
 第９節 個人情報の取扱い 

１ 個人情報管理に関する法規  

（１）国レベルの個人情報保護関係法 

個人情報管理に関する法規としては，個人情報保護に関わる法令・条例がある。まず，どのよう

な法令・条例があるかを見ることにする（といっても，関係する法令・条例の一部を見ることにと

どめたい。）。それらは，国レベルのものと地方公共団体レベルのものに大別することができる。

国レベルのものは，次のようになっている。 

ア 個人情報の保護に関する法律 

ヨーロッパでは，1970年代からデータ保護法が制定されるようになったので，日本では，それ

らのデータ保護法先進国よりも20年以上遅れて，2003（平成15）年５月23日にようやく参議院

本会議で個人情報保護法（正式には「個人情報の保護に関する法律」）が可決成立した。これは，

同年5月30日に「平成15年法律第57号」として公布された。その一部は，公布日の５月30日に施

行された。全面施行されたのは，2005（平成17）年４月１日であった。メディアなどでは，もっ

ぱらこの法律について報じている。 

しかし，同じ日に成立し，同じ日に公布され，同じ日に施行された個人情報保護関係の法律は，

ほかにもある。行政機関・独立行政法人等に関する個人情報保護法である。それらに関係する法

律は四つであるので，個人情報保護法も含め，よく個人情報保護関係５法などと呼ばれている。

それらの法律名は，次のイの（イ）に掲げるとおりである（参考までに法案提出から施行までの

経過も記すことにする（ここでは，元号を用いる。）。）。 

イ 個人情報保護関係５法 

（ア）個人情報保護法 

個人情報の保護に関する法律（平成15年５月30日公布・一部施行，法案－平成13年３月27日閣

議決定，平成14年12月13日廃案，平成15年３月７日閣議決定，平成15年５月23日参議院本会議

可決，平成15年５月30日公布・一部施行，平成17年４月１日全面施行） 

 

（イ）行政機関等個人情報保護法 

行政機関等に関する個人情報保護法として，次の法律が制定・公布された（平成15年５月30日

公布，法案－平成14年３月15日閣議決定，平成14年12月13日廃案，平成15年３月７日閣議決定，

平成15年５月23日参議院本会議可決，平成15年５月30日公布，平成17年４月１日施行）。 

・行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（以下「行政機関個人情報保護法」という。） 

・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（以下「独立行政法人等個人情報保護

法」という。） 

・情報公開・個人情報保護審査会設置法 

・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 

筆者は，高度情報通信社会推進本部個人情報保護検討部会の座長として，1999年10月20日に，座

長私案（「堀部私案」と呼ばれることもある。）を発表し，日本における個人情報保護システムの



グランドデザインを明らかにするという役割を果たした。そのこともあって，個人情報保護法の運

用・解釈については，よく質問を受ける。その例は枚挙に暇がないが，新聞でコメントした，その

いくつかの例については，後述することにする。 

また，行政機関個人情報保護法の在り方についても検討に加わった。さらに，法案を審議した衆

参両院の個人情報保護特別委員会で参考人として意見を述べた。 

これらは個人情報保護制度と筆者がどのように関わってきたかを示すいくつかの例にすぎない

が，このことからも明らかなように，個人情報を制度的にどのように保護すべきかについては，こ

れまでにもさまざまな機会に論じてきた。 

 

（２）地方公共団体レベルの個人情報保護 

その一環として，地方公共団体における個人情報保護の制度化の提唱・実現の一翼をも担ってき

た。地方公共団体における個人情報保護条例の制定団体は，2006（平成18）年4月現在，総務省調

べで，100％に達した。2009（平成21）年４月では，都道府県47と市区町村1,800（783市，23区，

802町，192村）で，制定団体数合計1,847となった。これは，2009年４月現在の地方公共団体数で

もある。また，一部事務組合でも，個人情報保護条例を制定しているところがある。 

 

