
【①条例で定めることが法律上必要な事項】

№１　本人開示等請求における手数料

１．改正法と条例の比較

改正個人情報保護法 瀬戸市個人情報保護法施行条例（案） 瀬戸市個人情報保護条例（現行）

（手数料） （開示請求に係る手数料）

第八十九条
２　地方公共団体の機関に対し開
示請求をする者は、条例で定める
ところにより、実費の範囲内にお
いて条例で定める額の手数料を納
めなければならない。

第７条　法第８９条第２項の規定
により納めなければならない手数
料の額は、開示請求に係る保有個
人情報が記録されている実施機関
における文書１件につき３００円
とする。

（ 開示請求費用の負担） （費用の負担）

第１０条　法第８７条第１項の
規定により写しの交付を受ける
者は、当該写しの作成及び送付
（送付を希望する場合に限る。
次項において同じ。）に要する
費用を負担しなければならな
い。

第２７条　前条第１項の方法のう
ち写しの交付を受ける者は、当該
写しの作成及び送付に要する費用
を負担しなければならない。

２　前項の写しの作成及び送付
に要する費用は、規則で定める
ところによる。

２　前項の写しの作成に要する費
用は、規則で定めるところによ
る。

２．事務局の考え方

３．愛知県答申

４．その他（各地方公共団体からいただいた御意見等に対する考え方）

　これまで手数料については、現行の個人情報保護条例第１条で規定する「市の機関が保有
する個人情報の開示～を請求する個人の権利（自己に関する情報の流れをコントロールする
権利）」を保障するため、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、原則として改正後の個人情報の保護に関す
る法律の規定に基づいて運用するべきと考えから、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。（別
添１参照）
　金額（３００円）については、改正法第８９条第２項の規定により、「実費の範囲内にお
いて条例で定める額」を徴収することができることから、開示請求を受けた実施機関におい
て発生する事務にかかるコストだけではなく、国における手数料や本市における各種証明書
発行手数料等との均衡を考慮した。
　また、写しの作成及び送料については、受益者負担の観点から、現行の瀬戸市個人情報保
護条例第２７条の規定と同様の取扱いを行うこととし、有料とする。

№658「開示請求を受けた行政機関等においては、以下のような事務が発生すると考えられ
るところ、これらにかかるコストを考慮し、行政機関個人情報保護法施行令が定めていた額
と同じ額としています。
　・開示請求書の記載事項の確認等の受付事務
　・本人確認の事務　　　　　　　　　　・請求のあった行政文書の探索事務
　・開示・不開示の審査事務　　　　　　・決定通知書の記載等の書面作成事務
　・決定通知書の送付事務　　　　　　　・開示の実施の事務」
№865「事務対応ガイド6-1-9-1(2)において、実費の内容については「開示請求の処理及
び開示の実施のための事務における人件費、光熱費、消耗品費、送付に要する費用（省略）
等の費用が含まれる」と説明している。」

　現行どおり開示請求手数料は無料とし、別途、写しの交付に要する費用の実費を徴収する
ことが適当である。
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【①条例で定めることが法律上必要な事項】

№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

１．改正法と条例の比較

改正個人情報保護法 瀬戸市個人情報保護法施行条例（案） 瀬戸市個人情報保護条例（現行）

（手数料）

第百十九条
３　第百十五条の規定により行政
機関等匿名加工情報の利用に関す
る契約を地方公共団体の機関と締
結する者は、条例で定めるところ
により、実費を勘案して政令で定
める額を標準として条例で定める
額の手数料を納めなければならな
い。

×条例で規定しない

４　前条第二項において準用する
第百十五条の規定により行政機関
等匿名加工情報の利用に関する契
約を地方公共団体の機関と締結す
る者は、条例で定めるところによ
り、前項の政令で定める額を参酌
して政令で定める額を標準として
条例で定める額の手数料を納めな
ければならない。

