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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 会議録 

○開催日時：平成２１年４月３０日（木） 午後３時から午後５時１５分まで 

○開催場所：木更津市役所６階会議室 

○出席者氏名 

審議会委員：小林伸一 （会長）、 梅澤千加夫、 齋藤福一、 清水幸雄、 泉水茂子、 玉造福寿、 堤 一之 （副会長）、 

鳥飼友季夫、長野史郎、錦織正道、森正人、山口陽代、山田次郎 

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)教育部 栗原部長 

教育部学校教育課 高澤参事（兼学習教育課長）、廣部主幹、石井主幹 

教育部学校給食センター 大野参事（兼学校給食センター長）、石井主査 

教育総務課 山口主査 

福祉部高齢者福祉課 山口課長、佐藤副課長 

○議題等及び公開非公開の別：報告 公開 

○傍聴人の数：０人 

○会議の内容 

開会 

総務部長挨拶 

事務局紹介 

事務局：木更津市情報公開総合推進審議会規則第３条第１項の規定により、会長が議長となる、と定められてお 

りますので、以後の議事進行につきましては、小林会長にお願いしたいと存じます。小林会長、よろしくお願 

いいたします。 

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

だいまより、平成２１年度第１回木更津市情報公開総合推進審議会を始めさせていただきます。本日の出席者 

は、高岡さん、定足数のことがありますので、確認してください。 

事務局 本日１３人出ておりますので、委員数１５名のうち１３人の出席となります。 

会長 わかりました。 私も確認しました。 そうすると、 本日の審議会は成立すると。 最初にお諮りいたしますが、 

本日の議題は、諮問が１件、報告事項１件となっております。⑴、⑵、⑶、⑷と、次第にあるとおりでござい 

ます。中に入る前に、本審議会を公開することを皆さんに諮りたいと思います。いかがでしょうか。 

（異議なしの声） 

会長 本審議会を公開することといたします。それから、連絡事項ですが、途中で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たいと思いますので、よろしくお願いします。それから、３時 

からということで２時間しかございません。しかし、それに対して案件が多いし、重要な案件がございます。 

委員の皆様のご協力を仰ぎつつ、この時間内で終わりたいと思いますので、重ねてお願いいたします。それで 

は、事務局お願いいたします。 

事務局 はい。一点目の諮問につきましては、教育委員会の栗原教育部長より諮問いたします。 

栗原 本来ですと、初谷教育長より諮問させていただくところですが、公務のため、私が代理を務めさせていた 

だきます。よろしくお願いいたします。それでは。 

木更津市情報公開総合推進審議会会長様。
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取扱禁止の個人情報の例外的取扱いについて（諮問） 。 

下記のとおり木更津市個人情報保護条例第６条第２項の規定により諮問します。 

平成２１年４月３０日、木更津市教育委員会教育長 初谷幹夫。 

１ 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称 教育部学校教育課、学校給食センター、市立小中学校、 

２ 個人情報取扱事務の名称及び目的 名称 児童生徒理解個票、学校給食に関する事務、目的 学習指 

導・生徒指導（理解）及び学校給食を適正に実施する。 

３ 個人情報を記録する書類の名称 児童生徒理解個票、食物アレルギー等調査票、食物アレルギーに関す 

る調査票、食物アレルギー児童・生徒面談等記録表 

４ 取り扱う個人情報の内容（記録する項目） 

諮問事項 宗教、思想信条 

諮問事項外 氏名、住所、生年月日、年齢、性別、電話番号、健康、病歴、身体状況、家族状況、職業、 

学業 

５ 個人情報を取り扱う理由・必要性 学校における教育の現場において、宗教情報や思想信条の情報が取 

り扱われることが考えられます。また、学校給食の提供に際し、場合によっては、宗教情報が収集される 

ことがあります。このことから、思想信条及び宗教に関する情報を取り扱うことについて、取扱禁止の個 

人情報の例外的取扱いとして諮問しようとするものです。 

以上でございます。 

会長 それでは、諮問内容について事務局から詳しいご説明をお願いいたします。 

事務局 総務課の高岡です。私の方から概要の説明をさせていただきます。今回の諮問につきましては、学校に 

おける教育活動全般において取り扱うことが想定される、宗教、思想信条に関する情報と、学校給食の提供に 

際して取り扱われることが想定される、宗教に関する情報の取扱について、個人情報保護条例第６条第２項の 

規定により、審議会に諮問をするものでございます。 

学校におきましては、様々な宗教や思想信条をもった児童・生徒が在籍しており、学校行事や、学校の授業 

などにおいて、宗教や思想信条に配慮した取扱いをすることが想定されます。 

今回取り扱う個人情報取扱事務の名称の一つ目として、児童生徒理解個票を諮問させていただいております 

が、学校において取り扱われるそのような情報につきましては、具体的に個人情報取扱事務の特定は困難であ 

るため、記録される可能性のある個人情報取扱事務として児童生徒理解個票を出させていただいたところでご 

ざいます。 

本諮問につきましては、児童生徒理解個票に限らず、学校行事や学校の授業等において、宗教や思想信条の 

情報を取り扱うことについてご理解をいただき、審議をお願いしたいと考えております。 

次に、学校給食に関する事務ですが、こちらは、食物アレルギーを把握するための事務の中で、宗教上の理 

由により食べることができない食材の情報が取り扱われることが想定されることから、学校給食に関する事務 

で宗教情報を取り扱うことについて、諮問するものでございます。 

なお、 今回の諮問にあたり、 今回の諮問に関連した学校給食に関する事務の届出が提出されておりますので、 

今回の諮問と併せて報告をさせていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。次に、学 

校給食に関する事務の届出の報告をさせていただきますが、その前に、学校給食センター長からご報告がござ 

います。よろしくお願いいたします。 

学校給食センター 学校給食センター、大野と申します。よろしくお願いいたします。学校給食に関する事務の 

届出の説明の前に、一点お詫び申し上げます。 

本市におきましては、従来より、一部の小中学校を除き学校給食を実施してまいりましたが、本年４月に、 

木更津市学校給食センターの運用を開始いたしまして、全小中学校で完全給食が実施となりました。 

この学校給食センターの新設に伴い、学校給食に関する事務を見直しましたところ、学校給食に関する事務 

を特定した事務の届出がなされていないことが判明しました。このような形になりましたので、お詫び申し上 

げます。今回、学校給食に関する事務といたしまして届出をさせていただこうとするものでございます。よろ 

しくお願いいたします。
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事務局 それでは、引き続きまして、総務課金子から届出の説明をさせていただきます。 

