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平成２１年度第１回木更津市情報公開総合推進審議会小委員会 会議録 

○開催日時：平成２２年３月９日（火） 午後１時３０分から午後４時４０分まで 

○開催場所：木更津市役所４階入札室 

○出席者氏名 

審議会委員（小委員会委員） ：小林伸一、澤田成雄、清水幸雄、堤 一之、宮口咲子 

木更津市 ： （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 

○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 総務部総務課の金子です。本日机の上に置かさせて頂いた資料なんですけども、次第と、澤田委員から 

ですね、先日、近隣４市との条例の比較表と、国の法律ができてからの、最近の条例、木更津市と同程度とか 

ですね、そういった状況が似通ったところで、参考になる条例をとご要望がありましたので、小林会長にご相 

談したうえで、資料として配付させていただきました。ご確認ください。また、先日お送りした資料について 

は、改めてご説明いたします。 

事務局 では会長よろしくお願いいたします。 

会長 この小委員会も、審議会等の会議の公開に関する条例規定に基づいて公開の対象になっております。まず 

お諮りしなければならないのは、この小委員会の公開に関して如何でしょうか。異議はございませんでしょう 

か。 

澤田 公開？オープンにすること？ 

会長 はい。 

澤田 なにか聞いていいかどうか。 

会長 はい。 

澤田 結構じゃないですか。 

会長 では、公開といたします。で、事務局の方。 

事務局 先日、委員の皆様にお送りした資料なんですけども、アンケートの調査回答というものと、市議会の会 

議録、高橋議員からの質問と、それに対する総務部長の答弁を送らせていただいたんですが、会議録の方なん 

ですけども、これは昨年６月の市議会定例会のものでございますが、議員からの質問の中で、個人情報保護条 

例の目的規定について質問がございました。それに対し、総務部長から、アンケートの実施と庁内の検討を経 

たうえで、素案を作成しまして、審議会に諮問して答申を得た上で、目的規定の改正について結論を出したい 

というような答弁がありました。このような経緯から、条例改正について、審議会に諮問したところでござい 

ます。その次に、アンケートの結果の一覧なんですけども、回答だけしか送らなかったものなので、調査用紙 

を付け忘れてしまいましたので、内容が一部分かりにくかったのかなと反省しておりますが、これは、各課を 

対象に、所管する個人情報を実施機関内部及び実施機関相互において、目的外利用すること、または実施機関 

以外のもの、例えば住民等へ外部提供することについての要望が実施機関または住民等からあって、その目的 

外利用または外部提供ができなかった場合についてアンケートしたものでございます。表の左側の方が各課か 

らの回答になってまして、右の対応というのがそれについて実際どのような対応をしたのか、また、回答だけ 

ですと経緯が分からなかった部分についてヒアリングをしまして、その部分を対応という形で記録したもので 

ございます。例えば、１枚目のですね、２番目で、市民税課からの回答があるんですが、①で、保険や福祉の 

担当課から、サービスの適用を受けるときに所得要件というものがあるんですが、その所得要件を資料として 

市民税課に情報を提供してくださいというようなものがあるんですが、確認方法としては、ひとつ、本人が手 

数料を払って市民税課から証明書をとって持参するというのがひとつ。もうひとつは、本人が担当課が調査す 

ることについて同意をすると、で、同意に基づいて担当課が市民税課で調査するという、二つの方法があるん
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ですけども、担当課としては、サービスを受けるにあたって、手数料を払ってまで証明書を用意させることが 

市民感情にあうのかというのがひとつと、あと、申請に来たその場で、適用になるのかどうか回答しなくては 

ならない、特に障害者とかの場合ですと、何回も来たりとなりますと、どうしても困ると、その場で回答しな 

くちゃいけないということがあって、担当課としては、だったら事前にあらかじめその情報をもらえないかと 

いうような依頼が来ていると。ただ、市民税課としては、あらかじめ証明をとってもらうか、本人同意で担当 

課が閲覧して調べるかというような方法をとっているんですけども、こういった相談というか依頼はずっとあ 

るということになっています。 

それから、３枚目の６番目、高齢者福祉課の回答なんですけども、民生委員から情報提供の依頼があるとい 

うものなんですけども、高齢者福祉課としましては、個人情報を最大限に保護ということからですね、提供の 

依頼には応じませんで、民生委員が自ら情報を集めるというような立場をとっております。ただ、民生委員が 

自ら集めるとしても限界があるということで、委員の方からは情報提供の依頼があるんですが、その情報を出 

す、出さないという部分で、関係が悪化といいますか、しっくりいっていないという部分があるということを 

ヒアリングの中で伺いました。 

それから４枚目の方にいきまして、９番目、都市政策課の回答ですが、県のパーソントリップ調査というも 

のがあるんですけども、住民等が、仕事、レジャー等でどう移動しているか、動線を調べるものなんですが、 

これについて、県から調査対象者を、住民情報を提供して欲しいという依頼があったんですけども、住基台帳 

については、閲覧制度があるということで、情報提供をしなかったというか、できなかったというものなんで 

すけども、これについては、都市政策課が県から依頼を受けて発送業務を行って対応したという事案なんです 

けども、都市政策課としては、本来の業務をした後に、時間外とかにですね、その業務を行うということで、 

手間が非常にかかる、人件費で見ても市の持ち出しが大きくなってしまうということで、なんとかならないで 

しょうかということで苦慮しているというような経緯でございます。アンケート結果については、若干ながら 

補足させていただきました。 

会長 皆さんに送られた資料の、事務局からの補足がありました。これは、前回の審議会で、委員の一部からご 

指摘ないし疑問点が出されたことに対する事務局なりの回答というものですね。 

事務局 はい。 

澤田 混乱しているという立証、主張になるんですかね。市の行政の。 

会長 議会で、まず質問があって、高橋議員からされたこと、かなりおおざっぱな形で指摘があって、それを受 

ける形で市当局側がアンケートを実施するという説明だったわけですよね。より具体的、詳細に、これこれと 

いう趣旨で郵送されたということですね。さらに、ここにいる委員からの質問もあるかと思いますが、効率的 

に進めたいもので、手順、段取りだけは決めておこうと思います。いまの件についての質問がひと通り終わっ 

た後で、本題に入るということにしようと思います。本題と言うのは、諮問事項に関する質疑ということです 

ね。できたら、事務局サイドとも話し合ったのですが、今日、答申の原案ですね、答申の原案というものを決 

定して、 おそらく来月以降になると思うんですけども、 審議会に諮る原案を作りたいと。 原案作成というのが、 

今日の最後の段階になると思いますが、そういう段取りで進めようと思います。より具体的には、諮問は、三 

つの条文に対する改正についての諮問ですので、 条文ごとに皆さんと質疑を重ねていこうと思います。 それも、 

やはり１条、７条、１２条例と三つの条文に対する改正の諮問ですので、１条から、１、７、１２と順に進め 

ていこうと思います。最後に、この小委員会での答申の原案というものをあげると、三つの条文に対するです 

ね、ということで進めていこうと思いますが、よろしいでしょうか。 

澤田 ちょっと待ってください。そんなに、今日で全部という合理的な理由はあるんですか。原案まで仕上げな 

くてはならない理由はあるんですか。 

会長 合理的理由でしょうか。 

澤田 そうです。今回は、市の方で諮問される前提として、いくつかこちらの方でお聞きしたことがございまし 

たよね。それをお聞きして、これは一部改正になっていますが、どうするかということになると思っていたん 

ですけどね。原案をまとめて議会にということなんですかね。 

会長 そうですね、それは私が事務局と話し合ったことで、なるべくその方向でいきたいなと。改めさせていた



3 

だきます、できたら今日中、もちろん、仕上がらないという可能性もありますから。 

澤田 何時頃まで予定されてますか。 

事務局 １７時です。日程の関係につきましては、今年度中にということで、議会との話があったもので、なる 

べく早い方がいいのかなということで、できうれば、なるべく早い方がという意味で、会長と調整させていた 

だいて、もしできるんであれば早い方がいいと、その程度のものです。実際に決まらなければ、それはきちん 

と審議していただくものです。 

会長 小委員会を再度開くこともありうると。 

事務局 はい。 

会長 絶対にこの場ということに・・・・ことはありません。 

事務局 もちろんです。 

会長 という段取りで進めようと思います。郵送された資料、先程行われた補足に関して、ご質問から初めて本 

題に入ろうと思います。よろしいですか、事務局。 

澤田 個人情報保護の過剰反応とかね、 それから個人情報保護の今後のあり方の調査の結果、 これは今でました。 

それから、現場の混乱というのは、どういうこと。それから、情報通信環境のセキュリティが強化されたこと 

をある程度聞かないと、全容が分からないものですから。定例会の高橋議員のおっしゃられること、総務部長 

がお答えになっていることはわかりました。それから、アンケート調査の中身なんですが、ちょっとわからな 

いのはですね、市役所の本庁の内部部局ですよね、企画課とか市民課というのは。これは、実施機関は違うん 

ですか。本庁はひとつの実施機関じゃないんですか。 

事務局 同じです。市長部局として、ひとつの実施機関です。 

澤田 そうですよね。本庁の各部局で行われていることは、条例にあてはめればうまくいく気配なんですけど。 

事務局 目的外利用の場合、条例１１条によりまして、実施機関内部で利用し、又は他の実施機関若しくは実施 

機関以外の市の機関に提供する場合であって、 当該個人情報を利用することに相当の理由があると認めるとき、 

この場合については、目的外利用の除外規定がございますので、ですから、相当の理由があるというのを、実 

施機関内部で検討するにあたって、相当の理由がないんじゃないかというときは、原則に従って出せないと。 

相当の理由があると認める場合は、当然提供はできるというところで、各実施機関であって、個人情報を取り 

扱っている部署がその必要性について判断するんですけども、その際に厳しい判断をして、提供できないとい 

うことがありうるということです。 

澤田 びっくりしたのは、同じ市役所の同じ内部部局内で、当市は、かなりぎくしゃくしていると思われる節が 

見えたものですから。他の市役所にもいろいろ聞いてみたんですよ。こういう条例があって、どうなのと聞い 

たら、調整役がいて、おかげ様でぎくしゃくしていないとお話があったんですよ。 

会長 そのぎくしゃくというのは、個人情報保護を慮るあまりぎくしゃくするという？ 

澤田 うちの所管課はここで、このデータを出すとね、責任がはっきりしなくなって、出されるかもしれないと 

いうので、お互い、隠しあうというか、出さないようにしている節が見受けられる。それはどうなんですか。 

事務局 最終的に、もしも実施機関内部であったとしても利用なりをさせて、そこから出てしまったような場合 

には、やはりある程度、本来、その情報を管理する責任を問われる場合もございますので、たとえば、この例 

でいきますと、税の情報をあらかじめ見せて欲しいということで、これにつきましても、実は必要な情報だけ 

見せるというのは、例えば、実施機関が必要があると認めるもの、申請があがった人について、情報を確認す 

るというのだったら、むしろこの条文を使って同意がなくてもできるんじゃないかという点はございますが、 

あらかじめ、最初から全部の情報をよこせ、全部の市民の情報をよこせと言ってしまわれると、今度は出す方 

の立場としては、税情報を使うか使わないかも分からないのを最初から全部出すのはどうなんだ、そういった 

点がありますので、利便性ということからいえば、高齢者福祉課であり、障害者福祉課であり、そういった点 

がもっていれば、その場ですぐ検索できるというのがあるんですけども、はたして、それが最初から全部必要 

なのかということで、それぞれ自分たちがやりやすい事務を目指すとぎくしゃくしちゃうのなと。以上です。 

澤田 要すると、本来全部出す必要がないという。 

事務局 そうなんです。申請者分だけ。
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澤田 資料を置いておけばいつまでも使えるという、そこなんだよね。 

