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平成１９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２０年３月１４日（金） 午前１０時００分から午後０時３０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：梅澤千加夫、小林伸一（会長）、齋藤福一、清水幸雄、泉水茂子、玉造福寿、堤一之（副会長）、 

鳥飼友季夫、長野史郎、錦織正道、山口陽代、山田次郎 

木更津市 ： （事務局）総務部総務課 北原主幹、安田主査、高岡主査、内田主任主事 

（関係課）①報告（個人情報取扱事務の届出） 

総務部職員課 山口主査 

企画部企画課 森田主査 

まなび支援センター 関口所長 

財務部財政課 岡田主査 

福祉部高齢者福祉課 安田課長 

市民部保険年金課 鈴木課長、高橋副主幹 

総務部総務課 伊藤主幹 

②諮問（外部提供禁止の例外について） 

福祉部 福島部長、小出次長 

福祉部高齢者福祉課 安田課長、三上副主幹 

福祉部社会福祉課 石渡副主幹、佐野主査 

○議題等及び公開非公開の別 

：報告（個人情報取扱事務の届出） 公開 

諮問（外部提供禁止の例外について） 公開 

○傍聴人の数：０人 

○会議の内容 

開会 

会長 まず、個人情報取扱事務の届出の報告につきまして、事務局よろしくお願いします。 

事務局 では、個人情報取扱事務の届出の報告をさせていただきます。今回の届出の報告につきましては、いく 

つかの課から届出がなされておりますので、各所管課分ごとにまとめて報告をし、その都度、質疑応答をする 

進め方で行ってまいりたいと思います。 

まず、個人情報取扱事務の届出についてお話させていただきますと、木更津市個人情報保護条例第７条第１ 

項の規定により、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、たとえば、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、こうした届出がありましたときは、その届出事項に 

ついて木更津市情報公開総合推進審議会に報告しなければならないとされてございます。 

まず、総務部職員課からの届出です。 「木更津市制施行６５周年記念式典に関する事務」、これは、昨年１１ 

月に木更津市の市制施行６５周年を記念して式典を行いました。このときに、市はこの記念式典の招待者を選 

出し招待状を発送します。記録項目としましては、氏名、住所、電話番号、メールアドレスを記録項目として 

おります。招待者の住所、氏名は、招待状発送のために収集し、電話番号、メールアドレスは、招待状が返戻 

となった場合などに、 招待者との連絡のため収集する場合が考えられるということで記録項目としております。 

この「木更津市制施行６５周年記念式典に関する事務」の届出なのですが、既に廃止の届出がなされておりま 

す。この廃止の理由としましては、式典の招待者に封書による招待状の発送が終了し、その後、記念式典が終
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了したことによります。以上でございます。 

会長 何かご質問等ございましたら。 

会長 特にないようですので次の報告をお願いします。 

事務局 続きまして、企画部企画課から届出がありました「木更津市制施行６５周年記念講演に関する事務」で 

す。こちらにつきましては、木更津市の市制施行６５周年を記念して記念講演が行われました。そのときに、 

市は、 この記念講演の参加希望を往復はがき又はメールにて受付けをし、 参加証を発送する事務を行いました。 

記録項目としましては、氏名、住所、電話番号及びメールアドレスを記録項目としております。まず、往復は 

がきにて申込みのあった場合、参加希望者の住所及び氏名は参加証発送のため、電話番号は参加証が返戻とな 

った場合などに、 参加希望者との連絡のために、 それぞれ収集します。 次に、 メールにて申込みのあった場合、 

メールアドレス及び氏名は参加証発信のため、住所及び電話番号は参加証が見達となった場合などに参加希望 

者との連絡のために、それぞれ収集します。こちらの事務につきましても、先ほどと同様に、廃止届出がされ 

ております。記念講演の参加希望の往復はがき又はメールでの受付け及び参加証の発送や発信が終了し、更に 

は記念講演自体も終了しているということで、廃止の届出がされております。以上でございます。 

会長 何かご質問等ございましたら。 

会長 特にないようですので次の報告をお願いします。 

事務局 続きまして、まなび支援センターから届出がありました「相談事業」です。こちらは、幼児から２０歳 

までの者及びそれらの者の保護者を対象とし、非行、いじめ・不登校、友人関係、精神不安、しつけ・子育て 

等に関する相談を受けるといった事務でございます。記録項目としましては、相談の内容によっては、後日連 

絡をとる必要があるものも考えられることから、氏名、住所、電話番号、メールアドレスを記録項目としてお 

ります。また、相談の内容によりましては、年齢、性別、身体状況、家族状況、親族関係、職業、職歴、学業 

を聞くことが考えられることから、記録項目としております。情報の収集先につきましては、本人からの情報 

の収集に加え、相談の内容によっては、本人の同意を得て学校から情報を収集することがあります。更には、 

親から子に関する相談、友人との関係に関する相談など相談の内容によっては、本人以外の第三者から情報を 

収集することがあります。情報の提供先につきましては、必要に応じまして、本人の同意を得て、学校や内房 

地区少年センター、君津児童相談所等の関係機関に情報を提供することがあります。ただ、自殺をほのめかし 

ているなど、生命の保護のため緊急やむを得ない場合には、本人の同意なく情報を提供する場合も考えられま 

す。 その他、 本人の同意を得て、 子からの相談について親に連絡をするなど第三者に提供することもあります。 

以上でございます。 

会長 センシティブな情報もあるようですが。何かご質問等ございましたら。 

清水 センシティブ情報だったら審議会への諮問事項。報告ということは、そうではなかったということ。 ・・・ 

会長 センシティブになりうる情報という。そう、正確に言うとそういうふうになります。何かご質問等ござい 

ましたら。 

堤 まなび支援センターというのは、市役所のなかの１部署、課と同じということか。 

まなび支援センター そうです。 

堤 身体状況とあるのは、何を想定しておられるのか。 

まなび支援センター 身体状況全般ということですね、身長とか体重も含めて、相談によっては発育問題なども 

聞くことがありますので、そういったことも含めて。 

堤 そうすると、精神不安とか、精神的なものも、たとえば心療内科への通院暦とかも場合によっては確認する 

ということもでてくるのか。可能性の話として。とすると、この場合にはこの記録項目だけではカバーできな 

い。だから、仮にそういうことがあるとすれば、健康、病歴、障害とか、どの記録項目になるのですか。たと 

えば通院暦を聞くとしたらどの項目になるのですか。どれに該当するか分かりませんけども、やはり内容的に 

そういったことに及ぶとすれば、どこになるかははっきり分かりませんけれども、付け加えられるべきではな 

いかと。 

まなび支援センター ご指摘ありがとうございました。追加させていただきたいと考えてます。 

堤 どこを追加するのですか。
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まなび支援センター 健康、病歴、障害を。 

