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那珂市議会全員協議会記録 

開催日時 平成29年６月６日（火）午前10時 

開催場所 那珂市議会全員協議会室 

出席委員 議 長 中﨑 政長   副議長 遠藤  実 

議  員 大和田和男   議 員 冨山  豪 

 〃  花島  進    〃  筒井かよ子 

 〃  寺門  厚    〃  小宅 清史 

 〃  綿引 孝光    〃  木野 広宣 

 〃  古川 洋一     〃  萩谷 俊行 

〃  勝村 晃夫    〃  笹島  猛 

〃  助川 則夫    〃  君嶋 寿男 

〃  福田耕四郎     

欠席委員 議 員 なし 

職務のため出席した者の職氏名 

     事務局長 寺山 修一  次 長 清水  貴 

     次長補佐 横山 明子  書 記 小田部信人 

会議事件説明ため出席者の職氏名（総括補佐以上及び発言者） 

市 長 海野  徹   教育長 大縄 久雄 

副市長 宮本 俊美 

総務部長 川崎  薫  総務課長 川田 俊昭 

総務課長補佐 石井 宇史 

税務課長 大内 幸志  税務課長補佐 武藤  隆 

教育部長 高橋 秀貴  学校教育課長 小橋 聡子 

学校教育課長補佐 渡邊 勝巳 

学校給食センター長 川上 義和 

会議に付した事件と結果概要 

     （１）議会運営委員会委員長報告 

        平成29年第２回定例会について 

結果概要：報告について了承 

    （２）平成 29 年度個人市民税・県民税特別徴収税額決定通知書の誤送付について 

結果概要：報告あり 

     （３）議会広報編集委員長報告 

        原稿の提出について 

結果概要：報告について了承 

追加 学校給食における牛乳配送の一時停止について 
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結果概要：報告あり 

議事の経過概要 （出席者の発言は以下のとおり） 

開会（午前９時58分） 

事務局長 ただいまより全員協議会を開会いたします。 

初めに議長よりご挨拶をお願いいたします。 

議長 おはようございます。 

 来週13日から始まります第２回市議会定例会を前にしての全員協議会でございます。 

この全員協議会終了後議案の説明等もございますので、慎重なるご審議をお願いして、

挨拶といたします。 

ご苦労さまでございます。 

事務局長 それでは、この後の進行は議長にお願いいたします。 

議長 開会前にご連絡をいたします。 

会議は公開しており傍聴可能となっております。 

また、会議の映像を庁舎内のテレビに放映しております。 

会議内での発言は必ずマイクを使用し、質疑・答弁の際は、簡潔かつ明瞭にお願いをい

たします。 

携帯電話をお持ちの方は、電源をお切りいただくかマナーモードにしてください。 

ただいまの出席議員は17名であります。 

欠席議員はおりません。 

定足数に達しておりますので、これより全員協議会を開会いたします。 

会議事件説明のため、市長、副市長、教育長、ほか関係職員の出席を求めております。 

職務のため議会事務局職員が出席しております。 

ここで、議事に先立ちまして、市長が出席しておりますので、ご挨拶をお願いします。 

市長 改めましておはようございます。 

ご苦労さまでございます。 

議員各位におかれましては、平素より市政運営につきまして、特段のご高配を賜り厚く

御礼を申し上げます。 

さて、本日の全員協議会におきましては、６月13日から開催をお願いしております第２

回定例会の提出予定の議案等について、ご説明をさせていただきます。 

また先般、文書にてご報告いたしましたが、このたび、平成29年度市民税県民税特別徴

収税額通知書の送付について、特定個人情報を記載した通知書の誤送付が発生しました。 

議員の皆様、ご迷惑をおかけした皆様、関係事業所の皆様を初め市民の皆様の信頼を損

ねた件につきまして、心からおわびを申し上げます。 

今後、このようなことがないよう入力時のチェックの体制強化など事務体制の見直しを

行い、再発防止と信頼回復に努めてまいります。 
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なお現時点では、本件についての被害等の報告はありません。 

