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横浜市個人情報保護条例の解釈・運用の手引
条例第１条

【条例】
（目的）
目的（第１条）第１条 この条例は、個人情報を保護するために、その適正な
取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、横浜市（以下「市」
という。）が保有する個人情報の本人開示、訂正及び利用停止
を請求する権利を明らかにすることにより、個人の権利利益
を保護し、市政の適正かつ公正な運営を図ることを目的とす
る。
【趣旨】

本条は、この条例の目的を定めるとともに、各条文の解釈に疑義が生
じた場合には、本条の趣旨に基づいて解釈･運用することを定めるもの
である。

【解釈】

(1) 「必要な事項」とは、実施機関、事業者及び市民における個人情報
を保護するための措置をいう。
実施機関については、個人情報を保護するため、この条例の第２章
に規定する個人情報の適正な取扱いに関する事項の実施、第３章に規
定する本人開示・訂正・利用停止請求権の保障などの施策を定めてい
る。
これら、個人情報を保護するための施策は、個人情報保護の基本原
則とされているＯＥＣＤ８原則を踏まえたものである。
(2) 「横浜市が保有する個人情報の本人開示、訂正及び利用停止を請求
する権利」は、この条例により創設した権利であることから、その重
要性に鑑み本条において明示したものである。
(3) 「個人の権利利益」とは、個人情報の取扱いによって侵害されるお
それのある個人の人格的・財産的な権利利益である。（個人情報の取
扱いに伴うものであれば、一般に個人のプライバシーに属するとされ
ている精神的・人格的な権利利益のほかに、社会生活上の権利利益も
含まれる。）
(4) 「市政の適正かつ公正な運営を図る」とは、この条例は、個人情報
の保護を通じて、個人の権利利益を保護することが第一義的な目的で
あるが、同時に、実施機関が個人情報をこの条例の規定に基づいて適
正に取り扱うとともに、本人開示請求権等を保障することによって、
市政の適正かつ公正な運営に結びつけていくことをいう。

【参考】

ＯＥＣＤ８原則と条例等の関係
①収集制限の原則－適法・公正な手段により、かつ情報主体に通知又は
同意を得て収集されるべき。
・収集の制限（条例第８条）
②データ内容の原則－利用内容に沿ったもので、かつ、正確、完全、最
新であるべき。
・適正な維持管理（条例第９条第１項）
③目的明確化の原則－収集目的を明確にし、データ利用は収集目的に合
致すべき。
・保有の制限（条例第７条）
④利用制限の原則－データ主体の同意がある場合、法律の規定による場
合以外に利用使用は許されない。
・利用及び提供の制限（条例第10条）
⑤安全保護の原則－合理的安全保護措置により、紛失・破壊・使用･修正・
開示等から保護すべき。

1

横浜市個人情報保護条例の解釈・運用の手引
条例第１条

・適正な維持管理（条例第９条第２項・第３項）
あらかじめ横浜市個人情報保護審議会の意見を聴かなければならな
いもの
・電子計算機処理（条例第12条第１項）
・思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因とな
るおそれがある個人情報の電子計算機処理（条例第12条第３項）
・実施機関以外のものと通信回線その他の方法による電子計算機の結
合（条例第13条第２項）
・事務の委託に伴う措置（条例第14条第２項）
⑥公開の原則－データ収集の実施方針を公開し、データの存在、利用目
的、管理者等を明示すべき。
・個人情報取扱事務の届出書の閲覧（条例第６条第４項）
・個人情報ファイル簿の公表（条例第19条第１項）
⑦個人参加の原則－自己に関するデータの存在及び内容を確認させ、か
つ、異議申立てを保障すべき。
・本人開示請求権（条例第20条）
・訂正請求権（条例第34条）
・利用停止請求権（条例第43条）
・是正の申出（条例第50条）
・不服申立て（条例第53条）
⑧責任の原則－管理者は、諸原則実施の責任を有する。
・実施機関の責務（条例第３条）
・横浜市個人情報の適正な管理に関する要綱（平成17年４月20日施行）
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【条例】
（定義）
定義（第２条 第２条 この条例において「実施機関」とは、市長、議長、公
第１項）
営企業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、
実施機関
監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会、規則で
定める市の機関並びに市が設立した地方独立行政法人（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。）をいう。
【趣旨】

本条第１項は、地方自治法（昭和22年法律第67号）、地方公営企業法（昭
和27年法律第292号）等により、独立して事務を管理し、及び執行する市
の機関並びに市が設立した地方独立行政法人を、この条例による個人情
報保護制度を実施する機関とすることを定めたものである。

【解釈】

(1) 「実施機関」とは、この条例により個人情報保護制度を実施する機
関をいう。
(2) 「議長」とは、市会議長をいう。
(3) 「公営企業管理者」とは、水道事業管理者、交通事業管理者及び病
院事業管理者をいう。
(4) 消防長、区長、福祉保健センター長、建築主事等は、一定の事務に
ついて独自の権限を有するものの、個人情報保護制度においては、市
長を実施機関とするものである。
(5) 「選挙管理委員会」は、市選挙管理委員会と各区選挙管理委員会が
それぞれ実施機関となる。また、「農業委員会」は、中央及び南西部
の農業委員会がそれぞれ実施機関となる。
(6) 「規則で定める市の機関」とは、今後、市長の実施機関内部から実
施機関として独立させる場合を想定したものである。
(7) 「市が設立した地方独立行政法人」としては、平成17年４月に設立
した公立大学法人横浜市立大学がある。
地方独立行政法人は、公共上の見地から地域において確実に実施さ
れることが必要な事務及び事業を実施する法人であり、その出資は
地方公共団体に限られること(地方独立行政法人法第６条第２項)、
設立に際しては地方公共団体の議会の議決を経て定款を定めること
（同法第７条）など、その公共性が極めて高いことから、市の組織
と同様の個人情報保護制度とするために、本条例の実施機関とした
ものである。
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【条例】
２ この条例において「実施機関の職員」とは、市長、議長、
定義（第２条
公営企業管理者、教育委員会の教育長及び委員、選挙管理委
第２項）
員、人事委員会委員、監査委員、農業委員会委員、固定資産
実施機関の職
評価審査委員会委員並びに前項の市の機関の長のほか、実施
員
機関（同項の地方独立行政法人を除く。）の職務上の指揮監
督を受ける職員並びに同項の地方独立行政法人の役員及び職
員をいう。
【解釈】

(1) 「実施機関」については、本条第１項を参照
(2) 「前項の市の機関の長」とは、第１項で規定している「規則で定め
る市の機関」の長をいう。
(3) 「実施機関（同項の地方独立行政法人を除く。）の職務上の指揮監
督を受ける職員」には、地方公務員法（昭和25年法律第261号）第３
条第３項第３号に定める非常勤特別職の嘱託員及びアルバイト、同
法第22条第２項に定める臨時的任用職員が含まれる。また、民生委
員は、実施機関の事業に従事し、実質的に実施機関の職務上の指揮
監督を受ける範囲で「実施機関の職員」に含まれる。
なお、附属機関の委員及び市会議員は、実施機関の指揮監督を受
けないため、「実施機関の職員」には含まれない。派遣労働者（第15
条の２に規定する「派遣労働者」という。）は、実施機関の指揮命令
を受けて業務に従事するが、「実施機関の職員」には含まれない。
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【条例】
３ この条例において「個人情報」とは、個人に関する情報で
定義（第２条
あって、次のいずれかに該当するものをいう。
第３項）
(1) 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文
個人情報
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。以下同じ。）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。以下同じ。）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。）
(2) 個人識別符号が含まれるもの
【解釈】第３項 (1) 本条第３項は、この条例の規定が適用され、保護の対象となる個
柱書
人情報について定めたものである。
旧条例（平成12年２月横浜市条例第２号。本条例（平成17年２月
横浜市条例第６号）により全部改正）と異なり、次のような情報に
ついても個人情報に含めることとしている。
ア 法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法
人その他の団体の役員に関する情報
イ 事業を営む個人の当該事業に関する個人情報
ウ 市の職員の人事、給与、服務、福利厚生その他これらに準ずる
事項に関する個人情報
(2) 「個人に関する情報」とは、自然人である個人に関連する情報全般
をいい、氏名、生年月日、住所、性別、身体的特性、健康状態、学
歴、職歴、資格、成績、思想、信条、所得、財産、家族構成などが
含まれる。
第１号 (1) 「記述等」には、氏名、生年月日等の記述のほか、映像、音声、筆
跡等も含まれる。
「個人識別符号」については、次号で規定している
ため、本号からは除いている。
(2) 「音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項」とは、何
らかの媒体に記録等されていない場合も「記述等」に含まれうるこ
とを規定したものである。例えば、モールス信号で表示された事項
や口頭で告げた事項、手話のような動作で表示された事項も含まれ
る。
(3) 「特定の個人を識別することができる」とは、社会通念上、一般人
の判断力や理解力をもって、具体的な人物と情報との間に同一性を
認めるに至ることができることをいう。
(4) 「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」とは、当該情報のみでは特定の個人を識別するこ
とはできないが、他の情報と照合することにより特定の個人を識別
することができることをいう。
なお、「他の情報」には、当該実施機関が保有する情報のほか、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など通常入
手し得る情報が含まれる。
第２号

「個人識別符号」については、第４項を参照
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【運用】

○個人情報の例
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
ことができるものも含まれるため、本項柱書の解釈(2)に掲げる情報
などが該当する。
○死者に関する情報の取扱い
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）等では、個人情報の定義において、個人情報を「生存する個人」
に関する情報に限定しているが、本条例は生存する個人との限定はし
ていない。これは、①亡くなったからといってすぐに個人情報性を喪
失するわけではないこと、②死者の個人情報について遺族等による本
人開示請求を認めるのが適当と思われる場合があること、③旧条例で
は「生存する個人」に限定していなかったが運用上支障は認められな
かったこと等の理由から、「生存する個人」には限定せず、制度の趣
旨に照らし、死者の個人情報についても保護し、この条例の規定に基
づき適正に取り扱うこととしたものである。
なお、死者には権利能力がないため遺族等が死者の代理人として死
者の個人情報を本人開示請求することはできないが、死者の相続人が
死者から相続した財産や損害賠償請求権に関する情報を相続人本人
の個人情報であるとして本人開示請求することなどは可能であるし、
さらに、社会通念上、請求者の個人情報とみなし得るほど請求者と密
接な関係がある情報など、死者の個人情報を自己の個人情報とみなし
て本人開示請求できる場合がある。
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【条例】
４ この条例において「個人識別符号」とは、行政機関の保有
定義（第２条
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
第４項）
下「行政機関個人情報保護法」という。）第２条第３項に規定
個人識別符号
する個人識別符号をいう。
【趣旨】

本条第３項において「個人識別符号」が含まれるものは「個人情報」
に該当することを規定しているが、本項では、「個人識別符号」が行政機
関個人情報保護法と同じ定義であること定めたものである。

【解釈】

「個人識別符号」とは、当該情報単体から特定の個人を識別できるも
のとして、①身体の一部の特徴をデータ化した符号、②サービスの利用、
商品の購入又は書類において対象者ごとに割り振られる符号のうち、政
令（法律施行令）で定められたものが該当する。
「個人識別符号」に該当するものが含まれる情報は、個人情報となる。
【政令で定められた個人識別符号の例】
① ＤＮＡデータ、顔認証データ、指紋データなど
② 旅券番号、基礎年金番号、マイナンバーなど

【参考】

○行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
（定義）
第２条 （第１項及び第２項省略）
３ この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該
当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをい
う。
(1) 特定の個人の身体の一部の特徴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、当該特定の個人
を識別することができるもの
(2) 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購
入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類
に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記
号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受
ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、
若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は
発行を受ける者を識別することができるもの
○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
（個人識別符号）
第３条 法第２条第３項の政令で定める文字、番号、記号その他の符号
は、次に掲げるものとする。
(1) 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
イ 細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩
基の配列
ロ 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位
置及び形状によって定まる容貌
ハ 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様
ニ 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその
変化
ホ 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様
ヘ 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点に
よって定まるその静脈の形状
ト 指紋又は掌紋
(2) 旅券法(昭和26年法律第267号)第６条第１項第１号の旅券の番号
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(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号
(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第93条第１項第１号の免許証の
番号
(5) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第７条第13号に規定する住
民票コード
(6) 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５項に規定する個人番号
(7) 次に掲げる証明書にその発行を受ける者ごとに異なるものとなる
ように記載された総務省令で定める文字、番号、記号その他の符号
イ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第９条第２項の被保険
者証
ロ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第54条
第３項の被保険者証
ハ 介護保険法(平成９年法律第123号)第12条第３項の被保険者証
(8) その他前各号に準ずるものとして総務省令で定める文字、番号、
記号その他の符号
○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
（身体の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、
記号その他の符号に関する基準）
第２条 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（以下
「令」という。）第３条第１号の総務省令で定める基準は、特定の個人
を識別することができる水準が確保されるよう、適切な範囲を適切な
手法により電子計算機の用に供するために変換することとする。
（証明書にその発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載さ
れた文字、番号、記号その他の符号）
第３条 令第３条第７号の総務省令で定める文字、番号、記号その他の
符号は、次の各号に掲げる証明書ごとに、それぞれ当該各号に定める
ものとする。
(1) 令第３条第７号イに掲げる証明書 同号イに掲げる証明書の記号、
番号及び保険者番号
(2) 令第３条第７号ロ及びハに掲げる証明書 同号ロ及びハに掲げる
証明書の番号及び保険者番号
（旅券の番号等に準ずる文字、番号、記号その他の符号）
第４条 令第３条第８号の総務省令で定める文字、番号、記号その他の
符号は、次に掲げるものとする。
(1) 健康保険法施行規則（大正15年内務省令第36号）第47条第２項の
被保険者証の記号、番号及び保険者番号
(2) 健康保険法施行規則第52条第１項の高齢受給者証の記号、番号及
び保険者番号
(3) 船員保険法施行規則（昭和15年厚生省令第５号）第35条第１項の
被保険者証の記号、番号及び保険者番号
(4) 船員保険法施行規則第41条第１項の高齢受給者証の記号、番号及
び保険者番号
(5) 出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号）第２条第５号
に規定する旅券（日本国政府の発行したものを除く。）の番号
(6) 出入国管理及び難民認定法第19条の４第１項第５号の在留カード
の番号
(7) 私立学校教職員共済法施行規則（昭和28年文部省令第28号）第１
条の７の加入者証の加入者番号
(8) 私立学校教職員共済法施行規則第３条第１項の加入者被扶養者証
の加入者番号
(9) 私立学校教職員共済法施行規則第３条の２第１項の高齢受給者証
の加入者番号
(10) 国民健康保険法施行規則（昭和33年厚生省令第53号）第７条の４
第１項に規定する高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号
(11) 国家公務員共済組合法施行規則（昭和33年大蔵省令第54号）第89
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条の組合員証の記号、番号及び保険者番号
(12) 国家公務員共済組合法施行規則第95条第１項の組合員被扶養者証
の記号、番号及び保険者番号
(13) 国家公務員共済組合法施行規則第95条の２第１項の高齢受給者証
の記号、番号及び保険者番号
(14) 国家公務員共済組合法施行規則第127条の２第１項の船員組合員
証及び船員組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号
(15) 地方公務員等共済組合法施行規程（昭和37年総理府・文部省・自
治省令第１号）第93条第２項の組合員証の記号、番号及び保険者番
号
(16) 地方公務員等共済組合法施行規程第100条第１項の組合員被扶養
者証の記号、番号及び保険者番号
(17) 地方公務員等共済組合法施行規程第100条の２第１項の高齢受給
者証の記号、番号及び保険者番号
(18) 地方公務員等共済組合法施行規程第176条第２項の船員組合員証
及び船員組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号
(19) 雇用保険法施行規則（昭和50年労働省令第３号）第10条第１項の
雇用保険被保険者証の被保険者番号
(20) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国
管理に関する特例法（平成３年法律第71号）第８条第１項第３号の
特別永住者証明書の番号
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条例第２条第５項

【条例】
５ この条例において「要配慮個人情報」とは、本人に対する
定義（第２条
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
第５項）
いに特に配慮を要する個人情報として行政機関個人情報保護
要 配 慮個 人 情
法第２条第４項に規定する要配慮個人情報をいう。
報
【趣旨】

本条第５項は、本人に対する不当な差別又は偏見が生じないようにそ
の取扱いに特に配慮を要する個人情報を明確にする必要性があることか
ら、「要配慮個人情報」の定義を設けたものである。要配慮個人情報につ
いては、個人情報を取り扱う事務の届出（第６条第１項）及び個人情報
ファイルの保有等に関する届出（第18条第１項）にその有無を記載する
ことを義務付けており、これにより、当該事務における要配慮個人情報
の保有、利用状況が市民に対して明らかにされ、透明性の確保を図って
いる。

【解釈】

(1) 「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個人情報」とは、行政機関個人情報保
護法第２条第４項の「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
ものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報」をいう。
(2) 次の記述等を含む個人情報が要配慮個人情報となる。
ア 「人種」とは、人種、世系又は民族的若しくは種族的出身を広く
意味する。単純な国籍や「外国人」という情報は、法的地位である
ため、それだけでは「人種」には含まない。また、肌の色は人種を
推知させる情報にすぎないため、人種には含まない。
イ 「信条」とは、個人の基本的なものの見方、考え方を意味し、思
想と信仰の双方を含む。
ウ 「社会的身分」とは、ある個人にその境遇として固着していて、
一生の間、自らの力によって容易にそれから脱し得ないような地位
を意味する。単なる職業的地位や学歴は含まない。
エ 「病歴」とは、病気にり患した経歴を意味するもので、特定の病
歴を示した部分が該当する。
オ 「犯罪の経歴」とは、前科、すなわち有罪の判決を受けこれが確
定した事実が該当する。
カ 「犯罪により害を被った事実」とは、身体的被害、精神的被害及
び金銭的被害の別を問わず、一定の犯罪の被害を受けた事実を意味
する。
キ 「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政令で定める
記述等」とは、政令第４条に規定されている。

【参考】

○行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
（定義）
第２条 （第１項から第３項まで省略）
４ この法律において「要配慮個人情報」とは、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政令で定める記述等が含まれる個人
情報をいう。
（第５項から第11項まで省略）
○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
（要配慮個人情報）
第４条 法第２条第４項の政令で定める記述等は、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
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のを除く。）とする。
(1) 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の総務
省令で定める心身の機能の障害があること。
(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。
○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
（要配慮個人情報）
第５条 令第４条第１号の総務省令で定める心身の機能の障害は、次に
掲げる障害とする。
(1) 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
(2) 知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号）にいう知的障害
(3) 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２項に規定する発達障害を含み、前号に掲げるものを除く。）
(4) 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
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【条例】
６ この条例において「保有個人情報」とは、実施機関の職員
定義（第２条
が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施
第６項）
機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が
保有個人情報
保有しているものをいう。ただし、行政文書（横浜市の保有
する情報の公開に関する条例（平成12年２月横浜市条例第１
号。以下「情報公開条例」という。）第２条第２項に規定する
行政文書をいう。以下同じ｡）に記録されているものに限る。
【解釈】

(1)

本条第６項は、実施機関における個人情報の取扱いに関する規定及
び本人開示・訂正・利用停止請求の対象となる保有個人情報について
定めたものである。
(2) 「実施機関の職員」については、本条第２項を参照
(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、又は取得したことをいう。
(4) 「組織的に利用するものとして」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、組織の業務上必要な情報として利用
し、又は利用することが予定されていることをいう。
(5) 「当該実施機関が保有している」とは、横浜市が保有する情報の公
開に関する条例（以下「情報公開条例」という。）における行政文書
の保有の概念と同様である。すなわち、当該個人情報について事実上
支配している（当該個人情報の利用、提供、廃棄等の取扱いについて
決定する権限を有している）状態をいう。
(6) 「行政文書に記録されているものに限る」とは、情報公開条例との
整合性を確保する観点から、本人開示請求等の対象となる保有個人情
報を情報公開条例第２条第２項に規定する行政文書に記録されてい
るものに限ることとしたものである。

【参考】

○横浜市の保有する情報の公開に関する条例
（定義）
第２条（第１項省略）
２ この条例において「行政文書」とは、実施機関の職員（市が設立し
た地方独立行政法人の役員を含む。以下同じ。）が職務上作成し、又は
取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(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) 規則で定める市の機関等において、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
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【条例】
７ この条例において「個人情報ファイル」とは、保有個人情
定義（第２条
報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
第７項）
(1) 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報
個 人 情報 フ ァ
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
イル
(2) 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成する
ために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有
個人情報を容易に検索することができるように体系的に構
成したもの
（ 第 ２条 第 ８ ８ この条例において個人情報について「本人」とは、個人情
報によって識別される特定の個人をいう。
項）
本人
【解釈】第７項

本条第７項は、特定の保有個人情報を検索できるように体系的に構成
した情報の集合物である個人情報ファイルについて定めたものである。

第１号 (1)

本項第１号は、電子計算機処理に係る個人情報ファイルについて規
定するものである。
(2) 「一定の事務」とは、個人情報ファイルを保有する実施機関の所掌
事務の一部又は全部であって、その個人情報ファイルの作成目的とな
る特定の事務をいう。
(3) 「体系的に構成したもの」とは、一定の基準に基づいて個人情報が
集められ、記録項目の内容、配列等が体系的に整備されているものを
いう。

第２号 (1)

本項第２号は、いわゆるマニュアル（手作業）処理に係る個人情報
ファイルについて規定するものである。
(2) 「特定の保有個人情報を容易に検索することができる」とは、探そ
うとする人の情報が直ちに検索できるもの、例えば、人名が容易に検
索できるように50音順、住所別に配列されている申請書、台帳、一覧
表等をいう。
なお、単に日付順に保存している申請書等は該当しない。

第８項

本条第８項は、本人を定義したものである。本人は、利用目的の明示
の対象並びに本人開示請求、訂正請求及び利用停止請求の各請求の主体
となる。
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【条例】
（実施機関の責務）
実 施 機関 の 責 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
務
報の保護について必要な措置を講ずるとともに、あらゆる施
（第３条）
策を通じて個人情報の保護に努めなければならない。
【趣旨】

本条は、この条例の目的を達成するために、実施機関が果たすべき責
務について定めたものである。
実施機関は、個人の権利利益が一旦侵害された場合その回復が困難で
あることを認識し、個人情報の取扱いに当たって必要かつ十分な保護措
置を講ずる責任があるとの観点から、この条例を適正に運用しなければ
ならない。

【解釈】

(1) 「個人情報の保護について必要な措置」とは、この条例の第２章に
規定する個人情報の適正な取扱いに関する事項の実施、第３章に規定
する本人開示・訂正・利用停止請求権の保障などの措置をいう。
(2) 「あらゆる施策」とは、この条例の規定に基づく個人情報保護のた
めの措置だけでなく、実施機関が事務事業を通じて行う全ての施策を
いう。
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【条例】
（事業者の責務）
事 業 者の 責 務 第４条 事業者（法人その他の団体（国、独立行政法人等（独
（第４条）
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を除
く。第 22 条第４号において「法人等」という。）及び事業を
営む個人をいう。以下同じ。）は、個人情報の保護の重要性を
認識し、その保有する個人情報の取扱いに伴う個人の権利利
益の侵害の防止について必要な措置を自ら講ずるよう努める
とともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなけれ
ばならない。
【趣旨】

本条は、個人の権利利益を保護することについて、事業者が重要な役
割を持つことから、事業者自らが個人情報保護に自主的・自律的に取り
組むことなど、事業者が果たすべき責務について定めたものである。
なお、個人情報データベース等を事業の用に供している事業者（以下
「個人情報取扱事業者」という。）には、個人情報の保護に関する法律（平
成15年法律第57号）が適用され、個人情報保護の適正な取扱い、開示・
訂正・利用停止請求などの義務が定められている。

【解釈】

(1) 「事業者」とは、事業活動を行うに当たって個人情報を取り扱うも
のをいい、法人格の有無、業種、事業規模、営利・非営利の別を問わ
ない。
なお、国及び独立行政法人等は法律、地方公共団体及び地方独立行
政法人は条例その他 の 定めによりその保有 す る個人情報の保護が 図
られていることから、この条例の「事業者」から除外する。
(2) 「法人」とは、営利法人、公益法人、学校法人、宗教法人、特定非
営利活動法人等であって、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全ての法人をいう。独立行政法人等の保有する
情報の公開に関する法律の対象となる法人は、政府の一部を構成する
とみられる法人であるので、国と同様、本号の法人から除かれている。
また地方独立行政法人法の対象となる法人は、地方公共団体の一部を
構成するとみられる法人であるので、地方公共団体と同様、本号の法
人から除かれている。
(3) 「その他の団体」とは、自治会・町内会、商店会、消費者団体等の
いわゆる権利能力なき社団等をいう。
(4) 「地方独立行政法人」については、条例第２条第１項を参照
(5) 事業者のうち、市長が定める出資法人等には、本条の規定に加えて
出資法人等の個人情報の保護（条例第60条）に関する規定が設けられ
ている。
(6) 「個人の権利利益の侵害の防止について必要な措置」とは、個人情
報を不正に収集、利用したり、改ざんや漏えいによって、個人の権利
利益を侵害することのないように、その保有する個人情報を適正に管
理するために必要な措置をいう。
なお、市長は、事業者が個人情報の取扱いに関し市民の権利利益に
重大な侵害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認める場合には、事
業者に対する措置（条例第57条）を講ずることができるとされている。
(7) 「市の施策に協力」とは、事業者自らがその保有する個人情報を保
護するために、この条例の趣旨を踏まえて保護措置を講ずることや市
長の行う事業者に対する説明又は資料提出の要請（条例第57条）に応
ずることなどをいう。

【参考】

○個人情報の保護に関する法律
（定義）
第２条 （第１項から第４項まで省略）
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条例第４条・第５条

５

この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベ
ース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除
く。
(1) 国の機関
(2) 地方公共団体
(3) 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。）
(4) 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。）

【条例】
市民の責務
（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、個人情報
を適切に取り扱い、他人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。

【趣旨】

本条は、個人情報の保護に関し、市民が果たすべき責務について定め
たものである。

【解釈】

(1) 「個人情報の保護の重要性を認識し」とは、市民一人ひとりが個人
情報の保護に関心を持つとともに、個人の権利利益を尊重するという
意識や行動が必要であることをいう。
(2) 「他人の権利利益 を侵害することのない よう努めなければなら な
い」とは、一般に、市民は、権利利益の侵害の被害者としてとらえら
れる場合が多いが、日常生活の中で他人の個人情報を不適切に取り扱
うことによって、個人の権利利益を侵害する場合があり得るので、市
民がお互いに個人情報の保護に努める義務があることをいう。
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【条例】
（個人情報取扱事務の届出）
個 人 情報 取 扱 第６条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務（一時的な使用
事務の届出
であって、短期間に廃棄され、又は消去される個人情報を取
（第６条）
り扱う事務その他規則で定める事務を除く。）を開始しようと
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) 個人情報を取り扱う事務の名称
(2) 個人情報を取り扱う事務を所掌する組織の名称
(3) 個人情報を取り扱う事務の目的
(4) 個人情報の対象者の範囲
(5) 個人情報の記録項目
(6) 個人情報の収集方法
(6)の２ 記録される個人情報に要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨
(7) 第10条第１項ただし書の規定により個人情報の利用又は
提供を経常的に行うときは、その利用の範囲又は提供先
(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、前項の規定による届出に係る個人情報を取り
扱う事務を廃止したときは、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があったときは、当該届
出に係る事項を第58条第１項に規定する横浜市個人情報保護
審議会（以下「審議会」という。）に報告するものとする。こ
の場合において、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。
４ 市長は、第１項の規定による届出に係る事項について、一
般の閲覧に供するものとする。
【規則】

（個人情報取扱事務の届出）
第３条 条例第６条第１項に規定する規則で定める事務は、次のとおり
とする。
(1) 国又は他の地方公共団体の職員の職務の遂行に関する個人情報
のうち、当該国又は他の地方公共団体の職員の職、氏名及び当該職
務遂行の内容に係るものを取り扱う事務
(2) 実施機関の職員又は実施機関の職員であった者に係る個人情報
であって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又は
これらに準ずる事項を取り扱う事務（実施機関が行う職員の採用試
験に関する個人情報ファイルに係る事務を含む。）
２ 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、次のとお
りとする。
(1) 事務開始年月日
(2) 電子計算機処理の有無
(3) 電子計算機の結合の有無
(4) 実施機関以外のものへの事務の委託の有無

【趣旨】

本条は、実施機関が行う個人情報を取り扱う事務について、事務の開
始、変更又は廃止に当たって市長に届け出ることを義務付けるとともに、
届出又は変更事項を横浜市個人情報保護審議会に報告し、さらに市民の
閲覧に供することを定めたものである。
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【解釈】第１項 (1) 本条第１項は、市長への届出事項を具体的に定めたものである。
(2) 「個人情報を取り扱う事務」とは、事務事業の実施に伴い、個人情
報を収集し、管理し、又は利用する事務をいう。
(3) 「一時的な使用」とは、事務に継続性がなく、個人情報の取扱いが
短期間（１年未満）で終了するものをいう。継続性がなく臨時的に行
う調査や単年度限りのイベント・講演会の開催などが該当する。
(4) 「短期間に廃棄され、又は消去される」とは、当該個人情報が、原
則として１年未満で廃棄され、又は消去されることをいう。
(5) 「その他規則で定める事務」とは、横浜市個人情報の保護に関する
条例施行規則（平成17年３月横浜市規則第46号。以下「規則」という。）
第３条第１項に定める事項をいう。
ア 規則第３条第１項第１号
国又は他の地方公共団体の職員の職務の遂行に関する職員の職、
氏名等については、国又は他の地方公共団体の情報であることから
届出の適用除外としたものである。
イ 規則第３条第１項第２号
人事、給与等の実施機関の内部管理のための情報については、職
員の人事管理のためのものであり、その存在及び利用方法も職員に
知られていることから届出の適用除外としたものである。
「実施機関の職員であった者」とは、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。
「専ら」とは、ほぼ全てが当該目的のために使われることを意味
し、他の目的にも使われているという事実があれば含まれない。
「実施機関が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルに係
る事務を含む。」とは、実施機関が行う職員の採用試験に関する個人
情報ファイルは不合格者に関する情報も含んでおり、これらは実施
機関の職員に係る情報ではないが、職員の採用等のために合格者に
関する情報と一体として保有されていることから、職員に係る情報
と同様に扱うこととしたものである。
第２号

「個人情報を取り扱う事務を所掌する組織の名称」とは、当該個人情
報を取り扱う事務を所管し、これに関する責任を有する課等の名称をい
う。

第４号

「個人情報の対象者の範囲」とは、「○○サービス利用者」、「施設利用
申請者」など、収集、利用する個人情報の本人（＝対象者）の範囲をい
う。

第５号

「個人情報の記録項目」とは、収集、利用する個人情報の対象者の氏
名、住所、生年月日などの個別の個人情報をいう。

第６号

「個人情報の収集方法」とは、収集の別（本人収集、本人以外からの
収集）等をいう。

第６号の２

「要配慮個人情報」については、第２条第５項を参照

第７号

「経常的に行う」とは、一定の相手方に継続的に提供する場合のほか、
一定期間ごとに提供する場合、不定期であっても依頼があれば必ず提供
することとしている場合等が含まれる。

第２項

実施機関が個人情報を取り扱う事務を廃止した場合の市長への届出義
務を定めたものである。

第３項

各実施機関からの届出事項を市長がとりまとめ、審議会に報告する手
続及び審議会が届出事項に関し、実施機関に意見を表明することができ
ることを定めたものである。
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第４項

【特定個人情
報の特例】

実施機関が届け出た事項を市民に明らかにするために、閲覧に供する
ことを定めたものである。
特定個人情報（情報提供等記録を含む。）については、横浜市行政手続
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の施行
に関する条例（平成27年９月横浜市条例第52号。以下「番号条例」とい
う。）第11条及び第17条の規定により、個人情報保護条例第６条第１項第
７号は適用除外となる。
「特定個人情報」及び「情報提供等記録」の定義については、番号条
例第２条を参照のこと。
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【条例】
（保有の制限等）
保 有 の制 限 等 第７条 実施機関は、個人情報を保有するに当たっては、法令
（第７条）
又は条例、規則その他の規程の定める所掌事務を遂行するた
め必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特
定しなければならない。
２ 実施機関は、前項の規定により特定された利用の目的（以
下「利用目的」という｡）の達成に必要な範囲を超えて、個人
情報を保有してはならない。
【趣旨】

本条は、実施機関が個人情報を保有するに当たっては、利用目的をで
きる限り特定しなければならないこと、利用目的の達成に必要な範囲を
超えて個人情報を保有してはならないこと等を定めたものである。

【解釈】第１項 (1) 「法令」とは、法律及び政令、省令など国が定めた命令をいう。
(2) 「法令又は条例、規則その他の規程の定める所掌事務を遂行するた
め必要な場合に限り」とは、実施機関による個人情報の保有は、法令
又は条例、規則その他の規程により定められた所掌事務のうち、当該
個人情報を保有 するこ とによって遂行 しよう とする具体的な 事務の
遂行に必要な場合に限り許容されることをいう。
(3) 「その利用の目的をできる限り特定しなければならない」とは、個
人情報がどのような事務の用に供され、どのような目的に使われるの
かをできるだけ個別・具体的に特定することを求める趣旨である。ま
た、利用目的は、具体的な利用行為が当該利用目的の範囲内であるか
否か、合理的かつ明確に判断できるものでなければならない。
第２項

「利用の目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはな
らない」とは、実施機関が保有する個人情報は、利用目的に照らして必
要最小限でなければならないことをいう。
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【条例】
（収集の制限）
収集の制限① 第８条 実施機関は、個人情報を収集しようとするときは、本
（第８条第１
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
項）
かに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令又は条例（以下「法令等」という。）の定めがある
とき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむ
を得ないと認められるとき。
(5) 所在不明その他の事由により、本人から個人情報を収集
することが困難なとき。
(6) 争訟、選考、指導、相談等の事務を執行するために個人
情報を収集する場合において、本人から当該個人情報を収
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著しい支
障を及ぼすと認められるとき。
(7) 第10条第１項ただし書の規定により、他の実施機関から
個人情報の提供を受けるとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が公益上特に必要
があると認めるとき。
【趣旨】

本条は、実施機関が個人情報を収集するに当たって、本人から直接収
集することを原則とするとともに、事務の性質によっては、本人以外の
ものから収集せざるを得ない場合もあるため、合理的な理由がある場合
に限って例外的に本人以外からの収集が認められる旨を定めたものであ
る。

【解釈】第１項 (1)

個人情報の「収集」とは、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い、実施機関の職員が職務上口頭で個人
情報を得る場 合もその 内容を行政文 書に記録 する場合は収 集に当 た
る。
なお、実施機関が収集を予定していない個人情報が一方的に送られ
てきただけでは、収集には当たらない。
(2) 「本人から収集」とは、本人から書面や口頭などで直接収集するこ
とをいう。本人の同意を得ず防犯カメラ等で撮影するような場合は、
本人収集には該当しない。

第１号 (1) 「法令」については、条例第７条第１項を参照
(2) ｢法令又は条例（以下「法令等」という。）の定めがあるとき」とは、
法令等の規定により、本人以外のものに対して、実施機関に個人情報
を提供することを義務付けているもの（義務規定）及び実施機関は本
人以外のものか ら個人 情報を収集する ことが できるとされて いるも
の（できる規定）をいう。
第２号

「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、本人以外から個人情報を収集す
ることについて、客観的に本人の同意があったとみなし得る場合も含む。
具体的には、窓口等で本人以外のものから個人情報を収集する旨を、そ
の利用目的とともに本人に直接提示し、反対の意思表示がない場合が考
えられる。
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第３号

「公にされている」とは、不特定多数の者が取得し、又は知り得る状
態にあるものをいう。会の内部だけで配布されている会員名簿などは含
まれない。

第４号

「人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ない」
とは、地震、火災、犯罪、事故等の場合、人の生命、身体又は財産を保
護する必要があって、なおかつ、時間的余裕がなく、本人以外から収集
するほかに適当な手段がないことをいう。災害等に備えてあらかじめ収
集しておくような場合は、本号に該当しない。

第５号

「所在不明その他の事由」とは、本人が所在不明、長期不在の場合や
障害その他の事情で意思表示ができない場合をいう。

第６号 (1)

｢争訟」とは、訴訟及び行政不服審査法（平成26年法律第68号）に
基づく審査請求をいう。
(2) 「選考」とは、個人の能力、資質、経歴等の調査等に基づいて、特
定の地位等に就く適任者や被表彰者の選定を行うことをいう。
(3) 「指導」とは、個人の学力、資質、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を目的として行う教育や指示をいう。
(4) 「相談」とは、個人の生活、健康、財産等に関しての照会を受け、
それに対する意見を述べ、又は回答、指示等を行うことをいう。
(5) 「相談等」の「等」は、実施機関の事務の目的を達成するために適
法に行う調査、用地取得や損害賠償に伴う交渉などを指す。
(6) 「事務の目的を達成することができないとき、又は事務の適正な執
行に著しい支障が生ずるとき」とは、本人から収集したのでは、情報
の正確性や確実 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事務の実施が困難になるなど事務の適正
な執行に支障が生ずる場合をいう。

第７号

本人以外から個人情報を収集する手段の一つとして、条例第10条の規
定に基づいて他の実施機関から個人情報の提供を受ける場合がある。こ
の場合は、既に提供元である他の実施機関によって、個人情報の収集及
び提供の手続が適正に行われたことが前提となるため、本条による収集
制限の対象としないものである。

第８号

本号は、本項第１号から第７号までに該当しない場合であっても、公
益上特に必要があるときには、本人以外から個人情報を収集することが
できることを定めたものであるが、この場合は、本条第４項の規定によ
り、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならないとしたものであ
る。
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【事例】

○法律の規定に基づき、本人以外から個人情報を収集する例（本条第１
項第１号関係）
(1) 地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の11に規定する「地方税
に関する調査」について官公署等へ協力を求め収集するとき。
(2) 児童虐待の防止等に関する法律（平成12年法律第82号）第６条に規
定する「児童虐待に係る通告義務」又は児童福祉法（昭和22年法律第
164号）第25条に規定する「要保護児童発見者の通告義務」に基づく
通告を児童相談所が受理するとき。
(3) 感染症予防法（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す
る法律）（平成10年法律第114号）第12条に規定する「医師の診断結果
の届出義務」基づく届出を福祉保健センター長が受理するとき。
(4) 公職選挙法（昭和25年法律第100号）第11条第３項に規定する「本
籍地の市町村長 による 選挙権及び被選 挙権を 有しなくなった 者の通
知義務」に基づく通知を選挙管理委員会が受理するとき。
(5) 地方税法第317条の６に規定する「給与支払報告書等の提出義務」
に基づく給与支払報告書を市長が受理するとき。

運用】

(1)

法定代理人からの収集（児童生徒の個人情報を保護者から収集する
等）は、本人からの収集とみなす。
(2) 出版、報道等により公にされている情報から個人情報を収集する場
合には、その情報が常に正確で最新のものであるとは限らないため、
必要に応じ調査するとともに、当該情報の更新、修正等に可能な限り
努めること。

【特定個人情報
特定個人情報については、本条第１項第２号から第８号までは適用除
の特例】
外となる。（番号条例第11条、第17条）
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【条例】
２ 実施機関は、本人から直接書面（電磁的記録を含む｡）に記
収集の制限②
録された当該本人の個人情報を収集するときは、あらかじめ、
利用目的の明
本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただ
示（第８条第
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) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急に必要が
２項）
あるとき。
(2) 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。
(3) 利用目的を本人に明示することにより、市、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。
(4) 取得の状 況 からみて利用目的 が 明らかであると認 め ら
れるとき。
【趣旨】

本条は、実施機関が、本人から直接書面に記録された当該本人の個人
情報を取得するときには、利用目的をあらかじめ明示しなければならな
いことを定めたものである。

【解釈】第２項 (1) 「直接書面に記録された当該本人の個人情報」とは、申請書やアン
ケート調査票など、実施機関が定める様式に従い本人が直接記載した
当該本人の個人情報をいう。
(2) 「電磁的記録を含む」とは、実施機関のホームページの投稿フォー
ムなどを利用し、情報通信ネットワーク等を介して個人情報を収集す
る場合も本項に含まれることを規定したものである。
(3) 「利用目的を明示」とは、申請書等の様式にあらかじめ記載してお
く方法や、窓口での掲示又は口頭などにより、当該本人が利用目的を
認識することができる状態にすることをいう。
なお、一方的に送られてきた場合には、あらかじめ明示することが
不可能であるため、そのような場合は含まれない。
第１号

