小林会長 何かご質問等ありましたら。 

武田委員 これお金を扱う事務ということなんですか、個人番号は必要ではないんですか。 

高橋主幹 はい、個人番号については必要としておりません。 

清水委員 今、個人競技と団体競技に分けて説明がありましたけど、団体って何ですか。チームの団体のことを

言っているのですか。それとも競技団体でしょうか。 

高橋主幹 種目によりまして、まず野球なら野球で団体となります。それに対して・・ 

清水委員 野球の場合には何が団体になるの。 

高橋主幹 例えばですね、野球部。何々高校野球部、そういうものとして団体として扱っております。 

清水委員 そうすると、これは教育委員会あたりに聞かなきゃいけないということ。 

高橋主幹 はい。 

清水委員 競技会に出る、ということの情報っていうのはどういう扱いになるの。 

高橋主幹 それは、あくまでも先方からの申告という形になっております。 

清水委員 先方というのは。 

高橋主幹 サッカー部とか、野球部とかありますけれども、そちらがこういう大会に出ましたと、私どもとすれ

ば、こういう奨励金制度がありますということを周知しております。それに対しまして、申請される方、個
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人あるいは団体から申請をいただくと。そういう構成をしております。 

清水委員 説明の方の記述に団体のことがほとんど書かれていないので、適当に集まってしまったので、持って

るとかそういうことですか。 

高橋主幹 要綱に基づいた審査はもちろんしますけれども、端的に言えば全国大会に、基本的に予選会等を経て、

全国大会に出場される方は、申請することができるという形でございます。 

清水委員 その中で、名簿が出てくると、暴力団関係者じゃないかということだけがチェックされると。 

高橋主幹 ご質問の中では、まず最初に交付申請していただきまして、その上で私どもの方で審査いたしまして、

その結果、その選手たちが確かに全国大会に出ていますというような形であれば、構いませんけれども、仮

に情報がとあるところから提供されて、反社会的団体だということが分かれば、申請に対して却下しなけれ

ばならないと、そういったときに反社会的団体の情報をチェックするということになります。 

清水委員 ですからね、ある組の野球部とか言ってくれれば、一発で分かるでしょうが、当然カモフラージュが

かかりますよね。そうすると、私の意見ではないですよ。ここに書いてあることを言ってます。申請者を特

定するためと言っていて、申請「者」ですね。必要なのは。とすると、野球部で１５人います、２０人いま

すというときは、名簿の一覧表を出せと。 

高橋主幹 私どもが求めているのは、大会のプログラムがあれば下さいとお伝えしています。要するに予選会に

出られたときがございますけれども、予選会に出た時というのは、大会プログラムというのが作られている

ケースが多々ありますので、そのプログラムの団体の中に名前があればということで、チェックしています。 

清水委員 ということは、ここで言っている申請者というのは代表者ね。 

高橋主幹 はい、そういう意味では代表者です。 

清水委員 構成員ではない。構成員の情報は入ってこないと。つまり、いらないんじゃないのと言っています。

例えば１０人いてその中の一人が組の関係者だとした場合でも、１０人チェックするわけですよね。そのた

めに本人又は代表者から情報集めてるということですよね。だったらそういう書き方になさったらいかがで

すか。 

高橋主幹 はい。 

清水委員 申請者を特定するためと書いてるんですよ。 

高橋主幹 そうですね。その点につきまして、考慮させていただきます。 

清水委員 そちらがお出しになっている届出書の上から６個目の対象者の範囲のところはちゃんと、申請者と出

場選手と分けているんですよ。ですから出場選手の情報っていうのは本人から集めてるんじゃないんですよ

ねと聞いているんですよ。 

高橋主幹 左様です。 

清水委員 結構です。 

小林会長 よろしいですか。他にご質問等があれば。なければ次お願いします。 

吉野主任主事 続いて、資料のナンバリング５から１０までの事務についてですが、これらについては、スポー

ツ振興課が平成２８年の時の組織改正により、実施機関が変更されたことに伴う変更となります。実施機関

が、教育委員会から市長部局への変更になり、記録項目などについては変更がありませんので、まとめて報

告させていただきます。以上になります。 

小林会長 質問等なければ、次に。 

吉野主任主事 続いて、市民部市民活動支援課の事務になります。資料のナンバリング１１の事務「木更津市協

働のまちづくり活動支援事業に関する事務」についてです。こちらは、地域が抱える様々な課題の解決に向

けて、市民活動団体等が自主的・自発的に行う公益性のある事業に要する費用の一部に対し、支援金を交付

する事業です。また、支援金を交付する団体を選考するために選考会を組織します。扱う個人情報について

は、支援金の交付を受けようとする団体の代表者から申請がありますので、団体代表者の個人情報を、また、

支援金の対象になるか判断するために構成員の住所等を確認するため、構成員の個人情報を扱います。さら

に選考会を設置するに当たり、この選考会は団体からの推薦委員及び公募委員から組織されますが、それぞ

れの委員の個人情報を取り扱います。以上になります。 
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小林会長 何かご質問等ありましたら。なければ次に。 

