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１．本人以外から個人情報を例外的に収集することができる場合の類型 
（小林市個人情報保護条例第７条第２項第８号） 
番号 類型 理由又は必要性 
１ （栄典、表彰等の選考） 

栄典、表彰等の選考を行う

に当たり、選考対象者、候補

者に関する個人情報を本人以

外のものから収集する場合 

①事務の性質上、本人に知られることにより、

公正な執行や円滑な実施を困難にする恐れがあ

る。 
②本人から収集したのでは、情報の客観性、正

確性を確保することができず、栄典、表彰等の

事務の目的達成に支障が生ずる。 
③推薦という性質上、本人から収集することが

なじまない。 
２ （指導員、講師、附属機関の

委員等の選任等） 
 指導員、講師、附属機関の

委員等の選任、任命等を行う

に当たり、当該候補者に関す

る個人情報を本人以外のもの

から収集する場合 

①適任者を幅広く求めるため、本人以外のもの

から候補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、正

確性を確保することができず、選任等の事務の

目的の達成に支障が生ずる。 
③推薦による場合、推薦という事柄の性質上、

本人から収集することが困難である。 
④候補者から直接収集すると、選任等されなか

った場合に信頼関係が損なわれるおそれもあ

り、事務の公正、円滑な執行を困難にするおそ

れがある。 
３ （団体等の指導等） 

 団体又は事業を営む個人

（以下この項において「団体

等」という。）に対して指導し、

又は補助金の算定や交付等を

行うに当たり、団体等の職員、

構成員又は団体等が設置し、

若しくは運営している施設の

利用者、入所者等に関する個

人情報を団体等から収集する

場合 

①当該団体等でなければ保有していない情報で

あり、情報の正確性を確保するためには、当該

団体等から収集する必要がある。 
②当該団体等の指導等に際して、指導等に必要

な範囲内で実施機関が職員、構成員、利用者、

入所者などの個人情報を収集することは、一般

的な予想の範囲内であり、当該個人が当該団体

等に個人情報を提供した際に許容していると考

えられる。 

４ （相談、陳情、要望等） 
 相談、陳情、要望等におい

て、本人の自由な意思により

提供される情報の中に、提供

①相談、陳情、要望等の内容に相談、陳情者等

以外の個人情報が関係する場合、それらを含め

て相談、陳情等の内容を把握しなければ事務を

適切に処理することができない。 
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者以外のものに関する個人情

報が含まれている場合 
②相談、陳情、要望等の内容は相談者等の提供

者が自由な意思により自発的、一方的に提供さ

れるものであり、その性質上収集を拒むことが

できない。 
５ （診療、治療等） 

 診療行為、疾病の予防等を

行うに当たり、本人に関する

個人情報を家族、主治医等か

ら収集する場合 

患者や受診者等に対し的確な治療行為や疾病

の予防を行うため、当該患者、受診者等の病歴

その他治療等に必要な個人情報を家族、主治医

等から収集することが必要な場合がある。 

６ （送付資料の名簿等） 
 国、他の地方公共団体その

他の団体等（以下この項にお

いて「団体等」という。）から

送付された資料の中に名簿等

の個人情報が含まれている場

合 

①団体等から事務事業の目的により一方的に送

付、提供される資料は、その性質上収集を拒む

ことができない。 
②報告書等の一部として添付されている場合な

どは、当該個人情報の部分を分離して収集する

ことが事実上困難である。 

７ （所在不明等） 
 所在不明、精神上の障害に

より事理を弁識する能力を欠

く状態にあることなどの理由

により、本人から収集するこ

とが困難である場合におい

て、本人に関する個人情報を

家族、本人が所属する団体等

から収集する場合 

 所在不明、精神上の障害により事理を弁識す

る能力に欠く状況にあることなど、その事柄の

性質上本人から収集することができないため、

本人以外から収集することが必要である。 

８ （争訟、交渉等の事務） 
 争訟、交渉、指導、評価等

の事務で本人から収集したの

ではその目的を達成できない

場合 

①本人から収集したのでは事務が公正、正確に

行われないなど、事務の目的を達成できない場

合がある。 
②争訟、交渉、指導、評価等に当たっては、本

人以外のものから情報を収集することが、当該

争訟、交渉、指導、評価等の事務の公正かつ円

滑な執行のために必要なときがある。 
９ （評価等の事務） 

 評価等の事務を遂行するに

当たり、本人から収集したの

ではその目的を達成し得ない

場合 

①本人から収集したのでは、事務が公正かつ正

確に行われないことが予想でき、事務の目的の

達成に支障が生ずる。 
②本人以外の者から情報を収集することが、当

該評価、指導等の事務の公正かつ円滑な執行の
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ために必要である。 
 