生命、身体又は財産を保護するための個人情報の取得であって、利用
目的を明示する時間的余裕がない場合に、適用を除外したものである。

第２号

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。

第３号

「独立行政法人等」については、条例第４条を参照
「地方独立行政法人」については、条例第２条第１項を参照
市の機関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。

第４号

特定目的の申請書で収集した個人情報を、当該申請の処理のみに用い
る場合など、個人情報が取得される状況からみて利用目的が明らかであ
る場合は、本人が利用目的を確認するための措置をあえて講ずる必要性
が認められないと考えられることから、適用除外としたものである。
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【運用】

(1)

事務の性質上、他の実施機関又は実施機関以外の者に個人情報を提
供することが不可欠である場合には、利用目的にその旨記載をするも
のとする。
例えば、市立病院における患者への医療の提供のためには、関係機
関との連携等が 不可欠 であるため、以 下のよ うな利用目的を 明示す
る。
ア 患者への医療の提供のため、他の医療機関等との連携を図ること。
イ 患者への医療の提供のため、外部の医師等の意見･助言を求めるこ
と。
ウ 患者への医療の提供のため、他の医療機関等からの照会があった
場合にこれに応じること。
エ 患者への医療の提供に際して、家族等への病状の説明を行うこと。
(2) 実施機関は、本項第４号に該当する場合であっても、本人から利用
目的の明示を求められたときは、速やかに明示するものとする。
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【条例】
３ 実施機関は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに
収集の制限③
社会的差別の原因となるおそれがある個人情報を収集しては
思想 、 信条等
ならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、
に関 す る個人
この限りでない。
情報 の 収集制
(1) 法令等の定めがあるとき。
限（ 第 ８条第
(2) 前号に掲げるもののほか、実施機関が公益上特に必要が
３項）
あると認めるとき。
【趣旨】

本項は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原
因となるおそれがある個人情報については、個人の権利利益を侵害する
おそれの強いものであることから、これらの情報の収集を原則として禁
止するとともに、その例外となる場合を定めたものである。

【解釈】第３項 (1) 「思想、信条に関する個人情報」とは、政治思想、支持政党、政治
的活動歴、人生観、倫理観など、政治、社会等に対する個人の根本的
な考え方や信念等に関する情報をいう。
なお、個人の性格、性質、趣味、し好等は、該当しない。
(2) 「宗教に関する個人情報」とは、個人が信仰する宗教、宗派、宗教
上の習慣、儀式その他の行為等に関する情報をいう。
(3) 「社会的差別の原因となるおそれがある個人情報」とは、社会生活
において一般的に知られることにより、不当な差別を受けるおそれの
ある情報をいう。
(4) 本項では、第２条第５項の「要配慮個人情報」とは別に、本項に掲
げる個人情報について収集禁止としたものである。本項では、「その
取扱いに特に配慮を要する」（第２条第５項）だけではなく、「社会的
差別の原因となるおそれがある個人情報」に限定して収集禁止として
いる。
第１号 (1) 「法令等」については、本条第１項第１号を参照
(2) 「法令等の定めがあるとき」とは、法令等の規定により、思想、信
条及び 宗教 に関す る個 人情報 並び に社会 的差 別の原 因と なるお それ
がある個人情報を収集することについて、実施機関に個人情報を提供
することを義務付けているもの（義務規定）のほか、法令等の趣旨、
目的からみて、実施機関に裁量があり、これら個人情報を収集するこ
とができると解されるもの（できる規定）も含まれる。
第２号

【事例】

本号は、法令等に定めがない場合であっても、実施機関が公益上特に
必要があると認めるときには、当該個人情報を収集することができるこ
とを定めたものである。この場合は、本条第４項の規定により、あらか
じめ、審議会の意見を聴かなければならないとしたものである。
(1)

法令等の規定に基づき、思想、信条等に関する個人情報を収集する
例（本条第３項第１号関係）
ア 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第16条（欠格条項）の規定
こ
による「禁 錮 以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその
執行を受けることがなくなるまでの者」を、確認する義務がある場
合
イ 公職選挙法第86条の４の規定による「公職の候補者の届出」に基
づき、候補者の氏名、本籍、所属政党等の届出を選挙長が受理する
とき。
(2) 公益上の必要により、思想・信条等に関する個人情報を収集する例
（本条第３項第２号関係）
ア 海外からの賓客や研修生の受入れに当たり、滞在中の生活に支障
を来さないように、宗教上の戒律、生活習慣等の個人情報を収集す
る場合（国際交流）
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イ

市民・児童相談などで相談内容を正確に把握するため、本項に掲
げる個人情報を記録する必要がある場合（市民相談・児童相談）
ウ 用地買収に当たり、神社、教会等の宗教施設の移転費用や祭礼費
用等の補償を適正に行うため、宗教に関する個人情報を収集する場
合（用地取得）
【特定個人情
特定個人情報については、本条第３項第２号は適用除外となる。（番号
報の特例】
条例第11条、第17条）
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【条例】
４ 実施機関は、個人情報を第１項第８号に掲げる事由により
収集の制限④
本人以外のものから収集しようとするとき、又は前項に規定
本人 外 収集に
する個人情報を同項第２号に掲げる事由により収集しようと
係る 審 議会へ
するときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければなら
ない。
の付 議 （第８
条第４項）
【趣旨】

本項は、実施機関が、本条第１項第８号の規定により本人以外のもの
から個人情報を収集するとき、又は本条第３項第２号の規定により原則
として収集が禁止されている個人情報を例外的に収集するときには、個
人情報の適切な保護を図るため、あらかじめ、横浜市個人情報保護審議
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。

【解釈】

「あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない」とは、個人情
報の収集によって、個人の権利利益を侵害するおそれが生じないように、
収集開始前に審議会の意見を聴くことを必要としたものである。

【特定個人情
特定個人情報については、本条第４項は適用除外となる。（番号条例第
報の特例】
11条、第17条）
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【条例】
（適正な維持管理)
適正 な 維持管 第９条 実施機関は、利用目的を達成するために必要な範囲内
理（第９条）
において、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよ
う努めなければならない。
２ 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざ
んの防止その他の保有個人情報の適正な管理のために必要な
措置を講じなければならない。
３ 実施機関は、保有する必要がなくなった保有個人情報を確
実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただ
し、歴史的資料として保存する必要があるものについては、
この限りでない。
【趣旨】

本条は、保有個人情報の適正な維持管理の確保及び保有する必要のな
くなった保有個人情報の確実かつ速やかな廃棄又は消去について定めた
ものである。

【解釈】第１項 (1) 「利用目的を達成するために必要な範囲内において、保有個人情報
が過去又は現在の事実と合致するよう努め」とは、利用目的が達成さ
れるために必要な範囲内で、保有個人情報の事実内容を過去又は現在
の事実と合致させ、正確性を確保するよう努めることをいう。
(2) 過 去の一 定時点の 事実又は 現在の 事実の みが必要 な事務 もある た
め、保有個人情報の全てを常に現在の事実と合致させる必要はなく、
事実と 合致 させる こと が事務 遂行 上必要 な場 合にの み実 施機関 に努
力義務を課したものである。
第２項 (1) 「保有個人情報の適正な管理」とは、保有個人情報が記録されてい
る行政文書の種類に応じて、実施機関が定める「行政文書管理規程」
や「横浜市情報セキュリティ管理規程」、「横浜市個人情報の適正な
管理に関する要綱」等に基づく適正な管理を行うことをいう。
(2) 「必要な措置」とは、例えば、次のような措置をいう。
ア 保有個人情報の適正管理のための体制等の整備
イ アクセス制限等の電子計算機処理に係る技術的保護措置
ウ 保有個人情報が記録された行政文書の適正な保管のための設備等
の整備
エ 個人情報漏えい事故等防止に関するマニュアル類の作成
第３項

【参考】

「保有する必要がなくなった」とは、当該保有個人情報が記録された
行政文書の保存年限が終了した状態をいうが、保存期間が１年未満のも
のについては、当該保有個人情報の性質に応じ、不要となった時点で直
ちに、裁断等により安全かつ確実に廃棄し、又は消去する必要がある。
個人情報の適正管理のために必要な事項を定め、横浜市における個人
情報保護を一層推進するため、
「 横浜市個人情報の適正な管理に関する要
綱」が定められている。

【特定個人情
特定個人情報については、本条第３項ただし書は適用除外となる。（番
報の特例】
号条例第11条、第17条）
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【条例】
（利用及び提供の制限）
利用 及 び提供 第10条 実施機関は、保有個人情報を利用目的以外の目的（以
の制限①
下「目的外」という。）のために、当該保有個人情報を当該実
（第 10条第 １
施機関の内部において利用し、又は当該実施機関以外のもの
項）
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) 法令等の定めがあるとき。
(2) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむ
を得ないと認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が公益上特に必要
があると認めるとき。
【趣旨】

本条は、個人情報が適正に収集された場合であっても、その利用や提
供の仕方によっては個人の権利利益を侵害するおそれが生じることか
ら、実施機関が、事務の目的以外の目的のために保有個人情報を利用し、
又は提供することについて制限を定めたものである。

【解釈】第１項 (1)

本項は、保有個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲内での利用
に限定することを原則とするが、効率的な行政運営や市民サービスの
向上な どの ために は保 有個人 情報 の目的 外利 用や提 供も やむを 得な
い場合があるので、合理的理由がある場合に限り例外的にこれを認め
たものである。
(2) 保有個人情報の利用目的の範囲内での、当該実施機関内部での利用
や当該実施機関以外のものへの提供は、本条の適用を受けないもので
あるが、その判断は、第７条及び第８条第２項の規定に基づき特定さ
れた利用目的の範囲に照らし、合理的かつ限定的に行わなければなら
ない。
(3) 「当該実施機関の内部において利用」とは、例えば、市長部局のＡ
局Ａ課 の保 有個人 情報 を同じ 市長 部局で ある Ｂ区Ｂ 課の 事務の ため
に使用する場合をいう。
(4) 「当該実施機関以外のものに提供」とは、実施機関が当該実施機関
以外のものに保有個人情報を使用させるため提供することをいう。
例えば、国の行政機関、裁判所、他の地方公共団体等に提供する場
合はもとより、本市内部の他の実施機関に提供する場合を含む。

第１号

「法令等」については、第８条第１項第１号を参照
「法令等の定めがあるとき」とは、法令等で保有個人情報を目的外に
利用し、又は提供することを義務付けている場合（義務規定）のほか、
照会先に報告等を求めることができることとされ、実施機関の裁量によ
り、目的外に保有個人情報を利用し、又は提供することができると解さ
れるもの（できる規定）も含む。

第２号

「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、客観的事実から本人の同意があ
ることが明らかである場合も含む。いずれの場合も、個人情報を目的外
に利用し、又は提供することについて本人に十分説明していることが前
提となる。
「本人に提供するとき」とは、実施機関の判断により本人に提供する
場合をいい、第20条に基づく本人からの開示請求に応じて開示する場合
は含まれない。
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第３号

本号については、第８条第１項第３号参照

第４号

「人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ない」
とは、地震、火災、犯罪、事故等の場合、人の生命、身体又は財産を保
護する必要があって、なおかつ、時間的余裕がなく、本人の同意を得る
ことが困難であり、個人情報を目的外に利用・提供するほかに適当な手
段がないことをいう。災害等に備えてあらかじめ提供する場合等は本号
に該当しない。

第５号

第１号から第４号までに該当しない場合であっても、公益上特に必要
があると認めるときには、保有個人情報を目的外に利用し、又は提供す
ることができるものである。
実施機関以外に提供するときには、本条第３項の規定により、あらか
じめ審議会の意見を聴く手続が義務付けられている。
実施機関の内部で利用し、又は他の実施機関に提供するときは、本条
第４項の規定により、事後において審議会に報告する手続が義務付けら
れている。

【事例】

(1)

法律の規定に基づき、個人情報を目的外に利用・提供する例（第10
条第１項第１号関係）
ア 刑事訴訟法（昭和23年法律第131号）第197条第２項の規定に基づ
く捜査機関からの照会に対して回答するとき。（できる規定）
イ 税法（国税通則法第74条の２等）の規定に基づく税務当局からの
資料閲 覧依頼 に対 して 申請書 類の簿 冊等 を閲 覧させ るとき 。（で き
る規定）
ウ 刑事訴訟法第99条第２項の規定に基づく裁判所からの提出命令に
対して関係資料を提出するとき。（義務規定）
エ 児童虐待の防止等に関する法律第６条の規定に基づき、児童相談
所に通告するとき。（義務規定）
(2) 公益上の必要性により、個人情報を目的外に利用・提供する例（第
10条第１項第５号関係）
ア 目的外に利用することが真に市民の利益に寄与するとき。
イ 他の手段により情報を収集することにより、本人への過度の負担
を与えたり、業務の遅延等により市民サービスが著しく低下するお
それがあるとき。
ウ 目的外に利用する理由等について、客観的に妥当性があるとき。

【運用】

(1)

第１号の運用にあっては、当該個人情報の目的外利用や提供の必要
性について、目的や理由を個別具体的に把握した上で、目的外利用や
提供の可否について判断を行い、必要最小限の範囲で提供する。
なお、本号の規定により保有個人情報を実施機関以外のものに提供
する際には、原則として次のとおり取り扱うこと。
ア 提供先から次の事項を記載した書面を提出させること。
・ 根拠となる法令等の名称及び該当条項
・ 提供を希望する保有個人情報の内容
・ 当該保有個人情報の利用目的
イ 保有個人情報の提供は、書面記載の利用目的達成のため実施機関
が必要と判断する最小限の情報について、原則として書面で回答す
ることにより行うこと。
(2) 第２号の「本人の同意」は、目的外に利用し、又は提供しようとす
る個人情報の内容及び目的外利用・提供先をできるだけ特定して行わ
れるべきものである。
(3) 第３号の対象となる個人情報には、電話帳などの出版物、法人登記
や不動 産登 記など 何人 でも閲 覧す ること がで きる公 簿に 記載さ れた
個人情報のほか、事業を営む個人の事業主としての氏名や団体の代表
者名などを含む。
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第３号の運用に当たっては、公にされている個人情報であっても、
利用及び提供は必要最小限にするなど、適切に取り扱うこと。
(5) 本条の規定により保有個人情報の目的外利用・提供を行おうとする
ときは、当該個人情報を保有する課は、当該利用・提供について、以
下の場合を除き、原則として市民局市民情報課に合議を行うこととす
る。
ア 本条第１項第２号に該当する場合
イ 本条第１項第３号に該当する場合
ウ 本条第１項第５号に該当し、目的外に提供する場合

(4)

○住民基本台帳の内部利用について
住民基本台帳の目的
住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第１条では、住民基本台帳
について、住民の利便を増進するとともに、国と地方公共団体の行政
の合理化に資することを目的とし、
ア 市民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する
事務処理の基礎（各種の行政処理の基礎）とする。
イ 住民の住所に関する届出等の簡素化を図る。
ウ 住民に関する記録を正確かつ統一的に行う。
と定めている。
各種の事務処理の基礎とするために住民基本台帳に関する情報を利
用する場合や、市民からの届出の簡素化など住民の利便性を向上させ
るものである場合、市内部の省力化、効率化が図れるものである場合
などは住民基本台帳法の目的内の利用と考える。
（注意）住民基本台帳の情報を区民意識調査等に使用することは目的外
の利用であり条例第10条第１項第５号に該当する。
【特定個人情
特定個人情報については、本条は適用除外となる。（番号条例第11条、
報の特例】
第17条）
なお、特定個人情報（情報提供等記録を除く）の利用の制限について
は番号条例第６条に、提供の制限については同条例第７条に規定されて
いる。
また、情報提供等記録の利用の制限については番号条例第12条に、提
供の制限については同条例第13条に規定されている。
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【条例】
２ 実施機関は、前項ただし書の規定により保有個人情報を目
利用 及 び提供
的外のために利用し、又は提供するときは、当該保有個人情
の制限②
報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することの
（第10条
ないようにしなければならない。
第２項、 ３ 実施機関は、保有個人情報を第１項第５号に掲げる事由に
第３項
より目的外のために実施機関以外のものに提供しようとする
及び
ときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
第４項） ４ 実施機関は、保有個人情報を第１項第５号に掲げる事由に
より目的外のために利用し、又は他の実施機関に提供したと
きは、その旨を審議会に報告するものとする。
【解釈】第２項

本項は、第１項各号に該当する場合においても、保有個人情報の目的
外利用・提供に当たっては、当該本人や第三者の権利利益を不当に侵害
することのないように、適正に行わなければならないことを定めたもの
である。

第３項 (1) 「実施機関以外のもの」とは、第２条第１項に列挙する実施機関以
外のものであり、具体的には、国、他の地方公共団体、民間の法人そ
の他の団体及び個人をいう。
(2) 「あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない」とは、個人
情報の目的外・外部提供によって、個人の権利利益を侵害するおそれ
が生じないように、提供前に審議会の意見を聴くことを必要としたも
のである。
第４項 (1)

本項は、第１項第５号の規定に基づいて保有個人情報を目的外に当
該実施機関の内部で利用し、又は他の実施機関に提供した場合には、
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) 「当該実施機関の内部において利用」については、本条第１項を参
照
(3) 「他の実施機関に提供」とは、例えば、市長部局のＡ課の保有個人
情報を、行政委員会のＢ課の事務のために提供することをいう。
(4) 「報告する」とは、目的外に利用させ、又は提供を行った実施機関
（提供元の課等）が、その旨を審議会に報告することをいう。

【特定個人情
特定個人情報については、本条は適用除外となる。（番号条例第11条、
報の特例】
第17条）
なお、特定個人情報（情報提供等記録を除く）の利用の制限について
は番号条例第６条に、提供の制限については同条例第７条に規定されて
いる。
また、情報提供等記録の利用の制限については番号条例第12条に、提
供の制限については同条例第13条に規定されている。
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【条例】
（提供先への措置の要求等）
提供 先 への措 第11条 実施機関は、前条第１項ただし書の規定により保有個
置の要求等
人情報を目的外のために実施機関以外のものに提供しようと
（第11条）
する場合において、必要があると認めるときは、当該提供を
受けるものに対し、当該提供に係る個人情報について、使用
目的及び使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又は適
正に取り扱うための必要な措置を講ずることを求めなければ
ならない。
【趣旨】

本条は、実施機関以外のものに保有個人情報を提供する場合に、必要
に応じ、提供先に対し当該保有個人情報に係る使用の制限を付し、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。

【解釈】

(1)

保有個人情報の提供先が実施機関以外のものであるときには、当該
提供先においては、この条例の規定による保護措置が適用されないこ
とから、その適正な取扱いを確保するため、当該提供先に対して必要
な保護措置を講ずることを求めるものである。
(2) 「実施機関以外のもの」については、第10条第３項を参照
(3) 「必要があると認めるとき」とは、提供先、提供する保有個人情報
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、
個人の権利利益の保護のために必要があると認められる場合をいう。
(4) 「使用目的及び使用方法の制限その他の必要な制限」とは、目的外
利用の禁止、電子計算機処理による場合のアクセス制限などをいう。
(5) 「適正に取り扱うための必要な措置」とは、個人情報の保護に関す
る提供先の内部規程の整備、従事者への研修・指導の徹底などをいう。

【特定個人情
特定個人情報については、本条は適用除外となる。（番号条例第11条、
報の特例】
第17条）
なお、特定個人情報（情報提供等記録を除く）の提供の制限について
は番号条例第７条に、情報提供等記録の提供の制限については同条例第
13条に規定されている。
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【条例】
（電子計算機処理の制限）
電子 計 算機処 第12条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務について、新た
理の制限①
に電子計算機による処理（以下「電子計算機処理」という。）
（第 12条第 １
を行おうとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かな
項）
ければならない。ただし、一時的又は試験的な個人情報を取
り扱う事務に係る電子計算機処理その他規則で定める電子計
算機処理を行おうとするときは、この限りでない。
【規則】

（電子計算機処理の制限の適用除外）
第４条 条例第12条第１項ただし書に規定する規則で定める電子計算機
処理は、次のとおりとする。
(1) 専ら文章を作成するための電子計算機処理
(2) 専ら文書又は図画の内容を記録するための電子計算機処理
(3) 製版その他の専ら印刷物を製作するための電子計算機処理
(4) 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
めの電子計算機処理

【趣旨】

本条は、実施機関が個人情報を電子計算機により処理する場合の制限
及び手続について定めたものである。
本条第１項は、実施機関が、個人情報を取り扱う事務に関し、新たに
個人情報を電子計算機により処理しようとするときは、あらかじめ審議
会の意見を聴くことを義務付けたものである。

【解釈】第１項 (1) 電子計算機処理は、大量の情報を迅速に処理し、情報の蓄積、加工、
本文
流通が容易であるという特性があり、不適正な取扱いによる個人情報
の漏えい等が発生した場合の被害が大きいことから、個人情報の適正
な保護措置を図るために、あらかじめ、審議会の意見を聴くことを必
要としたものである。
(2) 電子計算機処理における個人情報の保護措置とは、おおむね次に掲
げる事項をいう。
ア 電子計算機処理する個人情報の記録項目、対象者の範囲等が、事
務の目的達成のために必要な範囲内であること。
イ 個人情報の収集、利用・提供・廃棄などが適正に行われること。
ウ 管理規程の整備、入退室者管理、職員研修等の管理的保護措置を
講ずること。
エ アクセス制限や適正なデータ保護などの技術的保護措置を講ずる
こと。
(3) 「あらかじめ」とは、個人情報を取り扱う電子計算機処理システム
が設置され、本来の事務に供される前の時点をいうものであり、具体
的には、システムの基本設計がほぼ終了した段階をいう。
ただし書 (1)

本項ただし書は、一時的又は試験的な個人情報の電子計算機処理そ
の他の規則で定める電子計算機処理については、あらかじめ審議会の
意見を聴くことを要さず、実施機関において適正に管理することとし
たものである。
(2) 「一時的」とは、個人情報を取り扱う事務に係る電子計算機処理に
継続性がなく、短期間（１年未満）で終了するものをいう。
(3) 「試験的」とは、電子計算機処理の動作の正常性を試すことをいう
が、電子計算機処理の動作の正常性を試すための場合は、ダミーデー
タを使 用す る場合 又は 実際の デー タを内 部的 な試験 にお いての み使
用する場合をいう。
(4) 「その他規則で定める電子計算機処理」とは、規則第４条に定める
電子計算機処理をいう。
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条例第12条第１項

ア

規則第４条の「専ら」とは、ほぼ全てが当該目的のために使われ
ることを意味し、他の目的にも使われているという事実があれば含
まれない。
イ 規則第４条第１号の「専ら文章を作成するための電子計算機処理」
とは、個人情報を含む文書を作成するために電子計算機を使用する
ことを いう。（ ワー プロ 文書の 作成な ど文書 資 料作成 が主目 的で あ
り、データ管理（検索・抽出等）を主目的としないもの）
ウ 規則第４条第２号の「専ら文書又は図画の内容を記録するための
電子計算機処理」とは、個人情報を含む文書又は図画を電子計算機
で処理できるよう、電子計算機に取り込むことをいう。
（ＰＤＦファ
イルなどによる文書全体の保管が主目的であり、データ管理（検索・
抽出等）を主目的としないもの）
エ 規則第４条第３号の「製版その他の専ら印刷物を製作するための
電子計算機処理」とは、個人情報を含む文章、一覧表、画像等の情
報を製版や印刷物を製作するため、電子計算機で処理できるよう、
電子計算機に取り込み、組版、レイアウトすることをいう。
（版下デ
ータの作成など）
オ 規則第４条第４号の「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電子計算機処理」とは、電子メール、ファ
クシミリ等による個人情報を含む文書又は図画の内容の情報伝達を
いう。

【運用】

新規に開始する事務を電子計算機で処理しようとするとき及び既に実
施している事務を新たに電子計算機で処理しようとするときは、本項の
ほかに、条例第６条（事務の届出）の手続も併せて行うことになる。
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横浜市個人情報保護条例の解釈・運用の手引
条例第12条第２項及び第３項

【条例】
２ 実施機関は、第８条第３項に規定する個人情報を取り扱う
電子 計 算機処
事務について、電子計算機処理（前項ただし書に規定する電
理の制限②
子計算機処理を除く。次条において同じ。）を行ってはならな
（第 12条第 ２
い。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限
項及び第３
りでない。
項）
(1) 法令等の定めがあるとき。
(2) 当該事務の目的を達成するために不可欠であり、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
るとき。
３ 実施機関は、前項に規定する個人情報を取り扱う事務に係
る電子計算機処理を同項第２号に掲げる事由により行おうと
するときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければなら
ない。
【趣旨】

本条第２項は、条例第８条第３項の規定により収集が原則として禁止
されている個人情報（思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会
的差別の原因となるおそれがある個人情報）については、原則として電
子計算機処理を禁止するとともに、その例外について定めたものである。
本条第３項は、実施機関が、前項第２号の規定により当該個人情報の
電子計算機処理を行おうとするときは、個人情報の適切な保護を図るた
め、あらかじめ、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。

【解釈】第２項 (1) 「法令等」については、条例第８条第１項第１号を参照
第１号 (2) 「法令等の定めがあるとき」とは、法令等の規定により、思想、信
条及び 宗教 に関 する個 人情報 並び に社 会的差 別の原 因と なる おそ れ
がある個人情報を電子計算機処理することについて、実施機関に個人
情報を電子計算機処理することを義務付けているもの（義務規定）の
ほか、法令等の趣旨、目的からみて、実施機関に裁量があり、これら
個人情報を電子計算機処理することができると解されるもの（できる
規定）も含まれる。
第２号

「当該事務の目的を達成するために不可欠」とは、当該個人情報の電
子計算機処理を行わなければ事務の執行そのものが困難となる場合をい
う。

第３項

「あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない」とは、当該個
人情報の電子計算機処理によって、本人の権利利益を不当に侵害するお
それが生じないように、電子計算機処理の開始前に審議会の意見を聴く
ことを必要としたものである。

【特定個人情
特定個人情報については、本条第２項第２号及び第３項は適用除外と
報の特例】
なる。（番号条例第11条、第17条）
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条例第13条

【条例】
（電子計算機の結合の制限）
電子 計 算機の 第13条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務に係る電子計算
結合の制限
機処理を行う場合において、実施機関以外のものと通信回線
（第13条）
その他の方法により電子計算機の結合をしてはならない。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) 法令等の定めがあるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、実施機関が公益上特に必要が
あると認めるとき。
２ 実施機関は、前項第２号に掲げる事由により実施機関以外
のものと電子計算機の結合を行おうとするときは、あらかじ
め、審議会の意見を聴かなければならない。
【趣旨】

本条は、実施機関以外のものと電子計算機の結合により個人情報を処
理することは、個人情報保護の観点から慎重な取扱いを要するため、原
則として禁止するとともに、その例外について定めたものである。

【解釈】第１項 (1) 「実施機関以外のもの」については、条例第10条第３項を参照
(2) 「通信回線その他の方法」とは、電話回線、専用回線、無線などを
いう。
(3) 「電子計算機の結合」とは、通信回線その他の方法による外部シス
テムとの結合をいう。市ウェブページに個人情報を掲載するような場
合は、これに該当する。
第１号 (1) 「法令等」については、条例第８条第１項第１号を参照
(2) 「法令等の定めがあるとき」とは、法令等の規定により、個人情報
の電子計算機結合を行うことについて、実施機関に個人情報の電子計
算機結合を行うことを義務付けているもの（義務規定）のほか、法令
等の趣旨、目的からみて、実施機関に裁量があり、個人情報の電子計
算機結合を行うことができると解されるもの（できる規定）も含まれ
る。

【事例】

第２号

法令等に定めがない場合であっても、公益上特に必要があるときには、
電子計算機の結合をすることができるものであるが、この場合は、本条
第２項の規定により、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならな
いものである。

第２項

「あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない」とは、電子計
算機の結合をする場合には、個人情報の適切な保護を図るため、事前に
審議会の意見を聴くことを必要としたものである。
○公益上特に必要がある場合の結合の事例
・１１９番発信地表示システム（ＮＴＴとの結合）
・電子申請・届出システム（インターネットとの結合）

【特定個人情
特定個人情報については、本条第１項第２号及び第２項は適用除外と
報の特例】
なる。（番号条例第11条、第17条）
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横浜市個人情報保護条例の解釈・運用の手引
条例第14条

【条例】
（事務の委託に伴う措置）
事務 の 委託に 第14条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を実施機関以外
伴う 措 置（第
のものに委託しようとするときは、当該個人情報を保護する
14条）
ための必要な措置を講じなければならない。
２ 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を新たに実施機関以
外のものに委託しようとするときは、前項の個人情報を保護
するための必要な措置について、あらかじめ、審議会の意見
を聴かなければならない。
【趣旨】

本条は、実施機関が、個人情報を取り扱う事務を実施機関以外のもの
に委託する場合には、個人情報の保護のための必要な措置を講ずる義務
があることを定めるとともに、当該保護措置について、あらかじめ審議
会の意見を聴かなければならない旨を定めたものである。

【解釈】第１項 (1) 「個人情報を取り扱う事務の委託」とは、当該委託の実施によって、
受託者が個人情報を取り扱うこととなる全ての場合をいう。本条の対
象となる委託の形態は、次のようなものがある。
ア 実施機関の保有個人情報を、受託者に引き渡して処理させるもの
イ 保有個人情報は引き渡さないが、受託者の従業員が市の内部で個
人情報を取り扱う作業を実施するもの
ウ 個人情報の収集から処理までを受託者が行い、実施機関が成果物
を受け取るもの
エ 委託業務の中で個人情報を取り扱うことが予定されるもの
(2) 「実施機関以外のもの」については、条例第10条第３項を参照
(3) 「当該個人情報を保護するための必要な措置」とは、実施機関が委
託先を選定する際に行う措置や、委託契約書に個人情報保護に関する
必要事項を明記して受託者に義務を課すなどの措置をいう。
(4) 実施機関が事前に行う措置等には、次のようなものがある。
ア 委託先の個人情報の保護に関する管理体制の調査
イ 委託先における個人情報の使用目的及び使用範囲の明確化
ウ 必要に応じて、委託先における個人情報の管理状況の調査等
第２項 (1)

本項は、個人情報を取り扱う事務を新たに委託しようとする場合に
は、当該個人情報の保護措置について、事前に審議会の意見を聴くこ
とを必要としたものである。

(2) 「新たに委託」とは、新規に委託する場合のほか、委託の内容、委
託する個人情報の範囲等を変更する場合を含む。委託の内容に変更が
なく、委託先のみを変更する場合は含まれない。
(3) 「あらかじめ」とは、委託契約の締結前あるいは委託先における個
人情報の新たな取扱いが始まる前をいう。
【事例】

○個人情報を取り扱う事務の委託の例
(1) 電子計算機の入力の委託（委託先での入力作業だけでなく、市の
内部でのみ作業を行う場合も含む。）
(2) 通知書等の封入・発送の委託
(3) イベント・講演会等の実施の委託（参加者募集等）
(4) 名簿等の作成の委託
(5) 市民利用施設の管理運営の委託（指定管理を除く）
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条例第14条

【運用】

(1)

新 規に開 始する事 務を委託 しよう とする とき及び 既に実 施して い
る事務を新たに委託しようとするときは、本項のほかに、条例第６条
（事務の届出）の手続も併せて行うことになる。

(2)

実 施機関 が実施機 関以外の ものに 個人情 報を取り 扱わせ る場合 の
個人情報保護措置として、全ての委託先等に対し、委託契約約款等に
加え、「個人情報取扱特記事項」を適用すること。また、電子計算機
による事務処理等に関する委託契約及びシステムの開発、運用、保守
に関する委託契約については、「電子計算機処理等の契約に関する情
報取扱特記事項」も併せて適用すること。

(3)

委託の内容に変更がなく委託先のみが変更になる場合は、本条第２
項の規定は適用されないが、委託先の選定に当たっては、適正な個人
情報の保護が図られるよう、変更前の委託先と同等以上の個人情報保
護管理体制を有する者を選定すること。
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横浜市個人情報保護条例の解釈・運用の手引
条例第15条

【条例】
（実施機関の職員の義務）
実 施 機関 の 職 第15条 実施機関の職員は、職務上知ることができた個人情報
員 の 義務 （ 第
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
15条）
ない。その職を退いた後も、同様とする。
【趣旨】

本条は、実施機関の職員が、個人情報をみだりに他人に知らせ、又は
不当な目的に使用することを禁止したものである。

【解釈】

(1) 「実施機関の職員」については、条例第２条第２項を参照
(2) 「職務上知ることができた」とは、担当職務の執行上知り得た場合
のほか、担当外の事項について職務に関連して知り得た場合を含む。
(3) 「みだりに他人に知らせ」とは、他人に知らせることが当該職員の
権限、事務に属しない場合、又は権限、事務に属する場合であって
も正当な理由なく知らせることなどをいう。
(4) ｢不当な目的に使用｣とは、具体的な事例として次のようなものがあ
る。
ア 関心を抱いた個人のデータをもとに、当該個人の家へ行く、手紙
を出す等、自己の利益のための使用
イ 第三者から依頼されて、ある年齢層の個人データを基に、特定団
体への加入の勧誘を行う等、第三者の利益のための使用
ウ えん恨の感情から特定の個人のデータを基に、いやがらせをする
等、他人の権利利益に反する使用

【参考】

罰則については条例第67条から第69条までを参照
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横浜市個人情報保護条例の解釈・運用の手引
条例第15条の２

【条例】
（派遣労働者の義務）
派 遣 労働 者 の 第15条の２ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働
義 務 （第 15条
者の保護等に関する法律（昭和60年法律第88号）第26条第１
の２）
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、
当該実施機関における事務に従事している者（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
遣契約に基づく事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。
【趣旨】

本条は、前条の実施機関の職員の義務と同様に、労働者派遣契約に基
づき実施機関に派遣された派遣労働者が、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することを禁止したものである。

【解釈】

(1) 「派遣労働者」とは、派遣契約を締結した実施機関の指揮命令を受
けて業務に従事する者をいう。
(2) 「当該労働者派遣契約に基づく事務に関して知り得た」とは、当該
派遣労働者が担当する事務を行う上で知り得た場合のほか、担当外
の事項であっても担当事務の遂行に関連して知り得た場合を含む。
(3) 「みだりに他人に知らせ」、｢不当な目的に使用｣については、条例第
15条を参照

【参考】

罰則については条例第67条及び第68条を参照
○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
（契約の内容等）
第26条 労働者派遣契約（当事者の一方が相手方に対し労働者派遣をす
ることを約する契約をいう。以下同じ。）の当事者は、厚生労働省令で
定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる
事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を
定めなければならない。
（第１号から第10号まで及び第２項から第６項まで省略）
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横浜市個人情報保護条例の解釈・運用の手引
条例第16条

【条例】
（市長等の秘密保持義務）
市 長 等の 秘 密 第16条 市長、副市長、公営企業管理者、教育委員会の教育長
保 持 義務 （ 第
及び委員、選挙管理委員、監査委員並びに固定資産評価審査
16条）
委員会委員並びに地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条
の４第３項の規定に基づき設置する執行機関の附属機関及び
地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第14条の規定に基づ
き設置する公営企業管理者の附属機関の構成員は、職務上知
り得た個人の秘密に属する事項を漏らしてはならない。その
職を退いた後も、同様とする。
【趣旨】

本条は、市の職員のうち、地方公務員法第34条に規定する守秘義務が
適用されない特別職に属する市長等に対し、個人情報を保護する趣旨か
らその職務上知り得た個人の秘密に属する事項の漏えいを禁止したもの
である。

【解釈】

(1) 「職務上知り得た」とは、条例第15条の「職務上知ることができた」
と同義である。
(2) 「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二つの要素を具備しているものをい
う。
(3) 「漏らしてはならない」とは、広く一般に知らしめる行為又は知ら
しめるおそれのある行為の一切をしてはならないことをいう。漏えい
の相手方は、特定の人に対する場合であっても、さらに伝達されるお
それがあるので、漏えいしたことになる。

【参考】

罰則については条例第70条を参照
○地方自治法
（委員会・委員及び附属機関の設置）
第138条の４ 普通地方 公共団体にその執行機 関として普通地方公共 団
体の長の外、法律の定めるところにより、委員会又は委員を置く。
２ 普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又
は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、
その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができ
る。
３ 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機
関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その
他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。た
だし、政令で定める執行機関については、この限りでない。
○ 地方公営企業法
（事務処理のための組織）
第 14 条 地方公営企業を経営する地方公共団体に、管理者の権限に属す
る事務を処理させるため、条例で必要な組織を設ける。
○

農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号）
（委員の秘密保持義務）
第14条 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。
第57条 第14条、第24条又は第47条の規定に違反して秘密を漏らした者
は、１年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。
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【条例】
（受託者等の義務等）
受託者等の義 第17条 実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けた
務等（第17条） 者（地方自治法第244条の２第３項の規定により公の施設の管
理に関する業務を行わせる指定管理者（同項に規定する指定
管理者をいう。以下同じ。）を含む。）又は当該者から当該事
務の再委託を受けた者は、受託した事務（指定管理者に行わ
せる公の施設の管理に関する業務を含む。）又は再委託を受け
た事務（以下これらの事務を「個人情報に係る受託事務等」
という。）を行う場合において、第14条第１項の個人情報を保
護するために講ぜられた必要な措置に従うとともに、自らも
個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個
人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければなら
ない。
２ 個人情報に係る受託事務等に従事している者又は従事して
いた者は、当該個人情報に係る受託事務等に関して知り得た
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。
【趣旨】

本条は、実施機関から個人情報を取り扱う事務を受託した者等及び受
託事務従事者等に課せられる義務について定めたものである。
実施機関が直接個人情報を取り扱う場合と、当該事務の委託などによ
り実施機関以外のものが取り扱う場合とで個人情報の保護措置に差異が
生じてはならない。
そこで、実施機関から事務を受託した者等及び受託事務等に従事する
者等についても、当該受託事務の履行に際しては、実施機関及び実施機
関の職員と同様に、適正な個人情報の取扱いを義務付けるものである。

【解釈】第１項 (1) 「個人情報を取り扱う事務の委託を受けた者（地方自治法第244条の
２第３項の規定によ り 公の施設の管理に関 す る業務を行わせる指 定
管理者（同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）を含む。）」
とは、実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けた事業者及
び公の施設の管理を行う指定管理者をいう。
(2)「当該者から当該事務の再委託を受けた者」とは、実施機関から個人
情報を取り扱う事務の委託を受けた事業者から、当該事務の再委託を
受けた事業者をいう。
(3) 「第14条第１項の個人情報を保護するために講ぜられた必要な措置」
とは、「個人情報取扱特記事項」などにより受託者及び公の施設の指
定管理者に契約上義 務 付けられた個人情報 の 取扱いに関する措置 を
いう。
第２項

【運用】

本項は、受託事務、再受託事務、指定管理者による公の施設の管理事
務に従事している者等に対し、 条例 第15条に基づく実施機関の職員等と
同様の義務を課したものである。
(1) 「個人情報に係る受託事務等に従事している者」とは、実施機関の
委託を受けて個人情報を取り扱う事務に従事している従事者、委託を
受けた者から再 委託を 受けて個人情報 を取り 扱う事務に従事 してい
る従事者及び指 定管理 者による公の施 設の管 理事務に従事し ている
従事者をいう。
(2) 「みだりに他人に知らせ」、｢不当な目的に使用｣については、条例 第
15条を参照
個人情報を取り扱う事務を新たに委託しようとする場合には、 条例 第
14条第２項に基づきあらかじめ審議会の意見を聴くこととなるが、その
際実施機関は受託者等が本条第１項にいう「個人情報の適正な管理のた
めに必要な措置」を適切に講じているか確認し、審議会の意見を聴くも
のとする。
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受託者等が未定の場合には、委託先選定に当たっての個人情報保護に
係る選定基準を示し、当該基準が適切であるかについて審議会の意見を
聴くものとする。
【参考】

