府 中市情報公開 ･個人情報保菩審議会 (
平成 16年度第 1回)会議録

1 日

平成 16年 5月 26日 (
水)午前 10時 か ら 11時 5分

時

まで

2 場

所

市役所

第 3会議室

北庁舎

3 出 席 者

(1) 委

員

大森

斎 ､鹿 島秀樹 ､鎌 田逸 子 ､北谷博和､九芳美恵

子､ 河 内辰 夫 ､鈴木 けい子､松 本 良幸､ 山上義人､和
中信男
(2) 市 職 員

学校教育部指導室長

(3) 事 務 局

総務部広報 課長
同広聴担 当主査

4 議

志村文穂

三 ヶ尻秀 男､ 同課長補佐

川田

誠､

持 田剛史

題

(1) 個人情報 の収集 に係 る諮問 について
(2) 個人情報 を取 り扱 う事務 の報告 につ いて

(3) 平成 15年度開示請 求等 の実績 の報告 について

5 内

容

(
事務局)

ただ今 か ら､平成 16年度第 1回府 中市情報 公開 ･個人情

報保 護審議会 を開催 させ ていただ きます｡ まず,広報課長 か
ら､ ごあい さつ 申 しあげます｡
(
事務局)

個 人情報保護制度 につ きま しては､市 民の関心 が高い制度

です ので､市 と して適切 に運営 していか なけれ ばな らない も
のです｡情報 公 開制 度 につ きま して も, 本市 は､行 政 の透 明
性､高 氏参 画､市 民が主役 の まちづ く りを進 めてお ります の
で､ この意 味 か らも大事 な制度 で1.
ので､適切 に運営 してい
かね けれ ばな りませ ん｡ それ ぞれ の制度 につ きま しては､ 関
連性 ､ また､相反 す る面 も一部 あ ります が､それぞれ に重要
な制度 とい う ことで､車 の両輪 と思 って.
､今後 も適切 な運営
に努 めてい きたい と思 ってお ります｡ 本 日は､個人 情報 の収
集 に関す る事務 につ いての諮 問 につ きま して､ 1件､｢
少年 の
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健全育成 に関す る警察 と学校 との相互連絡事業｣､個人情報 を
取 り扱 う新 たな事務 の報告､平成 15年度 の開示請求等の実
績の報告 が ござい ます｡それぞれの議題 につ きま して､ ご審
議 くださるよう､ よろしくお願いいた します｡
(
事務局)

では､ ここで､事務局を担 当す る職員 の異動があ りま した

ので､ この場 をお借 りしま して､紹介 させ ていただ きます｡
松本広報課長補佐が昇格 し､ 4月 1日付 けで､生活文化部総
合窓 口課長 に着任 してお ります｡その後任 と しま して､川 田
広報課長補佐が着任 してお ります｡
川 田で ございます｡ 4月 1日即 ナの人事異動で広報課長補

(
事務局)

i
i
i
!

佐に着任いた しま した｡ よろ しくお願いいた します｡
(
事務局)

それでは､会長 か らごあいさつをいただ きたい と思います｡

山上会長､ よろ しくお願いいた します｡
(
会

長)

おはようござい ます｡平成 16年度 第 1回府 中市情報公

開 ･個人情報保護審議会を開催 します｡川 田課長補佐が着任
され ま したが､本審議会 も新年度 に入 りま したので､あ らた
めて､ よろ しくお願い します｡
(
事務局)

議
あ りが とうございま した｡それでは､会議次第 の 3の ｢

題｣ に移 りたい と思います｡それでは､ 山上会長､議事 の進
行をお願いいた します｡
(
会

長)

それでは､議事 の進行 をさせていただ きます｡ まず､会議

次第の

｢
3議題｣の ｢
(
1
)個人情報 の収集 に係 る諮問につい

て｣を事務局か ら説 明していただきます｡
(
事務局)

