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一　はじめに

　わが国では、「個人情報の保護に関する法律」（平成 15年法律第 57号。以

下「個人情報保護法」という。）の第 1章から第 3章までが、公的部門（行政

機関等）と民間部門（民間法人・事業者等）のいずれにも適用される基本法と

して、個人情報の保護に関する基本的理念その他適正な取扱いに関する一般

的規律事項を定めており、第 4章以下の規定が、民間部門に対して適用され

る一般法の部分となっている。そして、国の行政機関については「行政機関

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 58号。以下「行

政機関個人情報保護法」という。）が、独立行政法人等については「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。

以下「独立行政法人等個人情報保護法」という。）が適用され、さらに地方

公共団体の保有する個人情報については、各地方公共団体の制定する個人情

報保護条例がそれぞれ適用される仕組みとなっており、個人情報保護に関す

る法体系は極めて複雑である。これは、わが国の個人情報保護法制が、もと

もと地方公共団体の自治権に基づく条例制定によって形成・発展され、国に

よる立法整備が大きく後れを取ったこと、しかも国においては、まず行政改

革の一環として、行政機関保有の電子計算機処理に係る個人情報についての

み適用される法律が先に制定され、マニュアル処理に係る個人情報及び民間

部門に対する規制をも含む総合的な個人情報保護法制の確立は、その十余年

後にようやく具体的検討が開始されるに至ったことに由来する。こうした複

層的な法体系のもとでは、同種の事案であっても適用される規定のあり方次

第で法解釈が異なり、あるいは越境データの取扱いに差異が生じうるといっ

た弊害があり、とりわけ地方公共団体の個人情報保護条例における規定の相

違に関連して、従来から数多くの問題点が指摘されてきた。

　そこで、本稿は、まず二において、わが国の個人情報保護法制がこのよう

な複雑な体系に形成されるに至った経緯、ならびに現行の個人情報保護の法

的仕組みについて概観し、三において、地方公共団体における個人情報保護
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条例の現状と諸問題について、詳しく考察・検討することを試みるものであ

る。

二　わが国の個人情報保護法制における
地方公共団体の個人情報保護条例の位置づけ

1.　個人情報保護法制の沿革と体系化

　個人情報保護制度成立の背景には、世界的なコンピュータリゼーションの

進展による高度情報通信社会への変化がある。1960年前後において、先進

諸国では行政機関における電子計算機の利用が普及し、情報システム化が急

速に拡大したことにより、プライヴァシー侵害に対する懸念が広がり、欧米

諸国を中心に、個人情報保護のための法的施策の必要性が強く認識されるよ

うになった。わが国では、1959年に国の行政機関において電子計算機の利

用が開始されると、翌 1960年には大阪市において、1963年には神奈川県と

東京都において、それぞれ電子計算機の利用が開始され、以後、各地方公共

団体において相次いで電子計算機処理が導入されている。しかし、大量の個

人情報を電子計算機によりデータとして保有・処理することは、行政効率の

向上に大きく寄与する半面、個々人のプライヴァシー侵害の危険性も増大す

る。これにより、わが国においても個人情報保護の必要性の認識が高まり、

その法的措置を検討する動きへとつながったのである。

　世界で 初に個人情報保護に関する体系的制度を確立したのは、旧西ド

イツのヘッセン州であり、1970年にデータ保護法を制定している 1。国レ

ベルでは、1973年にスウェーデンがデータ保護法を制定したことに始まり、

1 州法であり、日本でいう都道府県条例に相当する。なお、同年にアメリカにお

いて公正信用保護法（Fair Credit Reporting Act）が制定されているが、同法は、信用

報告機関に対して消費者のプライヴァシー権の尊重と与信判断情報の保護措置を定

めたものであり、ヘッセン州のデータ保護法のような個人情報保護に関する体系的

な法律ではなく、特定部門の規制に係る個別法である。
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1974年にアメリカにおいてプライヴァシー法が、1977年に旧西ドイツにお

いてデータ保護法が、1978年にはフランス、オーストリア、デンマーク、

ノルウェーにおいて、1979年にはルクセンブルクにおいて、相次いでデー

タ保護法が制定されている 2。

　こうした欧米先進諸国における個人データ保護に関する法制整備の動向を

受け、OECD（Organisation for Economic Co-operation and Development：経済

協力開発機構）では、プライバシー保護の要請とグローバル経済活動におけ

る個人データの円滑な国際流通の有用性との調和を図る観点から、1980年 9

月 23日に「プライヴァシー保護と個人データの国際流通についてのガイド

ラインに関する OECD 理事会勧告（Recommendation of the Council concerning 

Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal 

Data）」が採択され、加盟国に対して、個人情報保護に係る 8つの基本原則（以

下「OECD 8原則」という。）を国内法において考慮することが要請された 3。

OECD 8原則の内容は、以下である 4。

①収集制限の原則（Collection Limitation Principle）：

　個人データの収集には制限を設けるべきであり、いかなる個人データも、

適法かつ公正な手段により、また、適当と認められる場合には、データ主

体に知らしめ又は同意を得た上で収集されるべきである。

②データ内容の原則（Data Quality Principle）：

　個人データは、その利用目的に適合したものであるべきであり、また、

2 世界各国における個人情報保護法制の歴史の概要については、堀部政男「日本

と世界のプライバシー・個人情報保護論議」衆議院憲法調査会第 3回基本的人権の

保障に関する調査小委員会（平成 15年 5月 15日）資料 2参照。
3 内容の詳細については、小沢美治夫「個人データの国際流通とプライバシー保

護ガイドライン―理事会勧告」ジュリスト 742号（1981年）264頁以下参照。
4 OECD 8原則は、当時既に個人情報保護の法制化を実現していた欧米諸国の法

律における規律事項からいわば 大公約数として抽出されたものとされる。宇賀

克也『個人情報保護法の逐条解説［第 5版］』（有斐閣、2016年）4頁以下参照。原

文については、http://www1.oecd.org/publications/e-book/9302011E.pdf を参照。この

OECD 理事会勧告後、加盟国において 8原則を取り入れた個人情報保護法制の整備・

改正が急速に進むことになる。
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利用目的に必要な範囲において、正確かつ完全で 新なものに保たれなけ

ればならない。

③目的明確化の原則（Purpose Specifi cation Principle）：

　個人データの収集目的は、遅くとも収集の時点において明確にされなけ

ればならず、それ以後のデータの利用については、当該収集目的の達成又

は当該収集目的に矛盾しない範囲での目的変更におけるその都度明確化さ

れた当該他の目的の達成に、限定されなければならない。

④利用制限の原則（Use Limitation Principle）：

　個人データは、上記③の原則により明確化された目的以外の目的のため

に開示、利用その他の使用に供されてはならない。但し、データ主体の同

意がある場合又は法律の規定に基づく場合については、この限りでない。

⑤安全保護の原則（Security Safeguards Principle）：

　個人データは、その紛失もしくは不当なアクセス、破壊、使用、修正、

開示等の危険に対し、合理的な安全保護措置により保護されなければなら

ない。

⑥公開の原則（Openness Principle）：

　個人データに関する開発、運用及び方針については、一般的な公開政策

がとられなければならない。個人データの存在、性質、主たる利用目的、

ならびにデータ管理者の氏名、通常の住所を知りうる手段が容易に利用で

きるようにしなければならない。

⑦個人参加の原則（Individual Participation Principle）：

　個人は次の権利を有する。

（a） データ管理者が自己に関するデータを有しているか否かについて、

データ管理者又はその他の者から確認を得ること。

（b） 自己に関するデータを、（ⅰ）合理的な期間内に、（ⅱ）有料である場合

においても過度にならない費用で、（ⅲ）合理的な方法により、かつ、（ⅳ）

自己が容易に理解しうる方法により、知らされること。

（c）  上記（a）及び（b）の要求が拒否された場合には、その理由の提示を受け、
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かつ、その拒否について異議を申立てることができること。

（d） 自己に関するデータについて異議を申立てることができ、その異議が

認められた場合には、当該データを消去、訂正、補完、補正させること。

⑧責任の原則（Accountability Principle）：

　データ管理者は、上記の諸原則を実施するための措置を遵守すべき責任

を有する。

　この OECD 理事会勧告を受け、日本でも、個人情報保護に関する法的対

策の必要性が強く認識されるに至り、行政管理庁（当時）は、1981年 1月に

プライバシー保護研究会（座長：加藤一郎東京大学教授［当時］）を設置したが、

この段階での同研究会設置は、立法を前提とする具体的検討を予定したもの

ではなかった。しかし、同研究会が 1982年 7月に公表した「個人データの

処理に伴うプライバシー保護対策」と題する報告書 5  は、地方公共団体に

おける条例制定に大きな影響を与えることになり、1984年 7月に福岡県春

日市が日本で初めて個人情報保護条例を制定すると 6、翌 1985年、政令指

定都市である川崎市がこれに続き、以後、多くの地方公共団体が相次いで個

人情報保護条例を制定するに至った 7。

5 同報告書は、「個人データシステムの規律を目的とする制度的な対応としては、

以下に掲げるプライバシー保護の基本原則に立脚した新たな法律を制定する必要が

ある」として、立法の必要性を提唱しており、OECD 8原則を参考に、プライバシー

保護に関する基本原則として、①収集制限の原則、②利用制限の原則、③個人参加

の原則、④適正管理の原則、⑤責任明確化の原則、の 5原則を提示している。同報

告書については、行政管理庁行政管理局編『プライバシー保護の現状と将来―個

人データの処理に伴うプライバシー保護対策』（ぎょうせい，1982 年）所収。
6 その制定の経緯については、春日市個人情報保護審議会専門研究会編『知る権利・

知られたくない権利―春日市情報二条例の回顧と展望』（信山社、1996年）参照。
7 なお、個人情報保護に関する法的対策の検討は、わが国でも実は 1970年代に始

まっており、1975年 4月には、行政監理委員会により「行政機関等における電子計

算機利用に伴うプライバシー保護に関する制度の在り方についての中間報告」が提

出され、これを受けて、翌年 1月には電子計算機処理データ保護管理準則が設けら

れいる。また、地方公共団体においても、1973年に徳島県徳島市で電子計算組織運

営審議会条例が制定され、1975年には東京都国立市で電子計算組織の運営に関する
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　一方、国においては、1983年 3月の第二次臨時行政調査会 終答申によ

り、行政改革の柱の一つである「行政に対する国民の信頼確保」に係る制度

的方策として、行政機関の保有する個人情報の保護が提言されたことを契機

とし、立法に向けた具体的検討が開始されることになる。1984年 12月の閣

議決定（60年行革大綱）を受け、1985年 7月、総務省に「行政機関における

個人情報の保護に関する研究会」（座長 : 林修三駒澤大学教授［当時］）が設

置され、1986年 12月、同研究会により「行政機関における個人情報の保護

対策の在り方について」と題する報告書 8  が提出された。この報告書では、

行政機関における電子計算機処理に係る個人情報の保護対策に関する基本事

項を定めた立法が提言されており、これに基づいて具体的な立法作業が進め

られ、1988年 12月、「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報

の保護に関する法律」（昭和 63年法律第 95号）がようやく成立した（1989年

10月 1日一部施行、1990年 10月 1日全面施行）9。しかし、同法の適用対象は、

行政機関が保有する個人情報のうち電子計算機処理に係るものに限定されて

おり、個人情報保護法としてはいまだ不完全なものであった。同法では、公

的部門に属する独立行政法人及び特殊法人等については、単に個人情報保護

のために必要な施策を講ずるべき努力義務の規定が置かれるにとどまり、ま

た、マニュアル処理に係る個人情報や民間部門の保有する個人情報等につい

ては、同法による保護の対象外とされていた 10。そこで、衆参両院の内閣委

条例が制定され、その中で個人情報の保護措置に係る規定が 1箇条だけ設けられて

いた。これらは、電子計算機運用に係る規律としてプライバシー保護に関する規定

が組み込まれていたに留まるが、これが他の地方公共団体における個人情報保護条

例制定の発端となったといわれている。
8 総務庁行政管理局監修『逐条個人情報保護法［新訂版］』（第一法規、1991年）

309頁以下所収。
9 かかる立法の経緯については、宇賀・前掲注（4）6頁以下、総務庁行政管理局・

前掲注（8）6頁以下参照。
10 地方公共団体により制定されていた個人情報保護条例も、当時はその多くが電

子計算機処理に係る個人情報のみを対象としたものであり、マニュアル処理情報も

含めた個人情報保護条例はまだ数えるほどしか存在していなかった。一方、民間事

業者等については、幾つかの地方公共団体では、個人情報保護条例において一定の
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員会における附帯決議により、政府に対し、これらの課題について早急に検

討を進めることが要請された。

　その後、1995 年の EU 個人データ保護指令 11  により、EU 加盟国による

保有個人データの第三国への移転は、当該第三国が十分なレベルの保護措置

を確保している場合でなければ行うことができないと規定されたことから、

わが国においても、EU 加盟国から必要な個人情報を入手できるようにする

ためには EU 個人データ保護指令にいう十分なレベルの個人情報保護措置を

確保することが必要となり、民間部門の保有個人情報に係る保護施策の整備

が促されることになる。

　他方、国内においても、ちょうどこの時期、住民基本台帳法（昭和 42年

法律第 81号。以下「住基法」という。）の一部改正が審議されていたが、当

時相次いでいた個人情報流出事故・事件に対する不安から、同法の改正に際

指導等の措置規定が設けられていたが、行政機関個人情報保護法の制定にあたって

民間部門保有の個人情報が対象外とされたのは、第二次臨時行政調査会答申におい

て、「行政に対する国民の信頼確保」に係る方策の一環として個人情報保護の法制

化が掲げられたこと、また、民間事業者等の保有個人情報については、営業の自由

を尊重する観点から、公的部門と同様の取扱いをすることは適当ではないとする意

見もあり、見解の統一が図られなかったことが理由とされる。当時は、僅かに電気

通信事業法が電気通信事業者について一定の制約を課していた程度で、金融機関な

ど大量の個人情報を保有しているその他の事業者については、単にガイドラインが

作成されるに留まり、基本的に事業者の自主規制に委ねられていた ｡
11 「個人データの取扱いに係る個人の保護及び当該データの自由な移動に関する

1995年 10月 24日付け欧州議会及び理事会の指令（DIRECTIVE 95/46/EC OF THE 
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 24 October 1995 on the protection 
of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of 
such data）」。原文については、http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1510
980761488&uri=CELEX:31995L0046を参照。また、同指令の前文邦訳については、

藤原静雄「EU 個人情報保護指令前文」自治研究 76巻 11号（2000年）138頁、本文

邦訳については、宇賀・前掲注（4）86頁以下、その諸外国及びわが国の個人情報保

護施策に対する影響については、藤原静雄「諸外国における個人情報保護法制の動

向」法律のひろば 54巻 2号（2001年）11頁以下、村上裕章「国境を越えるデータ

流通と個人情報保護―欧州連合個人データ保護指令の第三国条項を手がかりとし

て」川上宏二郎先生古稀記念論文集『情報社会の公法学』（信山社、2002年）321頁
以下参照。
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してはまず個人情報保護対策を強化すべきであるとの世論が高まっていた。

