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平成２４年度 第１回 四街道市情報公開・個人情報保護審査会会議録（会議概要） 

 

日 時 平成２４年 ４月２４日（火曜日）午後２時０５分～午後４時５０分 

場 所 四街道市役所 本館３階 公室 

出席者 出席委員：酒井会長、青柳副会長、堀籠委員、木谷委員、荒木委員 

    欠席委員：なし 

    事 務 局：麻生総務部長、大川総務部次長、林総務課長 

梶原総務課情報公開室長、遠藤副主査 

    実施機関：内田建築課長、川田副主幹、吉村副主査 

         平川危機管理室長、荒木主幹 

         粟飯原自治振興課長、土屋主査 

 

傍聴者 ０人 

 

会議次第 

 

１ 委嘱状交付 

２ 市長挨拶 

３ 会長・副会長の選出 

４ 会長・副会長挨拶 

５ 議事 

 （1）オンライン結合による外部提供について（諮問） 

 （2）平成２３年度情報公開制度及び個人情報保護制度の実施状況等について（報告） 

 （3）その他 

６ その他 

 

会議の内容 

 

事 務 局：ただ今より、平成２４年度第１回四街道市情報公開・個人情報保護審査会を開

催いたします。本日の審査会は、お手元にお配りいたしました次第のとおり進

行させていただきますので、よろしくお願いを申しあげます。始めに委員の皆

様に佐渡市長より項次委嘱状の交付をさせていただきますので、よろしくお願

いいたします。 

 

～委嘱状の交付～ 
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～市長挨拶～ 

 

～職員紹介～ 

 

事 務 局：続きまして本日は、委員の皆様が新任期となりまして初めての審査会となりま

したので、審査会条例の規定によりまして、会長・副会長の選出をお願いした

いと存じます。会長・副会長の選出までの間、佐渡市長に座長をお願いいたし

ます。 

 

市  長：会長・副会長が選出されるまでの間、座長を務めさせていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。 

四街道市情報公開・個人情報保護審査会条例第４条第２頄によりますと、「会長

及び副会長は、委員の互選によって定める。」となっておりますが、委員の皆様

いかがでしょうか。 

 

～委員から、会長に酒井委員・副会長に青柳委員を推薦する意見あり～ 

 

市  長：今、会長に酒井委員、副会長に青柳委員というご提案がございましたが、皆様

いかがでございましょうか。 

 

委員全員：～異議なし～ 

 

市  長：皆様全員のご賛同が得られましたので、会長に酒井様、副会長に青柳様と決定

させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。これにて座長の任を

解かさせていただきます。皆様ご協力ありがとうございました。 

 

～会長・副会長 就任の挨拶～ 

 

事 務 局：それでは大変恐縮ですが、市長におかれましては所用のため、ここで退席をさ

せていただきます。 

 

     ～市長退席～ 

 

事 務 局：四街道市情報公開・個人情報保護審査会条例第５条第１頄の規定によりまして、

会議の議長は、会長が務める規定になっておりますので、これからの進行につ

きましては、酒井会長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 
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酒井会長：それでは、皆様方のご協力の程よろしくお願いいたします。 

本日の議事の内容につきましてあらかじめ申し上げます。 

     １つ目は、オンライン結合による外部提供について（諮問） 

     ２つ目は、平成２３年度情報公開制度及び個人情報保護制度の実施状況等につ

いて（報告） 

     また、その他といたしまして、１つ目は、まず危機管理室より「災害時要援護

者避難支援制度事務」のその後の報告について 

     ２つ目は、自治振興課より「防犯カメラの設定に伴う諮問等、今後のスケジュ

ールについて」の報告について 

     最後に３つ目は、総務課より「市ホームページにおける委員名簿の公表につい

て」の更新について 

     最後は次回の日程調整を予定しております。 

それでは、ただ今の出席委員は５名全員です。四街道市情報公開・個人情報保

護審査会条例第５条第２頄の規定により、出席者が全員でございますので、会

議は成立いたします。また、会議の公開・非公開につきましては、今回の議事

の内容が情報公開制度及び個人情報保護制度の実施状況等についての報告等に

関する案件であり、不服申立事件の調査及び審議に関する事頄ではないため、

四街道市情報公開・個人情報保護審査会条例第５条第４頄の規定により、公開

といたします。 

なお、傍聴人は今のところいらっしゃいませんけれども、本日の会議資料につ

きましては、「四街道市の審議会等の会議の公開に関する指針」により、傍聴人

の閲覧に供するものといたしますが、このうち議事次第については配布するも

のといたします。なお、その他の資料（四街道市情報公開・個人情報保護審査

会条例、オンライン結合による外部提供についての諮問様式及び内容説明の資

料、平成２３年度情報公開制度及び個人情報保護制度の実施状況等の資料、要

援護者避難支援制度事務の資料）についても、個人情報に関する資料ではござ

いませんし、かつ、経費等の関係で配布することが困難である資料でもござい

ませんため、傍聴人に配布することといたしたいと存じますが、委員の皆様の

意見をお伺いします。 

 