２．事務局の考え方

３．愛知県答申

４．その他（各地方公共団体からいただいた御意見等に対する考え方）

　改正法附則第７条の規定により、都道府県及び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。

　政令に示された標準額に基づき、行政機関等匿名加工情報にかかる手数料を定めることが
適当である。

№749「都道府県及び政令指定都市以外の地方公共団体については、個人情報保護法に基づ
く行政機関等匿名加工情報の提案募集を行わない場合は、手数料を定める必要はありませ
ん。」
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【②条例で定めることが法律上許容されている事項】

№３　「条例要配慮個人情報」の内容

１．改正法と条例の比較

改正個人情報保護法 瀬戸市個人情報保護法施行条例（案） 瀬戸市個人情報保護条例（現行）

（定義） （一般的制限）

第六十条
５　この章において「条例要配慮
個人情報」とは、地方公共団体の
機関又は地方独立行政法人が保有
する個人情報（要配慮個人情報を
除く。）のうち、地域の特性その
他の事情に応じて、本人に対する
不当な差別、偏見その他の不利益
が生じないようにその取扱いに特
に配慮を要するものとして地方公
共団体が条例で定める記述等が含
まれる個人情報をいう。

＜削除＞
×条例で規定しない

第７条
２　実施機関は、法令又は条例
(以下「法令等」という。)に基づ
く場合を除き、要配慮個人情報
(本人の信条及び社会的身分が含
まれる個人情報に限る。)の取扱
いをしてはならない。

２．事務局の考え方

３．愛知県答申

４．その他（各地方公共団体からいただいた御意見等に対する考え方）

№136「「思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに人種、民族、犯罪歴その他社会的差
別の原因となるおそれがあると認められる事項に関する個人情報」については、法第２条第
３項に定める「要配慮個人情報」と重複するものであり、法第60条第5項の規定に照らし、
「条例要配慮個人情報」として条例で定めることはできません。このほか「性的指向・性自
認に関する情報」については、我が国において、現在広く議論が行われていると承知してお
り、こうした議論の推移や社会的影響を検討する必要があると考えられます。地方公共団体
においては、こうした点も踏まえて、条例要配慮個人情報として規定する必要性や、具体的
な規定ぶりについてご検討ください。」

　現行の個人情報保護条例第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。（別添２参照）
　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、法施行条例で新たに規定する必要がない。

　要配慮個人情報として現行条例に規定されているものは法に全て規定されているため、条
例要配慮個人情報は規定しないことが適当である。
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【②条例で定めることが法律上許容されている事項】

№４　個人情報取扱事務登録簿の作成・公表に係る事項

１．改正法と条例の比較

改正個人情報保護法 瀬戸市個人情報保護法施行条例（案） 瀬戸市個人情報保護条例（現行）

（個人情報ファイル簿の作成及び
公表）

（個人情報取扱事務の届出）
（個人情報取扱事務の届出）

第七十五条
５　前各項の規定は、地方公共団
体の機関又は地方独立行政法人
が、条例で定めるところにより、
個人情報ファイル簿とは別の個人
情報の保有の状況に関する事項を
記載した帳簿を作成し、公表する
ことを妨げるものではない。

第５条　実施機関（市長（水道事
業管理者としての権限を行う市長
を含む。）、消防長、教育委員
会、選挙管理委員会、公平委員
会、監査委員、農業委員会及び固
定資産評価審査委員会をいう。以
下同じ。）は、個人情報を取り扱
う事務(以下「個人情報取扱事
務」という。)を開始しようとす
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。
　⑴から⑹　<省略>

第８条　実施機関は、個人情報を
取り扱う事務（以下「個人情報取
扱事務」という。）を開始しよう
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。
　⑴から⑹　<省略>

２　実施機関は、前項の規定によ
る届出に係る個人情報取扱事務を
廃止し、又は同項各号に掲げる事
項を変更しようとするときは、あ
らかじめ、その旨を市長に届け出
なければならない。