それでは＼説 明させていただ きます｡.
前 回の審議会では､

44件 の事務 について､個人情報 の収集 又 は提供 の可否 につ
いて諮問いた しま したが､今回は､｢
少年 の健全育成 に関す る
警察 と学校 との相互連絡事業｣ の 1件 について諮問いた しま
す｡ ご審議いただ きますのは､府 中市個人情報 の保護 に関す
る条例第 8条の規定 によりま して､ この事務が取 り救 う個人
情報の中で も､特 に､｢
犯罪に関す る事項 ｣の収集 を行 うこと
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の可否 についてで ございます｡市長 か らの諮問毒 につ きま し
ては､資料 と して､ コピーをお手元 に配布 して ございます｡
それでは､ ここで､諮問書 を読 み上げ させ ていただ きます｡
｢
個人情報 の収集 について (
諮問)今後､新 たに開始す る個
人情報 を取 り扱 う事務 のうち､府中市個人情報 の保護 に関す
る条例第 8条の規定 によ り府 中市情報公開 ･個人情報保護審
議会 に諮問す る事務 は､別紙諮問事務一覧表 に掲 げ るとお り
です｡ つ きま しては､当該事務 において行 う同条 に該 当す る
個人情報 の収集 の可否 について､府中市情報 公開 ･個人情報
r ヽ

保茸審議会 の ご意見 を答 申 くだ さいます よう､お願 い申 しあ
げます｡個人情報 を取 り扱 う事務 の名称 ･少年 の健全育成 に
関す る警察 と学校 との相互連絡事業､事務 の対象 とな る個人
の範囲 ･警察 による逮締着､ ぐ犯少年､学校 内における問題
行動生徒､収集す るセ ンシテ ィブ情報 (
条例第 8条各号 に該
当す る個人情報) の内容､ 1逮捕事案､ 2ぐ犯少年送致事案､

3その他非行少年等 の事案で警察署長が学校への連絡 の必要
性 を認めた事項､担 当部課 ･学校教育部指導室｣以上です｡
それでは､ ここで､ この事務 を所管す ることとな ります学校
教育部指導室の志村指導室長 か ら､ この事務 の趣 旨及び概要､
この事務 で行 うこととな ります ｢
犯罪 に関す る事項｣ の収集

管

などについて説 明させていただきます｡
(
指導室)

おはようございます｡指導室長の志村 と申 します｡｢
少年の

健全育成 に関す る警察 と学校 との相互連絡事業 ｣制度 につい
て説 明いた します｡本制度 は､青少年 の凶悪事案 の増加 と間 I
膚行動 の広域化が背景 にございます｡昨年 10月､都 の治安
対策本部 か ら､子供 を犯罪 に巻 き込 まないための方策 を提言
す る会 において緊急提言 され､それを受 けて警察 と学校､ さ
らに､教育委員会 との情報連携 をこれ まで以上 に迅速 に行い､
相互協力の中で健全 育成 を進めてい こうとす るものです｡連

D14歳以上
絡事項 と して､警察 か ら学校へ連絡す るのは､(
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の少年 の逮捕事案､② 14歳未満 で も親 の監音 に服 さないな
どの ぐ犯少年や､社会的な影響 が懸念 され る事案､③補導事
案 と しま して､集団 による暴力や恐喝､万引 きが起 きるな ど
他 の子供へ の被害や影響 が懸念 され る場合が ござい ます｡次
に､学 校 か ら警察への連絡事項 ですが､校 内暴力や問題行動
が 目立つ子供が対象 とな ります｡ また､本制度 は､被害の未
然防止 と加害者 の問題行動の繰返 しの防止 がね らい とな って
います｡学校 内に限 らず､児童 の安全確保 と犯罪被害の防止
のために､校長が警察署 と連携 が必要 と認めた事案 も連絡事
項 とな ります｡ この連絡制度 の実施 に当た りま して､府 中市

雪

個人情報 の保舌 に関す る条例 の解釈 と運用の観点か らク リア
ー しなけれ ばな らない課題がございます｡条例第 8条 に収集
の禁止 とい う項 目が ございますが､実施機 関が審読会の意見
を聞いて特 に必要 と認めた ときは､ この限 りでない とあ りま
す｡本制度 の実施 に当た りま して､警察庁少年育成課 と府 中
市教育委員会､教育長 とが協定書 を交わす ことにな りますけ
れ ども､情報連携 は､所管の府 中警察署 と行 うことが中心 と
な ります｡ なお､本制度 は､すべての都立高校 においては､
平成 16年 4月 1日よ り実施 されてお ります｡ また､全国的
には､現在､都道府県 レベルでは､ 1
.
6都県が導入 されてお
ります し,今後､導入予定は 22府県 とな ってお ります｡現
在､都 内の義務教育､小学校､区市町村立小学校 に協定 を結
ぶ ことについて､要請 が きてい るところで ございます｡それ
により､区市町村 の事情 により.
ま して､現段階では､ 8市 4
区が協定書 を交わ しています｡今後､ さ らに増えてい くと思
われ ますC繰 り返 しますが､本制度 のね らいは､加害者 の問
題行動の繰返 しの阻止､児童 ･生徒 の安全確保､犯罪被害の
防止のためで､懲戒処分 を行 った り､当該制度 によ り叱責 を
行 った り､そのような ことを 目的 と しているものではござい
ません｡進学､就職 に不利 にな ることがない ように､実施 に
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あた りま しては､十分配慮 して まい りたい と思 っています｡
報告 は以上で ござい ます｡本審議会 の ご意見 を伺い し､午後
の教育委員会 で改めて､ また､決定 して まい りたい思 ってお
ります｡ よろ しくお願いいた します｡
(
会