委員全員：～特になし～ 

 

酒井会長：それでは、議事次第及び実施状況の資料等につきましては、傍聴人に配布する

ことといたします。 

次に、昨年度より会議録における発言者名については、「審議会等の会議の公

開に関する指針」の規定により、原則として明記することになっておりますの
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で、本審査会においても、発言者名を明記する取扱いとしたいと存じますが、

委員の皆様のご意見をお伺いします。 

 

委員全員：～特になし～ 

 

酒井会長：それでは、会議録における発言者名につきましては、明記することといたしま

す。 

     それでは、会議次第の ５ （１）オンライン結合による外部提供について（諮

問）でございます。これより担当課（建築課）よりオンライン結合による外部

提供についての説明を承りたいと思いますが、委員の皆様、資料の方は揃って

おりますでしょうか。 

 

委員全員：～資料の確認～ 

 

酒井会長：それでは、担当課（建築課）の入室を許可いたします。 

 

     ～実施機関職員 入室～ 

 

事 務 局：【担当課職員紹介】 

なお、オンライン結合による外部提供について（諮問）についての説明及びこ

れに対する質疑応答につきましては、これより会長の進行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。 

 

酒井会長：建築課におかれましては、本日、お忙しい中お越し頂きましてありがとうござ

います。担当課よりすでに「オンライン結合による外部提供についての諮問様

式及び内容説明の資料」の書類は頂いております。まず今回情報公開・個人情

報保護審査会に諮問をする理由そして今後のスケジュール等についてご説明

をお願いしたいと思います。座ったままで結構でございますので、よろしくお

願いいたします。 

 

～実施機関より、オンライン結合の説明及び今後のスケジュールの説明～ 

 

酒井会長：ありがとうございました。ただいま、建築課よりオンライン結合の説明及び今

後のスケジュールの説明がありましたが、何か質問等がありましたら委員の皆

様お願いいたします。 
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堀籠委員：平成１９年から補助事業として、こういう風な形で本日に向けて作業を進めて

きたということですね。そして、大体その準備期間が終わったということで理

解をしてよろしいでしょうか。 

 

実施機関：そうですね。他の特定行政庁は、すでに大分ここに加盟をされていて運用をし

ております。平成１９年から３か年かけてというのは、建築情報センターの方

で、当市が平成２５年４月から導入しようとしている「建築行政共用データベ

ースシステム」の開発をしていた期間であります。そしてその開発が終わって、

新しいシステムが平成２２年度から稼働をしました。平成２２年度から稼働を

した中で先ほど説明をしたとおり、千葉県内では特定行政庁中１４の行政庁が

導入をして実際に運用をしております。四街道市同様の限定特定行政庁におき

ましては、千葉県内に１１あるんですけれども、そのうちの７の特定行政庁が

既に運用をしているところでございます。 

 

堀籠委員：四街道市としては、今まで「建築確認支援システム」を活用してこられたとい

うことですが、それとの関係をもう尐しご説明頂けますか。 

 

実施機関：記録をされているのは、先ほどご説明をしました概要書と言われているもので

すけれども、これを内部で管理をしていただけで、外には繋いでいませんでし

た。そうしますと、例えば過去に確認申請をとった物件について、建築主が概

要書を見たいとかあるいは関連の不動産関係の業者が売買のために確認をと

ったかどうかの概要書が欲しいということでいらっしゃるのですが、その都度

個表で打出しをしています。将来的にはわざわざ市役所に来なくても取得する

ことができるという、国の「電子政府の推進計画」という２００６年に策定さ

れたものの一環の流れの中で、全国的にコンピューターを使ってオンライン化

をして業務の効率化を図っていこうという事業でございます。 

 

堀籠委員：対象者というものがございますが、ここには建築主とございます。そうします

と、四街道市あたりでも限定特定行政庁という立場の官庁ですので、ここに建

築しようとする人が建築確認等の手続をする場合に、この対象者自身がそのシ

ステムを活用していって、ある程度事務的な手続の進行をすることができると

いう形になるのですか。 

 

