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平成１７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１７年１１月８日（火） 午前１０時００分から午前１２時００分まで 

○開催場所：木更津市役所第２庁舎２階会議室 

○出席者氏名 

審議会委員：江尻澄、小林伸一（会長） 、齋藤福一、清水幸雄、鈴木音彌、関口正義、 

堤一之（副会長） 、鳥飼友季夫、長野史郎、錦織正道、平野佳世、山田次郎 

木更津市 ：池田総務部次長 

（事務局）総務部総務課 鈴木参事、小河原副主幹、高岡主査、内田主任主事 

（関係課）市民生活部市民課 鈴木課長、鈴木副主幹、原主査 

○議題等及び公開非公開の別 

：報告事項 ⑴ 個人情報取扱事務の届出 公開 

⑵ 木更津市住民基本台帳に係る事務の適正な運用について 公開 

○傍聴人の数：０人 

○会議の内容 

開会 

委員紹介（錦織委員の紹介） 

次長挨拶 

会長 お手元にあります前回の、第１回の会議録の案でございます。木更津市審議会等の会議の公開に関する条 

例の第９条によりまして審議会は会議録を作成することになっております。私も含めて発言内容等についてご 

確認をいただいたうえで修正等がございましたら１１月１４日、月曜日までに事務局へのご連絡をしていただ 

きたいと思います。よろしくお願いいたします。逐語の大変細かいものであります。皆様がご発言なさった点 

を中心にいたしましてご確認したうえで何か修正等ありましたら事務局のほうに１１月１４日までによろしく 

お願いいたします。 

それでは、議題に入りたいと思いますが、まず報告事項の第１点目、個人情報取扱事務の届出につきまして 

事務局からお願いします。 

事務局 個人情報取扱事務の届出の報告をさせていただきます。お配りしてあります資料のなかに個人情報取扱 

事務の届出事項と書かれたものがあろうかと思います。これは、前回の審議会から今回の審議会までの間に木 

更津市個人情報保護条例第７条第１項の規定によりまして個人情報取扱事務の届出がなされたものです。 

個人情報保護条例第７条第１項の規定によりまして、実施機関は、同条に規定する個人情報を取り扱う事務 

を行おうとするときは市長に対し、一定の事項を、個人情報取扱事務の名称及び目的、個人情報の記録項目な 

どを届け出なければならないとされてございます。届け出た事項を変更しようとするときも同様に届出が必要 

であり、また、個人情報保護条例第７条第４項の規定により、届け出た個人情報取扱事務を廃止したときも届 

け出なければならないとされてございます。そして、個人情報保護条例第７条第６項の規定によりまして、こ 

うした届出がありましたときは、その届出事項について本審議会に報告しなければならないとされてございま 

す。

今回、報告させていただきます個人情報取扱事務の届出の件数は、合計３件でございます。これらは、企画 

政策部秘書課から届出がありましたもので、 すべて変更の届出となっております。 変更箇所といたしましては、 

記録している項目及び情報の収集先が変更されたものでございます。事務の内容といたしましては、１つ目の 

ものが、市政功労者表彰内申書ということで、作成目的は、本市の公共の福祉増進に尽くし、功労が極めて顕 

著な者又は善行優れた者で、特に他の模範である者を功労者として表彰するためとなっております。２つ目の 

ものが、職員表彰内申書の事務でありまして、作成目的は、市職員として２０年以上勤務し、誠実にその職務
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を勤めた者を功労者として表彰するためでございます。３つ目が、表彰実績を記録するものである功労者表彰 