吉野主任主事 続いて、資料のナンバリング１２の事務「木更津市地域自治振興補助金に関する事務」について

です。こちらは、地区まちづくり協議会という、それぞれの地区で活動する団体から構成される組織になり

ますが、その活動に必要な経費に対する補助金を交付します。扱う個人情報については、地区まちづくり協

議会の代表者名により申請などがされるため、代表者の個人情報を、また、協議会の登録の際に構成員名簿

がつけられるため構成員の個人情報を取り扱います。以上になります。 

小林会長 ご質問等ありましたら。 

平野委員 まちづくり協議会というのは、旧来からある自治会とかとはどう違うんですか。 

大岩副主幹 自治会としての組織もありますし、住民会議とか、消防団とか、それらを全て一緒にですね、組織

化して、地域全体として組織させてもらったのが、地区まちづくり協議会になります。ですので、委員おっ

しゃるとおり、その中には区長会も入っていますし、青少年指導員とか、そういったもの全てで組織した協

議会になります。 

平野委員 年何回くらい、開かれるんですか。 

大岩副主幹 会議自体はその地区によっても違いますが、その下には理事会とかもありまして、大体７，８回程

度だと思います。 

平野委員 わかりました。結構です。 

小林会長 他に質問があれば。今のご質問はまちづくりのほうの質問ですか。それとも地域自治振興補助金につ

いての質問ですか。 

吉野主任主事 自治振興補助金の中で地区まちづくり協議会というものがあるので、地域自治振興補助金の方で

す。 

小林会長 はい、わかりました。他にないようなので次に。 

吉野主任主事 続いて、資料のナンバリング１３の事務「木更津市市民活動支援センター管理運営に関する事務」

についてです。市民活動支援センターは、市民活動の支援、促進を図るために設置された施設で、市民活動

団体と関係機関の交流や連携の促進を目的としています。市民活動団体がセンターを利用する上で必要な個

人情報を取り扱います。扱う個人情報については、市民活動団体がセンターを利用するために、市民活動団

体の代表者から登録申請がありますので、団体の代表者の個人情報を扱います。また登録申請の際、構成員

名簿が添付されるため構成員の個人情報を取り扱います。また、条例で定める登録の欠格事由として、登録

しようとする団体が暴力団に関係していたり、特定の宗教活動等をする場合は登録ができませんので、確認

をする必要がある場合になりますが、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。以上になります。 

清水委員 説明資料の方の収集先のところで市民活動団体の代表者の情報でいろいろ集めるとありますが、代表

者の情報っていうのは代表者から収集すると、それはそれでいいんですが、当該団体の構成員に関する情報

については代表者から集めるというのはこれでよろしいんですか。と申しますのも、こういう活動センター

ですか、公民館なんかもそうだと思いますけど、こういう活動をしている団体だと全員の名簿を出すのは不

可能というのはあると思います。それについてはどういう取扱をするんですか。 

大岩副主幹 全員はおっしゃるとおり無理ですので、主に活動の主となる方を取り扱います。 

清水委員 それは規定を読み替えか何かしているんですか。要するに一覧表出せって言われたときに、どこまで

出さなきゃいけないのかということをよく質問されるものですから。参加する人の中で、住所を出すのは嫌

だという人もいますから。 

大岩副主幹 そうですよね。うちの方としてのお願いは、最低限規約の中で定める役員になっている方の情報を

お願いしています。 

清水委員 構成員に関する情報というのは、もうちょっと限定的な書き方をしていただけませんか。固定メンバ

ーでずっとやっている団体というなら簡単ですけど、毎回毎回構成員が違うという団体もあるわけですよ。

それを全部強制的に集めなきゃいけないと言われてしまうと、市民の自主的な活動というものをあえて制限

していると。よろしくお願いします。 
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小林会長 他に質問がなければ、次に。 

吉野主任主事 続いて、資料のナンバリング１４の事務「木更津市市民活動支援センター運営協議会に関する事

務」についてです。こちらは先ほど報告のあった市民活動支援センターの管理運営についての助言など、市

民活動の支援、促進について調査審議をする会になります。扱う個人情報については、この協議会は団体か

らの推薦委員と、公募委員から組織されますが、それぞれの委員の個人情報を扱います。以上になります。 

小林会長 これについて、何かありますか。なければ次に。 

吉野主任主事 続いて都市整備部市街地整備課の事務になります。資料のナンバリング１５の事務「木更津金田

バスターミナル警備業務」についてです。現在金田バスターミナルの待合室内に防犯カメラが設置されてお

り、撮影された情報について扱っております。記録容量は約１０日から１４日間となり、期間経過後は、記

録が上書きされていきます。扱う個人情報については、撮影された映像から分かる情報又は推察される情報

について記録項目としています。以上になります。 

小林会長 何か質問はありますか。 

平野委員 これは、何か事件があったとか、捜査対象になった場合に出すんでしょうか。 

中原副主幹 防犯カメラにつきましては、２４時間撮影をしておりますので、その記録している中で、例えば物

損やなにか事件があった場合につきまして、警察等から防犯カメラの映像を提出して欲しいという場合があ

りましたら、手続きの上提供することになっています。撮影は２４時間行っております。 

平野委員 わかりました。 

清水委員 ということは、警察がやるべきことをうちがやっている。 

大野課長 施設の管理上の警備業務を行っていて、警察の必要に応じて、警察からの書面で、事件性があったと

きにですね、照会ということでデータを渡しております。 

清水委員 提供先がないものですから。事務届け出に提供先が書いてないですよね。ということは、警察に持っ

ていくのも本来の目的ということになりますよね。第三者提供はないけれど、本来の目的として警察に提供

するということではないんですか。 

中原副主幹 今の清水委員のご指摘なんですけれども、こちらの方で確認が漏れていまして、先生おっしゃると

おり、事故があった場合警察等へ提供する場合につきましては、本来の我々の警備の目的外となりますので、

結論からいいますと目的外利用という判断をさせていただきます。ですので目的外利用として警察から照会

があった場合は出すと、なおかつ届出書のほうには、目的外利用という整理のうえで、提供先につきまして

は、他の官公庁、警察機関と訂正をさせていただきます。 

清水委員 ではないかと思うんですね。例えば酔っ払って物を壊したというケースであれば、たぶん警察沙汰に

はならずに、一般的には損害賠償とかあるいは注意をするとか、そういった目的で使うのがノーマルの状態

で、それを定期的にトラブルがあったケースを持っていくとか、そういことではないんだろうと。そうだと

すると、目的内利用に入ってくるのは、ちょっとおかしい。 

中原副主幹 申し訳ございません。こちらのほうは訂正させていただきます。事務届出書の提供のところがなし

になっていますけれども、警察ですと他の官公庁に提供することがありうると。説明書の方も目的内利用の

ところに記載されておりますけれども、目的外利用の方に訂正させていただきます。 

清水委員 はい、ありがとうございます。 

中原副主幹 あと、１点すいません。届出書の上段の左に目的外利用とあるところがありまして、その右側のと

ころに外部提供という欄があると思います。そこのところを他の官公庁と追記をさせていただきます。 

小林会長 念のため確認です。目的外利用の無しというところが変わる。 

中原副主幹 はい、提供先のところが現状、お手元の資料だと全てなしになっていると思います。目的内利用の

場合はなしとなっているんですが、今申し上げたとおり外部提供に該当するという整理をしますと、このな

しと書かれたところが他の官公庁、いわゆる警察になります。 

小林会長 はい、以上のように訂正をすべきということですね。他に質問がなければ次に。 

吉野主任主事 続いて、資料のナンバリング１６の事務「木更津金田バスターミナル愛称募集に関する事務」に

ついてです。こちらは木更津金田バスターミナルの愛称を募集する事務になりまして、既に「チバスタアク
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ア金田」という愛称がついております。 

