
1 

平成２０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２０年９月１２日（金） 午後１時３０分から午後４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：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）、 

長野史郎、錦織正道、山口陽代 

木更津市 ：多田総務部長 

（事務局）総務部総務課 北原課長、安田副主幹、高岡主査、金子主査、内田主任主事 

（関係課）企画部企画課 野村主任主事 

市民部保険年金課 野中副主幹 

福祉部高齢者福祉課 新井副主幹 

福祉部健康推進課 江尻主査、中村主査 

福祉部介護保険課 山口課長、田中副主幹 

都市部都市政策課 鴇田主幹、中原主査 

都市部建築指導課 藤尾課長、安田副主幹 

財務部財政課 斉藤副主幹 

○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（取扱禁止の個人情報の例外について） 公開 

○傍聴人の数：０人 

○会議の内容 

開会 

会長 ただいまより、平成２０年度第１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。 

では、議題に入らせていただきたいと思います。まず、「個人情報取扱事務の届出の報告」につきまして、事 

務局より説明願います。 

事務局 最初に、 お手元の資料の確認をお願いします。 本日は、 報告事項７件、 諮問事項１件となっております。 

お手元には、次第、届出事項について、表になっているもの、それと、それらに関する説明書、それと、参考 

資料がお手元に配布させていただいております。不足等がありましたらお申し出ください。 

それでは、次第の１番目、個人情報取扱事務の届出の報告をさせていただきます。 

会長 １点よろしいですか。 

事務局 はい。 

会長 毎回、この報告に関して最初にお聞きするんですけど、７件あると。各報告、各件ごとに区切って、委員 

の方々から質問なりを受けるという形でよろしいんでしょうか。 

事務局 はい。 

会長 では、そのようにさせていただきますので、皆様よろしくお願いいたします。じゃあ、どうぞ。 

事務局 それでは、個人情報取扱事務の届出について説明させていだきます。まず、個人情報取扱事務の届出に 

ついてですが、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、－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－、これらを届け出なければならないとされています。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います。
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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、こうした届出があったときは、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います。 

本日の報告につきましては、先ほど会長より質問がありましたように、各報告案件、所管課ごとに報告、質 

疑応答をする進め方で行ってまいりたいと思います。 

また、届出の単位につきましては、従来、帳票ごとの届出としておりましたが、届出件数が４，０００件以 

上の件数となっておりまして、 事務が煩雑になることから、 住民等による開示請求等の便宜を考慮したうえで、 

複数の帳票類を含めた事務単位による届出を行うことにつきまして、平成１９年度第１回審議会で報告させて 

いただいたところでありまして、本日の報告においては、かような取扱いをさせていただくこと、予めご了承 

ください。 

それでは、最初に、企画課からの届出から、説明いたします。企画課からは、２件ございまして、 『政策・施 

策に係る市民アンケートに関する事務』 及び『「かずさまちづくりディスカッション２００８ｉｎ木更津」 に関 

する事務』について、新規２件の届出がされております。 

まず１件目、『政策・施策に係る市民アンケートに関する事務』について説明いたします。本件事務は、市民 

の行政に対する満足度、政策・施策ごとに設定した指標に対する達成度、新規に指標を設定する際の参考値等 

を得ることにより、市民の行政に対する意識を把握し、満足度をより高める政策・施策を行っていくため、平 

成２０年度から毎年度１回、住民基本台帳から無作為に抽出した２０歳以上の市民２，０００名を対象に当該 

アンケートを実施するものです。 

市は、当該アンケートの調査票の郵送に必要な名簿を作成するために必要な個人情報を取り扱います。 

記録項目は、氏名、住所、生年月日、年齢及び性別となっています。住所及び氏名は、調査票の郵送に必要 

となるため、住所、生年月日、年齢及び性別は、当該アンケートを実施した対象者の属性の把握のために必要 

となるため、それぞれ取り扱うものです。なお、業務の委託はございません。 

『政策・施策に係る市民アンケートに関する事務』についての説明は以上ですが、続けて、２件目の説明に 

移らせていただいてもよろしいでしょうか。 

会長 はい。 

事務局 それでは、２件目、『「かずさまちづくりディスカッション２００８ｉｎ木更津」に関する事務』につい 

てですが、社団法人かずさ青年会議所主催、木更津市共催により、無作為抽出により選出された市民参加者に 

よる討議を通じ、地域の課題の解決策を考えるという「プラーヌンクスツェレ型」の手法を取り入れた市民参 

加型の討議会を開催します。 

この市民討議会の開催にあたり、参加者を募集するため、住民基本台帳から無作為に抽出した１９歳以上の 

市民１，０００名を対象に参加依頼書を送付します。 

市は、当該参加依頼書の郵送に必要な名簿を作成するため、さらに、この市民討議会を開催するために必要 

な個人情報を取り扱います。記録項目は、氏名、住所、生年月日、年齢、性別、電話番号となっています。住 

所、 氏名は、 参加依頼書の郵送に必要となるため取り扱います。 また、 この市民討議会は、 無作為抽出した１， 

０００名のみを対象としているため、参加申込みのあった市民が対象者であるかを確認するため、氏名、住所 

のほか、 生年月日を取り扱います。 なお、 年齢及び性別につきましては、 統計情報として、 無作為抽出した１， 

０００名の属性を把握するために取り扱います。 

また、参加申込書には、参加を希望する市民の氏名、住所、生年月日及び電話番号の記載をお願いいたしま 

すが、電話番号につきましては、参加希望者との連絡のため取り扱います。 

この市民討議会は、かずさ青年会議所と市の共催で行いますが、個人情報の取扱いに関する両者の役割分担 

といたしまして、参加依頼書の発送・受領、参加を希望する者の確認については、すべて市で行い、かずさ青 

年会議所はこれらの個人情報を取り扱いません。 

また、参加希望者の個人情報－氏名、住所、生年月日、電話番号－ですが、これらにつきましては、市及び 

かずさ青年会議所が取り扱うことになりますが、当該個人情報（参加申込書）につきましては、その提出先を 

かずさ青年会議所理事長及び木更津市長とし、この両者がこの市民討議会の目的のために使用する旨を明記い 

たします。
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なお、市が参加希望者の確認をした結果、参加希望者が対象者でなかった場合においては、この市民討議会 

を開催するために必要のない個人情報となりますので、当該個人情報は、市が当該参加希望者に対し参加を断 

わるためにだけに使用し、かずさ青年会議所は当該個人情報を取り扱いません。 

企画課より届出のありました事項については以上です。 

会長 以上２件ありましたが、何かご質問等ありましたら。 

堤 市民アンケートの現物が分からないので教えていただきたいのですが、これは、 ・・・・・、答えとしては単 

純に何パーセントという答えがでるもの？というのは、施策とか満足度、政策・・・のためアンケート・・・ 

今日扱うようなふるさと納税、期せずして、その人の思想信条、市のほうに入ってくるようなものはないんで 

しょうか。関係・・。 

会長 いかがでしょうか。 

企画課 市民アンケートにつきましては、平成１８年度に、今回の第３次３か年プランを作成するにあたっ 

て、 ・・・な政策単位のアンケートを実施させていただきました。これにつきましては、設問として政策ごとの 

満足度を選んでいただき、満足度を選んでいただくという形の設問を・・・いただいております。今回遅らせ 

ていただきました市民アンケートにつきましては、前回平成１８年度に実施した、全政策・施策に関するアン 

ケート調査の中から、今回、さらに担当部所の方から、必要と認められるアンケートフォーマットを抽出させ 

ていただいて、その政策・施策ごとに必要な部分について、同じような形で抽出をさせていただいた設問でア 

ンケート調査をさせていただいています。満足、やや満足、 ・・・に分けさせていただいて、そこにチェックを 

かけていただいております。 

会長 そうすると関連して、そのアンケートに答えられる方が、なんらかの要望であるとか、そういったことを 

直接記入させる欄は？ 

企画課 自由にお書きいただける欄も設けさせていただいております。 

会長 その点なんですよ。 

堤 自由にご記入くださいという、 ご意見があるならご記入ください式のものを、 もしアンケートで残している、 

今日あとでやる、ふるさと納税の、同じように市の政策に対しての要望とかがでてくると、思想信条の問題と 

いう形になる可能性はないのでしょうか。 

会長 ・・・・・・。 

清水 私は体の具合が悪いのでなんて書いてきた人がいたとしてね、こういうサービスをしてほしいなんて書く 

と、病歴とか身体状況が分かりますね。いろんな可能性があるんですよ。小さな子供がいてとかね。 

堤 これは、今日やっているのは、発送する前の話で、戻ってきたものを対象にはしていない？今日、アンケー 

トの人を選ぶ、その作業と、それを発送するまでの届出事項だと了解すれば、今の問題は出てこないと思うん 

ですけど。目的とか、今、アンケートをとって満足度を高める政策・施策をおこなっていくためと書いてある 

んで、 そうすると、 アンケートが戻ってきて、 戻ってきたアンケートの内容を市の方に活かしていくとなれば、 

ちょいと、その、また、内容が違ってくることにならないのかな。 

清水 この事務そのものは終わっちゃっている事務ですよね。そうですよね。ですから、行ってこいで帰ってき 

て、全部揃っていると思うんです。そうすると、例えば、カッコ書きで、いろんな、個人的な、この項目以外 

の事項を書いてきた人がいらっしゃるのか、いらっしゃらないのか存じませんけども、いらっしゃった場合に 

は、市長としては意見を黙殺するということでよろしいんですよね。取り扱ってないわけですから。 

企画課 たぶん…。 

清水 つまり、アンケートの集計をするときには、そういう意見は全部切り捨てて、その他一件とか、その他三 

件とかという処理の仕方であって、具体的な要望は書いても記録として残さない。 

企画課 いまアンケート結果を取りまとめ中なので…。 

清水 「中」というからには、少しはケースが分かるわけですよね。ないわけですか。 

企画課 あの、速報として、庁内には、 ・・・については、アンケート結果を報告させていただいているものです 

けども。おっしゃるように、 ・意見、Ｂ意見・・・取りまとめていないものですから。 

清水 取りまとめていないということは、 ないということですか。 それとも、 あるけれども取りまとめていない？



4 

企画課 すみません。私が主で・・・・・・。 

清水 もしね、先ほど堤先生がおっしゃったように、可能性としてででも、そういうものを書いてくる可能性が 

あるというんであればね、書かせるように仕向けたのは市なわけですから、事務届けのひとつに記載されるべ 

きじゃないんですか。黙殺されるというなら、話は別なんです。ゴミがついてきたということで片付けてしま 

うということであれば取扱事務にはならない。 

会長 もう一度確認ですけど、そういう、様々な要望などを書く欄は設けられているわけでしょ。 

企画課 はい。 

会長 であれば、書く可能性に関しては否定できないですよね。 

清水 市の取扱事務ですから、黙殺するというふうにおっしゃっていただければ、事務は事務じゃないのですか 

ら。 

会長 欄はあるのですよね。 

企画課 最終的にはご確認させていただきたいと思います。直接には、事務を担当しているわけではございませ 

んので。申し訳ないですけども。 

清水 じゃ、そうすると却下ですよ。 

会長 却下？却下といいますと？ 

清水 審議ではないです。 

会長 ここでね。 

清水 ええ。 

会長 というご意見なんですね。 

玉造 よろしいですか？ディスカッションで…。 

清水 次行っちゃっていいんですか？ 

会長 今の点、清水先生、第１点目ですか。いかがでしょうか。つまり、報告そのものが成り立たないので却下 

という。筋が通っていると、私は思います。 

堤 今日の一枚目の届出は、見る限りはアンケートを送ると。送ると、ここまでの話は。だから、 ・・・住所だけ 

でもいい、ここと。であれば、とりあえず届出でＯＫと。 

会長 書いてきますよ。 

堤 届出事項が、どこまでの守備範囲なのかということも、ちょっと不明。 ・・・返ってきて、目的を見ると、返 

ってきたものを政策に活かすと書いてあるから、そこまでのアンケートの・・・する事務、そこまで含んだ話 

だと思うから、今言われたみたいに、それが全然、今言ったね、審議できない、 ・・がするし…。 

清水 これはね、企画課が、市民課が持っている、情報としての住所、氏名、年齢、性別、これを取得しました、 

そのために集める項目はこれだけですと。 ところが、 作成目的という方をみると、「参考値等を得ることにより、 

市民の行政に対する意識を把握し」と書いてありますから、その後がどうなるんだというところも、当然、こ 

の中に入っているんだと、この届出に。 

堤 そうなれば、 さっきの話に戻るけど、 戻ってきたものに対する内容、 回答を確認してということになればね。 

会長 分析した結果、この項目のいずれかに。 

清水 ですから、分析をしないで。 

会長 分析をしない。するかしないかは、あれですよね。 

清水 原課の方で、しないというふうにご判断であれば。要するに、カッコ欄を書いたのが間違いで、満足、や 

や満足、普通という項目だけが集計の対象にあって、余計なことを書いても不実記載で却下、黙殺と。 

事務局 只今、企画課の職員が再度確認に行ってますけども、一応基本的には住所、氏名で出して、返信用には 

氏名などが入らないような形だったということなんで。そうしますと、特定個人の思想信条というのは、間違 

いなく扱われないと思われます。ちょっと今、確認に行ってまいりますので、少々お待ちください。 

清水 いるんですよ、アンケートをやりますと、名前を書いてくる人もいれば、ご丁寧にね。書かなくてもいい 

ような、差出人の住所、氏名、全部書いてくる人もいるんです。 

堤 ・・・・・・。
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清水 いや、アンケートの欄に名前を書いてくる人は、何人かいれば、必ず１人や２人はいるんです。 

