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平成３０年度第１回木更津市情報公開総合推進審議会 会議録 

 

 

〇開催日時：平成３１年３月２０日（水） 午後２時から午後４時３０分まで 

〇開催場所：木更津市役所駅前庁舎 ８階防災室・会議室 

〇出席者氏名 

  審議会委員：五十嵐早希、川名和夫、小林伸一、坂田大、清水幸雄、白石和義、滝口君江、武田正次、永野

昭、成瀬敏郎、山田次郎、渡邉秀孝 

  木更津市：（事務局） 総務部総務課 伊藤次長、北原主幹、中原主幹、渡辺主査、芝田主任主事 

        （関係課） 総務部総務課 曽田総括、河名主任主事 

             企画部企画課 亀田総括、浦邉主査 

             企画部情報政策課 古賀総括、清水主査 

             市民部市民課 齊藤次長、中村主事 

             健康こども部子育て支援課 山口課長 草刈総括 

             福祉部介護保険課 金綱副課長、染谷主事 

             経済部産業振興課 鈴木総括 

             都市整備部市街地整備課 高橋総括、里見主事 

             教育部学校教育課 重城副課長 

             教育部学校再編課 古宇田主事 

             教育部学校給食課 真戸原課長、北村総括 

〇議題等及び公開非公開の別：報告 公開 

〇傍聴人の数：３人 

 

〇会議の内容 

中原主幹 たいへんお待たせいたしました。ただいまから、木更津市情報公開総合推進審議会を始めさせていた

だきたいと存じます。始めに、伊藤総務部次長のほうからご挨拶申し上げます。 

伊藤次長 皆様こんにちは。総務部次長の伊藤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

本来であれば、渡辺市長からご挨拶を申し上げるところでございますが、本日は出席することがかないませ

んので、私からご挨拶をさせていただきます。 

委員の皆様にはお忙しい中、情報公開総合推進審議会を開催いただきまして誠にありがとうございます。 

また日頃より情報公開の総合的な推進をはじめ、市政の各般に渡りまして格別のご支援、ご協力をいただき

まして厚く御礼を申し上げます。 

本日の審議会では市内の病院で起こりました個人情報の紛失、そして庁内各課の個人情報取扱事務の届出に

ついてご報告をさせていただきます。 

皆様には様々な面からご意見を賜りますようお願いをいたしまして、私からの挨拶とさせていただきます。

本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

中原主幹 ありがとうございました。それでは、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

りまして、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。 

小林会長 はい、規定によりまして、議長を務めさせていただきます。ご協力のほどお願いいたします。 

それではただいまより平成30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。 

まず、本日の出席者の確認ですが何名でしょうか。 

中原主幹 本日ご出席いただきました委員の数でございます。審議会の委員定数15名、本日11名出席いただい

ております。以上でございます。 

小林会長 わかりました。本日の出席者は11名です。委員の過半数が出席しております。定足数を満たしており
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ますので、本日の審議会は成立いたします。 

いつものことですけどまず最初に皆さんにお諮りしなければならないことがございます。 

本日傍聴人が3名いらっしゃってますが、本日の会議の公開について、ご異議ございませんでしょうか。 

はい。ご異議ないと。それでは公開ということでお願いいたします。 

それからもう1点、毎回申し上げることですけど、もし会議中に所用等で退席される方がいらっしゃいまし

たら私に前もって一言、声をかけていただければ幸いでございます。 

それでは早速議題に入らせていただきます。次第の3番ですね。個人情報の紛失についての報告ですが、事

務局から説明をお願いいたします。 

山口課長 健康こども部子育て支援課、山口と申します。もう1人は担当総括の草刈でございます。 

標記につきましては草刈の方からご説明させていただきます。よろしくお願いいたします。 

草刈総括 私の方から説明をさせていただきます。申し訳ございません。着座にて説明させていただきます。 

資料の方は事前にお配りされているということですので、資料に沿って、概要から説明をさせていただきま

す。 

事件の概要でございますが、薬丸病院が実施した平成30年10月分の妊婦健診、乳児健診の受診結果が記載

された受診票を受診票の取りまとめ先である千葉県民保健予防財団へ送付するため、同病院の担当者がレター

パックをポストに投函したものの、同財団には届くことなく、紛失いたしました。 

受診票に記載されていた個人情報は氏名、住所、生年月日、連絡先、出産予定日、検診受診日、受診結果で

ございます。 

配付させていただいた資料にも受診結果とございますが、検査結果の記載ではなく、健診結果検査項目及び

その実施の有無についてのみの記載になっております。 

続きまして 2 番目で、契約事務の流れ、妊婦健康診査とは母子保険法第 13 条に基づく健康診査で、市は受

診を勧奨するため、地域こども子育て支援事業の一つとして、一部の公費負担を行っております。 

平成 25 年より現在の形になっており、地方財政措置で全国の市町村でも同様に行われているものでござい

ます。 

お手元にお配りしました母子手帳別冊、この黄色い冊子になりますが、妊婦健診の公費負担を受けるための

受診票の綴りで、妊婦さんが妊娠届を市に提出した際に、母子手帳と同時に交付するものでございます。 

中をめくっていただくと、請求用と医療機関控えということで、14回分のものがつづられており、太枠の部

分にご本人の記載事項が書かれるような形になります。 

それでは、資料の方にあります図で契約事務の流れを説明させていただきたいと思います。 

ご覧ください。受診票を使用して、まず妊婦さんは医療機関で健診を受診します。その際に、妊婦さんはこ

の受診票の中を1枚はぐっていただいて、受診票を提出し、医療機関はその受診票を受領いたします。 

産科医療機関はこの健診受診票を1月ごとにまとめ、まとめた受診票を右の図の千葉県民保健予防財団へ郵

送いたします。 

本件では、ここの経路で紛失事故が起きました。通常であれば、千葉県民保健予防財団に県内の各医療機関

から受診票が郵送され、同財団では受診票の検査内容の確認をし、県内の市町村ごとに受診票を分別した後、

各市町村へ検診費用の請求と受診票の送付をいたします。 

請求書と受診票を受領した市町村は、請求された健診費用を医療機関ごとに分けることなく財団に支払いま

す。各市町村から支払われた健診費用は、財団が医療機関ごとに健診費用を支払うというような流れになりま

す。 

この事務をするために、市は県内の医療機関を取りまとめている千葉県医師会と妊婦乳児健診の業務委託を、

千葉県民保健予防財団とは健診診査料の支払い、受診料の取りまとめと送付に関する事務の業務委託をしてい

ます。というような流れになっております。 

裏面にいきまして、3番の経過については経過が記載されておりますので説明は割愛させていただきます。 

4 番目は、再発防止等についてでございますが、引き続き薬丸病院には受診票の捜索を継続してもらってお

り、より安全な方法での郵送手段を指示いたしました。 
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それを受けて、薬丸病院は 12 月の健診分以降、レターパックを郵便局に持ち込む方法とり、追跡確認をし

