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※個人情報保護法案について質問 

 

 

 

 

○辻泰弘君 民主党・新緑風会、辻泰弘でございます。 

 個人情報の保護に関する法律案等五法案につきまして、しっかりした情報保護・開示の

法制度とすべしという見地から御質問させていただきたいと思います。 

 まず、一昨日になりますけれども、五月十二日に住基ネットに接続する全国の市町村の

セキュリティー対策についての調査結果というものが出ているようでございます。一部不

備があるというふうな報告のように聞いておりますけれども、その概要、今後の対処方針、

お伺いしたいと思います。 

 

○政府参考人（畠中誠二郎君） お答えをいたします。 

 ちょうど五月十二日、月曜日でございますが、私どもで開催しております住基ネットの

調査委員会がございまして、これ、民間のセキュリティー等の専門家に集まっていただい

て、主としてセキュリティーとか安全対策の問題について御意見を伺っている会議でござ

いますが、そこに本年一月と二月に市町村に住基ネットに関するセキュリティー対策の自

己点検をお願いした結果がまとまりましたので御報告したものでございます。 

 全体を通して見ますと、全国の九割程度の市町村では体制とか規定の整備や必要な管理

がなされておりまして、総じて適切なセキュリティー対策が講じられているというふうに

認識しておりまして、この調査委員会でもその旨の御発言があったところでございます。

ただし、新聞報道等にもございますように、一部の市町村においては必ずしも十分な対応

がなされていないという面があるのは事実でございました。 

 この結果を踏まえまして、早速、昨日、都道府県の担当者の会議を開きまして、その結

果を踏まえて自主的にセキュリティー対策の強化を実施してもらうようお願いしたところ

でございまして、この七月上旬を目途にそのセキュリティー対策の実施状況について報告

を求めております。第二次稼働、八月の二十五日でございますが、までには住基ネットの

適切な管理運営がなされるよう更に徹底を図ってまいる所存でございます。 

 

○辻泰弘君 いよいよ今お話がございました八月二十五日から本格稼働するということで

ございますので、それについてはやはりしっかりとした体制となるようにお取組をいただ

きたいと思います。 

 大臣、一言だけそのことについて。 

 

○国務大臣（片山虎之助君） 大変、委員の先生方の御指導や御支援で、去年の八月五日

から一次稼働を始めまして、二次稼働、今年の八月後半を考えております。 

 今までのところ致命的な問題は出ておりません。若干の機器のトラブルその他ありまし

たけれども、これは日本じゅうやるんですから、三つ四つ、まだ待ってくれというところ

はありますけれども、その意味では致命的な問題は起こっておりませんが、しかしセキュ

リティーはもう万全の上にも万全を期さなきゃいかぬと、こういうことで調査をいたしま

して、その結果、約一割、百点でない自治体も出てきたようですから、ここを重点的に指

導しまして、国民の皆さんに安心をしてこの住基ネットシステムに信頼をしていただくよ

うに今後とも努力いたしてまいりたいと思いますし、二次稼働につきましては十分な準備

をしてまいりたいと、こう思っております。 



○辻泰弘君 以下、幾らか通告と若干順序が入れ替わったりするかもしれませんけれども、

御質問させていただきます。 

 まず、総務大臣にお伺いしたいと思います。 

 行政機関の保有する方の個人情報の方ですけれども、従来の電子計算機処理に係る法律

のときは、十三条で、「学校教育法に規定する学校における成績の評価又は入学者の選抜に

関する事項を記録する個人情報ファイル、病院、診療所又は助産所における診療に関する

事項を記録する個人情報ファイル」等についてはこの限りではないと、開示請求の対象外

であると、こういう位置付けがあったわけです。 

 まず基本的にお聞きしたいんですけれども、まず、そのとき何ゆえその規定があったか

ということと、今回はそれが外れているわけですけれども、そのことについて御説明いた

だきたいと思います。 

 

○国務大臣（片山虎之助君） 現行法で外しておりますものは、例えば教育関係では入学

試験の成績だとか、本来の成績、通知表みたいなものですよね。そういうものだとか、医

療の関係ではカルテなんですね。これは国と国民との間の権利義務関係としてとらえるこ

ともできないわけじゃないけれども、やっぱり学校の先生と児童というんですか生徒と、

あるいはお医者さんと患者の言わば秘密というか信頼関係というのか、そういうものでご

ざいまして、ちょっとそこまではという議論があったと思います、当時。 

 そこで、これは適用除外にしたんですが、今回、こういう状況でございますから、でき

るだけ今回は、行政機関が保有する情報は物のいかんにかかわらず開示を可能な限り広げ

ていきたいと、こういうことで、今回はこういう教育や医療のかなり個人的な信頼関係に

基づくようなものまでその対象に加えることにいたしたわけであります。 

 

○辻泰弘君 先般の参議院本会議で、片山大臣は、開示、訂正、利用停止のことについて

の行政庁の決定に関する不服、このことについて一番訴訟が起こりやすいのはこの教育と

医療であると、こういうふうにもおっしゃっているわけでございます。やはり今後も苦情

とか不服申立ての発生が予想される分野でもあろうと思うわけでございますけれども、ど

ういう内容、どういうことにかかわる問題が教育、医療分野で出てくると、今もちょっと

御発言ございましたけれども、どういうふうに見ておられるか、お聞きしたいと思います。 

 

○国務大臣（片山虎之助君） 内容の細かいことは余り聞いていないんですが、特に地方

団体の場合、地方団体は個人情報保護条例でやっておりますが、国はこれからですから、

個人情報保護条例の適用を見ますと、医療と教育で七割以上ですよ、七割以上。私はやっ

ぱり、いろんな医療行為に関することを含めて、あるいは学校については、個人的にいろ

いろなことを含めてあるんではなかろうかと、こう思いますが、ちょっと詳細は承知して

おりませんので、不正確なことを申し上げるのもあれでございますが、あるいは事務方が

知っておれば事務方が答えさせていただきます。 

 よくこれから勉強します、個別は。 

 

○辻泰弘君 教育分野についてちょっとお聞きしておきたいと思うんですけれども、昨日

も局長から御答弁があったことではあるんですけれども、内申書の位置付けあるいはいじ

めの教育委員会への報告書等の開示については地方公共団体の判断によるものである、だ

から国としての統一的な基準を作るのは難しいと、こういう御答弁であったと思いますし、

私もそのように思いますけれども、そうすると、今回のこの法案が成立したとして、その

場合に文科省として何らかの対応を取るということはないというふうにその答弁を理解し

てよろしいですか。 



○政府参考人（樋口修資君） お答え申し上げます。 

 公立学校が扱う個人情報につきましては、各学校が記載する子供たちの学習の状況等を

記録いたしました指導要録、あるいは高校入試の調査書、いわゆる内申書の情報のほか、

教職員の人事関係の情報など多数存在していると私どもも承知しているわけでございます

が、その具体の記載事項というものは一般的には各地方公共団体の判断にゆだねられてい

るわけであります。 

 これらの学校情報の取扱いというものは、本法案の趣旨を踏まえながら、各地方公共団

体が地域の実情に応じて条例によって措置するなど、必要な施策が講じられるものと理解

しておるわけでございます。 

 本法案が施行される場合には、本法案の趣旨が徹底されるよう、各地の教育委員会に対

しましても必要な情報提供等を図りながら、この趣旨が徹底されるように対応してまいり

たいと考えております。 

 

○辻泰弘君 趣旨の徹底というか周知徹底はやるけれども、統一的基準を当然作ることは

ない、こういうことでよろしいですね。そういうふうに理解させていただきます。 

 それでは次に、そこにもかかわるわけなんですけれども、今回、個人情報保護の法律の

中の二条に、「次に掲げる者を除く。」ということで「地方公共団体」が入っているという

ことがあるわけです。そういたしますと、当然のことながら、公立の学校だとか公立の病

院というのは除外されるということになるわけで、その点についての手当てをどうするか

ということがやはり課題となると思うわけです。もちろん、地方の判断でございますので、

国がえいやでやるわけにはいきませんけれども、ただやはり、それについて要請をすると

いうことは当然あってしかるべきだと思うわけです。 

 そこで、そのことについての方針といいますか、お考えを大臣にお伺いしたいと思いま

す。 

 

○国務大臣（片山虎之助君） 地方の個人情報保護は条例でやっていただくと、こういう

ことなんですね。 

 それで、今、十四年の四月一日現在で、ちょっと古いんですが、条例を作っているのが

三分の二、二千百六十一団体、これが条例を作っているんです。それで、条例でなくて規

則や規程によって対策を講じている団体まで入れますと、二千六百三十三団体、八〇・一％。 

 そこで、私は、作っていないところは条例を作ってくれと、規則や規程でなくて条例を。

これは地域立法ですから、国の法律と同じようなもの、だから条例を作ってくれと。それ

からもう一つ、今、作っている条例も、今度、国の行政機関個人情報保護法等を参考にし

て見直してくれと、こういうことを言っておりまして、これはこれから十分統一的な指導

をしてまいりたいと、こう思っておりますので、そういう中で、教育委員会や公営企業も

当然対象機関として、それらが持つ個人情報保護については適切な保護措置が講じられな

ければならないと、そういう指導をしてまいりたいと思っております。 

 