（３）個人情報を取り扱う組織等による適用法の相違 

以上は，日本における個人情報保護関係法の制定状況及び地方公共団体の個人情報保護条例の制

定状況であるが，個人情報を取扱う組織等によって適用される法が異なることに注意しなければな

らない。ここでは，学校を例にして見ることにする。 

少年補導センターは，通常，公立であるので，下記の「（エ）」の公立学校と同じく，関係地方

公共団体の条例の適用を受ける。また，情報共有をするなどの場合に，相手方がどこかによって適

用法が何になるかを知る必要がある。 

ここでは，学校等の設置者を例として挙げるが，それは，次のようになる。 

（ア）私立学校－個人情報保護法でいう個人情報取扱事業者として個人情報保護法 

（イ）国立の教育機関－行政機関個人情報保護法 

（ウ）国立大学法人の学校－独立行政法人等個人情報保護法 

（エ）公立学校－各地方公共団体の個人情報保護条例－関係地方公共団体の条例 

このように，学校等の場合には，その設置者によって適用法が異なるので，それぞれがどのよう

なものであるかを知らなければならない。 

スペ－スが許すならば，それぞれの適用法の概要を見る必要があるが，それは不可能であるので，

ここでは，個人情報保護法を中心に見ることにする。この法律の下で，文部科学省は，個人情報保

護法第8条の規定に基づき「学校における生徒等に関する個人情報の適正な取扱いを確保するため

に事業者が講ずべき措置に関する指針」（平成16年11月11日文部科学省告示第161号）（以下「文

部科学省指針」という。）を定め，平成17年４月１日から適用することとした。また，同省は，そ

の解説（平成17年１月，改訂平成18年２月１日）（以下「指針解説」という。）も出している。 



２ 個人情報保護法の概要（その１）―「基本法」部分  

個人情報保護法は多くの人々に知られるようになったが，その内容については，意外に知られて

いない。その全体像を知らないと，何が法律違反となって処罰されるかを理解できない。そこで，

個人情報保護法の概要について見るが，その一部を紹介することができるにすぎない。その概要に

ついては，この法律を所管している消費者庁のホームページを見るならば，分かりやすく解説され

ていることを知ることができるであろう。 

（http://www.caa.co.jp/seikatsu/kojin/index.html） 

個人情報保護法のうち，第１章から第３章までの規定が「基本法」と呼ばれる性格のものであっ

て，第４章以下の規定が「一般法」と称せられる性格のものである。「基本法」部分の概要は，次

のようになっている。 

第１章 総則（第１条－第３条） 

１ 目的（第1条）－高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大しているこ

とにかんがみ，個人情報の適正な取扱いに関し，一定の規定を設けることにより，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いる。 

この規定から明らかなように，個人情報保護法は，「個人情報の有用性」と「個人の権利利益

の保護」とのバランスをとることを目的としている。具体的場面でどのように取り扱うか法的に

迷うときは，この第１条の目的に立ち戻って解釈する必要がある。 

２ 定義（第２条） 

・「個人情報」－生存する個人に関する情報（識別可能情報） 

例えば，学生・生徒・保護者・教職員関係の情報は，個人情報保護法でいう「個人情報」に該

当する。個人情報保護法は，この「個人情報」と後掲の「個人データ」，「保有個人データ」と

を区別している。それぞれで適用規定が異なるので，注意が必要である。 

・「個人情報データベース等」－個人情報を含む情報の集合物（検索が可能なもの。一定のマ

ニュアル処理情報を含む。） 

例えば，成績表や履修登録は，通常，検索可能なものであるので，個人情報データベース等に

当たる。 

・「個人情報取扱事業者」－個人情報データベース等を事業の用に供している者（国，地方公

共団体等のほか，取り扱う個人情報が少ない等の一定の者（特定の個人の数が過去６か月以内の

いずれの日においても5,000人を超えない者）を除く。） 

5,000人を超える個人情報を取り扱う私立学校は，個人情報取扱事業者になる。 

・「個人データ」－個人情報データベース等を構成する個人情報 

第４章の個人情報取扱事業者の義務等の規定のうち，「個人データ」は，次の規定に出てくる。 

第19条（データ内容の正確性の確保），第20条（安全管理措置），第21条（従業者の監督），

第22条（委託先の監督），第23条（第三者提供の制限） 

・「保有個人データ」－個人情報取扱事業者が開示，訂正等の権限を有する個人データ 



・「本人」－個人情報によって識別される特定の個人 

３ 基本理念（第３条） 

個人情報は，個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであり，その適正な取

扱いが図られなければならない。 

この第3条の基本理念の規定について，「個人情報の保護に関する基本方針」（平成16年４月

２日，後掲の第７条に基づき閣議決定）は，「個人が『個人として尊重される』ことを定めた憲

法第13条の下，慎重に取り扱われるべきことを示」していると述べている。このように，憲法に

基礎づけられていることに注目する必要がある。 

第２章 国及び地方公共団体の責務等（第４条～第６条） 

第３章 個人情報の保護に関する施策等（第７条～第14条） 

 第１節 個人情報の保護に関する基本方針（第７条）  

 第２節 国の施策（第８条～第10条）  

 第３節 地方公共団体の施策（第11条～第13条）  

 第４節 国及び地方公共団体の協力（第14条）  

 



