
1 

平成２２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２２年４月１６日（金） 午前１０時から午前１１時４５分まで 

○開催場所：木更津市役所第２庁舎２階会議室 

○出席者氏名 

審議会委員：石井徳亮、梅澤千加夫、江尻 澄、神崎勝一郎、小林伸一、澤田成雄、清水幸雄、 

堤 一之、根本榮治郎、長谷川潤、宮口咲子、山田次郎 

木更津市 ：総務部 石井部長 

（事務局）総務部総務課 小山課長、高岡副主幹、金子主査、佐久間主事 

（関係課）市民部保険年金課 鹿間参事兼保険年金課長、地曵副課長、田名部主査 

福祉部児童家庭課 星野課長、鴇田主幹、露崎主査 

福祉部高齢者福祉課（高額合算）加藤副課長、田中副主幹 

（生活管理指導員）加藤副課長、相田副主幹 

福祉部障害福祉課 佐藤課長、中島主幹 

教育部体育課 浦辺参事兼体育課長、山田事務員 

○議題等及び公開非公開の別：報告 公開 

○傍聴人の数：０人 

○会議の内容 

開会 

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

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

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

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

だいまより、平成２２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 

の確認ですが、何名でしょうか。 

事務局 定足数１５名のところ、出席者１０名です。 

会長 わかりました。本日の出席者は１０名です。定足数の過半数を超えておりますので、本日の審議会は成立 

いたします。最初にお諮りいたしますが、本日の議題は、諮問内容の検討と報告事項８件、その他の報告とな 

っております。本審議会を公開することとしてよろしいでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

了承されましたので、本審議会を公開することといたします。 

議題に入る前に、連絡事項ですが、委員の皆様のなかで、もし会議中に退席されるという方がいらっしゃい 

ましたら、退席前に一声かけていただきますようお願いします。 

それでは、 議題に入らせていただきたいと思います。 まず、 次第の１番目、 諮問内容の検討についてですが、 

２月に開催しました本審議会で、諮問事項について小委員会を設けて検討することといたしました。その内容 

について、事務局から報告していただきたいと思います。 

事務局 それでは、小委員会の内容について報告いたします。すでに、委員には、小委員会の概要を資料として 

お送りしておりますので、資料にそって、報告いたします。小委員会は、平成２２年３月９日の午後、木更津 

市役所４階入札室で開催しました。 出席者は、 小林会長、澤田委員、 清水委員、 堤委員、 宮口委員の５名です。 

小委員会の議長は小林会長が務めました。 

諮問事項１についてですが、事務局から一部改正をしようとする理由として、 「情報化社会が急激に進んだ 

本条例の制定時においては、個人情報保護の要請も急激に高まっていたのであり、これを反映して、本条例第 

１条に「個人情報を最大限に保護することを目的とする」という文言が設けられた。しかし、その後、個人情
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報の最大限保護を目的規定に盛り込んでいない個人情報保護法等の法律が制定され、木更津市情報基本条例に 

も盛り込まれていない等の、客観的な状況の変化が見られる。他方、「最大限に保護する」という文言に、過剰 

に反応する市職員も少なからず見られるようになった。 」との説明があり、委員からは、 「個人情報保護法や、 

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（法律の制定や、 現場の過剰反応等を含む。）を 

踏まえると、現行条例の改正に充分な理由がある。 」「本条項の改正に伴って、個人情報の漏洩や流用が起きな 

いように、より万全の策を講ずるべきである。 」との意見がありました。 

次に諮問事項２についてですが、資料に補足して報告させていただきますが、事務局からは、 「現在は、本 

審議会への報告のほか、行政資料室での閲覧となっているが、今後、ホームページでの公表を実施することに 

伴い、審議会よりも広い意見の聴取が可能となるので、審議会へ報告する必要性が低下した。代替措置は、施 

行規則を改正し、インターネットでの公表を考えている。具体的な仕組みは、今後検討する。なお、審議会へ 

の報告を廃止し、ホームページ公表としても、ただちに移行するのではなく、ある程度の期間を設け、事務届 

の見直しを行ったうえでの移行を考えている。 」「インターネットで公表するまでのチェック機能として、各課 

からの事務届を総務課でチェックしてから、 インターネットでの公表を考えている。 」 との説明があり、 委員か 

らは、 「市民の反応を充分かつ適確に受け止める体制が必要である。 」「審議会への報告にかわる代替措置に不安 

があり、代替措置について充分な検討がなされない限り、改正は時期尚早である。 」等の意見が出されました。 

次に、諮問事項３について、事務局から、 「条例制定当時は公用パソコンが配備されていない状況で、オン 

ライン結合におけるセキュリティに不安があり、第１２条の規定を設けた。その後、木更津市情報セキュリテ 

ィポリシーに関する規程等を定め、現在は、情報担当課でセキュリティ対応をしている。そのため、本条項の 

必要性が乏しくなった。 」との説明があり、委員からは、 「これまで本条項に基づき答申した例として、住民基 

本台帳ネットワーク、ＬＧ－ＷＡＮ（総合行政ネットワーク）があり、本条項はそれなりに機能してきた。し 

かし、客観的な状況の変化に照らせば、確かに本条項の必要性は乏しくなった。 」「第１項は、木更津市情報セ 

キュリティポリシーに関する規程の根拠になるので残すべきである。 」との意見が出されました。以上です。 

会長 小委員会で審議された事項を要約しているわけですが、それを踏まえて、小委員会としての答申案を提示 

したわけですね。小委員会での答申案について説明をお願いします。 

事務局 続きまして、小委員会での答申案について説明いたします。資料の小委員会答申案をご覧ください。こ 

の答申案は小委員会での検討を元にまとめられたものであり、小委員会議長に代わって説明いたします。 

小委員会答申案の内容は、 

「１ 条例第１条の改正について、「国の個人情報保護法をはじめとする法律の整備及び客観的な状況の変 

化に伴い、諮問のとおり改正することは差し支えない。ただし、本改正によって、本条から「個人情報を最大 

限に保護する」という文言も改められることになる。これによって、現状と比較して、目的外利用等の範囲が 

広がり、安易に目的外利用等がなされることのないよう、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずることが望 