１０ （申請、届出等） 
 各種の申請、届出等に伴い

提出される情報の中に、申請

者以外の者に関する個人情報

が含まれている場合 

①申請書等の記載事項に、当該申請者等以外の

者に関する個人情報の記載を要件として求めて

いるとき。 
②申請、届出等に関する者の個人情報であり、

個々に申請等の手続きを求めることは、申請者

等に過重な負担を求めることになり、事務の効

率化の点からも本人以外から収集することが必

要である。 
１１ （委託契約先の従業員等） 

 委託契約等に伴い、当該受

託者からその従業員等に関す

る個人情報を収集する場合 

委託等の契約を締結するに当たり、当該委託

業務を適正かつ円滑に執行するためには、担当

者、責任者等を決めておく必要がある。この場

合、担当者、責任者等となる従業者等の個人情

報を受託者等から収集する必要がある。 
１２ （土地等の取得等） 

 公共工事に必要な土地等の

取得、収用、使用に際し、事

業の円滑な推進を図るため、

土地所有者等の個人情報を収

集する場合 

①権利関係者について確認するため、本人以外

のものから情報を収集することが必要になる場

合がある。 
②権利関係の中に当事者以外の者に関する個人

情報が含まれている場合、それらの内容を正確

に把握しなければ事務を適切に処理することは

できない。 
１３ （意見、主張等） 

 市民等が電話、手紙等によ

り又は会議等の場で口頭によ

り意見、主張等を表明する際

に個人情報を収集する場合 

①意見、主張等の内容に表明する者以外の個人

情報が関係する場合、それらの個人情報を含む

意見、主張等に適切に対応し、当該意見、主張

等に係る事務事業の円滑な実施を困難にするお

それがある。 
②意見、主張等の内容は、それを表明する者の

自由な意思により、自発的又は一方的に提供さ

れるものであり、その性質上収集を拒むことが

できない。 
１４ （国、他の地方公共団体等） 

 国又は他の地方公共団体そ

の他の公的団体（以下この項

において「国等」という。）か

ら収集することが事務の執行

上止むを得ないと認められる

 情報の客観性、正確性を確保するために、国

等から収集することが必要な場合がある。この

場合において、本人の権利利益を不当に害する

おそれがないと認められるものに限る。 
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場合 
１５ （広報紙等作成の取材等） 

 取材活動等を通じて撮影し

た写真等に第三者が写ってい

るなどにより、個人情報を収

集する場合 

対象となる個人情報の内容、公表した場合の

影響等を判断して、社会通念上許容される範囲

内で、本人の権利利益が不当に侵害されるおそ

れがないと認められる場合に限るものとする。 

１６ （職員の任免等） 
 職員の任免等を行う事務の

中で本人に関する個人情報を

収集する場合 

職員の任免等を行う事務において、任用に当

たっての的確性の審査及び免職等の処分を行う

に当たっての事案に応じた的確な処理を行うた

め、本人以外から個人情報を収集する必要があ

る。 
１７ （災害、事故原因等の調査） 

 災害調査や事故調査等に関

する事務を行うに当たり、個

人情報を本人以外から収集す

る場合 

①災害や事故原因等の状況を調査する事務を行

うに当たっては、本人以外からも個人情報を収

集して状況を把握し、調査することが必要な場

合がある。 
②本人から収集したのでは、情報の客観性及び

正確性に欠ける場合がある。 
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２．収集してはならない個人情報を例外的に収集することができる場合の類型 
（小林市個人情報保護条例第７条第３項第２号） 
番号 類型 理由又は必要性 
１ （相談、陳情、要望等） 

 市民等からの相談、陳情、

要望、苦情等において、本人

の意思により提供される情報

の中に、収集禁止事項に係る

個人情報が含まれている場合 
 
 
 
