○総 務省 令第 十九 号

行政 機関の 保有 する 個人 情報 の保 護に 関す る法 律（平 成十 五年 法律 第五 十八 号） 及び 行政機 関の 保有 する

総務 大臣

山本

早苗

個 人情 報の 保護 に関 する 法律 施行令 （平 成十 五年 政令 第五 百四 十八 号）の 規定 に基 づき 、行 政機 関の 保有 す
る 個人 情報 の保護 に関 する 法律 施行 規則 を次 のよ うに定 める 。
平成二 十九年 三月三 十一日

行 政機 関の 保有 する 個人 情報 の保 護に関 する 法律 施行 規則

この 規則 にお いて 使用 する 用語 は、行 政機 関の 保有 する 個人 情報 の保 護に関 する 法律 にお いて 使用

（ 定義 ）
第一 条
する 用語 の例 によ る。

行 政機 関の 保有 する個 人情 報の 保護 に関 する 法律 施行 令（以 下「 令」 とい う。 ）第 三条 第一 号の 総

（身体 の特 徴を 電子 計算 機の 用に 供す るた めに変 換し た文 字、 番号 、記 号そ の他 の符号 に関 する 基準 ）
第 二条

務 省令 で定め る基 準は 、特 定の 個人 を識 別す ること がで きる 水準 が確 保さ れる よう 、適 切な範 囲を 適切 な
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手法 によ り電 子計 算機 の用に 供す るた めに 変換 する こと とす る。

