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平成２７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２７年４月２８日（火）午後３時２分～午後６時４分 

場 所 四街道市役所 本館３階 第２委員会室 

出席者 出 席 委 員：酒井会長、青柳副会長、木谷委員、荒木委員、高山委員 

欠 席 委 員：なし 

実 施 機 関：石橋管財課長、山元主査、鴇﨑主査補（議事２（１）のみ出席） 

：内海総務課主幹（議事２（２）のみ出席） 

事 務 局：齋藤総務課長、遠藤主査補 

 

公開・非公開の別 公開 

 

傍聴人 ０人 

 

会議次第  

 

１ 会長あいさつ  

２ 議事  

⑴ 本人以外からの個人情報の収集について（諮問）  

⑵ 四街道市情報公開・個人情報保護審査会条例第２条第２項に基づく個人情報保護制度の 

運営に関する重要な事項について 

⑶ 平成２６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） 

⑷ その他 

３ その他 

 

会議の内容 

 

事 務 局：ただ今より、平成２７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し

ます。まず、新年度に入りまして最初の審査会となりますので、職員の紹介をさせ

ていただきます。 

 

～職員紹介～ 

 

事 務 局：本日の会議の内容については、１ 実施機関（管財課）による本人以外からの個人

情報の収集について（諮問） ２ 四街道市情報公開・個人情報保護審査会条例第

２条第２項に基づく個人情報保護制度の運営に関する重要な事項についての１点目
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としまして、弁護士法第２３条の２第２項に基づく照会による個人情報の目的外利

用について ３ 個人情報保護制度の運営に関する重要な事項についての２点目と

しまして、四街道市個人情報保護条例の一部改正について ４ 平成２６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） ５ その他としま

して、前回審議いただいた議事及び保留になっている議事の進捗状況及び次回以降

に予定している議事の説明 ６ 次回の日程調整を予定しています。それでは、会

議次第 １ 会長あいさつに入らせていただきます。会長よりご挨拶をお願いした

いと存じます。 

 

～会長あいさつ～ 

 

事 務 局：ありがとうございました。 

 

～総務部長及び総務部次長退室～ 

 

事 務 局：それでは会長、会議次第 ２ から議事進行をお願いします。 

 

酒井会長：それでは皆様のご協力の程、よろしくお願いします。ただ今の出席委員は５名です。

四街道市情報公開・個人情報保護審査会条例第５条第２項の規定により、出席者が

委員の過半数を超えていますので、会議は成立します。また、会議の公開・非公開

については、今回の議事の内容が、事務局による前年度の実施状況報告等に関する

案件であり、不服申立事件の調査及び審議に関する事項ではないため、四街道市情

報公開・個人情報保護審査会条例第５条第４項の規定により公開とします。なお、

本日の会議資料については、「四街道市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しますが、このうち会議次第については配布するもの

とします。なお、その他の資料については、個人情報に関する部分を除いて、傍聴

人に配布することと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：会議資料については、個人に関する情報に係る部分をマスキングし、傍聴人に配布

することとします。次に、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」により、原則として明記することになっていますので、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、委員の皆様の意

見をお伺いします。 
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委員全員：～特になし～ 

 

酒井会長：会議録における発言者名については明記することとします。それでは、会議次第 ２ 

議事 （１）本人以外からの個人情報の収集について（諮問）に移りたいと思い 

ます。これより四街道市情報公開・個人情報保護審査会条例第８条により、実施機 

関（管財課）の職員の説明を求めたいと思いますが、委員の皆様、資料は揃ってい 

ますか。 

 

委員全員：～資料確認～ 

 

酒井会長：それでは、実施機関（管財課）の職員の入室を許可します。 

 

～実施機関（管財課）職員入室～ 

 

～実施機関職員紹介～ 

 

事 務 局：なお、実施機関（管財課）の職員による本人以外からの個人情報の収集について（諮

問）の説明及びこれに対する質疑応答については、これより会長の進行で進めさせ

ていただきますので、よろしくお願いします。 

 

