
1 

 

平成２９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２９年７月２５日（火） 午後２時３０分から午後４時２０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：五十嵐早希、川名和夫、小林伸一、清水幸雄、白石和義、千手清晴、滝口君江、武田正次、成

瀬敏郎、星野麻依、山田次郎、渡邉秀孝 

  木更津市：（事務局） 総務部総務課 栗原次長、中原副主幹、渡辺主査、青木主任主事、吉野主任主事 

        （関係課） 福祉部社会福祉課 加藤課長、板橋副主幹 

             福祉部障害福祉課 小山課長、安田主幹 

             都市整備部建築指導課 泉水課長、佐藤主幹 

経済部観光振興課 渡邉課長、萩原主事 

             経済部産業振興課 兵藤主幹 

○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 お待たせしました。定刻を過ぎております。会議の開催に先立ちまして、２点ほど事務局から連絡

がございます。１点目でございます。お手元にお配りした資料、郵送で事前にお送りした資料の確認をさせて

いただきます。まず、事前にお送り申し上げた資料でございます、次第と書かれた１枚の資料、続きまして審

議会の委員名簿というものが一枚ございます。続きましてＡ４横の木更津市個人情報保護条例の一部を改正す

る条例の新旧対照表とよばれるものが２枚あります。続いて上のところに参考資料番号法抜粋と書かれたもの

がございます。続きまして個人情報取扱事務届（新規・変更・廃止）と網掛けになっているものが一枚ござい

ます。続きまして個人情報取扱事務の届出書という表のものが複数枚ございます。続きまして、２９年４月１

日更新と民生委員等に関する事務というタイトルのもので、アンダーラインが引かれている資料がございます。

続きまして平成２８年４月１日からということで、その右側に情報公開制度の施行状況と書かれたＡ４縦のも

の、同じような資料ですが個人情報保護制度の運用状況、最後に会議公開制度の実施状況と書かれた資料、こ

ちらまでが事前に送付させていただいた資料になります。続きまして本日追加でお手元にお配りさせていただ

いた資料でございますが、事前にお配りした資料の差し替えで恐縮でございますが、個人情報取扱事務の届出

一覧の下の網掛けがあるところに追加とありまして、一部追加をさせていただきましたので、こちらの資料に

ついては差し替えをお願いいたします。続きまして追加になります個人情報取扱事務の届出書になります。こ

ちらは追加ということでお願いいたします。次に民生委員協力員制度のイメージということで１枚の資料にな

ります。届出の事務のときに使わせていただく資料になりますので、追加という形でお願いします。次に個人

情報取扱事務届出についてということで１枚のＡ４のものをお配りさせていただいております。最後に木更津

市情報基本条例と書かれたもの、その下に情報公開条例、個人情報保護条例と書かれたものでいわゆる条例、

規則の一式の資料となります。資料の過不足等ありますでしょうか。事務局の方からもう１点ございます。審

議会の議事録等を作成する関係で会議の音声を録音させていただきますので、予めご了承いただきますようお

願いいたします。 

お待たせいたしました。ただいまより、平成２９年度第１回木更津市情報公開総合推進審議会を開催いたし

ます。私は、進行を務めさせていただきます総務部総務課法規担当総括の中原と申します。よろしくお願いい

たします。はじめに、木更津市情報公開総合推進審議会委員の委嘱状交付式を行います。本来であれば渡辺市

長から皆様に委嘱状を交付するところでございますが、公務で不在のため、土居総務部長が代理して委嘱状を

交付させていただきます。皆様方には、自席にてお受け取りいただきたいと存じます。私がお名前をお呼びい

たしますので、恐れ入りますが、その場でご起立くださるようお願いいたします。それでは、五十嵐早希様。 
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土居総務部長 委嘱状。五十嵐早希様。木更津市情報公開総合推進審議会委員に委嘱します。委嘱期間は平成２

９年７月１日から平成３１年６月３０日までとします。平成２９年７月１日木更津市長渡辺芳邦。よろしくお

願いします。 

中原副主幹 川名和夫様。 

土居総務部長 委嘱状。川名和夫様。以下同文でございます。よろしくお願いします。 

中原副主幹 小林伸一様。 

土居総務部長 委嘱状。小林伸一様。以下同文でございます。よろしくお願いします。 

中原副主幹 清水幸雄様。 

土居総務部長 委嘱状。清水幸雄様。以下同文でございます。よろしくお願いします。 

中原副主幹 白石和義様。 

土居総務部長 委嘱状。白石和義様。以下同文でございます。よろしくお願いします。 

中原副主幹 千手清晴様。 

土居総務部長 委嘱状。千手清晴様。以下同文でございます。よろしくお願いします。 

中原副主幹 滝口君江様。 

土居総務部長 委嘱状。滝口君江様。以下同文でございます。よろしくお願いします。 

中原副主幹 武田正次様。 

土居総務部長 委嘱状。武田正次様。以下同文でございます。よろしくお願いします。 

中原副主幹 成瀬敏郎様。 

土居総務部長 委嘱状。成瀬敏郎様。以下同文でございます。よろしくお願いします。 

中原副主幹 星野麻依様。 

土居総務部長 委嘱状。星野麻依様。以下同文でございます。よろしくお願いします。 

中原副主幹 山田次郎様。 

土居総務部長 委嘱状。山田次郎様。以下同文でございます。よろしくお願いします。 

中原副主幹 渡邉秀孝様。 

土居総務部長 委嘱状。渡邉秀孝様。以下同文でございます。よろしくお願いします。 

中原副主幹 ここで、本日欠席されている委員のご紹介を私の方からさせていただきます。木更津市農業協同組

合からご推薦をいただきました梅澤千加夫様。一般社団法人かずさ青年会議所からご推薦をいただきました坂

田大様。木更津商工会議所からご推薦をいただきました永野昭様。以上の方々につきましては本日欠席とのご

連絡を受けておりますのでご報告をさせていただきます。続きまして、土居総務部長からご挨拶申し上げます。

土居総務部長よろしくお願いします。 

土居総務部長 皆様、こんにちは。総務部長の土居でございます。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、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。また、このたびは、当審議会委員をお願いいたしましたところ、快くお引

