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年月日 主な改正内容 
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（初版公開） 

令和４年 11 月 ・初版策定からの個人情報保護法制の見直しに対応し、ガイド

ラインの記載、参照条文等を見直し。 

・令和３年個人情報保護法改正に伴う今回の改正では、個人情

報保護法別表第２に掲げる法人（従来は独立行政法人等個人

情報保護法の適用対象となっていた法人のうち、改正後の個

人情報保護法において個人情報取扱事業者に該当することと

なった法人であり、国立研究開発法人、国立大学法人等が主

な例）を本ガイドラインの対象外とする。 

・令和３年個人情報保護法改正に伴い、個人情報保護法制の適

用される範囲における保有個人情報の提供可否等の判断指

針・判断フローを見直し。 

・初版で記載されている巻末の参考図集のうち、地方公共団体

の事例の一部を削除。個人情報保護法の地方分の改正が施行

後に見直しをすることとする。 
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1. 目的 

1.1. 目的及び適用範囲 

国や地方公共団体は、それぞれの行政目的に応じて様々な地理空間情報を整備・保有してお

り、その中には行政の他部局や社会一般にとっても有用な情報が多く含まれている。誰もがい

つでもどこでも必要な地理空間情報を使ったり、高度な分析に基づく的確な情報を入手し行動

できる「地理空間情報高度活用社会」を実現するにはこれらの地理空間情報の活用推進を図る

ことが重要である。このような中、平成 20 年に策定された地理空間情報活用推進基本計画（以

下「第１期計画」という。）において、「地理空間情報の提供と二次利用を進めるためには、情

報を保有する部局が提供に努めるだけでなく、様々な主体が作成した地理空間情報を円滑に提

供・流通させるためのルールを明確にすることが必要である」、「地理空間情報は個人情報を含

んでいるケースや、著作権等の知的財産権の対象となっているケースが多いこと、その公開が

国の安全に影響を及ぼすおそれもあることから、国民が適切にかつ安心して利用できる地理空

間情報の流通のためには、これらの観点等もふまえた情報提供のルールを確立することが必要

である」とされたところである。 

本ガイドラインは、地理空間情報のうち特に地図や空中写真などの測量成果等について、個

人情報保護法制及び測量法など関連法令の遵守の下、個人情報の取扱い方法を明確にし、測量

成果等の活用推進と個人の権利利益の保護の両立を図ることを目的とするものである。なお、

本ガイドラインが取り扱う対象は、地理空間情報のうち、国、地方公共団体等が整備・提供等

を行う測量成果等とする。 

 

1.2. 本書の位置づけ（性格） 

地理空間情報活用推進基本法（平成 19 年法律第 63 号）では、地理空間情報の活用の推進に

おける基本理念の一つとして、「地理空間情報の活用の推進に関する施策を講ずるに当たっては、

地理空間情報の流通の拡大に伴い、個人の権利利益、国の安全等が害されることのないように

配慮されなければならない」とし、国及び地方公共団体は、国民が地理空間情報を適切にかつ

安心して利用することができるよう、個人情報の保護のためのその適正な取扱いの確保、基盤

地図情報の信頼性の確保のためのその品質の表示その他の必要な施策を講ずることが謳
うた

われて

いる。 

また、第１期計画において、地理空間情報を共用し多数のデータを重ね合わせて活用してい

くためには、地理空間情報を円滑に流通させるためのガイドラインとして、1)個人情報保護の

観点から何らかの措置が必要な地理空間情報かどうかの判断指針、2)法令等により開示・閲覧

が認められている個人情報を含む地理空間情報の提供の在り方、3)地理空間情報の提供に当た

り個人情報の保護のためにとるべき加工措置や提供制限などの措置、4)個人情報を保護しつつ

有益な地理空間情報の提供を促進するために必要な、適切な地理空間情報の管理手法を取りま

とめて、平成 22 年度までに策定することとされ、平成 22 年９月に地理空間情報活用推進会議

として「地理空間情報の活用における個人情報の取扱いに関するガイドライン」を決定した。 

本ガイドラインは、個人情報保護法制及び関係法令並びに地理空間情報活用推進会議が策定

した「地理空間情報の活用における個人情報の取扱いに関するガイドライン」と整合を図り、

地理空間情報のうち特に測量成果等の活用推進を意図しており、国、地方公共団体等が所有す

る地理空間情報のうち代表的な測量成果等の個人情報の取扱いの考え方、利用・提供等を具体

的な事例を交えつつ紹介するものである。なお、実際の測量成果等の提供に当たっては、それ

ぞれの国、地方公共団体等が関係法令に従い適切に行うべきものである。 
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1.3. 改正版の目的 

平成 24 年３月に策定された第２期地理空間情報活用推進基本計画では、個人情報の保護、デ

ータの二次利用等への配慮について、国は、地理空間情報の活用における個人情報の取扱い及

び二次利用促進に関するガイドラインの普及啓発等に努めるとされた。平成 29 年３月に策定

された第３期地理空間情報活用推進基本計画においては、個人情報の保護、知的財産権の保護

等については、地理空間情報の高度化・ユーザーニーズの多様化等に応じてルール等の整備を

行うとされている。さらに、令和４年３月に策定された第４期地理空間情報活用推進基本計画

では、データ流通における正確性・信頼性の担保、セキュリティ対策等と併せて個人情報の保

護のための環境整備を行い、秩序ある地理空間情報の流通・利活用を実現することとされてい

る。 

近年、情報化の進展を背景として、官民や地域の枠を超えたデータ利活用が活発化している

ことを受けて、新たに「デジタル庁」が創設され、国や地方のデジタル業務改革が強力に推進

されている。これに伴い、公的部門で取り扱うデータの質的・量的な増大に比例して、大量に

集積・利用されるようになってきている個人情報の保護に万全を期すため、「デジタル社会の形

成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３年法律第 37 号。以下「改正法」という。）」

によって、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号。以下「個人情報保護法」と

いう。）の大幅な見直しが行われた。この見直しによって、個人情報保護法、行政機関の保有す

る個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 58 号。以下「行政機関個人情報保護法」と

いう。）、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（平成 15 年法律第 59 号。以

下「独立行政法人等個人情報保護法」という。）の３本の法律を１本の法律（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法律において全国

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したほか、個人情報の定

義等を国・民間・地方で統一するとともに、行政機関等での匿名加工情報の取扱いに関する規

律も明確化されている。 

このような背景を受け、政府は令和４年６月に地理空間情報活用推進会議として平成 22 年

に策定した「地理空間情報の活用における個人情報の取扱いに関するガイドライン」を改正し、

新たな「地理空間情報の活用における個人情報の取扱いに関するガイドライン」（以下「令和４

年政府ガイドライン」という。）を決定した。 

本改正版は、令和４年政府ガイドラインと整合を図り、平成 23 年９月に策定された「地理空

間情報の活用における個人情報の取扱いに関するガイドライン（測量成果等編）」（以下「平成

23 年測量成果等編ガイドライン」という。）に必要な改正を加えることとしたものである。た

だし、本改正版の目的が、地理空間情報のうち特に地図や空中写真などの測量成果等について、

個人情報保護法制及び測量法など関連法令の遵守の下、個人情報の取扱い方法を明確にし、測

量成果等の活用推進と個人の権利利益の保護の両立を図ることを目的とすることであることは、

平成 23 年測量成果等編ガイドラインから変わらない。 

なお、個人情報保護法の改正部分のうち、改正法第 51 条による改正に係る部分（地方関係）

の施行期日は令和５年４月１日であるため、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人に係る

規定を踏まえた見直しは、今回の改正版には含まれておらず、令和４年度時点での考え方を記

載している。 

また、測量技術の進展により三次元データや高精度な測量成果などが普及しつつあるが、そ

れらについては地方公共団体の機関及び地方独立行政法人に係る規定を踏まえた見直しと同時

に検討するものとし、今回の改正版では基本的に平成 23 年測量成果等編ガイドライン制定時

の技術水準に基づいた記述となっている。 
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2. 本書の読み方 

2.1. 用語の定義及び関連法令の概要 

2.1.1. 用語の定義 

本ガイドラインで使用する主な用語を、以下のように定義する。 

 

【地理空間情報】 地理空間情報活用推進基本法第２条第１項に規定する、以

下に示す同条第一号の情報又は同号及び第二号の情報から

なる情報をいう。 

一 空間上の特定の地点又は区域の位置を示す情報（当該

情報に係る時点に関する情報を含む。以下「位置情報」

という。） 

二 前号の情報に関連付けられた情報 

 

【個人に関する情報】 氏名、住所、性別、生年月日、顔画像等個人を識別する情報

に限られず、ある個人の身体、財産、職種、肩書等の属性に

関して、事実、判断、評価を表す全ての情報。評価情報、公

刊物等によって公にされている情報や、映像、音声による

情報も含まれ、暗号化等によって秘匿化されているかどう

かを問わない。 

 

【個人情報】 個人情報保護法第２条第１項に規定する、生存する個人に

関する情報であって、特定の個人を識別することができる

もの（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を含

む。）又は個人識別符号を含むもの。 

 

【保有個人情報】 個人情報保護法第 60 条第１項に規定する、行政機関等の職

員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該

行政機関等の職員が組織的に利用するものとして、当該行

政機関等が保有するものであり、行政文書等に記録されて

いるものに限るもの。 

 

【仮名加工情報】 個人情報保護法第２条第５項に規定する、個人情報を他の

情報と照合しない限り特定の個人を識別することができな

いように個人情報の保護に関する法律施行規則（平成 28 年

個人情報保護委員会規則第３号）第 31 条で定める基準に従

って加工して得られる個人に関する情報。 

 

【匿名加工情報】 個人情報保護法第２条第６項に規定する、個人情報を特定

の個人を識別することができないように加工して得られる

個人に関する情報であって、当該個人情報を復元して特定

の個人を再識別することができないようにしたもの。 

 

【行政機関等匿名加工情報】 個人情報保護法第 60 条第３項に規定する、個人情報ファ

イルを構成する保有個人情報の全部又は一部を加工して得
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られる匿名加工情報。 

 

【個人関連情報】 個人情報保護法第２条第７項に規定する、生存する個人に

関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加

工情報のいずれにも該当しないもの。 

 

【個人情報ファイル】 個人情報保護法第 60 条第２項に規定する、保有個人情報を

含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成する

ために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索する

ことができるように体系的に構成したもの。 

 

【行政機関】 個人情報保護法第２条第８項の各号に規定する機関。 

 

【独立行政法人等】 個人情報保護法第２条第９項に規定する、独立行政法人通

則法（平成 11 年法律第 103 号）第２条第１項に規定する独

立行政法人及び個人情報保護法別表第１に掲げる法人。た

だし、個人情報保護法別表第２に掲げる法人は「独立行政

法人等」に含めない。 

 

【行政機関等】 個人情報保護法第２条第 11 項に規定する、行政機関、独立

行政法人等とする。 

 

【基本測量】 測量法第４条に規定する、すべての測量の基礎となる測量

で、国土地理院の行うもの。 

 

【公共測量】 測量法第５条に規定する、基本測量以外の測量で次に掲げ

るものをいい、建物に関する測量その他の局地的測量又は

小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で、

政令で定めるものを除く。 

一 その実施に要する費用の全部又は一部を国又は公共団

体が負担し、又は補助して実施する測量 

二 基本測量又は前号の測量の測量成果を使用して次に掲

げる事業のために実施する測量で国土交通大臣が指定す

るもの 

イ 行政庁の許可、認可その他の処分を受けて行われる

事業 

ロ その実施に要する費用の全部又は一部について国又

は公共団体の負担又は補助、貸付けその他の助成を受

けて行われる事業 

 

【基盤地図情報】 地理空間情報活用推進基本法第２条第３項に規定する、地

理空間情報のうち、電子地図上における地理空間情報の位

置を定めるための基準となる測量の基準点、海岸線、公共

施設の境界線、行政区画その他の国土交通省令で定めるも

のの位置情報（国土交通省令で定める基準に適合するもの
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に限る）であって電磁的に記録されたもの。 

 

【測量成果等】 測量法第９条に規定する「測量成果」と「測量記録」をい

う。 

「測量成果」とは、当該測量において最終の目的として得

た結果をいい、「測量記録」とは、測量成果を得る過程にお

いて得た作業記録をいう。 

なお、「測量法施行令」別表に「測量成果」と「測量記録」

に該当する具体の地理空間情報が記載されているが、本ガ

イドラインでは、同表の「測量成果」と「測量記録」中の

「写真」については、現在地方公共団体等が多く保有する

空中写真及び衛星画像のみを取り扱うものとする。 

 

【共用システム】 地方公共団体が利用する情報システムのうち、各部局が共

用できる形で地理空間情報を整備し、利用する横断的なシ

ステム。 

 