酒井会長：実施機関（管財課）の職員の皆様においては、大変お忙しい中お越しいただきあり 

がとうございます。今回は、「本人以外からの個人情報の収集について（諮問）」と 

いうことで、諮問様式の資料等に基づき、ご説明をしていただく予定です。すでに 

審査会委員には資料をいただいていますが、まず改めて今回、情報公開・個人情報 

保護審査会に諮問をする経緯及び今後のスケジュールについてお考えを述べていた 

だきたいと思います。座ったままで結構ですので、よろしくお願いします。 

 

     ～実施機関より、ドライブレコーダーの設置に伴う「本人以外からの個人情報の収 

集について」の諮問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。ただ今、実施機関（管財課）の職員による「本人以外か 

らの個人情報の収集について（諮問）」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します。 

 

青柳委員：今回、ドライブレコーダーを設置する直接的な理由はありますか。 
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実施機関：他市町村で公用車にドライブレコーダーを設置したことに伴い、事故件数が減った

ため設置した方が良いのではないかという意見が議員よりありました。本来であれ

ば公用車全部に設置するべきですが、予算の制約もあり１０台に設置し、様子を見

ることになりました。 

 

青柳委員：今までは１台も付いてなかったですか。 

 

実施機関：はい、そうです。 

 

荒木委員：「四街道市公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要領」第４条の管

理責任者において、「公用車を所管する所属の長」とあるのは、担当課の課長という

解釈ですか。 

 

実施機関：管財課が管理している公用車は３５台あります。そのうちの１０台について設置す

るので、管理責任者は管財課長になります。 

 

高山委員：３５台中１０台に設置するということですが、将来的には順次拡大していく考えで

すか。 

 

実施機関：管財課としては、できれば全部設置したいと考えています。 

 

酒井会長：車を発進すると常時記録されるような仕組みになっていますか。 

 

実施機関：今回購入するものは、予算上の関係もあり高品質のものではありません。１台につ

き２万円程度のものを考えています。録画できるのは５０分程度であり、それが上

書きされるような仕組みになっています。 

 

酒井会長：５０分経つと順次消えていくわけですか。 

 

実施機関：はい、そうです。事故が発生したら上書きされないようにストップすることは可能

です。 

 

青柳委員：公用車は四街道市内のみを使用することが多いですか。 

 

実施機関：必ずしもそうとは限りません。千葉市・佐倉市等、近隣市を使用することも多いで

す。 
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青柳委員：そうすると、５０分以上運転していることもありますか。 

 

実施機関：はい、そうです。何も発生しなければ録ったデータは必要ありませんので、順次上

書きされていくのは問題無いと思います。 

 

木谷委員：上書きされていくので、５０分以上経って録れなくなるわけではないです。 

 

酒井会長：防犯カメラと同じように、何も無ければそのままエンドレスに録り続けていくもの

ですか。 

 

実施機関：はい、そうです。 

 

酒井会長：今回の設置が、四街道市個人情報保護条例第７条第３項第９号の「本人以外からの

収集禁止の例外の類型」に該当するかどうかということですか。 

 

実施機関：はい、そうです。 

 

酒井会長：この類型は、「公益上特に必要があり、かつ、当該個人情報を収集することが事務の

性質上やむを得ないと認められるため、本人以外からの個人情報の収集を認めるも

のとする。」ということで７項目ありますが、このうちのどの項目に該当するかとい

うことですか。 

 

事 務 局：これは以前、例外類型として認められているケースです。この例外類型と同様に、

今回のケースを認めてもよいかということです。 

 

青柳委員：安全運転意識の向上として役割を果たすために設置するべきか、あるいは事故が発 

生したときの問題を検証するために設置するべきかだと思います。 

 

実施機関：両方です。できるだけ事故は起こさない方が望ましいので、安全運転意識の向上が

一番目にあります。そして、万が一事故が発生した場合に、過失割合等の参考資料

として使用する場合もありますので、効率的に処理できることが期待できます。 

 

酒井会長：条例上に規定している「公益上特に必要があり、かつ、当該個人情報を収集するこ

とが事務の性質上やむを得ないと認められるとき。」に該当するかどうかということ

です。 
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青柳委員：他市町村で設置しているケースは、どのような形で審査会等に提出していますか。 

 