３ 個人情報保護法の概要（その2）―「一般法」部分  

個人情報保護法の「一般法」部分の骨格について見るにとどめる。それは，次のようになっている。 

第４章 個人情報取扱事業者の義務等（第15条－第49条） 

  第１節 個人情報取扱事業者の義務（第15条－第36条）－必要に応じて一定の適用除外を規定  

（１）利用目的の特定，利用目的による制限（第15条，第16条） 

・個人情報を取り扱うに当たり，その利用目的をできる限り特定  

文部科学省指針は，利用目的の特定（第15条第１項）について，「事業者は，利用目的の特定に

当たっては，単に抽象的，一般的に特定するのではなく，本人が，取得された当該本人の個人情報

が利用された結果が合理的に想定できる程度に，具体的，個別的に特定すること」とし，指針解説

は，具体的な例を挙げている。 

・特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱いの原則禁止  

（２）適正な取得，取得に際しての利用目的の通知等（第17条，第18条）  

・偽りその他不正の手段による個人情報の取得の禁止  

・個人情報を取得した際の利用目的の通知又は公表  

・本人から直接個人情報を取得する場合の利用目的の明示  

（３）データ内容の正確性の確保（第19条）  

・利用目的の達成に必要な範囲内で個人データの正確性，最新性を確保  

（４）安全管理措置，従業者・委託先の監督（第20条～第22条）  

・個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置，従業者・委託先に対する必要かつ適切な監督  

（５）第三者提供の制限（第23条）  

・本人の同意を得ない個人データの第三者提供の原則禁止  

第16条と第23条に「同意」について規定がある。その「同意」について，指針解説は，「本人の

同意を得る方法としては，例えば，書面により同意の意思を確認すること，本人の参加が確認でき

る説明会等において，当該本人の個人情報の取扱いについて異論がないことを口頭で明確に確認す

る等が想定されます」と説明している。 

・本人の求めに応じて第三者提供を停止することとしており，その旨その他一定の事項を通知等

しているときは，第三者提供が可能 

・委託の場合，合併等の場合，特定の者との共同利用の場合（共同利用する旨その他一定の事項

を通知等している場合）は第三者提供とみなさない。 

（６）公表等，開示，訂正等，利用停止等（第24条～第27条）  

（７）苦情の処理（第31条）  

（８）主務大臣の関与（第32条～第35条）  

（９）主務大臣（第36条）  

・個人情報取扱事業者が行う事業等の所管大臣，規定の円滑な実施のために必要があるときは，

内閣総理大臣が指定  



  第2節 民間団体による個人情報の保護の推進（第37条－第49条）  

第5章 雑則（第50条－第55条） 

・報道，著述，学術研究，宗教活動，政治活動の用に供する目的で個人情報を取り扱う報道機関，

著述を業として行う者，学術研究機関等，宗教団体，政治団体については，第４章の適用を除

外（第50条第1項）  

・地方公共団体が処理する事務（第50条） 

個人情報保護法第50条及び個人情報保護法施行令第11条で，他の法令により事業者の監督権限

に属する事務が地方公共団体の長等の事務とされている。そのことから，地方公共団体所轄の学

校法人等・学校の場合，地方公共団体の長等が個人情報保護法の第32条から第34条までに規定す

る主務大臣の権限に属する事務（報告徴収，助言，勧告及び命令）を行うことになるので，注意

しなければならない。 

・このほか，権限または事務の委任，施行の状況の公表等について規定 

第６章 罰則（第56条～第59条） 

・個人情報取扱事業者が主務大臣の命令に違反した場合等における罰則（第56条～第59条）  

附則 

・公布の日（平成15年５月30日）から施行，第４章から第６章までの規定は，公布後２年以内に

施行（附則第１条）―前述のように，平成17年４月１日から施行された。  

・経過措置（附則第２条～第６条）  

 



４ 個人情報の保護・管理  

「個人情報の保護」という言葉を使う場合には，上記のそれぞれの適用法に従って「個人情報を

保護する」ことを意味する。これに対し，「個人情報の管理」という言葉は，体系化されている適

用法の中の「個人情報管理」に関わる規定によって管理することを意味していると言える。 

上記の個人情報保護法でいえば，直接的には，第20条～第22条までの規定を念頭に置かなければ

ならない。それは，「３（４）安全管理措置，従業者・委託先の監督（第20条～第22条）」で，簡

単に「個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置，従業者・委託先に対する必要かつ適切

な監督」と説明をしておいた。 

それぞれの規定について検討する必要もあるが，ここでは，文部科学省大臣官房長が2006（平成

18）年4月21日付けで「学校における個人情報の持出し等による漏えい等の防止について（通知）」

という文書を各都道府県・指定都市教育委員会，各都道府県知事，各国公私立大学長及び各国公私

立高等専門学校長あてに出しているので，詳しくはそれを参照されたい。その書き出しは，次のよ

うになっている。 

「学校が保有する個人情報については，個人情報の保護に関する関係法令及び各地方公共団体の

条例等に基づき，適正な取扱いの確保に努めていただいているところですが，昨今，新聞報道等で，

学校から持ち出された個人情報の漏えい事案が多く報じられています。 

最近の傾向として，職員が許可無く職務上取り扱う個人情報を持ち出し，個人所有のパソコンを

利用したことにより，ファイル交換ソフト等を介して流出するという事案が多く発生しています。 

各位におかれては，学校における個人情報漏えい等の防止のため，既に諸々対策を講じられてい

ることと思われますが，別添参考資料に示す①個人情報等の持出し，②学校外で利用するパソコン

のセキュリティー，③ファイル交換ソフトへの対策を参考にして，個人情報の漏えい等の防止につ

いて適切に対応されるようお願いいたします。 

なお，都道府県教育委員会及び都道府県知事におかれては，域内の市町村教育委員会，所管の学

校及び所轄の私立学校等に対してご周知くださるようお願いします。 

また，文部科学省ホームページにおいて，関連情報を提供しておりますので，適宜ご活用くださ

い。」（文部科学省ホームページ（関連情報提供ページ）： 情報の漏えい等の防止についての関

連情報 http://www.mext.go.jp/b_menu/koukai/kojin/info/002.htm） 

 



