
○余市町個人情報保護条例施行規則 

平成１３年６月２７日 

規則第２９号 

改正 平成１４年３月２９日規則第１３号 

平成１４年６月１８日規則第４１号 

平成１７年１１月１５日規則第２８号 

平成２７年１０月２日規則第３７―２号 

平成２８年３月３１日規則第１６号 

（目的） 

第１条 この規則は、余市町個人情報保護条例（平成１２年余市町条例第３２号。

以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

（個人情報取扱事務開始届出書等） 

第２条 条例第６条第１項の規定による個人情報取扱事務の開始の届出は、個人情

報取扱事務開始届出書（第１号様式。以下「届出書」という。）により行い、同

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、個人情報取扱

事務変更・廃止届出書（第２号様式）により行うものとする。 

（本人以外からの個人情報収集届出書） 

第３条 条例第７条第３項の規定による個人情報を本人以外から収集した場合の届

出は、本人以外からの個人情報収集届出書（第３号様式）により行うものとする。 

（個人情報の目的外利用・他の実施機関への提供届出書等） 

第４条 実施機関は、条例第８条第１項又は第８条の２の規定により個人情報を目

的以外に利用し、又は他の実施機関に提供しようとするときは、個人情報の目的

外利用・他の実施機関への提供届出書（第４号様式）により町長に届出るととも

に次の事項を一般の閲覧に供するものとする。 

（１） 利用又は提供の目的 

（２） 利用又は提供に際し、条例の規定を適用した理由 

（３） 利用又は提供した個人情報の項目 

（４） 利用又は提供の相手先 

（閲覧の告示） 

第５条 町長は、実施機関から条例第６条第１項、同条第２項、第７条第３項又は

前条に規定する届出があったときは、一般の閲覧に供している旨及びその場所を

告示するものとする。 

（届出書の整理保管及び閲覧の場所） 

第６条 第２条から第４条までの規定による届出書の整理保管及び前条の規定によ

る閲覧の場所は、総務部総務課とする。 



（個人情報開示請求書） 

第７条 条例第１１条第１項の規定による保有個人情報の開示の請求は、個人情報

開示請求書（第５号様式）により行うものとする。 

２ 条例第１１条の２第１項第３号の実施機関が定める事項は、本人に代わって法

定代理人（保有特定個人情報にあっては、法定代理人又は本人の委任による代理

人）が保有個人情報の開示を請求しようとする場合における本人の氏名、住所及

び未成年者又は成年被後見人の法定代理人（保有特定個人情報にあっては、未成

年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人）の別とす

る。 

（本人等の証明に必要な書類） 

第８条 条例第１１条の２第２項（第１９条第４項、第２１条第３項、第２３条の

５第２項及び第２４条第３項において準用する場合を含む。）の規定による本人

又はその法定代理人（保有特定個人情報にあっては、その法定代理人又は本人の

委任による代理人）であることを証明するために必要な書類は次に掲げるものと

する。 

（１） 本人が請求する場合 運転免許証、健康保険の被保険者証、旅券その他

これに類するもの 

（２） 法定代理人（保有特定個人情報にあっては、その法定代理人又は本人の

委任による代理人）が請求する場合 当該法定代理人（保有特定個人情報にあ

っては、その法定代理人又は本人の委任による代理人）に係る戸籍謄本、登記

事項証明書その他その資格を証明する書類及び前号に定める書類 

（３） 本人の委任による代理人が請求する場合 委任状及び第１号に掲げる書

類 

（個人情報開示決定期間延長通知書） 

第９条 条例第１６条第２項の規定による開示決定期間の延長の通知は、個人情報

開示決定期間延長通知書（第６号様式）により行うものとする。 

（個人情報開示決定通知書等） 

第１０条 条例第１６条第３項の規定による通知は、次の各号に定めるところによ

り行うものとする。 

（１） 請求された保有個人情報の全部を開示するとき 個人情報開示決定通知

書（第７号様式） 

（２） 請求された保有個人情報の一部を開示するとき 個人情報部分開示決定

通知書（第８号様式） 

（３） 請求された保有個人情報を非開示とするとき 個人情報非開示決定通知

書（第９号様式） 



（第三者に関する情報が記録されている個人情報の開示決定通知書） 

第１１条 条例第１７条第２項の規定による通知は、第三者に関する情報が記録さ

れている個人情報の開示決定通知書（第１０号様式）により行うものとする。 

（個人情報不存在通知書） 

第１２条 条例第１８条の規定による通知は、個人情報不存在通知書（第１１号様

式）により行うものとする。 

（保有個人情報の閲覧） 

