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国立市個人情報保護条例改正素案・現行条例対照表 

 

改正素案 現行条例 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

(１) 個人情報 個人に関する情報として記録されるもの又は記録され

たものであって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをい

う。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

 

(１) 個人情報 個人に関する情報として記録されるもの又は記録され

たものであって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをい

う。ただし、事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。 

 

(２) 個人情報ファイル 保有個人情報（実施機関の職員が職務上作成

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しているものをいう。ただ

し、国立市情報公開条例（平成14年12月国立市条例第35号。以下「情

報公開条例」という。）第２条第１号に規定する情報に該当するもの

に限る。以下この号において同じ。）を含む情報の集合物であって、

次に掲げるものをいう。 

 

ア 一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機

を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 

 

イ ア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 

 

個人事業主の個人番号は、「事業を営む個人の当該事業に関する情

報」に該当するため、現行条例の定義では「個人情報」から除かれ

てしまいますが、番号法上の取扱いと同様に「個人情報」として保

護する必要があることから、ただし書を削除します。 
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改正素案 現行条例 

  

 

(３) 個人番号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律（平成25年法律第27号。以下「番号法」とい

う。）第２条第５項に規定する個人番号をいう。 

 

(４) 特定個人情報 個人番号（個人番号に対応し、当該個人番号に代

わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以

外のものを含む。次号において同じ。）をその内容に含む個人情報を

いう。 

 

(５) 特定個人情報ファイル 個人番号を含む個人情報ファイルをい

う。 

 

(６) 情報提供等記録 番号法第23条第１項及び第２項に規定する記録

に記録された特定個人情報をいう。 

 

  

 

(７) 実施機関 次に掲げるものをいう。 (２) 実施機関 次に掲げるものをいう。 

ア 市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員

会及び固定資産評価審査委員会 

ア 市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員

会及び固定資産評価審査委員会 

イ 国立市土地開発公社 イ 国立市土地開発公社 

(８) 事業者 事業を営む法人その他の団体（国及び地方公共団体を除

く。以下「法人等」という。）及び事業を営む個人をいう。 

(３) 事業者 事業を営む法人その他の団体（国及び地方公共団体を除

く。以下「法人等」という。）及び事業を営む個人をいう。 

（個人情報取扱業務の登録等） （個人情報取扱業務の登録等） 

第６条 略  第６条 略  

(３)～(６) 番号法施行に伴い定義を新設します。 

用語の意味を明確にするため、行政機関の保有する個人情報の保

護に関する法律の定義と同様の定義を新設します。 
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改正素案 現行条例 

２～４ 略 ２～４ 略 

５ 実施機関は、前各項の登録又は抹消をしたときは、速やかに国立市情

報公開条例第15条に定める国立市情報公開及び個人情報保護審議会（以

下「審議会」という。）に報告するとともに、規則で定めるところによ

り、その旨を公表するものとする。 

５ 実施機関は、前各項の登録又は抹消をしたときは、速やかに＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿__＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿審議会＿＿＿＿＿＿に報告するとともに、規則で定めるところによ

り、その旨を公表するものとする。 

６ 略 ６ 略 

（取扱いの制限） （取扱いの制限） 

第７条 略  第７条 略  

２ 実施機関は、次の各号に掲げる個人情報の取扱いをしてはならない。

ただし、法令の規定に基づいて取り扱うとき又はあらかじめ＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿__＿__＿＿＿＿＿＿＿__＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿__＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

審議会＿＿＿＿＿＿の意見を聴いた上で正当な事務若しくは事業の実施

のために必要があると認めて取り扱うときは、この限りでない。 

２ 実施機関は、次の各号に掲げる個人情報の取扱いをしてはならない。

ただし、法令の規定に基づいて取り扱うとき又はあらかじめ国立市情報

公開条例（平成14年12月国立市条例第35号。以下「情報公開条例」とい

う。）第15条に定める国立市情報公開及び個人情報保護審議会（以下

「審議会」という。）の意見を聴いた上で正当な事務若しくは事業の実

施のために必要があると認めて取り扱うときは、この限りでない。 

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略 

（収集の制限） （収集の制限） 

第８条 実施機関は、個人情報を収集しようとするときは、あらかじめ個

人情報を収集する目的を明確にし、その目的達成のために必要な範囲を

超えてはならない。 

第８条 実施機関は、個人情報を収集しようとするときは、あらかじめ個

人情報を収集する目的を明確にし、その目的達成のために必要な範囲を

超えてはならない。 

２ 実施機関は、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により

収集しなければならない。 

２ 実施機関は、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により

収集しなければならない。 
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改正素案 現行条例 

  

