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◆とちぎ地域･自治研究所設立 20周年事業 

①  第 13回とちぎ地域･自治フォーラム 

「ジェンダー平等と地方自治の課題、未来(仮)」 
・講演①「性教育からみたジェンダー平等(仮)」 

講師 艮(うしとら)香織宇都宮大学准教授 

・講演②「地方自治の課題(2000年以降の地方自治の動きとこれからの課題)（仮）」 

         講師 中山 徹（自治体問題研究所理事長、奈良女子大学教授） 

◇ 日 時 １１月１２日(土)１３時３０分～ 

◇ 会 場（Zoomと併用）栃木県総合文化センター第４会議室 

② ２０年記念誌への「設立 20年に寄せて」の投稿募集 
１１月を目途に 20周年記念誌を編集します。会員の皆様に「設立 20年に寄せて」の投稿

を募集しています。20年を振り返って、設立当時の思い出や研究所で学んだこと、この間の

地域・自治をめぐる動向と研究所の役割、今後の研究所への期待・注文等々テーマは（ 20

周年に相応しいものであれば）自由です。下記の要領でお願いします。 

〇 文字数は 1500 字程度を上限とし、Ａ４のＷｏｒｄ等のテキストファイルをメールで送

付するか、紙ベースでＦＡＸの送付でも結構です。 

〇 送付先 E-mail：support@tochigi-jichiken.jp、ＦＡＸ：０２８２―８３―５０６０ 

〇 期 日 第１次締切り ８月３１日、第２次締切り ９月１５日 

③  ホームページのリニューアル 進めています。 

〇 行政のデジタル化と個人情報保護(下) 庄 村 勇 人 ２ 

mailto:tochigi_jichiken@lycos.jp
http://members.tripod.co.jp/tochigi_jichiken/
mailto:support@tochigi-jichiken.jp
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とちぎ地域・自治研究所第 21回定期総会記念講演(2022.5.29) 

行政のデジタル化と個人情報保護(下) 
～個人情報保護条例改正を中心に～ 

庄 村 勇 人（名城大学）  
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六. おわりに 

 

２ 2021年個人情報保護法改正 

続いて、ここからが本命になりますが、

2021年個人情報保護法改正の内容について、

以下ざっと見て参りたいと思います。

(1) 2021年個人情報保護法改正の概要 

 デジタル化改革に伴って個人情報保護

法が改正されましたが、その個人情報保

護法改正の背景ということで、ＴＦ「最

終報告」の中で「官民や地域の枠を越え

たデータ利活用の活発化、現行法制の縦

割りに起因する規制の不均衡や不整合が

データ利活用の支障」となっていると書

かれています。それから「システム標準

化・共通化、医療防災等分野における官

民データ連携等施策の推進→個人情報保

護に万全を期すため、一元的に監督する

体制確立が必要」と、これに基づいて個

人情報保護委員会にあらゆる個人情報保

護規制の権限を 1本的にまとめましょうと

いうふうになります。 

いわゆる「2000 個問題」これが自治体に

一番関係するところになります。地方公共

団体ごとに条例があると、そうすると個人

情報の範囲も定義も違ってくるし、個人情

報だとしてそれにどんな規制が掛かってい

るのかという規定も変わってくると、そう

すると経済活動をするときの支障になるで

しょうということを経済団体等がいうと。

或いは一部の一部事務組合では個人情報保

護条例そのものがないというところもあっ

て、都道府県市区町村は個人情報保護条例

を持っていたんですが、一部持っていない

自治体への対応策ということから、国が面

倒を見ましょうということになる。もう一

つ、GDPR という EU のルールの十分制認

定を受けるために一元化というのが必要な

んだということもいわれています。EU は

かなり厳しい個人情報保護ルールを設けて

おりますので、EU の十分性認定というの

を国としてもし受けられない場合は、日本

の企業がヨーロッパで仕事するときに、い



 

３ 

 