実施機関：県内ではなく、神奈川県の市においては公用車にドライブレコーダーを設置してい

ます。 

 

酒井会長：防犯カメラの場合は、「公益上特に必要がある。」ということで認めています。今回

は公用車について、公益上をどのように説明するかということになります。 

 

荒木委員：場合によっては警察からの情報提供ということもあります。たまたま公用車が走行

していたときに、事故発生の様子を捉えていることを公益上と解釈できませんか。 

 

酒井会長：実施機関としてはどのように考えていますか。 

 

実施機関：確かに公益上ということになると、公用車については厳しいと考えています。ただ、

個人情報は事故発生の場合のみ使用しますので、できれば認めていただきたいと考

えています。 

 

酒井会長：「当該個人情報を収集することが事務の性質上やむを得ないと認められるとき。」に

該当することはかなり厳しいです。 

 

木谷委員：少し論点がずれるかもしれませんが、ドライブレコーダーのような個人情報の収集

を想定していないと思います。まもなく新車にはドライブレコーダーが常設されて、

自然に収集できるようになると思いますので、このような個人情報の収集について

条例自体が追い付いていない部分は感じます。事故が発生した場合の当時の映像と

いうのは事実解明に一番重要な情報のため、設置した方がベターであることは間違

いないです。ただ、公益上というと市民全員が利益を得るということですが、設置

することで特に公益上の利益が出るものではないと感じます。 

 

青柳委員：確かに、どの車にも設置されていれば特に問題無いと思います。 

 

木谷委員：録る情報というのは自己情報だけでは無くて、他人の情報もあります。例えば空き

巣が侵入する場面を録った等、広く捉えることもできると思います。 

 

高山委員：前方を映すので、前の車２台の追突のケースも記録されます。その時にドライブレ

コーダーが付いていると、当事者から提示される可能性もあると思います。 
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木谷委員：例えば人身事故でひき逃げがあった場合、車のナンバーの情報を出して欲しいと求

められる場合もあると思います。 

 

酒井会長：録った映像をどのように保護するかについては現実に求められると思いますが、そ

のような管理があればやむを得ないかなと考えます。ただ、今の現状に条例が合わ

ないのは確かだと思います。不当に個人の情報を利用したり、個人の権利を侵害す

るもので無ければ、現状から考えるとこのような収集も適用されると考えます。 

 

木谷委員：条例で予定しているものは、積極的に個人情報を収集する活動であると思います。

今回は自然に入ってくるものですので、極端ですが個人情報の収集には当たらない

とも思います。 

 

酒井会長：そうすると、個人情報の諮問には当たらないとなり、個人情報を適切に管理すれば

問題無いということにもなります。 

 

木谷委員：今回は、個人情報の収集をしているわけではないです。よって、四街道市個人情報

保護条例第７条第３項に規定している「実施機関は、個人情報を収集するときは、

…」という文言に該当するかどうかということです。 

 

酒井会長：四街道市個人情報保護条例第７条第３項は、「実施機関は、個人情報を収集するとき

は、…」と規定していますが、今回は個人情報が自然に入ってくるものであり、個

人の情報を収集するものでは無いです。 

 

木谷委員：また、個人情報が入るか入らないかも分かりません。 

 

高山委員：ただ解釈としては、実施機関が積極的にドライブレコーダーを設置し、効果として

他人が録れるので、収集の概念に当たらなくは無いと思います。 

 

酒井会長：今回の件は、諮問には当たらないという解釈もあります。 

 

実施機関：他県を調べたところ、審査会を実施している自治体もあれば、実施していない自治

体もあります。 

 

荒木委員：設置するメモリーカードは、容量はどのくらいですか。 

 

実施機関：予定しているドライブレコーダーは４ＧＢです。 
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荒木委員：録画する時間が５０分ということを伺ったので、容量の小さいものを購入し、その

場面だけ録れていれば、プライバシーという問題も発生しないと思います。 

 

酒井会長：実施機関としては慎重に判断し、諮問を提出いただきましたが、四街道市個人情報

保護条例第７条第３項第９号において解釈することは難しいです。ただ、設置する

ことが不適当であるかというとそうとも言えないです。そうすると、諮問には及ば

ないという結論も出せます。他県において、審査会に諮問をした自治体がどのよう

な規定に基づき提出したか分かりますか。 

 

