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個人情報保護条例の改正に向けての提言

はじめに

ここ数年におけるＩＴ技術の急激な進展は社会生活の利便性を著しく高めている。こ

の流れはデータ（個人データを含む）の収集・流通・利用・修正・交換などを極めて容

、 、 、易におこなう専門技術に依存しており そうであるがゆえに 利便性が高まると同時に

個人が意識せずに日常生活を監視され、個人のデータが本人の知らないところまで拡散

し利用されることが起こり得る。

プライバシー権は 「そっとしておいてもらう権利」から「自己情報コントロール権」、

へと展開してきたが、このような時代状況を踏まえれば、いわば「ＩＴ化社会からそっ

としておいてもらう権利」としてのプライバシー権を、個人の尊厳に関わる基本的人権

として改めて確立しなければならず、そのための法制度づくりと適切な運用が国におい

ても地方自治体においても必要である。

わが国の個人情報保護制度はもともと地方自治体が主体的に個人情報保護条例を制定

し運用するものとして普及・定着してきた。個人データを最も集積しているのは市町村

であり、次いで都道府県であるという実態からすれば、地方自治体が個人情報保護制度

を条例化し運用してきたことは、極めて適切であった。

しかし、上記のような社会状況の変化及び地方自治体における個人データの利用・管

理実態の変化をみるならば、従来の個人情報保護条例だけでは個人情報保護にとって必

要な対応が十分に行い得ないであろうことが予想される。

各地方自治体は、住民の個人データを収集・管理・利用する公共機関として、自らの

責任で、現在及び今後の自治体実務における個人情報保護を十分なものにするために、

個人情報保護条例を制定、又は全面見直しをし、さらに新条例の実効性を確実にするた

めに、コンピュータ専門家による幹部職員に対する研修、自治体職員全員（臨時職、ア

ルバイトを含む）に対する徹底した研修、委託業者に対する委託契約の厳密化とその実

効性の確保などを行うべきである。

国は、昨年５月、いわゆる個人情報保護関連５法案（ 個人情報の保護に関する法律」「

（以下「基本法」という 「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 （以下）、 」

行政機関法 という 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 行「 」 ）、「 」、「

政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関す

る法律 「情報公開・個人情報保護審査会設置法 ）を成立させた。従来、国について」、 」

は電算処理情報のみを保護の対象とする「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 年 月 日成立・法 号、以下「旧個人情報保」 63 12 16 95
護法」という）があっただけであるから、そのことと比較すれば、進歩と言える。

しかし、基本法及び行政機関法については、日本弁護士連合会（以下「日弁連」とい

う）が立法時に指摘した重大な問題が解決されないままであり、また行政機関法が保護
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の対象とする個人情報は国の行政機関が管理するものであって、地方自治体が収集・管

理・利用している個人情報とは内容を大いに異にしていることからすれば、地方自治体

は、基本法及び行政機関法を参考にしながらも、各自の責任において個人情報保護条例

をつくる必要がある。

本年４月２日に閣議決定された、基本法に基づく政府の「個人情報保護に関する基本

方針 （以下「基本方針」という）では、地方自治体に対し、行政機関法を参考にしての」

条例制定・改正を求めているが、行政機関法の規定でも地方自治体が積極的に取り入れ

るべきところとそうでないところがある。

以上のような問題意識から、日弁連では、住民の個人情報保護により資する個人情報

保護条例の制定・改正をおこなおうとする地方自治体のために、この提言を取りまとめ

ることにした。個人情報保護制度の問題点は多岐にわたり、その全てについて十分な検

討をした上で制度を制定・改正することが望ましいが、ここでは特に留意すべき１０の

原則にまとめることにした。１０の原則を巡る議論の詳細やその他の論点については、

日弁連編『プライバシーがなくなる日 （明石書店）に収録されているので、参照してい』

ただきたい。

また、日弁連は、今後さらに各地方自治体の個人情報保護条例の制定・改正作業に協

力できるよう、支援体制を組んでゆく予定である。
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個人情報保護条例改正・１０の原則

