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　個人情報保護委員会は、個人情報の保護に関する法律（平成15 年法律第57 号）に基づき設置された合
議制の機関です。その使命は、独立した専門的見地から、同法の目的規定にあるとおり、個人情報の適正
かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するもので
あることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため、個人情報（特定個人
情報を含む。）の適正な取扱いの確保を図ることです。これを踏まえ、個人の人格と密接な関連を有する個
人情報が適正に取り扱われ、国民の安心・安全を確保できるよう、私たちは、ここに組織理念を掲げます。

　個人情報保護委員会は、平成２８年１月１日に、特定個人情報保護委員会（平成２６年１月１
日設立）を改組して発足しました。
　個人情報保護委員会は、特定個人情報保護委員会が担ってきたマイナンバー（個人番号）の適
正な取扱いの確保を図るための業務を全部引き継ぐとともに、新たに個人情報保護法を所管し、
個人情報の有用性に配慮しつつ、その適正な取扱いの確保に関する業務を行っています。

個人情報保護委員会の組織理念
～個人情報を取り巻く環境変化に機敏に対応～｠

　個人情報の保護と適正かつ効果的な活用のバランスを考慮した取組を行います。また、諸外国におけるデータ
保護をめぐる制度の見直し等の国際的な議論の進展や AI 等の技術の急速な進展等、個人データをめぐる状況の
変化等に適切に対応していきます。

個人データをめぐる状況の変化に対する適切な対応1

　個人情報の取扱状況等に関する相談・情報を活用し、多様な観点から検討を行うことにより、効率的かつ効果
的な監督を行います。また、そこで明らかになった課題や対応策等について、積極的に情報発信していきます。
さらに、国際的なデータ流通の拡大を踏まえ、個人情報保護法の域外適用の規定を活用し、海外の個人情報保護
当局と執行協力を行うなど、国際的な連携により機動的な対応に取り組みます。

個人情報の取扱状況等を的確に把握し機動的に対応する監督2

　我が国の重要な社会基盤（インフラ）である個人番号が行政機関等や民間企業において適正に取り扱われるよ
う、指導・助言、検査等を適時適切に行います。また、そこで明らかになった課題等を踏まえ、個人番号の適正
な取扱いが浸透するよう、様々な手法を用いて支援を行います。また、個人番号を利用する行政機関等が総合的
なリスク対策を自ら評価し公表する制度（特定個人情報保護評価）の適切な運営に取り組みます。

特定個人情報の安心・安全の確保に向けた取組4

　経済・社会活動のグローバル化に対応するため、国際的制度調和を視野に入れ、これまで各国関係機関との間
で築いた協力関係や信頼関係を基に、個人情報保護に関する国際的な議論において主導的役割を果たすことによ
り、個人情報の保護を図りつつ、自由な個人データの流通促進に取り組みます。

安全で自由な個人データの流通促進に向けたグローバルなイニシアティブ3

　相談や監督活動を通じて得られた情報を総合的に活用して、民間企業に加え、子どもや消費者等の多様な主体
に対して広くタイムリーな情報発信を行います。その際、現場主義の視点を取り入れた多様なアプローチにより、
国民の目から見て分かりやすい広報・啓発に取り組みます。

多様な主体に対する分かりやすい情報発信5

　情報セキュリティについて、AI 等の技術の急速な進展に対応できる体制の整備を進めるとともに、これまで
各国関係機関との間で築いた協力関係や信頼関係を活かしつつ、国際的な連携を含めた法執行体制の充実・強化
に取り組みます。

最先端の技術や国際的な連携に対してより円滑に対応できる体制の整備6

特定個人情報保護委員会
　平成２６年１月１日に設立。
　独立性の高い特定個人情報保護委
員会が、マイナンバーの適正な取扱
いを確保するために、行政機関に対
する監視・監督（指導・助言、法令
違反に対する勧告・命令等）、苦情処
理、内閣総理大臣に対する意見具申
等を行う。