実施機関：今のところデータの管理だけでございますので、これを扱えるのは特定行政庁

に関連する他の行政庁、極端にいえば佐倉市の仕事に携わっている方が当市の

登録した情報を閲覧できるという、まだはっきりとは定まっておりませんが、
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将来的にはそういう方向にいくのかなと考えております。 

 

堀籠委員：そうしますと、四街道市においでになる建築士の立場の方が建築確認手続を進

めていく上でこのシステムを活用しながら事務手続を遂行させていくという

ことに留まるということですか。 

 

実施機関：建築確認申請が出てきてその中で概要書があるんですけれども、この中の一面

と二面の内容のデータを今までは台帳記載をしなさいと建築基準法の中で定

められておりまして、この内容を台帳に書いていました。紙データから電子デ

ータに移ったのは、「ほくと」と呼ばれる建築支援システムと呼ばれるもので

したが、要するに台帳に書いてある内容が共用データベースシステムとして

「総合管理センター」というところで、今まで手元にあったものを預けますと

いう内容になります。「総合管理センター」というのは倉庫みたいな感じにな

り、四街道市が台帳という荷物を預ける形になり、今のところ現在は四街道市

だけが入れたり出したりすることができるということになってます。ただ将来

的には県とか国が、こないだの耐震偽装事件みたいなことが起きたとき、住宅

情報データを欲しいといったときに見れるようなシステムに変わってくる可

能性はあります。ですから申請はまだできないんですけれども、内部のデータ

をただ検索するだけに当初は使う予定です。将来的には発展をさせていろんな

活用の仕方が可能であると考えておりますが、制限はされると思います。 

 

堀籠委員：当面は、建築士あるいは建築士事務所の登録情報、建築物の物件の一覧表の情

報になりますか。 

 

実施機関：そうです。 

 

青柳委員：財団法人建築行政情報センターというのは、国全体を扱っているのですか。四

街道市としてはここにお願いをするのですか。 

 

実施機関：独立行政法人ですけれども、そこが第一人者となって平成４年ぐらいに建築確

認申請業務についてペーパーレス化を図る研究開発をしているところです。で

すから皆様ここのシステムを使っております。これは国土交通省がここに依頼

をしてここが行っているものです。 

 

木谷委員：今この建築計画概要書というのは、一般の方が来られたら申請をすることによ

って見ることはできますか。 
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実施機関：建築基準法の中で閲覧をすることは可能です。 

 

木谷委員：移行までの期間において、閲覧が物理的に何月何日から何月何日まで見られま

せんということはありますか。 

 

実施機関：紙データがありますので、それはないです。 

 

木谷委員：既存のシステムと並行利用という期間があるわけではないのですか。 

 

実施機関：市民の方が使用できる状態ではないので、窓口にお越し頂ければ紙ベースでお

渡しをするというものです。 

 

酒井会長：そうしますとこれはオンライン結合の制限ということで、諮問が提出されてい

るわけですけれども、四街道市個人情報保護条例第１０条第１頄によりますと

「法令等に定めがあるとき」とありますが、法令に別に定められているわけで

はないということですね。そうしますと「公益上の必要その他相当の理由があ

り、かつ、個人情報の保護のために必要な措置が講じられていると認められる

とき」でなければオンライン結合はできないとあります。「公益上の必要その

他相当の理由」ということに関して、今のご説明を踏まえて委員の皆様何かご

ざいますでしょうか。 

 

酒井会長：公益上の必要性という観点からではよろしいでしょうか。そうしましたらもう

１つの「個人情報の保護のために必要な措置が講じられていると認められると

き」ということで、先ほど５点についてご説明がございました。改めまして皆

様のご意見を承りたいと存じます。 

 

木谷委員：パスワードの誤入力が連続３回となった場合、ＩＤを３０分間無効化とありま

すが、これは３０分経つとまた自動復帰をするということでしょうか。通常で

すとロックがかかってしまうと、解除をしてもらいます。銀行のカードと同じ

で、番号を３回間違えたら窓口でリセットをしてもらいます。時間としても

３０分は非常に短いような気もします。 

 

実施機関：これを扱う者は、先ほどの説明のとおり建築課の職員がやることになると思い

ますので、このパスワードについては課内では間違えることはないと思います

が、もし外部の者が使用する場合、３回行って失敗をしたら使えなくなるので、

あきらめるのではないかなと個人的には考えております。そのようなことが１
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回あるとおそらく２回３回とはやらなくなると思います。 

 

実施機関：建築行政情報センターの利用規約の４条に保護措置というのがございまして、

「パスワードは画面に表示できない機能として連続して３回以上間違った入

力を行った場合、そのユーザーＩＤとパスワードはアクセスできないようにす

る。」という文言があるので、使えなくなることも可能になるということです。 

 