５ 情報共有の可能性  

（１）情報共有の阻害要因―過剰反応 

個人情報保護法は，同法の適用を受ける組織に対してはもとより，個々人の意識に対しても，極

めて大きな影響を与えていると見ることができる。 

前述のように，筆者は，高度情報通信社会推進本部個人情報保護検討部会の座長として，1999年

10月20日に，座長私案（「堀部私案」と呼ばれることもある。）を発表し，日本における個人情報

保護システムのグランドデザインを明らかにするという役割を果たした。そのこともあって，個人

情報保護法の運用・解釈については，よく質問を受ける。新聞でコメントした，いくつかの例を挙

げることによって，個人情報保護法の影響の一側面を見ることにする。次のようなことがあった。 

【例１】個人情報保護法全面施行と学校・商店街・防災会などの模索 

個人情報保護法が全面施行されて間もなくして朝日新聞社の記者から電話があった。個人情報保

護法について地域社会で戸惑いがあるので，意見を聞きたいということであった。朝日新聞2005年

４月14日朝刊の「生活面」に「個人情報保護 悩む地域社会」という記事が掲載された。そのリー

ドで問題状況が明確に指摘されている。それによると，「個人情報保護法が今月全面施行され，情

報管理の意識がいっそう高まるなか，地域社会には戸惑いも広がっている。学校や商店街，防災会

などで個人情報を載せた名簿をどう取り扱うか。子どもやお年寄りの安全にもかかわるだけに，模

索が続く」ということである。この記事は，「災害弱者」，「学校」，「商店街」における具体的

な状況について詳しく報道している。筆者は，「それは過剰反応ですね」と評した。それとの関連

で，筆者のコメントは，次のようにまとめられている。 

「個人情報保護法は，５千を超える個人情報を扱う取扱事業者に厳しい情報管理を求めている。

実際に適用される企業や団体は大規模な事業者に限られると見られるが，個人情報が漏れてクレー

ムをつけられるのではと恐れ，過剰な『自主規制』が起こっている。講演会などで様々な質問を受

けるが，内容は千差万別。『取引先と交換する名刺に利用目的を書かなければならないか』と真顔

で聞かれて驚いたこともある。同法は，基本理念として５千以下の個人情報にも適正な取り扱いを

求めているが，仲間同士のつきあいや地域のネットワークづくりが妨げられてはいけないのではな

いか。重要なのは，保護と利用のバランス。個人情報が外部の業者などに渡って悪用されないよう

に，仲間うちや地域でしっかりしたセキュリティーの仕組みを作る必要がある。」 

【例２】JR宝塚線の脱線事故とJR西日本・病院などの対応 

2005年４月25日に発生したJR宝塚線の脱線事故は，個人情報保護法との関係でも，大きな問題

を投げかけた。各社の記者がJR西日本や病院などで死傷者について取材をしようとしたところ，JR

西日本や病院などが個人情報保護を理由に死傷者の氏名などの個人情報を提供しないという事態が

生じた。そこで，いく人かの記者から個人情報保護法の解釈について問い合わせがあった。それら

は，JR西日本や病院などと掛け合うために問い合わせてきたもの，記事のコメント用に聞いてくる

ものなどさまざまであった。特にJR西日本の対応を問題とするものが多かった。 



この場合，病院などの設置者が国か，独立行政法人等か，都道府県か，市町村か，または医療法

人等かによって，適用される法令等が異なる旨を説明した。それは，次のようになる。 

・国立の病院－行政機関個人情報保護法 

・独立行政法人等の病院－独立行政法人等個人情報保護法 

・都道府県の病院－各都道府県の個人情報保護条例，たとえば，兵庫県立であれば，兵庫県の個

人情報保護条例 

・市町村立の病院－各市町村の個人情報保護条例，たとえば，尼崎市立であれば，尼崎市の個人

情報保護条例 

・JR西日本・医療法人等の病院－個人情報保護法 

たとえば，朝日新聞2005年５月25日朝刊（大阪本社版）の「時時刻刻」は，「JR脱線事故」，

「個人情報扱い手探り」，「プライバシー保護か公益か」などの見出しで，問題点について報道し

た。その中で，同紙は，筆者のコメントについて「政府の行政機関等個人情報保護法制研究会の委

員を務めた中央大学法科大学院の堀部政男教授は『当初は過剰反応した病院やJR西日本が，一定の

ルールのもとで情報提供に応じたことは評価できるし，公共の場で起きた事故や災害への対応に貴

重な先例となった』とみる。事故を起こさないという重大な公益ためにも『今後は遺族側にも十分

な情報が提供される配慮や施策が求められる』と指摘した」とまとめている。 

その後も，この過剰反応についてはさまざまな機会に発言などしてきている。個人情報保護法に

関わる関係府省も，「過剰反応」というように括弧つきながら，あるいは，いわゆる「過剰反応」

などという表現で過剰反応問題を取り上げるようになった。 

 