個人情報保護委員会

個人情報保護委員会の所掌事務 平成 28年１月に設置。委員長及び委員８人。
事務局職員数：令和２年度 139人（参考：令和元年度 131人）

【マイナンバー法関係】 【個人情報保護法関係】
マイナンバー法は内閣府が所管

【行政機関個人情報保護法等関係】
※いわゆる匿名加工情報に関連する部分のみ監視・監督
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Personal Information Protection Commission

個人の
権利・利益の
保護

個人情報の
有用性

● グローバル化した社会において、個人情報の保護を図りつつ、国境を越えた個人情報の円滑
な流通を確保することは、国際的な課題となっています。

● 当委員会は、米国や EU をはじめとした各国の個人情報保護を担うデータ保護機関との連携・
協力関係の構築に取り組んでいます。例えば、これまで、日 EU 間の個人データの円滑な移
転のための枠組みを構築したほか、米国や EU を中心とした関係各国の機関等と、信頼性の
ある国際的な個人データの流通枠組みの構築に向けた対話を進めています。

● また、様々な国際会議の主催・参加を通じて、情報通信技術の進展等を踏まえた個人データ
保護の在り方に関する国際的な議論に積極的に参画しています。

国際業務具体的業務

１

　「個人の権利・利益の保護と個人情報の有用性を図る」という観点から個人情報保護委員会は
個人情報保護法、政令、規則、ガイドライン等を所管しています。

第51回 APPAフォーラム（令和元年５月・東京） 個人データ国際セミナー（令和元年 6月・東京）

個人情報保護業務具体的業務

2

※匿名加工情報…個人情報を個人の特定ができず、かつ、加工前の
個人情報へ戻すことができないよう加工した情報。

個人情報の取扱に関する
ルール等の整備

匿名加工情報※のルールを
整備することで、データの
利活用を促進

SNS 等のWEB サービスに加え、今後の経済発展を支えるであろう IoT や AI 技術などにお
いても、個人情報の有用性はますます注目されています。　
こうした最新のサービス・技術の動向を常にウォッチングしつつ、ガイドライン・Ｑ＆A の
見直し等の形でルールの考え方を世の中に示していきます。
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Personal Information Protection Commission

個人情報保護法の見直しに関する業務具体的業務

3 パーソナルデータの利活用促進に関する業務具体的業務

4

個人情報
保護委員会

・データ利活用環境の整備
・法解釈／相談対応

パーソナルデータの適正
かつ効果的な活用の促進

【Mission】

　平成 27 年改正個人情報保護法に設けられた「いわゆる３年ごと見直し」に関する規定（附則
第 12 条）に基づいて、当委員会において、関係団体・有識者からのヒアリング等を行い、実態
把握や論点整理等を実施してきました。個人情報に対する意識の高まり、技術革新を踏まえた保
護と利活用のバランス、越境データの流通増大に伴う新たなリスクへの対応等の観点から、以下
の措置を講ずることとした改正法案が第 201回通常国会で成立しました。

　データ利活用の促進は、我が国における重要施策の１つとして位置付けられています。パー
ソナルデータの保護と利活用の両面から、民間事業者の方が抱える課題に真摯に向き合い、そ
の課題解決に取り組むことができるという点で、個人情報保護委員会はデータ利活用の促進に
とって非常に重要な役割を担っています。

交通

様々な分野の

民間事業者

改正法案の内容

● 利用停止・消去等の個人の請求権について、現在、不正取得等の一部の法違反に限定されて
いる要件を個人の権利利益の観点から緩和する。

個人の権利の在り方1

● 個人の権利利益を害するおそれのある場合、委員会への漏えい等報告及び本人通知を義務化
する。

● 違法又は不当な行為を助長する等の不適正な方法により個人情報を利用してはならない旨を
明確化する。

事業者の守るべき責務の在り方2

● イノベーションを促進する観点から、氏名等を削除した「仮名加工情報」を創設し、内部分
析に限定する等を条件に、開示・利用停止請求への対応等の義務を緩和する。

● 提供元では個人データに該当しないものの、提供先において個人データとなることが想定さ
れる情報の第三者提供について、本人同意が得られていること等の確認を義務付ける。