事務局 諮問事項以外の、学校給食に関する事務について説明いたします。学校給食は、児童生徒の心身の健全 

な発達に資することを目的として実施します。学校給食費の徴収及び管理業務、食物アレルギー除去食の提供 

等を行うにあたり、児童生徒の保護者や学校給食の対象者から必要な情報を収集します。 

記録項目は、学校給食費の徴収を行うため、識別番号、氏名、学業、口座番号、納税状況、福祉サービスを 

記録項目とします。 また、 滞納者への対応を行うにあたり、 住所、 電話番号、 家族状況を記録項目としますが、 

滞納者との折衝をする中で、病歴、障害、婚姻、職業に関する情報を取り扱うケースもあるので記録項目とし 

ます。食物アレルギー除去食の提供を行うため、氏名、住所、年齢、性別、電話番号、健康、病歴、家族状況、 

学業を記録項目とします。 

収集先は、学校給食の対象者の大多数は児童生徒のため、保護者からの情報収集が主になりますが、児童相 

談所から通学している児童生徒については他の官公庁から、民間の施設から通学している児童生徒については 

民間・私人が収集先となります。また、食数、給食費の徴収状況については、実施機関内部（教育委員会とな 

ります）から収集します。 

提供先は、学校給食費を徴収するにあたっては、学校と協力して徴収しますので、実施機関内部に情報を提 

供します。以上です。 

会長 只今、事務局からご報告がありましたが、ここで、諮問事項の我々の討議に入るということですね。只今 

の事務局からのご説明を踏まえまして、 これから審議に入りたいと思います。 で、 その審議を答申という形で、 

本日、これ答申を出すということで、事務局？ 

事務局 はい。本日、できましたら。 

会長 ということですので、時間もあまりありませんので、この中で、効率的で、時間のあまりかからない討議 

をしたうえで、なるべく早い形で答申を出したいと思いますので、皆さんの協力をお願いいたします。何か、 

ご意見等がございましたら、お願いいたします。清水先生。何かございましたら。 

清水 わかりにくいのでちょっと確認ですが、学校給食に関する事務という届があって、諮問外ということでい 

ただいて、そこでは、学校給食費の徴収とか、管理業務とか、食物アレルギー食の提供を行うために、こうい 

うことをやっていますと。それを前提にして、今度は、宗教とか、思想信条に関する情報を別に集めるので、 

そのことについて諮問をするということでよろしいでしょうか。 

事務局 ４月１日から学校給食センターも運営しておりますので、まず、現在使う届出ということで出させてい 

ただいておりまして、今現在、この届出には思想信条、宗教が入っておりません。今後、そういった情報が入 

ったときのために、今回諮問させていただいて、答申をいただければ、この届出事項に思想信条、宗教を加え 

させていただくということを考えております。 

会長 現時点で、用いられている届出事項が、この二つの紙、網羅されているということですね。その答申を踏 

まえて、ここに思想信条であるとか、宗教が加わることになる可能性があるということですね。 

事務局 そのとおりでございます。 

会長 ということでございますので、その辺を踏まえまして、なにかご議論ご意見がありましたら、よろしくお 

願いします。それから、発言される場合は手をあげてお願いいたします。 

清水 そうだとすると、この諮問は、必ずしも児童生徒に関する思想信条ではなくて、そこの親御さんとか、場 

合によっては家族とか、こういったものについての宗教情報、あるいは思想信条情報も集めるということもあ 

りうるということでよろしいでしょうか。 

事務局 結論的には、親の宗教情報、親が宗教に入っておりまして、その関係で子供も同じ宗教ということがか 

なり多いと思われますので、一緒に集まってしまうと考えております。 

清水 そうだとすると、集まった情報の記録書類というのは、どういうところに載るんでしょうか。児童生徒理 

解個票というものにご父兄の名前が載るということでよろしいでしょうか。もしそうだとすると、その児童生 

徒理解個票というものを親御さんが開示請求してきたときは、親御さんの情報ですから、親御さんに開示する 

と。よろしいでしょうか。 

事務局 そのような理解でございます。
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清水 了解いたしました。 

堤 あの、これ、共通して、諮問事項が、思想信条、宗教となっているようですが、給食に関して思想信条が問 

題となるというのは、どういうことを想定されている、あるいは、そういう情報を集めるというのは、どうい 

う場合を想定しておられるのか。宗教は分かるんですけども。宗教上食べられないとか。学校給食に関する思 

想信条というものが、どういうものを想定しておられるのか、ちょっと理解できないんですが。簡単で結構で 

す。 

会長 今の点についていうと、 諮問として一括して、 個票と学校給食というもの、 本来であれば別々のものだが、 

一括して諮問事項としてあがっている関係で、給食に関しては宗教に限定する、個票に関しては、宗教並びに 

思想信条と。というふうに、今の堤先生のご質問に、私なりに補足して質問させていただきますけども、いか 

がでしょうか。 

事務局 先ほど、 届出のところにも、 給食のところにも思想信条が入るような言い方をしてしまったようですが、 

諮問書の５番目の、また以下で、「学校給食の提供に際し、場合によっては、宗教情報が収集されることがあり 

ます」ということで、今のところ、給食は宗教情報と考えております。 

会長 そうすると今のような整理でよろしいんですか。私のような整理で。 

事務職 はい。そのような整理で考えております。 

会長 諮問とすればひとつなんですが、内容、実質は二つ諮問事項があるというふうに受け取ってよろしいんで 

しょうか、そうしますと。形の上ではひとつですが、実質二つの諮問事項があると。 

事務局 はい。そのとおりでございます。 

錦織 これを導入することによってプラス面は分かるんですが、予想されるマイナス面はどういうことでしょう 

か。 

会長 それは、こういった情報を例外的に扱うということに関してのマイナス面ですか。それに伴う効果として 

のマイナス面ということでしょうか。いかがでしょうか。 

事務局 ただ今考えられるマイナス面といたしましては、給食で豚肉が食べられないとか、そういった児童生徒 

がいると、「何で」と周りの子供から言われて、そういった宗教情報が子供の間で、もしかしたら知られてしま 

うかも知れないとか、そういった点は確かにマイナスであると考えられます。 

会長 その答えでよろしいでしょうか。 

錦織 ですから、そういうことが当然考えられるので、これにあたっては十分に配慮事項として併せて指導方期 

待します。 

学校給食センター そのような形で、十分配慮していきたいと考えております。 

会長 ほかに何か、ご質問等ございますでしょうか。 

清水 後でお話しがあるのかも知れませんけども、最大のデメリットは情報が漏えいすることですよ。生徒の中 

でですね、逆に、なんで豚肉が食べられないのとか、そういうようなケースというものは、意外と放っておい 

ても分かるというものでございましてね。 逆に、 学校からわざわざ情報を流すということはないと思うんです。 

ただ、後でご報告もあろうかと思いますが、先生方の方から、あるいは学校から情報が外に出て行くと。落っ 

ことしたというケースでも構いませんし、インターネットで流れたというケースでも構いませんが、情報が一 

人歩きとして、特定の宗教と、ものによっては、知られても大して困らないという宗教もございますが、そう 

じゃないというものもないわけではなくて、どうなものがでてくるかわかりませんので、その分は後でご報告 

があるんだろうと思いますけども、特に慎重な取扱いが必要だと私は考えます。 

会長 これは私から質問なんですが、給食センターが、直接、給食を扱う業務を扱う。学校業務全般ですよね、 

全般で、場合によっては授業の中、等々で、あるいは式典等のイベントの中で、そういった情報に学校側が接 

することもありうると。ということで、今回、こういう諮問が出てきたんですが、何も今に始まったことでは 

ないわけですよね。私、この話を最初に聞いたときは、そういった具体的な事例が起きたのかなと思ったんで 

すけども、如何なんでしょう、その点。何をきっかけにして、この学校給食、及び学校業務全般に関して、こ 

ういった情報を、この時期に諮問なされると。如何なんでしょうか。 

事務局 この件につきましては、学校給食センターの方で、宗教情報というものが、まずひとつございまして、
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そのほかにも、過去、判例になった剣道の問題でありますとか、そういった事例もわかっておりますので、そ 

のようなことから、今回、宗教情報ということで、諮問させていただくにあたりまして、今後とも取扱う可能 

性のある、こういった思想信条も併せて包括的に諮問させていただいて答申をいただければ、今後の運営が非 

常に、取扱いができるということで、そのような形で今回併せて諮問させていただいたというところでござい 

ます。 

会長 そうしましたら、何か直接的な事件や出来事が起こったというわけではなくて、言ってみれば、これまで 

市の方も、教育センターも含めて、学校関係者も含めて意識していなかったのが、ここにきて、後で出てくる 

とは思いますが、生徒の情報が紛失する等々個人情報の保護の大切さが盛り上がっていると。そして、こうい 

うことにも目が向いて今回の諮問に至ったということなんでしょうか。 

学校教育課 今、会長の方からお話があった経緯はもちろんそのとおりでございます。事務局からお話ございま 

したけれど、今までの中で、とりわけ、具体的な該当事例は、こちらも確認されていないんですけども、給食 

センターもこの４月から稼働し、 それから平成２４年から、 学校教育については、 学習指導要領の改訂の中で、 

教育課程の中で武道の必修化も出てきますし、移行措置ということで動いております。そういった、先の想定 

も絡めることも含めながら、今回、ご提案させていただいたという経緯がございます。 

会長 わかりました。 

玉造 初歩的な質問でございますけども、例えば、先ほどから豚肉が食べられないとか、それを聞いた場合に、 

その特定の人には別メニューで給食を提供するんですか。するとすれば必要だと思うんですが、しないとすれ 

ば、ただ、嫌いだ、好きだで、いかがなもんかなと思うんですが。 

会長 今のご質問は、豚肉がただ単に嫌いだということで。 

玉造 結局、聞いた場合にですね、豚肉が嫌いだと。じゃあ、こちらの人には牛肉を提供するとかいうような、 

別メニューを考えているかどうかということです。 

会長 宗教上の理由で、あの私は、好きとか嫌いの以前の問題として、宗教上の理由で食べられないという生徒 

が申し出てきた場合に、どのような対処方法をするのか、別メニューを設けるのかというご質問ですよね。そ 

ういうご質問ですが、如何でしょうか。 

学校給食センター 特にですね、別メニューという形での対応はいたしません。 

会長 よろしいでしょうか。 

玉造 そうすると、あまり必要じゃないみたいな気がするんですけども。単に今日は食べないとか、嫌いだとか 

いうことで終わってしまうような気もするんですよ。わざわざ聞く必要はないと思うんですよ。別メニューを 

その生徒に提供するというならば、私は肉は食べられません、宗教上、野菜をください。作るならば必要だと 

思うんです。 

会長 あの、 これは、 生徒の方から申し出るわけですよね。 こういう宗教上の理由で食べられないことがあれば、 

担任の先生なりに申し出てくださいという形で、先生から投げかけるわけですよね。それに対して反応のあっ 

た生徒に限って、例えば、私は何々教なので、信者なので、両親とも私も信仰しておりますので、豚肉あるい 

は牛肉などが食べられませんというような申告が出てきて、 それからですよね。 そうすることによって、 役所、 

給食センターなり、あるいは役所の方に、その情報が伝わっていくと。如何でしょうか。 

学校給食センター そのとおりでございます。ですから、そういうような形の場合でも、対応食という形では、 

取り扱わない訳でございますが、情報としてですね、そういうお話が当然入ってくるということでございます 

ので、私どもといたしましては、これに関する情報というものを、きちっとですね、先ほどご指摘がございま 

したけれども、扱わなければならないということで、今回お願いしているわけでございます。 

会長 つまり、申し出があって初めてこちらサイドで情報を知ることになるわけですね。申し出がないかぎり、 

今おっしゃられたように、申し出がないかぎり、私は牛肉が嫌いだからというような生徒が現にいるかも知れ 

ませんね。 それには、 役所としては、 給食センターとしても如何ともしがたいということでよろしいんですね。 

学校給食センター はい。 

会長 今のご質問の中に、そういう申し出があったと、はっきりとした、信仰に裏付けられた、別メニューは作 

らないわけですね。
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学校給食センター はい、あの作りません。 