（２）過剰反応問題に関する関係府省の取組 

関係府省が過剰反応問題にどう取り組んでいるかを見ることを通して，解決策も考えていただき

たい。関係府省のさまざまな取組があるが，個人情報保護法を所管している内閣府の個人情報保護

推進室が，2007年10月から12月にかけて全国で開催した「個人情報保護法に関する説明会・相談会」

で使った「上手に使おう！個人情報～誤解していませんか？個人情報保護法～」（以下「説明会ス

ライド」という。）が分かりやすく説明しているので，それによりながら，情報共有の可能性につ

いて見ることにする（筆者が講師を務めた会場もある。）。 

ア いわゆる「過剰反応」に関する説明 

説明会スライドは，「１. 個人情報保護法の概要」，「２. いわゆる「過剰反応」」及び「３. ま

とめ」に分かれている。そのうちの「２. いわゆる「過剰反応」」は，次のような四つの「過剰

反応」の例を挙げている。 

ケース １. 学校や自治会における緊急連絡網などの作成・配布 

ケース ２. 災害時要援護者リストの共有 

ケース ３. 民生委員・児童委員の活動のための情報共有 

ケース ４. 法令に基づく個人データの提供 



その前に，内閣府国民生活局の「個人情報保護に関する世論調査」（2007年２月２日）で明ら

かになった「法施行後の変化（印象）」を掲げている。それは，次のようになっている。 

「緊急連絡網などの名簿の作成が中止され，日常生活が不便になったと感じるか。」 （個人

情報保護法を「知っている」と答えた者1,447人に対して） 

平成18年９月 

・強く感じる          19.9％ 

・ある程度感じる        31.2％ 

・あまり感じない        27.7％ 

・ほとんど感じない       16.9％ 

この結果から，約半数の人が「緊急連絡網などの名簿の作成が中止され，日常生活が不便になっ

たと感じる」と回答していることが分かる。 

以下，それぞれのケースについて見ることにする。 

イ ケース１. 学校や自治会における緊急連絡網などの作成・配布 

各ケースは，Q.（Question（質問））から始まる。ケース１のQ.は，次のようになっている。 

「Q. 個人情報保護法によって，緊急連絡網などを作成して関係者に配布することは，できな

くなったの？」 

それに対する第１の答えは，「ここがポイント！」ということで説明している。ケース１.の「こ

こがポイント！」は，次のようになっている。 

「個人情報の取得時に適切に本人から同意を得ることで，従来どおり作成，配布できる。」 

その後に「（例）入学時の案内や新学期の開始時に同意を得て必要な個人情報を記入してもら

う。」を挙げている。 

そして，【参考となる指針（学校関係）】として，「学校における生徒等に関する個人情報の

適正な取扱いを確保するための事業者が講ずべき措置に関する指針（平成18年2月文部科学省）

解説」（資料編P52）も掲げている。ここにある「（資料編P52）」は，説明会で配布された「資

料編」の52頁に出ているという意味である。 

Q.に関する第２の答えは，次のようになっている。 

「同意に代わる措置（いわゆるオプトアウト）も可能。」 

また，Q.に対する第３の答えは，次のようになっている。 

「自治会のうち，5,000人を超える組織はほとんどない。（5,000人を超える個人情報を取り扱

う自治会は少ない。）」 

「法の義務規定の対象となる「個人情報取扱事業者」（説明会スライドP７参照）にならない

ことがほとんど。」 

ウ ケース２. 災害時要援護者リストの共有 

ケース２．は，「Q.一人暮らしのお年寄りの氏名や住所を，地震が起きた場合に備えて共有す

ることはできないの？」となっていて，「高齢者など，災害時に援護が必要な人の個人情報を，



関係者間であらかじめ共有することができるか？」とも記している。 

「ここがポイント！」の第１の答えは，次のようになっている。 