罰則については条例第67条及び第68条を参照
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【条例】
（個人情報ファイルの保有等に関する届出）
個 人 情報 フ ァ 第18条 実施機関は、個人情報ファイルを保有しようとすると
イ ル の保 有 等
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
に 関 する 届 出
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
（ 第 18 条 第 1
する。
項）
(1) 個人情報ファイルの名称
(2) 保有する実施機関の名称及び個人情報ファイルが利用に
供される事務を所掌する組織の名称
(3) 個人情報ファイルの利用目的
(4) 個人情報ファ イルに記録される項 目(以下この節にお い
て「記録項目」という｡)及び本人（他の個人の氏名、生年
月日その他 の記述等 によらない で検索し 得る者に限 る｡次
項第８号において同じ｡）として個人情報ファイルに記録さ
れる個人の範囲（以下この節において「記録範囲」という｡）
(5) 個人情報ファイルに記録される個人情報（以下この節に
おいて「記録情報」という｡）の収集方法
(5)の２ 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その
旨
(6) 記録情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場
合には、その提供先
(7) 次条第３項の規定に基づき、記録項目の一部若しくは第
５号若しくは前号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記
載しないこととするとき、又は個人情報ファイルを個人情
報ファイル簿に掲載しないこととするときは、その旨
(8) 第34条第１項ただし書又は第43条第１項ただし書に該当
するときは、その旨
(9) その他規則で定める事項
【規則】

（個人情報ファイルの保有等に関する届出）
第５条 条例第18条第１項第９号の規則で定める事項は、個人情報ファ
イルの保有開始の予定年月日とする。

【趣旨】

本項は、条例第２条第７項に規定する個人情報ファイルを実施機関が
保有し、又は変更しようとする場合に、その適正な管理を図る趣旨から、
個人情報ファイルの内容について、あらかじめ市長に届け出なければな
らない旨を定めたものである。

【解釈】第１項

「保有しようとするとき」とは、実施機関が個人情報ファイルを作成
し、又は取得する前のことをいう。

第１号

「個人情報ファイルの名称」とは、「○○データベース」、「××システ
ム」など、保有する個人情報ファイルに対して実施機関が事務処理上付
ける名称のことをいう。

第２号

「保有する実施機関の名称」とは、個人情報ファイルを保有しようと
する市長等の実施機関の名称をいう。
「個人情報ファイルが利用に供される事務を所掌する組織の名称」と
は、当該個人情報ファイルを利用する事務を所管し、これに関する責任
を有する課等の名称をいう。

第３号

「個人情報ファイルの利用目的」とは、当該個人情報ファイルが保有、
利用される目的であり、保有の制限等（条例第７条）、利用目的の明示（条
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例第８条第２項）、利用及び提供の制限（条例第10条）の基準となるもの
である。
第４号 (1) ｢記録項目」とは、個人情報ファイルに記録される氏名、住所、生年
月日などの個別の個人情報をいう。
(2) ｢他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得
る者に限る」とは、個人Ａに着目してＡの個人情報を記録したファイ
ルに、これと併せてその氏名等では検索できない個人Ｂの情報が記録
されているファイルの場合、当該Ｂについては本人として記録範囲に
含まれないとの趣旨である。
(3) ｢記録範囲」とは、「○○サービス利用者」、「施設利用申請者」など、
個人情報ファイルに記録される本人（＝対象者）の範囲をいう。
第５号
第５号の２

「記録情報の収集方法」とは、「○○条例に基づく申請書の提出」、｢前
住所地への照会｣など、記録情報の収集源の種類、収集方法等をいう。
「要配慮個人情報」については、第２条第５項参照

第６号

「経常的に提供する」とは、一定の相手方に継続的に提供する場合の
ほか、一定期間ごとに提供する場合、不定期であっても依頼があれば必
ず提供することとしている場合等が含まれる。なお、経常的提供は利用
目的の内外は問わない。

第７号

条例第19条第３項に基づき、審議会の意見を聴いた上で、記録項目（本
項第４号）の一部、記録情報の収集方法（本項第５号）若しくは記録情
報の経常的提供先（本項第６号）を個人情報ファイル簿に掲載しないこ
ととするとき、又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載
しないときはその旨を市長に届け出ることを定めたものである。

第８号

自己を本人とする保有個人情報の訂正又は利用停止に関して、他の法
令等の規定により特別の手続が定められているときは、本条例に基づく
訂正請求又は利用停止請求をすることができず、当該特別の手続による
ことになるので、その旨を市長に届け出ることを定めたものである。

第９号

規則第５条第１項に規定する、「保有開始の予定年月日」とは、実施機
関が個人情報ファイルの保有を開始する予定年月日をいう。

【特定個人情
特定個人情報については、本条第１項第８号は以下のとおり読み替え
報の特例】
て適用される。（番号条例第10条、第16条）
【読替後】
＜特定個人情報（情報提供等記録を除く）の場合＞
第18条 実施機関は、個人情報ファイルを保有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。
(8) 第34条第１項ただ し書又は番号条例第８ 条第１項ただし書に該 当
するときは、その旨
＜情報提供等記録の場合＞
第18条 実施機関は、個人情報ファイルを保有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。
(8) 第34条第１項ただし書に該当するときは、その旨
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【条例】
２ 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、
個 人 情報 フ ァ
適用しない。
イ ル の保 有 等 (1) 地方税法（昭和25年法律第226号）に基づく犯則事件の調
に 関 する 届 出
査のために作成し、又は取得する個人情報ファイル
（ 第18条 第 ２ (2) 実施機関の職員又は実施機関の職員であった者に係る個
項）
人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福
利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するも
の（実施機関が行う職員の採用試験に関する個人情報ファ
イルを含む。）
(3) 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情
報ファイル
(4) 前項の規定による届出に係る個人情報ファイルに記録さ
れている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファ
イルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当
該届出に係るこれらの事項の範囲内のもの
(5) １年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する
個人情報ファイル
(6) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な
連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイ
ルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の
送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの
(7) 実施機関の職員が学術研究の用に供するためその発意に
基づき作成し、又は取得する個人情報ファイルであって、
記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの
(8) 本人の数が規則で定める数に満たない個人情報ファイル
(9) 第２条第７項第２号に係る個人情報ファイル
【規則】

（個人情報ファイルの保有等に関する届出）
第５条
２ 条例第18条第２項第８号の規則で定める数は、1,000人とする。

【趣旨】

本項は、前項に規定する個人情報ファイルの市長への届出義務の例外
として、市長への届出を要しない個人情報ファイルについて定めたもの
である。

【解釈】第２項
「地方税法（昭和25年法律第226号）に基づく犯則事件の調査」とは、
第１号 地方税法第336条、第437条等において準用するとされている、国税反則
取締法（明治33年法律第67号）第１条及び第２条に規定する調査をいう。
第２号 (1) 「実施機関の職員」については、条例第２条第２項を参照
(2) 「実施機関の職員であった者」とは、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。
(3) 「専ら」とは、ほぼ全てが当該目的のために使われることを意味し、
他の目的にも使われているという事実があれば含まれない。
(4) 「これらに準ずる事項」とは、災害補償や職員研修に関する事項な
どをいう。
(5) 「実施機関が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルに係る
事務を含む。」とは、実施機関が行う職員の採用試験に関する個人情
報ファイルは不合格者に関する情報も含んでおり、これらは実施機関
の職員に係る情報ではないが、職員の採用等のために合格者に関する
情報と一体として保有されていることから、職員に係る情報と同様に
扱うこととしたものである。
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第３号

「試験的な電子計算機処理」とは、電子計算機処理システムの動作の
正常性等を試すための電子計算機処理をいい、本来の事務に使用されな
いことを要件とする。したがって、本格運用に先立って一部地域で試行
運用を行うような場合には、個人情報ファイルが実際の事務に使用され
るため本号には該当しない。

第４号

本号に規定する個人情報ファイルとは、既に届出されている個人情報
ファイルの利用目的、記録項目及び記録範囲（対象者）の範囲内で使用
される個人情報ファイルのことをいい、作業のために使用する個人情報
ファイルの一部の写しや、事故等に備えて予備的に作成するバックアッ
プデータ等がこれに当たる。同一の情報であっても、利用目的が明らか
に異なる場合（福祉データを地域防災の目的で使用する場合等）は本号
に該当しない。

第５号

「消去」とは、記憶媒体に記録された情報を消して何も記録していな
い状態にすることをいうが、匿名化により本人が識別できなくなる状態
にすることも含まれる。

第６号 (1) 「資料その他の物品若しくは金銭の送付」とは、書籍、文書、金銭
（口座振込等を含む。）等の送付をいう。
(2) 「業務上必要な連絡」とは、事務を遂行するために必要な電話連絡
等をいう。
(3) 「その他の送付又は連絡に必要な事項」とは、郵便番号、電話番号、
連絡先、振込先口座番号、送付部数等送付又は連絡に密接に関連があ
り、かつ、必要な事項をいう。
第７号

本号に規定する個人情報ファイルとは、研究機関等において自発的な
学術研究のために作成し、又は取得され、専ら当該学術研究の目的のた
めに利用される個人情報ファイルをいい、共同研究のように複数の職員
により作成されるものも含む。

第８号

個人情報ファイルの本人の数の積算は、特定の本人を容易に検索する
ことができるように体系的に構成した個々の個人情報ファイルごとに行
う。個人情報ファイルのデータが物理的に分割されていたとしても、同
一の利用目的達成のために同一のシステムで検索可能となっているもの
などは、原則として同一の個人情報ファイルとして扱う。

第９号

「第２条第７項第２号に係る個人情報ファイル」とは、マニュアル（手
作業）処理に係る個人情報ファイルをいう。
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【条例】
３ 実施機関は、第１項の規定による届出に係る個人情報ファ
イルの保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが前項
個人情報ファ
第８号に該当するに至ったときは、遅滞なく、その旨を市長
イルの保有等
に届け出なければならない。
に関する届出
（ 第 18条 第 ３ ４ 市長は、第１項又は前項の規定による届出があったときは、
当該届出に係る事項を審議会に報告するものとする。
項及 び第 ４
項）
【規則】

（個人情報ファイルの保有等に関する届出）
第５条
２ 条例第18条第２項第８号の規則で定める数は、1,000人とする。

【趣旨】

本条第３項は、本条第１項の規定に基づき届出を行った個人情報ファ
イルについて、実施機関がその保有をやめる等により届出を要しないも
のとなった場合に、その旨を遅滞なく市長に届け出なければならない旨
を定めたものである。
本条第４項は、個人情報ファイルに関し実施機関が本条第１項又は第
３項に基づき市長に届出を行った事項について、届出を受けた市長が審
議会に報告しなければならない旨を定めたものである。

【解釈】第３項 (1) 「保有をやめたとき」とは、個人情報ファイルの全部を廃棄したと
きあるいは、個人情報ファイルから特定の個人が識別できる部分の
みを削除することなどにより、当該個人情報ファイルを保有しなく
なったときをいう。
(2) 「前項第８号に該当するに至ったとき」とは、個人情報ファイルに
記 録 さ れ た 個 人 情 報 の 本 人 の 数 が 規 則 第 ５ 条 第 ２ 項 で 定 め る1,000
人未満となったときをいう。
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【条例】
(個人情報ファイル簿の作成及び公表)
個 人 情報 フ ァ 第19条 実施機関は、規則で定めるところにより、保有してい
イ ル 簿の 作 成
る個人情報ファイルについて、それぞれ前条第１項第１号か
及 び 公表 （ 第
ら第６号まで及び第８号に掲げる事項その他規則で定める事
19条）
項を記載した帳簿（第３項において「個人情報ファイル簿」
という｡）を作成し、公表しなければならない。
２ 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、
適用しない。
(1) 前条第２項第１号から第８号までに掲げる個人情報ファ
イル
(2) 前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録さ
れている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファ
イルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当
該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの
(3) 前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして規則
で定める個人情報ファイル
３ 第１項の規定にかかわらず、実施機関は、記録項目の一部
若しくは前条第１項第５号若しくは第６号に掲げる事項を個
人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを個人情
報ファイル簿に掲載することにより、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
があると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を
記載せず、又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿
に掲載しないことができる。この場合において、実施機関は、
あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
【規則】

（個人情報ファイルの作成及び公表）
第６条 実施機関は、個人情報ファイル（条例第19条第２項各号に掲げ
るもの及び同条第３項の規定により個人情報ファイル簿に掲載しない
ものを除く。以下この条において同じ。）を保有するに至ったときは、
直ちに、個人情報ファイル簿を作成しなければならない。
２ 実施機関は、個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があった
ときは、直ちに、当該個人情報ファイル簿を修正しなければならない。
３ 実施機関は、個人情報ファイル簿に掲載した個人情報ファイルの保
有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが条例第18条第２項第８
号に該当するに至ったときは、遅滞なく、当該個人情報ファイルにつ
いての記載を消除しなければならない。
（個人情報ファイル簿への掲載）
第７条 条例第19条第１項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とす
る。
(1) 条例第２条第７項第１号に係る個人情報ファイル又は同項第２号
に係る個人情報ファイルの別
(2) 条例第２条第７項第１号に係る個人情報ファイルについて、次条
に規定する個人情報ファイルがあるときは、その旨
（個人情報ファイル簿への掲載の適用除外）
第８条 条例第19条第２項第３号の規則で定める個人情報ファイルは、
条例第２条第７項第２号に係る個人情報ファイルで、その利用目的及
び記録範囲が条例第19条第１項の規定による公表に係る条例第２条第
７項第１号に係る個人情報ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内
であるものとする。
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【趣旨】

本条は、条例第２条第７項に規定する個人情報ファイルを実施機関が
保有する場合に、その適正な管理を図る趣旨から、当該個人情報ファイ
ルの概要を記載した帳簿を作成するとともに、作成した帳簿を原則とし
て公表しなければならない旨を定めたものである。

【解釈】第１項 (1) 「個人情報ファイル簿」とは、条例第18条第１項第１号から第６号
まで及び第８号並び に 規則第７条に掲げる 事 項を記載した帳票を い
う。
(2) 規則第６条第１項の「保有するに至ったとき」とは、実施機関が個
人情報ファイルを作成し、又は取得した時点をいう。
(3) 規則第６条第３項の「保有をやめたとき」、「条 例 第 1 8 条 第２項第
８号に該当するに至ったとき」とは、条例第18条第３項と同義である。
(4) 規則第７条第１号に規定する事項は、電子計算機処理に係る個人情
報ファイル又はマニュアル（手作業）処理に係る個人情報ファイルの
別である。
(5) 規則第７条第２号に規定する事項は、個人情報ファイルが電子計算
機処理に係るものである場合における、規則第８条に規定する個人情
報ファイルの有無である。
第２項

本項は、前項に規定する個人情報ファイル簿の作成及び公表の例外と
して、作成及び公表を要しない個人情報ファイルについて定めたもので
ある。

第２号

本号に規定する個人情報ファイルとは、前項の規定に基づき作成、公
表されている個人情報ファイルの利用目的、記録項目及び記録範囲（対
象者）の範囲内で使用される個人情報ファイルのことをいい、作業のた
めに使用する個人情報ファイルの一部の写しや、事故等に備えて予備的
に作成するバックアップデータ等が該当する。同一の情報であっても、
利用目的が明らかに異なる場合（福祉データを地域防災の目的で使用す
る場合等）は本号に該当しない。

第３号

規則第８条に規定する個人情報ファイルとは、マニュアル（手作業）
処理に係る個人情報ファイルで、条例第19条第１項の規定に基づき作成、
公表されている電子計算機処理に係る個人情報ファイルの利用目的と記
録範囲（対象者）が同一範囲内（記録項目は異なってよい）のものをい
い、電子計算機処理に係る個人情報ファイルを作成するためのマニュア
ル処理の入力票、各種台帳などが該当する。

第３項

本項は、実施機関が個人情報ファイルを保有するに当たり、記録項目
の一部、記録情報の収集方法、若しくは記録情報の経常的提供先を個人
情報ファイル簿に掲載し、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿
に掲載すること自体により、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るときは、その記
録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個
人情報ファイル簿に掲載しないことができる旨を定めるとともに、本項
に基づき非掲載とする場合には、審議会の意見を聴かなければならない
旨を定めたものである。

【特定個人情
報の特例】

特定個人情報については、本条第１項は以下のとおり読み替えて適用
される。（番号条例第10条、第16条）
【読替後】
＜特定個人情報（情報提供等記録を除く）の場合＞
第19条 実施機関は、規則で定めるところにより、保有している個人情
報ファイルについて、それぞれ前条第１項第１号から第６号まで及び
番号条例第10条において読み替えて適用する前条第１項第８号に掲げ
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る事項その他規則で定める事項を記載した帳簿（第３項において「個
人情報ファイル簿」という｡）を作成し、公表しなければならない。
＜情報提供等記録の場合＞
第19条 実施機関は、規則で定めるところにより、保有している個人情
報ファイルについて、それぞれ前条第１項第１号から第６号まで及び
番号条例第16条において読み替えて適用する前条第１項第８号に掲げ
る事項その他規則で定める事項を記載した帳簿（第３項において「個
人情報ファイル簿」という｡）を作成し、公表しなければならない。
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【条例】
（本人開示請求権）
本人 開 示請求 第20条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に
権（第20条）
対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情
報の開示を請求することができる。
２ 法令の定めるところにより代理権を有する者その他規則で
定める者（以下「代理人」という。）は、本人に代わって前項
の規定による開示の請求（以下「本人開示請求」という。）を
することができる。
【規則】

（代理人による本人開示請求）
第９条 条例第20条第２項に規定する規則で定める者は、本人から本人
開示請求等に関する代理権を与えられた者とする。

【趣旨】

本条は、個人が実施機関の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ことができるよう、本人による開示請求がで
きることを定めたものである。
また、横浜市の保有する情報の公開に関する条例第７条第２項第２号
の規定は、個人情報を非開示情報として規定しているが、自己を本人と
する保有個人情報については、本条例に基づいて本人開示請求ができる
ものである。

【解釈】第１項 (1) 「何人も」とは、市民に限らず、全ての自然人をいう。実施機関が
保有す る保 有個 人情報 につい ては 市民 に関す るもの であ るか 否か を
問わず、何人も本人開示請求ができるとしたものである。
(2) 本人開示請求の対象となる「自己を本人とする保有個人情報」とは、
自分がその情報の本人となっている場合の保有個人情報をいい、他者
の保有 個人 情報や その 他の情 報は 、本人 開示 請求の 対象 とはな らな
い。
(3) 実施機関の保有する保有個人情報とは、横浜市の保有する情報の公
開に関 する 条例第 ２条 第２項 に規 定する 行政 文書に 記録 された 保有
個人情報をいう。
第２項 (1)

本人開示請求は、本人からの請求により、当該本人に対して保有個
人情報（自分がその情報の本人となっている個人情報）を開示する制
度であるため、広く代理請求を認めることは、本人の権利利益保護に
欠けるおそれがある。
しかし、未成年者や成年被後見人のように、本人自ら請求すること
が困難な場合もあることから、「法令の定めるところにより代理権を
有する 者そ の他規 則で 定める 者」 による 代理 請求を 認め るもの であ
る。
(2) 「法令の定めるところにより代理権を有する者その他規則で定める
者」とは、未成年者の法定代理人、成年被後見人の法定代理人及び本
人から委任を受けた者をいう。

【運用】

(1)

本人開示請求権は、あるがままの形で行政文書に記録された保有個
人情報 を開 示す ること を求め る権 利で あり、 実施機 関は 、条 例第23
条に規 定す る一 部開示 による 場合 並び に条例 第31条 第１ 項及 び第 ２
項に規定する特別の開示の実施の方法による場合を除き、新たに行政
文書を作成し、又は加工してはならない。
(2) 未成年者に関する保有個人情報については、法定代理人（親権者等）
に対して当該保有個人情報を開示することにより、未成年者本人の権
利利益が侵害されるおそれがある。一般に、15歳以上の未成年者につ
いては一定の判断能力があると考えられるので、開示・非開示の判断
（条例第22条第２号）について特に慎重に行う必要がある。
(3) 死者の個人情報については、原則として本人開示請求の対象となら
ず、死 者の 個人情 報の 本人開 示請 求を他 者が 行うこ とは 認めら れな
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い。ただし、死者の個人情報ではあっても、それが同時に本人開示請
求者本人の個人情報に該当する場合及び社会通念上、本人開示請求者
自身の 個人 情報と みな し得る ほど 本人開 示請 求者と 密接 な関係 があ
る場合には、本人開示請求者本人の個人情報として本人開示請求を認
めるものとする。
死者の個人情報について本人開示請求ができる場合とは、次のよう
なものが考えられるが、あくまで例外であることに留意して取り扱う
必要がある。
ア 死者の個人情報が本人開示請求者自身の情報でもあると考えられ
る情報
(ｱ) 本人開示請求者が死者である被相続人から相続した財産に関
する情報
(ｲ) 本人開示請求者が死者である被相続人から相続した不法行為
による損害賠償請求権等に関する情報
(ｳ) 近親者固有の慰謝料請求権など、死者の死に起因して、相続以
外の原因により本人開示請求者が取得した権利義務に関する情
報
イ 社会通念上、本人開示請求者の個人情報とみなし得るほど、本人
開示請求者と密接な関係がある情報
(ｱ) 死亡した時点において未成年であった自分の子どもに関する
情報
ただし、死亡した未成年の子であれば本人開示請求が当然に認
められるものではなく、児童虐待など、親と子の間に相反的な利
害関係がある場合には、本人開示請求が認められないことも考え
られる。
ウ 他の制度において、遺族等に開示することが適当であるとされて
いる情報
(ｱ) カルテ等診療情報（平成15年９月12日「診療情報の提供等に関
する指針」 平成15年医政発第0912001号別添）
(ｲ) 診療報酬明細書 （平成17年３月31日保発第0331009号「診療報
酬明細書等の被保険者等への開示について」）
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【条例】
（本人開示請求の手続）
本人 開 示請求 第21条 本人開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面（以
の手 続 （第21
下「本人開示請求書」という。）を実施機関に提出してしなけ
条）
ればならない。
(1) 本人開示請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 本人開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政
文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定す
るに足りる事項
(3) 前２号に掲げるもののほか、規則で定める事項
２ 前項の規定により本人開示請求書を提出する際、本人開示
請求をしようとする者は、規則で定めるところにより、実施
機関に対し、自己が当該本人開示請求に係る保有個人情報の
本人又は代理人であることを証明するために必要な書類を提
示し、又は提出しなければならない。
３ 実施機関は、本人開示請求書に形式上の不備があると認め
るときは、本人開示請求をした者（以下「本人開示請求者」
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、本人開示請求
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。
【規則】

（本人開示請求書）
第10条 条例第21条第１項第３号に規定する規則で定める事項は、次の
とおりとする。
(1) 希望する開示の実施方法
(2) 代理人が開示を請求する場合にあっては、当該本人開示請求に係
る本人の氏名及び住所又は居所
２ 条例第21条第１項に規定する本人開示請求書は、個人情報本人開示
請求書(第１号様式)とする。
３ 条例第21条第２項に規定する規則で定めるところにより自己が本人
開示請求に係る保有個人情報の本人であることを証明するために必要
な書類として提示し、又は提出しなければならないものは、次のいず
れかとする。
(1) 運転免許証
(2) 旅券
(3) 健康保険被保険者証
(4) 個人番号カード
(5) 前４号に掲げるもののほか、当該請求に係る本人であることを確
認することができるもの
４ 条例第21条第２項に規定する規則で定めるところにより自己が本人
開示請求に係る保有個人情報の代理人であることを証明するために必
要な書類として提示し、又は提出しなければならないものは、当該代
理人に係る前項各号に掲げる書類のいずれか及び次の各号に掲げる書
類とする。
(1) 未成年者の法定代理人にあっては、戸籍謄抄本その他法定代理人
であることを証明する書類
(2) 成年被後見人等に付された後見人等にあっては、当該成年後見に
関する登記事項証明書その他代理人であることを証明する書類
(3) 前条に規定する者にあっては、委任状及び当該請求等に係る本人
の前項各号に掲げる書類のいずれか
５ 前２項の規定は、保有個人情報の開示、訂正請求、利用停止請求及
び是正の申出について準用する。この場合において、これらの規定中
「第21条第２項」とあるのは、保有個人情報の開示については「第31
条第３項」と、訂正請求については「第35条第２項」と、利用停止請
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求については「第44条第２項」と、是正の申出については「第51条第
２項」と読み替えるものとする。
【趣旨】

本条は、保有個人情報の本人開示請求について、適正かつ円滑な手続
を進める観点から要式行為とし、本人開示請求書に形式上の不備がある
場合に、請求者及び実施機関に必要な措置をとるべきことを定めたもの
である。

【解釈】第１項 (1)

本人開示請求は、実施機関に本人開示請求書を提出することにより
行わなければならない。請求権の行使を明確にするため、口頭、電話
等による本人開示請求は、認められない。
(2) 本 項各号 に掲げる 事項は、 本人開 示請求 書に記載 すべき 事項で あ
り、本人開示請求を適正に行うための要件である。
(3) 保有個人情報の特定とは、本人開示請求者がどのような個人情報を
請求しているかが明確であって、実施機関の側の相応の努力によって
本人開 示請 求に係 る保 有個人 情報 が他の 情報 と識別 でき る程度 に明
らかにされている状態をいう。
(4) 「保有個人情報を特定するに足りる事項」とは、実施機関が本人開
示請求 に係 る保有 個人 情報が 記録 された 行政 文書を 合理 的な方 法で
特定できる程度に具体的な記載をいい、規則第１号様式の本人開示請
求書においては、「本人開示請求に係る保有個人情報」とされている。
例えば、「私に関する一切の個人情報」という請求内容などは、保
有個人情報の特定が不十分なものとなる。
ただし、本人開示請求者は開示を求める保有個人情報が、実施機関
においてどのような形で存在しているかを知らず、本人開示請求者が
的確に記載するための情報を持っていないことが想定される。そのた
め本人 開示 請求者 が容 易にか つ的 確に保 有個 人情報 を特 定する こと
ができるよう、実施機関は本人開示請求者の相談に十分応じるととも
に、行政文書目録検索システム等を活用して、対象とする保有個人情
報が具体的に特定されるよう努めることとする。
(5) 「規則で定める事項」とは、具体的には、開示の実施方法の区分（閲
覧、写しの交付、視聴）等をいう。

第２項

本人開示請求をしようとする者が、当該本人開示請求に係る保有個人
情報の本人であることの確認を厳格に行う必要があることから、本人開
示請求をしようとする者は自己が当該本人開示請求に係る保有個人情報
の本人又は代理人であることを証明する書類を提出し、又は提示する義
務を負う。

第３項 (1) 「本人開示請求書に形式上の不備があると認めるとき」とは、記載
事項に漏れがある場合、記載内容が不明な場合又は記載が不鮮明な場
合のほか､第１項第２号の「本人開示請求に係る保有個人情報が記録
されて いる 行政文 書の 名称そ の他 の開示 請求 に係る 保有 個人情 報を
特定するに足りる事項」の記載が不十分であるため本人開示請求に係
る保有個人情報が特定できない場合をいう。
(2) 「相当の期間」とは、本人開示請求者が補正をするのに必要な合理
的な期間をいい、個々のケースによって判断されるべきものである。
なお、条例第26条第１項に定める開示決定等の期間には、補正に要
した日数は算入しない（同項ただし書）。
(3) 「補正の参考となる情報」とは、本人開示請求者が自己の保有個人
情報を特定するために必要な具体的な情報をいう。
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【運用】

１ 本人開示請求についての相談・案内
(1) 本人開示請求を行いたい旨の申し出があったときは、どのような
自己の保有個人情報が知りたいのかを確認し、本条例に基づく本人
開示請求として対応すべきか否かを判断する。
(2) 条例第61条各号に規定する個人情報については、条例の適用を受
けないので、当該保有個人情報がこれらに該当する場合は、本人開
示請求の対象とならない旨を説明する。
(3) 条例第32条の規定により実施機関があらかじめ定める保有個人情
報については、簡易な方法で開示することとされているので、当該
保有個人情報がこれらに該当する場合はその旨を説明する。
(4) 条例第33条の規定により、他の法令等に開示請求者に対する特定
の保有個人情報の開示をする旨が定められている場合はこの条例の
適用を受けないため、当該保有個人情報がこれらに該当する場合は、
この条例による本人開示請求の対象とならず、当該他の法令等によ
る本人開示請求をすべき旨を説明する。
２

本人開示請求の受付
本人開示請求の受付窓口は、市民情報センター及び区役所総務部区
政推進課広報相談係とし、次の事項に留意し、本人開示請求を受け付
ける。
(1) 本人開示請求に係る保有個人情報の本人又は代理人であることの
確認
ア 本人開示請求に係る保有個人情報の本人であることの確認は、本
人開示請求者に対し、規則第10条第３項各号で定める次の書類のい
ずれかの原本の提出又は提示を求めることにより行う。
(ｱ) 運転免許証
(ｲ) 旅券
(ｳ) 健康保険被保険者証
(ｴ) 個人番号カード
(ｵ) 上記の他、当該請求に係る本人であることを確認することがで
きるもの
イ 代理人による請求の場合は、アに掲げる自己を証明する書類とと
もに、規則第10条第４項各号で定める次の書類の原本の提出又は提
示を求めることにより、代理関係の確認を行う。
(ｱ) 未成年者の法定代理人にあっては、戸籍謄抄本その他法定代理
人であることを証明する書類
(ｲ) 成年被後見人等に付された後見人等にあっては、当該成年後見
に関 する 登 記事 項証 明 書そ の他 代 理人 であ る こと を証 明 する 書
類
(ｳ) 本人から本人開示請求等に関する代理権を与えられた者は、委
任状及び当該請求等に係る本人の前項各号に掲げる書類のいず
れか
ウ ア及びイに掲げる書類が、提出又は提示されない場合、本人開示
請求者に後日当該書類を提出等することを求め受付をする。その後
も本人開示請求者から提出等されない場合、保有個人情報所管課又
は受付窓口は、電話等で提出等を求め、本人開示請求者が応じない
ときは、実施機関は、当該本人開示請求を拒否する。
エ ア及び委任状以外のイに掲げる書類は、確認後必要に応じて複写
機により複写した後本人開示請求者に返却する。
(2) 本人開示請求に係る保有個人情報の特定
本人開示請求に係る保有個人情報の特定は、主に保有個人情報所
管課が行い、行政文書目録検索システム等を活用して迅速かつ的確
に行う。
受付窓口が市民情報センターである場合は保有個人情報所管課と
調整し、また区役所総務部区政推進課広報相談係である場合は保有
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個人情報所管課及び市民情報課と十分な連携を図り、適切な対応に
努める。
(3) 本人開示請求書の記載事項の確認
ア 本人開示請求者の「氏名、住所、電話番号」欄について
(ｱ) 本人開示請求者の連絡先及び決定通知書の送付先であるため、
正確に記載してあること。
(ｲ) 電話番号は、本人開示請求者に直接連絡できる番号（自宅、勤
務先等）が記載してあること。
(ｳ) 押印は不要であること。
イ 「本人開示請求に係る保有個人情報」欄について
本人開示請求に係る保有個人情報の内容について、保有個人情報
が記録されている行政文書の名称、事務事業の名称、取得時期及び
担当課名等を組み合わせて表示するなど、当該保有個人情報を特定
することができる程度に具体的に記載してあること。
ウ 「開示の実施方法」欄について
閲覧、写しの交付、視聴のいずれの方法による開示区分であるか
が記載してあること。
エ 本人開示請求書は、日本語で記載してあること。
(4) 本人開示請求書の記載が不十分な場合の対応
ア 記載事項に漏れがある場合、記載内容の意味が不明な場合又は記
載が不鮮明な場合のほか、記載内容が不十分であるため本人開示請
求に係る保有個人情報が特定できない場合は、保有個人情報所管課
又は受付窓口は、その不十分な部分を記載するよう、受付の際、本
人開示請求者に対して補正を求める。
本人開示請求者が補正に応じない場合、受付窓口は当該請求書の
受付を拒むことはできないが、保有個人情報所管課が本条第３項に
より文書で補正を求め、本人開示請求者が補正に応じないときは、
実施機関は、決定期間内（第26条第２項により決定期間を延長した
場合にあっては延長後の期間内）に当該本人開示請求を拒否する。
イ 文書による補正を求めるときは、保有個人情報所管課は市民情報
課と協議して、補正に必要な手続をとるものとする。
ウ 本項に基づく拒否処分は、具体的な決定方法としては、条例第25
条第２項に規定する開示しない旨の決定を行うものとする。
(5) 本人開示請求書の受付
受付窓口では、本人開示請求書の記載事項を確認し、当該請求書
各葉に受付印を押し、本人開示請求者に副本１通を交付する。
(6) 本人開示請求者に対する説明
受付窓口では、本人開示請求書を受け付けた後に、次の事項につ
いて説明する。
ア 本人 開示請求 書 の受付日の 翌日から 起 算して14日 以内に開 示 決
定等を行った後、その結果を個人情報開示決定通知書等により、遅
滞なく本人開示請求者に通知すること。
なお、事務処理上の困難その他合理的な理由に基づいて、決定期
間を延長する場合には、本人開示請求者に対し、遅滞なく決定期間
延長通知書を送付すること。
イ 本人開示請求に係る保有個人情報の写しの交付については、当該
写しの作成及び送付に要する費用（実費）の前納が必要なこと。
ウ 本人 開示請求 に 係る保有個 人情報の 閲 覧等を実施 する場合 の 日
時及び場所は、本人開示請求者と保有個人情報所管課とで調整し、
個人情報開示決定通知書等により連絡すること。
(7) 郵送による本人開示請求の取扱い
郵送による本人開示請求の受付を行う場合は、窓口で受付を行う
場合に準じて受付をできるものとするが、本人又は代理人と直接対
面しないため、電話等で請求の意思を確認するなど、より正確な本
人確認を行う。
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自己が本人開示請求に係る保有個人情報の本人又は代理人である
ことの確認書類のうち規則第10条第３項各号で定めるものについて
は、原則として複写機により複写したもの２種類以上の提出を求め、
規則第10条第４項各号で定めるものについては、原本の提出を求め
る。
受付日は、本人開示請求書が市民情報課又は区役所総務部区政推
進課広報相談係に到達した日とし、受付後、提出を受けた確認書類
（委任状を除く）とともに副本１通を本人開示請求者に送付する。
なお、本人開示請求書の記載事項に不備がある場合には、保有個
人情報所管課は相当の期間を定めて、本人開示請求者に補正をする
よう求める。この場合、当該補正に要した日数は開示決定等の期間
に算入しない。
(8) 窓口、郵送以外の本人開示請求の取扱い
ファクシミリ又は電子メール等による本人開示請求については、
誤送信の危険があり、また本人開示請求者が本人開示請求に係る保
有個人情報の本人又は代理人であることの確認や、到達の確認手段
が確立していないことから、来庁できない場合は、郵送による請求
を案内する。
３

受付後の本人開示請求書の取扱い
受付後の本人開示請求書は、次のとおり処理する。
(1) 市民情報センターで本人開示請求書を受け付けた場合
本人開示請求書の副本１通を市民情報課で保管し、保有個人情報
所管課へ本人開示請求を受け付けたことを電話連絡した後に、正本
を送付する。
(2) 区役所で本人開示請求書を受け付けた場合
本人開示請求書の副本１通を区役所で保管し、保有個人情報所管
課へ本人開示請求を受け付けたことを電話連絡した後に、正本を保
有個人情報所管課に、副本１通を、正本を送付した保有個人情報所
管課を明らかにした上で市民情報課にそれぞれ送付する。
(3) 本人開示請求の内容確認の際は、保有個人情報所管課及び市民情
報課に電話で連絡をするか、必要に応じ電子メール等で本人開示請
求書を送付するなど、迅速な処理に努めるものとする。電子メール
等を用いるときは、誤送信等による本人開示請求者名等の漏えいを
防ぐため、パスワードを設定し、宛先が正しいかを確認した上で送
信するなどの必要な措置をとるものとする。

４

本人開示請求の取下げ
本人開示請求者から、当該本人開示請求を取り下げる申出があった
場合は、保有個人情報所管課又は市民情報課は、書面により取下げの
意思を確認するものとする。
なお、この場合、本人開示請求者に対し取下げを強要するなど、本
人開示請求権を侵害することがないよう、配慮しなければならない。
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【条例】
（開示しないことができる保有個人情報）
開示 し ないこ 第22条 実施機関は、本人開示請求に係る保有個人情報に次の
とが で きる保
各号に掲げる情報（以下「非開示情報」という。）のいずれか
有個人情報
が含まれている場合は、当該保有個人情報を開示しないこと
（第22条）
ができる。
【趣旨】

本人開示請求のあった保有個人情報については、自己の情報の流れを
自ら管理するという観点から、当該本人に開示することを原則とするが、
開示することによって事務の適正な執行に支障が生ずる場合など、開示
しないことができる保有個人情報の範囲を定めたものである。

【解釈】

「開示しないことができる」には、実施機関に開示しないことができ
る権限を与えるとともに、開示してはならない義務も含まれるものであ
る。
なお、個々の本人開示請求における非開示情報該当性の判断の時点は、
開示決定等の時点である。

【運用】守秘義
地方公務員法第34条は、公務員の服務規律として、公務員が負うべき
務との関係
守秘義務を定めたものであるのに対し、本条各号は、保有個人情報の本
人開示請求に対し、実施機関が組織として行う開示・非開示の決定に際
しての判断基準を定めるものであり、両者はその趣旨及び目的を異にす
るものである。したがって、守秘義務と本条各号とは当然に全てが一致
するものではないが、実施機関が本条に従い開示と判断した情報につい
ては、公務員個人が守秘義務違反を問われることはないと解される。
地方自治法第100条（議会の調査権）、民事訴訟法（平成８年法律第109
法 令 に 基 づ く 号）第223条（文書提出命令）、刑事訴訟法第197条第２項（捜査関係事項
照会）、国税通則法第74条の12（官公署等への協力要請）、刑事訴訟法第
提供との関係
99条第３項（提出命令）及び弁護士法(昭和24年法律第205号)第23条の２
（報告の請求）等の法令等の規定に基づき、実施機関の保有する個人情
報の提供を求められる場合がある。
このように法令等の規定がある場合には、利用目的以外の目的であっ
ても保有個人情報を提供することが認められる。（条例第10条第１項ただ
し書第１号）
法令等に基づき保有個人情報を提供する場合、本条例に基づく請求で
はないから本項の適用がないことは当然であるが、本条各号と当該法令
とでは、その趣旨及び目的を異にしていることから、本条各号に該当す
るかどうかをもって当該求めに応じるかどうかを決定することはできな
い。これらの求めの目的、対象保有個人情報の内容、法令の趣旨等を総
合的に判断して個別具体的に諾否を決定することとなる。
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【条例】
非開示情報
（第22条）
第１号
法令秘

(1) 法令等又は横浜市会会議規則（昭和43年５月横浜市会規
則第１号）第100条の定めるところにより、本人に開示するこ
とができない情報

【趣旨】

本号は、法令又は他の条例等の規定により本人に開示することが禁止
されている保有個人情報は、本条例による開示請求についても開示しな
い旨を定めるものである。

【解釈】

(1) 「法令等」については、条例第８条第１項第１号を参照
(2) 「法令等の定めるところにより、本人に開示することができない情
報」とは、法令等の規定上明らかに本人に開示できないとされている
情報をいう。ただし、「開示することができない」等の規定に、「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
によって判断するものとする。

【参考】

○横浜市会会議規則
（会議録に掲載しない事項等）
第100条 秘密会の議事並びに議長が取消しを命じた発言及び第56条（発
言の取消しまたは訂正）の規定により取消した発言に係る部分は公表
しないこととし、これらを前条の会議録に掲載しない。

【条例】
非開示情報
（第22条）
第２号
生命等保護情報

(2) 本人開示請求者（第20条第２項の規定により代理人が本
人に代わって本人開示請求をする場合にあっては、当該本人
をいう。次号及び第４号、次条第２項並びに第30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

【趣旨】

本人開示請求制度は、本人に対し当該本人に関する保有個人情報を開
示するものであり、通例は本人の権利利益を害するおそれはないものと
考えられる。しかし、開示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、このような場合には当該保有個人情報を開示しない旨を
定めるものである。