会長 作らないということになると、例えば、その生徒だけその日のおかずが食べられないということに、そう 

いう事態も。それでよろしいということですか。 

学校給食センター 一定期間ですが、 申し出をいただいた場合にですね、 替わりのものは出せませんが、 給食を、 

その申し出によってですね、止めて、お弁当にしていただくという形の扱いは可能でございます。 

会長 というご回答です。他に何かご質問等がございましたら。特になければ事務局の方で案の方をお示しいた 

だけるんであれば、私ども大いに参考にさせていただいてみたいと思いますが、ございますか。 

事務局 大変恐れていりますが、事務局の方で考えた案というものを読まさせていただきます。 

清水 教育委員会、確認です。要は、こういう宗教的な事情で、一定の食物を食べられないということを、本人 

なり保護者の方から言ってきちゃうと。今の条例のままですと、聞くこともできないわけですよね、扱うこと 

すらできない。 だから聞き及ぶ、 聞き置くとこまでは認めろと。 この諮問で認めろと。 それでよろしいですね。 

学校給食センター はい。 

清水 とすると、担当実施機関は各小中学校ですね。給食センターじゃないですね。何も作らない、要は、何も 

対応しないということなんですから、 各学校限りで、 例えば仮に、 木更津一小なら木更津一小の先生が、 ああ、 

この子はそういう子なのねと掌握して、 それが記録に残っても全然差し支えございません。 そして、 その上で、 

一小の中で処理をすることであって、給食センターにその情報が行くことはありえないということでよろしい 

ですね。 

学校給食センター はい。 

清水 もし減額の話であれば、食べないとか、理由は問わないわけですよ、長期休暇とか、長期休養するとかい 

うケースがあって、いちいち理由は言っていないと思うんですよ。何月何日から何日まで食べないと。ですか 

ら、 豚肉を出す日は食べられない、 それで終わりですよね。 宗教上の理由は書く必要はないですよ。 ましてや、 

何宗であるとか、 イスラムであるとか、 その中の、 特にスンニ派であるとか、 いちいち言うことはないですね。 

ですから、小学校限りで処理ができて、しいて言えば、料金徴収にあたって食べていないという事実は行くん 

だと。あるいは、食べられないという事実は行くんだと。だから、宗教情報は行かない。必要ないですから。 

それでよろしいですか。 

学校給食センター 先ほどのお話と重複するかも知れませんが、私ども一定の期間の前にですね、そのようなお 

話があった際に、その給食を止めるというか、替わりにお弁当でいいですという形、ということは、減額の対 

象にするということで。 

清水 そうですね。ですから、その分は給食センターというか、学校からは外に出ないで、センターなり教育委 

員会なりが、何日食べないとか何日間食べられないとか、だから給食費は取らない、その分は給食費取りませ 

んよ、減額しますよという情報だけが行って、宗教情報は給食センターとかそういうところに行くことはない 

ですねとお尋ねしている。減額をするときにね、理由を書く可能性は十分ありますね。 

会長 逆にお聞きしますと、宗教以外の理由で減額するということもありうるわけですか。 

清水 休み休み。 

会長 ああ、そうか。なるほど。まあ、形の上ではそういう、あれですよね。どういう理由かは伝わらないわけ 

ですから、給食センターには。 

清水 例えば、インフルエンザでね、それこそ登校停止になったとしますよね、学級閉鎖にならないで、特定の 

子だけが発病したと、そういう状態でしたら、当然来るなといっているわけですから、その分の給食費を取る 

わけにはいきませんから、その分減額措置を取るんだと思いますよ。そのときに、インフルエンザでしたと、 

だから減額しますと、学校から給食センターに行くんですか。何日食べなかったというんじゃないんですか。 

学校教育課 欠食の報告の方は、センターの所長の方に入るような形になっていると思います。 

清水 とすると、この宗教上の理由というのは？センターの方に直接行く？ご父兄が直接話に行くというわけで 

すか。 

学校教育課 ああ、そういう形の中の報告ですね、ご父兄、保護者の方が。 

清水 例えば、私なら、私の子供が、私がイスラムだとしますよ。そのときに、私は学校に行きますね。そうじ
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ゃなくて、学校に行ったら、給食の話なんだから学校なんかに来るな、センターに行けとおっしゃるんなら、 

私はそれで理解できるんです。 

学校教育課 わかりました。 

清水 ところが、学校に来たと。そうすると、学校では先生が、なるほどそういう理由だったら仕方がないよね 

という話になって、センターに対して、例えば今日豚肉が出る予定だから出さないでくれと、その子の分だけ 

マイナス１ですよね。１減という形で、仮にセンターに発注する。で、センターは事前に分かっていることで 

すから、３５人のクラスのうちの３４人でものが来ると。で、ひとりの子がお弁当を持って来るでも何でもい 

いですよ。そこで処理をして、ですから、センターには行きませんねって言っているわけです。 

学校教育課 あの、保護者の方、直接、センターの方に伺わないと思います。一旦、学校の方に、今、お話があ 

ったような形の中で。 

清水 だろうと思って。センターの方に行けというんならね、話は別ですけど。ですから、今のご理解でよろし 

ければ、センターには宗教情報は伝わりませんねと聞いているわけです。 

学校教育課 欠食の数だけという形で。 

清水 そうですね。 

学校給食センター はい。 

清水 ですから、学校から外部。小中学校という、ひとつの実施機関の中のコアの部分から、給食センターとい 

うところに出すことはまかりならんですよ。この答申は。扱うこと自体はＯＫです。現場がね。 

会長 というご意見が出されました。 

清水 失礼な話ですけど、センターは全員、市の職員ですか。非常勤とか、そういう人はいませんか。 

学校給食センター 事務に関しては市の職員、あとは県の栄養士が入っております。これは併任で、市の事務を 

行うという形で入っております。 

清水 その方、漏えいした場合の処分権、どちらにあります？ 

学校教育課 これは、処分権限、県にあります。 

清水 ですから、市のコントロールが事実上効かない人ですよ。その限りではね。ですから、逆に、併任とか給 

食を作っている現場の人でもいいですよ、非常勤の方とか、そういうところに、何でという形で名前が伝わっ 

て行ったり、 清水さんというところの子供はイスラムだよとか、 そういう情報が出てくれるというのは困ると。 

使わないんですから、そこでは。ですから、学校から出ないと。そこに気をつけていただきたいと。 

会長 そういうご指摘ですけど、可能でしょうか。 

事務局 それでは、ただいまご指摘がありましたので、修正した形で答申書の案を今考えましたので、ちょっと 

発言させていただいてよろしいでしょうか。 

会長 いまお配りになった案を、 清水先生のご指摘を踏まえて修正すると、 述べられると、 そういうことですか。 

事務局 はい。 

山田 よくわからないんですけども、子供さんが言い訳したのを情報の収集となるんですか。なんで食べないの 

と言われたときに、何々教だと言ったのが、情報の収集になるのかっていうことなんですけども。聞かないと 

いうことであれば、「ああ、 そう」 って言ってお終いなわけでしょう？だとすれば、 玉造先生の言われたことは、 

そんなことはないと思うんですけども、そんなことは扱ううちに入らないんだから、入れなくたっていいんじ 

ゃないかということなんですけどね。それは扱うってことになるんですか。 

事務局 収集の方法は色々あると思うんですけども、例えば、保護者の方から、文書によって情報が入ってきた 

りした場合には、とりあえず、それを受けざるを得ないのかなというところがございますので、そういう点を 

踏まえまして、取り扱う可能性があると考えております。 

会長 これも私の方から確認ですけども、生徒全員にクラスごとに担任の先生などが宗教に関して、宗教的な理 

由などで食べられないものがありますかとかいうことを、生徒に、まず、学校側ないし給食センターが聞くわ 

けですか。 

学校給食センター 聞きません。 

会長 本人の方から申し出てきた場合に限るということなんですね。ただ、その、いま、山田先生のご指摘のよ
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うに、申し出の仕方というのは、色々ありうるだろうと。ずーっと食べられないので、いつも残す、なぜ山田 

