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住民基本台帳ネットワークシステム及びマイナンバー制度の 

セキュリティ対策の実施状況等について 

 

令 和 ３ 年 ８ 月 ２ ７ 日 

地域行政部番号制度・マイナンバーカード交付推進担当課  

地域行政部住民記録・戸籍課 

   

 

世田谷区住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策に関する条例第１３条

第２項及び世田谷区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

条例第１４条第２項の規定に基づき、住民基本台帳ネットワークシステム及びマイナンバ

ー制度のセキュリティ対策の実施状況等について、下記のとおり報告する。 

 

記 

 

１ マイナンバーカードの交付状況 

 

（１）マイナンバーカードの交付体制 

 

＜交付方式＞ 

①交付時来庁方式 ※制度開始当初から実施している交付方法 

・区民が、地方公共団体情報システム機構（J-LIS）へ交付申請する。 

※郵送・ＷＥＢ・証明書用写真撮影機 

・申請者に区窓口へ来庁してもらい、本人確認後にカードを交付する。 

※カードの暗証番号は、申請者本人がタッチパネルを使って設定する。 

②申請時来庁方式 ※平成２９年９月２０日から実施。顔写真無料撮影サービスあり 

・交付申請を区窓口で受け付け、本人確認を行う。 

※カードに設定する暗証番号を「個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依

頼書」に記入してもらい、区で預かる。 

・区はカードに暗証番号等を設定し、申請者へ本人限定受取郵便で送付する。 

※「個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書」は、設定作業の完了後

直ちに廃棄（シュレッダー処分）する。 

 ＜本人確認＞ 

本人確認は国の事務処理要領に基づき、顔認証システムによる判定及び本人確認資料

（運転免許証、健康保険証等）の提示により行っている。 

 ＜セキュリティ対策＞ 

・カードの交付前設定等の作業は、暗証番号により入室を制限している番号制度・マ

イナンバーカード交付推進担当課内の作業室で行っている。 

・窓口で本人確認資料の確認や暗証番号設定を行う際は、パーティション等で仕切ら

れた個別のブースを使用している。 

 



 ＜取扱窓口＞ 

①令和２年度実績 

窓口 開設時間 方式 

くみん窓口・出張所 

・月～金：概ね 9:00～16:00 

（一部のくみん窓口では土曜

も実施） 

交・申 

マイナンバーカード専用窓口 

・月～金：11:00～18:30 

・土日：   9:00～16:30 

第３土曜とそれに続く日曜

を除く。 

交・申 

臨時窓口 

６月１９日～９月１１日 
・平日：概ね 9:30～16:00 交   

臨時窓口 

緊急事態宣言により６月２１日まで中止

７月５日から再開 

・土日：概ね 9:30～16:00 交・申 

マイナンバーカード交付特設会場 

世田谷区民会館ホールホワイエ 

９月２日から 

・平日：9:30～16:30 交   

 

②令和３年度計画 

窓口 開設時間 方式 

出張所 ・月～金：概ね 9:00～15:30 交・申 

各総合支所マイナンバーカード特設窓口 

（くみん窓口） 

５月１８日から 

・月～土：9:30～16:00 

第３土曜を除く。 
交   

マイナンバーカード専用窓口 

・月～金：11:00～18:30 

・土日：   9:00～16:30 

第３土曜とそれに続く日曜

を除く。 

交・申 

マイナンバーカード交付特設会場 

世田谷区民会館ホールホワイエ 

改修工事により５月２１日まで 

・毎日：9:30～16:30 

第３土曜とそれに続く日曜

を除く。 

交   

交：交付時来庁方式   申：申請時来庁方式 

※くみん窓口では、申請時来庁方式による再交付申請を引き続き実施 

※コロナウイルスワクチン接種体制終了後、土日の臨時窓口を再開予定 

 

  



（２）マイナンバーカードにかかる事務実績等 

 

 ＜交付事務実績＞ 

①マイナンバーカードの交付事務実績 

   ＊制度開始（平成２８年１月）～令和３年３月３１日の累計 

状況 件数  

交付申請 ３９５，２１７件 ※申請後の取消・転出・死亡等を含む。 

交付前設定済 ３３６，０００件  

 内
訳 

交付済 ２９７，０３０件  

 未交付 ３８，９７０件  

 

②マイナンバーカードの電子証明書交付実績    ＊令和３年３月３１日現在 

証明書の種類 令和元年度 令和２年度 

制度開始 

(平成２８年１月) 

からの累計 

署名用電子証明書 ５４，６４９通 １６６，０５３通 ４１０，４９３通 

利用者証明用電子証明書 ５２，５５０通 １６６，３５５通 ４０１，６８９通 

    ※住民基本台帳カードの電子証明書は、平成２７年１２月２２日に発行終了 

 ＜マイナンバーカード運用状況＞ 

状況 令和２年４月１日 令和３年４月１日 

有効カード枚数 

（人口比） 

１８８，８８３枚 

（２０．５％） 

２７８，６１４枚 

（３０．３％） 

 
内
訳 

運用中 １８８，４３８枚 ２７８，１７７枚 

一時停止 ４４５枚 ４３７枚 

廃止カード枚数 ９，９６０枚 ２０，２８５枚 

    ※住民基本台帳カードは、令和３年３月３１日現在１２，４６１枚有効 

 

２ 住民基本台帳ネットワークシステム関連の各種実績  ＊令和３年３月３１日現在 

 

（１）特例転出入・継続利用の実績 

届出等の種類 令和元年度 令和２年度 

制度開始 

(平成２４年７月) 

からの累計 

特例転出 ２，９４１件 ５，３９０件 １６，０８１件 

特例転入 ４，８８４件 ６，９１２件 ２７，００４件 

マイナンバーカード継続利用 ８，８３７件 １３，７９５件 ４０，４２６件 

 

  



（２）住民票広域交付の実績 

種類 令和元年度 令和２年度 

制度開始

(平成１５年８月) 

からの累計 

証明書の交付 

※世田谷区で他市町村の住民票を請求 
７９９通 ７９５通 １０，３２８通 

証明書情報の送信 

※他市町村で世田谷区の住民票を請求 
１，２５３通 １，２４１通 １７，６７６通 

 

３ 証明書コンビニ交付サービスの利用実績      ＊令和３年３月３１日現在 

 

種類 令和元年度 令和２年度 

サービス開始 

(平成２８年１月) 