実施機関：神戸市においては当市とほとんど同じです。 

 

木谷委員：今回は、車の事故という結果が発生した場合に対してドライブレコーダーを設置し

ますが、設置することの公益性という点では職員一人一人が頭部にカメラを設置す

る場合とあまり変わらないように思います。条例の規定の仕方としては、この方法

しか手段が無いという最大限絞ったものになっています。 

 

実施機関：公用車に設置する予定ですが、その際には外から見えるように「ドライブレコーダ

ー設置車」という明記をする予定です。 

 

青柳委員：公用車にドライブレコーダーを設置しているという表記は、個人的には良いと思い

ます。また、安全に運転をしているように感じると思います。 

 

木谷委員：ドライブレコーダーの導入自体は好ましいと思います。 

 

酒井会長：好ましいと思いますが、実際に条文に当てはめると難しいので、設置するにはどの

ように解釈すればよいかとなります。先ほど話しましたが、諮問には及ばない解釈

もあると思います。 

 

木谷委員：ただ委員が話されたように、必然的に他人は映るものですので、収集するという考

え方もあると思います。 

 

高山委員：「ドライブレコーダー設置車」と表示があると、市民が個人情報保護の件を質問した

際に、審査会の意見を伺っていれば、実施機関も対応できると思います。 

 

実施機関：公用車に表示をしているのに、何故諮問を行っていないかという指摘もあると思い

ます。 
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酒井会長：そうなると、審査会として四街道市個人情報保護条例第７条第３項第９号に該当す

る理由が必要になります。 

 

高山委員：要領第１条に規定している「職員の安全運転意識の向上並びに交通事故等における

責任の明確化及び処理の迅速化」は公益に当たりませんか。公用車は職員が交代で

運転をしますか。 

 

実施機関：はい、そうです。 

 

高山委員：「ドライブレコーダー設置車」を運転する場合は安全運転になり、事故が発生する可

能性が少なくなると思うので、そのことがひいては公益につながると思います。 

 

木谷委員：その場合は、ドライブレコーダーが必須かどうかということになります。交通ルー

ルの徹底及び指導等、他にも手段があるという話になると思います。 

 

酒井会長：事故が発生した場合、自治体の職員として責任を明確化するという観点からドライ

ブレコーダーを設置するという理由は考えられます。審査会としては個人情報の収

集を認める場合にも審議を経て行いたいと考えますので、根拠が必要になります。

要領第１条に「交通事故等における責任の明確化を図る。」という規定がありますが、

実施機関としては交通事故防止に努めていますか。 

 

実施機関：はい。 

 

酒井会長：積極的に交通事故防止に努め、交通安全を呼びかけていることは、正に公益に当た

ると思います。 

 

実施機関：事故等のトラブルの際にドライブレコーダーに記録された媒体を警察に照会する、

又は、事故が発生した場合にデータの過失割合を確定するために、公益上必要であ

ると思います。 

 

酒井会長：事故処理の話よりも、自治体として交通安全のキャンペーンにおいて先頭に立ち、

自治体の運用する公用車が事故防止に積極的に取り組んでいるためドライブレコー

ダーが必要であるという方がはっきりすると思います。実施機関の説明は事故処理

の保険及び示談の話等、趣旨が違うので公益性とは異なると思います。 

 

高山委員：会長が述べたことを実施機関が公益性として認識していただければと思います。 
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青柳委員：諮問様式の「収集する理由」に記載している「事故発生時の証拠資料とするため」

という表記は、改めた方が良いと思います。 

 

木谷委員：防犯カメラも犯罪の部分だけ瞬間に録っているものでは無くて、常時市民が生活し

ている中で、設置することにより一定の防犯効果があったり、万が一犯罪行為があ

った場合には記録されるものです。公用車においても、実施機関が交通安全に取り

組まれている中でドライブレコーダーを設置し、市の交通安全に寄与するという理

由もあると思います。 

 

酒井会長：審査会としては、実施機関からの説明に対して認めるかどうかの判断をします。 

 