長)

では､｢
少年 の健全育成 に関す る警察 と学校 との相互連絡事

業｣で､学校 が行 うこととなる ｢
犯罪 に関す る事項｣ の個人

情報 の警察署 か らの収集 について､ どなたか､ ご質問はあ り
ますか｡
(
委

員)

今､そ う聞かれて も､今､聞いたばか りで メモ もしきれ ま

せん し､回収す るに して も､資料 を見 させていただ くといい
と思うのですが｡
(
会

長)

事務局 の方 にお願い したいのですが､資料 を印刷 した もの

をいただいた方がよい ということですね｡
(
事務局)

資料 につ きま しては､今､ ご用意いた します｡

(
委

平成 15年度 10月の提言 とい うことで､それ以前 に中学

員)

校 との連携 とい うのはあ ったはずですが､そ こでの情報では､
やは り不十分であ るとい うことが､前提 にな るわけです よね｡
(
指導室)

今で も､警察か ら捜査状況の照会 な ど､連絡 は取 ってお り

ます｡ ただ し､法 に基づいての照会 は､従来通 りできてい る
わけですけれ ども､連絡 の取 り合いの ところが､裏付けが ま
った くな く､個人情報 のや りと りが され ていた ところがあ り
ま した｡それ を法的 に整理 してい くとい うことが､ひ とつ の
ね らいではないかと思います｡
(
委

員)

会長 も私 も､警察の審議会 に出席 していま して､その中で､

やは り子供達 の問題 について､毎 回､議論 にな りま して､子
供達 は､最近 は､凶悪的 になる者 もでて きてい ると､そ うい
う者 を どうい う形で親 が見守 っていけばいいのか と繰.
り返 し
になるのですが､なかなか結論が出 るような問題ではな くて､
どうい う形 が一番いいのか とい うことで悩む ところなのです
け ど､警察 の方 か らは､た とえば､学校 にこういう形でお顔
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いを しているとい う話 はあま り聞いた ことがない｡ もちろん､
個人情報がでていいのか どうか とか､そ う問題 にはされてい
なか ったのではないか と思 うのですが､警察の方 か らもそ う
いう撞案がな されてい くという可能性があ りえ ると考 えた方
が よろ しいので しょうか｡相互関係 にな ります ので､やは り0
(
指導室)

この件 につ きま しては､警視庁 では､すでに動 いてお りま

す｡それぞれの所轄 の ところまでには､ まだ浸透 していない
部分があ ります｡ なぜな らば､すでに連携 してい るとい う感
触 をお持 ちのようで ございます｡府 中警察署 の課長 さん とも
お話 しま したが､今､現在､や ってい るもので十分ではない
か というような ことで ございま した｡ 申 しあげま した とお り､
法的な裏付けがない状況で個人情報 のや りとりが されていた
とい う状況が ござい ます ので､必要だ ろうと思 ったのです け
れ ども｡
(
委

員)

学校か ら警察 に対 して､子供の個人情報 は､暴力であ る と

か問題行動 について､警察 との連携 が必要だ と思われます｡
それ について､学校 の方か ら警察の方 に､た とえば､具体的
にどういう状態 にな った ときにそ うい う連携 を取 る レベルに
あるかというのは､知 りたい ところです｡犯行 の部分か ら､
犯罪 に結びつ くような具体的な例が ございま した ら､お話 し
ていただければ と思います｡
(
指導室)

内容につ きま しては､多 くは暴力行為 にな って くると思 い

ます｡学校 内での組織 による解決が可能であるな らば､それ
は学校 内で行いますが､学校 内で解決が難 しい場合 もござい
ます｡深刻 な暴力行為 です とか､刃物 を使 った傷害､ さらに
は､その事案 を起 こ した生徒が逃亡 して しまう｡ 家庭 にもも
どってこない という例 もございます｡ 問題行動 が悪質で社会
的影響が大 きな事例 もございます

