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杉浦 智子（大津市議会議員） 

 

 新型コロナウイルス感染第６波により医療

ひっ迫が深刻だった２月、市立大津市民病院

（以下、市民病院）では、外科・脳神経外科

などの医師が一斉に退職の意向を示している

という新聞報道が、患者や家族をはじめ、病

院スタッフ、市民に衝撃を与えました。  

 共産党市議団（以下、市議団）のＨＰにも

在籍医師からメールがあり、パワハラを理由

に多くの医師が退職しようとしているから何

らかの対応をしてほしいとの内容でした。コ

ロナ対応に翻弄されている病院でまさか医師

の退職問題が起きているとは想像もできず、

即刻組合と市長に事実関係を確認したとこ

ろ、昨年９月の院内での診療部長会議の中で、

昨年４月に就任した理事長が、業績不振を理

由に医師への退職勧奨、人員削減などを進め

る発言をしたことがわかりました。 

 その対象とされた外科・脳神経外科の医師

が「パワハラを受けた」と受け止め、労働基

準局に通報したことが事の発端だということ

でした。パワハラ問題については、第三者委

員会が設置され、３月末に調査結果が報告さ

れましたが、パワハラは認められないが、配

慮が不十分であり、不信感を醸成したとの指

摘があったということでした。 

 しかし、その後も退職の意向を示す医師が

増え、いずれの医師も京大医学部付属病院か

ら派遣されており、今年の２月には京大側か

ら大津市民病院には「医師はもう派遣しない」

という内容の電話連絡があったとのことで
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す。 

 大津市民病院の医師は、京大医学部付属病

院と京都府立医大病院から派遣を受けてお

り、従来から両病院の医局の方針で医師の異

動が決まってきました。今回の医師大量退職

問題は、着任した新理事長が地方独立行政法

人に求められる経営効率を優先するあまり

に、派遣元の病院との信頼関係を損ね、不信

感から派遣の中止、退職につながったとみら

れます。新聞やテレビなどの報道では、パワ

ハラを原因とした「白い巨塔」にあるような

学閥や医師の勢力争いなどの人事問題とされ

ていますが、根源は、国が進めている「地域

医療構想」にあり、地方独立行政法人への移

行にもあることを見落としてはならないと思

います。 

 

 大津市民病院は、前身は明治時代の伝染病

収容施設で１２０年あまりの歴史をもち、公

立病院として長年、「不採算部門」の医療提供

を担ってきました。市の福祉部局などとも連

携し、市民の命と健康を守る役割を果たす地

域の中核病院として、５疾病４事業の医療を

担い、市民や地域の医療関係機関からも信頼

を得てきました。 

 一方で「不採算部門」を担う公立病院の赤

字が自治体財政に与える負担の問題がクロー

ズアップされ、２００７年に総務省から示さ

れた「公立病院改革ガイドライン」に基づき、

全国の自治体で公立病院改革プランが策定さ

れ、経営の効率化、経営形態の見直し、医療

ネットワーク再編の取り組みが進められまし

た。背景には国による医療費抑制政策があり、

消費税増税、診療報酬改定、さらに公務員の

総定員法などによって全国の自治体病院の経

営状況が悪化したのです。医薬品や診療材料

に係る消費税、総定員法による業務の外部委

託化で委託費に係る消費税の負担は病院財政

に大きな負担を及ぼしました。大津市民病院

においても同様であり、地方独立法人化前の

２０１５年度決算では、１５億６，７００万

円の純損失を計上、累積欠損は１５４億８，

７００万円と過去最悪の厳しい経営状況とな

りました。 

 大津市でも経営改革への取り組みが強化さ

れ、前市長の行財政改革の推進のもとでは不

採算の切り捨てが進み、大津市民病院のあり

方検討委員会が設置され、経営形態の見直し

が行われ、２０１４年に地方独立行政法人へ

の移行を望ましいとする「市民病院のあり方

に関する提言書」が提出され、大津市民病院

経営形態検討委員会が市付属機関として設置

されました。そしてその翌年、「新公立病院改

革ガイドライン」が総務省から示され、先の

ガイドラインに加えて、「地域医療構想を踏ま

えた役割の明確化」の視点にたった病院改革

への取り組みが要請されています。これに応

えるように検討委員会は現状の経営状況の改

善に向けた現実的な選択肢として、「地方独立

行政法人化」が相応しいと答申し、８月に市

長が大津市民病院の地方独立行政法人化を表

明しました。地方独立行政法人に移行すると、

４年に一度の経営も含む中期目標を大津市が

示し、これを議会が議決します。法人は中期

目標に基づき中期計画を策定し、市長は第３

者機関としての病院評価委員会に意見を聞き

議会に認可の議決を求めます。独立した法人

に議会が直接意見を聞くことも求めることも

できず、議会質問も市として把握しているこ

とを答弁するに留まります。議会の関与はほ

とんどなくなったに等しく、つまりは市民の

意見や願いとの距離も大きくなったと言えま

す。 

 市は経営の柔軟性、自由度が高まることを

強調しましたが、市議団は市直営から公共サ

ービスの縮小・廃止が目的となる「地方独立

行政法人」への移行には、採算第一主義によ

る不採算部門の切り捨てや民営化の通過点で

あることなど、引いては市民の命と健康を守

る役割が果たせなくなることも指摘し反対し

てきました。 

 今回の医師大量退職問題でも、市長は「…

病院の設置者として誠に遺憾であり、おわび

申し上げたい」と記者会見で発言しています
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が、責任は法人にあると他人事です。市議会

