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平成２８年度第５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２９年１月１７日（火）午後１時３１分～午後５時５９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：矢城収税課長、髙橋副主幹（議事２（１）のみ出席） 

           林総務部長（議事２（１）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 四街道市個人情報保護条例第７条第３項第９号に基づく個人情報の収集につい 

   て（諮問） 

⑵ 不服申立てについて 

⑶ 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５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号に基づく個人情報の収集について（諮問）、実施

機関（総務部収税課）による内容説明及び質疑応答を行い、四街道市行政不服

審査会終了後、答申をまとめたいと考えています。 ２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）

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）

による説明及び質疑応答を行います。 ３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を行います。 最後に次回の日程調整を予
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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 （２）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。 

次に、会議次第 ２ 議事 （１）四街道市個人情報保護条例第７条第３項第 

９号に基づく個人情報の収集について（諮問）に入ります。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条の規定により、実施機関（収税課） 

の職員による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 
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か。 

 

委員全員：～資料確認～ 

 

酒井会長：それでは、実施機関の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、実施機関の職員による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：実施機関の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。今回は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、説明をいただきます。実施機関よりすでに諮問様

式の資料等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、個人情報の収集に伴い、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。ただ今、実施機関の職員より個人情報の収集に伴 

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。 

実施機関の日常の業務の中で、暴力では無いが乱暴な行為があり、事務に支 

障が生じるため、それに対する備えとして四街道市個人情報保護条例第７条 

第３項第９号の規定により、個人情報である音声を収集しておきたいという 

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。 

 

酒井会長：実際に実施機関において、そのような事例は多いですか。 
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実施機関：電話による事例も２件ほどあり、又、カウンター越しに揉め事を起こされる

こともあります。直近では収税課ではありませんが、国保年金課において暴

力行為がありました。 

 

酒井会長：２件というのは、いつの話ですか。 

 

実施機関：去年の１１月から１２月辺りの話です。 

 

酒井会長：電話ですか。 

 

実施機関：はい。催告書を送付した後、電話応対中に脅しとも取れるような言葉があり

ました。 

 

酒井会長：「脅しとも取れるような言葉」というのは、具体的にどういうことですか。 

 

実施機関：その時は相手方より、「夜道は気を付けろ。」、「四街道市内は歩けない。」とい

う脅迫めいたものでした。 

 

酒井会長：面と向かって言われましたか。 

 

実施機関：その時は電話で言われました。その方は滞納者であり、滞納が無くならない

限り、実施機関としては接触しなくてはいけません。通常の業務で脅される

ことはよくありますが、その中でも気合の入った滞納者については、本当に

やられてしまうと感じる職員がいます。今後の対応もその職員では厳しくな

るほど、通常の脅しとは違うものでした。 

 

酒井会長：実施機関で扱う事案に関しては、前からありましたか。 

 

実施機関：通常の業務において滞納者より、「払いたくない。」、「払えない。」という脅し

等のやり取りはありましたが、今回のような気合の入った言われ方は無かっ

たため、職員も恐怖を感じています。 

 

酒井会長：差し迫った恐怖を感じるような相手方の返答ということですか。 

 

実施機関：はい、そうです。 
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酒井会長：過去はそのような事例が少なかったですか。 

 

実施機関：実施機関の職員は１０人程度いますが、それぞれの対応した感覚においては、

あまり事例が無かったです。 

 

酒井会長：今は収税課の例で話をしていただいていますが、市役所内の他の部署におい

て、同じような事例はありますか。 

 

実施機関：この前事件がありましたが、税金を扱っている国保年金課等において脅され

ることは日常業務の会話であります。都市部においては開発行為において、

業者との間で言った、言わないという会話になることがあります。 

 

酒井会長：今回資料として提出いただいた「行政対象暴力対応マニュアル」は、いつ作

成しましたか。 

 

事 務 局：マニュアルの２３ページに「四街道市不当要求行為等防止対策委員会設置要 

領」、２５ページに「四街道市不当要求行為等対策要領」が規定しており、平 

成１９年７月２０日に施行しているため、マニュアルについても同じ頃作成 

したものと思います。 

 

酒井会長：このマニュアルに基づき、実施機関は今まで対応してきたということですか。 

 

実施機関：はい、そうです。 

 

酒井会長：今回は録音についての個人情報の収集という観点から諮問していますが、マ 

ニュアルにおいて、録音の規定はありますか。 

 

事 務 局：マニュアルの６ページの「３．入室、着席時の心得」において、「（５）録音 

     の方法」を記載しています。 

 

