
議会運営委員会  

 

令和４年 12月 22日 

委 員 会 室 

 

 

１  開  会  

 

 

２  協議事項  

 ⑴  第 93回３月定例会の日程等について  

 

 

 ⑵  第 92回 12月定例会の反省等について  

 

 

 ⑶  学校学習環境規模適正化に係る計画の取扱いについて  

 

 

 ⑷  西脇市議会の個人情報の保護に関する条例について  

 

      

 

３  その他  

 

  令和４年度及び令和５年度委員会・議員協議会等の開催予定ほか  

 

 
 

 



                           【Ｒ４.12.22 議会運営委員会資料】 

 

   第93回西脇市議会３月定例会の日程等について  

 

記  

 

１  招集予定日と主な議案  

 ⑴  招集予定日  

   令和５年２月24日（金）午前 10時  

 ⑵  提出予定の主な議案  

  ア  当初予算（令和５年度一般会計ほか）  

イ  補正予算（令和４年度一般会計ほか）  

  ウ  その他  

 

２  日程及び会期等  

 ⑴  日  程  

   ２月17日（金）午前９時30分～  議会運営委員会  

     21日（火）午前９時30分～  議案説明会  

     24日（金）午前９時 30分～  議員協議会  
          午前10時00分～  本会議（第１日）  

         ≪本会議終了後、資料請求等調整会≫  
     27日（月）正午       施政方針・議案質疑通告締切  
   ３月３日（金）午前 10時00分～  本会議（第２日）  
     ６日（月）午前 10時00分～  本会議（第３日）  

≪本会議終了後、予算常任委員会質疑事項打合せ。  

第３日を使用しない場合は、午前９時 30分から≫  

     ７日（火）午前９時 30分～  文教民生常任委員会  
     ８日（水）午前９時 30分～  総務産業常任委員会  
     ９日（木）午前９時30分～  予算常任委員会  
     10日（金）午前９時30分～  予算常任委員会  
     13日（月）午前９時30分～  予算常任委員会  

     14日（火）         委員会予備日  
     15日（水）正午       一般質問通告締切  
     16日（木）正午       討論通告締切  

     （一般質問の通告数等により、午後１時30分から議会運営委員会を開催） 

     22日（水）午前９時30分～  議員協議会  
          午前10時00分～  本会議（第４日）  
     24日（金）午前10時00分～  本会議（第５日）  
     27日（月）         予備日  

     28日（火）午前９時30分～  議会運営委員会  

 ⑵  会  期  

   ２月24日（金）から３月27日（月）までの32日間  



 ⑶  オンライン予算広聴会  

   ２月21日（火）  意見を聴こうとする案件の選定  

     24日（金）  ＨＰに事業説明シート掲載・参加者募集  

   ３月１日（水）  参加申込締切り（午後３時）  

     ３日（金）  広聴会開催（午後７時から８時 30分まで）  

 

３  今後の日程について  

  12月28日（水） 13時30分～  氷上多可衛生事務組合議会臨時会  

  １月５日（木）11時00分～  新年に集う会（西脇ロイヤルホテル）  

         13時30分～  広報広聴特別委員会協議会  

    ７日（土）       2023文化連盟新年パーティー【中止】  

    ８日（日） 11時00分～  二十歳の集い（オリナス）  

    10日（火）９時30分～  議員協議会  

    11日（水） 13時00分～  愛知県みよし市議会視察来訪（議会運営

委員会）  

    11日（水）～ 12日（木）新議員ＪＩＡＭ研修  

    12日（水） 11時00分～  新春互例会（青野ヶ原駐屯地）【議長】  

    13日（金）９時 30分～  総務産業常任委員会  

    16日（月） 13時30分～  東京都墨田区議会視察来訪（議選監査）  

    17日（火） 14時00分～  沖縄県南城市議会視察来訪（会派／オリ

ナス）  

    18日（水） 14時00分～  広報広聴特別委員会行政視察（三田市）  

    19日（木）９時 30分～  議会運営委員会  

         13時30分～  文教民生常任委員会  

    20日（金） 15時00分～  議会だよりモニター連絡会議  

    21日（土） 13時00分～  東京西脇多可の会（東京都）【正副議長】  

    23日（月） 17時00分～  新年懇談会（西脇ロイヤルホテル）   

    24日（火） 13時30分～  東播・淡路市議会議長会定例会（南あわ

じ市）  

25日（水）９時 30分～  東京都福生市議会視察来訪（議会運営委

員会）  

    27日（金） 10時00分～  都市計画審議会  

30日（月） 13時30分～  福岡県那珂川市議会視察来訪（議会運営

委員会）  

    31日（火）９時00分～  文教民生常任委員会行政視察（市内）  

  ２月７日（火）９時 30分～  文教民生常任委員会  

    ８日（水） 15時30分～  文教民生常任委員会行政視察（市内）  

    10日（金）９時 30分～  総務産業常任委員会  

         13時00分～  市議会議員共済会代議員会（東京都）  

               【議長】  



13日（月） 13時30分～  兵庫県市議会議長会総会（神戸市垂水区）  

14日（火）９時30分～  議員協議会  

    15日（水） 14時00分～  北播磨こども発達支援センター事務組合  

               わかあゆ園議会定例会  

         未定     佐賀県佐賀市議会視察来訪（広報）  

    16日（水） 13時30分～  播磨内陸医務事業組合議会定例会  

    20日（月） 13時30分～  北播衛生事務組合議会定例会  

    22日（水） 13時30分～  氷上多可衛生事務組合議会定例会  

    27日（月） 13時30分～  北はりま消防組合議会定例会  

28日（火） 13時30分～  西脇多可行政事務組合議会定例会  

３月15日（水）午前     中学校卒業式  

  20日（月）９時 30分～  しばざくら幼稚園卒園式  

    23日（木）午前     小学校卒業式  

30日（木）午前     しばざくら幼稚園閉園式  

 

 



   西脇市議会オンライン予算広聴会実施要綱  

 

１  趣旨  

 この要綱は、新年度事業について市民から意見を聴取し、予算審

査時の参考とするために開催するオンライン予算広聴会（以下「広

聴会」という。）について、必要な事項を定めるものとする。  

２  開催時期  

 広聴会は３月定例会会期中の予算常任委員会前に開催するものと

する。  

３  案件選定  

 意見を聴取する案件は、あらかじめ新年度事業の中から総務産業

常任委員会及び文教民生常任委員会で選定することとし、同委員会

において、案件ごとに事業説明シート（様式第１号）を作成するも

のとする。  

４  参加者の募集  

前項の事業説明シートは、完成後、速やかにホームページ等に掲

載し、広聴会の開催日時ほか必要な事項を明示して、広聴会への参

加者を募集する。  

５  参加の申出等  

⑴  広聴会で意見を述べようとする者は、オンライン予算広聴会参

加申込書（様式第２号）により議会事務局へメールで申し出るも

のとする。  

⑵  定数は 10人程度とし、大幅に超過する場合は、抽選により決定  

する。  

⑶  発言時間は、参加者１人当たり５分以内とする。  

６  出席者  

 出席者は、総務産業常任委員会、文教民生常任委員会及び予算常

任委員会の正副委員長を基本とする。  

７  その他  

この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議会運営委員会に

おいて定める。  

 

附  則（令和４年２月 18日  議会運営委員会）  

 この要綱は、令和４年２月 18日から施行する。  

  



様式第１号（第３項関係）  

 

事業説明シート 

事 業 名 

№      

 

 

 

事 業 目 的  

事 業 費  

財 源 

国   

県   

市   

事 業 概 要  

 



様式第２号（第５項関係）  

年  月  日  

 

オンライン予算広聴会参加申込書  

 

 西脇市議会議長  様  

  

西脇市議会オンライン予算広聴会への参加を希望します。  

氏      名   

住    所   

年    代  
    10代・ 20代・ 30代・ 40代    

   50代・ 60代・ 70代・ 80代以上   

メールアドレス  

電  話  番  号   

意見を述べようとする 

事 業 名 

№                  

 

 

 

 

 

意見の概要  
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西脇市議会の個人情報の保護に関する条例の概要 

 

Ⅰ  条例制定の経緯・理由  

 

 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、個人情報の保護に関する法律が改正され、令和５年４月

１日から、民間・行政機関・独立行政法人等の個人情報の保護に関する法律

が一本化されることとなった。 

 併せて、地方公共団体の個人情報保護制度についても、改正後の個人情報

の保護に関する法律（以下「新保護法」という。）による全国的な共通ルー

ルが適用されることになった。 

 本市においても、現行の西脇市個人情報保護条例（以下「現行条例」とい

う。）を改正し、新保護法の施行条例を令和５年４月から施行することとし

ているが、新保護法において議会は、国会や裁判所と同様に、自律的な対応

のもと個人情報の保護が図られることが望ましいとされたことから、新保護

法が定める規律の適用対象から除外されている。 

 しかし、現行条例では、議会も条例の実施機関とされており、新保護法の

施行後も、引き続き自律的な措置を講じる必要があることから、新たに「西

脇市議会の個人情報の保護に関する条例」を制定することとする。 

  

 

Ⅱ  条例制定に当たっての基本的な考え方  

 

１ 条例の構成、条文等は、新保護法との整合性を勘案し、基本的に同法の

各条文に対応したものとする。 

２ 議会が保有する個人情報としては、本会議等の傍聴の受付票や退職議員

を含む議員の経歴など、議会事務局が取得し、保有する個人情報を想定し

ている。 

３ 議員が取得・保有する個人情報については、①議員が議会活動（本会議

や委員会での活動）を行う場合においては、議会事務局の職員が関わらず

に議員単独で作成・取得する個人情報は想定しがたいこと。②議員が議員

活動（市政に関する調査研究、研修、住民相談その他の活動）を行う場合

においては、議員単独で作成・取得する個人情報も想定されるが、議員の 

 職務の範囲は広汎なことから、これらの情報を条例の規制対象に含めると、  

 議員活動に対し過度に広汎な規制となるおそれがあるため、条例が対象と

する保有個人情報には含まない。 

  また、同様の考え方から、条例による責務・罰則の適用範囲は、議会事

務局の職員とし、議員を含まない。 

４ 条例における「議会」と「議長」の文言の使い分けについては、以下の
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とおりである。 

 ⑴ 機関として負うべき義務が課される場合の主体は、「議会」とする。 

 ⑵ 個人情報に係る開示決定処分など具体的な行為を行う場合の主体につ 

  いては、「議会」とすると議決が必要となり、過大な手続と時間を要し、  

  かえって住民の利益を害することとなるため、「議長」とする。 

５ 条例の実施に必要な事項については、議長が別に施行規程を定めること

とする。 

 

Ⅲ  条例の概要・骨子  

 

１ 目的（第１条） 

  議会における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるととも

に、議会が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権

利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつ

つ、個人の権利利益を保護すること。 

 

２ 用語の定義（第２条） 

 ⑴ 「個人情報」 

 生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するもの  

ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画、

電磁的記録に記載・記録され、又は音声、動作等で表された一切の事

項）により特定の個人を識別できるもの  

イ 個人識別符号（ＤＮＡなどの生体情報やパスポート番号など）が含

まれるもの 

 ⑵ 「要配慮個人情報」 

 人種、信条、社会的身分など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  

 ⑶ 「保有個人情報」 

 議会事務局の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報で、職員が

組織的に利用するものとして、議会が保有しているもの（行政文書に記

録されているものに限る。） 

 ⑷ 「個人情報ファイル」 

 保有個人情報の集合体であって、電子機器に保存されるデータベース

や、紙資料であっても五十音順に記載されているなど容易に検索できる

よう体系的に整理されているもの 

 ⑸ 「仮名加工情報」 

 他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できないよう個人情報を

加工した情報  

 ⑹ 「匿名加工情報」 

 特定の個人を識別できないように個人情報を加工した情報で、当該個  

人情報を復元できないようにしたもの。仮名個人情報より加工度が高い。  

※議会の保有個人情報を加工して、仮名加工情報や匿名加工情報を作成
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し、流通させることは想定されないが、仮名加工情報や匿名加工情報

を受領する可能性があるため、定義を設ける。  

 ⑺ 「個人関連情報」 

 生存する個人に関する情報で、個人情報、仮名・匿名加工情報のいず

れにも該当しないもの（インターネットにおける閲覧履歴など）  

 ⑻ 「特定個人情報」 

 マイナンバーを含む個人情報 

 ⑼ 「保有特定個人情報」 

 マイナンバーを含む保有個人情報 

 

３ 議会の責務（第３条） 

 議会は、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な

措置を講じることとする。  

 

４ 個人情報等の取扱い（第４条～第16条） 

 ⑴ 個人情報の保有・取得の制限等 

ア 個人情報の保有に当たっては、議会の権限に属する事務を遂行する

ため必要な場合に限り、かつ、利用目的をできるだけ特定するととも

に、必要以上に保有してはならない。  

イ 利用目的を変更する場合は、変更前の利用目的と相当の関連性があ

ると合理的に認められる範囲を超えてはならない。  

ウ 本人から個人情報を取得する場合は、人の生命等の保護のために緊

急に必要があるときなどの例外を除き、あらかじめ本人に利用目的を

明示する。 

エ 個人情報の不適正利用や不正の手段による取得を禁止する。  

オ 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る。  

 ⑵ 個人情報の管理 

ア 保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報

の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じる。議会の個人情報の

取扱いの委託を受けた者にも準用する。  

イ 個人情報の取扱いに従事する職員・元職員、委託業務の従事者・元

従事者、派遣労働者・元派遣労働者（以下「職員等」という。）につ

いて、業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

不当な目的に利用してはならない。 

ウ 保有個人情報の漏えいなど個人の権利利益を害するおそれが大きい

事態が発生した場合は、原則として本人に通知を行う。  

 ⑶ 個人情報の利用・提供の制限 

ア 法令に基づく場合や下記の例外を除き、利用目的以外の目的のため

に保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。  

  【利用・提供できる場合】 

➢本人の同意があるとき、本人に提供するとき。  

➢法令に基づき事務遂行に必要な限度で内部において利用する場合で、
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利用に相当の理由があるとき。 

