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平成２１年度第２回木更津市情報公開総合推進審議会 会議録 

○開催日時：平成２１年７月９日（木） 午後３時３５分から午後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：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、 

長野史郎、根本榮治郎、長谷川潤、宮口咲子、山田次郎 

木更津市 ：水越市長 

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)財務部市民税課 石川副主幹、大塚主査 

福祉部高齢者福祉課 山口課長、佐藤副課長 

福祉部健康推進課 江尻主査 

○議題等及び公開非公開の別：報告 公開 

○傍聴人の数：０人 

○会議の内容 

開会 

委嘱状交付 

市長挨拶 

会長及び副会長の選出（会長 小林伸一、副会長 提 一之） 

事務局紹介 

会長 議題に入る前に、一点だけ連絡事項がございまして、委員の皆様、もし会議中に所用で退席される方がい 

らっしゃる場合は、一声私のほうにお声をかけていただいて、退席されていただければと思います。よろしく 

お願いいたします。それから、発言される際には挙手をしていただいて、私の方から挙手された方から発言し 

ていただくというかたちをとって、なおかつ発言される場合は目の前にあるマイクのボタンを押してオンにし 

ていただいて、マイクに少し近づかれてご発言なされるということもまたお願いいたします。 

それでは早速、次第の５ですね。報告ということに入っていこうと思います。 

それからもう一点だけ、今日は時間がかなりタイトでございまして、５時過ぎまでというふうに考え、せい 

ぜいぎりぎり５時１５分位までかなと思っています。ご協力のほどを重ねてお願いいたします。 

それでは、次第の「５ 報告（個人情報取扱事務の届出の報告）」をお願いいたします。 

事務局 金子でございます。説明のほうをさせていただきます。まず最初に資料の確認をお願いいたします。本 

日、報告事項について、４件ございますけれども、個人情報取扱いの事務届け、Ａ４で横版になっているもの 

がございます。それと、それに対応しました説明ということで付いております。そのほか、あらかじめ皆様に 

郵送させていただいてありますが、情報公開条例、個人情報保護条例等の関係条例がございます。 

それでは、最初にまず、市民税課から届出のありました、「市県民税賦課資料（磁気）に関する事務」につい 

て説明させていただきます。 ちょっと説明の方が長くなりますので座って説明させていただきたいと思います。 

会長 報告案件をまずお話しになられて、説明されてその後、質疑応答ということを繰り返すと、そういう段取 

りでと。皆様も、そのようにお願いいたします。 

事務局 それでは市県民税賦課資料に関する事務について説明いたします。事務届けの１枚目と、説明資料の１ 

枚目をご覧ください。
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事務届の説明の前に、今回、この事務届けに関しまして年金等からの市県民税の特別徴収制度というものに 

ついて、概要を説明させていただきます。あらかじめお送りしました資料に、Ａ４の１枚もので「年金等から 

の市県民税の特別徴収制度について」という資料、あと緑色のチラシを同封させていただきました。こちらで 

すね。こちらのほうを見ながら、説明をさせていただきます。 

まず地方税法、こちらが改正されまして、平成２１年１０月から、公的年金等からの市県民税の特別徴収制 

度が開始されます。この制度は、４月１日現在６５歳以上の公的年金を受給されている方で、市県民税を納税 

する義務がある方が対象となっております。 

従来、公的年金を受給し、納税義務のある方については、給与からの特別徴収又は普通徴収の方式となって 

おります。普通徴収の場合は、年金保険者から送付された年金支払報告書のデータの処理を行い、納税通知書 

を送付しまして、納税義務者は、市役所や銀行などに出向き、あるいは、口座振替により、納税していただい 

ているところです。 

今回の特別徴収制度の導入により、市県民税が公的年金から特別徴収、いわゆる引き落としというかたちに 

なるんですけれども、 特別徴収されることとなり、 年金の支払いをする社会保険庁などの年金保険者が、 直接、 

市に市県民税を納めることになります。 

特別徴収の流れですが、地方税法第３２１条の７の２から第３２１条の７の１０の規定によりまして、市町 

村は、公的年金等に係る所得に係る個人の市県民税の特別徴収を行うことになります。 

最初に、まず社会保険庁等が、年金支払報告書情報、年金の受給対象者情報というものを経由機関、今回こ 

ちらは地方税電子化協議会ということになっておりますけれども、こちらの経由機関を経由して市町村に情報 

を提供します。 

次に、市町村は、提供を受けた情報を元に、年金の受給対象者のうち、市県民税の特別徴収対象者情報を、 

経由機関を経由して社会保険庁等に提供します。 

情報を受けた社会保険庁等は、対象者の年金から市県民税を特別徴収しまして、徴収した税を市町村に納入 

します。 

今回、この事務の情報の流れで、個人情報を社会保険庁等に提供することについては、地方税法により、本 

件事務が法定化されたため、木更津市個人情報保護条例第１１条第２項第２号「法令の定めがあるとき」に該 

当いたします。 なお、 経由機関を経由することについては、 平成２１年総務省告示第１４２号で、 総務大臣が、 

社団法人地方税電子化協議会を指定しております。これらの規定については、先にお送りしました参考資料の 

方に記載してございます。 

次に、情報の流れの概要ですが、大きく分けまして、社会保険庁等と経由機関である地方税電子化協議会の 

間の情報の流れと、地方税電子化協議会と市の間の情報の流れ、これが一つ。 

もう一つ、この地方税電子化協議会と市の間の情報の流れがあります。 

電子化協議会と市の間には、審査システムというのがありまして、審査システムと市の使用するパソコン、 

審査クライアントと呼んでおりますけれども、この間は、ＬＧＷＡＮ、総合行政ネットワークと呼ぶ通信回線 

があるんですけれども、このＬＧＷＡＮで結ばれています。この審査クライアントと市の税処理をする税務シ 

ステムというものは直接結ばれておらず、記憶媒体、いわゆるＵＳＢメモリー、これらを使用します。 

市の内部の情報の流れなんですけれども、市が情報を取得するときは、市は、審査システムに保存された情 

報を取得したあと、ただちに情報を記録したパソコン、この審査クライアントからＬＡＮ端子を外しまして、 

ＬＧＷＡＮ回線から物理的に切断します。その後、記憶媒体を使用して税務システムに情報を移します。税務 

システムの方に情報が取り込まれたことを確認した後、審査クライアントからその受けた情報というものを消 

去します。この間、審査クライアントはいわゆるオンライン結合の状態にはないものと考えております。 

次に、市が情報を送信するときは、送信の都度、税務システムから、記憶媒体を使用して、送信を行うパソ 

コン、審査クライアントなんですが、こちらに情報をもってきまして、記憶媒体から直接情報を送信します。 

送信を行わないときは、ＬＧＷＡＮ回線と結合している審査クライアントには情報が蓄積されていないことか 

ら、「実施機関以外の者が随時入手しうる状態」にはなく、オンライン結合の状態にはないと考えます。 

ここから、今回の事務にあたって個人情報取扱事務の届出の方、こちらの方をご覧いただければと思うんで
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すが、今回、こちらの方で事務を変更するというようなかたちになるんですけれども、事務届けの説明の方な 

