
令和４年度 第６回瀬戸市情報公開・個人情報保護審査会会議議事録 

 

１ 開催日時 令和４年１０月３日（月）午後２時～午後４時 

 

２ 開催場所 瀬戸市役所北庁舎４階 庁議室 

 

３ 出席者 

江坂 正光   会長 

小川 直人  委員 

菅沼 綾子   委員 

松村 芳明   委員 

三輪 まどか 委員 

  （事務局・実施機関） 

  行政課長       原 貴徳 

  議事課長       長谷 一憲 

  行政課課長補佐    藤掛 淳一 

  行政課法務係長    山口 武蔵 

行政課法務係主査   田中 千恵子 

  行政課事務管理係主任 峯藤 駿佑 

 

４ 傍聴者 ４名 

   

＜議事録＞ 

５ 議題 

 個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う対応について 

実施機関から説明 

・諮問書について説明 

１ 条例で定めることが法律上必要な事項について・・・・・・・・・・３項目 

２ 条例で定めることが法律上許容されている事項について・・・・・・７項目 

３ 個人情報保護やデータ流通に直接影響を与えない事項として条例で定めるこ

とが許容されている事項について・・・・・・・・・・・・・・・・・２項目 

 

・資料№９検討用個表により説明 



№１ 本人開示等請求における手数料 

 個人情報保護法の改正に伴い瀬戸市個人情報保護法施行条例（以下「新条例」

という。）にどのような形で位置付けるかというものになる。 

今回の個人情報保護制度の見直しにおいては、原則として改正後の個人情報の

保護に関する法律（以下「改正法」という。）に基づいて運用するべきという考

えから、改正法第８９条及び同施行令第２７条の規定による国の取扱いに準じ、

併せて、受益者負担の観点から手数料は有料とする。 

 

№２ 行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約における手数料 

 改正法附則第７条の規定により、都道府県及び政令指定都市以外の地方公共団

体の機関については、当分の間、行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う

事業に係る提案募集の実施は任意とされている。 

 行政機関等匿名加工情報の作成に当たっては、安全管理措置を講ずる必要があ

り、提案募集制度の導入については、慎重に検討する必要があることから、現時

点では、規定しない（提案募集を実施しない）こととし、手数料に係る規定もし

ない。 

 

№３ 「条例要配慮個人情報」の内容 

 現行の瀬戸市個人情報保護条例（以下「現条例」という。）第２条第２号にお

ける「要配慮個人情報」については、改正法第２条第３項の「要配慮個人情報」

と同様の内容が規定されている。 

 また、現時点では、改正法で規定される要配慮個人情報とは別に、地域の特性

その他の事情は特に想定されないことから、新条例で新たに規定する必要がない。 

 

№４ 個人情報取扱事務登録簿（以下「登録簿」という。）の作成・公表に係る

事項 

 改正法第７５条第１項の規定により、作成及び公表が義務付けられている「個

人情報ファイル簿」は、個人情報ファイルごとに作成された帳簿であり、対象者

数が１，０００人以上となっているが、瀬戸市では、１，０００人未満の個人情

報ファイルも多く保有していることや、今後も個人情報の適切な運用管理を目的

とした庁内チェック体制を確保するため、現条例第８条の規定による「個人情報

取扱事務の届出」と同様の取扱いを行うこととし、引き続き「登録簿」を作成し、

現行どおり瀬戸市情報公開・個人情報保護審査会（以下「審査会」という。）に



報告する。 

 

№５ 個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴 

くことが特に必要であると認めるときの審議会等への諮問 

 改正法においては、個人情報の保有について、特に本人から収集することを原

則とする規定がないことから、個人情報の適正な取扱いを確保するため、審査会

を改正法第１２９条の審議会として位置付ける。 

  

№６ 開示等請求における不開示情報の範囲 

 今回の個人情報保護制度の見直しにおいては、原則として法律に基づいて運用

することや、現条例第１７条において（公務員の氏名を除き）改正法第７８条第

１項と準拠した内容が規定されていることから、現時点では、改正法で規定され

る不開示情報とは別に、新条例で新たに規定する必要がない。 

一方、公務員の氏名を不開示情報とする取扱いについては、改正法の適用によ

り、個人情報保護と公文書の開示の両制度で差異が生じることになるため、瀬戸

市情報公開条例（以下「情報公開条例」という。）第７条第２号ウの不開示情報

について、一部改正を行うこととする。 

なお、改正法第７８条第１項第２号イの規定により、「法令の規定により又は

慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報」

は、不開示情報から除外されるため、個別に開示又は不開示の判断を行うことか

ら、実質的には、現行の運用で公開している公務員の氏名は、今後も開示対象と

する。 

 

