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個人情報保護法の改正に伴う対応について 

 

１ 法改正の概要 

従前の個人情報保護法制は、規律対象により法律だけでも３つに分かれ、さらに自治体

ごとに条例を制定していたので、2,000以上ものルールが林立している状態でした（いわゆ

る「個情法制2,000個問題」）。 

そこで、「活発化する官民や地域の枠を超えたデータ利活用に対応するため、別個の法律

や条例による規律により生じていた旧法制の不均衡・不整合を是正し、個人情報等の適正

な取扱いのために必要な全国的な共通ルールを法律で設定すること」を目的に法改正がな

され、法律は「個人情報保護法」（以下「法」）に一本化され、法が自治体にも適用される

こととなりました（令和５年４月１日施行。添付資料(2)参照）。 

 

 
 

つまり、市における個人情報保護は、「条例に基づく事務」から「法に基づく事務」と

なります。 

条例で独自の措置を講じることも不可能ではありませんが、ルール林立の是正が法改正

の目的でもあるので、その範囲は限定的です。 
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２ 改正予定の概要 

この法改正により、「横浜市個人情報の保護に関する条例」（以下「条例」）の大改正が必

要になります。 

本市の「個人情報保護審議会」及び「情報公開・個人情報保護審査会」でも議論し、近

日中には答申を頂く予定です。 

現在、検討している条例改正の概要は、次のとおりです。 

 
（１）法が条例での規定を求めている事項 

 項 目 改正予定の内容 

ア 開示請求に係る手数料 従来どおり請求自体は無料とし、写しの交付のみ手数

料を徴収。 

DX時代の到来を踏まえ、紙資料を電磁的記録化しての

開示を導入するとともに、電磁的記録での交付手数料に

従量制を導入する等、負担の適正化を図る。 

イ 行政機関等匿名加工情

報の提供に係る手数料 

21,000円＋作成時間１時間につき3,950円＋作成委託

料（国と同額） 【新規】 

 

（２）本市独自の事項 

 項 目 改正予定の内容 

ア 個人情報保護審議会 

 

条例改正等、個人情報に関する重要事項について審議

する附属機関として存置 

 

イ 個人情報の目的外提

供、個人情報取扱事務

の委託に係る審議会報

告 

「個別事案の審議会諮問は不可」との国の見解を踏ま

え、諮問事項を報告事項とする。 

ウ 個人情報の保護に関す

る第三者評価委員会 

各職場における個人情報の取扱状況について実地調査

を行う審議会の部会を存置 

エ 個人情報の本人からの

収集原則、及び思想信

条等に係る情報の収集

制限 

いずれも現行条例では義務付けているが、「個人情報保

護やデータ流通に直接影響を与える事項で、法に委任規

定が置かれていないものを条例で定めることは不可」と

の国の見解を踏まえ、一律の義務付けとはせず、収集す

る場合は適切な検討をすることを基本方針として規定 

オ 簡易開示制度 試験結果等を、口頭等の簡易な手続で提供する。 
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（３）廃止する事項 

 項 目 改正予定の内容 

ア 保有する必要がなく

なった保有個人情報

の廃棄・消去 

「法令の定める所掌事務を遂行するため、必要な場合に

限り個人情報を保有することができる」との法の規定に廃

棄等の趣旨が含まれていることから、「同趣旨の条例は不

可」との国の見解による。 

イ 是正申出の制度 実施機関に条例違反がある場合に、是正を申し出る制度

だが、法に基づく苦情処理制度の適用を受けることになる

ので、条例の規定は不要になる。 

 

≪参考≫ 

このほか、本人情報に係る開示請求や、開示決定に対する審査請求については、法に

基づく制度となり、条例からは削除します（実務は大きくは変わりません。）。これによ

り、条文数は半分以下になる見通しです。 

 

３ 法改正による直接的な影響 

 項 目 改正前 改正後 

ア 個人情報の定義 他の情報との照合により個人

を識別できるもの 

 

他の情報と「容易に」照合でき

個人を識別できるもの 

イ 個人情報保護委

員会への報告等

義務 

 