も対応の説明は求めますが、市に責任を求め

ることは仕組み上できないことを容認し、形

式上決議を上げるに留まるという始末です。 

 

 また地方独立行政法人への移行の際に、大

津市民病院の同一敷地内に隣接する公営の介

護老人保健施設ケアセンターおおつ(以下、ケ

アセンター)の業務を法人の業務として位置

づけ、ケアセンターが抱える人件費や経営難

などの課題を法人に押しつけることになりま

した。当時、大津市民病院敷地内には耐震性

に問題がある職員寮や管理棟などの建物の改

修なども積み残したままでした。さらには大

津市民病院には付属看護学校も併設してお

り、その経営についても課題とされていたこ

とから、前市長は市のお荷物となる赤字の施

設切り捨てに乗り出したわけです。結局、ケ

アセンターは翌年に廃止、付属看護学校は一

昨年に廃止されました。課題に対する市とし

ての責任を果たす姿勢を見せない市当局に対

して、さまざまなお荷物を背負わされ、経営

や人事の自由度が高まるどころか、市長から

は運営費交付金まで出し渋られたり、効率化

優先で黒字への転換を求められるだけの経営

に、前理事長兼院長は嫌気をさして退職しま

した。丁度同時期２０１９年に産婦人科医や

ＥＲ（救急医療）担当医が一斉退職し、分娩

を休止することになりました。一斉地方選挙

の争点にもなる事態を生み出したことを昨日

のことのように思い出します。ＥＲ医師は何

とか派遣元病院から派遣を受けましたが、産

科については、それ以降復活していません。

市民病院は、助産施設としての役割も担って

いましたが、他の医療機関に対応してもらっ

ています。 

 

 コロナ禍においても、大津市民病院は県内

唯一の第１種感染症指定医療機関として、多

くの新型コロナウイルス感染症の患者を受け

入れ、ＥＣＯＭＯを使った治療をはじめ先導

的な役割を果たしています。信頼回復のため

に病院をあげて市民のニーズに応えるべく取

り組みを進めていた矢先の今回の医師大量退

職の問題です。 

 しかし医師の派遣先からの引き上げ問題

は、ここ数年にわたり県内の数々の病院で起

きていることであり、国の医療抑制のもとで

の医師の削減、偏在などの課題についての認

識は行政の側でも大津保健医療圏域での動向

など情報をつぶさに把握する必要がありま

す。地域医療を確保するための政策をもつべ

き大津市の認識不足にも問題があります。 

 今回の退職医師のうち、脳神経外科の医師

は全員が大津日赤病院に移ることが明らかに

なっており、病院側の説明でも大津市内で当

科を必要とする患者が大津日赤病院で治療を

受けることができるので、医療の確保という

点では問題はないとしています。これはまさ

に地域医療構想の中で各医療圏域に求められ

ている医療の重点化、病院の機能分化です。 

 大津市民病院の病院評価委員会では、今回

の医師大量退職問題を受けての今後の対応と

して、近隣病院との医療の重点化、機能分化

を検討することを市当局と法人に求めていま

す。コロナ禍で医療逼迫が繰り返され、その

脆弱さが明らかになっているにも関わらず、

まだ病床削減、診療科の統廃合をはじめとす

る「地域医療構想」を推進する国の動きは許

せません。 

 大津市民病院は市民の大切な税金でつくら

れ運営されてきた市民の財産です。この間の

病院内の診療部長会議や理事会、病院評価委

員会の議論は市民不在の議論が行われてお

り、市民の不安や心配に応えるものではあり

ません。 

 経営の効率化といいながら今般退職した理

事長には退職金５２０万円余が、引責から院

長を退任する副理事長にも管理職手当月２０

万円が支払われることや、退職医師の代わり

に就任する医師には今年一年間確保手当なる

ものが職位に応じて１５０万円～３００万円

が支払われます。治療のために転院などを余

儀なくされ、交通費や初診料など市民や患者
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には負担を増やすことも想定されると、市民

からの批判も広がっています。 

この夏は参議院選挙と知事選が行われ、県

民の命がかかった闘いとなります。大津市民

病院で起きた医師大量退職問題を、単なる人

事の問題としてではなく、コロナ禍を教訓と

した日本の医療体制そのものを強化していく

ことの大切さを市民に伝え、地域医療の拠点

として大津市民病院がその役割を発揮できる

ように、運営の改善はもちろんですが、直営

に戻すことなどの調査研究を進め、国が推し

進める「地域医療構想」を止めさせるために

取り組みを強めていきたいと思います。 

 

