
令和元年度第１回木更津市情報公開総合推進審議会 会議録 

 

 

○開催日時：令和元年８月８日（木） 午後３時００分から午後５時００分まで 

○開催場所：木更津市役所駅前庁舎 会議室１ 

○出席者氏名 

  審議会委員：小林伸一、清水幸雄、鷹巣遥、竹内優太、武田正次、永野昭、成瀬敏郎、

山口嘉男、山田次郎 

  木更津市：総務部総務課 土居部長、伊藤次長 

(事務局） 総務部総務課 曽田課長、中原主幹、渡辺主査、芝田主任主事、

梅田主任主事 

        （関係課） 企画部企画課 山中課長補佐、坂内主任主事 

             企画部情報政策課 三嶋係長、齋藤主事 

             市民部保険年金課 加藤課長、萱野主幹 

             市民部市民活動支援課 阿津主幹 今野主事 

             健康子ども部子育て支援課 吉田課長 

             健康子ども部こども保育課 清水係長 前田主任主事 

             福祉部高齢者福祉課 星野副主幹、鶴岡主事 

             経済部産業振興課 鈴木主幹、石井主任主事 

             都市整備部住宅課 山口課長、平野副主幹 

             都市整備部市街地整備課 中村主幹 

             都市整備部都市政策課 松下主幹、宮本主任技師 

             消防本部予防課 星野課長、苅込係長 

             教育部学校給食課 重城課長、北村課長補佐 

○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 

中原主幹 それでは審議会を始めさせていただきたいと思います。開催の前に、まず資料の

確認をさせていただきたいと存じます。事前にお配りさせていただきました資料ですけ

れども、まず次第が１枚ございます。続きまして、審議会の委員名簿が１枚ございます。

続きまして、一番上に、個人情報取扱事務届出についてという太文字が入りました１枚の

説明だけのものがございます。続きまして、個人情報取扱事務届出一覧と書かれました表

になったもので裏表のものが１枚ございます。続きまして、個人情報等取扱事務届出書及

び説明資料というものがございます。    

続きまして、情報公開制度、個人情報保護制度及び会議公開制度それぞれの実施状況に



ついて取りまとめられたものがそれぞれホチキス止めでございます。以上が事前に送付

申し上げた資料になります。 

続きまして、本日お配りさせていただきました資料ですけれども、まず、事前にお配り

しました個人情報取扱事務届出書と説明資料の差し替えを、申し訳ございませんが、させ

ていただきたいと存じます。番号で申し上げますと右上の数字２番の後期高齢者医療に

関する事務、それから６番の子育てのための施設利用給付に関する事務。これらにつきま

しては、事前に送付させていただいたものと差し替えをお願いしたいと存じます。 

最後に、お手元の方に木更津市情報基本条例、木更津市情報公開条例、木更津市個人情

報保護条例、関係例規、例規集の打ち出したものをお手元にご用意させていただきました。

よろしくお願いいたします。 

続きまして、マイクの方の説明を若干させていただきたいと存じます。お手元にマイク

がございます。ご発言いただく際に、ボタンを一度していただきますと緑に光ります。そ

うしますと、マイクが入る形になります。もう一度していただきますと消えます。ご発言

いただく際には、この要領でマイクの方をお使いいただきたいと存じますのでよろしく

お願いいたします。 

それでは、大変お待たせいたしました。只今から、令和元年度第１回木更津市情報公開

総合推進審議会を開催させていただきます。 

申し遅れました私、本日進行を務めさせていただきます総務課の中原と申します。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

初めに、木更津市情報公開総合推進審議会委員の皆様に委嘱状を交付させていただき

ます。 

本来であれば、渡辺市長の方から委嘱状の方交付するところでございますが、公務で不

在のため、土居総務部長の方が代理で委嘱状を交付させていただきます。委員の皆様方に

は自席でお受け取りいただきたいと存じます。お名前をお呼び申し上げますので、恐れ入

りますが、その場でご起立いただきますようお願いいたします。 

それでは、小林伸一様。 

土居総務部長 委嘱状、小林伸一様。木更津市情報公開総合推進審議会委員に委嘱します。

委嘱期間は、令和元年７月１日から令和３年６月３０日までとします。令和元年７月１日、

木更津市長渡辺芳邦。よろしくお願いいたします。 

中原主幹 清水幸雄様。 

土居総務部長 委嘱状、清水幸雄様。以下同文でございます。よろしくお願いいたします。 

中原主幹 鷹巣遥様。 

土居総務部長 委嘱状、鷹巣遥様。以下同文でございます。よろしくお願いいたします。 

中原主幹 竹内優太様 

土居総務部長 委嘱状、竹内優太様。以下同文でございます。よろしくお願いいたします。 

中原主幹 武田正次様。 



土居総務部長 委嘱状、武田正次様。以下同文でございます。よろしくお願いいたします。 

中原主幹 永野明様。 

土居総務部長 委嘱状、永野明様。以下同文でございます。よろしくお願いいたします。 

中原主幹 山口嘉男様。 

土居総務部長 委嘱状、山口嘉男様。以下同文でございます。よろしくお願いいたします。 

中原主幹 山田次郎様。 

土居総務部長 委嘱状、山田次郎様。以下同文でございます。よろしくお願いいたします。 

中原主幹 続きまして、私の方から本日ご欠席されてらっしゃいます委員のご紹介をさせ

ていただきたいと存じます。お手元にお配りさせていただいております、審議会の名簿を

ご覧いただきたいと存じます。 

本日欠席されている委員でございますが、木更津６漁協連絡協議会からご推薦いただ

きました石渡房雄様、一般社団法人かずさ青年会議所からご推薦いただきました伊藤友

彦様、木更津市退職校長会からご推薦いただきました川名和夫様、社会福祉法人木更津市

社会福祉協議会からご推薦いただきました滝口君江様、木更津市ＰＴＡ連絡協議会から

ご推薦いただきました富田浩様。東京情報大学名誉教授成瀬敏夫様につきましては、現在、

交通渋滞に遭い、遅れて来られる旨のご報告をいただいております。最後に弁護士の渡邉

秀孝様。以上の委員につきましては本日ご欠席ということでご連絡頂戴しております。 

以上でございます。 

続きまして、土居総務部長からご挨拶申し上げます。よろしくお願いいたします。 

土居総務部長 委員の皆様こんにちは。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、本日は所用により、あいにく出席することがかないませんので、代

わりまして、私から一言ご挨拶を申し上げます。委員の皆様にはお忙しい中、情報公開総

合推進審議会にご出席賜り、誠にありがとうございます。また、この度は、当審議会委員

のご就任をお願いいたしましたところ、快くお引き受けいただき、重ねて御礼を申し上げ

ます。 

本市におきましては、委員の皆様のご協力のもと、木更津市情報基本条例をはじめとす

る各種条例に基づき、公正な情報の取り扱いを総合的に推進しているところでございま

す。本日は第１回目の会議となりますので、会長、副会長を選出いただき、個人情報等取

扱事務の届出について、ご報告をさせていただく予定でございます。皆様におかれまして

は、ご多忙のこととは存じますが、個人情報保護制度のほか、情報公開の総合的な推進の

ため、ご協力を賜りますようお願いを申し上げまして、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。続きまして会議の成立につきましてご報告申し上げ