№７ 開示請求等の手続 

 今後は、法律による全国的な共通ルールの下で、国のガイドライン等により制

度の適正な運用が図られることとなり、現時点で、改正法第１０７条第２項の規

定による処分庁及び行政庁について、特例を設ける必要はない。 

改正法第１０８条については、№８開示期限及び№９期限の特例として規定し

ているがこの後説明する。 

 

№８ 開示決定等の期限 

開示決定等の期限については、現条例第２３条において、「開示請求があった

日から起算して１５日以内にしなければならない。（初日不算入）」と規定して



いる。 

改正法第８３条第１項において開示請求に対する開示決定等は、「請求があっ

た日から３０日以内にしなければならない」とされているが、瀬戸市行政手続条

例第６条の規定による標準処理期間や情報公開条例に基づく公文書の開示請求制

度との整合性の観点から、決定期限を改正法よりも短い「開示請求があった日の

翌日から起算して１４日以内」とする。 

なお、起算日については、民法第１４０条の規定が適用されることから、改正

法では、翌日から起算（初日不算入）となるため、新条例においては、「開示請

求があった日の翌日から起算して１４日以内にしなければならない。（初日算入）」

と規定する。 

 

・№９ 開示決定等の期限の特例 

開示決定等の期限の特例については、現条例第２４条において、「開示請求が

あった日から起算して４５日以内（初日不算入）」と規定されている。 

改正法第８４条では、「開示請求があった日から６０日以内（初日算入）」と

規定されているが、瀬戸市行政手続条例第６条の規定による標準処理期間が設定

されていることや、実務上において、今後も現行と同様の対応が可能であると考

えられることから、改正法第８４条の規定より期間を短縮する。 

なお、起算日については、№８同様、民法第１４０条の規定が適用されること

から、改正法では、翌日から起算（初日不算入）となるため、新条例においては、

「開示請求があった日の翌日から起算して４４日以内（初日算入）」と規定する。 

 

・№１０ 目的外利用及び外部提供 

 個人情報が適正に収集された場合であっても、その利用や提供の仕方によって

は個人の権利利益を侵害するおそれがあることから、実施機関の個人情報の利用、

提供に一定の制限を設けるため、現条例第１０条第２項の規定と同様の取扱いを

行うこととし、引き続き、目的外利用や外部提供を行うときは、市長への届出を

義務付ける。 

 

・№１１ 運用状況の公表 

 今後も個人情報保護制度の適正な運営と健全な発展を期するため、現条例第４

８条の規定による運用状況の公表と同様の取扱いを行うこととし、引き続き条例

の運用状況を公表することを市長の責務として規定する。 



 

・№１２ 本人開示等請求における手数料 

 №１は新条例について、№１２は情報公開条例についての手数料となる。 

 これまで、手数料については、情報公開条例第１条で規定する「市民の知る権

利」や「公文書の開示を請求する権利」を保障するため、情報公開条例第１８条

第１項の規定により、無料の取扱いとしていた。 

 今回の個人情報保護制度の見直しにおいては、原則として法律の規定に基づい

て運用するべきと考えており、新条例において有料の取扱いとしたことにより、

個人情報保護と公文書の開示の両制度で差異を生じさせないことや、行政機関の

保有する情報の公開に関する法律第１６条及び同施行令第１３条の規定による国

の取扱いに準じ、併せて、受益者負担の観点から、手数料は有料とする。 

 以上が今回諮問をした事項の具体的な内容である。審議をお願いしたい。 

 

会長：量が多いため、審議に時間のかからないと思われる事項から審議する。 

№２行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約における手数料 

    手数料に関わることだが、この規定自体、新条例で規定しないとされて 

いる。 

№３「条例要配慮個人情報」の内容 

これも新条例で規定しないため、それほど議論が白熱することはないと 

思われる。 

№４個人情報取扱事務登録簿の作成・公表に係る事項 

№５個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意 

見を聴くことが特に必要であると認めるときの審議会等への諮問 

№７開示請求等の手続 

№１１運用状況の公表 

まず№２、３、４、５、７、１１については最初に審議してくというこ 

とで良いか。 

    （委員から異議がなかったため、№２から№１１の順で審議することと 

した。） 

    