 

 

本多滝夫（龍谷大学教授・研究所副理事長） 

 

１ 個人情報保護法の改正 

２ 改正個人情報保護法施行後に必要とされる条例制定事項 （以上 368号） 

３ 法定外の任意的条例事項－オンライン結合制限 （以上 369号） 

４ 法定の任意的条例事項（本号） 

 

４ 法定の任意的条例事項 

さて、繰り返しの説明になりますが、法定

の任意的条例事項とは、改正個人情報保護法

が自治体の自主的な判断で追加規定を条例で

定めることを明文で認めている事項をいいま

す。これに該当するものは、条例要配慮個人

情報（法 60条 5項）、個人情報取扱事務登録

簿（法 75条 5項）、保有個人情報の開示請求

に係る不開示情報（法 78条 2項）、開示、訂

正および利用停止の手続ならびに審査請求の

手続（法 108条）、審査請求の審査機関（法

105条 3項〔条例で定める審査会（行審法 81

条 4項参照）への諮問〕）、審査請求をすべき

行政庁（法 107条 2項）、そして審議会等へ

の諮問（法 129条）です。ここでは、前項で

も問題とした審議会等への諮問と、訂正およ

び利用停止の手続について検討を加えておき

ましょう。 

（１）審議会等への諮問 

多くの自治体は、前述のオンライン結合の

制限を解除する場合だけでなく、要配慮個人

情報を収集する場合、保有個人情報を収集の

目的とは異なる目的のために利用する場合、

他の執行機関、国、他の自治体など保有機関

以外の機関や団体に保有個人情報を提供する

場合にも、個人情報保護条例において審議会

への諮問を義務付けています。 

たとえば、草津市個人情報保護条例では以

下のような定めとなっています。 

(収集の制限) 

第 7条 実施機関は、個人情報を収集する

ときは、本人から収集しなければならない。

ただし、次の各号のいずれかに該当するとき

は、この限りでない。 

(1)～（5） （略） 

(6) 国、独立行政法人等、他の地方公共

団体または地方独立行政法人(以下「国等」

という。)から収集する場合であって、事務

の執行上やむを得ないと認められるとき。 

(7) 前各号に掲げる場合のほか、公益上

特に必要があり、かつ、本人の権利利益を不

当に侵害するおそれがないと認められると
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き。 

２ 実施機関は、人種、信条、社会的身

分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被っ

た事実その他本人に対する不当な差別、偏見

その他の不利益が生じるおそれがあるものと

して規則で定める記述等が含まれる個人情報

を収集してはならない。ただし、次の各号の

いずれかに該当するときは、この限りでな

い。 

(1) 法令等の規定に基づいて収集すると

き。 

(2) 個人情報を取り扱う事務の目的を達

成するために必要不可欠であると実施機関が

認めるとき。 

３ 実施機関は、第 1項第 6号もしくは第

7号または前項第 2号により個人情報を収集

しようとするときは、あらかじめ草津市情報

公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」

という。)の意見を聴かなければならない。

ただし、急を要するときその他実施機関が行

う事務または事業の執行に支障が生じると認

めるときは、この限りでない。 

4 実施機関は、前項ただし書の規定により

審議会の意見を聴かないで個人情報を収集し

たときは、速やかにその旨を審議会に報告し

なければならない。この場合において、審議

会は当該実施機関に対し、当該報告に係る事

項について意見を述べることができる。 

（利用及び提供の制限） 

第 10条 実施機関は、利用目的以外の目的

のために保有個人情報…を当該実施機関内に

おいて利用し、または当該実施機関以外のも

のへ提供してはならない。ただし、次の各号

のいずれかに該当するときは、この限りでな

い。 

(1)～(5) （略）  

(6) 実施機関がその所掌事務の遂行に必

要な限度で保有個人情報を内部で利用する場

合であって、当該保有個人情報を利用するこ

とについて相当な理由のあるとき。 

(7) 国等または当該実施機関以外の市の

機関に提供する場合において、保有個人情報

の提供を受ける者が、その所掌する事務また

は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人

情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用す

ることについて相当な理由のあるとき。 

(8) 前各号に掲げるもののほか、公益上特

に必要があり、かつ、本人の権利利益を不当

に侵害するおそれがないと実施機関が認める

とき。 

２ 第 7条第 3項および第 4項の規定は、

前項第 6号から第 8号までの規定により保有

個人情報を利用目的以外の目的のために保有

個人情報を当該実施機関内において利用し、

または当該実施機関以外のものへ提供しよう

とする場合について準用する。 

 

代わって、改正個人情報保護法では、審議

会に関する定めは以下のようなものになって

います。 

第 129条 地方公共団体の機関は、条例で定

めるところにより、第三章第三節の施策を講

ずる場合その他の場合において、個人情報の

適正な取扱いを確保するため専門的な知見に

基づく意見を聴くことが特に必要であると認

めるときは、審議会その他の合議制の機関に

諮問することができる。 

 