ます。本審議会の会議につきましては、審議会規則第３条第２項の規定によりまして、委

員の過半数が出席しなければ開くことができないとされております。審議会の委員定数

は１５名でございます。本日出席委員８名となっておりますので、会議の方が成立しまし



たことをご報告申し上げます。 

続きまして、事務局の方からお伺いいたします。木更津市審議会等の会議の公開に関す

る条例第３条におきまして、審議会等の会議はこれを公開すると規定されております。本

審議会につきまして、公開するということでよろしいでしょうか。 

委員一同 異議なし。 

中原主幹 はい、ありがとうございます。それでは本審議会につきましては、公開という形

で対応させていただきます。 

それでは議事の方に移らせていただきます。まず、次第の５議題の（１）「会長及び副

会長の選出」でございますが、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。現在、会長の方が決まっており

ませんので、会長が決まるまでの間につきましては、土居総務部長に仮議長をお願いした

いと存じます。それではよろしくお願いいたします。 

土居総務部長 それでは、会長が決まるまでの間、私が仮議長を務めさせていただきたいと

存じますので、よろしくお願いいたします。 

本審議会の会長及び副会長は、木更津市情報公開総合推進審議会規則第２条第１項の

規定により、委員の互選により定めるとされております。委員の皆様にお諮りいたします

が、審議会の会長の選出の方法につきましては、いかがいたしましょうか。 

武田委員 特にご意見がないようでしたら、引き続き小林先生にお願いしたいと思います

が、いかがでしょうか。 

土居総務部長 小林先生にというご意見をいただきました。委員の皆様、いかがでしょうか。 

委員一同 異議なし。 

土居総務部長 異議なしということでございます。会長は小林委員にお願いしたいと存じ

ます。それでは以後の議事進行につきましては、小林会長にお願いをいたしまして、私は

席を移らせていただきます。会長よろしくお願いいたします。 

中原主幹 それでは、恐れ入りますが、土居部長は公務により、ここで退席をさせていただ

きたいと存じますので、ご了承くださるようお願いいたします。 

土居総務部長 どうぞよろしくお願いいたします。 

中原主幹 それでは小林会長よろしくお願いいたします。 

小林会長 はい。改めて清和大学の小林伸一と申します。それでは、改めて審議会の会長と

して、この２年間務めさせていただきます。 

前回、２年前も申し上げましたが、木更津市情報公開総合推進審議会規則第２条による

と、会長は審議会を総理する立場でございます。総理という言葉の重みを、常にかみしめ

つつ、毎回進めさせていただきます。そして、何より皆様方のご協力が一番だと思います。

これによって総理も上手く運べると思いますので、ご協力のほどよろしくお願いいたし

ます。 

早速、副会長に関してですが、今回も副会長には武田委員に是非と思いますが、皆様い



かがでしょうか。 

委員一同  異議なし。 

小林会長 それでは副会長は今回も武田委員にお願いいたします。よろしくお願いします。 

武田副会長 はい。よろしくお願いいたします。 

小林会長 審議会の進行にあたりまして、もし、急用等で退出される場合は、その旨私にお

伝えいただきますようお願いします。 

それでは、次第の５議題の（２）「報告 個人情報取扱事務の届出」でございますが、

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

説明をお願いいたします。 

梅田主任主事 個人情報取扱事務届出について説明させていただきます、総務課の梅田と

申します。よろしくお願いいたします。それでは事前に送付いたしました届出の一覧をご

覧ください。こちらの資料を使いまして届出一覧の順番で進めさせていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

まず初めに、事務の廃止と組織改正により、届出が提出されたものから報告をさせてい

ただきます。廃止となる事務については１１件ございます。東京都市圏パーソントリップ

調査業務、木更津市立富来田小学校の校章作成に係る事務、木更津市立富来田小学校の校

歌作成に係る事務の３件につきましては、事業が終了したため、廃止となりました。 

次に木更津市水道審議会に関する事務、水道料金の徴収に関する事務、契約に関する事

務、給水装置に関する事務、臨時水道に関する事務、水道用地賃借に関する事務、水道事

業の質及びサービスの向上に関する事務、特設配水管の施行に関する事務の８件につき

ましては、全て水道部が所管しておりましたが、水道部が廃止され、かずさ水道広域連合

企業団が設立されたため、こちらの事務につきましても廃止となりました。 

次にその下、組織改正による所管変更で届出が提出されたものについて報告させてい

ただきます。木更津市立小中学校統合準備会に関する事務、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の２件ございます。こちら両方とも学校再編課が学校教育課