２　実施機関は、届出に係る個人
情報取扱事務を廃止し、又は前項
の規定による届出事項を変更しよ
うとするときは、あらかじめ、そ
の旨を市長に届け出なければなら
ない。

＜削除＞ ３　実施機関は、前２項の規定に
かかわらず、やむを得ない理由に
より、あらかじめ、これらの規定
による届出をすることができない
ときは、個人情報取扱事務を開始
し、又は届出事項を変更した日以
後において前２項の規定による届
出をすることができる。

■瀬戸市情報公開・個人情報保護
審査会運営条例で規定

４　市長は、前３項の規定による
届出を受理したときは、当該届出
事項を第４５条に規定する瀬戸市
情報公開・個人情報保護審査会
（以下この章及び第４章において
「審査会」という。）に速やかに
報告しなければならない。

３　実施機関は、前２項の規定に
より届け出た事項を記載した帳簿
を一般の閲覧に供しなければなら
ない。

５　市長は、第１項から第３項ま
での規定による届出事項を記載し
た目録を作成し、これを一般の閲
覧に供さなければならない。
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２．事務局の考え方

３．愛知県答申

４．その他（各地方公共団体からいただいた御意見等に対する考え方）

　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、本市では、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、現行
の個人情報保護条例第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「個人情報取扱事務登録簿」を作成し、瀬戸市情報公開・個人情報保護
審査会に報告する。
（別添３参照）

　法の規定のとおり、個人情報ファイルのうち本人の数が1,000 人以上のものについて個
人情報ファイル簿を作成し、個人情報取扱事務登録簿は作成しないことが適当である。

№391「（現行の本市の個人情報事務取扱目録を継続して作成し，管理するには）法第75
条第5項の規定により、条例で定める必要があります。」
№394「法第75条第５項の個人情報ファイル簿とは別の個人情報の保有の状況に関する事
項を記載した帳簿について、「目的外利用」「外部委託」「他機関等への外部提供」「オン
ライン結合」等の業務ごとに帳簿等を作成し公表する旨を法施行条例に規定することを妨げ
るものではない。」
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【②条例で定めることが法律上許容されている事項】

№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

１．改正法と条例の比較

改正個人情報保護法 瀬戸市個人情報保護法施行条例（案） 瀬戸市個人情報保護条例（現行）

（地方公共団体に置く審議会等へ
の諮問）

（調査審議）

第百二十九条　地方公共団体の機
関は、条例で定めるところによ
り、第三章第三節の施策を講ずる
場合その他の場合において、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
ときは、審議会その他の合議制の
機関に諮問することができる。

■瀬戸市情報公開・個人情報保護
審査会運営条例で規定

第４５条　個人情報保護制度の運
用に関する重要事項については、
瀬戸市附属機関設置条例（平成２
５年瀬戸市条例第１７号）第２条
の規定により設置した瀬戸市情報
公開・個人情報保護審査会におい
て調査審議する。

２．事務局の考え方

３．愛知県答申

４．その他（各地方公共団体からいただいた御意見等に対する考え方）

　改正法においては、個人情報の保有について、特に本人から収集と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、瀬戸市情報公開・個人情報
保護審査会を改正法第１２９条の審議会として位置付ける。

　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は愛知県個人情報保護審議会に諮問することができる規定を置くことが
適当である。

