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１ 制度の意義 

情報処理技術及び電気通信技術の急速な進歩により、行政運営においても、また、民間

の事業活動においても、情報の価値が飛躍的に高まり、個人に関する情報が大量に収集さ

れ、蓄積され、利用されるようになってきている。このような社会の情報化の進展は、生

活に豊かさと多くの利便をもたらしているが、その反面、個人情報そのものの取扱いの適

正さを欠いた場合には、プライバシーを中心とする個人の権利利益を侵害するおそれも一

層深刻なものとなってきている。 

本市においては、「千葉市電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例」を昭和６

１年１０月に施行し、本市の機関が電子計算機により処理する個人情報について、その保

護を図ってきたが、当時の本市における個人情報を取り扱う事務は、大半が手作業処理と

なっており、これら手作業処理に係る個人情報についても保護措置を講ずる必要性が生じ

てきていた。また、民間事業者においても個人情報が大量に蓄積され、利用されるように

なっており、民間部門における個人情報の取扱いについての不満や不安を感じる市民も少

なくなかった。 

このような状況の中、市民の不安感を取り除き、プライバシーその他の個人の権利利益

の侵害を未然に防止するための基準や手続を定める新たな制度の必要性が高まり、本市の

機関の電子計算機処理に係る個人情報のみならず、手作業処理に係る個人情報も含めた個

人情報の取扱いの基本的事項を定めるとともに、民間部門が保有する個人情報についても

保護対策を講ずるため、平成７年１０月に「千葉市個人情報保護条例」を制定し、平成８

年４月に施行した。 

この制度を実施することにより、個人の権利利益の侵害が未然に防止され、それにより

市民の信頼に応え市民の不安感を解消することとなり、公正で信頼される市政が推進され

るものである。 

 

２ 制度の主な内容 

（１）目的 

個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定め、本市が保有する個人情報の

開示、訂正及び利用停止を請求する権利等を明らかにすることにより、公正で信頼され

る市政の推進を図りつつ、個人の権利利益を保護する。 

（２）個人情報 

個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものを

いう。 

ア 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（他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別す
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ることができることとなるものを含む。） 

イ 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）第２

条第３項に規定する個人識別符号が含まれるもの 

（３）要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害

を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにそ

の取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。 

（４）特定個人情報 

特定個人情報とは、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２５年法律第２７号。以下「番号法」という。）第２条第５項に規定する

個人番号をその内容に含む個人情報をいう。 

（５）実施機関 

個人情報保護制度を実施する機関は、次のとおりである。 

市長、消防長、教育委員会、選挙管理委員会（市及び各区）、人事委員会、監査委員、

農業委員会、固定資産評価審査委員会及び病院事業管理者並びに議会 

（６）個人情報取扱事務の届出 

ア 実施機関は、個人情報を取り扱う事務であって、当該個人を検索し得る状態で個人

情報が記録される公文書を使用するもの（以下「個人情報取扱事務」という。）を開始

し、変更し、又は廃止するに当たっては、一定の事項を市長に届け出なければならな

い（本市の職員等に係る事務及び保存期間が１年未満であるものを除く。）。 

イ 市長は、個人情報取扱事務の目録を作成し、市民の閲覧に供しなければならない。 

（７）収集の制限 

ア 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明確に

し、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しな

ければならない。 

イ 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人の同意があるとき等を除き、本人か

ら収集しなければならない。 

ウ 実施機関は、法令に定めがあるとき等を除き、信条に関する個人情報及び社会的差

別の原因となる個人情報（以下「センシティブ情報」という。）を収集してはならない。 

エ 実施機関は、センシティブ情報を収集した場合は、法令・条例の定めにより収集し

たときを除き、事後に千葉市情報公開・個人情報保護審議会に報告しなければならな

い。 

（８）利用及び提供の制限 

ア 実施機関は、本人の同意があるとき等を除き、個人情報を取り扱う事務の目的以外

の目的のために個人情報を利用し、又は提供してはならない（特定個人情報について

は、イ、ウ参照）。 
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イ 実施機関は、個人の生命、身体又は財産の安全を守るために必要がある場合であっ

て本人の同意があるとき等を除き、個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のため

に特定個人情報を当該実施機関内部で利用してはならない。 

ウ 実施機関は、番号法第１９条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報

を当該実施機関以外のものに提供してはならない。 

エ 実施機関が、実施機関以外のものへ個人情報を提供する場合は、必要に応じ、提供

先に対し、個人情報の適正な取扱いについて必要な措置を講ずること等を求めなけれ

ばならない。 

（９）電子計算機処理の制限 

ア 実施機関が、センシティブ情報を電子計算機により処理しようとするときは、あら

かじめ千葉市情報公開・個人情報保護審議会の意見を聴かなければならない。 

イ 実施機関が、個人情報を取り扱う事務の目的の範囲を超えて、電子計算機処理に係

る個人情報を国等へ提供したときは、遅滞なく、その旨を千葉市情報公開・個人情報

保護審議会に報告しなければならない。 

ウ 実施機関は、他の実施機関以外のものとの間において、個人情報を提供するため、

通信回線による電子計算機の結合（以下「オンライン結合」という。）を開始しようと

するときは、法令等に基づいてオンライン結合を開始しようとするとき及び国等との

間においてオンライン結合を開始しようとするときを除いて、あらかじめ、千葉市情

報公開・個人情報保護審議会の意見を聴かなければならない。なお、法令等に基づい

てオンライン結合を開始したとき又は国等との間においてオンライン結合を開始した

ときは、事後に遅滞なく、その旨を千葉市情報公開・個人情報保護審議会に報告しな

ければならない。 

（１０）適正な管理 

ア 実施機関は、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。 

イ 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失、改ざん及び毀損の防止等の個人情報の適切

な管理に必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する責任体制を明確にし

なければならない。 

ウ 実施機関は、保有する必要のなくなった個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は

消去しなければならない。 

（１１）委託に伴う措置等 

実施機関は、個人情報を取り扱う事務の委託（指定管理者に公の施設の管理を行わせ、

又は千葉市住宅供給公社に本市の設置する公営住宅若しくは共同施設の管理を行わせる

ことを含む。）に当たっては、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

委託を受けた者が、当該実施機関の承諾を得て、受託した業務を再委託する場合につい

ても同様である。 
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（１２）個人情報の開示請求 

ア 何人も、実施機関の保有する公文書に記録されている自己に関する個人情報の開示

を請求することができる。 

イ 開示請求をしようとする者は、本人であることを証明する書類の提示等をしなけれ

ばならない。 

ウ 実施機関は、原則として、開示請求があった日の翌日から１４日以内に、当該個人

情報を開示するか否かを決定しなければならない。 

エ 開示請求に対しては開示することが原則であるが、次に掲げる情報のいずれかに該

当する個人情報については、開示しないことができる。 

（ア）法令秘情報 

（イ）本人の不利益になるおそれのある情報 

（ウ）開示請求者以外の個人に関する情報 

（エ）法人等情報 

（オ）公共安全維持情報 

（カ）審議・検討・協議情報 

（キ）事務事業執行情報 

オ 自己に関する個人情報の開示の方法には、公文書の閲覧、視聴、聴取及び写しの交

付があり、写しの交付の方法により開示を行うときは、実費相当の費用を徴収する。 

（１３）個人情報の訂正請求 

ア 何人も、開示を受けた自己に関する個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、

その訂正を請求することができる。 

イ 実施機関は、原則として、訂正請求があった日の翌日から３０日以内に、当該個人

情報を訂正するか否かを決定しなければならない。 

（１４）個人情報の利用停止請求 

ア 何人も、開示を受けた自己に関する個人情報が、この条例の収集の制限に違反して

収集されたと認めるとき、利用の制限に違反して利用されたと認めるとき、又は保有

の制限に違反して保有されているときは、当該個人情報の利用の停止又は削除を請求

することができる。 

イ 何人も、開示を受けた自己に関する個人情報が、この条例の提供の制限に違反して

提供されたと認めるときは、当該個人情報の提供の停止を請求することができる。 

ウ 実施機関は、原則として、ア、イの請求があった日の翌日から３０日以内に、当該

個人情報の利用の停止若しくは削除又は提供の停止をするか否かを決定しなければな

らない。 

（１５）千葉市個人情報保護審査会 

実施機関は、個人情報の開示、訂正又は利用停止の請求に対する決定について、審査
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請求があった場合は、千葉市個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して決定又

は裁決を行わなければならない。 

（１６）千葉市情報公開・個人情報保護審議会 

条例によりその権限に属させられた事項を処理するとともに、個人情報保護制度の運

営に関する重要事項について調査審議し、市長に意見を述べる附属機関として千葉市情

報公開・個人情報保護審議会を設置する。 

（１７）事業者が保有する個人情報の保護 

ア 市長は、事業者が自ら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

るよう指導及び助言を行うものとする。 

イ 市長は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速

に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他の必要な措置を講ずるよ

う努めるものとする。 

ウ 本市が出資その他財政支出等を行う法人で規則で定めるものは、この条例に基づく

本市の施策に留意しつつ、個人情報の保護のために必要な措置を講ずるよう努めなけ

ればならない。 

（１８）他の制度等との調整 

ア 法令等に、自己に関する個人情報の開示、訂正又は利用停止の規定がある場合は、

その定めるところによる。 

イ 統計法の規定により保護措置が講じられた統計調査等により集められた個人情報に

ついては、適用しない。 

ウ 本市の図書館等で閲覧に供し、又は貸し出すために管理されている図書等に記録さ

れている個人情報については、適用しない。 

 

３ 制度に関する総合窓口 

個人情報保護制度を円滑に運営し、市民が利用しやすいものとするため、個人情報の保

護についての案内や相談並びに個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求の受付、開示の

実施その他実施機関が行う個人情報の保護に係る事務は、各実施機関を通じて、原則とし

て市政情報室において行う。 

なお、総合窓口として市政情報室で行う事務は、次のとおりである。 

（１）個人情報の保護に係る一般的な案内及び相談に関すること。 

（２）個人情報取扱事務の届出に係る事項を記載した目録の閲覧に関すること。 

（３）開示請求等に係る請求書の受付に関すること。 

（４）個人情報の開示の実施に関すること。 

（５）写しの作成に要する費用の徴収に関すること（所管課が水道局、病院局の課等である
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場合を除く。）。 

（６）開示請求等に対する決定に係る審査請求の受付に関すること。 

（７）実施機関が行う個人情報の取扱いに係る苦情の申出の受付に関すること。 

（８）事業者が行う個人情報の取扱いに係る苦情相談の受付に関すること。 
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第１章 総則（第１条－第５条） 

第１条 目的 

第１条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定め、本市が

保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利等を明らかにすることに

より、公正で信頼される市政の推進を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目

的とする。 

１ 趣旨 

本条は、条例の目的を明らかにしたものであり、条例の解釈及び運用の指針となるも

のである。したがって、各条項の解釈及び運用は、常に本条に照らして行わなければな

らない。 

２ 解釈 

（１）「個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項」 

実施機関が保有する個人情報については第２章の「実施機関における個人情報の取

扱い」に規定する収集の制限、利用及び提供の制限、電子計算機処理の制限、適正な

管理等の具体的な保護措置に関する規定を指し、事業者が保有する個人情報について

は第５章の「個人情報の保護に関する施策」に規定する事業者の自主的対応のための

指導助言、苦情の処理のあっせん等の保護対策に関する規定を指す。 

（２）「本市が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利等を明らかにす

ること」 

第３章の「個人情報の開示、訂正及び利用停止」において、実施機関が保有する自

己に関する個人情報（以下「自己情報」という。）について、開示を請求する権利、事

実の誤りがあると認めるときは訂正を請求する権利並びに収集の制限に違反して収集

されたとき、利用の制限に反して利用されたとき、提供の制限に違反して提供された

とき及び保有の制限に違反して保有されていると認めるときは利用停止（削除、提供

の停止を含む。以下同じ。）を請求する権利を明らかにすることである。 

これにより、何人も自己情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利が保障され、

実施機関の不開示決定等に対して請求者に不服がある場合は、行政不服審査法（平成

２６年法律第６８号）及び行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）の規定に基

づく救済の道が開かれている。 

（３）「公正で信頼される市政の推進を図り」 

個人の権利利益の保護を図ることが条例の直接の目的であるが、それにより市民の

信頼に応え市民の不安感を解消することが、公正で信頼される市政の推進に結びつく

という趣旨である。 
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（４）「個人の権利利益」 

個人情報の取扱いに伴って保護する必要のある人格的、財産的な個人に関する権利

利益をいう。 

３ 運用 

個人情報保護制度の意義 

この個人情報保護制度は、個人情報保護対策の基本原則として広く承認されている収

集制限、利用制限、個人参加、適正管理及び責任明確化の５原則を尊重し、実施機関が

保有する個人情報及び事業者が保有する個人情報について、本市の実状に即した保護を

図るものである。 

そこで、実施機関が保有する個人情報については、個人情報の収集の制限、利用及び

提供の制限、電子計算機処理の制限等を規定し、実施機関における適正な取扱いを確保

することで、「一人にしておいてもらう権利」という従来の伝統的、消極的なプライバ

シーを保護することに加え、自己に関する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求す

る権利を保障し、市民が積極的に自己の個人情報に関与することで、「自己に関する情

報の流れをコントロールする権利」という新しい概念のプライバシーをも保護すること

に意義がある。 

一方、事業者が保有する個人情報については、その適正な取扱いの確保のため、個人

情報の保護の重要性について事業者及び市民の意識啓発を行うとともに、事業者の自主

的対応を促す指導助言や苦情の処理のあっせん等により実効性のある可能な限りの保

護対策を行うことに意義がある。 

したがって、この制度にかかわるものは、これらの意義を十分認識し、この制度を運

用しなければならない。 
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第２条 定義 

第２条 この条例において、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

による。 

（１）個人情報 生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものを

いう。 

ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画若しくは電磁

的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ

ない方式で作られる記録をいう。第２４条第１項、第５８条第２項及び第５９条

において同じ。）に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を

用いて表された一切の事項（個人識別符号を除く。）をいう。第１５条第３号及び

第１６条第２項において同じ。）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。） 

イ 個人識別符号が含まれるもの 

（２）個人識別符号 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。第１５条第３号ウにおいて「行政機関個人情報保護法」という。）第２

条第３項に規定する個人識別符号をいう。 

（３）要配慮個人情報 本人の人種、信条（思想及び信仰に関するものを含む。第７条

第３項において同じ。）、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事

実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱

いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。 

（４）特定個人情報 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２５年法律第２７号。以下「番号法」という。）第２条第８項に規定

する特定個人情報をいう。 

（５）情報提供等記録 番号法第２３条第１項及び第２項（これらの規定を番号法第２

６条において準用する場合を含む。第３５条において同じ。）に規定する記録に記録

された特定個人情報をいう。 

（６）個人情報ファイル 個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を

達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように

体系的に構成したものをいう。 

（７）実施機関 市長、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、

農業委員会、固定資産評価審査委員会及び病院事業管理者並びに議会をいう。 

（８）電子計算機処理 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、

修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。ただし、専ら文章

を作成し、又は文書若しくは図画の内容を記録するための処理その他規則で定める

処理を除く。 

（９）事業者 法人その他の団体（国、独立行政法人等（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）第２条第１項に規定する独

立行政法人等をいう。以下同じ。）、地方公共団体及び地方独立行政法人（地方独立

行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第２条第１項に規定する地方独立行政法

人をいう。以下同じ。）を除く。第１５条において「法人等」という。）及び事業を
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営む個人をいう。 

（10）公文書 千葉市情報公開条例（平成１２年千葉市条例第５２号）第２条第２項に

規定する公文書をいう。 

（11）本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。 

 

１ 趣旨 

本条は、条例における基本的な用語である「個人情報」、「個人識別符号」、「要配慮個

人情報」、「特定個人情報」、「情報提供等記録」、「個人情報ファイル」、「実施機関」、「電

子計算機処理」、「事業者」、「公文書」及び「本人」について定義したものである。 

２ 解釈 

（１）第１号関係 

本号は、条例において保護の対象となる「個人情報」の範囲を定めたものである。 

個人情報保護制度は、市民のプライバシーの保護を中心とするものであるが、プラ

イバシーの概念はいまだ確定したものではなく、個人の考え方や社会的状況により異

なり、相対的かつ流動的であることなどから、プライバシー侵害のおそれがある個人

情報に限定して保護の対象とすることは困難である。 

このため、対象とする個人情報は、できるだけ広い範囲で個人のプライバシーその

他の権利利益の保護を図るため、「生存する個人に関する情報であって、次のいずれか

に該当するもの」とし、本号ア及びイで個人情報に該当する要件を定めた。 

ア 「生存する個人」 

自然人をいい、法人その他の団体は、これに該当しない。 

条例は、個人情報の取扱いに関連する個人の権利を保護することを目的とするも

のであるが、本人関与等により権利利益の保護を求めることができるのは生存する

個人であることから、条例における「個人情報」の範囲を「生存する個人に関する

情報」に限定している。ただし、死者に関する情報から血縁者等の生存する特定の

個人を識別することができる場合などは、血縁者等自身の個人情報として保護の対

象となる。また、第３章第１節に規定する個人情報の開示請求との関係においては、

死者に関する情報が「請求者自身の個人情報であると考えられる情報」又は「社会

通念上請求者自身の個人情報とみなせるほど請求者と密接な関係がある情報」とい

える場合には、開示請求者本人の個人情報として請求をすることができるものとし、

その判断基準は総務局長が別に定めるものとする。さらに、第１５条第３号でいう

「開示請求者以外の個人に関する情報」には、死者の情報が含まれることに留意し

なければならない。 

なお、死者に関する情報が条例の対象外であっても、利用目的を超えた取扱いや、
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漏えい等の不適切な取扱いを避けることは当然であり、適正に管理しなければなら

ない。 

イ 「個人に関する情報」 

氏名、性別、生年月日、住所、本籍、電話番号、顔写真、メールアドレス、信条

（思想及び信仰に関するものを含む。以下同じ。）、心身の状況、病歴、学歴、職歴、

成績、親族関係、所得、財産の状況その他一切の個人に関する情報をいう。 

ウ 「当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等」 

文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作

その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。ただし、個人識別符号は本号イ

で別途個人情報として定められ、「記述等」からは除かれている。 

エ 「特定の個人を識別することができるもの」 

「記述等」により、特定の個人が誰であるかを識別できるものをいう。 

オ 「他の情報と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」 

当該情報のみでは特定の個人を識別できないが、他の情報と照合することにより、

特定の個人が識別できるものをいう。 

照合の対象となる「他の情報」には、その保有者が当該実施機関以外のものであ

る場合も含まれ、また、公知の情報や、図書館等の公共施設で一般に入手可能なも

ののほか、実施機関において、通常の業務の範囲内に限定した調査に限らず、相当

な調査を行うことにより入手可能な情報も含まれる。 

ただし、特別の調査をしたり、特別のソフトを組み込んだりするなど、特別の費

用や手間をかければ入手し得るかもしれない情報により照合できる可能性があるに

すぎない場合は、「個人情報」に含まれない。 

なお、法人等の役員に係る情報も個人情報として保護の対象とすべきであるが、

法人等の機関としての行為に付随する情報である限り、役員は法人等に代わって法

人等の行為を行うことから、第一義的には法人等に関する情報の一部であると考え

られるため、開示等の判断に際しては、その両面から検討しなければならない。 

カ 個人識別符号が含まれるもの 

情報化の進展により、「個人情報」に該当するか（個人識別性が認められるか）の

判断が難しい情報が増えたことなどを背景に、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。）

において「個人情報」の定義が明確化され、条例でも同様に規定したものである。 

個人識別符号が含まれる情報は、それ単独で特定の個人が識別されるものとして

位置づけられる。 
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（２）第２号関係 

本号は、行政機関個人情報保護法第２条第３項に規定する「個人識別符号」につい

て定めたものである。 

個人識別符号は、技術の進歩に応じて臨機応変に見直しを行う必要があるため政令、

総務省令等で定められ、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令（平

成１５年政令第５４８号）第３条では以下のようなものが定められている。 

ア 次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、

番号、記号その他の符号であって、特定の個人を識別するに足りるものとして総務

省令で定める基準に適合するもの 

（ア）ＤＮＡを構成する塩基配列 

（イ）顔の骨格、皮膚の色等によって定まる容貌 

（ウ）虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様 

（エ）声帯の振動等 

（オ）歩行の際の姿勢等の歩行の態様 

（カ）手のひら等の静脈の形状 

（キ）指紋又は掌紋 

イ 旅券の番号 

ウ 基礎年金番号 

エ 運転免許証の番号 

オ 住民票コード 

カ 個人番号 

キ 国民健康保険の被保険者証の記号、番号等 

ク 後期高齢者医療制度の被保険者証の番号等 

ケ 介護保険の被保険者証の番号等 

コ その他総務省令（行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行規則（平

成２９年総務省令第１９号））で定めるもの 

（３）第３号関係 

本号は、行政機関個人情報保護法第２条第４項の規定と同様に、「要配慮個人情報」

の定義を定めたものである。 

「要配慮個人情報」とは、個人に対する不当な差別、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配慮を要する個人情報を類型化したものであり、本号で定

めるもののほか、千葉市個人情報保護条例施行規則（平成１７年千葉市規則第３０号。

以下「施行規則」という。）第１条の２で次のいずれかを内容とする記述等を要配慮個

人情報として定めている。 
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ア 身体・知的・精神障害等の心身の機能の障害があること。 

イ 健康診断その他の検査の結果 

ウ 医師等により指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。 

エ 刑事事件や少年の保護事件に関する手続が行われたこと。 

また、実施機関が要配慮個人情報を取り扱う事務を行うときは、要配慮個人情報が

本市のどの事務で利用されているのかを明らかにするため、第６条第１項の規定によ

り市長に提出する届出書に、取り扱う個人情報に要配慮個人情報が含まれる旨を記載

しなければならない。 

（４）第４号関係 

本号は、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２５年法律第２７号。以下「番号法」という。）第２条第８項に規定する「特定

個人情報」について定めたものである。 

「特定個人情報」とは、番号法第２条第５項に規定する「個人番号」をその内容に

含む個人情報をいう。個人番号自体ではなくても、個人番号に対応し、個人番号に代

わって用いられる番号、記号その他の符号で個人番号を認識し得るものである場合は、

ここでいう「個人番号」に含まれるが、宛名番号はこれに含まれない。 

（５）第５号関係 

本号は、番号法第２３条第１項及び第２項（これらの規定を同法第２６条において

準用する場合を含む。）に規定する「情報提供等記録」について定めたものである。 

番号法第１９条第７号の規定により情報提供ネットワークシステムを使用して他団

体と特定個人情報の情報連携を行う場合、同法第２３条第１項及び第２項の規定によ

り、情報連携を行った特定個人情報に係る事項を記録し、保存することが必要となる。

具体的には、①情報照会者及び情報提供者の名称、②提供の求めの日時及び提供があ

ったときはその日時、③特定個人情報の項目、④その他法令で定める事項である。 

これは、不正な情報連携に対する抑止力を高め、かつ、本人や個人情報保護委員会

が情報提供等記録を随時確認し不正な情報連携を早期に発見できるようにすることを

目的とするものであり、この記録を「情報提供等記録」という。 

情報提供等記録は特定個人情報の一種であるが、条例上、以下の特則が規定されて

いる。 

ア 目的外利用の禁止（第８条の２第２項） 

イ 開示請求及び訂正請求における事案の移送の適用除外（第２２条及び第３４条） 

ウ 訂正を実施した際の通知先の特則（第３５条） 

エ 利用停止請求権の適用除外（第３６条第１項） 

（６）第６号関係 
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本号は、特定の個人情報を検索できるように体系的に構成した「個人情報ファイル」

について定めたものである。 

個人情報ファイルは、実施機関にとって利便性の高いものである反面、管理が適切

に行われなければ、個人の権利利益を侵害するおそれが高くなる。このため、罰則（第

５７条）において、個人情報ファイルを要件とする規定を設けている。 

（７）第７号関係 

本号は、条例の規定により、保有する個人情報の保護を自らの責任と判断によって

誠実に実施する義務を負う「実施機関」について定めたものである。 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）により、独立して事務を管理し執行する、

市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会及び固定資

産評価審査委員会の各執行機関と、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）等によ

り広範な権能を有する消防長及び地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）によ

り業務の執行に関し当該地方公共団体を代表する病院事業管理者を実施機関とし、さ

らに、地方自治法上の議決機関である議会を実施機関とした。ただし、審議会等の附

属機関は実施機関には含まない。（附属機関の委員等は実施機関から委嘱等を受けたも

のであり、実施機関の職員となる。） 

なお、選挙管理委員会は、市及び各区の選挙管理委員会それぞれが実施機関となる。

また、水道事業については、地方公営企業法第７条の規定により、現在、公営企業管

理者が置かれておらず同法第８条第２項の規定により公営企業管理者の権限は市長が

行うことになっているので、市長がその実施機関となる。 

（８）第８号関係 

本号は、個人情報の処理形態のうち、手作業処理に比べて特性のある「電子計算機

処理」について定めたものである。 

なお、電子計算機を用いた処理ではあるが、手作業処理の延長上で情報の加工等を

行うものは、電子計算機処理の定義から除外している。 

ア 「電子計算機」 

汎用コンピュータ、オフィスコンピュータ、ワークステーション、パーソナルコ

ンピュータ、ワードプロセッサ、光ディスクファイルシステム等のデジタル回路に

より構成されたプログラム内蔵方式による電子式情報処理機器をいう。 

イ 「入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する

処理」 

電子計算機による情報の処理の具体的な類型を列挙したもので、列挙した処理の

類型と同等に捉えるべき抽出、分類、並べ替えなどの処理を含む。 

ウ 「専ら文章を作成するための処理」 
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具体的には、ワードプロセッサ機能による文章作成をいい、ワープロを用いた場

合であっても情報を体系的に整理記録し容易に情報処理に適するデータに変換で

きる表作成等の処理は含まない。 

エ 「専ら文書若しくは図画の内容を記録するための処理」 

文書や図画の内容をそのままの形象で記録する光ディスクへのイメージ情報の

保存などをいう。 

オ 「その他規則で定める処理」 

文章作成又はイメージ情報の保存と同等に捉えるべき処理を指し、具体的には、

施行規則第２条で定める次の処理をいう。 

（ア）製版その他の専ら印刷物を製作するための処理（第１号） 

文章、図形、画像などの各種情報をページ単位に組版、レイアウト（編集）す

るための処理をいう。 

（イ）専ら文書又は図画の内容の伝達を電気通信の方法により行うための処理（第２

号） 

電子メールを利用した情報の伝達などをいう。 

（９）第９号関係 

本号は、条例において、個人情報の保護に関する責務を負い、市長の指導助言等の

対象となる「事業者」の範囲を定めたものである。なお、国、独立行政法人等、地方

公共団体及び地方独立行政法人については、その保有する個人情報について自らの権

限と責任において保護施策を講ずべきであると考えられるので除外している。 

ア 「法人」 

会社法（平成１７年法律第８６号）の規定による会社、一般社団法人及び一般財

団法人に関する法律（平成１８年法律第４８号）の規定による一般社団法人及び一

般財団法人その他の法人格を有する者をいう。 

イ 「その他の団体」 

法人格を有しないが、団体の規約、代表者の定めがあるなど、団体としての実体

を有するものをいう。その他の団体には、自治会、商店会、消費者団体等いわゆる

権利能力なき社団などが含まれる。 

ウ 「事業を営む個人」 

営利、非営利を問わず、およそ事業と称することのできる活動を行う個人をいう。 

（１０）第１０号関係 

本号は、個人情報の記録媒体としての「公文書」の範囲を定めたものであり、千葉

市情報公開条例（平成１２年千葉市条例第５２号。以下「情報公開条例」という。）第

２条第２項に規定する「公文書」と同一の範囲である。 
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（１１）第１１号関係 

本号は、ある個人情報によって識別される特定の個人を「本人」として定義したも

のであり、行政機関個人情報保護法第２条第７項に規定する「本人」と同様である。 

 

《関係規則・要綱》 

【千葉市個人情報保護条例施行規則】 

（要配慮個人情報） 

第１条の２ 条例第２条第３号に規定する規則で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれか

を内容とする記述等（本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。）とする。 

（１）次に掲げる心身の機能の障害があること。 

ア 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）別表に掲げる身体上の障害 

イ 知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）にいう知的障害 

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）にいう精

神障害（発達障害者支援法（平成１６年法律第１６７号）第２条第１項に規定する発

達障害を含み、イに掲げるものを除く。） 

エ 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第４条第１

項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である

もの 

（２）本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者（次号において「医師等」

という。）により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査（同

号において「健康診断等」という。）の結果 

（３）健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人

に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われ

たこと。 

（４）本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑

事事件に関する手続が行われたこと。 

（５）本人を少年法（昭和２３年法律第１６８号）第３条第１項に規定する少年又はその疑

いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関す

る手続が行われたこと。 

（電子計算機処理に該当しない処理） 

第２条 条例第２条第 8 号に規定する規則で定める処理は、次に掲げる処理とする。 

（１）製版その他の専ら印刷物を製作するための処理 
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（２）専ら文書又は図画の内容の伝達を電気通信の方法により行うための処理 

 

《参考》 

【千葉市情報公開条例】 

（定義） 

第２条 

２ この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、

図画及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで

きない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）であって、当該実施機関の職員が組織的に

用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの（議会にあっては、議長が管理してい

るもの）をいう。ただし、次に掲げるものを除く。 

（１）官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的とし

て発行されるもの 

（２）本市の図書館その他図書、資料等を閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とする施設に

おいて管理されているものであって、一般に閲覧させ、又は貸し出すことができるとされ

ているもの 

（３）本市の博物館その他の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資

料として特別の管理がされているもの 

 

【千葉市情報公開条例の施行について（依命通達、１２総市第５６号）】 

第２条第２項 定義（公文書） 

第１ 趣旨及び解釈 

１ 本項は、「公文書」の概念を明らかにするとともに、その範囲を定めたものである。 

２ 「実施機関の職員」とは、市長、消防長、行政委員会の委員、監査委員、病院事業管理

者、議会の議員、附属機関の委員のほか、実施機関の職務上の指揮監督権限に服する全て

の職員をいう。 

３ 「職務上作成し、又は取得した」とは、実施機関の職員が、自己の職務の範囲内におい

て作成し、又は取得した場合をいう。 

職務には、地方自治法第１８０条の２又は第１８０条の７の規定により他の実施機関か

ら委任を受け、又は他の実施機関の補助執行として処理している事務が含まれる。ただし、

実施機関の職員が、地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）第１８条第１

項の規定により従事している地方公務員共済組合の事務、地方公務員災害補償法（昭和４

２年法律第１２１号）第１３条第１項の規定により従事している地方公務員災害補償基金
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の事務その他職務専念義務の免除等により従事している他の法人や任意団体の事務は含

まれない。 

４ 「文書、図画」とは、紙を素材としたもの（写真を含む。）のほか、マイクロフィルム、

写真フィルム及びスライドをいう。このうち、その内容が決裁文書、供覧文書、台帳、帳

票等であるものを「文書」といい、その内容が地図、図表、設計図、ポスター等であるも

のを「図画」という。 

５ 「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式、光学的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作られた記録媒体全般をいい、再生機器を用いなければ知

覚し得ない情報を記録した磁気ディスク、磁気テープ、光ディスクなどをいう。なお、映

画フィルムも電磁的記録に含まれる。 

６ 「当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの」

とは、作成又は取得に関与した職員個人の段階のものではなく、組織としての共用文書の

実質を備えた状態、すなわち、当該実施機関の組織において業務上必要なものとして利

用・保存されている状態のもの（組織共用文書）をいう。したがって、職員が自己の執務

の便宜のために保有する正式文書と重複する当該文書の写しや職員の個人的な検討段階

にとどまる資料等は、これに当たらない。 

そして、このことは、決裁・供覧等の手続を経たかどうかに関係なく、「実施機関の職

員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの」であれば、開示請求

の対象となることを意味するものである。 

なお、保存期間が経過しても、現に保存され、実施機関が保有しているものは、開示請

求の対象となるものである。 

７ 「議会にあっては、議長が管理しているもの」とは、執行権限のない議会が文書等を保

有していると表現されることが適切でないことから、「議会」を「議長」に、「保有」を「管

理」に言い換えたものであって、議会以外の実施機関において「実施機関が保有している」

ことと、公文書の範囲に実質的な差はない。 

８ ただし書は、組織共用文書のうち、開示請求の対象となる公文書から除かれるものの範

囲について定めたものである。 

（１）第１号の「不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの」は、一般に

容易に入手することができるものであることから、開示請求の対象外とすることを定め

たものである。なお、一度市販されたものであれば「販売することを目的として発行さ

れるもの」に当たるが、窓口に置かれた広報用資料等はこれに当たらない。 

（２）第２号は、本市の図書館等において閲覧又は貸出し等の一般の利用に供することを目

的として管理されている文書等については、一般に容易に入手することができるもので

あることから、開示請求の対象外とすることを定めたものである。 
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なお、「その他図書、資料等を閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とする施設」と

は、公民館、博物館等の図書、資料、刊行物等を一般の閲覧に供し、又は貸し出すこと

を事務事業として行っている施設をいい、一般の公共施設であるか事務所又は事業所で

あるかを問わない。 

（３）第３号は、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料であって、その資料的

価値に着目して、博物館、美術館、図書館等において特別の管理がなされている文書等

については、貴重資料の保存・学術研究への寄与等の観点から専門の基準に従った利用

に委ねることが適当であることから、開示請求の対象外とすることを定めたものである。 

第２ 運用 

１ 組織共用文書の範囲 

（１）「組織としての共用文書の実質」を備えているか否かは、課長等一定の権限を有する

者が了知していることその他次に掲げる基準等を考慮し、総合的に判断しなければなら

ない。 

ア 職員個人が自由に廃棄することができないこと。 

イ 職員個人の執務の便宜だけのために保有しているものでないこと。 

ウ 複数の職員に利用されていること。 

エ 担当者が代わるごとに引き継がれるものであること。 

（２）なお、形式的には作成又は取得に関与した職員個人の段階のものであると認められる

ものであっても、組織における意思決定に影響を与える情報が記録されているものなど、

場合によっては説明責任の観点から、その内容等を考慮することで組織共用性を認めな

ければならないものもあることに留意する必要がある。 

 

【千葉市死者に関する情報の開示請求取扱基準】 

→ 資料（３８７ページ）参照 
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第３条 実施機関等の責務 

第３条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措

置を講ずるとともに、個人情報の保護の重要性について事業者及び市民の意識啓発に

努めなければならない。 

１ 趣旨 

本条は、個人情報の保護に関する実施機関の一般的な責務を定めたものである。 

２ 解釈 

（１）「個人情報の保護に関し必要な措置」 

条例に具体的に定める保護措置に限らず、個人情報の取扱いに関する事務の見直し、

改善のほか、職員の研修等の条例の目的を達成するために必要な全ての措置をいう。 

（２）「事業者及び市民の意識啓発に努めなければならない」 

条例の趣旨及び目的が広く一般に理解され、事業者及び市民が個人情報の保護の重

要性を認識し、自らその保護に取り組むよう、市政の様々な分野において事業者及び

市民への意識啓発に努めることを実施機関に義務付けたものである。 
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第４条 事業者の責務 

第４条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、

個人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する

本市の施策に協力しなければならない。 

１ 趣旨 

本条は、個人情報の保護に関する事業者の一般的な責務を定めたものである。 

２ 解釈 

（１）「個人の権利利益を侵害することのないよう努める」 

事業者が個人情報の収集、管理、利用、提供等を行うことで個人の権利利益を侵害

することのないよう、自主的に保護措置を講ずるよう努力する責務があることを明ら

かにしたものである。 

（２）「本市の施策に協力」 

第３条に規定する実施機関が行う事業者への意識啓発並びに第５章に規定する市

長が行う事業者の自主的対応のための指導助言及び苦情の処理のあっせん等の個人

情報の保護に関する本市の施策に対する協力をいう。 

３ 運用 

（１）本市が出資する法人のうち市長が定める法人については、本条の規定に加え、第５

０条で更に責務を課している。 

（２）事業者が本条の責務を果たせるよう、各実施機関は、第３条に規定する事業者への

意識啓発を積極的に行うものとする。 
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第５条 市民の責務 

第５条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適切な管理に努

めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害すること

のないよう努めなければならない。 

１ 趣旨 

本条は、個人情報の保護に関する市民の一般的な責務を定めたものである。 

２ 解釈 

（１）「自己の個人情報の適切な管理に努める」 

市民が自己の個人情報の不用意な取扱いから権利利益を侵害されることを自ら招

くことのないように、自己の個人情報の適切な管理に努めることを求めたものである。 

（２）「他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないよう努

めなければならない」 

市民は、権利利益の侵害の被害者となるばかりでなく、他人の個人情報を不適正に

取扱うことによって、他人の権利利益を侵害することがあることも認識し、他人の個

人情報の適正な取扱いに努める責務があることを明らかにしたものである。 

３ 運用 

市民が本条の責務を果たせるよう、各実施機関は、第３条に規定する市民への意識啓

発を行うものとする。 
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第２章 実施機関における個人情報の取扱い 

（第６条－第１２条の２） 

第６条 個人情報取扱事務の届出 

第６条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他

の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を検索し得る状

態で個人情報が記録される公文書を使用するもの（以下「個人情報取扱事務」という。）

を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を市長に届け出なけ

ればならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。 

（１）個人情報取扱事務の名称及び目的 

（２）個人情報取扱事務を所掌する組織の名称 

（３）個人情報の対象者の範囲 

（４）個人情報の記録項目 

（５）個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 

（６）個人情報の収集先 

（７）個人情報の電子計算機処理を行うときは、その旨 

（８）前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

２ 実施機関は、前項の規定により届け出た個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞

なく、その旨を市長に届け出なければならない。 

３ 市長は、第１項の規定による届出に係る事項を記載した目録を作成し、一般の閲覧

に供しなければならない。 

４ 第１項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。 

（１）実施機関の職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第１項に規

定する全ての職にある者をいう。以下同じ。）又は職員であった者に係るもの 

（２）個人情報が記録される全ての公文書について実施機関が定める保存期間が１年未

満であるもの 

１ 趣旨 

本条は、個人情報取扱事務の名称、目的、対象者の範囲、記録項目、収集先等の事項

を市長へ届け出ることを実施機関に義務付けるとともに、市長は届出に係る事項を記載

した目録を作成し、一般の閲覧に供することを定めたものである。 

２ 解釈 

（１）第１項関係 

本項は、実施機関が個人情報取扱事務を開始し、又は変更しようとするときは、事
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務の開始又は変更の前に、事務の名称、目的等を市長に届け出なければならない旨を

定めたものである。 

届出は、施行規則第３条第２項第１号で定める「個人情報取扱事務開始届出書（様

式第１号）」及び同項第２号で定める「個人情報取扱事務変更届出書（様式第２号）」

によるものとする。 

なお、個人情報取扱事務の届出を要しない個人情報を取り扱う事務であっても、取

り扱う個人情報が保護の対象となることに変わりはなく、第２章に規定する「実施機

関における個人情報の取扱い」、第３章に規定する「個人情報の開示、訂正及び利用停

止」及び第４章に規定する「審査請求等」の対象となる。 

ア 「個人情報を取り扱う事務」 

事務事業の実施に伴い、個人情報を収集し、管理し、又は利用若しくは提供を行

う事務をいう。 

イ 「個人の氏名、生年月日その他の記述」 

氏名、生年月日のほか、所属、役職名等の個人に関する情報を書き記したものを

いう。 

ウ 「個人別に付された番号、記号その他の符号」 

免許証番号、健康保険被保険者証の記号及び番号、学籍番号等の個人情報を整理

するために使用される番号や記号等をいう。 

エ 「検索し得る状態で個人情報が記録される」 

事務事業の遂行に際し特定の個人に係る情報を検索する必要が生じた場合、特別

な時間、経費をかけずに該当する個人情報の検索が可能な状態で記録されることを

いい、例えば次のような状態が該当する。 

（ア）名簿、台帳、一覧表等の形式に整理されるもの 

（イ）カルテ、相談カード等個人の氏名等によって検索できるよう一定の書式に従っ 

た文書に記録されるもの 

（ウ）インデックスを付けるなど何らかの工夫を加えて検索できる状態にするもの 

（エ）電子計算機処理に係るもの 

このような状態で個人情報が記録されている公文書は、散在的な状態で記録されて

いるものに比べて当該個人を容易に検索できて利便性が高い分、不適切な利用や漏え

いにより個人の権利利益を侵害するおそれが高いことから、そのような公文書を使用

する事務を届出の対象としたものである。 

（２）第１項各号は、個人情報取扱事務の届出に際し、実施機関が届け出なければならな

い事項を明らかにしたものである。 

ア 第１号関係 
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「個人情報取扱事務の名称及び目的」 

個人情報取扱事務の内容及び目的が市民に具体的に明らかになるような名称及び

目的をいう。 

イ 第２号関係 

「個人情報取扱事務を所掌する組織の名称」 

個人情報取扱事務を所管する課等の名称をいう。 

ウ 第３号関係 

「個人情報の対象者の範囲」 

個人情報取扱事務において記録される対象者の範囲をいう。 

エ 第４号関係 

「個人情報の記録項目」 

個人情報取扱事務において記録する個人情報の内容の類型をいう。 

届出の時点で保有していなくても、当該事務の遂行において取り扱うことが通常

想定される個人情報はこれに含まれる。 

しかし、現に保有する個人情報であっても、当該事務の遂行上偶然収集したもの

はこれに含まれない。 

  オ 第５号関係 

「個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨」 

第２条第３号に定める要配慮個人情報が取扱いに特に配慮を要する個人情報であ

ることを踏まえ、要配慮個人情報を取り扱っている旨を明らかにするものである。 

カ 第６号関係 

「個人情報の収集先」 

個人情報取扱事務において取り扱う個人情報の収集先をいう。 

キ 第７号関係 

「個人情報の電子計算機処理を行うときは、その旨」 

個人情報取扱事務における個人情報の電子計算機処理の有無をいう。 

ク 第８号関係 

「規則で定める事項」 

施行規則第３条第１項で定める次の事項をいう。 

（ア）「通信回線による電子計算機の結合を行うとき（他の実施機関との間において 

結合を行うときを除く。）は、その旨及び結合先」（第１号） 

第１０条第３項に規定する実施機関以外のものとの間における個人情報の提 

供を目的とした通信回線による電子計算機の結合の有無及び結合先を明らかにす

るものである。 
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（イ）「個人情報を条例第６条第１項第１号の目的以外の目的に経常的に利用すると 

きは、その旨」（第２号） 

第８条第１項ただし書の規定に基づく目的外の利用を経常的に行うことの有

無を明らかにするものである。 

なお、「経常的な」とは、目的外の利用が常に、又は定期的に行われているよ

うな場合をいい、行う可能性がある程度の場合は含まれない。 

（ウ）「個人情報を当該実施機関以外のものに提供するときは、その提供先」（第３号） 

第８条第１項ただし書の規定に基づく目的外の提供を経常的に行っている場 

合はその提供先を明らかにするものである。 

なお、「経常的な」とは、目的外の提供が常に、又は定期的に行われているよ

うな場合をいい、行う可能性がある程度の場合は含まれない。 

（エ）「個人情報が、特定個人情報に該当するときは、その旨」（第４号） 

個人情報取扱事務において、第２条第４号に規定する特定個人情報の記録の有

無を明らかにするものである。 

（３）第２項関係 

本項は、実施機関が個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく市長に届け出な

ければならないことを定めたものである。 

届出は、施行規則第３条第３項で定める「個人情報取扱事務廃止届出書（様式第３

号）」によるものとする。 

（４）第３項関係 

本項は、実施機関における個人情報の取扱いの状況を市民等に周知するとともに、

自己情報の開示の請求（以下「開示請求」という。）等を行う際の検索に供するため、

市長は、実施機関が作成した届出に係る事項を記載した目録をとりまとめ、市民等が

閲覧できるようにする責務があることを定めたものである。 

（５）第４項関係 

本項は、個人情報取扱事務の届出の趣旨から、市民に明らかにする意義が乏しいも

のについて、届出から除外したものである。 

ア 第１号関係 

「実施機関の職員又は職員であった者に係るもの」 

実施機関の職員又は職員であった者に関する人事、給与、服務、福利厚生等の専

ら本市の内部管理に係る事務をいう。 

これらの事務には、職員の福利厚生等の一環として当該職員の扶養家族又は遺族

に関する個人情報が取り扱われるものも含まれる。 

（ア）「実施機関の職員」 
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地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）の適用を受ける一般職の職員のみ

ならず、市長、副市長、議員、審議会等の非常勤の委員、臨時又は非常勤の調査

員、嘱託員等の特別職を含めた全ての職員をいう。したがって、附属機関の委員

や民生委員もこれに当たる。 

（イ）「職員であった者」 

   退職、失職又は免職により実施機関の職員としての身分を失った者をいう。 

なお、第２章「実施機関における個人情報の取扱い」、第３章「個人情報の開

示、訂正及び利用停止」及び第４章「審査請求等」の規定は、実施機関の職員又

は職員であった者に係る個人情報も対象となる。 

イ 第２号関係 

「個人情報が記録される全ての公文書について実施機関が定める保存期間が１年

未満であるもの」 

短期間で廃棄される個人情報は、漏えいや利用目的以外の利用、提供等のおそれ

は小さいと考えられることから、届出の事務処理に要する負担を考慮し、個人情報

取扱事務の届出は要しない。 

３ 運用 

本条に基づく届出は、当該個人情報取扱事務を所管する課等の業務単位で行う。 

当該事務の開始、変更又は廃止に伴う届出は、当該事務を所管する課等が、届出書を

総務局総務部政策法務課市政情報室（以下「市政情報室」という。）に届け出ることに

より行う。 

全庁的又は複数の課等で同一の事務を実施（共通事務）し、あるいは複数の課にまた

がって一連の事務を実施（事業所共通事務）している場合は、当該事務を主として所管

する課において統一的に届け出るものとする。 

市政情報室は、届出に基づき、当該事務を所管する課等から提出された個人情報取扱

事務届出事項を既存のものと差し替えて本条第３項に規定する目録をとりまとめ、市政

情報室において、他の市政情報の資料と同様に一般の閲覧等に供するものとする。 

 

《関係規則・要綱》 

【千葉市個人情報保護条例施行規則】 

（個人情報取扱事務の届出） 

第３条 条例第６条第１項第８号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

（１）通信回線による電子計算機の結合を行うとき（他の実施機関との間において結合を行

うときを除く。）は、その旨及び結合先 
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（２）個人情報を条例第６条第１項第１号の目的以外の目的に経常的に利用するときは、そ

の旨 

（３）個人情報を当該実施機関以外のものに提供するときは、その提供先 

（４）個人情報が、特定個人情報に該当するときは、その旨 

２ 条例第６条第１項の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

書面によるものとする。 

（１）個人情報取扱事務を新たに開始しようとするとき 個人情報取扱事務開始届出書（様

式第１号） 

（２）届け出た事項を変更しようとするとき 個人情報取扱事務変更届出書（様式第２号） 

３ 条例第６条第２項の規定による届出は、個人情報取扱事務廃止届出書（様式第３号）によ

り行うものとする。 

 

【千葉市個人情報保護事務取扱要綱】 

第３ 個人情報取扱事務の届出 

１ 届け出る個人情報取扱事務の単位及び区分 

（１）届け出る個人情報取扱事務の単位 

届け出る個人情報取扱事務（以下「届出事務」という。）の単位は、同一の目的のも

とに個人情報を収集し、記録し、使用する一連の情報処理の流れを一つの単位とし、番

号法別表、千葉市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

法律に基づく個人番号の利用に関する条例（平成２７年千葉市条例第６３号。以下「番

号利用条例」という。）別表や千葉市事務分掌規則等を参考に、原則として班又は係単

位で処理する事務を更に細分化等したものとする。 

「同一の目的のもとに」とは、実施機関が保有する個人情報を当該個人情報を収集す

るときに予定した業務以外の業務に使用しても、当該個人情報の本人の大多数がその使

用を想定していた範囲内であること又は若干の説明により当該個人情報の本人の大多

数から許諾を得ることができると認められる範囲内であることをいう。 

（２）届出事務の区分 

ア 共通事務 

実施機関の各所管課において共通の内容で実施し、又は実施する可能性のある事務

をいう。 

（例）公文書開示事務、陳情・請願・苦情等処理事務 

イ 事業所等共通事務 

実施機関の複数の事業所等において共通の内容で実施し、又は実施する可能性のあ

る事務をいう。 
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（例）固定資産税賦課・徴収事務、印鑑登録事務 

ウ 固有事務 

上記ア及びイのいずれにも該当しない事務をいう。したがって、特定の所管課のみ

で独自に処理している事務のほか、個人情報を取り扱う事務処理の過程で他の課等に

おいても当該個人情報が取り扱われる事務が含まれる。 

（例）市営住宅入居者管理事務、開発行為等許可申請に係る協議事務 

２ 届出事務を開始する場合の手続 

（１）届出事務の開始の届出は、所管課の長が、個人情報取扱事務開始届出書（規則様式第

１号。以下この項において「開始届」という。）を、市政情報室に提出することにより

行う。 

（２）市政情報室は、開始届が提出されたときは、その内容を確認するとともに、必要に応

じて、所管課と協議する。 

（３）市政情報室は、提出された開始届に記載された開始する年月日に、個人情報取扱事務

の届出に係る事項を記載した目録（以下「目録」という。）に開始届に記載された事務

を加える。 

３ 届出事務を変更する場合の手続 

（１）届出事務の変更の届出は、所管課の長が、個人情報取扱事務変更届出書（規則様式第

２号。以下この項において「変更届」という。）に変更後の届出事項を記入し、市政情

報室に提出することにより行う。 

（２）市政情報室は、変更届が提出されたときは、その内容を確認するとともに、必要に応

じて、所管課と協議する。 

（３）市政情報室は、提出された変更届に記載された変更する年月日に、目録を新たなもの

に変更する。 

４ 届出事務を廃止した場合の手続 

（１）届出事務の廃止の届出は、所管課の長が、個人情報取扱事務廃止届出書（規則様式第

３号。以下この項において「廃止届」という。）を、市政情報室に提出することにより

行う。 

（２）市政情報室は、廃止届が提出されたときは、その内容を確認するとともに、必要に応

じて、所管課と協議する。 

（３）市政情報室は、廃止した届出事務に係る目録の部分を削除する。 

５ 目録の作成及び一般への閲覧 

目録は、届出事項を組織順に、届出事務の区分ごとに綴じ込み、市政情報室に備え置き

一般の閲覧に供する。 

６ 届出事項の記入方法 
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（１）「共通」、「事業所等共通」、「固有」欄 