「個人情報の適正な取扱いを確保するため

専門的な知見に基づく意見を聴く」という文

言を見る限り、改正個人情報保護法の施行後

も、自治体は、同条に基づいて従前の審議会

に関する定めと同じものを条例で定めること

が許されそうです。しかし、オンライン結合

に関する説明の中でも言及したように、個人

情報保護委員会は『特に必要である』という

文言に重きを置き、「個人情報の取得、利用、

提供、オンライン結合等について、類型的に

審議会等への諮問を要件とする条例を定める

ことは、今回の法改正の趣旨に照らして許容

されない」との見解を明らかにしています。

つまり、個人情報保護委員会は、草津市条例

のように審議会が個々の事案において本人以

外のものからの個人情報の取得、要配慮個人
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情報の取得、目的外利用または外部提供の可

否を審議する仕組みは改正個人情報保護法の

下では維持してはならないといっているわけ

です。 

個人情報の取得、利用および提供について

も審議会への諮問が許容されない実質的理由

は、やはり上記タスクフォースが次にように

説明しています。 

「現在、多くの地方公共団体の条例におい

ては、個別の個人情報の取扱いの判断に際し

て、地方自治法第 138条の 4第 3項に規定す

る附属機関である審議会等の意見を聴くこと

としているが、法制化後は、法律による共通

ルールについて国がガイドライン等を示し、

地方公共団体等はこれに基づきあらかじめ定

型的な事例について運用ルールを決めておく

ことにより、個別の個人情報の取扱いの判断

に際して審議会等に意見を聴く必要性は大き

く減少するものと考えられる。」（最終報告 40

頁） 

  

つまり、改正個人情報保護法の解釈は、国

の独立行政委員会である個人情報保護委員会

がガイドラインにおいて示すので、自治体は

それに従えばよく、目的外利用や外部提供の

可否についてそれぞれにおいて設置する審議

会に敢えて諮る必要はない、ということなの

でしょう。 

それでは、自治体の審議会は何をする機関

だと理解すべきでしょうか。タスクフォース

は続けて以下の通り説明します。 

「条例で、審議会等の役割として、個人情

報保護制度の運用についての調査審議やその

在り方についての意見具申の役割を規定して

いる例も多く見られるが、このような役割は

今後も求められるものであり、今後、審議会

等の役割は、上記のような個別の個人情報の

取扱いの判断に際して諮問を受けるものか

ら、定型的な事例についての事前の運用ルー

ルの検討も含めた地方公共団体等における個

人情報保護制度の運用やその在り方について

の調査審議に重点が移行していくことになる

ものと考えられる。」 

 

もちろん、事前の審議会が事前の運用ルー

ルの検討を含めた個人情報保護制度の運用や

その在り方についての調査審議をすることに

は異論はないでしょう。しかし、改正個人情

報保護法の下に一元化され、その解釈・運用

についてのガイドラインを個人情報保護委員

会が示し、自治体はこれに従えばよいとされ

る個人情報保護制度の下で、審議会が独自の

役割を果たす余地がどれほどあるというので

しょうか。あるとすれば、せいぜい、必要的

条例事項および法定の任意的条例事項に関し

て、条例案の作成段階で意見を述べることに

とどまることになりかねません。 

しかし、どのような利用が目的外利用とし

て許容されるのか、保有個人情報を外部に提

供することが相当であるような理由にはどの

ような事情があるかについて審議会に諮問に

付されてきた事項は、条文の機械的な当ては

めが難しいような特性を有するものです。し

たがって、ガイドラインが示されたからとい

って、そのガイドラインの合理性の有無、ガ

イドラインの機械的適用ができないような事

情の有無については、なおも審議会における

事案ごとの判断に馴染むものではないでしょ

うか。 

もちろん、毎年行っているアンケートにつ

いても審議会へ諮問をするといった運用は、

実務の担当者にはかなり煩瑣ではないかと思

われます。その限りでは「定型的な事例」を

ルール化するガイドラインに合理性があり，

ガイドラインの機械的適用によって支障なく

処理できるようになることは確かでしょう。

しかし、そのような処理が許容されるとして

も、それはいわば専決権を実施機関に認めた

にすぎず、処理結果は事後的に審議会に報告

されるべきでしょう。というのは、やはり案

件ごとに特性があり、その特性に照らして機

械的適用をすべきではなかったものもありう

るからです。 

個人情報の利活用を考慮しつつも個人情報
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の保護を図ることが必要とされるといったよ

うに、運用がますます難しくなる改正個人情

報保護法の下では、「重点が移行していく」の

ではなく、定型的事例に関する諮問を減らす

ことを通じて、審議会には、新規の案件や、

より複雑な案件（情報システム間の連携の技

術的事項など）についての審議密度を高める

ことが求められているといってよいでしょ

う。 

したがって、個々の案件についての審議会

への諮問は、なおも維持すべきであり、どの

ような事項を定型的事例として実施機関の専

決に委ねるかについては、審議会自体が判断

し、ルール化すべきです。 

 