名簿にかかる事務の届出でございます。個人情報取扱事務の届出についての報告は以上でございます。 

会長 ありがとうございました。３件届出があったということで、何かご質問等ございましたら。 

清水 どこが変わったのですか。 

会長 変更という前置きがありましたからね。では、お願いします。 

事務局 まず、市政功労者表彰内申書につきましては、記録している項目の欄のうち、性別という箇所のチェッ 

クが取れ、賞罰という箇所のチェックがつき、納税状況という箇所のチェックが取れまして、情報の収集先と 

しましては、 実施機関内部、 他の官公庁、 民間・私人の項目にチェックがついたという変更になっております。 

次に、職員表彰内申書につきましては、記録している項目の欄のうち、住所という箇所のチェックが取れ、 

年齢という箇所のチェックがつきまして、情報の収集先の項目の実施機関内部にチェックがついたという変更 

になっております。 

そして、功労者表彰名簿につきましては、記録している項目の欄のうち、識別番号という箇所のチェックが 

取れまして、情報の収集先の項目の実施機関内部、他の官公庁、民間・私人の項目にチェックがついたという 

変更になっております。以上です。 

会長 他に何かご質問があれば。なければ、続きまして、報告事項の（２）木更津市住民基本台帳に係る事務の 

適正な運用について報告をお願いいたします。 

事務局 まず、総務課のほうからご紹介させていただきます。木更津市住民基本台帳に係る事務の適正な運用に 

つきまして、こちらにつきましては、所管が市民生活部市民課になります。担当職員出席しておりますので、 

そちらのほうから内容につきまして説明するようになります。 

市民課 木更津市住民基本台帳に係る事務の適正な運用に関する条例案要綱につきまして、条例制定の目的趣旨 

等につきまして配付いたしました資料に基づきまして簡単にご説明させていただきます。まず、条例制定の目 

的でございますが、委員の皆様ご承知のとおり住民基本台帳は地方自治法第１３条の２の規定に基づき住民の 

地位に関する正確な記録整備のため制定されたものでございます。住民基本台帳法第３条は市町村長の責務と 

して常に住民基本台帳を住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理 

が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならないと、また、市町村長その他の市町村の 

執行機関は、住民基本台帳に基づいて住民に関する事務を管理し、又は執行するとともに、住民からの届出そ 

の他の行為に関する事務の処理の合理化に努めなければならないとされてございます。この住民基本台帳の取 

扱いにつきましては総務省から通知される事務処理要領等により事務の執行を行ってまいりましたが、社会情 

勢の変化により住民基本台帳に記録された情報を利用した犯罪の発生、また、今年４月に個人情報保護法が全 

面施行されたことなどもあり、個人情報に関する住民意識なども高まり、原則公開とされている住民基本台帳 

の情報につきましても保護されるべき個人情報という認識に変化しております。このような状況を踏まえ、自 

治事務として市で事務を進める上で必要な事項を定める住民基本台帳法と個人情報保護法との調和を図ること 

により住民基本台帳制度の適正な運用に資することを目的として条例を制定しようとするものであります。 

それでは要綱の概要について簡単にご説明申し上げます。詳細につきましては担当のほうから後ほど説明い 

たしますので。主なものとしては、第３でございます。本人確認ですが、これにつきましては、なりすまし等 

を防止するため、第２で定義する請求等を行う者の本人確認をより厳格に行うための方法を規定したものでご 

ざいます。それから、第７ 住民基本台帳の一部の写しの閲覧の制限につきましては、総務省の住民基本台帳 

の閲覧制度等のあり方に関する検討会では、今年、原則公開となっている現行制度を廃止し、原則非公開とす 

るよう求める最終報告をまとめました。この結果を受け、総務省は住民基本台帳法改正案を来年の通常国会に 

提出することとなっております。本市では法律が改正されるまでの間、その隙間を埋め、個人情報を保護する 

ため、閲覧に係る請求のうち被閲覧者を氏名住所により特定できないものにあっては当該請求を拒むものとい 

たしました。これにより、大量閲覧による個人情報の流通と閲覧制度を悪用した犯罪の発生等を防止しようと 

するものであります。３点目でありますが、第８ 住民票の写し等の交付等の請求についてでございます。住 

民票の写しや戸籍の附票の写しを請求するものに対し、虚偽の請求を防止するため、被請求者との関係を明ら 

かにする書類の提出又は提示を求める規定でございます。４点目といたしまして、第１０ 請求事由等の調査
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ですが、住民基本台帳の一部の写しの閲覧等に係る請求事由及び届出事項に疑義がある場合、調査をすること 

ができる旨を規定したものでございます。最後になりますが、第１２ 被害者等に対する支援措置でございま 

す。これにつきましては、ストーカー行為、ドメスティックバイオレンス、高齢者の被害者の保護を目的とし 

て、被害者あるいは関係機関からの申出により被害者の住民情報についての請求を拒否しようとするものでご 

ざいます。以上簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。詳細については担当の方から説明し 

ますのでよろしくお願いします。 

市民課 条例案要綱に基づきまして、各項目ごとに説明させていただきます。 

まず、 目的の部分でございますが、 先ほどその趣旨について説明がありましたので割愛させていただきます。 

それでは、第２の定義のほうから説明させていただきます。この条例において使用する用語は住民基本台帳 

法で使用されている用語のほか、この第２の各号に定めるところによるところでございます。 

⑴ 請求等でございますが、まず請求については、住民基本台帳法で規定されております住民基本台帳の一 

部の写しの閲覧、住民票の写しの交付、住民票記載事項証明書の交付、戸籍の附票の写しの交付、住民基本台 

帳カードの交付といった請求でありますが、法第１２条の２第１項及び第３０条の３第１項の規定による請求 

を除くとあります。この第１２条の２というのは、住民基本台帳ネットワークを使用したもので、他の市町村 

の住民からの請求による住民票の交付、それから、第３０条の３第１項、これにつきましては、住民票コード 

の記載の変更にかかる請求で、 これらは請求等から除かれております。 続いて、 申出又は届出でございますが、 

まず届出につきましては住民基本台帳法第４章に規定する届出があります。いわゆる、転入届、転出届等の届 

出になります。申出は、第１２の部分に規定があったかと思いますが、ＤＶ、ストーカー、高齢者の保護支援 

措置の申出があります。 

続きまして、⑵ 住民票の写し等でございますが、住民票の写し若しくは住民票に記載をした事項に関する 

証明書又はそれに伴いまして住民票が消除された場合の消除された住民票の写し等を規定したものでございま 

す。

⑶ 住民等につきましては、住民基本台帳に現に記録されている者、市が保存する消除された住民票に記録 

されている者又は市が作成した戸籍の附票若しくは法第１８条の規定により消除された戸籍の附票に記録され 

ている者としております。 

⑷ 住民基本台帳ネットワークシステム、これは、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方 

法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準に規定する住民基本台帳ネットワーク 

システムということでございます。 

引き続きまして、 

会長 ここで一旦。全部報告された後に質問等を設けるようになるのか区切るのか、どのようにお考えか。 

市民課 では、章ごととか、途中で区切る形をとりたいと思いますがよろしいですかね。 

会長 例えば、章ごとであれば、第１章総則と第２章まとめていってしまっても。 

市民課 では、第２章の部分でございますが、まず第３の本人確認。 

請求等を行う者は、次の各号のいずれかの書類を市長に提示することにより、請求等を行う者本人であるこ 

とを明らかにしなければならないものとすること。ただし、市長が、請求等を行う者に対し、規則の定めると 

ころに従い質問等による調査を行うことにより、請求等を行う者本人であることを確認できる場合は、この限 

りでないものとすること。 

⑴ 官公署が発行し、本人の写真が貼付されたもので、市長が規則で定める書類 

⑵ 官公署が発行し、本人の写真が貼付されていないもので、市長が規則で定める書類 

２ 前項の規定は、請求等を行う者の代理人が請求等の手続を行う場合については、代理人本人であることを 

明らかにする書類を提出しなければならないものとすること。 

この本人確認の部分が、市民課での請求等に関するもの、それから、届出、そういったものについて、一番 

関心のある部分でございます。 

ここでは、一番問題となるのは、なりすまし。それから、虚偽の届出、そういったものになってしまいます 

ので、なりすまし等を防止するため、請求等を行う者本人であることを確認する方法を、規定したものでござ
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います。 