住基法の改正は、全ての住民に住民票コード番号を振り、住所、氏名、性別、

生年月日等の一定の個人情報を、住民基本台帳を管理する市町村の枠を超え

て広域利用できるようにネットワーク化することを目的とするものであり、

それは住民にとっても行政にとっても利便性の向上に繋がるが、その反面、

1つの番号によって個人の情報が連結されることから、自己の個人情報がそ

の収集目的を超えて網羅的・包括的に利用されるのではないかという強い懸

念が広まったのである。また、その個人情報が民間事業者の間でもデータベー

ス化され、包括的に利用されてしまうことも危惧された ｡ そこで、1998年、

住基法改正法案に「政府は、個人情報の保護に万全を期するため、速やか

に、所要の措置を講ずるものとする。」との附則が盛り込まれ、これを受け

て、政府は民間部門を含めた個人情報保護法制の総合的整備の意向を明らか

にし、専門の検討部会や委員会、研究会等を設置して具体的検討へと取り組

むことになる ｡

　1999年 7月、マニュアル処理に係る個人情報及び民間部門に対する規制

を含めた総合的な個人情報保護法制の整備・構築に向けて本格的に検討が開

始されることとなり、高度情報通信社会推進本部（1994年 8月の閣議決定に

より設置）に個人情報保護検討部会（座長：堀部政男中央大学教授［当時］）

が設置された。しかし、この時には、既に都道府県の 48.9％（23都道府県）、

市区町村の 46.1％（1,498団体）において個人情報保護条例が制定されており、

その多くが OECD 8原則を広く取り入れ、また民間の個人情報取扱事業者に

ついても、指導・勧告、必要な措置等を講ずる責務、登録制度等の規定を設

けるなど、それぞれに独自の施策が講じられていた。こうした背景から、個

人情報保護検討部会の中間報告（1999年 11月「我が国における個人情報保

護システムの在り方について（中間報告）」）では、地方公共団体が保有する

個人情報については各々の条例による規律に委ねることが適切であるとし

て、「基本法」「個別法」「地方公共団体の自主規制」という複層的な個人情

報保護システムの構築を想定した提言がなされたのである 12。
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　この提言を 大限に尊重して基本法制の具体的検討を進めるべく、2000

年 1月に個人情報保護法制化専門委員会（座長：園部逸男立命館大学大学院

客員教授［当時］）が設置され、同年 10月、同委員会により「個人情報保護

基本法制に関する大綱」が提出された。この大綱においても、地方公共団体

は住民に身近な行政主体として、その区域内に所在する事業者及び住民の実

情に応じた支援等の施策の実施に努めることが望ましいとされ、「地方公共

団体が保有する個人情報については、その自主性・自律性を尊重して、本基

本法制の趣旨にのっとった自主的な取り組みが促進される必要がある。」と

して、「本基本法制の趣旨にのっとり、条例が整備されていない地方公共団

体においては、速やかにその制定に努めるとともに、既に制定済みの地方公

共団体においても、一層の充実を図る観点から現行条例の必要な見直しに努

める必要がある。」との提言がなされた 13。そこで、この大綱に基づき個人

情報保護に関する基本法制の立案作業が進められることになり 14、国会での

度重なる審議の末 15  ようやく成立した個人情報保護法では、「地方公共団体

12 同報告書の概要については、堀部政男「日本における個人情報保護のあり方」ジュ

リスト 1190号（2000年）33頁以下、橋本憲次郎「個人情報の保護（上）（下）」自治

実務セミナー 39巻 1号（2000年）31頁以下、同 39巻 2号（2000年）24頁以下参照。
13 「個人情報保護基本法制に関する大綱」の内容及び取りまとめに至るまでの議論

状況については、北沢義博 = 小早川光郎 = 藤井昭夫 = 藤原静雄 = 棟居快行「座談会・

個人情報保護基本法制大綱をめぐって」ジュリスト 1190号（2000年）2頁以下、野

村武司「自治体の個人情報保護条例の動態と基本法制」ジュリスト 1190号（2000年）

93頁以下、堀部政男「個人情報保護法制化の背景と課題」法律のひろば54巻2号（2001
年）4頁以下参照。
14 情報通信技術（IT）戦略本部は、2000年 10月 13日付け同本部決定「個人情報保

護に関する基本法制の整備について」により、「政府としては、『個人情報保護基本

法制に関する大綱』（個人情報保護法制化専門委員会平成 12年 10月 11日）を 大

限尊重し、次期通常国会への提出を目指し、個人情報保護に関する基本法制の立案

作業を進める」ことを表明した。
15 2001年 3月、 初の「個人情報の保護に関する法律案」が閣議決定され、第 151
回通常国会に提出されたが、審議入りできず、第 152回及び第 153回臨時国会に

おいても継続審査となったことを背景に、法案の大幅な見直し作業が行われること

になった。そして、個人情報保護を拡充する観点から、行政機関電算機個人情報保

護法の抜本的改正と、それに準ずる内容の独立行政法人等に関する別個の個人情報

保護法の立案作業、さらに情報公開・個人情報保護審査会設置法案及びこれらの法



11個人情報保護法制の体系と地方公共団体における個人情報保護の現状（塩入）

は、この法律の趣旨にのっとり、その地方公共団体の区域の特性に応じて、

個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、及びこれを

実施する責務を有する。」（第 5条）、「地方公共団体は、その保有する個人情

報の性質、当該個人情報を保有する目的等を勘案し、その保有する個人情報

の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに努めなければな

らない。」（第 11条）と規定され、地方公共団体の保有する個人情報につい

ては各々の条例による自主的規律に委ねることとされたのである。

　欧州諸国では、公的部門と民間部門の双方を同一の法律で規律するオムニ

バス方式（統合方式）が採用されており、アメリカでは、一般法を持たず特

定の分野別に規制法を設けるセクトラル方式（個別分野別方式）が採用され

ているが 16、わが国の個人情報保護法制においては、以上のような立法経緯

から、新たに成立した基本法部分については欧州型のオムニバス方式が採

用される一方、一般法の部分については、公的部門と民間部門とで異なる法

律により規律するセグメント方式（分離方式）が採用されており 17、また地

方公共団体の個人情報保護条例においてはオムニバス方式が採用されるとい

う、いわば混合形態による極めて独自の法体系が形成されている 18。

律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の作成も同時に進められ、以上の

個人情報保護関係 5法案が一括して第 154回通常国会（2002年 3月）に提出されたが、

またしても継続審査となり、第 155回臨時国会において審議未了のまま廃案となっ

た。第 156回通常国会（2003年）では、さらに所要の修正を加えた個人情報保護 5
法案が提出され、度重なる議論の末、衆参両院による数項目にわたる附帯決議のも

と、2003年 5月、ようやくこれら 5法案が成立するに至った。
16 諸外国における個人情報保護法制の状況については、石井夏生利『個人情報保

護法の現在と未来―世界的潮流と日本の将来像』（勁草書房、2014年）12頁以下、

石井夏生利 = 牧山嘉道「海外の個人情報・プライバシー保護に関する法制度―

新の国際的動向」国際商事法務 42巻 6号 901頁以下参照
17 保有者の法的性質に応じて規制法と規制内容が異なるという意味で、「個人情報

保有者別セクトラル方式」と捉える見方もある。湯淺墾道「個人情報保護法改正の

課題―地方公共団体の個人情報保護の問題点を中心に―」情報セキュリティ総

合科学 6号（2014年）54頁参照。
18 さらに厳密言えば、民間部門について、体系的には一般法を定めるという欧米

型のオムニバス方式を採用しつつ、内容的には、欧米型の届出制等による事前規制

ではなく、苦情処理による事業者の自主的対応を尊重するという米国型の方式を取
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2.　地方公共団体における個人情報保護条例の制定状況

　個人情報保護法が成立した時点で、地方公共団体における個人情報保護条

例の制定率は、都道府県で 100％、市区町村で 73.6％（2,366団体）に達して

いた。上述の「個人情報保護基本法制に関する大綱」を受け、地方公共団体

における条例制定の取組みが一気に加速したためである。そして、個人情報

保護法が全面施行となり 19、行政機関個人情報保護法及び独立行政法人等個

人情報保護法も施行された 2005年には、施行時点ではいまだ市区町村の 2％

が未制定であったものの、町村レベルで合併が進んだことも伴い、年末には

全市区町村において個人情報保護条例の整備が達成されている 20。もっとも、

この条例制定率はあくまで都道府県及び市区町村を対象とするものであり、

特別区を除く特別地方公共団体における条例の制定状況については、正確に

把握されているわけではない。

　この点に関しては、個人情報保護法第 5条及び第 11条により個人情報保

護条例の制定 21  が要請されている「地方公共団体」にそもそも特別地方公

り入れている。また、基本法の部分は、個人情報保護法の第 1章から第 3章に規定

され、第 4章から第 7章（制定当初は第 6章まで）においては民間部門に関する一

般法が置かれる、という二層構造の珍しい規定方式が採用されており、この点もわ

が国の個人情報保護法制の大きな特色といえる。
19 個人情報保護法は 2003年 5月 23日に法案が可決されて成立し、同月 30日付け

で公布、基本法部分は即日施行され、2005年 4月 1日付けで全面施行された。
20 総務省「地方公共団体における個人情報保護条例の制定状況等（平成 17年 4月
調査～平成 18年 4月調査）」、総務省「地方自治情報管理概要（平成 24年 4月 1日
現在）」参照。
21 個人情報保護法は、地方公共団体が「個人情報保護の適正な取扱いを確保する

ために必要な施策を策定し、及びこれを実施する責務」（第 5条）、及び「その保有

する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずること」に関する

努力義務（第 11条）を有する旨規定するに留まり、条例の制定を明文で義務付けて

いるわけではない。しかし、前述の個人情報保護法制化専門委員会により 2000年
10月 11日付けで公表された「個人情報保護基本法制に関する大綱」では、「条例

が整備されていない地方公共団体においては、速やかにその制定に努めるとともに、

既に制定済みの地方公共団体においても、一層の充実を図る観点から現行条例の必

要な見直しに努める必要がある。」と提言されており、この提言に基づき基本法制
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共団体が含まれるのか、という議論はあろう。いずれにせよ、憲法が条例制

定権を保障しているのは普通地方公共団体であり、また特別区は地方自治法

上「市」と同様の権限及び責務を有するものとされているため（同法第 281

条の 2第 2項、第 283条参照）、都道府県及び市区町村については、個人情

報保護法により条例制定義務が課されていることに疑問の余地はない。それ

ゆえ条例未制定であった市区町村も制定を急ぎ、法施行後速やかに 100％の

制定率に達したわけだが、特別区以外の特別地方公共団体においては、固有

の住民を有し、かつ個人情報を保有するにもかかわらず、個人情報保護に関

する条例を設けていないところが数多く存在しているのが現状である 22。

　組合に関しては、普通地方公共団体及び特別区により構成されることから、

その構成団体の条例により対応することも考えられるが、各構成団体の条例

における規制のあり方には相違があり、仮に当該個人が属する団体の条例が

それぞれ適用されるとすると、個人情報の取扱いに差異が生じうるため、適

切とはいえない。もとより特別地方公共団体は、その構成団体とは独立した

法人格を有することから、普通地方公共団体相互間の協力の場合とは異なり、

構成団体の条例が直接適用されうるものではない 23。

　また、財産区については、地方自治法上、都道府県知事は必要があると判

が整備されたのであるから、同法にいう地方公共団体の「必要な施策を策定」すべ

き責務とは、条例制定を大前提とし、その他必要な内部規程等の整備を要請するも

のであると解される。それゆえ、平成 15年 6月 16日付けの総務省政務統括官によ

る各都道府県知事・各政令指定都市市長宛通知「地方公共団体における個人情報保

護対策について」（総行情第 91号通知）により、個人情報保護条例を制定していな

い地方公共団体に対しては速やかに条例を整備すべきこと、また、既に条例を制定

している地方公共団体に対しても必要な見直しを図るべきことが、具体的に要請さ

れたのである。当該通知と地方公共団体の条例制定義務については、岡村久道『新

訂版個人情報保護法』（商事法務、2009年）400頁以下参照。
22 特別地方公共団体における個人情報保護施策の現状については、湯淺墾道「特

別地方公共団体の個人情報保護」日本セキュリティ・マネジメント学会誌 28巻 2
号（2014年）3頁以下参照。
23 なお、この点に関する判例として、秋田地判平成 23 年 3 月 11 日 LEX/
DB25501539、同控訴審 : 仙台高判秋田支部平成 25年 7月 21日労働判例ジャーナル

19号 11頁参照。
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断した場合には、当該財産区のある市区町村に条例を制定させることができ

る（同法第 295条）とされていることから、財産区自らは条例を制定する権

能がないと解されており、かつ、財産を管理するのみで個人情報を取り扱う

必要がないものも少なくない。しかし、中には別荘地や墓地等その財産の使

用・貸付等にあたり個人情報を取り扱う必要のあるものも現に存在しており、

これらの個人情報を保有する財産区については、当該個人情報の適正な取扱

いを確保するための条例による規制が必要であることは言うまでもない。だ

が、実際には、財産区において条例を制定しているところは現存せず、また

組合に関しても、都道府県レベルの組合については比較的制定率が高いとい

えるが、市町村レベルの組合では条例を整備しているものは数少なく、医

療・介護、葬祭関係の組合などセンシティヴ情報ないし要配慮個人情報を取

り扱っていると思われる団体であっても、その殆どが個人情報保護条例を制

定していないのが現状であり、この点が大いに問題とされてる 24。

3.　個人情報保護制度と情報公開制度の関係―不開示情報としての個人情

報保護

　個人情報保護法制の体系は、以上のとおり、一般には、個人情報保護法、

行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法（以下、これらを

まとめて「個人情報保護 3法」という。）及び各地方公共団体の個人情報保

護条例によって構成されるものと説明されるが、周知のとおり、情報公開法

及び情報公開条例においても、個人情報は不開示情報として保護されており、

個人情報保護に関する法的仕組みとしては、情報公開に関する法律及び条例

もその一端を担っている。法制整備においては、情報公開が個人情報保護に

24 現状としては、各構成団体の個人情報保護条例において、「他の地方公共団体と

の協力」や「適正な取扱いの要請」に関する規定を設け、これにより特別地方公共

団体における個人情報の適正な取扱いに係る統制を図っているケースが多く見られ

る。
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先行し 25、両制度は別々の時期に成立しているが、実施機関や開示請求の基

