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平成２０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２１年３月１０日（火） 午後２時から午後４時４０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）、斎藤和久、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 北原課長、安田副主幹、高岡主査、金子主査、内田主任主事 

(関係課）経済部商工観光課 加藤課長、鈴木副主幹 

選挙管理委員会 山田局長 

教育部生涯学習課 原主幹 

教育部 高澤参事（兼学習教育課長） 

教育部生涯学習課 廣部主幹 

教育部教育総務課 山口主査 

○議題等及び公開非公開の別：報告 公開 

○傍聴人の数：０人 

○会議の内容 

開会 

事務局 お待たせいたしました。定刻となりましたので、始めさせていただきたいと存じます。木更津市情報公 

開総合推進審議会規則第３条第１項の規定により、会長が議長となる、と定められておりますので、以後の議 

事進行につきましては、小林会長にお願いしたいと存じます。小林会長、よろしくお願いいたします。 

会長 規定によりまして議長を務めさせていただきます。ご協力のほどよろしくお願いします。それでは、ただ 

いまより、平成２０年度第２回木更津市情報公開総合推進審議会を始めさせていただきます。 

最初にお諮りいたしますが、本日の議題は、報告事項３件です。１点目、定額給付金給付事業及び子育て応 

援特別手当給付事業にかかる個人情報の取扱いについて。２点目、個人情報取扱事務の届出。３点目、学校に 

おける個人情報紛失事故について。となっております。本審議会を公開することを皆さんに諮らなければなり 

ませんが、この件に関していかがでしょうか。 

（異議なし） 

それでは、公開とさせていただきます。ご異議ないようなので、公開いたします。議題に入る前に、連絡事 

項ですが、委員の皆様のなかで、もし会議中に退席されるという方がいらっしゃいましたら、退席前に一声か 

けることをお願いいたします。 

それでは、議題に入らせていただきたいと思います。 

まず、次第の１番目、定額給付金給付事業及び子育て応援特別手当給付事業にかかる個人情報の取扱いにつ 

いてであります。事務局よりお願いします。 

事務局 総務課の金子と申します。よろしくお願いします。最初に、資料の確認をお願いいたします。最初に次 

第、次に、報告事項①についての資料がございます。こちら、両面印刷と片面印刷の３枚となっております。 

あと、横判で個人情報事務の取扱事項というものがございます。それと、その後ろにＡ４判で１０枚綴り、一 

枚目に定額給付金及び子育て応援特別手当給付事業と書いてあるものが一部、あと最後にＡ４の一枚もので、 

報告③資料というものがございます。もし、漏れ等ございませんでしょうか。 

会長 報告に先立ちまして、ざっと私の方で３つの報告、内容ざっと、考えたうえで、それから、限られた時間 

ということをかんがえると、およそ①と②は３時前後で、質疑応答含めて終わらせて、１０分程度の休み入っ
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て、残りを③に割り当てるくらいの時間配分と進行でいきたいと思います。皆さんもご協力をお願いいたしま 

す。限られた時間でございますので、よろしくお願いいたします。 

事務局 報告事項①なんですが、こちらは、定額給付金給付事業及び子育て応援特別手当給付事業についての個 

人情報取扱事務届に関する報告の前に、個人情報の取扱いについて報告させていただくものです。なお、本件 

についての個人情報取扱届なんですが、②の個人情報取扱事務の届出の方で予定しておりましたが、同一事業 

に関するということで、ここで併せて、一緒に報告させていただきたいと思います。私からこの件について報 

告した後、担当課の商工観光課長からですね、報告させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいた 

します。それでは、先に、個人情報取扱事務の届出について説明いたします。 

資料の、個人情報取扱事務の事項の１ページとそれに付随する説明の１ページをご覧ください。 

こちら、事務名称が、定額給付金給付事業及び子育て応援特別手当給付事業となっております。定額給付金 

給付事業につきましては、後ほど担当課より説明があるかと思いますけども、概略について申し上げますと、 

景気後退下での住民の不安に対処するため住民への生活支援を行うとともに、併せて、住民に広く給付するこ 

とにより地域の経済対策に資することを目的とする定額給付金を、平成２１年２月１日現在で、住民基本台帳 

及び外国人登録原票に記録されている者１人について１２，０００円（ただし、基準日において６５歳以上の 

者及び１８歳以下の者については２０，０００円）を、給付額を決定する積算根拠となる世帯員の属する世帯 

の世帯主（外国人については、各給付の対象となる者）に支給する事業です。 

子育て応援特別手当給付事業は、子育て家庭に対する生活安心の確保を図ることを目的とし、子育て応援特 

別手当を、平成２１年２月１日現在で、世帯に属する３歳以上１８歳以下の子が２人以上おり、その第２子以 

降が、小学校就学前３学年１人につき３６，０００円を、支給額を決定する積算根拠となる子の属する世帯の 

世帯主に支給する事業です。 

記録項目については、定額給付金については、給付額を決定する積算根拠となる世帯員及び世帯員の属する 

世帯の世帯主について、子育て応援特別手当については、支給額の積算の根拠となる子及び子の属する世帯の 

世帯主を把握するため、住民基本台帳及び外国人登録原票に登録されている者の氏名、住所、生年月日、家族 

状況（世帯主であるか否か、続柄ということになります。 ）、外国人にあっては国籍の情報を記録項目としてい 

ます。 

本事業による給付を行うため、口座番号、電話番号を記録項目としています。 

情報の収集先なんですが、定額給付金にあっては、給付額を決定する積算根拠となる世帯員及び世帯員の属 

する世帯の世帯主について、子育て応援特別手当にあっては、支給額を決定する積算根拠となる子及び子の属 

する世帯の世帯主について、住民基本台帳及び外国人登録原票に登録されている者とするため、当該住民基本 

台帳及び外国人登録原票の情報を、実施機関内部（市民課になります）から収集します。定額給付金及び特別 

手当の振込先の口座番号を、本人から収集します。申請者の連絡先を、本人から収集します。代理申請を行う 

場合があるため、民間・私人を収集先とします。 

情報の提供先ですが、定額給付金にあっては、給付額を決定する積算根拠となる世帯員の情報を、子育て応 

援特別手当にあっては、支給額を決定する積算根拠となる子の情報を、申請者である本人（世帯主）に対し、 

申請書に記載して提供します。以上です。 

続きまして、個人情報の取扱いに関して、担当課のほうから説明いたします。 

商工観光課 担当いたします、商工観光課の加藤と申します。よろしくお願いいたします。定額給付金給付事業 

及び子育て応援特別手当給付事業ということで、両方の目的等の説明がございましたので、補足という形で述 

べさせていただきたいと思います。 

お手元の資料の報告①のほうをご覧いただきたいと思います。 １番の施策の目的は、 繰り返しになりますが、 

今説明いただいたとおりでございます。２番の受給権者といたしまして、本市の場合、世帯主あてに送るとい 

うことで、世帯数が５１，１８５世帯でございます。うち、外国人については、個々に送りますので、個人と 

なっておりますが、５１，１８５世帯の中に１,７１４人の外国人が含まれるということです。もうひとつの、 

子育て応援手当につきましては、１，７０５世帯が対象になりまして、人数にして１，７９１人、うち外国人 

世帯が３、該当数が５人となっております。これで、申請及び給付の方法でございますが、３通りございまし
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て、最初に郵送申請方式を取ります。これは、私どもでさせていただきたいと希望をもっておりますし、申請 

書に住民基本台帳、あるいは外国人登録原票の記録、登録を印字して郵送すると、届いた世帯の世帯主におい 

ては、その申請書に振込希望先の口座名、口座番号を記して、証明書等を同封して送り返していただくと、市 

の方では、それを審査して、振り込んでいくと。郵送申請方式が落ち着いたところで、窓口申請方式、窓口口 

座振替の申請書をもってきた場合の受け付け、これはむしろ・・・なんですが、問題はこの③でございます。 

窓口現金受領方式、窓口に申請書を持参して、現金で・・・こういったときでの処理が、落ち着いた段階で受 

け付けを予定しております。 

１枚めくっていただきまして、申請期間でございますが、国で決められているものが、申請受付から６ヶ月 

ということで、１０月上旬までの期間を予定しております。 

５番目としまして、今後のスケジュールでございますが、一番気になるところでございます、郵送申請の給 

付申請等の通知、発送でございますが、３月の下旬に一斉に該当者あてに発送する予定でおります。届きまし 

たら、受付ということで、郵送申請受付開始が４月に入ってすぐになろうかと思います。以下、現在の今後の 

予定でございます。その次からは、現在申請書のひな形とか申請書の様式でございます。ご覧いただければと 

思います。 

続きまして、 私の方から、 定額給付金の取り扱いに至った報告をさせていただきます。 これにつきましては、 

資料はございません。まず、今回の定額給付金は、国の補助金による緊急生活支援対策として、全国的に行わ 

れるものであり、本市としては一日でも早く支給することを最優先に事務を行うこととし、世帯主に送付する 

申請書に予め世帯主の住所、氏名に加え、世帯構成員の氏名、生年月日、続柄、給付金の額を記載し、発送す 

ることといたしました。定額給付金の対象となる世帯は、本市においては、２月１日現在でさきほど申し上げ 

ましたように、５１，１８５世帯でございます。申請された申請書の世帯員の情報を確認するために、あらか 

じめ作成した定額給付金リストとつきあわせながら事務を行うこととなりますと、 この５１， １８５件の要・・ 

リストの中から該当する世帯を探し出し、世帯情報員の情報を確認していくという作業が必要となります。相 

当な事務量が予想され、短期間で給付することは困難なところでございます。一方、申請書にあらかじめ世帯 

構成員の情報が記載されていれば、その確認については、その都度、定額給付金リストとの突合する必要性が 

なくなると。よりよく迅速かつ正確な対応が可能となるものでございます。また、取り扱われる個人情報につ 

いても一部のものを除き、同一親族の情報であり、一般的には世帯主の知り得る、または世帯主自身の個人情 

報といえるものであること、例外的に同居人が同一世帯になっている世帯については、この世帯、同居人が含 

まれる世帯については、本市では2百数世帯ございます。この世帯については、該当するもの全員に同居人に 

対してでございますが、通知を行い、こういった制度の申請が世帯主あてに送って、世帯主に支給しますとい 

うふうな内容のものでございますが、このようなものを周知することにより対応する予定でございます。世帯 

主宛てに、世帯構成員の個人情報を記載された申請書を送付することは第三者に対する個人情報の提供にあた 

り、本来、本審議会での諮問事項であることを理解しているところでございますが、個人情報の保護と定額金 

の早期支給による市民の利益とを比較考慮した結果、本市として今回のこのような取扱いとすることに至った 

ところでございます。以上でございます。 

会長 続くんですよね、報告が。 

事務局 一応ここで、定額給付金、子育て。①に関しては、説明は以上で。 

会長 ああ、そうですか。 

事務局 はい。 

会長 どうですか。今のご報告なんですが、ご意見、ご感想等ございましたら、お願いいたします。 

堤 確認させてください。あの、定額給付金の申請書に・・や世帯主の・・やすべて記載等行われるわけですよ 

ね。仮に、この例で、内田三郎がここに今いないという返事が戻ってきたら、どういう対応をするんですか。 

住民票上の記載は・・・なんだと。ところが、今、内田三郎という人間はいまここにいないみたいな返事が戻 

ってきても、それは記載されている・・一律に支給するという形で、その内田三郎さんが所在していることを 

確認はされないということ？ 

商工観光課 世帯の中に御一方いらっしゃらないと、どういった理由かは・・。一義的には、基準日が平成２１
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年２月１日に住民票に記載されている方ということでございますので。 

