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Ⅰ 中間とりまとめに当たって 

 

近年の高度情報通信社会の進展による個人情報の利用の著しい拡大等の社会情

勢の変化及び国における個人情報保護関連５法（※1）の制定を受け、平成15年９

月20日に、知事から「個人情報の保護に関する条例の規定を改正すべき事項その他

制度に関し必要な事項」について諮問を受けました。 

行政情報のＩＴ化などに適切に対応していくためにも早急に条例改正を行うこ

とが必要であると考えられる利用停止請求権（※2）や職員等に対する罰則（※3）

などの事項について平成16年１月28日付けで第一次答申としてとりまとめたとこ

ろです。それを受けて、県では条例が改正され、平成16年４月１日より施行されて

います。 

平成16年度は、引き続き、実施機関（※4）の範囲（警察の実施機関入り）、事業

者が取り扱う個人情報の保護、オンライン結合に関する規定等について検討を行っ

ています。 

  今回、とりまとめたものは、第二次答申に向けた中間段階での当審議会（※5）

の考え方を整理したものです。今後、県民からご意見をいただきながら、さらに検

討を進め、来年１月を目途に第二次答申として、公表する予定です。 
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Ⅱ 見直しをすべき事項 

 

１ 実施機関の範囲について（現行条例第２条） 

 

公安委員会及び警察本部長を実施機関に加えることが適当である。 

この場合、警察事務の特性に配慮した例外を認めることが適当である。 

しかし、例外取扱いの具体的な範囲については、審議会の中で意見の一致がな

いため、引き続き検討する必要がある。 

 

(1) 実施機関入りについて 

条例を制定した平成８年当時は、犯罪捜査など警察活動における国や都道府県

相互の協力信頼関係、捜査活動への支障に対する懸念から、公安委員会及び警察

本部長（以下「県警察」という。）が実施機関になることが難しいと考え、実施

機関に加えなかった。 
しかし、平成15年５月に成立した行政機関の保有する個人情報の保護に関する

法律（以下「行政機関法」という。）は、マニュアル処理情報を含めて、国家公

安委員会及び警察庁を対象行政機関としていること、警察は膨大な個人情報を取

り扱っていることから他の実施機関と同様個人情報保護対策を講ずる必要があ

ること、住民の個人情報保護に対する関心が高まっていること、他の都道府県に

おいても取扱いの全国的な斉一性を図りつつ警察を実施機関に加える検討が行

われていること等を踏まえると、実施機関に加えることが適当である。 

 
(2) 審議経過 

当審議会では、警察の活動について、現行条例の例外取扱いを審議してきた中

で、県警察からは、次のような意見が提出された。 

ア 行政機関法が成立し、国家公安委員会及び警察庁が同法の下において実施機

関入りすることとなったが、警察庁は主として各都道府県警察を指揮監督及び

調整する機関であり、治安を維持するための個々の警察活動は、執行機関であ

る各都道府県警察が行っていることから、県警察としては警察庁が実施機関に

なった同法の枠組みよりも緩やかな枠組みであるならば格別、同法の枠組みを

超えて警察活動を制約するような内容の条例の下で実施機関に入ることにつ

いては、治安維持の上から許容できない。 

現行条例は、既に行政機関法の枠組みを超えた制度を設けているが、県警察

が実施機関入りするためには、県警察については条例に当該部分に関する除外

規定を設けるなどの措置がとられ、警察法が定めている警察の責務を遂行する

上で支障のない枠組みであることが確認されない限り、実施機関に入ることは

できない。そのためには、最低でも行政機関法と同様の枠組みが保証されるこ

とが必要である。 

イ 警察は警察法第36条第２項によって警察法第２条第１項が定める「個人の生

命、身体及び財産の保護」と「公共の安全と秩序の維持」に当たることをその

責務とされており、この規定の法的意義は、①警察が何を担当するのか明らか

にすること、②この責務を達成するために必要な活動を警察が行うことを認め

ること、③責務を達成するために行うべき措置を講じなかった場合に、都道府
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県警察が責任を追及されること、④法令に特別の規定がある場合を除き、これ