【解釈】

「本人開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある
情報」とは、次のような場合等をいう。
(1) 個人の疾病、健康状態等に関する情報であって、本人の精神状態、
病状の進行状 態等から 本人に開示す ることが 病状等の悪化 をもたら
すおそれがあるような場合
(2) 虐待の場合のように、未成年者又は成年被後見人の法定代理人によ
る本人開示請求がなされた場合において、未成年者本人又は成年被後
見人本人と当該法定代理人との利益が相反する場合
ア 法定代理人による虐待を受けた未成年者又は成年被後見人の居
所・心情等に関する情報
イ 法定代理人が未成年者又は成年被後見人に対する権利侵害につい
て刑事上の責任を問われている場合などにおける、当該権利侵害に
係る未成年者又は成年被後見人に関する情報

【運用】

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、具体的なケースに即し
て慎重に判断をする必要がある。
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【条例】
非開示情報
（第22条）
第３号
本人 開 示請求
者以 外 の個人
に関する情報

(3) 本人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本人開示請求者
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、本人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本人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、なお本
人開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるも
の。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本人開示請求者が知
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（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４項に規定する行政
執行法人の役員及び職員を除く。）、独立行政法人等の役員
及び職員、地方公務員法（昭和25年法律第261号）第２条に
規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職
員をいう。）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

【趣旨】

本号は、保有個人情報の開示に関して、当該本人開示請求者以外のも
のの情報が含まれている場合に、当該第三者の正当な権利利益を保護す
るため、開示しない旨を定めると同時に、非開示情報として保護する必
要性に乏しいもの等について、ただし書により、除外したものである。

【解釈】

(1) 「本人開示請求者以外の個人に関する情報」とは、開示請求された
保有個 人情 報に含 まれ る本人 開示 請求者 以外 の個人 に関 する一 切の
情報をいい、個人の人格や私生活に関する情報に限らず、個人の知的
創作物 に関 する情 報そ の他特 定個 人との 関連 性があ る全 ての情 報を
いう。「個人に関する情報」には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。
(2) 「事業を営む個人の当該事業に関する情報」については、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ため、その情報
の性格上、法人等に関する情報と同様のものと捉え、本項第４号で判
断するものとし、本号の個人情報の範囲から除外した。
なお、事業を営む個人に関する情報であっても、その事業とは直接
関係のない個人情報は、本号により判断が行われることとなる。
(3) 「記述等」については、第２条第３項で定義されている。
(4) 「他の情報と照合することにより、本人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」とは、当該情報単独では
特定の個人を識別することができないが、他の情報と照合することに
より特定の個人を識別することができるものについても、個人識別情
報として非開示とする趣旨である。
照合の対象となる「他の情報」としては、公知の情報や、図書館等
で一般 に入 手可能 なも のなど 一般 人が通 常入 手し得 る情 報が含 まれ
る。また、請求者本人の近親者の情報など、当該本人開示請求者であ
れば保 有し ている 又は 入手可 能で あると 通常 考えら れる 情報も 含ま
れる。しかし、特別の調査をすれば入手し得るような情報については、
一般的には、「他の情報」に含めて考える必要はない。
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また、識別可能性の判断に当たっては、厳密には特定の個々人を識
別できる情報ではないが、特定の集団に属する者に関する情報を開示
すると、当該集団に属する個々人に不利益を及ぼすおそれがある場合
があり得る。このように、当該情報の性質、集団の性格、規模等によ
り、個人の権利利益の十分な保護を図る観点から、個人識別性を認め
るべき場合がある。
(5) 「個人識別符号が含まれるもの」とは、「個人識別符号」が含まれ
る情報は、それ単独で個人情報に該当することから、非開示情報とし
て位置づけたものである。「記述等」には個人識別符号が含まれない
ことから、別途、「個人識別符号」について規定したものである。
「個人識別符号」については、第２条第４項を参照
(6) 「本人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、なお本人開示請求者以外の個人の権利利益を害
するおそれがあるもの」とは、個人の識別性のない個人情報であって
も、開示することにより、特定の個人の権利利益が害されるおそれの
あるものは、これを非開示とする合理的な必要性が認められる場合な
どをいう。例えば、作文、反省文など個人の人格と密接に関わる情報
や特定の個人名を含まない未発表の研究論文等が該当する。
一部開示（第23
本人開示請求に係る保有個人情報に特定の個人を識別することができ
条第２項）との る情報が記録されている場合に、当該情報のうち、特定の個人を識別す
関係
ることができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、
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、個人情報に該当しないものとみなして、当該部分を除
いた部分につき開示しなければならない。（条例第23条第２項）
３ 号 た だ し 書 (1) 「法令等の規定により本人開示請求者が知ることができる情報」に
は、法令等の規定により何人に対しても等しく当該情報を開示するこ
ア
と又は 公に するこ とが 定めら れて いる情 報及 び法令 等の 規定に より
特定の関係者のみが知ることができる情報であって、開示請求者がそ
の特定の関係者に含まれている場合の当該情報が含まれる。
具体的事例としては、不動産登記簿に記載されている不動産所有者
の情報などが該当する。
(2) 「慣行として開示請求者が知ることができる情報」とは、慣習法と
して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 るもの であ
り、例えば、請求者の家族構成に関する情報（配偶者や子の氏名、年
齢等）が考えられる。
また、情報公開条例第７条第２号アの「慣行として公にされている
情報」に該当するものは、「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。
なお、当該保有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 人的 な事情 にと どまる 限り
「慣行として」には当たらない。
(3) 「知ることが予定されている情報」とは、開示請求時点においては
知らされていないが、将来、知らされることが予定されている情報を
いう。
「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。
「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
３号ただし書
イ
要であると認められる情報」については、開示請求者以外の個人に関す
る情報について、当該情報を非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と開示請求者本人に開示する利益を比較衡量
して判断する必要がある。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
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る。
３ 号 た だ し 書 (1) 公務員等の情報については、当該公務員等の職務遂行に係る情報で
ある場 合に は公 務員等 の職名 と職 務遂 行の内 容につ いて は開 示し よ
ウ
うとするものである。
(2) 「公務員等」には一般職のみならず、特別職を含むものである。
(3) 「独立行政法人等」については、条例第４条を参照
(4) 「地方独立行政法人」については、条例第２条第１項を参照
(5) 行政執行法人の役員及び職員も国家公務員である（独立行政法人通
則法第51条）が、本ただし書にある「独立行政法人等の役員及び職員」
に含まれるので、国家公務員からは除かれている。
(6) 「公務員等の職務遂行の内容に係る情報」とは、事業の実施等の職
務遂行に係る情報をいう。苦情相談に対する公務員の応対内容に関す
る情報などもこれに含まれるが、当該公務員等の住所、生年月日等職
務遂行と直接関係のない情報については該当しない。
(7) 公 務員等 の職務の 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 、本号 ただ し書ア の規 定によ り開 示又は 非開 示を判 断す
る。一般に販売されている職員録に職と氏名とが掲載されている場合
には、慣行として、公にされていると解される。
(8) 職務遂行に係る情報であっても、それが他の非開示情報に該当する
場合には、その職及び職務遂行の内容に係る部分を含めて全体が非開
示とされることとなる。
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【条例】
非開示情報
（第22条）
第４号
法人 等 に関す
る情報

(4) 法人等に関する情報又は本人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

【趣旨】

本号は、保有個人情報の開示に関して、法人等及び当該本人開示請求
者以外の事業を営む個人の情報が含まれている場合に、当該法人等及び
事業を営む個人の競争上又は事業活動上の正当な権利利益を害するおそ
れがあるものについては、開示しないことができると定めたものである。

【解釈】

(1)

「法人等」とは、条例第４条に規定するとおり「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。）」
をいう。
「法人」とは、営利法人、公益法人、学校法人、宗教法人、特定非
営利活動法人などをいい、「その他の団体」とは、自治会・町内会、
商店会、消費者団体等のいわゆる権利能力なき社団等をいう。
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
とともに、構成員各自の個人に関する情報でもある。
(2) 「事業を営む個人」とは、地方税法第72条の２第８項から第10項ま
でに掲げる事業を営む個人のほか、農業、漁業等を営む個人をいう。
(3) 「当該事業に関する情報」とは、事業内容、事業用資産、事業所得
など事業活動に関係する情報をいう。

「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
４号ただし書 要であると認められる情報」とは、事故や災害等による危害の発生を未
然に防止し、現に発生している当該危害を排除し、若しくは当該危害の
拡大を防止し、又は当該危害の再発を防止するために必要な情報をいう。
このような場合、本号本文に該当する情報であっても開示しなければな
らない。
開示することが必要であると認められるか否かは、開示することによ
る利益と非開示にすることによる利益との比較衡量によって判断する。
この比較衡量に際しては、双方の利益について具体的内容・性格を慎重
に検討する必要がある。
例えば、薬品等に関する情報であって、薬害等による人の生命・健康
への危害の発生を未然に防止し、又は現に発生している当該危害を排除
することができる場合に、製薬業者等の営業上の不利益にかかわらず、
当該情報を開示する場合などが該当する。
「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」
４号ア とは、次のような情報をいう。
ア 生産技術、営業、販売上のノウハウに関する情報であって、公に
することにより、当該法人等又は事業を営む個人の事業活動が損な
われると認められるもの
イ 経営方針、経理、人事等事業活動を行う上での内部管理に属する
情報であって、公にすることにより、当該法人等又は事業を営む個
人の事業活動が損なわれると認められるもの
ウ その他公にすることにより、当該法人等又は事業を営む個人の名
誉、社会的評価、社会的活動の自由等が損なわれると認められる情
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報
なお、「正当な利益を害 するおそれ」があるか 否かの判断に当たって
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。
(1)
４号イ

実 施機関 が事業の 実施等の ために 収集し ている法 人等の 情報の 中
には、非開示を前提として法令等の規定に基づかず任意に提供されて
いるものがある。このような情報が公にされた場合、法人等が情報の
提供を行わなく なる等 、実施機関と法 人等と の信頼関係に支 障が生
じ、事業の適正な執行に重大な影響を及ぼすおそれがあることから、
実施機関の要請 を受け て公にしないと の条件 で提供されたも のであ
って、当時の状況等に照らして合理的な理由があると認められるもの
は、非開示とするものである。
公にし ないとい う 条件が無条 件に認め ら れるもので はないこ と に
留意する必要がある。
(2) 「実施機関の要請を受けて」とは、実施機関が行政事務を行う上で
必要であるため、法人等に提出を依頼した場合に限って保護の対象と
なることを意味する。
(3) 「法人等又は個人における通例として」とは、当該法人等又は個人
が属する業界・業種の通常の慣行に照らして判断することを意味す
る。
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【条例】
非開示情報
（第22条）
第５号
財産等保護情報

(5) 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護そ
の他の公共の安全の確保及び秩序の維持に支障が生ずるおそ
れがある情報

【趣旨】

本号は、本人に開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護
その他の公共の安全の確保及び秩序の維持に支障が生ずるおそれがある
情報については、開示しない旨を定めるものである。

【解釈】

(1) 「人の生命、身体、財産等の保護」とは、人の生命、身体、財産等
を犯罪等の危険から保護し、又は当該危険を除去することをいい、具
体的には次に掲げるものが該当する。
ア 本人に開示することにより、犯罪の被疑者、参考人及び情報の提
供者が特定され、その結果これらの人々の生命若しくは身体に危害
が加えられ、又はその地位若しくは平穏な生活が脅かされるおそれ
がある情報
イ 本人に開示することにより、特定の個人の行動予定、家屋の構造
等が明らかにされ、その結果これらの人々が犯罪の被害者となるお
それがある情報
ウ 本人に開示することにより、違法又は不正な行為の通報者又は告
発者が特定され、その結果これらの人々の地位又は平穏な生活が脅
かされるおそれがある情報
エ 特定の個人又は法人等の財産権が侵害されるおそれがある情報
(2) 「公共の安全の確保及び秩序の維持」とは、犯罪の予防、鎮圧若し
くは捜査活動又は公訴の維持等刑事法の執行を主なものとする。
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【条例】
非開示情報
（第22条）
第６号
審議 検 討協議
情報

(6) 市の機関並びに国、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

【趣旨】

本号は、市の機関等における意思決定前の保有個人情報を本人に開示
することにより、市及び国等の機関の意思決定に支障が生じ、また、市
民の間に誤解や混乱等が生じたりすることのないように、これらの情報
について、開示しない旨を定めるものである。
また、意思決定前の情報については、個別具体的に、開示することに
よる市の機関等の適正な意思決定への支障を及ぼすおそれの有無及び程
度を考慮し、「個人の権利利益を保護し、市政の適正かつ公正な運営を図
る」（条例第１条）という本条例の目的から非開示とする範囲を極力限定
するとともに、支障が「不当」に生じる場合に限定しようとするもので
ある。

【解釈】

(1) 「独立行政法人等」については、条例第４条を参照
(2) 「地方独立行政法人」については、条例第２条第１項を参照
(3) 「市の機関」とは、市の全ての機関をいい、執行機関、市会及びこ
れらの補助機関のほか、執行機関の附属機関をも含む。
(4) 「審議、検討又は協議に関する情報」とは、審議、検討又は協議に
直接使用する目的で作成し、又は取得した情報（例：会議資料に記載
された情報）及びこれらの経過、内容等に関する情報（例：議事録に
記載された情報）をいう。また、１回又は数回の審議、検討又は協議
が終了したとしても、当該機関としての最終的な意思決定に至ってい
ない場合においては、当該審議、検討又は協議に関する情報は、なお
検討中のものであるため、それを本人に開示することにより、本号に
規定するそれぞれのおそれがある場合には、非開示とすることができ
る。
(5) 「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」とは、本人に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、率直な意見の交換又は意思決定の中
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
意思決定手続の確保を保護利益とするものである。
例えば、審議、検討等の場における発言内容が公になると、発言者
やその 家族 に対し て危 害が及 ぶお それが ある 場合や 行政 機関内 部の
政策の検討がまだ十分でない情報が公になり、外部からの圧力により
当該政策に不当な影響を受けるおそれがある場合などをいう。
(6) 「不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ」とは、未成熟な情報
や事実関係の確認が不十分な情報などを本人に開示することにより、
市民の誤解や憶測を招き、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、情報が公に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。
(7) 「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」と
は、尚早な時期に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、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場合をいう。
(8) 「不当に」に該当するか否かは、当該情報の性質に照らし、開示す
ること によ る利益 と非 開示と する ことに よる 利益と を比 較衡量 して
判断するが、検討中の段階の情報を開示することの公益性を考慮して
も、なお意思決定等に対する支障が見過ごし得ない程度のものである
場合に、非開示とすることができるものである。
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【条例】
非開示情報
（第22条）
第７号
行政運営情報

(7) 市の機関又は国、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、市、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 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
エ 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
オ 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

【趣旨】

本号は、市の機関等が行う事務又は事業の適正な執行を確保する観点
から、本人に開示することにより、当該事務又は事業の執行に支障を及
ぼすおそれのある情報について、開示しない旨を定めるものである。

【解釈】

(1) 「独立行政法人等」については、条例第４条を参照
(2) 「地方独立行政法人」については、条例第２条第１項を参照
(3) 「市の機関又は国、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」とは、市の機関又
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｢市の機関等｣という。）が直接行う事務又は事業、他の団体等
から委託、委任等を受けて行う事務又は事業及び他の団体等との協力
等により行う事務又は事業など、市の機関等が行う全ての事務又は事
業が対象となり、人事、財産管理等内部管理に係る事務又は事業に関
する情報を含むものである。
(4) 「当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」に該当す
るか否かは、開示することによる本人の利益と市の機関等が行う事務
又は事 業の 適正な 執行 を確保 する ことに よる 利益と の比 較衡量 によ
り判断するが、｢支障｣の程度は名目的なものでは足りず、実質的なも
のであることが必要である。また、「おそれ」の程度も単なる確率的
な可能性ではなく法的保護に値する蓋然性が要求されるものである。
(5) 監査、交渉、その他同種のものが反復されるような性質の事務又は
事業にあっては、ある個別の事務又は事業に関する保有個人情報を開
示すると、将来の同種の事務又は事業の適正な執行に支障が生ずるこ
とがある場合には、｢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｣に該当する。
(6) 市の機関等が行う全ての事務又は事業を対象としており、アからオ
までの事務又は事業の支障は、通常想定されるものを掲げたものであ
る。したがって、現実に、それぞれに掲げた支障以外の具体的な支障が
ある場合には、それが 「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」に該当する限り、非開示とす
ることができる。
(7) 市の機関等が行う全ての事務を対象とし、包括的に規定したもので
あることから、本号の適用に当たっては、保有個人情報の本人への原
則開示の趣旨を踏まえ、開示することにより生ずる事務又は事業への
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支障については、いたずらに拡大して解釈することがないようにしな
ければならない。
７号ア

「監査、検査、取締り」とは、市の機関等が権限に基づいて行う監査、
立入等の検査、法令違反の取締りをいうものであるが、監督、調査、指
導等の名称を用いている場合であっても、市の機関等が権限に基づいて
行う監査、検査及び取締りの実質を備えているものは、これに該当する。

７号イ (1) 「交渉」とは、利害関係がある相手方との話し合い、折衝、相談等
をいい、具体的には、損失補償又は損害賠償に係る交渉、土地等の売
買に係る交渉、企業誘致に係る交渉等がある。
(2) 「争訟」とは、訴訟及び行政不服審査法に基づく審査請求等をいう。
７号ウ

「調査研究」とは、試験研究機関等における技術開発及び発明等に関
する研究、動植物の生息調査、遺跡、化石等の発掘調査、市立大学にお
ける学問の研究や教育活動等をいう。

７号エ

「人事管理に係る事務」とは、任用、分限・懲戒、服務等職員の身分
取扱いに関する事項の管理に係る事務をいい、採用に係る事務も含まれ
る。

７号オ

｢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｣とは、市、国若しくは他の地方公共団体
として経営する全ての事業又は独立行政法人等若しくは地方独立行政法
人に係る事業をいうものであり、独立行政法人等の保有する情報の公開
に関する法律（平成 13 年法律第 140 号）第２条第１項に規定する独立行
政法人等並びに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 人に係 る事業 及び地方 財政法 （昭和 23
年法律第 109 号)第５条第１号に規定する公営企業に係る事業が該当す
る。
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【条例】
（保有個人情報の一部開示）
保有 個 人情報 第23条 実施機関は、本人開示請求に係る保有個人情報の一部
の一部開示
に非開示情報が含まれている場合において、当該非開示情報
（第23条）
に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、
本人開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示す
るものとする。ただし、当該部分を除いた部分に有意の個人
情報が記録されていないと認められるときは、この限りでな
い。
２ 本人開示請求に係る保有個人情報に前条第３号の情報（本
人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、本人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。
【趣旨】

本条第１項は、開示請求に係る保有個人情報の一部に非開示情報が記
録されている場合において、当該非開示情報を容易に区分して除くこと
ができる場合には、本人開示請求者の利益を考慮し、当該部分を除いた
部分を開示すべきことを定めたものである。
本条第２項は、開示請求に係る保有個人情報に条例第22条第３号の情
報（開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報に限る）が含まれて
いる場合に、当該情報のうち、個人を識別させる部分を除いた部分につ
いて、開示しても開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれのな
いものに限り、部分開示することができることを定めたものである。

【解釈】第１項 (1) 「容易に区分して除くことができる」とは、開示できる保有個人情
報の部分と非開示情報が混在して記録されている場合に、当該非開示
情報の部分を区分することが容易なだけでなく、その部分を物理的に
除くことが技術、時間、経費等から判断して容易な場合をいう。
非開示 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 で
きない ため 部分開 示を 行わな い場 合には 、開 示しな い旨 の決定 に際
し、「非開示部分と開示部分の分離が、既存のプログラムでは行えず、
両者を分離するためのプログラムの作成に多額の費用を要するため」
など、その理由を明らかにする。
(2) 紙媒体に記録された保有個人情報の非開示部分については、複写物
を黒く塗る等の方法で、その部分を塗抹することによって区分し、か
つ、分離することが、一般に容易であると解される。
なお、非開示部分を塗抹する方法については、それに要する時間や
労力等経済的要素を考慮し、適当な方法によることができるが、量的
に多くの時間や労力を要することは、直ちに、区分し分離することが
困難であるということにはならない。
(3) 電磁的記録について、実施機関が保有する既存のプログラムでは非
開示部分と開示部分の分離が行えない場合は、「容易に区分して除く
ことができない場合」に該当する。
ただし、非開示部分と開示部分の分離を行えるプログラムをいつで
も入手し、利用できる場合はこの限りではない。
（例）文書所管課に庁内イントラネット接続端末統制基盤が導入
されている場合において、ネットワーク管理責任者に対する申請
手続きなしに庁内イントラネット経由でソフトウェアを入手で
きる場合
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(4)

ビデオカセットテープ、録音カセットテープ等の記録媒体に記録さ
れた保有個人情報については、紙等に印字・印画することができず、
また、再生機器の操作等によって非開示部分だけを除いて視聴取する
ことも技術的に困難であるため、当該保有個人情報の一部に非開示部
分が含まれる場合は、一般的には当該保有個人情報の全部を非開示と
させざるを得ない。

(5)

音声データの電磁的記録については、音声を分離するためのソフト
ウェアを実施機関において利用できる場合であっても、テープ起こ
しを行った文書などが存在せず、保有個人情報の非開示部分と開示
部分の確認を客観的に行うことが難しい場合などは、必ずしも「容
易に区分して除くことができる」とはいえない。
一方、音声データの電磁的記録が次のいずれかの条件を満たす場合
は、少なくとも「容易に区分して除くことができる」と考えられる。
ア テープ起こしなどにより、音声データを忠実に文字化した文書
があり、当該文書により保有個人情報の非開示部分が明確である
場合
イ 録音時間が短時間であり、保有個人情報の非開示部分が全体に
渡り多数散在しない場合

(6)

電磁的記録を用紙に出力して閲覧し、又は交付する場合で、当該電
磁的記録に非開示情報が記録されているときは、(2)の紙媒体に記録
されている場合と同様に取り扱う。

(7) 「有意の個人情報が記録されていないと認められるとき」とは、非
開示部分を除いた残りの部分が無意味な記号、数字等の羅列、当該
文書の様式のみとなる場合等をいう。
(8)

保有個人情報の非開示部分を除くと、開示請求者にとって有意な個
人情報が記録されていない場合には、その理由を明らかにして、開示
しない旨の決定することができる。ただし、有意な個人情報でなくて
も、開示請求者にとって意味を持っている場合もあるので、その保有
個人情 報が 開示請 求者 にとっ て利 益があ るか どうか を判 断する 必要
がある。

第２項 (1) 「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」とは、個人の氏名、
生年月日、住所、個人識別符号等の個人識別を可能とする情報を除く
ことにより、開示しても開示請求者以外の個人の正当な権利利益が害
されるおそれがないと認められる場合をいう。
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
ばカルテ、反省文、未発表の個人の研究論文などのように、個人の人
格や財産権と密接に関連する情報等は、氏名等の個人識別性のある部
分を除いたとしても、開示すると個人の正当な権利利益を害するおそ
れがあるものと考えられる。
(2) 「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」とは、特定の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が害されるおそれがな
いと認められる場合は、個人を識別させる部分を除いた部分は、条例
第22条 第３ 号の個 人情 報には 含ま れない もの とみな して 開示す ると
いう趣旨である。
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なお、本条第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非開示となる。
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【条例】
（保有個人情報の存否に関する情報）
保有 個 人情報 第24条 本人開示請求に対し、当該本人開示請求に係る保有個
の存 否 に関す
人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を
る情 報 （第24
開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報
条）
の存否を明らかにしないで、当該本人開示請求を拒否するこ
とができる。
【趣旨】

本人開示請求に対しては、当該本人開示請求に係る保有個人情報の存
否を明らかにした上で開示又は非開示の決定をすることが原則である
が、本条は、開示又は非開示の決定をすることが、非開示として保護す
べき情報を開示したのと同様の効果が生じる場合に、保有個人情報の存
否を明らかにしないで本人開示請求を拒否（存否応答拒否）することが
できるという例外措置を定めるものである。

【解釈】

(1)

存否応答拒否は、他の個人や法人等の正当な権利利益等として非開
示事由に該当する保有個人情報であって、本人開示請求に対して当該
保有個人情報の開示、非開示又は不存在を答えることによって、非開
示とし て保 護す べき権 利利益 が損 なわ れる場 合に適 用さ れる もの で
ある。
(2) 存否応答拒否は、請求内容から推し量られる個人情報の存在そのも
のが条例上の非開示事由に該当する場合に、非開示として応答するこ
とによって生じる支障を回避しようとするものであるため、当該保有
個人情報が現に存在しても、存在しなくても適用すべきものである。
(3) 「当該本人開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答
えるだけで、非開示情報を開示することとなるとき」とは、通常、非
開示情報は、非開示の決定を行うことになるが、この非開示の決定に
より保護すべき保有個人情報の存在又は不存在が明らかとなり、その
結果、非開示とする当該保有個人情報の内容の全部又は一部が判明し
てしまい、開示するのと同様の状況になってしまうことをいう。
すなわち、存否応答拒否を行うには、
ア 本人開示請求に係る保有個人情報の開示、非開示又は不存在を答
える こと によ って 、名 指し され た特 定の 者や 限定さ れた 特定 の事
項、場所、分野等に関する一定の事実の有無が公になること。
イ アで公になる事実に、非開示事由に該当する事実が含まれている
こと。
の要件を備えていることが必要である。
例えば、刑事訴訟法に基づき犯罪捜査のために市の機関に照会があ
った特定人の個人情報に対して、本人開示請求があった場合などは、
当該保 有個 人情報 の存 否を答 える だけで 捜査 の事実 が判 明して しま
うことになり、条例第22条第５号に規定する公共の安全の確保及び秩
序の維 持に 関する 情報 の非開 示事 由に該 当す る個人 情報 を開示 した
こととなる。

【運用】

(1)

本条により本人開示請求を拒否するときは、条例第25条第２項の開
示しない旨の決定をする。理由の付記については、当該文書が仮にあ
るとした場合、条例第22条各号に規定するどの非開示事由に該当する
かを記載する。例えば、「当該保有個人情報の存否を答えること自体
が事務の執行に支障を及ぼすこととなり、条例第22条第５号により非
開示とすべき情報を開示することとなるので、存否を答えることはで
きない保有個人情報であるため」と記載する。
(2) 本 条の規 定は例外 的なもの であり 、厳格 に適用し なけれ ばなら な
い。
なお、本条を適用する場合には、保有個人情報所管課は、あらかじ
め市民情報課と協議した上で、事務決裁規程その他に定める権限を有
する者の決裁又は専決を受け、市民情報室に合議するとともに、遅滞
なく、情報公開・個人情報保護審査会に報告する。
(3) 本条の処分は、開示決定等（条例第25条）に該当し、処分に対する
審査請求及び訴訟の対象となる。
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【条例】
（本人開示請求に対する決定等）
本人 開 示請求 第25条 実施機関は、本人開示請求に係る保有個人情報の全部
に対 す る決定
又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、本人開示請
等（第25条）
求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的並び
に開示をする日時及び場所を書面により通知しなければなら
ない。ただし、第８条第２項第２号又は第３号に該当する場
合における当該利用目的については、この限りでない。
２ 実施機関は、本人開示請求に係る保有個人情報の全部を開
示しないとき（前条の規定により本人開示請求を拒否すると
き、及び本人開示請求に係る保有個人情報を保有していない
ときを含む。）は、開示しない旨の決定をし、本人開示請求者
に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
【規則】

（個人情報開示決定通知書等）
第11条 条例第25条第１項及び第２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おりとする。
(1) 条例第25条第１項の規定により本人開示請求に係る保有個人情報
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
（第２号様式）
(2) 条例第25条第１項の規定により本人開示請求に係る保有個人情報
の一部を開示する旨の決定をしたとき 個人情報一部開示決定通知
書（第３号様式）
(3) 条例第25条第２項の規定により本人開示請求に係る保有個人情報
の全部を開示しない旨の決定をしたとき 個人情報非開示決定通知
書（第４号様式）

【趣旨】

本条は、実施機関に、開示・非開示等についての処分権限を付与する
とともに、本人開示請求者に対して、当該開示決定に係る保有個人情報
の利用目的等を通知する義務を課すものである。

【解釈】第１項 (1) 「本人開示請求に係る保有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」の「その旨の決定」においては、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。
(2) 「本人開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目
的（中略）を書面により通知しなければならない」とは、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、保有個人情報の利用目的についても、知る必要があるた
め、開示決定等の通知の際に利用目的を書面により通知することとし
たものである。
「第８条第２項第２号又は第３号に該当する場合における当該利用
目的については、この限りではない」とは、条例第８条第２項第２号
又は第３号は、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 又は実 施機 関が行 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であり、これらの場合
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 てい
る。このため、これらの場合においては、利用目的について本項の適
用を除外することとしたものである。
第２項 (1) 「本人開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき（前条
の規定により本人開示請求を拒否するとき、及び本人開示請求に係る
保有個人情報を保有していないときを含む。）」とは、条例第24条の規
定によ り存 否応答 拒否 をする 場合 及び個 人情 報が存 在し ない場 合も
行政処分としての決定に該当することを明確にしたものである。
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(2) 「開示しない旨の決定」とは、当該保有個人情報の全部を開示しな
い旨の決定のことである。
【運用】

１ 決定通知書の様式
(1) 決定の区分に応じ、規則で定める様式によるものとする。
(2) 開示請求書に記載された保有個人情報の名称又は内容が、特定し
た保有個人情報の件名と著しく異なる場合は、決定通知書の開示請
求に係る保有個人情報欄に、特定した保有個人情報の件名とともに、
括弧書きで開示請求書に記載された保有個人情報の名称又は内容を
記載するものとする。
２ 開示等決定に係る検討、調整等
(1) 本人開示請求に係る保有個人情報の確認等
ア 保有個人情報所管課は、開示請求書について、次のことを確認
する。
(ｱ) 本人開示請求に係る保有個人情報が、情報公開条例第２条第
２項に該当する「行政文書」に記録されたものであること。
(ｲ) 本人開示請求に係る保有個人情報が、条例第61条各号（本条
例を適用しない個人情報）に該当しないこと。
(ｳ) 他の法令等で同一の方法での開示が定められていないこと。
（条例第33条）
イ 保有個人情報所管課は、本人開示請求に係る保有個人情報が、
次に該当すると判断した場合は、あらかじめ市民情報課と調整す
る。
(ｱ) 当該保 有個 人情報が情報公 開条例 第２条第２項に 定める 行
政文書に記録されたものでない場合
(ｲ) 条例第24条（保有個人情報の存否に関する情報）に該当する
場合
(2) 第三者情報の取扱い
本人開示請求に係る保有個人情報に、第三者に関する情報が記録
されている場合は、条例第30条（意見書提出機会の付与等）第１項
又は第２項の規定に基づき、第三者に対して開示・非開示の意見書
を提出する機会を付与するものとする。
３

開示決定等
保有個人情報所管課は、本人開示請求に係る保有個人情報が条例第
22条各号に規定する非開示事由に該当するかどうかを検討し、事務決
裁規程その他に定める権限を有する者の決裁又は専決を受け、開示請
求のあった日の翌日から起算して14日以内に開示決定等を行うものと
する。
なお、全部開示決定以外の決定（一部開示決定、非開示決定等）を
行う場合は、事前に市民情報課と協議の上、決定を行うものとする。

４

本人開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定
次の場合は、本人開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない
旨の決定をすることとし、非開示決定通知書（規則第４号様式）によ
り本人開示請求者に通知する。
(1) 本人開示請求に係る保有個人情報の全部が非開示情報に該当する
とき。
(2) 権利の濫用に該当する請求であるため、当該本人開示請求を拒否
するとき。
(3) 条例24条の規定により本人開示請求に係る保有個人情報の存否を
明らかにしないで、当該本人開示請求を拒否するとき。
(4) 実施機関が当該本人開示請求に係る保有個人情報を保有していな
いとき。
ア 未作成 → 請求時に作成していない場合
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イ
ウ

未取得 → 請求時に取得していない場合
廃棄済み → 文書保存期間の経過等により、廃棄済みである場
合（誤廃棄の場合を含む。）
(5) 情報公開条例第２条第２項ただし書に規定する適用除外文書につ
いての請求であるため、当該本人開示請求を拒否するとき。
(6) 本人開示請求に係る保有個人情報が本人開示請求者本人の情報と
認められないとき。
(7) 条例第21条第３項の規定により開示請求書の補正を本人開示請求
者に求めたにもかかわらず、不備が補正されないため、当該本人開
示請求を拒否するとき。
(8) 本人開示請求に係る保有個人情報の一部に非開示情報が記録され
ている場合であって、当該非開示情報が記録されている部分と他の
部分とを容易に区分して除くことができないとき。
(9) 条例第33条各項の規定により、この条例による開示を行わないた
め、当該本人開示請求を拒否するとき。
(10) 条例第61条各号の規定により、この条例を適用しないため、当該
本人開示請求を拒否するとき。
(11) 条例第56条により適用する情報公開条例第24条第１項の規定によ
り審査会が諮問庁に対し提示を求めた行政文書についての請求であ
るとき。
条例を適用しないとされる（10）の場合についても、条例の規定によ
り請求を拒否する場合に準じ、便宜、非開示決定通知書により通知す
るものとする。
５

通知書の送付
保有個人情報所管課は、本条に定める決定に基づいて保有個人情報
開示決定通知書等を作成し、遅滞なく、請求者に送付するものとする。
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【条例】
（開示決定等の期限）
開示 決 定等の 第26条 前条各項の決定（以下「開示決定等」という。）は、本
期限（第26条） 人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21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本人
開示請求があった日の翌日から起算して60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、本人開
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。
【規則】

（決定期間延長通知書）
第12条 条例第26条第２項に規定する書面は、決定期間延長通知書（第
５号様式）とする。

【趣旨】

本条は、実施機関が開示決定等を行う処理期間を定めたもので、本人
開示請求に係る保有個人情報の検索、開示又は非開示の審査、保有個人
情報開示決定通知書等の作成その他決定までに要する事務を行う日数を
勘案し、14日を標準処理期間とするとともに、標準処理期間内に開示等
の決定ができない正当な理由があるときには、その期間を延長すること
ができることを定めるものである。

【解釈】第１項 (1) 「本人開示請求があった日」とは、本市（市民情報センター又は区
役所総務部区政推進課広報相談係）において、条例第21条に定める本
人開示請求書を受け付けた日をいう。
(2) 本 人開示 請求があ った日の 翌日か ら起算 して14日 目に当 たる日 が
決定期間の満了日となる。ただし、その日が休庁日に当たるときは、
その直後の休庁日でない日が満了日となる。
(3) 本項は、開示決定等の期限を定める規定であり、本人開示請求者に
対する通知の到着日が14日以内であることを求めているものではな
いが、実施機関は、開示決定等をしたときは、個人情報開示決定通知
書等を遅滞なく請求者に送付するものとする。
(4) 「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」とは、補正を求めることについて意思決定を行うた
めの起 案作 成日か ら補 正が完 了し た日ま では 開示決 定等 を行う 期間
に含まないことをいう。
なお、補正を求めた場合であっても、本人開示請求者が当該補正に
応じない意思を明らかにしたときは、当該意思表示以降は、補正に必
要な期間とはいえないので、停止していた期間が再び進行する。
第２項
(1) 「事務処理上の困難その他正当な理由があるとき」とは、実施機関
における経常業務の状況と開示等の決定の手続の進行状況から、例外
的な措置として、開示等の決定に要する事務処理が、決定期間内にで
きないと認められる合理的な理由がある場合をいい、概ね次のような
場合が該当する。
ア 開示請求に係る行政文書の特定が困難である等、請求の補正を必
要とする場合
イ 本人開示請求に係る保有個人情報の種類や量が多い、決定期間内
に当該保有個人情報を検索することが困難である又はその内容が専
門的若しくは複雑であることにより、開示・非開示の判断に日時を
要するため決定期間内に開示決定等をすることが困難である場合
ウ 本人開示請求に係る保有個人情報に第三者に関する情報が記録さ
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れているため、条例第30条第１項又は第２項の規定により、当該第
三者の意見を聴取する場合で、かつ、意見聴取に相当の日数を必要
とするため、決定期間内に開示決定等をすることが困難である場合
エ 年末年始又は祝日等の執務を行わない期間が重なることにより、
決定期間内に開示等の決定をすることが困難である場合
オ 天災等の発生や突発的な業務の増大のため、決定期間内に開示等
の決定をすることが困難である場合
カ 当該時期において他に処理すべき開示請求事案が多い場合又は当
該実施機関の他の事務が繁忙であるため、決定期間内に開示決定等
をすることが著しく困難である場合
(2) 60日の延長をした場合、本人開示請求があった日の翌日から起算
して60日目に当たる日が延長後の期間の満了日となる。この場合、
その日が休庁日に当たるときであっても、60日目に当たる日が満了
日となる。
(3) 「延長後の期間」は、実施機関が任意に設定できるという趣旨では
なく、合理的な理由に基づく客観的なものでなければならない。
【運用】

決定期間の延長手続
(1) 開示等の決定を延長しようとするときは、保有個人情報所管課は速
やかに市民情報課と協議して、決定期間の延長に必要な手続をとるも
のとする。
(2) 決定期間の延長は、本人開示請求を受けた日の翌日から起算して14
日以内に決定し、規則第５号様式の期間延長通知書により遅滞なく通
知するものとする。
(3) 条例第21条第３項の規定により補正を求める場合にあっては、当該
補正に要した日数は開示決定等を行う期間に含まれないことを考慮
し、いたずらに当該期間を延ばすことのないよう、速やかに補正に必
要な手続を行うこととする。
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【条例】
（開示決定等の期限の特例）
開示 決 定等の 第27条 本人開示請求に係る保有個人情報が著しく大量である
期限の特例
ため、本人開示請求があった日の翌日から起算して60日以内
（第27条）
にそのすべ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、本人開示請求に係る保有個人情
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、
残りの保有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、本人開示請求者に対し、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) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
【規則】

（決定期限特例通知書）
第13条 条例第27条に規定する書面は、決定期限特例通知書（第６号様
式）とする。

【趣旨】

本条は、本人開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、
前条第２項に定める60日間の延長期間内にその全てについて開示決定等
をすることにより、通常の事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがあ
る場合において、特例的に開示決定等の期限及びその手続について調整
を図ることができることを定めるものである。

【解釈】

(1) 「本人開示請求に係る保有個人情報が著しく大量である」とは、本
人開示請求に対して、前条第２項の規定を適用し処理期間を60日まで
延長したとしても、開示決定等に関する事務を処理しようとすると、
実施機 関に おけ る通常 の事務 の遂 行に 著しい 支障が 生ず る程 の量 を
いう。
「本人開示請求に係る保有個人情報が著しく大量」かどうかは、１
件の本 人開 示請求 に係 る保有 個人 情報の 物理 的な量 とそ の審査 等に
要する業務量だけによるものではなく、当該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、その他事務の繁忙等をも考慮
した上で判断される。
(2) 「事務の遂行に著しい支障が生ずる」とは、60日以内に開示決定等
を行うことにより、通常生ずる支障の程度を超えた、業務上看過しえ
ない支障（相当程度の超過勤務によっても対応できない場合、通常業
務が停止する場合など）が生ずることをいう。
(3) 「相当の部分」とは、本人開示請求に係る保有個人情報について、
実施機関が60日以内に開示決定等を行うことが可能な部分であって、
請求の意図を踏まえた合理的なまとまり（保有個人情報が記録された
行政文書の種類、保有個人情報が取得された期間など）のある部分を
いう。
(4) 「相当の期間」とは、残りの保有個人情報について、実施機関が処
理するために必要な期間をいうが、期間の設定は実施機関が任意に定
めることができるものではなく、合理的理由を必要とする。
(5) 「本条を適用する旨及びその理由」には、本人開示請求に係る保有
個人情報が著しく大量であること、60日以内に全てについて開示決定
等をすることが、通常事務の遂行に著しい支障を及ぼすことを具体的
に記載するものとする。
(6) 実施機関は、本条を適用するとした場合には、規則第６号様式の開
示決定 等期 間特例 延長 通知書 によ り、第 26条 第１項 に規 定する 期間
内、すなわち開示請求があった日の翌日から起算して14日以内に通知
しなければならないものである。
(7) 本条は、前条第２項に定める60日以内に開示決定等ができない場合
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に、本人開示請求に係る保有個人情報を分割する裁量権を付与したも
のであるが、実施機関は残りの保有個人情報について決定等をする期
限等を明らかにしなければならない。
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【条例】
（開示をしない決定に係る理由付記等）
開 示 をし な い 第28条 実施機関は、第25条第１項の規定により本人開示請求
決 定 に係 る 理
に係る保有個人情報の一部を開示しないとき、又は同条第２
由 付 記等 （ 第
項の規定により本人開示請求に係る保有個人情報の全部を開
28条）
示しないときは、本人開示請求者に対し、同条第１項又は第
２項に規定する書面にその理由を示さなければならない。こ
の場合において、当該理由は、開示しないこととする根拠規
定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から
理解され得るものでなければならない。
２ 実施機関は、前項の場合において、同項の保有個人情報に
係る決定の日から１年以内に、その全部又は一部を開示でき
ることが明らかであるときは、その旨を本人開示請求者に通
知するものとする。
【趣旨】

