
諮 問 資 料

令和 2年 1月 30 日 

区民相談課 

税務課 

国民健康保険課 

高齢者医療年金課 

介護保険課 

１ 件 名

「個人情報の外部提供に関する審議会事前一括承認基準」の一部改正について

２ 諮問理由

豊島区行政情報公開・個人情報保護審議会条例第２条第１項第２号（行政情報公開制

度及び個人情報保護制度の運営に関する事項）に該当するため

３ 改正内容

別紙１～２のとおり 

・別紙１ 個人情報の外部提供に関する審議会事前一括承認基準の一部改正について 

・別紙２ 個人情報の外部提供に関する審議会事前一括承認基準（改正案） 

・参考資料１ 出入国管理及び難民認定法（抜粋） 

・参考資料２ 出入国在留管理基本計画（法務省）（抜粋） 

・参考資料３ 事務連絡（厚生労働省保険局国民健康保険課） 

・参考資料４ 豊島区の外国籍居住者状況 

４ 改正理由

「審議会事項についての基本的な考え方」（１２答申第１号）で定めている「個人情

報の外部提供に関する審議会事前一括承認基準」について所要の見直しを図り、適正な

個人情報の取り扱いを確保する必要があるため

５ 適用期日

   令和２年４月１日

資料１ 
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個人情報の外部提供に関する審議会事前一括承認基準の一部改正について 

１．「審議会事項についての基本的な考え方」と「審議会事前一括承認基準」とは 

  豊島区個人情報等の保護に関する条例 （以下「条例」という。）の規定に基づき、豊島

区行政情報公開・個人情報保護審議会（以下「審議会」という。）の意見を聴くこととさ

れた諮問事項については、「審議会事項についての基本的な考え方」（以下「基本的な考え

方」という。）として、平成１２年に答申されている。 

  この「基本的な考え方」においては、審議会では個別に諮問し意見を聴くことが原則と

されるが、これらについてその都度諮問するという原則を貫くと、業務の停滞や区民の不

利益等の支障が生じるおそれがあることから、必要最小限の範囲で類型化したものを「審

議会事前一括承認基準」とし、この基準の「類型」及び「事例」のいずれにも該当する場

合は、審議会への個別の諮問は不要としている。 

  条例において審議会の意見を聴くこととしている事項は、次の９項目であり、そのうち

基本的な考え方において「審議会事前一括承認基準」を設けているのは個人情報の保護と

業務の円滑な遂行とのバランスに配慮した結果、６項目となっている。 

２．個人情報の外部提供に関する審議会事前一括承認基準とは 

 個人情報の外部提供に関する審議会事前一括承認基準（以下「外部提供一括承認基準」

という。）は「基本的な考え方」の一部であり、審議会への個別の諮問をしなくてもよい

場合を類型化したものである。 

条例では、区が保有している個人情報を区の機関及び本人以外のものに外部提供する

ことを原則として禁止している。 

その例外として、条例では「本人同意」や「法令等の定めがある場合※」など例外事由

（条例１１条第１項第１号から第４号まで）に該当する場合のみ外部提供することがで

きると定めている。また、その例外事由に該当せず、なお外部提供が必要な場合には、条

例第１１条第１項第５号「前号各号に掲げる場合のほか、実施機関が審議会の意見を聴い

て公益上特に必要があると認められるとき」の規定に基づき審議会に諮問し、承認を得る

№ 諮 問 事 項 一括承認基準の有無

１ 第５条 収集禁止事項に関する個人情報の収集 あり

２ 第６条 本人以外からの個人情報の収集 あり

３ 第10条 個人情報の目的外利用 あり

４ 第11条 個人情報の外部提供 あり

５ 第12条 個人情報の電算処理 なし

６ 第12条2 収集禁止事項に関する個人情報の電算処理 なし

７ 第13条 外部との電子計算機の結合 あり

８ 第14条 個人情報の委託に係る措置 あり

９ 第14条の2 特定個人情報の委託に係る措置 なし

別紙１ 
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ことで外部提供を行うことができるとしている。 

しかし、業務の中には、国、他の公共団体等からの照会等で、回答は法令等で義務付け

られてはいないものの相手方の業務において照会等を行う根拠法令があり、回答される

であろうことが制度上予定されているものがある。 

また、法令等に根拠がない場合であっても、福祉事業や学術研究等の業務の執行上個人

情報の提供が求められ、外部に提供することがある。 

このため、公益上の必要の観点から必要最小限の範囲で外部提供を認めてもよいケー

スを類型化し、事前に一括の承認を与えるものとして定めたものが「外部提供一括承認基

準」である。この基準の「類型」及び「事例」のいずれにも該当する場合は、審議会への

個別の諮問をすることなく外部提供ができるとしている。

「外部提供一括承認基準」は、平成１２年１２月に制定後、計３回の改正を行っており、

直近では、平成３０年度第６回（平成３１年３月２７日）の審議会において、刑事訴訟法

第５０７条に基づく裁判の執行に関する調査照会等に回答する業務を追加し、所要の見

直しを図ったところである。

※「法令等の定めがある場合」とは 

 「基本的な考え方」では、外部提供は、目的外利用以上に個人情報の権利利益を侵 

害するおそれが高いものであるため、「法令等の定めがある場合」については、法令等

に外部提供の義務付けや強制力を有する規定がある場合のみに限定しており、相手方

の業務において照会等を行う根拠法令に「調査（照会）することができる」と規定され

ている場合は、義務付けや強制力はないため求めに応じることができないとしている。 

３．今回の改正趣旨 

現在、日本に居住する外国籍住民が、日本に在留を希望する場合、法務省出入国在留管

理庁による在留資格変更許可申請審査業務※１において、対象者が国益要件※２に適合して

いるかを確認するために「出入国管理及び難民認定法」第５９条の２第３項※３に基づき、

出入国在留管理庁から豊島区長宛に国民健康保険料等の賦課状況及び納付状況について

照会文書が送付され、区から回答することが制度上期待されているが、照会の都度審議会

へ諮ることは困難であり、また現在の「個人情報の外部提供に関する審議会事前一括承認

基準」ではこれに基づく規定がないことから、出入国在留管理庁への回答は行っていない。

これに加え、２０１９年４月の法務省出入国在留管理基本計画※４では、永住許可※５以

外に、特定技能外国人※６が国民健康保険・国民年金の保険料及び所得税等を一定程度滞

納している場合は在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請を不許可とする、と定

められた他、その他の在留資格を有する外国人についても同様の措置を講ずることを検

討していく、と謳われた。このことにより、出入国在留管理庁からの照会が今後増加する

ことが見込まれており、多くの外国籍住民が居住する豊島区としては、今後は適正な在留

審査に協力するとともに申請者自身の利便を図るため、税・各保険料の賦課・納税（納付）

状況について速やかに回答する必要があると考える。

  外部提供する個人情報の項目の範囲に後期高齢医療制度と介護保険を含めた理由は、

入管運用要領では後期高齢者医療保険料及び介護保険料について明記はされていないが、
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国民健康保険料の納付義務者は世帯主であることから、国民健康保険加入者を扶養して

いる世帯主の納付状況が照会されるため、世帯主が後期高齢者である場合や申請者が 75
歳以上である場合は、後期高齢者医療保険料についても照会が想定されるためである。

  また、介護保険料については、40 歳から 64 歳までの第 2 号被保険者については国民
健康保険料として納付されているが、申請者が 65歳以上の第 1号被保険者となれば、区
が保険者となり、被保険者から直接介護保険料の納付を受けることになり、納付状況につ

いて入管法の規定に基づく照会を受けることが想定されるためである。

なお、国民年金保険料については年金事務所の管轄になるため、対象外となる。

【※１】出入国在留管理庁による在留資格審査業務とは 

（出入国在留管理庁ホームページより抜粋）

外国人の行う活動が我が国の社会に与える影響等を判断し、適正な外国人の管理を行

うためには、入国・出国のみではなく、在留の管理も必要となる。

我が国に在留する外国人は、決定された在留資格の許容する活動範囲を超えたり、活動内

容を勝手に変更して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動を行うことはで

きない。在留資格とともに決定された在留期間を超えて在留したいときにも在留期間の

更新手続が必要となる。

【※２】国益要件とは 

（法務省：永住許可に関するガイドラインより）

出入国管理及び難民認定法第２２条第２項（参考資料１参照）に規定されている国益要

件は、次のとおりである。

（１） 素行が善良であること

  法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を 

営んでいること。

（２） 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。

 日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来にお

いて安定した生活が見込まれること。

（３） その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

 ア 原則として引き続き１０年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、

就労資格（在留資格「技能実習」及び「特定技能１号」を除く。）又は居住資格をも   

って引き続き５年以上在留していることを要する。

  イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務（納税、公的年金及び公的医療

保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務）を適

正に履行していること。

  ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第２

に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

  エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

＊ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、（１）（２）
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に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合には、（２）に適

