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特集＜個人情報保護法について＞ 
１．個人情報保護法制定の背景 

 今日、日本においても官民通ずる IT社会の急速な進展により、「個人情報」を利用した様々なサービスが
提供され、私たちの生活は大変便利になってきています。反面、個人情報の漏洩など個人の権利利益侵

害の危険性や不安感が著しく増大しているのも事実です。実際、情報の漏洩やクレジットカードの悪用など、

多くの事件が起きています。 
 また、国際的な視野から見た場合も、経済協力開発機構（OECD）が「プライ
バシー保護に関するガイドライン」を制定し、OECD 加盟各国における国内法
の整備も進み、ヨーロッパでは法整備がなされていない国には個人情報を出し

てはいけないという法律ができるなど、法整備を行わないとグローバルな企業の

活動に支障をきたす恐れも出て来ました。 
 このような背景のもと、日本でも OECD8原則を踏襲した内容の法律が制定さ
れたわけです。 
 

OECD8 原則 個人情報取り扱い業者の義務 
○目的明確化の原則 
収集目的を明確にし、データ利用は収
集目的に合致すべき 

○利用制限の原則 
データ主体の同意がある場合、法律の
規定による場合以外は目的以外に利用
使用してはならない 

○利用目的をできる限り特定しなければならない（第 15条）。 
○利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱ってはならない
（第 16条）。 

○本人の同意を得ずに第三者に提供してはならない（第 23条）。 

○収集制限の原則 
適法・公正な手段により、かつ情報主体
に通知又は同意を得て収集されるべき 

○偽りその他不正の手段により取得してはならない（第 17条）。 

○データ内容の原則 
利用目的に沿ったもので、かつ、正確、
完全、最新であるべき 

○正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない（第 19
条）。 

○安全保護の原則 
合理的安全保障措置により、紛失・破
壊・使用・修正・開示等から保護すべき 

○安全管理のために必要な措置を講じなければならない（第 20
条）。 

○従業者・委託先に対する必要な監督を行わなければならない
（第 21、22 条）。 

○公開の原則 
データ収集の実施方針等を公開し、デ
ータの存在、利用目的、管理者等を明
示すべき 

○個人参加の原則 
自己に関するデータの所在及び内容を
確認させ、又は意義申し立てを保証す
べき 

○取得したときは利用目的を通知又は公表しなければならない(第
18 条)。 

○利用目的等を本人の知り得る状態に置かなければならない（第
24条）。 

○本人の求めに応じて保有個人データを開示しなければならない
（第 25条）。 

○本人の求めに応じて訂正等を行わなければならない（第26条）。
○本人の求めに応じて利用停止等を行わなければならない（第 27
条）。 

○責任の原則 
管理者は諸原則実施の責任を有する 

○苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない（第 31
条）。 

OECD8 原則と個人情報取り扱い業者の義務既定の対応 
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２．個人情報保護法とは 
 2003 年 5 月に成立した個人情報保護法関連 5 法が、2005年 4 月に全面施行されました。官民を通じ
た基本法の部分と、民間の業者に対する取り扱いのルールの部分から構成されています。 
 この図で示すように、地方公共団体等は（官民共通の）基本法の部分を除き、従来どおり条例等で定めた

ルールに従えば良いことになります。例えば県立学校では県の個人情報保護条例、市立学校では市の個

人情報保護条例が適用されるということになりますが、私立学校の場合は個人情報保護法、国立大学法人

立学校の場合は独立行政法人等個人情報保護法が適用されることになります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 では、市立や県立の学校では「個人情報保護法が施行されたといっても特に気にする必要はない」と考

えてよいのでしょうか。内閣府国民生活局が発行した「個人情報保護法とは？」というパンフレットには、「あ

なたの大切な個人情報を守るために」として、次のようなポイントが記されています 
 
 
 
 
 
 
 
 
     http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/kaisetsu/panfu.html 
 
 ここでは、「個人情報」をむやみに提供しないこと、提供する場合には利用目的をしっかりと確認することを

促しています。また、具体的なチェック項目として次のような点も示されています。 
 
 
 
 
 
 
 
 

個人情報は思わぬところで悪用される可能性もあります 

"自分の情報は自分で守る"という意識も必要です 

・個人情報は、気軽にアンケートへ回答することなどを通じて収集されることもあります。ご自分の

個人情報をむやみに提供しないことも大切です。 
・悪質な業者は、個人情報を架空請求等に悪用することもありますので、注意が必要です。 
・個人情報が思わぬ利用のされ方をして事業者とのトラブルの原因となることもあります。個人情報

を提供するときは利用目的をしっかりと確認しておくことが大切です。 

事業者が個人情報の適切な保護のための体制をしっかりと整備しているのかチェックしてみ

ましょう 

□プライバシー・ポリシー（事業者の個人情報に関する考え方や方針）を公表しているかなど、個

人情報の保護に取り組む姿勢は示されているでしょうか。 
□個人情報の利用目的は、はっきり示されていますか。 
□利用目的に照らして、必要以上の個人情報を求められていませんか。 
□会社名や苦情受付窓口などの連絡先はきちんと示されていますか。 