№２ 行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約における手数料 

会長：そもそも行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に係る提案 

募集の実施は任意とされている。この提案募集制度の導入については更に 



検討する必要があるため、今回は新条例で規定しないという方針とのこと 

である。手数料に関する規定も含めて特に規定はしないということのよう 

だが、この点について質問意見があるか。 

（特になし） 

・審査会の意見 

原案どおり、手数料の規定も含めて新条例には載せないということで審査会の

意見とする。 

 

№３ 「条例要配慮個人情報」の内容 

会長：これはもう改正法で対応できるということであり、特に地域の特性等必 

要がある場合は条項を設けることができるとされているが、現状瀬戸市に 

おいてはその必要性はないという考え方ということである。 

   この点について質問意見があるか。 

行政課：１点補足説明をすると、現条例と改正法の規定がまず同義であり、改正 

法では性的指向や性自認に関する情報について規定に入っていないという 

ことが示されている。 

東京方面の自治体ではパブリックコメントであげているところもあるが、 

本市では庁内で照会をかけたところ、そのような情報を持っていないとい 

うことだったため、規定する必要がないと考えている。 

 委員：現条例では第７条にあるが、新条例では規定しないということか。 

行政課：そのとおり。全て改正法で規定されている。資料№１２現条例と改正法 

   の規定の要配慮個人情報の内容が対比するような形になっているが、コメ 

   ント欄のとおり、全て「相違なし」である。現条例に規定されている内容 

   は全て改正法に含まれているため、新条例に改めて規定するものはないと 

   考えている。 

 委員：今あるものを変えないということか。 

行政課：今あるものを変えないことが１つと、もう１つは改正法で性的指向等は 

法の解釈に入っていないということで、瀬戸市として新たに位置付けるか 

ということになると今保有している情報もないため、２つの観点から規定 

をする必要はないだろうと考えている。 

 委員：パートナーシップ条例等を設けていないため、新たにＬＧＢＴ又は個人 

の規定を設けなくても良いだろうということか。 

 



行政課：そのとおり。 

 委員：今はパートナーシップ条例等の規定を持っていないということだが、性 

的指向等の情報を全く持っていないのか。 

行政課：個人情報と結び付けて保有はしていない。 

 委員：今後例えば県内でもパートナーシップ制度を設けているところがあると 

思うが、そういう制度等を設けたときにはその旨を条例上で規定すること 

になるのか。 

行政課：そうなると思う。 

 委員：現段階では性的指向等の情報を保有していないということか。 

行政課：現在は保有していない。また、保有しようともしていないため、当面と 

いうことになるかと思うが、現時点では想定されないということになる。 

    ただ、時代の流れがあるため、いつの時点で変わるのかはわからない。 

 今後保有する可能性は否定できない。 

 会長：他に質問意見があるか。 

（特になし） 

・審査会の意見 

 法律上規定できるとされているが、原案どおり、新条例では規定しないという

ことで、審査の意見とする。 

 