データ利活用に関する施策の在り方3

● 現行の法定刑について、法人処罰規定に係る重科の導入を含め、必要に応じた見直しを行う。

　　・命令違反：６月以下の懲役又は３０万円以下の罰金
　　　　　　　　 →１年以下の懲役又は１００万円以下の罰金

　　・法人に対する罰金の上限：行為者と同じ→１億円以下の罰金

ペナルティの在り方4

● 日本国内にある者に係る個人情報等を取り扱う外国事業者を、罰則によって担保された報告
徴収・命令の対象とする。

● 外国にある第三者への個人データの提供時に、移転先事業者における個人情報の取扱いに関
する本人への情報提供の充実等を求める。

法の域外適用・越境移転の在り方5

医療
流通
・
小売

金融 教育

通信

国
・
自治体

エネルギー
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Personal Information Protection Commission

個人情報保護法の見直しに関する業務具体的業務

3 パーソナルデータの利活用促進に関する業務具体的業務

4

個人情報
保護委員会

・データ利活用環境の整備
・法解釈／相談対応

パーソナルデータの適正
かつ効果的な活用の促進

【Mission】

　平成 27 年改正個人情報保護法に設けられた「いわゆる３年ごと見直し」に関する規定（附則
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交通

様々な分野の

民間事業者

改正法案の内容
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　　　　　　　　 →１年以下の懲役又は１００万円以下の罰金

　　・法人に対する罰金の上限：行為者と同じ→１億円以下の罰金

ペナルティの在り方4

● 日本国内にある者に係る個人情報等を取り扱う外国事業者を、罰則によって担保された報告
徴収・命令の対象とする。

● 外国にある第三者への個人データの提供時に、移転先事業者における個人情報の取扱いに関
する本人への情報提供の充実等を求める。

法の域外適用・越境移転の在り方5

医療
流通
・
小売

金融 教育

通信

国
・

自治体
エネルギー
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Personal Information Protection Commission

マイナンバー法に基づく監視・監督業務具体的業務

5

● 当委員会は、特定個人情報（マイナンバーを含む個人情報）の適正な取扱いの確保のため、様々
な取組を行っています。

● その取組の一つとして、マイナンバー法の規定やその解釈について、具体例を用いて分かり
やすく解説した指針「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」を策定・公表し
ています。

● ガイドライン等で求められているルールが遵守されているかを確認するため、行政機関等や
全国各地の地方公共団体等の現場に赴き、立入検査を実施しています。
（※）マイナンバー法に基づく監視・監督業務においても、10ページ記載の業務フローと基本的に同じですが、

行政機関等に対する定期的な立入検査等も実施しています。

● また、当該立入検査の結果等を踏まえて、広報資料の作成や全国各地で説明会等を開催する
など、広報・周知活動を行っています。

● これらのほか、特定個人情報の漏えい事案等の報告の受付や、地方公共団体に対し、漏えい
が発生した場合に備えたインシデント訓練等を行っています。

● 国の行政機関等や地方公共団体等は、専用のネットワークシステム（情報提供ネットワーク
システム）上で、マイナンバーを用いて、特定個人情報をオンラインで取得することが可能
となりました。これにより、各手続の申請書にマイナンバーを記入することで、提出書類を
省略できるようになりました。

● 当委員会は、この情報提供ネットワークシステムにおいて特定個人情報が適切に利用されて
いるか監視する重要な役割を担っています。

● 日々行われる大量の照会と提供の記録を効率的に分析するため、専用の情報システムを運用し
ています。

情報提供ネットワークシステム

○特定個人情報の不適切な利用がないかを監視

○不適切な利用の疑いがある照会・提供があった場合は対象の機
関に対し調査等を実施

A市役所 B省

監視

照会

特定個人情報を提供

個人情報保護委員会
委員会のＨＰで公表しているガイドラインの概要資料

•漏えいなどを起こさないために
安全管理措置 のルール

•委託先を「しっかり監督」
•再委託は「許諾が必要」

委託 のルール

•必要がある場合だけ保管
•必要がなくなったら廃棄

保管・廃棄 のルール

• 個人番号の取得・利用・提供は、法令
で決められた場合だけ
•これ以外では、「取れない」「使えない」
「渡せない」

取得・利用・提供 のルール

個人番号（マイナンバー）・特定個人情報のルール（マイナンバー４箇条）
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Personal Information Protection Commission

