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県ホームページにおける個人情報の掲載基準 

平成１７年４月２５日決定 

 

県の実施機関が管理するホームページに個人情報を掲載する場合は、この基準によるものと

する。 

 

１ 個人情報の定義 

この基準にいう「個人情報」とは、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され得

るものをいう。また、他の情報と組み合わせることにより個人が特定できる場合も、「個人情

報」に該当する。 

２ 掲載の基準 

  県の実施機関が管理するホームページに個人情報を掲載する場合は、次の要件を満たすも

のとする。 

(1) 公益上の必要性があること 

実施機関の管理するホームページへの個人情報の掲載は、公益上の必要性があり、その

目的達成のために必要な範囲に限るものとする。 

「公益上の必要性」については、表１を参考に判断するものとする。 

(2) 個人の権利利益を侵害するおそれがないこと 

個人情報の掲載は、掲載する内容、掲載した場合の影響、本人の同意の有無、個人情報

の管理体制等を総合的に判断し、個人の権利利益を侵害するおそれがない場合に限るもの

とする。 

掲載に当たっての具体的な取扱いについては、各項目ごとに表２を参考に判断するもの

とする。 

(3) 本人の同意があること 

個人情報の掲載にあたっては、原則として、事前に本人に次の点について説明し、本人

の同意を得るものとする。ただし、本人が説明内容を理解できない、または同意の意思表

示ができないと考えられる場合は、親権者の同意をもって本人の同意に代えるものとする。 

ア ホームページに掲載する個人情報の範囲 

イ ホームページに個人情報を掲載する目的及び必要である理由 

ウ 個人情報がインターネットを通じて、不特定多数のインターネット利用者に対して提

供されること及び提供することによる影響 

エ ホームページで提供されている情報の内容について本人が確認し、誤りのある場合は、

該当部分の訂正または削除を求めることができること。 

３ 個人情報の管理 

個人情報は厳正に管理されなければならない。 

ホームページに掲載した個人情報については、定期的に見直しを行い、その都度必要性に

ついて判断し直すとともに、不必要・不適切な個人情報が掲載されている場合には直ちに削

除又は訂正するものとする。 

４ 基準の見直し 

  この基準を見直す場合は、個人情報保護審議会にその内容を報告した上で行うものとする。 
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表１ 公益上の必要性があること 

 