概要につきましては、後ほど税務課からご説明を申し上げます。 

また、昨日、給食時に配給した牛乳からですね、異臭がするという案件がありました。 

この件につきまして、担当課からご説明をさせていただきます。 

それでは、皆様、慎重なるご協議賜りますようお願い申し上げまして、ご挨拶とさせて

いただきます。 

よろしくお願いいたします。 

議長 ありがとうございました。 

それでは、次第に従いまして議事に入ります。 

議会運営委員会委員長報告、君嶋委員長より報告をお願いします。 

君嶋議員 おはようございます。 

議会運営委員会の開催及び結果につきましてご報告いたします。 

先ほど議会第２委員会室におきまして、議会運営委員会を開催いたしました。 

会議事件は、平成29年第２回定例会について審議をいたしました。 

提出予定議案は、条例改正や補正予算など全体で16件です。 

いずれも第２回定例会中に上程し、委員会付託表のとおり、各常任委員会に付託し審議

することに決定いたしました。 

常任委員会協議報告案件は３件であります。 

請願陳情につきましては、今回請願１件、陳情１件が提出されました。 

取り扱いについては、請願（陳情）文書表（案）のとおり決定をいたしました。 

一般質問は９名の議員から通告がありました。 

第２回定例会においては、一般質問の日程を２日間とし、６月15日５名、６月16日４名

とし実施することに決定をいたしました。 

以上の決定事項により、定例会の会期日程案は別紙のとおり６月13日から29日までの17

日間とすべきものと決定をいたしました。 

次に、表彰伝達式についてでありますが、このたび、表彰者名簿のとおり表彰されてお

ります。 

改めましてお祝いを申し上げます。 

表彰された皆様おめでとうございます。 

つきましては、定例会初日の本会議で表彰伝達式を行うことに決定をいたしました。 

なお、代表謝辞は、福田議員にお願いをいたします。 

また、先月開催しました議会報告会は、皆様のご協力により無事に終了することができ

ました。 

まことにありがとうございます。 

報告会のあり方については、今後も引き続き、議運で検討してまいります。 
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以上で報告を終わります。 

議長 続いて、事務局より補足説明をさせます。 

次長補佐 それでは、本日、右上に議会運営委員会、全員協議会共通の資料をお配りしており

ますので、そちらをごらんください。 

まず１ページでございますが、第２回定例会の議案一覧でございます。 

上から報告１号から３号までの３件につきましては、本会議での報告をもって終了とな

ります。 

議案につきましては、その下の一覧のとおり16件でございます。 

２ページをお願いいたします。 

常任委員会協議報告案件は３件でございます。 

総務生活、産業建設、原子力安全対策の各委員会に１件ずつ出ております。 

議案等の委員会付託でございますが、３ページの委員会付託表案をごらんください。 

今回付託されます議案は、表にありますとおり６月20日の総務生活常任委員会が11件、

21日の産業建設が２件、22日の教育厚生が５件となっております。 

続きまして４ページをお開きください。 

請願（陳情）文書表（案）でございます。 

今回の締め切り日までに提出されましたのは、請願が１件と陳情が１件、計２件でござ

います。 

上から請願第２号 若い人も高齢者も安心できる年金制度を求める請願。 

こちらが那珂市後台の全日本年金者組合那珂支部、支部長人見みさ様から提出されてお

ります。 

紹介議員は花島議員、付託委員会が教育厚生常任委員会でございます。 

その下が陳情第１号 「地球と人間を守れる社会体制創り」の為の地球社会建設決議陳

情書。 

こちらが横浜市の荒木様から提出されております。 

こちらは、市外の方からの郵送による提出でございますので、配付のみの取り扱いとさ

せていただきます。 

続く５ページから今回の請願と陳情の写しを添付しておりますので、ご確認をお願いい

たします。 

続いて８ページでございます。 

一般質問通告書の表でございます。 

今回、９名の方から通告がございました。 

こちらの一覧表は、通告順にお名前と予定時間、質問内容を記載してございます。 

先ほど議会運営委員会でくじによる抽せんを行った結果が、後から配布しております一

般質問順番表こちらのとおりとなっております。 
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６月15日が５名の方、１番小宅議員、２番寺門議員、３番花島議員、４番古川議員、５