ているとの報告を受けております。 

また、4の記載にはございませんが、3番の経過の4つめですね、平成31年1月4日、千葉県医師会からの

文書報告に記載の通り、千葉県医師会から会員宛に個人情報の適正な取り扱いと再発防止の注意喚起を文書に

て発送したとの報告を受けております。 

市といたしましては、まず本市が医師会、医療機関などと委託契約等による業務の中で、個人情報を含む書

類の発送について庁内の調査を行いました。これをもちまして、過日、君津木更津医師会長、君津木更津歯科

医師会副会長に面談をし、事故報告と個人情報の取り扱いに関する注意喚起を依頼するとともに、これを両会

会長宛に文書にて通知したところでございます。 

以上が説明になります。最後に新聞記事を掲載してございますが、参考でございますのでご覧ください。以

上で私の説明は終わらせていただきます。 

小林会長 ただいま個人情報の紛失につきまして説明がございましたが、何かご質問、或いは意見等がございま

したら、お願いいたします。 

改めて確認なんですが、今の説明の冒頭にもありましたが、氏名、住所、生年月日、連絡先とありますが、

これは、電話でしょうか。 

山口課長 そのとおりです。 

小林会長 携帯だったり固定電話だったりするわけですね。それから出産予定日、検診実施日とあって、最後の

受診結果に関しては、受診の有無のみということですよね。 

従って、受診結果で例えば血液検査の結果とかそういったことは一切記載されていない。ただ受診したかど

うかということが、受診結果という概念で表されてるわけね。 

山口課長 表ごとに項目は違うんですけれども、Ａ表をご覧いただくと、会長の方からご説明があった個人の住

所、氏名が四角枠の欄にございまして、真ん中の段に検査項目になっておりまして、Ａ表では、ここに記載さ

れたような検査内容を行います。実施をしましたということであれば、実施をしたということがチェックが入

ったり、丸が入ったりいたします。 

残念ながら異常がなかった場合については、異常なしにチェックが入ったりとか、何か具体的などの項目の

何がというところはないんですけれども、異常なし、ないしは精密検査が必要ですと、いうことがチェックで

は入ることにはなります。例えばこのＡ表で言いますと、血液の話が駄目なのか、ＨＩＶが駄目なのか、血糖

が駄目なのか、貧血が駄目なのか、どれが駄目なのかというのはわからない。 

小林会長 なるほど。それも含めての受診結果ということですね。 

山口課長 そういうことでございます。 

小林会長 ただ単に受診しただけ、受診したかどうかだけではないというわけですね。それは、一つのポイント

だと思いますね。 

それから、氏名、住所、生年月日、連絡先というのは、いわゆる個人の基本情報ですよね。 

山口課長 はい。 

小林会長 基本情報の中の構成要素だと。 

山口課長 そうですね。 

小林会長 ここに現在であれば、個人番号、マイナンバーが加わっていくんだとは思うんですが、一応ここには

マイナンバーっていうのはない。 

山口課長 はい。 

小林会長 という内訳というんでしょうか、個人情報が記載されている書面がレターパックの中に詰められて、

ポストに投函されたということですよね。 

山口課長 と伺っております。 

小林会長 しかし、ここで言うと、公益財団法人千葉県民保健予防財団には、到達していないと。 

山口課長 はい。木更津市郵便局にも届いていません。記録がございません。それから財団がございます美浜郵

便局にも記録はございません。 
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小林会長 千葉市美浜区の郵便局にもなく、木更津の本局にも届いていないという状況だということですね。わ

