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第６回 明石市自治基本条例市民検証会議 会議録 

 

日時 平成２８年８月２９日（月曜日）午後３時から午後５時まで 

場所 明石市役所 議会棟 第３委員会室 

出席委員 
加藤恵正会長、田端和彦副会長、橋本浩司委員、山本洋子委員、松本誠委員、

小田幸子委員、小島彰夫委員 

傍聴者 ８人 

審議事項 

１ 第５回市民検証会議での主な意見 

２ 広報制度について 

３ 情報公開制度について 

４ 個人情報保護制度について 

５ 今後のスケジュールについて 

配布資料 

資料１  市民検証会議での主な意見 

資料２  広報制度について 

資料３  情報公開制度について 

資料４  個人情報保護制度について 

資料５  今後の検証会議の開催スケジュールについて 

事務局 コミュニティ推進部市民協働推進室 

※委員の発言は、委員が所属する団体等の立場を反映するものではなく、委員個人として

の意見です。 
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開 会 

【会議次第１】第５回市民検証会議での主な意見 

 第５回市民検証会議での主な意見について、資料１に基づき事務局から説明。 

 

○加藤会長 

何かご意見はありますか。 

 

○松本委員 

前回の会議のときに私がコンプライアンスに違反した事例を文書で提出しましたが、資

料１のどこに記載されるのでしょうか。 

 

○加藤会長 

現時点で具体的に資料１のどこに入るのかは未定です。松本委員から提供いただいた資

料については過去の事例として検証会議で情報共有しましたが、個別事例での議論はここ

ではしないということなので、説明いただいた内容と提供資料は、今後、検証結果の報告

書を作成する際の参考資料としての扱いにさせていただきます。 

 

○松本委員 

ここで個別事例についての議論をするべきということではなく、記録のとり方の問題で、

あのような意見が出たことは、きちんと記録しておかないといけません。検証会議の議事

録はありますが、検証報告をまとめる際は資料１をベースにすると思いますので、私が説

明した内容がそこに載っていないのは良くないのではないかと思います。 

資料１のまとめ方は、庁内検証の項目ごとに意見をまとめていますが、本件は第３回のコ

ンプライアンス制度に関連して出た意見、あるいは「その他」として記録しておかなけれ

ば、今後、報告書を作成する際のたたき台として委員の皆で共有できません。 

 

○加藤会長 

前回、確かに事例についての情報共有はしましたので、資料１の中で整理するというこ

とにしたいと思います。 

 

○田端副会長 

資料１にどのように記載するかについて、この場では決めることができないので、資料

１に入れるということの合意を得た上で、具体的な整理の仕方は事務局で考えていただく

のはどうでしょうか。 

 

○松本委員 
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提供資料については、コンプライアンス制度の中の説明責任において、庁内検証の対象

から漏れているという意味合いで出しましたので、本来、今回又は次回の会議で各事例に

ついての説明がなければいけません。回答できないという旨の返事でも構いませんが、こ

れから行政側で協議されるはずなので、このまとめ方ではその記録がどこにも残りません。 

 

○加藤会長 

第５回の検証会議で松本委員より説明がありましたので、資料１の第５回のところに記

載することにしたいと思います。記載の仕方については、事務局で考えていただいた後、

委員の皆さんに確認いただきたいと思います。 

 ほかに意見等ありませんので、次の議題に移ります。広報制度について、説明をお願い

します。 

 

【会議次第２】広報制度について 

 広報制度について、資料２に基づき広報課が説明。 

 

○加藤会長 

 ご意見、ご質問をお願いします。 

 

○橋本委員 

海峡のまち明石の中で最近は「２８校区のまちづくりシリーズ」で各小学校区の取り組

みが順次紹介されています。今は江井島小学校区の取り組みが放送されていますが、まち

づくり協議会の構成員にはまだまだ周知されておらず、第１回放送の魚住小学校区の回を

見逃した方も多かったので、市連合まちづくり協議会の会議などで次回の放送予定等を知

らせていただきたいと思います。 

 

○小島委員 

各小学校区において、どのような活動をしているかを住民に知らせる機会があまりない

ので、良い試みだと思います。このような試みをどんどん積み重ねていくべきだと思いま

す。 

 

○山本委員 

広報あかしは新聞折り込みという形で配られていますが、今は若い方や高齢の方で新聞

をとってない世帯も出てきており、特に若い方はテレビ番組表など、何でも携帯電話・ス

マートフォンで情報を得ていると思います。ただ、多くの方は毎月１日、１５日を楽しみ

に待っていますが、シルバー人材センターによるポスティングの制度を知らない方も多い

ので、自治会を通じてなど、ポスティングの制度のＰＲを行ってほしいと思います。 
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○広報課 

