
朝　霞　市

　情報公開制度の推進により、求める情報が適切かつ速やかに提供され、さらにその場で説明責任を果たすこと
により市政の透明性を高めます。また、個人情報の保護と利用のバランスに配慮しつつ、個人情報の取扱いに関
するルールを守りプライバシーや個人の権利利益の保護に努めてまいります。

　情報化社会の中で個人情報はデータとして蓄積
され、大量の情報流出や不正利用の危険にさらさ
れており、一方では個人情報保護法に対する誤解
や過剰反応により、本来は利用可能な個人情報ま
で活用できないといった事例が発生しています。
　本市では個人情報保護法の施行に伴い、平成
17年４月１日個人情報保護条例を全部改正し、
自己情報をコントロールする権利を保障するとと
もに、市、市職員及び個人情報取扱事務受託者と
その従事者などに、個人情報を保護する責務を定
めました。

個人情報保護制度について

　近年、情報公開という言葉は様々な場面で見
聞されるようになりました。行政機関に限らず、
企業活動や市民生活の中で日常的に使われてい
ます。
　本市では情報公開法の施行に伴い、平成14
年４月１日情報公開条例を全部改正し、市民の
知る権利を保障するとともに、市政に関して市
民に説明する責務を定めました。また、開かれ
た市政を推進するため、平成15年２月に会議
公開制度を設け、審議会等の会議を原則公開と
しています。

情報公開制度について

　朝霞市では、情報の公開を求める市民の権利を保障する情報公開制度と、市民のプライバシー
を守る個人情報保護制度を平成９年４月から実施しています。

はじめに

個人情報保護法が改正されました

個人情報取扱事業者とは個人情報を事業に利用するすべての団体を指し、営利・非営利を問いません。
自治会・町内会やマンションの管理組合、PTA、NPO団体なども個人情報取扱事業者となりますので注意が必要です。
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個人情報を取り扱うルール

よくある質問

朝霞市個人情報保護条例が改正されました

　個人情報を取得する際にはあらかじめ本人の同意を得ましょう。
　「緊急連絡網やクラス名簿として関係者に配付する」などの利
用目的を事前に特定し、明らかにした上で、本人の同意を得て、
氏名・住所・電話番号など必要最小限の情報を提供してもらいま
す。その際、ほかの目的に使用しないこと、関係者以外に提供し
ないこと、適正な管理を行うこと、名簿に関する問い合わせ先な
どを名簿の見やすい場所に明記するなどの工夫をしましょう。

取得する際のルール

Ｑ　 法律や条例の改正前のすでに配付した
会員名簿はどのように取り扱えばよい
ですか？ 

A　会の中で認識されている「利用目的」
の範囲内で取り扱うのであれば、新たに何
かを行う必要はありません。引き続き 盗
難・紛失等のないよう、適切に管理するよ
うにしましょう。

Ｑ　 集めた個人情報の保管について、具体的にどのようなことに気をつければよい
ですか？

A　具体的には次のような例があります。
⃝�個人情報の収集・利用等を行う場合の基本的な取り扱い方法のルールを作ります。
⃝�名簿の配布先の会員に対して、盗難や紛失、転売の禁止などの注意事項を周知し
ます。

⃝�紙の名簿は鍵のかかる引き出し等で保管を行います。
⃝�パソコン上の名簿はパスワードを設定します。
⃝�万が一漏えいや紛失があった時に、誰に報告するかをあらかじめ決めておきます。

　朝霞市個人情報保護条例が改正され、個人情報の定義が
より明確になりました。
　例えば、免許証番号、基礎年金番号や遺伝子情報、指紋
情報などが「個人識別符号」とされ、個人情報として明確
になりました。

　人種、信条、社会的身分、病歴などの情報を「要配慮個
人情報」とし、その取扱いに特に注意をしなくてはならず、
原則、本人の同意がなければ（法令に定めがあるとき等を
除く）収集できない個人情報とされています。