事務局 担当課からすれば、誰が来るか分からないから、あらかじめ全部よこせと。 

澤田 そういう現象があるんですよ。ここだけじゃないんです、多分。 

会長 ぎくしゃくというのはそういう。 

澤田 ぎくしゃくと言うのは、中には、相当あれして、喧嘩別れになってしまう、問題が起こりうるということ 

なんです。それは、調整機能をどこで、どうするかということにもなるんですがね。それと、条例の改正がど 

ういうことになるのかなと。分かりました。これ全部見ましたらね、大変苦労されているようなんですよ、各 

課で。自分のとこ、大変立派な条例がありますんでね、できるだけ出したくない、出して問題が起きたら大変 

だというようなんです。それはやっぱり、びっくりしたのは、行政効率から見たら誠に困るんですよね。行政 

効率としたら、この市はね、そういうことのために進まないというのは誠に困るので、だから、どう改正して 

いくのか、ということになるのかも知れません。工夫すると、連絡調整といいますか、調整機能をしっかりや 

ればね、ほとんどといっていいほど、お断りするんであればお断りする。そういうことで済むかと思うんです 

が、そういうことではなしに、各内部部局同士でにっちもさっちもいかない、そういうことに発展すると、行 

政効率からいうと、まずい現象になるなという印象を受けたんですよ。議員さんのおっしゃってることも、あ 

る意味では常識なのかもしれません。工夫すればもって行けるような。民生委員さんがね、必要だと要求して 

きたら、ちょっと大変なのかも知れませんが、所管課あたりが間に入ってどうするかという協議をすれば。全 

部、民生委員に任せるという、組織と個人では力が違うんですよね。その辺も考えていかないと。そういう配 

慮もしないと、信頼される行政にならないんじゃないかなという気はするんです。 

会長 諮問の趣旨といいますか、条例の改正ですね、端的にいいますと。で、特に１条の最大限に保護するとい 

う規定がネックになって、例えば、いまのようなね、不必要な混乱というんでしょうか、あるいは澤田委員が 

ご指摘になっているぎくしゃくという事態を招いていると。そういう資料として、事務局の方では、それを裏 

付けるというんでしょうか、裏づけ資料としてアンケート結果をお出しになられたと。 

事務局 あと、もう１点、今の目的のところで、追加の資料を出させていただいて、それについて説明させてい 

ただきたいのですが。こちら、個人情報保護条例が出来たときの逐条解説ということで、一部抜粋させていた 

だいております。目的規定に最大限とございまして、この最大限につきまして、この逐条解説の一番下の、個 

人情報を最大限に保護するとは、とございます。まず、収集、利用、提供、保管等の適切な取扱いの確保に限 

らずと、まず適切な管理をしていったりというのがひとつございます。で、それだけに限らずに、実施機関が 

保有する個人情報・・・削除を請求する権利を保障すると。ですから、この個人情報保護条例が制定された当 

時は、国の法律などもなかったもので、権利性というものはまったくなかったものです。ですから、きちんと 

管理するというものにプラスして、請求権を認めるという点が、ひとつの、最大限の理由のひとつであったと 

いうところがございます。 その後、 法律ができるに至りまして、 開示請求権とかは、 いわゆる一般的というか、 

普通に開示請求権があるところまでは、 ある程度保障されてきていると。 で、 そうなりまして、 その後ですね、 

ほぼ国の法律と同時期に作りました市の基本条例につきましても、そこでは、最大限をとった形で作らせてい 

ただいております。そういう点からしますと、ここでは、逆に、最大限という言葉が、このように請求権など 

を認めるという趣旨で作られたということを全く意識しないで、この高橋議員もそうですけども、そういうふ 

うには当然みておりません。一般的に見ても、やはり最大限というと、やはり最大限に保護しようと見えてき 

ますので、そういう意味では、混乱を避けたりするといいますか、誤った解釈などがないようにする、極端な 

話をいえば、もっと、事務局、総務課の方で周知徹底すれば済むことではあるんですけども、ただ、初めて見 

る人とか、よく分からない人とかが、これをもって誤解されても問題だろうかと思いますので、そういう点か 

らも、ここでは、正直いって、目的規定が変わることによって、本当に、その開示される内容が変わるかとい 

いますと、それは変わらないと思われますが、そういった意味で、文言に引っ張られて当初の趣旨から外れた 

りしないようにするためにも目的規定を今回代えさせて頂ければという点がございますので、このような提案 

をさせていただいたというところがございます。あと、実際、具体的な内容での、補足になるかどうかわから 

ないんですが、アンケートの５ページ目、１２番目の中央公民館がございます。これなどは、公民館サークル 

入会を希望する人から、サークル代表者連絡先ということなので、ある程度、サークルとして代表者であり、
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サークルの連絡先であるので、こういったものは、本来ですと個人情報というよりは会の情報であると見るこ 

とができますので、そもそも隠すようなものではないにしても、こういうことについても同意がなければ出さ 

ないという取扱いをしていると、これは行き過ぎではないかと。そういう行き過ぎなのも、もしかしたら最大 

限を気にしている可能性もあるのではないかという、憶測なんですけども、分かりやすいようにするという意 

味で、最大限は、今回外させていただければというところでございます。 

堤 改正するというのは、 その改正の条文があることによって、 不都合がありますよと。 不都合はこれですよと。 

簡単に言えばそういうことですよね。ざっくりだけど。ここに掲げてある、公民館の例もあるんでしょうけど 

も、当該個人保護条例の解釈として、それぞれの課の対応は不相当なんですか。あるいは行き過ぎているんで 

すか。あるいは、解釈としては正しいんですか。もう一点は、先程、澤田委員がおっしゃった調整役という意 

味で、市民税課とか各課の判断が出てますよね。課の判断ができないときに、例えば総務課なんかに問い合わ 

せがあると思うんですよね。あるいは、課同士の見解が違ってしまった場合に、それに対して解釈をどういう 

風に考えていくのか、あるいは統一的な解釈をとるのか、あるいは、具体的な場合にどうあてはめるのかとい 

う、それも総務課の方である程度集約してなさっているということはあるんですか。 

事務局 取扱いとして、まず各課が適切かという点につきましては、バラバラな点がございまして、中央公民館 

の例などはかなりいき過ぎだろうと考えております。各課等でトラブルがあった場合につきましては、総務課 

に相談にきたときには、条例にあうように適切に指導をするようにしています。ただ、うちの方にきてしまう 

と、それなりの安全策をとるような言い方にはなるんですけども、ここまでだったら絶対に大丈夫だよと、逆 

に融通は利かなくなってしまう点はあるんですけども、個人情報を保護しはていくという方向で安全策で指導 

するという点はございます。 

会長 解釈がどうのこうのという最初の質問でなかった？ 

堤 ある程度わかりました。要は、改正することそれ自体は反対するとかそういうことではないんですけども、 

要は、先ほどの、例えば公民館で行き過ぎた例があったと。で、こういう条文があるからそうなっているのか 

ということですよね。必ずしもそうじゃないと・・・おそらく一般的なことを考えても、とにかく法律が、あ 

るものができました、あるいはこういうものがありますみたいな形でマスコミが言う、あるいは個人情報は守 

られなくてはいけない、別の言い方をすれば、へたなことをしたら責任追及されるのがいやだから、どんどん 

下がっていくというだけのことであってね、それはその、条文を改正するということと、もうひとつは、そう 

いう、ある程度行き過ぎていると思われているような個人情報の過度な保護というのか、保護という囲い込み 

のようなものが、それはそうじゃない、ある程度適正に戻していくのは別問題のような気がする。だから、改 

正するのは結構なんだけど、それだとすれば、例えば、例外の場合をね、もう少し具体的な場合を検討して、 

こうこう、こういう風にして、これで大体できますよとか、できませんよ、すべきだ、すべきじゃないと、あ 

る程度事例の蓄積があるわけですから、それを具体的なものとして、部内につくらっておかないと、結局改正 

しても同じようなことになってしまうのではないか。全般的な傾向として、とにかく、情報を守らなくてはい 

けない、あるいは自分が責任追及されるのは嫌だという意識がものすごく有るわけだから、翻って、この条文 

を、最大限をカットすると、それは構わないかもしれないけども、今言ったように、 ・・・とかね、そことの関 

係で説明されないと、いまひとつしっくりこない。 

清水 条例を作るときには、市長部局全部ひっくるめてひとつで作りますのでね。ところが、実際の市の行政機 

構の中では、県だったら課長専決だろうし、市だったら部長くらいですかね、専決なら、あちこちで違うと、 

そもそも制度的にそうなっているんです。千葉県で、かつて私が幾つかの部に対して同じ文書、共通で持って 

いるはずの文書の開示請求をしたら、ひとつの部は全部開示、ひとつの部は一部不開示、ひとつの部は不開示 

と、同じ文書です、それがでてきてね、いくらなんでもそれはおかしいという話になりますけどね、制度的に 

そういうことになっているんですね、この制度は。そこのところで、市なり、県なり、組織の中で、内部的な 

チェックをして、条例解釈の統一を図る部局がどこかにあるべきなんです。これはまた、行政機構上は、総務 

の法規担当というものが解釈上指導的な立場にあるかというとそうでもないわけですよ。単純に横並びなんで 

す。ご意見は言えるかもしれないけども、それではだめだと、こうじゃなくてはならないというわけにはなら 

ない。そこで、あちこちの解釈のズレがでてくる。
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澤田 どうしても文言が問題となっているとは見えなかったんですよ。 

清水 問題の発端となった、高橋てる子さんの、最初のパラグラフで、市の職員ですら勝手に個人情報を見るこ 

とはできず、市の職員ですら勝手に個人情報を見ることはできない、それがおかしい、と言っているわけです 

よ。ですから、どんな人か知りませんけども、この人の場合は、市の職員が勝手にのぞける事が望ましい姿と 

思っているわけですよね。条例を作る前は、まさにそれだったわけです。余所の課に行って、ちょっと話を聞 

いてくる、今でもニュース等をご覧になればわかるとおり、余所の課の情報をもっていっちゃう、内部流出す 

る、掃いて捨てるほどございます。それがいけないというのが、こういった条例をつくった大元ですので。高 

橋さんの趣旨というのは、無茶苦茶なことを言っているように私は感じるんですけどね。 

澤田 いやいや、そうは思わない。 

会長 しきり直しで、先ほどの段取りで、事務局、今どこの段階？ 

事務局 目的規定。 

会長 目的規定の段階に入っている。あなたが補足したじゃない。補足したから、こういう流れになっているわ 

けだけども、そういう流れにするつもりで補足説明したんですか。最初のも、資料の説明に対する質問なりを 

受付けている段階だと思っていたんですけども。 

事務局 申し訳ありません。私が暴走しすぎたようで。 

会長 ここまで来ているわけだから、１条目の、本題の１ですよね、ここに入っているということでよろしいです 

か。じゃ、本題の１ということで。 

堤 元々この条例ができたときにありましたよね、 こういう問題が起きると。 担当課で開示していいかについて、 

いろいろ具体的な例の中で、問題になる・・・はあったと思うんですけども、ここで想定されていることでは 

あると思うし、逆に先生がおっしゃったみたいに、私は、そこが、まさに悩んでおられた事務届自体がこの条 

例が作られた、ひとつの目的なり目標だと思うんです。今までスルーされていた。ただ、あまり過度に不必要 

なところまでやれるのかという問題はあるんです。ただ、そうなると、繰り返しになりますが、この条例のこ 

の文言があるからというのは、私はどうも理解できない。全般的に、今言ったみたいに、妙な責任追及だった 

り、犯人探しみたいなことをマスコミがしたりすることも影響していると思うんだけども、個人情報とにかく 

なんらかの解釈でオーケーだと思って出してしまっても、それが何かクレームをつけられたら、あるいは法規 

上全然問題がないのに、出された個人が、例えば、なんで名前を出すんだとクレームをつけられたときに、ど 

うしたらいいのか、あるいは、そういうことをされること自体が非常に嫌だからという例が非常に多い気がす 

る。 

清水 だから、条例は、担当部局で判断できないケースがあると思うからこそ、１５人で構成される審議会に諮 

問して、意見を聞いて、審議会の意見に基づいて実施機関が情報の外部提供をすることができるという制度を 

作ったんですが、実際にはそういう諮問はないわけです。 

澤田 観点を変えますが、今まで、当木更津市役所で、外部部局でもいいですが、個人情報が漏れたとか、条例 

違反があったということで、社会の耳目を引いたということはありますか。 

事務局 教育委員会でＵＳＢを紛失したという事例が、漏れたといいますか、紛失で問題となった事例はござい 

ます。ただ、漏れて他に行ったという事例ではございません。 

澤田 見つからなかった？ 

事務局 はい。あと、指導要録の原本が紛失してという事例が。 

澤田 教育関係が多いのね。 

事務局 はい、２件立て続けに。 

澤田 県もそうなのね。それはわかりました。さらに色々聞いてみますとね、ある自治体は問答集までつくって 

いる。こうなると、にっちもさっちも行かなくなる。こういうのを積み重ねてね、あれはどうだったかなと、 

ずいぶん分厚くなっているというんですよ。そんな条例でいいのか。見直す時期がきているのではないかとい 

う気がするんです。全体的にね。現場で大変苦労されておられる、喧嘩したくない口論をしておられる、いか 

にも忍びないと思うんです。いい方法はないかという、そういう意味での諮問だろうと思うんです。 

堤 ただ、一般的に不都合な情報出さないということですよね。ＵＳＢが紛失したのは・・・。それは個人情報
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なんだから出しませんよということについての見解の相違なんで。 出しませんよだから、 最大限を取ったらね、 