君残すのと、担任の先生が聞いたら、実はうちはこういう宗教に入っているからっていう形で、その生徒の宗 

教が明かされること、あるいは、担任が知ること、認識することもありうるんだと。そういう場合は、情報の 

収集にあたるのかというご指摘なんですね。で、高岡さんの方は、方法の方は色々ありうると思いますので、 

今のようなのは、高岡さん如何なんですか、情報の収集にあたると？ 

事務局 たとえば、学校の、担任の先生一人だけの頭の中に残っているものについては、これは当たらないと考 

えております。 

山田 そうだとすればですね、それだけで、これからその子供に肉は供給しないにしようとか、知らせる必要が 

あるとすればね、収集しなければ、蓄積しなければいけないんでしょうよ。でも、それを聞かないってことで 

あればね、そこでお終いなんだから、そういうことをおっしゃったんですよね、玉造さんは。それが、なんか 

話が前に進まないんですけど、どうなのかなと思うんですけども、 

会長 いかがですか。 

清水 よろしいですか。繰り返しになろうかと思いますけども、まず、児童生徒の本人なり保護者なりから、こ 

ういう理由で何々が食べられないと言ってきたと、先生の方は馬耳東風で通ってしまうと、あるいは、その教 

室限りで処理をしてしまうという話であればですね、 機関としての情報の収集ではございませんよね。 ただし、 

それで後になって、言ったじゃないかと言いだされたときに、あれだけ言っているのに、どうしてあれなんだ 

と言いだされたときに、 多分その先生は腹切る覚悟が必要なんだと思いますよ、 はっきり申しまして。 例えば、 

豚肉なんてものはですね、イスラムの宗派によっては、姿を見せるだけでダメというケースもあるんです。食 

べるのがダメとか、そういうレベルの話ではなくて、形をみせること自体がダメ。横浜あたりでですね、国際 

会議をやりますときに、豚の絵も描けないというときもあるんです。そういうものすらありますので、何が出 

てくるのかはわかりませんが、先生としては学校に報告せざるを得ないであろうと。教頭なり学年主任なりに 

ですね。学校の中で処理をせざるを得ないであろうと。そうでないと、父兄が言ってこようが、本人が言って 

こようが、聞き流す以外方法が無くなってしまう。特に、収集すること自体がいけないという現在のルールで 

すから。宗教関係のルールは。これが根本にあります。そこで、何らかの形で受け止めて、じゃあ食べなくて 

いいよと返事をするにせよですね、それから代替食を作りましょうと、私は作るべきだと思いますけども、代 

替食を作るという選択になろうと、あるいはお弁当を持ってらっしゃい、自分で代替食を持ってきなさいよと 

言おうがなんだろうが、組織としての機関決定ですから、それは情報収集したことにしかならないと思います 

よ、その限りで。ですから、先ほど申しましたように、集まってしまうこと自体がですね、集めてしまう、対 

応すること自体がそもそも出来ないという現在のルールですから、ご諮問をいただいて、基本的に扱うこと自 

体はしょうがないだろうと、私は思うんです。そこから先ですね。その情報がどこに流れていくのかというこ 

とになったときには、外に出してもらっては困ると。今の現状ではですね。 

会長 清水先生にうまくまとめていただいた形になりましたけども、それを踏まえて、案を修正して速やかに出 

していただければと思います。できました？ 

事務局 いったん読ませていただいて。 

山田 ここで決めなくちゃいけないかどうかによって違いますけども、そうであればね、中でどう扱うかについ 

て説明があって、清水先生はそうやっておっしゃいましたけれども、本当にそうかってことは、扱う機関がや 

ることですからね、清水先生がこうするんだよって説明することではないんでしょう。そちらで、こう扱うん 

だからこうしてほしいと説明があるべきで、それがなくて、僕が聞いた内容にこちらから答えてもらってない 

わけですよ。こう使うんだからと。それがなくて使わせろっていうことは、諮問のあり方として問題じゃない 

ですか。 

学校教育課 今お話がありました中で、 本来は個人のものでしょうから、 児童生徒の本人から申し出があったり、 

それから学齢期ということもありますから、保護者の方に確認とか、文書をもって出されることがあるかとは 

思うんですけども、いずれにいたしましても、学級担任を中心にいたしまして、多分、学級担任ひとりの判断 

ではできないと思いますので、多分、上の学年主任であるとか、若しくは教頭、校長とか、そういうところに 

ご相談申し上げることが、 多分あるんじゃないかと思います。 そんな形の中で、 入ってきた情報というものを、
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学校という組織の中で検討事項として拡げていくような、多分、事案になると思います。そういった形で、も 

し拡げるんであるならば、ひとつの形とみるならば、ひとつの情報をしっかりと押さえる、確認をするという 

形の中で、情報収集になるのかなと確認をしています。以上です。 

会長 よろしいですか。 

山口 収集先は、学校の先生が、もし宗教に入っていた場合、入るんですか、学校の先生も。学校関係者が宗教 

に入っていて食べれない、先生なぜ食べられないの、ともし言われたらどうするのかと思って。 

会長 給食を生徒と一緒に食べるのが、確か原則ですよね。いかがでしょうか。 

清水 今の指摘でね、例えば、これから、英語を小学校でもやりますよね。ネイティブ、あれはなんというので 

すか、補助教員じゃなくて、講師？という方をお使いになるということが当然考えられますよね。いろんな宗 

教の人がいますよ、多分。 

会長 ただ、食べられないから、それがすぐに宗教に結びつくとは限りませんよね。 

清水 本人が申し出をしてくれば同じケースということに。 

会長 なるほどね、申し出があればね。 

清水 先生は、豚肉を出した以上、食べないと懲戒とか。 

学校教育課 想定していなかった内容でした。児童生徒を中心としながら、今回、諮問させていただいたんです 

けども、お話があったような形の中で、想定が１パーセントの可能性がないのかといわれるとわからないです 

ね。想定していない条件の中ですけども、学級担任ですから、児童生徒と一緒に食べるというのが、一応原則 

となっていますから、該当事例は今までの事例でありませんけども、多分一緒に食べてくださるだろうなあと 

考えていますけども、ひとつの参考意見、ご意見としていただいておきたいと考えております。 

会長 今後の検討課題として、直接諮問の中で伺いませんけども。 

清水 今の時点では、先生、教職員の方は、宗教情報は聞きおかんということでよろしいですね。 

学校教育課 はい。 

清水 聞きおかない？言ってきても知らんということでよろしいですね。 

学校教育課 児童生徒と同様に、こちらの方から宗教についての、全員に対する問い合わせ、先ほどありました 

ように、全体に声をかけないという、情報収集をしないという形になっておりますので、もちろん先生方につ 

いても、そのような状況でいきたいと考えております。ただ、本人から申し出があったときですね、難しいで 

すけども。 

清水 聞かないから突っかえすという話ですか。 

学校教育課 もちろん該当としては食べていただきたいのは、お話は、多分するような形にはなっておりますけ 

ども、事例としては取り扱わざるを得ないのではないかなという考えはございます。 

堤 今みたいな議論をせざるをえないということですか。情報収集を、入ってきちゃった情報をですね、機関な 

り、なんなりで検討せざるを得ないということは、取り扱わざるを得ないということだと思いますよ。ですか 

ら、それは結果としてそうなるだけのことであって、積極的に収集はしないけれども、そのような情報がでて 

きたら、それに対して学校現場で無視していいということは絶対ありえない。個々の、個別の人たちの、そう 

いう考え方を大切にするんだから、当然のこととして議論しなくてはいけないわけで、扱わざるをえないとい 

うことなんですから、当然のことなんじゃないかと思いますね。 

会長 というご意見もありますので、十分考慮なさって今後の検討課題と。で、いかがでしょうか事務局、案の 

方は。 

事務局 先ほどお配りした案に加えまして、「なお、 学校給食に関し取り扱われる宗教情報は、 学校から外部に提 

供してはならない。」ということを加えるということはいかがでしょうか。 

会長 文章を加えると。 

事務局 はい。 

清水 外部というのは、普段、条例で使っている外部ではなくて、学校外ということですね？ 

事務局 はい。学校以外に。 

清水 当該学校外。
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事務局 はい。当該学校外にというような言い方では。 