き受けいただき、重ねて御礼を申し上げます。本市におきましては、委員の皆様のご協力のもと、木更津市情

報基本条例をはじめとする、各種条例について、適宜条例改正を行いながら、公正な情報の取り扱いを総合的

に推進しているところでございます。本日は、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。次に、新たな委員の皆様での審議会は本日が最初になりますので、委員

の皆さまの自己紹介をお願いします。私から順にお名前を呼ばせていただきますので、一言ご挨拶をお願いで

きればと思います。それでは、名簿の順にお呼びいたしますのでよろしくお願いいたします。まず、公募委員
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の五十嵐早希様。 

五十嵐委員 清和大学法学部法律学科３年の五十嵐早希と申します。この度はこの審議会に参加させていただき

まして、とてもうれしく思います。自分が出来ることを精一杯がんばっていきますのでよろしくお願いいたし

ます。 

中原副主幹 続きまして木更津市退職校長会からご推薦をいただきました川名和夫様。 

川名委員 川名といいます。よろしくお願いいたします。校長を辞めて１１年が経ちまして、疲れ気味ではあり

ますが、できるだけがんばって参加させていただきたいと思います。最初にいただいた資料を読んでも大変難

しくてですね、公務員をやっていたので多少は法令を読んできましたけど、言葉が難しくて、早速小林先生に

ご教授いただいたところです。勉強しながらですので、お役に立てるかわかりませんがよろしくお願いいたし

ます。 

中原副主幹 清和大学准教授でいらっしゃいます小林伸一様。 

小林委員 自己紹介の前に名前が出てしまいました小林でございます。憲法学が専門でございます。憲法学の傍

ら情報公開、それから個人情報保護の論文も少し書いております関係で、この審議会も設立よりずっとお世話

になっております。何卒よろしくお願いいたします。 

中原副主幹 清和大学教授であります清水幸雄様。 

清水委員 清和大学の清水でございます。隣の小林先生と同じくこの制度が始まりましてから２０数年ずっと市

役所の仕事の手伝いをさせていただいております。わかりにくい本文をつくった張本人でございますので、な

るべくわかりやすくできるようこころがけていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

中原副主幹 木更津市ＰＴＡ連絡協議会からご推薦をいただきました白石和義様。 

白石委員 皆様こんにちは。昨年度までＰＴＡ連絡協議会の会長をしておりました白石と申します。今回初めて

参加になります。微力ではありますが、力になれればと思いますので、よろしくお願いします。 

中原副主幹 木更津６漁協連絡協議会よりご推薦をいただきました千手清晴様。 

千手委員 木更津に６つあります漁業組合で組織しております連絡協議会の幹事組合をやっております牛込漁協

の職員の千手と申します。こういった重要な席に携われるというのは光栄であるとともに、非常に緊張してお

りますので、皆様よろしくお願いいたします。 

中原副主幹 木更津市社会福祉協議会からご推薦をいただきました滝口君江様。 

滝口委員 滝口でございます。委員になりまして、３年目を迎えましたが、自分の勉強にもなると思いながらや

っておりますが、なにせ退職しましてから１０数年経っておりまして、なかなか中のことがわかりにくくなっ

てきましたが、小林先生はじめ色んなご指導を受けながら勉強したいと思っておりますのでどうぞよろしくお

願いいたします。 

中原副主幹 木更津人権擁護委員協議会木更津市部会からご推薦いただきました武田正次様。 

武田委員 武田と申します。人権擁護委員協議会の方から推薦を受けまして、今回２期目になりますけれども一

生懸命がんばりますので、よろしくお願いいたします。 

中原副主幹 東京情報大学名誉教授でいらっしゃいます成瀬敏郎様。 

成瀬委員 成瀬です。よろしくお願いいたします。こちらの審議会には初めての参加になります。この３月で大

学を定年退職いたしまして、専門は民法とリーガルリスクマネジメントというものをしておりました。木更津

市のほうには清水先生のご紹介で何年になりましょうか、山田先生とかとご一緒に他の審査会のメンバーをや

らせていただいておりました。こちらは初めてになりますが、できるだけお役に立てればと思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

中原副主幹 公募委員の星野麻依様。 

星野委員 この度公募委員となりました星野麻依と申します。４月から１年生で法学部経営法コースに所属して

おります。情報公開のことはまだよくわかりませんが、精一杯がんばりますのでよろしくお願いいたします。 

中原副主幹 弁護士の山田次郎様。 

山田委員 山田です。木更津市内に事務所を設け弁護士をしています。よろしくお願いいたします。 

中原副主幹 弁護士の渡邉秀孝様。 
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渡邉委員 こんにちは。かずさ総合法律事務所で弁護士をしております渡邉です。何期か務めさせていただいて

おります。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。続きまして、事務局から自己紹介をさせていただきます。 

栗原次長 ４月から総務課長兼務の次長ということでお世話になります栗原です。よろしくお願いします。 

中原副主幹 昨年度から総務課法規担当総括を拝命いたしました中原と申します。よろしくお願いします。 

渡辺主査 今年４月から総務課に配属になりました渡辺と申します。よろしくお願いいたします。 

青木主任主事 同じく総務課の青木と申します。引き続きよろしくお願いいたします。 

吉野主任主事 同じく総務課の吉野と申します。２年目になりますがよろしくお願いいたします。 

中原副主幹 続きまして会議の成立について報告いたします。 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１２名となっておりますので、本日の会議は成立しましたので報告しま

す。次に、事務局よりお伺いいたします。木更津市審議会等の会議の公開に関する条例第３条において、「審

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

議会を公開することとしてよろしいでしょうか。 

委員 異議なし。 

中原副主幹 ご異議ございませんので、本審議会を公開することといたします。それでは、議事に移ります。ま

ず、次第の５、議題の（１）会長及び副会長の選出でございますが、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。現在、会長が決まっておりませんので、

