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   八尾市個人情報保護条例施行規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、八尾市個人情報保護条例（平成 10 年八尾市条例第 15 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。 

 （用語） 

第２条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。 

 （個人情報取扱事務の開始届等） 

第３条 条例第５条第１項の規定による届出は、個人情報取扱事務開始・変更届（様式第１

号）によるものとする。 

２ 条例第５条第１項第８号の市長が定める事項は、次に掲げる事項とする。 

 (１) 個人情報取扱事務の開始年月日（届出した事項を変更する場合にあっては変更年月

日） 

 (２) 個人情報取扱事務の根拠法令等 

 (３) 個人情報の目的外利用又は外部提供の有無 

 (４) 他法令等による開示制度の有無 

 (５) 氏名及び住所のみでは、本人を検索することが困難である場合にあっては、本人の

検索に資する項目の有無 

 (６) 条例第 11 条第１項の規定による委託又は同条第２項の規定による協定の締結の有      

無 

 (７) 個人情報が記録されている主な公文書の名称 

３ 条例第５条第５項の規定による届出は、個人情報取扱事務廃止届（様式第２号）による

ものとする。 

 （個人情報取扱事務目録） 

第４条 条例第５条第３項の規定に基づいて作成する個人情報取扱事務の目録は、個人情報

取扱事務目録（様式第３号）によるものとする。 

 （目的外利用等に係る適正管理） 

第５条 条例第７条第１項ただし書の規定により個人情報（特定個人情報を除く。）の目的

外利用又は当該実施機関以外の実施機関に提供する外部提供（以下「目的外利用等」とい



う。）を受けようとする課等の長は、当該個人情報を所管する課等の長に個人情報目的外

利用等申請書（様式第４号）を提出しなければならない。ただし、緊急その他特にやむを

得ないと認めるときは口頭によることができる。 

２ 前項の申請があったときは、当該申請に係る個人情報を所管する課等の長は、その可否

を決定し、個人情報目的外利用等可否決定通知書（様式第５号）により当該申請をした課

等の長に通知するものとする。ただし、前項ただし書の場合は、この限りでない。 

３ 前２項の場合において、それぞれの課等の長は、それぞれ当該個人情報の収集又は目的

外利用等が条例に適合するものであることを明らかにしなければならない。 

４ 第１項ただし書及び第２項ただし書の場合において、当該個人情報を所管する課等の長

は、その旨及び当該目的外利用等が条例に適合するものである理由を記録しておかなけれ

ばならない。 

 （外部提供に係る適正管理） 

第６条 条例第７条第１項ただし書の規定により実施機関以外のものに個人情報（特定個人

情報を除く。）の外部提供を行うときは、当該外部提供を受けようとするものにあらかじ

め個人情報外部提供申請書（様式第６号）を提出させなければなら ない。ただし、緊急そ

の他特にやむを得ないと認めるときは口頭によることができる。 

２ 国又は他の地方公共団体等から申請があった場合は、前項の規定にかかわらず、他の様

式によることができる。 

３ 前２項（第１項ただし書を除く。）の申請があったときは、当該申請に係る個人情報を

所管する課等の長は、その可否を決定し、個人情報外部提供可否決定通知書（様式第７号）

により当該申請者に通知するものとする。この場合において、当該通知書には、次に掲げ

る事項について許可の条件を付し、及び当該条件に違反した場合における許可の取消し、

提供に係る個人情報の返還その他必要な事項を記載しなければならない。 

 (１) 個人情報の漏えい防止及び事故防止に関する事項 

 (２) 個人情報の使用目的以外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項 

 (３) 個人情報の複写及び複製の禁止に関する事項 

 (４) 個人情報の使用の停止に関する事項 

 (５) 個人情報の返還義務又は廃棄義務に関する事項 

 (６) その他個人情報の保護に関し必要と認める事項 

４ 前３項の規定にかかわらず、外部提供についての手続が法律又は法律に基づく命令（以

下「法律等」という。）に定められている場合は、当該法律等の定めるところによるもの

