
諮問書 
 

佐市総第３３３号 
平成１７年６月３日 

 
佐賀市個人情報保護審査会 
会 長  村 上 英 明  様 
 

佐賀市長 木 下 敏 之 
 
 
 佐賀市個人情報保護条例（以下「条例」という。）第８条第１項第５号の規定により，下

記のとおり貴審査会の意見を求めます。 
 
 

記 
 
 
１ 目的外利用等が例外的にできる場合の類型について（条例第８条第１項第５号の規定

に基づく諮問事案） 
  別紙２（類型番号８）のとおり 



類型の諮問理由 
 
 市民の意向，動向を市政に反映することを目的とし，各実施機関において市民アンケー

ト調査や市民説明会，実態調査等（以下「当該業務」という。）が実施されているが，調査

票や案内状の送付の際には，そのほとんどが住民基本台帳に記録された個人情報（氏名，

住所，性別，生年月日等）から必要な情報を抽出し，これを利用している。 
 
 個人情報保護条例の施行以来，住民基本台帳に記録されている個人情報を当該業務に係

る調査票等を送付するために利用することについては，「個人情報保護事務の手引き」に記

載されている下記の理由に基づき，個人情報保護制度における収集の目的の範囲内である

と解してきた。 
 
（住民基本台帳について） 
 住民基本台帳制度は，住民の住所の変更に関する届出等を統合簡素化し，住民の利便を増進するとと

もに，住民に関する事務（居住関係の公証，選挙人名簿の登録，住民税の賦課徴収，国民健康保険，国

民年金，児童手当等）の基礎とし，住民に関する記録を正確かつ統一的に行い，行政の合理化に資するこ

とを目的としている。 
 したがって，市の各課又は室等がそれぞれの事務処理のために住民票に記載されている個人情報を利用す

ることは，個人情報保護制度における収集の目的の範囲内での利用といえるものであり，目的外利用にはあ

たらない。 
 
 しかしながら，当該業務については，一定の公益性が認められるものの，上に示した「住

民に関する事務」の範疇に含まれるかどうかの疑義が生じた。 
 
よって，市民の意向を市政に反映させることを目的として当該業務のために住民基本台

帳に記録された情報から個人情報を抽出し，利用する場合について改めて諮問を行うもの

である。 
 
本来であれば，各個人情報取扱事務それぞれについて，条例第８条第１項第５号に基づ

き，個人情報保護審査会へその可否についての諮問をすべきであるが，内容的に類型的な

ものが考えられるため，類型化を図りたい。 
 
（住民基本台帳の記録事項） 
氏名，生年月日，性別，続柄，本籍，住民となった日，従前の住所，選挙員名簿登録状況，国民健康保

険被保険者資格の有無，介護保険被保険者資格の有無，国民年金被保険者資格の有無，児童手当受

給状況，住民票コード 

別紙１ 



○目的外利用等が例外的にできる場合の類型（個人情報保護条例第８条第１項第５号関係） 

類型 

番号 
類        型 利用・提供する理由 

１  捜査機関，裁判所及び弁護士会等の公共

的職責を担う機関等が，法令等に基づいて

行う，捜査，調査，照会等に対し，回答等

をする場合。 

 ただし，当該個人情報を利用する目的に

公益性がある場合又は実施機関から提供

を受けなければ当該目的を達成すること

が困難な場合であり，かつ，提供する個人

情報の内容，当該目的その他の事情からみ

て本人の権利及び利益を著しく侵害する

おそれがない場合に限る。 

 強制力はないが法律の規定に基づく照会であり，

公共団体の機関として当該規定を十分に尊重して処

理する必要がある。 

２  行政機関が法令等に基づき実施する事

務に関して行う照会に対して回答する場

合。 

 ただし，当該行政機関が法令等に基づき

実施する事務の遂行に必要な範囲内で当

該個人情報を取り扱う場合であって，当該

個人情報を利用する目的に公益性が求め

られ，当該個人情報を照会することについ

て合理的な理由があり，かつ，当該個人情

報を利用する目的その他の事情からみて

本人の権利及び利益を著しく侵害するお

それがない場合に限る。 

①当該行政機関が法令等に基づく事務を遂行するた

