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【 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）

【 周辺地図 】
・東京メトロ丸ノ内線・千代田線・日比谷線
「霞ヶ関駅」A13番出口より徒歩約4分
・東京メトロ丸の内線・千代田線「国会議事堂

前駅」3番出口より徒歩約7分
・東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」11番出口より

徒歩約2分



個人情報保護委員会組織理念
～人と社会の信頼の基礎を築くために～

個人情報保護委員会とは

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。以下単に「法」という。）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、行
政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに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、プライバシーを含む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ることへ
の信頼の基礎を築き、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、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下単に「法」という。）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、行
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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、プライバシーを含む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ることへ
の信頼の基礎を築き、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、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、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（マイナンバーを含む個人情報）を
含む。）の適正な取扱いの確保を図ることを任務として、平成28年１月に設置されました。内閣府設置法（平成11
年法律第89号）第49条第３項の規定に基づく内閣府の外局である合議制の機関であり、委員長及び８名の委
員の計９名で構成され、権限の行使に当たっては、高い独立性と政治的中立性が担保されています。

個人情報等をめぐる国内外の状況変化等に対する制度的な取組
官民や地域の枠を越え、さらには国境を越えた様々な主体によるデータ連携、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やＡＩ等のデジタル技術の急速な進展等、個人情報等
をめぐる国内外の状況変化等に適時適切に対応するため、多様な関係者とコミュニケーションを図りな
がら、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の制度的な取組を行います。

個人情報保護委員会の任務

個人情報保護委員会

個人情報保護法関係

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4年度 195人（参考：令和3年度 148人）

個人情報保護法は委員会が所管
マイナンバー法関係
マイナンバー法はデジタル庁が所管

民　間

行政機関

民　間

行政機関

独立行政
法人等

地方公共
団体等

独立行政
法人等

地方公共
団体等

（令和5年4月～）

Organizational Philosophy of Personal Information Protection Commission What is the Personal Information Protection Commission?

1

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視・監督
漏えい等報告や個人情報の取扱状況等に関する相談・情報を活用することに加え、特に行政機関

等に対しては定期的・計画的な実地調査を行うことにより、公的部門及び民間部門の各主体に対する
効率的かつ効果的な監視・監督を行います。また、同様の事案の再発防止等に資する観点から、個別
の事案から得られる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。

2

信頼性が確保された自由なデータ流通（DFFT）の推進をはじめとする戦略的取組
個人情報等を含むデータが安全・円滑に越境移転できる国際環境を構築するため、国際的な枠組

みでの議論や米国・欧州等の各国・地域との対話等を通じて、DFFTの発信や連携強化を図ります。さ
らに、最新の国際動向の把握に努めるとともに、外国の個人情報保護当局との執行協力体制の強化
に取り組みます。

3

特定個人情報の安心・安全の確保に向けた取組
我が国の重要な社会基盤（インフラ）である個人番号制度に基づき、特定個人情報が行政機関等や事業

者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、特定個人情報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、特定個人情報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。

4

多様な主体に対する分かりやすい情報発信
法の正しい理解の促進や個人が自らの個人情報等の保護や利活用についての認識や理解を高める

ため、行政機関、地方公共団体、事業者等に加え、国民一人ひとり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、それぞれの主体が持つ課題やニーズに即した多様なアプローチにより、
分かりやすい広報・啓発に取り組みます。

5

個人情報保護制度の司令塔としてふさわしい組織体制の整備
高い専門的・技術的知見を蓄積しつつ、個人情報保護制度に関する企画立案、総合調整、監視・監

督等の役割を適切に果たし、その実効性を確保するための体制強化を進めます。また、関係省庁や認定
個人情報保護団体などをはじめとする関係機関とも緊密に連携協力していきます。さらに、委員会として
も、情報セキュリティ対策を徹底します。
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個人情報保護法の運用に関する業務 令和２年改正個人情報保護法に関する業務

　個人情報保護委員会は、「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」という個人情報保護法の目的を踏まえながら、法、政令、規則、ガイドライン等の策定
や見直し等を行い、デジタル化が進む社会における安全安心の確保に貢献しています。