堤 端的に、ここに書いてあるように、もしなにか、誤りがあれば訂正してくださいという形で、仮に、内田三 

郎は、住民票にはあり・・と、丁寧な形で返事が戻ってきた場合には。 

商工観光課 商工観光課の鈴木と申します。たとえば、居所不明でですね、郵便物が届かなかった、返送されて 

くるのは、当然、５万１千通発送いたしますので、かなりの数が返信されてくると考えられます。その対応な 

んですが。 

堤 必ずしもそういうことでは。 

清水 聞いていることが違うよ。 

会長 同じ家族の中に１人だけ。 

堤 例えば、世帯主の人で、仮に子供が三人いたとして、同居しているのが。このうちの三郎ひとりがいません 

と、例えば２月１日現在の記録なんだけど、昨年の年末から所在不明ですというような返事がきた場合に、そ 

れは一律に送られる形をとられるの？ 

商工観光課 例えば、四人とか五人世帯がありまして、うち、一名の方が例えば行方不明ということであれば、 

あくまでも、 ２月１日現在の世帯主が受給権者になりますので、 世帯員の方がいたとしても、 住民基本台帳上、 

世帯の数に数えられていれば、世帯主に支払うということになります。 

堤 じゃあ、調査されないということですね。 

商工観光課 そうです。 

堤 返事が来てもね。 

商工観光課 それはします。 

清水 所在がないということがわかったんだったら、市民課に連絡して職権抹消じゃあないんですか。 

商工観光課 それは当然そうです。 

清水 それをやるといっていただかないと、公務員法違反ですよ。わかっていてやらないという話だったら。告 

発対象だ。逆に、今の質問で関連していいますと、世帯主がいないというのはどうですか。お父さん家出して 

いる。 

商工観光課 今回、国の方からの。 

清水 国じゃない、自治事務だから。 

商工観光課 失礼しました。世帯主がいない場合はですね、あくまでも、今回は世帯主が受給権者とされており 

ますが、世帯主に代わって申請ができるということが。 

清水 何の根拠があって、そんなこと言うの？片方では代理としかいっていないでしょう。それだったら、最初 

から説明が、 事実だろうが事実であるまいが、 住民基本台帳に記録されているところには無条件でばら撒くと、 

市としてはばら撒くとはっきりおっしゃい。そうでしょう。何の根拠もないけども、住民票にのっていれば配 

るんだと。そういうふうに明言しなさいよ。本人いないところで代理なんて概念あるわけないでしょう。 

会長 制度そのもの？ 

堤 いやいや、そうじゃなくて、その場合に、当然情報の濫用がある？ 

清水 本人いないけれども…。 

堤 提供できる情報であるとか、あるいは情報の収集先なり提供先が変わることがあるのではないかということ 

を聞いているわけで、そういう場合、調査されないなら全然変わらない、当否は別にしてね。当審議会におい 

て、考え置くべきこととして、調査しないというなら、特にそれはそれで構わないことが、情報公開審議会と 

しては構わないことだが、その関係があるのでお尋ねしている。 

議長 いかがですか。 

経済部長 先ほどのご質問の中でありましたけれども、世帯主のうち、一人がいないとか、あとは世帯主自体が 

いないケース、そういう場合につきましては、私どもは、この点については、実態調査をやって、それなりの 

法的手続きをとりたいと思っています。 それと、 あと、 申請の段階で、 世帯主がいないケースなんですけども、 

国の実施要綱、市の、うちの考え方もそれに合わせてですね、今、国は緊急にこれを支給して経済対策を、そ 

こらへんの方策について、本人確認からいろんな点について、非常に緩和的な方針を出しております。基本的
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には世帯主に行きますけども、世帯主がなんらかの形で申請できないケースで、代わりに、代理というか、代 

わりに申請するケースも認めよう、そういう方針でありますので、市もそういう方針の中で対応していきたい 

と考えております。 

清水 よろしいですか。国の制度がでたらめだから、市としてもあわせる。 

経済部長 やむを得ない。 

清水 そういうことですね。 

経済部長 そういうことです。 

清水 今の議事録に残してください。で、そうだとすると、書式の一番下のところで、代理人申請を行う場合、 

違いますね。今のケースは違いますね。本人が、世帯主がいないケース。不在である、連絡がつかない。上記 

の者を代理人と認め、世帯主本人がハンコを押すわけですから、いないという・・ても、この書類は作れませ 

んよ。今のケースで言えばね、内田一郎さんというやつが行方不明だといったときに、内田二郎さんが、内田 

二郎さんの名前で申請を出してきて受給することでよろしいですね。 

経済部長 はい。例えば、今のケースで、これ、内田さんが四人おりますけども、世帯主が内田一郎さんで、一 

郎さんがたまたま居ないと、で、その場合にはですね、家族内の世帯員のどなたが申請してきても代理とみな 

すと、そういった形で処理、そういった形で対応すると。 

清水 なにか条文上の根拠ございますか。 

経済部長 条文上の根拠ございません。あの、これは国の方針で、国の制度ですので、これを。 

清水 自治事務なんですよ。 

経済部長 それを、私共も、国の方針に従って、全額、国の補助対象の中で事務処理するものですから、その考 

えを踏襲して、私ども対応しようと。 

清水 それじゃ何か規則を作って、代理人というのは虚偽であっても代理とみなすというルールをはっきりと書 

いておく。 そうじゃないと、 個人情報取扱いから、 本人というのはあくまでも本人だといってきているんです、 

今まで。このところで、でたらめをやられても困る。 

経済部長 その点は、実施要綱あるいは実施要領の中で、そういう旨の記載をしていこうかと考えております。 

まだ出来ていませんが。 

清水 審議会にご報告していただけませんか。 

経済部長 その点に関してですね、はい。 

清水 代理人を、本人の意思がない若しくは本人の意思がわからない、でも代理人だとみなすんだというルール 

について審議会に報告いただけませんか。 

経済部長 わかりました。その点に関しては。 

清水 お待ちしますから。お待ちします、今。 

経済部長 今ですか。 

清水 今ですよ。だって、実施要綱なしで動いているわけじゃないでしょう。 

経済部長 実施要綱の完成はまだ…。 

清水 では、どういうやり方を・・・かわからないけれどもやられているということですか、今。何するかわか 

んないけども・・・。 

経済部長 木更津市の方針として、今の報告事項としては決まっております。 

清水 みなすと。 

経済部長 はい。 

清水 ああそうですか。 

商工観光課 ただいまの清水委員のご質問はですね、世帯主、受給権者である世帯主が行方不明で、受給を受け 

る権限がありまして、そこに、受給を受ける権限がいない世帯、いれば世帯主の、受けるか受けないかの判断 

に基づいて代理申請はできる。いなければその判断はできないから申請はできない、そういうことになろうか 

と思いますが。 

清水 そういっているんじゃなくて、この、皆さんのご報告だとそうなりませんかと申し上げているんです。と
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いうのは、 後で出てくるんでしょうけども、 事務手続きではあくまでも本人から収集するといっているんです。 

そのほかの者も、 全部、 内田二郎さんも、 三郎さんも、 四郎さんも、 全部本人、 一郎さんの情報だと取り扱う、 

さっき報告なさったじゃないですか。そうでしょう。家族構成員を全部代表して、それは家族の情報だと、わ 

れわれは、個人情報保護審議会は、今まで一度も考えたことはないんですが、今回に限っては家族全部が本人 

の情報だとおっしゃったんだ。でしょ、ね。ですから、本人というのは、あくまでも一郎さんなんですよ、先 

ほどのご報告では。ところが、肝心要の一郎さんがいないといったときに、二郎さん、三郎さん、四郎さん、 

この年数でいきゃあ、二郎さん、三郎さん、子供なのか高齢者なのかわかりませんが、その意思を代表して、 

二郎さんなら二郎さん、申請したときに、それが一郎さんの本人意思だというんですねと聞いているんです。 

一郎さんを除いて、 二郎さん以下が受給権者であるというご説明だったら、 それはそれでよくわかるんですよ。 

ところが、家族全部の情報が全部、一郎さんの情報だとおっしゃるのなら、だから、整合性がつかないと申し 

上げている。 

事務局 総務課の高岡といいます。直接の担当ではないのですが、この件に関しまして、一点、県の方に電話を 

かけて確認した事項がございまして、先ほどの経済部の説明と若干異なってしまうんですけども、一応、ここ 

の代理申請にあたりましては、やはり代理権限が必要であるというふうに伺っておりますので、やはり代理で 

やる以上は、代理権限が必要であると。世帯主がいなければ、 ・・的にいえば申請ができない、県の方に聞いた 

範囲ではそのようになっておりますので、多分まだ、その辺の整合が内部で取れてなくて申し訳ございません 

が、そういった形になろうかと思います。以上です。 

玉造 さっきの清水先生のご意見もありましたけども、この一番下に世帯主がいない場合に、代理人を定めると 

いうことだけれども、ここに、世帯主のハンコを押すことになっているわけですよね。いない人がハンコを押 

すということになるわけでしょう。 

清水 そういうことです。 

玉造 だから、それができないんじゃないかと。 

清水 そうです。 

玉造 そういうことなんですよね。 

清水 平たくいえば文書偽造でしょうと。それを市がどう・・するんですかと。 

玉造 世帯主がいないから、代理人を選定しなきゃいけない。で、その世帯主が判を押すことはできない。 

商工観光課 世帯主がいないときに、はたして受給できるか。 

清水 それをね、先ほどから申し上げている。世帯主がいないときに、木更津市がね、この制度のほかに、この 

制度ではなくて、 定額給付金を出すと、 それは全然問題ないと思いますよ。 それは市の政策の問題です。 ただ、 

この書式でおやりになるとおっしゃるので、そうだとすると、二郎さんは文書偽造するんですよねと。 

堤 代理人はどういうのを想定している？代理人申請するといってもよくわからない。 

清水 国が言っているのは、嘘八百のでたらめを繰り返しているんですけども、たとえば、高齢者に意識がない 

とかね、お父さん長期で出張していないからとか、こういうケースをどんどんあげるんですよ。 

堤 厳密に代理・・・ 

清水 代理でもなんでもないですよ。 

堤 事情を説明して世帯主とみなすみたいなら、まだわかる。 

清水 そうなの。 

堤 本人だとすりぁ、あるいは、世帯主にかわって申請しますとかならわかるけども、 ・・に申請すること自体が 

想定できない。 

会長 色々注文出されてますけども、さきほど、要綱、これ、いま作成中だと、この件に関する。清水先生のご 

指摘だと、今日、この場で、そういう・・も必要だったというんですよね。いかがなんでしょう、その点。 

経済部長 実施要綱だとか、そういうのは先生のおっしゃるとおりで、 ・・・方針が決まっていても文書化したも 

のがないという状況ですので、それにつきましては至急作ります。それからあと、世帯主がいないケース、要 

するに、 世帯主式になっておりまして、 世帯主が住民票上必ず、 世帯主がいないケースはありえないですよね、 

必ず。 実際、 居ようが居まいが世帯主はいまして、 ただ、 その方が代理のケースなんかで、 代理人の代わりに、
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世帯主の氏名をもって印を押してくれと、実際、私どもは確認できなくて、それは世帯主が誰かに代位したと 

