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平成２１年度第３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２２年２月１２日（金） 午後１時３０分から午後５時１５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：石井徳亮、梅澤千加夫、江尻 澄、小林伸一、澤田成雄、清水幸雄、玉造福寿、 

堤 一之、鳥飼友季夫、長野史郎、根本榮治郎、宮口咲子 

木更津市 ：総務部 池田部長 

（事務局）総務部総務課 北原課長、高岡副主幹、金子主査、内田主任主事、佐藤主事 

（関係課）企画部企画課 森田主査 

財務部納税課 榎本課長、齊藤副主幹 

福祉部児童家庭課 安西課長、高橋副課長、地曵副主幹、山下副主幹 

教育部教育総務課 山口主査 

教育部学校教育課 石渡主査 

福祉部健康推進課 安西副課長、江尻主査 

環境部環境衛生課 桑山課長、金綱主査 

教育部文化課 能城課長 

教育部郷土博物館金のすず 村田副館長、甲斐主査 

選挙管理委員会 山田書記長、笹本副主幹 

○議題等及び公開非公開の別：報告 公開 

○傍聴人の数：０人 

○会議の内容 

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。 

会議 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２１年度第３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。 

本日の出席者の確認ですが、何名でしょうか。 

事務局 定足数１５名のところ、出席者１２名です。 

会長 わかりました。本日の出席者は１２名です。定足数の過半数を超えておりますので、本日の審議会は成立 

いたします。最初にお諮りいたしますが、本日の議題は、報告事項１１件と、諮問１件となっております。本 

審議会を公開することとしてよろしいでしょうか。 

ご異議ございませんので、本審議会を公開することといたします。 

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、退席前に一声かけていただきますようお願いします。 

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、個人情報取扱事務届の報告についてですが、個々の届出ごとに、報告と質疑を行うと 

いう形で進めたいと思います。では、事務局より説明願います。 

事務局 最初に、資料の確認をお願いします。あらかじめ、委員の皆様には事務届と説明書、参考資料をお送り 

しましたが、お手元にない方はいらっしゃいますでしょうか。



2 

それから、本日資料の一部、差し替えとしいうことで、事務届の３枚目、保育所児童保育要録について、差 

し替えをお願いします。それから、事務届の説明の前にお詫びでございますけれども、本日報告いたします事 

務届の中で、「選挙啓発事務」をはじめまして、「次世代育成支援対策審議会」、「子育て講座」、「犬のしつけ方 

教室」、「木更津市郷土博物館金のすず」の各事務届につきましては、しかるべき時期に届出がなされていなか 

ったことが判明いたしました。未届出であったことについて、お詫びいたします。今回、新規ということで届 

け出るものでございます。 

それでは、最初に、企画課から届出のありました「かずさまちづくりディスカッション」について報告いた 

します。事務届及び説明資料の１枚目をご覧ください。 

本事務につきましては、 平成２０年度に実施した 「かずさまちづくりディスカッション２００８ｉｎ木更津」 

の変更となります。当初、平成２０年度の１回限りとなっておりましたが、平成２１年度以降も実施すること 

となり、名称と参加募集の対象者数を変更するものでございます。 

事務の内容ですが、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。この市民討議会を開催するにあたり、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２，０００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、年齢及び性別並びに電話番号を記録項目としています。住所及び氏名は、参加依 

頼書の郵送に必要となるため取り扱います。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 

２，０００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 

所及び電話番号の記載をお願いしますが、 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。 

前述いたしましたとおり、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、 参加申込書の受領、 参加を希望する者の確認 （対 

象者であるか否か）につきましては、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（参加申込書に記載された氏名、住所及び電話番号（場合によっては、託児 

サービスを受ける子の氏名及び年齢）） 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、その提出先を社団法人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。 

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（無作為抽出した２，０００名以 

外の者であった） 場合におきましては、 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まして、社団法人かずさ青年会 

議所は当該個人情報を取り扱いません。 

変更箇所は、名称の変更と、対象者を１，０００人から２，０００人に変更するものでございます。以上で 

す。 

会長 なにかご質問等ございましたら。 

澤田 澤田と申します。これ、２，０００名ということですよね。２枚目の終わりの方に、なお書きがございま 

す。 参加希望者が対象者でなかったということで、 無作為抽出した２， ０００名以外の者であった。 この意味、 

どういう意味なんですか。２，０００名をですね、最終的に選ぶということですか。 

企画課 担当しております企画課の森田と申します。今ご質問のあった件についてお答えいたします。今回の市 

民討議会につきましては、簡単にいってしまいますと、今まで市民討議会のようなものに参加することにつき 

ましては、積極的な方々、ある種、偏った方々というケースも想定されます。今回の市民討議会につきまして 

は、まず、無作為抽出、こちら住民台帳から無作為抽出で選ばれた２，０００名の方に、とりあえず参加依頼 

書を発送いたしまして、参加資格があるというのは、この２，０００名の方だけに限らせていただいてござい 

ます。ですので、例えば、これにつきましては、パンフレットであるとか、ポスターであるとか、開催の周知 

をしておりますので、周知を見て、中には参加の申し込み、若しくは参加したいという希望を私どもの方に連
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絡してくださる方がいらっしゃるんですが、そもそも、不特定多数の人に普段あんまり発言する機会のない方 

を対象として選ぶというところから無作為抽出しておりますので、それ以外の方につきましては、申し訳ない 

んですが、参加を断らせていただくと、そういう取扱いをさせていただいておりますので、なお書きにつきま 

しては、当初市が発送した２，０００名以外の方で参加を希望する方がいらっしゃったとしても、その方は、 

そもそも参加資格がないということで。 

澤田 それはわかりました。最終的に２，０００名なんですかと聞いている。 

企画課 参加者ということでしょうか。 

澤田 参加者。 

企画課 ２，０００名の中から参加を希望する方、今回につきまして、。 

澤田 ２，０００名のうち、参加を希望する人だけという意味ですか。 

企画課 取扱う…。 

澤田 ２，０００名よりはるかに低くなるんですかという質問です。 

企画課 取扱う個人情報の人数がということですか？ 

澤田 いやいや、ここに参加、最終的に参加する人数を。 

企画課 最終的な参加人数。はい、２，０００名の中から希望された方、で、定員５０名という、あの。 

澤田 それを聴いているんです。 

企画課 あの、ということにさせていただいて。 

澤田 分かりました。 

会長 それは、５０名であろうと６０名であろうと、直接この審議会の届出にはかからないわけですよね、２， 

０００名の個人情報を扱うということにポイントがあるわけです。よろしいですか。 

澤田 はい。結構です。他になにかありましたら。ではないようなので次に。引き続きお願いします、２件目。 

事務局 次に、 納税課から届出のありました 「インターネット公売」 について報告いたします。 事務届の２枚目、 

説明資料の３枚目をご覧ください。 

インターネット公売とは、市税の滞納者から差し押さえた財産を、国税徴収法などに則って売却する手続き 

（公売）の一部です。従来は困難であった動産の公売も可能となり、公売参加希望者を日本全国から時間帯の 

制限なく募ることができ、落札金額が高額になる場合もあります。インターネット公売で落札された物件の買 

受代金は、滞納者の未納税金の支払いに充てられます。 

記録項目は、Ａとしまして、識別番号（Ｙａｈｏｏ！ＩＤとなります。）、氏名、住所、電話番号、口座情報、 

財産、メールアドレスを、Ｂとしまして、本籍、国籍、生年月日、年齢、性別、賦課状況、公租公課、納税状 

況となります。 

識別番号、氏名、住所は、本人を確認するため、記録項目としています。電話番号（これは入札申し込み画 

面での必須項目となります。）、メールアドレスは、入札や落札時における事務手続きの際の連絡先として記録 

項目としています。口座情報は、公売保証金を返還する事由が生じた際の振込先として、記録項目としていま 

す。財産は、不動産に共同入札をする際に提出する共同入札者持分内訳書や、不動産を共同入札で落札した際 

に提出する共有合意書に持分が記載されるため、記録項目としています。本籍、国籍、生年月日、年齢、性別 

は、落札者が所有権移転登録請求書を提出する際の添付書類に記載されているため、記録項目としています。 

なお、代理人を立てて入札する場合は入札参加者の、不動産に共同入札する場合は共同入札参加者全員の住民 

票等の写しが必要となります。賦課状況、公租公課、納税状況は、落札者が所有権移転登録請求書を提出する 

際の添付書類で確認されるため、記録項目としています。 

収集先は、 インターネット公売に係る記録項目を、 インターネット公売参加者から収集する必要があるため、 

本人から収集します。識別番号を有しない本人が、代理人を立ててインターネット公売に参加する場合は、民 

間・私人から収集します。 

提供先は、不動産又は自動車の落札者から、所有権移転登録に必要な関係書類の提出を受け、木更津市が法 

務局又は運輸支局、自動車検査登録事務所に対して手続きを行うため、提供先を他の官公庁としています。 

木更津市がインターネット公売参加者から収集した情報の保管場所として、ヤフーのサーバーを利用すると
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いう点を考慮し、提供先を民間・私人としています。以上でございます。 

会長 この報告について何かご質問等がございましたら。 

澤田 これは、落札者は個人だけなんですか。個人と法人、両方落札するんでしょ。 

納税課 はい。個人と法人。 

会長 よろしいですか。 

澤田 いや、氏名、住所というと、個人のかと疑問が出たものですから。法人も入る？あと、財産も。 

会長 質問ですか。 

澤田 はい。財産、賦課状況、公租公課、納税状況、これをあげる理由はここにはあるんですか。載せなきゃい 

かんかどうか。財産、説明状況なんかよくわからない。 

会長 これは、要に必要なのかどうかという。 

澤田 そうです、そうです。 

会長 いかがですか。財産、賦課状況の２点ですか。 

澤田 なんで必要なのか。どういうものを載せるんですか、財産？持分とか書いてあるんですが、よく分からな 

い。 

納税課 共同で、持分割合が、例えば１０分の１とか１０分の３とか、人によって…。 

澤田 それは落札物件の話？ 

納税課 そうですね。 

澤田 それで。それがどうした。 

納税課 えーっと。まあ、その…。 

澤田 ・・・落札する？ 

納税課 落札した価格の持分だけしか市の方に換価できない。 

澤田 そりゃそうだ。だから、財産を記録項目に載せるという理由が分からない。 

事務局 ここでいう財産なんですけども、 

澤田 誰の財産なんですか。 

事務局 落札者の所有状況ということで、その持分について財産ということで。 

澤田 落札者が持っている共有持分を載せるんですか。何も、落札するのに財産持っていようがいまいが。 

長野 それはここの問題じゃなんだ。法律で決まってるわけでしょ。競売の。 

澤田 法律で決まっているんですか。 

長野 競売の書式として。 

会長 先程の説明だと、必要事項としてあるからという質問。 

澤田 法律で決まっているんなら、どんな法律なんですか。 

長野 ここでやる必要はないでしょ。 

澤田 いいや。あと、個人情報にかかわる…。 

事務局 落札のときの割合が、そのまま持分割合になりますので、その意味で財産ということで捉えています。 

澤田 誰の財産？落札物件の。 

事務局 はい。 

澤田 落札物件の共有持分という意味ですか。それは財産なんですか。財産というと、普通、落札者が持ってい 

る財産というのが普通。理解するのに。 

会長 たから、あれでしょ、記載項目の中で該当項目があるとすればということなんですよね。 

事務局 そうです。 

会長 はい。 

澤田 それが、財産、なぜ必要なのか。財産、記載するんでしょ。財産、チェックするんでしょ。 

会長 いまの限りでね。その結果、記載項目でどこに入るかといったら財産。 

事務局 はい。 

会長 ついでに、賦課状況についての報告もありましたよね。この必要性のご質問もあるようなので。
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納税課 賦課状況、 公租公課、 納税状況は、 落札者が所有権移転登録の請求、 不動産をした場合なんですけども、 

その際の添付書類として、登録免許税納税済領収書等で確認するためになります。 

会長 ということですね。結局、賦課状況という項目で落とすだけですよね。 

事務局 そうですね、はい。該当項目が。 

会長 ですから、一般の理解と、特に、財産に関してそうなんですけど、確かに、そういうふうに、一般的な意 

味での財産になるのかと受け取られがちですよね。そうじゃないんだという説明をはっきりと。賦課状況につ 

いても同じですよね。 

事務局 そうですね、はい。 

会長 つまり、この項目の中に入れるとすればここしかないよと。 

澤田 具体的な財産がどこにどうあるかということは、この項目に載せない？ 

事務局 はい。ご質問の趣旨が、落札者が持っている財産云々ということでしたら、ここには、本件の事務には 

入ってこなくて、あくまでも、入札、当該にかかる物件を所有するということについて、持分が財産ですと。 

そういうことになります。 

会長 よろしいでしょうか。 

澤田 はい。 

会長 他に何かご質問があれば。なければ。 

澤田 ついでに。届出事項の中で、機器の使用状況というのがある。３つチェックする欄がある。これはどうい 

う処理をするんですか。それともうひとつ。上の記録項目の中で、一番右のほうに趣味、思想状況、宗教、差 

別原因、どういうこと。 

会長 これ、あれですか、今の報告と関連しているわけじゃありませんよね。 

澤田 いずれ、これ聞こうと思っているんです。 

会長 じゃ、この報告に関しては、後でということで。分かりました。 

澤田 どうもすいません。進めていただいて。 

会長 ２件目の報告については終了ということで。事務局から改めて、今の間に質問があった、 

清水 いやそうじゃない。今の点で、澤田委員の質問で、機器の使用状況というのが。 

会長 ああ。 

清水 記載がないから。手書きねっていう意味。 

澤田 この意味がちょっと分からない。 

会長 じゃ、この点だけ。今の点だけお答えください。 

納税課 パソコン使用になりますけども。 

会長 よろしいでしょうか、お答えになっていますけど。 

澤田 分かりました。ペーパーという手段を使わないという意味。 

納税課 はい。 

事務局 記載漏れでございます。 

澤田 入れておいてもらわないと。 

事務局 お手数ですが、機器の使用状況、パソコン処理の欄にチェックをお願いいたします。 

清水 そうすると、納税課の持っているパソコンからはどこにも繋がないという理解で。 

会長 機器の使用状況のどこ？ 

事務局 パソコン処理。 

会長 皆さんお入れください。機器の使用状況３つの項目あるんですけど、パソコン処理のところ記入漏れだそ 

うです。で、２件目はこれで終了ということで。 

事務局 本件に関しては、 オンラインではないかというご質問がありましたけれども、 本件事務につきましては、 

オンラインではないという考えで事務を行っております。 

会長 よろしいでしょうか。引き続き、３件目の報告お願いします。先程のご質問はよろしいんでしょうか。 

澤田 後で聞きます。
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事務局 それでは次の報告に移らせていただきます。児童家庭課から届出のありました「保育所児童保育要録」 