区分 考え方 具体例 

行政情報の

発信 

インターネットは、情報の即時性、最新性、経費

の低廉性等の利点から、行政情報を提供する重要な

手段の一つとなっている。 

次のような目的のために、県のホームページに行

政情報を掲載する際に、個人情報も掲載すること

は、公益性の観点からも必要である。 

① 魅力ある地域情報の発信 

兵庫県の計画・構想、主要プロジェクト、県勢情報、観

光情報など兵庫県の魅力を広くＰＲするため 

② 県民参加型の県政の推進 

県民への情報提供の推進を通じて県政への県民参加を進

めるため、インターネットを通じて情報提供を促進し、県

民と県との情報の共有化を推進するため 

③ 県民のニーズに応じた生活に密着した情報の

提供 

県民生活とつながりの深い制度、手続、施設情報等につ

いて、県民にわかりやすく最新の情報を提供するため 

知事のメッセージ等 

行政情報、イベント情報、事業施策情

報 

 イベント開催案内・イベント等の記録 

 表彰・叙勲等に関する情報 

 審議会等委員名簿・審議経過・答申 

 県民からの意見・提言、県民による地域づく

り活動等 

 施設案内 

 事業・施策紹介 

 個人、グループ研修成果 

県立学校に関する教育情報 

 学校・職員・クラス紹介 

 児童生徒、教職員の作品、活動状況紹介 

 児童生徒、教職員の主張・感想・意見等 

 学校新聞、ＰＴＡ会報  

記者発表資料の掲載 

住民監査請求の監査結果の公表 

県民の利便 次のような場合、県のホームページに個人情報を

掲載することは、県民の利便の観点からも必要であ

る。 

① 出版、報道等により公にされている資料から収

集した個人情報等を県で整理・構成し、提供する

ことで、県民等が時間や場所の制約を受けること

なく各種情報を入手できるようにする。 

② 県内の個人事業者の活動内容の紹介とともに、

その連絡先の情報を提供する。 

③ 生涯学習に係る講師、指導者などの個人情報を

提供する。 

ネットミュージアム兵庫文学館 

但馬の特産街道 

地域づくり活動登録制度 

兵庫県生涯学習ネットワークシステム 

行政上の要

請 

事務の透明性の向上、公正性の確保、虚偽申請の

抑止等の観点から、法令等に公表規定がある場合、

又は広く公表することなど行政上の要請がある場

合、個人情報を県のホームページに掲載することは

必要である。 

建設業者に係る経営事項審査結果、監

督処分情報の公表 

入札参加資格者情報の公表 

 



 3 

表２ 個人の権利利益を侵害するおそれがないこと（発信できる項目及び考え方等） 

 