堤 そういう場合に、例えば、ある子供が、親なりが、宗教上の理由で肉が食べられない、だから食べなくてい 

いという指導を先生が食べなくてよいという指導をして、他の子供がなぜ食べないんだと騒いだときに、どう 

いう理由を説明するのか。 

清水 それは現場の先生が。 

堤 例えばの話、それを、きちっと教育的配慮に基づいて、正しい指導をするというのは、ある程度理由をつけ 

ざるをえないとなりませんか。 

清水 学校外じゃないですよ。 

堤 生徒に伝えれば親に伝わりますよね。あの子はそういう宗教だから食べなくていいんだよって話になってい 

くわけですよね。だから、なお書きって、先生のいう趣旨は分かるんだけれども、現実的に、逆にいえば、き 

め細かく、宗教に対するものを理解をもって、子供たちにそういうことに対する価値観の多様性とか押さえな 

ければならないとするならば、そういう宗教に基づいて、そういう人たちがいると、それを尊重しなさいとい 

うのがひとつの教育的指導ではないのかなと思うんだけれども、それは理由を告げるわけですから、個人の特 

定の宗教、例えば告げてしまうことになりますよね。 

清水 そりゃそうですね。 

堤 そうなると、学校外で、生徒にそう伝えたとしても、生徒は当然親に話すかもしれない。現場の先生はどう 

いう対応を、そういう場合にするんでしょうかと、ちょっと、私は疑問に思わざるをえない。なお書きをつけ 

るという趣旨は、総論的には私はいいんですけれども、ただ、現場で、今言ったみたいに、さっきから言って 

いるように、こういう情報をそもそも取扱うことがいいよということは、取り扱わざるを得ないんだと、それ 

に対して、きちっとした対応をしましょうと目的にあるわけですから。 

清水 先ほど申しましたように、私の意見はですね、その学校で処理をしてくれと。木更津一中なら一中で、一 

小なら一小で、そこで処理をしてくれと。そこで先生がどう考えるかというのは、教育的配慮とか、様々な事 

情があろうかと思うんですよ。親の教育までしろというのは、なかなか難しいですし。ただ、給食センターだ 

とか、教育委員会全体で共有しちゃうとか、そういう外に出て行く、行政組織として外に出て行ってしまうと 

いう可能性を極力やめてほしい。 

会長 今のは、意見のやり取りでしょう、二人の。意見のやり取りですよね。 

清水 ですから、学校外なんだと。 

会長 学校外と。 

堤 理解しました。 

会長 あの、再三申し上げますけども、今日は時間がタイトですのでよろしくお願いいたします。 

学校給食センター 宗教を学校から一切出さないというのはございましたが、私ども給食センターといたします 

と、食数です。ですから、あくまでも、具体的なあれは必要ないわけですが、そういう食数ですをね、いただ 

くにあたって、例えば、どこどこ学校がですね、こういう子供がいるんで、一食抜かしていただきたい、とい 

う形の情報をセンターに受けるということも、今、なお書きの中の文言に関して。 

清水 それこそ宗教上の理由でということでよろしいんじゃないんですか。元々、個人情報ですから。個人が特 

定できる形で宗教情報を出そうと申し上げているわけです。 

会長 小林何某さんは何々教だと。生徒Ａが何々教だと個人を特定できませんよね。小林何某が何々教だという 

形のバーセットになって初めて、おっしゃる問題になるわけですよね。 

清水 ただ、その場合に、生徒数児童数一なんていう学校ないでしょうねっていう問題はありますけどね。学年 

で児童数一なんて、過疎校ではありだと思うよ。 

事務局 先ほどのなお書き以下ということで、よろしいでしょうか。今印刷のほう、してまいりますので、それ 

でよろしくお願い申し上げます。 

山田 「なお」じゃなくてですね、これ、その諮問内容ってのは、この４番で取り扱う、諮問事項、この内容に 

ついて、一番のこの三つの機関が使うことがいいかどうかってわけですよね。そういう理解でいいですよね。 

事務局 はい、そのとおりでございます。
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山田 だとすれば、小中学校は使っていいと、あと二つの機関はダメと。というのが答申となりません？ 

事務局 はい、ご指摘のとおりです。少し、また修正。 

山田 何度も何度も。その方が端的でいいと思うんです。違います？ 

会長 はい。それからついでに。元の案の、「速やかに廃棄すること」となっていますよね。「こと」で終わって 

いますよね。これは文章として、いかがなものかと。これは、廃棄しなければならないとか、速やかに廃棄し 

なければならないとかに直す必要があるのではありませんでしょうか。 

事務局 確実に廃棄させるという意味からも、「しなければならない」 という形で、修正をさせていただきたいと 

思います。 

事務局 意見を踏まえまして、最初の本文のところで、諮問された例外的取扱いは小中学校及び学校教育課に限 

り差し支えないものと判断する、と。学校給食センターを除く形で、答申書を作らせていただくとことでよろ 

しいでしょうか。 

会長 今日、この場で、我々が答申出すわけですよね。 

事務局 恐れ入りますが、そうしていただきたいと。 

会長 ですから、一定の文書を作成して、それをお返しする必要がありますよね。次の議題に、ペンディングし 

て進めるわけにはいきませんよね。 これはこれで、 きちっと仕上げる必要がありますよね。 それだけ確認です。 

事務局 恐れ入りますが、そのようにお願いいたします。 

梅澤 経済界に身を置く人間として、今の議論、給食という前提条件は、我々素人が考えると、みんなが同じも 

のを食べて、発育とか、こういう・・・基本だと思うんだけど、委員さんの考えている給食というのは、個人 

の状況に応じて、 ・・・それを採用して給食を出すと、 こういう方針なんです？その辺の入り口は全然見えない。 

思想とか、宗教とか、そういう情報収集、食べるとか食べないとか、そういう、 ・・・元の、給食の元というの 

はどういうことなんですか。我々、経済界でやっている人が、どうもその辺の出発点が見えないんですよね。 

会長 いかがですか。 

学校給食センター 委員の言ったとおりですね、給食というのは、本来であれば、皆が同じものを食べるという 

中に意義があるということでございます。ただ、その色々な事情ということで、ひとつの例として、このよう 

な形ということに対してですね、きちっと、制度化しなければならないということで、お願いしているわけで 

ございます。 

梅澤 そうすると、それは、個人の申告があれば、私はこういうメニューについて食べないと、これは食べると 

か、そういうことは現実にはやりきれないでしょう。その辺のスタンスがわからないですよ。何のために給食 

やるのか。本来はね、思想信条なんていうのは、個人の宗教の自由でしょう。思想の自由でしょう。そこまで 

管理する必要はないんですよ。それだったら、給食止めて、個々に応じて、金かけずに、自分の親の責任とし 

て、 弁当をもたせてやればいいんですよ。 なんでもかんでも、 みんなの意見を聞いてやるというのに、 私はね、 

異論があるんですよ。皆さん方のやり方は。そういうことになっちゃうとね、極端なことをいえば、５０人生 

徒がいて、２０人は親に、私は肉は食べない、豚は食べない、野菜もこういうのは食べない、そういうのを認 

めたら、これは効率性の面からいったって、成り立たない事業でしょう。その範囲をどこまでやるのかね、そ 

れをきちっとしていないから、私もよくわかんないんですけど、決めてくれって言ったって、決められる前提 

条件がないんだもの。あやふやなままでやるのは、私には理解できない。 

学校給食センター ですから、今申し上げましたけれども、委員と全く同じでございます。本来であればそのよ 

うな形でやる。これからもそうでございます。単なる好き嫌いとかですね、そういったもので、私どもは、こ 

れはやっているわけではございません。ただ、今の場合の事例についてはですね、そういう形ではない、取り 

扱いしなければならないという判断の元で、このような形でお願いしているところでございます。 

梅沢 だから、 特殊事例だけを浮き上がらせて、 さも全体があるようにみせるのか、 特殊事例は例外規定だから、 

それは通常の中で個別、先生が対応するとか、それで治まれば、極端なことを言えば、なにも思想をね、宗教 

なんてのは自由でしょう。法律で保障されているんですから。 

清水 先ほども申しましたとおりですね、それは、この審議会の議題ではないんですよ。 

梅澤 その議題の元を言ってるんですよ。その理論は通らないですよ。
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会長 生徒がね、宗教を優に考える生徒が申し出てきたら、その生徒の意思というものを尊重するということで 