（２）訂正および利用停止の手続 

自治体が保有している個人情報について

は、ほぼ、どの自治体も、本人（または代理

人）が自己の個人情報の開示を請求すること

ができる制度を採用しています。さらに、本

人から見て、保有されている自分の個人情報

の内容が真実ではないと思われるときには、

当該個人情報を保有している実施機関に対し

訂正を請求することができるだけでなく、自

分の個人情報が個人情報保護条例に違反して

保有されたり、あるいは利用されたりしてい

る場合には、実施機関に対し自分の個人情報

の利用の停止や消去を請求することができる

制度が併せて採用されています。 

これらの開示請求制度、訂正請求制度およ

び利用停止請求等制度は、改正個人情報保護

法でも採用されています。もっとも、改正個

人情報保護法では、訂正請求および利用停止

請求等をする場合には、当該請求の対象とな

る本人の個人情報は、開示請求によって開示

された個人情報に限定されています（法 90条

1項、98条 1項）。そして、訂正請求も利用停

止請求等も開示を受けた日から 90 日以内に

しなければなりません（法 90 条 3 項、98 条

3項）。 

 

改正個人情報保護法 

（訂正請求権） 

第 90条 何人も、自己を本人とする保有個

人情報（次に掲げるものに限る。第 98条第１

項において同じ。）の内容が事実でないと思料

するときは、この法律の定めるところにより、

当該保有個人情報を保有する行政機関の長等

に対し、当該保有個人情報の訂正（追加又は

削除を含む。以下この節において同じ。）を請

求することができる。ただし、当該保有個人

情報の訂正に関して他の法令の規定により特

別の手続が定められているときは、この限り

でない。 

一 開示決定に基づき開示を受けた保有個

人情報 

二 開示決定に係る保有個人情報であっ

て、第 88条第１項の他の法令の規定により開

示を受けたもの 

２ 代理人は、本人に代わって前項の規定

による訂正の請求（以下この節及び第 127条

において「訂正請求」という。）をすることが

できる。 

３ 訂正請求は、保有個人情報の開示を受

けた日から 90日以内にしなければならない。 

（利用停止請求権） 

第 98条 何人も、自己を本人とする保有個

人情報が次の各号のいずれかに該当すると思

料するときは、この法律の定めるところによ

り、当該保有個人情報を保有する行政機関の

長等に対し、当該各号に定める措置を請求す

ることができる。ただし、当該保有個人情報

の利用の停止、消去又は提供の停止（以下こ

の節において「利用停止」という。）に関して

他の法令の規定により特別の手続が定められ

ているときは、この限りでない。 

一 第 61条第 2項の規定に違反して保有さ

れているとき、第 63条の規定に違反して取り

扱われているとき、第 64条の規定に違反して

取得されたものであるとき、又は第 69条第１

項及び第２項の規定に違反して利用されてい

るとき 当該保有個人情報の利用の停止又は

消去 

二 第 69条第１項及び第２項又は第 71条
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第１項の規定に違反して提供されているとき 

当該保有個人情報の提供の停止 

２ 代理人は、本人に代わって前項の規定

による利用停止の請求（以下この節及び第

127条において「利用停止請求」という。）を

することができる。 

３ 利用停止請求は、保有個人情報の開示

を受けた日から 90 日以内にしなければなら

ない。 

 

このように訂正請求および利用停止請求等

の対象としたい保有個人情報があるとき、あ

らかじめ当該保有個人情報の開示請求をし、

開示を受けなければならないという仕組み

は、開示請求前置と呼ばれており、改正個人

情報保護法はその仕組みを採用しているので

す。 

改正前の行政機関個人情報保護法について

の解説ですが、開示請求前置の仕組みが必要

だとされる理由は、制度の円滑かつ安定的な

運営の観点から、対象となる保有個人情報を

明確にし、手続上の一貫性を確保しようとい

うところにあるとされています（社団法人行

政情報システム研究所編（総務省行政管理局

監修）『行政機関等個人情報保護法の解説』

（2005年）142頁）。 

しかし、自治体によっては、開示請求前置

の仕組みを採用せず、直接に保有個人情報の

訂正または利用停止請求等を認めています。

たとえば、日野町個人情報保護条例では次の

ような定めとなっています。 

 