合することを要しない。

【※３】「出入国管理及び難民認定法」第５９条の２第３項  

参考資料１参照 

【※４】法務省出入国在留管理基本計画 抜粋 

 参考資料２参照

【※５】永住許可とは 

■（「出入国管理及び難民認定法」第２２条 永住許可） 

  参考資料１参照

■（出入国在留管理庁ホームページより）

永住許可は、在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に、

法務大臣が与える権利であり、在留資格変更許可の一種と言える。

在留資格「永住者」は、在留活動、在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在

留資格を有する外国人資格と比べて大幅に在留管理が緩和される。このため、永住許可に

ついては、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要がある。

■（法務省ホームページ 出入国管理及び難民認定法関係手続より）

  永住許可申請に必要な書類として、過去３年分の申請人又は申請人を扶養する方の所

得及び納税状況を証明する資料、過去２年分の申請人又は申請人を扶養する方の公的年

金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料、が求められている。

【※６】特定技能外国人とは 

（厚生労働省保健局の事務連絡（参考資料３）より）

平成 30年 12月 8日、第 197回国会（臨時会）において、在留資格「特定技能１号」
「特定技能２号」の創設等を内容とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の

一部を改正する法律（平成 30年法律第 102号）が成立し、同月 14日に公布された。
この新たな外国人材の受入れ制度は、深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専

門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度であり、平成 31年 4月 1日か
ら施行されている。

受入れ分野は、介護分野、ビルクリーニング分野、電気・電子情報関連産業分野、建設

分野、自動車整備分野、外食分野等の１４分野とされている。

法律制定を踏まえ、特定技能外国人受入れに関する運用要領等の作成・公表が行われ、

「第３節 在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請時の取扱い（３）素行が不良

ではないこと」における確認書類として、直近１年分の個人住民税の課税証明書及び納税

証明書、納税緩和措置に係る通知書の写し、国民健康保険料納付証明書、納付緩和措置に

係る通知書の写し、国民年金保険料領収書の写し等が列挙されている。
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外部提供する業務 外部提供をする個人情報の項目

特別区民税・都民税に関する業務に係る個人情報

住民基本台帳に関する業務に係る個人情報

印鑑登録に関する業務に係る個人情報

戸籍に関する業務に係る個人情報

国民健康保険に関する業務に係る個人情報

後期高齢者医療制度に関する業務に係る個人情報

生活保護に関する業務に係る個人情報

精神障害者手帳に関する業務に係る個人情報

自立支援医療（精神通院）に関する業務に係る個人情報

医療施設及び医療関係者に関する業務に係る個人情報

医薬品及び毒物劇物販売業に関する業務に係る個人情報

環境衛生に関する業務に係る個人情報

住宅管理に関する業務に係る個人情報

身体障害者（児）福祉に関する業務に係る個人情報

知的障害者（児）福祉に関する業務に係る個人情報

精神障害者（児）福祉に関する業務に係る個人情報

畜犬登録に関する業務に係る個人情報

食品衛生に関する業務に係る個人情報

金銭会計に関する業務に係る個人情報

特別区民税・都民税に関する業務に係る個人情報

住民基本台帳に関する業務に係る個人情報

印鑑登録に関する業務に係る個人情報

戸籍に関する業務に係る個人情報

医療施設及び医療関係者に関する業務に係る個人情報

医薬品及び毒物劇物販売業に関する業務に係る個人情報

環境衛生に関する業務に係る個人情報

食品衛生に関する業務に係る個人情報

裁判の執行に関する調査、照会等に回答する業務
・刑事訴訟法第５０７条（公務所等に対する照会）

裁判の執行に係る個人情報

民事訴訟、行政事件訴訟及び民事調停を行う業務 争訟に関する業務に係る個人情報

特別区民税・都民税に関する業務に係る個人情報

住民基本台帳に関する業務に係る個人情報

国民健康保険に関する業務に係る個人情報

介護保険に関する業務に係る個人情報

後期高齢者医療制度に関する業務に係る個人情報

医療施設及び医療関係者に関する業務に係る個人情報

医薬品及び毒物劇物販売業に関する業務に係る個人情報

環境衛生に関する業務に係る個人情報

食品衛生に関する業務に係る個人情報

金銭会計に関する業務に係る個人情報

民事訴訟、行政事件訴訟法等に係る調査、照会に回答する業務
・民事訴訟法第１６３条（当事者照会）
・民事訴訟法第１７０条第１項、第２項（弁論準備手続における訴訟
行為等）
・民事訴訟法第１８６条（調査の嘱託）
・民事訴訟法第２１９条（書証の申出）
・民事訴訟法第２２６条（文書送付の嘱託）
・弁護士法第２３条の２第２項（弁護士会からの照会）
・行政不服審査法第３３条（物件の提出要求）

類　　型

個人情報の外部提供に関する審議会事前一括承認基準（改正案）

事　　　　例

１

犯罪捜査、争訟等で捜査
機関、裁判所、弁護士会
等が法令等に基づいて行
う照会等に対して回答す
る場合又は争訟等の当事
者である実施機関が事実
関係を正確に反映させ、
十分な主張を尽くすた
め、当該争訟等に関する
資料を当該訴訟等を受任
した弁護士に提供する場
合又は裁判所若しくは審
査庁に提出する場合で以
下の要件を満たすとき。
①　特定の事件について
特定の個人情報を提供す
る場合で、当該個人情報
を使用する目的に公益性
が認められ、かつ提供を
受けなければ当該目的を
達成することが困難であ
ること。
②　提供する個人情報の
内容、当該個人情報を使
用する目的・範囲・方法
その他の事情から判断し
て、本人の権利利益を不
当に侵害するおそれがな
いこと。

犯罪の容疑、非行等に係る調査、照会等に回答する業務
・刑事訴訟法第１９７条第２項（捜査についての照会）
・刑事訴訟法第２７９条（公務所等に対する照会）
・少年法第１６条第２項（公務所等に対する照会）
・国際捜査共助等に関する法律第８条第１項（検察官等の処分）
・国際捜査共助等に関する法律第１８条第８項（国際刑事警察機構へ
の協力）
・出入国管理及び難民認定法第２８条第２項（違反調査についての報
告要請）
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第３６条第４項
（公安委員会の報告等）
・検察審査会法第３６条（照会権）

国税・地方税に関する調査等に回答する業務
・国税徴収法第１４１条（質問及び検査）
・国税徴収法第１４２条（捜索の権限及び方法）
・国税徴収法第１４６条の２（官公署等への協力要請）
・国税通則法第７４条の１２（当該職員の団体に対する諮問及び官公
署等への協力要請）
・地方税法第２０条の１１（官公署等への協力要請)
・地方税法第２９８条第１項(市町村民税に係る徴税吏員の質問調査
権)
・地方税法第３５３条第１項(固定資産税に係る徴税吏員の質問調査
権)
・関税法第１０５条の２（官公署等への協力要請）

国税・地方税に関する調査等に回答する業務
・国税徴収法第１４６条の２（官公署等への協力要請）
・地方税法第２０条の１１（官公署等への協力要請)

　国、他の地方公共団体等
が、法令、要綱、通達等に基
づいてその職務の遂行のため
に行う照会等に対し回答する
場合又は実施機関が当該団体
等に対しその照会を行う場合
で次の要件を満たすとき。
①　当該職務の遂行に必要か
つ最小限のものであること。
②　当該個人情報を使用する
目的に公益性があり、かつ、
提供を受けなければ、当該目
的を達成できないこと。
③　提供する個人情報の内
容、当該個人情報を使用する
目的、範囲、方法その他の事
情から判断して、本人の権利
利益を不当に侵害するおそれ
のないこと。

２

生活保護に関する業務に係る個人情報

修正方法

・赤字は追加

別紙２
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外部提供する業務 外部提供をする個人情報の項目

地方税の賦課、収納に際し、居住地、所得等を照会する業務
・地方税法第２０条の１１（官公署等への協力要請）
・国税徴収法第１４１条（質問及び検査）

特別区民税・都民税に関する業務に係る個人情報

特別区民税・都民税に関する業務に係る個人情報

国民年金に関する業務に係る個人情報

住民基本台帳に関する業務に係る個人情報

戸籍に関する業務に係る個人情報

国民健康保険に関する業務に係る個人情報

介護保険に関する業務に係る個人情報

生活保護に関する業務に係る個人情報

養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに関する業務に係る個人
情報

生活保護に関する業務に係る個人情報

児童手当等に関する業務に係る個人情報

住宅管理に関する業務に係る個人情報

特別区民税・都民税に関する業務に係る個人情報

国民年金に関する業務に係る個人情報

国民健康保険に関する業務に係る個人情報

生活保護に関する業務に係る個人情報

介護保険の保険料算定等のため、収入状況等を照会する業務
・介護保険法第２０３条（資料の提供等）

介護保険に関する業務に係る個人情報

在留管理業務に関する税・保険料の賦課・納税（納付）状況の照会に
回答する業務
・出入国管理及び難民認定法第５９条の２第３項（事実の調査）

特別区民税・都民税に関する業務に係る個人情報
国民健康保険に関する業務に係る個人情報
後期高齢者医療制度に関する業務に係る個人情報
介護保険に関する業務に係る個人情報