 

３ 実施機関は、個人情報（特定個人情報を除く。以下この条において同

じ）を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次

の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

  

３ 実施機関は、個人情報＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次

の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

(１) 法令の規定に基づき収集するとき。 (１) 法令の規定に基づき収集するとき。 

(２) 本人の同意に基づき収集するとき。 (２) 本人の同意に基づき収集するとき。 

(３) 出版、報道等により既に公にされている個人情報を収集すると

き。 

(３) 出版、報道等により既に公にされている個人情報を収集すると

き。 

(４) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るために緊急かつやむを得

ない必要があると認めて収集するとき。 

(４) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るために緊急かつやむを得

ない必要があると認めて収集するとき。 

(５) 所在不明、精神上の障害による事理を弁識する能力の欠如等の事

由により、本人から収集することができないとき。 

(５) 所在不明、精神上の障害による事理を弁識する能力の欠如等の事

由により、本人から収集することができないとき。 

(６) 争訟、選考、指導、相談、交渉等の事務を行う場合において、本

人から収集したのではその目的を達成し得ないと認められるとき又は

事務の性質上本人から収集したのでは事務の適正な執行に支障が生ず

ると認められるとき。 

(６) 争訟、選考、指導、相談、交渉等の事務を行う場合において、本

人から収集したのではその目的を達成し得ないと認められるとき又は

事務の性質上本人から収集したのでは事務の適正な執行に支障が生ず

ると認められるとき。 

(７) 前各号に掲げる場合のほか、本人から収集したのでは事務の目的

の達成又は円滑な執行に著しい支障が生じるおそれがあるときその他

(７) 前各号に掲げる場合のほか、本人から収集したのでは事務の目的

の達成又は円滑な執行に著しい支障が生じるおそれがあるときその他

第8条の2（特定個人情報の収集等の制限）の規定を置くため、特

定個人情報を除外することも考えられますが、適正かつ公正な手

段による収集などの規定は特定個人情報についても同様に必要と

考えられることから、第1項及び第2項については除外しないこと

とします。 

特定個人情報の収集については、第8条の2で規定することから、

特定個人情報を除外します。 
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改正素案 現行条例 

本人以外の者から収集することに相当の理由があると実施機関が認め

るとき。この場合において、実施機関は、必要があると認めるときは

審議会の意見を聴くことができる。 

本人以外の者から収集することに相当の理由があると実施機関が認め

るとき。この場合において、実施機関は、必要があると認めるときは

審議会の意見を聴くことができる。 

４及び５ 略 ４及び５ 略 

（特定個人情報の収集等の制限）  

第８条の２ 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を

除き、特定個人情報を収集し、又は保管してはならない。 

  

 

 

（利用及び提供の制限） （利用及び提供の制限） 

第９条 実施機関は、個人情報（特定個人情報を除く。以下この条におい

て同じ。）を収集したときの収集目的以外の目的に当該個人情報を利用

（以下「目的外利用」という。）し、又は提供（以下「目的外利用等」

という。）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。 

  

第９条 実施機関は、個人情報＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿を収集したときの収集目的以外の目的に当該個人情報を利用

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿し、又は提供（以下「目的外利用等」

という。）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) 法令の規定に基づき利用し、又は提供するとき。  (１) 法令の規定に基づき利用し、又は提供するとき。 

(２) 本人の同意に基づき利用し、又は提供するとき。 (２) 本人の同意に基づき利用し、又は提供するとき。 

(３) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得な

い必要があると認めて利用し、又は提供するとき。 

(３) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得な

い必要があると認めて利用し、又は提供するとき。 

(４) 前各号に掲げる場合のほか、審議会の意見を聴いた上で特に必要 (４) 前各号に掲げる場合のほか、審議会の意見を聴いた上で特に必要

特定個人情報の利用については第9条の2で、提供については第９

条の４で規定することから、特定個人情報を除外します。 

特定個人情報の収集・保管の制限については、番号法第20条が直

接適用されることから、必ずしも条例で定める必要はありません

が、分かりやすくするため、確認規定を設けます。 
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改正素案 現行条例 