木谷委員：諮問様式に記載している目的等を全く否定しているわけではありません。審査会に

おける個人情報という視点から見たときに、ドライブレコーダーは先ほどのような

視点になるかと思います。 

 

酒井会長：諮問に対する答申になった場合、諮問様式の内容を校正したものを提示していただ

ければ認めることができると思います。 

 

実施機関：ドライブレコーダーを設置することにより、職員が安全運転の手本になるというこ

とを考えると、公益上必要であると考えます。 

 

酒井会長：手本というより、施策として交通安全を進めるという観点から、公用車を率先して

使用するためドライブレコーダーを設置するという理由もあります。 

 

実施機関：認識としては、公用車にドライブレコーダーを設置することにより個人情報を収集

することになりますが、目的外には使用しないという趣旨で了承をいただきたいと

いう経緯により、審査会に諮問の提出をしました。 

 

酒井会長：審査会としては、収集した個人情報の取扱いについては十分気を付けていただきた

いという意見を通常付けていますが、今はその前の段階です。四街道市個人情報保

護条例第７条第３項第９号に規定している「公益上特に必要があり、かつ、当該個

人情報を収集することが事務の性質上やむを得ないと認められるとき。」として判断

する場合の説明をお願いします。 

 

実施機関：公益上の説明になると厳しいと感じます。また、ドライブレコーダーの設置自体が

個人情報の収集に該当しないのではないかとも考えます。 
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高山委員：ドライブレコーダーを設置し、自動的に５０分間個人情報を収集するので、慎重に

審査会に諮った方が良いと思います。実施機関が条例上における公益性の説明をし

ていただければと思います。 

 

酒井会長：今のままでは不十分なため、公益性という点に重点を置き、改めて説明していただ

きたいと思います。 

 

～実施機関（管財課）職員退室～ 

 

酒井会長：実施機関に諮問様式を校正していただき、次回の審査会に提出していただくようお

願いします。 

 

酒井会長：それでは、会議次第 ２ 議事 （１）本人以外からの個人情報の収集について（諮

問）を終了します。 

続きまして、会議次第 ２ 議事 （２）四街道市情報公開・個人情報保護審査会

条例第２条第２項に基づく個人情報保護制度の運営に関する重要な事項についての

１点目として、弁護士法第２３条の２第２項に基づく照会による個人情報の目的外

利用についてに移りたいと思いますが、委員の皆様、資料は揃っていますか。 

 

委員全員：～資料確認～ 

 

酒井会長：それでは、事務局の説明を求めます。 

 

     ～事務局より、弁護士法第２３条の２第２項に基づく照会による個人情報の目的外 

利用についての説明～ 

 

酒井会長：ありがとうございました。ただ今、事務局から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します。 

 

木谷委員：弁護士会としては制度の利用価値を上げるため、資料を添付し、回答していただき

たい趣旨だと思います。法令に基づく照会であることは間違いないため、回答する

こと自体が違反では無いですが、相続人間で現在争っている事案のため、どうして

開示をしたのかというクレームを受ける可能性はあります。その場合は、弁護士法

第２３条の２の照会により回答したという説明になると思います。事案の中味につ

いてですが、介護認定の情報は四街道市しか無い情報ですか。 
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事 務 局：把握はしていません。 

 

木谷委員：今回は預金の払戻しが争点ですが、払戻しの際にどのように書類が提出されている 

かだと思います。本人が書いている場合、本人が高齢で歩行ができない状態若しく 

は寝たきりの場合、又は、第三者が提出している場合もあります。そのような状況 

を調査しないで四街道市に照会することは問題があると思います。なお、金融機関 

は保存している限り、相続人に当時の払戻しの資料をオープンにし、写しも出しま 

す。まず誰が払戻しを行ったかをはっきりする必要があると思います。 

 

青柳委員：払戻しは行っているので、被相続人本人が行ったのか、又は、被相続人に頼まれて 

行ったのかだと思います。 

 