番筒井議員となっております。 

６月16日が４名の方でございます。 

遠藤議員、冨山議員、大和田議員、木野議員となっております。 

今回、重複する質問でございますが、２件ほど該当する質問がございましたので、該当

されている方に別に文章をお配りしておりますので、内容につきまして調整をお願いいた

します。 

それから、資料の10ページの花島議員の質問の中で、４番といたしまして、下水道整備

計画の見直しについてという項目が提出されておりますが、先ほど議運で審議しました結

果、こちらが所属している産業建設常任委員会の調査事項ということでございまして、こ

ちらの質問が削除ということになりましたので、よろしくお願いいたします。 

順番を入れかえました通告書のほうは、後ほどファクスをさせていただきます。 

続いて会期日程でございます。 

こちらも別にお配りいたしました会期日程案のほうをごらんいただきたいと思います。 

第２回定例会でございますが、６月13日から29日までの17日間を予定しております。 

まず、１日目、６月13日火曜日、開会から議案の上程説明まで。 

14日が休会で議案質疑通告の締め切りが正午までとなっております。 

15日が本会議一般質問で、先ほどの順番のとおり５名の方となっております。 

16日金曜日が引き続きまして一般質問４名の方、それから議案質疑、議案の委員会付託、

請願陳情の委員会付託となっております。 

６月17日から19日までが休会。 

６月20日から常任委員会でございます。 

６月20日火曜日総務生活常任委員会、21日産業建設常任委員会、22日教育厚生常任委員

会、23日が原子力安全対策常任委員会となっております。 

24日から27日までが休会。 

28日が議会運営委員会と全員協議会。 

こちらが、討論の通告締め切り、それから追加議案がありました場合は、質疑・討論の

通告締め切りが５時までとなっております。 

29日が最終日、本会議で委員長報告、質疑・討論、採決を行いまして閉会の予定でござ

います。 

続きまして、こちらも別に１枚でお配りしておりますけれども、表彰の文書のほうをお

願いいたします。 

今回全国市議会議長会から福田議員が表彰を受けられます。 

また同じく全国市議会議長会から中﨑議長に感謝状が贈られます。 

茨城県市議会議長会からは、福田議員と勝村議員が表彰を受けられます。 
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表彰伝達式は、第２回定例会初日の６月13日に議場で行いたいと思います。 

以上です。 

議長 はい、委員長及び事務局からの説明が終わりました。 

何かご意見ございますか。 

はい、ないようですので、それでは、第２回定例会の件につきましては、委員長報告の

とおりと決定をいたします。 

よろしくお願いをいたします。 

ここで先ほど市長から話がありましたように、学校教育課より急ぎ議員各位にご報告が

あるとのことでございます。 

それでは、学校教育課お願いします。 

学校教育課長 ご説明いたします。 

昨日発生しました学校給食の事案につきまして、昨夜から急遽対応が必要となる状態に

なりました。 

けさから現時点まで把握している限りなんですが、急遽ご報告をさせていただこうと思

いまして参りました。 

お手元の資料をごらんください。 

学校給食における牛乳配送の一時停止についてです。 

平成29年６月５日月曜日、昨日です。 

学校給食において提供した牛乳に異臭の苦情がございました。 

事案の内容といたしましては、そこに書いてあるとおりなんですが、昨日、第二中学校、

第四中学校の一部の生徒から給食の牛乳から異臭、消毒臭という訴えだったんですけど、

それがあるという苦情がありました。 

直ちに牛乳を回収しまして生産元であるいばらく乳業株式会社、こちらに成分検査を依

頼いたしました。 

そこで依頼をしたということで教育委員会のほうでは、対応は一度終えたところなんで

すが、昨日夜になりまして、９時30分、茨城県の学校給食を所管している県の教育庁保健

体育課のほうからファックスが届きました。 

同社、いばらくのほうで牛乳を提供している水戸市、ひたちなか市でも消毒臭を感じる

という事案が発生している。 

メーカーでは原因が究明されるまでの間牛乳の出荷を自粛するということなので、対応

よろしくというような連絡がございました。 

現時点、この現時点は昨日のことですね。 

出荷自粛の期間については、未定でありまして、茨城県、これは県の牛乳協同組合の団

体でございますが、こちらでも代替え品の確保がちょっと難しいということで、本日６月

６日火曜日につきましては、代替え品の確保が難しいということから昨夜のうちに、保護
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者あてに各学校の児童生徒に水筒を持参するようにお願いしたところです。 

