月

日

号

一 部を 改正 する 規則 を次 のよ うに 定め る。
令 和元 年

嶋田

実 名子

行政機 関の 保有 する 個人 情報 の保 護に 関す る法律 第四 章の 二の 規定 によ る行 政機 関非 識別加 工情 報の

提 供に 関す る規 則及び 独立 行政 法人 等の 保有 する 個人 情報 の保護 に関 する 法律 第四 章の 二の 規定 によ

る独 立行 政法 人等 非識 別加 工情 報の提 供に 関す る規 則の 一部 を改 正す る規 則

一頁

行 政機 関の 保有 する 個人 情報 の保 護に 関する 法律 第四 章の 二の 規定 によ る行 政機 関非識 別加 工情 報

の 提供 に関 する 規則 （平成 二十 九年 個人 情報 保護 委員 会規 則第 一号） の一 部を 次の よう に改 正す る。

第一 条

個人 情報 保護 委員 会委 員長

個人 情報 の保 護に 関す る法律 第四 章の 二の 規定 によ る独 立行 政法 人等非 識別 加工 情報 の提 供に 関す る規 則の

る 法律 第四章 の二 の規 定に よる 行政 機関 非識 別加 工情報 の提 供に 関す る規 則及 び独 立行 政法人 等の 保有 する

法 律第 三十 七号 ）の 施行 に伴 い、 及び関 係法 律の 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

成年 被後 見人 等の 権利の 制限 に係 る措 置の 適正 化等 を図 るた めの関 係法 律の 整備 に関 する 法律 （令 和元年

○ 個人情 報保 護委 員会 規則

資料３－２

第 四条の 次に 次の 一条 を加 える 。

法 第四 十四 条の 六第 二号の 個人 情報 保護 委員 会規 則で 定め る者 は、精 神の 機能 の障 害に より

（心 身の 故障 によ り行政 機関 非識 別加 工情 報を その 用に 供し て行う 事業 を適 正に 行う こと がで きな い者）
第 四条 の二

行 政機 関非識 別加 工情 報を その 用に 供し て行 う事 業を適 正に 行う に当 たっ て必 要な 認知 、判断 及び 意思
疎通 を適 切に 行う こと ができ ない 者と する 。

独 立行政 法人 等の 保有 する 個人 情報 の保 護に 関する 法律 第四 章の 二の 規定 によ る独 立行政 法人 等非

第 十三 条中 「第 四条 （同 条第 六項 を除 く。） 」の 下に 「、 第四 条の 二」 を加 える 。
第 二条

識別 加工 情報 の提 供に 関す る規則 （平 成二 十九 年個 人情 報保 護委 員会 規則第 二号 ）の 一部 を次 のよ うに 改
正する 。
第 四条 の次 に次 の一条 を加 える 。

法 第四 十四条 の六 第二 号の 個人 情報 保護 委員 会規 則で定 める 者は 、精 神の 機能 の障 害に より

（心 身の 故障 によ り独 立行 政法 人等非 識別 加工 情報 をそ の用 に供 して 行う 事業を 適正 に行 うこ とが でき
ない 者）
第 四条 の二

二頁

独 立行政 法人 等非 識別 加工 情報 をそ の用 に供 して行 う事 業を 適正 に行 うに 当た って 必要な 認知 、判 断及
び意 思疎 通を 適切 に行う こと がで きな い者 とす る。

第 十二 条中 「第 四条 （同 条第 六項 を除く 。） 」の 下に 「、 第四 条の 二」 を加 え、「 第九 条ま で」 を「 第

則

九 条」 に改め る。

附

こ の規 則は 、成年 被後 見人 等の 権利 の制 限に 係る 措置 の適正 化等 を図 るた めの 関係 法律 の整 備に関 する 法
律の 施行 の日 （令 和元 年九 月十四 日） から 施行 する 。

三頁

