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本多滝夫（龍谷大学教授・研究所副理事長） 

 

１ デジタル改革関連法と個人情報保護の

改正 

昨年（2021 年）５月に、いわゆるデジタ

ル改革関連法が成立しました。デジタル改革

関連法といえば、デジタル庁の設置のことだ

と思う方も多いでしょう。デジタル改革関連

法は、デジタル庁の設置を定めたデジタル庁

設置法だけではなく、これからの日本社会の

デジタル化を進めていくというデジタル社

会形成基本法、デジタル社会の形成に関する

施策を実施するために 63 本の法律を一括し

て改正するデジタル社会形成関係法律整備

法、自治体の情報システムの標準化を進める

地方公共団体情報システム標準化法など 6

法律から成っています。デジタル改革関連法

が進めようとするデジタル社会の形成、いい

かえれば社会全体のデジタル化とは、情報を

自由に流通させることと、自由に流通させた

情報をシステム化で連携させることを目指

すものです。 

デジタル化は全世界的に急速に進展して

います。GAFA とか GAFAM と呼ばれる、

グーグル、アマゾン、フェイスブック、アッ

プル、マイクロソフトといったプラットフォ

ーマーと呼ばれている IT 企業が、非常に大

きな経済的なパフォーマンスとパワーを発
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揮しています。このような事業者は、情報を

流通させるとともに情報システム相互の間

を連携させるプラットフォームを作ること

で、新たなサービス・価値を生み出していま

す。 

日本の企業はこれに大きく出遅れている

ところがありましたので、国を挙げて社会の

デジタル化を進め、日本の企業を後押しする

ため、デジタル改革関連法が制定されたので

す。デジタル社会を作っていく上で、それに

合わせて様々な法律が改正されることにな

りました。その１つが個人情報保護法で、さ

きに挙げたデジタル社会形成関係法律整備

法（以下「整備法」）という法律の中の第 50

条と第 51 条の２つの条文によって所要の改

正が施されました。２つの条文の改正という

と、たいしたことはないなと思われるかもし

れませんが、それぞれの条文は、これまで他

の法律で定められていた条文に必要な修正

を施したうえで、現行の個人情報保護法に追

加する内容となっていて、一つの条文だけで

も独立した改正法と扱ってもよいほどのも

のです。 

  

２ 個人情報保護法の改正の概要 

さて、どのように改正されたのでしょう

か。図１を見てください。 

１つ目は、個人情報保護法、行政機関個人

情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法

といった３本の個人情報保護に関する法律

を１本の法律に統合するというものです。さ

らに、自治体は、これまで、国の個人情報保

護に関する法律の適用を受けず、独自に条例

を制定して、それぞれの自治体の住民の個人

情報を保護してきました。改正された個人情

報保護法は、自治体の個人情報保護制度をも

適用の対象とすることにしています。したが

って、個人情報について全国的な共通ルール

が定められたわけです。日本の個人情報保護

制度全体を監督および監視するのが、内閣府

に設けられている個人情報保護委員会です。 

２つ目は、医療分野学術分野における個人

図 １ 個人情報保護委員会「整備法の概要」より https://www.ppc.go.jp/files/pdf/seibihou_gaiyou.pdf 
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情報保護の規律を統一するものです。現在

は、国公立の病院や大学等には個人情報保護

法は適用されていません。同じような性質の

施設なのだから、扱いは同じとすべきだとい

うことで、国公立の病院や大学等にも原則と

して民間の病院や大学と同等の個人情報の

規律が適用されることにしました。 

３つ目は、学術研究分野を含め、GDPR

（General Data Protection Regulation）の

十分性認定への対応を目指すものです。

GDPR というのは、EU が定めているデータ

保護に関する一般法です。GDPRが定める保

護基準に十分に適応しない国や地域では、

EU 市民の個人情報を利用することはでき

ません。このことは学術研究情報でも同様で

す。そこで現在学術研究情報を一律に適用除

外とするのではなく、義務ごとの例外規定と

して精緻化しようとするものです。 

４つ目は、これまで国・民間・自治体ごと

にバラバラになっていた保護制度の定義等

を統一するものです。これに加えて民間の匿

名加工情報と異なる扱いをしていた行政機

関非識別加工情報の取り扱いについても、民

間と同じ取り扱いをするということにしま

した。 

改正後の個人情報保護法は、オムニバス方

式といって国等の機関に適用される条文と

民間の事業者に適用される条文を別々の章

に定めていますが、定義等を同一にしていま

す。そして、すべて個人情報保護委員会の所

管となります。図１の【見直し後】を見ると、

個人情報保護委員会による天下統一がされ

たかのようです。 

 

※ 整備法第 50 条は、行政機関個人情報保

護法と独立行政法人等個人情報保護法を個

人情報保護法に一元化するための条文で、こ

の条文によって改正された個人情報保護法

図 ２ 個人情報保護委員会「整備法の概要」より 
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は、今年（2022 年）4 月 1 日に施行されま