無 

有（大規模漏えい事故、個人

情報条例の制定改廃等につい

て） 

ウ 本人情報開示の

決定までの期間 

原則14日以内 

延長した場合は60日以内 

原則30日以内 

延長した場合は＋30日以内 

※開示期間長期化を防ぐた

め、速やかな開示に努める

義務を規定 
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４ 行政機関等匿名加工情報の提供制度 

行政が保有するパーソナルデータをビッグデータとして活用するための匿名加工情報

制度が創設されました。 

これにより、市が保有する個人情報ファイルのうち、匿名加工の上、提供できる可能性

があるものについて、活用提案を定期的に募集することを市は義務付けられます。 

市は、「新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資す

るものであるか」等の見地から提案を審査し、提供可と判断した場合は、個人が識別でき

ないよう加工した上で、事業者に提供します。 

法に基づく制度ですが、事業者が市に支払う手数料は、条例事項です。 

 

 

 

 

 

５ タイムスケジュール 

日程等 内容 

令和３年５月 「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に

関する法律」による個人情報保護法の一部改正公布 

令和４年４月 国の個人情報保護委員会からガイドライン等公表 

令和４年５月 本市の個人情報保護審議会及び情報公開・個人情報保

護審査会へ諮問 

令和４年７月 市民意見募集（後述） 

令和４年９月～10月 本市の個人情報保護審議会及び情報公開・個人情報保

護審査会から答申 

令和４年12月頃 第４回市会定例会に条例改正案提出 

令和５年４月１日 条例施行（法の施行に合わせて） 
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６ 市民意見の概要 

令和４年７月１日から８月１日まで市民意見募集を実施したところ、25名の方から計49

件の意見が寄せられました。主な意見及びこれに対する当局の考え方の概要は、次のとお

りです。 

 項目 主な意見 当局の考え方 

ア 人種、信

条及び社

会的身分

に係る情

報の収集

制限 

 

 

(11件) 

〇人種、信条などの個人情報を収

集しないのは、特定の人を保護

する目的ではないか。 

〇国内の外国籍児童が教育を受け

られるようにするためには、情

報収集は必須である。 

〇不法滞在、偽装難民などの情報

収集をしないことで犯罪行為に

巻き込まれるなど、当該情報を

必要とする者の権利利益が逆に

侵害されることになるのではな

いか。 

〇国籍や人種などの情報収集を制

限することは反対。外国人犯罪

などの情報を得ることは難しく

なる。 

これらの個人情報については、現行条例

では原則収集禁止としているものです。 

「個人情報保護やデータ流通について直

接影響を与える事項で、法に委任規定が置

かれていないものについて条例で定めるこ

とは不可」との国の見解もあるので、現行

規定を維持するのではなく、その必要性を

適正に検討して収集することを定めるもの

です。 

したがって、これらの情報を全く収集し

ないとするものではなく、業務遂行上必要

であれば収集することもできます。 

 

イ 開示請求

等に対す

る決定期

間 

 

 

(６件) 

〇改正個人情報保護法に規定する

上限の60日（延長期間を含む。）

を確保すべき。 

〇市としての働き方改革の視点も

踏まえ、現行の14日間に限定す

ることなく、十分な開示期限を

設ける一方、ＤＸ化を進め、請

求者及び担当部署ともに効率的

に行える制度設計が必要であ

る。 

 法に従い、延長期間を含んで60日を確保

することとしますが、速やかな開示に努め

るべき努力義務を定めることで、市民サー

ビス低下を防ぎます。 

 開示内容に個人情報を含んでいる本人開

示請求については、直ちにネット等を活用

した開示の実施は困難ですが、写しの交付

方法を多様化するなど、対応可能なものか

らDX化を推進していきます。 

ウ 開示請求

に関する

手数料の

徴収 

 

 

(11件) 

〇開示文書をスマートフォン等に

より写真撮影する行為は、閲覧

の域を超えており、手数料を徴

収すべき。 

〇税収が厳しい中では、開示自体

の手数料徴収も検討すべき。 

〇開示請求は全ての市民がするも

のではない。請求者に一定の負

担を求めるのが、本当の意味で

公平だと考える。 

撮影により本市に手数が発生することは

ないので、手数料徴収は考えていません。 

 市民の皆さんの知る権利の行使や自己情

報の適正の確認を容易ならしめるため、請

求自体の手数料は考えていませんが、電磁

的記録の写しの交付に際して従量制を導入

する等を検討しています。 
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７ その他の留意点 

(1) この条例の改正に合わせて、「横浜市の保有する情報の公開に関する条例」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」の改正も必要になります。いずれも基本的にはこの条例改正との

バランスを勘案してのものです。 

(2) 議会は、改正法の規律対象となっていないので、議会では独自の個人情報保護条例

を制定予定とのことです。 

 

 