企画課 アンケートの件ですが、無記名で、全て送っていただいて。 

会長 無記名？返信、住所も？そうなりますと、あれですよね、ただ、アンケート結果自体は残るとしても、な 

んらかのね、思想信条に関わるような、かなり際どい個人情報を書いてくる人がいたとしても、個人情報とし 

ては扱われないと。というお考え、立場。だから、したがって、その、記載項目というのはこれだけ、氏名か 

ら性別まででよろしいんだと。ということになりますね。それでよろしいですよね。いかがでしょう、清水先 

生？ 

清水 そういうご説明なら、それで結構。 

会長 堤先生？ 

堤 いやだから、ここのアンケートの・・・・。 

会長 他にこの件に関しては？時間もありますから。ございませんでしょうか。なにか、今日の次第の２の前哨 

戦が始まっているような印象が。なぜ前哨戦というのかは、あとでだんだんわかってくると思うんですけど。 

じゃあ、２点目についてどうぞ、ご質問。 

玉造 個人情報、１９歳以上無作為に抽出するということで、１９歳以上という人は分かっているわけですね。 

その次にきて、生年月日が１９歳以上であるということが、最初の段階で分かっているならば、生年月日は必 

要ないんじゃないかなあという気がいたします。そしてまだ、申込みのときに、無作為抽出したもの、そちら 

から発送をして、返事出します。それが、本当に、その人かどうかということで、生年月日が必要だというこ 

とになるわけですね。ですから、１９歳以上というものを、住民基本台帳から抽出してもらえば、生年月日は 

必要ないような気がします。はじめの段階で、１９歳以上と特定されているわけですから、その打ち出された 

名簿を見れば、確かに抽出して発送した人のはず。そういうことではない？。 

清水 いや、たぶん、企画課としてはあれですよね、市民課が出してきたリストが信用できないからチェックす 

るということですよね。 

会長 それはいかがですか？ご質問というか意見が加わっている。 

企画課 １９歳以上ということで、抽出要件をかけさせていただきましたが、最終的に、当課の方でご確認をさ 

せていただいて、 参加の申込みをいただいた方に対して、 ご本人であるかどうかご確認させてただくためにも、 

ということで、今回は生年月日を入れさせていただいたんですけども。 

玉造 ですから、それは一番始めの段階で１９歳以上と特定して抽出しているわけです。その人であれば、あえ 

て生年月日は必要ないんじゃないかなあと思うわけです。 ・・・公開した方がいいような立場なんですが、あま 

り方々・・・思っているんですけども。 

清水 企画さんとしては、こういうことですよね。市民課が出してきたリストというのをチェックするわけでは 

ない。しますか？ 

企画課 そこはチェックするわけではない。 

清水 どっち？１９歳以上１，０００人抽出してくれとやって、名簿が出てきたときに、その名簿で生年月日を 

確認して、１９歳以上かどうかということについてのチェックというものを。 

企画課 発送前に１９歳以上・・・したと。 

清水 なさいましたという話です。 

企画課 してません。 

清水 じゃあ、その時点ではいらないんです。で、返ってきたときに、今度は、例えば、清水なら清水という人 

間、清水幸雄という人間に送ったと。清水幸雄という人間が、その、自分の名前で住所、氏名が変わらずに返 

事が来たと。そのときに、私が本当に清水幸雄であるかどうかということについての確認を生年月日でおやり 

になるということですか。 

企画課 はい。 

清水 年齢の確認はできますけども、本人かどうかの確認はできない。私の家族が、私の名前で返事をした、生 

年月日ではできませんね。仮に、この委員なら、委員になりましたと。そのときに、最初の会合で、受付で「申 

し訳ありませんが生年月日言ってください。」 そういう形で確認でもなさるとおっしゃるなら。 それは覚えてお



6 

けばすむことですから、なりすましのときはね。でも、住所と氏名を伺っただけでは、本人かどうか信用でき 

ないから、生年月日も言わしてみる。よくサラ金なんかでやるんですよね。 

事務局 補足ですけども、 企画に聞いたところによりますと、 戻ってきた段階で、 返ってきた人が確かにその人、 

送った人。例えば、兄弟でお兄さんに送ったのに妹、いや、兄弟で男と男だったら、弟が書いてきた、その場 

合には生年月日が違っているわけですから、そういったところで確認をする。で、名前、確かにこの名前とか 

生年月日で、確かに私は送った人です、で、それを実際、ディスカッションを行う段階で、名前でチェックを 

しますので、確かにこの人は申込みのあった人だと、うちの方は送った人だと確認をとるために、生年月日は 

とるというふうに。 

清水 申込者の申込書に住所、氏名、年齢、生年月日を書かせる欄があるということですね。 

事務局 いや、返ってきた段階で名前を見れば、生年月日はうちのほうが控えていますので。 

清水 それじゃ付け合せにならないじゃない？ 

玉造 参加申込書には生年月日書くんですね？ 

会長 書くようになってます。 

事務局 すいません。なってました。 

会長 いかがです。事務局の方とすれば、個人を特定する、その精度を高めようという趣旨で、この報告という 

か、そういうことなんですけど。見方によっては必要ないんじゃないかと。個人情報保護の観点からすれば、 

事務で扱う情報とすれば、少ないにこしたことはないわけですから。 

清水 ・・・で見れば、住所、氏名だけで足りるんじゃないかと思いますが、それに生年月日で付け合せるとい 

う作業を市としてはどうしても入れたい。そういうことですよね。 

堤 収集理由が募集のため・・・募集及び…。 

清水 確認のためなんです。 

堤 同一者の確認のためとか・・・言えない。それは・・・。 

委員 そこは・・・。 

堤 そうであれば。 

会長 １９歳といっても、１，０００人ですか、全体で。かなり、世界が、ジェネレーションが分かる可能性が 

ありますよね。それこそ後期高齢者から大学生、そういった、その世代間の世界観の相違というものを見る意 

図で、その生年月日を書かせるということも考えられる。そういう意図というか・・・の目的はない？ 

企画課 趣旨は、 ・・の同じような・・・ご理解いただくというような・・・、先程からおっしゃられている、生 

年月日、年齢という問題がある。年齢があれば分かるんじゃないかとおっしゃるけれども、本人か・・・。 

会長 ジェネレーションギャップのようなものを確かめる意図はそもそもなくて、ただ単に精度を高めると。 

玉造 私のいうのは表現の問題でね。はじめからね、生年月日を確認して、１９歳以上の人をやるということで 

あるならいいんですが、一番初めでは、ただ１９歳以上の人を抽出して、後になると生年月日を本人に記入し 

てもらうと。ここいらが、ちょっと繋がりがどうなのかなと。そういうことなんです。やや不純になるんじゃ 

ないのかなということなんです。 

会長 ご意見として、担当の方が今後に活かす。せざるを得ませんよね。 

清水 ちなみに、参加者の選定にあたっては、住所、氏名、要するに１９歳以上の市民であるということが確認 

できるその他の情報は使わない？そうですね？性別も？ 

そうするとね、生年月日と性別があるんだな。参加申込書に書いてあるんだったか記憶がないんですが。書 

いてあります？それが、市からＪＣに行く理由は何です？かずさ青年会議所は、何のために性別と生年月日を 

使うんです？ 

企画課 青年会議所にはその情報は行かない。 

清水 行かない？ 

企画課 ・・・・。 

清水 そうすると、申込書はＪＣには行かないんですね。 

企画課 市が。
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清水 行かないんですね。 

企画課 一応、その、こういった方が参加申込みありますという・・・共有します。 

清水 別に紙を作って、 一覧表でも作って、 それが行くと。 分かりました。 ３ページの１に、 ３行目のところに、 

「また、参加希望者の個人情報（参加申込書に記載された氏名、住所、生年月日及び電話番号については」と 

いう書き方になっていて、性別が落っこちるのは分かるんですが、生年月日もＪＣに行くんだなと。ＪＣは生 

年月日、何に使うんだと。住所と氏名は分かるんですよ。連絡しなきゃいけない。電話番号も連絡のために使 

うだろうということは容易にできるんです。生年月日はＪＣ、何に使います？ 

企画課 ・・には生年月日・・・。 

清水 書いてあるじゃない。 

企画課 年齢を。年齢は下の方で＊出しますけども。 

清水 それはわかります。それは、あくまでも６０代、５０代とか２０代とかの区切りですよね。 

企画課 それは・・・・・・して。 

清水 逆に、私なんかは、そこに性別がくっついてもいいと思うんですよ。トータルの数ですからね。ただ生年 

月日というものがＪＣに行くと書いてある。ＪＣは何に使うことを予定していますかということなんです。 

企画課 こちらに提出した資料は誤りかもしれませんが、生年月日、一応、斡旋・・・しておりませんが。 

会長 それでよろしいでしょうか。 

清水 ですから、この３ページ目の３行目のところの、生年月日の提供については疑義があるということです。 

事務局 年齢？ 

清水 逆に、年齢ならわかるんです。 

事務局 年齢は行きます。生年月日の方は。 

清水 年齢というのはあくまでも年代ですからね。 

事務局 生年月日は行かない。 

清水 間違い。 

事務局 間違い。訂正させていただきます。 

会長 いま一度、訂正の。皆さんに告げてください。 

事務局 説明資料の３ページ、 上から３行目、 カッコの中、「参加申込書に記載された氏名、 住所、 生年月日及び」 

となっていますが、生年月日を年齢に訂正させていただきます。 

会長 はい。 

堤 これ、情報提供先は民間私人はいらないんですか。ＪＣに情報を出すときに。 

清水 担当課の理屈というのはね、ＪＣと市がね、 共有情報を、 共同名義で受け取ると理解しているわけですよ、 

多分ね。共同名義で。だけど、途中でチョイスするんですよね、第三者提供じゃないと。一緒に集めているん 

だから、第三者提供じゃないという気持ちはよく分かるんですが、チョイスして、一枚の紙があってね、そこ 

にいろんなことが書いてある。そのうちのピックアップをして一部を出すということであればね、それはその 

部分の提供なんじゃないかなと、私はそう思います。その方が素直なんです。 

玉造 市で取り扱うけれども、提供はしないと。 

清水 ええ。 

清水 変な話ですけども、 一枚の紙があって、 ここに５項目あったら、 渡すときは２項目消して渡すわけですよ。 

そうでないとね、全部の情報がいっちゃうという話になります。どうしても共同名義だとおっしゃるんだった 

ら、参加申込書を２枚綴りにしていただいて、１枚は写らないとかね。そんな＊＊しなきゃならない。 

会長 今のもご意見として、今後活かしていただくということで。他にご質問はございませんでしょうか。 

清水 ちなみに、このＪＣは、個人情報保護法の取扱事業者に該当していますか、していませんか。していると 

いうのであれば、担当部署があるというふうに。ＪＣが取扱事業者だっていうんであれば、本当にやっている 

かどうかは疑わしいとしても、少なくとも法的な担保はある。個人情報保護法に基づく措置があるんだという 

理解はできるんです。ところが、そうでないという話になると、渡してしまったら、ここから先はザルねと、 

こういう理解でお伺いしなければならない。
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会長 今の点いかがですか。 