ましい。」 

「２ 第７条第５項及び第６項の改正について、「個人情報取扱事務届の当審議会への報告に替わる措置に 

ついて充分な検討がなされないかぎり、条例第７条第５項及び第６項の改正は時期尚早である。」 

「３ 第１２条の改正について、「庁内においてオンライン結合における個人情報保護のための具体的な措 

置が講じられている。したがって、条例第１２条第２項から第５項までを削除することについては差し支えな 

い。ただし、条例第１２条第１項の規定は、庁内においてオンライン結合における個人情報保護のための具体 

的な措置の根拠規定であり、削除すべきではない。」 

以上となっております。小委員会に代わり報告いたしました。 

会長 それでは答申案について審議に入りたいと思います。この答申案を元にして、委員の間からご意見等がご 

ざいましたらお願いします。小委員会はかなり時間をとり、幅広い議論を戦わせて、この結果となりましたの 

で。ただ、不備な点等が多々あるかもしれませんから、ございましたら。字句等も含めまして、何かございま 

したら。 

特にないということでよろしいでしょうか。それでは、この案が、正式な私どもの答申とすることにご異議 

ございませんでしょうか。
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（異議なしの声あり） 

会長 正式な答申とすることに、皆さんの了承が得られたということになりましたので、早速、答申の運びとな 

ることになりますか。事務局でもう一度読み上げる？もう一度？ 

事務局 それでは、答申書を読み上げさせていただきます。 

平成２２年４月１６日、木更津市長 水越勇雄様。 

木更津市情報公開総合推進審議会会長 小林伸一。 

木更津市個人情報保護条例の一部改正にかかる諮問について（答申） 。 

平成２２年２月１２日付け木総第７５４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。 

１ 条例第１条の改正について。国の個人情報保護法をはじめとする法律の整備及び客観的な状況の変化に 

伴い、諮問のとおり改正することは差し支えない。ただし、本改正によって、本条から「個人情報を最大限に 

保護する」という文言も改められることになる。これによって、現状と比較して、目的外利用等の範囲が広が 

り、安易に目的外利用等がなされることのないよう、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずることが望まし 

い。

２ 第７条第５項及び第６項の改正について。個人情報取扱事務届の当審議会への報告に替わる措置につい 

て充分な検討がなされないかぎり、条例第７条第５項及び第６項の改正は時期尚早である。 

３ 第１２条の改正について。庁内においてオンライン結合における個人情報保護のための具体的な措置が 

講じられている。したがって、条例第１２条第２項から第５項までを削除することについては差し支えない。 

ただし、条例第１２条第１項の規定は、庁内においてオンライン結合における個人情報保護のための具体的な 

措置の根拠規定であり、削除すべきではない。以上です。 

澤田 会長。皆さんこれでいいということのようですが、２項の、２番目のですね、答申の２。「充分な検討がな 

されないかぎり」という表現があります。「十分な検討」とはどういうことかを言っておかないと、市の、行政 

の方では、この前、部会で検討されたから、お分かりかもしれませんが、当審議会の報告に代わる措置につい 

て充分な検討がなされるとは、今ちょっと提案がありましたよね。総務課で届出を今度はチェックするんです 

か。ということを提案されました。その程度ではだめなんですか。どの程度のことを考えておられるか議論し 

ないと、ちょっと、先が、行政でどう対応したらいいか測りかねるのではないでしょうか。 

会長 具体的な対応策ですよね。小委員会での議論の中で、事務局からそれなりの具体的な対応策も提示された 

んですが、今のところ検討中であるとか、それから、澤田委員からは、小委員会に出席されていなかった委員 

も多いわけですから、そういった方に対する具体的な説明を事務局お願いします。 

澤田 前回は、事務届を出した後のチェックはどうもされていないということをわかった。そうでしたよね。 

会長 前回というのは。 

澤田 小委員会。 

会長 我々が指摘したことを、その他の委員さんはされていないので、そういうことも含めて事務局の方から説 

明願えれば。 

事務局 小委員会でも説明させていただいたところですけれども、事務局で考えていたものは不十分という段階 

とは思いますけども、まず様式の改正をして、もっと分かりやすく、今の段階では、正直、チェック項目に記 

載がされていても、実際どの情報なのか具体的に分かりづらい。実際四千件を超える届出がございますので、 

その辺の統合も必要であろう、そういった点を、まず様式を変更したうえで、また、届出があった際には、総 

務課できちんとチェックをして、分かりやすくなるように、また間違いのないようにきちんとチェックをする 

という体制をとるということを小委員会の席上でお話させていただいたところでございます。 

会長 それから、インターネットの活用という点も、さきほどの説明の中で、小委員会でもなされましたけど、 

その点の説明を。 

事務局 届出としてはそのような形で総務課がチェックすると、その後、インターネットにすべての届出を公表 

することによりまして皆さんの目に触れる。で、皆さまからチェックをしていただくというチェック体制がと 

られると。ただ、その後、委員からもございましたけども、その後、一般の方がそれを見て、指摘があった場
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合にその後の対応をどうするかという、組織的なものであるとか、そういった措置の方については検討が不十 

分でしたので、その点につきましても指摘をいただいたところでございます。 

会長 よろしいでしょうか。 

澤田 そういうこと等の検討をされた。 それが出来上がった頃にもう一回審議をする。 そういうことでしたよね。 

事務局 はい。 

会長 諮問が出てくる可能性がある。 

澤田 そういうこと。 

会長 私の方からついでに、関連して確認ですが、仮に、本日これから答申を出すわけですが、それをそちらの 

方が受け取りになって、それを充分尊重した形の改正になると思いますが、この答申２に関する答申をそのま 

ま受け入れたとすれば、条例の改正はないままということになりますよね。で、なおかつ、条例の改正はない 

まま、現行のままでいっても、今おっしゃられたような、インターネットの活用等の対応策というのは、並行 

してとられるということでよろしいんでしょうか。 

事務局 会長からいっていただきましたとおり、今回答申をいただきまして、時期尚早ということで、条例自体 

改正しないんですが、様式の検討であるとか、今後の、只今、先程私が申し上げました措置についてはどんど 

ん推進していく、そういう方向で考えております。 

会長 条例改正をしないとかは、今の段階では言わない方がよろしいのでは。 

事務局 本答申をいただきましたら、条例改正を前提に諮問させていただいておりますので、答申を充分尊重し 

て、できましたら６月議会で条例改正をしていくという方向で進めてまいります。 

会長 それでは、他に特に質問等がございませんでしたら、答申という手続きに移らせていただきます。 

事務局 本来でありますと、水越市長が答申を受けるところですが、公務のため、総務部長が代理として答申を 

受けることといたします。石井総務部長、前にお願いします。 

会長 木更津市長 水越勇雄様。木更津市情報公開総合推進審議会会長 小林伸一。木更津市個人情報保護条例 

の一部改正にかかる諮問について （答申） 。 平成２２年２月１２日付け木総第７５４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。 

１ 条例第１条の改正について。個人情報保護法をはじめとする法律の整備及び客観的な状況の変化に伴い、 

諮問のとおり改正することは差し支えない。ただし、本改正によって、本条から「個人情報を最大限に保護す 

る」という文言も改められることになる。これによって、現状と比較して、目的外利用等の範囲が広がり、安 

易に目的外利用等がなされることのないよう、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずることが望ましい。 

