個人番号及び特定個人情報保護規則

同
二九年

二九年

平成二七年

五月

三月一六日

一月二○日

九月一一日

（平成二十七年七月十七日規則第百七十一号）
改正
同
二九年
三年一二月一六日

二日

同
令和
四年

二月一八日

同

この規則は、日本弁護士連合会（以下「本会」という。）が保有する個人番号及び特

（目的）
第一条
定個人 情報を 安全かつ 適正 に取り扱 うため 、個人情 報保護規則（規則第九十八号） の特例
を 定 め る こ と を目 的 と す る 。

行政機関

個人 情報の 保護に 関する法 律（平 成十五年法律第五十七号。以 下「個人情

こ の規則に おいて 、次の 各号に掲げる用語 の意義は、当該各号に定める ところによ

（定義）
第二 条
る。
一
独立行政法人等

報保護法」という。）第二条第八項に規定する行政機関をいう。
二
個人情報

個人情報保護法第二条第九項に規定する独立行政法人等をいう。

三
個 人情報フ ァイル

個人 番号

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法律

ス等であって行政機関等以外の者が保有するものをいう。

じ。
）が保有するもの又は個人情報保護法第十六条第一項に規定する個人情報データベー

っ て行政機 関等（個 人情 報保護法 第二条 第十一項 に規定 する行政機関 等をいう。以下同

個人 情報保 護法第六 十条第 二項に規定する個人情報ファイルで あ

個人情報保護法第二条第一項に規定する個人情報をいう。

四

五

（平成二十五年法律第二十七号。以下「番号法」という。）第二条第五項に規定する個人
番号をいう。
本人

個人 番号（個 人番号 に対応し 、当該個人番号に代わって 用いられる番

個人番号によって識別される特定の個人をいう。

六
特定個 人情報

特 定 個 人 情 報フ ァ イ ル

個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。

容に含む個人情報をいう。

号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。以下同じ。）をその内

七

八

九

十

個 人番号利 用事務

行政 機関、地 方公共 団体、独立 行政法人等その他の行政事務を処

理す る者が 番号法第 九条第 一項か ら第三項 までの 規定に よりその保有する 特定個人情報
ファイル におい て個人 情報を効 率的に 検索し、 及び 管理する ために必要な限度で個人番
個人番号 利用事 務を処理する者及び 個人番号利用事務の全

号を利用して処理する事務をいう。
個人 番号利用 事務実 施者
個人 番号関 係事務

番号法 第九条 第四項の 規定により個人番号利用 事務に関して行

部又は一部の委託を受けた者をいう。
十一
個人 番号関係 事務 実施者

個人番号 関係事 務を処理する者及び個人番号 関係事務の

われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう。
十二
全部又は一部の委託を受けた者をいう。
この規則 は、本 会の役 員、事 務総長及び事務次長並びにその他の 職員及び嘱託、そ

（適用範囲）
第 三条
の他本 会の委 嘱を受け て本 会が保有 する個 人番号及 び特定個人情報を取り扱う本会 会員、
特別会員、外国特別会員及び準会員に対して適用する。
（利用範囲）
本 会は、個 人番号 関係事 務を行うものとさ れた場合は、当該事務を行う ために必要

本会 は、番号 法第九 条第六 項に定 める者として特定個人情報の提供を 受けた場合は、そ

る。

な限度で 個人番 号を利用 する 。当該事 務の全 部又は一部の 委託を受けた場合も、同様とす

第四 条

２

の提供を受けた目的を達成するために必要な限度で個人番号を利用する。
本会は 、個人 番号の 漏えい 、滅失又は毀損の防止 その他の個人番号の適切な管理の

（ 安 全 確 保 措 置）
第五条
ために必要な措置を講じる。
本 会は、個 人番号 関係事 務の全部又は一部の 委託を受けた場合において 、その全部

（再委託）
第六 条

又は一部 の再委 託をしよ うとす るとき は、当該 個人番号関係事 務の委託をした者の許諾を
得る。
本会 は、個人 番号関 係事務 の全部又は一部の委託 をする場合は、当該委託に係る個