んですが、本件事務、市県民税賦課資料、これについては、賦課資料を基に市県民税を適正に課税し、磁気と 

して管理いたします。 

記録項目は、識別番号、氏名、住所、生年月日は、賦課該当者を特定するため、記録項目としております。 

年齢、性別、障害、家族状況、婚姻、賦課状況、収入は、控除要件を認定するため、記録項目としています。 

職業は、所得種別を確認することから記録項目としています。 

収集先は、毎年１月１日を賦課期日としていることから、賦課期日における住民基本台帳に登録された情報 

を実施機関内部（市民課）から収集します。 

また、収入・控除要件に関する情報は、本人、他の官公庁、これは賦課期日住所と現住所が異なる場合に回 

送を受けることから、他の官公庁となっております。その他民間・私人（給与支払報告書は、事業所から提出 

されます。）これらから収集いたします。 

公的年金の特別徴収に関する情報については、他の官公庁（社会保険庁等）から収集します。 

情報の提供先ですが、実施機関内部（市民部保険年金課、福祉部障害福祉課、高齢者福祉課、児童家庭課、 

健康推進課、都市部建築住宅課）、他の実施機関（教育委員会学校教育課）、他の官公庁（社会保険事務所、社 

会保険庁等）、今回の取扱事務の変更によって、ここの提供先に、他の官公庁のうち、社会保険庁等が、ここが 

加わるということで、これらに提供いたします。以上でございます。 

会長 ありがとうございました。以上の報告に関して何か、委員の皆さん何かご質問等がございましたら。 

澤田 澤田と申します。いくつか教えていただきたいんですが、ひとつは、この情報は年に一回ですか？何回か 

あるんですか？それが一つ。 

それから記録するＰＣは、一回で全部消すんですか？課税記録というのはあるでしょう？それとの関係はど 

うなのか。 

それからこの図を見るとオンライン結合の状態と言ってますよね、オンライン結合の状態、回線がつながっ 

ている状態だろうと思いますけれども、それで良いですか？ 

それからこのパソコンは徴収専用になっているかどうか。回線を切る、あるいは外すという表現をしておら 

れましたけれども、ちょっとイメージが湧かないんですよね。 

要するに、何でこんなことを聞くかといいますと、これは個人情報が漏れないようにしないといけないわけ 

ですね。そういうことから、こういう操作あるいはシステム等のチェックを誰が、どういう状態の時にきちっ 

とするかを、これを決めて、あるいは説明をいただかないと、ちょっと理解ができないんですよ。 

４年前に私の事務所に、ここで公開で言っていいと思いますが、市のある実施機関から、懲戒処分の事例が 

間違ってファックスされた。来ているんです。これで私も木更津の情報公開は本当にこれで良いのかという、 

そういう心配があって今度公募させていただいたわけなんです。 

そういうことがありますので、この辺は、確かに説明は説明で良いんですが、お願いしたいのは、情報がき 

ちっと結合していない、あるいはプールされていない、だから良いということなら、それも誰がどういう手順 

でしっかりフォローするかということをしていただかないと。そういうことをすると、間違って情報が他へ行 

くはずがないんです。 

今、かなりしっかりした企業でも漏れておりますよね？特に市は情報がいっぱいあり、社会保険庁もたくさ 

んあり、社会保険庁は、ご案内のとおりちょっと信頼されていないといいますか、そういうところとのやり取 

りですから、余計、相互チェックする必要があるんじゃないかということから、今、質問あるいはお願いして 

いる。以上です。 

会長 あの、ちょっとよろしいですか？今、最後のほうのご質問というか、澤田委員に。ご提言のように聞こえ 

ましたけれども、最後のほうのお話というのは、質問の一部なんですか？ 

澤田 前半は質問で。 

会長 ４点ございましたよね？今のお話の流れで行くと、最後の４点目の質問に対する何かご自分のご提言のよ 

うに聞こえましたけれども、それでよろしいですか？ 

澤田 ４点目は、言われるとおり、提言といいますかお願いになると思います。
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会長 ４番目の質問に関するご提言というふうに受け取ってよろしいんですか？それとも何か聞きようによって 

