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地方公共団体の個人情報保護制度の調整手法の検討

― 個人情報保護法制2′ 000個問題の解消に向けて

Method of Reconciling Personal lnformation Protection Systems of

Local Governments I Towards the Resolution of the PZK Problem

長谷川 幸一†

Koichi HASEGAWA

抄 録 :

現在すべての都道府県・市区町村では個人情報保護条例が制定されているが、規

定ぶりが違っていたり、また同じ規定ぶりでも解釈 。運用が異なることがある。こ

れは個人情報保護法制2,000個問題 と呼ばれる問題である。地方公共団体の個人情

報保護制度は自治事務であり、国等が地方公共団体に関与することには限界がある

が、この解消には、地方公共団体の個人情報保護制度の調整手法が必要である。

そこで本稿は、地方自治の本旨およびこれまでの地方分権改革の議論を踏まえた

手法 として、個人情報の定義等の規定について、法律で枠組を設け、「標準」を定

めることで地方公共団体の個人情報保護制度の調整を図ることができないかを検討

する。

Abstract i

A11 Japanese local governments have now enacted personal information

protection (PIP) bylaws, but the regulation methods vary and the regula-

tions are interpreted or applied differently. This problem is known as the

PZK Problem, i.e., the problem posed by 2,000 PIP systems. The PIP sys-

tems of local governments are a local government responsibility and there

are limitations on the involvement of the national government. However,

to resolve this problem, it is essential to develop a method of reconciling

the PIP systems of local governments.
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This paper establishes a framework and stipulates standards under the

law concerning regulations, including the definition of personal informa-

tion, to check if it is possible to reconcile the PIP systems of local gov-

ernments using a method based on the principal of local autonomy and

past discussions of decenttalization reform-

キーワー ド :

地方公共団体の個人情報保護、地方自治、地方分権、個人情報保護法制2,000個

問題

Key words :

The PIP systems of local governments, local autonomy, decentr alization

reform, PZK Problem (the problem posed by the 2 ,000 PIP systems)

1. はじめに

わが国の個人情報保護制度では、個人情報の保護に関する法律 (平成15年法律第

57号。以下「基本法」という。)の第 1章から第 3章 までが制度全体の総則部分 と

なっているが、個人情報の取扱い等に関する法規は組織ごとに定められている。民

間事業者については基本法の第 4章以下の規定が、国の行政機関については行政機

関の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成15年法律第58号。以下「行個法」

という。)が、独立行政法人および特定の法人については独立行政法人等が保有す

る個人情報の保護に関する法律 (平成15年法律第59号。以下「独個法」という。)

が、地方公共団体については当該地方公共団体が定める個人情報保護条例が適用さ

れている。特に地方公共団体については、1,700を 超える都道府県と市区町村に加

え、広域連合、一部事務組合などで個人情報保護条例の規定ぶりが異なっており、

かつ、それぞれが個人情報保護制度の主体 となっている (いわゆる個人情報保護法

制2,000個問題 l。 以下単に「2,000個問題」 という。)。 2011年 に発生した東日本大

震災では、個人情報保護条例の規定ぶりが異なっているという状況のほか、まった

くまたはほぼ同じ規定ぶりでも地方公共団体ごとの解釈・運用で対応がわかれると

いう事態が発生し2、 問題の深刻さが明らかになった。

1 民間事業者、国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体において別個の法律・条例が適用されることで、

これらの間で個人情報の取扱いにばらつきが生じている問題のこと。例えば、保護すべき個人情報の範囲 (定

義)、 保有する個人情報を第二者に提供するときの基準が

法改正の動向」都市問題v01■ 05(2014年 11月 号)98-100

務組合を含めると地方公共団体の数は3,000を 超える。

異なっている。鈴木正朝「番号の考え方と個人情報保護

頁。なお、都道府県、市区町村、広域連合のほか一部事
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民間事業者については、個人情報保護委員会が一元的に監督することになった3。