届出事務の区分（第３－１－（２））に従い、それぞれ該当する□を黒く塗りつぶす。 

（２）「個人情報取扱事務を所掌する組織の名称」欄 

届出事務の所管課の正式な名称を記入する。 

（３）「個人情報取扱事務の名称」欄 

届出事務の内容が容易に理解できるような具体的かつ簡潔な名称を記入する。 

（４）「個人情報取扱事務の目的」欄 

届出事務の目的、内容が明確に把握できるように記入する。 

（５）「個人情報の対象者の範囲」欄 

届出事務の対象となる個人の範囲、基準を分かりやすく記入する。 

（６）「個人情報の記録項目」欄 

届出事務で取り扱う個人情報が該当する全ての記録項目の類型の□を黒く塗りつぶ

す。なお、信条に関する個人情報及び社会的差別の原因となる個人情報（以下「センシ

ティブ情報」という。）に該当する個人情報を取り扱う場合は、要配慮個人情報の「人

種」、「信条」又は「社会的身分」の□を黒く塗りつぶすとともに、「センシティブ情報

該当」の□を黒く塗りつぶし、その下部に具体的な個人情報の内容を記入する。 

該当する記録項目の類型が無い場合は、「その他」の□を黒く塗りつぶすとともに、

備考欄にその内容を記入する。 

なお、記録項目の類型の内容例については、別表第１を参照のこと。 

（７）「個人情報の収集先」欄 

   個人情報の収集先について、該当する全ての□を黒く塗りつぶす。 

   個人情報の収集先が本人である場合は、「本人」の□を黒く塗りつぶし、本人以外の

場合は、「本人以外」の□を黒く塗りつぶすとともに、その収集先の該当する欄の□も

併せて黒く塗りつぶすものとし、具体的な収集先を備考欄に記入する。 

また、当該実施機関内の他の事務で収集されている個人情報を利用する場合は、「実

施機関内の利用」の□を黒く塗りつぶし、収集元の所管課名を備考欄に記入する。 

（８）「個人情報の電子計算機処理・結合」欄 

ア 個人情報の電子計算機処理の有無について、「電算」の該当する□を黒く塗りつぶ

す。 

イ 「電算」が「有」の場合は、条例第１０条第３項に規定する電子計算機の結合（以

下「オンライン結合」という。）の有無について、「結合」の該当する□を黒く塗りつ

ぶす。 

ウ 「結合」が「有」の場合は、その結合先の該当する欄の□も併せて黒く塗りつぶし、

具体的な結合先を備考欄に記入する。 
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（９）「個人情報の経常的な目的外利用の有無」欄 

   個人情報の経常的な目的外利用の有無について、該当する□を黒く塗りつぶす。 

   「経常的に」とは、個人情報の目的外の利用が常に、又は定期的に行われているよう

な場合をいい、行う可能性がある程度の場合は含まない。 

（１０）「個人情報の経常的な目的外提供先」欄 

   個人情報の経常的な目的外提供を行う場合に、その提供先について、該当する□を黒

く塗りつぶし、具体的な提供先を備考欄に記入する。 

   「経常的に」とは、個人情報の目的外の提供が常に、又は定期的に行われているよう

な場合をいい、行う可能性がある程度の場合は含まない。 

（１１）「備考」欄 

ア 「その他」の□を黒く塗りつぶした場合は、その説明 

イ 特定個人情報に該当する情報を取り扱っている場合は、その旨（個人番号の利用・

提供に係る番号法又は番号利用条例の根拠規定及び特定個人情報保護評価を行って

いる場合はその種別についても記載するものとする。） 

ウ 「個人情報の収集先」欄の「本人以外」の□を黒く塗りつぶした場合（アの場合を

除く。）は、その収集先等 

エ 「個人情報の経常的な目的外提供先」欄の「その他」以外の項目の□を黒く塗りつ

ぶした場合は、その提供先 

オ その他参考となる事項 

を記入する。
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別表第１（第３関係） 

個人情報の記録項目の類型の内容例 

 記録項目の類型 個 人 情 報 の 内 容 

基 

本 

的 

事 

項 

識別番号 受験番号、許可番号、記号番号、無線のコールサイン 

氏名 氏名（氏又は名前だけの場合も含む。）、通称、芸名、ペンネーム 

性別 男女の別 

生年月日 生年月日、年齢、干支、ジェネレーション 

住所 住所、居所、居住区域名、住所歴、郵便番号 

本籍・国籍 本籍、本籍所在地、国籍、外国人であること 

電話番号 電話番号、ｆａｘ番号 

顔写真 写真、画像、映像（顔の判別が可能なもの） 

Eメールアドレス インターネット、ＬＡＮ等のメールアドレス、ＳＮＳ等のアカウント 

社 

会 

生 

活 

職業・職歴 職業名、勤務先、職位、就職・退職年、在職期間、解雇・停職等の処分 

学業・学歴 在学校名、退学・休学・停学等、入学・卒業年、在学期間、クラブ活動 

免許・資格 自動車運転・専売品販売等の免許、医師・看護師・理容師・調理師等の資格 

賞歴 叙位・叙勲、表彰 

成績・評価 各種試験の結果、勤務評価、学業成績 

財産・収入 収入額、資産状況、持家・借家の別、借金の状況、取引状況 

納税状況 各種税の課税額・納税額、滞納の状況 

公的扶助 生活保護、戦争犠牲者援護、母子福祉資金の貸与、その他の社会的扶助 

趣味 旅行・ドライブ・釣り等の趣味、色彩・インテリア等の好み、喫煙等のし好 

銀行口座 銀行名、預金種目、口座番号 

団体加入 各種団体（自治会、ＰＴＡ、体育教室）等への加入・活動歴 

心 

身 

の 

状 

況 

・ 

家 

庭 

生

活 

健康状態 血液型、アレルギー、排便回数、体質 

身体特性 容姿、身長・体重、体力、運動能力 

性格・性質 性格（長所、短所）、性質、気質 

家庭状況 家族構成、続柄、同居・別居の別、父子・母子家庭、里親・里子、扶養関係 

婚姻歴 婚姻（離婚）の事実・時期・理由、婚姻期間 

親族関係 血族関係、姻族関係、養子縁組・離縁、認知 

居住状況 住居状況（戸建・集合住宅の別等）、住居の間取り、住居の鍵の位置 
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要 

配

慮

個

人

情

報 

人種 民族的又は種族的出身、世系 

信条（思想・宗教

含む。） 
所属（支持）する政党・政治団体、信仰する宗教、嫌いな宗教、宗教的習慣 

社会的身分 同和地区出身であること、非嫡出子であること 

病歴 傷病名、傷病の程度・原因、看護記録、訓練記録、治療内容、傷病歴、出産歴 

犯罪歴 
懲役・禁錮・罰金の刑罰を受けた経歴、刑務所に収容された事実、刑務所を出所

した事実 

犯罪被害 身体的・精神的・金銭的被害を受けた事実、DVを受けた事実 

障害 障害の有無、障害の種類・部位・程度、補装具の有無 

健診結果 
健康診断結果、人間ドッグ結果、ストレスチェック結果、遺伝子検査結果、血圧、

血液検査結果 

診療調剤に関する

情報 

保健指導、処方箋、おくすり手帳、医療機関を受診した事実（診断の結果、病気

でないと診断された場合） 

刑事事件手続 逮捕・捜索・差押え・勾留・公訴の提起の事実、犯罪の嫌疑 

少年法手続 調査、観護の措置、審判、保護処分 

センシティブ情報 信条、人種、社会的身分のうち同和地区出身者であること 

その他 
暴力団加入状況、成年後見人であること、その他上記にあてはまる項目がないも

の 
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《参考》 

【地方公務員法】 

（一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員） 

第３条 地方公務員（地方公共団体及び特定地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成１

５年法律第１１８号）第２条第２項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。）

の全ての公務員をいう。以下同じ。）の職は、一般職と特別職とに分ける。 

２ 一般職は、特別職に属する職以外の一切の職とする。 

３ 特別職は、次に掲げる職とする。 

（１）就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要

とする職 

（１）の２ 地方公営企業の管理者及び企業団の企業長の職 

（２）法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程により設

けられた委員及び委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員の職で臨時又

は非常勤のもの 

（２）の２ 都道府県労働委員会の委員の職で常勤のもの 

（３）臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職(専門的

な知識経験又は識見を有する者が就く職であつて、当該知識経験又は識見に基づき、助言、

調査、診断その他総務省令で定める事務を行うものに限る。) 

（３）の２ 投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、審査分会長、国民投票分会長、

投票立会人、開票立会人、選挙立会人、審査分会立会人、国民投票分会立会人その他総務

省令で定める者の職 

（４）地方公共団体の長、議会の議長その他地方公共団体の機関の長の秘書の職で条例で指定

するもの 

（５）非常勤の消防団員及び水防団員の職 

（６）特定地方独立行政法人の役員 

 



 

 39 

第７条第１項 収集の範囲及び手段の制限 

第７条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明

確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集

しなければならない。 

１ 趣旨 

本条は、実施機関が個人情報を収集するに際しての、収集の範囲、収集の手段、収集

先及び収集する内容について制限を定めたものである。 

本項は、実施機関が個人情報を収集する場合は、個人情報を取り扱う事務の目的を達

成するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集すべきことを定めたもの

である。 

２ 解釈 

（１）「収集」 

実施機関が、当該実施機関以外のものから個人情報を入手することをいう。実施機

関の職員が職務上口頭で個人情報を得る場合及び実施機関の意思にかかわらず一方

的に提出されることにより個人情報を得る場合も含まれる。 

なお、一度収集した個人情報を、当該実施機関の内部で使用することは、第８条に

規定する「利用」に該当し、「収集」には該当しない。 

（２）「個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし」 

実施機関において、個人情報がどのような事務の用に供され、どのような目的で利

用されるかをできる限り具体的に明確にすることをいう。 

（３）「当該目的を達成するために必要な範囲内」 

明確にした個人情報を取り扱う事務の目的に照らし、当該個人情報を収集すること

が必要と認められる個人の範囲及び個人情報の内容の範囲を越えないことをいい、不

必要な個人情報を収集してはならないことを定めたものである。 

（４）「適正かつ公正な手段」 

法令等に適合することはもとより、社会通念等に照らし、適切かつ妥当な手段をい

う。 

例えば、ボイスレコーダーやカメラなどで秘密裏に音声や映像などを収集したり、

利用目的等を偽って個人情報を収集したりすることは適正かつ公正な手段とは認め

られない。 

３ 運用 

（１）個人情報を取り扱う事務の目的を明確にすることで、必要な個人情報、不必要な個

人情報がおのずから明らかになる。これにより、過剰な収集に歯止めをかけるものと
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する。 

なお、同一事務であっても、一連の事務の流れの中で個人情報の収集が複数の場面

にわたる場合は、それぞれの場面において、必要な情報、不必要な情報を明らかにす

るものとする。 

（２）実施機関は、個人情報の収集に当たっては、相手方に対して不要な誤解や疑念を抱

かせることのないよう、適正かつ公正な手段で行わなければならない。 
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第７条第２項 収集先の制限 

２ 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただ

し、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

（１）本人の同意があるとき。 

（２）法令又は他の条例（以下「法令等」という。）に定めがあるとき。 

（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）所在不明、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠くことその他の事由によ

り、本人から収集することが困難であるとき。 

（６）争訟、選考、指導、相談等の事務を処理する場合であって、本人から収集したの

では当該事務の目的を達成することができないと認められるとき、又は当該事務の

適正な執行に支障が生ずると認められるとき。 

（７）他の実施機関から収集する場合であって、当該個人情報を収集することに相当の

理由があると認められるとき。 

（８）国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人又はこれらに準ず

る団体（以下「国等」という。）から収集する場合であって、当該個人情報を収集す

ることが事務の性質上やむを得ないと認められるとき。 

（９）前各号に掲げる場合のほか、千葉市情報公開・個人情報保護審議会（以下「審議

会」という。）の意見を聴いた上で、公益上特に必要があり、かつ、当該個人情報を

収集することが事務の性質上やむを得ないと認められるとき。 

１ 趣旨 

本項本文は、実施機関が個人情報を収集する場合は、本人から直接収集しなければな

らないとの原則（以下「本人収集の原則」という。）を定めたものである。 

ただし書は、例外的に本人以外のものから収集できる場合を定めたものである。 

なお、実施機関が個人情報を取り扱う事務を委託した者から、その業務の範囲内で収

集した個人情報を実施機関が収集する場合は、本人以外からの収集には当たらず、第１

２条に規定する委託に伴う措置により適正に取り扱うものとする。 

２ 解釈 

（１）第１号関係 

本号は、実施機関が個人情報を収集することについて、本人の同意を得て行う場合

は、本人の権利利益の侵害は生じないと考えられるため、本人収集の原則の例外とし

たものである。 
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「本人の同意があるとき」とは、文書又は口頭による個別具体的な意思表示として

の同意がある場合のほか、事務の流れその他の客観的事実から判断して、本人の同意

の意思が明らかである場合を含む。 

（２）第２号関係 

本号は、本人以外のものからの個人情報の収集について法令等の規定があるときは、

その収集の妥当性は当該法令等の制定のときに前提とされていることから、本人収集

の原則の例外としたものである。 

ア 「法令等」 

法律、政令、府省令その他行政機関の命令及び条例をいう。 

イ 「法令等に定めがあるとき」 

法令等で本人以外から収集できることを明らかに定めている場合はもとより、法

令等の趣旨及び目的により本人以外から収集できると解される場合も含む。ただし、

次で例示するように、本人以外の誰から、どのような情報を収集することができる

のかが当該法令等で明らかにされていなければならない。 

（ア）公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号）第３４条 

「事業主体の長は、・・・公営住宅の入居者の収入の状況について、・・・その

雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め・・・ることができる。」 

（イ）生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第２９条第１項 

「保護の実施機関及び福祉事務所長は、・・・次の各号に掲げる者の当該各号

に定める事項につき、官公署、日本年金機構若しくは・・・共済組合等・・・に

対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社、次の

各号に掲げる者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。」 

（３）第３号関係 

本号は、収集しようとする個人情報が、現に出版、報道等により公にされている場

合は、何人でも当該個人情報を知り得る状態にあると考えられ、当該個人情報により

識別される個人の権利利益を侵害するおそれも少なく、また、本人から収集すること

が事務の効率性を欠くことから、本人収集の原則の例外としたものである。 

ただし、目的外の利用及び提供に関しては、収集の時点から長期間が経過している

場合など、過去に出版、報道等により公にされているとしても、公知性を失っている

おそれがあるため、例外とはしていない。 

ア 「出版」とは、図書、雑誌、機関誌、国及び地方公共団体が発行する官報、公報、

報告書等を刊行することをいう。 

「報道」とは、新聞、テレビ、ラジオ等の情報伝達媒体により、ニュースその他

の情報を不特定多数の者に伝達することをいう。 
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「出版、報道等」の「等」には、公開の講演会、演説会、説明会における発表、

説明等や不動産登記制度のように個人情報を公示する制度も含まれる。 

イ 「公にされている」 

不特定多数の者が知り得る状態にあることをいう。なお、会員録、同窓会名簿な

ど特定の範囲にのみ配布されているものは、「公にされている」には該当しない。 

（４）第４号関係 

本号は、緊急性があるときに本人収集の原則を貫くことは、かえって個人の生命、

身体又は財産の安全を欠くことになるため、本人収集の原則の例外としたものである。 

ア 「個人の生命、身体又は財産の安全を守る」 

火災、地震等の災害、事故、伝染病、犯罪又は紛争等から本人又は他人の生命、

身体又は財産の安全を守ることをいう。 

イ 「緊急かつやむを得ない」 

本人から個人情報を収集する時間的余裕がなく、かつ他に適当な収集の方法がな

い場合をいう。これは、緊急の事態により実施機関の日常的な業務の範囲を超えて

いる場合を想定しており、例えば、日常の業務の中で、処理の期日が限られている

ということは本号を適用するための理由にはならない。 

（５）第５号関係 

本号は、音信不通、所在不明、行方不明又は精神上の障害により事理を弁識する能

力を欠く、乳幼児等であるため、事実上本人から収集することが困難な場合に、本人

収集の原則の例外としたものである。 

（６）第６号関係 

本号は、本人から個人情報を収集したのでは、情報の正確、確実な収集が期待でき

ないなど事務の目的を達成し得ない場合や、本人から収集して事務を執行することも

不可能ではないが、多大な時間と経費を要し当該事務の適切かつ円滑な執行に支障が

生ずる場合に、本人収集の原則の例外としたものである。 

  ア ｢争訟」とは、法律上の権利義務若しくは法律関係の存在若しくは形成に関して対

立する当事者間の具体的な争い又はそれを解決する手続をいう。 

イ 「選考」とは、個人の知識、能力、資質等の調査等に基づき、特定の職業、地位

等に就く適任者や被表彰者等の選定を行うことをいう。 

ウ 「指導」とは、個人の学力、能力、技術等の向上又は健康状態若しくは生活状態

の改善のために、専門的見地から教育や指示を行うことをいう。 

エ 「相談」とは、個人の生活、健康、財産等に関しての照会を受け、それに対して

対処方法等を回答することをいう。 

（７）第７号関係 
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本号は、他の実施機関からの収集については、収集する段階で収集の制限があるこ

とを考慮して設けたものであるが、たとえそれらの機関であっても、「相当の理由があ

ると認められるとき」に限り、本人収集の原則の例外としたものである。 

「相当の理由がある」とは、本人以外から収集することについて、住民負担の軽減、

事務効率の向上による処理の迅速化等、客観的かつ合理的な必要性及び正当性がある

ことをいう。相当な理由があるかどうかは個人情報の内容や利用目的等を勘案し、実

施機関が個別に判断するものとするが、本人収集の原則の例外として認めるにふさわ

しい理由でなければならない。 

なお、本号から第９号までの規定により本人以外から個人情報を収集する場合は、

当該個人の権利利益を不当に侵害しないことが前提である。 

（８）第８号関係 

本号は、収集の相手方が公の機関又はこれに準ずる団体（国等）であることを考慮

して設けたものであるが、たとえそれらの機関等であっても、「事務の性質上やむを得

ないと認められるとき」に限り、本人収集の原則の例外としたものである。 

ア 「これらに準ずる団体」 

法令等により設立された公社、組合等の公共団体のほか、公共的団体のうち、   

当該団体の設立の趣旨、目的等から見て、公共団体の行う事務事業に準ずる公共性

の高い事務事業を行うものをいう。 

イ 「事務の性質上やむを得ない」 

国等から収集しなければ当該事務の目的が達成できず他に適当な収集の方法が

ない場合をいう。 

（９）第９号関係 

本号は、本項の第１号から第８号までに該当しない場合についての規定であり、「千

葉市情報公開・個人情報保護審議会の意見を聴いた上で」とは、本号の規定により個

人情報を収集しようとする前に、千葉市情報公開・個人情報保護審議会（以下「審議

会」という。）の意見を聴かなければならないということである。その上で、「公益上

特に必要があり、かつ、当該個人情報を収集することが事務の性質上やむを得ない」

と実施機関が判断したときは、本人収集の原則の例外とした。 

なお、審議会答申第２号（平成１８年３月３１日）及び審議会答申第２８号（令和

元年８月１５日）により審議会の意見を聴いた次に掲げる類型については、改めて審

議会の意見を聴く必要はないが、その実績を審議会に報告するものとする。このうち、

類型７及び８については、設置後は継続的に個人情報を収集するものであることから、

前年度末の設置台数並びに前年度に増加し、及び減少した台数を審議会に報告するも

のとする。  
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 類型 理由及び附帯事項 

１ 栄典、表彰等の選考 

栄典、表彰等を行うため、候補者に関する個人情報を

収集する場合 

ただし、本人の権利利益を不当に侵害しないと認めら

れる場合に限る。 

本人から収集すると、情報の客観性、正確性を確保

することが困難であり、選考の公正性が損なわれるお

それがあるため 

本人から収集すると、候補者に事前に期待を抱かせ

るおそれがあるため 

２ 審議会委員等の選任、委嘱 

委員、講師等を選任、委嘱するため、候補者に関する

個人情報を当該候補者の所属する団体等から収集する

場合 

ただし、本人の権利利益を不当に侵害しないと認めら

れる場合に限る。 

適任者を幅広く求めるため 

本人から収集すると、候補者に事前に期待を抱かせ

るおそれがあるため 

団体等から推薦を受ける場合、推薦という事務の性

質上、本人から収集することができないため 

本人から収集すると、情報の客観性、正確性を確保

することが困難であるため 

３ 各種申請、届出等 

申請、届出等を受けるときに、当該申請者、届出者等

以外の個人に関する情報を申請者、届出者等から収集す

る場合 

申請者、届出者等以外の者に関する個人情報の提出

が、申請、届出等の要件として定められていることが

あるため 

住民の負担の軽減、市民サービスの向上や事務の効

率的な処理のために必要であると認められる場合があ

るため 

４ 相談、要望、意見等  

市民等から相談、陳情、要望、意見、苦情、主張等を

受けるときに、その内容に当該相談者等以外の個人に関

する情報が含まれている場合 

相談等の内容は、相談者等の意思により一方的に提

供されるものであり、その内容に当該相談者等以外の

者の個人情報が含まれていても、事務の性質上その部

分のみ分離して収集を拒むことができないため 

相談等の内容が、当該相談者等以外の者に関するも

のであっても、相談等の内容を正確に把握し、適切な

事務の処理を行う上で必要であると認められるため 

５ 案内状等送付 

挨拶状、案内状等を送付するため、個人情報を収集す

る場合 

ただし、本人の権利利益を不当に侵害しないと認めら

れる場合に限る。 

当該実施機関又は他の実施機関が実施した事業の参

加者等に対し、関連する事業や催し物等の案内をした

り、儀礼上の必要性等により、挨拶状や関係資料を送

付したりする場合があるため 

住民の負担の軽減、市民サービスの向上や事務の効

率的な処理のために必要であると認められる場合があ

るため 
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６ 災害対策 

災害発生時に迅速かつ適切な対応を行うため、事前に

個人情報を収集する場合 

ただし、本人の権利利益を不当に侵害しないと認めら

れる場合に限る。 

過去の災害の事例や災害時に助けが必要であること

が見込まれる個人の情報を事前に集約しておく必要が

あるため 

７ 防犯カメラ 

市の施設の管理等をするにあたり、個人の映像等の情

報を収集する場合 

ただし、本人の権利利益を不当に侵害しないと認めら

れる場合に限る。 

不測の事故、事件等が発生したときに、正確な事実の

把握を容易にするために必要であると認められるため 

設置する目的の達成に必要な範囲内で可能な限り、

設置している旨をわかりやすい場所に表示するものと

する。 

８ ドライブレコーダー 

 庁用自動車を運用するに当たり、個人の映像等の情報

を収集する場合 

 ただし、本人の権利利益を不当に侵害しないと認めら

れる場合に限る。 

不測の事故、事件等が発生したときに、正確な事

実の把握を容易にするために必要であると認められ

るため。 

ただし、設置する目的の達成に必要な範囲内で可

能な限り、車内及び車外のわかりやすい場所に個人

の映像等を含む情報を収集している旨を表示するも

のとするほか、市職員以外の者が乗車する可能性の

ある車両又は収集される情報に取扱いに特に配慮を

要する個人情報が含まれる蓋然性が高い救急車両等

については、ドライブレコーダーを設置し、個人の

映像等を含む情報を収集している旨をあらかじめ広

く周知をする等の特段の措置を講ずること。 

 

３ 運用 

本項の各号のいずれかに該当する場合は、本人以外から個人情報を収集することがで

きるものであるが、その適用に当たっては、相手方に対して、誤解や疑念を抱かせるこ

とのないよう十分に留意しなければならない。 

 

《関係規則・要綱》 

【千葉市個人情報保護事務取扱要綱】 

第２ 個人情報保護の体制 

３ 報告事項等 

（１）個人情報の本人外収集の報告 
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個人情報保護管理者は、毎年１回、局等において、本人外収集として個人情報取扱事

務の届出がない場合であって、個人情報を本人以外から収集した実績を、個人情報本人

外収集実施報告書（様式第１号及び様式第１号の２）により総括個人情報保護管理者に

報告する。 

第４ 審議会への諮問等 

２ 審議会の意見聴取 

（１）本人収集の原則の例外 

所管課は、個人情報を条例第７条第２項第９号の規定により本人以外のものから収集

するため、審議会の意見を聴くときは、次に掲げる事項を記載した書面により、市政情

報室を経由して、審議会に諮問する。 

ア 個人情報を取り扱う事務の名称及び目的 

イ 個人情報を取り扱う事務を所掌する組織の名称 

ウ 収集する個人情報の対象者の範囲 

エ 個人情報の収集先 

オ 収集する個人情報の項目 

カ 収集を行う理由 

３ 意見聴取の手続 

審議会への諮問等の手続は、次による。 

（１）市政情報室との協議 

所管課の長は、審議会に諮問しようとするときは、諮問書を提出する前に、その案を

添えて市政情報室と協議する。 

（２）諮問書等の提出 

所管課の長は、（１）の協議の終了後、諮問書及び次の添付書類を市政情報室を経由

して、審議会へ提出する。 

ア 諮問に係る個人情報の取扱いの状況を説明した書類 

イ 上記の取扱いの理由を説明した書類 

ウ その他必要な書類 

（３）審議会における説明 

審議会が必要があると認めたときは、所管課の長その他の職員は、審議会に出席し、

必要な説明等を行う。 
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第７条第３項 収集する内容の制限 

３ 実施機関は、要配慮個人情報のうち、信条に関する個人情報及び社会的差別の原因

となる個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するとき

は、この限りでない。 

（１）法令等に定めがあるとき。 

（２）個人情報を取り扱う事務の性質上当該個人情報が必要不可欠であると認められる

とき。 

１ 趣旨 

本項本文は、実施機関は、要配慮個人情報のうち、特に、信条という内心の自由に関

する個人情報や社会的差別の原因となるおそれのある個人情報（以下「センシティブ情

報」という。）を収集してはならないとの原則を定めたものである。 

ただし書は、例外的にこのような個人情報を収集できる場合を定めたものである。 

２ 解釈 

（１）本文関係 

ア 信条に関する個人情報 

主に思想に関するものと信仰に関するものに分類される。 

（ア）主に思想に関するもの 

個人の信念や人格形成の核心を成す考え方があらわれた情報をいい、支持政党

名、所属する政治団体名、政治理念、政治的活動の経歴その他の政治的信条や人

生観、世界観、倫理観などが該当し、性格、性質、趣味、嗜好、意見、見解等は

これに該当しない。 

（イ）主に信仰に関するもの 

超自然的、超人間的本質（神、仏、霊等）の存在を確信し、畏敬崇拝する心情

又は行為に関する情報をいい、信教すなわち信仰する宗教、宗派、宗教上の儀式、

行為等が該当する。 

イ 社会的差別の原因となる個人情報 

社会生活において一般に知られることにより、特定の個人又はその関係者が社会

的にいわれのない差別を受けるおそれのある情報をいい、「人種」又は「社会的身分」

のうち旧地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律（昭和６

２年法律第２２号）第２条第１項に規定する対象地域の関係者であるという事実に

関する個人情報などが該当する。 

この「社会的差別の原因となる個人情報」に該当するかどうかは、センシティブ

情報が、要配慮個人情報の中でも特に個人の権利利益にかかわりが深く、重大な権
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利利益の侵害と結びつく可能性が高いものであることから本人の同意があっても原

則として収集が禁止されるという厳しい制限を受ける情報であることを踏まえて、

慎重に判断される必要がある。 

（２）第１号関係 

「法令等に定めがある」 

法令等でこれらの個人情報を収集できることを明らかに定めている場合はもとより、

法令等の趣旨及び目的により収集できると解される場合も含む。 

（３）第２号関係 

「個人情報を取り扱う事務の性質上当該個人情報が必要不可欠である」 

個人情報を取り扱う事務の趣旨、目的等を考慮し、センシティブ情報の収集が、当

該事務の目的を達成するためには欠くことができず、他に代替することができないこ

とをいう。 

なお、「社会的差別の原因となる個人情報」であっても、そのような差別の解消のた

めにむしろ本号に基づいてその情報を収集しなければならない場合もあることに留意

する必要がある。 

３ 運用 

第２号に該当するとして、センシティブ情報を収集したときは、事後に、その旨を審

議会に報告しなければならない（本条第４項）。 
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第７条第４項 内容制限の収集の報告 

４ 実施機関は、前項に規定する個人情報を同項第２号の規定により収集したときは、

遅滞なく、その旨を審議会に報告しなければならない。ただし、第１０条第１項ただ

し書の規定により審議会の意見を聴いた場合は、この限りでない。 

１ 趣旨 

本項は、前項ただし書第２号の規定に該当するとしてセンシティブ情報を収集した場

合は、事後に審議会に報告しなければならないことを定めたものである。 

２ 解釈 

個人情報を取り扱う事務の性質上必要不可欠であると認められるとしてセンシティ

ブ情報を収集した場合に、実施機関の当該個人情報を収集することに関する判断を慎重

にさせ、その適正な運用を図らせるため、審議会に報告することを義務付けたものであ

る。 

なお、ただし書は、第１０条第１項ただし書において、本条第３項に規定するセンシ

ティブ情報の電子計算機処理を行う場合は事前に審議会の意見を聴くこととされてい

るので、審議会における同一事案に対する審議の重複を避けるため、除外したものであ

る。 

３ 運用 

（１）報告が必要な場合は、実施機関が事務を遂行するに当たってセンシティブ情報を意

図的に収集した場合に限る。 

例えば、相談業務で相談者の背景にある情報として聞き取ったセンシティブ情報を

相談票に記録する場合のように、実施機関が当該事務の遂行上偶然収集した場合は、

審議会への報告を行う必要はない。 

（２）審議会への報告は、当該個人情報を取り扱う事務の目的や対象者の範囲及び当該事

務で収集するセンシティブ情報の範囲が同じ場合は、収集した後に一度行えば足りる

ものとするが、それらのいずれかが変更された場合は、再度の報告が必要となる。 

 

《関係規則・要綱》 

【千葉市個人情報保護事務取扱要綱】 

第４ 審議会への諮問等 

４ 審議会への報告 

（１）センシティブ情報の収集 

所管課は、条例第７条第３項第２号の規定により、センシティブ情報を収集した後に   

同条第４項の規定により審議会に報告するときは、次に掲げる事項を記載した書面によ

り、市政情報室を経由して行う。 
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ア 個人情報を取り扱う事務の名称及び目的 

イ 個人情報を取り扱う事務を所掌する組織の名称 

ウ 収集した個人情報の対象者の範囲 

エ 収集年月日 

オ 収集した理由 

カ 収集した個人情報の項目 
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第７条第５項 内容制限の収集に対する意見 

５ 前項の規定による報告があった場合は、審議会は、当該報告に係る事項について、

当該実施機関に対し、意見を述べることができる。 

１ 趣旨 

本項は、前項に規定する報告があった場合、審議会は、実施機関に対し当該報告に係

る事項について意見を述べることができることを定めたものである。 

２ 運用 

報告を受けた審議会が、当該収集に反対の意見を表明したからといって、直ちに当該

収集が違法となるものではないが、実施機関は、審議会への報告が義務付けられたこと

を踏まえ、審議会の意見を尊重して収集した個人情報に係る処理を行わなければならな

い。 
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第８条 目的外の利用又は提供の制限 

第８条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために個人情報（特

定個人情報を除く。以下この条において同じ。）を当該実施機関の内部で利用し、又は

個人情報を当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいず

れかに該当するときは、この限りでない。 

（１）本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。 

（２）法令等に定めがあるとき。 

（３）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。 

（４）当該実施機関の内部で利用し、又は他の実施機関に提供する場合であって、当該

個人情報を使用することに相当の理由があると認められるとき。 

（５）国等に提供する場合であって、提供を受けるものの所掌する事務の遂行に当該個

人情報が必要不可欠であり、かつ、当該個人情報を使用することにやむを得ない理

由があると認められるとき。 

（６）前各号に掲げる場合のほか、審議会の意見を聴いた上で、公益上特に必要があり、

かつ、当該個人情報を使用することにやむを得ない理由があると認められるとき。 

２ 実施機関は、前項ただし書の規定により個人情報を利用し、又は提供するときは、

個人の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。 

１ 趣旨 

（１）第１項関係 

本条第１項は、実施機関が収集した個人情報（特定個人情報を除く。）を、当該個人

情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために当該実施機関の内部で利用し、又は当該

実施機関以外のものに提供すること（以下「目的外の利用又は提供」という。）につい

て制限を定めたものである。 

本項本文は、実施機関は、目的外の利用又は提供をしてはならないとの原則を定め、

ただし書は、例外的に目的外の利用又は提供をすることができる場合を定めたものであ

る。 

なお、実施機関が個人情報を取り扱う事務を委託する際に、その業務に必要な個人情

報を提供する場合は、個人情報の外部提供には当たらず、第１２条及び第１２条の２に

規定する委託に伴う措置により適正に取り扱うものとする。 

（２）第２項関係 

本項は、前項ただし書のいずれかに該当するとして目的外の利用又は提供をする場
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合は、個人の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならないことを

定めたものである。 

「個人の権利利益」には、本人だけでなく第三者の権利利益も含まれる。例えば、

第三者が実施機関に提供した個人情報を実施機関以外のものに提供することで、当該

第三者が不利益を被る場合が考えられる。 

２ 解釈 

（１）第１項本文関係 

ア 「利用」 

実施機関が当該実施機関の内部で個人情報を取り扱うことをいう。 

例えば、本市の市長事務部局のＡ課が保有する個人情報を同じ市長事務部局であ

るＢ課において使用する場合をいう。 

イ 「提供」 

実施機関が当該実施機関以外のものに個人情報を使用させるため渡すことをいう。 

例えば、本市以外のものに提供する場合はもとより、他の実施機関に提供する場

合及び刊行物等により不特定多数のものに対し公表する場合も含まれる。 

なお、個人情報を取り扱う事務の目的の範囲内での利用又は提供や、個人に関す

る情報であっても特定の個人が識別できないものの利用又は提供は、本項の適用を

受けない。 

ウ 番号法では、「利用」及び「提供」を執行機関単位でとらえることとされている。 

従って、「市長と消防長」「市長と病院事業管理者」「消防長と病院事業管理者」の

間の特定個人情報のやり取りは、本条例では「提供」に位置付けられるものの、番

号法では「利用」に位置付けられることになる。 

（２）第１号関係 

本号は、実施機関が目的外の利用又は提供をすることについて、本人の同意を得て

行う場合や、本人に提供する場合には、本人の権利利益の侵害が生じるおそれは少な

いと考えられるため、例外としたものである。 

ただし、本人の同意があるときや本人に提供するときであっても、個人の権利利益

を不当に侵害するおそれがあるときは目的外の利用又は提供を行うことはできない

（本条第２項）。例えば、本人の同意があるとしても、その同意が強制されたものであ

る場合や、個人情報の中に第三者の情報も含まれている場合などは、個人の権利利益

を不当に侵害するおそれがあるものと考えられる。 

「本人の同意があるとき」とは、第７条第２項第１号の規定と同じ意味である。 

なお、申請書等の記入要領等に、あらかじめ、目的外の利用又は提供を行う旨が記

載されている場合であっても、本号が目的外の利用又は提供の禁止の例外を定めてい
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るものであることからすると、本人の明確な同意の意思表示がなされていない限り、

本号に該当するものとは認められない。 

（３）第２号関係 

本号は、個人情報の目的外の利用又は提供をすることが、法令等に規定があるとき

は、例外としたものである。 

「法令等」とは、第７条第２項第２号の規定と同じ意味である。 

「法令等に定めがあるとき」とは、次のアからエまでで例示するような、条文上又

は解釈上、目的外の利用又は提供ができることを明らかに定めている場合に限るもの

とし、オで例示するような、それが単に実施機関に対し目的外の提供を求めることが

できる根拠を与える規定であるに過ぎない場合は含まない。 

ア 利用が義務付けられている例 

学校教育法施行令（昭和２８年政令第３４０号）第１条第２項 

「・・・学齢簿の編製は、・・・住民基本台帳に基づいて行なうものとする。」 

イ 提供が義務付けられている例 

（ア）民事訴訟法（平成８年法律第１０９号）第２２３条 

「裁判所は、・・・文書の所持者に対し、その提出を命ずる。・・・」 

（イ）刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）第９９条第１項 

「裁判所は、必要があるときは、証拠物又は没収すべき物と思料するものを差

し押さえることができる。・・・」 

ウ 罰則により解釈上、提供が義務付けられている例 

（ア）地方自治法第１００条第１項及び第３項 

「普通地方公共団体の議会は、・・・選挙人その他の関係人の出頭及び証言並

びに記録の提出を請求することができる。」 

「第１項の規定により出頭又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関

係人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき

又は証言を拒んだときは、・・・罰金に処する。」 

（イ）国税徴収法（昭和３４年法律第１４７号）第１４１条及び第１８８条 

「徴収職員は、・・・次に掲げる者に質問し、又はその者の財産に関する帳簿

書類・・・を検査することができる。  

（１）滞納者  

（２）滞納者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足り

る相当の理由がある第三者  

（３）滞納者に対し債権若しくは債務があり、又は滞納者から財産を取得した

と認めるに足りる相当の理由がある者 
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（４）滞納者が株主又は出資者である法人」 

「次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰

金に処する。 

（１）第１４１条（質問及び検査）の規定による徴収職員の質問に対して答弁

をせず、又は偽りの陳述をした者 

（２）第１４１条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該

検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者」 

エ 利用し、又は提供することができる旨が明示されている例 

（ア）災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第９０条の４ 

   「市町村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第１項の

規定により作成した被災者台帳に記載し、又は記録された情報（以下この条にお

いて「台帳情報」という。）を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外

の目的のために自ら利用し、又は提供することができる。」 

（イ）医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律（平成２９

年法律第２８号）第３０条 

「医療情報取扱事業者は、認定匿名加工医療情報作成事業者に提供される医療

情報について、・・・あらかじめ、本人に通知するとともに、主務大臣に届け出

たときは、当該医療情報を認定匿名加工医療情報作成事業者に提供することがで

きる。」 

オ 提供は実施機関の判断による例 

（ア）民事訴訟法第１８６条 

「裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学

校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。」 

民事訴訟法第２２６条 

「書証の申出は、第２１９条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の

送付を嘱託することを申し立ててすることができる。」 

これらの裁判所による調査嘱託及び文書送付嘱託については、本項第５号によ

り判断することになるが、裁判所に提供した文書は、訴訟等の両当事者に示され

る場合があるので、その点に留意する必要がある。 

（イ）刑事訴訟法第１９７条第２項 

「捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求め

ることができる。」 

この捜査事項照会については、本項第５号により判断することとなるが、犯罪

の捜査という公益性の高い目的を持つものであるため、照会する個人情報の必要
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性、照会の目的などを照会元の捜査機関から可能な限り聴取し、一応の説明がな

された場合は、回答することが適当である。 

（ウ）弁護士法（昭和２４年法律第２０５号）第２３条の２第１項 

「弁護士は、・・・所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必

要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。・・・」 

この弁護士会照会については、本項第６号により判断することとなるところ、

後記（７）第６号関係の表中の６の項において、この照会に関する審議会の答申

の内容が記載されているので、参照されたい。 

（４）第３号関係 

本号は、緊急性があるときに目的外利用又は提供の禁止の原則を貫くことは、かえ

って個人の生命、身体又は財産の安全を欠くことになるため、例外としたものである。 

ア 「個人の生命、身体又は財産の安全を守る」 

火災、地震等の災害、事故、犯罪又は紛争等から本人又は他人の生命、身体又は

財産の安全を守ることをいう。 

イ 「緊急かつやむを得ない」 

時間的余裕がなく、かつ目的外利用又は目的外提供をする以外に適当な方法がな

い場合をいう。 

（５）第４号関係 

本号は、当該実施機関の内部で利用する場合や、他の実施機関への提供については、

同一実施機関の内部で使用することや、提供の相手方が本市の機関であることを考慮

して設けたものであるが、たとえそれらの機関であっても、「個人情報を使用すること

に相当の理由があると認められるとき」に限り、例外としたものである。 

「個人情報を使用することに相当の理由がある」とは、利用すること、又は提供の

相手方が当該個人情報を使用することについて、住民負担の軽減、事務効率の向上に

よる処理の迅速化等、客観的かつ合理的な必要性及び正当性があることをいい、実施

機関が恣意的に判断することは許されない。相当な理由があるかどうかは個人情報の

内容や利用目的等を勘案し、実施機関が個別に判断するものとするが、目的外利用・

提供の原則禁止の例外として認めるにふさわしい理由でなければならない。 

なお、民生委員や附属機関の委員は特別職公務員であり、「実施機関の職員」となる

ため、これらの者への個人情報の提供については、本号により判断することとなる。 

（６）第５号関係 

本号は、提供の相手方が法令、条例等の定めるところにより事務を執行している公

の機関又はこれに準ずる団体であることを考慮して設けたものであるが、たとえそれ

らのものであっても、「提供を受けるものの所掌する事務の遂行に当該個人情報が必要
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不可欠であり、かつ、当該個人情報を使用することにやむを得ない理由があると認め

られるとき」に限り、例外としたものである。 

消防団は、消防組織法及び千葉市消防団の設置等に関する条例（昭和４０年千葉市

条例第３０号）により設置され、公益性の高い事業を行っているため、消防団への個

人情報の提供は、本号で判断することとなる。 

なお、本号に該当するとして、電子計算機処理に係る個人情報を国等に提供したと

きは、遅滞なく、その旨を審議会に報告しなければならない（第１０条第２項）。 

ア 「提供を受けるものの所掌する事務の遂行に当該個人情報が必要不可欠」 

提供を受ける国等が所掌する事務の趣旨、目的等を考慮し、提供する個人情報が

当該事務の目的を達成するために欠くことができない場合をいう。 

イ 「当該個人情報を使用することにやむを得ない理由がある」 

実施機関の保有する個人情報を使用しなければ、国等が所掌する事務の目的が達

成できず他に適当な収集の方法がない場合をいう。 

（７）第６号関係 

本号は、本項の第１号から第５号までに該当しない場合についての規定であり、「千

葉市情報公開・個人情報保護審議会の意見を聴いた上で」とは、本号の規定により個

人情報を利用し、又は提供しようとする前に、審議会の意見を聴かなければならない

ということである。その上で、「公益上特に必要があり、かつ、当該個人情報を使用す

ることにやむを得ない理由がある」と実施機関が判断したときは、例外とした。 

なお、審議会答申第２号（平成１８年３月３１日）及び審議会答申第１６号（平成

２６年７月３１日）により審議会の意見を聴いた次に掲げる類型については、改めて

審議会の意見を聴く必要はないが、その実績を審議会に報告するものとする。 
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 類型 理由 

１ 栄典、表彰等の選考 

栄典、表彰等を行うため、候補者に関する個人情報

を実施機関内部で利用し、又は他の実施機関、国等に

提供する場合 

ただし、本人の権利利益を不当に侵害するおそれが

ないと認められる場合に限る 

本人から収集すると、情報の客観性、正確性を確保す

ることが困難であり、選考の公正性が損なわれるおそれ

があるため 

本人から収集すると、候補者に事前に期待を抱かせる

おそれがあるため 

２ 研究、統計資料作成 

専ら学術研究又は統計資料作成のために、個人情報

を実施機関内部で利用し、又は他の実施機関、国等に

提供する場合 

この場合、原則として、特定の個人が識別されない

形式で利用し、又は提供するものとする。ただし、特

定の個人の識別ができなければ学術研究等の目的を達

成することができず、かつ、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場合に限り、識別

性を有する形式で利用し又は提供することができるも

のとするが、統計資料作成後は速やかに個人情報を識

別できない形式で取り扱うものとする 

学術研究又は統計資料の作成において、研究等の成果

が公益に資するなど、公益上の必要性が認められるため 

３ 案内状等の送付 

挨拶状、会議等の案内等を送付するために個人情報

を実施機関内部で利用し、又は他の実施機関に提供す

る場合 

ただし、本人の権利利益を不当に侵害するおそれが

ないと認められる場合に限る 

実施機関が実施した事業の参加者等に対し、関連する

事業や催し物等の案内をしたり、審議会等の委員に対し、

儀礼上の必要性等から挨拶状や関係資料を送付したりす

る場合があるため 

４ アンケート対象者の抽出 

アンケート調査や実態調査等を行うときに、対象者

を選定するため、個人情報を実施機関内部で利用した

り、他の実施機関に提供したりする場合 

ただし、当該個人情報を使用することに公益上の必

要がある場合又は実施機関から提供を受けなければ当

該目的を達成することが困難な場合であって、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

場合に限る 

事務事業に係るアンケートを行うときに、対象者を抽

出することが事務の性質上必要である場合があるため 
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５ 報道機関への提供 

報道機関へ発表し、又は報道機関からの取材に対応

するため、個人情報を提供する場合 

ただし、市民等に知らせることに個人情報保護の利

益を上回る利益を有し、かつ、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場合に限る 

対象となる個人情報の内容、社会的関心の高さ、報道

された場合の影響等から判断して、社会通念上許容され

る範囲内で報道機関へ提供することが必要な場合がある

ため 

事故等特別の理由があるときに、発表することが公益

上必要なことがあるため 

６ 弁護士法の規定に基づく提供 

弁護士法第 23 条の２第２項の規定に基づく弁護士

会からの照会に応じて個人情報を提供する場合 

ただし、当該個人情報を使用することに公益上の必

要がある場合又は実施機関から提供を受けなければ当

該目的を達成することが困難な場合であって、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

場合に限る 

法律の規定に基づく照会であり、当該規定の趣旨を踏

まえて対処することが必要である場合があるため 

提供先の事務の公益性、個人情報の取扱方法等と市側

の公益上の必要性、提供することによる支障の有無等を

総合的に考慮した上で、弁護士会等へ提供する必要があ

ると認められる場合があるため 

７ 訴訟資料の裁判所への提出 

争訟の当事者等である市が訴訟資料を裁判所に

提出するため、個人情報を提供する場合 

ただし、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場合に限る 

市が争訟の当事者等であり、十分な主張立証を尽く

すためには、訴訟資料を裁判所に提出することが必要

な場合があるため 

 

３ 運用 

（１）単に実施機関に個人情報の目的外の提供を求めることができるとの法令等の規定に

基づいて提供を求められた場合は、実施機関の当該目的外の提供は任意的なものであ

るので第２号の該当とせず、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないかどうか、

目的外の提供の趣旨及び目的、提供する個人情報の内容、性格等を十分検討して、第

４号から第６号までの規定に基づいて判断し、これに応ずるか否かの決定をするもの

とする。 

（２）本項各号に該当するかどうかの判断については、目的外の利用又は提供を原則とし

て禁止したことを踏まえ、厳格に解釈しなければならない。 

（３）本市が保有する住民基本台帳の情報を本市の事務に利用することは、住民基本台帳

法（昭和４２年法律第８１号）第１条において住民基本台帳の目的を「市町村の住民

に関する事務の基礎とする」と定めていることから、個人情報の目的外利用には当た

らない。 
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《関係規則・要綱》 

【千葉市個人情報保護事務取扱要綱】 

第２ 個人情報保護の体制 

３ 報告事項等 

（２）個人情報の目的外利用・提供の報告 

個人情報保護管理者は、毎年１回、局等において、経常的な目的外利用又は提供とし

て個人情報取扱事務の届出がない場合であって、個人情報を目的外に利用又は提供した

実績を、個人情報目的外利用・提供実施報告書（様式第２号）により総括個人情報保護

管理者に報告する。 

なお、個人情報保護責任者は、条例第８条第１項ただし書の規定に基づき個人情報の

目的外提供をする場合には、提供する相手方に対し、次に掲げる事項を記載した書面を

求めるものとする。 

ア 個人情報の内容 

イ 利用目的及び方法 

ウ 根拠法令 

第４ 審議会への諮問等 

２ 審議会の意見聴取 

（２）目的外利用、提供 

所管課は、個人情報を条例第８条第１項第６号の規定により個人情報を取り扱う事務

の目的以外の目的のために個人情報を実施機関の内部で利用し、又は当該実施機関以外

のものに提供するため、審議会の意見を聴くときは、次に掲げる事項を記載した書面に

より、市政情報室を経由して、審議会に諮問する。 

ア 個人情報を取り扱う事務の名称及び目的 

イ 個人情報を取り扱う事務を所掌する組織の名称 

ウ 利用又は提供する個人情報の対象者の範囲 

エ 提供の場合には、個人情報の提供先 

オ 利用又は提供する個人情報の項目 

カ 利用又は提供を行う理由 

キ 利用又は提供の条件 

ク 個人情報の保護措置 

３ 意見聴取の手続 

（「第７条第２項 収集先の制限」に同じ） 
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第８条の２ 特定個人情報の利用の制限 

第８条の２ 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために特定個人

情報を当該実施機関の内部で利用してはならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の安全を守るた

めに必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難

であるときは、個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために特定個人情報（情

報提供等記録を除く。次項において同じ。）を当該実施機関の内部で利用することがで

きる。 

３ 実施機関は、前項の規定により特定個人情報を利用するときは、個人の権利利益を

不当に侵害することのないようにしなければならない。 

１ 趣旨 

（１）第１項関係 

   本条第１項は、特定個人情報について、実施機関が当該個人情報を取り扱う事務の

目的以外の目的のために当該実施機関の内部で利用すること（以下「特定個人情報の

目的外の利用」という。）について制限を定めたものである。 

（２）第２項関係 

   本項は、第１項の規定に関わらず、例外的に特定個人情報の目的外の利用ができる

場合を定めたものである。 

   特定個人情報を除く個人情報については、第８条第１項ただし書の第１号から第６

号までにおいて、例外的に目的外の利用をすることができる場合を定めている。 

   これに対し、特定個人情報については目的外の利用の制限をより一層徹底し、「個人

の生命、身体又は財産の安全を守るために必要がある場合であって、本人の同意があ

り、又は本人の同意を得ることが困難であるとき」に限定して、例外的に特定個人情

報の目的外の利用をすることができるものである。 

ただし、情報提供等記録については、その記録項目が限定されていることから利用

目的以外の目的での利用は想定されないため、目的外の利用は例外なく認められない。 

（３）第３項関係 

本項は、第２項に該当するものとして、特定個人情報の目的外の利用をする場合は、

個人の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならないことを定め

たものである。 
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第８条の３ 特定個人情報の提供の制限 

第８条の３ 実施機関は、番号法第１９条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個

人情報を当該実施機関以外のものに提供してはならない。 

１ 趣旨 

本条は、番号法では特定個人情報を提供できる場合として、同法第１９条の各号のい

ずれかに該当しているときに限定していることから、実施機関が収集した特定個人情報

を、当該実施機関以外のものに提供することについて制限を定めたものである。 
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第９条 提供先に対する制限等 

第９条 実施機関は、実施機関以外のものに個人情報を提供する場合において、必要が

あると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用目的若しくは使

用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を

講ずることを求めなければならない。 

１ 趣旨 

本条は、実施機関が個人情報を実施機関以外のものに提供する場合は、必要に応じ、

提供を受けるものに対し、当該個人情報に係る使用の制限等を付し、又はその適正な取

扱いを求めなければならないことを定めたものである。 

２ 解釈 

（１）「必要があると認めるとき」 

提供先、提供する個人情報の内容、提供形態、提供先における使用目的、使用方法

等を勘案して、個人情報の保護のために必要と認められる場合をいう。 

（２）「その他必要な制限」 

使用目的、使用方法のほか、使用期間、提供する個人情報の取扱者の限定や、消去、

返却等使用後の取扱いの指示、再提供の禁止などをいう。 

（３）「適正な取扱いについて必要な措置」 

個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理の

ために必要な措置のほか、個人情報の保護に関する責任体制の整備、個人情報の取扱

者の研修などをいう。 

３ 運用 

個人情報の提供先に対し、当該個人情報に係る使用の制限等を付し、又はその適正な

取扱いを求めるかどうか、求める場合の制限又は措置の内容については、提供先、提供

する個人情報の内容等に応じ、個別具体的に判断することとする。 
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第１０条第１項 電子計算機処理する内容の制限 

