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会 議 名 平成３０年度第７回野田市情報公開・個人情報保護審査会

議題及び議

題毎の公開

又は非公開

の別

１ 個人情報取扱事務について（公開）

審議依頼事項

・ 国民健康保険被保険者資格に基づく保険給付事務に係る個人情報

の本人以外からの収集について（国保年金課）

・ 介護予防ケアマネジメント事務、総合相談事務及び包括的・継続

的ケアマネジメント支援事務に係る個人情報の目的外利用について

（介護保険課）

報告事項

・ 固定資産税・都市計画税賦課事務の変更（課税課）

・ 公共用地取得、物件調査補償に関する事務の変更（用地課）

・ 公共下水道事業に関する調査事務の変更（下水道課）

・ 下水道事業受益者負担金賦課徴収及び滞納整理事務の変更（下水

道課）

・ 用地測量事務の変更（道路建設課）

・ 権利者説明の事務の変更（道路建設課）

・ 境界確定に関する事務の変更（管理課）

・ 苦情・要望に関する事務の変更（管理課）

・ 用地の取得、売却及び管理に関する事務の変更（野田市土地開発

公社）

２ 野田市情報公開条例及び野田市個人情報保護条例の解釈と運用の手

引の摘要について（公開）

・ 「開示請求の却下決定」に係る運用の見直しについて

・ 野田市情報公開条例の解釈と運用の手引の第１６条の摘要及び野

田市個人情報保護条例の解釈と運用の手引の第３１条の摘要につい

て

日 時 平成３０年１２月２５日（火）午前９時３０分から午前１０時５０分まで

場 所 市役所低層棟４階 職員控室

出席委員氏名 須賀 昭徳、秦野 幹夫、遠藤 昭、高橋 澄江、松本 純子

事 務 局 等 実施機関 今村 繁（副市長）、佐賀 忠（総務部長）、渡邉 宏治（

総務課長）、寺門 洋行（総務課長補佐）、 谷 亮介（総務課庶務

係主任主事）、山本 茂（国保年金課課長補佐）、岡田 尚子（国保

年金課国保給付係長）、山崎 正浩（介護保険課地域包括支援センタ

ー主査）

事務局 佐賀 忠（総務部長）、渡邉 宏治（総務課長）、寺門 洋行
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（総務課長補佐）、 谷 亮介（総務課庶務係主任主事）