とする。 

 （電子計算機処理に係る適正管理） 

第７条 個人情報の電子計算機処理を行うときは、別に定める電子計算機処理に係る管理運

営要綱等を遵守し、個人情報の安全確保と適正な管理に努めなければならない。 

 （管理責任者の設置等） 

第８条 個人情報の適正な管理を行うため、課等に個人情報保護管理責任者（以下「管理責

任者」という。）を置き、当該課等の長をもって充てる。 

２ 管理責任者は、個人情報の収集、保管及び利用（以下「保管等」という。）を適正に管

理し、当該保管等について所属職員を指導及び監督しなければならない。 

 （処理委託等における適正管理） 



第９条 個人情報に関する処理業務を委託するときは、次に掲げる事項を当該委託契約書に

明記しなければならない。 

 (１) 個人情報の漏えい防止及び事故防止に関する事項 

 (２) 再委託の禁止又は制限に関する事項 

 (３) 個人情報の目的外使用及び第三者への提供の禁止に関する事項 

 (４) 個人情報の複写及び複製の禁止に関する事項 

 (５) 事故発生時における報告義務に関する事項 

 (６) 立入検査等に関する事項 

 (７) 提供資料の返還義務に関する事項 

 (８) 前各号に掲げるもののほか個人情報の適正な管理のために必要な事項 

 (９) 前各号に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項 

２ 派遣労働者を実施機関の業務に従事させるときは、次に掲げる事項を当該労働者派遣契

約書に明記しなければならない。 

 (１) 個人情報の漏えい防止及び事故防止に関する事項 

 (２) 個人情報の目的外使用及び第三者への提供の禁止に関する事項 

 (３) 個人情報の複写及び複製の禁止に関する事項 

 (４) 事故発生時における報告義務に関する事項 

 (５) 前各号に掲げるもののほか個人情報の適正な管理のために必要な事項 

 (６) 前各号に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項 

３ 指定管理者と公の施設の管理に関する協定を締結するときは、第１項各号に掲げる事項

を当該協定書に明記しなければならない。この場合において、同項第 2 号中「再委託」と

あるのは「個人情報処理の委託」と、同項第 9 号中「契約解除」とあるのは「指定管理者

の指定の取消し」とする。 

 （個人情報開示請求書） 

第１０条 条例第 16 条第１項に定める開示請求書は、個人情報開示請求書（様式第８号）と

する。 

２ 条例第 16 条第１項第３号の実施機関の定める事項は、次に掲げる事項とする。 

 (１) 請求年月日 

 (２) 連絡先 

 (３) 開示の方法 

 (４) 代理人が条例第 13 条第１項の開示請求をする場合にあっては、当該請求に係る個人

情報の本人の氏名及び住所 

 (５) 法定代理人が条例第 13 条第３項の規定により開示請求をする場合にあっては、当該

請求に係る個人情報の本人の氏名及び住所並びに未成年者又は成年被後見人の別 

 (６) 死者の個人情報の開示請求をする場合にあっては、条例第 13 条第２項各号のうち、

当該請求が該当する事由 

 （死者との関係を示す資料） 

第１１条 条例第 13 条第２項第１号の開示請求をしようとする者は、当該請求者が相続人で

あることを証する書類のほか、当該請求内容が同号に規定する相続財産に係るものである

ことを示す書類を提出し、又は提示しなければならない。 



２ 条例第 13 条第２項第２号の開示請求をしようとする者は、当該請求者が相続人であるこ

とを証する書類のほか、当該請求内容が同号に規定する損害賠償請求権等に係るものであ

ることを示す書類を提出し、又は提示しなければならない。 

３ 条例第 13 条第２項第３号の開示請求をしようとする者は、当該請求者が配偶者、子又は

父母であることを証する書類のほか、当該請求内容が同号に規定する権利義務に係るもの

であることを示す書類を提出し、又は提示しなければならない。 

４ 条例第 13 条第２項第４号の開示請求をしようとする者は、当該請求者が未成年で死亡し

た子の親権者であったことを証する書類を提出し、又は提示しなければならない。 

 （本人等の確認に必要な書類） 

第１２条 条例第 16 条第３項に規定する本人又はその代理人若しくは法定代理人であるこ

とを証するために必要な資料で実施機関の定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定めるものとする。 