実際にその牛乳を飲んでしまった生徒なんですけども、６月５日の月曜日時点、また、

けさ確認しました今の時点でも健康被害はございません。 

引き続き当該生徒はもちろんですけども、各校の児童生徒の健康状況の確認把握に努め

てまいりますというところです。 

昨日は、給食ということなんで、お昼過ぎですね、二中から第一報が入ったのは、１時

25分でした。 

給食センターのほうに牛乳の味とにおいが違うという報告がございました。 

続いて、１時40分になりましたら今度は、四中から給食センターのほうに同様の連絡が

あったということで、給食センターのほうの対応としましては、いばらく乳業に急遽来て

もらい、その成分検査のためにその現物を持ち帰ってもらうという、そして、検査を依頼

するという対応をいたしました。 

その報告が教育委員会に上がってきたのが３時半という状況です。 

昨日は日中の動きとしては、これで終わったところだったんですが、夜になりまして急

遽動きがあったという、先ほど説明したとおりです。 

報告は以上です。 

議長 学校教育課からの説明が終わりました。 

何かご質問あれば。 

大和田議員 すいません、メールを送ったということなんですけども、私にメールがなかった

ので、緊急メールにて保護者宛てということで、メールが送られているということなんで

すけど。 

うち子供が行っているので、送られてきてないんですけども。 

学校教育課長 昨日保護者への連絡は、実は教育委員会から直接ではございませんで、まずは、

校長会会長の一中の神代校長、会長です。 

そちらに連絡しまして、校長会を通して各校長に保護者に連絡をするようにと指示をし

たところです。 

届かなかった保護者がいるというのは、ちょっと、私どもも。 

大和田議員 再開は、いつというのは。 

学校教育課長 再開は、実はめどが立っておりません。 

保健所のほうがいばらくのほうに今入っております。 

緊急停止ということで、ファックスがきのう来たということで原因がはっきりしており

ませんので、今のところ再開のめどが立っていないという状況でして、茨城県の牛乳協同

組合、さらには県の外郭団体である茨城県学校給食会のほうにも再開あるいは、代替え品

のほうも情報を収集したとこなんですが、今のところちょっと無理だということで、対応

につきましては、この後独自に那珂市でどこまでできるか今、担当のほうに指示を出して
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いるとこです。 

以上です。 

花島議員 ２点あります。 

一つは、二中と四中の一部の生徒っていうのは、それぞれ何人くらい異常を訴えたので

しょうか。 

学校教育課長 お答えいたします。 

昨日の時点では、二中の７年生と８年生の各クラスで５から10人程度ということで訴え

があったというところでした。 

けさ再度確認しました、実際にどのくらいいたのかというところですが、二中は204人中

62人。 

きのうは、各クラス５から10人程度だったんですけども、全体で62人、実はやっぱりお

かしかったと訴えた生徒がいたということです。 

一方四中です。 

四中は、８年生の２クラスで合計15人がきのう異常を訴えたそうです。 

けさ、再度確認したところ、７年生もいたということで、７年生、８年生で合計79人と

いうことで、けさは、数字を確認いたしました。 

以上です。 

花島議員 もう一つ聞きたいのは、成分検査をいばらく乳業にした件なんですが、一つは、結

果は何か答えがあったのかということ。 

もう一つは、異常があったときに、現物を提供者だけじゃなくて、第三者機関に後でも

いいですかね、調べるように保持するなりなんなり対応とられたかどうかをお伺いしたい。 

学校教育課長 まず、いばらくさんのほうに検査を依頼した、その結果は、まだ出ておりませ

ん。 

その現物を持っていって検査をしてもらったのですが、第三者への提供は、やっており

ません。 

花島議員 提供するかどうかは別にして、しばらくは、ある量は確保することを勧めしたいと

思います。 

やっぱり第三者なりね、場合によっては、今回多分それほど大きな、人数は多いですけ

ど、大きな問題じゃないと思いますが、そういう場合に備えて、ある量を持っておけばい

ろんなものが解明しやすいので、そのように考えていただきたいと思います。 

学校教育課長 かしこまりました。 

 補足なんですが、実は、このいばらくさんから牛乳を配送しているのは、那珂市ばかり

ではなく16市町村ございます。 

今回の事例は、那珂市のほかにも、先ほど言ったひたちなか市、水戸市もあるのですけ

ど、城里でもあったということで、聞くところによると城里のほうから県のほうに通報が
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あって、水戸の保健所が入ったということを聞いておりますので、各市の現物は、検体は