ペロッと口が空いて出るようになるのか、出ていいのかという、問題はあると思いますよ。ただ、さっきから 

言っているように、判断がね、正しいのか正しくないのか議論して然るべきで、中には非常識なのはあるにし 

ても、 一方で、 個人情報の保護というのは大事なことであることは間違いないわけだから、 そこのところはね、 

別の手当をしていかないという気はする。これまでの、高橋議員が言っておられるのは、ここを取っ払えばあ 

る程度そうなるという、みえざる・・・簡単に言えば。 

澤田 昔はよかったというわけですね。 

会長 市の諮問理由はここにあると。 

事務局 はい。 

会長 補足説明がありましたけども、そこが加わると。基本的には変わらないわけですよね。実際の取扱いとい 

いましょうか。 

事務局 諮問の方は、諮問書のとおりです。 

堤 君津、富津、袖ヶ浦と条例出していただいていますけど、木更津市の後ですよね。 

清水 条例自体は、袖ヶ浦が一番最初で、袖ヶ浦、君津、木更津の順、個人情報は。ただし、ここにあがってき 

ているのは、途中で改正していますので。 

堤 他の３市は改正されてるわけですか。 

清水 国の個人情報保条例が出来てから、それ以降に改正されています。 

堤 そんなに大きな違いがあるとは僕なんかには思えないんですけども。 

清水 大きな違いはないんですが、国の法律ができたときに、それをなぞったと、一番ひどいところは情報公開 

条例なんかで、審査会の決定に対して不服申立てができないという、国の法律をそのまま写したという条例も 

ございまして、自治体のレベルとしてかなり低いところがございまして、まるごとなぞっているというところ 

と、それなりに独自性を考えているところと、いくつかございますので。ちなみに、何回も、４市に対して条 

例の統一をと、開示・不開示の統一をと何度も申し上げてきたんですが、どういうわけだかわかりませんけど 

も、こと、この話に関しては、てんでばらばらです。 

堤 １条に関する諮問内容というのは、この条項の、「個人情報を最大限に保護すること」というのを、削除する 

のが望ましいというのをつくるのか、諮問よりもさらに進んで、具体的な条項をうたうんですか。 

会長 どちらでも。現行でいくべきだ、でもよろしいわけですよね。 

清水 もちろん構わない。 

会長 どちらにしても、現行のままにするにしても、諮問された事由に対する簡潔に理由を示すと。 

堤 「最大限に保護する」を削りましたに対して、すごい後退したと受け取る人もいると思うんですよね。その 

ときに、きちんとした説明を示せないと、はたしていいのかという問題もでてくる。ただ単に必要性があると 

いうだけでは弱い。 

清水 他の自治体にはないという・・をですね、いろいろ資料を出していただきますとお分かりになるとおり、 

単純に国をなぞっているようなところもあれば、成田なんかそうですよね、それに対して、船橋なんかは基本 

的人権の擁護というような言い方までしまして、じゃあ、最大限をとって、基本的人権を擁護するなんて書け 

ば、かえってきつくなるような気がする。 

堤 言葉の問題ですよね。表現の仕方もいろいろあるかもしれないんだけど、個人情報を最大限に保護するとい 

うことを削るということに対して、こういう改正案にするならそれでもいいけど、仮に、それは、こういう形 

で不都合を生じたというならば改正の理由がまずあるべき。それからもうひとつ、こういう現実に対応すると 

きに、 それに解釈としてどういう対応をするかということを、 本当は示された方がいいかと本当は思うんです。 

清水 過剰反応しているのは市民ではなくて行政なんですよ。 私はそう思っています。 そういう観点からいえば、 

市の解釈の統一を図るとか、あるいは、市の中で、第三者機関に頼む必要はないと思いますが、市の内部で解 

釈に関する意識の統一を図るべきだというのがどこかに出てきて、そのうえで最大限をとるというのならばと 

思いますが。 

澤田 いままでも、 実務の実態をね、 ここに資料として出していただいて、 これは多分、 ここに書いてある解釈、
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ここには書いてない。 

清水 これは相談がありまして、５号は相当の理由があるといっている。相当の理由というのは、出す方の人が 

認めるんですよと、相手方のことを考えながら、あなたが考えることなんですよと言うと、大概クローズにな 

るんです。６号で同じでして、国等に提供すると。条文上は相手方の、提供を受ける方の国等が個人情報を利 

用することについてやむをえない事情があると、これはあなたが判断するんですよというふうに言いますと、 

いや国が言ってきているという反応が多いですね。 

澤田 過去にうっかり出したとか、充分検討しないまま出して、大変な問題になったのがいっぱいあって、それ 

でこういう文言が出来て、以降、こういう解釈になってしまったのかなと思ったんですが、そういうことがな 

いとすれば、条例は常識で考えないといけない。常識というのはいいかげんなという意味ではないですよ、条 

例の趣旨等を踏まえて、個人情報というものは大切なものです。それと、行政の運営もそれに匹敵するほど、 

整合を、天秤に整合できるものを。行政がうまくいかなくなるという、そういうことであれば、議会説明もそ 

ういうふうな説明で、資料集めもして、改正をするなら、こういうことで誤解もあったので、直したなら直し 

たで、 ・・と思うんです。通ると思うんです。本来は必要がない議論を多分相当していると思うんです。関西の 

ように、昭和４０年前後の、同対法（同和対策事業特別措置法）とか地対法（地域改善対策特別措置法）の、 

ああいう問題があってね、戸籍にさらにしばりをかけて、住民登録法があるのに、法律以上のしばりをかけた 

り、そういうことをしているのがあったんです。大阪を中心にして。でも、ここにそういうことがあるのか。 

ないなら、ここはここで、地方自治の本旨に従って、ここはここなりの条例でいいはずじゃないんですか。こ 

ういう文言があって、どうしても、解釈、あるいは、自分のところだけ大事にしたい、なんかがあるんなら、 

文言を変えて、今度は説明書の代わり、説明をきちんとしていかないとできませんよ、各課ね。 

清水 ただしね、今まで、出していいですかどうですかと解釈の話があるときに、１１条の話は確かにしてきた 

んですが、目的規定の、最大限の規程があるから、それでどうですかという覚えは１０年間一度もないです。 

降って沸いたような話なんです。 

会長 高橋てる子議員ですか、改正諮問の発端がそこにまずあるわけで。 

清水 彼女は最大限という言葉さえ取れば。 

澤田 そう思っているかも。 

会長 誤解されてるかどうかは。 

清水 そう思っていますよ。 

澤田 もし、そういうんなら、それに便乗して、こういうご意見もあってこうしましたと、いかがなのかと。 

会長 観点変わるけど、改正案には、個人情報保護法のことを直接謳っていますよね。個人情報保護法の趣旨に 

則りと。高橋てる子議員が発端になったといっても、高橋てる子議員のそういう発言というか、指摘というも 

のが、今回の諮問案の発端のすべてではないと思いますね。法律の規定ですよね、法律の規定の、目的規定で 

すね、ここが改正諮問の発端のひとつだと。 

清水 それはおかしい。基本的には、条例を作ったときには、これが市内の個人情報の保護を図る唯一の法規だ 

ったわけです。ところが、その上に個人情報保護法ができたんです。当然、法学のイロハですよね、上位規範 

ができれば、下位規範はその範囲内で制限されるんです。立法趣旨がどうであれね。ですから、最大限なんて 

言葉なんて、ある意味では高橋てる子議員がいっているように全部だめなんだといっていたとして、個人情報 

保護法ができているんですから、縮減しているはずなんです。それが真っ当な法解釈というものです。 

澤田 国の法律は、関西で大きな問題となって、それがほぼ収束しつつある頃にできていますから、一番最初に 

木更津で作ったのは画期的なことであったかもしれない。 

会長 縮減とおっしゃられましたよね、こういう見方もあるわけでね。 

清水 法律開示範囲という意味でいえば拡大した。 

会長 法律ができたことですか。 

清水 法が出来たことによって、開示範囲は拡大した。 

会長 こういう見方もあるわけでね、法律の規定というものはミニマム、法律の後半部分はあれですよね、主と 

して民間事業者に対する規定ですよね。
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清水 ４章以降の話。１、２、３章は地方自治体も適用になるんです。国の目的規定、個人情報の保護と、個人 

情報の利用による行政の円滑化とか、そういう法律の規定を受けて、市としてはその中で最大限ということ。 

会長 そういう意味でおっしゃったんですね。わかりました。 

堤 つまるところ、これは例外規定であったり、開示できる場合の解釈の問題ですよね。ですから、解釈のとき 

に、解釈をするのに際して、目的規定を使うというのはないと思うんです。 

清水 そうなんです。 

堤 本来。先生がおっしゃったみたいに、最大限ありますからどうですかと、一回もないのは、まさにそのとお 

りで、法律あるいは条例等に基づく例外規定や開示規定の当該条項についての、この場合、それができるかど 

うかの判断になるだけですよね。だから、高橋てる子議員が、目的を削除すれば、それがぴたっとうまくいく 

とは絶対にありえないわけだから、 ・・・。目的を改正するのは構わないとしても、そこもちゃんとやるんだよ 

と、この際だから、そういうところで混乱が生じないようにするとか手当をするとか、何がしかはあったほう 

がいいですよ。もうひとつは、目的削っても問題は消えないよというのが。そこの認識は持っていないと、違 

ってきちゃうのかなと。逆に、変な言い方ですけど、目的削っちゃいました、ど－んと出していいんだと振れ 

ちゃったら、おかしな話になるわけですよね。だから、そこのところはきちんとやっぱり、繰り返しになるけ 

ど、法文を改正するなら、改正すべき具体的な不都合が立証されてないと、こういうことになっちゃうんで、 

でてこない話だと思うんだから。 そこはきちっと分けて考えていただいたうえでのみたいなものになるのでは。 

会長 目的規定は解釈に全く影響しないようなニュアンスでおっしゃられたわけですが、必ずしもそうではない 

ですよね。目的規定が、いわゆる解釈基準ですよね、解釈基準に使われる可能性は充分ありますよね。 

清水 可能性はね。 

会長 現行の最大限保護、反対解釈すれば、論理的に言えば、個人情報に受ける不都合を最小限におさえるべき 

だということになりますでしょ。最大限あるいは最小限に抑えるべきだという不都合を、個人情報が受ける、 

それは充分、解釈基準として使われることは充分ありうることであって、それが全くないということはない。 

それが現行法が抱えている問題というんでしょうか、あるいは、 ・・・に見る、いやこれはあれなんだ、裁判の 

ね、あるいは弁護士の主張する原告の立場、裁判所の解釈論の指針に充分なりうるんだというのがありますよ 

ね、現行法では。一方で、目的規定というのは、現行法でも、今度の改正の目的規定でも、啓蒙機能というん 

でしょうか、個人情報の保護という考え方、理念を広く知らしめるという、市民に、職員はもちろん、知らし 

めるという役割もあるわけです。持たせているはずなんですよ。持たしていないとしても、客観的に見た場合 

には、目的規定というものはそういうものだと理解するのが法律家一般の立場ですね、理解。一方では、解釈 

に役立つ、同時に目的規定というのは啓発機能があると。これは目的規定の内容が変わっても同じだと思いま 

す。改正の諮問の目的規定においても、解釈基準としての役割と啓発機能としての役割も消えることなく続い 

ていくと思うんですよね。法律家のあれですよね、常識的意見だと思いますね。 

澤田 改正する説明の仕方としてはいいと思うんですよ。こういう風に解釈された、おそれがあったので、こう 

いう風にしたいという。言わないといけませんよね。従来のとおり、改正しないでいいというなら、目的は理 

念で、啓発機能もあるしということがいえるかもしれない。 

会長 私が言った趣旨は、改正するしないにしても、その２つの機能は付いて回りますよと。目的規定に。それ 

を指摘したまで。今の目的規定だから、解釈上の指針として使われるとか使われないではなくて、改正案の方 

だって、解釈論で機能する側面と、啓発機能というんですかね、ここに掲げられている個人情報の保護の理念 

というものを、広く知らしめるという機能が付いてまわるんだという、これは私の意見というよりも、法律家 

一般の常識だと。そういうことです。 

堤 最大限保護が間違ったと言うので変えるということになれば、市の職員は、間違った解釈で、間違った判断 

をしていましたので、それを変えます、極端なことを言えば、そういうことになります。 

清水 賛成。 

堤 そこもなんとか。 

澤田 時代とともにね、変わって来たと言う事をいわないといけない。たしかに、この条例を作った頃のマスコ 

ミ等、関西を中心にしたところでは、個人情報を保護するというところからやったんです。最大限だったかも
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しれないです。だけど、今は法律ができた、現在はどうかというと、こういうふうなものが昔はあった、今ま 

では同じことをいっていて、行政がスムーズに進まないという、民生委員に必要以上に、個人で、誰がどうや 

っているか探しなさいという、そういう風なことになるというと、それでいいんですかという話。やっぱり、 

そろそろ考えていかないと。 

清水 木更津市の場合でいえば、民生委員には提供しているんです。解決済みなんです。そのときに、何が議論 

になったかというと、民生委員がきちんと管理してくださいねと。守秘義務があるといいますけど、ザルなん 

です、民生委員というのは。私がやったことがあるのでわかる。我が家で引き受けたことがあるのでわかるん 

です。その辺の机に個人情報を放り出しているんです、みんな。で、守秘義務という縛りだけでできるかとい 

うと、 当然、 民生委員連合会というようなものを通じて、 民生委員が守るべき個人情報の法基準、 マニュアル、 

そういうものを作ってくださいねと、充分にお願いして。で、作っていただいて、提供してますよね。ですか 

ら、その点は解決済みなんです。 

堤 会長がいわれた、目的規定が個別条項の解釈指針にならないとは言っているのではないんだけども、この件 

に関していうと、高橋議員の話に乗って改正しましたという形をとると、逆におかしなことになるんじゃない 

んですか。 

澤田 実態は、高橋議員、去年ですか、一昨年ですか、これ言ったの？ 

事務局 去年。 

澤田 かなり前から、市の内部部局でこういう問題があったんですよ。それで、その人のところにいった、私が 

質問しましょうかと、こうなったのでは。根っこは相当前から。 

堤 それはいいんですが、彼女の結論というのは、今のおかしなやり方が、この最大限に保護するという目的条 

項があるからです。 最大限に保護するという目的条項を削除してしまえばみんなうまくいきますよ、 みたいな、 

そこまで簡単なふうに思われているとは思わないけども、そういうような形で、直線的な形、単線的な形で結 

び付けてしまうと、かえっておかしなことになるのではないかと。改正されるのは構わないけども、改正され 

るならされるで、現実にこういう不都合が起きていますと、仮に、それに対して、どうどう、こうこう対処し 

ていますと、それに対しても、色々、他のような、他にあるような理由を示されないとね、なんか、そこのと 

ころがおかしな議論になるんじゃないか。澤田委員がいわれたような、現実の問題として色々な不都合が生じ 

ているわけだから、ただ、それが直ちにそこにつながっているとは思えない。それはまた、別のところに原因 

があるように気がするんでね。それはそれできちっと対処しますよということだけはなさったほうがいいのか 

な。 

清水 一年間ずっとニュースを追っかけていきますと、いわゆる教育委員会関係の情報漏えいは無茶苦茶多いん 

ですよ。多いんですが、各自治体の条例、みんな違うんですよ。目的規定もてんでばらばら、でも起きる事件 

は同じなんです。 

澤田 そうなんです。類型化されてます。県もそうなんです。教育委員会関係、一番多いんです。ここも多分そ 

うだと思いますよ。 

堤 外部とか内部で軋轢が生じるのは、出さないからでしょ。漏れるとか、無くすとか、申し訳ないけども、そ 

ういうのは論外なんで。 

清水 極端な話が、自分のところは保護措置はとりませんよと、だけど出してくださいと、こういう要求が片方 

にあるんです。それに対して、保護措置も充分でないのに出せませんよと、そこで争う・・なんです。 

堤 そういうことですよね。 

清水 単純に言ってしまえば、保護措置が充分であるなら出してもいいですよ、そういってしまえば終わりなん 

です。出したら責任とってくださいよと。きちんとやってくださいねと。 

澤田 その辺、手当を打って、少し考えますかということに。 

事務局 マニュアルみたいなものを作って。 

清水 やるだけのことはやってきたんですよ。 

事務局 手引きではないんですけども、保護措置がきちんとしていればという点では、多少、手引書で・・。 

清水 千葉県警からの照会も、千葉県警がかつては千葉県個人情報保護条例の実施機関ではないという時期があ
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りました。そのときには、保護措置がみえないと。 