本条は、実施機関が、本人開示請求に係る保有個人情報の全部又は一
部を開示しないときに、行政手続条例の趣旨を踏まえ、本人開示請求者
に対して開示しないこととする根拠や適用規定を示す義務を定めたもの
である。
また、本人開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示しない
決定の日から１年以内に当該保有個人情報の非開示事由が消滅し、開示
することができるようになることが明らかであるときは、請求者の利便
を 考 慮 し て そ の 旨 を 本 人 開 示 請 求 者 に通 知 す る こ と を 定 め る も の で あ
る。

【解釈】第１項 (1) 「第25条第１項の規定により本人開示請求に係る保有個人情報の一
部を開示しないとき、又は同条第２項の規定により本人開示請求に係
る保有個人情報の全部を開示しないとき」とは、本人開示請求に係る
保有個人情報の 全部又 は一部を開示し ない旨 の決定をする場 合のほ
か、本人開示請求に係る保有個人情報の不存在による非開示決定、存
否応答拒否及び却下をする場合を含むものである。
(2) 理由の付記は、実施機関が、開示をしない旨の決定をする場合に義
務付けられる手続であり、理由を付記していない場合又は付記された
理由が不十分な場合は瑕疵ある行政処分となる。
(3) 「当該理由は、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用
する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければな
らない」とは、単に根拠規定を示すだけではなく、本人開示請求に係
る保有個人情報のどの部分にどの根拠規定が適用されているのか、ま
た、なぜその規定に該当するのかについて、決定通知書の記載のみか
ら理解できることをいう。
なお、「理解され得るものでなければならない。」とは、行政事務に
精通していない一般的な市民を基準に判断するものとする。
(4) 本人開示請求に係 る保有個人情報の不存 在による非開示決定の 場
合は、未作成、未取得、廃棄（保存年限の経過）等がある。
これらの場合の理由付記においては、一般的な市民の立場からは当
然に作成し、又は取得していると思われる保有個人情報が未作成、未
取得である場合は、未作成又は未取得である理由をできるだけ具体的
に示す必要があり、廃棄による不存在の場合には、作成年度又は取得
年度、保存期間及び廃棄年度等を具体的に示すべきである。
(5) 存否応答拒否をする場合の理由は、本人開示請求に係る保有個人情
報が仮に存在する場合、どの非開示情報に該当し、当該保有個人情報
の存否を明らかにす る ことがなぜ非開示情 報 に該当する保有個人 情
報を開示することとなるのかを具体的に示さなければならない。
第２項 (1) 「決定の日から１年以内に、その全部又は一部を開示できることが
明らかであるとき」とは、本人開示請求者の利便性の趣旨から、決定
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の日から１年以内に 条 例第22条各号に該当 す る非開示とすべき事 由
が消滅することが、客観的に明らかであり、保有個人情報の開示をす
ることができるようになる期日があらかじめ明示できる場合をいう。
(2) 期日の明示は、本人開示請求に係る保有個人情報を開示することが
できるようになる期日を通知するものであり、その期日に保有個人情
報の開示を実施することではないため、本人開示請求者は、その期日
以後に改めて当該保 有 個人情報の本人開示 を 請求しなければなら な
い。
【運用】

(1)

｢非開示となる部分の概要」欄、「非開示とする根拠規定」欄及び「根
拠規定を適用する理由」欄について
一部開示決定については、開示しない部分を簡潔に記入し、非開示
決定においては、存否応答拒否、未作成・未取得等の場合を除き請求
対象となった保有個人情報の概要を記入することとする。
条例第22条各号に規定する非開示事由のいずれに該当するか（根拠
規定）及び同規定を適用する理由（複数の号に該当する場合は、各号
ごとの理由）を記入するものとする。
なお、開示しない部分ごとに非開示とする根拠規定が異なる場合
は、開示しない部分と根拠規定、同規定を適用する理由の対応関係が
分かるように記入することとする。
(2) 理由が複数ある場合には、全ての理由（複数の号に該当する場合は
各号ごとの理由）を記載することとする。
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【条例】
（事案の移送）
事 案 の 移 送 第29条 実施機関は、本人開示請求に係る保有個人情報が他の
（第29条）
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。この場合においては、移
送をした実施機関は、本人開示請求者に対し、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、当該本人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25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。
本条は、本人開示請求に係る保有個人情報が、他の実施機関により提
供されたものであるときや当該保有個人情報に他の実施機関の事務に密
接な関連を有する情報が記録されているときなどには、当該他の実施機
関に開示決定等の判断を委ねたほうが迅速かつ適切な処理が行えるた
め、その要件、手続及び効果等を定めるものである。

【趣旨】

【解釈】第１項 (1) 本人開示請求に係 る保有個人情報が他の 実施機関により作成さ れ
たものであるときなどは、当該他の実施機関に判断を委ねた方が迅速
第２項
かつ適切な処理に資することがあると考えられる。このような場合、
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。なお、本条が定めるのは開示決定等を行ったり、開示
を実施したりする権限を他の実施機関に移すことであって、保有個人
情報自体を移送することではない。
事案の移送は、実施機関相互の協議が整った場合に可能とするもの
であり、これが整わない場合は、開示請求を受けた実施機関が処理す
ることとなる。
(2) 事案の移送によって、本人開示請求者に不利益とならないようにす
るため、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される。したがって、開示決定等の期間の計
算は、開示請求のあった日の翌日から進行する。
第３項

【運用】

開示の実施は、移送を受けた実施機関が行うことを明確にするととも
に、本人開示請求に係る保有個人情報が移送先に移るものではないため、
開示の実施が円滑にできるよう、移送した実施機関の協力義務を明らか
にしたものである。
事案の移送事務の具体的流れは、次のとおりである。
(1) 本人開示請求を受けた実施機関は、当該保有個人情報を他の実施機
関が開示決定等をするべきであると判断する場合には、当該他の実施
機関（以下「移送を受けた実施機関」という。）と事案の移送につい
ての協議を行う。
(2) 事案の移送についての協議がまとまった場合には、本人開示請求を
受けた実施機関は直ちに事案の移送を決定し、移送を受ける実施機関
に事案を移送する旨 の 通知文及び当該事案 に 係る開示請求書を送 付
する。
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(3)

本人開示請求を受けた実施機関は、本人開示請求者に対し、規則第
６号様式の２の事案 移 送通知書により事案 を 移送した旨を書面で 通
知する。
(4) 事案を移送した後も、本人開示請求を受けた実施機関は、移送を受
けた実施機関との連絡を密にするとともに、その他の必要な協力を行
う。
(5) 事案の移送は、本人開示請求を受けた実施機関が請求に係る保有個
人情報を保有しているものの、開示・非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。したがって本
人開示請求を受けた 実 施機関が本人開示請 求 に係る保有個人情報を
保有していない場合には、事案の移送の問題ではない。
同 一 実 施 機 関 (6) 同一の実施機関内においても、本人開示請求に係る保有個人情報所
管課と当該保有個人情報を作成した課が異なる場合、あるいは各区に
内等における
おいて同種同一事務・事業を執行しており、当該同種・事務事業を統
決定担当課の
括する課が存在するような場合において、当該事務事業に関する本人
変更
開示請求が複数の区に対して同時になされ、統括する局で統一的な判
断で開示決定等をすることが必要とされるなど、保有個人情報所管課
以外の課が開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、実
施機関が異なる場合と同様に対応するものとする。この場合には、本
人開示請求者に対し、決定を担当する課が変更された旨の通知は行わ
ない。
【特定個人情
情報提供等記録につい ては、本条は適用除外 となる。（番号条例第 17
条）
報の特例】
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【条例】
（第三者に対する意見書提出の機会の付与等）
第 三 者 に 対 す 第30条 本人開示請求に係る保有個人情報に市、国、独立行政
る意見書提出
法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び本人開示
の機会の付与
請求者以外の者（以下この条、第54条及び第55条において「第
等（第30条）
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、規則で定めるところにより、当該第三者に関する情
報の内容その他規則で定める事項を通知して、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、規則で定めるところによ
り、本人開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その
他規則で定める事項を書面により通知して、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保有個人情報を開示
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
22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) 実施機関が個人の権利利益を保護するため特に必要があ
ると認めて本人開示請求者に対して非開示情報が含まれて
いる保有個人情報を開示しようとする場合で、当該保有個
人情報に第三者に関する情報が含まれているとき。
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、開示決定後直ちに、当該意見書（第53条第１項及
び第54条において「反対意見書」という。）を提出した第三者
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。
（第三者保護に関する手続）
【規則】
第三者保護に関 第14条 条例第30条第１項及び第２項に規定する規則で定める事項は、
本人開示請求の年月日及び意見書の提出期限とする。
する手続
２ 条例第30条第１項又は第２項の規定による通知は、個人情報の開示
に対する意見照会書（第７号様式）により行うものとする。
３ 実施機関は、条例第30条第１項又は第２項の規定により、第三者に
対し、当該第三者に関する情報の内容を通知するに当たっては、開示
請求に係る保有個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないよう
に留意しなければならない。
４ 条例第30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
に対する意見書（第８号様式）とする。
５ 条例第30条第３項の規定による通知は、個人情報の開示決定につい
ての通知書（第９号様式）により行うものとする。
【趣旨】

本条は、本人開示請求に係る保有個人情報に市、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本人開示請求者以外の第三者
に関する情報が含まれている場合において、当該第三者の権利利益を保
護するため、開示・非開示について意見書を提出する機会を付与するこ
と及び開示決定等を行う場合に、当該第三者が開示の実施前に開示決定
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を争う機会を保障するための措置について定めるものである。
【解釈】

「独立行政法人等」については、第４条を参照
「地方独立行政法人」については、第２条第１項を参照

第１項 (1) 「意見書を提出する機会を与えることができる」とは、本人開示請
求に係る保有個人情報 に第三者に関する情報 が記録されている場 合
任意的意見聴取
に、当該第三者に対し、開示・非開示の意見を聴取することをいう。
第１項では、意見書提出の機会を与えるかどうかは実施機関の判断に
ゆだねられている。
「第三者」の範囲から、市、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を除いているのは、これらについては、私人
と同様の手続的保障を図る必要性に乏しく、意見を聴く必要があると
きは適宜の方法によれば足りることによるが、事前の意見聴取の必要
性自体を否定しているわけではない。
(2) 本項による当該第 三者の意見は、当該実施機関の開示決定等の判
断において参考とするものであり、その意見に拘束されるものではな
い。
第２項 (1) 「意見書を提出する機会を与えなければならない」とは、第三者に
関する情報が記録され た保有個人情報を人の 生命、健康等の保護 な
必要的意見聴取
ど、公益的理由により開示するときは、第三者の権利利益を保障する
ため、実施機関は、開示の決定に先立ち、書面によって当該第三者に
意見を述べる機会の付与をしなければならないことをいう。
(2) 「当該第三者の所 在が判明しない場合は、この限りでない。」と の
例外規定は、本項が意見聴取を義務付けていることから、実施機関が
合理的な努力を行ったにもかかわらず、当該第三者の所在が判明しな
い場合において、事後の手続が進まなくなることを避けるためのもの
である。
(3) 意見書の効力は、第１項と同趣旨である。
第３項 (1) 「開示決定の日と開示をする日の間に少なくとも２週間を置かなけ
ればならない」とは、本人開示請求者の開示を受ける権利と第三者の
争訟等の機会の確保とを調整し、開示の実施までの期間を明確にした
ものである。
なお、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）上、執行不停止の原則が採られているの
で、開示決定等を争う意思のある第三者は、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。
(2) 第１項又は第２項 の規定により第三者に意見を述べる機会を与え
た場合であっても、当該第三者が開示に反対の意見を表示しないとき
は、当該第三者に対して開示に先立ち、事前の争訟等の機会を確保す
る必要はない。
【運用】

(1)

本人開示請求を行 ったという事実は、本人開示請求者の個人情報
であり、それ自体、慎重に取り扱わなければならない。第三者に対し
意見書を提出する機会を与える場合には、本人開示請求者の権利利益
を不当に侵害しないよう十分注意しなければならない。
(2) 第三者に関する情報に係る意見聴取の実施
ア 第三者に関する情報が含まれる保有個人情報について開示請求
があった場合、保有個人情報所管課が開示・非開示の判断をより的
確に行うため、条例第30条第１項及び第２項の規定に応じて、当該
第三者に対する意見書の提出機会の付与手続を行う。
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イ

第三者情報が、条例第22条各号のいずれか（第３号イ及び第４号
ただし書を除く。） に該 当すること又は該当し ないことが明らかで
あるときは、第三者に対する意見書の提出機会は付与しない。
(3) 意見書の提出の機会の付与手続
ア 意見書の提出の機会の付与に当たっては、第三者に係る情報が記
録されている保有個人情報の開示の請求が行われたことを規則第
７号様式の個人情報の開示に対する意見照会書により当該第三者
に通知し、これに対する意見を規則第８号様式の個人情報の開示に
対する意見書により提出することを求めることにより行うものと
する。
イ 開示請求者の権利保護を図るため、意見書は速やかに提出するよ
う、当該第三者に協力を求めるものとする。
(4) 第三者が開示に反対の意思を表示した場合の取扱い
ア 第三者が開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合に
は、保有個人情報所管課においては、当該意見書の内容を慎重に検
討し、条例第22条の規定に照らし、開示決定等を行う。
イ 第三者が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、開示決定の日の翌日から起算して、
15日目以降に開示を実施するものとする。
(5) 第三者への通知
保有個人情報所管課は、開示の決定をしたときは、開示に反対の
意見書を提出した第三者に対し、規則第９号様式の個人情報の開示決
定についての通知書により通知するものとする。
(6) 処分の取消しを求 める審査請求は、処分の効力、処分の執行又は
処分の手続の進行を妨げないので、当該開示決定に係る行政文書の開
示に対する執行停止の効力はない。処分の取消しを求める審査請求が
なされた場合、当該審査請求に併せて執行停止の申立てがあり、これ
を審査庁が認めたとき 又は審査庁が職権によ り執行停止を行った と
きは、事情変更により執行停止を取り消す場合を除き、当該審査請求
に対する裁決の日までは開示をしないことになる。
なお、執行停止の申立てについては、審査会への諮問は要しない。
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【条例】
（開示の実施)
開 示 の 実 施 第31条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が記録され
（第31条）
ている次の各号に掲げる行政文書の区分に応じ、当該各号に
定める方法により行う。
(1) 文書、図画又は写真にあっては、当該保有個人情報に係
る部分の閲覧又は写しの交付
(2) フィルムにあっては、当該保有個人情報に係る部分の視
聴、閲覧又は写しの交付(マイクロフィルムに限る。)
(3) 電磁的記録にあっては、当該保有個人情報に係る部分の
視聴、閲覧、写しの交付その他の電磁的記録の種類、情報
化の進展状況等を勘案して規則で定める方法
２ 前項各号の視聴又は閲覧の方法による保有個人情報の開示
にあっては、実施機関は、当該保有個人情報が記録された行
政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその
他合理的な理由があるときは、その写しによりこれを行うこ
とができる。
３ 第１項の規定により保有個人情報の開示を受ける際、当該
開示を受けようとする者は、規則で定めるところにより、実
施機関に対し、自己が当該開示に係る保有個人情報の本人又
は代理人であることを証明するために必要な書類を提示し、
又は提出しなければならない。
【規則】
（本人開示請求書）
本人又は代理人 第10条 （第１項及び第２項 略）
であることを証 ３ 条 例 第 21条 第 ２ 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 自 己 が 本
明するために必
人開示請求に係る保有個人情報の本人であることを証明するために
要な書類
必要な書類として提示し、又は提出しなければならないものは、次の
いずれかとする。
(1) 運転免許証
(2) 旅券
(3) 健康保険被保険者証
(4) 個人番号カード
(5) 前４号に掲げるもののほか、当該請求に係る本人であることを確
認することができるもの
４ 条 例 第 21条 第 ２ 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 自 己 が 本
人開示請求に係る保有個人情報の代理人であることを証明するため
に必要な書類として提示し、又は提出しなければならないものは、当
該代理人に係る前項各号に掲げる書類のいずれか及び次の各号に掲
げる書類とする。
(1) 未成年者の法定代理人にあっては、戸籍謄抄本その他法定代理人
であることを証明する書類
(2) 成年被後見人等に付された後見人等にあっては、当該成年後見に
関する登記事項証明書その他代理人であることを証明する書類
(3) 前条に規定する者にあっては、委任状及び当該請求等に係る本人
の前項各号に掲げる書類のいずれか
５ 前２項の規定は、保有個人情報の開示、訂正請求、利用停止請求及
び是正の申出について準用する。この場合において、これらの規定中
「第21条第２項」とあるのは、保有個人情報の開示については「第31
条第３項」と、訂正請求については「第35条第２項」と、利用停止請
求については「第44条第２項」と、是正の申出については「第51条第
２項」と読み替えるものとする。
（電磁的記録の開示方法）
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電磁的記録の開 第15条 条例第31条第１項第３号の規定による電磁的記録の開示は、当
示方法
該電磁的記録が原本である場合において、次の各号に掲げる電磁的記
録の種類に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法であって、実施機
関が現に使用している専用機器により行うことができるもの
ア 当該保有個人情報に係る部分を再生したものの聴取
イ 当該保有個人情報に係る部分を録音カセットテープ（日本産業規
格 C5568に 適 合 す る 記 録 時 間 120分 の も の に 限 る 。 別 表 に お い て 同
じ。）に複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法であって、実
施機関が現に使用している専用機器により行うことができるもの
ア 当該保有個人情報に係る部分を再生したものの視聴
イ 当該保有個人情報に係る部分をビデオカセットテープ（日本産業
規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。別表において同
じ。）に複写したものの交付
(3) 前 ２ 号 に 掲 げ る も の 以 外 の 電 磁 的 記 録 次 に 掲 げ る 方 法 で あ っ
て、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
ア 当該保有個人情報に係る部分を用紙に出力したものの閲覧
イ 当該保有個人情報に係る部分をディスプレイ（実施機関が現に使
用している専用機器に限る。）に出力したものの視聴又は閲覧
ウ 当該保有個人情報に係る部分を用紙に出力したものの写しの交
付
エ 当該保有個人情報に係る部分をフレキシブルディスクカートリ
ッジ（日本産業 規格X6223に適合する幅 90ミリ メートルのもの に限
る。別表において同じ。）に複写したものの交付
オ 当該保有個人情報 に係る部分を光ディス ク（日本産業規格X0606
及びX6281又は 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に限る。）に複写したもの
の交付
（視聴又は閲覧の中止）
視聴又は閲覧の 第16条 実施機関は、保有個人情報が記録された行政文書の視聴又は閲
中止
覧を受ける者が当該視聴又は閲覧に係る保有個人情報が記録された
行政文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれ
があると認めるときは、当該保有個人情報が記録された行政文書の視
聴又は閲覧を中止させることができる。
（写しの交付部数）
写しの交付部数 第17条 保有個人情報の開示を行う場合において、当該保有個人情報が
記録された行政文書の写しを交付するときの交付部数は、当該本人開
示請求に係る保有個人情報が記録された行政文書１件につき１部と
する。
【趣旨】

本条は、本人開示請求に係る保有個人情報の開示の実施方法につい
て、当該保有個人情報が記録されている行政文書の種類及び区分に応じ
て行うことを定めたものである。
開示の実施は、原則として原本によることを定めるとともに、電磁的
記録についてはその種類や情報化の進展状況等を勘案して規則で定め
ることとしている。

【解釈】第１項 (1)

保有個人情報の開 示は、当該保有個人情報に係る部分の閲覧、写
しの交付又は視聴によるとしたものである。
ア 「閲覧」とは、本人開示請求に係る保有個人情報が記録された文
書、図画、写真又はマイクロフィルムを閲覧に供し、電磁的記録に
あっては、実施機関が現に保有している専用機器の画面に表示する
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などの方法により閲覧に供することをいう。
「写しの交付」とは、本人開示請求に係る保有個人情報が記録さ
れた文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録を、紙その他の媒
体に複写したものを交付することをいう。
ウ 「視聴」とは、本人開示請求に係る保有個人情報が記録されたフ
ィルム又は電磁的記録を再生装置等を用いて視聴に供することを
いう。

イ

(2)

電磁的記録の開示 方法については、その種類や情報化の進展状況
等を勘案して、規則第15条で定める方法により行う。
なお、規則第15条第３号エで定める日本産業規格X6223に適合する
幅90ミリメートルのフレキシブルディスクカートリッジは、３．５イ
ンチフロッピーディスクを指し、第３号オで定める日本産業規格
X0606及びX6281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光ディスクは、一般にＣＤ－Ｒなどと呼
ばれるディスクを、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光ディスクは、一
般にＤＶＤ－Ｒなどと呼ばれるディスクを指している。

第２項 (1) 「保有個人情報が記録された行政文書の保存に支障を生ずるおそれ
があると認めるとき」とは、行政文書の形態又は形状から行政文書が
破損され、又は汚損されるおそれがある場合をいう。
(2) 「その他合理的な理由があるとき」とは、次に掲げる場合等をいう。
ア 本 人 開 示 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 に 条 例 第22条 各 号 に 規 定 す る
非開示とする情報が記録され、開示できない部分がある場合であっ
て、当該開示できない部分を除くための必要な措置を必要とすると
き。
イ 常用の行政文書を原本開示することにより、日常の業務に支障を
生ずるとき。
【運用】

(1) 保有個人情報の開示の実施
ア 保有個人情報の開示日程については、保有個人情報所管課は開示
決定等の後、速やかに本人開示請求者本人（本人開示請求者が代理
人である場合は、代理人。以下同じ。）と調整する。本人開示請求者
と連絡がつかない等の場合は、適宜の日時及び場所を決めて決定通
知書に記載し、送付するものとする。
イ 開示を実施するときは、本人開示請求者に対して次の書類の提示
を求める。
(ｱ) 実施機関が送付した開示等の決定通知書
(ｲ) 本 人 開 示 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情 報 の 本 人 又 は 代 理 人 で あ る こ
とを証明する書類
ウ 本人開示請求者の都合により、指定の日時に開示を実施すること
ができなかったときは、本人開示請求者と調整した別の日時に開示
を実施する。この場合においては、新たに通知書は交付しない。
(2) 開示の実施方法
ア 本人開示請求に係る保有個人情報が記録された文書、図画及び写
真については、これらの原本の当該保有個人情報部分を、開示等の
決定通知書により指定した日時、場所において閲覧に供することに
より行う。この場合において、本人開示請求に係る保有個人情報が
記録された行政文書の原本を開示することができないときは、あら
か じ め 保 有 個 人 情 報 所 管 課 が 作 成 し た 当該 行 政 文 書 の 写 し を 閲 覧
に供することにより行うものとする。ただし、保有個人情報所管課
は、請求者が原本の提示を求めた場合には、非開示の部分を除いて、
原則として対応すること。
イ マイクロフィルムについては、原則として、リーダープリンター
により出力したものを閲覧に供することにより行うものとする。
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ウ

電磁的記録の開示方法については、規則第15条各号で定める方法
で行う。
エ 本人開示請求に係る保有個人情報が記録された行政文書の開示
を実施するときは、原則として、保有個人情報所管課の職員が立ち
会う。
オ 保有個人情報が記録された行政文書の原本を開示する場合にあ
っては、当該行政文書を汚損し、又は破損するおそれがあるときは、
当該行政文書の開示を中止することができる。
カ 本人開示請求者が視覚障害者である場合には、本人開示請求に係
る保有個人情報が記録された行政文書をスキャナーで読み取り、そ
のデータを音声データに変換し、外部出力装置にて音声出力を行う
等により、開示の実施を行う。
(3) 写しの交付の方法
ア 本人開示請求に係る保有個人情報の記録された行政文書の写し
は、保有個人情報所管課において作成し、開示の実施の際に交付す
る。
イ 文書、図画又は写真に記録された本人開示請求に係る保有個人情
報については、原則として、乾式複写機により当該文書、図画及び
写真の当該保有個人情報に係る部分を複写して作成する。
ウ 文書、図画又は写真が多色刷りの場合にあっては、多色刷りに対
応した複写機により写しを作成してこれを交付する。ただし、本人
開示請求者から申出があったときは、単色刷りとすることができ
る。
エ 縮小・拡大について本人開示請求者からの申出があり、保有個人
情報所管課で使用している乾式複写機により対応することができる
場合は、縮小し、又は拡大した写しを交付することができる。ただ
し、複数枚の文書を、１面に集約してコピーすることはできない。
オ 片面印刷の行政文書について本人開示請求者から両面印刷にして
ほしいとの申出があった場合は、両面印刷とすることができる。
カ マイクロフィルムについては、本人開示請求に係る保有個人情報
に係る部分をＡ３判までの用紙に印刷したものを交付する。
キ 電磁的記録については、規則第15条各号に定めるところにより行
う。具体的には、録音カセットテープ、ビデオカセットテープ、フ
レキシブルディスク若しくは光ディスクに複写したもの又は用紙に
出力したものの交付による。
ク 写しの交付部数は、本人開示請求に係る保有個人情報が記録され
た行政文書１件につき１部とする。（規則第17条）
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【条例】
（開示手続の特例）
開 示 手続 の 特 第 32条 実 施 機 関 が あ ら か じ め 定 め る 保 有 個 人 情 報 に つ い て
例（第32条）
は、第21条第１項の規定にかかわらず、当該実施機関が定め
る簡易な方法により本人開示請求をすることができる。
２ 実施機関は、前項の規定による本人開示請求があったとき
は、第25条から前条までの規定にかかわらず、当該実施機関
が定める方法により、速やかに、当該保有個人情報を開示す
るものとする。
【規則】
（特例による開示を実施する個人情報）
特 例 に よ る 開 第18条 市長は、条例第32条第１項の規定により、実施機関がその定め
る簡易な方法により本人開示請求ができる保有個人情報を定めたとき
示を実施する
は、当該保有個人情報の範囲、開示手続を行う期間及び場所並びに開
個人情報
示の実施方法を告示するものとする。
【趣旨】

本条は、実施機関があらかじめ定める保有個人情報については、条例第21
条（本人開示請求の手続）第１項、第25条（本人開示請求に対する決定等）
、
第26条（開示決定等の期限）、第28条（理由付記等）及び第31条（開示の実施）
の規定にかかわらず、本人開示請求の方法、本人開示請求に対する決定、本人
開示の実施の方法等について、特例を設け、簡易な手続により開示をすること
ができることを定めたものである。

【解釈】第１項 (1) 「あらかじめ定める保有個人情報」とは、保有個人情報の範囲、開
示・非開示の判断、実務上の対応の可能性等を勘案して定めるもので、
保有個人情報の開示 に 関する判断をあらか じ め一律に行っておく こ
とになじむものなどが該当する。
(2) ｢実施機関が定める簡易な方法」とは、条例第21条第１項に規定する
本人開示請求書によらず、口頭による方法も含め、より簡易な方法で本人
開示請求ができることをいう。
第２項

【運用】

本条第１項の規定による本人開示請求があった保有個人情報について
は、条例第25条、第26条、第28条及び第31条の規定が適用されず、実施機関
が定めるより簡易な手続で保有個人情報を開示するものである。
(1)

特例による開示の請求をすることができる者は、本人又はその代理
人とする。本人又はその代理人であることの証明は、通常の本人開示
請求及び開示と同様に行う。
(2) 特例による開示を実施する場合は、あらかじめ市民情報課に協議す
るものとする。
(3) 特例による開示の請求窓口及び開示の実施場所は、原則として当該
事務の保有個人情報所管課とする。
(4) 実施機関が必要と認めた場合は、特例による開示を郵送により行う
ことができる。
(5) 実施機関は、あらかじめ、次の事項について定めておく必要がある。
ア 保有個人情報の範囲
イ 請求の窓口及び開示の場所
ウ 開示手続を行う期間
エ 開示の請求、受付及び本人確認の方法
オ 開示の実施方法
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【条例】
（他の法令等による開示の実施との調整）
他 の 法令 等 に 第33条 実施機関は、他の法令等の規定により、本人開示請求
よ る 開示 の 実
者に対し本人開示請求に係る保有個人情報が第31条第１項各
施との調整
号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
（第33条）
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、当該保有個人
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、当該他の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 他の法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるとき
は、当該縦覧を第31条第１項各号の閲覧とみなして、前項の
規定を適用する。
【趣旨】

本条は、他の法令等に開示請求者に対する特定の保有個人情報の開示
をする旨の規定が置かれている場合に、この条例による本人開示と当該
法令等による本人開示との適用関係を調整するとともに、この条例の適
用を受けない保有個人情報について定めたものである。

【解釈】第１項 (1) 「他の法令等」とは、法律、政令、府省令その他行政機関の命令及
第２項
び他の条例をいう。本条の対象となる規定は、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。
法令等には、公表、公示等の公表義務制度、何人にも閲覧や謄本・
抄本の交付を認める客観的情報開示制度、利害関係人にのみ閲覧や
謄本・抄本の交付を認める主観的情報開示制度を定める例がある。
このため、この条例と同一の方法によって、他の法令等に文書の閲
覧や写しの交付等の制度が規定されているときは、この条例による
開示を行わないとしたものである。
ただし、本条が適用されるには、他の法令等による開示が次の要
件を満たすことが必要である。
ア 「法律、政令、省令又は他の条例」による本人開示であること。
イ 代理人による本人開示が可能なこと。
ウ 実施機関による本人開示であること。
エ 条例第31条に定める開示の実施方法と同一の方法によって開示さ
れるものであること。
オ 他の法令等による開示に期間が定められているときは、当該期間
内であること。
カ 当該他の法令等に「一定の場合には開示をしない旨」の定めがな
いこと。
(2) 「当該他の法令等の規定に一定の場合は開示をしない旨の定めがあ
るとき」とは、他の法令等の規定において、開示請求者に保有個人情
報を開示することとされていても、例えば、「正当な理由がなければ
開示請求を拒むことはできない」とか、「不当な目的の開示請求は拒
否できる」というように規定されている場合など、一定の場合に開示
をしない旨の定めがあるときをいう。このような場合は、本条例に基
づき本人開示請 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、本条例により当該保有個人情報の本人開示請求をするこ
とができる。

【運用】

(3)

法令等が閲覧等についてのみ規定しており、「写しの交付」に関す
る規定がない場合は、本条例により写しの交付を請求することができ
る。

(1)

他の法令等の規定 により保有個人情報の 閲覧等が義務付けられ る
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他の法令等と
の調整

場合においても、次のような場合は本条例が適用される。
ア 横浜市以外の機関が本人開示請求に係る保有個人情報が記載され
ている行政文書と同内容の文書を法令等により開示しているとき。
イ 法令等が代理人による請求を禁止し、又は制限している場合にお
いて、当該代理人から保有個人情報の本人開示請求があったとき。
ウ 法令等が閲覧等の期間を限定している場合において、当該期間外
に保有個人情報の本人開示請求があったとき。
エ 法令等が閲覧等の対象とする保有個人情報の範囲等を限定してい
る場合において、当該範囲外の保有個人情報に対する開示請求があ
ったとき。
オ 法令等が閲覧又は縦覧の手続についてのみ定めている場合におい
て、写しの交付の請求があったとき。
(2)

他の法令において 開示請求者に対する特 定の保有個人情報の開 示
規定があり、その開示の方法が本条例と同一である保有個人情報につ
いて、本条例により本人開示請求された場合は、本条例に基づく開示
を重ねて認める必要がないことから、これを拒否する。

【特定個人情
特定個人情報については、本条は適用除外となる。（番号条例第11条、
報の特例】
第17条）
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【条例】
（訂正請求権）
訂 正 請 求 権 第34条 何人も、自己を本人とする保有個人情報（次に掲げる
（第34条）
ものに限る。第43条第１項において同じ。）の内容が事実でな
いと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該
保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報
の訂正（追加又は削除を含む。以下同じ。）を請求することが
できる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法令
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保有個人情報
(2) 開示決定に係る保有個人情報であって、前条第１項の他
の法令等の規定により開示を受けたもの
２ 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求（以
下「訂正請求」という。）をすることができる。
３ 訂正請求は、保有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。
【趣旨】

本条は、正確でない保有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を本人とする保有個人
情報について必要な訂正を請求することができることを定めるもので
ある。

【解釈】第１項 (1)

訂正請求権の対象は、自己を本人とする保有個人情報全てではな
く、本条例等の開示決定により開示を受けた保有個人情報に限るこ
ととしている。
(2) 本条は、条例第９条の「正確性の確保」の趣旨を実効あらしめよ
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、
内容が事実でないと思料するときに限られる。
訂正は、保有個人情報の「内容が事実でない」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こととなる。
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
あたる。
(3) 「事実」とは、住所、氏名、性別、生年月日、年齢、家族構成、学
歴、日時、金額等のように、何人でも客観的に判断できる事項をい
う。
(4) 「訂正」には追加及び削除も含む。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。

第１号

「開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報」とは、実施機関が行
った開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報をいう。

第２号

「開示決定に係る保有個人情報であって、前条第１項の他の法令等の
規定により開示を受けたもの」については、他の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ものである。

第２項

本項は、本人開示請求の例外として、条例第20条第２項の規定により
代理人による開示請求が認められることと同様の趣旨で、訂正請求権に
ついても代理人による訂正請求が認められるものであることを明らか
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にしたものである。
第３項

保有個人情報は、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ることがあることから、保有個人情報の開示
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 て い
る。

【特定個人情
特定個人情報については、本条第１項は以下のとおり読み替えて適用
報の特例】
される。（番号条例第10条、第16条）
【読替後】
第34条 何人も、自己を本人とする保有個人情報（次に掲げるものに限
る。）の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるとこ
ろにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個
人情報の訂正（追加又は削除を含む。以下同じ。）を請求することが
できる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法令等の規定
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。
(2) 開示決定に係る保有個人情報であって、他の法令等の規定によ
り 第 31条 第 １ 項 各 号 に 規 定 す る 方 法 と 同 一 の 方 法 で 開 示 を 受 け た
もの
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【条例】
（訂正請求の手続）
訂 正 請求 の 手 第35条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面（以下「訂
続（第35条）
正請求書」という。）及び訂正請求の内容が事実に合致するこ
とを証明する資料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又は居所
(2) 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当
該保有個人情報を特定するに足りる事項
(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 前項の規定により訂正請求書を提出する際、訂正請求をし
ようとする者は、規則で定めるところにより、実施機関に対
し、自己が当該訂正請求に係る保有個人情報の本人又は代理
人であることを証明するために必要な書類を提示し、又は提
出しなければならない。
３ 実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めると
きは、訂正請求をした者（以下「訂正請求者」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、訂正請求者に対し、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。
（個人情報訂正請求書）
【規則】
個 人 情 報 訂 正 第19条 条例第35条第１項第４号に規定する規則で定める事項は、代理
人が訂正請求をする場合における当該訂正請求に係る本人の氏名及び
請求書
住所又は居所とする。
２ 条例第35条第１項に規定する訂正請求書は、個人情報訂正請求書（第
10号様式）とする。
【趣旨】

本条は、保有個人情報の訂正についての具体的な請求手続を定めたも
ので、必要事項を記載した訂正請求書や内容が事実に合致することを証
明する資料の提出が必要であることなどを定めたものである。

【解釈】第１項

訂正請求を行う場合に、個人情報訂正請求書に必要事項を記載して提
出するとともに、訂正請求の内容が事実に合致することを証明する資料
を提出する必要がある。本項各号に掲げる事項は、個人情報訂正請求書
に記載すべき事項であり、訂正請求をする上で必要な事項である。

第２項

個人情報の本人開示請求の場合と同様に、訂正請求についても、本人
開示請求者が当該保有個人情報の本人であることの確認を厳格に行う必
要があることから、訂正請求をしようとする者は、自己が当該訂正請求
に係る保有個人情報の本人又は代理人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。

第３項

訂正請求書に形式上の不備がある場合の補正手続について定めたもの
である。用語の意味については、条例第21条第３項を参照

【運用】

１ 訂正請求に対する相談・案内
(1) 訂正請求を行いたい旨の申出があったときは、どのような自己を
本人とする保有個人情報をどのように訂正したいのかを確認し、当
該内容が、訂正請求として対応すべきかどうかを判断し、適切な対
応に努める。
(2) 訂正請求をするためには、本条例又は他の法令等の規定により、
当該保有個人情報の開示を受けていることが必要であるため、その
旨を確認する。

99

横浜市個人情報保護条例の解釈・運用の手引
条例第35条

２

訂正請求の受付
訂正請求の受付窓口は、市民情報センター及び区役所総務部区政推
進課広報相談係とし、次の事項に留意し、訂正請求を受け付ける。
(1) 形式要件の確認
ア 訂正請求者が、当該保有個人情報について本条例又は他の法令等
の規定による開示を受けた本人又は代理人であること。
イ 訂正請求を求める内容が事実に合致することを証明する資料が添
付されていること。
ウ 提出された訂正請求書に必要事項が記載されていること。
(2) 保有個人情報の本人又は代理人であることの確認
訂正請求に係る保有個人情報の本人又は代理人であることの確認
は、本人開示請求を受け付ける場合と同様の方法で行う。
(3) 条例又は他の法令の規定に基づく開示を受けていることの確認
ア 訂正請求者が持参する個人情報開示決定通知書等及び保有個人情
報所管課で保管している開示決定の伺等により、既に開示を受けて
いることを確認する。
イ 当該保有個人情報について、条例又は他の法令の規定による本人
開示請求をしていない場合は、当該保有個人情報について本人開示
請求をし、開示を受けてから訂正請求を行うように求める。
(4) 訂正請求の内容が事実に合致することを証明する資料
訂正請求の内容が事実に合致することを証明する資料（以下「証
明資料」という。）は、訂正請求書と同時に提出することを求める。
提出された証明資料は、原則として返還しない。当該証明資料の
写しをもって提出資料とすることも、可能な限り認めるものとする。
(5) 訂正請求書の記載事項の確認
ア 訂正請求者の「氏名、住所、電話番号」欄について
(ｱ) 訂正請求者の連絡先、決定通知書の送付先を特定するため、正
確に記載してあること。
(ｲ) 代理人による訂正請求の場合は、訂正請求に係る保有個人情報
の本人の氏名、住所、電話番号も併せて記載してあること。
(ｳ) 電話番号は、訂正請求者本人又は代理人に直接連絡できる番号
（自宅、勤務先、携帯電話等）が記載してあること。
(ｴ) 押印は不要であること。
イ 「本人開示を受けた保有個人情報」欄について
訂正請求の対象となる保有個人情報を特定し、訂正請求の要件で
ある「既に開示を受けている」ことを確認するための欄であること
から、決定通知書の写し又は開示を受けた保有個人情報が記載され
た文書の提出を求め、訂正請求者の同意を得たうえで、複写機によ
り複写し、訂正請求書に添付すること。訂正請求者の同意が得られ
ない場合は、開示決定を受けたときの文書番号、決定年月日、保有
個人情報の内容などを具体的に記載してもらうこと。
ウ 「保有個人情報の開示を受けた日」欄について
本条例第34条第３項により、訂正請求ができる期間は保有個人情
報の開示を受けた翌日から起算して90日以内となっているため、開
示を受けた日（開示決定通知書の開示日等）を記載してもらう。
エ 「訂正を求める事実及び訂正の内容」欄について
訂正を請求する内容が、具体的に分かるように記載してあること。
例：○○文書に記録されている私の個人情報の中の「△△」と
の記述は、「□□」の誤りなので訂正を求める。
オ 訂正請求書は日本語で記載してあること。
(6) 訂正請求書の記載が不十分な場合の対応
ア
記載事項に漏れがある場合、記載内容の意味が不明な場合又は記
載が不鮮明な場合のほか、記載内容が不十分であるため訂正を求め
る内容が特定できない場合は、保有個人情報所管課又は受付窓口は、
その不十分な部分を記載するよう、受付の際、訂正請求者に対して
補正を求める。
訂正請求者が補正に応じない場合、受付窓口は当該訂正請求書の
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受付を拒むことはできないが、保有個人情報所管課が本条第３項に
より文書で補正を求め、訂正請求者が補正に応じないときは、実施
機関は、当該訂正請求を拒否する。
イ 本項に基づく拒否処分は、具体的な決定方法としては、条例第37
条第２項に規定する訂正しない旨の決定を行うものとする。
(7) 訂正請求書の受付
受付窓口では、訂正請求書の記載事項を確認し、訂正請求書に受
付印を押し、訂正請求者にその写し１通を交付する。
(8) 郵送による訂正請求の取扱い
ア 郵送による訂正請求の受付を行う場合は、本人開示請求の場合と
同様に取り扱うものとし、本人確認書類及び代理人等の確認書類を
提出してもらう。さらに、本人に対して電話及び文書等で訂正請求
の意思を確認するなど、本人又は代理人からの訂正請求であること
を慎重に確認する。
イ 受付日は、訂正請求書が市民情報センター又は区役所総務部区政
推進課広報相談係に到達した日とする。窓口では、訂正請求書に受
付印を押した後、その写し１通を訂正請求者に送付する。
(9) 訂正請求者に対する説明
受付窓口では、訂正請求書を受理した後に、次の事項について説
明する。
ア 訂正請求書の受付日の翌日から起算して30日以内に訂正等の決定
を行い、その結果は、個人情報訂正決定通知書等により、保有個人
情報所管課が遅滞なく訂正請求者に通知すること。
イ 事務処理上の困難その他合理的な理由に基づいて、決定期間を延
長する場合には、訂正請求者に対し、遅滞なく決定期間を延長する
旨の通知をすること。
３