木谷委員：実態は分かりませんが、少なくとも委任状があったかカードで行ったか等の外形は 

分かると思います。今回は外形も調べていない状況です。四街道市個人情報保護条 

例第８条第１項第７号の例外類型４に規定している「実施機関から提供を受けなけ 

れば当該目的を達成することが困難であり、…」に該当するかというと、そうは言 

えないと思います。要は金融機関に問合せをし、払戻状況を確認した後、本人が行 

っていた場合には遺産分割協議で争う話では無いです。また、遺産分割とは持って 

いた遺産の分割のため、亡くなる前に取られた遺産をどこに戻す、戻さないという 

こととは全く別です。例えば１，０００万円持っていて、亡くなる１日前に９００ 

万円下され、どこに行ったか分からない場合でも、亡くなった時に１００万円であ 

れば、遺産分割は残った１００万円が対象になります。贈与を受けた場合には遺留 

分の問題がありますが、遺産分割という意味では現在の遺産をどのように分割する 

かということだけです。 

 

酒井会長：審査会において、他の方法を説明することは難しいと思います。 

 

木谷委員：他に方法が無ければ、弁護士法第２３条の２の照会により、オープンにしていただ 

きたいという思いはあります。 

 

青柳委員：介護認定審査会において提出された文書ですか。 

 

事 務 局：はい、そうです。介護認定審査会に提出した被相続人の体の状態を示す認定調査票

及び主治医意見書です。今回はこの文書について回答をしてよいかということです。 

 

青柳委員：回答できないことは無いですか。 
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事 務 局：文書自体はあります。 

 

木谷委員：被相続人の文書ですか。 

 

事 務 局：被相続人の文書です。 

 

青柳委員：争いがあるとしても、客観的な事実が多い方が解決できると思います。 

 

酒井会長：審査会において、裁判の行方がどのようになるかを考慮する必要は無いと思います。 

 

青柳委員：このような事例は大いにあると思います。 

 

木谷委員：開示したことにより、市に責任は無いと思います。今回は死者のプライバシーの問

題であり、請求者が相続人という立場であれば、双方が共通に触れられる状態にす

ることがフェアであると思います。弁護士照会では無くて、亡くなられた方の親族

が窓口に来て開示請求をする場合は、どのように対応しますか。 

 

事 務 局：「死者の財産に関する個人情報開示請求の取扱方針」に基づき対応します。 

 

木谷委員：今回は弁護士照会のため形式は違いますが、基本的にはオープンにして良いと思い 

ます。 

 

事 務 局：請求者の相続人がお越しいただけない相談があったため、弁護士会より弁護士法に

基づき照会がありました。 

 

酒井会長：今回のケースは開示しても問題無いと判断しますが、委員の皆様いかがですか。 

 

委員全員：～異議なし～ 

 

事 務 局：四街道市個人情報保護条例のどの規定に基づき、回答するべきかお伺いします。 

 

酒井会長：「法令等に定めがあるとき。」に基づき、回答することが良いと思います。 

 

事 務 局：四街道市個人情報保護条例第８条第１項第７号の例外類型には当たらないですか。 

 

木谷委員：例外類型によると、個人間の相続の争いが公益に資するのかという問題があります。
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法令等に記載がある以上、法令等に基づき回答した方が分かりやすいと思います。

ただそのように定めると、今後全部回答する必要があるため、弁護士法第２３条の

２の照会をどの規定に基づき認めるか決めた方が良いと思います。法令等の規定に

より回答すると今後拒否できなくなるため、例外類型により個々に判断した方が次

回以降も対応できると思います。今回は亡くなられた方の情報ですが、御存命の方

の個人情報について弁護士法第２３条の２の照会があった場合は、開示することが

厳しい可能性もあると思います。 

 

酒井会長：ケースによりいろいろな事情があるため、「法令等に定めがあるとき。」では無くて、 

四街道市個人情報保護条例第８条第１項第７号に該当すると考えます。 

 

事 務 局：例外類型４に該当することでよろしいですか。 

 

酒井会長：例外類型４で構わないと思います。 

 

事 務 局：解釈としては、例外類型４の「又は、…」以下に該当することでよろしいですか。 

 

木谷委員：「…困難であり、かつ、提供する…」の「かつ、…」以下は問題無いと思いますが、

介護認定情報を四街道市以外で知ることができるか気になります。病院及び医師に

問合せをし、介護認定情報を知ることができれば、四街道市に照会しなくても救済

できるため、「実施機関から提供を受けなければ当該目的を達成することが困難で

あり、…」に該当しないと思います。 

 