【住所の表記】 地図などの測量成果等に表記される市町村名、町又は字の

名称、街区符号、住居番号、地番などの情報。 

 

【空中写真等】 空中写真及び衛星画像のこと。オルソ画像及び映像を含む。 

 

【地上写真等】 車載カメラ等により取得する測量用の地上写真及び映像。 

 

なお、個人情報保護法に規定する、個人に関する情報、生存する個人に関する情報、個

人情報、仮名加工情報、匿名加工情報及び個人関連情報の関係は図 2-1 のとおりである。 

 

 

図 2-1 個人に関する情報、生存する個人に関する情報、個人情報、 

仮名加工情報、匿名加工情報及び個人関連情報との関係 

生存する個人に関する情報
（法第2条第1項）

個人情報
（法第2条第1項）

仮名加工情報
（法第2条第5項）

匿名加工情報
（法第2条第6項）

個人関連情報（法第2条第7項）
※生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿

名加工情報のいずれにも該当しないもの

保有個人情報
（法第60条第1項）

個人に関する情報
（法第2条第1項）



 6 

 

2.1.2. 関連法令の概要 

（１）地理空間情報活用推進基本法（平成 19年法律第 63号） 

目的 

地理空間情報の活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目

的としている。 

 

個人情報保護との関連性 

同法において、以下が規定されている。 

・地理空間情報の活用の推進に関する施策を講ずるに当たっては、地理空間情報

の流通の拡大に伴い、個人の権利利益、国の安全等が害されることのないよう

に配慮されなければならない。（基本理念 第３条第９項） 

・国及び地方公共団体は、国民が地理空間情報を適切にかつ安心して利用するこ

とができるよう、個人情報の保護のためのその適正な取扱いの確保、基盤地図

情報の信頼性の確保のためのその品質の表示その他の必要な施策を講ずるもの

とする。（個人情報の保護等 第 15 条） 

 

（２）測量法（昭和 24年法律第 188号） 

目的 

国や公共団体等が行う測量について、測量の正確性の確保と精度の向上や、測量

成果の利用促進と測量の重複の排除などを目的とし、我が国の測量の基準や測量

体系を定めている。 

 

個人情報保護との関連性 

同法において、個人情報の保護に関して規定している条文はない。 

 

（３）個人情報保護法及び個人情報保護条例 

①個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）（平成 15年法律第 57号） 

目的 

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するとともに、個人情報を取り扱う事業者及び行政機関

等の遵守すべき義務等を定めることにより、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。 

  

※本ガイドラインにおける個人情報保護法の条番号は、令和４年４月１日時点の

ものである。 

 

②個人情報保護条例 

目的 

各地方公共団体が個人情報の取扱いを規定するために定めている条例である。 

令和４年度時点においては、全ての都道府県及び市区町村において制定されて

いる。 

 

※令和５年４月１日の改正個人情報保護法の全面施行により、個人情報保護法に
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て全国的な共通ルールが規定される予定。 

 

個人情報保護に関する法体系を図 2-2 に示す。なお、「見直し後」の図は令和５年

４月１日施行のものであり、令和４年 11 月現在は、地方公共団体等については各地

方公共団体の個人情報保護条例が適用される。 

 

 

出所）個人情報保護委員会「「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案」概要資料」 

 

図 2-2 個人情報保護法制の体系（改正法第 50条及び第 51条施行後） 

 

  

※条例による必要最小限の独自の保護措置を許容
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2.2. 本書の構成、使い方 

 

本書は次のような構成である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1．目的 

2．本書の読み方 

 

3．個人情報保護の観点から何

らかの措置が必要な地理空

間情報かどうかの判断指針 

 

 

 

4．主な地理空間情報の利用・提

供推進の考え方 

 

 

 

 

5．地理空間情報の利用・提供に

鑑みた段階別の個人情報等

の適正な取扱いのための方

策 

 

 

6．その他 

Q&A、逆引き 

導入 

本論 

参考 

測量成果等における個人情報保護の基本

的な考え方や判断手順を解説する。 

個々の測量成果等の情報提供の在り方、

特に、法令等に閲覧や開示といった情報

提供に関する規定がある測量成果等の提

供の在り方を解説する。 

測量成果等の整備、管理、利用・提供、そ

れぞれの段階毎の方策を解説する。 

本書の趣旨、及び用語の定義、関連する法

令などの本書の読み方を解説する。 

測量成果等の整備、管理、利用・提供等を

行う際に実務上参考となる Q&A 等を掲

載する。 
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3. 個人情報保護の観点から何らかの措置が必要な地理空間情報かどうかの判断指針 

3.1. 地理空間情報における個人情報保護の考え方 

 

＜注意点＞ 

個人情報保護法について、改正法第 51 条による改正に係る部分（地方関係）の施行期日は令

和５年４月１日であるため、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人に係る規定を踏まえた

見直しは、今回の改正版には含まれておらず、令和４年度時点での考え方を記載している。 

 

3.1.1. 個人情報の取扱いに関する考え方 

本ガイドラインにおける個人情報の考え方は、個人情報保護法に基づいてその取扱い

を整理しているが、実際の個人情報の取扱いについて、各地方公共団体においては、個人

情報保護法が適用される令和５年４月１日までは、個々の「個人情報保護条例」の規定に

従って取り扱わなければならない。 

 

個人情報保護法において、個人情報は、生存する個人に関する情報であって、特定の個

人を識別することができるもの（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を含む。）又は個人識別符号を含むものと定

義されている。 

地方公共団体で制定している個人情報保護条例にあっては、個人情報の定義に「生存す

る」という文言がない場合もある。この場合、死者に関する情報も保護対象となり得る場

合があることから取扱いに注意を要する。 

なお、個人情報保護法における個人情報は生存する個人に関する情報であり、死者に関

する情報は個人情報の範囲に含まないとされている。このことについて、「個人情報の保護

に関する法律についての事務対応ガイド（行政機関等向け）」（以下「事務対応ガイド」と

いう。）では、「法は個人情報の取扱いに関連する個人の権利利益を保護することを目的と

するものであり、本人関与等により権利利益の保護を求めることができるのは生存する個

人であることから、「個人情報」の範囲に死者に関する情報は含まれていない」としつつ、

「死者に関する情報が、同時に、遺族等の生存する個人を識別することができる場合に限

り、当該生存する個人を本人とする個人情報に該当する」と説明している。 

 

3.1.2. 個人情報への該当性 

個人情報保護法では、生存する個人に関する情報であって、「当該情報に含まれる氏名、

生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（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

のを含む。）」、「個人識別符号が含まれるもの」のいずれかに該当するものを個人情報と定

義している。 

 

個人情報保護法第２条第１項に規定する個人情報の定義では、生存する個人に関する情

報であって、当該の情報単体で特定の個人を識別できるもの、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できるもの、個人識別符号（指紋、旅券番号や

運転免許証番号のような個人に割り当てられた番号等）が含まれるものは、個人情報に該

当するとしている。 
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3.1.3. 測量成果等における個人識別の可能性 

（１）測量成果等の単独による個人識別について 

 一般的な測量成果等に単独で特定の個人を識別できる情報はない。 

ただし、測量記録における点の記や、居住者の氏名が記載されている地図等の測量成

果など、個人情報を含む測量成果等も一部存在する。 

 

測量は、現地実測、あるいは空中写真等を使用して、地物、地貌を計測し、表現するも

のであり、測量の結果、作製される地図等は、基本的には現実を抽象化して記号等で表

現されたものであり、外部から確認できるものが記載される。 

公共測量作業規程を作成するための一般的な規範である「作業規程の準則」には、付

属資料として一般的に公共測量で数値地形図を作成するときに取得する地物やその図式

が「数値地形図データ取得分類基準表」として記載されているが、記載されている地物

は地形、建物、道路といったものであり、それを抽象化して表現した地図には単独で特

定の個人を識別する情報はない。 

また、空中写真や衛星画像の画像データについては、デジタル航空カメラの出現によ

り撮影された画像の解像度が高くなり、空中写真においては人影程度であれば識別でき

るようになったため個人に関する情報が含まれる可能性があるものの、現状の技術レベ

ルで撮影し提供されている空中写真の解像度（地上画素寸法 5 cm程度）では、通常は特

定の個人を識別することはできない。（空中写真の解像度については、「4. 主な地理空間

情報の利用・提供推進の考え方」を参照） 

他方、測量記録の点の記は、測量標の利用者が所在地及び所有者の確認の目的に作成

されるものである。そのため、点の記には、作業者の氏名や土地の所有者の氏名が記載

されている場合が多く、単体で特定の個人を識別できる可能性がある。しかし、点の記

の作成時には、点の記が閲覧によって公開されること等について、作業者や土地の所有

者本人の同意を取得したり、承諾書等に公開することを明記したりするなど、個人情報

を含む情報の公開のための手続を行っている場合がほとんどである。このように、個人

情報保護法において求められる手続を経た場合、個人情報を含む情報を提供することが

できる。 

また、公共測量成果の地図においては、利用目的に応じて、住居の居住者など個人の

氏名が記載されている場合がある。この場合は、個人情報を含むため、取扱いに注意し

なければならない。 

 

【参考】点の記（巻末参考図１参照） 

点の記には、測量を実施した担当者の氏名や選点者の氏名のほか、a)土地の所有者

欄の所有者の住所氏名が、b)要図右側の詳細図に建築物の所有者の個人名の情報が記

載されている。 

なお、a)は測量作業を行うに当たり、土地の立入りが必要となるため点の記に記録

されている。b)は測量作業の際、設置されている基準点と建築物の位置関係を把握す

るために記録されている。 

 

【参考】公共下水道施設平面図（巻末参考図２参照） 

基本測量成果においては、個人名の情報が記載されている地図はない。他方、公共

測量成果においては、公共下水道施設平面図、敷地測量の平面図等で稀
まれ

に建築物等の

所有者の個人名を記載している地図が存在する。 
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（２）他の情報と容易に照合することによる個人識別 

他の情報と容易に照合することにより、特定の個人を識別できる可能性を有する測

量成果等は、一般的にはない。 

ただし、測量成果等の中で、地番又は住居番号等に関する情報を表示した地図につ

いては、不動産登記法に基づく不動産登記簿等が公開されていることから、地番又は

住居番号等から土地所有者の氏名を知ることができる場合があり、特定の個人が識別

される可能性がある。 

 

測量成果等に含まれる情報が個人情報に当たるか否かを考えるとき、その情報のみで

特定の個人を識別できる場合だけではなく、個人情報保護法に「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を含む。」

と定められていることから、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

個人を識別できる場合も個人情報に当たる。 

個人情報保護法等に基づく個人情報に係る開示判断が争点の判例及び国の情報公開・

個人情報保護審査会等の答申によれば、地番や住居番号等の特定の土地や建物の所在を

示す地理空間情報に関しては、一般に何人も閲覧等が可能な不動産登記情報等と照合す

ることにより特定の個人を識別することができると判断される場合がある。 

地番は土地を特定するために付けられた番号で、不動産登記法第 35 条によれば地番

を付すべき区域を定め、一筆の土地ごとに地番を付さなければならないと定められてい

る。不動産登記法第 119 条には、「何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録

に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面（以下「登記事項証明書」という。）

の交付を請求することができる。」とされており、地番を登記事項証明書の請求が可能な

レベルまで詳細に知れば、登記事項証明書からその土地の所有者の情報を取得できる。 

また、我が国においては長年にわたって地番が場所の特定に利用されてきたが、都市

化の進展に伴い昭和 37 年５月 10日に施行された「住居表示に関する法律」に基づいて、

街を分かりやすくしたり郵便物の配達を容易にしたりすることを目的とした住居表示制

度ができ、住居表示等による住所は、測量成果等の住所の表記（地図などの測量成果等

に表記される市町村名、町又は字の名称、街区符号、住居番号、地番などの情報）に利

用されている。 

住所は、民法第 22 条において「各人の生活の本拠をその者の住所とする」と定められ

ており、人と結びついている概念であるが、住所の表記は単に場所を指し示すだけのも

のである。住所の表記は、当該の地点を家屋あるいは建物内の居住区画レベルで示すも

のに過ぎず、それ自体としては特定の個人を識別できる情報を含んでいない。しかし、

地番又は住居番号等までを明示した住所の表記は、地番又は住居番号等を手掛かりにし

て、不動産登記簿又は表札情報などの他の情報と照合することにより、特定の個人を識

別できる可能性のある情報として、その取扱いに注意する必要がある。 
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【参考】地番・住居表示について 

「地番」は不動産登記法に基づく土地の番号であり、「住居番号」は住居表示に関す

る法律に基づく住居の番号である。地番は、不動産登記上で使用されていると同時に、

住居表示地区以外の地区で住居を表すためにも使用されている。 

 住居表示地区 住居表示地以外 

不動産登記法に基

づく番号 

地番（及び家屋番号） 

(例)○○市○○町 123 番地 4 

（下線部が地番を示すもの） 

地番（及び家屋番号） 

(例)○○市○○町 123 番地 4 

（下線部が地番を示すもの） 

住居表示に関する

法律に基づく番号 

住居表示（街区符号、住居番号） 

(例)○○市○○町一丁目 2 番 3 号 

（下線部が住居番号を示すもの） 

 

