
○龍ケ崎市長が管理する個人情報の保護に関する規則 

平成１２年３月３１日 

規則第２７号 

改正 平成１２年９月１日規則第４５号 

平成１３年４月４日規則第３４号 

平成１５年３月３１日規則第３０号 

平成１９年３月１２日規則第７号 

平成２３年４月１４日規則第２８号 

平成２４年３月２７日規則第１３号 

平成２５年１０月１日規則第４７号 

平成２６年３月２８日規則第１６号 

平成２７年１０月１日規則第３３号 

平成２８年３月２９日規則第４７号 

平成２８年８月１日規則第７５号 

平成２９年３月１３日規則第６号 

平成２９年１２月１１日規則第３０号 

平成３０年２月２８日規則第２号 

令和元年７月１１日規則第６号 

令和２年２月２６日規則第６号 

（趣旨） 

第１条 この規則は，龍ケ崎市個人情報保護条例（平成１１年龍ケ崎市

条例第３３号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定

めるものとする。 

（要配慮個人情報） 

第１条の２ 条例第２条第３号の規則で定める記述等は，次に掲げる事

項のいずれかを内容とする記述等（本人の病歴又は犯罪の経歴に該当

するものを除く。）とする。 

(1) 次に掲げる心身の機能の障がいがあること。 

ア 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）別表に掲げる

身体上の障がい 

イ 知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）にいう知的障が

い 



ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第

１２３号）にいう精神障がい（発達障害者支援法（平成１６年法

律第１６７号）第２条第１項に規定する発達障害を含み，前号に

掲げるものを除く。） 

エ 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成１７年法律第１２３号）第４条第１項の政令で定めるものによ