№４ 個人情報取扱事務登録簿の作成・公表に係る事項 

 会長：これについては、現行の個人情報取扱事務の届出をそのまま維持すると 

いうことで、これで許容できるのではないかということか。 

    だから個人情報ファイル簿（以下「ファイル簿」という。）というのは 

作成しないということか。 

行政課：ファイル簿は１，０００人以上の分については作成するが、１，０００ 

人未満については作成するという考えはない。ただし、全般について現行  

どおり「登録簿」で全ての事務を管理していきたいと考えている。 

 委員：市長に届けなければならないという意味は何か。何のために届出るのか。 

行政課：実施機関というものがあり、市長が全ての権限を持つわけではなく、消 

   防や教育委員会等それぞれの機関ごとに事務が行われている。教育委員会 

等で行ったものについても条例管理者である市長に届出て客観的な目で

適正に行っているかということを担保するということで届出を行ってい

る。実施機関の市長と届出る市長は別となる。 



 委員：いわゆるチェックということか 

行政課：そのとおり。 

 委員：先回ヒューマンエラーという話があったが、それを防止するために複眼

で見ていこうとすると、市長一人のチェックで良いか。第三者又は委員会

等で二重で見ても良いかと思う。 

行政課：その点について説明する。今までは審議会に諮って類型化したり、又は 

事前に対応を１件ずつ審査会で議論していただき、これは良い又は提供し 

てはいけない等という話もできたが、今回の改正法では１件１件類型化し 

て審査会にあらかじめ審議を求めるということは許容されていないため、 

できない。 

事後的に報告するところのみが法律上許容されるため、今回は事後に報 

告をするということで考えている。 

今までは審査会に諮ることができたが、改正後は国の個人情報保護委員 

会（総務省の機関）に対して個別に照会ができることになった。今まで審 

査会に諮っていたことについて取扱いに悩んだときは、国の個人情報保護 

委員会に照会をかけるということになると思う。 

 委員：登録簿を作成して審査会に報告するという文面がある。今まで審査会に 

報告されていたということか。 

行政課：現行は年度初めの審査会で、取扱いの増減分の報告と運用状況について 

報告している。今後も審査会に報告したいと考えている。 

 委員：「審査会に報告をしなければならない」という規定はどうなるのか。 

行政課：これは、新条例ではなく今後制定を予定している瀬戸市情報公開・個人 

情報保護審査会運営条例（以下「運営条例」という。）で定めていきたい 

と考えている。 

 委員：自主的に報告義務を作るということか。 

行政課：審査会の運営条例で定めていきたい。 

 会長：他に質問意見があるか。 

（特になし） 

・審査会の意見 

新条例は現条例第８条第３項及び第４項の部分は削除されるが、原案どおり、

ファイル簿の作成のほか、現行と同様に登録簿を作成し、審査会に報告するとい

うことで審査会の意見とする。 

 