放置自転車の所有者照会に回答する業務 軽自動車税に関する業務に係る個人情報

ひとり暮らし及び寝たきり高齢者等の援護に関する業務に係る個
人情報

身体障害者（児）福祉に関する業務に係る個人情報

欠格事項の有無に関する照会に回答する業務
・医師法第４条（相対的欠格事由）
・建築士法第８条（相対的欠格事由）
・宅地建物取引業法第５条第１項（免許の基準）
・地方公務員法第１６条（欠格条項）
・薬剤師法第５条（相対的欠格事由）
・国家公務員法第３８条（欠格条項）
・歯科医師法第４条（相対的欠格事項）
・土地家屋調査士法第 ４５条（欠格事由）

戸籍に関する業務に係る個人情報

欠格事項の有無に関し照会を行う業務
・地方公務員法第１６条（欠格条項）

職員の採用に関する業務に係る個人情報

叙勲、表彰等の欠格事項に関する照会に回答する業務
・叙勲候補者の推薦依頼に係る総理府賞勲局総務課長通達
・東京都表彰規則第３条（欠格条項）
・東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則第６条（欠格条
項）

戸籍に関する業務に係る個人情報

表彰候補者等を推薦し、候補者の欠格事項を照会する業務
・叙勲候補者の推薦依頼に係る総理府賞勲局総務課長通達
・東京都表彰規則第３条（欠格条項）
・東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則第６条（欠格条
項）

表彰等に関する業務に係る個人情報

類　　型

２
公的扶助、措置等の決定・実施又は公営住宅の入居に関し、収入状況
等を照会する業務
・生活保護法第２９条（調査の嘱託及び報告の請求）
・老人福祉法第３６条（調査の嘱託及び報告の請求）
・児童手当法第２８条（資料の提供等）
・公営住宅法第３４条（収入状況の報告の請求等）

事　　　　例

年金給付、保険料に関する処分・受給権等に関する調査等に回答する
業務
・国民年金法第１０８条（資料等の提供）
・国民年金法第１０８条の３（統計調査）
・恩給法第９条の２（調査）

公的扶助、措置等の決定・実施又は公営住宅の入居に関する調査等に
回答する業務
・生活保護法第２９条（調査の嘱託及び報告の請求）
・民生委員法第１７条第２項（民生委員に対する必要な指示等）
・老人福祉法第３６条（調査の嘱託及び報告の請求）
・児童手当法第２８条（資料の提供等）
・公営住宅法第３４条（収入状況の報告の請求等）

介護保険の保険料算定等に係る所得等の照会に回答する業務
・介護保険法第２０３条（資料の提供等）

３

区民の生命、身体又は財産
の安全を守るため、警察署、
消防署に対し情報を提供する
場合で本人の権利利益を不当
に侵害するおそれがないと
き。

災害時等の安全対策のため高齢者身体障害者に係る名簿等の提供に関
する業務

４

　許認可、任免等における法
令等に定める欠格事項該当性
の有無について、国若しくは
他の地方公共団体から照会等
に回答する場合又は実施機関
が国若しくは他の地方公共団
体に照会等をする場合

５

　表彰等における国若しくは
他の地方公共団体からの欠格
事項の有無についての照会に
対し回答する場合又は実施機
関が表彰等の候補者を国若し
くは他の地方公共団体等に推
薦し、あるいは推薦に際し欠
格事項等の照会を行う場合
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外部提供する業務 外部提供をする個人情報の項目

６

　弁護士会、公認会計士会等
公共的職責を担う団体が法令
等に定めている欠格事由の有
無について行う照会等に対し
回答する場合

欠格事項に関する照会に回答する業務
・弁護士法第７条（欠格事由）
・公認会計士法第４条（欠格条項）
・税理士法第４条（欠格条項）
・司法書士法第５条（欠格事由）
・行政書士法第２条の２（欠格事由）

戸籍に関する業務に係る個人情報

国民健康保険被保険者等の給付状況、資格の有無等を照会する業務及
び他団体からの照会に回答する業務

国民健康保険に関する業務に係る個人情報

特別区民税・都民税に関する業務に係る個人情報

国民健康保険に関する業務に係る個人情報

特別区法務資料の編集・発行に関する業務 争訟に関する業務に係る個人情報

調査等の依頼に伴い取り扱う個人情報を提供する業務 調査の対象となる個人情報に関する業務に係る個人情報

児童手当等に関する業務に係る個人情報

高齢者福祉手当に関する業務に係る個人情報

低所得者層（法外援護）事業に関する業務に係る個人情報

民生委員の福祉活動に必要な個人情報を提供する業務 高齢者福祉手当に関する業務に係る個人情報

不動産売買のため豊島区土地開発公社が必要とする個人情報を提供す
る業務

不動産の取得、処分及び借上に関する業務に係る個人情報

特別区自治体総合賠償責任保険に係る事故報告書の作成に関する業務 保険の対象となった事故に関する業務に係る個人情報

広報に関する業務に係る個人情報

テレビ広報番組の制作に関する業務に係る個人情報

11

　公共的役割を担っている報
道機関等に発表し、又は取材
等に応じるため情報を提供す
る場合で、以下の要件を満た
すとき。
①　発表し、又は提供する情
報に対する社会的関心が高
く、区民等に知らせることが
公益上必要であること。
②　発表し、又は提供する報
道機関の活動状況や当該個人
情報の内容その他の事情から
判断して、本人の権利利益を
不当に侵害するおそれがない
こと。
③　当該報道機関等による報
道等及び当該個人情報の性格
上、本人の同意を得ないこと
が社会通念上妥当であると認
められること。

報道機関等に対し報道資料として個人情報を提供する業務 広報に関する業務に係る個人情報

国民健康保険に関する業務に係る個人情報

公害健康被害の補償に関する業務に係る個人情報

生活保護に関する業務に係る個人情報

類　　型

８

　国、他の地方公共団体、学
術研究機関等の行う統計調
査、学術研究にかかわる協力
要請に伴う照会に対し回答す
る場合で、以下の要件を満た
すとき。
①　当該調査等の目的に公益
性が認められ、提供がなけれ
ば、当該調査等の目的を達成
できないこと。
②　当該調査等の性質上本人
の同意を得て回答することが
困難であること。
③　当該調査等により、本人
の権利利益を不当に侵害する
おそれがないこと。

７

　法令等に定める資格要件、
基準等の確認のために、他の
地方公共団体が行う照会に対
して回答する場合、又は法令
等に定める資格要件基準等の
確認のために、実施機関が他
の地方公共団体に照会する場
合

国民健康保険料等の決定に必要な課税状況等を照会する業務及び他団
体からの照会に回答する業務

事　　　　例

12

　実施機関が定める要綱等又
は国からの通達等で本人以外
のものに対する個人情報の開
示又は写しの交付が認めら
れ、当該要綱等又は通達等に
定める手続により情報を提供
する場合

取り扱う個人情報を本人以外のものに開示等する業務
・診療報酬明細書等の開示に関する要綱（平成９年１１月２８日区長
決裁）
・診療報酬明細書の開示について（平成９年１２月５日環境庁企画調
整局環境保健部長通知）
・生活保護法による医療扶助の診療報酬明細書等の開示に関する要綱
（平成１０年２月１日区長決裁）

９

　区民福祉の向上を図るた
め、国又は他の地方公共団
体、区の関係団体等が実施す
る事業に対し情報を提供する
場合で、当該情報の提供によ
り区民の権利利益が侵害され
るおそれがないとき。

豊島区民社会福祉協議会が実施する福祉事業等に必要な個人情報を提
供する業務

10

　実施機関の広報活動におい
て個人の肖像等を掲載又は放
映等する場合で以下の要件を
満たすとき。
①　当該広報活動に必要かつ
最小限のものであること
②　広報活動の方法、掲載等
する肖像等の内容その他の事
情から判断して、本人の権利
利益を不当に侵害するおそれ
がないこと。
③　当該広報活動及び当該個
人情報の性質上本人の同意を
得ないことが社会通念上妥当
でないと認められること。

広報紙等に写真等を掲載する業務及びビデオ等により肖像を放映する
業務
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出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年十月四日)(政令第三百十九号) 抜粋 

■第五十九条の二(事実の調査)

法務大臣又は出入国在留管理庁長官は、在留資格認定証明書の交付、第九条第八項の規定

による登録(同項第一号ハに該当する者に係るものに限る。)又は第十二条第一項、第十九条
第二項、第二十条第三項本文(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合
を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十二
条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含
む。)、第二十六条第一項、第五十条第一項若しくは第六十一条の二の十一の規定による許
可に関する処分を行うため必要がある場合には入国審査官に、第二十二条の四第一項の規