８ 添付資料 

(1) 横浜市個人情報の保護に関する条例（現行） 

(2) 法改正の概要（個人情報保護委員会作成） 
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z{��©����DbÉ �ghµ¶�Mghµ¶�·Rb¥Ed�¸/©�&'�2/���,-./01(��~¹�C�@��*)���º»���L����d������� �	
�)*,-./01�,-��!"#$�%��)*~¹����¼½������(�L�D9���)*,-./01�gh�µ¶�¾¿3��^�µ¶MNOPghµ¶Q�C�DR�$�V��ÀÁq����	
�Â�ÃÄ(��B@VC��L����|
�<CDM�R�)*,-./01�,-��!"#$�	
¡À�ÅÆ¬@9©��<C�L�brdb������ÇÈ�V,-¬@VC��L�3�b��db����b������ÇÈ�Vgh¬@VC��L�)*,-./01�gh�µ¶3�¾¿M�R�b��db����b������ÇÈ�V�^¬@VC��L�)*,-./01��^�µ¶��45/��2/�4�eV������	�ghµ¶��MNOPghµ¶�Q�C�DR�����(�L�DE�ghµ¶���,-./01�¨>�?9�����B���V���No��<?@A<B<CD



��������	
��������������������������� !"�������#$%&'��()*+�,-�.�/012/3/%'�4���������5�6�789:;<=�><�?���������@�ABCDEF�GH�I0�JK�LMNABCDEF�OP5��QR����S���������TU9:VW?�X��YP�ZR��������,-5�[���������Z&$5�6��Y\]P^�$_`�ZR�()*+�a��bcdMN�������@�ABCDEF�eD=�fVD]g�_$�hi5��^�jk/�l�,H��=�,-�/012/3/%'S�()*+����������mno�pqdg�$r^�$s�����������6� !"������6#$%&'��a��tM�uv�P^.�K�wx��^�_$d]s�'_�yz�{%.�()*+��������6�a��wx�|}$/�EF�,~5�Z&�^/012/3/%'�ABCDEF������������()*+��������dg��yz�{%.�MN�������VWdg�$r^�$s��MN()*+�{0�CDEF��x/��%��A5��^�jk/��]�MN�������@�ABCDEF�������/012/3/%'����MNABCDEF������5�_$�ZR�MNABCDEF������@������o�MN����x/�����%���9�5{K1dg�$r^31�$s��_��R]/%'��������a5��P������()*+���������@�ABCDEF���=�����%.�����5�$s��K�U��P���MNABCDEF���������o]�������6�a��K�U����ZR���/012/3/%'?�()*+���������@�ABCDEF�����%.������/%$s��K�U��P���������6�a��K�U����ZR���/012/3/%'������P��u������X�����P� !"�����P�#$%&'���������dg��J� J¡3¢£�.S¤J ¥��/012/3/%'�������S��YP�ZRwx��^�yz�g�.��MNwx�k��J¦��MNuv�£§�/%'?�X��YP�¡¡¨3©�()*+����ªVo�«¬K�LxM/VWdg�$s����YP5�uv�������dg��J� J¡3¢£�.�¤J ¥��R®¯5�_$d]s�'_�yz�{%.�()*+��������6�a��°±/²�®¯³�uv9:®¯�VW����ZR���/012/3/%'������P��u��O´��µ��()*+�������P��O�¯uv�k5�$r^�$s��X��YP�¡¡¨3©�tM�uv¥������P��512QR�'_�yz�{%.�()*+����4��YP5�uv¥��������6�a�������������ZR���/012/3/%'�4��_���YP���5�U9:K�VW�?�������P��5�u��������/%�P�@�VW¶���·��()*+������4��YP�ZR�������@�ABCDEF�����%.������/%$s�=���?��YP�ZR�������@�ABCDEF�����%.������/%$s��������6�a����4�=��?��YP5����K�VW�H¸/012/3/%'�¹�ºx�»-�ºx�»-���¤��¼D½�()*+dbc�eD$5�ABCDEF����¡3�4¤�¾]�%©1¡�YP�¿À�.�R��.%�$r^�$s��MN()*+�a��MNABCDEF���%�ºx�»-�5�_$d]s�'�����S��4��YP�ZR�������5�_$d]s�yz�g�.��_��R]/%'?�fVD��eD�f¨�.X��YP�Z�ºx�»-� !"ºx�»-#$%&'��5�_$d]s�'�ºx�»-�	
���4��ºx�»-��������������»-�� !"ºx»-�#$%&'��()*+�,-�.�/012/3/%'�4��ºx�»-�5�6�789:;<=�><�?��ºx�»-�@�ABCDEF�OP5��QR����S��ºx�»-�TU9:VW���XSÁ����½��Â¡�Y\]P^���?�X��YP�ZRºx»-��,-5�[�ºx�»-��Z&$5�6��Y\]P^�$_`�ZR�()*+�a��bcdMNºx�»-�@�ABCDEF�eD=�fVD]g�_$�hi5��^�jk/