に統合されまして、学校教育課学校再編係となりましたので、届出がされました。事務内

容については変更がありません。廃止と組織改正による変更分の報告は以上となります。 

小林会長 以上につきまして、質問等がございましたら、お願いします。特にございません

でしょうか。それでは、次の届出、お願いいたします。 

梅田主任主事 それでは、次に新規と変更についてのご報告をさせていただきます。２つの

資料になりますが、個人情報事務届出書とその説明資料をご用意ください。 

初めに、消防本部予防課の事務になります。資料のナンバリング１「禁止行為の解除承

認に関する事務」をご覧ください。初回ですのでこの届出を例として簡単に届出書の見方

について説明させていただきます。 

それでは、まず表になっております「届出書」をご覧ください。こちら上の方にありま

す「事務の目的及び概要」、「収集理由」、「対象者の範囲」の３項目ですが、こちらには、



その事務の概要、個人情報を収集する理由、収集する対象者について簡単にまとめられて

おります。こちらの事務で言えば、「事務の目的及び概要」は、「劇場、映画館等において、

裸火使用、危険物を持ち込み等する場合、申請者からの申請に基づき、審査基準に適合す

るかを審査し、消防長の承認をするもの。」となります。 

「収集理由」は、「審査基準に適合するかを審査するため」、「対象者の範囲」は、「禁止

行為の解除承認申請書に係る個人」ということになります。 

その下の「事務の委託の有無」は、個人情報取扱事務を実施機関以外のものに委託し、

委託する事務の中に個人情報が含まれる場合に選択するものになります。今回は実施機

関のみで取り扱いますので、「なし」ということになります。 

その隣の「オンライン結合の有無」ですが、こちら外部と通信回線で繋がっている場合

に選択するものになります。こちらも今回は紙ベースの取り扱いですので、「なし」とな

っております。 

その下の「目的外利用」と「外部提供」ですが、原則といたしまして、収集した個人情

報につきましては、その事務の目的以外で取り扱うことができません。ただし、本日お配

りした資料にあります、個人情報保護条例の第１１条第２項各号のいずれかに該当する

場合には、目的外利用又は外部提供をすることができると規定されております。今回はそ

のような利用はありませんので、「なし」となっております。もしある場合は提供先の方

が記載されることになります。 

次に、一番下の「記録項目」と「収集先」ですが、「記録項目」につきましては、集め

る項目に関して、左から２行目の「選択」のところがマルになっております。収集先は個

人情報誰か集めるかについて記載されております。今回ですと、氏名、住所・居所及び連

絡先が本人と民間・私人から、収集しているということになります。 

印影は本人からで、職業・職歴、財産・収入が本人と民間・私人から収集しているとい

うような状況になります。 

その横の提供先ですが、目的外利用や外部利用がある場合に、提供先の方は記載されま

す。今回はございませんので、「なし」と記載されております。 

こちらは今回届出が提出された事務につきまして、申請者行為者等の個人情報を収集

しておりましたが、見直しをした結果、申請書に記載がありました行為者の性別と年齢に

ついては不要であると判断いたしまして、申請書から削除いたしました。そのため、個人

情報の収集に変更があったということで、変更届が提出されたものになります。以上とな

ります。 

小林会長 ありがとうございます。質問等ございましたらお願いします。 

今、説明にあった性別の欄についてですが、これが今回からバツ（収集しない）というこ

とになるのですね。 

梅田主任主事 年齢の方もですね。 

小林会長 年齢もですね。はい。では、この点も含めて何か質問があればお願いします。生



年月日の欄と年齢の欄の２つがありますが、これはどちらもバツ（収集しない）というこ

とでよろしいですか。性別に加えて、年齢及び生年月日も収集しなくなったということで

よろしいですか。 

芝田主任主事 性別と年齢について収集しないということで、生年月日につきましてはも

ともと収集はしておりません。 

小林会長 わかりました。その他いかがでしょうか。 

年齢もそうですけど、それ以上に性別にバツ（収集しない）が付いたということは、お

そらくですが、今後消防本部以外の市長部局内でも、この動き（性別情報収集の見直し）

が、広まっていくように思えます。そういう意味で本件の届出は、先駆けであると言って

もいい動きだと思いますけど、特にご質問がなければ、よろしいですか。はい、それでは、

次。 

梅田主任主事 続いて、市民部保険年金課の事務になります。資料のナンバリング２「後期

高齢者医療に関する事務」をご覧ください。こちら資料の差し替えがございましたので、

お手数ですが差し替え後の資料をご覧ください。 

後期高齢者医療に関する事務を行うために、後期高齢者医療の被保険者、被保険者と同

じ世帯の者、被保険者と生計を一にする者、被保険者の代理人の個人情報を取り扱います。

後期高齢者医療に関する事務の一つとして、高齢者の低栄養・重症化予防等推進事業が追

加されましたので変更届が提出されました。追加箇所についてはアンダーラインが引い

てありますのでご確認ください。以上になります。 

小林会長 はい。何か質問等がございましたら、お願いします。特にございませんでしょう

か。なければ次の届出に進みます。 

梅田主任主事 続きまして、市民部市民活動支援課の事務になります。資料のナンバリング

３「木更津市金田地域交流センターの管理運営に関する事務」をご覧ください。 

こちらは新規の事務になります。今年の４月１日に金田地域交流センターがオープン

いたしましたので、その利用者の特定や事務連絡を行うために、利用者の個人情報を取り

扱います。以上になります。 

小林会長 何か質問等がございましたらお願いします。特にございませんでしょうか。なけ

れば次の事務へ進みます。 

梅田主任主事 同じく市民活動支援課の事務になります。資料のナンバリング４「木更津市

金田地域交流センターの防犯カメラに関する事務」をご覧ください。 

こちらも新規の事務になりますが、施設維持管理のため、防犯カメラを設置しておりま

して、センター内における施設破損や事故等の後日検証のため、カメラに映るセンターの

入場者及び通行人の個人情報を取り扱います。以上でございます。 

小林会長 はい。何か質問等がございましたら、はい、どうぞ。 

清水委員 今、センターの入場者及び通行人を範囲として個人情報を集めるとおっしゃい

ましたが、具体的に何を集めるのですか。 



阿津主幹 センターには、交流センターゾーン入場口、行政センターゾーン入場口及び駐車

場の合計３台の防犯カメラを設置してありますが、センターへの入場者及び通行人を撮

影し、記録するために設置してあるものでございます。 

清水委員 撮影とは、顔を撮影するのですか。 

阿津主幹 顔も含め防犯カメラに映った画像です。 

清水委員 では、例えば、警察が防犯カメラに映った画像が欲しいと言ってきた時に、警察

がある画像が欲しいと特定してきた時に該当する特定の範囲内で提供するのか、それと

も全部の映った画像を提供するのでしょうか。 

阿津主幹 事件等が起きた場合、顔等を含めた全体の画像です。駐車場の方は車のナンバー

等も含めてです。 

清水委員 このセンターで何か事件が起きて警察が調べたいと言ってきた場合、カメラに

映った情報あらいざらいを提供するという意味でしょうか。 

阿津主幹 そのとおりです。 

清水委員 要するに事件が起きたときに、早く事件が解決できるように、警察の下請けをし

ますという話ですか。 

阿津主幹 はい。 

清水委員 よろしいですか。 

阿津主幹 そうですね。その通りです。 

清水委員 そうするとこれは警察の事務ではないでしょうか。警察からの委託事務でしょ

うか。 

阿津主幹 警察から委託された事務ではありません。 

清水委員 もし、万が一、事件を起こした犯人や容疑者が警察に提供した情報とは異なって

いた場合、責任は誰が取るのですか。 

阿津主幹 もし仮に事件が発生した時に、警察から事件の日時、容疑者やその人物像を聴取