だが、国の行政機関、独立行政法人等に対 してはその権限は及ばず4、 地方公共団

体に対 しても特定個人情報の取扱いを除いて権限が及ばないことは従来 どお りであ

り、地方公共団体の個人情報保護制度に国が どのようにかかわるかの議論は先送 り

にされている感がある5。

一方で、2,000個 問題の提起か ら、法律制定による地方公共団体の個人情報保護

制度の調整についての指摘が出てきている。「「保有者別セク トラル方式」は、その

原則 自体がすでにゆらぎはじめている。そうであるとすれば、各地方公共団体の地

域的特性……に基づいて団体 自身が保有する個人情報に限っては一定の独自の取扱

いを認める余地を残 しつつ、個人情報保護の主要な部分については法で統一すると

いう可能性は皆無ではないと思われる。」6、 「いわゆる2000〔個〕問題の解決には、

個人情報政策の基本部分について、各自治体の個人情報保護条例にのみ委ねるので

はなく、共通項については全国統一の「地方公共団体の保有する個人情報の保護に

関する法律」・……を制定する必要がある。」7、 「地方自治の本旨というのがあります

から、これは地方自治体の条例制定権は侵害できないんだという意見もある一方で、

自治体の条例をまとめて自治体個人情報保護法みたいなのを制定すればいいじゃな

2「障害者団体が障害者手帳などを持つ住民の個人情報の開示を求めた。しかし、読売新聞が 6月 に行った調査で

は、津波を受けた沿岸や福島第一原発からの避難をした地域で開示の要望を受けた 8市町村のうち、応じたのは

南相馬市のみ。多 くは、個人情報保護を理由に開示を拒んだ。」 (読売新聞、2012年 3月 20日 「災害時の障害者支

援……安否確認、個人情報の壁」http://www.yomidr.yomiuriocO.jp/page.jspP id=562512016年 5月 5日 閲覧)。

太平洋沿岸部の市町村で、東日本大震災当時、人命等の保護のために保有個人情報の第三者提供ができる例外規

定があった地方公共団体は、福島県南相馬市のほか、福島県いわき市、福島県相馬市などが認められるが、被災

者救援のための第二者への情報提供について地方公共団体で対応が分かれた。

3 平成27年第189回国会での基本法の改正 (個人情報の保護に関する法律及び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の一部を改正する法律 (平成27年法律第65号。以下「27年改正法」とい

う。))に より、公布の日から2年を超えない範囲内において政令で定める日からである。

4 平成28年第190回国会に提出され、2016年 4月 22日 に衆議院で可決された行政機関等の保有する個人情報の適正

かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関

係法律の整備に関する法律 (以下「28年改正法」という。)では、個人情報保護委員会が非識別加工情報の取扱い

を管理することになっている。

5 27年改正法附則12条において、政府は、新基本法の施行の状況などの状況を踏まえ、基本法の個人情報および

行個法等の保有個人情報の保護に関する規定を集約し、一体的に規定することを含め、個人情報の保護に関する

法制のあり方について検討するものとされた (6項 )。 また、28年改正法附則 4条において、政府は、公布後 2年

以内に個人情報取扱事業者、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等および地方独立行政法人が保有する基本

法 2条 1項に規定する個人情報が「一体的に利用されることが公共の利益の増進及び豊かな国民生活の実現に特

に資すると考えられる分野における個人情報の一体的な利用の促進のための措置を講ずる。」こととされた。

6 湯浅墾道「個人情報保護法改正の課題―地方公共団体の個人情報保護の問題点を中心に一」情報セキュリティ

総合科学 6号 (2014)90頁。

7 番号創国推進協議会調査研究・政策部会、日本ユーザビリティ医療情報化推進協議会「提言 自治体データ及

び医療データ連係と個人情報保護法制の問題点 個人情報保護法制2000個 問題の立法的解決に向けて」 (2015年 4

月9日 )6-7頁。〔 〕内は筆者。
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いか、こんな意見もある。」8と ぃった発言である。

また、議員立法で官民データ活用推進基本法 (平成28年法律第103号 )が制定さ

れたが、これには2,000個問題解消のための条項を盛 り込んだとされているところ

である9。 2,000個問題の解消に向けた議論は、徐々にではあるが進んでいる。

総務省に置かれた地方公共団体が保有するパーソナルデータに関する検討会でも

議論がされ、個人情報保護条例の改正イメージ1°

(い わゆる「モデル条例 (案 )」 )

を示している。しかし、これには法的拘束力はなく、地方公共団体に対する情報提

供に止まるものである。地方自治の本旨を尊重するとしても、地方公共団体のまっ

たくの判断に委ねてしまってよいのだろうか。

本稿では、地方自治の本旨およびこれまでの地方分権改革の議論を前提にしたと

きに、2,000個問題の解消に向けてどのような手法があるかを法律制定の観点から

論じていく。地方公共団体の個人情報保護制度における国と地方の役割分担を検討

し、問題の解消に向けた手法の提示を試みる。

2.地方公共団体の個人情報保護制度の意義と相違

2.1 イ国人情報保護制度の意義

個人情報保護条例は1970年代から制定されてきた。当初はコンピュータ処理がさ

れる個人データの取扱いを定める条例であったが、1980年代の中途からいわゆるマ

ニュアル処理の情報を含んだ個人情報の取扱いを定める個人情報保護条例があらわ

れH、 現在後者の条例がすべての都道府県、市区町村で制定済みという状態であ

る12。 これは、総務省が地方公共団体に対 して個人情報保護条例を制定するように

指導してきたことがあるが13、
条例が法律より先行していたことも大きいだろう。

8 第189回 国会・衆議院内閣委員会議録 6号 (2015年 5月 15日 )大西 (健)委員の質疑。

9 Security Online編 集部「公開座談会 :「官民データ活用推進基本法」成立 と「個人情報保護法制2000個 問題」」

(EnterpriseZine)濱 村進氏の発言部分 https1//enterprisezine.jp/article/detai1/8995Pp=3 2017年 5月 12日