○辻泰弘君 大事なポイントですから、是非しっかりと徹底をお願いしたいと思います。 

 さてもう一点、今度は細田大臣にお伺いしたいんですけれども、直接的には個別法の整

備のことについてになるわけですけれども、五月九日の参議院本会議におきまして、個別

法の整備について、個別分野を所管する各府省におきまして十分に検討されるべき課題と、

このようにおっしゃっている。昨日もそういうような御趣旨の御答弁があったかと思うん

ですけれども。このこと自体はそれでそのとおりだと思うんですけれども、ただ、例えば

医療情報にかかわるようなことで、カルテの開示というようなものは今年の三月二十八日

に閣議決定された規制改革推進三か年計画の中に入っている。それが、十四年度措置済み



なのができていないというのもあるわけですけれども、これは後でまたちょっとお聞きし

たいと思いますけれども。 

 そういう意味で、各府省に任せるというのは、それは一つの筋ではあるんですが、やは

り政府として決めたことを、また情報社会を作っていくという担当の立場から、やはり督

励するということも当然あってしかるべきだと思うわけでございます。ですから、そうい

う意味で、任せるだけじゃなくて督励するということでやっていただきたいと、このこと

について御見解をお聞かせください。 

 

○国務大臣（細田博之君） この個人情報保護法も、実はそういった各省からは期待を持

って待ち望まれておりまして、というのは、今までなかなかこういった問題について必ず

しも行政上の手段が十分でなかったと。しかし、この個人情報保護法によって、例えば医

療にしても金融にしても、大半の企業はこの法律の対象である事業者に当たりますので、

そこで本当の問題が生じれば取りあえずは対応できるということでそのような期待もされ

ておるわけでございますが、やはり一つずつの案件を見ますと、どうしてもこの一般法に

おきましては、数によって五千以上の情報云々という話もございますし、ある程度限度が

あると。 

 やはり個別に、たとえ小規模の場合であっても個別の法律によって対応する必要がある

というケースもございますし、それから、個別情報の中身がよりいろいろな問題を含むが

ために、もっと個人の力といいますか権利を強化すべき分野もあると思われますので、そ

れは問題の出方、今後の出方にもよるわけでございますが、過去の事例、そして今後の事

例も踏まえまして、できるだけ各省において対応を速やかにしてもらいたいと思っており

ますので、私としても、是非とも各省において早急な検討に取り組んでいただきますよう、

強く要望してまいりたいと思います。 

 現に様々な分野において、特に金融、電気通信、医療分野については各省においても検

討に取り組んでいただいていると。特に、この法律ができた後も更に問題がどこで発生す

るかということを中心に検討していただいていると理解しております。 

 

○辻泰弘君 この関連では衆議院の附帯決議もございまして、医療、金融・信用、情報通

信等という分野について個別法を早急に検討することという附帯決議もあるわけでござい

ます。こちらは参議院ではございますけれども、その趣旨も踏まえて督励をしていただく

というお立場でお願いしておきたいと思います。 

 それから次に、法案の条文の解釈とか問題点についてお聞きしたいと思います。 

 まず、個人情報保護法案の七条の中で基本方針を策定すると、こういうことになってい

るわけでございます。それで、これは、「内閣総理大臣は、国民生活審議会の意見を聴いて、

基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。」と、こういうふうになって

いるわけですけれども、このことの策定と基本方針の提示というものがやはり大きい当面

の一つの課題といいますか、そういうふうに日程的になると思うんです。 

 そこで、この法律自体は後半部分は二年後から動くということになっているわけですけ

れども、このこと自体の基本方針の明示というのは、当然、国民生活審議会の意見を聴い

てというプロセスは経なければなりませんけれども、やはり速やかであるべきだと、この

ように思うわけです。 

 ですから、例えば二年のうちの前半の一年以内にやはり示すとかということがあってし

かるべきだと思うんですが、その点について、御所見をお伺いしたいと思います。 

 

○国務大臣（細田博之君） おっしゃいますとおり、この法律は一種の二段階方式になっ

ておりまして、まずは公布、施行されます基本的な部分、それから二年後に民間分野につ



いて施行される分野に分かれておるわけでございますが、その前段において政令を決め、

そして基本方針を策定するということが決められておるわけでございまして、法案第七条

において、これは時間の関係で個別に申しませんが、条文で七条の二項に七つの重要事項

について基本方針を定めると書いておるわけでございます。 

 したがいまして、今後、実際の全面的な施行が公布後二年ということでありますから、

おっしゃいました期間内には少なくとも基本方針等が決まっておるのみならず、できれば

このガイドライン等、一体、個別の主務大臣による各団体等にどういうふうにこの指針を

示していくかというようなことについてもできるだけ早く煮詰めまして、そして法が全面

施行される段階ではもうすべての関係者がよく内容を熟知して対応も済んでおって、そし

て個人の方々に個人情報の保護に関して問題がより少なくなっておるような体制を取って

まいりたいと考えております。 

 

○辻泰弘君 その点についてもお取組をお願いしておきたいと思いますが。 

 その次に、先ほどもありましたし、議論の根本にあるわけですけれども、個人情報取扱

事業者となる個人情報の量ということについてでございます。二条に規定されていること

です。 

 これは、大臣の御答弁でも五千件が目安ということでおっしゃっていたし、先ほどもそ

うおっしゃっていたわけですけれども、これは最終的には政令で定めると、こういうこと

になるわけですけれども、まずやはりお聞きしたいのは、五千件というのが、おっしゃっ

たとおり、確かに何らかの目安がなければ分からないわけですから目安は当然必要だと思

うんですけれども、やはり五千件というような数字を政令で書かれるということになるの

かということについてです。 

 

○政府参考人（藤井昭夫君） お答えいたします。 

 政令では数字でもって明記したいと思っております。 

 

○辻泰弘君 その場合、これからのことであるのかもしれませんが、やはり考え方とすれ

ば、一律にそうするのか、業態ごとに分けるということもあり得るかもしれません。しか

し、現実には業態ごとに分けるなんということはできないし、かえって恣意的になると思

うんですけれども、そういう意味では一律ということにしかならないんではないかと思う

んですが、その点はいかがでしょうか。 

 

○政府参考人（藤井昭夫君） 御指摘のとおり、今いろいろ個人情報を処理することによ

って問題が起きているんですが、それの大きな要因としては、やっぱり大量に処理されて

いるという要素があろうかと思っております。こういう部分については、業種、業態によ

るものではないと思っております。 

 したがいまして、この政令で定める件数については、業種、業態を問わず、やっぱり一

律に定めるというのがいいというふうに考えられているところでございます。 

 

○辻泰弘君 次に、苦情処理のことについてお伺いしておきたいと思います。七条、九条、

十三条、三十一条とかに関連することかと思います。 

 それで、昨日もその点についての議論がございまして、生活センターでというような御

議論もあったわけですけれども、まずお聞きしたいんですが、一つのプロセスとして国に

お願いするということがあるわけですね、苦情処理を持ち込むといいますか。その場合の

アクセス手段といいますか、言わば国の窓口はどこになることを想定されているのかとい

うことについてお伺いしたいと思います。 



○国務大臣（細田博之君） 一般的に申しますと、まず政府でいいますと内閣府の国民生

活局が担当の行政部局でございます。それから、実際に苦情の窓口というのは、現在も消

費者相談窓口として毎日電話あるいは訪問者に対する対応をしておりますが、国民生活セ

ンター、これは高輪にございまして、年間九千件に及ぶ、昨年の実績ですけれども、九千

件に及ぶ苦情処理を電話あるいは訪問により受け付けて、自ら処理するもの、あるいは担

当主務官庁に話をするもの、つなぐもの、そういうふうにやっております。 

 ただ、主務官庁に直接申請した方が早いと考えられるものもたくさんございますので、

その場合には、例えば経済産業省には年間一万数千件のそういう、これは消費者相談でご

ざいますが、その中には恐らく個人情報的な苦情も既に寄せられていることと思いますけ

れども、そういったところで専門のセンターを設けて要請を受け付けております。そして、

それは霞が関の各官庁においても非常に幅広く窓口を作っておりますので、そういった行

政の一環として、この法律が施行される段階あるいはその前の段階でもサービスをしてい

く必要があると思っております。 

 また、地方においても消費生活センターは非常に充実してきておりまして、四十七都道

府県において非常に充実した体制でやっていただいておりますので、今後そういったとこ

ろを大いに活用してまいりたいと思っております。 

 

○辻泰弘君 今おっしゃった国民生活センター、昨日から大事に考えて御答弁いただいて

いるわけですが、ただ、これは独立行政法人になるわけですね。その場合、国の窓口とい

うことで独立行政法人、それは形としてはあるかもしれないんですが、そうであれば、こ

の法案にあるなり何らかの規定に基づくべきじゃないかと思うんですけれども、いかがで

しょうか。 

 