本的な手続構造、不開示情報の範囲及びその該当性判断など、両制度に共

通し又は整合を要する部分も多く 26、両者はいわば「相互補完的な関係」27  

にある。

　もっとも、情報公開制度は、国においては国民主権の観点から政府の説明

責務（アカウンタビリティ）を、また地方公共団体においては、住民の「知

る権利」28  を保障する観点から当該地方公共団体の説明責務を全うさせ、

公正な行政運営を確保することを目的として、基本的に「何人」に対しても

情報公開請求権を賦与するものである。これに対し、個人情報保護制度は、

個人の尊厳を尊重する観点から、個人のプライヴァシーを中心とする権利利

益を保護することを 重要の目的としつつ、一方で、現代の高度情報通信社

会における個人情報の有用性にも配慮する観点から、個人情報の適正な取扱

いに関するルールを定めるとともに、その取扱いに係る自己の情報を本人が

自らコントロールできるように開示・訂正・利用停止等の請求権を認めると

いう制度である。このように、両制度はその目的を異にし、それゆえ開示請

25 1982年に山形県金山町が日本で 初の情報公開条例を制定し、同年に神奈川県

が都道府県で初めて公文書公開条例を制定したことを契機とし、以後多くの地方公

共団体が相次いで条例を制定するに至った。国の情報公開法は 1999年 5月に制定・

公布され、2001年 4月 1日に施行されている。
26 そのため、初期においては情報公開と個人情報保護とで審議会等の第三者機関

はそれぞれ別々に設置されていたが、現在では、両者を統合して情報公開・個人情

報保護審議会等とし、又は組織自体は別々に設置していても委員は両者を兼任して

いるというところが多い。
27 判平成 13年 12月 18日民集 55巻 7号 1603頁参照。
28 情報公開法では、その制定過程の議論において、国民の「知る権利」の明記に

関しては、憲法学上確立された概念ではないとの理由から賛否両論があり、意見の

調整が図れなかったことから明文化が回避され、国民主権の理念が掲げられること

になったという経緯があるが、地方公共団体の情報公開条例の大多数（都道府県レ

ベルでは 41都道府県）は、前文又は目的規定において住民の「知る権利」を明記し

ている。この点に関しては、奥平康弘 = 塩野宏「＜対談＞情報公開法の制定に向け

て」法律時報 69巻 1号（1997年）11頁以下、小早川光郎 = 戸波江二 = 堀部政男「＜

鼎談＞情報公開法要綱案をめぐる基本的問題」ジュリスト 1107号（1997年）8頁以下、

宇賀克也『新・情報公開条例の逐条解説［第 7版］』（有斐閣、2016年）32頁以下参照。
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求制度の趣旨、開示請求権者、対象文書及び不開示とされる「個人情報」の

範囲は、両制度では大きく異なっている。

　つまり、個人情報保護制度における開示請求は、保有個人情報の正確性及

び取扱いの適正を確保する観点から、本人に対して、自己に関する情報を確

認する権利を認めるものであり、その自己情報が正確性に欠け又は適正な取

扱いがなされていない場合において、本人が当該自己情報について訂正、追

加、削除又は利用の停止ないし抹消を請求することを認めるための前提とな

る制度である 29。したがって、個人情報保護制度における開示請求の対象は、

公文書全般ではなく、そのうちの「自己に関する情報」のみであり、そして

開示請求権を有するのは原則として「本人」であるから（代理請求について

は後述）、不開示とされるべき「個人情報」とは本人以外の第三者の個人情

報であり、自己の個人情報については、所定の不開示情報に該当するものを

除き、原則として開示されなければならない。これに対し、わが国の情報公

開制度における開示請求の対象は「公文書」であって、何人にもその開示を

求める権利が認められることから、不開示情報としての「個人情報」の該当

性は、開示請求者が誰であるかを問わず客観的に判断される必要があり、た

とえ本人が熟知している自己に関する情報であるとしても、「個人情報」に

該当するものとして不開示保護の対象となりうる、という違いがある。

29 OECD 8原則にいう「個人参加の原則」に対応する。もっとも、OECD 8原則に

掲げる「個人参加の原則」は、プライヴァシー権から派生する「自己情報コントロー

ル権」の観念に基づくものであるが、わが国では、情報公開分野における「知る権

利」の議論と同様、「自己情報コントロール権」の概念についても学説上の議論が

あることから、国の法律においては当該概念への言及は回避されている。この点に

関し、宇賀・前掲注（4）32頁以下参照。これに対し、地方公共団体の個人情報保護

条例では、条例上の目的規定又は解釈運用基準において、「自己情報コントロール

権」を―「自己情報を管理する権利」「自己に関する情報をコントロールする権利」

等、若干の表現上の差異はあれ―明記しているものも少なくない（例えば、草加市、

八幡市、国立市等）。また、個人情報保護法制における本人の開示・訂正・利用停

止等の請求権は自己情報コントロール権に基づくものである旨、明示に言及してい

る判例として、大阪高判平成 18年 11月 30日判時 1962号 11頁、大阪地判平成 19
年 4月 26日判タ 1269号 132頁参照。
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　以上の相違点はあるものの、既述のとおり、両制度は相互補完的な関係に

あり、対象機関や定義規定など共通する事項も多いことから、次に見る諸論

点は、情報公開法制についても同様に当てはまる部分が多いことを付言して

おく。

三　地方公共団体における個人情報保護の現状と課題

1.　問題の所在

　わが国の個人情報保護法制においては、以上のとおり、地方公共団体の保

有に係る個人情報については、当該地方公共団体の条例による自主的な規律

に委ねられているが、とりわけ国の法制化に先駆けて制定されていた条例に

おいては独自性の強い規定が多く見られる。個人情報保護法は、地方公共団

体が各々に「その区域の特性に応じて」必要な施策を策定すべきことを定め

ており（第 5条）、かかる規定は一般にいわゆる上乗せ又は横出し規制を許

容する趣旨のものであることから 30、個人情報保護 3法の制定以前に個人情

報保護条例を制定していた地方公共団体においては、法律の定める規制レベ

ルに達していない部分については法律の趣旨に則った必要な条例改正を行い

つつ、法律の規定にはない独自の個人情報保護施策や、取扱い規制に係るよ

り厳格な責務・措置等に関する規定については、従前の保護範囲を狭め又は

規制を緩めることは適切ではないとの考え方から、そのまま維持していると

ころが多い。また、個人情報保護 3法の制定後に設けられた条例においても、

基本的には法律の規定に倣いつつ、他の地方公共団体の条例も参考としなが

ら、独自の規定を設けているものは少なくない。そのため、各地方公共団体

の個人情報保護条例における規定様式や解釈運用のあり方は一様ではなく、

たとえ同種の事例であっても、適用される規定が異なるため、裁判所の判断・

30 松井茂記「個人情報保護基本法とプライヴァシーの権利」ジュリスト 1190号
（2000年）49頁参照。
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結論はしばしば異なっており、個人情報保護に関する法的規律は地方公共団

体の数だけ存在するとまで言われている 31。

　以下では、そうした地方公共団体の個人情報保護条例における規定様式（概

念定義、規制の対象・内容、要件等）及び解釈運用上の具体的な相違点につ

いて見ていくこととする。

2.　条例の規定及び解釈運用上の多様性

（1）　対象機関

　ここにいう対象機関とは、個人情報保護条例の適用対象である機関を意味

し、「実施機関」に限らず、実施機関に準ずる規律の対象とされているもの

を含む。概していえば、情報公開条例と同一の範囲で定められているのが一

般的ではあるが、条例により特に大きく違いがみられるのは、議会、出資法

人等、指定管理者をこれに含めているか否かという点である。

　ⅰ）　議会

　情報公開条例において議会が実施機関と定められている場合には、個人情

報保護条例においても同様に、議会が実施機関とされているのが通常である。

但し、議会ではなく議長のみを実施機関として規定しているところも少なく

ない（横浜市、大阪市、神戸市等）。また、情報公開条例において議会を実

施機関には含めず、議会保有文書については別に議会情報公開条例を設けて

いる地方公共団体も存在し、このケースにおいては、議会保有の個人情報に

ついては、①議会個人情報保護条例を別に制定しているところ（広島県、岡

山県等）、②個人情報保護条例の実施機関に議会を含めているところ（千葉県、

福島県、神奈川県等）、③そのいずれの措置も講じていない、つまり議会の

保有個人情報についてはその適正な取扱いや自己情報の開示・訂正・利用停

31 この点に関しては、湯淺・前掲注（17）及び後掲注（87）（88）の文献参照。
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止等を求める本人の権利に関する条例の適用がないところ（埼玉県、東京都

等 32）に分かれている。

　このように、議会の保有個人情報について地方公共団体により条例上の規

定のあり方が異なっているのは、地方議会が地方公共団体の立法機能を担う

機関であり、その保有文書は議会及び議員の政治的判断・活動に係るものと

して、行政機関の保有文書に関すると同列に論ずることはできないとの見方

が働き、この点で考え方が分かれた結果であろうと推測される。しかし、議

会の保有文書にも個人情報が含まれる以上、その適正な取扱いに関する法的

規律と個人のプライヴァシー権の法的保護が必要であることは言うまでもな

く、議会についても条例上の実施機関に加え又は固有の議会個人情報保護条

例を設けることが適切である 33。

　さらに、内容を細かく見ると、議会を個人情報保護条例上の実施機関と定

めているところでも、議員に対する罰則規定の適用に関しては地方公共団体

により対応が異なっている。藤沢市のように、議員についても「実施機関の

職員等」に含めて罰則の適用対象としているところもある一方で 34、多くの

地方公共団体は、議員を「実施機関の職員等」の定義からは明示に除外する

ことにより 35  罰則規定の適用対象外しており（神奈川県、相模原市等）、ま

32 議会内部の個人情報保護規程による自主的な規律に委ねられている。なお、東

京都議会保有の個人情報に関する本人開示の事例について、宇賀克也『個人情報保

護の理論と実務』（有斐閣、2009年）253頁以下参照。
33 議会文書についても情報公開及び個人情報保護の両制度は表裏一体的に捉える

ことが可能であるとし、条例による制度的担保が必要であることを説くものとして、

友岡史仁「地方公共団体における情報公開及び個人情報保護に見る共通の制度的課

題」季報情報公開・個人情報保護 38号（2010年）2頁以下（5頁）参照。
34 藤沢市個人情報保護条例は、実施機関に属する一般職地方公務員（第 60条、第

61条第 1項、第 62条）と特別職公務員のうち審査会委員以外の者（第 61条第 2項）、

ならびに審査会委員（同条第 3項）とで罰則の対象行為及び内容を区別して規定し

ているが、議会の議員を当該罰則規定の対象である特別職地方公務員から除外して

はいない。川崎市も、議員が「実施機関の職員」として罰則の適用対象となること

を、その個人情報保護条例の遂条解説において明記している。
35 但し、議会の議員が監査委員や他の実施機関の審議会等の委員を兼務している場

合など、議員以外の地方公務員として個人情報を取り扱う場合は「実施機関の職員



20

た議会個人情報保護条例を別に制定しているところでも、議員等の守秘義務

に関する規定を設けながら、その違反に対する罰則規定の適用対象は議長及

び事務局職員（元職員を含む。）のみに限定しているものが多く見られる。

　議員を罰則の適用対象から除外する理由としては、一般に、地方議会議員

は国会議員とは異なり免責特権が認められないこと、国会議員が議員として

行う活動（政治的活動）については行政機関法の対象外とされていること等

との均衡を考慮する必要性などが挙げられる 36。しかし、個人のプライヴァ

シー保護の必要性は、個人情報を保有する機関によって異なるものではなく、

実施機関としては等しく条例による規律を受けながら、当該機関保有の個人

情報を取り扱う者について規制のあり方が異なるというのは問題であろう。

地方議会議員の活動においても、選挙活動等の一政治家としての政治活動と、

議会における議員としての活動（条例等の立案・審査、議題に係る質問・審

議等）とは区別されるべきであり、後者は特別職の地方公務員としての職務

であること、また、罰則規定の適用を受ける「実施機関の職員等」には、実

施機関の職に従事する一般職及び特別職の地方公務員だけでなく、国家公務

員（地方警務官）や附属機関の委員等も含まれることに鑑みれば、地方議会

議員を条例の規制対象から除外する合理的理由はないというべきであり、改

めて検討を要する課題ではないかと思われる 37。

　ⅱ）　地方 3公社と地方独立行政法人

　いわゆる地方 3公社（土地開発公社、地方住宅公社、地方道路公社）につ

いても、個人情報保護条例の対象機関に含めるか否かで地方公共団体の対応

は大きく分かれている。大別すると、①これを実施機関に含めるものと（福

等」に含まれることになる。
36 例えば、神奈川県個人情報保護条例逐条解説第 2条（定義）第 3号（職員等）関係

参照。
37 この点を指摘するものとして、宇賀克也「個人情報保護条例の現状と課題」ジュ

リスト 1367号（2008年）47頁以下、上拂耕生「地方自治体における個人情報保護

の実務上の課題」アドミニストレーション第 16巻 3=4号 111頁以下（119頁）参照。
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岡市、尼崎市、藤沢市、草加市等）、②実施機関には含めず、他の出資法人

等と同様の取扱いをするもの（横浜市、相模原市等）、さらに、③出資法人

等と共に「事業者等」と同様の取扱いをしているもの（神奈川県、千葉県等）

に分かれ、その規定内容も様々である。これらは地方公共団体とは別の法人

格を有することから、条例制定当初は、実施機関に含めていないものが殆ど

であった。ところが、情報公開請求の事案ではあるが、土地開発公社の管理

する土地売買契約書の開示請求に関し、市長が「公社は実施機関ではなく市

の保有する公文書ではない」との理由で文書不存在による不開示決定をした

事案について、裁判所は、人事構成、文書の管理・利用形態、事務局体制等

に照らせば実質上当該文書を市と共同で管理・利用しているものといえるか

ら、市の保有文書として開示・不開示の決定をすべきであるとし、当該不開

示処分を違法と判断した 38。これを契機として、多くの地方公共団体におい

て、公社を実施機関に加えるか又はそれに準ずる取扱いをする内容の条例改

正が行われることとなったのである。

　都道府県レベルでは、半数近くが公社を情報公開条例上の実施機関と定め

たことから 39、個人情報保護条例においても、その実施機関化を検討する

動きが一時は活発に見られた。しかしその後、地方財政再建のための公営企

業等改革 40  における公営企業制度の抜本的見直しが進む中で、公社の存在

意義が低下したことを理由として公社改廃の動きが強まり、その完全廃止、

他の出資法人等の業務への統合、指定管理者制度の活用や民間委託への切り

替え等により、多くの地方公共団体が公社を解散するに至った。中には、人

事・管理部門等を統合することでスリム化を図り、また経営健全化を図るこ

38 東京地判平成 12年 4月 27日判時 1743号 46頁、同控訴審 : 東京高裁平成 13年
7月 11日 LEX/DB25410200参照。
39 平成 23年当時で 20府県の情報公開条例が公社を実施機関として規定していた。
40 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」（平成 19 年法律第 94 号）が平成

19 年 6月 22 日に公布、翌年 4月 1日に一部施行、平成 21年 4月 1日より全面施

行され、同法において公営企業の経営の健全化が掲げられことにより、地方公共団

体における公営企業等改革が進められた。
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とによって公社を存続・維持しているところも少なくないが、これらは第三