第１０条 実施機関は、第７条第３項に規定する個人情報の電子計算機処理を行っては

ならない。ただし、審議会の意見を聴いた上で、事務の性質上やむを得ないと実施機

関が認めるときは、この限りでない。 

１ 趣旨 

本条は、実施機関が個人情報を電子計算機処理する場合の、処理する内容、目的外の

提供、電子計算機の結合について制限を定めたものである。 

本項本文は、第７条第３項に規定する宗教等の個人情報の電子計算機処理をしてはな

らないとの原則を定め、ただし書は、例外的にこのような個人情報の電子計算機処理を

することができる場合を定めたものである。 

２ 解釈 

（１）「審議会の意見を聴いた上で」 

宗教等の個人情報は、電子計算機により処理しようとする前に、審議会の意見を聴

かなければならないということである。 

（２）「事務の性質上やむを得ない」 

電子計算機処理をしなければ当該事務の目的が達成できず他に適当な処理の方法

がない場合をいう。 

３ 運用 

本項の規定による審議会の意見は、実施機関に対し強制力があるものではないが、審

議会の事前の意見聴取が義務付けられていることを踏まえ、審議会の意見を尊重して、

電子計算機処理する内容の是非に対する判断を行わなければならない。 

 

《関係規則・要綱》 

【千葉市個人情報保護事務取扱要綱】 

第４ 審議会への諮問等 

２ 審議会の意見聴取 

（３）センシティブ情報の電子計算機処理 

所管課は、条例第７条第３項に規定するセンシティブ情報の電子計算機処理を行うた

め、条例第１０条第１項ただし書の規定により審議会の意見を聴くときは、次に掲げる

事項を記載した書面により、市政情報室を経由して、審議会に諮問する。 

ア 個人情報を取り扱う事務の名称及び目的 

イ 個人情報を取り扱う事務を所掌する組織の名称 
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ウ 電子計算機処理に係る個人情報の対象者の範囲 

エ 電子計算機処理を行う理由 

オ 電子計算機処理に係る個人情報の項目 

カ 個人情報の保護措置 

３ 意見聴取の手続 

（「第７条第２項 収集先の制限」に同じ） 
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第１０条第２項 電子計算機処理に係る個人情報の国等への提供の制限 

２ 実施機関は、電子計算機処理に係る個人情報を、第８条第１項第５号の規定により

国等に提供したときは、遅滞なく、その旨を審議会に報告しなければならない。 

１ 趣旨 

本項は、電子計算機処理の大量・高速処理、結合・検索・複写・拡散の容易性といっ

た特性から、電子計算機処理に係る個人情報を当該個人情報を取り扱う事務の目的以外

の目的のために国等へ提供した場合は、事後に審議会に報告しなければならないことを

定め、実施機関においてより慎重な取扱いがなされるようにしたものである。 

なお、国等以外の外部のものに個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために提

供する場合は、条例第８条第１項第６号により全て審議会への事前の諮問が義務付けら

れるものである。 

２ 解釈 

（１）「電子計算機処理に係る個人情報」 

電子計算機を使用して作成された光ディスク等に記録されている個人情報のように、

提供の相手方が直ちに電子計算機処理が可能な個人情報をいう。 

（２）「第８条第１項第５号の規定により国等に」 

   電子計算機処理に係る個人情報について目的外の利用又は提供を行う場合であって

も、第８条第１項第１号から第４号までのいずれかに該当する場合は、審議会への報

告は必要としないということである。 

３ 運用 

（１）本項の目的は、審議会が電子計算機処理に係る個人情報の国等への提供の状況を事

後報告により把握し、必要に応じて実施機関に対して意見を述べる機会を確保するこ

とである点に留意する必要がある。 

なお、本項については、平成３１年３月８日の条例改正（同年４月１日施行）まで

は、審議会の事前の意見聴取が義務付けられていたが、国が、平成２９年５月１９日

付け総務省通知「個人情報保護条例の見直し等について」において情報化の進展の中

で効率的に事務処理が進むよう条例改正を行うことを求めていること等を踏まえ、審

議会への事後の報告に改正された経緯がある。 

（２）本項該当性を判断する際は、次の事項に留意する必要がある。 

ア 個人情報を取り扱う事務の目的内の提供である場合は本項に該当しないこと。 

イ 目的外の提供であっても法令等に基づく提供である場合は、条例第８条第１項第

２号による提供となるため本項には該当しないこと。 
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《関係規則・要綱》 

【千葉市個人情報保護事務取扱要綱】 

第４ 審議会への諮問等 

４ 審議会への報告 

（２）電子計算機処理に係る個人情報の外部提供 

所管課は、条例第１０条第２項の規定により電子計算機処理に係る個人情報を国等に

提供した後に審議会に報告するときは、次に掲げる事項を記載した書面により、市政情

報室を経由して行う（なお、この規定は、当該個人情報を取り扱う事務の目的以外の目

的のために国等へ提供する場合を想定したものであるので、番号法に基づく情報連携な

ど、当該個人情報を取り扱う事務の目的の範囲内で行われる国等への個人情報の外部提

供は、この規定の対象にはならない。）。 

ア 個人情報を取り扱う事務の名称及び目的 

イ 個人情報を取り扱う事務を所掌する組織の名称 

ウ 提供する個人情報の対象者の範囲 

エ 個人情報の提供先 

オ 提供する個人情報の項目 

カ 提供を行った理由 

キ 提供の条件 

ク 個人情報の保護措置 
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第１０条第３項 通信回線による電子計算機の結合の制限 

第１０条第４項 通信回線による電子計算機の結合の報告 

第１０条第５項 通信回線による電子計算機の結合に対する意見 

３ 実施機関は、他の実施機関以外のものとの間において、個人情報を提供するため、

通信回線による電子計算機の結合（実施機関の保有する個人情報を当該実施機関以外

のものが随時入手し得る状態にするものに限る。以下この項及び次項において「オン

ライン結合」という。）を開始しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴く

ものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

（１）法令等に基づいてオンライン結合を開始しようとするとき。 

（２）国等との間においてオンライン結合を開始しようとするとき。 

４ 実施機関は、前項ただし書の規定により同項本文の規定が適用されない場合であっ

て、オンライン結合を開始したときは、遅滞なく、その旨を審議会に報告しなければ

ならない。 

５ 第７条第５項の規定は、第２項及び前項の規定による報告があった場合について準

用する。 

１ 趣旨 

（１）第３項及び第４項関係 

ア 第３項本文は、電子計算機処理に係る個人情報を他の実施機関以外のものに提供

するために、通信回線により電子計算機の結合（実施機関の保有する個人情報を当

該実施機関以外のものが随時入手し得る状態にするものに限る。以下「オンライン

結合」という。）を開始しようとする場合には、通信回線を経由して結合の相手等が

実施機関の保有する個人情報を不当に利用、改ざんするなどにより個人の権利利益

が侵害されるおそれがあるため、原則として事前に審議会の意見を聴かなければな

らないことを定めたものである。 

イ 第３項ただし書は、オンライン結合の是非について審議会の事前の意見聴取の意

義が乏しいと認められる場合を列記し、これらのいずれかに該当するときは、第４

項に基づいて審議会に事後に報告することとしたものである。 

（２）第５項関係 

第５項は、本条第２項及び第４項に規定する報告があった場合、条例第７条第５項

の規定を準用し、審議会が実施機関に対し当該報告に係る事項について意見を述べる

ことができることを定めたものである。 

２ 解釈 

（１）第３項関係 

ア 「個人情報を提供する」 
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実施機関が保有する個人情報を提供する全ての場合をいい、当該個人情報を取り

扱う事務の目的の範囲内か否かを問わない。 

イ 「通信回線による電子計算機の結合」 

複数の電子計算機を通信回線（光ケーブル、無線等を含む。）で相互に接続するこ

とをいう。 

ウ 「実施機関の保有する個人情報を当該実施機関以外のものが随時入手し得る状態

にするものに限る」 

結合の相手方が、実施機関の保有する個人情報をいつでも必要なときに入手でき

る状態にすることをいう。 

したがって、次のような場合はオンライン結合には該当しない。 

（ア）実施機関が特定の時期に相手方にデータを電送する場合 

実施機関の保有する個人情報を当該実施機関以外のものが随時入手し得る状態

ではないため。 

（イ）本市を含む市町村が、県等他の実施機関の電子計算機（サーバ）に各市町村が

保有する個人情報を入力し、互いに共有する場合 

本市の実施機関の電子計算機との結合に当たらないため。 

ただし、上記情報の入力が目的外の提供に当たるときは本条第２項の規定に該

当する。 

（２）第４項関係 

審議会に事後に報告するのは、第３項ただし書に該当する場合であって、オンライ

ン結合の状況について審議会が把握し、必要に応じてその運用について意見を述べる

ことができるようにするためであることに留意する必要がある。 

なお、第４項については、平成３１年３月８日条例改正（同年４月１日施行）まで

は、第３項ただし書に該当する場合についても審議会の事前の意見聴取が義務付けら

れていたが、国が、平成２９年５月１９日付け総務省通知「個人情報保護条例の見直

し等について」において情報化の進展の中で効率的に事務処理が進むよう条例改正を

行うことを求めていること等を踏まえ、法令等に基づいて結合する場合はオンライン

結合の必要性や安全性について十分検討がなされた上で立法化等がなされていること、

国等と結合する場合は、法令等に基づくなどの公共性の高い事務事業を行う団体との

結合であるため通信回線を経由した不当な利用、改ざん等がなされるおそれがないと

認められること、さらに、そもそもオンライン結合は技術的な措置等に関して時間を

かけて検討がなされた上で開始されるものであること等を考慮して、審議会への事後

の報告に改正されたという経緯がある。 

３ 運用 
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（１）第３項及び第５項の規定による審議会の意見は、実施機関に対し強制力があるもの

ではないが、審議会の事前の意見聴取が義務付けられたことを踏まえ、審議会の意見

を尊重して、通信回線による電子計算機の結合の是非に対する判断を行わなければな

らない。 

（２）第４項の規定により個人情報を提供した場合で、当該個人情報を取り扱う事務の目

的以外の目的のために国等に提供したときは、本条第２項に規定する審議会への報告

も併せて行うものとする。 

（３）個人情報を取り扱う事務を委託している場合において、実施機関が事務の委託先と

の間で行う当該委託事務に係る通信回線による電子計算機の結合については、第３項

及び第４項は該当しない。 

（４）オンライン結合を開始しようとする場合は、千葉市個人情報オンライン結合基準（平

成８年３月２５日付総務部長決裁）を参照し、提供の相手方において、個人情報の保

護のための規程が定められていること、安全性の確保のための措置として機器の操作

者の制限、アクセス制限等が講じられていることなどを確認するなど、個人情報の保

護に関し必要な措置を講ずるものとする。 

 

《関係規則・要綱》 

【千葉市個人情報保護事務取扱要綱】 

第４ 審議会への諮問等 

２ 審議会の意見聴取 

 （４）オンライン結合 

所管課は、他の実施機関以外のものとの間において、オンライン結合を開始しようと

するため、条例第１０条第３項の規定により審議会の意見を聴くときは、次に掲げる事

項を記載した書面により、市政情報室を経由して、審議会に諮問する。 

ア 個人情報を取り扱う事務の名称及び目的 

イ 個人情報を取り扱う事務を所掌する組織の名称 

ウ 提供する個人情報の対象者の範囲 

エ 結合先 

オ 提供する個人情報の項目 

カ 結合を行う理由 

キ 結合の条件 

ク 個人情報の保護措置 

３ 意見聴取の手続 

（「第７条第２項 収集先の制限」に同じ） 

４ 審議会への報告 
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（３）オンライン結合 

所管課は、条例第１０条第４項の規定により他の実施機関以外のものとの間において、

オンライン結合を開始した後に審議会に報告するときは、２（４）のアからクまでに掲

げる事項を記載した書面により、市政情報室を経由して行う。 

 

《参考》  

【千葉市個人情報オンライン結合基準】 

→ 資料（３８９ページ）参照 
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第１１条第１項 実施機関における個人情報の適正な管理 

第１１条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を遂行するに当たっては、個人情報の

保護に関し、次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。 

（１）個人情報を正確かつ最新の状態に保つこと。 

（２）個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理

のために必要な措置を講じること。 

（３）個人情報の保護に関する責任体制を明確にすること。 

（４）保有する必要がなくなった個人情報については、歴史的資料として保存する必要

があるものを除き、確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去すること。 

１ 趣旨 

本項は、実施機関に対し個人情報の正確性及び安全性を確保し、不要になった個人情

報を廃棄する義務があること並びに個人情報の保護に関する責任体制を明確にしなけ

ればならないことを定めたものである。 

２ 解釈 

（１）第１号関係 

本号は、実施機関が保有する個人情報の正確性の確保に係る実施機関の義務につい

て定めるものである。 

「正確かつ最新の状態」とは、情報が客観的に確定される事実と合致していること、

現在の情報を必要とする場合において過去の情報でないこと、利用に際して必要な情

報が欠けていないことなどをいう。 

（２）第２号関係 

本号は、実施機関が保有する個人情報の安全性の確保に係る実施機関の義務につい

て定めるものである。 

「個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理

のために必要な措置」とは、個人情報の適切な管理のために取り扱う個人情報の内容、

目的に応じて実施機関が講ずる具体的な措置をいい、次のようなものが挙げられる。 

ア 管理的な保護措置の例 

（ア）管理規程（マニュアル）の整備 

（イ）職員の教育・研修 

（ウ）業務に携わる担当者の限定 

（エ）委託時における特記事項の締結、委託先の監督 

イ 物理的な保護措置の例 

（ア）保管施設、防災設備等の整備 
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（イ）保管庫等の施錠 

（ウ）事務室のへの第三者の立ち入り制限 

ウ 技術的な保護措置の例 

（ア）データの暗号化 

（イ）ＩＤカード等による操作者の把握 

（ウ）アクセスの制限 

（エ）ファイアウォール（ネットワークの「防火壁」）の構築 

（３）第３号関係 

本号は個人情報の保護に関する責任体制の明確化に係る実施機関の義務について定

めるものである。 

「個人情報の保護に関する責任体制を明確にする」とは、日常の業務遂行における

個人情報の適切な管理についてのみならず、個人情報の保護全般に関する責任体制を

明らかにすることをいう。 

（４）第４号関係 

本号は、実施機関が保有する個人情報の廃棄又は消去に係る実施機関の義務を明ら

かにしたものである。 

ア 「保有する必要がなくなった」 

保存期間が定められている公文書に記録されているものについては、その保存期

間が終了したこと、また、保存期間が定められていないものについては当該個人情

報を今後事務の用に供する必要がなくなったことをいう。 

イ 「歴史的資料」 

歴史を後世に伝えるための価値を有する個人情報で、歴史的な資料として保存す

ることが適当と認められるものをいう。 

ウ 「保存する」 

利用することなく単に保管することをいう。 

エ 「確実に」 

当該個人情報が記録された公文書の焼却、溶融、シュレッダーによる裁断、電磁

的記録においては磁気的消去等の方法により、個人情報が漏えいすることのない確

実な方法によることを意味する。 

３ 運用 

（１）事務の目的を達成するため過去の記録を一定期間保存しておく事務、過去の記録に

基づき、又はそれを利用して行う事務等については、必ずしも現在においては正確、

最新ではない個人情報が保有されることになるため、それぞれの利用目的に応じて必

要な範囲内で正確性を確保するものとする。  

（２）個人情報の適正管理のため、管理体制を整備する。詳細は千葉市個人情報保護事務
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取扱要綱（以下「要綱」という。）で定める。 

（３）電磁的記録に記録されたデータは、ファイルの削除やディスクの初期化等の処理を

行っても、実際にはデータ自体は消去されず、特殊なソフトウェアを使用することに

より、データを読みとることができる。このため、パーソナルコンピュータ等の廃棄

又は賃借期間満了に伴う返却を行う際には、データの漏えいを防止するために、無意

味なデータ（不規則な数値の配列等）をハードディスクの容量上限まで書き込む等の

作業を行って、完全に元のデータを読み出すことができなくなる措置を講ずるものと

する。 

（４）個人情報を取り扱う事務を所管する課等（以下「所管課」という。）の長は、所管課

の職員に対し、個人情報の適切な管理のために、定期的に研修を行うものとする。 

（５）個人情報の漏えい等安全確保の上で問題となる事案が発生した場合には、当該事案

の報告及び再発防止措置を講じるものとする。 

なお、事案の報告等、詳細は要綱で定めるところによる。 

ア 個人情報の漏えい等安全確保の上で問題となる事案が発生した場合に、その事実

を知った職員は、速やかに当該個人情報を管理する所管課の長（以下「所管課長」

という。）に報告しなければならない。 

イ 当該所管課長は、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を講ずるものと

する。 

ウ 当該所管課長は、事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を

講ずるものとする。 

 

《関係規則・要綱》 

【千葉市個人情報保護事務取扱要綱】 

第２ 個人情報保護の体制 

１ 管理体制 

（１）総括個人情報保護管理者 

個人情報の統一的な管理に必要な連絡調整を行うとともに、個人情報の保護に関する

事務を総括的に指揮監督する。総務局長をもってこれに充てる。 

（２）個人情報保護管理者 

局等（千葉市事務分掌条例（昭和６２年千葉市条例第２号）第１条に定める局、区役

所、消防局、水道局、病院局、会計室、教育委員会事務局及び教育機関、選挙管理委員

会事務局、人事委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局並びに議会事務局を

いう。以下同じ）における個人情報の適正な管理について責任を負うとともに、個人情

報の保護に関する事務を指揮監督する。局等の長（病院局にあっては病院事業管理者、
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会計室にあっては会計管理者とし、教育委員会事務局及び教育機関にあっては教育長と

する。以下同じ。）をもってこれに充てる。 

（３）個人情報保護責任者 

   個人情報を取り扱う事務を所管する課等（千葉市事務分掌規則（平成４年千葉市規則

第２号）第１条に定める課、千葉市事業所事務分掌規則（平成４年千葉市規則第３号）

別表第１に定める第一類の事業所（市税事務所、環境保健研究所、農政センター及び土

木事務所を除く。）、第二類の事業所（市税事務所、環境保健研究所、農政センター及び

土木事務所に置かれる課を含む。）及び第三類の事業所、保健所に置かれる課、児童相

談所、区役所に置かれる課（保健福祉センターに置かれる課を含む。）、区政事務センタ

ー、市民センター、千葉市消防局組織規則（昭和６２年千葉市規則第３６号）第２条に

定める課（消防署に置かれる課を含む。）及び消防学校、水道局に置かれる課、病院局

に置かれる課、市立青葉病院、市立海浜病院、会計室、教育委員会事務局に置かれる課

及び教育機関（中央図書館、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第

３項に規定する指定管理者に管理を行わせている公の施設（同法第２４４条第１項に規

定する公の施設をいう。）を除く。）、中央図書館に置かれる課、選挙管理委員会事務局、

人事委員会事務局、監査委員事務局に置かれる課、農業委員会事務局並びに議会事務局

に置かれる課をいう。以下「所管課」という。）における個人情報の適正な管理につい

て責任を負うとともに、個人情報の保護に関し、所属職員を指揮監督する。所管課の長

（第三類の事業所にあっては千葉市事業所事務分掌規則別表第１中の所属の長、会計室

にあっては会計室長、学校にあっては校長とし、選挙管理委員会事務局、人事委員会事

務局及び農業委員会事務局にあっては個人情報保護管理者が兼務するものとする。以下

同じ。）をもってこれに充てる。 

個人情報保護責任者は、所管課における個人情報の収集、利用、保管、廃棄及び提供

について責任を負うとともに、開示、訂正及び利用停止の請求（以下「開示請求等」と

いう。）に対する判断をする。 

２ 所管課における個人情報の管理 

（１）管理状況の点検 

個人情報保護責任者は、所管課が保有する個人情報の事務フローに沿った取扱方法及

び担当者を明確にするとともに、その処理状況、保管方法等について定期的に点検を行

い、不適切な点があると認めるときは速やかに是正措置を講じ、その結果を個人情報保

護管理者及び総括個人情報保護管理者に報告する。 

（２）研修の実施 

個人情報保護責任者は、所管課の職員に対し、個人情報保護の重要性に対する理解を

深め、その遵守が徹底されるよう必要な指導、研修を定期的に行うとともに、各種研修
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参加の機会の付与に努める。 

（３）体制の整備 

    個人情報保護責任者は、所管課が保有する個人情報の取扱担当者の役割や取り扱う個

人情報等の範囲を明確にするとともに、当該個人情報を複数の課等で取り扱う場合には

各課等の任務分担を明確にし、また、各種の不適正な取扱いがあった場合における担当

職員から個人情報保護責任者までの連絡体制を整備する。 

３ 報告事項等 

（３）個人情報の不適正な取扱いに係る事案の報告 

個人情報保護管理者は、個人情報の漏えい等の事案が発生した場合又はその兆候を把

握した場合には、直ちに被害の発生・拡大を防止するために適切な措置を講ずるととも

に、事実関係及び再発防止策等の公表を検討し、情報漏えい及び情報システム障害等に

係る事案報告書（個人情報）（様式第３号）により総括個人情報保護管理者に報告する。 

なお、必要な措置を講ずるまでに時間を要する場合は、まず、事案の概要及びその時

点までに講じた措置を報告し、措置の終了後速やかに当該措置についての報告を行う。 
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第１１条第２項 実施機関の職員等の義務 

第１１条第３項 派遣労働者の義務 

２ 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に

知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 

３ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和６

０年法律第８８号）第２６条第１項に規定する労働者派遣契約に基づき実施機関に派

遣された者（以下「派遣労働者」という。）又は派遣労働者であった者は、当該労働者

派遣契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当

な目的に使用してはならない。 

１ 趣旨 

第２項は、実施機関の職員又は職員であった者の責務を定めたものである。 

第３項は、派遣労働者又は派遣労働者であった者の責務を定めたものである。 

 

２ 解釈 

（１）「実施機関の職員又は職員であった者」 

地方公務員法第３条第１項に規定する職にある者又は職にあった者である。 

（２）「派遣労働者若しくは派遣労働者であった者」 

派遣労働者（労働者派遣契約に基づき実施機関に派遣された者）又は派遣労働者で

あった者である。 

（３）「職務上知り得た」 

職員が職務の執行に関連して知り得たということであり、たとえ担当外の事項であ

っても職務に関連して知り得たものは含まれる。 

（４）「業務に関して知り得た」 

派遣労働者が業務の遂行に関連して知り得たということであり、たとえ担当外の事

項であっても業務に関連して知り得たものは含まれる。 

（５）「みだりに」 

社会通念上正当な理由があると認められない場合をいい、自己の権限、事務に属し

ない場合、あるいは自己の権限、事務に属する場合であっても正当な理由がなく知ら

せる場合などをいう。 

（６）「不当な目的に使用し」 

自己の不当な利益のために個人情報を使用する場合、あるいは他人の正当な利益や

公益に反して個人情報を使用する場合などをいう。 
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３ 運用 

（１）地方公務員法第３４条第１項の守秘義務の規定により守られる個人の秘密は、いわ

ゆる実質秘（形式的に秘密扱いの指定をしただけでは足りず、非公知の事項であって、

実質的にそれを秘密として保護するに値するもの）と解されており、また、行政内部

での個人情報の目的外の利用又は提供は当然には違反でないと解されている。 

本項は、このような実質秘に当たる情報だけでなく、より広範囲な個人情報の適正

な管理について職員に義務を課すとともに、職員が行政活動において恣意的な目的外

の利用又は提供等をしないようにするため、地方公務員法上の一般的な守秘義務に加

え、さらに、職務上知り得た個人情報を他に漏らしたり、又は不当な目的に使用した

りしてはならない旨を規定したものである。 

（２）本項の規定に違反した場合は、第５７条から第６０条までに規定する罰則が適用さ

れ得る他、地方公務員法第３２条の法令等に従う義務に違反したことにもなり、同法

第２９条の処分の対象となり得る。 

（３）臨時又は非常勤の調査員、嘱託員等地方公務員法の適用を受けない特別職の職員や

派遣労働者は、本条の規定によって個人情報の保護についての義務が課される。 

 

《参考》 

【地方公務員法】 

（懲戒） 

第２９条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、

減給、停職又は免職の処分をすることができる。 

（１）この法律若しくは第５７条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共

団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合 

（法令等及び上司の職務上の命令に従う義務） 

第３２条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公

共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。 

（秘密を守る義務） 

第３４条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、

同様とする。 

 

【千葉市労働者派遣契約における個人情報保護に関する基準】 

→ 資料（３９１ページ）参照 
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第１２条・第１２条の２ 委託に伴う措置等 

第１２条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の委託（指定管理者（地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指定管理者をいう。）に公の施設（同

法第２４４条第１項に規定する公の施設をいう。）の管理を行わせ、又は公営住宅法（昭

和２６年法律第１９３号）第４７条第１項の規定により千葉市住宅供給公社に本市の設置

する公営住宅若しくは共同施設の管理を行わせることを含む。以下同じ。）をしようとす

るときは、当該個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。 

２ 前項の規定は、同項の委託を受けたものが、当該実施機関の承諾を得て、受託した

業務を再委託する場合について準用する。 

第１２条の２ 第１１条第１項の規定は、前条第１項の委託を受けたもの（そのものか

ら再委託を受けたものを含む。第５８条第２項において同じ。）が受託した業務（以下

「受託業務」という。）を行う場合について準用する。 

２ 第１１条第２項の規定は、受託業務に従事している者又は従事していた者について

準用する。 

１ 趣旨 

本条は、実施機関が個人情報を取り扱う事務を委託する場合における実施機関及び受託

者（再受託者を含む。）が講ずべき措置並びに受託事務従事者の責務を定めたものである。 

２ 解釈 

（１）第１２条関係 

本条第１項は、個人情報を取り扱う事務を委託する際に、実施機関は、当該委託事

務に係る個人情報の保護について、実施機関における個人情報の保護措置との一貫性

を確保し、委託先において当該個人情報の不適正な取扱いがなされないよう必要な措

置を講ずる義務を有することを定めたものである。 

第２項は、委託を受けたものは、再委託をする場合に関して、第１２条第１項に規

定する実施機関の義務と同等の義務が課せられていることを明らかにしたものである。 

ア 「委託」 

実施機関が行う事務の全部又は一部を実施機関以外のもの（ボランティア、ＮＰ

Ｏ等を含む全てのもの）に依頼して行わせることをいう。 

イ 「指定管理者に公の施設の管理を行わせ、又は公営住宅法第 47 条第 1 項の規定

により千葉市住宅供給公社に本市の設置する公営住宅若しくは共同施設の管理を行

わせることを含む」 

公の施設の管理を指定管理者に行わせている場合及び千葉市住宅供給公社に公営

住宅等の管理を行わせている場合も、委託と同様に取り扱う必要があるということ
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である。 

ウ 「個人情報を取り扱う事務を委託しようとするとき」 

個人情報の取扱いを伴う事務を委託しようとする全ての場合をいい、例えば、電

子計算機処理、通知書の封入、土地家屋等の測量、名簿の作成・印刷、物品の配送

等のほか、委託する事務を処理する目的が個人情報を処理することではなくとも個

人情報を取り扱う場面がある事務を委託しようとする場合は、これに該当する。 

エ 「個人情報の保護に関し必要な措置」 

委託先を選定するに当たり可能な範囲で個人情報の保護体制等必要な調査を行う

こと、委託契約等における契約書、確認書、覚書その他これらに類する書類（以下「契

約書等」という。）に個人情報の安全管理、秘密保持等の個人情報の保護に関する必

要な事項を明記し、受託者に個人情報の保護について責務を課すことなどをいう。 

（２）第１２条の２関係 

ア 本条第１項は、実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けたもの（再委

託を受けたものを含む。）は、当該事務に係る個人情報に関して、第１１条第１項に

規定する個人情報の適切な管理のための必要な措置を講ずることについて、実施機

関と同様の責務を有することを明らかにしたものである。 

イ 第２項は、委託（再委託を含む。）を受けた個人情報を取り扱う事務の従事者等は、

当該事務に関して知り得た個人情報の保護に関して、第１１条第２項に規定する実

施機関の職員等と同様の責務を有することを明らかにしたものである。 

ウ 「受託業務に従事している者又は従事していた者」とは、実施機関から第１２条

第１項に規定する委託を受けた業務（再委託を受けた業務を含む。）に従事している

者又は従事していた者である。 

３ 運用 

（１）実施機関は、個人情報を取り扱う事務を委託する場合は、当該委託に関する契約書

等に、受託者及び受託事務従事者が個人情報の保護に関し適正な措置を講ずるよう、

委託の趣旨、目的等に応じて、必要な事項を明記するものとする。 

（２）契約書等への必要な事項の記載については、千葉市個人情報を取り扱う事務の委託

に関する基準（平成８年３月２５日付総務部長決裁）を参照し、委託事務の実態に即

して、適宜必要な事項を追加し、又は記載を変更するものとする。 

ただし、個人情報の改ざん、滅失、毀損、漏えい等の危険性を高めることがないよ

う留意する必要がある。 
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《参考》 

【千葉市個人情報を取り扱う事務の委託に関する基準】→ 資料（３９５ページ）参照 

【個人情報取扱特記事項】             → 資料（３９６ページ）参照 

【指定管理者個人情報取扱特記事項】        → 資料（４３２ページ）参照 
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第３章 個人情報の開示、訂正及び利用停止 

第１節 開示（第１３条－第２７条） 

第１３条 開示請求権 

第１３条 何人も、実施機関に対し、その保有する公文書に記録されている自己に関す

る個人情報の開示の請求（以下「開示請求」という。）をすることができる。 

２ 未成年者又は成年被後見人の法定代理人（特定個人情報にあっては、未成年者若し

くは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人）は、本人に代わって開

示請求をすることができる。 

１ 趣旨 

自己に関する個人情報の開示請求権は、本人が、市が保有する自己に関する個人情報

の正確性と取扱いの適正性を確認するために必要な権利である。 

そのため、本条は、何人も開示請求をする権利を有することを明らかにするとともに、

未成年者又は成年被後見人の法定代理人も本人に代わって開示請求をする権利を有す

ることを定めたものである。 

なお、任意代理人による開示請求は認められない。 

ただし、特定個人情報については、情報提供ネットワークシステムの導入に伴い情報

連携が不正に行われることへの市民の懸念が大きいことから本人参加の権利に対する

より一層の保障が重要であること、社会保障・税分野の手続きは専門家による代理人に

よるニーズが大きいことから、任意代理人による開示請求を認めることが市民の利便性

の向上に資すること等を考慮し、これを認めるものである。 

２ 解釈 

（１）第１項関係 

本項は、何人も開示請求をすることができることを定めたものである。 

ア 「何人」 

市民であると否とを問わず、実施機関において自己情報が保有されている全ての

自然人をいう。 

イ 「自己に関する個人情報」 

個人情報から自分が識別され、又は識別され得る特定の個人である場合の当該個

人情報をいう。したがって、自己以外の者に係る個人情報については、たとえ親、

配偶者であっても、開示を請求することはできない。 

（２）第２項関係 

本項は、実施機関が保有する個人情報の主体たる本人が未成年者又は成年被後見人

である場合には、法定代理人のみが本人以外に請求できる者として、開示請求ができ
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ることを定めたものである。 

なお、特定個人情報にあっては、個人情報の主体が誰であるかに関わらず任意代理

人も開示請求ができるものとする。 

ア 「未成年者」 

年齢が満２０年に達しない者をいう。 

イ 「成年被後見人」 

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者であって、法定の手

続きに伴い家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者をいう。 

ウ 「法定代理人」 

民法（明治２９年法律第８９号）上の法定代理人である。未成年者の法定代理人

は、第１次的には親権者、第２次的には未成年後見人であり、成年被後見人の法定

代理人は成年後見人である。 

なお、外国人の場合、親子間の法律関係は、法の適用に関する通則法（平成１８

年法律第７８号）の規定により定められるものであるが、本条が法定代理人に開示

請求権を認める趣旨は開示請求者が外国人の場合であっても異なるものではないた

め、本条の「法定代理人」に該当するか否かは、あくまでもわが国の民法の規定に

即して判断するものとする。 

エ 「本人の委任による代理人」 

民法上の委任により本人から任意に選任された代理人（任意代理人）である。 

オ 「本人に代わって」 

法定代理人は、自らの意思に基づいて開示請求を行うことができることを定めて

いるものである。この場合、法定代理人は本人の利益のために代理行為を行う義務

はあっても、代理行為に本人の同意を要しない。 

ただし、これは、本人が開示請求をしていない場合のみ法定代理人が開示請求で

きるということではなく、本人が既に開示請求をしている場合においても、法定代

理人は開示請求をすることができるものである。 

カ 未成年者の法定代理人の開示請求権行使については、次の理由により、父母によ

る親権の共同行使は要件とせず、父母それぞれが単独で開示請求権を行使すること

ができる。 

（ア）条例による開示請求権は、本人の利益を実現する手段として法定代理人による

権利行使の制度を設けたものであること。 

（イ）共同行使を要件とすると、一方の法定代理人の事情により、開示請求権が円滑

に行使されなくなり、本人の権利利益の保護を制約するおそれがあること。 

３ 運用 

（１）本人への個人情報の提供は、本条の規定に基づかなければならないという趣旨では
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なく、提供を求める本人のみならず所管課の負担を軽減させる観点から、本人確認を

厳格に行うことで、むしろ自ら情報提供により対応することが望ましい。 

（２）自己情報と自己以外のものの情報が、その内容において不可分の状態で記録されて  

いる場合は、自己以外のものの情報を含めて、自己情報として取り扱うものとする。 

（３）一定年齢以上の意思・行為能力を有する未成年者に係る個人情報について、法定代

理人から開示請求があった場合は、本人の承諾なしに当該個人情報を開示することに

より本人の権利利益を侵害するおそれもあるため、請求内容によっては、法定代理人

に対し本人から請求するように要請し、又は本人の意思を確認の上で請求を受け付け

るなどの慎重な運用を行うこととする。 

この場合において、法定代理人に開示することにより本人の権利利益を侵害すると

認めるときは、第１５条第２号（本人の不利益になるおそれのある情報）に該当する

として、不開示とする。 

（４） 未成年者が本条の規定により開示請求をすることは、民法第５条に規定する「単に

権利を得」る行為に当たるため、可能である。 
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第１４条 開示請求の手続 

第１４条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出してしなけれ

ばならない。 

（１）開示請求をする者の氏名及び住所 

（２）開示請求に係る個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求に係る

個人情報を特定するために必要な事項 

（３）前２号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

２ 開示請求をする者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に係る個人情報の本

人又はその法定代理人若しくは本人の委任による代理人であることを証明するために

必要な書類で規則で定めるものを提出し、又は提示しなければならない。 

３ 実施機関は、第１項に規定する書面に形式上の不備があると認めるときは、開示請

求をした者（以下「開示請求者」という。）に対し、相当の期間を定めて、その補正を

求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参

考となる情報を提供するよう努めなければならない。 

１ 趣旨 

本条は、開示請求の手続を定めたものである。 

２ 解釈 

（１）第１項関係 

本項は、開示請求をする場合は、本項に定める開示請求書を実施機関に対して提出

しなければならないことを定めたものである。 

本項各号に掲げる事項は、開示請求書に記載すべき事項であり、請求者が開示請求

を実施機関に対して行う上での要件の一つである。 

なお、開示請求は、施行規則第４条第２項で定める「個人情報開示請求書（様式第

４号）」によるものとする。 

ア 「書面を提出してしなければならない」 

開示請求は、条例により付与された請求権の行使であり、請求に係る事実関係を

明らかにし、後日の紛争を防止する等手続の正確を期するために、請求は書面によ

り行わなければならないものとした。 

開示請求書の提出は、市政情報室の窓口に持参して行うほか、施行規則第５条第

４項の規定により、送付して行うこともできる。ファクシミリや電子メールによる

提出は本人確認が困難なことから認められない。 

イ 「開示請求をする者の氏名及び住所」 

法定代理人からの開示請求の場合であって、開示請求者が法人であるときは、そ
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の名称又は商号及び代表者の氏名並びに主たる事務所又は本店の所在地をいう。 

ウ 「開示請求に係る個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求に係

る個人情報を特定するために必要な事項」 

事務の名称・内容、個人情報の具体的な内容等の当該個人情報を特定するために

必要な事項をいう。 

エ 「規則で定める事項」 

施行規則第４条第１項で規定する希望する開示の実施の方法（第１号）及び法定

代理人又は任意代理人（以下「代理人」という。）による開示請求に係る本人の氏

名、住所及び本人との関係（第２号）であるが、開示日時の調整等、円滑な開示に

資するため、郵便番号、請求者の連絡先電話番号等、開示請求書の様式中に定めら

れた事項の記入を併せて求めるものとする。 

（２）第２項関係 

本項は、個人情報の開示は、自己情報を本人又はその代理人に対し開示するもので

あり、他人に開示するようなことがあってはならないため、開示請求をしようとする

者は、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人等であることを証明する書類を提出

し、又は提示する必要があることを定めたものである。 

条例の開示請求制度は、本人が自己の個人情報の取扱いをチェックするために、実

施機関が保有する個人情報を当該情報の本人に対して開示するものであることから、

個人情報を開示請求することができるのは、個人情報の本人又はその法定代理人（特

定個人情報にあっては任意代理人を含む。）に限定される。このため、条例の開示請

求に当たっては、本人等であることの確認が不可欠となる。 

「証明するために必要な書類で規則で定めるもの」とは、請求者が本人又はその代

理人であることを証明するための書類であり、施行規則第５条第１項から第３項まで

に規定する書類をいう。ただし、送付による開示請求の場合には、同条第４項で規定

する書類をいう。 

ア 施行規則第５条第１項関係（本人による請求） 

個人情報の本人が開示請求をする場合における本人確認の手続を定めたものであ

る。具体的には運転免許証、旅券、番号法に規定する個人番号カード等であるが、

詳細は要綱で定める。 

イ 施行規則第５条第２項関係（法定代理人による請求） 

法定代理人が開示請求を行う場合における、開示請求をする者の本人確認及びそ

の者が開示請求に係る個人情報の本人の法定代理人であることを確認する手続につ

いて定めたものである。 

（ア）「法定代理人であることを証明するもの」（第１号） 

法定代理人の本人確認書類とするものであり、本人が請求する場合と同様であ
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る。 

なお、法定代理人が法人の場合で窓口での開示請求のときには、窓口に来る者

の身分を証明する書類に加え、法人の登記事項証明書など開示請求をする者が当

該法人を代表することを証する書類等とする。これに対し、送付による開示請求

のときには、法人の登記事項証明書など開示請求をする者が当該法人を代表する

ことを証する書類のみとする。 

（イ）「当該法定代理人の資格を証明するものとして市長が認めるもの」（第２号） 

法定代理人の資格を証明するものとして戸籍の全部事項証明書があるが、その

他の書類として、家庭裁判所の証明書（家事事件手続法（平成２３年法律第５２

号）第４７条第１項及び第６項）、登記事項証明書（後見登記等に関する法律（平

成１１年法律第１５２号）第１０条）等が挙げられる。 

親権者については、血縁上の親であったとしても必ずしも親権者であるとは限

らない（親が離婚をした場合は、父母の一方のみが親権者となる（民法第８１９

条第１項及び第２項）。また、親からの虐待等がある場合は親権喪失等の審判が

なされることがある（民法第８３４条等）。）ため、住民票や健康保険証等にお

ける親子関係を証する記載では不十分であり、戸籍の身分事項欄等により親権の

有無を確認する必要がある（なお、嫡出子のように父母が当然にその親権者とな

る場合には、当該嫡出子の戸籍の父母欄の記載によって親権者が明らかとなるた

め、身分事項欄への親権事項の記載は省略されている。）。 

なお、外国人による開示請求で親権者であることの証明書類として戸籍の全部

事項証明書が存在しない場合は、本国の総領事館や大使館が発行する出生証明書

等のほか、外国人の親権者の開示請求権を保障する観点から、親子関係が確認で

きる住民票の写しも例外的に認めるものとする。 

ウ 施行規則第５条第３項関係（任意代理人による請求） 

特定個人情報について、任意代理人が開示請求を行う場合における、開示請求を

する者の本人確認及びその者が開示請求に係る個人情報の本人の任意代理人であ

ることを確認する手続について定めたものである。 

（ア）「委任による代理人であることを証明するもの」（第１号） 

任意代理人の本人確認書類とするものであり、本人が請求する場合と同様であ

る。 

（イ）「本人からの委任状」（第２号） 

   請求日前３０日以内に作成されたものに限る。 

（ウ）「本人であることを証明するもの」（第３号） 

任意代理人に委任した本人を確認するものである。 
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エ 施行規則第５条第４項関係（送付による請求） 

本項は、入院や遠方居住等の理由により市政情報室において開示請求をすること

が困難と認められる場合もあることを踏まえ、開示請求書を市政情報室に送付する

ことにより開示請求をすることを認めることとしたものである。 

この場合には、本人確認の書類を市政情報室に送付して提出するものとする。 

ただし、慎重を期すため、その者（代理人による請求に当たっては本人及び代理

人）の住民票の写し（開示請求をする日前３０日以内に作成されたものに限る。）

を併せて提出させるものとする。これは、本人確認書類が複写されることによる信

用力の減殺を補強するとともに、開示の実施も郵送により行う場合に、本人の住所

地に確実に届けることを担保するためである。 

なお、番号法第９条により個人番号の利用範囲が厳しく制限されていることから、

住民票の写しは、個人番号が記載されていないものの提出を求めるものとする。 

オ 施行規則第５条第５項関係（代理人としての資格を喪失） 

開示請求をした代理人が、開示を受ける前に代理人としての資格を喪失した場合

には、当該元代理人に個人情報を開示することは適当でない。このため、当該元代

理人に対し、直ちに開示請求を受理した実施機関（事案が移送された場合は、当該

移送先）に資格喪失の事実を書面で届け出ることを義務付けた。 

カ 施行規則第５条第６項関係（請求の取下げ） 

開示請求をした代理人から、その資格を喪失した旨の届出がなされたときには、

当該開示請求は、取り下げられたものとみなすことにより、当該開示請求を処理す

る手続は、その時点で終了する。 

（３）第３項関係 

本項は、開示請求書の補正に関するものである。 

補正は、施行規則第６条で定める「個人情報開示請求書補正請求通知書（様式第５

号）」によるものとする。 

ア 「形式上の不備」 

第１項に規定する記載事項が記載されていない場合のほか、同項第２号に規定す

る個人情報を特定するために必要な事項の記載が不十分であるため、開示請求に係

る個人情報が特定されていない場合を含む。また、本人確認書類の提示等がなされ

ない場合も「形式上の不備」にあたる。 

イ 「相当の期間」 

千葉市行政手続条例（平成７年千葉市条例第４０号。以下「手続条例」という。）

第７条に規定する「相当の期間」と同義であり、当該補正をするのに社会通念上必

要とされる期間を意味し、個別の事案に即して実施機関が判断する。 

ウ 形式上の不備について補正が可能な場合であっても、手続条例第７条の規定によ
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り、「補正を求め」、又は「求められた許認可等を拒否」のいずれかを行えば本条

の義務を果たしたこととなり、必ずしも実施機関が補正を求める義務を負うもので

はないが、形式上の補正が可能であると認められる場合には、開示請求者が再度請

求を行う手間を省くため、できる限り補正を求めることが望ましい。 

エ 開示請求書に記載された事項のうち、明らかな誤字、脱字等の軽微な不備（例え

ば、申請書のあて先に「千葉市長」と書くべきところを、記載が漏れているもの）

については、実施機関において職権で修正できる。 

３ 運用 

（１）所管課において、従前から、本人からの申出に応じて閲覧させるなどの対応を行っ

ていた本人の個人情報や、開示請求の手続をとるまでもなくその場で提供できる本人

の個人情報については、従前どおり所管課で対応するものとする。なお、その場合で

あっても、本人確認に際し、誤りのないようにしなければならない。 

（２）実施機関に対する開示請求の受付は、全ての実施機関を通じて統一的な事務処理が

なされることが望ましいため、市政情報室において一元的に行う。 

（３）開示請求書、本人であることを示す書類及び送付により開示を求める場合に提出を

求めた住民票の写しのそれぞれに記載された開示請求をする者の氏名、住所は一致し

ていなければならず、また、原則として、決定通知書等はその住所に送付しなければ

ならない。ただし、開示請求者が当該住所以外への送付を求める場合は、この限りで

ない。 

（４）郵送による開示の実施を求められた場合には、開示請求者本人に確実に送付するた

め、原則として本人限定受取郵便（特例型）により送付するものとし、その送付先は

次のとおりとする。 

ア 送付による開示請求の場合 提出された住民票に記載された住所 

ただし、開示請求者本人が長期の入院や収監等の理由により、住民票に記載され

た住所地に居住していないときには、開示請求者本人から現在の居住地を証明する

書類の提出を求め、当該書類に記載された居住地に送付する。 

イ 窓口での開示請求の場合 開示請求書に記載された住所 

（５）開示請求者の便宜を図ることを目的として、開示請求の段階で開示の実施の方法等

の申出を行うことができるよう、施行規則により開示請求書の任意的記載事項等を様

式で定めている。 

ア 開示請求書に記載しなければならない事項は、第１４条第１項の規定により、開

示請求をする者の氏名及び住所並びに個人情報が記録されている公文書の名称等

の開示請求に係る個人情報を特定するに足りる事項が定められている。本条は、こ

れらに加えて、あらかじめ求める開示の実施の方法等を開示請求書に記載すること

ができるとしたものであるが、記載するかどうかについては、開示請求をする者の
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任意である。 

イ 「求める開示の実施の方法」 

開示請求者が希望する開示の実施の方法である。開示の実施の方法とは、文書又

は図画に記録されている個人情報については閲覧、視聴又は写しの交付をいい、電

磁的記録に記録されている個人情報については第２４条第１項の規定により規則

で定める方法をいう。 

ただし、開示請求の段階で記載されるものであるので、開示請求者は、審査の結

果、不開示決定の通知を受ける場合もあり得る。また、記載した方法による開示を

実施できない旨を記載した開示決定の通知を受けることもあり得る。 

（６） 本条第１項の規定にかかわらず、実施機関があらかじめ定めた個人情報については、

簡易な手続きによる開示請求を認めるものとする。 

（７）本人確認のために実施機関に提出された書類も、個人情報が記録されているもので

あり、その厳格な取扱いに配慮する必要がある。 

 

《関係規則・要綱》 

【千葉市個人情報保護条例施行規則】 

（個人情報の開示請求） 

第４条 条例第１４条第１項第３号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

（１）希望する開示の実施の方法 

（２）法定代理人又は本人の委任による代理人（以下「代理人」と総称する。）による開示請

求に係る本人の氏名、住所及び本人との関係 

２ 条例第１４条第１項に規定する書面は、個人情報開示請求書（様式第４号）とする。 

（開示請求における本人確認手続等） 

第５条 条例第１４条第２項に規定する開示請求に係る個人情報の本人であることを証明す

るために必要な書類で規則で定めるものは、次の各号に掲げる書類のいずれかとする。 

（１）運転免許証 

（２）旅券 

（３）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２５年

法律第２７号）第２条第７項に規定する個人番号カード 

（４）前３号に掲げるもののほか市長が認める書類 

２ 条例第１４条第２項に規定する法定代理人であることを証明するために必要な書類で規

則で定めるものは、次に掲げる書類とする。 

（１）前項各号に掲げる書類のいずれかであって、当該法定代理人であることを証明するもの 

（２）戸籍の全部事項証明書その他の書類であって、当該法定代理人の資格を証明するものと
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して市長が認めるもの（開示請求をする日前３０日以内に作成されたものに限る。） 

３ 条例第１４条第２項に規定する本人の委任による代理人であることを証明するために必

要な書類で規則で定めるものは、次に掲げる書類とする。 

（１）第１項各号に掲げる書類のいずれかであって、当該本人の委任による代理人であること

を証明するもの 

（２）当該本人からの委任状（開示請求をする日前３０日以内に作成されたものに限る。） 

（３）第１項各号に掲げる書類のいずれかであって、当該本人であることを証明するもの 

４ 個人情報開示請求書を実施機関に送付して開示請求をする場合には、第１項、第２項第１

号並びに前項第１号及び第３号に規定する書類は、第１項各号に掲げる書類のいずれかを複

写機により複写したもの、第２項第１号又は前項第１号及び第３号に掲げる書類を複写機に

より複写したもの及び本人（代理人による開示請求にあっては、本人及び代理人）の住民票

の写し（開示請求をする日前３０日以内に作成されたものに限る。）とする。 

５ 開示請求をした代理人は、当該開示請求に係る個人情報の開示を受ける前にその資格を喪

失したときは、直ちに、書面でその旨を当該開示請求をした実施機関（条例第２２条第１項

の規定による通知があった場合には、移送を受けた実施機関）に届け出なければならない。 

６ 前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。 

（個人情報開示請求書の補正） 

第６条 条例第１４条第３項の規定により補正を求めるときは、個人情報開示請求書補正請求

通知書（様式第５号）により行うものとする。 

 

【千葉市個人情報保護事務取扱要綱】 

第２ 個人情報保護の体制 

４ 個人情報保護事務の窓口等 

 （１）総合窓口 

    個人情報取扱事務の届出に係る事項を記載した目録を閲覧に供すること及び開示請

求等の受付その他個人情報保護事務を取り扱う総合窓口は、総務局総務部政策法務課市

政情報室（以下「市政情報室」という。）とする。 

所管課に、直接、開示請求等があった場合には、当該所管課は、市政情報室において

開示請求等の受付を行う旨の案内をする。ただし、次に掲げる場合は、所管課で対応す

る。 

ア 開示請求に係る個人情報が当該所管課において従来から開示、訂正、又は利用停止

に応じていたものである場合 

イ 開示請求に係る個人情報が開示請求等の手続をとるまでもなく開示、訂正、又は利

用停止に応じることのできるものである場合 
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ウ 所管課に第５の２（３）に定める各項目が記載された個人情報開示請求書（規則様

式第４号。以下「開示請求書」という。）が提出され、かつ所管課において同（４）

に定める本人確認が行える場合 

第５ 開示請求に係る事務 

１ 開示請求の案内及び相談 

（１）市政情報室は、請求に係る相談に応ずるとともに、開示請求をしようとする者から、

その趣旨、内容（特定個人情報に該当するか否かを含む。）等を十分に聴取し、開示請

求として対応すべきものかどうかを確認する。この場合、目録の閲覧制度があることの

案内を行うなどその活用を図る。（なお、本人の委任による代理人による開示請求が認

められるのは、特定個人情報に該当する情報を開示請求する場合のみであることに留意

すること。） 

（２）市政情報室は、請求に係る個人情報が条例第２６条第１項の規定により簡易な手続に

よる開示（以下「簡易開示」という。）を行うことができるものである場合は、その旨

を説明し、開示場所を案内するなど適切に対応する。 

（３）市政情報室は、請求に係る個人情報が条例第２５条及び第５１条に規定する個人情報

に該当する場合は、条例に基づく開示請求をすることはできないので、その旨を説明す

るとともに、所管課へ案内するなど適切に対応する。（この際、条例第２５条は、番号

法に規定する特定個人情報を適用除外としていることに留意すること。） 

（４）所管課は、開示請求の制度を案内する場合であって、開示請求がなされても請求に係

る個人情報を開示できないことが見込まれるときは、その旨を説明する（条例第１８条

の規定により開示請求を拒否するときを除く。）。 

２ 開示請求の受付 

（１）個人情報の特定 

市政情報室は、請求に係る個人情報を特定するに当たっては、原則として所管課の職

員の立会いを求める。それが困難な場合には、開示請求をしようとする者から請求に係

る個人情報を特定するために必要な事項を十分聴き取るとともに、目録を用いるほか、

所管課との電話連絡などの方法により所管課と十分連絡を取ることにより、請求に係る

個人情報を特定する。 

（２）個人情報開示請求書の提出 

ア 開示請求（条例第２６条第１項の規定により行われるものを除く。以下４（個人情

報の開示の実施）までにおいて同じ。）の受付は、請求をしようとする者に個人情報

開示請求書の必要事項（特定個人情報に該当する情報を請求する場合は、その旨を記

入することを含む。）を正確に記入させ、提出させることにより行う。 

イ 開示請求書は、開示請求に係る個人情報１件ごとに提出させる。ただし、同一の所
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管課に同一人から複数の開示請求があった場合は、１枚の開示請求書の提出により受