日野町個人情報保護条例 

（訂正の請求） 

第 15条 何人も、公文書に記録されている

自己に関する保有個人情報について、事実に

関する事項に誤りがあると認めるときは、実

施機関に対し、その訂正（削除を含む。以下

同じ。）を請求することができる。 

２ 第 12条第２項および第３項の規定は、

前項の訂正の請求について準用する。 

（利用の停止、消去または外部提供の停止

の請求） 

第 16条 何人も、実施機関が行う自己に関

する保有個人情報（情報提供等の記録を除く。

以下この条において同じ。）の取扱いが次の各

号のいずれかに該当すると認めるときは、当

該各号に定める措置をとることを請求するこ

とができる。 

(１) 次のいずれかに該当するとき 当該

保有個人情報の利用の停止または消去 

ア 第７条の規定に違反して収集されたと

き。 

イ 第８条または第８条の２の規定に違反

して利用されているとき。 

ウ 番号法第 20 条の規定に違反して収集

され、または保管されているとき。 

エ 番号法第 29 条の規定に違反して作成

された特定個人情報ファイル（番号法第２条

第９項に規定する特定個人情報ファイルをい

う。）に記録されているとき。 

(２) 第８条または第８条の３の規定に違

反して外部提供されているとき 保有特定個

人情報の外部提供の停止 

２ 第 12条第２項および第３項の規定は、

前項の措置の請求について準用する 

 

開示請求前置の仕組みを採用していない条

例でもって訂正請求や利用停止等請求を認め

ている自治体は、改正個人情報保護法が施行

された後、開示請求に基づいて開示を受けた

個人情報以外の自己の個人情報について訂正

請求または利用停止請求等をしてきたとき、

どう対応すべきでしょうか。住民が改正個人

情報保護法に基づいて訂正請求または利用停

止請求等をする場合には開示請求の前置を求

め、従前の条例に基づいてこれらの請求をす

る場合には開示請求の前置を求めない、とい

った器用な？運用をすることが可能でしょう

か。 

改正個人情報保護法は個人情報保護制度の

一元化を目的とするので、法律に基づいた個

人情報保護制度と条例に基づいて個人情報保

護制度とが併存することを予定しないと考え
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れば、上記のような器用な？運用は認められ

ない、ということになるでしょう。 

もっとも、改正個人情報保護法は、訂正請

求および利用停止請求等の手続を法定の任意

的条例事項としています。 

改正個人情報保護法 

第５款 条例との関係 

第 108条 この節の規定は、地方公共団体

が、保有個人情報の開示、訂正及び利用停止

の手続並びに審査請求の手続に関する事項に

ついて、この節の規定に反しない限り、条例

で必要な規定を定めることを妨げるものでは

ない。 

この条文の末尾を読めば、開示請求前置を

採用しない条例を定めることは許容されるよ

うにも見えますが、問題は、そのような条例

が「この節の規定に反しない」、すなわち改正

個人情報保護法 90条 1項および 98条 1項に

違反しないかどうかです。 

開示請求前置の立法理由は上記に示した通

りですが、国会審議においてつぎのような理

由から開示請求前置が必要である旨の説明が

されています。 

改正案におきましては、現行の行政機関個

人情報保護法の規定を引き継ぎまして、保有

個人情報の訂正請求や利用停止請求につきま

しては、開示請求を経て開示された情報を対

象として行う仕組みといたしております。 

これにつきましては、開示請求がなされた

場合に不開示となる情報につきまして訂正請

求や利用停止請求を認めますと、結果として

当該情報が開示されたのと同じ効果をもたら

し得ると考えられますこと、また、開示請求

を経ずに訂正請求や利用停止請求を行うこと

を認めますと、請求された情報が開示対象と

なる情報かどうか等、法定外の手続で判断す

る必要が生じ、制度の安定性を損なうことな

どを理由としているものでございます。 

また、委員御指摘のとおり、現行の自治体

の個人情報保護条例の中には、改正請求を経

ずに訂正請求や利用停止請求を行うことを認

めているものもございますが、それらの条例

も保有個人情報の訂正等をするか否かを答え

るだけで、不開示情報を開示することになる

ときは当該請求を拒むことを認める旨を規定

している場合もあるなど、開示請求がなされ

た場合に不開示となる情報についてまで訂正

請求や停止請求を認める趣旨では必ずしもな

いと考えているところでございます。 

また、開示請求がなされた場合に開示され

る情報につきましては、まず開示請求を行う

ことを求めるわけでございますけれども、本

人に対して過度の御負担を課すというところ

までは至らないのではないかと考えていると

ころでございます。 

このため、今回の改正におきまして、本人

からの訂正請求や利用停止につきまして、自

治体における保護水準を切り下げることにつ

ながるとは考えていないところでございま

す。 

（政府参考人冨安泰一郎答弁第 204回国会

参議院内閣委員会議事録第 17 号〔2021 年 5

月 11日〕11頁） 

不開示情報を開示したことと同じになるの

で法定外の手続が必要となるとか縷々説明が

されているのですが、結局のところ、訂正請

求または利用停止請求等の対象となる保有個

人情報を実施機関が現に保有していることを

あらかじめ明確にしておけば、訂正請求また

は利用停止請求等の審査の時点で、実施機関

がその有無を確認する手間が省ける、当該個

人情報が非開示情報であった場合において訂

正請求または利用停止請求等を拒否とすべき

か、それとも存否応答拒否に類似の拒否をす

べきかを悩まずに済むといった極めて事務処

理上の便宜でしかありません。事務処理上の

便宜をどうするかについては自治体の自主的

な判断に委ねればすむ問題でしょう。開示請

求前置は本人に対して過度な負担を課すもの

ではないから、事務処理上の便宜を優先させ

るべきだというのは、個人情報保護の観点か

らすれば本末転倒ではないでしょうか。 

とにかく、開示請求前置を採用していなか

った自治体において、これまでそのことによ
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って訂正請求または利用停止請求等の処理が