は今のご質問全体に関するご提言のようにもお聞きしましたけれども。 

澤田 １番目から３番目まではわかる範囲でお答えを。４番目は、提言といえば提言になると。 

会長 冒頭に私、申し上げましたけれども、時間もかなりタイトでございますので、なにぶんその辺をご協力願 

えればと思います。ということで、４点ということでご質問が出てまいりました。どうぞ、事務局。 

事務局 特徴情報の、受けることに関しては１回なんですが、そのほか毎月変更の情報がありますので、そちら 

については毎月ということでなります。あと、パソコンのほうに情報が記録されているかということに関して 

なんですが、これについては、一旦、情報を受けます。受けて、それをパソコンのほうに一回記録しておりま 

すので、そこから記憶媒体に情報を移します。それを税のシステムのほうに入れて、それが確実に取り込まれ 

たことが確認されましたら、ＵＳＢとパソコンのほうからはデータを消去いたします。ですから次に情報を受 

ける時にはパソコン、ＵＳＢもですね、情報がないという状態で運用いたします。 

オンラインはですね、協議会のほうからデータを取りに行く間に関しては、確かに、その瞬間はつながって 

いるんですが、情報を取ったら直ちに回線を遮断いたしますので、いわゆるオンラインではないというように 

考えておりますけれども。情報を取る審査クライアントの方が他とつながっていないという状況になっており 

ますので、「随時情報を入手しうる状態」にはないと考えております。 

澤田 誰が操作して、チェックするのは誰か。 

事務局 その事務を取扱う者なんですけれども、こちらについては担当がおりまして、それについて管理簿、こ 

ちらを用意しまして、誰が、いついつ誰々が操作をしたと、誰が情報を消去したと、いうようなかたちで管理 

をするというように考えております。以上です。 

会長 私のほうから補足なんですけどね、オンライン結合に関しては条例上の定義がなされているんですね。１ 

２条。個人情報保護条例１２条の丸括弧内ですか。電子機器のオンライン結合、これに照らして、今回の、一 

見するとオンラインに見えるものでも、これに照らすとオンラインには該当しないというふうなことなんでし 

ょうか。 

事務局 オンライン結合については、個人情報保護条例の第１２条のほうで規定されております。今回、この事 

務については、条例で読みますと「当該実施機関以外のものが随時入手しうる状態」こちらに該当しないと考 

えております。ですので、オンラインにはあたらないというような。 

会長 これに照らすとね。ということです。よろしいでしょうか。 

澤田 最後の４点目なんですが、操作する人とチェックする、そういうシステム、受けるものも出すものも、そ 

れはどうなっていますか？ 

市民税課 その件に関しては、操作手順書を作成いたしまして、それに基づいて管理簿等で、誰が管理者で誰が 

操作者か、ということで明確化させていきたいと思っております。 

・・・：・・・ 

市民税課 今は始まったばかりでございまして、随時このご意見を賜りまして作成しようと思っております。 

清水 毎度のことなんですが、この手の話がありますと毎度のことなんですが、要はこの個人情報の漏洩とか流 

出というのは、大体９０パーセントがあれはヒューマンエラーなんですよ。規則をいくら作ってもだめなんで 

す。ただ、規則は作らないことには話にならないから、まずどういう手順で話が進むのかということが、まず 

いちばん最初の説明をいただかないと、了承しろといわれても了承はできませんと。 

ご説明のほうは、社会保険庁のほうから・・・きた、いわゆる審査クライアントというところがいわゆる閉 

鎖・・・だからここまではインターネット接続ではないと。ここまでは良くわかるんです。オンライン結合で 

はないという、そこまでは良くわかるんですよ。 

ただ、そこから先、ＵＳＢメモリで持って歩くと、誰がどういう手順で持って歩くかと。ポケットに突っ込 

んで持って歩く可能性もあるわけでしょう？その辺でどこかいっちゃう可能性もあるわけですよ。パチンコい 

くとは言いませんよ、でもね、どこでどういうルートで人が動くかはわからないんです。大概そういうところ 

でなくすわけですよ。その先に、今度は、インストールしましたと。自分のパソコンに。こちらの、庁内のほ 

うのパソコンも、インターネット回線には接続していませんと。そうなんですよね？
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事務局 税システムのほうは、つながっていません。 

清水 つながっていませんよね。ですから、そうするとなくなる可能性がある、流出する可能性があるというの 

はＵＳＢメモリの段階なんです。大概、個人で、自分でやってみればすぐにわかることなんですが、どこかの 

パソコンからとった先の元のほうを消す、メモリで持っていく、メモリが入力して自分の次の第２のパソコン 

のほうに入れる。その時点でＵＳＢのほうを消すというのは実はなかなかしんどいシステムなんですよ。次の 

仕事をやろうとするんですから。そういう手順てやつがしっかりしているのかしていないのか。今の段階でど 

ういう原案があるのか見せていただきたい。 

澤田委員がおっしゃったご心配というものをフォローしようとすると、検討するはわかったけれども、今は 

どうなっていますか。 

会長 よろしいですか。このシステムは導入が開始されて動いているんですか、すでに？それともこれからです 

か？ 

清水 市民税課答えて。 

市民税課 現在、１０月の年金天引きに向けてデータをすでにいただいておりまして、これから年金の課税デー 

タを各支払者のほうに提供するということで動いております。 

清水 だとすると、実際に動き出すのは１０月ですか？実際にこのシステムが動くのは。個人情報が来るのは１ 

０月ですか？個人情報をあなた方は使うわけでしょう？ 

市民税課 支払者からはもういただいていますので、これから…。 

清水 このシステムで今、さんざん質問していたのは、ＬＧＷＡＮを使って、基幹システムのところへ、情報を 

いわゆる審査クライアントから動かすと。そのいちばん肝心なところはいつから動くんですか？ 

市民税課 すでに受領に関してはＬＧＷＡＮ回線を使って受領しておりまして、もう動いています。 

清水 動いているんでしょう？だから規則があるはずでしょう？取扱規則が。やりっぱなしで、やってないって 

こと？ 

市民税課 これから、この審議会について、承ってつめていこうと考えておりますが。 

清水 つめるもつめないも、今動いているのはどうなっていますか、どういう規則があるんですかと聞いている 

わけですよ。今動かしているんだから、動かしているんだったら、どういう運用をしているんですか？何のル 

ールもなしにやっているんですか？ 

市民税課 何のルールもというか、それぞれの条例なりそういうことを見ながら、文書では作成しておりません 

けれども、安全と確実性の…。 

清水 要は気分次第でやっていると。 

市民税課 いや、気分というわけではないんですけれども。 

清水 書いたものも何もないというのだったら気分次第じゃないですか。 

市民税課 これから、そういうことで、規則なりを細かくつめていかないといけないかなということで考えてお 

りますが。 

清水 「いけないかな」というのは。「かな」と言われたら、そうならない可能性もあるわけでしょう？ 

市民税課 これから作成するということで。 

清水 それなら全部持ってきてからにしてくださいよ、この話。こう動くんだってわかってからにしてください 

よ。 

市民税課 規則を制定してから。 

清水 ここは個人情報保護審議会だから。個人情報がどう取扱われるかわからないという段階で良いも悪いもな 

いでしょうが。 どう取扱うかもわからないし、 気分次第で。 私に言わせれば、 はっきり言えば気分次第ですよ、 

何のルールもなしというのは。その段階で持ってこないでください。 

会長 というご指摘ですね。そうすると、清水先生の、今のご指摘どおりにしようとすると、今回のこの届出自 

体が…。 

清水 引っ込めろという話です、そういう話なら。 

会長 これ用のマニュアルですよね、個人情報の保護を完璧な・・・に考えた操作マニュアルというものを作っ
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たうえでこの報告を改めて出すべきだというご指摘ですね、というかご意見ですね。 