｡

薬物等 々が今後 出て来 た

場合､ さらには､複数 の学校の児童 ･生徒が集団暴力事件 を
起 こ してい る場合が ございます｡そ して､卒業生 も､ この中
一 6

‑

雪

に含 まれてい る場 合がございます｡ 緊急 に対応 していかなけ
れ ば､ さ らに被 害 が拡大 してい くおそれ が ござい ます｡ 児
童 ･生徒 が犯罪 にまきこまれた り､被害者 になることを防 ぐ
とい う意味 あいで､周辺状況が危 ない とい うことがあれば､
守 らなけれ ばな らない少年 が明 らかであ るな らば､保護す る
ためにも連絡 しなければな らない とい う場合がございます｡
(
委

員)

私達が どこの範 囲までを考 えなければいけないので しょう

か｡ ここまでケアを して くだ さい とい うような考 えをもって､
事務的 に個人情報 を集めていいか､悪 いか､集 めた個人情報
｢
へ

のその後 の管理､集 めた個人情報 について､ どう対応 してい
くか､将来的な集 めた後 の ことまで考 えていかなけれ ばいけ
ないので しょうか｡
(
事務局)

今回､ ご審議 をいただ きますのは､条例第 8条 の規定 に該

当す るところです｡原則 は犯罪 に関す る事項 を収集 してほな
らない と規定 されてお りますが､例外 が ござい ま して､法令
に従 って収集 をす るとき､あるいは､そ ういうものがない場
合は､当審議会 に諮 問を しま して､答 申をいただ きま して､
答申 を尊重 して市 が行 うか行わないかを決定す るとい うこと
にな ってお りますので､本 日､いただ きたい ご意見 と しま し
ては､個人情報 と.
しての､犯罪 l
芋関す る事項の収集 を市が行
うことの可否 についての皆様 の ご意見 をまとめていただけれ

｢ヽ

ばと思 ってお ります｡ よろ しくお願い します｡
(
事務局)

補足的 に説 明させていただ きます と､ ご質問があ った よう

･な運用 については､条例の しぼ りがあ りますか ら､何で もで
きるとい うことではあ りません｡ 今 日､示 してい るの も､事
務の範 囲 と して､ こうい う内容の個人情報 を収集 してい くと
いう事例 です か ら､条例 の規定 をはずれ るものについては､
当然で きない とい う形 にな ってまい りますので､ ここで､事
務の範囲､内容の しぼ りがございます｡
(
委 員)

実施機関は教育委員会ですか｡
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(
事務局)

はい､そうですO

(
委

学校 と警察の間の連携関係 という ものは､以前 か ら当然 に

員)

行われているのです けれ ども､教育委員会がある意味一元的
に情報 を集約す るような役割 をになうとい う趣 旨ですか｡
(
指導室)

教育委員会が行 うというよ りも､学校等 とい うことで､学

校が基本的 には行 うことにな ります｡ そ の中に必要 なことが
当然 ございます ので､その個人情報 について も､教育委員会
の方に連絡が入 ってきます｡
(
委

員)

以前､家庭裁判所 に勤務 していた頃 に､少年関係の協議会
というのが ございま して､それ には､学校関係者､学校 の先

雪

生たちがい らっ しゃるの と､市か らも来 る し､警察か らも来
る し､保護司 もい らっしゃいますが､そ ういう形 で従前か ら
行 って ますので､市の教育委員会の方 に もきちん と した制度
に基づいて､法律上 の根拠があ ってか どうか知 らないけれ ど
も､各学校単位 の非行情報 とい うのは､ たぶん集 まっていた
と思 うのですけ ど､それ を超えて教育委員会の方で学校単位
の非行情報 みたいな ものを完全 に警察 と連携す ることによっ
て教育委員会が情報 を一元的に統御 で きるような形 におそ ら
くなるのではないか と思 うのですけ ど､そ うい うことまで意
図 した制度なのですか｡
(
指導室)

いえ､そのような ものではござい ません｡ これ まで どお り､

や っていた ものを法的に明 らかに してお くという意味が盛 い
もので ございま して､新 たに教育委員会 が何かを してい くと
いうものではございません｡
(
委

員)

