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改正個人情報保護条例（素案）に関するパブリックコメント 

における意見の概要及び区の考え方について 

 

No 項目名 区民意見の概要 区の考え方 

1 条例全般に

ついて 

（５件） 

区の条例素案については、以下の点を

評価する。条例改正にあたり３点を基

本方針としていること、名称を「法施

行条例」ではなく、改正個人情報保護

条例としていること、第１条で目的と

して区民の基本的人権の擁護と信頼

される区政の実現等を掲げ、「法施行

条例」にとどまらない区の姿勢を示し

ていること、第３条で個人情報の安全

管理措置の整備、第５条で組織的な体

制を規定していること、第７条の開示

決定等の期限や第８条の開示請求手

数料を現行どおりとしていること、第

１０条の訂正決定等や第１２条の利

用停止決定等の期限を短縮している

こと。 

貴重なご意見をお寄せいただ

きありがとうございます。 

改正後の条例の名称は「法施行条例」

ではなく「個人情報保護条例」とし、

現行条例の基本的理念を後退させる

ことのないよう住民情報の保護に向

けた自治体の理念・姿勢をあきらかに

すること。その際基本的人権の保障

や、自己情報のコントロールなど情報

主体としての住民の権利を規定する

こと。 

現行条例の個人情報保護の水準を低

下させない条例とすること。 

国に対して個人情報保護法の見直し

と個人情報保護委員会の運営の改善

を求めること。 

条例案の名称は、「世田谷区個

人情報保護条例」とします。 

個人情報の開示・訂正・利用停

止請求の手続き等により、区

民の自己情報コントロール権

を引き続き保障します。 

また、現行条例の取組みを可

能な限り継承するよう努めま

す。 

国への要請については、必要

が生じた場合に検討するよう

にします。 

区民の方に制度内容がわかり

やすいよう工夫し周知してま

いります。 各自治体の個人情報を運用するため

の条例のようですが、他自治体での改

正条例(素案)と比べることができな

いため、区独自の部分がわからない。

独自部分を明確にし、何故そのように

したのか理由を注記しわかりやすく

していただきたい。デジタル化するの

であればもっと国はスリムにまとめ、

各自治体の負担を減らすように努力

すべきと思う。また、マイナンバーカ

ードの利用も付加してもらいたいと

思う。 
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No 項目名 区民意見の概要 区の考え方 

自分の身にふりかかってくる問題で

あることは認識できるが、具体的に理

解できない。意見の提案以前に、何が

議論されてきたのか、現在何が問題に

なっているのか理解できぬまま、「素

案」という結論に対して何か反応しな

ければならないというようなあせり

を感じた。「素案のポイント」も何がポ

イントか理解できなかった。 

区独自の条例素案と、国の法律との違

いを、区のおしらせでわかりやすく説

明してほしかった。内容がよくわから

ないままパブリックコメントを実施

されるのは、区民にとってはアリバイ

的な手続きとしか理解できない。国の

法律で配慮されない点は、明確に区は

明記すべきだと思う。 

2 個人情報の

定義及び収

集・利用等

について 

（５件） 

個人情報の定義が曖昧な気がする。ど

こまでが個人情報のくくりなのか。 

個人情報の定義については、

改正法第２条第１項に規定さ

れ、個人情報の定義は、国と地

方公共団体及び民間等を含め

統一されることになりまし

た。 

個人情報保護の制限をできるだけ狭

くして、区の所有する情報は、公明正

大に、区民その他に提供することが、

自治体職員がすべて全体の奉仕者で

ある証である。区職員又は職務を代行

する要員は、公務で仕事を行ってお

り、個人としての業務ではないので、

個人情報保護の対象ではないことを

明確にすること。区民が有する個人情

報は、この条例によって規制されない

ことを明確に記すこと。 

開示請求の手続きにおいて

は、「開示請求者以外の個人に

関する情報」が不開示情報と

なっていますが、当該個人が

公務員等である場合には、当

該公務員等の職及び職務遂行

の内容に係る情報は、不開示

情報から除外されています。 

個人情報の収集は、できる限り本人か

らの収集に限定するよう条例に規定

してほしい。情報の漏洩や紛失などが

起こらないよう、万全を期した条例に

していただきたい。 

改正法では、個人情報の保有

の制限等、利用目的の明示、不

適正な利用の禁止、適正な取

得等の規定があります。区と

しては、改正法の規定を適正

に運用し、取得した個人情報

の保護に努めてまいります。 

現行条例では個人情報は本人から収

集することが原則であるが、改正法で

は収集についての規定がなく、個人情

報保護委員会のガイドラインでは収

集を制限する条例は認めないとして

いる。可能な場合は本人から収集する

ことに努める責務を、条例素案に規定
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すること。 

個人情報の収集は本人からが原則で

ある。自分の情報が誰にアクセスさ

れ、どのように利用されたのか、知る

権利を保障する点が弱いと思うので、

情報収集は本人から、という原則を貫

いてほしい。 

3 

 