企画課 ・・・・・。 

清水 総務課に申し上げたいのですが、共同事業の場合、こういう共催には、いつもこの問題がついてまわるん 

ですよ。事業そのものは反対しているんじゃないんで。事業そのものはまことに結構なんだけれども、片方で 

一生懸命蛇口を閉めて個人情報保護を図っていると。だけど、共同事業者の方はザルね、そこから先はぐずぐ 

すになってしまうと。それでいいですかと言われて、いいですというわけにはいかないので。保護措置が作ら 

れているかどうかの確認は必ず必要だろうと。ご報告いただけます？ 

会長 ・・・いただくということで、これに、意見に関して、以上よろしいでしょうか。じゃあ、以上で。 

事務局 それでは、続きまして、『各種健康審査事務及び保健指導』に移らさせていただきます。こちらは、保険 

年金課、健康推進課、高齢者福祉課の３つの課に関する事務をひとつにまとめたものでございます。届出の内 

容ですが、本件事務は、対象者の健康の保持及び増進のため、健康診査を行い、健康診査の結果を本人に通知 

するとともに、必要に応じて保健指導等を行います。 

記録項目は、識別番号、氏名、住所、生年月日、年齢、性別、電話番号、健康、病歴、障害、身体状況、家 

族状況、親族関係、婚姻、職業、評価、福祉サービス、趣味、思想信条となっています。 

各項目についてですが、本人を特定するため、氏名、住所、生年月日、年齢、性別を、健康診査によっては 

健康診査の情報を整理するため識別番号を付しています。健診結果を基に保健指導の訪問の連絡及び診査結果 

の通知が返送された場合など、連絡をするので電話番号を記録項目としています。健康診査の結果の情報とし 

て、健康、身体状況を記録項目としています。健康診査の結果には、医師の所見等必要な情報が記録されるこ 

とが考えられるため、病歴、障害、評価を記録項目としています。乳児、幼児の保健指導では、育児支援のた 

め保護者等の氏名・続柄、保護者の職業、家族状況、親族関係を確認することがあるため、記録項目としてい 

ます。成人に対する保健指導においては、場合によっては訪問指導により対象者の生活環境を把握し、指導を 

する必要があることから、家族状況、親族関係、婚姻、職業、福祉サービス、趣味、思想信条（なお、平成１ 

１年９月３０日答申第１号により承認済です。 ） といった情報が取り扱われることがあることから記録項目とし 

ています。 

収集先は、対象者を把握するため、健康診査所管課が市民課、介護保険課、保険年金課、社会福祉課から情 

報を収集することがあるので、実施機関内部を収集先としています。 

なお、ここで、資料の一部訂正をお願いいたします。説明資料の６ページ、新旧対照の新の表なんですが、 

こちらの上から６行目、生活機能評価という項目がございます。この生活機能評価の中で、収集先に社会福祉 

課の記載が洩れておりましたので追加をお願いいたします。 

また、併せてなんですが、隣の提供先の欄なんですが、健康推進課と書いてございます。こちら、健康推進 

課の削除をお願いいたします。 

説明を続けさせていただきます。本市の国民健康保険以外の被保険者が本市の国民健康保険の被保険者とな 

った場合には、当該保険者から特定健康診査の情報が提供されるため、他の官公庁、民間私人を収集先として 

おります。 

提供先は、国民健康保険の所管課が実施した健康診査の情報を基に健康推進課が保健指導を行うため、実施 

機関内部を情報の提供先としています。本市の国民健康保険の被保険者が本市の国民健康保険以外の保険の被 

保険者となった場合には、当該保険者に特定健康診査の情報を提供するため、他の官公庁、民間私人を情報の 

提供先としています。また、広域連合の委託を受けて広域連合の被保険者の健康診査を実施し、当該健康診査 

の情報を広域連合に提供するため他の官公庁を情報の提供先としています。 

統合による届出の内容・変更については、資料の新旧対照表のとおりです。以上でございます。 

会長 まず、これは参考資料が３つあって、件数としては１つと。それは、３つの課にまたがる？それで１件。 

事務局 ひとつとして報告…。 

会長 ひとつの事務として統合する。統合したら３つの課にまたがる事務になる、それで１件と。 

事務局 はい。それは冒頭で説明させていだきました、昨年の第１回審議会で報告させていただいた、帳票ごと 

の届出としていたものを事務単位とすることについて、昨年度報告させていただいたところでございまして。
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会長 それに則ったと。 

事務局 はい。 

会長 ということですね。何かございましたら。 

清水 内容的には大きく変わったところはない？がん検診で賦課状況がなくなったぐらい？がん検診。 

健康推進課 がん検診は、健康増進法で４０歳以上を対象としておりまして、成人保健指導記録ということでさ 

せていただいております。 

清水 それはわかるんですけども、 前は、 税金の賦課状況を集めていたはずですが、 今回はなくなっているんで。 

事務局 賦課状況は変更なしと。 

清水 それから、保健指導に関わる問題で、特定健康診査だけは電話を使うことはないですね？事務届けを拝見 

して申し上げているんです。 

保険年金課 指導につきましては、一度、あの、全員に呼び出しをかけますので、その時点で、問答から・・・。 

一番上？四番目？ 

清水 下から三行目の、新しい表の下から３つ目で。 

会長 先生、もう一度。 

清水 新旧対照表の新の一番最後のほうにね、３つほど保健指導が並んでいるんですよ。その上の指導記録がず 

っとあるんですね。で、ずっーと、特定健康診査、上から四つ目を、上の四つね、上四つを除けば全部電話番 

号が付いてきているんですが、特定健康診査に関するところに電話番号がないので、同じ保健指導でも、若年 

期の方は電話するけれども特定健康診査の方は電話はかけないと、そういうふうに確認を。 

保険年金課 漏れです。失礼しました。 

会長 漏れというのは、記入漏れ？ 

保険年金課 記入漏れです。 

会長 改めて、どこにどう記入するの？ 

保険年金課 下から三番目の特定健康診査に伴う保健指導のところに、記録項目として電話番号が入ります。 

清水 上から四番目は入らないですね？ 

保険年金課 上から四番目は必要ないです。 

会長 どうして必要ないのですか。 

保険年金課 特定健康診査をするのに通知を差し上げるので。通知する際には電話番号は必要ありませんので、 

住所、氏名、生年月日、個人を判定するのに生年月日等は必要ですけども、電話番号は受診する前ですので必 

要ありません。 

清水 要らないというのなら要らないで。だけど、連絡がつかないで電話をかけることがあれば違法ですよ。公 

務員法違反。懲戒免職と申し上げている。 

保険年金課 特定健診、発送時点では必要ないのですが、受診した際に本人の方に質問票というのがいきます。 

その時点で、電話番号は、病院の連絡とか、色々な情報の送付の関係で、電話番号は提供していただきますの 

で、そこでは必要になります。 

清水 その必要というのは下から三行目なんですね。 

保険年金課 健診のやった時点で、特定健診の発送した時点では必要ないのですが。 

清水 あくまでも診査としか書いていないので、診査事務の発送事務とも書いていなければ、何も書いていない 

ので。 

保険年金課 全体の。 

清水 何も書いてないので、ひっくるめて一連の事務をいうのだろうと、普通は読むんです。でもそれを、恣意 

的に発送事務だけと読むならば、そちらの自由ですけれども、もしそうだとすれば、要らないというのはよく 

わかった。じゃあ、これに関連する事務では電話使わないでくださいと。 

保険年金課 一連した事務としては必要です。付け加えていただければ。 

会長 訂正するわけですね。訂正の訂正。電話番号を。 

玉造 特定健康診査のところに入ると。
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清水 はっきりいいますと、これ、全部電話要ると思っているんです。書いていただいていると思うんです、現 