る障がいの程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である障がい 

(2) 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者（次号

において「医師等」という。）により行われた疾病の予防及び早期

発見のための健康診断その他の検査（同号において「健康診断等」

という。）の結果 

(3) 健康診断等の結果に基づき，又は疾病，負傷その他の心身の変化

を理由として，本人に対して医師等により心身の状態の改善のため

の指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。 

(4) 本人を被疑者又は被告人として，逮捕，捜索，差押え，勾留，公

訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。 

(5) 本人を少年法（昭和２３年法律第１６８号）第３条第１項に規定

する少年又はその疑いのある者として，調査，観護の措置，審判，

保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。 

（個人情報取扱事務の届出等） 

第２条 条例第７条第１項の規定による個人情報取扱事務（特定個人情

報に係るものを除く。）の開始の届出は，個人情報届出書（様式第１

号）により行うものとする。 

２ 特定個人情報に係る取扱事務の開始の届出は，特定個人情報届出書

（様式第１号の２）により行うものとする。 

３ 条例第７条第１項第６号の実施機関が定める事項は，次のとおりと

する。 

(1) 事務の開始年月日 

(2) 個人情報の収集方法 

(3) 個人情報の記録形態 

(4) 個人情報の処理方法 



４ 条例第７条第２項の規定による個人情報取扱事務の変更又は廃止の

届出は，個人情報変更・廃止届出書（様式第２号）により行うものと

する。 

５ 条例第７条第４項の規定による審査会への報告は，第１項に規定す

る個人情報届出書及び前項に規定する個人情報変更・廃止届出書によ

り行うものとする。 

（個人情報の本人以外収集の報告） 

第３条 条例第８条第３項の規定による審査会への報告は，前条第１項

に規定する個人情報届出書及び同条第３項に規定する個人情報変更・

廃止届出書により行うものとする。 

（個人情報の目的外利用の手続） 

第４条 実施機関は，条例第９条第２項の規定による個人情報の目的外

利用を行おうとするときは，あらかじめ，個人情報目的外利用申請書

（様式第３号）を当該個人情報を管理する課等（以下「所管課等」と

いう。）に提出し，当該所管課等の長の承認を受けなければならない。 

２ 実施機関は，前項の規定による目的外利用の承認を受けるに当たっ

ては，あらかじめ情報管理課との協議を経なければならない。 

３ 実施機関は，前２項の規定に基づく個人情報の目的外利用を行った

ときは，個人情報目的外利用報告書（様式第３号）を作成し，条例第

９条第３項の規定による審査会への報告を行うものとする。 

（特定個人情報の目的外利用の手続） 

第４条の２ 実施機関は，条例第９条の２第２項の規定による特定個人

情報の目的外利用を行おうとするときは，あらかじめ，特定個人情報

目的外利用申請書（様式第３号の２）を所管課等に提出し，当該所管

課等の長の承認を受けなければならない。 

２ 前条第２項及び第３項の規定は，特定個人情報の目的外利用の手続

について準用する。 

（個人情報外部提供の手続） 

第５条 実施機関は，条例第１０条第１項の規定による個人情報の外部

提供を行おうとするときは，あらかじめ，個人情報外部提供協議書（様

式第４号）により情報管理課との協議を経なければならない。 

２ 実施機関は，個人情報の外部提供を行ったときは，個人情報外部提



供報告書（様式第４号）を作成し，条例第１０条第４項による審査会

への報告を行うものとする。 

（特定個人情報の提供の手続） 

第５条の２ 実施機関は，条例第９条の４第１項の規定による特定個人

情報の提供を行おうとするときは，あらかじめ，特定個人情報の提供

協議書（様式第４号の２）により情報管理課との協議を経なければな

らない。 

２ 前条第２項の規定は，特定個人情報の提供の手続について準用する。 

（個人情報保護管理者） 

第６条 条例第１１条に規定する個人情報保護管理者は，次に掲げる者

をもって充てる。 

(1) 龍ケ崎市行政組織規則（平成１５年龍ケ崎市規則第３号）第２条

第１項及び第２項に規定する課の長並びに龍ケ崎市会計管理者の補

助組織設置規則（昭和６３年龍ケ崎市規則第１１号）第２条第１項

に規定する会計課の長 

(2) 東部出張所，西部出張所，市民窓口ステーション及び保育所の長 

（本人に代わって個人情報の開示を請求できる者） 

第７条 条例第１２条第２項に規定する本人の権利利益を保護するため

に特に必要があるとして市長が定める者は，次のとおりとする。 

(1) 心身に重度の障がいのある者の保護者 

(2) 本人が死亡した場合における同居親族 

(3) その他市長が特に必要があると認める者 

（個人情報開示請求書の提出） 

第８条 条例第１３条第１項の規定による開示請求書の提出は，個人情

報開示請求書（様式第５号）により行うものとする。 

２ 条例第１３条第１項第３号に規定する市長が定める事項は，開示の

方法の区分とする。 

（個人情報開示請求者の確認） 