からの累計 

住民票の写し ４７，６５６通 ９４，０２３通 １９６，６９７通 

印鑑登録証明書 ３６，２３１通 ７４，４５９通 １４９，６４５通 

住民税課税・納税証明書  ７，５５９通 １５，６９５通 ３２，０１３通 

戸籍証明書 ５７４通 １４，５７０通 １５，１４４通 

累計 ９２，０２０通 １９８，７４７通 ３９３，４９９通 

・令和２年１０月１６日～マイナンバーカード専用証明書自動交付機サービス開始 

・令和２年３月１０日～戸籍証明書コンビニ交付サービス開始 

 

４ 本人確認情報の提供・利用 

 

（１）東京都の本人確認情報の利用、関係機関への本人確認情報の提供状況 

＊提供件数 平成３０年度：４５０，４７５件 

令 和 元 年 度：４３３，０５１件 

＊主な提供先 

提供先：利用目的 平成３０年度 令和元年度 

東京都：地方税法等による地方税の賦課徴収又は調査 362,658 件 348,058 件 

東京都：旅券法による一般旅券の発給等 66,484 件 62,823 件 

東京都：身体障害者福祉法による身体障害者手帳の交付 1 件 0 件 

東京都：被爆者援護法による医療特別手当等の支給 4,752 件 3,883 件 

東京都：精神保健福祉法による措置の実施又は手帳交付 7 件 25 件 

東京都：下水道による料金の徴収 2,175 件 2,336 件 

東京都：難病法による特定医療費の支給 12,519 件 13,752 件 

世田谷区：住民基本台帳に関する事務 300 件 166 件 

※毎年８月頃、前年度の利用・照会状況が東京都より提供される。 



 

（２）世田谷区の番号利用事務所管による本人確認情報の照会 

 マイナンバー制度開始に伴い、個人番号利用事務上の事務処理を行う際に住基ネット

の本人確認情報(※)を参照することができることとなった。（住基法３０条の１０～１５） 

※本人確認情報･･･氏名、性別、生年月日、住所、住民票コード、個人番号、付随情報 

 マイナンバー制度の情報連携（平成２９年７月～試行運用、平成２９年１１月～本格

運用）では、氏名等の基本情報は住基ネットで本人確認情報を照会し、所得等の業務上

必要な情報は情報提供ネットワークシステムで特定個人情報を照会することとなってい

る。 

 

 個人番号利用事務を所管する庁内各課の住基ネット利用状況は下記のとおり。 

 

  ◆個人番号利用事務別の本人確認情報照会件数 （令和３年３月３１日現在） 

個人番号利用事務 令和元年度 令和２年度 

住民税 ２７，９７２件 ６，８５０件 

国民健康保険 ３９件 ２２０件 

介護保険 １０６件 ８６件 

後期高齢 ３件 ０件 

生活保護 ４７３件 ７５件 

児童手当 １１，２４４件 １１，６５５件 

児童扶養手当 ９１件 １８４件 

特別児童扶養手当 １６件 ３４件 

福祉資金貸付 ２０件 ６件 

予防接種 ３８件 １３件 

選挙 ０件 １，８０７件 

合計 ４０，００２件 ２０，９３０件 

 

＜個人番号利用事務所管課の住基ネット利用について＞ 

・個人番号利用事務所管課（以下「所管課」という。）が住基ネット利用を行う必要が

ある際は、予め住民記録・戸籍課（以下「住民記録」という。）へ利用申請を行う。 

・住民記録は当該申請を審査・承認し、所管課の職員に端末機の操作権限を付与する。 

・所管課の職員は、住民記録事務室に設置している統合端末で住基ネットを利用する。 

・所管課の職員が住基ネットを利用する際は、事前に住民記録へ予約を行い、利用終了

後は利用記録簿を記入する。 

 

５ 令和２年度セキュリティ会議開催状況 

 

（１）第１回マイナンバー制度セキュリティ会議（令和２年９月４日開催） 

＜審議事項＞ 

・特定個人情報保護評価の再実施について（国民健康保険事務（オンライン資格確認

に係る修正）） 
（２）第１回住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ会議（令和２年９月４日開



催） 
＜報告事項＞ 

 ・世田谷区における住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ管理に係る役職

者一覧(令和元年度)について 

・住基ネット庁内緊急連絡網について 

・住民基本台帳ネットワークシステムの運用状況について 

・住民基本台帳ネットワークシステム操作ログの分析結果について 

・令和元年度住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ対策定期監査の結果に

ついて 

・住民基本台帳ネットワークシステムに係るセキュリティ研修の実施結果報告につい

て 

・情報セキュリティ関連研修の実施状況について 

・セキュリティ強化対策の実施状況について 

 

（３）第２回マイナンバー制度セキュリティ会議（令和３年３月書面開催） 

＜審議事項＞ 

・令和３年度特定個人情報ファイルにかかる情報セキュリティ対策の年間運用計画に

ついて 
・令和３年度情報セキュリティ対策に係る研修・説明会等の実施計画について 

＜報告事項＞ 
・令和元年度マイナンバー制度セキュリティ対策監査委員会が行う監査の実施結果に

ついて 

・令和２年度特定個人情報ファイルに係る情報セキュリティ対策の実施状況について 

・令和２年度情報セキュリティ対策に係る研修・説明会等の実施結果について 

・マイナンバーカードの交付・運用状況について 

 

（４）第２回住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ会議（令和３年３月書面開

催） 

＜報告事項＞ 

・住民基本台帳ネットワークシステムの運用状況について 

・令和２年度区市町村向け緊急時対応訓練の実施について 

・令和２年度住基ネット自己点検にかかる緊急時対応訓練について 

・住民基本台帳ネットワークシステム操作ログの分析結果について 

・セキュリティ強化対策の実施状況について 

 

６ 令和２年度セキュリティ監査実施状況 

 

（１）マイナンバー制度セキュリティ対策定期監査（令和３年２月４日実施） 

※別途、業務実施所属にて予備監査あり 

＜指摘事項＞ 

・システムへのアクセス権限について、休業等長期にわたる不在の場合は、権限を削

除する運用となっているが、この運用に明確な基準が設けられていない。 

⇒今後は、３か月以上不在となることが見込まれる場合はアクセス権限を削除する

取扱いとする。 



（２）住民基本台帳ネットワークシステム定期監査（令和３年２月４日実施） 

※別途、業務実施所属にて予備監査あり       

＜指摘事項＞ 

・端末機管理補助者について、一部所属で半年にわたり不在となっていたが、新たな

補助者を指定していなかった。 

⇒今後は、端末機管理責任者及び補助者の指定状況を随時確認するとともに、必要

に応じて新たに適任者を指定するよう指導・助言を行っていく。 

 



