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「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」
（以下、
「番
号法」という。）が成立し（平成 25 年 5 月 31 日公布）、社会保障・税番号制度が導入され、
平成 27 年 10 月から国民一人ひとりに個人番号が通知されます。
これに伴い事業者は、社会保障・税及び災害対策の分野における事務の実施に際して、平
成 28 年 1 月より従業員等の個人番号をその内容に含む個人情報（以下、「特定個人情報」
という。）を取扱うことになります。特定個人情報の取扱いについては、個人情報保護委員
会より特定個人情報の適正な取扱いを確保するための具体的な指針として「特定個人情報
の適正な取扱いに関するガイドライン（事業者編）」（以下、「特定個人情報ガイドライン」
という。）が、平成 26 年 12 月 11 日付で公表されました。
特定個人情報は、
「JIS Q 15001:2006（個人情報保護マネジメントシステム―要求事項）」
（以下、「要求事項」という。）の適用を受けることは勿論のこと、番号法に従い、かつ特
定個人情報ガイドラインにも適合するように取扱う必要があります。
このため、プライバシーマーク付与事業者、新規に付与を受けようとする事業者（以下、
合わせて「プライバシーマーク付与を受けようとする事業者」という。）が特定個人情報を
取扱うに際して、要求事項に基づき対応を必要とする事項及び番号法に基づき対応を必要
とする事項を以下に示します。
プライバシーマーク付与を受けようとする事業者は、これらの事項を念頭に置き、特定
個人情報についても、要求事項及びプライバシーマーク付与適格性審査基準である「JIS Q
15001:2006 をベースにした個人情報保護マネジメントシステム実施のためのガイドライン
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第二部（以下、
「JIPDEC ガイドライン」という。）」を踏まえて、個人情報保護マ

ネジメントシステム（以下、
「PMS」という。）の PDCA サイクル、すなわち、個人情報の
特定・リスク分析の上で対策を策定し、対策を取扱い上のルールとして文書化し（P）、従
業者教育を実施した上で対策を実行し（D）、取扱いが適切に行われていることを点検し（C）、
点検結果を踏まえた対策の見直しを行う（A）ことにより、個人情報保護レベルの維持又は
向上を図る必要があります。
なお、今回示す事項は、今後国が示す指針等に応じて、見直す可能性があります。また、
より具体的な対応についても、国の指針等を踏まえながら、別途、段階的に示す予定です。

1. 要求事項に基づき対応を必要とする事項
要求事項に基づき、プライバシーマーク付与を受けようとする事業者が対応しなければ
ならない事項を以下に示す。
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（1） 個人情報の特定、リスクなどの認識、分析及び対策（要求事項 3.3.1、3.3.3）
特定個人情報は、個人情報の特定及びリスクの認識、分析、対策の対象とすること。
プライバシーマーク付与を受けようとする事業者は、既に定めた手順に従い、個人情報
の特定及びリスクの認識、分析、対策を実行しているが、特定個人情報もその対象に加
わる。要求事項 3.3.3（リスクなどの認識、分析及び対策）に示す通り、個人情報に関す
るリスクに、個人情報の取扱いに関する法令等に対する違反も含まれる。よって、プラ
イバシーマーク付与を受けようとする事業者は、番号法の規定に反する取扱いをするこ
とをリスクと認識し、リスク分析を踏まえて対策を講じ、PMS に反映する必要がある。
また、要求事項 3.4.3.2（安全管理措置）及び JIPDEC ガイドラインは、取扱う個人情
報のリスクに応じた、必要、かつ、適切な安全管理措置を講じることを求めている。プ
ライバシーマーク付与を受けようとする事業者は、引き続き、リスクに応じた措置を実
施し、適宜リスク及び対策の見直しを行うことが必要である。なお、安全管理措置につ
いては本資料 2.（3）項をあわせて参照すること。
（2） 法令、国が定める指針その他の規範（要求事項 3.3.2）
要求事項 3.3.2（法令、国が定める指針その他の規範）を踏まえ、JIPDEC ガイドライ
ンでは、特定・参照が必須である法令、国が定める指針その他の規範（以下、「法令等」
という。）を示しているが、少なくとも個人番号の利用が開始される平成 28 年 1 月以降
は、特定し参照する対象に、番号法及び特定個人情報ガイドラインを加える必要がある。
よって、プライバシーマーク付与を受けようとする事業者は、特定し参照する対象と
なる法令等を見直すことが必要である。
（3） 資源、役割、責任及び権限（要求事項 3.3.4）
要求事項 3.3.4（資源、役割、責任及び権限）及び JIPDEC ガイドラインでは、個人情
報の管理のための役割、責任及び権限を明確に定め、文書化することを求めている。
特定個人情報ガイドライン（「（別添）特定個人情報に関する安全管理措置（事業者編）」
を含む）では、特定個人情報等を取り扱う事務に従事する従業者（以下、
「事務取扱担当
者」という。
）の明確化を求めている。
よって、プライバシーマーク付与を受けようとする事業者は、事務取扱担当者の役割、
責任及び権限を明確に定め、文書化する必要がある。
（4） 緊急事態への準備（要求事項 3.3.7）
要求事項 3.3.7（緊急事態への準備）及び JIPDEC ガイドラインでは、個人情報の漏え
い、滅失又はき損が発生した場合に備え関係機関に直ちに報告する手順を定め、緊急事
態発生時には手順に従い報告することを求めている。
「特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態の報告
に関する規則」（平成 27 年特定個人情報保護委員会規則第 5 号）では、特定個人情報の
安全の確保に係る重大な事態が生じたときは、個人情報保護委員会に報告することを求
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めている。この報告は、重大事態に該当する事案又はそのおそれのある事案が発覚した
時点で直ちに行うことが求められている（「事業者における特定個人情報の漏えい事案等
が発生した場合の対応について」（平成 27 年特定個人情報保護委員会告示第２号）
）。
よって、プライバシーマーク付与を受けようとする事業者は、特定個人情報の安全の
確保に係る重大な事態が生じた場合に備え、個人情報保護委員会に直ちに報告する手順
を定め、当該事態の発生時には手順に従い報告する必要がある。