した上で提供するような形になろうかと思います。 

清水委員 例えば、警察が容疑者を特定してきた時にそれに該当する者がいるとして情報

を提供するのですか。それとも全部あらいざらい提供し、この中から必要とする情報を探

してくださいというやり方ですか。 

阿津主幹 実際に事件が発生し、警察の方から照会があった場合は、日時に該当するものを

ピンポイントで、施設管理者とかがこの人物だろうっていうわけではなくて、該当する日

時の前後のものを提供してという形になろうかと思います。 

清水委員 その該当する情報のセレクションはあなたが行うのですか。 

阿津主幹 管理責任者は市民活動支援課長ということになってます。取扱責任者が市民活

動支援課長に命じられたものということで指定管理者、センター長という形に今現在な

っております。 

清水委員 こういう話は、それこそ撮った写真が別のルートに流れてしまったり、警察が別



な目的で使ったりすると。わかりますか。このもらった情報をその事件の捜査だけに使う

というならまだ許容度があると思いますが、ところが、不特定多数の情報を集めておいて、

どこかで使うというように考える可能性は少なくはないですよね。 

阿津主幹 警察等の方から情報提供をいただく時には当該提供の目的を明記していただき

ますので。 

清水委員 警察官からもらうときには、出すか出さないかの判断は警察がするわけですよ

ね。それはわかるでしょう。 

ある情報を市が持っており、その情報を警察から求められたという場合には、市の方で

セレクションをして提供するのですかと聞いているわけです。それともセレクションは

せずに全部丸投げでしょうか。 

阿津主幹 当該提供の目的、年月日、画像を警察等の方から提供いただく時には、先ほど説

明しましたけども目的年月日も含めて、ある程度絞った上で提供の依頼を頂く形になり

ますので、頂いた上で管理責任者、取扱責任者の方で該当する部分のみを。 

清水委員 物理的にそんなことが可能なわけがないでしょう。ある犯人（容疑者）を特定し

て、警察から「この人が来ていますか。」と聞かれた時に、ピンポイントでその犯人（容

疑者）を特定して、調べるのは誰ですかと聞いているのです。関係があろうとなかろうと、

たまたまそこに映っている人全部を警察に渡してしまうのですか。説明書を見ると、防犯

カメラの記録は、ハードディスクの中に３５日分の映像が保存されている、最低でも３５

日分入ってるわけですよね。そうすると、その中の１日分が特定できましたという場合、

残りの３４日分は警察に渡さないのでしょうか。 

阿津主幹 そうですね。提供依頼に日にちの指定があれば。 

清水委員 そうすると、日にちの指定がなければ、手持ちの３５日分全てを渡すということ

になりますよね。 

阿津主幹 そうですね。それも例えば、１週間、２週間とかでさえも絞り込むことができな

ければですが。 

清水委員 それは、市の判断で行なうということですね。 

阿津主幹 そうですね。 

清水委員 そうすると、個人情報の漏えい先というのは、管理責任者である市民活動支援課

長ということでよろしいでしょうか。 

阿津主幹 その通りだと思います。 

清水委員 もし、個人情報の漏えいがあった場合、その責任は市民活動支援課長が負うとい

うことですね。それでよろしいですかね。 

今時、普通の車でも記録に残りますから、事故が起きたりした場合、警察からその記録

の提供を求められて、出すか出さないかは、我々個人（車の所有者やカメラの所有者）が

決めます。もし、それが警察からの要請に基づいて、これを欲しいと言われて出したとい

うならば、まだ弁解の余地があると思います。当該犯人（容疑者）と似たような人がいま



したということで提供したが、後になって違う人であったといった場合が非常に恐ろし

いと思います。私は、こういう防犯カメラで得られた情報を使用したいならば、警察自身

で設置すればいいと思います。そしてそこで得られた情報であれば、警察自身で自由に使

えばいいと思います。 

ところが、市が施設に防犯カメラを設置した。この説明資料の記載を見る限りでは、何

か事故が起きたとかそういう時には、市の方がイニシアチブをもって警察に届けるとい

うように見えます。ですけど、「警察からの要請があり」という言葉が付いてみたり、又

は「警察からの特定にしたがって」と言うならまだしもですけどね。「防犯カメラで情報

の収集を行っております。収集した情報は、３５日間保存しますよ。そして、それは警察

から要請があれば渡しますよ。」と言ったら、悪い言い方をするようですが、市が、市民

の敵だっていう話になりますよ。 

小林会長 清水委員、時間の関係もありますから。 

清水委員 この話は、よく考えた方がいいと思います。 

こういった防犯カメラ、ビデオテープレコーダーによる記録というのが話題になった

時に、嫌というほど、これまでこの会議で議論して話し合ってきました。 

小林会長 おそらく清水委員は、刑事訴訟法の規定に基づいて、当該情報を無条件で警察に

提供するのか。しかし、この刑事訴訟法の規定は、無条件で警察に提供しなければならな

いという規定ではないわけですよ。 

ところが、仮に本市で無条件で警察から要請があったから、この人この日の全部のデー

タを提供するというような、もしそういう運用がされた場合、それに伴う個人情報の漏え

い、あるいは悪用の全責任をこの課長となる人が取るんでしょうかとご指摘されている

わけで、そのようなお答えなのでしょう。 

阿津主幹 はい。 

小林会長 それでよろしいのですかと、清水委員は言われてるのだと思います。 

ちなみに、この課長さんが全責任を取るのがいいかもしれませんけど、その責任を取る

前に、何か刑事事件がらみで警察からそういった要請があった場合等に関して、内規のよ

うなものでもいいからルール化されているのでしょうか。 

情報の提供に関しては、例えば、こういう場合が無条件で提供するとか、やはりこうい

う場合は条件つきで提供するとか。 

阿津主幹 平成３１年１月２９日に告示してあるのですけども、「金田地域交流センター防

犯カメラの設置及び運用に関する要綱」というものは定めてありますけども、そこに無条

件云々とか、細かいものまでは。 

清水委員 要綱というのは、どこまでいっても内部規則なのです。法令の枠内には入らない。

答えられないようであれば、この案件は保留にしてください。 

小林会長 保留という清水委員からの強いご指摘ですが、私も同感です。他の委員の方々が

これに異論があるということであれば、話は別でしょうけど、私も、清水先生に同感です。 



したがって、保留。いかがでしょうか、他の委員さん、特にこれに関してご異議がない

ようなので、会議として保留という強い要望ということになりますかね。 

清水委員 百歩譲ってこの論理が成り立つとしますよね。カメラに映った人間の情報とい

うのは一度警察にいきますよね。１００人なら１００人、１，０００人なら１，０００人

の人が映っていて、その中の１人の犯人が特定できて捕まったとします。そこまでは良か

った。では、残りの人間については、警察はどのように管理をしていますか。間違いなく

返してくれますか。どうですか。 

例えば、防犯カメラに１，０００人の人間が映ったとします。そしてそれが１つのフィ

ルムになっていて、その中で警察の方が要請して、この中に犯人がいるはずだということ

になり、あなたが探したとします。そしてそのフィルムなり、その映像を引き渡します。

その時に、犯人以外の９９９人は落とすのですか落とさないのですかというのがまず最

初の質問です。 

落とせない、技術的に無理だと思うので、落とさないで渡したときに、やはりこの人は

関係ないとして、セレクトしていらなかったものは、どうなりますか。警察はどうしてい

ますか。 

間違いなく破棄を求めますか。破棄していないようだったら、警察に対して訴訟を起こ

しますか。あなたが。それでもし何もしないとするならば、それはザルということですよ

ね。そのような取り扱いは、他でやったことがない。 

小林会長 本件は、保留ということにいたしますので、今さっき言った点は、本審議会から

強い要望という形で提示いたします。 

はい。他にご質問等がございましたら、お願いします。 