 

その他報告資料Ｎｏ．２ 

 

令和３年第２回世田谷区情報公開・個人情報保護審議会における 

その他報告Ｎｏ２に関する質問及び回答について 

回答所管課：区政情報課 

質問 回答 

１） 

情報へのアクセスに関連して質問です。保

存期間満了前の「公文書」及び「重要公文書」

に対しては「情報公開条例に基づく開示請求」

によりアクセスすることになっており、他方、

保存期間満了後の「特定重要公文書」に対し

ては、「公文書管理条例に基づく利用請求」 

によりアクセスすることになっています。前

者の場合の非開示情報の範囲と、後者の場合

の非開示情報の範囲に差異があるのは、「時

の経過」を考慮するためと説明がされていま

すが、前者と後者を比較した場合の手続上の

差異についてもう少し説明いただけますでし

ょうか。 

例えば、前者の場合、世田谷区情報公開条

例により、不開示決定をする場合には条例上

理由付記が求められていますが（世田谷区情

報公開条例１２条）、今回の条例案では特定

重要公文書の利用請求に対して、拒否決定を

行う際の理由の付記が求められていません

（条例案の１６条２項に関連する部分かと思

います）。なお、拒否決定の場合も、行政手

続条例が適用されることから、同条例によっ

て理由の提示が求められることになるのでは

ないかと推測しますが、その場合であっても、

なぜ情報公開条例の方には特別に理由付記に

関する条項が置かれ、今回の条例案では理由

付記に関する条項が置かれないのか、やや疑

問です。 

上記の理由付記以外にも、条例案の手続と

情報公開条例の手続を比較した場合、両者の

間に差異がある部分が見受けられるので、そ

れら手続上の差異を設けた理由について、ご

教示ください。 

１） 

開示請求と利用請求の手続き上の差異 
① 請求対象 
開示請求については、請求の対象を広く行政情

報とし、その請求対象文書の開示請求書の記載方
法についても請求者の任意としているところ、利
用請求については特定重要公文書の目録の記載
から選択して行うこととしています。 

このことから、既に重要公文書の存在について
は目録から明らかであるため、存否応答拒否に関
する規定は公文書管理条例に置いておりません。
加えて、他の制度によって区に対して請求するこ

とができる文書が対象となることもないため、他
の制度との調整に関する規定も置いておりませ
ん。 
②決定までの期間 

開示請求については、請求があった日の翌日か
ら起算して１５日以内としています。 
利用請求については、請求があった日の翌日か

ら起算して１５日以内とし、その日数に閉庁日を

含めないこととしています。 
利用請求については決定を行う者が請求対象

文書を作成又は収受した者ではないことから、内
容の確認及び判断により多くの時間を要するこ

とが想定されること、また、開示請求においても
大型連休や年末年始等の閉庁日の関係から期限
の延長をすることも多いことから、あらかじめ作
業可能な日の範囲で期限を定めることとしたと

ころです。 
③決定に対する理由付記 
ご質問に記載のとおり、一部又は全部非開示と

する決定を行う際には、申請拒否処分として理由

の提示義務が生じることになります。この理由提
示の程度を明確にするため、情報公開条例におい
ては理由の提示に関する規定を置いています。公
文書管理条例では、目録の記載を基に利用請求を

行うことから、文書不存在による非開示決定を行
うことはございません。開示請求においてたびた
び議論となってきた文書不存在の理由の明示に
ついて問題となる場面は想定されず、規定は不要

と判断したところです。 
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質問 回答 

 

  

なお、既に公文書管理に関する条例を制定してい
る自治体において、「理由付記」又は「理由の付
記」として理由の提示に関する規定を設けている

自治体は東京都のみであり、その東京都において
も条例ではなく、規則において定めている状況で
す。 
④請求ができるもの 

開示請求については、区内在住、在学及び在勤
並びに区内事業者又は理由を明示して請求する
者に開示請求者を限定していますが、利用請求に
ついては請求者に関する限定の規定を設けてお

りません。このことから、情報公開条例における
開示請求ができない者に対する任意的開示に関
する規定も必要としないと考えたところです。 

２） 

 別紙１の２条例改正（素案）の概要（１）

と（２）に「別に定める基準に照らして」と

ありますが、いつ頃、どのような内容で決ま

ってくるのか、分かる範囲で教えください。 

 

 重要公文書の評価選別のための基準について 

 

この基準は、条例改正の手続きと合わせて作成

する予定としており、令和３年１１月の条例案の

区議会提案時には、基準の内容を併せてお示しで

きるよう、作成を進めていく予定です。 

また、内容については今後詳細を決めていく予

定ですが、区の沿革を示すものや、活動を跡付け
るものとして、区の重要な計画や施策の策定、実
施に関する公文書や、特徴的な取組みに関するも
の、大きな災害等に関する公文書を対象としてい

くことを想定しています。 
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個人情報保護委員会事務局 

総務省自治行政局行政課 

令和３年６月 29 日  
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1 総論 

1-１-１ 第５条で規定する「国の施策との整合性に配慮」とは具体的に何を想定し
ているのか。 

【回答】 
今般の改正により、地方公共団体も個人情報保護法の適用を直接受けることとな

ることから、地方公共団体は、改正法並びに改正法に基づき政府が策定する基本方
針[第７条]及び指針（ガイドライン）[第９条]等に基づき個人情報保護に関する
施策を講ずる責務を有するものです。 
 
1-１-２ 第 9 条で規定する「指針」とは具体的に何を想定しているのか。いつ頃示さ

れるのか。 
【回答】 

第９条の「指針」は、個人情報保護法の解釈等について示すガイドラインを想定し
ています。令和４年春の公表を予定していますが、公表前にも随時情報提供を行うこ
ととしています。 

 
1-１-３ 国が策定するガイドラインは「技術的な助言」に該当するものとなるのか。 
【回答】 

第９条の「指針」は、地方自治法第 245 条の４第１項の「技術的な助言」に位
置付けられるものであり、その内容は、法律の解釈等、地方公共団体が制度を適正に
運用するために必要な事項を示すものです。 

