
遠野市個人情報保護条例施行規則 

 

 制  定 平成17年10月１日 規則第20号  

 一部改正 平成20年４月４日 規則第27号  

 一部改正 平成20年11月19日 規則第38号  

 一部改正 平成22年３月25日 規則第４号  

 一部改正 平成23年２月23日 規則第５号  

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、遠野市個人情報保護条例（平成17年遠野市条例第21号。以下「条例」と

いう。）の規定に基づき、市長が保有する個人情報の保護等に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

（個人情報取扱事務登録簿に記載する事項） 

第２条 条例第３条第１項第９号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 個人情報取扱事務の登録年月日及び変更年月日 

(2) 個人情報取扱事務の根拠法令等 

(3) 条例第９条第１項に規定する委託の有無 

(4) 他の法令等による開示、訂正又は削除の制度の有無 

(5) 個人情報が記録されている主な行政文書の名称 

（個人情報開示請求書） 

第３条 条例第11条第１項第３号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 開示請求をする者の連絡先 

(2) 開示の実施の方法 

(3) 法定代理人が開示請求をする場合にあっては、当該請求に係る個人情報の本人の氏名及

び住所並びに未成年者又は成年被後見人の別 

(4) 死者に関する個人情報について、当該死者の配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実

上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。）、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹その他

同居の親族（以下「遺族」という。）が開示請求をする場合にあっては、当該請求に係る

死者の氏名及び死亡時の住所並びに開示請求をする者の死者との関係 

２ 条例第11条第１項の書面は、個人情報開示請求書（様式第１号）によらなければならない。 

（本人等であることの証明に必要な書類） 

第４条 条例第11条第２項（条例第26条第３項、第34条第２項、第43条第２項及び第45条第２

項において準用する場合を含む。）の本人又はその法定代理人若しくは遺族であることを証

明するために必要な書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 

(1) 本人が請求をし、又は申出をする場合 運転免許証、旅券その他これらに類する書類と

して別に定めるもの 

(2) 法定代理人が請求をし、又は申出をする場合 当該法定代理人に係る前号に定める書類

及び戸籍謄本、成年後見に係る登記事項証明書その他法定代理人の資格を証明する書類と

して別に定めるもの 



(3) 遺族が請求をし、又は申出をする場合 当該遺族に係る第１号に定める書類及び戸籍謄

本その他遺族であることを証明する書類として別に定めるもの 

（開示の実施に関し開示請求者に通知する事項） 

第５条 条例第16条第１項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 開示を実施する日時 

(2) 開示を実施する場所 

(3) 開示の実施に要する費用に相当する額 

(4) 開示の実施の方法等の申出に関する事項 

（第三者に通知する事項） 

第６条 条例第20条第１項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 意見書の提出先 

(2) 意見書の提出期限 

（電磁的記録の開示の実施の方法） 

第７条 条例第21条第１項の実施機関が定める方法は、次の表の左欄に掲げる電磁的記録の種

別に応じ、それぞれ同表の右欄に定める方法とする。 

電磁的記録の種別 開示の実施の方法 

１ フレキシブルディスクに記録されている電磁的記

録で、市長が別に定める方法によりその複製物を作

成できるもの 

複製物の交付 

２ 磁気テープ、磁気ディスク、光ディスクその他こ

れらに類するものに記録されている電磁的記録で、

市長が保有する電子計算機その他の機器を用いて、

紙その他これに類するものに印字し、又は印画する

方法により出力することができるもの 

紙その他これに類するものに印

字し、又は印画したものの閲覧

又は写しの交付 

３ １及び２に掲げる以外の電磁的記録で、市長が別

に定める方法により視聴することができるもの 

視聴 

（開示を受ける者が申出をする事項） 

第８条 条例第21条第２項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 開示の実施の方法 

(2) 開示を求める部分 

２ 条例第11条第１項の書面にその求める開示の実施の方法が記載されているときは、別に申

出がない限り、当該記載をもって、条例第21条第２項の規定による申出とみなす。 

（本人であることの証明に必要な書類） 

第９条 条例第21条第４項の本人であることを証明するために必要な書類は、運転免許証、旅

券その他これらに類する書類として別に定めるものとする。 

（開示請求等の特例） 

第10条 市長は、条例第23条第１項に規定する口頭により開示請求をすることができる個人情

報を定めたときは、当該個人情報の内容並びに口頭により開示請求をすることができる期間

及び場所を告示するものとする。 

２ 条例第23条第２項の実施機関が定める方法は、閲覧又は口頭による開示の方法とする。 



（費用負担の額） 

第11条 条例第24条第１項の実施機関が定める額は、別表第１に定めるとおりとする。 

２ 条例第24条第2項の実施機関が定める開示の実施の方法ごとに実施機関が定める額は、別

表第２に定めるとおりとする。 

３ 文書の写し等の開示を受ける者は、当該開示の送付に要する実費相当額を負担するものと

する。 

（個人情報訂正請求書） 

第12条 条例第26条第１項第４号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 訂正請求をする者の連絡先 

