解釈と運用の基準等
目

Ⅱ

次

解釈及び運用の基準等
解釈及び運用の基準
第１章

総則

第１条（目的） ------------------------------------- 49
第２条（定義） ------------------------------------- 50
第３条（実施機関の責務） --------------------------- 55
第４条（事業者の責務） ----------------------------- 56
第５条（市民の責務） ------------------------------- 57
第２章

個人情報の保護

第６条（一般的制限） ------------------------------- 58
第７条（届出等） ----------------------------------- 60
第８条（収集の制限） ------------------------------- 63
第１号

法令等の規定 ----------------------------- 65

第２号

本人同意 --------------------------------- 66

第３号

緊急かつやむを得ない理由 ----------------- 67

第４号

審議会の意見 ----------------------------- 68

第９条（利用及び提供の制限） ----------------------- 73
第１号

法令等の規定 ----------------------------- 75

第２号

本人同意 --------------------------------- 77

第３号

緊急かつやむを得ない理由 ----------------- 78

第４号

審議会の意見 ----------------------------- 79

第10条（オンライン結合による提供） ----------------- 82
第11条（適正な維持管理） --------------------------- 84
第12条（職員等の義務） ----------------------------- 86
第13条（指定管理者の個人情報の適正取扱措置） ------- 87
第14条（委託に伴う個人情報の適正取扱措置） --------- 90
第14条の２（派遣労働者に対する個人情報の適正取扱
措置）---------------------------------- 92
第15条（従事者等の義務） --------------------------- 93
第16条（出資法人等による個人情報の取扱い） --------- 94
第17条（実施機関に対する苦情の処理） --------------- 95
第３章

個人情報の開示等

第18条（開示請求権） ------------------------------- 96
1

第19条（個人情報の開示義務） ----------------------- 97
第１号

法令等の規定関係 ------------------------- 99

第２号

請求者以外の個人情報関係 ----------------- 100

第３号

法人等関係 ------------------------------- 101

第４号

相談、指導、選考等関係 ------------------- 102

第５号

審議等関係 ------------------------------- 104

第６号

事務又は事業の執行関係 ------------------- 105

第７号

犯罪の捜査に関する情報関係 --------------- 106

第20条（訂正請求権） ------------------------------- 108
第21条（個人情報の訂正義務） ----------------------- 109
第22条（利用停止請求権） --------------------------- 110
第23条（個人情報の利用停止義務） ------------------- 112
第24条（開示等の請求の手続） ----------------------- 114
第25条（開示等の請求に対する決定等） --------------- 116
第26条（第三者に対する意見書提出の機会の付与等） --- 120
第27条（開示の実施等） ----------------------------- 122
第28条（手数料等） --------------------------------- 124
第４章

不服申立て等

第29条（審査会への諮問） --------------------------- 125
第30条（諮問をした旨の通知） ----------------------- 127
第31条（第三者からの不服申立てを棄却する場合等に
おける手続き等） --------------------------- 128
第32条（審査会の調査権限） ------------------------- 129
第33条（意見の陳述） ------------------------------- 130
第34条（提出資料の閲覧等） ------------------------- 131
第35条（審査会の非公開） --------------------------- 132
第36条（答申書の送付等） --------------------------- 133
第37条（委任） ------------------------------------- 134
第５章

雑則

第38条（事業者への指導、勧告等） ------------------- 135
第39条（運用状況の公表） --------------------------- 136
第40条（他の法令等による開示等との調整） ----------- 137
第41条（委任） ------------------------------------- 139
第６章

罰則

第42条（罰則） ------------------------------------- 140
第43条 --------------------------------------------- 142
第44条 --------------------------------------------- 143
第45条（区域外適用） ------------------------------- 144
2

第46条（両罰規定） --------------------------------- 145
第47条（過料） ------------------------------------- 146
付

則 ----------------------------------------------- 147

3

第１章

総則

（目的）
第１条

こ の条例 は、個人 の尊厳を 保つ上 で 個人情報の 保護が 必要不 可欠であ るこ

とにかんが み、市が保 有する 本人の個 人情報 の開示請求 等の権 利を保 障すると と
もに、個人情 報の適 正な取 扱いにつ いて必 要 な事項を定 めるこ とによ り、個人情
報の取扱い に伴う 個人の 権利利益 の侵害 の防 止を図り 、もっ て基本 的人権 の擁護
及 公正で 民主的 な市政 の推進に 寄与す ること を目的とす る。

（趣旨）
これは 、この 条例の 目的を 明らかに したも ので、この条例 の解釈 及び運 用の指針
となるもの です。したがっ て、こ の条例の 解 釈及び運用 は、常 にこの目 的に照 らし
て行わなけ ればな りませ ん。
（解釈）
１

今日の 情報化 社会の 中では、個 人につ い ての様々な 情報が 大量か つ迅速に 収集、
保管され、また、利 用されて います。このこ とは、市民 生活の向 上をも たらす 反
面、個人 に対する 名誉や 人格的 利益の侵 害を 引き起こす 危険性 が一段 と大きく な
っているこ とを示 してい ます。
プライバ シーは 、一 度侵害 される と、法律 に基づいて 個別の 権利救 済を求め る

ことはでき ますが 、そ れを回 復する ことは極 めて困難で す 。プライ バシー の権利
は、従 来「一 人にし ておい てもらう 権利 」と いう消極的 で受動 的な概 念であっ た
ものが、近 年では、「 自己につ いての 情報の 流れをコン トロー ルする 権利」と い
ったより積 極的で 能動的 な権利と して考 えら れるように なって きてい ます。
こ の た め 、 個 人 の 尊 厳 を保 つ 上 で 個 人 情報の 保 護 が 重 要 で あ る こ とを 認 識 し 、
個人情報の 収集や 利用な どについ ての規 制を 含め、個人 情報の 開示請 求権等を 盛
り込んだ総 合的か つ体系 的な制度 とする もの です。
２

「個 人情報 の開示請 求等の 権利」とは、情報の主体 である 個人に 対して 、自己
についての 個人情 報の開 示請求権 、訂正 請求 権及び利用 停止請 求権の 各請求の 権
利を保障す るもの です。

３

「個人 情報の 取扱い」とは、個人情報 の 収集、管理 、利用 など個人 情報の 取扱
いすべてを いいま す。

４

「個人 の権利 利益の侵 害の防 止」とは 、個人情報の 取扱い によっ て侵害す るお
それのある 、ある いは保 護する 必要のあ る個 人の権利利 益の侵 害を防 止するこ と
をいいます 。
個人情報 の取扱 いに伴 うもので あれば 、経 済的、社 会 生活上 の利益 を含むほ か、

プライバシ ーとし ての人 格権的な 利益も 含ま れます。
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（定義）
第２ 条

こ の条 例に お いて 、次 の 各号 に掲 げ る用 語の 意 義は 、そ れ ぞれ 当該 各 号に

定めるとこ ろによ る。
(1)個人情 報

生 存する個 人に関 する情 報（事 業を営む個 人の当 該事業 に関する 情

報及び法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他
の団体の役 員に関 する情 報を除く 。）であ っ て、特定の 個人が 識別され 、又は
識別され得 るもの をいう 。
(2)実施機 関

市 長、議 会、教 育委員 会、選 挙 管理委員会 、公 平委員会 、監査 委員、

農業委員会、固定資産評価審査委員会及び 公有地の拡大の推進に関する法律
（昭和47年法律第66号）第10条第１項の規定 により設立した鎌倉市土地開発公
社（以下「土地開発公社」という。）をいう。
(3) 行政文書

職員 等が職 務上作 成し、 又は 取得した 文書 、図画 及び電 磁的記 録

（電子的方 式、磁気 的方式そ の他人 の知覚 に よっては認 識する ことが できない
方式で作ら れた記 録をい う。以下 同じ。）で あって、実 施機関 が保有し ている
ものをいう 。ただ し、次 に掲げる ものを 除く 。
ア

職員 等によ り組織 的に用い られて いな いもの

イ

新 聞、雑 誌、書 籍その 他不特 定多数 の 者に販売 するこ とを目 的とし て発行
されるもの 及び一 般の利 用に供す ること を目 的とする刊 行物 、図画 その他の
資料

ウ

図 書館、 美術館 その他 これら に類す る 施設にお いて、 歴史的 若しく は文化
的な資料又 は学術 研究用 の資料と して特 別の 管理がされ ている もの

(4) 本 人

個 人情報 から識別 され、 又は識 別され得る 個人を いう。

(5) 職 員等

実施機関に属する地方公務員法（昭和25年法律第261号）第２条に規

定する地方公務員、地方教育行政の組織及 び 運営に関する法律（昭和 31年法律
第162号）第43条の規定により教育委員会がその服務について監督権限を有する
者並びに土地開発公社の役員及び職員をいう。
(6)

事業者

事業を営む法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等

の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規
定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、他の地方公共団体、地方独立行政
法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独
立行政法人をいう。以下同じ。)及び土地開発公社を除く。以下「法人等」とい
う。)又は事業を営む個人をいう。

（趣旨）
これは、 この条 例にお いて、重 要な意 義を 持つ用語に ついて 定 義 し た も の で す 。
（解釈）
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１

「個 人情 報 」と は、 個人 の 身体 、財 産、 社会 的地 位、 身 分等 につ いて 、 事実、
判断、評価 を表す すべて の情報の 記録を いい ます。また 、その 情報の処 理形態 は、
コンピュー タによ る処理 とマニュ アル処 理と を問わず 、すべて の個人 情報を 対象
とするもの です。
なお 、個人 情報はプ ライバ シーに ついての 情報より広 くとら えてい ます 。これ

は、プ ライバシ ーは 、時代 や個人に よる考 え 方について の差異 が多く 、一 律的な
結論を求め ること は現時 点では極 めて困 難な ため、明白 にプラ イバシ ーと思わ れ
るものはも とより 、プ ライバ シーで あるかど うかが不明 確なも の を含 め「 個人に
関する情報 」と規定す ること で、基本的 人権 に基づく個 人の権 利利益 を保護し よ
うとするも のです 。
「個人情 報」に は、次 のような ものが 考え られます。
(1)戸籍 的事項 に関する 情報（ 氏名、 住所 、生年月日 など）
(2)思想 、信条 等に関す る情報 （思想 、信 条、宗教な ど）
(3)経歴 、能力 に関する 情報（ 学歴、 職歴 、賞罰など ）
(4)収入 、資産 等に関す る情報 （収入 、資 産内容、納 税額な ど）
(5)心身 に関す る情報（ 傷病名 、障害 の有 無、健康状 態など ）
(6)個人 の生活 に関する 情報（ 家族構 成、 住居の間取 り など ）
(7)その 他個人 に関する 情報（ 相談内 容、 趣味、電話 番号な ど）
個人情 報の項 目分類 は後に掲 載
２

「事業 」とは、地方税 法第 72条 の２第 ８ 項から第10項まで に掲げ る事業の ほか
農業、林業、林産業（ しいたけ 栽培業 等）な どおよそ事 業と称 するこ とのでき る
ものをすべ て含み ます。つ まり「事業」の中 には商行為 以外の 営利行 為を含む ほ
か、一般的 には営 利行為 といえな いよう な社 会福祉事業 等も含 むもの です。

３

個人に 関する 情報で あっても「 事業を 営 む個人の当 該事業 に関す る情報及 び法
人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役
員に関する 情報」は 、個人情 報から 除外し ま した。した がって、事業を営 む個人
のその事業に関する情報又は法人その他の団体に関して記録された情報に含ま
れる当該法 人その 他の団 体の役員 に関す る情 報に含まれ る限り 、個人 に関す る情
報は、この 条例の 対象か ら除かれ ること にな ります。
これは、鎌倉市 情報公 開条例第 ６条（ 非公 開情報）で は、「 事業を 営む個人 の

当該事業に関する情報及び法人その他の団体に関して記録された情報に含まれ
る当該法人 その他 の団体 の役員に 関する 情報 」は、「個人情 報」とし ては取り 扱
わず、「法 人その 他の団 体に関す る情報 又は 事業を営む 個人の 当該事 業に関す る
情報」により 取り扱う ことに してい るため 、情報公開条 例との 整合性 を図った も
のです。
「当 該事業に 関する 情報 」の中に 、家 族や 従業員の個 人に関 する情 報が含ま れ
ている場合 に、こ れらの 者につい ての情 報は 、この条例 の対象 となり ます。
４

「特 定の 個 人が 識別 され 、 又は 識別 され 得る もの 」と は 、氏 名、 年齢 、 性別、
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住所などによって特定の個人が識別できるもの又はその情報だけでは識別でき
ないが、他の 情報と 容易に 照合する ことが で き、それによ って、特 定の個 人を識
別できるも のをい います 。
５

第２ 号は 、 個人 情報 保護 条 例を 実施 する 機関 を定 めて い ます 。各 実施 機 関は、
この条例に 基づく 事務を 自らの判 断と責 任に おいて誠実 に管理 し、及 び執行 する
義務を負い ます。
土地開発公社は、公有地の拡大の推進に関する法律の規定により、鎌倉市が全
額出資して成立した公法人ですが、鎌倉市情報公開条例上の実施機関と位置づけ
られたことから、個人情報保護に関しても鎌倉市と同様の責務を負うことが適当
であるため、実施機関としたものです。

６

第３号 は、行 政文書 の範囲を 定めて いま す。

７

「職員 等」と は、第 ５号で定 義して いま す。

８

「職 務上作 成し、又は取 得した 」とは 、職員等が職 務の遂 行者と しての公 的立
場において 作成し、又は取 得した場 合をい い 、職務には、国 若しく は県の 法定受
託事務又は 地方自 治法第 180条の ２若し くは 第180条の ７の規 定により 、委任 又は
補助執行を 受けて 処理し ている事 務を含 むも のとします。ただし、職 員が他 の法
人そ の 他の 団 体の 事務 に 従事 し てい る 場合 に おけ る 事務 は 含ま れな い もの と し、
一律に次の 時点以 後のも のをいい ます。

(1) 具体 的には、作成又 は取得に関与し た、 職員個人の段階の もので なく、組織
において業務上必要なものとして利用、保存されている状態のもので、決裁途
上の行政文書や職員が行政内部の審議の検討等に資するため作成した行政文書
も含まれます。
なお、個人的メモ や下書きな どは通常は公 的 支配に属さないも のであります
が、他の行政文書に添付された場合には対象となるものです。
(2)「取得し た」とは、実施機関 が定め る鎌 倉市行政文 書管理 規則（平 成 14年3月
規則第20号 ）等の規 定によ り、収受 の手続き を終了した 時点以 後のも のをいい
ます。
９

｢文書｣とは、文字又は符号を用いて、ある物体の上に永 続性を持った状態で記

載された思想の表示をいい、起案文書、台帳、カードなどが考えられます。
10

「図 画」と は、「 文書」が文字 又は符号 を用いてい るのに 対し、「象形 」を用
いているも ので、 地図、 図面、設 計図な どを いいます。

11

「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式、その他人の知覚によっては認

識することのでき ない方式で作 られた記録を いい、光ディスク 、磁気ディス ク、
磁気テープなどの 媒体に記録さ れ、その内容 の確認に再生用の 機器を用いる 必要
がある情報をいいます。
なお、電磁的 記録を 用紙に出 力した ものに つ いては、「 文書」又 は「図画」と
なります。
12

「実施 機関が 保有して いるも の」とは 、実施機関が 業務上 必要な ものとし て保
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管、保存され ている 状態の ものをい います。なお、業務受 託者等 に一時 的に提供
されている 状態の ものも 含みます 。
13 「組織的に用いられていないもの」とは、職員の個人的な検討段階にあるもの、
例えば、職員が起案の下書きをしている段階、職員が会議の資料を作成している
段階のものなどです。また、正式文書が組織的に用いられている文書となってい
ても、職員が自己の執務の便宜のためにその写しを保有している場合、当該写し
は、組織的に用いられる文書とはいえません。したがって行政文書とは、作成又
は取得に関与した職員個人の段階にとどまるものではなく、組織としての共用文
書の実質を備えた状態、すなわち、当該行政機関の組織において業務上の必要性
から利用、保存している状態にあるものをさします。
なお、電磁的記録で文書を作成するための補助として一時的にフロッピーディ
スク等に入力されているものは、行政文書ではありません。
14

「不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの」及び「一般の
利用に供することを目的とする刊行物、図画その他の資料」については、一般に
容易に入手、利用できることから開示請求の対象とする必要性に乏しく「行政文
書」から除くこととします。

15

「図書館、美術館その他これらに類する施設において、歴史的若しくは文化的
資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの」については、市
民に閲覧視聴できるよう管理されており、その開示は原則として情報提供による
べきもので、施設ごとに利用の手続が定められて いることなど、開示請求の対象
とすることは適当でなく、「行政文書」から除外するものです。

16

第４号の「本人」とは、第１号で定義される個人情報により識別されることと
なる特定の個人をいいます。「本人」は、例えば利用目的の明示の対象、開示・
訂正・利用停止の各請求の主体となります。

17

第５号の「職員等」とは、実施機関に属する地方公務員法の一般職及び特別職
の全ての職員並びに教育委員会がその服務について監督権限を有する市立小中
学校の教職員並びに土地開発公社の役員及び職員 をいいます。したがって実施機
関の附属機関の委員、事務補助嘱託員などの非常勤の地方公務員や臨時的任用職
員も含まれます。

18

第６号 の「事 業者」と は、この 条例に お いて対象と する事 業者の 範囲につ いて
定めたもの です。
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個人情報の項目分類
大

分

類

小 分 類

１ 戸籍的事項に関する情報

２ 思 想 、 (1) 思 想 、 信 条 及 び 宗
信条等
教に関する情報
に関す
(2) 人 種 及 び 民 族 に 関
る情報
する情報
(3) 犯 罪 歴 に 関 す る 情
報
(4) 社 会 的 差 別 の 原 因
となる社会的身分
に関する情報
３ 経 歴 、 (1) 学業、学歴等に関
能力に
する情報
関する
情報
(2) 職 業 、 職 歴 に 関 す
る情報

情

報

の

具

体

例

氏名、性別、生年月日、年齢、住所、出生地、国
籍、本籍、世帯主との続柄、父母、兄弟等の親族
関係、婚姻歴、離婚歴、成年後見・被後見など
思想、信条、主義、主張、支持政党、政治団体名、
宗教名、宗派名、信者名簿など
人種、民族など
犯罪歴など
不当な差別の原因となる出生・職業・階層など

学校名、入学・卒業年度、在学期間、退学・停学
等、学業成績、生徒会活動・クラブ活動等の課外
活動など
会社名、事業名、職種、地位、就職・退職年度、
在職期間、昇格降格・配置転換等、職務実績・評
価、職務上の資格、解雇・停職等の処分など

(3) 賞罰に関する情報

賞罰の経歴、犯罪・違反・補導歴、更生施設・社
会福祉施設等への入所歴など
４ 収入、資産等に関する情報
収入（給与所得・譲渡所得等の所得金額、補償金
等の収入金額）、資産の内容（不動産・動産の種
類・評価等、債権・債務の内容等）、納税額等、 取
引状況、公的扶助など
５ 心 身 に (1) 傷 病 等 に 関 す る 情 傷病名、傷病歴、傷病等の原因など
関する
報
情報
(2) 検 査 、 診 療 等 に 関 検診結果、検査名、検査の結果、傷病の所見、看
する情報

護記録、訓練記録、治療の内容・方法、（投薬の
有無、通院・入院の別等）など
(3) 心 身 障 害 等 に 関 す 知的障害・身体障害・精神障害の有無・程度など
る情報
(4) そ の 他 心 身 に 関 す
る情報
６ 個 人 の (1) 家 庭 状 況 に 関 す る
生活に
情報
関 す る (2) 居 住 状 況 に 関 す る
情報
情報
７ その他 (1)
個人に
関する (2)
情報

健康状態、血液型、体格、体力、運動能力など
家族構成、扶養関係、同居・別居の別、父子・母
子家庭、里親・里子である 事実など
住居の間取り、持家・借家の別、同居人数、居住
期間など

社 会 的 活 動 に 関 す 各種団体加入の有無、各種行事・運動等への参加
る情報
など
そ の 他 個 人 に 関 す 相談内容、苦情・要望等の内容、趣味、し好、電
る情報
話 番 号、 ファ ク ス番 号、 氏名 の特 定 でき るＥメ ー
ルアドレス、印影など
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（実施機関 の責務 ）
第３ 条

実 施機 関は 、 この 条例 の 目的 を達 成 する ため 、 あら ゆる 施 策を 通じ て 個人

情報の保護 に努め るとと もに 、個人 情報保護 の重要 に ついて 事業者 及び市民 の意
識啓発に努 めなけ ればな らない。

（趣旨）
これは、 個人情 報の保 護につい て実施 機関 の責務を定 めたも のです 。
（解釈）
１

実施機 関に対 して 、この 条例に定 める具 体的な措置 をとる だけで なく 、この条
例の目的を 達成す るため に、あ らゆる施 策を 通じて可能 な措置 を講ず るよう義 務
付けたもの です。ま た、個人情 報の保護 に関 する社会的 ルール が形成 されるか ど
うかは、市民 及び事 業者の意 識に負 うとこ ろ が大きいこ とから、実施機関 に対し
て、個人 情報の保 護の重 要性に ついて市 民及 び事業者の 意識啓 発に努 めること を
義務付けた もので す。

２

「あら ゆる施 策を通じ て」と は、この 条 例の趣旨に 沿った 個人情 報の取扱 いに
ついての保 護を図 るだけ ではなく 、行政 運営 のあらゆる 場面で 個人情 報の重要 性
についての 意識高 揚及び 啓発に努 める義 務が あることを 明 ら か に し た も の で す 。

（運用）
１

実施機 関は、研修会、講演会 などによ り 、個人情報 の重要 性につい ての意 識啓
発、事務処 理の改 善、整 備などの 措置を 講じ なければな らない もので す。

２

市が出 資等を 行う法 人が取り 扱う個 人情 報の保護に ついて は、基本 的には当 該
出資法人は 別個の 人格を もつもの ですが、市 と密接な関 係にあ ること から 、実施
機関は、こ の条例 の趣旨 に基づく 保護対 策を 指導するこ と と し ま す （ 第 16条 ） 。
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（事業者 の責務 ）
第４条

事 業者は 、個人情 報の保 護の重 要性 を認識し、個人情 報の取扱 いに伴 う個

人の権利利 益の侵 害を防 止するた めの必 要な 措置を講ず るとと もに、個 人情報 の
保護のため の市の 施策に 協力しな ければ なら ない。

（趣旨）
これは、事 業者が 取り扱 う個人情 報の保 護 についての 事業者 の責務 を定めた もの
です。
（解釈）
実効性 のある 個人情 報の保護 を図る ため には、行政に おける 保護体 制を確立 す
ることは当 然なこ とです が、個 人情報の 量の 多さからす れば事 業者の 保有する 個
人情報につ いても 、保護 対策は必 要です 。
し た が っ て 、 事 業 者 に おい て も 、 事 業 活動に 関 連 し て 個 人 情 報 の 収集 、 管 理 、
利用又は提 供する ときに は、個人 の権利 利益 の侵害を防 止する ための 措置を自 主
的に講ずる ととも に、市 が行う個 人情報 の保 護の施策へ の協力 を義務 付けたも の
です。
なお、事業者 が、明ら かに個 人の権利 利 益を侵害す る行為 がある ときは、この
規定の実効 性を高 めるた めに、第38条（事 業 者への指導 、勧告等 ）の規定 により
市長が事業 者への 指導、 勧告など を行う こと ができるも のとし ていま す。
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（市 民の責務 ）
第５条