��������	�
��������������
��������� !"#$%	�����
&'()*+	�,-����
������.�/�'�012�345�67�8�)9�:;&'�*<2��=>�	�?@�AB�C�*D���!345	�EF�GH�IJ"#$%�K�67�LM)=>	�����
��)N�K���O�IJP�67�QR�ST���������U!"#$%	�����
��)N�K���O�IJ����
������QR�ST��������� ��V!3WXY�Z�[ \[]̂ _`��3WXY�DM+"#$%���� ��!a�bHc�d�bHc�efghbHc�	ija�XY�d�XYk�l	efghXY���mno���3WXY	�,-a�bHc�d�bHc�efghbHc�	ija�XY�d�XYk�l	efghXY���mno���"#$%�K�/D�C�*D���Z�[ \[]̂ pq��3WXY�r\���� �U!E �3WXY�.�/	�stmu3Wv�Zw�xyvz�x{|��] �}F)~���GH�IJ��Fi��GH	��f�����Z�[ \[]̂ pq���� ��!��� ���3WXY���/stmu3Wv�] �UF�GH�IJ����/�fD��v�U{ �}F�GH�I�������C�	����stmu3W \�Zw�[y}����� \�[}|��� �GH�00��B�G��H2�*���IJ�,-���;D��f�������������Z�[ \[]̂ pq��������a^�j����3W5����c���U !��� ���3WXY&'()*+	�3W �,-3WXY&¡)"#$%��¢��UF���/�1��	�£��B0�-,D�=>�¤+�¥¦�l����a \��� �}F�GHD�������a^�j����3W5�§¨©3W5ª*�¢���������������}�!3WXY&m�v�'J�«¨D�*+����!¬b��3WXY�®�<R��,-3WXY����¯�j���®�a�D��**D�*+�)~��,-�¯�j���a��.�/°K67�&�
¡/��*+�¤l��U�!¬b��3WXY�®�<R��,-3WXY����¯�j���d��D��**D�*+����!¬b��3WXY�®�<R��,-3WXY����¯�j���efgh�D��**D�*+��!EF�GH�I���	�stmu3Wv�] �UF�GH�IJ����/�fD��v��] ��F�±²��³��´�/���������U!�}F�GH�IJ����)3W �§¨©�� ª*�¢��	�,-���KD�µ�&'()*+	���¶·�/��F�3WXY�KD�¬b�s����������Z�[ \[]̂ ¸®_�������)¹�ST���� !�� 	�£�º»�N�K������)¹�ST����������}�!3WXYj¼½¾qj�stmu3Wv�}U ��F�GHD�¾qj��¢�§¨�1�����!ija�XYN�d�XYN�	efghXYN����N&3WXYj�	¾qj�'�=>�¤l���U�!,-3WXY����¯�j���a��.�/°K67���
�)�¿N�,-�¿N&3WXYj�	¾qj�'�=>�¤l���Z�[ \[]̂ ¸®_����¿N0��3WXY�À«D�=>c����ÁÂc���� !�UÃ �UF�GH	�£��B0�-,D�¬b�D�=>�.�/ÄfD���}�!a�bH�KD��¿N0��3WXY�«¨���	À«D�¬b���!3WXY���a�bHc�ija�XY����¯�j���®�a�D�¹�bH�¤l���ÅÆ��,-3WXY����¯�j���a�D�¹�¬b��¿N�'�¾qj&,-�¿N�%D����a��°K�6Ç�È��/��=>�É����Z�[ \[]̂ ¸®_���ÊWËÉc���x !��U �}F�GH�I����ÌÍ+�3W5&s¢ÊW���ËÉ¼½67�ÎL��
ÏÐ�ÑÒ�µ��QR��Èc�ÁÂ�.�/	����a \��� 0���[ Ó��GH�I�C�*D���ZUÃ \{̂ ¸®_����Ô!ÕÖN�KD�?@