定による在留資格の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には入国審査官又は入

国警備官に、それぞれ事実の調査をさせることができる。

２ 入国審査官又は入国警備官は、前項の調査のため必要があるときは、外国人その他の関

係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。

■第九条(上陸許可の証印) 

 入国審査官は、審査の結果、外国人が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合し

ていると認定したときは、当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。

２ 前項の場合において、第五条第一項第一号又は第二号の規定に該当するかどうかの認

定は、厚生労働大臣又は出入国在留管理庁長官の指定する医師の診断を経た後にしなけれ

ばならない。

３ 第一項の証印をする場合には、入国審査官は、当該外国人の在留資格及び在留期間を決

定し、旅券にその旨を明示しなければならない。ただし、当該外国人が第二十六条第一項の

規定により再入国の許可を受けている者又は第六十一条の二の十二第一項の規定により交

付を受けた難民旅行証明書を所持している者である場合は、この限りでない。

４ 入国審査官は、次の各号のいずれにも該当する外国人が第七条第一項に規定する上陸

のための条件に適合していると認定したときは、氏名、上陸年月日、上陸する出入国港その

他の法務省令で定める事項を上陸許可の証印に代わる記録のために用いられるファイルで

あつて法務省令で定める電子計算機に備えられたものに記録することができる。この場合

においては、第一項の規定にかかわらず、同項の証印をすることを要しない。

一 第八項の規定による登録を受けた者(同項第一号ハに該当するものとして登録を受けた

参考資料１ 

３ 法務大臣、出入国在留管理庁長官、入国審査官又は入国警備官は、第一項の調査について、

公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

(平一三法一三六・追加、平一六法七三・平二一法七九・平二六法七四・平二八法八八・平三〇
法一〇二・一部改正) 
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者にあつては、次条第一項又は第八項の規定により交付を受けた特定登録者カードを所持

している者に限る。)であること。
二 上陸の申請に際して、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情

報を提供していること。

５ 入国審査官は、次条第一項又は第八項の規定により交付を受けた特定登録者カードを

所持する外国人について前項の規定による記録をする場合には、当該外国人について短期

滞在の在留資格及び在留期間を決定し、当該特定登録者カードにその旨を明示しなければ

ならない。

６ 第一項の規定による上陸許可の証印又は第四項の規定による記録をする場合を除き、

入国審査官は、第十条の規定による口頭審理を行うため、当該外国人を特別審理官に引き渡

さなければならない。

７ 外国人は、第四節に特別の規定がある場合を除き、第一項、第十条第八項若しくは第十

一条第四項の規定による上陸許可の証印又は第四項の規定による記録を受けなければ上陸

してはならない。

８ 出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人で本邦に再び上陸する意図をもつて

出国しようとするものが、次の各号(特別永住者にあつては、第三号を除く。)のいずれにも
該当し、かつ、その上陸しようとする出入国港において第四項の規定による記録を受けるこ

とを希望するときは、法務省令で定めるところにより、その旨の登録をすることができる。

一 次のイからハまでのいずれかに該当する者であること。

イ 第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者

ロ 第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持してい

る者

ハ 次の(1)から(4)までのいずれにも該当する者
(１) 本邦に再び上陸するに当たり、本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄
に掲げる活動を行おうとする者であること(イに該当する者を除く。)。
(２) 第一項、第十条第八項若しくは第十一条第四項の規定による上陸許可の証印又は第四
項の規定による記録を受けた回数が、法務省令で定める回数以上であること。

(３) 過去に本邦からの退去を強制されたこと又は第五十五条の三第一項の規定による出
国命令により出国したことがないこと。

(４) その他出入国の公正な管理に必要なものとして法務省令で定める要件に該当する者
であること。

二 法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報を提供しているこ

と。

三 当該登録の時において、第五条第一項各号のいずれにも該当しないこと。

(昭二七法二六八・昭五六法八六・平元法七九・平一一法一六〇・平一三法一三六・平一六
法七三・平一八法四三・平二一法七九・平二六法七四・平三〇法一〇二・一部改正) 
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■第十二条(法務大臣の裁決の特例) 

 法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、

当該外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の上陸を特別に許可すること

ができる。

一 再入国の許可を受けているとき。

二 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に入つたものであるとき。

三 その他法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるとき。

２ 前項の許可は、前条第四項の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決とみな

す。

(昭二七法二六八・昭三七法一六一・平元法七九・平一七法六六・一部改正) 
■第十九条(活動の範囲) 

 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、

次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。

一 別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該在

留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又

は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の
法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動
二 別表第一の三の表及び四の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 収入を伴う事業

を運営する活動又は報酬を受ける活動

２ 出入国在留管理庁長官は、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省

令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない

範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行う

ことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可すること

ができる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、当該許可に必要な条件を付するこ

とができる。

３ 出入国在留管理庁長官は、前項の許可を受けている者が同項の規定に基づき付された

条件に違反した場合その他その者に引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認

める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。

４ 第十六条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けた外国人である乗員は、解雇

により乗員でなくなつても、本邦にある間は、引き続き乗員とみなす。

(昭二七法二六八・昭五六法八五・昭五六法八六・平元法七九・平二一法七九・平三〇法一
〇二・一部改正) 
■第二十条(在留資格の変更) 

 在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。以下
第三項まで及び次条において同じ。)の変更(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高
度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)を有する者については、法務
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大臣が指定する本邦の公私の機関の変更を含み、特定技能の在留資格を有する者について

は、法務大臣が指定する本邦の公私の機関又は特定産業分野の変更を含み、特定活動の在留

資格を有する者については、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を

含む。)を受けることができる。
２ 前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続

により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。ただし、永住者の在留

資格への変更を希望する場合は、第二十二条第一項の定めるところによらなければならな

い。

３ 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格

の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができ

る。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別

の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。

４ 法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、

当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入

国在留管理庁長官が、入国審査官に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置

をとらせることにより行うものとする。

一 当該許可に係る外国人が引き続き中長期在留者に該当し、又は新たに中長期在留者に

該当することとなるとき 当該外国人に対する在留カードの交付

二 前号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持している

とき 当該旅券への新たな在留資格及び在留期間の記載

三 第一号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持してい

ないとき 当該外国人に対する新たな在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書の

交付又は既に交付を受けている在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載

５ 第三項の規定による法務大臣の許可は、それぞれ前項各号に定める措置があつた時に、

その効力を生ずる。

６ 第二項の規定による申請があつた場合(三十日以下の在留期間を決定されている者から
申請があつた場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う
在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在

留期間の満了後も、当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過す

る日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在

留することができる。

(昭二七法二六八・昭五六法八五・平元法七九・平二一法七九・平二六法七四・平二八法八
九・平三〇法一〇二・一部改正) 
■第二十一条(在留期間の更新) 

 本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受

けることができる。
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２ 前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続

により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。

３ 前項の規定による申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書によ

り在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可する

ことができる。

４ 第二十条第四項及び第五項の規定は前項の規定による許可をする場合について、同条

第六項の規定は第二項の規定による申請があつた場合について、それぞれ準用する。この場

合において、同条第四項第二号及び第三号中「新たな在留資格及び在留期間」とあるのは、

「在留資格及び新たな在留期間」と読み替えるものとする。

(昭二七法二六八・昭五六法八五・平二一法七九・平三〇法一〇二・一部改正) 
■第二十二条(永住許可) 

 在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法

務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。

２ 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者

の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、

その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合にお

いては、次の各号に適合することを要しない。

一 素行が善良であること。

二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。

３ 法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、

当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入

国在留管理庁長官が、入国審査官に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させる

ことにより行うものとする。

４ 第二項の規定による法務大臣の許可は、前項の規定による在留カードの交付があつた

時に、その効力を生ずる。

(昭二七法二六八・昭五六法八五・平元法七九・平三法七一・平一一法一三四・平一七法六
六・平一八法四三・平二一法七九・平三〇法一〇二・一部改正) 

■第二十二条の二(在留資格の取得) 

 日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により前章に規定する上陸の手続を経る

ことなく本邦に在留することとなる外国人は、第二条の二第一項の規定にかかわらず、それ

ぞれ日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から六十日を限り、引き

続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる。

２ 前項に規定する外国人で同項の期間をこえて本邦に在留しようとするものは、日本の

国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から三十日以内に、法務省令で定め

るところにより、法務大臣に対し在留資格の取得を申請しなければならない。

■第二十二条(永住許可) 

 在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法

務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。

２ 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者

の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただ

し、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合

においては、次の各号に適合することを要しない。

一 素行が善良であること。

二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。

３ 法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官

に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、

出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付

させることにより行うものとする。

４ 第二項の規定による法務大臣の許可は、前項の規定による在留カードの交付があつた

時に、その効力を生ずる。

(昭二七法二六八・昭五六法八五・平元法七九・平三法七一・平一一法一三四・平一七法六
六・平一八法四三・平二一法七九・平三〇法一〇二・一部改正) 
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３ 第二十条第三項本文、第四項及び第五項の規定は、前項に規定する在留資格の取得の申