実問題として。 

健康推進課 新旧対照表の新の方で、上から三項目、１歳６か月児健診、３歳児健診、乳児健診、この３つの健 

診につきましても、電話番号を使用しますので、この記録項目の欄に電話番号の記載を訂正させていただきま 

す。 

玉造 結局、６ページ全部入れるということですよね。 

事務局 はい。 

清水 受付のところで、何か書いてもらうときに、忘れ物をしたことがあれば、電話番号を書いてくださいと大 

概言うんですよ。 

会長 念のため言っておきますけど、報告なので、既にこういう事務を取り扱いましたよと報告をしているわけ 

で、 実際の事務の中では電話番号を情報として扱っているか確認したいのですがいいですか。 扱っているけど、 

ここには記入されていないから、記入してくださいという形の訂正が入ったと理解していいですね。 

健康推進課 はい。 

会長 扱ってもいないのに、後追いで入れるということではないですよね。念のため聞きますけども。 

会長 他になにか。山口委員何か。 

会長 それではこれ以上ないようなので、ご苦労さまでした。 

（休憩） 

会長 では再開します。 

事務局 先ほどの企画課の報告に関しまして。 

企画課 かずさ青年会議所の個人情報取扱事業者の件ですが５，０００件の許容量に達していないので、かずさ 

青年会議所としては、取扱事業者をとっていないということでした。一点説明が不足していたんですけども、 

その件につきまして、今、木更津市とかずさ青年会議所の間で、まちづくりディスカッションに関する覚書を 

締結する・・・準備を進めています。その中で、一応、個人情報取扱いについても明記させていただいて、第 

三者への漏洩等を・・する方向で準備を進めているところです。 

清水 今後もあることですけども、配布先の方の、あるいはパートナーの方の保護措置が充分であるかないかと 

いうことによって、こっちのキャパが違ってくるわけですよ、ここまでやってよろしい、これはまずいと。多 

分、この裏づけがあるかないか、差がある。これ以降、こういうものがでてくる、ぜん・・をいただいたほう 

がありがたい。 

事務局 充分な保護措置をとるということでいたします。 ・・・波及措置といった点についてはやりますけども、 

今後は早めにお願いしたい。よろしくお願いします。 

会長 はい。で、次の。 

事務局 続きまして、健康推進課から届出のありました『各種健康教室事務』について説明いたします。健康な 

生活を維持できるよう、生活習慣病等の一次予防のため、保健相談センター、健康増進センターにおいて各種 

健康教室を実施するものです。 

記録項目は、氏名、住所、年齢、電話番号、身体状況、メールアドレスとなっています。氏名、住所は、各 

種健康教室の参加者を特定するため、年齢は、健康教室の中には、一定の年齢の者を対象とするものがあるこ 

とから、電話番号、メールアドレスは、参加者に連絡をとることが考えられるため、身体状況は、健康教室の 

内容は体を動かすものが主であり、突発的な事故等への迅速な対応のため、事前に参加者の疾患等を把握し、 

運動をすることが適当か、あるいは医師の了解を得ているかを確認することにより事故を防止するためです。 

収集先は、本人のほか、幼児を対象とする教室にあっては、幼児の情報を保護者から収集するため、民間・ 

私人を記録項目としています。以上です。 

会長 参考資料が、ママクッキング教室だとかですね。 

事務局 新旧については資料８ページ。 

会長 これ一枚ですね。 

事務局 はい。



11 

会長 以上でございますが、何かございましたら。 

堤 いつもでてくる話なんですけど、疾患を把握するとは、身体状況の健康、病歴、障害と並んでいるわけだけ 

けども、あるいは身体状況だけでも、届出事項としてよろしいんですか。あるいは身体状況・・・おかしいん 

だけども、記録項目のところに、「参加者の疾患等を把握し」と書いてあって、病気、あるいは何がしかの障害 

とかを含む話となれば、これは届出事項のチェック項目の中に入れる必要があるのかな。もうひとつは、健康 

と身体状況がよくわからない。 

会長 毎回。 

堤 前も、確かこういう議論をした覚えがあるんですけども。少なくとも。 

事務局 健康と身体状況の差といいますか、内容なんですが、手引をみますと、健康の内容なんですが、健康状 

態、健康診査項目、受診状況、血圧、血液型、アレルギー、体質となっています。身体状況については、体力、 

体格、身長・体重、運動能力となっています。 

堤 エアロビとかやるのに血圧を確認するとかしないんですか。そういう一種の、個人の病気とまでは言わない 

までも。 

健康推進課 身体状況という考え方なんですけども、健康増進センターの教室調べまして、プールで行う事業、 

スタジオで行なう事業がございまして、血圧とか、主としますと、病歴の方になってきまして、当然、かかり 

付けにかかっていらっしゃる、かかっているんだけども教室に参加したいという人・・、うちのほうも受けて 

いいか・・・ということで、主治医の先生のほうに了解を求められない、ある程度、事前での把握をしておか 

ないと、 ・・・がついておりますけども。 

委員 健康と病歴…。 

清水 障害はあるけれども、当該教室に参加する身体能力に問題はないという診断書は有りなんですよ。 

健康推進課 そちらのほうですけど、診断書と健康と病歴のほうにマルつけさせて…。 

清水 いや逆で、例えば、全部項目をチェックしておいたほうがいいんですよということなんですが、例えば、 

エアロビクスの教室に行こうとしたとすると、医者にみてもらったら、障害はある、という情報が出てきた。 

障害はあるけれども、当該教室に参加する身体能力には問題がない、こういう診断書はありうるんです。 

健康推進課 ありえますよね。 ・・・障害があっても参加は・・・。 

清水 そうすると、障害があるということだけが、実は了解をしている。例えば、エアロビクスで体を動かすじ 

ゃない、上のほうね。車椅子は？ 

健康推進課 車椅子の方については、応募される方はあまりいらっしゃらないですけど…。 

清水 上半身は動くんだから、そこは参加したい。有りですよ。それから、あえて意図的に除かれたのかは知れ 

ませんが、プレママというのは何だか分からない。 

健康推進課 プレママというのは、離乳食とかお子様を持つ親・・・。 

清水 そういうお母さんがプレママクッキング教室に参加したいけれども車椅子を使っています、特別な配慮が 

欲しいと。 

健康推進課 プレママクッキング教室というのは、身体状況という項目は。 

清水 ないのね。集まっちゃうことはありませんか？この報告書は、この届出は、行政側が自分の事務をやると 

いう都合のほうでいっている。申込みをする方の人にしてみれば、いろんな障害があったり、いろんな不都合 

があっても、でも、市がこういう事業をやっているのだから参加したいといっていることはあり得る話なんで 

す。でも、それを門前払いするんだと。 

健康推進課 基本的には門前払いはしません。 

清水 門前払いをするとか、あるいは、障害者が来た場合には一切考慮はしないとおっしゃるなら話は別です。 

でも、 多分、 市の現実の対応としてはそうはいかないはずで、 それなりの収集は予測できるんじゃないですか。 

事務として最初から考慮の対象にしないという事務届でよろしいですか。期せずして集まったときには違法と 

いう話になるんですがいいですねと申しあげている。 

健康推進課 可能性のあるものとして、 項目とする形でですね、 ・・したいと思います。 健康と病歴、 障害ですか。 

そちらのほう、 ・・・。
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委員 ・・・・入っていない。 

会長 大ポカですよ、これ。 ・・・・・。 

清水 取り扱う可能性があるやつ、全部なんですよ。事務としては。これ、氏名、住所、年齢、電話番号、健康、 

病歴、障害、身体状況、メールアドレス、全部入れたらどうです。みんなありえますよ。 

堤 各教室の指導する方は私人の方ですよね。 

健康推進課 教室に関しては、インストラクター。 

堤 インストラクターの方はここに来られる市民の方のこういう情報を把握しているわけ？ 

健康推進課 うちのほうの、少なくともスタッフにつきまして。 

堤 提供先として私人をあげないというのはおかしい。 

清水 多分委託なんじゃないですか。 

堤 全部そうなんですか。 

健康推進課 これは業者のほうに委託しまして、市の事業としてやっています。 

清水 市の事業として特定の業者なり、特定の先生なりに委託をしている、ですから、市の条例がそのまま適用 

になるんで、基本的には。ですから、第三者提供ではない。 

堤 提供先にはならなくていいんですね。 

清水 これ、直したやつをもらえませんか。作り直して。 

健康推進課 わかりました。 

清水 終わるまでにつくれるでしょう。 

事務局 いま？はい。 

会長 いまチェックしたやつを差し替えると。 

清水 そうです。 

会長 この件に関してほかになければ。差し替えは速やかにやっていただきたいのですが。じゃあ、次の。 

事務局 それでは続きまして、介護保険課から届出のありました『介護認定支援に関する事務』について説明い 

たします。介護保険被保険者のうち、介護認定の申請をした者が、適正な介護サービス及び介護給付が行われ 

ているかを確認し、介護給付費の適正化の調査及び指導を行うための資料を作成するため、毎月の介護保険認 

定審査会による介護認定結果のデータを千葉県及び千葉県国民健康保険団体連合会に送付し、調査・分析をす 

る事務を行うものです。 

記録項目は、識別番号、住所、生年月日、年齢、性別、障害、身体状況、評価となっています。識別番号、 

住所、生年月日、年齢、性別は、介護保険被保険者のうち、介護認定の申請をした者を確認するため、障害、 

身体状況、評価は、介護保険被保険者のうち、介護認定の申請をした者の主治医の意見等必要な情報が記録さ 

れるためとなっています。 

収集先は、本人のほか、介護保険被保険者のうち、介護認定の申請をした者の障害、身体状況、評価を把握 

するため、民間・私人（主治医の意見）を収集先としています。また、介護保険被保険者のうち、介護認定の 

申請をした者が適正な介護サービス・介護給付が行われているかを確認するため、他の官公庁（千葉県国民健 

康保険連合会）を収集先としています。 

提供先は、介護保険被保険者のうち、介護認定の申請をした者の介護認定結果のデータの調査・分析及び介 

護給付費の適正化の調査・指導を行うため、他の官公庁（千葉県、千葉県国民健康保険連合会）を情報の提供 

先としています。届出の内容の変更箇所については、資料の新旧対照表のとおりです。以上です。 

会長 はい。この件に関して何かございましたら。 

清水 瑣末なことですが、国民健康保険連合会の保険の「けん」はどっちの字ですか。 

事務局 資料１０ページ下の。 

清水 ９ページから１０ページ。 

事務局 ９ページ下から６行目、他の官公庁（千葉県国民健康保健連合会）の保健の字が間違っておりました。 

一番最後の行の健康保険の険に訂正願います。併せて１０ページ、新旧の新のほう、一番下の行、収集先と提 

供先の、同じく、健康保健連合会のところも同様に訂正をお願いします。
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会長 こういうミスも含めて何かございましたら。清水先生。 

清水 変更はないんでしょうから。抽出的な変更はないんでしょうから。 

会長 特になければ。 

事務局 それでは、続きまして、都市政策課から届出のありました『東京都市圏パーソントリップ調査調査対象 

世帯名簿』について説明いたします。人の移動を調査することにより交通の現状を把握し、将来交通計画など 

の施策・計画立案の資料とすることを目的に、千葉県が東京都市圏の都県政令市と協同で実施する「東京都市 

圏パーソントリップ調査」について、県から調査対象世帯の抽出及び調査票発送に係る業務協力依頼があった 

ので、市民課の所管する住民基本台帳から本市の対象世帯として２，６６０世帯を無作為に抽出することによ 

り、調査対象世帯の世帯主の氏名、住所、その世帯を構成する世帯員の性別及び年齢を収集するものです。 

個人情報の保護のため、 本市の調査対象世帯への調査票の発送については、 本市が独自で実施します。 なお、 

回答は直接、県へ提出してもらいます。 

千葉県には回収された調査票の確認のため必要な、世帯を構成する世帯員の性別及び年齢情報についてのみ 

提供し、世帯主の氏名、住所の提供は行わないものとします。以上です。 

会長 はい。 

玉造 人の移動を調査するために交通の現状を把握すると書いてあるんですが、パーソントリップ調査って何で 

すか。 

都市政策課 東京都市圏パーソントリップ調査と申しまして、東京を中心といたしまして、茨城県、埼玉県、神 

奈川県、千葉県、中心となる東京都と組みまして、その日にち、限定された一日の人の流れがどういうふうに 

動いていくのか、朝起きて、例えば職場に行く、学校に行く、それから先、どこどこに行く、そういった人の 

流れを細かくアンケートによって調査し収集して、データとして今後の交通機関等、道路整備等に役立てると 

いったようなデータとするための調査であります。 

玉造 日本語では、 ・・・とはいえない・・・。今言ったような説明が全部入った、そういうカタカナでやる、そ 

ういった全部包含されている。 

堤 世帯を構成する世帯員の性別云々とあるんだけど、これは家族状況は記録項目、届出事項にはならない？あ 

るいは、この中が特に勤めているとかいうことになれば、職業まで分からない？学業、この子はどこどこの大 

学に行っている、どこの高校に行っているとか、そういうことはアンケート調査の対象になっていない？ 

都市政策課 私どもで発送する際には、当然、氏名と住所は分からないと発送できませんので、その作業は私ど 

もでやるといたしまして、県の方には先ほど説明したとおり、年齢と性別が行っております。で、それに関し 

ましては、年齢、性別の情報から、個人が特定できることはないというふうに私どもは判断いたしまして、総 

務課とも協議しまして、 個人が特定できないのであれば、 個人情報には該当しないと解釈していただきました。 

それで、実際の、勤め先とか、学校名とか記述する場合は、これは個人の意思で書いていただくことになり 

ますので、私どもが類似をして、それを書かせるということはございませんので、明かしたくない、そこまで 

書きたくないという人は、個人の判断によって、そこまで協力できないとか、そこまでは書けないというよう 

な事態は当然あろうかと思います。 

堤 ですから、ひとつお尋ねしたいのは、調査票自体は木更津市には来ないんですか。 

都市政策課 きません。 

堤 そのまま県のほうに？ 

都市政策課 はい。 

堤 もうひとつ、その中には、今言った、どこどこの学校に行っていますというような、あるいは、どこどこの 

職場に行っています、記入する欄は調査票の中にある？ 

都市政策課 ・・。 

会長 あるんですか。 

清水 一部ある。例の国勢調査といったような。 

堤 それが匿名で、特定の個人が識別できる？ 

清水 それは、先生、違うんです。これは市の話をしているんじゃない？市としては、市民課が持っている住基
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票の方から、都市政策課が住所と氏名と世帯員の年齢と性別だけ貰いますね、そして、抽出した人間のところ 

に郵送します。そこまでは必要です。そこまで個人情報使います。受け取ったほうが県に対して返事を出すん 

ですよ。ですよね。こっちには来ないんです。 

堤 そういうことなんですか。 

清水 ただ、住民のほうが県に対して協力をしないという判断も自由だし、嘘・でたらめを書いてもペナルティ 

もないし、ですよね。 

都市政策課 はい。 

清水 そこで、返事は県のほうにいってしまう。そうすると、県のほうが、県のほうの条例で、県が自律する問 

題であって、市には、そこから先は関係ない。 

堤 県の窓口になっている。 

清水 下請け。 

堤 ということですね。それなら別に。ここには、なんとなく、最初の段には木更津市が収集するような形でい 

ったん受け取ったものを県に送るような・・・。 

清水 都市政策課としては、自分が固有の情報を持っていないから市民課から収集せざるを得ない、の届出なん 

です。 

堤 そうしたら、別に大丈夫です。 

清水 で、県に対して、こういう人に対して通知をしましたよということも言わない。住所、氏名言わない。そ 

うですね。そうでないと、県のほうが、市からアンケートが来ているのに返事をしないやつだというチェック 

をされても困るんで、それは出さない。 

堤 わかりました。 

会長 ほかに特になければ、次の。 

事務局 それでは続きまして、建築指導課から届出のありました『木造住宅耐震改修事業補助金交付に関する事 

務』について説明いたします。地震による木造住宅の倒壊から市民の生命及び財産を守るとともに、震災に強 

い街づくりを推進するために制定しました「木更津市木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱」に基づき、耐震 

改修工事に要する費用を負担する者に、補助金を交付する事務を行うものです。 

取り扱う個人情報の範囲は、木造住宅耐震改修事業補助金交付についての申請、報告、請求等の手続きに係 

る個人を対象とし、補助金の申請、報告、請求等の手続きに係る個人を特定し、申請内容についての審査を行 

うことにより、要件を満たす者に対し補助金を交付するため、氏名、住所、財産、納税状況及び補助金を振り 

込む際に必要な口座番号を記録項目としています。この事務に関する書類については、資料の一覧表のとおり 

となっております。資料の１３ページとなっております。以上です。 

会長 何かご質問等ございましたら。 

清水 この別表は、この補助金を、何がしかの補助金を貰おうとするとこれだけの書類が要るという・・ですよ 

ね。 

建築指導課 はい。 

会長 書類の数は多いのに対して、記録項目自体は限られていますよね。 

長野 財産はどういう？ 

建築指導課 財産というものは、建物の概要が載っているものという形で。 

会長 建物の概要。 

長野 概要というのは、築年数とかそういうものですか。 

建築指導課 そうです。 

清水 耐震評価表なんかもそうです。耐震評価してもらってどれくらい大丈夫だとか、そういうのも財産状況で 

すから。 

長野 耐震評価・・・ちょっと・・。改修内容。 

会長 ですから財産といっても、若干疑問に思われたのは、おそらく、価値、時価でいくらと。財産・・・でい 

えば、財産的価値はどれくらいあるのかという意味でも財産使うのだから、その意味での財産ではない？建物
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そのもの？財産的価値とは別と。それを財産としているわけですね。ただ、言うまでもなく、財産的価値も、 