  この愛称を募集するに当たり、応募者の個人情報を取り扱います。以上になります。 

小林会長 はい、これについて何かありますか。 

平野委員 愛称募集に関する事務ということですけど、すでにもう名前決まっているんですか。 

吉野主任主事 はい、募集も発表等も終わっております。 

平野委員 すでに終了しているということですね。 

清水委員 少なくとも事務が始まる前には届出があったということでいいんですよね。 

中原副主幹 はい、そのとおりです。 

小林会長 それでは、次に。 

中原副主幹 会長、申し訳ございません。タイムスケジュールの関係で、次の住宅課のほうが到着しておりませ

ん。農林水産課がすぐ隣にありますので、そちらの方を先にさせていただくか、若しくはお時間いただけれ

ばと思いますが。 

小林会長 こちらに向かっているんですか。 

中原副主幹 はい、向かってはおります。 

小林会長 朝日庁舎から向かっているんですね。 

吉野主任主事 農林水産課はすぐ隣になりますので、すぐできるんですが。 

中原副主幹 では、農林水産課からでよろしければ。 

小林会長 はい、１件ですし、それからやりましょう。 

吉野主任主事 では、順番が前後して申し訳ございませんが、続いて、経済部農林水産課の事務になります。資

料のナンバリング２１の事務「木更津市道の駅施設名称選定に関する事務」になります。こちらは、馬来田

の地に「道の駅」をつくるのですが、その名称について募集をし、名称を決定しようとする事務になります。

また、選定について選定委員会を組織します。なお、名称につきましては既に「道の駅木更津 うまくたの

里」に決まっております。扱う個人情報については、応募者の個人情報を扱います。また、選定委員会を設

置するに当たり、関係団体に就任依頼をし、承諾を得られた委員により組織されますが、その委員の個人情

報を扱います。以上になります。 

小林会長 ご質問等ございましたら。 

平野委員 これももう終わっている事務ですか。名称は正確に言うと。 

岸副課長 はい、「道の駅木更津うまくたの里」です。 

清水委員 応募事務っていつ始まったんですか。 

岸副課長 応募事務については 1月20日から2月10日の間です。 

清水委員 それは、市民に対して。 

岸副課長 そうです。 

清水委員 市のほうで事務を始めたのは、いつですか。 

岸副課長 1月17日に届出をしております。 

清水委員 では1月16日には集めるという事務はしていないんですね。集まったではないですよ、集めるという

事務ですよ。17 日に全てスタートしたんですね。17 日に市民に対して、いい案があったらエントリーして

くださいねということを言っていくためには、その前の準備があるんじゃないですか。 

岸副課長 内部の準備はあります。 

清水委員 現実に集まってこないから内部で集めようという仕事を始めてもいい話しではないですよね。個人情

報を収集しようとする事務を開始するにあたってはなんですよ。 

岸副課長 最初に道の駅の名称に関する取扱要綱を策定したのが、1月10日になります。 

清水委員 事務の根拠法令が 10日ですから、10日以前というのはありえないですね。 

岸副課長 それはそうです。 

清水委員 10日で即日交付でしょ。 

岸副課長 交付は19日になります。 
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清水委員 それまでは準備をしていないと。 

中原副主幹 1月19日付けで道の駅施設の名称の決定に関する取扱要綱を定めておりますので、それが告示され

る2日前の1月17日に事務の届出がでております。 

清水委員 19日に告示があった。いつから募集したんですか。 

岸副課長 募集は1月20日からです。 

清水委員 いつまでですか。 

岸副課長 2月10日までです。 

清水委員 20日間ということ。結構です。 

小林会長 他になければ次に。 

吉野主任主事 それでは、住宅課がまだ来ておりませんので、先に観光振興課、ナンバリング２２の事務を先に

報告させていただきます。経済部観光振興課の事務になります。資料のナンバリング２２の事務「映像支援

事業エキストラ登録に関する事務」になります。こちらは、エキストラとして出演を希望する市民をあらか

じめ募集、登録し、映像制作会社から市に対してエキストラの要望があった際に、条件に該当するエキスト

ラ出演希望者に対し出演依頼をする事務となります。扱う個人情報については、応募者本人の個人情報にな

りますが、登録希望者が１８歳未満の場合は保護者の同意を必要とすることから、保護者の個人情報につい

ても扱うことがあります。以上になります。 

小林会長 これについて、ご質問等ありましたら。 

清水委員 念のために、保護者の個人情報とは何ですか。 

真戸原課長 保護者のお名前と、署名・捺印をいただいております。 

中原副主幹 22番の事務の説明書の方なんですけれども、収集先の欄のところの2段落目の後半部分からですが、

保護者に関する情報ということで、氏名、住所・居所、連絡先、印影となっておりますが、今確認をさせて

いただきまして、訂正をさせていただきたいと存じます。保護者から収集をしている情報につきましては、

保護者の氏名と印影、この2つの項目になると確認させていただきましたので、保護者の住所・居所と連絡

先については収集をしていないということで訂正をさせていただきたいと存じます。 

清水委員 そうすると、お名前と、はんこだけを保護者本人からと。本人確認どうやってやるんですか。そもそ

も保護者って誰でしょうか。法定代理人ということなのか、それとも親戚のおばさんでもいいっていう話な

のか。 

中原副主幹 基本的には法定代理人を想定しています。 

渡邉委員 続柄の記載はされないんでしょうか。 

清水委員 学校なんかで保護者の方に来て頂くという時には、誰でもいいから記載はしないですね。 

渡邉委員 そうなんですか。 

小林会長 よろしいですか。 

平野委員 １８歳未満の場合に保護者の名前が必要ってことは、例えば本人が怪我した場合とかあったときに、

やはり連絡先とかは必要なんじゃないでしょうか。 

真戸原課長 申し込みの書類を見ますとご本人の住所と連絡先が入っておりまして、それで足りると思います。 

平野委員 それでわかるということですか。 

清水委員 制度的にはまったくおかしいと思うのですよ。これエキストラって言うからには多少の報酬も払うわ

けでしょ。 

真戸原課長 基本的には無償となります。 

清水委員 ボランティアですか。とすればなおさらのこと保障はない、報酬ももらえない、という状態で子ども

を借り出すんですよね。 

真戸原課長 あくまでボランティアでして。 

清水委員 だからね、震災が起きたときもそうなんですけど、行政がボランティアに依存すると、依存すればす

るほど、タダでこきつかっているだけなんですよ。本人の意思っていうのであればそれはいいとします。そ

れはいいとしても、もし事故が起きたとき、怪我をしたら、さらに事故死でもしたら、こういうときの保障
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について、子どもさんがボランティアに行く以上は、場合によっては覚悟してくださいよと。覚悟して、そ