（ 委 託 先 の 監 督）
第七条

人 番号関係 事務に おいて 取り扱う 特定個 人情報の 安全管理が図られるよう、 当該委託を受
けた者に対する必要かつ適切な監督を行う。
本会は 、個人番 号関係 事務を 処理するために必要があるとき に限り、本人又は他の

（提供の要求）
第八条

個人番号利用事務実施者及び個人番号関係事務実施者に対し個人番号の提供を求める。
本会は 、番号法 第十九 条各号 のいずれかに該当して特定個人 情報の提供を受けるこ

（提供の求めの制限）
第九条
とができる場合を除き、個人番号の提供を求めない。
本会 は、第八 条の規 定によ り本人から個人番号 の提供を受けるときは、番号法第十

（本人確認の措置）
第十条
六条に規定する本人確認の措置をとる。
（特定個人情報の提供の制限）
本会は、 番号法 第十九 条各号のいずれかに 該当する場合を除き、特定 個人情報を

本会が保 有し、 又は保 有しよ うとする特定個人情 報については、個人情報保護規 則第十

提供しない。

第十 一条
２
三条から第十三条の四までの規定は、適用しない。
本会は 、番号法 第十 九条各号のい ずれかに該当する場合を除き、特定 個人情報を

（収集等の制限）
第 十二条
収集し、又は保管しない。
本会 は、番号 法第 二十九条 において同条の適用が除外さ れている場合を除き、個

（特定個人情報ファイルの作成の制限）
第十三条

人番号関係事務を処理するために必要な範囲を超えて特定個人情報ファイルを作成しない。
（利用目的による制限の特例）
本 会は、個 人情 報保護規 則第五条の規定に より特定された利用目的の達成に必 要

本会が保 有する 特定個 人情報に ついては、個人情 報保護規則第六条第三項第三号か ら第

人の同意 があり 、又は本 人の同 意を得 ることが 困難であるとき については、適用しない。

前二項 の規定は 、人の 生命、 身体又は財産の保護 のために必要がある場合で あって、本

当該特定個人情報を取り扱わない。

し た場合は 、承継前 にお ける当該 特定個 人情報の 利用目的の達成に必要な範囲 を超えて、

本 会は、他 の個人 情報取 扱事業 者から事業を承継する ことに伴って特定個人情報を取得

な範囲を超えて、特定個人情報を取り扱わない。

第十四 条
２

３
４

六 号 ま で の 規 定は 、 適 用 し な い 。
本 会が保有 し、又 は保有しようと する特定個人情報については、 個人情報保

（ 適 正な 取 得 の 特 例 ）
第 十四条の 二

護規則第七条第二項の規定は、適用しない。
本会は、 特定個 人情報 ファイルに記録された特定個人 情報の漏えい、滅失、

（特定個人情報の漏えい等の報告等）
第十四条 の三

２

毀損そ の他の特 定個人 情報の 安全の確 保に係 る事態であ って個人の権利利益を害するおそ
れが 大きい ものとし て行政 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
る法律第 二十九 条の四第 一項及 び第二 項に基づ く特定個人情 報の漏えい等に関する報告等
に関 する規則 （平成 二十七 年特定個 人情報 保護委員 会規則第五号。以下「個人 情報保護委
員会規則」という。）第二条で定めるものが生じたときは、個人情報保護委員会規則第三条
で定め るとこ ろにより 、当該 事態が 生じた旨 を個人 情報保護委員会に報告する。た だし、
本 会が、他 の個人 番号利 用事務実 施者及 び個人番 号関係事務実施者（以下 「個人番号利用
事務等実施者」という。）から当該個人番号利用事務又は個人番号関係事務の全部又は一部
の委 託を受 けた場合 であ って、個 人情報保 護委員 会規則第四条で定めるところ により、当
該事態が 生じた 旨を当該 他の 個人番号 利用事務 等実施者に通 知したときは、この限りでな
い。
前項に規定する場合（同項ただし書の規定による通知をした場合を除く。）には、本会は、
本人に 対し、 個人情報 保護 委員会規 則第五 条で定め るところにより、当該事態が生 じた旨
を 通知する 。ただ し、本 人への 通知が困 難な場 合であって、本人の権利 利益を保護するた
め必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
（利用停止等の特例）
本会 は、本人 から 、当該本 人が識別される保有個人デー タ（個人情報保護規則第