個人情報の適正な取扱いに関する基本理念を定めるほか、
事業者や行政機関等が遵守すべき義務等について規定

個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、氏名や生年月
日等により特定の個人を識別することができるものをいいます。
個人情報には、他の情報と容易に照合することができ、それにより

特定の個人を識別することができることとなるものも含みます。

たとえば、「氏名」のみであっても、社会通念
上、特定の個人を識別することができるものと
考えられますので、個人情報に含まれます。

また、「生年月日と氏名の組合せ」、「顔写真」なども
個人情報です。

第1条
この法律は、デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、
基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団
体の責務等を明らかにし、個人情報を取り扱う事業者及び行政機関等についてこれらの特性に応じて遵守すべき義務等を定め
るとともに、個人情報保護委員会を設置することにより、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人
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ことを目的とする。

具体的業務 1

個人情報保護法とは

個人情報とは

具体的業務 2

　個人情報保護を取り巻く環境は、国際的動向、情報通信技術の進展、個人情報を活用し
た新産業の創出・発展等、変化が続いています。
　このような環境変化に対応するため、3年ごとに個人情報保護法の見直しを行うことと
されており、この規定にのっとって令和2年に法改正を行いました。今後、事業者等に対す
る周知広報に取り組むとともに、実態を常に広く把握し、随時、制度面を含めた検討を
行っていきます。

個人の権利の在り方
●利用停止・消去等の個人の請求権について、個人の権利又は正当な利益が害されるおそれが
ある場合にも拡充します。

ペナルティの在り方
●行為者処罰の法定刑を引き上げるとともに、法人に対しては行為者よりも罰金刑の最高額を
引き上げ(法人重科）ます。

事業者の守るべき責務の在り方
●漏えい等が発生し、個人の権利利益を害するおそれが大きい場合に、委員会への報告及び本人
への通知を義務化します。
●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
明確化します。

データ利活用に関する施策の在り方
●「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
義務を緩和します。
●提供先が個人データとして取得することが想定される個人に関する情報の提供時に、本人同
意が得られていること等の確認を義務化します。

法の域外適用・越境移転の在り方
●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・命令の対象とします。
●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ます。

1

2

3

4

5

個人情報の取扱いに関する
ルール等の整備

匿名加工情報※等のルールを整備
することで、データの利活用を促進

※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。
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官民を通じた個人情報保護制度の見直しに関する業務 個人情報の利活用促進に関する業務
具体的業務 3 具体的業務 4

　従来の個人情報保護制度では、民間事業者、行政機関、独立行政法人等で適用される法律
が異なっていたため、これらを集約し、一体的に規定すること等の検討を重ねてきました。
　その結果、個人情報保護に関する異なる3本の法律を個人情報保護法に統合するとともに、
地方公共団体の個人情報保護制度についても統合後の個人情報保護法において全国的な共
通ルールを規定し、全体の所管を個人情報保護委員会に一元化することとなりました。
　令和4年度から行政機関、独立行政法人等が、令和5年度から地方公共団体等が、個人情報
保護法の適用対象となります。

　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。中で
も、個人情報の利活用は活力ある経済社会や豊かな国民生活のために有用ですが、個人の権
利利益が侵害されることのないよう適切に取り扱われなくてはなりません。個人情報保護委員
会は個人情報の保護と利活用の両面から、事業者や行政機関等の方が個人情報を利活用する
上で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ように相談対応を行
うなど、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。

従 来 所 管 総務省 個人情報
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情
報
保
護
法

個
人
情
報

保
護
条
例
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行政機関
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地方公共
団体等

独立行政
法人等

内閣官房　「個人情報保護制度の見直しに関する最終報告（概要）」（令和2年12月個人情報保護制度の
見直しに関するタスクフォース）を基に作成
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見直し後 個人情報保護委員会