永野委員 このようなカメラの場合に、「職業・職歴」、「学業・学歴」というものは、記録

項目に入れるのは普通ですか。「年齢」、「顔等の画像」、「障害」、「身体状況」とここまで

はわかるのですが、「学業・学歴」、「職業・職歴」を記録項目に入れるのが一般でしょう

か。 

清水委員 例えば、保育園児の散歩中に自動車が突っ込んだ事件を考えてみますと、引率し

ている人は、先生だろうと察しがつきますよね。 

永野委員 制服とか、ユニホームとかカメラに映りますね。 

清水委員 そうです。 

中原主幹 今、清水委員の方からご説明いただいたとおりの補足になってしまうのですが、

防犯カメラですので、そこを通られる方が基本的に容姿も含めて映ってしまいます。すべ

ての方について、例えば、カメラの前を通った方、１００人ならば１００人それぞれの方

についてこの情報を全部収集できるわけではないんですけれども、可能性としますと防

犯カメラに映ってしまう情報としますと、それを当市は結果的に集めてしまうというと

ころから、この防犯カメラだけに限りませんけれども、当市としますとなるべくその収集

される可能性のあるものも含めて、記録項目に入れているということになりますので、繰



り返しですけれども、例えば、制服着てる方が映ればですね、その方が大体高校生ぐらい

だろうとか、学生だろうということもわかりますし、例えば、消防服を来た職員が通れば

ですね、この人は、そういう職員なんだろうというようなことがわかりうるというところ

で、幅広くこの辺の報告は記載させていただいているところでございます。以上でござい

ます。 

清水委員 いわゆる京都の事件でありませんけどね。（容疑者が）赤いシャツを着ているっ

ていう。随分報道されたじゃないですか。京アニの件です。赤いシャツを着るのが趣味だ

って言われたら。 

小林会長 身じまいですよね。髪型から服装から身じまい。身じまいに関してのその人の好

みというか、趣味というか。そういうご指摘なんですよね。清水先生のご指摘は。 

清水委員 つまりですね、こういう情報というのは、一度収集してしまうと、どこに流れる

かわからないし、どこに持っていかれるかわからない。それを、市役所の方で管理できる

ものではないと。私、管理する能力ないと思ってますよ、色んな例を出していけばね。 

そういう状態の中で、警察の方から、例えば捜査依頼があった。文書でこれが欲しいと

言ってきたので、それチョイスして、セレクトして、それを犯罪捜査にご協力をする。そ

れを否定してるわけではないんですよ。ただ、そんなことができる話ではないと思ってい

るので。まとめて持っていってポンって、その後何に使われるかわからない。そういうこ

とだったら、警察の内規までご存知なのでしょう。渡した情報がどうなるか知ってるんで

すよね。知らなければ出せませんよ。うちの条例上出せませんよ。提供先の個人情報保護

制度（条例等）が確立してないと。 

昔の話ですけどね。こういったことを始めた時に、千葉県には個人情報保護条例なかっ

た時代があるんですよ。こっちだけ条例があっても、県の条例の整備が遅れていました。

なぜ遅れたかというと、警察における個人情報保護制度の整備がやりきれていないで状

況で。向こうはね。それが整備されるまで、こちらは警察に出さなかったんです。学校等

である人が非行の様子が見える、そういう情報だって、警察の方から市の教育委員会へ、

例えば、「こういう人がいて、こういうところで徘徊しているので、危ないと思うよ。」と

連絡してきた場合は、それは受け取れます。警察が出していいと思ったのだから。でも、

こっちから警察に渡すということは絶対にしない。ということで始めた事務もあるんで

す。ただ、申し訳ないけど、この手の問題に関する過去の経緯を少し勉強しなさいよ。保

留というのは、やり直しという意味です。 

小林会長 他に特になければ、次の事務をお願いいたします。 

梅田主任主事 続いて、健康こども部子育て支援課の事務になります。資料のナンバリング

５「未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金給付事業に係る事務」をご覧く

ださい。こちらも新規の事務になります。 

令和元年１０月から消費税率が引き上げになりますが、それに伴い、子供の貧困に対応

するため、未婚のひとり親に対し臨時特別給付金を支給するものになります。臨時特別給



付金の給付に係る事務を行うため、申請者の個人情報を取り扱います。以上となります。 

小林会長 はい。質問等がございましたら、特にありませんでしょうか。 

清水委員 はい。できればで結構ですけれども、事実婚の定義を教えてください。 

吉田課長 はい。子育て支援課の吉田と申します。よろしくお願いいたします。 

事実婚の定義ということでございますが、基本的には同居、もしくは支援をしている方、

パートナーの方がいないということでございます。以上です。 

失礼しました。（パートナーの）方がいるというのを事実婚で事実婚していないという

方が対象でございます。失礼いたしました。 

清水委員 同居していない。 

吉田課長 同居又は経済的支援をしている方がいるというのが事実婚と理解しております。 

清水委員 支援をしているっていうのは、２人の共同生活の費用について、それぞれの収入

から半分ずつ出しているというのは、支援ですか、支援ではないですか。 

吉田課長 こちらにつきましては、児童扶養手当の方で、同居、事実婚のあるなしというの

は、判定しておりますのでそちらに準じているというふうに考えております。 

清水委員 なるほど。そうすると、一つだけね、法律婚をしているある女性が、離婚ができ

なくてある男性と一緒に、別の男性。Ａという男性と結婚しているんだけど。今、離婚の

協議中で、Ｂという男性のもとに転がり込んでいる、という時には、給付はもらえないん

ですね。 

吉田課長 申し訳ございません。そちらにつきましては、今回の事務について、法律婚を過

去にしている場合には、すでに支給の対象から外れておりますので、そのことについては、

想定はしておりませんが、法律婚をしているという段階で、こちらの支給対象から外れる

と考えております。以上です。 

清水委員 わかりました。ありがとうございます。 

小林会長 他にいらっしゃいますか。はい、どうぞ。 

永野委員 未婚の１人親は、男女問わないですよね。 

吉田課長 おっしゃる通りです。 

永野委員 そうすると性別は、あえて取る必要がありますか。１人親という確認であれば、

項目事項に性別とありますが、必要ですか。 

吉田課長 こちらにつきましては、国のほうから示されている様式を使っておりまして、１

００パーセント補助をいただきますので、そちらのものに準じております。以上です。 

小林会長 はい。今のご質問というのは、冒頭の報告事項の中で、性別情報の収集をやめた

とありました。それを踏まえてのご質問だと思います。それ自体意味があるんだと思いま

すよ。今の質問には意味があるんだと思いますよ。受けとめて、性別に関してですよね。 

今、色々と考えなければならない考慮事項っていうのは今増えていますから。仮に、国

の様式に性別が出ている。出ていたとしても、果たしてそれが必要なのかどうかっていう

ように疑問を抱くというのも大事なことなんだと思います。付け加えました。以上です。 



他に何か質問があれば、なければ次に進みます。 

梅田主任主事 続きまして、健康こども部こども保育課の事務になります。資料のナンバリ

ング６「子育てのための施設等利用給付に関する事務」をご覧ください。こちら資料の差

替えがございましたので、お手数ですが、差替え後の資料をご覧ください。こちらも新規

の事務となりまして、幼児教育・保育無償化の実施に伴い、保育料・利用料の無償化を行

うための事務になります。利用給付認定に係る個人及び団体の個人情報を取り扱います。

以上でございます。 

小林会長 何か質問等がございましたらどうぞ。 

清水委員 この辺の話で、細かく検討したわけではないので、もしかしたら誤解をしてるか

もしれませんが、収集先の本人といった場合、これは、お子さんのことですか、それとも

親御さんのことですか。 

前田主任主事 健康こども部こども保育課の前田と申します。本人に関しましては申請者

