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平成２８年度第３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２８年１０月４日（火）午後１時２９分～午後４時２７分 

場 所 四街道市役所 こども保育課２階 会議室 

出席者 出 席 委 員：酒井会長、木谷副会長、荒木委員、高山委員、畠中委員 

    欠 席 委 員：なし 

    事 務 局：齋藤総務課長、常世田主幹、遠藤主査補 

    実 施 機 関：岩堀農業委員会事務局長、新田主査（議事２（２）のみ出席） 

           鎗田国保年金課長（議事２（４）のみ出席） 

公開・非公開の別 一部公開（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

規定による） 

 

傍聴人 ０人 

 

会議次第 

 

１ 会長あいさつ 

２ 議事 

  ⑴ 不服申立てについて 

⑵ オンライン結合による外部提供について（諮問） 

⑶ 四街道市情報公開・個人情報保護審査会条例第２条第２項に基づく情報公開制度 

 及び個人情報保護制度の運営に関する重要な事項について 

⑷ その他 

３ その他 

  

会議の内容 

 

事 務 局：ただ今より、平成２８年度第３回四街道市情報公開・個人情報保護審査会を開催

します。今回の審査会の内容については、１項目の不服申立てにおける審査会委

員による審議についての１点目として、実施機関（教育部指導課）の案件に対し、

異議申立人による説明及び質疑応答 ２点目として、実施機関（環境経済部環境

政策課）の案件に対し、答申（案）の審議 ２項目として、オンライン結合によ

る外部提供について（諮問）の案件に対し、実施機関（農業委員会事務局）によ

る内容説明及び質疑応答 ３項目として、四街道市情報公開・個人情報保護審査

会条例第２条第２項に基づく情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関す

る重要な事項について、実施機関（総務部総務課）による条例等の内容説明 
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４項目のその他として、事務局より次回以降に予定している議事等の説明 最後 

に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 

移らさせていただきます。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。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、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、会議次第 ２ 議事 （１）不服申立てについては非公開とさせて

いただき、それ以外の内容については公開とします。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、会議次第につ

いては配布するものとします。なお、公開する議事資料についても、個人情報に

関する資料ではなく、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

ないため、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：会議次第及び公開する議事資料については、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

の解釈運用基準」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、議事の不服申立てにおける非公開の部分を除き、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。 

 

委員全員：～特になし～ 

 

酒井会長：非公開の部分を除き、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。 

 

～２ 議事 （１）不服申立てについて（非公開）～ 

 

酒井会長：次に、会議次第 ２ 議事 （２）オンライン結合による外部提供について（諮
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問）に移ります。これより、実施機関（農業委員会事務局）職員によるオンラ

イン結合による外部提供の説明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、実施機関職員の入室を許可します。 

 

     ～実施機関職員 入室～ 

 

     ～実施機関職員 紹介～ 

 

事 務 局：なお、実施機関職員によるオンライン結合による外部提供について（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：実施機関職員におかれましては、本日、お忙しい中お越しいただきありがとう

ございます。実施機関よりすでに「オンライン結合による外部提供について（諮

問）の様式及び内容説明の資料」はいただいていますが、今回情報公開・個人

情報保護審査会に諮問する経緯及び今後のスケジュール等について内容をご説

明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。 

 

～実施機関職員より、オンライン結合による外部提供に伴い、審査会に諮問す 

 る経緯及び今後のスケジュール等の説明～ 

 

酒井会長：ありがとうございました。ただいま、実施機関職員よりオンライン結合による 

外部提供に伴い、審査会に諮問する経緯及び今後のスケジュール等の説明があ 

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。 

 

高山委員：実態をお聞きしますが、資料２に記載されている個人情報のうち、フェーズ１

のデータはどこまで公開していますか。 

 

実施機関：フェーズ１のデータは、農地の所在地・地番・地目・面積・賃借権の種類・存

続期間等です。また、耕作放棄地に対して指導・勧告する措置項目も入ってい

ます。 
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高山委員：平成２６年度にフェーズ１が導入されましたが、当審査会の意見聴取はいつさ