いう、みなして、それを支給すると。そういう、国の制度として、非常にあいまいな制度なんですけども。 

清水 要するに。 

経済部長 形式主義といいますか。 

清水 要するに、これが欲しければ家族の方で文書偽造しろと。 

経済部長 偽造するとではなくて、結果的にそうなるかもしれないけども、市ではそれをチェックできない。 

清水 それはわかる。 

経済部長 偽造を進めるわけじゃない。 

清水 でもそういうことになるでしょう。 

経済部長：国の制度が曖昧なまま作って、それを無理やりなさいということなんで。 

清水 ものはついでに言えば、 それでいないということが分かった。 市として。 あなたのところじゃないですよ、 

木更津市の事務ですから。市全体して分かったというときはどうします？ 

経済部長 そういうケースは通常はありえない・・・。 

清水 そんなことないでしょう。住民基本台帳のね、精査というものをきちんとやって、職権抹消というものを 

法律どおりにやってりゃあ、 ・・・・言ってなんで・・・。 

経済部長 それはおっしゃるとおりで、実際に、常住人口と住基登録、二千人か三千人違いますから、そこらへ 

んきちっとやっていれば、こういうことはありえないんですけども。 

清水 だから、ね、そういうことも知らんというケースが出てくることもありうるんだと。ありうるんだから、 

違うときには、もう、二郎さんでも三郎さんでも家族のうちの誰でもいいから、勝手にお父さんの名前を使っ 

て出していいのよとはっきりおっしゃるか。 

経済部長 行政の立場からすれば、それをいいのよということは言えませんが、結果的に分からないので。 

清水 そうでないと、市町村のほうから、そんないい加減な制度でやるのかと、了解にならない話にしかならな 

い。 

経済部長 私どもはそういう虚偽申請を承認するわけにはいきませんが、 書類が出てきた中で、 そういうものが、 

私どもが気づかないで、処理しちゃう可能性はあるかもしれません。 

清水 だから確信犯で、虚偽のものが出てくるのは百も承知だけれども、こういう書面でやりますよとおっしゃ 

ってるわけでしょ。 

経済部長 たぶん木更津市の人は正しい人が、正直な人が多い・・・そういう前提のもとに。 

清水 いや、ありますよといっているわけです。ありますよと指摘をしているんです。お父さん行方不明の人、 

一件知っています。木更津市内に。 

経済部長 住民票はそのまま？ 

清水 そのままです。 その家が次男で、 家族、 子供がいますから、 奥さんなり、 子供なりが出してきたときには。 

経済部長 是非そういう情報は私どもに教えて。教えちゃいけないのか。 

清水 それこそ個人情報で言えない。 

経済部長 実態調査して、世帯主に・・・。 

清水 市民課にね、市民課にきっちり住民基本台帳の管理をしなさいと。正確なものですよと。たとえば、ＤＶ 

で逃げているという人がいれば職権抹消でいいわけですよ。そういうものがしっかりとした上で、これがスタ 

ートするというのであれば整合性がつくんだけど、実態は三千人も合わないと実態があるということはお認め 

になって知っているんですよ、皆さんね。 

経済部長 私ども、実態・・そうかなと思いますんで、これを機にですね、市民課のほうにもですね、住民票の 

実態調査というものを積極的にやるように、私どものほうから申し伝えます。 

清水 市長から言ってもらうという話ですか。そうでないと、さっきの堤委員の答えにならないですよ。いない 

ときにどうなるんだと。きちんと処理すると、この機会にね。 

堤 それは法律上、給付受給者、あるいは手続きは全部自治体でやるということですか。 

清水 そうです。
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堤 法律では決めていない？ 

清水 何も決まっていない。 

堤 じゃあ、それはさっき申し上げた代理人申請ではなくて、世帯主あるいは給付を受ける対象の変更だという 

方法もとることはできるわけですか。 

清水 できます。自治事務として・・・。 

堤 世帯主、親はいないから、母親がなりますよとか、事情を説明して書けば、そういうこともできることはで 

きるんです。 

清水 自治事務としてはね。 

堤 そういうことなんですね。でも、その辺は本当に、全部丸投げ・・・ 

清水 国のはただのマニュアルですから。法的根拠は何もない。 

会長 逆にいうと、自治事務だからこそね、個人情報の取り扱いを・・・ほかの自治体もすることができるわけ 

で、ただ、そのこの件に関しては国会の動きというものが、両にらみしながらという担当課の方々も苦労なさ 

っていると思うんですよ、 ですから、 まあ、 清水先生の、 せめて要綱ぐらいはこの場にあってしかるべきだと、 

確かにそのとおりなんですけど、今言ったようにね、国会の動きに合わせて動いてらっしゃると。勘案すると 

ね。 

清水 私が申し上げているのはね、たとえば、この説明書きがありますね、事務届けの説明書き。これを見ます 

とね、下のほうに、下から二つ目に情報の収集先というのがあって、定額給付金及び特別手当の振込先口座番 

号を本人から収集しますと。限定されていらっしゃるんですね。本人などからでもないんですよ。あくまでも 

本人なんです。これ、申請者本人、ということは世帯主なんです。申請者の連絡先を本人から収集します。と 

いうふうに、限定して書類をお出しになってきて報告なさっているもんですから、それじゃあね、先ほどお話 

したようなケースはどうなるんだとお尋ねをしているんです。 

経済部長 私ども、本人に限定したのは、表現の不足といいますか。 

清水 間違いだった。 

経済部長 本人などというのが正しい・・・だったと思います。 

玉造 ３ページの、この未定稿の申請書、これは基本的に基準的に定めたものなんですか。 

経済部長 はい。 

玉造 そうだとすれば、ごく一般的には、大多数の情報についてはこれでやれると、なにかこれにそぐわない場 

合に、清水先生がいうように、別のですね、取扱要領みたいなものを作らざるを得ないと思うんですよね。そ 

ういうことで、 これは９０何パーセントぐらいは、 これで適用できるのかなというふうに思いますけども。 ・・・ 

一部の人だけれども、それらに対処する要綱を作って進めたらいいと思んですけども。 

清水 個人情報ってのは、大体９９パーセントぐらいまではマニュアルどおり動くんです。問題ないですよ。９ 

９．９までと言ってもいいです。その０．１パーセントをね、見過ごしにできないというのが、個人情報保護 

の本来の役割なんですね。ちなみに、代理人申請のところで、代理人生年月日というのがありますが、法人が 

代理人になることはありえないということですね。 

会長 この件に関しては。はいはい。 

事務局 今の代理人は、法人なしということで。 

清水 これもついでに言っておけばね、国のほうは、福祉事務所、そういうものが申請することはありうるとい 

うふうにいってらっしゃるはずですよ。 

会長 他に、要綱をいまお作りになっていると、参考になると思うような、ご指摘、清水先生のお話をね、他に 

ございませんか。 

特になければ、今の清水先生のご指摘を中心にして、ほかのこともあると思うんですね、 ・・・十分に・・・ 

されながら、要綱を・・お作りになって、実施にあたっていただきたいと思います。それから、私のほうから 

ね、要綱もさることながら、先程来、国の動き、ほかの動きもいろいろと記録しながら皆さん事務を進められ 

てる、大変さはわかります。要綱は間に合わなかったと。 ・・・せめてね、先程口頭で個人情報保護条例との関 

係に関して、口頭でご説明なさいましたよね、先生。それはこの場で文章化して、審議会には出していただき
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かったなと思います。 

清水 もう少しいいですか。事務届を拝見しながら、ちょっと幾つか。ひとつはですね、本人確認を郵便のとき 

にお付けになるんですよね。本人確認書類をね。通常、運転免許証だとか、旅券、パスポートとか、外国人登 

録証明書とかなんかを出してくるわけですが、健康保険証ありですか？ 

商工観光課 はい。 

清水 ありだと、職業わかりますね。会社名が分かります、ものによっては。たとえば、私が保険証をね、健康 

保険証をつければ、私学共済ですから、私立学校の教職員であるということは分かるわけです。 

経済部長 所属組織の。 

清水 そこまでは分かります。 

経済部長 保険者の組織までは、分かります。 

清水 分かりますね。職業欄にチェックがないですけども、それでよろしいですか。それから、外国人登録の場 

合に、外国人登録証をみれば在留資格、これもわかります。そうすると、在学、学校に来るために在留資格を 

得ているという話ですと資格が分かります。そういう情報もお集めになるんじゃないんですか。 

堤 それと、運転免許証は本籍。 

清水 これも分かりますね。ものはついでに、運転免許証を出す人間が、カラーコピーで出してきますと、犯罪 

歴まで分かりますね。処罰歴までね。白黒で出してくれば分かりませんが。カラーコピーで万が一出してくる 

ような奇特な人がおりますと、事故歴や違反歴があるかないか、ゴールド免許とブルー免許、これが分かりま 

すね。場合によっては免許をとったばっかりだという事も分かりますね。そういうのは、考慮の対象にいれま 

せんか。それから、やりゃなきゃいいんです。それから、もうひとつ、強いて言えばですね、例えば、基準日 

が２月１日にあるんで、これ以前に職権抹消したケースが、木更津市では職権抹消なんかしていないとおっし 

ゃるんなら、それっきりの話ですけども、住民票、いわゆる職権登録されていた、それが、住民登録回復する 

という作業があるとすると、当然のことですけども、他の市町村で住民登録されていないかどうか、本籍の附 

票を探すということになります。そうすると、他の自治体に照会を出して、その情報を取得するというのは、 

この事務の中に必ず出てくるはずで、私が承知している他の自治体で、数十の自治体はそういうことを考慮な 

さっておりますが、 これを見ると、 他の官公庁とはいっさい連絡をとらないという申請書になっておりますが、 

それはそれでよろしいですね。 

商工観光課 いまご説明いただきましたように、２月１日以前、１月３１日、１月３０日ございますけども、２ 

月１日以前に、すでに職権消除されて、今現在住所不定だと、こういった方々については、これから始めて住 

民登録、住所の設定という言葉なんですけども、市町村で定額給付金を受けるようになりますけども、これに 

つきましては、本人が主たる生活の根拠の場所、ここですと、ということの住所を設定するということで、そ 

の添付書類として今言われましたように、戸籍の附票と、それから、直近の抹消された住民票をつけて住民基 

本台帳担当課に届けるということで、承知しております。 

清水 届出する必要はないということですよね。これはね。 

商工観光課 本人が本籍地に請求してと、承知しております。 

清水 結構です。あの、よその自治体では附票を確認するのに本籍を収集するという可能性があるから、ここん 

ところチェックするといっているところ・・・ありますけども、木更津市ではやらないということであれば、 

それはそれで結構です。 

商工観光課 申し訳ありません。直接の担当ではないので。以前、担当していた時のあれなんで、必要か確認い 

たします。 

清水 いや、３月２日でこの事務を開始されているんだから、この事務届ではおやりになってらっしゃらない、 

やらないということで承ります。やれば違法だということですよ。 

会長 いかがですか。 

商工観光課 ただ今の清水委員のご質問なんですけども、２月１日現在を基準とみますので、例えば、１月３０ 

日に職権消除されて、全国どこにも住民登録されていないという方が、例えば木更津に今日の３月１０日付け 

で住所設定しましたというときは、この人は給付金の対象になる、そこで清水委員のご質問はですね、戸籍情
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報を確認するのか、他の市町村に・・・情報を確認するのかということですけども、それは木更津市役所市民 

課の方で住所設定の手続きを行う際に確認とることになりますので、定額給付金担当では戸籍情報の確認は、 

他の市町村にはとらないということになると思います。あくまでも、木更津市役所市民課で住所設定を受けた 

者が対象になります。 

清水 ということは、この情報はこの事務のためには使わない？ 

商工観光課 そうですね。 

清水 それでよろしいですか。 

商工観光課 ここでは使わない。 

清水 ああそうですか。通常の理解ですとね、例えば、いわゆる、派遣なんかクビになってね、ホームレス暮ら 

しをやっていると、千葉県なんか幾つもそういう自治体ございますけども、そういう、いわばホームレスです 

か、そういう人間が職権消除されている。で、そこで回復をするといったときに、本人が本籍地に照会を出せ 

といっても無理だと、 当然、 市民課が、 市民課を通じて、 このお金が欲しいと皆さんの窓口にくる前ですから、 

当然市民課のルートで確認をして、市民課・・・なる情報を取得して、給付をするという方に進んでいくはず 

だから、この事務としてそういうことをやっているんだと理解しているのが普通だと思いますが、木更津がそ 

ういうふうにおやりにならないということであれば、それはそれでいいです。あくまでも本人が本籍地まで行 

って附票を持ってこいと、持ってこなかったら１万２千円やらんと水越さんはそういっているんでしょう。 

商工観光課 委員の言われる内容というのは、例えば木更津市の場合は、市民課で住所設定・・場合には大丈夫 

ですが、他市では住所設定をしなくても定額給付金は。 

清水 いや、住所設定をするために、この給付に絡んでというふうに言葉を使ってもかまいません、窓口に来た 

人間が１万２千円欲しいと、じゃあ住民票あるのかと、ないと。職権消除されちゃっている。そこで、本籍地 

を照会しますと、いってみれば本人に代わってしてあげるわけですよ、片方ではね。その１万２千円は嘘でし 

ょうけども、ひとりひとりに配ると。そうじゃないですよね、先ほどのお話のとおり、あくまでも世帯主に配 

る。でも、ひとりひとりに配ると。ひとりでも救済者を、救済できる範囲を増やしましょう、なんとしてでも 

配りましょうと片方で言いながら、もう片方では、どれほど困っていても本籍の附票持ってこなかったら、登 

録はできないから、１万２千円は出さんと、そういうふうにおっしゃるんですねと申し上げているんです。ち 

なみに、ある自治体から来た文書ですけども、本籍は基準日２月１日以前に職権消除されていた人が住民登録 

を回復する場合、他の市町村で住民登録がされていないかについての附票を確認するのに本籍を収集する必要 

がある、他市に照会することが考えられる、ですから収集項目に入れる。こういう自治体もあるわけです。 

経済部長 今の、 ・・市町村に対する戸籍の附票の照会ですけども、 今の事務の中では想定していなかったんです 

けども、今後、そういう市民の便宜というか、そういうものを含む視点の中で、再度検討する必要があると思 

いますので、先ほどの職権登録とか保険証の関係とかありますけども、今回、届出項目に入れていなかった部 

分も含めまして、この件を含めて再度私どもの方で検討しなおしますので、その際に情報が必要であれば、私 

どもとすれば届出の変更という形で、また報告させていただきたいと思っております。よろしいでしょうか。 

清水 事務が開始する前に届出を出してください。 

会長 ただ、この事務は開始されているんでしょう。 

清水 ３月の２日に開始している。 

経済部長 事前事務はしております。 

会長 今、事前事務の段階。 

経済部長 事前事務ですので、具体的に・・・。 

清水 事前じゃないですよ。あなた方は内部っていう意味で言っているかもしれないけども、この事務は３月２ 

日に始めたって書いてあるじゃないですか。 

玉造 ここに、内田一郎、二郎、三郎、四朗までありますよね。これば、市民課の基本台帳にあるものを向こう 

から収集して搭載してあるわけですね。これで本人に渡すと。経済部で言っているのは、もしホームレスがい 

た場合には市民課の方で職権登録したものをこっちに出すと。そういうことで、その業務は商工観光課じゃな 

く、 市民課であるよと。 それだから、 ここに書いてないと。 そういうふうに言っているわけですね。 ですから、
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商工観光課で、あくまでもここに搭載してあるのは市民課からすんなり出てきたものを搭載してある、で、ホ 