令 第三条 第七 号の 総務 省令 で定 める 文字 、番号 、記 号そ の他 の符 号は 、次 の各 号に 掲げる 証明 書ご

（証 明書に その 発行 を受 ける 者ご とに 異な るも のとな るよ うに 記載 され た文 字、 番号 、記号 その 他の 符号
）
第 三条

令第 三条 第七号 イに 掲げ る証 明書

とに 、そ れぞ れ当 該各 号に 定め るもの とす る。
一

令 第三 条第 七号 ロ及 びハ に掲 げる証 明書

同 号ロ 及び ハに 掲げ る証 明書 の番号 及び 保険 者番 号

同 号イ に掲 げる証 明書 の記 号、 番号 及び 保険 者番 号

二

第四 条

健康 保険 法施 行規則 （大 正十 五年 内務 省令 第三 十六 号） 第四十 七条 第二 項の 被保 険者 証の 記号 、番 号

令第 三条 第八 号の 総務 省令 で定 める文 字、 番号 、記 号そ の他 の符 号は 、次に 掲げ るも のと する 。

（ 旅券 の番 号等 に準ず る文 字、 番号 、記 号そ の他 の符 号）

一

二

船 員保険 法施 行規 則（ 昭和 十五 年厚 生省 令第五 号） 第三 十五 条第 一項 の被 保険 者証 の記号 、番 号及 び

健 康保 険法 施行 規則 第五十 二条 第一 項の 高齢 受給 者証 の記 号、番 号及 び保 険者 番号

及び保 険者 番号

三

二頁

四

出 入国 管理 及び 難民 認定 法（昭 和二 十六 年政 令第 三百 十九 号） 第二条 第五 号に 規定 する 旅券 （日 本国

船員保 険法 施行 規則 第四 十一 条第 一項 の高 齢受給 者証 の記 号、 番号 及び 保険 者番 号

保険 者番 号

五

六

私立 学校 教職員 共済 法施 行規 則（ 昭和 二十 八年 文部省 令第 二十 八号 ）第 一条 の七 の加 入者 証の加 入者

出入 国管 理及 び難 民認 定法 第十九 条の 四第 一項 第五 号の 在留 カー ドの 番号

政 府の 発行 したも のを 除く 。） の番 号

七

九

八

国民 健康 保険 法施行 規則 （昭 和三 十三 年厚 生省 令第 五十 三号） 第七 条の 四第 一項 に規 定す る高 齢受 給

私立 学校 教職 員共 済法 施行 規則 第三 条の二 第一 項の 高齢 受給 者証 の加 入者 番号

私 立学 校教 職員共 済法 施行 規則 第三 条第 一項 の加 入者 被扶養 者証 の加 入者 番号

番号

十

国家 公務 員共 済組 合法施 行規 則（ 昭和 三十 三年 大蔵 省令 第五十 四号 ）第 八十 九条 の組 合員 証の 記号

者証の 記号 、番 号及 び保 険者 番号
十一

、 番号 及び保 険者 番号
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十四

十三

十二

国家 公務 員共 済組 合法 施行規 則第 百二 十七 条の 二第 一項 の船 員組合 員証 及び 船員 組合 員被 扶養 者証

国家 公務 員共 済組 合法 施行 規則 第九 十五 条の二 第一 項の 高齢 受給 者証 の記 号、 番号及 び保 険者 番号

国 家公 務員 共済 組合法 施行 規則 第九 十五 条第 一項 の組 合員 被扶養 者証 の記 号、 番号 及び 保険 者番 号

地 方公 務員 等共 済組 合法 施行規 程（ 昭和 三十 七年 総理 府・ 文部 省・ 自治省 令第 一号 ）第 九十 三条 第

の 記号 、番 号及び 保険 者番 号
十五

十七

十六

地 方公 務員 等共 済組 合法 施行 規程 第百七 十六 条第 二項 の船 員組 合員 証及 び船員 組合 員被 扶養 者証 の

地方 公務 員等共 済組 合法 施行 規程 第百 条の 二第 一項 の高齢 受給 者証 の記 号、 番号 及び 保険 者番号

地方 公務 員等 共済 組合 法施 行規程 第百 条第 一項 の組 合員 被扶 養者 証の 記号、 番号 及び 保険 者番 号

二項 の組 合員 証の記 号、 番号 及び 保険 者番 号

十八

日本国 との 平和 条約 に基 づき 日本 の国 籍を離 脱し た者 等の 出入 国管 理に 関す る特 例法（ 平成 三年 法

雇用 保険 法施 行規 則（ 昭和 五十 年労 働省令 第三 号） 第十 条第 一項 の雇 用保 険被保 険者 証の 被保 険者

記号 、番 号及 び保 険者番 号
十九
番号
二十

四頁

律第 七十 一号 ）第 八条 第一項 第三 号の 特別 永住 者証 明書 の番 号
（要 配慮個 人情 報）

身 体障 害者福 祉法 （昭 和二 十四 年法 律第 二百 八十三 号） 別表 に掲 げる 身体 上の 障害

令 第四 条第 一号 の総 務省令 で定 める 心身 の機 能の 障害 は、 次に掲 げる 障害 とす る。

一

知的 障害 者福 祉法 （昭 和三 十五年 法律 第三 十七 号） にい う知 的障 害

第 五条

二

精神 保健 及び精 神障 害者 福祉 に関 する 法律 （昭 和二十 五年 法律 第百 二十 三号 ）に いう 精神 障害（ 発達

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

も のを 除く 。）

障 害者 支援 法（ 平成 十六 年法 律第 百六十 七号 ）第 二条 第二 項に 規定 する 発達 障害を 含み 、前 号に 掲げ る

三

四

に支 援す るた めの 法律（ 平成 十七 年法 律第 百二 十三 号） 第四 条第一 項の 政令 で定 める もの によ る障 害の

則

程度が 同項 の厚 生労 働大 臣が 定め る程 度で あるも の
附

こ の規 則は、 行政 機関 等の 保有 する 個人 情報 の適正 かつ 効果 的な 活用 によ る新 たな 産業 の創出 並び に活 力

五頁

ある 経済 社会 及び 豊か な国民 生活 の実 現に 資す るた めの 関係 法律 の整備 に関 する 法律 （平 成二 十八 年法 律第
五十 一号） の施 行の 日（ 平成 二十 九年 五月 三十 日）か ら施 行す る。

六頁