「各自治体の定める「個人情報保護条例」を適切に解釈・運用すれば，関係者（福祉部局，防

災部局，自主防災組織，民生委員など）間で要援護者情報の共有は可能。」 

ここでのポイントは，「各自治体の定める「個人情報保護条例」」の適用を受けるので，それ

を「適切に解釈・運用」するようにということである。 

第２の答えは，次のようになっている。 

「個人情報提供の際は，提供先において個人情報が適切に取り扱われるよう，誓約書の提出を

求めるなどの担保措置を講ずることが重要。」 

「誓約書の提出」というところに注目されたい。よく問題になるので，「提供先において個人

情報が適切に取り扱われ」ないのではないかということであるので，このような方法があること

を知る必要がある。 

【参考となる通知等】としては，次のものがあるとしている。 

・「個人情報の適切な共有について（平成19年８月内閣府・総務省） 」（資料編P54） 

・「災害時要援護者情報の避難支援ガイドライン（平成18年３月災害時要援護者の避難対策に

関する検討会）」（資料編P54） 

・「要援護者に係る情報の把握・共有及び安否確認などの円滑な実施について（平成19年８月

厚生労働省）」（資料編P55） 

エ ケース３. 民生委員・児童委員の活動のための情報共有 

ケース３．は，「Q.個人情報保護法があるので，民生委員や児童委員は，その活動のために必

要な個人情報を提供してもらうことはできないの？」という質問となっている。少年補導セン

ターにおける情報共有については，このケース３.も参考になろう。 

「ここがポイント！」の第１の答えは，次のようになっている。 

「民生委員・児童委員は，福祉事務所などの協力機関として職務を行うものとされており，活

動の円滑な実施のためには，個人情報の適切な提供を受ける必要がある。」 

第２の答えは，次のようになっている。 

「民生委員・児童委員は，民生委員法において，守秘義務が課せられている。」 

【参考となる通知等】として次のものを挙げている。 

・「児童委員，主任児童委員の活動に対する必要な情報提供等について（平成19年３月厚生労

働省）」（資料編P55） 

・「要援護者に係る情報の把握・共有及び安否確認などの円滑な実施について（平成19年８月

厚生労働省）」（資料編P55） 

・「社会・援護局関係主管課長会議（平成18年２月28日開催）資料」（資料編Ｐ56） 

オ ケース４. 法令に基づく個人データの提供 

ケース４.の質問は，「Q.警察からの問合せに応じて，知人の個人情報を勝手に教えてもいいの？」 



「ここがポイント！」は，「あらかじめ本人の同意を得ずに個人データを第三者に提供できる。

（法23条）」となっていて，次の例を掲げている（ちなみに，ここに出てくる「法」とは，個人情

報保護法を指している。）。 

○警察などからの（捜査に必要な事項の）報告の求めに応じる場合（刑事訴訟法第197条第２項） 

○弁護士会からの報告の求めに応じる場合（弁護士法第23条の２第２項） 

○統計調査への協力（統計法第17条） 

○児童虐待に係わる通告（児童虐待の防止等に関する法律第６条第１項） 

○株式会社における株主名簿等の閲覧請求への対応（会社法第125条第２項等） 

 

 

おわりに  

内閣府の説明会・相談会の資料は，平成17年４月１日の個人情報保護法全面施行にともない顕著

になった具体的問題を基に，同法第１条で目的としている「個人情報の有用性と保護のバランス」

をどのようにとるべきかを平易にまとめたものである。少年補導センターにおける情報共有につい

ても，関係府省，地方公共団体，関係団体などが具体的問題を基に，情報共有の阻害要因を分析し，

解釈指針などを示すことを期待したい。 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------●  一橋大学名誉教授 堀部政男  

 