たる保護者を想定しております。以上です。 

清水委員 ありがとう。ということは、１３番目辺りの業務関係情報で心身の状況の病歴・

診療歴ですが、これは親御さんの病歴・診療歴のことですね。 

前田主任主事 はい。おっしゃる通りでございます。 

清水委員 病気になった子供のことではなくてですか。 

前田主任主事 こちらについては、保育の必要性の認定を受ける必要についての確認事項

でございまして、保護者が疾病又は傷病等により、子供を家庭において保育ができないと

いうことを証明するために、病歴・診療歴等を収集する記録項目としています。 

清水委員 なるほど。子どもの面倒を見れないからというために病歴・診療歴等を集めると

うことですね。わかりました。 

なぜ、この質問をしたかというと、説明資料を見ていただいて、記録項目で、申請者（保

護者及び乳幼児）の本人確認のためという記載があり、これは、（保護者と乳幼児とが）

混ざっているように思えてしまうのですが、識別ができているとおっしゃるならば、それ

で結構です。 

前田主任主事 病歴・診療歴に関しましては、申請者たる保護者又は扶養義務者に当たる世

帯の生計中心者に当たります。同居人等の保育ができないという理由を、認定を受ける必

要のための事由の証明として収集する記録項目ですので、乳幼児に関する情報というこ

とで収集をする目的はございません。よろしいでしょうか。 

清水委員 とすると、記録項目のところの記載がおかしいということでしょうか。 

前田主任主事 恐れ入ります、乳幼児に関する情報については、乳幼児の本人確認のため、

氏名、性別、住所・居所、生年月日、年齢を記録項目とさせていただいております。 

清水委員 うん。それはわかるけど。乳幼児の本人確認のために必要な情報、それから親御

さんが、場合によっては親御さんではないかもしれませんが、認定を受けるために本人を

特定するための情報とが区別されていますかと聞いているわけです。 



前田主任主事 区別をして収集するものと想定しております。 

清水委員 私もそう思います。こういう一括的な報告をされると、「本人」とはどちらの話

をされているのかがわからないことがありますので、ご担当の方で理解されているので

すねとお尋ねさせていただきました。 

前田主任主事 ありがとうございます。収集、記録する項目については気を付けていきたい

と存じます。 

小林会長 他になければ、次に進みます。 

梅田主任主事 続きまして、福祉部高齢者福祉課の事務になります。資料のナンバリング７

「地域ケア会議推進事業に関する事務」をご覧ください。こちらは新規の事務になります。 

地域ケア会議にて支援対象者に支援を図るため、支援の検討や支援体制の検討を行っ

ておりますが、会議の開催に当たり、出席者の選任や連絡調整を行うため、出席者の個人

情報を取り扱うものです。以上でございます。 

小林会長 質問等がございましたら。ございませんでしょうか。なければ次に進みます。 

梅田主任主事 同じく、福祉部高齢者福祉課の事務になります。資料のナンバリング８「在

宅医療・介護連携推進事業に関する事務」をご覧ください。 

  こちらにつきまして訂正がいくつかございます。当初、「新規」としてあがっておりま

すが、こちらの事務は「変更」の事務となります。また「個人情報取扱事務届出書」の事

務開始日ですが、平成３１年４月１日とありますが、こちら平成３０年４月１日に訂正い

たします。 

  同じく、「個人情報取扱事務届出書」ですが、アンダーラインが漏れていた箇所がござ

いまして、４番「性別」欄の収集先の「本人」、２４番「財産・収入」欄の収集先の「本

人」、２６番「課税等・納付状況」欄の収集先の「本人」欄にそれぞれ変更の旨のアンダ

ーラインが入ります。お手数ですが、訂正の方をお願いいたします。 

  こちらの事務につきましては、高齢者が住み慣れた地域で安心して在宅生活を続け、医

療と介護の関係機関が相互に連携を図り、地域課題の対応策を検討するため、協議会の委

員や協議会等が主催する研修会の講師、参加者等の個人情報を取り扱います。 

  具体的な変更点につきましては、説明資料の下線部となりますが、関係事業に出席した

委員や講師への報償金の支払い等に関して追加しております。以上です。 

小林会長 何かご質問等がございましたら。特になければ、では次お願いします。 

梅田主任主事 続きまして、都市整備部都市政策課の事務になります。資料のナンバリング

９「市街化調整区域における地区計画に係る補助金に関する事務」をご覧ください。この

事務は新規の事務になります。市街化調整区域の地区計画を提案しようとする者に対し

て、地区計画の提案の際に必要な登記簿及び公図の取得費の補助をするため、申請者の個

人情報を取り扱います。以上でございます。 

小林会長 何かご質問等がございましたらどうぞ。特になければ、次へ。 

梅田主任主事 続きまして、都市整備部市街地整備課の事務になります。資料のナンバリン



グ１０「木更津市公募対象公園施設設置予定者等選定委員会に関する事務」をご覧くださ

い。この事務は新規の事務になります。こちらの選定委員会は、公募対象公園施設の公募

指針の策定及び設置等予定者の選定について調査審議し、必要な事項を市長に答申し、又

は建議を行う附属機関となります。委員との連絡調整、報酬支払等で委員の個人情報を取

り扱います。以上でございます。 

小林会長 何か質問等ございましたら。ございませんでしょうか。なければ次へ。 

梅田主任主事 続きまして、都市整備部住宅課の事務になります。資料のナンバリング１１

「市営住宅用途廃止団地退去者の家賃補助に係る事務」をご覧ください。こちらも新規の

事務でございます。木更津市営住宅長寿命化計画に基づき、用途廃止とした市営住宅の入

居者のうち、一定の条件のもと、民間の賃貸住宅へ引越しをした者に対して、生活の激変

を緩和するために、家賃補助を５年間行うものでございます。家賃補助を行うにあたり、

居住者、同居人、保証人の個人情報を取り扱います。以上でございます。 

小林会長 何か質問等がございましたら。なければ、それでは次へ。 

梅田主任主事 同じく都市整備部住宅課の事務でございます。資料のナンバリング１２「市

営住宅維持管理・運営に係る事務」をご覧ください。こちらは、市営住宅の維持管理・運

営を行い、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸を行うために、入居から

退去までに必要な個人情報を収集するものでございます。こちらの事務は変更の事務で

ございますが、今までいくつかありました関連事務を、市営住宅維持管理・運営に係る事

務として一つに統合したものでございます。以上でございます。 

小林会長 質問等がございましたら、どうぞ。ございませんでしょうか。なければ次に進み

ます。 

梅田主任主事 続きまして、教育部学校給食課の事務になります。資料のナンバリング１３

「学校給食に関する事務」をご覧ください。こちらは平成２７年４月１日に組織改正によ

り新設された学校給食課において、自校方式による給食の実施及び給食費の徴収・管理を

行うため、新規事務として届出がされたものでございます。給食の対象者と保護者の個人

情報を取り扱います。以上でございます。 

小林会長 はい、質問等がございましたら。はい、どうぞ。 

山田委員 新規の届出ですよね。４年遅れてるんですよね。なぜですか。 

吉田課長 申し訳ございません。組織改正で、これまで事務を行っていた給食センターの方

の届出はございましたが、学校給食課としての届出が漏れていたことがわかりましたの

で、今回改めて、追加させていただき、新規でお願いしているところでございます。 

山田委員 うん。 

小林会長 むしろそのことは前もっていうべきでしょうね。 

山田委員 いいですか。 

小林会長 はい。 

山田委員 この個人情報取扱届出について管理してるのは総務課ですよね。 



中原主幹 はい。総務課がその担当になっております。 

山田委員 それでは、総務課の方で、その担当部署へ、苦情や指導というか、そういうこと

はしたのですか。 

中原主幹 その届出を受ける窓口は総務課でございます。間違いございません。届出があっ