あって、 別に給食全体で、 委員申したように、 その法律ですよね、 これには揺るぎはない。 揺るぎがない中で、 

私の食育はいいです、宗教を優先したいという生徒が申し出てきた場合に関して、情報の扱い方を検討してい 

るわけですよね。それだけです。 

梅澤 我々経済界に身を置く者としては分からないですね。これだけ取り上げるということが理解できない。本 

来、宗教とか思想は自由でしょう。法律で保障されているんでしょう。それを何故、ここだけ特殊なことをあ 

げなくてはならないのか。 

堤 学校給食のあり方は、ちゃんとあるわけで、その中に、個別的な理由として、宗教上の理由である特定のも 

のが食べられない人の自由というものを、その中で尊重したり、調整したりするかということであって、自由 

を守ると、ある程度、あるいは、そういうことを尊重することとの配慮の関係ですから、特に、言っておられ 

ることとは矛盾しているとは思いませんけどもね。そのときにどういう情報がでてくるか、その情報をもとに 

どのように扱うか、個別の学校現場での対応の仕方だと思いますけども、それは、逆の意味で宗教に自由を尊 

重するとか、そういうことだと思いますけどもね。 

会長 私もそのとおりだと思います。 

山田 答申内容なんですけども、３つの機関のうち、学校給食センターと教育部学校教育課は扱わないと思った 

んですよ。答申では、扱わないのは学校給食センターという話でしたよね。今の答申、おっしゃったのは。教 

育部学校教育課がどこにあるのは分からないんですけども、学校から出て、教育部学校教育課にその話が行く 

ことがある前提になるわけですか。 

学校教育課 あくまでも想定の範囲内ですけども、諸々のこれからの教育課程の実施の中で、宗教上の個人情報 

にかかるものについての、各小中学校に入ってくるものは、うちにはたくさんありますけども、それをうちの 

方にあげていただくかどうか状況の判断ではございません。できれば、学校教育課の方には、教育課程上でい 

ただきたいと考えております。 

清水 くどいようですけども、個人を特定した形で必要ということですか。 

学校教育課 特別の個人を想定しておおきな物事はないとは思うんですけども、実際、教育課程を運営していく 

中で出てくるケースがあるのかなと想定はしているんですけども。 

梅沢 もう一回確認しますけど、今の給食というのは、これからやろうという給食は、思想とか宗教ね、それ以 

外の要因で、生徒が出すものは食べないと、こういうことは認めないという教育方針なんですか。 

学校給食センター そのとおりです。 

会長 給食センターに関しては、思想信条は一切関わりないわけですよね。 

事務局 なお書きをカットした形で答申をいただくということでよろしいでしょうか。 

清水 原文に戻っちゃうの？「なお」を取る。 

会長 「なお」を取る。 

事務局 なお以下です。上でもう。 

会長 上で読んでいるんだ。 

事務局 本文の方の、市立小中学校の前に、当該という言葉を入れて、その学校に限って、当該という言葉を前 

に入れるという形で、なお書きの削除ということでよろしいでしょうか。 

会長 ２行目冒頭ね。当該学校における。 

事務局 いえ、一行目で、当該市立小学校、小中学校。だから、他の小中学校にやってはいけないという形で、 

当該を頭に入れさせていただいて。 

会長 当該市立小中学校及び。 

事務局 はい、恐れ入ります。 

会長 時間もございますので。 

森 情報が小学校から中学校に行くということはなんですか。引き継がれるということはないですか？ 

会長 それは宗教に関する情報が。 

森 個票自体が全部行くのかなと思ったので。
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学校給食センター 今、委員のご質問は、例えば木更津市の場合は、宗教、親子でやっていて、中学校の生徒の 

情報が小学校の、行くということを指しているのでしょうか。 

会長 一小から一中に進学する際に。 

森 進学した際に、その情報というのは、学校間で取り扱っていると思うんです。それが、中学校にこういう情 

報もいかないのですかということを確認したい。 

会長 公立の場合、学区内であれば、小学校、中学校進学するわけですよね、学区内の小学校から学区内の中学 

校へと。その際に、小学校から中学校へと書類が当然行くわけですよね。その生徒に関する進学指導、その書 

類の中にこういった情報が記入されるということはないでしょうかとおっしゃられている。 

学校教育課 今回、お願いいたしました、宗教に関するものとか、思想信条に関するもの等の書類を、そのまま 

小学校から中学校へというものはございません。 

錦織 でも、実際問題として、親は同じ親じゃないですか。 

学校教育課 はい。 

錦織 そして、指導要録とか全ては引継事項でやっているのが現状ではないですか。そういう面で、ここだけに 

限って、また中学が新たに情報を掴み直すなんてのは、実際的じゃないと思いますけどもいかがですか。 

学校教育課 今ご質問ありましたように、要録の方を含めての、文書をもっての、そのもの自体の、小から中へ 

との申し送りはないと思います。ただ、今、委員ありましたような形の中で、たとえば、あの、小から中への 

申し送りとか、そういったものの中での情報交換は、日常の中でしております。ですから、あれば、そういう 

形になるんだろうなとは思いますけども。先ほどの、委員さんの、要録等の文書をもってというものはない。 

あと、申し送りの中でですね。 

錦織 つまりあるということですよね。端的に言って。 

学校教育課 文書を変えてるですね。 

錦織 ・・・ともかくとして、児童の実態を伝えるという。 

森 むしろ学校の先生方からすると、 その情報が普通に来るという流れの方が自然かなと思うんですけども。「当 

該」とつけているのが、後々、先生方にとって支障があるのかなと思いましたので、むしろ、それが自然に引 

き継がれるということがあっても、おかしくはないと思うんですが。 

学校教育課 今お話がありました中で、必要最小限の、その児童生徒に関するものについては、引き継ぐべきも 

のは引き継ぐべきだろうなと考えています。 「当該」 という読み替えが、どこまでできるのかということもある 

んですけども、今ご意見ありましたような中で必要事項については、十分、中学校へ申し送っていく事実もあ 

りますので。そういった必要があればと考えています。 

会長 一律に、そういう情報を送るとことはないと。 

学校教育課 一律にはないですね。必要最低事項という。 

会長 ありうるということですよね。 

事務局 この部分を考慮いたしまして、「当該児童生徒の在籍する小中学校」 というように直していけば、 引き継 

がれていくのかなと思いますが。若しくは、「当該」をまったく取ってしまう。二つ考えられますが。 

在籍しなくなってしまうと、その段階で使えなくなってしまいますので、引き継ぎもできなくなってしまい 

そうなので、「当該」を取るということでよろしいでしょうか。 

会長 取っても今のご指摘に対応できると思いますが。当該をつけても、今のような観点から考えれば、そうだ 

なっていうことであって、大きな問題にはならないと思いますが。そういう観点から言えば。 

事務局 「当該」を取らせていただくという形で。 

会長 確認しておくと、できたものを私どもの案として諮って、お渡しする？ 

事務局 はい。 

会長 それも必要ですよね。セレモニーとして。で、この件は終わりと。前もって、委員の皆さんに言いました 

ように、大変時間がタイトで、この後も案件が続くわけですよね、ですから、セレモニーが終わって休憩に入 

るのではなくて、比較的時間がかかないだろうと思われる、条例の改正に関しての報告をさっとやっていただ 

いて、休憩に入って、休憩も５分ですね、という段取りで進めたいと思いますのでお願いします。
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これ、報告の②は、別の課が入ってこられて、報告するわけですか。 

事務局 はい、高齢者福祉課が。 

会長 なるほど。 

森 高齢者福祉課が入って、そのあとまた、教育委員会が入ってこられるんですか。また入れ替えがあるんでし 

ょうか。教育委員会の案件だけ先にやるという形で進められないでしょうか。時間がない中で、また入れ替え 

があるというのは。ちょっと分からないのですが。 

会長 全く別の案件？メンバーが変わるんですか。教育委員会関係のメンバーは。 

事務局 さほど変わらないです。 

会長 さほど変わらない？ 

事務局 給食センターのほうがないので。 

会長 案件は随分違いますよね。如何ですか。 

学校教育課 続けてやってしまうという。 

会長 一旦出て、また、そこまで待っていなければならないという手間を省いたらいかがでしょうかと、森委員 

のご提案。 

学校教育課 お願いできれば、こちらは構いません。 

会長 高齢者福祉課の方は待っていただくという。その辺の配慮は事務局にお任せするとして。その方が時間の 

節約になりますから。大丈夫ですか、事務局。休憩の時間もあって。事務局どうですか、このままやっていた 

だいて、 森さんの提案どおりだとすると、 このまま居ていただき、 引き続き、 紛失の件を報告していただいて、 

それが終わったら、色々なご意見があると思いますが、休憩ということで。 

事務局 それでは、答申案について読み上げさせていただきます。お手元に今、お配りいたしましたけれども、 

そのまま読み上げます。 

平成２１年４月３０日、木更津市教育委員会教育長 初谷幹夫様、木更津市情報公開総合推進審議会会長 

小林伸一、 取扱禁止の個人情報の例外にかかる諮問について（答申） 、 平成２１年４月３０日付け木教学第２９ 

８号及び木学給セ第１４２号で諮問のありましたこのことについては、下記のとおり答申します。記。諮問さ 

れた例外的取扱いは、市立小中学校及び教育部学校教育課に限り差し支えないものと判断する。学校における 

教育現場及び学校給食に関し取り扱われる宗教情報や思想信条に関する情報は、当該児童生徒に対する適切な 

配慮をするために必要な範囲内で適切に保管し、取扱いそれらの必要がなくなった場合には、速やかに廃棄し 

なければならない。以上。 

以上でございます。 

会長 これを最終案として、意見等がございませんでしたら、これを答申ということにいたしますが。 

（異議なしの声） 

会長 ありがとうございます。全会一致でこれにするということでございますので。 

事務局 それでは、学校教育課長の方で、答申を受けさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

会長 答申。諮問された例外的取扱いについては、市立小中学校及び教育部学校教育課に限り差し支えないもの 

と判断する。学校における教育現場及び学校給食に関し取り扱われる宗教情報や思想信条に関する情報は、当 

該児童生徒に対する適切な配慮をするために必要な範囲内で適切に保管し、取扱いそれらの必要性がなくなっ 

た場合には、速やかに廃棄しなければならない。以上です。 

会長 そうしますと、引き続き、学校教育課の方からの報告をしていただきます。 

事務局 それでは、学校における個人情報紛失事故について説明させていただきます。 

学校における個人情報紛失事故については、本年２月に中郷中学校で発生した事故について、去る３月に開 

催された本審議会にて報告させていただいたところですが、その後、請西小学校、及び君津市で事故が発生し 

ました。これら２件の事故についての報告、及び、学校での個人情報保護措置について、教育部学校教育課よ 

り説明いたします。 

学校教育課 学校教育課長の高澤でございます。今事務局からございましたように、先の審議会以降、市内の請
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西小学校、さらには君津市の小学校におきまして、本市における個人情報の紛失事故がございました。お手元 