めに必要な情報であり，当該個人情報を利用する公

益上の必要性が認められる。 

②当該個人情報を利用し，又は提供しないと，当該

行政機関は改めて本人から収集しなければならな

くなる等，時間，経費がかかるとともに，本人にも

負担をかけるので，市民の負担の軽減，行政運営の

効率化，行政サービスの向上の観点から回答する必

要がある。 

③行政機関は，住民の福祉の向上を図るため相互に

協力して適切な事務遂行を行うことが要請されて

いる。 

④当該行政機関の職員も守秘義務を負っており，み

だりに当該個人情報が公開されるおそれがない。 

３  附属機関等の委員，講演会の講師等の選

任に当たって，委員等の個人情報を実施機

関が利用し，又は国若しくは地方公共団体

等に提供する場合。 

 ただし，個人情報を取り扱う側の事務上

の支障等から本人収集が困難な場合に限

る。 

①委員等の適任者を幅広く求めるため，多くの機関

から適任者の個人情報を収集する必要がある。 

②本人から収集したのでは，情報の客観性及び事務

の目的を達成するのに必要な十分な情報を確保す

ることができず，委員等の選任の事務に支障が生じ

る。 

４  佐賀市情報公開条例第６条第２号のた

だし書のいずれかに該当し，非公開とする

理由がない個人情報を目的外に利用し，又

は提供する場合。 

非公開とする理由がない個人情報は，一般的に個

人情報の保護上の問題は生じないと考えられる。 

別紙２ 



５  地域の公共的団体が主催する敬老記念事

業の実施に当たり，対象者の名簿を提供す

る場合 

地域内の特定の年齢に到達した高齢者又は特定の

年齢以上の高齢者に対して，その長寿を祝い，健勝を

祈念して記念品の贈呈あるいは敬老事業を行うための

ものである。ただし，提供先は公共的団体に限り，名簿

の適正な管理及び利用後の返還等，個人情報を保護

するために必要な措置を講じなければならない。 

６  地方公共団体の統廃合にかかる協議，調

査，調整等の作業に当たり，実施機関がす

でに保有している個人情報を関係地方公共

団体へ提供する場合。 

 ただし，当該事務の遂行に必要な範囲内

の個人情報で，当該個人情報を利用する目

的その他の事情からみて，当該個人の権利

及び利益を不当に侵害するおそれがない場

合に限る。 

①地方公共団体の統廃合にかかる作業を正確かつ効

率的に行い，正確な個人情報を作成するため，個人

情報を関係地方公共団体へ提供する必要がある。 

②当該個人情報を利用し，又は提供しないと，関係地

方公共団体は改めて本人から収集しなければならなく

なる等，時間，経費がかかるとともに，情報の客観性，

正確性を確保することができず，当該事務の目的達

成に支障が生じ，住民に不利益が生じる。 

③行政機関は，住民サービスの向上を図るため，相互

に協力して適切な事務遂行を行うことが要請されてい

る。 

④当該行政機関の職員も守秘義務を負っており，みだ

りに当該個人情報が公開されるおそれがない。 

⑤データの提供時には関係行政機関等と個人情報の

保護及び適正管理を相互に決定し，契約等を結んだ

上で提供を行う。 

７  災害や事故等に関し，実施機関及び国，

地方公共団体，公共的機関等（以下「行政

機関等」という。）が被害状況の調査や被害

者等への補償，援護など，復旧を目的とした

事務に関して行う照会に対し，被害者や被

害家屋等の情報を提供する場合。 

 ただし，当該行政機関等が当該事務の遂

行に必要な範囲内で当該個人情報を取り扱

う場合であって，合理的な理由があり，か

つ，当該個人情報を利用する目的その他の

事情からみて，本人の権利及び利益を不当

に侵害するおそれがない場合に限る。 

①当該行政機関等が被災者等の調査や税金等の減

免，各種給付の支給等の事務を遂行するために必要

な情報であり，当該個人情報を利用する公益上の必

要性が認められる。 

②当該個人情報を利用し，又は提供しないと，当該行

政機関等は改めて本人から収集しなければならなくな

る等，時間，経費がかかり，本人にも負担がかかるた

め，早急な復旧が望めない。 