提供されていると思います。 

先ほどご指摘の件は、十分検討いたします。 

笹島議員 これ、いばらく乳業って余りメジャーじゃないよね。 

あまり聞いたことないんですけど。 

これ、ひたちなか市の中根にあるのかな、工場がちょっとわかんないんですけど。 

これ、学校給食会でね、使っているんだよね。 

多分16市町村っていうのでほかのところは、今言っていたメジャーの乳業メーカー、森

永とか明治とかね、そういうとこもあると思うんで。 

その対応がまた、違うと思うんですよね、県内にも工場持っているしね。 

何でここを使う必要があるのか。 

それから、今度は、次の供給をするまでいつになるかわからない。 

これ相手が悪いのに、なぜこちらの市のほうがあたふたしなくてはならない。 

もちろん原因追求するのあたりまえかもしれないけど、メーカーのほうがやらなきゃい

けない。積極的に。本末転倒だよね。 

そういうこともちょっとあれしてこれ切りかえることはできないの、ほかのメーカーに。 

学校教育課長 まず、いばらく乳業さんなんですけども、学校給食の配送がメーンなのかなと

感じます。 

先ほど言った16市町村は、全部いばらくさんです。 

学校給食会のほうからこの地域は、いばらくさんということで指定なり、なんなりあっ

て、私ども契約を毎年しているのかと私は理解しております。 

確かにメーカーに責任があることで各市町村の教育委員会が対応に追われるということ

はこれはいたし方ない、子供たちの安全を守るためには、私どもの任務の一つと思ってお

ります。 

この後、私どもが出来るのは、やはりその原因が何であったか、今後の対応をきちんと

把握して指導に努めることだと考えております。 

以上です。 

笹島議員 課長の考えは、わかります。 

やっぱりそういうわけでね、やはり毅然たる態度で那珂市も臨まなきゃいけないってい

う、こういうふうな原因が出た後も、まだ原因は解明できてない。 

いつ再開するかわかんない、とんでもない話ですよね、こういうことはね。 

そういうことは、やはり、どういう態度で示すのか、どうですか市長。 

やはり長として何か。 

市長 まず原因を究明することが一番だと思います。 

その後、どういう対応をとるか、教育委員会のほうで判断することだと思うんですけれ



 - 10 - 

ども、まず原因を究明してもらうということが第一じゃないかというふうに思っておりま

す。 

小宅議員 第一は、原因究明じゃなくて子供たちのカロリーがその分不足するんですから、そ

こを何で補うかというのをまず考えるのがやはり生徒ファーストだと思うんですけども、

原因究明をしている間牛乳がないということは、毎日200キロカロリーぐらいは、不足して

いるわけですね。 

ここを何で補うのかっていうことをまず考えるべきだと思いますけれど、市長違います

か。 

市長 そういうね、見方もあると思うんですけども提供できないということで、代替え品を探

している状況ですけれども、その分については、ご家庭でね、やっぱりそれなりのカロリ

ーを補充してもらうということは、当面の解決策ではないかというふうに思います。 

小宅議員 例えばですね、牛乳じゃなくて緑茶のパックと栄養の足りない分は、非常食のビス

コで補うとかですね。 

そういう考え方もあると思うんですね、その辺臨機応変に、いつ再開できるかわからな

いということですので、即時対応できることをやっていただいたほうがいいんではないか

なと思います。 

議長 外にございませんか。 

ないようですので、この件については終わりといたします。 

暫時休憩をいたします。 

執行部は入れ替えをお願いします。 

休憩（午前10時25分） 

再開（午前10時28分） 

議長 再開します。 

平成２９年度個人市民税・県民税特別徴収税額決定通知書の誤送付について、執行部よ

り説明をお願いします。 

税務課長 このたびは、特別徴収の通知書の誤送付並びに個人情報の漏えいにつきまして、大

変申しわけございませんでした。 

内容につきましてお配りした資料に基づいて説明させていただきます。 

着座にて説明させていただきます。 

平成29年度個人市民税・県民税特別徴収税額決定通知書の誤送付についてでございます。 

平成29年度の決定通知書につきましては、平成29年５月19日特定記録郵便にて5,407事業

所に２万574人分を送付いたしました。 

送付後に事業所からうちの社員でないものが含まれているという電話での連絡がござい

まして、その日が平成29年５月23日３事業所、それから24日１事業所、計４事業所から連

絡をいただきました。 
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漏えいした個人情報の内容でございますが、住所、氏名、それからマイナンバー、市県