Ⅰ.個人情報保護法（基本法） 

＜基本法部分＞ 

・基本理念 
・国や地方の責務 
・基本方針の策定等 

個人情報取り扱い業者の義務等 

民
間
部
門 

公
的
部
門

Ⅱ.行政機関個人情報保護法 

Ⅲ.独立行政法人等個人情報保護法 

Ⅳ.情報公開・個人情報保護審査会設置法 

Ⅴ.整備法 

地方公共団体（条例） 
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 このように、行政側からも「個人情報を守る」ということに対する注意喚起が行われ、さらにさまざまなメディ

アでも取り上げられていますし、実際に多くの企業から個人情報保護法に関連した取り組みの姿勢などの

情報が送られてきていることなどから、個人情報の取り扱いに対する個人個人の目が確実に厳しいものに

なってきていると言えるでしょう。 
 学校にとっては個人情報保護法の施行による具体的なルールの変更がなかったとしても、個人情報の提

供者側の意識が変ってくるわけですので、上記のチェック項目に照らして、学校の対応に不十分な点がな

いかどうかを確認する必要があるでしょう。学校では児童生徒の学習活動、学校生活全般のために日常的

に個人情報を扱っているわけですので、これら個人情報の利用機会ごとに同意をとるというのは現実的で

はありません。従って、組織としてどのように個人情報を利用し、保護するのかといった指針を定め、「プライ

バシーポリシー」として公表することが望ましいといえます。また、学力テスト・修学旅行・卒業アルバムの作

成など、外部の業者に委託するようなケースでは、学校はその業者に対して、個人情報の適切な取り扱い

がなされているかどうかを監督する責任を負っています。利用する業者の選定にあたっては、個人情報の

取り扱いについてしっかりとした対応をとっているかどうかを確認する必要があるでしょう。 
 なお、柏崎市の定める「個人情報保護条例」は市のホームページから閲覧可能ですので、併せて確認し

ていただきたいと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜セキュリティ通信＞ 
■セキュリティホール情報 

 6/15 付けで以下のセキュリティホールについての情報が公開されました。最大深刻度「緊急」のものもあり
ますので、Updateが済んでいないようでしたら、至急WindowsUpdateを実施していただくようお願いしま
す。 
 
（１）MS05-025 : Internet Explorerの重要な更新（緊急） 

Internet Explorer 用の累積的なセキュリティ更新プログラム (883939) 
対象：Internet Explorer 5.01,5.5,6 

柏崎市のホームページトップのサイト内検索

欄に「個人情報保護条例」と入力して「検索」

をクリックします。 

「柏崎市の保有する個人情報の

保護に対する取り組み」へのリン

クをクリックします。 
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（２）MS05-026 : Windows の重要な更新（緊急） 
HTML ヘルプの脆弱性により、リモートでコードが実行される (896358) 
対象：Windows98,98SE,ME,2000,XP,2003Server 

（３）MS05-027 : Windows の重要な更新（緊急） 
サーバー メッセージ ブロックの脆弱性により、リモートでコードが実行される (896422) 
対象：Windows2000,XP,2003Server 

（４）MS05-028 : Windows の重要な更新（重要） 
WebClient サービスの脆弱性により、リモートでコードが実行される (896426) 
対象：WindowsXP,2003Server 

（５）MS05-030 : Outlook Expressの重要な更新（重要） 
Outlook Express 用の累積的なセキュリティ更新プログラム(897715) 
対象：Outlook Express 5.5, 6 

（６）MS05-031 : Windowsの重要な更新（重要） 
ステップ バイ ステップの対話型トレーニングの脆弱性により、リモートでコードが実行される (898458) 
対象：Windows98,98SE,ME,2000,XP,2003Server 

（７）MS05-032 : Windowsの重要な更新（警告） 
Microsoft エージェントの脆弱性により、なりすましが行われる (890046) 
対象：Windows2000,XP,2003Server 

（８）MS05-033 : Windowsの重要な更新（警告） 
Telnet クライアントの脆弱性により、情報漏えいが起こる (896428) 
対象：WindowsXP,2003Server 
 

＜教育情報支援システム通信＞ 
■こんな情報が登録されています 

 
・講習会テキスト 

基本操作の指導法 
5/26 実施の「基本操作の指導法」のテキスト（第 2 版）と、研修時

に使用した教材データを登録しました。 

文字入力の指導法 
6/3 実施の「文字入力の指導法」のテキスト（第１版）と、研修時に

使用した教材データを登録しました。 

プロジェクタの活用法 

6/10 実施の「プロジェクタの活用法」のテキスト（第 2 版）と、プロ

ジェクタクイックリファレンス（プロジェクタ利用時のポイントをA4版

4つ折にまとめたもの）を登録しました。 

文書作成の指導法 
6/22 実施の「文書作成の指導法」のテキスト（第１版）を登録しま

した。 

 
・教材データベース 

職場体験先事業所一覧 
平成 16年度市内小中学校で実施した職場体験および職場見学

の受け入れ事業所一覧 

ものさし 

小学校 2 年生の長さの学習で利用でき

る「ものさし」のイラストです。Ａ４サイズに

なっていますが，大型プリンターを利用

してＡ１サイズに出力すれば，黒板に貼

って利用できます。切り取って貼り合わ

せてください。 

分度器 

小学校 4 年生の角度の学習で利用でき

る「分度器」のイラストです。A4 サイズに

なっていますが，大型プリンターを利用

してＡ１サイズに出力すれば，黒板に貼

って利用できます。 

 