木谷委員：今のようなケースが出たときには、ある程度幅のある選択ができるということ

ですか。 

 

実施機関：自動復帰をする方法もあるし、使えなくなる方法もあるということです。 

 

酒井会長：このＩＤとパスワードはどこが発行をするのですか。 

 

実施機関：建築行政情報センターです。 

 

酒井会長：その時に発行をするにあたって、例えば身分証明その他の証明をする資料とか

書類等が発行をされるのですか。 

 

実施機関：通常は契約をした段階でＩＤとパスワードが後から送ってくるというものであ

ると個人的には思っておりますが、そこまでは契約上の約款等について記載が

ない状態です。 

 

実施機関：「職務上必要な範囲で」ということで書かれてあるので、その人は誰なんだと

いうことでこちらの方も細かく個人情報を出しつつ、その上でパスワードを発

行する規定になってます。それで異動をする時にはそのパスワードは消去とい

う形になるようです。 

 

酒井会長：担当部署から外れたらということですか。 

 

実施機関：外れたらもうそのパスワードは使えなくなるということにして、また新しく来

た方には新しいパスワードを発行して、古いのは使えなくなるということです。 

 

堀籠委員：総合管理センターと四街道市にある「ほくと」の管理室とが結ばれるというこ

とでございますか。 
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実施機関：現在「ほくと」というのは、庁内オンラインで職員の目の前にあるパソコンと

は別に独立で「ほくと」のためだけのパソコンとして１台購入をしております。 

 

堀籠委員：それは部屋としてあるわけですか。 

 

実施機関：建築課内に設置をしております。よってデスクトップで、単独でそこにあって

運用をしているシステムです。それがオンライン化することによって、目の前

のパソコンで検索をしたり入力をしたりすることができるという形に変わる

わけです。 

 

堀籠委員：総合管理センターが大分厳しい運用をなされるので、末端のシステムも同じよ

うな配慮が必要になってくるのかなと思いました。 

 

実施機関：ＬＧＷＡＮというのは国も関与をしているネットワークです。これとデータを

結ぶ総合管理センターとの関係はかなり緊密になると推察されますので、かな

りいろいろな注文が出て、管理については徹底されるのではないかという風に

は考えております。 

 

酒井会長：総合管理センターと結ぶと現在の「ほくと」という建築確認支援システムは、

廃止ということになるわけですか。 

 

実施機関：その通りです。 

 

酒井会長：「個人情報の保護措置」の１番の契約上の措置ということで、資料の２０ペー

ジに「個別に措置を決める」とありますが、これはどういうことでしょうか。 

 

実施機関：幅を持たせて、それぞれ行政庁の考えがあるので、それにも対応をしますよと

いう意味だと思います。 

 

酒井会長：四街道市の場合はどういう規定があるのでしょうか。 

 

実施機関：先ほどご質問がありましたように、パスワードが３０分で復帰をするという情

報も、契約の中で変えることもできるようになっておりますので、他にもある

かもしれませんが、その辺を検討しながら契約が可能であれば、そのような細

かいところも見ていきたいと思います。 
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酒井会長：すでに先行をしている他の行政機関の事例や契約内容も参照されるわけですか。 

 

実施機関：そうですね。 

 

酒井会長：他の自治体で契約上、ここは保護をしているという事例はございますか。 

 

実施機関：とりあえず最近行った２市に聞いたところＬＧＷAＮ回線ということで、特殊

な行政特有の回線なので、そういった意味では心配はないだろうという見解が

あります。それと契約上特に特別なものを盛り込んだということは無いのです

が、資料の２１ページの別紙４の１「台帳・帳簿登録閲覧システム」の中で範

囲と対象者という頄目がありますが、今のところ国も県も見れないけれども、

今の段階で自分の市でしか見ることができないように制限をするというとこ

ろは１市あります。よってこの対象者の欄の「対象者の該当なし」にチェック

を入れて契約の中に入れているというところもありました。 

 

青柳委員：もうすでに導入をしているところについて、個人情報に関してある市はこのよ

うにしていますという資料があればと思いますが、難しいですか。 

 

実施機関：そうなると契約書のコピーを頂かないと分からないので、それは難しいですね。 

 

酒井会長：今後の計画としては、具体的にはございますか。 

 

実施機関：今年度の末あたりにデータ移行の作業を終わらせて来年度に入って４月から５

月あたりに共用データベースシステムというものの契約ができればという流

れで考えております。 

 

酒井会長：移行作業というのは、どなたが行うのですか。 

 