ちいち個人の同意を取らないといけないと

いうことで、ビジネス上非常に大きな制約

を受けるのでこの十分性認定を受ける必要

があるから改正しなければいけないという

議論がされました。国レベルでは 3 本の法

律を 1 本に統合（民間分野への個人情報保

護法（以下「個法」）、行政機関個人情報保

護法（以下「行個法」）、独立行政法人等個

人情報保護法）しましょうというのが書い

てあります。 

地方自治体については、条例はいったん

「リセット」（平井前ﾃﾞｼﾞﾀﾙ担当大臣）して、

共通化されたルールの元で運営していきま

しょうということになります。全国的な共

通ルールを個人情報保護法で定めて運用し

ていきましょうということです。かつ統合

後の法律の有権解釈権は個人情報保護委員

会に「一元的に帰属」されていると。これ

も、名古屋市で非常に困っているんですが、

条文の読み方等々も個人情報保護委員会に

任せてくださいと。自治体がごちゃごちゃ
．．．．．．

やるなとされているところでございます。

法律の的確な運用確保のため、一般的に、

あるいは…全国統一的な運用が求められる

行政分野ごとに、国がガイドラインを策定

しています。自治体関係については４月の

頭にガイドラインが出されています。「法律

の範囲内で、必要最小限の独自の保護措置」

は許されるというふうにして、基本は個人

情報保護法を全国の自治体では使いなさい

と、だけど、自治体は必要最小限で条例を

作ってもいいですよというふうにいって、

独自条例を作っていい部分を明文で認める

規定を置いています。 

 それは次の表のようになります。 

ここに書かせていただいたような規定に

関しては、改正された個人情報保護法が自

治体は条例を作ってもいいよというふうに

明文で書いてある部分です。問題は、それ

以外の部分について条例を作っていいのか

どうかというところも非常に大きな論点の

一つなのかなあと思っています。 

 自治体でそういうふうに条例でルールを

作るということについて、個人情報保護法

上の「共通ルールよりも保護の水準を下げ

る」規定は認められないが、保護水準を高

める規定を置くことは、必ずしも否定され

るものではない。ただし「個人情報の有用

性に配慮」も必要なので、「特にそのような

措置を講ずる必要がある場合に限る」と、

これが TF の議論としていわれています。

ただこれは改正前の時点でして、今の個人

情報保護委員会は、もっと厳しくて保護水

明文化された項目 条文（改正個法） 内容

手数料 第89条2項

第119条3・4項

開示請求等手数料額

匿名加工情報等の手数料額

条例要配慮個人情報 第60条5項 要配慮個人情報の追加

個人情報ファイル簿の例外 第75条5項 個人情報ファイル簿ではない個人情報取扱簿導入判断

不開示事由 第78条2項 情報公開条例との整合性の観点から不開示事由の調整

審査請求の特例 第107条2項 審査請求につき行審法4条の特例

開示請求手続 第108条 開示、訂正、利用停止、審査請求手続の追加

審議会への諮問事項 第129条 審議会諮問事項に関する規定の追加
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準を高める規定を置こうとしても「それは

認められません、認められません」と連発

されています。名古屋市で今やっています

けれども、個人情報保護委員会の指摘をか

なり疑問に思っているところです。という

ことで、条例制定に関してかなり制約がか

かっているというところ、しかも、改正前

のタスクフォースの最終報告時点よりも現

在の個人情報保護委員会の方が自治体のそ

ういう権限を制約する方向性が示されてい

るということです。 

 この表は、個人情報保護法がどう変わっ

たかというものです。改正前は、それぞれ

別々の機関が別々の法律に基づいて個人情

報を保護していたのが、改正後は１本の法

律で前半分は民間事業者、後半分を国や自

治体のルールとしましょうというふうにし

て、全部を個人情報保護委員会が一括で管

理していきましょうというのが改正後の仕

組みということになります。

＜改正前＞ 

個人情報保護法（基本法 1章から 3章まで） 

民間部門 
公的部門 

国等 地方公共団体 

個人情報保護法（4 章） 

ガイドライン 

行政機関等個人情報保護法 
個人情報保護条例 

独立行政法人等個人情報保護法 

      ↑            ↑               ↑ 

  個人情報保護委員会       総務省            各地方公共団体 

 

                     

＜改正後＞             

改正個人情報保護法     

・国の行政機関 

・地方公共団体（条例では必要最小

限の保護措置のみ） 

・民間事業者 

  

 
                  ↑ ＊個人情報ファイル簿の作成、匿名加工情報提供制度は除く。 

                           個人情報保護委員会 

 