酒井会長：マニュアルは平成１９年７月２０日に施行していますが、施行後における録

音の取扱いはどうしていましたか。 

 

事 務 局：マニュアルに規定していることは抽象的であり、録音に関する取扱いを具体 

化するため、「行政対象暴力対応時の録音に関する取扱い」を作成し、録音の 

目的及び必要性、録音の条件、録音の効果、音声データの取扱いを規定しま 
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した。 

 

畠中委員：個人情報保護法においては２つ規定があり、公表する場合と公表しない場合

です。公表しない場合は本人に通知する必要があるため、録音においてもあ

らかじめホームページ等に公表すれば良いと思います。また、電話について

はあらかじめ本人に通知する必要がありますが、妨害及び脅しは突発的であ

るため、録音することは難しいと思います。 

後は、「行政対象暴力対応時の録音に関する取扱い」において、「不当要求行 

為者」を記載していますが、判断基準が曖昧です。 

 

実施機関：そうですね。不特定多数の方が対象になります。 

 

畠中委員：「相手方が善良であっても無くても、音声については互いの食い違いを直すた

め、又は品質向上のため、収集する。その中で脅しに相当するものがあれば、

所轄部署に提出し、対応を図る。」という規定があれば良いと思います。この

取扱いは判断基準が曖昧であるため、対応が難しいと思います。 

 

荒木委員：電話において相談があった場合、「録音させてもらいます。」と言った後、話

をしますか。 

 

実施機関：実際には、電話において録音したことはありません。今後はどのタイミング

で収集するかという判断が難しいですが、問合せのすべての記録はデータで

取っているため、相手方が名前を言った場合は、パソコンにおいて検索し、

どのような方であるかを見ながら対応しています。よって、一旦脅迫めいた

ことがあれば、パソコンのデータ上で操作はできます。ただ、今まで履歴が

無い方から苦情があった場合は、実施機関の判断で録音を行うことを上司と

相談し、対応を図っていきます。 

 

荒木委員：最初から揉めてくることは無いと思いますが、話の成り行きで拗れた後、「録

音させてもらいます。」と話したとき、相手方の心情が心配です。よって、電

話の場合には、「録音させてもらいます。」というメッセージが流れる対応の

方が、個人的には良いと思います。 

 

畠中委員：切迫・急迫しているとき、「録音させてもらいます。」と話すと、売り言葉に

買い言葉になってしまいます。コールセンターも機械化されていて、ブラッ

クリストもあるため、検討が必要であると思います。実施機関において、ブ
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ラックリストは作成していますか。 

 

実施機関：パソコン上において、氏名を入れると個人情報のデータが出てきます。 

 

畠中委員：電力会社及び電話会社は全部持っていますが、実施機関の情報のみでは限界

があります。日本全体の情報を収集している民間会社もあるため、検討した

方が良いと思います。 

 

酒井会長：個人情報の収集時において対応を誤ると、売り言葉に買い言葉になります。

今回の趣旨は、個人情報の収集についてマニュアルがありますが、行政対象

暴力に対し、どのように対応するかを具体的に規定しておきたいため、新た

な「行政対象暴力対応時の録音に関する取扱い」により、音声を収集すると

いうことです。 

 

木谷委員：実施機関は必ずしも全件収集するわけではなく、収集の目的も不当要求行為

のような違法性が高いものであるため、収集したものはそもそも個人情報で

は無いと感じました。例えば、「氏名を教えてください。この目的はこのよう

に使用します。」ということが、個人情報保護法の目的に該当すると思います

が、不当要求をされた場合に録音することは、個人情報の収集を目的として

いないため、今回の諮問についても検討する必要があります。四街道市個人

情報保護条例第７条第３項自体も、本人から個人情報を得られなかった場合、

本人以外から収集する場合の規定であるため、四街道市個人情報保護条例第

７条第３項第９号に該当するかどうかという判断を審査会に求めるより、最

初から「個人情報を収集する目的です。」、「氏名・住所を名乗っていただきま

す。」と話していただいた方が、審査会も検討することができます。突発的な

脅迫行為は、四街道市個人情報保護条例が想定している個人情報には当たら

ないと思います。 

 

実施機関：個人情報の収集の結果、○○という情報が分かる可能性もあります。 

 