 

 

住所の表記を含む情報を提供する場合の扱いとして、利用目的の範囲内の利用・提供

であれば、測量成果等に含まれる住所の表記に係る情報が個人情報に該当する場合であ

っても、これを利用・提供することが可能である。また、行政機関（国）が利用目的以外

の目的のために内部で利用するときは個人情報保護法第 69 条第２項第１号又は２号、

国、地方公共団体等に提供するときは同項第１号又は３号、これ以外に提供するときは

同項第１号又は４号の適用を検討することになる。 

平成 20 年度に国の行政機関から民間事業者への測量成果等の提供に当たって、行政

機関個人情報保護法第８条第２項第４号（現個人情報保護法第 69 第２項第４号に相当）

を適用した例を見ると、年金、保険事務に利用するための提供が多く挙げられている。

住所の表記が社会一般に公開共有され、郵便物や宅配便、一般貨物の送達が円滑、かつ

確実に行われることは、年金、保険事務に必要な通知の送達が確実に行われることの必

要性を考えても、年金、保険事務遂行と同等以上の高い公益性を有する。個々のケース

により判断されることになるが、既に法により掲示義務のある住居表示のように、公知

の情報である住所の表記（氏名を伴わず）を公開することで生じる不利益より、公開に

よって得られる利益が相対的に大きい場合もある。 

他方、地方公共団体においては、各団体において定める個人情報保護条例に基づいた

提供の可否の判断が必要となる。条例の内容は、各団体により異なり一律ではないため、

注意する必要がある。 

また、国土交通省の「土地総合情報システム」では、地図上に表示した地価をウェブ

公開するに当たって、取引当事者の住所・氏名（会社名）を削除し、物件の所在地を町・

大字レベルの表示にとどめるなど、個別の物件が容易に特定できないように配慮してい

る。 

いずれにしても、公開した場合に特定の個人が受けるおそれのある不利益と公開によ

って得られる利益の比較衡量を十分に吟味することが重要である。 

 

3.1.4. 仮名加工情報、匿名加工情報、行政機関等匿名加工情報、個人関連情報について 

測量成果等が平成 22 年以降の個人情報保護法制の改正により新たに記述された仮名加

工情報、匿名加工情報、行政機関等匿名加工情報、個人関連情報に該当する場合は極めて

少数であると考えられるため、本ガイドラインではこれらについての詳細の記載は行わな

い。 

取り扱っている測量成果等が仮名加工情報、匿名加工情報、行政機関等匿名加工情報又

は個人関連情報に該当する可能性がある場合は、令和４年政府ガイドラインの該当箇所や

「事務対応ガイド」を参照のこと。 
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3.2. 個人情報保護法制に基づく地理空間情報の提供可否の判断基準フロー 

測量成果等を利用・提供する際、個人情報に配慮し何らかの措置を行わなければならない場

合がある。国及び独立行政法人等の場合は個人情報保護法、地方公共団体の場合は個人情報保

護条例に従った対応が必要である。 

本節では、当該の測量成果等の利用・提供が可能であるかどうかを、国の機関あるいは地方

公共団体が適用する法律あるいは条例の規定に基づき、利用・提供の可否を判断するフローに

ついて解説する。 

 

3.2.1. 提供可否の判断基準フロー 

本フローでは、個人情報保護法に基づくものを記載する。地方公共団体においては、令和

４年度現在は各団体の条例に従って適切に取り扱う必要がある。 

 

①生存する個人に関する情報が含まれているかの確認 

・含まれている場合 ：②へ 

・含まれていない場合 ：個人情報保護法制の制約を受けずに利用・提供が可能 

 

初めに、提供対象とする測量成果等が生存する個人に関する情報であるかどうかを

確認する。 

個人情報保護法第２条第１項では「個人情報」を、生存する個人に関する情報であ

って、①当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別

することができるもの（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を含む。）、②個人識別符号が含まれるもの、

のいずれかに該当するもの、と定義している。「個人に関する情報」とは、氏名、住所、

性別、生年月日、顔画像等個人を識別する情報に限られず、ある個人の身体、財産、職

種、肩書等の属性に関して、事実、判断、評価を表す全ての情報であり、評価情報、公

刊物等によって公にされている情報や、映像、音声による情報も含まれ、暗号化等に

よって秘匿化されているかどうかを問わない。 

そのため、まず、「その測量成果等に生存する個人に関する情報が含まれているか」

を確認する。 

生存する個人に関する情報が含まれている場合：②へ 

生存する個人に関する情報が含まれていなければ、個人情報保護法制の制約を受け

ずに利用・提供が可能である。 

 

②個人情報に該当するか否かの確認 

以下の点を確認する。 

a) 単独で特定の個人を識別することができるか 

b) 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

できるか 

c) 個人識別符号が含まれているか 

・いずれかに該当する場合 ：③へ 

・いずれにも該当しない場合 ：仮名加工情報、匿名加工情報、行政機関等匿名加工情

報又は個人関連情報のいずれかに該当するため、該当する

個人情報保護法の規律に従って取り扱う必要がある。 
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生存する個人に関する情報が含まれている場合は、次に、それが個人情報に該当す

るか否かを確認する。具体的には以下の点を確認する。 

a) 単独で特定の個人を識別することができるか 

b) 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

ができるか 

c) 個人識別符号が含まれているか 

 

a) 単独で特定の個人を識別することができるか 

測量成果等についての具体的な確認の一例としては、印刷された地図などのアナロ 

グデータの場合は、地図上の各建築物に個人名が記載されているかを確認する。デジ

タルデータの場合は、例えば建築物の外周線の属性情報に個人の氏名などの情報が含

まれているかなどを確認する。属性情報が必ずしも自動的に画面表示されるように設

定されていない場合もあるため、建築物の外周線をはじめとし、農地情報、私道情報

など個人情報が含まれる可能性のあるデータの代表点（ポイント）、線形（ライン）、

面データ（ポリゴン）の属性照会を行い、個人情報の記録の有無を確認する必要があ

る。また、写真測量用などに撮影された空中写真は、現在の技術水準では、地上画素

寸法 5 cm 程度の撮影がデジタル航空カメラを用いることにより可能となり、人影程

度のものが識別できるため個人に関する情報が含まれる可能性があるが、人の顔の識

別や自動車のナンバーの判読は困難であり、また、撮影時に記録される情報は、撮影

諸元や空中写真の標定要素等、個人の特定につながる情報を記録していないため、通

常は他の情報と照合した場合でも特定の個人を識別するには至らない。以上より、現

在の技術水準で撮影される空中写真は、通常は個人情報に該当しない。 

一方、測量記録の事例として、点の記の場合は、所有者欄に土地を所有する人の氏

名と住所が記載されている。また、点の記に記載される詳細図において、個人宅に個

人名が記載されていることもある。これらは、いずれも個人情報に該当する。 

 

b) 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

できるか 

提供対象とする測量成果等に、他の台帳や地図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情報が含まれているか否かを判別する。

個人情報保護法第２条第１項では、個人情報について、「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を含む。」

と規定している。測量成果等の地図の情報においては、ほとんどの項目において個人

情報に該当するとは考えられない。しかし、地番や住居番号等については、誰でも自

由に閲覧又は写しを入手することができる不動産登記簿等と照合することにより、不

動産の所有者を特定できると考えられる。 

確認の一例として、アナログデータの場合には、地番や住居番号などが地図上に記

載されていないか確認を行う。他方、デジタルデータの場合には、属性照会によって

地番など他の情報と照合可能な情報を含んでいるか確認を行う。また、測量用に撮影

された空中写真の場合、撮影時に記録される情報は、撮影諸元、標定要素などであり、

通常は特定の個人に繋
つな

がる情報を記録していない。 

  

http://kotobank.jp/word/%E8%87%AA%E7%94%B1
http://kotobank.jp/word/%E8%87%AA%E7%94%B1
http://kotobank.jp/word/%E9%96%B2%E8%A6%A7
http://kotobank.jp/word/%E5%86%99%E3%81%97
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c) 個人識別符号が含まれているか 

個人識別符号とは、指紋、旅券番号や運転免許証番号のような個人に割り当てられ

た番号等のことである。測量成果等には、通常は個人識別符号は含まれない。 

 

a)、b)、c)のいずれかに該当する場合、当該情報は個人情報に該当する：③へ 

 

いずれにも該当しない場合、当該情報は仮名加工情報、匿名加工情報、行政機関等匿

名加工情報又は個人関連情報のいずれかに該当することとなる。これらに該当する測量

成果等はほとんどないと考えられるが、該当する場合は個人情報保護法の規律に従って

取り扱う必要がある。詳細は令和４年政府ガイドラインの該当箇所や「事務対応ガイド」

を参照のこと。 

 

③利用又は提供が恒常的なものであるか、臨時的なものであるかの確認 

・利用又は提供が恒常的なものである場合：④－1へ 

・利用又は提供が臨時的なものである場合：④－2 へ 

 

個人情報保護法では、当該個人情報の利用が恒常的なものであるか、臨時的なもので

あるかによって対応が異なるため、これについて確認をする。 

 

④－1 恒常的な利用又は提供の場合：利用目的の範囲内の利用又は提供であるかを確認 

恒常的な利用又は提供である場合は、利用目的の範囲内の利用又は提供であるかを

確認する 

・利用目的の範囲内の利用である場合： 

個人情報を含む測量成果等の利用・提供が可能 

・利用目的の範囲内の利用又は提供でない場合： 

変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲で利用目

的の変更が可能か 

- 変更が可能な場合：利用目的の変更を行った上で、個人情報を含む測量成果等

の利用・提供が可能 

- 変更できない場合：当該個人情報を含む測量成果等の利用・提供は不可 

 

恒常的な利用である場合は、その利用はあらかじめ特定した利用目的の範囲内でなけ

ればならない。利用目的の範囲内であれば、当該個人情報を含む測量成果等の利用・提

供が可能である。 

利用目的の範囲外である場合は、利用目的を変更することを検討することになるが、

その変更は、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲でな

くてはならない（個人情報保護法第 61 条第３項）。合理的に認められる範囲で変更を行

うことができた場合は、その変更後の利用目的の範囲内で利用・提供が可能である。 

合理的に認められる範囲で変更を行うことができない場合は、当該個人情報を含む測

量成果等の利用・提供をすることはできない。 
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④－2 臨時的に利用目的以外の利用又は提供を行う場合：個人情報保護法における例外措

置に該当するかの確認 

臨時的に利用目的以外の利用又は提供を行う場合は、個人情報保護法における例外

措置に該当するかを確認する。 

・他の法令に定めがあるか： 

他の法令に定めがある場合は、当該個人情報を含む情報の利用・提供が可能 

・個人情報保護法第 69 条第２項各号の要件に該当するか： 

該当する場合は、当該個人情報を含む情報の利用・提供が可能（ただし、本人又

は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあるときは不可） 

・上記のいずれにも該当しない場合： 

当該個人情報を含む情報の利用・提供は不可 

 

臨時的に利用目的以外の利用又は提供を行う場合、他の法令に定めがあるかの確認、

個人情報保護法第 69 条第２項各号の規定に基づいて利用又は提供が可能であるかの検

討をすることになる。 

まず、他の法令に定めがある場合は、個人情報に該当している場合でも利用・提供が

可能である（個人情報保護法第 69 条第１項）。国土地理院が基本測量の測量成果等や公

共測量の測量成果等の写しを一般の閲覧に供することは、あらかじめ特定した利用目的

の範囲内の利用であるとともに、法令に基づく行為（測量法第 27 条第３項及び第 42 条

第１項）であるため、個人情報を含む点の記等を公開することも認められているものと

考えられる。 

個人情報を提供する根拠となる他の法令が存在しない場合は、個人情報保護法第 69 条

第２項各号の規定に該当するかを検討することになる。ただし、利用目的以外の目的の

ために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵

害するおそれがあると認められるときは利用・提供することはできない。 

 

個人情報保護法第 69条第２項の規定 

以下のいずれかに当てはまる場合は、当該個人情報の利用・提供が可能。 

・本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき（第１号） 

・行政機関等が法令の定める所掌事務又は業務の遂行に必要な限度で保有個人情報を

内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理

由があるとき（第２号） 

・他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に保有

個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定め

る事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個

人情報を利用することについて相当の理由があるとき（第３号） 

・専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき（第４号） 

・本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき（第４号） 

・保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき（第４号） 

 