請(永住者の在留資格の取得の申請を除く。)の手続について準用する。この場合において、
同条第三項本文中「在留資格の変更」とあるのは、「在留資格の取得」と読み替えるものと

する。

４ 前条の規定は、第二項に規定する在留資格の取得の申請中永住者の在留資格の取得の

申請の手続に準用する。この場合において、同条第一項中「変更しよう」とあるのは「取得

しよう」と、「在留資格への変更」とあるのは「在留資格の取得」と読み替えるものとする。

(昭二七法一二六・追加、昭二七法二六八・昭五六法八五・平元法七九・平二一法七九・平
三〇法一〇二・一部改正) 
第二十二条の三 前条第二項から第四項までの規定は、第十八条の二第一項に規定する一

時庇ひ護のための上陸の許可を受けた外国人で別表第一又は別表第二の上欄の在留資格の

いずれかをもつて在留しようとするものに準用する。この場合において、前条第二項中「日

本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から三十日以内」とあるのは、

「当該上陸の許可に係る上陸期間内」と読み替えるものとする。

(昭五六法八六・追加、平元法七九・一部改正) 
■第二十二条の四(在留資格の取消し) 

 法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第
六十一条の二第一項の難民の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げるい
ずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在

留資格を取り消すことができる。

一 偽りその他不正の手段により、当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しな

いものとして、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印(第九条第四項の規定に
よる記録を含む。次号において同じ。)又は許可を受けたこと。
二 前号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第一
節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに
限る。)又はこの節の規定による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをい
うものとする。以下この項において同じ。)を受けたこと。
三 前二号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図画の
提出又は提示により交付を受けた在留資格認定証明書及び不実の記載のある文書又は図画

の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許
可の証印等を受けたこと。

四 偽りその他不正の手段により、第五十条第一項又は第六十一条の二の二第二項の規定

による許可を受けたこと(当該許可の後、これらの規定による許可又は上陸許可の証印等を
受けた場合を除く。)。
五 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に

掲げる活動を行つておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること(正
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当な理由がある場合を除く。)。
六 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に

掲げる活動を継続して三月(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の
下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者にあつては、六月)以上行わないで在留
していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除
く。)。
七 日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別
養子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子をいう。
以下同じ。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限
る。)をもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有す
る者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分
を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有す
る者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで
在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
八 前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可、この節の規定

による許可又は第五十条第一項若しくは第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受

けて、新たに中長期在留者となつた者が、当該上陸許可の証印又は許可を受けた日から九十

日以内に、出入国在留管理庁長官に、住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき
正当な理由がある場合を除く。)。
九 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に届け出た住居地から退去した場合において、

当該退去の日から九十日以内に、出入国在留管理庁長官に、新住居地の届出をしないこと

(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
十 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に、虚偽の住居地を届け出たこと。

２ 法務大臣は、前項の規定による在留資格の取消しをしようとするときは、その指定する

入国審査官に、当該外国人の意見を聴取させなければならない。

３ 法務大臣は、前項の意見の聴取をさせるときは、あらかじめ、意見の聴取の期日及び場

所並びに取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を当該外国人に送達しなけれ

ばならない。ただし、急速を要するときは、当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は

入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる。

４ 当該外国人又はその者の代理人は、前項の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提

出することができる。

５ 法務大臣は、当該外国人が正当な理由がなくて第二項の意見の聴取に応じないときは、

同項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで、第一項の規定による在留資格の取消し

をすることができる。

６ 在留資格の取消しは、法務大臣が在留資格取消通知書を送達して行う。

７ 法務大臣は、第一項(第一号及び第二号を除く。)の規定により在留資格を取り消す場合
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には、三十日を超えない範囲内で当該外国人が出国するために必要な期間を指定するもの

とする。ただし、同項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消す場合に
おいて、当該外国人が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合は、この限りでない。

８ 法務大臣は、前項本文の規定により期間を指定する場合には、法務省令で定めるところ

により、当該外国人に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付すること

ができる。

９ 法務大臣は、第六項に規定する在留資格取消通知書に第七項本文の規定により指定さ

れた期間及び前項の規定により付された条件を記載しなければならない。

(平一六法七三・追加、平一八法四三・平二一法七九・平二六法七四・平二八法八八・平三
〇法一〇二・一部改正) 
■第二十六条(再入国の許可) 

 出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人(仮上陸の許可を受けている者及び第十
四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けている者を除く。)がその在留期間(在留
期間の定めのない者にあつては、本邦に在留し得る期間)の満了の日以前に本邦に再び入国
する意図をもつて出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に

基づき、再入国の許可を与えることができる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、

その者の申請に基づき、相当と認めるときは、当該許可を数次再入国の許可とすることがで

きる。

２ 出入国在留管理庁長官は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る

外国人が旅券を所持しているときは旅券に再入国の許可の証印をさせ、旅券を所持してい

ない場合で国籍を有しないことその他の事由で旅券を取得することができないときは、法

務省令で定めるところにより、再入国許可書を交付させるものとする。この場合において、

その許可は、当該証印又は再入国許可書に記載された日からその効力を生ずる。

３ 出入国在留管理庁長官は、再入国の許可を与える場合には、当該許可が効力を生ずるも

のとされた日から五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。

４ 出入国在留管理庁長官は、再入国の許可を受けている外国人から、法務大臣に対する第

二十条第二項又は第二十一条第二項の規定による申請があつた場合において、相当と認め

るときは、当該外国人が第二十条第六項の規定により在留できる期間の終了の時まで、当該

許可の有効期間を延長することができる。

５ 出入国在留管理庁長官は、再入国の許可を受けて出国した者について、当該許可の有効

期間内に再入国することができない相当の理由があると認めるときは、その者の申請に基

づき、一年を超えず、かつ、当該許可が効力を生じた日から六年を超えない範囲内で、当該

許可の有効期間の延長の許可をすることができる。

６ 前項の許可は、旅券又は再入国許可書にその旨を記載して行うものとし、その事務は、

日本国領事官等に委任するものとする。

７ 出入国在留管理庁長官は、再入国の許可を受けている外国人に対し、引き続き当該許可
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を与えておくことが適当でないと認める場合には、その者が本邦にある間において、当該許

可を取り消すことができる。

８ 第二項の規定により交付される再入国許可書は、当該再入国許可書に係る再入国の許

可に基づき本邦に入国する場合に限り、旅券とみなす。

(昭五六法八五・全改、平一一法一三五・平二一法七九・平三〇法一〇二・一部改正) 
■第五十条(法務大臣の裁決の特例) 

 法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、

当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可すること

ができる。

一 永住許可を受けているとき。

二 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。

三 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。

四 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。

２ 前項の場合には、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、在留資格及び在留期間

を決定し、その他必要と認める条件を付することができる。

３ 法務大臣が第一項の規定による許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)をする場合に
おいて、当該外国人が中長期在留者となるときは、出入国在留管理庁長官は、入国審査官に、

当該外国人に対し、在留カードを交付させるものとする。

４ 第一項の許可は、前条第四項の規定の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁

決とみなす。

(昭二七法二六八・昭三七法一六一・平一七法六六・平二一法七九・平三〇法一〇二・一部
改正) 
■第六十一条の二の十一(難民に関する永住許可の特則) 

 難民の認定を受けている者から第二十二条第一項の永住許可の申請があつた場合には、

法務大臣は、同条第二項本文の規定にかかわらず、その者が同項第二号に適合しないときで

あつても、これを許可することができる。

(昭五六法八六・追加、平一六法七三・旧第六十一条の二の五繰下) 
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豊島区の外国籍居住者状況 

■豊島区国民健康保険に加入している外国人の主な在留資格（令和元年 11月末現在）

「留学」11,950人
「永住者」1,693人
「家族滞在」1,675人
「技術・人文知識・国際業務」1,434人
「特定活動」735人
「技能」702人
「定住者」553人

■平成 30年度照会実績

国民健康保険課  ９件

税務課      ０件（29年度に１件）
高齢者医療年金課 ０件

介護保険課    ０件

参考資料４ 
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資料２

10 契約締結予定日 　本審議会承認後とする

7 情報の保護 　別紙１「特記事項」のとおり（変更した条項　別表『７「情報の保護」の項目』のとおり）

8 審議する対象範囲

　別紙２「委託・流れ図」のうち、次の範囲である。

1　区から受託事業者へ個人情報を提供する際の取り扱い
2　受託事業者が楽器査定に必要な対象者の個人情報を収集する際の取扱い
3　楽器査定業者（再委託先）が区および受託事業者に対し楽器査定の結果を提供する際の
　 個人情報の取扱い
4　区が提供又は受託事業者が収集した個人情報を廃棄・消去する際の取扱い