かりました。 

ということを改めて踏まえて何かご意見等がございましたら。渡邉委員はいかがでしょうか。 

渡邉委員 委員の渡邉でございます。ちょっと伺っておきたいというところだけなんですけれども、今回、情報

の紛失が出てしまったことは残念でしたけれども、紛失の対象なった個人の方々に対しては連絡だとかそういっ

たことはされたり、その適否、要否についてご検討されたりはしたのでしょうか。 

山口課長 市からは今回はしていません。発覚しまして、報告書と、木更津市民、少なくともですね、他市の方

もいらっしゃいましたので、リストの提出をお願いしたところ、2日3日ほどかかっています。 

その間にですね、個人宛に、というお話も実は口頭でしていたところですが、裏面に掲載の通り、12 月 28

日、病院の方から27日付で、各患者さん宛にお詫びとお知らせ文を送付してくださってある、と伺いましたの

で市からは、改めてアプローチはしていません。 

付け加えますと、1 月に入って確認をしたところ、病院に対しての問い合わせは、受診中に 1 件「私のも無

くなってるんですか。」というお話はあったというふうには伺っております。 

渡邉委員 ありがとうございます。 

小林会長 先ほどのご説明にもありましたけど、業務ですよね。表面の下の方にある図、ここにわかりやすく、

業務の流れというものが表されているんだと拝見したんですが、木更津市が直接ここの病院と委託契約等を結

んでいるわけでは、これはないわけですね。 

山口課長 はい。木更津市と千葉県医師会との契約、木更津市と千葉県民保健予防財団との契約です。 

小林会長 従って、つまりその裏返しなんですが、ここの病院との直接の委託契約を結んでいるわけではないと

いうことですね。 

山口課長 はい。 

小林会長 それを表してる図なんですね。従ってというか、そのためなんですが、こういう紛失事案が発生した

という状況ではあるんですけど、木更津市が何か直接的な責任を負わなければならないというような立場には

置かれないっていうことも、この図から読み取れるんですが、そういうことでよろしいんでしょうか。 

山口課長 受診券自体の動きは市との契約の中での範疇だというふうに理解されると思いますので、そうします

と、何がしかの場合、国家賠償法の対象にはなろうかとは思います。 

小林会長 法的な責任があるとおっしゃってるわけですね。 

山口課長 損害があればというわけですが。 

小林会長 私の聞きたいことを先に言っていただいてありがとうございます。 

いかがでしょうか。はっきり言いまして業務自体が、やはりちょっと複雑ですよね。初めてみる我々からし

てもですね。ただ、今のお話の中である程度は、委員の皆さんにはご理解いただけているのではないかなと思

います。それを踏まえてなんですけど、ご意見等がございましたら。 

よろしいですか。私の質問としては最後にしますが、この病院がこういう形でこういう大変重要な個人情報

の詰まった文章の束をレターパックに詰めて、街の中にある、例えば駅前の郵便ポストに投函をするという方

式は、これまでもずっと執られていたということなんでしょうか。 

山口課長 おそらくそうですね。 

小林会長 常識的に考えるとですね、或いは社会通念に照らすと、同じ郵送をするのでも、直接本局の窓口に持

っていくというのが社会通念上あるべき姿なんだとは思うんですが。委員の方も、その点に関しては一致して

るんじゃないでしょうか。 

おそらくこういうことが起こった以上は、その方法は今後は取らないっていうことは、向こうの病院の方は

言ってらっしゃるんでしょうか。 

山口課長 先ほど草刈の方からご説明させていただきました通り、それ以降は直接持ち込みをしていると伺って

おります。 

小林会長 郵便局本局にですね。ということぐらいですかね、私の方からは。他に何かございましたら。 

山田委員 今のお話ですと、そのすべての病院について、レターパックで郵便局に持ち込むようになったってい
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うふうに聞こえたんですけども、そういうことでよろしいですか。 

山口課長 違います。 

山田委員 違うんですよね。この報告書で見る限りは薬丸病院だけがそれをやってるって話ですよね。というこ

となんですよ。今そういうことで理解されたんですか。いや、違うのかと思ったんですけれども、郵便局へ持

ち込まなかったから事故が起きたってことになってるわけですよね。 

山口課長 ポストに投函したと言っているのは、失礼ながら、病院さんなので、ちょっと言葉を選ばずに想定を

すれば、ポストにまず入っていない、入ったところから抜き取られた、集配のところでなくなっている、局へ

持ち込む前に捨てられた、局内で紛失、様々考えられるわけですよね。 

これは気が付いた時期がどうしてもこの事務手続き上お金が入ってこなくて気が付いていますので、2 ヶ月

ほどたってから病院も気が付いておりますので、残念ながらポストに向かって記録がされていた防犯カメラの

記録はもう消去されてしまっていて、無いんです。 

ですので、私どもも別に薬丸病院さんを疑ってるわけでも郵便局さんを疑ってるわけでもないんですが、今

先生おっしゃったようにですね、ポストに入れたからなくなったのか、ポストに入らなかったからなくなった

のか、ポストに入ったけど、抜き取られたからなくなったのが、それも含めてわからないので。そうだとすれ

ば直接手渡しの方向を考えてください、というような文書が千葉県医師会の方から出していただいております

し、また地元の君津木更津医師会、君津木更津歯科医師会には私どもから改めて直接手渡しのような方法を取

っていただくように、お願いをしたということです。 

山田委員 お願いはしてあるわけですか。 

山口課長 しました。 

山田委員 実際にやっているのは、薬丸病院がやってるということだけしか今確認してないってことなんですね。 

山口課長 薬丸病院は、すぐに事故が起こった段階で手渡しではないということについてご指摘を直接させてい

ただきましたので、その次からは直接持ち込んでるという報告を受けています。 

山田委員 変なとらえ方かもですけれども、現状では薬丸病院はもしかすると過剰反応かもしれないと。過剰反

応ではなくてそうしなければいけないということであれば、他の病院にも単に通達ではなくて、指示で必ずそ

うやってくれというふうに言って、それがやれているかどうか確認しなければいけないってことだと思うんで

すよね。 

それはやっていないわけですよね。ということは薬丸病院の形を必ずとらなくても事故が起きないんだ、と

いうのが今の市の認識だということの理解でよろしいですかね。 

山口課長 お言葉を返すようですが、それでいいとは申し上げられないと思います。 

山田委員 良くはないかもしれないけどもそれでやってるっていうのが今状態ということ。 

山口課長 ですので、今の状態では危険だという認識をまずもっていただくことと、より安全な方法として例え

ばどんな方法があるのということであれば、今回の事件を教訓にするのであれば直接配送車へお渡しする、そ

うすればその今回の事故があった経緯は省けますから、この危険は回避できるのではないですかということで

す。 

山田委員 その薬丸病院の行ったことに関して市に責任があるかもしれないっていうのが損害賠償義務を負うか

もしれないって話なわけですよね。 

山口課長 これは先生方の前で私が言うのも僭越ですが、薬丸病院の行為というよりは、個人情報が流失して何

がしかの損害が生じた場合だと思います。 

山田委員 だから市に損害賠償義務が発生するかもしれないっていう考えがあるわけですよね。 

だとすれば、同じ事故が起こりうるわけだから他の病院にも、こうやってくれってお願いじゃなくて、指示

をするっていうのが、やり方じゃないかなっていうふうに僕は思うんですけど。実際にやってるかどうかって

いうのをすぐ確認すべきだと思うんですけれども。 

山口課長 一つの考え方としてはおっしゃる通りだと思いますけれども、市が黙って、損害を賠償すれば済むと

いうお話ではもちろんないので、そういうことであれば先生おっしゃる通りかもしれません。 

ただ契約上の責任というのはもちろんあるわけで、それは個人情報であろうと個人情報でなかろうとあると
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思います。今申し上げたような個人情報の項目を含めてですね、これをどう見るかっていうのももちろんある