№５ 個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴く

ことが特に必要であると認めるときの審議会等への諮問 

 会長：瀬戸市の審査会を改正法で求められている審議会として位置付けをして 

いくということであるが、これについて質問意見があるか。扱いとしては 

№４と同じく新条例では削除し、運営条例で規定をすることを考えている 

ということか。 

 委員：残すと良くないのか。 

行政課：現行の審査会は条例上の附属機関となっているので、それぞれ個別の機 

関、現行は瀬戸市附属機関設置条例を設けており、運営条例には個人情報、 

情報公開、特定個人情報（ＰＩＡ）の関係等担任事務を規定する。 

担任事務が個人情報の中だけの範囲にとどまらないため、運営条例で定 

めたいと考えている。 

 委員：新条例に規定を残し、詳細については運営条例で定めるようにできない 

のかと思う。新条例の中に、条例を定めるという位置付けがあるので、定 

めがないといけないのではないかと思う。 

行政課：どちらの方法が正しいというのはない。 

委員：新条例の他に、別の条例で審査会を定めることに違和感を感じた。 

改正法に求められている機関ではないが、自主的に別の条例で定めてい 

る機関という風にしたいのかと思う。設けなくても良いと思われる。 

行政課：現行は現条例の規定と情報公開条例上の規定があり、併せて瀬戸市附属 

機関設置条例と３つある。運営内容については、規則で定めている。今回 

位置付けが変わる個人情報は法律上の設置の審査会になり、規定を規則か 

ら条例に上げ、運営条例で規定することで、直接改正法のいうところの審 

議会等に当たるものとして考えたが、新条例の中でも規定し、別に条例を 

設けるという方法もある。どちらが適切かご議論いただければと思う。 

 委員：新条例の中に規定がないとどこを参照すれば良いかわからないと思われ 

る。 

行政課：新条例の中で審査会を位置付けた方が分かりやすいとは思う。 

    現行は現条例の中に規定をしているが、新条例からはなくなる形になる 

ため、分かり易さからいうと、現行と同じ形で考えるならそのとおりだと 

思う。 

 委員：その点は報告しなければならない所の№４も同じである。 

事務局：審査会の運営条例も同じタイミングで作成することができれば大丈夫か 



と思うが、新条例制定の後に運営条例を制定するという形で検討していた 

ため、その点を含め担任事務として運営条例にあげる形で組み立てをして 

いたところである。 

 委員：№４は新条例と密接にかかわっている訳ではないため、ここは運営条例 

で定めれば良いと思う。№５は改正法に書いてあり、条例に定めるところ 

によりどの条例を見ればよいか考えた場合、何も規定がないとどこを見れ 

ば良いのかという話にはなると思う。№４も№５もできる規定である。 

運営条例を作る時も「法第１２９条に基づいて」等と規定されるのか。 

行政課：今回、運営条例には改正法第１２９条及び第１０５条両方の審査会であ 

ること等色々項目を立てて規定することを考えている。 

 委員：入れておいた方が分かり易いが、そうであればこだわる必要がないかも 

しれない。 

    運営条例がどういう形で規定されるかによると思う。 

・審査会の意見 

 №４も№５も原案どおりで良いということで審査会の意見とする。 

 

№７ 開示請求等の手続 

 会長：特例を定めるかどうかという所で新条例には特に設けないということだ 

が、意見質問があるか。 

（特になし） 

・審査会の意見 

№７は原案どおり、条例に規定しないということで審査会の意見とする。 

行政課：補足するが、資料№９の８頁、４その他で「行政不服審査法第７８条第 

４項及び第５項に規定する手数料は条例により定めることとされています。 

」とあるが、こちらも新しく瀬戸市行政不服審査関係手数料徴収条例という 

形でこの議案と同時に上程することを考えている。 

 

№１１ 運用状況の公表 

 会長：これは現行と同様、新条例で公表するものとしている。 

行政課：改正法によって取扱った内容及び新条例（瀬戸市で規定した内容）につ 

いて併せて現行どおりの運用の状況を報告することになる。 

 会長：報告するものとして現行どおり行うということで、質問意見は良いか。 

    （特になし） 



・審査会の意見 

 このことについて、原案どおりで良いということで審査会の意見とする。 

 

（先に審議する事項が終わったため、№１及び№１２の手数料を除き、 

順に審議することとした。） 

 