会長が決まるまでの間、議事進行につきましては、土居総務部長に仮議長をお願いしたいと存じます。土居総

務部長、よろしくお願いします。 

土居総務部長 総務部長の土居でございます。会長が決まるまでの間、私が仮議長を務めさせていただきたいと

存じますので、よろしくお願い申し上げます。本審議会の会長及び副会長は、木更津市情報公開総合推進審議

会規則第２条第１項の規定により、委員の互選により定める、とされております。委員の皆さまにお諮りいた

しますが、審議会の会長及び副会長の選挙の方法につきましては、いかがいたしましょうか。 

滝口委員 はい、議長。会長は前回同様小林委員に、副会長は武田委員にお願いしたいと思います。前回からず

っといらして、よくご存知だと思いますので、引き続きお願いしたいと思いますが、皆様いかがでしょうか。

提案します。 

土居総務部長 ただいま会長には引き続き小林委員を、副会長には武田委員をというお声がありましたが、いか

がでしょうか。 

委員 異議なし。 

土居総務部長 異議なしとの声をいただきましたので、会長は小林委員に、副会長は武田委員にお願いいたしま

す。それでは小林会長、武田副会長からそれぞれご挨拶をいただきたいと存じます。よろしくお願いします。 

小林会長 それでは改めて、前回、前々回、その前から引き続き会長を仰せつかっております。改めて責任の重

さ、重圧を肌に感じる次第でございます。その一方で審議会規則には、会長は副会長と審議会を総理するとあ

ります。その総理という言葉を思い出して、私は憲法が専門なんですが、第７３条１号に総理とありまして、

重々しいですが、ふたを開ければ同じ総理は総理です。審議会を統括管理するのが解釈だと思います。しかし

何より総理するに当たって皆さまの協力が何よりだと思いますので、何卒ご協力をお願いいたします。 

武田委員 改めて武田と申します。私は平成１９年３月３１日に国家公務員を退職いたしまして、本来ですと自

分の好きなことをやりたいと思っていたんですけれども、どういうわけか色んな役職がきましたので、ただ、

木更津市さんとの関りについては、だいぶ前ですが、ヨーロッパへの派遣がございまして、一応行かせていた

だきまして、今度は恩返しということで、やらせていただいております。現在仕事については司法書士をやり

ながら、今特に後見人をやってくれる人がいないので、後見人を７人受けながらやっております。一つよろし

くお願いいたします。 

土居総務部長 ありがとうございました。それでは、以後の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。私は席を移らせていただきます。小林会長よろしくお願いいたします。 
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中原副主幹 すいません、恐れ入ります。土居総務部長は公務がございまして、こちらで退席させていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

土居総務部長 よろしくお願いいたします。 

小林会長 改めて小林でございます。よろしくお願いします。皆様には会議に入る前にお願いでございますが、 

会議中に所用等で退席される場合は、前もって一言お願いいたします。また、発言される場合は、逐一録音さ 

れているということと、挙手をして発言していただければと思います。ご協力お願いいたします。それでは次 

第の５ですね。（２）木更津市個人情報保護条例の一部改正についてとありますが、事務局の方からよろしく

お 

願いいたします。 

青木主任主事 それでは、私から、木更津市個人情報保護条例の一部改正についてご説明させていただきます。

事前に送付させていただきました、左上に参考資料と書かれたＡ４縦４枚の資料をお手元にご用意ください。

今回の改正は、いわゆる番号法の改正に伴うものでございます。改正後の法律が今年の５月３０日から施行さ

れたことから、４月臨時会において上程し、可決されたものでございます。改正の内容といたしましては、情

報提供ネットワークシステムといわれる個人番号と紐付けされた個人情報を関係機関相互でやり取りするた

めのシステムでございます。例えば、木更津市などの行政機関が発行する各種の証明書に記載されるような個

人情報を、他の行政機関などからオンラインで照会できるようにするシステムでございます。この情報提供ネ

ットワークシステムを使用した特定個人情報、マイナンバーを含む個人情報になりますが、その情報連携につ

いて、番号法第１９条第７号に規定されております。番号法別表第２において、情報連携が可能な事務につい

て定められておりますが、この法定の事務に加え、条例に基づき独自に個人番号を利用する事務においても情

報提供ネットワークシステムを使用した情報連携が可能となりました。お手元の参考資料の番号法抜粋と書か

れたものの１ページ目の枠で囲った部分が、今回の番号法の改正で加えられた部分となります。もう１部、事

前に送付させていただきました資料で、新旧対照表と書かれたＡ４横２枚の資料をご覧ください。右側が改正

前の条例で左側が改正後の条例となっており、下線部分が改正した箇所を示しております。まず、第２条第５

号の改正についてですが、特定個人情報等の保護措置を定めた木更津市個人情報保護条例において、番号法第

１９条第７号の規定に基づき、情報提供ネットワークシステムを使用して情報連携をした際に記録される情報

照会者や情報提供者の名称や特定個人情報の項目などの情報提供等記録について、木更津市個人情報保護条例

第２条第５号で番号法第２３条第１項及び第２項を引用して定義しております。番号法抜粋と書かれた参考資

料の３ページ目以降を併せてご覧ください。この情報提供等記録について、番号法第２６条で情報提供ネット

ワークシステムを使用した独自利用事務における情報連携についても番号法第２３条が準用されるため、つま

り同じように適用されるため、準用される場合を含めて、情報提供等記録の定義を改正しようとするものでご

ざいます。次にＡ４横の資料に戻りますが、第２３条の４の表の改正についてですが、改正の理由といたしま

しては、第２条第５号の理由と同じでございます。私からは以上になります。 

小林会長 今報告があったことについて、ご質問等ありましたら。ございませんでしょうか。特に無ければ次で

すね。個人情報取扱事務の届出についてですね。これからやっていただくんですが、廃止も含めて何件かござ

いますが、個々の届出ごとに担当の方が、出席していただいて質疑応答をすると。 

中原副主幹 はい、会長。届出の方法ですが、お配りした資料で個人情報取扱事務届出一覧をご覧いただきたい

と存じます。届出事務につきましてはこれから逐次ご報告をさせていただきます。報告のやり方といいますか、

進め方としましては、一覧の順番どおりに報告をさせていただきます。ただ、上に書かれています廃止につき

ましては、事務局の方でまとめて報告をさせていただきます。その下に届出の新規と変更がございます。こち

らにつきましては事務局の説明と担当課がこちらに来ていただきまして、質疑等、事務につきまして併せて説

明させていただきます。そのように進めさせていただきます。 

小林会長 それからＡ４の個人情報取扱事務届出についてという表題のものがありますね。これはこれから報告

される個々の内容というよりも、届出を審議会に報告する趣旨目的や、届出の内容が違っても、段取りの基本

的な流れが説明されるように読めますが、そういうことでよろしいですか。 

吉野主任主事 会長からありましたが、個人情報取扱事務届出についてという資料をもとに、まず初めての委員
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さんもおりますので、はじめに報告がどのようなものかをお知らせしたいと思います。着座にて失礼いたしま