け付けることができる。 

（３）開示請求書の記入事項の確認 

開示請求書の受付に当たっては、記入事項の次の点に留意する。 

ア 「年月日」欄 

開示請求書を提出した者（以下「開示請求者」という。）が市政情報室に開示請求

書を提出した年月日が記入してあること。 

イ 「あて先（実施機関の名称）」欄 

開示請求に係る個人情報を取り扱う事務を所管する実施機関の名称（千葉市長、千

葉市消防長、千葉市病院事業管理者、千葉市教育委員会、千葉市議会等）が記入して

あること。 

ウ 請求者の「氏名、住所、連絡先電話番号及び連絡先電子メールアドレス」欄 

（ア）開示請求者の特定、開示の日時、場所及び方法の調整の連絡並びに個人情報開示

決定通知書（規則様式第６号）等の送付のために必要であるので、正確に記入して

あること。 

なお、法定代理人又は本人の委任による代理人からの開示請求の場合であって、

当該法定代理人又は本人の委任による代理人が法人であるときは、その名称又は商

号及び代表者の氏名並びに主たる事務所又は本店の所在地が記入してあること。 

（イ）連絡先電話番号については、開示請求者本人と確実かつ迅速に連絡できる電話番

号（自宅、勤務先等）が記入してあること。 

（ウ）電話での連絡が困難な場合には、連絡先電子メールアドレスが記載されているこ

と。 

（エ）押印は、必要ないこと。 

エ 「１ 開示請求に係る個人情報の内容又は公文書の件名」欄 

開示請求に係る個人情報を特定するために重要であるので、当該個人情報が記録さ

れている公文書の件名又は知りたいと思う個人情報の内容が特定できる程度に具体

的な内容、特定個人情報に該当する情報を請求する場合はその旨が記入してあること。 

オ 「２ 開示の方法の区分」欄 

希望する開示の方法を○で囲んであること。 

カ 「３ 本人の氏名及び住所」欄 

本人に代わって法定代理人又は本人の委任による代理人が開示請求をする場合に、

当該請求に係る個人情報の本人を特定するために個人情報の本人の氏名及び住所が

正確に記入してあること。 

キ 「４ 本人との関係」欄 
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本人に代わって法定代理人又は本人の委任による代理人が開示請求をする場合に、

該当する本人との関係を○で囲んであること。 

（４）開示請求者が本人、その法定代理人又は本人の委任による代理人であることの確認 

開示請求者が提出し、又は提示する書面により、当該請求をしようとする者が当該請

求に係る個人情報の本人、その法定代理人又は本人の委任による代理人であることを確

認する。 

ア 本人による開示請求の場合 

（ア）確認すべき内容 

開示請求書に記載された請求者と開示請求者が同一人であることを確認する。 

（イ）確認するための書類 

規則第５条第１項各号に掲げる次の書類である。 

・ 運転免許証（第１号） 

・ 旅券（第２号） 

・ 番号法に規定する個人番号カード（第３号） 

・ その他これらに類するものとして市長が認める書類（第４号） 

「その他これらに類するものとして市長が認める書類」は、次のａ又はｂに掲げ

る書類とし、原則として開示請求者の氏名及び住所が記載されたものとする。ただ

し、開示請求者が当該書類を保有していない場合その他やむを得ない理由により開

示請求者が当該書類を提出し、又は提示することができない場合にあっては、開示

請求者の氏名が記載されているもので足りる。 

ａ 次のいずれか１つ（写真に割印を押してあるもの、浮き出しプレスによる証印

のあるもの、せん孔によるプレスのあるもの、又は特殊加工してあるものに限る。） 

（ａ）国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人等若しくはこれに準

ずる団体が発行した写真の貼り付けられた免許証、許可書又は身分証明書 

（ｂ）学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する学校が発行した写真の貼

り付けられた身分証明書 

ｂ 次のいずれか２つ 

（ａ）国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人等若しくはこれに準

ずる団体が発行した身分証明書、資格証明書等((ｲ)-a に該当しないものに限

る。) 

（ｂ）印鑑登録証明書（開示請求をする日前３０日以内に作製されたものに限る。）

及び実印 

（ｃ）通常本人以外の者が所有していることがないと認められるもの（勤務先が発

行した写真の貼り付けられた身分証明書、病院・診療所等の診察券、クレジッ
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トカード等） 

（ウ）確認の方法 

運転免許証、旅券、番号法に規定する個人番号カード又は（イ）－ａに掲げる書

類が提出又は提示された場合は、請求をしようとする者と書類の写真を照合して確

認する。 

（イ）－ｂに掲げる書類が提出又は提示された場合は、双方の書類の記載事 

項を照合して確認する（合わせることにより開示請求書に記載されている開示請求

者の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が確認できればよいが、住所が記載された

書類の提出又は提示が受けられない場合は、必要に応じて書類の記載事項（生年月

日など）から不審な点がないか確認する。）。 

イ 法定代理人による開示請求の場合 

（ア）確認すべき内容 

次の４点を確認する。 

ａ 開示請求書に記載された者と開示請求者が同一人であること。 

ｂ 開示請求に係る個人情報の本人の法定代理人であること。 

ｃ ｂの法定代理人と開示請求書に記載された請求者が同一人であること。 

ｄ ｂの本人と開示請求書に記載された本人が同一人であること。 

（イ）確認するための書類 

規則第５条第２項各号に掲げる次の書類である。 

ａ 運転免許証、旅券、番号法に規定する個人番号カードその他これらに類するも

のとして市長が認める書類であって、原則として当該法定代理人の氏名及び住所

が記載されているもの 

これは、（ア）－ａを確認するものであり、「ア－（イ） 本人による開示請求

の場合における開示請求者の確認」において提出又は提示された書類に準ずるも

のとする。 

なお、法定代理人が法人の場合で窓口での開示請求のときには、窓口に来る者

の身分を証明する書類に加えて以下の書類によるものとする。これに対し、送付

による開示請求（（８）参照）のときには、開示請求をする者が当該法人を代表

することを証する書類のみとする。 

・ 窓口に来る者が当該法人の代表者である場合は、それを証明する書類（法

人の登記事項証明書など） 

・ 窓口に来る者が当該法人の代表者以外の者である場合は、当該法人の代表

者から当該窓口に来る者に当該開示請求に関する手続について具体的に委

任されている事実を証明する書類（法人の登記事項証明書、代表者印が押印
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されている委任状及び当該代表者印に係る印鑑の証明書など） 

・ その他窓口に来る者が当該法人を代表していることを証明する書類 

ｂ 戸籍の全部事項証明書その他の書類であって、当該法定代理人の資格を証明す

るものとして市長が認めるもの 

次のようなものが挙げられる。 

・ 当該親権者及び本人に係る続柄が記載された戸籍の全部事項証明書 

・ 家庭裁判所の証明書（家事事件手続法（平成２３年法律第５２号）第４７

条第１項及び第６項） 

・ 登記事項証明書（後見登記等に関する法律（平成１１年法律第１５２号）

第１０条） 

これは、ａの書類と併せて（ア）－ｂからｄまでの全てを確認するもの

である。 

ウ 本人の委任による代理人による開示請求の場合 

（ア）確認すべき内容 

次の４点を確認する。 

ａ 開示請求書に記載された申請者と開示請求者が同一人であること。 

ｂ 開示請求に係る個人情報の当該本人の委任による代理人であること。 

ｃ ｂの当該本人の委任による代理人と開示請求書に記載された請求者が同一人

であること。 

ｄ ｂの当該本人と開示請求書に記載された本人が同一人であること。 

（イ）確認するための書類 

規則第５条第３項各号に掲げる次の書類である。 

ａ 運転免許証、旅券、番号法に規定する個人番号カードその他これらに類するも

のとして市長が認める書類であって、原則として当該本人の委任による代理人の

氏名及び住所が記載されているもの 

これは、（ア）－ａを確認するものであり、「ア－（イ） 本人による開示請求の

場合における開示請求者の確認」において提出又は提示された書類に準ずるものと

する。 

ｂ 当該本人からの委任状 

      これは、ｃの書類と併せて（ア）－ｂ、（ア）－ｃ及び（ア）－ｄを確認するも

のであるため、印鑑登録証明書（開示請求をする日前３０日以内に作製されたもの

に限る。）の添付を要するほか、作成者、作成日、委任事項等の記載及び当該印鑑

登録証明書に係る実印の押印がなされたものでなければならない。なお、当該委任

状は、開示請求をする日前３０日以内に作成されたものでなければならない。 
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ｃ 運転免許証、旅券、番号法に規定する個人番号カードその他これらに類するも

のとして市長が認める書類であって、原則として当該本人の氏名及び住所が記載

されているもの 

      これは、ａの書類と併せて（ア）－ｄを確認するものであり、「ア－（イ） 本

人による開示請求の場合における開示請求者の確認」において提出又は提示された

書類に準ずるものとする。 

エ 本人の氏名に変更があった場合 

婚姻等により開示請求書に記載された本人の氏名が当該請求に係る個人情報にお

ける氏名と異なる場合には、ア－（イ）に掲げる書類のほか、旧姓等が記載された戸

籍の抄本等の提出又は提示を併せて求め、開示請求書に記載された本人が請求に係る

個人情報の本人であることを確認する。 

オ 提示された書類の写しの確保 

開示請求者から提示された書類により当該請求に係る個人情報の本人、その法定代

理人又は本人の委任による代理人であることを確認した場合には、本人の了解を得て、

できる限り提示された書類の写しを取り、個人情報の本人等の確認資料とする。 

カ 本人、その法定代理人又は本人の委任による代理人であることを確認できなかった

場合の対応 

開示請求をしようとする者が当該請求に係る個人情報の本人、その法定代理人又は

本人の委任による代理人であることを確認できなかった場合は、個人の権利利益の侵

害を防止する観点から、開示請求書の受付はできないものとし、その旨を当該請求を

しようとする者に十分説明する。 

（５）開示請求書の記入に不備がある場合の対応 

開示請求書に必要事項が記入されていない場合又は不明確な箇所がある場合は、開示

請求者に対して、その箇所を訂正し、又は補筆して補正するよう求める。 

（６）開示請求書への記入事項 

ア 「５ 本人等確認」欄 

開示請求者が当該請求に係る個人情報の本人、その法定代理人又は本人の委任によ

る代理人であることの確認を行った書類で該当するものの□を黒く塗りつぶす。 

この場合において、当該請求者を確認した書類が「運転免許証」又は「旅券」に該

当するときはその番号等を、「個人番号カード」に該当するときはその有効期限を、

「その他」に該当するときは書類の名称及び番号等を（  ）内に記入する。 

また、法定代理人又は本人の委任による代理人による請求の場合は、併せて「法定

代理人」又は「委任による代理人」の□を黒く塗りつぶすとともに、当該法定代理人

の資格を確認した書類の名称等を（  ）内に記入する。 
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なお、送付により開示請求を受けた場合は、開示請求をしようとする者の住民票（法

定代理人又は本人の委任による代理人の開示請求の場合は、当該本人及び法定代理人

又は当該本人の委任による代理人の住民票）が提出されていることを確認し、「住民

票」の□を黒く塗りつぶす。 

イ 「６ 所管課」欄 

所管課の名称及び電話番号を記入する。 

ウ 「７ 受付年月日」欄 

市政情報室で開示請求書を受け付けた年月日が記される受付印を、開示請求書の受

付時に押印する。 

エ 「８ 所管課収受年月日」欄 

所管課で開示請求書を収受した年月日が記される収受印を押印する。 

オ 「９ 備考」欄 

適宜必要事項を記入する。記入すべき事項としては、次に示す事項が挙げられる。 

・ 婚姻等により開示請求者の氏名と当該請求に係る個人情報の本人の氏名が異なっ

ている場合は、その旨 

・ 送付による開示請求の場合は、その旨 

・ 千葉市死者に関する情報の開示請求取扱基準による開示請求の場合は、その旨 

・ 他の欄の余白が足りず記入できなかった事項 

・ その他今後の事務処理上参考となる事項（整理番号等） 

（７）開示請求の受付 

市政情報室は、提出を受けた開示請求書の記入に不備がないことを確認した場合は、

「７ 受付年月日」欄に受付印を押印し、開示請求書の写し２枚を作成したうえ、写し

１枚を開示請求者に交付するとともに、次に掲げる事項について説明する。 

なお、市政情報室は、個人情報開示請求等処理簿（様式第４号）を備え置き、訂正請

求、利用停止請求も含めて常に処理経過等が把握できるようにしておくこととする。 

ア 所管課は、翌日から起算して１４日以内に、開示請求に係る個人情報を開示する旨

又は開示しない旨の決定（以下「開示決定等」という。）を行い、その結果を個人情

報開示決定通知書（規則様式第６号）、個人情報部分開示決定通知書（規則様式第７

号）又は個人情報不開示決定通知書（規則様式第８号）（以下「開示請求に係る決定

通知書」という。）により、開示請求者に対し通知すること。ただし、やむを得ない

理由がある場合は、１４日の期間を６０日まで延長することができ、このときは、個

人情報開示決定等期間延長通知書（規則様式第９号）により、開示請求者に対し通知

すること。 

イ 開示請求に係る個人情報に開示請求者以外のもの（以下「第三者」という。）に関
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する情報が含まれている場合は、当該第三者の意見を聴くことがあること。 

ウ 個人情報の開示を写しの交付の方法により行うときは、その写しの作成に要する費

用を徴収すること。 

エ 個人情報の開示の日時及び場所は、事前に開示請求者と連絡を取り調整したうえで、

個人情報開示決定通知書又は個人情報部分開示決定通知書（以下「開示決定の通知書」

という。）により通知すること。 

オ 個人情報の開示の場所は、原則として市政情報室であること。 

（８）送付による開示請求 

ア 市政情報室へ開示請求書を送付して行う開示請求は、本人確認書類が複写されるこ

と及び請求者と直接対面しないことにより本人確認書類の信用性が減殺することか

ら、開示請求をする者の本人確認を十分に行うため、開示請求は市政情報室で行わせ

ることが望ましい。 

イ 本人、その法定代理人又は本人の委任による代理人であることの確認は、規則第５

条に定める書類に加え、請求者の住民票の写し（３０日以内に発行されたものに限る。）

の提出を求め、かつ、当該代理人及び本人への電話での確認その他の方法により慎重

に行う。 

ウ 請求者から住民票の写しの返還を求められた場合は、市政情報室の担当者が住民票

の写しを確認した後、これを複写し、これに原本と相違ないことを確認した旨、確認

した日及び確認した担当者名を記載した上で、原本を請求者に返還するものとする。 

エ 市政情報室は、送付されてきた開示請求書の記入事項を確認し、記入に不備がない

場合は、市政情報室に到達した日を受付日として開示請求の受付を行い、開示請求者

に開示請求書の写しを送付する。 

記入に不備がある場合は、開示請求者と連絡を取りその補正を求める。ただし、補

正が軽微なものであるときは、開示請求者の了解を得て、市政情報室において補正す

る。 

（９）受付後の開示請求書の取扱い 

ア 開示請求を受け付けた場合における当該請求についての決定期間の起算日は、市政

情報室において開示請求を受け付けた日をもって、条例第２０条第１項に定める開示

請求書の提出があった日として取り扱う。 

イ 開示請求を受け付けた場合、市政情報室は、直ちに所管課へ電話連絡するとともに、

開示請求書の原本を、速やかに所管課に送付する。 

また、市政情報室は、個人情報開示請求等処理簿に必要事項を記入し、開示請求書

の写しを保管する。 

ウ 開示請求書の原本の送付を受けた所管課は、次のとおり事務を行うものとする。 
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（ア）開示請求書の処理欄中の「所管課収受年月日」欄に収受印を押印するとともに、

内部管理システムに登録し、保管する。 

（イ）開示請求書の原本の送付を受けた後に不備を認めた場合には、開示請求者に対し、

開示請求書補正請求通知書（規則様式第５号。以下「補正請求書」という。）によ

りその補正を求める。ただし、補正が軽微なものであるときは、開示請求者の了解

を得て、所管課において補正することができる。 

この場合において、当該補正に要した日数は、開示決定等の期間には算入しない。 

また、補正を行ったときは、補正請求書及び補正後の開示請求書の写しを市政情

報室に送付する。 

（ウ）当該請求に係る個人情報を所管課以外の課が保有していると認められるときは、

市政情報室に連絡するとともに、必要に応じて条例第２２条の規定に基づく事案の

移送等を行う。 
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第１５条柱書 個人情報の開示義務 

第１５条 実施機関は、開示請求があったときは、当該開示請求に係る個人情報に次の

各号に掲げる情報（以下「不開示情報」という。）のいずれかが含まれている場合を除

き、開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。 

１ 趣旨 

本条は、開示請求に対する実施機関の開示義務を明らかにするものであり、開示請求

に係る個人情報に不開示情報が含まれている場合を除き、実施機関が当該個人情報を開

示しなければならないことを定めたものである。 

２ 解釈 

開示しないことに合理的な理由がある情報を不開示情報としてできる限り明確かつ

合理的に定めており、この不開示情報が含まれていない限り、開示請求に係る個人情報

を開示しなければならない。 

３ 運用 

（１）開示請求に係る個人情報が、本条各号のいずれかに該当する場合は開示しないもの

であるが、開示の請求権を保障するという原則の中での例外措置を認めるものである

から、開示しないことの正当性については、類型化された適用除外事項として画一的

に判断することなく、個別具体的かつ慎重に判断するものとする。 

（２）守秘義務との関係 

本条は、開示しない個人情報の範囲を定めているのに対して、地方公務員法第３４

条第１項の守秘義務は、職務上知り得た秘密を守るべき職員の服務規律を定めたもの

であって、両者は本来その趣旨及び目的を異にしている。したがって、本条の不開示

とする情報の範囲と守秘義務の範囲は必ずしも一致するものではなく、本条各号に該

当する情報が守秘義務の対象となるかどうかについては個別具体的に判断するべきも

のである。 

（３）法令等との関係 

民事訴訟法、刑事訴訟法、弁護士法等の規定により、実施機関に対して個人情報が

記録された公文書の提出又は閲覧等を要求されることがあるが、本条と当該法令等と

は、その趣旨及び目的を異にするものであるから、本条各号に該当するか否かをもっ

て当該要求の諾否を決定することはできない。法令等の規定に基づく文書の提出又は

閲覧等の要求に対する諾否は、当該法令等の趣旨及び目的、要求の目的、対象文書の

内容等を総合的に勘案するとともに、第８条第１項（目的外の利用又は提供の制限）

の規定を十分考慮して、個別具体的に判断するべきものである。 
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第１５条第１号 法令秘情報 

（１）法令等の規定により、開示することができないと認められる情報 

１ 趣旨 

本号は、法令等の規定により開示することができないと認められる個人情報は、不開

示とすることを定めたものである。 

２ 解釈 

（１）「法令等」 

法律、政令、府省令その他行政機関の命令及び条例をいう。 

（２）「開示することができないと認められる」 

法令等に明らかに開示することができない旨定められている場合のほか、法令等の

趣旨及び目的により開示することができないと明らかに解される場合も含むもので

ある。 

なお、「開示することができない」旨の規定等に、「本人」を含むか否かが明文化

されていない場合には、法令等の趣旨及び目的によって判断することが必要である。 

第三者に対して開示することができない旨の規定である場合には、本人には開示で

きないものではないため、本号には該当しない。 
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第１５条第２号 本人の不利益になるおそれのある情報 

（２）開示することにより、開示請求者（未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人

又は本人の委任による代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当

該本人をいう。次号、第４号、次条第２項及び第２３条第１項において同じ。）の生

命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報 

１ 趣旨 

本号は、開示請求のあった個人情報に本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそ

れがあるときは、開示しないことを定めたものである。 

２ 解釈 

本人に対して自己に関する個人情報を開示することは、通例は本人の権利利益を侵害

するおそれはないものと考えられる。しかし、例えば、未成年者等が法定代理人から虐

待を受けていることに関する情報など、開示することが必ずしも本人の利益にならない

場合もあり得ることから、そのような場合には不開示とすることができるようにしてお

く必要があるために規定したものである。 

３ 運用 

例えば、カルテの開示の場合、インフォームドコンセントの考え方から相当程度の病

状等を開示することが考えられる場合がある一方で、患者の精神状態、病状の進行状態

等から、開示が病状等の悪化をもたらすことが予見される場合もあり得る。また、児童

虐待の場合のように、虐待の告発等の児童本人に関する情報を親が法定代理人として開

示請求する場合も想定される。このような場合において、本人に関する個人情報である

ことを理由として一律に実施機関に開示義務を課すことは合理性を欠くこととなる。 

本号が適用される局面は、開示することが深刻な問題を引き起こす可能性がある場合

であり、その運用に当たっては、具体的ケースに即して慎重に判断する必要がある。 
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第１５条第３号 開示請求者以外の個人に関する情報 

（３）開示請求者以外の個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を

除く。）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開示請

求者以外の特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することによ

り、開示請求者以外の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。）

若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別する

ことはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の正当な権利

利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 

  ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知るこ

とが予定されている情報 

  イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると

認められる情報 

  ウ 当該個人が公務員等（行政機関個人情報保護法第１４条第２号ハに規定する公

務員等をいう。）である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であ

るときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部

分 

１ 趣旨 

本号は、開示請求のあった個人情報に本人以外の第三者（個人）の情報が含まれてい

る場合に、第三者に関する情報を本人に開示することにより当該第三者の正当な権利利

益を侵害するおそれがあることから、第三者に関する情報は不開示情報とすることを定

めたものである。 

２ 解釈 

（１）本文関係 

ア 「開示請求者以外の個人」 

開示請求をした者以外の個人のことをいい、「個人情報」とは異なり、生存する

個人に関する情報のほか、死亡した個人に関する情報も含まれる。 

イ 「（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く）」 

「事業を営む個人の当該事業に関する情報」は、個人に関する情報に含まれるが、

当該事業に関する情報であるので、法人等に関する情報と同様の要件により不開示

情報該当性を判断することが適当であることから、本号の個人に関する情報から除

外した。 

ウ 「開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することによ

り、なお開示請求者以外の個人の正当な権利利益を害するおそれがあるもの」 
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実施機関が保有する個人に関する情報の中には、匿名の作文や、無記名の個人の

著作物のように、個人の人格と密接に関連するもの又は開示すれば財産権その他の

個人の正当な利益を害するおそれがあると認められるものがあることから、特定の

個人を識別できない場合であっても、開示することにより、なお個人の権利利益を

害するおそれがある場合について、補充的に不開示情報として規定した。 

なお、開示することにより、正当な権利利益を侵害するおそれがあるかどうかを、

当該個人情報の内容や開示請求者と第三者との関係を勘案して、実施機関が個別具

体的に判断するものとするが、何人でも知り得る状態にある情報や、違法な活動に

関する情報などについては、当該第三者の正当な権利利益を侵害するとはいえない。 

（２）ア関係 

「法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ること

が予定されている情報」 

開示請求者以外の個人に関する情報であっても、あえて不開示情報として保護する

必要性に乏しいものについては、ただし書により、本号の不開示情報から除くことと

したものである。 

ア 「法令等の規定により開示請求者が知ることができる情報」 

「法令等の規定」には、何人に対しても等しく当該情報を開示すること又は公に

することを定めている規定のほか、特定の範囲の者に限り当該情報を開示すること

を定めている規定が含まれる。 

イ 「慣行として開示請求者が知ることができる情報」 

慣習法としての法規範的な根拠を要するものではなく、事実上の慣習として知る

ことができ、又は知ることが予定されていることで足りる。 

当該個人情報と同種の情報について、本人が知ることができた事例があったとし

ても、それが個別的な事例にとどまる限り「慣行として」には当たらない。また、

公開条例第７条第２号イの「慣行として公にされ」ている情報は、慣行として開示

請求者が知ることができる情報に含まれる。 

「慣行として開示請求者が知ることができ」る情報に該当するものとしては、請

求者の家族構成に関する情報（妻子の名前や年齢、職業等）等が挙げられる。 

ウ 「知ることが予定されている情報」 

実際には知らされていないが、将来的に知らされることが予定されている場合で

ある。 

「予定」とは将来知らされることが具体的に決定されていることは要しないが、

当該情報の性質、利用目的等に照らして通例知らされるべきものと考えられること

をいう。 
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例えば、複数の者が利害関係を有する事項についての調査結果を当事者に通知す

ることが予定されている場合において、開示請求の時点においては、未だ調査結果

の分析中であったため通知されていなかった場合が想定される。 

（３）イ関係 

「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認

められる情報」 

不開示情報該当性の判断に当たっては、当該情報を不開示にすることの利益と開示

することの利益との調和を図ることが重要であり、開示請求者以外の個人に関する情

報について、不開示にすることにより保護される開示請求者以外の個人の権利利益よ

りも、開示請求者を含む人の生命、健康等の利益を保護することの必要性が上回ると

きには、当該情報を開示しなければならないこととするものである。現実に、人の生

命、健康等に被害が発生している場合に限らず、将来これらが侵害される蓋然性の高

い場合も含まれる。 

この比較衡量に当たっては、個人の権利利益にも様々なものがあり、また、人の生

命、健康、生活又は財産の保護にも、保護すべき権利利益の程度に差があることから、

個別の事案に応じた慎重な検討が必要である。 

（４）ウ関係 

公務員等の職及び職務の遂行に関する情報は、情報公開条例第７条第２号ウにおい

て、不開示情報から除外されており、条例においても、同様に、不開示情報から除外

することとした。 

ア 「公務員等」 

次に掲げる者をいう。 

（ア）国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第２条第１項に規定する国家公務

員（独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２条第２項に規定する

特定独立行政法人の役員及び職員を除く。）。これには一般職のみならず国務大

臣、国会議員、裁判官等の特別職も含まれる。 

（イ）独立行政法人等の役員及び職員 

（ウ）地方公務員法第２条に規定する地方公務員。これには一般職のみならず地方議

会議員、審議会等の構成員の職、その他臨時又は非常勤の者等の特別職も含まれ

る。 

（エ）地方独立行政法人の役員及び職員 

イ 「当該情報がその職務の遂行に係る情報であるとき」 

「職務の遂行に係る情報」とは、公務員等が実施機関その他の国の機関、独立行

政法人、地方公共団体又は地方独立行政法人の一員として、その担任する職務を遂
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行する場合における当該活動についての情報を意味する。例えば、苦情相談に対す

る担当職員の応対内容に関する情報などがこれに含まれる。なお、公務員等の勤務

態度、勤務成績、処分歴等の職員としての身分取扱いに係る情報などは、これに当

たらない。 

ウ 「当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分」 

公務員等の職及び職務の遂行に関する情報には、当該公務員等の氏名、職名及び

職務遂行の内容によって構成されるものが少なくない。このうち、その職名と職務

遂行の内容について、情報公開条例では、職務行為に関する情報と不可分の要素で

あり、本市の諸活動を説明する責務が全うされるようにするためには、これらを明

らかにする意義が大きいことから、仮に特定の公務員等個人を識別させることとな

っても、不開示としないこととされているが、条例においても、同様に不開示とは

しないこととした。 

エ 公務員等の職務遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の氏名の取扱い 

公務員等の職務遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の氏名については、開示

した場合、公務員等の私生活等に影響を及ぼすおそれがあり得ることから、私人の

場合と同様に個人情報として保護に値すると位置付けた上で、本号アに該当する場

合には例外的に開示することとなる。 

人事異動の公表その他実施機関により職名と氏名を公表する慣行がある場合や、

実施機関により作成され、又は実施機関が公にする意思をもって（あるいは公にさ

れることを前提に）提供した情報を基に作成され、現に公にしている職員名簿に職

と氏名が掲載されている場合には、「慣行として開示請求者が知ることができ、又

は知ることが予定されている」場合に該当する。 

オ 公務員等の職務の遂行に係る情報であっても、それが他の不開示情報に該当する

場合には、不開示とする。 

３ 運用 

第三者に関する情報が含まれている個人情報を、本号イに該当するとして開示し

ようとする場合には、当該第三者に対し、意見書を提出する機会を与えなければな

らない（第２３条）。 
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第１５条第４号 法人等情報 

（４）法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情

報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護する

ため、開示することが必要であると認められる情報を除く。 

ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正

当な利益を害するおそれがあるもの 

イ 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであっ

て、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他

の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であ

ると認められるもの 

１ 趣旨 

本号は、開示することにより、法人等又は事業を営む個人の権利、競争上の地位その

他正当な利益を害するおそれがある情報等を、人の生命、健康、生活又は財産を保護す

るため開示することが必要であると認められる場合を除き、不開示とすることを定めた

ものである。 

２ 解釈 

（１）本文関係 

「法人等」 

第２条第９号に規定する「法人その他の団体（国、独立行政法人等、地方公共団体

及び地方独立行政法人を除く。）」であり、株式会社等の会社法上の会社、財団法人、

社団法人、学校法人、宗教法人等の民間の法人のほか、政治団体、外国法人や法人で

はないが権利能力なき社団等も含まれる。 

一方、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人については、その

公的性格にかんがみ、法人等とは異なる開示・不開示の基準を適用すべきものである

ので、本号から除き、その事務又は事業に係る不開示情報は、第７号に規定している。 

ア 「法人等に関する情報」は、法人等の組織や事業に関する情報のほか、法人等の

権利利益に関する情報等法人等と関連性を有する情報を指す。 

なお、法人等の構成員に関する情報は、法人等に関する情報であると同時に、構

成員各個人に関する情報でもある。 

イ 「開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報」 

事業に関する情報であるので、法人等に関する情報と同様の要件により、事業を

営む上での正当な利益等について不開示情報該当性を判断することが適当である

ことから、本号で規定している。 
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ウ 「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると

認められる情報」 

第３号イと同様に、当該情報を不開示にすることによって保護される法人等又は

事業を営む個人の権利利益と、これを開示することにより保護される人の生命、健

康等の利益とを比較衡量し、後者の利益を保護することの必要性が上回るときには、

当該情報を開示しなければならないとするものである。 

現実に人の生命、健康等に被害が発生している場合に限らず、将来これらが侵害

される蓋然性が高い場合も含まれる。なお、法人等又は事業を営む個人の事業活動

と人の生命、健康等に対する危害等との明確な因果関係が確認されなくても、現実

に人の生命、健康等に対する被害等の発生が予想される場合もあり得る。 

（２）ア関係 

ア 「権利」 

信教の自由、集会・結社の自由、学問の自由、財産権等、法的保護に値する権利

一切を含む。 

イ 「競争上の地位」 

法人等又は事業を営む個人の公正な競争関係における地位を指す。 

ウ 「その他正当な利益」 

ノウハウ、信用等、法人等又は事業を営む個人の運営上の地位を広く含む。 

エ 「害するおそれ」があるかどうかの判断に当たっては、法人等又は事業を営む個

人には様々な種類、性格のものがあり、その権利利益にも様々のものがあるので、

法人等又は事業を営む個人の性格や権利利益の内容、性質等に応じ、当該法人等又

は事業を営む個人の権利の保護の必要性、当該法人等又は事業を営む個人と行政と

の関係等を十分考慮して適切に判断する必要がある。なお、この「おそれ」の判断

に当たっては、単なる確率的な可能性ではなく、法的保護に値する蓋然性が求めら

れる。 

（３）イ関係 

法人等又は事業を営む個人から開示しないとの条件の下に任意に提供された情報

については、当該条件が合理的なものと認められる限り、不開示情報として保護しよ

うとするものであり、情報提供者の信頼と期待を基本的に保護しようとするものであ

る。なお、実施機関の情報収集能力の保護は、別途、第７号等の不開示情報の規定に

よって判断されることとなる。 

ア 「実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供された情報」 

実施機関の要請を受けずに、法人等又は事業を営む個人から提供された情報は含

まれない。ただし、実施機関の要請を受けずに、法人等又は事業を営む個人から提
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供申出があった情報であっても、提供に先立ち、法人等又は事業を営む個人の側か

ら開示しないとの条件が提示され、実施機関が合理的理由があるとしてこれを受諾

した上で提供を受けた場合には、含まれる。 

（ア）「実施機関の要請」 

法令等に基づく報告又は提出の命令は含まないが、実施機関が報告徴収権限を

有する場合でも、当該権限を行使することなく、任意に提出を求めた場合は含ま

れる。 

（イ）「開示しない」 

条例や情報公開条例に基づく開示請求に対して開示しないことはもちろんで

あるが、第三者に対して当該情報を提供しないという意味である。また、特定の

行政目的以外の目的には利用しないとの条件で情報の提供を受ける場合も通常

含まれる。 

（ウ）「条件」 

実施機関の側から開示しないとの条件で情報を提供してほしいと申し入れる

場合も、法人等又は事業を営む個人の側から実施機関の要請があったので情報は

提供するが開示しないでほしいと申し出る場合も含まれるが、いずれにしても双

方の合意により成立する。 

また、条件を設ける方法については、黙示的なものを排除する趣旨ではない。 

（エ）「法人等又は個人における通例」 

当該法人等又は個人の個別具体的な事情ではなく、当該法人等又は個人が属す

る業界における通常の取扱いを意味し、当該法人等又は個人において開示しない

こととしていることだけでは足りない。 

（オ）開示しないとの条件を付すことの合理性の判断に当たっては、情報の性質に応

じ、当該情報の提供当時の諸般の事情を考慮して判断するが、必要に応じ、その

後の変化も考慮する趣旨である。開示しないとの条件が付されていても、現に当

該情報が公になっていたり、同種の情報が既に開示されていたりするなどの事情

がある場合は、本号には当たらない。 

３ 運用 

（１）法人等には、会社、一般法人、宗教法人等の法人のほか、自治会その他の法人格の

ない団体も広く含まれるが、「権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ」

の有無は、それぞれの法人等及び情報の性格に応じて的確に判断するものとする。 

（２）実施機関は、法人等又は事業を営む個人に情報の提供を要請する際には、開示しな

いことに合理性が認められる場合にのみ条件を付するなど慎重な配慮をする必要があ

る。 
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（３）第三者に関する情報が含まれている個人情報を、本号ただし書に該当するとして開

示しようとする場合には、当該第三者に対し、意見書を提出する機会を与えなければ

ならない（第２３条）。 
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第１５条第５号 公共安全維持情報 

（５）開示することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防又は捜査その

他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報 

１ 趣旨 

（１）本号は、開示することにより公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある

情報を不開示とすることを定めたものである。 

（２）「人の生命、身体又は財産の保護に支障が生ずるおそれ」 

次のようなものをいう。 

ア 特定の個人の行動予定や家屋の構造等が明らかにされ、犯罪や不正行為等の被害

を受けるおそれ 

イ 犯罪や不正行為等の情報提供者等が特定され、生命若しくは身体に危害が加えら

れ、又はその正常な生活が脅かされるおそれ 

（３）「犯罪の予防又は捜査に支障が生ずるおそれ」 

次のようなものをいう。 

ア 犯罪を予防するための行為が、その目的を達成できなくなるおそれや、犯罪を誘

発し、又は犯罪が容易となるおそれ 

イ 犯罪の捜査機関からの照会等に際して作成し、又は取得した情報を開示すること

により、捜査の遂行を困難にするおそれ 

２ 運用 

「公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある」かどうかは、情報の性質か

ら想定される犯罪や不正行為等の重大性や実現可能性、情報との関連性などを総合的に

考慮して、個々の事案に即して具体的に判断する必要がある。 
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第１５条第６号 審議、検討、協議情報 

（６）本市並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部

又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することによ

り、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当

に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは

不利益を及ぼすおそれがあるもの 

１ 趣旨 

本号は、審議、検討等情報の不開示情報としての要件を定めたものである。 

２ 解釈 

（１）実施機関の保有する個人情報には、本市又は国、独立行政法人等、他の地方公共団

体若しくは地方独立行政法人（以下「市等」という。）としての最終的な意思決定前

の事項に関する情報があり、これを開示することによってその意思決定が損なわれな

いようにする必要がある。 

しかし、意思決定前の情報を全て不開示とすることは、開示可能な情報はできる限

り開示するという観点からは適当ではない。そこで、開示することによって市等の適

正な意思決定に支障を及ぼすおそれの有無及び程度を個別具体的に考慮し、次のよう

なおそれがある情報に限って不開示とすることとしている。 

ア 外部からの圧力や干渉等の影響を受けること等により、率直な意見の交換又は意

思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ 

イ 未成熟な情報が確定した情報と誤解されること等により、不当に市民の間に混乱

を生じさせるおそれ 

ウ 尚早な時期に開示された情報がもたらす投機等により、特定の者に不当に利益を

与え若しくは不利益を及ぼすおそれ 

（２）「率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ」 

開示することにより、外部からの圧力や干渉等の影響を受けることなどにより、率

直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合を

想定したもので、適正な意思決定手続を確保するためのものである。 

（３）「不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ」 

未成熟な情報や事実関係の確認が不十分な情報などを開示することにより、誤解や

憶測を招き、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれがある場合をいう。適正な意

思決定を行うことそのものを保護するのではなく、情報が開示されることによる市民

への不当な影響が生じないようにする趣旨である。 

（４）「特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれ」 
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尚早な時期に、あるいは事実関係の確認が不十分なままで情報を開示することによ

り、不正な投機を助長するなどして、特定の者に不当に利益を与え又は不利益を及ぼ

すおそれがある場合を想定したもので、（３）と同様に、事務及び事業の公正な遂行

を図るとともに、市民への不当な影響が生じないようにする趣旨である。 

（５）（２）から（４）までにおいて「不当に」とは、審議、検討等途中の段階の情報を

開示することの必要性を考慮してもなお、適正な意思決定の確保等への支障が看過し

得ない程度のものであることを意味する。予想される支障が「不当」なものかどうか

の判断は、当該情報の性質に照らし、開示することによる利益と不開示にすることに

よる利益とを比較衡量した上で判断される。 

（６）意思決定後の取扱い等 

審議、検討等に関する情報については、市等としての意思決定が行われた後は、一

般的には、当該意思決定そのものに影響が及ぶことはなくなることから、本号の不開

示情報に該当する場合は少なくなるものと考えられる。しかし、当該意思決定が一つ

の政策決定の一部の構成要素であったり、当該意思決定を前提として次の意思決定が

行われる等審議、検討等の過程が重層的、連続的であったりする場合には、当該意思

決定後であっても、政策全体の意思決定又は次の意思決定に関して本号に該当するか

どうかの検討が行われるものであることに注意する必要がある。また、審議、検討等

が終了し、意思決定が行われた後であっても、当該審議、検討等に関する情報が開示

されると、市民の間に混乱を生じさせたり、将来予定されている同種の審議、検討等

に係る意思決定に不当な影響を与えたりするおそれがあれば、本号に該当し得る。 

３ 運用 

合議制機関等に関する情報の取扱い 

合議制機関等（実施機関（市長、消防長及び病院管理者を除く。）、実施機関の附属機

関その他これらに類するもの）に関する情報について本号により開示・不開示の判断を

する場合は、当該合議制機関等の性質や審議事項の内容に照らし、個別具体的に、率直

な意見の交換等を「不当に」損なうおそれがあるものかどうかを判断することとなる。 
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第１５条第７号 事務事業執行情報 

（７）本市又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行

う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれそ

の他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすお

それがあるもの 

ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正

確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若

しくはその発見を困難にするおそれ 

イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、本市又は国、独立行政法人等、他の地

方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を

不当に害するおそれ 

ウ 個人の評価、判定、選考、診断、指導、相談等を伴う事務に関し、開示するこ

とにより、当該事務の適正な執行に著しい支障が生ずるおそれ 

エ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそ

れ 

オ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ 

カ 本市、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方

独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ 

１ 趣旨 

本号は、事務又は事業に関する情報の不開示情報としての要件を定めたものである。 

２ 解釈 

市等が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報を、不開示情

報としている。 

市等が行う事務又は事業は広範かつ多種多様であり、開示することによりその適正な

遂行に支障を及ぼすおそれのある事務又は事業に関する情報を事項的に全て列挙する

ことは技術的に困難であり、実益も乏しい。そのため、各機関に共通的にみられる事務

又は事業に関する情報であって、開示することによりその適正な遂行に支障を及ぼすお

それがある情報を含むことが容易に想定されるものを「次に掲げるおそれ」としてアか

らカまでに例示的に掲げた上で、これらのおそれ以外については、「その他当該事務又

は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」と

して包括的に規定している。 

このような本号の規定に照らすと、本号該当性を検討するに当たっては、まず、本号

のアからカまでの該当性について検討した上、これらの規定に該当しない場合に、本号
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柱書の該当性を検討すべきである。 

（１）柱書関係 

ア 「次に掲げるおそれ」としてアからカまでに掲げたものは、各機関に共通的にみ

られる事務又は事業に関する情報であって、その性質上、開示することによって、

その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると考えられる典型的な支障を挙げた

ものである。これらの事務又は事業の外にも、同種のものが反復されるような性質

の事務又は事業であって、ある個別の事務又は事業に関する情報を開示すると、将

来の同種の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの等、「その

他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れ」があり得る。 

イ 「当該事務又は事業の性質上、適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」 

当該事務又は事業の本質的な性格、具体的には、当該事務又は事業の目的、その

目的達成のための手法等に照らして、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある

かどうかを判断する趣旨である。 

本規定は実施機関の恣意的判断を許容する趣旨ではなく、各規定の要件の該当性

は客観的に判断される必要があり、また、事務又は事業の根拠となる規定・趣旨に

照らし、個人の権利利益を保護する観点からの開示の必要性等の種々の利益を衡量

した上で「適正な遂行」と言えるものであることが求められる。 

「支障」の程度は、名目的なものでは足りず実質的なものが要求され、「おそれ」

の程度も単なる確率的な可能性ではなく、条例による保護に値する蓋然性が要求さ

れる。 

（２）ア関係 

ア 「監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収」について 

（ア）「監査」 

主として監察的見地から、事務又は事業の執行及び財産の状況の正否を調べる

ことをいう。 

（イ）「検査」 

法令等の執行確保、会計経理の適正確保、物資の規格、等級の証明等のために

帳簿書類その他の物件等を調べることをいう。 

（ウ）「取締り」 

行政上の目的による一定の行為の禁止、又は制限について適法、適正な状態を

確保することをいう。 

（エ）「試験」 

人の知識、能力等又は物の性能等を試すことをいう。 
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（オ）「租税」 

国税、地方税がある。「賦課」とは、国又は地方公共団体が、公租公課を特定

の人に割り当てて負担させることをいい、「徴収」とは、国又は地方公共団体が、

租税その他の収入金を取ることをいう。 

イ 「正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、

若しくはその発見を困難にするおそれ」 

監査等の事務は、いずれも事実を正確に把握し、その事実に基づいて評価・判断

し、一定の決定を行う事務である。 

これらの事務に関する情報の中には、例えば、監査等の対象、実施時期、調査事

項等の詳細な情報のように、事前に開示すると、適正かつ公正な評価や判断の前提

となる事実の把握が困難となったり、行政客体における法令等違反行為又は法令等

違反には至らないまでも妥当性を欠く行為を助長したり、巧妙に行うことによりこ

れらを隠蔽するなどのおそれがあるものがあり、このような情報については、不開

示とするものである。また、事後であっても、例えば、監査内容等の詳細について

これを開示すると今後の法規制を免れる方法を示唆することになるようなものも

不開示情報に該当し得ると考えられる。 

（３）イ関係 

ア 「契約、交渉又は争訟」について 

（ア）「契約」 

相手方との意思表示の合致により法律行為を成立させることをいう。 

（イ）「交渉」 

当事者が、対等の立場において相互の利害関係事項に関し一定の結論を得るた

めに協議、調整などの折衝を行うことをいう。 

（ウ）「争訟」 

法律上の権利義務若しくは法律関係の存在若しくは形成に関して対立する当

事者間の具体的な争い又はそれを解決する手続をいい、訴訟、行政不服審査法そ

の他の法令等に基づく不服申立てが挙げられる。 

イ 「本市又は国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の

利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ」 

市等が一方の当事者となる上記の契約等においては、相手方と対等な立場で遂行

する必要があり、当事者としての利益を保護する必要がある。 

これらの契約等に関する情報の中には、例えば、用地取得等の交渉方針や用地買

収計画案を開示することにより、適正な額での契約が困難になり財産上の利益が損

なわれたり、交渉や争訟等の対処方針等を開示することにより、当事者として認め
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られるべき地位を不当に害したりするおそれがあるものがあり、このような情報に

ついては、不開示とするものである。 

（４）ウ関係 

ア 「評価」 

学業成績、勤労状況、功績など、個人の能力、性格、適性等について、調査等に

基づき、その内容を評定することをいう。土地、家屋等の本人が所有し又は使用す

るものに対し、評定することも含むものである。 

イ 「判定」 

個人の知識、資格、資質、性行、技術等について、専門的見地又は一定の基準に

基づいて審査することをいう。 

ウ 「選考」 

個人の知識、能力、資質等の調査等に基づき、特定の職業、地位等に就く適任者

や被表彰者等の選定を行うことをいう。 

エ 「診断」 

個人の疾病、健康状態等について、専門的見地から診察して病状を判断すること

をいう。 

オ 「指導」 

個人の学力、能力、技術等の向上又は健康状態若しくは生活状態の改善のために、

専門的見地から教育や指示を行うことをいう。 

カ 「相談」 

個人の生活、健康、財産等に関しての照会を受け、それに対して対処方法等を回

答することをいう。 

キ 「事務の適正な執行に著しい支障が生ずるおそれがある」 

事務の執行が阻害され、又は事務を実施する意義を失わせるなど事務の適正な執

行に著しい支障が生ずる可能性がある場合をいう。 

（５）エ関係 

「調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ」 

市等が行う調査研究（ある事柄を調べ、真理を探究すること）の成果については、

社会、市民等にあまねく還元することが原則であるが、成果を上げるためには、従事

する職員が、その発想、創意工夫等を最大限に発揮できるようにすることも重要であ

る。 

調査研究に係る事務に関する情報の中には、例えば、①知的所有権に関する情報、

調査研究の途中段階の情報などで、一定の期日以前に開示することにより成果を適正

に広く市民に提供する目的を損ね、特定の者に不当な利益や不利益を及ぼすおそれの
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あるもの、②試行錯誤の段階の情報で、開示することにより、自由な発想、創意工夫

や研究意欲が不当に妨げられ、減退するなど、能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

があるものがあり、このような情報を不開示とするものである。 

（６）オ関係 

市等が行う人事管理（職員の任免、懲戒、給与、研修その他職員の身分や能力等の

管理に関すること）に係る事務は、当該機関の組織としての維持の観点から行われ、

一定の範囲で当該機関の自律性を有するものである。 

人事管理に係る事務に関する情報の中には、例えば、勤務評定や人事異動、昇格等

の人事構想等を開示することにより、公正かつ円滑な人事の確保が困難になるおそれ

があるものがあり、このような情報を不開示とするものである。 

（７）カ関係 

本市、国若しくは地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政

法人に係る事業に関連する情報については、企業経営という事業の性質上、本条第４

号の法人等情報と同様な考え方で、企業経営上の正当な利益を保護する必要があり、

これを害するおそれがあるものを不開示とするものである。ただし、正当な利益の内

容については、経営主体、事業の性格、内容等に応じて判断する必要があり、情報の

不開示の範囲は同号の法人等とは当然異なり、より狭いものとなる場合があり得る。 

３ 運用 

本号は、開示することにより、それ以降の本人に対する当該事務の適正な執行に著し

い支障が生ずるおそれがある場合だけでなく、反復継続して行われる本人以外の者に対

する当該事務の適正な執行に著しい支障が生ずるおそれがある場合にも適用される。 
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第１６条 部分開示 

第１６条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に不開示情報が含まれている場合にお

いて、不開示情報に該当する部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわれること

がない程度に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除い

た部分につき開示しなければならない。 

２ 開示請求に係る個人情報に前条第３号の情報（開示請求者以外の特定の個人を識別

することができるものに限る。）が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、

生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記

述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人

の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、

同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。 

１ 趣旨 

本条第１項は、開示請求に係る個人情報の一部に不開示情報が含まれている場合にお

ける実施機関の部分開示の義務の内容及びその要件を明らかにするものである。 

第２項は、開示請求に係る個人情報に開示請求者以外の特定の個人を識別することが

できる情報（不開示情報）が含まれている場合に、当該情報のうち個人識別性のある部

分を除くことによる部分開示について定めたものである。 

２ 解釈 

（１）第１項関係 

ア 「開示請求に係る個人情報に不開示情報が含まれている場合」 

開示請求について審査した結果、当該開示請求に係る個人情報に、不開示情報に

該当する情報が含まれている場合を意味する。 

第１５条では、当該個人情報に全く不開示情報が含まれていない場合の開示義務

を定めているが、本項の規定により、実施機関は、開示請求に係る当該個人情報に

不開示情報が含まれている場合に、部分的に開示できるか否かの判断を行わなけれ

ばならないこととなる。 

イ 「容易に区分して除くことができるとき」 

（ア）当該個人情報のどの部分が不開示情報に該当するかという区分けが困難な場合

だけでなく、区分けは容易であるがその部分の分離が技術的に困難な場合も部分

開示の義務がないことを明らかにしたものである。 

   「区分」とは、不開示情報に該当する部分とそれ以外の部分とを概念上区分け

することを意味し、「除く」とは、不開示情報に該当する部分を、当該部分の内

容が分からないように墨塗り、被覆を行うなどにより、情報の内容を消滅させる

ことをいう。 
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（イ）当該個人情報に含まれる不開示情報を除くことは、当該個人情報が文書に記録

されている場合、文書の複写物に墨を塗り再複写するなどして行うことができ、

一般的には容易であると考えられる。 

一方、光ディスク等に記録された個人情報については、区分して除くことの容

易性が問題となる。例えば、複数の人の発言が同時に録音されているが、そのう

ちの一人から開示請求があった場合や、録画されている映像中に開示請求者以外

の者が映っている場合などがあり得る。このような場合には、不開示情報を容易

に区分して除くことができる範囲で、開示すべき部分を決定することになる。な

お、電磁的記録に記録された個人情報については、紙に出力した上で、不開示情

報を区分して除いて開示することも考えられる。電磁的記録をそのまま開示する

ことを求められた場合は、不開示情報の部分のみを削除することの技術的可能性

等を総合的に判断する必要がある。既存のプログラムで行うことができない場合

は、「容易に区分して除くことができるとき」に該当しない。 

（ウ）「当該部分を除いた部分につき開示しなければならない」 

義務的に開示すべき範囲を定めたものである。なお、部分開示の実施に当たり、

具体的な記述をどのように削除するかについては、実施機関の条例の目的に沿っ

た合目的的な判断に委ねられている。すなわち、不開示情報の記録部分の全体を

完全に黒く塗るか、文字が判読できない程度に被覆するか、当該記録中の主要な

部分だけ塗り潰すかなどの方法の選択は、不開示情報を開示する結果とならない

範囲内において、当該方法を講ずることの容易さ等を考慮して判断することとな

る。その結果、観念的には一まとまりの不開示情報を構成する一部が開示される

ことになるとしても、実質的に不開示情報が開示されたと認められないのであれ

ば、実施機関の不開示義務に反するものではない。 

（２）第２項関係 

ア 「開示請求に係る個人情報に前条第３号の情報（開示請求者以外の特定の個人を

識別することができるものに限る。）が含まれている場合」 

第１項の規定は、当該個人情報のうち、不開示情報でない部分の開示義務を規定

しているが、不開示情報のうち一部を特に削除することにより不開示情報の残りの

部分を開示することの根拠規定とはならない。 

個人識別情報は、通例は特定の個人を識別可能とする情報と当該個人の属性情報

からなる「一まとまり」の情報の集合物であり、他の不開示情報の類型が各号に定

められた「おそれ」を生じさせる範囲で不開示情報の範囲を画することができるの

とは、その範囲の捉え方を異にする。このため、第１項の規定だけでは、個人識別

情報については全体として不開示となることから、氏名等の部分だけを削除して残

りの部分を開示しても個人の権利利益保護の観点から支障が生じないときには、部

分開示とするよう、個人識別情報についての特例規定を設けたものである。 
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イ 「開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る」こととして