と思いますので、これが流れて、賠償の問題と切り離してどうあるべきかということだと思いますから、紛失

する可能性があるところは極力避けて、改めて個人情報の取り扱い特記事項についてご確認をいただくと、と

いうことを契約上を申し上げたというところなんですけれども。 

山田委員 僕の言ってる意味が伝わってないんじゃないかと思うんですが、僕はこの件で、市に賠償義務が発生

するかどうかというのははっきりわかりません。なんですけども、さっきの話ですと、その可能性があるとお

っしゃったわけですよ。可能性があることの重大な事態だとおっしゃったわけですよ。だとすれば、その対応

の仕方がいささか不十分じゃないんですかっていう話です。 

山口課長 ご指摘ごもっともです。 

成瀬委員 委員の成瀬です。この市と医師会との業務委託契約なんですが、これは公益財団法人との間の委託契

約ですが、木更津市が、独自に契約条項を作って契約しているんでしょうか。それとも、何か全国的な雛形の

ようなものがあって、それに木更津市っていう名前だけ入れて契約するような形なんでしょうか。 

山口課長 全国ではないと思いますが、少なくとも県内は、同じ様式だと思います。若干の修正はあろうかと思

いますけど。 

成瀬委員 であればですね、今回の案件についての緊急のリスク管理という意味ではいろいろお願いをしたりす

るということであろうと思うんで、委託契約である以上は無期限ってことはないと思いますので、一定の期間

の中で更新時期があると思われます。 

その際に今回の経験を踏まえて、市として、市民の個人情報の保護は重要であるということは認識としてみ

んな持ってるわけですから、これについて、具体的にレターパックを持ち込めというふうに書くのか、それと

もどういうふうな表現にするのかというのは、もうちょっと検討の余地があると思いますが、このことを踏ま

えた上での1項目を入れるということがよろしいんじゃないかなと思うんですが。 

山口課長 承知いたしました。検討させてください。 

小林会長 大変重要なご意見をいただきました。これを十分踏まえたうえで。 

  今のところ4番のような対応をしているということですね。これに加えて、いまお二人から提示された意見

を取り入れた形での対応をお願いするというのが市の審議会の意見ではないかと思います。よろしくお願いし

ます。 

 ほかにご意見ございますでしょうか。 

滝口委員 委員の滝口でございます。一つお伺いいたしますけれども、この事件が起きて、各病院には全部この

周知をしたんですか。大分前ですけど、みんな一時毎月毎月千葉へ直接持っていきましたので、だからそうい

うことがあったと思ったんですけど。今はそういう郵送とか、レターパックを使って早いからそうしてるんだ

と思うんですけども、各病院ごとにどういう請求方法を取っているかというのは、各病院ごとに市の方は聞い

てはないですよね。通常はこういう事件が起きたから、注意をして欲しいという通知は出したかもしれません

けど、どういう方法で出してるってことは、各病院ごとには聞いてないですよね。 

山口課長 はい。 

滝口委員 わかりました。 

小林会長 よろしいでしょうか。それではこの件に関しては、これにて終了します。 

山口課長 それでは大変恐縮なんですけれども、この別冊、番号が振ってありまして過年度のものではございま

すが番号管理をしているものですから、大変申し訳ないんですが、回収をさせてください。よろしくお願いし

ます。 

小林会長 では、ここで10分ほど休憩を入れて、個人情報取扱事務の届出に移りたいと思います。 

 （休憩） 

小林会長 それでは引き続き次第の報告（２）個人情報取扱事務の届出に入っていこうと思います。 

届出の報告については、これまでのやり方と同様に個々の一つ一つの届出ごとに報告と、それから皆様方に

よる質疑を行うという形で、進めさせていただきます。 

それでは事務局より説明をお願いいたします。 
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芝田主任主事 はい。個人情報取扱事務届出についてご説明させていただきます。総務課の芝田と申します。よ