(2) 法定代理人が訂正請求をする場合にあっては、当該請求に係る個人情報の本人の氏名及

び住所並びに未成年者又は成年被後見人の別 

(3) 死者に関する個人情報について、当該死者の遺族が訂正請求をする場合にあっては、当

該請求に係る死者の氏名及び死亡時の住所並びに訂正請求をする者の死者との関係 

２ 条例第26条第１項の書面は、個人情報訂正請求書（様式第２号）によらなければならない。 

（個人情報利用停止請求書） 

第13条 条例第34条第１項第４号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 利用停止請求をする者の連絡先 

(2) 法定代理人が削除請求をする場合にあっては、当該請求に係る個人情報の本人の氏名及

び住所並びに未成年者又は成年被後見人の別 

(3) 死者に関する個人情報について、当該死者の遺族が利用停止請求をする場合にあっては、

当該請求に係る死者の氏名及び死亡時の住所並びに利用停止請求をする者の死者との関係 

２ 条例第34条第１項の書面は、個人情報利用停止請求書（様式第３号）によらなければなら

ない。 

（個人情報取扱是正申出書） 

第14条 条例第43条第１項第４号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 是正申出をする者の連絡先 

(2) 法定代理人が是正申出をする場合にあっては、当該申出に係る個人情報の本人の氏名及

び住所並びに未成年者又は成年被後見人の別 

(3) 死者に関する個人情報について、当該死者の遺族が是正申出をする場合にあっては、当

該申出に係る死者の氏名及び死亡時の住所並びに是正申出をする者の死者との関係 

２ 条例第43条第１項の書面は、個人情報取扱是正申出書（様式第４号）によらなければなら

ない。 

（個人情報取扱是正再申出書） 

第15条 条例第45条第２項において準用する条例第43条第１項の書面は、個人情報取扱是正再

申出書（様式第５号）によらなければならない。 

（必要な措置を講ずる出資法人） 

第16条 条例第50条の実施機関が定める法人は、別表第３に定めるとおりとする。 

（実施状況の公表の方法） 

第17条 条例第67条の規定による実施状況の概要の公表は、遠野市広報に登載して行うものと



する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成17年10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の遠野市個人情報保護条例施行規則（平成14年

遠野市規則第17号）又は宮守村個人情報保護条例施行規則（平成17年宮守村規則第10号）の

規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされ

た処分、手続その他の行為とみなす。 

附 則（平成20年４月４日規則第27号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成20年11月19日規則第38号） 

この規則は、平成20年12月１日から施行する。 

   附 則（平成22年３月25日規則第４号） 

 この規則は、平成22年４月１日から施行する。 

   附 則（平成23年２月23日規則第５号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成23年３月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の遠野市個人情報保護条例施行規則の規定は、この規則の施行の日（以下「施行日

」という。）以後にされた開示請求について適用し、施行日前にされた開示請求については、

なお従前の例による。 

 



別表第１（第11条関係） 

区分 単位 金額 

１ 複写機による写し（白黒

で、日本工業規格Ａ列３番

の大きさまでのものに限る

。） 

１枚につき 10円（両面に複写した場合にあっ

ては、20円） 

２ １に掲げる以外の写し １枚につき 当該写しの作成に要する費用に相

当する額 

 

 

別表第２（第11条関係） 

開示の実施の方法 区分 単位 金額 

複製物の交付 フレキシブルディス

クに複製した複製物 

１枚につき 複製物の作成に要する費用

に相当する額 

紙その他これに類す

るものに印字し、又

は印画したものの写

しの交付 

１ 複写機による写

し（白黒で、日本

工業規格Ａ列３番

の大きさまでのも

のに限る。） 

１枚につき 10円（両面に複写した場合

にあっては、20円） 

２ １に掲げる以外

の写し 

１枚につき 当該写しの作成に要する費

用に相当する額 

 

 

別表第３（第16条関係） 

遠野市土地開発公社 

社団法人遠野市畜産振興公社（昭和62年８月７日に社団法人遠野市畜産振興公社という名

称で設立された法人をいう。） 

社団法人遠野ふるさと公社（昭和63年10月13日に社団法人遠野ふるさと公社という名称で

設立された法人をいう。） 

社団法人宮守わさびバイオテクノロジー公社（平成３年３月20日に社団法人宮守わさびバ

イオテクノロジー公社という名称で設立された法人をいう。） 

株式会社遠野 

株式会社遠野テレビ 

 