いるのは、「特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお

個人の権利利益を害するおそれがあるもの」（第１５条第３号の後半部分）は、特

定の個人を識別することとなる記述等及び個人識別符号の部分には該当しないた

めである。 

ウ 「当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別す

ることができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示し

ても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるとき」 

個人を識別させる要素を除去し誰の情報であるかが分からなくなっても、開示す

ることが不適当であると認められる場合もある。例えば、作文などの個人の人格と

密接に関連する情報や個人の未発表の論文等、開示すると個人の正当な権利利益を

害するおそれのあるものも想定される。 

このため、個人を識別させる部分を除いた部分について、開示しても個人の権利

利益を害するおそれのないものに限り、部分開示の規定を適用することとしている。 

エ 「当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規

定を適用する」 

個人識別情報のうち、特定の個人を識別することができることとなる記述等及び

個人識別符号以外の部分は、個人の権利利益を害するおそれがない限り、第１５条

第３号に規定する不開示情報ではないものとして取り扱われることとなり、第１項

の部分開示の規定が適用される。このため、他の不開示情報の規定に該当しない限

り、当該部分は開示されることになる。 

また、第１項の規定を適用するに当たっては、容易に区分して除くことができる

かどうかが要件となるので、個人を識別させる要素とそれ以外の部分とを容易に区

分して除くことができない場合は、当該個人に関する情報は全体として不開示とな

る。 

３ 運用 

（１）電磁的記録の一部に不開示部分がある場合において、電磁的記録のまま開示しよう

とすると、不開示部分とそれ以外の部分との区分自体は容易であるとしても、両者を

分離した形での開示が技術的に困難な場合がある。このような場合には、本条の規定

により電磁的記録のまま部分開示を行う義務がないこととなる。しかし、このような

場合であっても、実施機関は、第２４条第１項ただし書の規定に基づき、その写し（用

紙に出力したもの）により部分開示を行わなければならない。 

（２）本条第２項の適用に当たっては、氏名、住所などの特定の個人が直接識別される情

報が記録されている部分を除いたとしても、他の情報と組み合わせることにより特定

の個人が識別され得る場合もあるため、慎重に検討する必要がある。 

（３）電磁的記録のうち、音声データであるものについては、市政情報室に備え置かれて
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いるプログラムを使用して不開示情報を区分して除くことができる。 
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第１７条 裁量的開示 

第１７条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に不開示情報（第１５条第１号の情報

を除く。）が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するために特に必要

があると認めるときは、開示請求者に対し、当該個人情報を開示することができる。 

１ 趣旨 

本条は、開示請求に係る個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、開示

請求者に対し、当該個人情報を開示することができる場合があることを定めたものであ

る。 

２ 解釈 

（１）第１５条各号の不開示情報に該当する情報であっても、個別具体的事情により、個

人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、実施機関の高度の行政

的な判断により、開示することができることとしたものである。 

第１５条各号においても、当該規定により保護する利益と当該情報を開示すること

による利益との比較衡量が行われる場合があるが、本条は、第１５条の規定が適用さ

れ不開示となる場合であっても、なお開示する必要性があると認められる場合には、

開示することができるとしたものである。 

（２）「第１５条第１号の情報を除く。」 

第１５条第１号（法令秘情報）に該当する不開示情報については、法令等によって

開示が禁止されている情報であり、本条による裁量の余地がないものであるから、裁

量的開示の対象から除外することを定めたものである。 

３ 運用 

第三者に関する情報が含まれている個人情報を、本条に該当するとして開示しようと

する場合には、当該第三者に対し、意見書を提出する機会を与えなければならない（第

２３条）。 
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第１８条 個人情報の存否に関する情報 

第１８条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答え

るだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存

否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。 

１ 趣旨 

本条は、開示請求の拒否処分の一態様として、一定の場合に、実施機関が、個人情報

の存否自体を明らかにしないで、開示請求を拒否することができることを定めたもので

ある。 

２ 解釈 

実施機関は、開示請求に係る個人情報が存在していれば、開示決定又は不開示決定を

行い、存在していなければ不開示決定を行うことになる。したがって、個人情報の不存

在を理由とする不開示決定の場合以外の決定では、原則として個人情報の存在が前提と

なっている。 

しかしながら、開示請求に係る個人情報の存否を明らかにするだけで、第１５条各号

の不開示情報を開示することとなる場合があり、この場合には、個人情報の存否を明ら

かにしないで開示請求を拒否できることとしている。 

（１）「当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報

を開示することとなるとき」 

開示請求に係る個人情報が実際にあるかないかにかかわらず、開示請求された個人

情報の存否について回答すれば、不開示情報を開示することとなる場合をいう。開示

請求に含まれる情報と不開示情報該当性が結合することにより、当該個人情報の存否

を回答できない場合もある。例えば、犯罪の容疑者等特定の個人を対象とした内偵捜

査に関する情報について、本人から開示請求があった場合等が考えられる。 

（２）「当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる」 

個人情報の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する決定も、申請に対する処分

であることから、手続条例第８条に基づき処分の理由を示す必要がある。提示すべき

理由の程度としては、開示請求者が拒否の理由を明確に認識し得るものであることが

必要であると考えられる。また、個別具体的な理由提示の程度については、当該情報

の性質、内容、開示請求書の記載内容等を踏まえ、請求のあった個人情報の存否を答

えることにより、どのような不開示情報を開示することになるかをできる限り具体的

に提示することになる。 

また、存否を明らかにしないで拒否することが必要な類型の情報については、常に

存否を明らかにしないで拒否することが必要であり、例えば、個人情報が存在しない



 

 127 

場合に不存在と答えて、個人情報が存在する場合にのみ存否を明らかにしないで拒否

したのでは、開示請求者に当該個人情報の存在を類推させることになる。 

３ 運用 

本条は、開示請求に対する応答の例外規定であるから、その適用に当たっては、厳格

に解釈し、濫用されることのないようにしなければならない。このため、本条により開

示請求を拒否するときは、必要にして十分な拒否理由を提示する必要がある。 
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第１９条 開示請求に対する措置 

第１９条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、そ

の旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する個人情報の利用目的及び開示

の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。ただし、次に掲げる

場合における当該利用目的については、この限りでない。 

（１）利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その

他の権利利益を害するおそれがあるとき。 

（２）利用目的を本人に明示することにより、本市又は国、独立行政法人等、他の地方

公共団体及び地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすお

それがあるとき。 

２ 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき（前条の規定により

開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。）

は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなけ

ればならない。 

１ 趣旨 

本条は、実施機関が、開示請求者に対して、当該開示請求に係る個人情報を開示する

旨又は開示しない旨の決定（開示決定等）をしなければならないこと、また、開示決定

をする場合は、当該開示決定に係る個人情報の利用目的等を通知しなければならないこ

とを定めたものである。 

２ 解釈 

（１）第１項関係 

ア 本文関係 

（ア）「その旨の決定」 

全部開示か一部開示かの別（一部開示の場合には、開示する部分と開示しない

部分との区別）が明らかにされている必要がある。  

決定は、一件の開示請求につき複数行う場合もあり得る。例えば、開示請求に

係る個人情報が大量である場合や、開示請求に係る個人情報のうち一部について

は開示・不開示の審査に時間を要する場合には、先に審査の終了した当該個人情

報についてのみ開示決定等を行うことも可能である。 

（イ）「その旨、開示する個人情報の利用目的及び開示の実施に関し必要な事項を書

面により通知しなければならない」 

実施機関が保有する自己に関する個人情報の正確性や取扱いの適正性を確認

するためには、個人情報の内容とともに、当該個人情報の利用目的についても知
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る必要がある。このため、開示決定等の通知の際、利用目的を通知することとし

たものである。 

なお、個人情報の全部を開示する決定の通知は、施行規則第７条第１項第１号

で定める「個人情報開示決定通知書（様式第６号）」によるものとする。 

また、個人情報の一部を開示する決定の通知は、同項第２号で定める「個人情

報部分開示決定通知書（様式第７号）」によるものとする。 

なお、一部開示の決定には、開示しない部分については、不開示の場合と同様、

理由の提示並びに審査請求及び訴訟の提起の教示が必要である。また、全部開示

の決定についても、文書の特定の範囲等において不服の対象となることが想定さ

れることから、審査請求及び訴訟の提起の教示が必要である。 

ａ 「開示の実施に関し必要な事項」 

開示決定を受けた者が開示の実施を受けるために必要となる事項であり、具

体的には、個人情報開示決定通知書及び個人情報部分開示決定通知書にある事

項である。 

ｂ 「求めることができる開示の方法と写しの作成に要する費用の見込み額」 

開示の実施の方法が複数ある場合には、その全てについて記載することにな

る。 

ｃ 「開示をする日時」 

市政情報室で開示を実施することができる日及び時間を記載する。なお、開

示請求者の都合等により当該日時に開示がなされなかった場合には、開示の実

施の申出の期間が開示決定通知のあった日から３０日以内とされている（第２

４条第３項）ことから、当該期間内に申出をしてもらうことで、改めて開示を

する日時を設定することが適当である。 

ｄ 「開示をする場所」 

当該公文書の保存場所、専用機器の設置場所等の状況を勘案して実施機関が

指定することとするが、原則として市政情報室とする。 

（ウ）「次に掲げる場合における当該利用目的については、この限りでない」とは、

利用目的を本人に明示することにより、本人若しくは第三者の権利利益を害する

おそれ又は市等が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある

場合には、本人に対して利用目的を明示する義務を課さないこととしたものであ

る。 

イ 第１号関係 

「利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産そ

の他の権利利益を害するおそれがあるとき」 

利用目的を明示することにより、本人又は第三者の不利益になる場合や、結果と
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して本人又は第三者に損害を与えるおそれがある場合にまで利用目的を明示する

義務を課すことは適当でないことから、適用を除外したものである。 

例えば、癌の治療のために必要となる個人情報を取得する際にその利用目的を告

げることが、実質的に病名を告知することとなり、本人に不測の事態を招くおそれ

のある場合等が考えられる。 

ウ 第２号関係 

「利用目的を本人に明示することにより、本市又は国、独立行政法人等、他の地

方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼ

すおそれがあるとき」 

市等の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合には公共の

利益が損なわれるおそれがあり、このような場合にまで利用目的を明示する義務を

課すことは適当でないことから、適用除外としたものである。なお、国には、行政

機関のほか、裁判所及び国会の機関も含まれる。 

市等が行う事務又は事業の内容は多様であるため、「事務又は事業の適正な遂行

に支障を及ぼすおそれ」があるかどうかについて一般的な基準を定めることは困難

であり、社会通念により個別具体的に判断せざるを得ないが、例えば、利用目的を

明示することにより、以後の個人情報の収集が困難になる場合、被疑者の逃亡、証

拠隠滅につながる場合、適正な判断・評価に支障を及ぼす場合等はこれに該当する

と考えられる。 

（２）第２項関係 

ア 「開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき（前条の規定により開示請求

を拒否するとき、及び開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。）」 

開示請求に係る個人情報について、その全てを開示しない場合（開示請求に係る

複数の個人情報のうち一部についてのみ決定を行う場合であって、当該決定に係る

個人情報の全てを開示しないときを含む。）であるが、具体的には以下のケースが

該当する。 

（ア）開示請求に係る個人情報全てが不開示情報に該当し、全て不開示とする場合（不

開示情報に該当する部分を、それ以外の部分と容易に区分して除くことができな

い場合を含む。） 

（イ）第１８条の規定により開示請求を拒否する場合 

（ウ）開示請求に係る個人情報を実施機関が保有していない場合又は開示請求の対象

が第２条第１号に規定する個人情報に該当しない場合（保存期間が経過しても、

現に保存され、実施機関が保有しているものは開示請求の対象となる。） 

（エ）個人情報の特定が不十分である場合等、開示請求に形式的な不備がある場合 

（オ）権利濫用に関する一般法理が適用される場合 
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開示請求が権利濫用に当たるかは、開示請求の態様や開示請求に応じた場合の

実施機関の業務への支障等を勘案し、社会通念上妥当と認められる範囲を超える

ものであるか否かを個別に判断することになる。実施機関の事務を混乱、停滞さ

せることを目的とするなど開示請求権の本来の目的を著しく逸脱したような開

示請求は、権利の濫用として請求を拒否できるものと考えられる。 

イ 「その旨を書面により通知しなければならない」 

開示しない旨の決定（不開示決定）をした旨を書面で開示請求をした者に通知し

なければならないことを規定したものであるが、不開示決定の内容としては、不開

示決定に係る個人情報の表示、不開示決定をした者の名称、不開示決定の日付等が

含まれる。 

なお、個人情報の全部を開示しない決定の通知は、施行規則第７条第２項で定め

る「個人情報不開示決定通知書（様式第８号）」によるものとする。 

この通知を行う際には、手続条例第８条に基づく理由の提示及び行政不服審査法

第８２条に基づく教示（審査請求及び訴訟の提起をすることができる旨、審査請求

及び訴訟の提起をすべき行政庁、審査請求及び訴訟の提起をすることができる期間）

を書面により行うことが必要であり、これらの事項を不開示決定の通知書に併記す

るものとする。 

このうち、理由の提示については、単に条例上の根拠条項を示すだけでは足りず、

申請者が拒否の理由を可能な限り明確に認識し得るものとする必要がある。また、

開示請求に係る個人情報に複数の不開示情報が含まれている場合や一の情報が複

数の不開示情報に該当する場合には、それぞれについて、理由の提示が必要である。  

なお、不開示情報が多くかつ散在しており、それぞれについて個別に理由を提示

することが困難な場合には、理由の提示の趣旨が損なわれない範囲で、同種・類似

の事項をまとめて理由を記載するものとする。 

３ 運用 

（１） 開示決定等は、開示に伴う影響等について、実務に即した判断を個別具体的に行う 

ため、その内容に最も精通している所管課等において行う（区長、部長、課長の専決

とする。）。 

また、開示決定等を行うに当たっては、本市としての統一性を確保するため、市政

情報室と協議した上で行う。 

（２）１件の開示請求について、対象公文書が複数あり、かつ異なる開示決定等を行う場

合には、決定内容ごとに通知するものとする。 

（３） 開示をする日時は、所管課が開示請求者と電話等で調整した上で指定するものとし、

開示する場所は、原則として市政情報室とする。 

本人と連絡が取れず日時が定まらないなどの場合には、日時の調整は後日行う旨を
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通知書に記載し、又は当該通知が請求者に到達すると思われる日から３０日を越えな

い日時を指定し、速やかに通知書を送付する。 

なお、開示をする日時は後日の調整により変更が可能であるものとする。 

（４） 開示請求に係る個人情報が存在しないときは、不存在を理由として、開示しない旨

の決定を行う。 

（５） 開示請求に対して個人情報の全部又は一部について不開示の決定をした場合は、申

請に対する拒否処分となり、手続条例第８条の規定により、不開示の決定の理由を書

面により示すことが実施機関に義務付けられる。この場合において、第１５条各号の

いずれに該当するか等をできるだけわかり易く具体的に記載するよう努める。 

（６）開示請求が条例に規定する要件を満たさず、開示請求者が補正に応じない等の理由

により、当該開示請求が適法でないと認められる場合には、開示しない旨の決定を行

うものとする。 

（７）開示決定等の通知は、普通郵便による送付で差し支えない。 

 

《関係規則・要綱》 

【千葉市個人情報保護条例施行規則】 

（個人情報開示決定通知書等） 

第７条 条例第１９条第１項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

めるものとする。 

（１）個人情報の全部を開示する旨の決定をしたとき 個人情報開示決定通知書（様式第６号） 

（２）個人情報の一部を開示する旨の決定をしたとき 個人情報部分開示決定通知書（様式第

７号） 

２ 条例第１９条第２項に規定する書面は、個人情報不開示決定通知書（様式第８号）とする。 

 

【千葉市個人情報保護事務取扱要綱】 

第５ 開示請求に係る事務 

 ４ 開示請求に対する措置 

（１）請求内容の確認 

開示請求書の原本の送付を受けた所管課は、次の事項を確認し、千葉市公文書取扱規

程等に定める手続に従い、当該請求書に収受印を押すとともに、内部管理システムに登

録する。 

ア 開示請求に係る個人情報を特定できること。 

イ 開示請求に係る個人情報が開示請求者（請求者が法定代理人又は委任による代理人

であるときは、被代理者）本人の個人情報であること。 
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ウ 開示請求に係る個人情報が条例第２５条及び第５１条に規定する個人情報でない

こと。 

（２）開示しないことができる個人情報に該当するかどうかの検討 

所管課は、開示請求に係る個人情報について、条例第１５条各号に該当すること等に

より不開示となる場合に該当するか否かを、次の事項を参考に検討する。 

なお、この場合において、不開示となる場合とは、条例第１５条各号のいずれかに該

当する場合のほか、開示請求に係る個人情報が存在しない場合、開示請求に係る個人情

報が特定できない場合等をいう。 

ア 制度の統一的な運用を行うための市政情報室との協議 

イ 関係課等と必要に応じ行う協議 

ウ 開示請求に係る個人情報に第三者に関する情報（以下「第三者情報」という。）が

含まれている場合において、（３）に定める手続により当該第三者の意見を聴いたと

きは、その意見 

（５）個人情報の開示の日時、場所及び方法の調整 

所管課は、開示請求に係る個人情報を開示しようとする場合は、その日時、場所及び

方法について、事前に市政情報室と協議した上で開示請求者と連絡を取り調整する。 

この場合において、個人情報の開示の日時は、開示決定の通知書が開示請求者に到達

するまでの日数を考慮し、到達予定日から数日以後の、通常の執務時間内で当該請求者

の都合の良い日時を指定する（本人と連絡が取れず日時が定まらないなどの場合は、（７）

オを参照）。ただし、開示請求者の同意があったときは、個人情報の開示を行う際に、

開示請求者に対して直接通知書を交付することができる。 

また、開示の場所は、原則として市政情報室とする。ただし、電磁的記録等を開示す

るための専用機器が市政情報室に備え置かれていない場合や事務に支障等がある等の

場合は、所管課は、市政情報室と協議の上、開示する場所を指定する。 

    さらに、開示の方法については、求めることができる開示の方法をあわせて連絡する。 

（６）開示決定等 

ア 開示決定等の手続 

  開示決定等は、（２）及び（３）に定める検討、協議、調査等の結果を踏まえ、所

管課において、千葉市決裁規程（平成４年千葉市訓令（甲）第１号）等に定める専決

権者の決裁を受けて行う。この場合において、市政情報室と協議するものとする。 

イ 起案文書の添付書類 

  開示決定等の起案文書には、開示請求書、開示請求に係る決定通知書の案及び開示

請求に係る公文書の写しのほか、意見照会を行った場合の意見書など開示決定等に関

連する文書を添付する。 
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（７）開示請求に係る決定通知書の記入事項 

ア あて名 

請求者の住所及び氏名を記載する。 

法定代理人又は本人の委任による代理人による請求の場合は、請求者の氏名（法定

代理人又は本人の委任による代理人が法人の場合は、法人の名称又は商号及び代表者

の氏名）の下に請求に係る本人の氏名及び法定代理人又は本人の委任による代理人で

ある旨を記載する。 

イ 「開示請求に係る個人情報の内容又は公文書の件名」欄 

開示請求に係る個人情報の件名又は内容を記入する。 

ウ 「開示する個人情報の利用目的」欄 

個人情報取扱事務届出事項に記載されている個人情報取扱事務の目的を参考に記

入する。 

エ 「求めることができる開示の方法と写しの作成に要する費用の見込み額」欄 

閲覧、写しの交付等の種別とその費用の見込み額を記入する。また、送付による開

示請求の場合には、郵送するために必要な見込み額を併せて記入する。 

オ 「開示をする日時」欄及び「開示をする場所」欄 

事前に開示請求者と連絡を取り調整した日時及び場所を記入する。 

本人と連絡が取れず日時が定まらないなどの場合には、本欄に以下のいずれかのよ

うに記載し、速やかに通知書を送付する。 

（ア）「あらかじめ日時の調整ができなかったため、都合のよろしい日をご連絡くださ

い。」と記載する。 

（イ）所管課で指定した日時を記載した上で、「開示を行う日時をあらかじめ調整でき

なかったため、指定させていただきました。都合が悪いようでしたらご連絡くださ

い。」と記載する。 

カ 「開示しないこととした部分とその理由」欄及び「開示しない理由」欄 

条例第１５条の各号のいずれかに該当する場合は、その該当する部分と根拠条項及

び理由を記載する。複数の不開示条項に該当する場合には、該当する不開示条項ごと

に理由を記載する。 

理由は、開示請求者において、条例上の不開示事由のいずれに該当するのかをその

根拠とともに了知し得る程度に具体的に記載する必要がある。 

個人情報が存在しない場合も、単に「存在しない」とするのではなく、対象文書を

作成又は取得していないのか、あるいは作成又は取得した後に廃棄又は亡失したのか

等、当該文書が存在しないことの要因についても記載する必要がある。 

キ 「教示」欄 
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行政不服審査法（平成２６年法律第２６号）に基づく審査請求及び行政事件訴訟法

に基づく取消しを求める訴訟を行う際の教示として、審査請求先及び訴訟の提起先を

記入する。 

審査請求は原則として条例第１９条の決定をした実施機関（市長が実施機関の上級

行政庁となる場合は市長、区選挙管理委員会が実施機関である場合は市選挙管理委員

会）に対して行うこととなり、その送付先は、原則として処分を行った部署以外の部

署となる（なお、市長に対する審査請求については、市政情報室が所掌することにな

る。）。 

また、取消しを求める訴訟は千葉市を被告として提起することとなる。 

（８）開示請求に係る決定通知書の送付 

ア 所管課は、開示決定等をした場合は、速やかに開示請求に係る決定通知書を作成し、

これを開示請求者又は開示請求に係る個人情報の本人（本人の委任による代理人から

の申請であって、当該本人への意思確認ができない場合に限る。）に送付するとともに、

その写し及び決裁書の写しを市政情報室に送付する。 

イ 所管課は、個人情報開示決定通知書又は個人情報部分開示決定通知書を開示請求者

に送付するに当たっては、個人情報開示方法等申出書（規則様式第１５号）を同封す

る。 

ウ 所管課は、開示請求者の同意があったときは、個人情報の開示を行う際に、開

示請求者に対して直接通知書を交付することができる。 

 

《参考》  

【千葉市行政手続条例】 

（理由の提示） 

第８条 市長等は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対

し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、 （以下略） 

２ 前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければな

らない。 



 

 136 

第２０条 開示決定等の期限 

第２０条 前条各項の決定（以下「開示決定等」という。）は、開示請求があった日の翌

日から起算して１４日以内にしなければならない。ただし、第１４条第３項の規定に

より補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由がある

ときは、同項に規定する期間を４６日以内に限り延長することができる。この場合に

おいて、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を

書面により通知しなければならない。 

３ 開示請求者は、第１項に規定する期間内（前項の規定により延長後の期間が通知さ

れた場合には、当該期間内）に実施機関が開示決定等をしないときは、開示をしない

旨の決定があったものとみなすことができる。 

１ 趣旨 

本条は、開示決定等を行うべき期限（開示請求があった日から１４日以内）及び延長

可能な期間（４６日以内）を定めたものである。 

２ 解釈 

（１）第１項関係 

ア 「開示請求があった日から１４日以内にしなければならない」 

開示請求に対する回答期限を具体的に設定しない場合、請求者の立場が不安定な

ものとなり、個人の権利利益の保護に欠けるおそれもあることから、本項では開示

決定等の期限を設け、その期限については、情報公開条例の規定と同様に「１４日

以内」とした。 

なお、本項は開示決定等の期限を定めるものであり、開示請求者に対する通知の

到着期限ではないが、実施機関は、開示決定等をしたときは、速やかに第１９条各

項に規定する通知を行う必要がある。 

（ア）「開示請求があった日」 

市政情報室に開示請求書が到達した日を指す。なお、期間計算については、民

法第１４０条により、「開示請求があった日」は含まれず、開示請求のあった日

の翌日から起算する。 

（イ）「１４日以内」 

１４日目が終了した時点をもって期間の満了となることをいう。なお、１４日

目が休日（千葉市の休日を定める条例（平成元年千葉市条例第１号）第１条に規

定する休日をいう。）に当たるときは、民法により、その日後においてその日に
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最も近い休日でない日の終了した時点をもって期間の満了となる。 

イ 「第１４条第３項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した

日数は、当該期間に算入しない」 

個人情報が特定されているか否かについて実施機関と開示請求者の間に認識の

相違がある場合など、実施機関が補正を求め続けることにより、いつまでも開示決

定等の期限が到来しない事態が生じるおそれがある。しかしながら、開示請求者が

補正の求めに応じない旨を明らかにしたときは、補正がされないことが明確になっ

たのであるから、その時点以降はもはや「補正に要する日数」には当たらない。し

たがって、補正を求めた日から補正の求めに応じない旨が明らかにされた日までの

日数を除いて期間計算をすることとなり、いつまでも期限が到来しないという事態

が生じることはない。 

（ア）「補正に要した日数」 

実施機関が第１４条第３項の規定により補正を求めてから、開示請求者が補正

をした開示請求書を実施機関に提出するまでの期間を指す。 

（イ）「当該期間に算入しない」 

形式上の不備のある開示請求であっても、補正を求めるまでの期間は、期間計

算に含まれる。 

開示請求書に形式上の不備があるかどうかは、必ずしも、形式的審査により直

ちに明らかになるものではない。例えば、個人情報の特定が十分かどうかは、実

施機関において、開示請求書に記載された内容により確認することが必要である。 

このような期間は、適法な開示請求の場合であっても必要なものであり、期間

計算の中に含めている。 

（２）第２項関係 

ア 「事務処理上の困難」 

当該開示請求に対し第１項に規定する期間内に開示決定等を行うことが実施機

関の側の事情により困難であることを意味し、①開示請求に係る個人情報の量の多

少、②開示請求に係る個人情報の開示・不開示の審査の難度、③当該時期における

他に処理すべき開示請求事案の量のほか、実施機関の他の事務の繁忙、勤務日等の

状況なども考慮して、当該開示請求の事務処理が困難となるか否かにより判断され

るものである。 

イ 「その他正当な理由」 

例えば、第２３条に規定する第三者に対する意見書提出の機会を付与するに当た

り、個人情報に含まれている情報の量が大量であるため第三者に十分な時間を与え
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ることが必要と認められる場合や、第三者が多数存在するため手続に時間を要する

場合等が挙げられる。 

ウ 「同項に規定する期間」 

開示請求があった日から開示決定等を行うべき日までの期間を指し、本項が適用

される場合には、最大で、開示請求があった日から６０日以内に処理をすればよい

ことになる。 

エ 申請者の求めに応じ、申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めることは、

手続条例第９条に定められているが、条例では、期限を延長する場合には、必ず通

知しなければならないこととしている。 

「遅滞なく」とは、合理的な理由による遅滞は許容されるという趣旨であるが、原

則的な期限である開示請求があった日から１４日以内に発送することが望ましい。 

「延長後の期間」とは、開示決定等が行われる時期の見込みを示すものであり、

また、「延長の理由」としては、期限を延長することが必要となった事情を記載す

ることを想定している。 

オ 開示決定等の期間の延長の通知は、施行規則第８条で定める「個人情報開示決定

等期間延長通知書（様式第９号）」によるものとする。 

（３）第３項関係 

本項は、実施機関が、開示請求書の提出があった日の翌日から起算して１４日（前

項の規定により延長後の期間が通知された場合には、当該期間）を経過してもなお、

開示決定等をしない場合に、開示請求者が不作為についての審査請求を経ることなく、

直ちに処分についての審査請求や訴訟ができるようにするため、開示請求者は、開示

請求に係る個人情報について不開示の決定があったものとみなすことができること

を定めたものである。 

３ 運用 

（１）補正を求めた場合において、開示請求者が補正に応じない旨を明らかにしたときは、

その意思表示があった時点以降は、補正に必要な期間であるとはいえないので、補正

に要した日数には算入せず、停止していた期間が再び進行することになる。 

（２）本条第２項による決定期間の延長は、「正当な理由」がある場合にのみ認められる

例外的な措置であり、安易な延長は厳に慎まなければならない。 

やむを得ず延長する場合も、合理的な理由に基づき、合理的な範囲内においてこれ

を行う必要がある。 
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《関係規則・要綱》 

【千葉市個人情報保護条例施行規則】 

（個人情報開示決定等期間延長通知書） 

第８条 条例第２０条第２項に規定する書面は、個人情報開示決定等期間延長通知書（様式第

９号）とする。 

 

【千葉市個人情報保護事務取扱要綱】 

第５ 開示請求に係る事務 

４ 開示請求に対する措置 

（４）決定期間の延長 

ア 決定期間の延長の通知 

所管課は、開示請求書の提出があった日の翌日から起算して１４日以内に開示決定

等をすることができないことが明らかになったときは、当該決定期間を延長する。こ

の場合において、延長期間は、開示決定等に必要最小限な期間とする。また、決定期

間を延長する旨並びにその理由及び期間を記入した個人情報開示決定等期間延長通

知書（規則様式第９号）を作成し、開示請求者に送付するとともに、その写しを市政

情報室に送付する。 

イ 個人情報開示決定等期間延長通知書の記入事項 

（ア）「開示請求に係る個人情報の内容又は公文書の件名」欄 

開示請求に係る個人情報の件名又は内容を記入する。 

（イ）「千葉市個人情報保護条例第２０条第１項の規定による決定期間」欄 

開示請求を受け付けた日の翌日及びその日から起算して１４日目の日を記入す

る。 

（ウ）「延長後の決定期間」欄 

開示請求を受け付けた日の翌日及び延長した決定期間の最後の日並びに延長後

の決定期間の日数を記入する。 

（エ）「延長の理由」欄 

決定期間を延長するやむを得ない理由を可能な限り具体的に記入する。 
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第２１条 開示決定等の期限の特例 

第２１条 開示請求に係る個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌

日から起算して６０日（第１４条第３項の規定により補正を求めた場合にあっては、

当該補正に要した日数は算入しない。）以内にその全てについて開示決定等をすること

により事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわ

らず、実施機関は、開示請求に係る個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に

開示決定等をし、残りの個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足り

る。この場合において、実施機関は、同条第１項に規定する期間内に、開示請求者に

対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 

（１）この項の規定を適用する旨及びその理由 

（２）残りの個人情報について開示決定等をする期限 

２ 開示請求者は、前項の規定による通知があった場合において、実施機関が同項第２

号の期限を経過した後においても開示決定等をしないときは、当該開示決定等がされ

ていない個人情報の開示をしない旨の決定があったものとみなすことができる。 

１ 趣旨 

本条は、著しく大量の個人情報の開示請求があった場合の開示決定等の期限の特例を

定めたものである。 

２ 解釈 

（１）第１項本文関係 

各実施機関は、それぞれ遂行すべき任務を負っており、本規定を設けることにより、

開示請求の処理と、他の行政事務の遂行との適切な調和を図っている。 

本条を適用する場合の事務の遂行の流れは、次のとおりである。 

（ア）開示請求のあった日から１４日以内に、本条を適用する旨等を通知する。 

（イ） 開示請求のあった日から６０日以内に、相当の部分について開示決定等を行う。 

（ウ）相当の期間（（ア）の通知においてその期限を示す。）内に、残りの部分につ

いて開示決定等を行う。 

ア 「開示請求に係る個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から６

０日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支

障が生ずるおそれがある場合」 

開示請求に対し、前条第２項の規定を適用し処理期限を６０日まで延長したとし

ても、開示請求に係る個人情報の全てについて開示決定等を行うことが著しく困難

である場合を意味する。 
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「開示請求に係る個人情報が著しく大量」かどうかは、１件の開示請求に係る個

人情報の量とその審査等に要する業務量によることとなるが、実施機関の事務体制、

他の開示請求事案の処理に要する事務量、その他事務の繁忙、勤務日等の状況をも

考慮した上で判断される。 

補正に要した日数は、「開示請求があった日から６０日以内」から除かれる。 

「事務の遂行に著しい支障」とは、当該開示請求の処理を担当する部局が遂行す

べき通常の事務に容認できない遅滞等の支障を来すことを意味する。 

イ 「開示請求に係る個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等を

し」 

「相当の部分」とは、開示請求を受けた実施機関が通常６０日以内に開示決定等

をすることができる分量を意味する。著しく大量の個人情報の開示請求であっても、

他の開示請求者との平等を図る観点から、６０日以内に処理できる量については、

当該期間内に開示決定等を行うべきである。 

ウ 「残りの個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる」 

当該開示請求に係る個人情報の全てについて処理できない事情を踏まえ、残りの

部分についての処理は、「相当の期間」内に行う必要がある。その際、実施機関は、

ある程度のまとまりの部分ごとに、審査が早く終了したものから順に開示決定等を

行うことが望ましい。 

なお、「相当の期間」とは、当該残りの部分について実施機関が処理するに当た

って必要とされる合理的な期間をいう。 

エ 「同条第１項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面に

より通知しなければならない」 

本条が適用されるケースは例外的な場合であり、比較的早期に本条の適用の必要

性の見当がつくと考えられるので、前条第１項に規定する原則的な処理期間内（補

正に要した期間を除いて開示請求があった日から１４日間）に、必要な通知を行わ

なければならない。 

開示決定等の期間の特例延長の通知は、施行規則第９条で定める「個人情報開示

決定等期間特例延長通知書（様式第１０号）」によるものとする。 

なお、この書面において、６０日以内に開示決定等をする「相当の部分」を示す

ことは要しない。これは、１４日以内に通知しなければならないため、当該時点で

６０日以内に開示決定等をできる部分を的確に判断することが困難であること、６

０日以内には当該部分についての開示決定等が通知されることを考慮したもので

ある。 
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（２）第１項第１号関係 

「この項の規定を適用する旨及びその理由」 

本条を適用することが必要となった事情を一般の人が理解し得る程度に示すこと

を意味する。 

（３）第１項第２号関係 

「残りの個人情報について開示決定等をする期限」 

最終的に当該開示請求に係る個人情報の全ての部分についての開示決定等を終え

ることが可能であると見込まれる期限を意味する。 

本条の性質上、当該期限が比較的長期になる場合もあり得るため、予測し得ない事

務の繁忙等その後の事情の変化により、当該期限を厳守できない場合が想定できない

わけではない。しかしながら、特例規定を適用する場合には、請求者に処理の時期の

見通しを通知することが適切である。 

仮に通知した期限までに開示決定等がなされなかった場合には、開示請求者は、不

作為についての審査請求や不作為の違法確認訴訟により争う余地があるが、不作為に

当たるかどうかは、個別の案件に応じた判断が必要であり、通知した期限を守れなか

ったことを理由として直ちに違法とする趣旨ではない。 

（４）第２項関係 

本項は、第１項第２号の期限を経過した後においてもなお実施機関が開示決定等を

しない場合に開示しない旨の決定をしたとみなすことを定めたものである。 

３ 運用 

（１）開示請求に係る個人情報の相当の部分の開示決定等の期限は６０日以内であるが、

本条を適用する旨及びその理由の開示請求者への通知の期限は１４日以内であること

に留意しなければならない。 

（２）開示請求者が、「相当の部分」の開示を受けることで、「残りの個人情報」の開示

を求めなくなることや、一部についてのみ開示を求めるようになることがあり得る。

このため、「相当の部分」の開示を行った後、「残りの個人情報」の開示について開

示請求者に照会することが望ましい。 

 

《関係規則・要綱》 

【千葉市個人情報保護条例施行規則】 

 （個人情報開示決定等期間特例延長通知書） 

第９条 条例第２１条第１項に規定する書面は、個人情報開示決定等期間特例延長通知書（様

式第１０号）とする。 
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【千葉市個人情報保護事務取扱要綱】 

第５ 開示請求に係る事務 

４ 開示請求に対する措置 

（４）決定期間の延長 

ウ 開示決定等に係る個人情報が著しく大量である場合 

所管課は、開示請求に係る個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日

の翌日から起算して６０日以内にその全てについて開示決定等をすることができな

いことが明らかになった場合は、条例第２１条第１項の規定により、開示請求に係る

個人情報を分割して処理する。この場合には、個人情報開示決定等期間特例延長通知

書（規則様式第１０号）を作成し、開示請求者に送付するとともに、その写しを市政

情報室に送付する。 
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第２２条 事案の移送 

第２２条 実施機関は、開示請求に係る個人情報（情報提供等記録を除く。）が他の実施

機関から提供されたものであるとき、その他他の実施機関において開示決定等をする

ことにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機

関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、

開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。 

２ 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該

開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をし

た実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。 

３ 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第１９条第１項の決定（以下「開示

決定」という。）をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。

この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなけれ

ばならない。 

１ 趣旨 

本条は、開示請求を受けた実施機関が、他の実施機関へ開示請求事案を移送する場合

について、その要件及び手続を定めたものである。 

２ 解釈 

開示請求に係る個人情報が他の実施機関から提供されたものであるときなどは、当該

他の実施機関の判断に委ねた方が迅速かつ適切な処理に資することがあると考えられ

るので、実施機関は、当該他の実施機関と協議の上、事案を移送することができること

とした。 

ただし、情報提供等記録については、その記録項目から不開示情報が類型的に定まる

と思料されるため事案の移送の必要性が認められず、また、事案の移送による手続の遅

延が開示請求者の利益を害するおそれもあることから、事案の移送は認められないもの

としている。 

（１）第１項関係 

ア 「正当な理由があるとき」 

本項で例示された「開示請求に係る個人情報が他の実施機関から提供されたもの

であるとき」のほか、開示請求に係る個人情報の重要な部分が他の実施機関の事

務・事業に係るものである場合などであって、他の実施機関の判断に委ねた方が適

当な場合である。 

イ 「協議の上、移送する」 

単に協議したという事実があれば移送できるということではなく、実施機関相互
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の協議が整った場合に移送できるという趣旨であり、協議が整わない場合には、開

示請求を受けた実施機関が開示決定等を行うことになる。 

ウ 事案の移送の通知は、施行規則第１０条で定める「個人情報開示決定等事案移送

通知書（様式第１１号）」によるものとする。 

書面による通知内容としては、移送の年月日、移送先の実施機関の長の名称及び

移送の理由が考えられる。 

（２）第２項関係 

ア 「前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、

当該開示請求についての開示決定等をしなければならない」 

移送の効果として、移送を受けた実施機関が第１９条各項の開示決定等を行うこ

とを明確にするため規定したものである。 

イ 「移送前にした行為」 

第１４条第３項の規定による開示請求書の補正など条例に基づき移送前にした

行為を全て含む。移送前にした行為が移送後も移送を受けた実施機関の行為として

有効となるよう規定したものである。 

ウ 「移送を受けた実施機関が第１９条第１項の決定をしたときは、当該実施機関は、

開示の実施をしなければならない」 

移送の効果として、移送を受けた実施機関が、開示請求に係る個人情報の全部又

は一部を開示する決定を行ったときは、自らの責任において、開示の実施を行わな

ければならないことを明確にするために規定したものである。 

（３）第３項関係 

本項は、開示の実施は、移送を受けた実施機関の責任において行われるが、その開

示の実施が円滑に行われるよう、移送をした実施機関の協力義務を明記したものであ

る。例えば、①移送前にした行為があれば、その記録を作成し、これを提供すること、

②移送した実施機関で開示請求書の写しを作成・保管するとともに、開示請求書を提

供すること、③事案を移送した旨の開示請求者に対する通知の写しの提供、④他の実

施機関が請求に係る個人情報が記録されている公文書を保有していない場合には、そ

の開示請求に係る個人情報が記録されている公文書の写しの提供又は原本の貸与、⑤

原本を閲覧する方法による開示の実施のための個人情報が記録されている公文書の

貸与等の協力が考えられる。 

３ 運用 

（１）移送は、専ら実施機関同士の問題であることから、開示決定等の期限については、

第２０条第１項により、当初の開示請求のあった時点から計算される。したがって、

移送の協議は、開示請求を受けてから速やかに行われるべきである。 
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（２）開示請求者との関係において、開示決定等を行うべき実施機関が何度も変わること

（再移送）は、適当ではない。移送の協議の際には、移送を行うことが適当と考えら

れる実施機関が他にもあれば、これらの実施機関も交えて協議を行い、移送先を決定

すべきである。 

（３）事案の移送は、開示請求を受けた実施機関が請求に係る個人情報を保有しているも

のの、開示・不開示の判断については他の実施機関が行うことが適当な場合に行われ

るものである。したがって、開示請求を受けた実施機関が請求に係る個人情報を保有

していない場合は、事案の移送の場合には当たらない。 

 

《関係規則・要綱》 

【千葉市個人情報保護条例施行規則】 

（個人情報開示決定等事案移送通知書） 

第１０条 条例第２２条第１項に規定する書面は、個人情報開示決定等事案移送通知書（様式

第１１号）とする。 

 

【千葉市個人情報保護事務取扱要綱】 

第５ 開示請求に係る事務 

３ 事案の移送 

条例第２２条の規定に基づき事案を移送する実施機関は、次のとおり事務を行うものと

する。（なお、条例第２２条は番号法に規定する特定個人情報のうち情報提供等記録を適

用除外としていることに留意すること。） 

（１）移送先実施機関との協議を経て、事案の移送を決定し、決定後、移送先実施機関に事

案を移送する旨の通知文及び開示請求書を送付する。 

（２）市政情報室に対し、事案を移送した旨を書面により通知する。 

（３）開示請求者に対し、個人情報開示決定等事案移送通知書（規則様式第１１号）により

事案を移送した旨通知する。 

（４）事案を移送した場合には、移送先実施機関との連絡を密にするとともに、開示請求に 

係る個人情報が記録された公文書の貸与その他必要な協力を行う。 
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第２３条 第三者に対する意見書提出の機会の付与等 

第２３条 開示請求に係る個人情報に本市並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団

体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの（以下この条、第４３条、第４４条

及び第４７条において「第三者」という。）に関する情報が含まれているときは、実施

機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に

関する情報の内容その他必要な事項を通知して、意見書を提出する機会を与えること

ができる。 

２ 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三

者に対し、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所

在が判明しない場合は、この限りでない。 

（１）第三者に関する情報が含まれている個人情報を開示しようとする場合であって、

当該第三者に関する情報が第１５条第３号イ又は同条第４号ただし書に規定する情

報に該当すると認められるとき。 

（２）第三者に関する情報が含まれている個人情報を第１７条の規定により開示しよう

とするとき。 

３ 実施機関は、前２項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第

三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開

示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも２週間を

置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定の後直ちに、当該

意見書（第４２条及び第４３条において「反対意見書」という。）を提出した者に対し、

開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければ

ならない。 

１ 趣旨 

本条は、実施機関が開示請求の処理を行うに当たって、第三者の権利利益の適正な保

護を図るため、必要な調査の一環として設けられた手続的規定であり、第三者に対する

意見書提出の機会の付与、開示に反対の意思を表示した意見書の提出があった場合の措

置について定めるものである。 

２ 解釈 

第三者に関する情報が含まれている個人情報について開示請求があったときは、当該

第三者に意見書の提出の機会を与えることができることとしている。特に、人の生命、

健康、生活、財産を保護するため必要があること等を理由として開示しようとするとき

には、当該機会を与えることを義務付けている。また、当該第三者から開示に反対する

旨の意見書が提出された場合において、開示決定をするときには、開示決定日と開示の
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実施日との間を空けなければならないこととしているが、これは開示の実施前に当該第

三者が争訟を提起する機会を確保し、第三者の権利利益の保護を図るものである。 

（１）第１項関係 

本項は、実施機関が開示請求の処理を行うに当たって、第三者の意見を聴くことが

できる旨を定めている。 

実施機関が、開示・不開示の判断を行うに当たって、より的確な判断を行うため、

関係する第三者の意見を聴くことは有意義である。 

第三者に関する情報が含まれているといっても、例えば、当該情報が既に公にされ

ているものである場合、同種のケースについて不開示決定を行う取扱いが確立してい

る場合、当該第三者が反対しないことが明らかである場合など、第三者に意見提出の

機会を与える必要がない場合もあるので、本項では、意見書提出の機会を与えるかど

うかについては実施機関の判断に委ねている。 

なお、開示・不開示の判断を行うに当たって、実施機関による資料の収集、意見の

聴取等は、特別の規定がなくとも、任意に、適宜の方法で行うことは可能であるが、

本項による手続を採った場合には、第三項の適用を受ける。 

ア 「第三者に関する情報が含まれているとき」 

意見を聴くことができる「第三者」の範囲から市等を除いているのは、これらの

者に対しては、必要があるときは、任意に、適宜の方法により意見を求めれば足り

ることによる。 

「第三者に関する情報」とは、当該第三者が識別できる情報に限らず、第三者に

何らかの関連性を有する情報も含まれる。 

イ 「当該第三者に関する情報の内容その他必要な事項を通知して」 

通知の目的は、第三者に対して意見書提出の機会を付与するものであることから、

通知される情報の内容は、第三者が反対意見書を提出するか否かの判断を行うに当

たって必要十分な範囲のものであれば足りる。 

したがって、通知される「当該第三者に関する情報の内容」は、情報そのもので

はなく、当該第三者が、自己のどのような情報について開示がなされようとしてい

るのかを認識するに足りる程度の内容（概要程度のもの）を意味する。 

なお、当該第三者への通知を書面で行う場合には、施行規則第１１条第１項で定

める「個人情報の開示に係る意見照会書（様式第１２号）」によるものとする。 

ウ 「意見書を提出する機会を与えることができる。」 

本項の規定による意見聴取の結果、開示に反対の意見が出されたときは、第三項

の規定による手続を採ることが必要となるため、本条に基づく意見聴取手続につい

ては、書面の提出によることとした。 
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なお、当該第三者からの意見書の提出は、施行規則第１１条第２項で定める「個

人情報の開示に係る意見書（様式第１３号）」によるものとする。 

開示・不開示の判断はあくまでも当該第三者に関する情報が第１５条に規定する

不開示情報に該当するか否かによって行われるものであり、第三者の意向によって

決まるものではない。 

意見書にどのような内容を記載するかについては、第三者の判断に委ねられてい

るが、単に開示に賛成か、反対かを記載するだけでは意見書を提出する意義に乏し

く、できる限り実施機関の開示・不開示の判断に資するような情報の提供が望まれ

る。なお、意見書には、意見の内容を裏付ける資料を添付することができる。 

（２）第２項関係 

本項は、不開示情報に該当するにもかかわらず、人の生命、健康、生活、財産を保

護するため必要があること等を理由として開示しようとする場合は、当該個人情報に

含まれている情報に係る第三者の権利利益を侵害するおそれがあることから、適正手

続の保障の観点から、当該第三者に意見書提出の機会を与えることを義務付けるもの

である。 

前項において書面で照会する場合と同様に、当該第三者への通知は「個人情報の開

示に係る意見照会書」、当該第三者からの意見書の提出は「個人情報の開示に係る意

見書」によるものとする。 

本項が適用されるのは、第三者に関する情報が含まれている場合であって、次の三

つの場合のいずれかに該当し、個人情報を開示しようとするときである。 

（ア）開示請求者以外の個人に関する情報ではあるが、人の生命、健康等を保護する

ために、開示することが必要であると認められるもの（第１５条第３号イ） 

（イ）法人等情報ではあるが、人の生命、健康等を保護するために、開示することが

必要であると認められるもの（第１５条第４号ただし書） 

（ウ）不開示情報が含まれている個人情報ではあるが、個人の権利利益を保護する観

点から特に開示する必要があると認められるもの（第１７条） 

ア 「当該第三者に対し、意見書を提出する機会を与えなければならない」 

第１項とは異なり、必要的意見聴取の規定である。 

「当該第三者」とは、人の生命、健康、生活、財産を保護するため必要があるこ

と等を理由とする開示によらなければ不開示となる情報に係る第三者を指し、開示

請求に係る個人情報に含まれる他の情報に係る第三者を含まない。 

イ 「当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない」 

実施機関が、第三者の所在について、合理的な努力をしたにもかかわらず、当該

第三者の所在が判明しない場合には、手続が進められなくなることを避けるため、
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意見書提出の機会を与えなくてよい。 

例えば、実施機関に届けられている住所や、法人であれば登記簿に記載された所

在地に郵送しても不達の場合には、本規定が適用される。また、第三者が死亡して

いる場合や解散している場合も、本規定の対象となる。 

（３）第３項関係 

本項は、意見書提出の機会を与えられ、開示に反対する意見書を提出した第三者が、

開示決定について、行政上又は司法上の救済手続を講ずる機会を確保するものである。

個人情報に含まれる第三者の情報が一旦開示されてしまうと、保護されるべき第三者

の権利利益の救済は不可能となることから、開示の実施前に、第三者が開示決定に対

する審査請求又は取消訴訟を提起することができるようにする必要がある。このため、

開示決定をしたときは、反対意見書を提出した第三者に対し、必要な事項を通知する

とともに、開示の実施までに一定期間を置くこととした。 

なお、行政不服審査法及び行政事件訴訟法上、執行不停止の原則が採られているの

で、開示決定を争おうとする第三者は、審査請求又は訴訟を提起すると同時に、開示

決定処分の執行停止の申立て（行政不服審査法第２５条第２項以下、行政事件訴訟法

第２５条第２項以下）をする必要がある。 

ア 「前２項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関

する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定

をするとき」 

「意見書を提出した場合」における提出の時点は、第三者が意見書を送付した時

点ではなく、意見書が当該実施機関に到達した時点を意味する。実施機関が指定し

た期限後に意見書が提出された場合には、本条に基づく手続の対象外となるが、開

示決定等の前であれば、当該意見書に記載された情報を考慮することは当然可能で

ある。 

ａ 「開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合」 

意見書において、当該第三者が開示を望まない旨の趣旨が明らかであれば足り

る。 

ｂ 「開示決定をするとき」 

個人情報の全部の開示の決定に限らず、一部開示の決定をするときも含まれる

が、当該第三者に関する情報を不開示とする場合は含まれない。 

イ 「開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも２週間を置かなければな

らない」 

第三者が審査請求又は訴訟を提起するのに最低限必要な期間として、開示を実施

するまでに２週間以上の期間を確保しなければならないこととするものである。 
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開示請求者が速やかに開示を受ける権利の保障との関係で、期間を明確化するこ