第９条 条例第１３条第２項及び条例第１５条第２項に規定する書類は，

次に掲げる書類のいずれかであって，開示請求をしようとする者の氏

名及び住所が記載されているものとする。ただし，本人以外の者によ

る請求の場合にあっては，戸籍謄本その他当該代理の資格を証明する



書類を併せて提示するものとする。 

(1) 運転免許証 

(2) 個人番号カード 

(3) 旅券 

(4) 健康保険の被保険者証 

(5) 前３号に類する書類で本人が特定できるもの 

２ 前項ただし書の規定によるもののほか，特定個人情報に係る本人の

委任による代理人からの請求の場合にあっては，本人の実印を押印し

た委任状かつ印鑑登録証を提出するものとする。 

（開示請求に対する決定の通知） 

第10条 条例第１４条第２項の規定による書面の通知は，個人情報開

示・部分開示・非開示決定通知書（様式第６号）により行うものとす

る。 

（決定期間の延長に係る通知） 

第11条 条例第１４条第３項（条例第２０条第４項，条例第２１条第２

項及び条例第２２条第２項において準用する場合を含む。）の規定に

よる個人情報の開示・訂正・削除・目的外利用等の停止の請求に対す

る決定期間の延長に係る書面の通知は，決定期間延長通知書（様式第

７号）により行うものとする。 

（第三者情報の取扱い） 

第12条 市長は，条例第１４条第６項（条例第２０条第４項，条例第２

１条第２項及び条例第２２条第２項において準用する場合を含む。）

の規定により第三者から意見を聴こうとするときは，当該第三者に対

し，第三者情報に関する意見照会書（様式第８号）により，開示請求

があった旨及び当該請求に係る情報の概要並びに意見の提出期限を通

知するものとする。 

２ 前項の規定により意見を求められた第三者が，意見を述べようとす

るときは，第三者情報に関する意見申述書（様式第９号）によるもの

とする。 

３ 市長は，前２項の規定により第三者から意見を聴いた場合において

は，当該第三者に関する情報の性格，価値，開示したときの影響等を

十分考慮し，情報の開示・訂正・削除・目的外利用等の停止をするか



どうかの決定を行うものとする。 

４ 市長は，前項の規定により条例第１４条第１項及び条例第２０条第

１項（条例第２１条第２項及び条例第２２条第２項において準用する

場合を含む。）の決定を行う場合において開示・訂正・削除・目的外

利用等の停止の決定をするときは，当該決定と開示等の実施期日との

間に当該第三者が審査請求の手続を講ずるに相当な期間を確保すると

ともに，第三者情報開示・訂正・削除・目的外利用等の停止決定通知

書（様式第１０号）により，決定後速やかに，当該第三者に対し，当

該決定の内容その他必要な事項を通知するものとする。 

（開示の実施） 

第13条 自己の個人情報の閲覧を受ける者は，当該個人情報を丁寧に取

り扱うとともに，汚損し，若しくは破損し，又は改ざんしてはならな

い。 

２ 市長は，前項の規定に違反し，又は違反するおそれがあると認めら

れる者に対し，当該閲覧を中止し，又は禁止させることができる。 

（写しの交付部数） 

第14条 個人情報の開示をする場合における写しの交付部数は，１部と

する。 

（個人情報訂正・削除・目的外利用等の停止請求書の提出） 

第15条 条例第１９条第１項（条例第２１条第２項，条例第２２条第２

項及び条例第２２条の２第２項において準用する場合を含む。）の規

定による請求書の提出は，個人情報訂正・削除・目的外利用等の停止

請求書（様式第１１号）により行うものとする。 

（個人情報訂正・削除・目的外利用等の停止請求者の確認） 

第16条 条例第１９条第３項（条例第２１条第２項及び条例第２２条第

２項において準用する場合を含む。）において準用する条例第１３条

第２項に規定する書類については，第９条の規定を準用する。 

２ 市長は，訂正請求に係る個人情報が開示の決定を受けたものである

ことを確認する必要があると認めるときは，訂正請求をしようとする

者に対し，個人情報開示決定通知書又は個人情報部分開示決定通知書

の提示を求めることができる。 

（訂正請求，削除請求又は目的外利用等の停止請求に対する決定の通



知） 

第17条 条例第２０条第２項及び第３項（条例第２１条第２項及び条例

第２２条第２項において準用する場合を含む。）の規定による書面の

通知は，個人情報訂正・削除・目的外利用等の停止請求に係る諾否決

定通知書（様式第１２号）により行うものとする。 

（実費の納付） 

第18条 条例第２３条第１項ただし書の規定による請求者が負担する写

しの交付に要する費用の額は，次に掲げるとおりとする。 

(1) 日本産業規格A列３番以内の大きさの用紙を用いて写しを作成し

た場合は，１枚につき１０円とする。 

(2) 日本産業規格A列３番を超える大きさの用紙を用いて写しを作成

した場合は，日本産業規格A列３番による用紙を用いた場合の枚数に

換算して算定する。 

(3) １枚の用紙の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用の

額は，２枚として計算する。 

２ 前項に規定する費用は，個人情報の写しの交付を受ける際に納付し

なければならない。 

（特定個人情報の開示に係る費用負担の減免） 

第18条の２ 条例第２３条第２項の規定により，特定個人情報の開示を

受ける者が経済的困難により開示に係る費用を納付することができな