第１３条 保有個人情報が記録されている文書等を閲覧する者は、当該文書等を丁

寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはなら

ない。 

２ 町長は、前項の規定に違反する者に対しては、文書等の閲覧を中止させ、又は

禁止することができる。 

３ 文書等が電磁的記録等であるため、直接、閲覧できない情報については、紙に

印字したものにより閲覧に供することを原則とする。 

（個人情報訂正請求書） 

第１４条 条例第２１条第１項の規定による保有個人情報の訂正請求は、個人情報

訂正請求書（第１２号様式）により行うものとする。 

２ 条例第２１条第１項第３号の実施機関の長が定める事項は、本人に代わって法

定代理人（保有特定個人情報にあっては、法定代理人又は本人の委任による代理

人）が保有個人情報の訂正（追加及び削除を含む。以下同じ。）を請求しようと

する場合における本人の氏名、住所及び未成年者又は成年被後見人の法定代理人

（保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又

は本人の委任による代理人）の別とする。 

（個人情報訂正決定期間延長通知書） 

第１５条 条例第２２条第２項に規定する通知は、個人情報訂正決定期間延長通知

書（第１３号様式）によるものとする。 

（個人情報訂正決定通知書等） 

第１６条 条例第２２条第３項に規定する通知は、次の各号に定めるところにより

行うものとする。 

（１） 保有個人情報の訂正をする決定を行ったとき 個人情報訂正決定通知書

（第１４号様式） 

（２） 保有個人情報の訂正をしない決定を行ったとき 個人情報非訂正決定通

知書（第１５号様式） 

（個人情報利用停止請求書） 

第１６条の２ 条例第２３条の５第１項の規定による保有個人情報（情報提供等記



録を除く。第１６条の４において同じ。）の利用停止請求は、個人情報利用停止

請求書（第１５号の２様式）により行うものとする。 

（個人情報利用停止決定期間延長通知書） 

第１６条の３ 条例第２３条の６第２項において準用する第１６条第２項の規定に

よる延長の通知は、個人情報利用停止決定期間延長通知書（第１５号の３様式）

により行うものとする。 

（個人情報利用停止決定通知書等） 

第１６条の４ 条例第２３条の７に規定する通知は、次の各号に定めるところによ

り行うものとする。 

（１） 保有個人情報の利用停止をする決定を行ったとき 個人情報利用停止決

定通知書（第１５号の４様式） 

（２） 保有個人情報の利用停止をしない決定を行ったとき 個人情報非利用停

止決定通知書（第１５号の５様式） 

（個人情報取扱是正申出書） 

第１７条 条例第２４条第１項に規定する是正の申出は、個人情報取扱是正申出書

（第１６号様式）により行うものとする。 

２ 条例第２４条第２項第３号の実施機関の長が定める事項は、本人に代わって法

定代理人（保有特定個人情報にあっては、法定代理人又は本人の委任による代理

人）が保有個人情報の取扱いの是正の申出をする場合における本人の氏名、住所

及び未成年者又は成年被後見人の法定代理人（保有特定個人情報にあっては、未

成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人）の別と

する。 

（個人情報取扱是正申出処理通知書） 

第１８条 条例第２４条第４項に規定する通知は、個人情報取扱是正申出処理通知

書（第１７号様式）により行うものとする。 

（費用負担） 

第１９条 条例第２５条の規定による写しの交付及び送付に要する費用は、次に掲

げるとおりとし、前納しなければならない。 

区分 金額等 

庁舎に備えて

ある複写機に

よる複写 

モノクロ A３判まで １面につき １０円 

A３判を超えA０判まで １枚につき ７０円 

カラー A３判まで １枚につき ５０円 

外部の業者に委託して複写する場合 当該複写に要した額 

録音テープその他の媒体の複製によるもの 当該複写に要した額 



送付に要する費用 当該送付に要する郵送料等の額 

２ 文書等の写しの交付部数は、開示請求があった文書等１件名につき１部とする。 

３ 複写は、原寸大とする。 

（余市町個人情報保護審査会への諮問） 

第１９条の２ 条例第２６条第１項に規定する審査請求は、次の各号に掲げる区分

に応じ、当該各号に定める書類により行うものとする。 

（１） 開示等の決定、訂正等の決定又は利用停止等の決定に係るもの 審査請

求書（第１８号様式） 

（２） 開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為に係るもの 審査請

求書（第１８号の２様式） 

２ 条例第２６条第２項に規定する諮問は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める書類により行うものとする。 