遅延した、事務処理上支障があったといった

立法事実があればともかく、そうでなければ、

開示請求前置を敢えて採用する必要はありま

せん。 

そもそも、改正個人情報保護法の中でも、

個人情報取扱事業者に対する訂正等請求およ

び利用停止請求等については開示請求前置の

仕組みは採用されていません（法 34 条、35

条）。そうすると、開示請求前置は、訂正請求

および利用停止請求等といった制度に原則的

に要請されるものとはいえません。 

したがって、自治体は、改正個人情報保護

法 108条に基づいて、法 90条および 98条と

は異なる定めを置く施行条例を定めることが

できると解してよいでしょう。 

なお、京都市は、開示請求を前置しない方

向で検討を進めています。 

考え方（案） 

④ 開示決定の前置については，現行条例に

比べ請求を制限することになるおそれがあ

り，他の方法で対象となる保有個人情報が明

確に特定されていれば特に必要はないと考え

ている。（新条例に前置が不要である旨を規定

したい。）  

⑤ 請求する訂正内容が事実に合致するこ

とを証する資料を添付する規定については，

請求内容が明確になるよう，これに類する規

定（訂正を希望する事実を不正確と考える根

拠となる資料の提出又は提示を求める規定）

を置くこととしたい。 

（京都市情報公開・個人情報保護審議会の

部会〔令和 3年度第 3回制度部会〕配布資料

「審議票（訂正，利用停止）」より 

https://www.city.kyoto.lg.jp/templates

/shingikai_kekka/sogo/0000294582.html） 

 

自治体は、個人情報保護制度の運用におい

て個人情報保護委員会よりはるかに先駆的・

実践的に取り組んできました。自治体は、実

践に基づく豊富な経験と蓄積を有しており、

それは決して個人情報保護委員会に劣後する

ものではありません。デジタル・プラットフ

ォーマーが闊歩する「監視資本主義の時代

（The Age of Surveillance of Capitalism）」

＊とも呼ばれる現代において、自治体には、

地域の個人情報保護施策を後退させることの

ないように、地方自治の本旨に則って、改正

個人情報保護法を解釈運用することが求めら

れています。 

（完） 

 

＊監視資本主義： ハーバード経営大学院

名誉教授のショシャナ・ズボフが名付けた現

在の資本主義社会の態様です。ズボフによれ

ば、監視資本主義は、人間のあらゆる行動を

デジタル技術を通じてサーベイ（監視）して

いるというものです。つまり、デジタル・プ

ラットフォーマーは人々が所持するデヴァイ

スから情報を無償で収集し、収集した情報を

AIに分析させ、その分析結果に基づいて人々

の行動を予測し、デジタル・プラットフォー

マーや顧客の企業の利益となるよう行動を誘

導する情報を人々に提供しています。こうし

た個人情報を無償で収益の原材料としてしま

う資本主義社会においては、個人情報を保護

することがますます重要になっています。 

 

 

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） 

日本弁護士連合会情報問題対策委員会『個

人情報保護法改正に自治体はどう向き合うべ

きか』（信山社、2022年） 
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滋賀県の自治体の状況 
－北から南から－ 

 

滋賀首長 9条の会発足 

5 月 3 日、「憲法 9 条を守り、いかしましょ

う」と現職 1 名、元職 18 名で滋賀首長 9 条

の会が発足しました。「会」によれば、都道府

県単位としては 7 番目の発足で、規模は最大。

発足式では、武村正義元滋賀県知事があいさ

つした後、力を合わせて運動を進めようと「滋

賀県民へのアピール」を採択。 

 

～甲賀市～ 
地域包括支援センターの民間委託推進 

甲賀市内 5 カ所の地域包括市民センターを

3 年間で民間委託とする計画が進められてお

り、今年度は信楽地域包括支援センターが社

会福祉協議会に業務委託となりました。 

地域包括支援センターは、高齢者が住み慣

れた地域でその人らしい生活を継続できるよ

うに、保健・医療・福祉などさまざまなサー

ビスを必要に応じて提供し、地域における包

括的な支援を実現する役割を果たす機関とし

て 2006 年度に設置されました。2017 年度か

らは、子どもや障がい者を含む全世代型のセ

ンターと位置付けられ、保健センターも含め

た機能の一元化を図ることで、全年齢の相談・

支援が行われてきましたが、今年度から 65歳

以上の高齢者支援について市直営から民間に

委託されます。委託の理由は、「職員体制の確

保が困難」とのことですが、高齢者が増加し、

複雑・多様化する相談支援が増えているから

こそ、市直営による支援が必要です。（2022 年

5 月 1 日日本共産党甲賀市議団ニュース） 

 