9 委託先 　チ－ムラボセールス株式会社　・　株式会社マーケットエンタープライズ（再委託先）

5 諮問理由 　新規事業であり、一括承認基準に該当がないため

6 取り扱う個人情報 　別表のとおり

4 過去の類似案件 　　該当なし

　　類型なし

2 業務の内容

　本業務はふるさと納税を活用した楽器寄附の実施委託である。

1 内  容

　豊島区立小・中学校での、老朽化などによる楽器不足を解消するため、イン
ターネットを通じて事業者の運営するふるさと納税制度を活用した楽器寄附専用
サイトより、全国の楽器所有者が所有している休眠楽器の寄附を募る。
楽器は、専門事業者により査定され、寄附者が買取額（寄附額）に合意した場
合、楽器は区に物納され、寄附者は買取額に応じて税額控除を受けることができ
る。

2 該当者等
・楽器寄附を希望する豊島区立小・中学校の児童・生徒
・ふるさと納税による楽器の寄附を希望する者

3 委託理由

　三重県いなべ市等で既に利用されている「楽器寄附ふるさと納税」サイトの運
営事業者へ本業務を委託することで、インターネットによる楽器寄附の募集か
ら、専門知識を要する楽器の査定、ふるさと納税手続のしくみを活用することが
でき、効率的な運用が可能となるため。

4 効  果

別表のとおり

3 一括承認基準の
　該当の有無

類　　　型 個人情報の項目

　吹奏楽部で使用する楽器は、安価なもので５万円程度から、高価なものになる
と５０万円以上する品物もある。休眠楽器の寄附を受けることで、楽器購入予算
の節減が見込めるほか、子どもたちに物に対する感謝の気持ちを育ませることが
できる。
　また、手続きはインターネットを通して行うため、迅速に行うことができ、ふ
るさと納税制度の対象となるため、寄附者にとっても利便性が高い。

諮問資料（業務委託）

令和2年1月30日

学務課

1 件　　名 　楽器寄附ふるさと納税の委託に係る措置
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別表
6 「取り扱う個人情報」の項目

②学校名

①肖像写真（本人及び保護者から掲載に同意を
得た生徒）

1 区が収集して事業者に提供する情報 理　　　由

　小・中学校で楽器寄附を募るにあたり、児童・生徒の
写真掲載が効果的であるため。

　楽器査定において、専門業者に委託する必要があるた
め、再委託の「禁止」から「制限」とした。

第2条　取り扱う個人情報の範囲等
 （1）受託業務の処理のために甲から提供される
     次の個人情報
 （2）受託業務の処理のために収集する次の個人
　　 情報

別紙１「特記事項」のうち修正した条項

変更した理由変更した条項

第7条　再委託の制限

　特定される範囲の内容を明らかにした。

  6「取り扱う個人情報」のとおり

7 「情報の保護」の項目

理　　　由2 事業者が必要に応じて収集する情報

①寄附者の住所

⑤寄附者の運転免許証、健康保険証、住民票等
の公的機関が発行する身分証明書

④寄附者の電子メールアドレス

③寄附者の電話番号

②寄附者の氏名
　寄附楽器の査定にあたり必要となるため

　古物営業法(※)に基づく本人確認に必要となるため

（※）古物営業法　(昭和二十四年五月二十八日)　(法律第百八号)
第15条(確認等及び申告)
　古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認する
ため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
一　相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。
二　相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。
以下省略…

第8条　複写又は複製の制限
　業務処理上、必要であると認められるため、ただし書
の規定を設けて、複写又は 複製を「禁止」から 「制
限」とした。

第10条　資料等の返還義務
　業務処理上、返還が困難である場合が認められるた
め、ただし書きの規定を設けた。
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個人情報 特記事項 

（基本的責務） 

第１条 楽器寄附ふるさと納税実施委託業務の受託事業者（以下「乙」という。）は、個人

情報の保護に関する豊島区（以下「甲」という。）の施策に協力するとともに、個人情報

の保護の重要性を認識し、受託業務の処理に当たって個人情報を取り扱うときは、個人

の権利利益を害することのないよう最大限配慮し、本個人情報特記事項を遵守しなけれ

ばならない。 

（取り扱う個人情報の範囲等） 

第２条 乙は、受託業務の処理に当たっては、次に掲げる個人情報に限り取り扱うことが

できるものとし、当該個人情報以外の個人情報の収集、保有、使用その他の取扱いをし

てはならない。 

 (1) 受託業務の処理のために甲から提供される次の個人情報

ア 肖像写真（本人及び保護者から掲載に同意を得た児童・生徒）

  イ 学校名   

(2) 受託業務の処理のために収集する次の個人情報 

  ア 寄附者の住所 

  イ 寄附者の氏名 

  ウ 寄附者の電話番号 

  エ 寄附者の電子メールアドレス 

  オ 寄附者の運転免許証、健康保険証、住民票等の公的機関が発行する身分証明書 

２ 乙は、受託業務に係る個人情報を取り扱う作業責任者及び作業従事者の氏名を、あら 

かじめ甲に報告しなくてはならない。変更するときも、同様とする。

（受託業務に従事する者の義務） 

第３条 受託業務に従事している者又は従事していた者は、受託業務に関して知り得た個

人情報を漏らし、又は不当な目的のために使用してはならない。受託業務終了後も同様

とする。 

（セキュリティ対策の整備義務）

第４条 乙は、取り扱う個人情報の安全確保を図るための管理体制を整備しなければなら

ない。

２ 乙は、受託業務に従事している者に対して、個人情報保護及び情報セキュリティに関

する研修又は教育を実施しなければならない。 

別紙１ 
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（目的外利用の禁止） 

第５条 乙は、第２条第１項各号に掲げる個人情報（以下「取り扱う個人情報」という。）

を受託業務の目的以外の目的で利用してはならない。

（外部提供の禁止）

第６条 乙は、取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。

（再委託の制限） 

第７条 乙は、受託業務の処理を第三者に再委託してはならない。ただし、受託業務の 

処理上必要であると認められる場合において、甲の承認を受けたときは、受託業務の一

部を再委託できるものとする。 

２ 乙は、前項ただし書の承認を受けようとするときは、再委託先の名称、再委託する理 

由、再委託して処理する内容、再委託において取り扱う情報、再委託先における安全性

及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上

で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を甲に申請し、その承認を得なければな

らない。 

３ 前項の場合、乙は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲 

に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 

４ 乙は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続き方法につ

いて具体的に規定しなければならない。 

５ 乙は、再委託先に対して本委託業務を委託した場合は、その履行状況を監督するとと

もに、甲の求めに応じて、監督の状況を甲に対して適宜報告しなければならない。 

（複写又は複製の制限） 

第８条 乙は、取り扱う個人情報を複写又は複製してはならない。ただし、受託業務の処 

理上必要であると認められる場合において、甲の承認を受けたときは、この限りでない。 

２ 乙は、前項ただし書の規定により複写又は複製したときは、受託業務終了後直ちに当

該複写又は複製したものが第三者の利用に供されることがないよう、物理的な破壊その

他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。 

３ 乙は、個人情報の消去又は廃棄に際し甲から立会いを求められた場合は、これに応じ 

なければならない。 

４ 乙は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及 

びその内容を記録し、書面により甲に報告しなければならない。 

（持ち出しの禁止）

第９条 乙は、取り扱う個人情報を事業所内から持ち出しをしてはならない。
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（資料等の返還義務） 

第１０条 乙は、受託業務が終了したときは、取り扱う個人情報が記録された資料等を、 

速やかに、甲に返還しなければならない。ただし、資料等の返還が困難であると認めら

れる場合において、甲の承認を受けたときは、当該資料等を廃棄できるものとする。 

２ 乙は、前項ただし書の規定により廃棄するときは、当該資料等が第三者の利用に供 

されることがないよう、物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必

要な措置を講じなければならない。 

３ 乙は、個人情報の消去又は廃棄に際し甲から立会いを求められた場合は、これに応じ

なければならない。 

４ 乙は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及

びその内容を記録し、書面により甲に報告しなければならない。 

（個人情報の取扱状況の報告）

第１１条 乙は、契約履行中において、個人情報の取扱いの遵守状況について「個人情報

特記事項の遵守に関する報告書」により甲に報告しなければならない。

（監督に応じる義務）

第１２条 甲は、委託業務の処理において、取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう、

乙に対する必要かつ適切な監督を行うものとし、乙はこれに応じなければならない。

（施設等の立入検査又は調査に応じる義務）

第１３条 甲は、個人情報の保護のため必要があるときは、委託業務を処理する施設等の

立入検査及び調査を行うことができるものとし、乙はこれに応じなければならない。

（監査に応じる義務）

第１４条 甲は、委託業務の処理に関し、必要に応じて監査を行うことができるものとし、

乙はこれに応じなければならない。

（事故発生時の対応）

第１５条 乙は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事

故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報

の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を報告し、甲の指示に従わなければならな

い。

２ 乙は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、甲その他の関係者との連絡、

証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、

緊急時対応計画を定めなければならない。

３ 甲は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて

当該事故に関する情報を公表することができる。
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（契約解除）