にございます、請西小学校の紛失について、かいつまんで最初にご報告申し上げたいと思います。冒頭ござい 

ますように、請西小学校におきまして、指導要録を紛失をいたしました。去る３月１６日に、５年生の学年主 

任が、自学級の指導要録を出しておいてほしいと５年３組の担任に依頼したわけでございますけども、依頼さ 

れた５年３組の担任は、頼まれた学年主任分だけではなくて、自分の学年の全職員が要録の控え作業をするで 

あろうと想定する中で、保管金庫から４学級分の指導要録を取り出しています。自学級はもちろんであります 

けども、５年２組、５年４組の指導要録は担任へ配布をし、残った５年１組の指導要録は学年主任の机の上に 

置いて自学級で業務を続けたという形になっています。その後、３月２２日の日曜日に５年１組の学級担任が 

指導要録の記載作業をするために出勤をして、保管金庫の中に自学級分の指導要録がないということに気づい 

て教頭以下その他の職員で捜索をしましたけども、今もって発見ができておりません。３月２３日に校長に報 

告をして、３月２４日に当教育委員会に報告がございました。紛失した指導要録の内容でありますけども、５ 

年１組の３１名分の指導要録であります。 内容につきましては、 学籍の記録、 それから、 学習成績の記録等が、 

指導要録の中に入っております。学校の対応といたしましては、ここに書かれていますように、当該学級３１ 

名分の自宅を訪問し、説明と謝罪を既に行っています。教育委員会における対応につきましては、そこに書か 

れているとおりでございます。ご覧いただければと思います。 

続きまして、次のページになりますけども、児童の個人情報の紛失についての事故でございます。こちらに 

つきましては、現在君津市の周南小学校に勤務をしています、男性の講師の方であります、車上荒らしにあい 

まして、児童の個人情報のデータを紛失した、ＵＳＢのメモリー、外部記録媒体とデジタルカメラのメモリー 

カード等を紛失しております。当該講師につきましては、４月の２日、お仲間と君津市内の飲食店で夕食中に 

駐車場に止めてありました、自家用車の中からバッグを盗まれたという車上狙いにあっています。バッグの中 

には３月まで勤務をしておりました、 君津の小櫃小学校の担任児童の成績資料、 それから本市に関しましては、 

平成１９年度、市内の東清小学校の当時２年生の担任８名分を担任しておりましたけれども、その当時担任し 

ておりました児童の連絡網を保存をした個人所有のＵＳＢメモリー等が紛失となっています。本市に関わるも 

のにつきましては、今申し上げましたように、平成１９年度の東清小学校の２年生の８名分の連絡網でありま 

す。内容は、氏名と電話番号ということでございました。東清小学校につきましては、４月の５日、周南小学 

校の校長とともに、家庭訪問を行って、説明と謝罪をしております。教育委員会の対応につきましては、ご覧 

いただければと考えております。 

２件の個人情報の紛失の事故がございました。なお、前回の中郷中学校の紛失の事故の後に、当審議会にお 

きまして、ご報告をさせていただいた経緯がございますけども、その中で、内規を含めた規程の作成が必要で 

あろうとのご意見をいただきました。それに基づきまして、その後の経緯でございますけども、木更津市教育 

委員会の所管に係る、小中学校における木更津市個人情報条例施行規則という規則を策定をさせていただきま 

した。第２条につきましては、禁止事項を記載をしながら、持ち出しのルール、さらに管理の仕方等に規定を 

してございます。それから、第３条につきましては、取扱事務の届出について規定をさせていただきました。 

第４条、第５条につきましては、個人情報保護の管理責任者、さらに、取扱責任者等、規定をしております。 

第６条につきましては、個人情報の取扱いにつきまして、誰が取り扱うかについて、用紙の中で表示をするこ 

と、さらに、第２項につきましては、日常業務における管理について規定をさせていただいております。この 

ような状況の中で、第７条の条文をもちまして、施行規則の方を策定をさせていただきました。今後、既に公 

布になっておりますけども、この後、施行を受けまして、各学校の中で十分、これについての管理、指導、そ 

して取り組みをしていきたいと考えています。よろしくお願いいたします。 

会長 何かございましたら。公布されていて、まだ施行されていないと。４月２７日、この規則は公布され、未 

だ施行は、実際用いられていないと。 

学校教育課 施行は５月１５日からと考えております。 

会長 こういう不祥事が重なった時期ですから、直ちに公布、施行でもよろしいかと思いますけども、色々ある 

わけでございますよね。直ちに施行にはできないと。何か、そういう理由というのはございますでしょうか。 

学校教育課 本来であれば、施行、即、施行というのが本来の姿だと思いますけども、少しお時間をとらせてい
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ただきました。その中で１５日施行となっておりますけども、この連休明けの中で、最初に、臨時の校長会議 

を持たせていただいて、十分趣旨の徹底をしてまいりたいと考えております。実際、施行になりますから、学 

校現場の方で、十分、校長、教頭を含めて、全職員まで周知・徹底が必要でしょうし、かなり、学校の中での 

取り組みが出てきますから、そういうことを含めて。 

会長 一言で言うと、周知期間。他になにかございましたら。なければ、この件に関してはこれで終わりたいと 

思います。ここで、５分間休憩を入れさせていただきます。 

会長 それでは５分経ちましたので、次の報告を。 

事務局 それでは、順番が逆になりましたけれども、報告１点目として、木更津市情報公開条例及び木更津市個 

人情報保護条例の一部改正につきまして報告いたします。 

平成２１年３月市議会定例会にて、水道事業管理者を廃止する条例が可決され、併せて、水道事業管理者に 

ついて規定してある条例についても改正いたしました。情報公開条例及び個人情報保護条例においては、とも 

に、水道事業管理者を実施機関のひとつとして規定しておりましたが、これを、新旧対照表をお手元に配布し 

てございますけども、アンダーラインを引いてある箇所でございますが、従来、水道事業管理者となっていま 

したものを、「市長（水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。） 」というような形で、改正させていただきま 

した。以上でございます。 

会長 これに関して何かございましたら。なければ、時間もないので、次の。最後の報告事項ですね。 

事務局 続きまして、報告事項の２点目について申し上げます。地域包括支援センター関連ということになって 

おります。これらは、従来、中央包括支援センターというものがございましたが、今回、４月１日付けで、こ 

れを廃止いたしまして、中部地域包括支援センターへ移行、及び、高齢者福祉課と介護保険課の統合に伴うも 

のでございまして、事務の廃止が１件、統合を含めた変更が３件となっています。 

最初に、変更の概要についてご説明いたしますと、まず１点目としまして、従来、高齢者福祉課が中央包括 

支援センターとしまして、地域包括支援センターの事務を行ってまいりましたが、平成２１年４月１日から中 

央地域包括支援センターを廃止しまして、新たに、中央地区の地域包括支援センターとして、地域包括支援セ 

ンター業務を社会福祉協議会に委託しましたため、従来の地区の地域包括支援センターとしての事務届けを廃 

止いたします。お手元にございます、資料の最後８ページ目をご覧いただけますと、このような表がついてご 

ざいます。こちらをご覧いただければと思います。 

２点目といたしまして、従来、介護認定に関する情報については、介護保険課が管理し、その情報を介護予 

防事業のため、高齢者福祉課が提供を受けて取り扱うため、高齢者福祉課でも個人情報の届出を行っておりま 

したが、介護保険課と高齢者福祉課が組織改正により統合されたため、高齢者福祉課で届け出ていた届出を廃 

止し、介護保険課の届出に記録されている提供先を変更します。従来は、介護保険課から高齢者福祉課、高齢 

者福祉課から各地域包括支援センターへとなっていましたが、現在では、高齢者福祉課から各地域包括支援セ 

ンターへとなります。 

３点目としまして、従来、介護保険課で取り扱っていた介護認定に関する各事務届をひとつに統合します。 

４点目としまして、従来、高齢者福祉課で取り扱っていた特定高齢者に対する介護予防支援に関する各事務 

届をひとつに統合します。 

変更後の事務の名称でございますが、事務名称は、「地域支援事業に係る地域包括支援センター監督事務」、 

「介護認定に関する事務」、「特定高齢者に対する介護予防事業」となっております。 

最初に、「地域支援事業に係る地域包括支援センター監督事務」 について説明いたします。 地域支援事業の実 

施主体は市であり、市の責任の下に地域支援事業を実施するところですが、本市においては、地域支援事業を 

地域包括支援センターに委託して実施することから、受託者である地域包括支援センターを監督するための事 

務となります。 

記録項目は、地域包括支援センターの不正行為などがあった場合には、委託者である市にも責任が生じるた 

め、受託者である地域包括支援センターで取り扱う個人情報はすべて委託者である市が取り扱う可能性があり 

ます。地域包括支援センターで取り扱う個人情報は、別紙のとおりとなっております。
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収集先は、地域包括支援センターに対する苦情や通報にあっては、本人、実施機関内部、他の官公庁、本人 