新個人情報保護法

国の行政機関
地方公共団体※ 等

・国立病院
・公立病院
・国立大学
・公立大学
・国立研究開発法人　等

※条例による必要最小限の独自の保護措置を許容

民間
事業者

個人情報
保護委員会

様々な分野に
おける

事業者等
・データ利活用環境の整備
・法解釈／相談対応

・データ利活用の課題
・個人情報保護法の相談
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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。

○ また、当該立入検査の結果等を踏まえて、広報資料の作成や研修会への講師派遣など、
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等事案の報告の受付や、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。

○ マイナンバー制度では、国の行政機関等や地方公共団体等を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）でつなぎ、特定個人情報をオンラインで取得する
ことを可能にしました。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分析する専用の情報システムを構築し、効率
的に監視を行っています。

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）

監 視

A市役所 B省

照 会

特定個人情報を提供

○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

個人情報保護委員会

情報提供ネットワークシステム

社会保障・税番号制度ともいわれ、国民一人ひとりが12桁の番号を持つ仕組みのことです。
この仕組みを活用することで、
・国民の利便性が向上する（例：年金や福祉の申請の際に書類が省略できる）
・行政の手続が正確で速くなる（例：行政機関同士での情報共有がスムーズになる）
・適正で公平な課税や給付が実現できる（例：脱税や給付金の未払いを防止できる）
を図ることができます。

マイナンバー制度とは
豆知識

委託
のルール

○委託先を「しっかり監督」
○再委託は「許諾が必要」

安全管理措置
のルール

○漏えいなどを起こさないために

取得・利用・提供
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」

保管・廃棄
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
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個人情報保護法に基づく監視・監督業務 国際業務

　令和3年度までは、民間の事業者を
対象としていましたが、令和4年度か
らは行政機関等、令和5年度からは地
方公共団体等にも対象が拡大します。
　事業者等において顧客などの個
人情報が適正に取り扱われるよう、
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
させた事業者や行政機関等からの
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、事実関係を確認するため
に、資料提出の求めや立入検査を行
い、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。

○ 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
の安全・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。

○ 信頼性のある個人データの国際的な流通枠組みの構築に向けて、二国間での対話や
世界のデータ保護当局が集まる世界プライバシー会議（GPA）といった国際的枠組み
への参加等を通じて、米国や英国、EU、アジア太平洋等の国・地域の個人情報保護を
担う機関との連携・協力関係の構築に取り組んでいます。例えば、日EU及び日英間の
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、米国等と連携をしてグロー
バルな企業認証制度の推進を行っています。

○ 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。例えば、令和
3年9月には、G7データ保護・プライバシー機関ラウンドテーブルに参加し執行協力
等について議論を主導しました。

個人情報を取り扱う事業者等への監視・監督活動

　個人情報が適正に取り
扱 わ れるよう、国 民 の 皆
様や事業者等に対して注
意 喚 起を行うほか 、事 業
者等を対象として個人情
報を安全に管理する措置
等についての研修等を開
催しています。

国民の皆様や事業者等向けの広報活動

　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協力関係を構築し連携した
り、国際会議にも出席しています。

国際協力活動

監視・監督業務の基本的な事務フロー

国際会議等の模様

監視・監督室

相談ダイヤル 漏えい等事案報告

報告徴収 立入検査

必要に応じてこのような対応を行う

その他情報源

指導・助言 勧 告

命 令

緊急命令

※1　主に民間の事業者を対象としたフローであり、対行政機関等では一部異なります。
※2　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。

個人情報保護委員会ウェブサイト
「注意情報」ページに掲載

個人情報保護委員会ウェブサイト
「個人情報の研修資料・ヒヤリハットコーナー」
ページに掲載
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広報・普及啓発業務
具体的業務 8

○ 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。

○ 事業者への法制度の周知のほか、子どもを含め、広く国民の皆様に対して個人情報保
護のリテラシーの向上を図るため、マンガや動画等の各種コンテンツを用いて分かりや
すい広報・普及啓発に取り組んでいます。