○国務大臣（細田博之君） 確かに、独立行政法人化という問題もございまして、国との

連携をしっかり取っていかなきゃなりませんので、基本方針等において対処することが大

事ではないかと思っております。 

 

○辻泰弘君 結論的にはそれでいいと思うんですが、ただ、その御答弁のときに国民生活

センターを前面に出されるのであれば、何らかの形で事前にそのことは、法律に書く以外

のこともあるのかもしれませんが、そういうことで明示されるべきだと私は思っておりま

して、その点は法律上はちょっと問題があるんじゃないかなというふうに、というか、あ

るいは御答弁の対応がそういうふうになってしまったのかもしれませんけれども、その点

はちょっと、いずれにいたしましても、基本方針に書かれるなら、それはそれで一つの、

苦情処理も一つの基本方針の項目になっていたと思いますので、それはあり得ることかも

しれませんが、基本方針に書かれるということで理解していいですか。 

 

○国務大臣（細田博之君） 独立行政法人の中にはそのような業務をやっているところも

ほかにございます、投資保険、貿易保険のような問題とかですね。したがいまして、独立

行政法人であればそういうことができないということはないわけでございますけれども、

委員がおっしゃいましたように、国としての責任体制をはっきりさせるために主体をどこ

かで明確にせよということもごもっともでございますので、そういったことを今後配慮し

てまいりたいと思います。 

 

○辻泰弘君 次に、本人確認のことについてちょっとお聞きしたいと思います。 

 個人情報保護の法案で見ますと、二十五条に、「開示」というところで、「本人から、」、「本

人に対し、」ということで「本人」ということが出ているわけでございますけれども、これ



が、本人の確認ということが必ずしも、その確認手段についての言及がないといいますか、

私は率直に言いますと、その角度から見ると少し重要性とか必要性につながるような文言

がないように思ってしまっているんですけれども。 

 例えば、民間のことではありますけれども、例えば、さっき言いましたカルテの開示の

ことでいいますと、現行は、日本医師会が診療情報の提供に関する指針というのを定めて、

それに基づいてやっておられるわけですけれども、それで見ますと、例えばこういう指摘

があるわけです。「住民の移動が少ない地方の診療所などにおいては、お互いが顔見知りで

あり、顔を見るだけで誰であるかを確認できるが、大都会の病院などでは、申請者が誰で

あるかを確認することは容易ではない。大規模医療施設などでは、これまでも必要がある

場合には、印鑑証明書、運転免許証の写しの提出等によって、本人であることの確認をす

ることも行われているので、それらを参考にするとよい。」と、こういうふうな言い方で一

つの指針を示しておられるわけです。 

 一律的に決めることにもならないかもしれませんが、やはり本人確認の部分も大変重要

なことだと思いますので、何らかの形で、こういうもので確認できますよといいますか、「参

考にするとよい。」というこの医師会の表現ですけれども、こういうようなことがあって、

何らかの形であっていいんじゃないかと。また逆に、求めるときに、こういうことがある

ので出してくださいということで言いやすいということもあるかと思うんです。 

 だから、その意味において、確認手段について何らかの例示を示すことがどこかの段階

であるべきだと思うんですが、いかがでしょうか。 

 

○国務大臣（細田博之君） おっしゃいますように、開示を求めてきた人が他人が成り済

ました者であって、それで他人の情報をそこで開示されたのでは大変なことになって、法

の目的にもとることになるわけでございます。法の二十九条第一項において事業者が「そ

の求めを受け付ける方法を定めることができる。」ということになっておりまして、「政令

で定めるところにより、」云々と書いてございますので、政令におきまして、今、辻委員が

おっしゃいました方法も含めまして、確実にこれが本人のものであるということを確認し

得る手段を取りたいと思っています。 

 金融機関等でも今いろいろ、免許証の提示を求めて写真等あれをするとか、照合すると

かいろいろな手段を持っておりますし、また特別に住民票等を要求する場合もあったりい

たしますので、これらをまた総合的に考えてしっかりとした対応を取らなければならない

と思っております。 

 

○辻泰弘君 総務省の方にお聞きしたいんですけれども、行政機関の保有する個人情報の

保護に関する法律の方の本人確認のことになります。 

 これは、十三条に「開示請求の手続」というのがありまして、その中に「開示請求に係

る保有個人情報の本人であることを示す書類を提示し、又は提出しなければならない。」と

いうふうになっているわけです。そこで、総務省として考えておられるこの書類というの

は何を考えておられるのか、お聞きしたいと思います。 

 

○政府参考人（松田隆利君） お答え申し上げます。 

 既に現行法の電算個人情報保護法におきましても開示請求の制度が認められておりまし

て、その際、本人確認の必要が当然生じてまいります。したがいまして、現行法におきま

しては施行令で、開示をするに当たり運転免許証、健康保険の被保険者証等法令の規定に

より交付された書類であって本人であることを確認するに足りるものの提示を求めること

になっているところでございます。また、郵送による開示請求の場合もございますので、

そういう場合は住民票の写しなどをコピーしたものによりまして、開示請求者の住所が真



正であることを確認した上で当該住所に送付するという規定を施行令で設けておるところ

でございまして、新しい行政機関法の施行の段階においては同様の考え方で対処してまい

りたいと考えております。 

 

○辻泰弘君 これは、住基台帳カードの交付の手続について、これはおとといになります

か、五月十二日に住民基本台帳法施行規則というのを公布、施行されているというふうに

伺っておりまして、それを持っていますけれども、その中では、「いずれかの書類及び法定

代理人にあっては、戸籍謄本その他その資格を証明する書類とする。」という規定がありま

して、一番に、「住民基本台帳カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、

許可証若しくは資格証明書等」、そしてその後に、「（本人の写真が貼付された物に限る）で

あって」ということが一つある。もう一つは、「郵便その他市町村長が適当と認める方法に

より当該交付申請者に対して」と、こういうことで、要は、郵便を出して、その文書が届

いて、その文書を持ってきた人だったらオーケーだと、こういうことになっておるわけな

んですね。ある意味では今おっしゃっていただいたのと基準が幾つかあるということで、

それはそれであるかもしれませんが、しかしある意味では厳格なものをひとつ政府として

作って、そのことを貫徹したらいいんじゃないかということも一つ思うんですけれども。 

 いずれにしましても、今の、おととい出された交付手続の施行規則ですけれども、これ

の二項の方は郵送の文書だけでいいわけですから、私は、さっきおっしゃったように、写

真、一番の方は写真で把握するということになっている、これは厳格になるわけですね、

本人の出頭も義務付けているわけですから。しかし、二番の方は、顔は分からないし、郵

便届いたものだけ持っていきゃいいということになっているわけですけれども、私は、そ

れに、顔は付いていないけれども、健康保険証だとか年金手帳だとか、そういったものを

かませるということによってであれば理解もできるんですが、この部分、少し私は、この

三十七条の二項というやつですか、この部分ちょっと欠けているように思うんですけれど

も、いかがですか。 

 

○政府参考人（畠中誠二郎君） 先生御指摘の住基カードの申請の場合の本人確認、大変

重要なことだというふうに私どもも考えておりまして、そのため政省令でその手続等を規

定しているところでございまして、先生先ほど御指摘のとおり、原則は写真入りの身分証

明書を提示していただくということが原則でございますが、中にはそういう写真入りの身

分証明書をお持ちでない方もおられますので、その場合には、交付申請者が本人であるこ

と及び申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、市町村が郵送等により

文書で照会し、その回答書を提示してもらうということを規定しております。 

 これは、市町村の意見を聞きましたところ、印鑑登録の際の本人確認方法として各市町

村において広く定着した方法でございまして、まずこの方法で問題ないということでござ

いましたので、市町村の現場の意見も聞いた上で、こういう方法、印鑑登録の際の方法を

取り入れているわけでございますが、さらに、その上で十分でないというような事例が出

てきた場合は、また市町村の意見等も聞きながら、適宜な方法、運用で適宜な方法がある

かどうかについても検討していきたいというふうに考えております。 

 

○辻泰弘君 これからの情報化社会、しっかりと築き上げていくという上で、当然この本

人確認の一番出発点の部分は大事なことだと思うわけです。それで、今のお話ですとこれ

までの地方自治体の意見ということでしょうけれども、やはりこれからのことを考えたと

きに今までの延長線上で考えていいのかということはあろうかと思うわけです。ですから、

ここの二項の部分は、私はもう一つかませるということでやはり厳格さを追求するという

ことがあってしかるべきだと思うんです。 



 そのことを含めて、本人確認のことについて、総務大臣、その厳格な本人確認の徹底と

いうことについてお伺いしたいと思います。 

 

○国務大臣（片山虎之助君） 本人確認は大変重要なことでございますし、今まで市町村

もいろいろやってきておりますけれども、そういうものを全部総ざらいして、特に今度の

カード、住基カードについては厳重な本人確認審査をするように努力してまいります。 

 