市民 は、個人情 報の保 護の重要 性を 認識し、自ら 個人情 報の保 護に心掛 け

るとともに 、個人 情報の 保護のた めの市 の施 策に協力し なけれ ばなら ない。

（趣旨）
これは、 個人情 報の保 護につい ての市 民の 責務を定め たもの です。
（解釈）
１

個人情 報の保 護を図 るために は、行政 機 関や事業者 がそれ ぞれ自 らの役割 を認
識し、基 本的人権 を擁護 するよ う必要な 措置 をとらなけ ればな らない ことはい う
までもあり ません。また、行 政機関や 事業者 のみならず、個人相 互間で も個人の
権利利益の 侵害が 引き起 こされる 危険性 もあ ることから 、市民 一人ひ とりが 日常
生活の中で 個人の 基本的 人権を尊 重し、他人 や自己の個 人情報 を大切 に取り扱 う
ことを市民 の責務 として 心掛ける 必要が ある ことを示し ていま す。

２

市政は 、市 民と行 政の共 同運営を 基本と することか ら、市民に 市の施 策への協
力を義務付 けたも のです 。
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第２章

個人 情報の保 護

（一般的制 限）
第６ 条

実 施機 関は 、 次に 掲げ る 事項 につ い ての 個人 情 報の 取扱 い をし ては な らな

い。 ただ し、 法 令若 しく は 条例 （以 下「 法 令 等」 とい う。 ） の規 定に 基 づい て取
り扱 うと き又 は あら かじ め 鎌倉 市情 報公 開 ・ 個人 情報 保護 運 営審 議会 （ 以下 「審
議会 」と いう 。 ）の 意見 を 聴い て必 要が あ る と認 めて 取り 扱 うと きは 、 この 限り
でない。
(1)思想、 信条及 び宗教
(2)人種及 び民族
(3)犯罪歴
(4)社会的 差別の 原因とな る社会 的身分

（趣旨）
これは 、実施 機関が 、個 人情報を 取り扱 う ときの一般 的制限 事項を 定めたも ので
す。
（解釈）
１

個人情 報の中 でも、思想 、人種 、犯罪歴 などの特定 な情報 は、そ の情報 の性質
上特に慎重 な取扱 いを求 められま す。この よ うな情報は、個人の 人格的権 利利益
まで侵害す る危険 性が高 いことか ら、原 則取 扱いを禁止 するも のです 。

２

思想、人種、犯 罪歴な どの特 定な情報 の 取扱いを原 則禁止 しまし たが、法 令の
規定により 取り扱 わなけ ればなら ないと き、又はあらか じめ審 議会の 意見を聴 い
て事務又は 事業に 必要が あると認 めたも のに 限り、例 外的に取 扱いが で きる こと
を明らかに しまし た。

３

「 法令等 」と は、法律 、政令 、省 令（ 法 定受託事務 につい ての国 等からの 通知
等は含みま せん。）及び条 例をい い、実施 機関 が定める規 則など は含ま れません 。
法令の具体 例は、 次のと おりです 。

４

地方公務 員法第 16条

職員採 用の際 の欠 格条項

公職選挙 法第62条

開票立 会人の 届出

公職選挙 法第86条

候補者 の立候 補の 届出

「必要 がある と認め るとき」とは、市 民 の健康、安 全、福 祉の向上 のため の事
務や救急活 動など を遂行 する場合 であっ て、個人情報の 取扱い をしな ければ、そ
の行政目的 を達成 できな いものを いいま す。

５

「思想、信条」と は、支持 政党名、政治 団体名、政 治理念、政治活 動の経歴 な
どその人の政治的信念や個人の人格形成の核心をなす人生観や世界観を表した
ものをいい 、物事 への意 見、見解 などは 含ま れません。

６

「宗教 」とは 、信者 名簿、宗 教名、 宗派 名などがあ ります 。
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７

「人種」とは、皮 膚の色、毛髪の 色や形 、体型、頭の 形など 身体的、生 物学 的
な特徴から の分類 概念で、白色人種、黄色人 種、黒色人種 などの 分類が 一般的で
あり、これ らの情 報がこ れに当た ります 。

８

「 民族 」とは 、言 語、居住す る地理的 範 囲、経 済生活 と文化 、仲間 として の共
族意識を共 通に持 ち、歴史 的に形成 された 人 間の集団で、ラテン 民族、モ ンゴル
民族などの 分類が 一般的 であり、 これら の情 報がこれに 当たり ます。

９

「犯 罪歴 」 とは 、制 裁と し て刑 （刑 法第 ９条 に定 めら れ た死 刑、 懲役 、 禁錮、
罰金、拘留、科料及 び没収を いいま す。）に 処せられた 事実に ついて の個人情 報
をいいます 。

10

「社会 的差別 の原因と なる社 会的身 分」とは、その 取扱い を誤ると 不当な 差別
の原因とな り、そ れを助 長するお それの ある 個人情報で 、差別 の原因 となる出 生、
職業、階層 などを いいま す。

（運用）
１

一般的 制限の 対象と なる個人 情報を 法令 の規定に基 づき取 り扱う ときは、根 拠
法令の名称 及び該 当規定 を明らか にして おく ことが適当 です。ま た、法令の 規定
の趣 旨 及び 目 的か ら予 定 する 個 人情 報 の取 扱 いの 範 囲に つ いて 十分 注 意を 払 い、
適正な個人 情報の 取扱い を行うも のとし ます 。

２

必要が あると 認めて 取り扱う ときは 、必 要とする理 由を明 らかに して 、あらか
じめ審議会 の意見 を聴く ことが必 要です 。

３

審議会の設置並びに組織及び運営についての基本的事項は、情報公開条例
第27条で規 定して います 。
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（ 届出等 ）
第７条

実 施機関 は、個人情 報取扱事 務（ 個 人が検索し 得る形 で個人 情報が記 録さ

れた行政文 書（ 実施機 関又は 国、独立行政 法 人等、他の地方 公共団 体若し くは地
方独立行政法人の職員に関する個人情報で専らその職務の遂行に係るものが記
録された行 政文書 で実施 機関が定 めるも のを 除く。）を 使用する 事務を いう 。以
下同じ 。）を新たに 開始し ようと するとき は 、あら かじめ次 に掲げ る事項 を市長
に届け出な ければ ならな い。届け出 た個人 情 報取扱事務 を変更 し、又は廃 止しよ
うとすると きも、 同様と する。
(1)個人情 報取扱 事務の名 称
(2)個人情 報を取 り扱う目 的
(3)対象者 の範囲
(4)個人情 報の内 容
(5)電 子 計 算 機 に よ る 処 理 を 行 う と き 又 は 第 10条 第 １ 項 に 規 定 す る オ ン ラ イ ン 結
合により 個人情 報を実 施機関以 外のも のに 提供すると きは、 その旨
(6)その他 必要な 事項
２

市長 は 、前 項の 規 定に よる 届 出が あっ た とき は、 個 人情 報登 録 簿に 登録 す ると
ともに、速 やかに登 録した 事項を 審議会に 報 告しなけれ ばなら ない。こ の場合 に
おいて、審 議会は 、当該 事項につ いて意 見を 述べること ができ る。

３

市長は 、個人 情報登 録簿を縦 覧に供 さな ければなら ない。

（趣旨）
これは、 個人情 報取扱 事務の開 始、変 更及 び廃止の手 続につ い て 定 め た も の で す 。
（解釈）
１

実施機関が新たに開始しようとする事務又は事業において個人情報を取り扱
う場合は、その事務 又は事 業の個 人情報に つ いての事項 を届け 出なけ ればなら な
い旨を定め たもの です。
この届出 により 、実施 機関が取 り扱う 個人 情報を市長 が一元 的に把 握するこ と

ができ 、個人情 報の適 正な取 扱いを担 保でき るものです 。ま た、届け出 た内容の
変更及び廃 止につ いても 同様に届 け出る 旨定 めたもので す。
２

「検 索し 得 る」 とは 、事 務 とし て十 分に 対応 が可 能な 時 間 、 経費 の範 囲 内で、
特定の個人 情報を 検索で きる場合 をいい ます 。

３ 「職務 の遂行に 係るも のが記 録された 行 政文書で実 施機関 が定め るもの」とは、

60

実施機関が 保有す る個人 情報の中 には、専 ら 職員の職務 の遂行 につい て構成さ れ
る会議、人事管 理、庁 舎管理 などの台 帳、名 簿類などが ありま すが、これら は市
の組織の機 能、職務と して顕 在化して くるも ので、個人情報 取扱事 務とし てはな
じまないこ とから 届出か ら除外す ること にし ました。施 行規則第 ２条別 表を参 照
してくださ い。
４

届出を 要する 事務又 は事業は 、個 人の氏 名、生 年月日そ の他の 記述又 は個 人に
付された番 号、記号 その他 の符号 により個 人 を検索でき る形で 個人情 報を記録 し
た行政文書 を使用 する事 務又は事 業をい いま す。

５

個人情 報取扱 事務の 届出には 、個 人情報 取扱事務届 出書（施行 規則第 ３条第１
号様式）に 、必要 事項を 記載し市 長に届 け出 ます。

６

第６号 の「そ の他必 要な事項 」は、 次に 掲げるもの などが ありま す。
(1)個人 情報取 扱事務の 開始年 月日
(2)個人 情報の 収集先及 び収集 の方法
(3)個人 情報の 記録の形 態
(4)個人 情報の 目的外利 用及び 提供の 方法

７

市長は 、届 出に係 る事項 を個人情 報登録 簿に登録す るとと もに 、この 制度の適
正か つ公 正な 運 営を 図る た め、 登録 した 事 項 を審 議会 に報 告 し、 これ に 対し て、
審議会は意 見を述 べるこ とができ るもの です 。

８

第18条 以下に 規定す る開示請 求等の 権利 の行使を行 おうと するた めには、実 施
機関が収集 、管理 、利用し ている 個人情 報が 、どのよう な目的 でどの ように使 用
されている か、個人情 報の主 体者であ る本人 が知る必要 があり ます 。その 具体的
方法として 個人情 報取扱 事務届出 書によ り、課等ごとに 個人情 報取扱 事務の名 称、
個人情報の 内容な どを記 載した 個 人情報 登録 簿（施 行規則第 ３条第 ３号様 式）を
作成し、閲 覧でき るよう 個人情報 保護主 管課 に備えるも のです 。

（運用）
１

届出は 、課 等別に 事務又 は事業ご とに行 い、事 務又は事 業に含 まれる 個人情報
の収 集、 管理 、 利用 など の 目的 に着 目し て 分 類し た単 位と し ます 。し た がっ て、
分掌事務や 予算の 単位と 必ずしも 一致す るも のではあり ません 。

２

新たに 個人情 報を取 り扱う事 務又は 事業 を開始しよ うとす る課長 等は、個人 情
報保護主管 課長に 対して、個人情 報取扱 事務 届出書を作 成し、届け出る ことと し、
届出書には 事務又 は事業 で使用す る帳票 を添 付し ます。

３

個人情 報保護 主管課 長は、届出 書をこ の 条例に照ら し適正 である か否かを 審査
し、審査の 結果、届出内容 を適正 と判断 した ときは、届 出番号 を付け てその届 出
番号を課長 等に通 知しま す。

４

現に行 われて いる個 人情報取 扱事務 につ いては 、この条 例の施 行の日 以後、遅
滞なく市長 に届け 出るこ とになり ます。

５

届出を 必要と する事 務は、次の ような 個 人情報を検 索でき る形で 記録され た行
政文書を使 用する もので す。
61

(1)個 人 情報 が記 録 され てい る 名簿 、台 帳 、 一覧 表、 リ スト その 他 これ らに 類す
るもの（必ず しも個 人の氏名、識別番 号など を中心とし て作成 された ものに
限ら ず、 文 書の い ずれ かの 欄 に定 型的 に 個人 情報 が記 録 され て いる もの で、
その個人情 報によ り検索 が可能な ものを 含む 。）
(2) カル テ、相 談カード など個 人情報 の識別 項目により 検索で きるよ うに一定 の
書式に個人 情報が 記録さ れている もの
(3)個人情 報が記 録されて いる申 請書、 届書 その他これ らに類 するも の
(4)電子計 算機処 理に係る 個人情 報が記 録さ れているフ ァイル
６

個人情報取扱事務届出については、別に定める「鎌倉市個人情報保護事務取扱
要領」を参照ください。
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（収 集の制限 ）
第８条

実 施機関 は、個 人情報 を収集 すると きは、取 り扱う 目的（ 以下「 取扱目 的」

という。） を明ら かにし て、本人 から直 接収 集しなけれ ばなら ない。
２

実施機 関は、個人情報 を収集 すると きは 、適法かつ 公正な 手段によ り収集 しな
ければなら ない。

３

実施機関は、取扱目的の達成に必要な限度を超えて個人情報を収集してはなら
ない。

４

実施機関 は、第 １項の 規定にか かわら ず 、次の各 号のいず れかに 該当す るとき
は、個人情 報を本 人以外 のものか ら収集 する ことができ る。

(1)法令 等の規 定に基づ くとき 。
(2)本人 の同意 があると き。
(3)個人 の生命、健康、生 活又は 財産の保 護 のために緊 急かつ やむを 得ない理 由が
あるとき。
(4)審議 会の意 見を聴い た上で 、本 人から 収 集すること により 実施機 関又は国 の機
関、独立行政法人等、他の地方公共団 体の機 関若しくは地方独立行政法人 が行
う事務又は 事業の 性質上 その目的 の達成 に支 障が生じ 、又は 円滑な実 施を困 難
にするおそれがあることその他本人以外のものから収集することに相当の理
由があるこ とを実 施機関 が認めて 収集す ると き。
５

実施機 関は ，本人 から直 接書面（電 磁的 記録を含む 。）に 記録され た当該 本人
の個人情報 を収集 すると きは、あらか じめ 、本人に対し 、そ の取扱 目的を明 示し
なければな らない 。た だし、次の各 号のい ず れかに該当 すると きは 、この限 りで
ない。

(1) 個 人の生 命、健 康、生活 又は財 産の保 護のために 緊急に 必要が あるとき 。
(2) 取 扱目的 を本人 に明示す ること により 、本人又 は第三 者の生命 、健康 、生活 、
財産その他 の権利 利益を 侵害する おそれ があ るとき。
(3) 収 集の状 況から みて取扱 目的が 明らか であると認 められ るとき 。
６

実施機 関は、第 ４項第 ３号又 は第４号 の 規定に該当 して本 人以外 のものか ら個
人情報を収集したときは、その旨及び取扱目的を本人に通知しなければならな
い。ただし 、審議 会の意 見を聴い て適当 と認 めたときは 、この 限りで ない。

７

法令等 の規定 により 、申請行 為その 他こ れに類する 行為を 行う場 合におい て、
当該行為を 行おう とする 者以外の 個人に 関す る個 人情報 が収集 された ときは、第
４項第２号 の規定 に該当 して収集 がなさ れた ものとみな す。

（趣旨）
これは、実 施機関 が個人 情報を収 集する に あたっての 制限事 項を定 めたもの です。
（解釈）
１

個人情 報の保 護にあ たっては、その収 集 段階から適 正な措 置が講 じられる 必要
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があります 。そ のため この項 では 、実施機 関 が収集する 個人情 報はそ の取扱目 的
を明らかに して、 本人か ら直接収 集しな けれ ばならない こと を 定 め た も の で す 。
２

実施機 関は 、個人 情報を 収集する ときは 、誤っ た個人情 報や不 必要な 個人情報
を収集する ことが ないよ う個人情 報の取 扱目 的を明確に して、そ の目的 達成の た
めに必要な 範囲内 で個人 情報を収 集しな けれ ばなりませ ん。

３

第２項 は、実施機 関に対 する義務 として 、実施 機関が個 人情報 を収集 するとき
には、適法 かつ公 正な手 段によら なけれ ばな らないこと を示し たもの です。

４

「適 法」と は、個人情報 を収集 する手段 が法令、条例は もとより 規則な ど個人
情報を取り 扱う事 務又は 事業にお ける規 範に 違反しない ことを 意味し ます。

５

第３項 は、利用目 的の達 成に不必 要な個 人情報の保 有は 、安全 管理上 問題であ
るのみなら ず、場合に よって は誤った 利用等 がなされる 恐れも ありま す。従って
個人の権利 利益を 保護す る観点か ら、個人 情 報が取得さ れる個 人の範 囲及び個 人
情報の内容 は、利用 目的に 照らし て必要最 小 限のもので なけれ ばなら ないとし た
ものです。

６ 「公正」と は、個人情 報を収 集する手 段が 、法秩序一般 の理念 に適合し ており 、
社会通念に 照らし て正当 であると 客観的 に判 断されるこ とを意 味しま す。
７

個人情 報は 、本人 から直 接収集す ること を原則とし ますが 、本 人から 直接収集
することが できな い場合 や本人以 外から 収集 した方がよ い場合 もあり ます。第 ４
項は、第１ 号から 第４号 まで掲げ るもの を適 用除外事項 とし て 定 め た も の で す 。

８

意思能 力のな い幼児 又は被後 見人の 個人 情報を、法 定代理 人（親権 者、未成 年
後見人又は 成年後 見人 ）から 収集する ことに ついては 、本人 からの 収集と みなし
ます。
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－第４項－
第１号（ 法令等 の規定 ）
(1)法令等 の規定 に基づく とき
（趣旨）
この号は、法令等 の規定 に基づい て行う 個 人情報の収 集につ いて定 めたもの です。
（解釈）
１ 「法 令等の 規定」とは、事務処理 をする た めに必要な 個人情 報の収 集につい て、
本人以外の ものか ら収集 すること ができ る法 的な根拠を 有する もので す。
２

「 法令等 」と は、法律 、政令 、省 令（ 法 定受託事務 につい ての国 等からの 通知
等は含みま せん 。）及 び条例 をいい 、実施機 関 が定める規 則など は含ま れません 。

３

法令 等の 規 定に は、 実施 機 関が 本人 以外 のも のか ら収 集 しな けれ ばな ら ない、
又は本人以外のものから実施機関に対して個人情報を提供しなければならない
ことを規定 した「 義務規 定」と、義務では あ りませんが 本人以 外のも のから収 集
を認めた「 できる 規定」が ありま す。ここ で の法令等に 基づく 収集は そのいず れ
もの規定に 該当し ます。

「法令等の 規定に 基づく とき」の 具体例 は次 のとおりで す。
(1)法令の 規定に 基づき本 人以外 のもの から の収集が義 務付け られて いるもの
・公 職選挙 法第21条

資格者 の選挙人 名簿へ の登録 は、住民基 本 台帳
記録に基づ き選挙 管理委 員会が行 う。

・住 民基本 台帳法 第19条

他の市町村からの通知により戸籍の附票を修正。

・地 方税法 第382条 第３項

登記所 からの通 知に基 づき、土地 課税台 帳 又は
家屋課税台 帳に記 載又は 訂正。

・民 事訴訟 法第220条

裁判所から文書の提出命令を受けた場合はこれ
に応 ず る こと 。

(2)法令 の規定 に基づき 本人以 外のも のか らの収集が できる もの
・公 営住宅 法第34条

事業主 体の長は、公営住 宅の入居 者の収 入 状況
について、当該入居者、雇主等に報告を求め、
官公署に書類を閲覧させ、内容を記録させるこ
とを求める ことが できる 。

・老 人福祉 法第36条

福祉の 措置に関 し、官公 署に調 査を嘱 託し 、又
は関係人に 報告を 求める ことがで き る。

・生 活保護 法第29条

保護の 決定又は 実施に 関し、官公 署に調 査 を嘱
託し、又は関 係人に 報告を 求めるこ とがで き る。

・鎌 倉市議 会議員 その他
非常勤 の職員 の公務 災

補償の 実施又は 審査に 関し、関係 人に対 し て報
告、文書の 提出、 出頭を 命じるこ とがで きる 。

害補償 等に関 する条 例
第 22条
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第２号（ 本人同 意）
(2)本人の 同意が あるとき 。

（趣旨）
この号は 、個 人情報 を収集 すること につい て、本 人がその 取扱目 的を承 知して同
意し てい る場 合 は、 その 承知 し てい る範 囲内 で個 人情 報が 取 り扱 われ てい る 限り、
本人からの 収集と 同様に、個人情報 の取扱 い 上の問題は 起こら ないと 考えられ るこ
とから定め たもの です。
（解釈）
１

「本人 の同意」とは、一般的に 事務又 は 事業におけ る取扱 目的を 承知して いる
との本人の 明確な 意思表 示が文書 又は口 頭に より確認さ れた場 合であ って、そ の
事務又は事 業の利 用又は 提供の目 的内容 を本 人が承知し てい る 状 態 を い い ま す 。

２

実施機 関が行 う事務 又は事業 の中に は、サービス行 政、給付行 政等の 受益を受
けるためな された 申請行 為の伴う 事務又 は事 業の処理過 程で、本 人以外 のもの か
ら個人情報 を収集 するこ とに同意 してい るも のと考えら れる場 合があ ります。こ
のような場 合にま で、すべて 本人の明 確な同 意を必要と すると 、い たずら に行政
事務の非効 率化と 繁雑を 増すだけ でなく 、市 民等も、そ の都度 、意思表 示を行 う
必要性が生 じ、無 用な負 担を強い られる こと になります 。
このため、事 務の目 的、流れそ の他客 観的事 実から本人 の同意 の意思 が明らか
である場合 は、こ の号に よる本人 同意が ある ものとして 取り 扱 う こ と に し ま す 。
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第３号（ 緊急か つやむ を得ない 理由）
( 3)個 人 の 生命 、 健康 、 生活 又 は 財産 の 保護 のた め に緊 急 か つや む を得 な い理 由が

あるとき。

（趣旨）
この号は 、個人 の生命、健康、生 活又は 財 産を保護す るため に個人 情報を収 集す
ることが必 要な場 合で、収 集する ための 時間 的余裕がな く、か つ、他に 適当な 収集
方法がない ときは 、個人 の生命 、健康 、生活 又は財産を 保護す るため 、本人 以外の
ものから収 集でき る旨定 めたもの です。
（解釈）
１

「 緊急 」とは 、災 害その 他緊急事 態が発 生した場合 などで 、生 命、健康 、生活
又は財産を 保護す るため 、本 人から個 人情報 を収集する 時間的 な余裕 がなく 、本
人以外のも のから 収集し なければ 目的が 達成 できない状 況をい い、双方 の利益 を
比較考量し て実施 機関が 判断しま す。