2. 番号法に基づき対応を必要とする事項
特定個人情報の取扱いにあたり、要求事項 3.3.2（法令、国が定める指針その他の規範）
の一環として、番号法及び特定個人情報ガイドラインに基づき対応を必要とする事項を示
す。これらの事項は、必ずしも要求事項には含まれていない。しかしながら、法令遵守は、
要求事項遵守の前提である点に留意が必要である。要求事項は個人情報の取扱いに関する
個々の法令等への違反について規定しているわけではないが、これらの法令等に違反した
場合は、要求事項 3.3.2 で求める特定・参照が行われていなかった、あるいは特定・参照
していても適切に管理されていなかったということになり、要求事項に対しても不適合で
あるといえる。この場合、プライバシーマーク付与を受けようとする事業者は、法令等を
特定し参照する手順を見直す必要がある。
以下は、要求事項毎に、番号法に基づき対応を必要とする事項を示し、対応する上で留
意が求められる点を概略する。なお、対応にあたっての具体的な方法等は、国が示す資料
を適宜確認すること。
（1） 取得、利用及び提供に関する原則（要求事項 3.4.2）
要求事項 3.4.2.2（適正な取得）では、適法、かつ、公正な手段により個人情報を取
得することを求めている。よって、プライバシーマーク付与を受けようとする事業者
においても、番号法に基づき個人番号を取得する必要がある。
要求事項 3.4.2.3、3.4.2.4、3.4.2.6、3.4.2.7、3.4.2.8 では、取得、利用及び提供の
措置（要求事項 3.4.2.4 に示す事項等を明示または通知すること、本人の同意を得る
こと等）を求める一方、各要求事項のただし書きにより、これらの措置は、法令に基
づく場合は要求事項に定める措置の限りではないことが示されている。
番号法に基づく取得は要求事項のただし書きに該当するため要求事項に定める措置
は求められないとも考えられるが、この場合も、個人情報保護法第 18 条1に基づき、
利用目的を本人に通知する等の措置を行わなければならない。
また、番号法においては、要求事項と異なり、個人番号を利用することができる事
個人情報保護法第 18 条（取得に際しての利用目的の通知等）は、個人情報取扱事業者（個人
情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の合計が過去 6 カ
月以内のいずれの日においても 5,000 を超えない者以外の者）の義務のうち利用目的の通知等を
定めている。ただし、特定個人情報ガイドラインの第 3-7 では、個人情報取扱事業者でない個人
番号取扱事業者も、番号法に特段の規定が置かれていない事項については、個人情報保護法等に
従い、適切に特定個人情報を取扱うことが望ましいとされている点に留意する。
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務の範囲が制限されており、本人の同意を得ても原則として利用することはできない
ことに留意する。本人の同意があるとして、制限を超えて利用した場合は、前述の通
り、要求事項に対しても不適合であるといえる。
取得、利用及び提供の場面において、番号法に基づく留意点を以下に概略する。
 個人番号の利用範囲は、番号法第 9 条（利用範囲）に示す範囲（個人番号利用事
務、個人番号関係事務）に限定される。要求事項 3.4.2.6（利用に関する措置）
と異なり、本人の同意があったとしても、利用範囲を超えた利用は認められない。
 特定個人情報ファイルの作成は、個人番号利用事務、個人番号関係事務を処理す
るために必要な範囲に限られている（番号法第 28 条 特定個人情報ファイルの作
成の制限）。例えば、個人番号を含むデータベースを作成した場合や、既存のデ
ータベースに個人番号を追加した場合は、当該データベースの利用の範囲に留意
する。
 特定個人情報の提供は、番号法第 19 条（特定個人情報の提供の制限）に規定さ
れた場合を除き、禁止である（番号法第 19 条）。また、番号法では特定個人情報
に関しては個人情報保護法の第 23 条（第三者提供の制限）の規定は適用除外と
されている点に留意する。つまり、番号法では、個人情報保護法第 23 条第 4 項
第 3 号の規定も適用されず、個人番号の共同利用は認められない。
 個人番号の提供を受ける場合、番号法第 16 条（本人確認の措置）により本人確
認が義務付けられ、確認方法が規定されている。