項目 考え方 過去の答申における例 

氏名 １ 原則として掲載しないものとする。 

２ 次の場合のように、氏名を掲載することで情報発

信の効果があがると考えられる場合には掲載する

ことができる。 

審議会等の委員等 

表彰等の被表彰者等 

講演会、シンポジウム、講座、行事等の講師 

出演者、主要出席者等 

情報発信を行う組織・機関の職員 

氏名の紹介をすることが情報発信の目的上必要

不可欠である場合 

３ 発言者、作成者等を区別すれば足りると考えられ

る場合は、Ａ委員などと記号化し、個人が特定でき

ないようにする。 

４ 法令等に公表規定があるものであっても、不利益

処分等の公表については、処分期間終了後は速やか

に削除するなど、本人の権利利益を侵害することの

ないよう特に注意する。 

メッセージ発信 

イベント開催案内・イベント等の記録 

表彰・叙勲等に関する情報 

審議会等委員名簿・審議経過・答申 

県民からの意見・提言、県民による地

域づくり活動等 

施設案内（館長あいさつ等） 

事業・施策紹介 

施設利用者の感想 

個人、グループ研究研修成果の発表 

校長の挨拶 

職員紹介 

クラス紹介 

学校行事の紹介 

児童生徒の作品紹介 

児童生徒の活動状況 

児童生徒の主張・感想・意見等の表明 

教職員の作品紹介 

教職員の主張・感想・意見等の表明 

学校新聞、学級通信、ＰＴＡ会報、同

窓会報 

県職員の紹介（職員採用試験情報） 

写真、動画 １ 写真、動画を用いて視覚に訴えることで、情報発

信の効果があがると考えられる場合又は発信目的

に照らし、特定の個人が識別できる写真等を掲載す

ることが重要な要素となる場合は掲載することが

できる。 

２ 会議やイベントの記録等の情報発信において、雰

囲気を伝えることで足りると考えられる場合は、後

ろから撮影したり、会場全景や集合写真を用いるな

ど、できるだけ個人が特定できないよう配慮する。 

メッセージ発信 

イベント開催案内・イベント等の記録 

表彰・叙勲等に関する情報 

審議経過 

県民からの意見・提言、県民による地

域づくり活動等 

施設案内（館長あいさつ等） 

事業・施策紹介 

研修講座等の案内 

施設利用者の感想 

個人、グループ研究研修成果の発表 

校長の挨拶 

学校紹介 

職員紹介 

クラス紹介 

学校行事の紹介 

児童生徒の作品紹介 

児童生徒の活動状況 

児童生徒の主張・感想・意見等の表明 

教職員の作品紹介 

教職員の主張・感想・意見等の表明 

学校新聞、学級通信、ＰＴＡ会報、同

窓会報 
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県職員の紹介（職員採用試験情報） 

住所 １ 住所を掲載することで情報発信の効果があがる

と考えられる場合には掲載することができる。 

２ 住所を掲載する場合、原則として、○○市あるい

は○○郡○○町までとするなど、居住地が特定でき

ないよう配慮する。 

３ 自宅兼用で事業を行っている個人事業主の事業

活動に関するものなど、掲載することが情報提供の

うえで重要な要素となる場合で、かつ、情報発信の

効果があがると考えられる場合には掲載すること

ができる。 

表彰・叙勲等に関する情報 

審議会等委員名簿・審議経過・答申 

県民からの意見・提言、県民による地

域づくり活動等 

事業・施策紹介 

国指定文化財等（個人所有に係るもの） 

児童生徒の作品紹介 

児童生徒の主張・感想・意見等の表明 

教職員の作品紹介 

教職員の主張・感想・意見等の表明 

年齢・学

年・性別 

１ 高齢者に対する表彰、学年別表彰など、年齢・性

別を掲載することが情報提供のうえで重要な要素

となる場合又はこれらを掲載することで情報発信

の効果があがると考えられる場合には掲載するこ

とができる。 

２ 年齢区分で足りる場合は、具体的な年齢は掲載し

ないようにする。 

表彰・叙勲等に関する情報 

審議会等委員名簿・審議経過・答申 

県民からの意見・提言、県民による地

域づくり活動等 

事業・施策紹介 

イベント開催案内・イベント等の記

録・作品募集等 

研修講座等の案内 

施設利用者の感想 

個人、グループ研究研修成果の発表 

学校紹介 

クラス紹介 

児童生徒の作品紹介 

児童生徒の活動状況 

児童生徒の主張・感想・意見等の表明 

教職員の作品紹介 

教職員の主張・感想・意見等の表明 

学校新聞、学級通信、ＰＴＡ会報、同

窓会報 

職業・所

属・役職 

１ 職業、所属、役職を掲載することで情報発信の効

果があがると考えられる場合には掲載することが

できる。 

２ 審議会委員の紹介をする場合、委員の職業が委員

選考の重要な要素になっていない場合は、「公募委

員」と記載するか職業分野だけの記載に止める。 

メッセージ発信 

イベント開催案内・イベント等の記録 

表彰・叙勲等に関する情報 

審議会等委員名簿・審議経過・答申 

県民からの意見・提言、県民による地

域づくり活動等 

施設案内（館長あいさつ等） 

事業・施策紹介 

研修講座等の案内 

施設利用者の感想 

個人、グループ研究研修成果の発表 

職員紹介 

クラス紹介 

学校行事の紹介 

児童生徒の作品紹介 

児童生徒の活動状況 

児童生徒の主張・感想・意見等の表明 

教職員の作品紹介 



 5 

教職員の主張・感想・意見等の表明 

学校新聞、学級通信、ＰＴＡ会報、同

窓会報 

県職員の紹介（職員採用試験情報） 

略歴、職務

内容、就任

年月日 

１ 略歴等を掲載することが情報提供のうえで重要

な要素となる場合又はこれらをを掲載することで

情報発信の効果があがると考えられる場合には掲

載することができる。 

メッセージ発信 

イベント開催案内・イベント等の記録 

表彰・叙勲等に関する情報 

施策・事業概要 

審議会委員名簿・審議経過・答申 

学校行事の紹介 

児童生徒の作品紹介 

児童生徒の活動状況 

児童生徒の主張・感想・意見等の表明 

教職員の作品紹介 

教職員の主張・感想・意見等の表明 

学校新聞、学級通信、ＰＴＡ会報、同

窓会報 

県職員の紹介（職員採用試験情報） 

身体の状

況 

１ 健康状態、病歴、身長、体重、血液型などは、原

則として掲載しないものとする。 

２ 障害者に対する表彰、スポーツの記録等、掲載す

ることが情報提供のうえで重要な要素となる場合

で、かつ、情報発信の効果があがると考えられる場

合には掲載することができる。 

３ 障害の種類、障害の程度及び症状、障害のための

援助等については必要最小限の範囲で掲載するも

のとする。 

４ 社会的差別のおそれがある項目であり、掲載によ

る影響を特に配慮して取り扱わなければならない。 

表彰・叙勲等に関する情報 

児童生徒の活動状況 

スポーツ競技の記録 

国籍 １ 原則として掲載しないものとする。 

２ 国際交流事業等で国を掲載することが情報提供

のうえで重要な要素となる場合で、かつ、情報発信

の効果があがると考えられる場合には掲載するこ

とができる。 

表彰・叙勲等に関する情報 

国際交流事業 

思想、信

条、宗教 

１ 原則として掲載しないものとする。 

２ これらを掲載することが情報提供のうえで重要

な要素となる場合で、かつ、情報発信の効果があが

ると考えられる場合には掲載することができる。 

 