 (１) 本人が請求する場合 個人番号カード、運転免許証（運転経歴証明書を含む。）、

旅券その他これらに類するものとして市長が定めるもの 

 (２) 代理人が請求する場合 当該代理人に係る前号に掲げるもの及び当該請求に係る個

人情報の本人の印鑑登録証明書を添付した委任状又は代理人選任届その他代理権限を証

するものとして市長が定めるもの 

 (３) 法定代理人が請求する場合 当該法定代理人に係る第１号に掲げるもの及び戸籍謄

本その他法定代理人の資格を証するものとして市長が定めるもの 

２ 開示請求をした代理人又は法定代理人は、開示の前又は開示をしない旨の決定の前にそ

の資格を喪失したときは、直ちに書面でその旨を市長に届け出なければならない。 

 （開示決定等の通知） 

第１３条 条例第 17 条第２項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当

該各号に定める書類により行う。 

 (１) 個人情報を開示することの決定 個人情報開示決定通知書（様式第９号） 

 (２) 個人情報の一部を開示することの決定 個人情報部分開示決定通知書（様式第 10

号） 

 (３) 個人情報を開示しないことの決定 個人情報非開示決定通知書（様式第 11 号） 

 (４)  開示等の請求に係る個人情報を保有していないことにより、開示等をすることがで

きない旨の決定  個人情報不存在決定通知書（様式第 11 号の２） 

２ 条例第 17 条第４項の規定による通知は、個人情報開示決定期間延長通知書（様式第 12

号）により行う。 

 （開示の方法等） 

第１４条 条例第 18 条第１項の場合において、条例第 17 条第１項の規定による決定に係る

個人情報が記録されている物（以下「個人情報の記録媒体」という。）を閲覧し、又は視

聴する者は、当該個人情報の記録 媒体を丁寧に取り扱うこととし、それを改ざんし、汚損

し、又は破損してはならない。 

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、個人

情報の記録媒体の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。 

 （写しの作成方法等） 

第１５条 条例第 18 条第１項又は第２項の規定により交付する写しの作成方法は、市長が別

に定める。 



２ 前項の写しの交付部数は、請求１件につき１部とする。 

 （個人情報訂正請求書） 

第１６条 条例第 20 条第１項に定める訂正請求書は、個人情報訂正請求書（様式第 13 号）

とする。 

２ 条例第 20 条第１項第５号の実施機関の定める事項は、次に掲げる事項とする。 

 (１) 請求年月日 

 (２) 連絡先 

 (３) 代理人が条例第 19 条第１項の訂正請求をする場合にあっては、当該訂正請求に係る

個人情報の本人の氏名及び住所 

 (４) 法定代理人が条例第 19 条第２項の規定により訂正請求をする場合にあっては、当該

訂正請求に係る個人情報の本人の氏名及び住所並びに未成年者又は成年被後見人の別 

３ 第 12 条の規定は、代理人又は法定代理人が訂正請求をする場合について準用する。この

場合に おいて、同条第１項中「条例第 16 条第３項」とあるのは「条例第 20 条第３項にお

いて準用する条例第 16 条第３項」と、同条第２項中「開示請求」とあるの は「訂正請求」

と、「開示」とあるのは「訂正」と読み替えるものとする。 

 （訂正決定等の通知） 

第１７条 条例第 21 条第２項の規定による通知は、個人情報訂正決定期間延長通知書（様式

第 14 号）により行う。 

２ 条例第 21 条第３項又は第４項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、

当該各号に定める書類により行う。 

 (１) 個人情報を訂正することの決定 個人情報訂正決定通知書（様式第 15 号） 

 (２) 個人情報の一部を訂正することの決定 個人情報部分訂正決定通知書（様式第 16

号） 

 (３) 個人情報を訂正しないことの決定 個人情報非訂正決定通知書（様式第 17 号） 

 （個人情報削除請求書） 

第１８条 条例第 23 条第１項に定める削除請求書は、個人情報削除請求書（様式第 18 号）

とする。 

２ 条例第 23 条第１項第５号の実施機関の定める事項は、次に掲げる事項とする。 