２ 第７条第５項及び第６項の改正について。個人情報取扱事務届の当審議会への報告に替わる措置につい 

て充分な検討がなされないかぎり、条例第７条第５項及び第６項の改正は時期尚早である。 

３ 第１２条の改正について。庁内においてオンライン結合における個人情報保護のための具体的な措置が 

講じられている。したがって、条例第１２条第２項から第５項までを削除することについては差し支えない。 

ただし、条例第１２条第１項の規定は、庁内においてオンライン結合における個人情報保護のための具体的な 

措置の根拠規定であり、削除すべきではない。以上です。 

総務部長 皆さまどうもありがとうございました。充分に尊重させていただきます。 

事務局 総務部長は、公務のため、ここで退席させていただきますのでご了承願います。 

会長 それでは、続いて、次第の２番目、個人情報取扱事務届の届出について入りますが、個々の届出ごとに、 

報告と質疑を行うという形で進めたいと思います。では、事務局より報告願います。 

事務局 最初に、児童家庭課から届出のありました「子ども手当支給事業」について報告いたします。事務届と 

説明資料の１枚目をご覧下さい。 

中学校修了前までの子どもを養育している者に子ども手当を支給することにより、家庭における経済的負担 

の軽減を図るとともに、次代の社会を担う子どもの健やかな成長及び発達に寄与するものです。記録項目は、 

請求者（受給資格者）を特定するため、氏名、住所、生年月日、性別を記録項目としています。支給要件の基 

となる子どもを特定するため、氏名、住所、生年月日を記録項目としています。外国人については、外国人登 

録原票により受給資格を確認するため、国籍を記録項目としています。申請者への連絡先として、電話番号及
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びメールアドレスを記録項目としています。職業は、請求者の職業が公務員である場合は所属庁が取り扱い、 

それ以外は住所地の市町村となるため、記録項目とするとともに、国が、市町村に対して子ども手当の支給に 

対する費用を交付するにあたり、請求者の職業の区分（被用者、公務員、被用者でない者）により交付額を算 

定することから、 記録項目としています。 職業を確認するため、 請求者が加入している公的年金制度の内容 （年 

金手帳、組合員証又は加入者証の記号・番号）を収集することから、識別番号を記録項目としています。この 

ときに、年金制度の加入状況によっては、生活保護の受給の有無が分かることがあるため（厚生年金、共済、 

国民年金等のいずれでもない場合に、その他の場合として、生活保護を受給していることが分かることがあり 

ます。）、福祉サービスを記録項目としています。家族状況は、支給要件である子どもの監護・生計関係の情報 

を収集するため、 記録項目としています。 配偶者の有無及び配偶者の職業については、 父母が子どもを監護し、 

かつ、生計を同じくするときは、父母のうちいずれか当該子どもの生計を維持する程度の高い者によって監護 

され、 かつ、 生計を同じくするものとみなすことから、 婚姻、 職業を記録項目としています。 学業については、 

子ども手当は中学校修了前までの子どもが対象となるため、記録項目としています。口座番号は、手当の口座 

振込に必要なため、記録項目としています。 

収集先は、請求者に係る情報については請求者本人から収集するほか、子どもの情報並びに配偶者の情報に 

ついては、請求者から収集するので、民間・私人から収集します。以上です。 

会長 只今、事務局から報告がありましたが、何かございますか。 

堤 新しい子ども手当、一律１万３千円ですよね、こんなに細かく項目を確認する必要があるのかなと正直疑問 

があるんですけど。収入とかによって給付金額が変わるとかということはないわけですよね。子どもの年齢と 

かが主に確認できればいいように思うんですが。もうひとつは、配偶者の有無、職業というのは。この文章が 

よく理解できないんですけども。制度として。一律１万３千円が支給される場合に、本来確認すべき、あるい 

は手続きとして必要な事項というのが、こんなにいるのかなという疑問なので、そこを説明いただければ。 

事務局 基本的な請求書等の様式が政令で決まっておりまして記録項目に挙げているんですけども。 

堤 政令で決まっていれば。 

事務局 はい。決まっていまして、配偶者の職業等につきましては、共働き等の中で、例えば夫よりも妻の方が 

収入が高いという場合に、どちらが子どもを監護しているか判断するにあたって、収入が高い方とするという 

規定になっていますので、その意味で、配偶者の有無、職業を記録項目としています。 

堤 １万３千円を子どもさんに渡すのに、どちらが養育監護しているのか、どういう関係があるのか、さっぱり 

わからない。 

清水 つまり、保険の単位で、国保に所属しているとか、厚生年金であるとか、その単位でお金を出そうとして 

いるんですよ。ブロックに分けてね。 

堤 各市町村が支給するわけですよね。 

清水 そう。その分類上、保険の単位で分類しようとしているんです、国がね。そうですよね。 

事務局 はい。 

堤 それで厚生年金とか。 

清水 そう。どこに所属しているかで、まず分類しようとしている。で、子ども一人について１万３千円ですか 

ら、夫婦で別のところに勤めているときには、両方からお金が出てしまう可能性があるわけですよ。どっちの 

ルートか。そこで、どちらから、お父さんのほうから出すのか、お母さんの方から出すのか。で、これが夫婦 

なんだということ。 

堤 たとえば、被扶養者がどちらになっているかということ。 

清水 そうです。 

堤 それを確認しなくちゃならない。 

清水 そうです。ですよね。 

児童家庭課 はい。 

会長 堤委員はよろしいですか。 

堤 はい。
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児童家庭課 委員からの質問で、１点目の費用負担についてなんですけども、実は、この子ども手当制度という 