清水 今までと違って新しいインターネットの接続をするようなね、いろいろな回線を使う、しかもはっきり言 

って、澤田先生は奥歯に物の挟まったような言い方をされていましたけれども、要するにはっきり言えば信用 

できない社会保険庁とつなげてです、あそこだけで流出件数６，０００件超えてるんですよ、ネットに載っか 

っているだけで。 

会長 報告事項になっているのに、何か審議事項に、実質なってしまっているようですが、、、。 

清水 だからね、こういうふうな取扱をしますと、だから事務を開始しますといわれれば、「そうですか」なんで 

すよね、それが良いものであろうと悪いものであろうと。でも、言ってみれば何も決まっていない、どうする 

かわからないという、そういうお返事でしょう、要は？ 

会長 それは担当の方、どうお答えを、、、 

清水 ・・・なければ「いついつまでにマニュアルを作ります」とか。 

委員 あの、自分ちょっと今年のね、市から来る住民税と市県民税の見ておやっと思ったんですけども、という 

のは、うちが戸主ですけれども、うちには払っている人が他にもいるわけです。で、おや、前年度と違うな、 

と思ったのはやっぱり、 ああ、 こういうことかな、 と思って。 年金貰ってる人は年金のところからその分だけ、 

全部じゃないけれども、所得関係内容によっては、貰いますよって事ですか？でも、こういうことをやると金 

融機関と、金融機関はもちろんですけれども、その家族の・・・が混乱しますよね？これがみんな、本当了承 

していれば話は別ですけれども、年金、今の一般的な年金生活者は年金のやつは全部自分のところにくると思 

っていますよね、一応、家族の中でも。ただ、それはめいめいのお金だっていうふうな感覚なんですよ。本当 

は一家のお金だっていう感覚だったら、それは個人営業者のところはそれでいいんですけれど、そういう感覚 

はないと思うんですよ。そうすると、だから、家族の中のトラブルはあったにしても、金融機関とその取引し 

ている、年金の人たちがやっているその人たちのあれが、スムースに本当、行くのかね？と思いますけどね、 

そういうのが。そういう心配があると思いますけれども。 

これは情報公開だから、それが決まってみんながＯＫというんだったら、これはこれで行くのでしょうけれ 

ども。でもあと、金融機関の中でも、大変困るでしょうね。 

会長 そういう、ご質問というかご提言が。 

委員 そうですね、これは本当に、直に起こると思いますよ、はっきりわかってくれば。うちはだから、いやそ 

れは、去年のね、市民税と県民税、住民税払うのにちょっと金額が違うんだなっていうのが、おれのが、所得 

の関係は所得でとられるけど、それにしてはとられるけど、だから少なくなってるんだなって思いますよ。今 

わかりましたけどね。 

会長 なるほど。 

玉造 ちょっと私も、浅はかでよくわからないんですけれども、この表はですね、いわゆる賦課するための資料 

なんですね、税金を？それで今回は、いくら課税されたか、その金額によって社会保険庁で年金からそれを引 

き落とすということで、賦課状況だけわかれば、個人を特定する意味では、この左のほうは必要だと思います 

けれども、障害だとか家族状況だとか、この人にいくら税金が掛かっているかという、これだけあればいいん 

じゃないのかなと私は思ってるんです。今日の議題というか話の論点は、社会保険庁に通報するのは、障害だ 

とか家族状況、婚姻、職業というのは必要ないわけでしょう？賦課状況でしょう？市県民税がいくら課税され 

ているかということだけを通報すればいいんでしょう？ねえ。本当の論点は。 

澤田 担当の方に申し上げますが、これはですね、なにも木更津市だけではないんですよ。全国、法律で決まっ 

たわけですよね。ですから、あまりこう、自分のところでということでなしに、総務省と、あるいは県と、協 

議してね、モデル、何か例があるはずなんです。作ってくれておるはず。それをベースにして早急に作ったほ 

うがいいと思いますね。それはハードのものでね、先ほどお願いしたのは、人が、人的ミスがというのは、こ 

れはやっぱりチェックを何回もかけないと、清水先生も言われたとおりですね、ミスが増える可能性があるん 

です。そいうことで、お願いしたいんですけれども。 

会長 それはご提言・・・玉造委員のほうから、これはご質問というか、これはまたご提言を含むようなご質問 

ですよね。 ・・・項目というようなものがあるのではないかという、ご指摘というかご提言というか。
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まず市民税の厳しいご質問というかご指摘に関して、まずお答え願います。 

市民税課 先ほどの清水先生からのご質問なんですけれども、私どもは細かい規則というものはまだ設定してい 

ませんけれども、 今回、 新しい制度でございますので、 それに基づいて、 簡単なものではございますけれども、 

手順書というものを作りまして、初めて、手探りでございますので、この場合についてはこういうふうにして 

ということで一応は作ってございます。ただ規則みたいに細かく、密にというか、そういうことまでできませ 

んので、この会でのご意見を参考にさせていただいてもう少し密なものに作り変えていきたいなとは思ってお 

ります。 

清水 教育委員会のあの事故があって、市長部局のほうから教育委員会に対して、いわばＵＳＢとかこういった 

ものについての取扱規則を作れということを言っているはずで、勧告をしたほうの市のほうが何も準備ができ 

ないというそんな馬鹿なことはない。今あるものを見せてください。 

事務局 ただ今、案というか、手順書のほうをお配りしております。 

会長 これは本当の手順書だよね。たとえば、この段階でこういうことを守らなければならない、こういうこと 

に注意しなければならないということ、この部分に関してはあくまで手順書なんですか？ 

事務局 ただ今、お配りしましたものはご指摘の手順書及び管理簿を・・・原稿案ということになっております 

ので、本日のご指摘等を踏まえまして、また、先ほど清水委員からご指摘のありました教育委員会のほうの規 

則というものも勘案しまして、至急、規則なりというものを担当課のほうで作るよう、指導というか、いたし 

ます。 

会長 あくまでも手順書ということで、そのための特別なルールを定めたものではないと。いかがでしょうか、 

清水先生。あくまでこれは手順書なんですが。 

清水 ですから、ないってことですねという。議事録にちゃんと書いておいてください。何も決めていないと。 

市民税課は何も決めていないと。 

会長 そうすると、さすがに報告自体を取り下げるということまでは行かないということではあるのですが、早 

急にルール、取扱規則、まあルール化したものをですね、規則というかたちですけれども、そういうものを作 

っていただかなければこれは困るというのは、これは清水先生のみならずこの審議会の総意だと受け取ってい 

ただいて仕事に取り掛かっていただくということでいかがでしょうか。 

市民税課 はい、大変なご意見ありがとうございました。この会議でご指摘いただいて、早速ですね、規則につ 

いて作成を開始させていただきたいと思いますので。ありがとうございました。 

清水 始めるのはわかったけれども、いつまでに？ 

市民税課 今月受け渡しですので、締め切りの２１日までに作成したいと思っております。 

清水 要は事務を始める前にきちんとルールを作ってくださいよと、こういうことですよ。 

会長 なるべくであれば直近の審議会、これは１回目ですが、今年度は２回目ですけれども、３回目の審議会に 

なりますけれども、その審議会の際に、マニュアルなり規則というものを私たちの手元に届けていただければ 

ありがたいなと思います。よろしくお願いします。 

ほかにこの件に関してご質問があれば。 

特にないようですので、次の報告事項をお願いいたします。 

事務局 それでは続きまして、次の報告案件に、説明させていただきます。 

次の案件は、高齢者福祉課から届出のありました、「高齢者情報の提供事務」でございます。事務届けの２ 

枚目、及び説明資料の２枚目をご覧ください。 

説明の前に、一点、報告というか、本件事務の取扱の開始は事務届けにございますように、平成２０年７月 

となっております。本来であれば、その後に開催された審議会において報告しなければならなかったところで 

すが、遅れてしまいましたが、本日報告とさせていただきます。 

それでは、説明のほうに移らさせていただきます。本件事務は、高齢化社会が進行する中、ひとり暮しの高 

齢者や高齢者のみで構成される世帯を地域社会でケアしていくにあたり、民生委員による高齢者見守り事業を 

推進するため、 民生委員からの要請に基づき、 高齢者見守り事業の対象者情報を民生委員に提供するものです。 

記録項目は、高齢者見守り事業の対象者である個人を特定するため、氏名、住所、生年月日、性別を記録項
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目とします。 