マイナンバー法に基づく監視・監督業務具体的業務
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行政機関等に対する定期的な立入検査等も実施しています。

● また、当該立入検査の結果等を踏まえて、広報資料の作成や全国各地で説明会等を開催する
など、広報・周知活動を行っています。

● これらのほか、特定個人情報の漏えい事案等の報告の受付や、地方公共団体に対し、漏えい
が発生した場合に備えたインシデント訓練等を行っています。

● 国の行政機関等や地方公共団体等は、専用のネットワークシステム（情報提供ネットワーク
システム）上で、マイナンバーを用いて、特定個人情報をオンラインで取得することが可能
となりました。これにより、各手続の申請書にマイナンバーを記入することで、提出書類を
省略できるようになりました。

● 当委員会は、この情報提供ネットワークシステムにおいて特定個人情報が適切に利用されて
いるか監視する重要な役割を担っています。

● 日々行われる大量の照会と提供の記録を効率的に分析するため、専用の情報システムを運用し
ています。

情報提供ネットワークシステム

○特定個人情報の不適切な利用がないかを監視

○不適切な利用の疑いがある照会・提供があった場合は対象の機
関に対し調査等を実施

A市役所 B省

監視

照会

特定個人情報を提供

個人情報保護委員会
委員会のＨＰで公表しているガイドラインの概要資料

•漏えいなどを起こさないために
安全管理措置 のルール

•委託先を「しっかり監督」
•再委託は「許諾が必要」

委託 のルール

•必要がある場合だけ保管
•必要がなくなったら廃棄

保管・廃棄 のルール

• 個人番号の取得・利用・提供は、法令
で決められた場合だけ
•これ以外では、「取れない」「使えない」
「渡せない」

取得・利用・提供 のルール

個人番号（マイナンバー）・特定個人情報のルール（マイナンバー４箇条）
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個人情報保護法に基づく監視・監督業務具体的業務

6 広報・普及啓発業務具体的業務

7

● 個人情報が適正に取り扱われているか、監視・監督活動を行っています。

● 具体的には、個人データを漏えいさせた事業者からの報告や相談ダイヤルへ寄せられた情報等
から漏えい等の事案を把握します。この中で対応が必要な事案については、資料提出の求めや
立入検査を行い、事実関係を確認し、再発防止策の策定等について指導・助言等を行っています。

● また、個人情報が適正に取り扱われるよう国民の皆様に対して注意喚起を行うほか、事業者
の方々を対象として個人情報を安全に管理する措置等についての研修会を開催しています。

● 国境を越えた個人データの流通が加速する中、国外の事業者が起こした個人データの漏えい
等の事案に対応するため、各国のデータ保護機関と連携して対応するための協力関係を構築
し、国際会議にも出席しています。

● 個人情報保護法やマイナンバーに関するルール（ガイドライン等）を守っていただくためには、
事業者の皆様に正確にその内容を理解してもらうことが大切になってきます。

● 平成 29 年 5 月の改正法の施行により新たに法の適用を受けることとなった事業者への法制
度の周知のほか、子どもを含め、広く国民に対して個人情報保護のリテラシーの向上を図る
ため、広報・普及啓発に取り組んでいます。

● 具体的には、

シンポジウムの模様

出前授業の模様 シンプルレッスン

子ども向けハンドブック

説明会の模様

事業者向けに作成した動画の例

監視・監督業務の基本的事務フロー

相談ダイヤル その他情報源漏えい等事案報告

指導・助言 緊急命令勧告

監視・監督室

必要に応じてこのような対応を行う

報告徴収 立入検査

命令

※マイナンバー法に基づく監視・監督業務においても、同様の事務フローとなります。

・事業者団体、消費者団体、地方公共団体等が主催する研修会等への講師派遣

・基本的ルールを解説した「はじめての個人情報法～シンプルレッスン～」や小学生を
対象とした「子どものための個人情報保護法ハンドブック」等の作成・配布

・小学生を対象とした出前授業、標語の表彰、動画の作成・公表

・個人情報保護に係るシンポジウムやタウンミーティングの開催
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等の事案に対応するため、各国のデータ保護機関と連携して対応するための協力関係を構築
し、国際会議にも出席しています。