ものが、これまでの児童手当制度を引き継ぐような形でスタートしたところでございまして、ご案内の通り、 

児童手当制度につきましては、所得の制限がございました。子ども手当はございません。委員おっしゃるとお 

り、１人１万３千円だから、こんな情報収集いらないだろうというご指摘でございますけども、児童手当と同 

様に、今年度については、児童手当の各区分に応じてですね、３歳児未満、３歳児から小学校就業前までとい 

う区分の中で、国庫の負担割合がそれぞれ違っておりまして、本年度につきましては、平成２２年２月及び３ 

月分の児童手当を、第１回目の６月の支給の際に併せて支給するという制度になっております。同じ様に、年 

間を通しましてですね、年齢区分に応じまして、国が負担いただく割合と、地方、私ども市役所の方で、木更 

津市が負担する割合そのものが、それぞれの区分で決まっておりますことから、このような個人情報の収集と 

いうことで予定しております。 

清水 お父さんとお母さんがいなくて、おじいちゃんが面倒みているとか、あるいは福祉の施設にいて、法定代 

理人がいるとか、こういうときでも子ども手当は出るんですか。 

児童家庭課 お父さんお母さんがいなくて、祖父祖母が監護している場合につきましては、そちらの養育関係を 

確認しつつ、 おじいさんおばあさんのどちらが主たる生計者かといったうえで、 支給することとしております。 

なお、養護施設等、あるいは里親に監護されている方についても出るという指針が先日来ましたが、確認方法 

等についてはこれからまた送るという・・・が出ておりますが、出す方向でいるということでございます。 

清水 だとすると、届出項目に資格とか入れておいた方がいいんじゃないですか。今のままですと、家族状況と 

か婚姻とかしかチェックがないから、どういう資格で、おじいさんの資格というのもおかしな話ですけどね。 

堤 親族関係というのが。 

清水 おじいさんだったらね。おじいちゃんおばあちゃんだったら親族関係でしょうし、里親さんということで 

あれば、里親というもの資格というかわかりませんけどね。 

児童家庭課 請求書の方、 国が決めた書式というのがあるんですけど、 なお、 そちらの養育関係につきましては、 

申立書という形で、 

清水 それはいいんです。そういう方式でマニュアルに従っておやりになろうとしても、こちらの事務届では、 

市の条例に基づいてなさるわけですから、 これだけの項目でお届という話であると、 そういうケースのときに、 

届出のない情報を集めてしまうということになりませんかということでお尋ねしているんです。 

児童家庭課 請求書の備考欄で資格について、例えば養育者、あるいは施設監護という形でわかるように。 

清水 だろうと想像するんですが。ですから、ここにお書きになったらいかがですかと。 

児童家庭課 ご指摘のとおり、資格及び親族関係、ということで届出の項目の追加をさせていただければ。 

清水 その方がよろしいかと。 

会長 資格と親族関係、いずれにもチェックが入ると。 

事務局 はい。 

会長 他になにか気になる点があれば。では次の。 

事務局 次に、保険年金課及び高齢者福祉課から届出のありました 「高額医療・高額合算療養費制度に係る事務」 

について報告いたします。保険年金課からの届出が、事務届と説明資料の２枚目、高齢者福祉課からの届出が 

事務届の３枚目、説明資料の４枚目となります。この両者の事務届については、事務届に記載された日付のと 

おり、すでに事務を開始しております。事務届が遅れたことにつき、お詫びいたします。 

説明の方ですが、 この２つの事務は、 相互に関連しているので、 まとめて報告させていただきます。 最初に、 

保険年金課からの届出を元に、制度の概要から説明いたします。事務届と説明書の２枚目をご覧下さい。 

医療保険や介護保険により、介護や医療を受けた場合、介護保険では高額介護サービス費・高額介護予防サ 

ービス費により、医療保険では高額療養費により、世帯合算負担額に月単位で上限を設けて負担を軽減してい 

ますが、 介護と医療それぞれの負担が長期間にわたり重複する世帯では、 なお重い負担が残ることがあります。 

そこで、なお残る介護・医療の世帯負担額に年単位で上限を設けて、さらに負担を軽減する制度（高額医療・ 

高額介護合算療養費制度）が導入されました。介護保険では高額医療合算介護（予防）サービス費、医療保険 

では高額介護合算療養費となります。軽減の方法は、同じ医療保険の世帯内で、医療保険と介護保険の両方で
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自己負担があった世帯を対象として、医療と介護の両方を合わせた自己負担が、１年間の計算期間内で決めら 

れた基準額を超えた場合に、申請により、超えた金額を支給します。支給は、介護保険分と医療保険分をそれ 

ぞれの保険者が行います。 保険年金課では、 医療保険分として高額介護合算療養費の支給に関する事務を行い、 

高齢者福祉課では、介護保険分として高額医療合算介護サービス費の支給に関する事務を行います。 

保険年金課での事務についてですが、保険年金課では、木更津市の国民健康保険又は後期高齢者医療、以下 

「木更津市医療保険」といいますが、木更津市医療保険の加入者についての支給申請を扱い、介護保険に係る 

申請についてもワンストップによる支給申請手続として受付けます。また、計算期間中に転出等により他の医 

療保険に変更した者は、木更津市医療保険に加入していた期間の分については木更津市に支給申請し、変更後 

の医療保険分については変更後の医療保険に申請しますが、医療保険者は、対象者が木更津市医療保険で、ど 

の程度の医療を受け、自己負担をしていたのかが分からないため、自己負担額証明書が必要となります。保険 

年金課では、自己負担額証明書の申請・交付に係る事務を行うとともに、木更津市医療保険分の支給に係る事 

務を行います。 

記録項目は、申請代表者（世帯内の医療保険ごとに申請します。）の氏名、住所は、申請者を特定するため、 

電話番号は申請者と連絡をとることがあるため、記録項目としています。対象者の氏名、生年月日、性別、識 

別番号（被保険者記号、被保険者番号）は、対象者を特定するため、記録項目としています。世帯内の医療保 

険ごとに申請するため、家族状況を記録項目としています。申請書に保険者加入歴を記入しますが、加入歴か 

ら職業が分かることがあるので、職業を記録項目としています。木更津市重度心身障害者医療費助成制度及び 

木更津市精神障害者医療費助成制度の対象者で、 本制度の適用がある者については、 事業担当課 （障害福祉課） 

への還付が生じますが、これらの制度の利用の有無を把握するため、障害、福祉サービスを記録項目としてい 

ます。口座番号は、支給額の口座振込に必要なため、記録項目としています。 

収集先は、 申請は、 同じ医療保険の世帯内の代表者が行うので、 申請者本人に係る情報については本人から、 

世帯内の対象者については、申請代表者からの収集となるので、民間・私人から収集します。支給申請及び自 

己負担額証明書交付申請があった場合、国民健康保険分については千葉県国民健康保険連合会で、後期高齢者 

医療分については千葉県後期高齢者医療広域連合で、それぞれ審査を行い、自己負担額証明書及び審査結果の 

情報を受け取りますので、他の官公庁を収集先としています。介護保険に関する情報については高齢者福祉課 

から、木更津市重度心身障害者医療費助成制度及び木更津市精神障害者医療費助成制度の対象者については障 

害福祉課から収集するので、実施機関内部を収集先としています。 

提供先は、申請内容について審査を行う千葉県国民健康保険連合会、千葉県後期高齢者医療広域連合へ情報 

を提供するので、他の官公庁を提供先としています。介護保険分の支給申請にかかる情報、及び後期高齢者医 

療の住所地特例者に係る医療資格情報を高齢者福祉課に提供するので、実施機関内部を提供先としています。 

続いて、高齢者福祉課からの届出分について報告いたします。事務届の３枚目、説明書の４枚目をご覧くだ 

さい。医療保険が社会保険等である者は、介護保険分については木更津市の介護保険（高齢者福祉課）に支給 

申請し、医療保険分については加入している医療保険に申請します。また、計算期間内に転出した者は、木更 

津市の介護保険に加入していた分については木更津市の介護保険に支給申請し、転出先で加入した介護保険分 

については転出先の介護保険に支給申請します。このときに、医療保険者又は転出先の介護保険者は、対象者 

が木更津市の介護保険で、どの程度の介護を受け、自己負担をしていたのかが分からないため、自己負担額証 

明書が必要となります。高齢者福祉課では、自己負担額証明書の申請・交付に係る事務を行うとともに、介護 

保険分の支給に係る事務を行います。なお、医療保険が木更津市の国民健康保険又は後期高齢者医療である者 

については、先ほど申し上げましたとおり、保険年金課でワンストップによる支給申請を受け付けます。 

記録項目は、申請代表者（世帯内の医療保険ごとに申請します。）の氏名、住所は、申請者を特定するため、 

電話番号は申請者と連絡をとることがあるため、 記録項目としています。 介護保険被保険者の氏名、 生年月日、 

性別、識別番号（介護保険被保険者番号）は、対象者を特定するため、記録項目としています。世帯内の医療 

保険ごとに申請するため、家族状況を記録項目としています。申請書に保険者加入歴を記入しますが、加入歴 

から職業が分かることがあるので、職業を記録項目としています。口座番号は、支給額の口座振込に必要なた 

め、記録項目としています。
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収集先は、 申請は、 同じ医療保険の世帯内の代表者が行うので、 申請者本人に係る情報については本人から、 