委員 身体状況は。 

まなび支援センター 身体状況につきましては必要ですので。 

錦織 今の点に関して、 ・・・それを一言で言い表すものはないかなあと考えていたのですけども。たとえば「心 

身状況」とか。そうしますと、身体的な面も精神的な面も・・・ 

会長 一つのご意見として参考にしていただければ。ただ、更に言えば、包括的なカテゴリーというのも一つあ 

るのですが、 細かい項目立てにした場合も利点があるのですね。 その場合に、 健康と病歴と障害と身体状況は、 

一見するとね、区別は難しいところはありますよね。細かい項目立てするから、明確にしないと、余り意味が 

ないよという話が以前にもあったようなことがございますね。ご参考までに。 

齋藤 ・・・どのくらいの期間管理している・・・ 

まなび支援センター 紙ベースで保管を。鍵のかかるところに保管をしております。それから、対象年齢が２０ 

歳までというかたちですので、２０歳を過ぎて１年間とっておきますけど、それ以降は廃棄するようなかたち 

にしています。それから、２０歳以前でもですね、継続的に相談がない場合、１年間、この子については１年 

間がなかったから、この相談についてはもういいだろうと判断してその時点で廃棄しています。継続的に、た 

とえば、長いお子さんですと、ずっと継続して記録をとっておく、ファイルを残しておく。２０歳を過ぎて廃 

棄するようなかたちにしております。 

齊藤 ・・・廃棄のしかたは・・・ 

まなび支援センター 個人情報が入っていますので、シュレッダーをかけて。 

清水 ・・・県立高校から収集することはあるか・・・ 

まなび支援センター 今のところはないのですが、たしかに、可能性としては。 

清水 理論的にないという話であればこれでけっこうですし、 あるという話であれば収集先に他の官公庁が入る。 

まなび支援センター たしかに可能性としてはありますので、追加させていただきます。ありがとうございまし 

た。 

会長 他にご質問等はございましたら。 

玉造 ・・・用紙についてですが・・・たとえば結婚しているかもしれない。そうすると、この婚姻の部分にチ 

ェックをいれると。もう少し、包括的な用紙ができれば。そうすると、なにもかもがということになればまた 

問題があるのかなあとは思いますけれども、ということを感じました。あまりに細々しているので、ここにな 

いのはおかしいじゃないかとか、というのが出てくると思うのですよ。すべての項目を入れると 

清水 そうじゃなくして。それは違います。届出項目はできるだけ最小単位のものを扱うというのがありまして 

届出項目というのはできるだけ細分化していって・・・そのために実は千葉県下では４市くらいしか・・・包 

括的に書いていれば包括過ぎて分からない・・・ 

玉造 たしかにそういう意味で、生年月日までは要らないけれども年齢は必要だとかというのも。２０歳までだ 

から、結婚はしているけれどもそれを収集しては今の届出ではまずいということになりますよね。 

会長 とすると、本人が結婚していますと言ったとしても、記録項目にはできないですよね。 

玉造 家族状況として考えたときには、あえてこういうふうに細分化しているので、先生のおっしゃったとおり 

それを収集するのはまずいということになりますよね。 

会長 他に何かご質問等ございましたら。 

会長 では次に。 

事務局 続きまして、財務部財政課からの届出でございます。事務名称「住民参加型市場公募債「元気なきさら 

づ市民債」 発行事務」。 こちらは、 地方債の個人消化及び公募化を通じた資金調達手法の多様化及び住民の行政 

への参加意識の高揚を図るため、住民参加型市場公募債「元気なきさらづ市民債」を発行します。債権発行に 

あたり、購入対象者を本市内在住の２０歳以上の方及び市内に営業拠点を有する法人・団体としており、公正 

かつ円滑な発行事務を図ることを目的に作成します。記録項目としましては、住所及び氏名は、購入対象者を 

今言ったように定めておりますので、購入希望者が応募要件を満たしているか確認するため記録項目としてお 

ります。電話番号は、購入者予定者が購入手続をしない場合に購入手続を促したり、そういったことをするた
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めに連絡をとる必要があるので記録項目としております。情報の収集先につきましては、情報は本人から収集 