の覚悟のはんこが必要なんだと、そういう話であれば辻褄はあうんですよ。 

真戸原課長 保険に関しましては、撮影会社の方で加入した上で出演を依頼するよう、こちらから要請しており

ます。 

清水委員 保険っていうのは制作会社が被保険者として入るのであって、あくまでも契約の主体は制作会社です

よ。それは制作会社が損害賠償を払うとなったときに自動的にそれを使えるようにすると。そのためにやっ

ているんです。ボランティア保険とかもみんなそうでしょ。行政職の方が場合によっては国賠の対象になる

ので入る保険とかありますよね。それは自分に責任があるということを回避するために自分でお金を払うと。

それならわかります。でもこれは違うんですよ。制作会社が入るだけ、つまり映画会社がエキストラに被害

を与えたといったときに、さしあたって自分の懐から出すのではなくて、保険から出すと、あるいは自分が

出したものを後で保障されるようにすると。そのための制度ですよね。それとも損害賠償を十分に払った上

で、さらに上乗せて払うようなものなんですか。そんなはずはないですよね。ですからそれの同意を必要と

するのであれば、きちんとした法定代理人でなければ意味がないんじゃないですか。それならむしろこれは

しっかり同意を集めなきゃならんので。ご本人が、極端な話、親の名前でサインしてはんこ押せばいいと、

そういうのでは駄目なんですよね。そうすると本人の意思を確認するためには住所もわからないと、それで

いいんですか。例えば私どもの大学の学生が撮影の協力をするとして、地方から来ている子はたくさんいま

す。それがエキストラに参加するといったときに、親御さんは子が何をしているかなんて絶対に知らないで

すよ。まあ、18 歳未満ではないかもしれませんが。でももし親の同意が必要ということであれば、18 歳未

満というのは、選挙権じゃないの。行為能力が下がったというのは聞かないですが。 

渡邉委員 うーん、18歳未満。なんで 18 歳未満なのかなと、あるといえばあるんでしょうけど。まあ、便宜的

にこれくらいにしておけばというところなんでしょうけど。 

清水委員 高校生でも18歳になれば親の同意いらないと。これ事故でも起きたときに教育委員会が困りますよ。

18歳は親の同意もとらずに。高校生なのに 18歳ってあるでしょ。 

小林会長 よろしいですか。はい事務局。 

中原副主幹 今、ご意見いただきましたので、この事務につきまして、保護者の同意の記録項目につきましては、

早急に原課と確認いたしまして、現状はこの形でやっておりますので届出をさせていただくんですが、また

変更がありましたら、変更の届出ということでやらせていただきたいと存じますのでよろしくおねがいいた

します。 

小林会長 いろいろ疑問点があると思いますから、それを踏まえて検討するということですね。他になければ次

ですが、とばした課は到着しましたか。そろそろ1時間経つので休憩をいれましょうか。 

山田委員 すいません、揃った課はやってしまってはいかがですか。今来ている課はやってしまった方が。 

中原副主幹 今、住宅課と職員課が来ております。 

小林会長 では、来ているところはやってしまいましょう。 

吉野主任主事 それでは今来ている職員課と住宅課ですが、報告件数が職員課が1件で、住宅課が変更も含めて

ですが4件ございますので、先に1件の職員課を報告したいと思います。 

小林会長 はい。 

吉野主任主事 それでは、総務部職員課の事務になります。資料のナンバリング２３の事務「職員の人事評価に

関する事務になります。こちらは市の一般職の職員を対象に能力評価、業績評価を行い、人事管理の基礎と

する事務になります。扱う個人情報については、職員の情報になります。また、派遣された職員についても

対象となります。以上になります。 

小林会長 何か質問等ありますでしょうか。 

平野委員 言葉の定義というか、任用、給与、分限とあるんですけれども、任用って意味と分限って意味につい

て、定義を教えてください。 

石井課長 任用につきましては、例えば昇格ですとか、課長にするとか、次長にするとか、そういったことが任

用に当たるかと思います。また、分限につきましては休職ですとか、免職ですとか、そういったものが分限
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に当たるかと思います。 

平野委員 分限っていうのはマイナスの意味ですか。 

石井課長 分限については職員を守るという意味もあります。 

平野委員 そういう意味ですか。 

石井課長 休職というのも、職員を守るために休ませるということになります。マイナスのイメージでは捉えて

おりません。 

平野委員 任用には昇格とかもあるんですか。 

石井課長 降任とか逆もありますけれども、基本的には昇進、登用が主になると思います。 

平野委員 市の中では任用とかの定義がされているんですね。わかりました。 

小林会長 他に何かありますか。 

渡邉委員 評価をされるときには賞罰とか、そういったものは入ってこないのでしょうか。 

石井課長 過去のものという意味でしょうか。 

渡邉委員 例えば酒気帯び運転で捕まったとか、そういったものは。 

石井課長 それは処分の対象になりますので、会を開いてそのことに対する処分を行います。人事評価とは別の

話になります。 

渡邉委員 ここは純粋に仕事ぶりなんですね。わかりました。 

小林会長 他に何かありましたら。それでは、次に。 

吉野主任主事 それでは、順番前後して申し訳ございませんが、次に住宅課の事務になります。都市整備部住宅

課の事務になります。資料のナンバリング１７の事務「木更津市住生活基本計画策定に関する事務」につい

てです。こちらは市民の住生活の安定の確保や向上の促進を目指し、木更津市住生活基本計画を策定します

が、その策定のためにアンケート調査を実施します。アンケートには２種類ありまして、「住生活に関する

市民アンケート」と「住宅利用実態調査」になります。「住生活に関する市民アンケート」は無作為に抽出

した２０００世帯を対象に行い、回答は無記名となります。「住宅利用実態調査」は日常的に利用されてい

ない可能性が高い戸建て住宅の所有者を対象に行い、原則無記名回答ですが、市からの住宅政策に係る通知

を希望する場合は氏名を記入してもらいます。また、木更津市住生活基本計画を策定にあたり、住生活基本

計画検討委員会を設置します。扱う個人情報については、アンケートの送付及び対象者抽出に必要な個人情

報、「住宅利用実態調査」の回答について、氏名を記入して来た場合の回答者の個人情報を扱います。最後

に、住生活基本計画検討委員会を設置するに当たり、この委員会は、学識経験者と団体からの推薦者から組

織されますが、それぞれの委員の個人情報について扱います。以上になります。 

小林会長 何か質問はありますか。私からよろしいでしょうか。意見や要望を書くことができる欄があるんです

ね。まず、無記名で書きたい方は書くと。それで意見・要望のところにチェックがありますが、これは内容

にもよるんですが、思想・信条に関るような、あるいはそれを示唆するような意見・要望とかありうるんじ

ゃないんですか。 

佐藤主幹 住宅政策のことについてアンケートをとっておりまして、基本的には思想・信条まで関るようなもの

は入ってこないと思われます。 

小林会長 入る可能性は十分ではないとしても、可能性はあると思います。これは意見ではなくて認識ですよ。

私の意見がこうだというのではなくて認識です。あくまでも客観的な認識として言っているとご承知おきく

ださい。他に何か質問はありますか。なければ次に。 

吉野主任主事 続いて、１８と１９の事務です。「木更津市空き家等の適正な管理に関する事務」と「木更津市空

家等対策の推進に関する事務」については、変更の事務になりますので、合わせて報告させていただきます。 

  説明の前に、資料の訂正がございます。資料のナンバリング１９の「木更津市空家等対策の推進に関する事

務」ですが、変更するべき箇所が直っておりませんでしたので、本日お配りしたナンバリング１９の資料と

差し替えをお願いします。訂正箇所については報告と合わせて、お知らせしますのでご了承ください。こち

らの事務は、空き家についての事務になりますが、元々は「木更津市空き家等の適正な管理に関する条例」

に基づき、市民活動支援課の事務として行われており、届け出もされておりました。その後、国の法律であ
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る「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、また管轄が市民活動支援課から住宅課に移りまし