世帯内の対象者については、申請代表者からの収集となるので、民間・私人から収集します。保険年金課で受 

け付けた支給申請にかかる情報、及び後期高齢者医療の住所地特例者に係る医療資格情報を保険年金課から収 

集するので、実施機関内部を収集先としています。申請内容について千葉県国民健康保険連合会で審査し、自 

己負担額証明書及び審査結果の情報を受け取るので、他の官公庁を収集先としています。また、医療保険が木 

更津市の国民健康保険又は後期高齢者医療である者については、保険年金課でのワンストップによる支給申請 

としますが、これらの手続きを行った者の支給に係る情報については、保険年金課から千葉県国民健康保険連 

合会に情報を送付し、千葉県国民健康保険連合会で審査を行い、介護保険分について、自己負担額証明書及び 

審査結果の情報を受け取ります。 

提供先は、申請内容について審査を行う千葉県国民健康保険連合会へ情報を提供するので、他の官公庁を提 

供先としています。以上です。 

会長 ２件の届出ですね。何かご質問等ございましたら。２件目についても届出の時期が？ 

事務局 両方の事務について調整を行っていますので、双方が遅れていたことになります。 

会長 そういったことも含めて、 何かございましたら。 では質問等はないということで。 それではお願いします。 

事務局 次に、高齢者福祉課から届出のありました「生活管理指導員派遣事業」について報告いたします。事務 

届の４枚目と説明書の６枚目をご覧下さい。 

在宅の高齢者に対し、家事及び日常生活の支援及び指導を行う者（以下「生活管理指導員」といいます。）を 

派遣することにより、住み慣れた地域で自立した生活の継続を確保し、介護状態への進行を予防することを目 

的とします。 

記録項目は、利用者を特定するため、氏名、住所、生年月日、性別を記録項目としています。また、生活指 

導相談員については、業務報告書に氏名を記載することから、氏名を記録項目とします。利用要件のひとつと 

して、６５歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する６５歳以上の者としているこ 

とから、年齢、家族状況を記録項目としています。利用者への連絡先として、電話番号、メールアドレスを記 

録項目としています。識別番号は、派遣事業の決定を受けた者について、台帳等により管理することから記録 

項目としています。利用要件のひとつとして、要介護認定又は要支援認定を受けていないこととしており、認 

定状況を確認するため、健康を記録項目としています。生活保護の適用の有無に応じて利用料を決定すること 

から、福祉サービスを記録項目としています。緊急連絡先を申請書に記載してもらうので、緊急連絡先となる 

者の、氏名、住所、家族状況、親族状況、電話番号を記録項目としています。 

収集先は、利用者本人から収集するほか、本人以外の者が申請することが考えられるので、この場合には、 

民間・私人から収集することになります。緊急連絡先となる者の情報については、緊急連絡先となる本人が申 

請した場合には本人からの収集となり、その他の場合には、民間・私人からの収集となります。要介護認定又 

は要支援認定の状況の確認については高齢者福祉課から、生活保護の受給状況については社会福祉課から収集 

するので、実施機関内部から収集します。以上です。 

会長 はい。これについて何かご質問等がございましたら。 

堤 ６５歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯とありますが、これに準ずる世帯というの 

はどういうものを想定されているんですか。 

高齢者福祉課 この派遣制度はですね、介護保険法の中で行いますけども、介護保険法の要支援１、２とあるん 

ですけどね、認定を受けていない人が対象になります。介護の認定を受けていない人が対象になるんですけど 

も、その方を、申請いただいて、現地に行って、その方の状況を把握して、適当と思われる方を対象にして、 

ヘルパーを週に一回とか派遣して行うので、高齢者のみの世帯、単身世帯とかですね、それに準じる世帯とい 

いますが、いろんな家族状況、世帯は２人世帯になっていることもあるでしょうけども、実際は１人で家で生 

活しているような人、それらを調査しながら、申請いただいた中で判断してですね、やっていくような事業で 

ございます。 

堤 これに準ずる世帯、例えば高齢者のご夫婦なんて、お子さんもいらっしゃると思う、例えば、お子さんが仮 

に障害等をお持ちになっていて、十分に・・・の介護ができないことがあるような状況の場合は想定されてお
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られる？ 