出身地、家

族関係、趣

味、特技 

１ 原則として掲載しないものとする。 

２ これらを掲載することが情報提供のうえで重要

な要素となる場合で、かつ、情報発信の効果があが

ると考えられる場合には掲載することができる。 

 

電話、ＦＡ

Ｘ番号 

１ 原則として掲載しないものとする。 

２ 自宅兼用で事業を行っている個人事業主の事業

活動に関するものなど、掲載することが情報提供の

うえで重要な要素となる場合で、かつ、情報発信の

効果があがると考えられる場合には掲載すること

但馬の特産街道 

地域づくり活動登録制度 
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ができる。 

メールア

ドレス 

１ 原則として掲載しないものとする。 

２ 情報収集や情報交流など、掲載することが情報提

供のうえで重要な要素となる場合で、かつ、情報発

信の効果があがると考えられる場合には掲載する

ことができる。 

県立大学における教職員、学生の情報

発信 

但馬の特産街道 

地域づくり活動登録制度 

ホームペ

ージＵＲ

Ｌ 

１ 原則として掲載しないものとする。 

２ 情報収集や情報交流など、掲載することが情報提

供のうえで重要な要素となる場合で、かつ、情報発

信の効果があがると考えられる場合には掲載する

ことができる。 

県立大学における教職員、学生の情報

発信 

但馬の特産街道 

地域づくり活動登録制度 

メッセー

ジ、意見、

作品 

１ その分野に関する専門的見地からの有識者の意

見を掲載する場合のように、表明者が特定できなけ

れば情報発信の所期の効果をあげることができな

いと考えられる場合には掲載することができる。 

２ 審議会・委員会等における議事録等を掲載する場

合など、意見の表明者が特定できることにより、自

由な意見発表が束縛されたり、表明者に不利益を与

えるおそれのあるときは、意見の表明者が特定でき

ないようにする。 

メッセージ発信 

イベント開催案内・イベント等の記

録・作品募集等 

審議会等委員名簿・審議経過・答申 

事業・施策紹介 

研究講座等の案内 

施設利用者の感想 

個人、グループ研究研修成果の発表 

職員紹介 

クラス紹介 

学校行事の紹介 

児童生徒の作品紹介 

児童生徒の活動状況 

児童生徒の主張・感想・意見等の表明 

教職員の作品紹介 

教職員の主張・感想・意見等の表明 

学校新聞、学級通信、ＰＴＡ会報、同

窓会報 

県職員の紹介（職員採用試験情報） 

選挙啓発ポスター 

研究内容 １ 大学教職員や県立大学学生等の研究内容、論文な

ど、情報提供のうえで重要な要素となる場合で情報

発信の効果があがると考えられる場合には掲載す

ることができる。 

講演会の講師紹介 

ゼミ・研究室の紹介 

住民監査

請求の結

果内容 

１ 住民監査請求の結果は公表することとなってお

り、これについては、県民の関心が高く、事後の訴

訟参加を促すなど公益性も高いことから、個人に係

る内容について掲載することができる。 

２ 監査請求人、事案の関係者に係る氏名、住所は掲

載しない。 

住民監査請求の監査結果の公表 

業者番号、

登録番号 

１ 法令等に公表規定がある場合、又は広く公表する

ことなど行政上の要請がある場合、業者番号、登録

番号について掲載することができる。 

建設業者に係る経営事項審査結果、監

督処分情報の公表 

入札参加資格者情報の公表 

 