ームレスなんかは、まだ、市民課の窓口、基本台帳には載っていないので、それに職権登録するのは市民課の 

責任ですよと。こういうことを、今言っていると。 

清水 そうです、そうです。 

商工観光課 登録されたものについては対象になります。 

清水 この事務の窓口としては住民票をきちんとしてから出直してこいと、おっぱらうと、そういう話でしょ。 

会長 いま事前事務といわれましたけど、これは定額給付金に関する事務の事前事務？ 

清水 事務じゃないでしょ。 

会長 どういう？ 

清水 なんでもないですよ。 内部的に、 まだ給付事業が始まっていないから前段階だとおっしゃっているだけで。 

会長 事務自体は始まっているんでしょ。給付の前という意味の事前事務ということですよね。 

経済部長 給付前という意味です。 

会長 いま始まっているわけですよね。 

清水 だから３月２日になっているんでしょ。 

会長 だから３月２日でしょ。変更というのはどうなんですか。すでに事務が始まっているわけで、このチェッ 

クされている項目で、事務は動いているわけですよね。今後、清水先生のご指摘を受けてね、追加、職業、本 

籍を追加するということは、それはそれで報告を受ける必要は、この審議会あると思うんですが、いかがです 

かね。 

経済部長 この場で、報告事項の修正が可能であれば、先ほどの例で本籍欄と職業欄、資格欄、この三つが、そ 

れと、あと、情報の提供先の他の官庁欄、この四点について私ども届出の中でですね、調整の項目が漏れてお 

りましたので、その分をこの場で訂正申し上げて、皆さんの了解を得られれば、それで開始したという形で考 

えたいんですけども。 

清水 ５点ですね。 

経済部長 ５点ですか。本籍と、職業、資格、あとどこです？ 

事務局 市民課。 

経済部長 市民課。一番上の。 

清水 それだと６点になる。他の実施機関というのがあるでしょうし、他の官公庁もあるんじゃないかと。それ 

から、 ひっくり返していえば、 他の官公庁に提供する可能性はないか。 それは市民課かもしれないですけどね。 

経済部長 申し訳ございません。私ども十分な配慮がなくて、届出事務の。 

清水 他の報告事項をやって、あとで報告いただいたらどうですか。 

会長 そうですね。今の点を調整して、後日報告受けると。 

清水 もしくは、今日のあとでいいです。 

会長 この後可能ですか。その辺の調整は。今日のこの時間？ 

清水 そうそう。 

会長 可能ですか。 

経済部長 この６項目を埋めたものを至急差し替えるような形で。 

会長 それはこのあとですね。大丈夫ですか。 

経済部長 大丈夫です。 

会長 こちらの課は、これですべて報告が。よろしいですね、終了ということで。時間の関係もありますから、 

次の届出。 

事務局 それでは、続けて報告②に。長くなるので、座らせて説明させていただきます。それでは、資料のほう 

なんですが、個人情報届出事項を一枚めくっていただきまして、２枚目と３枚目、それと、説明書のほうの２ 

枚目、こちら２枚目から８枚目までとなります。 

この報告なんですが、 選挙管理委員会から届出のありました、『裁判員候補者予定者名簿に関する事務』 及び 

『検察審査員候補者予定者名簿に関する事務』について説明させていただきます。この２件というのは、別個
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の届出なんですけども、同じ様な内容となっておりますので、併せて説明させていただきたいと思います。 

最初に、『裁判員候補者予定者名簿に関する事務』についてでございますけども、本事務は、裁判員制度に伴 

い、千葉地方裁判所が裁判員候補者を選定するため、選挙人名簿に登録されている者の中から、くじにより裁 

判員候補者の予定者を選定して裁判員候補者予定者名簿を作成し、千葉地方裁判所へ送付する事務を行うもの 

です。 

記録項目は、くじにより選定された裁判員候補者予定者を特定するため、氏名、本籍、住所、生年月日を記 

録項目とするほか、識別番号があります。識別番号は、選挙管理委員会が市民課から選挙人名簿の情報を裁判 

員候補者予定者名簿を作成するシステムに取り入れた際に、このシステムにより、裁判員の参加する刑事裁判 

に関する法律第２１条第１項に規定する選挙人名簿に登録されている者の中から裁判員候補者の予定者を抽出 

したときに抽出順に番号を付すため、記録項目としています。 

収集先は、選挙人名簿に登録されている者を把握するに当たり、選挙管理委員会が市民課から情報を収集す 

るので、他の実施機関を収集先としています。 

提供先は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第２１条第２項により、選挙人名簿に登録されている者 

の中から裁判員候補者の予定者として選定した者の氏名、住所及び生年月日の記載をした裁判員候補者予定者 

名簿を他の官公庁（千葉地方裁判所）へ提供します。 

また、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第１２条第２項、裁判員の参加する刑事裁判に関する規則第 

１０条及び千葉地方裁判所長発平成２０年９月３０日付け千地裁刑訟第０００２００号の「裁判員候補者の本 

籍の照会について」 （こちらは資料として添付してございます。）により、裁判員候補者予定者名簿に本籍を付 

して他の官公庁（千葉地方裁判所）へ提供します。 

続いて、『検察審査員候補者予定者名簿に関する事務』についてですけども、こちらの事務は、検察審査員制 

度に伴い、千葉第一検察審査会事務局が検察審査員候補者を選定するため、選挙人名簿に登録されている者の 

中から、くじにより検察審査員候補者の予定者を選定して検察審査員予定者名簿を作成し、千葉第一検察審査 

会事務局へ送付する事務を行うものです。 

記録項目は、くじにより選定された検察審査員予定者を特定するため、氏名、本籍、住所、生年月日を記録 

項目とするほか、識別番号があります。識別番号は、選挙管理委員会が市民課から選挙人名簿の情報を検察審 

査員候補者予定者名簿を作成するシステムに取り入れた際に、このシステムにより、検察審査会法第１０条第 

１項に規定する選挙人名簿に登録されている者の中から検察審査員候補者の予定者を抽出したときに抽出順に 

番号を付すため、記録項目としています。 

収集先は、選挙人名簿に登録されている者を把握するに当たり、選挙管理委員会が市民課から情報を収集す 

るので、他の実施機関を収集先としています。 

提供先は、検察審査会法第１０条第２項により、選挙人名簿に登録されている者の中から検察審査員候補者 

の予定者として選定した者の氏名、住所及び生年月日の記載をした検察審査員候補者予定者名簿を他の官公庁 

（千葉第一検察審査会事務局）へ提供いたします。 

また、検察審査会法第１２条の６、検察審査会施行令第８条の３及び千葉第一検察審査会事務局長発平成２ 

０年１０月９日付けの「検察審査員候補者予定者名簿及び選挙人名簿被登録者の員数通知の送付先について」 

（こちら資料の方に添付してございます。 ） 並びに木更津検察審査会事務局長発平成２０年１０月９日付け木検 

審第４０号の「検察審査員候補者の本籍の照会について」により、検察審査員候補者予定者名簿に本籍を付し 

て他の官公庁（千葉第一検察審査会事務局）へ提供いたします。以上です。 

会長 というご報告ですが、何かございましたら。これ、ちょっと、今気づいたんですけど、裁判員法と検察審 

査会法の本籍の照会に関しては、ほぼ同じなんですね、つくりが。一方では、裁判員の方では最高裁規則です 

か、照会に関しては。で、こちらのほうは検察審査会に関しては政令ですね。法形式が違えどもほとんど同じ 

ですね。ポイントとなるのは本籍というところなんですよね。何かございましたら。これも確認ですけども、 

裁判員法、裁判員の裁判員候補に関して、これは、名簿のほうは地裁のほうに送られている？その際も、本籍 

を含めて送られているということですか。 

事務局 名簿につきましては、先の、１０月１５日付けで、すでに本籍を付して送ってございます。
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会長 ということは、その最高裁規則の１０条に基づいて、ここの段階で地裁の方から本籍に関して求めてきた 