この財産に含まれるわけですよね。この財産という項目の概念に。 

建築指導課 はい。 

清水 この補助金というのは、建物が共有である場合には申請できないですか。 

建築指導課 条件？ 

清水 はい。お父さんが死んで、奥さんと息子さんが、あるいはお嬢さんが不動産を２分の１ずつ共有している 

と、古い建物なんで、残っているお母さんが心配だから、この補助金貰って耐震補強しましょうという申請は 

受け付けないということでよろしいでしょうか。 

建築指導課 共有であれば問題ありません。 

清水 とすると、本人、申請者本人以外の名前が出てくるじゃないですか。そうすると、共同申請でないとだめ 

だと。 

長野 そこに住んでなければならない？ 

清水 お母さんは住んでいる。子供は住んでいない。いっぱいいますよね。 

建築指導課 一応、世帯で住んでいることが条件になります。 

清水 全員が。共有者全員が。 

建築指導課 はい。 

清水 子供が嫁にいって、相続人になっているというときには、残ったお母さんが子供があっても出さないとい 

うのは市の政策？ 

建築指導課 はい。 

清水 わかりました。是非とも記録しておいていただきたい。 

会長 他になにか。 特になければ、 時間も時間ですので。 報告事項はこれで終了と。 なにかありますか、 事務局。 

特にない？補足、あるいは訂正。 

事務局 いま、 

清水 終わったことだから。次進めてください。 

会長 よろしいですか。 

清水 終わったことです。 

会長 次の次第の前に１０分ほど。 

（休憩） 

会長 それでは、会議を再開いたします。次の次第は諮問とありますが、事務局よりお願いします。 

事務局 部長のほうからよろしくお願いいたします。 

多田総務部長 総務部長の多田と申します。よろしくお願いいたします。諮問させていただきますので・・。取 

扱禁止の個人情報の例外的取扱いについて （諮問） 。 次のとおり木更津市個人情報保護条例第６条第２項の規定 

により諮問します。 

１ 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称、財務部財政課ほかでございます。 

２ 個人情報取扱事務の名称及び目的、名称は寄附受入事務、目的は市に対する寄附の受け入れを適正に処 

理する。 

３ 個人情報を記録する書類の名称、寄附申出書でございます。 

４ 取り扱う個人情報の内容でございますが、諮問事項といたしましては、思想信条、諮問事項外では、氏 

名、住所、電話番号、メールアドレス、財産でございます。 

５ 個人情報を取り扱う理由・必要性でございますが、今回、新たに導入されたふるさと納税制度は、「ふ 

るさと」のために何かをしたいという想いを寄附金という形で実現するという制度と説明されております。寄 

附の受け入れにあたり、寄附申出書を提出してもらいますが、寄附金の使途について希望がある場合には、寄 

附者の意思が明らかになる場合があり、思想信条に関する情報が期せずして市に集まることがあります。この 

ことから、思想信条に関する情報を取り扱うことについて、取扱禁止の個人情報の例外的取扱いとして諮問し 

ようとするものでございます。
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平成２０年９月１２日、木更津市情報公開総合推進審議会会長様。木更津市長 水越勇雄。よろしくお願い 

いたします。 

会長 それでは、諮問内容について、事務局から説明をお願いします。 

事務局 総務課の高岡と申します。それでは、私の方から諮問事項についてご説明のほうさせていただきます。 

おそれいりますが、かけさせて説明させていただきます。 

今回は、取扱い禁止の個人情報の例外的取扱いとして諮問をさせていただいております。 

お手元の参考資料の１ページ目、個人条例保護条例をご覧ください。 

個人情報保護条例６条１項は、「実施機関は、個人情報を取り扱うときは、その所掌する事務の目的達成に必 

要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない」と規定し、２項で、「実施機関は、法令に定 

めがあるとき、又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諮問し、正 

当な行政執行を行うために必要であり、かつ、その権限の範囲内であると認められるときを除き、次に掲げる 

事項に関する個人情報を取り扱ってはならない。」 としております。 で、 その中に、 第１号といたしまして、「思 

想、信条及び宗教に関する事項」というものがございます。 

このたび、平成２０年４月３０日に、地方税法等の一部を改正する法律が施行され、地方税法の一部が改正 

されたことに伴いまして、 いわゆる 「ふるさと納税」 として個人住民税の寄附金税制が大幅に拡大されました。 

この制度は、先日皆様に送付させていただきました、「ふるさと納税制度について」に記載のとおり、「ふる 

さと」 を応援したい、「ふるさと」 のために何かをしたいという想いを寄附金という形で実現すると説明されて 

おります。 

この寄附をいただく際に、寄附者の市に対する想いや寄附金の使途が、市に対して示されることがございま 

す。場合によっては、寄附者の思想・信条といった、この、条例で取扱いが禁止されている情報が、期せずし 

て市に収集されることが考えられることから、そのような場合に、思想信条に関する情報を取り扱うことにつ 

いて、取扱禁止の個人情報の例外的取扱いとして、諮問をさせていただきました。また、先ほど、諮問書の写 

しとしもに、寄附受入事務の届出を一緒に配布の方をさせていただいておりますけれども、この諮問に伴いま 

して、寄附受入事務として、ふるさと納税寄附申出書の届出の変更も併せて行わせていただいております。 

今回、新しい事務としては、ふるさと納税寄附申出書の事務になるんですが、それに加えまして、従来、寄 

附に関しては、各課から様々な届出がされておりました。それらを、今回のふるさと納税の寄附申出書と併せ 

て、一括して「寄附受入事務」としてとりまとめ、届出としようとするものでございます。 

この寄附関係の事務を取りまとめた、「寄附受入事務」の届出の添付資料の内訳の中に、 「ふるさと納税寄附 

申出書」における記録事項がございます。ここの「思想信条」の部分につきましては、本日審議会におきまし 

て、例外的取扱いを認めるとの答申を得ることを条件とするものであることを申し添えます。以上でございま 

す。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

会長 ただいま、事務局のほうからありました、諮問内容につきまして、具体的な審議に入りたいと思います。 

確認ですけども、本日、諮問に対する答申をこの場で出すという？ 

事務局 はい。本日出していただければ、すでにもう、事務自体が来年から控除されるんですけども、いつ受入 

が出されてもおかしくない状況ですので、大変恐れ入りますが、本日答申をいただければ非常にありがたいと 

思います。 

会長 そうすると、これまでの例にならって、この中で様々な質問や意見、それを踏まえて、一定の、事務局の 

方で案を作られて、 答申案というんでしょうか、 それを・・・ひととおり皆さんに見ていただいて了承を得て、 

それを答申とするという。そういうやり方ですよね。 

事務局 おそれいります。 

会長 そのやり方で行うということで、皆さんそれをご承知のうえで、質問、あるいは意見なりをお願いいたし 

ます。 

事務局 補則ですけども、資料の一番最後のページに、ふるさと木更津寄附申出書ということで、様式を、今現 

在、寄附の申し出がきたら、この様式を示すということで、市のほうで作ったものでございます。一応、この 

ような内容で情報を収集するという内容でございますので、参考として申し添えます。
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会長 これの確認ですけども、思想信条・・・が記載・・わたる内容が記載される可能性があるという欄は、こ 

の申出書の２と３？ 

事務局 ２と３に入ってくる可能性があると考えております。 

会長 ２と３ですね。応援メッセージという欄もあるんですね。こちらではなくて、２のほうね。 

清水 ２も３もでしょう。 

会長 ２も３もですね。それから、これも確認ですけども、この欄に関しては記入する、申し出する方が必要事 

項なんですか？書く書かないは、申し出される方の自由ですよね。 

事務局 自由です。 

会長 それに対して、住所、郵便番号、氏名、電話番号、メールアドレス、これ必要事項であると。それから 

申し出金額ですか。 

清水 必要事項は、住所、氏名と申し出金額だけでしょうね。 

事務局 寄附金控除としての証明を出す場合には、住所、氏名、申し出金額、いずれにしても、申し出金額はい 

ただく方なんで必要事項にはなります。 

会長 それから、これも質問というより確認ですが、届出事務の、届出事項のこちらの方ですね、こちらの用 

紙の記載項目の中に、財産ございますよね、チェックされてますよね。この財産というのは？ 

事務局 ふたつあとのページの、土地寄附申出書の部分で財産というものがございます。あと、中心市街地まち 

づくり活動支援基金寄附申出書、この中にも財産が入る可能性があるということでございます。この土地寄附 

申出書、２点で財産を取り扱うということで、これは以前報告をさせていただいたものでございます。 

会長 そうすると本件にはこの点は・・・。 

事務局 ふるさと納税寄附申出書では、一応、財産というのは金銭だけですので。 

会長 財産もチェックは入る？ 

清水 入らない。 

会長 入らない。 

事務局 はい。 

清水 それは新旧対照表の新の一番上を見ていただければ。ふるさと納税寄附申出書にかかる記録項目というの 

が、住所、氏名、電話番号、メールアドレス、思想信条だけですので。 ・・・は入っていないです。 

会長 よろしいですか。確認です。 

事務局 あと一点訂正を。 今の新旧対照表の方で、 新の方の下から二番目、 寄附願。 工務課、 ございますけども、 

識別番号の方は現在扱っていないので、恐れ入りますが、これは削除ということにさせていただきたいと思い 

ます。 

清水 今、諮問事項だから。報告案件と混ぜないで。 

会長 いかがでしょうか。 

長野 ふるさと納税に対して、思想信条とはどういうことを想定していますか。もしよかったらね。 

事務局 いろいろなことがあろうかと思いますけども、木更津市には関係ないような、イラク派兵反対というも 

のとか、私は戦争を反対しますみたいな言葉をいれたうえで、何かそういったものに使ってくださいとか、本 

当に、 個人の、 個人的な考えというものが出てくる可能性がもしかしたらあるんではないかなというところで、 

実際何が来るかわからないもので、 このような思想 ・ 信条というもの入れさせていただいたわけでございます。 

長野 先生、どういうふうに判断するんです？ 

玉造 例えば、図書館の充実のために寄附したいという、それも思想・信条に入るわけですね。 

清水 入りえます。 

玉造 目的が・・・。 

清水 例えば、現在の市長が・・・して、ないがしろにする市長である、こういった枕書きを書いて、その市政 

の補充する意味で・・・。 

玉造 何々のため、というその「何々」が思想信条と。 

清水 含まれることがありえますよね。全部がそうだというふうに申し上げているわけじゃなく、ありえる。何
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も書かないで、金だけくれるっていうのが、一番いいんです。ただ、制度が、何々のために使ってくださいと 

いうと、福祉のために使ってくださいとか、教育のためとか、スポーツのためとか、何かしらの心の思想に関 

わる問題、 思想のないものも多いでしょうが、 中には、 ・・・もあるだろう、 転ばぬ先の杖だから、 出しました。 

受け取っちゃってから困るというのでは、困ります。 

長野 どこで線を引くんです。 

清水 ここの届出はね、思想・信条も扱うことがありますという届出を出していただければ、大雑把ですから、 

思想・信条じゃないものを取り扱ったって別に違法というわけじゃないのですから。 

会長 そうなるとね、清水先生は、清水先生の思想信条の定義に基づいてお話なさって、この言葉はね、定義と 

いうのは、難しいといえば、難しいですよ。 

堤 ただ、そういう風に、考えられる、疑わしめるようなものが、情報が集まる可能性があるから。 

清水 あるから事務届がある。 

堤 そういう認識、あとはどう採られるかは別、少なくともそうと考えられるものがあると。 

会長 逆に言うとだから、思想信条、これは社会通念、およそ思想信条でないような、大変きわどい個人情報が 

ここに書かれる可能性もありますよね。 

錦織 ということは、想定として、せっかく来た寄附も断りたいなとありえるわけですね。 

堤 ・・・。 

清水 断りはありでしょう。 

堤 そういう場合でも・・・。 

清水 ありえると思いますよ。市の事務としてはできないと・・・、このお金で靖国神社の・・を作ってくださ 

いといわれてもだめでしょう。 

玉造 結局、これが、例外的な取扱いを認めるということで、２項、３項には、本人が何を書いてもいいという 

ことなんでしょ。 

清水 そうです。 

玉造 そういうことですよね。 

清水 そうでないと理由は各欄にしかならなくなっちゃうんで。 

会長 清水先生がいわれるのは、狭い意味での思想信条が流れる可能性があると。 

清水 そうです。 

会長 狭いね。だからそれに備えてということなんですね。 

清水 受け取らなければ広くしておけと。 

会長 そうなると、それ以外のですよね。一番可能性のあるのは、福祉のために使ってくださいとか、教育のた 

めであるとか、自分の出身校が清川中学だから新築をする際に使ってくださいというような、その類の内容が 

一番多いように、可能性とすればね。それは、思想信条？それ自体は？ 

清水 それは違うとおっしゃるなら、 諮問外のことなんです。 一般の普通の寄附願いの範疇で収まっているから、 

従来の事務どおりでいいんです。ただ、従来の事務どおりではね、そういう思想信条が、先生とは違う、私の 

狭いね、思想信条がでてきたときに受け取る方法すらありませんよと。当然、お断りすることはあると思うん 

ですよ、軍事施設を作ってください。だめだと思いますよ。木更津市営の防衛軍を作ってくださいとかね。ミ 

サイル買ってください、無理だと思いますね。地方自治体としてできないことを言われたときに、当然お断り 

せざるをえない。それほど、極端な例を出さないにしてもですね、市の事務として、こういうことは受けるわ 

けにはいきませんのでというケースがありうると思うんですよ。そうすると、そのときに、当然お断りをする 

ためには、市はいっぺん情報を収集して、その理由では受け取れませんから、場合によっては変えてください 

よっていう可能性があるかもしれませんし、それでもなんでも、市の事務として使っちゃっているわけですか 

ら、そこでは、収集というのが、仮に一方に送られてきたものであっても使うことになるから、事務届は出し 

てもらわなきゃだめだと。 

長野 窓口を開けておく。 

清水 そうです。
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会長 これは事務局にお聞きしたいのですが、今のような捉え方で、思想信条を、事務局の方で捉えた上での諮 