様式第１号（第３条関係） 

 

  年  月  日  

 

 遠野市長 様 

 

住所                   

氏名                   

連絡先（電話番号）            

 

個人情報開示請求書 

 

 遠野市個人情報保護条例第10条第１項（第２項又は第３項）の規定に基づき、次のとおり個

人情報の開示を請求します。 

行政文書の名称その他の

開示請求に係る個人情報

を特定するに足りる事項 

 

開示の実施の方法 

１ 文書又は図画の場合 

 □閲覧（これに引き続く写しの交付の希望 □有 □無） 

 □写しの交付（□窓口での交付 □郵送による交付） 

２ 電磁的記録の場合 

 □複製物の交付（□窓口での交付 □郵送による交付） 

 □紙その他これに類するものに印字し、又は印画したものの閲覧 

  （これに引き続く写しの交付の希望 □有 □無） 

 □紙その他これに類するものに印字し、又は印画したものの写しの

交付（□窓口での交付 □郵送による交付） 

 □視聴 

個人情報

の本人の

状況等（

法定代理

人又は遺

族による

請求の場

合に記載

） 

本人の区分（

法定代理人に

よる請求の場

合） 

□未成年者（    年  月  日生） □成年被後見人 

本人との関係

（遺族による

請求の場合） 

□配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情

にあった者を含む。） □子 □父母 □孫 □祖父母 

□兄弟姉妹□その他同居の親族 

本人の氏名  

本人の住所 

（郵便番号   －    ） 

 

電話番号（     ）  －       

備考１ □のある欄は、該当する項目の□にレ印を付してください。 

２ 請求の際には、請求者本人であることを証明するため必要な書類（運転免許証、旅券等）を

係員に提出し、又は提示してください。 

３ 法定代理人又は遺族が請求する場合には、法定代理人又は遺族に係る備考２の書類のほか、

その資格を証明する書類を係員に提出し、又は提示してください。 

４ 「開示の実施の方法」欄の記載は、請求される方の任意です。 

５ 「本人の住所」欄は、個人情報の本人が死者である場合には、死亡時の住所を記載してくだ

さい。 

※職員記載欄 

請求者本人の確認 □運転免許証 □旅券 □その他（             ） 

請求資格の確認 □戸籍謄本 □登記事項証明書 □その他（         ） 

備考  

 



様式第２号（第12条関係） 

 

年  月  日  

 

 遠野市長 様 

 

住所                   

氏名                   

連絡先（電話番号）            

 

個人情報訂正請求書 

 遠野市個人情報保護条例第25条第１項（第３項）の規定に基づき、次のとおり個人情報の訂

正を請求します。 

行政文書の名称その他の訂

正請求に係る個人情報を特

定するに足りる事項 

 

訂正を求める内容  

個人情報

の本人の

状況等（

法定代理

人又は遺

族による

請求の場

合に記） 

本人の区分（法

定代理人による

請求の場合） 

□未成年者（    年  月  日生） 

□成年被後見人 

本人との関係（

遺族による請求

の場合） 

□配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と

同様の事情にあった者を含む。） □子 □父母 □孫 

□祖父母 □兄弟姉妹 □その他同居の親族 

本人の氏名  

本人の住所 

（郵便番号   －    ） 

 

電話番号（     ）  －       

備考１ □のある欄は、該当する項目の□にレ印を付してください。 

２ 請求の際には、訂正を求める内容が事実と合致することを証明する書類その他の資

料を係員に提出し、又は提示してください。 

３ 請求の際には、請求者本人であることを証明するため必要な書類（運転免許証、旅

券等）を係員に提出し、又は提示してください。 

４ 法定代理人又は遺族が請求する場合には、法定代理人又は遺族に係る備考３の書類

のほか、その資格を証明する書類を係員に提出し、又は提示してください。 

５ 「本人の住所」欄は、個人情報の本人が死者である場合には、死亡時の住所を記載

してください。 

※職員記載欄 

請求者本人の確認 □運転免許証 □旅券 □その他（             ） 

請求資格の確認 □戸籍謄本 □登記事項証明書 □その他（         ） 

備考  



様式第３号（第13条関係） 

 

年  月  日  

 

 遠野市長 様 

 

住所                   

氏名                   

連絡先（電話番号）            

 

個人情報利用停止請求書 

 遠野市個人情報保護条例第33条第１項（第２項）の規定に基づき、次のとおり個人情報の利

用停止を請求します。 

行政文書の名称その他の利

用停止請求に係る個人情報

を特定するに足りる事項 

 

 

（利用停止を求める箇所） 

 