するのですが、先の応募要件を満たしているかを確認するため、実施機関内部を収集先としております。その 

他とましては、市債は、市の指定金融機関である千葉銀行に委託をしてまして、購入手続に必要な住所氏名の 

情報のほか、緊急連絡先として電話番号を受託者である千葉銀行に提供し、発行業務を行います。以上でござ 

います。 

会長 何かございましたら。 

会長 こちらにつきましては、ことの性質上、チェック項目が少ないわけですね。 

財政課 はい。 

会長 特にないようですので。 

事務局 続きまして、福祉部高齢者福祉課からの届出でございます。これにつきましては、前回の審議会、昨年 

７月に行われました審議会で報告いたしました事項につきまして、審議会でいただきました意見等をもとに手 

直しをしたという内容の変更の届出となっております。内容的には、前回の審議会でも説明をしておりますの 

で、大まかなかたちで一覧表を基に説明をしていきたいと思います。全体的な見直した事項としましては、前 

回の審議会でいただいたご意見で、情報の収集先が場合によっては第三者から収集する可能性があるのではな 

いかとか、逆に提供先については地域包括支援センターといったものなどに提供する可能性があるのではない 

かといったご指摘等を踏まえ、主な点としましては、収集先や提供先に見直しをしたものと、あわせまして、 

記録項目などを再度確認し、現状にあわせた記録項目に手直しさせていただいたものでございます。それぞれ 

につきましては、前回の審議会でも説明させていただいていますので、概要で報告とさせていただきたいと思 

います。以上です。 

会長 一覧表というのは 

事務局 こちらの変更箇所一覧というのがございます。その後ろに、それぞれ、主治医意見書、介護予防サービ 

ス支援ケアカンファレンス経過記録などといったように全部で１９件の変更が出されております。 

会長 変更し直したものとしてこれが出されているのですね。 

事務局 はい。あと、廃止としまして、個人情報取扱事務届出の廃止分ということでナンバー３（特定高齢者介 

護予防支援計画書）、４（アセスメント表、本人用）、５（介護予防支援計画表）、６（地域支援事業特定高齢者 

ケアカンファレンス経過記録）、 こちらにつきましては今回の見直しにあわせまして他の届出書に統合したとい 

うのがありまして、今回、廃止の届出が出されています。以上でございます。 

会長 ということなのですが、前回いろいろなご指摘がございまして、それを踏まえて届出が出されたと。いか 

がでしょうか。 

会長 特になければ。 

堤 届出事項の情報収集提供先のところに、その他の欄があるのですけども、何も書いてないところに、たとえ 

ば、さっきの財政課では「×」が書いてあって、あと「０」というのと、何も書いてないのがあるのですけど、 

これは、要は趣旨は同じ意味なのだと思うのですが、統一していただけると分かりやすいのですが。 

事務局 以後、気を付けます。 

堤 これ、趣旨は同じでしょ。 

事務局 同じです。何もないという 

堤 要は、ないということでよろしいわけ。 

事務局 ないということです。 

堤 統一していただけると分かりやすい。 

会長 他に特になければ。 

事務局 続きまして、 保険年金課からの届出になります。 事務名称は、「後期高齢者医療制度の施行に関する事務」 

ということで、こちら、７５歳、一定の障害ある人の場合は６５歳なのですが、この年齢以上の後期高齢者の 

医療について、平成２０年４月から現行の老人保健制度が廃止されまして、新たに後期高齢者医療制度が創設 

されることになります。この新制度の運営主体は、県内のすべての市町村が加入します千葉県後期高齢者医療 

広域連合が行うことになっており、この新制度のスタートに合わせ広域連合の事務処理に必要な情報を市町村
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が提供する、 といったものです。 広域連合と市町村の事務分担は、 次にあるとおり （１） 広域連合が行う事務、 

（２）市町村が行う事務、という事務分担となっています。記録項目としましては、識別番号は、被保険者が 

対象となり、被保険者番号を取り扱うために記録項目としております。氏名、住所、生年月日、性別は、対象 

者を特定するため、記録項目としております。国籍、年齢、電話番号、病歴、身体状況、家族状況、親族関係、 

職業、賦課状況、収入、納税状況につきましては、広域連合が後期高齢者医療制度の施行のため使用する情報 

として、記録項目としております。障害につきましては、６５歳以上７５歳未満の者のうち一定の障害がある 

者も対象となるということで、記録項目となっております。口座番号につきましては、口座振替により医療給 

付費の支払いを行うため、記録項目となっております。そのほか、広域連合が後期高齢者医療制度の施行のた 

め必要とする別紙の情報の提供事務を行うため、これらの情報を記録項目としております。別紙の情報という 

のが、３２ページ３３ページにある情報になります。こちらについては以上でございます。 

会長 ３２ページ３３ページというのは、概要資料の。 

事務局 そうです。 

会長 記録項目に係る添付書類という２７ページ以降にあるものも関連した資料ですか。 

事務局 ２７、２８、２９ページとあるのですけれども、今回の届出は、帳簿１つずつを今回届出にしておりま 

せんで、１つの事務として届出をしておりますので、実際に事務の中で使われる帳票及びこの帳票で記載され 

ている個人情報について一覧にしたものでございます。 

委員 ３２、３３ページは。 

事務局 ３２、３３ページのほうは、実際に使用されている個人情報の種類になります。帳票ごとではなくて、 

この事務全体でということになります。 

委員 ３３ページまでがこの届出の資料なのですね。 

事務局 はい、そうです。 

会長 件数としたら、届出としたら１件なのですね。 

事務局 はい。 

会長 １件とは言っても、中身を見ると膨大な・・・。何かご質問等あれば。 

清水 原課のほうから広域連合への提供は何条何項でやるのか。 

事務局 たとえば、住民票の異動データなどにつきましては、法令によりまして、市民課のほうに届出を出した 

ものはそのまま広域連合に届出を出したものとみなすといった法律に規定がありますので、こういったものに 

ついては、法令の定めがあるということで扱わせていただいております。その他につきましては、６号の「国 

等に提供する場合であって、提供を受けるものの所掌する事務の遂行に当該個人情報が必要不可欠であり、か 

つ、 当該個人情報を利用することにやむを得ない理由があると認めるとき。 」 という条項を使って出すというこ 

とでございます。参考までに、資料のほうの３０ページのほうで、広域連合のほうから必要な個人情報をこれ 

で出してくださいということで、公文書で書類をいただいております。以上です。 

会長 条例の何条。 

事務局 １１条２項の２号と６号。 

清水 とすると、届出事項の根拠法令は事務の根拠を書いたわけであって、個人情報の提供の根拠法令ではない 

わけですね。 

事務局 はい。 

清水 もしそうだとして、６号ということは、必要不可欠ということですが、これは原課の担当のほうから説明 

いただきたいのですが、３２ページから３３ページに非常に細かい項目がありますが、これが全部、広域連合 

の事務に必要だということをご説明いただければ。 

会長 これ、先生、一項目、一項目ごとですか。 

清水 というのはね、個人コードとか・・・というのは分かるのですが、４の所得・課税情報を拝見しますと、 

所得の内訳なんか非常に細かいですね、 ・・・保険料に絡めて、対象者を決定して資格を管理する、保険料の賦 

課をする、医療給付をする、保健事業を行うためといった理由なものですから、保険料を賦課する、資格を管 

理するといった・・・であるとかこういう細かいとこまで必要とは思えないわけで。要するに、 ・・・がわかれ
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ば広域連合の仕事はできるはずでして、これが全部必要不可欠だということをおっしゃるのならば、ご説明を 