規則で別に定める書類について例示いたしますと、⑴につきましては、写真が貼付された住民基本台帳カー 

ド、運転免許証、海技免状、無線従事者免許証などの官公署が発行し、本人の写真が貼付されたものでござい 

ます。⑵につきましては、健康保険証、国民年金証書などの官公署が発行し、本人の写真が貼付されていない 

ものでございます。なお、⑴⑵につきましては、限定列挙いたします。 

また、⑴⑵の書類を提示又は提出できない場合は、質問等の調査を行うことで本人確認を行うものでござい 

ます。 

この本人確認は、代理人についても準用いたします。 

第４ 代理人の資格の確認でございますが、第３の２の場合において、代理人は、当該請求等の手続に関す 

る代理権を確認できる書類を市長に提出しなければならないものとすること。ただし、市長が質問等による調 

査により、当該請求等の手続に関する代理権を確認できる場合には、この限りでないものとすること。 

これは、代理人の代理権を確認するため、委任状等の提出を義務付けたものでございます。「ただし書」に 

ついては、法定代理人などで、代理権が明らかな場合の例外を規定したものでございます。 

第５ 住民票の写しの交付の特例等における本人確認等。法第１２条の２第１項の規定による住民票の写し 

の交付の請求又は法第３０条の４４第１項の規定による住民基本台帳カードの交付の求めに対して行う本人で 

あることの確認に関する事項、代理人の資格の確認に関する事項その他必要な事項は、法、住民基本台帳法施 

行令及び住民基本台帳法施行規則に定めるもののほか、市長が規則で定めるものとすること。 

住民基本台帳ネットワークシステムを利用した、他の市町村の住民の求めに応じて交付される住民票の写し 

の請求、まあ、広域交付と申します、及び住民基本台帳カードの交付請求に係る本人確認の方法について、規 

定したものでございます。 

広域交付について説明いたしますと、他の市町村に住民票が記録されている住民が、本市に対し、自己又は 

自己と同一の世帯に属する者の住民票の写しを請求できる、という制度でございます。この場合、住民基本台 

帳カードのほか旅券、運転免許証などで本人の写真が貼付されたものを提示しなければならないとされており 

ます。また、この本人確認は市町村長が適当と認める書類とされております。木更津市の場合には、先ほど申 

し上げました官公署が発行し、本人の写真が貼付されたもの、例示すると、自動車運転免許証、旅券、住民基 

本台帳カード等となると思います。 

次に、住民基本台帳カードの交付申請について、同様に総務省令で、本人確認は市町村長が適当と認める書 

類の提示が必要となっております。このため、本人確認書類として第３の１の⑴⑵に掲げる書類の提示を義務 

付けるものでございます。具体的には、申請者本人又は法定代理人が交付請求をする場合には写真が貼付され 

た本人確認書類、申請者本人が指定した者の申請の場合は照会の回答に合わせて第３の１の⑴の書類の提示を 

義務付けるものでございます。 

続きまして、第６ 請求の制限 

清水 ここで、本人確認のところで、一段落ついたらそこで一旦切っていただけませんか。 

会長 そうですね。２章というのはたいへん膨大な量なので。本人確認のところで。大きなポイントのひとつで 

すよね、本人確認はこの条例案の中で。 

市民課 はい。 

会長 では、第５まで終わったんですよね。 

この条例案の大きなポイントのひとつである本人確認といったところについて、何かご質問等はございます 

か。 

清水 第３の１と２の読み方が問題なのですが、１では、請求等を行う者はいずれかの書類を出せと、そのこと 

は分かりました。それは分かったのですが、２のほうの、前項の規定はというのはですね、例えば、小林先生 

の住民票なりを清水が代理人としてやるというケースのときに、１のほうは小林先生のことを指すのですが、 

２のほうは清水のことを指すのです。そうすると、代理人の請求というやつは請求等を行う者には入らないの 

ですよね。今のケースだと、小林先生に関する本人確認の書類はいらないけれども、清水について代理人本人 

であることを確認する書類をとると。そういう理解でよろしゅうございますか。それとも、小林先生の本人確
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認ができる書類を持ってこいという話ですかね。 

会長 事務局。 

清水 つまり、請求者はあくまでも小林先生と書いてあって、その代理人の清水という申請書だろうと思います 

ので、代理人のほうに名前が書いてあるときはまあ私の確認書類だけがあれば良くって、小林先生に関する書 

類はいらないと。そういう１、２の関係でよろしゅうございますか。 

市民課 はい。 

清水 もう１点はですね、１の３行目のところで、２行目の途中のほうからただし書があって、本人確認書類は 

ないけれども、市長が、請求等を行う者に対し、規則の定めるところに従って質問等の調査を行う。いろいろ 

調べて本人だと分かったら認めましょうと。それは結構な制度だろうというふうには思うのですが、ここでは 

規則の定めるところに従いと書いてありますよね。ところが、この先の第４のところでは、代理権を確認でき 

る書類を市長に提出しなければならないものとすることというふうに言っておいて、その次のただし書では、 

市長が質問等による調査によりですから、こっちのほうは規則に定めるところにはよらないという趣旨なので 

しょうか、それとも、こっちは規則をつくる気はないということなのでしょうか。同じ質問等による調査とい 

うことが出てくるのですが、上のほうは規則の定めるところに従ってきちんとやりますよと、下のほうは規則 

なんか定めませんよという趣旨なのでしょうか。 

市民課 今のご質問でございますが、実は後で説明するのもあるのですが、第３の１、第１０、第１８の３で、 

規則で定めるところに従い質問等による調査、という項目がございます。具体的には、質問等の部分でござい 

ますが、請求等を行う者からの聞き取り及び書類の提出により行うものと規則で規定する予定でございます。 

ここで、書類という言葉が現れてくるのですが、書類につきましては、キャッシュカードであるとか、本人で 

あることが分かる書類を提出ということに。 

第４につきましては、法定代理人等の確認ができた場合で、 

清水 質問は、第４の調査というのは規則の裏付けはないのかということ。 

市民課 記載漏れということで、同じように、規則で定めるところに従いというように。 

会長 ということですね。 

では、ほかに何か。時間の関係もございますから。特に質問なければ進めたいと思いますが。 

市民課 それでは、第６ 請求の制限。 

次に掲げる請求は、請求を行う者が直接請求書を提出することにより行わなければならないものとすること。 

ただし、請求を行う者が１５歳未満の者又は成年被後見人である場合にあっては、その法定代理人がこれを行 

うものとすること。 

⑴ 住民票コードが記録された住民票の写し等の法第１２条第１項の規定による請求 

⑵ 法第３０条の３第１項の規定による請求 

これは、 住民票コードを記載した住民票の写しの請求、 住民票コードの変更請求について、 住民票コードが、 

それ自体で個人が特定できてしまう、その秘匿性から本人又は法定代理人からの請求に制限したものでござい 

ます。 

第７ 住民基本台帳の一部の写しの閲覧の制限。 

１ 市長は、法第１１条第１項の規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧に係る請求のうち、被閲覧者を氏 

名、住所により特定できないものにあっては、当該請求を拒むものとすること。ただし、次に掲げる請求につ 

いては、この限りでないものとすること。 

⑴ 官公署の職員が職務上行う請求 

⑵ 規則で定める報道機関が報道の用に供する目的のために行う請求で公益上必要と市長が認めたもの 

⑶ 規則で定める学術研究機関が学術研究の用に供するために行う請求で公益上必要と市長が認めたもの 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、公益上必要があると認められる事由その他の市長が認めた事由に係る請求 

２ １の請求をしようとするものは、規則で定める事項を明らかにして請求しなければならないものとするこ 

と。 

３ 市長は、１ただし書の規定による請求があったときは、当該閲覧の公益性について審査をし、閲覧の可否
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について決定するものとすること。 