す。それでは改めまして、個人情報取扱事務届出について説明させていただきます吉野と申します。よろしく

お願いいたします。私の方から、個人情報取扱事務届の報告をする前に、この報告の根拠などについて簡単に

ご説明させていただきます。本日お手元にお配りいたしました「個人情報取扱事務届出について」と書かれた

資料をご覧ください。まず、個人情報取扱事務届出につきましては、木更津市個人情報保護条例の第 7条に規

定がございます。その目的についてですが、個人情報を取り扱う事務の状況を公表し、自己に関する個人情報

の開示、訂正、利用停止の請求をする際の個人情報の所在を知る手がかりとすることを目的としています。手

続きの流れについてですが、まず、条例第 7条1項で実施機関は、あらかじめ、市長に対し、個人情報を取り

扱う事務を行うときは、個人情報取扱事務の名称、目的、記録項目など条例所定の事項を、届け出なければな

らない旨を規定しております。また、変更や廃止についても同様です。次に、同条第４項の規定により、届出

があった事項について目録を作成するとともに、一般の閲覧に供しなければならないこととされております。

そして、市長は同条第５項により、届出があったときは、届出に係る事項を審議会に報告しなければならない

ものとされており、今回の報告はこの規定により、報告をするものでございます。以上がこの報告についての

説明になりますが、個人情報取扱事務届と事務届の説明書だけでは、個人情報がどのように取り扱われるか分

かりにくい点もあろうかと思われますので、審議会委員の皆様のご質問やご意見をいただき、それを反映させ

ることにより、より分かりやすいものとしていきたいと存じます。 

小林会長 はい、ありがとうございました。今の説明に対しご質問等はありますでしょうか。それでは私の方か

ら一言。今回もそうですが、審議会の度に、はっきり言いまして一番時間を割かれるといっても過言ではない

議題になるんですね。今後の審議会でもこれから行われる報告というのが、全体の時間の半分、場合によって

はそれ以上の時間がかかりますので、今日初めての方はじっくりと、しっかりと聞いて、あるいは不明点があ

れば積極的に質問していただければと思います。よろしくお願いいたします。 

吉野主任主事 それでは、まず、廃止届け２件のご報告をさせていただきます。本日差し替えをした届け出の一

覧をご覧ください。今回廃止となる事務は「木更津金田バスターミナル愛称募集に関する事務」と「木更津市

道の駅施設名称選定に関する事務」の事務でございます。両方とも施設の愛称を募集する事務でございますが、

どちらも昨年愛称の決定までの事務が終了しているため、廃止の報告をさせていただきます。なお、使った書

類等については文書規程により保存をしておりますが、保存している情報を新たに使うということは想定され

ておりません。廃止については以上になります。 

小林会長 はい。廃止されたという報告ですが、これについて何かご質問等ありましたら。特に無ければ、次の

報告ですね。 

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、一覧の順番で１件ずつご報告をさせていただき

ます。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。まず、ナンバリング１の事務の福祉部社会福祉課の事務になります。こちらは新しく作られた民生委員協

力員についての事務になりますが、まず社会福祉課からこの民生委員協力員についての説明をさせていただき

ます。それでは、社会福祉課よりお願いいたします。 

加藤課長 社会福祉課長を仰せつかっております加藤と申します。よろしくお願いいたします。まず資料ですが、

民生委員協力員についてのイメージという資料に基づきまして、説明させていただきます。着座にて説明させ

ていただきます。民生委員協力員制度というのは今年度から開始した制度で、木更津市独自の制度でございま

す。高齢化が急速に進展して、雇用状況が変化しており、家族のあり方などの変化等によりまして、生活に生

じる課題や悩みは多様になっております。そういった中、民生委員に期待される役割や重要性が高まっている

ところであります。しかし、民生委員の負担の増加や民生委員のなり手不足、欠員区の発生といった課題も生

じているところであります。民生委員また民生委員地区児童協議会にかかる負担軽減、活動の充実を図るため

に、民生委員や地区民児協の補佐、協力を行うために民生委員協力委員制度というものを設置いたしました。

上の図がイメージなんですけれども、民生委員協力員は市長、地区民児協の会長、地区民児協というのは市内

に１５地区ありまして、概ね中学校単位の地区になっております。その地区民児協の会長と市長の指揮監督を

受けまして、報告・相談をしながら、また担当地区内の民生委員の指揮監督を受けまして、報告・相談を受け
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ながら、それぞれ協力して地域内の福祉活動を行っていくものでございます。民生委員の負担を軽減したいと