た時点で４年を経過していたということがわかった時に、その旨の話、指導というのはさ

せていただきましたが、こちらの総務課としても、組織改正ということであればですね、

当然その時点で把握をしておく必要もあったのかなということで反省の方はさせていた

だきました。以上でございます。 

山田委員 前にもそういうことがあったと思うんですよね。どのぐらいの件数があったの

かわからないけれども、相変わらずそういことが起きるというのが良いこととは思わな

いんだけれどもね。その辺を総務課の方はどう思ってるのかというのが、少し心に引っか

かるんですよね。 

中原主幹 はい。山田委員のおっしゃる通りでございます。申し開きの余地はないと考えて

おります。事務の届出につきましても、今回のように４年という長いものもあれば、もっ

と長いものも過去にあったかもしれません。数ヶ月遅れたというような届出も過去にも

ございました。 

その点につきましては、条例に従った届出がきちんとできていないという事実を、真摯

に受けとめまして、各課、今回に限らず、そういうことが起きた都度、各課等への周知通

知等で、行ってきておりますけれども、そういった方法、あるいは職員研修等の中も踏ま

えまして、今後、改善をしていきたいと考えております。以上でございます。 

清水委員 ちょっと補足させていただいてよろしいでしょうか。 

小林会長 はい。 

清水委員 補足としてですが、この問題はですね、木更津市のような規模の地方自治体の中

では、一生懸命やってる方です。 

市は、組織改正を多く行います。そして組織改正を行った時に、こういった個人情報の

取り扱いをどうするかっていうことについては、専属の人が１人か２人付けば、こんなこ

とにはならないのですが、原課の皆さんにとっては、組織改正後の新しい原課の事務をや

らなければならないということと、個人情報の取り扱いに関する事務を行わなければな

らないという要求と、どちらを優先するかっていうことになると、原課に与えられた毎日

のルーティン業務を行うことで、多分それで精一杯だという現実がありまして、無理を承

知で始めた部分もあるのです。 

どことは申し上げませんけども、他の自治体でですね、千葉県内のある自治体で、個人

情報保護条例を起草してくれと頼まれたことがあります。７年引っ張ったんです。市町村

から毎年のように、今年は作ってくれるんだろうと言われて、「まだおたくの職員の水準

では無理です。」言ったこともございます。国の方が指針が良く変わりますし、社会の傾

向というのも変わってきます。 



こういう中で、山田先生がどうこうって言うつもりは全然ございませんけれども、これ

かなり無理な作業してる部分があるんです。だから諦めろと言うつもりはなくて、頑張れ

と申し上げてるつもりなんですが、例えば、今の問題でも、３番目の基本的事項で「本人」

と出てきますよね。今回の事務は、給食の事務ですよね。要は「お金を払ってください。」

ということを言っているわけで、児童生徒が本人でないというような奇妙な論理でして。

ここで「本人」と言った時に、親御さんのことなのか、それとも児童のことを言ってるの

か。これがよくわからない。届出書の７番目の項目に「対象者の範囲」の欄がありますが、

そこには、学校給食の対象者（児童生徒）と書いてあるので、児童生徒かなと思えますが、

お金を払うのは親御さんであることを考えると、この「本人」っていうのはどうも親のこ

と言ってるのかなと思えます。なかなかぴんとこないですよね。 

ですから、これを何とかしようとしても、こういった問題の解決のために、整理のため

にですね、「もうちょっと人とお金を出してください。」と市長に勧告を出すくらいしか選

択肢がないような気がします。 

小林会長 これは、まさか組織改正をいいことにして、などというつもりはなかったわけで

すよね。であれば、最初からこの点はまず、申し訳ございませんかどうかわかりませんが、

一言言ってから始められた方が今回の場合は良かったかもしれませんね。 

おそらくそういうことが、今のような、お灸を据えられるような形になってしまうとい

うことになります。今後、これを機にというのでしょうか、これ違法であることは間違い

ないですから、この期日に関する徒過っていうのは違法なんですよ。条例違反なんですよ。

そこを重く受け取っていただいて、今後こういうことがないようにね。今の体制では総務

部の管掌事務なわけですからね。このことに関してよろしくお願いいたしますと代表し

て申し上げたいと思います。 

以上、特になければ次に進みます。 

梅田主任主事 続きまして、企画部企画課の事務でございます。資料ナンバリング１４「木

更津まちづくりコンテストに関する事務」をご覧ください。この事務は新規の事務でござ

います。木更津市に関わりのある人がチームを組み、そのチームで市の政策を考え、今年

の９月のコンテストで発表いたします。こちらのコンテストの参加者に連絡を取るため

に参加者の個人情報を取り扱います。以上でございます。 

小林会長 質問等がございましたら。はい、なければ次へ。 

梅田主任主事 続きまして、企画部情報政策課の事務でございます。資料のナンバリング１

５「木更津市マスコットキャラクター「きさポン」に関する事務」をご覧ください。 

こちらは変更の事務となりますが、事務の所管を企画課から情報政策課に変更したも

のでございます。個人情報の取り扱い内容については、以前と同様になります。以上でご

ざいます。 

小林会長 質問等がございましたら。ございませんでしょうか。では、次へ。 

梅田主任主事 同じく企画部情報政策課の事務でございます。資料のナンバリング１６「市



公式アプリケーション「らづナビ」に関する事務」をご覧ください。木更津市ではアプリ

を運営しておりまして、利用者が自分の情報をあらかじめ登録することで、それに応じた

情報が提供される仕組みとなっております。そのため、こちらの事務では利用者の個人情

報を取り扱います。 

こちらの事務でございますが、４月１日に事務の所管を企画課から情報政策課に変更

したことで、届出が出されたものでございますが、企画課の時に、新規の報告が漏れてお

りましたので、こちら新規として報告させていただきます。申し訳ございません。以上で

ございます。 

小林会長 はい。そういう点も踏まえて、質問等ご意見がございましたら、どうぞ。 

これでいくと、２月２８日開始っていうことは、本来であれば、前回の３月の審議会で

出さなければならなかったということですね。 

中原主幹 はい。 

小林会長 先ほどの「学校給食に関する事務」と届出時期の徒過という意味で同じというこ

とですね。違法は違法であるんですが、徒過の期間という点では、短いということですね。 

この「らづナビ」の「らづ」というのは、木更津の「らづ」のことですか。 

三嶋係長 情報政策課の三嶋です。お答えします。木更津の「らづ」のことです。 

小林会長 そうですか。他に特にございませんでしょうか。特になければ次へどうぞ。 

梅田主任主事 続きまして、経済部産業振興課の事務でございます。資料のナンバリング１

７「木更津市プレミアム付き商品券事業に係る事務」をご覧ください。この事務は新規の

事務でございます。 

こちらは１０月の消費税等税率引き上げによる低所得者・子育て世帯の消費に与える

影響を緩和し、地域における消費を喚起、下支えするためにプレミアム付商品券を発行す

るものでございます。こちらの発券対象者の判定審査を行うために、対象者の個人情報を

取り扱います。以上でございます。 

小林会長 はい。ご質問等ございますか。特にございませんでしょうか。はい、それでは、

これで事務届出に関しての報告は終了して、次第の次ですね。４議題の（３）「その他」

ですか。平成３０年度情報公開制度、個人情報保護制度及び会議公開制度の実施状況につ

いて、お願いいたします。 

渡辺主査 はい。それでは、平成３０年度の情報公開制度の施行状況、個人情報保護制度の

運用状況及び会議公開制度の運用状況につきまして報告させていただきます。資料の中

で、情報公開制度の施行状況と書かれたものをご覧ください。 

平成３０年度は２２人の方から、２２件の請求がございました。平成２９年度が１６人