○辻泰弘君 次に、代理人のことについてお聞きしたいと思います。 

 これ、個人情報の保護に関する法律の方では、二十九条に「開示等の求めは、政令で定

めるところにより、代理人によってすることができる。」と、こういうふうな規定になって

おります。また、行政機関の保有する個人情報保護法案の方は、これは十二条でございま

すか、に規定がございまして、「未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わっ

て」「請求をすることができる。」と、こういうふうになっているわけでございまして、書

き方が、政令で定めるものと明示しているということとの違いがあるわけなんですが、こ

の書き方の違いといいますか、そのことには意味があるんでしょうか、何らかの含みがあ

るんでしょうか。 

 

○政府参考人（藤井昭夫君） お答えいたします。 

 まず、個人情報の保護に関する法律案の二十九条の関係から御説明に入りますが、この

二十九条第一項の趣旨は、本来、やっぱり個人情報というようなのは本人に直接開示され

るべきであるということは当然のことでございます。しかしながら、本人が未成年であっ

たり、あるいは成年被後見人であったりする場合、こういった場合に代理人を認めないと

いうことになれば、逆に未成年等の権利行使というものを妨げるということになりかねな

い。それで、こういった場合に代理人を置くということを認めるという方向で、この三項

に基づく政令で規定したいと考えているところでございます。 

 一方、御指摘の行政機関法十二条、これも基本的には同様の趣旨なんでございますが、

これで、行政機関法については、はっきり法律の条文上に「未成年者又は成年被後見人の

法定代理人」と明記されているわけでございます。 

 この点でございますが、行政機関法制の場合は、基本的に、国民の権利義務関係に対す

る手続規定ということについてはできるだけやっぱり条文で明確にするというような考え

方が一つあるということでございます。 

 それともう一つは、逆に、民間部門についてでございますが、民間部門も基本的には未

成年あるいは成年被後見人の場合、これがもうほとんどなんでございますが、ただ、民間

部門については事業の性質とか内容とかによってはもうちょっと弾力的に代理人の幅、あ

るいは、もう当然本人の御意向が必要なわけですが、そういう本人の意向を前提として若

干弾力的に対応することも可能にするというようなことから、政令でゆだねているという

ところでございます。 

 

○辻泰弘君 そうしますと、「未成年者又は成年被後見人の法定代理人」という以上に書き

込むことがあるということをおっしゃっているわけですね。 

 

○政府参考人（藤井昭夫君） お答えいたします。 

 大幅に広げるつもりはございませんが、若干やっぱりそこは弾力的に幅を広げることが

あり得るということでございます。 

 

○辻泰弘君 次に、手数料についてお伺いしたいと思います。 



 これは、行政機関の方は二十六条でございますか、それから個人情報保護の方が三十条

にかかわることだと思いますけれども、まず、やはり手数料というようなものも、余りに

高いとそのこと自体でハードルになってしまうわけですから、それは行政機関の方に書い

てあるように、「できる限り利用しやすい額」にしなければならないというのは、それはそ

うなんですけれども、しかし、実費もあるということではあろうと思います。 

 ただ、その民間の方は、「実費を勘案して合理的であると認められる範囲内」と、こうい

うふうになっているわけでございます。また、行政機関の方は、「実費の範囲内において政

令で定める額の手数料」と、かつ「できる限り利用しやすい額」と、こういうふうな規定

になっているわけでございます。 

 理解できるようにも思うんですが、その書きぶりの違いですね、このことについてどう

いうふうな考え方の下に書き方が変わっているかといいますか、その書きぶりがどういう

意味合いを持っているのか、教えていただきたいと思います。 

 

○政府参考人（藤井昭夫君） お答えいたします。 

 基本法制の方では「実費を勘案して合理的であると認められる範囲内」としておりまし

て、一方、行政機関法制では「実費の範囲内」にしているということの表現ぶりの違いの

理由についてのお尋ねというふうに御理解いたしますが、基本的には、手数料につきまし

ては、それに、その事務処理に要したコストを回収するというところで共通でございます。

と申しますのは、利潤とかそういうふうなものは入れちゃいけないということでございま

す。 

 ただ、同じようなんでございますが、行政機関法については、実際は国の行政機関、一

律に大体実費の平均的なコストを定めて、それで政令で定めるというふうなことをやると

いうふうに考えているところでございます。 

 一方、民間部門についても基本的にはそういうことなんですが、場合によっては事業者

ごとの手数料というのが基本だと思いますけれども、それだけではなくて、グループ企業

内での統一的な手数料とか、あるいは業界単位等の統一的な手数料と、そういった方がよ

り事業者の側にもあるいは個人の側にも合理的であるというような場合もあり得ると考え

ているところでございます。 

 そういったことも可能なように、しかしそれはあくまで合理的である必要があるという

ことでこういう規定ぶりにしているということでございます。 

 

○辻泰弘君 まず、行政機関の方の「できる限り利用しやすい額」ということ、もう一つ

「実費の範囲内において政令で定める額」という言い方があるわけですが、率直に言って、

実費では恐らく「できる限り利用しやすい額」にならないという理解の上に成り立ってい

ることじゃないかと思うんですけれども、そのことは、要は行政機関でこのことをやるに

ついて、確認、決裁に手間暇掛かるとか、そういうことがあってこういうふうになってい

るんでしょうか。 

 

○政府参考人（松田隆利君） お答え申し上げます。 

 基本法制を通じた全体の考え方は先ほど内閣官房の方から御答弁があったところでござ

いますが、行政機関法の方におきましては、基本的に実費の内容として、開示決定等の通

知書の発出ですとか、あるいは請求者に交付する写しの作成等の開示請求の処理、あるい

は開示の実施のための事務における人件費、光熱費、消耗品費、輸送料等の費用、そうい

うものを念頭に置いて考えるわけでございますけれども、情報公開法等におけるいろんな

審議の過程でもいろいろ御議論ございましたように、できるだけ国民が利用しやすい制度

にするということで、本法案におきましては第二十六条第二項、行政機関個人情報保護法



案におきましては第二十六条第二項におきまして、「できる限り利用しやすい額とするよう

配慮しなければならない。」という規定を置いているところでございます。 

 現行の電算機個人情報保護法における手数料は二百六十円、それから情報公開法の開示

請求手数料は三百円ということになっておるわけでありますが、このできる限り利用しや

すい額とするように配慮するという規定を踏まえて政令の立案の段階で判断してまいりた

いと考えております。 

 

○辻泰弘君 そうしますと、大体それに準拠するようなことになると、こういう理解でよ

ろしいですか。 

 

○政府参考人（松田隆利君） 今申し上げましたように、できる限り利用しやすい額とす

るように配慮するという規定にのっとって、現状の、現行の手数料等も勘案しながら定め

てまいりたいと考えております。 

 

○辻泰弘君 民間の方の実費の部分ですけれども、一つ確認しておきたいんですが、これ

は各事業者があらかじめ決めて明示しておくと、こういうことなのかということと、算定

根拠は示す必要があるのかどうかということをお聞きしたいと思います。 

 

○政府参考人（藤井昭夫君） まず、事業者があらかじめ示しておく必要があるかどうか

ということでございますが、これについては法案の第二十四条第一項第三号の規定により

本人の知り得る状態に置く必要があると、そういう情報として位置付けておるところでご

ざいます。 

 また、積算根拠の点でございますが、これは法律上義務付けてはおりません。しかしな

がら、やはりその公正性のようなものは非常に重要だということで、むしろ主務大臣の言

わば関与の対象に置いておりまして、これも第三十四条第一項の規定によって、実費を勘

案して合理的であるかどうか、そういうようなものについて問題があれば勧告等が出せる

と、そういう仕組みにしているというところでございます。 

 

○辻泰弘君 次のところに移りますけれども、権限、事務の委任ということについてお伺

いしたいと思うんです。 

 これも個人情報の方の五十二条でしょうか、それから行政機関の方は四十六条に「権限

又は事務の委任」という条項がございます。ここで、「主務大臣の権限又は事務に属する事

項は、政令で定めるところにより、その所属の職員に委任することができる。」、あるいは

「行政機関の長は、政令で定める」「権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することが

できる。」と、こういう規定があるわけでございます。 

 そして、かつ先般、参議院本会議において、五月九日ですけれども、私どもの高嶋議員

の質問に対して、小泉総理が、この点について、主務大臣の権限が下位機関に委任される

場合においても行政責任は最終的には大臣が負うこととなるものでありますと。これは当

たり前のことだと思うんです。 

 ですから、そう思うと、何ゆえこの権限、事務の委任というのを明示しなきゃいかぬの

かということが私は率直に言って疑問に思うんですけれども、これは何ゆえ必要になるの

かということを教えていただきたいと思います。 

 