以外の活動を警察が行うことを制限することにある。 

県警察が、警察法第２条第１項の責務を果たしていく上で、条例上の収集制

限や利用･提供制限等の制限規定は、同項の規定の趣旨にそぐわないことから、

県警察が条例の実施機関に入るためには、同項の定める責務を遂行するための

警察活動に条例の定める制限規定は適用されない旨の明文の除外規定を設け

ることが必要である。 

ウ 警察活動は一体であり、犯罪捜査活動と非犯罪捜査活動に分けて考えること

はできない。 

エ 警察内部での個人情報の利用が特定された目的に限定されると、警察業務の

運営が非効率となり、迅速な事案対応と処理が不可能となることから、行政機

関法が定めるように、実施機関が「相当な理由」があると判断した場合には、

実施機関内部で利用できる規定にすべきである。また、聞き込み等で情報収集

を効果的に実施するためには、相手方に必要最小限度の個人情報を提供するこ

とにより、必要な情報を収集していることから、提供についても実施機関が「特

別の理由」があると判断した場合、情報を提供できる規定が必要である。 
オ 現行条例の規定に基づき審議会の意見を聴いた上で例外取扱いをしようと

しても、警察活動は多種多様であり、個人情報を取り扱う場合をすべて抽出し、

網羅的に類型化することは不可能であるため、事前に審議会の意見を聴くこと

はできない。 
 
(3) 例外取扱いについての考え方 

ア 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜

査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持に当たること

をもってその責務としており、警察について条例の規定をそのまま適用すると

警察活動に支障が生じる場合が認められる。さらに、犯罪の広域化、組織化又

は国際化等に警察が適切に対応するためには、警察庁や都道府県警察が相互に

密接な連携をとりながら、共同で処理し又は管轄区域外に権限を行使するもの

であることから、保有する個人情報の取扱いについては、全国的な斉一性が確

保される必要も認められる。 
したがって、県警察が実施機関となる場合には、次の事項について、警察事

務の特性に配慮した例外を認めることが適当である。 
① 本人収集の原則（条例第６条第３項）（※6） 
② センシティブ情報の収集禁止（条例第６条第５項）（※7） 
③ 利用・提供の制限（条例第７条）（※8） 
④ オンライン結合による提供の制限（条例第８条）（※9） 
⑤ 個人情報取扱事務登録簿（条例第13条）（※10） 

イ 本人収集の原則、センシティブ情報の収集禁止、利用・提供の制限に係る例

外について 
現時点で、県警察からは次のような具体的事例が提出されており、これらの

事例については例外を認めるのが適当であると考えられる。 
(ｱ) 本人収集の原則（条例第６条第３項） 
犯罪捜査を行う場合、被疑者の逃走や証拠隠滅を防止するため本人に秘匿

して個人情報の収集を行う必要がある。 
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家出人等の捜索においては、第三者から当該家出人等に関する情報を収集

する必要がある。 
(ｲ) センシティブ情報の収集禁止（条例第６条第５項） 

連続窃盗捜査等の犯罪捜査活動においては、被疑者を特定するため現場の

遺留指紋を収集する必要がある。 
自殺等の可能性のある家出人に関する届出を受理する場合は、同人の病歴

や精神状態等の情報を収集する必要がある。 
留置管理業務において食事メニューを作成するため信仰する宗教について

の情報を収集する必要がある。 
(ｳ) 利用・提供の制限（条例第７条） 
猟銃等の所持許可に関する情報を犯罪捜査に利用する必要がある。 
犯罪捜査活動で採取した指紋の情報を変死体の身元確認に利用する必要があ