今般の改正では、国の施策としてガイドラインの策定を法律上明確に位置付ける
[第９条]とともに、地方公共団体の責務として国の施策との整合性への配慮を規定し
ており[第５条]、地方公共団体においては、改正法及び国が策定するガイドラインに
基づき適正に運用することが求められるものです。 

 
1-１-４ 改正法に規定される「法令」のうち、条例が含まれるものはどれか。 
【回答】 
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第 61 条第 1 項に規定されているとおり、第 61 条第１項、第 66 条第２項第３
号、第 69 条第２項第２号及び第３号並びに第４節の「法令」には、条例やこれに
基づく規則等の地方公共団体が定める法規が含まれます。 

なお、上記の条項以外における「法令」についても、「法令」の委任を受けて規定され
る条例については、これに含まれます。 
 

2 適用対象 
2-１ 議会 

2-１-１ 改正法施行後、議会及び議会事務局における個人情報の取扱いに関す
る規定は、どうなるのか。 

【回答】 
地方議会は、国会と同様、改正法の適用対象外とされており、議会における個

人情報の取扱いは、法形式や規律の内容も含め、その自律的な対応に委ねること
とされています。議会事務局についても、議会に置かれる機関であり、改正法の適用
対象外となります。 
 ただし、個人の権利利益の保護という観点からは、自律的な対応のもと個人情報
保護が適切に行われることが期待されます。 

 
2-２ 病院、診療所、大学、試験研究機関 

2-２-１ 地方公共団体又は地方独立行政法人が設置する病院、診療所、大学、
試験研究機関（以下、「病院等」という。）が保有する個人情報に係る開
示等請求の申請先はどこになるのか。また、審査請求の申請先はどこになる
のか。 

【回答】 
病院等が保有する個人情報に係る開示等請求は、当該病院等を運営する地

方公共団体の機関［第２条第 11 項第 2 号］又は地方独立行政法人に対して
行うこととなります。 

例えば、市長部局の一組織である病院等が保有する個人情報に係る開示等請
求は、委任が行われていない限り、当該市長に対して行うこととなり、公営企業法第
７条の管理者を設置している公営企業の病院であれば当該管理者に対して行うこ
ととなります。 

審査請求については、行政不服審査法第 4 条の特例が定められていない限り、
開示等の決定を行った地方公共団体の機関（公営企業法第７条の管理者を含
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む。）又は地方独立行政法人に対して行うこととなります。 
  

2-２-２ 病院事業を行う地方独立行政法人が、介護事業やリハビリ事業を行って
いる場合、これらの事業に係る個人情報の取扱いには、民間規律と公的規
律のいずれが適用されるのか。 

【回答】 
病院事業を行う地方独立行政法人は、法人単位で、その全体が規律移行するこ

とから、当該地方独立行政法人が病院事業に附帯して介護事業やリハビリ事業を行
っている場合についても、これらの事業を含む全ての業務について民間規律（開示請
求等に関する規律を除く。以下同じ。）が適用されることとなります。 

なお、地方独立行政法人法は、病院事業及びこれに附帯する業務以外の業務を
行ってはならないとされております（同法第 82 条）。 

   
2-２-３ 地方公共団体又は地方独立行政法人が運営する高等専門学校は、民

間規律と公的規律のいずれが適用されるのか。 
【回答】 

地方公共団体が運営する高等専門学校は、国立の高等専門学校と同様、規律
移行の対象とはされておらず、公的規律が適用されることとなります。 

地方独立行政法人が運営する高等専門学校は、大学とともに設置されるものであ
り（地方独立行政法人法第 21 条第 2 号）、法人単位で、その全体が規律移行す
ることから、当該地方独立行政法人の全ての業務について民間規律が適用されること
となります。 

 
2-２-４ 病院は、第 16 条第 8 項の「学術研究機関等」に該当するのか。 
【回答】 

病院・診療所等の患者に対し直接医療を提供する事業者は第 16 条第 8 項の
「学術研究機関等」に該当しませんが、例えば、大学附属病院のように患者に対して
直接医療を提供する機関であっても学術研究機関である大学法人の一部門である
場合には、大学法人全体として「学術研究」を主たる目的とする機関として、「学術研
究機関等」に該当します。 

なお、学術研究機関等による個人情報の取扱いに係る例外規定［第 18 条第 3
項第 5 号及び第 6 号、第 20 条第 2 項第 5 号及び第 6 号、第 27 条第 1 項第
6 号及び第 7 号］の適用に当たっては、対象となる個人情報が「学術研究目的」で
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取り扱われる必要があるため、大学附属病院を含む大学における個人情報の取扱い
であっても、「学術研究目的」に該当しない場合には、これらの例外規定の対象にはな
りません。 

 
2-２-５ 博物館を運営する地方独立行政法人（地方独立行政法人法第 21 条

第 6 号、地方独立行政法人法施行令第 6 条第３号）が、その業務の一
環として試験研究を行う場合、民間規律と公的規律のいずれが適用される
のか。 

【回答】 
規律移行の対象となる地方独立行政法人は、試験研究（地方独立行政法人法

第 21 条第１号）を主たる目的とするもの、大学等の設置・管理等（同第 2 号）を
目的とするもの、病院事業の経営（同第３号チ）を目的とするものに限定されており、
博物館（同第６号、地方独立行政法人法施行令第６条第３号）を運営する地
方独立行政法人には公的規律が適用されることとなります。 

試験研究については、他業との禁止規定が無く、一の地方独立行政法人が、試験
研究と他の業務を行うことも考えられることから、規律移行の対象についても、試験研
究を「主たる目的とするもの」とされています。博物館を運営する地方独立行政法人が
その業務の一環として試験研究を行う場合は、当該地方独立行政法人が試験研究
を「主たる目的」としているのであれば民間規律が適用されることとなります。 
 
2-２-６ A 市の保健福祉部において病院事業を行っているが、病院の運営業務に

おける個人情報の取扱いには、民間規律と公的規律のいずれが適用される
のか。同部局で介護事業を行っている場合はどうか。 

【回答】 
地方公共団体の機関が行う医療法上の病院の運営業務における個人情報の取

扱いについては民間規律が適用されることから［第 58 条第２項第１号］、保健福
祉部において行っている病院の運営業務における個人情報の取扱いには、民間規律
が適用されることとなります。 