及び各小学校から届出のありました「幼稚園幼児指導要録・保育所児童保育要録・認定こども園こども要録」 

について報告いたします。事務届の３枚目、説明資料の４枚目をご覧ください。 

児童の生活と発達は、乳児期から幼児期を経て、学童期へと連続していることから、児童の健全育成を図る 

うえで、小学校での学級編成、担任の決定及び学習指導並びに生活指導に保育園の情報が必要となることがあ 

るため、保育要録を作成し、要請のあった小学校に提供するものです。 

記録項目は、氏名、住所、生年月日、性別は、本人を特定するために記録項目としています。国籍、健康、 

病歴、障害、身体状況、家族状況、親族関係は、小学校での学級編成、担任の決定及び学習指導並びに生活指 

導に必要となることがあるため、記録項目としています。 

収集先は、本人が幼少であることから、本人、民間・私人を収集先としています。 

提供先は、各小学校からの要請に基づき、各保育園で作成した保育要録の情報を、各小学校に対し提供する 

ため、他の実施機関（木更津市立小学校)、他の官公庁（他市の公立小学校等）、民間・私人（私立小学校）を 

提供先としております。 

次に、「幼稚園幼児指導要録・保育所児童保育要録・認定こども園こども要録」について報告いたします。事 

務届の４枚目、説明資料の５枚目をご覧ください。 

こちらは、保育所、幼稚園等で作成した要録を収集することについての事務届となります。説明書の冒頭の 

部分は先程の説明と重複いたしますので割愛させていただきます。 

記録項目は、氏名、住所、生年月日、性別は、本人を特定するために記録項目としています。国籍、家族状 

況、親族関係は、本人の育ってきた環境を踏まえた学級編成及び学習指導・生活指導に必要となることがある 

ため、記録項目としています。健康、病歴、障害、身体状況は、本人の身体の安全確認と学級編成及び学習指 

導・生活指導での対応に必要となることがあるため、記録項目としています。 

収集先は、本市小学校就学前の児童・こどもの状態を把握するため、他の実施機関（児童家庭課（これは、 

先ほど報告いたしました保育所児童要録になります。））、他の官公庁（他市町村の公立の保育園等）、民間・私 

人（私立の幼稚園等）から収集します。以上です。 

議長 はい。これは２件。 

事務局 対になっておりますので、一緒に。 

会長 要録２件なんですが、ご質問があれば。 

石井 情報の収集が、児童さん、子ども中心だと思うんですけども、家族状況、親族関係について、例えば、生 

年月日、性別とか、そういうものは調査の範囲に入るんでしょうか。 

児童家庭課 生年月日等は、家族はございません。 

会長 よろしいですか。 

石井 はい。 

根本 ４ページ目の収集先、本人が幼少であることから、本人、民間・私人としていますが、本人が幼少である 

ことから、本人というのは、幼少の意味？とすると、なんか収集先でいいのかなあと思いますけども。 

会長 収集先として適当かどうかということ？ 

根本 はい。 

会長 本人が。 

根本 そうです。 

会長 適当かどうか疑問に思われる？ 

根本 はい。 

児童家庭課 幼稚園児につきましては、自分の意思等をですね、意思表示できない部分もございますので、親御 

さん等、場合によっては親御さんでない親戚の方等、扶養している方、いろんな事例がございますので、そう 

いう方から情報を収集して、 ・・・しゅさい的な内容等、病気とかそういうものを伺うといった・・・。 

根本 幼少であるということから、収集、大丈夫なんですか。本人が。 

会長 幼少であるということを理由にして、本人、収集先から本人が外されているということについてですか。



7 

根本 いや、これだと、本人からも収集するわけでしょ。それがちょっと分かりにくかったから。 

会長 ああそうか。幼少であるにも関わらず、本人から収集することが適当かということ？ 

根本 そうです。 

清水 よろしいですか。 

会長 今の質問？。 

清水 同じことです。事務届の４のところは、小学校が集めるわけですよね。３は、保育所が、小学校に提供す 

るためにわざわざ作ると。そういう文書ですよね。 

事務局 そうです。 

清水 そうだとするとね、４のところで、本人は入らないと、本人から集める能力はないんだよという話だった 

ら、３だってないんじゃないのかと。同じことなんじゃないんですかと。幼稚園の方は本人から聞けるんです 

かと。幼稚園の方は本人から聞くのが原則だ、ところが、小学校の方は本人じゃ分からない、そういう話なん 

ですか。お分かりになりませんか。４の方は、これは基本的には幼稚園から来ることになっていますよね。だ 

から、本人からは集めないんですよね、あくまでもね。実施機関や民間からお集めになる。で、そのときに、 

幼稚園が本人から聞けるくらいなら、小学校だって本人から聞けばいいじゃないかという意見がでるんです。 

聞けないから幼稚園が集めるんだと言っているときに、幼稚園は本人から集めるんですかと。お名前なんてい 

うの？どこに住んでんの？普段はどういう生活しているの？おとうちゃん、おかあちゃんはなんていう名前な 

の？本人から聞くんですかという風に、彼はお尋ねになっている。そうですね。 

根本 そうです。 

・・ 幼少であるから難しい。 

根本 そういうことですね。 

清水 説明がね、あくまでも本人から集めるんですよと、建前のうえではね。だけれども、本人から集められな 

いこともあるから、建前ですよ。それで、家族からとることもありますよという説明ならばね、ここについて 

もいいんです。ところが、本人から、本人には能力がないよといっておきながら丸がついているのはどういう 

わけだと、そういうことですね。 

根本 そういうことです。 

教育総務課 ３と４いう資料番号が私どもの方に来ていなかったので、分からなかったんですが、３というのが 

児童家庭課からの事務届になっていて、４というのが学校教育課からの届になっている。そうすると、まず、 

このシステムなんですけども、４の方からご説明させていただきますと、学校は、この要録自体を保育園、幼 

稚園、認定子ども園から貰うことになります。ですので、このペーパーを保育園、幼稚園が作ったものを貰う 

ので、本人からは貰わない。あくまで、保育園、幼稚園から貰うんです。本人からは収集しないんです。で、 

保育園の方は、これを新しい書式として、個人情報として取り扱うことになりますので届け出をしているんで 

すけども、 当然、 本人、 小さいんですけども、 本人の様子を見れば本人からの収集ということになりますので、 

本人にも付けてある。そして、幼少なので、言えない部分については、親御さんや保護者からも貰うこともあ 

るので、収集先として書いてあるということでご理解いただければ。 

会長 よろしいですか。 

根本 はい。 

堤 保育所児童要録の方は、どこが収集するんですか。 

清水 児童家庭課。 

堤 児童家庭課なんですか。各保育園ではなく？ 

児童家庭課 各保育園になります。保育園の担任の保育士が園長の指示のもと作成するような形になります。 

堤 組織名、所管名は児童家庭課でかまわないんですか。 

児童家庭課 はい。 

堤 それを、今度は各小学校に渡すというのが、この次に入っているやつ？ 

清水 そうです。 

堤 保育園に関しては。保育園だけはダブると。まず集める方と、集めたものを小学校に渡すものと、２つ出て
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いると。そういうことですよね。 

会長 ほかに何か。 

清水 山口さん、今の具体的にね、説明の方の４ページのところで、記録項目で、住所、氏名、生年月日、性別、 

国籍、健康云々あるよね、本人から聞く可能性あるのどれ？ 

教育総務課 児童家庭課がですか。 

清水 そうです。児童家庭課の下の保育所でもいいです。保育園でもいいです。何かペーパーなんかが、よく、 

自分の子どもが学校行っている頃には、こういうものを記載してくださいという一覧表が出てきて、それに親 

が書いて渡すというのが多分普通だったんだろうと。それだったら保護者からの収集なんですよ。それ以外に 

本人から集めるのはどれ。身体状況だとするとね、仮に、ぽんぽん痛いと言ったと、これが本人収集ですか。 

教育総務課 可能性としては、先生のおっしゃるとおりですが、言っても、すべて保護者になる可能性が高いん 

ですけども、よくお腹が痛くなる子だったりとかという話になれば、場合によっては本人収集になるかなと思 

いますけども。 

清水 でも、それは、そういう症状があるとことを看護士さんなり、お医者さんが判断をして記載をするわけで 

あって。 

澤田 この様式はちょっと分かりにくい。 

清水 分かりにくいんです。 

澤田 本人の中には保護者も含むという解釈だと分かりやすい。 

清水 それだとすると大混乱。 

教育総務課 個人情報上区別すべきだというのが、皆さんのお考えだと思いますので。 

澤田 じゃあ、本人、保護者とかね、そういうようなね、区別をしておかないとよく分からなくなっちゃう。 

清水 ですから、だからこそ、民間・私人。 

澤田 民間・私人。これがまたよくわからない。 

清水 こういうくくりなんです。「（保護者）」と書いてあるんです。 

会長 清水先生のはご意見？ 

清水 はい。本人ないんじゃないかと聞いているんです。 

児童家庭課 本人にですね、お子さんの様子を見る中で、例えば、お子さんが情緒の安定ですとか、そういった 

ところで、親御さんから収集するのではなく、担任がお子さんの様子を毎日見ながら、観察する中でですね、 

子どもからのそういう態度ですとか、そういうものから、お子さんが担任に、行動ですとか言動などから収集 

して、担任が学校へ連携するために情報を提供するのが必要だと。 

清水 それはそうなんですけど、私も教員の端くれなので、レベルは違いますけども、そういうことはしますけ 

ども、それは収集といわないんじゃないんですか。私が収集しているんであって、本人から収集しているわけ 

じゃないでしょう。観察記録でしょう。例えば、大学でね、山口という学生がいて、そいつが授業さぼって来 

ないと。このときにですね、私の方が、本人から欠席届が出てくれば、これは収集ですよ。だけど、本人出て 

こないと、で、バツをつけるというときにですね、本人から欠席情報を収集したといいますか？今のケースで 

いえば、私の責任で本人の観察記録というのがいきなりできるわけですよ。そして、それが記録項目、私の個 

人情報の事務届と、記録項目にはなるかもしれませんけども、本人から収集したと言わないだろうと。 

児童家庭課 今の先生のご説明で、私ども、本人の状況を見た中で収集したというのが、本人からと思っていた 

ものですから。 

清水 「から」なんですよね、日本語のね。 

児童家庭課 ですから、ご指摘のとおり、いま分かりましたので、本人については削除するような形でさせてい 

ただければ。 

会長 念のため。今のようなケースの場合は、収集先は誰にするということになりますか。本人から色々話を聞 

いた上で、本人からの申し出が特にないと、欠席届とか、本人から申し出てね、私これこれ悩んでいるんです 

なんて申し出がない中で、本人、児童とのやり取りの中で、本人がこういうことを悩んでいるんだなとかとい 

うことを、これまでは本人からの収集と捉えていたわけですよね。そういう場合は収集先はどこになるんです



9 

か、今後は。 

清水 これは実施機関内部でしょう。 

会長 実施機関内部、ということでよろしいんでしょうか。 

清水 例えば、教員としての私が、山口が休んだと、あのバカまた来ていないということをチェックしたと。こ 

れは私の責任ですよね。そして、それを所管の大学、ここでいうと児童家庭課ですか、ここに報告をしたとな 

れば、発信元は私じゃないですか。 

会長 ただ、一方では、本人からの申し出、相談を受けることだってあり得るわけですよね。 

清水 そう。大学なんかの場合ではね、十分にありうるわけですよ。 

会長 そういう意味では、 本人からの収集もあり得るわけであって。 今までは、 それを元にしていたんですよね。 

清水 ですから、根本委員が言われた、「本人が幼少であることから」という言葉がね、幼少だから親から集める 

という話なのか、それとも、あくまでも本人から集めるのが原則ですよという話なのか。そこのところをはっ 

きりさせれば、自ずからはっきりしますよ。 

教育総務課 書き方の問題としてですね、収集先のところですが、「本人が幼少であることから」、これ、清水先 

生からご指摘があったところですが、これ、どこにかかるのかという話の中で、本人にもかかっているように 

これでは見えてしまうので、幼少だから本人とはよく読めないという最初のご指摘だと思いますし、小林会長 

からのご指摘のとおり、本人から集めることだって可能性として否めない、抜いちゃっていいのかというご指 

摘、それぞれ合わせますと、この最初のセンテンスは、本人にはかからないという、本人からは原則集める、 

だけど、幼少なので、場合によると、本人収集の原則ではなくて、民間・私人も収集先になる可能性があるの 

で、マークがついていますよとご理解いただければいかがでしょうか。 

清水 実態に合わないと思うけどね。 

玉造 私は、法的には素人でまったく分かりませんけれども、保育園に入るときに、幼少で、一部収集できない 

部分がある、何年か経過していくうちに成長していきます、その間に収集したものを、それを今度学校に提供 

するわけです。提供された場合は、これはどこから収集したかとやはり一部本人から収集というのも入ってく 

るんじゃないかなと私は思います。 

会長 というご意見もありました。 

玉造 一番はじめに入るときに貰った情報だけじゃなく、小学校に入るときに小学校に渡すわけですから、ずっ 

と長い記録を。 

澤田 収集先を「本人が幼少であることから」という表現をするからおかしいんです。だから、これはなしにし 

てね、「本人が幼少で収集できないときは」というふうにすると比較的分かりやすいのかな。そうすると、両方 

可能性があるということになる。この説明がちょっと具合が悪いだけの話だと思いますが。 

会長 そういうご指摘があったと、いろいろと。 

清水 そこは書きなおしてくださいよ。 

児童家庭課 ご確認させていただきますが、収集先ということでは、本人が幼少で収集が困難なときは民間・私 

人（保護者）を収集先としていますという表現にさせていただきたいと思います。 

清水 ただ、 念のため、 身体状況とか障害状況、 これがどういうものか中身は分かりませんが、 例えば、 先生が、 

保育園の先生がね、ご判断なさったこと、昔の言葉で使えば、所見欄みたいなものです、こういったものがあ 

るという話であれば、実施機関内部からの収集がなければおかしいんですよ。本人から集めているわけでもな 

いし、民間・私人から集めているわけでもない。所見欄あるはずですよ。 

事務局 収集先なんですけども、本人、民間・私人のほかに、実施機関内部を追加していただければと。よろし 

くお願いします。 

会長 保育園の要録というのは、従来集めていた？関連してですね。 

児童家庭課 保育園は、２１年度、４月１日から指針が改定されまして、その中で新たに。 

会長 幼稚園に関しては従来から？ 

学校教育課 幼稚園に関しては、今まで義務化されていませんでしたものが、来年度から義務化されまして、こ 

ちらが作成されることになります。
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会長 わかりました。他になにかご質問がありましたら。 