す。整備法第 51 条は、第 50 条によって改

正された個人情報保護法を地方公共団体の

機関に適用するための条文で、この条文によ

って改正された個人情報保護法は、来年

（2023 年）5 月までには施行される予定に

なっています。第 51 条の施行時の個人情報

保護法の全文については、個人情報保護委員

会の Web サイトを参照。 

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/hogohou_51

joukaisei.pdf 

 

３ 個人情報保護法の改正のねらい 

それでは、なぜ天下統一が必要とされたの

でしょうか。図２の「地方公共団体の個人情

報保護制度に求められるもの」というところ

を見てください。大きく分けて２つありま

す。1 つは、「社会全体のデジタル化に対応

した個人情報保護とデータ流通の両立」、も

う１つが、「個人情報に関する国際的な制度

調和と我が国の成長戦略への整合」といった

ものです。 

１つ目の「『個人情報保護』と『データ流

通』の両立」とはどういうことでしょうか。

政府の個人情報保護制度の見直しに関する

タスクフォースが 2020 年 12 月に提出した

最終報告に、社会全体のデジタル化に対応し

た個人情報保護とデータ流通との連携を両

立させるためには、自治体ごとの条例の規定

や運用の相違がデータ流通の支障となりう

る、条例がないなど求められる保護水準を満

たさない地方公共団体があるとの指摘もあ

り、データ利活用を円滑化するためのルール

や運用の統一を求める声が主として民間サ

イドから高まっているという指摘がありま

す。図２にも、いわゆる 2,000 個問題といっ

た記述があります。要するに日本の個人情報

保護法の制度は３つある。それから全国に

1,800個余りある地方公共団体はそれぞれに

条例がある。これは大変だということで民間

事業者から 2,000 の制度があっては困ると

いう声が上がりました。個人情報保護制度が

自治体によってバラバラな状態は国内に関

所がいっぱいあるようなもので、個人情報を

利活用したい、自治体の情報システムと自社

のシステムとの連携を図りたいという事業

者は、関所を一つ一つ通らなければならず、

これはなかなか大変だということです。 

これは国内の問題ですが、もう１つは国際的

な問題です。「個人情報保護に関する国際的

な制度調和と我が国の成長戦略への整合」と

いった記述が図２にありますが、「国際的な

制度調和」と「我が国の成長戦略」がキーワ

ードです。 

国際的なデータ流通が増大していく中で、

2019 年の G20 大阪首脳宣言で安倍首相（当

時）が示した DFFT（Data Free Flow with 

Trust）―信頼性のある自由なデータ流通―に

基づく日本の成長戦略との整合を図るとと

もに、GDPR十分性認定の対応をはじめとす

る国際的な制度への調和を示す必要が高ま

っていると説明がされています。それでは、

DFFT と GDPR と何でしょうか。 

順番に説明しますと、DFFT とは、プライ

バシーやセキュリティ・知的財産権に関する

信頼を確保しながら、ビジネスや社会課題の

解決に有益なデータが国境を意識すること

なく自由に行き来する、国際的に自由なデー

タ流通の促進を促すということです。国際的

な関所は作らない、なるべく自由にデータ流
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通させる。これが日本政府の方針です。これ