○ 具体的には、以下の取組等を行っています。
・個人情報保護法の適用を受ける幅広い事業者への法制度の周知のほか、認定団体

や事業者団体、消費者団体等の様々な関係者に対して、説明会等への講師派遣を
行っています。

・個人情報の取扱いについての基本的なルールを解説した事業者向けの「個人情報保
護法ハンドブック」、中小規模事業者向けの「シンプルレッスン」、令和4年4月1日か
ら施行された改正個人情報保護法のポイントをまとめた「令和2年改正法リーフレッ
ト」、SNSやオンラインゲーム等の事例を用いたハンドブック「みんなのための大切な
個人情報」やこども向け動画等の広報資料を作成し、委員会ウェブサイトで公表して
います。

・小学生を対象として「個人情報の適正な取扱い方」を啓発する出前授業を実施して
います。

・委員会が加盟しているアジア太平洋プライバシー期間（APPA）において取り組むこ
ととされているPrivacy Awareness Weekを「個人情報を考える週間」として設
定し、個人情報保護の重要性や個人情報の取扱いに関し、広く国民の皆様に周知し
ています。

・委員会の活動情報等を委員会ウェブサイト及び公式SNSを通じて発信しています。

個人情報保護法ハンドブック シンプルレッスン 令和 2年改正法リーフレット みんなの大切な個人情報 個人情報を考える週間 個人情報保護委員会公式 SNS

こども向け動画出前授業の模様

マンガ＆動画コンテンツ　※動画は政府インターネットテレビにて掲載（令和 4年 3月時点）
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社会における個人情報保護の重要性が日に日に高まって
いることは言うまでもありません。個人情報保護という重要
なテーマに対し、自分がこれまでに民間で得た経験を活かし
て行政の立場から広く社会に貢献したいと考えたのが転職
のきっかけでした。現に、当委員会は民間からの転職者が、幅
広い知識や経験を生かして多く活躍しています。

仕事面の魅力は主に２点あると思います。
１つ目は、他省庁や地方公共団体からの出向者や、民間か

らの転職者が多く、様々な考え方に触れることができる点だ
と思います。新しい気付きも多くあるので、自身の成長への
刺激になります。

2つ目は、新しい業務に携わる機会が多い点だと思いま
す。当委員会の重要性と期待感が増すことに伴い、前例のな
い業務も発生します。当然、やり方が予め決まっているわけで
はないので、ルールなどを作るところから始めるなど、自分や

仲間の持つ経験や考えを活用して「カタチ」にしていくとこ
ろに達成感があると思います。

様々なバックグラウンドで多様な考えを持つ方が多く在籍
しています。そのため、互いの異なる考えや新しい意見を聞
こうとする環境が整っていると感じます。また、とても気さく
な方が多く、仕事の相談に限らず雑談にも気軽に応じてくれ
る様な雰囲気がある職場です。

　繁忙期には残業が多いこともありますが、働き方を調整し
やすい職場だと思います。また、グループ単位で業務にあた
るため、他のグループメンバーからのサポートも得やすく、休
暇なども取得しやすい環境です。

地方公共団体が独自に実施する、マイナンバーを活用した情報連携（いわゆる、独自利用事務）に関する業務を主に担当してい
ます。具体的には、地方公共団体から当委員会事務局への届出・要望の受付、問い合わせ対応、さらに独自利用事務の利用促進等
を行っています。また、関係省庁からの独自利用事務の情報連携に関する依頼対応や、関係省庁と地方公共団体の橋渡し役を担っ
ています。

具体的な仕事内容

個人情報保護委員会に転職した理由

個人情報保護委員会の魅力

職場の雰囲気や人間関係

働き方やワーク・ライフ・バランス

登庁したらまずメールとその日の予定を確認します。企業
等から個人データの漏えい等報告が提出されると報告書を
読んで内容を確認し、電話やメールでさらに詳しい内容を
聞き取ります。午後は打合せに出席したり書類を作成するこ
とが多いです。業務に必要な情報セキュリティに関する知識
を得るために研修に参加したり、海外のデータ保護当局と
の会議に出席することもあります。