宮口 児童家庭課の保育所児童要録の方では、 機器の使用状況がパソコン処理で行うと書いてあるんですけども、 

２番目の各小学校の幼稚園指導要録他の要録の機器の使用状況は書いてないんですけど、最初の方でパソコン 

処理していたものを、後の方でパソコン処理しないというのは。 

児童家庭課 保育園の方で、パソコンで正副のペーパーを作りまして、印刷で正副２枚作ります。それで、副の 

方を小学校の方に送ると。で、多分、学校側の方は、そのペーパーを元に色々クラス編成とか考慮されると思 

います。ですから、貰ったデータをパソコンに入れるという行為はしないということで、多分、パソコン処理 

というものはないとなっていると思います。 

清水 それは違いないでしょうね。 

教育総務課 紙でいただいて、紙でします。 

会長 はい。特に他になかったら、次の報告に。次が４番目？ 

事務局 次が４番目です。児童家庭課から届出のありました「木更津市次世代育成支援対策審議会事務」につい 

て報告いたします。事務届の５枚目、説明資料の６枚目をご覧ください。 

次世代育成支援対策審議会委員の住所・氏名等を把握し、審議会事務の円滑な執行を図ることを目的としま 

す。記録項目は、委員を特定するため、氏名、住所、生年月日を記録項目としています。委員に連絡をとるた 

め、電話番号、メールアドレスを記録項目としています。性別は、木更津市男女共同参画計画において、審議 

会等委員への女性の参画促進が掲げられており、委員の男女構成比率の目標達成状況を確認するため、記録項 

目としています。職業は、大学教授等の肩書き及び関係団体の所属がそのまま職業を表す委員がいるので、記 

録項目としています。年齢、学業、学歴、職歴、資格は、関係団体からの推薦書及び公募時の履歴書に記載さ 

れる場合が考えられるため、記録項目としています。委員に報酬を支払うため、口座番号を記録項目としてい 

ます。 

収集先は、本人から収集するほか、団体からの推薦を受けるので、民間・私人から収集します。 

提供先はありません。以上です。 

会長 審議会委員の個人情報ということですね。 

堤 メールアドレスは委員と連絡を取るためと書いてあるけど、この場合、入ってきたデータはどういう位置付 

けになりますか。パソコン処理のところに何も入っていないんですけど。得た情報自体は紙媒体かなにかわか 

らないですが、メールアドレスと書いてあって、メールアドレスで連絡をとりました、情報が戻ってきたとき 

は、その情報はなんですか。 

清水 公文書ですよ。 

堤 いらないんですよ、パソコン処理に・・・。 

会長 メールアドレスだけ一応聞いているということもありうるので。念のためどうぞ。 

堤 メールアドレスが記録項目になっていまして、それは委員に連絡を取るためと書いてあるわけですよね。何 

がしかの委員にメールアドレスで連絡を取って、それが戻ってきたときに、その情報はどういう扱いにあるの 

でしょうか。それは、オンラインともパソコンとも何も書いていないので、紙媒体だという前提があると思う 

んですけども。そうすると、メールアドレスでやり取りした情報は、市に集められた委員に関する情報は、ど 

ういう扱いをされるのか。 

児童家庭課 メールアドレスは処分したという、 

堤 何がしかの戻ってきた情報がありますよね、メールアドレスがね。 

会長 機器の使用に関してのチェックが入っていないから、どうなんでしょうねという話。 

堤 使用状況についてそこに入れてある・・・そういう状況を想定してメールアドレスを入れてあるとすれば、 

ちょっと何かおかしいなと。 

清水 あと考えられるのは、返信されてきたのは即刻破棄をして、紙ベースだけでとってあるという状態はあり 

えますよね。一時的な保有ですから、ここには乗ってこない。 

堤 ここには見せなくてもいいわけですか。そういうんなら、それでも構わないですし、そこさえはっきりして 

いただければ構わない。
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児童家庭課 この時代ですので、メールアドレスで来るケースも想定しましたが、実際問題、私どもの方から会 

議開く場合に、 お願いして、 こういうことで、 どちらかというと、 私どもの方から、 連絡を文書で投げかけて、 

出欠等についてこちらで確認するという中で、 ただ、 メールアドレスを使うという想定もしました。 実際問題、 

今のところないので、具体的にこうというところまでは決めていない状況でございます。 

会長 現状は、実際に使っていないからチェックを入れなかった。メールアドレスはそれでも聞いていると。現 

状をそのまま、ここに反映させたということなんですね。 

清水 今の時点で、何かの委員から実際に、メールアドレスを教えているわけですから、連絡をして、役所のメ 

ールアドレスが向こうに行っている可能性がありますよね。 

児童家庭課 可能性はあると思います。 

清水 それで、委員の方から役所に、これはどういうことだと、審議の中身に質問でもあった、その辺のやり取 

りがあったら、その時点で個人情報の取扱いに違法性があると言ってよろしいですね。私なら私が、この審議 

会で委員をやらせていただいていて、色々事務局とお話をすることがあるわけです。大概は全く個人のアドレ 

スを使いまして、聞く相手も個人のアドレスに送って、あくまでも個人間の相談だということで私は処理をし 

ているんです。ところが、これをなぜ役所宛てに送らないかというと、役所に着けばですね、一時的な保有だ 

からすぐに破棄するとでもいってくれないかぎりは公文書なんです。情報公開の対象にもなるんです。そうす 

ると、 うっかりしたことは書けませんね。 ひとつ間違えればね。 言葉遣いも慎重にならざるを得ない。 そこで、 

堤先生の言われるのは、役所がアドレスを聞いているのだから、当然やりとりをするというのは想定しなけれ 

ばいけないだろう、あるいは、されるだろう。で、されて、そして、現実に行われたら、それは基本的には公 

文書扱いで、公文書の中に含まれている個人情報みたいなものを除けば全部開示なんです。そういう状況を想 

定しないとおっしゃるんだったら、このアドレスはなんで聞くのというのがひとつですね。あくまでも一時的 

な扱いだというんだったら、そもそも載せなくてもいいんじゃないの。そして、載せて、今、私がお話したよ 

うな状態が想定されるというなら、そこから先は、メールが届いたと同時に紙で出して、ファイルで保存する 

ということなんですね。印が何もついていないところを見ると。 

玉造 これは確かにメールアドレスと聞いているわけですから、今の段階でないかもしれないですけど、パソコ 

ン処理にチェックが入っても一向におかしくないし、入れないならばメールアドレスを聞く必要はない。 

清水 メールが来て、パソコン処理をしないというのはちょっとね。 

澤田 メールアドレスを今まで使ったことがない、当分使わないということならば、削除するならしたほうがは 

っきりする。連絡のためでしょう。連絡のためなら、色々方法がある。どうしても使うの？問題が起きたら困 

るから止めておいた方がいいんじゃないんですか。 

清水 それはどっちも問題が起きるんですよ。メールアドレスと書かないでおいて、向うからメールがきて、そ 

れに対して返事を出した。使っているわけですよ。結果、この時点で届出がなければ違法だと、改めて届出を 

出してから返信をするという作業になるんですよ。制度そのものが事前届ですから。そうかといって、これを 

書いておけば、メールアドレスを万が一にも使うかも知れないという状態を想定しているにもかかわらず、パ 

ソコン処理はしないという断言をされているのがおかしい。 

児童家庭課 パソコン処理を行うということで追加させていただければと思います。 

会長 現状は、使っていなかったからチェックを入れなかったというのは、この書類の書き方としては間違いな 

わけで、もしかしたら今日来ているかもしれませんよ、この時間。よろしいでしょうか。使っている、使って 

いないにかかわらず、使う可能性があるならチェックを入れる。それから、仮に、もし、情報のやり取りをメ 

ールでやるということで、色々な情報をやり取りすることは公文書扱いにしなければならないこともあるわけ 

ですから、適正な扱いというものもお願いします。他になにかございましたら。なければ次に。 

事務局 次に、児童家庭課から届出のありました「乳幼児医療費及び子ども医療費助成事務」について報告いた 

します。事務届の６枚目、説明資料の７枚目をご覧ください。 

本事務届は、既に届出してございます、乳幼児医療費助成に関する事務に、子ども医療費助成事務を加える 

とともに、複数の事務届をひとつに統合しようとするものです。事務全体についてご説明いたしますので、乳 

幼児医療費、子ども医療費、それぞれで扱う情報の内訳については、説明資料の９枚目でご確認ください。
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本事務は、乳幼児又は子どもの医療に要する費用を負担する保護者に、当該費用の全部又は一部を助成する 

ことにより、乳幼児又は子どもの保健対策の充実及び保護者の経済的負担の軽減を図り、乳幼児又は子どもの 

保健の向上及び子育て支援体制の充実に寄与するものです。 

記録項目は、申請者（保護者）を特定するため、氏名、住所、生年月日を記録項目とし、乳幼児及び受診児 

童を特定するため、氏名、住所、生年月日、性別を記録項目としています。申請者への連絡先として、電話番 

号及びメールアドレスを記録項目としています。家族状況は申請者が助成対象者であることを確認するため、 

記録項目としています。識別番号は加入医療保険の内容を収集するため、健康は助成金の額を決定するために 

医療費にかかる情報を収集することから、記録項目としています。加入医療保険の種類によっては、職業、生 

活保護の有無が分かることがあるため、職業、福祉サービスを記録項目としています。他の医療費助成制度に 

よる給付の有無によっては、障害の有無、婚姻状況が分かることがあるため、障害、婚姻を記録項目としてい 

ます。学業は子ども医療費は小学校１年生から６年生までの児童が対象となるため、賦課状況は乳幼児医療自 

己負担金又は子ども医療費自己負担金を決定するため、収入は申請書の添付書類である市民税額を証する書類 

に記載されているため、口座番号は助成金の口座振込に必要なため、それぞれ記録項目としています。 

収集先は、本人（保護者）から収集するほか、賦課状況については、本人から承諾を得られた場合、実施機 

関内部（市民税課）から収集します。 

乳幼児又は子どもの情報並びに世帯構成員の情報については、保護者の申請により収集するので、民間・私 

人から収集します。 

乳幼児医療費で、助成対象者が受給券を使用した場合は、保険医療機関の請求に基づき、千葉県国民健康保 

険団体連合会を通じて助成すべき額を当該保険医療機関へ支払うことにより助成するため、民間私人から収集 

します。 

提供先は、乳幼児医療費で、助成対象者が受給券を使用した場合は、千葉県国民健康保険団体連合会を通じ 

て保険医療機関の請求を受け、請求内容についての過誤調整を行ったうえで助成額を決定し、千葉県国民健康 

保険団体連合会を通じて助成額を当該保険医療機関へ支払うため、民間私人（保険医療機関、千葉県国民健康 

保険団体連合会）に提供します。以上です。 

会長 何かご質問があれば。特になければ。同じ課の方ですね。子育て講座。 

事務局 それでは、同じく、児童家庭課から届出のありました「子育て講座」について報告いたします。事務届 

の７枚目、説明資料の１０枚目をご覧ください。 

本事務は、子育て講座申込者を把握し、講座を円滑に開催することを目的とします。 

記録項目は、氏名は保護者及び子どもの本人確認のため、電話番号は講座内容等の変更等が生じた場合に連 

絡をとることがあるため、講座に参加する子どもに応じた保育担当職員数を把握するため子どもの生年月日を 

記録項目としています。健康は、手づくりおやつを提供するにあたり、アレルギーの有無を把握するため、記 

録項目としています。 

収集先は、本人（申込者・保護者）から収集するほか、子どもについては、民間・私人（保護者）から収集 

します。提供先はありません。以上です。 

会長 何かございましたら。 

石井 電話番号が講座内容等の変更等が生じた場合に連絡をとることがあるためとしていますが、住所は特に要 

らないのでしょうか。今、極端な話、市役所の方から、何か変更があると、郵送でいただいているので、電話 

ではあまりきたことがないので、そういった点では必要ないのでしょうか。 

児童家庭課 今回の子育て講座の内容が、中央病院の医師の講演でして、そうしますと、急患ですとか、当日、 

講師の方が急に来られないという場合がありまして、そういったときは、内容を一部変更したものを開催する 

予定なんですが、申込者の中には、その先生のお話が聞きたいので、そうでなければ参加を見合わせるといっ 

た方がいらっしゃいますので、申し込んだときに、その旨をお話して、そういう方にはそういうことがあった 

ときにお知らせをするということで、電話番号を。 

会長 住所はいらないのかという。 

児童家庭課 住所ではなく、電話での問い合わせをする。当日のことになりますので、郵送では間に合わないこ
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とから、電話だけとしています。 

会長 これは参加者なんですよね。 

児童家庭課 はい。 

会長 参加者を把握すると。 

児童家庭課 そうです。 

会長 ミニマムな情報で把握すればいいわけでしょう。 

児童家庭課 そうです。 

清水 だとすると、生年月日いらないというのが第一点。第二点目は、今の説明にあったように、急に講演担当 

者の予定が変わって、連絡が欲しいと、メールで送れと言う要望には応じないということで？将来的にも。将 

来的にもですよ、市民からどれほどの要望があってもメールアドレスには応じないと。それならそれで結構で 

すが、もしそうだとすると、元々、子育て講座なのだから、子育て中の保護者の不安ですよね。そうすると収 

集先は本人 （申込者・保護者） から収集というのは、 子育て中の本人の申込者のほかに、 さらに保護者がいる？ 

児童家庭課 祖父母の方の申込み。 

清水 それは保護者というの？３０、 ４０の女性がいて、 子どもができて、 子育てに悩みがあるといったときに、 

７０、８０のおばあさんをそのお母さんの保護者といいますか。 

児童家庭課 それは。では、申込者・・。 

清水 後ろの方の、子どもについてはというのは、子育て講座にお子さんが来るんですよね。 

児童家庭課 はい。子どもの内容については保護者から。 

清水 子どもというのは、昔でいうと託児的な参加なんですよね。積極的に参加される？ 

児童家庭課 講演の間は、お子さんについては保育をします。 

清水 預かるためにお子さんがいると。作成目的が「子育て中の保護者の不安や悩みを解消し交流の場を提供す 

ることを目的とする」だから、この事務そのものの当事者ではないですよね。これに伴う保育義務なんですよ 

ね。 

児童家庭課 講座が終わってから、 親子遊びですとか、 保護者と子どもと一緒に手づくりおやつの試食をします。 

ですから、お子さんの保育だけではなくて、そこで、お子さんの生年月日のこともありましたが、生年月日と 

いうのは、保育するのに小さいお子さんは１歳といっても、なったばかりのお子さんと１歳１０か月のお子さ 

んとでは、当然、動きですとか、保育の内容も違ってきますので、そういったことを把握するために生年月日 

をお聞きしています。 

清水 そうすると年齢じゃない？ 

児童家庭課 年齢ではなくて、 

清水 例えば２歳３か月とか、１歳６か月とか、そういうのが必要ではないんですか。何月何日生まれというの 

が必要ですか。生年月日というのは、２月１２日というのが生年月日ですから、この子は２月１２日に生まれ 

た子どもというのが分からなければ、事務ができないということですか。 

児童家庭課 そういうことではありません。何歳何か月かが分かれば。 

清水 だとすれば、年齢ではないんですか。 

児童家庭課 内容とすれば、何歳何か月かがお聞きできれば。 

清水 いいけれども、日付まで聞いている。 

児童家庭課 講座を申込みをして、 開催までには期間があるので、 こちらとすると、 生年月日をお聞きした方が、 

そのときの何歳何か月というのがはっきり分かるという、保育士側の気持ちもあります。そのときに２歳４か 

月といっても、開催するときには２歳５か月になっていることもありまして、こちらとすると、より把握しや 

すいと思いまして生年月日と考えました。 

清水 こちらが何を心配しているかというと、いっぺん、特定の子どもに対して、これは何月何日生れの子ども 

だと、それが漏れますと一生付いて回るんです。木更津市内の何度も知っていますよ。特定の生年月日がわか 

るものですから、誕生日のメールがくるとか。それも商売でね。商売の目的で、こういうものを買いませんか 

とか、詐欺的なものがあるか消費生活センターあたりに聞いてごらんなさい。すぐに分かります。そういうも
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のもあれば、場合によっては、それが、それこそ世界中に飛ぶこともあるわけです。ですから、なるべく個人 