また、識別番号は、民生委員に対象者の情報を提供する際に、提供情報一覧表兼受領書及び個人情報個票に 

番号を付すことから記録項目としています。 

家族状況は、見守り事業の対象者が、ひとり暮らしの高齢者及び高齢者のみで構成される世帯であり、これ 

らの対象者の世帯についての情報となることから、家族状況を記録項目とします。 

情報の収集先は、実施機関内部（市民課）から収集します。 

情報の提供先は、民間・私人（民生委員）に提供いたします。なお、本事務における、民生委員への個人情 

報の提供については、平成２０年３月１４日付け、外部提供禁止の例外について答申を得ております。以上で 

す。 

会長 この報告に関して、何かご質問があれば。 

では私のほうから。これは昨年度諮問を受けて、そして３月１４日に私どもが答申を出させていただいて、 

それ前提にした事務ということですね。その報告ということなわけですから、事務局から今、ご案内のように 

時期が少し、つまり開始時期が７月、昨年の７月１日なわけですね、昨年の。昨年のと。これで何、遅ればせ 

ながら報告させていただくというふうに聞こえましたけれども、それでよろしいんでしょうか？ 

事務局 はい、そのとおりです。 

会長 そうすると、これ聞くと、あまり、あれかもしれませんけど、本来であれば直近の審議会で報告がなされ 

るべきだということですね。 

事務局 はい、昨年度の審議会は平成２０年９月に１回目を開催しておりますので、本来であればその９月の開 

催した審議会において報告しなければならなかった、またあるいは仮にその時点でもし漏れていたと、遅れて 

いたとすれば、その次の審議会ということでしたので、大変申し訳ございませんが大幅に遅れてしまいました 

が、本日報告させていただくところです。 

会長 という経緯のある報告事項なんですね。それを踏まえて何かございましたら。 

清水 内容的にはもう審議済みのことなので結構だと思うんですけれども、今年の７月、今月の７月の２日に北 

九州で事件があったのはご存知ですか、担当課？ああそうですか。 

玉造さんが目の前にいるんで申し訳ないんですけど、北九州の八幡東区というところがございまして、ここ 

で民生委員さんが、１２１世帯１６８人分の個人情報がどこか行っちゃったと。６５歳以上の高齢者だという 

んで、多分この事業だと思うんですよ。あまり６５歳以上というところで切られているものは、あまりないで 

すからね。結局未だに行方不明で、実は一部、おれおれ詐欺、振り込め詐欺ですか、ああいうところに連動し 

たのではないかという形跡があるというのが今のところの報告なんですけどね。いま北九州市の、やっぱりこ 

ういう審議会が頭抱えてる事案なんですが、あるんですよ。十分、監督方お願いをしたいと、そういうことで 

すね。 

高齢者福祉課 はい、わかりました。 

澤田 これは民生委員さんに情報提供されるスタイルで、あれなんですか？何かペーパーですか？ 

高齢者福祉課 はい、市民課からの提供では一覧表で貰うんですが、それを１人ずつのものに作り変えてお渡し 

しております。紙です、紙ベースでお渡ししております。 

澤田 前回のこの会議ではそういう様式等はご覧になりましたか？どういうスタイルで民生委員さんにデータが 

行くか。 

清水 いや、項目しか知らないです。 

澤田 項目しか知らない？お願いがありますが、今後はできたら様式なども、サンプルで結構ですが、見せてい 

ただけませんか？ 

高齢者福祉課 わかりました。 

玉造 よろしいですか？確かに去年の３月に答申をして、７月１日に実際には始まっているわけです。遅れたと 

いうのは、ある意味では事務局のほうの責任ばかりではなく、民生委員のほうの責任もあるのかなと、こうい 

うふうに思います。実質的に、どういうことかというと、これによると６５歳以上の人のみ、それから６５歳 

以上の夫婦、そこに例えば大学へ行っている息子が入っていたとします。実際には東京に転居しています、こ
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っちにはいません。やっぱり６５歳以上のいる世帯は、民生委員のほうとしては、実態を見てみると昼間はい 