木谷委員：例えば、「俺を誰だと思っているんだ。○○だ。」という脅しもあると思いま

すが、これは例えば路上で叫んでいて、「業務妨害であるため、録音を取らせ

てください。」と言ってから録るものでは無いため、今回の収集も同様である

と考えます。仕事の中で相手方の情報を得るときは、通常は目的を伝えて了

解を得ていますが、不当要求を受けたときに録音を行うことは、我々の業界

では当然に行っています。相手方の属性において告知する場合もありますが、
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今回のように個人情報と絡めて録音を行うことはありません。よって、今回

のように個人情報の対象を絞って対応するということであれば、諮問の必要

は無いと思います。 

 

酒井会長：四街道市個人情報保護条例第７条第３項第９号の規定を適用する必要は無い

ということですか。 

 

木谷委員：そうですね。 

 

高山委員：平成１９年に作成したマニュアルに基づき、録音を行っていると思いました

が、まだ行っていないということでした。東京２３区のある総務課は適切な

行政を行うため、録音を行っていると伺っています。流れからすると、暴力

行為があった場合、言った・言わないという話になるため、録音を行うこと

は適当であると思います。 

 

木谷委員：入口から全部録音するということであれば問題ありません。ただ、その場合

においては、四街道市個人情報保護条例第７条第３項の話では無いと思いま

す。 

 

酒井会長：マニュアルの６ページにおいて、録音の方法を記載していますが、今まで実

施していないということです。よって、実施できないわけではなく、録音は

できるということですか。 

 

実施機関：録音機器が今まで無かったため、録音はできませんでした。今回ＩＣレコー

ダーを整備することになったため、諮問を行うことになりました。 

 

畠中委員：ＩＣレコーダーの場合、電話が掛かってきて、繋いだ後にスイッチを押しま

す。コールセンターの場合には、電話が掛かってきた瞬間に録音が始まるた

め、検討した方が良いと思います。 

 

実施機関：コールセンターに委託した場合の費用が分からないです。 

 

畠中委員：電話においては、問合せ・脅し等いろいろあるため、現実的に対応を図って

いく必要があります。 

 

酒井会長：「行政対象暴力対応時の録音に関する取扱い」の「４ データの取扱い」にお
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いて、「データは外部記録媒体に保存する」、「施錠可能な保管庫に保管する」、

「保存期間は５年間とする」等、記載していますが、今回始めてデータの収

集に関し、作成を行いましたか。 

 

実施機関：今までのマニュアルにおいては、管理規定がありませんでした。今回収集し

た場合、データを外部に漏らさないようにしなければいけないため、鍵付き

の保管庫に保管し、又、データ自体はパソコンに保管しないで、ＣＤに保管

する必要等があるため、取扱いを規定しました。 

 

酒井会長：管理責任者の責務、データの保存及び保管、データの利用及び提供の制限、

データの加工、記録の整備について、個人情報を収集するに当たり、規定し

たということですか。 

 

実施機関：はい、そうです。 

 

酒井会長：窓口対応で収集したデータの取扱いが重要であると思います。 

 

畠中委員：データは漏えいしないようにしなければいけません。インターネットに繋げ

た場合、ほとんどリークしてしまいます。よって、パスワードを設定するこ

とが必要です。また、データを持ち出されないようにするため、鍵を掛けて

管理することが必要です。 

 

高山委員：「行政対象暴力対応時の録音に関する取扱い」の「１ 録音の目的及び必要性」

において、「…市民に信頼される公正で公平な職務の執行及び職員等の安全を

確保する…」と記載しているため、収集したデータをどのように管理するか

ということが重要です。 

 

酒井会長：四街道市個人情報保護条例第７条第３項第９号には当たらないという結論で、

委員の皆様よろしいですか。 

 

木谷委員：収集していけないわけではありませんが、個人情報保護条例の規定による個

人情報の収集の制限は受けないと思います。ただ、収集の仕方、方法、対象

によっては、個人情報の収集の規定に該当することはあると思います。 

 

高山委員：四街道市民で録音される立場になった場合、四街道市個人情報保護条例第７

条第３項第１号、第２号、第９号以外で収集することは好ましくないと考え
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ます。 

 

木谷委員：四街道市個人情報保護条例第７条第３項自体は本人収集の例外規定であり、

発言している方は本人であるため、四街道市個人情報保護条例第７条第３項

第９号の趣旨とは違うと思います。 

 

酒井会長：四街道市個人情報保護条例第７条第３項第９号は、「…あらかじめ審査会の意

見を聴いた上で、…」と規定しているため、今回の窓口等における対応には

当てはまらないと思います。 

 

