
項目 独占禁止法 行政機関個人情報保護法日弁連試案

名称 公正取引委員会 個人情報保護委員会（仮称）
設置及び組織 第一節　設置、任務及び所掌事務並びに組織等 　

第二十七条 　国家行政組織法 （昭和二十三年法律第百二十
号）第三条第二項 の規定に基づいて、第一条の目的を達成
することを任務とする公正取引委員会を置く。

内閣府に、個人情報保護委員会（以下「委員会」という）を置く。

２ 　公正取引委員会は、総務大臣の所轄に属する。

第二十七条の二 　公正取引委員会は、前条第一項の任務を
達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

　委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事
項を処理する。

　一 　私的独占の規制に関すること。
　二 　不当な取引制限の規制に関すること。
　三 　不公正な取引方法の規制に関すること。
　四 　独占的状態に係る規制に関すること。
　五 　所掌事務に係る国際協力に関すること。
　六 　前各号に掲げるもののほか、法律（法律に基づく命令を
含む。）に基づき、公正取引委員会に属させられた事務

独立 第二十八条 　公正取引委員会の委員長及び委員は、独立し
てその職権を行う。

委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。

組織 第二十九条 　公正取引委員会は、委員長及び委員四人を以
て、これを組織する。

委員会は、委員○人をもつて組織する。

　２ 　委員は、非常勤とする。ただし、そのうち○人以内は、常勤
とすることができる。

委員長 委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
　２ 　委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
　３ 　委員会は、あらかじめ、委員長に事故があるときにその職
務を代理する委員を定めておかなければならない。

委員の任命 　２ 　委員長及び委員は、年齢が三十五年以上で、法律又は
経済に関する学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣
が、両議院の同意を得て、これを任命する。

委員は、個人情報保護に関して優れた識見を有する者のうちか
ら、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。

　３ 　委員長の任免は、天皇が、これを認証する。
　４ 　委員長及び委員は、これを官吏とする。

　２ 　委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国
会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ること
ができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわら
ず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命するこ
とができる。

　３ 　前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事
後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の
事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその
委員を罷免しなければならない。

（任期） 第三十条 　委員長及び委員の任期は、五年とする。但し、補
欠の委員長及び委員の任期は、前任者の残任期間とする。

委員の任期は、○年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任
者の残任期間とする。

　２ 　委員長及び委員は、再任されることができる。 　２ 　委員は、再任されることができる。
　３ 　委員長及び委員は、年齢が七十年に達したときには、そ
の地位を退く。

　４ 　委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場
合において、国会の閉会又は衆議院の解散のため両議院の
同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前条第
二項に規定する資格を有する者のうちから、委員長又は委員
を任命することができる。この場合においては、任命後最初の
国会で両議院の事後の承認を得なければならない。

　３ 　委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任
命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

（委員の罷免） 第三十一条 　委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該
当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免される
ことがない。

内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができ
ないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員た
るに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同
意を得て、これを罷免することができる。

　一 　破産の宣告を受けた場合
　二 　懲戒免官の処分を受けた場合
　三 　この法律の規定に違反して刑に処せられた場合
　四 　禁錮以上の刑に処せられた場合
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　五 　公正取引委員会により、心身の故障のため職務を執る
ことができないと決定された場合

　六 　前条第四項の場合において、両議院の事後の承認を
得られなかつたとき。
第三十二条 　前条第一号又は第三号から第六号までの場合
においては、内閣総理大臣は、その委員長又は委員を罷免し
なければならない。

（委員の服務） 第三十九条 　委員長、委員及び公正取引委員会の職員並び
に委員長、委員又は公正取引委員会の職員であつた者は、
その職務に関して知得した事業者の秘密を他に漏し、又は窃
用してはならない。

委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。そ
の職を退いた後も同様とする。

第三十七条 　委員長、委員及び命令を以て定める公正取引
委員会の職員は、在任中、左の各号の一に該当する行為を
することができない。

　一 　国会若しくは地方公共団体の議会の議員となり、又は
積極的に政治運動をすること
　二 　内閣総理大臣の許可のある場合を除く外、報酬のある
他の職務に従事すること

　２ 　常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合
を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営
み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならな

　三 　商業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を
行うこと

　 第三十八条 　委員長、委員及び公正取引委員会の職員は、
事件に関する事実の有無又は法令の適用について、意見を
外部に発表してはならない。但し、この法律に規定する場合
又はこの法律に関する研究の結果を発表する場合は、この限
りでない。

（委員の給与） 第三十六条 　委員長及び委員の報酬は、別に定める。 委員の給与は、別に法律で定める。
　２ 　委員長及び委員の報酬は、在任中、その意に反してこ
れを減額することができない。

　２ 　委員長及び委員の報酬は、在任中、その意に反してこれを
減額することができない。

（事務局） 第三十五条 　公正取引委員会の事務を処理させるため、公
正取引委員会に事務総局を置く。

委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

省略 　２ 　事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
　３ 　事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。

申請の公表 委員会は、行政機関より、この法律に基づく委員会の同意を求
める申請書を受理した場合、かかる申請内容を、直ちに官報お
よび委員会の開設するインターネット・ホームページで公表しな
ければならない。

同意の公表 委員会は、当該申請が法の定める要件を充足していると判断し
た場合は、当該申請に対し同意をするものとし、その旨を委員会
の開設するインターネット・ホームページで公表しなければならな
い。

報告及び検査 第四十条 　公正取引委員会は、その職務を行うために必要
があるときは、公務所、特別の法令により設立された法人、事
業者若しくは事業者の団体又はこれらの職員に対し、出頭を
命じ、又は必要な報告、情報若しくは資料の提出を求めること
ができる。

委員会は、その職務を行うために必要があると認めるときは、関
係行政機関の長又は職員に対し、出頭を命じ、又は必要な報
告、情報若しくは資料の提出を求めることができる。

３ 　委員会は、前項の規定により立入検査をする場合において
は、身分を示す証明書を携帯させ、関係者に提示させなければ
ならない。

４　委員会は、必要があると認めるときは、関係行政機関から、
必要なアクセスログの提供を受けることができる。

５　住民基本台帳法第３０条の１０第１項の定める指定情報処理
機関は、本条の定める関係行政機関と見なす。

調査の嘱託 第四十一条 　公正取引委員会は、その職務を行うために必
要があるときは、公務所、特別の法令により設立された法人、
学校、事業者、事業者の団体又は学識経験ある者に対し、必
要な調査を嘱託することができる。

委員会は、その職務を行うために必要があるときは、公務所、特
別の法令により設立された法人、学校、事業者、事業者の団体
又は学識経験ある者に対し、必要な調査を嘱託することができ
る。

公聴会 第四十二条 　公正取引委員会は、その職務を行うために必
要があるときは、公聴会を開いて一般の意見を求めることが
できる。

委員会は、その職務を行うために必要があるときは、公聴会を
開いて一般の意見を求めることができる。

公表 第四十三条 　公正取引委員会は、この法律の適正な運用を
図るため、事業者の秘密を除いて、必要な事項を一般に公表
することができる。

委員会は、この法律の適正な運用を図るため、個人情報を除く
必要な事項を、委員会の開設するインターネット・ホームページ
によって、一般に公表することができる。



報告義務 第四十四条 　公正取引委員会は、内閣総理大臣を経由し
て、国会に対し、毎年この法律の施行の状況を報告しなけれ
ばならない。この場合においては、第十八条の二第一項の規
定により求めた報告の概要を示すものとする。

委員会は、内閣総理大臣を経由して国会に対し、毎年この法律
の施行の状況を報告しなければならない。

　２ 　公正取引委員会は、内閣総理大臣を経由して国会に対
し、この法律の目的を達成するために必要な事項に関し、意
見を提出することができる。

委員会は、委員会の開設するインターネット・ホームページに
よって、毎年この法律の施行の状況を公表しなければならない。

調査の依頼 第四十五条 　何人も、この法律の規定に違反する事実があ
ると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を報
告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

何人も、この法律の規定に違反する事実があると思料するとき
は、委員会に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきこ
とを求めることができる。