澤田 それで、以降厳しくしますよと。 

清水 何しているかわからない。現実にここだけの話じゃないかもしれませんけども、捜査のために照会状出し 

ますよね、そんなもの、千葉県警の捜査何課で山積みになって、持って行って記載して、最初から署長の判子 

押したものを持って歩いている。束になったものを持って歩いている人を見たことがありますよ。ですから、 

あてにならないと。保護措置が充分ならばオーケーと。そうすると、そのうちに条例が改正になりますね、県 

条例がね。実施機関に入ります。それからは円滑に動いていますよね、基本的には。ただ、そういう風に来て 

いるものが本物かどうかわからない、本人確認、誰が持っていったか、こっちも記録は残せと。警官の服を着 

たやつが、紙１枚もってきたから渡していいと、そういう話ではないんで。きちんと身分照会しますよと、私 

に言わせれば指紋ぐらいとれと。ただ、保護措置が充分であれば出せますよと、基本的取扱いはやってきてい 

るはずなんです。 

堤 難しいのは、実務の現場でね、保護措置ということと、言い方は悪いけど、一種のエクスキューズ、ここま 

でやったから、漏れたって責任ないよと、本当の意味で個人情報を極力保護しなくてはいけない、どういう手 

当をとるかというと、なかなか難しい。いつの間にか、保護措置と考えられていたものが、単純な話、訳わか 

らなくなると、エクスキューズの方に走って出さなくなる話になる。 

清水 ただ、出していいかどうかという判断をしているときには、保護基準があるかないか。保護措置を充分、 

ルールを守っていないのはそっちの問題なのであって、出す側からすれば、受け取る側が保護措置が取れてま 

すと、要するに法律があると、ルールがあるということを基準に考えていけばね。 

堤 仮にそうだとすれば、そういう受け取る方の側が、きちっとやらなければならないということを課せられて 

いるんだよと。 

清水 個人情報保護法だと、受け取ったものが民間だと事業者ではないという可能性がかなり高い。５千件以下 

というケースがね。そのときには、法的な規制が全くないわけです。その法的な規制が全くないところに出す 

という話でいいですかと言われると、いいですとは言いにくいわけですよ。 

澤田 それをいうと、また出せないよという話になってしまう。そこの兼ね合いですよ。そんなに、どうなの、 

出せるのというと、だんだんこうやると、じゃあやめたと。 

会長 かなり議論が発展して深まっているようで、１条に関して、今の私の・・、最大限保護というところを前 

提にした議論の広がりと理解してよろしいでしょうか。こういった実態もあるので。 

清水 あってもなくても同じという・・・。 

会長 という方もいらっしゃいますし、このままだと、いつまでたっても終わりそうにないので。実例の公表で 

あり、あるいはそれに対する様々なご意見、様々な認識があり、１条に関しこれだけ議論が深まっているとい 

う段階です。私の中で、今申しましたように、現行の目的規定の、個人情報を最大限保護するという文言を前 

提にして、様々な実例が出される、という議論がこの中で展開されていると。他に、最大限保護という文言を 

離れて、現行条例、他の文言は如何でしょうか。 

堤 １条をまずやるんじゃないんですか？ 

会長 １条の。 

堤 １条の中の文言？ 

会長 そう。ほかの文言。現行の条例の。 

清水 どの市がいいかという話？ 

会長 どの市がいいかも含めて、せっかくこれだけ資料を揃えてくれたんだから。 

澤田 これはね、 お願いして、 他の市がどういうふうにやっているかということを確認したうえで議論しないと、 

ほかのはどうでもいいとなりかねないから。できたら大阪のもあるとよかったのかもしれない。 

堤 結論から言えば、目的規定というものに、大きな意味があるかとちょっと考えにくいところもあるので、個 

人情報最大限に保護すること、削った方がいいという、基本的なスタンスであるならば、積極的に反対するつ 

もりはありません。 ただ、 繰り返しになりますけども、 理由をきちんとつけるなり、 あるいは、 さっきいった、 

最大限を削ることに対してね、きちんとした、逆にいうと、その個人情報をないがしろにする趣旨ではないん
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だということを説明されないと、ややこしいことになるのではないかなというだけですね、目的に関しては。 

会長 今の点、清水先生は、改正案は、なにも保護だけが改正されている点じゃくて、他にもいろいろな違う点 

ございますよね。 

堤 基本的には、正直いって、個人に開示する請求権があるとかですね、そのことについては、そんなに変わら 

ないと思うんですよ。あとは、だから、例えば個人の権利利益を保護することを目的とすると変えるのか、申 

し訳な言い方だけど、字句の問題になってしまうんじゃないでしょうか。私はそういう認識なんで。 

会長 最大限保護というのが最大のネックになると。 

堤 とは思っていません。私、正直もっと、個人的に、率直なこと言ったら、このままでも構わないんじゃない 

かな。それでも実際の運用とか、きちんとすればいいのか、と思いますが、それは置いておいて、いささか乱 

暴なので、ただ、さっきから言っている、高橋てる子さんがおっしゃっている的な議論の進め方の中での、個 

人情報を最大限に保護するをカットというのは、ちょっと危険なのかなと気がしないではない。ただ、かとい 

って、個人情報保護法の問題もあれば、他の市の条例の問題もあるし、あるいは何がしかの影響を与えている 

とするならば、ある程度冷静に判断していただくために、あるいは、ひとつの過剰な反応に対する、一種エポ 

ックメイクなことにするために、こういう形で改正しましたよと、いいかもしれない。 

清水 多くの自治体があって、一番横着な方法は、国の法律がございます、自治体の個人情報保護条例は国の下 

位規範であるということを話の前提にしてしまって、目的規定が違うのはおかしいと、そこで、国の文言にな 

ぞった形での、目的規定に改める。というふうに言ってしまうのが一番抵抗がない。変えるのであればね。た 

だ、念のためにですが、行政の円滑な運営といっている自治体はあまり多くないのですね。ここに出されてい 

る資料の中でも成田くらいのものでしょう。 

澤田 そうじゃないですよ。 

清水 ここに出てきているのは。船橋は「基本的人権の擁護及び公正で民主的な市政の推進」という言い方です 

し、我孫子は「個人の基本的人権を擁護」ときっていますし、佐倉市も「公正で信頼される市政の推進」、川越 

も「公正で信頼される市政」なんて、この辺は、みんな情報公開条例に平仄を合わせているんです。 

澤田 みんな国の法律に合わせている。 

清水 行政の適正かつ円滑なという表現を使っているのは、いただいている資料では成田だけですね。 

会長 国の法律は、目的規定を大いに参考にしたというか、準拠したということなんでしょうか。 

事務局 改正案は参考にして。 

会長 「つつ」のあともそうですね。個人の権利利益もそのままと。これも国の法律に準拠したと。 

堤 本来、個人情報保護ということになったら、基本的には目的条項に市政の円滑な運営なんてのはおかしいの 

ではないですか、論理的には。情報公開条例なら分かるけど。個人情報保護条例にそれを入れること自体は。 

会長 そこが法律に準拠したということなんでしょう。 

澤田 国の法律がなぜそうしたかという立法の趣旨があるんですよ。 

堤 それは分かりますけども。これは私の個人的な考え方ですが、個人情報保護という立場を、どうも目的規定 

の中には、論理的には入れるのはおかしいと思いますけども。 

清水 総務省の研究会では目的規定を含めた見直しを検討していますよ。国の方がね。 

澤田 どういう意味？ 

清水 公表されていないので分かりません。 

会長 改正諮問の方は、最初から国の法律に則りと、最初から謳っているわけですからね。 

澤田 のっかりやすい。説明もしやすい。ということもお考えになり。 

会長 自治体の個人情報保護と言うのは自治事務の一環ですよね。そういう観点からすると、法律に則りという 

のを、１条の目的規定の中に盛り込むというのが、あまり抵抗がないのでしょうか。私が、この部分こだわり 

たい。「則り」というのは必要ないんじゃないかな。この条例のあと。 

堤 先生の言っていることは趣旨ということでしょう。改正の趣旨であって、文言にそれを入れるということは 

ないんじゃないですか。 

会長 これは、あくまでも、だから、質問しているんです。本当に１００パーセント則っていると、ここで表さ
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れていると、だから、ここで、わざわざ則りというところを入れたのか。さっき、清水先生がおっしゃった、 

下位規範だと。そういうことを、ここで表していると。だから、わざわざ、ここで則りということを入れたの 

か。 

澤田 どこかに地方自治の趣旨に則りというのはなかったですか。 

清水 法律の方にあります。 

堤 条例によって違うんでしょう。全件一律でやらなくてもいい場合もあれば、 ・・・で、よりかくげんの独自性 

違いも・・・あることですからね。条文の内容によって違うんだと思いますけども。 

清水 ・・・違いが出ている。 

事務局 そういう意味では、則りという言葉がなければいけないという、 

堤 個人情報保護法の目的はちょっとだけ。法律の法文はどういうふうになっているんですかね。 

事務局 この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個 

人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策 

の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者 

の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを 

目的とする。 

会長 後半の方だよね。法を参考にされたと。一番最後の文ですよね、個人情報の有用性に配慮しつつ。 

清水 この法律の後に作った条例というのは、個人情報保護法があって、行政機関法があって、独法があって、 

条例があってという作りなものですから、この上の方の目的規定をすっともっと来たというところと、行政機 

関法の方の目的規定を参考にされたところの二種類あります。 

会長 こちらの方は、行政機関個人情報保護法？改正諮問の方はね。今のは個人情報保護法の目的規定。 

澤田 行政ですね。行政機関なんだね。 

清水 ですから、改正理由がね、 ・・・の規定というものをそのまま持ってくるという趣旨と、それから行政機関 

法と平仄を合わせるということを理由にすれば、最大限保護をとってもいいんじゃないんですかというふうに 

は思うんです。 

会長 治まりやすい。 

清水 治まりやすい。ただしが付くわけです。ただし中身は変わりませんよと。 

堤 実際上は、そういう改正の仕方が一番いいのかもしれない。通りやすいでしょうし。 

会長 ただ、条例は法律の枠の中という、もちろんあるんです。前提なんですけど。横出しとか、上乗せという 

のは充分ありうるわけで。 

清水 下の方の各論ではいくらでもありだと思うんです。 

会長 目的規定で上乗せ？明らかに、目的規定が、国の法律、個人情報保護法とか行政機関個人情報保護法と、 

明らかに齟齬があるとか、誰がどう見ても明白な違反があるなんていうなら、法律違反になるわけなんですけ 

ども、 

清水 目的違反ということはないでしょう。 

会長 同じですよ、 条文、 条文ですからね。 上乗せというのは可能性としてはありうるわけでしょう。 上乗せで、 

あるいは横出し。この場合は上乗せでしょうね。最大限保護というのは上乗せだと思いますけども。その意味 

では別に法律違反ではない。あると思いますね。最大限保護を残したからといって、新しい法律に・・・おか 

しい、明らかにおかしいわけであって、それは言ってみれば、いわゆる上乗せ目的規定。私は、さっきはそこ 

言いたかったんですよ。 明らかに法律に違反する目的規定であれば論外なんですが、 この場合はそうではない。 

「最大限保護する」 を置いたからといって、 これは法律違反だというのはありえない。 せいぜい上乗せだねと、 

あるいは、横出しの根拠になるんだねと。 

澤田 これは、条例を作ったときに説明されたんでしょうか。 

清水 もちろんしています。皆さんご納得されたんです。高橋てる子さん含めて。 

澤田 どういう説明したのという話。 

清水 ・・・・・・
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会長 審議会。審議会に全面的に、条例を作る際に諮問事項だされて。やりましたよね、時間かけて、小委員会 