実施機関：現在「ほくと」のシステムの保守管理を行っている業者にお願いをして、デー

タを移行しようと考えています。 

 

酒井会長：それでは、先ほど申し上げた四街道市個人情報保護条例第１０条第１頄に規定

をしている「公益上の必要その他相当の理由がある」ということではよろしい

でしょうか。 

 

委員全員：～特になし～ 
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酒井会長：それでは「個人情報の保護のために必要な措置が講じられていると認められる

とき」にあたるかということですけれども、先ほどご説明を頂きました５つの

点の保護措置がございますけれども、保護措置は講じられているということで

よろしいですか。 

 

委員全員：～特になし～ 

 

酒井会長：それでは、以上のように判断をさせていただきます。なお、個人情報保護とい

う観点から申し上げますと、業務及び運用に当たっては個人情報保護の措置に

ついてはご配慮頂きたいということは審査会として申し上げたいと思います。 

それでは、特に委員の皆様からのご意見、ご質問がないようですので、今申し

上げたように決定をしたいと思います。どうもありがとうございました。 

 

     ～実施機関職員 退室～ 

 

酒井会長：それでは、会議次第の ５ （２） 「平成２３年度情報公開制度及び個人情

報保護制度の実施状況等について」（報告）の議題に移りたいと思いますが、

委員の皆様よろしいでしょうか。 

 

委員全員：～資料の確認～ 

 

酒井会長：それでは、事務局の説明を求めます。 

 

～事務局から平成２３年度情報公開制度の実施状況の説明～ 

 

酒井会長：ただ今、平成２３年度の情報公開制度の実施状況についてのご説明がありまし

たが、何か質問等がございましたら委員の皆様お願いいたします。 

 

青柳委員：教育委員会の会議録の請求をしている方は同じですか。 

 

事 務 局：１人の方が毎月請求をされています。教科書図書の採択に関わる会議録はもう

１人別の方が請求をされています。 

 

酒井会長：教育委員会の会議録の公開請求をされている方は、昨年度はいかがでしたか。 

 

事 務 局：ほぼ同じ状況で、同じ方が平成２３年度に置きましても毎回請求をされており
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ます。補則ですが、審議会等につきましては、会議録が作成されればホームペ

ージあるいは情報公開室で公開をしておりますが、教育委員会の会議録につき

ましては、今のところ公開請求という手続きを経ないと見ることができないと

いう状況となっております。 

 

酒井会長：情報公開制度については、他に質問等ございますでしょうか。 

 

委員全員：～特になし～ 

 

酒井会長：それでは続きまして、平成２３年度個人情報保護制度の実施状況についてご説

明をお願いします。 

 

～事務局から平成２３年度個人情報保護制度の実施状況の説明～ 

 

酒井会長：ただ今、平成２３年度の個人情報保護制度の実施状況についてのご説明があり

ましたが、何か質問等がございましたら委員の皆様お願いいたします。 

 

木谷委員：請求権者の任意代理人２名について、代理権を有している方の内容の確認はど

のようにされていますか。 

 

事 務 局：自己情報の開示請求につきましては、委任状の確認のみということなので、そ

れをフォローする形で、本人が来られない場合であれば電話で本人と委任者の

関係を確認しておりますが、それがままならない方も中にはいらっしゃいます

ので、厳密な意味で言いますと、確実なところまでは届かないところもござい

ます。できる範囲での代理権があるということについては、確認をさせていた

だいて取り扱っております。 

 

木谷委員：件数が多くなく、事務手続上負担にならなければ、代理権を確認した記録の内

容を極力委任状とセットで保存していただくことをお願いします。委任状の他

に、今言われたような本人への質問内容等を記録として残しておくほうがトラ

ブルの時には良いのかなと思います。 

 

青柳委員：成年後見人の場合には、成年後見人の登記証明書を提出していただいておりま

すか。 

 

事 務 局：成年後見人の証明書の原本をお持ちになられまして、それをコピーして確認を
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とらせていただいております。 

 

酒井会長：個人情報保護制度については、他に質問等ございますでしょうか。 

 

委員全員：～特になし～ 

 

酒井会長：それでは続きまして、平成２３年度会議等公開状況についてご説明をお願いし

ます。 

 

～事務局から平成２３年度会議等公開状況の説明～ 

 

酒井会長：ただ今、平成２３年度の会議等公開状況についてのご説明がありましたが、何

か質問等がございましたら委員の皆様お願いいたします。 

 

委員全員：～特になし～ 

 

酒井会長：それでは続きまして、平成２３年度個人情報取扱事務目録状況についてご説明

をお願いします。 

 