№15「法第105条第３項の行政不服審査法第81条第1項又は第2項の機関や法第129条の
審議会その他の合議制の機関が、法が定める事務に追加して、法第５章の適用が無い、議会
における個人情報の取扱いや死者の情報の取扱いに関する条例に関して、諮問等を受けるこ
とは妨げられません。」
№780「法施行条例の改正に当たり、地域の代表者や有識者等から意見を聴取することが特
に必要である場合に、条例要配慮個人情報の追加等について審議会に諮問することは許容さ
れます。また、他の法令に基づく審議会等（特定個人情報保護評価の第三者点検）について
は、当該法令に照らして必要性をご判断ください。なお、法第129条に基づく審議会等にお
いて他の法令に基づく諮問についても対応することは差し支えありません。」
№804「個別の案件とは関係なく、地方公共団体における個人情報の取扱い全般についての
監査（事後チェック）を行うため、定期的に個人情報の取扱い状況についての報告を行うこ
ととすることは可能です。このような報告規定を設ける場合に、当該報告を受けて審議会等
による意見表明等を予定する場合には、法第129条の規定に照らし、当該意見表明の位置付
けを条例で明らかにすることが必要です。」
№859「個別の事案について、法の規定に照らした適否についてその都度諮問することは許
容されませんが、ご質問のような運用ルールの細則（弁護士法23条の２による弁護士会から
の照会，民事訴訟法186条による裁判所からの調査嘱託，同法226条による文書送付嘱託，
国税徴収法146条の2による税務署からの調査に対して，回答する際の基本的な手順や留意
点（照会元に調査の目的等を確認すること，提供する個人情報は必要最小限とすること等）
について審議会の意見を聴くこと） を事前に設定することにより個人情報の適正かつ効果的
な活用が図られる場合には、諮問することが可能です。」
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【②条例で定めることが法律上許容されている事項】

№６　開示等請求における不開示情報の範囲

１．改正法と条例の比較

改正個人情報保護法 瀬戸市個人情報保護条例（現行） 瀬戸市情報公開条例（現行）

（保有個人情報の開示義務）  (保有個人情報の開示義務) （公文書の開示義務）

第七十八条　行政機関の長等は、
開示請求があったときは、開示請
求に係る保有個人情報に次の各号
に掲げる情報（以下この節におい
て「不開示情報」という。）のい
ずれかが含まれている場合を除
き、開示請求者に対し、当該保有
個人情報を開示しなければならな
い。

第１７条　実施機関は、開示請求
があつたときは、開示請求に係る
保有個人情報に次の各号に掲げる
情報（以下「不開示情報」とい
う。）のいずれかが含まれている
場合を除き、開示請求者に対し、
当該保有個人情報を開示しなけれ
ばならない。

第７条　実施機関は、開示請求が
あつたときは、開示請求に係る公
文書に次の各号に掲げる情報（以
下「不開示情報」という。）のい
ずれかが記録されている場合を除
き、開示請求者に対し、当該公文
書を開示しなければならない。

<以下、別紙参照> <以下、別紙参照> <以下、別紙参照>

２．事務局の考え方

３．愛知県答申

４．その他（各地方公共団体からいただいた御意見等に対する考え方）

　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、現行の個人情報保護条例第１７条において、（公務員の氏名を除き）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、法施行条例で新たに規定する必要がない。（別添４参照）
　また、公務員の氏名を不開示情報とする取扱いについては、改正個人情報保護法の適用に
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、情報公開条例
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、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。

　情報公開条例の規定との整合を図る規定は設けないことが適当である。

№553「法第78条第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。」
№856「情報公開条例において、公務員等の氏名を開示することとしている場合には、法第
78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定に基づき、不開示情報から除
かれる情報公開条例の規定により開示することとされている情報として条例で定めるものを
規定することができます。
　なお、国の行政機関においては、「各行政機関における公務員の氏名の取扱いについて」
（平成17年8月3日情報公開に関する連絡会議申合せ）において、各行政機関は、その所属
する職員（補助的業務に従事する非常勤職員を除く。）の職務遂行に係る情報に含まれる当
該職員の氏名については、特段の支障の生ずるおそれがある場合を除き、公にするものとさ
れているところ、国の行政機関においては、情報公開において当該申合せにより公表を行う
こととなる公務員の氏名については、法第78条第2号イに該当するものとして、開示される
こととなります（事務対応ガイド6-1-3-1-1）。」
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【②条例で定めることが法律上許容されている事項】