条例要配慮

個人情報に

ついて 

（５件） 

区の個人情報保護制度の中に性的指

向、性自認等のセクシュアリティに関

する項目を設けていただきたい。区に

はパートナーシップ宣誓等で得た情

報がたくさんあるのではないか。性的

マイノリティの人たちが安心してパ

ートナーシップ宣誓をすることがで

きるように、情報を守ることを明文化

してほしい。パートナーシップ宣誓を

全国で一番先に始めた自治体である

区が、個人情報保護で他の自治体に遅

れをとるのではないかと危惧してい

る。 

区では、ご意見を踏まえ、条例

要配慮個人情報の規定につい

て改めて検討を行いました。

その結果、「世田谷区多様性を

認め合い男女共同参画と多文

化共生を推進する条例」の趣

旨等を踏まえ、「国籍」、「性的

マイノリティ」及び「ドメステ

ィック・バイオレンス」のいず

れかを内容とする記述等が含

まれる個人情報を、条例要配

慮個人情報として条例案に規

定することとしました。 

ＬＧＢＴの窮状に寄り添い、その支援

策に積極的に取り組んでいる区とし

て、ぜひとも本条例の「条例要配慮個

人情報」にＬＧＢＴなどセクシュアリ

ティ情報を入れていただきたい。同性

パートナーシップ宣誓制度は区を皮

切りに全国に広がり、東京都でも開始

される。こういった制度を元にしたサ

ービスを利用した際に、セクシュアリ

ティ情報が事業者等に不適切に扱わ

れ、アウティングなどの被害を招かな

いかと危惧している。 

ＬＧＢＴや同性パートナーの情報は、

極めてセンシティブであり、差別を受

ける可能性が高い個人情報である。国

が、今回の改正個人情報保護法の要配

慮個人情報にＬＧＢＴ関連情報を位

置付けることを見送ったことが大変

残念である。既にアウティング禁止条

例を定める自治体が増えている中で、

日本で最もその種の個人情報を独自

に蓄積しているであろう区が、未だＬ

ＧＢＴに関する個人情報を守ろうと

する姿勢を見せていないことに甚だ

疑問を感じるし、もっと強く保護して

いただきたい。 
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要配慮個人情報はできる限り収集し

ないよう努めることを責務として条

例に規定するとともに、その扱いにつ

いて安全管理措置を整備すること。ま

た、個人情報保護法に規定はないが不

当な差別・偏見の原因となるおそれが

ある個人情報について、積極的に「条

例要配慮個人情報」として条例に規定

し管理に万全を期すこと。 

条例要配慮個人情報について、具体的

な想定事項がないことから現時点で

は規定を置かないとしているが、過去

に区でＤＶ等被害者に関する情報の

漏洩も起きており、規定しない理由が

理解できない。不当な差別等に繋がる

情報は条例要配慮個人情報として規

定し、法定の要配慮個人情報とともに

できるかぎり収集しない責務規定と、

本人の被る権利利益の侵害を考慮し

た安全管理措置を規定していただき

たい。 

4 実施機関の

責務につい

て 

（１件） 

最も重要なのは、素案第３条に規定が

予定されている「実施機関の責務」と

思われる。その機関の中に区長がある

が、区長は区全体の代表機関であり、

区全体の個人情報について、管理、利

用及び提供するための措置基準を定

めることになると考える。各部、課の

特性に応じて、具体的かつ明らかな基

準が定められることが必要であると

考える。 

改正法及び改正条例案の規定

等を踏まえ、「世田谷区個人情

報保護管理基準」を定める予

定です。新たな個人情報保護

管理体制として、各課長を「個

人情報保護管理者」とし、各課

における個人情報の適正な管

理を確保してまいります。 

5 情報公開・

個人情報保

護審議会の

関与につい

て 

（５件） 

「審議会」で有識者・住民により行政

をチェックする意義を確認し、「審議

会」の役割を条例に規定して今後も十

分機能するようにすること。 

外部提供・目的外利用や情報管理シス

テムの開始など、審議会に諮問してき

た事柄について、今後も審議会に報告

し、審議会が必要と判断した際は自発