情報は収集しないという原則でこういう制度は作られているわけですから、できればあった方がいいなという 

ところで集められるのは、あまり望ましくない。でも生年月日は集めているんだとおっしゃるなら、そのとお 

り書くしかないわけで。ただ、意見としては、そういう危ない橋をわざわざ渡っているんですねということを 

指摘させていただいて。 

会長 年齢で対応できるのであれば、先生が生年月日と年齢にこだわられるのは、生年月日の方がより情報とし 

て、これが漏れた場合の問題ですね、センシティブな度合いが高いわけです。その辺を。だから、今のお話だ 

と、まさに子育て支援だから、きめの細かい、講座、必要があれば・・、お子さまの成長によって違うから、 

申込みの時期と講座が実際に行われる時期に間がある可能性があるので、それも分かるんですけど、先生のご 

指摘と、そちらの要請の調和というものもお考えになって、もし年齢で済むのであれば、年齢で、年齢何か月 

とかね、２歳５か月とかで済むのであれば、そうしていただいた方がいいと思います。 

玉造 講習の当日、何歳何か月と書けば、生年月日がなくてもいいし、どちらを選択すれば。 

児童家庭課 当日の保育は、 どのくらいのお子さんが何人いるかで、 保育の体制を整えて開催するものですから、 

何歳何か月のお子さんが何人いらっしゃったということは、事前に把握して保育を心がけたいと思っているの 

で、ただ、清水先生のご指摘のとおりに、何歳何か月まで分かれば大丈夫ですので、ご指摘のとおり、何歳何 

か月というところでの情報の収集と。 

会長 そうすると、年齢ということになりますね。 

児童家庭課 はい。 

会長 年齢というところに変わるわけですね。 

児童家庭課 はい。 

会長 他に特にございませんでしたら、児童家庭課の方、これで終了ということで、ここで５分ほど休憩をとり 

ます。

（休憩） 

会長 それでは引き続き。７件目ですね。新型インフルエンザに関する報告。 

事務局 健康推進課から届出のありました「新型インフルエンザワクチン接種費用助成事務」について報告いた 

します。事務届の８枚目、説明資料の１１枚目をご覧ください。 

本事務は、新型インフルエンザワクチン接種の優先対象者のうち市民税非課税世帯及び生活保護世帯に属す 

る者について、ワクチン接種費用を助成し、経済的負担を軽減することにより、新型インフルエンザによる重 

症化を防止するものです。 

記録項目は、助成対象者を特定するために氏名、住所を記録項目としています。助成対象者の要件を確認す 

ることから、生年月日、年齢、健康、病歴、家族状況、職業（医療従事者は優先接種対象者となるため）、学業 

（小学校１～３年生、小学校４～６年生、中学生、高校生は優先接種対象者となるため）を、市民税非課税世 

帯に属するものにあっては賦課状況を、生活保護受給者にあっては福祉サービスを記録項目としています。助 

成対象者に対し連絡をとることがあり得るため、連絡先として電話番号を記録項目としています。償還払助成 

支給決定に伴い、銀行等への口座振込み手続きをとることから、口座番号を記録項目としています。 

収集先は、本人のほか、助成対象者の要件を確認するため、住所や、市民税非課税世帯及び生活保護世帯で 

あるか否かについて担当部署から情報を収集するため、実施機関内部を記録項目としています。助成対象者証 

明書交付申請にあたって、同一世帯の親族又は代理人から情報を収集するため、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 何かございますか。 

堤 収集先の本人とは誰を指すんですか。 

健康推進課 優先対象者という条件がございます。その方が、本人であるかどうか確認しています。 

堤 そうではなくて、情報の収集先としての本人というのは、どういうことを指しているんですか。現実に、小 

学校１年生の人が希望するということはあまりあり得ないわけですよね、この場合、本人というのは、具体的 

に接種を受けるというのではなくて、この情報の収集先の本人というのは、具体的にどういうことを言ってお
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られるのかなと。 

清水 助成対象者でしょう。 

堤 助成対象者でしょう。受ける人じゃないでしょう。希望する人ではないの。例えば、子どもではないですよ 

ね。 

健康推進課 助成対象者、子どもの場合には保護者、申請する側。 

堤 要は、収集先の本人とはまずこれで、かつ、それ以外のところから収集するとすれば、仮に保護者だったら 

保護者が民間私人というふうな区分けで説明していただきたいと申し上げているだけで。例えば、世帯が単位 

とすれば世帯主となりますよね。これが本人となる。本人と書いただけなので、本人とその・・当然、情報の 

収集先なりが変わってくると思うので。 

健康推進課 助成を受けようとする方。 

堤 具体的にはどんな方。 

健康推進課 この助成対象要件が、生活保護受給者、市民税非課税の方、 

堤 それはそうなんですけど、通常、親とか子が家族の単位であるわけですよね、ですから、その場合に、お父 

さん、お母さん、子どもがいる家庭があって、そのお父さんが非課税だという場合で、父親が本人となって、 

それ以外の人は、 別の保護者で情報を収集する、 別の民間私人という扱いで考えていると理解していいですか。 

事務局 例えば生活保護であれば、本人というのは助成を受ける本人ですので、世帯主がなります。ですから、 

それ以外の方は民間私人という形で収集先になります。 

堤 その場合、交付申請が同一世帯の親族又は代理人とあるんですけど、この場合の代理人というのは具体的に 

はどういう。 

健康推進課 その対象者で、市の方に身体的な理由等がございまして来ることができない、そういう方を想定し 

ています。 

堤 その場合、代理人というの。 

健康推進課 はい。代理人の方に申請してもらいます。 

堤 代理人のようにだとすると、本人自体が障害、身体状況の項目がないと、今の説明だと、判断できなくなる 

のではないですか。代理人と書いてあるので、代理人をどういう場合に想定しているのか、代理人は誰がなる 

のか、あるいは代理人としての申請を許す場合にこういう要件ならば許すということになれば、今の話だと本 

人が申請に来れないと言う場合ですよね、身体的な障害がある方になるのではないかと思いますけども、届出 

の記録項目に入っていないので、具体的に想定されているのは、どのような場合を想定されているのか聞きた 

い。 

健康推進課 想定としましては、身体的なもの、又は何らかの理由が考えられますけども、この場合には、委任 

状を添付して申請していただきます。 

堤 委任状を添付して代理人の申請を認めますというときに、誰でもいいと言うわけではありませんよね。代理 

人の申請を認める場合の審査があるのでは。その場合に、代理人の申請を、委任状でいいというだけなら、誰 

がやったっていいわけですけども、その場合、原則本人が申請するとか、例外的に何がしかの事情があって、 

本人ができない場合に代理人にお願いしますということですよね。その例外的な場合に、認めるような判断基 

準ないしはその情報というものはどういうものを使うかということを聞いたら、障害があるとか、自身ができ 

ないということになるわけですよね。そうなると、本人というのが申請者だとすれば、本人の身体状況とか障 

害というのが、記録項目にならないとおかしいのではないかと思います。 

清水 ほかのものも出てくる可能性はありますよ。忙しいから、面倒くさいから他の人に頼むと。仕事が忙し 

い・・・金にならないというかもしれませんね。 

事務局 代理人の申請の場合ですが、色々と想定される事例はあるかと思いますが、担当課の方で、ここまでは 

把握しないと、委任状をもってくれば受けると。 

会長 従って、想定される理由とすれば、障害と、それだけではないと思いますが、そこまではチェックは入れ 

ないと。 

堤 代理人を認める場合と認めない場合、審査なしということですね。代理人が申請する場合、委任状がついて
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いればいいということですね。 

会長 他になにか。なければ。 

事務局 次に、環境衛生課から届出のありました「犬のしつけ方教室」について報告いたします。事務届の９枚 

目、説明資料の１２枚目をご覧ください。 

犬の飼い主が、犬の習性を理解し、正しい飼い方、しつけを行えるよう、犬のしつけ方教室を実施します。 

記録項目は、参加者を特定するため、氏名、住所を記録項目としています。参加対象者を、市内在住者のほ 

か、市内在勤者とすることから、職業を記録項目としています。参加者に連絡をとることが考えられるため、 

連絡先として、電話番号、メールアドレスを記録項目としています。 

収集先は、本人からとなります。 

提供先は、教室ではモデル犬を使った実技を実施することから、万一に備え、参加者に、財団法人千葉県動 

物保護管理協会の傷害保険に加入してもらうので、民間・私人に提供します。以上です。 

会長 障害保険は申込者が全員？ 

事務局 保険の加入ですが、保険料が受講費用に含まれておりまして、参加者はそのまま保険に加入と。 

会長 強制加入？ 

事務局 はい。強制加入という形になります。 

会長 障害保険に入らなければならないような何か？ 

事務局 訓練した犬ということではあるんですが、万が一、犬が興奮したりして、参加者に噛み付くことも考え 

られるので、万一の保険ということです。 

会長 そのための保険。それが強制加入。 

堤 冒頭の説明聞き逃したんですけど、業務開始が平成１７年１１月とあるんですけど、これがそれ？そうだと 

して、届出がこれだけ遅れるのは何が原因かというのは説明を。 

事務局 今回、事務届が遅れていたというのがわかった経緯ですが、広報きさらづで、参加者募集で載せていま 

して、事務届がでているかチェックをかけたところ、届出がなかったものですから、今回、審議会を開催する 

ということで、報告することになりました。 

堤 届出がこういう形で３年くらいなされていなかったというのは、たとえば、どういう理由がありるのか。基 

本的に、個人情報の保護に関しての、職員の教育・指導のことなのか、審議会としてそこだけは確認させてい 

ただきたい。 

環境衛生課 この教室につきましては、１７年度から実際行っていたんですが、年１回の開催であったというこ 

とと、情報の認識不足があったのかもしれませんが、 ・・・・。 

会長 年に１回開かれるわけですよね。条例の規程からすると、７条６号ですか、速やかにと、市長に対する報 

告と同時か、その後速やかにと。 

澤田 業務開始時期というのがありますよね。 今のは平成１７年１１月１日、 随分報告が遅れているという話で、 

この業務開始時期というのと、市長に届出するのは違うんですか。業務開始時期と届出をする時期は違うんで 

すか。答えてください。 

事務局 条例によりまして、事務を取り扱う前にあらかじめ届け出るということになっておりますので、本件で 

いいますと、平成１７年１１月１日からということになりますので、それ以前に届け出なければならないこと 

になります。 

澤田 それはわかりました。市長に届け出したのはいつなんですか。他の事務も何件もあるんです。この審議会 

に報告されているものに１年以上経過しているのが何件もあるんです。そこで質問しているのは、業務開始時 

期と市長に届け出した日と、それも併記していただいた方が、どれくらいどうなのか、速やかにが原則なんで 

すよ、ところが原則ではないような気がするのですから。前回も同じ指摘があった。今回も同じ指摘。議事録 

を見ると、前の年も同じような指摘があったと思います。どうしてそうなのかなんです。これはやっぱり徹底 

していただかないと。はいはいということではなしに。それと、今お願いしたとおり、業務開始時期と、市長 

に届出をした日、併せて教えていただいた方が原則でなくなってしまっている、全部事後届、市長に対して。 

それから、審議会に対しても１年以上経過、これなんか２年、平成１７年でしょう。これはしっかりしていた
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だかないと。何回このような会議をしても意味がない。 

会長 今のは、この事務についてお聞きになったんですか。 

澤田 これもそうですし、他にもあるから、まとめてお話している。 

会長 とりあえず、この事務。 

事務局 本件につきましては、具体的な日付は失念してしまいましたが、１月に届出を受けています。 

澤田 １月の何日？後でいいですよ、 誰か調べて教えて。 今後、 市長に届出した日も併記していただけませんか。 

このうえに鉛筆書きでもいいですから。そうでないと、毎回、こういう会議を開いてもむなしくなる。 

事務局 ただいまご指摘を受けましたので、今後は、このうえに届出があった日を明記するようにいたします。 

会長 市長に対して届け出のあった日。 

澤田 そうです。 

会長 届出のあった日に実際の業務を開始するということですね。審議会にもその後速やかに。他に質問がなけ 

れば次の。 

事務局 次に、文化課から届出のありました「木更津市史編集事業」について報告いたします。事務届の１０枚 

目、説明資料の１３枚目となります。 

木更津市の自然や歴史、伝統文化を見直し、市の更なる発展に資するため、木更津市史の編集、刊行を行い 

ます。市史編集計画の審議と調査を行い、事業遂行に必要な事項を市長に答申又は建議する委員会として、木 

更津市史編集委員会を設置するとともに、調査研究員及びボランティアにより、市史編集事業に係る市内の歴 

史的、文化的な資料の所在確認及び調査研究を行い、調査カードを作成します。内訳については、説明資料の 

１４枚目にまとめてございます。 

記録項目は、木更津市史編集委員、調査研究員、ボランティア本人及び資料の所有者又は管理者を特定する 

ため、氏名、住所、生年月日を記録項目としています。木更津市男女共同参画計画において、審議会等委員へ 

の女性の参画促進が掲げられており、木更津市史編集委員の男女構成比率の目標達成状況を確認するため、性 

別を記録項目としています。委員候補者、委員、調査研究員、ボランティア及び資料の所有者又は管理者に連 

絡をとるため、電話番号を記録項目としています。委員候補者、委員及び調査研究員に連絡をとるため、メー 

ルアドレスを記録項目としています。委員及び調査研究員に報酬を支払うため、口座番号を記録項目としてい 

ます。委員候補者、委員及び調査研究員に一定程度の知識や経験が要求されるため、職業、職歴、学歴を記録 

項目としています。資料の所在、資料目録を作成するため、財産を記録項目としています。 

収集先は、本人のほか、木更津市史編集委員会委員からの調査研究員の推薦が考えられるため、実施機関内 

部から収集します。また、調査対象となる資料の管理者から情報を収集することがあるため、実施機関内部、 

他の実施機関、市議会、他の官公庁、民間・私人から収集します。 

事務届の収集先欄で、実施機関内部、他の実施機関、市議会、他の官公庁、民間・私人のチェックが漏れて 

おりましたので、お手数ですが、チェックをお願いします。提供先はありません。以上です。 

会長 何かございましたら。 

会長 これ、継続中ということですよね。市史の編纂というのは、このための専門の課があって担当しているの 

か、それとも節目節目で、５０周年とか６０周年とかでやられているのか、その辺ですね。 

事務局 事業開始時期が継続中ということなんですが、市史編集委員会自体は昭和３４年からありまして、市の 

附属機関として設置されております。ただ、今回、事務届として届け出るものなんですけども、過去に発行し 

ておりまして、昭和５７年に木更津市史富来田編を刊行しておりまして、そのときに、刊行後に、委員会に委 

員を置かず、実質上、活動停止という状態が長らく続いていました。今回、平成２４年に、市制７０周年を迎 

えるにあたりまして、新たに編集をということで活動を開始したものですから、個人情報保護条例が制定され 

た当時は委員がいなかったものですから、その当時の経緯で、おそらく事務届を出していなかったということ 

になろうかと思いますけども、今回届け出るものです。 

会長 ほかにありましたら。 

根本 資料の所在、資料目録を作成するため、財産を記録項目としていますとありますが、この場合の財産とい 

うのは具体的になにを。
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事務局 文化的な資料ということで、財産とチェックを入れております。 