でしたので、若干増えている状況です。実施機関別の内訳、決定状況は資料のとおりとな

ります。 

続きまして、個人情報保護制度の運用状況を報告させていただきます。２４人の方から

２４件の請求がございました。こちらも平成２９年度が１６件でしたので、若干増えてい



る状況です。実施機関別の内訳、決定状況は資料のとおりとなります。 

最後に、会議公開制度の運用状況でございます。２４１件の会議の開催があり、木更津

市審議会等の会議の公開に関する条例第６条の規定に基づき、事前に会議の開催の公表

を実施いたしました。実施機関別の内訳、決定状況は資料のとおりとなります。会議の傍

聴人の数は５２人となっております。以上となります。 

小林会長 はい。ただいまの報告に関して何かご質問等がございましたら、どうぞ。情報公

開、個人情報、会議公開の３件について、まとめて報告されたということでいいですよね。

資料は前もって我々に郵送もされているわけですから。改めて何かご質問等ご意見等が

ございましたらどうぞ。本日の令和元年度第１回のこの審議会の内容等も含めて全体に

ついて、委員の皆さんのご意見等がございましたら、はい、どうぞ。 

成瀬委員 はい。先ほどの防犯カメラ絡みですが、カメラ画像、今身近なところで、私ども

の大学でも出席管理等で学生の動画を写して、その瞬間に出席や位置情報を全部押さえ

られるようになっております。 

あと地下鉄等の駅でもやっていますし、香港でも中国でもやっている、完全に識別して

いる。そうなってきたのが、まず事実としてあります。技術の問題ですね。そして、一方

では、こちら地方公共団体の個人情報保護という制度趣旨の中のものとして、ここに細か

い項目として、例えば業務関係事項として先ほどのように、職業・職歴、学歴とか、本来

こういう項目は客観データでなければいけないですよね。推定とか、セーラー服を着てい

るから女子高校生だと思う。では、そう市が判断したのか。そうだとすると、責任は市な

んですよね。ということになります。 

ですから、これから技術がどんどん進んでまいりますので、ここに書かれているものを

断定できるもの、市が責任を持って客観性を持って把握できるものについては、細かい業

務事項として考えてもいいでしょうね。別に市が責任もって決めるものでもないですよ、

というのであれば、ある程度抽象化しておいた方が、よろしいかと思います。責任を負え

る範囲は、地方公共団体としても、国とかその他によっても違うと思います。これは研究

課題だと思いますので、ポイントとしては、客観的にその組織が責任を持って判断できる

かという視点です。蛇足かもしれませんが、もし、お時間があれば、研究していただきた

い。 

小林委員 今後、技術がより進んで、それまでボヤッとしか写らなかった個人個人というの

がより鮮明になっていくと、今、成瀬委員が言われたような客観情報なるものの数も増え

ていくと思いますね。 

ただ一方で言われたように、セーラー服を着ているから、例えば、木更津東高校の制服

を着てるから、ここの生徒だというふうに断定することはできるのかどうかということ

なんですよね。ただ、少なくとも推定はできるでしょう。そして、推定ができるというこ

とはそれを覆す材料が出てくれば、覆るわけですよね。そういう情報と、誰がどう見ても、

覆ることがないような情報、いわゆる成瀬委員が言ってる客観情報ですよね。絶対的客観



情報と言ったらいいのでしょうかね。そういったものをきちんと区分けをしながら、特に

防犯カメラ等に写るものというのも、考えていかなければいけませんね。区別していかな

ければならない。そうした方がよりそのせっかく取ってるデータというものの有効利用

に繋がるということですよね。 

成瀬委員 また、市レベルの負う責任ですが、今のままだと市の責任を負う部分がかなり入

ってきてしまいますから。責任を負う部分の管理をする必要があると思います。 

清水委員 私個人の話をするのはどうかと思って言わなかったんですが、君津に家を持っ

ているんですよ。ところが、この３月に大学を定年で退職しました。その後は、東京にい

ることも多く、君津の家は事実上空家状態で、防犯上危なく、また色んな弊害もあり、防

犯会社にも相談をし、家に６箇所ほど防犯カメラを取り付けました。電気代は多少かかり

ますが、パソコンで、常時稼動状態にして、東京に居ても家に誰が来たかがわかり結構便

利なんです。そういう記録というものは、リアルタイムで写っているだけではなくて、デ

ータにも落とせるわけです。そういう状態で、仮にカメラに写った中に、犯罪絡みのもの

があったとすれば、被害を受けた本人からすれば、この人がやったということで被害届を

出すことが可能なわけです。 

ところが、問題は、この辺の人だということで、写っている不特定多数の人のデータを

警察に提供してしまうことが、許されることなのか。仮に個人としてやるならば許容限度

に入るとして、行政組織だとしたら、不確実のままで情報を提出して良いのかという問題

があります。幸か不幸かこれまでにこういう問題は起きてはいませんが。 

成瀬委員 おっしゃるとおりで、項目をきちんと挙げてしまうと、極端なことを言うと、カ

メラ担当の市の職員を２４時間新たに雇わなければならないことになり、予算的にも時

間的にも無駄になってしまいます。と言いますか、無理です。その組織ができる範囲のも

のを作っていかないといけませんよね。 

清水委員 中国とか個人が特定できるシステムを作っていますよね。 

成瀬委員 そうですね。あれは国がやっていますからね。大学なんかでも個人が特定できる

場合でも各項目を挙げないで、包括的に「画像」としているんですね。そうじゃないと、

この部分を消してくださいということになり面倒なことになりますよね。 

永野委員 お聞きしたいんですが、先ほどの例の中で、職歴や学歴のところをバツにした場

合、提供する画像をそのまま出してしまうと結果として職歴や学歴がわかってしまう情

報が入ってしまいますよね。その場合、顔だけ出してそれ以外のところを消さないといけ

ないことになりますよね。例えば、画像にユニホームが写った場合は職歴情報の一部なん

ですよね。 

清水委員 職歴かもしれませんね。 

永野委員 だから、職歴の欄にマルを付けておかないといけないということになるんです

よね。提供する側が、そこにマルを付けていなくて提供した場合に、提供してはいけない

ものを提供したとして、原課が責任を追求されることになりませんか。 



成瀬委員 包括的に「顔等」とされていれば構わないと思います。 

永野委員 項目の中に、学歴とか職歴がなくてマルを付けていなければ「顔等」としていい

かもしれませんが。 

成瀬委員 要は、市が出す時にそこを消して出す、必要なところだけ抽出する能力が市にあ

るのか。 

永野委員 ないから、そうすると、逆に言うと、マルを付けておくということは原課とする

とあり得ると思うんですよね。該当しないものを収集・提供するということになると責任

を負わされるじゃないですか。なので、原課側としてリスクを減らそうとすると収集・提

供する可能性のあるものは、マルを付けていくわけですよね。 

小林会長 貴重なご指摘ありがとうございます。ご指摘いただいていることは、自治体側の

責任ということをお考えになってのことであるのと同時に、自治体が取り扱う個人情報

とは何かということですよね。誰がどう見てもこの人の名前はこうだとか、この人はこう

だというような情報を扱う、ただ、扱う一方でそれ絶対的な客観情報とは言えないような

情報も扱うのが現実の実務なんですよね。そこなんだと思うんですよ。それが、この防犯

カメラでの動画っていうものがこれ錯綜すると。だからこそ、考える良い機会なんじゃな

いでしょうかとご指摘されているんだと思います。というように、私なりにまとめさせて

いただきまして、他に何かご質問等がございませんでしょうか。なければ、よろしいでし

ょうか。 

それでは以上をもちまして、令和元年度第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、お疲れ様でございました。 
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