ポスティングの制度を知らない方がいることは、こちらも課題として認識しています。

ＰＲの取り組みとして、明石市への転入者に対して市民課でお渡しする書類の中に広報課

からも「新聞をとってない方は広報課に来てください。」という旨の案内を入れており、そ

の場で申込みができるようにしています。また、市民課や各市民センターなどの窓口では

広報紙はどこで入手できるかという問い合わせが多いので、「広報課で無料の広報紙のポス

ティングの登録ができます。」というチラシや「新聞未購読世帯の方は広報課までお問い合

わせください。」という看板を置いてＰＲに努めています。自治会回覧を通じての周知につ

いても、平成２６年度に自治会の方の迷惑にならない範囲で実施しました。 

それらの取り組みの結果、ポスティングの登録世帯数は、この１年、２年で約４，４０

０から約５，５００まで増加しました。 

 

○山本委員 

 平成２６年度に一度、自治会回覧で見た記憶がありますが、住民の入れ替わりなどもあ

るので、再度周知をお願いしたいと思います。 

 

○小田委員 

海峡のまち明石は、ケーブルテレビに加入していないと見ることができないのでしょう

か。また、聴覚障害の方に配慮して文字放送になっているのでしょうか。 

 

○広報課 

海峡のまち明石（明石ケーブルテレビ）とおもしろ明石楽（ラジオ関西）の番組を知ら

ないという声もいただいたので、広報紙の中で次のラジオ番組の放送時間等を紹介してい

ます。 

海峡のまち明石は、テレビ放送とは別にホームページでも番組の動画を視聴することが

できるようになっています。税金を投入して行っている事業なので、一部の方だけしか見

ることができないのは不公平だと考えており、ケーブルテレビに加入していない方もホー

ムページで見ることができるようにしています。 

 

○小田委員 

テレビとラジオのそれぞれで、障害を持つ方への配慮として、字幕などがあれば良いと

思います。 

 

○広報課 

平成２８年４月の「明石市障害者に対する配慮を促進し誰もが安心して暮らせる共生の
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まちづくり条例（障害者配慮条例）」の施行に合わせて、手話放送を年３回から６回に増や

し、また、全ての番組に文字放送を入れると、番組に制約が加わり予算もかかるので、４

回に１回ですが、平成２８年度より文字放送を実施し、聴覚障害の方が見ることができる

ような番組にしています。 

視覚障害の方については、こちらで把握できる範囲ですが、名簿がありますので、それ

に基づいて点字の広報紙を送付しています。これらの取り組みへの反応があまりありませ

んので効果は見えていませんが、障害を持っている方への情報提供については、広報部門

として意識的に取り組んでいます。 

 

○小田委員 

視覚障害と認定されている全ての市民に点字の情報を送っているのでしょうか。 

 

○広報課 

点字が読めない方もいますので、点字による情報提供については申込みがあった方に対

して行っています。 

 

○松本委員 

事業の説明をしていただきましたが、実施している事業が自治基本条例の基本原則、特

に情報共有の原則にどれだけ貢献しているか、編集製作費や配達費など、どの程度の費用

を投入して、効果はどうかという効果検証がなされなければ、検証にならないと思います。 

自治基本条例の検討が始まってから１０年、条例施行から７年目に入っていますが、条

例施行前後で明石市の広報がどのように変わったかを具体的に説明いただきたいです。自

治基本条例の検討会議において、情報公開から情報共有の時代に入ったということが論点

でしたが、当時の広報部門からは新たにこのようなことを考えていますというような説明

はありませんでした。条例施行後、どのような新しい政策や事業が打ち出されるのか、関

心を持って見てきましたが、変わってない、あるいは後退しているのではないかという印

象を受けます。 

 

○広報課 

平成２４年に広報紙をリニューアルし、２色・縦書き・右開きからフルカラー・横書き・

左開きベースに変えました。数字やアルファベットがよく使われる時代なので、縦書きで

はなく、横書きの方が電話番号やメールアドレスも読みやすいということで変えています。 

広報紙の内容については、以前はイベントや市長への表敬訪問の報告など、過去の出来

事の紹介が多かったのですが、そのような内容だと月２回の広報紙では古い情報になって

しまうので、よりタイムリーな情報提供として、これから行われるイベントの告知などに

紙面を割くようになりました。 
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自治会の方から以前に比べてあまり広報紙の取材に来てくれないという声を聞きますが、