個人情報保護法第 69 条第２項第１号では、個人情報を利用目的以外の目的のために

利用・提供することについて本人の同意があるとき、又は本人に提供するときには、利

用目的以外の目的のための利用・提供が認められることが規定されている。また、同意

方法は制限されていないことから口頭による同意でも足りることになるが、同意の有無
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を巡り争いが生じる可能性もあり書面による同意が望ましい。 

個人情報保護法第 69 条第２項第２号では、行政機関等が法令の定める所掌事務の遂

行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利

用することについて「相当な理由」が存するときには、行政機関等の内部における利用

目的以外の目的のための利用が認められることが規定されている。 

個人情報保護法第 69 条第２項第３号では、他の行政機関、独立行政法人等、地方公共

団体又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提

供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報

を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて「相当な理由」が存するときに

は、利用目的以外の目的のための提供が認められることが規定されている。 

個人情報保護法第 69 条第２項第４号では、専ら統計の作成又は学術研究の目的のた

めに保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益

になるとき、その他保有個人情報を提供することについて「特別の理由」のあるときに

おける国、地方公共団体等以外の者に対する提供等、利用目的以外の目的のための利用・

提供の制限に係る例外事項が規定されている。 

 

【参考】行政機関個人情報保護法第８条第２項第４号（現個人情報保護法第 69条第２項第

４号に相当）における「特別の理由」の適用例 

平成 20 年度に行政機関からの民間への提供に当たって、行政機関個人情報保護法

第８条２項４号を適用した例を見ると、年金、保険事務に利用するための提供が多く

あげられている。（総務省 HP「行政機関・独立行政法人等の個人情報の保護施行状況

調査」より） 

 

なお、地方公共団体が、個人情報が含まれる測量成果等を、利用目的以外の目的のた

めに利用・提供する場合にあっては、各地方公共団体が定める個人情報保護条例に基づ

いた判断が求められる。個人情報保護条例による例外規定の内容は、個々の地方公共団

体により異なることに留意する必要がある。 

 

【参考】地方公共団体における個人情報保護条例の例外規定の適用例 

栄典・表彰等の選考事務、国等の照会関係、法令等照会関係などにおいては、本人

の利益や効率的な行政の運営のため既に収集されている個人情報の利用目的以外の利

用・提供を認めている。 
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【参考】避難行動要支援者に関する情報の取扱い 

避難行動要支援者とは、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）において、要

配慮者（高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者）のうち、災害が発生

し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、

その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援を要するものと定められてい

る。 

また、同法において、市町村長は、避難行動要支援者について、避難支援等を実施

するための基礎となる名簿（避難行動要支援者名簿）を作成することが義務付けられ

ているとともに、当該名簿に記載された避難行動要支援者ごとの避難支援等を実施す

るための計画（個別避難計画）を作成するよう努めなければならないこととされてい

るほか、当該名簿等に記載等された住所等の情報の利用、提供その他の取扱いについ

て定められているところ。 

加えて、当該名簿等の具体的な運用上の留意点等については、「避難行動要支援者の

避難行動支援に関する取組指針（平成 25 年８月（令和３年５月改定）内閣府防災担

当）」において示されているため、詳細については、同法及び当該取組指針を御確認い

ただきたい。 

※避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針

（https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/youengosya/r3/） 
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3.2.2. フロー図 

3.2.1.で整理した判断分岐をフロー図で示すと図 3-1 のようになる。このフロー図を基本

に当該測量成果等の提供の可否を検討することができる。 

 

 

図 3-1 個人情報保護法制に基づく測量成果等の提供可否判断フロー 
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3.3. プライバシー保護に関する考え方 

3.3.1. 個人情報とプライバシーについて 

個人情報は法令に明確に定義されているが、一般論として、プライバシーは、法令等

で明確に定義づけられているものではなく、その範囲も明確ではないため「法令等に

基づき公表されており、かつ、公開されていることが社会通念上妥当」な情報の中に

も、これを公表等することがプライバシーの侵害に該当する可能性のある情報はある

と考えられる。また、プライバシーとして保護されるべき対象については、基準を定立

する努力がなされてきているが、現状では範囲には幅があり、個人情報保護の範囲と

は完全には重ならない。 

個人情報保護の観点からのプライバシーへの配慮の考え方としては、個人情報の適

正な取扱いのルールを遵守することにより、プライバシーを含む個人の権利利益の侵

害を未然に防止することを基本とする、という立場をとるのが妥当である。 

 

個人情報は、個人情報保護法第２条第１項において明確に定義されている。 

他方、プライバシーについては、日本国憲法第 13 条の「個人の尊重」を基本理念とした

もので、明確に定義した法律はない。 

プライバシーの考え方については、過去の裁判例（東京地方裁判所昭和 39 年９月 28 日

判決「宴のあと」事件）によると、①私生活上の事実又は事実らしく受け取られるおそれ

のある事柄であること、②一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合、公

開を欲しないであろうと認められる事柄であること、③一般の人々にいまだ知られていな

い事柄であること、④その公表によって被害者が不快・不安の念を覚えるものであること、

という要件が示されて以来、同要件が参考とされてきている。判例においては、最高裁判

所第一小法廷平成 20 年３月６日判決「損害賠償請求事件(住基ネット合憲判決 平成

19(オ)403 号)」において、個人に関する情報を他人にみだりに開示又は公表されない自由

に注目した判断がなされている。 

これらを見て分かるように、プライバシーとして保護されるべき対象については、基準

を定立する努力がなされてきているが、現状ではその範囲には幅があり、個人情報保護の

範囲とは完全には重ならない。 

また、個人情報保護委員会の個人情報保護法に関する Q&A の回答では、「個人情報保護

法は、「個人情報」の適正な取扱いにより、プライバシーを含む個人の権利利益の保護を図

るものです。」としている。 

 

【参考】個人情報保護委員会「よくある質問（個人向け）」 

Ｑ 個人情報保護法上の「個人情報」とプライバシーとはどう違うのですか。 

Ａ 個人情報保護法上の「個人情報」とは、生きている個人に関する情報で、特定の個

人であると分かるもの及び他の情報と紐
ひも

づけることにより容易に特定の個人であると

分かるものをいい（法第２条第１項）、個人情報保護法によって保護の対象となります。 

個人情報保護法上、プライバシーの保護や取扱いに関する規定はありませんが、個人

情報保護法は、「個人情報」の適正な取扱いにより、プライバシーを含む個人の権利利益

の保護を図るものです。 

一方、プライバシーは「個人情報」の取扱いとの関連に留
とど

まらず、幅広い内容を含む

と考えられます。そのようなプライバシーの侵害が発生した場合には、民法上の不法行

為等として侵害に対する救済が図られることとなります。 

（個人情報保護委員会 HP「よくある質問（個人向け）」より抜粋） 
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3.3.2. 測量におけるプライバシー保護の考え方 

測量法は、測量の正確さを確保し、測量の重複を排除するためのものであり、一般人

のプライバシーに関わる情報収集を目的としていない。特に公共性の高い測量は、本

来公知であるべき事実を正確に取得することを目的としている。 

万一、測量成果等にプライバシーに係る情報が含まれていた場合、当該情報の利用

目的に応じた公共性や社会のニーズと個人のプライバシーを侵害する可能性を比較衡

量の上、測量成果等の利用・提供の推進とプライバシー保護の両立を図る適正な取扱

いが大切である。 

 

測量の目的として測量法第１条では、「この法律は、国若しくは公共団体が費用の全部若

しくは一部を負担し、若しくは補助して実施する土地の測量又はこれらの測量の結果を利

用する土地の測量について、その実施の基準及び実施に必要な権能を定め、測量の重複を

除き、並びに測量の正確さを確保するとともに、測量業を営む者の登録の実施、業務の規

制等により、測量業の適正な運営とその健全な発達を図り、もつて各種測量の調整及び測

量制度の改善発達に資することを目的とする。」と定められている。 

また、地理空間情報の活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目

的として定められた地理空間情報活用推進基本法では、「現在及び将来の国民が安心して豊

かな生活を営むことができる経済社会を実現する上で地理空間情報を高度に活用すること

を推進することが極めて重要であること」が謳
うた

われ、「国民が地理空間情報を適切にかつ安

心して利用することができるよう、個人情報の保護のためのその適正な取扱いの確保」、「国

民の利便性の向上を図るとともに、行政の運営の効率化及びその機能の高度化に資するた

め、その事務及び事業における地理情報システムの利用の拡大並びにこれによる公共分野

におけるサービスの多様化及び質の向上その他の必要な施策を講ずること」が定められて

いる。 

以上のように、地理空間情報の主要な測量成果等の活用の推進に関し、国民の利便性や

行政の効率・高度化・サービスの向上が求められている。その一方で利用・提供の際は個

人の権利利益を保護することが必要とされていることから、測量成果等の利用・提供の推

進とプライバシー保護の両立を図る適正な取扱いを行っていくことが大切である。 

 

3.3.3. 測量成果等を公開・閲覧に供する際のプライバシー保護の留意点 

測量成果等のうち地図については、プライバシーを直接的に侵害する可能性は一

般的にない。空中写真等については、地上解像度の向上に対する利用者ニーズとプ

ライバシー保護とをおおむね両立できる地上解像度の水準を 40 cm 程度とするこ

とが適切である。 

なお、空中写真等や地上写真等を公開し・閲覧に供する際は、地理空間情報活用

推進基本法の理念に沿った目的と効果を明確にした上で、プライバシー保護に関す

る求めに迅速に対応できるよう、当該被写体の塗り潰し、ぼかし等の加工措置を効

率的に実施できるよう態勢を整備することが不可欠である。 

 

（１）地図におけるプライバシー侵害の可能性と公開・閲覧に供する際の留意点 

一般に国、地方公共団体等が作成する地図は、地物や地形などの現実を一定の規則に

従った記号などに抽象化し表現しているものであり、外部から確認できるものが記載さ

れる。 
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公共測量作業規程を作成するための「作業規程の準則」には、付属資料として一般的

に公共測量で数値地形図を作成するときに取得する地物やその図式が「数値地形図デー

タ取得分類基準表」として記載されているが、記載されている地物は地形、建物、道路

といったものであり、それを抽象化して表現した地図に他人にみだりに知られたくない

ような個人の生活の状況などの情報が含まれているとは考えにくく、プライバシーを直

接的に侵害する可能性は一般的にないと言える。 

ただし、プライバシーは法令等により明確に定義づけられているものではなく、その

範囲にも解釈上の幅があるため、特に地価等の個人の財産に関連する情報の視覚・注記

の表現については、利用目的に応じた公益的なニーズとプライバシーを侵害する可能性

を比較衡量の上、必要に応じて加工措置などの一定の配慮が必要となる場合がある。 

なお、プライバシーの観点からクレームが寄せられた場合は、有事・緊急時、統計の

作成や学術研究の目的など、個人情報保護法令における利用目的以外の利用・提供制限

の例外的な事項を参考にして、提供して良い範囲を検討することが考えられる。 

 

（２）空中写真等でのプライバシー侵害の可能性と公開・閲覧に供する際の留意点 

測量用航空機を用いた空中写真撮影における現在の技術水準（地上画素寸法 5 cm 程

度）では、人の顔の識別や自動車のナンバープレートの判読は依然困難である。すなわ

ち、特定の個人について、その識別が可能であって、かつ、非公開の私生活が読み取れ

るような被写体が写り込む可能性は、限りなく低いと言える。 

ただし、空中写真等の特性として、ほぼ真上の上空から撮影されるため、公道からは

見えない塀に囲まれた部分など、他人にみだりに知られたくない私生活や財産などに関

する情報が含まれる可能性を有しており、私生活を知られる、犯罪を誘発するなどを理

由に、空中写真等の利用・提供を好ましく思わない者がいることから、プライバシーへ

の一定の配慮が必要とされる。そのため、空中写真等を広く一般にウェブ公開し、閲覧

に供する場合は、プライバシーの解釈の範囲には幅があることや、空中写真ではそれ自

体としては特定の個人を識別することは困難であることも踏まえつつ、①その公開、閲

覧に供する目的、その利用によるメリットの明確化、②提供に慎重な考え方と利用ニー

ズのバランスを踏まえた適切な解像度への低減処理、③適切とされる解像度の空中写真

等にプライバシーに関わる情報が写っていた場合の対応措置を講ずることが望ましい。 

①ウェブ公開し、閲覧に供する目的、その利用によるメリットの明確化 

・空中写真等をウェブ公開し、閲覧に供する際、国民が地理空間情報を適切にかつ

安心して利用することができるよう、地理空間情報活用推進基本法の理念に沿っ

た目的とその利用によりどのようなメリットがあるのか、広く一般に周知してい

くことが必要である。 

②ウェブ公開し、閲覧に供する場合の空中写真等の地上解像度 

・広く一般にウェブ公開し、閲覧に供する場合の空中写真等は、地上解像度の向上

に対する利用者ニーズとプライバシー侵害として一般に懸念されるみだりに他人

に知られたくないとされる被写体の非判読性とをおおむね両立できる地上解像度

に設定することが前提となる。 

・解像度別視認性による技術的観点として、地上解像度 40 cm程度の空中写真等で

は、一般に利用ニーズが高いとされる建物外形、道路形状は判読が可能である。

その一方、みだりに他人に知られたくない情報として代表的な洗濯物は判読が不

可能である。 

・空中写真等をウェブ公開し、閲覧に供する際、地上解像度の向上に対する利用者

ニーズとプライバシー保護とをおおむね両立できる地上解像度の現時点の水準を
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40 cm 程度とし、今後、利用者ニーズを始めとする技術進捗など、社会環境の変