れましたか。 

 

実施機関：フェーズ１は個人情報を含まない項目を提供しているため、審査会の審議は受

けていません。 

 

畠中委員：資料２には「氏名」と書いていますが、個人情報ではありませんか。 

 

実施機関：氏名及び住所については非公開項目であるため、フェーズ１の方では公表して

いません。 

 

畠中委員：個人情報を特定する情報は提供をしないため、それ以外を公表したということ

ですか。 

 

実施機関：はい、そうです。 

 

木谷委員：フェーズ１の話です。フェーズ２については、台帳に記載されている個人情報

を提供するということです。 

 

畠中委員：分かりました。フェーズ２については氏名を公開するということですか。 

 

実施機関：公開するのでは無くて提供をします。実際公開すべき項目の中に氏名及び住所

は入っていません。インターネットで公表しなければならない項目は、地図及

び地番です。 

 

畠中委員：２つ問題があります。１つ目ですが、先ほどの実施機関の説明の中でクラウド

と言いましたか。 

 

実施機関：はい。 

 

畠中委員：クラウドというのはコンピュータの設置場所等、ハード的な部分についてはオ

ープンになりません。また、コンプライアンスについてもバックアップの問題

等においてオープンにならないものですが、クラウドは政府が作るものですか。

それとも民間に委ねていますか。 

 

実施機関：全国農業会議所が実施主体であり、実際の構築については民間情報処理業者が
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複数参入した事業体が請け負っています。 

 

畠中委員：例えばクラウドについてはスコットランド及びシンガポールに設置されていま

すが、公的な情報を海外に出してよいかという問題があります。その辺は吟味

されたことはありますか。 

 

実施機関：格納システムについては、今回は東京に設置されるという話を聞いています。 

 

畠中委員：例えば富士通の場合ハードウェアは館林にあるため、クラウドの状況が分から

ないと諮問の趣旨にそぐわないと思います。２つ目は今回オンラインの結合に

個人情報が含まれるということですが、個人情報はどういうふうに保護されま

すか。例えばデータが暗号化される等、いろいろ工夫が必要ですが、その辺は

チェックされていますか。政府の内閣官房情報セキュリティセンターが後ろに

いて、データの保護をされているということですか。 

 

実施機関：今回はＩＴ総合戦略室が支援しています。 

 

畠中委員：このセキュリティの項目は情報に対する観点は記載されていますが、個人情報

保護に対するシステム上の観点が無いため、その辺は確認した方が良いと思い

ます。もう１点は、内閣官房情報セキュリティセンターがバックについている

ということですが、法的リスクは大丈夫ですか。あと情報というのは、その後

どのように使っていくかという問題があります。例えばマイナンバーだと税金

を取るために行いますが、データを集約される理由はありますか。 

 

実施機関：農地中間管理機構における利用が大きいです。農地台帳の情報から出力したも

のを使用した調査が多岐にわたってありますので、新たに調査をかけなくても

県レベルでの集計が可能になるということです。 

 

畠中委員：その辺は実施機関の内部で検討されましたか。 

 

実施機関：はい。 

 

高山委員：おそらく全国農業会議所が農地中間管理機構を設置し、データの集約を図った

ところが効率性の点から大きいと思います。 

 

酒井会長：このシステムを稼働させた場合、実施機関では特別な訓練又は研修を受けます
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か。 

 

実施機関：今後の流れとして答申をいただければ、全国農業会議所に利用規約に基づき利

用申請を行います。利用申請後、稼働までの間にデータを変換する作業がある

ため、その間に e‐ラーニングの研修が用意されています。 

 

酒井会長：それでは、他に意見が無ければ終了します。どうもお疲れ様でした。 

 

     ～実施機関職員 退室～ 

 

酒井会長：それでは、実施機関職員に対し質疑応答を行いましたが、次に答申の方向性を

決めたいと思います。 

 

     ～事務局より、四街道市個人情報保護条例第１０条第１項の説明～ 

 

酒井会長：四街道市個人情報保護条例第１０条第１項「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」に該当するか、委員の皆様より判断をいただきたいと思います。 