➢市長その他の執行機関、他の地方公共団体の機関、国の機関等に提

供する場合で、利用に相当の理由があるとき。  

➢統計作成、学術研究その他提供について特別の理由があるとき。  

イ 保有特定個人情報の利用・提供については、いわゆる「マイナンバ

ー法」と同様の制限を設ける。 

ウ 議会の保有個人情報や個人関連情報を提供する場合は、提供を受け

る者に対し、利用目的や方法などに制限を付し、漏えい防止その他の

適正管理のために必要な措置を講じるよう求めることができる。  

 ⑷ 仮名・匿名加工情報の取扱い 

ア 法令に基づく場合を除き、仮名加工情報を第三者に提供することを

禁止するとともに、取り扱う仮名加工情報の漏えい防止その他安全管

理のために必要かつ適正な措置を講じる。また、本人識別のために削

除情報等（※）を取得し、仮名加工情報と照合することや、仮名加工

情報に含まれる連絡先等を利用することを禁止する。  

 ※削除情報等：仮名加工情報の作成のために用いられた個人情報から

削除された記述等 

イ 匿名加工情報の取扱いについても、安全管理のために必要かつ適正

な措置を講じる。また、本人識別のために削除情報等を取得し、匿名

加工情報と照合することを禁止する。 

ウ 仮名・匿名加工情報の取扱いに係るルールは、議会の個人情報の取

扱いの委託を受けた者にも準用する。 

  

５ 個人情報ファイル簿の作成・公表（第17条） 

 次の例外を除き、議会が保有する個人情報ファイルについて、その名称

や利用目的などを記載した個人情報ファイル簿を作成し、公表しなければ

ならない。 

  【個人情報ファイル簿を作成・公表しなくてよい場合】  

➢議会事務局の議員・元議員、職員・元職員に係る人事関係情報  

➢試験的なもの、１年以内に消去するもの  

➢資料・物品・金銭の送付等の相手方の氏名、住所等  

➢職員が学術研究のために作成・取得し、利用するもの  

➢議長が定める数（ 1,000件とする見込み）に満たないもの 

 

６ 開示、訂正及び利用停止（第18条～第43条） 

 議会が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示、その内容が事実

でないと思料する場合の訂正（追加又は削除を含む。）及び利用目的を超

えた個人情報の保有や不適正利用など、条例における義務違反があると思  

料する場合の利用の停止、消去又は提供の停止（以下これらを「利用停止」

という。）について定める。 

 ⑴ 請求権者 

   本人、法定代理人又は本人の委任による代理人とする。  
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 ⑵ 手続 

ア 請求者の氏名及び住所、請求に係る保有個人情報を特定するに足り

る事項等を記載した書面を議長に提出して行う。 

イ 訂正請求、利用停止請求は、開示を受けた日から90日以内に行う。 

 ⑶ 請求に対する措置 

 開示、訂正及び利用停止の請求があったときは、これらをする／しな

いの決定をし、請求者に対しその旨を書面にて通知する。  

  ア 開示請求の場合 

   (ｱ) 不開示情報を除き、開示しなければならない。   

   【不開示情報】 

➢開示請求者本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある

もの 

➢開示請求者以外の個人情報で、特定の個人を識別できるもの  

➢法人等の情報で、当該法人等の権利、競争上の地位等を害するおそ

れがあるもの 

➢国の機関、地方公共団体等での審議、検討、協議に関する情報で開

示することにより不当に混乱を生じさせるおそれがあるもの  

➢国の機関、地方公共団体等の事務、事業に関する情報で、適正な執

行に支障を及ぼすおそれがあるもの 

   (ｲ) 不開示情報を容易に除ける場合は、除いた部分を開示しなければ  

    ならない。 

   (ｳ) 個人の権利利益保護のため特に必要なときは、不開示情報であっ  

    ても裁量的に開示できる。  

   (エ) 保有個人情報の存否を答えるだけで不開示情報を開示することと  

    なる場合は、その存否を明らかにせず、開示請求を拒否できる。   

  イ 訂正請求の場合 

 訂正請求に理由があるときは、当該請求に係る保有個人情報の利用

目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報を訂正する。  

  ウ 利用停止請求の場合 

 利用停止請求に理由があるときは、議会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保有個人情報の利用を停止

する。 

 ⑷ 決定の期限 

ア 開示請求の場合 

(ｱ) 請求があった日から14日以内（事務処理上困難な場合等は44日以

内で延長可） 

(ｲ) 大量請求など通常業務に著しく支障がある場合や、決定までに長

期間を要する場合は、相当期間内に決定すれば足りることとする。

分割して開示決定をすることができる。 

 ※正副議長がともに欠けている期間の日数は、算入しない。  

イ 訂正請求及び利用停止請求の場合 

(ｱ) 請求があった日から30日以内（事務処理上困難な場合等は60日以
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内で延長可） 

(ｲ) 決定までに長期間を要する場合は、相当期間内に決定すれば足り

ることとする。 

 ※正副議長がともに欠けている期間の日数は、算入しない。  

 ⑸ 第三者に対する意見書提出の機会の付与 

ア 開示請求に係る保有個人情報に国、地方公共団体等及び請求者以外

（以下「第三者」という。）の情報が含まれる場合は、当該第三者に

対し意見書を提出する機会を与えることができる。また、その情報が

人の生命等に関するものであるときや裁量的開示を行うときは、当該

機会を与えなければならない。 

イ 反対意見が提出された場合において、開示を決定するときは、決定

から開示までは少なくとも２週間を置くとともに、意見書を提出した

第三者に開示する理由等を書面で通知しなければならない。  

 ⑹ 開示方法 

 保有個人情報が文書又は図画で記録されている場合は、閲覧又は写し

の交付により開示する。電磁的記録の場合は、議長が定める方法により

開示する。  

 ⑺ 開示請求に係る手数料等 

 手数料は、１件当たり 300円とし、写しの作成及び送付に要する費用

の負担を求める。 

  

７ 審査請求（第44条～第46条） 

 開示、訂正及び利用停止に係る決定や、これらの請求に係る不作為につ

いて審査請求があった場合は、不適法却下の場合などの例外を除き、西脇 

市情報公開・個人情報保護審査会（以下「審査会」という。）に諮問する。  

 

８ 雑則（第47条～第51条） 

⑴ 分類・整理が未了で大量にある保有個人情報（専ら不開示情報）で、

検索が著しく困難なものについては、開示、訂正及び利用停止に係る規

定は適用されない。 

⑵ 開示請求等をしようとする者に対し、利便を考慮した適切な措置を講

ずる。 

⑶ 個人情報、仮名・匿名加工情報の取扱いに関する苦情に対して迅速な

処理に努める。 

⑷ 個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を

聴く必要があるときは、審査会に諮問することができる。  

⑸ 毎年、条例の施行状況を取りまとめ、その概要を公表する。  

 

９ 罰則（第52条～第56条） 

⑴ 職員等が正当な理由なく、個人の秘密に属する事項が記録された個人

情報ファイルを提供したときは、２年以下の懲役又は  100万円以下の罰

金に処する。  
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⑵ 業務に関して知り得た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、又は盗用したときは、１年以下の懲役又は 50万

円以下の罰金に処する。 

⑶ 職権を濫用して、職務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50万円以下の罰金に処する。 

⑷ 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場合は、

５万円以下の過料に処する。 

※⑴～⑷については、市の区域外においてこれらの罪を犯した者にも適用

する。 

 

10 施行日 

  令和５年４月１日 
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西脇市議会の個人情報の保護に関する条例  

 

 

目次  

第１章  総則（第１条―第３条）  

第２章  個人情報等の取扱い（第４条―第 16条）  

第３章  個人情報ファイル（第 17条）  

第４章  開示、訂正及び利用停止  

第１節  開示（第 18条―第 30条）  

第２節  訂正（第 31条―第 37条）  

第３節  利用停止（第 38条―第 43条）  

第４節  審査請求（第 44条―第 46条）  

第５章  雑則（第 47条―第 51条）  

第６章  罰則（第 52条―第 56条）  

附則  

 

第１章  総則  

（目的）  

第１条  この条例は、西脇市議会（以下「議会」という。）における

個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、議会

が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利

を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図

りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。  

（定義）  

第２条  この条例において「個人情報」とは、生存する個人に関する

情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。  

⑴  当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図

画若しくは電磁的記録（電磁的方式（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をいう。次

項第２号において同じ。）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

情報と容易に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。）  

⑵  個人識別符号が含まれるもの  

２  この条例において「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、議長が定めるもの

をいう。  
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⑴  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  

⑵  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  

３  この条例において「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議長が定める記述等が含ま

れる個人情報をいう。  

４  この条例において「保有個人情報」とは、議会の事務局の職員  

（以下この章から第３章まで及び第６章において「職員」という。）  

が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、職員が組織的に

利用するものとして、議会が保有しているものをいう。ただし、西

脇市情報公開条例（平成 17年西脇市条例第 21号）第２条第２号に規

定する公文書（以下「公文書」という。）に記録されているものに

限る。  

５  この条例において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含

む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。  

⑴  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  

⑵  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  

６  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。  

７  この条例において「仮名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人

情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合

しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を

加工して得られる個人に関する情報をいう。  

⑴  第１項第１号に該当する個人情報  当該個人情報に含まれる記

述等の一部を削除すること（当該一部の記述等を復元するこ との

できる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えること
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を含む。）。  

⑵  第１項第２号に該当する個人情報  当該個人情報に含まれる個

人識別符号の全部を削除すること（当該個人識別符号を復元する

ことのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換え

ることを含む。）。  

８  この条例において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人

情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識

別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関

する情報であって、当該個人情報を復元することができないよう に

したものをいう。  

⑴  第１項第１号に該当する個人情報  当該個人情報に含まれる記

述等の一部を削除すること（当該一部の記述等を復元することの

できる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えること

を含む。）。  

⑵  第１項第２号に該当する個人情報  当該個人情報に含まれる個

人識別符号の全部を削除すること（当該個人識別符号を復元する

ことのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換え

ることを含む。）。  

９  この条例において「個人関連情報」とは、生存する個人に関する

情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれ

にも該当しないものをいう。  

10 この条例において「特定個人情報」とは、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「番号利用法」という。）第２条第８項に規定する特

定個人情報をいう。  

11 この条例において「保有特定個人情報」とは、職員が職務上作成

し、又は取得した特定個人情報であって、職員が組織的に利用する

ものとして、議会が保有しているものをいう。ただし、公文書に記

録されているものに限る。  

12 この条例において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法

（平成 11年法律第  103号）第２条第１項に規定する独立行政法人及

び個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号。以下「法」

という。）別表第１に掲げる法人をいう。  

13 この条例において「地方独立行政法人」とは、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。  

（議会の責務）  

第３条  議会は、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保される

よう必要な措置を講ずるものとする。  
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第２章  個人情報等の取扱い  

（個人情報の保有の制限等）  

第４条  議会は、個人情報を保有するに当たっては、法令（条例を含

む。第 12条第２項第２号及び第３号並びに第４章において同じ。）

の規定によりその権限に属する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  議会は、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。  

３  議会は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当

の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはなら

ない。  

（利用目的の明示）  

第５条  議会は、本人から直接書面（電磁的記録を含む。）に記録さ

れた当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、

あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。  

⑴  人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。  

⑵  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。  

⑶  利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法

人等、地方公共団体又は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。  

⑷  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。  

（不適正な利用の禁止）  

第６条  議会は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれ

がある方法により個人情報を利用してはならない。  

（適正な取得）  

第７条  議会は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得しては

ならない。  

（正確性の確保）  

第８条  議会は、利用目的の達成に必要な範囲内で、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。  

（安全管理措置）  

第９条  議長は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他

の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなけ

ればならない。  

２  前項の規定は、議会に係る個人情報の取扱いの委託（２以上の段

階にわたる委託を含む。）を受けた者が受託した業務を行う場合に

おける個人情報の取扱いについて準用する。  
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（従事者の義務）  

第 10条  個人情報の取扱いに従事する職員若しくは職員であった者、

前条第２項の業務に従事している者若しくは従事していた者又は議

会において個人情報の取扱いに従事している派遣労働者（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  

（昭和 60年法律第 88号）第２条第２号に規定する派遣労働者をいう。

以下この条及び第 52条において同じ。）若しくは従事していた派遣

労働者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他

人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。  

（漏えい等の通知）  

第 11条  議長は、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の保有個

人情報の安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するお

それが大きいものとしてその定めるものが生じたときは、本人に対

し、その定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知しなけれ

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。  

⑴  本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護す

るため必要なこれに代わるべき措置をとるとき。  

⑵  当該保有個人情報に第 20条各号に掲げる情報のいずれかが含ま

れるとき。  

（利用及び提供の制限）  

第 12条  議会は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のた

めに保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。  

２  前項の規定にかかわらず、議会は、議長が次の各号のいずれかに

該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情

報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情

報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することに

よって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがある

と認められるときは、この限りでない。  

⑴  本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。  

⑵  議会が法令の規定によりその権限に属する事務の遂行に必要な

限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個

人情報を利用することについて相当の理由があるとき。  

⑶  市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、

農業委員会、固定資産評価審査委員会若しくは公営企業管理者、

他の地方公共団体の機関、他の地方公共団体が設立した地方独立

行政法人、法第２条第８項に規定する行政機関又は独立行政法人

等に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供

を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で
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提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用するこ