とが適当であると考えられることによるが、「２週間」としたのは、事前に当該第

三者の意見を聴いているという事情を踏まえ、訴訟手続における控訴期間を参考に

したものである。 

個別の事案に応じ、２週間を超える期間を置くことを妨げるものではないが、開

示請求者が速やかに開示を受けられる利益を不当に害することのないよう、第三者

の利益と開示請求者の利益との比較衡量が必要である。 

ウ 「開示決定の後直ちに、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日

を書面により通知しなければならない」について 

なお、当該通知は、施行規則第１１条第４項で定める「個人情報の開示に係る通

知書（様式第１４号）」によるものとする。 

反対意見書を提出した第三者が争訟を提起しようとする場合に必要な情報を提

供する趣旨である。この通知は、第三者が争訟の提起のために必要な準備作業に要

する時間を確保できるよう、開示決定をしたときは直ちに行う必要がある。 

ａ 「開示決定の理由」 

第三者に係る情報が不開示情報に該当しないと判断した理由又は裁量的開示

が必要と判断した理由を記載することになるが、開示することとした部分全てに

ついての理由を記載する必要はなく、当該第三者に係る情報を開示することとし

た理由のみを記載すれば足りる。なお、反対意見書に記載されている項目につい

て、一々理由を加える必要はない。 

ｂ 「開示を実施する日」 

開示決定の時点では必ずしも確定日とはならないので、開示を実施することが

見込まれる日でもよい。 

３ 運用 

（１）第１項は、意見を求める機会を「与えることができる」とする任意的意見聴取につ

いて定めたもので、「与えなければならない」とする必要的意見聴取について定めた

第２項とは異なる。このため、第１項における意見書提出の機会の付与の通知は、口

頭で行っても差し支えないが、第２項における意見書提出の機会の付与の通知は、書

面で行わなければならない。 

（２）第１項及び第２項を通じて、「第三者」から市等及び開示請求者を除いているが、

このことは、これらのものからの意見聴取の必要性自体を否定するものではなく、必

要と認めるときは、任意に行われるべきである。 

（３）第３項において、第三者のために、開示決定の取消しを求める争訟を提起し、開示

の執行停止の申立てを行うための期間（２週間以上）を設ける場合には、同時に、開
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示請求者の迅速な開示への期待についても配慮する必要がある。 

（４）第三者に意見書提出の機会を付与するに当たって、当該第三者に関する情報の内容

等を通知する際に、開示請求者に係る個人情報がどのようなものであるかなどを当該

第三者に推知されてしまうと、思わぬところで開示請求者に不利益となる結果が予想

される。一方、第三者が意見書提出の必要性を判断するに当たって、その判断に必要

な程度で開示請求に係る個人情報に含まれる第三者の情報がどのようなものであるか、

その内容を示すことが必要である。そこで、両者の均衡を取り、第三者に関する情報

の内容を通知する際には、開示請求者の権利利益を不当に損なうことがないよう留意

しなければならない。 

 

《関係規則・要綱》 

【千葉市個人情報保護条例施行規則】 

（個人情報の開示に係る意見照会書等） 

第１１条  条例第２３条第１項の規定による通知は、個人情報の開示に係る意見照会書（様

式第１２号）により行うものとする。ただし、実施機関（条例第２条第７号に規定する実施

機関をいう。以下同じ。）が書面により行う必要がないと認める場合は、この限りでない。 

２ 条例第２３条第１項及び第２項に規定する意見書は、個人情報の開示に係る意見書（様式

第１３号）とする。 

３ 条例第２３条第２項の規定により意見書を提出する機会を与える場合は、第１項に規定す

る個人情報の開示に係る意見照会書により行うものとする。 

４ 条例第２３条第３項に規定する書面は、個人情報の開示に係る通知書（様式第１４号）と

する。 

 

【千葉市個人情報保護事務取扱要綱】 

第５ 開示請求に係る事務 

４ 開示請求に対する措置 

（３）第三者に関する情報の取扱い 

ア 第三者に対する意見書提出の機会の付与 

所管課は、開示請求に係る個人情報に第三者情報が含まれている場合には、慎重か

つ公正な開示決定等をするため、条例第２３条第１項の規定により、必要に応じ、当

該第三者に意見書を提出する機会を与えること（以下「意見照会」という。）ができ

る。ただし、同条第２項各号のいずれかに該当するときは、意見照会を行わなければ

ならない。 
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イ 意見照会する事項 

意見照会する事項は、当該個人情報が開示されることによる第三者の権利利益の侵

害の有無、第三者との協力関係、信頼関係に対する影響の有無その他必要と認める事

項とする。 

ウ 意見照会の方法 

意見照会は、所管課において、第三者に対して、当該第三者情報が含まれている個

人情報について開示請求があったことを、 

個人情報の開示に係る意見照会書（規則様式第１２号。以下「意見照会書」という。）

又は口頭により通知し、当該第三者から原則として個人情報の開示に係る意見書（規

則様式第１３号。以下「意見書」という。）での回答を求めることにより行う。 

なお、意見の回答は、１週間以内に提出するよう協力を求めるものとし、意見照会

書に回答期限を明記する。 

また、意見照会を行う際は、開示請求者の個人情報が当該第三者に知られることの

ないよう、十分に配慮して行わなければならない。 

エ 調査書の作成 

第三者が口頭で意見を述べた場合は、所管課は、次に掲げる事項を記録した調査書

を作成する。 

（ア）当該第三者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては名称及び代表者の氏名

並びに事務所の所在地） 

（イ）意見照会を行った年月日 

（ウ）意見照会の内容 

（エ）当該第三者の意見の内容（開示に反対する意思の有無、開示に反対する部分及び

その具体的理由） 

（オ）その他必要な事項 

オ 開示決定をした旨の通知 

（ア）意見照会を行った所管課は、第三者から開示に反対の意思を表示した意見書が提

出された場合において、当該反対の意思が表示された部分について開示決定（部分

開示決定を含む）をしたときは、当該第三者に対し、個人情報の開示に係る通知書

（規則様式第１４号）によりその旨を通知する。 

（イ）意見照会を行った所管課は、第三者から開示に反対の意思を表示した意見書が提

出された場合において、当該反対の意思が表示された部分について不開示決定をし

たときは、当該第三者に対し、その旨を書面又は口頭により通知する。 
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第２４条 開示の実施 

第２４条 個人情報の開示は、個人情報が記録された文書又は図画については閲覧又は

写しの交付でその種別に応じて規則で定める方法により、個人情報が記録された電磁

的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により

行う。ただし、実施機関は、個人情報の開示をする場合において、開示することによ

り当該公文書が汚損し、又は破損するおそれがあるとき、その他相当の理由があると

きは、当該公文書の写しにより開示することができる。 

２ 開示決定に基づき個人情報の開示を受ける者は、当該開示決定をした実施機関に対

し、その求める開示の方法その他の開示の実施に関し必要な事項を記載した書面によ

り申し出なければならない。 

３ 前項の規定による申出は、第１９条第１項に規定する通知があった日の翌日から起

算して３０日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすること

ができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。 

４ 第１４条第２項の規定は、個人情報の開示を受ける者について準用する。 

１ 趣旨 

本条は、第１９条第１項の規定により個人情報を開示する旨の決定をした場合におけ

る当該個人情報の開示の実施の方法を定めたものである。 

２ 解釈 

（１）第１項関係 

ア 個人情報が「文書又は図画」に記録されているときの開示の方法 

（ア）「文書又は図画」という視覚によってその内容を確認できるものに記録されて

いる場合には、当該文書又は図画そのものを見せる「閲覧」と、その写しを作成

して交付する「写しの交付」を開示の方法とした。開示を受ける者は、そのいず

れか又は両方の方法を選択することができる。 

（イ）個人情報が文書又は図画に記録されているときの閲覧については、原本の保存

に支障を生ずるおそれがあるなど、原本を閲覧に供することが困難な場合があり

得るので、その場合は、写しによる。 

例えば、原本の傷みが激しくそのまま開示に供すると、その保存に支障がある

場合、原本を事務事業に使用する必要があり閲覧等に供すると事務事業の遂行に

支障がある場合、部分的に不開示の箇所があり的確に部分開示をするためには墨

塗りを施す必要がある場合等において、同一性を保持した上で、いったん原本の

写しを作成し、これを閲覧に供したり、この写しに墨塗りをしたもの又はこれら

の写しを閲覧に供したり又は交付したりすることを想定している。 
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ａ 「当該公文書が汚損し、又は破損するおそれがあるとき」 

当該公文書の使用頻度が高く、又はその形態・形状から、開示することによ

り汚損・破損するおそれのある次のような場合をいう。 

（ａ）紙の文書又は図画の一部に不開示情報が記録されており、原本のまま開示

したのでは、開示後に不開示部分に貼った紙をはがすことにより原本を破損

するおそれがあるとき。 

（ｂ）光ディスク等電磁的記録に記録された情報の改ざん防止など原本の保護を

図る必要があるとき。 

ｂ 「その他相当の理由があるとき」 

次のような場合をいう。 

（ａ）第１６条の規定により部分開示を行おうとする場合であって、電磁的記録

の一部に不開示情報が記録されており、電磁的記録のままでは、技術上の理

由により、不開示情報が記録されている部分を除いて開示することが困難で

あるとき。 

（ｂ）常用の公文書を開示することにより日常の業務に支障が生ずるとき。 

（ｃ）その他実施機関において相当の理由があるとき。 

イ 個人情報が「電磁的記録」に記録されているときの開示の方法 

電磁的記録の開示方法については、種々の形態が考えられるところであり、特に電

子計算機処理に係る情報については、再生用機器の普及状況及びセキュリティの確保

に係る技術的・専門的な観点からの検討を行う必要があることから、「その種別、情

報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う」としたものである。 

具体的には、用紙に出力したものの閲覧、専用機器により再生したものの閲覧又は

視聴や、専用プログラムにより用紙に出力したもの、光ディスクに複写したもの等の

交付が考えられる。 

（２）第２項関係 

個人情報の開示を受ける者（第１９条第１項の規定により開示決定に係る通知を受

けた者）は、求める開示の実施の方法その他の開示の実施に関し必要な事項を書面に

より申し出なければならない。 

具体的には、申出事項は、①求める開示の実施の方法、②個人情報の一部について

開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分としている。 

（３）第３項関係 

ア 開示の実施の申出は、開示決定の通知があった日（開示請求者が開示決定通知書

を受け取った日を指す。）から３０日以内にしなければならない。当該期間を経過

したときは、開示決定を受けた者であっても、開示を受けるためには、再度、開示
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請求を行うことが必要となる。 

なお、開示の実施の申出は、施行規則第１２条第５項で定める「個人情報開示方

法等申出書（様式第１５号）」によるものとする。 

イ 「当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるとき

は、この限りでない」 

（ア）申出期限を徒過したことにつき正当な理由があるときは、３０日経過後であっ

ても申し出ることができることとし、開示決定に係る通知を受けた者の権利保護

を図っている。３０日経過後に申出があった場合には、実施機関は、期間内に申

出ができなかったことについての正当な理由の有無を審査し、正当な理由がある

と認められるときは、開示を実施する。 

「正当な理由」には、災害のほか、病気療養中などが挙げられる。 

（イ）条例は、本人が自己の個人情報の開示を受けるにすぎず、その情報量は一般的

に少ないと考えられることから、情報公開条例のように更なる開示の仕組み（情

報公開条例第１６条第４項）を設けていない。 

（４）第４項関係 

本項は、誤って開示請求者以外の者に個人情報を開示することがないよう、開示請

求の場合と同様、個人情報の開示を受ける者は、自己が開示請求者であることを証明

するために必要な書類を提出し、又は提示する義務があることを定めたものである。 

   ただし、本人確認のため提出又は提示を求めた住民票等は開示請求をした日前３０

日以内に作製されたものであれば良い。 

３ 運用 

（１）開示請求者の利便の向上を図るためには、可能な限り、開示請求者の希望する方法

で個人情報が開示されることが望ましい。しかし、一方で、個人情報の開示には、技

術上の問題、コストの問題、事務処理上の問題等が存在する場合があるため、全ての

場合において開示請求者の希望する方法で個人情報を開示することには困難が伴う。 

   このため、本条第１項に定める開示の方法以外の方法による個人情報の開示を求め

られた場合には、技術上の問題、コストの問題その他事務処理上の問題を考慮しつつ、

可能な限り情報提供で対応するものとする。この場合、情報提供に係る実費（媒体費

用、プログラム作成費用等）の負担を求めるものとする。 

電磁的記録の開示には、汎用コンピュータのデータの開示のために新たなプログラ

ムを組む必要がある場合や、プライバシーの保護や原本の保護（情報の改ざん防止等）

を図る必要がある場合等が考えられる。このため、電磁的記録に係る開示の方法につ

いては、規則別表の備考において次のような制限を加えている。 

ア 電磁的記録の開示を、実施機関がその保有するプログラムにより行うことができ
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るものに限定する。 

イ 電磁的記録を映写又は再生する機器を、専用機器（開示を受けるものの閲覧、視

聴又は聴取の用に供するために、実施機関により備え置かれているもの）に限定す

る。 

（２）郵送による写しの交付は、開示請求者本人の確認を十分に行う必要があるとともに、

開示請求者本人に確実に送付するため、第１４条関係３（４）のとおり送付するもの

とする。なお、開示請求書を送付されて開示請求を受けた場合には、郵送による写し

の交付をするにあたって、改めて本人確認書類の提出を求める必要はないものとする。 

（３）本条第１項の規定にかかわらず、第２６条第１項の規定により行われた口頭による

開示請求に係る個人情報については、実施機関が別に定める方法により開示を行う。

（第２６条第２項） 

 

《関係規則・要綱》 

【千葉市個人情報保護条例施行規則】 

 （開示の実施等） 

第１２条 条例第２４条第１項に規定する規則で定める方法は、別表の左欄に掲げる個人情報

が記録された公文書（条例第２条第１０号に規定する公文書をいう。以下同じ。）の区分に

応じ、同表の右欄に定める開示の方法とする。 

２ 条例第２４条第１項の規定により公文書を閲覧し、視聴し、又は聴取する者は、当該公文

書を丁寧に取り扱うとともに、汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷してはならな

い。 

３ 実施機関は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、

閲覧、視聴又は聴取を中止させ、又は禁止することができる。 

４ 条例第２４条第１項の規定により写しを交付する場合における当該写しの交付部数は、公

文書１件につき１部とする。 

５ 条例第２４条第２項に規定する書面は、個人情報開示方法等申出書（様式第１５号）とす

る。 
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別表（第１２条関係） 

公文書の種別 開示の方法 

１ 文書又は図画（２の項

に該当するものを除く。) 

（１）閲覧 

（２）写しの交付（用紙に複写したものの交付に限る。） 

２ マイクロフィルム （１）閲覧（専用機器により映写したもの又は用紙に印刷したものの閲覧に

限る。） 

（２）写しの交付（用紙に複写したものの交付に限る。） 

３ 電磁的記録 （１）閲覧、視聴又は聴取（専用機器により再生したものの閲覧、視聴若し

くは聴取又は用紙に出力したものの閲覧に限る。） 

 （２）写しの交付（用紙に出力したもの又は光ディスクに複写したものの交

付に限る。） 

 備考 

１ 用紙は、原則として産業標準化法（昭和２４年法律第１８５号）第２０条第１項に規定する日本産

業規格（以下「日本産業規格」という。）Ａ列３番までのものを用いるものとする。 

２ 光ディスクは、日本産業規格Ｘ０６０６及びＸ６２８１又は日本産業規格Ｘ６２４１に適合する直

径１２０ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものを用いるものとする。 

３ 電磁的記録の開示は、実施機関がその保有するプログラム（電子計算機に対する指令であって、一

の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。）により行うことができるものにより行

う。 

４ 専用機器とは、開示を受ける者の閲覧、視聴又は聴取の用に供するために、実施機関により備え置

かれたものをいう。 

【千葉市個人情報保護事務取扱要綱】 

第５ 開示請求に係る事務 

５ 個人情報の開示の実施 

（１）開示の方法 

開示の方法は、次のとおりとする。 

ア 文書又は図画の開示の方法 

（ア）閲覧 

ａ 紙の文書又は図画 

（ａ）紙の文書又は図画の閲覧は、これらの原本を指定の場所で閲覧に供すること

により行う。ただし、条例第２４条第１項ただし書の規定により公文書の写し

を閲覧に供するときは、用紙に複写したものを閲覧に供することにより行う。 

（ｂ）紙の文書又は図画を閲覧に供する場合の部分開示は、次の方法により行う。 

・ 開示部分と不開示部分が頁単位で区分できるときは、不開示部分に係る頁

を除いて閲覧に供する。 
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・ 開示部分と不開示部分が同一頁にあるときは、あらかじめ当該公文書の写

しを作成し、開示することができない部分を黒塗りし、又は当該部分にテー

プ等を貼付する等して目隠ししたものを閲覧に供する。 

     （ｃ）閲覧に供する目的で公文書の写しを作成した場合は、閲覧終了後速やかに  

適切な方法で当該公文書の写しを廃棄する。 

ｂ マイクロフィルム 

（ａ）専用機器により映写することによるマイクロフィルムの閲覧は、マイクロフ

ィルムリーダーの通常の用法により行う。 

（ｂ）マイクロフィルムの一部に不開示情報が記録されており、専用機器により映

写したものの閲覧では、技術上の理由により、不開示情報が記録されている部

分を容易に区分して除くことが困難であるときは、条例第２４条第１項ただし

書の規定に基づき、用紙に印刷したものを閲覧に供する。 

（ｃ）用紙に印刷することによるマイクロフィルムの閲覧は、紙の文書又は図画の

閲覧と同様の方法で行う（閲覧終了後の廃棄を含む。）。 

（イ）写しの交付 

ａ 文書又は図画の写しは、原則として、所管課において作成する。 

ｂ 多色刷りによる写しの交付は、開示請求者から申出のあった場合にのみ行う。 

ｃ 紙の文書又は図画の写しの作成は、対象公文書の原寸により行うものであるが、

開示請求者からの申出があり、かつ、複写作業に著しい支障を来さないと実施機

関が認めたときは、Ｂ５判、Ａ４判、Ｂ４判又はＡ３判のいずれかの規格に拡大

又は縮小することにより写しを作成し、交付することができる。ただし、複数頁

を合成して１枚の写しを作成することはしない。 

イ 電磁的記録の開示の方法 

（ア）用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付 

ａ 用紙に出力することによる電磁的記録の閲覧又は写しの交付は紙の文書又は

図画の場合と同様の方法で行う。 

ｂ 画面のハードコピー（ある時点において画面に表示されている状態をそのまま

用紙に出力したものをいう。以下同じ。）は、画面の表示自体が画面のスクロー

ルや拡大・縮小等の操作によって随時変化すること等を考慮すると、必ずしも開

示請求の対象となった電磁的記録の内容そのものの写しとは認められない。 

したがって、原則としてハードコピーによる開示は行わないものとし、次のい

ずれにも該当する場合に限り、例外としてハードコピーによる開示を行うものと

する。 

（ａ）ハードコピー以外に電磁的記録を用紙に出力する方法が存在しないこと。 
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（ｂ）電磁的記録を記録媒体に複写する方法が存在しないこと（記録媒体に複写で

きても、当該電磁的記録に不開示情報が存在し、これを除くことが技術的に困

難である場合を含む。）。 

（ｃ）ハードコピーにより、開示請求の対象となった電磁的記録の内容を正確に複

写することができること。 

（ｄ）ハードコピーにより、開示請求の対象となった電磁的記録における請求対象

の範囲を的確に複写することができること。 

なお、印刷枚数は必要最小限とするよう努めるものとする。 

（イ）専用機器により再生したものの閲覧、視聴若しくは聴取又は電磁的記録媒体に複

写したものの交付 

ａ 専用機器により再生することによる電磁的記録の閲覧、視聴又は聴取は、再生

機器の通常の用法により行う。 

ｂ 電磁的記録を専用機器により閲覧、視聴又は聴取に供する場合は、原本保護の

観点から、原則として、光ディスクその他の専用機器において再生できる電磁的

記録媒体にいったん複写し、これを専用機器で再生したものを閲覧、視聴又は聴

取に供する。 

ｃ 電磁的記録の一部に不開示情報が記録されており、技術上の理由により、不開

示情報が記録されている部分を区分して除くことが困難であるときは、条例第２

４条第１項の規定に基づき、用紙に出力したものを開示する。この場合において、

用紙に出力することができないときは、開示を行わない。 

ｄ 一部に不開示情報が記録されている音声データは、市政情報室に備え置かれて

いるプログラムを使用して当該不開示情報を除くことができる。 

ｅ 電磁的記録の写し（電磁的記録媒体に複写したもの）は、原則として、所管課

において作成する。 

ｆ 複写する電磁的記録媒体は、開示請求者が指定する場合を除き、費用が最小と

なるものを使用する。なお、１枚の電磁的記録媒体に収まらない量の電磁的記録

を電磁的記録媒体に複写し、交付する場合は、複数の電磁的記録媒体に分割して

複写する。 

（２）開示の実施事務 

ア 日時及び場所 

個人情報の開示は、開示決定の通知書で指定した日時及び場所において実施し、開

示の時間は、概ね２時間以内とする。 

イ 職員の立会い 

個人情報の開示に当たっては、開示する個人情報、不開示部分等について説明する
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ため、原則として、所管課の職員が立ち会う。この場合において、開示請求者から個

人情報開示制度全般について職員に対して質問、相談等があったときは、市政情報室

の職員がこれに対応する。なお、写しの交付により開示を行う場合であって、開示請

求者が希望したときは、所管課職員の立会いは要しない。 

ウ 開示請求者であることの確認 

個人情報を開示する際は、開示を受ける者に対して開示決定の通知書の提示及び個

人情報開示方法等申出書の提出を求めるとともに、開示請求を受け付ける際と同様の

方法で当該請求に係る個人情報の本人、その法定代理人又は本人の委任による代理人

であることを確認することにより、開示請求者と開示を受ける者が同一人であること

を確認する。 

   エ 個人情報開示方法等申出書の取扱い 

   （ア）個人情報開示方法等申出書の記載事項の確認 

     ａ 申出年月日 

       条例第２４条第３項に定める申出期間を過ぎていないこと。 

     ｂ あて先 

       開示決定を行い、その旨を通知した実施機関の名称が記載されていること。 

ｃ 「開示を求める個人情報に係る通知書の番号」の欄 

開示を求める個人情報に係る通知書の番号が記載されており、さらに、そのう

ちの一部についてだけ開示を求める場合は、開示を求める部分が具体的に記載さ

れていること。 

ｄ 「希望する開示の方法」の欄 

個人情報開示方法等申出書の注２に示す記号又は具体的に記載された「開示方

法」が、開示決定に係る通知書に記載された「求めることができる開示方法」の

いずれかに該当するものであること。 

（イ）個人情報開示方法等申出書の処理 

   ａ 市政情報室で受け付けた場合 

個人情報開示方法等申出書の原本を所管課に送付するとともに、その写しを

保管する。 

ｂ 所管課で受け付けた場合 

個人情報開示方法等申出書の原本を保管するとともに、その写しを市政 

情報室に送付する。 

オ 開示決定の内容の確認 

開示決定の通知書に記載された個人情報と開示を受けようとする個人情報とが一

致すること並びに写しの交付を行う場合は、その数量及び写しの作成箇所等を、開示
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を受ける者に対し確認する。 

ク その他 

個人情報の開示に当たって、開示を受ける者が公文書を汚損し、若しくは破損し、

又はその内容を損傷するおそれがあるときは、当該個人情報の開示の中止又は禁止を

命ずる。なお、開示を受ける者が開示された公文書の内容を自ら記録し、又は写真撮

影を行うことは、市政情報室における秩序の維持その他の庁舎管理に支障が生じる場

合を除き、開示の趣旨に照らして必要な範囲内において認めるものとする。 

（４）指定日時以外の開示の実施 

開示請求者が指定の日時に指定の場所に来なかった場合又は開示が完了しなかった

場合は、当該請求者に連絡し、又は当該連絡者と協議し、別の日時に個人情報の開示を

実施する。この場合において、新たに開示決定の通知書は交付しない。 

ただし、開示決定等の通知書の到達見込日から３０日を超えても個人情報開示方法等

申出書が提出されない場合には、開示は実施しない。 
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第２５条 法令等による開示の実施との調整 

第２５条 実施機関は、法令等の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る個人情

報（特定個人情報を除く。）が前条第１項に規定する方法と同一の方法で開示すること

とされている場合（開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。）

には、同項の規定にかかわらず、当該個人情報については、当該同一の方法による開

示を行わない。ただし、当該法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めが

あるときは、この限りでない。 

２ 法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第１項の閲

覧とみなして、前項の規定を適用する。 

１ 趣旨 

本条は、個人情報の開示等を定める法令等の規定との調整について定めるものである。 

２ 解釈 

（１）第１項関係 

法令等に開示請求者に対する特定の個人情報の開示規定（一定の場合に開示をしな

い旨の定めがないものに限る。）があり、その開示の方法が第２４条第１項の開示の

方法（文書又は図画に記録されているときには閲覧又は写しの交付、電磁的記録に記

録されているときには規則で定める方法）と同一である場合には、条例に基づく開示

を重ねて認める必要性がないことから、当該同一の方法による開示の限度で、条例に

よる開示を行わない。 

ただし、特定個人情報については、他の法令等により同一の方法による開示が認め

られている場合であっても、条例による開示を行うこととする（例えば、情報提供等

記録は、情報提供等開示システム（マイナポータル）を通じてウェブサイトで閲覧で

きるが、条例による開示も認める。）。 

ア 本条第１項による調整が行われるのは、法令等に何人も開示請求することができ

る旨が規定されている場合に限られる。したがって、法令等による閲覧制度等にお

いて請求権者が限定されている場合には、条例が併せて適用される。 

イ 「法令等」 

法律、政令、府省令その他行政機関の命令及び条例をいう。本条の調整の対象と

なる規定は、開示請求者に対して開示することとされているものであって、一定の

場合には開示をしない旨の定めがないものに限られる。府省令その他行政機関の命

令については、委任命令であると実施命令（執行命令）であることを問わない。 

ウ 「開示請求者」としたのは、条例では、代理人による開示請求も認めていること

から（第１３条第２項）、本人のほか、代理人も含む趣旨である。 
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エ 「前条第１項に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合」 

法令等の規定による開示の方法が第２４条第１項の開示の方法と同一である場

合に限って、当該同一の方法による開示をしないこととするものである。 

例えば、法令等に閲覧の方法による開示が規定されている場合、閲覧の方法によ

る開示については、条例では行わず、法令等によることとなる。その場合であって

も、写しの交付の方法による開示については、条例に基づく開示請求を行い、開示

決定があれば、第２４条第２項の規定により写しの交付の方法を申し出ることがで

きる。 

法令等の規定により開示を行う主体には、開示請求に係る実施機関のみならず、

他の実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人、特殊

法人、認可法人その他の主体も含まれる。 

オ 「開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る」 

法令等における開示規定の中には、開示の期間が定められているものがあり、こ

の場合には、当該期間内に限り、本条の調整措置の対象となる。 

すなわち、当該期間内においては、法令等の規定に定める開示の方法が第２４条

第１項に規定する開示の方法と同一の方法である場合には、条例では、当該同一の

方法による開示を行わない。当該期間外においては、条例に基づく開示請求を行い、

不開示情報に該当するか否かの判断を経た上で、開示決定があった場合には、希望

する開示の実施の方法を申し出ることが可能である。 

カ 「当該法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この

限りでない」 

法令等の規定において開示請求者に個人情報を開示することとされてはいるも

のの、例えば、「正当な理由がなければこれを拒むことができない」、「○○のお

それがあるときは、閲覧を拒むことができる」とされているなど、一定の場合に開

示をしない旨の定めがあるときは、条例に基づき開示請求した場合の開示の範囲と

必ずしも同一にはならないことから、本条の調整措置の対象とはならない。 

（２）第２項関係 

「縦覧」は、第２４条第１項に開示の方法として規定されていないが、個々人に個

人情報の内容が明らかとなるように示し、見せるものであり、閲覧と同視される開示

の形態であることから、法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、第２

４条第１項の閲覧とみなして、本条では、閲覧の方法による開示は行わない。 
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第２６条 簡易な手続による開示 

第２６条 実施機関があらかじめ告示により定めた個人情報については、第１４条第１

項の規定にかかわらず、口頭により開示請求を行うことができる。 

２ 実施機関は、前項の規定により口頭による開示請求があったときは、第１９条第１

項に規定する書面による通知をせずに、直ちに開示するものとする。この場合におい

て、開示は、第２４条第１項の規定にかかわらず、実施機関が別に定める方法による

ものとする。 

３ 第１４条第２項の規定は、第１項の開示請求及び前項の開示について準用する。 

１ 趣旨 

本条は、実施機関があらかじめ定めた個人情報については、第１４条、第１９条及び

第２４条の規定にかかわらず、開示請求の方法、開示請求に対する決定、開示の実施の

方法について、簡易な手続による開示の制度を設けることができることを定めたもので

ある。 

２ 解釈 

（１）第１項関係 

本項は、実施機関があらかじめ定めた個人情報については、開示請求書によらず、

口頭による開示請求ができることとしたものである。 

ア 「あらかじめ告示により定めた個人情報」 

個人情報の内容及び範囲、開示に対する需要、実務上の対応の可能性等を勘案し

て定めるもので、次の要件を満たす個人情報の中から定めるものとする。 

（ア）開示の要望が高いもの 

（イ）開示について即時性が要求されるもの 

（ウ）情報の記録が定型的であり、開示に関する判断をあらかじめ一律に行うことが

可能なもの 

（エ）実務上、即時の開示に対応可能なもの 

イ 「口頭により行うことができる」 

開示請求書の提出によらず、口頭で開示を求めることができるということである。 

（２）第２項関係 

本項は、口頭による開示請求があった場合は、実施機関は、別に定める方法により

即時に開示する義務があることを定めたものである。 

ア 「第１９条に規定する書面による通知をせずに、直ちに開示するものとする」 

開示請求者に対して開示する旨の決定等の通知を行わず、口頭による開示請求の

あった場所において、即時に開示をすることをいう。 

イ 「開示は、第２４条第１項の規定にかかわらず、実施機関が別に定める方法によ

り行うものとする」 
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本条による個人情報の開示は、その判断、手続を一律に行うことで開示手続の効

率化と簡便化を図るものであるから、開示の方法についても、実施機関が定めた方

法で行うものである。 

（３）第３項関係 

本項は、口頭による開示請求及びその開示は、書面による通常の開示請求及び開示

の特例であることから、本人又はその代理人であることの証明は、通常の開示請求及

び開示と同様に行う必要がある旨を明らかにしたものであり、第１４条第２項の規定

を準用するものである。 

３ 運用 

口頭による開示請求ができる場合であっても、第１４条第１項の規定による開示請求

を妨げるものではない。 

 

《関係規則・要綱》 

【千葉市個人情報保護条例施行規則】 

（簡易な手続による開示） 

第１３条 条例第２６条第１項の規定により告示する事項は、口頭による開示請求を行うこと

ができる個人情報の項目、期間及び場所とする。 

 

【千葉市個人情報保護事務取扱要綱】 

第５ 開示請求に係る事務 

６ 簡易開示 

（１）簡易開示の対象 

条例第２６条第１項の規定により簡易開示を行うことができる個人情報は、所管課の

長が次に掲げる基準により定める。 

ア 本人の開示の需要が高いもの 

イ 開示について即時性が要求されるもの 

ウ 情報の記録が定型的であり、開示に関する判断をあらかじめ一律に行うことが可能

なもの 

エ 実務上、即時の開示に対応可能なもの 

（２）簡易開示の期間及び場所の決定 

簡易開示の期間は、個人情報の性質、内容、記録形態、対象となる人数等を考慮し、

原則として、開示を開始する日から１か月以内とする。 

また、開示を開始する日は、試験等にあっては、結果の発表の日とするが、特別の理

由がある場合は、当該発表の日から起算して１週間以内の日とすることができる。 
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開示の場所は、原則として、所管課とする。 

（３）簡易開示の実施の通知 

簡易開示を実施しようとするときは、所管課の長は、あらかじめ次の事項について書

面により、市政情報室に通知する。 

ア 簡易開示を行うことのできる個人情報 

イ 開示の期間及び場所 

ウ その他必要な事項 

（４）簡易開示の請求の受付 

ア 受付の場所 

簡易開示の請求は、所管課が、開示の場所で受け付ける。 

イ 請求の内容の確認 

簡易開示の請求の受付に際し、請求の内容が簡易開示できるものであるか否かを確

認する。 

ウ 本人等であることの確認 

開示請求書の提出による場合（２－（４））と同様とするが、本人が請求を行う場

合は、所管課があらかじめ用意した本人と本人の顔写真を照合し得る受験票等により

本人確認を行うことができる。 

（５）簡易開示の実施 

ア 開示の時期 

簡易開示の請求を受け付けた場合は、その場で直ちに開示する。 

イ 開示の方法 

開示の方法は、原則として、あらかじめ所管課が用意した書類の閲覧による。ただ

し、所管課が必要と認めたときは、口頭による伝達、情報の内容を転記した書類の交

付等により行うこともできる。 

ウ 処理表の作成 

簡易開示の実施に際し、所管課は、常に請求者の氏名及び住所並びに開示件数等簡

易開示の実施状況が把握できるよう、開示の場所において、処理表を作成する。 

（６）開示の実施状況の報告 

簡易開示を実施した所管課の長は、開示の期間終了後速やかに、簡易開示実施状況報

告書（様式第５号）を市政情報室に提出する。 
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第２７条 費用の負担 

第２７条 第２４条第１項の規定により個人情報が記録された公文書の写しの交付を受

ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。 

１ 趣旨 

本条は、写しの交付により自己情報の開示を受けるものの費用の負担を定めたものである。 

２ 解釈 

（１）「写しの作成に要する費用」 

個人情報が記録された公文書の複写に要する実費（コピー代、媒体の購入経費等）

に相当する費用額とする。 

（２）「写しの送付に要する費用」 

個人情報が記録された公文書の写しの送付は原則として本人限定受取郵便（特例型）

によることとし、当該公文書の写しの送付に要する費用は、郵便料金（送付に当たり

市製の封筒以外の箱等を使用して梱包する場合は、当該箱等の購入に要する費用を含

む。）及び書留並びに本人限定受取取扱料金の合計額に相当する額（本人限定受取郵

便により送付しない場合にあっては、郵便料金相当額）とする。 

３ 運用 

公文書の写しの作成に要する費用は要綱で定める。 

なお、郵送により写しを交付する場合は、開示請求者から開示申出書とあわせて次に

掲げる費用の送付を受けた後に行う。 

（１）写しの作成に要する費用に相当する額の普通為替、定額小為替又は現金 

（２）郵便料金及び書留並びに本人限定受取取扱料金の合計額に相当する額（本人限定受

取郵便により送付しない場合にあっては、郵便料金相当額）の郵便切手、普通為替、

定額小為替又は現金 

 

《関係規則・要綱》 

【千葉市個人情報保護事務取扱要綱】 

第５ 開示請求に係る事務 

５ 個人情報の開示の実施 

（２）開示の実施事務 

カ 個人情報の開示 

個人情報の開示は、開示決定の内容の確認をした後、求めることができる開示の方

法の中から希望する開示の方法で実施する。ただし、写しの交付による開示を行う場
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合は、開示を受ける者に対して、写しの作成に要する費用の額を告知し、現金による

納入を求めた後、領収書を交付し、実施する。 

キ 郵送による写しの交付 

郵送による写しの交付は、本人限定受取など、確実に本人に届く方法で送付するこ

ととし、開示請求者から個人情報開示方法等申出書とあわせて次に掲げる費用の送付

を受けた後に行う。 

（ア）写しの作成に要する費用に相当する額の普通為替、定額小為替又は現金 

（イ）郵便料金及び書留並びに本人限定受取取扱料金に相当する額（本人限定受取郵便

により送付しない場合にあっては、郵便料金相当額）の郵便切手、普通為替、定額

小為替又は現金（郵送に当たり市製の封筒以外の箱等を使用して梱包する場合は、

当該箱等の購入に要する費用を含めるものとし、この場合には、普通為替、定額小

為替又は現金により送付を受ける。） 

納付書による納付は、市政情報室において入金を確認するまでに日数がかかるこ

とから、原則として行わない。ただし、開示請求者が納付書による納付を強く望む

場合は、入金の確認に２週間程度かかる可能性があること、開示は入金確認後に行

うことを説明した上で、これを認めることができる。この場合、市政情報室におい

て入金を確認した後に写しを送付する。 

なお、申請者が本人の委任による代理人である場合において、当該申請者等との

連絡が取れないなどの場合は、当該本人に確実に個人情報を開示するため、当該本

人の居住地への送付を検討する。 

（３）写しの作成に要する費用の額等 

ア 写しの作成に要する費用の額 

条例第２７条に規定する公文書の写しの作成に要する費用の額は、別表第２のとお

りとする。 

イ 歳入 

写しの作成に要する費用は、市政情報室の歳入とする。ただし、開示する個人情報

が水道局及び病院局の所管するものであるときは、その写しの作成に要する費用は、

水道局及び病院局の歳入とする。 

ウ 写しの作成に要する費用の額の明示 

写しの作成に要する費用の額は、開示請求者が確認できるように、市政情報室その

他の開示を行う場所において明示する。 

エ 再度の開示決定を行う際の留意点 

当初の開示決定を取り消すべき旨の裁決若しくは判決がなされ、又は職権により当

初の開示決定を取り消した後、同一の文書（不開示部分の範囲を縮小したもの）につ
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いて再度開示決定を行う場合であって、当初の開示の際に開示請求者が写しの作成等

に要する費用を支払っているときでも、再度の開示を行う際は、条例第２７条の規定

により、写しの作成等に要する費用の負担が発生する。 

しかし、実施機関側の事情で開示請求者に重ねて費用の負担を求めることは妥当で

ないため、同一の文書の写しを交付するに当たっては、開示請求者に無償での情報提

供を案内するものとする。 

 

別表第２（第５関係）   

公文書の種別 写しの作成に要する費用の額 

１ 文書又は図画（２の項に該当するものを除

く。） 

 用紙１枚につき１０円（多色刷りの場合にあっては２０

円） 

２ マイクロフィルム  用紙１枚につき１０円 

３ 電磁的記録  用紙１枚につき１０円（多色刷りの場合にあっては２０

円） 

 （１）ＣＤ－Ｒ１枚につき１００円 

（２）ＤＶＤ－Ｒ１枚につき１２０円 

備考 

１ 用紙の両面に複写、印刷又は出力して写しの交付を行う場合においては、当該用紙の片面をそれぞれ

１枚として算定する。 

２ 用紙は原則として産業標準化法（昭和２４年法律第１８５号）第２０条第１項に規定する日本産業規

格（以下「日本産業規格」という。）Ａ列３番までのものを用いるものとし、これを超える規格の用紙を

用いた場合は、日本産業規格Ａ列３番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。 

３ 光ディスクは、日本産業規格Ｘ０６０６及びＸ６２８１又は日本産業規格Ｘ６２４１に適合する直径

１２０ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものを用いるものとする。 

４ この表に記載のない方法による写しの作成に要する費用の額は、当該費用の実費に相当する額とする。 
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第２節 訂正（第２８条－第３５条） 

第２８条 訂正請求権 

第２８条 何人も、自己に関する個人情報（次に掲げるものに限る。第３６条第１項に

おいて同じ。）に事実の誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、その訂正（追加

又は削除を含む。以下同じ。）の請求（以下「訂正請求」という。）をすることができ

る。ただし、当該個人情報の訂正に関し法令等の規定により特別の手続が定められて

いるときは、この限りでない。 

（１）開示決定に基づき開示を受けた個人情報 

（２）開示決定に係る個人情報であって、第２５条第１項の法令等の規定により開示を

受けたもの 

２ 訂正請求は、個人情報の開示を受けた日の翌日から起算して９０日以内にしなけれ

ばならない。 

３ 第１３条第２項の規定は、訂正請求について準用する。 

１ 趣旨 

本条は、正確でない個人情報に基づいた行政処分その他の行政行為等により、本人が

不測の権利利益侵害を被ることを未然に防止するため、何人も、開示決定に基づき開示

を受けた自己情報に記録された事実の誤りの訂正の請求（以下「訂正請求」という。）

をする権利を有することを明らかにしたものである。 

２ 解釈 

（１）本条は、第１１条第１項第１号の「正確性の確保」の趣旨を実効あるものとしよう

とするものであることから、訂正請求をすることができるのは、「事実に誤りがあると

認めるとき」に限られる。 

訂正は、個人情報の「事実に誤りがある」場合に行われるものであり、本条に基づ

く訂正請求の対象は「事実」であって、評価・判断には及ばない。このため、評価・

判断の内容そのものについての訂正請求があった場合には、訂正をしない旨の決定を

する。条例における訂正請求権制度のねらいは、個人情報の内容の正確性を向上させ

ることにより、誤った個人情報の利用に基づき誤った評価・判断が行われることを防

止しようとするものであるが、評価・判断は個人情報の内容だけでなく、様々な要素

を勘案してなされるものであるから、訂正請求は実施機関の判断を直接的に是正する

ことにまで及ぶものではない。ただし、評価した行為の有無、評価に用いられたデー

タ等は事実に当たる。 

（２）第１項関係 
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本項は、開示を受けた自己情報に事実の誤りがあった場合、開示を受けた者は、訂

正請求をすることができることを定めたものである。 

したがって、不開示の決定を受けた自己情報については、訂正請求をすることはで

きない。 

ア 条例の訂正請求権の対象は、自己に関する個人情報全てではなく、条例等の開示

決定により自己に関する個人情報として開示を受ける範囲が確定された次のものに

限定した。これは、制度の円滑かつ安定的な運営の観点から、対象となる個人情報

を明確にし、手続上の一貫性を確保しようとしたことによる。 

（ア）「開示決定に基づき開示を受けた個人情報」 

実施機関が行った開示決定に基づき開示を受けた個人情報をいう。 

（イ）「開示決定に係る個人情報であって、第２５条第１項の法令等の規定により開示

を受けたもの」 

条例の開示決定に係るものであれば、法令等の規定により開示を受けたもので

あっても、開示を受けた範囲は確定していることから対象にすることとした。 

イ 「事実」とは、氏名、性別、生年月日、年齢、住所、家族構成、学歴、日時、金

額、面積、数量等の客観的に判断できる事項をいう。 

ウ 「訂正」には、単に記録内容の間違いを正しい内容に変更するだけでなく、記録

されるべき情報が記録されていない場合の「追加」や事実に反する情報の「削除」

も含まれる。具体的には、情報の誤りを正しくすること、情報が古くなって事実と

異なる場合にそれを新しくすること、情報が不完全である場合に不足している情報

を加えること、情報が不要となった場合にそれを除くことをいう。 

エ 「当該個人情報の訂正に関し法令等の規定により特別の手続が定められていると

きは、この限りでない」 

個人情報の訂正について、法令等の規定により特別の手続が定められているとき

は、当該手続により同様の目的を達成することができるので、その法令等の定める

ところによることとした。例えば、住民票の記載事項について、転入や転居、転出

等の事由により変更が生じた場合には、住民基本台帳法第８条の規定に基づき住民

票の消除・記載の修正を行うこととされており、同法の定める手続による。 

（３）第２項関係 

本項は、個人情報は、利用目的の範囲内において日々更新されたり、保存期間の満

了により廃棄されたりすることがあるため、制度の安定的な運営の観点から、個人情

報の開示を受けた日から訂正請求を行うことができる期間を９０日以内とした。 

（４）第３項関係 

本項は、本人以外に訂正請求できることを定めたものであり、第１３条第２項の規



 

 173 

定を準用し、その範囲は開示請求と同じである。 

３ 運用 

訂正を求めるのは、本条の規定に基づかなければならないという趣旨ではなく、この

制度によらなくとも訂正を求めることはできる。 

なお、所管課において記録内容に事実の誤りを発見した場合や、本人から事実の誤り

の連絡を受けた場合において、当該事実の誤りの訂正に応ずることができるときは、速

やかに適切な対応を行うものとする。 
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第２９条 訂正請求の手続 

第２９条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出してしなけれ

ばならない。 

（１）訂正請求をする者の氏名及び住所 

（２）訂正請求に係る個人情報の開示を受けた日その他当該個人情報を特定するために

必要な事項 

（３）訂正請求の趣旨及び理由 

（４）前３号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

２ 第１４条第２項及び第３項の規定は、訂正請求の手続について準用する。 

１ 趣旨 

本条は、所定の事項を記載した書面により訂正請求を行うべきこと等を定めるととも

に、訂正請求書に形式上の不備がある場合の補正の手続について定めたものである。 

２ 解釈 

（１）第１項関係 

本項は、訂正請求をする場合は、開示請求と同様、本項に定める訂正請求書を実施

機関に対し提出しなければならないことを定めたものである。 

本項各号に掲げる事項は、訂正請求書に記載すべき事項であり、請求者が訂正請求

を実施機関に対して行う上での要件の一つである。 

これらの記載が欠けている場合には、このままでは不適法な訂正請求となり第３１

条第２項による訂正をしない旨の決定を行うこととなるが、通常は、訂正請求者に対

し、欠けている事項について記載するよう第２項で準用する第１４条第３項の規定に

よる補正を求めるものとする。 

ア 本文関係 

「書面を提出してしなければならない」とは、訂正請求は、条例により付与され

た請求権の行使であるので、開示請求と同様、請求は書面により行わなければなら

ないとしたものである。 

なお、訂正請求は、施行規則第１４条第２項で定める「個人情報訂正請求書（様

式第１６号）」によるものとする。 

イ 第１号関係 

「訂正請求をする者の氏名及び住所」 

訂正請求者の特定及び連絡先を明らかにするための事項である。 

ウ 第２号関係 

「訂正請求に係る個人情報の開示を受けた日その他当該個人情報を特定するため
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に必要な事項」 

開示を受けた日が特定されれば、訂正請求に係る個人情報の特定は可能であるこ

とから、「訂正請求に係る個人情報の開示を受けた日」を記載することとしたもので

ある。 

開示を受けた日を請求者が失念している場合も想定されるが、その場合は、個人

情報を特定するに足りる情報を記載する必要があり、事務の名称・内容、個人情報

の具体的な内容等、訂正を求める個人情報を特定するために必要な事項の記載を求

めるものとする。 

エ 第３号関係 

「訂正請求の趣旨」 

「○○を△△に訂正せよ。」のように、当該請求においてどのような訂正を求める

かについての簡潔な結論であり、「理由」は、それを裏付ける根拠である。「訂正請

求の趣旨及び理由」は、請求の内容をなす重要なものであり、その記載は明確かつ

具体的である必要がある。 

オ 第４号関係 

「規則で定める事項」 

施行規則第１４条第１項に規定する、代理人による訂正請求に係る本人の氏名、

住所及び本人との関係である。 

（２）第２項関係 

ア 訂正請求をしようとする者が、本人であること、又はその代理人であることを確

認するために必要な手続について、開示請求に準じて本人等の確認を行うこととし、

第１４条第２項の規定を準用する。 

なお、具体的な本人確認の手続については、施行規則第５条の規定を準用する。 

ただし、開示請求の場合には、資格を喪失した代理人に開示することは、個人情

報の取扱い上、問題であるため、資格を喪失した旨を届けさせることとしているが、

訂正請求の場合は事実関係が問題となるため、その結果を資格を喪失した代理人に

通知したとしても、本市における本人の情報について正確性が確保されることを考

慮すると、本人にとって不利益になるものではないと考えられる。このため、訂正

請求の場合には、開示請求時の資格喪失の届出の規定を準用しないこととした。 

イ 訂正請求書の補正について、開示請求の手続に準じて行うこととし、第１４条第

３項の規定を準用する。 

なお、補正は、施行規則第１６条で定める「個人情報訂正請求書補正請求通知書

（様式第１７号）」によるものとする。 

（ア）「形式上の不備」 

第１項の記載事項が記載されていない場合をいう。 
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訂正請求に係る個人情報が第２８条第１項第１号又は第２号に該当しない場

合や、同条第２項の期限を経過した後に訂正請求がなされた場合は、「形式上の不

備」には当たらない。これらは、請求の本質的な内容であり、その変更は訂正請

求の本質を失わせるものであるので、補正の範囲を超えることになる。なお、「形

式上の不備」に該当しないこれらの請求があった場合には、第３１条第２項によ

り訂正をしない旨の決定を行うこととなるが、再度開示請求を行った上で訂正請

求を行うことを教示するなど、適切な情報提供を行うことが望ましい。 

（イ）「相当の期間」 

手続条例第７条に規定する「相当の期間」と同義であり、当該補正をするのに社

会通念上必要とされる期間を意味し、個別の事案に即して、実施機関が判断する。 

３ 運用 

実施機関に対する訂正請求の受付は、開示請求と同様、市政情報室において一元的に

行い、また、郵送による訂正請求は、請求者本人の確認が十分に行えないことから、原

則として認めないが、重病、身体障害等の真にやむを得ない理由により市政情報室にお

いて訂正請求をすることが困難と認められる場合に限り、本人確認を厳格に行うことを

条件として、例外的に認めるものとする。 

 

《関係規則・要綱》 

【千葉市個人情報保護条例施行規則】 

（個人情報の訂正請求） 

第１４条 条例第２９条第１項第４号に規定する規則で定める事項は、代理人による訂正請求

に係る本人の氏名、住所及び本人との関係とする。 

２ 条例第２９条第１項に規定する書面は、個人情報訂正請求書（様式第１６号）とする。 

（訂正請求における本人確認手続等） 

第１５条 第５条（第４項から第６項までを除く。）の規定は、訂正請求について準用する。

この場合において、同条第１項から第３項まで中「第１４条第２項」とあるのは、「第２９

条第２項において準用する第１４条第２項」と読み替えるものとする。 

（個人情報訂正請求書の補正） 

第１６条 条例第２９条第２項において準用する第１４条第３項の規定により補正を求める

ときは、個人情報訂正請求書補正請求通知書（様式第１７号）により行うものとする。 

 

【千葉市個人情報保護事務取扱要綱】 

第６ 訂正請求に係る事務 

１ 訂正請求の案内及び相談 
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（１）市政情報室は、請求に係る相談に応ずるとともに、訂正請求をしようとする者から、

その趣旨、内容等を十分に聴取し、訂正請求として対応すべきものかどうかを確認する。

（番号法に規定する個人番号の変更などに関する相談については、速やかに関係部署に

案内する。） 

（２）請求に係る個人情報が条例第５１条各項に規定する個人情報に該当する場合は、条例

に基づく訂正請求をすることはできないので、その旨を説明するとともに、所管課へ案

内するなど適切に対応する。 

 ２ 訂正請求の受付 

（１）個人情報の開示を受けていることの確認 

訂正請求をする場合には、当該請求に係る個人情報が条例第２４条第１項の規定によ

る開示又は第２５条第１項に規定する法令等の規定による開示を受けていることが必

要であるので、訂正請求をしようとする者に開示決定の通知書の提示を求める等の方法

により、既に開示を受けていることを確認する。 

なお、開示を受けていない場合、訂正請求は開示を受けた個人情報についてのみ請求

できるものであることから、当該個人情報について開示請求を行い、開示を受ける必要

がある旨を説明する。 

（２）訂正請求書の提出 

個人情報訂正請求書（規則様式第１６号。以下「訂正請求書」という。）の提出につ

いては、開示請求に係る事務（第５－２－（２））と同様の方法により行う。 

（３）訂正請求書を提出した者（以下「訂正請求者」という。）が本人、その法定代理人又

は本人の委任による代理人であることの確認 

訂正請求者が当該請求に係る個人情報の本人、その法定代理人又は本人の委任による

代理人であることの確認は、開示請求に係る事務（第５－２－（４））と同様の方法に

より行う。（なお、本人の委任による代理人による訂正請求が認められるのは、特定個

人情報に該当する情報を開示請求する場合のみであること） 

（４）訂正請求書の記入事項の確認 

    訂正請求書の受付に当たっては、開示請求に係る事務（第５－２－（３））に準ずる

ほか、次の点に留意する。 

ア 「１ 訂正請求に係る個人情報の内容又は公文書の件名」欄 

開示決定の通知書の「開示請求に係る個人情報の内容又は公文書の件名」欄に記載

されている内容又は法令等の規定により開示を受けた個人情報の内容等と同一の記

入内容であること。 

イ 「２ 訂正請求の趣旨及び理由」欄 

訂正を請求する箇所及び求める訂正後の内容が、具体的に記入してあること。 
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（５）訂正請求書の記入に不備がある場合の対応 