たので、それを機に変更の届出が提出されまして、ナンバリング１８の事務「木更津市空き家等の適正な管

理に関する事務」になりました。このときの変更点については、個人情報の記録項目に変更はなく、根拠法

令に国の法律を追加したことと、所管課が住宅課になったことになります。その後、国の法律制定後、市の

条例も廃止、制定がされました。もともとの「木更津市空き家等の適正な管理に関する条例」は廃止され、

新しく「木更津市空家等対策の推進に関する条例」が制定され、それに合わせて、ナンバリング１９の事務

「木更津市空家等対策の推進に関する事務」の変更届出が出されました。この届け出による変更点ですが、

個人情報の記録項目に変更はありませんが、根拠法令が新しい条例になったことと、新しい条例の中で空家

の活用の推進をするという目的が追加されましたので、事務届出の「事務の目的及び概要」や「収集理由」

について変更がされております。最初に資料の差し替えをお願いしましたが、事前に配布した資料の「事務

の目的及び概要」などの内容が変更されていなかったため、直したものに差し替えをお願いしたところです。

以上になります。 

小林会長 何か質問はありますか。なければ次に。 

吉野主任主事 続いて、資料のナンバリング２０の事務「木更津市空家等対策協議会に関する事務」についてで

す。続けてで申し訳ございませんが、資料の差し替えなどはありませんが、こちらも訂正がございます。事

前配布した届出一覧の中で新規のものとなっておりますが、こちらの事務も変更となります。この協議会は、

先ほどの説明の中にも出てきました、新しく制定された「木更津市空家等対策の推進に関する条例」に基づ

いて組織される協議会なのですが、廃止された「木更津市空き家等の適正な管理に関する条例」に基づいて

空き家等審議会という名称で元々組織されており、この審議会の届出については既に提出がされております。

今回、条例が変わりましたが、事務内容、個人情報の記録項目については変更等ございませんので、事務の

名称と、根拠法令の変更ということで報告させていただきます。以上になります。 

小林会長 ご質問があれば。特にないですかね。それでは、ここで一旦休憩としましょう。 

 

～休憩～ 

小林会長 それでは、再開いたしましょう。 

吉野主任主事 それでは、総務部行政改革推進室の事務になります。資料のナンバリング２４の事務「木更津市

窓口業務労働者派遣事業に関する事務」になります。こちらは、市民課や市民税課で行う、住民票や各種証

明の窓口発行事務について、派遣労働者を導入するものです。派遣法に基づいて、派遣労働者の適正な管理

を行います。扱う個人情報については、派遣労働者の情報になりまして、人材派遣元の事業主から通知され

る情報と、派遣労働者本人から収集する情報があります。以上になります。 

小林会長 何か質問がありましたら。なければ次に。 

吉野主任主事 続いて、企画部企画課の事務になります。資料のナンバリング２５の事務「木更津市まち・ひと・

しごと創生懇談会委員に関する事務」についてです。こちらは、平成２８年３月に策定された「木更津市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、地方創生に向けた取り組みを効果的に推進するため、木更津市

まち・ひと・しごと創生懇談会を設置するものです。扱う個人情報については、この懇談会は団体から選任

された委員により組織されますが、委員の個人情報について扱います。以上になります。 

小林会長 何か質問がありましたら。なければ次に。 

吉野主任主事 続いて、資料のナンバリング２６の事務「市民憲章改定案検討会議委員に関する事務」について

です。市民憲章については、昭和６２年に最初に制定されまして、３０年が経とうとしています。現在、木

更津市では（オーガニックなまちづくり条例）ともよばれますが、「人と自然が調和した持続可能なまちづ

くりの推進に関する条例」を制定し、その取り組みを進めております。この取り組みを進める一環として、

今までの市民憲章を改定します。そのための検討をするために市民憲章改定案検討会を設置するものです。 

 扱う個人情報については、この検討会は団体から推薦された委員と、公募委員によって組織されますが、そ

れぞれの委員の個人情報について扱います。以上になります。 

小林会長 何か質問がありましたら。 
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清水委員 どうして生年月日が必要なんですか。 