問なんでしょうか。 

事務局 はい、そのような狭い意味での。 

会長 狭い意味のね。そうすると、多少付け加えるなら、政治に関する思想、社会のあり方に関する社会思想、 

経済のあり方に関する経済思想、まあ、大きく分けて、３つに分かれると思いますね。人の生き方に関する思 

想というのもありうると思いますね。それを言い始めるとね。 

清水 いくらでも範囲は広がりますよ。 

長野 それはいったん受け付けるということですよね。 

清水 そうです。そこで広い、狭いを議論しても意味がない。 

長野 我々とすると、諮問してね、受け付けるんだ、 ・・・。 

玉造 結局これをＯＫとすることによって、いかなる寄附でも受け入れられるということでしょ。 

清水 そうじゃなく、申出書は受け付ける。 

堤 逆にそうしないと、少なくともおかしなことになる。どこで切るかということは。 

清水 現状でこれをやらないと、この２や３の欄をなくして、金額だけ書いてくださいといって出してきた。と 

ころが、別紙のとおりなんていってきて、理由をいっぱい書いてきてですね、どうも訳のわからない、あるい 

は余計なことを書いてきていると、見ちゃうものですから、これは、思想信条に関わることは、市は収集する 

ことはできない。だから、まるっきり要望は無視する。破り捨てるとか、聞く耳を持たないという姿勢をもつ 

ということしかできなくなるんで、そうすると、寄附者に対して、これは受けられませんよということのご説 

明すらできなくなるんですね。持っていないんですから。そのためには、こういう届出はいるだろう。 

会長 これまで出てきた意見というのが、 清水先生の考え方、 事務局の方と同じであると確認できたわけですね。 

思想信条のそのものの意味ですね。それ以外。この点に関して異議がある方がいらっしゃれば。 

堤 異議はないんですが、その清水先生のお考え方、 ・・宗教、私は、何々を信仰しています。それに伴う教会、 

あるいは寺院等を建築せよ、自ら名乗って出てくる、それは、１の、６条２のかっこ１思想信条、宗教に関す 

る事項という考え。あるいは社会的差別になる原因となる事実に関する事項を自ら申告して、そのような差別 

行為がなくなるように、そういう協力をしろというようなものまででてくるとすると、もともとの諮問にかか 

っちゃう、もう少し、逆に広げないとその目的が達せられないのかなと思うんですけど。 

先ほどの話で、今度、これは思想信条だからこれはＯＫ、でも、そういう自ら社会的差別の原因となるよう 

な事実を申告して、かつ、それをなくせと、いうような人については受け付けない。受け付けない、あるいは 

見ない、そういう風になっちゃうとなると、同じことでまずいのではないのかなと。 

だから、６条の２のところでやるんならば、両方ともの事実をね、例外を取り扱えるという形で、本来考え 

ていかなきゃいけないんじゃないかなと思いました。 

長野 私も堤先生に近い・・・。 

清水 木更津にあるのかどうか知りませんが、自分は差別部落の出身であって、これを言い出す、市の方に入っ 

てきますし。 

会長 そうなってくると、思想信条を狭く捉えては不十分な事例がありうるというご指摘なんです。 

堤 狭いとか広いとかじゃなくて、そういうものとして想定される希望ということで書いていますから、いろん 

な人の希望というのがあったときに、例外としてあがってくる２つの思想信条、宗教、差別原因たる事実とい 

うものは当然記載があると出てくる可能性があると考えられる。 

会長 なりますね。 

堤 だから、その２つを含んで例外を認めるという形の諮問にするなり・・・。 

清水 そういう答申をすればいいんです。 

堤 答申をするということですね。 

会長 諮問に補充する答申。 ・・・。事務局はその点想定されていなかったんですか。 

事務局 想定していませんでした。答申のところで加えていただければ。 

会長 そうすると、改めて、何が加わります？



20 

事務局 宗教と、社会的差別となる事実。 

会長 そうすると、３つの項目になりますね。 

事務局 条例の条文でいきますと、２項の１号、２号。 

会長 そっくり入るわけですね。差別に関する事柄も入る。私が思うには、届出事務の中にも差別に関しての、 

それから宗教ございますよね、これとの対応関係で、思想信条を上げられていると。さっき、清水先生が、狭 

い意味で、私が伺った、狭い意味での思想信条かと、政治思想、経済思想、社会思想、あるいは生き方に関す 

る思想。狭い意味での思想という意味がね、差別事項であるとか、宗教ということを出ずに、 ・・分けしてあげ 

れば、なお一層明確になるように思いますね。そこで、若干いじわるなね、質問になりますけど、福祉のため 

にお使いくださいと書かれたものがあるとすると、これは思想信条に該当すると理解してよろしいんでしょう 

か。 

事務局 ほかの寄附との関係もございますが、それだけでは該当しないと考えております。 ・・・もその程度の記 

載と・・・。 

会長 そうすると、届出事務の該当欄は、どこにチェックは入るんですか。 

事務局 思想信条、宗教、差別原因情報、３箇所です。 

会長 ３つに入る。福祉のために。 

事務局 福祉のためではないです。 

会長 この・・・、この項目の中にチェックの入る項目はないということになりますよね。 

事務局 ない。 

清水 福祉のためだけでは、そもそも思想信条に関する情報ではない。市のためにというだけでは。 

会長 ないことの確認。 

事務局 そのように考えております。 

錦織 なんとなくマイナスイメージで聞こえてくるんですが、 ・・・思想には、まともな健全なリーダーシップ、 

当然あるんですよね、現に、福祉の思想というのがちゃんとあるんですよ。それを、福祉はあたらないとなる 

とどうかな。 

事務局 福祉のためだけというだけでは思想信条とはいえない、福祉の関係でも、もっと細かく、自分の考えが 

入っている、こういうことから福祉のためにというのがあれば、もちろんその人の思想信条と思うんですが、 

その程度の・・・。 

会長 つまりね、なぜ・・・、ただ単に抽象的に福祉のためにお使いくださいということだけでは、なぜ福祉に 

使ってくださいとその方が言われるのか、その分が抜けているから・・。思想でいえば核心部分ですよね、そ 

の人の。ということなんじゃないでしょうか。もちろん福祉に関する思想があるのは、あるわけですよね。 

・・・、あるいは一般の国民の間でも政治家の間でも。 

堤 要は、定義の問題になっちゃうわけですから。 

清水 元々６条２項そのものが、市は審議会にかけて、市民の皆さんの意見を聞かなければ集めてはいけません 

よというものの中にこれを置いているわけですよ。これを置かなきゃね、行政、国もそうでしょうし、都道府 

県も市も、ほっておけば思想信条に関する情報集められるんですよ。それに対して歯止めをかけているわけで 

す。ちゃんと話をしてよと。審議会かけてます。そして、市民に記録を残して、こういうものをきちんとやる 

んだといって、ちゃんと記録に残しましょうと。そのための６条２項なんです。 

そうすると、錦織委員のおっしゃるようなプラスの情報だったらね、誰も困らないんですね。プラスの思想 

だったら、誰でも自分から公開しているわけです。それだったら、市が集めちゃいけないどころか、積極的に 

市に持ってきたいくらいですよね。何の弊害もない。 

ところが、やっぱり思想信条の中にはマイナスイメージにつながるものとか、あるいは差別につながるもの 

とか、偏見につながるものもあって、こっちが例外かも知れないんです。こっちの方がね。こういうものがあ 

って、しかも、かつては、戦前あたりからいえば、思想による弾圧があった時代があって、それを踏まえて、 

こういう条例で、市に歯止めをかけましょうと、その目的でやっているわけです。 

ですから、マイナスイメージの方だけで動くというのは、ある種当たり前の話なんですね、この条例の動き
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からすればね。プラスの方はあまり考えていない。足かせがあまりに重くなりすぎて、制度そのものが動かな 

いというのは困るという場合がでてきたら、少し、その足かせを解きましょうかというのが、この審議会の役 

割なんです。 

会長 整理すると、今のところ、本審議会とすれば、追加としてですね、差別と宗教、これは事務局との見解が 

一致しているわけですが、思想信条の定義ですね、に関して、この審議会で一応見ているというところまで来 

ましたけども、他に何か。 

錦織 この寄付申出書を見ると、スタイル、形式的問題なんですけども、自由に記述するように、何かしら目的 

を書いてもらうことになっているんですけども、この寄付については、いうまでもないですけども、市として 

こういうふうにやっていきたいという、ビジョンがね、協力していただきたいということがあって、これだけ 

だと、みんな一方的に書かれるわけですけども、これこれの・・に賛同する目的で寄付しますというふうな、 

マルをつけるような項目もいくつかプラス思考であって、その他でというわけではないですけども、肝心なこ 

とですけども、これも同じように書くような形式にしたらどうかなと思うわけです。これだと、全然、リーダ 

ーシップというのは、入っていないですよね。 

会長 市がリーダーシップをとる? 

錦織 そうですね。寄付ですから、ありがたく受けるんだから、市としてこうしたい、こういうのが今、市民の 

願いであるんだっていうことをＰＲする必要もあるしね。そうしたら、 ・・を知っている人が、木更津これを認 

めているのか、 じゃあ賛同しようという奮い立つ人も当然自然的に出ると思うんです。 これじゃあ、 お世話に、 

育ててもらった木更津、今は遠く離れてるけども、そうじゃ・・さてなにか・・書きますよね。 

会長 いかがでしょうか。 

錦織 形式のことです。マル付けるだけでいいですよ。例えば、福祉のためとか、そういうマルがあってもいい 

と思う。 

堤 錦織委員のいうこともわかるんですど、これを前提としての諮問になるんで、これはこれで・・となると。 

清水 制度そのものに対してのＰＲというのは、多田部長がしっかりとやってくれる。そういうことですよね。 

市の方でいろんな宣伝をして、いろんなアピールをして、広報活動はちゃんとやってもらいたい。出てきたと 

きに申出書というのがあって、何か紙に書いてくれないとどうにもならないですね。条例に基づいてやってい 

ることじゃないですから、法定様式があるわけでもなんでもない。 

そうすると、ひとつのやり方は任意の書式で結構ですよと、便箋一枚にどう書いても結構ですよと。そうす 

ると、それこそ、どういうものが書いてこられるか分からない。そこで一応、目安として標準的なものを作り 

上げた。それがこの書類だと思うんです。 

ですから、条例についている別表でもなければ、法定様式でもなんでもない。２や３がどんなに膨らむこと 

もあるし、膨らまない作りもあろうかと思うんです。あくまでも、本人が希望があったらという書き方で工夫 

されているんだろうと思いますが、それでよろしいですか。 

玉造 錦織さんのいうような、皆さんに寄附を誘うようなＰＲは行政の方でします、それに賛同してきた人にこ 

れを書いてもらう。この書いた中には思想信条に関わることもあるかもしれないし、ないかもしれない。あっ 

た場合には、この申出書を受理するよと。そのためにこれがあると。 

長野 市長に期待しましょう。 

清水 もう２０年ぐらい前になるでしょうか、個人情報保護法などが整備されない時代に、九州のある村で、財 

政難になりまして、過去その村に住んだことのある人の住民票をひっくり返して、いまやったら大騒ぎですけ 

どもね、かつての住民票を探しまして、どこに引っ越しているか追いかけて、全部手紙を出しているんです。 

そうするとね、真っ二つに分かれたそうなんです。片方は、今でも覚えていてくれるのかと、懐かしいと。も 

う一回行ってみたい。あれが食べたいというグループがひとグループあるんです。もう片方は、疎開なんかで 

行った連中で二度とあんな村なんか見たくないと。何で俺のプライバシーをしっているんでだとクレームがつ 

いた、両端のケースがありまして、こちらから誘いをかけるというのは、今は相当難しい。 

会長 先ほど私から確認したことに関連するんだけど、福祉のためと、ただそれだけの記入があった場合、事務 

的にどう取り扱うのかと、 ・・・の届出、 そうですよね、 そうすると該当項目はないと、 そういう立場ですよね。
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事務局 市としては。 