同部局で行う介護事業については、医療法上の病院に当たらない限りにおいて、公
的規律が適用されることとなります。 

 
2-２-７ A 市では、公営企業の病院を設置しているが、当該病院の運営業務に係

る個人情報の取扱いには、民間規律と公的規律のいずれが適用されるのか。
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公営企業法上の管理者の有無により、違いが生じるか。 
【回答】 

地方公共団体の機関が行う医療法上の病院の運営業務における個人情報の取
扱いについては民間規律が適用されることから［第 58 条第２項第１項］、病院事
業が公営企業の形態で行われる場合にも、公営企業法上の管理者の有無に関わら
ず、民間規律が適用されることとなります。 

 
2-２-８ A 市では、病院事業を行う公営企業と、ガス事業を行う公営企業について、

１人の管理者を設置している。この場合、民間規律と公的規律のいずれが
適用されるのか。   

【回答】 
地方公共団体の機関が行う医療法上の病院の運営業務における個人情報の取

扱いについては民間規律が適用されることから［第 58 条第２項第１号］、１人の
管理者が複数の公営企業の管理者となる場合にも、民間規律が適用されるのは病
院事業に係る部分のみであり、その他の事業には公的規律が適用されることとなります。 

 
2-３ 指定管理者 

2-３-１ 指定管理者が公の施設の管理業務を通じて取得した個人情報の地方公
共団体の機関に対する開示等請求及び審査請求はどのように取り扱うことと
なるのか。 

【回答】 
指定管理者が公の施設の管理業務を通じて取得した個人情報についての、第 5

章第 4 節の規定に基づく地方公共団体の機関に対する開示等請求及び審査請求
並びに第 4 章第 2 節の規定に基づく指定管理者への開示等請求及び審査請求の
取扱いについては、別途整理の上、お示ししたいと考えています。 

 
2-４ その他 

2-４-１ 都道府県警察や市町村消防（東京都並びに市町村の消防の一部事務
組合及び広域連合を含む。以下同様。）は、「地方公共団体の機関」であ
るか。 

【回答】 
都道府県警察や市町村消防は、それぞれ個々の「地方公共団体の機関」に位置 

付けられるものです。（法律上は、都道府県警察については警視総監及び警察本部
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長が、市町村消防については消防長が、それぞれ「地方公共団体の機関」に位置付
けられることとなります。都道府県警察は、都道府県公安委員会とは別の機関に位置
付けられるものです。）   

3 個人情報の取扱い 
3-１ 保有制限 

3-１-１ 要配慮個人情報の取得制限を条例で規定することは可能か。 
【回答】 

現行の条例では、要配慮個人情報やこれに相当する個人情報（いわゆるセンシテ
ィブ情報）の取得を原則として禁止する規定（以下「要配慮個人情報の取得制限
規定」という。）を設けている例が見られますが、これらの規定では、同時に、①法令に
基づく、②正当な事務の実施に必要、などの場合には、要配慮個人情報の取得を可
能としています。 

改正法では、要配慮個人情報の取得について特別の規定を設けていませんが、個
人情報全般について、その保有は法令（条例を含む。）の定める所掌事務又は業
務の遂行に必要な場合に限定することとされており[第 61 条第１項]、要配慮個人
情報の取得が可能となる範囲は、要配慮個人情報の取得制限規定による場合と、
実質的に同様となっており、法律の規律と重複するこのような規定を条例で設けること
は許容されません。 

          
3-１-２ 不要な保有個人情報の消去を条例で規定することは可能か。 
【回答】 

現行の条例では、不要な保有個人情報の消去について定める規定を設けている例
が見られます。 

改正法においては、個人情報の保有は法令（条例を含む。）の定める所掌事務
又は業務の遂行に必要な場合に限ることとされており[第 61 条第１項]、また、 利用
目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはならないこととされており[第
61 条第２項]、不要な保有個人情報の消去に係る規定を条例で設けた場合には、
法律の規律と実質的に同様の内容を規律することになることから、このような規定を条
例で設けることは許容されません。 

 
3-１-３ 個人情報の本人からの直接取得を条例で規定することは可能か。 
【回答】 

   現行の条例では、個人情報の本人からの直接取得について定める規定を設けてい
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る例が見られます。 
個人情報の保有は法令（条例を含む。）の定める所掌事務又は業務の遂行に

必要な場合であって利用目的の達成に必要な範囲に限定することとされており[第 61
条]、また、不正手段による取得も禁止されています[第 64 条]。加えて、保有個人情
報が漏えい、滅失又は毀損の危険にさらされることのないよう、安全管理措置を講じな
ければならないこととされています[第 66 条第１項]。さらに、地方公共団体も個人情
報ファイル簿を作成及び公表することとされており[第 75 条第１項］、個人情報ファイ
ル簿に基づく開示等の本人関与が可能となっており、保有する個人情報の範囲及び
安全管理措置、本人の関与機会の確保を通じて個人情報の保護が既に図られてい
ることから、法律の規律と重複するこのような規定を条例で設けることは許容されません。 

 
3-１-４ 個人情報の取得や目的外利用・提供、オンライン結合を検討する際に、

客観性を確保する観点等から、その是非について審査会等に諮問すること
は可能か。 

【回答】 
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、また、地方公共団体は、必要に応じて、専門性を有する個人
情報保護委員会に助言を求めることも可能となることから、個別の事案について審議
会等の意見を聴く必要性は大きく減少するものと考えられます。 

したがって、個人情報の取得、利用、提供、オンライン結合等について、類型的に審
議会等への諮問を要件とする条例を定めることは、今回の法改正の趣旨に照らして許
容されません。 

なお、定型的な事例についての事前の運用ルールの検討も含め、審議会等が個人
情報保護制度の運用やその在り方についての調査審議を行うことは可能と考えられま
す。 
                                    
3-１-５ オンライン結合制限を条例で規定することは可能か。 
【回答】 

オンラインで個人情報を提供するに当たっては、今後、個人情報保護委員会が策
定を予定しているガイドライン等を参考に、保有個人情報の漏えい等を防ぐための措置
を講ずること［第 66 条］、漏えい等により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場合には保有個人情報の提供を行わないこと［第69
条第２項］、保有個人情報を提供する場合において、当該個人情報の提供を受け
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る者に対し、必要に応じて、個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう
求めること［第 70 条］等が求められることとなります。 