根本 文化的資料ですね。 

清水 この問題に限ったことではないのですが、委員の男女構成比というところで性別を集めますよね。いつも 

出てくるのは、男女共同参画計画があってというんですが、このときに、審議会等委員への女性の参画促進が 

掲げられておりとあって、委員の数さえあえばいいというのが、木更津の男女共同参画なんでしょうか。調査 

研究員もあるでしょうし、いろんなパターンがあるわけで、これについての男女比は調べないんですか。男女 

共同参画法の本来の目的というのは、あらゆる場面でと書いてありますけども。 

事務局 審議会等ということになっておりますので、研究員、ボランティア等については調べないということで 

す。 

清水 念のために、男女共同参画担当者に、そこのところだけ分かればあとはどうでもいいといっているのかど 

うか、後で確認してみてもらえる？委員のところだけに、それなりに女性参画があれば、あとは知ったことで 

はないというのが原課の考えなのか、それとも広くどの分野についてもある程度の女性の社会進出を目指すと 

いう制度だったら、そこだけ・・・というのはおかしいわけですよ。 

澤田 木更津市に男女共同参画計画というのは出来ておりますよね。そこの中に謳っているはず。 

玉造 女性は３割を登用しなければならないと、そういうことになっている。男女共同参画は全部で２４人いる 

と思うんですが、２０人は女性だと思います。 

清水 上限の規定はないわけです。 

澤田 後でいいですから、どういう計画になっているか教えてください。 

会長 清水先生の質問に。 

事務局 事務届については、編集委員について集めますけども、それ以外は今回は集めない。男女共同参画にお 

いて広くやっているかどうかは手持ち資料がもっていませんので、本件に関しては・・・・ということになり 

ます。 

清水 本当は法務の立場ではなくて、所管課の方の考えで、例えば、文化課としてはボランティアとか研究員と 

か、こういうものの登用に当たっては、男女共同参画の趣旨はどうでもいいと、そういうふうにお考えとおっ 

しゃって、だから性別は気にしていないんだという話かなと。 

文化課 そのことに関しまして、事務局から話がありましたけども、男女共同参画の中で、ひとつの指標設定と 

して審議会ということが必須と入っていますので、そこのところだけは確実に行うということで、調査研究員 

やボランティアについてどうでもいいんだという考えではございません。 

清水 いや、「そこのところだけ」 そういうふうにおっしゃったことに意味があると思いますので、 それで結構で 

す。結構ですよ。 

会長 澤田委員も。 

澤田 これは計画書にどういう表現をしているのか、もし分かれば。ここになければ後でいいです。 

会長 特に他になければ。 

事務局 次に、木更津市郷土博物館金のすずから届出のありました「木更津市郷土博物館金のすずに係る事務」、 

「木更津市郷土博物館金のすず主催事業」について報告いたします。説明資料の１７枚目をご覧ください。 

平成２０年４月１日付けで、 旧安西家住宅、 県立上総博物館を統合して、 木更津市郷土博物館金のすずとし、 

木更津市立金鈴塚遺物保存館を廃止したしました。これに伴い、金鈴塚遺物保存館にかかる個人情報取扱事務 

届については廃止し、旧安西家住宅にかかる個人情報取扱事務届については金のすずへと変更するとともに、 

新規届を行うものです。内訳については、説明資料の１７枚目にまとめてございます。 

それでは、木更津市郷土博物館金のすずに係る事務について報告いたします。事務届の１１枚目、説明資料 

の１５枚目をご覧ください。 

本事務は、木更津市郷土博物館金のすずの博物館資料の特別利用、複写物提供及び施設使用等に係る事務を 

行います。また、博物館の適正な運営に関し、館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べる博物 

館協議会として、木更津市郷土博物館金のすず協議会を設置します。 

記録項目は、１点目、博物館資料の特別利用、複写物提供及び施設使用等について、申請者と連絡をとるこ
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とがあるため、氏名、住所、電話番号、メールアドレスを記録項目としています。大学教授等又は大学に在学 

する者が利用料の減免申請をするときに、身分を証する書類を添付するので、職業、学業を記録項目とするほ 

か、身分証に、生年月日、年齢、性別が記載されていることが考えられるので、記録項目としています。年間 

観覧券を交付する場合、観覧券に番号を付すので、識別番号を記録項目としています。 

２点目、木更津市郷土博物館金のすず協議会についてですが、委員を特定するため、氏名、住所、生年月日 

を記録項目としています。委員に連絡をとるため、電話番号、メールアドレスを記録項目としています。性別 

は、木更津市男女共同参画計画において、審議会等委員への女性の参画促進が掲げられており、委員の男女構 

成比率の目標達成状況を確認するため、記録項目としています。委員に一定程度の知識や経験が要求されるた 

め、職業、職歴、学歴、資格を記録項目としています。委員に報酬を支払うため、口座番号を記録項目として 

います。 

収集先は、本人のほか、施設の使用について、不許可又は許可の取消し等をしようとする場合に、施設を使 

用しようとする者等が暴力団の構成員又は暴力団に関係のある団体であるか否かについて、警察に意見聴取を 

することがあるので、他の官公庁から収集します。 

提供先は、施設の使用について、不許可又は許可の取消し等をしようとする場合に、施設を使用しようとす 

る者等が暴力団の構成員又は暴力団に関係のある団体であるか否かについて、警察に意見聴取をすることがあ 

るので、他の官公庁に提供します。 

次に、木更津市郷土博物館金のすず主催事業について報告いたします。事務届の１２枚目、説明資料の１６ 

枚目をご覧ください。 

金鈴塚古墳出土遺物をはじめとする歴史、芸術等に関する資料の収集、保管、展示及び教育的配慮の下に一 

般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために実施する事業です。主催事業 

として、博物館資料の収集、保管及び展示、調査研究、体験教室、講習会等の開催を行います。資料の収集に 

ついては、資料の寄託を受けることがあります。 

記録項目は、主催事業の参加者を特定するため、氏名、住所を記録項目としています。参加者に連絡をとる 

ことがあるため、電話番号、メールアドレスを記録項目としています。事業の内容によっては、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。男女を一緒に 

することが適当でない事業では、男女比を把握する必要があるため、性別を記録項目としています。資料の寄 

託を受けることがあるため、財産を記録項目としています。 

収集先は、本人のほか、児童を対象とする事業では、児童の保護者等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 前半のが協議会ですか。 

事務局 金のすずに係る方が、観覧、使用者、 

会長 後者が、 

事務局 金のすず主催の事業、イベント等についての届出。 

会長 そういう区分けの元での届出。なにかございましたら。 

澤田 しつこいようですが、２件とも業務開始時期が２０年４月、約２年近く送れているんです。他にもありま 

す？これもさっき言ったように、市長に届け出たのはいつか、それは分かる？ 

事務局 調べてまいりましたので、報告させていただきます。すべてのものについて、最初から。一番目、 「かず 

さまちづくりディスカッション」に関する事務、こちらにつきましては２１年７月１５日付け、これは変更に 

なっていますので、実際に変更事務が行われたのは７月１５日です。続きまして、インターネット公売事務で 

す。こちらは届出が２１年１２月３日になります。続きまして、児童要録に関する事務につきましては２１年 

１０月９日付けで届出が出ております。続きまして、幼稚園事業の要録でございますが、こちらは２１年１１ 

月１８日付けで届出が出ております。次世代育成支援対策審議会事務につきましては２１年１０月９日付けで 

届出が出ております。乳幼児医療費及び子ども医療費助成事務につきましては２１年１０月１日付けで届出が 

出ております。この事務は小さい子どもの事務の変更ですので、変更は２１年１０月１日に変更がされており 

ます。子育て講座につきましては２２年１月２９日付けで届出が出ております。新型インフルエンザワクチン
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接種費用助成事務につきましては２１年１１月２４日付けで届出が出ております。犬のしつけ方教室事務につ 

きましては２２年２月１日付けで事務届が出ております。木更津市史編集事業につきましては２２年１月１２ 

日付けで届出が出ております。木更津市郷土博物館金のすずに関する事務につきましては２１年９月１日付け 

で届出が出ております。もう１枚の方も９月１日付けとなります。選挙啓発事務につきましては２１年８月５ 

日付けで届出が出ております。以上です。 

澤田 原則は速やかにとなっております。どうもそうではないということが、この件数でもお分かりいただいた 

と思います。 

堤 さっきと同じで、インターネットで委員との連絡を取り合う、使用がパソコン処理とされていない。 

事務局 機器の使用状況につきましては、パソコン処理の欄にチェックをお願いいたします。 

堤 両方とも？ 

事務局 はい。 

堤 清水先生にお尋ねがいいのか、 収集先として、「施設を使用しようとする者等が暴力団の構成員又は暴力団に 

関係のある団体であるか否かについて、警察に意見聴取をすることがある」とあるんですけども、こういうこ 

とに対する警察サイドからの回答というのはありうるんですか。 

清水 ありえます。 

堤 これは特段問題ない？ 

清水 提供される警察側の問題でして。 

堤 そうなんでしょうけども。 

清水 大概、私が承知している限りでは、よその自治体、都道府県レベル、県と県警とが協定を結びまして、必 

要な情報の相互提供、そのようなやり方をしていることもございます。一方的なものもございます。木更津市 

内でも、学校教育に関連して、教育現場の、例えば学校内で犯罪その他があったときに、警察に情報を提供す 

る、もしくは警察から、例えば金子という子がいて、この子が・・かっぱわれているよと、そういう情報を向 

うから提供を受けてなどという相互協定、相互の情報提供というようなものの合意協定も幾つかございます。 

そういうものに基づいての話だろうと思います。そうでありませんと、暴力団だということだけで、自動的に 

情報が出てくることもありませんし、逆に、この人は暴力団に該当しますかなどという聞き方も普通はできま 

せんので。 

会長 実際の運用とすると、それらしき人か団体が申し込んできたら、協定に基づいて、問い合わせするという 

ことになるわけですね。 それによって、 不許可ないし許可の取消しとなる。 暴力団関係者に限られるんですか。 

今の話だと、協定があるという前提ですけども。暴力団ではない団体に関して、こうしたことはないんですよ 

ね。 

事務局 施設の設置及び管理条例に、暴力団については許可をしない条項が加えられておりますので、その関係 

で、暴力団という限定がされています。 

会長 金のすずだけ？ 

事務局 市内のほとんどの施設が、議会によって、この条項が加えられております。 

会長 そうすると、今の質問というのは。これが答えなんですね。他になにかございましたら。最後ですね。 

事務局 次に、選挙管理委員会から届出のありました「選挙啓発事務」について報告いたします。事務届の１３ 

枚目、説明資料の１８枚目をご覧ください。 

選挙関係するポスター・標語を一般に広く募集することにより、明るい選挙の啓発を図るものです。 

記録項目は、応募者を特定するため氏名を記録項目としています。応募資格は、ポスター募集においては市 

内に在住又は通学している児童・生徒とし、標語募集においては市内在住者の一般の方と、市内に在住又は通 

学している児童・生徒としており、 市内在住の一般の方にあっては、 住所のほか、 応募資格ではありませんが、 

募集要項で年齢を記載することと規定されているので、 年齢を記録項目としています。 児童 ・生徒にあっては、 

学年を記載することとなっているので学業を記録項目としています。応募者等に対し連絡をとることがあるた 

め、連絡先として電話番号を記録項目としています。 

収集先は、本人のほか、児童・生徒を対象とするものにあっては、児童・生徒の情報を、学校を通じて収集
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することがあるため、他の実施機関（教育委員会）から収集します。 