～事務局から平成２３年度個人情報取扱事務目録状況の説明～ 

 

酒井会長：ただ今、平成２３年度の個人情報取扱事務目録状況についてのご説明がありま

したが、何か質問等がございましたら委員の皆様お願いいたします。 

 

委員全員：～特になし～ 

 

酒井会長：それでは、この議題は終了といたします。 

 

事 務 局：どうもありがとうございました。 

 

     ～休憩～ 

 

酒井会長：それでは、再開をいたします。続きまして、会議次第 ５ （３）その他を議

題とします。まず、前回１月１０日に自治防災課に報告を頂きました「災害時

要援護者避難支援制度事務」についてのその後の説明を承りたいと存しますが、

委員の皆様、資料の方は揃っておりますでしょうか。 
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委員全員：～資料の確認～ 

 

酒井会長：それでは、担当課（危機管理室）の入室を許可いたします。 

 

     ～実施機関職員 入室～ 

 

事 務 局：【組織改正の説明及び担当課職員紹介】 

なお、担当課（危機管理室）による説明及びこれに対する質疑応答につきまし

ては、これより会長の進行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。 

 

酒井会長：危機管理室におかれましては、本日、お忙しい中お越し頂きましてありがとう

ございます。前回１月１０日に自治防災課より「四街道市個人情報保護条例第

６条第３頄に基づく個人情報取扱事務（災害時要援護者避難支援制度事務）の

開始について」ご報告を頂きましたが、先月末まで申請を受付されて収集した

個人情報について、また自治会等における説明会等、今後のスケジュールにつ

いてお話しを頂きたいと思います。座ったままで結構でございますので、よろ

しくお願いいたします。 

 

～実施機関より、災害時要援護者避難支援制度事務の今後のスケジュールの説明～ 

 

酒井会長：ありがとうございました。ただいま、危機管理室より災害時要援護者避難支援

制度事務の今後のスケジュールの説明がありましたが何か質問等があれば委

員の皆様お願いいたします。 

 

木谷委員：誓約書の「名簿の管理者」というのは、担当である誓約書を書かれる方という

理解でよろしいですか。 

 

実施機関：依頼は自治会長宛てにすることを考えております。名簿も自治会長でお願いを

する予定です。特別な事情があり、自主防災組織など別に組織がある場合には、

実質の名簿管理者、例えば自主防災組織なら会長あるいは代表者に誓約書を書

いていただくということを考えております。 

 

木谷委員：内容的なことですが、この誓約書ですと「名簿の管理者は複写、複製ができる」

と読めてしまいますが、基本的に複写はしないという方向の方が個人情報の保

護という観点からよろしいと思います。複写を必要とする場合には、「市の方



-15- 

 

から適宜交付する」とした方がよろしいと思います。また、ただし書は「市の

方で許可をする場合にはこの限りではない。」という表記がよろしいと思いま

す。 

 

実施機関：分かりました。 

 

酒井会長：協議をするというのはどういう意味でしょうか。 

 

実施機関：実際の支援者を決定していく段階では、複写の書き取りをある程度役員に下ろ

さないと、自治会としては支援者を決定できないのかなということも考えられ

ますので、そういう場合には申し出てくださいということです。例えば自治会

長が会員の顔から名前すべて分かっています、だからこの人ですと指定できる

自治会というのは、そう無いと思います。班長や町内会という小さな単位のと

ころに支援を行ってください、選定をしてくださいという情報を下ろしていか

ないとなかなかできないのかなと思います。その場合には協議をしてください

ということを想定しました。尐ない単位の自治会、５０人であれば複写はしな

くても対応はできますが、大きい単位の自治会、例えば緑が丘ですと

２，０００世帯ありますのでやり方にどうしても差ができてしまいます。その

差を埋めるため、「全くだめである」ということはできないので、情報を下ろ

してあげないと決定ができないと考えております。 

 

酒井会長：市と協議を行った場合、市と担当が相談をして、市の方から「いいですよ」と

いうことを管理者以外の方に言われるわけですね。 

 

実施機関：やむを得ないのかなと思います。 

 

堀籠委員：申請主義に基づきまして、対象となる方々に登録をお願いするという手続を取

りましたが、その前段階として、市の方ではこういう方々が対象ですよとそう

いう範囲を示されました。先ほど２１８名という登録の数字を教えていただき

ましたが、２１８名というのは市の方で対象としたうちのどのくらいのパーセ

ントを示しているのですか。 

 