ということですね。 

事務局 ここに書いてございます施行規則の方では、本籍を回答するように地裁は求めることができるとしか書 

いてございませんので、改めて、千葉地裁のほうからですね、こういう解釈ですということで、この平成２０ 

年９月３０日付けのところでは、１２条２項ですね、公務所に対して照会するということで、１２条２項でご 

ざいますんで、この解釈としてどういうことなのかということを問い合わせしたところ、照会を受けた場合は 

報告の義務を負うということで、裁判所の方から義務規定であるというふうに言ってきております。これが９ 

月３０日付けの・・でございます。 

会長 ということでしゃなくて、そういうご質問もあるかも知れませんね。私はその点はわかりませんけども、 

私はその点は問題ないと思うんで、私聞いているのは、すでに地裁の方に送られているわけでしょ、選挙人名 

簿に基づいて。その際に住所や氏名や生年月日に加えて、本籍も地裁の方に送られている？ 

事務局 そうです。 

会長 そうすると、 規則の１０条に基づいても地裁の方から本籍もくれと、 すべて。 横にある本籍もくださいと。 

そういう求めがあったわけでしょ。 

事務局 そうですね、あの、その中に本籍も付してという形で。 

会長 うんうん、それ、ちょっと確かめたい。こういうふうな経緯で、本籍も含めて本市の選挙人名簿から抜粋 

された方々の情報が伝えるほうに・・・すると。ニュアンスからすると、本籍にすこしあるのかなあと。 

清水 要するにですね、本籍情報がなくても通知はできるんですよ。本籍なんでいるかというと、 ・・・犯罪者調 

べるわけです。犯罪歴があって、いわゆる欠格条項に該当すると。そのときに、裁判官の場合にも、検察官の 

場合にも、検察審査会の場合にも外れるわけです。最終的に選ぶときにいる情報というのを、最初からくれと 

いってきたんです。ですから、この前、９月でしたか、１０月でしたか、第１期で出した人で、例えば３００ 

人なら３００人の人を提供したとしますよね、その中で、仮に、数字はでたらめですが、１００人の人が一次 

選考を通ったとします。すると、２００人の人については本籍情報は１００パーセントいらなかった情報なん 

です。はずれちゃってます。でも、最初に全部くれと言ってきたんです。根拠は、何々することができるとい 

う規定なんで、普通、法律の読み方はそうは読まないだろうと。これは、法側に権限を与える、こういう収集 

をしてもいいよという権限であって、こっちが出さなければならないとは、普通読まない。そこで、出せとい 

う根拠はどこにあるのか、 出さなきゃいけない根拠はどこにあるのかというところが議論になりまして、 現に、 

国の方は市町村に対して出さなければならないと書いてあるのは氏名、住所なんですよ。本籍書いてないんで 

す。これ立法過程の中で、あえて本籍を落としているんです、最初。そこで、おかしいじゃないのというやり 

とりがございまして、最後に向こうの方が、裁判所の方が、裁判所が官公庁に対して求めることができるとい 

う条項があれば、それは応じなければいけない法的な義務があるんだと、裁判所が言ってきたんで、それじゃ 

あしょうがないだろうということなんです。本当はね、文書提出命令みたいなもので出せと言いたいところな 

んですけど。 

会長 見解が分かれるところでもあると思うんですけどね。 

清水 行政庁の方は、何々することができると書いてきたときに、相手方がそれに応じなければならない義務が 

自動的についてくると、これは先生おっしゃるとおり、議論の分かれるところでございまして、ただ、自動的 

にそうはならない。こちら個人情報保護の立場があるわけですから、やっぱり法令上の根拠がないと出せない 

わけですよ。そこで、法令上の根拠はないでしょうという話で。 

会長 明確な。 

清水 明確な・・・。 

会長 裁判所は、これはもちろん最高裁も同じ見解でしょうが、先生とは違う見解だということですね。参考ま 

でに、これ、弁護士法でも、公務所に照会できる、弁護士会ですか、担当している事件に関して、そのような 

規定ございましたよね。 

堤 でも義務じゃないですよね。こんな強硬な態度とれませんよ。裁判所の・・・。報告の義務があるというよ 

うな、そんなことないと思いますよ。できるだけですから。弁護士会で照会・・・、それは基本的にはお願い



14 

するだけですから。 

清水 堤弁護士が、何々することができるといったら、木更津市は応じなければいけない。 

堤 いや、会ですから、弁護士会として。個人のやつ、弁護士会を通じて照会する制度でも、それは特に義務は 

ないでしょう。 ・・・、ご回答いただけないケースは多々ありますよ。このような強硬な裁判所の所長命令、報 

告の義務があるとは当然言えないと思いますよ。 

清水 そのあと、 ちなみにいっておげば、 本籍情報がどうなるのか分からないわけですよ。 最高裁に蓄積されて ・・・ 。 

会長 解釈上の問題点が、条文解釈上の問題点、ひとつありますね。 

清水 そんなところですね。 

会長 他になにか。同じことが検察審査会にも。 

清水 同じ、同じ。 

会長 条文のつくりがほとんど同じ。 

事務局 検察審査会の方も、ご見解をいただいておりますので、そこに添付したとおりでございます。 

会長 そんな問題点の指摘でよろしいですか。 

清水 結構です。 

会長 他に何かありますか。 

清水 事務届けの報告はどうですか。 

事務局 まだです。 

会長 この件に関しては。記載事項に関しては、念のため。法律及び規則、あるいは政令に則った記載事項と。 

事務局 そうですね。 

会長 時間の関係もありますから、この件については、これだけにして、次の。 

事務局 それでは、届出の最後、届出事項の４枚目とですね、説明資料の９枚目をご覧ください。こちら、生涯 

学習課から届出のありました『教育委員会主催社会教育事業』についての説明です。こちらの事務なんですけ 

ども、既に届出をしてございます、７つの事務について、ひとつの事務届に集約して、できる取り扱いを検討 

するというものでございます。 

本事務については、社会教育の推進と進行を図るため、又は生涯学習を推進するために行う事業で、生涯学 

習課が実施する事業として、青少年教育、家庭教育、高齢者教育等を行います。具体的には、資料の１０枚目 

をご覧いただきたいのですが、こちらに統合する事務ということで、事務名称が書いてございます。事務の名 

称ですけども、キャンプ場利用促進事業、家庭教育学級軽スポーツ交流会、旧安西家住宅英会話教室、アフタ 

ースクールボランティア養成講座、保育ボランティア養成講座、成人式、各種研修会等と、７つの事業です。 

変更箇所としましては、情報の収集先に民間・私人を加えること、情報の提供先の実施機関内部を削除する 

というような扱いになっています。 

記録項目は、氏名、住所、年齢、性別、電話番号、学業、メールアドレスとなっています。氏名は、主催事 

業の参加者（事業によっては児童が参加する場合もあるんですが、その場合にあっては保護者）を特定するた 

め、住所、電話番号、メールアドレスは、主催事業の参加者に連絡をとるため記録項目とし、事業の対象者を 

学業（例えば小学生など）によって絞り込むことがあるので、年齢、学業を記録項目としています。また、キ 

ャンプ場利用促進事業はキャビン等の利用関係で把握する必要がある、年齢、性別を記録項目としています。 

収集先は、児童が対象の事業など、児童の保護者から情報を収集することがあるため、民間・私人を記録項 

目としています。 

提供先は、ありません。以上です。 

会長 なにか今の報告に関してありましたら。 

清水 これ、事業参加者の方であって、指導者の方の情報はまた別、既に登録済ということですか。 

事務局 指導者？ 

清水 指導者。 

生涯学習課 指導者といいますと。 

清水 例えば英会話の教室があったり。
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生涯学習課 英会話の先生は、ＡＦＰの先生方を学校教育課の方できかんしているところからデータをいただい 

て任命している。 

清水 ですから、その事務届けは別にあるということで。 

生涯学習課 はい、ございます。 

清水 ちなみに、こういうところに参加してくるお子さんというのは、市内に大分増えてきていると思うんです 

が、外国人のお子さんというのは排除する意図があるんですか。 

生涯学習課 特にございません。 

清水 国籍はなぜない？そういうふうに国籍を集めることはありえない？ 

生涯学習課 現在、木更津市の方で、現段階、子供対象に。 

清水 いや、そうじゃなくて、ボランティアグループから事務事業がたくさんあるようで、キャンプ場利用促進 

事業とか、成人式がどうかなと思いますがね。 

生涯学習課 特に把握しておりません、国籍の方は。 

清水 ああそう。 

会長 学業が記録に入っていますが、具体的に、学業というのは。 

清水 小学生とか中学生とか、そのへんですよ。 

会長 小学生・・・中学に在籍している。 

清水 そう。何年生とか。 

会長 成績とかは違う？ 

清水 違いますね。 

堤 年齢で、生年月日はいらないんですか、届出事項に。成人式なんか、対象者に。 

生涯学習課 対象者、成人式の場合、４月２日から４月１日と定められておりますので、特に、生年月日は、広 

告するときに、平成何年４月２日から平成何年４月１日生まれという形で公開しておりますので、特にあの。 

堤 個別には出さない？ 

清水 そうです。 

事務局 案内は出します。何年何月から何月生まれの方は対象ですという形で、個別には出さないと。 

堤 分かりました。 

事務局 昔は出していたんでしょう。 

生涯学習課 富来田地区では出しておりますが、特に、住所だけの・・・でございます。 

会長 他になにかありましたら。なければ時間の関係もありますので、これで。 

事務局 このあたりで。 

会長 先ほどの件はまだ検討されているわけでしょう。それもあるから。１０分くらい休憩。 

（休憩） 

会長 それでは、会議を再開いたします。次第の３番目、「学校における個人情報紛失事故」について、説明願い 

ます。 

事務局 報告の３点目に入らせていただきます。今回の、この報告事項なんですけども、先月、市の中郷中学校 

で発生した個人情報の紛失事故についての報告となります。事故の内容等につきましては、あらかじめ、お手 

元にプレスリリースの写しを資料としてお配りしておりますけども、ただ今の休憩時間に資料を２部追加させ 

ていただきました。一枚ものの資料と、２部を資料として追加させていただいております。詳細につきまして 

は、教育部学校教育課より説明いたします。 

学校教育課 学校教育課の高澤でございます。お時間をいただきましたので、説明させていただきたいと思いま 

す。最初に、お手元にございます、Ａ４ワンペーパーをご覧いただければと思います。右上にございますよう 

に、２月の２７日記者発表させていただきましたので、それがお手元にある資料でございます。簡単に、順を 

おってご説明したいと思います。 

最初に概要でございますけども、いまございましたように、市立の中郷中学校の女性教諭が生徒の個人情報 

の入ったＵＳＢメモリを紛失いたしました。 去る２月の１２日、 木曜日になりますけども、 学校のパソコンで、
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本学級の学級便りそれから家庭科の授業で使います資料の作成、これはプリントアウトを行いまして、その後 