いただきたい。項目ごとに一つ一つ。 

会長 ご指摘なさっているのは、今の点。 

清水 一項目一項目、木更津市として、広域連合の事務に必要だと判断なさったわけですから。６号ですから。 

広域連合が必要と言ったというのは、全く理由にはならないわけです。 ・・・複数の人間がいるけれども、この 

人については要らない、この人については要るというのがあるのに、要る人、要らない人、全部ひっくるめて 

渡してしまうんだと、必要不可欠だと言わないのです。そこで、事務を見てると全部まとめて渡すように見え 

るので、そうだとすれば、要らない情報が出てきたら、必要不可欠ではないのです。違法な提供をなさったと 

いうことになりますよ。ですから、 ・・・全部必要だと判断した理由を説明いただきたい、一項目一項目。 

会長 確認ですけど、６号、必要不可欠という条項がありますよね。提供先が必要不可欠と判断 

清水 そうでなくて。向こうが要るのだというふうに言って、こちらが判断した。 

会長 必要不可欠というのはそういう意味だと。 ・・・提供する側がそういうふうに判断したのだという場合です 

ね。そういう状況に基づく提供なのだということを踏まえて、今のようなご質問が出されたと。 

清水 ・・・一つ一つ説明をいただければ。 

保険年金課 とすると、所得・課税情報のところでいいでしょうか。 

清水 ２号のところは要らないです。１（住民基本台帳情報） 、２（外国人登録情報） 、３（住登外登録情報）の 

ところは、２号以外はないということでしょ。郵便番号も法令にあるのでしょ。 

保険年金課 郵便番号はですね、対象者の方が給付の申請とか、また、こちらから申請に対して通知を出したり 

ですとか、保険証を送ったりですとか、宛名を確認するなかで郵便番号もあわせて扱う。 

清水 広域連合の事務の手間を省くために。この表には、個人情報に該当するものもあれば該当しないものもあ 

る。個人情報に該当するものはどれで、６号に該当するのはどれで、６号に該当するものについて必要不可欠 

と判断した理由を示して。 

保険年金課 所得のほうの関係をお話させていただきたいと思いますが、 特にご質問があった点につきましては、 

項目は何番か、再確認させていただければと思いますが。具体的には何番から。 

清水 別表１の４の１９から。 

保険年金課 こちらにつきましては、７５歳以上の方、一定の障害がある方につきましては６５歳以上の方とい 

うことになります。ある程度老人医療につきましてご存知かとは思いますが、いろいろ給付を受ける際には、 

その方の所得とかそういったものを基に個人負担を、自己負担と呼んでますけど、お医者さんの窓口のほうで 

負担する割合というものが違ってます。その割合、一例を申しますと、自己負担が１割か３割かというのを決 

める必要があります。それにつきましては、所得の状況に応じまして、この方は１割負担であるとか、この方 

は現役並みの負担で３割負担をお願いしますよというような決まりがございます。具体的に申し上げますと、 

１割負担、一般的な方とお呼びしているのですけど、課税所得が 

清水 そういうことをお尋ねしているのではなくて。所得が５００万円以上とか１０００万円以上とかというこ 

とは分かるのです。 ・・・細目について、たとえば同じ所得があるけれども、不動産取得であるから保険料が高 

くなるとか、あるいは除外になる所得があるから安くなるとか、こういうことがあるのですか、と聞いている 

のです。 

保険年金課 要するに、 個々の所得の状況を積み上げまして、 判断するようなかたちになりますので、 たとえば、 

清水 ということは、トータルでやるのではないのだという話か。 

保険年金課 そうですね。積み上げてやります。 

清水 法律の何条か。 

保険年金課 法律の何条と言われましてもですね。 

清水 ・・・ 

保険年金課 課税所得を出す上でですね、必要な情報と判断したと。 

清水 ですから、トータルで、市はトータルで・・・１００万円未満であるとか、５００万円以上であるとか、 

そういう基準があって、 ・・・。私が知っている範囲ですと、何の支障もないはずなのです。県の説明もそう言
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ってるはずなのですよ。で、広域連合が細かい情報を欲しいと言っているのはね、それは、国の個人情報保護 