第１６条 第２条から前条までの規定に違反する行為があったときは、甲は契約を解除す

ることができる。

２ 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、

その損害の賠償を請求することはできない。

（損害賠償）

第１７条 第２条から第１５条までの規定に違反する行為によって、甲が損害を受けたと

きは、乙はその損害を賠償しなければならない。受託業務が終了した後も同様とする。

（罰則） 

第１８条 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豊島区個人情報

等の保護に関する条例（平成１２年豊島区条例第３号。以下｢条例｣という。）第２条第１

項第４号アに係る個人情報ファイルを提供したときは、条例第４６条又は第４８条の規

定に基づき、次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号の刑に処せられる。 

(1) 受託業務に従事している者又は従事していた者  

２年以下の懲役又は１００万円以下の罰金 

(2) 業務を受託した法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含

む。以下同じ。）又は人  

１００万円以下の罰金 

第１９条 受託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、条例第４７条又は第４８条の規定に基づき、

次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号の刑に処せられる。

(1) 受託業務に従事している者又は従事していた者 

 １年以下の懲役又は５０万円以下の罰金  

(2) 業務を受託した法人又は人 

 ５０万円以下の罰金 
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今回諮問事項

(1)区から受託事業者へ個人情報を提供する際の取扱い

(2)受託事業者が楽器査定に必要な対象者の個人情報を収集する際の取扱い

(3)楽器査定業者（再委託先）が区および受託事業者に対し楽器査定の結果を提供

　 する際の個人情報の取扱い

(4)区が提供又は受託者が収集した個人情報を廃棄・消去する際の取扱い

1 楽器登録・掲載フロー（専用ＷＥＢサイト）

2 楽器寄附実行フロー（専用WEBサイト）

楽器寄附ふるさと納税実施委託の流れ

区
受託事業者
㈱ﾁｰﾑﾗﾎﾞｾｰﾙｽ

豊島区立小・中学校
児童・生徒

学校名 児童・生徒写真

寄附を希望する楽器

委託契約
(1)個人情報の提供

ホームページ

「楽器寄附ふるさと納税」

に個人情報掲載
個人情報の提供

別紙２

寄附確定後
(4)提供した個人情報の廃棄・消
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楽器寄附ふるさと納税の実施について 

楽器寄附ふるさと納税とは、全国に眠る使われなくなった不用楽器を、学校及び音楽団体等

へ自治体を通じて寄附いただき、その寄附楽器の査定価格が税金控除される「ふるさと納税制

度」を活用した新しい納税スタイル。 

寄附いただいた楽器が、子どもたちの感謝の気持ちを創造し、笑顔あふれるまちづくりの活

性化を図るものであり、「ふるさと納税制度」本来の目的も捉えた取り組みである。 

１． 概要 

（１）楽器寄附ふるさと納税の流れ 

寄附者が専用ＷＥＢサイト（チームラボ作成）を使い、自治体に楽器を寄附する。 

寄附者は楽器査定事業者による楽器の査定を受け、楽器査定額から２，０００円を控除した

額が寄附者の住民税より控除される。（ワンストップ特例を利用した場合） 

なお、豊島区民も楽器寄附ふるさと納税の制度を利用し、楽器を寄附することが可能。 

インターネット検索 ⇒ 楽器寄附ふるさと納税  

          ⇒ https://www.gakki-kifu.jp/ 

▼フロー図

（２）他自治体の状況 

平成３０年１０月１日、三重県いなべ市が制度開始。

令和２年１月１日現在、６自治体が参加。

（北海道東神楽町、埼玉県北本市、青森県富谷市、愛知県日進市、長崎県松浦市） 

（３）経費 

初年度経費 ４０７，０００円（令和２年度新規事業） 

参加登録料６６，０００円、年間サービス料１１０，０００円、 

寄附関連手数料２３１，０００円 

（ホームページ掲載件数最大２５件 楽器納品件数最大８件） 

※ホームページ掲載費用のほか、楽器査定、納品にかかる費用を含む。 

参考資料 
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資料３

諮問資料（電算処理）

令和2年1月30日

学務課

1 件　　名 　区立小学校の入退室管理システムによる個人情報の電算処理

2 業務の概要

1 内　容

　児童の登下校の状況をメールにより保護者へ知らせるため、学童クラブ
で既に導入している入退室管理システムを全区立小学校に導入する。保護
者へメール送信を行えるよう保護者のメールアドレス等個人情報を電算管
理する。

2 対象者等
　全区立小学校１年から３年生の児童・保護者
（令和元年12/1現在 来年度の小学校１～3年生　予想児童数2,725人（1～3
年の学童クラブ利用者を除く））

3 理　由

　昨今多発する学校周辺での不審者等の犯罪や児童関連事故に拠る保護者
の不安への対策として、学校の入退室についてシステムによる自動連絡機
能を設けることで、保護者の安心感を高め、児童の事故等の緊急時におけ
る初動対応の迅速性を実現するため。（子どもが無事学校に着いたこと、
また何時に学校を出たのに帰宅が遅い等が一目でわかるため）

3 一括承認基準の該当
　の有無

類　　　型
事　　　例   

業　　務 個人情報の項目

　類型なし 　該当なし

学校入退室システムを運用する際の基
礎情報として必要なため。また児童の
持つ入退室管理用カード等を保護者に
送付する必要があるため

7 電算処理する時期
　及び期間

　本審議会の承認後とする。

4 過去の類似案件
  学童クラブの入退室管理システムによる個人情報の電算処理
　（H２９年２月１日２８答申第１４号）

5 諮問理由 　本業務は新たな個人情報の電算処理であるため

6 取り扱う個人情報

電算処理するもの 理　　　由

①児童氏名（ふりがな表記を含む） ② 在籍学校
名・学年　③ 保護者の携帯電話等のメールアドレ
ス
④保護者氏名（ふりがな表記を含む）⑤住所
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資料４

諮問資料（業務委託）
令和2年1月30日

学務課

1 件　　名   区立小学校の入退室管理システム運営の委託に係る措置

2 業務の内容

　本業務は、区立小学校の入退室管理システムの導入及び運営を委託するものである。

1 内  容

　児童が小学校に入退室する際、事前に配付された個人認証データが内在したIC
タグ等を所持して校門に設置されたゲートを通過すると、センサーが感応して連
絡用メール（入退室状況）が事前登録してある保護者の携帯電話等メールアドレ
ス宛に自動送信するシステムを導入し、これに伴う運営業務を委託する。
・システム導入作業
・学校教職員等への業務研修
・保護者へのシステム導入案内（メールアドレス登録の案内通知等）
・保護者がシステムにメールアドレスを登録する際の個別操作案内

2 該当者等
　全区立小学校１年から３年生の児童・保護者
（令和元年12/1現在 来年度の小学校１～3年生　予想児童数2,725人（1～3年の学
童クラブ利用者を除く））

3 委託理由
　民間事業者の活用により、学校教職員等への業務研修、電話での保護者への操
作案内など専門性のあるスタッフにより適切な運営を行える。

4 効  果

　昨今多発する学校周辺での不審者等犯罪や児童関連事故に拠る保護者の不安へ
の対策として、各小学校への児童の入退室についてシステムによる自動連絡機能
を設けることで、保護者の安心感を高め、児童の事故等の緊急時における初動対
応の迅速性を実現できる。

　該当なし

5 諮問理由 　本業務は、新規事業であり一括承認基準の類型に該当していないため

6 取り扱う個人情報 　別表『6「取り扱う個人情報」の項目』のとおり

4 過去の類似案件
　学童クラブの入退室管理システム運営の委託に係る措置
  （平成２９年２月１日２８答申第１５号）

3 一括承認基準の
　該当の有無

　 個人情報の項目

　該当なし

10 契約締結予定日 　本審議会承認後とする

7 情報の保護
　別紙1「特記事項」のとおり
（変更した条項　別表『7「情報の保護」の項目』のとおり）

8 審議する対象範囲

　別紙2「業務委託の流れ図」のうち、次の範囲である。
① 受託事業者が、対象者に関する個人情報を収集する際の取扱い
② 受託事業者が、対象者から収集した個人情報を管理する際の取扱い
③ 受託事業者が、収集した個人情報を活用して対象者にサービスを提供する際の取扱い
④ 受託事業者と豊島区が、個人情報のやり取りをする際の取扱い