自治振興会と区及び自治会の今後の方向

性 

甲賀市が進めようとする地域別グランドデ

ザインとは、小学校区単位（自治振興会）に

おける地域課題と行政課題を示すとともに、

その解決に向けた方向性を示そうとするもの

です。概ね２０年後の２０４０年を展望し策

定するとしており、「主は地域（自治振興会）

で、行政は伴走支援、地域で問題解決を図る

こと」が基本としています。 

これに対して、自治振興会を行政サービス

の窓口にするのは問題といった声が寄せられ

ています。 

（2022 年 4 月 24 日、5 月 1 日日本共産党

甲賀市議団ニュース） 

 

～大津市～ 
5 月 12 日、日本共産党大津市議団は、物価

の高騰から市民の暮らしを守るために、地方

自治体として国に対し実効性ある政策を求め

るとともに、独自支援に取り組むことについ

ての緊急要望を市長あてに提出しました。 

要望内容は、燃油等のさらなる価格引き下

げを行うこと、事業者への燃料費補助など事

業継続のための支援を行うこと、など 16 項

目です。（市議団 HP より） 

 

～守山市～ 
 守山市の共済で、7 月 2 日、第 2 回レイク

ビワトライアスロン大会 in 守山が開催。暗算

管理上の問題は大丈夫か？ 

（4 月 22 日守山民報） 

 駅前一等地を 39 億円で売却、村田製作所

を誘致。 

 4 月 21 日の臨時議会で提案し、賛成多数

で可決。 

        （4 月 27 日守山民報） 

 急激な駅前開発。（村田製作所、都賀山

荘、東口開発、立入公園） 

          (5 月 11 日守山民報) 

 

～野洲市～ 

市長は「熟考」をとき病院建設を進めよ 

市民病院の建設は栢木市長が突然「凍結」し

ストップしています。理由らしい理由も明ら

かにせず批判が広がっています。一般質問市

議は「市民病院建設は市民の願い。直ちに凍
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結を解除し早期建設を」と求めました。 

（４月１２日 共産党野洲市議団ニュース） 

 

市長パワハラ問題 市が第三者委設置 

幹部職員ら 2 人が、栢木市長からパワハ

ラを受けたと訴えている問題で、市が、調査

のために設置した第三者委員会の初会合が

28 日午後、開かれました。 

（4 月 28 日びわこ放送） 

 

～米原市～ 

米原市・子どもの国民健康保険税"ゼロ"に 

今年度、18 歳以下の子どもの国民健康保険

税を実質ゼロにする応援金支給を決めまし

た。 

米原市の応援金は、18 歳以下を対象に「均

等割」の自己負担分＝一人当たり 3 万 2,300

円（未就学児は 1 万 6,150 円）の全額を支給

するもの。目的は「子育て世帯への更なる支

援」。市は約 560 人（約 300 世帯）を見込ん

でおり、予算額は約 1,100 万円です。 

 国は今年度から未就学児に限って、「均等

割」の 5 割減額を始めましたが、米原市の応

援金支給は、国の新制度を大きく拡充するも

のです。 

(5 月 1 日・8 日合併号 滋賀民報) 

 

※各自治体の動きを集めていきたいと思

います。発行しているニュースなど地域

の情報をお寄せください。 

 

 

滋賀自治体問題研究所 2022年度定期総会 
 

 日時 2022 年 8 月 27 日（土）13:30～16:45 

 場所 滋賀県教育会館２F 大会議室 ズーム併用予定 

 記念講演 

    「自治体 DX でどうなる地方自治の『近未来』」 

     講師 本多滝夫氏（副理事長、龍谷大学教授） 
  

例年 9月 20日前後に行っていた定期総会を今年は一月早めて実施しますのでご予定くださ

い。記念講演は、本多副理事長による自治体 DX 問題です。県内の DX 推進事業の調査も行

う予定であり、その結果も含めて報告します。 

 また、今年度は 2 年に一度の役員改選の年です。自薦、他薦含めて新しい役員体制をつく

る努力も行っていきたいと思います。 

  

第 9次県政研究報告書について 

 とりまとめに時間がかかりましたが、5 月中には完成予定です。 

内容は、第１章では岸田政権の政策を、第２章では三日月県政の総括的評価を行うととも

に、第３章以下で滋賀県における経済、教育、医療・介護、琵琶湖問題、農業問題、自治体

IT 化、県立大学、地球温暖化対策等の県の施策と課題、庁舎問題、原発事故時の避難計画、

原発裁判、いじめ問題、など多様な問題を取り上げています。予算の制約から部数限定印刷

となりますが、図書館への寄贈、データの提供などできるだけ多くの方に見ていただけるよ

う努力します。 