青柳委員：四街道市に来られたということは、四街道市しか情報が無いですか。 

 

木谷委員：四街道市に情報があることは間違いないと思いますが、例えば被相続人が病院で亡

くなられた場合、病院のカルテを見れば介護情報は分かるため、四街道市に照会す

ることが唯一無二の方法かどうか気になります。 

 

事 務 局：介護担当の職員を呼んだ方がよろしいですか。 

 

酒井会長：そこまで立ち入る話では無いので結構です。今回のケースは、四街道市個人情報保

護条例第８条第１項第７号の例外類型４の「又は、…」以下に該当することで良い

と思います。 

 

事 務 局：「実施機関から提供を受けなければ当該目的を達成することが困難であり、…」の証
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明は行った方がよろしいですか。 

 

木谷委員：根本的には四街道市しか情報が無いと思うので、「又は、…」以下の解釈で良いと思

います。 

 

酒井会長：それでは、四街道市個人情報保護条例第８条第１項第７号の例外類型４の後段に該

当することとします。 

 

事 務 局：実施機関は回答方法について、認定調査票及び主治医意見書をそのまま送付すると

いうことですがよろしいですか。 

 

酒井会長：特に問題無いと思います。 

 

事 務 局：内容については実施機関に報告します。 

 

酒井会長：それでは、会議次第 ２ 議事 （２）四街道市情報公開・個人情報保護審査会条

例第２条第２項に基づく個人情報保護制度の運営に関する重要な事項についての

１点目を終了します。 

続きまして、会議次第 ２ 議事 （２）四街道市情報公開・個人情報保護審査会

条例第２条第２項に基づく個人情報保護制度の運営に関する重要な事項についての

２点目として、四街道市個人情報保護条例の一部改正についてに移りたいと思いま

す。これより四街道市情報公開・個人情報保護審査会条例第８条により、実施機関

（総務課）の職員の説明を求めたいと思いますが、委員の皆様、資料は揃っていま

すか。 

 

委員全員：～資料確認～ 

 

酒井会長：それでは、実施機関（総務課）の職員の入室を許可します。 

 

～実施機関（総務課）職員入室～ 

 

～実施機関職員紹介～ 

 

事 務 局：なお、実施機関（総務課）の職員による四街道市個人情報保護条例の一部改正につ

いての説明及びこれに対する質疑応答については、これより会長の進行で進めさせ

ていただきますので、よろしくお願いします。 
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酒井会長：実施機関（総務課）の職員においては、大変お忙しい中お越しいただきありがとう 

ございます。今回は、四街道市個人情報保護条例の一部改正についてということで、 

資料等に基づき、ご説明をしていただく予定です。すでに審査会委員には資料をい 

ただいていますが、まず改めて今回、四街道市個人情報保護条例の一部改正に至っ 

た経緯、改正内容及び今後のスケジュールについてお考えを述べていただきたいと 

思います。座ったままで結構ですので、よろしくお願いします。 

 

     ～実施機関より、四街道市個人情報保護条例の一部改正に至った経緯、改正内容及 

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。ただ今、実施機関（総務課）の職員による四街道市個人 

情報保護条例の一部改正に至った経緯等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します。 

 

酒井会長：個人情報保護条例の改正をする他の自治体においても、四街道市のように現行条例

を改正する手法ですか。 

 

実施機関：ほとんどの市町村は現行条例を改正する手法を取り入れる予定ですが、東京都は新

規で条例を制定する予定と聞いています。ただ、特定個人情報に詳しい弁護士のセ

ミナーに伺ったところ、個人情報及び特定個人情報はお互いリンクする必要があり

ますので、読替えによる手法は読み違え、新規制定はそれぞれの項目がお互いにリ

ンクしていない等、どこか項目が欠落するリスクもあるということです。選択は地

方公共団体に任されていますので、当市としては一番リスクの少ない現行条例を改

正する手法としました。 

 