ろしくお願いいたします。それでは着座にて失礼させていただきます。 

それではお手元に、二つの資料、個人情報取扱事務届出書とその説明資料をご用意ください。こちらの資料

を使いまして、届出一覧の順番で進めますのでよろしくお願いいたします。 

基本的な流れといたしまして、簡単な事務の概要と主に取り扱う個人情報についてご報告いたします。 

まず廃止届のご報告、これはご報告のみをさせていただきます。 

今回廃止となる事務につきましては、木更津市喀痰吸引等研修費用助成事業に関する事務でございます。こ

れは事業終了のため廃止となりました。 

続きまして、新規及び変更についてのご報告をさせていただきます。 

まず市民部市民課の事務になりますが、ナンバリング1の一般旅券の発給の申請等に関する事務についてと

なります。こちらは千葉県知事の権限に属する旅券法に基づく一般旅券の発給の申請、交付、紛失又は焼失の

届け出、一般旅券の査証欄の増補の申請等の事務となります。一般旅券の発給等の申請に係る個人情報を収集

いたします。以上となります。 

小林会長 前もって、私の方から皆様の方にこの資料をはじめとして、先の（１）の報告もすでに郵送させてい

ただいておりますので、皆様熟読されているという前提で会議を進めさせていただきます。ご意見等ございま

したらよろしくお願いします。 

  毎回のことですが、資料の下欄のマルないしバツがついている項目、基本的事項から業務関係情報まで様々

ございます。これはパスポートの交付に関する事務ですので、かなりセンシティブな情報も含まれているとい

うあたりも注意をしながらご覧になっていただいたうえで、何かご意見等ございましたらお願いします。 

小林会長 ございませんでしょうか。この業務はまだ始まって間もない業務ですよね。 

齊藤次長 昨年の7月から移譲されております。 

小林会長 それまでは都道府県で行われた事務が市区町村の方に変更されたということですか。 

齊藤次長 一部です。 

小林会長 わかりました。 

渡邉委員 委員の渡邉です。熟読してもちょっと見落としているんだと思うんですけれども、身体状況はどの辺

りになるんでしょうか。 

齊藤次長 はい。本人確認のための書類としていたしまして、身体障害者手帳等も含まれておりますので、 

渡邉委員 ありがとうございます。そうすると収集先は、それは本人ではない、ということになるんでしたっけ。 

齊藤次長 本人及び代理申請される方になります。 

中原主幹 今のご質問につきましては、個人情報取扱事務届出書、こちらの表のところ、今委員ご指摘のところ

の事務、行でいうと15というところに身体状況というのがございます。収集先というところで、いわゆる民間・

私人という記載しかございません。ここは本人からは集めないのかというご指摘ということで、今市民課の方

に確認しましたところ、これ本人からの収集も当然あり得る、いうことでございましたので、こちらにつきま

しては本人、それと民間・私人ということで訂正の方をさせていただければと思います。本人からも収集する

ということでございます。 

小林会長 よろしいですか。それでは、この届出はこれにて終了ということで、次の届出をお願いいたします。 

芝田主任主事 それでは、引き続き説明に移らさせていただきたいと思います。 

続けては福祉部介護保険課の事務になりますが、こちらは変更の届け出となります。資料のナンバリング 2

の事務、指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する事務でございます。 

こちらの資料ですが、本日差し替えさせていただきました。差し替えさせていただいた箇所なんですけれど

も、変更箇所に下線部を引かせていただいております。1 ヶ所目が届出書の事務の目的及び概要のところ、介

護予防・日常生活支援総合事業指定事業者（第1号事業者）の用語のところと同様に、その下の欄の収集理由

のところも同様に変更させていただいております。さらにその下の対象者の範囲、こちらも同様に変更をさせ

ていただいております。さらに、事務で使用する主な書類等も同様に変更をさせていただいております。 

あと細かい項目なんですけれども、5 番、6 番、9 番の収集先のところの本人、11 番の印影のところがバツ
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となります。こちらは、これまで介護事業者の方から、印影を取っていたんですが、そもそも個人情報ではな

いということで修正させていただいております。 

同様に24番、25番の財産・収入、取引状況といった経済状況等につきましても、法人の情報ということで、

個人情報性がないということで、今回変更させていただきました。以上となります。 

小林会長 はい。今変更点幾つかあったんですが、最後の方、例えば個人情報性がないのでという理由で、変更

がなされたっていうことなんですが、それは、確認ですけど、この書面で変更した、それともその実際の業務

の中で、そのような扱いに変更されている、どちらですか。 

染谷主事 今回、変更に伴う経緯の方から簡単にご説明をさせていただきたいんですけれども、こちらが介護保

険法施行令の一部改正に伴いまして、事業者から提出していただく書類の削減を目的とした改正が行われまし

た。その中につきまして、こちらの資産状況であったり、あとは印影につきましては、法人役員の印影も提出

していただいてたんですけれども、そういったところの書類の削減を10月1日から実際行っておりまして、ご

質問いただいた点から申し上げますと、実際に事務として、そういったものも削減されているというところで

ございます。 

小林会長 それが当初の書面に反映されてなかったからということですよね。 

染谷主事 はい。 

小林会長 わかりました。それであればわかりました。他に何かご質問等があれば。 

これサービスっていうのはデイサービスのことですか。 

染谷主事 こちらにつきましては、介護事業でも幾つかの種類がございまして、デイサービスにつきましては、

こちらに含まれるものでございます。特別養護老人ホームであったり、そういったところにつきましては、こ

の介護保険サービスということで、こちらの中に含まれます。 

小林会長 広い概念ってことで、こちらの方がね。わかりました。ご質問等がございましたら。 

渡邉委員 たびたびすいません、委員の渡邉です。届出書の形式面で恐縮なんですけれども、9番10番の選択が

バツになっておりますけれども、これはマルなんでしょうか。 

染谷主事 はい。申し訳ございません。こちら両方ともマルでございます。訂正いたします。 

小林会長 これはマルに訂正っていうことね。書面の訂正ということで。他に何か今のようなことも含めて、ご

ざいましたら。それでは、なければ次の報告をお願いいたします。 

芝田主任主事 それでは続きまして、3 番の遺失物保管業務について、移らさせていただきます。市街地整備課

の事務になります。資料のナンバリング3ではありますが、遺失物保管業務についてです。 

こちらにつきましては、市街地整備課が管理いたします施設で管理を委嘱している施設に遺失物があった時

の事務になります。扱う個人情報については遺失物の保管・引渡しに必要となる個人情報を取り扱います。以

上となります。 

小林会長 何かございましたら。特になければ、よろしいでしょうか。それでは次の報告お願いいたします。 

芝田主任主事 それでは引き続きまして、4 番の英語検定料補助金に関する事務に移らさせていただきます。こ

ちらの担当は教育部学校教育課の事務になります。 

こちらの事務につきましては、実用英語技能検定の受験機会の拡大を目指し、もって生徒の英語力及び学習

意欲の向上を図るため、英検を受験した生徒の保護者に対し補助金を交付する事務となります。扱う個人情報

については補助金の交付に必要となる個人情報を取り扱います。以上となります。 

小林会長 はい。何かご質問等がございましたら。ございませんでしょうか。それでは次の。 

芝田主任主事 それでは続きまして、ナンバリング5番と6番、一緒に説明させていただきます。こちらは木更

津市立富来田小学校の校章作成に係る事務と校歌作成に係る事務についてです。 

こちらの事務につきましては、新たに設置される木更津市立富来田小学校の校章及び校歌を公募するもので

す。扱う個人情報についてですが、応募者の情報を取り扱います。以上になります。 

小林会長 はい。何かございましたら。 

滝口委員 申し訳ないです。これ、でも公募も終わってしまって、こないだ発表があったんですよね。 

古宇田主事 はい。 
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滝口委員 それで今見ていただくって、遅くなったってことでしょうか。 