いと認めるときは，次に掲げるとおり当該費用を免除し，又は減額す

ることができる。 

(1) 開示請求１件につき２００枚まで 免除 

(2) 前号に規定する枚数を超えた場合 減額 

２ 前項の規定による減額又は免除を受けようとする者は，条例第１４

条第２項の規定による通知を受け取った後，遅滞なく特定個人情報の

開示に係る費用負担減額・免除申請書（様式第１２号の２）を市長に

提出しなければならない。 

３ 前項の申請書には，申請者が生活保護法（昭和２５年法律第１４４

号）第１１条第１項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする

場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を，その他

の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付し



なければならない。 

４ 市長は，第２項の規定による申請を適当と認めたときは，特定個人

情報の開示に係る費用負担減額・免除決定通知書（様式第１２号の３）

を当該申請者に交付するものとする。 

（審査会への諮問） 

第19条 市長は，条例第６条第２項ただし書，条例第８条第２項第８号

及び条例第９条第２項第７号並びに条例第２４条第１項の規定により

審査会に諮問する場合は，個人情報保護諮問書（様式第１３号）によ

り行うものとする。 

（出資法人の範囲） 

第20条 条例第２７条に規定する市が出資する法人のうち市長が定める

法人は，市が資本金，基本金その他これらに準ずるものの２分の１以

上を出資している法人とする。 

（個人情報検索資料） 

第21条 条例第３０条に規定する個人情報の検索に必要な資料は，第２

条第１項に規定する個人情報届出書，第４条第３項に規定する個人情

報目的外利用報告書及び第５条第２項に規定する個人情報外部提供報

告書並びにファイル基準表とする。 

（運用状況の公表） 

第22条 条例第３１条の規定による運用状況の公表は，年度ごとに次に

掲げる事項について取りまとめ，翌年度の６月末日までに龍ケ崎市広

報紙に掲載することにより行うものとする。 

(1) 開示，訂正，削除及び目的外利用等の停止の請求状況 

(2) 開示，訂正，削除及び目的外利用等の停止の請求に対する決定状

況 

(3) 審査請求の件数及びその処理状況 

(4) 前３号に定めるもののほか，市長が必要と認める事項 

（委任） 

第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。 

付 則 

この規則は，平成１２年７月１日から施行する。 

付 則（平成１２年９月１日規則第４５号） 



この規則は，公布の日から施行する。 

付 則（平成１３年４月４日規則第３４号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

付 則（平成１５年３月３１日規則第３０号） 

この規則は，平成１５年４月１日から施行する。 

付 則（平成１９年３月１２日規則第７号） 

この規則は，平成１９年４月１日から施行する。 

付 則（平成２３年４月１４日規則第２８号） 

この規則は，平成２３年５月１日から施行する。 

付 則（平成２４年３月２７日規則第１３号） 

この規則は，平成２４年４月１日から施行する。 

付 則（平成２５年１０月１日規則第４７号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

付 則（平成２６年３月２８日規則第１６号） 

この規則は，平成２６年４月１日から施行する。 

付 則（平成２７年１０月１日規則第３３号） 

この規則は，平成２７年１０月５日から施行する。ただし，第２条の

規定は，平成２８年１月１日から施行する。 

付 則（平成２８年３月２９日規則第４７号） 

（施行期日） 

１ この規則は，平成２８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の龍ケ崎市長が管理する個人情報の保護に関

する規則の規定にかかわらず，この規則による改正前の龍ケ崎市長が

管理する個人情報の保護に関する規則の規定による様式については，

当分の間，これを補正して使用することができる。 

付 則（平成２８年８月１日規則第７５号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

付 則（平成２９年３月１３日規則第６号） 

この規則は，平成２９年４月１日から施行する。 

付 則（平成２９年１２月１１日規則第３０号） 

（施行期日） 



１ この規則は，公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の龍ケ崎市長が管理する個人情報の保護に関

する規則の規定にかかわらず，この規則による改正前の龍ケ崎市長が

管理する個人情報の保護に関する規則の規定による様式については，

当分の間，これを補正して使用することができる。 

付 則（平成３０年２月２８日規則第２号） 

この規則は，平成３０年４月１日から施行する。 

付 則（令和元年７月１１日規則第６号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

付 則（令和２年２月２６日規則第６号） 

この規則は，令和２年４月１日から施行する。 

 