化に応じて、適宜見直しすることが必要である。 

 

③ ②の地上解像度の空中写真等にプライバシーに関する情報が写っていた場合の対

応措置 

・プライバシーに関する感覚は個々人により異なるため、適切とされる地上解像度

40 cm 程度の空中写真にプライバシーに関わる情報が写っている場合、更に一律

に解像度を低減して、提供することがプライバシー保護の観点からは最も効率的

である。 

・ただし、保護の必要のない情報まで加工することになり、地上解像度の向上に対

する利用者ニーズの観点から空中写真の有用性が損なわれる可能性があるなど、

地上解像度 40 cm程度から更に一律に低減することが適切でない場合も想定され

る。 

・その場合、ウェブを通じて公開主体の連絡先などを表示するとともに、被写体に

問題がある場合に住民から苦情を受け付けて迅速に対処できるような態勢を整え

ておく必要がある。その際、塗り潰しやぼかし等の効率的な作業手順の整備をあ

らかじめ行っておくことも必要である。なお、これを行う場合においては、塗り

潰しやぼかし等の加工措置に係る費用や情報公開請求の際の対応などの運用に留

意が必要である。 

・公開し、閲覧に供するものの公開元としてプライバシーの侵害に関して積極的意

図を持たない公開であること、また求めに応じて秘匿処理等を行うことについて、

ウェブ公開などの手段により広く国民に周知することに留意する必要がある。 

・また、プライバシーの観点からクレームが寄せられた場合は、有事・緊急時、統

計の作成や学術研究の目的など、個人情報保護法令における利用目的以外の利用・

提供制限の例外的な事項を参考にして、提供して良い範囲を検討することが考え

られる。 

 

（３）地上写真等でのプライバシー侵害の可能性と公開・閲覧に供する際の留意点 

・地上写真等に写っている特定の個人を識別できる可能性のある人の顔、表札及び車

両ナンバーについて、塗り潰しやぼかし等の加工措置を施しても、その大きさや鮮

明度、撮影時間・場所によって、公開、閲覧に供する是非に対する国民意識が大き

く変動することが想定され、他人にみだりに私生活を知られる可能性があるとして

プライバシー保護の観点から問題を生じる可能性がある。 

・公開し、閲覧に供する際、国民が地理空間情報を適切にかつ安心して利用すること

ができるよう、地理空間情報活用推進基本法の理念に沿った目的とその利用により

どのようなメリットがあるのか、広く一般に周知していくことが必要である。 

・また、懸念される撮影対象、撮影状況に応じた被写体の塗り潰しやぼかし等の加工

措置を効率的に実施するための作業手順を明確にしておくことが望ましい。 

・その上で、ウェブを通じて公開主体の連絡先などを表示するなど、被写体に問題が

ある場合の苦情を連絡できるようにして住民がアクセスする権利を保障する等の態

勢を整え、測量成果等の有効活用と個人の権利利益の保護の両立に努めることが望

ましい。 

・公開し、閲覧に供するものの公開元としてプライバシーの侵害に関して積極的意図

を持たない公開であること、また求めに応じて秘匿処理等を行うことについて、ウ

ェブ公開などの手段により広く国民に周知することに留意する必要がある。 
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・また、プライバシーの観点からクレームが寄せられた場合は、有事・緊急時、統計

の作成や学術研究の目的など、個人情報保護法令における利用目的以外の利用・提

供制限の例外的な事項を参考にして、提供して良い範囲を検討することが考えられ

る。 

 

【参考】ハッチバック車両のナンバープレートの写り方（巻末参考図３参照） 

稀
まれ

な状況ではあるが、ハッチバック式の車両などは、ナンバープレートがハッチバ

ックドアに取り付けられるため、ドアを開けている状態の場合、ナンバープレート

が真上を向くことがある。この状態で空中写真が撮影された場合においても、現在

の技術で撮影可能である地上画素寸法 5 cm 程度の空中写真においては、ナンバー

プレートの形状は認識できるがナンバープレートの文字の識別はできない。 
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4. 主な地理空間情報の利用・提供推進の考え方 

本章では、地図、空中写真・衛星画像の分野ごとに典型的な地理空間情報を取り上げ、提供可

否の判断基準フローに照らし判断する際の考え方、利用・提供に関する基本的な考え方及び判断

基準フローによる提供可否の具体的な例を示す。 

個人情報保護法の改正部分のうち、改正法第 51 条による改正に係る部分（地方関係）の施行期

日は令和５年４月１日であるため、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人に係る規定を踏ま

えた見直しは、今回の改正版には含まれていない。 

 

4.1. 地図 

4.1.1. 都市計画図及び都市計画基本図 

①情報の概要 

都市計画図は、地方公共団体が当該行政区域内における都市計画の内容を示した図面

であり、都市計画法第 14 条第１項の規定により、「都市計画は、国土交通省令で定める

ところにより、総括図、計画図及び計画書によつて表示するものとする。」とされており、

これらの図書のうち、総括図及び計画図の総称を「都市計画図」という。都市計画図は、

市街化区域、市街化調整区域、地域地区（用途地域、特別用途地区、高度利用地区、特定

街区、美観地区等）や都市施設（道路・公園等）等の都市計画の位置及び区域や規制等

の内容の一部を表示した図面である。都市計画図の縮尺は、各地方公共団体により様々

であるが、都市計画法施行規則第９条により、総括図は「縮尺二万五千分の一以上の地

形図」、計画図は「縮尺二千五百分の一以上の平面図。」と規定されている。 

また、都市計画基本図は、都市計画図の基本となる地形図（白地図）を示すものであ

り、その呼称は、白地図、都市計画基図、1/2,500 地形図等、各地方公共団体により様々

である。 

 

②法令の規定による閲覧、開示等 

都市計画図は、都市計画法第 20 条第２項の規定により、都道府県又は市町村の事務所

において公衆の縦覧に供しなければならない。 

他方、都市計画基本図については、都市計画法における縦覧又は閲覧に関する規定は

ないが、各地方公共団体の窓口で閲覧や有償頒布が行われている。 

また、都市計画基本図を整備・更新する測量は、測量法第５条に規定する公共測量に

該当し、同法第 42 条の規定により、国土地理院の長は、公共測量の測量成果の写し及び

測量記録の写しを保管し、国土交通省令（測量法施行規則第２条の３）で定めるところ

により、これらを一般の閲覧に供しなければならない。 

 

③個人情報該当性 

地方公共団体が整備する都市計画基本図は、一般に測量法第 34 条で定める公共測量

の作業規程の準則（以下単に「作業規程の準則」という。）（付録７）に規定する「公共測

量標準図式」（以下「標準図式」という。）に準拠し運用されているものと解する。標準

図式は、地図情報レベル 5000 以下の数値地形図の調製について、その取得する事項及び

地形、地物等の取得方法、その他の記号の適用等の基準を定め規格の統一を図ることを

目的として定められており、取得する事項に個人の属性等の情報は含まれず個人に関す

る情報に該当する情報は含まれないと考えられる。また、「平成６年国土基本図図式」に

準拠し運用されている場合も標準図式と同様に個人の属性等の情報は含まれず、個人に

関する情報に該当する情報は含まれないと考えられる。 

また、都市計画図には、都市計画基本図等の白地図に市街化区域、市街化調整区域、
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地域地区や都市施設等の都市計画に関する情報が刷り込まれており、個人の属性等の情

報は含まれず、個人に関する情報に該当する情報は含まれないと考えられる。 

ただし、都市計画基本図の図式において、「標準図式」や「平成６年国土基本図図式」

を基にして拡張図式を整備している地方公共団体が稀
まれ

に存在する。取得する事項を拡張

している場合には、当該事項について個人に関する情報に該当することがあり得るとこ

ろ、当該情報について、通常の事務や業務における一般的な方法で、他の情報と容易に

照合することによって特定の個人を識別することができることとなるか否かを行政機関

等の実態に即して個々の事例ごとに精査する必要がある。なお、都市計画基本図や都市

計画図を利用する事業者等において、このように他の情報と容易に照合することによっ

て特定の個人を識別することができない場合には、当該事業者等においては、都市計画

図及び都市計画基本図を保有する行政機関等における個人情報該当性の判断にかかわら

ず、都市計画基本図や都市計画図に含まれる情報は個人情報に該当しないと考えられる。 

 

④地方公共団体における運用実態 

都市計画図は、都市計画法で定める法定図書であり、同法で規定する縦覧のほか、行

政サービス等の一環として、インターネットのウェブサイト上で閲覧に供している例が

多く見受けられる。また、印刷し又は電子媒体に記録して販売している例も少なくない。

閲覧の際の利用条件として、都市計画決定に関する内容を証明するものではなく、参考

として利用すること等の注意事項が明示されている。 

庁内利用においては、特にアクセス制限を設けることなく、住居表示台帳の基図や全

庁統合型 GISに搭載し、複数部署の業務における情報基盤として汎用的に利用している

事例が多い。 

 

⑤利用・提供に関する基本的考え方 

原則として都市計画図は個人情報に該当しないと考えられることから、都市計画図の

利用・提供に際しては特段の制約はないと考えられる。しかしながら、例外的に都市計

画基本図等の拡張した図式を整備、運用している地方公共団体において、拡張して取得

する事項が個人情報に該当すると認められるときは、技術的措置を講じることが適切で

ある。 

 

【参考】都市計画基本図（巻末参考図４参照） 

参考として例示した都市計画基本図は、「標準図式」又は「平成６年国土基本図図式」

を準拠した標準的な図式で作製されており、個人に関する情報を含まないと考えられる

ことから個人情報に該当せず、個人情報保護法制の制約を受けずに利用及び提供が可能

である。 

 

4.1.2. ハザードマップ 

①情報の概要 

ハザードマップとは、災害を引き起こす危険要因の種類、影響範囲、危険度あるいは

危険頻度の予想、防災上の施設・避難路・避難場所等を地図上に示した災害予想等の情

報を表示した地図である。ハザードマップは、地方公共団体が中心となって整備し、行

政機関等として自然災害時の避難や被害を軽減できるような情報を住民に分かりやすい

形で公表・普及し、住民に自己が居住する地域における自然災害の危険度の認識及び自

主的な防災活動を促していくためのものである。 

一般的にハザードマップは、ある災害における危険な地域を地図上に明示したものと
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解釈されてはいるものの、明確な定義がないのが実情であり、地方公共団体がそれぞれ

の目的に応じて整備し利用・提供されている。なお、ハザードマップの種類には、河川

浸水・洪水災害、土砂災害、地震災害、火山防災、津波浸水・高潮等があり、法令等で作

成することが義務づけられているもの、作成方法等を規定した作成マニュアルがあるも

の等が存在する。 

 

②法令の規定による閲覧、開示等 

ハザードマップに関する閲覧、開示等が法令で定められたものとして、以下のものが

ある。 

水防法第 15 条第３項の規定では、浸水想定区域をその区域に含む市町村の長は、国土

交通省令で定めるところにより、市町村地域防災計画において定められた洪水予報等の

伝達方法、避難場所その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項、

浸水想定区域内に地下街等又は主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の

配慮を要する者が利用する施設で当該施設の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難を確

保する必要があると認められるものがある場合にあっては、これらの施設の名称及び所

在地を住民に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物の配布その他の必要な措

置を講じなければならない。 

なお、水防法施行規則第３条第１項の規定により、「浸水想定区域及び浸水した場合に

想定される水深の公表は、当該区域及び当該水深を定めた旨を官報又は都道府県の公報

に掲載するとともに、これらを表示した図面を関係地方整備局若しくは北海道開発局又

は都道府県知事の指定する場所において閲覧に供することにより行うものとする。」とさ

れている。 

また、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第８条第３

項の規定では、警戒区域をその区域に含む市町村に対して、土砂災害警戒区域及びその

避難地を地図上に記載したハザードマップの作成と住民への周知を義務付けている。な

お、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則第５条

の規定では、土砂災害に関する情報の伝達方法等を住民に周知させるための必要な措置

として、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域並びにこれらの区域における土砂

災害の発生原因となる自然現象の種類を表示した図面に土砂災害に関する情報の収集及

び伝達、予報又は警報の発令及び伝達、避難、救助その他当該警戒区域における土砂災

害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項を記載したものを、印刷物の配布

その他の適切な方法により各世帯に提供すること、図面に表示した事項及び記載した事

項に係る情報を、インターネットの利用その他の適切な方法により、住民がその提供を

受けることができる状態に置くことが定められている。 

 