法は使うというというのがある、ですから、 ・・・それでは、細かい情報がなければできないんだ、広域連合の 

事務ができないんだとあなたがご判断なさったはずだから、それを説明していただきたい。 

保険年金課 その判断基準を出すのに、各所得を積み上げていってその額になるわけですけれども、その額を判 

断するというのは、相手方にとって有利不利益が生じるわけでございます。ですから、なぜ私が３割なの、私 

がなぜ１割なのという、判断した理由を求められた場合にですね、広域連合のほうは、この方は１割、この方 

は３割とか、この方は入院したときはこの金額ですよとか、判断するのに積み上げていって判断しますので 

清水 答えになっていないと思うのですが。 ・・・その説明をするはずなのです。そのときに、所得の細目。トー 

タルでなくて、 ・・・細目によって保険料は変わるのですかと聞いているのです。 

保険年金課 軽減判定とか、そういった 

清水 軽減判定は別です。違うものです。 

保険年金課 ですから、決定をした内容に対して 

清水 というのはね、軽減判定ということだったら、 ・・・ 

玉造 先生が言っておられることは、総所得が分かっていれば判断できるだろう区別できるから、細々と要らな 

いのではないかということですよね。 

清水 もうひとつは、軽減という可能性があるということであれば、それは何と何が必要なの。そのために必要 

な情報はどれとどれと言っていただければ、そのなかで軽減の必要な情報をピックアップすればよいと言うこ 

とであって。 ・・・もし、広域連合がこんなものは要らないというものが一つでも出てきたらどうしますか。 

保険年金課 賦課するときには 

清水 それはね、 ・・・そういう具体的な事務が出てこない段階で全部必要とおっしゃっているので 

保険年金課 やはり賦課するのに決定するには、ひとつひとつの根拠を積み上げていってこういう結果になりま 

したよというですね、情報を広域連合としてはやはり必要だと。やはり決定するには、それなりの基礎があっ 

てこういうかたちで決定しましたよという 

清水 項目一項目ずつ、広域連合がどういうふうに使うのか説明して。 

保険年金課 １９番の営業所得につきましては、旧ただし書所得額の算式のもととなるもので、それからあと軽 

減対象所得額のもととなるもので、それから、低１低２という判断基準がありますが、これは、入院された場 

合に高額になった場合の上限を決めるための判定で、 それから、 負担区分の判定の基礎となります。 それから、 

２０番目ですけど農業所得につきましては、 こちらも、 旧ただし書所得、 軽減判定、 それから低１低２の判定、 

それから負担区分の判定です。それから、２１番の不動産所得額ですけれども、こちらにつきましては、旧た 

だし書所得、それから減額の対象の判定。長くなりますので、２１番から 

清水 ・・・ 

保険年金課 よろしいですか。もう一度申しますと、２１番につきましては、旧ただし書所得額の算出のもとと 

なるもの、減額対象の判定、それから低１低２の判定、それから負担区分の判定に使います。２２の利子所得 

でございますけども、こちらにつきましても、先ほど言いました内容のものをですね、判定するためのもので 

ございます。それから、配当所得につきましては、先ほど申し上げたものに加えまして、申し訳ありません、 

それだけですね。それから、２４番の配当証券投資所得額ですけれども、こちらも、先ほど申し上げた項目に 

ついて使うということです。２５番の外貨建配当所得額につきましても、先ほど申し上げた内容になります。 

配当所得についても同様でございます。給与所得額につきましても同様なことになります。 

会長 ちょっといいですか。 個々にご説明されるもの非常にありがたいのですが、 時間の関係もございますので、 

今のように同様というのが続くとすれば、以後は、同様でないものをピックアップしてそれについて説明して 

いただければと思いますが。 

保険年金課 今申し上げました４項目で必要なもの以外で項目が少ないものを申し上げますと。その他雑所得額 

につきましては、軽減対象所得額と低１低２の判定、それから負担区分の判定に使います。それから、２９番 

の雑所得合計額につきましては、 旧ただし書所得額の判定、 それから負担区分の判定に使います。 飛びまして、 

３４番の給与収入額でございますが、こちらにつきましては、軽減対象の判定、負担区分の判定に使います。



8 

それから、３５番の給与専従者収入額でございますが、こちらにつきましては、軽減対象区分、それから負担 

区分の判定に使います。３６番も同様でございます。それから、３７番の公的年金収入額でございますが、こ 

れは、４項目ございまして、軽減対象の区分、低１低２、それから負担区分に使います。飛ばせていただきま 

して、５３番の繰越雑損失額でございますが、こちらにつきましては３項目の判定に使います、内容を申し上 

げますと、減額対象所得額、低１低２の判定、負担区分の判定に使います。以下は、４項目ということになり 

ます。よろしくお願いいたします。 

会長 いかがでしょうか。 

清水 原課として、必要不可欠やむを得ないと判断なさったのですね。 

保険年金課 はい、そういうことでございます。 

清水 それでよろしいということに仮にしたとして、所得総額を出すことはないということですね。 

保険年金課 所得総額の項目につきましては、なかったと思いますが。そういう項目での提出はない。 

清水 ・・・ 

保険年金課 ２７番の給与所得ということですね。給与所得額という名目のものにつきましては出すということ 

でございます。 

鳥飼 総額が出るのでは。総額が基準になるように思うけど。 

清水 ・・・市の説明では、一切合切預けちゃうという説明です。 ・・・それを全部あげちゃうと、原課の判断と 

して、広域連合は必要なのだと判断したという理解でよろしいのですね。 

保険年金課 はい。 

会長 時間の関係もありますから。清水先生のご指摘というのは、 ・・・疑問を呈されていると、その疑問という 

のは、今、先生がご指摘されていること。それは、ご確認いただければと。 

清水 ・・・話の前提にあって、どうしてもというのであれば必要やむを得ないとして出してくださいよと 

鳥飼 税はみんなツーツー 

清水 たとえば国税で申告しますよね。国も持ってるのです。国は広域連合に提供しないで、市町村に提供しろ 

というわけですよ。すると、市町村が広域連合に渡すことになるわけです。 ・・・国は出さないのに、市町村は 

出すということは、必要不可欠やむを得ない話だと言えるのですね、と聞いているのです。 ・・・なのに、市町 

村が市民の情報を・・・提供するということについて必要不可欠だと判断なさったのですね、と聞いているの 

です。 

会長 今、ご説明なさったところですね。 

清水 後で要らなかった、必要なかったとなれば違法な提供なさったということになりますね。 

泉水 所得の内訳によって、負担割合が変わる、たとえば、所得額が１００万円だとしてそのなかに利子所得と 

か給与所得とかがあって、利子所得だったらかからないとか、給与所得だったらプラスとか、そういうことが 

あるのだったら、それだったらあるのかもしれないけど、そうでなくて、どんな所得でも３００万円は３００ 

万円ということだったら 

保険年金課 所得ごとに保険料が減免されるということが 

泉水 どんな所得でも３００万円は３００万円なのですよね。 

保険年金課 広域連合にそのへんのところ確認しましたところ、やはり、お年寄りの方でもありますし、まあ、 

お年寄りの方には限りませんけれども、 内容を積み重ねていって、 自分の決まった保険料とか、 判定に対して、 

いろいろなお問い合わせが現実に私たち保険年金課をみましてもあるわけでございます。その際に、細かい、 

あなたはこういう所得がありますとか、こういうものを足してこうなりますとかいうようなご説明を申し上げ 

て、その根拠にしている部分がございます。そういった意味では、広域連合につきましても、説明責任、賦課 

したりしているわけですから、そのへんのところを何もなくてただ表だけに出たものでもって説明するという 

ように紋切り型になるわけにはいかないところがあります。まして、お年寄りの方になりますから、わからな 

いとか、子供が申告したからとか、いろいろな場合がございます。そういった意味では、 ・・・ということでご 

ざいます。また、昨今いろいろなところで問題になる部分もございます。貴重な税金というものあります、そ 

のへんのところはしっかりと、対応したいというお考えがあるということで、よろしくお願いいたします。
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清水 もう一点、国が持ってて、 ・・・国が持ってる情報で国から市に提供される情報、 ・・・これが国が持って 

いるのに市が提供すると。 

保険年金課 結果的に市県民税とか、税を賦課する自治体に集まってきたもの 

清水 いや、 ・・・ 

保険年金課 各市町村からなる広域連合という、千葉県の単位、県単位でつくるようなかたちになります。そう 

いうなかで、国の情報をもらうということ自体が、構築されているかというと、今現在はまだ構築されていな 

いのではないかと思います。一般的には、組織のつながりのなかで一番合理的な方法をとられたのではないか 

と考えていますけど。 

会長 いろいろなご意見ご指摘が。 

清水 きわめてリスキーなものだと。お持ちであれば、広域連合の個人情報保護条例を。 

保険年金課 今は持っていませんけれども、広域連合のほうで議会等を経まして情報の保護という内容で、条例 

や規則が決まってございます。名称だけでも、よろしければ。 

清水 ・・・原課のほうから資料を送っていただければ・・・ 

会長 というご要望があります。よろしくお願いします。 

清水 この件は、終わりということでよろしいですか。 

会長 特にご質問等なければ。 

清水 終わったということで指摘だけさせていただきます。 記録項目に財産状況にチェックが入っていない。 ・・・ 

会長 よろしいですか。 

保険年金課 財産状況につきましては。もう一度確認させていただければと思います。 

清水 ・・・ 

保険年金課 税務の絡みで所得の、そういうものについては把握していますけど、その方が固定資産をどのくら 

い持っているかとか、そういう情報は 

清水 持ってるか持ってないか。どのくらいあるかというのは関係ない。 

保険年金課 税務関係だけでございます。 

清水 だから。山林所得があるということは、山林持っているということがわかる。 

事務局 山林所得があるということは山林持っているいるということが分かるというのは、 ご指摘のとおりだと。 

ただ、ここでは、一応、不動産所得ということだったので、収入ということに入って、収入のほうにチェック 

を入れさせていただいたように。そういった経緯がございます。 

会長 ご指摘というのは、収入だけでなく、財産にも必要だということですね。 

清水 ではないのですか、ということ。 

会長 他によろしいでしょうか。では。 

事務局 続きまして、 届出事項、 最後の項目になります。 総務課からの届出になります。「災害時要援護者名簿」、 

こちらにつきましては、災害時に災害が発生した場合や発生することが予測される場合に、何らかの支援が必 

要となると思われる方の避難支援、安否確認を被災現場において迅速に行えるようにするため、災害時要援護 

者名簿を作成する、といった事務です。記録項目としましては、氏名、住所のほか、連絡先として電話番号、 

避難支援や救出時に状況を把握するため、心身の状況を障害、身体状況、福祉サービス、そのほか、生年月日 

を収集します。収集先は、６５歳以上の独居で居宅者、６５歳以上のみの世帯で居宅者については実施機関内 

部の高齢者福祉課から、要介護度３以上で居宅者については実施機関内部の介護保険課から、保健福祉手帳１ 

級の交付を受けている居宅者、身体障害者手帳１級２級の交付を受けている居宅者、療育手帳Ａ判定以上の居 

宅者については実施機関内部の障害福祉課から収集するということになります。そのほか、本人の希望により 

避難支援を求める者については本人から収集するということになっております。提供先については、災害時に 

被災現場において、避難支援、安否確認を行うものに対し提供する可能性があるということと、本人が希望す 

る避難支援予定者が対象となっております。以上でございます。 

会長 最後の届出になりますが、何かございましたら。 

堤 質問なのですが、被災現場で避難支援、安否確認を行うものというのは具体的にどういうものなのでしょう
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か。 