会長 そもそもね、。 

清水 含まれるわけなんです。それは意味がないんです、その区別は。 

会長 それ自体。 

清水 うん。極端なことをいえば電話番号と一緒ですよ。書いてこないからといって、受け付けないわけじゃな 

いけど、書いてきたものを受け付けるためには事務届を出しておいてくれないと。いちいち、そこのところで 

消さざるをえませんよと、来たものはしょうがないんだから、収集項目に入れておきましょう。発送は一緒で 

す。 

会長 記載項目に関しては先ほどもらった書類によると、 規則上、 規則の別表ですか、 個人情報保護条例規則の、 

別表に、この記載項目があるんですよね、識別番号からメールアドレスまであると、ここに、要望などは該当 

しない、福祉のためというようなことではいずれにも該当しないということになるんですね。新しい、ふるさ 

と納税制度のような制度が始まっているわけですから、別表が制定された当時というのは、その制度がなかっ 

た。ただ、こういう新しい制度に対応して、規則の記載事項に追加しておくことも、ひとつあるのかなと。こ 

れは意見としてね。 

ただ、その場合、どういう項目立てにするのかというのも、頭ひねらないといけないと思うんですけど。要 

望とかね。寄附金に関しての要望なんていう大きなくくりでいいのか、それとも、もう少し・・細かく絞り込 

む必要があるのか、それは市長部局の考えるところであると思いますが。これは意見ということで。諮問に関 

しての直接の意見としてはないわけですね。関連する、間接的な意見にはなります。 

清水 むしろ付け加えていただきたいのは、狭い意味でも広い意味でも結構ですが、思想信条なり、宗教なり、 

あるいは差別的要因があったと、こういう情報がきてしまった。来てしまって、受けるのは、本人が開示して 

いることですし、それを理由に断ることもあるだろうし、受けることもあるだろうから、とにかくまな板の上 

には乗せるんだから、市が収集すること自体は構いませんと。そこまではいいです。ただ、集まったものをい 

つまでも取っておかないでくれと。申込書残るわけです、一枚ね。これが保存期間予定しているのはどれくら 

いですか。 

財政課 １年。 

清水 私は長いと思うんです。決定したらすぐ破棄してくださいと。 

長野 市長が変わったら、信条が変わって受け付けろなんてことになっちゃいませんか。 

清水 あるかも知れませんね。余分なね、要りもしない情報ということであれば、受け付けるのは仕方ないけど 

も、早く廃棄しなさいということにしかならない。仮に判断に必要だというんだったら、こういう判断をしま 

したという記録は別に残るんだから、本人が書いてきたこれを取っておく理由はない。そもそも２や３のとこ 

ろはね。応援メッセージなんか、非常にいいものが出てきたりして、どこかで使いたいというんであれば、本 

人同意をとって、そちらにいってしまうし、採用しない、こんなもの迷惑だ、使わないというのであれば、そ 

れはいつまでも取っておいてくれるなと。脱線メッセージ集みたいなものになるわけですよね。 

ですから、保存期間については、一般文書と同じ取り扱いとすることについては、ちょっと抵抗がありまし 

て、私の５年だか・・前の、まだ個人情報だけの審査会だったときの答申でも、社会福祉かなんかに関する基 

金に関するやつで、保存は望ましくない、速やかに破棄してくれという依頼文書ですよね、速やかに破棄して 

くれというようなことを申し上げたことがある。 

会長 それは運用上のご指摘になるんでしょうか。 

堤 審議会として。 

清水 審議会として、速やかに破棄するべきであるという、前例がありますので。 

堤 諮問事項のところに、思想信条、宗教、差別原因情報を付け加えたうえで、先生がおっしゃったみたいに、 

これに関わるものは、目的を達した場合には速やかに廃棄するようにというように付け加えたらよいのではな 

いでしょうか。 

会長 今の点よろしいでしょうか。 

事務局 はい。
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会長 ほかに何かございましたら。 

山口 寄附申出書の４番についてなんですが、市のホームページ等に氏名、金額、応援メッセージを公表するこ 

とがありますと、わざわざ同意するしないに対して、氏名と金額をもう一度書く必要はないのでは。 

清水 そこのところにマルをつけろと？ 

山口 ここに書くんですよね。 

清水 氏名を公表してもよいというのなら、同意するにマルをつける。 

山口 ああ。 

清水 金額はやめてほしいといったら、同意しない。応援メッセージに同意しないなら、同意しない。 

堤 なんか分かりにくいですね。 

山口 もうちょっと分かりやすく書いてもらえれば。 

事務局 分かりました。 

事務局 錦織先生のご意見も・・ありますし、 ・・・ＰＲの仕方・・・。 

会長 破棄する時期を早めろと、私もそう思うんですが、早めなければ、通常の文書管理規程と同様の扱いがな 

されるわけですよね。そうすると何年でしたっけ？ 

事務局 １年ですけども、修正申告の可能性が。税金で使いますので。そうすると、少なくとも５年となる可能 

性がありえます。ただ、その場合は、必要なところだけ転記しておいて。 

清水 原本そのものは破棄してもね。 

事務局 そういうことです。 

清水 長々と文章書いてきたときに、今までの履歴、経緯から皆書いてくることもないわけじゃない。 

会長 ほかになにか。 

玉造 こちらで受け入れられれば、 ・・・残るわけですよね。当然あとまで。これについては、残しておく必要は 

ないわけですよね。この２項、３項。監査とかありますから、会計上の帳簿類については・・・別に保管され 

るわけですよね、実際には。だから、思想信条に関することは・・・ない。 

清水 会計帳簿と同じで、こちら側が出金伝票を切れば、そちら側には入金伝票があるはずなんです。受入伝票 

を受入上出したときに、受け入れた書類をいつまでも取っておくのは。そのお金をこういう目的で使う、利用 

する、この書類は行政内部の文章。 

会長 他になにか。 

堤 諮問の内容からすると、届出事項はかなり広範にチェックを入れなくてはならないのでは。ただ単に宗教差 

別情報を付加するだけではなくて、例をあげれば、自分はこういう病気であるが、そういう人のために病院等 

の充実、治療の充実等から始まって、私は独り身でどうのこうのと、いろいろそういう身体状況、家族状況、 

病歴、あるいは、自分は学歴がどうのこうで、ここしか出ていないとか、かなり広範なものを届出事項として 

考えていかないといけないのかなと。 

会長 先ほど、 私が一足飛びに指摘した点もそうですよね。 福祉の。 これは明らかに、 堤委員が行っているのは、 

項目ごとに、実体験に基づいて、きわどい個人情報、病歴とか想定されているわけで、私が指摘したのは、ど 

れにも該当しないだろうという点。 

堤 どれにも該当しないのは個人情報に抵触しないとして考えていいわけですよね。抽象的すぎて。 

玉造 そういうことをこの定型用紙で入れなさいと書いてあるわけじゃないですよね。本人が申し出た場合に、 

こちらが収集したと思うかどうかですよね。それは本人が全部書くわけですよね、実際に。細々、私は生まれ 

が、育ちがこうだとか、障害があるとか、そういうことになると、障害の程度とか書かなくてはいけない、そ 

れが、堤先生が言ったように、もうちょっと広範囲にわたるんじゃないかと。 

堤 取扱事務としてね。想定されるべきものを広く考えたわけですから、そこに出てくる取扱事務の届出事項と 

いうのは、かなり広範なものにならないと、逆に、つじつまがあわなくなる。 

玉造 私は、こちらから求めて書けと言ってて、積極的に行政の方で収集しているわけじゃないから、それらの 

ところは、 ・・・じゃないかなと。 

清水 届出としては、そういうときは、およそ考えられるところには全部項目をつけちゃうのもあるんです。
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堤 逆にいうと、届出がない、本来扱ってはいけない・・・。だから、逆に想定されるものについては、届出事 

項としてチェック。それに従って。 

清水 届出事項の説明書を見れば、何が出てくるかわからないから、みんなつけておいたと、それでいいと思う 

んですよ。 

会長 ほぼ全部にチェックされる。 

清水 犯罪歴だってある。 

会長 出る可能性はあるわけですよ。 

堤 自ら・・・やってくれと言っているわけじゃなく、寄附する本人がこういうふうにしてほしいと、かなり具 

体的な事実として。 

清水 ファンフレンドにこれだけは書かないでくれと。書いてはいけない事項。 

堤 そういうことはありえるかもしれないですよね。 

清水 国は制度だけ作って、細かい実施内容は全部市町村に投げる。そうすると、ふるさと納税でここにお金が 

くるのは別に悪い話ではないし、趣旨そのものは分からないものではないけれども、国の方はこういう個人情 

報の取扱事務というのは１００％なにひとつ考えていない。これは全部市町村がやると・・・。方針聞けば関 

係ないといいますよ、我々知ったことではない。それが地方分権だと。 

会長 届出の項目を増やすべきであるとか、場合によっては増やさないで、ほとんどチェックが入るようなのも 

ありうる。あるいは、規則を改正して設ける。これは答申案に盛られるものではない? 

清水 盛ってもいいと思います。届出事項についてはより柔軟に対応することは差し支えない。そうすると、記 

載のひとつやふたつあってもＯＫになりますよ。 

会長 私もそう思いますが、そうすると、諮問答申・・・。 

清水 基本的に、こういう条例は市の役人が個人情報を不当に取り扱うことを前提にスタートしている。ところ 

が、こういう・・では、当の本人がいらない個人情報を投げてくる、こういう状態を想定しなくてはならなく 

て、本来は想定外なんですよ。条例からすれば。 

堤 錦織先生のいうように、本来、積極的でプラス思考の人が送ってくると思うんで、 ・・・木更津、中には、全 

都道府県に１万円ずつ送って、一種の、自分のアピールの場に使おうという人だっていないとも限らない。そ 

ういったときに、対処できなくなっちゃったとなるといけないというだけのことで、そういう事態はほとんど 

ないとおもうんですけども、大多数の人は積極的に、それぞれ皆さんのまち、ふるさとをよくしたいとお考え 

でしょう。 

清水 国が考えたことですから、大概不備があるんです。 

玉造 木更津市は木更津市ですけど、近隣他市はどう考えているんです。 

清水 なにも考えてないです。近隣２市ということであれば、両側の２市ということでお話をすれば、木更津が 

どうなるかなと見ています。 

玉造 木更津ができた時点で右へならえ？ 

清水 そうです。で、上の方の、都会に近いほうの、市原になろうか、木更津になろうか迷うんです。それはそ 

うです。 

会長 事務局？ 

事務局 もしよろしかったら、 ・・する前にここで読んで、この案でよろしければ打ち出しして。 

事務局 答申案について読み上げます。平成２０年９月１２日付け木総第４０８号で諮問のありましたこのこと 

については、下記のとおり答申します。諮問のあった取扱禁止の個人情報の例外は、寄附受入事務のために、 

思想信条のほか、諮問事項には含まれていないが、宗教、差別原因情報を収集する可能性があるので、これら 

の情報を含め承認する。なお、当該情報の保管は望ましくないので、当該寄附申出書は、速やかに廃棄すべき 

こと。 また、 当該事務に係る個人情報取扱い事務の届出事項については、 より柔軟に対応することが望ましい。 

以上。 

会長 保管は望ましくないというのは、長期の保管？保管はいずれもしなくてはならないでしょう？貰ってすぐ 

捨てるわけにいかないでしょう。
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清水 保管は望ましくないので、速やかに破棄しろと。 