ＵＳＢメモリを本パソコンから抜いたところまでは記憶しているんでございますけども、その後所在が分から 

なくなってございます。その確認をしないまま退庁いたしまして、帰宅後、普段家で使っています、家での袋 

の中にメモリがないことに気づきました。翌の２月１３日に出勤いたしまして、机の周辺に置きっぱなしにな 

っていたんではないかと、本人は思っていたようでございまして、その机の周辺を捜したところがないという 

ことで、２月の１９日に管理職に報告しています。２月の１２日に作業いたしまして、２月の１９日に管理職 

に報告になっていますから、その間１週間期間があるんですけども、当該女性教諭につきましては、この１週 

間の間、自分の学校の周辺、それから、車の中、又は自宅ですね、そういったところを１週間探していたとい 

う報告をいただいています。２月の１９日に教育委員会に報告がございまして、その日のうちに臨時の職員打 

ち合わせを学校でもっていただきました。諸々の状況から、学校の中で紛失した可能性が高いということから 

全職員による捜索を行ってきましたけども、未だ発見されていません。これが当の概要でございます。 

なお、ＵＳＢメモリに記録されていた内容でございますけども、個人情報保護データでございます。そこに 

ございますように、平成２０年度、本年度当該教諭が担任しているクラス、生徒２４名の連絡網です。それか 

ら、 同じく、 本年度当該教諭が担任しています、 全校生徒６０名の理科の成績評定の資料が入っておりました。 

本学校につきましては、小規模校でございますので、単学級、ひとクラスの学校絵でございます。理科の教諭 

も１人しかおいでになりませんので、１年から３年までの理科の授業を担当していたというのが、本女性教諭 

の授業担当でございます。 

なお、これまでの対応でございますけども、３番目でございます。中学校におきましては、生徒集会を開催 

して紛失についての説明と謝罪を行っております。 ２月の２７日に行いました。 それから、 管理職及び教員が、 

生徒のそれぞれの自宅を訪問して、同様の説明と謝罪を行っています。２月の２７日から３月１日の日曜日に 

かけて、すべての家庭を訪問して、謝罪と説明を行いました。 

教育委員会におきましては、一番下にございますけども、臨時の校長会議を開催させていただきまして、個 

人情報の取り扱についての周知の徹底を図ってまいりました。 

１ヶ月間経つわけでございますけども、この間、逐一南房総教育事務所を通じて県の教育委員会の方に報告 

し、指導と助言をいただいております。 

続きまして、綴じ込みの方の資料をご覧いただければと思います。最初に、本市、小中学校におけます、個 

人情報の管理におけます内規について、でございますけども、明文化されました内規はございません。教育委 

員会といたしましては、校長会議等を通じて、そこにございます、⑴から⑷の点を重点として、 ・・・の中で指 

導をしてまいりました。⑴から⑷までを読み上げさせていただきます。児童生徒の個人情報を私物のパソコン 

のハードディスクには保存しないこと。それから２つ目に、個人情報を記録した記憶媒体、ＵＳＢメモリやフ 

ロッピーディスクになりますけども、こういったものにつきましては、鍵のかかる場所に保管して、校外に持 

ち出すことは原則禁止とすること。３番目に、やむを得ず持ち出す場合には、管理職の許可を得て、自宅に直 

帰すること。４番めに、記憶媒体に記録する場合には、パスワードを設定したり、暗号化するなどのセキュリ 

ティ措置を必ず行うこと。この４点につきましては、折に触れて、校長会議等を踏まえて、各学校に指導して 

きたところでございます。なお、各学校におきましては、その後にございます、別紙の３から５を参照してい 

ただきながら、このような形の中で各学校の取り組みがなされています。 

２番目になりますけども、個人情報の持ち出しに関する実態について、把握する件数と書いてありますけど 

も、今回の大きな事故がございましたので、この３月に各小中学校に個人情報の持ち出しに関しての調査をか 

けさせていただきました。小学校につきましては約６７パーセント、中学校につきましては５７パーセントの 

職員が何らかの形で個人情報を学校から持ち出しているという実態が浮き彫りになっています。この６７パー 

セント、５７パーセントの数字でございますけども、ＵＳＢメモリやフロッピーディスクが中心になっていま 

す。ただ、諸々の仕事の関係上、成績処理等の家に帰ってのことが、教諭という業務の中で多くはございます 

ので、紙ベースのもので個人情報を持ち出すということを考えますと、そこに書かれています、６７、５７よ 

りも若干の数字が伸びるのかなと教育委員会は把握しています。それから、これまでの個人情報保護に関する 

諸々の研修や指導等に関しましては、そこにございますように、資料６から１０を参照していただきながら、



17 

そういう形の中で教育委員会としても校長会議の折、又は、先生方の研修の折に取り組んできた経緯がござい 

ます。 

今後の具体的な再発防止策につきましては、３月２日に臨時の校長会議を組ませていただきましたけども、 

お手元の資料の一番最後になります。 １から８のところに記載をしてございますけども、 このような形の中で、 

今まで指導してきたことに加えまして、⑴から⑻の今後の取り組みについて、各学校に指示をさせていただき 

ました。 各学校は、 これに基づいて、 現在取り組みの方を進めている最中でございます。 概要でございました。 

ありがとうございます。 

会長 こういう大きな事故が起こったんだということがひとつと、それから、これまでこういった取り組みをさ 

れてきたのかということと、今後の対応策、以上３点。何かございましたら。 

会長 現時点で、紛失したメモリに含まれていると思われるような情報が、例えば、ネット上で流れていたとい 

うような、そういったことはどうなんですか。 

学校教育課 現時点では、盗まれた情報につきましては、漏洩の事実は今のところございません。 

会長 常に、それなりの監視はしていらっしゃるんでしょうね。 

学校教育課 学校中心ですけども、うちの教育委員会、県の教育委員会も、これにつきましては、かなり時期を 

ずらして漏洩される場合がございますので、それについては・・・常日ごろの中で十分目を凝らして・・いま 

す。 

錦織 各家庭に謝罪にまわったということですけども、その反響というんでしょうか、声、様々だと思うんです 

けども、いいやいいやという人もいれば、特に厳しい見方された声の方だけ聞きたいんですが。 

学校教育課 １、２、３年すべてに、家庭に回らさせていただきまして、その中で出たものにつきましては、ひ 

とつは一年生の方で、こういった個人的な情報を紛失されたということについて、今後大丈夫ですかというよ 

うな家庭が一件あったという報告を受けています。ただ、説明の中でご理解をいただいたということでござい 

ます。二年生の中で、一件だけ、確かにございましたように、インターネット上で、こういった個人情報が表 

に出た場合にはどうするんですかという保護者の方が、一件だけあったということでございます。これにつき 

ましては、警察に紛失届をもちろん出してあるわけですけども、そういったことがあった場合には、警察や教 

育委員会を通して、できる限りの消去について努めさせていただきますと話をさせていただきました。おおむ 

ね、全体にはご理解をいただいたというふうに教育委員会では把握しています。 

山田 記者発表の中で触れていなかったということは、パスワード設定していなかったというふうに聞いていい 

んですか。 

学校教育課 そのとおりでございます。 

清水 要するに、内規の４条項については全部違反だということですよね。 

学校教育課 はい。先ほど、私が申し上げたものを見ますと、今お話があったような流れの中で、それぞれが漏 

れていたという、おっしゃるとおりです。 

清水 私物のＵＳＢメモリでもフロッピーディスクでもかまいませんが、 私物の媒体に入れるということ自体を、 

個人情報保護条例の中でどう捉えていますか。 

学校教育課 私物のそういった記憶媒体に個人情報を記憶するということは、もちろん、その時点で違反になる 

と認識しております。 

清水 私はね、教育委員会が保有する、市の条例では実施機関は教育委員会が単位ですから、教育委員会のもっ 

ている情報が特定の先生によって持ち出されたというふうに理解しています。ですから、この時点で、そもそ 

も違法なんだと。で、私も教育者の端くれなんなもんですから、教員の立場からすれば、実は大変つらいので 

すよ、この話は。というのは、おそらく学校の予算で、すべて個人持ちのパソコンや個人持ちの媒体というも 

のを全部排除できるほど予算をつけていないはずで、したがって、多くの先生にとっては、やむを得ずね、私 

物のパソコンを使ったり、私物の記憶媒体を使ったりせざるを得ないという現実があろうかと思います。それ 

が、こういった事故を起こしていく温床になっていると思うんですが、その点についてはいかがですか。例え 

ば、市役所の市長部局のように、全職員に公用のパソコンを配布する、あるいは記憶媒体を配布して公用の記 

憶媒体以外は使ってはいけないというふうな考えはございませんか。なぜかといいますとね、多分、私物のメ
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モリだと承知しているんですが、２のね、メモリに記憶された内容というのが、２項目ございますが、これが 

真実であるという保証はどこにもないのですね。多分、教員の紛失された先生がそういっているというだけの 

話で、検証の方法はどこにもないのです。ひょっとしたら、前年度のものも入っていたかもしれないし、他の 

情報も入っていたかもしれない。本人がいっているからそうだろうという程度の話なんですよ、これ。それで 

も、これ以外は入っていなかったという確証はございますか。それも含めて。 

学校教育課 最初に２点目の方からお答えしますけども、今、委員おっしゃったような話の中で、これにつきま 

しては本人の聞き取りがもちろん中心となっています。本人の方からここに書かれています２点のほかに、学 

級だよりに関するものとか、生徒会に関するものとか、そういったものが入っていたとお話をいただいており 

ます。ただ、これ以外の成績物を含めて個人情報がありませんでしたかとのお話につきましては、ご本人の方 

からありませんというお話でございましたので、今、委員さんおっしゃったような話で、こちらの方は受け止 

めさせていただきました。もう１点は、昨年までの、古いＵＳＢ、本人お持ちでして、それはすぐに消去して 

いただきましたけども、そういったものが昨年の中に、資料にございましたので、教育委員会の方で判断いた 

しました。もう１点は、その、無くしたＵＳＢが本年の４月に購入したと話を伺っていますので、そういった 

ものから類推する中で、あくまでも類推する中で、２０年度という形の中で、プレス発表をさせていただいた 

経緯がございます。それが２点目の答えです。１点目につきましては、まったくおっしゃるとおりでございま 

して、学校の中で、 ・・・から学校の中ですべて処理をすればいいんでしょうけども、成績処理を含めて、他に 

持ち帰る仕事があるというのが、小中学校の先生方の現実の姿でございます。そういった中で、確かに私物で 

はなくて、公用のものをきちんと用意する中で、それをあくまでも公用のものとして、持ち出しのげんきょう 

をするなかで持たせるのが一番、方法の中ではベストとは言えないかもしれないですけども、それがいいんだ 

ろうなあと思います。この度の３月２日の校長会議の中では、今お話がありましたような形の中で、公的なＵ 

ＳＢであるならば、フロッピーディスクであるならば、そういった公用のものを学校で用意してほしいという 

ことで、今まであるものは、個人ものを集めて消去させると、それから、公的なものについては、その中にし 

っかり納めるということで、学校管理をきちんとしてほしいということで、各学校の方に指導をさせていただ 

きました。ただ、他市でやっているような形の中で、市の教育委員会が、市としての公的なパソコンをすべて 

の先生に貸与するというのは、ちょっと予算計上できない、現在の状況でございますので、そういった中で公 

用のフロッピーディスクやＵＳＢメモリを活用していくという方向で現在考えています。 

清水 ネット上でいろいろなものを調べていますとね、だいたい新聞発表でこういう事実が分かってくるという 

のは氷山の一角でして、どこから出てきたのか何の報道もないけど、この情報は流れているんだよねというの 

が掃いて捨てるほどあります。今、教育委員会の方で、公用のパソコン、ハードディスクをですね、すべて配 

るのは無理だと、それは私も理解できないことはない。ただですね、私物のパソコン、あるいは私物の記憶媒 

体、こういうものを使うときに登録制度をすることはできますよね。例えば、清水という教員がいて、これが 

私物のＵＳＢを使わざるを得ない。じゃあ、これを使いますよ、登録番号があって、この中には何と何が入っ 

てますよ、家に持って帰ってきて、自分で使っているパソコンは、インターネットにはつないでいませんよ、 

本来のパソコンとは違うパソコンです、要するに、ネットでつないでいるパソコンとは違うパソコンです、い 

わゆるデータベースに使っているパソコンですよ。そして、これはここにもってくるんですよということの把 

握ができれば、 事故はそうとう減るのですよ。 で、 私が承知しているかぎりでも、 いくつかの自治体の中には、 

自治体の教育委員会の中には私物を使うことはやむを得ないとして、しかし事前に、記憶媒体、ハートディス 

クそのものについて登録をしろと、清水がどういうメモリをもっていて、その中で何を持って帰っているかと 

いうことが帳簿を見れば全部わかるというようなシステムをとっているところもあるんですが、それが、管理 

を徹底するというふうに私は理解しているんですが、そういうお考えはございますか。そうでございません 

と、 ・・・使用を禁止しろと提言をせざるを得ないと思うんです。 

学校教育課 ３月の校長会議をもつ前に、市の教育委員会もその点につきましては、中で合議をさせていただき 

ました。簡単にいいますと、ＵＳＢメモリの方を、全職員にですね、一本ずつしっかり持たせる中で、そうす 

ると、個人持ちのＵＳＢがしっかり分かりますので、学校の方でしっかりと、私物も含めてですね、保管管理 

をする中で、校長先生に御承知・・ながらということであれば、必ず、そういう家に持って帰る職員、それか
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ら、学校にないフロッピーディスク等分かりますので、そういった方法どうだろうかと検討はさせていただき 

ました。ただ、そういう形になりますと、どうしても個人持ちになりますと、公的な個人情報と併せて、私物 

的なものも入ってくるだろうというような検討結果ですね、先ほど申し上げましたような形の中で、あくまで 

も持ち帰るものにつきましては、 公用のＵＳＢに抑えていこうという結論で、 今回の校長会議にはですね、 ・・・ 

経緯がございます。 

清水 もしね、私物のメモリに他の情報が入りうるという認識がおありになるというと、それに入れた時点で単 

純な情報窃盗と同じことになるんですがね。それでよろしいですか。泥棒扱いということに。 

学校教育課 ですから、個人的な情報以外のものが一緒に混ざってしまうというのがやっぱりものすごく。 

清水 いや、ですからね、私物のものっていっても、ＵＳＢメモリの値段なんかたいしたものじゃなくて、何本 

か持っているわけですよ。 

学校教育課 皆さん方が。 

清水 少なくともね。で、一本しか買えないという先生には持ち出しは止めていただく。私物のプライベートな 

ものと、公的の情報というやつが、識別できないとおっしゃるなら、どの先生も、どの先生が公私混同、区別 

できないんだと言っていただけなければいけないというお話になりますし、二本あるという話であれば、その 

うちの一本が公用であって、準公用というんでしょうかね、少なくとも、公用に用いられている私所有のＵＳ 

Ｂメモリ。そうでないとね、自分で不思議だと思うのは、５ページ目、公用ＵＳＢメモリの持ち出し申請書が 

ございますが、私物のＵＳＢメモリだと、この持ち出し申請書、書かなくていいという話になりますね。この 

ままですとね。私物の方はチェック表しかない。チェックはしたけれど、持ち出すということについては公用 

しか届出がいらない、こういうことじゃありませんか。 

堤 前提に、公用というのは、学校、あるいは教育委員会が各教員に配布をするということではなくて、個人が 

買ったものでも、自分が、仮に、これは公用ですと学校長に届け出たものを指すわけですね。 

清水 そうです。そうでないとね、この５ページ目のやつは、上から三つ目の欄に持ち出しメモリの種類で、３ 

年、２年、１年用、全校用、その他私物の場合は個人名と書いてあるわけですから、私物の公用というのがあ 

るんだという前提になっているんじゃないかと。 

堤 もうひとつは、 １２ページの個人情報の取り扱いについての５項で、「持ち出す場合の記録媒体は公用のもの 

は一人1枚もしくは１本とし、専用として使用する。 翌日に必ず返却する。 」 このＵＳＢメモリも個人が買って 

る、買うということはあるわけですか。そういうことを指すんですか。それとも、改めて教育委員会の方で各 

教員に公用だという形で、あるいは学校に備え置くという形をするんですか。その辺のところはどうなってい 

るんですか。 

学校教育課 １２ページの⑸のところに関係するんですけども、公用のもので一人１本若しくは1枚、専用とし 

て使用するということがございます。先ほど申し上げましたように、個人持ちのパソコンの方は、もちろん貸 

与できませんし、 それから、 すべての学校の全職員、 市内に何百人もおいでになりますので、 その方々に全部、 

現時点で教育委員会としてＵＳＢを貸与するということはできないというのが現状でございます。したがいま 

して、ここに、５番目に書かせていただきましたのは、現在各学校で使っています、それぞれの先生方が持っ 

ていらっしゃる、ＵＳＢがございますね、で、そのＵＳＢを持っている１本を、しっかりと、個人情報だけに 

収めていただいて、それを公用なものとして学校に登録をさせていただくというような形の中で、お願いでき 

ないでしょうかということで、学校の方には指示を出して・・ところでございます。 

清水 ですから、そこがね、そうこうして、個人があくまでも一本ですよと、それは私物であって、個人で買っ 

たものであっても、学校に対して登録をして、清水なら清水という教員がこういうＵＳＢメモリを使っていま 

すということについての届出をきちんと規則化されなかったら、話にならないんじゃないんですか。 

学校教育課 はい。 

清水 そうすると、それは私物ではあろうけど公用だと。それ以外のものに入れた時点では、言い方はきついか 

もしれませんが、ただの犯罪者。そういう扱いと。そういうことじゃないんですかと、それが徹底するという 

ことじゃないんですかと申し上げている。 

学校教育課 おっしゃる通りだと思います。
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清水 で、そういう内規はどこにあるんです？ 