と真っ向から対立する国際的な動きが、さき

ほど挙げた EU の GDPR です。 

GDPR は EU が域内の個人データ保護を

目的とした法です。従来の EU データ保護指

令よりも個人データやプライバシーの保護

を厳格にしたものです。GDPR は、EU 域内

に事業所のある事業者だけでなく EU 域外

の事業者にも適用されます。なかでも GDPR

第 45 条に基づくデータ越境移転に関する十

分性認定―これが GDPR 十分性認定という

ものですが―は、EU 市民の個人情報を EU

域外に移転できるのは、同条に定める個人情

報保護の要件を十分に満たした法制度を整

備していると欧州委員会が決定した国や地

域だけであって、そうでない国や地域への

EU 市民の個人情報の移転は認められない

という、厳しい規制です。 

最近、Web サイトを閲覧していると、クッ

キーを受け入れますか、といちいち聞かれる

ようになりました。かつては、Web 事業者は

私たちの PC の、インターネット・エクスプ

ローラやグーグル・クロームといった Web

閲覧用ソフトにクッキーをこっそり送り込

んで、サイトへのアクセス情報を取得するよ

うなことをしていたわけですが、GDPRがで

きて、EU が個人情報保護に乗り出したの

で、EU で事業展開をしたい事業者は個人情

報をどういう形で取得するかといったこと

をきちんと明らかにし、それに対して同意を

取ること等をやるようになりました。EU の

個人情報保護が全世界に波及して、日本国内

でも Web サイトなどを運営する側も対応を

変更せざるを得なくなったわけです。個人情

報保護法の改正は、企業だけでなく国もこれ

に対応しようというわけです。 

もっとも、情報戦略という観点からする

と、違う構図も見てきます。世界の情報市場

は、アメリカ・中国・EU が主要な国となっ

ています。それぞれについて特色がありま

す。特に中国と EU は、国内・域内の情報が

他国へ流通することを潔しとしません。中国

は、最近個人情報保護法を一新しました。そ

れもかなり GDPR を意識したものと言われ

ています。これに対してアメリカを母国とす

る、冒頭に挙げた GAFAM という巨大なプ

ラットフォーマーが自由な情報流通によっ

て成長してきました。デジタル化が遅れてい

る日本としては、プラットフォーマーを同じ

ように育てたいと考えているので、アメリカ

のように情報の自由な流通を重視したいと

考えています。しかも単に後追いするだけで

はなく DFFT というものを打ち出し、情報

の流通のルールを日本が作っていこうとい

うのです。こうしたバックグラウンドがあっ

て個人情報保護法が大幅に見直されたわけ

です。 

 

４ 改正個人情報保護法の自治体への影 

 響 

図３を見てください。大きく分けますと８

つの事項について改正が施されています。特

に自治体については、※印が付いているとこ

ろが重要です。以下簡単に１つずつ説明して

いきます。 

【適用対象】 

１つ目は、適用対象ですが、まずは、改正

後の個人情報保護法第 2 条第 11 項柱書と同

項第２号・第４号を見てください。 

この法律において『行政機関等』とは、次
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に掲げる機関をいう。 

一 行政機関 

二 地方公共団体の機関（議会を除く。次章、

第三章及び第 69 条第 2 項第 3 号を除き、以

下同じ。） 

三 独立行政法人等（…） 

四 地方独立行政法人（地方独立行政法人法

第 21 条第 1 号…又は同条第２号若しくは第

3 号…に掲げる業務を目的とするものを除

く。）」 

これらの条文からわかりますように、国の

行政機関に適用される条文が、自治体の機関

に適用されます。したがって、自治体の個人

情報保護については、改正個人情報保護法の

施行後は、個人情報保護法を見れば良いとい

うことになります。しかし、第２号の括弧書

きにありますように、地方議会には個人情報

保護法の条文はほとんど適用されません。そ

れから地方独立行政法人にも国の行政機関

と同じ条文が適用されますが、第４号括弧書

きから分かりますように試験研究を行うも

のであるとか大学病院事業等におきまして

は、国の行政機関等に適用される条文でなく

個人情報取扱事業者に関する条文が適用さ

れます。 

 

【定義の一元化】 

次に２つ目、定義の一元化ですが、３点注

意すべきところがあります。 

１つは、個人情報の定義に関する点です。

個人情報保護法において個人情報というの

は、生存する個人に関する情報ということに

なっています（個情法 2 条 1 項柱書、改正個

情法 2 条 1 項柱書）。ところが、自治体によ

っては死者の名誉を保護するために条例で

個人情報の定義に死者を入れているところ

図 ３ 個人情報保護委員会「整備法の概要」より 
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があります。そうすると、個人情報保護法が

適用されると死者の個人情報は保護の対象

外になってしまうので、それに対する対応が

必要となります。 

それからまた 1 つは、現行の個人情報保護

法の個人情報の定義は、個人識別の能否を基

準としていますが、識別の能否の基準とし

て、容易照合可能性を基準としています（個

情法 2 条 1 項 1 号括弧書き、改正個情法 2

条 1 項 1 号括弧書き）。つまり一見して誰の

情報か分からなくても、容易に入手できる他

の情報と照らし合わせれば、一体誰かと特定

できる場合には個人情報に該当するという

ことです。反対に解釈すれば、容易に照合で

きない場合には、例えば、容易には入手でき

ないような他の情報と照らし合わせて初め

てその情報が誰のものか特定できる場合に

は、個人情報に該当しないということになり

ます。 

「容易に」が付いていない定義は、完全照

合可能性の識別基準と言われていて、現行の

行政機関個人情報保護法の定義や多くの自

治体の個人情報の定義には、この「容易に」

が付されていないと思います（行個情法 2 条

2 項 1 号括弧書き）。つまり、行政が保有す

る個人情報については、現行の個人情報保護

法が適用されている民間事業者の保有個人

情報より保護される個人情報の範囲が広く

なっているということです。ところが、識別

基準として容易可能性が適用されるとなる

と、容易可能でないものは、個人情報には該

当しないことになりますので、これまでより

保護される個人情報の範囲が狭くなるとい

うことになります。 

もう 1 つ注意しなければいけないのは、要

配慮個人情報です。センシティブ情報とも呼

ばれる要配慮個人情報については保護の程

度を高めることが必要です。自治体の条例の

中には要配慮個人情報に関する条文を置い

ていないところもありますが、置いている自

治体は、要配慮個人情報の収集を制限する条

文も置いております。しかし、現行の行政機

関個人情報保護法、そして改正後の個人情報

保護法には要配慮個人情報に関する条文は

あっても、行政機関等が要配慮個人情報の収

集を制限する条文はありません（個情法 2 条

3 項、行個情法 2 条 4 項）。改正法の施行後、

条例に収集を制限する条文を置き続けてよ

いのかが問題となります。ちなみに、民間事

業者については要配慮個人情報の収集に際

しては原則として本人の同意を必要とする

条文があります（個情法 17 条 2 項、改正個

情報 20 条 2 項）。 

 