 (１) 請求年月日 

 (２) 連絡先 

 (３) 代理人が条例第 22 条第１項の削除請求をする場合にあっては、当該削除請求に係る

個人情報の本人の氏名及び住所 

 (４) 法定代理人が条例第 22 条第２項の規定により削除請求をする場合にあっては、当該

削除請求に係る個人情報の本人の氏名及び住所並びに未成年者又は成年被後見人の別 

３ 第 12 条の規定は、代理人又は法定代理人が削除請求をする場合について準用する。この

場合に おいて、同条第１項中「条例第 16 条第３項」とあるのは「条例第 23 条第２項にお

いて準用する条例第 16 条第３項」と、同条第２項中「開示請求」とあるの は「削除請求」

と、「開示」とあるのは「削除」と読み替えるものとする。 

 （削除決定等の通知） 

第１９条 条例第 24 条において準用する条例第 21 条第２項の規定による通知は、個人情報

削除決定期間延長通知書（様式第 19 号）により行う。 



２ 条例第 24 条において準用する条例第 21 条第３項又は第４項の規定による通知は、次の

各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める書類により行う。 

 (１) 個人情報を削除することの決定 個人情報削除決定通知書（様式第 20 号） 

 (２) 個人情報の一部を削除することの決定 個人情報部分削除決定通知書（様式第 21

号） 

 (３) 個人情報を削除しないことの決定 個人情報非削除決定通知書（様式第 22 号） 

 （個人情報中止請求書） 

第２０条 条例第 26 条第１項に定める中止請求書は、個人情報中止請求書（様式第 23 号）

とする。 

２ 条例第 26 条第１項第５号の実施機関の定める事項は、次に掲げる事項とする。 

 (１) 請求年月日 

 (２) 連絡先 

 (３) 代理人が条例第 25 条第１項の中止請求をする場合にあっては、当該中止請求に係る

個人情報の本人の氏名及び住所 

 (４) 法定代理人が条例第 25 条第２項の規定により中止請求をする場合にあっては、当該

中止請求に係る個人情報の本人の氏名及び住所並びに未成年者又は成年被後見人の別 

３ 第 12 条の規定は、代理人又は法定代理人が中止請求をする場合について準用する。この

場合に おいて、同条第１項中「条例第 16 条第３項」とあるのは「条例第 26 条第２項にお

いて準用する条例第 16 条第３項」と、同条第２項中「開示請求」とあるの は「中止請求」

と、「開示」とあるのは「中止」と読み替えるものとする。 

 （中止決定等の通知） 

第２１条 条例第 28 条において準用する条例第 21 条第２項の規定による通知は、個人情報

中止決定期間延長通知書（様式第 24 号）により行う。 

２ 条例第 28 条において準用する条例第 21 条第３項又は第４項の規定による通知は、次の

各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める書類により行う。 

 (１) 個人情報の目的外利用又は外部提供を中止することの決定 個人情報目的外利用又

は外部提供中止決定通知書（様式第 25 号） 

 (２) 個人情報の目的外利用又は外部提供を中止しないことの決定 個人情報目的外利用

又は外部提供非中止決定通知書（様式第 26 号） 

 （出資法人等） 

第２２条 条例第 34 条の市が出資する法人等で規則で定めるものは、別表１のとおりとする。 

 （費用の負担等） 

第２３条 条例第 37 条第２項に規定する写しの作成又は送付に要する費用の額は、別表２の

とおりとする。 

２ 前項の費用は、写しの交付の際に納付しなければならない。 

 （運用状況の公表） 

第２４条 条例第 41 条の規定による運用状況の公表は、請求区分、請求件数、開示及び非開

示の件数、審査請求の件数その他必要な事項を広報紙に掲載することにより行う。 

 （委任） 

第２５条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

 （施行期日） 



１ この規則は、平成 10 年 10 月１日から施行する。 

 （八尾市公印規則の一部改正） 

２ 八尾市公印規則（昭和 33 年八尾市規則第 131 号）の一部を次のように改正する。 

    〔次のよう〕略  

 （八尾市電子計算組織の利用に係る個人的秘密の保護に関する条例施行規則等の廃止） 