傍 聴 者 無し

議 事

平成３０年度第７回野田市情報公開・個人情報保護審査会の会議結果（概要）は、次

のとおりである。

１ 個人情報取扱事務について（公開）

審議依頼事項

・ 国民健康保険被保険者資格に基づく保険給付事務に係る個人情報の本人以外から

の収集について（国保年金課）

・ 介護予防ケアマネジメント事務、総合相談事務及び包括的・継続的ケアマネジメ

ント支援事務に係る個人情報の目的外利用について（介護保険課）

２件を一括して審議することとし、担当者から概要の説明を受けた。

秦野委員 地域包括支援支援センターが収集している情報のうち、第三者行為という

情報の比率はどのくらいあると見込んでいるか。

山崎主査 通常相談業務を行っておりますが、非常に比率としては少ないと思われま

す。これまで特にそれを想定して相談を受けていたわけではないので、正確な数値

はありませんが、感覚的には年間数件程度なのではないかと思います。

遠藤委員 第三者行為が関係する緊急搬送、医療機関の受診に関する情報の対象者の

氏名等をやり取りするとあるが、この「救急搬送」というのは、消防本部の救急車

による搬送という意味か。

岡田係長 消防本部から提供を受ける情報は、市内で交通事故に遭われた方の情報で

す。一方、地域包括支援センターでは、市外で起こった事故についても、情報が入

ってくる可能性がありますので、消防本部の救急車による搬送でないものも含みま

す。

遠藤委員 なぜ質問したかというと、消防本部とはもう連携ができているので、消防

本部からの情報と今回の情報が重複するのではないかと思う。どちらかが必要では

なくなるということはないか。

岡田係長 消防本部からの情報は、市内で起きた救急搬送だけです。地域包括支援セ

ンターでも市内のものも入ってくるとは思うのですが、市外で交通事故に遭って、

搬送されたという情報が相談の中で出てくるということを想定しています。国にお

いても同様に想定しており、実際、全国の市町村において、消防本部との連携の次

に多いのが、地域包括支援センターとの連携であるとのことです。

遠藤委員 情報をなるべく絞るという意味で、今回は、市外の消防本部が関係するも

のという前提で情報提供を受けた方がいいのではないか。消防本部から提供を受け



3

る情報と地域包括支援センター事業からの情報が重複するのであれば、一本にした

方がいい。

山崎主査 実際に相談を受けている雰囲気をお話しさせていただきます。介護予防ケ

アマネジメント事務では、介護支援をするために半年に１度は必ず利用者を訪問し

ております。その中で変わったことないですか、というふうなお話を伺ったりする

機会がございます。また、総合相談の中でも、例えば初めて介護を利用しようとす

る方とお話しする中で、利用の理由を聞くと、実は交通事故に遭ってしまって、と

いうような情報を得ることがあると思います。今回の国保年金課への情報提供は、

このようにいろいろな相談の中で聞き取って作成した相談記録の中から、第三者行

為があったことを示す情報を拾い上げて、提供することになります。拾い上げた時

点で、緊急搬送されたといっても、必ずしも第三者行為が該当しているかどうかは

分かりませんし、本人が国保年金課へ既に報告しているかも知れませんし、私たち

が相談を受ける中でも市外で事故に遭ったのか、市内で事故に遭ったのか、その相

談記録の中では分からないものがあると思います。今回の情報提供は、消防本部か

らの情報提供を追完するものと考えておりますので、市内でも市外でも、その両方

の情報を国保年金課にお知らせすることで、より漏れがないようにしたいと考えて

おります。

遠藤委員 私とかなり問題意識が違っている。目的外利用をする、あるいは目的外提

供を受ける情報というのは、なるべく少ないほうが良いというのを基本的な考え方

として持っており、重複するのであれば、どちらかに絞った方がいい。

今村副市長 相談において、事故に遭ってしまったという情報を聞いたとしても、そ

れが必ずしも救急搬送されたものとは限りません。救急車は呼ばなかったが医者に

掛かったというものもあるでしょうし、救急搬送の情報であっても、救急搬送から

時間が経っていて、既に消防本部から提供を受けているものかどうか、重複してい

るかどうかというのは、実務上は分かりにくいものだと思います。介護保険課で消

防本部による救急搬送を除くというのは難しいことなので、これが必要最低限でや

むを得ないというふうな考え方だと思います。また、保険者努力支援制度は、国が

求めている制度です。本来ですとほとんど消防だけで済む話なのですが、二つ以上

の方法で第三者把握に努めないと交付金の評価の対象が低くなってしまうので、消

防に続いて連携しようとするものです。遠藤委員の指摘もごもっともですが、重複

しないようにするための市外のものか市内のものかという情報は、介護保険課では

実際に保有しておらず、また、事務上保有する必要がないものです。目的外利用の

件数自体が少ないこともありますので、こうした重複は、必要やむを得ないという

ふうに考えております。

遠藤委員 「医療機関の受診に関する情報」だけで不都合がなく、「救急搬送に関す

る情報」は必要がないと思う。それでも市外で起きた救急搬送の情報を使いたいの

であれば、括弧書きでもして、市内で起きた救急搬送の情報を除けばいいのではな
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いか。