● 個人情報保護法やマイナンバーに関するルール（ガイドライン等）を守っていただくためには、
事業者の皆様に正確にその内容を理解してもらうことが大切になってきます。

● 平成 29 年 5 月の改正法の施行により新たに法の適用を受けることとなった事業者への法制
度の周知のほか、子どもを含め、広く国民に対して個人情報保護のリテラシーの向上を図る
ため、広報・普及啓発に取り組んでいます。

● 具体的には、

シンポジウムの模様

出前授業の模様 シンプルレッスン

子ども向けハンドブック

説明会の模様

事業者向けに作成した動画の例

監視・監督業務の基本的事務フロー

相談ダイヤル その他情報源漏えい等事案報告

指導・助言 緊急命令勧告

監視・監督室

必要に応じてこのような対応を行う

報告徴収 立入検査

命令

※マイナンバー法に基づく監視・監督業務においても、同様の事務フローとなります。

・事業者団体、消費者団体、地方公共団体等が主催する研修会等への講師派遣

・基本的ルールを解説した「はじめての個人情報法～シンプルレッスン～」や小学生を
対象とした「子どものための個人情報保護法ハンドブック」等の作成・配布

・小学生を対象とした出前授業、標語の表彰、動画の作成・公表

・個人情報保護に係るシンポジウムやタウンミーティングの開催
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日々の心がけ

国会対応等、急に対応が必要になる業務もあるので、

業務の優先順位を意識し、できる時にできることを

やっておくように心がけています。

志村 紗和子 事務局法制室

日々の心がけ

案件の締切等を考慮して、優先すべき事項を整理す

るようにしています。また、自分の担当する案件に

ついては上司や同僚に説明できるよう、疑問点をそ

のままにしないよう心がけています。

鎌仲 紘志 事務局総務課　総括班

日々の工夫

システム利用者からの問合せに当たっては、メールや

電話のみで済ませず、システムの状態や利用者の要

望を正確に把握するために可能な限り利用者と対面

で対応することを心がけております。また、効率的に

仕事を進めていけるようにタスクに優先順位をつける

等、スケジュール管理には気を配っております。

岡田 泰明 事務局総務課　システム班

日々の工夫

タスクの進捗を把握するために、管理表を作成して、

対応漏れをなくすとともに、期限内に処理できるよ

う心がけています。また、上司への報告、連絡、相

談を欠かさないように意識しています。

上田 考大郎 事務局監視・監督室

  9：30 登庁、メールチェック

10：00 他省庁からの問合せ対応

11：00 資料作成

12：00 昼食

14：30 室内関係者へ資料確認依頼、確認依頼した

 案件の回答集計、資料確認等

17：00 外部会議等の資料準備、配車確認

19：30 翌日の業務内容や国会状況の確認

20：30 帰宅

  8：30 登庁、メールチェック

  9：30 システム利用者からの問合せ対応

10：30 システムに関する各種資料作成

12：00 昼食

14：00 他省庁主催のセキュリティ・IT 研修

16：00 システム運用事業者との打ち合わせ

18：15 帰宅

  8：30 登庁、メールチェック

  9：00 システム運用室の入館手続き

10：00 運用等事業者の作業届の確認、

 データセンターの入館申請対応

12：00 昼食

13：30 運用等事業者との会議

16：00 議事録の確認、受領した資料の査読

18：00 システム運用室の退館手続き

18：30 帰宅

  9：00 登庁、メールチェック
10：00 代表電話対応
11：00 委員会の準備・設営
12：00 昼休み
13：00 メールチェック、局内にメール展開
14：30 委員会出席
15：30 委員会の片付け
16：00 メールチェック、問い合わせ対応
18：00 国会待機
19：30 翌日の業務内容の確認
20：00 帰宅