(２) 具体的改正点 

具体的な改正点ですが、いろいろある

んですが。細かく見ていくと時間があり

ませんので、少しざっくりと見ていきた

いと思います。 

 まず、それまで全国の多くの自治体の

条例と今回の国の改正法、一元化された

改正法とどこが違うのかというところを

中心に見ていきたいと思います。

① 個人情報の定義の統一 

まず、個人情報の定義の統一ということ

です。行政の個人情報保護法で使われてい

た定義が廃止されて、民間にあわせるよう

な形で個人情報の定義が変えられたという

国公立病院・大

学（＊） 
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のが今回の改正の一つの論点になります。

「「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。」とあって、当該情報に含

まれる氏名、生年月日その他の記述等によ

り特定の個人を識別することができるもの

と。氏名とか生年月日である誰かという特

定の個人を識別できれば個人情報です。識

別できなければ個人情報ではありませんと

いうルールが使われておりました。問題は、

この括弧の中でして、そのある単体の情報

だけで識別できるかということだけではな

くて、他の情報と組み合わせるということ

である個人が識別できるという場合も個人

情報といいましょうというルールがござい

ます。その時に、民間の場合は、「容易に」

という条件が付いていたんですが、かつて

改正前の行政にはこの「容易に」が付いて

いなかったんです。何が違うかというと、

「容易に照合することができる」と付いた

場合は、容易に照合して識別できないと個

人情報にならないということになりますの

で、難しい照合、例えば別のどこかの部署

に問合わせて情報を取得し組み合わせて個

人と識別するみたいな難しい照合の場合は

個人情報ではないということになります。

つまり個人情報の範囲を狭くした、従前よ

りも狭くなっているといわれています。民

間に合わせたということなんですが。民間

の場合は、個人情報を使って営業をしない

といけませんので、管理する個人情報の範

囲を狭くするという運用がされていたんで

すが。民間の個人情報に合わせるという形

で今回改正がされたということになります。

当初、タスクホースレベルだと「容易」が

付こうが付くまいが大して変わりませんと

いう説明をしていたんですが、その後やは

り違いも出てくるということを国会審議で

指摘をされて、ただ規制自体は変わらない

から多少こういう部分が変わっても問題な

いでしょうという指摘がされています。こ

れも本当にそうかというところはまた検証

の余地があるんです。とにかく民間と行政

との個人情報の定義を合わせる。これもや

はりデータ利活用というところへ揃えると

いうところがあるというところをまず紹介

しておきたいと思います。 

〇改正個法 

(定義） 

第 2 条 この法律において「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。 

一  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。次項第二号において同じ。）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。） 

二  個人識別符号が含まれるもの 

 

② 条例要配慮個人情報 

続けて、「条例要配慮個人情報」というと

ころです。先程、自治体が条例を作っても

いいですよというふうにいったうちの一つ

がこの「条例要配慮個人情報」という部分
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になります。この部分については、法律が

「地方公共団体の機関又は地方独立行政法

人が保有する個人情報（要配慮個人情報を

除く。）のうち、地域の特性その他の事情に

応じてー（ここが重要な部分なんですけれ

ども）―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地方公共団

体が条例で定める記述等が含まれる個人情

報をいう。」としています。地域特性がある

場合は、条例で要配慮個人情報、機微情報

を追加していいですよというのがこの部分

になります。これも今名古屋市ですごく議

論をしているんですけれども、名古屋市は

それまで「要配慮個人情報」―名古屋市の

場合は「要注意個人情報」というのを置い

てきましたが、そこに入っている規定とい

うのが今回の法律では随分落とされていま

す。例えば、宗教の問題であったり、或い

は特定の地域に住んでいると、いわゆる同

和の議論であったりというのを名古屋市は

条例或いはその解説書で明記してきたんで

すけど、それは国の法律の中では入ってい

ないので、それらを入れていいかという確

認を個人情報保護委員会にしたりしていま

した。個人情報保護委員会の回答は、それ

は国の法律の概念の中に含まれているから

わざわざ条例で明記する必要はないと、確

認規定みたいなものも置いてはいけないと

いう言い方をしています。置いては駄目と

いうのは本当に正しいのかというところは

強い疑問を持っておりまして、条例でもっ

て法律の未確認、不確認の部分を明確化し

て住民に知らせるという意味というのは非

常に重要な部分だろうと思うんですが、そ

れも駄目という言い方をしてきています。 

〇改正個法 

第 60 条 5 この章において「条例要配慮個人情報」とは、地方公共団体の機関又は地

方独立行政法人が保有する個人情報（要配慮個人情報を除く。）のうち、地域の特性そ

の他の事情に応じて、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地方公共団体が条例で定める記述等が含

まれる個人情報をいう。 

 

③ 死者情報 

それから、自治体の約半数が持っている

のが「死者情報」についてになります。死

者に関する情報の条例化についてタスクフ

ォースレベルでは、条例で作っていいです

よといわれていたんですが、個人情報保護

委員会はその後、死者情報も条例に書いて

はいけませんというふうに変わりました。

ただ、別の死者条例みたいなものを作って

対応するのはいいですよというようなこと

はちらっと言っていました。これもなんで

許されないと言っているかというと、改正

法では「生存する個人に関する情報であっ

て」というふうにいっているので、個人情

報保護委員会はあくまで生存する個人に関

する情報でないと法律ないし条例作っては

いけませんというのが国の考え方になりま

すと。ただ、これも例えばですけれども、

特に問題になるのは相続関係で亡くなった

方の遺族の方が亡くなった方の個人情報を

欲しいというふうに言ってきたりしたとき

に、解釈でやっていくといろいろトラブル

が生じるから全国の自治体では例えば二親

等以内は請求できるとかという規定を設け

て請求させていました。それによって、ト
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ラブルを未然に防ぐということをしていた