№７　開示請求等の手続

１．改正法と条例の比較

改正個人情報保護法 瀬戸市個人情報保護法施行条例（案） 瀬戸市個人情報保護条例（現行）

（第三者からの審査請求を棄却す
る場合等における手続等）

第百七条
２　開示決定等、訂正決定等、利
用停止決定等又は開示請求、訂正
請求若しくは利用停止請求に係る
不作為についての審査請求につい
ては、政令（地方公共団体の機関
又は地方独立行政法人にあって
は、条例）で定めるところによ
り、行政不服審査法第四条の規定
の特例を設けることができる。

×条例で規定しない
（処分庁・行政庁について、特例
を設ける必要はない。）

第百八条　この節の規定は、地方
公共団体が、保有個人情報の開
示、訂正及び利用停止の手続並び
に審査請求の手続に関する事項に
ついて、この節の規定に反しない
限り、条例で必要な規定を定める
ことを妨げるものではない。

■法第８３条を第８条（開示決定
等の期限）、法第８４条を第９条
（開示決定等の期限の特例）で規
定
（法第７７条と第９４条、第１０
２条は条例で規定する必要なし）

２．事務局の考え方

３．愛知県答申

４．その他（各地方公共団体からいただいた御意見等に対する考え方）

　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、法第１０７条第２項の規定による処分庁・行政庁に
ついて、特例を設ける必要はない。

　なし

№713「ご質問に係る条文イメージ「○○市個人情報保護審査会条例」第10条第1項の規定
は、行政不服審査法第78条第1項の請求に基づく閲覧又は交付とは別に、提出者以外の審査
請求人等に対して資料又は主張書面の写しを送付すべき旨を規定しているものです。ご質問
のとおり、この規定を定めない場合には、行政不服審査法第81条第３項において準用する同
法第78条の規定に基づき、審査関係人の求めに応じて提出資料の閲覧等を行わせることとな
ります。なお、行審法第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（行審法第81条第3項）。」
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【②条例で定めることが法律上許容されている事項】

№８　開示決定等の期限

１．改正法と条例の比較

改正個人情報保護法 瀬戸市個人情報保護法施行条例（案） 瀬戸市個人情報保護条例（現行）

（開示決定等の期限） （開示決定等の期限） （開示決定等の期限）

第八十三条　開示決定等は、開示
請求があった日から三十日以内に
しなければならない。ただし、第
七十七条第三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。

第８条　開示決定等は、開示請求
があった日の翌日から起算して１
４日以内にしなければならない。
ただし、法第７７条第３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。

第２３条　第２１条各項の決定
（以下「開示決定等」という。）
は、開示請求があつた日から起算
して１５日以内にしなければなら
ない。ただし、第１６条第３項の
規定により補正を求めた場合にあ
つては、当該補正に要した日数
は、当該期間に算入しない。

２　前項の規定にかかわらず、行
政機関の長等は、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三十日
以内に限り延長することができ
る。この場合において、行政機関
の長等は、開示請求者に対し、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。

２　前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３０日以内に限
り延長することができる。この場
合において、実施機関は、開示請
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。

２　前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３０日以内に限
り延長することができる。この場
合において、実施機関は、開示請
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。

２．事務局の考え方

３．愛知県答申

４．その他（各地方公共団体からいただいた御意見等に対する考え方）

　開示決定等の期限については、現行の個人情報保護条例第２３条において、「開示請求が
あつた日から起算して１５日以内にしなければならない。（初日不算入）」と規定されてい
る。
　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
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、法施行条例においては、「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。

　開示決定等の期限について、現行条例と同じ規定（１５日以内）を設けることが適当であ
る。

№977「本人確認書類や代理人の資格を証明する書類が提示又は提出され、その書類に不備
がない場合であっても、なりすましや利益相反の防止といった観点から確認手続に一定の日
数を要することも想定されます。このような場合には、補正には該当しません。」
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【②条例で定めることが法律上許容されている事項】