４ ３の決定は、規則で定める期間内に行わなければならないものとすること。 

５ 市長は、１ただし書の規定による請求があった場合において必要があると認めるときは、木更津市情報基 

本条例第１５条に規定する木更津市情報公開総合推進審議会に意見を求めるものとすること。 

６ 市長は、１ただし書の規定による閲覧にあっては、現に閲覧を行う者について、第３の本人確認を行うも 

のとすること。 

７ 市長は、第１の２号から４号までに規定する請求に該当するとして当該閲覧に係る請求に応じた場合にお 

いて、その閲覧させた情報の適正な管理を行うため、当該請求を行った者に対し、当該情報の利用状況等に関 

し、報告させることができるものとすること。 

これは、住民票の一部の写しの閲覧について、現行住民基本台帳法では何人も閲覧できると規定されており 

ます。しかしながら、大量閲覧による住民情報の流出と、閲覧制度を利用した犯罪の発生等を抑止するため、 

閲覧を制限するものでございます。 

また、法第１１条第３項で閲覧の制限・拒否の理由として不当な目的が規定されておりますが、定義が明確 

でないため、不当にあたらないものを各号に規定したものでございます。なお、⑷は、市政協力員の行う公益 

性のある業務、地域新聞等の行う公益性のある業務に関する閲覧について規定したものでございます。 

２は、請求事由、閲覧の範囲とし、規則で規定いたします。 

３、４で公益性の事前審査をしたうえで、その可否について決定いたします。期間については個人情報保護 

条例などを例によりまして１４日間とし、延長可能といたします。 

５は、必要に応じまして、当審議会に対し意見を求めるものとしたものでございます。 

６は、法人等の閲覧請求に際して、実際に閲覧を行うものの本人確認を定めたものでございます。 

７は、閲覧により取得した住民情報の利用状況等について、追跡調査をできるとしたものでございます。 

現行の閲覧制度による必要な項目でございますけれどもこれは木更津市の公式ホームページの中に掲載し 

てございます。現在閲覧につきましては、閲覧の申請書、それと、誓約書、で、法人の場合は、法人登記簿謄 

本の写し、プライバシーポリシー、いわゆる個人情報保護法を踏まえた事業者の対応の分かる資料を、これは 

規定ある場合が多いと思います。それと調査案内等の内容のわかる資料、どのような成果品を予定しているか 

わかる資料を、申請書にあわせて添付させるかたちで、いま閲覧を行っております。それと先ほどの説明であ 

りましたとおり、申請書をご覧いただきますと請求者が法人である場合は、氏名欄に法人名が記載され、代表 

者印が押されて請求されてまいります。それで、閲覧者の部分でございますが、社員であるとか、また、その 

委託を受けたものであるとか、そういったものが現在申請の中で、記載されておりますけれど、ここの閲覧者 

の部分の本人確認も現在も実施しております。今回の条例でもこの部分は規定してございます。規則で規定す 

る閲覧内容でございますが、閲覧の範囲、この例によりますと、生年月日、例えば、この例でいきますと５９ 

年４月から６０年３月までに出生した女性に限りということで、閲覧目的又は用途等については、成人式のた 

めというようなのが従前の方法でございましたが、実際には成人式を迎える人を対象に振袖の購入を促すダイ 

レクトメールを送る、と具体的に明記されております。で、添付書類が先ほど申した、誓約書等になります。 

今回の条例の制定によりまして、この申請書、添付書類については、同様に規定する予定でございますが、公 

益性のあるものに限定されることに伴いまして、閲覧目的又は用途の部分が、ここに例示したようなダイレク 

トメールそういったものについては閲覧ができなくなる、そのように規定してございます。 

また誓約書につきましては、会社の代表者印をいただきまして、閲覧者、実際に閲覧をした者の氏名と押印 

をしていただき、誓約書に記述されたような事項を提出していただくということになっております。 

引き続きまして、第８ 住民票の写し等の交付等の請求。 

１ 住民票の写し等の交付を請求する者は、市長に対し、当該請求に係る者との関係を明らかにする書類を提 

出し、又は提示しなければならないものとすること、ただし、当該請求が、住民基本台帳の一部の写しの閲覧 

及び住民票の写し等の交付に関する省令第３条に該当する場合は、この限りでないものとすること。 

２ 法第２０条第１項に規定する戸籍の附票の写しの交付を請求する者は、市長に対し、当該請求に係る者と 

の関係を明らかにする書類を提出し、又は提示しなければならないものとすること。ただし、当該請求が戸籍
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の附票の写しの交付に関する省令第２条に該当する場合は、この限りでないものとすること。これは、住民票 