職員のある１日

Personal Information Protection Commission
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上田 考大郎 事務局監視・監督室

  9：30 登庁、メールチェック

10：00 他省庁からの問合せ対応

11：00 資料作成

12：00 昼食
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Personal Information Protection Commission
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若手職員インタビュー
②個人情報保護委員会で実際に働いて感じた職場の雰囲気は？
小林：他省庁や民間企業から出向してきている職員の方も多く、多様な考え

方に触れることができるので、とても刺激になります。

渡邊：先輩や上司の方も優しい方が多く、明るい雰囲気の職場です。毎

日仕事をしていてとても楽しいです。

髙橋：仕事をしていくうえで疑問に思ったことなどを遠慮せずに聞くこ

とができる環境だと感じました。

③個人情報保護委員会の魅力は何だと思う？
西山：専門性が高く、国内だけでなく国際的な業務にも携われることや、新しい組織なこともあり、若手

のうちから責任ある仕事に従事することができることが魅力だと思います。

小林：個人情報保護という現代社会には欠かすことのできない重要な事項に中

心的に携わることができるところです。

阿達：世の中の移り変わりのもと発足した委員会なので、仕事の意義が

明確であり、やりがいを見いだせると思います。

髙橋：堅いイメージがあるかも知れませんが、優しい方が多いので、気

にかけていただき声をかけてもらえるところがいいなと感じてい

ます。

④受験生に向けてメッセージをお願いします！
髙橋：官庁訪問では、興味を持ったことや働きたいと思ったきっかけなど、これから自分がそこで働くイ

メージを持ちながら話してみてください。

小林：選択は自分の知識の範囲内でしか行えないので、試験科目や内容はもとより各省庁の情報を広く

持っておくことで、自分にとってより最善の選択ができると思います。

西山：最初は不安な気持ちで官庁訪問をしましたが、実際の面接では年齢や経歴、出身学部などは関係あ

りませんでした。

渡邊：緊張してしまうと思いますが、面接ではしっかりと自分の考えを伝える

ことが大事だと思います。

阿達：筆記試験や面接が続くと、先が見えなくて不安になることもあるか

もしれませんが、時にはリフレッシュも大切です。自分のベストを

尽くした後には、それに見合った結果がきっとついてきます。

全員：個人情報保護委員会で、皆さんと一緒にお仕事できる日を楽しみにし

ています。

①個人情報保護委員会で働こうと思ったきっかけは？
阿達：新しい組織であることと、現代に即した業務内容に興味を持ったのがきっかけです。説明会で感じ

た職員の方々の雰囲気や仕事への熱意が魅力的で、個人情報保護委員会で仕事をしたいという思い

を強くしました。

西山：職員の方から業務の内容を直接お聞きした際に、他の省庁では出来ない経験ができると思ったのが

きっかけです。

渡邊：説明会に参加して、先輩方が楽しそうに職場や業務についてお話していたことで委員会の仕事に興

味をもち、働きたいと思いました。

所属／事務局　広報室
採用試験名／一般職（大卒）
R2.4 入省
試験区分／行政

阿達 慶子
Adachi Keiko

所属／事務局　監視・監督室
採用試験名／一般職（大卒）
R2.4 入省
試験区分／行政

小林 弥也
Kobayashi Minaru

所属／事務局　総務課
採用試験名／一般職（大卒）
R2.4 入省
試験区分／行政

西山 樹理
Nishiyama Juri

所属／事務局　総務課
採用試験名／一般職（高卒）
R2.4 入省
試験区分／行政

渡邊 美優
Watanabe Miyu

所属／事務局　総務課
採用試験名／一般職（高卒）
R2.4 入省
試験区分／行政

髙橋 さつき
Takahashi Satsuki
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個人情報保護委員会では、ワークライフバランスの実現を目指して各種制度の活用の推進に努めています

フレックスタイム制
業務とのバランスを取りながら既定の範囲内で職員の希望を反映したフレキシブルな勤務時間を設定

テレワークの活用
自宅でも職場と変わらないPC環境で業務が可能

仕事と家庭の両立支援制度
≪育児休業制度≫　子どもが3歳になるまでの間、子の養育をするために休業できます
≪育児時間制度 、育児短時間勤務制度≫
小学校就学前の子どもを養育する場合に１日の勤務時間の一部を短縮すること等ができます