民税の特別徴収税額でございます。 

マイナンバーについては、今年度から記載が始まったものでございます。 

所得関係については、記載はございません。 

漏えいした方の人数でございますが、４事業所で５人でございます。 

事業所といたしましては、水戸市で２事業所、ひたちなか市１事業所、東京都が１事業

所でございます。 

原因でございますが、従業員の勤務先を登録する際に担当者が特別徴収事業所番号の入

力を誤りまして、本来送付すべきでない事業へ送ってしまったものでございます。 

内容といたしましては、事業所名が類似しているものと、番号の数字の入れ間違いでご

ざいます。 

通常２人で処理しておりますが、繁忙期でございます申告期間中でございますが、一部

の期間一人での処理があったためにチェックが漏れたものと思われます。 

対応でございますが送付した通知書を回収いたしまして、当事者と事業者に謝罪をいた

しました。 

また、５月の23日から５月29日にかけまして、全ての給与支払い報告書を点検し、今回

のもの以外に誤送付等がなかったことを確認しております。 

再発防止策でございますが、入力時の複数での確認を再度徹底いたします。 

内容でございますが、給与支払い報告書の受付の際、事業所名ではなく所在地の確認も

あわせて実施をいたします。 

それから通知書作成前に入力したデータと事業者から提出された給与支払い報告書の照

合をいたします。 

もう１点ですが、転勤等により前年度と特別徴収事業所が変わった方については、リス

トを出しまして再度チェックをいたしたいと考えております。 

以上でございます。 

議長 執行部からの説明が終わりました。 

何かご質疑、ご意見等ありましたらお願いいたします。 

小宅議員 今の話を伺うと手入力ということで、逆に事業所がこう書いてきた番号が違ってい

たらば、それは、そのまま処理されちゃうということなんですかね。 

税務課長 給与支払い報告書に書いてきた番号については、一応全て税務課のほうで確認はい

たします。 

事業所での誤記入についても訂正はいたします。 

小宅議員 事業所で誤記入だっていうのは、わかるんですか。 

税務課長 うちのほうの事業所名のデータの番号と書かれてきた番号は、確実にチェックをし

ておりますのでそこでわかります。 
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小宅議員 それっていうのは、要は、書いてきた番号と名前が違うというのを確認してこれは

違っていますということではじくと。 

それは、名前に従うのですか、数字に従うのですか。 

税務課長 会社の事業所名でうちのほうのコンピューターに入っているデータと事業所から提

出されたデータを照合いたしまして、正しい那珂市で登録されている事業所の番号を記入

するという作業になります。 

小宅議員 それは、個人が出して事業所を確認するのですか、それとも事業所が出して個人を

確認するのですか。 

税務課長 事業所から給与支払い報告書、その事業所にいる全員分が提出されますので、まず

その事業名から特徴事業者番号というものを確認いたしまして、それから個人の情報の確

認という形になります。 

小宅議員 ですよね。 

ということは、ＡさんがＢという会社に所属しているかどうかっていうのは、その時点

ではわかんないわけですよね。 

ＡさんがそこのＢという会社にいるかどうかわからないけど、事業所から提出された番

号に従って所在を確認するという作業だと思うんですけど、そこの入り口が違っていたら

ば、違うままいっちゃうんじゃないかなという懸念をちょっと質問したいなと思っている

んですけども。 

税務課長 給与支払い報告書でございますが、事業所がそこの従業員の方の分を一括して那珂

市のほうに送付していただきます。 

その時点で事業所にどなたがいるか確認できます。 

小宅議員 なので、その時点でＡさんの番号が間違っていたらば、番号に従うのですか、それ

とも名前に従うのですか。 

税務課長 給与支払い報告書は、まずその会社の番号を正しい番号を記入いたしまして、それ

から個人の番号をこれは、住民登録の番号を使っておりますが、それをうちのほうのコン

ピューター上から確認いたしましてその番号を入力する形になります。 

小宅議員 つまり市役所では、全員のマイナンバーは把握している、データベースは持ってい

るということですよね。 

その前提でやっているけれども間違うことがあるということなんですか。 

税務課長 現在税務課の課税の処理については、マイナンバーは使っておりません。 

住民登録の番号で処理をしております。 

以上です。 

笹島議員 法人も11桁か12桁か忘れちゃったけれども、あと個人も11桁か12桁か忘れちゃった

けども、それ、各所に皆提出していますよね。 

あれは、もう準備されているわけですよね、そちらのほうでね。 
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そうすると、今言っていた事業所の番号を桁をやっていって、次に今言っていた、個人

の桁をやっていって、そういうやり方でやっている状態ですよね。 

もうことしの１月から。 

税務課長 マイナンバーについては、現在那珂市では使用しておりません。 

法人につきましても特別徴収者指定番号というのは、那珂市が付番しておりまして、そ

の会社には何番というのを付番しています。 

個人については、住民登録の番号を使っておりまして、法人番号とマイナンバーについ

ては、まだ使っておりません。 

以上です。 

笹島議員 今言っていた国県とかね、その他もろもろでつながっていくわけでしょ、今言って

いたそのマイナンバーの法人がとか個人があれすれば、そうすると全部一括して国税庁ま

でいっちゃいますよね。 

それまで、そういうことをしていないのかな、まだ。 

税務課長 まだ途中でございまして、ことしの７月から一部利用が開始される予定でございま

すが、まだ課税上マイナンバーを使うということはしておりません。 

笹島議員 その、使うようになれば、もうミスはないということですよね。 

税務課長 基本的には、マイナンバーの入れ違いがなければ個人が特定できますので間違いは、

減るかと思います。 

笹島議員 人的ミスは、永遠に続くっていうことで理解していいよね。 

税務課長 現在のところ手入力している部分につきましては、複数での確認等を実施しており

ますが、若干それでも漏れているのが現状でございます。 

議長 ほかにありませんか。 

勝村議員 今、マイナンバーを使っていないという話だったけど、これ、漏えいした個人情報

でマイナンバーが入っていますよね。 

税務課長 これは、総務省から各事業所については、マイナンバーを記入したものを送付しな

さいという国からの指示に基づいて記入がされているものでございます。 

以上です。 

寺門議員 ヒューマンエラーで人手の入力でですね、ミスが起きるという話なんでしょうけれ

ども、再発防止というか、そのチェック確認体制ですね。 

これ聞いていると１回で終わりになっていますよね。２回、もしくは３回やらないと多

分今後も発生しますよね。 

というのは、水道会計の水道料の件についても昨年ありましたし。 

これもＡさんとＢさんの間違いで、Ａさんの分までＢさんが払っちゃったよと。 

そもそも、元データを入力するときに間違えているというのがありました。 

その間違いが気付かれずにチェックはされなかったということなので、チェックする側
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も人間、上司でしょうけれどもね、もしくは担当の方ということになるんで、それは、１