で。 

堤 総務部長のお答えでも、 どうしてそんな条項入れたんですかという質問に対しては、 当時の、 法律の後出し、 

先駆的にやっていて、個人情報の保護を図る、強い・・あったんだと説明されていて、当時は、それは全然お 

かしくなかった。後で法律ができてきたということと、ある程度それと条例、こういうものでね、誤解を招く 

ような運用があったとか、表現の問題かもしれませんけどもね。あるいは、いささか、そういう誤ったかもし 

れないところを踏まえて。 

清水 逆に、過剰反応を招くぐらい個人情報の保護が徹底したんです。 

澤田 そうなんです。 

堤 そういう部分ではね。だから、そこはどういう表現にされるかは別にして、そういう形で、時代がある程度 

違った、条件が違ってきたということと、一定・・の運用を踏まえて、いささか若干不都合な点がでてきたと 

いうことと、法律の解釈、法律ができたということで、この際変えるんだということでいいような気がします 

けども。 

清水 私なんかからすれば、高橋てる子議員のいうように、たずなを緩めたら、どこ行っちゃうかわからないと 

いう世界の中で、ぎゅっと締めてみたわけです。それが、それほど締めなくてもある程度なんとかなるという 

社会になったのは間違いないです。 

会長 そうなると、４人のコンセンサスになりつつあるところから、高橋てる子さんの発言であるとか、それに 

伴った、指摘されている改正理由というよりも、それもひとつの案ですが、個人情報保護法や、あるいは国の 

行政機関個人情報保護法の制定などの客観的な状況の変化ですね、その客観的な状況の変化の中には、個人情 

報保護の過剰反応なども含めてですね、法律の制定や、現場のそういった過剰反応等を含めての客観的な状況 

の変化ですけど、それを踏まえれば、個人情報を最大限に保護するという文言を中心とした、現行条例の改正 

というものに充分理由があるんだというふうなということで、４人の、というよりは全体の、小委員会の意見 

は傾きつつあるというふうによろしいでしょうか。 

清水 いいと思いますよ。で、１１条が変わらないという話であればね。そこで初めて過剰反応の中身がわかる 

んです。 

会長 改正理由ですよね。客観的な状況の変化に伴って、改正の必要性を認めると。 

澤田 表現を慎重にした方がいい。趣旨は言われたとおりお任せします。 

会長 国の法律の制定等の「等」の中に、それではあまりにも無理があるか。そうですね、法律の制定とこれは 

別に分けないといけないですよね。国の個人情報保護法をはじめとする法整備及び社会状況を踏まえて、とい 

うことに。 

堤 それ以外の条文については、 特段の手直しは必要ないと思う。 付け加えるならば、 何がしかの富津のように、 

個人の・・・の問題はある。 

会長 諮問した改正案の方、改正に関しては賛成と。 

清水 案まで出す必要はないわけですよ。 

会長 そうですね。ただ、指摘はできる。 

清水 案はそれでいいけど、 ・・・個人情報の漏洩に関する問題が起きないように、より万全の策を講ずるべきだ 

というくらいのものは付くんでしょうね。堤先生のご指摘のように、これを取ることによって、 ・・が被害を受 

けてしまうというのが一番怖いのであって。 

会長 さっき指摘したように、改正案の個人情報保護に関する趣旨に則りというのを、やはりこのままで？なく 

ても、この条例は、本市におけると続けても、あっても同じですよね。同じならあってもなくても同じと。 

澤田 議会に説明するなら、入れて置いたほうが無難ではないか。 

会長 わかりやすい。 

澤田 そうです。議員さんは・・・ということになるはずです。 

会長 では、そちらのほうで。 

清水 議員は概ね勉強しておりませんからわからない。
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澤田 趣旨、もっともらしく言えば。 

会長 １条に関しては、そういうことで。 

（休憩） 

会長 引き続き、７条６項について。これに関する補足のような、事務局から何かありますか。 

事務局 報告に関しましては、県内の状況としては、市しか調べなかったんですが、審議会あるいは審査会への 

報告について規定しているところが県内では１４市ありました。報告がないというところは２０市となってお 

ります。 

会長 審議会への報告がないところが２０市と。ありが１４市。なにかご質問等ありましたら。 

澤田 なぜ削るかということなんですが。 

事務局 本市の場合、現状で、事務届につきましては、審議会への報告以外に、一般市民が見ることができるの 

は、市役所２階の行政資料室に設置しているので、そこで見れるようになっているんですけども、そこしか確 

認する手段がないという状態の中で、今後、事務届について、市のホームページで公表していくことが考えら 

れますので、そういったことを踏まえて、ホームページでの閲覧への移行、それに伴って審議会への報告を廃 

止ということを考えております。 

会長 なぜ削除しなければならないのかというお答えですね。６項に変わる代替措置を考えていると。 

事務局 先日、審議会でお配りした新旧対照表の方で、７条６項を削除する、代わりに、改正案としましては、 

７条の５項で、現状で、「目録を作成するとともに、一般の閲覧に供しなければならない。 」となっております 

けども、これを、「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。 」と変えまして、規則で定める方法については、 

新旧対照表の３枚目に、施行規則付けておりますが、この施行規則の第２条ですね、ここに、４項、５項、６ 

項の３項を加えまして、従来どおりの行政資料室に備え置く方法と、インターネットを利用する方法によると 

加えます。５項で、事務届だけではなくて、説明資料も併せて閲覧に供するよう努めるようにといたします。 

６項については、その時期について定めたものを加える形で対応したいと考えています。 

会長 というのが改正理由でしょうか。 

事務局 より広く市民の目で確認をしていただくと。 

清水 元々この条例を作ったときは、個人情報の取扱事務なんてそもそもなくて、市役所本庁舎を含めて、何を 

持っているか、そんなことも分からない状況だった。全国的に、ここに限った話ではございませんけども。そ 

のために、ともかく先ず目録を整備しなさいと。今までやっている事務というものが、一挙に目録を作ること 

ができないだろうから、とりあえず正しいものをきちんと作りなさい、古いものを順次作っていきなさい、そ 

して、目録を見ると、市民の方からすれば、ああこの個人情報と、自分の個人情報若しくは個人情報の・・・ 

の中でどう取り扱われているか分かるシステムをつくるというのが、 ７条の趣旨なんです。 そのときにですね、 

審議会でもご理解いただいているところだと思いますが、 実際には届出がなかったり、 あるいは間違ってたり、 

何がしかの要りもしない情報を集めているとか、そういう現実があって、当時は当然あるだろうと、それをど 

こでチェックするかといったときに、市の中に、行政マンの方で内部機関を作ることももちろん可能だけれど 

も、はっきりいってしまえば心もとない。そこで、外部の第３者委員会にチェック機能を持たせようというの 

が、こういう条項を置いたところの理由です。ところが、そこから、第１条と同じように１０年以上経ちまし 

て、市の体制もしっかりしてきた、そこで、審議会にいちいち報告をすることよりも、内部チェックを行う、 

さらには、それを外部に、一般に公表する、広く市民の、或いは広く国民のチェックに供すると、いう方法保 

に改めたいということなのではないの。 

堤 審議会の場に報告していただいて、原課の方が来ている。例えば、先生がおっしゃったような、その情報ど 

うなっているというような質問に対して、課の方によってはですね、その情報を収集してはいけないみたいな 

風に受け取られてしまうようなことがあって、本来先生が言っておられるのは、そういう情報を収集する可能 

性があるならばきちんと届出しなさい、あるいはしていないならだめだよといってるのが、今ひとつ職員の方 

の中で理解浸透されていない場面がちょっとあるような気がするんですけどね。だから、届出をされること、 

当然、そういう意識を持つことから始まって、どういう情報を自分たちが扱っているか、どういう情報を取り
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扱うことが考えられるのか、そこまで意を用いて届出されている形で、大体、職員の方の中には、その辺は周 

知されているという前提があると考えているんでしょうか。削除してしまうことと、その代替案が代替になっ 

ていないのではないかという感じがする。 

清水 本当だったら、４月１日から事務を行うんだったら、４月１日以前ですからね、３月３１日までに届出が 

出ている、これが話の前提になって、４月１日からやっている。ところが、当然間違いもあるだろうと、最初 

のうちは、そうすると、審議会が、４月、５月、いつ行われるか分かりませんけども、そのうちに審議会で報 

告となったときに、おかしいよ、やっぱり止めなさいよという風に言って、そこで追完されると、こういうシ 

ステムを作ったんです。ある日いきなりという話になると、最初の時点で出てなかったとなると、その時点で 

違法だという話にしかなりませんから。それが、１０年経って、市はできるようになった、したがって、ホー 

ムページに載ったときに、場合によっては、業務が開始していなければ、例えば１２月にホームページに載っ 

た、４月から始めますよと３か月間がありますといったときには、場合によっては袋だたきにあうかもしれな 

いし、４月１日のやつを３月３１日に出してこんなものおかしいと出てきたときに、場合によっては直ちに個 

人情報保護条例違反だということになるかもしれない。そこだけの覚悟はできているから、審議会に報告する 

ことは不要だと言っていただけると話は非常にすっきりするんです。 

澤田 私はこれに２回出たんですよね。感想というか、聞いてみる限りでは、事務届が、速やかにとかね、事前 

に出すというのが原則なんですが、それがどの程度、何パーセントほどそうでないのか、資料をあれしてみた 

ら、 そこそこといえばそこそこですが、 いまいちというとそういうことがある。 それから、 内容なんですよね、 

内容については、これをホームページでいきなり出す。それはそれで、あと何かあったときは、私が全面的に 

責任負いますという覚悟が前提。確かに、各課が、見ると、これはおかしい、どうだなんて言われると、なに 

かこれはしてはいけないのかと疑問が起きるのかどうか、その辺が問題があるところだったんだろうと思う。 

代替案で、いま言っておられるのはどうかというんですが、第三者機関とかね、内部機関でもいいんですが、 

もっと、全実施機関の届出をチェックするところが、そういう人がいれば、今これを外したからといって、そ 

れほど大きい問題は起きないのかなと。その手当をしっかりしていただけるという何かあれば考えてみましょ 

うかと。 

事務局 チェックといいますか、庁内で７条の検討をしたときに、そのままダイレクトに担当課が載せることに 

ついてはどうなのかという意見が出まして、そのときの議論では、総務課のほうであらかじめ協議して、事前 

協議といいますか、相談を受けて、チェックをしたうえで出す、当然、事務事業を開始する前ということなの 

で、それなりの期間を持ってということであろうかと思いますけども、その辺については、各課の方、ダイレ 

クトに出すということに不安があるという意見がありましたので。 

事務局 ダイレクトに出すこと自体が、返って今よりも重くのしかかるんじゃないかというような意見もござい 

ました。 

会長 見方によっては、ネットで公開するわけでしょ。閲覧室に置いておくのもひとつですが、それ自体がチェ 

ック機能と、ネットで公開すること自体が市民の、世界中がチェックをするというね、こういう見方もあるん 

ですが、そういうご趣旨でもないんですか。 

事務局 ネットで公表して、市民のチェックを受けるというのもひとつなんですが、現状で、出す前に法規の方 

で目を通して、ここはおかしいとか、この表現加えた方がいいよとか、そういった作業とか、やっているんで 

すけども、それは今後、仮に、審議会への報告がなくなったときに、全くないということについてはどうなん 

でしょうかということだったので、あらかじめ、そこで、それなりの体裁を整えたうえで公表する、そのうえ 

で市民のチェックを受けるというような。 

会長 二段チェックと。具体的に庁舎内での制度は今、検討中ということ？ 

事務局 それもあるし、意見としては、繰り返しになりますけども、返ってネット公開の方にもって行く、現行 

のほうがまだあれなんじゃないのかという、報告の方がまだあれなんじゃないのかという意見もある。 

会長 という中で、この改正が出てきたんですよね。 

澤田 本当にそうかどうかは知りませんが、審議会の私が出席した限りでは、各課、所管課が出てきますよね、 

責任者と思われる方々は。これは、こうなんかされると、いかにも年に２回かも知れませんが、あそこに出る
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のは大変勇気がいて、２、３日前からおそらく寝れない方が５、６人、過半数はおられるんじゃないか。そこ 