る。 
薬物を使用して逮捕された者の情報を当該者の運転免許の取消処分をする

ために利用する必要がある。 
被疑者の情報を得るために指名手配ポスターを掲示し、行方不明者の情報

を得るために行方不明者のポスターを掲示するなど個人情報を提供する必要

がある。 
ウ オンライン結合による提供の制限、個人情報取扱事務登録簿に係る例外につ

いて 
(ｱ) オンライン結合による提供の制限（条例第８条） 
事件、事故などに迅速的確に対処し、その適正な処理と早期解決を図るた

めには、警察庁を始め他の都道府県警察との間の情報収集・提供は必要不可

欠であり、必要な情報を迅速かつ正確に収集するため、オンラインシステム

を構築する必要がある。 
県警察が、警察庁又は他の都道府県警察にオンライン結合により提供する

ときには、オンライン結合による提供の制限の例外とすることが必要である。 
(ｲ) 個人情報取扱事務登録簿（条例第13条） 
行政機関法第10条第２項第２号に規定されている犯罪捜査、公訴の提起若

しくは維持のための事務等については、高度の秘密保持を要するものである

ため、個人情報取扱事務登録簿の備付け義務及び当該登録簿を一般の閲覧に

供する義務の例外とすることが必要である。 
エ 例外取扱いの具体的範囲について 
県警察からは、上記イ(ｱ)、(ｲ)、(ｳ)に係る例外について、警察法第２条第１項
に定める警察の責務を遂行するための警察活動について広く包括的に例外取

扱いを認めるべきとの意見が出されている。 

しかし、審議会としては、県警察が主張するような警察活動全体を例外取扱

いとするのは広すぎると考えられ、必ずしもその全体を例外取扱いとする必要

性にも乏しいのではないかと考えている。 

したがって、審議会としては、例外取扱いとするのは、その必要性があるも

のに限定すべきであるとの認識から、例外としてどのような範囲が適当なのか、

どう範囲を限定していけるのかについて議論してきたが、まだ意見の一致には
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至っていない状況にあり、例外取扱いの具体的範囲としては、引き続き検討す

る必要がある。 

 

(4) 施行時期について 

県警察が実施機関に加わることに伴って適用される関係規定の実施時期につ

いては、関係規則等の整備、職員への周知徹底等その他準備のための期間を配慮

する必要がある。 
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２ 事業者が取り扱う個人情報の保護について 

 (1) 事業者の責務（現行条例第4条、第57条～第61条） 

 

事業者については、現行の責務規定と併せ、すべての事業者を対象とした指導助言

等の規定を今後も存続させることが適当である。 

また、個人情報取扱指針（以下「指針」という。）については、個人情報の保護に関

する法律（以下「個人情報保護法」という。）等との整合が図られるよう必要な見直し

を行うことが適当である。その際、事業者等への指針の理解を進めていく必要がある。

 