６ 個人情報の共有について  

効果的な若者支援を実施していくためには，支援に関わる関係機関等が対象となる若者に関する

情報や支援に関する考え方を共有し，適切な連携の下で対応していくことが求められる。その際,

関係機関間での円滑な情報提供のために，個人情報保護の要請と関係機関等における情報共有の関

係を明確にしておくことが必要である。 

個人情報保護法は，第23条において，あらかじめ本人の同意を得ないで，個人データを第三者に

提供してはならないと規定しているところであるが，この例外規定として，「公衆衛生の向上又は

児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって，本人の同意を得ることが困難であ

るとき」（第23条第1項第3号），「国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令

の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって，本人の同意を得ることに

より当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき」（第23条第1項第4号）と規定されている。

これに該当すると考えられる事例として，「個人情報保護法の解説〈改訂版〉」 では，児童虐待，

不登校，不良行為など児童生徒の問題行動について児童相談所，学校，警察，医療機関等の関係機

関が連携して対応する際に，当該関係機関等の間で問題行動に係る児童生徒の情報を交換する場合

や児童生徒の問題行動や児童虐待に対応するために関係機関においてネットワークを組んで対応す

る場合を挙げている。つまり，これらの場合には，個人情報取扱事業者は，あらかじめ本人の同意

を得ないで，個人データを第三者に提供できるということになる。 

一方，平成21年７月に成立した子ども・若者育成支援推進法に基づき設置される子ども・若者支

援地域協議会に対し，支援対象者から一次的に相談を受けた民間の支援団体が当該支援対象者の個

人情報を提供するに当たっては，原則として本人（本人が未成年の場合にはその保護者等）の同意

が必要である。これは，協議会における支援は，一般に個人情報保護法第23条第1項第3号又は第4

号に定める例外規定には当たらないためである。（特に支援対象者が「児童（18歳未満）」である

場合を除けば，例外規定に該当し得ず，必ず同意が必要である。） 

また，支援対象者から一次的に相談を受けたのが国・独立行政法人の機関（例えば国立学校や国

立病院）である場合にも，行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第8条第2項第3号及び

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第9条第2項第3号において，本人の同意な

く個人情報の提供が許容される「相当な理由」とは認められないため，やはり本人又はその保護者

等の同意が必要である。支援対象者から一次的に相談を受けたのが地方公共団体である場合には，

当該地方公共団体の個人情報保護条例による。 

このように本人の同意を得る場合においては，地域における若者支援推進課長等会議が取りまと

めた「ネットワーク，個人情報の取扱いに関する考え方」中間取りまとめ（平成20年1月30目）の

中で，「個人情報の取扱いについて，少なくともこれを満たせば問題ないと考えられる方法」とし

て，本人の同意は書面に署名する方法で得ること，未成年については法定代理人の同意を得ること，

同意書には少なくとも①提供先，②提供される情報の内容，③提供先における利用目的を明記する



ことを挙げている。なお，同会議が作成した「個人情報の取扱いに関する同意書（様式例）」を元

に，内閣府において子ども・若者支援地域協議会に個人情報を提供する際の様式例を作成し，次頁

に添付したので，参考とされたい。 

 

【参考文献】  

園部逸夫編，2005，『個人情報の保護法の解説〈改訂版〉』，ぎょうせい 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------●  内閣府青少年支援担当  



 
個人情報の取扱いに関する同意書（様式例） 

 

 
○○○○（機関・団体名）は、相談者に関する個人情報を下記のとおり取り扱います。 

 

記 

 

１．個人情報の利用目的 

○○○○は、個人情報を以下の目的のために利用します。なお、これ以外の目的に

は利用しません。 

（１）相談業務の実施 

（２）シンポジウム・イベント等の開催案内 

（３）  ・ 

（４）  ・         

（５）その他これらの事業に附帯する事業 

 

２．個人情報の第三者提供 

○○○○は、個人情報を以下により第三者に提供します。 

（１）個人情報の提供先 

○○〔都道府県・市町村〕子ども・若者支援地域協議会（協議会名称） 

（２）提供される個人情報の内容 

申込様式に記入した個人情報（氏名、生年月日、連絡方法等が想定される。） 

（３）提供先における個人情報の利用目的 

①子ども・若者育成支援推進法第１５条第１項各号に掲げる支援 

②支援に必要な情報の交換、支援の内容に関する協議の他、必要な業務 

 
○ 子ども・若者育成支援推進法（平成２１年法律第７１号）第１５条第１項各号 
一  社会生活を円滑に営むことができるようにするために、関係機関等の施設、子ども・若者の住居その

他の適切な場所において、必要な相談、助言又は指導を行うこと。 
二  医療及び療養を受けることを助けること。 

三  生活環境を改善すること。 
四  修学又は就業を助けること。 

五  前号に掲げるもののほか、社会生活を営むために必要な知識技能の習得を助けること。 
六  前各号に掲げるもののほか、社会生活を円滑に営むことができるようにするための援助を行うこと。

 

私に関する個人情報を上記のとおり取り扱うことに同意します。 

 

平成   年   月   日 

本人署名                      （印） 

 

＜本人が未成年者の場合＞ 

法定代理人署名                      （印）   続柄       

必要に応じて限定列挙 

 



７ 現場の実践例（非行少年等立ち直り支援システムにおける個人情報の取扱いについて） 

（１）はじめに 

滋賀県は，非行等の問題を抱える少年を立ち直らせ，再非行を防止するために「非行少年等立ち

直り支援システム」，「同システム運営実施要綱」，「同事業実施マニュアル」を作成し，市町が

設置する県内17の少年補導センターのうち，９箇所のセンターに青少年立ち直り支援センター機能

を置き，当該センターを拠点として非行少年等の立ち直り支援事業を実施している。そして，少年

たちを支援することによって，少年たちに明るい明日が来るようにという願いをこめ，青少年立ち

直り支援センターには「あすくる」という呼称をつけている。 

｢あすくる｣と支援協力機関等は支援連絡制度を確立し，対象少年の把握から支援終了に至るまで

の間，密接かつ適正な連携を図ることとしている。個人情報のやりとりについては，立ち直り支援

システムの中で制限をかけており，同運営実施要綱等に定めてある個人情報の取扱い規定を遵守し

て，支援連絡制度の運用に当たるものとしている。 

この「支援システム」の構築に当たっては，庁内関係各課，県警少年課と協議を重ねるとともに，

家庭裁判所・保護観察所・県子ども家庭相談センター（児童相談所）などの支援協力機関とも十分

な意見交換を行い，外部委員による支援システム検討委員会の意見も聴いて作成された。 

 