ないよと、あるいは千葉に勤めていますよと、こういうのも提示をしてもらわなきゃ困るという意見が、民生 

委員にはもう蔓延しているわけです。だからそういうことも考えて、私こちらをフォローするわけではないん 

ですが、 遅れたのかなというような気がいたします。 実態が、 やっぱり昼間はいないというのが多いわけです。 

そういうのは若い人が同居しているようになっているので、我々は提供は受けていません。だけども実態は、 

もし昼間、 大規模災害が起きればこれは一応クリアになると思いますけれども、 そういうことも勘案しながら、 

民生委員のほうから、とにかく６５歳以上の高齢者のみの世帯とか、単身だけじゃなく６５歳以上のいる世帯 

については全部、提供してほしいという、ただ私もここにいる立場上、それはちょっとかなわぬことだという 

ことで同類の民生委員には言っておりますけれども、そんな状況もあって遅れたのかなと、こういうふうにち 

ょっとこちらをフォローしておきたいと思います。 

会長 確かにこの審議会の席に座られて事務局のフォローをするということは、これはそれ自体ちょっとあれだ 

と思いますけれども、いま玉造委員は民生委員をやってらっしゃるという立場でおっしゃられているというこ 

とです。要するに慎重に事務を取り扱っていったというふうに聞こえましたが、それでこの時期までになった 

ということのように受け取ってよろしいんでしょうか。 

玉造 はい。 

会長 というのは、玉造委員じゃなくて事務局に聞いているんですよ。 

事務局 はい。 

会長 わかりました。他に何か？ 

・ ・ ・ 

事務局 続きまして、 同じく高齢者福祉課から届出のありました、「ひとり暮らし高齢者等緊急通報装置貸与事業」 

について説明いたします。事務届けの３枚目、説明資料の同じく３枚目をご覧ください。 

本事務は、従来ありました「ひとり暮し老人等緊急通報システム設置事業」 、こちらを平成２０年１月に「ひ 

とり暮らし高齢者等緊急通報装置貸与事業」に変更したことに伴い、説明資料の４ページの表にありますよう 

に、４ページのほうに、廃止統合というふうに表がつけてありますけれども、もともと、個々の書類ごとに届 

出がありました、ひとり暮し老人等緊急通報システム設置事業利用申請書などの７つの事務届けを、ひとり暮 

らし高齢者等緊急通報装置貸与事業に統合・変更するものになっております。 

こちらの事務届についても、報告が遅れていたところなんですが、本日報告させていただくものでございま 

す。

本事務の説明のほうなんですが、この事務は、ひとり暮らし高齢者等の世帯に対し、急病等の緊急事態が発 

生したことを緊急連絡先に伝えるための緊急通報装置を貸与することにより、ひとり暮らし高齢者等の日常生 

活上の不安を解消すると共に迅速かつ適切な対応を図るものです。 

記録項目は、対象者を特定するため、識別番号、氏名、住所、生年月日、年齢を記録項目としています。な 

お、本籍は、申請書に添付された住民票に本籍が記載されていることがあるため、記録項目としています。 

生年月日、年齢は、対象者の中には、６５歳以上であることを条件としている者があることから、記録項目 

としています。性別は、住民票に記載されているため、記録項目としています。識別番号は、緊急通報装置貸 

与事業の決定を受けた者について、台帳及び名簿により管理することから記録項目としています。 

口座番号は、貸与手数料を銀行等の口座から引き落しとするため、記録項目としています。 

健康、病歴、障害、身体状況は、対象者に該当するかどうかの確認及び緊急時の対応に必要な情報として記 

録項目としています。 

電話番号、家族状況、親族状況は、緊急時連絡先として記録項目としています。 

賦課状況は、所得税額に応じて貸与手数料の額を決定することから、記録項目としています。 

収入は、所得を証する書類を添付するため、記録項目としています。 

福祉サービスは、生活保護の適用の有無に応じて貸与手数料の額を決定することから、記録項目としていま 

す。

収集先は、本人（対象者、緊急連絡先となるもの）のほか、民間・私人（親族等）から収集いたします。
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提供先は、緊急通報装置により緊急通報を受けた場合、指定された緊急連絡先に連絡するため、民間・私人 

（親族、民生委員、協力者、指定医療機関）これらに提供いたします。 

また、緊急事態の発生を消防署に連絡するため、他の実施機関（消防長）に提供いたします。 

貸与手数料の口座引き落としをするため、金融機関に情報を提供いたします。以上です。 

会長 こちらの報告も、遅くなりましたがという、何か入っていらっしゃいましたけれど、まずその点から。 

事務局 冒頭で説明させていただきましたように、平成２０年１月に従来の事業を今回の事業に変更したという 

ことですので、本来であればやはりその後の直近の審議会ということで、先ほど平成２０年９月と申しました 

けれども、そのときに本来であれば報告をする、報告をしなければならなかったところでございます。 

会長 その点も含めて、何かご質問があれば。 

清水 １点だけ。これは単純な質問です。このひとり暮らし高齢者等緊急通報装置貸与事業というのは、あくま 

でも本人がこういうシステムを貸してくれと、いうふうに申し出てくるというのが話の前提ですね？６５歳以 

上のリストがどこかにできるというようなことはないんですね？その辺、ご説明いただけますか？ 

高齢者福祉課 こちらの事業は、先ほどから出ております、民生委員さんが各地区にいらっしゃいますので、民 

生委員さんに、こういう事業がありますということで民生委員さんにお願いしております。民生委員さんは実 

際に地元で、足で歩き回りますので、地元の実態を把握しているということで、民生委員さんを通じて事業の 

申請来ることが多いです。ご本人が窓口に来る場合もあります。親族が来る場合もございます。申請が来て、 

私どものほうで実態を確認する場合には、民生委員さんを通じて行っております。以上です。 

６５歳以上のリストとかを、そこで提供することはございません。 

会長 他に何か、ご質問があれば。 

長野 ６５歳以上、これはどういうふうに、質問かどうかという受け取り方はいいんですが、どのくらいおられ 

るんですか？いわゆる対象になるような方は、市が把握している状況では？ 

高齢者福祉課 高齢者の数？ 

長野 ６５歳以上のひとり暮らしというか、ひとり暮らしの、６５歳以上のひとり暮らし。 

高齢者福祉課 約５，０００人ですね。 

長野 ５，０００人おられるんですか。というのはね、どの程度の予算化されているのかなという問題と、例え 

ば無料で貸与すれば、将来、事件が起こるような状況の口座番号とかね、賦課状況とか収入とか、そういうも 

のを聞く必要がなくなるわけですよ。調べる必要がなくなるじゃないですか、ただで貸しておくよということ 

になればね。だからそれが可能であれば、本来はそのほうが個人情報の面から言ったら、私はいいんじゃない 

かなという気がしているわけです。そういう意味で。 

高齢者福祉課 確かに無料で提供できれば一番いいんですけれども、現在、この事業を利用されている方が結構 

いらっしゃるんですけれども、有料になっている方は数少ないです。ほとんどは無料の方が多いです。ただ、 

前年の所得とかをもとにしておりますので、中には土地を売ったとか、そういう方で翌年の一年間だけ有料に 

なる場合もございます。応益負担ということで、そういったかたちに現在はなっておりますので、ご了承いた 

だきたいと思います。 

長野 一番ね、去年土地売ったとかですね、こういうのって利用されやすいんですよね、情報の中では。ですか 

ら、あまりそういう情報はいろんなところで収集しないほうが、問題が起きることは少なくなるというのが前 

提だと思ってるんで、ちょっと質問いたしました。 

会長 ご提言ですね。 

清水 民生委員のことはあまり知らなくて申し訳ないんですが、この対象になるのは日本人だけですね？市内に 

住んでいる外国人は含まれませんね？民生委員さんが把握しているのは日本人だけですよね？ 

高齢者福祉課 そうですね。 

清水 外国人は貸与しないんですよね。 

高齢者福祉課 本人から申請があれば、外国人でも、申請は。 

清水 そうすると、国籍、扱うんじゃないですか？ノーチェックですけど。 

高齢者福祉課 こちらで貸与するには、申請書に住民票等々、添付いたします。
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清水 いや、 そうじゃなくて、 あなたが出してこられた届出書に国籍のところがノーチェックですよと。 外国人、 