 

酒井会長：少なくとも「公益上の必要その他相当の理由」という点は該当すると思われま

す。「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」

についてはいかがですか。 

 

畠中委員：個人情報に対してどういう保護をしているかだと思います。第三者提供及び委

託の問題がありますが、このような個人情報保護については対応していますか。

情報セキュリティについては記載がありますが、添付した資料には記載があり

ませんでした。 

 

事 務 局：個人情報の取扱いについては資料４に記載しています。情報セキュリティ対策

については、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」に基づき

運用しています。個人情報保護対策については、「行政機関の保有する個人情

報の保護の関する法律」に基づき、収集・保存・利用・削除について厳重に管

理するため、この趣旨に沿って運用をしていくものと思われます。 

 

畠中委員：これは情報セキュリティに関する取扱いだと思います。第三者提供及び目的外

利用に対する法的リスクについて、どのように対応するかという規定が無いた
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め、実施機関に確認をしていただければ提供していただけると思います。また、

クラウドについても日本、アメリカ、中国等、どこを使用するかによりリスク

の問題があるため、心配です。諮問に対して反対ではありませんが、資料があ

れば提供していただけますか。諮問書には個人情報の保護措置が規定されてお

り、保護については法的リスクと安全管理が重要です。法的リスクは目的外利

用及び第三者提供の問題ですが、安全管理の問題については記載がありません

でした。リスクを特定して対策を講じることが必要ですが、暗号化等の話につ

いても、実施機関よりリスクの話はありませんでした。 

 

高山委員：その辺の問題は四街道市だけでなく、他の市の農業委員会にも共通した課題で

す。 

 

畠中委員：四街道市個人情報保護条例第１０条第１項「公益上の必要その他相当の理由が

ある」についてはクリアしていますが、「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」については希薄であるため、資料として

入れるべきです。これは事務局が用意した資料ですか。 

 

事 務 局：実施機関より提供された資料です。 

 

酒井会長：資料は実施機関が作成したものですか。 

 

事 務 局：資料は国のホームページをダウンロードしたものだと思われます。 

 

畠中委員：諮問に反対ではありませんが、資料があれば付け加えたらいかがですか。 

 

酒井会長：そうすると、諮問に対して反対する理由は無いということでよろしいですか。 

 

畠中委員：そうですね。 

 

酒井会長：答申（案）としては、「…の点に留意してください。」という表現になると思い

ます。 

 

事 務 局：委員からご指摘いただいた目的外利用、第三者提供及び安全管理の問題につい 

ては、資料４「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」に記載され 

ていると思われます。実施機関はこの条文の規定に基づき、運用をしていくも 

のと思われます。 
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酒井会長：法律の趣旨に則って行うということですか。 

 

事 務 局：そうだと思われます。必要であれば追加資料として求めます。 

 

酒井会長：オンライン結合の方向性としては構わないということで、答申（案）をまとめ

たいと思います。答申（案）をまとめるに当たり、安全管理及び個人情報保護

の問題を付け加えた上で認めたいと思いますので、実施機関より関連資料をい

ただければと思います。関連資料をいただいた上で、オンライン結合は問題無

いという結論をまとめるということでよろしいですか。 

 

委員全員：～異議なし～ 

 

酒井会長：それではそのように行います。 

 

     ～事務局より、実施機関に電話確認～ 

 

事 務 局：実施機関に確認したところ、先ほど委員がご質問いただいた件について、回答

できればお越しいただきます。 

 

酒井会長：実施機関職員がお越しいただければ、追加資料の提出及び説明を求めたいと思 

います。 

 

事 務 局：答申の時期についてですが、実施機関に確認したところ、全国一律で来月まで

に利用申請をしたいという話でした。期間が短いため、会長専決事項として処

理したいと考えています。 

 

酒井会長：会長専決事項ということで処理しますが、よろしいですか。 

 

委員全員：～異議なし～ 

 

事 務 局：次回の審査会において、事務局より事後報告をする形式を取ります。 

 