○大臣政務官（大村秀章君） お答えをいたします。 

 委員御案内のように、この法律は、いわゆる民間事業者のサービス・事業活動をトータ

ルで所管をするということで主務大臣が担当するという構成になっておるわけでございま



して、今おっしゃいましたように、個別の事業法で大臣の権限、事務というのを所属の職

員に委任をしていると、これは御案内のとおりでございまして、例えば鉄道事業法で国土

交通大臣の権限を地方運輸局長に委任するとか、また電気事業法で経済産業大臣の権限を

経済産業局長に委任をするとか、そういう法律幾つかございます。 

 そういう意味で、正におっしゃるように、主務大臣がやるわけでありますけれども、全

国的にやるときに地方の局長等に委任をする、そのことを各事業法でやっておるものです

から、これをこちらの基本的なこの法律におきましても、個人情報保護法案においてもそ

のことを、ある意味では明示的にそのことを示すという趣旨でこの条文を置いたところで

ございます。 

 

○辻泰弘君 では一つ、このことによるメリット、委任することによるメリットは何だと

思っていらっしゃるか、教えてください。 

 

○大臣政務官（大村秀章君） メリットといいますか、やはり主務大臣ということで、主

務大臣は全部東京におりますからあれでございますが、やはり全国的に各それぞれの地域、

地方におきましてもこういった点についていろんな意味で疑義が生ずる、そしてまたいろ

んなお問い合わせをいただくといった点で、やはり各ブロック、ブロック、拠点、拠点に

おきましてそういった御相談に応ずるということがやはりこの法律の円滑な運用というこ

とに資すると思いますので、そういう意味で、各事業ごとにそういう委任をしているとい

う形式を取っているところにおきましては、各局長等その職員に委任をすることがその円

滑な運用に資するということで置いておるものでございます。 

 

○辻泰弘君 そうしますと、この委任する対象事項については政令で定めて公表するとい

うことになるんでしょうか。 

 

○大臣政務官（大村秀章君） この法律に書いてありますように、政令で定めて委任をす

る、下ろすということでございます。 

 

○辻泰弘君 どうも何か、あえてここに明示されているというのは、ちょっと分からない

ところもあるんですけれども、その点については、何といいますか、官僚の権限が強くな

るのじゃないかとか業者との癒着が云々とかいうふうな議論もあるわけですけれども、そ

ういうことはないものと思いたいわけですけれども、あえて書くことについてどうもちょ

っと釈然としないものがございますが、それはそれで御答弁を了としていきたいと思いま

す。 

 次に、行政情報の法案の方についてちょっと幾つか聞いておきたいと思うんです。 

 まず一つは、目的外利用の関連でございまして、総務大臣は五月九日の本会議において、

目的外利用や提供については毎年施行状況調査をやって、その結果も公表するわけでござ

いまして、その意味では大変透明性が確保されておりますと、このようにおっしゃってお

られます。また、昨日の答弁等でも、現在は施行状況調査で公表している、内容の充実を

検討しているというふうな政府の御答弁があったと思うわけですが、やはり分かりやすい

公表の仕方を考えるべきだと思うわけですけれども、このことについての御見解をお示し

ください。 

 

○国務大臣（片山虎之助君） 今お話しのように、現行法でも施行状況調査で目的外利用

や提供の状況を公表しております。新法でも同じようにやりたいと、こういうふうに思っ

ておりまして、今お話しのように、できるだけ分かりやすくしたいと。それから、必要が、



更にもう少し追加することがあるなら内容も重視することも検討いたしたいと、こういう

ふうに思っております。 

 

○辻泰弘君 今回追加されたことになる、紙に記録された個人情報にも適用されるという

ふうに考えていいんでしょうか。 

 

○国務大臣（片山虎之助君） 紙についてはいろんな議論があるんですけれども、しかし

前向きに検討いたしたいと、こう思っております。委員が言われるんですから、検討いた

します。 

 

○辻泰弘君 前向きの御検討を期待しておきたいと思います。 

 それで、もう一点ですけれども、個人情報ファイル簿への記載のことについてなんです

けれども、これについても紙に記録された個人情報簿の新たな取扱いということがやはり

一つの課題になってくると思うんですが、この点についてどのように取り組まれるのか、

お伺いしたいと思います。 

 

○国務大臣（片山虎之助君） 今、一定の重要な電算処理個人情報ファイルは名称、利用

目的、記録項目、記録範囲、提供先、収集方法等をファイル簿に記載して事務所等におい

て一般の閲覧に供しております。今、紙ファイルについても電算処理ファイルとほぼ同様

の事項を公表したらどうかと考えております。 

 

○辻泰弘君 これも少し御説明聞きましたら、必ずしも一般の人が見やすいようになって

いないじゃないかというふうに思いました。すなわち、やはり全機関が一括して、またリ

アルタイムで見られるようにするということがやはり一つ大事なポイントじゃないかと思

うんです。是非、そういう方向でのお取り組みをお願いしておきたいと思うんですが、い

かがでしょうか。 

 

○国務大臣（片山虎之助君） インターネットを使えという御議論は当然あるので、こう

いう時代ですから、インターネットを活用してリアルタイムで公表することも検討いたし

たいと、こういうふうに考えておりますし、インターネットのホームページ上に総合的な

窓口を設けまして利用しやすいようにもいたしたいと、こう思っております。 

 

○辻泰弘君 是非、その点についてもお取り組みをお願いしておきたいと思います。 

 次に、非開示、非訂正、利用停止却下と、そういうような場合の理由説明ということに

ついてお伺いしたいと思います。 

 これは、個人情報の保護の法案の二十八条には「理由の説明」というのがございまして、

「個人情報取扱事業者は、」「本人から求められた措置の全部又は一部について、その措置

をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、本人

に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。」と、こういう規定になっており

まして、理由を説明するようにということの明示があるわけでございます。 

 また、そのようなことを見ながら、行政機関の方を見ますと、実は開示しない旨の決定

をしたときにはその旨を書面により通知しなければならないと、これだけになっておりま

して、理由の説明のことが書いていないなと、このようになっているわけです。 

 この点について確認いたしますと、それは行政手続法の第八条の「理由の提示」という

のがあると。その行政手続法第八条には、「行政庁は、申請により求められた許認可等を拒

否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならな



い。」と、こういう書き方になっていて、これとのセットで結果として通知のときには理由

を付けて出すんだと、こういう理解だという御説明になっているわけなんですけれども、

率直に言って非常に分かりにくいなと思うわけです。 

 法律的にはそうなるかもしれませんけれども、何か法律の技術に引きずられて、何か非

常に分かりにくくなっているように率直に言って思うわけなんです。しかも、「許認可等」

ということになるとすると、このこと自体が許認可なのかというふうにも思うわけです。

「等」で読むということもあるのかもしれませんけれども、この点についてひとつ事実関

係として理由は付されることになるということについて、その点、確認したいと思います。 

 

○政府参考人（松田隆利君） お答え申し上げます。 

 先生おっしゃられましたとおり、この個人情報の開示請求等に対する拒否の決定につき

ましては、行政手続法が定める「申請に対する処分」に該当するということで、同法第八

条の規定によりまして、行政庁は申請者に対し拒否処分と同時に当該拒否処分の理由を示

さないといけないというのが行政手続の一般通則として定められております関係上、この

個人情報保護法、行政機関個人情報保護法の方におきましては特にそこまで書いていない

わけでございます。 

 行政手続法におきましては、申請行為としまして「行政庁の許可、認可、免許その他の

自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、当該行為に対して行政庁

が諾否の応答をすべきこととされているもの」というものが対象になるわけでありますが、

今申し上げました開示請求等についての決定もこれに該当することになりまして、その後、

行政不服審査法とか、そういうものも適用になる、そういう処分であると考えております。 

 

○辻泰弘君 一つ、もう一遍、今のことを念を押して聞きたいんですけれども、開示請求

等は許認可なのかどうかということを一つ。それから、やはり条文中に、これは大事なポ

イントですから、その理由、民間の方は理由の説明というのはある、もちろん行政手続が

あると言ったらそれまでなんですけれども、やはり条文の中に入っているべきじゃないか

と思うんですけれども、いかがでしょうか。 

 

○政府参考人（松田隆利君） お答え申し上げます。 

 行政手続法におきまして、第二条の第三項でございますが、「申請」の定義としまして、

「法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する

処分を求める行為」ということになっておりまして、必ずしも狭義の許可とか認可とかと

いうものに限られませず、幅広くそういう法律上の利益を付与する、そういう処分を対象

にしているわけでございます。 

 したがいまして行政手続法の対象になるわけでございますが、今、先生御指摘の、行政

機関個人情報保護法におきましてそういう理由の明示の方も書いた方が分かりやすいので

はないかという御指摘であるわけでございますけれども、そういう考え方もあり得るかと

は存じますが、一方で、法律の作り方といたしまして、全体として明確にするという趣旨

で、行政手続法におきましてこういう処分に関する手続等に関し共通的な事項を定めて、

そういう手続に関してはこれを見れば分かるということで、国民に分かりやすい形で規定

をいたしております、言わば一般法でございます。 

 そういう、そちらの方で規定した方が分かりやすいのではないかという趣旨で、そうい

う整理をしているわけでございます。 

 