で、各所管課からは、これはなんとかしてくれと総務部総務課の方に来て、まあちょっと出してみるかという 

ことではないか。それならそれでいいんですよ。それに代わるチェックをしっかりした上で、それでネットで 

出して、二重チェックをしてもらう。一字一句は今までどおりちょこちょこと見るのではなしに、これは通し 

てですから、まとめて見るということだと大変でしょうけど、一件見るのにそんなに時間かからないんでしょ 

う？そうでしょう。そういう、きちんとした体制を、内部でダメなら、第三者に頼むなり、そういう人にお願 

いすると等の方法でやれば精神衛生上もよく、市の職員の皆さんも縮こまっておられるような気がしてならな 

い。 あれじゃあ、 行政のスムーズな運営というのが難しい。 萎縮してしなけれはならないことをしなかったり、 

その逆であったりという現象が起きる。これは、やっぱりいけなんだろうと思うんです。どうしたら、いい方 

法になるか考えてあげないと、私ども市民なんですから、できるだけ快く効率ある仕事をしてもらわないとい 

けない。そうだとすると、改正の趣旨は今いったほかにいえない事情もあるのではと思います。それならそれ 

でいい。それに代わる何かをしっかりしていく。ちなみに他の自治体ではどうかということなんですよ。ネッ 

トまで出しているかどうか、まずひとつ。 

事務局 幾つかの市、ホームページ見たんですが、ホームページで公開しているところ、件名のところでとどま 

っているところもあれば、本市の事務届、同じようなものですね、そのままＰＤＦ等で出しているところもご 

ざいますので、多少レベルの差はありますが、検索するとそれなりにはあります。近隣ですと、富津市では、 

事務届の形ではなかったんですが、ホームページでこういったものが届出かありますというのはあります。 

堤 この条項自体、 口はばったい言い方なんですけども、 個人情報の保護に関して、 職員の意識を持ってもらう、 

あるいは取扱いに対して自分たちがどういった形で対応するということに対して、言い方は悪いですけども、 

一種、涵養するみたいなのがあったのだとしたら、１０年ぐらい経ってその目的というのは、大体かなり達し 

てきているんだよという状況があって、そのうえで、先程ちょっと、別の判断に基づいて、ある程度、それに 

代わるものがあるならばということで削るという説明であるならば、それはそれである程度理解できる。 

清水 １０年前はですね、名前が出てこなければ個人情報ではないといっていた人もいるくらいで、それを制度 

化して、届出を出しなさいといっても、未だに自分のやっていることが個人情報の取扱事務だということがわ 

からずに何年もやっているというのがあるわけですよね。 だから変えるなと言っているわけではないんですよ。 

それを一生懸命、こういう審議会で、おかしいおかしいと、頑張りなさいと、あそこに出るのは、澤田委員の 

おっしゃるように眠れないかもしれませんし、清水が厳しすぎるというのも、重々百も承知でございます。よ 

く話は聞いております。ではありますが、そこでフォローしてきたんです。ただ、それを止めるという話であ 

れば、私の方は大歓迎でございまして、個人的にはですね。やらずに済むわけですから。大変結構な話。ちゃ 

んとやってくださいね、とそれに尽きるんです。うっかりすると、ネットの向う側には、無数の私がいる可能 

性があるわけです。 

堤 実際の話、これを削除されて、代替の方法を取られるということを前提に、今までの、例えば、届出ありま 

すよね、届出をこちらの方で受けられて、チェックされて、そのうえで審議会に報告されて、そういうのと、 

ネットに出すのと、基本的にチェックの体制は違うんですか。あまり変わりはないんですか。 

事務局 変わらないですね。 

事務局 ただ、変わらなくても、現実的には、あのように、いつもご指摘をいろいろといただくというのが現実 

で、例えば、原課の方がどういう風にとっているかはわからないですけども、質問されたときに、すぐに質問 

に答えられない状況というのが実際にはかなり多いような感じですね。どう判断するのかというのが、澤田委 

員がおっしゃられたような萎縮効果というのがあるのかどうかというのはちょっと分からないですけども、 

我々とすると理解しているんですけども、我々が答えようとすると、原課が答えるべきだという話になります 

からね。理解していないんじゃないかという話になる。その辺をどう忖度するかという話になるかと思うんで 

すけども。 

堤 審議会のシステムはちょっと前に変わった。少し前ではないけれども、最初は全く、届出を・・・たわけで 

すよね。その、総務課の方だけでは、現実に、原課の方の認識判断が分からないから、原課に来ていただくよ 

うになりましたよね。あの方が、返って、その意味では確認もできれば、申し訳ないけども、こちらも、その



18 

意味でスペシャリストなんで、そうじゃない通常の部局の人たちが、より個人情報に対しての意識をもってい 

ただくなり、認識を深めていただくという機会になったと、僕はあのシステムはそう思うんですよ。澤田委員 

の言われるように、あれがかなりのプレッシャーになっているかも分からないけども、僕は申し訳ないんだけ 

ども、個人情報という、大変大切なものを扱うということに対してね、そういうところの意識をもっていただ 

くという意味ではね、 必要なんだと思うんですけども。 それと、 今言った、 それに代わるというものが、 大体、 

同程度で変えていけるのかという。 

澤田 代えていただかないと。 

堤 代えていただける形になっているんだと。 

清水 なっているんだと思いますよ。今の、先程のご説明であれば。 

会長 例えば、市民が指摘すると、ある市民がね、遅れているんじゃないかと、届出事項に足りないんじゃない 

かと、ネットを見て、どのように市側に反映されるんでしょうか。パブコメのような、市民側の反応というん 

でしょうか質問というのは、指摘というのは。 

事務局 その辺も、今度、そうする場合には、なんらかのハイパーリンクでもするのか分からないですけども、 

ご意見をここに入れてくださいとするのかどうかはわからないですけども、ポンと開いてポップアップするの 

か、その辺は制度構築の問題。そういう風にやるとすれば。 

堤 話がずれちゃいますけども、ああいう形で出して、文書の持つ意味が説明なしで理解できるのか。誤解され 

て、逆に、おかしなというと恐縮だけども、論点のずれたクレームがつく可能性もあるかもしれません。 

会長 これまでの書式をそのままね、書式に則ったネット上の公開となれば、書式の読み方というのかな、とい 

うものをくっつけたうえで、マニュアルのようなものですかね、なかなか素人さん、あれを読んでね、なぜこ 

こにチェックが入っているのか、なかなか分かりにくいと思うんで、今の書式を前提にするんであれば、なに 

かしらの読み方の。 

事務局 それなりの様式の見直しも、当然、はい。 

会長 様式自体？ 

事務局 記録項目も、今の項目で足りている部分と、こういうのが足りないというか、その他というものもない 

ですし。 

事務局 いつも堤委員とかもおっしゃられるんですけども、例えば、思想信条なのかとか、重なる部分が幾つか 

あると思うんですよ。我々の方とすると、マニュアルを持ってますけども、そのマニュアル自体それを出した 

としても、いや私はこう考える、これこれ、こうなんじゃないかと理屈をつけていけば、いくらでもついてい 

っちゃう。あると思うんですよ。その辺は、どう出したとしてもやっぱりこう。 

会長 少なくとも、 今の書式を前提にすれば、 読み方ね、 懇切丁寧につけたうえで、 質問なり意見というものを、 

こちらに送って来られるような方式をくっつけるということは少なくとも必要なんじゃないでしょうか。 

事務局 できる限り、紛れは少なくしたいと思うんですけども、やるとしたら。 

会長 代替措置ということを考えたら、少なくとも今の２点。 

堤 ここがおかしいんじゃないかと・・・。 

清水 大変だと思いますよ。仮に、１０月１日とか、新しい制度ができることが多いじゃないですか、講義の方 

だと情報法みたいな授業でね、１００人、１５０人いるような授業で、木更津市役所のホームページ見て、新 

しい届出が出てくるから、おかしいと思うことを指摘しなさいという問題を出して、あっという間に炎上する 

んじゃないか。 

会長 そういう利用の仕方もある。 

堤 私は長くこの審議会の委員をやらせていただいているんだけども、 新しく入ってこられた委員だと、 届出の、 

そもそもこれはどういうことを意味しているのかを、なかなか理解されるまでに、時間がかかったりしてとい 

う部分があるわけですよね。だから、あれ自体をどう読むかというのがあるかもしれないけども、何を意味し 

ているかということ自体が理解していただくのにかなり時間がかかる。こういうことをやるという風に書いて 

あって、目的が書いてあったりする、こういう情報を、なんかはいっているけど、これなんなのということに 

なってくるとね、こんなの集めているのとか、申し訳ない言い方だけども、本来の目的とは違う方向でのクレ
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ームなども相当入ってくる可能性があるんじゃないかと。単純に、読み方とか説明では、なにかとどまらない 

ような気がします。 

事務局 可能性はあると思います。 

清水 試練でしょうね。 

会長 宮口委員も、 澤田委員と一緒に始めての、 審議会は数は少ないとしても、 どうでしょうか、 届出の用紙の。 

つぶさにご覧になって。 

宮口 ちょっと、やっぱり記入漏れが目立つところも多々あるというか見られるし、ぱっと見で、理解はしにく 

いとは思いませんけども、見にくいかなと。四角に黒で塗りつぶしているとか、それぐらいなので。だから、 

見にくいものだから、逆に記入漏れが起こっちゃうのかなと感じてます。 

会長 様式そのものというか、作りそのものが見にくいと。というご指摘もされているんですね。 

澤田 手引きを読んだんですけど分からない。初めて見て、これが分からないから事務手引きの解説をネットで 

見る人がそこまで見るかどうか。 

宮口 ネットで公表にするとしても、 一般の人から見て、 氏名とか本籍とかはまだしも、 思想信条とか宗教とか、 

差別原因情報とか、こっちにいくと、どういうものがこれに該当するのか分からなくなるんじゃないかなと。 

堤 公的な目的で差別原因情報にチェックついていても、市が差別原因情報を集めているのかと、そこだけで反 

応されても。 

宮口 そこにいっちゃいますよね。 

澤田 今でもそう思っている。ここにチェックしてあるということはね、政党名、人生観、生活信条、座右の銘 

とかね、信仰する宗教、ひどいことになるとね、１５６ページちょっとご覧ください、これはすごいこと書い 

てある。 これは外部には出せない。 このことをね、 サンプルであっても出してはいけない。 出してはいけない。 

読み上げられない。１５６ページの下から２行目、差別原因情報で、 

会長 読み上げていいんですか。 

澤田 読み上げません。 ここにこんなこと書いてある。 これ、 確かにね、 誤解を招く。 このまま出すと。 大変な、 

ご覧になった？ 

堤 知っています。 

澤田 これは早急に消さなければならない。何で載せたか。 

事務局 それはあったから。 

澤田 あったから載せた？どこかのサンプルにあったから？あったから載せてはいけない。 

事務局 そういう意見もあるでしょう。 

澤田 それは、同対法とかね、地対法の法趣旨を知らない人が。 

堤 それはそういう趣旨ではなくて、そういう情報を収集しなければならない場所が前からあるからということ 

なんでしょう、そこに出したのは。それで抽象的な、表現としては差別原因情報という表現にしたんだと。 

澤田 そこまではいいんですよ。だけど、ここに書いてあることを、こういう、しかも、堂々と。その辺はよく 

考えないと。 

会長 そういうご意見も。 

澤田 ちょっと待て。そういうご意見じゃないですよ。大事なこと。学校の先生がそんなこと言っちゃいかん。 

そういうことを教えているの。どういう場合必要なんだろう。 

会長 事務局は、 その、 澤田委員のようなご指摘を踏まえて挙げていたのか認識していなかったのかはともかく、 

現実に挙げていたわけですよね。私が教えると教えないとか、別問題ですよ、今のご指摘。よろしいですか。 

現にそこに記載されているというのが現。で、澤田委員はそのように、 

澤田 あなたはご存知だったんですか。 

会長 はい？ 

澤田 ご存知だったんですか。ここに書いてあることは。 

会長 はい、それは。私も一部貰っていますから。 

澤田 私も一部これ貰って見た。ここにあるとかないとかの問題じゃないんです。
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会長 そういうこともあるわけですよね。今の書式、現行の書式をそのままの形で、ネットに載せて公開をする 

という場合は、今のようなご指摘を受ける可能性もある。だから、その辺を十分検討されたうえで、ネット公 

開を図る必要はある。 

事務局 もし公開する場合にしても、いずれにしても様式を見直しして、記載項目も分かりやすく見直しして、 

しかも、今現在届出がある件数が４，０００件くらいで、ものすごい数になっていまして、細かすぎるという 

点もありますので、 その辺も、 統合を図って、 とにかく一回、 全件の見直しということで調査もかけて、 また、 

様式については審議会でいろいろとこういう形でどうでしょうかと、ご意見もお伺いして、その後になろうか 

と思われます。やるんであれば、それぐらいやってからでないと、すぐにはできないと考えています。 

清水 とすると、この諮問に関しては時期は早いと。 

澤田 だから私はそういうことを言おうとしたんですけども。そんな簡単な問題じゃないんですか。 

事務局 例えば、施行期日を何年何月として、きちんと決めるという。 

清水 大丈夫か。 

事務局 規則施行にするとか。 

事務局 いずれにしても、そこまでにきちんと出来ていないと。 

会長 この条項だけ？この条項だけを。 

事務局 附則でそういうやり方できるので。 

会長 体制が整うまでこの条項だけを遅らせると。 

事務局 規則で定める日から施行するとか。政令施行と同じような形をとればできないわけではない。 

会長 そういうこともお考えになっているんですか。 

事務局 はい。これはすぐには無理と。 

清水 私はね、各課がよほどの自信があって、これを抜けるといってきているんだろうと理解しましたので、明 

日からでも。 

事務局 いつからという、それなりに、各課はそれなりに意識はないかも知れないけども、今度自分で全部だぞ 

といわれれば、やっぱりそれなりに意識を高めさせることもできるし、それをネタにがんがん言う、 

清水 そうはいうけどもね、木更津市にも１０数年付き合いさせていただいて、私が専門家かどうかということ 

はちょっと置いておいて、いわゆる管理職も含めた職員の、個人情報に関する研修はやったことないよね。任 

意研修はやっている。全員に対して研修をする、全員一度に出てくるのは無理ですから、私のことを言っては 

いけないのかもしれませんけども、 他の市ですとね、 市の職員を四分割ぐらいして、Ａグループ、Ｂグループ、 

Ｃグループ、Ｄグループ、同じ話をしてくれというのはよくありますけどもね。そういう研修とかね、それか 

ら、各部局の、個人情報を取り扱う文書担当者を集めての研修、木更津でやったことないよね。 

澤田 木更津の職員研修はどうなっているんですか。 

事務局 採用のときはありますし、ある程度、中堅、中級であるとか、そういったものもありますし、そのほか 

としては、希望制の研修みたいなものもありますし、うちの法規の方で、職員課に依頼をして、毎年法務研修 

ということで、個人情報も取り上げたり、行政手続法も取り上げたり、そういった、民法とかも取り上げたも 

のを毎年やるようにはしております。ただ、希望者なので。 

清水 あれに来るやつは大丈夫なんだよ。来ないやつが問題。 

会長 やっていることはやっている。 

清水 新任研修でやっていますよと、新任研修担当私なので、私やっていますよ。やっていますけどね、新任研 

修というと、それこそ保育園の先生から、運転手から、消防士から、行政マンまでね、全部いっぺんに目の前 

に出てくるわけです。百数十人ね。しかも４市まとめてね。そうすると、条例も違うし、本当に抽象的に一般 

論でやって、これがねというものができないわけですよ。３年目、４年目の研修も同じことです。任意研修の 

ときにはね、意識の高い人、低い人もいることはいるでしょうけども、基本的には、あそこに出てきて勉強し 

ようと思う人は大丈夫なんです。問題は来ないやつなんですね。ところが、それが勉強もしないし研修も受け 

ない。それで、実務上は権限持っているわけです。マニュアルでもなんでも、条例でも見て、勝手なことを考 

えるわけです、自分に都合のいいことをね。それが、私は、問題の出発点だと思っていますのでね。
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澤田 文書管理責任者とか決めているでしょ、 各自治体で。 そういう人を対象にするといいかもしれない。 あと、 