【個人情報の取扱い】 

次に３つ目、個人情報の取扱いですが、こ

れについても、国の行政機関と同じ取扱いと

なります。例えば保有の制限について端折っ

た形で説明すると、法令の定める所掌事務ま

たは業務を遂行するために必要な場合であ

って、特定された利用目的の達成に必要な範

囲であれば、偽りその他不正の手段によるも

のでないかぎり、どこから収集してもよい、

ということになります（改正個情法 61 条 1

項、64 条）。自治体の条例の中には本人から

の収集を原則としているものが多くありま

す。法律の方は、本人からの取得を原則とし

ていないので、大きなズレがあります。この

ズレをどうすればよいのかという問題もあ

ります。 
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さらに、保有個人情報の目的外利用および

外部提供については、改正個人情報保護法第

69 条第１項に「行政機関の長等は、法令に

基づく場合を除き、利用目的以外の目的のた

めに保有個人情報を自ら利用し、又は提供し

てはならない」という定めがあり、同条第２

項に目的外利用や外部提供を可能とする要

件が列挙されています。列挙された要件の多

くは自治体の条例と似通っていますが、一つ

問題なのは、オンライン結合、つまりオンラ

インで自治体のコンピュータ、サーバーと外

部のコンピュータ、サーバーと連結させて常

に情報をやり取りするという仕組みについ

て、これまでセキュリティの関係で、これを

原則禁止とする条例をもつ自治体が多くあ

ります。そして、そのような条例では、公益

上オンライン結合が必要な場合には、自治体

が独自に設置した第三者機関である審議会

に諮問して審議会がセキュリティは大丈夫

なのかどうか、あるいは、結合させた方がよ

い公益上の必要性があるのかどうかをチェ

ックした上で結合を是とする答申をし、初め

て結合が認められるという慎重な手続が定

められています。 

しかし、改正個人情報保護法、そもそも現

行の行政機関個人情報保護法にはそのよう

な条文はありません。それでは、そのような

条文を定めている条例をもっている自治体

はどう対応すればよいのでしょうか。法律に

合わせるとなると、オンライン結合を制限す

る条文とそれを解除するについて審議会へ

諮問する手続は自治体から一掃されること

になります。実は今回の改正は、そこを最大

の狙いとしているのです。 

また、公益上の理由によって外部提供を認め

る場合、その時も審議会に諮問するという手

続を設けている条例もありますが、改正個人

情報保護法（そして、そもそも現行の行政機

関個人情報保護法）は、国の行政機関にその

ような手続をとることを求めていません。改

正個人情報保護法が適用されるようになる

と、自治体の執行機関もそのような手続をと

る必要がなくなります。公益を理由とした保

有個人情報の外部提供については、自治体の

執行機関は、同法の要件に従い判断すればよ

いということになります。これまでは、審議

会を通じて住民はどういう情報が目的外利

用されるとか、外部に提供されることが分か

りますが、このような手続がなくなると、目

的外利用や外部提供について透明性や公開

性が失われることになりかねません。この手

続を維持することができるか、住民自治にと

って大きな問題です。 

 

【個人情報ファイル簿の作成・公開】 

４つ目の個人情報ファイル簿の作成およ

び公開については、すべての自治体の義務と

なります（改正個情法 75 条 1 項）。もっと

も個人情報ファイル簿と同様なものは、じつ

は大概の自治体は個人情報取扱事務登録簿

という形ですでに作成し、公開しています。 

問題は、すでにこれを作成している自治体に

おいても個人情報ファイル簿を別途作りな

さいということです。そうすると自治体によ

っては、個人情報ファイル簿と個人情報取扱

事務登録簿の両方作らなければならないと

いうことになります。それが大変な業務だと

考える自治体では、とにかく法律上の義務を

果たすことを優先させ、従来作成していた事

務登録簿の方を作成しない方向に向かうの
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ではないでしょうか。ただ、個人情報取扱事

務登録簿の中には、実は国の個人情報ファイ

ル簿よりもかなりキメ細かな項目を定めて

いるものがあります。そういうものを無くし

てもよいのかという問題があります。 

 