受付後の訂正請求書の取扱い
市民情報センター又は区役所総務部区政推進課広報相談係で受け付
けた訂正請求書の取扱いは、本人開示請求があった場合と同様とする。
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【条例】
（保有個人情報の訂正義務）
保 有 個人 情 報 第36条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂
の訂正義務
正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保
（第36条）
有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個
人情報の訂正をしなければならない。
【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、実施機関が利用目的の達
成に必要な範囲内で、当該保有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。

【解釈】

(1) 「訂正請求に理由がある」とは、実施機関による調査等の結果、訂
正請求どおり保有個人情報が事実でないことが判明したときをいう。
(2) 訂正請求制度は、実施機関の努力義務として定められている条例第
９条の「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
るものであり、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。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。

【運用】

(1)

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、保有
個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で行えばよく、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
査を行わない。
(2) 適正な調査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、当該訂正請求に理由があると確認できないこととなる
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ない旨を追記するなどの適切
な措置を講じておくことが適当な場合もありうる。
(3) 訂正請求は、本人開示請求に係る保有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、その効力の及ぶ範囲は当該本人開示請
求を受けた保有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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【条例】
（訂正請求に対する決定等）
訂 正 請求 に 対 第37条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の全部又は
する決定等
一部について訂正をするときは、その旨の決定をし、当該保
（第37条）
有個人情報の訂正を行った上で、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。
２ 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の全部について
訂正をしないときは、その旨の決定をし、当該訂正請求者に
対し、その旨を書面により通知しなければならない。
（個人情報訂正決定通知書等）
【規則】
個 人 情 報 訂 正 第20条 条例第37条第１項及び第２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おりとする。
決定通知書等
(1) 条例第37条第１項の規定により訂正請求に係る保有個人情報の全
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（第11
号様式）
(2) 条例第37条第１項の規定により訂正請求に係る保有個人情報の一
部を訂正する旨の決定をしたとき 個人情報一部訂正決定通知書
（第12号様式）
(3) 条例第37条第２項の規定により訂正請求に係る保有個人情報の全
部を訂正しない旨の決定をしたとき 個人情報非訂正決定通知書
（第13号様式）
【趣旨】

本条は、保有個人情報の訂正請求がなされた場合において、実施機関
が訂正をする（一部訂正を含める）又はしない旨の決定をし、訂正請求
者に通知しなければならないことを定めるものである。

【解釈】第１項

保有個人情報の全部又は一部を訂正する場合に、当該保有個人情報の
訂正を行った上で、訂正請求者に対して訂正する旨を通知することを義
務付けている。

第２項

訂正請求に係る保有個人情報の全部について訂正をしないときの「そ
の旨の決定」とは、実施機関が、訂正請求のあった保有個人情報につい
て訂正すべき理由があるか否かについて判断した上で、訂正しない旨の
決定をすることをいう。

【運用】

１

決定通知書の様式
決定の区分に応じ、規則で定める様式によるものとする。

２ 訂正・非訂正の決定等
(1) 訂正請求に係る保有個人情報の内容の確認等
保有個人情報所管課は、訂正請求に係る保有個人情報について、
次の事項に該当しないことを確認した上で、当該保有個人情報の訂
正を行うかどうか検討する。また、必要に応じて関係部署に協議す
る。
ア 法令又は他の条例により、訂正の手続が別に定められているもの
イ 保有個人情報所管課が訂正の権限を有しないもの
ウ 過去の事実の内容を記録することが利用目的であるものについ
て、現在のデータに基づいて訂正することを請求するようなもの
(2) 訂正・一部訂正・非訂正の決定
訂正請求に係る保有個人情報の訂正・一部訂正・非訂正の決定は、
本人開示請求に係る保有個人情報の開示・一部開示・非開示の決定
と同様に行う。
ア 基準日が設定され、当該時点では事実に合致していたことが認め
られた場合等については、訂正しない旨の決定を行うことになる。
イ 調査の結果、本人開示請求時点において実際に記録されていた内
容とも、請求者の訂正請求内容とも異なる事実が判明した場合は、
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本項に基づき、訂正しない旨の決定をすることとなる。なお、この
場合において、実施機関が訂正の権限を持つときには、当然職権で
訂正が行われるべきである。
３

訂正の実施
保有個人情報所管課は、保有個人情報を訂正（一部訂正を含む。）す
る決定をしたときは、速やかに当該保有個人情報を訂正する。
訂正には、単に記録内容の誤りの訂正だけでなく、記録が不備であ
る場合の追加や余分である場合の削除を含む。

４

決定の通知
訂正・非訂正の決定通知書の記入要領は、次によるものとする。
(1) 「訂正請求に係る保有個人情報」欄
訂正請求に係る保有個人情報について、開示決定した際の文書番
号、決定年月日、件名、保有個人情報の内容等を記入する。
（記入例）
○○第
号○○年○月○日決定
○○に係る保有個人情報の開示請求
○○相談記録票に記載された○○○○の保有個人情報
(2) 「訂正の内容」欄
訂正前の保有個人情報の内容及び訂正後の保有個人情報の内容
を記入する。（別紙でも可とする。）
（記入例）
土地の売買価格300万円は、土地の売買価格200万円と訂正する。
(3) 「訂正年月日」欄
訂正を行った年月日を特定するため、必ず記入する。
(4) 「一部訂正とする理由」「訂正をしない理由」欄
保有個人情報の全部又は一部を訂正しない場合は、その理由を具
体的に記入する。
（記入例）
訂正請求のあった、土地の売買価格については、調査の結果、200
万円と認められないので、現記載を訂正しない。
(5) 審査請求等の教示
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、理由の提示並びに審査請求及び訴訟の教示が必要
となる。
一部を訂正する場合については、訂正しない部分について、理由
の提示並びに審査請求及び訴訟の教示が必要となる。

５

第三者意見聴取手続を設けない理由
開示の場合と異なり、第三者の情報が開示されてしまえば、開示さ
れない状態に戻すことは不可能であるのに対し、訂正の場合は、第三
者に関する情報が訂正されたとしても、第三者が改めて訂正請求を行
い、訂正請求に理由があれば訂正されることから、第三者に対する意
見の聴取手続を設けていない。
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【条例】
（訂正決定等の期限）
訂 正 決 定等 の 第38条 前条各項の決定（以下「訂正決定等」という｡）は、訂
期限（第38条） 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35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訂正
請求があった日の翌日から起算して60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。
【規則】
（訂正決定等の期限）
訂 正 決 定 等 第21条 条例第38条第２項に規定する書面は、決定期間延長通知書（第
５号様式）とする。
の期限
【趣旨】

本条は、実施機関が訂正決定等を行う期間を定めたもので、訂正請求
に係る決定までに要する事務を行う日数を勘案し、30日を決定期間とす
るとともに、決定期間内に訂正等の決定ができない正当な理由があると
きには、その期間を延長することができることを定めるものである。

【解釈】第１項 (1) 「訂正請求があった日」とは、本市（市民情報センター又は区役所
総務部区政推進課広報相談係）において、条例第35条に定める訂正請
求書を受け付けた日をいう。
(2) 訂正請求があった 日の翌日から起算して30日目に当たる日が決定
期間の満了日となる。ただし、その日が休庁日に当たるときは、その
直後の休庁日でない日が満了日となる。
(3) 本項は、訂正決定等の期限を定める規定であり、訂正請求者に対す
る通知の到着日が30日以内であることを求めているものではないが、
実施機関は、訂正決定等をしたときは、個人情報利用停止決定通知書
等を遅滞なく訂正請求者に送付するものとする。
(4) 「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」とは、補正を求めることについて意思決定を行うた
めの起案作成日 から補 正が完了した日 までは 訂正決定等を行 う期間
に含まないことをいう。
なお、補正を求めた場合であっても、訂正請求者が当該補正に応じ
ない意思を明らかにしたときは、当該意思表示以降は、補正に必要な
期間とはいえないので、停止していた期間が再び進行する。
第２項
(1) 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、訂正するか否かの判断に時間を要する場合もあ
り、本条第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。このため、「事務処理上の困難その他正当な理由があるとき」
は、本条第１項の期間を延長できることとした。
(2) 「延長後の期間」は、実施機関が任意に設定できるという趣旨では
なく、合理的な理由があり、かつ、客観的なものでなければならず、
請求があった日の翌日から起算して60日以内で、事務処理上必要な期
間を適正に設定するものとする。
【運用】

決定期間の延長手続
(1) 訂正等の決定を延長しようとするときは、保有個人情報所管課は、
速やかに、市民情報課と協議して、決定期間の延長に必要な手続をと
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るものとする。
決定期間の延長は、訂正請求を受けた日の翌日から起算して30日以
内に行うこととし、決定期間延長通知書（規則第５号様式）により、
請求者に通知するものとする。
(3) 条例第35条第３項の規定により補正を求める場合にあっては、当該
補正に要した 日数は訂 正決定等を行 う期間に 含まれないこ とを考慮
し、いたずらに当該期間を延ばすことのないよう、速やかに補正に必
要な手続を行うこととする。
(2)
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【条例】
（訂正決定等の期限の特例）
訂 正 決定 等 の 第39条 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認め
期限の特例
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
（第39条）
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) この条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
【規則】
（訂正決定等の期限の特例）
訂 正 決 定 等 の 第22条 条例第39条に規定する書面は、決定期限特例通知書（第６号様
式）とする。
期限の特例
【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に、特例的に
訂正決定等の期限及びその手続について調整を図ることができることを
定めるものである。

【解釈】

(1) 「訂正決定等に特に長期間を要する」とは、訂正請求に対して、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、前条第２項の規定を適用し決定期間
を60日まで延長したとしても、当該期間内に訂正決定等を行うことが
困難な場合をいう。
(2) 「相当の期間」とは、実施機関が訂正決定等を行うために必要な期
間をいうが、期間の設定は実施機関が任意に定めることができるもの
ではなく、合理的理由を必要とする。

【運用】

(1)

実施機関は、本条を適用するとした場合には、訂正請求があった日
の翌日から起算して30日以内に特例延長の決定を行い、本条例施行規
則第６号様式の決定期限特例通知書により、遅滞なく通知するものと
する。
(2) 「この条の規定を適用する旨及びその理由」には、訂正請求に係る
保有個人情報が著しく大量であること、条例第38条第２項に定める延
長期間内に全てについて訂正決定等をすることが、通常事務の遂行に
著しい支障を及ぼすことなどの理由を具体的に記載するものとする。
(3) 「訂正決定等とする期限」については、○年○月○日と日付を記載
するものとする。
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【条例】
（事案の移送）
事 案 の 移 送 第40条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報が第29条第
（第40条）
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
は、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37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。
【趣旨】

訂正請求に係る保有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が行えると考えられるため、その要件、手続及
び効果等を定めるものである。

【解釈】第１項

「正当な理由があるとき」とは、「第29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、訂正請求に係る保有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。

第２項

事案の移送によって、訂正請求者に不利益とならないようにするため、
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
たものとみなされる。したがって、訂正決定等の期間の計算は、訂正請
求のあった日の翌日から進行する。

第３項

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保有個人情報を
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、訂正請求に係る保有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。

【特定個人情
情報提供等記録につい ては、本条は適用除外 となる。（番号条例第 17
報の特例】
条）
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【条例】
（訂正をしない決定に係る理由付記）
訂 正 をし な い 第41条 実施機関は、第37条第１項の規定により訂正請求に係
決 定 に係 る 理 る保有個人情報の一部を訂正しないとき、又は同条第２項の
由 付 記（ 第 41 規定により訂正請求に係る保有個人情報の全部を訂正しない
条）
ときは、訂正請求者に対し、同条第１項又は第２項に規定す
る書面にその理由を示さなければならない。
【趣旨】

本条は、実施機関が保有個人情報の全部又は一部を訂正しないときに、
行政手続条例の趣旨を踏まえ、訂正請求者に対して訂正しないこととす
る理由を示す義務を定めたものである。

【解釈】

理由の付記は、実施機関が訂正をしない旨の決定をする場合に義務付
けられる手続であり、理由を付記していない場合又は付記された理由が
不十分な場合は瑕疵ある行政処分となる。

【条例】
（保有個人情報の提供先への通知）
保 有 個人 情 報 第42条 実施機関は、訂正決定に基づく保有個人情報の全部又
は一部の訂正を実施した場合において、必要があると認める
の 提 供先 へ の
通知（第42条） ときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その
旨を書面により通知するものとする。
【趣旨】

本条は、訂正の実施を行った実施機関が、当該保有個人情報を第三者
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保有個人情報
が利用されることを予見することができる場合には、制度趣旨が活かさ
れるように提供先に対して訂正の実施を行った旨を通知することとして
いる。

【解釈】

(1) 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、提供に係る保有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されることとなる。
(2) 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
由があると判断して保有個人情報を提供したものと考えられ、条例第
10条の提供制限規定の趣旨から、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ある。
(3) 提供元については、訂正を行っ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。

【特定個人情
情報提供等記録につい ては、本条は適用除外 となる。（番号条例第 17
報の特例】
条）
なお、情報提供等記録の提供先への通知については番号条例第14条に
規定されている。
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【条例】
（利用停止請求権）
利 用 停止 請 求 第43条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号の
権
いずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めると
（第43条）
ころにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、
当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当
該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止（以下「利
用停止」という。）に関して他の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) 当該保有個 人情報を保有する実 施機関により適法に 取
得されたものでないとき、第７条第２項の規定に違反して
保有されているとき、又は第10条第１項及び第２項の規定
に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用
の停止又は消去
(2) 第 10条第 １ 項及び第２項の規定 に違反して提供され て
いるとき 当該保有個人情報の提供の停止
２ 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請
求（以下「利用停止請求」という。）をすることができる。
３ 利用停止請求は、保有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。
【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、開示を受けた保有個人情報について、適正に取得されていないとき、
利用目的以外の目的で利用又は提供されるなど不適正な取扱いがあると
認められるときにおいては、何人も、当該保有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るものである。

【解釈】第１項

利用停止請求の対象となる「自己を本人とする保有個人情報」は条例
第34条で規定されており、①開示決定に基づき開示を受けた保有個人情
報と②開示決定に係る保有個人情報であって、条例第33条第１項の他の
法令等の規定により開示を受けたものに限定される。
利用停止を請求することができるのは、開示を受けた保有個人情報が、
適法に取得されたものではない、利用目的の達成に必要な範囲を超えて
保有されている、又は目的外利用ができない場合であるにもかかわらず、
利用目的以外の目的で利用され、又は提供されている場合に限ることと
している。

ただし書

「法令等」については、条例第８条第１項第１号を参照
保有個人情報の利用停止について、他の法令等の規定により特別の手
続が定められている場合は、当該手続により目的が達成できるので、そ
の法令等の定めるところによることとした。

第１号 (1) 「適法に取得されたものでないとき」とは、暴行、脅迫等の手段に
より取得した場合、個人情報の取得について定めた個別法規に違反し
て取得した場合等をいう。
(2) 「第７条第２項の規定に違反して保有されているとき」とは、特定
された利用目的の達 成 に必要な範囲を超え て 個人情報を保有して い
る場合をいう。当初の利用目的との関連性が合理的に認められる範囲
を超えて利用目的の変更を行っている場合もこれに該当する。
(3) 「第10条第１項及び第２項の規定に違反して利用されているとき」
とは、本条の許容する目的外利用に該当する場合を超えて利用目的以
外の目的で保有個人情報を利用している場合をいう。
(4) 「利用の停止」とは、利用の全面的な停止だけではなく、一部の停
止を含む。また、「消去」とは、当該保有個人情報の全部又は一部を
記録媒体から消し去ることをいう。保有個人情報を匿名化することも
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これに含まれる。
第２号 (1) 「第10条第１項及び第２項の規定に違反して提供されているとき」
とは、本条の許容する目的外利用に該当する場合を超えて利用目的以
外の目的で保有個人情報を提供している場合をいう。
(2) 「提供の停止」とは、以後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保有個人情報の回収についてまで求める
ものではないが、提供先と連携をとり、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。
第２項

「代理人」については、条例第20条第２項を参照
本人の権利利益を保護する観点から、未成年者及び成年被後見人の法
定代理人等が保有個人情報の利用停止の請求をできることとした。

第３項

訂正請求と同様に、行政の適正かつ円滑な運営と個人の権利利益の保
護との調和を図る観点から、請求を行う期間を保有個人情報の開示を受
けた日から90日以内としている。請求期間が経過した場合は、再度開示
請求を行えば利用停止請求をすることができる。

【特定個人情
特定個人情報（情報提供等記録を除く）については、本条第１項は適
報の特例】
用除外となる。（番号条例第11条）
また、情報提供等記録については、本条を含め第３章第３節がすべて
適用除外となる。（番号条例第17条）
なお、特定個人情報（情報提供等記録を除く）の利用停止請求権につ
いては番号条例第８条第１項に規定されており、個人情報保護条例第43
条第２項及び第３項は以下のとおり読み替えて準用される。（番号条 例
第８条第２項）
【読替後】
＜特定個人情報（情報提供等記録を除く）の場合＞
２ 代理人は、本人に代わって番号条例第８条第１項の規定による利用
停止の請求（以下「利用停止請求」という。）をすることができる。
３ 利用停止請求は、保有特定個人情報（番号条例第２条第２号に規定
する保有特定個人情報であって第25条第１項の規定による決定に基づ
き開示を受けたもの又は他の法令等の規定により第31条第１項各号に
規定する方法と同一の方法で開示を受けたもののうち番号条例第２条
第４号に規定する情報提供等記録を除くものをいう。次条から第53条
までにおいて同じ。）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。
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【条例】
（利用停止請求の手続）
利 用 停止 請 求 第44条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面（以
の 手 続（ 第 44
下「利用停止請求書」という。）を実施機関に提出してしなけ
条）
ればならない。
(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 利用停止請 求に係る保有個人情 報の開示を受けた日 そ
の他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
(3) 利用停止請求の趣旨及び理由
２ 前項の規定により利用停止請求書を提出する際、利用停止
請求をしようとする者は、規則で定めるところにより、実施
機関に対し、自己が当該利用停止請求に係る保有個人情報の
本人又は代理人であることを証明するために必要な書類を提
示し、又は提出しなければならない。
３ 実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認め
るときは、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、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、利用停止請求
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。
【規則】
（利用停止請求書）
利 用 停 止 請 求 第23条 条例第44条第１項に規定する利用停止請求書は、個人情報利用
書
停止請求書（第14号様式）とする。
【趣旨】

本条は、保有個人情報の利用停止請求について、円滑な手続を進める
観点から、利用停止請求に際しては、利用停止請求書に必要事項を記載
して提出する必要があることを明らかにしたものである。
なお、本条は、利用停止請求権の行使によらなければ記録の利用停止
に応じることができないという趣旨ではない。

【解釈】第１項 (1)

利用停止請求を行う場合には、個人情報利用停止請求書に必要事項
を記載して提出するとともに、利用停止請求の趣旨及び利用停止請求
の理由を明確かつ具体的に記載することを定めたものである。
(2) 「利用停止請求の趣旨」とは、条例第43条第１項第１号又は第２号
により求める措置の内容（「利用の停止」「消去」「提供の停止」）
であり、その記載は明確かつ具体的である必要がある。
(3) 利用停止請求の「理由」とは、条例第43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、利用停止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できる程度の事実
を明確かつ具体的に記載する必要がある。

【運用】

第２項

個人情報の本人開示請求の場合と同様に、利用停止請求についても、
本人開示請求者が当該個人情報の本人であることの確認を厳格に行う必
要があることから、利用停止請求をしようとする者は、自己が当該利用
停止請求に係る個人情報の本人又は代理人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。

第３項

利用停止請求書に形式上の不備がある場合の補正手続について定めた
ものである。
１ 利用停止請求に対する相談・案内
(1) 利用停止請求を行いたい旨の申出があったときは、どのような自
己を本人とする保有個人情報を利用停止したいのかを確認し、本条
例に基づく利用停止請求として対応すべきかどうかを判断の上適切
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な対応に努める。
利用停止請求をするためには、この条例又は他の法令等の規定に
より、当該保有個人情報の開示を受けていることが必要であるため、
その旨を確認する。
(3) 当該保有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
の利用停止請求であるか確認する。

(2)

２

利用停止請求の受付
利用停止請求の受付窓口は、市民情報センター及び区役所総務部区
政推進課広報相談係とし、次の事項に留意し、利用停止請求を受け付
ける。
(1) 形式要件の確認
ア 利用停止請求者が、当該保有個人情報についてこの条例又は他の
法令等の規定による開示を受けた本人又は代理人であること。
イ 提出された利用停止請求書に必要事項が記載されていること。
(2) 保有個人情報の本人又は代理人であることの確認
利用停止請求に係る保有個人情報の本人又は代理人であることの確
認は、本人開示請求を受け付ける場合と同様の方法で行う。
(3) 条例又は他の法令等に基づく開示を受けていることの確認
ア 利用停止請求者が持参する個人情報開示決定通知書等、保有個人
情報所管課で保管している開示決定原議又は他の法令等の規定によ
り開示を受けた文書により確認する。
イ 当該保有個人情報についてこの条例又は他の法令等の規定による
開示請求をしていない場合は、当該保有個人情報について、この条
例又は他の法令等の規定による開示を受けてから利用停止請求を行
うように求める。
(4) 利用停止請求書の記載事項の確認
ア 利用停止請求者の「氏名、住所、電話番号」欄について
(ｱ) 利用停止請求者の連絡先、決定通知書の 送付先を特定するた
め、正確に記載してあること。
(ｲ) 代理人による利用停止請求の場合は、利用停止請求に係る保有
個人情報の本人の氏名、住所、電話番号も併せて記載してあるこ
と。
(ｳ) 電話番号は、利用停止請求者本人又は代理人に直接連絡できる
番号（自宅、勤務先、携帯電話等）が記載してあること。
(ｴ) 押印は不要であること。
イ 「本人開示を受けた保有個人情報」欄について
利用停止請求の対象となる保有個人情報を特定し、利用停止請求
の要件である既に開示決定を受けていることを確認するための欄で
あることから、決定通知書の写し又は開示を受けた保有個人情報が
記載された文書の提出を求め、利用停止請求者の同意を得たうえで、
複写機により複写し、利用停止請求書に添付すること。
利用停止請求者の同意が得られない場合は、開示決定を受けたと
きの文書番号、決定年月日、保有個人情報の内容などを具体的に記
載してもらうこと。
ウ 「保有個人情報の開示を受けた日」欄について
条例第43条第３項により、利用停止請求ができる期間は保有個人
情報の開示を受けた翌日から起算して90日以内となっているため、
開示を受けた日（開示決定通知書の開示日又は住民票の写しの交付
日等）を記載してもらう。
エ 「利用停止請求の趣旨及び理由」欄について
(ｱ) 「趣旨」については、利用停止請求者が求める措置の内容（利
用の停止、消去、提供の停止）を明確に記載してもらうこと。
「利用の停止」とは、当該保有個人情報の利用を止めることであ
り、全面的な停止だけでなく一部停止を含む。
「消去」とは、当該保有個人情報の全部又は一部を行政文書か
ら消し去る こと又 は保 有個人情報 が記録 され た行政文書 自体 を
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廃棄することである。
「提供の停止」とは、その後の提供を止めることである。
(ｲ) 「理由」については、利用停止請求の内容を裏付ける根拠とし
て、実施機関の利用停止請求に係る保有個人情報の取扱いがこの
条例に違反して収集、保有又は利用若しくは提供していると認め
られる根拠であり、実施機関が必要な調査ができる程度に、具体
的に分かるように記載してもらうこと。
（記入例）
○○相談記録票の△△欄に記録されている「□□」という私の
保有個人情報の利用停止（提供の停止）を求める。その理由は「□
□」という私の保有個人情報は●●という状態であり、条例■■
条に違反して収集されたため。
オ 利用停止請求書は日本語で記載してあること。
(5) 利用停止請求書の記載が不十分な場合の対応
ア 記載事項に漏れがある場合、記載内容の意味が不明な場合又は記
載が不鮮明な場合のほか、記載内容が不十分であるため利用停止を
求める内容が特定できない場合等は、保有個人情報所管課又は受付
窓口は、その不十分な部分を記載するよう、受付の際、利用停止請
求者に対して補正を求める。
利用停止請求者が補正に応じない場合、受付窓口は当該請求書の
受付を拒むことはできないが、保有個人情報所管課が本条第３項に
より文書で補正を求め、利用停止請求者が補正に応じないときは、
実施機関は、当該請求を拒否する。
イ 本項に基づく拒否処分は、具体的な決定方法としては、条例第46
条第２項に規定する利用停止しない旨の決定を行うものとする。
(6) 利用停止請求書の受付
受付窓口では、利用停止請求書の記載事項を確認し、利用停止請
求書に受付印を押し、利用停止請求者にその写し１通を交付する。
(7) 郵送による利用停止請求の取扱い
ア 郵送による利用停止請求の受付を行う場合は、本人開示請求の場
合と同様に取り扱うものとし、本人確認書類及び代理人等の確認書
類を提出してもらう。さらに、本人に対して電話及び文書等で利用
停止請求の意思を確認するなど、本人又は代理人からの利用停止請
求であることを慎重に確認する。
イ 受付日は、利用停止請求書が市民情報センター又は区役所総務部
区政推進課広報相談係に到達した日とする。窓口では、利用停止請
求書に受付印を押した後、その写し１通を利用停止請求者に送付す
る。
(8) 利用停止請求者に対する説明
受付窓口では、利用停止請求書を受理した後に、次の事項につい
て説明する。
ア 利用停止請求書の受付日の翌日から起算して30日以内に利用停止
等の決定を行い、その結果は、個人情報利用停止決定通知書等によ
り、遅滞なく利用停止請求者に通知すること。
イ 事務処理上の困難その他合理的な理由に基づいて、決定期間を延
長する場合には、利用停止請求者に対し、遅滞なく決定期間を延長
する旨の通知をすること。
３

受付後の利用停止請求書の取扱い
市民情報センター又は区役所総務部区政推進課広報相談係で受け付
けた利用停止請求書の取扱いは、本人開示請求があった場合と同様と
する。

【特定個人情
情報提供等記録については、本条を含め第３章第３節がすべて適用除
報の特例】
外となる。（番号条例第17条）
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また、特定個人情報（情報提供等記録を除く）については、本条第１
項及び第２項は以下のとおり読み替えて準用され、第３項はそのまま準
用される。（番号条例第８条第２項）
【読替後】
＜特定個人情報（情報提供等記録を除く）の場合＞
第44条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面（以下「利用
停止請求書」という。）を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 利用停止請求に 係 る保有特定個人情報の 開示を受けた日その 他
当該保有特定個人情報を特定するに足りる事項
(3) 利用停止請求の趣旨及び理由
２ 番号条例第８条第２項において読み替えて準用する前項の規定によ
り利用停止請求書を提出する際、利用停止請求をしようとする者は、
規則で定めるところにより、実施機関に対し、自己が当該利用停止請
求に係る保有特定個人情報の本人又は代理人であることを証明するた
めに必要な書類を提示し、又は提出しなければならない。
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【条例】
（保有個人情報の利用停止義務）
保 有個 人 情 報 第45条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当
の 利用 停 止 義
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
務（第45条）
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、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をし
なければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止を
することにより、当該保有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。
【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
利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有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。

【解釈】

(1) 「利用停止請求に理由がある」とは、実施機関による調査等の結果、
請求どおり、条例第43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をいう。利用停止請求に理由がある
かどうかの判断は、当該実施機関の所掌事務、保有個人情報の利用目
的及び本条例の趣旨を勘案して、事実を基に客観的に行われる必要が
ある。
(2) 「個人情報の適正な取扱いを確保する」とは条例第43条の第１項第
１号又は第２号に該当する違反状態を是正する意味をいう。
(3) 「必要な限度」とは、例えば、利用停止請求に係る保有個人情報に
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、本人から保有個人
情報の消去を求められた場合であっても、利用停止によって当該個人
情報の適正な取扱いが確保されるときには、当該利用目的外の利用を
停止すれば足り、消去するまでの必要はない。
(4) 「当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情
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」とは、
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 と損なわれる事務 の適
正な遂行の必要性との比較衡量を行った結果、後者が勝るような場合
にまで利用停止を行う義務を課すことは適当でないため、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場合は、
利用停止をする義務を負わないこととしたものである。

【特定個人情
情報提供等記録については、本条を含め第３章第３節がすべて適用除
報の特例】
外となる。（番号条例第17条）
また、特定個人情報（情報提供等記録を除く）については、本条は以
下のとおり読み替えて準用される。（番号条例第８条第２項）
【読替後】
＜特定個人情報（情報提供等記録を除く）の場合＞
第45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、当該利用停止請求に
係る保有特定個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当
該保有特定個人情報の利用停止をすることにより、当該保有特定個人
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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。
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【条例】
（利用停止請求に対する決定等）
利 用停 止 請 求 第46条 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の全部
に 対す る 決 定
又は一部について利用停止をするときは、その旨の決定をし、
等（第46条）
当該保有個人情報の利用停止を行った上で、利用停止請求者
に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
２ 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の全部につ
いて利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止
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。
【規則】
（利用停止決定通知書等）
利 用 停 止 決 定 第24条 条例第46条第１項及び第２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おりとする。
通知書等
(1) 条 例 第 46条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 利 用 停 止 請 求 に 係 る 保 有 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（第15号様式）
(2) 条 例 第 46条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 利 用 停 止 請 求 に 係 る 保 有 個 人 情
報の一部を利用停止する旨の決定をしたとき 個人情報一部利用
停止決定通知書（第16号様式）
(3) 条例第46条第2項の規定により利用停止請求に係る保有個人情報
の全部を利用停止しない旨の決定をしたとき 個人情報非利用停
止決定通知書（第17号様式）
【趣旨】

本条は、保有個人情報の利用停止請求がなされた場合において、実施
機関が利用停止（一部利用停止を含む。）をする又はしない旨の決定をし、
請求者に通知しなければならないことを定めるものである。

【解釈】第１項

請求どおりに利用停止を行う場合においても、当該保有個人情報の利
用停止を行った上で、利用停止請求者に対して利用停止する旨を通知す
ることを義務付けている。一部を利用停止する場合も含まれる。

第２項

利用停止請求に係る保有個人情報の全部について利用停止をしないと
きの「その旨の決定」とは、実施機関が、利用停止請求のあった保有個
人情報について利用停止すべき理由があるか否かについて判断した上
で、利用停止しない旨の決定をすることをいう。

【運用】

１

決定通知書の様式
決定の区分に応じ、規則で定める様式によるものとする。

２ 利用停止・非利用停止の決定等
(1) 利用停止請求の理由の検討
保有個人情報所管課は、利用停止請求に係る保有個人情報につい
て、次の事項に該当しないことを確認した上で、当該保有個人情報
の利用停止を行うかどうか検討する。また、必要に応じて関係部署
に協議する。
ア 法令又は他の条例により、利用停止の手続が別に定められている
もの
イ 保有個人情報所管課が利用停止の権限を有しないもの
(2)

利用停止・一部利用停止・非利用停止の決定
保有個人情報所管課は、条例第43条第１項各号の規定に規定する
利用停止理由に該当するかどうかを検討した上で、市民情報課と協
議し、事務決裁規程その他に定める権限を有するものの決裁を受け、
利用停止・一部利用停止・非利用停止の決定を行うものとする。
調査の結果、利用停止請求に理由がないことが認められた場合や、
前条ただし書に該当するときは、利用停止しない旨の決定を行うも
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のである。
３

利用停止の実施
保有個人情報所管課は、保有個人情報を利用停止（一部利用停止を
含む。）する決定をしたときは、速やかに、次の方法で当該保有個人情
報を利用停止する。
(1) 実施機関が保有す る当該保有個人情報の 利用を止める。（一部利
用停止を含む。）
(2)

実施機関が保有する行政文書から、当該保有個人情報の全部又は
一部を消去する。これには、当該保有個人情報を匿名化することも
含む。

(3)

実施機関が保有する当該保有個人情報のその後の提供を止める。

４

利用停止決定の通知
利用停止・非利用停止の決定通知書記入要領は、次によるものとす
る。
(1) 「開示された保有個人情報」欄
利用停止請求に係る保有個人情報について、開示決定した際の文
書番号、決定年月日、件名、保有個人情報の内容等を記入する。
（記入例）
○○第
号○○年○月○日決定
○○に係る保有個人情報の開示請求
○○相談記録票に記載された○○○○の保有個人情報

(2) 「利用停止の内容」欄
利用停止の内容を記入する。
（記入例）
○○相談記録票の△△欄にある「□□」を削除した。
(3) 「利用停止年月日」欄
利用停止を行った年月日を特定するため、必ず記入する。
(4) 「一部利用停止とする理由」「利用停止をしない理由」欄
利用停止請求のうち、一部のみを利用停止する場合及び全く利用
停止しない場合に記入する。利用停止請求に係る保有個人情報が不
存在の場合はその旨記入する。
(5)

５

審査請求等の教示
利用停止決定も開示決定と同様に行政処分であり、利用停止しな
い旨の通知を行う際には、理由の提示並びに審査請求及び訴訟の教
示が必要となる。
利用停止しない部分については、停止をしない旨の決定と同様に、
利用停止をしない理由の提示並びに審査請求及び訴訟の教示が必要
となる。
また、利用目的外の利用を理由として、本人から保有個人情報の
消去を求められた場合、利用停止によって当該保有個人情報の適正
な取扱いが確保されるときに、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、
消去でなく利用の停止を行った理由の提示及び審査請求並びに訴訟
の教示が必要となる。

第三者意見聴取手続を設けない理由
開示の場合と異なり、仮に第三者の利益に係る保有個人情報の取扱
いが問題となっていても、第三者が事後的に利用停止決定等を争うこ
とが可能であることから、第三者に対する意見の聴取手続を設けてい
ない。

119

横浜市個人情報保護条例の解釈・運用の手引
条例第46条

【特定個人情
情報提供等記録については、本条を含め第３章第３節がすべて適用除
報の特例】
外となる。（番号条例第17条）
また、特定個人情報（情報提供等記録を除く）については、本条は以
下のとおり読み替えて準用される。（番号条例第８条第２項）
【読替後】
＜特定個人情報（情報提供等記録を除く）の場合＞
第46条 実施機関は、利用停止請求に係る保有特定個人情報の全部又は
一部について利用停止をするときは、その旨の決定をし、当該保有特
定個人情報の利用停止を行った上で、利用停止請求者に対し、その旨
を書面により通知しなければならない。
２ 実施機関は、利用停止請求に係る保有特定個人情報の全部について
利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、
その旨を書面により通知しなければならない。
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【条例】
（利用停止決定等の期限）
利 用 停止 決 定 第47条 前条各項の決定（以下「利用停止決定等」という。）は、
等 の 期限 （ 第
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
47条）
ければならない。ただし、第44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、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。
【規則】
（利用停止決定等の期限）
利 用 停 止 決 定 第25条 条例第47条第２項に規定する書面は、決定期間延長通知書（第
等の期限
５号様式）とする。
【趣旨】

本条は、実施機関が利用停止決定等を行う期間を定めたもので、利用
停止請求に係る決定までに要する事務を行う日数を勘案し、30日を決定
期間とするとともに、決定期間内に利用停止決定等ができない正当な理
由があるときには､その期間を延長することができることを定めるもの
である。

【解釈】第１項 (1) 「利用停止請求があった日」とは、本市（市民情報センター又は区
役所総務部区政推進課広報相談係）において本条例第44条に定める利
用停止請求書を受け付けた日をいう。

第２項

(2)

利用停止請求があ った日の翌日から起算 して30日目に当たる日 が
決定期限の満了日となる。ただし、その日が休庁日に当たるときは、
その直後の休庁日でない日が満了日となる。

(3)

本項は、利用停止決定等の期限を定める規定であり、利用停止請求
者に対する通知の到 着 日が30日以内である こ とを求めているもの で
はないが、実施機関は、利用停止決定等をしたときは、個人情報利用
停止決定通知書等を遅滞なく請求者に送付するものとする。

(4) 「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」とは、補正を求めることについて意思決定を行うた
めの起案作成日から 補 正が完了した日まで は 利用停止決定等を行 う
期間に含まないことをいう。
なお、補正を求めた場合であっても、利用停止請求者が当該補正に
応じない意思を明らかにしたときは、当該意思表示以降は、補正に必
要な期間とはいえないので、停止していた期間が再び進行する。
(1)

利用停止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、利用停止するか否かの判断に時間を要する
場合もあり、本条第１項の期限内に利用停止決定等を行うことが困難
な場合も考えられる。このため、「事務処理上の困難その他正当な理
由があるとき」は、本条第１項の期限を延長できることとした。

(2) 「延長後の期間」は、実施機関が任意に設定できるという趣旨では
なく、合理的な理由があり、かつ、客観的なものでなければならず、
請求があった日の翌日から起算して60日以内で、事務処理上必要な期
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間を適正に設定するものとする。

【運用】

決定期間の延長手続
(1) 利用停止請求があった日とは、利用停止請求書を受け付けた日であ
り、保有個人情報所管課に利用停止請求書が届いた日ではない。
(2)

利用停止決定等を 延長しようとするとき は、保有個人情報所管 課
は、速やかに、市民情報課と協議して、決定期間の延長に必要な手続
をとるものとする。

(3)

決定期間の延長は、利用停止請求を受けた日の翌日から起算して30
日以内に行うこととし、決定期間延長通知書（規則第５号様式）によ
り、請求者に通知するものとする。

(4)

条例第44条第３項の規定により補正を求める場合にあっては、当該
補正に要した日数は 利 用停止決定等を行う 期 間に含まれないこと を
考慮し、いたずらに当該期間を延ばすことのないよう、速やかに補正
に必要な手続を行うこととする。

【特定個人情
情報提供等記録については、本条を含め第３章第３節がすべて適用除
報の特例】
外となる。（番号条例第17条）
また、特定個人情報（情報提供等記録を除く）については、本条は以
下のとおり読み替えて準用される。（番号条例第８条第２項）
【読替後】
＜特定個人情報（情報提供等記録を除く）の場合＞
第47条 番号条例第８条第２項において読み替えて準用する前条の決定
（以下「利用停止決定等」という。）は、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、番号条例
第８条第２項において 読み替えて準用する第 44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 番号条例第８条第２項において読み替えて準用する前項の規定にか
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、番号条例第８条第２項において読み替えて準用する前項に規定
する期間を利用停止請 求があった日の翌日か ら起算して60日以内 に
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、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。
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【条例】
（利用停止決定等の期限の特例）
利 用 停止 決 定 第48条 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、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利
等 の 期限 の 特
例（第 48 条） 用停止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、利用停止請求者に対し、
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) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 利用停止決定等をする期限
【規則】
（利用停止決定等の期限の特例）
利 用 停 止 決 定 等 第26条 条例第48条に規定する書面は、決定期限特例通知書（第６号様
の期限の特例
式）とする。
【趣旨】