学校教育課 内規につきましては、冒頭ございましたように、現在、おっしゃったような形の中で、内規ができ 

ていないのが現実です。 

清水 ですから、それをおつくりになる気があるんですかと、ないんですかと。ないという話であれば、勧告を 

いたしますけども。 

学校教育課 サブルールづくりには、至急やらなくちゃいけないという話は、いま、中で検討させていただいて 

おります。 

長野 謝罪というのはいるんですか。誤ればいいというわけじゃないでしょう。もう少し、お答えね、処分があ 

ってしかるべきでしょう。 

清水 処分権ないんでね、市には。 

長野 個人情報なんのためにやったのか分からない。 

学校教育課 この件につきましては、任命権者である県の方が、このあと、県教育委員会の方で、諸々の聞き取 

りを含めてお話が出てくると思いまして、 市の教育委員会といたしましては、 その指導助言をしっかりと ・・・ 。 

長野 そういうことをやらないと減らないよ。 

清水 こちらにしてみればね、こいつがその先生ですと顔写真付きでネットで流すことはわけないんですがね、 

名前も知ってますから。わけもないんですけども。そういう話でないとね、そうでもしないと、 ・・・な話かも 

知れませんけどね、この１月以降に、新聞、マスコミ、ネットを含めてですね、公的なマスコミで報道された 

ＵＳＢメモリの紛失事件というのが７０件近くあるんです。２か月半で。で、切ってしまえば、平にするとも 

言いにくい話ですけども、教育界そのものがそういう体質なんですね。学校と福祉というのは人権侵害の・と 

いわれるくらい・・・。ちょっとですね、木更津がどうこうと言っているわけじゃないんです。ちょっと目に 

余る。 しかも、 市条例というものについてはほとんど無視なさっているに等しいと受け止めざるを得ない。 で、 

そうすると、やはり正式にその議会なり市長なり教育長に対して、不適切だという勧告をしたうえでですね、 

内規の制定というものを求めることにならざるを得ないような気もするのですが、このような内規をするよう 

な努力をしているといっても、 これはその内にうやむやになるような可能性がたくさんございまして、 その辺、 

どういうスケジュールになっているかと教えていただければと。 

学校教育課 この事件が発覚したあと、諸々の取り組みをしていく中で、今お話がありましたような形の中 

で、 ・・・については、確かに内規を含めてそのルールづくりというんでしょうかね、そういうものが整備され 

ていないという話が、もちろん教育委員会の中で出てますので、先ほど私が申し上げましたような話の中でそ 

ういったルールづくりを含めて、内規という名称をうつか分かりませんけども、そのルールづくりにつきまし 

ては、取り組んでいかなくてはいけないという話し合いを続けてきましたので、今お話があったような中で検 

討していきたいと考えています。 

清水 もう一点。１１ページのとこですがね、確認事項というのがございます。児童生徒の個人情報を私物のハ 

ードディスクに記録しないというのはごもっともな話ですから、これはそうしていただかないと。で、２の場 

合も先ほどのお話した点も留意していただければ原則禁止と問題はない。３番目に、やむを得ず持ち出す場合 

には管理職の許可を得てと、 これ現場の先生が管理職の許可を得られるような体制になってらっしゃいますか。 

例えば、８時９時まで一生懸命やっていたけど、どうしても忙しくて、仕事が持ち変えざるを得ないというと 

きに、管理職が必ず側にいらっしゃるんでしょうね。 

学校教育課 大変厳しいお言葉なんですけども、自分の仕事をするうえで、先生方につきましては、今日しっか 

り家に持って帰ろうと、成績物も含めてですね、そういう場合には、管理職は、失礼ながら、今お話があった 

ような中で、８時９時まで残っていらっしゃる管理職いらっしゃるのかも知れませんけども、かなり少ないは 

ずですので、しっかりと管理職が帰る夕方の時点までで、自分の家に帰っての仕事の目鼻をしっかりつけまし 

ょうと、そういう中で、本日持ち帰る予定であれば、その時点でしっかりと許可をもらってくださいという形 

で、各学校にお話をして、校長先生からもそういう話をしてほしいということで。 

清水 もしそうだとすれば、許可を得られなかった、校長先生、先に帰っちゃった、あるいは教頭先生も先に帰 

っちゃったというときは仕事に支障がでても。
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学校教育課 持ち帰らない。 

清水 持ち帰らない？それに対してペナルティはないと言っていただかないと、現場の先生は安心して仕事がで 

きない。 

学校教育課 おっしゃるとおりです。 

清水 そうですよね。 

斎藤（福） 各学校の全職員のパスワードというのは設定されていますか。例えば、個人個人でパスワードが登 

録形式については。 

清水 何のパスワードですか？ＵＳＢメモリの方にパスワードをかける？ 

斎藤（福） ええ。それは登録とか、そういう・・ても分からない？ 

学校教育課 こちら、全員の分のパスワードについては、一覧表とかも含めて、あげてもらっていただくことは 

していません。 

斎藤（福） ちょっとある・・・パスワードを全部登録、作って、これで登録してくれということで把握してい 

るようなところがあったんだけど、ちょっとね、最近の進んだやつは分からないんだけど、そういうので管理 

してね、聞いたことがあるんだけど。 

清水 ホームページ上・・・パスワードで管理してますが、個々の・・・。 

会長 いまの、パソコン、端末自体、公用にして、ファイルする前提であればね、パスワード管理する・・・で 

しょうけど、どうですか今の。 

学校教育課 パソコン自体？ 

会長 今のパスワード管理。どうやったら。ちょっと思いつかないけど。パソコンそのものを管理するというと 

ころまでであればね。 

山田 なんでやるかということだと思うんですけども、つまり、パスワードを入れるというのは、他の人に、第 

３者、自分以外には見られたくはないということなんですよね、パスワード届け出るということは、その市の 

方に、市の方が、入れた人間が何を入れたか管理できるんじゃないんですか。市が見るためにパスワードを市 

に・・・話になるわけですよね。その必要があるかちょっという…。 

斎藤（福） ＵＳＢメモリなんでもはいっちゃいますからね。自分だけが見られる希望というのはあるのかなあ 

と。それを入れちゃっても、自分のパスワードなければ…。 

会長 メモリに入れるためのパスワードというのがありうるか、とですよね。メモリを見るためのパスワードと 

いうお話。 

山田 不便性があるから見られないわけですよね。ＵＳＢメモリ。見られないことになりますよね。 

斎藤（福） そういうのを徹底しろと言っているわけですから 

山田 パスワードを市の方に届け出ろということは。 

斎藤（福） 公表する必要はないと思うんだけど。 

清水 公表したら意味がない。 

斎藤（福） 何を入れているか見たいと、希望があるんで、それを届け出ろということであれば、それは意味は 

分からなくはないんですけど、その必要があるのかなと思ったものですからね。 

斎藤（福） それはあまりないと思うんだけど、要するに、作ってありますか、ある、チェックされていれば、 

これ見られなくて、全員が持っていればね。 

山田 パスワード届け出ろというのは、見るためにするわけですよね。 

斎藤（福） 番号までは言わなくても。あるかないかだけ。 

清水 パスワードがかかっているかどうかというチェックはね。 

山田 パスワードを届け出るというんじゃなくて。パスワードをちゃんと設定しているかどうかを届け出るとい 

うことですか。 

事務局 されてるということを確認できるということでは…。 

斎藤（福） 公的にはパソコンを使ってやるべきで、まず、ほぼ一台あればいいというくらいの・・ですよね。 

でも、みんな持っていない。そのものは全部私物でもっているから、こうやっていても、仕事は、あるときは
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きりなく仕事があるから、どんどん吸いこんでいく、便利になってくると、入れたものが全部一瞬にして見ら 

れるというのは、便利者になっちゃいますよね。紙媒体だったら、ほとんど持ち出し禁止とか言っておけば出 

ることないんだけど、こんな小さいものがなんとなく日常重ねちゃっているから、非常に、ある面では危険が 

ある。それを超えたセキュリティというのは、徹底していかないと、なかなか難しいなあと思っているんだけ 

ど。 

清水 最後に、一点お尋ねしますけど、さっきの５項目、４項目なり、遵守させる項目がございますよね。こう 

しちゃいけない、こうしちゃいけない。これに重ねて違反があるというのは当然ありうる？違反のないルール 

というのは考えにくいので。いわゆる行政処分としての処分権限が県教委にあるというのは承知しております 

が、市教委としてどういう処分というか対応なされるか。公務上の事故、仕事としておやりになっていること 

だろうと思うんです。単純に、窃盗されたという話であれば、話は別なんですけども、そうでないと、公の、 

仕事上持ち帰った、そこで無くしたということですから、例えば、その記録顛末に対して情報公開請求が出て 

きて、全部名前も開示しろといわれて、とりあえず審査会長ですから、審査会としてはですね、公務上の公務 

にかかる情報ですから、当然開示という結論を出さざるを得ない。で、その名前を公表するかどうかというの 

は、かなり大きなペナルティなんで、今回に関してですね、木更津市では一応水面下で出てきた初めての事案 

ですから、どうかなという気がしますけども、今度は、指導は徹底すると言っているわけですから、徹底され 

たうえで、今度は事故が起きる、再発したら、次回からは、いわば確信犯的な百もルールは承知の上でという 

ことの紛失あるいは漏洩事件になろうかと思いますけども、それに対して市教委の方はどれくらいの、いわば 

制裁、教員に対する制裁というものをお考えになっているか聞かせていただきたい。 

学校教育課 先ほど身分的な処分につきましては、県教育委員会の方でやりますと、今後なんらかの形の処分が 

出る可能性があるというふうには考えています。ただ、市の教育委員会といたしましては、本事例を含めて、 

勤務条件上のかなりの過失につきましては、起こったときにつきましては、教育長の方からですね、厳重注意 

という形をとりまして、本人、教育委員会にしっかり届け出する中で、教育長の方から今後不祥事がないよう 

にという形の中で、指導徹底をさせていただくという形で現在考えています。いずれにいたしましても、今回 

のこういった事例を踏まえて、今後の取り組みをしっかり踏まえていただくというのが一番のことでございま 

すんで、今回は、そのような形の、教育長の方からとらせていただく予定ではありますけども、再度、諸々の 

機会を踏まえて当該者だけではなくて、各学校に再度周知という・・・で。 

清水 そこが気になる。各学校にとおっしゃるんで、個々の先生にじゃないんですね。 

学校教育課 個々の先生です。 

清水 それはワンクッションおいてですね。いろんな会議の場所があるんですけども、諸々、こちらの中では全 

教職員を何百人集めての。 

清水 それは無理。 

学校教育課 ありませんので、校長会議、教頭会議、それから各ブロック別の会議もございますので、そういう 

ところにほとんどの先生方が参加してきますから、必ずその席では、この不祥事を含めて話をしていきましょ 

うということが教育長と私、 課長の方で対応することが多いですので、 それは合言葉にしています。 ですから、 

そういったものを含めながら、各場所場所で必ず指導は徹底していきたいと考えています。 

清水 よその市の話ですけども、教頭会、校長会というのはと説明をしてご理解をいただくと、ところが現場の 

先生何も知らないと、話も聞いていないというケースは掃いて捨てるほど私は知っておりますので、その辺を 

お尋ねしているわけです。 

学校教育課 おっしゃるとおりでございまして…。 

清水 試験でもやってみたいんですけどね。 

学校教育課 校長先生の方からお話をしていただければ、一般的なラインといいましょうか、話でありますけど 

も、当の現場の先生方が、本来そういう話を身にしみる中でしっかり指導を受けるというのが・・・お話があ 

りましたような形の中で層別の研修会もありますし、うちの方と、それから、うちが持っています、まなび支 

援センターという教育センターの研修会もございますので、その折にふれて個人を含めての指導をしてていき 

たいと・・・。
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清水 できれば教育委員会の方から、内規が出た時点で当審議会にご報告いただけませんか。 