中村課長 はい、公募委員に関しましては、その時点で１８歳以上ということになりまして、応募時点で１８歳

かどうか確認するために必要としています。 

清水委員 参考までにですが、１８歳で線を切った理由はなんですか。 

中村課長 １８歳以下ですと学生さんで会議の参加が難しいこともありまして、この会議が５回開催されたんで

すが、全てに参加できるというのも条件にしておりましたので、年齢については１８歳以上といたしました。 

清水委員 わかりました。 

小林会長 他に何かありますか。では次に。 

吉野主任主事 続いて、資料のナンバリング２７の事務「木更津市意見公募手続きに関する事務」についてです。

一般的に「パブリックコメント」とも呼ばれますが、平成１８年に条例が制定されたのですが、そのときに

届出が漏れており、今回届け出るものになります。こちらは、木更津市の計画や条例の策定にあたり、市民

の方々から意見を募集し、参考になる意見を政策等に反映をさせようというものになります。扱う個人情報

については、意見の申し出者の個人情報を扱いますが、条例で定めるところにより、広く意見を求めること

から、意見に付随される情報として、思想・信条等についても取り扱うことがあります。以上になります。 

小林会長 何かありますか。 

山田委員 これ、事務開始日が平成１８年とありますよね。遅れた理由というのは確認してあるんですか。届出

が遅れた理由です。 

中村課長 提出が遅れた理由ですか。条例の方で住所・氏名を集めるとありますので、大変遅くなってしまい申

し訳なかったです。意見につきましては、個人情報なのかどうなのかというところがございましたので、総

務課と相談して、今回報告することになった次第です。 

山田委員 今までは、必要ないと思っていたということでいいんですか。 

中村課長 条例でも個人情報を取り扱うとありますので、遅くなってしまい申し訳ございませんでした。 

山田委員 遅くなったことはわかったのですが、今までは必要ないと思っていたということでいいんでしょうか。 

中村課長 そういうことではございません。申し訳ございませんでした。 

清水委員 ということは、他にもあるかもしれないということでしょうか。 

中村課長 私の所管は確認をしております。 

小林会長 いいですか。他に何かございますか。 

清水委員 １０年というのはいかにも長いですが。 

中原副主幹 最終的な所管課であります総務課としてもですね、情報が入ってくるたびに、確認をしていたつも

りでしたが、今回このような形で漏れてしまっていたことにつきましては、今後ですね、周知ですとか確認

をしながら進めていきたいと考えておりますので、申し訳ございませんでした。 

小林会長 それでは次を。 

吉野主任主事 続いて、企画部情報政策課の事務になります。資料のナンバリング２８の事務「広報きさらづ読

者プレゼントクイズに関する事務」についてです。こちらは、広報きさらづにクイズを掲載しておりますが、

その正解者の中から抽選でプレゼントを提供しています。扱う個人情報については、応募者本人の個人情報

を扱います。以上になります。 

小林会長 何か質問はありますか。なければ次に。 

吉野主任主事 続いて、福祉部高齢者福祉課の事務になります。資料のナンバリング２９の事務「認知症高齢者

グループホーム家賃負担軽減事業に関する事務」についてです。こちらは、グループホームを運営している

事業者が入居者に対し家賃減額をしている場合に、市から助成金を交付する事業になります。事務の流れと

して、家賃軽減を受けている入居者が市に申請し減額の認定を受けます。その後入居者が事業者に軽減認定

書を渡し、事業者が市に助成金の請求するという流れになります。扱う個人情報については、申請をする入

居者及びその配偶者の個人情報を扱います。以上になります。 

小林会長 何かご質問等があれば。なければ次に。 

吉野主任主事 続いて、資料のナンバリング３０の事務「木更津市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策
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定に伴う木更津市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」です。こちらは、高齢者が介護を必要とならないよ

うな健康づくり、また介護が必要になっても安心した生活が送れるようにするための木更津市高齢者保健福

祉計画・介護保険事業計画の策定のために行うアンケート調査になります。扱う個人情報について、調査の

回答については無記名での回答となりますが、調査票の送付、対象者の抽出をするために必要となる個人情

報を取り扱います。以上になります。 

小林会長 何かご質問等があれば。なければ次に。 

吉野主任主事 続いて、資料のナンバリング３１の事務「高齢者見守りキーホルダー事業」になります。こちら

は、登録を希望する高齢者に対し、市等の連絡先が入った見守りキーホルダーを付与し、高齢者の緊急時に、

病院等から照会をできるようにし、より的確な支援を行おうとするものです。事務の流れですが、登録を希

望する高齢者本人又はその家族から申請があり、キーホルダーを付与します。登録の際、急病や徘徊などの

緊急時に、登録者の情報を提供することに同意を得ます。そして実際に病院等から照会が来た場合は、その

登録された情報を提供します。扱う個人情報については、登録を希望する高齢者の個人情報を取り扱います。 

小林会長 何かご質問等があれば。 

平野委員 このキーホルダーの情報というのは、普通の人が見てもわからないものなんですか。 

金綱副課長 キーホルダー自体に情報がはいっているわけではなくて、事業者の方に登録がしてありまして、そ

ちらの方で情報を管理しておりまして、キーホルダーに書かれた番号でこの人とわかるというかたちです。 

中原副主幹 このキーホルダー自体にはですね、「木更津市高齢者見守りキーホルダーです」というタイトルと「身

元が分からないときは裏面の連絡先に連絡をください」ということが書いてあります。裏面を見ますと連絡

先ということでフリーダイヤルで電話番号が書いてあります。これをお持ちいただいている高齢者の方が急

病とかで倒れたときなどに、キーホルダーを見た方が電話をかけると相手がどういう方ですとか、どういう

病気がありますとかが分かるようになります。予め高齢者の方から同意をいただいております。 

平野委員 わかりました。 

吉野主任主事 続いて、資料のナンバリング３２と３３の事務、「はり、きゅう、マッサージ助成事業に関する事

務」と「高齢者日常生活用具給付貸与事業」の事務については変更となりますので、合わせて報告いたしま

す。まず、「はり、きゅう、マッサージ助成事業に関する事務」についてですが、こちらは、記録項目とし

て、意思確認のための申請者の印影の項目が漏れておりましたので、今回追加をいたしました。次に、「高

齢者日常生活用具給付貸与事業」についてですが、こちらは、記録項目として、申請者の世帯員の課税情報

等を同意の上、確認いたしますが、その記録項目として、「課税等・納付状況」が漏れていたのと、同じく

生活保護に該当するかどうかを確認いたしますが、その記録項目として「公的扶助・納付」が漏れていまし

たので、今回追加をいたしました。以上になります。 

小林会長 何かご質問等があれば。 

齋藤委員 施術に要した費用の一部を助成するとあるのですが、施術に要した費用の証明などは提出させないの

でしょうか。 

中原副主幹 「はり・きゅうマッサージ助成事業」の方でよろしいでしょうか。 

齋藤委員 はい。そうです。 

金綱副課長 助成の券をお渡しして、それを持ってマッサージなどに行っていただいて、５００円を引いていた

だく形になります。その分の５００円分を市のほうで払いますというものになります。 

齋藤委員 わかりました。 

小林会長 他にありますか。では次に。 

吉野主任主事 続いて、資料のナンバリング３４の事務「介護予防・生活支援サービス事業に関する事務」にな

ります。こちらは、要支援者の方、又はそれに準ずる方を対象に、要介護状態となることを防ぐために、介

護教室など様々な介護予防プログラムを実施します。扱う個人情報については、プログラムへの参加希望者

の個人情報を扱います。以上になります。 

小林会長 ご質問等がありましたら。 

清水委員 一つ戻ってもいいですか。３２の「はり、きゅう、マッサージ助成事業」なんですけれども、齋藤委
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員の質問がありましたが、マッサージなどをしてもらったと、そのお金を払うときにクーポンがあって、そ