芝田主任主事 今年度に届出があったものについての報告となります。 

滝口委員 わかりました。 

小林会長 他にございませんでしょうか。なければ、次の。 

芝田主任主事 続きまして、こちらも教育部学校再編課の事務に関してではあるんですけれども、すいません。

事前にお配りいたしました資料にはなかったんですけれども、その後、同課より追加の事務の届出がございま

したので、ここで報告させていただきます。 

本日、追加資料としてお配りしました資料に、木更津市立富来田小学校スクールバスの運行に係る事務につ

いて、こちらについてですが、馬来田小学校と富岡小学校が富来田小学校として統合いたしまして、現馬来田

小学校の校舎を使用することに伴い、富岡地区の児童の通学距離が大幅に延長となることから、スクールバス、

運行委託による通学を行います。 

こちらのスクールバスの運行に伴いまして、バスを利用する児童の保護者を対象にいたしまして、乗降場所

の希望調査、利用の申し込み等の事務を行います。以上になります。 

小林会長 何かございましたら、はい。 

清水委員 運行委託という説明をしていましたが、どんな内容ですか。 

古宇田主事 運行委託ということで、運行の車両運転手の委託先の業者さんにしていただいて、実際に富岡地区

というところから富来田小学校まで運行するものです。 

清水委員 ということは個人情報の取扱いに関しては、あくまでも第三者提供という認識でよろしいですか。 

古宇田主事 はい。目的内利用ということで、名簿の提出がございますので、その業者の方に対して、児童が実

際どこで乗り降りするのかということで名簿はお渡しします。 

清水委員 それは市の業務としてではなくて、運行委託を受けたバス会社が管理をするということでよろしいで

すか。 

古宇田主事 児童の安全を確保するために、実際にこのバス停で誰が乗ったのか、とかということを当然木更津

市も把握はしているんですが、実際に運転する運転手さんに。 

清水委員 木更津市がどうして把握できるんですか。個別のバスに乗ったか乗らないか、そういうことでしょ。 

  事務の委託・再委託の有無というところで、事務の委託あり・再委託なしとなっていますが、あるんですか、

ないんですか。 

古宇田主事 今回委託をしていく中で、業者の方にも実際に児童がどこで乗り降りするかという確認も委託の内

容に含まれております。 

清水委員 そういう情報の渡し方だとすれば、受け取るスクールバスの運行会社の方に個人情報の保護に関する

取扱いの基準がありますよね。具体的に持っていますか。 

古宇田主事 契約をする中で、個人情報の・・・。 

清水委員 そうではなくて、契約する中で、というんだったら、バス会社の方がどういう内規を持ってるか。見

せてもらえる。 

古宇田主事 契約はこれからになりますので。 

清水委員 具体的にどういう保護措置をとっていたら契約するのか。市としては。 

古宇田主事 市としましては、個人情報の保護につきましても、この児童の名簿など提供したものについては、

外部に漏らさないような形で契約を結ぶように考えています。 

清水委員 外部に漏らさないっていうのは、当たり前の話であって、内部。結局ある子供がどっからどこまで乗

るのか、いうことをあらかじめ届けさして、そして、ちゃんと乗ってるかどうかって管理するんでしょ。 

古宇田主事 そうですね。実際乗った児童の数を把握して、そこの乗降場所で乗り降りをさせると。 

清水委員 学校か教育委員会がそういうことをするということであれば、そこはもう当然学校に行ったのと同じ

ような管理でなければおかしいですよね。どうですか。 

バスに乗った時点から学校の方が責任をもって管理をしている、というふうに理解してよろしいですか。 

古宇田主事 運行委託になりますのでバスが走ってる部分は、通学路ということで。 
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清水委員 それは運転とかそういうことではないんですけど。 

古宇田主事 運転する部分です。 

清水委員 例えばバスの中で具合が悪くなってくる、予定したバスに乗ってこない、とかそういうことがあった

場合、管理は誰がやるんですか。 

古宇田主事 スクールバスについては、乗り遅れた方については、再度スクールバスを運転するということはな

くて原則保護者の方に対応していただくことになっています。 

清水委員 そうではなくて、乗る予定の子供が乗らなかった、ということについて市が管理するんだよね。 

古宇田主事 はい。学校にも当然連絡を入れて、市の方に連絡も入ります。 

清水委員 それは、業者の方がスクールバスの運行管理をして運行委託を受けているから。委託義務の中から当

然出てくるっていう。間違いないですか。 

古宇田主事 はい。 

清水委員 例えばね、何とかちゃんはバスに乗らなかった、時々遅刻する、こういう情報は誰が管理するんです

か。 

古宇田主事 こういう情報については基本的には前日に学校に連絡をするような形です。 

清水委員 バスの中からですか。 

古宇田主事 バスの中からは連絡ができないので、ただ、今回スクールバスに乗る中で、学校の先生方にも乗っ

ていただきますので、そこで先生方が直接ご自宅に電話をして、確認をして欠席かどうかも判断をするという。 

清水委員 であれば、個人情報に関しては、学校の先生が責任をもって管理して、で終わりではないですか。 

古宇田主事 はい。 

清水委員 バス会社とか運転手は関係ないんじゃないですか。 

古宇田主事 先生方が乗る機会につきましては、今のところ 4 月いっぱいは乗ることを考えておりますが、4 月

以降については、現在検討中で、他市の事例などを見ると、添乗員はつけない形で、バス会社の方の運転手だ

けということも考えられます。 

清水委員 だから、その場合には、市が本来管理すべきものを運行委託を受けたバス会社にやってもうらうとい

うことでしょ。 

古宇田主事 はい。 

清水委員 本来運行委託だけなら、市の直営のバスが動いているような形態をとるべきところで、どっかの業者

に頼んで、それでバスが動いてる。ここまでは分かるんですよ。 

そうじゃなくて、個人情報の収集も管理も委託業者がやる、というふうに言っちゃうので。そうだとすると

収集理由のところでスクールバスを利用する児童及び保護者を特定して連絡を取るということで、児童を特定

して何とかさんが乗った、何とかさんは乗らなかったと、それを学校に運転手さんが伝える。ここまでわかる

んですよ。 

その保護者を特定して連絡を取るためとあるが、連絡をするのが運行委託に入っているんですか。 

古宇田主事 保護者への連絡は運行委託に入っていません。 

清水委員 だから、最初に運行委託は何かと聞いたんです。 

古宇田主事 はい。運行委託というのは、実際に運転手が運転をして児童を乗降させて、目的地まで届ける。 

清水委員 個人情報の利用は入らないでしょう。 

古宇田主事 はい。おっしゃるとおり、名前の確認ではなくて、人数の把握とかでも。 

清水委員 僕が見聞きしている限り、この手の話ってのは、人数の管理はできるけれども、よほど４・５ヶ月経

って子供のそれぞれの個性を識別できるという風になるかもしれないが、そんなことを運転手に要求している

のであれば、運転が危なくて仕方が無い。 

古宇田主事 はい。 

清水委員 これ、受託のバス事業者に個人情報の取り扱いをさせては駄目ですよ。 

古宇田主事 はい。わかりました。修正させていただきます。 

小林会長 清水先生。今の点、皆さんで共有されているとは思うんですけど、確認までに、バス会社に対して、
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児童の重要な情報を渡すということに関して、清水先生は問題視されているということですよね。 