にサービスを実施している事業者、本人の親族等から収集することがあるため、本人、実施機関内部、他の官 

公庁、その他私人を収集先としています。苦情、通報、指導監査などで不正行為を発見した場合には、事実を 

確認するために、地域包括支援センターから個人情報を収集することが考えられ、また、地域包括支援センタ 

ーで対応が困難な事例など、市に返してくることが考えられるため、地域包括支援センターを収集先としてお 

ります。 

提供先は、不正の請求等の場合には、支払いをストップするなどの措置が必要となるため、他の官公庁(国 

保連合会） を情報の提供先としております。 そのほかにも、 地域包括支援センターが不正行為を行った場合で、 

特定個人の生命、身体、財産に対する危険がある場合など、家族等に通報をすることや他の機関と連携して対 

応することが考えられるため、民間私人、他の官公庁を提供先としております。 

次に、「介護認定に関する事務」について説明いたします。介護保険法に基づき、申請から要介護認定まで 

の一連の介護認定事務を行います。４ページとなっております。記録項目は、介護保険申請に係る被保険者を 

特定するため、識別番号、氏名、住所、生年月日、年齢、性別を記録項目としています。電話番号は、連絡先 

として記録項目としております。病歴は、申請に係る被保険者が６５歳未満の場合である者は、介護保険法施 

行規則第３５条第１項第４号により特定疾病の名称を記入するために記録項目としております。健康、障害、 

身体状況は、介護認定判定資料を作成するために記録項目といたします。親族状況は、訪問調査の際、立会人 

が必要となるため、被保険者の親族の氏名、住所、連絡先等も記録項目となります。福祉サービスは、現在利 

用している介護サービスを把握するための記録項目としております。評価は、介護保険更新認定・区分変更申 

請の際に、現在認定されている介護度を把握するための記録項目としております。 

収集先は、本人のほか、訪問調査において家族等から本人の情報を収集することがあります。 

提供先は、介護保険認定審査会のほか、介護保険条例第１３条の規定により、配偶者、子、父母、本人と現 

に生計を一にし、かつ、本人を扶養している者又は本人と現に同居している家族、指定居宅介護支援事業者、 

地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設、地域包括支援センター等に介護保険に関する情報を提供するこ 

とがあります。 

次に、「特定高齢者に対する介護予防事業」について説明いたします。６ページとなっております。高齢者 

が要介護状態になることの予防又は要介護状態の軽減若しくは悪化の防止を目的に、生活機能評価のための基 

本チェックリストを使用して、自分の生活や健康状態を振り返ることにより、介護予防に関心を持ち、更に基 

本チェックリスト総合判定結果により、特定高齢者として判定をされた者に対し、地域包括支援センターが訪 

問調査をし、介護予防事業を勧奨します。 

記録項目は、本人を特定するため、氏名、住所、生年月日、年齢、性別を記録項目としております。電話番 

号は、連絡先として記録項目としております。健康、身体状況は、チェックリストの質問事項及び生活機能評 

価受診票により、身体機能の低下、栄養状態を収集するために記録項目としております。 

収集先は、本人となっております。 

提供先は、基本チェックリスト及び生活機能評価受診票により、介護予防事業の対象となった者に係る基本 

チェックリスト及び生活機能評価受診票の情報を、本人同意に基づき、地域包括支援センターに提供いたしま 

す。以上でございます。 

会長 はい。今のご報告について、何か、ご質問等がございましたら。要するに、組織の統廃合に伴って、扱う 

事務を異なってきたということなんですね。新しくできた組織、それまでの組織、そういうことでよろしいん 

でしょうか。 

事務局 はい。 

会長 よろしいですね、ということですが、何かございましたら。清水先生、特にございませんでしょうか。 

清水 特定高齢者に対する介護予防で、本当に収集先は本人だけですか？家族収集はないですか？それから、そ 

の提供先が民間私人で、地域包括支援センターに提供しますと、本当にこれだけですか。 

高齢者福祉課 収集先を本人としておりますのは、介護予防事業としいうことで、ご本人はまだ、健康状態もよ 

く、介護認定を受ける前の状態なので、ご本人を収集先としております。
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清水 家族に聞くようなことはないんですねと？留守をしていようが、何していようが、本人以外の者が出てき 

たら情報を収集することはないですねと。 

高齢者福祉課 はい。 

清水 それから、チェックリストなんか作って、機能評価なんか結果が出たときに、例えば、いつも飲みすぎな 

いように奥さんも協力してくださいよ、なんてことは、絶対に口が裂けても言わないということですよね。 

高齢者福祉課 はい。 

清水 そうですね。確認できればそれで結構です。 

会長 他に何かございますでしょうか。特になければ、この報告はこれで。 

会長 次第にはその他とありますが、事務局から何かございますでしょうか。 

事務局 市長名の通知文書の方、その中で、個人情報の実績報告で一点。拒否決定をしてあるにも関わらず、 「写 

しの交付」と記入されておりますので、写しの交付というのは誤りでございます。拒否決定ですので、写しの 

交付はございません。 

会長 何ページ？ 

事務局 情報公開の、３番と４番になります。それの処理経過というところで、写しの交付という字が入ってい 

るところになります。そこを削除ということでお願いします。拒否決定はしておりますので。 

会長 訂正していただければと思います。 

事務局 個人情報も、 最後のページ、 拒否で写しの交付が入っておりますので。 決定通知は出しておりますので。 

事務局からは以上でございます。 

会長 委員さんのほうから、全体を通して何かございましたら。 

森 教育委員会の情報の取り扱いということで、木更津市職員は市支給のパソコンを使われて、その中で情報を 

扱っていると思いますが、教員に関しては個人のパソコンで情報を扱っているということでよろしいでしょう 

か。 

事務局 教員については個人のパソコンをどうしても使わざるをえない状況で、ＵＳＢメモリーが公費で購入し 

まして、そこにデータを入れて、自分のパソコンには残さない。あくまでも公費のＵＳＢで落とすという形で 

取り扱っていると伺っております。 

森 パソコンは、情報をやりとりすると、記録していなくてもその情報は残るんです。個人のパソコンで扱って 

いるものは、個人のものなので、個人が廃棄すれば、売り渡たすこともあるじゃないですか、そういうことは 

想定されているのでしょうか。 

事務局 公用で使用したパソコンについては、すべてデータを消すソフトを使用して廃棄するルールは確立して 

ございます。 

森 個人で持ち込んでいるパソコンで、個人データをＵＳＢに扱って、記録はＵＳＢにしていたとしても、情報 

としては、一度パソコンで扱うと入っているわけですよ、ハードディスクの中にね。それは、最終的には、全 

部消すソフトで廃棄するということでよろしいでしょうか。 

会長 そこまで徹底しているんですか。 

事務局 そこまではなっていない。 

清水 公用の方は潰すんですが、私用の方はそこまでいっていない。 

森 というと、基本的には、教員にも本来、市として公用のパソコンを支給するべきではないかと思いますが。 

事務局 委員ご指摘のとおりです。 

清水 そのとおり。 

森 そういう考えはないんでしょうか。 

事務局 所管課が情報政策課というところが所管しておりまして、そちらの方が配布するような手筈では考えて 

おりますけども、現下の経済情勢の中で、中々思うように進んでいないとは伺っております。 

森 教員の方が個人情報を沢山扱っているような気がするんですが。パソコンが個人情報を扱っていない人とい 

えば、そういう危険はないと思いますが、先生方の方は、こういう事件があったりして、個人情報を沢山扱っ 

ているという思いをすると、むしろ先生方の方にパソコンを支給していただいて、その中で個人情報を扱って
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もらうという形で考えていただいた方がよいのかなと思いました。意見ということで。 

事務局 ご意見として承りまして、 担当課の方にその旨、 私の方からも協力に申してはおるんですけども、 再度、 

こういう意見がありましたということで伝えさせていただきます。 

会長 一方で、市の財政というものも考える必要もありますので、市の個人情報保護、とりわけね、生徒に関す 

る情報、とりわけ、財政状況との兼ね合いも勘案しなければならないというところで、森さんの意見を十二分 

に考慮していただきたいと思います。新しく施行される規則には、その点は盛り込まれていなかったでしょう 

か。 

事務局 その点につきましては、盛り込まれておりません。 

会長 はい。他に何かございませんでしょうか。なければ、平成２１年度第１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。委員の皆様には、長時間にわたりまして、大変ご苦労様でした。これにて終了いたし 

ます。 

以 上 

上記会議録を証するため下記署名する。 

平成２１年 月 日

木更津市情報公開総合推進審議会会長