今村副市長 市外の救急搬送かどうかという情報をもともと把握していません。

遠藤委員 把握する努力が必要なのではないか。

山崎主査 相談の現場では、事故に遭ってしまったことによって、どんなサービスを

使いたいのかというような相談を受けるので、どこで事故に遭ってしまったのかと

いうことは、当然には収集しないものです。聞くことはできると思いますが。

今村副市長 あくまで介護予防の相談なので、この事務には必要なく、また言いたが

らない人もいるでしょうから、なかなか聞きにくいところだと思います。

遠藤委員 話の最後に聞くことぐらいはできるのではないかと考えるが。

山崎主査 聞くこと自体はできますが、教えていただけなかったときに、市外か市内

か分からないから目的外利用をすることができないとなります。

高谷主任主事 条例の運用から申しますと、情報提供をしないものを決めるために、

収集する情報を一つ増やすというのが、介護の事務の目的を超えた収集なのではな

いかと考えます。話の中で、相手方からの相談であれば、事務の目的内ですので、

それを使うというふうにするのであればいいのではないかと思います。

松本委員 相談の現場を察すると、介護側で聞き取るのは難しいのではないかと考え

る。市外に限るのは、難しいと考える。

高橋委員 介護保険課において、初回の相談で聞き取るのは難しいのではないか。

須賀会長 話の中で出た場合でも市として収集することはないのか。

今村副市長 こちらから救急搬送されたかを聞くのではなく、話の中でたまたま出た

情報だけを利用することになります。聞き取る内容を増やすと、介護の相談の事務

に支障が出るのではないかということを危惧しています。

遠藤委員 一番最後に「事故はどこで起こったんですか」と聞くことがそれほど支障

のあることだと思えない。聞いたら信頼関係が崩れるというのは、理解できない。

岡田係長 提供を受ける側としては、本来の相談の事務に影響を及ぼさず、業務の中

で知り得たものをもらえればいいと思っています。

須賀会長 審査会としての決をとることにする。市外のものに限定する方がよいとす

る委員は。２名（遠藤委員及び秦野委員が挙手）。限定しないという委員は。２名

（高橋委員及び松本委員が挙手）。同数であるので、会長が決する。市外のものに

限定することとしたい。変更届等について「市外のものに限る。」との文言を加え

た上で承認してよろしいか。

（異議無し）

報告事項

・ 固定資産税・都市計画税賦課事務の変更（課税課）

・ 公共用地取得、物件調査補償に関する事務の変更（用地課）

・ 公共下水道事業に関する調査事務の変更（下水道課）
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・ 下水道事業受益者負担金賦課徴収及び滞納整理事務の変更（下水道課）

・ 用地測量事務の変更（道路建設課）

・ 権利者説明の事務の変更（道路建設課）

・ 境界確定に関する事務の変更（管理課）

・ 苦情・要望に関する事務の変更（管理課）

・ 用地の取得、売却及び管理に関する事務の変更（野田市土地開発公社）

９件を一括して報告を受けることとし、担当者から概要の説明を受けた。

遠藤委員 本件は、「固定資産税・都市計画税賦課事務」の登録簿上の「収集項目」

の情報が欲しいと要望されたら、応じるかどうかということでよいか。また、今回

のこの事務の変更届は、「経常的な目的外利用・提供先」の欄の変更ということで

よいか。

高谷主任主事 そのとおりです。これまでは、「公の情報」であることを根拠に「登

記情報」を目的外利用又は提供していましたが、今回はこれに加えて、「所有者不

明土地の利用の円滑等に関する特別措置法」という法令を根拠として、求めに応じ

て「土地所有者等関連情報」を目的外利用又は提供するということで変更しており

ます。

遠藤委員 「経常的な目的外利用・提供先」の欄の「目的外利用有」と「目的外提供

有」の違いは何か。

高谷主任主事 「目的外利用有」は、市長部局から市長部局など、条例上の実施機関

をまたがない情報のやり取りをいい、一方の「目的外提供有」は、市長部局から土

地開発公社など、実施機関をまたぐ情報のやり取りをいいます。

松本委員 変更年月日は１２月３日からとなっているが、実際に利用・提供した件数

は今のところ何件あるか。

高谷主任主事 今のところありません。

今村副市長 今見ていて気が付いたのですが、収集項目の「家族情報」については、

固定資産税の事務において、相続人の情報は収集しますが、それは家族情報とは言

わないと思います。

松本委員 相続の案件で登記がまだ決まっていない場合に、誰が固定資産税を払うか

を収集するのだろうと、私はそういうふうに見ることができたので問題ないかと思

う。

今村副市長 厳密にいうと家族情報というよりは、所有者が亡くなった場合等の相続

人等としての情報ですので、一般の市民から見て誤解がないようにするため、「家

族情報」を「相続人、現所有者等に関する情報」とさせてください。

須賀会長 ほかに何か意見等あるか。なければ登録簿変更届について、収集項目の「

家族情報」を「相続人、現所有者等に関する情報」に変更する内容を加えて承認し

てよろしいか。

（異議無し）
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２ 野田市情報公開条例及び野田市個人情報保護条例の解釈と運用の手引の摘要につい