終わったイベントよりもこれから開催されるイベントの告知にページを割いているという

経過があります。また、市民参画の観点からも、市が実施したイベントの単なる報告は減

らして、ＮＰＯ法人などの市民団体からのお知らせなど、より役立つ情報を多く掲載する

ようにしています。 

 

○松本委員 

広報紙の内容が過去の出来事を紹介するものから、これからの行われることを積極的に

紹介するようになったことは意味があることだと思います。 

自治基本条例において、広報には従来の情報公開から情報共有への変化が最も求められ

ていますが、この点についてはどのような認識を持っているのでしょうか。 

行政が何をしているか、あるいは課題は何かが今の広報紙の情報量できちんと伝わるの

かどうか疑問に思います。平成２４年度から広報紙８ページのうち３ページは写真が多い

特集になっており、写真をたくさん載せることで、文字の情報量は減ります。市政はこの

５、６年でより困難な問題を多く抱えてきており、詳細な情報を市民に届けるにあたって、

最も身近なチャネルは広報紙になると思いますが、そこで発信する情報が減っているので

はないかと思います。 

 また、市のキャッチフレーズやキャンペーンに重点を置くあまり、広報紙の内容が実態

とかけ離れたものが出ているのではないかと感じます。例えば、平成２８年７月１５日号

に「日本一の本のビル誕生へ！」という駅前再開発ビルについての特集ですが、図書館と

大型書店が同居するビルとしては、本の数が１００万冊以上ということで、蔵書数が日本

一のビルになるとの内容でした。担当課に何が日本一なのかを確認したところ、駅前の再

開発ビルの中で、市の図書館と商業用の書店が同居しているビルでは、日本一だというこ

とでした。ただ、そのようなビルは全国に１０件ありますが、大型書店が入居するビルの

みが対象で、図書館が明石市のものより大規模なものであっても、同居している書店が小

さければ対象外になるので、実際の比較対象は３、４件になるとのことでした。市民の立

場でそこまでは思い至らないので、市がＰＲしたいことについて前のめりになるがあまり、

このような広報紙が市民に誤解を与えることになっていると思います。 

このようなキャンペーン方式の紙面は、年間２４回発行のうち約２０回を占めると思い

ますが、予算や決算の内容、あるいは個別事業の詳細な内容については広報紙を見るだけ

では分からないという声を聞いています。詳しくはホームページで公表されていると思い

ますが、それで自治基本条例の情報共有を果たせるのか疑問に思います。 

 さらに、検証シートにケーブルテレビ視聴可能世帯は５１，１５８世帯とありますが、

実はケーブルテレビの契約をしている世帯数は約１万５，０００です。難視聴世帯で通常

放送をケーブルで引いているのが約３万５，０００世帯ありますので、ケーブルテレビで

有料番組の提供や市政報告をしているのが５１，１５８世帯に見えるような書き方ですが、



 7 

番組を見ることができるのは約１万５，０００世帯のみになると思います。 

 

○広報課 

 通常放送をケーブルで引いている再送信世帯ではケーブルテレビの有料番組は視聴でき

ませんが、海峡のまち明石は再送信世帯でも見ることができる番組ですので、チャンネル

さえ合わせれば５１，１５８世帯で視聴できます。 

 

○松本委員 

どのぐらいの視聴者がいますか。 

 

○広報課 

ケーブルテレビで視聴率の調査は行っていませんが、平成２６年度に市が無作為抽出し

た市民に対して実施した広報活動に関するアンケート調査によると、「明石市の情報やお知

らせをどのような方法で入手していますか。」という質問に複数回答可で回答いただいた結

果、ケーブルテレビから得るという方が約１５％いました。テレビで得る方は４％、ラジ

オは２％、フェイスブック、ツイッターは１％未満なので、ケーブルテレビは市の情報発

信に一定の役割は果たしていると思います。 

 

○松本委員 

市民の１５％ということは、ケーブルテレビの有料視聴世帯は全て海峡のまち明石を見

ていることになるのでしょうか。 

 

○広報課 

ケーブルテレビ視聴可能世帯の５１，１５８世帯は市内全世帯の約４０％になりますが、

アンケートの対象にはケーブルが届いてない世帯の方も含まれていますので、市民全体で

は１５％になっているということです。 

 

○田端副会長 

ケーブルテレビ視聴可能世帯に限定すれば、市の情報をケーブルテレビから得ている方

の割合はもっと増えます。 

 

○広報課 

情報の共有という意味で、広報紙の読者は中学生ぐらいから高齢者と幅広い層を想定し

ていますので、文章を読む力などを考慮し、分かりやすい言葉を使ったり、ルビを入れる

などの工夫をして、中学生以上の方が読めるような表現方法を心がけています。 

情報を届けるためには、まずは見てもらうことが大事だと考えており、新聞等でも一番
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に目に入るのは写真や大きな見出しですので、広報紙のリニューアル以降はそのあたりに