総務課 避難所が設定された場合には、教育委員会の職員が避難所の運営をする。そのときに、安否確認を行う 

ものは、主に教育委員会の避難所の運営職員又はその下にいます地域の民生委員とか。 

堤 これは意見なのですけど。収集先のところに、そのほか、本人の希望により避難支援を求める者については 

本人から収集しますとあるのですが、たとえば、６５歳以上の世帯でご本人が、いわゆる痴呆症とかで家族の 

人がそういう場合にお願いしたいと、あるいは、別のところで暮らしているお子さんたちがうちの父はこうだ 

からこういうことをお願いしたいという情報収集については考えておられないのですか。 

総務課 痴呆の場合には要介護というのが、 

堤 仮にひとつの例なのですけどね。痴呆でなくてもいいのですけどね。たとえば、そういうかたちで要介護の 

対象にならないけれども、 たとえば、 ８０歳の父がひとりで暮らしていますと、 東京に住んでいる息子さんが、 

この者に対しこういうことがあった場合にそういうことをお願いします、というのは対象にしておられないの 

ですか。 

総務課 いや、６５歳以上の段階でもう対象となっています。 

堤 そうなると、情報収集先は本人以外のところに。 

総務課 たとえば、９０歳の老人夫婦と６４歳の方が生活した場合については、６５歳以上の世帯に該当してこ 

なくなりますので、 ・・・６４歳の方にとってみれば、９０歳の老夫婦を自分ひとりでみるのは非常に大変だか 

ら何とかしてよというふうに 

堤 ですから、そうすると、提供先には本人以外も想定される。失礼、収集先です。 

総務課 来た場合については 

堤 ですから、そうすると収集先のほうに付け加えていただければいいのではないでしょうか。 

総務課 はい。付け加える。民間私人のところに。修正します。 

会長 他にございませんでしょうか。 

清水 ・・・６５歳以上の夫婦であれば本人の意向のあるなしにかかわらず、６５歳６４歳の夫婦であれば本人 

の意向による、ということですね。で、要介護３以上の居宅者であれば対象となるが、要介護３以上であって 

も居宅者でなければ名簿に載らないというわけですね。 

玉造 対象者範囲で、避難支援を求める本人から情報を収集する方法としては、本人の手上げとなると思うので 

すが 

総務課 今現在はまだ手上げ方式の方式を考えている。 

玉造 ・・・行政の方で把握しているから何とかなるのかもしれませんが、その他の人で希望する人となると、 

なかなか難しいかなという感じはしますが。できれば、 ・・・ 

会長 他に特にございませんでしょうか。 

会長 では、少し休憩入れて。 

（休憩） 

会長 続きまして、次第の３番目の諮問となります。事務局よりお願いします。 

諮問（外部提供禁止の例外について）及び諮問書の提出 

会長 ただいま事務局から諮問内容につきまして説明がございました。審議会で、これから審議に入りたいと思 

います。なお、今、諮問を受けましたが、今回で答申をだすというような 

事務局 もし、可能であれば。４月１日からやりたいというご希望のようでございますので。 

会長 それを踏まえてご審議いただきたいと思います。それでは、何かご質問等あれば。 

事務局 事前に、補足というか、先日なのですが、審議会開催通知とあわせて審議会資料として送付させていた 

だいたものがございます。ただ、その後、内容の精査をいたしまして、若干、本日お配りしました審問書と若 

干内容がずれておりますので、誠に申し訳ありません。本日のほうは、この今日お渡ししました諮問書のほう
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で扱わせていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