２

「やむ を得な い理由」とは、本 人以外 の ものから収 集しな ければ 事務又は 事業
の目的が達 成でき ず、他 に適当な 収集の 方法 がない場合 をいい ます。「 やむを 得
ない」か「 否」かにつ いては 、守 るべき 個人 の生命 、健康 、生 活又は 財産の保 護
という本人の権利利益と個人情報を本人以外のものから収集することにより侵
害する個人 の権利 利益と を比較考 量して 判断 する必要が ありま す。
しかし 、一 般的に は、本人以外 のもの か ら収集する ことに よって 生ずる個 人の
権利利益の 侵害は 、収 集され た後の個 人情報 の取扱いに よるも のであ り、収集の
時点では 、本人 以外の ものか ら収集し たこと による権利 利益の 侵害の 程度は 、不
明確で比較 考量が 困難で す。このため 、本 人 以外のもの から収 集しな ければ事 務
又は事業の 目的が 達成で きず、他 の適当 な手 段がない場 合は、「やむを 得ない 理
由」が あると判 断でき るもの として 、収集 の 事実と取扱 目的を 本 人に 通知する こ
とにより、本人以外 のもの からの 収集によ る 権利利益の 侵害や そのお それを防 止
することが 適当と 考えら れます。
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第４号（ 審議会 の意見 ）
(4)審 議 会の 意 見を 聴 いた 上 で、 本人 か ら収 集す る こと に より 実施 機 関又 は 国の機
関、独立行政法人等、他の地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人 が行う
事務又は事 業の性 質上そ の目的の 達成に 支障 が生じ、又 は円滑 な実施を 困難に す
るおそれがあることその他本人以外のものから収集することに相当の理由があ
ることを実 施機関 が認め て収集す るとき 。

（趣旨）
この号は 、適 用除外 事項第 １号から 第３号 までに該当 しない 場合で 、審 議会の客
観的な意見 を聴い た上で、実施機関 が本人 以 外のものか ら収集 する必 要がある と判
断したとき は、本 人以外 のものか ら収集 でき る旨定めた もので す。
（解釈）
１

「 審議会の 意見を 聴いた 上で、本人以 外 のものから 収集す ること に相当の 理由
があること を実施 機関が 認めて収 集する とき 」とは、実 施機関 が、本人 から収 集
していたのでは事務又は事業の遂行に支障が生ずる場合など相当の理由がある
場合に審議 会の意 見を聴 き、本人 以外のも の から収集す ること ができ るもので す。

２

「国の 機関、独 立行政 法人等、他の地 方 公共団体の 機関若 しくは 地方独立 行政
法人」とは 、国 、独立 行政法 人等 、都道 府県 、他の 市町村 等（ 地方自 治法第１ 条
の３第１項 の地方 公共団 体）及 び地方 独立行 政法人をい い、大臣、知事、市町村
長のほか、 それら の補助 機関（職 員）も 含む ものです。

３

「性質 上」とは 、表彰 や叙勲等 の候補 者 の選定事務 のよう に表彰 決定前に 本人
から収集し たので は事務 に支障が 生じた り、円滑な事務 執行が 困難に なるなど 本
来本人から 収集す ること になじま ない性 質の あるものを いいま す。

４

「 その目的 の達成 に支障 が生じ 、又は 円 滑な実施を 困難に するお それがあ るこ
と」と は、本人から 収集で きない 場合や事 務 又は事業の それぞ れの目 的から判 断
して本人か ら収集 したの では 、その目 的達成 に支障が生 じ、又は円 滑な実 施を困
難にするお それが ある場 合などで す。こ のよ うな場合は 、実施 機関は、事務又 は
事業への支 障の状 況や円 滑な実施 を困難 にす る事情等を 審議会 に説明 し、意見 を
聴いた上で 判断を 行うこ とを示し たもの です 。

５

「相当 の理由 があるこ と」と は、事務 又 は事業の性 質上そ の目的 の達成に 支障
が生じ 、又は円 滑な実 施を困 難にす る おそれ がある場合 と同程 度以上 に、本人以
外のものから収集する必要性その他の理由があると実施機関が判断する場合を
いいます。
この場合 、客 観的な 判断が 要求され ること から、実施機関 は、審議会 に本人以

外のものか ら収集 すべき 理由を示 し、意 見を 聴いた上で 実施機 関とし ての判断 を
行うべきこ とを示 したも のです。
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－第５項－
（趣旨）
この項は 、実 施機関 が、本人から 直接書 面 に記録され た当該 本人の 個人情報 を収
集するとき には、利 用目的 をあらか じめ明 示 しなければ ならな いこと を定めた もの
です。
（解釈）
１

「本 人から 直接書面（電 磁的記録 を含む 。）に 記録され た当該 本人の 個人情報
を収集する とき」とは、本 人から 直接個 人情 報を収集す る形態 には、書面によ る
場合や口頭 による 場合が あります が、口頭に よる情報の 場合 、必ず しもそ のすべ
てが個人情 報とし て保有 されるわ けでは あり ません 。これに 対し 、申請 書やア ン
ケート調査 票等 、本人 が書面 に記載し て提出 するものは 、そ の多く が個人 情報と
して保有さ れ、以後 の各種 行政運 営の基礎 資 料として利 用され ること になると 考
えられるこ とから、本人か ら直接 書面に記 録 された当該 本人の 個人情 報を収集 す
る場合は、 特に利 用目的 を明示す る こと を定 めたもので す。
なお 、「電 磁的記 録を含 む」こ ととした のは、近 時行政 の情報化 が急速 に進展
し、オ ンライン による 申請等 も一般化 しつつ あることか ら、このよ うな情 報通信
ネットワー ク等を 介して 収集する 場合も 含む 趣旨です。

２

「 あ ら かじ め、 本人 に対 し、 その 取 扱目的 を 明示 しな けれ ばな ら ない 」と は 、
取り扱い目的の明示の方法としては、申請書等の様式にあらかじめ記載しておく
などの方法のほか窓口における掲示や口頭による方法も考えられますが、本人が
取扱目的を認識することがで き る よ う 、 適 切な 方 法 に よ り 行 う こ と が 必要 で す 。
実施機関に対して一方的に送りつけられてきたような場合には、そもそも「あ
らかじめ」明示することが不可能であり、そのような場合にまで義務を課すもの
ではありません。

３

あらかじめ取扱目的を明示することを原則としますが、第１号から第３号まで
に掲げるものについて適用を除外しています。
(1) 個人の生命、健康、生活又は財産の保護のために緊急に必要があるとき
生命、健康、生活又は財産を保護するための個人情報の収集であって、取扱
目的を明示する時間的余裕がない場合に、適用を除外したものです。
(2) 取扱目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、健康、生活、
財産その他の権利利益を侵害するおそれがあるとき
利用目的を明示することにより、本人又は第三者の不利益になる場合や、結
果として本人又は第三者に損害を与えるおそれがある場合にまで取扱目的を明
示する義務を課すことは適当でないことから、適用を除外したものです。
例えば、違法行為に係る通報、住民間の紛争に係る一方の当事者からの相談
等があった場合、本人に取扱目的を明示すると通報者や一方の当事者の権利利
益が害される場合、癌の治療のために必要となる個人情報を収集する際にその
取扱目的を告げることが、実質的に病名を告知することになり、本人に不測の
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事態を招くおそれのある場合等が考えられます。
(3) 収集の状況からみて取扱目的が明らかであると認められるとき
個人情報が収集される状況からみて取扱目的が明らかである場合は、本人が
取扱目的を確認するための措置をあえて講ずる必要性が認められないと考えら
れることから、適用除外したものです。
例えば、特定の許認可申請を行うため本人が自己の個人情報を記載した申請
書を実施機関に提出する場合であって、実施機関が当該許認可申請の事務処理
のみに当該個人情報を利用する場合等が考えられます。
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－第６項以 降－
（解釈）
１

第４項 第３号 の「個人 の生命 、健康、生 活又は財産 の保護 のため に緊急か つや
むを得ない 理由が あると き」又は 第４号 の「 審議会の意 見を聴 いた上 で、相当 の
理由がある ことを 実施機 関が認め て」に該当 し、本 人以外の ものか ら個人 情報を
収集した場 合は、そ の旨及 び利用 目的など を 本人に通知 しなけ ればな らな いも の
です。本人 への通 知方法 は、原則 として 書面 により個別 に行い ます。

２

ただし 書は 、本人 以外の ものから 収集し た場合につ いて 、すべ て本人 に通知し
なければな らない とする と、行政事務 の非効 率化と繁雑 さを増 し、本人も 予期せ
ぬ通知を受 けて、無用の 煩わしさ を感じ るこ とになりま す。こ のため、このよ う
な場合には 審議会 の意見 を聴いた 上で、本 人 への通知を 省略で きるこ とにした も
のです。
本人通知 を省略 するこ とができ るもの とし て、次のよ うな場 合が考 えられま す。
(1) 事 務 又 は 事 業 の 性 質 か ら 本 人 に 通 知 す る こ と で 事 務 又 は 事 業 の 円 滑 な 実 施
を困難にす ること が明ら かな場合
(2)第 三 者に 相談 者 本人 等が 知 らせ たく な い と考 える 情 報を 知ら せ るこ とに なる
とともに事 務又は 事業の 円滑な実 施を困 難に する場合
(3) 通知 を要す る対象 者が大量 であり 、か つ 、本人 が通知 を受けて も本人 に選択
する余地が ない場 合
(4) 事務 又は事 業の性 質上、本 人が他 の方法 により知り 得るこ とが明 らかであ り、
個別に通知 するこ とが現 実的でな い場合

３

第７項 は、法令 等の規 定により 提出さ れ る申請書や 届書又 は法令 等の規定 によ
りそれらに添付することが義務付けされている書類に記載されている申請者や
届出者以外 の者の 個人情 報につい て、第４ 項 第２号に規 定する 本人同 意に基づ く
収集とみな すもの です。

４

「当該 行為を 行おうと する者 以外の 個人 に関する個 人情報 」とは、申請書 や添
付書類などの中に記載されている申請者や届出者以外の者の個人情報をいうも
ので、申請書な どに添 付され ている契 約書に 記載されて いる債 権者 、債務 者及び
保証人の個 人情報 などが これに該 当しま す。

（運用）
１

本人の 同意の もとに 収集され たとみ なせ る場合の具 体例は 、 次 の と お り で す 。
事務又 は事業 の必要 性から本 人が自 ら申 請書等を記 載し、そ の申請 書等が第 三
者を経由し て提出 がなさ れた場合

２

・

口 座振替 依頼書 （金融機 関から ）

・

各 種健康 診断書 （医療機 関から ）

既に実 施機関 のＡ課 が保有し ている 個人 情報を 、Ｂ課が 取得等 する場 合は、形
式上は新た に必要 として いるＢ課 が、本人 以 外のものか ら収集 するこ とになり ま
すが、この 場合に は条例 第９条（ 利用及 び提 供の制限）の規定 により 取り扱う こ
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とにします 。
これは 、迅 速な事 務処理 を図ると ともに 、本人 に対する 二重の 収集の 手間を省
略するため です。
３

本人の 同意が あると きとは、 次のと おり です。

(1)一件ご と個別 に本人の 同意を 得て収 集す る場合
（あらか じめ包括 的に同 意を得 る方法と 、個別の収集 の都度 個々に 同意を得 る
方法があり ます。 ）
(2)本人の 希望・ 依頼によ り本人 に代わ って 関係者から 収集す る場合
４

本人へ の通知 方法の うち、書 面で行 う場 合は、個人 情報収 集通知書（施行 規則
第４条第４ 号様式 ）によ り行いま す。

72

（利用及 び提供の 制限）
第９条

実 施機関 は、個人 情報を 収集した と きの取扱目 的以外 の目的 に当該個 人情

報を利用し 、又は 実施機 関以外の ものに 当該 個人情報を 提供し てはな らない。
２

実施機 関は 、前項 の規定に かかわ らず 、次 の各号のい ずれか に該当 するとき は、
個人情報を 収集し たとき の取扱目 的以外 の目 的に当該個 人情報 を利用 し、又は 実
施機関以外 のもの に当該 個人情報 を提供 する ことができ る。

(1)法令等 の規定 に基づく とき。
(2)本人の 同意が あるとき 。
(3)個人の 生命、健康、生 活又は 財産を保 護す るため、緊 急かつ やむを 得ない理 由
があるとき 。
(4)その他 審議会 の意見を 聴いて 必要が ある と認めたと き。
３

実施機 関は、前項第３ 号又は 第４号 の規 定に該当し て個人 情報を 利用し、又は
提供したと きは 、その 旨及び その目的 を本人 に通知しな ければ ならな い。ただし、
審議会の意 見を聴 いて適 当と認め たとき は、 この限りで ない。

４

実施機 関は，その保有 する個 人情報 を提 供する場合 におい て、必要 がある と認
めるときは 、個 人情報 の提供 を受ける ものに 対し、提供に係 る個人 情報に ついて、
その使用の 目的若 しくは 方法の制 限その 他必 要な制限を 付し、又はその 漏えい の
防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずることを求める
ものとする 。

（趣旨）
これは、収 集した ときの 取扱目的 以外の 目 的に個人情 報を利 用する こと及び 実施
機関以外のものに個人情報を提供することを原則として禁止することを定めたも
のです。
（解釈）
１

収集し た個人 情報は、第７条に 基づき 届 け出た取扱 目的の 範囲内 で利用及 び提
供をしなけ ればな らない 原則を示 してい ます 。

２

「利用 」とは、個人情 報を保有 する実 施 機関内又は 実施機 関相互 で使用す るこ
とであり、市長部局 の所属 課が保 有してい る 個人情報を 同じ市 長部局 の所属課 に
おいて使用する場合や市長部局の所属課が保有している個人情報を教育委員会
の所属課が 使用す る場合 などが該 当しま す。

３

「提 供」と は、個人情報 を保有 する実施 機関が、実施機 関以外の ものに その情
報を渡すこ とをい い、国及び 都道府県 、他 の 市町村等な どへ渡 す場合 がこれに 該
当します。

４

個人 情報 を 収集 する とき は 、取 扱目 的を 明ら かに して 、 本人 から 直接 収 集し、
一度収集し た個人 情報は 、届 け出た取 扱事務 の取扱目的 の範囲 で利用 し、又は提
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供しなけれ ばなり ません が、この原則 に沿っ て事務を進 めると 、同 一人か ら何度
も同一情報 を収集 する事 態が生じ るおそ れが あり、他の用途 への利 用、外部へ の
提供を一律に制限することは行政事務の効率化と市民サービスの向上を図る点
からも好ま しくあ りませ ん。
そこで 、第 ２項では 利用及 び提供 の制限の 適用除外事 項とし て、個人情 報を実
施機関内若 しくは 実施機 関相互で 利用し 、又 は実施機関 以外も のへ提 供するこ と
ができるこ とにし たもの です。
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第１号（法 令等の 規定）
(1)法令等 の規定 に基づく とき。

（趣旨）
この号は 、法令 等の規 定に基づ いて行 う利 用及び提供 につい て 定 め た も の で す 。
（解釈）
１

「法令 等の規 定」とは 、事務処 理をす る ために必要 な個人 情報の 利用及び 提供
が、法令等 の規定に 基づい て利用 及び提供 す ることがで きる法 的な根 拠を有す る
ものです。

２

「 法令等 」と は、法律 、政令 、省 令（ 法 定受託事務 につい ての国 等からの 通知
等は含みま せん 。）及 び条例 をいい 、実施機 関 が定める規 則など は含ま れません 。
(1)「法 令等の 規定に基 づくと き」の 具体 例は、次の とおり です。
ア

法 令等の 規定に より、利 用又は 提供 が義務付け されて いるも の

・住民 基本台 帳法第15条第２ 項

住 民 票の 記 載 等を し た と きは 、 選 挙管 理委
員会へ通知 しなけ ればな らない。

・相続 税法第 58条

死 亡 又は 失 そ うに 関 す る 届書 に 記 載さ れた
事項を税務署長に通知しなければならない。

・公職 選挙法 第11条 第３項

選 挙 権及 び 被 選挙 権 を 有 しな く な る事 由等
が生じ、又はその事由がなくなったときは
他の市町村の選挙管理委員会へ通知しなけ
ればならな い。

・地方 税法第 422条の ３

土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価
格を決定し、又は修正した場合は、登記所
に通知しな ければ ならな い。

・学校 教育法 施行令 第１条第 ２項 学 齢 簿の 編 成 は、 住 民 基 本台 帳 の 記録 に基
づき教育委 員会が 行う。
イ

法 令等の 規定に より、利 用又は 提供 ができるも の

・刑事 訴訟法 第197条 第２項

捜査に ついての 照会事 項の 報 告 を す る こ と 。

・住民 基本台 帳法第37条

国 の 行政 機 関 又は 都 道 府 県知 事 か らの 住民
基本台帳に記録されている事項に関する資
料の提供

・弁護 士法第 23条の ２第２項

弁 護 士会 は 、 公務 所 又 は 公私 の 団 体に 照会
して必要な事項の報告を求めることができ
る。

（運用）
法令等の 規定に より 、通知 、送付 などが 義 務付けられ ている 場合に は特に支 障は
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ありません が、法令 等にお ける規 定の方法 が 単に利用又 は提供 を求め ることが で
きる旨定め ている にすぎ ない場合 には、次 の すべてに該 当する 場合に 限り個人 情
報を利用し 、又は 提供す ることが できま す。その利用又 は提供 に当た っては、地
方公務員法 第34条 に定め る守秘義 務に留 意し 、利用又は 提供する 情報の 範囲を 検
討し、慎重 な対応 を心掛 けるもの としま す。
(1) 個 人情報 を利用 する目的 に 公益 性があ ること。
(2) 実 施機関 が保有 する個人 情報を 利用し 、又は 実施機 関以外の ものに 提供し な
ければその 目的を 達成す ることが 困難で ある こと。
(3) 個 人情報 の内容 、その 目的そ の他の事 情からみて 、本 人の権 利利益を 著しく
侵害するお それが ないこ と。
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第２号（ 本人同 意）
(2)本人の 同意が あるとき 。

（趣旨）
この号は 、本 人の同 意を得 た上で取 扱目的 以外に個人 情報を 利用し 、又 は提供を
行う場合に は、基本 的に個 人情報保 護上の 問 題は起こら ないと 考えら れること から
定めたもの です。
（解釈）
１

「本人 の同意」とは、一般的に 事務又 は 事業におけ る取扱 目的を 承知して いる
との本人の 明確な 意思表 示が文書 又は口 頭に より確認さ れた場 合であ って、そ の
事務又は事業の利用又は提供の目的及び内容を本人が承知している状態をいい
ます。

２

実施機 関が行 う事務 又は事業 によっ ては 、客観的に判 断して 明らか に本人の 同
意があると 考えら れる場 合があり ます 。この ような場合 にまで 、す べて本 人の明
確な同意を 必要と すると、いたず らに行政 事 務の非効率 化と繁 雑さを 増すだけ で
なく、市 民等も 、その 都度、意思表 示を行 う 必要性が生 じ、無用な負 担を強 い ら
れることに なりま す。こ のため、事務の 目的 、流れその 他客観 的事実 から本人 の
同意の意思 が明ら かであ ると推認 できる 場合 は、この号 による本 人同意 がある も
のとして取 り扱う ことに します。
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第３号（ 緊急か つやむ を得ない 理由）
(3)個 人 の生 命、 健 康、 生活 又 は財 産 を保 護 する ため 、 緊急 かつ や むを 得 ない 理由
があるとき 。

（趣旨）
個人の生 命、健 康、生活 又は財 産を保護 す るために利 用し、又は提供 するこ とが
必要な個人 情報で 、そ の利用 又は提供 に緊急 性があり 、かつ 他に適 当な代 替手段が
ないという ような 場合に は、収集した ときの 取扱目的に かかわ らず 、利用 又は提供
ができる旨 定めた もので す。
（解釈）
１

「 緊急 」、「や むを得 ない理 由」は、収 集の制限の 項に掲 載して あります ので
参照してく ださい 。

２

「生 命、健 康、生活又は 財産を 保護する ため、緊 急かつ やむを得 ない理 由があ
るとき」と は、災 害その 他緊急事 態が発 生し た場合など で、生 命、健 康、生活 又
は財産を保 護する ため、個人情報 を利用 し、又は提供す るもの で、そ の利用又 は
提供に緊急 性があ り、か つ、他に 適当な 代替 手段がない という ような 場合に、収
集したとき の取扱 目的に かかわら ず、利 用又 は提供を認 めよ う と す る も の で す 。

３

この号 による 利用又 は提供を 行うに あた って、特に注 意しな ければ ならない こ
とは、利用 又は提 供をす る場合に 、単な る行 政上の都合 等は含 まれず 、厳密に 解
釈すること が必要 です。
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第４号（ 審議会 の意見 ）
(4)その他 審議会 の意見を 聴いて 必要が ある と認めたと き。

（趣旨）
個人情報 を収集 したと きの取扱 目的以 外の 目的のため に利用 し、又は 提供する 必
要がある場 合に 、あら かじめ 審議会の 意見を 聴いて利用 し、又は提 供でき る旨定め
たものです 。
（解釈）
１

「その 他審議 会の意見 を聴い て必要 があ ると認めた とき」とは、個 人情報 を収
集したとき の取扱 目的以 外の目的 のため に利 用し、又は 提供する 必要が ある場 合
で、第 １号から 第３号 までに 掲げた事 項に該 当しない場 合には 、審 議会の 意見を
聴いて利用 し又は 提供す ることが できる こと にしたもの です。

２

取扱目 的以外 の利用 又は提供 を行お うと する場合は、あらか じめ審 議会に対 し
て、取扱目 的以外の 利用又 は提供 の目的及 び その必要性 を明ら かにし て意見を 聴
く必要があ ります 。
目的外の 利用又 は提供 を行う必 要性が あら かじめ分か ってい るとき は、収集 の

ときにあらかじめ本人の同意を得ておくように努めることが望ましいといえま
す。同意を 得た場 合には 、この号 ではな く、 第２号の適 用とな ります 。
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－第３項－
（解釈）
１

この項 は、実施機 関が目 的外の利 用又は 外部への提 供をし たとき は、審議会の
意見を聴い て通知 しない ことを決 定した とき を除き、そ の事実を 本人に 通知す べ
きことを定 めたも のです 。
なお、個人情 報を利用 したと きの通 知は 、個人情報 目的外 利用通知 書（施 行規
則第５条第 ５号様 式）で 、ま た、個 人情報 を 提供したと きの通 知は、個人情 報提
供通知書（ 施行規 則第５ 条第６号 様式） によ り行います 。

２

審議会 の意見 を聴い て本人へ の通知 を省 略できるこ とにし た理由 は、市の行 う
事務又は事 業は多 様であ り、その 性質など か ら本人に通 知する ことで その事務 又
は事業の達 成に支 障をき たす場合 、通知を 要 する対象者 が大量 なもの で本人が 通
知を受けて も本人 に選択 の余地が ない場 合、事務の性質 上から 他の方 法により 本
人に通知す ること が予定 されてお り、個別 に 通知するこ とが現 実的で ない場合 な
ど本人通知 を省略 するこ とが適当 と認め られ る場合があ ります。これら の場合 で
も目的外に利用し又は提供したすべての場合に本人に通知しなければならない
とすると 、いた ずらに 行政事 務の非効 率化と 繁雑さを増 し、本人も 予期せ ぬ通知
を受けて無 用の煩 わしさ を感じる ことに なり ます。このよう な場合 に、客観的 な
意見を聴い た上で 本人に 通知を省 略でき るこ とにしたも のです 。
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－第４項－
（趣旨）
この項は 、実 施機関 以外の ものに提 供され る個人情報 につい て、使用目 的や方法
の制限及び 漏えい 等の防 止を図る ため 、必要 があると認 めると きは 、提供 を受ける
ものに対し て必要 な措置 を講ずる ことを 求め ることを定 めたも のです 。
（解釈）
１