【思想、信条等】 
【差別原因情報】 

相談事務は、市民等が自己の意思により意見、

考え方、履歴等を打ち明け適切な解決策が見つ

かるように相談を受けるものであり、また、陳

情、要望等は自己の意見や主張を実施機関に知

らせ、適切な対応を求めるものであり、提供さ

れる情報の中に収集禁止事項に係る個人情報が

含まれていることがある。これらの場合の個人

情報は相談、陳情、要望者等からの自発的又は

一方的に提供されるものであり、相談内容の解

決あるいは陳情等を適切に処理するために取り

扱う必要がある。 
２ （意見、主張等） 

市民等からの意見、主張等

において、本人の意思により

提供される情報の中に、収集

禁止事項に係る個人情報が含

まれている場合 
【思想、信条等】 
【差別原因情報】 

市民等からの電話、手紙等による一方的な意

見、主張の中には、収集禁止事項に係る個人情

報が含まれることがある。この場合の個人情報

は、市民等から自発的又は一方的に提供される

ものであり、実施機関の意思にかかわらず取り

扱うことになるものである。 

３ （作文、論文等） 
 コンクールや試験等を行う

事務において作成される作

文、論文等の記載内容に収集

禁止事項に係る個人情報が含

まれている場合 
 
【思想、信条等】 
【差別原因情報】 

作文、論文等の内容は、表現の自由に基づき

自由な意思で記述されている。この中に思想、

信条、信仰等の収集禁止事項に係る個人情報が

含まれることがある。この場合の個人情報は、

本人が表現の自由に基づき作成するものであ

り、実施機関が制限等をなしえないものである。

また本人は、これらの作文、論文等に記載され

ている内容を実施機関が了承することを前提に

提供しているものと考えられる。 
４ （刊行物等） 

 刊行物等で一般に入手し得

るものから個人情報を収集す

るに当たり、当該刊行物の中

に収集禁止事項に係る個人情

報が含まれている場合 

 事務の執行上、刊行物等から個人情報を収集

する場合があるが、公に出版されている新聞や

書籍、雑誌等に公知の情報として掲載されてい

ることにより、誰もが知り得る状態にあること

から収集禁止の個人情報であっても、個人情報

保護上の問題は起こらないと考えられる。ただ
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し、情報の全てが正確なものとは限らないので、