とについて相当の理由があるとき。  

⑷  前３号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目

的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供す

ることが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を

提供することについて特別の理由があるとき。  

３  前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の条例

の規定の適用を妨げるものではない。  

４  議長は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認める

ときは、保有個人情報の利用目的以外の目的のための議会の内部に

おける利用を議会の事務局の特定の職員に限るものとする。  

５  保有特定個人情報に関しては、第２項第２号から第４号まで及び

第 29条の規定は適用しないものとし、次の表の左欄に掲げる規定の

適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表

の右欄に掲げる字句とする。  

第12条第１項 法令に基づく場合を除き、利用目

的以外の目的 

利用目的以外の目的 

 

 自ら利用し、又は提供してはなら

ない 

自ら利用してはならない 

第12条第２項 自ら利用し、又は提供する 自ら利用する 

第12条第２項第１

号 

本人の同意があるとき、又は本人

に提供するとき 

人の生命、身体又は財産の保護の

ために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 

第38条第１項第１

号 

又は第12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 

第12条第５項の規定により読み替

えて適用する同条第１項及び第２

項（第１号に係る部分に限る。）

の規定に違反して利用されている

とき、番号利用法第20条の規定に

違反して収集され、若しくは保管

されているとき、又は番号利用法

第29条の規定に違反して作成され

た特定個人情報ファイル（番号利

用法第２条第９項に規定する特定

個人情報ファイルをいう。）に記

録されているとき 

第38条第１項第２

号 

第12条第１項及び第２項 番号利用法第19条 

 

（保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求）  

第 13条  議長は、利用目的のために又は前条第２項第３号若しくは第
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４号の規定に基づき、保有個人情報を提供する場合において、必要

があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提

供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限そ

の他必要な制限を付し、又はその漏えい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ずることを求めるものとする。  

（個人関連情報の提供を受ける者に対する措置要求）  

第 14条  議長は、第三者に個人関連情報を提供する場合（当該第三者

が当該個人関連情報を個人情報として取得することが想定される場

合に限る。）において、必要があると認めるときは、当該第三者に

対し、提供に係る個人関連情報について、その利用の目的若しくは

方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他

の個人関連情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求

めるものとする。  

（仮名加工情報の取扱いに係る義務）  

第 15条  議会は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報（個人

情報であるものを除く。以下この条及び第 49条において同じ。）を

第三者（当該仮名加工情報の取扱いの委託を受けた者を除く。）に

提供してはならない。  

２  議長は、その取り扱う仮名加工情報の漏えいの防止その他仮名加

工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければなら

ない。  

３  議会は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場

合を除き、当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本

人を識別するために、削除情報等（仮名加工情報の作成に用いられ

た個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに法第 41条

第１項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。）を

取得し、又は当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。  

４  議会は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場

合を除き、電話をかけ、郵便若しくは民間事業者による信書の送達

に関する法律（平成 14年法律第 99号）第２条第６項に規定する一般

信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者によ

る同条第２項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、ファ

クシミリ装置若しくは電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方

法その他の情報通信の技術を利用する方法であって議長が定めるも

のをいう。）を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮

名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。  

５  前各項の規定は、議会に係る仮名加工情報の取扱いの委託（ ２以

上の段階にわたる委託を含む。）を受けた者が受託した業務を行う

場合について準用する。  
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（匿名加工情報の取扱いに係る義務）  

第 16条  議会は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づ

く場合を除き、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係

る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若し

くは個人識別符号若しくは法第 43条第１項の規定により行われた加

工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報

と照合してはならない。  

２  議会は、匿名加工情報の漏えいを防止するために必要なものとし

て議長が定める基準に従い、匿名加工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。  

３  前２項の規定は、議会に係る匿名加工情報の取扱いの委託（２以

上の段階にわたる委託を含む。）を受けた者が受託した業務を行う

場合について準用する。  

第３章  個人情報ファイル  

（個人情報ファイル簿の作成及び公表）  

第 17条  議長は、その定めるところにより、議会が保有している個人

情報ファイルについて、それぞれ次に掲げる事項その他議長が定め  

る事項を記載した帳簿（以下この条において「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。  

⑴  個人情報ファイルの名称  

⑵  個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名

称  

⑶  個人情報ファイルの利用目的  

⑷  個人情報ファイルに記録される項目（以下この条において「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１号カにおい

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（次

項第２号において「記録範囲」という。）  

⑸  個人情報ファイルに記録される個人情報（以下この条において

「記録情報」という。）の収集方法  

⑹  記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨  

⑺  記録情報を議会以外の者に経常的に提供する場合には、その提

供先  

⑻  次条第１項、第 31条第１項又は第 38条第１項の規定による請求

を受理する組織の名称及び所在地  

⑼  第 31条第１項ただし書又は第 38条第１項ただし書に該当すると

きは、その旨  

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。  
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⑴  次に掲げる個人情報ファイル  

ア  議会の議員若しくは議員であった者又は職員若しくは職員で

あった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、議

員報酬、給与又は報酬、福利厚生に関する事項その他これらに

準ずる事項を記録するもの（議長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。）  

イ  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  

ウ  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  

エ  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  

オ  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  

カ  本人の数が議長が定める数に満たない個人情報ファイル  

キ  アからカまでに掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして

議長が定める個人情報ファイル  

⑵  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  

⑶  前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして議長が定め

る個人情報ファイル  

３  第１項の規定にかかわらず、議長は、記録項目の一部若しくは同

項第５号若しくは第７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又は事業の性質上、当該事務又は事業の

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。  

第４章  開示、訂正及び利用停止  

第１節  開示  

（開示請求権）  

第 18条  何人も、この条例の定めるところにより、議長に対し、議会

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。  
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２  未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任によ

る代理人（以下この章において「代理人」と総称する。）は、本人

に代わって前項の規定による開示の請求（以下この章及び第 48条に

おいて「開示請求」という。）をすることができる。  

（開示請求の手続）  

第 19条  開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面（第３項におい

て「開示請求書」という。）を議長に提出してしなければならない。  

⑴  開示請求をする者の氏名及び住所又は居所  

⑵  開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称そ

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  

２  前項の場合において、開示請求をする者は、議長が定めるところ

により、開示請求に係る保有個人情報の本人であること（前条第２

項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報

の本人の代理人であること）を示す書類を提示し、又は提出しなけ

ればならない。  

３  議長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示

請求をした者（以下「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、議

長は、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。  

（保有個人情報の開示義務）  

第 20条  議長は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人

情報に次の各号に掲げる情報（以下「不開示情報」という。）のい

ずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個

人情報を開示しなければならない。  

⑴  開示請求者（第 18条第２項の規定により代理人が本人に代わっ

て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

３号、次条第２項並びに第 27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  

⑵  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、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  法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることがで
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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  

⑶  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。以下この号において「法人等」という。）  

に関する情報又は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  議会の要請を受けて、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  

⑷  国の機関、独立行政法人等、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、不当に住民の間に混乱を

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  

⑸  国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法

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  議長が第 24条各項の決定（以下「開示決定等」という。）を

する場合において、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の

安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ  

イ  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
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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  

ウ  契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、  

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  

エ  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  

オ  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  

カ  独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立

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  

（部分開示）  

第 21条  議長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれ

ている場合において、不開示情報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、開示請求者に対し、当該部分を除いた 部

分につき開示しなければならない。  

２  開示請求に係る保有個人情報に前条第２号の情報（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、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。  

（裁量的開示）  

第 22条  議長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれ

ている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要が

あると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示

することができる。  

（保有個人情報の存否に関する情報）  

第 23条  開示請求に対し、当該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、不開示情報を開示することとなると

きは、議長は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該

開示請求を拒否することができる。  

（開示請求に対する措置）  

第 24条  議長は、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、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及び開示の実施に関し議長が定める事
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項を書面により通知しなければならない。ただし、第５条第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  議長は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき  

（前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る

保有個人情報を保有していないときを含む。）は、開示をしない旨

の決定をし、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。  

（開示決定等の期限）  

第 25条  開示決定等は、開示請求があった日から 14日以内にしなけれ

ばならない。ただし、第 19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、議長は、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 30日以内に限り延長す

ることができる。この場合において、議長は、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。  

（開示決定等の期限の特例）  

第 26条  開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示

請求があった日から 44日以内にその全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、議長は、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、議長は、同条第１項に規定する期間内に、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。  

⑴  この条の規定を適用する旨及びその理由  

⑵  残りの保有個人情報について開示決定等をする期限  

２  前条の規定による開示決定等をしなければならない期間に、議長

及び副議長がともに欠けている期間があるときは、当該期間の日数

は、同条の期間に算入しない。  

（第三者に対する意見書提出の機会の付与等）  

第 27条  開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法人等、地方公

共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者（以下この条、

第 45条第２項第３号及び第 46条において「第三者」という。）に関

する情報が含まれているときは、議長は、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、議長が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議長が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。  
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２  議長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第 24条第１項の

決定（以下この章において「開示決定」という。）に先立ち、当該

第三者に対し、議長が定めるところにより、開示請求に係る当該第

三者に関する情報の内容その他議長が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。  

⑴  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 20条第２号イ

又は同条第３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。  

⑵  第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第 22条の規

定により開示しようとするとき。  

３  議長は、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、議長は、開示決定後直ちに、当該意見書

（第 45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。  

（開示の実施）  

第 28条  保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画

に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に

記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して議

長が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情

報の開示にあっては、議長は、当該保有個人情報が記録されている

文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、そ

の他正当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。  

２  議長は、前項の規定に基づく電磁的記録についての開示の方法に

関する定めを一般の閲覧に供しなければならない。  

３  開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、議長が定め

るところにより、議長に対し、その求める開示の実施の方法等を申

し出なければならない。  

４  前項の規定による申出は、第 24条第１項に規定する通知があった

日から 30日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該

申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、こ

の限りでない。  

（他の法令による開示の実施との調整）  
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第 29条  議長は、他の法令の規定により、開示請求者に対し開示請求

に係る保有個人情報が前条第１項本文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、同項本文の規定にかか

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

覧を前条第１項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。  

（開示請求の手数料等）  

第 30条  議長に対し開示請求をする者は、手数料として開示請求に係

る保有個人情報が記録されている公文書１件当たり  300円を納めな

ければならない。この場合において、議長が経済的困難その他特別

の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除すること

ができる。  

２  この条例の規定により写しの交付を受ける者は、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。  

第２節  訂正  

（訂正請求権）  

第 31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。第 38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、議長に対し、当該保有  

個人情報の訂正（追加又は削除を含む。以下この章において同じ。）  

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。  

⑴  開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報  

⑵  開示決定に係る保有個人情報であって、第 29条第１項の他の法

令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（以下こ

の章及び第 48条において「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から 90日以内にしな

ければならない。  

（訂正請求の手続）  

第 32条  訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面（第３項におい

て「訂正請求書」という。）を議長に提出してしなければならない。  

⑴  訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所  

⑵  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
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個人情報を特定するに足りる事項  

⑶  訂正請求の趣旨及び理由  

２  前項の場合において、訂正請求をする者は、議長が定めるところ

により、訂正請求に係る保有個人情報の本人であること（前条第２

項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報

の本人の代理人であること）を示す書類を提示し、又は提出しなけ

ればならない。  

３  議長は、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（以下この章において「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。  

（保有個人情報の訂正義務）  

第 33条  議長は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理

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。  

（訂正請求に対する措置）  

第 34条  議長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、

その旨の決定をし、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  議長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、そ

の旨の決定をし、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。  

（訂正決定等の期限）  

第 35条  前条各項の決定（以下「訂正決定等」という。）は、訂正請

求があった日から 30日以内にしなければならない。ただし、第 32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、議長は、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 30日以内に限り延長す

ることができる。この場合において、議長は、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。  

（訂正決定等の期限の特例）  

第 36条  議長は、訂正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、相当の期間内に訂正決定等をすれば足り

る。この場合において、議長は、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。  

⑴  この条の規定を適用する旨及びその理由  
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⑵  訂正決定等をする期限  

２  前条の規定による訂正決定等をしなければならない期間に、議長

及び副議長がともに欠けている期間があるときは、当該期間の日数

は、同条の期間に算入しない。  

（保有個人情報の提供先への通知）  

第 37条  議長は、第 34条第１項の決定に基づく保有個人情報の訂正の

実施をした場合において、必要があると認めるときは、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。  

第３節  利用停止  

（利用停止請求権）  

第 38条  何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれ

かに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、

議長に対し、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（以下こ

の章において「利用停止」という。）に関して他の法令の規定によ

り特別の手続が定められているときは、この限りでない。  

⑴  第４条第２項の規定に違反して保有されているとき、第６条の

規定に違反して取り扱われているとき、第７条の規定に違反して

取得されたものであるとき、又は第 12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  

⑵  第 12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

下この章及び第 48条において「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から 90日以内に

しなければならない。  

（利用停止請求の手続）  

第 39条  利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面（第３項に

おいて「利用停止請求書」という。）を議長に提出してしなければ

ならない。  

⑴  利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所  

⑵  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  

⑶  利用停止請求の趣旨及び理由  

２  前項の場合において、利用停止請求をする者は、議長が定めると

ころにより、利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること  



18 

 

（前条第２項の規定による利用停止請求にあっては、利用停止請求

に係る保有個人情報の本人の代理人であること）を示す書類を提示

し、又は提出しなければならない。  

３  議長は、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（以下この章において「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。  

（保有個人情報の利用停止義務）  

第 40条  議長は、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、議会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

に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著

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。  

（利用停止請求に対する措置）  

第 41条  議長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をする

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。  

２  議長は、利用停止請求に係る保有個人情報の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。  

（利用停止決定等の期限）  

第 42条  前条各項の決定（以下「利用停止決定等」という。）は、利

用停止請求があった日から 30日以内にしなければならない。ただし、

第 39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、議長は、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 30日以内に限り延長す