（２）支援システムにおける個人情報の取扱いについて 

支援対象少年の把握機関等は，該当少年を「あすくる」へ引き継ぐときは，本人及びその保護者

から『同意』を得たうえで引き継ぐものとし，支援協力機関等との個人情報のやりとりについても，

本人及びその保護者からの『同意』を得たうえで行うこととしている。 

対象となる少年及びその関係者に関する情報の把握と提供については，このシステムの目的を達

成するために必要な範囲内で，適正かつ公正な方法により把握，提供しなければならないとし，機

関等の長は情報取扱窓口の担当者を選任し，その担当者をして把握，提供するものとしている。 

また個人情報の管理については，情報を正確かつ最新なものに保つよう努めるとともに，個人情

報の漏えい，滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなけれ

ばならないとし，保有する必要のなくなった個人情報について確実に，かつ速やかに廃棄し，また

は消去しなければならないとしている。 

「あすくる」の職員及び公募によるボランティアの支援サポーターは，職務上知り得た個人情報

をみだりに他人に知らせ，または不当な目的に使用してはならないし，その職務を退いた後も同様

とすると規定し，支援協力機関等の責務についても，個人の権利利益を侵害することのないよう，

適正な収集，利用，管理等に努めなければならないとしている。なお，支援サポーターに対しては，

各「あすくる」が開催する『サポーター研修会』の中で，個人情報の取扱いについての内容も実施

している。 

 



（３）今後に向けて 

本事業の実施においては，支援協力機関をはじめ，関係機関との連携は欠くことができないもの

である。それゆえ，個人情報の取扱いについては最大の配慮が必要であり，目的外使用にならない

よう努めなければならない。そのため，個人情報管理についての研修の実施と併せて，児童福祉法

の下で整備が進められている｢要保護児童対策地域協議会｣との関係の中で，法令にも担保しながら

個人情報の取扱いが適正に行えるよう考えていく必要がある。 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ●  滋賀県健康福祉部子ども青少年局  

 



８ 現場の実践例（ＮＰＯ法人「育て上げ」ネットの実践から）  

支援活動においては，個人情報の取扱いに細心の注意を払わなければならない。情報漏洩・流出

は言わずもがなだが，何よりも相手（若者・保護者など）との信頼関係を根底から崩してしまうか

らである。 

NPO法人「育て上げ」ネットでは，まず情報管理部門担当者で以下の手順を踏みながら個人情報

への取組を行った。 

（１）個人情報保護法の理解  何が，どこまでが個人情報なのかを認識 ･･････････

････････････････

･････････････････

･･･････････

（２）情報の棚卸し  自分たちが持つ「情報」の再確認 

（３）情報の区分  確認した情報を管理レベルごとに区分 

（４）アクセス権の設定  各レベルの情報にアクセスできる権利の割り振り 

若者を支援する現場は，入居しているビルの３階フロアにある。そこには支援者や支援を必要と

する若者だけでなく，見学者や来客者など，不特定多数が出入りする場所のため個人情報に関わる

書類などは極力置かないようにしている。しかし，日々の支援の中で必要な書類もあるため，それ

らの情報については鍵付きの棚に保管することとし，現場支援責任者の許可なく情報閲覧をできな

いものとした。 

それ以外の情報については，管理部門のある５階に集約し，管理部門責任者の許可なしではアク

セスできないようにしている。また，アクセスの許可があっても，原則としてアクセス権限者立ち

会いの下で情報閲覧することを義務付けている。 

法人内でも，情報管理は管理部門の体制強化で解決できる。しかしながら，非常に難しいのが包

括的に若者を支援できるよう整備したネットワークの中での情報管理である。個人情報保護法の遵

守は当然であるが，適切と思われる公的機関を紹介したい場合に，先方に全く情報が渡らないとい

うことは，複数の場所で同じ質問を何度も繰り返し聴かれる可能性がある。心に傷を負っている若

者であれば，自らのつらい経験や体験を，複数名に何度も話さなければならなくなり，より深刻な

心理状況に陥ってしまうことがある。新しい場所に行けば，必ず過去の話を掘り返されるという認

識が若者に植え付けられてしまうと，どこにも相談に行けないことになりかねない。最近では，リ

ファー（紹介）という言葉が一般化してきたが，個人情報保護法との関係においては，どの程度の

情報を相手方と共有できるのかがあいまいであり，ネットワークを形成する段階からしっかりと話

をしておかなければならない。 

新しい取組として考えているのが，パーソナルカード（仮称。以下同じ）の導入である。それぞ

れの若者が自身のカードを持つことで，開示したい場合には自らその情報を相手に開示することで，

何度も同じ質問を受けたり，同様の話をしたりすることを減らそうという試みである。彼ら，彼女

ら自身のパーソナルカードに，当法人の支援者が本人の同意の下の状況などを書き込み，紹介先な

どでの情報開示は本人の判断に任せるというものである。 

今後，個人情報の取扱いについてはよりいっそうの注意が必要とされるだろう。包括支援のため



のネットワーク化も進んでいく。各法人，団体，組織間でのやりとりが頻繁になっていく中，若者

の将来のためにできること，やらなければならないことと，定められた法律に遵守していくこと。

この二つのバランスをしっかりととっていくことが求められていく。 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------●  NPO法人「育て上げ」ネット理事長 工藤啓  