酒井会長：次に、会議次第 ２ 議事 （３）四街道市情報公開・個人情報保護審査会条

例第２条第２項に基づく情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する重

要な事項についてに移ります。まず実施機関（総務課）職員より、条例等の一

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の説明を求め
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ます。 

 

     ～実施機関職員より、条例等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、実施機関職員による条例等の一部改正に至 

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：改正する内容は、市役所の組織機構改革に伴うものですか。 

 

事 務 局：それもありますが、国より平成２７年１月に総務大臣通知で公営企業会計の適用 

推進について（要請）という文書が出ました。これは、平成２７年度から平成  

３１年度までの間において、下水道事業及び簡易水道事業を重点事業と位置付け 

し、人口３万人以上の市町村については、公営企業会計を導入するという要請で 

す。 

 

酒井会長：国からの指導による改正及び新たな組織機構改革に伴う改正という趣旨ですか。 

 

事 務 局：はい、そうです。 

 

畠中委員：訂正を求めるのは本人ですか。 

 

事 務 局：はい、そうです。 

 

畠中委員：マイナンバーが間違っている場合において、訂正するものですか。 

 

事 務 局：四街道市個人情報保護条例第２６条においては、訂正があった場合、訂正通知を 

     決定する規定がありますが、提供先への通知は規定が無かったため、今回改正を 

します。 

 

畠中委員：提供先が複数の場合は、すべて通知しますか。 

 

事 務 局：はい、そうです。 

      

酒井会長：それでは、条例等の一部改正を認めてよろしいですか。 
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委員全員：～異議なし～ 

 

酒井会長：今回の条例等の一部改正については、審査会として適当と認めますので、議会に 

上程する旨の手続をお願いします。 

それでは、会議次第 ２ 議事 （３）四街道市情報公開・個人情報保護審査 

会条例第２条第２項に基づく情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関す 

る重要な事項についてを終了します。 

 

     ～実施機関職員 入室～ 

 

     ～資料配布～ 

 

～実施機関職員より、オンライン結合における個人情報保護の説明～ 

 

酒井会長：ありがとうございました。ただいま、実施機関職員より、オンライン結合にお 

ける個人情報保護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。 

 

畠中委員：安全管理の規定は記載されていません。これは利用規約であって、使い方に関 

するものですか。 

 

実施機関：はい、そうです。個人情報取扱特記事項において、管理体制及び秘密の保持の 

規定をしています。 

 

畠中委員：例えばデータのバックアップをする管理規定はありますか。 

 

実施機関：個人情報取扱特記事項第６条において、個人情報の管理の方法について記載し 

ています。 

 

畠中委員：再委託については委託元がチェックされますか。 

 

実施機関：はい、そうです。 

 

畠中委員：クラウドについては安全管理の問題があります。また、クラウドのリスクはバ 

ックアップ等の問題があるため、その辺は調べた方が良いと思います。法的リ 

スクの規定はありますか。 
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実施機関：個人情報取扱特記事項第８条において、第三者提供の制限があります。 

 

畠中委員：四街道市は法律に基づいて運用を行いますが、第三者提供については事件等が 

起こるかもしれないため、個人情報取扱特記事項で縛りをするということです 

か。あとクラウドはリスクが高いため、コンプライアンスの問題等、問い合わ 

せをすれば回答をいただけると思います。 

 

酒井会長：それでは、他に意見が無ければ終了します。どうもお疲れ様でした。 

 

     ～実施機関職員 退室～ 

 

酒井会長：答申の方向性としては先ほどと変わらないため、速やかに答申（案）を取りま 

とめたいと思います。先ほど委員が話した、実施機関の確認事項について調整 

した後、答申（案）を委員の皆様に送付し、結論をまとめたいと思います。 

それでは、会議次第 ２ 議事 （２）オンライン結合による外部提供につい 

て（諮問）を終了します。 

次に、会議次第 ２ 議事 （４）その他に移ります。まず、事務局より説明

を求めます。 

 

～事務局より、実施機関（国保年金課）の資料説明～ 

 

～実施機関職員 入室～ 

 

～実施機関職員 紹介～ 

 