ることができる。この場合において、議長は、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。  

（利用停止決定等の期限の特例）  

第 43条  議長は、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、相当の期間内に利用停止決定等をす

れば足りる。この場合において、議長は、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。  
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⑴  この条の規定を適用する旨及びその理由  

⑵  利用停止決定等をする期限  

２  前条の規定による利用停止決定等をしなければならない期間に、

議長及び副議長がともに欠けている期間があるときは、当該期間の

日数は、同条の期間に算入しない。  

第４節  審査請求  

（審理員による審理手続に関する規定の適用除外）  

第 44条  開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、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項の規定は、

適用しない。  

（審査会への諮問）  

第 45条  開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂

正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があっ

たときは、議長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、 西

脇市情報公開・個人情報保護審査会条例（平成 17年西脇市条例第 23

号）第１条に規定する西脇市情報公開・個人情報保護審査会に諮問

しなければならない。  

⑴  審査請求が不適法であり、却下する場合  

⑵  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場合（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場合を除く。）  

⑶  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場合  

⑷  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場合  

２  前項の規定により諮問した場合には、議長は、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。  

⑴  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。以下この項及び次条第２号において同じ。）  

⑵  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。）  

⑶  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。）  

（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 46条  第 27条第３項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決

をする場合について準用する。  

⑴  開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却す
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る裁決  

⑵  審査請求に係る開示決定等（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５章  雑則  

（適用除外）  

第 47条  保有個人情報（不開示情報を専ら記録する公文書に記録され

ているものに限る。）のうち、まだ分類その他の整理が行われてい

ないもので、同一の利用目的に係るものが著しく大量にあるためそ

の中から特定の保有個人情報を検索することが著しく困難であるも

のは、前章（第４節を除く。）の規定の適用については、議会に保

有されていないものとみなす。  

（開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等）  

第 48条  議長は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求（以下この条

において「開示請求等」という。）をしようとする者がそれぞれ容

易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、保有個人情報の

特定その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措

置を講ずるものとする。  

（個人情報等の取扱いに関する苦情処理）  

第 49条  議長は、議会における個人情報、仮名加工情報又は匿名加工

情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければな

らない。  

（施行の状況の公表）  

第 50条  議長は、毎年度、この条例の施行の状況を取りまとめ、その

概要を公表するものとする。  

（委任）  

第 51条  この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。  

第６章  罰則  

第 52条  職員若しくは職員であった者、第９条第２項若しくは第 15条

第５項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた

者又は議会において個人情報、仮名加工情報若しくは匿名加工情報

の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働

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５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  100万円以下の罰金に処する。  

第 53条  前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情
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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 50万円以下の罰金に処する。  

第 54条  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は、１年以下の懲役又は 50万円以下の罰金

に処する。  

第 55条  前３条の規定は、市の区域外においてこれらの条の罪を犯し

た者にも適用する。  

第 56条  偽りその他不正の手段により、第 24条第１項の決定に基づく

保有個人情報の開示を受けた者は、５万円以下の過料に処する。  

 

附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和５年４月１日から施行する。  

（西脇市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正）  

２  西脇市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を次のように改

正する。  

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規

定に、下線で示すように改正する。  

改正後  改正前  

 
（設置） 

 
（設置） 

第１条 次に掲げる規定による諮問に応じ、 
審査請求について調査審議するため、行 
政不服審査法（平成26年法律第68号）第 
81条第１項の規定に基づき、西脇市情報 
公開・個人情報保護審査会（以下「審査 
会」という。）を置く。 

第１条 次に掲げる規定による諮問に応じ、
審査請求について調査審議するため、行 
政不服審査法（平成26年法律第68号）第 
81条第１項の規定に基づき、西脇市情報 
公開・個人情報保護審査会（以下「審査 
会」という。）を置く。 

⑴・⑵ （略）  ⑴・⑵ （略） 
⑶ 西脇市議会の個人情報の保護に関す 

る条例（令和５年西脇市条例第 号。 
第６条において「保護条例」という。） 
第45条 

（新設） 

（審査会の調査権限） （審査会の調査権限） 
第６条 審査会は、必要があると認めると

きは、諮問実施機関（公開条例第17条若
しくは法第 105条第３項において準用す
る同条第１項の規定により審査会に諮問
した実施機関又は保護条例第45条の規定
により審査会に諮問した議長をいう。以
下この条及び第８条において同じ。）に
対し、公開条例第12条第１項に規定する
開示決定等に係る公文書（以下この条及
び次条において「公文書」という。）又
は法第78条第１項第４号、第94条第１項
若しくは第 102条第１項に規定する開示
決定等、訂正決定等若しくは利用停止決
定等に係る保有個人情報及び保護条例第
20条第５号、第35条第１項若しくは第42
条第１項に規定する開示決定等、訂正決 

 

第６条 審査会は、必要があると認めると
きは、諮問実施機関（公開条例第17条又
は法第 105条第３項において準用する同
条第１項の規定により審査会に諮問した
実施機関をいう。以下この条及び第８条
において同じ。）に対し、公開条例第12
条第１項に規定する開示決定等に係る公
文書（以下この条及び次条において「公
文書」という。）又は法第78条第１項第
４号、第94条第１項若しくは第 102条第
１項に規定する開示決定等、訂正決定等
若しくは利用停止決定等に係る保有個人
情報（以下この条及び次条において「保
有個人情報」という。）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、その提示された公 
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改正後  改正前  

 
定等若しくは利用停止決定等に係る保有 
個人情報（以下この条及び次条において 
「保有個人情報」という。）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 
公文書又は保有個人情報の開示を求める 
ことはできない。 

２・３ （略） 
 

 
文書又は保有個人情報の開示を求めるこ 
とはできない。 

 
 
 
 

 
 ２・３ （略） 

 

 



 

1 

 

西脇市議会の個人情報の保護に関する条例（案） 備 考 

 

西脇市議会の個人情報の保護に関する条例 

 

 

目次 

第１章 総則（第１条―第３条） 

第２章 個人情報等の取扱い（第４条―第16条） 

第３章 個人情報ファイル（第17条） 

第４章 開示、訂正及び利用停止 

第１節 開示（第18条―第30条） 

第２節 訂正（第31条―第37条） 

第３節 利用停止（第38条―第43条） 

第４節 審査請求（第44条―第46条） 

第５章 雑則（第47条―第51条） 

第６章 罰則（第52条―第56条） 

附則 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、西脇市議会（以下「議会」という。）における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、議会が保有す

る個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権

利利益を保護することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 

⑴ 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画若しくは電磁的記録（電磁的方式（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をいう。次項第２号において同じ。）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（他の情報と容易に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。） 

⑵ 個人識別符号が含まれるもの 

２ この条例において「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、議長が定めるものをいう。 

⑴ 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 

 

⑵ 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 

３ この条例において「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議長が定める記述等が含まれる個人情報をい

う。 

４ この条例において「保有個人情報」とは、議会の事務局の職員（以下この章から第３章まで及び第６章において「職員」という。）が職務上

作成し、又は取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有しているものをいう。ただし、西脇市情報公開条例

（平成17年西脇市条例第21号）第２条第２号に規定する公文書（以下「公文書」という。）に記録されているものに限る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・法において、政省令で定めることとされている事項については、

執行機関であれば規則に定めるのが通例だが、議会又は議長に 

は会議規則、傍聴規則以外に規則を制定する権限がないため、 

議長が定めることとする（以下同じ。）。 

・マイナンバー含む。 

 

 

 

 

 

 

・①事務局職員が関わらず議員単独で職務上作成し、又は取得す

る個人情報は考えにくいこと、②議員の職務の範囲は広汎かつ

法令上明確でないことから、議員が職務上作成し、又は取得し
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５ この条例において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。 

⑴ 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 

⑵ 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 

６ 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。 

７ この条例において「仮名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限

り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。 

⑴ 第１項第１号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること（当該一部の記述等を復元することのできる規則

性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。）。 

⑵ 第１項第２号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること 

（当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。）。 

８ この条例において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別するこ

とができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。 

⑴ 第１項第１号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること（当該一部の記述等を復元することのできる規則

性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。）。 

⑵ 第１項第２号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること 

（当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。）。 

９ この条例において「個人関連情報」とは、生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当

しないものをいう。 

 

 

 

 

 

 

10 この条例において「特定個人情報」とは、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「番号利用法」という。）第２条第８項に規定する特定個人情報をいう。 

 

11 この条例において「保有特定個人情報」とは、職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、職員が組織的に利用するものとし

て、議会が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。 

12 この条例において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法（平成11年法律第 103号）第２条第１項に規定する独立行政法人及び個人情

報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「法」という。）別表第１に掲げる法人をいう。 

13 この条例において「地方独立行政法人」とは、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。 

（議会の責務） 

た個人情報を保有個人情報に含めると、過度に広汎な規制とな

る恐れがあること等から、議員が職務上作成し、又は取得した

個人情報は、保有個人情報から除外している。 

・議長については、事務統理権を有し、事務局が保有する全ての 

個人情報に触れる立場にあること等から、議長が職務上作成し、

又は取得した個人情報も、保有個人情報に含めるべきとも思え 

るが、①議長といえども議員の一員であること②議員の職務の 

範囲は広汎かつ法令上明確でなく、議長の職務と明確に区別で 

きない場合もあるうること等から、議員と同様に、保有個人情 

報から除外 

 

 

 

 

 

・仮名加工情報を議会が作出することは想定し難いが、議会が受

け取ることは想定される。この場合の仮名加工情報の取扱い等

について、規定を設ける必要があるため、定義規定を設ける。 

 

 

 

・匿名加工情報を議会が作出することは想定し難いが、議会が受

け取ることは想定される。この場合の匿名加工情報の取扱い等

について、規定を設ける必要があるため、定義規定を設ける。 

 

 

 

【個人関連情報に該当する事例】 

１ Cookie等の端末識別子を通じて収集された、ある個人のウェ

ブサイトの閲覧履歴事例 

２ メールアドレスに結び付いた、ある個人の年齢・性別・家族

構成等事例 

３ ある個人の商品購買履歴・サービス利用履歴事例 

４ ある個人の位置情報事例 

５ ある個人の興味・関心を示す情報 

・議会が独自利用事務として特定個人情報を取得することはない

が、委任又は法令の規定等により、個人情報を取得すること自

体は想定されるため、特定個人情報に係る規定のみは残す。 
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第３条 議会は、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。 

第２章 個人情報等の取扱い 

（個人情報の保有の制限等） 

第４条 議会は、個人情報を保有するに当たっては、法令（条例を含む。第12条第２項第２号及び第３号並びに第４章において同じ。）の規定に

よりその権限に属する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 議会は、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。 

３ 議会は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。 

（利用目的の明示） 

第５条 議会は、本人から直接書面（電磁的記録を含む。）に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらか

じめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。 

⑴ 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。 

⑵ 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。 

⑶ 利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は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。 

⑷ 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。 

（不適正な利用の禁止） 

第６条 議会は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。 

（適正な取得） 

第７条 議会は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 

（正確性の確保） 

第８条 議会は、利用目的の達成に必要な範囲内で、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。 

（安全管理措置） 

第９条 議長は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければなら

ない。 

２ 前項の規定は、議会に係る個人情報の取扱いの委託（２以上の段階にわたる委託を含む。）を受けた者が受託した業務を行う場合における個

人情報の取扱いについて準用する。 

（従事者の義務） 

第10条 個人情報の取扱いに従事する職員若しくは職員であった者、前条第２項の業務に従事している者若しくは従事していた者又は議会におい

て個人情報の取扱いに従事している派遣労働者（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（昭和60年法律第88

号）第２条第２号に規定する派遣労働者をいう。以下この条及び第52条において同じ。）若しくは従事していた派遣労働者は、その業務に関し

て知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 

（漏えい等の通知） 

第11条 議長は、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の保有個人情報の安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大

きいものとしてその定めるものが生じたときは、本人に対し、その定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知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。 

⑴ 本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるとき。 

⑵ 当該保有個人情報に第20条各号に掲げる情報のいずれかが含まれるとき。 

（利用及び提供の制限） 

第12条 議会は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、議会は、議長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら

利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は

第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。 

⑴ 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。 

⑵ 議会が法令の規定によりその権限に属する事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・具体的な義務を課される場合は、機関として負うべきものであ

るため「議会」とし、処分等の具体的な行為を行う場合は、議

決による決定を要するとすると、過大な手続きを要し、かえっ

て住民の利益を害すること等から、「議長」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

・ここでいう職員は第２条第４項に規定する「職員」であり、議

員を含まない。 

・議長については、議会の事務を統理することから、本条の義務

を課すべきとの考えもありうるが、本条は、個人情報全般を対

象としているため、組織共用されていない個人情報に対しても

義務を課すものである。当該義務を議長に課した場合、議長は

議長としての職務上取得・作成した個人情報でなく、一議員と

して取得した個人情報であっても、業務に関して知り得た個人

情報に当たりさえすれば、義務をかされることになってしまい

議長に対してのみ過大な義務を課すこととなるため、議長にも

本条の義務は課さないものとする。 

 

・議会が該当性を判断するとすると、機関意思決定が必要となる

ため、議長が該当性を判断することとする。 
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用することについて相当の理由があるとき。 

⑶ 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会若しくは公営企業管理者、他の地方公

共団体の機関、他の地方公共団体が設立した地方独立行政法人、法第２条第８項に規定する行政機関又は独立行政法人等に保有個人情報を提

供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、か

つ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。 

⑷ 前３号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明

らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。 

３ 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の条例の規定の適用を妨げるものではない。 

４ 議長は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人情報の利用目的以外の目的のための議会の内部における利