回だけではちょっとまた起きますよね。 

その辺の再発防止体制というのは、どういうふうにつくっていくんですか、そうじゃな

いと今度税務課で起こった、その前は水道ということなんで、また大量のデータ扱うとこ

ろはですね、そういう基本的な間違いをしているということは、そのほかの部署について

も同じように対策を講じていかなきゃいけないなというふうに思うんですけども、その辺

は、いかがですか。 

税務課長 複数での確認ということでございますが、現在も複数で確認はしております。 

また、通知書の送付前にですね、入力したデータと会社から送られて来た給与支払い報

告書、再度の確認の実施をしたいと考えております。 

それともう１点、前年度とその特別徴収事業者の番号が変更になった方は、リストで出

しまして、その方についても再度のチェックをかけることで、かなりの誤記入、ご入力が

改善されるものと考えております。 

以上です。 

寺門議員 ある程度そのシステム化はできないんですか、そのチェックは、一応人がやるとい

う話は、ずっと続くでしょうから、機械上でできるというのが１番その省力化にもなりま

すしね、間違いが起きないということになるんで、その辺はどう考えていますか。 

税務課長 現在給与支払い報告書については、データと紙の両方が送られてきている状態でご

ざいます。 

紙にて提出された給与支払い報告書につきましては、どうしても手作業で処理をするし

かございませんので、その辺については、複数回の確認ということを徹底したいと考えて

おります。 

以上です。 

議長 ほかに。 

古川議員 いただいた資料の５番の対応のところをちょっとお伺いしたいんですが、誤送付し

た通知書を回収し当事者と事業所に謝罪しましたということなんですが。 

ちょっと確認したいんですが、例えばＡさんあなたの情報を全く関係ないＢ社に送って

しまいました、ごめんなさいっていう謝罪をしたということでよろしいですか。 

税務課長 そのとおりでございます。 

古川議員 それで、こういう個人情報が漏えいっていうか、漏れると悪意は、事業所にはない

でしょうけれども、最悪どういった損害っていうか、何か考えられますか。 

税務課長 現在マイナンバーで、手続ができるものは特にございません。 

現在のところ、実害というのは、ないかと思われます。 

また、当事者につきましては、マイナンバーの変更ができる旨説明をいたしました。 

以上でございます。 



 - 15 - 

古川議員 ということは、詳しいその情報ですか、その下に隠れているたくさんの情報、それ

は漏れる心配はないよということなんですね。 

税務課長 マイナンバーだけでは、そういった情報を現在のところ引き出せないと思います。 

まずカードを登録されて、それの暗証番号とかを入力することによって、本人確認を行

い、その内容について確認ができるものでございますので、番号だけでは、現在のところ

内容を確認することはできないと考えております。 

以上です。 

古川議員 ということは、名前でさえ漏れては本当はいけないのでしょうけれども、氏名、住

所、マイナンバー、あと特別徴収税額ということは、あなたは幾ら税金を徴収されていま

すよというものは、わかっちゃうということですね。 

税務課長 今回事業者に漏れたたものですが、給与の担当者がうちの従業員ではないというこ

とで、その時点でその担当者の方が住所、氏名、その方の月別の税額ですね、それを見る

ことができてしまったということで、すぐに回収しておりますので外部への流出というこ

とは、考えられないと思います。 

以上です。 

古川議員 最悪は、そういう可能性があるということをきちんとご認識いただかないと、また

なにかあった時に、ごめんなさいで済めばいいですけど、ごめんなさいで、済まない問題

が発生する可能性もなくはないと思うので、その辺は注意していただきたいと思います。 

綿引議員 データの入力は、市の職員さんがやるよと、多分通知書の印刷なんかは、委託先が

あって、そっちらから来たやつを市役所のほうで、各納税者に送付するっていう格好です

よね。 

その場合に、市役所の職員の入力担当者も、気をつけるのも、チェックも、もちろん大

事なことですけど。 

その委託先のほうと、そのデータをうまくこうやり合って、そういう誤謬が発生しない

ような方法っていうかシステムを、できないですかっていうことを、例えばその市のほう

から委託先のほうに、そういう要望みたいなことはしていませんか。 

税務課長 委託先ＴＫＣでございますが、データについては今までの例では、委託先による誤

入力等は確認されておりません。 