閲覧。

10 地方公共団体が保有するパーソナルデータに関する検討会、第 5回 (2017年 3月 29日 )配布資料、資料 3「条

例改正のイメージ (未定稿)」。

11 個人情報保護条例制定の経緯については、堀部政男『現代のプライバシー』 (岩波新書、1980)149-180頁、同

『プライバシーと高度情報化社会』 (岩波新書、1988)111-114頁、夏井高人=新保史生『個人情報保護条例 と自治

体の責務』 (ぎ ょうせい、2007)25-26頁 など多数の先行論文で言及されている。

12 2006年 4月 現在。総務省自治行政局地域情報政策室『地方自治情報管理概要 ～電子自治体の推進状況～』

(2009年 10月 )54頁。

13「基本法及び行政機関法の規定の趣旨を踏まえ、個人情報保護条例を未制定である市町村にあっては、早急に条

例制定に向けた取組みが必要である。具体的には、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」・……附則第 1条第 3

号に掲げる規定の施行日である平成15年 8月 25日 を目途 として条例が制定されていることが望ましい。また、す

でに個人情報保護条例を制定している団体にあっても、行政機関法の内容を踏まえた所要の見直しを検討するこ

とが適当である。」総務省政策統括官通知「地方公共団体における個人情報保護対策について」総行情第91号平成

15年 6月 16日 。
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また、基本法 5条により条例制定が地方公共団体の責務 となっているとの指摘
14も

あり、条例制定を後押 ししてきた。

個人情報保護条例を制定する意義は、地域の実情によるところもあろうが、次の

ようにまとめることができよう。

①本人 との関係における意義。地方公共団体が個人に「義務を課し、又は権利を

制限するには、法令に特別の定めがある場合のほか、条例によらなければなら

ない。」 (地方自治法 (昭和22年法律第67号。以下「地自法」という。)14条 2

項)と されている。これによれば、地方公共団体がその事務処理において「個

人の権利利益を保護」 (基本法 1条)す るための取扱いを定めるには条例によ

ることが適当となる。

②地方公共団体の内部統制 としての意義。個人情報保護条例は地方公共団体が保

有する個人情報の取扱いについての内部規律である。地方公共団体内には首長、

行政委員会、議会などの機関があるが、独自の規則等の制定権限を有するこれ

らが同一の制度を適用するためには、 (法律でなければ)条例で制定する必要

がある。

③国や他の団体 との関係での意義。国等が、地方公共団体の保有する個人情報を

任意で提供を求めたり、恣意的な利用をすることに対し、個人情報保護条例は

団体独自の法的根拠 として一定の歯止めとなる。

2.2 個人情報保護制度の相違の概要

本稿では、「個人情報の定義」および「個人情報の第二者提供の基準」を検討す

る。これらは個人情報保護制度において特に影響が大きいと筆者が考えるものであ

る。

2.2.1 個人情報の定義

個人情報の定義は、地方公共団体によつて異なっている。明文上は、生存者の情

報のほかに非生存者の情報を含むか、また他の情報との照合について単なる照合性

か容易照合性かで分類できる15。

他の情報との照合に着目すれば、①単なる照合性型16(行個法 2条 2項に類する

14「個人情報保護法は、地方自治体においても、個人情報保護法の制定趣旨にのっとり個人情報保護条例の制定や

改正をなすべきことを要請していることになる。そして、当該地方自治体が管轄する地域内における個人情報の

保護にとつて必要な諸施策を実施し、また、自ら保有する個人情報を適正に取 り扱うことによつてそれを保護す

ることを求めていることになるのである。」夏井ほか・前掲注 (11)4-5頁 。

15 先行研究として、上原哲太郎「個人情報保護条例の差異 と自治体実務上の悩み」情報ネットワーク法学会第14

回研究大会 (2014年 12月 7日 開催)第三分科会説明スライド4-7頁。 http://WWW・ SIdeShare・ net/tetsuta10W/

2014-44026139。 2016年 4月 30日 閲覧。
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もの)、 ②容易照合性型17(27年改正法前の基本法 2条 1項 に類するもの18。 ①より