実施機関：今後の制度を検討していく中で、データとして延べ人数では把握をしたことが

あります。重複しているデータで、調整をしていない数字ですと約３，０００

名程度に上るのではないかと思われます。重複というのは障害をお持ちの方で

障害者名簿にも載っているし、介護の４級の方という意味です。そのことを全
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く調整しないで調べると３，０００名程度です。ですから１０％以下というカ

ウントになろうかと思います。 

 

堀籠委員：その数字は、市としてはどのような捉え方をしておりますか。 

 

実施機関：その点につきましては、各地区の民生委員・児童委員の方たちと協議をさせて

いただいておりまして、同じような話がされました。ただし、このことに関し

ては、「同意方式」が難しいため、「手上げ方式」で行ったわけですけれども、

２０日に総会がありまして、ほとんどの民生委員がいらっしゃいました。今回

は６地区の民生委員の会長・副会長に名簿はお見せしますが、今度は、下に下

げていきまして各民生委員の担当されている地区で、相当数いると思われます

ので、対象者がいらっしゃいましたらお声掛けしていただけませんかという形

でお願いをしております。また今後、個人情報の問題がありますけれども福祉

サービス部とも協議をしながら尐しでもアップしていく方策を考えておりま

す。 

 

青柳委員：２１８名は尐ない感じがします。この前自治会で総会がありまして、その中で

ある方が避難支援制度事務の申請書の紙は持っていて、これについては自治会

で行ってくださいという意見がありました。自治会で実際には動いてください

と要望する方がいらっしゃいましたが、市の方でお願いをするというよりは、

身近な自治会の方でお願いをしたいということでしょうか。 

 

実施機関：この制度自体は市で始めましたけれども、実質的な支援及び活動については、

自治会になるわけです。昨年この制度を始める前に回覧・市の広報・ホームペ

ージ等で市民の皆様にはお知らせをしてございます。その後１１月の最終週に

各自治会長が集まる地区連絡協議会がありまして、この制度については説明を

してございます。「自治会が動いてもらいたい」という要望は、より身近な人

が支援をしてもらうのは一番良いという風に捉えたからそのように要望があ

ったと思われます。 

実はすでに先行をしている自治会がございまして、自治会で名簿を作成して持

っている、支援者まで決定している自治会が既にございます。 

 

堀籠委員：支援者を縛るという形はどうかと思います。非常災害時の救援の場合に限定し

ているわけですから、申請用紙を見ますと日頃の疾病のことまで書く必要があ

るのだろうかと思いますので、そういった部分を省いていただいて本当に瞬時

の救援に対して、近くの人たちができるだけ周知をして知っておられるような
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体制が望ましいので、申請事頄の中にはあまり本人が嫌がるような文言は、極

力省くことが必要かなと感じました。 

 

実施機関：意見につきましては、その通りだと思います。この様式については、始める前

に健康福祉部サイドと担当者で集まってどのくらいの情報が良いのかという

ことを議論した中で決定をしたものです。ただ実際には、申請を受け付けて見

ますと、今おっしゃったようなご意見も頂いております。様式についてはいず

れかの段階で見直しをかけていきたいと考えております。 

 

酒井会長：それでは、他に委員の皆様からのご質問がないようですので、これで終了した

いと思います。どうもありがとうございました。 

 

     ～実施機関職員 退室～ 

 

酒井会長：それでは、引き続きまして、会議次第の ５ （３）その他の２点目といたし

まして、自治振興課より「防犯カメラの設置に伴う諮問等、今後のスケジュー

ル」につきまして、あらかじめ説明をしたいということですので、委員の皆様、

入室を認めてもよろしいでしょうか。 

 

委員全員：～異議なし～ 

 

酒井会長：それでは、担当課（自治振興課）の入室を許可いたします。 

 

     ～実施機関職員 入室～ 

 

事 務 局：【担当課職員紹介】 

なお、担当課（自治振興課）による説明及びこれに対する質疑応答につきまし

ては、これより会長の進行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。 

 

酒井会長：自治振興課におかれましては、本日、お忙しい中お越し頂きましてありがとう

ございます。今回「防犯カメラの設置に伴う諮問等、今後のスケジュール」に

つきましてあらかじめ説明をしたいという申出がございましたので、まず、防

犯カメラを設置する経緯、それに伴い、諮問等を情報公開・個人情報保護審査

会に提出をする時期等、今後のスケジュールについてお話しを頂きたいと存じ

ます。座ったままで結構でございますので、よろしくお願いいたします。 
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～実施機関より、防犯カメラの設置に伴う諮問等、今後のスケジュールの説明～ 

 