ですから当初、うちのほうで事業所から送られてきたものに特別徴収者番号を記入する

際に、誤記入が発生するというということがございますので、先ほど申したとおり、前年

度と違う事業者番号が振られた方については、リストを出して、それで再度のチェックを

行いたいと考えております。 

以上です。 

綿引議員 そのリストは、ＴＫＣのほうから来るのですか。 

税務課長 税務課のほうで出力できるものでございます。 
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綿引議員 チェック機能として、センター側と協力し合って、なんていうのですか、できるだ

けそういう漏れや、間違えがないように、送付する時点で、そういう誤謬を発見できるよ

うな方法をいわゆるこのセンター側にも、要するに、市のほうから、確実な間違いない方

法は、ないんでしょうか。あるいは、そういうシステムを開発してくださいみたいな、や

ってみたいな、それでなくてもね、毎年莫大な委託料を多分お支払いしているはずですか

ら、そのぐらいのことを頼んでもいいんじゃないかなって、思うのですけどいかがでしょ

う。 

税務課長 今のご意見については、ＴＫＣと協議をいたしまして最善の方法をとりたいと考え

ております。 

以上です。 

花島議員 ミスってのは、必ず起こるんですよね。 

だから、後は、いかに数を少なくすることかだと思うんです。 

一方で、ミスを少なくするために、別のリスクをかけてもいけないと私は思うんですね。 

今回の件は、そもそもマイナンバーって制度は、そういうリスクがあるシステムですよ

ね。 

まだ今はないとおっしゃいましたけど、番号だけでしかるべき立場の人だったら、いろ

んな情報を出せちゃうわけです。 

それを同じことが、事業所の人事担当か給与担当か知りませんが、その人にもいえるこ

とで、その人は、自分の会社のやつ見られちゃいますよね。 

今回の件は、それにプラス５人が関係ないの入っちゃったっていうことだと思うんです

よね。 

だから、逆に言えば、それを気を付けないといけないけど、その程度で済んだと私は思

っています。 

一方で、ほかの外部機関にチェックを依頼するってのは、僕はむしろマイナスと思いま

すね。 

そもそもそれは、市がちゃんとやるべきことで、データだけ処理して向こうは、やって

もらえばいいんだと思うんですよ。 

それで十分できないんだったら、市のほうで、職員をふやすなり何なりしていただきた

いと思います。 

これは、なかなか手を出しにくいかもしれませんが、トップレベルで本当に人員が足り

ているのか、やっぱり今回忙しいときに起きていますよね。 

検討していただきたいと思います。 

以上です。 

議長 要望でよろしいですか。 

花島議員 要望です。 
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議長 ほかに、なければ以上で質疑を終結いたします。 

暫時休憩をいたします。 

再開を11時といたします。 

休憩（午前10時50分） 

再開（午前11時05分） 

議長 再開します。 

議会広報編集委員会委員長報告、小宅委員長より報告をお願いします。 

小宅議員 議会広報編集委員会より報告をさせていただきます。 

次号那珂市議会だより第54号の一般質問記事につきましてご連絡をいたします。 

一般質問の原稿は、通常であれば定例会最終日に依頼文と会議録の粗原稿を配付して、

１週間程度で作成していただいております。 

しかし、那珂市議会だよりナンバー54号は、７月21日の発行となっているため、編集期

間が大変短く締め切りを早めなくてはなりません。 

そのため今回は、粗原稿の配布に先立ちまして原稿の作成をお願いいたします。 

つまり粗原稿よりも先に、一般質問の原稿の要約をあげてください。 

６月26日月曜日に作成依頼を行いまして、７月３日月曜日正午を締め切りとさせていた

だきます。 

粗原稿は、６月の29日に配布予定でございますので、６月26日の依頼の時点では、まだ

ないということをご理解いただければと思います。 

原稿をデータで作成したい方には、ワードで作成可能な原稿用紙のデータをご用意して

おりますので、議会事務局までご相談ください。 

お忙しいところと存じますが、原稿及び関連資料につきましては、期限厳守でご提出い

ただきますようご協力をお願いいたします。 

以上ご連絡いたします。 

議長 委員長の報告の通りでお願いをいたします。 

これにて全員協議会を閉会といたします。 

閉会（午前11時06分） 

 

   平成29年８月17日 

    那珂市議会 議長 中﨑 政長             