【自己情報の開示、訂正および利用停止】 

それから、５つ目、自己情報の開示、訂正

および利用停止の請求については、これまで

自治体ごとの条例にその要件や手続が定め

られていますが、改正個人情報保護法の施行

後は、自治体は、同法の定めに則って開示等

の請求を処理すればよいことになります（改

正個情法 76 条～103 条）。したがって、自

己情報の開示請求や訂正請求、利用停止請求

に関する条文を自治体はもはや定めなくて

よいということになります。これを前提とし

た上で若干問題があります。 

自己の情報について例えば誤った記載が

あったり、違法な利用がされていたりする場

合には、訂正請求や利用停止請求をする仕組

みがあります。これはあらゆる個人情報保護

制度に共通したものですが、現行の行政機関

個人情報保護法の仕組みは、開示請求に基づ

いて開示された個人情報のみが訂正請求や

利用停止請求の対象です。とにかく、一旦開

示請求した上でないと、訂正請求や利用停止

請求ができません。これを開示請求前置とい

います。この仕組みが改正個人情報保護法に

も採用されているので、自治体にも開示請求

前置が適用されます（改正個情法 90 条柱書

中括弧書き）。 

ところが、関西の自治体に多いですが、開

示請求をしなくても、とにかく自治体が保有

している個人情報が公表され、自己の情報が

間違っているということが明らかに分かっ

ている、だから訂正を請求する、あるいはそ

のような個人情報が利用されたら困るから

直ちに利用停止を請求することを認めてい

る条例もあります。したがって、改正個人情

報保護法がそのまま自治体にも適用されて

しまうと、今後、開示請求をして、開示され

た後にしか訂正請求や利用停止請求ができ

なくなってしまいます。条例で開示請求前置

を採用していない自治体は、今後どのように

したらよいかが問題となります。 

 

【行政機関匿名加工情報の提供制度の導入】 

６つ目は、行政機関匿名加工情報の提供制

度の導入です。これが情報の流通のところで

非常に大きな意味を持っているところです。

国の行政機関については、2016 年の行政機

関個人情報保護法および独立行政法人等個

人情報保護法の改正で、行政機関非識別加工

情報の提供といった制度が設けられていま

す（行個情法 44 条の 2～44 条の 16、独法個

情法 44 条の 2～44 条の 16）。国の行政機関

または一部の独立行政法人等が保有する個

人情報を事業者に提供するものです。もちろ

ん個人が識別できないように加工して提供

するから大丈夫だということが前提となっ

ています。これは民間事業者に適用される個

人情報保護法でも同じような制度があって、

行政機関や独立行政法人等では非識別加工

情報と言い、民間の方では匿名加工情報と言

っているのですが、両方同じものなので、今

回法改正で、「匿名加工情報」という名称に

一本化されました（改正個情法 60 条３項）。 

問題は、行政機関等匿名加工情報について

は、これまでは国および一部の独立行政法人
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のみに提供義務がありました。改正により地

方公共団体にもこの制度が適用されること

になります（改正個情法 109 条～123 条）。

ただ、当分の間は、都道府県と政令指定都市

にのみ適用されることとし、他の地方公共団

体は任意ということになっています（改正個

情法附則 7 条）。 

 ところで、現行の行政機関個人情報保護法

は行政機関非識別加工情報が個人情報に該

当することを前提としています。そこで、い

わゆるオプトアウト規定に相当する条文が

あります（行個法 44 条の 8 第 2 項）。すな

わち、自己の個人情報が非識別加工情報とし

て提供される場合に、それを拒む権利が認め

られているのです。これに対し、改正個人情

報保護法では行政機関等匿名加工情報の作

成に際してオプトアウト規定に相当する条

文はありません。自己の個人情報に対する自

己情報コントロール権の観点からするとそ

れでよいのか疑問があります。 

たしかに、行政機関等匿名加工情報の提供

制度を導入するか否かは、都道府県と政令指

定都市以外の自治体の政策判断に委ねられ

ているのですが、改正法におけるオプトアウ

ト規定の欠如を個人情報保護の観点から留

意してほしいところです。 

 

【個人情報保護委員会と地方公共団体との

関係】 

 ７つ目は、個人情報保護委員会と地方公共

団体の関係です。前述した通り、改正後の個

人情報保護法制は、個人情報保護委員会の天

下になります。自治体の個人情報の取扱いに

ついても、国の行政機関のそれと同様に、個

人情報保護委員会の監視の下に置かれます

（改正行個法 156 条～170 条）。 

重要なのは、図３の※に書いてあるように独

自の保護措置を条例で定めた時は、その旨お

よびその内容を個人情報保護委員会に届け

出しなくてはならないことになることです。

改正個人情報保護法は、条例で定めるべき事

項および条例で定めてもよい事項を明文で

定めているところ、その事項を条例で定めた

自治体は、個人情報保護委員会に届け出なけ

ればならないということです（改正個情法

167 条）。届出がされた条例が、個人情報保

護委員会から見て個人情報保護法の趣旨と

違うのではないかというような場合には、同

委員会は、助言や勧告をするといった監視措

置をとることができます。 

これまで自治体は条例をかなり自由に設

計することができ、かりに条例の規律の内容

が問題となっても、その条例の適用によって

権利利益の侵害を受けた者が裁判で争うこ

とによってはじめてその問題は公になり法

的な解決の対象になるにとどまっていたわ

けです。しかし、改正個人情報保護法の下で

は、裁判で条例の規律内容が争われる前に、

個人情報保護委員会が条例の規律内容をチ

ェックすることになります。 

 