��������	
������������������������ !"#$�	%�#$&'()*+,-.+,/�	(�
0"123�&+4.�56�78�'�9	:;
���<�	=1%�>?�@A"B.+C,D/+EF����	
��G�HI��J)3�;:&+,-.+,/�	:;
���<�	56�KL"MJ+NOPQ"&+C,D/+ERST�
������"U�VWXY��Z�[9�+,-.+,/ERFT�\]�^_�N+=1%�>?�@A"Y:�`a�Vbc��,/	%�WY�b[4,/Ed����	
��\]�^_�N+PQ�ec�3[4,/�	fgh�ij"k�4lD	(�m"no&+C,D/+EC�pq�'�9	���	*23r.	:;
���ij"k3�s)t�2��E��u�vw�����xyfghRvw�����xyfgh�zL{T��|��C��}#~vw�b����'s+�_���"��&+4.��I���{��&+����b��&+�}R��F����vw��}��FIT�NZ(��7����2)4
]"bO4.	vw�����xyfgh"LVEF�fgh�	\]�^_�N+
]"bO�3	0��������r	�����xy��&+�6�
]"fg&+��,&+Ed�fgh�	\F]�^_&+
]"bO�3	�����xy���56,-.+
]���9��fg�	0����ij"��+C,D/+E��fgh�	(���" b&+4.56*+,-.+,/�	0�����¡(�¢�£��A¤"B.	C)2���ij¥�V�=1"k/	%�C)2���>?�@A"B.+C,D/+E��fgh�	��¦§&+¨¡S©�ª«"�[9¬&+E®�fgh�¨¡�¦¯�F�,�	°±�¨¡�¦¯�\¦��²¦¯³,&+E4´�	µ¦"¶·��E��fgh�	¸¹�
]"��fg��+4.56*+,/�	¸¹¨¡"LVC,D/+E|�¸¹¨¡�¦¯�	F�ª«D��_.+¯³,&+E��fgh�¨¡#~¸¹¨¡�	��lº+C,D/4»¼"½2�9��2��E(��"¾�4¿�	ÀÁ,&+ER�Fd�}�©Â�F��}�FÂÃÄÅYTRvw�����xy��&+�Æ�ÇÈ¨¡h�zL{T��|��F�0����'s+�����xy���fgh56,-.+
]���9�0É��#~fg"bO4.	fgh�Äh,�9vw�����xy��&+�Æ�ÇÈ¨¡hRªÊË¨¡hÌ,�OET"LVEF�¨¡h�	\]�0É��#~fg"b[4,/�	:;0É��#~fg�£+
]"fgh��Q&+��,&+EC�pq�'�9	fgh�	0����<�	:;�Q�£+
]���9ij"��+C,D/+Ed�0����	\]�ij�����xy���56�KL"MJ+NOB.+��D*+pq��	:;KL�£+Í`�«Î"fgh��Q&+��,&+E��¨¡h�	fgh�¨¡S�ªl#~¸¹¨¡"�[9¬&+E��\���]�^_�	¨¡h���9Ï�&+ER�Fd�}�©ÂÐÑTR̂ ÒÓ�¨¦T��|��d�\F��_.+����3	fgh�¬#~ÔÕ���56�
]�	^ÒD_.+ER�Fd�}�©ÂÐÑT�®u�ÖÒR×��ØÙT������dS��S]HI�^_�NZÚ��ÛÜ"Ýs+��	^ÒD_.+,CÞ�NZ	:;Ú��ß�#~àÜ�6&+×�"ØÙ��s)t�2��ERA>��{������xyT�®©��0����	�A>(�¢á�âA{"bO��R�zã�4Éäåãb���"æVETD*[9	��_.+��������xyçè�)+NO	56�KL"MJ+��,&+ER�d©�}|ÂÃÄÅYTRX�æéT�®S��C��}�^_�	G�ê·+�������9�	X����ERST�ëì�R��S������dIT�F��®]�^_&+íîëì��#~À���]�^_&+Ãïëì���£+À��SS]�^_&+��ð��RªÊË��ð��Ì,�OET�ñò)+����(�¢�À���F��S]�^_&+����RFT�ëì��F���S]�^_�NZó��ô�õsA2)4ëì���£+��ð���ñò)+����RdT��ãö÷ø(�¢C)�ù&+���z�'�9������ú&+C,"ûü,�9ýþ�	�`�	%�x��9�+ö÷	>?	�b�{����)9�+����



��������	
������������������������� ���!�"#$%&'()*+,����-.�/012�� ���#$%03)*�����4�567"89&:;*<=>,"?@A"B"%C�D��EF����������0G?*� ���#$%03)*D��!HIJKL"EF0>,"?@A"B"%C������� ���#$%032���M�/M�N0OP+D�Q!HIJKL0EFR@*<=0)*+,�67"89&:;*<=>,"?@A"B"%C������S�T�D��UVQWX+MY��Z[D��\]-.EF^�:P+89�_7&�`ab0�c)*d�M)*C����ef��g������67QW*Mh,*MY����ij�klm3012�� ���(n0J%o��c&p,�^�qrs2t�uv&)*wMQxY*C�yz{|�}~��������������w����yz{|0J%o#��M,�w@&}~)*d�M)*C��������w���0�,*�I�w����l�03267"�T����Q�,*C�����������klm3���s2t�klm3���xWX+�������s2t������xWX+�^�� ��0�*�����0��2o%*�s2t���2o%+�Q��Z"F�Q"%�0�� ���0�)*�TQ��R@+�����T���0�*� �� ¡¢£�4�¤
^�	
&¥¦2�^�§¨2+d�&©ªC&��2+MY����i«�¬^��®̄¯̄®̄¯̄°i«��±0E)*C���²��g����̄��³�	
����³��S�0´�)*�Q�4���032oµ�¶+(·� ��&¸¹s2t��º��»�"¼½&¾*¿Àx��2�^�Áz2+MY����i«�¬^��̄ ®̄̄¯̄°i«��±0E)*C��²��klm3���Q4��Â&Ãz2o�ÄB4����zij�z0�)*¿Àx� ���0�)*�TQ��R@+ÅÆ�¾Ç^�ÈÉÀ��&ÊË2+MY����i«�¬^��̄ ®̄̄¯̄°i«��±0E)*C��̄�������´�0ÌÍ2o� ���0�)*�T&ÎB2+�����i«�¬^��̄ ®̄̄¯̄°i«��±0E)*C���̄��³�	
�������Ï�4�5»��ÐÑ0<��ÒÓÔ�0ÕÖt(·� ���ÒÓ&�?+����̄®̄¯̄°i«�×Ø0E)*CÙ���l�ÚÛ��w������Ü���gÝ�ÛIBl�)*C�Þ×89��w����l��ßà0klm3Q(·2o%*� �� ¡¢£0J%o���á�âã�� ���(n03)*����³���T�´��!z0J%o��äTåæ(·2<=M)*çMW*��æ(·2o%*çM�æWBIP,çMW*��æw����l�áèé"tçM)*C��w����l�S0��S�âã�� ���(n03)*��������Ts2t���T^�������Ts2t�ä���T0G%oêz)*������T�´�0<�R@+ëp0J%o��"G�S��0<*Cg�w����l�S02+�ì-.ST�´�0<�"G�S��0<*wMMR@*íî0G?*w����l�á02+�ì01)*���!z0J%o��"G�S��0<*CÙ����Ü�³���Ý����̄�ï�l�ÚÛ��w������Ü�²�gÝ�ÛIBl�)*C�âã�� ���(n03)*���	
��0ð=Þ×89g��³��´�0<*��S�âã�� ���(n03)*������0´�)*uxWX+�^�ÊñxWX+�0�*4���òµ�¶+� ���0�)*�T&ÎB2o�"B"%ó�0J%o��"G�S��0<*C��uxWX+�^�ÊñxWX+�Q�³��´��l�S02+�ì-.ST�´�0<�"G�S��0<*wMMR@*íî0G?*äT�´��l�á02+�ì01)*���!z0J%o��"G�S��0<*CÙ����Ü�²�²Ý���g��w������Ü�²��̄Ý�ÛIBl�)*CÙ����Ü����Ý�����



��������	
��
��������������	��
	������� ���!��
���������	���
��������������	"�
	���#$����������	#��
��������������	#�	���%����������	#��
��������������	#�$����	��� ���!��
�������&'���������������	#�
	���#$��� ���!��
��������()*+,-���	"�-.�"%�������������������/��	%��
���0123�	�456789:�;<=>�����	��?@�AB�CDEFGABHIJKL���M����#�?@�AB�CDENOABHIJKL���M����"�?@�AB�CDEPQRSABHIJKL��T�M���	���
@�UB=V�FG�WX�CDEY8FGWXIJKL���M�������
@�UB=V�NO�WX�CDENOWXIJKL��Z[\�M�������
@�UB=V�PQRS�WX�CDEPQRSWXIJKL��=]�)^_=`Ka�)*bcadefa��������g=hijFGABH�NOABHZ[\�PQRSABHT��������g=hijY8FGWX�NOWXZ[\�PQRSWX=]�)^_=]�k�=`Ka��lmng��=V���������������%�����!��
�������&'���������jo[��#���pOUBqr=����@sr�"@�UB��������
���������0123�	���������tu=v�w>�456789:�;<=>�����	��
@=UB��v�w>xKL�CDMy��zF{[aK�����=V�pO|�456789:�;<=>�����CDE}��IJKL���"��
@=UB��789:x~��L��defa���789:=���789:�}���	���@=UB�����789:xKL�CDMy��x��k�=`Ka�}���"��
@�UB��Q=`Ka��M@�EF{[VLJ��IJe���EF{[aK�IJ�Ee��y�IJe���E456789:�;<=>�������xpO�����������456���%�����|��l\IJ�������	%��
�g=���������x�Kj�=]�����=V�pOg�456789:�;<=>�����
"�=UB����������j78���=����@x �[a�l�lK¡�=`Ka��lmng��=V������������tu=v�w>z;¢[aK�}���	��#@=UB��789:£¤¥¦defa�}���
%��
@���=UB��§¨9:=���789:x��k�=`Ka�M@�UB��Q=`Ka��M@�E;¢[VLJ��IJe���E;¢[aK�IJ�Ee��y�IJe���E456789:�;<=>�������xpO�����������456���%�����|��l\IJ������#���pOUB���g=[j�_�����@�UB=V�lmng��=V��JJhi�©ª=m«��_x����=¬�����Q=`Ka��lmng��=V��"�����@�UB=V�lmng��=V��JJhi�©ª=m«��#���pOUB���|=[j�_=¬���=`Ka��}���#���UBx�Q�������®¯��
	�������������®¯���
��������



個人情報保護制度見直しの全体像

①個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の3本の法律を1本の法律に統合するととも

に、地方公共団体の個人情報保護制度についても統合後の法律において全国的な共通ルールを規定し、全体の所管を個人

情報保謹委員会に一元化。

②医療分野・学術分野の規制を統一するため、国公立の病院、大学等には原則として民間の病院、大学等と同等の規律を適用。

③学術研究分野を含めたGDPRの十分性認定への対応を目指し、学術研究に係る適用除外規定について、一律の適用除外では

なく、義務ごとの例外規定として精緻化。

④個人情報の定義等を国・民間・地方で統一するとともに、行政機関等での匿名加工情報の取扱いに関する規律を明確化。

・ 【現行】 【見直し後】,--------------------------------------... 
ぶ云；f _J 個人情報保護委員会

r..,r-,r--, r—111 
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関
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情
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国の
行政機関

醤
法人等

照合可能性

三
容易照合 団体により

可能性 IL＿竺竺と—・ヽ．．．．．．．．．．．．．．．．．．
匿名加工 ： 規定なし ： 
情報 I ~．． ば：：阿烹甕．9..J 

新個人情報保護法

国の行政機関
地方公共団体※ 等

ャ→--------------------------咋l.四臼院 ！ 
i・公立病院
i •国立大学 ： 
・・公立大学
』 •国立研究開発法人 ！ 

馨 ：

． ： ·対象を拡大し、 • ·.
．．：：：ご：：：：規律を精緻化：：：．

！ 
容易照合可熊性（個情法の定義に統一） ―――-i 

＇ I 匿名加工情報（個情法の名称に続ーし、規律を明確化）・-T! 
ヽ

.., ______________________________________ _ 
※ 条例による必要最小限の独自の保護措置を許容

01101527
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添付資料(2)法改正の概要（個人情報保護委員会