    加えて、令和３年の個人情報保護法の改正は、社会全体のデジタル化が進む中、
法律で全国的な共通ルールを設定し、国のガイドラインや助言により制度の適正な運
用を図ることにより、社会の変化に対応した個人情報の適切な保護とデータ流通の両
立を実現することも目的としたものです。 

改正法においては、安全管理措置や第三者提供の制限等に関する規定を設けて
おり、これらの規定を適正に運用することで、オンライン・オフラインを問わず、必要な保
護が図られることから、オンライン化や電子化のみに着目した特則を設けることとはしてい
ません。 

従来の個人情報保護条例において見られた、いわゆる「オンライン結合」を制限する
規定に関しては、前述の規定の運用によりその目的を達成できると考えられるとともに、
こうした改正法の考え方にそぐわないことから、条例においてこのような規定を定めること
は、許容されません。 

 
4 個人情報ファイル簿の作成・公表 

4-１-１ 本人の数が政令で定める数未満の個人情報ファイルについて、個人情報フ
ァイル簿を作成することは可能か。 

【回答】 
 個人情報ファイル簿の作成義務の対象外となる一定数の基準は今後政令で定める
ものですが［第 74 条第 2 項第 9 号及び第 75 条第 2 項第１号］、特定の個人
が識別される場合など、改正法の趣旨に反しない限り、本人の数が政令で定める数未
満の個人情報ファイルについて、作成・公表を行うことは差し支えありません。なお、現
行の行政機関個人情報保護法施行令においては、本人の数が 1,000 人未満の個
人情報ファイルについて、個人情報ファイル簿の作成・公表義務の対象外とされていま
す［同令第 8 条］。 
 ただし、本人の数が政令で定める数未満の個人情報ファイルは、行政機関等匿名
加工情報の提案募集の対象外です。 

 
4-１-２ 第 75 条第 4 項で規定する「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」とは具体的に何を想定しているの
か。個人情報取扱事務登録簿等を引き続き作成することは可能なのか。ま
た、個人情報ファイル簿に代えて個人情報取扱事務登録簿を作成すること
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とすることは可能か。 
【回答】 

    第 75 条第 4 項で規定する「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」とは、現行条例において地方公共団体が作成している
「個人情報取扱事務登録簿」等を想定しており、当該登録簿を引続き作成すること
は可能です。ただし、この場合でも、改正法で規定される個人情報ファイル簿は作成・
公表する必要があります。 

 
5 自己情報の開示、訂正及び利用停止 

5-１-１ 情報公開条例における不開示情報と、改正法における不開示情報の対
象範囲が異なっているが、その解消方法を示されたい。 

【回答】 
情報公開条例では開示されることとされている情報が、第 78 条第１項各号で不

開示情報として規定されている場合、当該情報を条例（改正法の施行条例）で 
規定することにより、不開示情報から除くことが可能です。 

また、情報公開条例では開示しないこととされている情報が、第 78 条第１項各号
において不開示情報として規定されていない場合も、情報公開法上の不開示情報に
準ずる情報については、当該情報を条例（改正法の施行条例）で規定することによ
り、不開示情報に追加することが可能です。 

これらにより、情報公開条例における不開示情報と、改正法における不開示情報の
整合を図ることが可能となっています。なお、開示等請求は、個人が自己に関する個
人情報の正確性や取扱いの適正性などを確認する権利を保障する重要な制度であ
ることから、情報公開条例と整合を図るために条例（改正法の施行条例）の規定を
定める場合は、個人の権利利益が不当に侵害されることのないよう留意が必要です。 

 
5-１-２ 開示等の処理の日数は、改正法では 30 日とされているが、より短い期間

とすることはできるのか。 
【回答】 

改正法では、開示等及び審査請求の手続的事項について、第 5 章第 4 節の規定
に反しない限り、条例で定めることができることとされており[第 108 条］、開示等の処
理の日数について、条例で 30 日以内の任意の期間とすることは認められるものです。
また、第 83 条第２項の延長可能な期間についても、30 日以内の任意の期間とする
ことは認められるものです。 
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その際、第 84 条で「60 日以内」とされている期間は第 83 条第 1 項及び第 2 項
の期間の合計であることから、例えば、条例で第 1 項の期間を「15 日以内」とし、第 2
項の期間を「20 日以内」とした場合には、条例で第 84 条の期間を「35 日以内」とし
て、整合を図る必要があります。 
 
5-１-３ 開示請求の手数料は、国と異なる手数料を定めることは可能か。 
【回答】 

地方公共団体における開示請求に係る手数料は、「実費の範囲内において条例で
定める額」とされており[第 89 条第 2 項]、その額を定めるに当たっては、できる限り利
用しやすい額とするよう配慮しなければならないとされています[第 89 条第 3 項]。 

「実費」には、開示決定を受け付け、保有個人情報を検索し、開示の是非を精査
し、開示決定等の通知書を発するまでの申請事務処理の費用と、請求対象の保有
個人情報が記載された行政文書の写しの作成経費などの実施に必要な経費が含ま
れます。 

国と異なる手数料とすることも可能ですが、各地方公共団体において、法律の趣旨
を踏まえ、条例で適切に定める必要があります。 

なお、現行の個人情報保護条例では、行政機関個人情報保護法と異なり、従量
制の開示（の実施）に係る手数料を徴収している例が見られますが、実費の範囲内
であれば、引き続き、従量制の開示手数料を定めることが許容されます。 
 
5-１-４ 現行の条例で設置している開示決定等に係る審査請求の諮問を受ける

審査会等について、改正法施行後は活用できないのか。 
【回答】 

現行の条例で設置している審査会等については、設置条例等の改正により、改正
法の開示決定等に係る審査請求の諮問を受ける機関（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」）として位置付けることで、引き続
き当該機関を活用することができます。 

なお、「行政不服審査法第 81 条第１項又は第２項の機関」は一つの機関に限
られるものではなく、不服審査の諮問を受ける一般的な機関として設置されている「行
政不服審査会」とは別に、改正法の開示決定等に係る審査請求の諮問を受ける機
関を設置することが可能です。 

また、改正法の開示決定等に係る審査請求の諮問を受ける機関に、第 129 条の
規定に基づく審議会等の役割や、情報公開条例に係る審査請求の諮問を受ける役
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割など、必要な役割を持たせることも差し支えありません。 
 