て（公開）

・ 「開示請求の却下決定」に係る運用の見直しについて

・ 野田市情報公開条例の解釈と運用の手引の第１６条の摘要及び野田市個人情報保

護条例の解釈と運用の手引の第３１条の摘要について

渡邉課長 お手元に二つの資料があると思います。右上に資料①と記載されたＡ４両

面２枚のものと、資料②と記載されたＡ４片面１枚の資料です。まず資料②を御覧

ください。こちらについては、前回の審査会において説明し、御審議いただきまし

た野田市情報公開条例の解釈と運用の手引の第１６条の摘要及び野田市個人情報保

護条例の解釈と運用の手引の第３１条の摘要への追記事項について、修正後の追記

事項を記載してございます。詳しい内容は後ほどお話ししますが、その前に、ある

文言について御説明いたします。

四角囲いの２段落目の４行目「原処分が開示請求を不適法として拒否する決定」

という文言となっています。同じ四角囲いの３段落目の３行目「原処分である本人

開示請求を不適法として不開示決定した場合」という文言となっています。これに

ついては、これまでの資料では「開示請求を不適法として却下」としておりました。

この「却下」から「拒否決定」あるいは「不開示決定」への文言の変化について、

資料①を御覧ください。

前回の審査会の議論を踏まえまして、追記する文言を再考する中で、そもそもの

開示決定についても、国・他団体を参考に検討しました。そうしたところ、参考資

料として付けさせていただいた国の法律、審査基準、逐条解説を見ますと、開示請

求が不適法である場合、開示請求を却下するのではなく、条文に基づく処分をする

ようなルールにしていました。

野田市ではこれまで「却下」するという文言で開示しない旨の通知をしておりま

したが、野田市情報公開条例であれば第９条第３項に、「開示請求に係る行政文書

が存在しないことその他の理由により請求を拒否するときも、９条２項の開示請求

に係る行政文書を開示しないときと同様、請求拒否の決定をして、開示請求者に対

し、書面で通知しなければならない」とありますので、この規定を当てはめて、「

拒否決定」をする取扱いが正しいだろうという結論となりました。同様に個人情報

保護条例であれば第２０条第２項の「不開示決定」が正しいだろうという結論とな

りました。

なお、開示請求が不適法であって「拒否決定」又は「不開示決定」をする場合、

なにが不適法なのか、なにが理由で拒否されたのか、その理由についてはそれぞれ

の通知書においてきちんと記載することとします。これまでの「却下決定」につい

ても処分の理由を記載して行っており、処分の名称は変更されますが、処分の理由

において同内容の決定となることから、これまでの「却下決定」の効果に影響はな
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いものと考えております。

以上を踏まえ、それぞれの条例の解釈と運用の手引において、開示請求が不適法

である場合は、請求拒否あるいは不開示決定をすることを記載します。文言につい

ては、資料記載のとおりでございます。

次に資料②について説明いたします。

前回は「審査請求を却下しようとする場合の取扱いとして、権利の濫用の適用を

する場合には、当審査会への諮問を要する。」ということを書いておりましたが、

この内容について遠藤委員からいくつか質問を受けました。まず、「審査請求を却

下しようとする場合において、諮問を受けた場合、何を審議するのか。審査請求却

下の判断が妥当かを審議するのか。開示請求却下の判断が妥当かを審議するのか。」

との質問がありました。これに対して、事務局は、「審査請求を却下するのが妥当

かを審議する。」と言ったり、「審査請求を却下するのが妥当かを審議する中で、

開示請求を却下した理由を含めて審議する。」と言ったり、「開示請求を却下した

のが妥当かを審議する。」と言ったりして答えを変遷させました。また、遠藤委員

から「審査請求を却下する場合において、審理員手続はあるのか」という質問に対

しては、「教育委員会等の合議制の組織でなければ、審理員手続を行う」と回答し

ました。

しかしながら、結果からしますと、これらの回答はすべて誤りで、審査会の終盤

で副市長から申し上げたとおり、追記の文言からして間違っておりました。やはり

条例に基づき「審査請求が不適法であるため却下しようとするときは、諮問しない」

とする手続が正しいと考えております。したがって、審査請求が不適法であり却下

する場合、諮問はしませんし、審理員手続も行いません。

「審査請求が不適法であるため却下しようとするときは諮問しない」という条例

どおりの立場に改めて立ちまして、今回の資料でお示ししている内容を追記するこ

とにいたしました。

今回の教育委員会において審査請求を不適法とした理由については、開示請求を

不適法としたため、ということになっておりました。しかし、これでは開示請求が

却下となったことに対する審査請求を棄却したに過ぎないという裁判所の判断でし

た。

つきましては、記載内容としては、「審査請求が不適法である」ということを判

断するに当たっての参考とするため、「審査請求が不適法であり却下する場合の例

示」を①から⑤までに示し、「審査請求自体が、」「審査請求書の記載が」といっ

た内容で記載させていただいております。これにより、開示請求における不適法の

理由と審査請求における不適法の理由はそれぞれ請求時における要件を個別に判断

すべきものであることが、将来の担当職員にも分かるようになると思います。

また、教育委員会の案件を紹介して、「今後は間違いのないようにする」という

ことを留意事項に記載しております。
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説明については、以上でございます。

遠藤委員 資料②の第１項第１号で「審査請求が不適法であり、却下する場合」の①

から⑤までの場合であるとあるが、基本的には形式的な要件を満たさない場合とい

うことで、権利濫用の場合は、もう少し実質的な検討が必要であるからこれには当

たらないということでいいか。私は、法に規定がなくても権利濫用を適用できると

いう立場だが、ここには当たらないということでいいか。

今村副市長 おっしゃるとおりです。

須賀会長 資料①の１ページ目の「（追加分のみ）」とはどういうことか。

高谷主任主事 手引には既に第１項の分がありますので、その下にこの第３項の文言

を追加するということです。

須賀会長 ほかに何か意見等あるか。なければ事務局の修正案について、了承すると

いうことでよろしいか。

（異議無し）

須賀会長 以上で第７回野田市情報公開・個人情報保護審査会を終了する。

以上