いう趣旨から制定したものでございます。民生委員協力員につきましては、毎月、翌月の末までに活動報告書

を地区民児協の会長を経由して市長に提出するという流れになっております。今回２名の方が民生委員協力員

として委嘱されています。以上でございます。 

小林会長 民生委員協力員ですか。これは木更津市民生委員協力員設置要綱に基づく制度なんですね。その概要

の説明があって、その制度の実施団体があって、それに伴ってこういった事務届出がここで報告されていると

いうことですね。 

吉野主任主事 それでは、次に私から個人情報の届出について報告いたします。まず、資料のナンバリング１の

事務になります。「民生委員等に関する事務」になります。なお、今回はじめて届出をご覧になる委員の方も

多いと思いますので、この届出を例にして、届出の見方など、簡単に説明しながら報告をしたいと思います。

まず、変更ということで届出をしておりまして、この届出が出された理由ですが、こちらの事務はもともと民

生委員の委嘱や活動費の支給のために扱う個人情報についての届出でした。今回民生委員協力員が加わり、協

力員の委嘱や活動費の支給についても同様に個人情報を扱うため、従来の届け出に加えさせていただきました。

また、変更した箇所にはアンダーラインが引いてありますが、今回の変更にあわせて事務内容の見直しや説明

資料の書き方など全体の見直しをしていることから、全体にアンダーラインが引かれております。それでは、

まず表になっております届出書をご覧いただきたいのですが、まず、「事務の目的及び概要」「収集理由」「対

象者の範囲」ですが、こちらにはその事務の概要、個人情報を収集する理由、収集する対象者について簡単に

まとめられています。その下の「事務の委託の有無」は個人情報を取り扱う事務を実施機関以外のものに委託

し、委託する事務の中に個人情報が含まれる場合に選択するものになります。具体的には通知書の封入封緘事

務を業者に委託することなどがあります。その隣の「オンライン統合の有無」は外部と通信回線で繋がってい

る場合に選択するものになります。その下の「目的外利用」と「外部提供」ですが、こちらにつきましては、

お配りした資料の個人情報保護条例の第１１条をごらんください。まず、大原則といたしまして、収集した個

人情報につきましては、その事務の目的以外で取り扱うことはできません。ただし、１１条２項の各号のいず

れかに該当する場合は目的外利用又は外部提供をすることができると規定されております。今回の「民生委員

等に関する事務」を例にしますと、説明資料をご覧いただきたいのですが、提供先のところですが、目的内利

用と目的外利用及び外部提供に分かれております。この事務の個人情報を取り扱う目的は民生委員や協力員の

委嘱や活動費等の支給のためになりますが、委嘱のために必要な情報を千葉県に提供することや、報酬・活動

費の支給のために必要な情報を会計室に提供することは事務の目的の範囲内での提供となりますので、目的内

利用と整理しております。それ以外に提供することはありませんので、目的外利用や外部提供はなしとなって

おります。なお、表のほうの届出をご覧いただきたいのですが、右下の提供先となっているところが全てなし

になっておりますが、この提供先は目的外利用又は外部提供がある場合にその提供先が入力される箇所になり

ます。この事務については目的外利用も外部提供もありませんので、全てなしとなっております。今回報告す

る事務には目的外利用又は外部提供がある事務がございませんが、イメージを持っていただくために簡単に説

明いたしますと、例えば市県民税の課税に関する事務という届出がありまして、課税の事務の届出なので、個

人情報を収集する理由は当然課税のためになります。ただし、課税に関る情報というのは例えば健康保険税の

賦課や福祉分野での手当支給の事務など様々な事務で使われます。その際に、法令の定めなどがあることが前

提ですが、市民税課から実施機関内部の他の課などに、課税以外の目的で使う場合に提供する場合は「目的外

利用」となりまして、他の市町村や税務署といった実施機関以外に提供する場合は「外部提供」となります。

それでは、最後に一番下の「記録項目」と「収集先」ですが、「記録項目」は実際に収集する個人情報につい

て、集めるものには「選択」のところが○になっております。次に収集先はその個人情報を誰から集めるかに

ついて、記載されております。ただし、これだけでは中身について分からないと思いますので、文章になって

おります説明資料の方で「記録項目」と「収集先」について細かく記載されております。この事務では個人情

報を扱う対象者として、推薦会の委員、民生委員、民生委員協力員などがいますが、例えば推薦会の委員です

と、承諾書に記載される氏名、住所・居所、連絡先、印影、役職などの職業・職歴や、報酬を支払うために氏

名、住所・居所、連絡先、印影、取引状況、さらに源泉徴収票を作成するために個人番号、氏名、住所・居所、
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生年月日、財産・収入、金融機関名などの課税等・納付状況を記録することになっております。またその収集