会長 同じことだけど、あるいは、長期の保管は。 

清水 差別のところ、社会的と入れて。条文をそのまま。それから、事務届については、できるかぎり網羅的に 

届出をだすべきであるが、本件事業の特性を考えて、より柔軟に対応するべきである。 

堤 情報の保管といったら、本来望ましいですよね。保管する、しない、それは速やかに。 

清水 収集して保管する。収集そのものは仕方がない。手元にあると、ファイリングして保管するわけです。こ 

れは望ましくないんです。長期だろうが短期だろうが。早く自分に必要な情報だけセレクトして、原本は破棄 

しなさい。いらないんでしょうという話です。 

事務局 もう一度読みます。 

事務局 諮問のあった取扱禁止の個人情報の例外は、寄附受入事務のために、思想信条のほか、諮問事項には含 

まれていないが、宗教、社会的差別原因情報を収集する可能性があるので、これらの情報を含め承認する。な 

お、当該情報の長期の保管は望ましくないので、当該寄附申出書は、速やかに廃棄すべきこと。また、当該事 

務に係る個人情報取扱い事務の届出事項については、できる限り網羅的に届出をすべきであるが、本件事務の 

性格上、より柔軟に対応することが望ましい。以上です。 

事務局 一度打ち出しして。 

会長 最後のくだり。 

事務局 網羅的に届出をすべきであるが、本件事務の性格上、より柔軟に対応することが望ましい。 

清水 要するに、漏れが出てしまう可能性がある。いくらやってもね。全部真っ黒にする以外、漏れが出る可能 

性がある。そうすると、いかに網羅的に考え付くものは、考えてもいないものにマルをつける、黒く塗るのは 

ダメなんです。なにひとつ考えていないのに、黒塗りするのは問題外なんで、考えて黒塗りしたけども、塗ら 

なかったところに、新しい問題が起きるかもしれない、そういうときにはすみやかに対応するというのは、ど 

んどん、わかったら修正しないさいと。こっちの方は逐一出てこなくても、なるほどねと了解するからと、そ 

ういうことです。事後承認しますと予め言っているようなものです。 

事務局 それでは、もう一度読まさせていただきます。諮問のあった取扱禁止の個人情報の例外は、寄附受入事 

務のために、思想信条のほか、諮問事項には含まれていないが、宗教、社会的差別原因情報を収集する可能性 

があるので、これらの情報を含め承認する。なお、当該情報の長期の保管は望ましくないので、当該寄附申出 

書は、速やかに廃棄すべきこと。また、当該事務に係る個人情報取扱い事務の届出事項については、できる限 

り網羅的に届出をすべきであるが、本件事務の性格上、より柔軟に対応することが望ましい。以上。 

会長 一点だけ。言葉づかいの問題ですけど、「速やかに廃棄すべきこと」、これだけ「こと」で終わっている。 

廃棄すべきことが望ましいとか。 

事務局 廃棄すべきことが望ましい、することが望ましい。 

会長 あるいは、すべきである。先ほどの・・先生の意見を強く入れて、「廃棄すべきである」。 

事務局 ほかに何かございますか。 

会長 清水先生。最後のくだり、柔軟に対応するというくだりで、一点だけ具体的な対処法を入れた方が分かり 

やすいのではないですか。ただ単に柔軟にというだけでは。 

堤 おっしゃった趣旨はこういう文章になるんじゃないですか。できる限り網羅的になんだけど、それで内容に 

よっては困ってくることになれば、それはそれである程度柔軟に考えましょうと。 

会長 説明を受ければそうなんだけど。 

堤 逆にそれを例示するというのは難しいのではないかなと思います。 

会長 事務局が柔軟に。 

清水 速やかに事後届けを出せということなんですよ。条例の運用、性格から言えば、本来は事務の開始前に出 

さなくてはならない。ただ、それをあまり厳格にいうと、こぼれが出るから、すみやかな事後届け。小林先生 

と妥協するならば、すみやかな事後届けなどです。速やかに事後届けをするなど。 

会長 ・・入れた方が、よりわかりやすい。 

堤 だったら端的に、本件の性格上速やかに・・・。
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清水 そう書くと、みんな事後届けになる。ほっておくと、みんな後から後からになる。信用できない。 

堤 長期の保管とさっきあったが、 この文章だと、 当該情報というのは、 思想信条、 宗教、 社会的差別原因情報、 

それを長期の保管ということ自体。それ自体を保管するという自体は本来認められない。 

清水 集まっちゃった以上は、 ある程度の保管はできるわけです。 本来は使用目的を超えることは論外なんです。 

そうすると、本来の使用というのにどのくらいかかるのかというのは、不確定なんですね、今の段階では。税 

務処理、税金の処理の方で控えになっていることもあるし、市の事務事業としては全然要らない。市の情報と 

して要らないというのであれば、市民課なり、この受付となった財政課は持っていなくもいいんです。ところ 

が、税務申告に必要だということになれば、これは税務課？財政課？係が違うか。 

多田部長 当該寄附者に証明書を出す。 

清水 そうすると、証明に必要な範囲以外のものは破棄しろということですよね。証明書に、この申出書の写し 

を添付するということではおそらくないのだから、かなり目的規定というのはいいはず。 

財政課 証明書には要りません。 

清水 何々のために寄附しますというのは要らないですよね。金額だけでいいですよね。そうすると要らない。 

会長 もう一点だけ。社会的差別原因情報。 

清水 原因となるだな。これ条文をそのまま使ってくれないかな。 

会長 これは諮問の段階で、思想信条という諮問ですよね。思想信条に関する事項という形ではなかった？ただ 

単に思想信条でしたよね。 

長野 そうですね。思想信条。 

清水 含まれていないが、宗教に関する情報、社会的差別の原因となる事実に関する情報を収集する可能性があ 

る。 

錦織 まだいいですか。 

会長 意見ですか。 

錦織 直せるものならば、まず、本文の一行目から二行目にかけて、「諮問事項に含まれていないが」とあります 

よね、「が」というのは、わかりやすく英語でいうと「ｂｕｔ」ですよね。含まれていないがというよりも、次 

にベターだと思うのは、宗教、社会的差別の上に、これ形容詞にした方がいいと思うんです。諮問事項に含ま 

れていない宗教、社会的差別原因をという方がすっきりする。その次も、「収集をする可能性がある」と文章化 

しているけども、そうではなくて、差別的原因を含め、これらを承認する、という・・と思うんです。 

もう一度読み直します。一行目後ろのほうから。思想信条のほか、諮問事項には含まれていない宗教、社会 

的差別原因情報を含め、これらの情報を、後ろにも含めがでてきてしまったか、含め承認する。社会的情報を 

含め承認する。すっきりするような気がするんですけども。 

堤 可能性があるということは漏れて。それを含める理由があると思うんです。 

錦織 ああそうですか。 

堤 おっしゃるとおり、含まれていない宗教というのはいいと思うんですけども、それが含まれていないけど含 

めますという理由づけになると思うんで。 

会長 「が」がやはり意味があるんですよ。「が」というのは、「可能性があるので」というところにつながって 

いくんです。 

錦織 そうですね。後ろに関してはそうなっちゃうね。 

会長 ご指摘の、ここだけみるとね、だから、これは文章とすれば、これでよろしいように見えますが。 

玉造 諮問が、これには含まれていない諮問があったけれども、 ・・・してるわけでしょう。これはいまの、それ 

でいいと思う。 

堤 付け加えるものがこれだけで・・・。 ・・・可能性があるので・・・。 

会長 それからこれもね、 承認するというのは、 一段落目あるよね。 諮問に対する答申なのか。 許認可権限、 我々 

行使しているわけではないのだから、 承認するという言葉使いが適当かというのがひとつ。 不適当だとすれば、 

これらの情報を含めるべきであるとか、あるいは含めるのが望ましいとか。確かに承認する権限はないわけで 

しょう。答申する権限はあっても。その方がよろしいのではないでしょうか。含めるべきであるとか、含める



27 

のが望ましい。他になにか。 

玉造 含めることとかすればいいわけですね。そのように答申をしたと。 

会長 含めるべきですと、私ども意見と。 

清水 前例に倣いますと、諮問された例外的取り扱いは差し支えないものと判断する。なお、思想信条に加え、 

宗教、社会的差別原因情報も、本件に関しては収集する可能性があり、これらの情報も含め、例外的取扱いを 

することは差し支えない。 

会長 例外に関してですね、これ訂正。私の案です。承認すると。先生のいうように、差し支えがないというよ 

うにした方がよいのではないですか。 

玉造 承認というのは、初めから方針なんですね。 

堤 ６条の２で、審議会の権限であることを除きじゃないですか。審議会が承認するというのが例外的に認める 

条件。だから別に・・・・。さっきの差し支えがないという形で異議はないんですが、そういう意味でおそら 

くこれは条項に問題がないんですね。 

会長 この審議会が直接承認するわけではないでしょう。 

堤 諮問して。 

会長 諮問に対しての答えなのだから。 

堤 権限の範囲内であると認められるときを除きでしょう。これは、主語は審議会が認めるのでしょう。違いま 

すよね。 

会長 これは、それを前提にしているわけでしょう。 

堤 条項。 

会長 差し支えないというのは。 

堤 承認するのもおかしくはないのかなと。この案件に関しては。一般的な諮問は違いますけども、この案件に 

関しては６条の２項でそういう規定を使えるようになっているわけだから。 

事務局 諮問された例外的取扱いは差し支えないものと判断する。加えて、宗教、社会的差別の原因となる事実 

に関する情報を収集することも差し支えないと判断する。なお、当該情報の長期の保管は望ましくない。当該 

寄附申出書は、 速やかに廃棄すべきである。 また、 当該事務に係る個人情報取扱い事務の届出事項については、 

できる限り事前に届出をすべきであるが、本件事務の性格上、速やかな事後届をするなど、柔軟な対応が必要 

である。以上。 

会長 いかがでしょうか。 

事務局 では、いま打ち出します。 

事務局 もう一度読まさせていただきます。諮問された例外的取扱いは差し支えないものと判断する。加えて、 

宗教、社会的差別の原因となる事実に関する情報を収集することも差し支えないと判断する。なお、当該情報 

の長期の保管は望ましくない。当該寄附申出書は、速やかに廃棄すべきである。また、当該事務に係る個人情 

報取扱い事務の届出事項については、できる限り事前に届出をすべきであるが、本件事務の性格上、速やかな 

事後届をするなど、柔軟な対応が必要である。以上。 

会長 はい。時間も時間なので、これを最終案と。何か最後にございましたら。なければこれを答申と。 

事務局 よろしかったら、会長・・・ということで。 

会長 よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

会長 次第もうひとつ残っていて、「その他」 、事務局から何かありますか。 

事務局 先ほどの個人情報取扱事務の届出で、建築指導課の案件があったのですが、説明の方に、不適切な事項 

があったということで訂正したいというのがありますので、よろしいでしょうか。 

会長 今やるわけですか。 

事務局 今。 

会長 時間も時間ですので、速やかな対応を。訂正ですよね。 

建築指導課 木造住宅耐震改修事業補助金交付に関する事務について、先ほどの意見を訂正いたします。住宅の
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所有者が共有の場合、共有者の中のひとりが住んでいない場合でも、現在住んでいる者が事業を申請すること 

はできます。以上です。 

清水 共有者の名前とか、そういうものを知る可能性があるじゃない。それとも見ない、 ・・・一切事務のものは 

いいということであれば、この事務届出でもよい。例えば、１０分の１だけ市内の人が持っていて、逆に９割 

方余所の市の人が持っていてもいいか。共有持ち分に関する情報も入ります。可能性です。 

建築指導課 可能性の話ですが、私どもの方で作りました要綱の中、補助対象者、第３条になるんですが、それ 

らのほうでは該当することになる。 

錦織 可能性がある？ 

建築指導課 はい。 

清水 どっちの可能性？ 

建築指導課 申請収集。 

清水 申請ができる？できるなら集めない。ただの共有者の情報は持たない、提出も求めないならＯＫ。 

建築指導課 登記簿等の所有者の証する所有につきましては、 この事業の終わった、 耐震改修工事の事業ですが、 

その手前で診断・・がございまして、そこを通過してこちらにくるんですが、その時点で書類は集めることに 

なります。 

清水 だとすれば、さっきの本人から本人情報以外は集めないとおっしゃったんで、そこのとこでおかしくあり 

ませんか。時間の関係もありますから次回にしましょう。 

会長 ここで次回というのも。どうですか。届出事項を左右するということではありませんよね。 

清水 わからないんですよ。説明では。 

建築指導課 本改修事業におきましては、所有者を証する登記簿等の書類については取り扱いません。それの事 

業の前の、診断事業の中で扱いまして、そこで取り扱う。 

会長 よろしいでしょうか。 

清水 よろしいでしょう。途中で所有権が変わって、途中で集めたら違法だということです。 

会長 それは今の時点でご承知おきいただいて、次回。特になければ、他に。ではこれで閉めたいと思います。 

ご苦労様でした。 

以 上 

上記会議録を証するため下記署名する。 

平成２１年 月 日 

木更津市情報公開総合推進審議会会長