№９　開示決定等の期限の特例

１．改正法と条例の比較

改正個人情報保護法 瀬戸市個人情報保護法施行条例（案） 瀬戸市個人情報保護条例（現行）

（開示決定等の期限の特例） （開示決定等の期限の特例） （開示決定等の期限の特例）

第八十四条　開示請求に係る保有
個人情報が著しく大量であるた
め、開示請求があった日から六十
日以内にその全てについて開示決
定等をすることにより事務の遂行
に著しい支障が生ずるおそれがあ
る場合には、前条の規定にかかわ
らず、行政機関の長等は、開示請
求に係る保有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、残りの保有個人情報
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、行政機関の長等は、同条
第一項に規定する期間内に、開示
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。

第９条　開示請求に係る保有個人
情報が著しく大量であるため、開
示請求があった日の翌日から起算
して４４日以内にその全てについ
て開示決定等をすることにより事
務の遂行に著しい支障が生ずるお
それがある場合には、前条の規定
にかかわらず、実施機関は、開示
請求に係る保有個人情報のうちの
相当の部分につき当該期間内に開
示決定等をし、残りの保有個人情
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、前条第１
項に規定する期間内に、開示請求
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。

第２４条　開示請求に係る保有個
人情報が著しく大量であるため、
開示請求があつた日から起算して
４５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
の遂行に著しい支障が生ずるおそ
れがある場合には、前条の規定に
かかわらず、実施機関は、開示請
求に係る保有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、残りの保有個人情報
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、同条第１項
に規定する期間内に、開示請求者
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。

一　この条の規定を適用する旨
及びその理由

⑴　この条の規定を適用する旨
及びその理由

⑴　本条を適用する旨及びその
理由

二　残りの保有個人情報につい
て開示決定等をする期限

⑵　残りの保有個人情報につい
て開示決定等をする期限

⑵　残りの保有個人情報につい
て開示決定等をする期限

２．事務局の考え方

３．愛知県答申

４．その他（各地方公共団体からいただいた御意見等に対する考え方）

　開示決定等の期限の特例については、現行の個人情報保護条例第２４条において、「開示
請求があつた日から起算して４５日以内（初日不算入）」と規定されている。
　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、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、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、法施行条例においては、「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。

　法は、訂正請求、利用停止請求があった場合の決定期限について３０日以内としていると
ころ、現行条例も同じく３０日以内としていることから、訂正請求、利用停止請求があった
場合の期限については、条例で規定する必要はないとするのが適当である。

№587「条例の定めにより、法第83条第1項及び第2項に規定する期間を短縮した場合に
は、当該条例において、法第84条の期間についてもこれらと整合するように規定する（短縮
後の期間の合計とする）必要があります。（Q&A5-6-1参照）」
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【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

　　許容される事項】

№１０　目的外利用及び外部提供

１．改正法と条例の比較

改正個人情報保護法 瀬戸市個人情報保護法施行条例（案） 瀬戸市個人情報保護条例（現行）

（利用及び提供の制限） （目的外利用及び外部提供）
（特定個人情報以外の個人情報の
利用及び提供の制限）

第六十九条　行政機関の長等は、
法令に基づく場合を除き、利用目
的以外の目的のために保有個人情
報を自ら利用し、又は提供しては
ならない。

第６条　実施機関は、法第６９条
第１項及び第２項の規定により保
有個人情報を利用し、又は実施機
関以外のものへ提供するときは、
その旨を市長に届け出なければな
らない。

第１０条　実施機関は、個人情報
取扱事務の目的以外の目的で個人
情報(特定個人情報を除く。以下
この条において同じ。)を利用
し、又は実施機関以外のものへ提
供してはならない。

２　前項の規定にかかわらず、行
政機関の長等は、次の各号のいず
れかに該当すると認めるときは、
利用目的以外の目的のために保有
個人情報を自ら利用し、又は提供
することができる。ただし、保有
個人情報を利用目的以外の目的の
ために自ら利用し、又は提供する
ことによって、本人又は第三者の
権利利益を不当に侵害するおそれ
があると認められるときは、この
限りでない。