例えば在日韓国人、 在日中国人というものが対象になったときには国籍は聞かないんですかという話とですね、 

それともう一つはこの説明だと申請書に添付された住民票といいますから、今の制度でいけば外国人登録証、 

こういうものが添付したときに国籍が自動的にわかってしまいますから、外国人は排除するんですねというふ 

うにお尋ねしているわけです。 

会長 いかがですか？ 

高齢者福祉課 申し訳ありません、この届出事項の国籍の部分が記録項目から外れておりますけれども、外国人 

が、申請があれば調査をして貸与することは考えられます。ですからこの国籍の部分についてはまた次回、修 

正をかけてお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

会長 念のため申し上げますけれど、現時点で外国人からの申請がないからといってここにチェックしないとい 

うのは、おかしいわけであって、可能性がある以上はチェックを入れなければならないわけで、もちろんお間 

違いになられているということはないと思いますけれども、念のため、よろしくお願いします。 

高齢者福祉課 わかりました。 

会長 他に何か、質問がなければ。 

事務局 すみません、国籍について記録が、チェックが漏れておりましたので、お手数ではございますが、国籍 

の欄にチェックを追加ということで、入れていただければと。説明資料のほうの３ページのほうにも追加で、 

記録項目で１行、国籍は、 

清水 ２行目のところ、「なお、本籍・国籍は、申請書に添付された住民票等に本籍・国籍が記載されていること 

があるため」じゃないのか？ 

事務局 はい、ご指摘のとおり、記録項目の欄の２行目、「なお」のところで、「なお、本籍は」となっておりま 

すけれども、ここをですね、「なお、本籍及び国籍は、申請書に添付された住民票等に本籍及び国籍が記載され 

ていることがあるため」と修正をお願いいたします。 

・ ・ ・ 

高齢者福祉課 市民課の外国人登録がございますので、そちらになります。外国人登録証というと本人がお持ち 

になっておりますので。 

澤田 正確には外国人登録証明書といいます。パスポートみたいな。 

・ ・ ・ 

事務局 それでは次の報告に移らさせていただきます。 次の報告事項は、 健康推進課から届出のありました、「健 

康づくりのための啓発事業」についてでございます。事務届けの４枚目、説明資料の５枚目をご覧ください。 

本事業は、 説明資料の表に、 これは６ページ、 資料の６枚目のほうなんですけれども、 既に届出されている、 

健康増進センター愛称募集応募者記録に、 他の４つの事務を加えまして、 健康づくりのための啓発事業として、 

統合・変更するものです。統合する４つの事務については、従来から事務を行っていましたが、事務届けが遅 

れておりまして、今回、統合にあわせて報告させていただくものです。 

本事務についての説明なんですけれども、この事務は、健康づくりに関係する標語等を一般に広く募集する 

ことにより、健康づくりについて市民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。 

応募対象者を市内在住者、在学者、在勤者に限定する場合があるため、市内在住にあっては住所を、在学、 

在勤にあってはそれぞれ学業、職業を記録項目としています。 

応募対象者の条件を確認することから、場合によっては、年齢、健康、家族状況を記録項目としています。 

また、性別については、親子にあっては母子、父子の応募状況の確認、高齢者にあっては男女部門別に統計 

を取っているため、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、メールアドレスを記録項目としていま 

す。

収集先は、本人のほか、親子を対象とするものにあっては、子の情報を親から収集するため、民間私人を記 

録項目としています。在学者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することが
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あるため、他の実施機関（教育委員会）を記録項目としています。 