の写しと戸籍の附票の写しを請求する者は、虚偽の請求を防止するため、被請求者との関係を明らかにしなけ 

ればならないとしたものでございます。 

提出する書類は、委任状、債権者である旨の契約書の写し等でございます。提出する書類は運転免許証等で 

被請求者との関係を明らかにできるものでございます。ただし書は、総務省令で定める場合の例外を規定した 

ものでございます。 

総務省令には、具体的には、総務省令は、法の第１２条の規定をうけまして、その１２条が住民票の写し等 

の交付のことでございますが、第１項で、住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民 

基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し又は住 

民票に記載をした事項に関する証明書の交付を請求することができる。第２項で、何人も、請求することがで 

きる、と規定されております。第３項で、この場合には、総務省令で定める事項を明らかにしてしなければな 

らない、と規定されております。この総務省令で、規定されている事項とは何かと申しますと。住民票に記載 

されている者又はその者と同一の世帯に属する者が請求者の住所、氏名、被請求者の住所、氏名を明らかにし 

て請求する場合は請求をすることができると、国又は地方公共団体の職員がその職名、職務上の請求である旨 

それと氏名、住所それと被請求者の氏名、住所を請求する場合、それと弁護士、司法書士、土地家屋調査士等 

の職務上の請求である旨及び第１条各号というのは先ほど申しました住所、について請求する場合等でござい 

ます。 

第８のただし書は、この場合の例外を規定したものでございます。以上でございます。 

会長 はい。というご報告ですから何かご質問等ございましたら。 

清水 第７の１の部分ですね、要は今度のケースというのは、木更津の住民で小林さんなら小林さんという特定 

の人の住所の閲覧というのは本人を特定すれば何人でもできるという制度は従来のままそのまま残す、そうで 

すね。で、いまの個人を特定しない、１８歳以上とか特定の年齢というような場合には、公益等に限るという 

ことのようですが、１の⑴のところで官公署という言い方をされるのですが、あえてこれをお選びになった理 

由はなんでしょうか。先ほどの説明でも国又は地方公共団体の職員が、という説明がありましたが、ここであ 

えてとりあげる理由はなんでしょうか。先ほどのご説明でも「地方公共団体」という言い方をしていたわけで 

すが、ここでとりたてて明治時代の官公署という概念をお出しになるのはいかなる趣旨があって言っているの 

かなと。今は独立行政法人とかはね、昔は官公庁だったけれど、今は半官半民というのかね、中途半端なもの 

がたくさん増えてしまって概念を構成するのは難しいと思うのですが、あえてお選びになった理由は。 

会長 用語の問題ですね。 

市民課 官公署の職員の官公署の定義でございますが、先ほどらいの限定列挙された書類のですね、本人写真が 

貼付された本人の疎明書類であるとか、そういったものについてもですね、官公署が発行し、というふうに私 

が申し上げてしまったのですが、そういった部分からの引用でございます。ただ、あの法令・・・・・。 

清水 ・・・・・。もちろん延長もできるということは、延長というのは行政手続法の観点からいけば期日を指 

定しなければ延長はできないわけで、 ・・・・・と言っても延長はできませんので。 ・・・・・とか長い釘をだ 

しておいたらいかかですか。 

情報公開の場合はあるものについて出すか出さないかの話だから、そんなにおかしくないと思う。その場合 

公益的な判断が難しいだろうから、判断が難しいだろうと思うから審議会にかけるという話ですから、内部で 

日にちを取った挙げ句に審議会にかけなければいけないから、例えば一週間後、１５日遅くというのは 

かなり難しいんじゃないかと思いますが。その辺ちょっと検討の余地があるのではないかなと思いますが。 

会長 いかがですか。 

これは審査会ではなくこの審議会に諮るんですね。そうですよね。 

事務局 はい。 

会長 期間を設定したほうがいろいろとよろしいのではないかというご指摘なんですが。 

市民課 検討させていただきたいと思います。 

清水 はい。それから戻りますが、１の⑷のところですが、「前３号に掲げるもののほか、公益上必要があると認
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められる事由その他市長が認めた事由」というのは、ご趣旨はわかりますが、ここは何もしばりがなくてよろ 

しいんですか。要するに団体等で報道機関でもないけれど学術研究機関でもないけれど、公益上必要があると 

認められれば構わないという趣旨なんでしょうか。公共的な団体あるいは公益団体であって、しばりがあって 

もよさそうな気がしたんですよね。 

会長 いかかですか。その辺。 

清水 報道機関を入れるというのはこっちの概念にあたらないかもしれないし、 ・・・・・ですが、だからこれに 

まぎれて何でもやっていいという話になると、 ・・・・・ものですから。 

会長 だからもう少ししばりを設けたほうが。 

清水 報道機関でも研究機関でもないところに限られるものの他というと残り全部ですからね。 

会長 公益上というしばりがあるだけですよね。 

清水 それは地方公共団体、民についての公益なんですが、主体のほうのしばりというのはゼロでいいのかなと 

いう。先ほどお出しになった例というのは自治体だとかそういうのが想定されていたので公共的団体とかある 

いは公的団体とかというしばりがあれば・・・・・かもしれない。 

会長 というご指摘なんですがいかがですか。 

市民課 これにつきましても検討課題ということを含め、もう少し具体的に表現できればと思います。 

清水 これは確認ですが、第７の６のところで、追加して「第３本文の」というのはこれでよろしゅうございま 

すか。反対しているわけではございませんが。 

会長 第３というのはこのレジュメの第３なんですよね。 

清水 ですから、官公署が発行して本人の写真が貼付されたもの貼付されていないもの、限定列挙で規則で定め 

られている書類によって本人確認を行おうとするものですよね。第３だけだとただし書が入ってしまうもので 

すから。調査なんかをやって根掘り葉掘り調べるというようなケースがここに含まれてしまうので、ただし書 

を除いた本文だけですねという趣旨なんですが。そうだろうと思うのですが、私のだけ入っているのかなあと 

思いましたので。 

会長 みんな入っていると思います。それでよろしいんですよね。 

市民課 はい。 

会長 他に、堤先生何かございますか。 

堤 遅れてきて申し訳ございません。前の１の⑵と⑶のところで主体が報道機関、学術研究機関、目的で学術研 

究でというものがあった場合に、そういうもので更にかつ公益上必要ではないと市長が判断するものがあるん 

ですか。つまり公益上必要というのは何を、さっきの問題とも絡んでくるですが、主体に限定して目的も限定 

されているとすると、それで公益上必要ではないという市長の判断が下されるというのを何か想定しておられ 

るのかなということですが。 

会長 今の件ですが。今のご質問の趣旨だと、二重三重のしばりが。 

堤 報道機関であること及び報道の用に供する目的での請求であって、かつその上で公益上必要と市長が認めた 

ときになるわけですから、そうするとその二つのしばりがあった上で更に公益上必要ではないんだという市長 

の判断が出る可能性がある請求があるのかなというと、実際有り得ると思うんですね。学術研究の場合も同じ 

だと思うんですよね。 先ほどから言われているように主体にしばりをかけて、 目的にしばりをかけているのに、 

更に公益上必要と市長が認めないという事態が有り得るのかと考えたときに、その場合の公益上というか、公 

益上の内容というんですかね。つまりその非営利性というのか、それだけだったら必要のないようにも読めま 

すし、ちょっとその辺がわからないものですから。 

市民課 公益性の判断の資料といたしまして、先ほどご説明した会社登記簿謄本であるとか、誓約書、で、一番 

判断材料で肝心なものがですね、先ほど説明した中で予定される成果品になってくると。それが営利な目的で 

あるとか、公益性があるとか、判断材料としては成果品が一番重要であるとは考えています。 

堤 何が重要なんですか。ちょっと聴き取りづらかったのでもう一度お願いします。何が重要なんですか。 

市民課 成果品が。 

会長 成果。
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市民課 はい。成果品というのは、先ほどご説明申し上げた、ちょっと私が、略してしまったところがあるんで 