№６ 開示等請求における不開示情報の範囲 

 会長：公務員の氏名の開示の部分が論点かと思う。  

    新条例の案としては公務員の氏名について明示はしてない。 

行政課：資料№１４のとおり、概ね相違なしと考えているが、個人情報は現条例 

から改正法になるため、公務員の氏名は不開示情報と位置付けられる。た 

だし、その部分を改正法第７８条第１項第２号イの中で公務員の氏名を開 

示するという取扱をすることになる。 

    情報公開条例上では公務員の氏名は開示情報となっているが、個人情報 

と参照する規定が違っていると分かりにくいと思われるため、情報公開条 

例上も個人情報と同じように公務員の氏名を開示情報から削るが、運用は 

情報公開条例第７条第２号アで開示情報とする運用にしたらどうかという 

提案である。 

    一方で、情報公開条例の規定に合わせるべきだということであれば、情 

報公開条例をそのままにし、新条例の中で公務員の氏名は開示情報である 

という位置付けをするという規定の方法もある。 

他の自治体のパブリックコメントを見ている限りでは、法施行条例の中 

で公務員の氏名を開示情報として位置付ける自治体が１０程度ある。多く 

の自治体は個人情報と情報公開で別にしたままにしているが、揃えておい 

た方が分かりやすく良いかと思う。 

本市は、情報公開条例も改正法と同じ解釈で公務員の氏名は不開示情報 

であるが、他の規定で開示情報と読むという方法で運用していきたいと考 

えている。 

 委員：整理すると今回の改正法によると公務員の氏名は開示情報から削られて 

いる。国は今まで開示してきたのに不開示にするのか。 

行政課：資料№９の７頁、４その他にあるように国の考え方として、「改正法第 

７８条第１項第２号ハは、公務員等の職務遂行に係る情報のうち当該公務 

員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分を同号柱書の不開示情報から 



除外しています。他方、公務員等の職務遂行に係る情報に含まれる当該公 

務員等の氏名については、開示した場合、当該公務員等の私生活等に影響 

を及ぼすおそれがあり得ることから、私人の場合と同様に個人情報として 

保護に値すると位置付けられており、同号柱書の不開示情報から除外され 

ていません。もっとも他の法令の規定により又は慣行として開示請求者が 

知ることができ、又は知ることが予定されている情報については、同号イ 

に該当し、例外的に開示することとなり、官報等で公表されている職員の 

氏名及び印影は慣行として知ることができる情報として非開示情報には当 

たらないこととなります。」と言っている。 

    また、国は平成１７年付け申合せ「各行政機関における公務員の氏名の 

取扱いについて」と併せて公務員の氏名を開示するという扱いをしている。 

 委員：慣行はいつまで続くのか。運用は全然保証がない。 

行政課：個人情報は改正法同様に行うことを提案しているが、新条例で開示情報 

として位置付ける方が懸念はなくなると思う。 

    現条例と同様に新条例でも公務員の氏名を開示情報と位置付ければ、現 

   行と同じになる。 

 委員：それは法律上可能か。違法ではないか。 

行政課：大丈夫である。法で許容されている。 

    手数料と非開示情報は個人情報の位置付けにより、情報公開条例に影響 

がある事項であり、改正法の規定に沿うか、現行どおりに規定するかの違 

いである。  

 委員：運用上今までと同じであれば、いたずらに氏名を削ると市民に対して誤 

   解を招くと思う。削った事実が意味を持ってしまうような気がする。 

    一方、あえて国が削ったところを残しておくという所が上乗せ条例にな 

るのではないかと懸念する。 

公務員の氏名が開示されたときに、開示された公務員から異議が出たり 

   訴訟を起こされたとき改正法に基づいた処置とは言えず、運用上開示され 

   ている事項だからと主張しなくてはならなくなる。 

会長：今の話でいくと、審査会としては法律上問題がない限り、現条例のまま 

  公務員の氏名は原則開示とすることでよろしいか。 

    （委員からの異議なし） 

・審査会の意見 

 法律上問題がない限り、現行のまま公務員の氏名は原則開示とすることを審査



会の意見とする。 

 

№８、№９ 

行政課：改正法では開示請求ができる人が変わり、本人以外は法定相続人のほか、 

任意代理人まで認められるようになった。任意代理人となると、なりすま 

しや本人の承諾を得ているかどうか分かりにくい。それを確認するのに日 

数がかかるかもしれない。 

死者の情報の場合、本人情報であるという方の請求について本当に本人 

に当たるか確認する等日数がかかるかもしれないところが懸念事項である。 

また、移送の場合、他市が決定期限を３０日で運用をしていている場合 

は、瀬戸市の１５日と期限に違いが出てくるので心配材料としてある。 

 委員：市民サービスの観点から、現行どおりとすべきである。 

移送の手続きがある等調査に時間がかかることが、正当な理由になると 

思う。現行よりも請求者の利益を損ねることのないように３０日以内の延 

長が可能なのであれば現行どおりで妥当と思う。 

 延長手続をすることになるため、最初から特例の場合は３０日とできな 

いのか。 

行政課：国はＱ＆Ａで「移送を受けた場合は通常の規定より長い日にちにしても 

   良いという規定が設けられるかという問いに対し、設けることは許容され 

る。」と言っている。 

 パブリックコメントをみると現行どおりにするところが多いと見受けら 

れる。国は元々開示請求があった日から３０日以内としている。 

 委員：国の３０日は元々初日不算入の３０日か。 

行政課：国は民法第１４０条の規定を適用しているので、施行条例でも同じ数え 

方をするようにと言われている。国の法律は元々民法上の起算をしている。 

 今までは「請求があった日から」と請求日を含んで起算し、１５日以内 

であったが、今回は初日不算入となるため、「請求があった日の翌日から 

１４日以内」とした。 

資料№３の１６頁Ｑ＆Ａ５－６－２に期間計算は民法第１４０条の規定 

に基づき「開示請求があった日」の翌日から起算し・・・これと異なる方 

法を法施行条例で規定することはできないとされている。 

 委員：瀬戸市は１５日以内としているので、改正法の３０日以内の影響は受け 

ないが、今まで個人情報の開示請求で１５日を過ぎたことはあるか。 



    期限までに開示できなかったらどうなるのか。 

行政課：把握している限りでは１５日以内で行っており、延長したと聞いたこと

はない。ただ、代理人等の制度が変わる前の話であるため、変更後はどう

なるかは想定できない。 

期限を過ぎた場合は、損害賠償などを求められることになるかもしれな 

いが、過去にない。 

 委員：起算日を明確にして、今までよりも開示請求された方が不利益にならな 

   いように明確にするとこうなるということで良いか。 

行政課：現行と同じ日数を設けて、数え方は民法を適用した形にすると今回提案 

   した形になる。 

    №８と同様、№９開示決定等の期限の特例についても、現行と同じ日数 

を設けて、数え方は民法を適用した形にしている。 

 会長：法律に従った書き方ということで、№８及び№９はこれでよろしいか。 

    （委員からの異議なし） 

・審査会の意見 

 №８及び№９について、原案どおりでで良いということで審査会の意見とする。 

 