提供先は、応募作品の審査、採用作品決定をするため、その他（木更津市明るい選挙推進協議会）に提供し 

ます。 また、 県の啓発事業に作品を出品するものがあるため、 他の官公庁 （千葉県選挙管理委員会）、 その他 （千 

葉県明るい選挙推進協議会）に提供します。以上です。 

会長 何かございますか。 

清水 記録項目の上から４行目のところで、「募集要項で年齢を記載することと規定されているので」、その次に 

「児童・生徒にあっては、学年を記載することとなっているので」というのは、これは市が考えているのでは 

なくて、国なり、県なり、こういうところが、何に使うんだか分からないけれども、規程か規則を作って、一 

方的に言ってきているので、市としてはそのことについて何も検討をしないで、そのまま出すので、こういう 

情報を県に提供するために必要だと、こういうことでよろしいですか。市は必要がないけれども、県がそうい 

ってきているから、そうなんだとおっしゃっていただきたい。 

事務局 はい。 

清水 いや、原課。 

選挙管理委員会 県の方で要綱に基づいて、市の方もやっておりますので、そのまま・・・・。 

清水 結構でございます。 

会長 この事務というのは、選挙の啓発を目的としたポスターとか標語を、選挙の啓発を目的として募集する。 

この事務は今に始まったわけではありませんよね。新たにこういう事務が始まるというならともかく、私が小 

学校や中学校時代にもあったような記憶ですけでも。 

事務局 ご指摘のとおり、以前より行っているもので、こちらも経緯としましては、広報紙で募集する際にチェ 

ックしたところ、届出がなかったものですから、届出するようにということで、今回報告させていただいたも 

のです。 

会長 選挙が間近になると、こういった募集をかけるということが実際の？それともずっと継続的に。 

選挙管理委員会 毎年行っている啓発の一環で。 

会長 選挙の度というのではなくて、毎年一定の期間。 

選挙管理委員会 夏休みにあわせて。 

会長 学業。ああ、生徒が。じゃあ、毎年やられている。 

選挙管理委員会 そうです。 

会長 ほかになにか。 

鳥飼 範囲は千葉県だけですか。千葉県明るい選挙推進協議会となっていますけども、千葉県だけのポスターな 

の。千葉県だけれども、作品がいいのは、国に。そういうものじゃない？ 

会長 提供先がですか。 

鳥飼 作文とか、千葉県から国に行くのがある。 

事務局 木更津市の選挙管理委員会からは、千葉県の選管、協議会にあげますけども、さらに、その上ですね、 

全国レベルに行きますと、県の選管等があげると。ただ、市としては県レベルまでしか提供はしません。 

会長 他に何か。 

堤 事務届の・・の関係ですけど、選挙啓発事務は継続中ですけど、毎年、夏休み頃にこういうポスターを募集 

されると。こういう届出自体というのは、委員のくせして条例の不勉強みたいなのを露呈して申し訳ないんで 

すけども、届出というのはその都度、こういうことの募集あるいは具体的な事務の内容、ポスターを募集する 

際には直前にもすべき？ 

清水 いや、いっぺんで。 

堤 いっぺんでいいわけですよね。 

清水 内容が変わるとか、増えるとか減るとか、それだったら変更届という形で出して欲しい。 

堤 すると、選挙啓発事務というのは、今まで全然、届出もされていなかった。 

事務局 そのとおりです。 

堤 そういうことになりますよね。もう一点。前に戻って申し訳ないんだけども、取扱事項の６ページ、児童家



22 

庭課の乳幼児、これも継続中ですよね。これは２２年１０月１日に届出がされたと、これはどういう関係なん 

てすか。 

事務局 元々、乳幼児医療費の方は事務届を出してありました。今回、昨年の１０月から子ども医療費の助成を 

開始しましたので、乳幼児医療費と子ども医療費は、一見、別々のように見えるんですけども、仕組みが同じ 

であるということと、将来的に制度が同じようになるということで、今回、児童に対する助成ということで一 

本化とさせていただいたものです。ということで、こちらに関しましては元々継続中、で、変更がかかったの 

が、２１年１０月１日となります。 

堤 そうすると、 先ほど澤田委員が指摘された、 届出をした日を記載していただくなり、 事務自体のものとして、 

それは初めて届出されたもの、継続中の事務なのに初めて届出されたものなのか、あるいは、事務自体は継続 

しているが、新しく内容が変更されたから事務変更なのかということだけは、明らかにしていただいた方が、 

より議論が混乱しないのではないか。 

事務局 先程来のご質問、提案で、わかりにくいということがありますので、今後は、実際に出された日を入れ 

るように、届出の書式につきましても、今後、見直しを図っていきたいと思いますので、よろしくお願いいた 

します。 

澤田 これで案件が全部になりますよね。 

会長 他に。この件に関してですか。 

澤田 ええ。他にあるんですか、届出が。 

会長 これ、私が言います。他になにかありますか、この件に関して。 

宮口 さっきから探していたんですけど、今回の１３ページの、情報の提供先の、他の官公庁だけに印がつけて 

あるんですけど、こちらの説明書きの１８ページだと、他の官公庁と、その他「千葉県明るい選挙推進協議会」 

に提供しますと書いてあるので、どっちなのかなと考えていたんですけど。 

清水 国・県・他市等ですか。等の団体？ 

選挙管理委員会 これは、県庁の組織ではなく、外郭団体。 

会長 県の外郭団体？ 

選挙管理委員会 はい。木更津市でも、明るい選挙推進協議会は組織条例に入ってません。そういう位置づけで 

すから、民間といえば。 

清水 例えば、 警察に情報を提供するとか。 交通安全協会、 これも一緒かといえば違いますよね、 基本的にはね。 

市によっては、観光協会なんて市の建物の中に入っているところなんていくらでもあります。かつての木更津 

市役所でいえば、土地開発公社、一応別組織ですよね。そうすれば、官公庁の中には入らない。 ・・の中にいる 

人は公務員ではないですよね。ですから、民間なんじゃないんですかというのが、宮口委員のご指摘だと思う 

んですが。宮口委員、それでよろしいですか。 

宮口 はい。 

事務局 その他については、民間私人の方に。 

清水 「にも」でしょう。 

事務局 にもチェックをお願いします。 

会長 その他を削除して、民間私人に。その他を残すの？ 

事務局 はい。民間私人にもチェックを。 

会長 他になにもなければ。澤田委員なにか。 

澤田 いままで色々検討してきました。この木更津市の個人情報保護条例７条によると、実施機関はあらかじめ 

市長に対し届け出なければならないと、これは原則になってますよね。ただし、緊急やむを得ないときはこの 

限りでないとこういっている。ひとつお聞きしたいのは、市長に対し、届け出ますよね、届けたものをどうさ 

れるんですか。内部で検討する検討機関、検討されるんですか。それがされないと、この審議会に報告するだ 

けとなる。これではまったく意味がない。もっと条例をきちんと作り直す必要があると思います。この点、ど 

うなんでしょう。 

会長 質問というかご意見？
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澤田 質問ですよ。どういう取扱いをしているのか。 

事務局 現在の取扱いとしましては、届出がなされた段階で、一応、法規担当の方で、実際にこれを使うのかど 

うかとか、細かい点について、一応、課と調整をさせていただいて、使わないんだったら使わないでください 

と、指導させていただいて、その後に、行政資料室の方にすべて写しを置いてあるという形を取っています。 

澤田 もうひとつ。具体的に、ここで協議あるいは報告の中身を検討するように、細かいところはどうなんでし 

ょう。法規の方でやって、あとは資料に出す、これだけ？私がいいたいのは、チェック機関がきっちりしてい 

るのかということなんですよ。審議会に報告されるのは、２年、もっとひどいのは遅れるでしょう、その間、 

どんどん、その情報出していますよね。それが心配なんですよ。内部チェックをしておいて、さらに審議会に 

速やかにかけるところには程遠いのではないですか。 

会長 ご意見でしょうか。質問？ 

澤田 質問。 

事務局 内部チェックとしましては、今回も、幾つか総務課で、実際にやっていなかったということで、広報き 

さらづでチェックさせていただいて、届出とあっていないということで、原課に指摘をしたところ出てきたと 

いうところは幾つかございます。そういう意味では、なるべくうちの方としても、外部に出て行くようなもの 

で、うちがチェックできる範囲であれば、チェックをかけながら、実際に届出がきちんとなされているかどう 

か、適正に処理をするように指導していきたいと考えております。 

澤田 それは是非指導してもらう必要がある。前回の審議会でも、同じ問題を指摘されている。皆さんそうです 

よね。ご記憶あると思うんですが、今回もそうなんです。こういうことがずっと繰り返されると、あまり、こ 

ういう審議会をやっても事後のチェックだけ。 

清水 専門委員としてご説明します。平成７年にこの条例を作るという作業をしたときに、本来であれば、こう 

いった、７条ですか、そういったルールというものをきちんと遵守できるように、システムをつくるというの 

がもちろん最も望ましい、ただし、その時点で、木更津市の、現在も、決して法規課ではございませんので、 

総務課なんです、総務課の中の法規担当という位置づけでございまして、行政組織の中からいけばですね、他 

の部、課、こういったものを、いわば指導、監督するという、直接的な権限はないと、相談があれば承る、場 

合によっては気がついたら話はする、ということがあっても、間違いだから直せというような強制的な権限は 

ない。組織上そうなっておりますし、先程来の体たらくでございまして、長年、１０年近く前にですね、各課 

でそういうものを相互チェックするというような第三者機関をつくるというのは、とても望むべくもない。そ 

こで、この審議会がそういう役割を担いまして、若干、事後チェックではありますけども、やらないよりはま 

しと、そういう主旨で、こういった、審議会がこのような仕事をするきっかけになりました。澤田委員もご承 

知のとおり、 多分こういう組織で、 毎回毎回こういった報告をやっているところというのは、 千葉県の中では、 

少なくともほとんどないと。ございませんので、他の市町村の実情というのをお話ししますと、はっきり言え 

ばめちゃくちゃです。これはまだいい方なんです。それでもこれだけのものがでてきているんです。事務届の 

数というものをみておりますと、うっかりいたしますと、２００件、３００件というようなところから、木更 

津とは桁が一桁二桁違うというぐらいの、この役所は一体、個人情報取扱事務というものをほとんどやってい 

ないんじゃないかと見えるような自治体もたくさんございます。そこでですね、その問題は、澤田委員がおっ 

しゃるように、なかなか実効性がないから、こんな制度をやめてしまえというのがひとつのものの考え方、私 

も個人的には楽になるなという気がしなくもございません、で、あとは、市の職員の自発的な努力というもの 

に任せて頑張ってもらうというのもひとつの方法だろうと思いますし、こういう審議会ではなくて、市内部で 

のチェック機関というものの設立、整備というものを勧告して、お役御免というのもひとつの方法だろうし、 

そこから先は立法制度の問題、現状でなぜこういうことになってしまったかといったら、今お話したとおり、 

多分、内部チェック機能というものが働かないという前提、働かないからこそ、毎回毎回こういう問題が起こ 

るんです。そういうことです。 

澤田 実は、私、今、県の情報公開審議会推進委員という、そういう会議で、そこも大変なところなんですよ。 

それはまあ公開していいんですが、 やっぱり公の機関で、 公の情報を、 いかに適正に処理するかということは、 

地方自治もそうですが、民主主義のルールなんですよ。片や知る権利がありますよ、そういうのがある。とこ
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ろが、片方には、個人情報を保護しなければいけないという別のルールがあるはず。そこをいかにするかとい 

うことは、その個人情報を預かっている官公庁がしないと誰がするんですか。危なくて、そんなものは市に個 

人情報を取られたくないよといいます。それじゃ成り立たないですよね。だから、私は、何回も、繰り返して 

やっておられるのはいいかもしらんけど、もうちょっと、なんとか、お互いに真剣に考えることはできないん 

ですかと、条例改正という話があるようですけども、これやめてしまえという、そんなことで私は申し上げて 

いるんじゃありません。 

清水 むしろ私が言っている。 

澤田 そうじゃなくて、もっと工夫してね、色々議論して、いい方法はないかということの、建設的な解決を早 

急にする、今回も前回も同じことをずっと繰り返していたら、少なくとも、私ども出席してもあまり役に立た 

ないのかなと、それはやっぱり、私どもがもうしあげたことをきっちり、ある程度守っていただかないと進ま 

ないはず。毎回申し上げないと、こういう話ですか。そうじゃなくて、気が付いたところ、もっとしっかり、 

なんかできないものか。という姿勢をとっていただかないと。私はそう思うんです。これ意見です。 

会長 十二分に考慮してください。 

堤 私も審議会委員長いものですから、市としての対応の仕方も相当変化してきているんじゃないかなと思って 

います。前回、前々回との比較ではなくて、もう少し長いスパンで見たときに、木更津市の職員の方々の個人 

情報保護に対する意識もどんどん変わってきておられる。システム的にも、前はお答えいただくのが、総務課 

だけだったはずなんです。大分前から、それぞれの課の職員、担当者が来られて、お答えいただくシステム。 

やはり、申し訳ないですけども、最初の頃は全然問題意識がなくて、質問に対する答えというものが、非常に 

ずれてしまっている。個人情報を保護するとか、届出をするとかの意味をあまりご理解いただかない状態で、 

お答えいただいて、総務課の法規担当の方は当然わかっておられて、原課の方は、なかなか質問の主旨とか考 

え方がわかってなかった。でも、段々、この頃の方をみていると、変わったというのが大きい。原課の方が来 

られて、その都度、委員会の委員の意見を聞いたり、答えられる過程の中で、個人情報の保護とかあるいは届 

出をすることの意味がどこにあるのか、翻って、自分たちが扱っている情報がどれだけ重大な意味をもってい 

るのかということの意識を涵養されているんじゃないかなというには感じます。 それほど、 やはり、 すんなり、 

スピードをもって、極めて効率よくというわけにはいかないかもしれないですけど、それなりに委員会の委員 

と、及びそれに対する市の、あるいは職員の方の取組みが少しずつ進んでいるんじゃないかなという気はして 

います。 

会長 その点に関しては同じ認識ですね。私も、堤委員と同じ道を歩んできたので、同じ認識です。特になけれ 

ば、１０分くらい休みにはいります。 

（休憩） 

会長 それでは、会議を再開します。次第の２点目、木更津市個人情報保護条例の一部改正についての諮問がご 

ざいます。ご説明願います。 

事務局 本日の諮問につきましては、池田総務部長より諮問させていただきます。 

池田総務部長 本来であれば、水越市長より諮問させていただくところでございますが、公務のため、私が代理 

を務めさせていただきます。 

木総第７５４号。木更津市情報公開総合推進審議会会長様。木更津市個人情報保護条例の一部改正について 

（諮問） 。 下記のことについて、 木更津市個人情報保護条例第２５条第３項の規定により諮問します。 平成２２ 

年２月１２日。木更津市長、水越勇雄。記。１ 木更津市個人情報保護条例の一部改正について、でございま 

す。よろしくお願いいたします。 

事務局 なお、池田部長は、公務によりまして、ここで退席させていただきますので、ご了承くださるようお願 

い申し上げます。 

会長 それでは諮問内容について、事務局からご説明願います。 

事務局 諮問内容について説明いたします。諮問の理由についてでございますけども、個人情報の取扱いについ 

ては、木更津市個人情報保護条例に定めるところにより取り扱っているところですが、市条例が平成１１年１ 

０月に施行、その後、個人情報の保護に関する法律が平成１５年５月３０日に、行政機関の保有する個人情報
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の保護に関する法律が平成１７年４月１日に、それぞれ施行されております。今回、法の規定に準じた規定と 

する、条例の一部改正を行おうとするものです。 

最初に、第１条、目的規定の改正についてでございます。あらかじめお送りしました、現行条例と改正案の 

対照表の１枚目、参考資料の３枚目をご覧ください。本市の個人情報保護条例の目的規定は、個人情報を最大 

限に保護することを目的とするものですが、本市の個人情報保護条例よりも後に制定された、行政機関の保有 

する個人情報の保護に関する法律第１条では、「行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、 個人の権利利益を保護 

する」とされているなど、国や県内市町村と比較しても、より個人情報を保護していこうとする、高水準のも 

のとなっております。こうしたことから、法律に準じ、行政の適正かつ円滑な運営と個人情報の保護を調和す 

るような規定に改正しようとするものです。改正案は、第１条を、「この条例は、個人情報の保護に関する法律 

（平成１５年法律第５７号）の趣旨に則り、本市における個人情報の取り扱いに関する基本的事項を定めるこ 

とにより、 行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、 個人の権利利益を保護することを目的とする。」 と改めるも 