　原則として、あらかじめ本人の同意をとれば個人
のデータを第三者に提供することができます。次の
場合には、例外的に本人の同意がなくても提供する
ことができます。

第三者に提供する際のルール

　個人のデータを保管、管理する際には、漏えい防止や安全に管
理するために必要な措置を取ります。
　町内会等の事務局で盗難・紛失等がないように、各団体の状況
に応じて適切に管理します。
　利用する必要がなくなったデータは、確実に廃棄・消去をしま
しょう。

保管・管理する際のルール

※ 全員の同意が得られなかった場合でも、同意を得られた方のみを掲
載した名簿や連絡網を配付することはできます。

① 法令に基づく場合（例：厚生労働省に児童福祉法
に基づく保育情報を伝える場合）
② 人の生命、身体又は財産の保護に必要であり、か
つ本人の同意を得ることが困難な場合（例：災害
や事故の緊急時に患者に関する情報を医師等に伝
える場合）
③ 公衆衛生・児童の健全な育成に特に必要であり、
かつ本人の同意を得ることが困難な場合（例：児
童虐待防止のために、児童や保護者に関する情報
を児童相談所、学校等で共有する場合）
④ 国の機関等へ協力する必要があり、かつ本人の同
意を得るとその遂行に支障を及ぼすおそれがある
場合（例：統計調査に協力する場合）

ルールを守り、誰もが安心して個人情報を利用し、提供できる社会を目指しましょう。

個人の権利・利益の保護と個人情報の有用性とのバランスを図るための法律です。
個人情報取扱事業者には守らなければならないルールがあります。

個人情報保護法（個人情報の保護に関する法律）とは



　原則として、公開請求書を受理した日から15日以内に
公開、非公開を決定し、書面により通知します。
▶正当な理由がある場合、延長することがあります。

　公開されたものの閲覧は、無料です。写しをとるときは、
実費負担となります。
　（例）・コピーＡ３判まで（白黒）１面10円
▶写しの郵送を希望する場合は、郵送料の実費も必要です。

　部分公開や非公開決定に不服があった場合、期限内に審
査請求または訴訟をすることができます。
▶審査請求は、朝霞市情報公開・個人情報保護審査会が決
定の内容を審査します。

　内容によっては、請求を受けなくても提供できる場合も
ありますので、詳しくは担当課の窓口にご相談ください。

　公募による市民、学識経験者などが委員となっている会
議について原則公開としています。
　市ホームぺージ、市政情報コーナー等において会議予定
の事前公表、会議結果及び会議録の公開を行っています。

　必要とする公文書を選択して公開請求すると、求める公
文書を見ることができます。この情報の内容について説明
し理解をしていただくことで、市民の皆さんとの情報の共
有化を目指しています。

　文書、図画、写真、フィルム、その他の媒体（CD-ROM
等）に記録されているもので、市が組織的に用い、管理し
ているものをいいます。

　次の方が請求できます。
❶市内に住所のある方
❷市内に事務所・事業所がある個人・法人・団体
❸市内の事務所・事業所に勤めている方
❹市内の学校に在学している方
❺公開を必要とする理由を記入して請求する方
▶これらに該当しない方の申出についても市政情報課でご
相談ください。

　情報公開制度は、市の持っている情報を公開することが
原則ですが、次の情報は非公開となります。
❶法令等の規定により、公開することができない情報
❷個人に関する情報であり、特定の個人が識別され、また
は識別されうるもの。公開することにより、個人の権利
利益を害するおそれがある情報
❸公開することにより、法人等の権利、競争上の地位その
他正当な利益を害するおそれがある情報
❹審議、検討または協議中の情報で、公開することにより、
不当に支障が生じるおそれがある情報
❺公開することにより、事務事業の適正な遂行に支障が生
じるおそれがある情報
❻公開することにより、公共の安全と秩序の維持に支障が
生じるおそれがある情報