用を議会の事務局の特定の職員に限るものとする。 

５ 保有特定個人情報に関しては、第２項第２号から第４号まで及び第29条の規定は適用しないものとし、次の表の左欄に掲げる規定の適用につ

いては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。 

第12条第１項 法令に基づく場合を除き、利用目的以外の

目的 

利用目的以外の目的 

 

 自ら利用し、又は提供してはならない 自ら利用してはならない 

第12条第２項 自ら利用し、又は提供する 自ら利用する 

第12条第２項第１号 本人の同意があるとき、又は本人に提供す

るとき 

人の生命、身体又は財産の保護のために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 

第38条第１項第１号 又は第12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 

第12条第５項の規定により読み替えて適用する同条第１項及び第２項（第１

号に係る部分に限る。）の規定に違反して利用されているとき、番号利用法

第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号

利用法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル（番号利用

法第２条第９項に規定する特定個人情報ファイルをいう。）に記録されてい

るとき 

第38条第１項第２号 第12条第１項及び第２項 番号利用法第19条 

 

（保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求） 

第13条 議長は、利用目的のために又は前条第２項第３号若しくは第４号の規定に基づき、保有個人情報を提供する場合において、必要があると

認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を

付し、又はその漏えい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ずることを求めるものとする。 

（個人関連情報の提供を受ける者に対する措置要求） 

第14条 議長は、第三者に個人関連情報を提供する場合（当該第三者が当該個人関連情報を個人情報として取得することが想定される場合に限る。) 

において、必要があると認めるときは、当該第三者に対し、提供に係る個人関連情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要

な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人関連情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。 

（仮名加工情報の取扱いに係る義務） 

第15条 議会は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報（個人情報であるものを除く。以下この条及び第49条において同じ。）を第三者 

（当該仮名加工情報の取扱いの委託を受けた者を除く。）に提供してはならない。 

２ 議長は、その取り扱う仮名加工情報の漏えいの防止その他仮名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

３ 議会は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別

するために、削除情報等（仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに法第41条第１項の規定によ

り行われた加工の方法に関する情報をいう。）を取得し、又は当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。 

４ 議会は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、電話をかけ、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する

法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規

定する信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・議会が情報提供ネットワークを用いた情報連携を行い、情報提

供の記録を保有することは想定されないが、議会がマイナンバ

ー付きの情報を持つことが完全に否定される訳ではないため、

本規定自体は、存置するのが適当。 
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を利用する方法であって議長が定めるものをいう。）を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他

の情報を利用してはならない。 

５ 前各項の規定は、議会に係る仮名加工情報の取扱いの委託（２以上の段階にわたる委託を含む。）を受けた者が受託した業務を行う場合につ

いて準用する。 

（匿名加工情報の取扱いに係る義務） 

第16条 議会は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を

識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは法第43条第１項の規定により行われた加工の方法に関する

情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。 

 

 

 

 

２ 議会は、匿名加工情報の漏えいを防止するために必要なものとして議長が定める基準に従い、匿名加工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。 

３ 前２項の規定は、議会に係る匿名加工情報の取扱いの委託（２以上の段階にわたる委託を含む。）を受けた者が受託した業務を行う場合につ

いて準用する。 

第３章 個人情報ファイル 

（個人情報ファイル簿の作成及び公表） 

第17条 議長は、その定めるところにより、議会が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ次に掲げる事項その他議長が定める事項を

記載した帳簿（以下この条において「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。 

⑴ 個人情報ファイルの名称 

⑵ 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称 

⑶ 個人情報ファイルの利用目的 

⑷ 個人情報ファイルに記録される項目（以下この条において「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１号カにおいて同じ。）として個人情報ファイルに記録される個人の範囲（次項第２号において「記

録範囲」という。） 

⑸ 個人情報ファイルに記録される個人情報（以下この条において「記録情報」という。）の収集方法 

⑹ 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 

⑺ 記録情報を議会以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先 

⑻ 次条第１項、第31条第１項又は第38条第１項の規定による請求を受理する組織の名称及び所在地 

⑼ 第31条第１項ただし書又は第38条第１項ただし書に該当するときは、その旨 

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。 

⑴ 次に掲げる個人情報ファイル 

ア 議会の議員若しくは議員であった者又は職員若しくは職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、議員報酬、給与 

又は報酬、福利厚生に関する事項その他これらに準ずる事項を記録するもの（議長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。） 

イ 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 

ウ 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 

エ 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 

オ 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 

カ 本人の数が議長が定める数に満たない個人情報ファイル 

キ アからカまでに掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして議長が定める個人情報ファイル 

⑵ 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 

 

 

 

 

・匿名加工情報については、議会が取得すること（ 執行機関が提

供した匿名加工情報の提供を受ける場合）が想定されるため、

取扱いの規定は設ける。 

・法は第 121条で行政機関等匿名加工情報について、第 123条第 

１項でそれ以外の匿名加工情報について、取扱いを定めている。 

・しかし、議会においては、行政機関等匿名加工情報に相当する

情報は想定されないため、合わせて匿名加工情報の取扱いに係

る規定とする。 

・具体的な作為義務を定めるものであり、議長に義務を課すこと

とすることも考えられるが、議長が定める基準に従うこととし

ているため、法の規定に合わせて主語を議会とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「金銭の送付」とは、個人情報保護法では、謝金等を支払うた

めの口座番号等を記載したリスト等を意味するが、特定物とし

て金銭を送付する場合も想定しえないとは言えないため、規定

としては維持。 

・「政令で定める数」は、現行の行政機関個人情報保護法施行令

では 1,000 人とされている。 
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⑶ 前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして議長が定める個人情報ファイル 

３ 第１項の規定にかかわらず、議長は、記録項目の一部若しくは同項第５号若しくは第７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又は事業の性質上、当該事務又は事業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。 

第４章 開示、訂正及び利用停止 

第１節 開示 

（開示請求権） 

第18条 何人も、この条例の定めるところにより、議長に対し、議会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 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人（以下この章において「代理人」と総称する。）は、本人に代わっ

て前項の規定による開示の請求（以下この章及び第48条において「開示請求」という。）をすることができる。 

（開示請求の手続） 

第19条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面（第３項において「開示請求書」という。）を議長に提出してしなければならない。 

⑴ 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所 

⑵ 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公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 

２ 前項の場合において、開示請求をする者は、議長が定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であること（前条第２項の規定

による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること）を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。 

３ 議長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者（以下「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、議長は、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。 

（保有個人情報の開示義務） 

第20条 議長は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報（以下「不開示情報」という。）のいずれかが

含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。 

⑴ 開示請求者（第18条第２項の規定により代理人が本人に代わって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３号、次条

第２項並びに第27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 

⑵ 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、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 法令の規定により又は慣行として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 

⑶ 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。以下この号において「法人等」という。）に関する

情報又は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 議会の要請を受けて、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 

⑷ 国の機関、独立行政法人等、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、不当に住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 

⑸ 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又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
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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 議長が第24条各項の決定（以下「開示決定等」という。）をする場合において、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の

維持に支障を及ぼすおそれ 

イ 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 

ウ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、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 

エ 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 

オ 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 

カ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業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 

（部分開示） 

第21条 議長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報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、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。 

２ 開示請求に係る保有個人情報に前条第２号の情報（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、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。 

（裁量的開示） 

第22条 議長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認

めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。 

（保有個人情報の存否に関する情報） 

第23条 開示請求に対し、当該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、不開示情報を開示することとなるときは、議

長は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。 

（開示請求に対する措置） 

第24条 議長は、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、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及び開示の実施に関し議長が定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、第５条第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 議長は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき 

（前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び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、開示をしない旨の決定を

し、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。 

（開示決定等の期限） 

第25条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、第19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、議長は、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30日以内に限り延長することが

できる。この場合において、議長は、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。 

（開示決定等の期限の特例） 

第26条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全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、議長は、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、議長は、

同条第１項に規定する期間内に、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・現行の条例では、開示決定の期限が15 日以内としている例が多

いが、開示決定期限は30 日以内であれば、個人情報保護法の施

行条例で各地方公共団体が定めることが許容されている。（ 議

会の条例で30 日を超える期間とすることは可能だが、執行部の

期間と齟齬を生じることとなる。）。➡西脇市個人情報の保護

に関する法律施行条例と整合性を図った。（以下同じ）   

 

 

 

 

・開示決定期限の特例は60 日以内であれば、個人情報保護法の施

行条例で各地方公共団体が定めることが許容されている。（ 議

会の条例で60 日を超える期間とすることは可能だが、執行部の

期間と齟齬を生じることとなる。）。  
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⑴ この条の規定を適用する旨及びその理由 

⑵ 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限 

２ 前条の規定による開示決定等をしなければならない期間に、議長及び副議長がともに欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、同条

の期間に算入しない。 

 

 

 

 

（第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 

第27条 開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者（以下この条、第45条第

２項第３号及び第46条において「第三者」という。）に関する情報が含まれているときは、議長は、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、議長が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議長が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 議長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第24条第１項の決定（以下この章において「開示決定」という。）に先立ち、当該第三者に

対し、議長が定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他議長が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。 

⑴ 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20条第２号イ又は同条第

３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。 

⑵ 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第22条の規定により開示しようとするとき。 

３ 議長は、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、議長は、開示決定後直ちに、当該意見書（第45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。 

（開示の実施） 

第28条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録され

ているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して議長が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあって

は、議長は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるとき

は、その写しにより、これを行うことができる。 

２ 議長は、前項の規定に基づく電磁的記録についての開示の方法に関する定めを一般の閲覧に供しなければならない。 

３ 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、議長が定めるところにより、議長に対し、その求める開示の実施の方法等を申し出なけ

ればならない。 

４ 前項の規定による申出は、第24条第１項に規定する通知があった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をす

ることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。 

 

 

（他の法令による開示の実施との調整） 

第29条 議長は、他の法令の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報が前条第１項本文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、同項本文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、当該縦覧を前条第１項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。 

（開示請求の手数料等） 

第30条 議長に対し開示請求をする者は、手数料として開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書１件当たり 300円を納めなければな

らない。この場合において、議長が経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。 

 

 

 

・議長及び副議長がともに欠けている（具体的には、任期満了、

議会の解散等を想定）期間中は、処分庁が存在せず、処分をす

ることが不可能なため、当該期間の日数は、標準処理期間に算

定しない（議長のみが欠けているときは、副議長が処分庁とな

る。）。なお、議長に事故がある場合は、処分庁は存在してお

り、処分をすることが不可能とはいえないため、標準処理期間

に算入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・申出期限は30 日以内であれば、個人情報保護法の施行条例で各

地方公共団体が定めることが許容されている。（議会の条例で

30 日を超える期間とすることは可能だが、執行機関の期間と齟

齬を生じることとなる。）。 

 

 

 

 

 

 

 

・執行機関側の手数料と調整 
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２ この条例の規定により写しの交付を受ける者は、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。 

第２節 訂正 

（訂正請求権） 

第31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。第38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、議長に対し、当該保有個人情報の訂正（追加又は削除を含む。以下この章において同じ。）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。 

⑴ 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報 

⑵ 開示決定に係る保有個人情報であって、第29条第１項の他の法令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（以下この章及び第48条において「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から90日以内にしなければならない。 

 

 

 

（訂正請求の手続） 

第32条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面（第３項において「訂正請求書」という。）を議長に提出してしなければならない。 

⑴ 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所 

⑵ 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 

⑶ 訂正請求の趣旨及び理由 

２ 前項の場合において、訂正請求をする者は、議長が定めるところにより、訂正請求に係る保有個人情報の本人であること（前条第２項の規定

による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること）を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。 

３ 議長は、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（以下この章において「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。 

（保有個人情報の訂正義務） 

第33条 議長は、訂正請求があった場合において、当該訂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。 

（訂正請求に対する措置） 

第34条 議長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、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 議長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、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。 

（訂正決定等の期限） 

第35条 前条各項の決定（以下「訂正決定等」という。）は、訂正請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第32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、議長は、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30日以内に限り延長することが

できる。この場合において、議長は、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。 

 

 

（訂正決定等の期限の特例） 

第36条 議長は、訂正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、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この

場合において、議長は、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。 

⑴ この条の規定を適用する旨及びその理由 

⑵ 訂正決定等をする期限 

２ 前条の規定による訂正決定等をしなければならない期間に、議長及び副議長がともに欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、同条

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・訂正請求期限は90 日以内であれば、個人情報保護法の施行条例

で各地方公共団体が定めることが許容されている。（議会の条

例で90 日を超える期間とすることは可能だが、執行機関の期間

と齟齬を生じることとなる。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・訂正決定期限は30 日以内であれば、個人情報保護法の施行条例

で各地方公共団体が定めることが許容されている。（議会の条

例で30 日を超える期間とすることは可能だが、執行機関の期間

と齟齬を生じることとなる。）。 

・延長期間は30日以内であれば、個人情報保護法の施行条例で各

地方公共団体が定めることが許容されている。（議会の条例で

30 日を超える期間とすることは可能だが、執行機関の期間と齟

齬を生じることとなる。）。 
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の期間に算入しない。 

（保有個人情報の提供先への通知） 

第37条 議長は、第34条第１項の決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、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。 

第３節 利用停止 

（利用停止請求権） 

第38条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号の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ころにより、議長に対

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（以下この章において「利

用停止」という。）に関して他の法令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。 

⑴ 第４条第２項の規定に違反して保有されているとき、第６条の規定に違反して取り扱われているとき、第７条の規定に違反して取得された

ものであるとき、又は第12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 

⑵ 第12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（以下この章及び第48条において「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から90日以内にしなければならない。 

 

 

 

（利用停止請求の手続） 

第39条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面（第３項において「利用停止請求書」という。）を議長に提出してしなければならない。 