力を入れて工夫しています。ただ、デザインだけを凝っても仕方がないので、企画の切り

口や文章を工夫しながら紙面づくりを行っています。 

また、広報紙で市全体の広報をしていかないといけませんが、紙面の行数が限られてい

ますので、各担当課において、必要に応じて個別の住民説明会、出前講座、自治会回覧の

実施や、広報課と協力しながら別の媒体による情報提供に努めています。 

 

○加藤会長 

広報紙の編集方針や技術面も含めた専門的な知見が、情報共有の原則に則して展開され

ているのかという話でした。松本委員は、広報紙は市の宣伝媒体ではなく、市民に適正に

情報を届け、市民と行政の議論のベースになるものとして位置づけるべきという考えだと

思います。 

 

○松本委員 

リニューアル以降、広報紙が宣伝チラシのようになっているとの印象を受けますが、月

２回届けられる重要な広報媒体が、選挙チラシと見間違えるような中身ではいけないと思

います。もっと地道に行政の活動内容を市民に伝えて、理解してもらうという取組みをし

ていくべきだと思います。 

 

○加藤会長 

中学生にも広報紙を読んでみようと思わせるような編集と情報量のバランスの問題だと

思います。 

 

○田端副会長 

それぞれの手段でどのように情報提供が行われているかについて、検証シートには記載

がありませんでしたが、障害者への配慮が必要という意見が出ていたと思います。 

 また、広報する内容については、地域の情報を発信するべきという意見や行政が持って

いる情報を全て出したらどうかという意見が出たと思います。全ての情報を出すべきとい

うことについて、例えば、東京電力のホームページに福島第一原子力発電所の情報が全部

出ていますが、専門家でなければ何がどこにあるのか分かりません。東京電力としては、

ホームページに全て出ていますのでそちらを見てくださいという説明をするかと思います

が、見せ方についての工夫が必要です。市の場合は、条例に則して、市民にとって必要と

される情報について、その質と量、タイミングなどをある程度考慮して提供できていると

思います。一方で、全ての情報を出すことが前提ですが、人によって関心事が違い、広報

紙では特定の方の関心事の情報提供はできませんので、その部分については、例えば、市

民が自ら市のホームページで確認したり、ケーブルテレビの議会中継を見ることになると
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思います。そのような形で市民と行政で情報共有が行えるように、市民が自分で情報を入

手し、活用できる力である情報リテラシーを持つことが大事だと思います。 

  

○加藤会長 

市民に情報を伝える上で、一番重要なことは哲学としての情報共有ですが、情報の非対

称性の最たるものが障害を持っている方や高齢の方への情報提供で、行政のサービスを最

も必要とされている方にきちんと情報が届けていく必要があります。例えば、文字放送を

４回の内３回は行っていないことは、障害を持つ方に対して差別的なことになりうると思

うので、４回に１回ではなく全ての回で行うべきではないでしょうか。健常者は必要であ

れば自分で情報を入手できますが、そうではない方のために公共サービスがありますので、

そのあたりについては十分配慮いただきたいと思います。 

 

○松本委員 

市のホームページは、市の組織を把握していなければ、知りたい情報にアクセスしにく

いと思います。例えば、自治基本条例を調べようとすると、トップページを見ても分かり

ません。検索サイトで「明石市自治基本条例」と入力すれば、見たいページに直接アクセ

スできますが、市ホームページのどこにあるのかは分かりません。自治基本条例は明石市

の憲法と言われるものなので、トップページに「基本市政」というアイコンを設けて、そ

こに自治基本条例の情報に加え、この市民検証会議、市民参画、協働のまちづくり、住民

投票などの関連情報も出てくるようにしなければ、それらのページにはなかなかたどり着

けないと思います。障害者への配慮など、重点施策のページについても、誰でも入口が分

かるようにするべきと６年前から指摘していますが、いまだに変化がありません。 

また、市職員にも自治基本条例に関しての認識が乏しい方がいますが、市民参画、協働

のまちづくり、情報の共有の原則とは何かをきちんと理解をしないと、個別の施策の中で

それらの基本原則が生きてきませんので、説明責任や情報の共有とは何かを周知するなど

の対策を検討してほしいと思います。 

 

○加藤会長 

広報制度については、基本的なところはきちんと実施できていますが、自治基本条例の

情報共有の原則を踏まえると、もう一歩進めるべきで、例えば、広報紙の編集方針などを

今一度、点検・検討していただきたいということと、障害を持つ方に対してのよりきめ細

かい配慮を検討いただきたいということでまとめたいと思います。 

 