れを添えてお金を払うと。それで、こういう施術をしましたという報告は市にはないんですか。 

金綱副課長 事業者からあがってきます。 

清水委員 そのときに内容は書いてある。 

佐久間主任主事 どういったマッサージかとかですかね。 

清水委員 それとか、どこが悪かったとか。 

金綱副課長 そういったものはないです。どこの誰かということだけです。 

清水委員 医療でもなんでもないんで、ただのサービスになるんですか。そうすると、ほんとにかかったのかど

うかもわからないのでは。 

金綱副課長 事業者から報告はきますので。 

清水委員 そこに行ったというのはわかる。必要だったかどうかということはノーチェックなんですね。 

金綱副課長 そうですね。 

小林会長 よろしいですか。では最後ですね。 

吉野主任主事 はい、農業委員会で最後になります。資料のナンバリング３５の事務「農地台帳の整備に関する

事務」になります。こちらの事務についてですが、農業委員会が事務の見直しをする中で、この事務の中で、

個人情報を扱う人の範囲が、届出がされていた範囲を超えていたとの報告がありました。変更の報告と合わ

せまして、直接、農業委員会から報告をさせていただきます。それでは、農業委員会からお願いします。 

小泉主幹 では、農業委員会事務局より報告させていただきます。はじめに、申し訳ありませんが配布いたしま

した資料の記載の訂正がございます。「農地台帳の整備に関する事務」の資料の１０行目に記載の「他市の

農業委員会」となっております記載について「千葉県」に訂正をお願いいたします。それでは、報告させて

いただきます。 

農地台帳の事務について既に届け出はしているところですが、今回 農地台帳のクラウド管理化に伴う変

更と、適正範囲を超えた個人情報の収集をしておりましたことについて、その経緯と是正について報告させ

ていただきます。 

まず、農地台帳について説明させていただきます。農地台帳は、農業委員会が農地の農業上の利用増進、

農地の利用関係の調整などを行うために作成される台帳です。そのデータは、住民基本台帳、固定資産課税

台帳を基に経営体ごとに作成されます。農地台帳には、１筆の農地ごとにその農地の所有者の氏名、その農

地の所在、地番、地目、面積などが記録され、その情報を基に農地の保有及び利用の状況、賃借等の動向そ

の他の農地に関する情報の収集、整理、分析を行います。農地台帳は年に一度、最新の住民基本台帳及び固

定資産課税台帳と照合し、情報を更新するほか、農家から農業経営や農地利用状況に関する項目について、

定期的に調査するとともに、申告や届出があった場合には、その都度更新作業をかけます。 

また、現在、農地法第５２条の３の規定により、農地に関する情報の活用促進を図るため、インターネッ

トにより公表するものとされていることから、個人情報を除いた農地の情報を国が整備する全国統一の農地

ナビシステムを利用し公表しています。 

平成２９年度から変更があり、LGWAN 回線により個人情報を含んだ農地に関する情報をクラウド上に保管

し、千葉県や農地中間管理機構などの機関に限り、台帳情報を閲覧することが可能になります。さらにそこ

から個人情報を消去されたデータが、インターネットの公表対象となります。ここまでがクラウド管理化に

伴う変更になります。 

  ここから、適正範囲を超えた個人情報の収集をしておりました経緯についてご報告します。農地台帳は、

「農地に関する情報」を管理するものとして、農地法で定められております。よって農地と紐づかない情報

については管理すべきではないのですが、現在木更津市の農地台帳では、農地と紐づかない情報、つまり農

地台帳で管理するべきではない人の情報も含んでおりました。確認をしたところ、農地台帳は住民基本台帳

と固定資産課税台帳のデータをもらい作成するのですが、平成２０年の時から現行のシステムを使っており

まして、市民全員のデータを受けて台帳作成後、農地に関係のない市民の方のデータを削除せず、そのまま

農地台帳として管理しておりました。先ほどのクラウド化にあたり、国にデータを提供するのですが、現在
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のまま提供すると、農地に関係のない人々の情報まで提供してしまうことになります。 

農業委員会といたしましては、提供すべきでないデータは削った上で国に提供することは当然としまして、

現在の、対象者の適正範囲を超えて管理を行ってしまっていたことについて、誤りを認識し、是正をいたし

ます。 

   ここから、農地台帳の是正について 報告いたします。まず、国に提供するデータについては農地に関す

る情報に限定したものを提供いたします。 

次に、今後農地台帳で管理する情報については、農業委員会では、農地に権利を有する者と その世帯員

に関る情報を「農地に関する情報」と考えておりますので、農地に紐づかない世帯については削除をいたし

ます。 

最後に、現在保有している農地台帳ですが、年に一度更新をいたしますが、次回の更新時に「農地に関す

る情報」に限定をしたもので更新をいたします。例年８月頃実施をしていましたが、今回の問題を受け、市

民課や資産税課と調整し、可能な限り早期対応をいたします。その間につきましては、農業委員会事務局長

の責任の下、徹底した情報の管理を行います。 

報告は以上となります。 

小林会長 はい。以上ですか。 

小泉主幹 はい、以上になります。 

小林会長 全体で３つに分かれていますかね。最初にクラウド上の保管、新しい制度に伴う変更と。それから、

２番目に適性を欠く情報の収集がなされていたということを率直に認められたということですね。そして最

後にそれについての是正の措置を取ると。以上３点ですね。これは質問などをまとめて受けるよりも、最初

の項目から順番にご質問を受けていくというようにしたいと思います。これ変わるのはいつからですか。 

杉浦主任主事 本格稼動は４月からです。 

小林会長 ＬＧＷＡＮの回線により、閲覧できるようになるんですね。これについて、ご質問等があれば。 

平野委員 結局、インターネット上に公表されることから余分な個人情報は削除して出さなければならない、全

部出してはまずいということ。 

小泉主幹 今までは農地に紐づかない情報も保管してしまっていたということで、それについては今までインタ

ーネットで繋がっていない単独のパソコンでの管理なので、外に出すものではありません。今度国の方に提

供するということで、加工をして削除をして提供するということになります。 

平野委員 情報を公開することになったから、余分な必要の無いものは市から出さないんですね。それで集めす

ぎたものがあるんですね。 

滝口委員 農業やっていない人でも、農地を持っている人もいるじゃないですか。農業やってなくても調査がく

るんですけど、やってないのは宅地になっちゃってるんですよね。そういう土地は入らないんですか。 

小泉主幹 登記簿上、農地をお持ちの方の情報は農地台帳で管理していますので、全て農地でなくなってしまっ

て、宅地とか雑種地とかになっている場合でも、今まではその方の情報も持ってしまっていたんですが、こ

れからは、農地に関係の無い人は削除します。ただ、登記簿上農地になっていれば調査などは行く可能性が

あります。 

滝口委員 固定資産上は宅地になっているんだけど、そういうものは台帳にはのらないということで調査とかも

ないということですよね。 

小泉主幹 農業委員会の法律も変わりまして、例えば農家の資格で一反以上やっている方とかが農業委員の選挙

人、披選挙人、この４月から新しくなりまして、選挙制度がなくなりまして、市長の任命制になりましたの

で、そういった調査自体はなくなります。ただ、台帳上の管理については、登記簿上農地をお持ちの方とか、

課税上の農地をお持ちの方とかは台帳で管理をさせていただきます。インターネットで公表する際は個人情

報を抜いたものをあげていくという形になります。 

平野委員 そのときに、区画整理とかをやった地域は本来は農地じゃないんですよね。ところが昔農林省と法務

省の打ち合わせで、法務省のほうは職権で非農地にできたんだけれども、それやっちゃうと農林省の方がわ

からないから、農地に関してだけは区画整理をやっても農地のまま残しておいたんだけれども、今回からは
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そういうのも必要になるんですかね。 