３ 次に掲げる規則は、廃止する。 

 (１) 八尾市電子計算組織の利用に係る個人的秘密の保護に関する条例施行規則（昭和 56

年八尾市規則第 48 号） 

 (２) 八尾市電子計算組織の利用に係る管理運営規則（昭和 56 年八尾市規則第 49 号） 

 (３) 八尾市個人的秘密保護審議会規則（昭和 56 年八尾市規則第 50 号） 

   附 則（平成 12 年３月 31 日規則第５号） 

 この規則は、平成 12 年４月１日から施行する。 

   附 則（平成 12 年７月４日規則第 46 号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成 14 年３月 11 日規則第５号  

 この規則は、公布の日から施行する。 

 附 則（平成 16 年９月 27 日規則第 32 号） 

 この規則は、平成 16 年 10 月１日から施行する。 

 附 則（平成 16 年 11 月１日規則第 40 号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成 16 年 12 月 28 日規則第 48 号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成 19 年１月 19 日規則第３号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成 22 年３月 31 日規則第９号） 

 この規則は、平成 22 年４月１日から施行する。ただし、様式第 23 号の改正規定は、公布

の日から施行する。 

附 則（平成 22 年 10 月 29 日規則第 48 号） 

 この規則は、平成 22 年 11 月１日から施行する。 

附 則（平成 23 年５月 11 日規則第 45 号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 24 年６月８日規則第 36 号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 25 年６月 26 日規則第 63 号） 

 この規則は、平成 26 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 26 年４月 31 日規則第 11 号） 

 この規則は、平成 26 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 26 年 10 月１日規則第 54 号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 27 年 12 月 28 日規則第 70 号） 

 この規則は、平成 28 年１月１日から施行する。 

 附 則（平成 28 年３月 31 日規則第 13 号） 



 この規則は、平成 28 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 30 年 3 月 23 日規則第 18 号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 31 年３月４日規則第５号） 

 この規則は、平成 31 年７月１日から施行する。 

 

 

別表１（第 22 条関係）  

 条例第 34 条の規定により規則で定める法人等 

(１)  財団法人八尾市文化財調査研究会 

(２)  公益財団法人八尾市文化振興事業団 

(３)  財団法人八尾市中小企業勤労者福祉サービスセンター 

(４)  財団法人八尾市国際交流センター 

(５)  八尾シティネット株式会社 

(６)  公益財団法人八尾体育振興会 

(７)  社会福祉法人八尾市社会福祉協議会 

(８)  公益社団法人八尾市シルバー人材センター 

(９)  やおコミュニティ放送株式会社 

(10)  八尾モール株式会社 

(11)  一般社団法人八尾市観光協会 

 

別表２（第 23 条関係） 

区         分 単 位 金         額 

乾式複写機による写し 

（日本産業規格Ａ列３番以

内の大きさのものに限る。） 

１ 枚 

白黒   10 円 

カラー  60 円 

上記以外の写し １ 件 
市長が別に定める方法による

写しの作成に要する費用の額 

写しの送付に要する費用の

額 
 郵送料相当額 

 