「必要 がある と認める とき」とは、提 供 を受けるも のに対 して措 置要求を 行う
「必要があ る」かどうか を、提供する 個人情 報の内容 、提供 形態、提供を 受ける
ものにおけ る使用 目的、使用方法 、安全 確保 状況を勘案 して、実施機 関が個別 具
体的に判断 し認め る場合 をいいま す。

２

提供に 係る個 人情報 について 付与す る制 限としては、その使 用の目 的又は方 法
の制限のほ か、提供し た個人 情報の取 扱者の 範囲の限定 、第 三者へ の再提 供の制
限、消去・返却等 の使用後 の取扱 いにつ いて の指示、所 要の報 告の要 求等が考 え
られます。

３

提供を 行った 実施機 関は、必 要に応じ 、措 置要求した 事項の 遵守状 況を把握 し、
その結果、措置要 求が遵 守されて いない 場合 は、その後 の提供 を停止 したり、提
供した個人 情報の 返却を 求めるこ とが必 要で す。

81

（オンラ イン結合 による 提供）
第10条

実 施機関 は、公益上必 要があ り、か つ、個人 の権利 利益を 侵害する おそれ

がないと認 められ るとき でなけれ ば、オ ンラ イン結合（ 当該実 施機関 が管理す る
電子計算機と実施機関以外のものが管理する電子計算機その他の機器とを通信
回線を用い て結合 し、当該 実施機 関が保 有す る個人情報 を実施 機関以 外のもの が
随時入手し 得る状 態にす ることを いう 。以下 同じ。）によ る個人 情報の提 供を行
ってはなら ない。
２

実施機関 は、オ ンライ ン結合 による個 人 情報の提供 を新た に開始 しようと する
ときは、あらか じめ審議 会の意 見を聴 かなけ ればならな い。その内容 を変 更 しよ
うとすると きも、 同様と する。

（趣旨）
これは、オ ンライ ン結合 による個 人情報 の 提供を制限 するこ とを定 めたもの です。
（解釈）
１

情報化 社会と いわれ る今日、電 子計算 機 の利用は市 民福祉 の向上 と事務処 理の
効率化のた め欠か せない 条件とな ってい ます 。電子 計算機は 、大 量かつ 高速で 情
報を処理す ること が可能 であり、 情報の 集積 、加工、利 用など が容易 です。
しか し、 こ のよ うな 利便 性 があ る反 面、 不可 視の 状態 で 処理 され るこ と から、
情報伝達や 漏えい などが 行われた 場合に 発見 されにくい とい う 問 題 が あ り ま す 。
特に 、オン ライン 結合に よる情報 提供は 、結合 の相手方 から容 易にか つ随時に
アクセスで きるこ とから 、利 用を誤っ たり悪 用された場 合に 、大き な事故 につな
がるおそれ があり ます。そこで、個人情 報が みだりに外 部へ流 出しな いよう、実
施機関以外 の電子 計算機 とのオン ライン 結合 を原則とし て禁止 するも のです。
しかし、市民福 祉の向 上や行政 サービ スの 迅速化など 時代の すう勢 として避 け

られない場 合が想 定され ることか ら、あ らか じめ審議会 の意見 を聴い たものに つ
いては、オ ンライ ン結合 ができる ことと する ものです。
２

「公 益上の 必要」とは、オンラ イン結合 という方法 により 、個人 情報を 提供す
ることが、社会一般 の利益 を図る ために必 要 かどうかを 判断す る意味 をいいま す。

３

括弧内 は、オ ンライン 結合の 定義を して います。「 当該実施 機関が 管理す る電
子計算機と実施機関以外のものが管理する電子計算機その他の機器とを通信回
線を用いて 結合」とは、第 ２条第 ２号に 規定 する実施機 関と国 及び都 道府県、他
の市町村等の管理する電子計算機やその端末機等の機器とを通信回線を用いて
結合するこ とを意 味しま す。

４

「実施 機関以 外のもの が随時 入手し 得る 状態」と は 、オンラ イン結 合の相 手方
が実施機関が保有する個人情報をいつでも必要に応じて入手できる状態にある
ことを意味 するも ので、実 施機関 がマスタ ー テープ等を 相手方 と交換 すること な
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どは、オ ンライ ン結合に 該当し ません 。ただ し、この 場合に は、個 人情報 の処理
を新たに開 始する ことと なるとき は、第７ 条 第１項の届 出及び 同条第 ２項の審 議
会への報告 が必要 になり ます。
５

オンラ イン結 合とい う方法を 用いて、実 施機関が保 有する 個人情 報の提供 を開
始しようとするとき及び既にオンライン結合により提供している内容を変更し
ようとする ときは 、事前に 、審議会 の意見 を聴 く義務があ ること を示し ています 。

（運用）
「電子計 算機」とは、汎 用コン ピュータ 、オフィスコ ンピュ ータ、パーソナ ルコ
ンピュータ 、その 他これ らに類す るもの をい います。

83

（適正な 維持管 理）
第 11条

実施機関は、その保有する個人情報を正確かつ最新の状態で管理するほ

か、当該 個人情 報の滅 失、破 損、漏えい 等の 防止その他 の個人 情報の 適正な維 持
管理のため に必要 な措置 を講じな ければ なら ない。
２

実施機 関は、保存する 必要が なくな った 個人情報を 速やか に廃棄 し、又は 消去
しなければ ならな い。た だし、審 議会の 意見 を聴いて歴 史的又 は文化 的な資料 と
して保存す る必要 がある と認める 個人情 報に ついては、 この限 りでな い。

（趣旨）
これは 、個人 情報の 保護を 図るため 、実 施 機関が講じ なけれ ばなら ない必要 な措
置について 定めた もので す。
（解釈）
１

「正確 かつ最 新の状態 で管理 する」と は 、間違って いる個 人情報を 取り扱 った
場合に 、プライ バシ－ の侵害 を引き起 こす危 険性が高い ことか ら、個人情 報を常
に正確で最 新のも のとし て管理し なけれ ばな らないこと をいい ます。
実施機関 が現に 管理し ている個 人情報 の記 録が、過去 におい て収集 されたも の

のため 、記録 内容が古 すぎて 現時点 では正確 性に欠ける 場合な どは 、新た に収集
し直すか 、記 録内容に ついて 本人に 確認する などして 、常 に最新の ものに 修正す
ることが必 要です 。
２

「滅 失、破損 、漏えい 等の防 止」とは、紛失、破 損、盗用 、改ざん 、漏 えいな
どがされな いよう 適正か つ厳重に 管理す るこ とをいいま す。

３

「その 他の個 人情報の 適正な 維持管 理の ために必要 な措置 」として は、次 のよ
うな措置が ありま す。

(1)個人情 報管理 責任者及 び個人 情報取 扱主 任者の設置
個人情報 の適正 な維持 管理のた め、個 人情 報管理責任 者（以 下「管 理責任者 」
という 。） を置 き、 管理責 任者 は、 課長 等を もって 充て ます 。ま た、管 理責 任
者を補 佐す るた め、 個人情 報取 扱主 任者 （以 下「取 扱主 任者 」と いう。 ）を 置
き、管 理責 任者 が所 属職員 のう ちか ら指 名す るもの とし ます 。こ れは、 この 制
度を適 正に 運用 する ため、 各課 等が 管理 する 個人情 報の 取扱 い全 般につ いて 所
属職員を指 揮監督 しても らうため です。 （施 行規則第６ 条）
(2)職員の 意識啓 発
個人 情報 保護 の必 要性並 びに 保有 する 個人 情報の 正確 性、 安全 性及び 最新 性
を確保 する ため の手 段とし て、 職員 の意 識を 啓発す るた めに 必要 な措置 を行 い
ます。
(3)電子計 算機処 理に伴う 保護対 策
電 子計 算 機処 理は 、大 量 かつ 高速 で個 人情 報を 処理 す るこ とが 可能 で すが、
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一方では、漏 えいな どの事 故が発生 した場 合 の被害は極 めて大 きいも のがあり
ます。した がって、電子計算 機処理 特有の 保護 対策を講じ なけれ ばなり ません。
その保護の 措置を 講じる 場合は 、管理 や安全 面はもちろ ん、技術的 なチェ ック
も必要であ り、手 処理作 業の場合 とは違 った 措置をとる 必要が ありま す。
４

「保 存する 必要がな くなっ た」と は、原 則として 、実施 機関の文 書管理 規則に
定められて いる文 書の保 存年限が 経過し たと きをいいま す。

５

第２項 のただ し書は、歴史 的又 は文化 的 な資料とし ての価 値に着 目したも ので
す。廃 棄又は消 去され る個人 情報の記 録の中 には、市内在住 の文化 人など につい
ての個人情 報で、一 定の期 間が経 過するこ と によって価 値が出 てくる ものがあ り
ます。このよう な個人 情報は 、審 議会の意 見 を聴いて保 存する 必要が あると認 め
る場合は 、例外 として 廃棄又 は消去し ないで 、積極 的な利用 を図ろ うとす るもの
です。
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（職員等 の義務）
第12条

職 員等又 は職員 等であっ た者は、職 務上知り得 た個人 情報の 内容をみ だり

に他人に知 らせ、 又は不 当な目的 に使用 して はならない 。

（趣旨）
これは 、第２ 条第５ 号に規 定する職 員等又 は職員等で あった 者に対 して 、個人情
報の適正な 取扱い につい ての義務 を定め たも のです。
（解釈）
１

個人情 報を取 り扱う 職員等又 は職員 等で あった者に 対して、職務上 知り得た 個
人情報につ いて、適正な 取扱いを 義務付 ける ものであり 、これ によっ て、個人 の
人格的権利 利益の 侵害を 防止しよ うとす るも のです。

２

地方公 務員法 第34条 は、「職務上 知り得 た秘密を漏 らして はなら ない。」と規
定されてい ますが 、こ の条例 で保護し なけれ ばならない 個人情 報は 、個人 情報の
すべてであ り、「 個人情報 の内容 をみ だ りに 他人に知ら せ、又 は不当 な目的に 使
用してはな らない 」と 規定し たことに より 、地方公務員 法上の 守秘義 務より保 護
されるべき 個人情 報の範 囲を広く 捉え、職 員 等又は職員 等であ った者 に義務と し
て課すもの です。
この場 合の職 務上知 り得た個 人情報 とは 、職員等が職 務の執 行に関 して知り 得
た個人情報 で、自ら担 当する 職務に関 する個 人情報のほ か、当該事 項で職 務の執
行に関連し て知り 得た個 人情報も 含むも ので す。

３

「みだ りに他 人に知 らせ」と は、他人 に 知らせるこ とが、職務上 の権限・事務
に属さない 場合や 職務上 の権限・事務 に属す る場合 であ っても 、正 当な理 由がな
く知らせる ことを いいま す。

４

「不当 な目的 に使用」とは、自 己の利 益 のため個人 情報を 使用す る場合や 他人
の正当な利益や社会公共の利益に反して個人情報を使用する場合などをいいま
す。

５

なお 、この 条に違 反して その職務 上知り 得た秘密を 漏らし た場合 には 、条例の
罰則の適用 がある ほか、地方公務 員法第 34条 の「守秘義 務」の 違反とし て同法 第
29条による 「懲戒 」の処 分の対象 となる こと もあります 。
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(指定管理者の個人情報の適正取扱措置)
第13条

指 定管理 者（地 方自治法 （昭和 22年 法律第67号 ）第244条の２第 ３項に規

定する指 定管理者 をいう 。以下 同じ。 ）は、 公の施設 （同法第 244条第 １項に規
定する公の施設をいう。）の管理の業務を通じて取得した個人情報の適正な取扱
いのために必要な措置を講じなければならない。

（趣旨）
これは 、実施 機関が 、公 の施設の 管理を 地 方自治法の 規定に 基づい て指定管 理者
に代 行さ せる 際 に、 指定 管理 者 にお ける 個人 情報 の取 扱い を 適正 に行 わせ る ため、
指定管理に個人情報の適正な取扱のための 必要な措置を講ずることを義務付ける
ものです。
（解釈）
１

指定管 理者は 、本 来市が 行うべき 市の施 設の管理を 、法 に基づ き市が 指定した
者に代行さ せると いった 位置付け のもの であ ることから 、実施機 関と同 様の義 務
を指定管理 者に課 そうと するもの です。

２

「公の施設の管理の業務を通じて取得した個人情報」とは、指定管理者が公の
施設の管理業務を行うに当たり取得した利用者等の個人情報のことであり、指定
管理者が適正な取扱の義務を負う個人情報は、指定管理業務に係るものに限られ
ることを意味します。

３

「必要な措置」とは、当該公の施設の性質、形態、業務の内容等を勘案して、
個別具体的に考えなければならないものですが、例えば、秘密の保持、法令等の
遵守、収集の制限、目的外使用の禁止、委託の禁止、複写・複製の禁止、資料等
の返還・廃棄、規程の整備等が考えられます。

（運用）
１

指定管 理者に 個人情 報の適正 な取扱 を実 施させるた めに 、具体 的には 、鎌倉 市
公の 施設 の指 定 管理 者の 指 定の 手続 等に 関 す る規 則（ 平成 17年７ 月規 則 第11号）
第８条によ る協定 におい て必要な 措置を 定め るものとし ます 。また 、個 人情報 の
漏えい等の 行為に は、こ の条例に 基づく 罰則 が適用され る場合 があり ます。
＜協定書 におけ る規定 例＞
（個人情報の保護）

第〇条

乙（＊指定管理者を指す。以下同じ。）は、管理業務を行うに当たり、個

人情報を取り扱う場合は、知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又
は不当な目的に使用してはならない。この指定期間が終了し、又は指定の取消し
を受けた後においても同様とする。
２

乙は、管理業務を行うに当たり、個人情報を取り扱う場合は、関係法令等の規
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定に従うほか、甲（＊鎌倉市を指す。以下同じ。）の指示を受けて適正に取り扱
うものとする。
３

乙は、管理業務を行うに当たり、個人情報を収集するときは、本協定の目的を
達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならな
い。

４

乙は、管理業務を行うに当たり、収集、作成した個人情報を、甲の指示又は承
諾を得ることなしに本協定の目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならな
い。

５

乙は、甲が承諾した場合を除き、個人情報の処理は自ら行い、第三者にその処
理を委託（2以上の段階にわたる委託を含む。以下「再委託」という。）してはな
らない。

６

乙は、個人情報の取扱いを伴う管理業務を再委託す る場合は、事前に再委託先、
再委託する理由、再委託先において取り扱う個人情報、再委託先における責任者
及び従事者、再委託先における個人情報保護措置の内容並びに再委託先に対する
管理及び監督の方法を記載した書面を甲に提出して承諾を得なければならない。

７

乙は、甲が承諾した場合を除き、管理業務を行うに当たり、甲から提供された
個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。

８

乙は、個人情報の取扱いの状況について甲が随時の調査を実施する場合には協
力しなければならない。

９

前項の調査の結果、甲は、個人情報の取扱いが不適正と認められるときは、必
要な勧告を行うことができる。

10

乙は、管理業務を行うに当たり、甲から提供を受け、又は自らが取得し、若し
くは作成した個人情報が記録された資料等を、この指定の期間が終了し、又は指
定の取消しを受けた後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲
が別に指示したときは、その指示に従うものとする。

11

乙は、再委託をした場合を含め、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故

が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲に対し
て、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況を甲が別
に定める書面により甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
12

乙は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、甲その他の関係者と

の連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施
するために、緊急時対応計画を定めなければならない。
13

甲は、管理業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応
じて当該事故に関する情報を公表することができる。

14

乙は、管理業務の遂行により知り得た個人情報の漏えい、滅失、き損の防止、
並びに本人からの開示の申出、苦情及び異議の申出への適切かつ迅速な対応その
他個人情報の適正な管理の確保を図るために、甲の個人情報保護条例の趣旨に沿
った取扱規程等を作成し、公表するものとする。
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15

個人情報の開示に当たって、個人情報の記載された資料等の写しの交付をする
場合で、当該写しの交付に要する費用の負担を開示の申出者に求めるときは、そ
の旨を前項の取扱規程等に定めなければならない。

２

実施 機関 は 、必 要に 応じ 、 指定 管理 者の 個人 情報 の取 扱 状況 を把 握し 、 助言、
指導等を行 うほか 、不 適正な 取扱いが 行われ て いる場合 には 、指定 の取消 しを行
うなど、適 切な措 置をす る必要が ありま す。
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（委託に 伴う個 人情報 の適正取 扱措置 ）
第14条

実 施機関 は、個人 情報の 取扱いを 伴 う事務又は 事業の 全部又 は一部を 実施

機関以外の ものに 委託す るときは 、当該 委託 に係る契約 におい て委託 を受けた も
の（そのも のから 当該委 託に係る 業務の 全部 又は一部の 委託（ ２以上 の段階に わ
たる委託を 含む。）を受 けたもの を含む 。以 下「受託者 」とい う。）が 個人情 報
の適正な取 扱いの ために 講ずべき 措置を 明ら かにしなけ ればな らない 。
２

受託者 は、前項 に規定 する委 託に係る 業 務を通じて 取得し た個人 情報の適 正な
取扱いのた めに必 要な措 置を講じ なけれ ばな らない。

（趣旨）
これは、個 人情報 の取扱 いを伴う 事務又 は 事業につい て委託 契約を 結ぶ場合 に実
施機関が行わなければならない措置及び受託者が個人情報の適正な取扱い措置を
行わなけれ ばなら ない措 置につい て定め たも のです。
（解釈）
１

実施機 関が、個 人情報 の取扱事 務を民 間 の事業者に 委託す る機会 が年々増 加し
てきていま す。こ のこと から、委 託先で ある 受託者にも 実施機 関と同 様に、個 人
情報につい ての保 護措置 である守 秘義務 、個 人情報の漏 えい、き損、滅 失など 事
故防止の責 務を課 す必要 があるこ とを示 して います。

２

第１項 では 、受託者 、再 受託者 、再々受 託者などに 対して 、契約 書の中 で個人
情報の適正な取扱い措置を講じなければならない義務を実施機関に課すもので
す。

３

「個人 情報の 取扱いを 伴う事 務又は 事業 」とは、委 託しよう とする 事務又 は事
業の中に個 人情報 が含ま れている 場合を いい ます。具体的に は、電子計 算機へ の
データ入力 委託、世 論調査 の委託 など一般 的 に委託契約 と呼ば れてい るものの ほ
か、印刷、 筆耕、 翻訳な どの契約 も含ま れま す。

４

「 そのもの から当 該委託 に係る業 務の全 部又は一部 の委託（２ 以上の 段階にわ
たる委託を 含む。）を受 けたもの を含む 。」とは、受託 者から さらに 委託を受 け
たものなど 、全て の受託 者が条例 の対象 とな ることを示 したも のです 。

５

「講 ずべき 措置」とは、委託契 約を通じ て、受託 者にお ける個人 情報保 護の責
務を明確に し、実 行させ ることな どの措 置を いいます。

６

第２項 は、再受託 者等を 含めた受 託者に 対し、受託業務 を通じ て取得 した個人
情報の適正 な取扱 いのた めに必要 な措置 を講 じることを 義務づ けるも のです。

90

（運用）
委託の内 容は、その委託 の事務 又は事 業の 性質、内容 も多種 多様であ り、一 律に
措置を定め ること は難し いもので すが、次 に 掲げる契約 の実態 に即し て個人情 報保
護のための 措置を 講ずる ことにし ます。
１

実施機 関が保 有する 個人情報 を受託 者に 引き渡して 、そ の処理 を行わ せ、又 は
その個人情 報を利 用して 事務又は 事業の 処理 を行わせる もの

２

個人情 報を引 き渡さ ないが 、その 事務又 は事業の性 質上 、受託 者にお いて個人
情報を取り 扱うこ とが予 定される もの

３

特に個 人情報 を取り 扱うこと が予定 され ていないが、受託者 がその 事務又は 事
業の執行に あたっ て、個 人情報を 取り扱 うこ ともあり得 るもの

４

公共施 設の管 理運営 を委託す ること に伴 って、その施 設利用 者等の 個人情報 の
取扱事務が 生じる もの

５

「講 ずべき 措置」の具体 的な内容 は、別 に定める「鎌倉 市個人情 報取扱 事務委
託基準」に 沿った 取扱い とします 。
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（派遣労 働者に 対する 個人情報 の適正 取扱 措置）
第14条の ２

実 施機 関 は、 派遣 労 働者 （労 働 者派 遣事 業 の適 正な 運 営の 確保 及 び派

遣労 働者 の 保護 等に 関 する 法 律（ 昭和 60年法 律第88号 ） 第26条第 １ 項に 規 定する
労働 者派 遣 契約 に基 づ く労 働 者派 遣（ 同 法第 ２条 第１ 号 に規 定す る 労働 者 派遣を
いう。）の役 務の提 供を行 うため実 施機関 に 派遣されて いる者 をいう。以下同 じ。）
を個 人情 報 の取 扱い を 伴う 事 務又 は事 業 に従 事さ せる と きは 、個 人 情報 の 適正な
取扱いのた めに必 要な措 置を講じ なけれ ばな らない。

（趣旨）
個人情報の取扱いを伴う事務又は事業に派遣労働者を従事させる場合に実施
機関が行わ なけれ ばなら ない措置 につい て定 めたもので す。
（解釈）
１

実 施機関 が、個人 情報の取 扱いを 伴 う事務又は 事業に 派遣労 働者を従 事さ
せる 場合 、 個人 情報 の 保護 措置 で ある 守秘 義 務、 個人 情 報の 漏え い 、き 損、
滅失など事 故防止 の責務 を課す必 要があ るこ とを示して います 。

２

「必要 な措置 」とは 、労働 者派遣契 約を通じて 、労 働者派遣 事業者 及び派
遣労働者に おける 個人情 報保護の 責務を 明確 にし、実行 させるこ となど の措
置をいいま す。

（運用）
「必要な措 置」の 具体的 な内容は 、別に 定め る「鎌倉 市個人情 報取扱 事務派
遣労働者措 置基準 」に沿 った取扱 いとし ます 。
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（従事者等の義務）
第15条

指定管理者若しくは受託者の業務に従事している者若しくは従事していた

者又は派遣労働者若しくは派遣労働者であった者は、その業務又は役務の提供に
関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用
してはならない。

（趣旨）
これは、指定管 理業務従 事者、受託業務 従 事者及び派 遣労働 者（いず れも従 事し
ていた者を 含む。）に対し て、個人 情報の 適 正な取扱に ついて の義務 を定めた もの
です。
（解釈）
１

指定管理業務従事者、受託業務従事者及び派遣労働者は、市との指定管理者、
委託という関係又は役務の提供を通じて市の保有する個人情報を知り得る特別な
立場にあることから、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人
に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないとしたものです。

２

「その業務」とは、指定管理の関係では、指定管理者による公の施設の管理業
務のことであり、受託の関係では、市が委託する個人情報の取扱いを含む業務の
ことです。

３

「役務の提供」とは、派遣労働者が携わる業務のことです。

４

「その業務又は役務の提供に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に
知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。」の解釈については、条例 12条
の解釈参照。