明るく、にぎやかな雰囲気です。監視・監督室ではチーム
で担当する業務が多く、チームメンバーも毎回異なるため
仲良くなりやすいです。

ひとりで担当する業務もありますが、困ったときも周りの
人に相談しやすい環境です。他省庁や民間企業から出向し
てきている職員が多く、それぞれ自分の得意を活かして互
いに助け合っています。

監視・監督室で企業に対してアンケート調査を行ったこと
です。調査テーマの選定から始まり、アンケートの質問作
成、報告書作成まで携わりました。途中で他の業務が忙しく
なったり、調査の方向性について意見が分かれたり大変な
こともありましたが、無事に報告書を公表できた時には達
成感がありました。報告書はネット記事に取り上げられるな
ど、反響があって嬉しかったです。

これまでは主に個人情報保護法に関する業務を経験して
きたので今後はマイナンバーに関する業務も経験したいで
す。また、人事や会計など組織運営に関する業務も興味が
あります。委員会の業務が拡大している中、どの部署でも貴
重な経験ができると思うので幅広く経験を積みたいです。

　個人情報を取り扱う民間企業等の監視・監督を行っています。企業等による個人データの漏えいや不適切な個人情報の取扱
いについて認識すると、その企業等へのヒアリングや立入検査などの方法で調査を行います。調査で問題点が見つかったときは是
正に向けた指導や助言を行っています。

１日の業務スケジュール（仕事の流れ）

職場の雰囲気や人間関係

印象に残っている仕事

今後取り組みたい仕事

具体的な仕事内容

事務局総務課
法制・調整班
【課長補佐】

金内　勇介
令和３年度 採用
（中途採用）

事務局監視・監督室
【係員】

村上　莉奈
平成２９年度 採用
（一般職 行政）

個人情報保護委員会 職員紹介
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１日の業務スケジュール（仕事の流れ）

職場の雰囲気や人間関係

印象に残っている仕事

今後取り組みたい仕事

具体的な仕事内容

事務局総務課
法制・調整班
【課長補佐】

金内　勇介
令和３年度 採用
（中途採用）

事務局監視・監督室
【係員】

村上　莉奈
平成２９年度 採用
（一般職 行政）

個人情報保護委員会 職員紹介
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　もともとプログラミングなど情報系の分野に興味があり、就
職はIT関係の民間企業を想定していましたが、情報を集めて
いくうちに、公務員にも技術職の枠があることを知りました。
　そこから業務説明会に参加し、様々な省庁での技術職と
しての役割を把握していくうちに、民間とは違った責任感
や重要性のある仕事であることを知り、興味をもったこと
がきっかけです。

ITパスポートや情報セキュリティマネジメントなどの資
格を取得することを目標として、体系的に学習していくほ
か、業務上で出てきた内容や問題について調べることで、
知識を得る場合があります。

どちらにしても、民間企業から出向されている方など、
知識と経験が豊富な方が多くいますので、分からないこと
はいくらでも質問できますし、また、必要に応じて、IT研修
を実施していただけるので、サポートの体制は充実してい
て、文系の方でも、必要な知識を身につけられるように
なっていると思います。

デジタル化が進み、マイナンバー等の個人情報は、情報システムに
よって電子データとして利用・保管されていることがほとんどです。

そのため、個人情報保護や監視・監督をするうえでは、法律の側
面だけでなく、システムの仕様やセキュリティ対策を把握しなけれ
ばならず、情報システムに関する知識は必要不可欠になってきて
いるため、多くの場面で、専門的な知識を生かせる強みがあるとこ
ろが魅力だと思います。

個人情報保護委員会は、改正個人情報保護法の施行などもあ
り、徐々に規模を拡大してきていますが、まだまだ新しい組織であ
り、職員の数も多くはありません。

しかしながら、デジタル化の推進により個人情報の保護や利活
用といった分野は、より一層、社会の基盤を支える重要な部分と
なってきています。

技術職としても、専門的な知識を活用できて、とてもやりがいを感
じられる組織ですので、興味を持った方は、是非一度、業務説明会な
どで委員会に足を運んでみてはいかがでしょうか。共に委員会という
組織を形作っていく仲間になれることを心待ちにしております。