5-１-５ 第 108 条で規定する「必要な規定」とは具体的にどのような事項を想定し

ているのか。 
【回答】 

次のような事項を定めることが想定されます。 
 開示等の請求の処理を迅速かつ適切に行うため、請求書の記載事項に必要

な事項を追加する 
 開示等の請求の処理期限を改正法の規定より短い期間とする 

 
6 匿名加工情報制度の導入 

 
6-１-１ 手数料を条例で定める際にはどのようなことに留意すればよいか。 
【回答】 
 政令で標準額が示されることから、これと異なるものを定める場合には、地方公共団
体の特殊事情や実費の相違等の合理的な理由が必要となることに留意が必要です。 

 
7 審議会等への諮問 

7-１-１ 第 129 条で規定する「特に必要があると認めるとき」とは具体的にどのよう
な場面を想定しているのか。 

 【回答】 
   「特に必要があると認めるとき」とは、単に諮問をする必要があるというだけでなく、例

えば、以下の場合が想定されます。 
  ・ 定型的な案件の取扱いについて、国の法令やガイドラインにしたがった運用ルールの

細則を事前に設定しておくことで個人情報の適正かつ効果的な活用が図られる
場合 

・ 地方公共団体等が法律の範囲内で地域の特殊性に応じた必要性から独自の
個人情報保護に関する施策を実施する場合で、地域の代表者や有識者等から
の意見を聴取することが特に必要である場合 

なお、いわゆる「オンライン結合制限」や目的外利用制限などに関する規律として、個
別案件における個人情報の取扱いについて、審議会等への諮問を行うことは許容され
ません。 
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7-１-２ 「審議会その他の合議制の機関」とは具体的にどのような機関を想定してい
るのか。審査請求の審査を行う審査会を活用してもよいのか。 

 【回答】 
「審議会その他の合議制の機関」とは、地方公共団体が条例で定めるところにより、

執行機関の附属機関として設置する機関（地方自治法第 138 条の４第３項）で
あり、具体的には、現行の条例に基づき、各地方公共団体で個人情報保護制度につ
いて諮問を受けている個人情報保護審議会等の機関を想定しています。また、審査
請求の審査を行う個人情報保護審査会が当該機関の役割を担うことも想定されます。 
 

8 個人情報保護委員会との関係 
8-１ 条例の届出 

8-１-１ 届出の対象となる条例の範囲を示されたい。 
【回答】 

第 167 条第１項において、地方公共団体の長は、改正法の規定に基づき個人情
報の保護に関する条例を定めたときは、遅滞なく、その旨及びその内容を個人情報保
護委員会に届け出なければならないこととされていますが、当該届出については、下記
（ⅰ）・（ⅱ）・（ⅲ）を含む、法律の規定に関連する全ての条例の改廃・制定が
対象になります。 
（ⅰ）条例で定める必要がある事項（開示請求に係る手数料に関する事項[第 89

条第２項]等） 
（ⅱ）必要に応じて条例で定めることが考えられる事項（条例要配慮個人情報[第

60 条第５項]等） 
（ⅲ）条例で定めることを妨げるものではないとされているもの（保有個人情報の開

示等の手続に関して必要な事項[第 108 条]等） 
 

8-１-２ 法律で明示的に規定がない事項を条例で定めることは可能か。 
【回答】 

改正法は、個人情報保護と情報の流通の両立に必要な全国的な共通ルールを法
律で設定することを趣旨としています。そのため、独自の保護措置は、法律の範囲内で、
必要最小限のものに限り、条例で定めることができることとなります。その観点から、地
方公共団体が条例で定めることが想定される事項については、改正法に規定が設けら
れています。そのため、個人情報保護や情報の流通に直接影響を与える事項について、
改正法に特段の規定がないものを条例で定めることは想定していません。 
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ただし、単なる内部規律にすぎない事項（個人情報ファイル保有の際の長への報
告等）など、個人情報保護や情報の流通に直接影響を与えない事項については、改
正法に特段の規定がない場合でも条例で定めることを妨げるものではありません。 
 
8-１-３ 手数料条例に定めた場合の届出はどのように対応すればよいか。 
【回答】 

既存の手数料条例において、改正法の規定による開示請求等の手数料を定めた
場合も、第 167 条第１項の規定による個人情報保護委員会への届出は必要となり
ます。 

なお、具体的な届出方法については、今後、委員会規則により定めが置かれる予
定です。 

 
9 罰則 

9-１-１ 独自の罰則を条例で規定することは可能か。 
【回答】 

地方自治法第14 条第３項において、条例で規定することができる独自の罰則は、
「条例に違反した者」に限られていることから、改正法に規定する義務等に違反した者
に対する独自の罰則を条例で規定することはできません。 

他方、条例で改正法に規定されていない独自の義務等を規定する場合において、
当該義務等に違反した者に対する独自の罰則を条例で規定することは可能です。 

ただし、条例で規定することができる独自の義務等については、改正法において条例
で定めることとされた手数料の額に関する事項又は個人情報保護や情報の流通に直
接影響を与えない事項（個人情報保護審査会の委員の秘密保持義務等）に限ら
れることに留意する必要があります。 

 
10 経過措置 

10-１-１ 法律にはどのような経過措置が定められているか。 
【回答】 

経過措置の概要は、下記のとおりです。 
 

（ア）規律移行法人等に関する経過措置 
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規律移行法人等1における個人情報等の取扱いについては、従来、各地方公共
団体の条例等において定められてきたところですが、改正法においては、民間部門の
規律が適用されることとなります。これに伴い、整備法2附則において下表のとおり経
過措置が定められています。 

整備法附則の条項 経過措置の内容 

第９条第１項 
利用目的外の個人情報の取扱いを認める旨の同意［第 18 条第１
項・第２項］に相当する同意を改正法施行前に受けている場合に
は、施行日において改正法の規定による同意があったものとみなす。 

第９条第２項 
個人データの第三者提供を認める旨の同意［第 27 条第１項］に
相当する同意を改正法施行前に受けている場合には、施行日におい
て改正法の規定による同意があったものとみなす。 

第９条第３項 

改正法施行前においても個人データの第三者提供に係る本人への通
知・個人情報保護委員会への届出［第 27 条第２項］を可能と
し、これらの通知・届出は、改正法施行後は、改正法の規定による通
知・届出とみなす。 

