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■ 調査目的 
  行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律
（昭和63年法律第95号。以下「法」という。）の施行状況を把握し、法の適正
な運用等に資する。 
■ 対象機関 
  法第２条第１号及び行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の
保護に関する法律施行令（平成元年政令第 260号。以下、「令」という。）第
１条に規定する次の40行政機関。 

※ 法第２条第１号イに掲げる機関（人事院を除く） 

府・省 委員会 庁 

内閣府 国家公安委員会 宮内庁 

  防衛庁 

  防衛施設庁 

  金融庁 

総務省 公正取引委員会 郵政事業庁 

 公害等調整委員会 消防庁 

法務省 司法試験管理委員会 公安調査庁 
 

 公安審査委員会  

外務省   

財務省  国税庁 

文部科学省  文化庁 

厚生労働省 中央労働委員会 社会保険庁 

農林水産省  食糧庁 

  林野庁 

  水産庁 

経済産業省  資源エネルギー庁 

  特許庁 

  中小企業庁 

国土交通省 船員労働委員会 海上保安庁 

  海難審判庁 

  気象庁 

環境省   

※ 法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関：人事院 

※ 法第２条第１号ロ及び令第１条で定める特別の機関：警察庁、検察庁 
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■ 個人情報ファイルの保有状況 

○ 法第４条の規定に基づき、30機関が個人情報ファイルを保有。 

○ うち、法第６条第１項及び第８条第１項の規定に基づき、総務省に通知され、官報に公示

されている個人情報ファイル（以下「公示対象個人情報ファイル」という。）については、

22機関が保有。 

○ 公示対象個人情報ファイル数は、平成13年７月１日現在、 1,867ファイル。 

○ 上記ファイルのうち記録件数の把握できた1,827ファイルの内訳は、１万件未満 815ファ

イル（45％）、１万件以上５万件未満 263ファイル（14％）、５万件以上10万件未満（75

ファイル（４％）、10万件以上30万件未満 247ファイル（13％）、30万件以上50万件未満 201

ファイル（11％）、50万件以上 100万件未満 120ファイル（７パーセント）、 100万件以

上 106ファイル（６％）。 

■ 個人情報の安全・正確性の確保措       
置状況 

○ 平成12年度末現在、個人情報ファイルを

保有する30機関のうち、図2のとおり、17

機関（57％）において、個人情報の安全・

正確性の確保に関する規程を策定。 

○ 残る13機関においては、「行政機関の保

有する電子計算機処理に係る個人情報の

安全・正確性確保の措置に関する指針」等

を参考にした運用を行うことにより、安

全・正確性を確保。 

図１　公示対象個人情報ファイル数及び保有機関数の推移
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図２　安全・正確性確保規程の策定状況
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■ 個人情報ファイル簿の配備状況 

○ 個人情報ファイル簿閲覧所の状況 

公示対象個人情報ファイルを保有する22行政機関が令第7条第6項の規定に基づき、閲覧

所を設置し、個人情報ファイル簿を一般国民に供覧。 

○ 個人情報ファイル簿の写しの配備状況 

13行政機関において、令第７条第７項の規定の趣旨に基づき、個人情報ファイル簿の写

しの全部又は一部を出先機関等 2,068箇所に配備し、一般国民に供覧。 

 

■ 電子計算機処理等業務の委託、派遣の状況 
○ 公示対象個人情報ファイル 1,867ファイルのうち、13機関の保有する 277ファイル（15％）

のファイルについて委託等を実施。内訳は、外部に委託しているものが12機関の 266ファイ

ル、派遣労働者に行わせているものが４機関の12ファイル。 
○ 委託先又は派遣先としては、民間が 272ファイル、特殊法人が５ファイル。 

 
■ 個人情報の利用・提供状況 
○ 平成12年度においては、表１のとおり、５保有機関において、法第９条第１項の規定に基

づき、ファイル保有目的以外の目的のために利用・提供。 

              

         表１ 法第９条第１項の規定に基づく利用・提供の状況 

行政機関名     個人情報ファイルの名称        利用・提供先 
    総務省    恩給等受給者データベース    市町村、四谷税務署  
    厚生労働省  援護年金個人データファイル   国民金融公庫、沖縄振興開発 
                           金融金庫 
           援護年金支払データファイル   同上  
    社会保険庁  健保厚年現存被保険者ファイル  ドイツ保険者、イギリス連絡機関 
           健保厚年喪失被保険者ファイル  ドイツ保険者 
           健保厚年任継第四種被保険者ファイル 
                           ドイツ保険者、イギリス連絡機関 
           船保厚年被保険者ファイル    ドイツ保険者、イギリス連絡機関 
           国年被保険者ファイル      ドイツ保険者、イギリス連絡機関 
           年金受給権者ファイル      ドイツ保険者 
           基礎年金番号管理ファイル    ドイツ保険者、イギリス連絡機関 
    特許庁    工業所有権審判業務用ファイル  日本特許情報機構 
           工業所有権出願業務用ファイル  日本特許情報機構 
           工業所有権登録ファイル     日本特許情報機構 
    国土交通省  測量業者登録情報ファイル    不特定多数への閲覧 
           自動車登録ファイル       登録事項等証明書の申請者、 
                           自動車検査登録協力会 