先につきましては、委員本人から収集するものと今回で言えば推薦者になりますが民間・私人から収集するも

のがございます。そして、集めた個人情報は報酬を支払うためや源泉徴収票の作成のために会計室や職員課と

いった実施機関内部に目的内利用として提供がされます。民生委員や協力員の個人情報も同様ですが、誰から

どんな個人情報を集めて、どこに出されることがあるかを届出と説明書で明らかにしております。説明も併せ

て行いましたが、この事務については以上になります。 

小林会長 大変丁寧にご説明ありがとうございます。ではご質問や意見等ございましたら。私からよろしいです

か。木更津市民生委員協力員設置要綱の中で民生委員協力員の立場の方と木更津市の関係、あるいは協力員の

法的な立場というんでしょうかね。どのように定められているか、お聞きしたいんですが。 

加藤課長 民生委員協力員は地区民児協の会長の推薦のもと市長が委嘱をしております。市長の委嘱に基づく、

ボランティアという性格を持っています。制度ボランティア的な立場ですね。活動費は月額２，５００円とな

っております。 

小林会長 そうすると、地方公務員、非常勤特別職というような立場ではないということですね。 

加藤課長 制度ボランティアの形ですね。 

小林会長 制度ボランティアですか。他に何かご質問等ありましたら。 

加藤課長 協力員からは、個人情報の取扱をいたしますので、誓約書をいただいております。 

小林会長 私の質問には含まれておりませんが、そういうポイントもあるんですね。市に対して個人情報の取扱

に関する誓約書を個々に出させると。大事なポイントですね。 

清水委員 よろしいですか。市から民生委員協力員にどんな情報がいくんですか。 

加藤課長 民生委員に提供する情報とほぼ同様の情報が民生委員協力員にも提供されると思います。 

清水委員 だとすると、民生委員の場合には国の委嘱で、国家公務員としての身分がある中で、守秘義務が課さ

れています。この場合の協力員というのは、民生委員と同程度の守秘義務を負っているということでよろしい

ですか。 

加藤課長 そのとおりだと思います。先ほど誓約書をいただくというのもございましたが、守秘義務があるとい

うことを伝えております。民生委員協力員の方に説明や研修をする場合には、特に伝えているところです。 

清水委員 とても嫌な言い方なんですけれども、この手の話で、個人情報が外部漏洩してしまったと。そのとき

に誰がどういう責任を取るかという問題がありますので、協力員を信用しないわけではないんですけれども、

そこから情報漏洩があった場合、市はどういう責任を取るんでしょうか。国家賠償法の適用はないと思います

が。 

加藤課長 最悪の場合は、任命責任者である市長が、市のほうに責任があると思います。何かの損害を与えてし

まった場合は、市に賠償責任が生じると思います。 

清水委員 弁護士の先生もいらっしゃるので。もし被害者から依頼を受けたときに民事訴訟ができるということ

でよろしいですか。 

渡邉委員 国家賠償ではないですものね。 

清水委員 公務員ではないという前提ですからね。国家賠償法の適用はないだろうと。 

渡邉委員 民生委員協力員については公務員ではないので。仮に公務員であれば国家賠償法があるので自分が民

事訴訟で損害賠償を負うことはあまりないと思いますが、民生委員協力員の方は、損害賠償を負うということ

は考えられると思います。 

清水委員 そうすると、民生委員協力員の方が責任がより重いような気がしますけど、そういう理解でよろしい

ですか。 

渡邉委員 他方で公務員ではないので、秘密保持義務違反による罰則などがないという部分では、全体としては

バランスを取っているということになるのかもしれませんけど。 

清水委員 民生委員には罰則はないんでしょうか。この手の話でですね、個々の個人としてみればですね、自分

の情報というのを誰が持っているのか、どういう流れで取っているのか、ということをはっきりさせるための

制度なんですよ。場合によって漏洩があったというときに、誰に対してクレームを言えるか、誰に対して賠償
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を求められるかという部分が大きな問題だろうと思うんですが、こういう本来の民生委員制度に付加された制

度なのに扱いが違うという制度が並んでしまうと、被害者が誰にどのようなことを請求できるかという部分が

大事だろうと思うのですが。 

小林会長 確かにそうですね。 

渡邉委員 制度としての必要性はもちろんあるんでしょうからね。概括的なところといたしましては、民生委員

協力員からの情報漏えいの場合と、民生委員からの情報漏えいの場合で被害者の方の救済の方法に違いがある

というのは、確かに違和感があると思います。行政が個人情報を管理していますが、情報漏えいの規定が担保

されるのが、公務員であれば秘密を保持する義務があって、その違反による罰則があると。それが前提になっ

ていると思いますので、そういった形で私人の方に、同じような情報を出すというのは一般的には慎重になら

ざるを得ないというところはあると思いますが、それを踏まえた上で、信用して、必要性があって、議論され

ているんだという理解はしております。 

小林会長 まとめていただきましたね。すかさず質問なんですが、これは要綱に基づく民生委員協力員との誓約

書のやりとりというのは、一種の紳士協定のようなものですか。 

加藤課長 罰則という話がありましたけれども、民生委員も民生委員協力員についても罰則ではないかもしれま

せんが、解職があります。民生委員でも民生委員協力員でも個人情報の取扱で問題があった場合は解職をする

ということにはなっております。誓約書について紳士協定のようなものではないかということですけれども、

性格としてはそういうものになってしまうとは思いますけれども、民生委員協力員になっていただく以上、守

秘義務があるということは、十分伝えておりますし、個人情報の保護というのも重要なことであるということ

は意識していただいて、活動していただくということになると思います。 

小林会長 それは、協力員になった当初は誓約書を出して、誰しも、間違いないという前提で始まると思うんで

すけど、しかし、万が一のときですね、民生委員協力員ですから、中にはセンシティブな情報も扱うわけです

よね。そういうセンシティブな情報が万が一外部に漏れた場合、私どもは心配しているわけですね。法的な責

任の所在はどこにあるのかなと。 

清水委員 分かりやすそうな例を出すとですね、君津中央病院がありますよね。あそこで患者さんの情報が流出

したとします。お医者さんは医師法で罰則付きの守秘義務があります。事務局員の中の常勤の方々は地方公務

員法の適用があり罰則もあります。看護師さんや助産師さんも特別法で罰則があります。ところがですね、ク

ラークさんってわかりますか。病院に行って最初に診察券を出すところで、カルテなんかもあるんですが、受

付の最初のところですね。あの方々というのはおそらくほとんど派遣社員などで、会社との間に守秘義務の協

定は結んでいると思いますが、個々の契約ではないと思うんですよ。つまり、もし個人情報の漏洩があったと

しますと、クビになる可能性が高いんですよ。個人的な責任を負う様なシステムにはなっていないと。民法上

の不法行為は別としましてね。そうすると今の日本の個人情報制度というのは、どういう情報を保護するかと

いうよりは誰が持っている情報かで仕分けをしますよね。その結果、誰から流出したかということによって被

害者の責任追及の窓口も違えば、結論も違うと、こういうことが起きがちなんです。そういう意味で、こうい

った制度が出来て、運用されて、それ自体は大変結構だと思うんですけれども、その一方で市がどこまで責任

を負うかという覚悟があって、おやりになるのかなということをお伺いしたかったということです。 

加藤課長 最終的には市として責任を取らざるを得ないと考えておりますが、そういったことの無い様に十分注

意しまして、指導していきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。  

小林会長 というのがご回答というわけですね。 

成瀬委員 よろしいでしょうか。要綱が作られた結果、この協力員ができて、要は根拠の規定があるわけですね。 

小林会長 要綱自体が根拠。 

成瀬委員 いや、そのように説明があったんで、この新しい協力員を設置する根拠規定っていうのが必要ですよ 

ね。その根拠があるから多少なりとも報酬もあるんですけど。その中にどのようなことが書いてあるのかなと

いうのが１つ。それから最終的に責任を市長がというのは、公法的なものとか、国家賠償が出来ないのか、使

用者責任しかないですよね。ただ市長相手に使用者責任というのは、山田先生どうなんでしょう。 

山田委員 使用人とかいうことでまず市長が責任を負って、その漏洩した人と漏洩された人とは直接関係無いわ
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けですよね。不法行為はあるんでしょうけど。そうじゃないとすると、市長のほうが漏洩された人には責任を