№１０ 目的外利用及び外部提供 

 会長：このことについて、もう一度説明をお願いしたい。 

行政課：資料№１６の中程に「目的外利用取扱根拠」とあるように、今は、審査 

会で類型化し、類型に当てはまれば目的外で利用等しても良いということ 

になっている。それに基づいて目的外利用をする時には届出しており、提 

供する時も提供してよろしいかと決裁をとっている。 

今回本人収集が原則でなくなり、当然目的外ということも認められるが、 

個人情報の保護を現行と同じように運用上担保しようと思うと現行の個人 

情報目的外利用報告書と同様の形の報告をする規定を設けて行った方が良 

いだろうということで、その報告をすることを義務付けることを考えてい 

る。ただ、資料№９の１１頁及び１２頁で目的外利用の内容については改 

正法で委ねられているため、目的外利用で現条例第１０条各号の部分は審 

査会で規定できなくなる。 

    目的外利用や外部提供することの報告をすることは、改正法上求められ 

ていないが、現行と同じような運用で個人情報の保護をきちんと行いたい 

ということで、新条例の中で規定をしたいと考えている。 



資料№９の１１頁一番右の現条例ですが、ここに書いてあるのが目的外 

利用の根拠になる。目的外利用となる根拠は今回の改正法第６９条第２項 

の中に書いてあるので新条例で規定する必要がない、又は規定できないと 

ころがある。 

例えば、本人同意又は法令の定めがある場合も改正法に規定されている。 

現条例第１０条第１項第３号及び第４号については条例では規定するこ 

とができない。現条例第１０条第１項第３号及び第４号で適用しているも 

のについては、改正法第６９条第２項第１号から第４号までの中で判断す 

るということになる。併せて現条例第１０条第１項第５号にある審査会の 

意見を聴くことも規定することはできない。 

改正法の中のどこかで解釈し当てはまる場合は、目的外利用し、当ては 

   まらない場合は、目的外利用できない。 

１２頁の４その他「改正法第６９条第２項第２号から第４号までの要件 

   に該当する場合には、本人の同意は必要とされていませんので、各地方公 

   共団体において、各号の要件に照らして適切にご判断・ご対応いただく必 

   要があります。」ここで全部読むようにとＱ＆Ａで示されている。 

新条例第６条で規定しているのは、届出をするという部分が許容されて 

   いるため、その部分を行いたいと考えている。 

資料№１の２０頁、行政機関等は、法令の定めに従い適法に行う事務又 

は業務を遂行するため必要な場合に限り、個人情報を保有することができ 

る。（法第６１条第１項）地方公共団体においては、地方自治法第２条第 

２項に規定する「地域における事務」もこれに含まれる。なお、所掌事務 

又は業務の根拠となる改正法第６１条第１項の「法令」には、条例が含ま 

れるほか、規則等の地方公共団体が法令に基づき定める法規が含まれる。 

何らかの根拠を設けている規定については、改正法第６１条の規定に従い、 

個人情報を保有することができる。基本的には地方公共団体が行う事務に 

ついては認められているということで、登録簿で目的を明確にし、個人情 

報を収集することを担保している。 

 委員：新条例第６条で「条例で規定することができない」とあるが、現条例第 

１０条第１項第３号で「人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急か 

つやむを得ないと認められるとき。」は目的外使用が認められるというの 

が現行の取扱いだったのが、新条例で規定できないということか。 

行政課：新条例で規定できないため、改正法第６９条第１項第２号から第４号ま 



でのどれかで読める場合はその規定によって目的外利用ができるというこ 

とになる。現行と同様に新条例で規定することはできない。 

 委員：№１６には本人同意の定めがあるが、ほとんど第１号になるのか。 

行政課：№１６の様式は現行のものであるため、内容は変更する。 

 委員：現条例第１０条第１項第３号及び第４号は書けないため、変更後もほと 

んど第１号の本人同意になると思う。 

改正法第６９条第２項第２号及び第３号というのは結構曖昧だが、何で 

もありということにならないか。 