セクターを含む他の出資法人等と同様の経営見直しの中で再生されたもので

あり、従前のような「地方公共団体の分身」41  という性格はもはや薄れた

とみることができる。したがって、現時点において敢えてその実施機関化を

論ずる意義は乏しく、出資法人等と同様の取扱いをすることで足りるように

思われる。

　一方、地方独立行政法人については、国において独立行政法人等個人情報

保護法が設けられていること、また個人情報保護法第 11条第 2項において、

「地方公共団体は、その設立に係る地方独立行政法人について、その性格及

び業務内容に応じ、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう

必要な措置を講ずることに努めなければならない。」と明文で規定されてい

ることに伴い、個人情報保護条例上の実施機関として規定しているところが

多い。しかし、平成 29年 4月 1日現在において、地方独立行政法人の数は

135団体であり、その設立主体の内訳をみると、41都道府県、12指定都市、

37市町、ならびに北海道の 1広域連合（2市 1町）及び沖縄県の 1一部事務

組合（1市 2町 9村）であり、地方独立行政法人を持たない地方公共団体も少

なくない。それらの地方公共団体では、現行条例上は地方独立行政法人を実

施機関として規定しておらず、また「出資法人等」に含めるといった趣旨の

明文規定や解釈基準も特に設けてはいないのが現状である。地方独立行政法

人を設立していない場合には特にそれで問題はないが、地方独立行政法人は、

独立の法人格を有するとはいえ従前の地方 3公社以上に地方公共団体の「分

身」たる性格が濃厚であることから 42、将来的にアウトソーシングを行う際

に、民間事業者等への外部委託ではなく、いわば内部委託としての地方独立

行政法人化の手法に採る場合には、実施機関に加える条例改正を行うことが

必要不可欠である 43。 

41 宇賀克也「地方公共団体の情報公開の課題」季報情報公開・個人情報保護 37号
（2010年）74頁参照。
42 宇賀・前掲注（4）114頁、同・前掲注（32）37頁参照。
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　ⅲ）　その他の出資法人等

　公社や地方独立行政法人以外の出資法人等（地方公共団体が出資・出捐、

補助金交付その他財政上の援助を行っている団体）も、アウトソーシングの

一環として地方公共団体の公共的事務の一翼を担うために設立されるもので

あるから、公社や地方独立行政法人と同様に、地方公共団体の事務事業と密

接な関係を有しているといえる。しかし、これらの団体は、公社や地方独立

行政法人とは異なり、一般社団・財団法、民法、社会福祉法、会社法等の様々

な根拠法により設立され、地方公共団体からは本質的に独立した法人格を有

するため、行政主体性を認められるものではなく、またその性格や業務内容

も様々であることから、これを一律に条例上の実施機関とすることについて

は異論が多い。とはいえ、地方公共団体による出資その他の財政的関与の程

度や行政事務事業との関連性が強いものについては、一般の民間事業者等と

は区別をし、実施機関に準じた個人情報保護措置を講ずることが必要とされ

る。

　そこで、地方公共団体の条例の多くは、（規則等により指定された）出資法

人等については、民間事業者等に関する規定の適用に加えて特別の規定を設

け、実施機関に準じた措置を講ずるべき努力義務を課しており、具体的なモ

デル規程を示すなどして、条例上の規定に準ずる内容の個人情報保護規程又

は指針等の作成を要請している。さらに、民間事業者に関して所管の実施機

関による説明又は資料の提出要求、指導、助言、勧告等の規定を特に設けて

いない場合には、出資法人等について実施機関によるそれら指導・監督に係

る特別の規定を設けるなど 44、実施機関とはしないまでも、これに準じた形

で条例の規制対象としているところもある。

43 地方公共団体の行政機関として個人情報保護条例の適用を受けていたものが、

独立行政法人化というアウトソーシングの手段によって、個人情報保護条例による

規律の対象外とされることは適切ではない。例えば、栃木県では、平成 28年に県

立がんセンターを設立したことに伴い、現にこれを実施機関に追加する条例改正を

行っており、他の地方公共団体でも同様の措置が講じられている。
44 例えば、福岡市個人情報保護条例 54条第 2項参照。
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　なお、川崎市では、実施機関が保有する指定出資法人等の役員及び職員に

ついては、実施機関の職員等と同様に、その職名、氏名及び職務執行内容に

係る部分が不開示情報たる個人識別情報から除外され、必要的開示情報とさ

れている（川崎市個人情報保護条例第 17条第 3号ウ）45。

　一方、神奈川県は、情報公開条例上は、出資法人等の保有文書についても

実施機関に準じて取り扱う旨の明文規定を設けつつ、個人情報保護条例に

おいては、出資法人等を一般の民間事業者と同様の取扱いとしている。これ

は、民間事業者に対する規制として、実施機関の指導・助言、説明又は資料

提出の要求等に係る監督規定を設けていることから、出資法人等について別

途それらに関する規定を設ける必要性がないとの理由によるものである。し

たがって、出資法人等を規制対象とする特別の規定を設ける必要があるか否

かは、民間事業者に関する規定のあり方にも関わってくるといえる。

　なお、出資法人等については、個人情報保護法第 2条第 5項の個人情報取

扱事業者に該当する限り、同法第 4章以下の規定が適用され、2015年の同

法改正（平成 27年法律第 65号）により一元化及び拡充された個人情報保護

委員会の監督権限が及ぶとともに、第 7章の罰則規定の適用対象となること

から、それらと内容的に重複しうる条例上の規制に関してはおよそ廃止され

るに至っている。

　ⅳ）　指定管理者

　近年では、公営企業等改革による公社や出資法人等の縮小傾向とは逆に、

アウトソーシングの手法として、指定管理者制度や民間委託の活用を広げて

いる地方公共団体が非常に多く見られる。いずれも民間の法人や事業者では

あるが、もともと地方公共団体が自ら行っていた事務事業の一部又は全部を

移管するものであるため、従前は条例の規定により保護されていた個人情報

が、この民間法人等への事務事業の委託・移管によって条例による保護措置

45 同市情報公開条例第 8条第 1号ウにおいても同様に規定されている。
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を講じられなくなるという事態は回避されなければならない。そのため、指

定管理者についても、一般の民間事業者等とは区別して、条例による規律を

実施機関に準ずる形で及ぼすことが必要とされる。

　但し、業務委託契約による民間委託の場合とは異なり、指定管理者制度は、

地方公共団体が地方自治法の規定に基づき、行政処分である「指定」を通じ

てその所管する公の施設の管理権限そのものを委任するものであり、当該施

設の使用許可・利用許可等の行政処分を含めて管理行為を代行させる制度で

ある（地方自治法第 244条の 2第 3項）。そのため、指定管理者は、行政処

分を行う限りでは行政庁たる地位を有し、その管理権限に係る処分について

は行政不服審査法及び行政事件訴訟法が適用されるものとされている（同法

第 244条の 4第 1項）。かかる指定管理者の法的性質に照らせば、当該管理

業務に関して取得又は作成した個人情報の取扱いについては、実施機関に準

ずる条例上の義務を課すべきことが民間委託の場合よりも一層強く要請され

る 46。しかし、後述のように、地方公共団体の業務を民間の法人等が行うと

いう点では、契約方式による委託の場合と同じであり、いずれも個人情報の

漏洩・毀損・滅失等の防止その他適正な取扱いを確保するための措置を講ず

ることが必要不可欠であることに変わりはない。そのため、両者を特に区別

することなく、「受託者等」として同じ取扱いをしている地方公共団体も少

なくはない。この規定形式は、一般に、受託者に対する規制を指定管理者と

同等のレベルまで引き上げるものである。

　一方で、指定管理者の保有個人情報については受託者とは異なる規律を設

46 平成 27年 1月 8日付け行政改革課長通知「『指定管理者制度の運用に関する指針』

の策定について（通知）」では、指定管理者制度の運用に際しては、指定期間の開始

までに指定管理者と地方公共団体との間で協定（基本協定及び年度協定）を締結す

ることとされ、その基本協定には「指定管理業務の実施にあたって取得する個人情

報の適切な取扱いを規定する」こと、また「個人情報保護規程を持たない指定管理

者には、規程の策定を指導すること」が要請されており、さらに指定管理者による

施設運営にあたっては、指定管理者に対し、その施設管理業務に係る個人情報の適

正な取扱いに関する規程の公表及び情報漏洩等の事故防止対策について指導すべき

旨の留意事項が詳細に提示されている。
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けている条例も数多く存在するが、その規定方式は実に様々である。例えば、

第一は、指定管理者を実施機関に含める方式である（藤沢市、尼崎市）47。指

定管理者は、公社や地方独立行政法人、その他の出資法人等とは異なり、純

粋に民間の法人等であることから、そもそもこれを実施機関に含めうるかに

ついては議論のあるところだが、欧米諸国では、日本の指定管理者と同様の

機能を担う民間組織を実施機関に含めているところもある。わが国でも、か

つて情報公開法制上の実施機関に関する議論に際し、特殊法人情報公開検討

委員会が、指定法人等は行政事務を自らの名と責任において行うものである

から、これを実施機関と位置付けることは理論的に可能である旨、答申して

いる 48。このことは、個人情報保護法制においても妥当し、行政機関から委

任された行政事務を自らの名と責任において行うものである以上、当該事務

事業の実施に係る個人情報の保護に関し、指定管理者を条例上の実施機関と

位置付けることは理論上可能であると考えられる 49。

　第二は、指定管理者を受託者とは一応区別しつつ、公社や地方独立行政法

人、出資法人等とも別に位置づけ、これを実施機関に含めるのではなく、所

管の実施機関による指導監督、措置等に関する特別の規定を設け、また条例

に準ずる内容の個人情報保護規程を整備させる等により、実施機関に準ずる

47 但し、藤沢市個人情報保護条例では「処分権限を有する指定管理者」のみを実

施機関とし（第 4条第 3号）、処分権限のない指定管理者については、別に必要な措

置を講ずる旨の規定が設けられているに留まる（第 14条）。一方、尼崎市個人情報

保護条例においては、処分権限のない指定管理者も、議会の議決を経た「指定」に

よって地方自治法上の指定管理者の地位を付与される点では処分権限を行使する指

定管理者と同等であり、その取り扱う情報等や管理業務の実態にも差異がないとの

考え方から、処分権限の有無に関わらず、同市の施設管理を行う指定管理者が一律

に実施機関とされている（第 2条第 1項）。
48 行政改革推進本部特殊法人情報公開検討委員会答申「特殊法人等の情報公開制

度の整備充実に関する意見」（平成 12年 7月 17日）において、「指定法人等の中には、

行政事務を行政機関から委任を受けて実施しているものがある。この場合、当該指

定法人等は、当該行政事務を自らの名と責任において行っていると考えられ、理論

上、当該行政事務について自ら国民に対する説明責務を負うものとして整理するこ

とは可能である。」と述べられている。
49 宇賀・前掲注（37）48頁、上拂・前掲注（37）122頁参照。
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形で条例の規律を及ぼす方式である。地方公共団体の条例の大半は、この方

式を採用している 50。但し、この規定方式においては、指定管理者の役員及

び従業者等に対する守秘義務、不正利用・提供の禁止及び罰則規定の適用有

無に関し、地方公共団体の立場は大きく分かれている。すなわち、実施機関

の職員等に関するこれらの規定を指定管理者の役員及び従業者等についても

適用することとしている条例と、そうでない条例が存在している。一般的に

は、前者のケースでは、これら守秘義務、不正利用・提供禁止の規定及びそ

の違反行為に対する罰則の適用に関する限りでは、受託者についても、指定

管理者の役員・従業者等と同一の取扱いとしているのに対し、後者のケース

では、それとは逆に、指定管理者の役員・従業者等を受託者レベルに引き下

げて、罰則等の適用対象外としている傾向が見られる。

　なお、川崎市では、出資法人等に関すると同様、指定管理者を実施機関に

は含めていないものの、実施機関が保有する指定管理者の役員及び職員に関

する個人情報に関しては、指定管理業務の執行に係る情報に該当する限りに

おいて、当該個人の職及び氏名ならびに当該業務の執行内容に係る部分が不

開示とされるべき個人識別情報からは除外され、必要的開示情報とされてい

る（川崎市個人情報保護条例第 17条第 3号エ）51。尼崎市でも、同様の規定

が設けられている（尼崎市個人情報保護条例第 14条第 3号ウ）52。

　第三は、指定管理者を受託者とは区別しつつ、出資法人等と同等に位置づ

け、実施機関に準ずる規律を設けているケースである。例えば、高槻市個人

情報保護条例がその例である。同条例は、出資法人等（実施機関が定めたも

のに限る。）について、収集等の制限や、本人による開示・訂正・利用停止

50 多くの地方公共団体が、今日では「基本協定」において、個人情報保護に関す

るその具体的な措置・要求等の内容について定めるとともに、モデル規程を提示し

て、本人の開示・訂正・利用停止等の請求手続をも含む条例に準ずる個人情報保護

規程の整備及び公表を指導・要請している。前掲注（46）参照。
51 同市情報公開条例第 8条第 1号エにおいても同様に規定されている。
52 但し、同規定では、指定管理者の職員等の「氏名」については必要的開示情報

から除外されている。
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等の請求手続その他の個人情報を保護するために必要な事項に関し、条例に

準ずる内容の規程を整備すべき努力義務を定めているほか、実施機関による

指導・助言や、本人の開示等請求に対する出資法人等の決定について不服の

申出があった場合に実施機関を通じて審査会に諮問することができる旨の規

定を設けているが、これらの規定を指定管理者についても準用することとし

ている（高槻市個人情報保護条例第 25条の 2）。

　以上のように、指定管理者については、実施機関に含めるか、又は、条例

と同様の規程を整備する義務を課し、実施機関の指導監督のもとにその適正

な運用を確保させる仕組みによって、実施機関に準ずる形で条例の規律を及

ぼしているところが多い。

　このほか、独自の規定例として大いに参考とされるべきは、草加市の条例

である。草加市では、指定管理者について、受託者とともに「個人情報取扱

事務受託者等」として個別の規定を設け、保有個人情報の適正な維持管理義

務、守秘義務、不正利用・提供の禁止、市長による報告要求及び立入検査等

の監督措置について定めるとともに、違反行為に対しては罰則を適用すると

いう仕組みにより、他の地方公共団体と同様に、その保有個人情報の適正な

取扱いを規律しているが、それにとどまらず、指定管理者が当該指定管理業

務に関して保有する文書を「公文書」の概念に含め、その保有個人情報につ

いても条例に基づく本人の開示・訂正・利用停止の請求権を保障している 53。

指定管理者が指定管理業務に関して保有する個人情報に関しては、草加市の

ように、本人による開示・訂正・利用停止等の請求権行使の対象とすること

が望ましく、その保有文書自体は「公文書」に含めないとしても、指定の際

53 草加市個人情報保護条例第 2条第 8号イは、「公文書」の定義に、「実施機関の

公の施設において、指定管理者の役員、職員等が当該管理業務の執行上作成し、又

は取得した文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録であって、当該指定管理者

の役員、職員等が組織的に用いるものとして、当該指定管理者が保有しているもの」

を含めている。指定管理者が保有する文書には、指定に係る施設の管理運営に関す

る文書と当該団体の組織・経営等に関する団体独自の文書の二種類があるが、この

うち前者のみが条例に基づく開示請求の対象となる「公文書」に該当する。益田正

俊「草加市の情報公開制度」季報情報公開・個人情報保護 34号（2009年）46頁参照。
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に締結する基本協定において、当該指定管理業務に関して作成又は取得した