５

この条の義務違反に該当する場合で、罰則の構成要件に該当するときは、罰則
の対象となります。
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（出資法人等による個人情報の取扱い）
第16条

市が出資等を行う法人（土地開発公社を除く。）のうち規則で定めるもの

（以下「出資法人等」という。）は、個人情報の取扱いに関し、実施機関に準じ
た措置を講ずるよう努めなければならない。

（趣旨）
これは、出資法人等が、個人情報の取扱いについて、実施機関に準じた措置を講
ずることを努力義務として定めたものです。
（解釈）
１

「出資法人等」とは、市が出資、出捐及び市が補助金、交付金その他の財政支
援をしている法人のうち、実施機関が定めるものとします。
なお、土地開発公社は、実施機関として規定したため、出資法人等からは、除
外します。

２

事業者一般については、第４条で個人情報の取扱いについての責務規定を設け
ています。しかし、出資法人等は、その公益性が高いこと、市と密接な関係にあ
ることから、一般の事業者とは異なり、実施機関に準じた措置を講ずる努力義務
を課すものです。

３

「実施機関に準じた措置」とは、この条例による実施機関の個人情報の取扱い
と同等の取扱いを求めるものです。

（運用）
１

市が 出資 等 を行 って いる 法 人の うち 、市 が全 額出 資等 し てい るも のに つ いて、
実施機関が 規則で 定める ものとし ます。

２

「実施機関に準じた措置」を求めるために、実施機関は、この条例に則した規
程の整備や適正な運用について、必要な協力及び適切な指導を行うものとします。

94

（実施機関に対する苦情の処理)
第17条

実施機関は、当該実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情があっ

たときは、適切かつ迅速に処理するものとする。
２

実施機関は、前項の苦情を処理するに当たって必要と認めるときは、審議会の
意見を聴くことができる。

（趣旨）
これは 、実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の処理について定めた
ものです。
（解釈）
１

実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情には、個人情報の利用、提供
等に関する様々な苦情がありえます。これらについては、不服申立や訴訟による
よりも、むしろ苦情処理によって、簡易・迅速な解決を図ることが適当なものが
少なくないと考えられることから、実施機関に、適切かつ迅速な処理を義務付け
たものです。

２

第２項は、実施機関が苦情を処理する際に、適切な処理方針を検討するに当た
り、第三者的な立場から専門的意見を聴いて処理を行った方が苦情の処理をスム
ーズに進めることができる場合があり得ます。このような場合に、実施機関が必
要と判断したときは、審議会に諮問することができることとしたものです。

（運用）
１

この条で扱われる苦情の大半は、各実施機関における業務の具体的な運用と密
接に関係していると考えられるため、問題の性質上、当該実施機関と苦情申出者
との間で充分に意思疎通を図り、当事者間で解決することが望ましい。
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第３章

個人 情報の開 示等

(開示請求権)
第18条

何人も、実施機関が保有する自己を本人とする個人情報の開示を請求する

ことができる。
２

未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による
開示の請求（以下「開示請求」という。）をすることができる。

（趣旨）
これは 、本人 に自己 の個人 情報の開 示を請 求する権利 を保障 すると ともに 、本人
に代わって 請求で きる者 の範囲を 定めた もの です 。
（解釈）
１

近年プ ライバ シーの 権利は 、自己 につい ての情報の 所在を 知り 、その 情報を手
に入れるこ とがで き、その 情報が 間違って い た場合には 訂正な どをす ることが で
きるとする「自 己につ いての 情報の流 れをコ ントロール する権 利（ 自己情 報コン
トロール権 ）」として 、積極 的かつ 能動的 な 権利として 定着し つつあ ります 。こ
の自己情報 コント ロール 権は 、この条 例にお いても個人 情報を 保護す る上で 、重
要な要素と なって います 。このた め、第 １項 において、自己情 報の開 示を請求 す
る権利を本 人に保 障する ものです 。

２

「何人 も」と は、市民 に限ら ず、外国 人 を含 むすべ ての自 然人を いいます 。こ
れは、実施 機関が 取り扱 っている 個人情 報の 個人（本人 ）であ れば誰で もが請 求
できるとい う意味 で、請 求できる 範囲は 、自 己について の個人 情報の みで、他 人
の個人情報 の開示 の請求 があって も認め られ ません。

３

「未成 年者」 とは、 年齢が成 人すな わち 満 20年に達 しない 者をい います。

４

「成 年被後 見人」とは、民法第 ７条の規 定により 、家庭 裁判所か ら後見 開始の
審判を受け た者を いいま す。

５

「法定 代理人 」とは、民法上 の法定代 理 人です。民 法上、本人の信 任に基 づか
ないで生ず る代理 を法定 代理とい い、そ の 代 理人を法定 代理人 といい ます。「 未
成年者の法 定代理 人」は 、第 １次的に は親権 者、第２ 次的に は、未 成年後 見人で
あり、「成 年被後 見人の 法定代理 人」は 、成 年後見人で す。

６

法定代 理人は 、任 意代理 人とは異 なり 、本人の利益 のため に代理 行為を行 う義
務はあって も、代 理行為 に本人の 同意は 要し ません。な お、未 成年者又 は成年 被
後見人であ っても 、自 ら開示 請求をす ること ができる場 合は 、これ を妨げ るもの
ではありま せん。
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（個人情報の開示義務）
第19条

実施機関は、開示請求があったときは、当該開示請求に係る個人情報が次

の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該個人情報を開示しなければならな
い。
(1)

法 令等 の 規 定又 は 実施 機 関が 法 律 又はこ れ に 基 づく 政 令の 規 定に よ り 従う

義務を有する国の機関等の指示により、開示することができないとされている
とき。
(2)

開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)以外の個人に関する個人情

報が含まれている場合であって、開示請求者に開示することにより当該個人の
正当な利益を侵害することになると認められるとき。
(3)

法 人等 に 関 し記 録 され た 情報 又 は 事業を 営 む 個 人の 当 該事 業 に関 し 記 録さ

れた情報が含まれる場合であって、開示請求者に開示することにより、当該法
人等又は当該個人が有する競争上の正当な利益を侵害することになると認めら
れるとき。
(4)

個人の相談、指導、診断、評価、判定、選考等に関する情報であって、開示

請求者に開示することにより、当該相談、指導、診断、評価、判定、選考等に
著しい支障が生ずるおそれがあるとき。
(5)

実施機関並びに国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体の機関及び地

方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報で
あって、開示請求者に開示することにより、率直な意見の交換又は意思決定の
中立性が不当に損なわれるおそれその他当該審議、検討又は協議に著しい支障
が生ずるおそれがあるとき。
(6)

実施機関又は国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体の機関若しくは

地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示請求者に開
示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該
事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
ア

監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難
にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を
困難にするおそれ

イ

契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国、独立行政法人等、他の
地方公共団体、地方独立行政法人若しくは土地開発公社の財産上の利益又は
当事者としての地位を不当に害するおそれ

ウ

調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害する
おそれ

エ

人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすお
それ
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(7)

開示請求者に開示することにより、 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維

持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると
実施機関が認めることにつき相当な理由があるとき。
２

実 施機 関 は、 開 示請 求 に係 る 個人 情 報に 前項 各 号の い ずれ か に該 当 する 個人
情報 と それ 以 外の 個 人情 報 とが 記 録さ れ て い る場 合 にお い て、 こ れを 容 易に 、
かつ 、 開示 請 求の 趣 旨を 失 わな い 程度 に 合 理 的に 分 離で き ると き は、 同 項各 号
のい ず れか に 該当 す る個 人 情報 の 部分 を 除 い て、 当 該個 人 情報 を 開示 し なけ れ
ばならない 。

３

開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答える
だけで、非開示とすべき情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個
人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

（趣旨）
これは 、開示 請求が あった 場合、実施機 関 は原則とし て開示 しなけ ればなら ない
こと及び実 施機関 が開示 を拒否す ること がで きる範囲を 定めた もので す。
（解釈）
１

第１項 は、開示の 請求が あったと きには 、実施 機関に原 則とし て開示 をする義
務があるこ とを定 めたも のです。

２

実施機 関が保 有して いる個人 情報の 中に は、第三者の プライ バシー を侵害す る
おそれのある情報や本人に対しても開示することが適当でないと認められる情
報も存在し ている ことか ら、自己の個 人情報 の開示請求 に対し て、この項 の第１
号から第７ 号まで の非開 示情報の いずれ かに 該当すると きは、当 該個人 情報の 全
部又は一部 の開示 をしな いことが できま す。

３

第 １ 項 に 定 め る 非 開 示 情 報 と 地 方 公 務 員 法 第 34条 そ の 他 の 法 律 で 定 め る 守 秘
義務は、そ の趣旨 、目的及 び範囲 を異に する もので、非 開示と 個人情 報につい て
の守秘義務 とは一 致しな いもので す。
地 方 公 務 員 法 第 34条 等 の 守 秘 義 務 に よ っ て 保 護 さ れ る 秘 密 は 必 ず し も 公 的 な

秘密に限ら れるも のでは なく 、例え ば、課税 台帳のよう な個人 的秘密 も含まれ る
もので 、請求 に係る個 人情報 が法律 上の守秘 義務に該当 する場 合であ っても 、そ
れが個人的 秘密を 保護す るためで ある場 合に は、本人に 対して 開示を 拒否する 理
由がありま せん 。した がって 、その 個人情 報 が公的秘密 を保護 するた めに 、たと
え本人であっても開示を禁止していることが明らかである場合に初めて本人か
らの開示請 求を拒 否でき るものと なりま す。
具体的に は 、請求の あった 個人情 報につい て、そ れが本 人にも開 示を拒 否でき
る公的秘密として法律が漏らすことを禁じているものに該当するかどうかを個
別に判断し 、諾否 の決定 をするこ とにな りま す。
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第１号（ 法令等 の規定 ）関係
(1)法 令 等 の 規 定 又 は 実 施 機 関 が 法 律 又 は こ れ に 基 づ く 政 令 の 規 定 に よ り 従 う 義 務
を有する国 の機関 等の指 示により 、開示 する ことができ ないと されて いるとき 。

（趣旨）
この号は 、法 令と条 例との 関係から 非開示 情報を定め たもの で、既に法 令等の規
定により明 らかに 本人に 開示をす ること がで きないとさ れてい る場合 には、この 条
例でも開示 しない もので す。
（解釈）
１

法令等 に、本人 に対し て開示を 拒むと い う明文の規 定があ るもの 又は明ら かに
本人に開示をすることができないと判断されるものがこれに該当する情報とな
ります 。した がって 、単に「閲 覧に供 しては ならない 」な どの規定 は、本人に 対
しても閲覧 を禁止 してい るのか 、個人情 報の 保護の観点 から第 三者に 対しての み
禁止してい るのか を慎重 に判断し 、後者 で あ ればこの号 に該当 しない ことにな り
ます。

２

法令等 とは 、法律 、政令 、省令（法定 受 託事務につ いての 国から の通知等 は含
みません。 ）及び 条例を いい、実 施機関 が定 める規則な どは含 まれま せん。
具体例
刑事訴 訟法第 47条

訴訟 に関す る書 類は、公判の 開廷前 にはこ れを公に し
てはならな い。

鎌 倉 市 印 鑑 条 例 第 13条

印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書
類を閲覧に 供して はなら ない。

鎌倉市認可地縁団体

印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明についての

印鑑条 例第14条

書類を閲覧 に供し てはな らない。
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第２号（ 請求者 以外の 個人情報 ）関係
(2)開 示 請求 をし た 者（ 以下 「 開示 請 求者 」 とい う。 ） 以外 の個 人 に関 す る個 人情
報が含まれ ている 場合で あって、開示請 求者 に開示する ことに より当 該個人の 正
当な利益を 侵害す ること になると 認めら れる とき。

（趣旨）
この号は 、請 求者以 外の個 人情報が 含まれ ている場合 であっ て、請求者 に開示す
ることにより請求者以外の個人の正当な利益を侵害することになると認められる
情報を、非 開示情 報とし て定めた もので す。
（解釈）
１

実施機 関が保 有する 個人情報 の中に は、複数の個人 情報が 混在し ている場 合や
請求者以外 の個人 から収 集された 情報も 含ま れている場 合もあ ります 。こ のよう
な情報は請 求者の 個人情 報である と同時 に他 の個人情報 でもあ り、開示す ること
により他の 個人の 正当な 利益を侵 害する こと が考えられ ること から 、非開 示情報
として定め たもの です。

２

「当該 個人の 正当な利 益を侵 害する こと になると認 められ るとき」とは、請求
者と請求し た者以 外の個 人との関 係にお いて 、正当な 利益を侵 害する ことに なる
かどうかに より判 断され ますが 、本人と 当該 個人との関 係や個 人情報 の内容を 十
分考慮して 個別に 判断し ます。
具体例と しては 、市民 相談記録 、各種 ケー ス記録など があり ます。
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第３号（ 法人等 ）関係
(3) 法 人 等 に 関 し 記 録 さ れ た 情 報 又 は 事 業 を 営 む 個 人 の 当 該 事 業 に 関 し 記 録 さ れ
た情報が含まれる場合であって、開示請求者に開示することにより、当該法人等
又は当該個人が有する競争上の正当な利益を侵害することになると認められる
とき。

（趣旨）
この号は、法人等 又は事 業を営む 個人が 有 する競争上 の正当 な利益 が侵害さ れる
ことを防止 する観 点から 非開示情 報とし て定 めたもので す。
（解釈）
１

法人等 又は事 業を営 む個人に は、社会 の 構成員とし て自由 な営業 活動が認 めら
れています。これら の情報を 開示す ること に よって、その 法人等 又は個人 が有す
る競争上の 正当な 利益が 侵害され ないよ うに するもので す。

２

「法人 その他 の団体」とは、商法上の 営 利法人、社 会福祉 法人、学 校法人 など
の公益法人 などの すべて の法人を 含みま す。「その他の 団体」と は、団体と して
の規約を有 し、か つ代表 者など の定めが ある 実体を有す る法人 格の無 い団体を い
います。
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第４号（ 相談、 指導、 選考等） 関係
(4)個 人 の相 談、 指 導、 診断 、 評価 、 判定 、 選考 等に 関 する 情報 で あっ て 、開 示請
求者に開示 するこ とによ り、当該相 談、指導 、診断、評価、判 定、選考等 に著し
い支障が生 ずるお それが あるとき 。

（趣旨）
この号は 、開示する ことに より相 談、指導 、診断 、評 価、判定 、選考 などの 過程
や基準を知 らせる ことに なり、公正 かつ適 正 な執行を確 保する 観点か ら非開示 情報
を定めたも のです 。
（解釈）
１

開示の 請求の あった 個人の相 談、指 導、診断、評価 、判定、選考な どの情報 は、
本人に開示 するこ とによ って、その 事務又 は 事業の実施 の目的 を失わ せ、あるい
は事務又は事業の公正さが損なわれるなどが考えられることから非開示情報と
したもので す。

２

具体的 に列記 した情 報の意味 は次の とお りです。
(1)「 相 談」 とは 、 個人 から の 相談 に対 処 す るた めに 行 った 専門 的 見地 から の所
見及びそれ に基づ く対処 方法など の内容 の記 録をいいま す。
(2) 「指 導」と は、学力 、能力 、技術 などの 向上や生活 状態の 改善の ために行 う
所見、方針 などの 内容の 記録をい います 。
(3) 「診断 」と は、疾病 、健康 状態な どにつ いて、専門的 見地から 診察 、検査 な
どをした内 容の記 録をい います。
(4) 「 評価」とは、学業の状 況、勤 務状況 、個人の資質 、適 格性、性格、能力な
どについて 、調査 、観察 をし、評 定した 内容 の記録をい います 。
(5) 「判 定」 と は、 個人 の 知識 、能 力 、資 力 、資 質、 適 性、 技術 な どに つい て、
専門的見地 又は一 定の基 準に基づ いて 、検査 、審査 、試験 を行い 、その 結果
から判断を 行った 内容の 記録をい います 。
(6) 「選 考」と は、特定 の職業 、地位 などに 就く者を選 ぶにあ たって 、個人の 能
力、資質 、資格 などを調 査し、その結 果に基 づき選考し た内容 の記録 をいい
ます。

３

「著し い支障 が生ずる おそれ がある とき 」とは、事 務又は事 業の実 施の目 的を
失わせ、又は 公正さ が損な われると き、第三 者の利益を 害する とき、公 共の利益
等から開示 するこ とに問 題がある ときな どが 考えられま す。

（運用）
(1)から(6)まで に該当 する個人 情報は 、「 請求者に開 示する ことに より著し い支
障が生ずる おそれ のある とき」と して、非 開 示とするこ とがで きます が、一律 に非
開示とする ことな く次の 点に注意 して慎 重に 判断する必 要があ ります 。
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○ 個 々の 個 人情 報の 記録 に 則し 、本 人に 知ら せな いこ と が正 当で あり 、そ の内
容を具体的 かつ客 観的に 説明でき るか。
○ 本 人への不 利益以 外の観 点から、 開示 できない理 由を明 らかに できるか 。
○ 本 人に 開 示す るこ とで 、 その 事務 など の目 的を 失う か 、あ るい は事 務な どそ
れ自体が成 り立た なくな るなど、事 務の公 正 さが損なわ れるこ とが考 えられる
場合に、そ の内容 を具体 的かつ客 観的に 説明 できるか。
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第５号（ 審議等 ）関係
(5) 実施機関並びに国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体の機関及び地方
独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であっ
て、開示請求者に開示することにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性
が不当に損なわれるおそれその他当該審議、検討又は協議に著しい支障が生ずる
おそれがあるとき。

（趣旨）
この号は 、行政 の内部的 な審議 、検討、協 議が自由率 直な意 見交換 や市民の 間に
混乱を生じ させる おそれ がないよ う防止 する ことを定め たもの です。
（解釈）
１

行政に おける 内部的 な審議等 につい ての 情報の中に は、担当 者段階 での検討 素
案、未決 定の検討 案のよ うに未 成熟な情 報や 検討材料と して外 部から 得た資料 が
含まれてい ます。こ れらの情 報を本 人に開 示 することに より、本 人に不正 確な理
解や誤解を 与える おそれ があると ともに 、内 部的な検討 のため に必要 な資料が 得
られなくな るなど 公正又 は適正な 意思決 定に 支障が生じ るおそ れがあ るため 、こ
れを防止し ようと するも のです。

２

これら の情報 は、実施 機関内部 若しく は 実施機関相 互又は 実施機 関と国等 の機
関における 審議等 におい て作成し 、又は 取得 した 情報で 、開示 するこ とによっ て、
その審議等 に著し い支障 が生ずる おそれ があ る場合に限 られる もので す。

３

「 審議 、検討 、又 は協議 」と は、審議 、検 討、協 議、企画 、意見 調整 、打合 せ、
相談などに 直接使 用する 目的で実 施機関 が作 成し、又 は取得し た情報 及びこ れら
に関連して 作成し 、又は 取得した 情報も 含む ものです。
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第６号（ 事務又 は事業 の執行） 関係
(6) 実施機 関又は 国の機 関、独 立行政 法人等 、他の地 方公共 団体の 機関 若 しくは
地方独立 行政法 人が行 う事務 又は 事業に 関す る情報で あって 、開示 請求者 に開
示するこ とによ り、次 に掲げ るお それそ の他 当該事務 又は事 業の性 質上、 当該
事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
ア

監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難に
するおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難
にするおそれ

イ

契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国、独立行政法人等、他の地
方公共団体、地方独立行政法人若しくは土地開発公社の財産上の利益又は当事
者としての地位を不当に害するおそれ

ウ

調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するお
それ

エ

人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそ
れ

（趣旨）
この号は 、実 施機関 又は国 等が行う 事務又 は事業の性 質面に 着目し 、公 正又は円
滑な執行の 確保を しよう という観 点から 非開 示情報を定 めたも のです 。
（解釈）
１

実施機 関又は 国等が 行う事務 又は事 業に 関する情報 の中で、その性 質や目的 か
ら、その 事務又は 事業の 執行前 あるいは 執行 の過程にお いて情 報を開 示するこ と
により、その 実施の 目的を損 なった り、事務 又は事業の 公正又 は円滑 な執行を 著
しく困難に するお それの ある情報 をいい ます 。

２

「監査 、検査 、取締り 又は試 験」とは 、個人を対象 として 行政が 権限に基 づい
て行うもの で、火災 予防の ための 立入検査 、試験の実施 、各種の 監視・巡 視など
があります 。

３

「契 約、交 渉又は 争訟」とは、相手方 と の話合いに よる取 決めを 行うこと をい
い、その種 類とし ては、補償、賠 償、土 地の売 買交渉など があり ます。また、「 争
訟」とは、 訴訟及 び行政 不服審査 法に基 づく 不服申立て があり ます。

４

「調査 研究」とは、試 験研究 機関等に お いて行われ る調査 、研究、試験等 をい
います。

５

「人事 管理」 とは、 職員の採 用、退 職、 異動等をい います 。
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第７号（ 犯罪の 捜査に 関する情 報）関 係
(7) 開示請求者に関することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑
の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関
が認めることにつき相当な理由があるとき

（趣旨）
この号は 、公共 の安全 と秩序の 維持の 観点 から非開示 情報を 定めた ものです 。
本号に該 当する 情報を 公開すれ ば、犯罪の 予防、捜査等を 有効か つ能率 的に行う
ことが困難 となる おそれ がある場 合、こ れを 防止しよう とする もので す。
（解釈）
１

「犯 罪の予 防」と は、犯 罪行為 をあらか じめ防止す ること をいい 、犯罪 を誘発
するおそれ のある 情報は 、犯罪 の予防の 見地 から本号に より非 開示と するもの で
す。

２

「鎮 圧」と は、犯罪が正 に発生 しようと するとき又 は発生 した後 において 、そ
の拡大を防 止し、 又は終 息させる ことを いい ます。

３ 「捜査」と は、捜査機 関が犯 罪がある と思 料するとき に、犯人 及び証拠 を発見 、
収集、保全 する活 動をい います。
４

「公訴 の維持 」とは 、証拠に より有 罪を 立証する活 動を行 う こ と を い い ま す 。

５

「刑 の執行 」とは 、死刑 、懲役 、禁錮、罰金、拘 留、科 料又は没 収を執 行する
ことをいい ます。

６

「そ の他の 公共の安 全と秩 序の維 持」と は、犯罪 の予防 、鎮圧 等のほ かにこれ
らには該当しないが社会生活に必要な法規範等のルールが害されないよう保護
し、それに 対する 障害を 除去する ことを いい ます。
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－第２項以 降－
１

第２項 は、一 部開示 について 規定し たも のです。
開示の請求に係る個人情報の一部に非開示情報に該当する情報が記録されて
いる 場合 で あっ て、 そ の記 録さ れ てい る情 報 の全 部を 非 開示 とす る ので はな く、
自己情報の コント ロール 権を保障 すると いう 観点に立っ て、開示の部 分を広 くす
るために 、非開 示情報に 該当す る部分 をでき る限り分離 して開 示をし ようとす る
趣旨です。
しかし 、非開示 情報に 該当す る部分と それ以 外の部分と を「 容易に 、か つ、開
示の請求の 趣旨を 失わな い程度に 合理的 に分 離」できない ときは、そ の個人 情報
の記録の全 部につ いて開 示 しない ことが でき るものです 。