○田端副会長 

自治基本条例第２１条の中に「市長等は、市民が必要とする情報を的確に把握する」と

ありますが、この部分についてはどのように対応しているのでしょうか。 
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○広報課 

広報活動に関するアンケート調査において、「市の広報活動でもっと充実してほしいテー

マは何ですか。」という質問などで市民のニーズや媒体に対する意識の変化を調べ、今後の

活動に反映するという取り組みを行っています。 

 

○田端副会長 

広報紙の内容について、過去よりも将来のことに重きを置いたことも、そのような調査

の結果を反映してのことでしょうか。 

 

○広報課 

そのとおりです。明石市は転入・転出により毎年約１万人が入れ替わっており、ずっと

住んでいる方についても年をとることで興味の対象が変化しているということを意識しな

がら広報活動を行っています。 

 

○松本委員 

各部門、事業ごとに市民参画の考え方を導入するべきですので、例えば、広報あかし、

海峡のまち明石、ホームページなどについて、１年交代で公募の市民から広報活動への意

見を聞く場を年間３、４回開いて、意見聴取をしてはどうでしょうか。年１回の１万人ア

ンケートだけに頼るのではなく、１年に１０人ずつ直に意見をもらえば、１０年で１００

人と意見交換できます。各部門で意見交換会を開いていますが、広報課でも実施してはど

うでしょうか。 

 

○加藤会長 

広報あかしの評価について、市民代表の方と議論しながら編集していくのは一つの方法

かと思います。どちらにしても、広報あかしに対して市民がどう思っているかを常に把握

しておくことは大事だと思います。 

次の議題に移ります。情報公開制度について、説明をお願いします。 

 

【会議次第３】情報公開制度について 

 情報公開制度について、資料３に基づき市民相談室が説明。 

 

○加藤会長 

 ご意見、ご質問をお願いします。 

 

○山本委員 
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非公開と部分公開の違いをもう少し分かりやすく説明いただけますか。 

 

○市民相談室 

本来は全公開が原則ですが、非公開は文書そのものを公開しないことで、部分公開は個

人情報などの公開できない情報の部分だけ省いて公開することです。公開できない情報は、

具体的には資料２５ページの（３）の①～⑦のとおりです。 

 

○松本委員 

自治基本条例には情報の共有の原則がありますが、明石市は情報公開条例（公文書の公

開等に関する条例）を１９８０年代に施行して、何度か改正がありましたが、自治基本条

例に関連して改正した部分はあるのでしょうか。 

 

○市民相談室 

自治基本条例に関連した改正はありません。 

 

○松本委員 

自治基本条例の施行前後で、情報の公開・共有に関する基本的な根拠法令は変わってい

ないということですが、情報の公開から共有への変化についてはどのように認識していま

すか。 

 

○市民相談室 

情報共有については、例えば、新しい条例を制定する際、意見公募手続（パブリックコ

メント）などの市民参画手続を踏んだ後、市議会で議論して制定されますが、その制度自

体は進化していると思います。 

 

○松本委員 

それは基本条例施行前からやっていることです。条例施行後、情報の公開から共有への

変化があったはずですが、それについてはどのように理解していますか。 

 

○市民相談室 

情報公開条例の中で、情報公開請求が何度もあるものについては、自主的に情報提供を

していくという条文の記載がありますが、例えば、建築計画概要書や建築基準法の道路図

面は、現在、建築安全課の窓口の端末機で閲覧やプリントアウトができるなど、市民が情

報公開請求をするまでもなく情報提供をしています。 

また、情報公開請求の件数について、平成２２年は建築概要書や道路基準法上の道路図

面についての公文書公開請求が多かったですが、自主的な情報提供をするようになってか
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ら請求件数が相当減少していますので、より望ましい方向に向かっていると認識していま

す。 

 

○松本委員 

そのような自主的な情報提供は、平成２２年よりも前からやっていたと思います。情報

の公開は、情報を欲しい人が所定の手続に則って請求すれば、原則として情報を出すこと

ですので、請求しない人には情報を出しません。情報の共有は、市役所が持っている情報

は基本的に全て市民のものという考え方に基づいて、原則として情報公開請求しなくても、

市に質問したら答えてくれるという考え方です。情報の共有へシフトしないといけません

が、例えば、行政情報センターの資料の状態はセンターが開設されてから変わっていませ

ん。バックナンバーの資料は、各担当課で管理しているなど、３０万都市の明石市として

は行政資料のセンターが旧態依然たるものになっており、改善が見られません。 

情報公開条例についても請求に基づいて公開するという内容から変わっていませんので、

積極的な情報提供に重点を置いた条例に変えなければいけないと思います。 

 