利用停止を求める理由  

個人情報

の本人の

状況等（

法定代理

人又は遺

族による

請求の場

合に記載

） 

本人の区分（法

定代理人による

請求の場合） 

□未成年者（    年  月  日生） 

□成年被後見人 

本人との関係 

（遺族による請

求の場合） 

□配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と

同様の事情にあった者を含む。） □子 □父母 □孫 

□祖父母 □兄弟姉妹 □その他同居の親族 

本人の氏名  

本人の住所 （郵便番号   ―    ） 

 

電話番号（     ）  ―       

備考１ □のある欄は、該当する項目の□にレ印を付してください。 

２ 請求の際には、請求者本人であることを証明するため必要な書類（運転免許証、旅

券等）を係員に提出し、又は提示してください。 

３ 法定代理人又は遺族が請求する場合には、法定代理人又は遺族に係る備考２の書類

のほか、その資格を証明する書類を係員に提出し、又は提示してください。 

４ 「本人の住所」欄は、個人情報の本人が死者である場合には、死亡時の住所を記載

してください。 

 

※職員記載欄 

請求者本人の確認 □運転免許証 □旅券 □その他（             ） 

請求資格の確認 □戸籍謄本 □登記事項証明書 □その他（         ） 

備考  



様式第４号（第14条関係） 

 

年  月  日  

 

 遠野市長 様 

 

住所                   

氏名                   

連絡先（電話番号）            

 

個人情報取扱是正申出書 

 遠野市個人情報保護条例第42条第１項（第２項）の規定に基づき、次のとおり個人情報の取

扱いの是正を申し出ます。 

行政文書の名称その他の是

正申出に係る個人情報を特

定するに足りる事項 

 

是正を求める理由  

是正を求める内容  

個人情報

の本人の

状況等（

法定代理

人又は遺

族による

申出の場

合に記載

） 

本人の区分（

法定代理人に

よる申出の場

合） 

□未成年者（    年  月  日生） 

□成年被後見人 

本人との関係

（遺族による

申出の場合） 

□配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と

同様の事情にあった者を含む。） □子 □父母 □孫 

□祖父母 □兄弟姉妹 □その他同居の親族 

本人の氏名  

本人の住所 （郵便番号   －    ） 

 

電話番号（     ）  －       

備考１ □のある欄は、該当する項目の□にレ印を付してください。 

２ 申出の際には、申出者本人であることを証明するため必要な書類（運転免許証、旅

券等）を係員に提出し、又は提示してください。 

３ 法定代理人又は遺族が申し出る場合には、法定代理人又は遺族に係る備考２の書類

のほか、その資格を証明する書類を係員に提出し、又は提示してください。 

４ 「本人の住所」欄は、個人情報の本人が死者である場合には、死亡時の住所を記載

してください。 

※職員記載欄 

請求者本人の確認 □運転免許証 □旅券 □その他（             ） 

請求資格の確認 □戸籍謄本 □登記事項証明書 □その他（         ） 

備考  



様式第５号（第15条関係） 

 

年  月  日  

 

 遠野市長 様 

 

住所                   

氏名                   

連絡先（電話番号）            

 

個人情報取扱是正再申出書 

 遠野市個人情報保護条例第45条第１項（第２項）の規定に基づき、次のとおり個人情報の取

扱いの是正の再申出をします。 

是正申出に係る処理通知 年  月  日   第    号 

（是正申出に係る個人情報） 

 

再度是正を求める理由  

再度是正を求める内容  

個人情報

の本人の

状況等（

法定代理

人又は遺

族による

申出の場

合に記載

） 

本人の区分（

法定代理人に

よる申出の場

合） 

□未成年者（    年  月  日生） 

□成年被後見人 

本人との関係

（遺族による

申出の場合） 

□配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と

同様の事情にあった者を含む。） □子 □父母 □孫 

□祖父母 □兄弟姉妹□その他同居の親族 

本人の氏名  

本人の住所 （郵便番号   －    ） 

 

電話番号（     ）  －       

備考１ □のある欄は、該当する項目の□にレ印を付してください。 

２ 申出の際には、申出者本人であることを証明するため必要な書類（運転免許証、旅

券等）を係員に提出し、又は提示してください。 

３ 法定代理人又は遺族が申し出る場合には、法定代理人又は遺族に係る備考２の書類

のほか、その資格を証明する書類を係員に提出し、又は提示してください。 

４ 「本人の住所」欄は、個人情報の本人が死者である場合には、死亡時の住所を記載

してください。 

※職員記載欄 

請求者本人の確認 □運転免許証 □旅券 □その他（             ） 

請求資格の確認 □戸籍謄本 □登記事項証明書 □その他（         ） 

備考  

 