２

｢容易 に｣とは 、開 示部分 と非開示 部分の 分離につい て、多くの 費用と 時間がか
からず、又 は物理 的な困 難が伴わ ないこ とを いいます。

３

「開 示請求 の趣旨を 失わな い程度 」とは 、開示請 求の趣 旨から判 断して 、開示
部分と非開 示部分 を分離 しても、請求者が 知 りたいと思 う自己 の個人 情報が開 示
部分から理 解でき る程度 をいいま す。

４

第３項 は、存否 を明ら かにでき ない個 人 情報の取扱 いにつ いて規 定したも ので
す。
開示請求に 対して は、当該開示 請求に 係る個 人情報の存 否を明 らかに した上で 、
存在してい る場合 は開示 又は非開 示の決 定を し、存在 しない 場合は存 在しな い旨
の決定をす ること が原則 です。
しかし、個人情報 の内容 によっ ては、存在し ているか否 かを答 えるだ けで、非
開示情報を 開示し た場合 と同様の 効果が 生じ る場合があ ります。そのため、情報
の存否を明 らかに しない で、開 示請求 を拒否 することが できる という 例外措置 を
定めたもの です。

（運用）
開示請求に 係る個 人情報 が存在す るとし ても 、明らか に開示 するこ とができ な
いと 判断 さ れる 場合 に 限定 して 、 実際 には 、 個人 情報 が 存在 しな い 場合 も含 め、
開示請求を 拒むも のです 。した がって 、実施 機関の職員 は、こ の規定 を適用 する
可能性があ るよう な開示 請求の相 談を受 けた 場合は、本項 の趣旨 にかんが み、そ
の場で個人 情報の 存否を 明らかに しない よう 留意するな ど、慎重な対 応をす る必
要がありま す。
本項の適用 にあた って、個 人情報保 護主管 課 長と協議す るもの とし、適 用した
場合は、個 人情報 保護運 営審議会 に事務 局を 通して報告 するも のとし ます。
＜具体 例＞
○

捜査関係事 項照会 ・回答 文書

○

表彰候補者 リスト
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(訂正請求権)
第20条

何人も、実施機関が保有する自己を本人とする個人情報について事実に誤

りがあるときは、その訂正（追加又は削除を含む。以下同じ。）を請求すること
ができる。
２

第18条第２項の規定は、前項の規定による訂正の請求（以下「訂正請求」とい
う。）について準用する。

（趣旨）
これは 、自己 につい ての個 人情報の 訂正を 請求する権 利を保 障する とともに 、本
人に代わっ て請求 できる 者の範囲 を定め たも のです。
（解釈）
１

実施機 関が保 有して いる自己 につい ての 個人情報の 中に、事 実につ いての誤 り
があること によっ て、人格的 権利利 益の侵 害 を引き起こ す危険 性があ ります。こ
のような侵 害を未 然に防 止するた め自己 の個 人情報の誤 りにつ いて、訂正を 請求
できる権利 を本人 に保障 すること により 、個 人情報の正 確性及 び最新 性を確保 し
ようとする もので す。

２

「事実」とは、氏 名、住所 、生年月 日、家族構成、学歴な ど客観的 に判断 でき
る事項をい い、評 価、判 定などの 判断に 関す る事項は含 みませ ん。

３

「誤 り」と は、個人情報 を取り 扱ってい る事務の目 的、内容等及 び 個人 情報の
性質、内容、そ の事務 の位置 付け等か らみて 、事実とされ るべき 個人情 報と現実
に記録され ている 個人情 報とが合 致して いな いことをい います 。
形態とし ては 、単純 な書き 間違い 、書か れ るべきでな い情報 の記載 、不 十分若

しくは不正 確又は 古いた めに読む 者に誤 解を 生じさせる 記載、電子計 算機処理 に
おける入力 ミスな どがあ ります。
４

「訂正 」とは 、修正 、追加の ほか削 除を 含みます。

５

開示請求と同様に未成年者及び成年被後見人の法定代理人について代理請求
を認めてい ます。 （第18条の解釈 を参照 のこ と。）

（運用）
１

実施機 関への 訂正請 求権が及 ばない もの については 、請 求者に 対し 、その旨 説
明し了解を 得るこ ととし ます。

２

この請 求権は 、必 ずしも 開示請求 を前提 とするもの ではあ りませ んが 、訂正の
対象部分を 請求者 に確認 してもら う必要 があ ることから 、開示 請求を 経たの ち訂
正請求を行 っても らうこ とが好ま しいと いえ ます。
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（個人情報の訂正義務）
第21条

実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由がある

と認めるときは、当該訂正請求に係る個人情報の取扱目的の達成に必要な範囲内
で、当該個人情報の訂正をしなければならない。

（趣旨）
これは 、訂正 請求に 理由が あると認 めると きは、実施機関 が個人 情報の 取扱目的
の達成に必 要な範 囲内で、当該個人 情報の 訂 正をしなけ ればな らない ことを定 めた
ものです。
（解釈）
１

「訂 正請求 に理由が ある 」とは 、実施機 関による調 査等の 結果、請求ど おり保
有する個人 情報が 事実で ないこと が判明 した ときをいう 。
適切に 調査等 を行っ た結果 、事実 関係が 明らかにな らなか った場 合には 、当該
請求に理由 がある と確認 できない ことと なる から、実施機 関とし ては、訂正 決定
を行うこと はでき ないた め、訂正 しない 旨の 決定を行う ことに なりま す。
ただし 、運 用上 、事実 関係が明 らかで な い旨を追記 する等 の適切 な措置を 講じ
ておくこと が適当 な場合 もあり得 ます。

２

「取 扱目 的 の達 成に 必要 な 範囲 内で 」と は、 訂正 請求 に 対し て、 実施 機 関に、
取扱目的の 関係で 必要な 範囲内で の訂正 を義 務付けるも のです 。従 って 、訂正 請
求に係る個 人情報 の取扱 目的に照 らして 、訂 正の必要が ないと きは 、訂正 する義
務はないも のです 。
具体例 として は、過去 の事実を 記録す る ことが取扱 目的で あるも のについ て現
在の事実に 基づい て訂正 すること を請求 する ような場合 は、訂正 する必 要がな い
ことが考え られま す。
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(利用停止請求権)
第22条

何 人も、 実施機関 が保有 する自己 を 本人とする 個人情 報が次の 各号の いず

れかに該当 すると きは、 当該各号 に定め る個 人情報の利 用の停 止、消 去又は提供
の停止（以下「利用停止」という。）を請求することができる。
(1)

当該個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、

第９条第 １項若 しくは第 ２項の 規定に 違反し て利用さ れてい るとき又 は第 11条
第２項の 規定に 違反して 保有さ れてい るとき

当該個 人情報 の利用の 停止又は

消去
(2)

第９条第１項又は第２項の規定に違反して提供されているとき

当該個人

情報の提供の停止
２

第18条第２項の規定は、前項の規定による利用停止の請求（以下「利用停止請
求」という。）について準用する。

（趣旨）
これは、自 己につ いての 個人情報 の利用 停 止を請求す る権利 を保障 するとと もに、
本人に代わ って請 求でき る者の範 囲を定 めた ものです。
（解釈）
１

実施機 関が 、第９ 条の利 用及び提 供の制 限を超えて 、個 人情報 を目的 外に利用
し、又は 実施機関 以外の ものに 提供して いる 場合又は第 11条の 規定に 違反して 不
要な個人情 報を保 有して いる場合 に、そ の利 用又は提供 の停止 又は消 去を請求 す
る権利を保 障する もので す。

２

個人情 報は 、収集 したと きの取扱 目的に 利用し 、又は提 供しな ければ ならない
ものですが、これに 反して、実 施機関が その 取扱目的を 超えて 個人情 報を利用 し
たり、実 施機関以 外のも のに提 供してい ると き及び不要 な個人 情報を 保有して い
るときは、基 本的人 権が侵害 される こと も 考 えられるこ とから、利用停止 を請求
する権利を 認めよ うとす るもので す。

３

「利用 停止」と は、その 方法によ り「利用 の停止」「消 去」又は「 提供の 停止」
に区分され ます。
「利 用の停 止」と は、当 該実施 機関にお いて、請 求のあ った本人 の個人 情報の
利用を止め ること であり 、全面的 な停止 だけ でなく一部 停止を 含みま す。
「消 去」と は、文字どお り個人 情報を消 すだけでな く、匿名にし て識別 できな
くすること も含み ます。
「提 供の停 止」と は、以 後の提 供を止め ることをい い、提供済み の個人 情報を
回収するこ とまで を求め るもので は あり ませ んが、提供先 と連携 をとりつ つ、個
人の権利利 益侵害 の拡大 防止のた め、適 切な 措置を講じ る必要 があり ます。
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４

「適 法に取 得された もので ないと き」と は、個人 情報を 収集する 手段が 、法令
はもとより規則など個人情報を取り扱う事務又は事業の規範に違反して取得さ
れた場合を いいま す。

５

開示請求と同様に未成年者及び成年被後見人の法定代理人について代理請求
を認めてい ます。 （第18条の解釈 を参照 のこ と。）

（運用）
利用停止 の請求 を受け た実施機 関は 、諾否 の決定が行 われる までの 間は 、その利
用又は提供 を一時 停止す るよう努 めるこ とと します。
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（個人情報の利用停止義務）
第23条

実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理

由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保
するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る個人情報の利用停止をしなけ
ればならない。ただし、当該個人情報の利用停止をすることにより、当該個人情
報の取扱目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼす
おそれがあると認められるときは、この限りでない。

（趣旨）
これは、自 己情報 の利用 停止請求 があっ た 場合の実施 機関に おける 個人情報 の利
用停止義務 につい て定め たもので 、実 施機関 は、利 用停止請 求に理 由があ ると認め
るときに、当 該実施 機関に おける個 人情報 の 適正な取扱 いを確 保する ために必 要な
限度で個人 情報の 利用停 止をしな ければ なら ないことを 定めて います 。
（解釈）
１

「利用停止請求に理由があると認めるとき」とは、第22条第１項第１号又は第
２号に該当する条例違反の事実があると実施機関が認めるときです。
その判断は、当該実施機関の所掌事務、保有している個人情報の取扱目的及び
本条例の趣旨を勘案して、事実を基に客観的に行われる必要があります。

２

「個人情報の適正な取扱いを確保する」とは、第22条第1項第1号又は第2号に該
当する違反状態を是正する意味です。

３

「必要な限度」とは、例えば、請求に係る個人情報について、そのすべての利
用が違反していれば、すべての個人情報の利用停止を、一部の利用が違反してい
れば、一部の個人情報の利用停止を行う必要があるということです。
また、例えば、取扱目的外の取扱を理由として、本人から個人情報の消去を求
められた場合には、個人情報の適正な取扱を確保する観点から、当該取扱目的外
の利用を停止すれば足ります。この場合、当該個人情報を消去するまでの必要は
なく、仮に消去してしまうと、本来の取扱目的内での利用も不可能となり、適当
ではありません。

４

利用停止請求は、請求に係る個人情報の適正な取扱いを確保する観点から行わ
れるものであり、その効果の及ぶ範囲は、当該請求を受けた個人情報それ自体で
あり、当該情報に基づいて既になされた行政処分の効果に直接に影響を及ぼすも
のではありません。行政処分の効力自体の争いは、別途、当該行政処分を対象と
する争訟手続により解決されるべき問題です。

５

利用停止請求に理由があると判明した場合であっても、利用停止を行うことに
より保護される本人の権利利益と損なわれる公共の利益との比較衡量を行った結
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果、後者が優るような場合にまで利用停止を行う義務を課すことは、公共の利益
の観点から適当でありません。このため、「当該個人情報の取扱目的に係る事務
の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められ
るとき」は、利用停止をする義務を負わないこととしたものです。
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(開示等の請求の手続)
第24条

開示、訂正又は利用停止(以下「開示等」という。)の請求（以下「開示等

の請求」という。）をしようとする者は、当該開示等の請求に係る個人情報を保
有する実施機関に対して次に掲げる事項を記載した請求書（以下「請求書」とい
う。）を提出しなければならない。この場合において、実施機関が特別の理由が
あると認めたときは、代理人により請求することができる。

２

(1)

開示等の請求をしようとする者の氏名及び住所

(2)

開示等の請求に係る個人情報の内容

(3)

訂正請求又は利用停止請求にあっては、その内容

(4)

その他実施機関が定める事項

実施機 関は、開示等の 請求が あった とき は、当該開 示等の 請求をし ようと する
者が本人であること又は代理権を有する者であることを確認するために必要な
書類で実施 機関が 定める ものを提 示させ 、又 は提出させ なけれ ばなら ない。

３

第１項 の規定 にかか わらず、実施機関 が あらかじめ 定めた 個人情 報の開示 請求
は、口頭に より行 うこと ができる 。

４

実施機関は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示等の請求をし
た者（以下「開示等請求者」という。）に対し、相当の期間を定めて、その補正
を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示等請求者に対し、
補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

（趣旨）
これは、 個人情 報の開 示等の請 求の手 続に ついて定め たもの です。
（解釈）
１

開示等 の請求 は、請求 者の権利 行使で あ り開示等の 諾否の 決定と いう行政 処分
を法的に求 める請 求手続 です。また、開示を しない旨の 決定に ついて は、将来争
訟につなが ること も考え られます ので、請 求 にあたって は、直接 個人情報 の本人
が個人情報 を保有 してい る実施機 関に対 し、必要事項を 記載し た請求 書（施行規
則第８条第 ７号様 式）を 提出する ことに より 行います。

２

開示等 の請求 は本人 が直接行 うこと を原 則とします が、未成 年者又 は成年被 後
見人の法定 代理人 は、本 人に代わ って請 求す ることがで きます 。
また 、実施 機関が 特別の 理由があ る と認 めるときは 、本 人又は 当該法 定代理人
の代理人（ 任意代 理人） により請 求する こと ができます 。

３

「特別 の理由 」とは、負傷又 は疾病に よ る入院、外 国滞在 中、身体 障害等 の理
由により本 人又は 法定代 理人が請 求する こと が著しく困 難な場 合をい います 。従
って、軽症で 数日の 入院であ って入 院中に 請 求を行う緊 急性の ない場 合、請求を
行うことが 困難で ない軽 度の身体 障害等 につ いては「特別 の理由」に は該当 しな
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いものです 。
４

訂正の 請求は、自己の 個人情報 につい て の事実に誤 りがあ ること 及び訂正 の内
容が正しいことを証する書類などがあれば提示又は提出を要請するものとしま
す。

５

開示等 の請求 は、請求 者が本人 又は代 理 人であるこ との確 認を厳 格に行う 必要
があります 。
こ の た め 、 施 行 規 則 第 ８条 第 ３ 項 の 規 定によ り 、 本 人 の 場 合 は 、 運転 免 許 証 、

旅券その他 本人で あるこ とを確認 できる 書類 を提示又は 提出し てもら います。
代理 人の 場 合は 、前 記と 同 様に 代理 人が 本人 であ るこ と を証 する 書類 の ほか、
代理権を有 するこ とを証 明する書 類の提 示又 は提出をし てもら います 。
６

開示の 請求に 限り 、あら かじめ実 施機関 が定めた個 人情報 につい ては 、特例と
して口頭に よる請 求を認 めるもの とし、開 示 の請求がで きる個 人情報 は、次のす
べての要件 を備え るもの とします 。
(1)本人の 開示に 対する需 要が高 いもの
(2)開示に ついて 特に即時 性が要 求され るも の
(3)情 報 の記 録形 態 が定 型的 で 、開 示に 関 す る判 断を あ らか じめ 一 律に 行っ てお
くことが可 能なも の
(4)事務上 即時の 開示に対 応する ことが 可能 なもの

７

請求者 が補正 に応じ ない意思 を明確 に示 した場合は 、実 施機関 は、速やかに 開
示請求に対 する判 断を行 うもの と します 。

（運用）
１

実施機 関に対 する開 示等の請 求書は、個 人情報保護 主管課 を通し て事務担 当課
が受付ける ものと します 。

２

本人確 認は、 次の方 法で行い ます。
(1)官 公 庁が 発行 す る写 真が 貼 付さ れた 書 類 など （運 転 免許 証、 旅 券、 身分 証明
書等）の提 示
(2)(1)以外 の書類（健 康保険被 保険者 証、国 民年金手帳 、厚 生年金 手帳等 ）の提
示のときは 、複数 の書類 の提示を 求める もの とします。

３

代理人 による 請求の 場合は 、代理 人本人 を確認する 書類と 併せて 、次 の書類の
提示又は提 出を求 めます 。
(1)法定代 理人が 請求する 場合は 、戸籍 謄本、戸籍抄本 、家庭裁 判所の 証明書（家
事審 判規 則 第12条第 ２ 項） 、登 記 事項 証 明書 （後 見登 記 に関 する 法 律第 10条 ）
などの書類 を提示 又は提 出しても らいま す。
(2) 任意 代理人 が請求 する場合 は、委任状 、代理権授与 通知書 などを 提示又は 提
出してもら うとと もに、特 別の理由 がある こ との証明と して、医 師の診 断書又
は関係者が 作成し た書面 の添付が 必要で す。

４

郵送、ファッ クス、電 話等に よる開示 等 の請求は、本人で あること を明確 に確
認すること ができ ないた め、受け 付けな いも のとします 。
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(開示等の請求に対する決定等)
第25条

実施 機関は、 開示等の 請求があ った ときは、当該 開示等の 請求があ った日

から起算し て、開示 請求にあ っては 15日以内 に、訂正請 求又は利 用停止請 求にあ
っては20日 以内に諾 否の決定 （開示等 の請求 を拒否する 旨の決定 及び開示 請求に
係る個人情 報を保有 していな い旨の決 定を含 む。以下「 開示決定 等」とい う。）
をしなけれ ばならな い。ただ し、前条 第４項 の規定によ り補正を 求めた場 合にあ
っては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
２

実施機関 は、開示 決定等を したとき は、 開示等請求者 に対し 、 その旨を 書面に
より通知し なければ ならない 。この場 合にお いて、開示 決定等の 内容が開 示等の
請求に係る 個人情報 の全部を 開示する ときを 除き、その 理由（当 該理由が 消滅す
る期日をあ らかじめ 明示する ことがで きると きは、その 期日を含 む。）を 明らか
にしなければならない。

３

第１項の 規定にか かわらず 、実施機 関は 、事務処理上 の困難そ の他正当 な理由
があるとき は、同項 に規定す る期間を 45日以 内に限り延 長するこ とができ る。実
施機関は、 開示等請 求者に対 し、遅滞 なく、 延長後の期 間及び延 長の理由 を書面
により通知しなければならない。

４

開示等の 請求に係 る個人情 報が著し く大 量であるため 又は当該 個人情報 の検索
に著しく日 時を要す るため、 開示等の 請求が あった日か ら起算し て、開示 請求に
あっては60日以内に 、訂正請 求又は利 用停止 請求にあっ ては 65日 以内にそ のすべ
てについて 開示決定 等をする ことによ り事務 又は事業の 遂行に著 しい支障 が生ず
るおそれが ある場合 には、第 １項及び 前項の 規定にかか わらず、 実施機関 は、開
示等の請求 に係る個 人情報の うちの相 当の部 分につき当 該期間内 に開示決 定等を
し、残りの 個人情報 について は相当の 期間内 に開示決定 等をすれ ば足りる 。この
場合におい て、実施 機関は、 第１項に 規定す る期間内に 、開示等 請求者に 対し、
次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この項を適用する旨及びその理由
(2) 残りの個人情報について開示決定等をする期限

５

実施機関 は、前条 第３項の 規定によ りあ らかじめ定め た個人情 報の開示 請求が
あったときは、直ちに当該個人情報を開示する旨の決定をしなければならない。

（趣旨）
これは、開 示等の 請求が あった場 合にお け る開示の決 定等及 びその 期限並び に決
定期間延長 につい て定め たもので す。
（解釈）
１

実施 機関 は 、請 求が あっ た 日か ら起 算し て、 開示 請求 に あっ ては 15日 以 内に、
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その他の請 求にあ っては 20日以内 に諾否 の決 定を行わな ければ なりま せん。
２

実施機 関が15日又は20日以内 に諾否 の決 定をしない 場合（ 不作為）は、請求 者
は行政不服 審査法 に基づ き、実 施機関に 対し て不服申立 てがで きるの で注意し て
ください。

３

「個人 情報を 保有して いない 旨」とは 、行政文書そ のもの がない 場合及び 行政
文書は保有 してい るが、請求 に係る 個人情 報 が存在しな い場合 をいい ます。個人
情報が不存 在のと きは、個人情報 不存在 決定 通知書（施 行規 則 第10条 第11号様 式）
により通知 します 。

４

事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、第１項に規定する期間
（15日又は 20日）をさらに 45日以 内に限 り延 長すること ができ ます。こ の場合 に
おいて、実 施機関 は請求者 に対し、その決 定 を行えない ことの 理由及 び延長後 の
期限を 付し て個 人情 報開 示決 定等 期間 延長 通 知書（ 施行 規則 第 10条第 12号 様式 ）
で通知しま す。

５

「事務 処理上 の困難そ の他正 当な理 由」とは、請求 の対象 となる個 人情報 につ
いての事実 確認や 内容検 討などに 特に時 間を 要する場合 であっ て、次 のよう な場
合などが考 えられ ます。
(1) 開 示 の 請 求 に 係 る 個 人 情 報 が 記 録 さ れ た 行 政 文 書 の 件 数 若 し く は 量 が 多 量
であるとき 、個 人情報 の検索に 日時を 要する とき又は開 示若し くは非 開示の判
断に日時を 要する とき。
(2) 開 示 の 請 求 に 係 る 個 人 情 報 に 請 求 者 以 外 の 第 三 者 に 関 す る 情 報 が 含 ま れ て
いて、当該第 三者の 意見聴 取に日時 を要す る 場合で、期間 内に決 定する ことが
困難なとき 。
(3) 天災 等の発 生や一 時的な業 務量の 増大の ため、短期 間に開 示決定 等をする こ
とが困難な とき。
(4)その他 相当の 理由によ り、期 間内に 開示 決定等をす ること が困難 なとき。

６

「事務 又は事 業の遂行 に著し い支障 が生 ずる」とは 、開示等 の請求 を受け た実
施機関にお いて、60日又は65日以内 に処理 し ようとする と、通常 業務の遂 行に業
務上看過し えない 支障が 生じるこ とをい いま す。これは、単に 開示等 の請求 に係
る個人情報が著しく大量であることのみを理由として本項を適用するものでは
ありません 。

７

「相当 の部分」とは、実施機関 が 60日 又 は65日以内 に努力 して処 理するこ とが
できる部分 であっ て、開 示決定 等を分割 して 行うことを 認めた 条例の 趣旨に照 ら
し、ある程 度まと まりの ある部分 をいい ます 。

８

「相当 の期間」とは、残りの個 人情報 に ついて実施 機関が 処理す るために 必要
な合理的期 間をい います 。

９

実施機 関は、第 １項に 規定する 決定を し たとき又は 第３項 若しく は第４項 の規
定により開 示決定 等の期 間を延長 すると きは 、請求者に 対し、その内容 を書面（施
行規則第10条第８・９・10・11・12・13号様 式）で速や かに通 知するも のとし ま
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す。
10