出典を明示しておくものとする。 
５ （栄典、表彰等） 

 栄典、表彰等の選考を行う

に当たり、選考対象者、候補

者の収集禁止事項に係る個人

情報を収集する場合 
【思想、信条等】 
【差別原因情報】 

 栄典、表彰等を行う場合、上申等に係る調書

の中で、選考対象者、候補者の思想、信条及び

宗教に関する個人情報を取り扱う必要がある。

また、犯罪歴を有する者が選考対象者、候補者

となることは、社会通念上そぐわないものであ

るため、選考事務を行う上で犯罪歴を取り扱う

必要がある。 
６ （公共事業における土地等の

取得等） 
 公共事業において土地等を

取得するに当たり、墳墓、神

社、仏閣、教会等の宗教施設

の移転又は改修の費用や供

養、祭礼の費用の補償を適正

に行うため、土地所有者等の

収集禁止事項に係る個人情報

を収集する場合 

 土地等の取得等に当たり、墳墓、神社、仏閣、

協会等の宗教施設の移転又は改修が必要となる

場合には、その移転又は改修の費用や供養、祭

礼に要する費用の補償額の算定のため土地所有

者等の収集禁止事項に係る個人情報を取り扱う

必要がある。 
 また、土地所有者等の意思により主張、提供

をされる場合には、実施機関側で制限等ができ

ないこともある。 

 公共事業において土地等の

取得、許認可、指定、官民境

界確定協議、公共用財産の管

理・処分等を行うに当たって

収集する場合 
【信教等】 

 土地等の取得、公有財産との境界確定協議、

裁決、許認可、指定等を行うに際して、真の所

有者・権利者を確認するため、土地、家屋等の

所有者等、相続関係の調査・確認により、戸籍

及び本籍に関する個人情報を収集する必要があ

る。 
７ （議員等の政治理念等） 

 議員等の政党名、会派名、

政治理念等の収集禁止事項に

係る個人情報を収集する場合 
 
 
【思想、信条等】 

 実施機関は、議会への対応等を行うに当たり、

議員等の政党名、会派名、政治理念等の収集禁

止事項に係る個人情報を取り扱うことがあり、

また議会における質疑応答内容等から政党名、

政治理念を取り扱うこともある。これらは公知

の情報であるとともに、事務処理上、取り扱う

必要がある。 
８ （診療行為、疾病の予防等） 

 診療行為、疾病の予防等を

行うに当たり、患者等の収集

禁止事項に係る個人情報を収

 患者や受診者等の病状に合わせて的確な診療

行為や疾病の予防等を行うためには、当該患者

等の生活感や信仰等に関する個人情報を取り扱

う必要がある。また、病歴等の社会的差別の原
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集する場合 
 
【思想、信条等】 
【差別原因情報】 

因となるおそれのある事項に関する個人情報を

取り扱うことが必要なときがある。 

９ （施設利用者の管理） 
 施設利用者の管理を行うに

当たり、利用者等の収集禁止

事項に係る個人情報を収集す

る場合 
【思想、信条等】 
【差別原因情報】 

 施設の適正な管理、運用を行うためには、施

設利用者に係る思想、信条、信仰等の収集禁止

事項に係る個人情報を取り扱うことが必要なと

きがある。 

１０ （職員の任免等） 
 職員や委員の任免等を行う

事務の中で収集禁止事項に係

る個人情報を収集する場合 
 
 
【差別原因情報】 

 公務に従事する職員の任免等を行う事務にお

いては、任用に当たっての的確性の審査及び免

職等の処分に当たっての事案に応じた的確な処

理を行うため、本人等の身体状況、犯罪歴等に

関する個人情報を収集する必要が生ずる場合が

ある。 
 

１１ （学校教育関係） 
 学校等において在籍者に関

する事務を行うに当たり、収

集禁止事項に係る個人情報を

収集する場合 

 児童・生徒等の指導を行うために、収集禁止

事項である心身に関する個人情報を収集する必

要がある。 
 
 

 市内の児童・生徒等の在籍

者数や運動能力など学校教育

に係る現状を把握するため

に、収集する場合 
【差別原因情報】 

 市内の児童・生徒等の在籍者数や運動能力な

ど、継続的に学校教育の現状を把握していくた

めに、心身に関する個人情報を収集する場合が

る。 

１２ （国際交流等） 
 海外からの研修生や来訪者

等の受け入れを行うに当た

り、当該研修生の収集禁止事

項に係る個人情報を収集する

場合 
【信教等】 

 海外からの研修生や来訪者等の受け入れを行

う場合は、宗教による食事の制限や生活習慣の

違いにより滞在中の生活に支障が生じないよう

にするため、収集禁止事項に係る個人情報を取

り扱う必要がある。 
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１３ （災害、事故原因等の調査） 
 災害調査や事故調査等に関

する事務を行うに当たり、収

集禁止事項に係る個人情報を 
収集する場合 
【差別原因情報】 

 災害や事故等の状況を把握する事務及び災害

や事故等により死亡や障害が生じた者に給付金

等を支給する事務を行うため、収集禁止事項で

ある、心身に関する個人情報等を取り扱う必要 
がある。 
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３．目的の範囲を超えて個人情報を例外的に利用・提供することができる場合の類型 
（小林市個人情報保護条例第８条第７号） 
番号 類型 理由又は必要性 
１ （市の施策実施に伴うもの） 

 市が施策を実施するに際

し、住居条件、課税状況等を

確認する必要がある場合 
 

①保険料、保育料、住宅使用料等を決定するた

めに、実施機関が現に保有する課税状況等に関

する個人情報を目的外利用等することを認める

必要がある。 
②給付、助成、更生援護又は貸付け等の資格要

件の審査のため、実施機関が現に保有する課税

状況等に関する個人情報を目的外利用等するこ

とを認める必要がある。 
③各種表彰を行うに際し、資格要件確認のため、

実施機関が現に保有する戸籍記載事項等に関す

る個人情報を目的外利用等することを認める必

要がある。 
④市政の総括的な管理運営又は計画策定に資す

る場合、若しくは、個々の業務間の事務に密接

な関係性又は連続性がある場合、その適正な執

行を行うため相互間で情報交換、情報提供を行

う必要がある。 
⑤許認可を行うに際し、資格要件確認のため、

実施機関が現に保有する戸籍記載事項等に関す

る個人情報を目的外利用等することを認める必

要がある。 
２ （国、他の地方公共団体等か

らの照会） 
 国、他の地方公共団体その

他の公的団体（以下この項に

おいて「国等」という。）が、

法令等に基づき実施する事務

に関し行う照会等に対して回

答する場合 
 
 