木谷委員：例えば問題のあるＡさんから電話があった場合、このような理由により個人

情報を収集するという目的を告げた後、音声を収集することは、四街道市個

人情報保護条例第７条第３項第９号というより、第３項の本文に該当するか

どうかだと思います。四街道市個人情報保護条例第７条第３項第９号に例外

類型がありますが、第三者から収集することを前提とした項目であるため、

該当しないと思います。よって今回の諮問は、審査会の意見を聴いた上で認

めるものでは無いと思います。 

 

高山委員：今回は諮問が提出されているため、どのように答申を行うかということが重

要だと思います。 

 

酒井会長：答申としては、「四街道市個人情報保護条例第７条第３項第９号には該当しな

い。」という記載になりますか。 

 

畠中委員：審査会で結論を出すという話ではなく、一般的な話だと思います。 

 

木谷委員：証拠保全のために、録音すること自体は良いと思いますが、審査会として判

断をする必要はないと考えます。 

 

畠中委員：ナイフで相手を刺すような行為は、脅迫行為です。そうすると、個人情報の

問題というより、別の法律の問題になります。 

 

酒井会長：個人情報というより、犯罪という話になります。 

 

木谷委員：例えば映像で収める場合は、顔が映るため個人情報になりますが、録音は声

のみであるため、個人情報に当たらないと思います。 
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酒井会長：実施機関が録音の検討をしている趣旨は、身の危険を感じるような不当な要

求の事例の場合に対し、録音を行うというものですか。 

 

実施機関：はい、そうです。 

 

酒井会長：コールセンターに繋いで、個人情報をすべて録音するという趣旨では無いで

すか。 

 

実施機関：そこまでは考えていないです。そのような場面に遭遇したときに録音するこ

とを検討しています。 

 

酒井会長：そうすると、四街道市個人情報保護条例第７条第３項第９号の例外規定には

当てはまらないため、審査会に諮問することは必要ないと判断します。ただ、

収集した情報の管理は規定する必要があります。 

 

木谷委員：結果的に個人情報が含まれてしまう可能性があります。 

 

畠中委員：改正個人情報保護法が５月３０日に施行されますが、人間の声帯情報も個人

情報であるため、必ずしも個人情報ではないとは言えないと思います。後は、

途中から録音することができるかということを心配しているため、この点は

検討した方が良いと思います。 

 

酒井会長：今の段階で想定していることは、最初から録音するのではなく、不当な要求・

脅しが発生したと実施機関が考えた場合、録音するということですか。 

 

実施機関：はい、そうです。 

 

酒井会長：そうすると、四街道市個人情報保護条例第７条第３項第９号の例外規定には

当てはまらないという結論になります。ただ、収集した音声に関しては、「行

政対応暴力対応時の録音に関する取扱い」に基づき、管理をしていく必要が

あると考えますが、委員の皆様、何か意見はありますか。 

 

委員全員：～特になし～ 

 

酒井会長：結論としては、そのような方向で答申をまとめたいと思います。それでは、

どうもお疲れ様でした。 
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     ～実施機関職員 退室～ 

 

     ～休憩～  

 

  ～２ 議事 （２）不服申立てについて（非公開）～ 

 

～事務局より、会議次第 ２ 議事 （１）四街道市個人情報保護条例第７ 

条第３項第９号に基づく諮問に対する答申（案）の読上げ～ 

 

酒井会長：ただ今、事務局より答申（案）を読み上げていただきましたが、委員の皆様、 

何か意見はありますか。 

 

木谷委員：四街道市個人情報保護条例第７条第３項第１号から第９号までは、本人から 

の個人情報の収集の例外規定になります。録音することは問題ないですが、 

四街道市個人情報保護条例第７条第３項の規定には該当しないと思います。 

 

事 務 局：「四街道市個人情報保護条例第７条第３項の規定に基づき、…」というより、

「…収集した音声データについては、行政対象暴力対応マニュアル及び行政対 

     象暴力対応時の録音に関する取扱いの規定に基づき、適正かつ確実な運用を 

     図り、かつ、万全な個人情報保護対策を講ずることを審査会の意見として申 

     し添えます。」という答申（案）でよろしいですか。 

 

木谷委員：特に問題ありません。 

 

事 務 局：最高裁判所の判例によると、「…相手方の説明内容に不審を抱き、後日の証拠

とするため、相手方との会話を録音することは、たとえそれが相手方の同意

を得ないで行われたものであっても、違法ではなく、その録音テープの証拠 

能力は否定されない。」とあるため、相手方の同意は必ずしも必要ないと考え 

ます。 

 