も個人情報の範囲は狭 くなる。)、 ③その他 (他の情報 との照合を言及していない19

等)がある。

個人情報の定義の相違は、個人情報保護条例中で規定される他の定義・概念にも

影響を及ぼすことになる。例 えば、個人情報ファイル20、 収集禁止事項21ゃ 、概念

としてのいわゆる散在情報
22に ついてこのことが言える。また、新たな類型―要配

慮個人情報 (基本法 2条 3項、行個法 2条 4項、独個法 2条 4項 )23や 匿名加工情

報 (基本法 2条 9項)な いし非識別加工情報 (行個法 2条 8項、独個法 2条 8

項)24を導入する場合も同様の相違が生じ得る。

以上の規定ぶりのほかにも、解釈・運用での相違がある。前述の個人情報保護条

例の規定ぶりが同一にもかかわらず震災対応が異なった事例は、これである。また、

基本法についての国の「現行法における解釈」
25や 行個法の国の解釈 0運用は、地

16 当該情報に特定の個人を識別することができる情報 (氏名など)が含まれていなくても、当該地方公共団体が

保有する他の情報と照合することができ、特定の個人を識別できれば、個人情報となる。

17「 他の事業者に通常の業務では行っていない特別な照会をし、当該他の事業者において、相当な調査をしてはじ

めて回答が可能になるような場合や、照合のため特別のソフトを購入してインストールをする必要がある場合」

は、個人情報に該当しない。宇賀克也『個人情報保護法の逐条解説 〔第 5版〕』 (有斐閣、2016)40頁 。

18 例えば、千葉市個人情報保護条例 (平成17年千葉市条例第 5号)2条 1号。

19 例えば、「個人を対象とする情報であって、特定の個人が識別することができるものをいう。」武雄市個人情報

保護条例 (平成18年武雄市条例第12号)2条 1号。

20 例えば、横浜市個人情報の保護に関する条例 (平成12年横浜市条例第 2号 )。 東京都個人情報の保護に関する条

例 (平成 2年東京都条例第113号 )、 札幌市個人情報保護条例 (平成16年札幌市条例第35号)の ように、個人情報

ファイルを定義していない例 もある。

21 思想、信条、宗教、人種、民族、犯罪歴、社会的差別の原因となる社会的身分 といった個人情報について、法

令等の根拠があるとき等を除き、収集することが原則禁止されているもの。例えば、神奈川県個人情報保護条例

(平成 2年神奈川県条例第 6号)6条。

22 宇賀・前掲注 (17)28頁 の図 2お よび図 3に よれば、個人情報データ (基本法 2条 7項)で はない個人情報、

個人情報ファイル (行個法 2条 4項)に記録されていない保有個人情報。

23 なお、要配慮個人情報を導入するのであれば、収集禁止事項との関係も検討しなければならない。

24 なお、容易照合性を前提 とする匿名加工情報の定義が「個人情報」に基本法で定める「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」とされているのに対し、照合性を前提とする非識別加工情報の定義では、

加工対象の「個人情報」から「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」 (容易照合性)以外の「他の情報 と照合することができ、それにより特定の個人を識別す

ることとなるもの」 (照合性)が除かれており、匿名加工情報と定義を合わせている。個人情報保護条例で匿名加

工情報ないし非識別加工情報を新たな類型として加える場合は、このことを踏まえる必要があろう。

25「現行法における解釈」では、識別性の判断主体は「第一次的には、情報を取 り扱う事業者」、判断基準は「個

人情報概念の相対性を認めないため」「個人情報の「識別性」は一般人を基準」 (一般人であれば誰でも識別でき

る基準)と する。「容易照合性は、事業者ごとに保有する情報や管理状況が異なり得るため」「当該情報を取 り扱

う事業者を基準に判断」し、第二者提供時の容易照合性は「提供元 (情報を取 り扱う事業者)を基準に判断」す

るものとされている。パーソナルデータに関する検討会、第 7回配付資料 資料 1-2「「個人情報」等の定義 と

「個人情報取扱事業者」等の義務について (事務局案)<詳細編 >2014-4-16」 2頁。http://WWW.kantei.gO.ip/

jp/singi/it2/pd/dai7/gijisidai.htm1 2016年 5月 20日 間覧。
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方公共団体が参考にした としても個人情報保護条例の解釈・運用を法的に拘束 しな

2.2.2 個人情報の第三者提供の基準

個人情報保護条例では、地方公共団体が保有する個人情報の第二者への提供につ

いて規定されている。例えば、熊本県個人情報保護条例 (平成12年熊本県条例第66

号)8条 2項では、「本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき」、「法令等

に定めがあるとき」、「出版、報道等により個人情報が公にされているとき」、「個人

の生命、身体又は財産の保護のため、緊急やむを得ないと認められるとき」、「審議

会26の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があると実施機関27が認

めるとき」等は個人情報を第二者への提供ができることとされている。熊本県内の

荒尾市、和水町、南関町の個人情報保護条例では、行個法等の規定に倣って例外規

定が定められており、「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」が規定されているが、人命等の保護のために緊急やむを得ないと認められる

ときについて明確な規定はない28。

一方で基本法では、「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、本人の同意を得ることが困難であるとき。」 (基本法23条 1項 2号)に は個

人データを第三者に提供することができる旨の規定がある29。

行個法および独個法 (以下「行個法等」という。)では、「……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のあるとき」 (行個法 8条 2項 4号、独個法 9条 2項 4号)は