清水委員 つまり、本来市が、直営バスを出して学校へ届けるということであれば、市の個人情報取扱事務にな

りますよね。 

ところが、運行委託だと。あんまり聞きなれない言葉なんだけれど、バスの運行を委託していると。だから

それだけですか、というふうにお尋ねしたんですよ。 

古宇田主事 車両の管理なども含めてすべてです。 

清水委員 車両の管理「など」を含めてなど、「など」に個人情報が入るわけですか。 

古宇田主事 燃料とか給油とかも。 

清水委員 バスの運転ではその通りで結構です。 

古宇田主事 はい。 

清水委員 その「など」の中に個人情報の取り扱いも入るんでしょ。 

古宇田主事 はい。 

清水委員 あなたの説明だと。 

小林会長 わかりました。バスの運行に、狭い意味で運行でだけであるとすれば、児童に関する重要な情報を委

託先の会社に出す必要がないのではないかというご指摘なんですね。 

それにもかかわらず、出すと。それはもちろん利便性、もちろん運行がスムーズに行われるように、という

ような配慮から、観点からだと思うんだけど、しかしその一方では、運行のみを委託してるにもかかわらず、

そのバスを利用する児童の氏名であるとか、それから乗り降りの場所まで知らせるわけだから、そうするとあ

る程度児童の住所も特定されてしまいかねないような情報も併せて出すわけですよね。その点を清水先生は問

題視されているということなんですね。 

清水委員 登下校でしょうから。下校で帰ってくると。下校するときに、どこそこの停留所で降りるのは、あの

子1人、という情報も当然把握してるんですよね。 

古宇田主事 はい。 

清水委員 先生つかないんですよね。 

古宇田主事 はい。 

清水委員 で、運転手任せなんですね。 

古宇田主事 はい。 

清水委員 保護基準はまだないんだよね。 

古宇田主事 はい。 

小林会長 やはり清水先生がご指摘されてるような問題意識があり、この審議会のメンバーは持ってるんだと思

います。個人情報保護の観点から、いささか問題なのではないかと。清水先生以外の我々もそう考えますので、

いかがでしょうか。 

古宇田主事 はい。清水先生のおっしゃる通りで、こちらの方で提供しなくてもよいという個人情報となります

ので、運行委託会社の方に児童の氏名、こちらを提供するというのは修正をさせていただきます。 

小林会長 肝心なことは実際にそのような運営がなされるということが大事ですね 

古宇田主事 はい。 

清水委員 1番から5番という停留所があるとして、2番で乗ってくるべき人が2人いるんだけど、今日は1人乗

ってこなかったと。それを学校に報告をする。というのなら話はわかると。 

だけどとりあえず運転手は子供の名前を知ってるわけで、一覧表を持ってるわけです。他の友達に「今日は

マルマルくん、どうしたの？」と、こういうことを聞く可能性がありますよね。名簿があればね。 

古宇田主事 はい。運転手から聞くこともあると思います。 

清水委員 場合によっては運転手がどっかでしゃべるっていうことはありえますよね。 

古宇田主事 はい。 

清水委員 それでは困るんだと。困りますから当然そう思うんだけど、こういう運行委託のとき子供の名前はな

るべく教えない。できる限り。 
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その上で、もしどうしても知らなきゃいけないという必要性があるんだったら、内部的な保護基準がきちん

とできてないと。他のところは国や県に提供するという場合でも、個人情報保護制度で提供しないってやって

きたんだから。 

古宇田主事 はい。 

清水委員 これで情報でも流れてね、誘拐事件で起きたらと。 

小林会長 ごもっともだと思います。 

清水委員 その時にあなたが責任とるというのなら構わないけど。 

小林会長 改めて、これだけに時間を取れるわけにもいかないので、何かやはり結んでいただいた方がよろしい

と思います。 

古宇田主事 これからの契約の事務が進みますので、その中で規定をしっかりしたいと思います。 

小林会長 4月からですか。 

古宇田主事 4月1日の契約で実際の運行は4月8日からですね。 

小林会長 まだ、契約の締結前だったから、そういう意味ではよかったと言えばよかったんですが、何分よろし

くお願いいたします。今の点を。 

他に何かご質問等ございましたら、これについて。なければ次の届出を。 

芝田主任主事 それでは引き続きまして、7 番の学校給食費の口座振替事務なります。こちらは担当が教育部学

校給食課の事務になります。 

こちらは木更津市内のすべての市立小・中学校におきまして、学校給食費の口座振替による収納を実施する

ための事務でございます。扱う個人情報ですが、申請者である保護者及び児童の個人情報を取り扱います。以

上になります。 

小林会長 はい。何かご意見等がございましたら。ございませんでしょうか。ないようですので、次の。 

芝田主任主事 それでは引き続きまして、ナンバリング8番の木更津市補助対象施設市外加算料金補助金に関す

る事務でございます。こちらの担当は総務部総務課の事務となります。 

まず、木更津市補助対象施設市外加算料金補助金に関する事務でございますが、こちらは木更津市民会館大

ホールの廃止に伴い、市内の団体が、代替施設として、市外の施設を利用した場合に使用料に加算されます市

外加算料金を負担する団体に対しまして補助金を交付するものです。扱う個人情報でございますが、補助金の

申請者の個人情報を取り扱います。以上になります。 

小林会長 ご質問等ございましたら。ないようですので、では次の。 

芝田主任主事 同じく総務部総務課の事務になります。9 番の中規模ホールの整備に関する事務に移らさせてい

ただきます。こちらにつきましては、施設のあり方や整備の方向性を定める基本構想の策定にあたって、市民

の望む施設のあり方や行われる活動などを整理するため、市内に在住・在勤・在学されてる方を対象といたし

ましたワークショップを開催いたします。ワークショップの参加者の個人情報を取り扱います。以上になりま

す。 

小林会長 なにかご質問等ございましたら。はい。 

渡邉委員 委員の渡邉です。お疲れ様です。参加にあたっての意見とか要望とか、そういうのは収集しないで、

純粋にもう名前とかだけということでよろしいでしょうか。 

曽田総括 意見を収集いたしました。そういうご質問でよろしかったでしょうか。 

渡邉委員 はい。 

曽田総括 はい。意見は収集をいたしました。それで、今年度策定する基本構想の中にこういう意見がありまし

たというようなことで冊子を作る予定でおります。以上でございます。 

渡邉委員 ワークショップで意見を収集したんですよね。ワークショップに参加するにあたっての参加票とかに

「こんなワークショップを期待します。」というようなものは収集しなかったんですか。 

曽田総括 失礼いたしました。ワークショップの中で、皆様のご意見を頂戴したものでございます。以上でござ

います。 

小林会長 つまり、会議の中で、意見の交換があったから、ということですか。 
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曽田総括 ワークショップの意見出しのような作業の中で皆さんの意見を収集いたしました。 