（2） 正確性の確保（要求事項 3.4.3.1）
要求事項 3.4.3.1（正確性の確保）を踏まえ、JIPDEC ガイドラインでは個人情報の
保管期間の設定等を求めている。ただし、特定個人情報の保管期間については、特定
個人情報ガイドラインに示す通り、番号法に定めた事務を行う場合を除き、特定個人
情報を保管ができないことに留意する。

（3） 安全管理措置（要求事項 3.4.3.2）
要求事項 3.4.3.2（安全管理措置）及び JIPDEC ガイドラインは、取扱う個人情報
のリスクに応じて、個人情報のライフサイクル（個人情報の取得から廃棄までの一連
の流れ）の各局面の安全対策を策定することを求めている。これに加え、特定個人情
報を取扱う場合の安全管理措置では、特定個人情報ガイドライン（「（別添）特定個人
情報に関する安全管理措置（事業者編）」を含む）において、個人番号の削除や特定
個人情報等を取扱う機器及び電子媒体等の廃棄は所管法令等における保存期間の経
過時には速やかに削除・廃棄を行うこと等、要求事項では求められていない措置を講
じなければならないとする事項もあることに留意する。なお、講じなければならない
とする事項の確認にあたり、
「（別添）特定個人情報に関する安全管理措置（事業者編）」
に示す中小規模事業者の範囲を確認するよう留意する。
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また、JIPDEC ガイドラインは、要求事項 3.4.3.2（安全管理措置）を踏まえ、保存
期間は事業者がリスクを負って設定するとしている。しかし、特定個人情報の保管は、
番号法第 19 条（特定個人情報の提供の制限）各号のいずれかに該当する場合を除き、
禁止である（番号法第 20 条 収集等の制限）ことに留意する。

（4） 委託先の監督（要求事項 3.4.3.4）
要求事項 3.4.3.4（委託先の監督）では、委託先に対する、必要、かつ、適切な監督
を求めている。個人番号関係事務または個人番号利用事務の全部または一部を委託す
る場合も、要求事項に基づき委託先の監督を行う必要がある。これに加えて、特定個
人情報ガイドラインでは、委託契約の締結にあたって盛り込むべき規定等が具体的に
示されている（第 4-2-（1） 1 B）ことに留意する。よって、要求事項 3.4.3.4（委託
先の監督）で定める事項のほかに、特定個人情報ガイドラインが示す事項を契約書等
に盛り込む必要がある。
また、委託先に再委託を認める場合、要求事項及び JIPDEC ガイドラインでは、委
託先に再委託先に関する事項を文書で報告させ、委託先による再委託先の監督状況を
確認することを求めている。
これに加えて、特定個人情報を取扱う場合、番号法第 10 条（再委託）では、個人番
号利用事務等の委託、再委託を認めているが、最初の委託元の許諾を得ることが求め
られることに留意する。また、再委託先が再々委託を行う場合以降も、再委託を行う
場合と同様であることにも留意が必要である。
以上
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《参考情報 1》 JIS Q 15001:2006 と、個人情報保護法、番号法及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガ
イドライン（事業者編）
」との関連