事務局 堤委員が言われたように、高齢者のみの世帯ではないんですが、例えば子供とかがですね、障害を持っ 

ていて、その方は６５歳以下と６５歳以上のセットの場合、こういった場合が準じる世帯ということで想定さ 

れるかと思います。 

堤 そうなると、障害だとか、届出項目の中に、あるいは、場合によっては、病歴という意味がわかりませんけ 

ども、肉体的、フィジカルな面だけではなくて、メンタル面で何か、そういう形がある場合には、病歴という 

ことも、届出項目の中に入れておく必要があるのかなと思ったんですけども。家族状況というのも漠然として 

いるんですけども、ただ、そのときに、そこに同居しておられる方の状況によっては認定されるとすると、同 

居される方の状況を確認するために、あるいは、同居されている方が介護できないということが条件になるは 

ずなので、そういう場合、やはり、そういう、一旦は届出項目に入れておく必要があるのではないか。 

澤田 生活管理指導するのは、６５歳以上でないといけないわけじゃないんでしょ。若くても、要支援１、２に 

なっていないけども手がかかる、そういう人も含まれるんでしょうね。 

高齢者福祉課 介護で要支援１、２になっている方については介護保険法の。 

澤田 それは分かる。でない人で。 

高齢者福祉課 要支援を受けていない人を対象にしています。 

澤田 それは先程の説明で分かった。言っているのは、６５歳以下でも、要するに、高齢者にいっていない人で 

も対象になるかと。 

高齢者福祉課 概ねですね、概ね６５歳以上という形で規則を作って。 

澤田 だから、６５歳まで達していない人でも、該当する人がおれば生活管理指導するんでしょ、という質問を 

している。そういう人たちを準ずるというのに入るのですかという質問です。 

清水 私が知っている限りは、６５歳以上であっても、同居する、現役の人間がいると、この制度には乗らない 

わけですよ。ところが、６５歳未満の人と同居しているから、全部資格が外れるかというと、例えば６５歳の 

じいさんが孫と一緒に暮らしている、孫の面倒を見ながら、介護保険の対象にはならない自立の状態、そうい 

うのが、これに準ずる世帯の中に入るはずなんですが。 

堤 利用者自体は６５歳以上なんでしょう。 

清水 そうです。私が知っている限りは。 

堤 これに準ずるというのは、単身世帯、高齢者のみの世帯に準ずるということ。 

清水 そうです。 

会長 ここでいう高齢者というのは、６５歳以上を指す？ 

事務局 はい。６５歳以上になりますので。 

清水 ６５歳のじいさんが幼稚園の孫と一緒に暮らしていると、面倒を見ている、介護保険の方で行くと自立だ 

と、このケースのときに大変でしょうがと、準ずる世帯に入ってくるということだと思いますが。 

澤田 そうするとね、６５歳未満で該当するような人は管理指導はどうするんですか。しない？年齢６５に達し 

ていないから、そういう家庭訪問しないんですか。それをまとめてお答えください。 

高齢者福祉課 ６５歳以上の方が対象になります。 

会長 単身であられる方、若しくはご夫婦であられる方。 

高齢者福祉課 そうですね、該当者が派遣を必要としている方を対象にしています。 

会長 堤委員の質問に戻りますけども、これらに準じる方、もう一度お答え願って、まとめていただきたいと思 

います。準じる方が具体的にどのような方なのか。 

高齢者福祉課 準じる方はですね、 

堤 世帯ですよね。世帯でどういう世帯を想定されているか。 

高齢者福祉課 住民票の中だけで判断しますと、２人とかですね、実際の状況を判断して調査しながら把握する 

形ですね。 

会長 で、その結果、堤委員の指摘があったように、その項目で、チェックがかかる項目で、これでは足りるの 

でしょうかという指摘がありましたよね。



10 

高齢者福祉課 あのですね、対象者６５歳以上の方が必要としている、その人が清水委員の話にあったように、 

孫とか、家の中でですね、面倒をみて、住んでいるんですけども、面倒を、介護を受ける、支援できない状況 

を準じる世帯と。 

清水 ですからね、これで集めている個人情報というのは、６５歳以上の人だけじゃなくて、そこの所帯にいた 

り、あるいは連絡先になっている人、そういう人もみんな集めているんですよ。 

高齢者福祉課 そうです。 

清水 それがちゃんとチェックできていますかとお伺いしているんです。 

高齢者福祉課 申請していただいてですね、 

清水 申請をしてお集めになるのは当たり前だとして、この事務届として、あなたのおやりになろうとしている 

事務届、チェック項目が充分ですかと。 

会長 いかがですか。 

高齢者福祉課 大変、あれなんですけども、病歴、また、障害部分の届出が必要になってまいります。 

会長 病歴と？障害？ 

清水 身体状況もいると思いますよ。 

高齢者福祉課 身体状況です。 

会長 三つの追加が必要になる。 

高齢者福祉課 はい。 

会長 時間もありませんから、他にありませんでしたら。 

根本 メールアドレスとありますけども、民生委員やっていて、そういう方々、あまりメールというのは。 

事務局 メールアドレスというのは、 実際に扱わない、 収集しないこともあろうかと思いますけども、 現在では、 

メールでやりとりすることも多々ありますでしょうし、 メールしか教えないということもありますでしょうし、 

万一メールで来たときに、記録項目にないから使わないということになると、これもまた大変なことになりま 

すので、相手方の方がどんな連絡先を指定してくるかは、やはり分かりませんので、電話番号とメールアドレ 

スを両方あげさせて頂いているところです。 

根本 わかりました。 

会長 他にございませんでしたら。 

（休憩） 

会長 では、次の事務届について説明願います。 

事務局 次に、 障害福祉課から届出のありました 「木更津市福祉作業所事務」 について報告いたします。 最初に、 

説明書の８枚目をご覧下さい。 

木更津市福祉作業所あけぼの園での業務につきまして、従来、市の事業で、措置として行っていましたが、 

平成２２年４月１日から、障害者自立支援法に基づく利用契約による福祉サービスの提供へと変更したことに 

伴い、すでに届出がされている木更津市福祉作業所にかかる個人情報取扱事務届の変更・統合し、事務名称を 

木更津市福祉作業所事務とするものです。それでは、事務届の５枚目、説明書の７枚目をご覧下さい。 

在宅の身体障害者及び知的障害者の社会的自立を助長し、福祉の増進を図るため、福祉作業所あけぼの園か 

ら名称を木更津市あけぼの園に変更し、 障害者自立支援法に基づく障害福祉サービスに関する業務を行います。 

利用者は、障害者自立支援法に基づき市町村の介護給付費等の支給決定を受けた者であり、障害福祉サービス 

の利用契約に基づきサービスの提供を受けます。 

記録項目は、利用者の本人確認及び提供する障害福祉サービスの内容を確認するため、利用者の障害者福祉 

サービス受給者証の内容を収集することから、識別番号、氏名、住所、生年月日、性別を記録項目としていま 

す。電話番号、メールアドレスは、本人、保護者に連絡をとることがあるため、記録項目としています。健康 

は、利用者の服薬状況などを把握するため、記録項目としています。病歴、障害は、利用者の状況を把握する 

ため、記録項目としています。身体状況は、利用者の身体状況に応じた介助体制をとるため、記録項目として 

います。これは、例えば、身長、体重等に応じて１人介護、２人介護とするためで。家族状況は、利用者の家 

族からの申請があるので、記録項目としています。福祉サービスは、障害福祉サービスを扱うことから、記録
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項目としています。 