③個人情報該当性 

ハザードマップは、自然災害時の避難や被害を軽減できるような情報を住民に分かり

やすい形で公表・普及し、住民に自己が居住する地域における自然災害の危険度の認識

及び自主的な防災活動を促していくことを目的として、災害のおそれのある地域や避難

地・避難路等を掲載したものであり個人に関する情報を含んでおらず、個人情報に該当

する情報は含まれないと考えられる。ただし、地方公共団体によって掲載されている情

報が様々なので、一律の基準を示すことはできないが、ハザードマップが個人の属性等

の情報を含み、個人に関する情報に該当する場合であって、土地の所有者等が判明する

地図や図面を保有する行政機関等においては、通常の事務や業務における一般的な方法

で、他の情報と容易に照合することによって特定の個人を識別することができることと
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なると考えられることから当該ハザードマップは個人情報に該当すると考えられる。な

お、ハザードマップを利用する事業者等において、このように他の情報と容易に照合す

ることによって特定の個人を識別することができない場合には、当該事業者等において

は、ハザードマップを保有する行政機関等における個人情報該当性の判断にかかわらず、

ハザードマップに含まれる情報は個人情報に該当しないと考えられる。 

また、災害の特性上、土砂災害警戒区域のように狭小な地区を特定して危険地区を表

示する場合では、対象地区に含まれる家屋が極めて少数となる可能性があり、地価算定

の個人の財産に係る情報として、その公開を好ましく思わないなどプライバシー保護の

観点から問題が生じる可能性を完全否定できない。 

 

④地方公共団体における運用実態 

我が国の地形や気象等の特徴に加え、災害に対して脆
ぜい

弱な地形といわれている洪水時

の河川水位より低い沖積平野に人口の約 50%、資産の約 75%が集中していること、水防

法等の法令による義務化から、現在、水防法第 14 条に基づき、洪水浸水想定区域が指定

された市町村のうち、水防法第 15 条第３項に基づきハザードマップを公表済みの市町

村は 98％となっている。加えて、土砂災害に関わるハザードマップ、津波に関するハザ

ードマップも９割以上で公開している。なお、全国の各種ハザードマップを検索閲覧で

きるインターネットポータルサイトも拡充している。 

また、紙ベース又はインターネットにより公開しているハザードマップの縮尺の多く

は 1/10,000～1/30,000 であり、その基図としては、地方公共団体が独自に作成している

管内地図、都市計画用の白地図、1/25,000 地形図（電子地形図 25000 を含む。）等が挙

げられる。 

 

⑤利用・提供に関する基本的考え方 

ハザードマップは低縮尺で個人に関する情報が含まれる可能性は少なく、多くは個人

情報に該当しないと考えられることから、その利用・提供に際しては特段の制約はない

と考えられる。しかしながら、例外的な場合ではあるが、ハザードマップが個人の属性

等の情報を含み、個人に関する情報に該当する場合、他の情報と照合することにより土

地の所有者等の特定の個人が識別される可能性があることから、個人の権利利益の保護

の要請と情報を提供することによる利益とを比較衡量の上、条例に従って適切に取り扱

う必要がある。 

 

4.1.3. 森林計画図・森林簿 

①情報の概要 

森林計画図は、森林法に基づき全国森林計画に即して計画される地域森林計画の基礎

資料として、森林簿と合わせて整備されており、1/5,000 の地形図上に森林計画の対象と

する森林の区域、森林の区画（林班界、小班界）、小班番号等を図示、明示したものであ

る。また、森林簿は林班、小班、森林所在（大字、小字、地番、代表地番）、森林種類、

面積、樹種、林齢、森林所有者等が記載される民有林の森林資源に関する帳簿である。

なお、森林簿及び森林計画図は、森林計画制度の運営のために必要な森林資源の基礎資

料として、必要に応じて空中写真等を用いて作成した資料であり、所有権、所有界、面

積等土地に関する諸権利及び立木竹の評価について証明するものではない。 

 

②法令の規定による閲覧、開示等 

森林法第６条第１項の規定により、都道府県知事は、地域森林計画をたて、又はこれ
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を変更しようとするときは、あらかじめ、森林法施行規則で定めるところにより、その

旨を公告し、当該地域森林計画の案として、計画書もしくは変更計画書の案、計画図も

しくは変更計画図の案を当該公告の日から 30 日間公衆の縦覧に供しなければならない

とされているが、確定した森林計画図の閲覧等を規定した法令は存在しない。ただし、

多くの地方公共団体は、個人情報保護の趣旨を含む利用の制限等を規定した森林計画関

係資料の取扱要領を整備し、森林簿及び森林計画図の閲覧及び写しの交付を行っている。 

また、地域における森林計画をたてるときは、計画書、森林計画図その他の必要な図

面及び森林簿を都道府県の事務所並びに地方事務所に備え付けておくことの通知（「地域

森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いについて（農林水産事務

次官依命通知平成 12 年５月）」）により義務づけられている。 

 

③個人情報該当性 

森林計画図は、森林所有者、樹種、林齢、作業上の取扱いなどが同一な森林ごとに細

分される森林区画の単位である小班の番号など個人の属性等の情報を含み、個人に関す

る情報に該当する。また、森林簿には、森林所有者についての記載があり、当該特定の

個人を識別することができることから個人情報に該当する。森林計画図と森林簿は小班

番号等により容易に照合可能であることから森林計画図は個人情報に該当すると考えら

れる。 

なお、森林計画図を利用する事業者等において、このように他の情報と容易に照合す

ることによって特定の個人を識別することができない場合には、当該事業者等において

は、森林計画図を保有する行政機関等における個人情報該当性の判断にかかわらず、森

林計画図に含まれる情報は個人情報に該当しないと考えられる。 

 

④地方公共団体における運用実態 

多くの地方公共団体における森林計画図等の取扱いについては、森林法、森林法施行

令、森林法施行規則、農林水産事務次官依命通知「地域森林計画及び国有林の地域別の

森林計画に関する事務の取扱いについて」等によるほか、個人情報保護条例及び情報公

開条例を踏まえた取扱要領を整備し、これに基づく申請により、閲覧や交付が行われて

いる。 

また、森林 GIS 等として、インターネットにより森林計画図と森林所有者名を秘匿に

した森林簿の一体的な閲覧サービスを運用している地方公共団体が稀
まれ

に存在する。 

 

⑤利用・提供に関する基本的考え方 

森林計画図の利用・提供においては、森林計画図に含まれる林班番号及び小班番号と

森林簿を照合することにより森林所有者を特定できる可能性があることから、個人の権

利利益の保護の要請と情報を提供することによる利益とを比較衡量の上、利用の制限の

設定等の措置を判断する必要がある。なお、稀
まれ

ではあるが、森林計画図に地番が明示さ

れている場合があり、この場合は不動産登記簿の情報と照合することにより土地の所有

者等の特定の個人を識別できる可能性があることから、個人の権利利益の保護の要請と

情報を提供することによる利益とを比較検討の上、条例に従って適切に判断し、利用・

提供を判断すべきである。 

なお、平成 29 年４月施行の森林法の改正によって、市町村が地域森林計画の対象森林

について林地台帳と林地図を整備及び公開することが規定され、森林の所有者や境界の

情報を一元的に整備・公開されることとなった。林地台帳の記載事項には森林法第 191

条の４第１項の各号で規定されており、記載事項には森林の土地の所有者の氏名又は名
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称及び住所（第 191 条の４第１項第１号）といった個人に関する情報や、土地の所在、

地番、地目及び面積（第 191 条の４第１項第２号）等が含まれる。このうち、土地の所

有者の氏名又は名称及び住所は公表する情報には含めないことが省令1で規定されてい

る（森林法施行規則第 104 条の４）が、地番やその他の項目は森林法により公表するこ

とが規定されている。 

 

4.1.4. 地番現況図 

①情報の概要 

地番現況図は、管内市町村内の固定資産税の課税客体を正確に把握するために市町村

が任意で作成する図面であり、掲載している情報は市町村によって様々である。なお、

以下、地番現況図に係る閲覧、開示や利用・提供に関しての記述があるが、情報の開示

等に当たっては、個人情報等の適正な取扱いの観点とは別に、地方税法第 22 条の守秘義

務に関しても考慮する必要があることに留意すべきである。 

 

②法令の規定による閲覧、開示等 

地番現況図は、地方公共団体が任意で作成している図であるため、地方税法において

閲覧に関する規定はない。 

 

③個人情報該当性 

地番現況図は筆界及び筆界ごとの地番を表示した図面であり、個人に関する情報に該

当し、筆及び地番を用いて容易に照合することによって土地の所有者等が判明する情報

を保有する主体においては個人情報に該当すると考えられる。 

なお、地番現況図を利用する事業者等において、このように他の情報と容易に照合す

ることによって特定の個人を識別することができない場合には、当該事業者等において

は、地番現況地図を保有する行政機関等における個人情報該当性の判断にかかわらず、

地番現況図に含まれる情報は個人情報に該当しないと考えられる。 

 

④地方公共団体における運用実態 

地番現況図は法定図書ではないものの、課税業務の用に供する目的で、1/1,000 程度の

縮尺に基づき、紙ベースでの図面又は電子化された図面として整備されており、紙ベー

スでの図面の場合には筆界とともに地番が記載された図面を街区単位に整備されている

ときが多い。また、電子化されたものについては、固定資産課税に関する情報システム

のデータの一環として、課税情報と連動して整備が行われている例が多い。 

地方公共団体によっては、地番現況図に土地に関する筆界及び筆界ごとの地番以外の

個人の属性に関する情報が記載されていない限りにおいて、インターネットのウェブサ

イト上で公開している例、行政窓口において当事者以外の第三者に対する写しの交付を

許容している例も見受けられる。 

また、市町村における道路、上下水道等の公物管理等において活用される例もある等

一般に地理空間情報として有用性が高く、また、民間事業者においても地番と航空写真、

地図等を重ね合わせた利用ニーズも相応にみられる。なお、統合型ＧＩＳ推進指針（平

成 20 年３月総務省自治行政局取りまとめ）においては、地番現況図における土地に関す

る筆界及び筆界ごとの地番は、共用空間データとして活用可能である旨記載されている。 

 

                                                   
1 森林法第 191 条の 5 では、林地台帳の記載事項の公表に際して、公表することが適当でない項

目を省令で定める旨が規定されている。 
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⑤利用・提供に関する基本的考え方 

地番現況図に記載された特定の土地に係る地番の現況を表示する情報については、個

人情報に該当する可能性を有するものと考えられる。地番現況図が個人情報に該当する

場合には、条例に従って適切に取り扱う必要がある。 

行政機関等以外の者への提供については専ら統計の作成又は学術研究の目的に該当す

る利用に限定される場合には一般に支障はないと考えられるものの、それ以外の目的で

利用される場合には、条例に従って適切に取り扱い、各地域における本件情報に係る利

用・提供等の実態や住民意識、本件情報の利用ニーズ等を踏まえつつ、個人の権利利益

の保護の要請と本件情報を提供することによる利益とを比較考量の上、判断すべきであ

る。 

この場合において、個人の権利利益の保護に係る要請が強いときは、特定の個人が識

別されないよう技術的な措置等を講じた上で提供を行うことが適切である。特に、地番

現況図において、登記簿等に記載されている以外の所有者又は居住者の氏名、土地の評

価額、その他個人の属性に関する情報が記載されている場合には、それらの部分につい

ては、秘匿すべきことに十分留意する必要がある。 

 

4.1.5. 公共下水道施設平面図 

①情報の概要 

公共下水道施設平面図は、公共下水道管理者が 1/500 の地形図に公共下水道施設を重

ね合わせて調製する地図であり、下水道法の定めに従い整備が義務づけられている。な

お、公共下水道施設平面図に記載されている主な情報として、管きょ、取付管、マンホ

ール、汚水ます及び雨水ますなどがある。 

 

②法令の規定による閲覧、開示等 

下水道法第 23 条第３項は、公共下水道施設平面図の閲覧について、公共下水道管理者

は、公共下水道台帳の閲覧を求められた場合、拒むことができないと定めている。 

 

③個人情報該当性 

公共下水道施設平面図の記載事項、その他その調製及び保管に関し必要な事項は、下

水の処理開始の公示事項等に関する省令で定めており、この記載事項には特定の個人を

識別する情報は含まれない。しかし、建築物に個人名が記載されている場合、地番や住

居番号が記載されている場合があり、これらは個人情報に該当する可能性がある。 

 