と認めて利用し、又は提供するとき。 と認めて利用し、又は提供するとき。 

２ 実施機関は、目的外利用等をしようとするときは、あらかじめ市長に

届け出るとともに、その旨を公表するものとする。 

２ 実施機関は、目的外利用等をしようとするときは、あらかじめ市長に

届け出るとともに、その旨を公表するものとする。 

３ 実施機関は、第１項ただし書の規定により目的外利用等をしたとき

は、遅滞なくその旨を審議会に報告しなければならない。 

３ 実施機関は、第１項ただし書の規定により目的外利用等をしたとき

は、遅滞なくその旨を審議会に報告しなければならない。 

４ 実施機関は、第１項第３号又は第４号の規定により目的外利用等をし

たときは、その旨及びその目的を本人に通知しなければならない。ただ

し、審議会の意見を聴いて必要がないと認めるときは、この限りでな

い。 

４ 実施機関は、第１項第３号又は第４号の規定により目的外利用等をし

たときは、その旨及びその目的を本人に通知しなければならない。ただ

し、審議会の意見を聴いて必要がないと認めるときは、この限りでな

い。 

５ 実施機関は、第１項ただし書の規定により目的外利用等をしたとき

は、その記録を作成し、一般の閲覧に供するものとする。 

５ 実施機関は、第１項ただし書の規定により目的外利用等をしたとき

は、その記録を作成し、一般の閲覧に供するものとする。 

（特定個人情報の利用の制限）  

第９条の２ 実施機関は、特定個人情報（情報提供等記録を除く。）を目

的外利用してはならない。ただし、個人の生命、身体又は財産の安全を

守るために緊急かつやむを得ない必要がある場合であって、本人の同意

があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、この限りでな

い。 

  

 

２ 前条第２項から第５項までの規定は、前項ただし書の規定による目的

外利用について準用する。この場合において、同条第２項、第３項及び

第５項中「目的外利用等」とあるのは「目的外利用」と、同条第４項中

「第１項第３号又は第４号の規定により目的外利用等をしたとき」とあ

 

 

番号法では、特定個人情報の目的外利用は本条第1項ただし書の

場合にしか認められないことから、規定を新設します。また、情

報提供等記録については、目的外利用が一切禁止されることか

ら、本条の適用除外とし、第9条の3で規定します。 
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改正素案 現行条例 

るのは「第９条の２第１項ただし書の規定により目的外利用をしたとき

（本人の同意がある場合を除く。）」と読み替えるものとする。 

  

（情報提供等記録の利用の制限）  

第９条の３ 実施機関は、情報提供等記録を目的外利用してはならない。  

（特定個人情報の提供の制限）  

第９条の４ 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を

除き、特定個人情報を提供してはならない。 

  

 

 

（個人情報ファイルの作成） （個人情報ファイルの作成） 

第11条 実施機関は、登録業務に係る個人情報を処理するに当たって、電

子計算組織を利用した個人情報ファイルを新たに作成しようとするとき

は、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。 

第11条 実施機関は、登録業務に係る個人情報を処理するに当たって、電

子計算組織を利用した個人情報ファイルを新たに作成しようとするとき

は、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。 

（電子計算組織の結合等の禁止） （電子計算組織の結合等の禁止） 

特定個人情報（情報提供等記録を含む）の提供の制限については、

番号法第19条が直接適用されることから、必ずしも条例で定める

必要はありませんが、分かりやすくするため、確認規定を設けま

す。 

番号法に規定はありませんが、住民の権利利益の保護に資するた

め、特定個人情報の目的外利用についても、届出・公表、審議会へ

の報告、本人通知等の規定を準用するものとします。 
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改正素案 現行条例 

第12条 実施機関は、電子計算組織を利用する個人情報については、実施

機関以外のものと情報伝達システムを利用して有機的にこれを結合し、

又はその他の手段により自動的に個人情報を提供してはならない。ただ

し、審議会の意見を聴いて公益上特に必要があると認め、規則で定める

ときは、この限りでない。 

 

第12条 実施機関は、電子計算組織を利用する個人情報については、実施

機関以外のものと情報伝達システムを利用して有機的にこれを結合し、

又はその他の手段により自動的に個人情報を提供してはならない。ただ

し、審議会の意見を聴いて公益上特に必要があると認め、規則で定める

ときは、この限りでない。 

  

（訂正の提供先への通知）  

第23条の２ 実施機関は、前条の規定により自己情報の訂正（情報提供等

記録の訂正を除く。）をした場合において、必要があると認めるとき

は、当該自己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。 

 

２ 実施機関は、前条の規定により情報提供等記録の訂正をした場合にお

いて、必要があると認めるときは、総務大臣及び番号法第19条第７号に

規定する情報照会者又は情報提供者（当該訂正に係る同法第23条第１項

及び第２項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外

のものに限る。）に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。 

 

 

第11条及び第12条 法令の規定により実施しなければならない事

項についても、実施に当たっての個人情報保護のための留意点等に

関し、審議会の意見を聴くことが必要であると考えられることか

ら、特定個人情報についても除外することなく、現行規定を維持し

ます。 
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改正素案 現行条例 

  