酒井会長：「国民健康保険加入者に係る診療情報の提供依頼について」、審査会に意見を伺

うという話ですので、ご説明をお願いします。 

 

～実施機関職員より、審査会に意見を伺う経緯及び資料に基づき内容説明～ 

 

酒井会長：ただ今実施機関職員より説明がありましたが、これは「医療提供体制の確保を

図るための法定計画」に基づき、県から要請があったということですか。 

 

実施機関：はい、そうです。 

 

酒井会長：それでは、何か質問等がありましたら委員の皆様お願いします。 
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ポイントは、四街道市個人情報保護条例第８条第１項第１号又は第６号に該当 

するかどうかだと思います。 

 

木谷委員：千葉県内の市町村すべてに提供して欲しいという依頼が来ましたか。 

 

実施機関：はい、そうです。国民健康保険の保険者宛てに依頼が来ました。 

 

畠中委員：個人情報に該当するかどうかという話ですが、ここに保険者番号とあります。 

これは個人を識別する番号ですか。 

 

実施機関：保険者番号は個人の被保険者番号では無くて、四街道市を特定する番号になり 

ます。 

 

畠中委員：四街道市の番号ですか。 

 

実施機関：はい、そうです。 

 

畠中委員：これを照合すると、個人の特定はできますか。 

 

実施機関：レセプトに四街道市の保険者番号が入っているため、四街道市の情報と照合し 

ます。 

 

畠中委員：旧法では保険者番号は個人情報では無いと思いますが、新法では個人を識別で 

きるものと考えます。もう１つは病名が入っていますが、これは新法でいう要 

配慮情報です。公的に使用する場合には問題無いと思いますが、提供したとき 

に委託先がきちんと管理するかどうかだと思います。その辺の話はしています 

か。 

 

実施機関：先ほど資料で説明した情報しか持っていません。 

 

畠中委員：保険者番号は必要ですか。 

 

実施機関：当市の情報を集計するために必要だと思います。 

 

畠中委員：保険者番号を見た場合、四街道市の町名番地まで分かりますか。 
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実施機関：レセプト１件１件を見ていくと個人情報が分かります。 

 

酒井会長：レセプトを提供するわけでは無いですよね。 

 

実施機関：国保連合会で管理しているため、一旦データをいただいた後、県に提供します。 

 

畠中委員：データを加工しますか。 

 

実施機関：はい、そうです。 

県からは２通りの方法で情報提供の依頼が来ています。市町村から国保連合会 

に指示し、国保連合会から県にデータを提供する方法と市町村から県にデータ 

を送付する方法です。当市では、市から県にデータを送付する予定です。 

 

畠中委員：保険者番号が必要ということですが、番号が分かると住所及び町名番地が分か 

りますか。 

 

実施機関：レセプト一覧表を提供した場合には、見ることができます。ただ集計は手作業 

では無くて、電算作業で行います。 

 

畠中委員：生データを提供しますか。 

 

実施機関：はい、そうです。 

 

畠中委員：資料を見ると、区別が千葉市・習志野市・君津市・市原市と記載しているため、 

     町名番地までは分かりませんか。 

 

実施機関：四街道市の方ということのみ分かると思います。 

 

畠中委員：そうすると、保険者番号は必要無いのではないですか。 

 

実施機関：四街道市の方ということで、番号は必要だと思います。 

 

畠中委員：保険者番号は無くても大丈夫だと思います。 

 

実施機関：四街道市のみデータをいただければ、当市から送付するため、番号は無くても 

大丈夫だと思います。 
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高山委員：個人情報に該当するかどうかの判断は、単体で判断するのでは無くて、今回提 

     供するア～オが全部揃うと個人情報に該当するかどうかだと思います。恐らく

該当すると思いますが、いかがですか。 

 

実施機関：その辺の意見をお伺いしたいです。 

 

高山委員：ア～オを精査していくと個人情報に該当すると思いますが、実施機関としては 

     揃った場合に該当すると思いますか。該当すると判断すれば、四街道市個人情 

報保護条例第８条第１項第６号に該当し、提供できると思います。該当しなけ 

れば、四街道市個人情報保護条例第８条第１項には該当しない話になります。 

 