 国等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、個人情報を使用する公益上

の必要性が認められる。 
 個人情報を目的外利用等しない場合、国等が

あらためて本人から収集しなければならないこ

ととなり、時間や経費が係るばかりか本人にも

負担をかけることになる。 
 国等は、住民の福祉の向上を図るため、相互

に協力して適切に事務を遂行することが要請さ

れている。 
 国等の職員は、守秘義務が課されており、み

だりに当該個人情報が公開される可能性は低

い。 
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３ （指導員、講師、附属機関の

委員等の選任） 
 指導員、講師、附属機関の

委員等（以下この項において

「委員等」という。）の人選を

行う場合。ただし、委員や講

師等の選考等の目的に公益性

があり、目的達成のために必

要があると認められる範囲に

限る。 
 

 委員等の人選を行う事務において、本人から

収集したのでは、情報の客観性・正確性を確保

することができない。また、人選を行う機関は、

適任者を幅広く求めるために、多くの機関から

委員等の候補者に係る実績等の個人情報を収集

する必要がある。このため、候補者に関し、実

施機関が現に保有する個人情報を目的外利用等

することを認める必要がある。 

４ （犯罪捜査に係る照会） 
 刑事訴訟法第 197 条第２項

の規定に基づき、犯罪捜査に

係る照会に対して回答する場

合 

 法律に基づく照会の要求であり、公共団体の

機関として当該規定の趣旨を踏まえて処理する

必要がある。ただし、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、本人の権利利

益を不当に侵害するおそれがない場合に限るも

のとする。 
５ （裁判所からの照会） 

 民事訴訟法第 226 条の規定

による裁判所からの求めに応

じ、報告、文書の送付等をす

る場合 

 法律に基づく照会の要求であり、公共団体の

機関として当該規定の趣旨を踏まえて処理する

必要がある。ただし、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、本人の権利利

益を不当に侵害するおそれがない場合に限るも

のとする。 
６ （弁護士からの照会） 

 弁護士法第 23 条の２の規

定に基づき、弁護士会からの

照会に対して回答する場合 

 法律に基づく照会の要求であり、公共団体の

機関として当該規定の趣旨を踏まえて処理する

必要がある。ただし、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、本人の権利利

益を不当に侵害するおそれがない場合に限るも

のとする。 
７ （訴訟資料） 

 訴訟当事者である市が訴訟

資料として裁判所に提出する

場合 

 事実関係を正確に反映させ、公正な訴訟を遂

行する要請との均衡を考慮して、個人情報の保

護に配慮しながら処理する必要がある。ただし、

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、本人の権利利益を不当に侵害する

おそれがない場合に限るものとする。 
８ （報道機関の取材等） 

 報道機関に発表し、又は報

 対象となる事柄の性質、当該個人情報の内容、

社会的関心の高さ、公表した場合の影響等から



‐11‐ 

道機関の取材や要請に応じて

提供する場合。ただし、市民

等に知らせる公益上の必要が

あり、当該個人情報の内容等

からみて当該個人の権利利益

を不当に侵害するおそれがな

いときに限る。 

判断して社会通念上許容される範囲内である場

合には、取材要請に応じて個人情報を提供する

ことが妥当である。また、事故等特別の理由が

ある場合などは、発表することが必要なときが

ある。 

９ （市が運用する電子計算機の

改修等に伴うもの） 
 公益上の必要性から、市が

運用する電子計算機を改修等

する際に、当該改修等の業務

を担う事業者に対して提供す

る場合 

 市民サービスの向上といった公益上の必要性

から、市が現に運用している電子計算機の改修

等が必要となった場合、当該改修等の業務の処

理上、その業務を担う事業者に対して、市が保

有する個人情報を目的外利用等することを認め

る必要がある。ただし、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

利利益を不当に侵害するおそれがない場合に限 
るものとする。 
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４．電子計算組織の結合等により情報を特定のものに提供することができる場合の類型 
（小林市個人情報保護条例第１０条） 
番号 類型 理由又は必要性 
１ 宮崎県国保・老健医療情報シ

ステム（みやざき・KR－Net） 
 国民健康保険及び老人保健に関する情報の利

活用を図るため、国保連合会とオンラインで結

び、各種データの共有を行う必要がある。 
 

２ 自治体の合併に伴う電算シス

テム統合作業 
 自治体の合併に伴い、電算システムを統合す

る必要があることから、当該合併する自治体間

をオンラインで結び、電子システムのテスト等

を行い、新システムに移行するための準備を行

う必要がある。 
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