５ 個人情報保護における地方自治 

図２をふたたび見てください。改正個人情

報保護法が自治体に適用されると、これまで

は、自治体によって条例の内容が異なってい

たので、日本全体としてみれば、個人情報保

護の内容はデコボコ状態だったのが、フラッ

ト化します。改正個人情報保護法とは違う定

めを置いている自治体については新しく独

自の保護措置ということで、条例で上乗せを
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する、あるいは、横出しをすることになりま

す。問題は、自治体が採りうる独自の保護措

置は必要最小限にとどめよとされているこ

とです。 

これまで住民の個人情報保護については、

法定されていないという意味で、純粋に自治

事務として自治体が自治の発露として設計

してきました。個人情報保護法が今後自治体

を枠付けするようになるからといって、国の

関与が抑制されるべき自治事務であること

は変わりがありません。自治事務について

は、法定の自治事務であっても国は特に地域

の特性に応じて、当該事務を処理することを

特に配慮しなければいけないと地方自治法

は定めています（自治法 2 条 13 項）。 

問題は、個人情報の保護に「地域の特性」

があるのかというところです。個人情報に地

域の特性はないのだから、個人情報保護は共

通ルールに服すべきであって、自治体による

独自の保護措置の必要性は見いだされない

との見方もあります。 

しかし、住民自治に基づく個人情報保護の

伝統こそが地域の特性と読むべきではない

かと思います。多くの自治体は、自らに課し

たさまざまな制限の下で住民の理解を得な

がら個人情報を収集し、利用をしてきたとい

う歴史があります。そして、住民も委員とな

っている審議会での慎重な審議を経るとい

った透明性と公開性が確保された手続でも

って、自治体は個人情報を利用してきまし

た。住民自治に支えられているのが、自治体

における個人情報の保護の特性です。法律が

できたからといって、このような特性が失わ

れるはずはありません。デジタル改革関連法

の国会の審議の中で平井卓也担当大臣は、個

人情報保護法が改正され、新しい法律が施行

される段階で、今までの自治体の条例はリセ

ットされる、という答弁をしていましたが、

これはあまりにも乱暴な議論で、地方自治の

侵害といってよいでしょう。 

それでは、自治体は、現行の条例を前提と

したうえで、どのような独自の保護措置を採

ることが可能でしょうか。この課題について

は稿を改めて説明することにしましょう。 

 

参考文献 

本多滝夫・久保貴裕『自治体ＤＸでどうなる

地方自治の『近未来』』（自治体研究社、2021

年） 

庄村勇人・中村重美『デジタル改革と個人情

報保護のゆくえ』（自治体研究社、2022 年） 

                                      

 

 

                   

 山口 剛（ＮＰＯ法人夜まわりの会副理事長、研究所常任理事）  

 

１ 夜まわりの会の設立趣旨 

ＮＰＯ法人夜まわりの会は、公園や公衆

トイレで寝泊まりしている方たちを支援して、

人生のやり直しを目的に設立された法人です。 
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法人の目的は第一に住居や雇用の不安定等

により貧困を余儀なくされる方に対して、支

援活動を行うとともに貧困問題の解決に取り

組むこと、第二に、地域、家族、疾病、障害

等により複合的な課題を抱える人に対して、

問題解決を図り、福祉が向上することに寄与

することを目的としています。 

 

２  「大津夜まわりの会」のあゆみ 

2001 年（任意団体）琵琶湖畔や駅ホーム、

公園で野宿生活を余儀なくされた人々へ

の居住生活移行支援活動を始める。 

2002 年 夜まわり活動、越冬支援を始める。 

2003 年 野宿生活者の総合相談（住宅確保、

就労、債務整理、健康相談、衣類の提供

など）を関連団体と共同で実施。 

2007 年 NPO 法人化、街頭支援や日常見

回り 

2010 年 「路上生活からの脱出」、セミナ

ー開催 

2011 年 ひまわりサロン開設。 

2012 年 夏休みなど「子供学習支援」開始」 

2013 年 社会的包摂・「絆」再生事業で緊

急一時宿泊所（シェルター）開設 

2015 年 生活困窮者自立支援法施行に伴

い、大津市から自立相談支援事業（総合

相談）、一時生活支援事業（緊急一時宿泊

所）の運営を受託。 

2016 年 認定特定非営利活動法人格取得 

 