○辻泰弘君 一つ確認しておきたいんですけれども、そうしますと、一部不開示、一部非

訂正、一部却下と、こういう場合はやはり八条対象という理解でよろしいですね。 



○政府参考人（松田隆利君） お答え申し上げます。 

 逆に、その残りの部分については拒否の決定をするわけでございますので、同じように

理由の必要がございます。 

 

○辻泰弘君 それからもう一つ、独立行政法人や認可法人についても行政手続法が適用さ

れると、こういう理解でよろしいですか。 

 

○政府参考人（松田隆利君） お答え申し上げます。 

 独立行政法人等につきましても、この法律に基づきます言わば処分に関する決定を行う

わけでございまして、行政手続法上、行政庁に該当することに相なります。 

 

○辻泰弘君 次のテーマに移らしていただきますけれども、行政の方は四十七条、独立行

政法人の方の四十六条にかかわることなんですけれども、例えば行政機関の方で見ますと

四十七条、「総務大臣は、この法律の円滑な運用を確保するため、総合的な案内所を整備す

るものとする。」という規定がございます。また、独立行政法人の方にも同様な、「総合的

な案内所を整備する」、こういう規定がございます。 

 総合的な案内所というのはちょっと、どういうものかというのがよく分からないので、

非常に優しいところかというふうにも思うんですが、どんなことをイメージしておられる

のか、教えていただきたいと思います。 

 

○副大臣（若松謙維君） 私といたしましては、行政機関並びに独立行政法人における総

合的な案内所という観点からお答えいたしますが、いわゆる政府全体として、開示請求、

訂正請求、利用停止請求、これを行おうとする者が、自分の個人情報がどの行政機関にど

のように保有されているか、これが不明な場合に、その参考となる情報を提供するなど、

全行政機関を通じまして開示請求に関して総合的な案内を行うことを目的とする、こうい

うことでございますが、御存じのように、今、ｅ―Ｇｏｖという政府全体のいわゆるポー

タルサイトがございます。こういった電子政府、電子自治体、こういった技術をもってい

わゆるワンストップサービスというのがかなり可能となっておりまして、そういったイメ

ージも含めまして、全行政機関を通じての総合的な案内というものを今着々と進めている

ところでございます。 

 また、地方在住者の利便を図るという観点からお答え申し上げますと、都道府県の区域

ごとに一か所程度今整備をしておりまして、具体的には総務省本省、管区行政評価局、さ

らには行政評価事務所並びに行政評価分室、こういったところにその地方在住者の利便を

図るための一つの事務所というものを設置されることになっております。 

 具体的には、そういった場所で、制度の概要、請求書の記載方法、手続に関する教示、

アドバイスですね、さらには個人情報ファイル簿の検索案内、さらには各行政機関の組織、

業務内容などの参考情報の提供を行っておりまして、そういったものを含めて総合的な案

内所と私どもは考えているところでございます。 

 

○辻泰弘君 そうしますと、各都道府県に一か所ぐらいのものが窓口となるという理解で

よろしいですか。 

 

○副大臣（若松謙維君） 現在も最低一か所以上のものはできているというふうに認識し

ております。 

 

○辻泰弘君 それから、独立行政法人の方も、これも地方に相談所的なものができると、



こういうことになるんでしょうか。 

 

○副大臣（若松謙維君） 独立行政法人につきましても、行政機関と併せて行っておりま

すので、同様の効果を提供しているところでございます。 

 

○辻泰弘君 次に、公安調査庁の方にお伺いしておきたいと思うんですけれども、公安調

査庁の方でいろんな調査をなさっているというふうに理解しておりますけれども、その現

状とこの法案が成立したときの対応ということで、ちょっと御見解をお聞きしておきたい

と思うんです。 

 この法律の十七条で、いわゆる存否応答拒否というふうな条文があるわけですけれども、

こういうことでの対応とかも含めてのことになるかと思うんですが、どういうふうなこと

を対象として考えておられるか、お伺いしたいと思います。 

 

○副大臣（増田敏男君） お答えを申し上げます。 

 公安調査庁は、破壊活動防止法第二十七条及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制

に関する法律第二十九条等に基づき、両法律に規定する規制に関し調査を行っております。 

 そこで、公安調査庁が、本法案第十四条により、本来は不開示の要件を備えてあるにも

かかわらず、開示請求者について同人に係る個人情報が存するか否か答えるとしますと同

人が調査対象者になっているかが明らかとなってしまい、その結果、不開示情報を開示す

ることとなるもので、本法案第十七条に基づき、存否応答拒否をすることになろうかと思

います。 

 それから、続いてお尋ねがございましたが、存否応答拒否を相手方に通知する際にはと

いうような意味の御発言がありましたけれども、それもお答えしてまいりますか。 

 

○辻泰弘君 いや、通告していたことでしたので、そのことも言っていただくということ

だったのかもしれませんが。 

 その場合、拒否の場合、その理由の提示はやはり先ほどと同じ行政手続法に沿って行わ

れると、こういう理解でいいかということです。 

 

○副大臣（増田敏男君） お説のとおりであります。 

 

○辻泰弘君 次に、独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律について、ちょ

っと一点聞いておきたいと思うんです。 

 この中に、二条で、この法律において独立行政法人等とは独立行政法人通則法に規定す

る独立行政法人及び別表に掲げる法人をいうと、こういうふうな規定になっているわけで

ございます。その別表というのが後ろの方に資料が付いておりまして、独立行政法人とあ

と特殊法人、認可法人の中で一部除いた形で書いて列記されていると、こういうふうにな

っているわけなんです。 

 この取捨選択の基準といいますか、どういう考えで分類されたか、このことについてお

伺いしたいと思います。 

 

○副大臣（若松謙維君） 今、独立行政法人の対象法人についてのお尋ねでございますが、

これは、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律のいわゆる対象法人の考え方

を基本としまして、行政機関と同様に扱うことが必要な法人を対象としたものでございま

す。 

 具体的には当該法人の設立法の趣旨によることとしておりまして、その判断に当たりま



しては、まず独立行政法人、特殊法人又は認可法人におきまして、設立法においてその理

事長等を大臣が任命すると、こういったもの、又は法人に対して政府が出資している場合

と、こういったところが対象法人としております。 

 ただし、今言った条件以外に、次の特殊法人等につきましては、その設立法の趣旨から

このように取り扱っております。幾つか例示させていただきますと、まず一点目として、

公営競技関係法人、これにつきましては対象法人としております。特殊法人は対象外とし

ております。共済組合等の専ら組合員等の相互の扶助、救済を行う法人は対象外としてお

ります。日本放送協会は対象外としております。日本銀行は対象法人としております。さ

らに、郵政公社につきましても対象法人でございます。 

 以上です。 

 

○辻泰弘君 ここでちょっと総務大臣にお伺いしたいんですけれども、この分類見ても一

つの考え方でそれはそれであると思うんですが、私は、この中の特殊会社で、北海道旅客

鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社、これが本法律案の対象外

とされる法人だと、こういうふうになっているわけで、これはこれで一つ理解します。当

然のことながら本州の方は除外されているわけで、すなわち、当然ながら特殊法人じゃな

いということの位置付けになっているわけです。 

 これはこの法案の議論とは別の話になるんですけれども、先般、私、総務委員会で片山

大臣にお伺いしたときに、これは郵政公社法の問題でございましたけれども、ＪＲを見て

くださいと、ＪＲでこういうことをしているんですから郵政公社もこうだというふうな御

議論があった。しかし、ここでも明らかなように、郵政公社はもちろん特殊法人ですし、

こういうことから見ても除外されると、そういう対象で、やはり当然違うわけです。ここ

の議論ではないんですけれども、そのことはこの公社の運営の在り方ということについて

私は大事なことだと思うんで、その点についてはやはりしっかりと違うということを御認

識いただいて、釈迦に説法にはなるんですけれども、この点について申し上げたいと思い

ます。 

 

○副大臣（若松謙維君） 済みません、先ほどの答弁の中で特殊法人と言いましたが、こ

れは特殊会社でございます。訂正いたします。 

 