負って、市長から漏洩した人に誓約書に基づく求償をするっていう形になるのかなと考えていたんですけれど。 

成瀬委員 その誓約書というものに頼るのか、その前の要綱か何かを作っているわけですから、そこに入れた場

合どうなるか。ただ、厳しく書くと誰もやらなくなりますよね。 

小林会長 そうなんですよね。苦しいところはそこなんだと思います。 

成瀬委員 公務員の場合、民間の損害賠償保険に市役所の方も入っている方いると思うんですけれども、それを

この協力員にもですね、入って掛け金は市が払ってくれる、たいした金額ではないですからね。 

清水委員 それなら安心して流出できる。 

成瀬委員 流出できるということになるのか、最終的に市が払う予算が少なくなるのか。どっちを重視するかで

すよね、制度設計的に柔軟にやるということを考えれば、色んなリスクは出てきますし、ガチガチにやってし

まえばシステムが機能しなくなりますから。ですからできるだけ運用しやすいけれど、万が一が起こったとき

の市民の人の被害を金銭面なりで填補する、まさか今の時代に、漏れてしまって、刑罰ってわけにはね。 

清水委員 ですから、この制度そのものが悪いということではなくてですね、損害賠償の受け皿というか、何か

しらの方策を後ろからかけていただきたいと、私は思うのです。制度設計にもう少し工夫をしていただけたら

と。個人情報の取り扱いについてはこれで結構ですからという風に思います。付帯意見です。 

小林会長 成瀬先生と清水先生が審議会を代表して指摘というか、ご提案ですか。 

清水委員 そうです。少し怖い制度だなと。 

小林会長 そういうことを考慮していただけたらと。制度自体は大変良い制度だとここにいる皆さん思っている

のですが、万が一のことを、協力員が扱う情報のことを考えると、ひとたび外に漏れると大変なことになるこ

とが多いので、我々はそこを心配して、なるべく提案を取り入れてくれたらということでよろしいかと思いま

す。こればかりに時間を取られてもいけませんが、他に。 

清水会長 全く余分なことですけれども、届出のほうの語句なんですけれども、項目の４とかですかね、実施「期

間」になっていますが、「機関」の間違いでは。 

中原副主幹 届出書のほうなんですけれども、下の項目の左の数字の番号で申し上げますと、３番、４番、５番、

６番、８番ですが、こちらに実施「期間」とありますが、「期間」の字が変換ミスで「機関」が正しいです。

申し訳ございません、訂正をお願いします。 

小林会長 訂正をして、他に質問が無ければこの届出は以上ですね。件数も件数ですが、最後までやりますか。

それともここで休憩を挟むこともいかがと思いますが。 

中原副主幹 会長すいません、次の追加の部分が同じ民生委員協力員の活動報告の届出ということで、追加を併

せてさせていただきたいので。 

小林会長 それでは、そちらをお願いします。 

吉野主任主事 それでは、同じ民生委員協力員についての事務になります。ここからの報告は簡単な事務の概要

と主に取り扱う個人情報について報告しますので、よろしくお願いいたします。本日追加させていただいた事

務になりますが、「木更津市民生委員協力員の活動報告に関する事務」になります。こちらは、民生委員協力

員が行う事務の中で、担当区域内で行った活動について地区民生委員児童委員協議会の会長に報告をしますが、

その報告の中の相談事項などに個人情報が含まれる可能性があるため、その相談者の個人情報を取り扱います。

なお、収集する項目について、事務の性質上、多岐にわたっておりますが、原則として報告書には個人情報を

記載しないこととなっており、会長から市へ報告される際にも、会長のもとで不必要な個人情報については、

削除した上で報告をすることになっておりますので、その上で必要とされた項目について、市は収集するとい

うことになります。この事務について以上になります。 

小林会長 はい。ご質問等ございましたら。特にございませんでしょうか。収集項目が多岐にわたりますよね。 

特に無ければ。それではここで１０分ほど休憩としましょう。 

 

～休憩～ 
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小林会長 引き続き個人情報届出の報告をお願いします。 

吉野主任主事 引き続きまして、福祉部障害福祉課の事務になります。資料のナンバリング２の事務「障害者プ

ラン作成に伴うアンケート実施事務」についてです。こちらは、障害福祉政策の方向性等を定める基本的な計

画である障害者プランを作成するために行うアンケートを実施するための事務になります。なお、アンケート

の回答については無記名で行われますので、回答結果に関る情報は、個人特定ができないため、個人情報には

あたりません。扱う個人情報についてはアンケートの送付、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、ご質問等があれば。無ければ次に。 

吉野主任主事 つづいて、都市整備部建築指導課の事務になります。資料のナンバリング３の事務「建築物のエ

ネルギーの消費性能の向上に関する法律にかかる事務」になります。この事務は変更の届出となりますが、法

の改正に伴い、新しく省エネ適合性判定についての申請や、一定規模の建築物を建築しようとするときは届出

が必要になったことから、それらの事務の追加と根拠法令について変更を行いました。なお、収集する個人情

報の記録項目については従来と変更はありませんが、代理人や書類に記載される設計士の個人情報もあること

から、収集先について見直しをしております。以上になります。 

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 設計士の個人情報とおっしゃいましたが、これは法人情報ではないですか。事業を営む個人ではない 