保有個人情報を第二者に提供することができることとされている30。 ここで言 う

26 ほとんどの地方公共団体では、個人情報保護制度の運用について審議をするため、執行機関の附属機関 (地 自

法138条の 4第 3項)と して審議会等が設置されている。

27 個人情報保護制度を運用するものとして個人情報保護条例が規定する実施機関。首長、行政委員会、議会、公

営企業管理者等。地方独立行政法人、住宅供給公社、土地開発公社などが含まれている例がある。例えば、福岡

市個人情報保護条例 (平成17年福岡市条例第103号 )2条 1号など。

28 荒尾市個人情報保護条例 (平成15年荒尾市条例第24号 )12条 2項、和水町個人情報保護条例 (和水町平成18年

条例第10号)12条 2項、南関町個人情報保護条例 (平成17年南関町条例第 1号 )12条 2項。

29 事例として「○意識不明となった本人について、血液型、家族の連絡先等に関する情報を医療機関等に提供す

る場合 ○災害発生時に、宿泊者の安否確認のために宿泊施設が警察・消防機関等に対して宿泊者に関する情報

を提供する場合 ○暴力団員や総会屋に関する情報を企業間で交換する場合」が想定されている。園部逸夫編

集・藤原静雄十個人情報保護法制研究会著『個人情報保護法の解説 〔改訂版〕』 (ぎ ょうせい、2005)148頁 。

30 他に、「本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき」、「行政機関が法令の定める所掌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な理由のあ

るとき」、「他の行政機関、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な理由のあるとき」 (行個法 8条 2項 4号、独個

法 9条 2項 4号 )。
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「明らかに本人の利益になるとき」では、「叙勲等の選考のために本人の業績に関

する情報を提供したり、本人が人事不省になり、緊急に医療を受ける必要がある場

合に本人の体質、既往症等の情報を医者に提供 したりするとき」31、 「災害や事故に

遭ったときにその旨を家族に知 らせる場合等」32が例 として指摘されている。また、

「特別の理由があるとき」では、「国際協力のため外国政府、国際機関等に提供す

る場合等」33、 「労働災害にあつた者にボランティアで介護を行う特定非営利活動法

人に、厚生労働省が労災保険年金受給者に関する保有個人情報を提供する場合」34

が例 として指摘されている。行個法等には人命等の保護について明確な規定はない

が、「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のあるとき」に含まれるとされる35

地方公共団体においては、基本法、行個法等の保有個人情報の第二者提供の基準

の解釈 0運用を参考に個人情報保護制度の解釈・運用を行っていると考えられるが、

法的に拘束されるわけではなぃ36。

3。 地方公共団体の個人情報保護制度の調整手法の検討

前述 2.1の①から③ までによれば、地方公共団体の個人情報保護については個

人情報保護条例の制定が適当で、その規定ぶりに従い解釈・運用をしていれば法的

な問題は生じないだろう。個人情報保護制度は自治事務37で あり、地自法上の国の

関与は限られているし、「地方自治体及びその職員に関して、個人情報保護のため

に直接に適用される国家法を制定することは、地方自治体に固有の立法機能を侵害

するものとして違憲の疑いがある」38と の指摘もある。

31 宇賀・前掲注 (17)446頁。

32 総務省行政管理局『行政機関等個人情報保護法の解説 〔増補版〕』 (ぎ ょうせい、2005)41頁 。

33 総務省行政管理局・前掲注 (32)41頁。その要件 として「①行政機関に提供する場合と同程度の公益性がある

こと、②提供を受ける側が自ら情報を収集することが著しく困難であるか、又は提供を受ける側の事務が緊急を

要すること、③情報の提供を受けなければ提供を受ける側の事務を達成することが困難であること等の、正に特

別の理由が必要とされる。」同頁。

34 宇賀・前掲注 (17)447頁。

35 行個法について、「本項 4号の「明らかに本人の利益になるとき」には、「人の生命、身体又は財産の保護のた

めに必要がある場合」が包含されている」宇賀・前掲注 (17)444頁。

36 例えば、前述の叙勲等の選考ための業績の提供は、刑罰等の有無を回答することも含むものと考えられ、地方

公共団体によつては法律上の明確な根拠がないため対応できないとの判断もあり得よう。

37 地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外の事務をいう (地 自法 2条 8項 )。 「法律又はこれに基

づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務である場合においては、国は、地方公共団

体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない」ものとされている

(地 自法 2条13項 )。 自治事務については、各大臣は、技術的助言および勧告ならびに資料の提出の要求、是正の

要求、是正の勧告ができるが (地 自法245条 の 4-245条の 6)、 法定受託事務について認められる是正の指示、代

執行等の措置、処理基準を定めることはできない (地 自法245条 の 7-245条 の 9)。

38 夏井ほか・前掲注 (11)8頁 。
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しかし、2,000個問題が解消されなければ、災害の際に住民の避難状況の把握、