的に調査・審議等ができるようにする

とともに、報告事項をホームページに

掲載するなど区民にわかるようにす

ること。 

個人情報は本人から収集するよう努

めることを責務として条例に規定す

るとともに、現在「審議会」に諮って

区では、審議会に、条例や個人

情報保護のための安全管理措

置基準などの整備・改廃時の

意見聴取などに、関与してい

ただきます。 

審議会の委員構成は、令和５

年４月１日施行の時点におい

ては現状維持とする予定で

す。 
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いる例外的な本人外からの取得につ

いては、審議会に報告し、審議会によ

り調査・審議・意見陳述ができるよう

にすること。 

目的外利用や外部提供が担当部署だ

けの判断で行われないよう、個人情報

保護担当部署への報告を義務づけ、

「審議会」に報告して客観性が反映さ

れる仕組みにすること。 

オンライン結合について、審議会や専

門家による検証を積極的に求めリス

クの最小化に努めるとともに、必要に

応じて結合先に対する調査や要請を

行うことを条例に規定すること。 

審議会でチェックする内容は、「要配

慮」と行政が判断したものとなってい

るが、そのように行政の判断に委ねる

ことなく、すべての目的外利用、外部

提供、回線結合をチェックできるよう

にする必要がある。 

第４条に関連し、従来諮問していた事

項は「要配慮個人情報」に限定せず審

議会に報告し、審議会が自発的に行う

調査・審議・意見陳述を保障すること。

報告も事後に限定せず、できるだけ事

前に行い、区のホームページ等で区民

に公開すること。 

従来審議会に諮ってきた目的外利用

や提供等については、新たに規定する

「総括個人情報保護管理者」への事前

報告と協議、審議会への報告を規定す

ること。 

回線結合は審議会への報告と専門家

等による検証を行政に義務付けると

ともに、必要に応じて「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」で規定

する関係機関の調査等、緊急時の計画

の策定、システムの停止の措置等、勧

告等と同等の措置がとれるよう個人

情報保護条例に規定すること。 

報告事項は区民に公開し、審議会が必

要と認めた場合は調査や意見を述べ

ることを明記してほしい。 

本人収集の原則、目的外利用や外部提

供委託についても記載することを明
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記してほしい。 

今回の改正条例は、私たち区民にとっ

て一番頼りになる（身近な）行政を大

いに発揮するための改正であると思

い、歓迎する。その上で、審議会のメ

ンバーを増やし、審議内容を話し合う

審議会を作る条例にしていただくよ

う提案する。 

6 個人情報フ

ァイル簿に

ついて 

（２件） 

目的外利用や外部提供について、個人

情報ファイル簿への記載等による可

視化を条例に規定すること。 

個人情報ファイル簿の作成にあたっ

ては、個人情報保護法では対象となら

ない保有個人情報についても対象と

し、現行の目的外利用・外部提供・委

託などの取扱状況を記載し公表する

仕組みを下回らないものとすること。 

区では、個人情報ファイル票

を発展させる形で個人情報フ

ァイル簿を作成・公表するこ

ととし、個人情報ファイル簿

以外の帳簿を作成する旨の規

定は置かないこととします。

なお、改正法では作成・公表義

務の対象ではない取扱人数

「１，０００人未満」の個人情

報ファイル簿についても、区

は対象とすることとし条例に

規定します。 

個人情報ファイル簿を作成しその他

の帳簿は作成しないとしているが、現

行の「個人情報業務登録票」のように

目的外利用・外部提供・委託がわかる

ファイル簿とすること。 

7 開示・訂正・

利用停止請

求について 

（５件） 

開示請求を行わなくても、訂正請求・

利用停止請求を可能にすること。 

代理人による開示等請求にあたって

は、開示等請求制度の悪用を防止する