9 委託先 　業者指定による随意契約で選定する
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別表

別紙１「特記事項」のうち変更した条項

第4条  セキュリティ対策の整備義務
　受託業務の電算処理をするために、特別条項を
加え、セキュリティ対策の管理義務を強化した。

6 「取り扱う個人情報」の項目

1 区が収集して事業者に提供する情報 理　　　由

2 事業者が必要に応じて収集する情報 理　　　由

① 児童氏名（ふりがな表記を含む）

② 在籍小学校名および学年
　学校入退室システムを運用する際の基礎情報と
して必要なため

第2条　取り扱う個人情報の範囲等
　特定される範囲の内容を明らかにした。
  6「取り扱う個人情報」のとおり

② 保護者氏名（ふりがな表記を含む）

③ 住所

7 「情報の保護」の項目

変更した条項 変更した理由

　学校入退室システムを運用する際の基礎情報と
して必要なため。また児童の持つ入退室管理用
カード等を保護者に送付する必要があるため

① 保護者の携帯電話等のメールアドレス

第10条　資料等の返還義務
　業務処理上、返還が困難である場合が認められ
るため、ただし書きの規定を設けた。

第7条　再委託の制限
　委託事業者によっては事業の一部を再委託する
可能性があるため、再委託の「禁止」から「制
限」とした。

第8条　複写又は複製の制限
　電子データのバックアップ上、必要であると認
められるため、ただし書の規定を設けて、複写又
は 複製を「禁止」から 「制限」とした。
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別紙１

特 記 事 項

 （基本的責務）

第１条 区立小学校入退室管理システム運用の受託事業者（以下「乙」という。）は、個人情報

の保護に関する豊島区（以下「甲」という。）の施策に協力するとともに、個人情報の保護の

重要性を認識し、受託業務の処理に当たって個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を害

することのないよう最大限の配慮し、本個人情報特記事項を遵守しなければならない。

（取り扱う個人情報の範囲等）

第２条 乙は、受託業務の処理に当たっては、次に掲げる個人情報に限り取り扱うことができる

ものとし、当該個人情報以外の個人情報の収集、保有、使用その他の取扱いをしてはならな

い。

 （１）受託業務の処理のために甲から提供される次の個人情報

ア 児童氏名（ふりがな表記を含む）

  イ 在籍小学校名および学年

 （２）受託業務処理のために収集する次の個人情報

  ア 保護者の携帯電話等のメールアドレス

  イ 保護者氏名（ふりがな表記を含む）

ウ 住所 

２ 乙は、受託業務に係る個人情報を取り扱う作業責任者及び作業従事者の氏名を、あらかじ

め甲に報告しなくてはならない。変更するときも、同様とする。

 （受託業務に従事する者の義務）

第３条 受託業務に従事している者又は従事していた者は、受託業務に関して知り得た個人情報

を漏らし、又は不当な目的のために使用してはならない。受託業務終了後も同様とする。

（セキュリティ対策の整備義務）

第４条 乙は、取り扱う個人情報の安全確保を図るための管理体制を整備しなければならない。

  特に、受託業務を電算処理する場合は、不正アクセスやコンピュータウイルス等による個人

情報の盗用、破壊、漏えい、改ざん等に対する防御対策を講じなければならない。

 ２ 乙は、受託業務に従事している者に対して、個人情報保護及び情報セキュリティに関する

研修又は教育を実施しなければならない。

 （目的外使用の禁止）

第５条 乙は、第２条第１項各号に掲げる個人情報（以下「取り扱う個人情報」という。）を受

託業務の目的以外の目的に使用してはならない。

（外部提供の禁止） 

第６条 乙は、取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。 
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（再委託の制限）

第７条 乙は、受託業務の処理を第三者に再委託してはならない。ただし、受託業務の処理上

必要であると認められる場合において、甲の承認を受けたときは、受託業務の一部を再委託  

できるものとする。

２ 乙は、前項ただし書の承認を受けようとするときは、再委託先の名称、再委託する理由、再委

託して処理する内容、再委託において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確

保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着手前に、

書面により再委託する旨を甲に申請し、その承認を得なければならない。

３ 前項の場合、乙は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対し

て、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。

４ 乙は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続き方法について具

体的に規定しなければならない。

５ 乙は、再委託先に対して本委託業務を委託した場合は、その履行状況を監督するとともに、

甲の求めに応じて、監督の状況を甲に対して適宜報告しなければならない。

（複写又は複製の制限）

第８条 乙は、取り扱う個人情報を複写又は複製してはならない。ただし、受託業務の処理上必

要であると認められる場合において、甲の承認を受けたときは、この限りでない。

２ 乙は、前項ただし書の規定により複写又は複製したときは、受託業務終了後直ちに当該複写

又は複製したものが第三者の利用に供されることがないよう、物理的な破壊その他当該個人情

報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。

３ 乙は、個人情報の消去又は廃棄に際し甲から立会いを求められた場合は、これに応じなけれ

ばならない。

４ 乙は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及びその

内容を記録し、書面により甲に報告しなければならない。

（持ち出しの禁止）

第９条 乙は、取り扱う個人情報を事業所内から持ち出しをしてはならない。

（資料等の返還義務）

第１０条 乙は、受託業務が終了したときは、取り扱う個人情報が記録された資料等を、速や

かに、甲に返還しなければならない。ただし、資料等の返還が困難であると認められる場合

において、甲の承認を受けたときは、当該資料等を廃棄できるものとする。

２ 乙は、前項ただし書の規定により廃棄するときは、当該資料等が第三者の利用に供されるこ

とがないよう、物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じな

ければならない。

３ 乙は、個人情報の消去又は廃棄に際し甲から立会いを求められた場合は、これに応じな

ければならない。

４ 乙は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及びその

内容を記録し、書面により甲に報告しなければならない。
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（個人情報の取扱状況の報告）

第１１条 乙は、契約履行中において、個人情報の取扱いの遵守状況について「個人情報特記事

項の遵守に関する報告書」により甲に報告しなければならない。

（監督に応じる義務）

第１２条 甲は、委託業務の処理において、取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう、乙に

対する必要かつ適切な監督を行うものとし、乙はこれに応じなければならない。

（施設等の立入検査又は調査に応じる義務）

第１３条 甲は、個人情報の保護のため必要があるときは、委託業務を処理する施設等の立入検

査及び調査を行うことができるものとし、乙はこれに応じなければならない。

（監査に応じる義務）

第１４条 甲は、委託業務の処理に関し、必要に応じて監査を行うことができるものとし、乙は

これに応じなければならない。

（事故発生時の対応）

第１５条 乙は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発

生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件

数、事故の発生場所、発生状況等を報告し、甲の指示に従わなければならない。

２ 乙は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠

保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計

画を定めなければならない。

３ 甲は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事

故に関する情報を公表することができる。

（契約解除）

第１６条 第２条から前条までの規定に違反する行為があったときは、甲は契約を解除すること

ができる。

２ 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、その

損害の賠償を請求することはできない。

（損害賠償）

第１７条 第２条から第１５条までの規定に違反する行為によって、甲が損害を受けたとき

は、乙はその損害を賠償しなければならない。受託業務が終了した後も同様とする。

（罰 則） 

第１８条 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豊島区個人情報等の保

護に関する条例（平成１２年豊島区条例第３号。以下｢条例｣という。）第２条第１項第４号ア

に係る個人情報ファイルを提供したときは、条例第４６条又は第４８条の規定に基づき、次の

各号に掲げるものは、それぞれ当該各号の刑に処せられる。 

(1) 受託業務に従事している者又は従事していた者  
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２年以下の懲役又は１００万円以下の罰金 

(2) 業務を受託した法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以

下同じ。）又は人  

１００万円以下の罰金 

第１９条 受託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、条例第４７条又は第４８条の規定に基づき、次の各号

に掲げるものは、それぞれ当該各号の刑に処せられる。

(1) 受託業務に従事している者又は従事していた者 

 １年以下の懲役又は５０万円以下の罰金  

(2) 業務を受託した法人又は人 

 ５０万円以下の罰金 
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　① 受託事業者が、対象者に関する個人情報を収集する際の取扱い

　② 受託事業者が、対象者から収集した個人情報を管理する際の取扱い

　③ 受託事業者が、収集した個人情報を活用して対象者にサービスを提供する際の取扱い

　④ 受託事業者と豊島区が個人情報のやり取りをする際の取扱い

今回諮問事項

【入退室管理システム個人情報取り扱の流れ】

①受託事業者による案内で、保護者が連絡先メールアドレス等を

自身で登録する。

②登録された個人情報は、受託事業者のサーバーに保管され、登

録取り消し後は削除される。

③児童が学校における入退室の際に自動的に受託事業者のシス

テムよりメールが保護者の登録メールアドレスに送付され、入退室

情報を確認できる。

小学校入退室管理システム業務委託の流れ

区立小学校（22ヵ所）

受託事業者サーバー

保護者

①

②

③

受託事業

入退室児童

④

◎学校の入退室時、 ICタグ等を所有している児童が校門に設置さ
れたセンサーの前を通過すると、登録してある保護者のメールアドレ

スに報告メールが自動送信される。

④

③ ④

別
紙
２
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