○市民相談室 

行政情報センターの現状について、市民の方が望まれるような文書を限られたスペース

の中で合理的に配置することが必要ですが、それができていない部分もありますので、将

来的には改善しなければいけないと思います。 

 市の持っている情報を全て公開することについては、様々な情報や文書があり、全て公

開するわけにはいかず、公開に際してのチェック機能として情報公開制度は必要だと考え

ています。 

 

○松本委員 

検証にあたっては、従来の情報公開から情報共有へどのように変化してきたか、改善の

努力がなされているのかどうかが最大の課題だと思います。例えば、行政情報センターに

ついて、現状では資料の保管スペースの余裕がないようですが、開設以来、その広さは変

わっていません。どのような資料の提供が必要なのか、不断の見直しが行われていく中で

スペース拡張の必要性が生じた際、そのための努力がなされなければ、情報提供に対する

姿勢はそこで止まってしまっていると判断されると思います。そのようなことを評価・検

証するのがこの会議だと思います。 

 

○田端副会長 

情報の共有について、逐条解説には、「情報公開条例には、情報公開の総合的推進が明記

されていますが、その基本的な考え方を自治基本条例に盛り込むことにより、情報の共有

の重要性を明らかにしています。」とあります。松本委員は、自治基本条例は憲法だという
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言い方をされていましたので、自治基本条例を上位法概念的に捉えて、それに基づいて下

位法である情報公開条例も変えるべきという認識かと思いますが、条例については上位

法・下位法の概念はありませんので、自治基本条例と情報公開条令は別になっているとい

うのが先ほどの市民相談室からの回答だと思います。 

 

○松本委員 

自治基本条例は最高規範的な意味合いを持つと逐条解説に書いてありますので、ただの

条例ではないと思います。 

 

○田端副会長 

制度上は最高規範にはなっていないので、市民相談室としてはその点を踏まえての回答

だったと思います。 

 また、公開請求の内容は個人的なものが多く、情報の共有という趣旨に沿っていないの

が現状です。行政として行政情報センターなどできちんと情報提供することは大事ですが、

市民がその情報を理解して、使いこなす能力を持っているかという点も大きいと思います。

制度があったとしても、市民が情報を的確に捉え、活用することができなければ、行政の

業務と予算だけが増加してしまいます。例えば、行政情報センターの資料を全部ＰＤＦ化

して公開するなどしても、結局、予算だけが増えてしまうことになりうるので、バランス

を取ることが必要だと思います。 

 

○加藤会長 

基本的な考え方として、情報の公開から共有というところが一番重要だと思います。行

政としては、全ての情報が公開されて良いわけではないという事情もありますが、市の持

っている情報で公開可能なものを公開していくことは、コストをかければできることだと

思いますので、大きな方向性として、請求に基づく公開から共有という方向に変えていく

ように検討いただくということで、この会議としてのまとめとさせていただきます。 

 

○市民相談室 

情報の共有の重要性については認識しております。ただ、情報公開請求の内容について、

純粋に行政がどのようなことをしているのかに興味を持って請求する方が非常に少ないの

が現状です。例えば、事業用に入札結果を知りたい、あるいは地図作成のための住居表示

の関係など、個人的な都合による請求が多いので、志の高い市民を育てていくことも行政

の役割の一つかと思います。 

 

○加藤会長 

情報の需要者側である市民と、供給者側である行政の双方のレベルアップが重要になっ
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てくると思います。 

 

○松本委員 

先ほどの自治基本条例の最高規範性の話ですが、逐条解説の１６ページに「条例では、『最

高規範』という文言は用いていませんが、本条により実質的には最高規範性が担保されて

いると考えており、今後の市政運営においては、この条例を最高規範としてとらえるもの

です。」と明記されています。自治基本条例の検討会議において、条文に入れるかどうかの

議論がありましたが、最終的には逐条解説の中で触れる形になりましたので、自治基本条

例には最高規範性があり、情報公開条例は自治基本条例に縛られると思います。 

 

○田端副会長 

解釈上、最高規範性はあると思いますが、制度的には条例に上下の関係はありません。 

 

○松本委員 

それは地方自治法や総務省の見解で、そのようなことを基礎自治体の中で言うことは、

自治基本条例やこの検証会議を否定することになると思いますので、撤回願いたいと思い

ます。 

 また、情報リテラシーの話は、情報を発信する側にも市民がきちんと行間を読めるよう

な仕掛けをしていく責任があると思いますので、市民に誤解を与えるような広報を行政は

してはいけません。そのようなことを続けていると、市民も行政を相手にしなくなり、情

報リテラシーが育たないことになります。市民の側でも努力は必要ですが、一方で、行政

は市民の政治に対する関心度合いを高めるための様々な仕組みを整備することが市長及び

職員の責務だと思います。 

 