実施機関：実施機関内部では個人情報に該当しないという見解ですが、専門的な審査会委 

員の皆様の意見を伺った後、提供したいと思います。 

 

高山委員：ア～オが揃えば、最終的に個人を識別できると思います。 

 

畠中委員：個人識別情報は、内部的に持っている場合と外部に存在する場合があります。 

     今の場合は照合しないと本人であるという該当はしませんが、新法が施行され 

れば個人情報に該当すると思います。 

 

高山委員：今の解釈でも該当すると思います。 

 

畠中委員：外部的にはセキュリティがあり、個人情報を出せないと判断されれば照合でき 

ないため、微妙な問題です。もう１点は、傷病名は新法では要配慮情報になる 

ため、取扱いに注意しなくてはいけません。平成２９年に新法が施行されます 

が、要配慮情報の取扱いはどうしますか。その話はどこにも記載していないた 

め、結論としては、法律にしたがって個人情報を提供するというふうに考えた 

方が良いと思います。 

 

酒井会長：ア～オの項目をまとめて個人が特定できるものであれば、個人情報に該当する 

という考えが安全かもしれません。ただ、それは提供できないものでは無くて、 

四街道市個人情報保護条例第８条第１項には第１号から第７号まであり、この 

中に該当すれば提供できるということです。そうすると、第１号に「法令等に 

定めがあるとき。」とありますが、これについては定めが無いですか。 

 

事 務 局：資料の中に医療法第３０条の５の規定があり、その中に「都道府県は、医療計
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画を作成し、又は医療計画に基づく事業を実施するために必要があると認める

ときは、…医療提供施設の機能に関する情報その他の必要な情報の提供を求め

ることができる。」と記載しています。 

 

酒井会長：もう１点は、四街道市個人情報保護条例第８条第１項第６号に該当するかどう 

かということですか。 

 

事 務 局：はい、そうです。 

 

酒井会長：個人情報と考えた場合、四街道市個人情報保護条例第８条第１項第１号又は第 

６号に該当すると判断すれば、提供できるということです。 

 

荒木委員：先ほど四街道市から情報を提供する場合、市で加工して出すという話がありま 

した。 

 

実施機関：申し訳ありません。県より DVD－Rを用意するということですので、電子デ 

ータで取り込み、そのまま提供します。 

 

荒木委員：もし加工して出せば問題無いと思います。 

 

実施機関：加工まではできないと思います。 

 

酒井会長：資料には、「国保加入者のレセプト情報を提供いただきたく、…」と記載して 

いるため、これは疑いもなく個人情報です。レセプト情報の中味を見るとア～ 

オまであり、個人を特定されるため、個人情報と考えるべきではないかと思い 

ます。よって、県に提供するときに四街道市個人情報保護条例第８条第１項第 

１号又は第６号に該当するかどうかという結論を出せば良いと思います。 

 

木谷委員：医療法第３０条の４のどこに記載していますか。 

 

事 務 局：医療法第３０条の５に記載しています。 

 

木谷委員：分かりました。 

 

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１号及び第６号に該当す 

るため、個人情報の提供を認めてよろしいですか。 
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木谷委員：第６号では解釈の問題が出てくるため、第１号で構わないと思います。 

 

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１号に該当するとして、   

     提供を認めるという結論でまとめたいと思います。 

 

～実施機関職員 退室～ 

 

～事務局より、次回以降に予定している議事の説明～ 

 

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。 

次に、会議次第 ３ その他についてですが、次回の審査会の日程について決

めたいと思います。 

 

     ～日程調整～ 

 

酒井会長：次回の審査会については、来年１月１７日（火）午後１時３０分からとします。 

     なお、次回の審査会については、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、不服申立ての審議は非公開とし、それ以外の内容 

については公開とします。 

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、意見はあり 

ますか。 

 

委員全員：～特になし～ 

 

酒井会長：本日の審査会を終了します。お疲れ様でした。 

 

  

 