地方公共団体の個人情報保護制度の在り方（改正の方向性）

く地方公共団体の個人情報保護制度に求められるもの＞

1社会全体のデジタル化に対応した「個人情報保護」と「データ流通」

の両立

※ いわゆる「 2000個問題」

①団体ごとの規定・運用の相違が、データ流通の支障となりうること

②条例がないなど、求められる保護水準を満たさない団体があること

等への問題提起がなされている

2 個人情報保護に関する国際的な制度調和と我が国の成長戦略

への整合
例） •EUにおけるGDPR （一般データ保護規則）十分性認定
, ・G20大阪首脳宣言におけるDFFT（信頼ある自由なデータ流通）

く改正の方向性＞

o 「個人情報保護」と「データ流通」の両立に必要な

全国的な共通ルールを法律で設定

0 法律の的確な運用を確保するため、国がガイドライ

ン を策定

0 その上で、法律の範囲内で、必要最小限の独自の

保護措置を許容 ⇒条例を個人情報保護委員会に届出

例）・「条例要配慮個人情報」として保護する情報を規定

・個人情報の適切な取扱いを確保するため、特に必要な場合

に限り審議会等からの意見聴取手続を規定

0地方公共団体の現状
例）条例を制定していない 例）一部の規定がない

------------

I 

＇ 
A市 ＇ ＇ B組合

（国と同じ規律）
I c市
I （規律なし）

＇ 
濃律の対象が

＇ 
国より少ない）

＇ ＇ 

例）・独自情報を追加
・国と異なる規定ぶり

ー・ ·· - ・—-------- ・・-. ______ •·_. __― ー・—-- - - -
D市

（規律の対象が
国より多い）

例）審議会等からの意見聴取

E市
（手続を付加）

•
9
・

z
-F
←

0共通ルール化後
共通ルールの設定※

共通ルー）励設定により
国と異なる規定I克）は解消

ー................... ~................... 
；必要最小限の独自の保護措置；................... ~.................. ,---------------------J 意見聴取手続の

必要性を精査

共
通
ル
ー
ル

A市 B組合 c市 D 

※医療・学術分野については、国の組織同様、民間規律を適用する。
※審議会等の役割は、個別事案に関する審議から、定型事例についての事前ルールの設定や、制度の在り方に関する調査審議に主な役割が移行。



地方公共団体の個人情報保謹制度の在り方（改正の概要）

趣旨
0 社会全体のデジタル化に対応した「個人情報保護」と「データ流通」の両立が要請される中、

・団体ごとの個人情報保護条例の規定・運用の相違がデータ流通の支障となりうる

・求められる保護水準を満たさない団体がある 等の指摘。 （いわゆる「2000個問題」）

疋など国際的な制度調和とG20大阪首脳宣言に〇 独立した機関による監督等を求めるEUにおけるGDPR（一般データ保護規則）十分性認一

おけるDFFT（信頼ある自由なデータ流通）など我が国の成長戦略への整合の要請。

〇 こうした課題に対応するため、地方公共団体の個人情報保護制度について、全国的な共通ルールを法律で規定するとともに、

国がガイドライン等を示すことにより、地方公共団体の的確な運用を確保。

概要
① 適用対象

・地方公共団体の機関及び地方独立行政法人を対象とし、国と

同じ規律を適用

・病院、診療所及び大学には、民間部門と同じ規律を適用
※④、⑤、⑥に係る部分は除く

② 定義の一元化

・個人情報の定義について、国・民間部門と同じ規律を適用

例：容易照合可能性、個人識別符号、要配慮個人情報等

③ 個人情報の取扱ぃ
・個人情報の取扱いしついて、国と同じ規律を適用
例：保有の制限、安全管理措置、利用及び提供の制限等

④個人情報ファイル簿の作成・公表

・個人情報ファイル簿の作成・公表について、国と同じ規律を適用
※個人情報ファイル簿の作成等を行う個人情報ファイルの範囲は国と同様

(1,000人以上等）とする

※引き続き、個人情報取扱事務登録簿を作成することも可能とする

⑤自己情報の開示、訂正及び利用停止の請求

・開示等の請求権や要件、手続は主要な部分を法律で規定

⑥ 匿名加工情報の提供制度の導入

・匿名加工情報の提供制度（定期的な提案募集）について、国と同じ規律

を適用
※ただし、経過措置として、当分の間、都道府県及び指定都市について適用することとし、

他の地方公共団体は任意で提案募集を実施することを可能とする

⑦ 個人情報保護委員会と地方公共団体の関係

・個人情報保護委員会は、地方公共団体における個人情報の取扱い等に関

し、国の行政機関に対する監視に準じた措置を行う

・地方公共団体は、個人情報の取扱いに関し、個人情報保護委員会に対

し、必要な情報の提供又は助言を求めることが可能

例：個人情報の提供を行う場合、匿名加工情報の作成を行う場合等

⑧ 施行期日等

・施行期日は、公布から 2年以内の政令で定める日とする

・地方公共団体は、法律の施行に必要な条例を制定例：手数料、処理明間等

・国は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、地方公共団体の準備等

について必要な助言（ガイドライン等）を行う

※地方公共団体が条例で定める独自の保護措置について

•特に必要な場合に限り、条例で、独自の保護措置を規定
・条例を定めたときは、その旨及びその内容を個人情報保護委員会に届出
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