提出を受けた訂正請求書の記入内容に不備がある場合の対応は、開示請求に係る事務

（第５－２－（５））と同様の方法により行う。 

（６）訂正請求書への記入事項 

    提出を受けた訂正請求書の「［処理欄］」への記入は、開示請求に係る事務（第５－２

－（６））と同様の方法により行う。 

（７）訂正請求の受付 

訂正請求の受付については、開示請求に係る事務（第５－２－（７））と同様の方法

により行い、処理経過の記録は、個人情報開示請求等処理簿（様式第６号）による。 

なお、訂正請求を受け付けた場合における訂正請求者に対する説明事項は、次のとお

りである。 

ア 翌日から起算して３０日以内に、訂正請求に係る個人情報を訂正する旨又は訂正しな

い旨の決定（以下「訂正決定等」という。）を行い、その結果を個人情報訂正決定通知

書（規則様式第１８号）、個人情報部分訂正決定通知書（規則様式第１９号）又は個人

情報不訂正決定通知書（規則様式第２０号）（以下「訂正請求に係る決定通知書」とい

う。）により、訂正請求者に対し通知すること。この場合において、訂正する旨の決定

を行ったときは、訂正請求に係る個人情報の訂正を行ったうえで通知すること。 

イ アにおいて、やむを得ない理由がある場合は、３０日の期間を６０日まで延長する

ことがあり、このときは、個人情報訂正決定期間延長通知書（規則様式第２１号）に

より、訂正請求者に対し通知すること。 

ウ 訂正請求に係る個人情報に第三者情報が含まれている場合は、当該第三者の意見を

聴くことがあること。 

（８）送付による訂正請求 

ア 市政情報室へ訂正請求書を送付して行う訂正請求は、本人確認書類が複写されるこ

と及び請求者と直接対面しないことにより本人確認書類の信用性が減殺することか

ら、訂正請求をする者の本人確認を十分に行うため、訂正請求は市政情報室で行わせ

ることが望ましい。 

イ 本人、その法定代理人又は本人の委任による代理人であることの確認、受付及び補

正の取扱いは、開示請求に係る事務（第５－２－（８）―イ～エ）と同様とする。 

（９）受付後の訂正請求書の取扱い 

受付後の訂正請求書の取扱いについては、開示請求に係る事務（第５－２－（９））

と同様とする。この場合において、所管課が訂正請求者に対し、訂正請求書の不備につ

いて補正を求める場合には、個人情報訂正請求書補正請求通知書（規則様式第１７号）

によるものとする。 
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第３０条 個人情報の訂正義務 

第３０条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に係る個人情報

に事実の誤りがあると認めるときは、当該訂正請求に係る個人情報の利用目的の達成

に必要な範囲内で、当該個人情報の訂正をしなければならない。 

１ 趣旨 

本条は、訂正請求に対する実施機関の訂正義務を明らかにするものであり、訂正請求

に理由があると認めるときは、実施機関は、利用目的の達成に必要な範囲内で、当該個

人情報の訂正をしなければならないことを定めたものである。 

２ 解釈 

（１）「訂正請求に係る個人情報に事実の誤りがあると認める」 

実施機関による調査等の結果、請求どおり個人情報が事実でないことが判明したと

きをいう。 

（２）「利用目的の達成に必要な範囲内で、訂正をしなければならない」 

ア 訂正請求権制度は、実施機関の努力義務として定めている第１１条第１項第１号

の「正確性の確保」を受けて、本人が関与し得る制度として設けたものであり、利

用目的の達成に必要な範囲内での訂正を義務付けるものである。訂正請求に係る個

人情報の利用目的に照らして、訂正の必要がないときは、訂正する義務はない。 

イ 請求内容に理由があるかどうかを判断するために行う調査は、個人情報の利用目

的の達成に必要な範囲で行えばよく、訂正をすることが利用目的の達成に必要でな

いことが明らかな場合は、特段の調査を行うまでもない。 

例えば、過去の事実を記録することが利用目的であるものについて現在の事実に

基づいて訂正することを請求するような場合は、訂正する必要がない。 

ウ 適切な調査等を行ったにもかかわらず、事実関係が明らかにならなかった場合に

は、当該請求に理由があると確認ができないこととなることから、実施機関として

は、訂正決定を行うことはできない。ただし、運用上、事実関係が明らかではない

旨を追記する等の適切な措置を講じておくことが適当な場合もあり得る。 

（３）個人情報を基になされた行政処分との関係について 

訂正請求は、請求に係る個人情報の正確性を確保する観点から行われるものであり、

その効果の及ぶ範囲は、当該請求を受けた個人情報それ自体であり、当該情報に基づ

いてなされた行政処分の効力に直接に影響を及ぼすものではない。行政処分の効力自

体の争いは、別途、当該行政処分を対象とする争訟手続により解決されるべき問題で

ある。 
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第３１条 訂正請求に対する措置 

第３１条 実施機関は、訂正請求に係る個人情報を訂正するときは、その旨の決定をし、

訂正請求をした者（以下「訂正請求者」という。）に対し、その旨を書面により通知し

なければならない。 

２ 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の訂正をしないときは、訂正をしない旨の決

定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 

１ 趣旨 

本条は、実施機関が、訂正請求に対して、個人情報の訂正をする又は訂正をしない旨

の決定（訂正決定等）をし、請求者に通知しなければならないことを定めたものである。 

２ 解釈 

（１）第１項関係 

本項は、訂正する旨の決定をしたときは、当該訂正請求に係る個人情報を訂正した

上で、実施機関は、訂正請求者に対し、速やかにその旨を書面で通知する義務がある

ことを定めたものである。 

請求どおりに訂正を行う場合においても、単に訂正を行うだけでなく、訂正請求者

に対して訂正する旨を通知しなければならない。 

なお、個人情報の全部を訂正する決定の通知は、施行規則第１７条第１項第１号で

定める「個人情報訂正決定通知書（様式第１８号）」によるものとする。 

また、個人情報の一部を訂正する決定の通知は、同項第２号で定める「個人情報部

分訂正決定通知書（様式第１９号）」によるものとする。 

ア 「訂正する旨の決定」には、訂正請求に係る個人情報の全部の訂正を行う場合の

ほか、その一部を訂正する場合の当該訂正する部分の決定も含む。 

イ 訂正しない部分については、訂正しない旨の決定と同様、理由の提示及び審査請

求の教示が必要である。 

（２）第２項関係 

本項は、当該訂正請求に係る個人情報を訂正しない旨の決定をしたときは、実施機

関は、訂正請求者に対し、速やかにその旨を書面で通知する義務があることを明らか

にしたものである。 

なお、個人情報を訂正しない決定の通知は、施行規則第１７条第２項で定める「個

人情報不訂正決定通知書（様式第２０号）」によるものとする。 

ア 訂正請求に係る個人情報に事実の誤りがあると認められないとき、訂正が利用目

的の範囲を超える場合は、訂正をしない旨の決定をする。 

なお、調査の結果判明した事実が、請求時点において実際に記録されていた内容
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とも、請求の内容とも異なることが判明した場合は、本項に基づき訂正をしない旨

の決定をする。ただし、必要な場合は職権で訂正が行われるべきである。 

イ 訂正決定も、開示決定と同様に行政処分であり、訂正しない旨の通知を行う際に

は、手続条例第８条に基づく理由の提示及び行政不服審査法第８２条に基づく教示

（審査請求をすることができる旨、審査請求をすべき行政庁、審査請求ができる期

間）を書面により行うことが必要であり、これらの事項を訂正しない旨の決定の通

知書に併記する。 

３ 運用 

（１） 訂正請求に対する決定に当たっての市政情報室への協議及び訂正請求に係る個人情

報の全部又は一部を訂正しない旨の決定をした場合の理由の提示については、開示請

求に対する決定の場合と同様とする。 

（２）訂正請求があった場合、訂正請求者の権利利益の保護を図るとともに、請求に係る

個人情報の慎重な取扱いを行うため、訂正するかどうかの決定を行うまでの間、事務

に支障のない限り、当該訂正請求に係る個人情報の利用及び提供を停止するよう努め

るものとする。 

（３）訂正請求が条例に規定する要件を満たさず、訂正請求者が補正に応じない等の理由

により、当該訂正請求が適法でないと認められる場合には、訂正しない旨の決定を行

うものとする。 

 

《関係規則・要綱》 

【千葉市個人情報保護条例施行規則】 

（個人情報訂正決定通知書等） 

第１７条 条例第３１条第１項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定めるものとする。 

（１）個人情報の全部を訂正する旨の決定をしたとき 個人情報訂正決定通知書（様式第１８

号） 

（２）個人情報の一部を訂正する旨の決定をしたとき 個人情報部分訂正決定通知書（様式第

１９号） 

２ 条例第３１条第２項に規定する書面は、個人情報不訂正決定通知書（様式第２０号）とする。 

 

【千葉市個人情報保護事務取扱要綱】 

第６ 訂正請求に係る事務 

４ 訂正請求に対する措置 
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（１）請求内容の確認 

訂正請求書の原本の送付を受けた所管課は、次の事項を確認し、千葉市公文書取扱規

程等に定める手続に従い、当該請求書に収受印を押すとともに、内部管理システムに登

録する。 

ア 訂正請求に係る個人情報が条例第２４条第１項の規定による開示又は第２５条第

１項の規定に基づく法令等の規定による開示を受けた個人情報であること。 

イ 訂正請求に係る個人情報が訂正請求者（請求者が法定代理人又は本人の委任による

代理人であるときは、被代理者）本人の個人情報であること。 

ウ 訂正を求める内容が「事実」に関するものであること。 

エ 訂正請求に係る個人情報が条例第５１条各項に規定する個人情報でないこと。 

（２）訂正をするか否かの検討 

ア 調査前の確認 

所管課は、訂正請求に係る個人情報について、訂正をするか否かの検討を行うため

に必要な調査を実施する前に、次の事項を確認する。 

（ア）法令等により訂正の請求が認められないものでないか。 

（イ）実施機関が訂正の権限を有しているか。 

（ウ）作成時点の内容を記録するもので、最新の状態に変更することが予定されていな

いものでないか。 

イ 調査 

所管課は、アの確認の後、関係書類等の確認、関係者への事情聴取等の方法により、

訂正請求に係る個人情報について、事実の誤りがあるかどうか、速やかに調査を行う。 

なお、関係者への事情聴取を行うときは、原則として訂正請求者が識別できない形

で行う等当該請求者の権利利益の保護に十分配慮する。 

ウ 決定の検討 

所管課は、調査結果に基づき、訂正請求に係る個人情報の訂正をするか否かを、次

の事項を参考に検討する。 

（ア）制度の統一的な運用を行うための市政情報室との協議 

（イ）関係課等と必要に応じ行う協議 

（４）訂正決定等 

訂正決定等は、開示請求に係る事務（第５－４－（６））に準じた方法により行う。 

（５）個人情報の訂正 

個人情報を訂正する旨の決定を行ったときは、速やかに訂正請求に係る個人情報の訂

正を行う。 

訂正は、次のいずれかの方法により行うほか、個人情報の内容並びに記録媒体の種類
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及び性質に応じ、適切な方法により行う。 

なお、所管課は、訂正に係る個人情報が記録された公文書に、訂正する旨の決定に係

る起案文書の写しを添付するなど、訂正を行った時期、理由等を明らかにする措置を講

ずる。 

ア 誤った個人情報を完全に消去したうえで、事実に合致した個人情報を新たに記録す

る。 

イ 誤った個人情報が記録された部分を二重線で抹消し、余白に事実に合致した個人情

報を朱書等で記入する。 

ウ 記録された個人情報が誤っている旨及び事実に合致した個人情報を余白等に記入

する。 

（７）訂正請求に係る決定通知書の記入事項 

訂正請求に係る決定通知書の記入に当たっては、開示請求に係る事務（第５－４－

（７））に準ずるほか、次の点に留意する。 

ア 「訂正の内容」欄 

訂正した内容を具体的に記入する。 

イ 「訂正をした日」欄 

当該個人情報の訂正を行った年月日を記入すること。 

ウ 「訂正しないこととした部分とその理由」欄 

当該決定部分とその理由を、明確かつ具体的に記入する。理由には、調査の結果、

請求に係る個人情報に事実の誤りがないことが確認された場合のほか、訂正請求する

ことができない者からの請求である場合、訂正請求された個人情報が請求の対象とな

らない個人情報である場合等が挙げられる。 

（８）訂正請求に係る決定通知書の送付 

所管課は、（５）に定める個人情報の訂正を行い、又は不訂正の決定をしたときは、

速やかに訂正請求に係る決定通知書を作成し、これを訂正請求者に送付するとともに、

その写しを市政情報室に送付する。 



 

 184 

第３２条 訂正決定等の期限 

第３２条 前条各項の決定（以下「訂正決定等」という。）は、当該訂正請求があった日

の翌日から起算して３０日以内にしなければならない。ただし、第２９条第２項にお

いて準用する第１４条第３項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に

要した日数は、当該期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由がある

ときは、同項に規定する期間を３０日以内に限り、延長することができる。この場合

において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由

を書面により通知しなければならない。 

３ 第２０条第３項の規定は、実施機関が第１項に規定する期間内（前項の規定により

延長後の期間が通知された場合には、当該期間内）に訂正決定等をしない場合につい

て準用する。 

１ 趣旨 

本条は、訂正決定等を行うべき原則的期限（訂正請求があった日から３０日以内）及

び延長可能な期間（３０日以内）を定めたものである。 

２ 解釈 

（１）第１項関係 

本項は、訂正請求に対する決定を行う期間について定めたものであり、実施機関は、

原則として、訂正請求書が提出された日の翌日から起算して３０日以内に、訂正する

旨又は訂正しない旨の決定をしなければならない義務を負う。 

これは、訂正請求に対する決定は、訂正に係る事実関係の調査を慎重に行う必要が

あることから、開示請求に対する決定を行う期間以上の期間が必要なためである。 

（２）第２項関係 

本項は、やむを得ない理由があるときに決定期間を延長することを定めたものであ

る。 

これは、訂正請求に理由があるかどうかを確認するため、実施機関が調査を行うこ

とが必要な場合もあるが、事案によっては、調査のため相応の期間を要する場合や、

訂正をするか否かの判断に時間を要する場合もあり、第１項の期限内に訂正決定等を

行うことが困難な場合も考えられるためである。期限の延長を行う場合、実施機関は、

訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなけ

ればならない。 

なお、訂正決定等の期間の延長の通知は、施行規則第１８条で定める「個人情報訂

正決定等期間延長通知書（様式第２１号）」によるものとする。 
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（３）第３項関係 

本項は、第１項に規定する期間内に実施機関が訂正決定等をしない場合に、開示決

定と同様に訂正しない旨の決定をしたとみなすことを定めたものである。 

３ 運用 

補正を求めた場合において、訂正請求者が補正に応じない旨を明らかにしたときは、

その意思表示があった時点以降は、補正に必要な期間であるとはいえないので、補正に

要した日数には算入せず、停止していた期間が再び進行することになる。 

 

《関係規則・要綱》 

【千葉市個人情報保護条例施行規則】 

（個人情報訂正決定等期間延長通知書） 

第１８条 条例第３２条第２項に規定する書面は、個人情報訂正決定等期間延長通知書（様式

第２１号）とする。 

 

【千葉市個人情報保護事務取扱要綱】 

第６ 訂正請求に係る事務 

４ 訂正請求に対する措置 

（３）決定期間の延長 

ア 所管課は、訂正請求書の提出があった日の翌日から起算して３０日以内に訂正決定

等をすることができないことが明らかになったときは、当該決定期間を延長する。決

定期間の延長の手続きは、開示請求に係る事務（第５－４－（４））に準じて行う。 
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第３３条 訂正決定等の期限の特例 

第３３条 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定

にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施

機関は、同条第１項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面

により通知しなければならない。 

（１）この項の規定を適用する旨及びその理由 

（２）訂正決定等をする期限 

２ 第２１条第２項の規定は、実施機関が前項の規定により通知した同項第２号の期限

を経過した後においても訂正決定等をしない場合について準用する。 

１ 趣旨 

本条は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときの訂正決定等の期限の特例を

定めたものである。 

２ 解説 

（１）訂正請求の事案によっては、事実関係の確認のための調査や、訂正を行うか否かの

判断を行うに当たって期間を要する等の理由から、第３２条第２項の延長期限内に訂

正決定等を行うことが困難な場合も想定される。 

このため、実施機関は、「訂正決定等に特に長期間を要すると認めるとき」は、相当

の期間内に訂正決定等をすれば足りることとした。「相当の期間」とは、実施機関が訂

正決定等を行うに当たって必要とする合理的な期間をいうが、期限を設けることによ

って請求者の立場が不安定になることを防ぐため、調査・判断等の困難性を考慮しつ

つ、適切な期間を設定する必要がある。 

本条を適用する場合、実施機関は、第３２条第１項に規定する期間（補正に要した

期間を除いて訂正請求があった日から３０日間）内に、訂正請求者に対し、本条を適

用する旨及びその理由（第１号）、訂正決定等をする期限（第２号）について、書面に

より通知しなければならない。 

なお、訂正決定等の期間の特例延長の通知は、施行規則第１９条で定める「個人情

報訂正決定等期間特例延長通知書（様式第２２号）」によるものとする。 

（２）第２項は、前項第２号の期限を経過した後においてもなお実施機関が訂正決定等を

しない場合に訂正しない旨の決定をしたとみなすことを定めたものである。 

３ 運用 

（１）本条を適用する場合、訂正請求に係る個人情報の訂正決定等の期限は「相当の期間

内」となるが、本条を適用する旨及びその理由の訂正請求者への通知の期限は３０日

以内であることに留意しなければならない。 
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（２）訂正決定等の期限が「相当の期間内」となることで、訂正請求者が一部についての

み訂正を求めるようになることがあり得る。このため訂正決定等の期限を延長する決

定を行った後、個人情報の訂正を求める範囲について訂正請求者に再確認することが

望ましい。 

 

《関係規則・要綱》 

【千葉市個人情報保護条例施行規則】 

（個人情報訂正決定等期間特例延長通知書） 

第１９条 条例第３３条第１項に規定する書面は、個人情報訂正決定等期間特例延長通知書

（様式第２２号）とする。 

 

【千葉市個人情報保護事務取扱要綱】 

第６ 訂正請求に係る事務 

４ 訂正請求に対する措置 

（３）決定期間の延長 

イ 訂正決定等に係る個人情報が著しく大量である場合 

所管課は、訂正請求に係る個人情報が著しく大量であるため、訂正請求があった日

の翌日から起算して６０日以内にその全てについて訂正決定等をすることができな

いことが明らかになった場合は、条例第３３条第１項の規定により、相当の期間内に

訂正決定等をすればよい。この場合には、個人情報訂正決定等期間特例延長通知書（規

則様式第２２号）を作成し、訂正請求者に送付するとともに、その写しを市政情報室

に送付する。 
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第３４条 事案の移送 

第３４条 実施機関は、訂正請求に係る個人情報（情報提供等記録を除く。）が第２２条

第３項の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他他の実施機関において訂正

決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当

該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をし

た実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければな

らない。 

２ 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該

訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をし

た実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。 

３ 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第３１条第１項の決定（以下「訂正

決定」という。）をしたときは、移送をした実施機関は、当該訂正決定に基づき訂正の

実施をしなければならない。 

１ 趣旨 

本条は、他の実施機関への訂正請求事案の移送について、その要件及び手続を定めた

ものである。 

２ 解釈 

訂正請求に係る個人情報が他の実施機関に移送した事案についての開示に係るもの

であるときなどは、当該他の実施機関の判断に委ねた方が迅速かつ適切な処理に資する

ことがあると考えられるので、実施機関は、当該他の実施機関と協議の上、事案を移送

することができることとした。 

情報提供等記録の事案の移送が認められないのは、開示請求の場合と同様である。 

（１）第１項関係 

ア 「正当な理由があるとき」 

本項で例示された「第２２条第３項の規定に基づく開示に係るものであるとき」

のほか、訂正請求に係る個人情報の重要な部分が他の実施機関の事務・事業に係る

ものである場合などであって、他の実施機関の判断に委ねた方が適当な場合である。 

イ 「協議の上、移送する」 

単に協議したという事実があれば移送できるということではなく、実施機関相互

の協議が整った場合に移送できるという趣旨であり、協議が整わない場合には、開

示請求を受けた実施機関が訂正決定等を行うことになる。 

ウ 「事案を移送した旨を書面により通知」 

事案の移送の通知は、施行規則第２０条で定める「個人情報訂正決定等事案移送
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通知書（様式第２３号）」によるものとする。 

書面による通知内容は、移送の年月日、移送先の実施機関の長の名称及び移送の

理由等である。 

（２）第２項関係 

「移送前にした行為」には、第２９条第２項において準用する第１４条第３項の規

定による訂正請求書の補正など条例に基づき移送前にした行為を全て含む。移送前に

した行為が移送後も移送を受けた実施機関の行為として有効となるよう規定したもの

である。 

（３）第３項関係 

本項は、移送の効果として、移送を受けた実施機関が第３１条各項の訂正決定等を

行うことを明確にするため規定したものである。 

訂正請求に係る事案の移送の場合、移送を受けた実施機関が訂正決定等を行わなけ

ればならないが、訂正の実施は請求に係る個人情報を保有する実施機関が行う必要が

ある。このため、移送を受けた実施機関が、訂正請求に係る個人情報を訂正する決定

を行ったときは、移送をした実施機関は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなけ

ればならないこととしたものである。 

３ 運用 

（１）移送は、専ら実施機関同士の問題であることから、訂正決定等の期限については、

第３２条第１項により、当初の訂正請求のあった時点から計算される。したがって、

移送の協議は、訂正請求を受けてから速やかに行われるべきである。 

（２）訂正請求者との関係において、訂正決定等を行うべき実施機関の長が何度も変わる

こと（再移送）は、適当ではない。移送の協議の際には、移送を行うことが適当と考

えられる実施機関が他にもあれば、これらの実施機関も交えて協議を行い、移送先を

決定すべきである。 

（３）事案の移送は、訂正請求を受けた実施機関が請求に係る個人情報を保有しているも

のの、訂正・不訂正の判断については他の実施機関が行うことが適当な場合に行われ

るものである。したがって、訂正請求を受けた実施機関が請求に係る個人情報を保有

していない場合は、事案の移送の場合に当たらない点に留意する必要がある。 

 

《関係規則・要綱》 

【千葉市個人情報保護条例施行規則】 

 （個人情報訂正決定等事案移送通知書） 

第２０条 条例第３４条第１項に規定する書面は、個人情報訂正決定等事案移送通知書（様式
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第２３号）とする。 

 

【千葉市個人情報保護事務取扱要綱】 

第６ 訂正請求に係る事務 

３ 事案の移送 

条例第３４条の規定に基づき事案を移送する実施機関が行う事務については、開示請求

に係る事務（第５－３）と同様とする。この場合において、訂正請求者に対し、事案を移

送した旨通知するに当たっては、個人情報訂正決定等事案移送通知書（規則様式第２３号）

によるものとする。（なお、条例第３４条は番号法に規定する特定個人情報のうち情報提

供等記録を適用除外としていることに留意すること。） 
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第３５条 個人情報の提供先への通知 

第３５条 実施機関は、訂正決定に基づく個人情報の訂正の実施をした場合において、

必要があると認めるときは、当該個人情報の提供先（情報提供等記録にあっては、総

務大臣及び番号法第１９条第７号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条

第８号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者（当該訂

正に係る番号法第２３条第１項及び第２項に規定する記録に記録された者であって、

当該実施機関以外のものに限る。））に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知する

ものとする。 

１ 趣旨 

本条は、実施機関が訂正決定に基づく訂正の実施をした場合、必要があると認めると

きは、当該個人情報の提供先等に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知することを

定めたものである。 

２ 解釈 

訂正請求権制度は、実施機関の保有する個人情報の内容が事実でない場合に、個人情

報の本人に訂正請求の権利を認めたものである。訂正請求の対象は、一義的には、訂正

請求があった実施機関の保有する個人情報である。しかし、訂正の実施をした実施機関

が、当該個人情報を第三者に提供しており、その提供先の実施機関等において誤った個

人情報が利用されることを予見することができる場合には、本制度の趣旨が活かされる

よう、提供先に対し訂正の実施をした旨を通知することとしている。 

また、情報提供等記録の訂正の場合は、その旨を総務大臣及び情報照会者又は情報提

供者に通知する必要があるため、特則を規定している。 

（１）「必要があると認めるとき」 

通知は提供元の実施機関の責任と判断の下に行う必要があるが、必要があるかどう

かは、提供に係る個人情報の内容や提供先における利用目的を勘案して個別に判断し

なければならない。 

（２）「個人情報の提供先（情報提供等記録にあっては、総務大臣及び番号法第１９条第７

号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第８号に規定する条例事務関係

情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者（当該訂正に係る番号法第２３条第１項

及び第２項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限

る。））に対し、通知する」 

ア 訂正を実施した実施機関は、提供先の利用目的に照らして相当の理由（又は特別

の理由）があると判断して個人情報を提供したものであるから、その利用目的に照

らして必要があると認めるときは、提供先に対して訂正の通知をすることが適当で
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ある。 

イ これに対し、個人情報の訂正を実施した実施機関が提供先である場合、提供元に

ついては、情報提供等記録を除き、一般的には、事案の移送手続がなされる場合が

多いこと、仮に移送しない場合においても訂正を実施した実施機関において提供元

の利用状況について把握すべき立場にないことから、あえて通知すべきこととはし

ていない。 

ウ 情報提供等記録の場合は、情報照会者若しくは情報提供者又は条例事務関係照会

者又は条例事務関係提供者のほか総務大臣もこれを保存しているため、これらの者

に訂正の実施をした旨を通知することが適当である。 

 

《関係規則・要綱》 

【千葉市個人情報保護事務取扱要綱】 

第６ 訂正請求に係る事務 

４ 訂正請求に対する措置 

（６）訂正内容の連絡 

訂正請求に応じて個人情報の訂正を行った所管課は、必要に応じ、関係課並びに当該

個人情報の収集先及び提供先に対して、当該個人情報の訂正の内容を連絡する。（なお、

番号法に規定する情報提供等記録を訂正した場合の通知先は、条例第３５条により限定

されていることに留意すること。） 
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第３節 利用停止（第３６条－第４１条） 

第３６条 利用停止請求権 

第３６条 何人も、自己に関する個人情報（情報提供等記録を除く。）が、次の各号のい

ずれかに該当すると認めるときは、実施機関に対し、当該各号に定める措置の請求（以

下「利用停止請求」という。）をすることができる。ただし、当該個人情報の利用の停

止、削除又は提供の停止（以下「利用停止」という。）に関して法令等の規定により特

別の手続が定められているときは、この限りでない。 

（１）第７条第１項から第３項までの規定に違反して収集されたとき、第８条第１項、

第８条の２第１項及び第２項若しくは第１０条第１項の規定に違反して利用されて

いるとき、第１１条第１項第４号の規定に違反して保有されているとき、番号法第

２０条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第２

９条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル（番号法第２条第９項に規

定する特定個人情報ファイルをいう。）に記録されているとき 当該個人情報の利用

の停止又は削除 

（２）第８条第１項、第８条の３又は第１０条第３項の規定に違反して提供されている

とき 当該個人情報の提供の停止 

２ 第２８条第２項及び同条第３項において準用する第１３条第２項の規定は、利用停

止請求について準用する。 

１ 趣旨 

本条は、実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保する趣旨から、開示を受け

た個人情報について、適法に収集されたものでないとき、利用目的の達成に必要な範囲

を超えて保有されているとき又は所定の事由に該当しないにもかかわらず利用目的以

外の目的で利用又は提供されているときにおいては、何人も、当該個人情報の利用停止

を請求することができることを定めたものである。 

ただし、情報提供等記録については、適法でない収集がなされたり条例に違反して目

的外の利用又は提供がなされたりすることが想定し難く、また、不正な情報連携を抑止

するためには情報提供等記録を恒常的に確認可能な状態にしておく必要性も高いため、

利用停止請求は認めないものとしている。 

２ 解釈 

（１）第１項関係 

本項は、実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保する趣旨で置かれている

ので、利用停止を請求することができるのは、開示を受けた個人情報が、次のいずれ
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かに該当すると認めるときに限られる。 

（ア）収集の制限に違反して収集されたとき。 

（イ）利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき。 

（ウ）所定の事由に該当しないにもかかわらず利用目的以外の目的で利用又は提供さ

れているとき。 

なお、本項の趣旨は、実施機関が組織的な意思決定に基づいて適法に取得、保有又

は提供している個人情報について利用停止請求の対象となるような事態を想定してい

るものではない。 

ア 「利用停止に関して法令等の規定により特別の手続が定められているときは、こ

の限りでない」 

個人情報の利用停止について、法令等の規定により特別の手続が定められている

ときは、当該手続により同様の目的を達成することができるので、その法令等の定

めるところによることとしたものである。 

イ 「個人情報の利用の停止又は削除」の措置の請求 

（ア）次のいずれかに該当すると認めるときに請求することができる。 

ａ 「第７条第１項から第３項までの規定に違反して収集されたとき」 

利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を収集した場合、本人以外か

ら収集した場合（ただし書に該当する場合を除く。）、センシティブ情報を収集

した場合（ただし書に該当する場合を除く。）をいう。 

ｂ 「第８条第１項の規定に違反して利用されているとき」 

条例が許容する限度を超えて利用目的以外の目的で個人情報（特定個人情報

を除く。）を利用している場合をいう。 

ｃ 「第８条の２第１項及び第２項の規定に違反して利用されているとき」 

条例が許容する限度を超えて利用目的以外の目的で特定個人情報を利用し

ている場合をいう。 

ｄ 「第１０条第１項の規定に違反して利用されているとき」 

センシティブ情報の電子計算機処理をしている場合をいう。 

e 「第１１条第１項第４号の規定に違反して保有されているとき」 

保有する必要がなくなった個人情報を保有し続けている場合をいう。 

ｆ 「番号法第２０条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき」 

番号法第１９条では特定個人情報の提供を、同法第２０条では特定個人情報

の収集・保管を、それぞれ制限しているが、これらに違反して収集・保管して

いる場合をいう。 

g 「番号法第２９条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル（番号
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法第２条第９項に規定する特定個人情報ファイルをいう。）に記録されている

とき」 

番号法第２９条では、個人番号を取り扱うことを許された範囲を超えて特定

個人情報ファイルを作成することを禁じており、これに違反して作成されたフ

ァイルに記録されている場合をいう。 

（イ）「利用の停止」 

利用の全面的な停止だけではなく、一部停止を含む。 

（ウ）「削除」 

当該個人情報の全部又は一部を記録媒体から抹消することをいい、具体的には、

当該個人情報が記録されている媒体の廃棄又は焼却、当該個人情報が記録されて

いる部分の黒塗り、当該データの消去等を指し、個人情報を匿名化することもこ

れに含まれる。 

（エ）本条に規定する「削除」の請求は、個人情報の内容の正誤にかかわる訂正請求

に含まれる「削除」とは異なり、その内容の正誤を問わず、個人情報が収集の制

限に違反して収集されたかどうかに関するものである。 

ウ 「個人情報の提供の停止」の措置の請求 

（ア）次のいずれかに該当すると認めるときに請求することができる。 

    ａ 「第８条第１項の規定に違反して提供されているとき」 

条例が許容する限度を超えて利用目的以外の目的で個人情報（特定個人情報

を除く。）を提供している場合をいう。 

    ｂ 「第８条の３の規定に違反して提供されているとき」 

番号法第１９条では、特定個人情報を提供できる場合を限定し、その提供を

制限しているが、これに違反して提供した場合をいう。 

    ｃ 「第１０条第３項の規定に違反して提供されているとき」 

    通信回線による電子計算機の結合の制限に違反して提供されている場合をい

う。 

（イ）「提供の停止」 

以降の提供行為を停止することをいう。 

なお、本号は、既に提供した個人情報の回収についてまで求めるものではない。

しかし、条例に違反する提供があったことを考慮し、提供先と連携をとりつつ、

個人の権利利益侵害の拡大防止のため、適切な措置を講じる必要がある。 

（２）第２項関係 

ア 訂正請求と同様、行政の適正かつ円滑な運営と個人の権利利益の保護との調和等

を図る観点から、請求を行う期間を個人情報の開示を受けた日から９０日以内とし、
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第２８条第２項を準用する。ただし、たとえ請求期間が徒過したとしても、再度開

示請求を行えば利用停止請求をすることが可能である。 

イ 本人以外が利用停止請求できる場合を定めたものであり、第１３条第２項の規定

を準用し、その範囲は開示請求と同じである。 

３ 運用 

利用停止を求めるのは、本条の規定に基づかなければならないという趣旨ではなく、

この制度によらなくとも利用停止を求めることはできる。 

なお、所管課において個人情報の不適正な取扱いを発見した場合や、本人から不適正

な取扱いの連絡を受けた場合において、当該不適正な取扱いの是正に応ずることができ

るときは、速やかに適切な対応を行うものとする。 
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第３７条 利用停止請求の手続 

第３７条 第２９条第１項並びに同条第２項において準用する第１４条第２項及び第３

項の規定は、利用停止請求の手続について準用する。 

１ 趣旨 

本条は、利用停止請求は所定の事項を記載した書面により行うべきこと等を定めると

ともに、利用停止請求書に形式上の不備がある場合の補正の手続について定めたもので

ある。 

２ 解釈 

（１）訂正請求と同様、利用停止請求は書面によること、書面には利用停止請求をする者

の氏名及び住所並びに利用停止請求に係る個人情報の開示を受けた日その他当該個人

情報を特定するために必要な事項を記載することとし、第２９条第１項の規定を準用

する。 

なお、利用停止請求は、施行規則第２１条第２項で定める「個人情報利用停止請求

書（様式第２４号）」によるものとする。 

ア 「利用停止請求の趣旨」とは、第３６条第１項第１号又は第２号により求める措

置の内容であり、その記載は明確かつ具体的である必要がある。 

イ 「利用停止請求の理由」とは、請求者が第３６条第１項第１号又は第２号に該当

すると考える根拠であり、請求を受けた実施機関において事実関係を確認するため

に必要な調査を実施することができる程度の事実が明確かつ具体的に記載されてい

る必要がある。 

（２）本人確認についても、訂正請求と同様に、利用停止請求をしようとする者が本人で

あること、又はその代理人であることを確認するために必要な手続について、開示請

求に準じて本人等の確認を行うこととし、第１４条第３項の規定を準用する。 

ただし、開示請求の場合には、資格を喪失した代理人に開示することは、個人情報

の取扱い上、問題であるため、資格を喪失した旨を届けさせることとしているが、利

用停止請求の場合は実施機関における個人情報の適正な取扱いがなされているか否

かが問題となるため、その結果を資格を喪失した代理人に通知したとしても、本市に

おける本人の情報について適正な取扱いが確保されることを考慮すると、本人にとっ

て不利益になるものではないと考えられる。このため、利用停止請求の場合には、開

示請求時の資格喪失の届出の規定を準用しないこととした。 

（３）利用停止請求書の補正についても、開示請求の手続に準じて行うこととし、第１４

条第３項の規定を準用する。 

なお、補正は、施行規則第２３条で定める「個人情報利用停止請求書補正請求通知
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書（様式第２５号）」によるものとする。 

３ 運用 

実施機関に対する利用停止請求の受付は、開示請求と同様、市政情報室において一元

的に行い、また、郵送による利用停止請求は、請求者本人の確認が十分に行えないこと

から、原則として認めないが、重病、身体障害等の真にやむを得ない理由により市政情

報室において利用停止請求をすることが困難と認められる場合に限り、本人確認を厳格

に行うことを条件として、例外的に認めるものとする。 

 

《関係規則・要綱》 

【千葉市個人情報保護条例施行規則】 

（個人情報の利用停止請求） 

第２１条 条例第３７条において準用する第２９条第１項第４号に規定する規則で定める事

項は、代理人による利用停止請求に係る本人の氏名、住所及び本人との関係とする。 

２ 条例第３７条において準用する第２９条第１項に規定する書面は、個人情報利用停止請求

書（様式第２４号）とする。 

（利用停止請求における本人確認手続等） 

第２２条 第５条（第４項から第６項までを除く。）の規定は、利用停止請求について準用す

る。この場合において、同条第１項から第３項まで中「第１４条第２項」とあるのは、「第

３７条において準用する第１４条第２項」と読み替えるものとする。 

（利用停止請求書の補正） 

第２３条 条例第３７条において準用する第１４条第３項の規定により補正を求めるときは、

個人情報利用停止請求書補正請求通知書（様式第２５号）により行うものとする。 

 

【千葉市個人情報保護事務取扱要綱】 

第７ 利用停止請求に係る事務 

１ 利用停止請求の案内及び相談 

（１）市政情報室は、請求に係る相談に応ずるとともに、利用停止請求をしようとする者か

ら、その趣旨、内容等を十分に聴取し、利用停止請求として対応すべきものかどうかを

確認する。 

（２）請求に係る個人情報が条例第５１条各項に規定する個人情報に該当する場合及び番号

法に規定する特定個人情報のうち情報提供等記録に該当する場合は、条例に基づく利用

停止請求をすることはできないので、その旨を説明するとともに、所管課へ案内するな

ど適切に対応する。 
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２ 利用停止請求の受付 

（１）個人情報の開示を受けていることの確認 

利用停止請求をする場合には、当該請求に係る個人情報が条例第２４条第１項の規定

による開示又は第２５条第１項の規定に基づく法令等の規定による開示を受けている

ことが必要であるので、利用停止請求をしようとする者に開示決定の通知書の提示を求

める等の方法により、既に開示を受けていることを確認する。 

なお、開示を受けていない場合、利用停止請求は開示を受けた個人情報についてのみ

請求できるものであることから、当該個人情報について開示請求を行い、開示を受ける

必要がある旨を説明する。 

（２）利用停止請求書の提出 

個人情報利用停止請求書（規則様式第２４号。以下「利用停止請求書」という。）の

提出については、開示請求に係る事務（第５－２－（２））と同様の方法により行う。 

（３）利用停止請求書を提出した者（以下「利用停止請求者」という。）が本人、その法定

代理人又は本人の委任による代理人であることの確認 

利用停止請求者が当該請求に係る個人情報の本人、その法定代理人又は本人の委任に

よる代理人であることの確認は、開示請求に係る事務（第５－２－（４））と同様の方

法により行う。（なお、本人の委任による代理人による利用停止請求が認められるのは、

特定個人情報に該当する情報を利用停止請求する場合のみであること。） 

（４）利用停止請求書の記入事項の確認 

利用停止請求書の受付に当たっては、開示請求に係る事務（第５－２－（３））に準

ずるほか、次の点に留意する。 

ア 「１ 利用停止請求に係る個人情報の内容又は公文書の件名」欄 

開示決定の通知書の「開示請求に係る個人情報の内容又は公文書の件名」欄に記載

されている内容又は法令等の規定により開示を受けた個人情報の内容等と同一の記

入内容であること。 

イ 「２ 利用停止請求の趣旨及び理由」欄 

利用停止を請求する個人情報の内容並びに実施機関が違反したと認める根拠条項

及び自己の個人情報を条例に違反して収集、利用、保有又は提供したと認める原因と

なった事実が、具体的に記入してあること。 

（５）利用停止請求書の記入に不備がある場合の対応 

提出を受けた利用停止請求書の記入内容に不備がある場合の対応は、開示請求に係る

事務（第５－２－（５））と同様の方法により行う。 

（６）利用停止請求書への記入事項 

提出を受けた利用停止請求書の「［処理欄］」への記入は、開示請求に係る事務（第５
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－２－（６））と同様の方法により行う。 

（７）利用停止請求の受付 

利用停止請求の受付については、開示請求に係る事務（第５－２－（７））と同様の

方法により行い、処理経過の記録は、個人情報開示請求等処理簿による。 

なお、利用停止請求を受け付けた場合における利用停止請求者に対する説明事項は、

次のとおりである。 

ア 翌日から起算して３０日以内に、利用停止請求に係る個人情報を利用停止する旨又

は利用停止しない旨の決定（以下「利用停止決定等」という。）を行い、その結果を

個人情報利用停止決定通知書（規則様式第２６号）、個人情報部分利用停止決定通知

書（規則様式第２７号）又は個人情報不利用停止決定通知書（規則様式第２８号）（以

下「利用停止請求に係る決定通知書」という。）により、利用停止請求者に対し通知

すること。この場合において、利用停止する旨の決定を行ったときは、利用停止請求

に係る個人情報の利用停止を行ったうえで通知すること。 

イ アにおいて、やむを得ない理由がある場合は、３０日の期間を６０日まで延長する

ことがあり、このときは、個人情報利用停止決定等期間延長通知書（規則様式第２９

号）により、利用停止請求者に対し通知すること。 

ウ 利用停止請求に係る個人情報に第三者情報が含まれている場合は、当該第三者の意

見を聴くことがあること。 

（８）送付による利用停止請求 

ア 市政情報室へ利用停止請求書を送付して行う利用停止請求は、本人確認書類が複写

されること及び請求者と直接対面しないことにより本人確認書類の信用性が減殺す

ることから、利用停止請求をする者の本人確認を十分に行うため、利用停止請求は市

政情報室で行わせることが望ましい。 

イ 本人、その法定代理人又は本人の委任による代理人であることの確認、受付及び補

正の取扱いは、開示請求に係る事務（第５－２－（８）―イ～エ）と同様とする。 

（９）受付後の利用停止請求書の取扱い 

受付後の利用停止請求書の取扱いについては、開示請求に係る事務（第５－２－（９））

と同様とする。この場合において、所管課が利用停止請求者に対し、利用停止請求書の

不備について補正を求める場合には、個人情報利用停止請求書補正請求通知書（規則様

式第２５号）によるものとする。 
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第３８条 個人情報の利用停止義務 

第３８条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由

があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するた

めに必要な限度で、当該個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該個

人情報の利用停止をすることにより、当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上、

当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この

限りでない。 

１ 趣旨 

本条は、利用停止請求に対する実施機関の利用停止義務を明らかにするものであり、

利用停止請求に理由があると認めるときは、実施機関が、当該実施機関における個人情

報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該個人情報の利用停止をしなけれ

ばならないことを定めたものである。 

２ 解釈 

（１）「利用停止請求に理由がある」とは、第３６条第１項第１号又は第２号に該当する違

反の事実があると実施機関が認めるときである。その判断は、当該実施機関の所掌事

務、個人情報の利用目的及び条例の趣旨を勘案して、事実を基に客観的に行わなけれ

ばならない。 

（２）「個人情報の適正な取扱いを確保する」 

第３６条第１項第１号又は第２号に該当する違反状態を是正するという意味であ

る。 

（３）「必要な限度」 

例えば、利用停止請求に係る個人情報について、その全ての利用が違反していれば

全ての利用停止を、一部の利用が違反していれば一部の利用停止を行う必要があると

いうことである。 

また、例えば、利用目的外の利用を理由として、本人から個人情報の削除を求めら

れた場合には、個人情報の適正な取扱いを確保する観点から、当該利用目的外の利用

を停止すれば足りる。この場合、当該個人情報を削除するまでの必要はなく、仮に削

除してしまうと、本来の利用目的内での利用も不可能となり、適当でない。 

（４）利用停止請求に理由があることが判明した場合であっても、利用停止を行うことに

より保護される本人の権利利益と損なわれる公共の利益との比較衡量を行った結果、

後者が優るような場合にまで利用停止を行う義務を課すことは、公共の利益の観点か

らみて適当でない。このため、「当該個人情報の利用停止をすることにより、当該個人

情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすお
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それがあると認められるとき」は、利用停止をする義務を負わない。 

（５）個人情報を基になされた行政処分との関係について 

利用停止請求は、請求に係る個人情報の適正な取扱いを確保する観点から行われる

ものであり、その効果の及ぶ範囲は、当該請求を受けた個人情報それ自体であり、当

該情報に基づいて既になされた行政処分の効力に直接に影響を及ぼすものではない。

行政処分の効力自体の争いは、別途、当該行政処分を対象とする争訟手続により解決

されるべき問題である。 
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第３９条 利用停止請求に対する措置 

第３９条 実施機関は、利用停止請求に係る個人情報の利用停止をするときは、その旨

の決定をし、利用停止請求をした者（以下「利用停止請求者」という。）に対し、その

旨を書面により通知しなければならない。 

２ 第３１条第２項の規定は、実施機関が利用停止請求に係る個人情報の利用停止をし

ない場合について準用する。 

１ 趣旨 

本条は、実施機関が、利用停止請求に対して、利用停止をする又は利用停止をしない

旨の決定（利用停止決定等）をし、請求者に通知しなければならないことを定めたもの

である。 

２ 解釈 

（１）第１項関係 

実施機関は、請求どおりに利用停止を行う場合においても、単に利用停止を行うだ

けでなく、利用停止請求者に対して利用停止する旨を通知しなければならない。 

なお、これには一部を利用停止する場合も含まれる。利用停止しない部分について

は、利用停止をしない旨の決定と同様、理由の提示及び審査請求の教示が必要である。 

また、例えば、利用目的外の利用を理由として、本人から個人情報の削除を求めら

れた場合、個人情報の適正な取扱いを確保する観点から、当該利用目的外の利用を停

止するような場合も、本項の利用停止決定に含まれる。このような場合も、削除でな

く利用の停止を行った理由の提示及び審査請求の教示が必要となる。 

個人情報の全部を利用停止する決定の通知は、施行規則第２４条第１項第１号で定

める「個人情報利用停止決定通知書（様式第２６号）」によるものとする。 

個人情報の一部を利用停止する決定の通知は、同項第２号で定める「個人情報部分

利用停止決定通知書（様式第２７号）」によるものとする。 

（２）第２項関係 

ア 本項で準用する第３１条第２項の規定により、利用停止請求に理由があると認め

られないとき、利用停止をすることにより「当該個人情報の利用目的に係る事務の

性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められると

き」は、利用停止をしない旨の決定をする。 

イ 利用停止決定も、開示決定と同様に行政処分であり、利用停止をしない旨の通知

を行う際には、手続条例第８条に基づく理由の提示及び行政不服審査法第８２条に

基づく教示（審査請求をすることができる旨、審査請求をすべき行政庁、審査請求

ができる期間）を書面により行うことが必要であり、これらの事項を利用停止しな
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い旨の決定の通知書に併記するものとする。 

なお、個人情報を利用停止しない決定の通知は、施行規則第２４条第２項で定め

る「個人情報不利用停止決定通知書（様式第２８号）」によるものとする。 

３ 運用 

（１） 利用停止請求に対する決定に当たっての市政情報室への協議及び利用停止請求に係

る個人情報の全部又は一部を利用停止しない旨の決定をした場合の理由の提示につい

ては、開示請求に対する決定の場合と同様とする。 

（２） 利用停止請求があった場合、利用停止請求者の権利利益の保護を図るとともに、請

求に係る個人情報の慎重な取扱いを行うため、利用停止するかどうかの決定を行うま

での間、事務に支障のない限り、当該利用停止請求に係る個人情報の利用及び提供を

停止するよう努めるものとする。 

（３） 利用停止請求に係る個人情報の利用停止を行った場合において、既に当該個人情報

の提供等を行っているときは、可能な範囲で、提供先等にその旨を通知するとともに、

利用停止の依頼を行うよう努めるものとする。 

（４）利用停止請求が条例に規定する要件を満たさず、利用停止請求者が補正に応じない

等の理由により、当該利用停止請求が適法でないと認められる場合には、利用停止し

ない旨の決定を行うものとする。 

 

《関係規則・要綱》 

【千葉市個人情報保護条例施行規則】 

（個人情報利用停止決定通知書等） 

第２４条 条例第３９条第１項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定めるところによるものとする。 

（１）個人情報の全部を利用停止する旨の決定をしたとき 個人情報利用停止決定通知書（様

式第２６号） 

（２）個人情報の一部を利用停止する旨の決定をしたとき 個人情報部分利用停止決定通知書

（様式第２７号） 

２ 条例第３９条第２項において準用する第３１条第２項に規定する書面は、個人情報不利用

停止決定通知書（様式第２８号）とする。 

 

【千葉市個人情報保護事務取扱要綱】 

第７ 利用停止請求に係る事務 

３ 利用停止請求に対する措置 
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（１）請求内容の確認 

利用停止請求書の原本の送付を受けた所管課は、次の事項を確認し、千葉市公文書取

扱規程等に定める手続に従い、当該請求書に収受印を押すとともに、内部管理システム

に登録する。 

ア 利用停止請求に係る個人情報が条例第２４条第１項の規定による開示又は第２５

条第１項の規定に基づく法令等の規定による開示を受けた個人情報であること。 

イ 利用停止請求に係る個人情報が利用停止請求者（請求者が法定代理人又は本人の委

任による代理人であるときは、被代理者）本人の個人情報であること。 

ウ 利用停止請求に係る個人情報が条例第５１条各項に規定する個人情報でないこと。 

（２）利用停止をするか否かの検討 

ア 調査前の確認 

所管課は、利用停止請求に係る個人情報について、利用停止をするか否かの検討を

行うために必要な調査を実施する前に、次の事項を確認する。 

（ア）法令等により利用停止の請求が認められないものでないか。 

（イ）実施機関が利用停止の権限を有しているか。 

イ 調査 

  所管課は、アの確認の後、関係書類等の確認、関係者への事情聴取等の方法により、

利用停止請求に係る個人情報が、次のいずれかに該当していないかについて、速やか

に調査を行う。 

なお、関係者への事情聴取を行うときは、原則として利用停止請求者が識別できな

い形で行う等当該請求者の権利利益の保護に十分配慮する。 

（ア）条例第７条第１項から第３項までの規定に違反して収集されていること。 

（イ）条例第８条第１項、第８条の２第１項若しくは第２項又は第１０条第１項の規定

に違反して利用されていること。 

（ウ）条例第１１条第１項第４号の規定に違反して保有されていること 

（エ）番号法第２０条の規定に違反して収集され、又は保管されていること。 

（オ）番号法第２９条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル（番号法第２

条第９項に規定する特定個人情報ファイルをいう。）に記録されていること。 

（カ）条例第８条第１項、第８条の３又は第１０条第３項の規定に違反して提供されて

いること。 

ウ 決定の検討 

所管課は、調査結果に基づき、利用停止請求に係る個人情報の利用停止をするか否

かを、次の事項を参考に検討する。 

（ア）制度の統一的な運用を行うための市政情報室との協議 
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（イ）関係課等と必要に応じ行う協議 

（４）利用停止決定等 

利用停止決定等は、開示請求に係る事務（第５－４－（６））に準じた方法により行

う。 

（５）個人情報の利用停止 

個人情報を利用停止する旨の決定を行ったときは、速やかに利用停止請求に係る個人

情報の利用停止を行う。 

利用停止は、次のいずれかの方法により行うほか、個人情報の内容並びに記録媒体の

種類及び性質に応じ、適切な方法により行う。 

なお、所管課は、利用停止に係る個人情報が記録された公文書に、利用停止する旨の

決定に係る起案文書の写しを添付するなど、利用停止を行った時期、理由等を明らかに

する措置を講ずる。 

ア 利用を停止すべき個人情報の利用を停止する。 

イ 削除すべき個人情報を完全に消去する。 

ウ 削除すべき個人情報が記録された部分を黒塗りする。 

エ 削除された個人情報が記録された媒体を廃棄、焼却する。 

オ 提供を停止すべき個人情報の提供を停止する。 

（６）利用停止の連絡 

利用停止請求に応じて個人情報の利用停止を行った所管課は、必要に応じ、関係課並

びに当該個人情報の提供先に対して、その旨を連絡するとともに、当該個人情報の利用

の停止、廃棄又は削除を依頼する。 

（７）利用停止請求に係る決定通知書の記入事項 

利用停止請求に係る決定通知書の記入に当たっては、開示請求に係る事務（第５－４

－（７））に準ずるほか、次の点に留意する。 

ア 「利用停止の内容」欄 

利用停止した内容を具体的に記入する。 

イ 「利用停止をした日」欄 

当該個人情報の利用停止を行った年月日を記入すること。 

ウ 「利用停止しないこととした部分とその理由」欄 

当該決定部分とその理由を、明確かつ具体的に記入する。理由には、調査の結果、

請求に係る個人情報の取扱いに条例上の違反がないことが確認された場合のほか、利

用停止請求することができない者からの請求である場合、利用停止請求された個人情

報が請求の対象とならない個人情報である場合等が挙げられる。 

（８）利用停止請求に係る決定通知書の送付 
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所管課は、（５）に定める個人情報の利用停止を行い、又は不利用停止の決定をした