④地方公共団体における運用実態 

地方公共団体においては、公共下水道施設平面図等の閲覧等に関する規程等を定め、

閲覧及びその写しを交付している。また、最近では、印字製本した公共下水道施設平面

図の閲覧だけでなく、パソコンによる窓口閲覧やインターネットのウェブサイト上で公

開している例がある。 

 

⑤利用・提供に関する基本的考え方 

一般的に公共下水道施設平面図は個人情報に該当しないことから、その利用・提供に

際しては特段の制約はない。しかしながら、稀
まれ

に建築物に個人名が記載されている場合

があり、その場合は個人情報に該当する。個人情報に該当する場合は特定の個人が識別

されないよう技術的な措置等を講じた上で提供を行うことが適切である。また、地番又

は住居番号等が記載されている場合、公共下水道施設平面図に地番や住居番号を含んで
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提供する目的を明確にした上、個人情報の利用目的以外の利用・提供に関する例外規定

の適用可否を検討することが必要となる。 

公共下水道施設平面図が個人情報に該当する場合で、あらかじめ特定した利用目的以

外の目的で利用する場合には、各地域における本件情報に係る利用・提供等の実態や住

民意識、本件情報の利用ニーズがどうなっているのか等を調べた上で、個人の権利利益

の保護の要請と本件情報を提供することによる利益とを比較検討の上、判断することが

必要となる。 

 

【参考】公共下水道施設平面図（巻末参考図２参照） 

参考として例示した公共下水道施設平面図は、建築物に個人名が記載されている稀
まれ

な事

例である。 

 

4.2. 空中写真・衛星画像・地上写真 

4.2.1. 空中写真 

①情報の概要 

空中写真は、航空機等の航空カメラからほぼ鉛直下方の地表面を写した垂直写真のこ

とであり、現実社会を把握する地理空間情報として活用分野が拡大している。行政分野

では、空中写真測量、地形・土地利用の判読解析、国土の利用、保全、防災計画、災害状

況調査、地理情報システムの背景画像、固定資産業務等で利活用されている。空中写真

の撮影縮尺は、その利用目的に応じ異なり、公共測量における地図作成の代表的なもの

として、都市計画基本図等の地図情報レベル 2500（1/2,500 の地図と同等の精度）を作

成する場合では、撮影縮尺 1/10,000～1/12,500（数値化された空中写真の地上画素寸法

では 20 cm～25 cm 程度）として、作業規程の準則において標準の写真縮尺と定められ

ている。なお、デジタル航空カメラの出現により、撮影される画像の解像度が高くなり、

現在の技術では、地上画素寸法 5 cm程度の空中写真が撮影、提供されている。 

 

②法令の規定による閲覧、開示等の規定 

基本測量として撮影された空中写真は、測量法第 27 条第３項の規定で、国土地理院の

長は基本測量の測量成果及び測量記録を国土交通省令で定めるところにより、これを一

般の閲覧に供しなければならない。 

一方、公共測量として撮影された空中写真は、測量法第 42 条の規定により、国土地理

院の長は、公共測量の測量成果の写し及び測量記録の写しを保管し、国土交通省令（測

量法施行規則第２条の３）で定めるところにより、これらを一般の閲覧に供しなければ

ならない。 

 

③個人情報該当性 

測量用航空機を用いた空中写真撮影における現在の技術水準では、地上画素寸法 5 cm

程度の撮影がデジタル航空カメラを用いることにより可能となり、人影程度のものが識

別できるため個人に関する情報が含まれる可能性があるが、人の顔の識別や自動車のナ

ンバーの判読は困難であり、また、撮影時に記録される情報は、撮影諸元や空中写真の

標定要素等、個人の特定につながる情報を記録していないため、通常は他の情報と照合

した場合でも特定の個人を識別するには至らない。以上より、現在の技術水準で撮影さ

れる空中写真は、通常は個人情報に該当しない。 

ただし、空中写真上に注記、地物等の情報を記載した「写真地図」を作成する場合に

おいて、空中写真上に記載する情報に個人の属性等の情報を含み、これが個人に関する
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情報に該当する場合は、土地の所有者等が判明する地図や図面を保有する行政機関等に

おいては、通常の事務や業務における一般的な方法で、他の情報と容易に照合すること

によって特定の個人を識別することができることとなると考えられることから当該写真

地図は個人情報に該当すると考えられる。 

なお、写真地図を利用する事業者等において、このように他の情報と容易に照合する

ことによって特定の個人を識別することができない場合には、当該事業者等においては、

当該写真地図を保有する行政機関等における個人情報該当性の判断にかかわらず、当該

写真地図は個人情報に該当しないと考えられる。 

 

④地方公共団体における運用実態 

公共測量により撮影した空中写真の閲覧・提供を実施している地方公共団体は少ない。 

なお、閲覧・提供を実施している地方公共団体は、1/2,500 都市計画基本図（地図）の

作成等のために撮影した空中写真が多く、作業規程の準則等に基づき、1/10,000 程度の

縮尺で撮影している。 

なお、稀
まれ

にではあるが、都市計画や市街地整備の資料、市政紹介のパンフレット等に

利用するため、管内の都市拠点や駅周辺、市街地整備計画地、臨海部等の斜め撮影（斜

め写真）しているケースもある。 

また、固定資産税の課税客体（課税の対象となる土地、家屋及び事業用の償却資産）

を把握するため、例えば縮尺 1/1,000 の地番現況図を作成する際、撮影縮尺 1/6,000～

1/8,000 程度の空中写真が撮影されるなど、多くの地方公共団体において空中写真を活用

している実態がある。 

 

⑤利用・提供に関する基本的考え方 

上記のとおり、現在の技術水準で撮影された空中写真は通常は個人情報に該当しない

ことから、一般的には個人情報保護の観点からその利用・提供に際して特段の制約はな

い。一方で、写真地図を作成する場合で、その空中写真上に記載してある情報に個人に

関する情報が含まれている場合は、他の情報と照合することにより土地の所有者等の特

定の個人が識別される可能性があることから、個人の権利利益の保護の要請と情報を提

供することによる利益とを比較考量の上、条例に従って適切に取り扱う必要がある。 

なお、空中写真や写真地図は、上空から撮影される特性上、塀で囲まれ公道から見え

ない場所等の情報が含まれることから、撮影対象・撮影縮尺に応じて、プライバシーや

防犯への一定の配慮が必要となる場合もある。 

行政機関等が、空中写真等をプライバシーにも配慮しつつ、広く一般にウェブ公開し、

閲覧に供する場合、空中写真の解像度が鮮明になればなるほど、提供されることを拒む

者の割合が高くなる傾向がある。一方で目的と効果を示すことで広く一般にウェブ公開

し、閲覧に供することを理解する意見も多い。このことから、国民が地理空間情報を適

切にかつ安心して利用することができるよう、地理空間情報活用推進基本法の理念に沿

った目的とその利用によりどのようなメリットがあるのか、広く一般に周知することが

望ましい。 

測量成果の空中写真を公開し、閲覧に供する目的は、測量の正確さを確保し、測量の

重複を排除するため、測量を行う際の事前の現況確認など、測量作業の効率化に資する

ことである。 

生活者の意識を初めとする社会環境の変化に応じて適宜見直しすることを前提として、

空中写真の地上解像度の向上に対する利用者ニーズとプライバシー侵害として一般に懸

念されるみだりに他人に知られたくない被写体の非判読性とをおおむね両立できる地上
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解像度を 40 cm 程度とするのが妥当であると考えられる。例えば、空中写真の解像度別

視認性による技術的観点として、地上解像度 40 cm 程度の空中写真では、一般に利用ニ

ーズが高いとされる建物外形、道路形状は判読可能である。その一方、みだりに見られ

たくない情報として代表的な洗濯物は判読不可能である。 

空中写真を広く一般にウェブ公開し、閲覧に供する際、プライバシーに関する感覚は

個々人により異なるため、適切とされる地上解像度 40 cm程度の空中写真にプライバシ

ー情報が写っていた場合、更に一律に解像度を低減して提供することがプライバシー保

護の観点からは最も効率的である。ただし、保護の必要のない情報まで加工することに

なるため、地上解像度の向上に対する利用者ニーズの観点から空中写真の有用性が損な

われる可能性があるなど、一律に解像度を低減することが適切でない場合が生じること

もある。 

プライバシー保護の観点から、当該写真に関係する本人よりクレームが寄せられ、そ

の理由が妥当であると判断される場合は迅速に当該部分を秘匿したり提供を停止したり

することができるよう、態勢を整備することが不可欠である。クレームが寄せられた場

合は、有事・緊急時、統計の作成や学術研究の目的など、個人情報保護法令における利

用目的以外の利用・提供制限の例外的な事項を参考にして、提供して良い範囲を検討す

ることが考えられる。 

また、空中写真の提供の事実と求めに応じて秘匿処理等を行うことについて、ウェブ

上に公開しておくなど関係する本人が容易に知りうる状態におき、広く国民に周知する

ことに留意することが必要である。 

 

【参考】空中写真の提供に関するアンケート結果 

平成 22 年 9 月に国土地理院が一般国民を対象として実施したアンケートにおいて、

空中写真の提供に関して以下の結果が得られた。 

・ある場所を撮影した空中写真の地上解像度が 40 cm、20 cm、5 cm と高まるにつれ

て、当該空中写真の提供を拒否する回答者の割合が、13.2%、20.5%、26.6%と高く

なった。このように、空中写真の解像度とその空中写真の提供を拒む者の割合とに

は相関がみられた。 

・一方、商用ポータルサイト上の空中写真の提供サービス（以下「空中写真サービス」

という。）の利用状況との関係をみると、地上解像度 5 cmの空中写真について、空

中写真サービスをほとんど利用していない回答者の 31.9％が提供を拒否したのに

対して、空中写真サービスを頻繁に利用している回答者では、19.1％であった。こ

のように、空中写真サービスを利用している者は、提供に寛容である傾向がみられ

た。 
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【参考】空中写真の解像度（地上画素寸法）別による視認性 

地上 

画素 

寸法 

人の顔 
車のナ

ンバー 
洗濯物 

塀・ 

垣根・ 

庭木 

消火栓 
道路 

白線 
車種 家屋 

面 

20 cm× 

30 cm 

面 

30 cm× 

15 cm 

線 

40 cm× 

5 cm 

線 

数 cm× 

数 m 

面 

40 cm× 

60 cm 

線 

数 m× 

20 cm 

面 

2.5 m× 

4 m 

面 

4 m× 

8 m 

5 cm × × △ ○ ○ ○ ○ ○ 

10 cm × × × △ ○ ○ ○ ○ 

20 cm × × × × △ △ ○ ○ 

40 cm × × × × × × △ ○ 

1 m × × × × × × × △ 

2.5 m × × × × × × × × 

5 m × × × × × × × × 

×：判読不可能 △：周辺状況により判読可能 ○：十分判読可能 

（高解像度航空写真の取扱いに関する研究会「高解像度航空写真のインターネット公開における注意喚起」一部加筆） 

 

【参考】空中写真（巻末参考図５及び６参照） 

参考として例示した空中写真は、地上画素寸法 5 cm のデジタル空中写真である。（参

考図５）また、参考図６には、参考図５の赤枠部分を縮尺 1/150 相当まで拡大したもの

である。 

 

【参考】人物の写り方（巻末参考図７参照） 

参考として例示した空中写真は、人物の写り方について、地上画素寸法 5 cm のデジ

タル空中写真と地上画素寸法 20 cm のデジタル空中写真を比較したものである。 

 

4.2.2. 衛星画像 

①情報の概要 

衛星画像は、地球観測衛星に搭載されたセンサにより地上を観測したデータを画像化

したデジタル画像データであり、地形・土地利用の判読解析、防災・危機管理、地球資

源の把握、地球環境の監視、地図作成及び GIS の背景画像等の多くの分野・場面で活用

されている。なお、現在提供されている商用衛星を含む衛星画像のうち、最も高い解像

度を有するものは 30 cm程度の分解能である。 

 

②法令の規定による閲覧、開示等の規定 

衛星画像に関する閲覧、開示等の規定はない。 

 

③個人情報該当性 

現在、提供されている商用衛星を含む衛星画像のうち、最も高い品質は 30 cm 程度の

分解能であり、撮影される情報には通常は個人に関する情報は含まれず、現在の技術水

準で撮影される衛星画像は通常は個人情報に該当しない。 

ただし、衛星画像上に注記、地物等の情報を記載した「写真地図」を作成する場合に

おいて、衛星画像上に記載する情報に個人の属性等の情報を含み、個人に関する情報に

該当する場合は、土地の所有者等が判明する地図や図面を保有する行政機関等において
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は、通常の事務や業務における一般的な方法で、他の情報と容易に照合することによっ