③行政機関等は，復旧，援護のため相互に協力して適

切な事務遂行を行うことが要請されている。 



８ 実施機関が実施する事務の遂行に当た

り，市民の意向，動向を当該事務に反映さ

せることを目的として実施する市民アン

ケート，実態調査及び市民説明会等のため

に，住民基本台帳に記録された情報から個

人情報を抽出し，利用する場合。 
ただし，当該実施機関が当該事務の遂行

に必要な範囲内で当該個人情報を取り扱

う場合であって，かつ，当該個人情報を利

用する目的からみて本人の権利及び利益

を著しく侵害するおそれがない場合に限

る。 

①市民の意向，動向を当該事務に反映させる目的で

実施する市民アンケート調査，実態調査及び市民

説明会等のために必要な情報であり，当該個人情

報を利用する公益上の必要性が認められる。 

②当該個人情報を利用しないと，当該実施機関は改

めて本人から収集しなければならなくなる等，時

間，経費がかかり，行政運営の効率化，行政サー

ビスの向上の観点から当該事務の遂行に支障が生

じる。 

③当該実施機関の職員も守秘義務を負っており，み

だりに当該個人情報が公開されるおそれがない。 

④当該個人情報を住民基本台帳から抽出したこと，

当該事務の目的以外には利用しないことを，アン

ケート調査票及び説明会への案内状等に記載した

上で利用する。 

 



 

業務名 目的・用途 個人情報の抽出範囲 出力形態 個人情報利用課 

佐賀市風致地区指定検討業務に関する市民説明会 説明会開催通知送付 該当地区の家屋所有者名，住所 帳票 都市計画課 

公共空間デザインの現況調査に関する市民アンケート アンケート送付 10 歳代以上 200 人の住所，氏名 帳票，ﾀｯｸｼｰﾙ 建築指導課 

都市計画区域マスタープラン作成に関する意見募集 意見募集のチラシ送付 20 歳代以上 930 人の住所，氏名 帳票，ﾀｯｸｼｰﾙ 都市政策課 

佐賀市都市計画道路網再編調査に関する市民意識調査 調査票送付 20 歳代以上 3,000 人の住所，氏名，年齢 帳票，ﾀｯｸｼｰﾙ 都市政策課 

モラージュ佐賀出店影響調査 調査票送付 20 歳代以上 400 人の住所，氏名，年齢，性別 帳票，ｴｸｾﾙﾌｧ

ｲﾙ 

商工振興課 

地域省エネルギービジョン策定に関する市民意識調査 調査票送付 20 歳代以上 1,000 人の住所，氏名，性別 帳票，ﾀｯｸｼｰﾙ 環境課 

市町村合併に関する市民アンケート アンケート送付 18 歳以上 5,000 人の住所，氏名，年齢，性別 帳票，ﾀｯｸｼｰﾙ，

ｴｸｾﾙﾌｧｲﾙ 

企画課 

次世代育成支援行動計画策定に関する市民アンケート アンケート送付 0～12 歳，20 才代 3,000 人の住所，氏名，年齢，

性別 

帳票，ﾀｯｸｼｰﾙ こども課 

中心市街地活性化基礎調査 集合住宅の人口動態の把握 該当地区の住所，校区，年齢，前住所 ｴｸｾﾙﾌｧｲﾙ 街づくり推進課 

ＩＴ推進計画改定に関する市民アンケート アンケート送付 18 歳以上 1,000 人の校区，住所，氏名，年齢，

性別 

帳票，ﾀｯｸｼｰﾙ 情報政策課 

市報及びメディアに関する市民アンケート アンケート送付 18 歳以上 840 人の住所，氏名 帳票，ﾀｯｸｼｰﾙ 秘書課 

母子家庭等実態調査 民生委員による実態調査 該当者の校区，氏名，住所，年齢 帳票 こども課 

男女共同参画に関する市民意識調査 調査票送付 20 歳代以上 2,004 人の住所，氏名，年齢，性別 帳票，ﾀｯｸｼｰﾙ 総務課 

広報・公聴に関する市民意識調査 調査票の送付 18 歳以上 1,920 人の住所，氏名，年齢 帳票，ﾀｯｸｼｰﾙ 秘書課 

屋外広告物取扱事業に関する市民アンケート アンケート送付 20 歳代以上 1,000 人の住所，氏名，年齢 帳票，ﾀｯｸｼｰﾙ 建築課 

城内「地区計画」指定検討業務 家屋所有者に対し，地区計画

の案を送付し，意見を求める

該当地区の家屋所有者氏名，住所 帳票 都市政策課 

市民アンケート，市民説明会，実態調査等の目的で住民基本台帳に記録されたデータを利用した事例（H16.2～H17.5） 別紙３ 