３ 現在の主な活動 

（１）一時生活支援事業（困窮シェルター） 

現在夜まわりの会には、大津市社会福祉協

議会、大津警察署や弁護士事務所、大津保護

観察所、大津市福祉事務所、議員などの団体

や個人から支援要請があります。それは、い

ろいろな事情で居場所がなくなった方に対す

る住まいの提供や生活再建への相談です。相

談のあった方について、法人が大津市の補助

金や各種団体からの寄付金などを財源に確保

している、緊急一時宿泊所（シェルター）５

室（大津市生活困窮者一時生活支援業務に活

用）や定期賃貸契約による一時宿泊用居室（賃

貸シェルター） ３室に入室いただき、まず

は住む場所の提供から支援を始めます。 

● シェルターは、大津市内の賃貸住宅８

室を宿泊所として提供。 

● 調理器具と冷蔵庫も備え、利用者自身

による自炊が原則。 

●  利用期間中には住居・仕事探しや福祉

制度の利用等をスタッフが多面的に支援。 

●  日中は「ひまわりサロン」の利用も可能。 

シェルターは年間を通じて、満室状況が続

いています。 

 

（２）自立相談支援業務 

様々な課題を抱えたシェルター入室者の生

活再建には、法人の支援員（社会福祉士）が、

本人との関係作りからはじめます。法人事務

所に設置しているサロンに来てもらい昼食の

提供をする。あるいは、シェルターを訪問し、

生活歴等を把握しながら、支援員を信頼して

もらう関係をつくる。次に、福祉事務所や医

療機関等と連携し、病気の治療や生活保護受

給申請を行う。生保受給の目処がつけば住居

の確保や、ハローワーク等での求職支援など

も行います。入室後３ヶ月を目処に退室をし

てもらうようにしていますが、半年以上の長

期になる方もおられます。 

 

（３）ひまわりサロン 

法人事務所を置いている民家（貸借）に生

活保護受給者等の居場所、憩いの場、利用者

相互の交流スペースを開設しています。実費

で昼食の提供も行っています。 

（週３回）実費１回２００円 

 

（４）夏休み子どもひまわりの家 

 家庭の貧困等で日常的に学習支援を受け

る事が困難な児童生徒の学習権を保障する一

環として夏休み子どもひまわりの家を開催。

コロナ禍で開催日数を４日に半減、募集人分

の２０人程度としました。 
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（５）越冬支援のつどい  

 NHK 歳末たすけあい等の助成を受け、膳

所診療所、大津市社会福祉協議会、大津市社

会福祉事業団、大津生活と健康を守る会、び

わこダルクなどの協力で年末に越冬支援のつ

どいを開催しています。つどいでは、食料品

の提供や豚汁、炊き込みごはんなどのふるま

い、健康相談や生活相談なども行いました。  

 

４ 最後に 

この間、大津市内では、いろいろな団体の

支援や私達の活動もあって公園などで生活し

ている人はめっきり少なくなりました。しか

し、ネットカフェや車上生活をしている方も

います。昨年末も深夜１０時過ぎから午前１

時過ぎまで当法人が大津京駅から石山駅にか

けての公園や公衆トイレを夜まわりした結果、

なぎさ公園のベンチにいた６０歳の方を発見。

いろいろお話しを聞く中で、東京出た後、全

国を転々とされていて、今晩泊る所もないと

いうことで、法人が確保している緊急シェル

ターが１日前に空いたので、そこへ入ってい

ただくことができました。その方は今、生活

再建に向け法人支援員ととりくんでおられま

す。 

コロナ禍の中で、全国でゆく場を失った方

が増えています。そういう方に対して、当面

の住む場所を提供し、生活再建のお手伝いす

ることは非常に重要です。我が法人もその支

援にあたる職員や資金が不足しています。是

非みなさんの物心両面のお力をお貸し下さい。 

 

 

 

2月9日、現在取り組んでいる県政研究の課題の一つとして、滋賀県経済の分析をお願いしてい

る龍谷大学経済学部辻田素子教授によるズーム学習会を行いました。紙面の関係でその一部だけ

を紹介します。全体については第9次県政研究の報告書に掲載する予定です。 

 

滋賀県経済の特徴 

図１は地域経済分析システム「RESAS（リ

ーサス）」を使って作成した、滋賀県の地域経

済循環図（2015 年）である。滋賀県では、⑴

第 2 次産業と第 3 次産業で稼いでいる、⑵

雇用者所得が流入しており、県外で働く就業

者が域外から所得（給与）持ち帰っている、

⑶配当や再分配などを通じて域外に企業の所

昨年の夏休みの子どもひまわりの家 

昨年 12 月 26 日越冬支援 
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得が流出している、⑷民間消費

は域外に流出している。京都、

大阪などで財やサービスが購

入されている、⑸民間投資も域

外に流出している、⑹「その他

支出 1」は流入していることか

ら、域内の財・サービスが域外

から購入されている（移輸入よ

り移輸出が多い）といった特徴

が認められる。 

 