管理者クラスとか対象にして、各課、事業所指導していただくことにしないと、全員というと大変。どこの自 

治体もそんなことはしていないと思う。 木更津だけが、 なんか特別ということもあれでしょうから。 やっぱり、 

そこは工夫していただいて。 

清水 こういった条例が施行されたときに、二十いくつかの自治体から頼まれて、大きな研修をやったんです。 

ここはやっていないのですよ。やれという権限ありませんから。そういう問題の指摘はずっとしてきています 

けども。ただ、その辺の意識が、どちらかというと低い、その分、ここが頑張るわけです。法規担当が。それ 

は高く評価するべきなんです。 ところが、 現実には、 権限は各課が持っているわけです。 届出を出してくれば、 

それはおかしいとチェックする能力は、法規担当は持っているでしょうけど、出てこないものはチェックでき 

ない。 

事務局 そこなんですよね。一番困るのは、こないだみたいに、いくつか出てきましたけども、昔のやつがあっ 

たときにはギブアップなんです。出てこないものについては不可能なんですね。 

堤 答申は１条とか７条、ワンセットでした方がいいんですか。それとも、ばらばらでよろしいわけですか。 

事務局 それはかまわない。 

堤 意見としては出てますけども、７条６項に関しては、その辺の、もうちょっと、 ・・・はあるので、今回の答 

申はという感じがするんですけど。 

澤田 そもそも７条のね、市長に届け出をすること、届けられたものはどうするんですか。ただ頂くだけ？ 

事務局 今現在は、行政資料室に置いて、一般の閲覧に供して、それとともに、近々の審議会で報告という形を 

とっています。 

澤田 審議会にお任せと。 

事務局 チェックということについては。 

会長 そもそもなんだけど、当初から、審議会の会議の場への報告は当初からあったわけではない？ 

事務局 ありました。 

会長 当初からありました？ 

堤 来ていたのが総務課の人だけ。 

会長 条文の作りからすると、例えば、文章での、審議会に対して、これこれ、こういう届出がありましたとい 

うような、文章での報告ということも条文上可能ですよね。審議会の場での報告ということの裏付けとなって 

いるようなものは？あくまでも運用上ですか？ 

事務局 運用上で。 

会長 運用上で、そうした方が、よりよろしいだろうと。 

事務局 報告制度がある市でも、実際、審議会にどのような形で報告しているのかは確認しきれていないので、 

本市のようにひとつひとつ読み上げてという方式をとっているところもあるかもしれませんし、 

会長 あるいは紙でね、会議ごとに、あるいは会議じゃなくて郵送すると。 

事務局 それもあるかもしれないです。 

会長 この条例だと可能ですよね。いきなり郵送しちゃって。本市の場合は、チェック機能が一番働くだろう方 

法を選択してきたということですね。 

清水 私が会長職を務めている、ある市がございまして、千葉県内の。そこでは新しい事務届が出てきますと、 

会長に一任で郵送されてまいりまして、やりとりがありまして、伏せてしまうということもありますし、今度 

は担当部局と私の意見が違うというときもあるわけです。そういうようなケースになりますと、はじめてそこ 

で召集をかけると、難しいやつを。私としては、こういうことで出てきたので、やっていいですよとオーケー 

をだしましたよと、承認をだしましたよと、今度は、他の委員さんに郵送してもらって、私の名前で郵送して 

もらってという処理をしているところもあります。もちろん、それは包括的な同意を審議会の中で得てやって 

いる話です。 

会長 会長だけにの郵送なんですか。 

清水 最初に来るのはね。
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会長 会長の判断で、これは会議にかけなければならない場合もあると。さらに、郵送の方法でも、今のような 

方法もあるわけですね。わが市のこれまでの運用とはまさに対極にあるような方法を取っている市もあると。 

清水 今の方法をとっているところは、かなり田舎の方でして、現実の委員がですね、５人のうち４人までが市 

民じゃないんですよ。審議会、審査会かけているですよ、事実上。みんな東京の方から来るんですよ。５人が 

集まれる日程設定は非常に難しいんです。そこで、実際には、遠くから来ていらっしゃる先生方が、弁護士と 

かね、そういう方が、どなたかにまとめて集約化してもらえないかという話しになりまして、大学の教師が一 

番暇だろうという発言があって、そこでやむを得ませんと、一応私が責任をもってチェックしますというやり 

方をして、お知らせをしているというところもあります。ご参考までに。 

澤田 チェックの仕方ですよ。 どこでされるかね。 まず最初は、 市長が受けたらできるはずですよね。 そこから ・・・ 

するわけにはいかないから総務部になるんですか。総務部はどうするのか。従来は、総務で事前チェックは受 

けたかもしれないけども、あとは審議会に出して、担当課を呼んで、お話を聞くということ。それをやめまし 

ょうと。すると、それと違ったチェックの仕方を考えないといけない。 

会長 今のところ、 代替措置に関して、 これまでの運用に代わるね、 私も代替措置、 検討中だと思いますけども、 

代替措置に関して充分とはいえないようにみえます。いかがでしょうか、澤田委員もこの条文の改正に関して 

は。 

澤田 確認とチェックの仕方等やっていただく必要があるかと。 お急ぎになる理由は何かと。 なければちょっと。 

会長 時期尚早と。 

澤田 うん。 

会長 というご意見。 

堤 時期尚早というよりは、もうちょっと、ちゃんと示してほしい。代替の方法なんなり示していただければ、 

さらにその方向で検討をしていけるんじゃないか。 

澤田 検討していただければ、即こっちも答えが出ますよ。 

堤 そういうことだと思いますよ。ただ、それによって出てくる問題点もあるかと思いますので、どうなるかま 

だ不分明なところがありますけども、今の段階ではね。少し、その点のところを具体的に示していただいた方 

がよろしいかと。 

会長 先程も確認しましたけども、なにも３つの条文ワンセットということではないですよね。 

事務局 はい。 

会長 それから、なにも１条の改正に伴って、目的規定の大幅な改正に伴った７条６項の改正ということではな 

いようですよね。先程来の説明、それでよろしいんですね。 

事務局 はい。 

清水 要するについで。 

澤田 私は必ずしも諮問だけでなくて、それこそついでですよ、文言等、それから、入れなくてはいけない議会 

が実施機関に入ってないでしょう。入っている？ 

事務局 入ってません。 

澤田 なぜ入れないんですか。 

清水 議会がお決めになることですから。 

澤田 だけど、それはもうちょっと折衝してもらわないと。 

清水 情報公開の方はですね、議会で独自の条例をお作りになっているんです、千葉県や、 

澤田 作ってあるんですか。 

清水 あるんです、とっくの昔に。ちなみに千葉市よりも早く作っています。そのときに、個人情報保護条例が 

次ですねと、 

澤田 実施機関として入れなくていいんですね。 

清水 向うはいいと思っています。 

会長 条例がある。 

清水 そうじゃなくて、情報公開条例を作ったときに、市の実施機関の情報公開条例ではなくて、市議会独自の
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情報公開条例を作ったんです。 

澤田 作ってあるんですね。 

清水 ええ。 県や千葉市と同じように。 で、 個人情報の話になったときに、 市の方は作りましたが、 議会の方は、 

入れろという話もなければ、作るという話も聞いていない。 

澤田 じゃあ、なにかあったら責任持ってください。 

清水 それは議会です。 

澤田 それならいいです。 

会長 宮口委員はどうでしょうか。 

宮口 ちょっと自分も、改正案、審議会に通さないで、何でチェックするのかを聞かないうちに答えないと、か 

なり恐縮なんですけど、自分的には、今の審議会を通してチェックするやり方が一番いいんじゃないかなと思 

っているんで。変えない方がいいんじゃないかなって。先程も言ったとおり、こちらのチェックのプリントだ 

と一般の人だと分かりにくいだろうし、なおかつ、ネットというやり方が危険なのじゃないか。危険というの 

は、審議会で集められた人は、チェックする事項について真面目に考えて取り組もうという意思を持って考え 

る方々なので、そういう意見が真面目なのがわかるというのもあるんですけども、ネットだと確認のしようが 

ない。もちろん真面目に考えて、真面目に市をよくしたくてやる人もいるだろうけど、逆になんか、ふざけ半 

分で答えちゃう人とかがいたら、それだと市のそういう条例とか、チェックする事項がよくならないんじゃな 

いかなという不安感があるので、変えない方がいいんじゃないのかなと見てました。 

会長 現行の条例と、なおかつ、今の・・だよね。 

宮口 はい。 

清水 逆にこういうこともあるんですよ。審議会にかけておいて、報告はちゃんと求めると。だけど、それは審 

議会に、言ってみれば閉ざされた審議会、限られた数の人間の審議会だけが見ているわけです。広く一般の人 

に見てもらうことで、我々が気が付かないこともたくさんあるかもしれないです。そこで、ネットでね公開す 

る。そうすると、基本事項しか書かないけれども、あまり細かいことまでは書いていないけども、だけど、こ 

んなのがあっておかしいと、こんな個人情報は集めるんじゃないと思ったときには、それはそれなりの別のク 

レームの方法が不服申立てなんなりがあるわけですから、そっちで行くと。ですから、ネットでやること自体 

が全部だめということではない。 でも、 情報が、 テキストベースで出せばぐちゃぐちゃにされてしまいますし、 

当然ＰＤＦでなきゃいけない。技術的な制約はあるでしょうと。ネットがだめという理屈にはならない。 

会長 市民からの反応、そういうことも、その中に盛り込むか盛り込まないか、かかってくるわけで、全く盛り 

込まなければ別の形で反応せざるを、もし、そういうものをシステムの中に盛り込められれば、宮口君がいう 

ように、どんな意見が、ふざけ半分の意見が紛れ込んで、あるいは、大半がそうだったりすると、引いては、 

行政の、それこそ適正迅速な運営を妨げるんじゃないかなという、おそらくそういうことなんでしょう。 

宮口 はい。そういうことです。 

会長 もちろん真面目な意見も入ってくるとは思うんだけども、一方で、それを上回るような、ふざけた、ふざ 

け半分の意見も来る可能性も高いので、それに伴って大変なことになると。行政の現場がね。というご指摘。 

清水 なりうる。 

宮口 なりうると。 

会長 それも立派なご指摘だと思います。ということで、宮口委員も、そういった代替措置をきちっとされると 

いう条件であれば、どうなんだろう、そういう条件であれば？ 

宮口 そういう条件であれば。 

会長 なるほど。もしそれがないとすれば、 

宮口 今の現行の。 

会長 賛成できないと。分かりました。清水先生はもう？ 

清水 僕はもう、とっととやれという議論。 

会長 なにをとっとと？ 

清水 責任をもって。
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会長 代替措置というのを、もちろん、きちっと完備したうえで。 