実施機関が教育委員会 とお っしゃったのですが､個人情報
自体は教育委員会が収集するということになるわけですか｡

(
事務局)

条例でいうところの実施機関は､教育委員会 にな って くる

わけで ございます｡条例の実施機関 とい うのは､条例第 2条
第 1号のところに定めて ござい ま して､市長､教育委員会､
選挙管理委員会､監査委員､農業委員会､固定資産評価審査
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｢

委員会及び議会､ これが条例上の実施機関で ございます｡
(
委

員)

ここに列挙 されている以外 の ものは､実施検 閲 た りえない

わけですね｡
(
事務局)

条例 でいうところの実施機関ではない とい うことです｡学

校で行 う事務 も実施機 関 は教育委員会 とい うことにな ります0
(
委

員)

これ は､保音 の問題ですけ ど､情報公開のようにどういう

項 目について記録 というのは残 るので しょうか｡ それ とも､
電話でのや り取 りだけで､従来その ようなのか も しれ ません
けれ ど､そ うい う情報 を本当に管理す るのであれ ば､そ こま
ではや っているのか､いないのかということですが｡

｢ ヽ

(
指導室)

この制度 は緊急性です とか､迅速性が何 よ りも求め られ ま

す｡ したがいま して､文書 にまとめて連絡す るとい う前 に､
即､電話連絡 とい うものが基本 にな ります｡情報 と して取 り
まとめた場合 は､ これ は､明 らかに個人情報 にな りますので､
個人の許可がない限 り､ 当然､外部 に出せない もの と思いま
す｡子供達 の健全育成 と非行等 の防止 のための､それ を外部
にどうとい うことで はない とい う意味 の ものであれ ば､当然､
そういう方向で判断 してい くべきものと思 ってお ります｡
(
委
5i
i
;

貞)

私 自身中学､高校 に携 わ っているのですが､現実問題 と し

て起 きてお ります ので､学校 は警察か らの､警察 か らは学校
への問合せ はよほ どでない とないです けれ ども､我 々もそ う
いうときは､極 力､情報 は流 さないOや は り､子供達 に不刺
になる｡ どう資料 が使われ るかわか りませんか ら｡ ただ､逆
に､ こち らが知 りたいことを､それも逆 に警察 が教 えて くれ
ないわけですね｡菅寮が心配す るの は､学校 に教 えると学校
というのは､処罰 とか､そ うい うところにつなげ ますか ら｡
それは､そ うだ と思います｡指導上の ことで､それで も教え
ていただいた とい うのが､だいたいそ うい う形 で来 たん じゃ
ないか と思います｡ た とえば､教室で何 か物 がな くな った｡
それが初めてか どうか｡後 で よ く聞いてみ るとい ろんな とニ
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ろで補導 された りしている｡ あの時 に警察の方か ら知 らせて
もらった ら､ もっといい指導がで きたのではないか｡そ うい
うような ことがあ ります｡ た しか に､個人情報 とい うので､
学校 は生徒 を守 りたい｡警察 で指導 を受 けるよ りも学校で指
導 したい｡ とい うような､ また､
･その道 というような ことも
あるのですけ ど､指導 ということでその子のことを考えた場
合 には､不利 にな らない形で した ら､密接 ななかでの情報 の
交換があ った方がいい指導がで きるのかな｡ただ､先入観 で
こう思い込 んだ りとか とい うことが一方 であるんです｡今 の
複雑 な社会では､連携 ができた ら､子供達 にはいいのかな と

雪

いう気が してます｡他の面 に使わ ないO集めた ものをです ねO
ことが きち っとで きるようで した ら､賛成 の側 につ よい気持
ちです｡
(
会

長)

なかなか難 しい問題ですね｡警察の立場 と学校 の立場 がま

た違い ます ので､ ある程度 はは っき りしている方がや りやす
いということもあ ります し､他 にもあ りますか｡
(
委

員)

問題 があ ったか どうかを､それ が教 え られない とい う､ も
しも､ これいいです よと､い ろい ろな情報 をいただいてい る
うちに､今 までは､そ こまでの範 囲は教 えないでお こうと思
った範 囲で も､学校側 か ら､い じめ られたのだか らと要求 し

た ら､今 までは.
ち ょっと出せない とい う事例の もので要求 し
た ら出さなければいけないとい うことはないですか｡
(
委

員)