というところがあるわけですが、そういっ

たものを個人情報保護条例で書いては駄目

ということを言ってきています。相続関係

とか或いは救急活動の報告書なんかという

のもやはり人が亡くなったとかという非常

にシビアな場面での条例の適用の問題です

ので、本来明確化しておくというのがこれ

までの自治体の考え方だったと思うんです

けれども、それもできないというようなこ

とが国の方で言われているところです。

④ 個人情報の取扱い 国の行政機関と同じ規律へ 

それから個人情報の取扱いのところです。

個人情報として位置付けたとしてそれに条

例で規制を加えることが許されるのかとい

うことです。これは基本的に許されないと

いうのが今回の改正法の考え方です。全国

の自治体の９０数％が個人情報を取得する

ときは、本人から取得しなければならない

というルールを持っていたんですが、これ

は改正法でなくなることになります。何故

なくすかというと、不正な手段による収集

の禁止という国の法律で既にあるルールで

対応できるから、個人から直接収集しなく

てもいいですと。これによって個人から収

集しないで、他から情報を収集するという

ことも開かれることになります。改正個法

の６４条に「行政機関の長等は、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。」というこの規定があるので、あ

とさらに不適正な取得の禁止という規定が

あるので、本人以外のものから業務目的内

での適正な取得の部分の記述をなくしたと

いうふうにいわれています。ただ、これも

ですけれども、横浜市の法規担当の犬塚さ

んが書かれていた指摘ですけども、本人か

らの直接収集が可能なのにしないという対

応が常態化することにより、市民の信頼が

失われ、職員の意識が市民目線から遠ざか

り地方自治の基礎が傷つきかねないという

ふうに指摘がされています。一番怖いのは

やはりここかなと思っています。職員さん

が本来直接取得するというところを原則と

してきたのが、法律が変わってどこからも

取れると、もちろん業務の範囲内でという

ことになりますけれども。本当に保護する

という意識、或いは本人の自己情報コント

ロールという部分を意識して対応するとい

うところがなくなっていくのではないかと

いうところが懸念されるところです。 

それから要配慮個人情報について保有の

制限はかけないということになります。収

集制限がある自治体、基本的には機微情報

というのは集めてはいけない或いは極めて

制限的に集めるというふうに規定している

自治体が９４．３％あります。名古屋市の

場合は「実施機関は、思想、信条及び宗教

に係る個人情報並びに市長が名古屋市個人

情報保護審議会の意見を聴いて社会的差別

の原因となるおそれがあるとして定めた事

項に係る個人情報(以下「要注意情報」とい

う。)を取得してはならない。ただし、次の

各号のいずれかに該当するときは、この限

りでない」と、原則取得してはならない、

ただし書きで、例外的に法令に定めがあっ

たり、審議会の意見を聞いて必要不可欠な

場合に集めていいですよというルールがあ

るんですが、こういうルールも基本的にな

くなるということになります。取得禁止と

いう部分が消されるということになります。  

先程要配慮個人情報にプラスしていくつ

か追加していいですよという明文の規定が
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あると申上げたんですけれど、追加はして

いいんだけれど規制を追加しては駄目とい

うことが個人情報保護委員会が言っていて、

そうすると、個人情報保護委員会の言い方

からすると要配慮個人情報のメニューは追

加していいけれども規制は追加してはいけ

ないということだから、個人情報保護委員

会の立場に立つとメニューを追加する意味

が無くなるのではないかと。条例で作って

も意味がないということになりはしないか

という話になります。それから大きなのは、

名古屋市のように個人情報保護委員会の意

見を聞いて要注意情報というものを集めて

いいよと手続きを定めている自治体は結構

多いんですけれども、こういう審議会の意

見を聞いてとかという部分がなくなること

になります。つまり実施機関限りで要注意

情報を収得する取得しないということを判

断するということになりますので、これも

本当にそれでいいのかというところが問題

になるというところです。 

 

 

 

〇名古屋市個人情報保護条例 

(取得の制限) 

第8条 実施機関は、個人情報を取得するときは、適法かつ公正な手段により取得しな

ければならない。 

2 実施機関は、個人情報を取得するときは、本人から取得しなければならない。ただ

し、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

(1) 本人の同意を得ているとき。 

(2) 法令又は条例に定めがあるとき。 

(3) …  

〇改正個法 

（適正な取得） 

第 64 条 行政機関の長等は、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。 

〇名古屋市個人情報保護条例 

(要注意情報の取得の禁止) 

第9条 実施機関は、思想、信条及び宗教に係る個人情報並びに市長が名古屋市個人情

報保護審議会の意見を聴いて社会的差別の原因となるおそれがあるとして定めた事項

に係る個人情報(以下「要注意情報」という。)を取得してはならない。ただし、次の各

号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

(1) 法令又は条例に定めがあるとき。 

(2) 実施機関が名古屋市個人情報保護審議会の意見を聴いて事務の目的達成に必要不

可欠であると認めたとき。 
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⑤ 利用及び提供の制限 

続いて改正個法の６９条のところです。

６９条１項では「行政機関の長等は、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。」とあるんですが、２