　国や地方自治体における、マイナンバーの適切な利用の監視・監督のために、専用の情報システムを用いて、毎日データ分析す
ることで、不適切なやり取りがされていないかを確認し、必要に応じて地方自治体等に問合せを行っています。
　また、この情報システムを安定かつ効果的に稼働させるため、運用や機能改修について、委託先の事業者と打合せを行っています。

具体的な仕事内容

技術職で受験したきっかけ 技術職として働く魅力

ITに関する必要な知識の学び方 志望者へのメッセージ

事務局監視・監督室
【係員】

上田　考大郎
平成３０年度 採用
（一般職 技術）

事務局総務課 総括係
【係員】

小林　弥也
令和２年度 採用
（一般職 行政）

　業務の性質上、他律的な業務が大半であるこ
とから、一概に示すことはできませんが、日中は
国会議員や他府省庁、各班との調整業務や上
司・幹部への説明を行い、夕方以降は資料作成
や１人で進められる作業を行うことが多いです。
　また、様々なところから多様なメールや電話が
来るため、漏れがないようにすぐに返信をしたり、
しっかりメモを取ったりするように心掛けています。

　職員数は200人弱と他の省庁に比べてかなり
小規模ですが、その分風通しも良く、１人１人の裁
量もかなり大きいです。また、他の部署であって
も交流する機会がよくあり、大半の職員が顔見
知りです。
　職員の多くは、他の省庁や民間企業からの出向
者であり、多様なバックグランドを持った方々ととも
に仕事ができることは大きな刺激になっています。

　働きたい省庁を選ぶうえでは、国民のために働きたいという気持ちはもちろん
のこと、比較的規模の小さい組織で幅広い業務経験を積みたいと考えていました。
　様々な省庁の説明会に参加する中で、個人情報保護委員会のことを知り、小規
模な組織ながらも、国際会議を主催したり、大企業に対して勧告を行ったりと、多
様で幅広い業務を行っている点に非常に魅力を感じました。
　また、近年台頭してきているグローバル企業は、個人情報という「新たな石油」をう
まく活用して大きな成功を収めている一方で、その個人情報の取扱いが行き過ぎて
いるとの批判もあり、今後の世の中においては、個人情報の保護と利活用のバランス
とうまくとることがますます重要となっていくのではないかと漠然と感じていました。
　そのため、個人情報保護委員会の果たす役割の重要性も、今後更に増していく
と考え、また自身もその中で業務に携わっていきたいと考えて志望しました。

　個人情報保護委員会はまだできたばかりの組織で、あまり知名度がないのも事実で
すが、それとは裏腹に、時代の先端をいく非常に重要な分野に携わることができます。
　明確にやりたい業務がある方だけでなく、新しい組織で働いてみたいという方や、専門性
を身につけたいという方も、是非一度個人情報保護委員会の説明会への参加を検討してみ
てはいかがでしょうか。きっと個人情報保護委員会の魅力を体感してもらえると思います！

　私が所属している総務課総括係は、個人情報保護委員会事務局の各種窓口業務や内部の取りまとめ業務はじめ、様々な業務を
担っている重要な部署です。
　窓口業務では、大臣や国会議員、他の省庁や企業、また国民の方からの様々な質問や依頼、確認事項等について、関係部署と連携しな
がら対応しています。さらに、情報公開制度や審査請求制度、公益通報制度等についても、事務局の窓口として日々対応を行っております。
　内部の取りまとめ業務においては、事務局内の公文書や個人情報が適切に取り扱われているのかの監査、各課室への作業依頼
やその取りまとめ、各種照会事項への回答など、事務局の縁の下の力持ちとして働いています。
　そのほかにも、個人情報保護委員会の開催準備や当日の運営、内部規程の整備など、幅広い業務を行っています。