ときは、速やかに利用停止請求に係る決定通知書を作成し、これを利用停止請求者に送

付するとともに、その写しを市政情報室に送付する。 
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第４０条 利用停止決定等の期限 

第４０条 前条第１項及び同条第２項において準用する第３１条第２項の決定（以下「利

用停止決定等」という。）は、当該利用停止請求があった日の翌日から起算して３０日

以内にしなければならない。ただし、第３７条において準用する第１４条第３項の規

定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入し

ない。 

２ 第３２条第２項の規定は前項の期間の延長について、同条第３項において準用する

第２０条第３項の規定は前項の期間内（第３２条第２項の規定の準用により延長後の

期間が通知された場合には、当該期間内）に実施機関が利用停止決定等をしない場合

について、それぞれ準用する。 

１ 趣旨 

本条は、利用停止決定等を行うべき期限（利用停止請求があった日から３０日以内）

及び延長可能な期間（３０日以内）を定めたものである。 

２ 解釈 

（１）第１項関係 

本項は、開示決定等及び訂正決定等の場合と同様、利用停止決定等の期限を設ける

こととし、その期限について、訂正決定と同様に「３０日以内」とした。 

（２）第２項関係 

ア 本項で準用する第３２条第２項の規定により、期限の延長を行う場合、実施機関

は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により

通知しなければならない。 

なお、利用停止決定等の期間の延長の通知は、施行規則第２５条で定める「個人

情報利用停止決定等期間延長通知書（様式第２９号）」によるものとする。 

イ 本項において第２０条第３項の規定を準用したのは、第１項の期間又は本項で準

用する第３２条第２項の規定により延長をした期間内に実施機関が利用停止決定等

をしない場合に、開示決定と同様に利用停止しない旨の決定をしたとみなすことを

定めたものである。 

 

《関係規則・要綱》 

【千葉市個人情報保護条例施行規則】 

（個人情報利用停止決定等期間延長通知書） 

第２５条 条例第４０条第２項において準用する条例第３２条第２項に規定する書面は、個人
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情報利用停止決定等期間延長通知書（様式第２９号）とする。 

 

【千葉市個人情報保護事務取扱要綱】 

第７ 利用停止請求に係る事務 

３ 利用停止請求に対する措置 

（３）決定期間の延長 

ア 所管課は、利用停止請求書の提出があった日の翌日から起算して３０日以内に利用

停止決定等をすることができないことが明らかになったときは、当該決定期間を延長

する。決定期間の延長の手続は、開示請求に係る事務（第５－４－（４））に準じて

行う。 
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第４１条 利用停止決定等の期限の特例 

第４１条 第３３条第１項の規定は利用停止決定等の期限について、同条第２項におい

て準用する第２１条第２項の規定は実施機関が第３３条第１項の規定の準用により通

知した同項第２号の期限を経過した後においても利用停止決定等をしない場合につい

て、それぞれ準用する。 

１ 趣旨 

本条は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときの利用停止決定等の期限

の特例を定めたものである。 

２ 解釈 

（１）本条において準用する第３３条第１項の規定は、訂正請求と同様、事案によっては

第４０条第２項において準用する第３２条第２項の延長期限内に利用停止決定等を行

うことが困難な場合も想定されるため、実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を

要すると認めるときは、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りることとしたも

のである。 

本条を適用する場合、実施機関は、第４０条第１項に規定する期間（補正に要した

期間を除いて利用停止請求があった日から３０日間）内に、利用停止請求者に対し、

本条を適用する旨及びその理由、利用停止決定等をする期限について、書面により通

知しなければならない。 

なお、利用停止決定等の期間の特例延長の通知は、施行規則第２６条で定める「個

人情報利用停止決定等期間特例延長通知書（様式第３０号）」によるものとする。 

（２）本条において準用する第２１条第２項の規定は、第３３条第１項の規定の準用によ

る同項第２号の期限を経過した後においてもなお実施機関が利用停止決定等をしない

場合に利用停止しない旨の決定をしたとみなすことを定めたものである。 

３ 運用 

（１）本条を適用する場合、利用停止請求に係る個人情報の利用停止決定等の期限は「相

当の期間内」となるが、本条を適用する旨及びその理由の利用停止請求者への通知の

期限は３０日以内であることに留意しなければならない。 

（２）利用停止決定等の期限が「相当の期間内」となることで、利用停止請求者が一部に

ついてのみ利用停止を求めるようになることがあり得る。このため利用停止決定等の

期限を延長する決定を行った後、個人情報の利用停止を求める範囲について利用停止

請求者に再確認することが望ましい。 
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《関係規則・要綱》 

【千葉市個人情報保護条例施行規則】 

（個人情報利用停止決定等期間特例延長通知書） 

第２６条 条例第４１条において準用する第３３条第１項に規定する書面は、個人情報利用停

止決定等期間特例延長通知書（様式第３０号）とする。 

 

【千葉市個人情報保護事務取扱要綱】 

第７ 利用停止請求に係る事務 

３ 利用停止請求に対する措置 

（３）決定期間の延長 

イ 利用停止決定等に係る個人情報が著しく大量である場合 

所管課は、利用停止請求に係る個人情報が著しく大量であるため、利用停止請求が

あった日の翌日から起算して６０日以内にその全てについて利用停止決定等をする

ことができないことが明らかになった場合は、条例第４１条において準用する第３３

条第１項の規定により、相当の期間内に利用停止決定等をすればよい。この場合には、

個人情報利用停止決定等期間特例延長通知書（規則様式第３０号）を作成し、利用停

止請求者に送付するとともに、その写しを市政情報室に送付する。 
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第４章 審査請求等 

第１節 諮問等（第４１条の２－第４４条） 

第４１条の２ 審理員による審理手続に関する規定の適用除外 

第４１条の２ 開示決定等（第２０条第３項又は第２１条第２項の規定により開示をし

ない旨の決定があったものとみなされた場合における当該あったものとみなされた

決定を含む。以下この章において同じ。）、訂正決定等（第３２条第３項において準

用する第２０条第３項又は第３３条第２項において準用する第２１条第２項の規定

により訂正をしない旨の決定があったものとみなされた場合における当該あったも

のとみなされた決定を含む。以下この章において同じ。）若しくは利用停止決定等（第

４０条第２項において準用する第２０条第３項及び前条において準用する第２１条

第２項の規定により利用停止をしない旨の決定があったものとみなされた場合にお

ける当該あったものとみなされた決定を含む。以下この章において同じ。）又は開示

請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行

政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第９条第１項本文の規定は、適用しない。 

１ 趣旨 

開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る審査請求又は開示請求、訂

正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、条例第４２条

の規定に基づき千葉市個人情報保護審査会（以下「審査会」という。）への諮問を経

ることとなっており、公正かつ慎重な審理が担保されていることから、行政不服審査

法第９条第１項に規定する審理員の指名は行わないことを定めたものである。 
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第４２条 審査会への諮問 

第４２条 開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若し

くは利用停止請求に係る不作為について、審査請求があった場合は、当該審査請求に対

する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、千葉市個人

情報保護審査会に諮問しなければならない。 

（１）審査請求が不適法であり、却下するとき。 

（２）裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示する

こととするとき（当該個人情報の開示について反対意見書が提出されているときを除

く。）。 

（３）裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすること

とするとき。 

（４）裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の利用停止をす

ることとするとき。 

１ 趣旨 

本条は、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等について、行政不服審査法の

規定に基づく審査請求があった場合、公正な裁決を行うため、審査請求を受けた実施

機関は、審査請求についての裁決を行うに先立ち、第１号から第４号までの各号のい

ずれかに該当する場合を除いて、審査会に諮問しなければならないことを定めたもの

である。 

２ 解釈 

（１）第１号の「審査請求が不適法であり、却下するとき」とは、行政不服審査法に基

づく審査請求が、審査請求人適格又は審査請求の利益がないこと、審査請求のでき

る期間を徒過していること等の要件不備により却下する場合をいう。 

なお、審査請求のできる期間は、原則として、開示決定等があったことを知った

日の翌日から起算して３か月以内（行政不服審査法第１８条第１項）である。 

（２）第２号は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示しない旨の決定を取り

消し、又は変更し、結果的に当該個人情報の全部を開示することとなる場合は、条

例第２３条第３項に規定する第三者から反対意見書が提出されているときを除い

て、審査会への諮問が不要であることを定めたものである。 

（３）第３号は、訂正請求に係る個人情報の全部又は一部を訂正しない旨の決定を取り

消し、又は変更し、結果的に訂正請求どおりの訂正をすることとなる場合は、審査

会への諮問が不要であることを定めたものである。 

（４）第４号は、利用停止請求に係る個人情報の全部又は一部を利用停止しない旨の決

http://www1.g-reiki.net/chiba/reiki_honbun/g002RG00000864.html#e000000895
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定を取り消し、又は変更し、結果的に利用停止請求どおりの利用停止をすることと

なる場合は、審査会への諮問が不要であることを定めたものである。 

３ 運用 

（１）審査請求に対する裁決を行うべき実施機関は、審査会に対し速やかに諮問するよう

努めるとともに、裁決を行う際には審査会の答申を尊重しなければならない。 

（２）本条第１号について、例えば、審査請求の利益がないことが必ずしも明らかでない

場合や３か月の審査請求期間を過ぎてなされた審査請求であっても、正当な理由が存

在する可能性がある場合など、審査請求が不適法か否かについて判断に迷うときは、

審査会に諮問するものとする。 

《関係規則・要綱》 

【千葉市個人情報保護事務取扱要綱】 

第８ 審査請求があった場合の取扱い 

１ 審査請求の受付等 

開示請求等に対する処分について、行政不服審査法の規定に基づく審査請求があった場

合は、所管課若しくは裁決担当課（市長に対する審査請求である場合にあっては市政情報

室、行政委員会等に対する審査請求である場合にあっては当該行政委員会等において裁決

を行う課をいう。以下同じ。）又は市政情報室（行政委員会等に対する審査請求である場

合に限る。）において審査請求書を受け付ける。 

（１）市長に対する審査請求である場合 

ア 所管課で受け付けたとき 

直ちに市政情報室へ連絡し、審査請求書を市政情報室へ送付する。 

イ 市政情報室で受け付けたとき 

直ちに所管課へ連絡し、審査請求書の写しを所管課へ送付する。 

（２）行政委員会等に対する審査請求である場合 

ア 所管課で受け付けたとき 

直ちに裁決担当課及び市政情報室へ連絡し、審査請求書を裁決担当課へ送付すると

ともに審査請求書の写しを市政情報室へ送付する。 

イ 裁決担当課で受け付けたとき 

直ちに所管課及び市政情報室へ連絡し、審査請求書の写しを所管課及び市政情報室

へ送付する。 

ウ 市政情報室で受け付けたとき 

直ちに裁決担当課へ連絡し、審査請求書を裁決担当課へ送付する。審査請求書の送

付を受けた裁決担当課は、所管課へ連絡し、審査請求書の写しを所管課へ送付する。 

２ 裁決担当課における検討 
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審査請求を受け付け、又は審査請求書の送付を受けた裁決担当課は、審査請求について、

行政不服審査法に基づき、次に掲げる要件について確認するとともに、所管課に弁明書の

提出を依頼する。 

（１）審査請求書の次に掲げる記載事項の確認 

ア 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 

イ 審査請求に係る処分の内容 

ウ 審査請求に係る処分があったことを知った年月日 

エ 審査請求の趣旨及び理由 

オ 処分庁の教示の有無及びその内容 

カ 審査請求の年月日 

キ 代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所（審査請求人が、

法人その他の社団若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって

審査請求をする場合） 

（２）審査請求期間（処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内）の審査

請求かどうか。 

（３）審査請求人適格の有無（「処分」によって直接に自己の権利利益を侵害された者かど

うか。） 

３ 所管課における検討 

弁明書の提出の依頼を受けた所管課は、審査請求について、適法であることを確認する

とともに、関係課と協議し、審査請求に係る開示決定等が妥当であるかどうかの検討を行

い、なお、開示決定等が妥当であると判断した場合は、速やかに弁明書を作成し、裁決担

当課に提出するものとする。 

４ 千葉市個人情報保護審査会への諮問 

所管課から弁明書の提出を受けた裁決担当課は、速やかに、千葉市個人情報保護審査会

（以下「審査会」という。）に諮問するとともに、諮問した旨を個人情報保護審査会諮問

通知書（規則様式第３１号）により審査請求人に通知する。 

５ 反論書の提出依頼等 

審査会への諮問後、裁決担当課は、弁明書の写しを審査請求人に送付する。その際、審

査請求人に、相当の期間を定めて反論書の提出の機会を与えるものとする。 

６ 口頭意見陳述の実施 

審査請求人から、審査庁に対する口頭意見陳述の申立てがあったときは、裁決担当課に

おいて口頭意見陳述を実施し、口頭意見陳述聴取結果記録書を作成する。 

７ 審査請求に対する裁決等 

裁決担当課は、審査請求を不適法であるとして却下する場合若しくは審査会に諮問せず

に審査請求を認容する場合又は審査会から答申があった場合は、速やかに、審査請求に対

する裁決の手続を行う。 
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裁決担当課は、審査請求に対する裁決を行ったときは、裁決書の謄本を審査請求人に送

付するとともに、その写しを所管課に送付する。 
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第４３条 諮問した旨の通知 

第４３条 前条の規定により諮問をした実施機関（以下「諮問庁」という。）は、次に掲

げるものに対し、諮問した旨を通知しなければならない。 

（１）審査請求人及び参加人（行政不服審査法第１３条第４項に規定する参加人をいう。

以下この章において同じ。） 

（２）開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者（これらの者が審査請求人又は参加

人である場合を除く。） 

（３）当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者（当該第三

者が審査請求人又は参加人である場合を除く。） 

１ 趣旨 

本条は、前条の規定により実施機関が審査会に諮問した場合は、審査請求の処理状

況を明らかにするため、実施機関が審査請求人及び行政不服審査法第１３条第４項に

規定する参加人（第１号）のほか、参加人となり得る利害関係者（第２号及び第３号）

に対して、審査会に諮問した旨を通知しなければならないことを定めたものである。 

２ 解釈 

（１）第１号は、審査請求人及び審査請求に利害関係人として参加している参加人に対

し、審査会に諮問をした旨を通知することとしたものである。 

（２）第２号は、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等について第三者が審査請

求を提起している場合、開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者に対し、審査

会に諮問をした旨を通知することとしたものである。 

（３）第３号は、開示決定等について反対意見書を提出した第三者に対しても、審査会

に諮問をした旨の通知をすることとしたものである。 

 

《関係規則・要綱》 

【千葉市個人情報保護条例施行規則】 

（個人情報保護審査会諮問通知書） 

第２７条 条例第４３条の規定による通知は、個人情報保護審査会諮問通知書（様式第３１号）

により行うものとする。 
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第４４条 第三者からの審査請求を棄却する場合における手続 

第４４条 第２３条第３項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合に

ついて準用する。 

（１）開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決 

（２）審査請求に係る開示決定等（全部を開示する旨の決定を除く。）を変更し、当該審

査請求に係る個人情報を開示する旨の裁決（第三者である参加人が当該情報の開示

に反対の意思を表示している場合に限る。） 

１ 趣旨 

本条は、条例第２３条第３項の規定を準用し、審査請求に対する裁決の日と開示を

実施する日との間に少なくとも２週間を置くこと等により、第三者に取消訴訟を提起

する準備期間を与えることについて定めたものである。なお、本条は、速やかな開示

の実施を求める開示請求者の立場を考慮して、個人情報の不開示を求める審査請求を

提起した第三者（第１号）と、個人情報の開示を求める審査請求に参加して個人情報

の開示に反対の意思を表示した第三者（第２号）に限って、開示の実施を遅らせるこ

ととしたものである。 

２ 解釈 

（１）第１号は、開示決定に対する第三者からの審査請求（個人情報の不開示を求める

審査請求）を却下し、又は棄却する場合には、開示請求に係る個人情報が開示され

ることとなるため、条例第２３条第３項の規定を準用し、第三者による個人情報の

不開示を求める訴訟提起の準備期間を確保することとしたものである。 

（２）第２号は、開示決定等に対する開示請求者からの審査請求（個人情報の開示を求

める審査請求）が行われた結果、開示決定等を変更する場合には、当初の決定より

も開示する部分が拡大することとなるため、条例第２３条第３項の規定を準用し、

第三者による個人情報の不開示を求める訴訟提起の準備期間を確保することとし

たものである。 

なお、開示決定等が裁決によって取り消される場合には、実施機関が改めて第１

９条各項に規定する開示決定等を行うこととなるため、条例第２３条第３項の規定

が直接適用される。 
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第２節 千葉市個人情報保護審査会（第４５条－第４７条） 

第４５条 審査会 

第４５条 第４２条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、千葉

市個人情報保護審査会（以下「審査会」という。）を置く。 

２ 審査会は、委員５人以内で組織する。 

３ 委員は、個人情報の保護に関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、

前任者の残任期間とする。  

５ 委員は、再任されることができる。 

６ 委員は、職務上知り得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。 

１ 趣旨 

  本条は、第４２条の規定による諮問に応じて調査審議するため、市長の附属機関であ

る審査会の設置並びにその組織及び運営等を定めたものである。 

２ 解釈 

（１）審査会は、客観的かつ効率的に調査審議を行い、公正な判断をするため、５人以内

の委員で組織し、委員は、個人情報の保護に関し識見を有する者のうちから、市長が

委嘱することとした。 

（２）「職務上知り得た秘密を漏らしてはならない」とは、審査会は、個人情報の提示を

受けて、実施機関の決定の当否を調査審議するものであることなどから、委員に守秘

義務を課したものである。委員がこの守秘義務に違反した場合、条例に規定される罰

則が課せられることとなる。 

 

《関係規則・要綱》  

【千葉市個人情報保護条例施行規則】 

（個人情報保護審査会） 

第２８条 千葉市個人情報保護審査会（以下「審査会」という。）に会長を置き、委員の互選

により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、そ

の職務を代理する。 
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４ 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

５ 審査会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

６ 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

７ 審査会の庶務は、総務局総務部政策法務課において処理する。 

８ 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定

める。 
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第４６条 審査会の調査権限 

第４６条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求のあった開

示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る個人情報が記録されている公文書の

提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示さ

れた公文書の開示を求めることができない。 

２ 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではなら

ない。 

３ 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求のあった開示決定

等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、

又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。 

４ 第１項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査

請求人、参加人又は諮問庁（以下「審査請求人等」という。）に意見書又は資料の提出

を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な

調査をすることができる。 

１ 趣旨 

本条は、審査会の調査権限について定めたものである。 

２ 解釈 

（１）第１項は、審査会において的確かつ迅速な判断が行われるようにするために、審

査会が、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求のあった開示決定等、

訂正決定等又は利用停止決定等に係る個人情報が記録されている公文書の提示を

求め、これを直接見分（インカメラ審理）することにより、不開示情報が記録され

ているかどうか、開示の範囲が適切かどうか等について判断できるようにしたもの

である。なお、「何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めるこ

とができない」とは、インカメラ審理のために審査会が保有することとなった公文

書（その写しを含む。）については、何人も、条例第１３条の開示請求によっても、

その開示を求めることはできないとする趣旨である。 

（２）第２項は、インカメラ審理の実効性を担保するため、諮問庁は、審査会から前項

の規定による求めがあったときは、これを拒否することができない旨を定めたもの

である。 

（３）第３項は、開示請求に係る公文書が大量であったり、複数の不開示情報が複雑に

関係したりする事案などの審議においては、事案の概要と争点を明確にし、審理を

促進するために、審査会は、不開示とされた部分、適用した不開示条項、不開示条

項を適用した理由等を、審査会の指定する方法で分類又は整理した資料の作成及び
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提出を、諮問庁に求めることができることとしたものである。なお、「審査会の指

定する方法」とは、個々の事案ごとに審査会が最も適切な方法として指定する方法

であり、あらかじめ定まっているものではない。 

（４）第４項は、審査会は、その調査審議を行う上で必要があると認めるときは、審査請

求人、実施機関の職員その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資

料の提出を求めることができることを定めたものである。同項中「その他必要な調査」

とは、専門家から意見を聴取するなど審査会が審議の参考とするために必要とする

調査をいう。 
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第４７条 審査会の調査審議の手続 

第４７条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭

で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。 

２ 審査会は、審査会に提出された意見書又は資料について審査請求人等から閲覧又は

複写の求めがあった場合においては、第三者の利益を害するおそれがあると認めると

きその他正当な理由があるときを除き、これに応ずるよう努めなければならない。 

３ 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人

に送付するものとする。 

４ 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。 

５ 前２条及びこの条に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、

規則で定める。 

１ 趣旨 

本条は、審査会の調査審議の手続について定めたものである。 

２ 解釈 

（１）第１項は、審査会に適正な判断を行うための資料が十分に集まるようにするとと

もに、審査請求人等に必要な弁明・反論の機会を与えるため、審査請求人等に対し

て、口頭による意見陳述や意見書等の提出を認めたものである。 

（２）第２項は、審査請求人等による効果的な意見表明をできる限り可能とするため、

審査請求人等から提出された意見書又は資料について、他の審査請求人等から閲覧

又は複写の求めがあった場合においては、審査会は、これに応ずるよう努めること

としたものである。 

ア 「第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき」とは、審査会に提出され

た意見書又は資料に、個人又は法人等に関する情報が記録されており、意見書等

の閲覧又は複写を認めることで、これら個人又は法人等の権利利益を害するおそ

れのある場合をいう。 

イ 「その他正当な理由があるとき」とは、審査会に提出された意見書又は資料が

公にされることにより、行政運営上支障を生じるおそれのある場合等をいう。 

（３）第３項は、審査会の答申が尊重されることを担保するために、答申書の審査請求

人等への送付について定めたものである。 

（４）第４項は、公文書の開示決定等の是非について審議し、必要に応じて不開示とさ

れた公文書を実際に見分して調査審議を行うという審査会の性格から、その調査審

議の手続は全て非公開とすることを定めたものである。 

３ 運用 



 

 224 

（１）第２項関係 

ア 審査会は、審査会に提出された意見書又は資料の検索に必要な目録を作成し、

審査請求人等の利用に供するものとする。 

イ  審査会は、審査請求人等から閲覧又は複写の求めがあった意見書又は資料に、

本市及び閲覧又は複写を求めている審査請求人等以外のものに関する情報が記

録されている場合には、これらのものに意見書提出の機会を与えるなど、条例第

２３条に準じた措置をとるものとする。 

（２）第３項関係 

   審査会の答申は、その説明責任の観点からも｢答申の内容｣を公表することが望ま

しい。なお、｢答申書｣ではなく｢答申の内容｣とするのは、答申書には、審査請求人

等以外のものに提供することが適当でない情報が含まれている場合があるからで

ある。 

（３）第４項関係 

   第４項は、公文書の開示を求める審査請求人又は参加人が審査会において意見陳

述を行う場合であって、これらのものが意見陳述の公開を希望するときにまで、審

査会の調査審議の手続を非公開とする趣旨ではない。 
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第５章 個人情報の保護に関する施策 

（第４８条－第５０条） 

第４８条 事業者の自主的対応のための指導助言 

第４８条 市長は、事業者が自ら個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置

を講ずるよう指導及び助言を行うものとする。 

１ 趣旨 

本条は、市長が事業者において個人情報の適正な取扱いが自主的に図られるよう指導

助言を行うことを定めたものである。 

２ 解釈 

「指導及び助言」とは、事業者が自ら個人情報の適正な取扱いを確保するために必要

な措置を講ずるようにすることをいい、次のようなものが考えられる。 

（１）事業者の意識啓発のためのパンフレット等の作成、配布 

（２）事業者に対する個人情報の保護に関する研修会、講習会の開催 

（３）事業者の個人情報の適正な取扱いのための指針の作成 

（４）事業者からの個人情報保護に係る相談への対応 
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第４９条 苦情の処理のあっせん等 

第４９条 市長は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切か

つ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他の必要な措置を講

ずるよう努めるものとする。 

１ 趣旨 

本条は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情について、市長が

必要な措置を講ずることを定めたものである。 

２ 解釈 

（１）「苦情」とは、市民が、事業者が行う不適正な個人情報の取扱いによって権利利益

を侵害されたと感じた場合の不平、不満などである。 

（２）「迅速かつ適切にこれを処理されるようにする」とは、市民が権利利益を侵害され

たと感じた場合その全てが救済されるというものではなく、個人情報の保護に関する

社会的認知がなされていない状況の中では、事業者の社会的・道義的な責任の問題あ

るいは市民の社会生活上必要な受認の限度の問題として調整すべきものも多いと考え

られる。 

そこで、市民が身近に相談できる窓口を設け、必要に応じ事業者と調整し、又は国

及び他の地方公共団体との連携を図るなど、迅速かつ適正に対応する体制を構築する

ことをいう。 

３ 運用 

事業者が行う個人情報の取扱いに対する市民からの苦情相談の処理に当たっては、市

民がわかり易く、かつ気軽に利用できるよう、市政情報室や消費生活センター（消費生

活に関する苦情に限る。）が窓口として対応することとする。 

また、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第７７条の規定に

基づき、他の法令の規定により地方公共団体の長等が個人情報取扱事業者に対する監

督（報告徴収、検査、勧告等）に係る権限に属する事務及び団体の設立の許可又は認

可を行うこととされているときは、当該事務等を所管する課が当該事務等に係る個人

情報取扱事業者に関する苦情相談の窓口として対応することとする。 

 

《関係規則・要綱》 

【千葉市個人情報保護事務取扱要綱】 

第９ 苦情相談 

２ 事業者が行う個人情報の取扱いに関する苦情相談 
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（１）苦情相談の受付 

ア 条例第４９条の規定により事業者が行う個人情報の取扱いについての苦情相談は、

当該事業者を指導・監督する課（以下「事業者指導担当課」という。）又は市政情報

室で受け付けるとともに、消費生活に関連する相談については、消費生活センターで

受け付ける。 

イ 事業者指導担当課、市政情報室又は消費生活センターは、苦情相談の受付に当たっ

ては、相談者に説明又は資料の提出を求め、相談の趣旨、相談者の意向等を把握する。 

（２）苦情相談の処理 

ア 苦情相談を受け付けた場合、事業者指導担当課、市政情報室又は消費生活センター

は、相談の趣旨、相談者の意向等に応じ、個々の苦情の処理のあっせん等を迅速かつ

適切に処理するよう努める。 

なお、苦情の処理のあっせん等に当たっては、必要に応じて、千葉市消費生活条例

（平成１８年千葉市条例第１０号）に係る事務を所管する課などの当該事業者と関係

を有する課等、国、千葉県その他関係機関と連絡を取る。 

イ 事業者指導担当課又は市政情報室は、苦情相談の処理の状況について、苦情相談処

理票（様式第７号）を作成し、記録する。 

なお、苦情相談を事業者指導担当課で受け付けた場合は、苦情相談処理票の写しを

市政情報室に送付し、市政情報室で受け付けた場合は、苦情相談処理票を事業者指導

担当課に送付するとともにその写しを保管する。 
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第５０条 出資等法人等の講ずべき措置 

第５０条 本市が出資その他財政支出等を行う法人であって、規則で定めるもの（以下

「出資等法人」という。）は、この条例の規定に基づく本市の施策に留意しつつ、個人

情報の保護に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 実施機関は、出資等法人に対し、前項に規定する必要な措置を講ずるよう指導に努

めるものとする。 

１ 趣旨 

本条は、本市が財政的支援又は人的支援を行っている法人のうち規則で定める法人

（以下「出資等法人」という。）については、本市の施策に留意し、個人情報の保護に

関し必要な措置を講ずるよう努めなければならないことを定める一方、実施機関に対し

ては、出資等法人の個人情報の保護について指導する責務を課すこととしたものである。 

２ 解釈 

市が出資している法人も、第４条（事業者の責務）並びに本章「個人情報の保護に関       

する施策」の規定が適用されるが、これらの法人のうち、市と極めて密接な関連を有し、

その事務事業が千葉市の補完的な関係にある法人については、市に準じた適切な個人情

報の保護措置を講ずることが望ましいため、特に本条を定めたものである。 

（１）「留意しつつ」とは、個人情報の保護に関する本市の施策にならい、あるいは参

考とすることをいう。 

（２）「必要な措置」とは、個人情報の保護に関する内部管理規程を設けたり、個人情

報の保護の重要性を職員に認識させるための研修を行ったりすることなどをいう。 

３ 運用 

出資等法人との連絡調整を所管する課等は、当該出資等法人が個人情報の保護に関し

必要な措置を講ずるよう指導及び助言を行うものとする。 

 

《関係規則・要綱》 

【千葉市個人情報保護条例施行規則】 

（出資等法人） 

第２９条 条例第５０条第１項に規定する規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当す

る法人とする。 

（１）市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの２分の１以上を出資している法人 

（２）市が継続的に歳出規模（法人の年間の総支出額をいう。）の２分の１以上の補助金を支

出している法人 
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（３）法人設立時に市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの２分の１以上を出資し、

その後に当該法人自ら増資した法人で、市が当該法人の役員又は当該法人の管理運営に係

る事務に従事する主要な職員を派遣しているもの 

（４）市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの４分の１以上を出資している法人で、

市が当該法人の役員の２分の１以上を派遣しているもの 
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第６章 雑則（第５１条－第５６条） 

第５１条 適用除外 

第５１条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。 

（１）統計法（平成１９年法律第５３号）第２条第６項に規定する基幹統計調査及び同

条第７項に規定する一般統計調査に係る調査票情報（同条第１１項に規定する調査

票情報をいう。第３号において同じ。）に含まれる個人情報 

（２）統計法第２条第８項に規定する事業所母集団データベースに含まれる個人情報 

（３）統計法第２４条第１項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査

票情報に含まれる個人情報 

（４）統計法第２９条第１項の規定により行政機関（同法第２条第１項に規定する行政

機関をいう。以下この号において同じ。）が他の行政機関から提供を受けた行政記録

情報（同条第１０項に規定する行政記録情報をいう。）に含まれる個人情報 

（５）本市の図書館その他の図書、資料、刊行物等（以下この号において「図書等」と

いう。）を閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とする施設において、その目的のた

めに管理されている図書等に記録されている個人情報 

１ 趣旨 

  本条は、他の法令等との調整及び条例の適用を受けない個人情報について定めたもの

である。 

２ 解釈 

（１）第１号から第４号までは、統計調査等に係る個人情報との調整について規定したも

のである。 

統計法等に基づく統計調査に係る個人情報については、統計処理され、個人情報が

識別できない形で使用されることが前提とされていること、また、統計法及び統計報

告調整法により、統計上の目的以外の使用の制限その他統計調査の秘密保護等のため

の規定が整備され、厳しい管理の下に運用されていることなどから、この条例を適用

しないこととしたものである。 

（２）第５号は、図書館等の施設において、収集、整理及び保存している図書、記録、図

画に記録されている個人情報については、図書館等の固有の目的のために管理され、

当該施設の利用規程等により閲覧等の手続が定められていることから、当該施設の資

料の管理、利用に関する規程等に従うものとしたものである。 
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第５２条 開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等 

第５２条 実施機関は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求（以下この条において「開

示請求等」という。）をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をするこ

とができるよう、当該実施機関が保有する個人情報の特定に資する情報の提供その他

開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。 

１ 趣旨 

本条は、この条例の円滑な運用を確保するため、実施機関が開示請求、訂正請求又

は利用停止請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずる旨を定め

たものである。 

２ 解釈 

（１）「個人情報の特定に資する情報の提供」とは、開示請求等をしようとする個人情

報を具体的に特定する助けとなる情報を提供するという意味である。公文書の所在

等が不明であれば、開示請求等を行うこと自体が困難となるため、実施機関は、ど

のような個人情報がどこに存在するのか等の情報の提供を積極的に行わなければ

ならない。 

（２）「その他開示請求等をしようとするものの利便を考慮した適切な措置」とは、個

人情報保護制度の内容、開示請求等の方法、開示請求等事務の流れ、実施機関の組

織・業務内容その他の開示請求等を行う手がかりとなる事項について情報を提供し、

相談に応じるとともに、より合理的な個人情報の検索方法や開示請求等の方法等を

検討し、その整備を図ること等をいう。 
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第５３条 苦情の処理 

第５３条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取扱いについて苦情の申出があ

ったときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めなければならない。 

１ 趣旨 

本条は、実施機関の行う個人情報の取扱いに関する苦情の申出があった場合における

実施機関の責務を定めたものである。 

２ 解釈 

（１）「苦情」とは、実施機関が行う個人情報の収集、管理又は利用若しくは提供に係る

苦情など、実施機関が行う個人情報の取扱いの全般にわたる。 

（２）「処理するよう努めなければならない」とは、実施機関は、必要に応じ調査、検討

等を行い、苦情の申出の趣旨、内容に即した解決に努める義務があることを明らかに

したものである。 

３ 運用 

苦情の申出については、所管課又は市政情報室で受け付け、所管課で処理するものと

する。 

 

《関係規則・要綱》 

【千葉市個人情報保護事務取扱要綱】 

第９ 苦情相談 

１ 実施機関が行う個人情報の取扱いに関する苦情の処理 

（１）苦情の申出の受付 

ア 条例第５３条の規定により実施機関が処理することとなる個人情報の取扱いに関

する苦情の申出は、所管課又は市政情報室で受け付ける。 

イ 苦情の申出の受付に当たっては、苦情の趣旨、内容等を十分に聴取し、条例に基づ

き申出を受けられるものであるかどうかを確認し、申出の内容が他の制度により対応

すべきものであるときは、その旨を説明するとともに、所管課へ案内するなど適切に

対応する。 

ウ 苦情の申出を受け付けた場合、苦情申出処理票（様式第６号）を作成する。この際、

必要に応じ、苦情の申出者に資料の提出又は説明を求める。 

なお、苦情の申出を所管課で受け付けた場合は、苦情申出処理票の写しを市政情報

室に送付し、市政情報室で受け付けた場合は、苦情申出処理票を所管課に送付すると

ともにその写しを保管する。 
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（２）苦情の申出の処理 

ア 所管課は、苦情の申出があったときは、関係書類等の確認、関係者への事情聴取等

の方法により、苦情の申出に係る個人情報の取扱いについて、事実関係を把握し、苦

情の申出者に対し、苦情の申出に対する処理を文書で回答する等迅速かつ適切な処理

を行う。 

イ 所管課は、苦情の申出に対する処理を苦情申出処理票に記録し、保存するとともに、

その写しを市政情報室に送付する。 
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第５４条 市長の調整 

第５４条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、他の実

施機関に対し、個人情報の保護に関し、資料の提出及び説明を求め、又は意見を述べ

ることができる。 

１ 趣旨 

本条は、市長が、本市における個人情報の適正な取扱いの確保を通じて公正で信頼

される市政の推進を図りつつ個人の権利利益を保護するという本条例の目的を達成

するため、他の実施機関に対して資料の提出及び説明を求め、意見を述べることがで

きることを定めたものである。 

２ 解釈 

（１）「この条例の目的を達成するため必要があると認めるとき」とは、例えば、個人

情報取扱事務の届出、条例の施行状況についての調査、苦情等により、本条例の違

反又は不適切な運用が行われているのではないかと疑われる場合等に、資料の提出

及び説明を求めることができることなどである。また、条例の違反や不適切な運用

が行われていることが判明した場合等に、意見を述べることができることなどであ

る。 

（２）「資料の提出及び説明の要求」や「意見の陳述」は、実施機関の長に対して行う

こととなる。実施機関から個人情報の提供を受けた者及び個人情報の取扱いの委託

を受けた者における個人情報の取扱いについては、提供元又は委託元の実施機関の

長に対して行うこととなる。 



 

 235 

第５５条 運用状況の公表 

第５５条 市長は、毎年１回、この条例に基づく各実施機関における個人情報保護制度

の運用状況を公表するものとする。 

１ 趣旨 

本条は、市長は各実施機関における個人情報保護制度の運用状況の公表を行わなけれ

ばならないことを定めたものである。 

２ 解釈 

「運用状況」とは、条例に基づく個人情報取扱事務の届出件数、開示、訂正、利用停

止の請求件数及び審査請求件数並びにそれらの処理状況等をいう。 

 

《関係規則・要綱》  

【千葉市個人情報保護条例施行規則】 

（運用状況の公表） 

第３０条 条例第５５条の規定による運用状況の公表は、公告により行うものとする。 

 

【千葉市個人情報保護事務取扱要綱】 

第１０ その他 

１ 運用状況の公表 

条例第５５条の規定によるこの条例に基づく各実施機関における個人情報保護制度の

運用状況の公表は、次の事項について千葉市公報に登載すること等によって行う。 

（１）個人情報取扱事務の届出状況 

（２）開示請求の件数及びその処理状況 

（３）訂正請求の件数及びその処理状況 

（４）利用停止請求の件数及びその処理状況 

（５）審査請求等の件数及びその処理状況 

（６）審査会の運営状況 

（７）審議会の運営状況（個人情報の保護に関するものに限る。） 

（８）簡易開示の実施状況 

（９）その他必要な事項 

 



 

 236 

第５６条 委任 

第５６条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で

定める。 

１ 趣旨 

本条は、条例の施行に関し必要な事項は規則で定めることを定めたものである。 

 

《関係規則・要綱》  

【千葉市個人情報保護条例施行規則】 

（趣旨） 

第１条 この規則は、千葉市個人情報保護条例（平成１７年千葉市条例第５号。以下「条例」

という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（委任） 

第３１条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

 

【千葉市個人情報保護事務取扱要綱】 

第１ 趣旨 

この要綱は、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２５年法律第２７号。以下「番号法」という。）、千葉市個人情報保護条例（平成１７

年千葉市条例第５号。以下「条例」という。）及び千葉市個人情報保護条例施行規則（平成

１７年千葉市規則第３０号。以下「規則」という。）に基づき、実施機関が行う個人情報の

保護に係る事務（以下「個人情報保護事務」という。）の取扱いについて必要な事項を定め

るものとする。 

第２ 個人情報保護の体制 

４ 個人情報保護事務の窓口等 

（２）市政情報室が行う事務 

ア 個人情報の保護に係る一般的な案内及び相談に関すること。 

イ 個人情報取扱事務の届出に係る事項を記載した目録の閲覧に関すること。 

ウ 開示請求等に係る請求書の受付に関すること。 

エ 写しの作成に要する費用の徴収に関すること（所管課が水道局及び病院局の課等で

ある場合を除く。）。 

オ 千葉市個人情報保護審査会の運営に関すること。 

カ 実施機関が行う個人情報の取扱いに係る苦情の申出の受付に関すること（ただし、
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第１次的には各所管課において受け付けるものとする。）。 

キ 事業者が行う個人情報の取扱いに係る苦情相談の受付に関すること（ただし、消費

生活に関連する相談については、市民局生活文化スポーツ部消費生活センター（以下

「消費生活センター」という。）で受け付けるものとする。）。 

（３）所管課が行う事務 

ア 所管課が行う個人情報の保護に係る案内及び相談に関すること。 

イ 開示請求等の立会い、開示請求等に係る請求書の補正及び個人情報の検索に関する

こと。 

ウ 開示請求等に対する決定等及びその通知に関すること。 

エ 意見書提出の機会の付与に関すること。 

オ 開示、訂正及び利用停止の実施に関すること。 

カ 写しの作成に要する費用の徴収に関すること（所管課が水道局及び病院局の課等で

ある場合に限る。）。 

キ 所管課が行う個人情報の取扱いに係る苦情の申出の受付に関すること。 

第１０ その他 

２ 委任 

この要綱に定めるもののほか、実施機関が行う個人情報保護事務の取扱いについて必要

な事項は、実施機関が定める。 
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第７章 罰則（第５７条－第６２条） 

第５７条 

第５７条 実施機関の職員若しくは職員であった者、派遣労働者若しくは派遣労働者で

あった者又は受託業務に従事している者若しくはしていた者が、正当な理由がないの

に、公文書であって、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイルである

もの（これらの全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。）を提供したときは、

２年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処する。 

１ 趣旨 

本条は、実施機関の職員等が個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル

を提供した場合の罰則を定めたものである。 

２ 解釈 

（１）「実施機関の職員若しくは職員であった者」とは、第１１条第２項の規定と同じ意味

である。 

（２）「派遣労働者若しくは派遣労働者であった者」とは、第１１条第３項の規定と同じ意

味である。 

（３）「受託業務に従事している者若しくは従事していた者」とは、第１２条の２第２項と

同じ意味である。 

（４）「職員であった者」、「派遣労働者であった者」及び「従事していた者」をも処罰の対

象とするのは、在職中、業務遂行中又は従事中に取得した個人の秘密に属する事項が

記録された個人情報ファイルの要保護性は、職を辞め、業務を遂行後、あるいは業務

に従事しなくなった場合においても変わりがないからである。 

（５）本条の罪は「正当な理由がないのに」提供したことを要件として成立する。正当な

理由があるときには、本罪を構成しない。 

 「正当な理由がある場合」としては、例えば、次のものが考えられる。 

ア 個人情報を取り扱う事務の目的の達成に必要な範囲内で提供する場合 

イ 第８条第１項各号のいずれかに該当する場合（目的外の利用又は提供の禁止の例

外） 

ウ 第８条の２第２項に該当する場合（特定個人情報に関する目的外の利用の禁止の

例外） 

（６）「個人の秘密」とは、個人に関する一般に知られていない事実であって、他に知られ

ないことについて相当の利益を有するもの、すなわち、非公知性及び秘匿の必要性の

２つの要素を具備しているものをいう。 

（７）「個人情報ファイル」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の   
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目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるよ

うに体系的に構成したものである。個人情報ファイルに対象を限定したのは、電子計

算機処理の大量・高速処理、結合・検索の容易性といった特性から、いったん悪用さ

れた場合に被害が甚大となることに着目して、一般的な守秘義務違反より厳しく処罰

することとしたものである。 

（８）「これらの全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む」と規定することにより、

個人情報ファイルが記録された公文書が複製又は加工されたものも本条の罪の対象

となることを明確にしている。 

個人情報ファイルが記録された公文書を職員等が勝手に複製又は加工したものは、

実施機関が組織的に保有しているものでないことから、公文書に該当しないことと

なるが、それらについても正当な理由がないのに提供されたときは、本条の保護法

益を害することになるので、この旨規定したものである。 

（９）「複製」とは、例えば、データベースをダウンロードして自己所有の光ディスクに     

複写することなどが想定される。また、「加工」とは、例えば、データベースの内容

に変更を加え、データを並び変えることや、選択的に抽出することなどが想定され

る。なお、加工したものも、特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することが

できるよう体系的に構成されたものとしての実質を備えている必要がある。 

（１０）「提供」とは、個人情報ファイルが記録された公文書を第三者が利用できる状態に

置く行為をいう。例えば、ネットワークを通じた提供や、光ディスク等の記録媒体に

よる提供が考えられるが、パスワード等を第三者に渡して公文書を管理するシステム

を直接操作させることも含まれる。また、稼動中のシステムを意図的に放置して他人

の操作に任せるなど事実上第三者が利用できる状態にあれば、不作為によることもあ

り得る。 

３ 運用 

本条の罪の典型例としては、職員（又は受託業者）が、個人の秘密が記録されている

データベースである公文書を光ディスク等の記録媒体に複写して、不正に譲渡した場合

が考えられる。 
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第５８条 

第５８条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た公文書（その全部又は一部

を複製し、又は加工したものを含む。）に記録された個人情報を自己若しくは第三者の

不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、１年以下の懲役又は５０万円

以下の罰金に処する。 

２ 前条及び前項の規定において、受託業務に従事している者が当該受託業務に関して

作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該受託業務に従事して

いる者が組織的に用いるものとして、第１２条第１項の委託を受けたものが保有して

いるものは、公文書とみなす。 

１ 趣旨 

本条は、実施機関の職員等が業務に関して知り得た個人情報を不正な利益を図る目的

で提供し又は盗用した場合の罰則を定めたものである。 

２ 解釈 

（１）「業務」とは、過去に従事した業務か、現在従事している業務かを問わない。 

個人情報の中には、個人の秘密に関わるもの、若しくは関わらないもの、又は電子

計算機処理されているもの、若しくはされていないものなど、様々なものがあるが、

その内容・形態は問わない。 

（２）本条の罪の対象は、個人の秘密に限られず個人情報と広いことから、提供行為のう

ち、当罰則性の高い行為である自己又は第三者の不正な利益を図る目的で行われるも

のに限定したものである。 

（３）「提供」については第５７条と同様である。 

（４）「盗用」とは、自己又は第三者の利益のために不法に利用することをいう。提供と           

異なり、個人情報の内容が、記録媒体の転用等により伝達されることを要件としてい

ない。 

なお、「公文書」とは実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及    

び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで

きない方式で作られた記録をいう。）であって、当該実施機関の職員が組織的に用いる

ものとして、当該実施機関が保有しているもの（議会にあっては、議長が管理してい

るもの）をいう。ただし、次に掲げるものを除く。 

ア  官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売すること                                        

を目的として発行されるもの 

イ 本市の図書館その他図書、資料等を閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とする                                          

施設において管理されているものであって、一般に閲覧させ、又は貸し出すことがで
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きるとされているもの 

ウ 本市の博物館その他の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究                           

用の資料として特別の管理がされているもの 

（５）第２項は、第１２条第２項の受託業務に関して作成し、又は取得した文書等が組織

供用されている場合は当該文書を公文書とみなすことにより、前条及び本条第１項の

規定が受託業務の従事者等に適用される場合の構成要件を明確にするものである。 

３ 運用 

本条の罪の典型例としては、実施機関の職員が、許認可等に係る個人の氏名、住所、

電話番号等の情報が記載された名簿を、名簿業者に売却した場合などが考えられる。 
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第５９条 

第５９条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する

目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したと

きは、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 

１ 趣旨 

本条は、実施機関の職員が職権を濫用して職務の用以外の目的で個人の秘密に属する

事項が記録された文書等を収集した場合の罰則を定めたものである。 

２ 解釈 

（１）「実施機関の職員がその職権を濫用して、収集したとき」 

本条は、職権濫用を要件としていることから、受託業務の従事者等を対象としてい

ない。 

「職権」とは、実施機関の職員である公務員が職務上有する一般的職務権限をいう。

ここでいう「職権を濫用して、収集」するとは、一般的職務権限に属する事項につい

て、職権を遂行するにつき、又は職権の行使に仮託して、実質的、具体的に違法、不

当な収集をすることをいう。 

「収集」とは、文書、図書又は電磁的記録を集める意思をもって、進んで集め取る

行為をいう。文書等を自己の所持に移すことが必要であり、単に読み又は見ることを

含まない。人から収集する場合と、人を介しないで電子計算機等から収集する場合の

両方を含む。既に職員が適法に収集して手元にある文書等を複写して持ち帰るといっ

た行為は、既に自己の所持に移した文書等を利用する行為にすぎず、本条の「収集」

に当たらない（その後、不正な目的での提供等であれば、第５７条、第５８条の罪が

成立し得る）。しかし、複数の職員が共用するキャビネット内の文書を取り出したり、

共用データベースの端末を操作して電磁的記録を取り出したりする行為は、「収集」

に当たる。 

（２）「専らその職務の用以外の用に供する目的」 

 「その職務の用以外の用に供する目的」とは、当該実施機関の職員に割り当てられ

た職務の用以外の用に供する目的をいう。「専ら」とは、収集目的のほとんど全てが

「その職務の用以外の用に供する目的」であることを意味する。 

本条の罪の対象となるには、このような目的をもって収集することが必要であり、

例えば、たまたま職務遂行の過程で認知したり、公文書を閲覧して知った個人の秘密

について、職務の用以外の用に利用しようとする動機をもったりしたとしても、本条

の対象とはならない。 

３ 運用 

本条の罪の典型例としては、職員が個人的興味を満たす目的で、自己の職務を装って、

他人の健康診断結果を入手する場合が考えられる。 
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第６０条 

第６０条 前３条の規定は、千葉市外においてこれらの条の罪を犯した全ての者にも適

用する。 

１ 趣旨 

本条は、第５７条から第５９条までの規定が千葉市外においてこれらの罪を犯した全

ての者にも適用されることを定めたものである。 

２ 解釈 

本条は、千葉市外で行われた個人情報の不正な取扱いについて、第５７条から第５９

条までの規定を適用することを明らかにしたものである。 

これは、受託業務が千葉市外において行われる場合についても、千葉市内において行

われるのと同様に罰則が適用されることとするため確認的に規定したものである。 
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第６１条 

第６１条 法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下こ

の項において同じ。）の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人そ

の他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第５７条又は第５８条の違反行為を

したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科

する。 

２ 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人

が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被疑者とする場合の

刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 

１ 趣旨 

本条は、第５７条又は第５８条の違反行為をした行為者を罰するほかその法人に対し

ても罰金刑を科すことを定めたものである。 

２ 解釈 

（１）受託業務を行う事業者が組織として事業活動を行うのが通常であるため、行為者を

処罰するのみでは実効性が十分でないと考えられることから、事業主も処罰すること

としている。また、事業主は法人格を有することは要件とされていないため、両罰規

定を定める本条においても法人でない団体の代表者又は管理人の定めのあるものが含

まれることを規定し、第２項において処罰する場合の訴訟手続に関して確認的に規定

したものである。 

（２）「代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者」 

機関が法人等の名前で、第三者とした行為の効果が法人等に帰属する場合、当該機

関は法人等を対外的に代表する権限を有することになる。これが「代表者」であり、

代表取締役（会社法第３４９条）がその例である。「代理人」とは、支配人（会社法第

１０条・商法（明治３２年法律第４８号）第２０条）のように、法令等に基づき、法

人等を代理する権限を有する者である。「使用人」と「その他の従事者」の相違は、前

者が事業主との雇用関係に基づいて当該業務に従事するのに対して、後者は、事業主

の組織内でその監督の下に事業に従事するが、事業主との雇用関係が存在することは

要件でない点にある。 
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第６２条 

第６２条 偽りその他の不正の手段により、開示決定に基づく公文書に記録された個人

情報の開示を受けた者は、５万円以下の過料に処する。 

１ 趣旨 

本条は、不正の手段により個人情報の開示を受けた者を過料に処すことを定めたもの

である。 

２ 解釈 

（１）「偽りその他の不正の手段」とは、個人情報の開示を受ける手段で真実でない又は    

不正なものをいい、例えば他人の身分証明書等の使用により、他人に成りすまして、

他人の情報の開示を受けることなどが想定される。 

（２）本条の「過料」は、行政上の秩序違反行為に対する制裁としての秩序罰である。 

個人情報の開示に当たって、適正な権利行使を担保することが本条の保護法益であ

り、また、個人情報の中には個人の秘密にかかわらないものもあることから、刑罰で

なく、秩序罰（過料）としたものである。 
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