のです。 

次に、第７条、個人情報取扱事務届の審議会への報告の廃止について、でございます。個人情報取扱事務届 

の当審議会への報告は、事務届の閲覧方法が、市役所内の行政資料室での閲覧に限られていることから、事務 

届が適正な届出であるかをチェックする機能としては有効であるところですが、情報通信技術の進展に伴い、 

今後、個人情報取扱事務届をインターネットで公表する場合には、審議会委員を始め、より多くの人が自宅等 

において逐次、届出を閲覧しチェックできるようになることから、木更津市情報公開総合推進審議会への報告 

を廃止しようとするものです。改正内容は、条例第7条第５項を、 「市長は、第１項及び第２項の規定による届 

出があったときは、速やかに、当該届出のあった事項について目録を作成するとともに、規則で定める方法に 

より一般の閲覧に供しなければならない。」 と改めまして、第６項を削除するものです。 インターネットでの公 

表については、第５項の改正案で「規則で定める方法により」と申しましたが、条例施行規則第２条を改正し 

て規定いたします。改正案については、対照表の３枚目をご覧ください。規則第２条４項としまして、「条例第 

７条第５項に規定する個人情報取扱事務の届出の閲覧は、行政資料室に備え置くことにより行うとともに、イ 

ンターネットを利用する方法により行うものとする。」を、第５項として、「市長は、前項の閲覧に際し、届出 

の内容の説明も併せて閲覧に供するよう努めるものとする。」を、第６項として、「個人情報取扱事務の届出を 

一般の閲覧に供しなければならない時期は、原則として、個人情報取扱事務の開始前とする。ただし、当該時 

期が、木更津市の休日を定める条例（平成元年条例第２５号）第１条に規定する市の休日にかかるとき等やむ 

を得ない事情があるときは、この限りでない。」を追加するものです。なお、事務届のホームページ掲載につい 

ては、担当課から総務課に事務届の内容について協議したうえで掲載することを予定しております。 

最後に、 第１２条、 オンライン結合の条項の削除について説明いたします。 対照表の２枚目をご覧ください。 

本市の情報通信環境におけるセキュリティ体制が強化されたことに伴い、オンライン結合において、従前、懸 

念されていたセキュリティに関する問題が解消されたことから、条例第１２条を削除しようとするものです。 

以上です。 

会長 改正の趣旨ですね。具体的な説明がありました。以上が、私どもに諮問された内容ですが、本日、この時 

間で諮問に対する答申というものを出すことも、 時間のことを考えますと、 とりわけ今回の場合は、 目的規定、 

大胆に、大幅に手を加えるということと、それから、先程来、かなり厳しいご指摘がなされた、条例上の根拠 

となる７条の当該条項を削除するということ、一方では、オンライン結合によってカバーしていこうという、 

というような、おおざっぱにいえば、そういう条例改正に関する諮問でありますので、この会の時間では足り 

ないだろうということで、本日は、様々なご意見、疑問点をこの場で言っていただいて、事務局の方にお答え 

願う、で、それを踏まえ、次回の審議会で諮問に対する答申を出していこうというふうにしたいんですけれど 

もよろしいでしょうか。 

玉造 私は社会福祉の立場から、 ・・・個人情報を最大限に保護するということが、個人の権利利益を保護するこ 

とが最大の目的であると解釈しています。これは、非常にやりやすいのかなと。ルーズにするというのではな 

いのですが、実例といいますか、民生委員が、木更津市には２００人ほどいるんですけども、実はこの間、行 

方不明者の放送というのがございました。東太田地区で、７０何歳という人が行方不明ですと。実は私、東太



26 

田なんです。東太田というと、東洋のところからアピタの方までで、東太田何丁目かなと警察に問い合わせま 

した。それはちょっとということであった。私は東太田地区担当の民生委員ですと、そこには４人の民生委員 

がいます。ですから、何丁目といっていただけるとありがたいと。私はすぐに家に帰って、ピンと来た人がい 

たんですよ。その家でした。ですから、やはり個人情報も本人の利益とかそういうことになるならば、私自身 

が探すことはできなくても、そこの家に行って、どこに行っているか分からないとか、あるいは行きそうなと 

ころはどこだとかいろんなことで、車に乗せていって協力することはできるわけです。だから、こういうこと 

は非常にありがたいなと。ただ、これは清水先生もいますけども、民生委員一人一人は、個人情報保護じゃな 

く、民生委員の守秘義務ということで、私は・・・と思っています。事業者ではありませんので、基本的には 

情報を保護するという立場は同じですけども、市役所の社会福祉課とかそういうところでも、あるいは警察で 

も、もうちょっと幅があるといいなと、現場ではそういうふうに思っています。この場と、私の行っていると 

ころは違いますので、それぞれの事業所なり、事業者の立場ではですね、多少違うのかなと、第７条は我々に 

とっては不利だと思っています。 

会長 ７条についてですか。 

玉造 １条です。 

会長 ご意見？ご意見を伺って、１条の改正案に賛成？賛成であるというお立場。 

堤 目的を変えるというのは、かなり重要なことだと思うんですけども、あらかじめ頂いた、審議会の諮問の概 

要というところに、１の諮問の理由を、法及び行政機関個人情報保護法と条例の規定の違いによる取扱いに苦 

慮しているということと、もうひとつは、議会等で、条例第１条の規定が現場の混乱を大きくしており云々と 

いうことがあるんですが、これはどういうことを言っておられるのか、具体的に説明してください。 

会長 議会でどういう質問がされたかという？ 

堤 規定の違いによる取扱いに苦慮しているというのは、まあ、あるいは、現場の混乱を大きくしているという 

ご指摘があったわけですから、例えば、その具体的な事例がある？つまり、今の１条がこうだからこうなって 

いるんだということだと思うんですけども。 

会長 これだと、今ご指摘があった点もそうなんですけども、国の法律の目的規定と本条例の目的規定に規定上 

違いがありますよね。その違いに戸惑われている。現場の職員が、とりわけ。ということなのか。法律ではこ 

うなっている、ところが本条例ではこうなっているとか、どちらをとったらいいものか、現場の、個人情報を 

扱う際に、巡り巡って先程の届出のような、時期を失したというようなことに繋がっていくのかを含めて、私 

からもそういう質問。 

事務局 法と条例の違いということなんですけども、各課等で実際に事務を行う際に、例えば、国の方からの事 

務に際して、ガイドラインが示されることが多々あります。その場合において、国の方では、法に基づいて行 

ってくるんですが、 実際に運用する、 本市の現場レベルでは条例に沿ってということになりますので、 そこで、 

規定が違うということで、どうしても、条例の方は「最大限に」ということがありますので、そこに囚われて 

しまうことがあるのですが、そのようなことから苦慮しているとのことを伺っております。また、議会の質問 

におきましては、平成２１年６月市議会定例会におきまして質問がございました。その中で、第１条につきま 

して、条例改正を含めまして、問題解決をしてほしいという趣旨の質問がございましたので答えました。 

堤 要は、議会で、１条の規定が現場の混乱をしているんじゃないかという指摘があったとして、１条のどうい 

う文言、どういう・・が現場の混乱を招いているのか、あるいはそういう説明があったのかなかったのか、ど 

ういう認識しておられるのか。 もう１点は、 法律とか行政機関個人情報保護法と条例の規定の違いというのは、 

取扱いに苦慮しているといわれるけども、どういう規定の違いで、私の、率直に言うと、その改正をしたいと 

いう理由と、１条の改正が結びついていない気がしてならない。個別の具体的事例が、国と条例、違うからや 

りにくいとか、ガイドラインの話で、国の・・・基本的にはこっちでいいんだと言われれば、個別の規定を改 

正したいと言われれば分かるけれども、目的自体が、１条の抽象的な目的を改正したいとおっしゃるならば、 

その目的を改正しないと不都合が生じているということを示していただかないと理解できない。その前提とし 

ての、いわゆる立法事実とか、改正するための、なぜこれを改正しなければならないのか、あるいは改正しな 

いとどういう不都合が生じているのかを具体的に説明していただきたい。
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事務局 目的規定は、直接これが適用されるものではないので、実際には解釈の指針にすぎない。そういう意味 

では、 たしかに、 目的規定がこのように変わったからといって、 直接そんなに変わる、 変えなくてはいけない、 

変わるというのは、直接的には結び付かないと思われるんですけども、例えば、ガイドラインの方で、法令に 

定めるものとして、 警察の、 刑事訴訟法１９７条の照会がございます。 これは、 大抵の国のガイドラインでは、 

法令に基づくものとして出しなさいよというのが数多くございます。ただ、うちの場合は、当然、１９７条だ 

けでは、一応、法令には、そういうことができると書いてあります。たしかに、警察は照会できるんですけど 

も、うちは答えなければならない、そういった義務的なものではございません。そのような点から、結構厳し 

く、実際の理由を聞いたりとか、相手方の保護措置をきちんと確認したりとか、そういった形をして、実際問 

題として、他の自治体と比べて、うちの方は厳しいとよく言われております。そういった、法令に基づくもの 

というものの解釈にしても、やはり目的規定に「最大限」ということがございますので、そういった点も考慮 

して、市の義務規定ではない、（刑事訴訟法）１９７条の照会とかそういったものについては、ここには直接的 

には、完全に入って・・するものではない、そういった解釈をとっているところです。そういった点からも、 

ひとつの同じ規定であっても、解釈の指針として、若干の影響はあるのかなと考えるところです。 

堤 要は、条例の目的を変えると、個人情報の保護に関しては、ゆるく対応できるようになるよというか、そう 

するよという考えだということでいいんですか。 

清水 そういうことを期待している。 

堤 そんなふうに受け取れちゃうし、つまり、個人情報の保護に関して、市の姿勢というか、今までよりずっと 

後退して構わない、あるいはガイドラインに沿ってやったって、とにかく、そういうややこしい事務的な煩雑 

さがあるから、個人情報の保護はあまりしなくていいんじゃないか的なニュアンスに聞こえてしまうんですけ 

ども。 

清水 それはそうおっしゃっている。 

会長 そのようにも聞こえるからというご指摘。 

堤 個別の条項で、ここの点が不都合があるとか、ここに整合性がないんだから、あるいはここをこうすべきだ 

ということであれば、まだ分かるんですけども、国の法律と条例の違いがあるとか言われたら、目的規定云々 

という、そこの理解はちょっと私はできない。 

事務局 確かに、目的規定だけというのは、確かに変わらないというのはある、 

堤 変わらないじゃなくて、変えるべきだという理由を、もう少しちゃんと示していただきたいというだけ。 

事務局 あとは、今現在、「最大限」ということを１条に謳ったうえで、例えば、今回あげさせていただいている 

のが、７条の改正と１２条の削除というのがございます。そういった改正も若干一部ございますので、７条を 

改正すれば、細かいチェックがかからなくなるという点では若干ゆるやかになる。あと、１２条の改正にいた 

しましても、審議会での諮問答申がなければオンライン結合ができないということになるとかなり厳しい、や 

はり最大限に保護しようというところが、やはりかかってくるのかなと。若干そこを緩める以上、やはり多少 

目的が変わることもありうるのかなという点で、個別規定が変わって初めて目的規定が変わる、目的規定だけ 

が変わるのではないので、そういうふうに理解しております。 

堤 要は、私たちの考えが正しいとか言っているのではなくて、市として、この条例の、例えば、目的条項を変 

えると、変えたいんだと。変えたいとして、変えるべきだと考えている理由は何なのかということを、もう少 

しきちっと説明していただきたい。そこがはっきりとしないとね。 

清水 数分いいですか。宮口委員の授業を。もともとですね、 

澤田 ちょっとその前にお願いしたいことが。今言われたようにね、堤先生のような話の続きなんですが、もっ 

とね、個人情報保護の過剰反応というのはなんなのか、本当に忌憚のないご意見を、あるいは実態を教えてほ 

しい。それから、その国と自治体との規定の相違というのは、それでその苦慮しているという具体的ななにか 

を言っていただくとわかりやすい。混乱を招いているというというこういう話ですから、どこをどう混乱して 

いるのか、そこをきちんといってもらう。それから、セキュリティ体制が強化されたという言い方をされた、 

これはどこがどうなったのか。私どもは、これではここを外しましょうといって安心して個人情報の保護を外 

したことによってよくなる、あるいは今でも事後にこういうふうなことで大丈夫かなと心配がある、その心配
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がなくなるような説明をいただくと賛成、大賛成。理由如何でね。そういうことなんです。 

会長 引き続き、説得力が乏しいという指摘なんですが、目的規定に関して。 

堤 そこは単に説明してくださいということで。 

会長 説得力があるように思われればというふうなことなんですね。 

清水 昭和の終わりの頃に、こういった個人情報保護法制を作ろうという動きが最初に生まれた頃には、何もル 

ールがないわけです。国の方はルールを作らない、そういう制度を外国から導入することについて勉強するレ 

ベルで。ですから、職員の個人情報を持ち出すこともあれば、不正利用することもあって、山ほどトラブルが 

あったんです。私の記憶がある限りでは、役所が持っている個人情報を民間企業に売り飛ばしたというケース 

すらございます。そういう時代を経て、なんとかしなくちゃいけないと最初に考えたのは市町村なんです。一 

番最初に作ったのは九州、福岡の春日市というところです。市町村がまず条例を作りました。この条例を作っ 

たときには、なにしろ個人情報を保護しなければ話にならないんだということで、当時は「最大限」が流行っ 

たんです。千葉県には例がないといいますけども、まともな自治体は途中で条例を変えていますので、残って 

いるのは木更津だけという。こういう、ひとつの目的を作ったんです。ところが、その後ですね、時代はとば 

しますけども、法律ができます。法律というのは、個人情報保護法という大きな枠組みがあって、民間事業者 

だけが各論を直接担当しまして、国の行政機関、独立行政法人、都道府県、市町村、それぞれが独自にルール 

を作りなさいという法律を作り上げた。そこで、本当はその時点でこの条例を作り直して、そういう方法もあ 

ったはずなんですが、従来の条例というのがありますから、そのまま生き続ける。で、特に、当時の国は、今 

の総務省は、この各論の部分での各都道府県、市町村の条例は、それこそ地方自治の問題だと、自治の問題で 

あるから独自におつくりになればよろしいとおっしゃるものですから、真に受けたところもあるわけです。そ 

うなってみると、内容的な言葉が違うというのはいくらでもありまして、例えば地元の話をしますと、先生よ 

くご存知でしょうけども、この地元の木更津、君津、富津、袖ヶ浦、四市全部条例が違います。保護水準も違 

いますし、規定の文言すら一緒ではございません。私も、この辺の仕事をするようになりまして１０年間、各 

首長さんに対して、せめて情報公開条例と個人情報保護条例は統一したらどうだという意見を言い続けました 

けれども、ことごとく却下でございます。それぞれ独自性を主張なさいました。それぞれ条例を運用する、そ 

うすると一番最初に問題になるのは、法律の対象になっているのは民間事業者だけなんです。これが基本的 

に・・で５，０００件の個人情報、多いと思われるか少ないと思われるかはいろいろ議論のあるところですけ 

ども、５，０００件以上の個人情報をもっているのが法律の適用であって、４，９９９件しか持たないときに 

は法律の適用すらございませんので、まるっきりザルなんです。ところが法律を作りましたら、このことがす 

っかりどこかへ飛んでしまいまして、２００件、３００件しかもっていない連中が個人情報の保護ということ 

を言い出す。一番簡単なのは、学校なんかでクラス名簿を作れない、連絡網を作れない。ただ、そこは過剰反 

応なんですが、もう一歩、その裏側には、そういう個人名簿が外に流出して不正に使われている、そういう例 

も山ほどございます。そのところ、どっちを選ぶかというのは政策の問題。例えば、この辺の千葉県で、振り 

込め詐欺の被害者、大学生が被害者になったという例がたくさんございました。大学間の協議会で、いったい 

どこの子どもが被害者になったのか、特定圏内の特定の三つの学校に集中しました。それは高校の卒業生名簿 

がばらまかれて、どこからか出て行って、そこのところが集中的に被害にあった。外房の方です。地元に大学 

がないから、子どもがみんな外に行ってしまう、 ・・・・。そういうこともあって、５，０００件に満たないん 

だったら、法律の適用対象にならなくていいんだという考え方がいいかどうか、ここも議論の対象となる。た 

だ、法律の枠組みとしては、法律は４，９９９件までの人間は知らない、保護対象にしない、規制の対象にも 

しないと言っておりますので、結局、こっちの条例の方では、そういうことも考えざるをえなくなって、そう 

いう必要もあります。もうひとつ、条例は、自治体によって条例が違います。国の方は、ひとつの政策を取り 

上げますと、先程、事務局の方から、法令という言葉を使いました、この法令という言葉の定義すら実は定か 

でないんです。普通、法令というのを厳格に言いましたら、法律と政令だけですよね。ところがこの政令に省 

令が入る、総理府令が入る、場合によっては規則が入る。下部規範まで入るか入らないかというのは、国の法 

律をみても、ここまで入るといっているのもあれば、入らないといっているものもある。そもそも法規の方が 

不統一なんです、国の方の法令。こちらの条例の方はめいいっぱい上の方に上げているところもあれば、下の
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方もある。下げる、拡大するところもある。それを統一しましょうという話になると、国は何も基準を出して 