ため、必要に応じて本人の意思確認を

行うことを条例に規定すること。 

死者に関する個人情報について、現行

条例の保護水準を低下させないよう

にすること。 

訂正・利用停止請求の対象と

なる個人情報については、安

定的な制度運用及び区におけ

る過去の事例等を考慮し、改

正法の原則どおり本人が開示

を受けたものを対象とするこ

ととします。 

法定代理人による開示・訂正・

利用停止請求における本人の

意思確認について、国は、本人

の同意を証する書類の提出を

一律に義務付けることは認め

られないとしています。 

また、死者に関する情報につ

いて、改正法では、死者に関す

る情報が同時に遺族等の生存

する個人に関する情報でもあ

る場合には、当該生存する個

人に関する情報として保護の

対象とされています。新たに

「世田谷区死者の情報に関す

る開示請求基準」を制定する

予定です。 

訂正請求、利用停止請求について、個

人情報保護法では開示請求の前置が

要件とされているが、個人情報保護委

員会のＱ＆Ａでは、前置しなくても訂

正・利用停止請求を可能とする条例を

認めている。現行どおり開示を前置し

なくても訂正・利用停止請求を認める

ことを規定すること。 

個人情報保護委員会のＱ＆Ａでは、利

益相反する代理人により本人の生命・

健康・生活・財産が害されることがな

いよう、必要に応じ本人の意思確認を

認めている。利益相反する代理人から

の請求を拒む根拠を明確にするため

に、条例に本人確認を規定すること。 
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利益相反の代理人による開示請求防

止のため、本人の意思（許諾）確認を

必須とするよう明記してほしい。 

区独自の改正条例の運用上の工夫の

中で、条文の特例(但し書き)の設定が

検討されることを望む。法の厳格さだ

けでなくケースバイケースの事項を

考慮した条文の特例(但し書き）が必

要だと思う。特例(但し書き)の例とし

て、法に抵触しない範囲で、開示請求

(第６条～第８条)は、弁護士のみに委

任するのではなく、親権者にも適用す

るような運用を再考した規定を設け

てもらいたい。 

区では、改正法で認められる

範囲で、適正に個人情報保護

制度を運用してまいります。 

なお、改正法において開示請

求権が認められている法定代

理人には、未成年者の親権者

が含まれます。 

個人情報であっても、その特定が明ら

かになされる部分、例えば、氏名、住

居地の詳細、特定の職業の特定の役職

を除き、人間生活・行動等の情報は開

示することを明らかにすること。すな

わち、「当該非開示情報に係る部分以

外の部分を開示しなければならな

い。」を、「当該非開示情報に係る部分

以外の部分をすべて開示しなければ

ならない。」のように、開示範囲をでき

るだけ広くすること。 

8 行政機関等

匿名加工情

報について 

（４件） 

行政機関等匿名加工情報の提供制度

導入にあたっては、判断基準を審議会

に諮問して作成し、提案内容を公表

し、公益性について慎重に検討するこ

と。 

行政機関等匿名加工情報の提

供制度については、区民が情

報主体であることを十分意識

して、極めて慎重に検討して

いく必要があるため、令和５

年４月１日時点の導入は見送

ります。 

行政機関等匿名加工情報の提供はど

んどんやってほしい。法改正導入と同

時に実施すべき。区にはデジタル先進

自治体としてトップランナーを目指

してもらいたい。区での個人情報の取

扱いもデジタル社会の最先端を走る

ような利活用や保護を行ってほしい。 

匿名加工情報の提供に関する規定が

提案されなかったのは区の良識を感

じる。今後、法改正によりすべての自

治体に義務付けられることもあり得

るので、答申において極めて慎重に検

討すべきとされた意見が生かされる

ように強く望む。 

条例素案については特に異論はない

が、今後検討が行われるであろう「行
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政機関等匿名加工情報の提供」と「条