注）利用・提供に係る法律上の根拠規定については、資料10参照。             
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○ 平成12年度においては、表２のとおり、法第９条第２項の規定に基づき、10保有機関にお

いて、ファイル保有目的以外の目的のために利用・提供。 

 
表２ 法第９条第２項の規定に基づく利用・提供の状況 

行政機関名 個人情報ファイルの名称 利用・提供先等 
警察庁 運転者管理ファイル 法務省（３号）、アメリカニューハンプシ

ャー州（４号） 

総務省 恩給等受給者データベース 郵政事業庁、厚生労働省、国民生活金融公
庫、沖縄振興開発金融公庫（３号）、平和
祈念事業基金（４号） 

法務省 
 

後見登記等に関する法律第４条の後見登
記簿ファイル 

市町村（３号） 

 日本人出帰国記録マスタファイル 外務省（３号） 

外務省 旅券管理マスタファイル 外務大臣官房領事移住部邦人保護課、同邦
人特別対策室（２号）、法務省入国管理局
（３号） 

国税庁 納税地等必須情報ファイル 
納税地等従属情報ファイル 
名寄せ済資料ファイル 
課税事績加算税情報ファイル 
所得税確定納税額ファイル 
所得税納税者原簿管理ファイル 
漢字ファイル 
納税地等個別情報ファイル 
課税事績情報ファイル 
源泉徴収義務者ファイル 

地方公共団体（３号） 
地方公共団体（３号） 
地方公共団体（３号） 
地方公共団体（３号） 
地方公共団体（３号） 
地方公共団体（３号） 
地方公共団体（３号） 
地方公共団体（３号） 
地方公共団体（３号） 
人事院（３号） 

文部科学省 授業料ファイル（国立大学） 学内（２号） 
 教務ファイル（国立大学） 学内（２号） 
 入学試験ファイル（国立大学） 学内（２号） 
 患者登録ファイル（国立大学） 学内（４号） 

厚生労働省 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
社会保険庁 

厚生科学研究成果データベース 
労働者災害補償保険年金受給者ファイル 
 
雇用保険支給台帳 
高年齢雇用継続給付台帳 
援護年金個人データファイル 
 
援護年金受給者データファイル 
 
援護年金支払データファイル 
 
健保厚年現存被保険者ファイル 
健保厚年喪失被保険者ファイル 
 
船保厚年被保険者ファイル 
 
国年被保険者ファイル 
 
年金受給権者ファイル 

インターネットにより提供（１号） 
労働福祉事業団（３号）、（財）労災ケア
センター、（財）労災年金福祉協会（３号） 
社会保険庁（３号） 
社会保険庁（３号） 
国民生活金融公庫（１号）、沖縄振興開発
金融公庫（１号） 
国民生活金融公庫（１号）、沖縄振興開発
金融公庫（１号） 
国民生活金融公庫（１号）、沖縄振興開発
金融公庫（１号） 
（財）社会保険健康事業財団（４号） 
年金資金運用基金（３号）、厚生年金基金 
連合会（４号） 
年金資金運用基金（３号）、（財）船員保
険会（４号） 
年金資金運用基金（３号）、国民年金基金
連合会（４号） 
年金資金運用基金、社会福祉・医療事業団
（３号）、厚生年金基金連合会、国民生活
金融公庫、沖縄振興開発金融公庫（４号） 
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注）「利用・提供先等」欄（ ）内の「１号」は法第９条第２項第１号（本人の同意等）、「２
号」は同第２号（内部利用）、「３号」は同第３号（行政機関等への提供）、「４号」は同
第４号（統計、学術研究目的等）を示す。 

 
■ 開示請求等の状況 

○ 平成12年度においては、表３のとおり、３保有機関４ファイルについて 864件の開示請求

があり、不開示１件を除き開示。 

 

表３ 開示請求等の状況（平成12年度） 

行政機関名 個人情報ファイルの名称 
開示請求
件数 

開示件数 
（全部開示） 

訂正等申
出件数 

警察庁 運転者管理ファイル 1 1 0 

法務省 日本人出帰国記録マスタファイル 481 480 0 

 外国人出入国記録マスタファイル 381 381 0 

国税庁 源泉徴収義務者ファイル 1 1 0 

計 864 863 0 

 

行政機関名 個人情報ファイルの名称 利用・提供先等 

社会保険庁 雇用情報ファイル 国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合

会、日本私立学校振興・共済事業団、農林漁業団体職員

共済組合（４号） 

 

経済産業省 

介護保険情報ファイル 

石油製品販売業者ファイル 

地方公務員共済組合連合会（３号） 

本人（１号）省内（２号）、警察（３号） 

 鉱業権登録ファイル 省内（２号） 

国土交通省 二輪自動車検査ファイル （財）自動車検査登録協力会（４号） 

図３　開示請求件数の推移
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