第 １項の 通知を行 う場合 におい て、実 施 機関が開示 をしな い旨の 通知は 、請求

者に対 して その 具体 的な理 由を 併せ て通 知し ます。 請求 の一 部を 拒む一 部開 示に
ついても、 同様と します 。
11

決定の 時点で は非開 示情報に 該当し ます が、時間の経 過によ り将来 開示をし な
い旨の理由 がなく なるこ とが明ら かであ り、かつ、その 期日を 明示で きるとき は、
その期日を 併せて 通知し なければ なりま せん 。

12

「開 示をし ない理由 が消滅 する期 日」と は、概ね １年以 内の確定 日をい い、事
務又は事業 の終了 等であ る場合も 、その 終了 時点を明示 で き る も の を い い ま す 。

13

第３項 及び第 ４項の 通知を行 う場合 にお いて、実施機関 は、遅滞な く延長後 の
期限及び延 長の理 由を書 面で通知 しなけ れば なりません 。
なお、 延長後 の期限 と延長の 理由は 合理 的な関係に あるこ とが必 要です。

14

第24条 第３項 に定め る口頭請 求があ った ときは 、決定に 係る通 知は省 略し、直
ちに決定し ます。

（運用）
１

諾否の 決定ま での事 務処理は 、次の とお りです。
(1) 請求 のあっ た個人 情報の記 録の内 容を確 認し、その 個人情 報に係 る行政文 書
を検索し、 取り出 します 。
(2) 開示 請求の 場合に あっては 、その 個人情 報が第 19条 第１項 第１号 から第７ 号
までに定め られた 非開示 情報に該 当し 、開示 に支障があ るか否 かにつ いて十分
検討した上 で、そ の個人 情報の諾 否を決 定し ます。
(3) 訂正 請求の 場合に あっては 、個人 情報の 記録につい ての部 分に誤 りがある か
否か十分検 討しま す。
なお、事 実の確 認にあた っては、請求者 から提出さ れた誤 りを証 する書類 の
ほか、必要 に応じ て調査 を行いま す。
(4) 訂正 請求の 内容が 個人情報 の削除 を求め るものであ る場合 は、第 ６条又は 第
８条第１項 から第 ４項ま でに定め る制限 を超 えて取り扱 われ 、又は 収集され た
ものである か否か 十分検 討します 。
(5) 利用 停止請 求にあ っては、第９条 第１項 又は第２項 に定め る制限 を超えて 利
用し、又は 提供さ れてい るか否か 十分検 討し ます。
(6) 諾否 の決定 は、回議 用紙を 用いて 伺書を 起こすこと としま す。た だし、口 頭
請求につい ては、 伺いを 省略しま す。
なお、他 の課等 に関連し ている 場合は、必要に応じ て関連 課等と 協議する と
ともに、協 議の結 果を伺 書に記録 します 。

２

諾否の 決定の 決裁は、事務決裁 規程第 ７ 条の規定に より定 例軽易 なものに つい
ては課長等、重要で ない異例 なもの は次長 等 、重要なもの は部長 等の専決 事項に
なります。

３

開示等 をしな い旨の 決定を行 うにあ たっ ては、その決 定に対 する不 服申立て や
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訴訟の提起 も予想 される ことから、特に慎 重 な検討を加 えると ともに、そ の理由
を明確にし ておき ます。
４

開示等 の請求 に対す る諾否の 決定に あた り、全庁的な 見地か ら統一 的判断を 必
要とするもの及び個人情報を所管する課等だけでは判断が困難なものなどにつ
いては、個人 情報保 護主管課 と協議 すると と もに関係課 等と調 整を行 い、その結
果を伺書に 記録し ます。

５

開示等 の請求 の諾否 の決定を 行った とき は、実 施機関は 、書 面によ り速やか に
個人情報保 護主管 課を通 して請求 者に通 知し ます。

６

訂正又 は利用 停止を すること を決定 した ときは、その 処理内 容を明 らかにし て
応対するこ とがで きるよ う準備し ます。

７

開示の 決定を した場 合におい ては 、開示 の日時及び 場所に ついて 、事 前に請求
者と個人情 報保護 主管課 と協議の うえ決 定し ます。
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（第三者に対する意見書提出の機会の付与等）
第26条

開示請求に係る個人情報に市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、

地方独立行政法人、土地開発公社及び開示請求者以外の者（以下「第三者」とい
う。）に関する情報が含まれているときは、実施機関は、前条第１項又は第５項
の規定により、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定（以
下「開示決定」という。）をするに当たって、当該情報に係 る第三者に対し、当
該第三者に関する情報の内容その他実施機関の定める事項を通知して、意見書を
提出する機会を与えることができる。
２

実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該
第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合におい
て、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくと
も２週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後
直ちに、当該意見書（以下「反対意見書」という。）を提出した第三者に対し、
開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなけ
ればならない。

（趣旨）
これは、開 示請求 に係る 個人情報 に第三 者 に関する 情 報が含 まれて いる場合 にお
ける、当該第 三者対 する意 見書提出 の機会 の 付与及び当 該第三 者が開 示に反対 の意
思を表示し たとき の処理 手続を定 めたも ので す。
（解釈）
１

第１項 は、開示 請求に 係る個人 情報に 第 三者に関す る情報 が含ま れている 場合
は、当該第 三者の権 利利益 の保護 及び開示 決 定の適正を 期する ために 意見書を 提
出する機会 を与え ること ができる ことと する ものです 。ただ し、実施機 関に対 し
て、第 三者に意 見書を 提出す る機会を 与える ことを義務 付ける もので はなく 、ま
た、意見書 を提出し た第三 者に開 示決定に つ いての同意 権を与 えるも ので もあ り
ません。

２

開示請 求に係 る個人 情報に第 三者に 関す る情報が含 まれて いる場 合、当該情 報
の性質上 、請求 があっ た旨を 当該第三 者に告 知するだけ で、誰が開 示請求 をして
いる かを 当該 第 三者 が容 易 に察 知す るこ と が でき るこ とも 多 いと 考え ら れま す。
従って、意 見書提 出の機 会を付与 するに 当た っては、こ のよう な観点 から、開 示
請求 者の 権利 利 益を 不当 に 侵害 する こと の な いよ う、 慎重 な 取扱 いが 必 要で す。
当該第三者 に意見 を求め ることが 必要と 考え られる場合 であっ ても、開 示請求 者
の権利利益 の保護 を図る ため、意 見を聴か ず に諾否の決 定をせ ざるを 得ないこ と
もあり得ま す。こ の場合、実施機 関は、当 該 第三者の正 当な権 利利益 を損なう こ
とのないよ う、慎 重に判 断を行う 必要が あり ます。
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３

意見 を提 出 する 機会 を与 え る「 第三 者」 の範 囲か ら市 、 国、 独立 行政 法 人等、
他の地方公 共団体、地方独 立行政法 人及び 土 地開発公社を除いている のは、これ
らの者に対 しては 、必 要があ るときは 、任 意 に適宜の方 法で意 見を求 めれば足 り
ることから 除外し たもの です。

４

第２項 は、第１ 項の規 定により 意見書 の 提出の機会 を与え られた 第三者が 反対
意見書を提 出した 場合に おいて 、実施 機関が 開示決定を する場 合、当該第 三者の
ために争訟 の機会 を確保 しようと するも ので す。

５

「開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも２週間を置かなければ
ならない」とは、反対意見書を提出した第三者が開示決定の取消しを求める 争訟
を提起し 、開示 の執行 停止の 申立てを 行う期 間と、開示請求 者の迅 速な開 示への
期待とを斟 酌し、 ２週間 以上置く ことと した ものです。

６

第１項 の規定 による 通知をす るとき は、書面（施行 規則第11条第14号様式 ）に
より行うも のとし ます。

７

第２項 の規定 による 通知をす るとき は、書面（施行 規則第 11条第15号様式 ）に
より行うも のとし ます。
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(開示の実施等)
第27条

実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに当該個人情報を開示しなけ

ればならない。
２

個人情 報の開 示は、次 の各号 に掲げ る個 人情報の区 分に応 じて、そ れぞれ 当該
各号に定め る方法 により 行うもの とする 。
(1)

行 政文 書 のう ち文 書 又は 図 画に 記 録され て い る個 人 情報

当該 文書 の 閲 覧

又は写しの交付
(2)

行 政文 書 のう ち電 磁 的記 録 に記 録 されて い る 個人 情 報

当 該電 磁的 記 録 の

種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法
(3)

そ の他 の 物に 記録 さ れて い る個 人 情報

前 ２ 号に 規 定す る 方法 に準 じ た 方

法
３

実施機 関は、前項の規 定にか かわら ず、閲覧の方法 により 行政文 書に記録 され
ている個人 情報を 開示す る場合に おいて 、当 該行政文書 の保存 に支障 を生ずる お
それがある と認め るとき その他正 当な理 由が あるときは 、その 写しに より、こ れ
を行うこと ができ る。

４

個人情 報の開 示を受 ける者は 、当該開 示 を受ける際 に実施 機関が 定 める書 類を
提示しなけ ればな らない 。

５

実施機関は、第25条第１項の規定により訂正又は利用停止をする旨の決定をし
たときは、速やかに当該個人情報の訂正又は利用停止をした上、当該訂正請求又
は利用停止請求をした者に対しその旨を通知するほか、当該個人情報の利用先又
は提供先に対してもその旨を通知し、必要な措置を講じさせなければならない。

（趣旨）
これは 、開示 、訂 正又は 利用停止 の請求 に 応じること を決定 した場 合の手続 を定
めたもので す。
（解釈）
１

実施機 関は 、開示 の請求 に応じる ことを 決定したと きは 、請求 者に対 し速やか
に開示を行 います 。

２

開示 の対 象 とな る個 人情 報 は、 その 記録 媒体 の種 別ご と に開 示の 方法 を 定め、
これに基づ いて開 示をし ます。
行政文 書のう ち電磁 的記録に 記録さ れて いる個人情 報の開 示につ いては、当 該
電磁的記録 の種別 、情報 化の進 展状況等 を考 慮して実施 機関が 定める 方法によ り
行うものと します 。

３

第３号 の「そ の他の物 に記録 されて いる 個人情報」につい ては、そ の情報 の性
質に応じて第１号から第２号までに掲げる方法に準じた方法により開示をしま
す。
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４

行政文 書に記 録され ている個 人情報 の開 示は、行政文 書の原 本をも って行う も
のですが、原本が 汚損又は 破損す るおそ れが あるものに ついて は、原本 の開示 に
代えて、そ の写し により 開示する ことが でき るものです 。

５

「その 他正当 な理由 があると き」と は、 次のような 場合が 考えら ます。
(1) そ の 個 人 情 報 が 記 録 さ れ た 行 政 文 書 の 開 示 を し な い 旨 の 決 定 を し た 部 分 が
含まれてい る場合
(2) 常時 使用す る台帳 などで 、閲覧 に供し た 場合に 、日常 の事務の 執行に 支障を
生ずるおそ れのあ る場合

６

第４項 は、請求者 が開示 を受ける 際、開 示につい て の個人 情報の 本人であ るこ
とを確認す るため の手続 を定めた もので す。

７

本人確 認につ いては 、第24条第２ 項の開 示等の請求 と同様 ですが 、こ の項は開
示する場面 である ことか ら、本人確 認のた め の書類は提 示のみ で足り ることと し、
併せて個人情報開示等決定通知書又は個人情報一部開示決定通知書の提示を求
めるもので す。

８

実施機 関は 、訂正 又は利 用停止す る旨の 決定をした ときは 、速 やかに その個人
情報を訂正 又は利 用停止 の措置を 行い、そ の 旨を請求者 に個人 情報訂 正等通知 書
（施行規則 第13条 第16号 様式）で 通知し ます 。

９

実施機 関は 、訂正 又は利 用停止の 措置を 行った場合 には 、その 利用先 又は提供
先に対して 、実施 機関が決 定した 内容に つい て個人情報 訂正等 措置通 知書（施 行
規則第13条 第17号 様式）に より通 知し、そ の 結果につい て書面 で報告 を受ける こ
とにするも のです 。

（運用）
１

開示は 、原則 として 、個人情 報保護 主管 課において 行いま す。

２

開示 に際 し ては 、閲 覧な ど を行 う者 に開 示を 決定 した 旨 の文 書の 提示 を 求め、
その内容を 確認す るとと もに、その 者が本 人 であること を書類 によっ て確認し ま
す。

３

開示に 際して は、個人 情報保護 主管課 の 職員及 びそ の開示 に関す る個人情 報が
記録されて いる行 政文書 を所管す る課等 の職 員が立ち会 い、閲覧 などを 行う者の
求めに応じ て必要 な説明 を行いま す。

４

開示しない旨の決定をした部分を含む個人情報が記録されている行政文書の
写しの作成 方法は、個人情 報の記録 の原本 の 写しからそ の開示 しない 旨の決定 を
した部分を 覆って 複写す るか又は マジッ クな どで消し、開 示しな い部分 のあるこ
とが判明す るよう に加工 した上で 、更に それ を複写し た も の に よ り 開 示 し ま す 。

５

写しの 交付は 、請求 １件につ き１部 とし ます。
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(手数料等)
第28条
２

開示等の請求に係る手数料は、無料とする。

行政文書の写しの交付をするときの当該行政文書の写しの作成及び送付に要す
る費用は、当該写しの交付を請求する者の負担とする。

（趣旨）
これは、個 人情報 の開示 に伴う行 政文書 の 写しの交付 に要す る費用 を請求者 の負
担とするこ とにつ いて定 めたもの です。
（解釈）
１

この規 定によ り請求 者負担す る費用 は、行政文書（第 27条第３ 項に規 定する行
政文書を写 したも のを含 む。）の「写しの 作 成に要する 費用」及 びその「写 しの
送付に要す る費用 」とし ます。

２

「写し の交付」に要す る費用 について は 、請求者が 開示に 先立って 納付す るも
のとします 。
また 、事前 の納付 のない 場合、実施機 関 は当該納付 のある まで写 しの交付 を留
保すること ができ ます。

３

「行 政文書 の写しの 交付 」には 、乾式複 写機による 複写だ けでな く、そ の他の
機器により 磁気媒 体等に 複写した ものの 交付 も含みます 。

（運用）
１

費用の 額
(1) 写し の作成 に要す る費用
別途「行政 文書等 の複写 費用に関 する要 綱」 に定める額 としま す。
(2) 写し の送付 に要す る費用
郵便法に定 める料 金とし ます。

２

費用の 徴収
(1) 写し の作成 に要す る費用
原則として 現金徴 収とし ます。
(2) 写し の送付 に要す る費用
原則として 切手と します 。

３

徴収事 務を行 う機関
個人情 報保護 主管課 で行いま す。
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第４章

不服申立て等

(審査会への諮問)
第29条

実施機関は、開示決定等について、行政不服審査法 (昭和37年法律第160号)

の規定に基づく不服申立てがあったときは、次の各号のいずれかに該当する場合
を除き、鎌倉市情報公開・個人情報保護審査会（以下「審査会」という。）に諮
問し、その議に基づいて、当該不服申立てについての決定又は裁決をしなければ
ならない。
(1)

不服申立てが不適法であり、却下するとき。

(2)

決定又は裁決で、不服申立てに係る開示決定等（開示の請求に係る個人情報

の全部の開示をする旨の決定並びに次号及び第４号に規定する決定を除く。こ
の号及び第31条において同じ。）を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに
係る個人情報の全部の開示をすることとするとき。ただし、当該開示決定等に
ついて反対意見書が提出されているときを除く。
(3)

決定又は裁決で、不服申立てに係る訂正請求に対する決定（訂正請求に係る

個人情報の全部の訂正をする旨の決定を除く。）を取り消し、又は変更し、当
該不服申立てに係る個人情報の全部の訂正をすることとするとき。
(4)

決定又は裁決で、不服申立てに係る利用停止請求に対する決定（利用停止請

求に係る個人情報の全部の利用停止をする旨の決定を除く。）を取り消し、又
は変更し、当該不服申立てに係る個人情報の全部の利用停止をすることとする
とき。

（趣旨）
これは、個 人情報 の開示 等の請求 に対す る 実施機関の 決定に 対して 行政不服 審査
法に基づく 不服申 立てが あった場 合、実施機 関は、原則とし て審査 会に諮 問しその
答申に基づ いて決 定又は 裁決しな ければ なら ないことを 定めた もので す。
（解釈）
１

個人情 報の開 示、訂正 及び利用 停止の 各 請求権を保 障する この制 度におい ては、
個人情報の 開示等 の決定 は公権力 の行使 に当 たることか ら、行政 不服審 査法の定
めによる不 服申立 てがで きるもの です。

２

この条 例でい う不服 申立ては 、処分 庁（ 決定通知書 を出し た実施 機関）に 上級
行政庁がな いこと から、 その実施 機関へ の異 議申立てと なりま す。

３

実施機 関は 、不服 申立て があった 場合に は、第 １号から 第４号 に該当 するとき
を除き、遅 滞なく 審査会に 諮問し ます。こ の 審査会の答 申に基 づいて その不服 申
立てについ ての決 定を行 います。これは、実 施機関が行 った開 示等の 処分に対 し
て不服申立 てが提 起され た場合に、第三者 的 機関である 審査会 に審議 を求める こ
とにより、 その不 服申立 てに対す る決定 の公 正さを保つ ための もので す。
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４

審査会 の設置 並びに その組織 及び運 営に ついての基 本的事 項は、情 報公開条 例
第20条で規 定して います 。

５

「不 服申立 てが不適 法であ り、却 下する とき」と は、行 政不服 審査法 に基づく
不服申立て が、法 定の期 間経過後 に提起 され たとき（期 間徒過 ）、対象 とされ た
処分がその 後消滅 したと き（利益 喪失）、資 格のない者 により なされ たとき（ 無
資格者）な どの場 合をい います。

６

「議 に基づ いて」とは、実施機 関が決定 を行う場合 に、審査会の 意見に 強く拘
束されるこ とを意 味しま す。した がって、実 施機関は、審査会 から答申 を受け た
ときは、その 意見を 最大限 に尊重し て不服 申 立てについ ての決 定を行 わなけれ ば
なりません 。

（運用）
１

不服申 立てに ついて の事務
(1) 個 人 情 報 の 開 示 等 の 決 定 に 不 服 の あ る 者 の 行 政 不 服 審 査 法 に 基 づ く 異 議 申
立書は、個人情報 保護主 管課を 通して 、その 決定を行っ た課等 に送付 し、受 付
をします。
(2) 異議 申立書 の送付 を受けた 課等は 、不服 申立てが行 政不服 審査法 に規定す る
不服申立て の形式 的要件 を具備し ている かを 確認し、受 付をし ます。

２

審査会 への諮 問
(1) 実施 機関は 、不服申 立てに 係る個 人情報 の非開示等 の決定 を取り 消す場合 を
除き、必要 な書類 を添え て審査会 に諮問 しま す。
(2) 審査 会への 諮問は 、異議申 立てを 受付し てから３０ 日以 内 を 目 安 と し ま す 。
(3) 諮問 に際し て必要 な書類は 、諮 問 書のほ か次のとお りです 。

３

ア

不服 申立書 及び添 付書類の 写し

イ

個人 情報開 示等請 求書の写 し

ウ

個人 情報開 示等全 部不承諾 決定通 知書 等の写し

エ

その 他不服 申立て について の審査 を行 う上で必要 と認め られる 資料

不服申 立ての 手続き について
別に定 める「 異議申 立て事務 取扱要 領」 を参照して くださ い。
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（諮問をした旨の通知）
第30条

前条の規定により審査会に諮問をした実施機関（以下「諮問実施機関」と

いう。）は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1)

不服申立人及び参加人

(2)

開示等請求者（開示等請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。）

(3)

当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者（当

該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。）

（趣旨）
これは 、実施 機関は 、審 査会に諮 問した 旨 を不服申立 て人等 の関係 者に通知 しな
ければなら ないこ とを定 めたもの です。
（解釈）
１

不服申立人等による審査会に対する口頭による意見陳述又は意見書若しくは
資料の提出 は、諮問 後におい て初め て可能 と なることか ら、不服 申立人等 にとっ
ては、その準 備の開 始時期を 判断す る上で も 、いつ諮問が 行われ たかを知 ること
が重要とな ります。また、実施 機関にお いて 不服申立て が不当 に留め 置かれる こ
とを防止す る意味 からも、諮 問実施 機関が 不 服申立人等 に諮問 した旨 を書面（施
行規則第15条第18号様式 ）により 通知す るこ とにしたも のです 。

２

第１号 は、不服 申立人 及び不服 申立て に 利害関係人 として 参加し ている参 加人
に対し、通 知する ことと したもの です。

３

第２号 は、第三者 から不 服申立て があっ た場合を想 定した もので す。開示等請
求者が既に 参加人 として 参加して いる場 合は 、第１号 により通 知され ること にな
りますが、ま だ参加 していな い場合 に、参加 の機会を与 えるこ とを目 的とする も
のです。

４

第３号 は、開示 決定等 について 反対意 見 書を出した 第三者 が不服 申立人又 は参
加人になっ ていな い場合 に、当該第 三者に 対 して通知し、参加人 として参 加する
機会を与え ること を目的 とするも のです 。
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（第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続き等）
第31条

第26条第２項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定又は裁決をす

る場合について準用する。
(1)

開示決 定に対 する第 三者か らの不 服申 立てを却 下し、又 は棄却 する決 定又

は裁決
(2)

不服申 立てに 係る開 示決定 等を変 更し 、当該開 示決定等 に係る 個人情 報を

開示する旨の決定又は裁決（第三者である参加人が当該第三者に関する情報の
開示に反対の意思を表示している場合に限る。）

（趣旨）
これは、本条各 号のいず れかに 該当す る場 合には、第 26条第 ２項と同 様に、開示
を実施する 日まで に２週 間以上の 期間を 置か なけれ ばな らず 、また 、決 定又は裁 決
後直ちに 、第三 者に決 定又は 裁決をし た旨 、その理由及 び開示 を実施 する日を 書面
により通知 しなけ ればな らないこ とを定 めた ものです。
（解釈）
１

第１号 は、開示に 反対す る意見書 を提出 した第三者 が、開示決 定の取 消しを求
める不服申 立をし ている 場合で 、当該不 服申 立を却下又 は棄却 する決 定又は裁 決
をする場合 に、当 該第三 者が訴 訟を提起 する 機会を確保 するこ とを目 的とする も
のです。

２

第２号 は、不服申 立を受 けた実施 機関が 、個人 情報の全 部又は 一部の 不開示決
定を覆し 、当該不 服申立 に参加 している 第三 者の意に反 して開 示する 旨の決定 又
は裁決をす る場合 に、当 該第三 者が訴訟 を提 起する機会 を確保 するこ とを目的 と
するもので す。

３

「第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示し
ている場合に限る」とは、第三者が参加人として、不服申立の手続きにおいて、
個人情報の開示に反対の旨の意思表示を行っている場合を意味します。原処分を
行う過程で、第三者が反対意見書を提出している場合であっても、 第30条の規定
により諮問した旨の通知が行われたにもかかわらず、当該第三者が参加人として
参加していないときは、本条の適用はありません。
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（審査会の調査権限）
第32条