すけれども、閲覧の申請にかかる部分でございますけれども、用意するものの一覧の中で、調査や案内等の内 

容のわかるもの、どのような成果物を予定しているかわかる資料、これが判断基準になろうかと思います。 

事務局 補足でよろしいでしょうか。 

会長 どうぞ。 

事務局 ちょっと補足させていただきたいと思います。例えば報道機関といった場合に、例えば新聞社であると 

かは、それはやっぱり自分の記事を売るために、なるべく売れるものであればそういった報道の用に供する資 

料があればそれを基に記事として、ネタとして営利を図っていくというところが基本的にはあろうかと思いま 

す。ですから単純な報道機関というところだけでは、本当に公益性というところははかれないのではないかと 

いうところがございまして、しかも今回ここで認めるものは、無条件に木更津市民の個人情報も特定されてい 

ないのにも出していくというところがありますので、そういったデメリットも考えまして、本当に公益性、市 

民のためになるような公益性があるものではないと、ちょっと認められないなというところがありまして、こ 

こは公益性の判断がやはり必要になってくると考えております。以上です。 

堤 ごめんなさい。くどいようですが、そうすると報道の用に供する目的のためにもこの請求という前提がある 

ので、それはどうなるんですか。公益性の判断とは関係ないかもしれないけど。 

事務局 報道の用に供するといっても、やはりいろいろな世論調査ですか、いわゆる世論調査になろうかと思い 

ますけれども、例えばこれが本当に全国一律に本当に世論をはかっていくためのものであるとか、そういった 

ものであれば、公益性が認められるようなものもあろうかと思いますが、例えば本当に地域限定みたいなもの 

で、さほど住民のためにならないような、まあそこの判断が非常に難しいんですけれども、必ずしも世論調査 

だからといって、必ず公益性が認められるというところは、ちょっと断言しにくいなというところがありまし 

て、そこは一旦どういったものに使うかといったところで判断をしたほうがよろしいんじゃないかという趣旨 

でございます。 

清水 具体例を出しますとですね、冠水、大雨で、 ・・・・・その時にですね被害地域の・・・・・区によっては 

ですね、はい、渡しちゃいました、というところがあったのですが、ＮＨＫのほうも受信料の徴収の話がござ 

いまして、要するに受信料免除という、要するに受信料を免除するからというのと、もう片方ではその地域の 

被災者・・・・・。例えばある報道機関が、ＮＨＫなりのある報道機関が、被災者を教えてほしいと、 ・・・・・ 

地域災害みたいなのが一番困ると。被災者リストみたいなのが簡単にできるわけです。そうすると報道の用に 

供するというふうに報道機関は言うかもしれないけど、さてリストアップされるのが本当に公益になるかとい 

うと、必ずしもそうとは言えない場合もあり得ると、そういう場合にかえってしばりがあった方が。 

堤 本当に報道の用に供する目的のためなら最後には申請書の中にある程度書かれるというか、具体的にはあま 

り書かれないというか、真意に際しないということになって、その辺も含めて最終的には公益上でという形で 

の判断で、チェックするかどうかですよね。 

清水 ＮＨＫが報道の用に供するって言ったって、何でもという言い方はできませんよ。 

堤 ですからその辺がどういうふうになるのかなというか、それが例えば審議会に意見を求めるときに、関係す 

るような話になるのかなと思ったものですから。 

清水 ・・・・・あるいはどんな保護措置がとられていますかと、そういうことも審議会が考えてということに 

なるんだろうと思います。 

清水 それから学術研究機関の場合、大学ってどの程度のことを言うんだろうと、大学、短期大学、あるいは学 

部の単位なのだろうか学校単位なのか、場合によっては大学という看板をしょっていても、最近は株式会社が 

やっているものもございます。それでもいいのかという問題もございますので、ここのところは最終的にノー 

といえる余地というものを、ということ。 

会長 時間の関係もございますから、次に第９にいっていただきたいと思います。 

市民課 それでは、第９について私のほうから説明させていただきます。 

市長は、法第１２条第２項の規定による請求が、当該請求に係る者の住所を確認することを目的とする場合 

であって、法第７条第４号、第５号、第９号から第１２号まで及び第１４号に掲げる事項の全部若しくは一部
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を記載した住民票の写し又は全部若しくは一部に関する証明書の交付を求めるものであるときは、当該請求を 

法第１２条第５項の不当な目的によるものとみなして、拒むものとすること。 

これにつきましては住民票の写し等の交付請求について、住民基本台帳法第１２条第５項に規定する不当な 

目的を定義したものであります。交付請求が住所を確認する場合であった場合、氏名、出生の年月日、男女の 

別、住民となった年月日、住所を定めた年月日の情報により、確認できることを規定し、もってそれ以外の情 

報を請求する場合は、必要以上の情報の請求として拒否するものでございます。 

引き続きまして第１０でございますが、質問等による請求事由等の調査でございますが、請求事由及び届出 

事項につきましては、総務省令で請求事由を明らかにすることを要しないという規定がございます。しかしこ 

の場合であっても疑義等で必要があった場合は質問等の調査ができるとしたものでございます。 

第１１でございますが、住民票の誤記又は記載漏れがある旨の申し出があった場合の調査等について、速や 

かに対応するという趣旨を規定したものでございます。 

第１２、被害者等に対する支援措置、これはストーカー行為等、ドメスティックバイオレンス、高齢者の虐 

待行為等の被害者の保護支援を目的として被害者、法定代理人、関係機関からの申し出により、被害者の住民 

情報について請求を拒否しようとするものであります。ただし、被害者の権利利益を害さないものからの請求 

は例外といたします。請求拒否期間は１年間とし、またこの措置のために必要に応じて関係機関に対し、照会 

をできるものとするものでございます。 

会長 ここで、この条例案の３番目のポイントとして、被害者等に対する支援措置ということですね。ストーカ 

ーとか、ドメスティックバイオレンス、高齢者保護ということですが。 

清水 条文がですね、非常にわかりにくいんですね。簡潔にはこういうことではないかと思うんですね。要する 

に住民とストーカーの規正法で・・・・・本人か、あるいは法定代理人あるいは関係機関から、こういったも 

のから申し出があった場合には市としては住民票の閲覧等の請求を規制しましょう、ということですね。例え 

ば高齢者の虐待の事実があったという場合ですと・・・・・ここで要するに被害、実態がありますよというよ 

うなことがきたときに、とにもかくにも住民票等が出せないように規制をかけましょうと、そういう趣旨だろ 

うと思います。 

会長 いかがですか。 

事務局 条文のほうを少し検討させていただきたいと思います。 

清水 特に３の高齢者の問題などは・・・・・問題は最後のオのところですね・・・・・アとかイのケースのと 

きに例えば怪我をさせて暴行を加えてということは滅多にないことで、問題は最後のオのところですね、高齢 

者の財産を不当に処分する、あるいは高齢者から不当に財産上の利益を得ることといったこういうケースのと 

きが一番問題なんですよ。関係者からこうした申し出が出たら速やかに対応ができるということ・・・・・。 

事務局 ありがとうございます。参考にさせていただき、もう少し読みやすいように直させていただきたいと思 

います。 

会長 これは条例案要綱ですよね。条文をそのまま載せているんですか。 

事務局 条例案要綱ですので、厳密には条文ではございません。ただこれにほぼ近い形に通常はなるということ 

でございます。 

会長 今の清水先生のご指摘等も参考にしていただいて。 

事務局 今、担当のほうからも話したとおり条文そのものではありませんけれども、条例案審査も並行して、実 

質的な内容につきましては法規担当も了解をしているんですが、条例案審査というものを並行して行いますの 

で、その中でご指摘のあったことも踏まえて条文の方の整理を行いたいと思いますので、ご了解いただきたい 

と思います。 

会長 他に保護措置等についてご質問がなければ次の第３にいきたいと思いますが。 

清水 第１２の２のところで、市長は、被害者からの前項の規定による申し出があったときは、規則で定める期 

間について、前項の請求等を拒否することができるものとすること。この期間というのはどの程度のものをお 

考えになっているのか。期間限定ということで意味があるのかないのかどうか。 

市民課 １年間で、更新が可能であると、そのように考えております。
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会長 １年間で、更に更新が必要に応じてするということですね。 