項では、前項の規定にかかわらず･･････次

の場合は認められますよとなっています。

よく問題といわれているのは「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。」「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。」で、

他の機関にその個人情報を提供することに

ついて「相当の理由があるとき」とか或い

は「特別の理由があるとき」とかという場

合には、本人の同意が無くても最初に収集

した目的以外の目的で個人情報を使ってい

いですよという規定になります。この「相

当の理由」とか「特別の理由」とかという

のは何なのかというのは、実は、かなり危

険といいますか、よくない部分に使われる

可能性があって、本来法できちっとコント

ロールすべきで、個別法の中でルールを作

っておくべきかと思うんですが、こういう

ふうに一般法の中でザクッと書いていて使

い易くなっているというところが指摘され

ます。

 

⑥ 行政機関等匿名加工情報 

「行政機関等匿名加工情報（改正個法

109－120 条）」は今回の改正の目玉になり

ます。いわゆる加工情報という概念を作っ

て、自治体は「提案の募集があれば、」それ

〇改正個法 

（利用及び提供の制限） 

第 69条 行政機関の長等は、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、行政機関の長等は、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。 

一 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。 

二 行政機関等が法令の定める所掌事務又は業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。 

三 他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に保

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。 

四 前三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。 
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を審査して、審査を通れば加工して業者に

提供するということが求められるというこ

とになります。当面は、都道府県及び政令

市だけではありますが、今後こういう加工

情報への対応を自治体が迫られます。加工

情報というのは本人を識別できないように

したもの、つまり個人情報ではないので、

個人情報ではないからいちいち本人の同意

を取ったりとかしなくて自由に使えますと

いうのが一応法の建前となっているところ

です。ただですけれども、法律上の定義と

しての個人情報ではないにしても、個人に

関する情報ではあるはずなので、何らかの

やはりチェックというのが本来必要なはず

だと思います。その部分を例えば自治体で

ルール化しようというところに関しては、

名古屋市でも今考えてはいるんですが、な

かなか難しいところで、特に例えばどんな

個人情報を何のために加工したのかという

その事業者名とか或いは内容、何のために

加工したのかというのを公表する制度を名

古屋市ては入れようとしています。ただ、

全容として見えていないところがあります

ので、なかなかルール化しづらいというと

ころがございます。ということで加工情報

への対応のような部分が今後やはり迫られ

てくるようになると思います。

⑦ オンライン結合 

オンライン結合についいてです。個人情

報を取扱う事務事業について、特に名古屋

市の場合は、要注意情報についてオンライ

ン結合をしてはならないと。ただ法律に規

定がある時とか個人情報保護委員会の意見

を聞いて問題がないというときは、例外的

にオンラインで結合することができますと

いうルールが定められています。名古屋市

条例でいうと１５条で、実施機関は実施機

関以外のものとの間で通信回線により電子

計算機の結合を行ってはいけない。ただ例

外的に OK ですと。こういう原則禁止規定

みたいなものを多くの自治体が持っていた

ところですが、これが今回の改正法では規

定されなくなる。むしろ今回のデジタル化

改革の中で、オンラインによる情報連携み

たいなところというのはむしろ本丸ですの

で、こういう条例のオンライン結合の廃止

みたいなところを条例で作ろうとすると、

かなり個人情報保護委員会から厳しい指摘

をされそうだなと思っているところです。 

 学説等々では、この原則禁止みたいな規

定は、ちょっとやりすぎだろうとかという

人が多いといえば多いところではあるんで

す。名古屋市もそうですが、個別案件につ

いて審議会の意見を聞くとかという手続き

くらいは設けてもいいのではないかとも思

うんですが、これも個人情報保護委員会は

駄目だというようなことを言ってきていて、

どんなやり方があるかということを今名古

屋市としても検討しているところです。

 

〇名古屋市個人情報保護条例 

(要注意情報の電子計算機処理の禁止) 

第 13 条 実施機関は、要注意情報の電子計算機処理をしてはならない。ただし、次の

各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

(1) 法令又は条例に定めがあるとき。 
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(2) 実施機関が名古屋市個人情報保護審議会の意見を聴いて、事務の目的達成に必要

不可欠であり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認めたとき。 

(電子計算機処理の制限) 