収集先は、本人から収集するほか、家族等による申請等があるので、民間・私人を収集先としています。ま 

た、他市町村で給付決定を受けた者が利用する場合に、当該他市町村から情報を収集することがあるので、他 

の官公庁を収集先としています。 

提供先は、他の障害福祉サービス事業所等から照会があった場合、本人の同意を得たうえで、情報を提供す 

ることがあるので、他の官公庁、民間・私人を提供先としています。以上です。 

会長 これについて何か質問等がございましたら。 

清水 これは保険証の中身を集めるのかな。 

障害福祉課 受給者証の内容を集めます。 

清水 受給者証の方ですか。健康保険証の方は。 

障害福祉課 障害福祉サービスを受けるには、障害福祉サービス受給者証を自立支援法によって講じますので、 

その中身を収集します。 

清水 ここで医療保険の内容とか、加入医療保険の種類によって職業が分かると言っているのは加入者証の話？ 

持っているのが違うのかな。何ページ見ている？ 

事務局 ７ページ。 

清水 ごめんなさい。勘違いだ。分かりました。一般の保険じゃないんですね。 

障害福祉課 はい。 

会長 よろしいですか。 

清水 はい。 

会長 他に何かございましたら。この事務に関しては届出の時期は。 

事務局 大丈夫です。 

会長 他にないようでしたら、次に。 

事務局 次に、障害福祉課から届出のありました「重度心身障害者医療費助成事務」及び「精神障害者医療費助 

成事務」について報告いたします。両者は、別個の事務ではありますが、似たような事務であることと、変更 

にかかる内容が重なることから、まとめて報告させていただきます。 

最初に、重度心身障害者医療費助成事務について報告いたします。まず、説明書の１０枚目をご覧下さい。 

本事務は、現在届出がされている事務として一覧にしてありますように、元々、複数の事務届が出されており 

ましたが、今回、その一部について変更を加えるにあたり、これらの事務届をひとつに統合し、変更・統合後 

の事務名称を重度心身障害者医療費助成事務とするものです。 

それでは、事務届の６枚目、説明書の９枚目をご覧下さい。本事務は、重度の知的障害者及び身体障害者の 

医療費の一部を助成することにより、家庭における生活の安定と福祉の推進を図ります。 

記録項目は、識別番号は、対象者が加入している医療保険の内容、障害者手帳の番号を収集するとともに、 

交付する受給資格証に番号を付すため、記録項目としています。氏名、住所、生年月日、性別は、本人確認の 

ため、記録項目としています。電話番号、メールアドレスは、連絡先の確認のため、記録項目としています。 

口座番号は、 助成金の口座振込のために必要なため、 記録項目としています。 健康（受診状況）、 病歴 （傷病名） 

は、助成額を決定するために、医療費にかかる情報を収集することから、記録項目としています。障害は、本 

制度の対象となる者が、重度の知的障害者及び身体障害者であることから、記録項目としています。家族状況 

は、当該重度心身障害者及び当該重度心身障害者と生計を一にする者の市町村民税の所得割の額の合算額によ 

り助成対象者の認定を行うとともに、家族療養付加給付金を受給している場合にはその内容を収集するため、 

記録項目としています。職業は、加入医療保険の種類によっては職業が分かることがあるため、記録項目とし 

ています。賦課状況は、当該重度心身障害者及び当該重度心身障害者と生計を一にする者の市町村民税の所得 

割の額の合算額により助成対象者の認定を行うため、記録項目としています。生活保護の受給者は本制度の対 

象外であり、資格証の交付を受けた者が生活保護を受給することになったときは資格を喪失するので、福祉サ 

ービスを記録項目としています。 

収集先は、本人から収集するほか、代理人による申請・届出があるので、民間・私人から収集します。
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賦課状況については、本人から承諾を得られた場合、実施機関内部（市民税課）から収集します。支給額を 

確定するため、高額療養費の支給状況について、本人から承諾を得られた場合、実施機関内部（保険年金課） 

から収集します。提供先は、ありません。 

変更箇所は、賦課状況とメールアドレスを記録項目に追加するものです。 

続いて、精神障害者医療費助成事務について報告いたします。説明書の１２枚目をご覧下さい。本事務も、 

現在届出がされている事務として一覧にしてありますように、複数の事務届が出されておりましたが、今回、 

その一部について変更を加えるにあたり、これらをひとつに統合し、変更・統合後の事務名称を精神障害者医 

療費助成事務とするものです。それでは、事務届の７枚目、説明書の１１枚目をご覧下さい。 

精神障害者の医療費について、本人又は保護者が負担する一部負担金の費用を助成することにより、家庭の 

経済的負担の軽減を図るとともに、精神障害者の完全な治療と社会復帰の促進を図ります。 

記録項目は、識別番号は、対象者が加入している医療保険の内容を収集するため、記録項目としています。 

氏名、住所、生年月日、性別は、本人確認のため、記録項目としています。電話番号、メールアドレスは、連 

絡先の確認のため、記録項目としています。口座番号は、助成金の口座振込のために必要なため、記録項目と 

しています。健康（受診状況）、病歴（傷病名）は、助成額を決定するために、医療費にかかる情報を収集する 

ことから、記録項目としています。障害は、本制度の対象となる者が、精神障害者であることから、記録項目 

としています。家族状況は、当該精神障害者及び当該精神障害者と生計を一にする者の市町村民税の所得割の 

額の合算額により助成対象者の認定を行うとともに、家族療養付加給付金を受給している場合にはその内容を 

収集するため、 記録項目としています。 職業は、 加入医療保険の種類によっては職業が分かることがあるため、 

記録項目としています。賦課状況は、当該精神障害者及び当該精神障害者と生計を一にする者の市町村民税の 

所得割の額の合算額により助成対象者の認定を行うため、記録項目としています。対象者が生活保護を受給す 

ることになったときは本制度の対象外となるので、福祉サービスを記録項目としています。 

収集先は、本人から収集するほか、保護者による申請・届出があるので、民間・私人から収集します。賦課 

状況については、本人から承諾を得られた場合、実施機関内部（市民税課）から収集します。支給額を確定す 

るため、高額療養費の支給状況について、本人から承諾を得られた場合、実施機関内部（保険年金課）から収 

集します。提供先は、ありません。 

変更箇所は、賦課状況とメールアドレスを記録項目に追加するものです。以上です。 

会長 以上２件ですね。記録項目が２件とも同一ということですね。 

事務局 はい。両者とも、賦課状況とメールアドレスを追加ということになります。 

会長 チェック項目が全く同一ということですね。 

清水 こっちは医療保険を集めるんですね。医療保険を集めると、今はみんな個人のカードになりつつあるんで 

すが、古いタイプの保険証もありますよね。家族が全部載っている。そうすると、場合によっては、いわゆる 

続柄みたいなものが、家族構成員の続柄みたいなものが分かることがあると思いますが、その点はいかがでし 

ょうか。例えば、１枚の保険証があって、何人も家族、被扶養者が書いてあるというときがありますね。その 

ときに、重度の障害がある方と、その保護者であるお父さんならお父さんのところ以外は全部黒塗りして集め 

ているということは多分しないと思うんです。そのままコピーをすると思うんですね。そうしますと、あの障 

害者のお兄さんであるとか、あるいは、シングルマザーであることが分かるとか、そういうことはございませ 

んか。私は、親族関係とか婚姻とか、こういうのが分かる可能性があるならチェックしておいたらどうかなと 

思ったというだけの話です。未だに続柄を書いてある保険証があるんですね。 

障害福祉課 委員おっしゃられるように、１枚の保険証に家族が書かれている場合は、コピーを取らせていただ 

きますので、その当該の人だけで、あとは黒塗りするとかはやっておりません。そのままコピーを取らせてい 

ただいております。 

会長 そうすると、対象になる方々みんな最新のカード式とは限りませんよね。従来型の紙のものの場合もある 

から、その可能性が出てくるわけですね。そうすると、チェック項目として追加する？ 

清水 家族状況だけじゃなくてね、未だに続柄を書いてくる保険証があるから。 

事務局 続柄ですと、家族状況に。
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澤田 ここにそう書いてある。 