会長 ということです。では、何か。 

高齢者福祉課 審議に先立ちまして、補足させていただきたいと思います。木更津市民生委員児童委員協議会の 

会長加藤邦夫氏からは、平成１９年の４月に、民生委員児童委員の活動に関し個人情報の提供についてという 

依頼がありまして、高齢者福祉課及び福祉部内で取扱いについて協議してまいりました。その結果、今日の諮 

問に至ったわけでございます。それから、民生委員についてその概要について説明いたしたいと思います。民 

生委員は、市町村民生委員推薦会の推薦に基づきまして、都道府県知事に推薦し、都道府県知事が都道府県民 

生委員審査会に、現在では、社会福祉審議会が担当していますが、そこの審査を経まして、厚生労働大臣に、 

民生委員が厚生労働大臣から委嘱されるということになっております。民生委員の推薦ということでございま 

すが、 民生委員法第６条に基づきまして、 当該市町村の議会の議員の選挙権を有する者のうち、 人格識見高く、 

広く社会の実情に通じ、かつ、社会福祉の増進に熱意のある者となっております。また、民生委員は同時に、 

児童福祉法第１６条によりまして、児童委員も併任されております。そのため、児童委員としても適当である 

者というのも推薦に要件になってきます。民生委員の任期は３年でございます。昨年１２月１日に、一斉改選 

が行われまして、 ・・・地区民生委員協議会、定数２０８名でございます。そのうち、２８名は担当区域を持た 

ず専ら児童委員の職務を担当する主任児童委員であり、それを除きますと、地区担当民生委員の定数は現在１ 

８０名。現在７名の欠員がおりまして、１７３名でございます。それから、欠員補充がなされまして、その結 

果、今回の個人情報の提供の対象となる民生委員は１７７名となっております。民生委員の職務としては、社 

会調査、相談、情報提供、連絡通報、それから、民生委員協議会の任務としては、連絡調整等がございます。 

民生委員は、 ・・・制度であることから、報酬は支給されません。ただし、活動に必要な実費弁償として、県か 

ら活動費が支給されます。民生委員は、先ほどの諮問書にも記載されてございますが、民生委員法１５条で、 

身上に関する秘密を守ることが規定されまして、その義務違反については１１条の職務上の義務違反で解職す 

ることができるという規定になっております。また、先ほどの諮問書にも書いておりましたが、民生委員が調 

査を行うにあたって、訪問活動等に、住民の多い地域にあっては実情把握に支障をきたすということから、民 

生委員がこれから行っていく・・・する運動とか、 広角的な民生委員活動につながるように、 こちらとしても、 

行政側としても支援していきたいというふうに思っております。今般、民生委員協議会からの依頼によりまし 

て、民生委員が秘密保持のための措置を講ずることによって、行政からの高齢者情報を提供していきたいとい 

うことから、諮問をした次第でございます。以上でございます。 

会長 以上を踏まえまして、 答申を作成していくということになるわけですが、 何かご質問等がございましたら。 

梅澤 原案に賛成だが。２、３、意見を。 ・・・紙ベースであっても、その情報をいつ渡したのか、 ・・・使用期 

間はいつまでか、回収したら回収したというものを取っておかないと・・・していただくという条件で賛成で 

す。 

事務局 ありがとうございます。そのようにさせていただきたいと思います。それで、市のほうで、情報を提供 

するうえで要綱を定めるという考えでおりますけれども、その素案といいますか、こんな感じでというのをお 

配りさせていただいておりますので。そのなかで、一応、個票というかたち。一番最後のページで、一覧表兼 

受領書というかたちで、それぞれの地区の、個々の民生委員にお渡しする個人情報が入りまして、それぞれ個 

票というかたちで、１人につき１枚の個票、その個票のインデックスがこの一覧になるかたちで、個々の民生 

委員の方にお渡しするというかたちで考えています。 お渡ししたときにこのような受領書に受領印をいただく。 

ただいまご意見いただきましたとおり、ここではお渡しするときだけ受領印をとありますけれども、また戻っ 

てきたときにもきちんと確認をするということで、その辺は直していきたいと思います。ご意見ありがとうご 

ざいます。 

梅澤 ・・・民生委員の立場から言うと、 ・・・自分が担当している地区に、あるいは・・・どこの誰が住んでい 

るというものが必要になると思うのですよ。 ・・・きちんと、いつ、誰のものを、いつまで使う範囲で欲しいと 

いうのをきちんとしておかないと、後でトラブルの元になる。 ・・・遺漏のないように書類だけはきちんと作っ 

て。この内容では不備。 ・・・ 

清水 要するに、誰の情報がどこにいったのか、ということをきちんとしておくと。
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事務局 分かりました、検討させていただきます。誰の情報が行ったかについてはとりあえず分かるのですけど 

も、あと、何日現在とかそういうことにつきましては、要綱の２条あたりで確定していると、そのほかに、要 

望に沿ったかたち、どういった要望がきたかというそういった記録もきちんと残して、すべて記録には残して 

いくというかたちでやっていきたいと思います。 

玉造 せっかく諮問ということで・・・民生委員児童委員というのが、いわゆる厚生労働大臣から委嘱される正 

式な名称でございます。民生委員児童委員というのが。今、梅澤委員からも・・・というような話がございま 

した。 ・・・非常にうれしく思っております。一例を挙げますと、今日、高齢者福祉課長が説明したわけですけ 

ども、高齢者生きがい事業ということで、木更津市のほうでは、７７歳以上の方にそれなりの補助金と言いま 

すかそういうものを出す。で、あなたの地域では７７歳以上が何人いますよと、で、いくらですよと。対象者 

は誰ですか。それは教えられませんよ。ということで業務に支障になったわけですが。 ・・・ぜひ私は賛成でご 

ざいます。賛成の立場でございます。よろしくお願いします。 

会長 条件等は。 

玉造 条件についてはですね。やはり、一人ひとりの民生委員の守秘義務が、あるいは漏えいについてないよう 

な、それぞれの民生委員が、また、民生委員児童委員協議会のほうで指導していく必要があると思います。 

会長 貴重なご意見ありがとうございます。 

堤 諮問に直接ではないかもしれないのですが、個人情報取扱いマニュアルの誓約書というのがひとつ。これ、 

とられるというのが諮問だと思うので。誓約書の３項と４項に、こういうことがあったら民生委員の方に一種 

のペナルティというか、氏名住所を公表するという条件が付されているのですけど、マニュアルの８番にこう 

いうことがあったらペナルティというのが書いてあるのですね。それで、最初のほうは誓約書の３に対応する 

のだと思うのですね。マニュアル違反で不適切な取扱いにより漏えいしたという場合というのが挙げてあるの 

ですね。これは、少なくともまず個人情報の漏えいというのがあるというのが前提だと思うので、比較的分か 

りやすいのですが。もう一つのほうは、マニュアルのほうをみると、マニュアルに違反して市から改善命令を 

受けた場合というのがあるのですけど、誓約書の４項については、前段で、個人情報の取扱いが不適切であり 

市から改善を求められたにもかかわらずという言い方ですよね、不適切であり、というのが、かなり分かりに 

くい。まず、マニュアル違反行為が前提になって、マニュアル違反行為のほかに不適切というのを考えておら 

れるのか、あるいは、マニュアル違反行為イコール不適切なのか。つまり、これ、民生委員の方ですから、誓 

約書を出されるということになればですね、一種のペナルティに関する構成要件になるので、整合性がない、 

あるいは、分かりにくいというのですか。だから、こういう場合に民生委員がこういうことになれば、不適切 

というのは、マニュアルどおりやっているのに不適切とか。ないかもしれませんけれども。つまり、そういう 

ことがあったりすると思いますので、そのへんもう少し整合性があったほうがいいのではないかと思います。 

事務局 構成要件がということですね。 

事務局 ありがとうございます。そのへんにつきましては、民生委員の方と誓約書の内容についてはもう少しつ 

めさせていただきたいと。基本的には、マニュアル遵守していればそういう不利益はないだろうというふうに 

民生委員の方も思われるようなかたちだと思いますので、３に近いようなかたちにしていく方向で、民生委員 

の方とまた協議していきたいと思います。ありがとうございます。 

堤 そこだけが、まあ、お答えいただかなくてもいいけれど。 

不適切だとか、 マニュアル違反行為があったとかは、 具体的には誰が認定するのですか。 市の方で、 たとえば、 

担当しておられる福祉課の方、高齢者福祉課の方なのか、たとえば、総務課の方なのか。 

事務局 情報を提供している市の方でそのへんは判断する。 

堤 とりあえずはそういうかたちで。 

事務局 内部的には、総務課の方にも相談があるかもしれませんけれども 

堤 いちおうは福祉課で。 

事務局 福祉課の方で判断する。 

錦織 私も大賛成。やっと民生委員の方々が期待される活動できる環境になったと思うのですけど。 ・・・うらは 

らとして、守秘義務の問題がある。市役所の職員は漏えいしたら首という意識があるだろうが、民生委員も同
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じ意識をもってもらいたい。それがどうかなということで、今までずるずるきていたのではないかと思うので 