第 14 条 実施機関は、個人情報の電子計算機処理をするときは、次に掲げる対策その

他の個人情報の保護対策を、別に条例で定めるところにより、講じなければならな

い。 

(1) 人的情報保護対策 

(2) 物理的情報保護対策 

(3) 技術的情報保護対策 

2 実施機関は、新たに個人情報の電子計算機処理をしようとするときは、記録項目そ

の他個人情報の保護に関する事項について、あらかじめ、名古屋市個人情報保護審議

会の意見を聴かなければならない。ただし、個人情報の一時的又は専ら試験的な電子

計算機処理その他規則で定める電子計算機処理をするときは、この限りでない。 

3 前項の規定は、個人情報の電子計算機処理に係る記録項目その他個人情報の保護に

関する事項について重要な変更をしようとする場合において準用する。 

(電子計算機の結合の禁止) 

第 15 条 実施機関(…)は、個人情報の電子計算機処理について、実施機関以外のもの

との間で、通信回線により電子計算機の結合を行ってはならない。ただし、実施機関

が名古屋市個人情報保護審議会の意見を聴いて、公益上特に必要があり、かつ、次に

掲げる対策その他の個人情報の保護対策が講じられていると認めたときは、この限り

でない。 

(1) 不正アクセス行為(…)を防止するための保護対策 

(2) 緊急時における結合の停止等の保護対策 

 

五．考察 

というふうにいろいろ見ていただいてよ

うに、かなり今までできていた個人情報保

護のためにかけていた規制であったり、或

いは手続き、審議会の手続きであったり、

といった部分が改正法では駄目だというふ

うになってきていて、そういう状況の中で

何ができるのかとか、本当に個人情報保護

委員会が言っているのが正しいのかという

ところが、やはりきちんと別の目線からチ

ェックしないといけない、特にやはり憲法

とか地方自治とかいう面からチェックが必

要だろうと考えているところです。 

１ 自治体行政のデジタル化への評価 

まず自治体行政のデジタル化への評価で

す。「基盤」「規格」というのはやはり、あ

る面ではやはり必要だろうと思います。先

程ベンダーロックインという話をしました

が、特定の業者にいいようにさせられない

ように歯止めをかけるとかということはあ

ると思うんですが、その規格化にとどまら

ず自治を侵害するようなデジタル化に関し

てはきちんとした歯止めが必要であると思

います。必要なデジタル化、進めていいデ

ジタル化と憲法的価値を踏まえないデジタ
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ル化みたいなところに対してはきちっと歯

止めをかける必要があると思います。 

２ 個人の尊重 

今回の改革では、個人情報といったとき

に、「個人」と「情報」が分けられて、情報

の方ばかりにいろんな政策の注目がされて

いて、個人が置き去りにされていっている

というところが非常に問題だろうと思いま

す。プロファイリングという議論がありま

すが、·ビッグデータの収集集積、AI 等によ

る解析（相関関係・ﾊﾟﾀｰﾝ）、そしてパター

ン化する。そしてパターンを特定のデータ

ベースに適用し個人の趣味嗜好等の予測、

予測結果の利用（企業の採用活動、与信、

裁判所の量刑判断等）、そして追跡というサ

イクルを繰り返して付加価値を高めて、「行

政サービス」をよくしましょうということ

が一応想定されているかと思われます。マ

イナンバーのポータルサイトを使ったピッ

タリサービスなんかは、勝手にいろんな情

報が提供されるとかというところは、どう

やって説明をされたんだろうという怖さが

あります。そういった収集利用みたいなと

ころについては、やはり「その性質上プラ

イバシーと衝突しかねない。」というところ

がやはりあるだろうと思われます。名古屋

大学の稲葉先生の指摘ですけれども、匿名

化等技術的な加工処理を行ったところで、

個人に関する情報であることに変わりない。

「個人情報が濫用、漏洩しなければよいと

いうことではなく、個人が個人らしく存在

できるのか」が問題。加工の処理過程の公

開、参加、異議を述べる機会の保障が課題

という指摘がございます。「個人情報」では

ないが「個人に関する情報」ではあるとし

て自治体で規制を考えるということが十分

にあるのではないかと思っているところです。 

３ 地方自治 その１「2000個問題」は「問題」なのか 

地方自治体との関係です。2000 個条例が

あるということ。「2000 個問題」は本当に

「問題」なのかという議論です。全国バラ

バラに個人情報保護条例がある。情報学者

さんとかからは、「区域の特性に応じた個人

情報の取扱いを必須とする具体の事例はあ

るのか」、地方公共団体独自にルールを定め

るという規定は見直すべきだという議論が

されてきております。或いは経済界からは

「経済活動の障害」としてバラバラのルー

ルというのは「問題」といういい方をされ

ています。これに対して、行政法学者等々

からは、問題性よりもバラバラの「意義」

を強調する議論がされてきています。宇賀

先生のご議論はもちろんあるんですけれど

も、注目するのは、「地方が先行した制度。

地方こそ大量の住民の情報を保有している。

国が認識しにくい個人情報保護に係る問題

を国よりも早期に認識して対策可能」（高

野）、地方こそ大量の住民の情報、特に機微

情報、要配慮情報を保有しているので、そ

こに問題が起きれば早急に対応できる。問

題を見つけて対応するというのが地方でし

ょうということを言っています。「認知の先

導性（人見）」という言葉が使われています

が、何か問題を早期に発見して、そしてそ

れに対応できるというのが自治体でしょう

というといわれています。住民自治を実現

するための手段として積み上げてきたこと

の意味を考慮しないで、「2000 個問題」と

問題性ばかりが強調されているというとこ

ろは問題だと思っています。 
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４ 地方自治 その２ 法律で行うべきか 