医療機関間の診療録や必要な福祉サービスの情報共有が困難 となり、人命等に危険

が及ぶことになりかねない。地方公共団体が個人情報保護 と人命等の保護 との間で

ジレンマに陥らないためにも、国と地方の役割分担を見直し、個人情報保護制度を

調整することが求められていよう。

考えるに、同①から③までの個人情報保護条例の意義をもって、法律での規律が

認められないとするのは妥当とは言えない。「地方公共団体は、その財産を管理し、

事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定するこ

とができる。」 (憲法94条 )、 「地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨

に基づき、かつ、国と地方公共団体 との適切な役割分担を踏まえたものでなければ

ならない。」 (地 自法 2条 11項 )、 「地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の

本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体 との適切な役割分担を踏まえて、これを

解釈し、及び運用するようにしなければならない。」 (地自法 2条 12項)と されてい

ることからも、法律での規律が排除されているわけではない。「地方公共団体は、

法改正の趣旨等を踏まえ、個人情報の適正な取扱いを確保するため、個人情報保護

条例の見直しに取 り組むことが必要である。」39と ぃった指摘よリー歩踏み込むこと

ができるはずである。

そこで以下では、法律制定といった観点から、地方公共団体の個人情報保護制度

の調整手法について検討を進める。

3.1 地方分権改革の成果の概要 (「義務付け・枠付け」の見直し)

地方分権改革推進委員会40の 勧告 (以下「委員会勧告」という。)は、内閣によ

る地方分権改革推進計画 (平成21年12月 15日 閣議決定)に先立ち、地方分権改革の

推進に関する基本的事項の調査審議をし、同計画作成のための具体的な指針を内閣

総理大臣に勧告したものである (地方分権改革推進法10条 )。 委員会勧告自体には

法的な拘束力はないが、地方分権改革の専門的知見として位置付けられ、国と地方

の間の権限の議論がされる際には度々引用される重要な見解である。

自治事務について全国的な一定の枠組みを設けることは、地方公共団体にとつて

いわゆる「義務付け・枠付け」に当たる。ここで言う「義務付け・枠付け」とは、

39 地方公共団体が保有するパーソナルデータに関する検討会「地方公共団体が保有するパーソナルデータに関す

る検討会報告書 平成29年 5月 (概要版)」 (2017年 5月 19日 総務省公表)1頁。

40 現在は失効した地方分権改革推進法 (平成18年法律第111号 )に より内閣府に設置。第 1次から第 4次 までの地

方分権改革に関する勧告を内閣総理大臣に行った。委員は丹羽宇一郎 (委 員長。伊藤忠商事株式会社取締役会

長)、 井伊雅子 (財団法人東京市政調査会理事、一橋大学国際・公共政策大学院教授)、 猪瀬直樹 (作家、東京都

副知事)、 小早川光郎 (東京大学大学院法学政治学研究科教授)、 露木順一 (神奈川県開成町長)、 西尾勝 (委員長

代理。財団法人東京市政調査会理事長)、 横尾俊彦 (佐賀県多久市長)。 役職は当時のもの。
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地方分権改革推進委員会の議論で見直し対象とされた国による自治事務への「義務