ア 個人情報保護法は、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護

することを目的として5,000件を超える個人情報を取り扱う事業者（個人情報

取扱事業者）を対象として遵守すべき義務や罰則を定め、全国一律に規制する

こととした。 

イ 一方、本県の条例では、すべての事業者を対象として個人情報保護への自主

的な取組みを求めるなどの責務規定（条例第４条）を設け、また事業者が個人

情報の適切な保護措置を講ずる際のよりどころとしての指針（※11）を作成し、

公表している（条例第57条）。そして、指針に即して個人情報の適正な取扱い

を確保するために必要な指導、助言等を行うこととしている（条例第59条～第

61条）。 

ウ 個人情報保護法では、取り扱う個人情報の量により適用対象範囲を定めてい

るが、高度情報通信社会の進展に伴う個人情報の取扱いをめぐる県民の不安感

や権利利益の侵害のおそれを考慮すると、同法の義務規定の対象としていない

個人情報の取扱いが5,000件以下の事業者に対しても、引き続き個人情報の適

正な取扱いを求める必要がある。 

エ さらに、条例（指針）では、すべての事業者に対し、センシティブ情報の特

に慎重な取扱いを求めており（条例第58条）、このことは、個人情報保護法の

対象となる事業者に対しても、現行どおりの対応が求められる。 

オ このことから、事業者による個人情報の適正な取扱いを確保するためには、

現行条例の責務規定と併せ、事業者の規模に関わらず指針に反した取扱いを行

った場合に知事の関与を認める規定（指導、助言、説明・資料提出の要求、勧

告、公表）を存続させることが適当である。また、個人情報保護法の適用され

る事業者に対して、条例の適用が併置することとなっても問題はない。 

カ なお、現行の指針については、個人情報保護法や国のガイドライン等との整

合を図るなど必要な見直しを行うことが適当である。 

キ また、指針は、事業者が個人情報保護を図る上での支援措置であることから、

新たな指針を策定した場合、広く各事業者団体等と連携し、各種の啓発、広報

活動などを通じて、広く事業者及び県民に周知し、理解の促進を図っていくこ

とが必要である。 
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 (2) 適用除外（現行条例第59条～第61条関係） 

 

現行条例では、条例第59条ないし第61条に定める知事の関与規定（指導、説明・資

料提出要求、勧告、公表）は例外なく適用されている。個人情報保護法に準じて、報

道機関等が、報道等の用に供する目的で個人情報を取り扱うとき、及び事業者が報道

機関等に対して個人情報を提供する行為に、条例第59条ないし第61条を適用除外とす

ることについては、適当と考えるが、なお、引き続き検討する。 

 

ア 個人情報保護法第50条第１項は、報道機関、著述を業として行う者、学術研

究機関等、宗教団体、政治団体が、それらの個人情報を取り扱う目的の全部又

は一部がそれぞれ報道、著述、学術研究、宗教活動、政治活動の用に供する目

的の場合は、同法第４章（個人情報取扱事業者の義務、主務大臣の行政上の関

与等）の規定は適用しないこととしている。 

イ  このような特定の事業者による特定の目的による個人情報の取扱いについ

て適用除外とした理由は、個人情報取扱事業者の義務等の規定は、最終的には

主務大臣の監督措置（同法第32条～第34条）が予定されているため、表現の自

由などの憲法が保障する基本的人権の侵害とならないように十分に配慮する

必要があるからである。 

ウ また、同法第35条第２項では、同法第50条第１項各号に掲げる事業者（同項

各号に掲げる目的で個人情報を取り扱う場合に限る。）に対して個人情報を提

供する行為については、主務大臣の行政上の関与は行わないこととなっている。

この規定が設けられたのも、イと同様の理由からである。 

エ 条例においても、事業者による指針に反した取扱いがなされた場合、知事に

よる指導・助言、説明・資料提出要求、勧告、公表（条例第59条～第61条）が

予定されており、上記ア、ウと同様に、基本的人権の侵害とならないように配

慮する必要がある。 

オ このようなことから、同法第50条第１項各号に掲げる事業者がそれぞれ同項

各号に掲げる目的で個人情報を取り扱うとき、及び事業者が同法第50条第１項

各号に掲げる事業者（同項各号に掲げる目的で個人情報を取り扱う場合に限

る。）に対して個人情報を提供する行為に、条例第59条ないし第61条を適用除外

とすることについては、適当と考えるが、なお、引き続き検討する。 

カ なお、条例上の知事による関与規定以外の事業者に対する規定（指針の遵守

等。条例第４条,第57,58条）については、基本的に事業者による自主的な取組

みを促す趣旨のものであり、一方、同法第50条第３項では、同法第50条第１項

各号に掲げる事業者に対しても自主的な取組みを促しており、法律、条例とも

同旨の規定であることから、これらの規定については適用除外とする必要はな

い。 
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(3) 苦情相談の処理（現行条例第62条） 

 

事業者に対する苦情相談の処理に当たっては、関係部局等が今まで以上に相互に連

携を図りながら対応することが必要である。 

 