経済成長率  

滋賀県の経済成長率は 2014 年度以降、国

の成長率を上回っている（図 2 参照）。2018 

年度の滋賀県の県内総生産は名目が 6 兆 

7679 億円、実質が 6 兆 6122 億円で、それ

ぞれ前年度比 0.9%と 1.2%の伸びとなった。

名目は 6 年連続、実質は 4 年連続の増加で

ある。こうした滋賀県経済をけん引している

のは、主要産業である製造業の健闘である。 

 

 

産業構造の特徴 

県の総生産 6 兆 7679 円（2018 年度、名

目）の構成比をみると、製造業が 44.6%で最

も高く（図 3 参 照）、その割合は全国 1 位

である。製造業の特化係数は 2.15 にも達し、

製造業に著しく依存した産業構 造にある。滋

賀県で特化係数が１（全国平均）を上回るの

は、製造業以外では、電気・ガス・水道・廃 
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棄物処理業(1.30)、その他サー

ビス(1.01)にとどまる。また、

生産性の向上や新しい価値の

創出、自然災 害や感染症など

に対する社会の強靱性の面で、

デジタル化の推進が喫緊の課

題となっているが、その基 盤

ともいえる情報通信業はわず

か 0.33 である。雇用面におい

ても製造業の寄与度は高い（図 

4 参照）。滋賀県の就業者数 

69 万 510 人（2018 年、就 業

地ベース）のうち、30.0%にあ

たる 19 万 3106 人が製造業

に属する。第 2 位の卸売・小

売業（97855 人）のほぼ 2 倍

に相当し、雇用の創出において

も極めて重要な役割を果たし

ている。製造業の雇用面に お

ける特化係数も 1.86 と極め

て高い。 

 

分析の小括 

・滋賀県は移輸出が移輸入を

超過している状態。 

・域外から外貨を獲得してい

るのは主に製造業。 

・製造業の労働生産性（従業者 1 人当たりの

付加価値額）は高いが、近年は伸びが鈍化。

化学工業の躍進が他業種の伸び悩みをカバー。 

・滋賀県企業の海外展開は直接投資、輸出と

もに進展。 

・研究開発活動はそれほど活発ではない。 

・就業者に占める専門人材の割合は高い。技

術者、とりわけ、化学や電気・電子・電気通

信の分野で一定の集積。 

・情報処理・通信分野の専門人材は僅少。企

業の求人が少ない。情報通信業の賃金は全国

に比して低いうえ低下傾向 

・農業をベースにした第 2 次産業、第 3 次産

業との連携事業はあまり進んでいない。 

 

 

質疑応答 

 質疑では、辻田先生が滋賀県では、情報通

信分野が弱く、IT 化を進めることが課題の一

つとされたことに対し、参加者からは人員削

減などの問題がだされました。これに対して、

辻田先生は、企業の滋賀県への進出について、

人手確保が課題になっていることも指摘され

ました。 

 また、参加した黄野瀬県議会議員からは、

滋賀県で中小企業活性化条例が施行されて

10 年になるので、これを総括して今後の方向

性を探ることが来年度の課題となっているこ

とが明らかにされました。 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
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日時 2022 年 2 月 23 日（水・休） 
    13:30～16:45 
場所 滋賀県教育会館 
※資料代 500 円の協力を。※どなたでも参加できます。 

※ズームを使ったリモート参加も可能です。希望される方は滋賀自治体問

題研究所のメールアドレスあてに申し込んでください。 

 
「三日月県政の 2 期 7 年半の評価と県政各分野の課題」として滋賀自治体問題研究所、共

産党県議団、医療、教育、農業など各分野からのレポート提出のみを含めて報告を行います。 

 

① 安倍、菅の流れを受けつぐ岸田政権の地方政策の特徴（滋賀自治体問題研究所） 

② 大戸川ダム推進、自民党県政へ変質した２期目三日月県政、県民の福祉増進という地

方自治体の役割を放棄（節木三千代 県議会議員） 

③ 滋賀の医療介護（民医連）  

④ 滋賀の農業（農民連） 

⑤ 全国最低レベルの運営交付金を改善させ、入って、学んでよかった滋賀県立大学へ

（滋賀県職員組合） 

⑥  

～以下レポートのみ～ 

⑦ 2022 年滋賀県平和運動の課題（滋賀県平和委員会） 

⑧ 原子力災害時の避難計画に関する調査結果（福井原発訴訟(滋賀)を支える会） 

⑨ 指定管理者制度に関する調査（中間報告）（滋賀自治体問題研究所） 

⑩ 滋賀の教育(中間報告)（全滋賀教組） 

⑪ その他 

（滋賀自治体問題研究所、滋賀自治労連、滋賀県職員組合） 

連絡先：滋賀自治体問題研究所 

 TEL/FAX 077-527-5645 E-mail shigajichiken2009@yahoo.co.jp 

 滋賀自治労連 TEL077-527-5511 FAX077-527-5522 E-mail sigaziti@mx.biwa.ne.jp 