⑴ 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所 

⑵ 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 

⑶ 利用停止請求の趣旨及び理由 

２ 前項の場合において、利用停止請求をする者は、議長が定めるところにより、利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること（前条第２

項の規定による利用停止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること）を示す書類を提示し、又は提出しなけ

ればならない。 

３ 議長は、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（以下この章において「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。 

（保有個人情報の利用停止義務） 

第40条 議長は、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、議会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又は事業の性質上、当該事務又は事業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。 

（利用停止請求に対する措置） 

第41条 議長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、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。 

２ 議長は、利用停止請求に係る保有個人情報の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。 

（利用停止決定等の期限） 

第42条 前条各項の決定（以下「利用停止決定等」という。）は、利用停止請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第39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、議長は、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30日以内に限り延長することが

できる。この場合において、議長は、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。 

（利用停止決定等の期限の特例） 

第43条 議長は、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、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足り

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・利用停止請求の期限は90 日以内であれば、個人情報保護法の施

行条例で各地方公共団体が定めることが許容されている。（ 議

会の条例で90 日を超える期間とすることは可能だが、執行機関

の期間と齟齬を生じることとなる。）。 
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る。この場合において、議長は、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。 

⑴ この条の規定を適用する旨及びその理由 

⑵ 利用停止決定等をする期限 

２ 前条の規定による利用停止決定等をしなければならない期間に、議長及び副議長がともに欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、

同条の期間に算入しない。 

第４節 審査請求 

（審理員による審理手続に関する規定の適用除外） 

第44条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、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項の規定は、適用しない。 

（審査会への諮問） 

第45条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、

議長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、西脇市情報公開・個人情報保護審査会条例（平成17年西脇市条例第23号）第１条に規定す 

る西脇市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。 

⑴ 審査請求が不適法であり、却下する場合 

⑵ 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場合（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場合を除く。） 

⑶ 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場合 

⑷ 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場合 

 

 

 

２ 前項の規定により諮問した場合には、議長は、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。 

⑴ 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。以下この項及び次条第２号において同じ。） 

⑵ 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。） 

⑶ 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。） 

（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46条 第27条第３項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。 

⑴ 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決 

⑵ 審査請求に係る開示決定等（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５章 雑則 

（適用除外） 

第47条 保有個人情報（不開示情報を専ら記録する公文書に記録されているものに限る。）のうち、まだ分類その他の整理が行われていないもの

で、同一の利用目的に係るものが著しく大量にあるためその中から特定の保有個人情報を検索することが著しく困難であるものは、前章（第４

節を除く。）の規定の適用については、議会に保有されていないものとみなす。 

（開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等） 

第48条 議長は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求（以下この条において「開示請求等」という。）をしようとする者がそれぞれ容易かつ的

確に開示請求等をすることができるよう、保有個人情報の特定その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものと

する。 

（個人情報等の取扱いに関する苦情処理） 

第49条 議長は、議会における個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。 

（施行の状況の公表） 

第50条 議長は、毎年度、この条例の施行の状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。 

（委任） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・審査会については、①議会に審査会を置く、②執行機関の附属

機関である審査会に諮問する、③ 行政不服審査会に諮問するこ

とが考えられるが、②とした。 

・この場合、議長が行った行政処分への審査請求に関して執行機

関の附属機関に諮問することについて、整理をすることが望ま

しい。 

・なお、①を採用する場合、地方自治法上、議会には附属機関は 

設置できないと解されていることについて、整理が必要となる。 

※ 既存の条例の個人情報保護審査会を用いる場合、当該条例の担

当事務に本条例事務を加える必要がある。 
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第51条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。 

第６章 罰則 

第52条 職員若しくは職員であった者、第９条第２項若しくは第15条第５項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は議

会において個人情報、仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者が、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５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 100万円以下の罰金に処する。 

第53条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た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、又は盗用したと

きは、１年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 

第54条 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

を収集したときは、１年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 

第55条 前３条の規定は、市の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第56条 偽りその他不正の手段により、第24条第１項の決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、５万円以下の過料に処する。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（西脇市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正） 

２ 西脇市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
 
（設置） 

 
（設置） 

第１条 次に掲げる規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議するため、 
行政不服審査法（平成26年法律第68号）第81条第１項の規定に基づき、西脇市情 
報公開・個人情報保護審査会（以下「審査会」という。）を置く。 

第１条 次に掲げる規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議するため、
行政不服審査法（平成26年法律第68号）第81条第１項の規定に基づき、西脇市情
報公開・個人情報保護審査会（以下「審査会」という。）を置く。 

⑴・⑵ （略）  ⑴・⑵ （略） 
⑶ 西脇市議会の個人情報の保護に関する条例（令和５年西脇市条例第 号。 
第６条において「保護条例」という。）第45条 

（新設） 

（審査会の調査権限） （審査会の調査権限） 

 

 

・議員（議長含む。）は罰則の対象外。 

・長や副知事・副市長村長は、罰則の対象とされており、これと

の均衡が問題となるが、① 議会における議員の自由な発言の保

障の必要性は高いこと、② （免責特権がない）地方議会議員に

対し、発言について罰則を設けることは萎縮効果を生じるおそ

れがあること、③ 国会議員についても罰則は設けられていない

こと等から、議員に罰則を設けないこととする。 

・議長については、議会の事務を統理することから、事務局の職

員と同様に罰則の対象とすべきとの見解もあるが、①罰則規定

は作為又は不作為義務を前提とするところ、本条例で義務を負 

うのは機関としての議会であり議長ではないこと（第10条等）、 

②議長である議員が得た個人情報ファイルが、議長として得た

ものか議員として得たものかは判断が困難であること、議長を

罰則の対象者とするならば、議長経験者である議員も議長であ

った者として罰則の対象とすることとなるが、職員であった者

が新たに個人情報ファイルを正当に入手することは想定しづら

いのに対し、議長経験者である議員は議員活動の中で個人情報

ファイルを入手することも想定され、議長経験者である議員の

議員活動に支障をきたす恐れがあること等から、議長も罰則の

対象外とすることとする。 

・なお、議員に罰則を課さなかったとしても、議員の職務に背い

た発言を行った場合、議員の属する議会の地方公共団体は、国

家賠償法の規定による損害賠償責任を負う場合がある 

・地方自治法第14条第３項の規定により条例で規定できる過料の

上限は５万円 
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第６条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関（公開条例第17条若
しくは法第 105条第３項において準用する同条第１項の規定により審査会に諮問
した実施機関又は保護条例第45条の規定により審査会に諮問した議長をいう。以
下この条及び第８条において同じ。）に対し、公開条例第12条第１項に規定する
開示決定等に係る公文書（以下この条及び次条において「公文書」という。）又
は法第78条第１項第４号、第94条第１項若しくは第 102条第１項に規定する開示
決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る保有個人情報及び保護条例第
20条第５号、第35条第１項若しくは第42条第１項に規定する開示決定等、訂正決
定等若しくは利用停止決定等に係る保有個人情報（以下この条及び次条において 
「保有個人情報」という。）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、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求める 
ことはできない。 

２・３ （略） 
 

第６条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関（公開条例第17条又
は法第 105条第３項において準用する同条第１項の規定により審査会に諮問した
実施機関をいう。以下この条及び第８条において同じ。）に対し、公開条例第12
条第１項に規定する開示決定等に係る公文書（以下この条及び次条において「公
文書」という。）又は法第78条第１項第４号、第94条第１項若しくは第 102条第
１項に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る保有個人
情報（以下この条及び次条において「保有個人情報」という。）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、その提示された公
文書又は保有個人情報の開示を求めることはできない。 

 
 
 ２・３ （略） 
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〇〇市議会の個人情報の保護に関する条例(例) Q&A(改訂版) 
 

令和４年８月１日 

全国市議会議⾧会 
 

目 次 

１ 地方議会が改正後の個人情報の保護に関する法律の共通ルールの適用から除外されたのはどのよ

うな理由によるか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 

２ 議会の個人情報の保護に関する規律を、必ず設けなければならないか。設けないことも認められる

のか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 

３ 議会の個人情報の保護に関する規律は条例によらなければならないのか。また、議⾧会から示され

た条例(例)に拘束されるのか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 

４ 議会の個人情報の保護に関する条例は、議会（議員）側から提案とすべきと考えるが、⾧提出議案

とすることは可能か。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 

５ 現行の個人情報保護条例を改正し、「実施機関」とあるのを「議会」に置き換えて議会の個人情報の

取扱いについて定めることができるか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 

６ 執行機関側が定める法の施行条例に議会の個人情報の取扱いを規定することはできる

か。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 

７ 議会の個人情報の保護に関する条例案の検討はどこでしたらよいか。・・・・・・・・・・・・・7 

８ 議会の個人情報の保護に関する条例を制定する場合、いつまでに制定すべきか。・・・・・・・・7 

９ 議会の個人情報の保護に関する条例を制定する場合、パブリックコメントは必要となる

か。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 

10  議会の個人情報の保護に関する条例を制定する場合、地方検察庁との協議は必要となる

か。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 

溶け込み版 
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11  条例に罰則を設ける場合の地方検察庁との協議は、具体的にどのように進めればよい

か。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 

12 条例(例)第 2 条第 4 項において、「「保有個人情報」とは、議会の事務局の職員が職務上作成し、又

は取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有するものをいう。」と

されているが、議員が職務上作成し、又は取得した個人情報は、この条例(例)では対象とならないの

はなぜか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9 

13 議⾧には、任命権者として職員の人事情報を知り得る可能性があるなど、法令上の権限が認められ、

権限の範囲内では職員と同様の規定が必要と考えるが、議⾧が職務上作成し、又は取得した個人情報

は、この条例(例)では対象とならないのはなぜか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9 

14 条例(例)では議員には義務や罰則規定は適用されていないようだが、議員は個人情報保護に関して

は、何の責務もないのか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 

15 条例(例)に「議会」と「議⾧」が混在しているが、どのように考えたらよいか。・・・・・・・10 

16 条例(例)第 2 条で「個人情報」とは、生存する個人に関する情報と規定されているが、「死者の個人

情報」は条例の対象にできないのか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 

17 条例(例)第 2 条第 1 項第 1 号において、「(他の情報と容易に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。)」とあるが「容易に照合することができ」る

とは、どのようなことか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 

18 開示対象となる行政文書で議会事務局の職員が⾧の併任発令により行っている事務に係るものに

ついては、この条例の対象となるか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 

19 条例(例)第 2 条第 5 項に規定される議会が作成する個人情報ファイルとは、具体的には何が想定さ

れるか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 

20 条例(例)第 2 条に条例要配慮個人情報が定義されていないが、執行機関側が条例要配慮個人情報
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を規定した場合、議会の個人情報保護条例では、どのように対応したらよいか。・・・・・・・・12 

21 条例(例)第 2 条第 9 項に規定される「個人関連情報」とは具体的にはどのようなものか。また、議

会においてはどのようなものが想定されるか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 

22 条例(例)第 2 条に「個人情報取扱事務登録簿」の定義がないが、新たな条例に規定することは可能

か。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 

23 議会においては外国にある第三者への提供は通常考えられないことから、法第 71 条にある「外国

にある第三者への提供の制限」は、条例（例）には規定がないとのことであるが、議員の海外視察等

を 行 う 場 合に 該 当 し 得 る 可 能 性 が あ る と し て 、 条 例 に 規 定 す る こ と は 差 し 支 え な い

か。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 

24 議会において職員が学術研究をすることはほとんど想定されないので、条例(例)第 17 条第 2 項第

1 号オの規定は不要ではないか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 

25 条例(例)第 17 条第 2 項第 1 号カの「本人の数が議⾧が定める数」は、個人情報保護法施行令では

本人の数が 1,000 以上の個人情報ファイルを作成及び公表の対象としているところだが、議会は個人

情 報 保 護法 の義務 等の 規 律 の対 象外の ため 、 1,000 人に は縛 ら れ ず自 由に 定 めて よ い

か。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 

26 条例(例)第 20 条中に「（情報公開条例第○○条に規定する情報を除く。）又は情報公開条例第○○

条に規定する情報（以下「不開示情報」という。）」という規定があるが、どのような意味

か。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 

27 議⾧が欠けているとき、議⾧が病気等で事故があるときは、副議⾧が開示決定等の職務代行をする

こ と が で き る か 。 ま た 、 そ の 場 合 、 開 示 決 定 通 知 書 等 の 名 義 は 副 議 ⾧ と な る

か。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 
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28 開示決定等の期限は、条例で個人情報保護法より短く設定することはできるが、⾧くすることはで

きないという個人情報保護法の解釈があるが、議会は個人情報保護法の義務等の規律の対象外のため、

第 25 条に規定される期間を個人情報保護法（条例（例）も同様）より⾧く設定することも可能という

解釈でよいか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 

29 条例(例)第 26 条第 2 項、第 36 条第 2 項及び第 43 条第 2 項に規定されている「議⾧及び副議⾧が

ともに欠けている期間」とは、何が想定されるか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 

30 条例(例)第 30 条の開示請求に係る手数料について、議会が手数料を徴収することができると規定

する地方自治法上の根拠がないが、可能なのか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 

31 条例(例)第 30 条の開示請求に係る手数料を無料にすることは可能か。また、議会の個人情報保護

条例以外に手数料を規定することは可能か。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 

32 条例(例)第 45 条に規定される個人情報保護審査会の設置はどのように考えるか。また、条例(例)第

50 条に規定される個人情報保護審議会の設置はどうか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 

33 条例(例)第 6 章の罰則の規定に議⾧が入っていないのはなぜか。・・・・・・・・・・・・・・・18 

34 罰則について経過措置は必要か。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 

35 条例（例）を参考に、目的など議会として定めておかなければならない最低限の事項を規定したう

えで、「この条例に定めるもののほか、議会における個人情報の保護に関し必要な事項は市⾧の事務部

局の例による。」と規定することは可能か。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 
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１ 地方議会が改正後の個人情報の保護に関する法律の共通ルールの適用から除外されたの