本条は、利用停止決定等に特に長時間を要すると認めるときに、特例
的に利用停止決定等の期限及びその手続について調整を図ることができ
ることを定めるものである。

【解釈】

(1) 「利用停止決定等に特に長時間を要する」とは、利用停止請求に対
して、事実関係の確認のための調査や、利用停止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、前条第２項の規定を適
用し決定期間を60日まで延長したとしても、当該期間内に利用停止決
定等を行うことが困難な場合をいう。
(2) 「相当の期間」とは、実施機関が利用停止決定等を行うために必要
な期間をいうが、期間の設定は実施機関が任意に定めることができる
ものではなく、合理的理由を必要とする。

【運用】

(1)

実施機関は、本条を適用するとした場合には、利用停止請求があっ
た日の翌日から起算して30日以内に特例延長の決定を行い、本条例施
行規則第６号様式の決定期限特例通知書により、遅滞なく通知するも
のとする。
(2) 「この条の規定を適用する旨及びその理由」には、利用停止請求に
係る保有個人情報が記録された行政文書が著しく大量であること、本
条例第47条 第２項に 定める延長期間内に全 てについて利用停止決 定
等をすることが､通常事務の遂行に著しい支障を及ぼすこと、などを
具体的に記載するものとする。
(3) 「利用停止決定等をする期限」については、○年○月○日と日付を
記載するものとする。

【特定個人情
情報提供等記録については、本条を含め第３章第３節がすべて適用除
報の特例】
外となる。（番号条例第17条）
また、特定個人情報（情報提供等記録を除く）については、本条は以
下のとおり読み替えて準用される。（番号条例第８条第２項）
【読替後】
＜特定個人情報（情報提供等記録を除く）の場合＞
第48条 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、番号条例第８条第２項において読み替えて準用する前条の規定
にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この
場合において、実施機関は、番号条例第８条第２項において読み替え
て準用する前条第１項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、
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)
番号条例第８条 第２項において読み替 えて準用するこの条の 規
定を適用する旨及びその理由
(2) 利用停止決定等をする期限
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【条例】
（利用停止をしない決定に係る理由付記）
利 用停 止 を し 第49条 実施機関は、第46条第1項の規定により利用停止請求に
な い決 定 に 係
係る保有個人情報の一部について利用停止をしないとき、又
る理由付記
は同条第２項の規定により利用停止請求に係る保有個人情報
（第49条）
の全部について利用停止をしないときは、利用停止請求者に
対し、同条第１項又は第２項に規定する書面にその理由を示
さなければならない。
【趣旨】

本条は、実施機関が、保有個人情報の全部又は一部を利用停止しない
旨の決定をしたときに、行政手続条例の趣旨を踏まえ､利用停止請求者に
対して利用停止しないこととする理由を明確にすることを定めたもので
ある。

【解釈】

理由の付記は、実施機関が、利用停止しない旨の決定をする場合に義
務付けられる手続であり、理由を付記していない場合又は付記された理
由が不十分な場合は瑕疵ある行政処分となる。
したがって、利用停止しない旨の決定を行う場合には、実施機関がい
かなる事実を認定したのかを具体的に記載することが必要である。

【特定個人情
情報提供等記録については、本条を含め第３章第３節がすべて適用除
報の特例】
外となる。（番号条例第17条）
また、特定個人情報（情報提供等記録を除く）については、本条は以
下のとおり読み替えて準用される。（番号条例第８条第２項）
【読替後】
＜特定個人情報（情報提供等記録を除く）の場合＞
第49条 実施機関は、番号条例第８条第２項において読み替えて準用す
る第46条第１項の規定により利用停止請求に係る保有特定個人情報の
一部について利用停止をしないとき、又は番号条例第８条第２項にお
いて読み替えて準用する第46条第２項の規定により利用停止請求に係
る保有特定個人情報の全部について利用停止をしないときは、利用停
止請求者に対し、番号条例第８条第２項において読み替えて準用する
第46条第１項又は第２項に規定する書面にその理由を示さなければな
らない。
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【条例】
（是正の申出）
是 正 の 申 出 第50条 何人も、実施機関が自己を本人とする保有個人情報を
（第50条）
第６条から第10条までのいずれかの規定に違反して取り扱っ
ていると認めるときは、当該実施機関に対し、当該保有個人
情報の取扱いの是正の申出をすることができる。ただし、第
43条第１項の規定により利用停止請求をすることができる場
合にあっては、この限りでない。
２ 代理人は、本人に代わって前項の規定による是正の申出（以
下「是正の申出」という。）をすることができる。
【趣旨】

本条は、何人も、実施機関が条例の規定に違反して自己を本人とする
保有個人情報を取り扱っている場合には、条例第43条第１項の規定によ
り利用停止請求をすることができる場合を除き、実施機関に対してその
取扱いの是正を申し出ることができることを定めたものである。

【解釈】第１項

是正の申出は、法律的な意味での「請求」ではなく、行政処分を求め
るものではない。したがって、是正の申出に対する処理は、審査請求や
取消訴訟の対象にはならない。
(1)

是正の申出ができるのは、以下のような場合である。ただし、利用
停止請求をすることができる場合は、是正の申出ができないこととさ
れている。
ア 条例第６条の規定に違反し、個人情報を取り扱う事務の届出をせ
ずに行った個人情報の取扱いなど
イ 条例第７条の規定に違反し、利用目的の達成に必要な範囲を超え
た個人情報の収集など
ウ 条例第８条の規定に違反した本人外収集など
エ 条例第９条の規定に違反した保有個人情報の漏えいなど
オ 条例第10条の規定に違反した個人情報の利用又は提供など
(2) 本項ただし書において、利用停止請求をすることができる場合を除
外しているのは、利用停止請求は、利用停止を求めることを権利とし
て保障したものであるためである。
第２項

代理人については、本人開示請求（条例第20条第２項）同様に代理人
からの申出を認めている。

【特定個人情
特定個人情報については、本条第１項は適用除外となる。（番号条例第
報の特例】
11条、第17条）
なお、特定個人情報（情報提供等記録を除く）にかかる是正の申出に
ついては番号条例第９条第１項に、情報提供等記録にかかる是正の申出
については番号条例第15条第１項に規定されており、個人情報保護条例
第50条第２項はそれぞれ以下のとおり読み替えて準用される。（番号 条
例第９条第２項、第15条第２項）
【読替後】
＜特定個人情報（情報提供等記録を除く）の場合＞
２ 代理人は、本人に代わって番号条例第９条第１項の規定による是正
の申出（以下「是正の申出」という。）をすることができる。
＜情報提供等記録の場合＞
２ 代理人は、本人に代わって番号条例第15条第１項の規定による是正
の申出（以下「是正の申出」という。）をすることができる。
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【条例】
（是正の申出の手続）
是 正 の 申 出 の 第51条 是正の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書（以
手続（第51条） 下「是正申出書」という。）を実施機関に提出してしなければ
ならない。
(1) 是正の申出をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 是正の申出に係る保有個人情報を特定するに足りる事項
(3) 是正の申出の趣旨及び理由
(4) 前３号に掲げるもののほか、規則で定める事項
２ 前項の規定により是正申出書を提出する際、是正の申出を
しようとする者は、規則で定めるところにより、実施機関に
対し、自己が当該是正の申出に係る保有個人情報の本人又は
代理人であることを証明するために必要な書類を提示し、又
は提出しなければならない。
【規則】
是正の申出

保有個人情報の
本人又は代理人
であることを証
明するために必
要な書類

（是正の申出）
第27条 条例第51条第１項第４号に規定する規則で定める事項は、代理
人が是正の申出をする場合における当該是正の申出に係る本人の氏名
及び住所又は居所とする。
２ 条例第51条第１項に規定する是正申出書は、個人情報取扱いの是正
申出書（第18号様式）とする。
（本人開示請求書）
第10条 （第１項及び第２項省略）
３ 条例第21条第２項に規定する規則で定めるところにより自己が本人
開示請求に係る保有個人情報の本人であることを証明するために必要
な書類として提示し、又は提出しなければならないものは、次のいず
れかとする。
(1) 運転免許証
(2) 旅券
(3) 健康保険被保険者証
(4) 個人番号カード
(5) 前４号に掲げるもののほか、当該請求に係る本人であることを確
認することができるもの
４ 条例第21条第２項に規定する規則で定めるところにより自己が本人
開示請求に係る保有個人情報の代理人であることを証明するために必
要な書類として提示し、又は提出しなければならないものは、当該代
理人に係る前項各号に掲げる書類のいずれか及び次の各号に掲げる書
類とする。
(1) 未成年者の法定代理人にあっては、戸籍謄抄本その他法定代理人
であることを証明する書類
(2) 成年被後見人等に付された後見人等にあっては、当該成年後見に
関する登記事項証明書その他代理人であることを証明する書類
(3) 前条に規定する者にあっては、委任状及び当該請求等に係る本人
の前項各号に掲げる書類のいずれか
５ 前２項の規定は、保有個人情報の開示、訂正請求、利用停止請求及
び是正の申出について準用する。この場合において、これらの規定中
「第21条第２項」とあるのは、保有個人情報の開示については「第31
条第３項」と、訂正請求については「第35条第２項」と、利用停止請
求については「第44条第２項」と、是正の申出については「第51条第
２項」と読み替えるものとする。

【趣旨】

本条は、是正の申出の手続について定めたものである。

【解釈】第１項

本条第１項は、申出書に記載すべき事項について定めたものである。
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第２項
【運用】

本条第２項に定める本人又は代理人であることを証明するための書類
については、本人開示請求の手続（条例第21条第２項）と同様である。
○個人情報の取扱いの是正の申出
１ 是正の申出の窓口
(1) 実施機関に対する保有個人情報の是正の申出の受付は、市民情報
課において一元的に行う。
(2) 各所管課は、市民情報課で是正の申出を受け付ける旨を案内する
とともに、受付時に同席し、又は電話などにより、必要な情報提供
を行う。
２ 是正の申出の受付
(1) 本人又はその代理人であることの確認
是正の申出をしようとする者が当該是正の申出に係る保有個人情
報の本人又は代理人であることの確認は、規則に定める書類の提出
又は提示を求めることにより、本人開示請求の手続（条例第21条第2
項）と同様に行う。
(2) 保有個人情報の特定及びその取扱いの確認
是正の申出に係る保有個人情報の特定及びその取扱いの現況確認
については、当該所管課職員と連絡を取りながら行うものとする。
(3) 是正申出書の受付
市民情報課では、「個人情報取扱いの是正申出書」（以下「是正申
出書」という。）を受け付け、所管課に送付するとともに、是正申出
者に対して次の事項を説明する。
ア 個人情報の取扱いの是正は、是正申出書の受付と同時に実施する
ものではなく、審議会の意見を聴いた上で、必要があると認められ
る場合に申出に対する処理を講ずるものであること。
イ 是正の申出 に対す る処理の内容は 、「個人 情報取扱いの是 正の申
出に係る処理内容通知書」（以下「処理内容通知書」という。）によ
り通知されるものであること。

【特定個人情報
特定個人情報については、本条はそれぞれ以下のとおり読み替えて準
の特例】
用される。（番号条例第９条第２項、第15条第２項）
【読替後】
＜特定個人情報（情報提供等記録を除く）の場合＞
第51条 是正の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書（以下「是正
申出書」という。）を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 是正の申出をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 是正の申出に係る保有特定個人情報（番号条例第２条第２号に規
定する保有特定個人情報のうち同条第４号に規定する情報提供等記
録を除くものをいう。次項において同じ。）を特定するに足りる事項
(3) 是正の申出の趣旨及び理由
(4) 第１号、番号条例第９条第２項において読み替えて準用する第２
号及び第３号に掲げるもののほか、規則で定める事項
２ 番号条例第９条第２項において読み替えて準用する前項の規定によ
り是正申出書を提出する際、是正の申出をしようとする者は、規則で
定めるところにより、実施機関に対し、自己が当該是正の申出に係る
保有特定個人情報の本人又は代理人であることを証明するために必要
な書類を提示し、又は提出しなければならない。
＜情報提供等記録の場合＞
第51条 是正の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書（以下「是正
申出書」という。）を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 是正の申出をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 是正の申出に係る情報提供等記録（番号条例第２条第４号に規定
する情報提供等記録をいう。次項において同じ。）を特定するに足り
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る事項
(3) 是正の申出の趣旨及び理由
(4) 第１号、番号条例第15条第２項において読み替えて準用する第２
号及び第３号に掲げるもののほか、規則で定める事項
２ 番号条例第15条第２項において読み替えて準用する前項の規定によ
り是正申出書を提出する際、是正の申出をしようとする者は、規則で
定めるところにより、実施機関に対し、自己が当該是正の申出に係る
情報提供等記録の本人又は代理人であることを証明するために必要な
書類を提示し、又は提出しなければならない。
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【条例】
（是正の申出に係る処理）
是 正 の 申 出 に 第52条 実施機関は、是正の申出があったときは、当該是正の
係る処理（第
申出に係る処理について、あらかじめ、審議会の意見を聴い
52条）
た上、必要があると認められる場合には、措置を講ずるもの
とする。
２ 審議会は、前項の規定により実施機関に対し意見を述べた
場合は、是正の申出をした者に対し、書面によりその意見の
内容を通知しなければならない。
３ 実施機関は、是正の申出をした者に対し、書面により是正
の申出に係る処理の内容を通知しなければならない。
【規則】
是正の申出

【趣旨】

（是正の申出）
第27条 （第１項及び第２項省略）
３ 条例第52条第３項に規定する書面は、個人情報取扱いの是正の申
出に係る処理内容通知書（第19号様式）とする。
本条は、是正の申出に係る処理について定めたものである。

【解釈】第１項 (1) 「是正の申出に対する措置」とは、当該是正の申出の趣旨に沿って
個人情報の取扱いを是正すること、是正の基本的な方向を定めること
等種々の措置が含まれる。
(2) 是正の申出は、当 該事務の執行を直ちに停止させるものではない
が、実施機関は、措置が必要と認める場合には、事務の執行に著しい
支障が生じる場合を除き、できるだけ速やかに当該措置を実施するよ
う努めるものとする。

【運用】

第２項

審議会は、是正の申出に係る実施機関の処理案について、実施機関に
対して意見を述べることとなるが、本項は、審議会としての説明責務を
果たす観点から、是正の申出をした者に対しても、申出に係る意見の内
容を書面により通知する義務を課したものである。

第３項

本項は、実施機関に対し、申出に係る処理の内容を是正の申出をした
者に通知する義務を課すものである。
１ 是正の申出に対する処理
(1) 是正申出書の内容確認
所管課は、市民情報課から是正申出書の送付を受けたときは、次
の事項を確認する。
ア 是 正 申 出 者 が 条 例 第 50条 に 規 定 す る 申 出 を す る こ と が で き る 者
に該当すること、及び当該申出に係る事項が同条第１項に規定する
事項（条例第６条から第10条までのいずれかの規定に係る事項）に
該当すること。
また、当該申出に係る事項が条例第43条第１項に規定する利用停
止請求をすることができる事項に該当しないこと。
イ 是正の申出に係る保有個人情報を現に保有し、取り扱っているこ
と。
(2)

調査
所管課は、速やかに当該是正の申出の対象となった個人情報の取
扱いについて必要な調査を行う。

(3)
ア

処理案の検討及び審議会への諮問
所管課は、調査の後速やかに市民情報課と協議し、是正の是非、
是正の方法、内容等の案を作成し、当該処理案を審議会に諮問する。
イ 審議会は諮問された当該処理案を審議し、必要に応じ意見を述べ
る。
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ウ

所管課は審議会の意見を尊重し、必要に応じ当該処理案の修正等
を行った上で、局区長決裁により処理内容を確定し、直ちに、当該
処理を実施する。

(4)

審議会意見内容の通知
審議会は、当該処理案に対して述べた意見の内容を、是正申出者
に対し書面により速やかに送付する

(5)

処理内容の通知
所管課は、是正の申出に係る処理の内容を、個人情報取扱いの是
正の申出に係る処理内容通知書（第19号様式）により、是正の申出
をした者に通知する。
ア 処理内容通知書の記入
(ｱ) 「是正の申出に係る保有個人情報」には、是正の申出の対象と
なった保有個人情報の内容を具体的に記入する。
(ｲ) 「是正の申出の趣旨及び理由」には、申出の内容を記入する。
(ｳ) 「是正の申出に対する処理の内容」には、是正の申出に応じる
ことを決定した場合は、是正の内容、理由、時期等について具体
的に記入する。
また、是正の申出 に応じないことを決定 した場合は、その旨
及びその理由を具体的に記入する。
イ 通知
所管課は、処理内容通知書を是正申出者に対して速やかに送付す
るとともに、その写しを市民情報課に送付する。

【特定個人情報
特定個人情報については、本条第２項はそれぞれ以下のとおり読み替
の特例】
えて準用され、第１項及び第３項はそのまま準用される。（番号条例 第
９条第２項、第15条第２項）
【読替後】
＜特定個人情報（情報提供等記録を除く）の場合＞
２ 審議会は、番号条例第９条第２項において読み替えて準用する前項
の規定により実施機関に対し意見を述べた場合は、是正の申出をした
者に対し、書面によりその意見の内容を通知しなければならない。
＜情報提供等記録の場合＞
２ 審議会は、番号条例第15条第２項において読み替えて準用する前項
の規定により実施機関に対し意見を述べた場合は、是正の申出をした者
に対し、書面によりその意見の内容を通知しなければならない。
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【条例】
（審査請求をすべき実施機関）
審 査 請 求 を す 第52条の２ 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は本
べき実施機関
人開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に
（ 第 52 条 の
係る審査請求は、当該開示決定等、訂正決定等、利用停止決
２）
定等又は本人開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係
る不作為に係る実施機関に対してするものとする。
【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不服がある場
合に、当該決定等を行った実施機関に対して審査請求すべきであること
を定めたものである。
また、本人開示請求、訂正請求又は利用停止請求を行ったにもかかわ
らず、相当期間何らの決定も行われなかった場合に、不作為の審査請求
をするときは、当該請求を行った実施機関にすべきことを定めたもので
ある。

【解釈】

(1)

【運用】

審査請求書には、請求先として実施機関を記載するが、この実施機関
は当該審査請求の対象となる開示決定等を行った実施機関になる。
不作為について審査請求する場合は、個人情報本人開示請求書、個人
情報訂正請求書又は個人情報利用停止請求書に記載した実施機関を審
査請求書には記載することとなる。

「実施機関」とは 、この条例第２条に定める実施機関を指してお
り、すべて並列の関係にあるため、上級庁という概念は存在しない。
このため、行政不服審 査法に基づく審査請求 は最上級庁に対して行
うということは、開示 決定等を行った、又は 不作為に係る実施機関
に対して審査請求するということを確認的に定めたものである。
(2) 実施機関のうち、 横浜市の設立した地方独立行政法人（公立大学
横浜市立大学）は、当 然には行政庁とされる ものではないため、行
政不服審査法の適用を 受けるか明確ではない 。地方独立行政法人の
行う行為は常に行政処 分となる訳ではないが 、開示決定等、訂正決
定等又は利用停止決定 等はこの条例に定めら れた行政処分であるた
め、行政不服審査法に 基づく審査請求が可能 であることを定めたも
のである。
また、不作為につい て も、この条例に基づ く 行政処分を求める も
のであることから、同様に定めたものである。
(3) 「不作為」とは、 法令に基づく申請に対して何らの処分をもしな
いことをいう。（行政不服審査法第３条）
この条例に基づく本 人 開示請求、訂正請求 又 は利用停止請求に 対
して、相当の期間が経 過したにもかかわらず 開示・非開示、訂正・
非訂正、利用停止・非 利用停止の決定を行わ ないときは、審査請求
の対象となる。
なお、相当の期間と は 、単に決定期限を渡 過 したことを指すの で
はなく、事案ごとに判断されるものである。

【特定個人情報
特定個人情報（情報提供等記録を除く）の利用停止決定等に対する審
の特例】
査請求については、本条は以下のとおり読み替えて準用される。（番 号
条例第８条第２項）
【読替後】
＜特定個人情報（情報提供等記録を除く）の場合＞
第 52条 の ２ 利 用 停 止 決 定 等 又 は 利 用 停 止 請 求に 係 る 不 作 為 に 係 る 審
査請求は、当該利用停止決定等又は利用停止請求に係る不作為に係る
実施機関に対してするものとする。
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【条例】
（審査請求の特例）
審 査 請 求 の 特 第52条の３ 前条の審査請求については、行政不服審査法（平
例 （ 第 52条 の
成26年法律第68号）第９条第１項ただし書の規定により、同
３）
項本文の規定は、適用しない。
【趣旨】

開示請求に関する審査請求については、行政不服審査法の審理員によ
る審理の適用を除外する規定である。

【解釈】

(1)

行政不服審査法第 ９条第１項では「・・・審査請求がされた行政
庁は、審査庁に所属す る職員のうちから第３ 節に規定する審理手続
を行う者を指名する・ ・・」と規定している 。また、ただし書にお
いて「・・・条例に基 づく処分について条例 に特別の定めがある場
合・・・は、この限りでない。」と規定している。
横浜市においては、 情 報公開に関する審査 請 求について審理員 制
度を採用せず、従来ど おり審査会が実質審理 を行い、実施機関が最
終的な結論を裁決する 方式を採用する。この ため、行政不服審査法
第９条第１項ただし書 を適用するための「特 別の定め」をしたもの
である。
(2) 行政不服審査法に 審理員による審理を行うことが定められた趣旨
は、処分に関与してい ない者により、当該処 分の妥当性を客観的に
判断するためである。 これにより、処分庁が 審査庁となる場合であ
っても、処分の妥当性 の判断について、一定 の客観性を確保するこ
とを目指したものである。
(3) 行 政 不 服 審 査 法 第 ９ 条 第 １ 項 た だ し 書 の 適 用 に つ い て 総 務 省 で
は、行政不服審査制度 の見直し方針（平成25年６月21日総務省）の
中で「行政不服審査法 に基づく手続の特例等 を定める個別法につい
ては・・・行政不服審 査法と同等以上の手続 保障の水準を確保する
ことを基本として、各 個別法の趣旨を踏まえ 、必要な規定の整備を
行うことが適当である。」と述べており、行政不服審査法の求める手
続保障の水準を確保す ることが、条例に行政 不服審査法第９条第１
項本文の適用を除外する特別の定めをする条件と考えられる。
行政不服審査法の求 め る手続保障の水準と は 、具体的には①処 分
に関与しない者が審理 することにより公正性 を確保すること②第三
者機関による点検を行 うことでその後の裁決 の客観性・公正性を高
めることといえる。
審査会の審査は実施 機 関から独立して行わ れ ており、その答申 を
公表し、実施機関がそ の答申を踏まえつつ最 終的な判断を行う仕組
みは、不服申立てのよ り客観的で合理的な解 決を図るとともに、そ
の判断の内容及び過程 の透明性を高め、行政 に対する市民の信頼を
確保する上でも有効と考えられる。
これらのことから、 横 浜市では、情報公開 に 関する審査請求に つ
いては行政不服審査法 に基づく審理員制度を 採用せず、従来どおり
の制度を選択した。

【運用】

改正された行政不服審査法が施行されても、これまでと同様、処分を
行った実施機関が審査庁となり、審査会に諮問し、その答申を尊重して
裁決をする。

【特定個人情報
特定個人情報（情報提供等記録を除く）の利用停止決定等に対する審
の特例】
査請求については、本条は以下のとおり読み替えて準用される。（番 号
条例第８条第２項）
【読替後】
＜特定個人情報（情報提供等記録を除く）の場合＞
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第 52条 の ３ 番 号 条 例 第 ８ 条 第 ２ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 前 条
の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項ただし書の規定により、同項本文の規定は、適用しない。
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【条例】
第52条の４ 第52条の２の審査請求において行政不服審査法第
審査請求の特
９条第３項の規定により読み替えて適用する同法第38条第１
例 （ 第 52条 の
項の規定による交付を受けるものは、横浜市行政不服審査条
４）
例（平成27年12月横浜市条例第71号）第２条の規定にかかわ
らず、規則で定めるところにより、当該交付に要する費用を
負担しなければならない。
【趣旨】

行政不服審査法第38条 第１項により、審査庁 に対して提出資料の写
しの交付を請求した者 は、受益者負担の観点 からその写しの交付に 要
する費用を負担することを定めたものである。

【解釈】

(1)

【運用】

同法第38条の対象となる提出書類等は解釈(4)のとおりである。
アは、処分に先立ち聴聞を行わないことから、ウは審査庁が処分庁で
あるため、自らに証拠書類等を提出することは観念されないことから、
対象となるものはない。
イは、参加人がいる場合にのみ、審査請求人と参加人相互の提出書類
等が対象となり、エは実施機関が必要に応じて物件の提出を命じた場合
に該当する。
特に審査請求人と利害が相反する参加人がいる場合には、注意を要す
る。
納付すべき額及び方法は、開示を写しの交付で行う場合と同様である。

「行政不服審査法 第９条第３項の規定により読み替えて適用する
同法第38条第１項の規 定」とは、審査請求人 が審査庁である実施機
関に対して、提出資料 等の閲覧又は写しの交 付を求めることができ
ることを定める規定である。
本条は、この規定に基づき写しの交付を請求した場合に、行政不服
審査法第 38条 第４項 の 規定に基 づく 手数料 の 納付を定 めた 横浜市 行
政不服審査条例（平成27年12月条例第71号）第２条を適用せず、この
条例を根拠に実費の負担を求めるというものである。
(2) 本条は、情報公開 制度において、開示請求、審査庁に対する閲覧
等請求及び審査会に対 する閲覧等請求（第26条）の３つの制度につ
いて、文書の閲覧等を 求めるという類似の制 度にもかかわらず、制
度ごとに取扱いが異なることのないよう定めたものである。
(3) 「当該交付に要す る費用」とは、第18条に定める「写しの作成及
び送付に要する費用」のことを指す。
(4) 対象となる提出書類等とは次の４つを指す。
ア 同法第29条第４項各号に掲げる書面（聴聞の調書及び報告書）
イ 同法第32条第１項 に掲げる書類その他の 物件（審査請求人又は
参加人から提出された証拠書類又は証拠物）
ウ 同法第32条第２項 に掲げる書類その他の 物件（処分庁が提出し
た当該処分の事実を証明する書類その他の物件）
エ 同法第33条に基づ き提出させた書類その 他の物件（審査庁が申
立てにより又は職権で提出させた物件）

【特定個人情報
特定個人情報（情報提供等記録を除く）の利用停止決定等に対する審
の特例】
査請求については、本条は以下のとおり読み替えて準用される。（番 号
条例第８条第２項）
【読替後】
＜特定個人情報（情報提供等記録を除く）の場合＞
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第 54条 の ４ 番 号 条 例 第 ８ 条 第 ２ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第52
条の２の審査請求において行政不服審査法第９条第３項の規定によ
り 読 み 替 え て 適 用 す る 同 法 第38条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 交 付 を 受 け る
ものは、横浜市行政不服審査条例（平成27年12月横浜市条例第71号）
第２条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、当該交付に
要する費用を負担しなければならない。
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【条例】
（横浜市情報公開・個人情報保護審査会への諮問等）
横 浜 市 情 報 公 第53条 第52条の２の審査請求があったときは、審査庁（当該
開・個人情報
審査請求がされた実施機関をいう。第３項において同じ。）は、
保護審査会へ
次のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、情報公開条
の諮問等（第
例第22条第１項に規定する横浜市情報公開・個人情報保護審
53条）
査会（以下「審査会」という。）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
保有個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、
当該保有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
保有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
保有個人情報の利用停止をすることとするとき。
２ 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第９条第３項の
規定により読み替えて適用する同法第29条第２項の弁明書
の写しを添えてしなければならない。
３ 第１項の規定により諮問をした審査庁（以下「諮問庁」と
いう。）は、当該諮問に対する答申があったときは、これを尊
重して、同項の審査請求に対する裁決を行わなければならな
い。
【趣旨】

【解釈】第１項

本条第１項は、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に対して、
行政不服審査法に基づく審査請求があった場合には、審査庁は、公正か
つ客観的な判断を確保するため、原則として、横浜市情報公開・個人情
報保護審査会（以下「審査会」という。）に諮問すべきことを義務付け
るものである。
第２項は、諮問する際の手続として、弁明書の写しを添えて行うこと
を定めたものである。
第３項は、諮問に対する審査会の答申の尊重について規定するものであ
る。
(1) 「開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等」とは、条例第25
条 各 項、 条 例 第37条各 項 及 び 条 例第 46条 各 項 に 規 定す る 決 定 を い
う。
(2) 審査庁は、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等について
の 審 査請 求 を 不 適 法と し て 却 下 する と き 又 は 当 該 審査 請 求 を 認 容
して本人開示請求に係る保有個人情報の全部を開示し、訂正し、若
しくは利用停止することとするとき以外は、審査会に諮問しなけれ
ばならない。
(3) 「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
法第45条第１項又は第49条第１項に基づき却下するときをいい、例
えば次のような場合がある。
ア 審査請求が審査請求期間の経過後にされたものであるとき。
イ 審査請求をすべき行政庁を誤ったものであるとき。
ウ 不服申立適格のない者からの審査請求であるとき。
エ 存在しない開示決定等についての審査請求であるとき。
オ 審査請求書の記載の不備等について、補正を命じたにもかかわら
ず、審査請求人が補正を行わないため、形式的不備のある審査請求
であるとき。
なお、上記アからオまでは典型的な却下事案の例示であり、これ
以外にも、行政不服審査法上審査請求が不適法とされるケースは考
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第２項

第３項

えられる。例えば、形式的には審査請求でも実質的には実施機関に
対する加害目的からの行為である場合、同趣旨の審査請求の繰り返
し 等救 済 さ れ な いこ と が 客 観的 に も 明 ら かで 審 査請 求 の 利 益 が 認
められない場合等がこれに該当する。
(4) 「審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の
全部を開示することとする」、「審査請求の全部を認容し、当該審査
請求に係る保有個人情報の訂正をする」又は「審査請求の全部を認
容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をする」とは、
本人開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者が審査請求人の場
合に、審査庁が審査請求理由を認めて当該保有個人情報の全部を開
示、訂正又は利用停止する裁決を行う場合をいう。審査請求人の主
張を全面的に認める場合には、審査庁は諮問を行う必要はないこと
を規定するものである。
本項第２号ただし書は、当該開示決定等について反対意見書が出
されている場合には、反対意見書を提出した者の利害を害するおそ
れがあるので、諮問を行うことが必要であることを規定したもので
ある。
(5) 執行停止の申立てについて
本条は、審査請求について公正かつ客観的な判断を確保するため
に審査会への諮問を求めるものであり、行政不服審査法の定める審
査手続全般にわたって、審査会の意見を求めるものではない。この
た め 、審 査 請 求 の 審査 手 続 に 付 随し て な さ れ る 執 行停 止 の 申 立 て
(行政不服審査法第25条第２項)については、審査会への諮問を要し
ない。
執行停止の申立てがあったときは、審査庁は、自らの判断により、
行政不服審査法の規定に従い、速やかに、執行停止をするかどうか
を決定しなければならない。
実施機関は、審査会に諮問するときは、処分の内容及び理由を記した
弁明書を作成し（行政不服審査法第 29 条第２項）、当該弁明書の写しを
添えて諮問しなければならない。
諮問機関である審査会は、審査請求について公正かつ客観的な判断を
確保するため設置されたものであることから、諮問庁は審査請求に対す
る裁決を行う場合に、審査会の答申を尊重して行わなければならないと
したものである。

【運用】

(1) 審査請求書の受付
ア 審査請求は、開示等の決定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 に しな け れ ばな ら な い 。（行 政 不服 審 査 法 第 18
条）。この期間の経過後に審査請求書が提出された場合も受付を拒
むことはできず、受け付けた後、不適法な審査請求として却下の決
定を行う。
なお、審査請求については発信主義がとられており、審査請求書
を 郵 送で 提 出 し た 場合 、 送 付 に 要 した 日 数 は ３ か 月に 算 入 し な い
（行政不服審査法第 18 条第３項）。
イ 審査請求は書面を提出してしなければならない（行政不服審査法
第 19 条第１項）。
行 政 不 服 審査 法 は 、 行 政 庁 の 職 員 が審 査 請 求 人 の 陳 述 を録 取 し
て、これを読み聞かせ、誤りのないことを確認し、押印させるとい
う手続を「口頭による審査請求」とし（行政不服審査法第 20 条）、
他の法律・条例に口頭で審査請求できる旨の定めがある場合に限っ
て、このような口頭による審査請求ができると定めている（行政不
服審査法第 19 条第１項）。本条例による開示等の決定に対して口頭
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に よ る審 査 請 求 が でき る こ と を 定 めた 法 律 ・ 条 例 の規 定 は な い の
で、実施機関の職員が審査請求書を代筆することはできないものと
解される。
(2) 審査請求書の審査
ア 審査請求書の要件（行政不服審査法第 19 条第２項、行政不服審
査法施行令第４条第２項）
(ア) 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに押印
(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（実施機関）の教示の有無及びその内容
(カ) 審査請求の年月日
イ 当該審査請求書が要件を満たさない不適法なものであっても、補
正可能なものであるときは、保有個人情報所管課は、相当の期間を
定めて補正を命じるとともに、当該期間内に補正がなされたときは、
当初から適法な審査請求として取り扱うものとする。（行政不服審
査法第23条）
ウ 保有個人情報所管課は、当該審査請求が不適法であり、かつ、補
正で き ない も ので あ る場 合 又は 審 査 請求 人 が補 正に 応 じな い 場合
は、当該審査請求について却下の裁決を行う。
エ 審査請求の却下又は認容を行う場合には、市民情報室に合議する
ものとする。
(3) 審査会への諮問
ア 保有個人情報所管課は、諮問に係る検討を速やかに行い、却下裁
決を行うか保有個人情報の全部を開示し、訂正し又は利用停止する
こととする場合を除き、審査請求のあったときから30日以内に諮問
を行うよう努めなければなら ない（平成18年10月12日市市情第865
号市民情報室長通知）。
イ 諮問する際は、実施機関は弁明書を作成し、その写しを添えてし
なければならない。従来の「処分理由説明書」は審査会の求めに応
じて作成されるものであったが、異議申立てが廃止され審査請求に
一元化されたことにより、弁明書の作成が義務となる。
ウ 実施機関は、弁明書を作成したときは、別途、審査請求人及び参
加人に対しても送付しなければならない 。（行 政不服審査法第29条
第５項）
エ 実施機関は、弁明書を審査請求人及び参加人に送付したときは、
反論書の提出を依頼し、その提出があったときは、審査会に写しを
提出するものとする。
(4) 審査請求に対する裁決
ア 諮問庁は、審査会の答申があったときは、本条第２項に基づき、
これを尊重し、答申を受けてから 30 日以内に当該審査請求に対する
裁決を行うよう努めなければならない（平成 18 年 10 月 12 日市市情
第 865 号市民情報室長通知）。
イ 諮問庁は、第三者からの審査請求を却下し、又は棄却し、行政文
書を開示する場合においては、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（情報公開条例第 21
条）。
【参考】

○横浜市の保有する情報の公開に関する条例
（横浜市情報公開・個人情報保護審査会の設置等）
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第22条 第19条 及び 個 人 情報 保 護条 例 第53条 の 規定 に よ る諮 問 並び に
情 報公 開 に 関す る 事 項に つ い ての 実 施 機関 の 諮 問に 応 じ て調 査 審 議
するため、横浜市情報公開・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、前項の規定による調査審議を行うほか、情報公開に関す
る 重要 な 事 項に つ い て審 議 し 、実 施 機 関に 意 見 を述 べ る こと が で き
る。
３ 審査会は、市長が任命する委員９人以内をもって組織する。
４ 審査会の委員の任期は２年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任
期間とする。ただし、再任を妨げない。
５ 審査会の委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならな
い。その職を退いた後も、同様とする。
６ 審査会の委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、
又は積極的に政治運動をしてはならない。
（部会）
第23条 審査 会 は、 そ の 指名 す る委 員 ３人 以 上 をも っ て 構成 す る部 会
に、審査請求に係る事件及び情報公開に関する事項について調査審議
させることができる。
特定個人情報（情報提供等記録を除く）の利用停止決定等に対する審
【特定個人情報
査請求については、本条は以下のとおり読み替えて準用される。
（番号
の特例】
条例第８条第２項）
【読替後】
＜特定個人情報（情報提供等記録を除く）の場合＞
第53条 番号 条 例第 ８ 条 第２ 項 にお い て読 み 替 えて 準 用 する 第52条 の
２の審査請求があったときは、審査庁（当該審査請求がされた実施機
関をいう。第３項において同じ。）は、次のいずれかに該当する場合
を除き、遅滞なく、情報公開条例第22条第１項に規定する横浜市情報
公開・個人情報保護審査会（以下「審査会」という。）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。
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有特
定個人情報の利用停止をすることとするとき。
２ 番 号 条例 第 ８条 第 ２ 項に お いて 読 み替 え て 準用 す る 前項 の 規定 に
よる諮問は、行政不服審査法第９条第３項の規定により読み替えて適
用 する 同 法 第29条 第 ２項 の 弁 明書 の 写 しを 添 え てし な け れば な ら な
い。
３ 番 号 条例 第 ８条 第 ２ 項に お いて 読 み替 え て 準用 す る 第１ 項 の規 定
により諮問をした審査庁（以下「諮問庁」という。）は、当該諮問に
対する答申があったときは、これを尊重して、番号条例第８条第２項
に おい て 読 み替 え て 準用 す る 第１ 項 の 審査 請 求 に対 す る 裁決 を 行 わ
なければならない。
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【条例】
（諮問をした旨の通知）
諮 問 をし た 旨 第54条 諮問庁は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知
の 通 知（ 第 54
しなければならない。
条）
(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。以下同じ。）
(2) 本人開示請求者、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保有個人情報の開示について反対意
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。）
【規則】
（審査会に諮問した旨の通知）
審 査 会 に 諮 問 第28条 条例第54条の規定による通知は、審査会諮問通知書（第20号様
式）により行うものとする。
した旨の通知
【趣旨】

本条は、審査請求人・参加人等が審査会に意見書又は資料の提出をす
る機会等を確保するとともに、審査請求が留め置かれることを防止する
ため、諮問庁に対し、審査会に諮問した旨を審査請求人・参加人等に通
知すべき旨を定めるものである。

【解釈】

(1) 「審査請求人」とは、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に基づく審査請求を行った者をいう。
(2) 「参加人」とは、行政不服審査法第13条の規定に基づき、審査庁の
許可を得て（同条第１項）、又は審査庁の求めに応じ（同条第２項）、
当該不服審査手続に参加人として参加した者をいう。
(3) 第２号は、第三者から審査請求があった場合を想定したもので、本
人開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者が既に参加人として参
加している場合は、第１号により通知されることとなるが、まだ参加
していない場合に、 参 加の機会を与えるこ と を目的とするもので あ
る。
(4) 第３号は、本人開示請求者等が開示決定等を不服として、その取消
しを求めた場合に、第30条による反対意見書を提出した第三者は当該
取消しに関し利害関係を有することが明らかであることから、参加人
として参加する機会を与えることを目的とするものである。
(5) 諮問をした旨の通知は、本条例施行規則第20号様式の審査会諮問通
知書により、審査会への諮問後、速やかに行い、当該通知書の写しを
市民情報課に送付すること。