渡邉委員 口頭で出されたものですか。 

曽田総括 参加者が新しく整備をする施設について、すいません、口頭ではございません。付箋紙に、望むよう

な施設のあり方について意見を書いていただく。 

渡邉委員 募集段階で名前と紐づいた形でそういった要望や意見だとかを収集されたりとか、事前にされたので

あれば意見・要望のところに選択していただいたほうがいいのかなと思ったんですが、ワークショップの場で、

特に個人が特定されてないってことであれば、それはまた違う話なのかなと思います。 

小林会長 わかりました。他に何かございましたら。ないようですので、次を。 

芝田主任主事 それでは続きまして、ナンバリング10番の事務、基本計画策定に係る市民アンケートに関する事

務についてでございます。こちらも説明資料を差し替えさせていただきました。 

修正箇所につきましては、こちらの説明書きのところの提供先の目的内利用の箇所を加筆させていただきま

した。 

こちらにつきましては、基本計画策定の参考資料とするため、無作為で抽出した18才以上の市民2000人に

市民アンケートを実施するものです。扱う個人情報でございますが、アンケートの送付に必要な情報を取り扱

います。回答は無記名となります。以上です。 

委員 この中にアンケートが 18 歳以上ということなんですけども、18 歳っていうのはどこでチェックしま

す。生年月日のところはバツになってるんで。 

亀田総括 情報の提供を市民課にお願いをしております。5月1日現在で18歳ということでお願いをしておるも

のでございます。以上です。 

小林会長 生年月日は必要ないということですか。全員18歳以上で無作為で抽出しているから、生年月日を確認

する必要な無いからバツだと。 

亀田総括 はい。生年月日情報についてはいただいてはおりません。 

小林会長 18歳以上であるから、18歳だろうと100歳であろうと無作為で選んでいるから、ということですね。 

亀田総括 はい、おっしゃる通りです。 

小林会長 他に何かございましたら。なければ次の。 

芝田主任主事 それでは続きまして、11番目、木更津市広報モニターに関する事務になります。担当は企画部情

報政策課の事務になります。 

こちらにつきましては、市民のニーズを把握するために、木更津市広報モニターを募集し、モニターに対し

アンケート調査を実施するものです。扱う個人情報につきましては、モニターの応募者の個人情報を取り扱い

ます。以上になります。 

小林会長 なにかありましたら。ございませんでしょうか。 

清水委員 今のモニターをお願いをするにあたって必要な個人情報ということですね。個々のモニターがどうい

う意見を言ったかっていうところは消えますね。 

古賀総括 はい。 

清水委員 それは間違いないですね。では結構です。 

小林会長 それでは他になければ。 

芝田主任主事 それでは続きまして、経済部産業振興課の事務になります。12番の木更津市空き店舗活用支援事

業補助金に関する事務についてでございます。 

こちらは木更津市空き店舗情報登録制度要綱の規定に基づき、登録されている空き店舗で新たに事業を行お

うとする者、または空き店舗を改修する所有者に対し補助金を交付するものです。扱う個人情報につきまして

は、申請者となる登録した空き店舗の所有者や空き店舗で新たに事業を行うとする者の情報を取り扱います。

以上になります。 

小林会長 なにかございましたら。 

これ 30 番にマルがついているんですが、社会的差別の原因となる事実に関する情報を収集している、とい

うのは具体的に。 
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鈴木総括 はい。ただいまの件につきましては、暴力団関係者かどうかということを、申請の方で欠格条件とし

ておりますので、丸をつけさせていただいております。 

小林会長 反社会的集団の申請をさせないということですね。それだけで良いんですね。 

鈴木総括 はい。 

小林会長 他になにかございましたら。それではこれで終了と。 

  事務局の方からはなにかございますでしょうか。 

中原主幹 ありません。 

小林会長 今日の議題を含めて、その他委員の方からご意見等がございましたら。はい。 

川名委員 1ついいですか。すいません。川名です。先ほど言いそびれたのですが、疑問点。質問いいですかね、

保健部関係、一番最初の受診票なんですが。 

がん検診、子宮頚がん検診は、希望ですよね、受診をするかどうか。受診票の下の方の実施内容の所に血液

検査とか何とかって書いてあった下の欄に、子宮頚がん、実施（異常なし・生検）何とかって書いてあるんで

すよ。括弧の中は必要ですかって質問です。ご検討いただければいいです。というのは、上の血液検査は、や

るから書いてあるんですよね。全員。 

がんの検診については希望です、とどこかに書いてありました。一番最初に実施って欄があって丸をつけて、

チェックするんでしょうけど。実施しました。その中に括弧があって結果が書いてあるんですよ。あれだけ。 

必要ですかね。結局実施したから幾らか市が補助金出すんですよ。ということは実施したか、しないかがわ

かればいいんで、中身が異常ありなのかないのかってのは必要ないような気がします。それを検討していただ

いたら結構です。 

中原主幹 申し訳ございません。直接の担当ではないので、ここではっきり私の方で、明言することができない

のはご容赦いただきたいと思います。今のご意見につきましては、そういうご意見がありましたということで、

担当課の方には伝えた上で、必要性の有無につきましては、担当課等々で検討の方進めさせていただきたいと

思います。この場で、ご回答できなくて大変申しわけございません。 

小林会長 今回の紛失の件でネット上で流出したという確認は。今のところ。 

中原主幹 ございません。 

小林会長 ただ、今後どうなるかは未知数ですから。そういうことを考えれば、やはり外部に出す必要のない情

報は出さない、どうしても必要な情報だけ記入して、外部に出すということが大原則である、という風に考え

ていかなければならないと思います。 

ましてや、その取り扱いが社会通念に照らしていかがなものか、ということであれば大変問題があるという

ようなことが、今日の会議に出席している委員の共通認識でありますので、重ねてよろしくお願いします。 

中原主幹 はい。かしこまりました。 

小林会長 それでは、他にございませんでしょうか。特にないようですので、以上をもちまして、平成30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。長時間に渡り、ありがとうございました。 
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