ア 個人情報保護法第13条は、「地方公共団体は、個人情報の取扱いに関し事業

者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦

情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない」と

定めている。この規定は、苦情の対象になった事業者が取り扱う個人情報が

5,000件を超えるかどうかにかかわらず適用されるものである。 

イ 一方、現行条例第62条では、「知事は、事業者が行う個人情報の取扱いに関

する苦情の相談があったときは、迅速かつ適切な処理に努めるものとする」と

定めており、苦情相談の処理に対する県の姿勢を明確にしている。 

ウ 個人情報保護法の制定に伴い、苦情相談に当たって新たに考慮すべきことと

して、地方公共団体の執行機関が同法に基づく主務大臣の監督権限を行使する

ことがある。そのため、苦情相談は、権限行使の端緒となる可能性があり、権

限行使に至るまでの段階で解決を図ることが望ましいことからも、今後の苦情

相談の処理に当たっては、相談窓口、事業の許認可等を行う部局及び本条例所

管部局が今まで以上に相互に連携を図りながら対応することが必要である。 
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３ オンライン結合に関する規定について（現行条例第８条） 

 

県ホームページに個人情報を掲載するときは、審議会の意見を聴くことの例外とす

ることが適当である。 

 また、オンライン結合により個人情報を提供する際には、保護措置を講ずべきこと

を条例において明確化することが適当である。 

 

(1) オンライン結合（通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合により、
実施機関の保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にする

方法をいう。）により、実施機関以外のものに対して個人情報を提供することは、

その取り扱われ方によっては個人の権利利益を侵害するおそれが大きいことから、

原則禁止としている。例外として結合できる場合も、法令に定めがあるもの、も

しくは、審議会の意見を聴いて公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵

害するおそれがないときに限定している。 
 
(2) 今後も個人の権利利益を侵害するおそれがないよう、オンライン結合による提
供に当たっては、審議会の意見を聴くことを維持することは適当であるが、県ホ

ームページに個人情報を掲載するときは、次のとおり審議会の意見聴取の例外と

することが適当である。 
現在、県ホームページに個人情報を掲載するに当たっては、一定のもの（県政

の情報等）については、既に当審議会の答申により、個人の権利利益を侵害する

おそれがないよう、掲載する必要性のある個人情報の内容を限定し、本人同意を

得るなどした上で掲載しており、実施機関において一定の運用が定着していると

いうことができる。 
閲覧等の方法により公表されているものや、県民に積極的に提供することを目

的とする県政情報等を県ホームページに掲載しても、個人の権利利益を侵害する

ものとはいえないと考えられる。なお、情報提供の是非については、基本的には

条例第７条（利用及び提供の制限）で判断される。 
このように、県ホームページに個人情報を掲載する場合においては、審議会関

与の必要性が乏しいものと考えられる。 

審議会関与の例外としても、原則として、本人の同意を得た上で掲載するなど

上記の審議会答申の考え方に沿い、個人の権利利益に配慮した運用を行うことが

望ましい。 
 

(3) また、上記以外で、オンライン結合により個人情報を提供することによって、

個人の権利利益を侵害するおそれがないと考えられるものについては、引き続き

検討する。 
 

(4) オンライン結合による個人情報の提供においては、個人情報の漏えいや外部か

らの侵入は、個人の権利利益の侵害を招来する危険性が大きいことから、実施機

関は、各々の個人情報に応じた適切な保護を行うための必要な措置を講じなけれ

ばならないことについて、条例において明確にすることが適当である。 
個人情報の保護に関して必要な措置として、①情報システムを構成する機器及
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びこれらの機器・設備を設置する施設の入退室管理等情報システムの設置に伴う

安全性を確保するために必要となる物理的な対策、②情報システムの利用者の責

務を明らかにするとともに情報セキュリティ対策に関する研修や啓発を行うな

ど情報システムの適正な利用を確保するために必要となる人的な対策、③情報シ

ステムへの不正アクセスの防止、コンピュータウィルス対策、情報システムにお

けるアクセス制御等の情報システムの開発及び運用における技術的信頼性を確

保するために必要となる技術的な対策が挙げられる。 
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【用語解説】 