○国務大臣（片山虎之助君） 郵政公社にしましたのは、やっぱり自律的、弾力的な運営

を可能にすると。やり方としては民営と同じようにやってもらうと。ただ、国営公社です

よ、職員の皆さんは国家公務員なんだけれども。そういうことを考えていましてね、そう

いう意味では、空きスペースなんか本当にＪＲになってから駅舎をくまなく利用していま

すよね。ああいうことは私大変いいことだと、こう思っておりますので、そういう精神で

民営的ないろんな工夫をしてもらいたいと、こういうことでございまして、もうそれは、

ＪＲは株を今どんどんどんどん売って、これは民ですからね。公社はそうじゃありません

で、これは持ち株会社でもない公社ですから、そこはもう画然と違うと思います。 

 ただ、精神は民営的な精神で経営をやってもらうと、こういうことでございまして、三

百平米以上だと総務大臣の認可が要るんですが、三百平米未満だと公社の判断で空いてい

るところが使えるものですからね。そこが例えば、実験的に今やっているようなフラワー

ショップをやってもらうとか、文房具を売ってもらうとか、そういうことはいいと思って

おります。 

 ただ、御心配の、公社とＪＲは一緒じゃありません。元々ＪＲは国鉄だったんです。国

鉄は公社だったんです。今はもう完全に民営でございますので、その点はもう十分認識い

たしております。 



○辻泰弘君 このことで時間費やすつもりはないんですが、ただ、ＪＲを出されるなら、

公社時代に、今のＪＲが公社時代にやっていたことと比較されるのなら分かるんですが、

この四月から出発した公社について、それを比較の対象に出されるということがいかがか

ということと、そのことは要はこれからなさろうとしていることにつながるわけで、総務

大臣が昨日の記者会見でも、投資信託を郵便局で販売するということについて前向きな記

者会見されておりますけれども、すなわち、この間も私、委員会で言いましたけれども、

この間の郵政公社法の改正で、コール市場における資金の貸付けを行うということで公社

法の改正をした、四月一日から立ち上げたと。このことについて、業務、業容の拡大につ

ながることをやった、次の臨時国会でもまたやると、こういうことで、公社ということで

税制上優遇されているということで、それは公社の公たるゆえんでそういうふうになって

いると、そのことについて、出発して早々からどんどんどんどんやっていくというのは、

これは少し私は抑制的であるべきじゃないかと、このように思うわけです。 

 そこの部分につながる御認識と、失礼ながらそういうふうにもお見受けするものですか

ら、そのことについて一言言っておきたいと、このような思いなんですが、そのことにつ

いてちょっと御見解をお示しください。 

 

○国務大臣（片山虎之助君） 私は、今回の郵政公社は、民のいいところと、公社ですか

ら、官のいいところと併せ持った公社になってもらいたいと。かつての公社はそうでない

という批判が、事実は知りませんけれどもありますので、そういう意味では、民間のいい

ところは大いにまねてもらったらいい、しかし公共性というか、官の持つ意味というのも

十分考えてもらいたいと、こういうふうに思っておりまして、そういう意味で、今は株式

がこういうことで、日本経済のある意味ではアキレス腱になりつつあるんですね。どうや

ってこれを、株式市場を育成していくか、あるいはいわゆるリスクを取る金を必要なとこ

ろに流していくかということが大きな課題になっているものですから。ただ、郵貯、簡保

の金で株式を買えと言われましても、それはそうはなかなかいかぬのです。 

 そこで、郵便局としてできることをいろいろおっしゃるものですから、それじゃネット

ワークを活用して、例えば投信等の、私は証券会社が少し工夫をして、もっと小口、個人

の人が乗りやすい商品を開発すべきだと私は個人的に思っていますよ。今の商品が全部い

いとは思わない。だから、商品を開発してもらって、そういうものを郵便局で販売すると

いうことはあってもいいんではないかと、こういうふうに思っておりまして、それは民業

圧迫やなんかのことは全く考えておりませんよ。民でどんどんやってもらったらいいんで

す。民もやればいいし、郵便局も場合によってはそういうことも検討してもいいと、こう

考えておりますから。 

 公社のやり方についてはいろんな議論ありますけれども、よく、辻委員を始め、国会の

御議論も踏まえて今後しっかりやっていきたいと思っております。 

 

○辻泰弘君 このことは本委員会の主たるテーマではございませんので、また総務委員会

で御議論させていただきたいと思って次のテーマに行きますけれども、総務大臣の本会議

での御答弁にドメスティック・バイオレンス等の場合のことがございました。これは言わ

ば住民票の四情報の公開の問題ということになるわけです。 

 それで、あの折に、最後のところは、市町村長さんの適切な判断を期待したいというふ

うなことで終わっておりまして、その後、私は必ずしもこの例えばドメスティック・バイ

オレンスなどの場合、すなわち、私のは出さないでほしいという、請求開示のときに厳格

にしてほしいといいますか、拒否といいますか、そういうことの要請があったときどうす

るのかということのルールが、ルールといいますか、今どうなっているのかが必ずしもは

っきりしなかったということでありまして、その点、現在どうなっているのかということ



について御説明いただきたいと思います。 

 

○政府参考人（畠中誠二郎君） お答えいたします。 

 ドメスティック・バイオレンスと住民票の写しの閲覧等の関係のお尋ねでございますが、

先生もう御案内のとおり、大臣も御答弁しておりますとおり、住民基本台帳の一部、四情

報でございますが、氏名、生年月日、性別、住所については何人も閲覧できることになっ

ております。同時に、不当な目的によることが明らかなとき又は知り得た事項を不当な目

的に使用されるおそれがあることその他の当該請求を拒むに足りる相当な理由があると認

めるときは、市町村長はその一部の写しの閲覧の請求を拒むことができるというふうに規

定されているところでございます。 

 そこで、ドメスティック・バイオレンスの例で申し上げますと、市町村長は、裁判所か

らの保護命令の有無等を勘案しまして、その閲覧を認めるか否かの判断を行っているもの

でございます。具体的に申し上げますと、東京都の区の例でございますが、条例又は要綱

を定めております。まず、ＤＶの被害者から暴力行為があった旨とか住民基本台帳法に係

る支援をお願いしますという申出がございます。こういう申出がございますと、市町村長

は、裁判所の保護命令があるかどうか、それから被害者が警察等に、支援センターもござ

いますが、に相談している事実があるかどうかを確認いたしまして、そういう事実がある

と確認した場合は住民台帳の閲覧とか写しの交付の請求を拒否する、場合によっては閲覧

のリストから被害者の名前とか住所を削除するという措置を取っているところもあるとい

うふうに聞いております。 

 

○辻泰弘君 一部その情報を見えないようにするというところもあるとおっしゃいました

けれども、ある意味ではそれが全国貫徹されていれば一つのあれだと思うんですが、必ず

しもそれが中心にはなっていないといいますか、その点が少し、何といいますか、不安な

ところがあるわけなんですね。その四情報自体もどうかという議論が、昨日、内藤委員か

らもさせていただいたわけですけれども、やはりこの部分、先進的なところはおっしゃっ

たようにいいところもあるのかもしれませんが、いい加減なところがかなりあると思うん

です。 

 その点について、やはりしっかりとした、全国すべての、日本じゅうしっかりしたルー

ルとなるようにお取り組みをお願いしておきたいと思うんですけれども、その点について

お願いします。 

 

○政府参考人（畠中誠二郎君） お答えいたします。 

 昨日も内藤先生の御質問に対し、総務大臣からもお答えがございましたとおり、住民台

帳の閲覧の在り方につきましては、実態等を把握しまして、関係者の意見もお聞きし、必

要があればどういう措置が取れるか検討してまいる所存でございます。 

 ＤＶ被害者に係る住民基本台帳の一部の閲覧の在り方につきましても、地方公共団体と

か関係省庁の御意見を聞きながら検討してまいる所存でございます。 

 

○辻泰弘君 次のテーマに移らせていただきます。 

 医療情報ということで、カルテを中心としたことについて厚生労働省の方にも聞きたい

と思うんですけれども、今回の法律によって対象となるということになるわけです。例え

ば四月三十日に出された医療提供体制の改革のビジョン案というのを拝見いたしますと、

これは厚生労働省が書かれた、作られたやつですが、これを見ますと、「診療記録について

は現在国会で審議されている個人情報保護法案では原則開示とされている」と、こういう

ふうになっている、明定されているわけです。 



 そこで、お聞きしたいんですけれども、今回の法律によっても開示しなくていいカルテ

等というのは何になるか、これについてお示しいただきたいと思います。 

 

○政府参考人（阿曽沼慎司君） お答えをいたします。 

 個人情報保護法案におきまして保護の対象となる個人情報でございますけれども、生存

する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものとされておりま

すので、診療記録に記載されている診療情報は一般的にこの個人情報に該当するものとい

うふうに考えております。 

 また、同法案によりまして、個人情報取扱事業者でございますけれども、国の機関とか

地方公共団体とか独立行政法人、一定の小規模事業者等は除かれておりますけれども、そ

れ以外の医療機関につきましては個人情報の取扱事業者に該当するものというふうに考え

ております。 

 

○辻泰弘君 ある意味で当然のことですけれども、そのカルテ以外のいろいろ患者記録と

かあるわけですが、それらもその当然対象になると、こういう理解でよろしいですね。 

 

○政府参考人（阿曽沼慎司君） お答えをいたします。 

 診療記録に記載されます診療情報が個人情報に該当をいたしますと、個人情報保護法案

による開示の対象になるわけでございます。したがいまして、診療録でありますとか看護

記録、手術の記録、検査記録など、診療記録に記録されるような診療情報につきましては

個人情報に該当するということで、開示の対象になるというふうに考えております。 

 

○辻泰弘君 医療機関の場合、先ほどの五千件というのが一つの基準にあるわけですが、

それはすなわちカルテが五千人分あれば、基準になるかということになろうかと思うんで

す。そのことの確認と、そういった基準で考えたときに、新しく開業された医療機関とい

うようなことが対象にならないとかいうことになろうかと思うんですが、その辺、どれぐ

らいの医療機関がカバーされることになるのか、このことについてお伺いしたいと思いま

す。 

 