文書については実施機関に提出させる仕組みを確保しておくことが適切であ

ると思われる 54。

（2）　「個人情報」の定義

　個人情報保護法においては、従前、「個人情報」とは、「生存する個人に関

する情報」であって、「当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等

により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照合する

ことができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの

を含む。）」（旧法第 2条第 1項）と定義されていたが、この定義だけでは個

人情報の範囲に関する法解釈が曖昧であるとして、多くの事業者から、パー

ソナルデータの利活用を躊躇せざるを得ない旨指摘されてきた。そのため、

平成 27年法律第 65号による法改正に当たり、個人情報該当性の判断を容易

かつ客観的にするための定義の明確化が図られた。

　同法にいう「個人情報」が、「生存する個人に関する情報」のみを対象と

し、そのうちの個人識別情報（他の情報と容易に照合することにより特定個

人を識別できるものを含む。）がこれに該当するということに変わりはない

が、この個人識別情報に当たる「その他の記述等」に含まれるものが、明文

により具体的に示されたほか（改正法第 2条第 1項第 1号参照）、指紋デー

タや旅券番号等の政令で定める「個人識別符号」が含まれるものについても

「個人情報」に該当する旨、及びその「個人識別符号」の概念が、それぞれ

明確に定義された（改正法第 2条第 1項第 2号及び第 2項参照）。個人情報

の定義の明確化は、個人情報を取り扱う国の行政機関及びこれに準ずる独立

行政法人等についても同様に必要であることから、行政機関個人情報保護法

及び独立行政法人等個人情報保護法においても、同様の改正が行われている

（平成 28年法律第 51号）。

54 宇賀克也「独立行政法人及び地方公共団体における個人情報保護の現状と課題」

季報情報公開・個人情報保護 32号（2009年）16頁参照。
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　一方、地方公共団体の保有する個人情報については、「個人情報の保護に

関する基本方針」（2004年 4月 2日閣議決定）により、「法第 11条第 1項の

趣旨を踏まえ、個人情報の保護に関する条例の制定又は見直しに取り組む必

要がある。」とされつつも、従前は、その区域の特性に応じた自主的な取り

組みが尊重されてきた。ところが、今回の個人情報保護 3法の改正を受けて、

上記基本方針の一部変更が 2016年 10月 28日に閣議決定され、「条例の見直

し又は制定に当たっては、法及び行政機関個人情報保護法等の内容を踏まえ

るとともに、特に、行政機関個人情報保護法を参考としつつ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

、個人情報の定

義の明確化、要配慮個人情報の取扱い・・・について留意すること」（傍点

筆者）が具体的に要請されたのである。これにより、各地方公共団体の個人

情報保護条例における「個人情報」の定義についても、その明確化を図るべ

く、特に行政機関個人情報保護法の規定に倣った見直しが強く求められたこ

とから、既に多くの地方公共団体が、行政機関個人情報保護法の規定文言に

倣って、個人識別情報たる「その他の記号等」に該当するものを具体的に明

示するとともに、個人識別符号が個人情報に該当することを明文化する改正

を実施している。

　しかし、定義をより明確化するために規定上文言を追加するといった改正

については、従前の個人情報の範囲それ自体に変更をもたらすものではなく、

単にその解釈を一層容易かつ客観化するにすぎないため、いずれの地方公共

団体においても条例の解釈運用上特に影響は生じず、比較的簡単に取り組む

ことができるといえる。これに対し、これまで条例により保護されてきた個

人情報の範囲を狭めうる内容の改正については、適当とはいえず、住民の理

解も得難いことから、殆どの地方公共団体が消極的な態度を示している。実

際上、個人情報保護 3法の制定後も、それに先駆けて条例を整備していた地

方公共団体の大半が、個人情報の範囲を変更することになりうる改正は行わ

ず、各々その従前の定義を基本的に維持してきたという経緯がある。こうし

た事情から、地方公共団体の条例における個人情報の定義規定は、実に多様

なものとなったのである。
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　2017年 5月公表の「地方公共団体が保有するパーソナルデータに関する

検討会報告書」（以下「パーソナルデータ検討会報告書」という。）では、か

かる「個人情報」の定義における主な相違点が指摘され、その見直しに係る

具体的方向性が示されている 55。それは、「個人情報」の定義に、死者に関

する情報を含むか否か、及び、いわゆるモザイクアプローチに関して照合容

易性を要件とするか否か、という点についてである。この他にも細かな相違

があり、地方公共団体の条例における「個人情報」の定義は、これらの要素

が各々独自の考え方に基づき組み合わされたものであって、その全体像の類

型化は必ずしも容易ではない。

　ⅰ）　死者に関する情報

　国の法律に先駆けて制定されていた個人情報保護条例では、生存する個人

に限らず、死者に関する情報も「個人情報」の定義に含めて条例による保護

の対象としてきたものが多い。これを法律の定義に合わせて「生存する個人

に関する情報」に限定する改正をすることは、条例による保護の対象を狭め

ることになるため、死者に関する情報も「個人情報」に含めて定義してきた

地方公共団体の条例の殆どは、その従前の定義を維持し続けている。

　2016年 4月 1日現在において、47都道府県及び 1,741市区町村の計 1,788

団体のうち、個人情報保護法及び行政機関個人情報保護法の規定と同じく、

個人情報を「生存する個人に関する情報」に限定している団体は、都道府県

の 34％（16団体）、市区町村の 43％（749団体）であり、一方、個人情報を「生

存する個人に関する情報」に限定していない、つまり死者に関する情報を含

55 パーソナルデータ検討会報告書では、地方公共団体の個人情報保護条例につい

て、行政機関個人情報保護法の規定に倣った「個人情報」の定義の見直しが具体的

に要請されている。特に死者に関する情報については、「個人情報に死者に関する

情報を含むことは、行政機関個人情報保護法の個人情報の保護の範囲を超えるもの

であり、死者に関する情報の取扱いについては、行政機関個人情報保護法の趣旨を

踏まえながら、各地方公共団体において地域の特性に応じて適切に判断する必要が

ある。」旨、具体的に言及されている。
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むものとしている団体は、都道府県の 66％（31団体）、市区町村の 57％（992

団体）と、6割近くの団体が個人情報の定義に死者を含めている 56。個人情

報を「生存する個人に関する情報」に限定した定義規定を設けているものは、

概ね、個人情報保護法及び行政機関個人情報保護法の制定に伴って整備され、

当初から死者に関する情報を「個人情報」から除外しているものである。

　死者に関する情報を「個人情報」に含めている主な理由としては、①死者

の名誉や人格的利益を守るため、②保有している情報が生存する個人のもの

か死者ものであるかを明確に判別することは困難であるため、といったこと

が挙げられる。一方、国の法律等が「生存する個人に関する情報」に限定し

ている理由としては、①個人情報保護制度は、当該個人情報に係る本人の権

利利益の侵害等が発生することを未然に防止することを目的とするものであ

り、死者に関する情報の保護を通じて相続人や遺族等の第三者の権利利益を

保護することまで意図しているものではないこと、及び、②そもそも死者は

開示請求等の権利行使の主体となることはできないこと等が挙げられる 57。

　もっとも、死者に関する情報が、同時に遺族等の個人に関する情報でもあ

る場合（例えば、死者の相続財産に関する情報、死者である親の遺伝子情報、

当該死者の死因に基づく遺族の慰謝料請求に関する情報等において、当該遺

族等である個人に関する情報が含まれる場合）には、当該情報は、その遺族

等の個人情報として保護され、当該遺族等による自己情報の開示等請求権行

使の対象となりうることに異論はない 58。また、「個人情報」を「生存する

56 パーソナルデータ検討会報告書 8頁参照。
57 総務省行政管理局監修『行政機関等個人情報保護法の解説（増補版）』（ぎょう

せい、2005年）17頁参照。また、判例上一般に死者の名誉棄損は認められていない、

といった指摘もある。大阪地判平成元年 12月 27日判時 1341号 53頁、宇賀・前掲

注（4）36頁参照。
58 後述するように、死者が未成年である場合に関しては、当該死者に関する個人

情報について、その親権者が開示等の請求権を有する旨を明文で規定している条例

もあるが、過去の判例には、社会通念上、死亡時に未成年であった子供に関する情

報は親自身の個人情報と同視しうるとして、亡くなった未成年の子供に関する情報

の親による開示請求を不適法とはしなかったものもある。東京地判平成 9年 5月 9
日判時 1613号 97頁、（控訴審）東京高判平成 11年 8月 23日判時 1692号 47頁参照（但
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個人に関する情報」に限定している法律及び条例においても、不開示の対象

となる「個人に関する情報」には死者に関する情報も含まれ、死者に関する

情報のうち当該死者の個人識別情報又はプライヴァシー情報に該当するもの

については、原則的に不開示とする取扱いがなされている。

　他方、死者に関する情報を条例上の「個人情報」の定義に含めている地方

公共団体においても、後述するように、当該死者の個人情報に関する遺族等

による開示・訂正・利用停止等の請求に関しては、条例上これを認めている

ものと、これを認めていないものがあり、後者に属する条例については、開

示等請求の対象となる個人情報の範囲に関する限り、個人情報を「生存する

個人に関する情報」に限定している法律及び条例との差異は、実務上殆ど生

じないものといえる。但し、この後者のパターンに属する条例においても、

保有及び目的外利用・提供の制限、ならびに安全確保措置等の適正な取扱い

に関する規制の対象となる「個人情報」には、死者に関する情報が含まれる

ため、「個人情報」をそもそも「生存する個人に関する情報」に限定してい

る法律・条例よりも、保護の対象となる個人情報の範囲が広いことは明らか

である。

　なお、死者に関する医療・介護情報については、別に「医療・介護関係事

業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」（平成 16年

12月 24日厚生労働省通知 : 医政発第 1224001号、薬食発第 1224002号、老

発第 1224002号）により、「患者・利用者が死亡した後においても、医療・

介護関係事業者が当該患者・利用者の情報を保存している場合には、漏えい、

滅失又はき損等の防止のため、個人情報と同等の安全管理措置を講ずるもの

とする。」と規定されているほか、遺族に対して診療情報・介護情報に関す

る記録の情報提供を行うものとされており 59、また「行政手続における特定

し、本案では、非開示決定は適法であるとして訴えを棄却している。）。
59 宇賀・前掲注（32）139頁以下、樋口範雄「医療情報保護ガイドライン」法教

291号（2004年）2頁、パーソナルデータ検討会報告書 7頁参照。なお、同様の規定は、

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」（平

成 29年 4月 14日個人情報保護委員会・厚生労働省通知）においても定められている。
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の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（平成 25年 5月 31日

法律第 27号。以下「番号法」という。）においても、生存する個人の個人番

号だけでなく、死者の個人番号も含めて安全管理措置を講ずることが義務付

けられている（同法第 12条）。

　

　ⅱ）　モザイクアプローチの照合要件

　個人識別性判断におけるいわゆるモザイクアプローチについて、個人情報

保護法では、「他の情報と容易に照合することにより…」と照合の容易性が

要件とされている。一方、行政機関個人情報保護法では、「他の情報と照合

することにより…」と照合の容易性は要件とされていない。行政機関個人情

報保護法において照合の容易性が要件とされていないことの理由としては、

民間事業者にとっては照合することが容易ではない情報も、行政機関にとっ

ては容易に照合できる場合が少なくないこと、さらに行政機関の間において

も、その情報管理体制や技術等によって容易に照合できるか否かは異なりう

ること、また、容易性を要件としない場合には個人識別情報の範囲が広がる

ため、行政機関については個人識別情報の範囲を広げることにより、民間事

業者よりも広範な個人情報保護義務を課すことが適当であること等が挙げら

れる 60。

　地方公共団体の条例は、行政機関個人情報保護法の規定に倣って容易性を

要件としていないものと、民間部門にも適用される規定を含むことを考慮し

て、個人情報保護法の規定に倣い容易性を要件としているものに、大きく分

かれていた。このため、適用される条例によって法的保護の対象となる個人

情報の範囲が異なりうることが、従来からしばしば問題とされてきた。具

体的な割合を見てみると、2016年 4月の時点において、照合の容易性を要

件としているものは、都道府県の 8.5％（4団体）、市区町村の 16.6％（289団

体）であり、容易性を要件としていないものは、都道府県の 91.5％（43団体）、

60 宇賀・前掲注（4）40頁参照。
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市区町村の 83.4％（1,452団体）である。

　なお、次のⅲ）でみる個人識別情報型の条例においては、法律の規定に倣っ

た形で、「個人識別情報」には他の情報と（容易に）照合することにより特定

個人を識別することができる情報を含む旨、条文上明記されているのが通常

である。これに対し、プライヴァシー情報型の条例では、不開示情報該当性

の判断における「通常他人に知られたくないと望むことが正当と認められる

もの」に当たるか否かが 重要とされるため、個人情報の定義規定においては、

単に「個人が識別され、又は識別されうるもの」といった比較的簡略な表現

にとどめ、その解釈運用基準の中で、他の情報との照合により識別可能とな

る情報を含むか否か、また、その照合情報とは容易に照合できるものに限定

される否かを明記しているものが少なくない（例えば、大阪府、京都市等）。

　今回の個人情報保護 3法の改正に伴い、パーソナルデータ検討会報告書及

びこれを踏まえた総務省通知「個人情報保護条例の見直し等について（通知）」

（2017年5月19日付け総務省大臣官房地域力創造審議官通知・総行情第33号。

以下「総務省通知」という。）により、この照合要件についても、行政機関

個人情報保護法の規定に倣った見直しが具体的に求められたことを受け 61、

これまで容易性を要件としてきた地方公共団体の多くが、その条例の規定又

は解釈運用基準における「容易に」の文言を削除する改正を既に行っている。

　ところで、規定文言上は、「他の情報と照合することにより」と容易性を

要件としていない点で同じであっても、条例の実際の運用場面では、「他の

情報」の範囲に関して、地方公共団体により異なる解釈が採られることがあ

る。すなわち、いわゆる一般人基準（一般人が容易に入手しうる情報を基準）

によるか、特定人基準（近親者その他特定の者のみが入手しうる情報を含む）

によるかの問題である。特定人基準による場合には、不開示情報の範囲が広

61 パーソナルデータ検討会報告書及び総務省通知により、「行政機関個人情報保護

法と同様に、照合の容易性を要件とはせず、個人情報に他の情報との照合により特

定の個人を識別することができるものを含むことが適当である。」として、見直し

の方向性を示した具体的な要請がなされている。
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がるため、自己情報コントロール権を重視する観点からは、一般人基準によ