具体的な仕事内容

１日の業務スケジュール（仕事の流れ）

職場の雰囲気や人間関係

個人情報保護委員会を選んだ理由

志望者へのメッセージ

個人情報保護委員会 職員紹介
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職員研修

よくあるQ&A

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。

ITや英語に精通した職員が講師となり、若手職員の能力向上をサポートします。
また、個人情報保護法に関連する資格取得や情報処理技術者試験の受験支援も行っており、多様な人材育成
に力を入れています。

▲IT研修でのプログラミング演習 ▲英会話研修の様子

個人情報保護委員会事務局が求める人材

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。

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。

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。

最先端の専門性を
高めたい人

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。

謙虚な人・素直な人

コミュニケーション
能力のある人

国際業務に関心がある人

採用～1年目 2年目以降 6年目以降

語学研修（レベル別）

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）

○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）

○英会話研修
○IT研修

○諸外国の個人情報保護
　機関への派遣

○階層別研修
○システム管理研修
　　　　　　　　など

○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
○マイナンバー研修

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。

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

採用後のキャリアパスはどうなっていますか？
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。

Q1

A

採用はどのように決定するのですか？
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。

Q2

A

出身学校や専攻等は、採用に影響しますか？
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。

Q3

A

転居を伴う転勤はありますか？
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。

Q4

A

これまでの採用実績
平成28年4月：2名（事務系2名。男性1名、女性1名）

平成29年4月：5名（事務系3名。男性1名、女性2名）
 （技術系2名。男性2名、女性0名）

平成30年4月：7名（事務系4名。男性2名、女性2名）
 （技術系3名。男性3名、女性0名）

平成31年4月：2名（事務系2名。男性0名、女性2名）

令和 2年4月：6名（事務系6名。男性2名、女性4名）

令和 3年4月：1名（事務系1名。男性0名、女性1名）

令和 4年4月：１名（事務系１名。男性1名、女性0名）

Q5

A

基礎知識研修
（委員会職員としての基礎知識を習得）
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職員研修

よくあるQ&A

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。

ITや英語に精通した職員が講師となり、若手職員の能力向上をサポートします。
また、個人情報保護法に関連する資格取得や情報処理技術者試験の受験支援も行っており、多様な人材育成
に力を入れています。

▲IT研修でのプログラミング演習 ▲英会話研修の様子

個人情報保護委員会事務局が求める人材

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。

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。

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。

最先端の専門性を
高めたい人

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。

謙虚な人・素直な人

コミュニケーション
能力のある人

国際業務に関心がある人

採用～1年目 2年目以降 6年目以降

語学研修（レベル別）

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）

○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）

○英会話研修
○IT研修

○諸外国の個人情報保護
　機関への派遣

○階層別研修
○システム管理研修
　　　　　　　　など

○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
○マイナンバー研修

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。

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

採用後のキャリアパスはどうなっていますか？
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。

Q1

A

採用はどのように決定するのですか？
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。

Q2

A

出身学校や専攻等は、採用に影響しますか？
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。

Q3

A

転居を伴う転勤はありますか？
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。

Q4

A

これまでの採用実績
平成28年4月：2名（事務系2名。男性1名、女性1名）

平成29年4月：5名（事務系3名。男性1名、女性2名）
 （技術系2名。男性2名、女性0名）

平成30年4月：7名（事務系4名。男性2名、女性2名）
 （技術系3名。男性3名、女性0名）

平成31年4月：2名（事務系2名。男性0名、女性2名）

令和 2年4月：6名（事務系6名。男性2名、女性4名）

令和 3年4月：1名（事務系1名。男性0名、女性1名）

令和 4年4月：１名（事務系１名。男性1名、女性0名）

Q5

A

基礎知識研修
（委員会職員としての基礎知識を習得）
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https://www.ppc.go.jp/
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アメリカ大使館

霞が関
ビル

内閣府

総理官邸

個人情報保護委員会

11番出口

溜池山王駅

N

【 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）

【 周辺地図 】
・東京メトロ丸ノ内線・千代田線・日比谷線
「霞ヶ関駅」A13番出口より徒歩約4分
・東京メトロ丸の内線・千代田線「国会議事堂

前駅」3番出口より徒歩約7分
・東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」11番出口より

徒歩約2分