● 公文書

● 請求者

● 公開基準

● 決定期限

● 費用

● 救済方法

個人情報保護制度1 自己情報の開示請求
　自分の個人情報（自己情報）が記載されている公文書等
の閲覧や写しの交付の請求を行うことができます。
2 自己情報の訂正等の請求
　自分の情報に誤りがあると分かったとき、または条例に
違反して収集されたと考えられるときは、その訂正、追加
及び削除を請求することができます。この場合、誤りを明
らかにできる書類等をご用意ください。
3 自己情報の利用中止等の請求
　自分の情報が、条例で定める収集、利用または提供のルー
ルに違反して取り扱われていることが分かったときは、そ
の利用の中止等を請求することができます。
4 自己情報の取扱いに関する是正の申出
　自己情報が不適正に取り扱われていると考えられるとき
は、その是正を申し出ることができます。

● 個人情報
　◦�個人に関する情報で、特定の個人が識別され、または

識別され得る情報
　◦�個人識別符号が含まれる情報

● 請求者
　原則としてその個人情報の本人です。（特例的に代理人
による請求ができる場合があります。）

● 請求方法
　市政情報課にご相談ください。所定の請求書に必要事項
をご記入の上、ご提出いただきます。また、その際、運転
免許証等で本人確認をさせていただきます。

● 決定期限
　原則として請求書を受理した日から起算して15日以内
に開示・訂正・利用中止するかどうかの決定をし、書面に
より通知します。
▶やむを得ない理由がある場合、延長することがあります。

● 費用
　開示されたものの閲覧は、無料です。写しの交付を請求
される場合は、実費負担となります。

情 報 公 開 制 度
　市で持つ情報を市民の皆さんと共有する
ための制度です。公文書公開請求、情報提
供、会議公開制度などがあります。

　情報公開・個人情報保護審議会は、有識者、公募市民等
10名で構成され、情報公開制度及び個人情報保護制度に
係る重要な事項を調査審議するほか、市が保有する個人情
報の取扱いについて審議します。

1 個人情報を収集するときは
　◦原則として本人から収集しましょう。
　◦目的を明確にし、本人に伝えましょう。
　◦必要最小限にしましょう。
　◦適正で公正な方法で収集しましょう。
2 個人情報を利用・提供するときは
　◦収集目的の範囲で利用しましょう。
　◦第三者に提供するときは、事前に本人の同意を得るよ

うにしましょう。
　◦第三者に提供するときは、相手に個人情報の取扱いに

注意するよう依頼しましょう。
　◦第三者に提供したら、提供先などを記録し、一定期間

保管しましょう。
3 個人情報の適正な管理のために
　◦正確で最新の状態に保ちましょう。
　◦漏えいなどの事故が起きないよう必要な安全対策を心

掛けましょう。
　◦個人情報の処理を委託するときは、個人情報の適正な

取扱いに関する取決めをしましょう。
4 お客様や取引先の個人情報への心づかい
　◦個人情報の本人からの開示、訂正または利用停止の請

求に応じる制度をつくりましょう。
　◦個人情報についての本人からの意見・要望や相談に対

応する窓口を明確にしましょう。
5 従業員のみなさんに対する取組み
　◦個人情報の取扱いルールをつくりましょう。
　◦従業員のみなさんへの研修に努め、個人情報保護意識

を高めましょう。

　個人情報保護制度とは、個人情報の適正
な取扱いを図り、市民のプライバシーその他
個人の権利利益を保護するための制度です。

公文書公開請求

情報提供

会議公開制度

請求権・申出

情報公開・個人情報保護審議会

事業者

どのような文書が市にあるのかわから
ないのですが。
どのような公文書があるのか検索
できるよう、市政情報コーナーに
公文書目録であるファイル基準表
を備え置くほか、具体的なご相談
もお受けしていますので、ご利用
ください。

A

Q

自分の情報を知りたいときは、どうすればいいのですか。
情報公開制度では、たとえ自分の情報であっても
個人情報は原則として非公開になります。この場
合は、個人情報保護制度の自己情報開示請求をし
ていただくことになります。

A
Q

公開請求のしかたは、どのように行うのですか。
書面により行います（郵送、FAX可）。その際、希
望する公文書が特定できるように、公文書の名称、
年度、内容などをできるだけ詳しく記入してくだ
さい。
市のホームページから電子申請による請求もできます。
（詳しくは市ホームページをご覧ください。）

A
Q

情報公開 Q&A