第９条第４項 
改正法施行前に個人データの共同利用に係る本人への通知［第
27 条第５項第３号］をしている場合には、当該通知は、改正法施
行後は、改正法の規定による通知とみなす。 

第９条第５項 
・第６項・第７項 

外国にある第三者への個人データの提供を認める旨の同意［第 28
条第１項］に相当する同意を改正法施行前に受けている場合に
は、施行日において改正法の規定による同意があったものとみなす。 

第９条第８項 
・第９項 

個人関連情報の第三者提供を認める旨の同意［第 31 条第１項
第１号］に相当する同意を改正法施行前に受けている場合には、
施行日において改正法の規定による同意があったものとみなす。 

     
   （イ）規律移行法人等を除く地方公共団体の機関等に関する経過措置 

規律移行法人等を除く地方公共団体の機関・地方独立行政法人における個人
情報等の取扱いについては、従来、各地方公共団体の条例等において定められて
きたところですが、改正法においては、公的部門の規律が適用されることとなります。
これに伴い、整備法附則において下表のとおり経過措置が定められています。 

 

                                                   
1 ①医療・学術に関する業務を目的とする地方独立行政法人［第 58条第１項第２号に掲げ

る者］及び②第 58条第２項第１号の規定により病院・診療所・大学の運営に関する業務

において個人情報取扱事業者等とみなされる地方公共団体の機関を指します。 
2 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和 3 年法律第 37 号） 
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整備法附則の条項 経過措置の内容 

第９条第 10 項 

利用目的外の保有個人情報の利用・提供を認める旨の同意［第
69 条第２項第１号］に相当する同意を改正法施行前に受けてい
る場合には、施行日において改正法の規定による同意があったものと
みなす。 

第９条第 11 項 
・第 12 項・第 13 項 

外国にある第三者への保有個人情報の提供を認める旨の同意［第
71 条第１項］に相当する同意を改正法施行前に受けている場合に
は、施行日において改正法の規定による同意があったものとみなす。 

       
   （ウ）行政機関等匿名加工情報に関する経過措置 

６-1 のとおり、改正法では、地方公共団体の機関等は行政機関等匿名加工情
報の提案募集を実施しなければなりませんが、当分の間は、都道府県・指定都市の
みに適用され、それ以外の地方公共団体等については、任意で提案募集を行うこと
が可能とされています［附則第７条］。 

 
    上記（ア）～（ウ）の経過措置は、いずれも法律上規定されているところであり、

各地方公共団体の条例において、別途同様の経過措置を定める必要はありません。 
 
※ 秘密保持義務等に関する経過措置、開示等請求に関する経過措置、匿名加工

情報（非識別加工情報）の提案募集等に関する経過措置、罰則に関する経過措
置については、条例で定めることが考えられ、これらについては別途整理の上、必要に
応じてお示ししたいと考えています。 

 
 
11 その他 

11-１ 死者に関する情報 
11-１-１ 死者に関する情報の取扱いを条例で定めることは可能か。 
【回答】 

改正法の対象となる「個人情報」は、「生存する個人」に関する情報に限られていま
す[第２条第１項］。条例によって死者に関する情報を個人情報に含めることは、改
正法によるルールの共通化の趣旨に反するため、許容されません。 

他方、個人情報保護制度とは別に、法律に抵触しない限度で、条例において死者
に関する情報の取扱いについての規定を設け、適正な管理を図るための措置を講じる
ことは妨げられません。 
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11-２ 規律移行法人への規律 

11-２-１ 規律移行法人にはどのような規律が適用されるのか。 
   【回答】 
    改正法では、地方独立行政法人のうち試験研究、大学及び病院事業の業務を行

うものや、地方公共団体の機関が運営業務を行う病院、診療所及び大学には、以
下のとおり、基本的に民間部門の規律が適用され、開示等や匿名加工情報の提供
等の一部の事項については、公的部門の規律が適用されます。 

 
    利用目的の特定や第三者提供の制限等の個人情報の取扱いに関する規定は、

民間部門の規律［第４章。ただし、第 32 条から第 39 条（個人情報の保有状況
の公表や開示等に関する規定）及び第 4 節（匿名加工情報取扱事業者等の義
務の規定）を除く。）が適用されます。 

 
    なお、民間部門の規律では、公的部門における「個人情報ファイル」に類似するもの

として「個人情報データベース等」［第 16 条第 1 項]が規定されており、個人情報デ
ータベース等を構成する個人情報を「個人データ」［第 16 条第３項]と規定していま
す。第 22 条から第 30 条までの規定は個人データの取扱いについて適用されますが、
第 17 条から第 21 条までの規定は個人データに該当しない個人情報の取扱いにつ
いても適用されます。 

 
    これに対して、下記の事項については、公的部門の規律が適用されます。 
 

（ア）個人情報ファイル簿 
個人情報ファイル簿に関する規定［第 75 条］は、規律移行法人等についても

適用され、民間部門における保有個人データに関する事項の公表等の規律［第
32 条］は適用されません。 
 
（イ）開示等 

 開示請求、訂正請求及び利用停止請求に関する規定は、公的部門の規律
［第５章第４節、第 127 条及び第 129 条3］が適用され、民間部門の開示等

                                                   
3 第 129 条は、第 125条第３項において読み替えて適用されます。 
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の規律［第 33 条から第 39 条］は適用されません。 
 
（ウ）匿名加工情報 

匿名加工情報に関する規定は、公的部門の規律［第５章第５節］が適用さ
れ、民間部門の匿名加工情報の規律［第４章第４節］は適用されません。 
 
（エ）その他 

規律移行法人等が、以下の業務を行う場合における個人情報の取扱いについて
は、個人データに該当しない個人情報についても公的部門と同様の安全管理措置
を講じる必要があります［第 66 条第 2 項］。 
 ・ 行政機関等から委託を受けた業務［第１号］ 
 ・ 指定管理者として行う業務［第２号］ 
 ・ 法令（条例を含む。）に基づき行う業務であって改正法施行令で定める業務

［第３号、第４号］ 
 ・ 上記業務の再委託等として受託した業務［第５号］ 

また、これらの業務に従事している者又は従事していた者は、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、又は不当な目的に利用してはなら
ず［第 67 条］、さらに、一定の行為について公的部門に関する罰則が適用され
ます［第 176 条及び第 180 条］。 
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