付け・枠付け」のことである。「「義務付け」とは、一定の課題に対処すべ く、地方

自治体に一定種類の活動を義務付けることをいい、一定種類の活動に係る計画策定

の義務付けも含む。「枠付け」とは、地方自治体の活動について手続、判断基準等

の枠付けを行うことをいう。」41

「義務付け 0枠付け」の見直しの具体的な内容は、委員会勧告で個別法律の条項

ごとに示されている。特に第 3次勧告では、地方公共団体の自治事務である施設・

公物設置管理42に ついて、法律による枠組 (法律で地方公共団体での処理基準を定

めること。国の「義務付け・枠付け」の一形態と言えよう。)を設けて地方公共団

体の条例に委任する場合には、地方公共団体を規律する程度により「参酌すべき基

準」43、 「標準」44、 「従うべき基準」
45に よるべきことを提示した46。

3.2 法律による枠組の設定

3.2.1 手法としての妥当性

委員会勧告の「義務付け 0枠付け」の見直しに係る専門的知見は、その見直し対

象が議論当時の法令による義務付け 0枠付けであり、地方公共団体の個人情報保護

制度については言及していない。しかし筆者は、地方自治の本旨および地方分権改

革の議論に逆行しない限度のものであれば、法律で一定の枠組を設けた上で、条例

により具体的な内容を規定する手法が許容されるのではないかと考える。以下本稿

で言う「法律による枠組」とは、おおむね、個別の事項について法律により全国的

視点による基準を規定した上で、その枠を基本 として条例により地域の事情を勘案

した具体的な基準を規定するというものである。個人情報の保護に関する基本方針

41 地方分権改革推進委員会「地方分権改革推進委員会第 2次勧告」 (2008年 12月 8日 )3頁。議論の見直 し対象か

らは、「義務付け。枠付け」であっても「条例による自主的な決定」または法令による義務付けの「条例による補

正」を認めている場合が除かれている。

42 例えば、道路の構造基準 (道路法 (昭和27年法律第180号)30条 )、 学級編成の基準 (公立義務教育諸学校の学

級編制および教職員定数の標準に関する法律 (昭和33年法律第116号 )4条 )な ど。

43「国の役割を果たすために、地方自治体に対して「参酌すべき」ものとして示すものであることから、これを十

分参照し、これによることの妥当性を検討した上で条例が制定されなければならない。しかしながら、法的には、

条例の内容そのものを直接的に拘束しているものではない。十分参照した結果 としてであれば、地域の実情に応

じて、異なる内容を定めることは許容されているもの」。地方分権改革推進委員会「地方分権改革推進委員会第 3

次勧告」 (2009年 10月 7日 )8頁。

44「法令の「標準」を通常よるべき基準としつつ、合理的な理由がある範囲内で、地域の実情に応じた「標準」と

異なる内容を定めることは許容されるもの」。地方分権改革推進委員会 。前掲注 (43)8頁。

45「条例の内容を直接的に拘束する、必ず適合しなければならない基準であり、当該基準に従う範囲内で地域の実

情に応じた内容を定める条例は許容されるものの、異なる内容を定めることは許されないもの」で、これは「真

に必要な場合に限定されるべき」。地方分権改革推進委員会・前掲注 (43)8頁 。

46 これらは、地方分権改革推進計画の「第 1 義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大」に記述された。
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(平成16年 4月 2日 閣議決定。以下「基本方針」 という。)では地方公共団体の自

律性が大前提 とされているのに対 し47、 法律 による枠組 によれば、条例の制定段階

で法律が一定影響を与えることになる。

この手法が許容されると考える理由は、次のとお りである。

①委員会勧告において「義務付け・枠付け」を残さざるを得ないと判断するもの

として個人情報保護が挙げられていること。第 2次勧告では「地方自治体によ

る行政処分など公権力行使 (こ れに準ずるものを含む。)に あたっての私人保

護 (行政不服審査の一般ルール及びその特例、行政手続の一般ルール及びその

特例、・……個人情報保護に限る。)・ ……地方公共団体が設置する公物……に係

る規定」48を これに該当するものとして挙げており、地方公共団体の個人情報

保護についての「義務付け・枠付け」を否定しているわけではない。ここに記

載の「地方公共団体が設置する公物」 (道路、河川、学校、福祉施設など)で

は、法律で全国一律に定める基準 と条例で地域の実情を考慮して定める基準が

存在することから、個人情報保護についてもこの可能性があろう。

②法律による枠組はそれのみでは地方公共団体を拘束しないこと。地方公共団体

は法律による枠組を十分に検討した上で自らの判断で条例を定めることになる。

法律が直接適用されるのではなく、あくまで個人情報保護条例が適用されるこ

とでは従来 と変わらない。

③法律による枠組によリプライバシー権に関する全国的水準を提示できること。

政府が基本方針で「地方公共団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関

する基本的事項」 (基本法 7条 2項 3号)を定めるに当たり、「「基本的な事項」

にとどまらず具体的な規定を基本方針に盛 り込むことは、地方自治の侵害にな

るおそれがある」
49と の指摘はあるが、政府の策定する基本方針ではな く法律

による枠組であれば、より具体的にプライバシー権に関する全国的水準を提示

できる一方で、地方公共団体の個人情報保護について政府の恣意的介入を許す

ことにはならない。

3.2.2 個人情報の定義について

個人情報の定義であるが、前述 2.2.1の とおり、収集禁止事項、要配慮個人情

47「 3 地方公共団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的事項」で、「地方公共団体の保有す

る個人情報護対策については、法第11条第 1項の趣旨を踏まえ、個人情報の保護に関する条例の制定又は見直 し

に取 り組むが必要がある。」、「法の趣旨にのっとり、条例の適切な解釈・運用を行うことが求められる。」とされ

ている。

48「「義務付け・枠付けの存置を許容する場合のメルクマール」非該当だが、残さざるを得ないと判断するものの

メルクマール」ア。地方分権改革推進委員会・前掲注 (41)8頁。

49 宇賀・前掲注 (17)94-95頁。
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報、匿名加工情報ないし非識別加工情報の定義に影響 を及ぼす。今後個人情報の定