休暇制度
計画的に月1日の年次休暇取得を推進　※年次休暇・特別休暇は有給の休暇です
≪年次休暇≫　＊１年あたり、「20日」を付与される
※最大20日を限度に翌年に繰り越し可能です　※新規採用の年（４月採用の場合）は、「15日」が付与されます
≪特別休暇≫　＊夏季休暇（７月～９月の期間のうち連続する３日）
　　　　　　　＊その他、結婚・出産及び介護に関するものなど多くの休暇制度があります
一例：『産前・産後休暇』、『配偶者の出産休暇』、『子の看護休暇』、『短期介護休暇』

基礎知識研修
（委員会職員としての基礎知識を習得）

専門分野研修・マネジメント研修
（分野毎に必要な専門知識・マネジメント能力を習得）

語学研修（レベル別）

採用～ 1年目 2年目以降 6年目以降

○ 新規採用職員研修　
　 （公務員倫理、公文書管理、
　  所掌事務概要等）

○ 情報セキュリティ研修

○ 個人情報保護法研修

○ マイナンバー研修

○ 大学及び大学院への派遣
　 （セキュリティ・IT や
　  情報法制に関連する
　  講座の受講等）

○ 諸外国の個人情報保護
　  機関への派遣
　　　　　　　　　など

○ 階層別研修

○ システム管理研修
　　　　　　　 など

　　　　　　　　  育児時間制度を有効活用し、仕事と子育てを両立
育児時間制度を利用して
３人目の育児休業からの復職のタイミングで育児時間制度を利用すること
を決め、現在定時より２時間早い 16時 45分に退庁しています。
行政官、母親、妻としてバタバタの毎日ですが、そんな盛り沢山な毎日を
過ごせるのも育児時間制度、そしてなにより上司、同僚をはじめ周りにい
る人たちの理解と協力と励ましのおかげだと思っています。
個情委を目指す方へのメッセージ
仕事と子育ての両立は大変なこともたくさんありますが、それ以上に喜び
や発見、人との繋がりを与えてくれます。「仕事か育児か」ではなく「仕事
も育児も」という選択をぜひ女性だけでなく男性にもしてもらいたいと思っ
ています。

　　　　　　　　　   テレワーク・フレックス体験談
テレワーク制度・フレックス制度を利用して
第２子出産をきっかけにテレワークを始めました。最初は自宅で仕事ができるの
か不安もありましたが、いざやってみると、メールのやり取り、資料作成、電子
決裁の起案など、職場環境と全く変わらず行うことができますし、チャットや
Web 会議により出勤している職員や事業者とのコミュニケーションも何の問題も
無く行うことができ、非常に快適です。また、テレワーク日には、フレックス制
度も活用しています。通勤時間が無いため、勤務開始時刻を１時間早くすること
で勤務終了後の時間をより有効に使えるようになりました。
通勤の負担軽減／仕事と家庭の両立
通勤不要となるため、体力的な負担が軽減されます。また、始業直前まで洗濯や掃除をしたり、終業後は子供と
一緒に食事や入浴をしたり、出勤日にはなかなか確保できない子供との時間や家事の時間を確保することができ
ます。子供たちもパパといる時間が増えて嬉しそうですし、妻にも好評です。

渡邉　聡
所属／事務局総務課 係長

成川　真理
所属／事務局総務課 課長補佐

育児時間取得者の声

テレワーク利用者の声

　個人情報保護委員会では多様な人材の活用と育成のため、若手職員の能力向上に力を入れてい
ます。業務運営に必要な知識・技能の習得するための内部研修に加え、外部の専門機関等が実施
する講座等にも積極的に参加する等、委員会内外の様々な機会を通じて研修を実施しています。

語学力向上と諸外国における個人情報保護法制に関する調査研究のために、EU のデータ
保護機関での研修の機会を頂きました。多くの専門家の方々との交流やカンファレンスへ
の参加等を通じて、EU のデータ保護の最前線に触れることができました。帰国後もこの
研修で培った知見を業務に生かしていきたいと思います。