これ は経験があ るのでお話で きるのですけれ ど､警察が非

行少年 を逮挿 した りしたときに､あるいは､逮描 しないまで
も非行が認知 され た ときに学校照会 を行 うのですね｡ その子
供が通 っている学校 に､その子供 の状況 について教 えて くだ
さい と照会す るのですけど､基本的 には､義務教育､中学校
までの子供 には､学校照会 をす るのですけ ど､高校生 には警
察は基本的 に学校照会はかけないのです｡ なぜか というと､
高校生 に関 して学校照会 をかけ ると､ こういうことをや った
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管

とい うことがわか って しまって退学 にな って しまう危険性が
ある｡ 現実 にそ うい うケースがあ って､い ろい ろな問題 にな
った こともあるので､義務教育過程 までの退学 にはできない
子 には学校照会 をかけ るのです け ど､高校生 にはかけない と
い うや り方 が､今､定着 してい ます｡それ か ら､何年かた っ
ていますか ら､今現在 の事情 はわか らないですが､ もし､ こ
の対象が高校生 を含 んでい るのであれ ば､今言 った ような危
供 とい うものが出て くる可能性があるで しょう･
ね｡それ は学
校 とい う市が関係 しているのだか ら､基本的 には中学校 まで
芦､

なん じゃないですか｡
(
指導室)

学校 の方か ら連絡す るものは､中学生 あ るいは小学生 とい
うことが基本 にな ります｡ ただ､関連生徒 と して卒業生 の名

前が出て きた場合 には､おそ らく､その情報 も提供す ること
になるであ ろうと思い ます｡先程の学校照会書 の件 で ござい
ますが､今現在､徐 々にでは ござい ます が､高校 の方 に も照
会書 を出 してお ります｡ これは､都立高校 だけです｡私立 は
まさに退学がかか っていますので､ 出 していない ようですけ
れ ども､都立の方 には出 しています｡
(
会 長) 他に､ ご意見はござい ますか｡
(
午

(
重

点)

おそ らく､市 内の小中学校 まで とい うことなのですが､今､

都立高校 も出 しま したけれ ども､た とえば､私立 なんかです
と､おそ らく､ まず､警察か らの問合せ が どんな ことであ っ
て も､ まず､言 うことはない と思います｡ とい うのは､今､
お っしゃった とお り､何 かや った とい うことで､学 校側 が答
えて くれ るとは思い ません し､教育委員会 か ら問合せがあっ
た として も､おそ ら く､私学 には来 ないか も しれ ませんけれ
ども､裁判所か ら来 ることがあ ります けれ ども､ また､卒業
生 もあ りますけれ ども､それ も､不利 になることは､‑切 出
しません｡少な くともどういうように使 われ るかわか りませ
んか ら｡

一 11 ‑

(
委

員)

当然､替寮 に情報 が入 るのは､相 当大 きい犯罪 に近いわけ

です よね｡健全育成 のためには､ 当然それ は､教育 に反映 さ
せるべ きではないですか｡学校 のい ざ こざを警察が教 えて く
れではまずいのですけど､私はそう思います｡
(
委

員)

学校内で起 こる問題 と学校外で起 きてい る間膚 と同 じ生徒
というケースとか､複雑 で､学校 内で起 きているのは､ よほ
どの ことでない くらいのことが ものす ごく多 くて､親だ った
ら､ もう学校 にまかせておけないか ら警察へで も何で も訴え

て､あの子 をどうにか しては しい とい うように思 っている人
が結構いると思 うのです｡学校 と警察 が密接 に関わ りを もっ

′
句＼

た場合に､ どのようになって くるので しょうか｡
(
委

員)

今､警察 と学校 は､わ りと近づいているのではないか と思
う｡

(
委

員)

犯罪だ と認め られた場合は明 らかです｡予防 と して起 こ し

そうな レベルで も連絡 を取 り合 う｡ 問題行動 を起 こ しそ うな
場合でも｡ その辺が微妙だなと思 ったのです｡
(
会

長)

難 しい問題です よね｡

(
委

員)

学校 と警察 は当然連絡 を取 り合わなけれ ばな らない｡ ある

いは､起 きた事故､それ に対 して連絡 し合 うか どうか｡警察
は事故が起 きてか らでない と動かない｡やは り､予防の段階
で､何か起 こ しそ うだ､実際に起 きるか､起 きないか分か ら
ない段階で何 かや りそ うだ とい うのは､いけない ことだ と思
います｡ただ､事故 が起 きた とき､そ の間題 について関係 を
どうす るか となれ ば､やは り､●よ くす るための連絡であれ ば､
やる必要性は当然あるべきだと思います｡
(
会