○加藤会長 

ほかに意見等ありませんので、次の議題に移ります。個人情報保護制度について、説明

をお願いします。 

 

【会議次第４】個人情報保護制度について 

 個人情報保護制度について、資料４に基づき市民相談室から説明。 

 

○加藤会長 

ご意見、ご質問をお願いします。 

 

○橋本委員 

住民票や戸籍謄本等の証明書は、本人以外でも取得できることがあるとのことですが、
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他人に渡った際、本人に知らせてくれるのでしょうか。 

 

○市民相談室 

法律上、一定の要件を満たせば、他人が住民票や戸籍謄本等を取ることができることに

なっており、従来、本人は自己の情報が取得されたことに気がつかないままでしたが、そ

の旨を本人に通知する制度を平成２６年度より導入しています。 

 

○加藤会長 

件数としては、どの程度でしょうか。 

 

○市民相談室 

誰がどのような目的で取得したのかを知るため、通知を受けた本人により行われた開示

請求は、平成２７年度で３３、４件でした。開示請求を行うことで、本人は請求者が書い

た発行申請書を見ることができます。 

 

○松本委員 

この通知制度の登録者は何人いるのでしょうか。 

 

○市民相談室 

登録者数は平成２８年２月時点で約１，０００人です。 

 

○松本委員 

１，０００人の登録者で、通知を行った件数は年間でどのぐらいでしょうか。 

 

○市民相談室 

通知件数の集計については市民相談室では把握しておりません。 

 

○橋本委員 

取得された証明書等が適切に使用される場合は良いですが、悪用される可能性も十分あ

ると思います。 

 

○市民相談室 

具体例として、例えば、本人の遠い親戚が、名義が亡くなった方のままになっている土

地を相続登記する際、相続人を相当調べないといけませんので、その亡くなった方の戸籍

謄本を取得することがあります。昔の戸籍は家制度なので、多くの人の名前が記載されて

いますが、その戸籍の中に通知制度の登録者（本人）の名前が記載されていれば、本人が
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相続とは関係なかったとしても通知がなされます。 

住民票については、本人が銀行や保険会社に口座を持っていることを忘れて休眠口座に

なっている場合で、金融機関から本人に連絡がつかないので、住所を調べるために住民票

を取得するケースがあります。 

 

○加藤会長 

法律上の要件がありますが、できる限り本人に不利益がないようにすることがこの通知

制度の趣旨だと思います。 

 

○市民相談室 

取得者の開示にあたって、ほとんどは弁護士事務所、司法書士事務所、金融機関などの

法人による取得ですが、法人が取得した場合は、法人名、使用目的ともに開示されます。

個人が取得した場合については、発行申請書の申請者名は個人情報になるので開示されま

せんが、目的欄もありますので、そちらで誰が取得したのかを推測できるようになってい

ます。 

 

○加藤会長 

制度を導入した背景として、住民票とか戸籍謄本の不正取得が全国で発生したことを受

けてのことだと思いますが、明石市では不正取得の事例があったのでしょうか。 

 

○市民相談室 

明石市ではそのような事例はありません。 

 

○松本委員 

実際に通知を受けた方が市に開示請求したときに、取得者が法人なら法人名と使用目的

を開示してくれるとのことですが、個人が取得した場合は自分の個人情報を守れないと思

いますが、これまでトラブルはなかったのでしょうか。 

 

○市民相談室 

個人の取得者の場合においても使用目的欄で誰が取得したのか判断できますので、制度

が始まってから開示請求に伴うトラブルはありません。 

 

○松本委員 

大半の市民は行政からそれはできないと言われると素直に聞いてしまいますが、制度が

機能しているかどうかを検証することが大事ですので、各手続きについての件数をきちん

と把握して、どのような対応をしていくか検討しなければ、保護につながらないと思いま
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す。制度をつくって終わりでは、本来の趣旨が生かされないと思います。 

 

○加藤会長 

個人の取得者名が開示されないのは感覚的には普通ではないように思います。 

 

○市民相談室 

県下の他市町においても同様の取扱いになっています。 

 

○田端副会長 

個人情報保護の考え方として、基本的には本人同意なしでは、本来の目的以外に使用さ

れないことになっていますが、その点はどのようにしているのでしょうか。例えば、行政

は個人情報など、様々な情報が手に入り、いわゆるビックデータのような形として、いろ

いろと活用していくことが考えられます。また、税金の情報を計画づくりに生かすことも

あるかもしれません。 

 