清水 ・・・・・・。 

会長 続きまして第３章にいきたいと思います。 

清水 すみません。もうひとつ。要するに先ほどの７のところで、大量請求みたいなものが出てくると、それを 

何とかしましょうという趣旨だと思うんですが、大量請求というか営利請求というようなものを何とかディフ 

ェンスする方法、ここは厳しくしていくと同時にですね、手数料を上げるという方法もあります。自治体の中 

では、かなり割合を高くしているというケースもある。例えば、一人３０分につき３００円、一人あたり３０ 

分で３００円と、３０分で一体何人分くらいチェックできるものかわかりませんけれども、仮に一人１分でも 

構わないんですかね。 ・・・・・それで３００円・・・・・個人情報・・・・・ところで個人情報法保護法・・・・・ 

個人情報を守るということで考えたとき・・・・・値上げをするとたぶんこういった請求は事実上なくなる 

と・・・・・どうお考えかということ。 

会長 いかがですか。 

市民課 貴重な意見として、今のところ近隣４市この金額でやっておるんですが、うちの方はこのような形で考 

えておりますので、貴重な意見として検討させていただきたいと思います。 

会長 料金の設定というのは、大変失礼ですけれども、これは条例事項ですか。条例にもはっきり盛り込んであ 

ると。 

事務局 条例です。手数料条例、いろいろな部分に分かれた手数料の制度がありますので、総まとめという意味 

では私ども総務課なんですが、 それぞれの案件が、 今のケースで行きますと市民課のほうからの提案があって、 

私どものほうで改正をするということになりますので、基本的に市民課からということになります。 

清水 印鑑証明とかですね、そっちのほうにも行く話なんで。その辺も合わせて。 

会長 それでは時間ですので、第３章、最後の章ですね。 

市民課 それでは第３章、住民基本台帳ネットワークシステムについてご説明申し上げます。この条例案要綱第 

１３から第１７につきましては、既存の条例を、実際にその表現を使いまして盛り込んだものでございます。 

これが現行の条例となっております。このいわゆる住基ネットにつきましては、セキュリティに関する部分、 

これを最初に、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティに関する規則を作りまして、その後その下 