海外機関派遣研修　平成 28年度採用

職員研修

事務局国際室　齊藤 椋

仕事と家庭の両立支援制度を利用した職員の声

ワークライフバランスの取組について
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海外機関派遣研修　平成 28年度採用

職員研修

事務局国際室　齊藤 椋

仕事と家庭の両立支援制度を利用した職員の声

ワークライフバランスの取組について
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Personal Information Protection Commission

個人情報保護委員会事務局が求める人材 よくあるＱ＆Ａ

最先端の専門性を高めたい人

IT 社会の高度化・複雑化に伴い、プラ
イバシー保護は最先端の課題。霞が関
でもこの分野の専門家は少ないです。
この問題に取り組むことで
専門性を高めることが可能
です。

国際業務に関心がある人

プライバシー保護は各国共通の課題で
あり、各国政府機関相互の連携が不可
欠です。国際機関・国際会議への出張・
来客の機会も多く、国際的
な業務を経験することが可
能です。

謙虚な人・素直な人

知らないことを「知らない」といえる
勇気、謙虚さ。「知ったかぶり」は絶対
に駄目。

コミュニケーション能力のある人

自治体や民間企業の状況をヒアリング
したり、実情を把握するためには欠か
せないスキルです。また、組織が小さ
いため、係員でも委員長に説
明することがあります。

我が国の経済社会の発展・成長の
基盤（インフラ）となるプライバシー
保護制度を支えたい人

グローバルに展開する我が国企業に
とって、プライバシー保護は国際競争
力確保の観点からも重要な課題です。
プライバシー保護制度を支え
ることで我が国経済社会の発
展・成長に貢献できます。

できたての役所で働きたい人

平成 28 年１月１日にできた組織なの
で、これからの未知な課題にも前向き
に対応できる人にぴったりの職場です。

多くの人は２～３年に一度、別の担当に異動することとなります。本人の希望・適性に
応じて異動するほか、他府省や民間企業との人事交流も予定しています。また、本人の
希望や語学力により、海外の情報保護機関や研究機関への研修派遣も行っております。
さらに、将来的には能力次第で事務局幹部への昇進も可能です。

採用後のキャリアパスはどうなっていますか？1Q

働いている職員と、直接会って話をしていただきます。面談の内容はそれぞれの担当者
によって異なりますが、基本的な志望動機から趣味の話、休日の過ごし方など多岐にわ
たります。リラックスして、自分をアピールしてください。

採用はどのように決定するのですか？2Q

採用担当者との面談を積み重ねて、長所・やる気・可能性などを総合的に判断して決定
します。面談による人物本位の採用を行いますので、出身学校や専攻は影響しません。
また、新卒・既卒も採用に影響することはありません。積極的に訪問してください。

出身学校や専攻等は、採用に影響しますか？3Q

当委員会は地方機関がありませんので、転居を伴う転勤の心配はほとんどありません。
そのため、ライフプランを設計しやすくなっています。

転居を伴う転勤はありますか？4Q

平成 27年４月：３名（事務系。うち女性２名）
平成 28年４月：２名（事務系。うち女性１名）
平成 29年４月：５名（事務系３名、技術系２名。うち女性２名）
平成 30年４月：７名（事務系４名、技術系３名。うち女性２名）
平成 31年４月：２名（事務系２名。うち女性２名）
令和   2 年４月：６名（事務系６名。うち女性４名）

これまでの採用実績5Q
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【アクセス】 地下鉄（丸ノ内線・千代田線）
霞ヶ関駅（Ａ13番出口）又は国会議事堂前駅（３番出口） 徒歩約５分
地下鉄（日比谷線）霞ヶ関駅（Ａ13番出口） 徒歩約５分
地下鉄（銀座線）虎ノ門駅（11番出口） 徒歩約５分

【所 在 地】 〒100-0013
東京都千代田区霞が関 3-2-1 霞が関コモンゲート西館 32階・34階
電話：03-6457-9680（代表） 
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