木谷委員：今の話は民事上の証拠能力です。民事裁判では違法収集証拠という概念自体 

が無いため、それだけで証拠価値が否定されるということはありません。そ 

ういう意味では、今回の個人情報の収集の話とは違います。ただ、トータル 

では個人情報の収集について違法性は無いと考えるため、「…音声の取扱いに 

ついては、個人情報保護条例の規定に準じて、運用を図ります。」という答申 

で構わないと思います。 
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事 務 局：四街道市行政不服審査会終了後、事務局より答申（案）を提出します。 

 

酒井会長：次に、会議次第 ２ 議事 （３）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、次回以降に予定している議事の説明～ 

 

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 （３）その他を終了します。 

最後に、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、２月１４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、不服申立てに係る審議は非公開とします。 

     それでは、会議次第 ３ その他を終了します。 

ここで、四街道市情報公開・個人情報保護審査会を暫時休憩します。 

 

     ～暫時休憩～ 

 

     ～高山委員 退室～ 

 

酒井会長：それでは休憩前に続いて、四街道市情報公開・個人情報保護審査会を再開しま

す。会議次第 ２ 議事 （１）四街道市個人情報保護条例第７条第３項第９

号に基づく個人情報の収集について（諮問）、事務局より答申（案）の説明を

求めます。 

 

～事務局より、個人情報の収集について（答申）（案）の読上げ～ 

 

酒井会長：ただ今、事務局より答申（案）を読み上げていただきましたが、委員の皆様、 
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          何か意見はありますか。 

 

木谷委員：この答申（案）では、個人情報の収集自体が駄目であると読めてしまいます。 

 

酒井会長：「四街道市個人情報保護条例第７条第３項第９号の規定には該当しないが、個 

人情報の収集については支障がない。」という趣旨ですか。 

 

事 務 局：そのような趣旨で、答申（案）を作成しました。 

 

木谷委員：「四街道市個人情報保護条例第７条第３項第９号を適用した結果、個人情報の 

     収集は駄目である。」と読めてしまいます。 

 

酒井会長：「該当しない。」という文言は、「個人情報の収集は駄目である。」と読めてしま 

うため、文言を訂正する必要があります。 

 

木谷委員：録音する会話の内容自体が、個人情報には当たらないと考えます。ＤＮＡ及び 

指紋等の身体的特徴は分かりますが、声という純粋な会話は、個人情報では無 

いと考えるため、「…不特定の個人の音声は、そもそも個人情報には該当しない。 

ただし、収集した音声の取扱いについては、個人情報保護条例の規定に準じて、 

運用を図ります。」という記載が良いと考えます。 

 

酒井会長：答申（案）の「なお、…」以下の記載は構わないですか。 

 

木谷委員：特に問題ありません。 

 

事 務 局：例えば、「…個人情報保護条例に規定する個人情報には該当しない。」という記 

載でよろしいですか。 

 

木谷委員：「…収集する情報又は会話内容は、個人情報には該当しない。」という記載が良 

いと思います。 

 

事 務 局：諮問書の中では、収集する個人情報の項目を「音声」と記載しているため、諮 

問書の文言に対応した答申書が望ましいと考えます。 

 

木谷委員：極端ですが、騒音を録音しても個人情報の収集では無いため、今回の内容も同 

じであると考えます。 
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酒井会長：答申（案）に「…不特定の個人の音声」と記載しています。 

 

木谷委員：「…収集する不特定の個人の音声については、…」という記載が良いと思いま 

す。 

 

事 務 局：個人情報の定義を入れてまとめると、「…収集する不特定の個人の音声につい 

ては、四街道市個人情報保護条例第２条第１号に規定をしている個人情報には 

該当しないものと思料されます。」という記載になりますが、よろしいですか。 

 

木谷委員：特に問題ありません。 

 

事 務 局：答申（案）を校正します。 

 

     ～休憩～ 

 

酒井会長：それでは再開します。事務局より、答申（案）の説明を求めます。 

 

～事務局より、個人情報の収集について（答申）（案）の読上げ～ 

 

酒井会長：ただ今、事務局より答申（案）を読み上げていただきましたが、委員の皆様、 

          何か意見はありますか。 

 

委員全員：～特になし～ 

 

酒井会長：この答申（案）で確定します。 

 

～事務局で答申書（原本）の準備～ 

 

～総務部長入室～ 

 

～会長より総務部長に答申書を渡す～ 

 

～総務部長より御礼のあいさつ～ 

 

酒井会長：それでは、会議次第 ２ 議事 （１）四街道市個人情報保護条例第７条第３ 

項第９号に基づく個人情報の収集について（諮問）を終了します。最後に委員 
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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。  