清水 婚姻の有無は。 

事務局 婚姻は、婚姻の事実や期間。 

会長 少なくとも、婚姻は入れてください。 

事務局 はい。 

会長 婚姻をチェック項目に追加する。どちらの事務もですよね。 

事務局 はい。 

清水 それから当然だけど、職業分かるんじゃないのかな。あ、入っているか。 

堤 情報の収集先で、 重度心身障害者の場合で代理人による申請・届出、 精神障害者の場合は保護者による申請・ 

届出となっているけど、これは家族以外の者が、例えば、後見人になっている場合は、その方がなさっている 

ことになるんですか。仮に、そういうことがあるなら、資格というのが出てくる可能性があるのかな。 

障害福祉課 その可能性はあります。 

堤 そうなると、届出事項に一応、その確認されるのであれば資格をチェックされた方がいいんじゃないかな。 

会長 資格ですね。これもチェック項目に追加と。これいずれの事務についてもですね。ほかにございませんで 

しょうか。なければこの事務に関しては。引き続き、次の。最後の届出になりますよね。 

事務局 次に、体育課から届出のありました「学校体育施設開放事業」について報告いたします。事務届の８枚 

目、説明書の１３枚目をご覧下さい。木更津市内の公立小中学校の体育館や校庭（以下「体育施設」といいま 

す。）を市民に広く開放し、市民スポーツの健全育成及び市民の健康体力作りを図ることを目的としています。 

この事業の円滑な運営を行うために、体育施設の使用に当たり、体育施設を利用したい団体（以下「利用団体」 

といいます。） の代表者 ・ 団体員等を把握するために登録申請を行います。 また、 各学校に運営委員会を設置し、 

利用団体の代表者・学校関係者などの中から運営委員長を選出し、事業の運営管理を委託しています。 

記録項目は、 利用団体の登録申請に一定の条件を設けており、 要件審査のため、 団体員の氏名、 住所、 年齢、 

市外在住者にあっては学業（在校名）又は職業（勤務先）が記載された団体員名簿により確認することから、 

これらを記録項目としています。利用団体の代表者に、会議開催などについて連絡するため、代表者の氏名、 

住所、電話番号、職業（勤務先）を記録項目としています。 

運営委員長に月ごとの利用計画・実績報告書の提出や会議開催などについて連絡するため、運営委員長の氏 

名、住所、電話番号、メールアドレスを記録項目としています。学校関係者が運営委員長を務めることがある 

ため、氏名、住所、電話番号、職業、メールアドレスを記録項目としています。委託金の口座振込に必要なた 

め、口座番号を記録項目としています。 

収集先は、成人のほか、未成年者の所属する利用団体も多く、本人以外（保護者など）から記録項目を収集 

するので、本人及び民間・私人を収集先としています。 

提供先は、利用団体の一覧表を当該小中学校に提供するので、実施機関内部を提供先としています。 

変更箇所は、年齢、学業、メールアドレスを記録項目に追加するものです。以上です。 

会長 何かございましたら。この事務に関しては届出の時期は。 

事務局 間に合っております。 

清水 言葉尻を捉えるわけじゃないんですが、記録項目のところで、利用団体の登録申請に一定の条件を設けて 

おり、要件審査のため、団体員の氏名、住所、年齢、ここで一旦切れますね、市外在住者にあっては在校名又 

は職業と、これが書かれた団体員名簿というのが、団体の方から出てくるから記録するんだと。で、運営委員 

長のところに、２行飛んで、 代表者か、 利用団体の代表者に連絡するために、 代表者の氏名、 住所、 電話番号、 

職業を記録項目としていますと。 連絡のところでは、 メルアドが出てくるんだけど、 これはどこから集めるの？ 

電話番号とか、本当にその先生がそこに勤めているかどうかということを含めて、学校で確認することがある 

のかないのか。で、プラス、今のメルアドはどこから集めるのかと。 

体育課 メールアドレスについては、各学校で委員がいまして、その中で、代表者の委員を選出するときに提出 

してもらう形になります。本人から提出していただくことになります。 

清水 学校で張り付けてあるアドレスなんてことはないんだね。あくまでも個人ベース。勤務時間外の話なんだ
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けどね。問題がなければいいんですけども、一番公私混同しがちな職業なので。学校から選ばれて行っちゃっ 

たら、学校に来て・・とアドレスが出てくることがないのかなと。個人情報じゃなくなっちゃうんだけどね。 

それが個人のものだとすると、個人のアドレスはどこで出てくるんだと、本人が申請すると書いてないものだ 

から。わかりました。 

会長 よろしいですか。他になにかごさいましたら。なければ。 

会長 引き続きまして、次第の「その他」、事務局から何かございますか。 

事務局 その他ということで報告させていただきます。個人情報保護条例に基づく開示請求ですとか、情報公開 

条例の対象となる情報、これにつきましては、平成７年３月３１日以前の情報というのは、目録等の整備がで 

きていない関係で対象外、 適用除外となっております。 ところが、 昨年度、 緊急雇用創出事業といたしまして、 

これらの情報、平成５年度と６年度の情報の目録整備事業を行いまして、目録を整備いたしましたので、６月 

議会に個人情報保護条例と情報公開条例の附則の部分の一部改正を行いまして、平成５年４月１日以降の情報 

を、これらの条例の対象とする体制を上程することを予定しておりますので、ご報告させていただきます。な 

お、本年度も雇用創出事業を予定しておりまして、これによりまして、平成元年４月１日からの情報が来年度 

につきましては、対象に加わることを今予定しております。以上です。 

会長 他にその他。 

事務局 皆様のお手元に、資料をお配りしてございますが、平成２１年度の情報公開制度の施行状況等につきま 

して、資料をお配りしてございますので、ご確認いただければと思います。情報公開と個人情報保護の開示請 

求の状況、それから会議公開制度の状況についての資料となっております。以上です。 

会長 という２件があって、その他は。事務局の方からは。では、委員の皆様のほうで、何かございましたら。 

なければ。 

澤田 条例改正を６月に予定ということでございましたね。６月まで、この諮問事項の２、クリアできそうです 

か。届出を廃止する。 

事務局 そこはちょっと分からない。現状としましては、１条と１２条の。 

澤田 その改正を予定している。 

事務局 さきほどの中でも、話がありましたように、７条の改正につきましては、状況が変わりましたら改めて 

諮問という形になりますので、そのときはまたお願いします。 

澤田 他の市町村がね、実態を調査されたところ、半々だという話ですから、他の市町村はどういう風に、どう 

いう風な状況になっているのか、届出がこの委員会に報告されないと何か問題がどうあったのか等々も収集し 

たうえで、できるだけ早く行政の方でお考えになっておられるんならね、その、この委員会でクリアできるよ 

うな内容にしたうえで条例改正をされるように、こちらも期待しておりますので、よろしくお願いします。 

会長 他に特にないようでしたら、以上で、本日の日程を終了いたします。これを持ちまして、平成２２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。長時間にわたりご苦労様でした。 

上記会議録を証するため下記署名する。 

平成２２年 月 日

木更津市情報公開総合推進審議会会長