提供先は、応募作品の審査、採用作品決定をするため、実施機関内部（選考委員会）を、また、事業によっ 

ては県等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（他市、千葉県）を、なっております、これ 

を事業によっては歯科医師会、歯科衛生士会、医師会に所属する者が選考委員となることがあるため民間私人 

を記録項目としております。以上です。 

会長 この報告に関して何か、質問があれば。 

委員 ちょっといですか。６ページ目の、これら個々のコンクール、いろいろなコンクールありますね、親と子 

とか高齢者とかね。 それに対して記録項目はそれぞれこれを、 そのときにあれするということですか、 これは？ 

それともこれ全部、みんな一緒にこの要素を集めるということなんですか？ 

事務局 個々の事業によって、この記録項目に書いてある情報だけ集めると。ただ事務を一本化すると。させて 

いただくということでございます。 

委員 わかりました。 

会長 それから、今日はじめての方も、辞令もらったばっかりで初めての方も、今日ね、メンバーの方、少なく 

ともいらっしゃいますので、記載項目の中で健康にチェックが入っているじゃない。健康と、病歴とか障害と 

いうね、あるいは身体状況というチェック項目もあって、これは実は私も毎回のように、概念上どのようには 

っきり区別立てができるのだろうと。健康とは何を表す概念で、身体状況とどう区別できるのか、それから関 

連して病歴と、そして障害。ちょっとご説明いただけますか？少なくともチェック項目の「健康」とは何を？ 

事務局 「健康」について、内容なんですけれども、健康については、健康状態、健康診査項目、受診状況、あ 

と血圧、血液型、アレルギーや体質などとなっております。 

「病歴」については、傷病例と原因とか治療内容、「障害」については障害の有無、種類、部位や程度、など 

になっております。 

「身体状況」については、体力、体格、身長・体重、運動能力といったものが内容と考えております。 

会長 はい。 

事務局 補足させていただきます。こちらにつきましては、事務の手引きのほうに一応、ちょっと、こういった 

ものが大体あたるというものを作ってございますので、そちらにつきまして、委員の皆様に郵送で送らせてい 

ただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

会長 後日ですか？わかりました。 

清水 よろしいですか？これは重なることはありうるんですよ。健康診断をやってみたら「異常なし」と言われ 

たと、という情報があればこれは健康情報なんです。で病気があったと。例えば清水は性格が悪いとか頭が悪 

いとか、こういうことが出てくればですね、それは「病気」ですよね。で「かつてこうだった」と言われれば 

「病歴」 なんですよ。 ですからずっとつながって、 大きな概念の中で２つも３つもだぶるということもあるし、 

１つだけということもあると、こういうご理解でやっていただきたいと思うんですけれども。 

議長：どうですか。 

健康推進課：健康推進課の江尻と申します、よろしくお願いします。 

うちのほうとしましては、今回提案させてもらいましたこの４事業に関しましては、「８０２０推進運動」 

というものが国のほうでございましてですね、こちらのほうに今回、記録項目として「健康」という記録項目 

を提示させてもらいましたけれど、うちのほうとしましては、「８０歳で歯が２０本あるか」。要するに、親子 

のコンクールにあっては、「親子とも虫歯がなく、歯の状態が良いのか」というふうな観点でですね、「健康」 

のほうに、記録項目というかたちで、させてもらったということなんです。 

会長 他にご質問がありますでしょうか。 なければ、 これで４番目の報告事項を終了したいと思います。 事務局、 

よろしいですね？ 

報告、「次第の５」が終了したということで、「次第の６」にうつります。「その他」と次第にはございますけ 

れども、何かございますでしょうか。 

事務局 それでは事務局のほうから、委員の皆様にご了承いただきたいということがございます。お手元にお配 

りしてございます、審議会の委員の皆様の名簿につきまして、この内容を、本市のホームページの審議会のコ



13 

ーナーのほうに掲載のほうをしたいと考えております。つきましては一応、中を確認いただいて、氏名等、誤 

り等ないかどうかのご確認をしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

会長 それは氏名等に誤りとか、肩書等に誤りがないかどうかを確認していただければということなんですか？ 

事務局 はい、一応非常勤特別職の公務員ということで就任していただいておりますので、基本的に名前のほう 

はこれで出させていただきたいと思いますので、誤りなどがないかどうかの確認ということでお願いします。 

会長 わかりました。 

事務局 もしありましたら、今でも言っていただければと思います。欠席の方にはもう一度、再度私のほうで確 

認を取りますが。 

長谷川 「かずさ青年会議所」に、括弧で「社団法人」と。 

玉造 虚偽の申告といわれるとまこともって不具合ですので。ここでは、「寿」という字、３本引っ張ってありま 

すが、戸籍上は本当は難しい字なんですが、私は通常は使っていません。こういうふうに使っております。戸 

籍の登録とは字が違っています。だけど通常はこれで使っています。これは虚偽だといわれると困るんですけ 

れども、虚偽ではございません。通常はこのように使っていますので、これでご容赦をお願いします。 

事務局 ありがとうございます。あと、先ほど「社団法人」ということでひとついただきまして、あと社会福祉 

協議会のほうも、社団法人ということで。 

玉造 これでわかると思いますけれども。「（社）」ですね。 

事務局 その辺も再度、こちらでも。 

玉造 場合によっては（福）というところを入れている場合もある。社会福祉法人ということで。「（福）」。 

会長 福だけでいいですか？福だけ。 

玉造 わかると思います。 団体によっていろいろ、 表示は違っているみたいな感じがしますね。「（福）」 とやると、 

いわゆる社団法人ではなく社会福祉法人の「福」で、「（福）」とやっていますね。木更津市で社会福祉協議会と 

いえばわかると思いますので。 

事務局 ありがとうございます。 

澤田 質問はあまり、控えていたんですが、お願いがあります。ひとつは、当市の情報公開の運用状況を出して 

おられるそうですが、これは「広報きさらづ」程度ですよね？もうちょっと詳しいものを知りたいんですが。 

それがひとつ。年２回、運用状況を報告するということになっていますね。 

それから２は、２つ目はですね、公開条例が非常に、法律用語としては難解で、もうちょっと何か簡単にな 

らないか、というふうな気もいたします。それでいろいろと調べてみますと、条例解釈の運用基準というもの 

があるはずなんですよ。これは、私は実は手に入れていないものですから、もしあるならいただけないか。マ 

ニュアル、ありますか？ 

会長 事務局内部ではマニュアルはあるわけですよね。 

澤田 委員のほうにも、これがあると非常に助かるんですけれども。 

それから、今年の情報公開の運用上、何か問題がないかということで、今後、場合によっては建議をするこ 

とができることになっておりますね、この会議ね。いま見てみますと、運用の問題点ということですが、いく 

つか考えられるんです。 

ひとつは、 いま資料をいただいたんですが、 条例に基づく開示請求の傾向ということが、 ひとつありますね。 

これを見ますと、だんだん件数が少なくなっている。これは良いことか悪いことか、なんです。これの評価・ 

分析を。 

ひとつは、情報公開を木更津の情報公開制度があるというそのものをですね、もっとＰＲする必要があるん 

じゃないですか。隣の市、君津、袖ヶ浦と、どんなものかということを比較してみていただくこともひとつ、 

方法があると思うんですが、この公開制度をもっとＰＲ、インターネットではかなりされているようですが、 

それでも十分ではない。もっと一般の人に知ってもらう方法はないものか、ということでございます。せっか 

く良い制度があるのに、この件数をみますと、わずか、何ですかこれは、人数で４人で２件とか、随分、毎年 

減っている。これをどう評価するかということでございます。以上です。 

事務局 まずマニュアルにつきましては、個人情報保護条例につきましては、新しいものがございますので、そ
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ちらをお送りいたします。 

情報公開制度につきましてはですね、一部、文言の修正などが加わってはおるんですけれども、その前のも 

のであれば、ほとんど変わっていないんですけれども、ちょこっと変わっているところがあるものですから、 

あれなんですけれども、もちろんマニュアルがございますので、それでよろしかったら、それを送らせていた 

だきますが、よろしいでしょうか。 

それから、情報公開の件数の推移につきまして、この評価はいかに、ということでございますけれども、平 

成１５年でしたか、情報基本条例というものを、本市のほうで制定いたしております。その中で、情報公開に 

拠らないで情報提供を進めましょうということを、 理念的に謳っておりまして、 現在、 情報公開がかなりもう、 

平成７年から行っておりますものですから、かなりの数をこなしてきておりますので、すでにもう、これはも 

う公開しても間違いないというものについてはですね、情報提供制度ということで、いらっしゃった方に、も 

う見せてもかまわないということであれば、下の、２階にコピー機がございまして、そちらのところに、職員 

と一緒に行っていただきまして、コピーをしてそのままお持ち帰り願うということで、対応させていただいて 

おりますので、件数が減ってきている原因というのは、まずそれが第一ではないかなというふうに思います。 

以上でございます。 

会長 それから、あれですよね。個人情報の条例、それから情報公開条例の運用状況というのは私たちに、この 

審議会の場で、節目節目で教えていただいてきたのではなかったでしょうか。 

事務局 はい、いま、郵送で毎回送らせていただいております。大変申し訳ございませんでした、新しく委員に 

なられた方には、当然、今回お渡ししなければいけなかったもので、こちらの落ち度でございます。申し訳ご 

ざいません。 

事務局 ＰＲ方法につきましてはですね、過去にも特集号を入れたこともございますけれども、毎回とは行かな 

いかもしれませんけれども、広報誌などで、紙面で、どこか載せられるようなところがございましたら、「こう 

いうものがございます」ということで、お伝えをしていくということで、いかがでございますでしょうか。毎 

回というわけには行かないかもしれませんけれども、紙面の都合がございますので。 

清水 情報提供の件数なんかをカウントしてみたら？ 

事務局 これがですね、原課のほうでかなりもう、自動的にやってしまっていることがございますので、カウン 

トするのが結構難しいといえば難しいです。調査もかけてみて、わかればということで、したいと思います。 

会長 私の個人的な認識ですけど、この件数が少ないと見る向きもあるでしょいうけれど、特別少ないとは見え 

ないという認識もあると思います。 それから、 その数だけを見て、 低調だとかいうふうな認識もありますけど、 

そうではない認識もありうると思いますので。そういうことです。 

玉造 例えば私ども民生委員で、高齢者の数がどの位か、年齢別がどの位かといって、２階のカウンターのとこ 

ろへ来て見せてもらって、コピーをしたりします、個人情報じゃなく、全般的な。これもいわゆる情報公開の 

うちで、あれは公開はここにはカウントされていないので、そういうのを含めると、もっともっと多く公開さ 

れているというふうに認識してよろしいですね？ 

事務局 玉造委員のご指摘のとおりでございまして、２階に情報提供コーナーというところがございまして、そ 

ちらのほうにできる限り、 要は統計データ的なものですね、 市民から要望があったようなものにつきましては、 

逐次、増やしていっておりますので、そういったところで、もうわからない状態のなかでコピーをしていくと 

いうものも入っておりますので、なかなか実態は、把握は難しいところがあります。 

会長 厳密にいうと、情報提供ではあるんですけれど、広い意味でのね、広い意味での情報公開で、というよう 

なご指摘なんだと思います。ですからそういうことをカウントすれば、相当な利用状況にあるということです 

ね。ですから必ずしも低調だと見る向き、そういう向きもあるかもしれませんけれども、そうではないという 

ね、見方もきちっと成り立つというご指摘なんだと思います。以上です。 

他に？時間も時間ですので。特にございませんでしたら。事務局、他にございませんよね。 

では、これにて平成２１年度第２回木更津市情報公開総合推進審議会を終了させていただきます。ありがと 

うございました。
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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