るべきと解されるが、一方で、近親者等特定の者のみが知りうる情報をも含

めて判断しなければ、当該個人のプライヴァシーはもとより生命・身体が危

険に晒されるといった、特段の事情が認められるケースもある。そのため、

判例においては、一般人基準を原則とし、上記のような特段の事情が認めら

れる場合にのみ特定人基準を採用する、という傾向が見受けられる 62。し

かし、地方公共団体における条例の解釈運用状況を見ると、運用基準等にお

いて「一般人が通常容易に入手しうる情報をいう」と明記しているところも

あれば、逆に、「特定の者のみが知りうる情報を含めて考慮する」旨を明記

しているところもあり、それゆえ具体的事例に関する実務上の判断（開示・

不開示）がしばしば分かれる事態が生じている。

　

　ⅲ）　プライヴァシー情報と個人識別情報

　地方公共団体の個人情報保護条例のタイプは、大別すると、プライヴァシー

情報型と個人識別情報型に分けられる。これは、個人情報保護法制における

適正な取扱いに係る規制及び開示等請求権行使の対象となる「個人情報」の

定義それ自体に関する相違ではなく、保有個人情報のうち、不開示の対象と

なる個人情報の該当性判断に係る基準の相違であり、情報公開と個人情報保

護の両制度に共通の問題である。通常、情報公開条例においてプライヴァシー

情報型を採用しているところは、個人情報保護条例上不開示として保護すべ

き第三者の個人情報についても、プライヴァシー情報型の定義を採用してお

り、逆に、情報公開条例において個人識別情報型を採用しているところは、

62 一般人基準に関し、 判平成 6年 1月 27日民集 48巻 1号 53頁、特定人基準

に関し、 判平成 19年 5月 19日判時 1979号 52頁、大阪高判平成 24年 11月 29
日判時 2185号 49頁、鹿児島地判平成 27年 12月 15日判時 2298号 28頁、一般人

基準の原則的適用と特定人基準の例外的適用の基準を明示しているものとして、京

都地判平成 27年 6月 19日判例集未掲載（同判決の評釈として、塩入みほも「公立

小中学校教員の体罰事案に関する報告書の開示請求」季報情報公開・個人情報保護

33号（2015年）33頁以下）参照。その他判例の状況について、高橋滋 = 斉藤誠 = 藤

井昭夫『条解行政情報関連三法』（弘文堂、2011年）262頁以下（下井康史執筆）参照。
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個人情報保護条例においても個人識別情報型を採用している。

　プライヴァシー情報型を採用している条例の多くは、法律の制定に先行し

て、主に欧米諸国の個人データ保護法等を参考に制定されたものである。欧

米諸国における個人情報保護法制は、元来、プライヴァシー権の観念を前提

とし、その法的保護の必要性に対する認識の高揚によって確立・発展された

ため、プライヴァシー保護を中核として形成されている。しかし、わが国では、

憲法又は他の法律に明記されていない権利の概念を認めることに対して消極

的な傾向があり、プライヴァシー権についても、その概念の内包及び外延が

不明確であるとして、これを法的保護の対象となる具体的権利として認める

ことに関しては賛否両論がある。そのため、プライヴァシーの概念では「個

人情報」の該当性判断が分かれる可能性があり、制度の安定的運用を期待し

がたいとの理由から、国をはじめ、多くの地方公共団体は、個人識別性を個

人情報該当性の原則的判断基準として採用したという経緯がある。他方、個

人識別情報の基準による場合には、開示しても開示請求者以外の個人の権利

利益を侵害するおそれのない情報や、法令の規定又は慣行により本人が知る

ことが予定されている情報など、本来開示されるべき性質の情報までもが広

く不開示とされうる弊害が生ずる 63。そこで、個人識別性の判断基準を採用

している法律及び条例は、ただし書において、個人識別情報であっても開示

すべき情報の類型を掲げているのである。これに対し、プライヴァシー情報

型の条例を設けている地方公共団体は、そのように個人識別性の判断基準を

用いた場合には不開示情報の範囲が広がること、また、通常他人に知られた

くないものとは認められない情報については、たとえ特定個人が識別されう

るとしても、その開示によって当該個人の権利利益を侵害することにはなら

ないとの考え方から、プライヴァシー情報の基準を維持しているものである。

　もっとも、プライヴァシー情報型の条例においても、少なくとも個人情報

保護 3法の制定以後、「個人情報」の定義それ自体は、「特定の個人が識別さ

63 宇賀・前掲注（4）494頁参照。
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れ、又は識別されうるもの」と定められるに至っており、したがって今日で

は、個人識別情報のうち「一般に他人に知られたくないと望むことが正当と

認められるもの」が、プライヴァシー情報として不開示の対象とされている。

他方、個人識別情報型の条例においても、個人識別性がない情報のうち、「開

示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれが

あるもの」は、不開示とすべき個人情報として保護されており、個人識別性

のないプライヴァシー情報はこれに包摂されうる。それゆえ、実質的には両

者でさほど大きな差異はないとする見方もあるが、不開示の対象となる個人

情報に関する明文の判断基準が異なる以上、多少なりともその範囲に差異が

生ずることは否定できない（個人識別情報型の方が、不開示の範囲が若干広

くなりうる。）。

　

（3）　代理請求

　個人情報保護法は、開示等の請求ができる代理人の範囲を政令事項として

おり（同法第 32条第 3項）、政令の定めによって、未成年又は成年被後見人

の法定代理人、及び本人が委任した代理人による代理請求が認められている

（同法施行令第 11条）。これに対し、行政機関個人情報保護法では、本人が

未成年者又は成年被後見人である場合に限り、法定代理人に代理請求を認め

ているにとどまる（同法第 12条 2項、第 27条第 2項、第 36条第 2項参照）。

これは、任意代理を認めた場合には、いわゆる「なりすまし」による請求の

危険が伴うことから、行政機関としては個人情報保護をより一層徹底すべく、

任意代理を認めないこととしたものである。しかし、現実には、本人が病気

や怪我、要介護者、意思能力喪失者等であって、自ら請求することが困難で

ある場合も少なくない。未成年者であれば法定代理人が本人に代わって請求

できるが、近年では特に、認知症でありながら成年後見制度を利用していな

い者も多く、このような場合において、たとえ配偶者や親族であっても本人

のために開示等の請求をすることはできないという好ましくない事態が生じ

ている。
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　条例では、行政機関個人情報保護法と同様の趣旨から、従前は、同法と同

じく任意代理を一切認めないものが多かったが、上記のような本人が自ら請

求することが困難なケースに実務上しばしば直面することから、今日では、

本人の委任に基づく任意代理や、さらには規則等で定める一定の者による代

理請求を認めているところが少なくない。その規定の仕方は実に様々である

が、代表的な例を類型化すると、①任意代理を全面的に認めているもの（京

都府、佐野市、吹田市 64  等）、②「やむを得ない事由があると認められると

き」等に限り任意代理を認めているもの（三重県、島根県、大分市等）、③

本人から委任を受けた弁護士等の士業を営む者に限り任意代理を認めている

もの（京都市）、④番号法第 30条第 1項に倣い、特定個人情報についてのみ

任意代理を認めているもの（東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県 65  等）、⑤

任意代理のほか、本人の委任が無くても代理請求をできる者を規則等により

具体的に定めているもの（和歌山市、大分市、川崎市、横浜市等）66  等に分

けられる 67。

64 吹田市の場合、条例上は、開示の代理請求ができる者について、「未成年者若し

くは成年被後見人の法定代理人又は実施機関が定める者」と規定しているにとどま

るが（同市個人情報保護条例第 14条第 2項）、同条例施行規則第 9条において、「本

人から自己情報の開示等の請求に関する代理権を与えられた者（偽りその他の不正

な手段により当該代理権を取得したことが判明した者を除く。）」と定められている。

訂正、削除、目的外利用・外部提供に対する中止の代理請求についても同様である

（同条例第 18条第 2項、第 19条第 2項、第 20条第 2項参照）。
65 兵庫県では、特定個人情報については任意代理しか認めていない。同様に、番

号法の制定に伴い、特定個人情報については、同法第 30条第 1項の規定に倣って

任意代理のみを認める条例改正を行った地方公共団体が比較的多いようである。
66 但し、この類型においても、なりすましによる被害を極力防止するため、任意

代理については特定個人情報に限定して認めているものが少なくない。
67 この他にも独自の規定を設けているところがあり、例えば秋田市では、「市立秋

田総合病院が保有する医師法（昭和 23年法律第 201号）第 24条に規定する診療録

および歯科医師法（昭和 23年法律第 202号）第 23条に規定する診療録、手術記録、

麻酔記録、検査記録、検査成績表、エックス線写真、助産録、看護記録その他の診

療に関する記録」については、未成年者又は成年被後見人の法定代理人のほか、「本

人の指名又は同意を得ている配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係

と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）および 2親等内の親族（本人の判断能力

が欠如していると認められる場合にあっては、実質的に本人の世話を行っている配
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　また、先に触れたように、都道府県及び市区町村の約 6割の条例が、死者

に関する情報を「個人情報」に含めて保護の対象としているが、死者の個人

情報に関する遺族等による代理請求については、明文で認めているところと、

これを認めていないところに大きく分かれている。全般的に見ると、死者に

は権利能力がないとの理由から、遺族等本人の情報でもある場合に限り、当

該遺族本人の個人情報として請求を認めることとしている条例の方が比較的

多いようだが（兵庫県、大阪府、京都府、山形県等）、明文により遺族等の

請求権を認めている条例も少なくはない。後者は、まさに当該地方公共団体

の自主的な取組みとして、独自の工夫により、遺族等の請求を認める対象や

要件、請求を認める遺族等の範囲について規定しているものであり、その態

様は極めて多様である。

　幾つかの例を挙げると、まず川崎市では、当該本人である死者の配偶者、

子又は血族である父母、さらにこれらの者がない場合においては当該死者の

血族である兄弟姉妹について、開示等の請求権を認めている（川崎市個人情

報保護条例第 16条第 4項、第 21条第 2項、第 23条第 2項）。吹田市では、

配偶者、子又は父母（これら遺族が未成年又は成年被後見人である場合はそ

の法定代理人を含む。）に加え、審議会の意見を聴いたうえで適当と認める

者についても請求権を認めている（吹田市個人情報保護条例第 14条第 3項、

同第 4項）。また、大分市では、条例の規定において「利害関係を有する者

として市長が定める相続人」に開示等の請求権を認め（大分市個人情報保護

条例第 13条第 3項）、その「相続人」の範囲については、規則において、請

求できる情報及びそれを請求できる者を類型化し、①死者の相続財産に関す

る当該死者の個人情報については相続人、②死者の遺贈財産及び慰謝料等請

求権に関する当該死者の個人情報については当該財産の受遺者又請求権者の

うち配偶者その他の相続人、③死亡時に未成年であった者の個人情報につい

ては親権者、④その他市長が審査会の意見を聴いて関係相続人に該当すると

偶者および 2親等内の親族）」についても代理請求を認めている（同市個人情報保護

条例第 11条第 2項第 2号）。



41個人情報保護法制の体系と地方公共団体における個人情報保護の現状（塩入）

認めた者、と具体的に定めている（同条例施行規則第 6条）。さらに秋田市

では、条例上に極めて詳細な規定を設けており、①死者の相続人について、「財

産、不法行為による損害賠償請求権その他の当該死者からの相続を原因とし

て取得した権利義務に関する情報」、②死者の死亡当時における配偶者、子

及び父母について、「慰謝料請求権、遺贈その他の当該死者の死に起因して

相続以外の原因により取得した権利義務に関する情報」、③死亡当時に未成

年者であった死者の親権者について、「当該死者に関する情報」、④死者の死

亡当時における配偶者及び子、これらの者がない場合においては、死者の血

族である父母、以上のいずれの者もない場合においては、死者の血族である

孫、祖父母及び兄弟姉妹について、「当該死者の診療録等」、さらに⑤実施機

関が秋田市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いた上で認める者につ

いて、「当該死者に関する情報で実施機関が秋田市情報公開・個人情報保護

審査会の意見を聴いた上で認める範囲のもの」に関し、それぞれ開示請求権

を認めている（秋田市個人情報保護条例第 11条第 3項）68。秋田市と同様に、

請求できる者と請求できる情報の類型を条例で具体的に列記するとともに、

その類型に該当しない者による請求についても、審議会等に諮問して個別に

判断できることとしている地方公共団体は、他にも複数存在している（仙台

市、中津市、八尾市、古河市等）69。

68 当該規定は、訂正請求及び利用停止請求についても準用されている（同条例第

23条第 1項、第 30条第 1項参照）。なお、この点に関して詳しくは、宇賀・前掲注（4）
409頁以下、上拂・前掲注（37）144頁参照。
69 例えば、仙台市個人情報保護条例第 15条第 1項では、①死者の相続人について、

「当該死者から相続した財産に関する情報」、②死亡当時未成年者であった死者の親

権者について、「当該死者に関する情報」、③死者の死亡当時における配偶者（婚姻

の届出をしていないが当該死者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者

を含む。）、子及び父母（以下これらを「配偶者等」という。）並びに当該死者に配偶

者等がいない場合にあっては当該死者の二親等内の血族について、「（イ）当該死者

の死に起因して相続以外の原因により当該配偶者等又は二親等内の血族が取得した

権利又は負うこととなった義務に関する情報、及び（ロ）イに掲げる情報に準じて当

該配偶者等又は二親等内の血族と密接に関係があると認められる情報としてあらか

じめ仙台市個人情報保護審議会の意見を聴いて市長が定める情報」、④未成年者又

は成年被後見人の法定代理人について、当該未成年者又は成年被後見人に代わって
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（4）　受託者、派遣労働者に対する規制

