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 第１回伊賀市情報公開・個人情報審査会 会議録 

 

と き：平成２７年４月１７日（金） 

    午前１０時３０分～ 

ところ：伊賀市役所本庁舎２階 第３会議室 

 

出席者 

委員 岩崎 恭彦氏・神戸 安男氏・鎰元 理恵子氏・本城 祐貴氏・横 大貴氏 

事務局 

企画振興部長 藤岡 淳次 

広聴情報課長 松本 浩典 

主幹兼係長 川部 千佳 

主任 赤木 修 

 

１．あいさつ 

 藤岡企画振興部長 

 

２．会長の選任 

（１）委員の紹介 

 岩崎 恭彦さん 神戸 安男さん 鎰元 理恵子さん 本城 祐貴さん 横 大貴さん 

 

（２）会長の互選 

 委員から岩崎 恭彦さんを推薦 

  他委員 異議なし 

  情報公開・個人情報保護審査会会長：岩崎 恭彦さん 

  情報公開・個人情報保護審査会会長職務代理：鎰元 理恵子さん（岩崎会長より指名） 

 

 

３．審査事項 

伊賀市個人情報保護条例第９条第１項に規定するオンライン結合について（土地評価・地

番図及び家屋図等情報整備業務） 

 

会  長：それでは事項書にそって進めていきます。本日の審査案件は伊賀市個人情報保 

護条例第９条第１項に規定するオンライン結合について（土地評価・地番図及 

び家屋図等情報整備業務）諮問庁にお入りいただき説明をいただきたいと思い 

ます。 
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（諮問庁入室）  

 

会  長：それでは今回の諮問案件について説明をいただけますか。 

 

（諮問庁説明）  

１．事務の名称  

土地評価・地番図及び家屋図等情報整備業務 

２．個人情報の内容 

 住所、氏名、生年月日、性別、土地・家屋に係る関係情報 

３．対象者 

 伊賀市に土地又は家屋を所有している者 

４．諮問の理由 

 伊賀市個人情報保護条例第９条第２項に該当するため 

〇オンライン結合の概要 

 固定資産税の評価業務に使っているシステムのサーバー機器についてクラウドサービス

を導入したいと考えています。現在システムは庁内（事務所）に設置されていて、省スペ

ースや、管理の問題を考えてクラウドを利用することにメリットがあると考えています。 

 

会 長：オンライン結合の場合どういう公益上の必要性があるかということと、安全保護 

措置が十分にとられているかということについて審査しますのでそのことについ 

て説明をお願いします 

 

諮問庁：LGWANは全ての地方公共団体が接続されているほか国とも相互接続をしていて 

います。現在はサーバー機器を市で管理しているため、更新作業等をしています 

が、クラウドにすることによって不要になります。また、事務所にサーバーを置 

かないことで、省スペースの実現と、盗難を防ぐこともできますし、クラウドに 

することによりセキュリティセンターという厳しい基準をクリアした政府にデー 

タを置くことになりますので、セキュリティ面も向上し公益性があると考えてい 

ます。データは媒体におとして媒体を委託先にわたして更新業務をしていますが、 

回線を通してできるようになるのでセキュリティ面が向上します。 

また、システムに不具合が起きた場合現在は遠方の業者に連絡して市役所に来て 

もらっていることからその間システムは停止するということになりますので市民 

サービスも低下しますし、出張料金の発生、職員の対応もしなければならない状 

況です。しかしクラウドにするとこれらの対応は不要で、時間的なロスもなく市 

民サービスの向上にもつながると考えています。 
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会 長：ただいまの説明について委員の皆さんからご意見、ご質問をいただきたいと思い 

ます。 

 

委 員：提供する個人情報のうち、課税関係情報の範囲を教えてください。 

 

諮問庁：土地の地番・地籍、境界図面、評価基準に基づいた計算式など、固定資産を算定 

するにあり必要な全てのデータになります。 

 

委 員：それを利用できる範囲はどうなっていますか。資産税係のみですか。 

 

諮問庁：資産税係の職員のみです。 

 

委 員：性別、生年月日がありますが現在把握されているんですか。 

 

諮問庁：住基情報とセットになっていますので性別、生年月日も含んでいます。 

 

会 長：それは行政上の必要性があるから住基とセットになっているのですか。 

 

諮問庁：納税通知書を発送する時には住所が必要ですが、生年月日という情報は市民税係 

では使うこともありますが資産税係では直接使いません。 

 

委 員：性別はどういったときに使いますか。 

 

諮問庁：特に扶養者等の判断材料のみでこれがないと課税できないというものではありま 

せん。 

 

会 長：個人情報保護条例の考え方としては事務の目的を達成すために必要以上の情報を 

収集しない、保管しないというのが原則です。今の説明ですと性別、生年月日は 

必ずしも事務の遂行上必要とはいえないと思いますが、この２つを切り離した上 

で今回のシステムを利用することは、技術的に可能ですか。 

 