仮に問題だとして、それを国が法律で行

わなければならないのかという議論になり

ます。横浜国立大学の板垣先生がこういう

論文をジュリストに書かれておりまして、

「基本的人権の尊重はそれ自体が目的であ

るのに対して、地方分権のような統治機構

のあり方は目的を達成するための手段であ

る」、「よりよい個人情報保護実現のため集

権的制度設計の方が適するのであれば方針

転換に躊躇すべきでない」、「個人情報の氾

濫ともいえる状況の激変によって集権的な

制度設計が必要な領域へと変化したとみる

のが妥当」という指摘をされています。思

うに主にセキュリティの部分というのが大

きな位置を占める、だからそれはやはり国

がきちんと責任をもってやるべきだという

主張なんですが、ただ、集権的な制度設計

に変えるのを躊躇すべきではないとされる

議論に関しては違和感を感じています。 

そもそも今回の改正の主たる動機は「基本

的人権の尊重」がメインなのかと、プライ

バシーの保護というのがメインであればい

いんですが、どちらかというと「利活用」

の方が今回の改正の主たる動機なので「基

本的人の尊重」に本当に向いているのかな

というのが一つあります。 

もう一つ国の法令でやる意味として、ヨ

ーロッパデータ保護規則に適合するという

要請があったといわれていますが、むしろ

ヨーロッパデータ保護規則に近い個人情報

保護のルールを定めているのは国よりも自

治体の方であったので、板垣先生ご自身も

おしゃっていますが、多くの地方公共団体

の個人情報保護水準を考えると、ヨーロッ

パデータ保護規則への十分性認定の適用と

いうものも十分説明できれば改正前の法律

でも十分対応出来たのではないかという指

摘もされています。

５ 地方自治 その３ 条例制定権 

最後に条例制定権の議論です。地方公共

団体は条例を制定することができるとあり

ます。憲法上定められた権限になりますの

で、条例制定権があるということになりま

す。それに絡んで、まず法律の目的という

のが重要になります。ただ今回の改正個人

情報保護法の目的として「個人情報の有用

性」という部分と「個人の権利利益を保護

すること」というのが法律の条文にありま

す（個法1条）。国と比べて自治体は後者に

軸足をおいてきたはずなんですが、今回の

改正はこの前の方に重点が置かれていると

いうことになります。 

今回の改正の趣旨として個人情報保護委

員会が何度も言っているのが、「『個人情報

保護に関する全国共通ルールを法律で定め

る』という令和３年改正法の目的に鑑み･･･」

（個情委「考え方」）これが何回も何回も

「共通ルールを法律で定める」ことを強調

して、だから条例を作っちゃ駄目だという

ことを散々言っています。こういう目的プ

ラス「保護と利用のバランス」と、これも

ベクトルが逆に向いているものをどうやっ

て整合するのかというところが非常に難し

くて、目的の曖昧さというところが自治体

の条例制定権にかなり影響を与えていると

思っています。 

申し上げたいのは、自治体条例制定権を

めぐる今の判例理論は、徳島公安条例事件

最判（最大判 1975（昭和 50 年）年 9 月 10

日）が裁判所の判例理論として、個人情報

保護委員会が条例を作っては駄目とかいい
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とかいうのではなくて、最後はこのルール