にですね、諸規程、例えば入退室管理規程であるとかアクセス管理規程、情報資産規程、委託管理規程を規定 

いたしまして、ここに切断に係る部分を特出しいたしまして条例として規定してございます。今回、住民基本 

台帳の事務の適正な運用に関する条例ということでございますので、この条例の中に盛り込んだ関係で既存の 

住民基本台帳ネットワークシステムに係る本人確認情報等の保護に関する条例は廃止する予定でございます。 

引き続きまして第１８ 住民票コードの変更請求における本人確認でございますが、住民票コードの変更請 

求に関する本人確認の方法を規定したものでございます。本人確認書類は第３の１の⑴に掲げるものとする、 

これは本人の写真が貼付されたものでございます。この第１８の２で第３のいわゆる写真が貼付された書類が 

提示ができなかった場合には、郵便等で照会した回答書に合わせて第３の⑴若しくは⑵に掲げる書類を提示す 

るものとしたものでございます。その他、３については疑義等があった場合の調査権限を明記したものでござ 

います。 

第４章、雑則も続けてよろしいですか。 

会長 はい。どうぞ。 

市民課 第１９の委任でございますが、この条例に関し必要な事項は、市長が規則で定めますということでござ 

います。 

第２０の施行に伴う措置でございますが、 まず１、 適用区分、 この条例の施行前にされた請求等については、 

この条例の規定は適用しないものとする。２、先ほど申しましたとおり木更津市住民基本台帳ネットワークシ 

ステムに係る本人確認情報等の保護に関する条例は廃止するものとする。３、廃止に伴う経過措置、この条例 

の施行の際現に旧条例の規定による住民基本台帳ネットワークシステムの遮断がなされた場合における再接続 

及び木更津市情報公開総合推進審議会への報告については、なお従前の例によるものとすること。以上でござ 

います。
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会長 ありがとうございました。 

清水 ちょっと気になるので。第１８の３のところで、質問等によって調査を行うことができるものとすると、 

権限というのはそれはそれでよくわかりましたが、第１８では本人書類を出さなければいけなくて、出せない 

というときには郵送とかしてまで認める方法によって要は文書で確認、で、調査というのはこの確認に影響が 

あるのではないか。というのはもともと第３のほうはですね、書類が出てこないというのを前提にして規則で 

定めるところに従って質問等による調査を行って最終的には市が本人を確認するというところ、ところがこち 

らのほうは規則で定める書類により本人であることを確認するものとすることと言い切ってしまってますから、 

これ以外では確認方法がなくて、これは悪いとは言いませんが、これはいったいどんな影響がでるのか、第３ 

とは違ってくるというのはどういうことかご説明いただければ。 

市民課 ご指摘のとおり１若しくは２の段階で本人確認は通常は終了しているものと解釈できると思います。３ 

につきましては、１の書類の確認であるとか２の照会した回答書に併せて、書類の確認等で特に疑義があった 

場合にのみこの３の質問等を行うということを想定しております。通常１、２で、ご指摘のとおり本人確認は 

終了しているものとは確かに思われます。 

清水 書類によっては確認ができたと、本来その書類に疑義があるので、やっぱりおかしいというときにはどう 

なるんだというところは。規則で定める書類及び規則で定める質問等によって本人を確認すると言ってしまえ 

ばそれで済む話なのに、書類によって確認するといったん言ってしまってその後で調査を行うというのスタイ 

ルにするのは何故か。 

要は書類確認だけでは心配があって、書類だけでは十分確認できないといったときに質問等によって調査を 

して、その結果に基づいて、書類プラス調査で本人確認をするといってあるんじゃないですかね。こちらの事 

務がやりにくくなりませんかね。もちろん質問等だけで確認してしまうというのはちょっとこちらのほうは困 

るんでね。というのは第３のほうは住民票が置いてある木更津市民だけが対象になりますから。本人の意思確 

認であれば・・・・・自分の住民票を取るといったときも基本的には市民のはずですが、同じことかなという 

気もしますし、ここだけ別枠にして直接効果はないんだけれども権限が・・・・・考えると。 

会長 いかがですか。 

市民課 まず１点目の第１８の２で規則で定める書類の定義なんですが、これにつきましては先ほど申し上げた 

とおり限定列挙と盛んに言っておりますが、官公署が発行し、本人の写真が貼付されたものいわゆる運転免許 

証、それと写真が貼付されていないものいわゆる健康保険証等、それの提示がなされた場合には第１８の２で 

本人確認ができたと、それが回答書及び規則で定める書類の定義になるわけでございますけれども、それ以外 

のケースを想定したというわけではなくて、その例えば保険証の内容に疑義があったとか、例えば免許証の記 

載事項、実際には事務処理としてはコピーを取って今は実施しておりますが、その審査の段階で発見できなか 

ったような事柄があったときに再度質問等ができるということを実際に今事務として行っています。 

清水 １８の１で写真付きのやつで本人確認をします、で、２項は写真付きを出せなかったのでその他の方法で 

対応と・・・・・それでも・・・・・じゃあないのか・・・・・２と３・・・・・いうのはわかるんですよ。 

市長は前２項、といってますので・・・・・写真付きの・・・・・。 

会長 そのあたりも含めていかがですか、もう一度。前２項は１項２項なんですね。それとも前項ですか。 

市民課 想定できるケースとして例えば第１８の１に該当する場合は免許証とかパスポート、そういったものに 

なるわけでございますけれども、免許証、具体的に申し上げますと、例えば青色の免許証、ゴールドの免許証 

等がありますけれども、例えば実際の事務としてその免許証が偽造であった場合、調査ができるように、これ 

はこの中で盛り込むかどうかということになるとちょっとあれなんですが、そういったケースもないとは。 

清水 もしそういう話であれば、１８のところで３を準用するとすれば終わりなんでね。ところが、そういった 

ところでは一切お決めにならないで、書類があれば・・・・・やっていて、ここだけ特別に重くするのはどう 

いうことかなという。やっぱり住民票コードというのは極めて重要だと考える・・・・・話なんだけど。調査 

権限があったほうが現場はやりやすいんで、 ・・・・・第３のほうに入れるべきだと思います。 

会長 というようなことをお考えになって。清水先生ご指摘のとおり住民票コードは重要だとお考えで、念のた 

めに３をいれたと、これも筋はとおりますが、であるとすれば第３のほうに入れないと確かにバランスが悪い
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というのは言うとおりだと思います。それは再度検討していただければと思います。 

第４章雑則についていかがでしょうか。今日からお見えになっている錦織さん、いきなりこういう専門的な 

ことで、もし何か気が付いたら。 

錦織 ・・・・・。 

会長 では、全体を通して何かございましたら。 

特になければ私のほうは確認なんですけど、先ほど冒頭でのご説明にもありましたように、国サイドでは来 

年の通常国会で法改正を行うというご説明がありましたよね。本市は１２月の議会で可決してすぐ施行という 

ことでしょうか。法律が一方では来年の通常国会にかかる、本市ではどうなんでしょうか。後を追えばいいと 

考えているのか、それとも法律に先駆けてと考えているのか。 

市民課 法律の改正に先駆けて実施をしたいと考えております。 

会長 であればですね、個人的にはもう少し早くですね、こういった条例大変結構な内容で法律に先駆けてとい 

う面がございますので、もうちょっと早い提案、この会議でのご報告がなされればよりよかったかなというの 

が私の感想でございます。ちなみに法律が来年の通常国会で通るとして、それに伴ってこの条例ですね、それ 

に伴っての改正もあり得るわけですよね。 

市民課 考えております。 

委員 ひとついいですか。今回は木更津市の条例と言うことですが、これは日本国全体としてこういう方向の流 

れなのですか。 

会長 いかがですか。 

委員 全体の流れ。 

会長 絶対できないというのは、そうではございませんよね。これまで原則閲覧等ができたんですよね。それに 

制限が加えられるというようにご理解なさったほうがよろしいのでは。それは本人の大切な情報ですよね、そ 

れを保護するという観点からこれまで以上に制限を加えるということであって、絶対に営利目的では見られな 

くなるということではないんですよね。いかがですか。審議会の皆さん。いかがですか。 

清水 一応総務省の考え方としてはですね、営利企業に対しては大量請求に対しては認めないという方向でほぼ 

話はまとまったと。ただし、何度もおっしゃるように・・・・・に対しての制約が大きすぎるという議論がご 

ざいまして、ところが片方で個人情報保護法、いったん取得した情報がどうなってしまうのかということにつ 

いての規定というのが非常に手薄な訳ですよ。例えば名簿業者というのがございまして、名簿業者というのは 

一向に情報を処理できるのかという議論とは別に、名簿業者から情報を買うということ自体は違法ではない。 

極端な話ですが、違法に流れてしまった個人情報を集めて何億で売るということを私がやるとしますと、私は 

集めたということ自体は構わない、罪に問われる可能性はあるかもしれないが、買った人が処罰されることは 

ない、でしかも収集の目的というのがですね、今の法律ですと非常にアバウトな定義の仕方で捉えておりまし 

て、何々に利用しますとか、その他当社の営業に関する一切の目的で、という言い方を今の法律は許容してし 

まっているんです。そこの所をしばらないと、善良なといっても善良な保証はない。そこで多分、経済産業省 

の国民生活審議会というのがございまして、こちらのほうで個人情報保護法の改正というのをして、取得した 

情報の取扱いとか、あるいは改正とか、その辺をしっかりもういっぺん法律のほうを見直しましょうと、で見 

直すことによって、出口のほうがきちんとしばられれば、営利とは言いがたいけど公益に準じてこういうのを 

認めてもいいんじゃないかという議論が経済産業省のほうから出てきた。ですから今の段階でいえば総務省の 

ほうは個人情報保護法のほうが・・・・・にならないという前提で・・・・・詰めようとしている訳です。蛇 

口のほうが閉まるという話になれば・・・・・。 

会長 ですから絶対ということはないというは。 

委員 別件ですけれども、先ほど手数料の話がでましたよね。かなり高額に上げるというのがありましたが、ど 

のくらいなのでしょうかね。 

委員 例えば、一人当たりいくらとか、という・・・・・。 

会長 他に質問等がありませんでしたら。 

会長 では、本日の日程はこれで終了とさせていただきたいと思います。これをもちまして、平成１７年度第２



14 

回木更津市情報公開総合推進審議会を終了いたします。なお、次回につきましては、事務局で日程の調整等を 

行いまして、皆様方にお知らせしたいと思います。 

ということで、長時間にわたって、本日はありがとうございました。 

以 上 

上記会議録を証するため下記署名する。 

平成 年 月 日 

木更津市情報公開総合推進審議会会長