（※1）個人情報関連５法（P1） 

① 個人情報の保護に関する法律 
② 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 
③ 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 
④ 情報公開・個人情報保護審査会設置法 
⑤ 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関す

る法律、の５法をいう。 
  いずれも、平成１５年５月３０日に公布された。 
 
（※2）利用停止請求権（P1） 

自己を本人とする個人情報が実施機関により違法に取り扱われていると認めるときは、実施機

関に対してその個人情報の消去や利用停止、提供の停止を請求することができる権利をいう。（条

例第３６条） 
 
（※3）職員等に対する罰則（P1） 

この条例では、次の場合について罰則を定めている。 
① 実施機関の職員若しくは職員であった者又は実施機関からの委託等を受けて、個人情報を取

り扱う事務に従事している者若しくは従事していた者が、個人の秘密に属する事項が記録され

た電子処理した個人情報のデータベース（複製又は加工したものを含む。）を正当な理由なく

提供したとき 
（量刑）2年以下の懲役又は100万円以下の罰金 
② 実施機関の職員若しくは職員であった者又は実施機関からの委託等を受けて、個人情報を取

り扱う事務に従事している者若しくは従事していた者が、業務に関して知り得た保有個人情報

を不正な利益を図る目的で提供又は利用（盗用）したとき 
（量刑）1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 
③ 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘

密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したとき 
（量刑）1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 

 
（※4）実施機関（P1） 

この条例を実施する次の県の機関をいう（条例第２条第２号）。 
 知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、地方労働委員会、収用委員会、

海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会並びに公営企業及び病院事業の管理者 
公安委員会及び警察本部長を実施機関に加える審議をこのたび行っている。 

 
（※5）当審議会（個人情報保護審議会）（P1） 

附属機関設置条例（昭和36年兵庫県条例第20号）第１条第１項の規定により設置された第三者
機関であり、委員は７名。 
 実施機関が、個人情報の例外的な取扱いをしようとする場合において、意見を述べたり、不服
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申立てを審査したりするほか、個人情報の保護制度の運営に関する事項を審議したり、同制度の

あり方全般について、自ら意見を述べる権限を有している。 
 

（※6）本人収集の原則（条例第６条第３項）（P3） 

個人情報を収集するときは、本人同意、法令等の定め及び審議会が承認する場合を除き、原則とし

て本人から直接収集する。 

 
（※7）センシティブ情報の収集禁止（条例第６条第５項）（P3） 

思想、病歴、犯罪歴等の個人の権利や利益を侵害する可能性の高い個人情報（センシティブ情報）

は、法令等の定め及び審議会が承認する場合を除き、原則として収集してはならない。 

 

（※8）利用・提供の制限（条例第７条）（P3） 

個人情報の実施機関内部での利用又は実施機関外への提供は、本人同意、法令等の定め及び審

議会が承認する場合を除き、原則として収集した目的の範囲内で行う。 

 

（※9）オンライン結合による提供の制限（条例第８条）（P3） 

法令等の定め及び審議会が承認する場合を除き、オンライン結合（通信回線を用いた電子計

算機その他の情報機器の結合により、実施機関の保有する個人情報を実施機関以外のもの

が随時入手し得る状態にする方法をいう。）により、実施機関以外のものに対して個人情報を

提供することを原則として禁止している。 

 

（※10）個人情報取扱事務登録簿（条例第13条）（P3） 

個人情報を取り扱っている事務の名称、収集目的、担当課名等を記載したもので、公表している。 

 

（※11）事業者の個人情報の適正な取扱いに関する指針（P6） 

条例第57条の規定により知事が審議会の意見を聴いて作成、公表することとされており、次の
事項について定めている。 
(1) 個人情報の収集に関する事項 

(2) 個人情報の利用及び提供に関する事項 

(3) 個人情報の適正な管理に関する事項 

(4) 個人情報の開示及び訂正に関する事項 

(5) 前各号に掲げるもののほか、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な事項 

  指針は、平成９年４月１日に公表されている。 