はどのような理由によるか。 

(答) 「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（行政機関等編）」（令和４年１

月（令和４年４月一部改正）個人情報保護委員会)では、「国会や裁判所と同様、議会にお

いては、自律的な対応のもと個人情報の適切な取扱いが図られることが望ましいことから、

法が定める規律の適用対象とされないもの」としています。 

なお、個人情報保護制度の見直しに関する最終報告（令和２年 12 月 内閣官房 個人

情報保護制度の見直しに関するタスクフォース）では、「議会については、現行の行個法が

行政機関を対象とし、国会や裁判所をその対象となっていないこととの整合を図るため、

新制度の適用の対象とはしないこととすることが適当である。なお、ほとんどの団体

（1,748 団体）で議会は個人情報の保護に関する条例等の対象とされており、引き続き、

条例等により、共通ルールに沿った自律的な措置を講じることが望まれるものである。」と

報告されています。 

 

２ 議会の個人情報の保護に関する規律を、必ず設けなければならないか。設けないことも

認められるのか。 

(答) 個人情報保護法第２条第 11 項第２号において議会は「地方公共団体の機関」から除外

され、法が定める規律の適用対象とされていませんが、同法第２章、第３章及び第 69 条第

２項第３号における「地方公共団体の機関」には議会も含まれており個人情報の適正な取

扱いを確保する責務はあります。 

議会における個人情報保護の取扱いをどのようなものにするかは、制度を設けないこと

も含めて、議会の裁量となりますが、個人情報保護制度を設けなかった場合、議会におけ

る個人情報が保護されないこととなり、また、個人情報の取扱いにおいて執行機関と差が
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生じることとなるため、こうした点について住民の理解を得られるかどうか等、十分な検

討が必要です。 

 

３ 議会の個人情報の保護に関する規律は条例によらなければならないのか。また、議⾧会

から示された条例(例)に拘束されるのか。 

(答) 罰則規定を設けることができないことについて留意の上、各議会において条例以外の異

なる形式、例えば要綱等で個人情報に関する規律を設けることもできます。 

また、制定する条例に条例(例)と異なる規定や独自の規定を設けることも可能です。 

 

４ 議会の個人情報の保護に関する条例は、議会（議員）側から提案とすべきと考えるが、

⾧提出議案とすることは可能か。 

(答) 議会の個人情報に関する規律を規定する条例であり、本来的には、議会側から提案する

のが適当と考えられますが、地方公共団体の個人情報の取扱いに係る条例でもあり、団体

意思の決定議案であるので、⾧側から提出することも法的には可能です。 

 

５ 現行の個人情報保護条例を改正し、「実施機関」とあるのを「議会」に置き換えて議会の

個人情報の取扱いについて定めることができるか。 

(答) 「実施機関」を「議会」、「議⾧」に置き換えるだけではなく、執行機関や事業者にのみ

適用される部分、審査会、審議会を規定している部分の改正など大幅な条文の見直しが必

要となります。また、法が適用される執行機関側の個人情報に関する取扱いと齟齬が生じ

ることに留意する必要があります。 

 

６ 執行機関側が定める法の施行条例に議会の個人情報の取扱いを規定することはできる

か。 
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(答)  法的には可能ですが、法の施行条例と本条例(例)の内容を併せて規定することは技術的

に非常に難しいものと考えます。 

また、執行機関側の施行条例では今までの規定がかなり削除される一方、議会について

は基本的なところから定めていくことになり、かえって適用関係が分かりづらくなってし

まうことが想定されるため、条例の適切な解釈、運用に支障が生じるおそれがあります。 

 

７ 議会の個人情報の保護に関する条例案の検討はどこでしたらよいか。 

(答) 委員会、地方自治法第１００条第１２項の協議又は調整を行うための場等、各議会の慣

例に基づいて検討することが考えられます。 

 

８ 議会の個人情報の保護に関する条例を制定する場合、いつまでに制定すべきか。 

(答) 改正後の個人情報保護法の施行が令和 5 年 4 月 1 日に予定されているので、執行機関側

が法の適用となるときに揃えるのであれば、遅くとも今年度中に条例を制定することが望

まれます。 

 

９ 議会の個人情報の保護に関する条例を制定する場合、パブリックコメントは必要となる

か。 

(答) 各議会の考え(パブリックコメント条例等)によりますが、パブリックコメントを実施す

る場合、そのための期間が必要となるので、条例案の協議スケジュールの中にその期間を

考慮すべきと考えます。 

 

10 議会の個人情報の保護に関する条例を制定する場合、地方検察庁との協議は必要となる

か。 

(答)  普通地方公共団体の条例には、地方自治法第 14 条の規定により罰則を設けることがで
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きることとされていますが、実際に捜査・起訴を行うのは、条例を制定した地方公共団体

ではなく、最終的には、各地方検察庁になります。そのため実務の運用として、罰則を伴

う条例を作るには地元の地方検察庁との事前協議が必要とされています。 

それぞれの議会の判断で条例に罰則規定を設けないということもあり得ますが、この場

合、罰則規定がある個人情報保護法が適用される執行機関側の個人情報に関する取扱いと

齟齬が生じることに留意する必要があります。 

なお、本会をはじめ三議⾧会は、総務省とともに、地方検察庁との事前協議が円滑に進

むよう、法務省に申入れを行ったところ、法務省から令和４年 6 月 17 日付で、各地方検

察庁宛に、各地方公共団体から事前協議を受けた場合は、罰則を含め条例案が本会の示し

た条例（例）に沿ったものかなどについて検討を行うことになる旨、情報提供がなされて

おります。 

協議の取扱いについては、各地方検察庁の判断とはなるが、条例（例）に沿った内容で

あれば、実際の審査期間は短縮される可能性があると考えられます。 

 

11 条例に罰則を設ける場合の地方検察庁との協議は、具体的にどのように進めればよいか。 

(答) 各地方検察庁によって協議の方法は様々ですが、以前、検察庁協議を行った団体の情報

によると、その流れは概ね次のようになると伺っております。 

なお、条例の立案にあたっては、執行機関側との十分な調整を図る必要がありますが、

地方検察庁との協議にあたっても、できる限り執行機関側と協力のうえ、進める必要があ

ります。 

① 所管の地方検察庁（別紙参照）に連絡し、担当課を確認する。 

② 担当課に連絡のうえ、資料（条例案文、議⾧会から送付された条例（例）など）を提出

し、担当検察官と事前協議を開始する。 
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③ 事前協議が整ったら地方検察庁あての正式な協議依頼書を提出する。 

④ 地方検察庁から回答が送付される。 

⑤ 条例案を議会に提案する。 

⑥ 議会での可決後、地方検察庁に連絡をする。 

 

12 条例(例)第 2 条第 4 項において、「「保有個人情報」とは、議会の事務局の職員が職務

上作成し、又は取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、議会が

保有するものをいう。」とされているが、議員が職務上作成し、又は取得した個人情報は、

この条例(例)では対象とならないのはなぜか。 

(答) 議員が作成、取得した個人情報を対象にしていないのは、①議会活動を行う場合におい

て、事務局職員が関わらず議員単独で職務上作成し、又は取得する個人情報は考えにくい

こと、②議員活動においては、議員単独で作成し、又は取得する個人情報も想定されるが、

議員の職務の範囲は広汎かつ法令上明確でないことから、議員が職務上作成し、又は取得

した個人情報を「保有個人情報」として条例による規制の対象とすると、議員活動に対す

る過度に広汎な規制となる恐れがある、ことからです。 

 

13 議⾧には、任命権者として職員の人事情報を知り得る可能性があるなど、法令上の権限

が認められ、権限の範囲内では職員と同様の規定が必要と考えるが、議⾧が職務上作成し、

又は取得した個人情報は、この条例(例)では対象とならないのはなぜか。 

(答) 議⾧については、事務統理権を有し（地方自治法第 104 条）、事務局が保有する全ての

個人情報に触れる立場にあること等から、議⾧が職務上作成し、又は取得した個人情報も、

保有個人情報に含めるべきとの考えもありますが、①議⾧といえども議員の一員であるこ

と、②議員の職務の範囲は広汎かつ法令上明確でなく、議⾧の職務と明確に区別できない

場合もありうること等から、議員と同様に、除外することとしました。 
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14 条例(例)では議員には義務や罰則規定は適用されていないようだが、議員は個人情報保

護に関しては、何の責務もないのか。 

(答) 議会としての責務の規定や機関としての議会の義務が条例に規定されているので、議会

の構成員たる議員として条例に規定される個人情報の規律を順守する責務はあります。 

 

15 条例(例)に「議会」と「議⾧」が混在しているが、どのように考えたらよいか。 

(答) 改正後の個人情報保護法上は、「行政機関」及び「行政機関の⾧等」との文言の使い分け

がされていますが、地方公共団体では、どちらの文言も、「地方公共団体の機関」を指すた

め、「議会」が相当します。しかし、個人情報保護委員会としては、「権限行使の主体や具

体的義務の対象については、「行政機関の⾧」を、その他のものについては「行政機関」の

用語を用いている」とのことであり、「議会」と「議⾧」の使い分けについても、基本的に

同様の整理としています。 

具体的には、 

①  機関として義務を課される場合は、「議会」とした。 

②  処分等の具体的な行為を行う場合は、議決による決定とすると、過大な手続きを要し、

かえって住民の利益を害すること等から、「議⾧」とした。 

ものであります。 

 

16 条例(例)第 2 条で「個人情報」とは、生存する個人に関する情報と規定されているが、

「死者の個人情報」は条例の対象にできないのか。 

(答) これまで各団体で策定されていた現行の個人情報保護条例では、死者の個人情報も個人

情報として扱っていたものもありました（現行の個人情報保護条例中、都道府県の 64%、

市町村の 57%）が、個人情報保護法において個人情報とは、「生存する個人に関する情報」
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とされていることから、本条例(例)でも同様に「生存する個人に関する情報」としました。 

個人情報保護法の解釈では、「法は、個人情報の取扱いに関連する個人の権利利益を保護

することを目的とするものであり、本人関与等により権利利益の保護を求めることができ

るのは生存する個人であることから、「個人情報」の範囲に死者に関する情報は含まれてい

ない。なお、死者に関する情報が、同時に、遺族等の生存する個人に関する情報でもある

場合には、当該生存する個人に関する情報に該当する」としています。 

議会は法の共通ルールが適用されないので、各議会の判断で条例における定義を法の規

定から変更することは可能ですが、執行機関の取扱いと齟齬が生じることに留意する必要

があります。 

 

17 条例(例)第 2 条第 1 項第 1 号において、「(他の情報と容易に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。)」とあるが「容易に

照合することができ」るとは、どのようなことか。 

(答) 「個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガイド（行政機関等向け）（令和４年

２月」（令和４年４月一部改正）個人情報保護法委員会事務局）では、「「他の情報と容易に

照合することができ」るとは、行政機関等の実態に即して個々の事例ごとに判断されるべ

きであるが、通常の事務や業務における一般的な方法で、他の情報と容易に照合すること

ができる状態をいい、例えば、他の行政機関等や事業者への照会を要する場合等であって

照合が困難な状態は、一般に、容易に照合することができない状態であると考えられる。」

とされています。 

18 開示対象となる行政文書で議会事務局の職員が⾧の併任発令により行っている事務に

係るものについては、この条例の対象となるか。 

(答) 議会事務局の職員が行う業務であっても、執行機関の職員として（併任を受けて）行っ
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ているものであるものは、議会が行う事務とはならないので条例の対象ではありません。

執行機関側が適用される改正後の個人情報保護法が適用されることとなります。 

 

19 条例(例)第 2 条第 5 項に規定される議会が作成する個人情報ファイルとは、具体的に

は何が想定されるか。 

(答) 議会が保有している個人情報の例としては、請願・陳情の署名簿や参考人・公述人・直

接請求代表者に関する情報など住民等から議会へ提供されたもの、傍聴人受付票、氏名入

りの住民アンケートなど議会自身が取得した個人情報、退職議員を含む議員の経歴などの

情報（表彰、年金など）、議会事務局職員の人事情報などが考えられますが、これらを検索

できるよう体系的に構成した場合（コンピュータに入力した場合、名簿等にまとめた場合

等）、個人情報ファイルに当たることとなります。 

 

20 条例(例)第 2 条に条例要配慮個人情報が定義されていないが、執行機関側が条例要配

慮個人情報を規定した場合、議会の個人情報保護条例では、どのように対応したらよいか。 

(答) 条例要配慮個人情報を執行機関が制定する個人情報保護法の施行条例中に規定した場合

は、本条第 3 項の規定に基づき議⾧が定める規程中に規定することが考えられます。 
 

21 条例(例)第 2 条第 9 項に規定される「個人関連情報」とは具体的にはどのようなもの

か。また、議会においてはどのようなものが想定されるか。 

(答) 「個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガイド（行政機関等向け）」(令和４

年２月（令和４年４月一部改正）個人情報保護委員会事務局)では、個人関連情報に該当す

る情報として、①Cookie 等の端末識別子を通じて収集された、ある個人のウェブサイト

の閲覧履歴、②メールアドレスに結び付いた、ある個人の年齢・性別・家族構成等、③あ

る個人の行政サービス利用履歴、④ある個人の位置情報、⑤ある個人の興味・関心を示す
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情報を示しています。 

個人関連情報は、今後、議会がデジタル化を推進することによって、増加する可能性が

あるため、留意が必要と思われます。例えば、議員がタブレット端末などを利用して議会

活動を行っている場合に、議会事務局がアクセス記録や位置情報を管理しているときは、

当該情報は個人関連情報に該当することがあり得ます（個人が特定される場合には個人情

報となることも考えられます）。 

 