ですか。 

中原副主幹 清水委員のご指摘につきましては、説明書の収集先のところの中に設計者の情報、下から 2行目で 

すが、設計者の情報ということで氏名、印影等とありますが、これが個人情報となっていますが、これは事業 

を営む個人であって個人情報ではないのではというご指摘でございます。今確認をいたしまして、確かに図面 

等に添付種類に図面等がある場合、そこに設計をした方の情報が書いてあることが確認できましたが、清水委 

員のおっしゃるとおりですね、設計者につきましては個人情報というよりも、事業を営む個人の情報、当該事

業を営む者の情報という形の整理でいけば、個人情報ではないという整理ができるかなというところでござい

ます。そうしますと、設計者の情報と書かれたところの氏名、職業・職歴、資格・許可につきましては個人情

報ではないと。ただ、印影につきましては事業を営む個人の印影という部分と、純然たる個人の印影との使い

分けが現実にされてはおりませんで、木更津市では印影につきましては、法人の印影につきまして、現状の対

応といたしますと、不開示としている状況を考えますと、印影につきましては設計者の個人の情報の可能性も

あるということで、ここの部分は個人情報という整理になろうかと思いますが、氏名、職業・職歴、資格・許

可につきましては、事業を営む個人という整理をさせていただければですね、この部分は個人情報ではないと

いう整理をさせていただければと思います。そういった形で訂正をさせていただければ思います。少し整理を

させていただきます。お待たせしました。事務届出書につきましては、訂正はございません。説明書になりま

すけれども、訂正箇所を申し上げますと、中段の（記録項目）と書かれたところの下から２段目のアンダーラ

インが引かれたところで、頭から読みますと申請書に記載される設計者の情報として、その次の氏名を削除さ

せていただきます。続きまして印影はそのまま残させていただきまして、職業・職歴、資格・許可この項目に

ついても削除させていただきたいと思います。訂正後といたしましては申請書等に記入される設計士の情報と

して印影を記録項目としています、という形で訂正をさせていただければと思います。続きまして、その下の

（収集先）のところでございますが、下から２行目中段以降設計者の情報の括弧の中ですが、氏名、職業・ 

職歴、資格・許可の文言につきまして削除の訂正をさせていただきます。訂正後は設計者の情報（印影）を民

間・私人から収集します、という形で訂正をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

小林会長 もう一度確認ですけれど、届出書のチェック項目に関しては訂正は無しですか。 

中原副主幹 はい。 

小林会長 それに対してこの届出書の説明をする文書ですね、その中での訂正があるとのことですね。 

成瀬委員 1つよろしいですか。設計士という言葉と設計者という言葉があって、設計士の情報、設計者の情報 

とあるのは、使い分けを意図的にしているのでしょうか。 

中原副主幹 申し訳ございません。使い分けはしていませんので、正しくは設計者に統一させていただきます。 
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下から4行目の設計士という文言につきましては設計者に訂正をお願いします。あと、戻ってすいません、先 

ほどの設計者の情報のところが１つ訂正箇所が抜けておりました。併せて訂正させていただきます。（収集先）

のところの上から２行目の後段部分にも設計者の情報ということで氏名、印影、職業・職歴、資格・許可がご

ざいましたので、こちらの方も印影だけを残した形で、氏名、職業・職歴、資格・許可は削除をお願いしたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

小林会長 他にご質問、ご指摘ありましたら。ちょっと確認したいんですが、訂正が何箇所かあったこの説明書 

は届出書との関係といいますか、届出書をより分かりやすくするために、こういう説明書があると、各届出ご 

とに添付されているということでよろしいですね。 

中原副主幹 はい。 

小林会長 したがって、届出書が本体といいますか、それをより具体的かつ分かりやすく詳細列記をしたものが 

説明書ですね。この２つは符合するもので、齟齬があってはならないのですね。 

中原副主幹 はい。 

小林会長 それでは、他に質問等が無ければ次に。 

吉野主任主事 つづいて、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４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。この事務も変更となりますが、この事務につきましては、前回３月

に行われた審議会で一度報告をいたしましたが、その中でご指摘があり、再度事務の見直しをしたものになり

ます。内容といたしましては、前回の届出では、１８歳未満の者がエキストラ登録を希望する場合は保護者の

同意が必要として、保護者の氏名と押印を求めておりましたが、保護者の定義や１８歳未満という年齢につい

ても曖昧な部分がございました。今回見直しにより、申請時に１８歳未満だったのを、申請時に未成年者とし、

保護者についても法定代理人の保護者と明確にしまして、また、保護者の住所・居所、連絡先や続柄について

も記載をさせることにいたしました。以上になります。 

小林会長 はい。これは前回指摘されたもので、それに基づく訂正版になるわけですね。その訂正箇所というの

が、未成年者、法定代理人の保護者、それに伴う保護者の情報ですね。それが追加、訂正されたと。何かご質

問等がございましたら。よろしいですか。よく駅とか港に行く大通りを通ると撮影やってますよね。その際の

エキストラですか。 

渡邉課長 はい、そうです。 

小林会長 エキストラ派遣に市が協力していると。 

渡邉課長 予め登録をしていただいております。 

小林会長 なるほど。予め登録をしていると。それで撮影がされるたびに、登録をされている方々に出演してい

ただくということなんですね。ご質問等がございましたら。無ければ次を。 

吉野主任主事 それでは、最後になります経済部産業振興課の事務になります。資料のナンバリング５の事務「木

更津市移住・定住促進に関する相談事務」になります。こちらは、市外からの移住や定住希望者のための相談

窓口を設け、円滑に木更津市への移住・定住ができるように支援をすることを目的としています。特に不動産

に係る相談については、希望する不動産の条件を不動産情報等問い合わせフォームをもとに、相談者の希望す

る条件をまとめ、その希望条件を協定を結んでいる一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会南総支部に照会し、

その照会結果を担当課より相談者に連絡します。扱う個人情報については、相談者の情報を扱います。以上に

なります。 

小林会長 何かご質問等がございましたら。特にございませんか。無ければこれで届出に関する報告は終わりで

すね。それでは最後ですね。その他平成２８年度情報公開制度、個人情報保護制度及び会議公開制度の実施状

況について事務局からお願いします。 

渡辺主査 それではお配りした資料の中で、Ａ４縦木更津市平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日の情

報公開制度の施行状況と個人情報保護制度の運用状況、会議公開制度の実施状況の資料をご用意ください。そ

れでは平成２８年度の情報公開制度の施行状況から説明させていただきます。まず、情報公開制度ですが、７

人の方から７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４件、教育委

員会に対してのものが１件、農業委員会に対してのものが１件、消防長に対してのものが１件となっておりま
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す。決定状況としましては、開示決定をしたものが３件、部分開示決定をしたものが４件の合計７件でござい

ます。部分開示決定をしたもののうち不開示の理由の内訳としましては、個人に関する情報が２件、法人等に

関する情報が２件、人の生命等の保護等に関する情報が３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。次に、個人情報保護制度の運用状況です。１８人の方から１８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１６件、教育委員会に対してのものが２件となっております。

決定状況としましては、開示決定が５件、部分開示決定が９件、不存在決定が４件の合計１８件です。部分開

示決定をしたもののうち不開示の理由の内訳としましては、個人に関する情報が９件、事務事業執行過程にお

ける情報が２件でございます。最後に会議公開制度の運用状況でございます。合計２２９件の会議の開催があ

り、そのうち全て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、市長部局

が１８８件、教育委員会が４１件となっております。公開・非公開の決定状況としましては、全部公開が８０

件、一部非公開が６件、非公開が１４３件となっております。非公開の中で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。以上となります。 

小林会長 情報公開、個人情報保護、最後に会議公開制度の昨年度の運用状況についてのご報告ですね。ご質問

等がありましたら。特に無いようですので、次第はこれで最後になりますね。事務局の方から他に何かありま

したら。 

中原副主幹 事務局からは特にございません。 

小林会長 では、順番が前後してしまいましたが、今回の審議会全体について、何か委員さんのほうで何かござ

いましたら。ご意見、ご質問等ありましたら。特にございませんでしょうか。それでは、以上をもちまして、

平成２９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２９年 ９月  １日 

             

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