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。

一　本人の同意があるとき、又
は本人に提供するとき。

＜削除＞
■法で規定（条例で規定する必要
なし）

⑵　本人の同意があるとき、又
は本人に提供するとき。

二　行政機関等が法令の定める
所掌事務又は業務の遂行に必要
な限度で保有個人情報を内部で
利用する場合であって、当該保
有個人情報を利用することにつ
いて相当の理由があるとき。

＜削除＞
■法で規定（条例で規定する必要
なし）

⑴　法令等に定めがあるとき。

三　他の行政機関、独立行政法
人等、地方公共団体の機関又は
地方独立行政法人に保有個人情
報を提供する場合において、保
有個人情報の提供を受ける者
が、法令の定める事務又は業務
の遂行に必要な限度で提供に係
る個人情報を利用し、かつ、当
該個人情報を利用することにつ
いて相当の理由があるとき。

＜削除＞
×条例で規定することができない

⑶　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。

＜削除＞
×条例で規定することができない

⑷　出版、報道等により公にさ
れているとき。
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四　前三号に掲げる場合のほ
か、専ら統計の作成又は学術研
究の目的のために保有個人情報
を提供するとき、本人以外の者
に提供することが明らかに本人
の利益になるとき、その他保有
個人情報を提供することについ
て特別の理由があるとき。

＜削除＞
×条例で規定することができない

⑸　前各号に掲げるもののほ
か、審査会の意見を聴いて、公
益上必要があると実施機関が認
めるとき。

３　前項の規定は、保有個人情報
の利用又は提供を制限する他の法
令の規定の適用を妨げるものでは
ない。

４　行政機関の長等は、個人の権
利利益を保護するため特に必要が
あると認めるときは、保有個人情
報の利用目的以外の目的のための
行政機関等の内部における利用を
特定の部局若しくは機関又は職員
に限るものとする。

２．事務局の考え方

３．愛知県答申

４．その他（各地方公共団体からいただいた御意見等に対する考え方）

　なし

№166「個別の案件の処理に関して審議会等への報告や意見聴取を要件化するようなもの
は、個別案件における個人情報の取扱いについて、類型的に審議会等への諮問を行うものに
類するものとして、許容されません。」
№274「地方公共団体の機関において、個別の事案の法に照らした適否の判断について審議
会等への諮問を行うことは、許容されません（ガイドライン9-4）。」
№281「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。」
№283「目的外利用又は外部提供に当たり「相当の理由があるとき」又は「特別の理由があ
るとき」を判断するのは、行政機関の長となっているが、必要に応じて、委員会にご相談い
ただくことは可能です（法第166条第1項）。」

　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、現行の個人情報保護条例第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、市長への届出を義務付ける。（別添５及び６参照）
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【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

　　許容される事項】

№１１　運用状況の公表

１．改正法と条例の比較

改正個人情報保護法 瀬戸市個人情報保護法施行条例（案） 瀬戸市個人情報保護条例（現行）

（施行の状況の公表） （運用状況の公表） （運用状況の公表）

第百六十五条　委員会は、行政機
関の長等に対し、この法律の施行
の状況について報告を求めること
ができる。

第１１条　市長は、毎年度、法及
びこの条例の運用状況について公
表するものとする。

第４８条　市長は、毎年、この条
例の運用状況について公表するも
のとする。

２．事務局の考え方

３．愛知県答申

４．その他（各地方公共団体からいただいた御意見等に対する考え方）
№810「自治体独自で運用状況を公表することを、施行条例に規定することは許容され
る。」

　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、現行の個人情報保護条
例第４８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、引き続きこの条例
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。