長)

いろいろ皆 さんの意見をお聞 き しま したけれ ど､ この辺で

集約 を しなければな らないと思い ますが､ まだ､ ご意見があ
るま した らお願い します｡
(
委

員)

い くつかの ところで､実際､実施 されてい るとい うことで

すよね｡そ ういうところで､問題 とい うのは､特 に､起 きて
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いるとい うことはあ りませんか｡
(
指導室)

今､現在､ ございません｡

(
会

それでは､やは り､い ろいろ皆 さんの意見があ って､ この

長)

まま審議 してい ると､いっ まで も結論 が出ない と思 うので､
この辺で意見の集約 をさせていただ きたい と思い ます｡学校
が行 うこととなる ｢
犯罪 に関す る事項｣の替察署か らの収集
について､本審議会 の意見 と して､認め るか､認めないか と
い うことですが､皆 さんの ご意見 をお願い します｡認め ます
か､認めませんか｡
(
委 員)

はい｡認めます｡ (
複数の声あ り｡)

(
会 .長)

認めるということで､大多数でいいですか｡

(
委 員)

はい｡ (
複数の声あ り｡)

(
会

それでは､本審読会 と しては､認めることといた します｡

長)

市長へ提 出す る答 申書 は､後 日､私が文面 を確認 させていた

(
2)個人情報 を取
だきたい と思いますO次 に､会議次第の ｢
り扱 う事務の報告 について｣を事務局か らご説 明願います｡
(
事務局)

それで は､ ｢ (2) 個人情報 を取 り扱 う事務 の報告 につ い

て｣ を､ ご説 明い た します｡ これ につ きま して も､前 回､

399件 の事務 について ご報告 した ところですが､今回は､
今後､新 た に始 まる 2件 の事務 につ きま して､ ご報告 いた し
ます｡資料 1をご覧 くだ さい｡ 401番は､ ｢
議題 (1)
｣で
ご審議 いただ きま した ｢少年 の健全育成 に関す る警察 と学校
との相互連絡事業 ｣です ので､説 明は省略させ ていただ きま
児童虐待相談｣ の事務です｡ この事務 にお
す｡ 400番 は､｢
いて行われ る個人情報 の収集や提供 は､すべて法令 に基づい
て行われ るため､本審議会への諮 問は必要 あ りませ んので､
報告 のみをさせていただ くものです｡ なお､ この事務 は､児
童虐待防止法 を根拠 と しま して､児童虐待事例への支援 を 目
的に実施す るものです｡収集 の対象 となる個人情報 は､虐待
されてい る児童 と世帯員､親族 の家族状況､職業､収入､住
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居 の状況 な どとな ってお ります｡担 当部署 は､子育 て支援本
部子育て支援課 とな ってお ります｡
(
会

長)

では､ ｢ (2) 個人情報 を取 り扱 う事務 の報告 について｣､
どなたか ご質問はあ りますか｡

(
委 員)

児童虐待事例 は､多 く発生するものなので しょうか｡

(
事務局)

発生は､ まれなケースであると聞いています｡

(
会

では､他 に､ ご質間 もないようですか ら､次 に､ ｢ (3) 平

長)

成 15年度 開示請求等の実績の報告 について｣を事務局か ら
ご説明いただ きたい と思います｡
(
事務局)

それでは､説 明させていただ きます｡ ここで､報告 させ て

｢

いただ くのは､平成 15年度 に提 出があ りま した情報公開制
度及び個人情報保蕃制度 に基づ く開示請求 と､それ に対 して
市が行 った決定 の実績 についてです｡ まず､資料 2をご覧 い
ただきたい と思います｡ これは､平成 15年度 に提 出があ り
ま した情報公開制度 に基づ く公文書 の開示請求の実績の表 と
なってお ります｡左 の列か ら､請求があ った年月 日､請求 の
内容､公文書 を所管す る部署､市 が決定 した内容 と しての全
部公開､一部公開､非公開のそれぞれ の件数､非公開のうち
公文書が不存在 であ った件数､公開 内訳 と して閲覧 の有無､
写 しの交付の有無､対象 となった公文書 の件数 と交付 した写
‑
しの枚数､市が決定 を行 った年月 日､開示手数料 の有無,一
番右側が備考欄 とな ってお ります｡備考欄 には､取 り下げが
あったこと､不開示 とな った部分な どが記帝 してございます｡
平成 15年度 は､延べ 105人か ら話求があ りま して､その
うち取 下 げ が 4件 ござい ま した｡ 平 成 14年 度 は､述 べ