　ここにいう「受託者」とは、民間の事業者や企業・法人等と委託契約を締

結して地方公共団体の業務の一部を委託するというアウトソーシングの手

法、いわゆる「民間委託」（外部委託）における委託先事業者等を指す（条例

上の表現は地方公共団体により多少異なるが、一般には「受託者」の表現が

用いられているため、本稿においても「受託者」と表現する。）。民間の事業

者等に業務の遂行を委ねるという点では指定管理者と類似するが、既述の通

り、指定管理者制度は「指定処分」により管理権限自体を委ねるものであり、

管理行為である利用許可等の処分権限（公権力）の行使を伴うことから、指

定管理者及びその従業者等については、実施機関及びその職員に準ずるもの

として、条例による規律を直接及ぼすことに理論上の問題はないものと考え

られる。これに対し、民間委託とは民法上の「契約」によるものであり、そ

の受託業務の内容及び範囲はあくまで行政内部における事務処理過程の一部

にすぎず、処分権限（公権力）の行使を伴うものではない。そのため、受託

者及びその従業者等については、指定管理者に関すると全く同一に論ずるこ

とはできない。しかし、地方公共団体の業務の一部を行わせるものであり、

地方公共団体保有の個人情報を同様に取り扱うものである以上、受託者及び

その従業者等についても、指定管理者及びその従業者等に準ずる形で、実施

機関の指導・監督を通じて条例の規律を及ぼすことが必要であることは言う

までもない。

　そこで、受託者に対する規制については、この民間委託方式によるアウト

ソーシングが進んだ平成 15年の時点において、既に総務省より、「個人情報

保護条例に、個人情報の保護に関して必要な事項を委託契約に盛り込むこと

を義務付ける等、委託先においても個人情報が適切に保護されるよう必要な

措置を講ずることを当該地方公共団体に義務付ける等の規定を設けることと

すべき」旨、また「受託業務に関して取り扱う個人情報の保護について当該

（ただし、当該未成年者又は成年被後見人が反対の意思を表示したときを除く）、「上

記①～③の情報」に関する開示請求権を認めている。
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地方公共団体の職員又は職員であったものが負うべき義務と同様の義務を課

す旨の規定を設けるべき」旨が、全都道府県知事及び政令指定都市市長宛に

通知され（総務省政務統括官通知・総行情等 91号）、以後、多くの地方公共

団体が、受託業務に従事する民間事業者及びその従業者等に関する規定の整

備・改正を実施している。但し、その規定のあり方はやはり一様ではない。

　比較的多く見られるのは、上記三 2（1）ⅳ）において言及した通り、指定

管理者と同様の取扱いをしているケースである。すなわち、受託者に対する

規制の度合いを指定管理者のレベルに引き上げ、実施機関による指導・監督・

調査、必要な措置、守秘・不正利用禁止等の責務、及びその違反に対する罰

則を定めているパターンである。なお、神奈川県では、個人情報の不正利用・

提供の禁止や罰則規定の適用については、指定管理者と受託者とを区別せず、

等しく実施機関の職員等の責務に準ずる定めを置いている一方で（神奈川県

個人情報保護条例第 15条、第 57条、第 58条）、個人情報取扱業務を委託す

る場合と、指定管理者が当該指定管理業務に関して自ら個人情報を収集・保

有する場合とでは、その適正な取扱いに関する実施機関の関与のあり方は異

なるべきとの考え方から、実施機関が講ずるべき措置については、別々の規

定を設けている。そして、受託者については、条例上、「契約において、個

人情報の適切な取扱いについて受託者が講ずべき措置を明らかにしなければ

ならない。」（同条例第 13条）と規定するとともに、神奈川県個人情報取扱

事務委託基準により、当該契約において受託者が講ずべき措置や実施機関に

よる立入調査等に係る詳細な事項を定めている 70。

70 神奈川県では、再委託や再々委託等については、条例の規定ではなく委託契約

において原則的禁止を定めているが、実施機関の承諾を得て再委託等をした場合に

は、その再委託先事業者等及びその業務従事者についても、当該受託業務に係る個

人情報の適正な取扱いに関して、受託者及びその業務従事者と同様、条例上の責務

及び罰則の規定が適用されることとしている。一方、指定管理者については、同県

個人情報保護条例第 14条により、その管理業務に関して保有する個人情報の適正

な取扱いを確保するために必要な措置を講ずべき義務を定めるとともに、協定を締

結し、その中で、指定管理者が個人情報の適正な取扱いを確保するために講ずべき

具体的措置や、実施機関による指導・助言、報告要求、立入調査等の監督措置に係
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　しかしながら、指定管理者については実施機関に準ずる責務等を定める一

方で、受託者については他の民間事業者と同様の取扱いをするにとどめてい

るところも、今なお少なからず存在している 71。受託者による当該委託業務

に係る保有個人情報の滅失、き損、漏えい等の事故又は事件が昨今多発して

いることに照らせば、受託者についても、実施機関に準ずる責務・罰則や、

実施機関による指導・監督に関する規定を早急に整備することが望まれる。

　また、近年では、派遣労働者や嘱託員を採用している地方公共団体も増え

ている。嘱託員については、地方公共団体との直接の雇用契約であるから、

実施機関の職員と同様の取扱いをすることが可能だが、派遣労働者について

は派遣元企業による雇用であるため、守秘義務や罰則に関する規定の適用可

否が問題となりうる。そこで、例えば神奈川県では、実施機関に派遣され又

は派遣されていた労働者については「職員等」には含まれないことを前提に、

別途その守秘及び不正利用禁止の責務に関する明文の規定を設けるとともに

（同県個人情報保護条例第 12条）72、罰則規定において、実施機関の職員等、

る詳細な事項を定めている。

　なお、東京都は、条例の規定により、再委託の制限、再委託先事業者に対する受

託者に関する規定の準用及び受託者の再委託先事業者に対する監督義務等を定めて

いる（東京都個人情報保護条例第 8条の 2、第 9条第 3項）。
71 総務省自治行政局地域情報政策室作成「個人情報保護条例の現状と総務省の取

組」（平成 28年 11月 21日規制改革推進会議投資等 WG 資料）によれば、平成 26
年 4月の時点で、都道府県はすべて受託者に対する必要な措置等の規制に関する規

定を条例上設けているが、市区町村の 0.7％（12団体）は受託者に対する規制を一切

設けていない。また、パーソナルデータ検討会報告書の資料によれば、平成 28年
4月の時点で、市区町村の 26％（452団体）が、受託者について、不正利用・提供等

の違反行為に対する罰則を規定していない状況である。なお、尼崎市は、指定管理

者を実施機関に含め、その従業者についても実施機関の職員等と同様の責務及び罰

則を課すことにより厳しい規制をしている一方で、受託者については特別の規定を

設けていない。この点については、三 2（1）ⅳ）参照。
72 また、受託者、再委託先事業者等又は指定管理者の指揮命令を受けて当該委託

業務又は指定管理業務に従事し、若しくは従事していた派遣労働者については、そ

れぞれ個々の委託契約若しくは協定において、従業者と同様の取扱いとし、個人情

報の適正な取扱いに係る責務、不正利用・提供の禁止等の義務を負う旨の規定を設

けることとされている（同県個人情報取扱事務委託基準参照）。
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受託者等及び指定管理者の業務に従事している者（過去に当該業務に従事し

ていた者を含む。）と並べて、「実施機関に派遣されている者若しくは実施機

関に派遣されていた者」を列記し、その適用の対象としている（同条例第 57

条、第 58条）73。地方公共団体の多くは、条例上に派遣労働者に関する特別

の規定を設けることまではしていないが、解釈運用基準等において、「職員等」

又は「従事している者」の概念に派遣労働者も含まれる旨を明記していると

ころもあり、対応は様々である。

（5）　収集制限

　OECD 8原則は、個人情報の収集に制限を設け、適正かつ公正な手段によっ

て取得しなければならないこと（収集制限の原則）、及び、個人情報を収集

する際には、利用目的を具体的に明示し、当該収集目的の範囲内で収集しな

ければならないこと（目的明確化の原則）を掲げている。そのため、大半の地

方公共団体は、その個人情報保護条例において、本人収集の原則及びセンシ

ティヴ情報の収集 74  の禁止を定めている。しかし、行政事務の性質上、本

人から直接収集することが困難であったり、あるいは適当ではない場合があ

り、またセンシティヴ情報の取扱いが必要不可欠とされる場合も少なくない。

そのため、それらの収集制限はあくまで原則とし、一定の事由に該当する場

合には例外を認めているのが一般的であるが 75、その例外事由の定め方は地

73 埼玉県も同様である。なお、神奈川県では、受託者、再委託先事業者等又は指

定管理者の指揮命令に服し若しくは服していた派遣労働者についても、「業務に従事

している者」に含まれるものとして罰則が適用される旨、逐条解説において明記さ

れている。
74 規定上の表現は、「収集の制限」、「保有の制限」、「取扱い制限」等と様々であ

り、また、一般的な収集制限（本人収集の原則等）とセンシティヴ情報の取扱い自

体に関する制限を区別して規定を設けているところもあるが（神奈川県等）、いずれ

も OECD 8原則にいう「収集制限の原則」を反映した制限規定であるため、本稿で

は主に「収集制限」の表現を用いている。
75 2016年 4月現在における全都道府県及び市区町村 1,788団体のうち、センシティ

ヴ情報の収集制限規定を設けているものは 1,711団体であり、このうち収集を原則

的禁止とし、例外を認めている地方公共団体が、都道府県の 93.6％（44団体）、市
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方公共団体により大きく異なっている。また、収集を原則禁止とするセンシ

ティヴ情報の内容ないし範囲においても、地方公共団体により少なからぬ相

違がある。

　センシティヴ情報とは、諸外国の法律において「機微情報（sensitive 

information）」や「特別範疇データ（special categories of date）」等と呼ばれて

いるものに相当する。わが国の地方公共団体の条例では、明文上「センシティ

ヴ情報」と定義されているわけではないが、収集・保有を原則的禁止とする

一定の情報を一般に「センシティヴ情報」又は「機微情報」等と称しており、

一部の地方公共団体では、条例の解釈運用基準等において実際にこの表現が

用いられてきた。収集を原則禁止とするセンシティヴ情報の類型は地方公共

団体により様々であるが、その原因は、地方公共団体による個人情報保護施

策が国の法制化に先行していたからというだけではない。個人情報保護法及

び行政機関個人情報保護法等には、従前、OECD 8原則にいう「収集制限の

原則」に則った具体的な定めがなかったため、同法制定後に条例を整備した

地方公共団体も、他の地方公共団体の条例を参考とし、それぞれに自主的な

上乗せ規制として、かかる収集ないし取扱いに係る独自の制限規定を設けて

きたことが、 大の要因である。

　地方公共団体が条例において収集を制限しているセンシティヴ情報の主な

内容を挙げると、まず思想・信条・宗教については、殆どの地方公共団体が

その収集を制限している 76。この他には、一般に、犯罪歴、人種・民族、門地・

社会的身分、病歴等、主に社会的差別の原因となりうる情報がセンシティヴ

情報とされている。また、川崎市では、「思想・信条・宗教その他の個人の

区町村の 95.6％（1,664団体）を占めている。市区町村の 3団体では、収集禁止の例

外が認められていない。そして、調査時点において、都道府県の 6.4%（3団体）、市

区町村の 4.3％（74団体）は、センシティヴ情報の収集制限に関する規定を一切設け

ていない状況であった。パーソナルデータ検討会報告書 10頁参照。
76 収集制限規定を設けている都道府県及び市区町村の 1,711団体のうち、1,665団
体（97.3%）が思想・信条・宗教の収集制限を規定している（但し、「思想又は信教」

等、表現は幾らか異なっている。）。これに類する規定を設けているものは 37団体

（2.2％）、これを規定していないものは僅か 9団体（0.5%）のみである。
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人格的利益を守るため市長が…審議会の意見を聴いて認めた事項に関する個

人情報を保有してはならない。」と規定されており、審議会への諮問を通じて

個別に判断することとされている（川崎市個人情報保護条例第 7条第 3項）77。

　なお、国においても、とりわけ機微情報について慎重な取扱いを求める諸

外国の情勢を踏まえ、今回の個人情報保護 3法の改正により、①人種、②

信条、③社会的身分、④病歴、⑤犯罪の経歴、⑥犯罪により害を被った事実、

ならびに「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

特に注意を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報」が、

「要配慮個人情報」として定義された（個人情報保護法第 2条第 3項、行政

機関個人情報保護法第 2条第 4項、独立行政法人等個人情報保護法第 2条第

4項）。「政令で定める記述等が含まれる個人情報」とは、⑦心身の機能の障害、

⑧医師等により行われた健康診断等の結果、⑨医師等による指導・診察・調

剤、⑩刑事事件に関する手続、⑪少年の保護事件に関する手続、の 5項目で

ある（同法施行令第 2条）。そして、以上の 11項目の「要配慮個人情報」に

ついては、あらかじめ本人の同意を得ることなく取得することが原則として

禁止され、オプトアウト（＝一定の手続きを経ることにより事前の本人同意

なく行う第三者提供）の対象からも除外することとされた。

　そこで、パーソナル検討会報告書及び総務省通知では、センシティヴ情報

の収集制限に関する規定を持たない団体が、2016年 4月現在において、な

お都道府県に 3団体、市区町村に 74団体も存在していることに鑑み、「地方

公共団体が保有する個人情報に関しても、本人に対する不当な差別又は偏見

が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する個人情報を明確にする必要

性は変わらないため、個人情報保護条例においても、要配慮個人情報の定義

を設けることが適当である。」として、要配慮個人情報の定義規定を新たに

77 東京都の個人情報保護条例においても、典型的なセンシティヴ情報である「思

想、信教及び信条に関する個人情報」のほかは、「社会的差別の原因となる個人情報」

を明記しているのみだが、後者にいかなる個人情報が該当するかの判断について審

議会への諮問は要件とされておらず、実施機関の判断に委ねる規定となっている（第

4条第 2項）。



48

設けることが要請された。また、その定義すべき要配慮個人情報の内容ない

し範囲についても、「法改正により要配慮個人情報と規定された情報につい

て、その取扱いに特に配慮を要することは、地方公共団体が保有する個人情

報についても異なることはないと考えられる。したがって、個人情報保護条

例における要配慮個人情報の定義には、法改正により要配慮個人情報と規定

された情報を含めることが適当である。」として、個人情報保護 3法が「要

配慮個人情報」と定義したものと同内容の情報を、条例においても「要配慮

個人情報」として定義することが具体的に求められている。これにより、各

地方公共団体は、その条例において収集を制限してきた「センシティヴ情報」

と、新たに定義すべき「要配慮個人情報」とを整理することが必要となった

ため、これまで地方公共団体により異なっていた収集規制の対象ないし範囲

は、近々統一されることが見込まれる。

　ところで、改正後の個人情報保護 3法においても、要配慮個人情報を収集・

保有すること自体は特に制限されておらず、単に総務大臣への届出が必要と

されているすぎない。そこで、パーソナル検討会報告書では、「要配慮個人

情報の収集制限を行うことは、行政機関個人情報保護法における個人情報の

保護の範囲を超えるものである。このため、要配慮個人情報の収集制限につ

いては、収集制限を行う情報の範囲を含めて、行政機関個人情報保護法の趣

旨を踏まえながら、各地方公共団体において地域の特性に応じて適切に判断

する必要がある。」と提言されており、さらに、「要配慮個人情報の収集制限

については、収集制限を行う情報の範囲（現在、収集制限を行っているセン

シティヴ情報にとどめるなど）を含めて、行政機関個人情報保護法の趣旨を

踏まえながら、各地方公共団体において地域の特性に応じて適切に判断され

るべきである。」として、要配慮個人情報に従前の収集制限を引き継ぐこと

については、消極的ともみられる見解が示されている。しかし、情報公開及

び個人情報保護制度においては、多くの地方公共団体の条例が国の法律に先

駆けて制定されていたことから、上乗せ又は横出し規制はもともと許容され

ているのであり、規制を緩め、従前のセンシティヴ情報に関する保護の水準
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を引き下げることは適切とはいえない。また、「要配慮個人情報」と定義す