　２ 　前項に規定する報告があつたときは、公正取引委員会
は、事件について必要な調査をしなければならない。

　２ 　前項に規定する報告があつたときは、委員会は、事件につ
いて必要な調査をしなければならない。

　３ 　第一項の規定による報告が、公正取引委員会規則で定
めるところにより、書面で具体的な事実を摘示してされた場合
において、当該報告に係る事件について、適当な措置をとり、
又は措置をとらないこととしたときは、公正取引委員会は、速
やかに、その旨を当該報告をした者に通知しなければならな
い。

　３ 　第一項の規定による報告が、委員会規則で定めるところに
より、書面で具体的な事実を摘示してされた場合において、当該
報告に係る事件について、適当な措置をとり、又は措置をとらな
いこととしたときは、委員会は、速やかに、その旨を当該報告を
した者に通知しなければならない。

　４ 　公正取引委員会は、この法律の規定に違反する事実又
は独占的状態に該当する事実があると思料するときは、職権
をもつて適当な措置をとることができる

処分権 第四十六条 　公正取引委員会は、事件について必要な調査
をするため、次の各号に掲げる処分をすることができる。

委員会は、この法律の規定に違反する事実があると思料すると
きは、またはそのおそれがあると思料するときは、当該違反行為
をしているもの、またはそのおそれのあるものに対し、個人情報
の収集、利用、提供等に関する利用停止命令等適当な措置をと
ることができる。

　一 　事件関係人又は参考人に出頭を命じて審訊し、又はこ
れらの者から意見若しくは報告を徴すること

２　委員会は、利用停止命令等適切な処置をとった場合、直ちに
その旨を、委員会の開設するインターネット・ホームページに掲
載しなければならない。

　二 　鑑定人に出頭を命じて鑑定させること 　
　三 　帳簿書類その他の物件の所持者に対し、当該物件の
提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと

　四 　事件関係人の営業所その他必要な場所に立ち入り、業
務及び財産の状況、帳簿書類その他の物件を検査すること

　２ 　公正取引委員会が相当と認めるときは、命令をもつて定
めるところにより、公正取引委員会の職員を審査官に指定し、
前項の処分をさせることができる。
　３ 　前項の規定により職員に立入検査をさせる場合におい
ては、これに身分を示す証明書を携帯させ、関係者に提示さ
せなければならない。
　４ 　第一項の規定による処分の権限は、犯罪捜査のために
認められたものと解釈してはならない。

（勧告） 第四十八条 　公正取引委員会は、第三条、第六条、第八条、
第九条第一項、第二項、第五項若しくは第六項、第十条、第
十一条第一項、第十三条、第十四条、第十五条第一項、第十
五条の二第一項、第十六条第一項、第十七条又は第十九条
の規定に違反する行為があると認める場合には、当該違反行
為をしているもの（当該違反行為が第八条に係るものであると
きは、当該事業者団体の役員及び管理人並びにその構成事
業者を含む。）に対し、適当な措置をとるべきことを勧告するこ
とができる。

委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項
に関し、関係行政機関の長又は職員に対し、適当な措置をとる
べきことを勧告することができる。

　２ 　公正取引委員会は、第三条、第六条、第八条第一項又
は第十九条の規定に違反する行為が既になくなつていると認
める場合において、特に必要があると認めるときは、当該違
反行為を行つたもの（当該違反行為が第八条第一項に係るも
のであるときは、当該事業者団体の役員及び管理人並びにそ
の構成事業者を含む。）に対し、適当な措置をとるべきことを
勧告することができる。



　３ 　前二項の規定による勧告を受けたものは、遅滞なく公正
取引委員会に対し、当該勧告を応諾するかしないかを通知し
なければならない。

　２　前項の規定による勧告を受けたものは、遅滞なく委員会に
対し、当該勧告を応諾するかしないかを通知しなければならな
い。

　 　４ 　第一項又は第二項の規定による勧告を受けたものが当
該勧告を応諾したときは、公正取引委員会は、審判手続を経
ないで当該勧告と同趣旨の審決をすることができる。

　３ 　関係行政機関を所轄する大臣は、第１項の勧告を受けたと
きは、その内容を公表しなければならない。

（委員会への諮
問）

内閣総理大臣は、個人情報の保護に関して、委員会に諮問する
ことができる。

（政令への委
任）

不明 この節に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政
令で定める。
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