22 条例(例)第 2 条に「個人情報取扱事務登録簿」の定義がないが、新たな条例に規定する

ことは可能か。 

(答) 「個人情報取扱事務登録簿」とは、個人情報ファイルとは別に個人情報の保有の状況を

記載した帳簿であり、執行機関が定める個人情報保護法の施行条例中に「個人情報取扱事

務登録簿」を規定する場合は、議会も条例に規定するかどうかの調整が必要となります。 

「個人情報取扱事務登録簿」を規定する場合は、第 2 章「個人情報等の取扱い」又は第３

章（章題を「個人情報ファイル等」に変更）中に規定することが考えられます。 
 

23 議会においては外国にある第三者への提供は通常考えられないことから、法第 71 条に

ある「外国にある第三者への提供の制限」は、条例（例）には規定がないとのことである

が、議員の海外視察等を行う場合に該当し得る可能性があるとして、条例に規定すること

は差し支えないか。 

(答) 法第 71 条の適用は外国にある第三者に「利用目的以外の目的のために保有個人情報を

提供する場合」に限られており、議会において本人の同意を得ずにそのような提供をする

ことは考えがたいこと等から、条例（例）としては規定しないこととしましたが、各議会

の判断で規定していただいて差し支えありません。なお、規定を設けない場合であっても、

目的外で第三者に保有個人情報を提供する場合は、条例（例）第 12 条の規定により制限
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が設けられているため、ご留意ください。 

 

24 議会において職員が学術研究をすることはほとんど想定されないので、条例(例)第 17

条第 2 項第 1 号オの規定は不要ではないか。 

(答) 条例（例）は、改正後個人情報保護法の規定に沿って策定したため、このような表現と

なっていますが、個別の規定については、各議会の判断で整理をしていただいて差し支え

ありません。 

 

25 条例(例)第 17 条第 2 項第 1 号カの「本人の数が議⾧が定める数」は、個人情報保護

法施行令では本人の数が 1,000 以上の個人情報ファイルを作成及び公表の対象としてい

るところだが、議会は個人情報保護法の義務等の規律の対象外のため、1,000人には縛ら

れず自由に定めてよいか。 

(答) 法では、政令で定めることとされているので、法が適用される執行機関側は拘束されま

すが、条例(例)では、議⾧が定める数としており規程で定めることが考えられます。人数

については、各議会の判断によるところとなりますが、執行機関側の個人情報の取扱いと

整合性を保つためには 1,000 人とすることが考えられます。 

 

26 条例(例)第 20 条中に「（情報公開条例第○○条に規定する情報を除く。）又は情報公開

条例第○○条に規定する情報（以下「不開示情報」という。）」という規定があるが、どの

ような意味か。 

(答) 「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（行政機関等編）」（令和４年１

月（令和４年４月一部改正）個人情報保護委員会事務局）では、個人情報保護法第 78 条第

２項の内容について次のように説明しています。 

「地方公共団体の機関及び地方独立行政法人における情報公開は、情報公開条例に基づ

き行われるものであるところ、①法が定める不開示情報に該当するものであっても情報公



15 

開条例の規定により開示することとされている情報として条例で定めるものは不開示情報

から除外するとともに、②行政機関情報公開法第 5 条に規定する不開示情報に準ずる情報

であって情報公開条例において開示しないこととされているもののうち当該情報公開条例

との整合性を確保するために不開示とする必要があるものとして条例で定めるものについ

ては、不開示情報とすることとして、情報公開条例の規定との整合を図ることを可能とし

ている。」 

したがいまして執行機関側は、個人情報保護法第 78 条第２項に基づき情報公開条例の

規定との整合を図る必要がある場合は、個人情報保護法施行条例に規定して定めることに

なります。 

議会の個人情報の保護に関する条例(例)第 20 条中の○○条とあるのは、この内容を反

映させるために○○条としているものであり、執行機関側の施行条例中で規定する情報公

開条例の条数（条の後に項や号もある場合はその項・号数まで）を挿入することになりま

す。 

なお、執行機関側が施行条例中に情報公開条例の規定との整合を図る規定を設けない場

合は、議会の個人情報の保護に関する条例に「（情報公開条例第○○条に規定する情報を除

く。）又は情報公開条例第○○条に規定する情報（以下「不開示情報」という。）」を規定す

る必要はありません。 

いずれにしても、当該条文の検討にあたっては、執行機関側の担当者と十分な調整を図

る必要があります。 

また、議会単独の情報公開条例を制定している市の場合は、執行部の施行条例中で規定

する情報公開条例の条数ではなく、議会の情報公開条例で規定する条数となるのでご留意

ください（条例（例）第２条第４項のただし書で規定する○○情報公開条例の箇所も同様

です）。 

 



16 

27 議⾧が欠けているとき、議⾧が病気等で事故があるときは、副議⾧が開示決定等の職務

代行をすることができるか。また、その場合、開示決定通知書等の名義は副議⾧となるか。 

(答) 議⾧が欠けているときは、地方自治法第 106 条第 1 項の規定により副議⾧が処分庁と

なり、開示決定通知書等の名義は副議⾧名で行うこととなります。 

議⾧が病気等の場合、意思決定ができる状態であれば処分をすることが不可能とはいえ

ないため事故があるときに当たりませんが、意思決定ができない状況の場合は、議⾧に事

故があるときとして、同項の規定により副議⾧が開示決定等の職務代行を行うこととなり

ます。この場合の開示決定通知書等の名義も副議⾧となります。 

 

28 開示決定等の期限は、条例で個人情報保護法より短く設定することはできるが、⾧くす

ることはできないという個人情報保護法の解釈があるが、議会は個人情報保護法の義務等

の規律の対象外のため、第 25 条に規定される期間を個人情報保護法（条例（例）も同様）

より⾧く設定することも可能という解釈でよいか。 

(答) 議会は、個人情報保護法の規定は適用されないので、法の規定以上の期間とすることは

可能ですが、執行機関が定める期間と齟齬が生じることとなるので留意が必要です。 

 

29 条例(例)第 26 条第 2 項、第 36 条第 2 項及び第 43 条第 2 項に規定されている「議

⾧及び副議⾧がともに欠けている期間」とは、何が想定されるか。 

(答) 議員の任期満了、議会の解散等を想定しています。 

 

30 条例(例)第 30 条の開示請求に係る手数料について、議会が手数料を徴収することがで

きると規定する地方自治法上の根拠がないが、可能なのか。 

(答) 議会事務局の職員が執行機関の職員として併任発令を受けて、手数料を徴収することを

想定しています。 
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31 条例(例)第 30 条の開示請求に係る手数料を無料にすることは可能か。また、議会の個

人情報保護条例以外に手数料を規定することは可能か。 

(答) 開示請求に係る手数料は条例事項であり、無料にすることは可能ですが、住民の理解を

得るためには、執行機関側との調整が必要と考えられます。無料とする場合は、保有特定

個人情報に関する読み替え規定第 12 条中の第 30 条の読み替えは必要なくなるので留意

が必要です。 

また、個人情報保護条例中に規定せず、手数料条例中に規定する方法も考えられます。 

なお、法第 89 条が「実費の範囲内において」と規定していますが、これは実費であっ

ても手数料として条例の規定により徴収しなければならないという趣旨ではなく、コピー

代や記録媒体の費用等の実費について、開示請求の手数料とは別に徴収することは可能す

るものとされています。そのため、法が直接適用される執行機関においても、現行の個人

情報保護条例で多く見られるように、写しの交付等に係る実費のみ徴収し、手数料を無料

とすることも考えられます。 

 

32 条例(例)第 45 条に規定される個人情報保護審査会の設置はどのように考えるか。ま

た、条例(例)第 50 条に規定される個人情報保護審議会の設置はどうか。 

(答) 審査会については、①議会に個人情報保護審査会を置く、②執行機関の附属機関である

個人情報保護審査会に諮問する、③行政不服審査会に諮問することが考えられます。 

本条例(例)では、従来の条例で多数であった②を想定した規定としたものですが、この

場合、議⾧が行った行政処分への審査請求に関して執行機関の附属機関に諮問することに

ついて、執行機関側の条例に規定することが必要となります。 

なお、①を採用する場合、地方自治法上、議会には附属機関は設置できないと解されて
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いることについての整理が必要となります。 

審議会についても①議会に審議会を置く、②執行機関の附属機関である審議会に諮問す

る方法が考えられ、審査会と同様な整理が必要となります。 

また、審査会機能と審議会機能を兼ねた附属機関を設置することも考えられます。 

 

33 条例(例)第 6 章の罰則の規定に議⾧が入っていないのはなぜか。 

(答) 議⾧については、議会の事務を統理することから（地方自治法第 104 条）、事務局の職

員と同様に罰則の対象とすべきとの考え方もありますが、①罰則規定は作為又は不作為義

務を前提とするところ、本条例（例）で義務を負うのは機関としての議会であり、議⾧で

はないこと（第 10 条等）、②議⾧である議員が得た個人情報が、議⾧として得たものか議

員として得たものかは判断が困難であること、③議員の職務は広汎かつ不明確であり、議

⾧に罰則を科すと、議員としての職務への萎縮効果を生じるおそれがあること等から議⾧

も罰則の対象外としました。 

 

34 罰則について経過措置は必要か。 

(答) 議会の個人情報保護条例において、罰則について経過措置が必要になる場合は、原則と

して次の場合に限られると考えます。 

① 既存の個人情報保護条例の罰則が議会を対象としている場合であって、かつ、執行機

関が制定する法施行条例で経過措置を設けない場合 

② 議会独自の個人情報保護条例を規定しており、同条例に罰則が規定されている場合 

罰則の経過措置は、条例の改廃により刑を廃止し、又は刑を軽くした場合に、改廃前の

行為を改廃前と同様に処罰するため、設けることが通例となっていますが、既存の個人情

報保護条例の罰則のうち、改正後個人情報保護法の罰則の対象とならないものについては、
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執行機関が制定する個人情報保護法施行条例で経過措置を設けることが想定されています

（個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガイド（行政機関等向け）（令和４年２

月（令和４年４月一部改正）個人情報保護委員会事務局）中の個人情報保護法施行条例の

条文のイメージ参照）。 

そのため、議会に係る罰則があった場合も、通常手当てされることとなりますが、執行

機関が制定する法施行条例で議会に係る罰則について経過措置を設けない場合（①）や、

議会独自の個人情報保護条例における罰則の場合（②）については、経過措置が必要とな

ります。 

なお、具体的には例えば次のとおりです（②の場合）。 

「この条例の施行前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。」 

 

35 条例（例）を参考に、目的など議会として定めておかなければならない最低限の事項を

規定したうえで、「この条例に定めるもののほか、議会における個人情報の保護に関し必要

な事項は市⾧の事務部局の例による。」と規定することは可能か。 

(答)  こうした規定では、①個別事項において市⾧の事務部局の例によるものとよれないも

のの内容が不明確となること（例えば個人情報保護委員会への報告義務は議会にはないの

で例によれない）、②議会、議⾧、議員、職員に対する義務や責務など適用関係があいまい

になってしまうこと、③このような定め方においては条例中に罰則規定を設けていないこ

とが考えられ違反者に罰則を適用することはできなくなることなど、個人情報保護に関し

ての権利義務関係が不明確な条例となるおそれがあります。 

   「市⾧の事務部局の例による。」と規定すること自体をまったく否定するものではありま

せんが、上記の観点から慎重な判断が必要と考えます。また、このような定め方を選択し

たことについて住民への説明も必要と考えます。 



 【令和４年12月20日作成】 

                                 

  令和４年度及び５年度委員会・議員協議会等の開催予定 

 令和４年度及び５年度の各委員会・議員協議会の日程案を下記のとおりまとめましたのでご確認の上、ご予定くださいますようお願いいたします。 

 なお、今後、外せない会議・行事等が重複し変更せざるを得ない場合、事前に委員長と調整させていただきます。 

 いずれも、午前９時30分（太字部分は午後１時30分）から開催の予定です。 

会 議 名 先例事項 １ 月 ２ 月 ４ 月 ５ 月 ７ 月 ８ 月 10 月 11 月 

議会運営員会 第３木曜日 19日・木曜日 （定例会前） 20日・木曜日 （定例会前） 20日・木曜日 （定例会前） 19日・木曜日 （定例会前） 

議 員 協 議 会 第２火曜日 10日・火曜日 14日・火曜日 11日・火曜日 ９日・火曜日 11日・火曜日 ８日・火曜日 10日・火曜日 14日・火曜日 

総務産業常任委 第２金曜日 13日・金曜日 10日・金曜日 14日・金曜日 初常任委員会 14日・金曜日 ※11日・金曜日 13日・金曜日 10日・金曜日 

文教民生常任委 第１火曜日 19日・木曜日 ７日・火曜日 ４日・火曜日 初常任委員会 ４日・火曜日 １日・火曜日 ３日・火曜日 ７日・火曜日 

          

 

会 議 名 先例事項 令和６年１月 令和６年２月 

議会運営員会 第３木曜日 18日・木曜日 （定例会前） 

議 員 協 議 会 第２火曜日 ９日・火曜日 13日・火曜日 

総務産業常任委 第２金曜日 12日・金曜日 ９日・金曜日 

文教民生常任委 第１火曜日 ※２日・火曜日 ６日・火曜日 

    

 
  ◆アンダーライン箇所の日程変更理由 
   （令和５年）    
   ①文 教：１月19日・木曜日…３日・火曜日は正月休みのため 
   ②総 務：８月●日・●曜日…11日・金曜日は祝日のため 
   （令和６年） 
   ①文 教：１月●日・●曜日…２日・火曜日は正月休みのため  
 