諮問庁：可能です。 

 

会 長：他の自治体ではどのようにしていますか。 

 

諮問庁：把握していませんが、必要最低限としていると思われます。 
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会 長：性別、生年月日がないことにより今後不利益が生じるようなことが想定されます 

か。 

 

諮問庁：資産税係としては特にないと思います。 

 

諮問庁：今後導入するマイナンバーの関係で同姓同名のひとがいた場合、人物を特定する 

ために使うことがでてくるかもしれません。 

 

会 長：それでは審議に入りますので、諮問庁の方は退席してください。 

 

会 長：ご審議いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

委 員：性別、生年月日は必要と思います。 

 

委 員：性別、生年月日の必要性はないと思います。漏洩したときのリスクを考えると最 

小限にしておくべきだと思います。 

 

委 員：性別、生年月日の必要性はないと思います。 

 

委 員：住所氏名は、必要だと思いますが、性別、生年月日まで入れる必要はないと思い 

ます。 

 

会 長：私も皆さんと同意見です。公益上の必要性は性別、生年月日を除いてある。 

    安全性もはかられている。 

    ただ、性別、生年月日をいれる公益上の必要性はないのでこれを除く情報をオン 

ライン結合し、事務に利用していただくという方行で答申をつくってください。 

答申案は会長に預けていただくということでよろしいでしょうか。 

 

委 員：異議なし 

 

会 長：それでは諮問案件についてはこれで終了します。 
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４．意見照会 

 ・死者情報の取り扱いについて 

（事務局説明） 

〇検討事項：伊賀市における死者情報の取り扱いついて 

個人情報保護法では「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であるとしていますが、

伊賀市では個人情報保護条例で規定する個人情報の定義で個人情報＝「生存している人」

の情報と限定していないため、死者情報も個人情報として取り扱ってきました。 

伊賀市では死者の情報に関する取り扱いの規定をしていません。このためどのように取り

扱うべきか意見を求めます。 

 

検討例１：死者の情報は個人情報保護法に基づき原則個人情報として扱わない。 

ただし、死者の情報を公開されることにより、遺族等に不利益が生 

じる恐れがある場合は、その遺族の個人に関する情報として取り扱 

う（＝事案ごとに遺族の情報にあたるのか、死者本人の情報にあた 

るのか判断する） 

 

検討例２：従来どおり死者情報も個人情報として取り扱う。 

 

〇現状：遺族による開示請求があった場合 

伊賀市では死者の情報について遺族等（相続人）から請求があった場合、 

財産上の関係性及び必要性があるということなどから、遺族等開示請求者 

の自己に関する情報として取り扱っています。しかし、規定がないためど 

こまでを自己の情報としてよいのかその範囲に疑義が生じています。 

   

 実例１：死者Ａが生前請求した印鑑証明書の交付申請書についてＡの遺族Ｂ 

     が開示請求した。 

＝Ｂの自己に関する情報として開示の手続きを行った 

    疑義：死者Ａが生前請求した印鑑証明書の交付申請書が遺族Ｂの自 

       己の情報に当たるのか？ 

 

会 長：伊賀市として条例の改正をすることを予定していますか。 

 

事務局：以前も審査会にご意見をいただいたことがありますが、その時は条例化をする検 

討をしていましたが、条例化するには至っていません。県内の状況としては、県 

は条例化をしています。また、他で市は４市のみが条例化をしていますが他はし 

ていません。条例化をして運用して行くのがよいのか、今までどおり自己の情報 
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として扱うのかご意見をいただけたらと思います。 

 

会 長：死者情報を個人情報として扱うか又は扱わないかという検討例は極端でどちらを 

するかによって方向性が変わってきますが、市としての考え方はいかがですか。 

 

事務局：現行は市としては死者情報=個人情報として保護すべきものとしていますのでこの 

スタンスで考えていこうとは思っています。しかし、死者情報＝個人情報とする 

と、個人の情報は原則本人にしか開示できないので、個人情報とすることにより 

必要な情報が開示できなくなり、不利益を蒙る人も出てくるのではないかと考え 

ています。これを防ぐために検討例１のとおり、原則死者情報＝個人情報とせず 

に、開示することにより遺族等第３者に不利益が生じる時のみ非公開とするのも 

１つの考え方とも思います。 

 

会 長：市としては死者情報も個人情報として保護していきたいけれども必要のあるもの 

は提供することも整備して行く必要があるという考えですね。 

 

事務局：そのとおりです。 

 

委 員：今は死者情報は開示していないのですか。 

 

事務局：死者自身の個人情報も保護すべきなので基本スタンスとしては開示できないとい 

うことになろうと思いますが、財産上の必要性、関連性から請求者自身の個人情 

報として開示の手続きをしています。 

 