○政府参考人（阿曽沼慎司君） 個人情報の件数が五千件ということであれば対象になる

ということでございますので、私ども、単純に試算をいたしますと、一医療機関当たりの

今カルテの保有件数を推計いたしますと、病院では約三万件、それから医科の診療所では

約六千件、歯科の診療所では約四千八百件というふうに推計されております。 

 これは単なる推計でございますので一定の仮定を置いておりますけれども、医師法上、

カルテの保存義務は五年間となっておりますので、実際には五年を超えて保存をしていら

っしゃる医療機関もかなり多いわけでございますので、私どもの認識としては、新規に設

立された医療機関以外の多くの医療機関はほとんど対象になるのではないかというふうに

考えております。 

 

○辻泰弘君 カルテの開示についてはかねてより議論があったわけでございまして、現在

も検討会でやっていらっしゃるようでございますけれども、現状は、先ほど最初に申し上

げましたけれども、医師会の一つの指針があって、それに基づいてなされているわけです

けれども、そのことの状況について御説明いただきたいと思います。 

 

○政府参考人（阿曽沼慎司君） 現状について申し上げますと、個人情報の保護法案が成

立をして施行されますと、当然のことですが、医療機関も患者本人から求めがあった場合



には原則として開示をする義務というのを負うわけでございますが、実は厚生労働省に診

療に関する情報提供等の在り方に関する検討会を設けておりまして、その検討会では法制

化についていろんな議論がございます。 

 早急に法制化を求めるべきだという議論と、法制化については懸念があるといったよう

なこともございまして、一応今の現状でいいますと、まずは一致をしておりますものは、

個人情報保護法以外の、適用対象以外のものについてはまずはガイドラインを策定すると

いうことによって診療情報の提供を進めることが重要ではないかというふうに考えており

ます。 

 

○辻泰弘君 今おっしゃった検討会でやっていらっしゃるんですけれども、四月二十八日

に報告書の案が提出されて、それをベースに五月中に最終報告になるんじゃないかと、こ

ういうふうにお聞きしているわけですけれども、この中でも、「法制化についての懸念を示

す意見としては、」ということで三つございまして、その二つ目がメーンの理由だろうと思

うんですけれども、書いてあるのは、「法制化によって、見せるために書く診療記録と診療

のために書く診療記録とが書き分けられるおそれや、診療記録に最小限の事項しか記載し

なくなり、診療に差し障りが出るおそれもある」ということが出ております。その下に、

法制化はメリットよりデメリットの方が大きいと、こういうことになっていて、この二番

目のことがデメリットというふうに読めるわけなんです。 

 私は、こういう程度と言ってはあれですけれども、こういうレベルと言っては失礼なん

ですが、そういうことであるならば、やはりこの開示を制度化していくにはやはり法制化

によってやっていくしかないんじゃないかというふうに思うんですけれども、いかがでし

ょうか。 

 

○政府参考人（阿曽沼慎司君） 今御指摘にございましたように、報告書の案でございま

すけれども、その中ではいろいろな記述がございまして、早急な法制化を求める意見とし

ては三点ほど指摘をいただいております。また、法制化について懸念を示す意見としては、

今の御指摘の点を含めた三点挙げてございまして、そこは意見の違いがあるということで

ございます。 

 ただ、法制化については種々議論があるところでございますけれども、今後、個人情報

保護法案の施行の状況等、あるいはこの国会審議の状況も勘案しながら、診療情報の提供

の更なる促進に取り組んでいく必要があるということについては意見の一致を見ていると

いうふうに認識しております。 

 

○辻泰弘君 この点については医師会の了解を得られないということで遅々として進まな

いというのが現状だと思うんですけれども、この点について規制改革推進三か年計画、三

月二十八日閣議決定ですけれども、この中に患者情報の開示ということがあるわけです。

そして、平成十四年度に措置済みというふうになっているんですが、ですから、本来十五

年の三月三十一日に措置済みになっていなきゃいけないということであるべきものができ

ずに終わったということを聞いているわけです。このこと、この計画自体も二十八日閣議

決定したものがもうすぐにできていないというのもちょっとよく分からないところがある

んですけれども。 

 このことについて、どういうふうに取り組んでいかれるのかということと、この三か年

計画のフォローアップということになるかと思いますが、それをどうこなしていかれるの

か、お聞きしたいと思います。 

 

○政府参考人（阿曽沼慎司君） お答えをいたします。 



 カルテ開示につきましては、平成十五年の三月二十八日の閣議決定、規制改革推進三か

年計画におきまして、診療情報の開示に関するルールの確立とかガイドラインの整備を行

うということでされておるところでございます。 

 これに関しましては、先ほど申し上げましたように、昨年七月から、診療に関する情報

提供等の在り方に関する検討会において検討を重ねておりまして、平成十四年度中に最終

的な報告の形となっておりませんけれども、現在、最終報告の取りまとめに向けて再度努

力をしているところでございます。今後、できるだけ早く早急に結論を取りまとめまして、

所要の措置を講じたいというふうに考えております。 

 

○辻泰弘君 これ最初に細田大臣にお伺いしたことに帰ってくるんですけれども、やはり

こういうことで、ある意味で電子カルテ、後で聞こうかと思っていますけれども、電子カ

ルテによって大分進む部分もあるかと思うんですけれども、しかし、やはりこういう状況

ですので、是非、閣議決定自体は法制化とは言っていませんけれども、その精神をできる

だけ前進させる意味合いで督励を大臣としてもお願いしたいと思うんですが、いかがでし

ょうか。 

 

○国務大臣（細田博之君） 今、厚生労働省も積極的なお取り組みをいただいております。

一方、一部の方々からは御懸念も示されているようでございますが、基本的には、個人情

報保護の観点から透明度の高い制度をしっかりと作っていく必要があると思っております

ので、委員の御指摘を更に各省、関係省において具体的に進めていただきたいと思ってお

ります。 

 

○辻泰弘君 もう一点、厚生省、聞いておきますけれども、数点、残り時間聞きますけれ

ども、いわゆる審査支払機関ですね、社会保険診療報酬支払基金あるいは国保連合会です

か、こういったものが審査中のものについては今回の対象事業者となって情報開示の対象

になるかということについて確認をしたいと思います。 

 

○政府参考人（阿曽沼慎司君） お答えを申し上げます。 

 個人情報の取扱事業者でございますが、これは個人情報を検索することができるデータ

ベースなどを事業の用に供しているという者ということになっております。 

 したがいまして、審査支払機関でございますが、審査支払機関には医療機関からレセプ

ト、電算処理されたレセプト情報が提出をされまして、それらの情報から個人情報を検索

するということができることになっております。したがいまして、審査支払機関が取り扱

うレセプト、電算処理されたレセプト情報が一定以上に当たる場合には、その審査支払機

関は個人情報取扱事業者に当たるものというふうに考えております。 

 

○辻泰弘君 それで、さっきも言いました規制改革三か年計画にも出ているわけですけれ

ども、あるいはいろんな局面で言われているわけですが、電子カルテ、またレセプトのオ

ンライン請求と、こういうことが一つの大きなテーマになっているわけです。 

 そこで、最後の質問になると思いますが、電子カルテ、レセプトのオンライン化の進行

状況ということと、それらが、その進行が個人情報の開示、また保護制度の推進に与える

影響ということについて、厚生労働省、御見解をお伺いしたいと思います。 

 

○政府参考人（阿曽沼慎司君） お答え申し上げます。 

 まず、進捗状況でございますが、電子カルテにつきましては、医療の情報化の基盤整備

を進めるために、用語コードの標準化を平成十五年度までに完了するということにしてお



ります。また、医療施設における普及を促進するために、平成十三年度、十四年度の補正

予算において電子カルテの補助を行いますし、また、平成十六年度には全国の二次医療圏

の中核的医療施設における電子カルテの普及を目指しております。将来的には電子カルテ

を基礎とした地域での医療情報化を目指したネットワークが期待されますので、これに必

要なセキュリティーの確保に向けまして技術的な基盤整備に取り組んでいるところでござ

います。 

 また、レセプトのオンライン化でございますけれども、十四年度に十分なセキュリティ

ーを確保したシステムを設計し、実地における試験事業を実施しておりますので、今後は

セキュリティーに関するガイドラインの整備、伝送方式等の運用ルールの構築など、必要

な準備を進めてまいりたいと思っております。 

 また、御質問ございました今後の診療情報の開示等の影響でございますが、電子カルテ、

レセプトオンライン化を始めとする医療の情報化というのは、患者本人に対する診療情報

等の開示の推進に非常に資するものというふうに認識をいたしております。ただ、セキュ

リティーなどの技術的な対応が必要でありますので、それにつきましても医療機関におけ

る適切な運用も確保していく必要があるというふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

○辻泰弘君 以上で終わります。 