酒井会長：確かに読替手法の場合は誤解が生じたり、新規制定の場合は項目が欠落する可能性

があると思います。今後のスケジュールはいかがですか。 

 

実施機関：個人情報保護条例の一部改正については、１０月から始まる「通知カード」の発送

前までに条例を改正する必要があります。今後は市民参加条例に基づく「市民会議」、

パブリックコメントを実施した後、庁内審査会を経て９月議会に提出する予定です。

また必要に応じて、情報公開・個人情報保護審査会の開催を想定しています。なお、

個人情報保護条例については９月議会に提出する自治体がほとんどです。 

 

酒井会長：今回特定個人情報を加えることにより、従来の個人情報保護の取扱いと比較して変

更はありますか。 
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実施機関：特に個人情報保護条例の項目が大きく変更することはありません。ただ、特定個人

情報を開示できる規定を制定しないと請求ができないため、個人情報保護条例の規

定に特定個人情報の項目を加えること等が今回の改正の趣旨です。 

 

酒井会長：基本的な違いは無いですか。 

 

実施機関：違いはありません。 

 

酒井会長：その他に何か意見はありますか。 

 

委員全員：～特になし～ 

 

酒井会長：それでは、どうもお疲れ様でした。 

 

     ～実施機関（総務課）職員退室～ 

 

酒井会長：四街道市個人情報保護条例の一部改正については、審査会として適当と認めてよろ

しいですか。 

 

委員全員：～異議なし～ 

 

酒井会長：議会に上程する等の手続をお願いします。 

 

     ～事務局より、今後のスケジュール等の説明～ 

 

～木谷委員退室～ 

 

酒井会長：それでは次に、会議次第 ２ 議事 （３）平成２６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）に移りたいと思います。委員の皆様、資

料は揃っていますか。 

 

委員全員：～資料確認～ 

 

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２６年度情報公開制度の実施状況の説明～ 
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酒井会長：ただ今、平成２６年度の情報公開制度の実施状況について説明がありましたが、委

員の皆様ご質問ありますか。 

 

委員全員：～特になし～ 

 

酒井会長：次に、平成２６年度個人情報保護制度の実施状況について事務局の説明を求めます。 

 

～事務局から平成２６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２６年度の個人情報保護制度の実施状況について説明がありましたが、

委員の皆様ご質問ありますか。 

 

高山委員：受付番号５の苦情相談受付処理簿というのは、本人が苦情相談をした内容の文書を

見たいということですか。 

 

事 務 局：本人が以前実施機関に相談をした内容が「苦情相談受付処理簿」にまとめてあり、

その受付処理簿を見たいということで申請があり、第三者の住所、氏名をマスキン

グし、一部開示として出しました。 

 

酒井会長：次に、平成２６年度会議等公開状況について事務局の説明を求めます。 

 

～事務局から平成２６年度会議等公開状況の説明～ 

 

酒井会長：ただ今、平成２６年度の会議等公開状況について説明がありましたが、委員の皆様

ご質問ありますか。 

 

委員全員：～特になし～ 

 

酒井会長：次に、平成２６年度個人情報取扱事務目録状況について事務局の説明を求めます。 

 

～事務局から平成２６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２６年度の個人情報取扱事務目録状況について説明がありましたが、

委員の皆様ご質問ありますか。 

 

委員全員：～特になし～ 
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酒井会長：それでは、会議次第 ２ 議事 （３）平成２６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）を終了します。 

     続きまして、会議次第 ２ 議事 （４）その他に入ります。まず、事務局より説

明を求めます。 

 

     ～事務局より、前回審議した議事及び保留になっている議事の進捗状況の説明～ 

 

酒井会長：ただ今、事務局より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 

願いします。 

 

委員全員：～特になし～ 

 

酒井会長：それでは、会議次第 ２ 議事 （４）その他を終了します。 

     続きまして、会議次第 ３ その他ですが、事務局より説明を求めます。 

 

     ～事務局より、次回以降の日程説明～ 

 

酒井会長：それでは、会議次第 ３ その他を終了します。最後に、委員の皆様より何かあり

ますか。 

 

委員全員：～特になし～ 

 

酒井会長：それでは、本日の審査会を終了します。お疲れ様でした。 