るもののうち、新たに追加した個人情報については収集制限をせず、従前の

センシティヴ情報についてのみ収集制限を維持する、といった区別をするこ

とも適切ではない。それゆえ、センシティヴ情報の収集制限を規定している

地方公共団体は、いずれも「要配慮個人情報」の定義へと改めた後において

も、その収集・保有については従前の規制を維持することとしている。

　したがって、その収集の原則的禁止に対する例外的取扱いの要件について

も、おそらく従前の規定が維持されることが予測される。これについては、

例えば、神奈川県では、①法令等の規定に基づいて取り扱うとき、②犯罪の

予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序

の維持のために取り扱うとき、③あらかじめ審議会の意見を聴いた上で正当

な事務若しくは事業の実施のために必要があると認めて取り扱うとき、が例

外事由とされている（神奈川県個人情報保護条例第 6条）。これに対し、東

京都では、①法令等の定めがある場合、及び②個人情報を取り扱う事務の目

的を達成するために当該個人情報が必要かつ欠くことができない場合を例外

としており、後者にいう「必要かつ欠くことができない場合」の要件に該当

するか否かは実施機関の判断に委ねられている（東京都個人情報保護条例第

4条第 1項）78。したがって、たとえ「要配慮個人情報」の定義及びその内

容が統一されたとしても、こうした従前のセンシティヴ情報の収集制限に係

る各々の定めが維持されるとすれば、依然その取扱いの差異が問題となろう。

78 東京都のように、センシティヴ情報の例外的取扱いの可否については、実施機

関の判断に委ねているところは少なくない。例えば、川崎市個人情報保護条例も、

保有制限の対象とするセンシティヴ情報を定める際には審議会への諮問を要するこ

ととしているが、そのセンシティヴ情報の例外的保有の要件については、「法令の

定めがあるとき、その他正当な行政執行に関連し、その権限の範囲内において行わ

れるとき」と規定しているに留まり、正当な行政執行に関連し、かつその権限の範

囲内で取り扱うものである限り、実施機関の判断でセンシティヴ情報を収集・保有

することが可能とされている（同条例第 7条第 3項）。但し、同市では「要配慮個人

情報」への規定改正に伴い、その「正当な行政執行」のための例外的保有について、

今後は審議会への諮問を要件とすることを既に検討している。
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　なお、大方の地方公共団体は、センシティヴ情報の収集制限とは別に、個

人情報の収集一般に関する制限として「本人収集の原則」を定めており、本

人の同意がある場合には、その例外的取扱いを認めることとしているが、セ

ンシティヴ情報に関しては、「本人の同意」があっても収集できないものと

されている 79。

（6）　目的外利用及び提供の制限

　個人情報保護 3法では、既述の通り、個人情報の収集に関する一般的制限

はなく、要配慮個人情報を収集・保有することも禁止されてはいないが、収

集後の取扱いに係る規制として、目的外利用及び提供に関する制限規定が設

けられている（個人情報保護法第 16条・第 23条、行政機関個人情報保護法

第 8条、独立行政法人等個人情報保護法第 9条）。これは、収集の際に明示

した目的の範囲を超えて当該個人情報を利用すること及び第三者に提供する

ことを原則として禁止したうえで、一定の場合には例外を認めることとする

規定であり、OECD 8原則にいう「利用制限の原則」に対応するものである。

そこで、現在では全都道府県及び市区町村の条例において、目的外利用及び

外部提供に関する制限規定が整備されている 80。目的外利用に関する規制と

は、当該実施機関内部での利用に係る規制であり、提供に関する規制とは、

実施機関以外の機関（国及び他の地方公共団体、国・地方の独立行政法人等

を含む）に当該個人情報を提供することに対する規制 81  である。

　この目的外利用・提供の制限に関する規定においても、原則的禁止に対す

る例外として掲げられている事由は地方公共団体により相当の差異があり、

79 但し、2県の条例では、「本人の同意があるとき」が例外要件として掲げられて

いる。
80 総務省自治行政局・前掲注（71）参照。但し、個人情報保護条例を制定している

特別地方公共団体の状況については明らかではない。
81 実施機関以外の機関に対する提供を指すことから、「外部提供」の表現が用いら

れることもあり、また、外部に提供することはそもそも収集目的以外の目的での利

用にあたることから、「目的外提供」の表現を用いている条例もある。
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さらには、目的外利用と提供の双方に共通のルールを定めているところと、

別個のルール、すなわち異なる条文により異なる例外事由を定めているとこ

ろに大きく分かれている 82。

　幾つかの例を見ると、例えば川崎市では、目的外利用については、①法令

等の定めがあるとき、②正当な行政執行に関連があるとき、③情報公開条例

第 8条第 1号ただし書ア（法令の規定により又は慣行として公にされ、又は

公にすることが予定されている情報）、ウ（公務員等［国家公務員、地方公

務員、独立行政法人・地方独立行政法人及び指定出資法人等の役員及び職員

等］の職務執行に係る情報のうち、その職、氏名、職務執行内容に係る情報）

又はエ（指定管理者の役員・職員に関する職務執行に係る情報のうち、その

職、氏名、職務執行内容に係る情報）に該当するとき、④本人の同意を得て

いるとき、が例外事由とされているのに対し、外部提供制限に関しては、①

法令等の定めがあるとき、及び②実施機関が審議会の意見を聴いて認めたと

き、のみが例外事由に掲げられ、審議会に諮問することにより臨機応変に判

断できる規定となっている（川崎市個人情報保護条例第 11条第 1項、第 2項）。

これは、外部機関との関係における情報提供の要否に関しては、実施機関内

部における事務取扱上の問題とは事情が異なり、事案に応じて個別に判断す

る必要があるとの考え方によるものである。一方で、外部提供をする場合に

おいては、提供先の機関等に対して当該個人情報を保護するために必要な措

置を求めること、また、目的外利用及び提供に関する共通のルールとして、

実施機関は市長への届出及び本人への通知をしなければならないこと、そし

82 行政機関個人情報保護法第 8条及び独立行政法人等個人情報保護法第 9条では、

目的外利用及び提供に関する制限が同一の規定で定められており、①本人の同意が

あるとき、又は本人に提供するとき、②当該行政機関内部の目的外利用又は他の行

政機関への提供に関しては、法令に定める事務又は事業の遂行に必要な限度で利用

する場合であって、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、

③行政機関以外の者に対し、専ら統計の作成又は学術的研究の目的のために提供す

る場合にあっては、その提供が明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情

報の提供について特別の理由があるとき、④他の法令等に定めがあるときに、目的

外利用又は提供が可能とされている。
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て、市長はその届出があった旨を公表することを定めており、目的外利用及

び提供における適正確保のための創意工夫が加えられている（同条第 3～ 6

項）。

　東京都の場合は、両者で項を分けてはいるものの、①本人の同意があるとき、

②法令等の定めがあるとき、③出版、報道等により公にされているとき、④

個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認め

られるとき、⑤専ら学術研究又は統計の作成のために提供する場合で、本人

の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき、が共通の例外

事由として掲げられており、ただ⑥「事務に必要な限度で利用し、かつ、利

用することに相当な理由があると認められるとき」についてのみ、それが「同

一実施機関内」で利用する場合か、国等の実施機関以外の機関に提供して「国

等の機関」が利用する場合かを明確にするため、若干異なる表現が用いられ

ているにとどまる（東京都個人情報保護条例第 10条第 1項、第 2項）83。なお、

東京都の条例では、本人への通知等に関する規定は特に置かれてはいない。

　神奈川県の場合は、両者に共通の規定が設けられており、例外事由として

は、東京都が定めている上記 6項目のほか、「明らかに本人の利益となると

き」「犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他の公

共の安全と秩序の維持のために公安委員会又は警察本部長が利用し、又は提

供するとき」「審議会の意見を聴いた上で、…相当の理由があると認めるとき」

が掲げられている。以上はほんの一例に過ぎないが、この保有個人情報の目

的外利用及び提供に関する制限においても、各地方公共団体がその条例で定

めている例外要件は、「法令等の定めがあるとき」の項目を除けば、極めて

多種多様である 84。

83 但し、外部提供に関しては、これとはまた別に、提供先機関に対する必要な措

置要求等に関する制限規定が設けられている（同条例第 11条）。
84 かかる地方公共団体の個人情報保護条例における目的外利用及び提供に関する

規定の相違につき、具体的事例を紹介・検討しているものとして、皆川治廣「行

政機関による個人情報の目的外利用・外部提供の制限と許容性に関する一考察」

Chukyo Lawyer10号（2009年）32頁以下、友岡史仁「個人情報保護に係る目的外
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　こうした外部提供に関する規定の相違が原因となり、東日本大震災をはじ

めとする災害時において、被災者や避難行動の支援を要する者（避難行動要

支援者）の情報を他の行政機関に属する防災関係部局や近隣の地方公共団体、

民生委員等の避難支援関係者に提供するか否かについて、行政の判断が分か

れ、地域により救援体制に大きな差が出るといった弊害が生じたことは、周

知の事実である。その後、かかる事態を受けて、災害対策基本法が改正され、

「災害が発生し、又は発生するおそれがある場合」に関しては、市町村長は、

避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要と認め

るときは、その避難支援等に必要な限度で、本人の同意がなくとも、避難支

援関係者等に対して避難行動要支援者の名簿情報を提供できることとされた

（同法第49条の11第3項）。しかし、災害発生に対する平時の備えに関しては、

「当該市町村の条例に特別の定めがある場合を除き、名簿情報を提供するこ

とについて本人…の同意が得られない場合は、この限りでない。」（同条第 2

項）とされているため、災害発生時に避難困難な要介護者、独居の高齢者、

障害者等の要支援者の名簿情報を事前に提供し又は提供を受けることについ

ては、それを可能とする特別の規定があるところと 85、そうでないところと

で、依然その対応に差が出ることが予測される 86。

利用等をめぐる課題」季報情報公開・個人情報保護 40号（2011年）2頁以下参照。
85 例えば、「個人の生命、身体または財産の安全を守るため、緊急かつやむを得な

いと認められるとき」といった規定を設けている場合、又は「審議会の意見を聴い

て認めたとき」との規定に基づき事前に審議会の答申を得ることが可能である場合

が、これに該当する。なお、渋谷区、横浜市、神戸市等、幾つかの市区町村では、

この災害対策基本法第 49条の 11第 2項を受けて、災害対策のために事前に避難行

動要支援者の名簿情報を本人の同意なく提供することができる旨の規定が条例上設

けられるに至った。
86 「災害時要支援者の避難支援ガイドライン」（平成 18年 3月内閣府・災害時要援

護者の避難対策に関する検討会）では、独居高齢者、障害者等の災害時要援護者の

個人情報を防災関係部局等で目的外利用すること、及び民生委員や NPO 組織等に

提供することを可能とする方式として、関係機関共有方式、手上げ方式、同意方式

が提案されているが、これはあくまで地方自治法上の技術的助言であり、法的拘束

力はないため、災害時要援護者の個人情報を目的外利用し又は外部提供できるか否

かは、原則として地方公共団体の条例による規制のもとに判断されることとなる。
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四　おわりに

　以上に見てきたように、わが国の個人情報保護法制においては、個人情報

保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法と、47

都道府県及び 1,741市区町村、ならびに 120前後の特別地方公共団体によっ

て制定された個人情報保護条例により、それぞれ異なる法的規律が形成され

ている。その数はおよそ 2000個近くに及ぶため、それらの規定や解釈運用

上の差異から生ずる種々の弊害を指摘して「2000個問題」などと呼ばれて

いる。従前より指摘されていた問題ではあるが、今日では、主として越境デー

タの流通に対する支障をめぐって議論されている 87。具体的には、医療機関

における個人情報の取扱いを例に挙げると、厚生労働省及び同省所管の民間

病院・個人医院については個人情報保護法、国立がん研究センターについて

は独立行政法人等個人情報保護法、県立病院については当該県の個人情報保

護条例、市立病院については当該市の個人情報保護条例、指定管理者につい

ては当該地方公共団体の条例（条例に指定管理者に対する特別の規定がない

場合は個人情報保護法の適用）、広域連合設立の病院については当該広域連

合の条例がそれぞれ適用され、さらには個人情報保護条例を制定していない

一部事務組合等の設立する診療所などもあり、医療連携により診療情報等の

外部提供が日常的に行われているにもかかわらず、その個人情報の取扱いに

係るルールが異なっていることが問題視されている 88。

　また、指定管理者や受託者の場合、1つの地方公共団体の業務だけでなく、

2以上の団体の業務を担当していることがあり（例えば、公立図書館・スポー

87 鈴木正朝「インターネット、スマートフォンをめぐる個人情報保護制度の動向

と課題」日本データ通信 187号（2012年）15頁、同「クラウドコンピューティング

と適用法」岡村久道編『クラウドコンピューティングの法律』（民事法制研究会、

2012年）117頁以下参照。
88 総務省・パーソナルデータの利用・流通に関する研究会第 4回会合資料 3「わ

が国の個人情報保護法制の立法課題」（鈴木正朝新潟大学教授プレゼンテーション）

参照。
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ツセンター等の指定管理、データセンターやお客様センターにおける業務の

受託等）、その場合には当該事業者はその管理又は受託する業務により適用

法規が異なることになり、それが事業者にとって大きな負担となっているこ

とも指摘されている 89。こうした個人情報保護に関する法的規律の相違は、

個人情報保護 3法の改正による匿名加工情報・非識別加工情報の仕組みの導

入に伴い、各地方公共団体が今後策定することとなるその加工技術及びルー

ルに差異がある場合には、より一層深刻な問題を生ずることになる。

　各地方公共団体において、個人情報保護 3法の改正に伴う条例見直しの要

請に応じ、「個人情報」の定義の明確化、「要配慮個人情報」の新設によるセ

ンシティヴ情報の内容の統一化、モザイクアプローチにおける照合の「容易

性」要件の削除等に係る条例改正が実施されることにより、地方公共団体の

個人情報保護に関して従前より指摘されてきた法的規律の相違は、これらの

点に関する限りでは、幾らか解消されるであろうことが期待される。しかし、

民間部門と公的部門、国の行政機関と地方公共団体とでそれぞれ異なる法規

が適用され、かつ地方公共団体の保有に係る個人情報に関しては各々の条例

による自主的規律に委ねる、というわが国の個人情報保護法制の体系上、依

然その法的規律の相違は残存する。

　目下、各地方公共団体は、法改正に伴う条例の見直し作業に取り組んでお

り、定義規定など一部については既に改正を終えたところもあるが、とりわ

け非識別加工情報の仕組みの導入については、暗中模索の状態である。この

点については、引き続き今後の動向を見据え、別稿において論ずることとし

たい。

89 この点について詳細に論じているものとして、湯淺・前掲注（17）56頁以下参照。