清水 当然です。うえでと言うか、やりなさいと。 

会長 というふうに意見を聞いてみますと、私も、現時点での改正には消極的にならざるを得ない。先程来、私 

も指摘したとおり、 代替措置が完全なのかなというところに多少なりとも不安があるからですね。 少なくとも、 

今日の小委員会で７条６項に関する小委員会としての答申原案を出すということはしないと。 

清水 答申は出すんですよ。早いと。 

会長 これについてですか。 

清水 そういう意思の・・があったでしょう。答えないというわけにはいかない。何もくれないというわけには 

いかない。 

会長 わかりました。時期尚早であると。 

清水 代替措置について充分な検討をして。 

会長 必要があると。代替措置に関して充分な検討がなされない限り、時期尚早である。でよろしいですか。 

清水 少数意見は関係ないでしょ。 

会長 少数意見は、私とか清水先生の・・・ 

清水 市の方が責任持って言って来たのだから、早くやりなさいよと。 

会長 そういう意見を盛り込みましょうか。 

清水 手ぐすね引いて待ってますよ。ネットがね。 

会長 そういう少数意見もあるということを。この通りの原案通りでよろしいという少数意見もあると。 

澤田 速やかにしてください。 

会長 時間もありますから、最後の１２条について 

事務局 ただいまお配りしました資料が、本市の個人情報保護条例の制定後に定めました、情報セキュリティに 

関する規程なんですけども、条例を制定した当時の状況について説明いたしますと、オンライン結合に関しま 

しては、当時、公用のパソコンが配備されていない状況でして、そのような中で、オンライン結合をするとい 

うことについて、セキュリティに不安があるということで、この１２条の規定を設けて、審議会での検討をし 

たうえでということになっていたと思いますが、その後、平成１５年に、情報セキュリティに関する規定を設 

けまして、その後、基準要綱、監査実施要綱というものを定めて、実際の運用にあたっても、情報政策課の方 

で、一元管理といいますか、セキュリティの対応をしているというような状況になりましたので、ある程度セ 

キュリティに関する不安というものが、問題というものが解消されてきたのかなと考えられます。オンライン 

結合に関しましては、条例第１１条第２項の目的外利用等を行う際の手段という考えに立ちますと、条例１１ 

条の運用がしっかりしていれば、１２条の規定というのは、当初の役割を終えたのかなと考えられますので、 

１２条の規定について削除していくという経緯になっております。 

会長 条例制定施行時に比べると、オンライン結合に関する技術的進歩。客観的な状況が変化したということに 

伴って、１２条全部ですね。この中には本審議会の諮問に関する事項も、２項ですか、含まれていますよね。 

そういったものも含めて、１２条そっくりと。 

事務局 １２条２項、４項。 

会長 念のためお聞きしますけど、７条と同じように、１条の改正に伴うと？ 

事務局 直接というものではごさいません。 

会長 客観的な状況の変化に伴って、削除した方がよろしいということじゃないかと。ということですが、何か 

ございましたら。 

澤田 法律の方はどうなっているんですか。 

事務局 法律の方は元々ないです。オンライン規定を、参考までに、設けていないところなんですが、県内をみ 

たところ、船橋市では設けていなくて、県外では川口市がなかった。あと、それ以外では、法律に基づく場合 

は諮問の対象外としているところもございます。本市の場合は、一律に全部諮問となっているんですが、他市 

の場合ですと原則諮問、ただし、法令に基づく場合は除くという形が多いかなと。 

澤田 そんな心配しなくてもいいんでしょうね。
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清水 よくなったと思いたいですね。 

堤 今いただいた資料の７条のあたり、次に掲げる事項について市長が別に定める情報セキュリティ対策基準を 

遵守するものとするとあって、この対策基準はできているんですか。 

事務局 その基準が、この表の２番目の基準要綱で、ただ、要綱の方はお配りしなかった。 

堤 これがその要綱。これはその、⑴から⑼のそれぞれに関連して、そういう情報対策セキュリティ基準が設け 

られている、それが要綱だということでよろしいですか。 

事務局 はい。 

堤 これ、特に今まで問題でもあったのですか。 

事務局 去年から、前は外部監査やっていたんですね。今は、外部監査プラス内部の監査委員ということで、私 

もメンバーに去年から入っておりまして、やっておりまして、実地でみてみますと、例えば、軽微なことでい 

きますと、 スパイウェアとかのセキュリティソフトのアップデートが遅れているとか、 そういった類のものは、 

常に新しくしておかないといけないよとかという場合がありましたけども、いわゆるスタンドアローンで、他 

のものと繋がっているような器械がある、普通の我々が使っているものは、木更津市の全部を統合したもので 

やっておりますので、セキュリティのアップデートは常にかけているんですけども、スタンドアローンのもの 

で繋がっているものについては、そういう場合がありうるようなことはありましたけども、セキュリティのア 

ップデートがすぐにされていなかったり、それから、あとは、ウィンドウズ、ＯＳだとするとですね、ＸＰあ 

たりのアップデートが出ているのに、なかなかかかっていなかったりとか、そういうようなこと。あと、木更 

津市の、無くなったものですから、例のＵＳＢとか指導要録とか紛失したということがあったので、当該、そ 

の中学校と小学校をわざわざ行って、そこを監査してきました。そうしますと、木更津市の教育委員会のネッ 

トというのは独自のネットを持っていまして、 それ自体が１日ごとにアップすると、ＸＰが初期に戻っちゃう、 

ＸＰパック２じゃない状態に戻っちゃう欠点が発見されたんで、それは危ないだろうということで、脆弱性が 

ありますから、早めに、来年かなにか、新しくするような、構築し直しなさいというような、今度、内部監査 

のまとめをするんですけども、それは指摘するような感じにしています。 

会長 直接、審議会にかかわる、答申、諮問事項として、これまであったこと、１２条２項、これまでの例とい 

うのは何があります？ 

事務局 住基ネット。ＬＧ－ＷＡＮも。住民基本台帳ネットワークシステムという、そういう名称なんですけど 

も、そのときに、この３項と４項が入ったのかな、あと、遮断するというのが、厳しくなったと。３項、４項 

が加わったんですね。住基ネット自体が厳しくなったと思いますので、その後改正されて。ですから、この３ 

項、４項は、二重規定となっている感じはあります。 

会長 これまでの、審議会に直接係った、そのような例があると。 

堤 現行で、そういうセキュリティ対策がある程度。 

清水 技術的にはある程度というより、かなり進んだし、これを作ったときのような、国の法律がないとずるず 

るというのがなくなったので、なければないで。ただ、こういうことは言える。ほかの条項になると、さっき 

の目的規定のように、すぐに他の市を見るんです。他の市はどうだと。ところが、これは他の３市は全部ある 

んですね。こういうとこは削っちゃうけどね、目的規定だけは平仄を合わせるというようなことをやって、全 

部の説明がつくのかと。もう一点は、その説明いただいたほうが、最高の規範が規程ですよね、上の条例がな 

くなるわけです。２、３、４は無くなっても私はいいと思うんですが、１も無くなってもいいか。 

事務局 趣旨のようなものだけを残して、１２条１項だけを残して。 

清水 これがあって、規程に行くのではないか。 

事務局 そうですね。そうでないと、平仄が合わないかもしれないですね。 

清水 法令上、根拠のない規程になっちゃうのではないか。 

事務局 ヒエラルキーからいってもそうですね。 

清水 上なしの下だけというのは。 

事務局 いきなりとんできますからね。 

清水 さもなければ、情報セキュリティに関する規程をそのまま条例に格上げするような提案をするか。
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事務局 だったら、１２条１項をそのまま残した方が現実的でしょう。 

清水 総務課長としてはそうかもしれないが。 

会長 その辺は、ちゃんと平仄というか整合性を考えた上で、こう出されているわけでしょう、もちろん。今回 

の改正諮問をね。諸般の事情もそうだけど。当然ながらね、条文上の整合性、平仄。 

清水 先程説明があったように、３項は法律とだぶる。２項、４項、当時の住基のときはぎりぎりで・・・・と 

いわないといけないような、 ・・・・。 

堤 規程と要綱の違いはなんですか。 

事務局 規程は訓令でやっています。訓令なので上部機関から、下部の、職員に対して、いわゆる命令権があり 

ますよね。それに基づいて命令をしているという状態で行って、それを条文化している。それを読み方とする 

と規程という読み方をしていて、法形式は訓令。 

会長 要綱は。 

事務局 要綱は大事なものをまとめたものという意味しかありません。 

堤 市長が職員に対して、情報管理、セキュリティに関して、そういう、きちんと保護しなさいよと、命令をく 

だしてまとめたものが規程だということでいいわけですよね。ただ、そういうふうにいう、市長の根拠という 

のがどうなるかということで。そうなると、やっぱり１２条１項を残さないと。 

事務局 残さないといけないですね、我々もちょっとうっかりしていたかもしれません。 

堤 そうなるとやっぱり。 

事務局 その方が丁度いい。 

堤 必要な措置ということになるんですよね。 

会長 その辺はうっかり見落としですか。 

澤田 必要な措置を講じる、講じなければならないといっているから。 

堤 そこの具体化ということで。 

澤田 これが具体化していると。 

堤 そうじゃないと、なかなかやっぱりね。 

事務局 あとは、情報基本条例の方であるかどうか、いま確認します。情報基本条例にあるかも知れないので。 

そっちにあればそっちで。今確認します。 

会長 今回、この１２条のということだけにね、諮問なわけですよね。 

堤 この内容は完全に個人情報のものですよね。市が保有しているところの情報に関して。 

清水 個人情報さえなければ、ここの知ったことではない。 

事務局 個人情報さえなければ、持ってきたＵＳＢで、市長部局のほうですね、こちらの方だと２件ぐらいは感 

染したのがあって、アラートになって駆除しますというのをやったことがありますけども、あちらは凄いそう 

です、学校は。かなり困るという話はしていました。感染したものをもってきて、学校にあるパソコン自体が 

ハングアップしちゃうという。 

堤 意見でいえば、先ほど清水先生が言われたような、１項だけを残した状態で、あとは、別に、特段削除、き 

ちっとセキュリティシステムが機能しているとすれば、それでいいんじゃないかなと。 

会長 １項を残すというのは、他の条文との関係において必要なんじゃないかと。 

清水 これだけ見せられてもね。規程以下の規定じゃ拘束力がないわけで。 

堤 ですから、それの１項にある措置というものの、必要な措置というものがこれだと。 

澤田 別に定めるというんじゃ。 

堤 考えられるというふうに理解していけば、逆に残しておかないと、先程おっしゃったみたいに、根拠なしに 

なってしまうので、 それで１項残して、 残りは削除させることでよろしいんじゃないかなというのが私の考え。 

会長 現行の条文はほかに手を加えないという前提で、これを残すということでしょうか、１項だけ。 

事務局 ２項以下を削除と。 

会長 １項だけ残すと。 

事務局 高岡が調べに行っているのは、この上に上位規範をつくりましたから、あちらの方に同じような条文が
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あれば、どうするかという問題が生じるんで、そこだけ調べに行っています。 

会長 基本的には先程お話したように、客観的な状況の変化に対応して削除ね。 

会長 時間も時間だから読んでみて。 

清水 委員会そのものに報告するわけで、ここで答申書を作るわけじゃないから、もう少し煮詰めて。 

会長 私と事務局で。 

事務局 後ほどお送りして、ご意見をまた電話なり文書なりでやりとりして。 

澤田 せっかく平仄を合わせるのなら、この際、どうかという点検をしたらどうですか。 

清水 本当は４市合同でやってもらいたいんだよね。 ご承知のように、 広域事務組合というのがございましてね、 

そっちにも条例があるんです。全部やってますとね、木更津の条例では全部出せ、富津は出せない、同じもの 

が組合にあるわけです。さあどうしようという問題がございまして、開示規定が違うから、同じものが自治体 

によって出たり出なかったりするんです。 

澤田 この条例でこれはちょっと不都合だと等々のなにかないかと。こういう機会でないと。 

会長 個人情報保護条例？ 

澤田 そうです。いま検討している。 

事務局 運用の問題かもしれないでしょうが、１１条のところ。運用の問題かもしれませんが。そこをどう、他 

のところと違いもあるでしょうし、そういったところでは、あとは解釈運用上、さっき高岡もいっていました 

けども、こちらに聞きに来られれば比較的ハードルが高くなるようなことがある。条文の問題なのかも知れな 

いし、見比べて、他の市の運用の仕方まで聞いたことはないので、その辺はよく調べてみないと。 

清水 対市民の関係では、木更津、君津は優良なんです。情報公開請求で。個人情報は分かりませんけどね。そ 

ういうネックというのは、ここにはないんですね。情報のほうじゃね。情報公開の方は、そもそも請求権者の 

範囲とか、有料か無料化というところの議論はあるんですが、個人情報の方についてはほとんどない。 

澤田 ないならそれで。 

事務局 さっきの解釈論のところですね。それで、澤田先生のおっしゃれていただいたような幅ですね、常に、 

それで悩んでいる。 

堤 できて時間も経っているので、ある程度事務局の方で、要・不要を考慮いただいて、改正等の検討があるな 

らばご検討いただくということで。 

事務局 実は、 次に情報公開条例の手直しを、 電子情報について、 私どもの方が遅れておりますので、 そろそろ、 

もう少し幅を拡げなくてはならない。 これは前向きの方なんですけども、 拡げたいという気持ちがございます。 

そちらの方を諮問させていただく気持ちはございますけども。 

会長 他になければ。 

事務局 もちろん不破の大典ではごさいませんので、この条例があれですかね。 

事務局 情報基本条例では管理情報の適正管理ということで、漠然としたものだけを言っておりますので、特に 

オンライン結合についての、書いてございません。条例の根拠ということでは、たしかに、これ、なくなって 

しまいますので、あと、電子計算機の管理運営に関する規則というのがあったんですけども、あくまでも規則 

なので、条例の根拠という意味では、残しておいていただくのが。 

清水 規則も、情報基本条例じゃなくて、こっちも根拠になるわけですよ。 

事務局 そうですね、こっちが大元になって、１項残し。 

会長 やはり残るべきと。 

会長 他になにか事務局から連絡事項ありますか。次回、審議会の方？ 

事務局 小委員会を受けての答申につきましては、 なるべく早くと考えていますが、 ４月中旬から下旬にかけて。 

会長 来月中にできればということで。ではこれで。
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平成２２年 月 日

木更津市情報公開総合推進審議会会長