義を基礎 とする新たな類型を導入 していけば、さらに地方公共団体間の個人情報保

護の内容は拡散 してい くことになる。 これは、住民が地方公共団体の個人情報保護

制度を理解することをより難 しくするだろう。 また、地方公共団体から個人情報等

を取 り扱 う業務を受託 した民間事業者等は規定ぶ り、解釈・運用を個々調査せざる

を得ず、膨大な負担を抱えることになろう。

したがって、地方公共団体において、個人情報の定義の範囲が、その全国的な水

準に照 らして妥当なものでなければならない との認識 を持てるよう、法律による枠

組の設定が必要であると考える。

3.2.3 個人情報の第二者提供の基準

例えば、障害のために避難に介助が必要な住民の情報をボランティア団体等に提

供するような、人命等の保護のために必要がある場合は早急な判断が求められる。

「審議会の意見を聴いた上」ででは、人命救助に迅速に対応できない可能性があ

る50。

したがって、地方公共団体においても、人命等の保護の場合における個人情報の

第二者への提供の基準がその全国的水準に照らして妥当なものでなければならない

との認識を持てるよう、法律による枠組の設定が必要であると考える。

3.2.4 解釈・運用の相違への影響

なお、法律による枠組が設定されれば、地方公共団体では個人情報保護制度全体

を再検討することになろうが、規定ぶりに限らず、その解釈・運用の再検討も促さ

れるはずである。解釈・運用にその全国的水準の内容が一定織 り込まれることが期

待できる。

4。 検討の結果一一法律による枠組 としての「標準」の設定

前述 3の検討の結果、筆者は法律による枠組の設定は可能であると考える。

その上で、第 2次勧告および第 3次勧告で示された専門的見解を応用 し、国が法

律 による枠組 を設け、地方公共団体はプライバシー権に関する全国的な水準を踏 ま

えて具体的内容を条例で規定することができるのではないか と考える。

50 人命等の保護以外についてだが、次の指摘がある。「我が国が組織法に倣って縦割 りで個人情報保護体系をつく

ってきたことは重々承知しておりますが、これがあるがゆえに、ビッグデータが起きない。国内が統一されてい

ないのに、越境データ問題をさらに解決しなければならないというところで、自動車ビッグデータがあり、お薬

手帳一つシステム化できない現状は、個別個別の自治体の個人情報審査会など、一っ一つがォーケーしなければ

つながらないからです。ナショナル・ ミニマムの問題であることは、災害と医療データを見るまでもなく明らか

であります。」衆議院総務委員会議録第14号 (平成28年 4月 19日 )鈴木正朝参考人の意見陳述。
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法律 による枠組 としては、第 3次勧告で示 された「標準」
51に

相当するもの とし

て設定するのが適当だろう。「参酌すべき基準」では、地方公共団体の規定の自由

度が高 く認められることから、個人情報保護条例の規定を調整するという所期の目

的が達成できないおそれがある。逆に「従 うべき基準」では、法律の規定が条例の

規定ぶ りを直接的に指示するものであるため、地方の実情 をまった く考慮できな く

なる危険性がある。

「標準」を定めるに当たっては、地方公共団体の個人情報保護制度の各条項 につ

いて個別 に検討 した上で、2,000個 問題 として解消すべ き事項の特定が必要であ

る52。 具体的に「標準」をどのように設定するかについては、 もとより慎重な検討

が必要であるが、私見を述べれば、基本法の総則において「地方公共団体が行 う個

人情報の取扱いのうち、 この法律で基準を定める事項については、地方公共団体 は

当該基準 を標準 として条例で定めるもの とする。」 と法定 した上で、個別の事項 を

列挙 して「標準」を規定 してい くのがよい と考 える53。 個人情報の定義 (あ るいは

その一部 )、 人命等の保護の場合における個人情報の第三者提供の基準は、「標準」

として規定することが検討されてよいだろう。

5.おわりに

本稿では地方自治の趣旨および地方分権改革の議論を踏まえつつ、2,000個問題

の解消に向けた手法を検討してきた。前述 4の検討結果のとおり、法律による枠組

としての「標準」の設定は、地方公共団体の個人情報保護制度の調整に資すること

になると考える。

地方公共団体の個人情報保護制度において、プライバシー権の内容をどのように

捉え、いかにして保障していくかは、行政サービスを住民に提供するに当たって当

然問われなければならない。そのためには個人情報保護、地方自治、その他の複合

的な観点からの議論がもっと必要であるし、具体的な手法が多 く提示されなければ

ならないだろう。

(はせがわ・こういち)

51 条例で基準を規定するに当たり、法令の「標準」を通常よるべき基準 としつつ、合理的な理由がある範囲内で、

地域の実情に応じた「標準」と異なる内容を定めることは許容される。

52 例えば定義について、個人情報、保有個人情報、収集禁止事項ないし要配慮個人情報、匿名加工情報ないし非

識別加工情報、個人情報フアイルなどについて個別の検討が必要だろう。

53 第192回国会において議員提案された個人情報の保護に関する法律の一部を改正する法律案 (参法72号 )は、筆

者の私見と近い内容だが、「標準」とすべき内容を政令に委ねていることから政府の関与が強 くなるものであり、

手放しに賛同できない。
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