１ 目的

高度情報化社会において、基本的人権としてのプライバシーを保護することが条例の目的で

ある旨明示すること。

、 。条例の目的規定は それ以下の条文解釈の方向性を示すものとして重要な意味をもつ

行政機関には、大量かつ多様な個人情報が日々、蓄積されている。行政機関への個人情

報の提供を法的に強制される場合も多く、行政機関が個人情報に関し、個人のプライバ

シー権を侵害する可能性は、民間の場合よりはるかに高い。しかし、行政機関法は 「行、

政機関において個人情報の利用が拡大していることにかんがみ・・・行政の適正かつ円

滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護すること」を目的にかかげる(１条)にとど

まる。個人情報保護における個人の権利利益の中心がプライバシーの権利であることを

明確にし 「個人のプライバシーその他の権利利益を保護すること」といった表現にすべ、

きである。個人情報保護条例が単に組織のあり方や専門技術の採用の問題ではなく、何

よりも憲法上の個人の尊重（１３条）から導かれる情報プライバシー権の保護のための

制度であることを明記することによって、実施機関においても住民においてもこの制度

の重要性を認識し、その重要性を意識した制度運用がなされるべきである。

２ 実施機関

当該地方自治体のすべての機関（議会を含む）を実施機関とすること。

都道府県については、警察(公安委員会と警察本部長)も実施機関とすること。

なお、これに伴う例外条項の新設は必要最小限にすること。

行政機関法が国のすべての行政機関を対象としたことからしても、個人情報保護条例

は当該地方自治体のすべての機関を対象とすべきである。また、議会も他の行政機関に

劣らず個人情報を取扱っており、対象とすべきである。既に少なくない自治体で議会を

条例の実施機関としている。

都道府県については、警察も対象とすべきである。業務の性格上、警察では犯歴をは

じめ大量のデリケートな個人情報を日常的に収集しており、一歩誤ればプライバシー侵

害を生じかねない状況にあり、これを条例の対象において規制する必要は大きい。

なお、警察を対象にすることで、個人情報保護の原則的な規定に新たな例外条項を設け

る必要が生ずるが、それは最小限にしなければならない。例えば、個人情報取扱事務の

登録・縦覧の例外にすべきではない。事務名の表示方法の工夫によって警察の活動への

支障は回避可能であり、個人情報保護の基礎である事務の登録・縦覧の例外とすべきで

はない。

直接収集の原則、目的外利用・外部提供の禁止、本人開示請求などについて、警察の

犯罪予防、捜査等の司法警察分野の活動に支障となる場合を例外として規定することは

認められるとしても、それは警察の司法警察分野の活動についての例外であることが明
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示されるべきであり、これを契機にそれ以外の分野にまで例外範囲が広がるような規定