【特定個人情
特定個人情報（情報提供等記録を除く）の利用停止決定等に対する審
報の特例】
査請求については、本条は以下のとおり読み替えて準用される。（番号条
例第８条第２項）
【読替後】
＜特定個人情報（情報提供等記録を除く）の場合＞
第54条 諮問庁は、次に掲げる者に対し、諮問を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。以下同じ。）
(2) 利用停止請求者（当該利用停止請求者が審査請求人又は参加人で
ある場合を除く。）
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【条例】
（第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等）
第 三 者 か ら の 第55条 第30条第３項の規定は、次のいずれかに該当する裁決
審査請求を棄
をする場合について準用する。
却 す る 場 合 等 (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
における手続
棄却する裁決
等（第55条） (2) 審査請求に係る開示決定等（本人開示請求に係る保有個
人情報の全部を開示する旨の決定を除く。）を変更し、当該
審査請求に係る保有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第三者に関する情報の開示に反対の意
思を表示している場合に限る。）
（第三者保護に関する手続）
【規則】
第三者保護に関 第14条 （第１項から第４項まで省略）
５ 条例第30条第３項の規定による通知は、個人情報の開示決定につい
する手続
ての通知書（第９号様式）により行うものとする。
【趣旨】

本条は、開示決定に反対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄
却する場合及び第三者の意思に反して開示すべき旨の裁決を行う場合
に、当該第三者に利益侵害が生ずるおそれがあるため、当該第三者が訴
訟を提起する機会を確保しようとするものである。

【解釈】

(1)

第１号は、第三者が審査請求をしている場合で、第２号は第三者
が参加人となり保有個人情報の開示に反対の意見書の提出を行って
いる場合であるが、いずれも審査庁が審査請求に対し裁決をし、そ
の結果、当該保有個人情報を開示することとなる場合に、当該第三
者が裁判を受ける権利を保障するため、開示の実施の日までに２週
間の期間を設け、当該第三者が訴訟を提起する機会を確保しようと
するものである。
(2) 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
決定等を争う意思のある第三者は、取消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（行政事件訴訟法第25条第２項）
をする必要がある。
(3) 第２号の「第三者である参加人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ている場合に限る。」とは、審査請求に係る非
開示決定等を行う過程で第三者が反対意見書を提出している場合で
あっても、条例第54条の規定により諮問した旨の通知が行われたに
もかかわらず、当該第三者が参加人として参加していないときは、
本条の適用はないことを定めたものである。
(4) 裁決により本人開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開
示しない旨の決定等が取り消された結果、処分庁が再度行う当該保
有個人情報の開示決定等は、条例第25条第１項に基づくものである
から、条例第30条第３項が直接適用され、第三者が反対意見書を提
出していた場合には、開示決定の日と開示をする日との間に少なく
とも２週間以上の期間を置くとともに、当該第三者に対し、開示決
定をした旨及びその理由並びに開示をする日を本条例施行規則第９
号様式の個人情報の開示決定についての通知書により通知しなけれ
ばならない。
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【条例】
（調査権限等）
調 査 権 限 等 第56条 第53条第１項の規定による諮問に基づき、審査会が行
（第56条）
う調査に係る権限及び意見の陳述、提出資料の閲覧、答申の
内容の公表等の手続については、情報公開条例第24条から第
27条までの規定によるものとする。
【趣旨】

本条は、本人開示請求、訂正請求及び利用停止請求に係る審査請求に
ついて、情報公開条例第22条で設置する審査会（部会に調査審議させる
場合にあっては、部会。）が調査審議することとされていることから、審
査会が行う調査審議に係る権限及び意見の陳述、提出資料の閲覧、答申
の内容の公表等の手続の整合性を図るため、これらの権限、手続等を情
報公開条例の規定による旨を定めたものである。

【解釈】

本人開示請求、訂正請求及び利用停止請求に係る審査請求を審査会が
審議する際の調査権限、審議手続等は、本条の規定に基づき、情報公開
条例第24条から第27条までの規定によるものである。
したがって、これらの権限、手続等は、例えば、「横浜市個人情報の保
護に関する条例第56条により適用する横浜市の保有する情報の公開に関
する条例第25条第１項の規定に基づく審査請求人の意見陳述」のように
表示する。

【関係法令】

○横浜市の保有する情報の公開に関する条例
（審査会の調査権限）
第24条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示決
定等に係る行政文書の提示を求めることができる。この場合において
は、何人も、審査会に対し、その提示された行政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、開示決定等
に係る行政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。
（意見の陳述等）
第25条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、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、前項の規定により審査請求人等から意見書又は資料が提
出された場合には、審査請求人等（当該意見書又は資料を提出したも
のを除く。）にその旨を通知するよう努めるものとする。
（提出資料の閲覧等）
第26条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書若
しくは資料の閲覧又は写しの交付（以下この条において「閲覧等」と
いう。）を求めることができる。この場合において、審査会は、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
きでなければ、その閲覧等を拒むことができない。
２ 審査会は、前項の規定による閲覧等について、日時及び場所を指定
することができる。
（答申の内容の公表等）
第27条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申の内容を公表
するとともに、第19条及び個人情報保護条例第53条の規定による諮問
に対する答申にあっては、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。
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【特定個人情報
特定個人情報（情報提供等記録を除く）の利用停止決定等に対する審
の特例】
査請求については、本条は以下のとおり読み替えて準用される。（番号条
例第８条第２項）
【読替後】
＜特定個人情報（情報提供等記録を除く）の場合＞
第56条 番号条例第８条第２項において読み替えて準用する第53条第１
項の規定による諮問に基づき、審査会が行う調査に係る権限及び意見
の陳述、提出資料の閲覧、答申書の送付等の手続については、情報公
開条例第24条から第27条までの規定によるものとする。
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【条例】
第57条 市長は、事業者が個人情報の取扱いに関し市民の権利
事業者に対す
利益に重大な侵害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認め
る 措 置 （ 第 57
るときは、その事実を明らかにするために必要な限度におい
条）
て、当該事業者に対し、説明又は資料の提出を求めることが
できる。
２ 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める
ときは、当該事業者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告を
することができる。
(1) 事業者が個人情報を著しく不適正に取り扱っていると認
めるとき。
(2) 前項の規定による説明又は資料の提出を正当な理由なく
行わないとき、又は不正に行ったとき。
３ 市長は、事業者が前項の規定による勧告に従わなかったと
きは、審議会の意見を聴いた上で、その旨を公表することが
できる。この場合において、市長は、あらかじめ、当該事業
者の意見を聴かなければならない。
【趣旨】

本条は、事業者が個人情報を不適正に取り扱うことによって、市民の
権利に重大な侵害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合に、市長が、
当該事業者に対し、説明又は資料提出を求め、個人情報の保護に関する
勧告をし、及び当該勧告に従わない場合にその事実を公表することがで
きる旨を定めたものである。

【解釈】第１項 (1) 「市民の権利に重大な侵害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認
めるとき」とは、事業者が個人情報を違法、不正な手段により収集し、
適正な管理を怠り、又は正当な理由なく目的外に利用し、提供するな
どの取扱いにより、個人の権利利益を著しく侵害しているとき、又は
著しく侵害しているおそれのあるときをいう。
(2) 「事実を明らかにするために必要な限度」とは、事業者が不適正に
取り扱っているおそれのある個人情報について、その取扱いの内容を
一般に理解し得る程度に明らかにするために必要な範囲をいう。
(3) 「説明又は資料の提出を求めることができる」とは、市長が当該事
業者に、説明又は資料の提出について、協力を要請することをいう。
第２項
「事業者が個人情報を著しく不適正に取り扱っていると認めるとき」
第１号 とは、事業者の個人情報の不適正な取扱いにより、個人の権利利益の重
大な侵害を生じるおそれがあり、放置できない場合をいう。
具体的には、個別の事案に応じて、事業者が取り扱う個人情報の種類、
内容、個人の権利利益の侵害の程度によって判断されるものである。
第２号

「説明又は資料の提出を正当な理由なく行わないとき、又は不正に行
ったとき」とは、合理的な理由なく、説明又は資料の提出を拒否し、又
は虚偽の内容で行ったときをいう。不回答や回答の著しい遅延も含まれ
る。

第３項 (1) 「勧告に従わなかったとき」とは、勧告を受けた行為に対して必要
な措置をとることなく、勧告に従わない意思が明白である場合、合理
的な期間内に必要な措置をとらない場合などをいう。
(2) 「審議会の意見を聴いた上で、その旨を公表することができる」と
は、事業者が市長による説明若しくは資料提出の要請又は個人情報の
保護に関する勧告を拒否した事実を市民に知らせることによって、市
民の注意を喚起するとともに、市長の行為の実効性を担保するために
公表する際には、その客観性、公平性を確保するために、あらかじめ
審議会の意見を聴くこととしたものである。
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(3) 「あらかじめ、当該事業者の意見を聴かなければならない」とは、
市長による公表 の措置 が事業者の社会 的信用 等に与える影響 の大き
さ等を考慮して、当該事業者に、公表の原因となる事実や公表内容を
事前に通知し、意見を述べる機会を保障するものである。
【運用】

(1)
(2)

市長が行う勧告は、書面によらなければならない。
事実の公表は、横浜市報に登載することにより行うものとする。
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【条例】
（横浜市個人情報保護審議会の設置等）
横 浜 市個 人 情 第58条 この条例及び横浜市行政手続における特定の個人を識
報 保 護審 議 会
別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例
の 設 置等 （ 第
（平成27年９月横浜市条例第52号）によりその権限に属させ
58条）
られた事項を行うため、横浜市個人情報保護審議会を置く。
２ 審議会は、前項の規定による事項を行うほか、実施機関の
諮問に応じ、個人情報の保護に関する重要な事項を審議する
ものとする。
３ 審議会は、前２項に規定する事項を行うほか、個人情報の
保護に関し必要と認める事項について調査審議し、実施機関
に意見を述べることができる。
４ 審議会は、その職務を遂行するため必要があると認めると
きは、実施機関の職員その他関係者の出席を求め、これらの
者の意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者に資料の提出
を求めることができる。
５ 審議会は、市長が任命する委員10人以内をもって組織する。
６ 審議会の委員の任期は２年とし、補欠の委員の任期は前任
者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
７ 審議会に、専門の事項を調査審議させるため必要があると
きは、専門委員を置くことができる。
８ 専門委員の任期は、２年以内で市長が定める期間とする。
９ 審議会の委員及び専門委員は、職務上知ることができた秘
密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
【趣旨】

本条は、市長の附属機関である横浜市個人情報保護審議会の設置並び
にその組織及び運営等について定めたものである。

【解釈】第１項

「この条例及び横浜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の施行に関する条例（平成27年９月横浜市条
例第52号）によりその権限に属させられた事項」とは、次に掲げる事項
をいう。
(1) 市長又は実施機関が、あらかじめ審議会の意見を聴かなければなら
ない事項
ア 本人以外からの個人情報の収集（条例第８条第４項）
イ 思想、信条、宗教及び社会的差別の原因となる個人情報の収集（条
例第８条第４項）
ウ 実施機関以外のものに対する目的外の提供（条例第10条第３項）
エ 新たな電子計算機処理の開始（条例第12条第１項）
オ 思想、信条、宗教及び社会的差別の原因となる個人情報の電子計
算機処理の開始（条例第12条第３項）
カ 実施機関以外のものとの電子計算機の結合（条例第13条第２項）
キ 個人情報を取り扱う事務の新たな委託に伴う措置（条例第14条第
２項）
ク 個人情報ファイル簿の全部又は一部事項の非公表（条例第19条第
３項）
ケ 是正の申出に対する措置（条例第52条第１項）
コ 市長の勧告に従わない事業者の公表（条例第57条第３項）
サ 特定個人情報ファイルの保有の開始又は重要な変更（横浜市行政
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
律の施行に関する条例第５条）
(2) 市長又は実施機関が、審議会に報告しなければならない事項
ア 個人情報を取り扱う事務の開始・変更の届出（条例第６条第３項）
イ 実施機関内部における目的外の利用及び他の実施機関に対する目
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的外の提供（条例第10条第４項）
個人情報ファイルの保有等に関する開始・変更・廃止の届出（条
例第18条第４項）
エ 市における個人情報の取り扱いに関する苦情や、個人情報の取り
扱いに関し事業者と市民の間に生じた苦情の内容及び講じた措置等
の概要（条例第63条第３項）
ウ

第２項
第３項

【参考】

「個人情報の保護に関する重要な事項」とは、条例改正、制度運営上
の基本的事項の改善その他制度の推進を図るため必要な事項等をいう。
本項は、審議会が自己発議できることを規定したものである。

第４項

審議会が本条第１項から第３項までに規定する事項を行うに当たっ
て、審議会の適正な判断を担保するため、審議会が自ら実施機関の職員
その他関係者から意見等を聴取し、又は資料の提出を求める権限を有す
ることを定めたものである。

第５項

審議会が市民等の個人情報の保護という重要な機能を有していること
から、各分野からの選出が可能なように、委員数を10人以内としたもの
である。

第９項

審議会委員及び専門委員は、特定個人の秘密に属する情報を取り扱う
ことがあるため、委員の守秘義務について定めたものである。
○横浜市個人情報保護審議会規則（平成12年４月横浜市規則第105号）
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【条例】
（横浜市個人情報保護に関する第三者評価委員会の設置等）
横 浜 市個 人 情 第 58条の 2 実施 機関における個人情報の保護に関し審議会が
報 保 護に 関 す
必要と認める事項についての実地調査及び審議を行うため、
る 第 三者 評 価
審議会に部会として横浜市個人情報保護に関する第三者評価
委 員 会の 設 置
委員会（以下「委員会」という。）を置く。
等 （ 第 58条 の ２ 委員会は、前項の実地調査及び審議を行ったときは、当該
2）
実地調査及び審議に係る事項を審議会に報告するものとす
る。この場合において、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。
３ 実施機関は、前項の意見が個人情報の保護に関し必要な措
置を講ずるよう求めるものである場合には、当該措置に係る
処理の内容を審議会に報告するものとする。
４ 委員会は、審議会の委員１人以上及び専門委員をもって組
織する。
５ 前条第４項の規定は、委員会について準用する。
【趣旨】

本条は、横浜市個人情報保護審議会の部会としての横浜市個人情報保
護に関する第三者評価委員会の設置並びにその組織及び運営等について
定めたものである。

【解釈】第１項

委員会は、審議会答申（平成16年11月）を受けて、「横浜市個人情報
保護に関する第三者評価委員会設置運営要綱（平成17年９月29日制定、
本条文の規定により平成24年３月31日廃止）」により設置されたもので
あるが、これを審議会の同名の部会として条例により位置付けたもので
ある。
委員会は、前条第３項に規定する審議会の調査審議機能のうち、特に
実地における調査及び審議機能を担うものである。

第２項

実地調査の結果は、委員会から審議会宛に報告された後、審議会は実
施機関宛に意見を述べる。

第３項

実施機関は、個人情報の保護に関し求められた措置について、必要な
対応を行い、その結果を審議会宛に報告する。

第４項

委員会は審議会の部会であることから、審議会の委員１人以上が構成
員となることを定めたものである。

【参考】

○横浜市における個人情報保護体制の充実について（平成16年11月審議
会答申）
「庁内における個人情報の漏えい事故等を防止するためには、新た
に外部委員による監査制度を導入することが適当である。
監査結果については、審議会に毎回報告することが適当である。」
○横浜市個人情報保護審議会規則（平成12年４月横浜市規則第105号）
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【条例】
（規則への委任）
規 則 への 委 任 第58条の３ 前２条に定めるもののほか。審議会の組織及び運
（ 第 58 条 の
営に関し必要な事項は、規則で定める。
３）
【趣旨】

本条は、審議会の組織及び運営に関し必要な事項を、規則で定めると
するものである。

【参考】

○横浜市個人情報保護審議会規則
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【条例】
（費用の負担）
費 用 の 負 担 第59条 第31条第１項各号の規定により写しの交付を受ける者
（第59条）
は、規則で定めるところにより、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。
【趣旨】

保有個人情報の本人開示請求における写しの作成及び送付に関する
費用は、受益者負担の観点から写しの交付を受ける者の負担とすること
を定めるものである。

【解釈】

(1) 写しの作成に要する費用（規則別表）
行政文書等の種類

文書、図画及び写真

写しの作成の方法
複写機により複
写 し た も の （ 日 単色刷り
本産業規格Ａ列
３番までの大き
さ の 用 紙 を 用 い 多色刷り
たものに限る。）

金

額

１枚につき 10円

１枚につき 50円

複写機により複写したもの
（日本産業規格Ａ列３番を
超える大きさの用紙を用い
たものに限る。）

実費

マイクロフィルム

用紙に印刷したもの

１枚につき 10円

電磁的記録

録音カセットテープに複写
したもの
ビデオカセットテープに複
写したもの
用紙に出力したもの（単色
刷り）
フレキシブルディスクカー
トリッジに複写したもの
日本産業規格
X0606 及 び
X6281 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
光 デ ィ ス 可能なもの
ク に 複 写
したもの
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
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１巻につき120円
１巻につき250円
１枚につき 10円
１枚につき 60円

１枚につき 70円

１枚につき100円
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（備考）
１ 保有個人情報が記録されたマイクロフィルム及び電磁的記録の写
し（電磁的記録にあっては、用紙に出力したものに限る。）を作成す
る場合は、 日本 産業規 格 Ａ列３番までの大きさの用紙を用いるもの
とする。
２ 文書、図画及び写真の写しを作成する場合において、両面印刷の
用紙を用いるときは、片面を１枚として算定する。
(2)

光ディスク（ 日本産業規格 X0606 及び X6281 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）は
CD-R を、光ディスク（ 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）は
DVD-R をいう。
(3) 写しの送付に要する費用
保有個人情 報の全部 又 は一部を開 示する決 定 を受けた者 が写し を
郵便で受領する場合に、あらかじめ算定された郵便料金に相当する金
額をいう。
(4) 「実費」とは、適正な費用をいう。
(5)

【運用】

写しの交付部数は、規則第17条により、１部とされている。

(1)

保有個人情報の本 人開示請求に係る手数 料は徴収しないことと し
ている。
(2) 写しの作成及び送付に要する費用
本人開示請求に係る保有個人情報の開示 に先立って納付するも の
とする。事前の納付のない場合、実施機関は当該納付のあるまで写し
の交付を保留することができる。
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【条例】
（出資法人等の個人情報の保護）
出 資 法 人等 の 第60条 実施機関は、市が出資その他財政支出等を行う法人（市
個 人 情 報の 保
が設立した地方独立行政法人を除く。）であって、市長が定め
護（第60条）
るものの個人情報の保護が推進されるよう、必要な措置を講
ずるものとする。
【趣旨】

本条は、市が出資その他財政支出等を行う法人（市が設立した地方独
立行政法人を除く。）であって、市長が定めるもの(以下「出資法人等」
という。)に対し、実施機関は、当該出資法人等の個人情報保護の推進の
ために必要な措置をとることを定めるものである。
出資法人等は、一般社団・財団法、民法、社会福祉法、会社法などの
様々な根拠により設立され、市から独立した法人格を有しており、行政
主体として認められるものではないため、本条例上の実施機関ではない
が、その公共性や市政との密接な関連性から、本条を規定したものであ
る。
なお、出資法人等は、個人情報の保護に関する法律において安全管理
措置等を義務付けられている。

【解釈】

(1)

実施機関は、出資法人等に対して、その保有する個人情報の保護を
推進できるよう、必要な助言又は指導を行うことができることを定め
たものである。
(2) 「市長が定めるもの」とは、次のいずれかに該当するものとする。
(横浜市出資法人等の保 有する保有個人データ の開示等に関する要綱
（以下「出資法人要綱」という。）第２条第３項)
ア 地方公社及び本市の出資率が２分の１以上の法人
イ 本市の債務保証や損失補償が、基本財産又は資本金の２分の１以上
の法人
ウ 市の補助金がその運営費の２分の１以上を占めている法人
エ 主な事業目的とし て市行政の一部を経常 的に受託することとさ れ
ている法人であって、受託料など市からの収入がその運営費の３分の
２以上を占めている法人
なお、ウの「市の補助金がその運営費の２分の１以上を占めている
法人」とは、補助金が当該法人の営業費用（公益法人においては経常
費用、社会福祉法人 に おいては事業活動に よ る支出をいう。以下 同
じ。）の２分の１以上を占めている法人をいう。
また、エの「主な事業目的として市行政の一部を経常的に受託する
こととされている法人であって、受託料など市からの収入がその運営
費の３分の２以上を占めている法人」とは、法人の設立目的や定款に
定められた目的及び事業等において、法人の主な事業目的が市行政の
一部を経常的に担うとされている法人であって、受託料など市からの
収入の合計額が当該 法 人の営業費用の３分 の ２以上を占めている 法
人をいう。
(3) 「市が設立した地方独立行政法人」については、条例第２条第１項
を参照

【運用】

(1)

出資法人等の本人開示請求等の手続については、横浜市出資法人等
の保有する保有 個人デ ータの開示等に 関する 要綱及び出資法 人の保
有する保有個人 データ の開示等の請求 に関す る標準規程を定 めてお
り、これらに基づき各出資法人等において規程を整備し、保有個人デ
ータの開示等の適正な運用を図ることとしている。
(2) 実施機関は、出資法人等から開示・非開示の回答など本人開示等を
実施する上で必要な事項について協議の申出があった場合は、これに
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応じ、必要な助言又は指導を行うものとする。
（出資法人要綱第４条）
出資法人等は、本人開示請求に対する回答について異議申出があっ
たときは、原則として、実施機関に助言を求めるものとする。（出資
法人要綱第５条第１項）
(4) 実施機関は、出資法人等から異議申出について助言を求められたと
きは、出資法人等に本人開示請求等に対する回答の理由を説明した書
面の提出を求め、市民情報課と協議を行い、協議の結果、必要と判断
される場合は、当該書面を添えて条例第53条第１項の規定に準じて、
審査会に諮問するものとする。この際に、実施機関の意見を示すもの
とする。（出資法人要綱第５条第３項及び第４項）
(5) 市長は、毎年１回、出資法人等の本人開示請求等の実施状況を公表
するものとする。（出資法人要綱第７条）

(3)
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【条例】
（適用除外）
適 用 除外 （ 第 第61条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、
61条）
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
る同条第11項に規定する調査票情報（以下「調査票情報」
という。）に含まれる個人情報その他の同法第52条第１項に
規定する個人情報
(2) 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
(3) 市立図書館その他これに類する市の施設において市民の
利用に供することを目的として収集し、整理し、又は保存
している図書、資料、刊行物等に記録されている個人情報
【趣旨】

本条は、この条例を適用しない個人情報について定めたものである。

第１号及び第２号は、統計法（平成19年法律第53号）において所要の
【解釈】第１号
及び第２号 措置を講ずることとされている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。
統計法に基づく統計調査に関する個人情報は、統計処理され、個人が
識別されない形で使用されることを前提としていること、及び統計法に
おいて、守秘義務や守秘義務違反の罰則など、個人情報の保護に関する
規定が定められていることから、この条例を適用しないものである。
第３号 (1) 「市立図書館その他これに類する市の施設」とは、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、例えば次のような施設が挙げられる。
ア 市立中央図書館等市が設置し、管理する市立図書館
イ 公立大学法人横浜市立大学学術情報センター
ウ 市民情報センター
エ 横浜市史資料室
(2) 「市民の利用に供することを目的として収集し、整理し、又は保存
している図書、資料、刊行物等」とは、これらの施設において、専ら
一般の利用に供するために管理されている刊行物等の文書をいう。
したがって、これらの施設で保有している文書等であっても、施設
の運営等のために作成され、又は取得された文書等に記録された個人
情報は、この条例の適用を受けるものである。
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【条例】
（事業者等への情報の提供等）
事業者等 への 第62条 市長は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、事
情報の提 供等
業者及び市民に対し、個人情報の取扱いに関する情報の提供
（第62条）
その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
【趣旨】

本条は、市長は、事業者及び市民に対し、個人情報の適正な取り扱い
を確保するため、情報提供等の努力義務を負うことを定めたものである。

【運用】

「情報の提供その他必要な措置」とは、個人情報保護に関する説明会
の開催、ホームページによる情報提供、リーフレットの作成・配布、事
業者等からの相談に対する回答・助言などをいう。

【条例】
（苦情の処理）
苦 情 の 処 理 第63条 市長は、市における個人情報の取扱いに関する苦情の
（第63条）
適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
２ 市長は、個人情報の取扱いに関し事業者と市民との間に生
じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、必要
な措置を講ずるよう努めなければならない。
３ 市長は、前２項の苦情の申出があったときは、当該苦情の
内容及び処理又は講じた措置の概要を、審議会に報告するも
のとする。
【趣旨】

本条は、苦情の処理に関する市長の努力義務等を定めるとともに、苦
情の内容及び処理又は講じた措置の概要を審議会に報告することを定め
たものである。

【運用】

横浜市における総合的な相談窓口は、市民情報課に置くが、本条第１
項に基づく苦情については、所管課及び各区局個人情報保護所管課（総
務課）で対応するものとする。また、本条第２項に基づく苦情について
は、当該苦情等の内容に係わる業務の所管課（個人情報保護法が定める
主務大臣の権限を有する部署等）で対応するものとする。

【条例】
（市長の調整）
市 長 の 調 整 第64条 市長は、必要があると認めるときは、市長以外の実施
（第64条）
機関に対し、個人情報の保護について、報告を求め、又は指
導若しくは助言をすることができる。
【趣旨】

本条は、この条例を統一的に運用していくため、市長がその調整機能
を果たすことを定めたものである。

【解釈】

(1)

報告の要求及び助言の内容は、個人情報の保護に関することである
限り、条例の解釈、運用、個人情報の取扱基準、具体的な事案の処理
の方針等あらゆる事項に及ぶものである。
(2) 「報告」とは、各実施機関における個人情報保護制度の実施状況を
把握するために求める報告をいう。
(3) 「指導若しくは助言」とは、条例の適切な運用が行われるよう、個
別に行うもののほか、全庁的に行うものも含む。
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【条例】
（運用状況の公表）
運 用 状況 の 公 第65条 市長は、毎年１回、この条例の運用状況について取り
表（第65条）
まとめ、これを公表するものとする。
【趣旨】

(1)

本条は、条例の運用状況の公表に関する市長の責務を定めるもので
ある。
(2) 個人情報保護制度の運用の状況を把握して、今後の適正な管理運用
を図るとともに、運用の状況を公表することにより、個人情報の適正
な管理等を推進する趣旨である。

【運用】

運用状況の公表は、市民局市民情報課において取りまとめて行う。

【条例】
（委任）
委任（第66条）第66条 この条例に定めるほか、この条例の施行に関し必要な
事項は、市長が定める。
【趣旨】

本条は、この条例を施行するに際して必要な事項を市長が規則等によ
り定めることとするものである。
この条例の施行に関し必要な事項は、各実施機関を通じて、その内容
をできる限り統一することが望まれるものであることから、市長に委任
するものである。

【参考】

この条例の施行に関し必要な事項を定める規則は、次のものがある。
・横浜市個人情報の保護に関する条例施行規則
・横浜市個人情報保護審議会規則
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【条例】
第67条 実施機関の職員若しくは実施機関の職員であった者、
罰則（第67条） 派遣労働者若しくは派遣労働者であった者又は個人情報に係
る受託事務等に従事している者若しくは従事していた者が、
正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録され
た第２条第７項第１号に係る個人情報ファイル（その全部又
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1,000,000円以下の罰金に処する。
【趣旨】

本条は、実施機関の職員等が、正当な理由がないのに、個人の秘密が
記録された電子計算機処理にかかる個人情報ファイルを提供することを
処罰するものである。

【解釈】

(1) 「実施機関の職員」については、条例第２条第２項を参照
(2) 「実施機関の職員であった者」については、条例第18条第２項を参
照
(3) 「派遣労働者」については、条例第15条の２を参照
(4) 「個人情報に係る受託事務等に従事している者」については、 条例
第17条第２項を参照
(5) 過去に「職員であった者」、「派遣労働者であった者」及び「個人情
報に係る受託事務等に従事していた者」も処罰の対象にするのは、在
職又は従事中に 取得し た個人の秘密に 属する 事項が記録され た電子
計算機処理に係る個人情報ファイルの要保護性は、職を辞め、あるい
は業務に従事しなくなった場合にあっても変わりがないからである。
(6) 本条は「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」としては実施機関の職員が 条例 第10条の規定に基づき当該
実施機関以外の者に提供する場合が考えられる。
(7) 「個人の秘密」については、 条例 第16条を参照
(8) 「第２条第７項第１号に係る個人情報ファイル」とは、電子計算機
処理に係る個人情報ファイルのことである。マニュアル（手作業）処
理に係る個人情報ファイルは本条の罪の対象ではない（地方公務員法
上の処分対象となる可能性がある。）。
電子計算機処理に係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、統合・検索性の容易性といった特性
から、一旦悪用された場合に被害が甚大となることに注目して、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。
(9) 「そ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、個人情報ファイルの記憶媒体を複製又は加工したもの
が本条の罪の対象になることを明確にしている。
電子計算機処理に係る個人情報ファイル 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はないこ
とから、本法で 定義す る個人情報ファ イルに 該当しないこと になる
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。
(10) 「複製」とは、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をいう。
(11)「加工」とは、データベースの内容に変更を加え、データを並び替
えることや選択的に抽出することなどをいう。なお、加工したものも、
特定の保有個人 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。
(12)「提供」とは、第三者が利用できる状態に置くことをいう。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個人情報ファイルを管
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。
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(13) 本条の罪の典型例としては職員、受託事業の従事者等が個人の秘密
が記録されているデータベース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。

【条例】
第68条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有
罰則（第68条） 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500,000 円
以下の罰金に処する。
【趣旨】

本条は、実施機関の職員等が保有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、又は盗用することを処罰するものである。

【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。
(2) 「保有個人情報」については、条例第２条第３項を参照。保有個人
情報の中には、個人の秘密に関わるもの・関わらないもの、又は電子
計算機処理されているもの・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。
(3) 本条の罪の対象は、個人の秘密に限られず保有個人情報と広いこと
から、提供行為のうち当罰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。
(4) 「提供」とは、第三者が利用できる状態に置く行為をいう。
(5) 「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、保有個人情報の内容が記録媒体の移転等によ
り伝達されることを要件としていない。
(6) 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かかる個
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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【条例】
第69条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務
罰則（第69条） 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 500,000円以下の罰金に処する。
【趣旨】

本条は、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等を収
集することを処罰するものである。

【解釈】

(1)

本条は、職権の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。
(2) 「職権」とは、実施機関の職員が職務上有する一般的職務権限をい
う。
(3) 「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」であることをいう。
(4) 「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。
(5) 「個人の秘密」については、条例第16条を参照
(6) 「収集」とは、文書、図画又は電磁的記録を、集める意思を持って、
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
を介さないで電子計算機等から収集する場合の両方を含む。
本条の罪の対象となるには、このような目的を持って収集すること
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、行政
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持ったとしても、本条の対象とはならない（地方
公務員法上の処分の対象となる可能性がある。）。
(7) 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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【条例】
第70条 第16条の規定に違反して個人の秘密に属する事項を漏
罰則（第70条） らした者は、１年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処す
る。
【趣旨】

本条は、条例第16条に規定する特別職が個人の秘密に属する事項を漏
らした場合に処罰するものである。

【解釈】

(1) 「個人の秘密」については、条例第16条を参照
(2) 地方公務員法では、一般職に職務上知り得た秘密を守る義務（第34
条）を課し、違反した場合の罰則を同法第60条に規定している。
一方、個人情報を取り扱う特別職については、地方公務員法の適用
はないが、一般職と同様に個人情報を保護する必要がある。そのため、
条例第16条に規定する特別職に対し、個人の秘密に属する事項を漏ら
した場合の罰則を規定することとしたものである。

【条例】
第71条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有
罰則（第71条） 個人情報の開示を受けた者は、50,000円以下の過料に処する。
【趣旨】

本条は、本人開示請求権の適正な行使を担保するため、偽りその他不
正な手段により保有個人情報の開示を受けたものに対し、過料を科すも
のである。

【解釈】

(1) 「偽りその他不正な手段」とは、保有個人情報の開示を受ける手段
で真実では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、行政秩序違反に対する制裁としての秩序罰であ
る。
保有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、保有個人情報の中には個人の秘密に係
らないものもあることから、刑罰ではなく秩序罰（過料）としたもの
である。
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【条例】
附則①

附 則
（施行期日）
１ この条例は、平成17年４月１日から施行する。
（経過措置）
２ この条例の施行の際現に実施機関が保有している個人情報
ファイルについての改正後の横浜市個人情報の保護に関する
条例第18条第１項の規定の適用については、同項中「保有し
ようとする」とあるのは「保有している」と、「あらかじめ」
とあるのは「この条例の施行後遅滞なく」とする。
３ この条例の施行前に改正前の横浜市個人情報の保護に関す
る条例第15条第１項若しくは第２項又は第25条第１項若しく
は同条第２項において準用する第15条第２項の規定によりさ
れた請求については、なお従前の例による。
４ この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従
前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後に
した行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ
る。

附則②

附 則 （平成18年12月横浜市条例第70号） 抄
（施行期日）
１ この条例は、平成19年４月１日から施行する。
（横浜市個人情報の保護に関する条例の一部改正に伴う経過
措置）
４ 第８条の規定による改正前の横浜市個人情報の保護に関す
る条例第16条に規定する助役であった者又は収入役であった
者に係るその職務上知り得た個人の秘密に属する事項を漏ら
してはならない義務については、なお従前の例による。
５ 助役であった者又は収入役であった者が第８条の規定の施
行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によるこ
ととされる場合における同項の規定の施行後にした行為に対
する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則③

附 則 （平成19年９月横浜市条例第45号）
この条例は、平成19年10月１日から施行する。

附則④

附 則 （平成21年３月横浜市条例第３号）
この条例は、平成21年４月１日から施行する。

附則⑤

附則⑥

附則⑦

附 則 （平成23年12月横浜市条例第50号） 抄
（施行期日）
１ この条例は、平成24年４月１日から施行する。
附 則 （平成26年12月横浜市条例第79号）
この条例は、平成27年４月１日から施行する。
附

則

（平成 27 年２月横浜市条例第８号）

この条例は、平成27年４月１日から施行する。
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附則⑧

附 則 （平成 27 年９月横浜市条例第 52 号）
（施行期日）
１ この条例は、公布の日から施行する。

附則⑨

附 則 （平成 27 年 12 月横浜市条例第 79 号） 抄
（施行期日）
１ この条例は、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）の
施行の日から施行する。

抄

（経過措置）
２ 横浜市個人情報の保護に関する条例第 25 条各項の決定（以
下「開示決定等」という。）、同条例第 37 条各項の決定（以
下「訂正決定等」という。）、同条例第 46 条各項の決定（以
下「利用停止決定等」という。）又は同条例第 20 条第１項の
規定による開示の請求（以下「本人開示請求」という。）、
同条例第 34 条第１項の規定による訂正の請求（以下「訂正請
求」という。）若しくは同条例第 43 条第１項の規定による利
用停止の請求（以下「利用停止請求」という。）に係る不作
為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされ
た開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又はこの
条例の施行前にされた本人開示請求、訂正請求若しくは利用
停止請求に係る不作為に係るものについては、なお従前の例
による。
附則⑩

附 則 （平成 30 年３月横浜市条例第８号） 抄
（施行期日）
１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第 70 条の改
正規定並びに附則第５項及び第６項の規定は、平成 30 年４月
１日から施行する。
（経過措置）
２ この条例の施行の際現に実施機関（横浜市個人情報の保護
に関する条例第２条第１項に規定する実施機関をいう。以下
同じ。）が開始しているこの条例による改正後の横浜市個人
情報の保護に関する条例（以下「新条例」という。）第６条
第１項に規定する個人情報を取り扱う事務であって、当該個
人情報に要配慮個人情報（新条例第２条第５項に規定する要
配慮個人情報をいう。以下同じ。）を含むものについての新
条例第６条第１項の規定の適用については、同項中「開始し
ようとする」とあるのは「開始している」と、「あらかじめ」
とあるのは「横浜市個人情報の保護に関する条例の一部を改
正する条例（平成 30 年３月横浜市条例第８号）の施行後遅滞
なく」とする。
３ 平成 28 年４月１日前に農業委員会委員の職を退いた者に係
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るこの条例による改正前の横浜市個人情報の保護に関する条
例第 16 条に規定するその職務上知り得た個人の秘密に属する
事項を漏らしてはならない義務については、なお従前の例に
よる。
４ この条例の施行の際現に実施機関が保有している新条例第
２条第７項に規定する個人情報ファイルであって、新条例第
18 条第１項第５号に規定する記録情報に要配慮個人情報を含
むものについての同項の規定の適用については、同項中「保
有しようとする」とあるのは「保有している」と、「あらか
じめ」とあるのは「横浜市個人情報の保護に関する条例の一
部を改正する条例（平成 30 年３月横浜市条例第８号）の施行
後遅滞なく」とする。
５ 第 70 条の改正規定の施行前にした行為（附則第３項の規定
によりなお従前の例によることとされる場合における行為を
含む。）に対する罰則の適用については、なお従前の例によ
る。
６ 附則第３項の規定によりなお従前の例によることとされる
場合における第 70 条の改正規定の施行後にした行為に対する
罰則については、新条例第 70 条の規定を適用する。
【趣旨】

本条例の施行期日及び本条例の施行に伴い必要な経過措置を定めたも
のである。

【解釈】
附則①第１項
第２項

この条例の施行日を平成17年４月１日としたものである。
施行の際、現に保有している個人情報ファイルについての経過措置を
定めたものである。条例第18条第１項は、実施機関が個人情報ファイル
を保有しようとするときは、あらかじめ市長に届け出ることを定めてい
るが、本条例施行の際に、既に保有している個人情報ファイルについて
は、本項の規定により「あらかじめ」ではなく「この条例の施行後遅滞
なく」届け出ることとしたものである。

第３項

改正前の条例で処理が終了していない本人開示請求及び訂正請求につ
いての経過措置を定めたものである。改正前の条例に基づき行われた本
人開示請求及び訂正請求であって、本条例施行の際、その開示請求等の
処理が終了していないものについては、本条例の施行後においても、改
正前の条例により引き続き処理することを定めたものである。

第４項

罰則についての経過措置を定めたものである。改正前の条例第40条で
は、職員又は元職員が個人情報を不当な目的に使用した場合に処罰する
こととしているが、本条例の施行後においても、引き続き処罰すること
ができることとしたものである。

地方自治法の改正に伴い条例第16条中「助役、収入役」を「副市長」
に 改 め る と す る 条 例 改 正 の 施 行 日 を 平 成19年 ４ 月 １ 日 と し た も の で あ
る。
改正前の条例第16条に規定する助役であった者又は収入役であった者
第４項
について、改正後も同条に規定する秘密保持義務が適用されることとし
たものである。

附則②第１項

第５項

改正前の条例第16条に規定する助役であった者又は収入役であった者
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がした同条に違反する行為について、改正の前後を問わず本条例の罰則
が適用されることとしたものである。
附則③

日本郵政公社法の廃止に伴う文言の整理及び実施機関の職員の定義の
明 確 化 に 関 す る 条 例 改 正 の 施 行 日 を 平 成19年 10月 １ 日 と し た も の で あ
る。

附則④

統計法の全部改正及び統計報告調整法の廃止に伴う法令番号、用語等
の整理に関する条例改正（条例第61条関係）の施行日を、統計法の全面
施行に合わせ、平成21年４月１日としたものである。

附則⑤

「附属機関等の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例」の制定に
伴い、第16条に規定する附属機関に係る文言を追加した。また、審議会
に専門委員を置き（第58条第７項）、その専門委員と審議会委員から構成
される「横浜市個人情報保護に関する第三者評価委員会」を審議会の部
会として位置付ける規定（第58条の２）を新たに設ける条例改正の施行
日を平成24年４月１日としたものである。

附則⑥

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う文言の整
理のための条例改正の施行日を平成27年４月１日としたものである。

附則⑦

独立行政法人通則法の改正に伴う文言の整理のための条例改正の施行
日を平成27年４月１日としたものである。

附則⑧

横浜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
関する法律の施行に関する条例の制定に伴う文言の整理のための改正の
施行日を、当該条例の公布の日（平成27年９月30日）としたものである。

附則⑨

行政 不服 審 査法 の全 部 改 正に 伴う 不 服申 立て に 関 する 条項 の 整備 のため
の一 部 改正 条 例の 施 行日 （平 成28年 ４ 月１ 日 ）及 び経 過 措置 を 定め た もの
である。

附則⑩

個 人 情報 の 保護 に 関す る法 律 及び 行 政機 関 の保 有す る 個人 情 報の 保 護に
関す る 法律 の 改正 の 趣旨 を踏 ま えた 改 正そ の 他所 要の 改 正 の た めの 条 例改
正の施行日（平成30年３月５日）及び経過措置を定めたものである。
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