条例で規定することはできないとしても、ここの目的外利用報告書の中 

にもう少し詳しく根拠を文章として書かせる等することは少なくとも必要 

であると思う。法律上そうなっているので仕方ないが、届出で良いのかと 

思う。 

仮に改正法第６９条第２項第２号及び第３号でどういう風に解釈するか、 

   相当性とか判断の中身を報告書でもっと詳しく申請させることはできるの

か。事後届であるのか。 

行政課：現行で外部提供して良いかと決裁を取っているので事後ではない。 

委員：事後ではないということであれば、開始をするときに届出をし、それに 

対して所属だけの決裁なのか。。 

行政課：今市長と言っているところは行政課に合議をとるという形になっている。 

 委員：開始前に合議をとるということか。そうすると届出に対して却下するこ 

ともできるのか。 

行政課：適正でないときは、そのとおりである。 

行政課：ちなみに名古屋市は審査会に事後報告するように答申が出ている。 

    事後報告は認められているが、個人情報保護委員会からハードルになる 

ものは駄目だという見解が示されている。名古屋市は、現行では事前関与 

という形で審査会が関わっているが、それが許容されないので、事後報告 

してくださいという答申になっている。 

 委員：法で規定しているから法の範囲内でやるしかない。 

    複眼でしっかり、最悪のことを考えてやっているか。１回出てしまった 

ら収拾がつかなくなる。ヒューマンエラーをなくさないといけない。外部 

に出ると大変なことになる。 

審議会への諮問を行うことは許容されないとのことだが、決裁をとると 

いうのは、許容されるということか。 



行政課：それは実施機関内部の判断をとるだけのことである。改正法では、審査 

会という外部機関に対して諮問等してはならないというものである。 

委員：実施機関の中では目的外利用報告書が決裁で上がっていく。それで認め 

られたものは開始、変更、終了全て市長に報告されるということか。行っ 

た後に報告される訳ではないということか。 

行政課：そのとおり。 

 委員：規定の書き方について、元々の現条例第１０条と同じ書き方ではいけな 

いのか。改正法の第６９条は基本原則は提供してはならないということに 

なっており、例外的に法令に基づく場合を除きと書いてある。 

新条例第６条では原則は提供するときは、届出をしなければならない規 

定となっているが、原則はダメだが、こういう場合（例外的）には届出る 

というのはダメか。 

 委員：新条例第６条の書き方だと第１項がない。現条例第１０条だと原則と例 

外が改正法と同じ書き方だと思う。 

    法律と同じ書き方をすると、第１項で「原則は提供をしてはならない」 

とされており、第２項で例外的に第６９条の第２項の規定により利用し提 

供するときには市長に届出なければならないという方法で第１項と第２項 

を分けるのはどうか。 

元々はダメだが、例外的に利用できるというところは明確に書いた方が 

良いのではないかと思われる。そうすると、新条例第６条中、第１項は要 

らないと思われる。 

行政課：新条例第６条中「第１項及び」が要らないということか。 

委員：そのとおり。２項に分けて、第１項に該当する部分をきちんと明確に書 

く。そのうえで手続きをやや厳しめにするというのはこの目的に沿ってい 

るからありだと思う。内容は細かく決められないため、より明確にした方 

が良いという感じがする。 

    改正法の第６９条第２項第１号以下を市長に報告書等で届出するために 

どのように規制していくかが考えどころという感じがする。必要な時には 

出すが、むやみに利用されても困る。 

   このことは、事務局の考えや提案に矛盾する話ではないか。 

行政課：矛盾しない。より明確にするということであり、きちんと運用でできる 

ので、問題はない。 

 会長：今の意見で審査会の意見とするがよろしいか。 



    （委員からの異議なし） 

・審査会の意見 

 新条例第６条について、現条例第１０条と同様の規定をすることを審査会の意

見とする。 

 

会長：残りは手数料、資料№９の№１と№１２だが、これについては次回審議 

したいがよろしいか。 

手数料について、２件継続審議となり、次回改めて審査をする。 

 

 

 

 

― 以 上 ― 

 

 