○市民相談室 

原則、個人情報は本人から提供していただきますが、事務を行う上でどうしてもそれに

縛られたら業務ができない部分がありますので、個人情報保護審議会において、きちんと

理由を説明した上で承認を得れば、例外的に使用できるようになっています。 

 

○田端副会長 

 間違っている情報を修正する情報訂正請求の件数はどの程度でしょうか。 

 

○市民相談室 

制度が始まって以来、該当する案件はありません。請求受付の窓口は、行政情報センタ

ーが担っています。 

 

○小田委員 

他人が住民票や戸籍謄本などを取得することに関しては、情報を取得される側の個人情

報が保護されていないと感じました。例えば、結婚して別世帯になっている子が親の戸籍

謄本などを取得し、親に通知が行く場合は良いですが、知らない人に情報を取得されるこ

とについては不安があります。 

 

○小島委員 

自治会活動などにおいても、地図上に各世帯の電話番号を記載できないなど、活動を行

う上で不便に感じるときはありますが、個人情報を保護するためなら仕方がないかと思い
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ます。 

 

○小田委員 

個人情報の取扱いは、地域で高齢者の避難計画を作成しようとしても行政が教えてくれ

ないなど、様々な場面で不具合があります。また、本人は開示しても良いと言っていても、

家族の方が反対するケースもあります。 

 

○松本委員 

個人情報の保護には二つの側面があり、一つは、保護されるはずなのに保護されてない

ことです。 

 もう一つは、個人情報保護という名目の下に過剰な情報保護が行われて、問題が起きて

いることです。自治会や地域の福祉団体は、災害弱者についての情報提供を受けるにあた

って、個人情報保護法ができた当初は苦労しましたが、それでは防災対策ができないとい

うことで、国が、一定の条件の下で例外として認めるように、自治体に通知したという経

緯があります。また、本人の同意が取れた方のみの情報を共有して防災対策等に取り組ん

でいる地域もたくさんありますので、ガードだけきつくするのではなく、地域の防災活動

やコミュニティ活動に活用できるように配慮が必要だと思います。そのような意味で、先

ほどの本人通知制度などにおいても、個人情報の保護と活用の両方の側面から、行政とし

て何が問題かを考え、留意すべきことは何かを検証して、課題を提起しなければ、検証に

はならないと思います。 

 

○田端副会長 

個人情報を保護しないと、安心して情報公開ができないという考え方なので、個人情報

保護と情報公開は、密接に関係していますので、この二つは一体で考えていかないといけ

ないと思います。 

 また、最近の動向として、個人情報保護法が改正され、いわゆるビックデータとして情

報をより活用していく方向になりつつあります。詳しくは個人情報保護審議会で議論され

るはずで、このあたりの考え方が今後は新しい方向に向かっていくと思います。そのよう

な流れの中で、一定の条件の下で地域での情報共有を認めるなど、個人情報について、地

方自治体には独自の考え方があっても良いと思います。 

 

○松本委員 

情報公開制度に戻ってしまいますが、情報公開請求に係る異議申立ての件数はどの程度

でしょうか。 

 

○市民相談室 
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平成２５年度に１、２件あり、平成２６、２７年度はありませんでした。 

 

○松本委員 

 個人情報開示請求に係る異議申立ての件数はどの程度でしょうか。 

 

○市民相談室 

平成２４年か２５年に１件あり、平成２６、２７年度はありませんでした。 

 

○松本委員 

異議申立ては、市民と行政との間でキャッチボールが盛んに行われていることの表れで

もあります。非公開に対する異議申立てがあった際、半数以上の場合は部分公開の命令が

出ています。そのようなやりとりが市民と行政の間で活発に行われていることは、市民に

とって行政への敷居が低くなっており、市民の情報リテラシーが高まっていると言えるの

で、異議申立ての件数は大事な情報だと思います。 

 

○加藤会長 

そのあたりも情報として提供いただければと思います。 

 個人情報保護制度について、全体としては制度に基づいて行えているので、これをより

推進していただきたいと思いますが、基礎自治体としての独自の視点を持って、市民に不

利益のないように配慮していただきたいと思います。 

今後のスケジュールについて、事務局よりお願いします。 

 

【会議次第５】今後のスケジュールについて 

 今後のスケジュールについて、資料５に基づき事務局から説明。 

 調整の結果、次回会議は平成２８年１０月２０日 午後４時からで決定。 

 

閉 会 

○事務局 

それでは、これをもちまして第６回明石市自治基本条例市民検証会議を閉会いたします。 