審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等

に係る個人情報が記録された行政文書の提示を求めることができる。この場合に
おいては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書の開示を求めること
ができない。
２

諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒
んではならない。

３

審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係
る行政文書に記録されている個人情報の内容を審査会の指定する方法により分
類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

４

第１項及び前項に定めるもののほか、審査会は、調査審議のため必要があると
認めるときは、不服申立人、参加人又は諮問実施機関に意見若しくは説明又は資
料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させること
その他必要な調査をすることができる。

（趣旨）
これは、審査会の調査審議にあたっての主要な権限を規定しており、審査会は実
施機関から提出された資料に基づいて審議するだけでなく、審査会自らが必要と判
断する資料に基づいて審議することができるよう、審査会の運営にあたっての権限
を定めたものです。
（解釈）
１

これは、開示決定等に係る情報を実施機関に提示させ、実際に、当該情報を見
て審議する審査会の権限（インカメラ審理の権限）等を定めたものです。これに
より、非開示等の判断や、範囲について、迅速にして適切な審理が可能となりま
す。

２

第２項は、不服申立てのあった開示決定等に係る行政文書の提示を審査会から
求められたとき、実施機関が、これに応じなければならないことを定めています。

３

第３項は、不服申立てのあった開示決定等に係る行政文書の量が多く、複数の
非開示情報が複雑に関係する事案などの審議では、争点を明確にし、審理を促進
する上で、不服申立てのあった開示決定等に係る行政文書に記録されている情報
の内容を分類又は整理した資料（ヴォーンインデックス）が有効であることから、
作成するよう求めることができるとしたものです。

４

「必要な調査」とは、非開示とした行政文書の閲覧、必要資料の提出の要求、
審査会の審議に必要な実地調査などが考えられます。

129

（意見の陳述）
第33条

審査会 は、不 服申立 人、参 加人又 は 諮問実施 機関か ら申出 があっ たとき

は、当該 不服申 立人、 参加人 又は 諮問実 施機 関に、口 頭で意 見を述 べる機 会を
与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。

（趣旨）
これは、審査会が不服申立人等に口頭による意見陳述並びに意見書及び資料の提
出の申出を認めることができることを定めたものです。
（解釈）
１

審査会は、必ずしも不服申立人等が口頭で意見を述べる機会を与える義務を負
うものではありません。

２

口頭による意見陳述や文書による意見若しくは資料の提出を認めることによっ
て、審査会の判断がより適正に行われることを担保しようとするものです。
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（提出資料の閲覧等）
第34条

不服申立人及び参加人は、諮問実施機関に対し、審査会に提出された意見

書又は資料の閲覧又は写しの交付を求めることができる。この場合において、諮
問実施機関は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理
由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒むことができない。
２

諮問実 施機関 は、前項 の規定 による 閲覧 又は写しの 交付に ついて、日時及 び場
所を指定す ること ができ る。

３

第１項の規定による意見書又は資料の写しの交付をするときの当該写しの作成
及び送付に要する費用は、当該写しの交付を請求する者の負担とする。

（趣旨）
これは、第32条第４項及び第33条の規定に基づき意見書又は資料の提出があった
場合について、他の不服申立人等は意見書又は提出資料の閲覧又は写しの交付を求
めることができることについて定めたものです。
（解釈）
１

「第三 者の利 益を害す るおそ れがあ ると 認めるとき 」とは、非開示 情報に 該当
する場合に 限らず 、第 三者と 請求者と の関係 を害するお それが あるな ど、当該第
三者の権利 利益を 保護す る必要が ある場 合を いいます。

２

「そ の他正 当な理由 がある とき」とは、意見書を閲 覧させ ること により 、非開
示とした情 報の全 部又は 一部の内 容が推 測さ れる場合、閲覧請求 が審議 の混乱 を
目的とする 等審査 会の調 査審議に 支障が ある 場合など、客観的に 見て閲 覧等を 拒
むことに合 理的な 理由が ある場合 をいい ます 。

３

本条に おける 閲覧又 は写しの 交付に 関し ては、条例第 18条か ら第28条までの 規
定は適用さ れませ ん。

４

本条の 規定に より、審 査会に提 出され た 意見書又は 資料の 閲覧又 は写しの 交付
を求めよう とする ものは 、書面（ 施行規 則第 16条第19号 様式）を 提出し なけれ ば
なりません 。

５

請求を 受けた 諮問実 施機関は 、速 やかに 承諾するか 否かの 決定を 行い、書面（ 施
行規則第16条第20、21、22号様式 ）によ り請 求者に通知 するも のとし ます。

（運用）
１

本条第 ２項の 規定に 基づく閲 覧又は 写し の交付につ いては、できる 限り速や か
に応じるも のとし ます。
なお、場所については原則として個人情報保護主管課において行うものとしま
す。

２

本条第３項の規定による審査会に提出された意見書又は資料の写しの交付に
要する費用 は第28条の規 定に基づ き徴収 する 額に準じた 額とし ます。

131

（審査会の非公開）
第35条

審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

（趣旨）
これは、審査会の調査審議する性格から、非公開とするものです。
（解釈）
審査会が、非開示情報等の記録について、開示するかしないかを審査することが
主たる役割である以上、審査会の公開をすることは難しいといえます。
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(答申書の送付等)
第36条

審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及

び参加人に送付するとともに、当該答申の内容を公表するものとする。

（趣旨）
これは、審査会の答申後、審査会の調査審議の透明性や公平性の担保の観点から、
速やかに答申書の写しが不服申立人及び参加人に送付されるとともに、答申内容の
公表を義務付けることについて定めたものです。
（解釈）
１

諮問実施機関に対しては当然に答申が提供されるので、本条では、不服申立人
及び参加人への答申書の写しについての送付義務を規定しています。この送付は、
不服申立てに対する決定に不服なため、訴訟を提起する際の資料になることなど
を考えると不服申立人等のために、答申後、速やかに行うものとします。

２

答申内 容の公 表につ いては、ホームページに掲載し、行 政資料コ ーナー におい
て閲覧に供 するも のとし ます。
なお、これについては審査会事務局が行うものとします。
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(委任)
第37条

第32条から前条までの規定に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要

な事項は、別に規則で定める。

（趣旨）
これは、審査会に関して必要な事項を規則に委任することについて定めたもので
す。
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第５章

雑則

(事業者への指導、勧告等)
第38条

市長は、事業者による個人情報の取扱いが不適当である疑いがあると認め

るときは、事実を明らかにするために必要な限度において、当該事業者に対して、
説明又は資料の提出を要請することができる。
２

市長は、事業者による個人情報の取扱いが著しく不適当であると認めるとき
は、当 該事業者 に対し て取扱 いの是正 又は中 止を指導し 、こ れに従 わない ときは、
勧告を行う ことが できる 。

３

市長は 、事業 者が前項 の規定 による 勧告 に従わない ときは 、その事 実を公 表す
ることがで きる。

４

前３項の規定による措置を講ずるときは、審議会の意見を聴いて行わなければ
ならない。

（趣旨）
これは、 事業者 に対す る指導、 勧告、 公表 などについ て定め たもの です。
（解釈）
１

事業者 の取り 扱う個 人情報に ついて は、この条例の 趣旨に 反して 不適正な 取扱
いをしてい る疑い がある 場合には 、事業 者に 対し説明又 は資料 の提出 の要請が で
きる旨を定 めたも のです 。
事 業 者 に よ る 個 人 情 報 の取 扱 い が 不 適 正であ る 疑 い が あ る と 認 め ると き に は 、

そ の 事 実 を 明 ら か に す る ため 、 そ の 事 業 者に対 し 、 説 明 又 は 資 料 の 提出 を 求 め 、
十分な調査 などを 行う必 要があり ます。
２ 「取 扱いが 不適正 」とは 、この条 例の趣 旨 に反して取 り扱っ てはな らない思 想、
信条など社会的差別の原因となるおそれのある情報や基本的人権の侵害につな
がる個人情 報の不 当な収 集、保管 、利用 など を行ってい る場合 をいい ます。
３

実施機 関が事 業者に 対して説 明又は 資料 の提出を求 め、この 条例の 趣旨に反 し
て著しく不 適正な 取扱い をしてい ると認 めた ときは 、市長は 、そ の事業 者に対し 、
取扱いの是 正又は 中止の 指導を行 うこと がで きます。

４

市長が 行う是 正又は 中止の指 導に従 わな いときは勧 告を行 う こ と が で き ま す 。

５

勧告に 従わな いとき は、その 事実を 公表 することが できま す。
公表は、この条 例の趣 旨に反し て個人 情 報を取り扱 ってい る事実 及び勧告 など
に従わない 事実の 経過を 公に明ら かにす るこ とによって 、この 制度の実 効性を 確
保しようと するも のです 。

６

第１項 から第 ３項ま での手続 を行う とき は、あらかじ め審議 会の意 見を聴か な
ければなり ません 。
審議会 の意見 を聴く こととし たのは 、個 々の事例に 則し 、業種 、取引 、個人 情
報の種類 、内容、基本的 人権の 侵害の事 実 な ど、営業 の自由と の関連 などで慎 重
に対処する 必要が あるた めです。
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(運用状況の公表)
第39条

実施機関は、毎年、この条例の運用状況について公表するものとする。

（趣旨）
これは 、この 制度の 適正な 運営を確 保する ため、運用状況 の公表 につい て定めた
ものです。
（解釈）
実施機関 は、こ の条例の 運用状 況をま とめ 、毎年度、公表する ことを 義務付 ける
ものです。
（運用）
１

公表は 、各実 施機関が 行うこ とが原 則で すが、統一 的な取 扱いをす るため 、個
人情報保 護主管 課にお いて取り まとめ て行 います。

２

公表は 、毎年 度の初 めに、前 年度の 運用 状況を公表 します 。

３

公表の 方法は 、ホー ムページ 、「広 報か まくら」な どに掲 載して 行います 。

４

公表の 内容は 、次の とおりで す。
（1）

取扱事 務の届出 件数

（2）

開示等 請求の件 数

（3）

開示等 請求を承 諾した 件数

（4）

開示等 請求を拒 否した 件数

（5）

不服申 立てにつ いての 処理状 況

（6）

その他必要な 事項
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(他の法令等による開示等との調整)
第40条

実施機関は、他の法令等の規定により、何人にも開示等の請求に係る個人

情報が第27条第２項及び第３項に規定する方法と同一の方法で開示等をすること
とされている場合（開示等の期間が定められている場合にあっては、当該期間内
に限る。）には、これらの規定にかかわらず、当該個人情報については、当該同
一の方法による開示等を行わない。ただし、当該他の法令等の規定に一定の場合
には開示等をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
２

他の法令等の規定に定める開示等の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第 27
条第２項及び第３項の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

３

第２章から第４章までの規定は、図書館その他これに類する施設において、一
般の利用に供することを目的として、収集し、整理し、及び保存している個人情
報については、適用しない。

（趣旨）
これは、他 の法令 で個人 情報の開 示等の 手 続が定めら れてい る場合 や一般の 利用
に供するこ とを目 的とし て保有し ている 個人 情報につい ては、こ の条例 を適用し な
いことを定 めたも のです 。
（解釈）
１

他の法 令で 、個人 情報の 開示、訂正若 し くは利用停 止の請 求又は これらに 類す
る閲覧、縦 覧など の手続 の定めが あると きは 、この条例 を 適 用 し な い も の で す 。
他の法 令にそ の手続 が定めら れてい るも のの具体例 は、次の ような ものが考 え
られます。
(1)閲覧
・

公職選 挙法（ 選挙人名 簿の抄 本の 閲覧）

(2)縦覧
・

地方税 法（固 定資産課 税台帳 の縦 覧）

・

都市計 画法（ 都市計画 の案の 縦覧 ）

(3)謄本 、抄本 その他写 しの交 付

２

・

住民基 本台帳 法（住民 票の写 しの 交付）

・

戸籍法 （戸籍 の謄本又 は抄本 の交 付）

一般の 利用に 供する ことを目 的とし た施 設には、図書 館その 他これ に類する 施
設（以下「図 書館等」という。）があり ます。これに類す る施設 におい て、収集 、
保管及び利 用され ている 個人情報 の記録 につ いては、図 書館等 の施設の 固有の 目
的のために 管理さ れてい るもので あり、この 目的に従い 閲覧等 の手続 が定めら れ
ていること から、その個 人情報の 開示等 につ いては、そ の施設 の利用 規則など に
従い、この 条例は 適用し ないこと としま した 。
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３

「一 般の利 用に供す ること を目的 として 、収集し 、管理 し、及び保存 してい る
個人情報に ついて は、適用し ない 」とは 、図 書館等にお いて 、一般 の利用 に供す
るこ とを 目 的と し ない 一般 行 政事 務の た めに 作成 し、 又 は取 得 した 個人 情 報は、
この制度の 対象と なるこ とを意味 します 。
なお 、参考 までに図 書館そ の他こ れに類す る施設には 、次のよう な施設 があり

ます。
（1）中央 図書館
（2）腰越 図書館
（3）深沢 図書館
（4）大船 図書館
（5）玉縄 図書館
（6）議会 図書室
（7）鎌倉 文学館
（8）鎌倉 国宝館
（9）吉屋 信子記 念館
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(委任)
第41条

この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施

機関が定める。

（趣旨）
これは、 この条 例の施 行につい て必要 な事 項の委任に ついて 定めた ものです 。
（解釈）
実 施機 関は 、 地方 自治 法上 独 立し て権 限を 行使 する 機関 で あり 、一 つの 機 関が、
他の 機関 に対 し て指 揮監 督を 行 うこ とが でき る関 係に はあ り ませ ん。 した が って、
この条例に ついて の必要 な事項は 、実 施機関 がそれぞれ 規則 、規程 などで 定めるこ
ととなりま す。
（運用）
この条例 の施行 につい て必要な 事項は 、各 実施機関と も、できる 限り同 一のもの
とすること が望ま しいも のです。
このため 、条 例の施 行につ いて必要 な事項 の制定及び 変更に あたっ ては 、実施機
関相互で調 整を図 ること とします 。
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第６章

罰則

（罰則）
第42条

職員等若しくは職員等であった者又は第15条に規定する者が、正当な理由

がないのに個人の秘密に属する事項が記録された行政文書並びに指定管理者、受
託者又は派遣労働者がその業務又は役務の提供に関して作成し、又は取得した文
書、図画及び電磁的記録のうち、個人情報を含む情報の集合物であって、一定の
事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索すること
ができるように体系的に構成したもの（その全部又は一部を複製し、又は加工し
たものを含む。）を提供したときは、２年以下の懲役又は 100万円以下の罰金に処
する。

（趣旨）
これは 、職員 等若し くは職 員等であ った者 、指定 管理業務 従事者 若しく は従事者
であった者 、受託 業務従 事者（再 委託者、再 々委託者な どを含 みます 。）若し くは
従事していた者又は派遣労働者若しくは派遣労働者であった者が正当な理由がな
いのに、個人 情報を 電子計 算機を用 いて体 系 的に構成し たもの を外部 に提供し た場
合の罰則を 定めた もので す。
（解釈）
１

市政運 営にお ける近 年のＩＴ 化の進 展を 踏まえ、電子 計算機 を用い て処理さ れ
た個人情報 の漏え い等の 事故がお きた場 合に は、その被 害が甚大 になる ことか ら、
地方自治法上条例で規定できる罰則規定の最も重い量刑を規定しているもので
す。

２

指定管 理業務 及び受 託業務の 従事者 並び に派遣労働 者を対 象に含 めたのは、こ
れらの者が 従事す る業務 は、本来市が 行うべ き業務であ ること から 、当該 業務に
関しては職 員等と 同等の 責務を負 うべき であ ると考えら れるか らです 。

３

「職員 等であ った者」、「 従事し ていた 者」及び「派 遣労働 者であ った者」も
処罰の対象 とした のは 、在職 又は従事 中に取 得した個人 情報の 要保護 性は 、職を
辞め業務に 従事し なくな った場合 におい ても 変わりがな いから です。

４

「正 当な理 由がない のに 」とは 、具体的 には、第 ９条第 １項又は 第２項 の規定
に違反して 提供し た場合 や、第 15条の規定 に 違反して提 供した 場合等 をいいま す。

５

「個 人の秘 密」と は、個 人に関 する一般 に知られて いない 事実で あって 、他に
知られない ことに ついて 相当の利 益を有 する もの、すなわち 、非 公知性 及び秘 匿
の必要性の 二つの 要素を 具備して いるも のを いいます。

６

「 指定管理 者、受託者 又は派遣 労働者 が その業務又 は役務 の提供 に関して 作成
し、又は 取得し た文書 、図画 及び電磁 的記録 」を含め たのは 、これ らのも のには
行政文書に 該当し ないも のがある ため 、２ で 述べたとお り指定 管理業 務、受託業
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務及び派遣 労働者 の性格 上、こ れら行 政文書 に該当 しないものについても行政文
書と同一の取扱いをすべきであると考えられるからです。
７

「複製」とは、例えばデータベースをダウンロードして光ディスク等の他の媒
体に複写することなどが想定されます。

８

「加工」とは、例えばデータベースの内容に変更を加え、データを並べ替える
ことや、選択的に抽出することなどが想定されます。なお、加工したものも、特
定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるよう体系的に構成され
たものとしての実質を備えている必要があります。

９

「提供」とは、電子計算機処理に係る個人情報を第三者が利用できる状態に置
く行為をいいます。例えば、ネットワークを通じた提供や、光ディスク等の記録
媒体による提供が考えられますが、パスワード等を第三者に渡して個人情報を管
理するシステムを直接操作させることも含まれます。また、稼動中のシステムを
意図的に放置して他人の操作に任せるなど事実上第三者が利用できる状態にさせ
る場合もこれに該当します。
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第43条

前条に規定する者が、その業務又は役務の提供に関して知り得た個人情報

を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、
１年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
（趣旨）
これは 、前条 に規定 する者 が、そ の業務 に 関して知り 得た個 人情報 を不正な 利益
を図るため に提供 又は盗 用した場 合の罰 則を 定めたもの です。
（解釈）
１

「業 務又は 役務の提 供」には、いつの時 点の業務か を問わ ないの で、過 去に従
事した業務 も含む もので す。

２

「業務 又は役 務の提供 に関し て知り 得た 個人情報」には、個 人の秘 密に属 する
ものとそう でない もの、あ るいは 電子計算 機 処理されて いるも のとそ うでない も
のなど様々 なもの があり ますが、 その内 容・ 形態は問わ ないも のです 。

３

本条の 罪につ いては 、個 人の秘密 に限ら れず個人情 報と広 いこと から 、当罰性
の高い行為である自己又は第三者の不正な利益を図る目的で行われる提供又は
盗用に限定 したも のです 。

４

「盗用 」とは、自己又 は第三者 の不正 な 利益を図る 目的で 自ら利 用するこ とを
いいます。
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第44条

職員等がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で

個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したとき
は、１年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
（趣旨）
これは、職 員等が 職権を濫 用して、専らそ の職務の用以外の用に供する目的で個
人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合の罰則を定めたもので
す。
（解釈）
１

「職権 」とは 、職員 等が職務 上有す る一 般的な職務 権限を いいま す。

２

「職権 を濫用 して」と は、職 務権限を 違 法・不当に 行使す ること、又は職 権行
使に仮託し て違法 ・不当 な行為を 行うこ とを いいます。

３

「専らその職務の用以外の用に供する目的」とは、当該職員等の職務とはまっ
たく無関係な目的に利用することをいいます。前条の場合と異なり、自己又は第
三者の不正な利益を図る目的であるかは問わないので、単に好奇心を満足させる
目的の場合を含みます。「専ら」とは、収集の目的のほとんどすべてが、という
意味です。

４

「個人の秘密」は、42条の解説参照。

５

「収集」とは、文書等の有形の媒体を、集める意思をもって、進んで集め取る
行為をいいます。文書等を自己の所持に移すことが必要であり、単に読み又は聞
く行為や、職務遂行の中で偶然に知ることになっても、能動的にそれを集め取る
行為と認められない限り、収集には当たりません。人から収集する場合と、人を
介しないで電子計算機等から収集する場合の両方を含みます。
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（区域外適用）
第45条

前３条の規定は、本市の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適

用する。
（趣旨）
これは 、第42条から 第44条 までの各 条に定 める罪を 、鎌倉 市の区 域外で 犯した者
にも各条の 罰則を 適用す ることを 定めた もの です。
（解釈）
１

一般的 に、条 例の罰則 は属地 的に適 用さ れ、鎌倉市 の条例 は、鎌倉 市の市 域で
の適用が原 則です 。
しかし 、前 ３条の 規定す る構成要 件に該 当する行為 は、市の区 域外で も実行が
可能であり 、ま た、前 ３条の 主体は 、職員 等 や受託業務 従事者 など、職務や 業務
を通じて本 市に対 して何 らかの責 任を負 う者 に限定され ている ので、こ のよう な
者が市の区 域外で 実行し た場合に 各条の 罰則 を適用でき ないと すると、各条の 法
益を守るこ とがで きない ため、本 条を規 定し たものです 。
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（両罰規定）
第46条

指定管理者若しくは受託者の代表者又は指定管理者若しくは受託者の代理

人、使用人その他の従業者が、その業務に関し、第42条又は第43条の違反行為を
したときは、行為者を罰するほか、その指定管理者又は受託者に対して各本条の
罰金刑を科する。
（趣旨）
これは 、第42条又は 第43条 に該当す る違反 行為があっ た場合 には 、指定 管理業務
従事者又は 受託業 務従事 者だけで なく指 定管 理者又は受 託者に 対して も、その社 会
的責任にか んがみ 、罰金 刑を科す ことを 定め たものです 。
（解釈）
１

指定管 理業務 従事者 等が違反 行為を した としても、指 定管理 者等に 対しては 民
事上の損害 賠償請 求等に よる責任 追及し かで きないので は、指定 管理業 務や委 託
業務に係る 個人情 報の漏 えい等の 防止を 図り 、個人情報 の安全管 理を担 保する た
めには不十 分です 。そこ で、本条 は、指定 管 理者又は受 託者に 対して 罰金刑を 科
すものです 。
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（過料）
第47条

偽りその他不正の手段により、開示決定等に基づく個人情報の開示を受け

た者は、５万円以下の過料に処する。
（趣旨）
これは、不 正な手 段によ り個人情 報の開 示 を受けた者 に対す る罰則 を定めた もの
です。
（解釈）
１

「偽りその他不正の手段」とは、開示を受ける手段で真実でないもの又は不正
なものをいい、具体的には、他人の身分証明書の不正利用や、身分証明書自体の
偽造などが想定されます。

２

本人確 認は、開 示請求 の場面と 開示の 決 定後に閲覧 又は写 しを交 付する場 面が
ありますが 、本 条で過 料の対 象となる のは 、開示決定後 の本人 確認に おいて不 正
がある場合 です。し たがっ て開示 請求の段 階 からなりす ましが 行われ ていなく て
も、閲覧又 は写しの 交付時 におい てなりす ま しにより個 人情報 の開示 を受けた 場
合には本条 の適用 対象と なります 。
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付

則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第 42条、第43条及び第46条の改正規
定は、平成25年１月１日から施行する。

（趣旨）
この条例の 最新改 正の施 行期日を 定めた もの です。
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