酒井会長：ありがとうございました。ただいま、自治振興課より防犯カメラの設置に伴う

諮問等、今後のスケジュールについての説明がありましたが何か質問等があれ

ば委員の皆様お願いいたします。 

 

木谷委員：録画したデータというのは、具体的にはどういう形でどこに保存をされるので

すか。 

 

実施機関：まだ決まっておりませんが、市にＶＩＰサーバーを置きまして画像データとし

てハードディスクに録画をするという形です。ただし、容量がありますので、

おおむね録った日から１週間程度を考え、その後は随時上書きをしていくとい

う方式を考えております。 

 

木谷委員：設置してある場所が仮に市役所として、市役所から距離が離れていても直接ダ

イレクトに来るのですか。 

 

実施機関：ＶＩＰ回線という要は光回線で基地局を設けまして、そこに集めてそこから市

役所に持ってくるという考え方です。 

 

青柳委員：大日と四街道１丁目に５台ずつ置くということですか。 

 

実施機関：そうです。 

 

青柳委員：ひったくりの件数についてはどうですか。 

 

実施機関：四街道１丁目ですが、平成２１年が２件、平成２２年が２件、平成２３年が５

件です。大日地区は、平成２１年が７件、平成２２年が１０件、平成２３年が

２件ということで、市内においてもかなり頻繁にひったくり等が行われた地域

となっております。 

 

酒井会長：周辺の自治体では、防犯カメラの設置状況はいかがですか。 

 

実施機関：ひったくり対策の重点地域というのは、千葉県内で１４地域指定されておりま

して、１番地区が多いのが船橋市で３２地区ありまして、船橋市、市川市、松

戸市、柏市、流山市、八千代市、野田市、鎌ヶ谷市、市原市、ここまでが昨年
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既に設置済みです。今年習志野市、佐倉市、浦安市、四街道市、八街市の合計

１４地域となっております。 

 

酒井会長：担当課としては、実際に設置をして稼働するのは、今年の何月頃を予定してい

ますか。 

 

実施機関：今の段階では、年内には設置を終わらせたいと思っております。技術的な問題

で言いますと、補助金が確定して位置が確定すれば、設置するのはほんのわず

かな時間でできるので難しくはないです。そこまでの協議に時間がかかるとい

うことです。できればひったくりが多く発生する年末には間に合わせればベス

トかなと考えております。 

 

堀籠委員：防犯カメラの稼働は２４時間ですか。 

 

実施機関：そうです。 

 

堀籠委員：県の補助という形で行うわけですか。 

 

実施機関：そうです。ご承知のとおり千葉県が一昨年全国でひったくり件数が一位になっ

てしまったということで、森田知事の肝いりでこの２年間補助事業でやるとい

うことです。 

 

堀籠委員：どのくらいの補助率になりますか。 

 

実施機関：補助率は１００％です。ただし、１台あたりのカメラの上限が４０万円と定め

られております。 

 

青柳委員：カメラはピンからキリまであるのですか。 

 

実施機関：カメラはメーカーがほぼ決まっており、大手が作っておりますので、技術的な

差異はほとんどないです。 

 

酒井会長：先ほどご説明がありました「安全で安心なまちづくり条例」はいつ制定をされ

ましたか。 

 

実施機関：４月１日に施行をされました。 
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酒井会長：それでは、他に委員の皆様からのご質問がないようですので、これで終了した

いと思います。また諮問を受けたときには、詳しく質問をさせていただきたい

と思います。どうもありがとうございました。 

 

     ～実施機関職員 退室～ 

 

酒井会長：それでは、引き続きまして、会議次第の ５ （３）その他の３点目に入りた

いと思います。まず事務局の説明を求めます。 

 

     ～事務局から市ホームページに委員名簿（更新版）を公表する経緯を説明～ 

 

酒井会長：ありがとうございました。ただいま、事務局から説明がありましたが何か質問

等があれば委員の皆様お願いいたします。 

 

委員全員：～特になし～ 

 

酒井会長：それでは、委員名簿を公表することを了承いたします。 

 

事 務 局：どうもありがとうございました。 

 

酒井会長：それでは、会議次第の ６ その他でございますが、ここでは、次回の審査会

の日程について決定したいと思います。 

 

     ～日程調整～ 

 

酒井会長：次回の審査会につきましては、７月１７日（火曜日）午後を予定いたします。

それでは、会議次第の ６ その他について終了させていただきます。 

     最後に、委員の皆様より何かご意見はございますか。 

 

委員全員：～特になし～ 

 

事 務 局：～特になし～ 

 

酒井会長：以上で本日の審査会を終了いたします。どうもお疲れ様でした。 