学校教育課 わかりました。 

清水 ご報告なければないと、できてないと思っていますので。 

会長 ということなので、私の方からも早急に対応をしてください。内規に限らずありますよね、 ・・・といのも 

ありうると思うんですが。他になにかございましたら。一番若いところで、山口委員は。 

山口 内規についてなんですけども、多分、被害というか、情報が流出した生徒の皆さんは成績のことまで流出 

したんで若干傷ついた人もいると思うんですよ。その辺分かってほしいなと。 

学校教育課 はい。 

山口 なるべく早く内規の作成をお願いしたいと思います。 

清水 その点に関してですけどね、今回は、流出が認識されてから一週間？ 

学校教育課 最初の報告があったのが。 

清水 報告までに。ちょっと長すぎますよ。 

学校教育課 はい。 

清水 これも何日以内にとかね、速やかにとか、直ちにとか、遅滞なくとか、書き方はいろいろあろうかと思い 

ますけども、そうでないとね、これ実際にＵＳＢメモリがゴミ箱に入っちゃって、それっきり行方不明という 

ケースならいいんですが、拾った人間がネットに流すとは限んないんですよ。個人情報のリストというのがあ 

れば売れるんです。はっきりいって、小学校、中学校の生徒さんの氏名、住所、 ・・・、電話番号、ここまで揃 

ったリストがあれば、数万円で売って見せますよ、いつでも。そういう業者おりますから。私が・・売っちゃ 

いますと、私が捕まりますからね、それは困りますけどね。よろしいという話であれば売って見せます。そう 

いうマーケットあるんです。そういうところに流れた時は、すぐ使わないんですよ。ですから、いつかは使わ 

れ・・というのがポイントでしてね、面白半分にネットで流れたというのは意外と被害が少ないんです。業者 

にやられたときというのが問題なんです。そうしますとですね、各ご家庭なんなり、こういうことがあったよ 

と、届け出についての連絡なりをすぐして、二次被害を防ぐという手段をとらなければいけないケースという 

のはいくらでもあるんですね。例えば理科の成績が悪いという子についてですね、どっかの塾から案内が来る 

とかそういうことだってありうる話なんです。そこで、この内規の中にですね、何日以内に報告しなければな 

らないという、そういうことも入れていただきたいと思うんです。いかがでしょうか。 

学校教育課 当初の中で、今お話があった中で、これ一週間につきましては、もちろん県教育委員会も、当市の 

教育委員会で、いかんせん一週間というのは期限ないという話はもちろん出ていました。その中で、無くして 

本人が机の周りを探していたことを踏まえるならば、少なくとも一日二日だろうと。失礼ながら、日にちは分 

かりませんけども、三日なら三日という期限を設けながら、そういう話はなるほど出ておりますので、お話い 

ただいたことにつきましては検討させていただきます。 

清水 それも踏まえてご検討いただきたい。 

議長 ほかに。なければ。 

学校教育課 ありがとうございます。 

（休憩） 

会長 どうぞ。 

事務局 それでは、 定額給付金及び子育て応援特別給付事業の届出事項の変更について報告させていただきます。 

ただ今お配りいたしました資料が変更後の届出になります。先にお配りしました資料との変更点について説明 

しますと、記録項目のうち、本籍、職業、資格を追加しました。情報の収集先については、他の官公庁を追加 

しまして、情報の提供先については、実施機関内部を追加しております。説明書の方の変更・追加の箇所なん 

ですが、届出事項の国籍も追加しております。それで、説明の方なんですが、記録項目、ページめくっていた 

だきまして２枚目の記録項目の下線を引いてある箇所が追加した部分です。読みますと、申請書添付される本 

人確認書類を収集するため、本人確認書類に含まれることのある、職業、資格、本籍を記録項目としています 

（健康保険の被保険者証によっては職業、外国人登録証明書は在留資格、運転免許証は本籍、官公署・法人が 

発行する身分証明書は職業など）。 職権消除されていた人が、 住民登録を回復した場合に、 他の市町村で住民登
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録がされていないか戸籍の附表を確認するために本籍の情報を収集することが考えられることから、本籍を記 

録項目としています。情報の収集先としまして、上から５行目、定額給付金及び特別手当の振込先の口座番号 

を、本人などから収集します。申請者の連絡先を、本人などから収集します。一行あきまして、職権消除され 

ていた人が住民登録を回復した場合の申請者の本籍情報を他市に照会することが考えられるため、他の官公庁 

を記録項目としています。情報の提供先については、住民登録と居住の実態があっていない事実が判明した場 

合に、当該事実を市民課（実施機関内部）に提供します。以上、変更点について説明いたします。 

会長 今のようなご説明も、先ほどのご指摘、清水先生からのご指摘を参考にして追加した文章で、それに基づ 

いて、記録項目のチェックが新たに加えられたということですね。改めて、届出事項、書面の説明はご説明は 

ありますか。 

商工観光課 ございません。 

会長 いかがでしょうか。清水先生？ 

清水 結構です。 

会長 前のは、廃棄してよろしいですね。 

事務局 代替ということで、結構です。 

会長 で、②がようやく終わったわけですね。事務局の「その他」とありますが。 

事務局 特には。 

事務局 次回開催するときまでに教育委員会の・・・。 

清水 できた時点で郵送していただけませんか。 

事務局 わかりました。 

清水 次、いつやるかあてのない話ですので。 

事務局 なるべく急かしてみますけども。 

会長 ・・・この会議を開いたうえで、その中で、このご報告ということでしたね。 

清水 ・・・内規ができた時点で。 

事務局 いま先生の方から意見出ましたんで、できた時点で送るように申し伝えます。 

会長 郵送と。各委員に？ 

事務局 各委員に。 

会長 それはありがたいですね。全体を通して、委員の皆さんなにかありましたら。 

山田 進行のあり方なんですけども。 

会長 私の。 

山田 そうじゃないんですけども、今日やっているのは報告ですよね。許可をとるとかなんとかってわけじゃな 

いですよね。 

会長 報告事項だから。 

山田 ここで許可をとらなければ事務を執行できないというわけじゃないですよね。そうだとするとですね、そ 

の、先生のご指摘があったんでされたんでしょうけども、今すぐ作る必要があったのかなと疑問に思うんです 

よ。先生のご指摘があったのはいいとして、たかだか１時間でしっかり検討できたのかなと思うんですよ。す 

ぐやっていただいというのはありがたいと思うし、労はあったと思うんで、ここでこういういちゃもんをつけ 

るのがいいかどうか分からないんですが、指摘を受けたんであれば、そちらとして結論を出すのが本当だと思 

うんで、言われて、そのままやったからどうですかという形のあり方というのは、仕事のあり方としていいの 

かどうか思うんですけども、ここは報告ですから、ここで許可を取らなければ事務ができないというものじゃ 

ないですから、ここで承認とらなければならないわけじゃないですよね。だから、指摘されたことを持って帰 

って、皆で検討して、それで吟味したうえで結論出してまた審議会に報告すればという段取りでいいんじゃな 

いかなと僕は思ったんですよ、あり方として。 

清水 本来から言えばね、例えば４月１日からこの事務を開始しますといったときには、４月１日よりも前に事 

務届が出てきているわけです。それについて、届出のとおり事務をやってますよというご報告が後日あるわけ 

です。ところが、そのときに、これおかしいじゃないか、これおかしいじゃないかというようなのが、バラバ
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ラ出てきますと、４月１日からやってきた行政というものがなんなんだという話になると、違法な行政ですね 

という話にしかならない。そうすると、今回のように、まだ事務が始まったのか始まらないのか分からないよ 

うな、ズルズルと始まったときに報告をしていただけると、 ・・・してこういう意見を申し上げると直す余地が 

ある。その分だけ行政の方の、いわば違法な行政のあれが少なくなるという効果はあります。ただ、この会議 

でそれをやらなきゃいけないのかね、他の場所。 

委員 要するに報告か審議かということ。 

山田 市のあり方として、 言われたその場その場直せばいいですよじゃなくて、 それはそれで意見として聞いて、 

やる、実行する立場として吟味して結論出してほしいということなんですよね。そうだとすると、いまここで 

３０分、１時間でだしたあり方というのがいいのかどうか、やったあとで文句言っていいとは思わないんです 

けども、 ・・・言わしていただいて。 

清水 今日の議題についてはね、基本的には審議事項なんですね。ただ、審議という話になると何回か審議会開 

いて答申を出して、そこで初めていいですよという話になると、多分この事務には間に合わない。 

委員 そこんとこ難しいところだね。 

清水 ええ。そこが今回、非常にきわどいところでしてね。で、そうすると、報告事項という形で意見を言わし 

ていただいて直すべきところは直していただく。先ほどもお話したとおり、そういう言い方は失礼かも知れま 

せんけども、国のマニュアルを一生懸命勉強なさるのは構わないのですが、国の方は別にこうしなさいといっ 

ているわけでもなんでもないというんですよね。あくまでも見本ですよと。他の自治体では先ほどお話したと 

おりいろんなことを考えていらっしゃる。ところが国のマニュアルでポンと持ってこられると、必ずしも実態 

に合わないという部分があちこちでてきて、自治体苦労しているわけです。例えば、ＤＶの問題で、住民登録 

はあるけども、ドメスティックバイオレンスの被害を受けて、シェルターにならシェルターに入っちゃってる 

と。新しい住所知られたくない、そのときにはね、今の定額給付金の制度ってやつは、極端な言い方ですけど 

も、暴力をふるって、奥さんが逃げた、逃げさせたような人に奥さんの分も、加害者に、いわばご褒美で、奥 

さんの分もあげるという制度なんですよ。そうでしょ。それ自体おかしいんです。ですから、いくつかの自治 

体がありますけども、その被害者に対してはですね、定額給付金と同じ額の給付を市が自腹をきって払うと。 

暴力をふるった旦那の方はもらい得ですよ。こういう制度なんです。それが国の制度なんです。 

山田 個別の問題もあると思うんですよね。お金をばらまいて使ってほしいというのがあるんだから、なるべく 

給付を減らそうという方向では考えない。とにかく払うということで考えればいいんですよね。そのときに、 

正当に渡そうと思えば思うほどコストはかかる問題はあるわけで。その辺のどこで中間線を引っ張るかという 

問題は行政のあり方としてあると思うんですよ。 

清水 と、個人情報のすり合わせなんです。ついでに、ひとつだけ教えていただきたいんですが、外国人登録、 

これは世帯という概念、いまのところないはずですから個人単位ですよね。私の友人でね、外国人で、転居を 

するたびに前のを抹消していないというやつがいるんです。パスポートだけあればできますから。例えば、木 

更津市になら木更津市に登録をする。日本人と違って、本籍という概念がありませんから、だぶって外国人登 

録できるんです。で、本来のルールから言えば、例えば木更津に登録をしていて君津に引っ越したんなら、木 

更津のを抹消する手続きをするんですか。その手続きをしないで、君津市でパスポートをもって登録すること 

は可能なんですか。で、四枚外国人登録証持って歩いているのがいるんです。私の目の前にいるんですよ。 

商工観光課 私も、遠い昔なんですけども、外国人登録係を仰せつかったことがありまして、そのときには入国 

なりで、成田、羽田で入国印を・・・の印を押してもらって入ってきまして９０日以上日本に滞在するのであ 

れば、所在市町村の外国人登録係に登録すると、登録が終わった段階でパスポート、外国人登録済というスタ 

ンプを押しますんで登録を重ねで…。 

清水 つまりね、そこで、引っ越しましたとね、とすると、役所同士で、例えば木更津が君津のハンコを押して 

あるというものが、今度木更津に住むことになりましたとパスポート見れば分かるわけですよ。じゃ、君津に 

連絡をして、君津の方は抹消してくださいという手続きはとってました？ 

商工観光課 外国人の場合はですね、直接行った先に届けると、日本人の場合は。 

清水 行った先に届けますから、届出を受けた人間はこれ二重なんじゃないかと思ったときに、その、以前の方
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ですね、君津なら君津、最初に登録したところにね、行政情報として文書送ってます？ 

商工観光課 はい。要するに、この方について…。 

清水 送ってないから。 

商工観光課 転入を受け付けましたということで、前の外国人登録原票のある、前の住所のところの市役所に原 

票を送ってくれというようなシステムなんですよ。 ・・・。 

清水 でもいるんですよ。で、どこからもらえるんでしょうかねと相談受けたことがあるんです。四つとももら 

えるんじゃないんですか。もしかしたら。 

会長 連絡していないという？ 

清水 連絡していない。 

会長 連絡する義務はない？ 

清水 連絡する義務はない。 

委員 大変なものを引き受けちゃったよね、定額給付金は。市の方も。 

清水 だからこそね、だからこそ、外国人登録法は少なくとも今年度中に廃止の予定ですよね。 

商工観光課 そういった話は聞いたことがあります。 

清水 で、住民登録の中に組み込んでいるんです。そういう改正案が自民党の部会でも出ましたし、閣議決定も 

されてます。 

商工観光課 入国管理局なんかが所管になる。 

清水 そうです。個々の住民登録、市町村の住民登録の中に外国人加えるんです。そういう法案ができてます。 

それはね、政府の提案理由というのが、二重登録をなされている現実を踏まえです。今回の話で表ざたになっ 

たんです。そんなこともある制度なんです。制度としては無茶苦茶なんです。 

議長 いまのようなご説明も参考にしていただいて。それでは、平成２０年度第２回木更津市情報公開総合推進 

審議会を終了といたします。審議会委員の皆様には、長時間にわたりご苦労様でした。 

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