す。 ・・・公表に同意するとあるのですけれども、 ・・・公表したとしても、民生委員が開き直ったりしたら、 

というのがあるから、もっと踏み込んだ誓約書にしていただければと。 

会長 マニュアルのほうの誓約書ですよね。マニュアルのほうの誓約書に対するご意見と。 

高齢者福祉課 解職というのは、実際に解職というのは、民生委員が、社会的に、たとえば、刑事事件の問題を 

起こしたとか、そういった場合に解職の規定を適用しておるわけですが、なかなか軽微な違反で解職までとい 

うかたちはなかなか難しいかなとは思います。ただ、個人情報についてもそれが非常に大きな影響を与えた場 

合には、その情報漏えいが社会的な問題となった場合には、こちらから解職の請求をして都道府県知事に請求 

するのかなとは思います。そのへんは、民生委員の指導上の問題として、こちらもやっていかなければならな 

いかなというふうに。 

齊藤 内容的にはいいと思う。でも、あらためて、意識を。推薦するほうは、区長が選ばれることが多い。そう 

すると、やっていただける方がいないとなると欠員がでてくることもあるので、バランス調整も必要。 ・・・適 

任者がいればいいのだが。また、何年もやっているとね、長すぎてもというのもあるかもしれませんが。 

会長 今のは、直接諮問に対するというより、民生委員に対するご要望のようなご意見のような。 

玉造 ・・・民生委員児童委員の講習会を、過日、清水教授に講師としてやってもらった。関係者に対しては講 

習をやっているつもりだし、これからも・・・ 

清水 今回の諮問では、高齢者見守り事業に限っての提供ということ。意見を聞いていると、拡大しているよう 

な。諮問としては、高齢者見守り事業による提供ということですので、一般化してもらっては困る。今回に限 

っての話。 ・・・ 

玉造 もうひとつ、意見を。先ほどの届出にあった、災害時要援護者名簿。民生委員の立場としては、２つの名 

簿が来ることになるわけです、ある意味では。そういうことで、できるならば、ひとつにしてもらいたいとい 

うのがございますけれども、所管課の関係でですね、ある意味ではやむを得ないとも、これは必ずしも民生委 

員ではないのですが。できるならば連携の取れたものにしていただければと思っております。 

清水 民生委員はボランティア。 

諮問に、高齢社会が進行する中で、今後、核家族化に伴いひとり暮らし高齢者世帯や老々介護世帯の増加を地 

域社会でどうケアしていくかが行政の大きな課題とあるが、 ・・・どういう取り組みをされているのか説明いた 

だきたい。 

高齢者福祉課 今回、諮問することになったきっかけは、民生委員から、独居老人や老々世帯を支援していきた 

いということで、民生委員協議会が自ら個人情報取扱マニュアルを作り自分たちはこれを守るから、情報を提 

供してほしいと。今回の諮問は、あくまで、高齢者見守り事業によるもの、ひとり暮らし高齢者それから高齢 

者のみで構成される世帯である。その目的に限って、限定して取り扱っていくということで、わたしたちもそ 

れを守っていただくようにお願いしていくということでやっていきたい。 

行政としても、これからの高齢化社会において、民生委員の協力の下に様々な課題を、特に高齢者世帯の見守 

り活動については、重要性を認識しておりますので、様々なかたちで民生委員に協力をお願いするというのが 

あると思います。そのためにも、地区民協等で、このマニュアルを常に守っていただくように要請していきた 

いなというふうに思っております。 

玉造 民生委員の個人情報保護について、民生委員の奥さんが見ようと思えば見えると見てしまうと、そういう 

ことは気を付けなければならない。自分の地域の民生委員には、そういうことを言っている。見ようと思えば 

見える。一般家庭では、いちいち鍵をかけて書類を入れるということはなかなか難しいとは思うのですが、そ 

ういうことも必ずしもいいことではないのだよということは、各地区で言うように、これからもしていきたい 

と思っております。 

会長 時間の関係もございますが。他にご意見等は。 

山田 最後になってしまって申し訳ないのですけども。任命権者とか、公表の内容がどうなるのかが分からない 

ので、詳しく聞いたらまた意見が変わるかもしれないが、今聞いた内容だけだと、民生委員にマニュアル違反 

があった場合に氏名等を公表するという制度には反対です。時間もあり、議論していくと遅くなってしまうと



14 

思うので、全体の意見を変えようと思いませんし、多数決ならそれでもかまわないですけど。もし、少数意見 

が記録されるのであれば、そういう意見があったことを記録していただきたい。 

会長 というのは。 

山田 さらしものにされるみたい。 ・・・民生委員は無償でやるわけですよね、で、マニュアル見てみると、きつ 

いものもあるわけですよ。 ・・・可能性としてはあるわけですね、そういう場合に公表されて、インターネット 

で批判されるなどがあると、ちょっとかわいそうという気もするので。 

会長 でも、マニュアルは民生委員協議会がつくってきた。 ・・・ 

会長 諮問を受けまして、真っ向から反対というのはなさそうだが、いかがでしょうか。 

清水 ・・・ 

会長 では、原案どおりで。ただ、さきほどの、清水先生のご指摘、ひとつ前のご指摘が、何か注文つけられた 

ような気がしたのですが。 

清水 この諮問内容に限ってという限定。 

事務局 見守り事業に限定してということでございますか。 

会長 そういうことを書かれますよね。根幹にかかるようなご指摘なので。 

事務局 はい。 

会長 そういったことを十分考慮されたうえで。それから、梅澤委員のほうから、書面についてですね。ただ、 

これは要綱ということで、 こちらは案が示されているわけですけれども、 こちらの中に盛り込むということで。 

清水 市が、だれに、どのような情報を出したか。 ・・・ 

会長 要綱はまだ素案段階なのですが、そういうことを盛り込まれるべきだというふうなご意見に、委員の方か 

らのものはなると思いますが、いかがでしょうか。そうしたうえで、原案どおりかと。 

事務局 では、答申案を作ります。少々お待ちください。 

（答申案の配付） 

事務局 答申案を読ませていただきます。会長に。 

会長 「諮問のあった外部提供は、高齢者見守り事業の体制作りのために、諮問内容どおりとして承認する。 

ただし、いたずらに個人情報の取扱い範囲が広がらないように「高齢者見守り事業による提供」に限る 

ものとする 

また、木更津市が作成する、民生委員に対する個人情報の提供に関する要綱においては、審議会におい 

て出された意見を踏まえて策定すること。 」 

以上であります。何か。 

会長 特にないようでございますので、これで答申に。 

事務局 これをもって、会長のほうから答申をということで、皆さまご一任ということで。 

（委員 異議なし） 

事務局 １点だけ。２段落目のところの終わりに、「限るものとする」の終わりに「。」が、句点が抜けていまし 

たので付け加えさせていただいて。 

委員 それを言うのだったら、最後に「以上」を加えたほうがいい。 

会長 「策定すること。」とあるが、 「策定しなければならない。」に。いや、「策定するべきである。」で。 

会長 こういうことで。では、答申はこれで。 

会長 その他とありますが、事務局から何かありますでしょうか。 

事務局 特にはございません。また、新年度になりまして、事案が発生しましたら、よろしくお願いします。本 

日はありがとうございました。 

会長 それでは、以上で、本日の日程を終了いたします。 

以 上
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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