は設けるべきではない。

３ 安全性確保

安全性の確保は努力義務ではなく、義務として規定すること。

従来の条例の多くは、個人情報の安全性確保を努力義務として規定してきた。安全性

確保の具体的内容が必ずしも明確でないこと、各地方自治体の実情に応じて実行できる

内容に違いがあることなどが、考慮されたものと考えられる。しかし、行政事務の電子

化、ネットワーク化（住基ネットやＬＧＷＡＮ（地方自治体をつなぐ総合行政ネットワ

ーク）など）が急速に進んでいる今日、個人情報の保護のための安全性のレベルはどの

地方自治体においても一定レベル以上であることが要求されている。安全性の確保は努

力目標ではなく、日々の業務を適正に運用してゆく上で必要不可欠な重要な義務とされ

るべきものなのである。具体的な内容は多義にわたり、かつ流動的であるので、条例の

規定で個別的に規定することは困難である。規則、要綱、マニュアル、仕様書などによ

り具体化し、組織的対応ができるようにする必要がある。

安全性確保は、オンライン結合や第三者提供の可否、中止など検討する際の重要な要

素でもある。

なお、安全性確保のために、職員に罰則を設けることも一つの方法であり、基本方針

でも罰則の検討を求めている。しかし、罰則よりも安全性確保の仕組みを確立すること

が優先課題であるし、実際には、罰則で規定する行為は限定せざるを得ないことからし

ても、罰則を設けることで安全性確保が解決するかのような発想に陥ってはならない。

４ センシティブ情報

センシティブ情報の収集を原則として禁止すること。

思想、信条、宗教に関する事項などのいわゆるセンシティブ情報については、その収

集を原則として禁止する規定を置くべきである。これまで多くの条例でこの規定を設け

てきた。基本法と行政機関法には規定はないが、それは決して積極的に許容しているわ

けではない。地方自治体、とくに基礎自治体である市町村は地域住民と直接関わり合う

場面が多く、様々な個人情報を日常業務の必要から収集・利用しているだけに、センシ

ティブ情報の収集・利用については意識的に慎重に対応しないと、住民に取り返しのつ

かない被害が生じたり、自治体と住民の間に深刻な対立が生じたりするおそれがある。

実務上、例外を認めざるを得ない場面が少なくないとしても、実施機関として収集の必

要性や収集の範囲を常に慎重に考える姿勢を保つために、この規定は必要である。

５ 目的外利用、外部提供等

個人情報の目的外利用及び外部提供の例外は厳格に規定すること。

利用目的の変更は認めないこと。
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、 「 」行政機関法は もとの利用目的と 相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲

での利用目的の変更は認めるとしている(３条３項)が、そもそも目的の変更を認めるの

では目的の明確化を原則とした意味がなくなるし、これまでの個人情報保護条例にはこ

のような規定はなく、必要性も疑わしい。他目的に用いることができるかは、目的外利

用の要件を満たすか否かによるべきである。

行政機関法は 「所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合で、

あって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき」には目的外

利用を認め(８条２項２号) 「他の行政機関・・・に保有個人情報を提供する場合におい、

て、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度

で提供にかかる個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な

理由のあるとき」には外部提供を認める(同３号)など、実質的には極めて緩い条件で目

的外利用・外部提供を容認している。これは、行政実務の便宜に配慮し過ぎる規定の仕

方になっており、制限になっていない。従来からある個人情報保護条例の規定（多くの

条例では、①法令に基づく利用・提供、②本人の同意がある場合、③生命身体への危険

、 、を防ぐため等緊急性のある場合 ④第３者機関が必要性を認めた場合を例外としており

これで対応可能である ）に照らしても広きに失するものであり、目的外利用・外部提供。

の制限を無意味ならしめるものであって、こうした規定を取り入れる条例改正はすべき

でない。

６ オンライン結合

オンライン結合について、原則として禁止し、結合を認めるかについては第三者機関の意見

を聞くものとすること。

オンライン結合により情報の漏えい等の問題が生じないかについて調査するための規定、問

題が生じたとわかった場合に結合を切断するための規定を設けること。

行政機関法には、オンライン結合の禁止の規定がない。しかも、基本方針では、オン

ライン結合制限規定の見直しを示唆している。

しかし、オンライン結合によって、不法な目的外利用・提供が容易になり、大量の情

報の漏出にもつながりかねない。地方でも、中央でも、電子政府の推進が掲げられてい

るが、そうであるからこそ、オンライン結合による被害に対する備えを出来る限り配慮

すべきである。具体的には、まず、オンライン結合の際、第三者機関の意見を聞くもの

とする。法令に基づく結合の場合は不要とする条例が多いが、実際には、法令があって

も、どの範囲の情報をどのような場合に結合するのか不明確な場合があるし、結合にあ

たって条件や留意点を指摘すべき場合もあるので、すべての場合に第三者機関の意見を

聞くこととすべきである。また、既にいくつかの条例で取り入れられているように、安

全性に疑問が生じた場合の調査権限や問題が生じた場合に結合を切断する等の権限を定

めるべきである。

７ 委託

個人情報を取扱う事務の委託にあたっては、委託にあたり個人情報保護のために必要な措
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置を講じること。

委託者の立ち入り検査権限を設けること。

受託者は個人情報保護のために必要な措置を講ずるべきこと。

受託業務の従事者に対する守秘義務を規定すること。

実施機関の事務の一部を外部に委託することは、コスト面や専門性の面などから今後

ますます増えてくると思われる。実施機関がある事務を外部に委託することは政策判断

としてやむを得ないとしても、個人情報保護のレベルを下げることは許されない。個人

情報の取扱い、管理状況、不正利用の排除などについて、実施機関は委託先に同等の責

任を求めるべきである。なお、住民基本台帳法 条の では、総務大臣及び都道府県30 23
知事が「必要があると認めるとき」は指定情報処理機関に対して報告請求、立入り検査