　なし
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【①条例で定めることが法律上必要な事項】

№１２　本人開示等請求における手数料

１．改正法と条例の比較
行政機関の保有する情報の公開に関する法律 瀬戸市情報公開条例（現行） 瀬戸市情報公開条例（改正案）

（手数料） （費用の負担）

第十六条　開示請求をする者又は
行政文書の開示を受ける者は、政
令で定めるところにより、それぞ
れ、実費の範囲内において政令で
定める額の開示請求に係る手数料
又は開示の実施に係る手数料を納
めなければならない。
<以下、省略>

第１８条　公文書の開示に係る手
数料は、無料とする。

第１８条　開示請求に係る手数料
は、公文書１件につき３００円と
する。

行政機関の保有する情報の公開に
関する法律施行令

（手数料の額等）

第十三条　法第十六条第一項の手
数料の額は、次の各号に掲げる手
数料の区分に応じ、それぞれ当該
各号に定める額とする。

一　開示請求に係る手数料（以
下「開示請求手数料」とい
う。）　開示請求に係る行政文
書一件につき三百円（情報通信
技術活用法第六条第一項の規定
により同項に規定する電子情報
処理組織を使用して開示請求を
する場合にあっては、二百円）

2　公文書の写しの交付を行う場
合における当該公文書の写しの作
成に要する費用等は、開示請求者
の負担とする。

2　公文書の写しの交付を行う場
合における当該公文書の写しの作
成に要する費用等は、開示請求者
の負担とする。

瀬戸市情報公開条例施行規則
（費用負担）
第９条　条例第１８条第２項の規
定による費用負担の額は、別表の
とおりとする。
２　前項の費用は、前納とする。
ただし、市長が特に認めるとき
は、この限りでない。

二　開示実施手数料　開示を受
ける行政文書一件につき、別表
の上欄に掲げる行政文書の種別
ごとに、同表の中欄に掲げる開
示の実施の方法に応じ、それぞ
れ同表の下欄に定める額（複数
の実施の方法により開示を受け
る場合にあっては、その合算
額。以下この号及び次項におい
て「基本額」という。）。ただ
し、基本額（法第十四条第四項
の規定により更に開示を受ける
場合にあっては、当該開示を受
ける場合の基本額に既に開示の
実施を求めた際の基本額を加え
た額）が前号に定める額に相当
する額（次のイからハまでのい
ずれかに該当する場合は、それ
ぞれ当該イからハまでに定める
額。ハを除き、以下この号にお
いて同じ。）に達するまでは無
料とし、前号に定める額に相当
する額を超えるとき（同項の規
定により更に開示を受ける場合
であって既に開示の実施を求め
た際の基本額が前号に定める額
に相当する額を超えるときを除
く。）は当該基本額から前号に
定める額に相当する額を減じた
額とする。
<以下、省略>
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２．事務局の考え方

３．愛知県答申

４．その他（各地方公共団体からいただいた御意見等に対する考え方）

　なし

№658「開示請求を受けた行政機関等においては、以下のような事務が発生すると考えられ
るところ、これらにかかるコストを考慮し、行政機関個人情報保護法施行令が定めていた額
と同じ額としています。
　・開示請求書の記載事項の確認等の受付事務
　・本人確認の事務　　　　　　　　　　・請求のあった行政文書の探索事務
　・開示・不開示の審査事務　　　　　　・決定通知書の記載等の書面作成事務
　・決定通知書の送付事務　　　　　　　・開示の実施の事務」
№865「事務対応ガイド6-1-9-1(2)において、実費の内容については「開示請求の処理及
び開示の実施のための事務における人件費、光熱費、消耗品費、送付に要する費用（省略）
等の費用が含まれる」と説明している。」

　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、個人情報保護法施行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が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。
　金額（３００円）については、開示請求を受けた実施機関において発生する事務にかかる
コストだけではなく、個人情報保護法施行条例の規定や近隣他市の手数料、本市における各
種証明書発行手数料等との均衡を考慮し、決定したもの。
　また、写しの作成及び送料については、現行の瀬戸市情報公開条例第１８条第２項及び同
施行規則第９条第１項別表のとおりとする。
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