に従って条例が違法かどうかが決められる

ことになりますので、個人情報保護委員会

が駄目とかいったルールというのが本当に

正しいのかというところを、やはりこの規

範にそって検証するということが自治体で

は求められるのかなというふうに思います。 

私たちの条例はちゃんと法令の範囲内で

あるんだということをしっかり検証すると

いうことが重要なのかなというふうに思っ

ています。国のルールに合わせるのではな

く、むしろ自治体の方が個人情報保護とい

うのはちゃんとしているわけですから、そ

れをやはりしっかり主張するということが

必要なのかなと思います。条例制定という

形が大変であれば、国のガイドラインを変

えるくらいの要求を個人情報保護委員会に

主張するということが重要なんかなと思っ

ているところです。 

・徳島公安条例事件最判（最大判 1975（昭和 50年）年 9月 10日）との関係（特に、条例

化につき、法に非明示部分） 

「条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の対象事項と規定文言を対比するの

みでなく、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較し、両者の間に矛盾牴触があ

るかどうかによつてこれを決しなければならない。例えば、ある事項について国の法

令中にこれを規律する明文の規定がない場合でも、当該法令全体からみて、右規定の

欠如が特に当該事項についていかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣

旨であると解されるときは、これについて規律を設ける条例の規定は国の法令に違反

することとなりうるし、逆に、特定事項についてこれを規律する国の法令と条例とが

併存する場合でも、後者が前者とは別の目的に基づく規律を意図するものであり、そ

の適用によつて前者の規定の意図する目的と効果をなんら阻害することがないとき

や、両者が同一の目的に出たものであつても、国の法令が必ずしもその規定によつて

全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく、それぞれの普通地方公共団体に

おいて、その地方の実情に応じて、別段の規制を施すことを容認する趣旨であると解

されるときは、国の法令と条例との間にはなんらの矛盾牴触はなく、条例が国の法令

に違反する問題は生じえないのである。 

 

六 おわりに 

最後です。「憲法的価値を実現するデジタ

ル化へむけて」ということです。 

先程紹介しましたが、個人情報保護の面か

らいくと GDPR なんかは、個人を尊重する

ためプロファイリングを規制するというル

ールをしっかり設けています。プロファイ

リングに対して異議を唱える権利（同21条）

を明記し、異議を唱えたときにプロファイ

リングをする側は「やむをえない正統な根

拠」を証明しない限り中止しなければいけ

ないというルールも置かれています。さら

に自動処理のみに基づき重要な決定を下さ

れない権利（22 条）、ＡＩが決めましたと

いうことでＡＩが決めてそれだけで重要な

決定は下してはいけないというルールも定

められています。さらにですけれども、自

治体にとって今後重要だと思いますのは

「理由付記」になります。ある決定をした
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時に「ロジックに関する意味のある情報」、

「その処理の重大性及びデータ主体に及ぼ

す想定される帰結」を、主体に対して告知

する義務（13条2項（f））、複雑な説明では

なく「データ主体にとって有意味なもの」

の説明、なんでその決定に至ったかという

ことを自治体としては説明する義務みたい

なものが重要になってくるかと思います。 

それから、個人情報保護に対する自治体

職員の意識低下への対応ですが、本人同意

を取らないで良いと或いは相当な理由があ

れば良いということになると、ここの部分

が本当に個人的には怖いなと思っていると

ころです。名古屋市では審議会に報告する

とかという仕組みも当初考えたんですけれ

ども、最終的には個人情報担当課の方へも

し問題があれば聞くという仕組みを内部的

に準備して対応するみたいなところを今の

ところ考えています。 

それから、個人情報保護委員会の意見は

本当に正しいのかということです。自治体

の対応案は駄目だとかいいとか言っている

んですが、リアルな住民の声を踏まえた条

例というのは非常に強いので、そこをやは

りきちっと自治体としては受け止めて個人

情報保護のあり方というのを今一度確認す

べきだろうと思います。 

デジタル社会にあって地方自治体は冗長

性、多元性を与える存在という議論が出て

きておりました。冗長性、つまりバックア

ップの組織だというような議論が総務省の

とある研究会の中で委員が指摘しておりま

した。そうではないはずで、やはり住民自

治というのをきちんと踏まえた自治体の姿

というのがあるはずで、それは国にはない、

国がメインで自治体がバックアップなんだ

という議論なんかはしっかりストップを掛

けないとデジタル化で押し切られてしまう

という怖さがあります。住民の声を拾うと

いう意味では、地方議会というのは本当は

極めて重要な存在だろうと私は思っている

んですが、なかなか住民と議会との距離感

というのがいろんなところでいわれていま

すが、議会の方としても何とかそこを埋め

るという意味で大切な組織だろうと思うん

です。やはり住民の声をしっかり行政に届

けるということで重要視するべきだろうと

思っています。 

デジタル化で国がいろんなモデルを示し

て、こうすべきだということを言ってきて

いるんですが、自治体こそあるべきデジタ

ル化を示すべきと考えます。勿論日常業務

は大変なんですが、デジタル化時代におけ

る自治体職員の取り組むべき事務を、公正

な住民参加や協働により明確化して、やは

り上からの改革ではなくて、自分達が必要

だと住民にとって必要なんだからというと

ころでしっかり押し返すというところが、

重要なのかなと思っているところです。 

長時間のご清聴ありがとうございました。 

   

＜参考＞ 

庄村勇人・中村重美『デジタル改革と個人

情報保護のゆくえ「2000 個の条例リセット

論」を問う』（自治体研究社、2022年 



 

１６ 

 

） 

 

 

 