委 員：では開示していない情報もあるということですよね。どういう情報を開示してい 

ないのですか。 

 

事務局：どこまでの情報を自己の情報として扱うか線引きができていないため、請求者が 

請求してくる情報というのは、本人に関係があり必要があるから請求してくると 

いう解釈で、請求があったものは遺族等であれば開示をしているのが現状です。 

    その線引きについてもご意見をいただければ幸いです。 

 

会 長：現状ではどこまでを遺族の本人の情報だということは検討されているのですか。 

 

事務局：検討はできていなくて遺族からの請求だと、遺族にとって必要で関連のある情報 

ということで、遺族の自己の情報として開示しています。 
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委 員：類型化することは難しいですか。 

    ある程度型が決まっているのであれば請求するほうもこれならできるということ 

で請求しやすいのではないですか。種類がばらばらで類型化できなければ考えな 

ければなりませんが。 

 

事務局：さまざまなものが考えられます。 

 

委 員：開示するときに目的は聞いているのですか。 

 

事務局：自己の情報は何人でも開示の請求ができると条例でありますので、死者情報＝請 

求者の自己の情報としている以上目的を聞くということは定めにありません。 

 

委 員：では遺族がその情報が必要だというところはどこで判断しているのですか。 

 

事務局：特に判断材料はなく、遺族等で必要だから請求をしてくるものだということで、 

請求がある＝必要性があるという判断です。 

 

委 員：例えば外国人登録原票などでは亡くなった人の情報を知ろうとするとき目的を書 

かなければならなかったように思います。 

今のままだと、遺族だと請求されればなんでも開示ということですので、個人情 

報として扱っていないのと同じことになっているように思います。 

ですので、あらかじめ基準等を定めておいて何で必要なのかに応じて出して行く 

必要はあると思います。 

 

会 長：県では規則で定めがあると思います。 

    遺族からの請求だと何もなしで出していくというのではなくて条例、規則等は別 

として、何らかの書面を要求して遺族の本人情報だということを確認したうえで 

出していくほうが安全だと思います。 

 

委 員：類型化もさまざまな請求があって初めてできるもので、難しいとしたら、せめて 

なぜ必要なのか。その情報が亡くなった方と開示請求者の間でどういった関係が 

あるのかを把握しておいたほうが良いと思いますし、開示もその目的次第ではな 

いかと思います。 

 

事務局：個人情報保護条例では何人でも自己情報を開示しているとしているので目的を聞 

こうとするのであれば何らかの形で規定しなければならないと思います。 
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会 長：ほかの自治体の実例は調べていますか。 

 

事務局：自己情報として扱っているということをよく見かけます。 

 

会 長：多くの自治体が問題としていて、条例で決めておかなくても要綱や取り扱い指針 

などで類型化して必要な添付書類も定めているところがあると思います。それと 

同様の形にしても大きな支障はないかと思います。 

条例改正となると難しい面もあると思いますしね。 

 

委 員：個人情報として扱わず、どういった場合が遺族に対して不利益になるのかを判断 

するとなるとそのほうがプレッシャーになるのではないですか。その方が基準も 

あいまいになると思います。今の現状を維持しつつ必要性を確認するための添付 

書類をつけてもらうという方向のほうが良いと思います。 

 

委 員：遺族にどのような影響があるのか１件ごとに判断して行くのは難しいのではない 

かと思います。基本的には個人情報として扱った上で類型化できるように絞って 

いく方が安全だと思います。ですので、ある程度類型化下上で、そのほかは判断 

しますという文言を入れておいてそこで柔軟に対応していけばよいと思いますし、 

類型化しておいたほうが請求者側もこの情報は出るということで分かりやすいの 

ではないかと思います。 

 

事務局：では、ある程度は類型化し、柔軟に判断できるような文言は入れますが、判断で 

きないときは審査会にご意見を伺うというような対応でよろしいですか。 

 

会 長：そうですね。 

    ではまた、類型化した基準ができましたらお示しください。 

 

事務局：わかりました。 

 

 

５．その他 

 マイナンバー関係 

（事務局説明） 

特定個人情報保護評価について 

情報の流出があった場合に必要 

情報公開・個人情報保護審査会の業務に付け加えることについて依頼 
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会 長：システムのことですのでその際だけ専門の委員を追加するということは検討して 

いますか。 

 

事務局：そういった意見もありますが、どうしてもシステムに詳しく個人情報もわかる人 

となると任命が困難ですので入れる方向には至っていません。 

 

会 長：お引き受けするかどうかということで皆さんいかがですか。 

 

委 員：承諾 

 

会 長：しかるべき時がきたら、情報公開・個人情報保護審査会で行いますので準備をよ 

ろしくお願いします。 

その他なければ本日の審査会はこれで終了いたします。ありがとうございました。 

 

 

 