例要配慮個人情報」の取扱いは、慎重

に検討いただきたい。 

9 罰則規定に

ついて 

（１件） 

条例の構成をみると情報漏洩認定と

罰則に関する規定がないようだが、こ

の点はどうなっているのか。これまで

違反や罰則の事例はあるのか。個人情

報は電子化されていくのであろうが、

情報漏洩防止責務と違反に対する罰

則に関する規定は検討されているの

か。 

情報漏洩等による罰則は、改

正法に規定されており、その

規定が適用されることとなり

ます。 

区では、現行条例に基づく罰

則が適用されたことはありま

せん。 

10 区議会につ

いて 

（１件） 

地方議会における個人情報の適切な

取扱いを定めること。 

区議会では、区議会のみを対

象とした独自条例の制定に向

け検討を進めているとのこと

です。 

11 職員につい

て 

（２件） 

条例を守れるかどうかが問題である。

区職員の個人情報の取扱いに対する

意識を高め、誤りを犯さないようにし

ていただきたい。 

改正法及び改正条例に基づく

個人情報保護制度を適正に運

用するため、職員に対し制度

周知及び研修を実施してまい

ります。 区民の人権保護のため、区民からの情

報収集と、関係者（区民の個人情報を

守るための業務に関わる区職員、関係

者）の保護を条例で制定し、活動する

ための資源（組織、人、予算）を準備

するようにお願いする。教育も忘れな

いでいただきたい。 

12 その他 

（２６件、

ただし、右

欄記載の他

１８件は件

数 の み 計

上） 

国のデジタル施策には、情報がどこへ

行くのかの危険を感じる。国のシステ

ムが止まっても機能するような、区独

自のシステムが最低限あるとよい。 

区において個人情報の提供や

情報システムにおける安全の

確保等が適正に行われるよう

取り組んでまいります。 

日本全体で統一的に個人情報が紐付

けられてしまうということに不安を

感じている。子どもたちの情報を第三

者に渡されてしまうことには不信感

しかない。憲法が定めている地方自治

の基本原則から外れていると思う。今

の時代は、むしろ個人情報を国に渡す

ことなどないようにお願いする。全て

の機関との紐付けに反対する。 

１）クラウドは国内管理、２）社内サ

ーバーはネットに繋がない、３）社内

サーバーの取扱いはトリプル管理、

４）漏えいやスパイ行為等は重罪にす

べきである。 

他人に個人情報が盗まれないように

するだけでなく、自分で自分の情報が

改正法及び改正条例に基づく

開示・訂正・利用停止請求の制
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得られないという状況がないように

していただきたい。セキュリティを強

化するあまり、自分が自分であること

を証明するのにハードルが上がって

は「情報」の意味がなくなってしまう。 

度等を適正に運用し、区民の

自己情報コントロール権の保

障に取り組んでまいります。 

区への書類提出用封筒には、提出書類

に住所・氏名等の記載欄があるにも関

わらず、封筒裏面に住所・氏名の記載

欄があり、不要ではないか。また、こ

のパブリックコメントのはがきには、

個人情報保護についての配慮が全く

ない。 

ご意見につきましては、今後

の取組みの参考とさせていた

だきます。 

民間サービスの会員等に加入しアド

レスを記入すると、数日後には色々な

所からセールスの連絡があり迷惑し

ている。個人情報を護る人が必要にな

るのではないか。 

町会等の名簿を全住民に配布するこ

とが必要である。日常、非常事態いず

れにおいても近隣で共助し、情報共有

していく必要性が高まっている。その

手段として、名簿の有効的な活用が大

事である。 

これまでの区独自の取組みを可能な

限り継承するための改正条例素案を

とりまとめ、パブリックコメントを実

施したことに敬意を表する。当初は、

取り扱う個人情報の数が５千人以下

の組織や団体は個人情報保護法の対

象外だったが、今は対象であり、災害

避難や学校の名簿の取扱いが難しい。

区の地域連携カレッジ終了の際に参

加者への連絡が困難であり、要改善で

ある。 

 