できるとしている。

８ 個人の権利の保障

本人開示請求権、訂正請求権のほか、違法に収集または利用・提供され、若しくはされようと

している場合は、その停止を求める権利を保障すること。

従来の条例では 開示については 請求権 という位置づけがなされているものの 訂、 「 」 、「

正」については「請求権」とするところと「申出」と規定されるところとに分かれ、利

用中止については「請求権」とするところは少数であった。

しかし、行政機関法では「訂正」のみならず 「抹消 「利用中止」も「請求権」と規、 」

定されている。

個人情報の取扱いについて地方自治体の機関は条例上、適正収集・管理義務、正確性

確保義務等を負っているが、常に個人情報の管理が万全とはかぎらない。開示について

のみ請求権とするのではなく、訂正、抹消、利用中止についても個人の請求権として認

める必要がある。

９ 非開示事由

非開示事由の範囲は極力限定的に規定すること。

本人開示請求についての非開示事由の規定の仕方を考えるとき、２つの視点が重要で

ある。１つは、個人情報は本来的に本人のものである。行政機関は本人から個人情報を

借りて行政事務をおこなっているに過ぎないという視点である。もう１つは、情報公開

条例の非公開事由の考え方とは質的に異なるという視点である。情報公開条例は通常、

だれもが公開請求することができるという制度設計になっているので、だれが請求した

かによって公開の範囲を変えることが許されない。しかし、個人情報保護条例に基づく

開示請求は本人しかできないことを原則としているので、当該請求内容を当該個人に開

示することの不都合のみを検討すればすみ、他の者による請求はそもそも認められてい

ない。

したがって、個人情報保護条例の非開示事由の範囲は、情報公開条例の非公開事由の
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範囲とは異なり、かつより限定的なものになるべきである。

行政機関法が規定する非開示事由は、情報公開法の非公開事由に酷似しており、立法

過程においても両制度の質的な差異を十分に検討した様子は伺われない。また、国が保

有する個人情報と都道府県、市町村が保有する個人情報は内容が著しく異なるのである

から、都道府県、市町村はそれぞれが保有する個人情報をどこまで本人に非開示にして

よいかという観点から非開示事由の規定を設けるべきであり、安易に行政機関法の規定

をまねるべきではない。

10 第三者機関

個人の権利の行使が認められなかった場合に、簡易迅速に救済を受けるための審査機関を

設けること。

センシティブ情報の収集、本人からの直接収集、目的外利用・外部提供、オンライン結合に

ついて、具体的事案につき例外として認めるかを判断するための運営審議機関を設けること。

運営審議機関は、個人情報保護に関する重要事項について答申または建議できるものと

し、前記の審査機関とは別個に設けること。

個人情報の取り扱いを規制する原則規定の例外にあたるかの判断は、微妙な利益衡量

が必要であるが、これを当該個人情報を利用しようとする実施機関自身が判断するので

は、どうしても例外を拡大して利用する方向に傾きがちである。そこで、微妙な事案に

ついては第三者機関（運営審議機関）を関与させて例外とするか決するという手法がこ

れまでの情報公開条例では取られてきており、それは評価できる仕組みである。旧個人

情報保護法も行政機関法も、このような第三者機関を置いていないが、それは望ましい

ことではなく、かかる機関をなくす方向での条例改正はすべきではない。

また、本人開示請求等権利行使を拒絶された場合にこれを審査するための第三者機関

（審査機関）も必要である。

運営審議機関と審査機関を兼ねた機関を置く条例もあるが、両者は役割を異にしてお

り、前者のした判断を後者が審査することもありうることからすれば、別個の機関とす

べきである。多数の機関を抱えることが非効率となると考えるのであれば、情報公開の

審査機関と個人情報保護の審査機関を兼任させるほうが望ましい。

以 上