こない、現実に。一番簡単なのは、国が民生委員に対しては個人情報を提供しなければならないと書けばそれ 

で終わりなんです。ところが、国は事実上責任を放棄するわけです。そこで、国の方が何もしないので、判断 

だけはここに求められる。そうすると、判断を求められた市町村の方からすればですね、一旦その情報を出し 

て、外でなにがしかのトラブル、例えば民生委員にお出しした、ないとは思うんですけども、民生委員が個人 

情報を悪用したケースはないわけではない。そういうことがあったときに、市の方としてはどういう対応をと 

らなくてはいけないかというと、 提供した市の方はぼろくそに言われるでしょうね。 そこで、 行政機関の方は、 

市として民生委員にお願いしているのだから、これは多少のリスクがあっても出すべきだと判断すれば出せる 

んです、今の条例で。出してはいけないとはどこにも書いていない。政策目的で出せるんです。ただし、責任 

は出した方が負います。従って、危ないと考えた人間は出せなくなります。そういう判断が全部ここのところ 

に来てしまう。そうすると当然、市町村の方は、職員の質の問題とかいろいろございますので、横並びで、他 

の市はどうなっているんだと。それは全国レベルでは見ないで、せいぜい隣近所しかみない、そうなると、皆 

同じ様な、皆で渡れば怖くないみたいな言葉になっていきまして、それが、行政の執行の、こういう言葉につ 

ながっていくんです。ところが、変えなくてもいいというのが私の持論なんです。もともと条例というのは、 

国の個人情報保護法の枠の下位法ですから、ここに行政の円滑な執行、そういうことを書いてあるわけです。 

その目的の中で最大限なんです。ですから、どの道同じところへたどり着く、法改正と同じところにしかたど 

り着かないんですが、これは私なりの解釈です。この言葉が、ひとつの呪縛材料になっているんですね。最大 

限と書いてある。全体の法律の枠組みの中でどういう位置づけになるかということは一切考えない。最大外と 

いえば最大限、マックスなんですよ。だから仕事が何もできないんですよ、そういうお考えだろうと私は推測 

している。その結果、これを外してしまえば、私としては何も変わらないと思うんですけども、この条例の枠 

の中でひとつの運用が楽になるのではないか、そういう幻想をお持ちになって改正案が出てきていると私は考 

えます。むしろ、変えなくてはいけないとすれば、実は、外部提供とか個別の方の条文なんです。一番簡単な 

のは、国の方の法律にはそれなりの文言がございますけども、提供をされる側、 ・・・外へ出るというときにで 

すね、本人の利益になる、本人の利益になるんだから我慢しなさい、利益が利益だけなのかデメリットの方が 

確かにあるというケースもあるだろうし、メリット、デメリットが半々ずつというケースもあるだろうし、利 

益がほんのちょっぴりというケースもあるかもしれませんけども、ともかく利益になるんだから我慢しなさい 

という言い方で条文を作れるか、 そちらの方が大事。 本当の争点はそっちにあると私は考えます。 少なくとも、 

１１条をいじくらないことには、結局最後は、今までの条文の１１条の、外部提供ができますか、目的外利用 

ができますかというところの解釈の議論、同じところに繰り返される。ただ、目的規定の改正というのがでて 

くるのは一種の自縛霊、かつての言葉、そのまま使われているものですから。 

会長 それは、先生が専門委員という立場でお答えになったと。 

清水 はい。専門委員としての説明です。 

会長 つまり、事務局の答弁ということですか。 

清水 異論があります。 

堤 時間があるので、次回までにお願いなんですが、現在生じているところの、実務的な、あるいは取扱上苦労 

している問題点を差し支えない範囲で、もう少し、具体的なものとして教えていただければ、それに対して、 

だからこそこうしたいというところがわかると、より考えやすいし、判断しやすい。それを、例えば、何かま 

とめていただくなりしていただければ。 

会長 それは後日郵送？ 

堤 事前にいただければ一番、こちらとしても判断しやすいんじゃないかという。 

会長 それはお願いできますか。 

事務局 後日、郵送によりまして、次回の期日までに送らせていただきます。 

清水 実際に、条文を変えて、何をしようとしているのか、例えば、災害時要援護者名簿でもいいけどね、そう 

いう例をだして、ここのところがこうなりますといっていただけると分かりやすいのではないか。 

事務局 現場の混乱という点で、ひとつ例をあげさせていただきますと、実際にあったところですが、地区の区
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長から、地区を管轄する消防団、非常勤特別職にあたるんですけども、団員の連絡先を教えてほしいと、そう 

いう連絡があったときに、それを消防の方が断ってしまったというものがございます。そういう点など、多少 

混乱を招くところがあります。 

会長 もう少し調べて、具体的な。 

事務局 公務員ですから氏名を教えられるのに、誰がやっているか教えなかった。 

会長 それが一例だということですね。その他、例があれば。 

事務局 それはまた整理して。 

会長 改正案だと、「行政の適正な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする」と、この部分 

が国の法律と対応しているということですよね。一部文言を変えただけということになりますよね。現行の条 

例ですと、清水先生がご指摘されたように、「個人情報を最大限に保護することを目的とする」と、これが基本 

目的なんですよね、現行条例だと。その前は、「その取扱いの適正化を確保するとともに、実施機関が保有する 

自己に関する個人情報の開示等を請求する権利を明らかにし」、 ここまでが中間目的でしょう。 中間目的が、い 

ま２つあるわけですよね、そして基本目的として、個人情報を最大限に保護を図ると。作りとすると、中間目 

的が２つあって、それを支える基本目的があると。それが現行法の作り、構造ですね。改正案ですと、その点 

が、「行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、 個人の権利利益を保護することを目的とする」 ということですか 

ら、目的となる構造となるとどうなんでしょう。目的が、等価の目的が２つ並ぶのか、確か、私の記憶では、 

国の法律の目的規定でも、個人の権利利益を保護するということが究極目的と、確か審議過程でされたんでは 

なかったかな。もしそうだとすると、適正かつ円滑な運営ということと、個人の権利利益というのは、等価で 

はなくなるよね。 対等ではなくなるよね。 ちょっと理論的な話。 そこら辺はどうお考えなのかな。 等価として、 

行政の適正さを保持、維持するということと、個人の権利利益を保護するということ、等価、対等の目的とし 

て置かれているのか、それとも、そうではないのか。 

事務局 対等ではなく、個人の権利利益の保護が第一。 

会長 ですよね。これはどちらにも読めるの。等価にも読めるし、「つつ」というところがポイントになるんだけ 

ど、それでいいんですか。 

事務局 等価ではない。 

会長 そうすると、個人の権利利益の保護というのが基本目的ということなんですね。あくまでも理論的な話。 

他に何かご質問は。 

根本 確か、専門委員がこういうときはいらっしゃるとおもいますけども、重要な事項に感じますので、専門委 

員に検討してもらって、さっき市役所の方がいったように、その件は各委員に配布してもらっても、最終的に 

は、専門委員の検討の結果を、この審議会の中で検討しながら最終的に審議会で結論を出したらどうでしょう 

か。そうでないと、かなり、これ、文章的にも難しくなりますし、内容が法律的なもので、だいぶ分かりやす 

くやっているみたいですけども、どこかなにか、なぜこういう風な事態に、目的すらも変えようとしているの 

か、よく検討するためには、時間を短く、長い時間をかけるわけにもいかないでしょうから、できたら専門家 

に。 

清水 そうは言われましても、平たく言ってしまえば、この条例がほかの条例と、付近の、周辺の自治体の条例 

と言葉が違うと、理由はそこだけですからね。中身が話ししているわけではないから。だから一緒に揃えまし 

ょうかと。中身は、実際は変わらないけども、外見だけ揃えましょうか、どうしますかという話をしているわ 

けです。 

会長 今のご提案ですか。 

根本 そうですね。各委員に、市役所の方ね、 

清水 やるなら全面改正なんですよ。本気でやるなら全面改正。 

根本 送付してくれるということですけども、それで理解を・・・なんですけども、最終的にこの審議会で結論 

を出すわけでしょ、そこに。 

会長 あくまでも答申ですよ。答申案を次回に作り上げる。そのためには、今日のこの時間では足りないので、 

おそらく１か月くらい空くと思うんです、ただこれは日程調整次第ですけど。で、次回、皆さんもいて、まと
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め上げる。で、それをベースにして答申案を作り上げようということですから。 

江尻 専門委員会で、過去、結構やりましたよね、難しいときは、専門的な委員に検討してもらって。 

会長 小委員会のようなもの? 

江尻 はい。結構、こういうことになると、それなりの理屈があって、そういうふうにするんでしょうけども、 

やはり、ちょっとこれは・・・するものではない。 

会長 たしかに。 清水先生、 過去に小委員会を設けて、 あれは諮問を受けた答申、 条例の改正でしたでしょうか。 

清水 そうです。 

会長 前例はありますね。小委員会となると、この場で少なくともメンバーを決める必要があります。 

清水 予算はあるだろうから。 

事務局 具体的に・・・・ 

会長 それもあるよね。そもそもスケジュールを話していただけます?いつ頃提案される？ 

事務局 本日諮問いたしまして、３月中に次回の審議会を開催して答申を頂ければ、６月市議会定例会に提案を 

考えています。 

会長 なるほど。そうすると、３月議会ということではない? 

事務局 ３月では。 

会長 場合によっては、次回答申を出す、そこまで時間的な余裕がないわけではない。 

事務局 ６月議会を目標にいたしますと、大体４月中には、できれば固まっていなければいけないと。そうしま 

すと、今、２月ですので、３月中には、予算もあと１回くらいは。その後、４月くらいにはもう一回、今度は 

次年度予算があるので、最大引っ張るとそこまではいけます。 

会長 そうすると最大２回開けると。 

事務局 小委員会だともっと開けます。予算は余裕ができます。 

会長 小委員会を発足させるとなると、小委員会のメンバーというのは、人選しなければなりませんよね。それ 

はこの場だね。過去、どういう人選でしたっけ? 

事務局 ５人です。 

会長 ５人?それはどういう決定方法?小委員会に付すかどうかは決めなければならない、この場で。小委員会に 

付すということになれば、この場で、小委員会の人選を。人選に関しては。 

清水 会長一任。 

会長 私でいいんですか。江尻委員からの改めてのご提案なんですが、大変重要な条例の改正に関する諮問を受 

けているということもありますから、前例もございます、小委員会に付して、より専門的な委員の間で議論し 

ていただいて、案を出していただいて、それを本会議といいましょうか、本審議会に改めてかけて正案を作る 

というふうなご提案がありましたけれども、この提案に関して異議がなければ、その小委員会方式で案を作る 

と。 

委員 異議なし。 

会長 はい。それは決定と。次の、小委員会のメンバーですね。前例ですと５人ですか、５人ということで、私 

が指名してよろしいんでしょうか。それでは、お帰りになった方をご指名するというのもあれですから、専門 

性を考えまして、まず清水委員、それから堤委員。それから玉造委員、民生委員の立場ということもございま 

すから。 

玉造 私どもは守ればいいだけですから、結構でございます。 

会長 結構というのは? 

玉造 委員にはならなくていいです。 

会長 分かりました。 ご本人がそうおっしゃる以上は。 では、 澤田委員と。 そうすると、 私も入るわけてすよね。 

あと一人ということになります。 

清水 よろしいですか。宮口委員を推薦します。 

会長 学生さん。 

清水 公募委員、女性ということで。
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会長 公募の立場から。そうすると公募がお２人入ることになります。以上５名ということにさせていただきま 

す。小委員会の開催の日程に関してはいまいらっしゃるわけですから、終わってからこの場で日程調整して、 

正案をつくりまして、それを本審議会にあげると。本審議会の日程ということになりますけど、審議会は最大 

で２回開けると。６月ぐらいにはということでしたよね。 

事務局 ６月議会というのは、事務届の見直しをやって、そうしないといずれにしてもだめなんだろうなという 

のがございまして、その期間を踏まえまして、実際６月議会で改正されても、翌年度の４月１日ぐらいからと 

いうことで考えますので、それで６月ぐらいまでにということで提案させていただいております。 

会長 どちらにしても来年度まで、条例が変わったとしても、事務届はここで続くわけですね。ということで、 

この点に関しては、小委員会の、指名させていただいた方々で、終了後、調整させていただいて、その進み具 

合で本会議の日程も決まるということで他の委員も理解していただければ、よろしくお願いいたします。とい 

うことで、今日は時間も時間ですので、この件に関してはこれまでにいたします。そのほかございますでしょ 

うか。 

事務局 昨年７月に開催しました審議会で、市民税課から報告がありました、公的年金からの徴収に関する事務 

ですけども、 その席上で、 取扱いに関して規則を設けるという内容になっておりまして、 この件に関しまして、 

規則が定められておりますので、資料としてお配りいたします。内容についての説明は控えさせていただきま 

すが、この内容で取り扱っておりますので、ご了解いただければと思います。 

会長 ほかに特にありませんでしょうか。これを持ちまして、平成２１年度第３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。 

上記会議録を証するため下記署名する。 

平成２２年 月 日

木更津市情報公開総合推進審議会会長