小泉主幹 区画整理に関しましては、区画整理のやり方なんですけれども、最近の金田東とかほたる野とかの新

しい区画整理は農地に関しては宅地換地で行っております。なので、換地が終わった翌年には削除しており

ます。ただ、以前の清見台とか請西とかについては、もともとの地目が田畑のものは換地されても田畑のま

まで登記簿上残っておりますので、ご本人なりが地目変更とかをしていただかないと、残ってしまっている

ものもあります。それは登記簿上農地なので農地としてみているものもあります。最近の傾向をみますと、

区画整理はこちらの管轄ではありませんが、宅地換地をしているので農地のまま残るというのは、ご本人の

申し出などが無い限りは無いと思います。 

滝口委員 宅地って言うのは地目変更してもそこに家が建ってないと、宅地にならないんですよね。そうしない

と田んぼとか畑のままになってしまうんですよね。 

小泉主幹 何もしていなくて昔の区画整理だと畑となっていたんですけれども、今度は家を建てられるのであれ

ば区画整理の段階で宅地となりますね。通常の地目変更であれば、農地じゃなくなれば削除されます。 

滝口委員 なかなか変えてくれないんですけどね。写真取ったりしたんですが。そのときは家が無ければ宅地に

はならないといわれましたね。 

小林会長 本筋の質問としては他にございませんか。 

渡邉委員 本筋ではないかもしれませんが、クラウド化とか、農地台帳の瑕疵ことについてよくわかりました。

それで、営農状況の調査というのがあって、その中で出荷先とかの調査とかはあるんでしょうか。 

杉浦主任主事 出荷先については、農業委員会ではなく農林水産課が行っております。 

渡邉委員 では、関係ないんですね。 

杉浦主任主事 農地台帳上で管理しているものは、例えば農協だとかに所属している場合について、前のデータ

が残っている場合に管理することになります。 

渡邉委員 はい、わかりました。 

小林会長 新しい制度に関する本筋の質問は他にございますか。それでは、２番目の適性を欠く情報収集が行わ

れていた件について、ご質問、ご意見がございましたら。では、私からよろしいですか。そもそもこういう

問題がある取扱を行っていたということを、今回ここで言わなければならないとなったということは、新し

い制度が４月からスタートするその準備段階で分かったということですか。 

小泉主幹 そうですね。国に情報を提供する際に農地をお持ちでない方の情報を提供するわけにはいかないとな

りまして、確認したところ持っていること自体がいけないとわかりまして、今回報告させていただいて、是

正をさせていただきたいと思います。 

小林会長 では、質問、意見ございましたら。是正措置までちゃんと考えているということですからね、いかが

でしょうか、３番目の是正措置の話にも入ってしまいますが。この是正措置でいいのかなどの意見も考えら

れますが。 

清水委員 本来あるべき状態に戻るまでどのくらいかかりますか。 

杉浦主任主事 農業委員会としましては、今度の更新の際に、一括してあるべき姿に戻したいと考えておりまし

て、個別に農業委員会事務局の方で更新作業ではなく行おうとすると１件１件消す必要がございまして、日

常業務を行いながらやるのは難しいということと、更新作業を早めるということで、そちらの方が早く収束

すると思いまして、今回は更新の際に是正措置を取らせていただきたいと思います。 

清水委員 言葉尻を取るわけじゃないけれど、「戻したい」ですか。 

杉浦主任主事 戻します。 

清水委員 これは、可能な限り早くとしか言いようが無いんですよ。 

小泉主幹 例年８月ですが、できるだけ前倒しして行います。市民課や資産税課と協議してできるだけ早くやろ

うと思います。 

小林会長 そうすべきですね。 

清水委員 着手したり、直ったりした段階で報告はいただけますか。 

杉浦主任主事 総務課を通してでよろしいでしょうか。 
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清水委員 もちろん、結構です。とにかく今違法な状態だと。 

小林会長 他にありますか。私からいいですか。耳の痛い話になりますが、適性さを欠くというのは木更津市の

個人情報の条例の何条に照らしてということなんでしょうか。 

中原副主幹 木更津市個人情報保護条例の条文を申し上げますと、第８条という条文がございます。見出しが収

集の制限となっておりまして、条文を読ませていただきますと、実施機関、今回の場合は農業委員会ですね、

実施機関が個人情報を収集しようとするときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明らかにして、当該目的

の達成のために必要な限度の範囲内で、以下省略させていただきますが、収集しなければならないとありま

す。この当該目的のために必要な限度の範囲内というところから逸脱をしているということでございます。 

小林会長 はい、わかりました。それからもう１点。口頭による説明のみだったんですよね。経緯なんかを書面

にするというのはお考えですか。 

中原副主幹 委員の皆様へ書面でお示しをするということでしょうか。 

小林会長 はい。というのは届出という枠の中で報告をするのはおかしいことではないんですが、ことがことだ

けに、別途書面でという風にはお考えにならなかったんですね。 

中原副主幹 今日は用意をしてございませんが、今申し上げた内容を書面等にして、委員の皆様へ郵送等でお送

りをさせていただくという対応はお時間がいただければ。 

小林会長 私はどうしても書面が必要と言っているわけではなくて、多くの委員さんもご理解していただいてい

るとは思うのですが、念のため聞いてみました。 

中原副主幹 そうですね。書面を用意して説明をするべきだったと思います。 

小林会長 その方が鮮明になると思いますからね。ただ、十分です。説明も私をはじめとして理解はできたと思

いますから。以上です。 

清水委員 議事録を作りますよね。なるべく早く作っていただいて。少なくとも今のところは全文載せていただ

いて。 

中原副主幹 承知いたしました。 

小林会長 他にありますか。では、最後ですね。 

吉野主任主事 それでは、最後になります資料のナンバリング３６の事務「耕作放棄地、農地パトロール、利用

状況調査に関する事務」についてです。こちらの事務は元々、先ほど報告をいたしました農地台帳の整備に

関する事務として行っていた「農地の利用状況調査」の事務を、見直しの上、分離させ、新規の事務として

届け出るものです。農業委員会が年に１回管内の農地の利用状況について、農地台帳に基づき調査をし、使

っていないなど遊休化のおそれのある農地の所有者に対して利用意向調査を実施します。扱う個人情報につ

いては、調査対象となった農地の所有者又は実際に管理をしている家族や利用権者の情報を扱います。以上

になります。 

小林会長 何かご質問などございましたら。特にございませんか。最後ですね。 

吉野主任主事 はい、これで報告は以上になります。 

小林会長 はい、報告は終わりですね。全ての報告が時間内に終わりました。皆様のご協力ありがとうございま

す。最後に委員の皆様から何かございますでしょうか。特にございませんか。それでは、事務局からは。 

中原副主幹 特にございません。 

小林会長 それでは、以上をもちまして、平成２８年度第２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。 
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