148人で したので､前年度 との比較 では､減少 となってお
ります｡平成 15年度の請求内容 と しま しては､ ごみ処分事
業及び リサイクル事業 に関す るもの､建築計画概要書の写 し
を求めるもの､市議会の速記録 に関す るもの､市民会館 ･中
央図書館複 合施設 の建設 に関す るものな どの請求が多 くござ
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いま した｡ これ らの請求 に対 しま して､開示 を行 った公文書
の件数ですが､資料 の最終 ページの合計欄 に数字が ございま
すが､全部公開が 223件､一部公開が 852件､ これ を合
計 します と 1, 075件 となってお ります｡ また､非公開の
決定 を した公文書 は 31件､その うち､公文番 が不存在であ
った ものは 23件 ござい ま した｡ また､公文番 の閲覧 を行 っ
たのは 83回､写 しの交付を行 ったのは 86回で した｡取 り
扱 った公文書 の合計 は 1. 106件､交付 した写 しの枚数 は

5. 606枚で した｡次 に､資料 3をご覧いただ きたい と思
戸i
i
Z

います｡ これ は､平成 15年度 に提 出があ りま した個人情報
保護制度 に基づ く個人情報 の開示請求 の実続の表 とな ってお
ります｡個人情報 の開示請求制度 は､平成 15年 8月 1日か
ら施行 とな りま した ｢
府 中市個人情報 の保音 に関す る条例｣
によ り創設 された ものです ので､それ以降の記録 とな ってお
ります｡記載 してある内容 は､情報公開制度 の表 とほぼ同様
とな ってお ります｡平成 15年度 は､延べ 10人か ら請求が
あ りま して､その うち取下 げが 2件 ございま した｡ 請求 内容
と しま しては､介護保険の認定 に関す る もの､戸籍又は住民
票 の請求 に関す るもの､小学校 に入学す る児童 を対象 に行 っ

｢
､

ている就学相談 の検査結果 に関す るもの､国民健康保険の レ
セプ トの開示 を求め るものがござい ま した｡ これ らの請求 に
対 しま して､開示 を行 った公文書 の件数 ですが､資料 の一番
下 の合計欄 に数字 が ござい ますが､全部公開が 25件､一部
公開が 4件､ これ を合計 します と 29件 とな っ●
てお ります｡
また､非公開の決定 を した公文書 は 1件､ これ は､公文書が
不存壷であ った ものです｡ また､公文書 の閲覧､写 しの交付
は､ ともに 8回で した｡取 り扱 った公文書 の合計 は 30件､
交付 した写 しの枚数 は 66枚で した｡ なお､個人情報保茸制
度では､開示請求制度 のほかにも､個人情報 の訂正 の請求､
削除の請求､ 目的外利用又は外部提供 の中止 の請求 の制度 が
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ございますが､平成 15年度 は､それ らの請求 は ございませ
んで した｡説明は､以上で ございます｡
(
会

では､ ｢(3)平成 15年度開示請求等の実績の報告 につい

長)

て｣､の説 明が終わ りま したが､ どなたか ご質問は ございます
か｡
(
委

員) 前年 に比べ､件数が減 った という理 由は｡

(
事務局)

多数請求す る方が来庁 しなか った期 間があること｡ また､

市が行 う情報提供が進展 し､情報公開請求 をす るまで もな く
情報が得 られ るケースが増 えた ことも理 由と して考 え られ る
′
雨＼

と思います｡
(
会

長)

では､他 に､ ご質間 もないようですか ら､今回の ｢
議題 ｣

につ きま しては､終了させていただ きます｡ では､ 4の ｢そ
の他｣につきま しては､事務局か らお願 いいた します｡
(
事務局)

次回の 日程 についてですが､次回は､ 10月頃の開催 を予

定 してお りますので､ よろ しくお願いいた します｡
(
事務局)

委員の皆様､本 日は､大変､お疲れ さまで した｡ これ を も

ちま して､平成 16年度第 1回府 中市情報公開 ･個人情報保
護審議会 を終了 させていただ きます｡今年度 も､ よろ しくお
願いいた します｡

′
｢
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