（削除請求） （削除請求） 

第24条 何人も、＿＿＿＿＿＿＿＿自己情報（情報提供等記録を除く。） 

が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実施機関に対し、当

該自己情報の削除の請求（以下「削除請求」という。）をすることがで

きる。 

第24条 何人も、実施機関に対し、自己情報について、第７条又は第８条

の規定に違反して収集され、又は保管されていると認めるときは、その

＿＿＿＿＿＿＿削除の請求（以下「削除請求」という。）をすることが

できる。 

(１) 第７条又は第８条若しくは第８条の２の規定に違反して収集さ

れ、又は保管されているとき。 

 

(２) 番号法第28条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル

に記録されているとき。 

 

 

（目的外利用等中止請求） （目的外利用等中止請求） 

第25条 何人も、＿＿＿＿＿＿＿＿自己情報（情報提供等記録を除く。） 

が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実施機関に対し、＿

＿＿＿当該個人情報の利用又は提供の中止の請求（以下「目的外利用等

中止請求」という。）をすることができる。 

第25条 何人も、実施機関に対し、自己情報について、第９条の規定によ

らないで利用され、又は同条の規定に違反して提供されていると認める

ときは、当該個人情報の利用又は提供の中止の請求（以下「目的外利用

等中止請求」という。）をすることができる。 

(１) 第９条又は第９条の２の規定に違反して利用されているとき。  

(２) 第９条又は第９条の４条の規定に違反して提供されているとき。  

番号法では、自己情報の訂正請求により情報提供等記録の訂正をし

た場合には、必要に応じ総務大臣等に通知することとしているた

め、規定（第２項）を新設します。 

また、情報提供等記録以外の個人情報に係る訂正があった場合につ

いても、本人の権利利益の保護に資するため、同様の規定（第1

項）を新設します。 
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改正素案 現行条例 

 

（他の制度との調整等） （他の制度との調整等） 

第30条 この条例は、法令に個人情報（特定個人情報を除く。）の閲覧若

しくは縦覧、訂正、削除、又は利用の中止に関し規定があるときは、適

用しない。 

  

第30条 この条例は、法令に個人情報＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿の閲覧若し

くは縦覧、訂正、削除、又は利用の中止に関し規定があるときは、適用

しない。 

２ 略 ２ 略 

（事故発生時の本人への通知等）  

番号法では、特定個人情報の目的外利用の制限、収集・保管制

限、ファイル作成制限及び提供制限が定められ、これらの制限に

違反した場合に利用停止（削除を含む）請求を認めることとして

いるため、特定個人情報の収集・保管制限（第8条の２）違反及

びファイル作成制限（番号法第28条）違反の場合を第24条に

追加し、特定個人情報の目的外利用の制限（第9条の2）違反及

び提供制限（第9条の4）違反の場合を第25条に追加します。 

情報提供等記録については、番号法により利用停止請求（消去を

含む）の対象外とされていることから、除外します。 

番号法では、他の法令により同一の方法で開示が認められる場合で

あっても、番号法に基づく開示を重ねて認めることとしているた

め、特定個人情報を除外します。 
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改正素案 現行条例 

第39条の２ 実施機関は、その保有する個人情報の漏えい、紛失、破壊、

改ざん、滅失、不当な流通その他の事故が発生したときは、当該事故の

内容、規模、発生場所及び発生状況その他当該実施機関が必要と認める

事項を当該個人情報の本人に対して通知し、又は公表しなければならな

い。 

  

 

 

（罰則） （罰則） 

第42条 実施機関の職員若しくは職員であった者、受託者若しくは受託者

であった者又は指定管理者の管理する国立市の公の施設の管理業務に従

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２号ア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100万円以下の

罰金に処する。 

第42条 実施機関の職員若しくは職員であった者、受託者若しくは受託者

であった者又は指定管理者の管理する国立市の公の施設の管理業務に従

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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿個人情報を含む情報の集合物であって、一定の業務の目的を達成する

ために特定の個人情報を電子計算組織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（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100万円以下の

罰金に処する。 

  

 

２～６ 略 ２～６ 略 

 

個人情報ファイルの定義規定（第2条第2号）を設けたことから、

規定を整理します。 

実施機関の保有する個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に、

本人の権利利益の保護に資するため、本人への通知等を実施機関に

義務付ける規定を新設します。通知の対象は、特定個人情報に限ら

ず、広く「個人情報」としています。また、市が責任を持って対応

することができる範囲に限定し、「実施機関の保有する個人情報」

としています。 