局面

取得

注

JIS Q 15001:2006
・3.4.2.1（利用目的の特定）
・3.4.2.2（適正な取得）
・3.4.2.4（本人から直接書面に
よって取得する場合の措置）
・3.4.2.5（個人情報を 3.4.2.4 以
外の方法によって取得した場
合の措置）

個人情報保護法

・利用目的の特定
（第 15 条）
・適正な取得
（第 17 条）
・利用目的の通知等
（第 18 条）
・利用目的による制限
（第 16 条）

利用

・3.4.2.6（利用に関する措置）

提供

・3.4.2.8（提供に関する措置）

保管

・3.4.3.1（正確性の確保）

※番号法では字句の読替え
規定及び適用除外（第 29
条 3 項）あり。

番号法
第 14 条
第 15 条、
第 19 条

「特定個人情報の適正な取扱
いに関するガイドライン（事
業者編）」
第 4-3-（1）
個人番号の提供の要求
第 4-3-（2）
個 人番号の提供 の求めの 制
限、特定個人情報の提供制限

第 20 条

第 4-3-（3） 収集・保管制限

第 16 条

第 4-3-（4）

本人確認

第 9 条、
第 4-1-（1）
第 29 条 3 項、
個人番号の利用制限
第 32 条
第 4-1-（2）
特定個人情報のファイル作成
の制限

・利用目的の通知等
（第 18 条 3 項）

第 28 条

・第三者提供の制限
（第 23 条）

第 15 条、
第 4-3-（2）
第 19 条、
個 人番号の提供 の求めの 制
第 29 条 3 項 限、特定個人情報の提供制限

※番号法では適用除外（第
29 条 3 項）

・正確性の確保
（第 19 条）

第 20 条

第 4-3-（3） 収集・保管制限

第 10 条、
第 11 条

第 4-2-（1）

委託の取扱い

第 4-2-（2）

安全管理措置

注 JIS Q 15001:2006 解説 3.2.3 に示す、個人情報の取扱いの流れの各局面を指す。

・3.4.3.2（安全管理措置）
安全管理
・3.4.3.3（従業者の監督）
措置
・3.4.3.4（委託先の監督）

開示等

・安全管理措置
（第 20 条）
・従業者の監督
（第 21 条）
・委託先の監督
（第 22 条）

第 12 条、
第 33 条、
第 34 条

・3.4.4.2（開示等の求めに応じる
・開示、訂正等、利用停
手続）
止等
・3.4.4.3（開示対象個人情報に
（第 25 条～第 30 条） 第 29 条 3 項
関する事項の周知など）
※第 27 条 2 項は、番号法で
・3.4.4.4～3.4.4.7（開示対象個
は字句の読替え規定（第
人情報の利用目的の通知、開
29 条 3 項）あり。
示、訂正等、利用停止等）

別添「特定個人情報に関する
安全管理措置（事業者編）
」

第 4-4
第三者提供に関する取扱い
※番号法により読み替えて適用さ
れる保護法第 27 条 2 項に対応。

《参考情報 2》
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（平成 25 年法律第 27 号）
：http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H25/H25HO027.html
「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（事業者編）」
（平成 26 年 12 月制定、平成 28 年 1 月 1 日
一部改正、個人情報保護委員会）
：http://www.ppc.go.jp/files/pdf/160101_guideline_jigyousya.pdf
（「
（別添）特定個人情報に関する安全管理措置（事業者編）」を含む。）
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「特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態の報告に関する規則」
（平成 27 年
特定個人情報保護委員会規則第 5 号）
：http://www.ppc.go.jp/files/pdf/271225_houkoku_kisoku.pdf
「事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について」
（平成 27 年特定個人情報保護委
員会告示第２号）
：http://www.ppc.go.jp/files/pdf/271225_jigyousya_roueitaiou.pdf
以上
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改廃
改正日
2016 年 2 月 12 日

改正箇所・理由
・個人情報保護委員会規則施行に伴う 1.(4)の追加。
・《参考情報 2》の更新。
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