（１） 前項第１号に係るもの 審査請求事案諮問書（第１９号様式） 

（２） 前項第２号に係るもの 審査請求事案諮問書（第１９号の２様式） 

３ 実施機関の長は、前項の諮問を行う場合は、審査請求事案諮問書に次の各号に

掲げる書類（開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為に係るものの場

合は、第３号を除く。）を添付するものとする。 

（１） 審査請求書の写し 

（２） 個人情報開示請求書、個人情報訂正請求書又は個人情報利用停止請求書

の写し 

（３） 前号に規定する請求に対する決定通知書の写し 

（４） 審査請求の概要書（第２０号様式） 

（５） 理由説明書（第２１号様式） 

（６） 弁明書の写し 

（７） 反論書の写し（提出があった場合に限る。） 

（８） 参加人意見書の写し（提出があった場合に限る。） 

（９） その他必要な書類 

（事業者の公表） 

第２０条 条例第３９条第１項の規定による事実の公表は、次の各号に掲げる事項

について、余市町掲示場に掲示又は町広報紙への掲載により行うものとする。 

（１） 事業者の氏名又は名称 

（２） 事業者の住所又は所在地 

（３） 条例第３５条の規定に違反する行為の内容 

（意見陳述） 

第２１条 町長は、事業者に対し、条例第３９条第２項の規定により、意見陳述の



機会を与えようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により通知

しなければならない。 

（１） 当該事業者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地並びに法

人その他の団体にあっては代表者の氏名 

（２） 公表しようとする事実の内容及びその理由 

（３） 出席すべき期日及び場所 

（４） 口頭又は書面により釈明ができる旨 

（５） 証拠書類又は証拠物を提出できる旨 

（６） 第４号の釈明がない場合の措置 

２ 町長は、前項の通知を受けた事業者又はその代理人が、やむを得ない理由によ

り、出席すべき期日の変更を申し出たときは、当該期日を変更することができる。 

３ 条例第３９条第２項の意見陳述については、その要旨を記載した書面を作成す

るものとする。 

（運用状況の公表） 

第２２条 条例第４５条の規定による運用状況の公表は、次の各号に掲げる事項に

ついて町広報紙に掲載することにより行うものとする。 

（１） 開示の請求及び決定の内容 

（２） 訂正請求、是正の申出の状況 

（３） 苦情処理の状況 

（４） 審査請求の状況 

（５） 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項 

（補則） 

第２３条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が

別に定める。 

附 則 

この規則は、平成１３年７月１日から施行する。 

附 則（平成１４年３月２９日規則第１３号） 

この規則は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則（平成１４年６月１８日規則第４１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 この規則の施行の際現に改正前の別記第１号様式（以下「改正前様式」）によ

り提出があったものについては、改正後の別記第１号様式として取扱うものとす

る。この場合において、改正前様式中「第７条の２」とあるのは「第７条第２項」



と読み替えるものとする。 

附 則（平成１７年１１月１５日規則第２８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 この規則の施行の際現に提出のあった第１号様式については、同様式中「第４

号」と記載のあるものは「第３号」と、「第５号」と記載のあるものは「第４号」

と、「第６号」と記載のあるものは「第５号」と、「第７号」と記載のあるもの

は「第６号」と読み替えて取扱うものとする。 

附 則（平成２７年１０月２日規則第３７―２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、行

政手続き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２

５年法律第２７号）附則第１条第５号に掲げる規定の施行の日から施行する。 

附 則（平成２８年３月３１日規則第１６号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



第１号様式（第２条関係） 

第２号様式（第２条関係） 

第３号様式（第３条関係） 

第４号様式（第４条関係） 

第５号様式（第７条関係） 

第６号様式（第９条関係） 

第７号様式（第１０条関係） 

第８号様式（第１０条関係） 

第９号様式（第１０条関係） 

第１０号様式（第１１条関係） 

第１１号様式（第１２条関係） 

第１２号様式（第１４条関係） 

第１３号様式（第１５条関係） 

第１４号様式（第１６条関係） 

第１５号様式（第１６条関係） 

第１５号の２様式（第１６条の２関係） 

第１５号の３様式（第１６条の３関係） 

第１５号の４様式（第１６条の４関係） 

第１５号の５様式（第１６条の４関係） 

第１６号様式（第１７条関係） 

第１７号様式（第１８条関係） 

第１８号様式（第１９条の２第１項関係） 

第１８号の２様式（第１９条の２第１項関係） 

第１９号様式（第１９条の２第２項関係） 

第１９号の２様式（第１９条の２第２項関係） 

第２０号様式（第１９条の２第３項関係） 

第２１号様式（第１９条の２第３項関係） 

 