前項の 規定に基 づき求 められ た保有個人データの 全部若しくは一部について 第三者への

に代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

の 提供を停 止するこ とが 困難な場 合であ って、本 人の権利利益を保護するため 必要なこれ

当該保 有個人デ ータの 第三者 への提 供の停止 に多額 の費用を要する場合その他の第三者 へ

判 明したと きは、 遅滞な く、当 該保有個 人デー タの第三者への提供を停 止する。ただし、

データ の第三 者への提 供の 停止を求 められ た場合で あって、その求めに理由があ ることが

法 第十九 条の規定 に違反 して第 三者に 提供され ているという理由 によって、当該保有個人

二条第五号に規定する保有個人データであって、特定個人情報であるものに限る。）が番号

第十五条

２

提供を停 止した とき、又 は第三 者への 提供を停 止しない旨の決 定をしたときは、本人に対

則

し、遅滞なく、その旨を通知する。
附

則（平成二七年九月一一日改正）

この規則は、平成二十七年十月五日から施行する。
附

則（平成二九年一月二〇日改正）

第一条及び第三条の改正規定は、平成二十七年十月五日から施行する。
附

１

２

３

第 二条第四 号中「 第二条 第四項」 を「第二条第六項」に改 める部分の改正規定は、行政
機関 等の保 有する個 人情報 の適正 かつ効果 的な活 用による新たな産業の創出並 びに活力あ
る経済社 会及び 豊かな国 民生活 の実現 に資する ための関係法 律の整備に関する法律（平成
二十八年法律第五十一号）の施行の日から施行する。
（平成二九年政令第一八号で平成二九年五月三○日から施行）
第 二条第 四号中「 第二条 第二項 」を「第二条第四項 」に改める部分及び第十五条第一項
の 改正規定 は、個 人情報 の保護に 関する 法律及び 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 法律の一 部を改 正する法 律（平成二十七年法律第六十五号）
第二条の規定の施行の日から施行する。
（平成二八年政令第三八五号で平成二九年五月三〇日から施行）
第四条第 二項及 び第十 三条の 改正規定は、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 法律（ 平成二 十五年法 律第二十七号）附則 第一条第五号に掲げる

則（平成二九年三月一六日改正）

（平成二八年政令第四〇五号で平成二九年五月三〇日から施行）

規定の施行の日から施行する。
附

第十 一条第 二項及び 第十 四条の二 （新設）の改正規 定は、個人情報の保護に関する法律 及
び行政手 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 する法律の一部を改正す

則（平成二九年五月二日改正）

（平成二八年政令第三八五号で平成二九年五月三〇日から施行）

る法律（平成二十七年法律第六十五号）第二条の規定の施行の日から施行する。
附
則（令和三年一二月一六日改正）

第四条第二項及び第十三条の改正規定は、平成二十九年五月三十日から施行する。
附

第 二条第一 号から第 四号 まで、第 十四条第四項及び 第十四条の三（新設）の改正規定 は、
則（令和四年二月一八日改正）

令和四年四月一日から施行する。
附

第二条第 九号及 び第十一 号並び に第四条第二項 の改正規定は、令和四年二月十 八日から施
行し、同年一月十一日から適用する。