て特定の個人を識別することができることとなると考えられることから当該写真地図は

個人情報に該当すると考えられる。 

なお、写真地図を利用する事業者等において、このように他の情報と容易に照合する

ことによって特定の個人を識別することができない場合には、当該事業者等においては、

当該写真地図を保有する行政機関等における個人情報該当性の判断にかかわらず、当該

写真地図は個人情報に該当しないと考えられる。 

 

④地方公共団体における運用実態 

GIS を構築している地方公共団体において、地図データの背景として空中写真のほか

に衛星画像を利用しているケースがある。また、衛星画像による研究事例として、防災

地理情報の活用に向けた３次元表現、主題情報（植生、樹種等）の自動識別等の研究に

利用されている。 

 

⑤利用・提供に関する基本的考え方 

以上のとおり、衛星画像は通常は個人情報に該当しないことから、一般的には個人情

報保護の観点からその利用・提供に際して特段の制約はない。一方で、衛星画像を基に

作成した写真地図に個人に関する情報が含まれている場合は、他の情報と照合すること

により土地の所有者等の特定の個人が識別される可能性があることから、個人の権利利

益の保護の要請と情報を提供することよる利益とを比較考量の上、条例に従って適切に

取り扱う必要がある。 

なお、衛星画像や写真地図は、上空から撮影される特性上、塀で囲まれ公道から見え

ない場所等の情報が含まれることから、撮影対象・分解能によっては、「4.2.1. 空中写真」

の項で示した取扱いに準じることが望ましい。 

 

4.2.3. 地上写真等 

①情報の概要 

地上写真等は車載カメラ等によって、公道から道路周辺を写した写真や映像のことで

あり、建物や道路データの取得など、特に地形測量分野で活用されている。 

なお、グーグルストリートビューをはじめとする民間の商用サービスでは、測量用途

ではない高精細の地上の画像が広く一般にウェブ公開されている。その際、個人の顔、

家屋の表札、自動車のナンバーといった個人識別性が明確な情報は判別不能な状態にな

るよう編集・加工することが、商用サービスによるウェブ公開の前提条件となっている。 

 

②法令の規定による閲覧、開示等の規定 

基本測量として撮影された場合の地上写真は、測量法第 27 条第３項の規定の「国土地

理院の長は基本測量の測量成果及び測量記録を国土交通省令で定めるところにより、こ

れを一般の閲覧に供しなければならない。」に該当する測量成果である。 

また、公共測量として撮影された地上写真は、測量法第 42 条の規定の、「国土地理院

の長は、公共測量の測量成果の写し及び測量記録の写しを保管し、国土交通省令（測量

法施行規則第２条の３）で定めるところにより、これらを一般の閲覧に供しなければな

らない。」に該当する測量成果である。 
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③個人情報該当性 

地上写真は、人の顔や家屋の表札、自動車のナンバー等が写り込んでおり、それらが

特定個人の識別を可能とするものであった場合、個人情報に該当する可能性が高いと考

えられる。 

 

④地方公共団体における運用実態 

公共測量においては、地形測量の分野において、地上レーザで取得されるデータや車

載カメラによる地上写真が活用されている。 

地上写真は、特定の個人を識別できる情報や他人にみだりに知られたくない私生活な

どに関する情報を含む場合があり、その取扱いが明確になっていないことなどから、公

共測量により撮影した地上写真の閲覧・提供を実施している地方公共団体は、ほとんど

ないと考えられる。 

 

⑤利用・提供に関する基本的考え方 

地上写真に、人の顔や家屋の表札、自動車のナンバー等が個人を識別可能な状態で写

り込んでいる場合、この地上写真は個人情報に該当する可能性が高いと考えられる。特

定の個人が識別できる状態で利用・提供することがあらかじめ特定した利用目的の範囲

内であるか検討し、利用目的以外の利用・提供に当たっては、少なくとも、特定の個人

が識別できる部分を判別不能な状態に編集・加工する必要がある。なお、編集・加工を

した場合でも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

ことができる場合は処理後の写真についても当該行政機関等においては引き続き個人情

報として取り扱う必要があることに注意が必要である。 

地上写真を提供する場合は、あらかじめ地理空間情報活用推進基本法の理念に沿った

目的と効果を明確にし、広く一般に周知した上で、懸念される撮影対象、撮影状況に応

じて、当該被写体の塗り潰しやぼかし等の加工措置やこれを効率的に実施するための作

業手順等を整えておくことが望ましい。その上で、当該写真に関係する本人からクレー

ムが寄せられ、その理由が妥当であると判断される場合は迅速に当該部分を秘匿したり

提供を停止したりすることができるよう、態勢を整備することが必要である。その際、

塗り潰しやぼかし等の加工措置に係る費用や情報公開請求の際の対応などの運用に留意

が必要である。また、地上写真の提供の事実と求めに応じて秘匿処理等を行うことにつ

いて、ウェブ上に公開しておくなど関係する本人が容易に知りうる状態におき、広く一

般に周知することに留意することが必要である。 

なお、クレームが寄せられた場合は、有事・緊急時、統計の作成や学術研究の目的な

ど、個人情報保護法令における利用目的以外の利用・提供制限の例外的な事項を参考に

して、提供して良い範囲を検討することが考えられる。 

 

【参考】地上写真の提供に関するアンケート結果 

一般国民を対象として実施したアンケート結果（国土地理院、平成 22 年９月）によ

れば、地上写真の提供を拒否する回答者の割合は、人の顔や家の表札、自動車のナンバ

ープレート等の個人情報を判別不可能に加工・処理した場合であっても、撮影場所や被

写体によって大きく変動した。３割の回答者が提供を拒否する地上写真もあれば、８割

の回答者が拒否する地上写真もあった。 
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5. 地理空間情報の利用・提供に鑑みた段階別の個人情報等の適正な取扱いのための方策 

測量成果等は汎用性が高く、測量成果等を作成した機関の内部の他の部局、他の行政機関等や

一般など、広く利用の需要がある。その需要に応える際、個人情報等の適正な取扱いを行うため

には、提供の可否の判断だけではなく、測量成果等の整備から提供までの各段階において、留意

すべきことがある。ここでは特に個人情報を取り扱う場合の、利用・提供に鑑みた段階別の個人

情報等の適正な取扱いのための方策の考え方と推奨すべき方策を示す。 

 

5.1. 整備段階における方策 

・土地の所有者等の個人名等を記載する測量記録では、あらかじめ想定される利用・提供

について、当該個人情報の利用目的として特定しておく。また、個人情報を取得するとき

にその利用目的を明示し、本人の了解を取る等の措置（仕様書、作業規程等に明示）を講

じる。 

・個人情報が直接記載された形で地図を作製する場合は、地方公共団体の個人情報の保護

に関する条例に従い必要な措置を行う。また、地図を電子データで作成する場合は、レイ

ヤ構成や電子ファイル等で個人情報とその他の情報をあらかじめ分離した形で作成する。

なお、これらの対応は積算の透明性を考慮し、作業規程に定めておくことが必要である。 

・作業の過程で収集、作成するデータについても、個人情報に該当するものは作業過程ご

とに情報にアクセスできる部署、作業者などを制限する。 

 

① 土地の所有者等の個人名等が記載された測量記録を作成・公開をする場合は、あらかじ

めその旨を当該個人情報の利用目的として特定しておくことが必要である。また、個人情

報を取得するときにその利用目的を明示し、本人の了解を取っておくことが必要であり、

仕様書や作業規程等にその旨を定めておくことが重要である。 

 

② 地図を電子データで作製する場合は、後の管理、利用・提供段階における個人情報の取

扱いを容易にするために、図 5-1 に示すように、レイヤ構成や電子ファイル等で個人情報

とその他の情報をあらかじめ分別した形で作製しておくことが必要である。 

 

 

図 5-1 個人情報とその他の情報を分別作製 

 

③ 整備段階における個人情報の漏洩
ろうえい

等を防止するために、個人情報に該当するデータにつ

いては、作業過程ごとに情報にアクセスできる部署、作業者などを制限することが必要で

ある。作業は業者委託が多く、整備段階は個人情報に触れる作業者が最も多くなる。業者

との委託契約の中で個人情報の取扱いについて定めておくことも必要であるが、アクセス

できる範囲をあらかじめ限定しておくことで、個人情報の漏洩
ろうえい

等の危険性を減らすことが

重要である。 

これは、整備後の管理、利用・提供段階における情報管理にも通じることであり、電子

道路縁 

土地所有者名 

地番 

公共施設 

個人情報に関するレイヤ 

個人情報とは関係のないレイヤ 
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データで整備する場合も書面の場合でも、情報へのアクセスを制御する仕組み（システム

環境）を構築しておくことが重要となってくる。 

 

5.2. 管理段階における方策 

・収集・整備した測量成果等は、個人情報に該当する成果等とその該当箇所を明確に把握・

記録しておくものとし、個人情報とその他の情報を容易に分離可能な状態で保管する。 

・担当部署以外への情報漏洩
ろうえい

や外部からのアクセスができないようにする。 

・正規の担当者が個人情報を取り扱い、個人情報を含むデータが他のデータと重ね合わさ

れた形で出力されることもある。この場合、当該出力図は個人情報に該当するため取扱

いには留意する必要がある。 

・不正アクセスへの対応等、個人情報保護の観点からセキュリティの強化にも繋
つな

がるため、

アクセスログや操作記録を日常的に取得しておくことが望ましい。 

 

① 収集・整備した測量成果等は、個人情報に該当する成果等とその該当箇所を明確に把握・

記録し、個人情報とその他の情報を分別した形で保管しておく必要がある。これは、利用・

提供段階における個人情報の取扱いを容易にするためである。 

 

② 担当部署以外への情報漏洩
ろうえい

や外部からのアクセスができないようにしておく必要がある。

電子データで整備された個人情報は ID等による部署（人）単位でアクセスを制御し、個人

情報を含む書面の場合は施錠や管理簿等による管理を行う必要がある。また、共用システ

ムの情報と個人情報を含む情報を照合するような業務を行う場合があるため、関係者以外

の執務室への入室を制限する、入室記録を取る等の措置が必要となる。 

 

③ 個人情報にアクセスする権限のある担当者が個人情報を取り扱い、個人情報を含むデー

タが他のデータと重ね合わされた形で出力されることもある。このような場合、当該出力

図は個人情報に該当するため、取扱いには留意する必要がある。 

 

④ 昨今、住民から自分の個人情報が何課のどのシステムでどのように使われたか教えてほ

しいという請求される例が多くなっている。このような場合は、アクセスログや操作記録

等を取得しておくことで、住民への説明に利用することができる。また、不正アクセスに

ついても検知でき、誰が、いつ、どこで、どのような操作をしたかが分かり、特定の個人

情報にアクセスしたかどうかも判断できることから、個人情報保護に関するセキュリティ

問題が発生した場合でも原因の特定が容易となるため、アクセスログや操作記録を日常的

に取得しておくことが望ましい。 

特定の個人へのアクセスログの中には、個人情報となるものも含まれる場合があること

から、その取得、利用及び提供に当たっては必要な保護措置をとるべきである。さらに、

取得したアクセスログは管理者や責任者等、特定の職員が管理することが必要である。 

アクセスログの取扱いについて、アクセスログは継続的に記録するとともに定期的に保

存しておくことが必要である。このアクセスログには職員個人の操作履歴を含め行政実務

の一部を明らかにする情報が含まれているため、各地方公共団体が定めている情報保護規

則に従って適切に管理する必要がある。 
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5.3. 利用・提供段階における方策 

測量成果等の利用・提供段階における個人情報等の適正な取扱いのための方策について、利

用・提供する主体ごとに、「5.3.1. 内部利用」、「5.3.2. 外部提供」をそれぞれ行う場合に分けて

解説する。 

 

5.3.1. 内部利用 

・担当部署以外でも個人情報を含まないデータを円滑に利用できるよう、共用システ

ムへの格納時に分離して格納する等、利用時には分離して扱えるようにすることが

望ましい。 

・個人情報を含むレイヤとそれ以外のレイヤを分離し利用者 ID 等によりアクセス制

御することで、個人情報を取り扱う担当部署がストレスなく個人情報を含むデータ

を利用できるような仕組みが必要である。 

・個人情報とその他の情報を分離できない場合は、加工処理や提供制限を行う必要が

ある。 

・個人情報保護に関する正しい知識習得のため、研修会の実施や人材育成を進めてい

く必要がある。 

 

① 庁内利用に当たって、担当部署以外でも個人情報を含まないデータは円滑に利用でき

るようにする必要がある。 

整備した測量成果等を担当部署以外の部署が使用しようとした際、その都度、個人情

報を含むものか否かを判断した上で取扱いを決めていては、作業が煩雑で非効率的であ

るとともに、間違いが生じる可能性も増える。電子データで個人情報を分別した形で整

備しておけば、図 5-2 に示すように、担当部署以外も利用可能なレイヤの円滑な利用が

可能である。 

 

② 担当部署（個人情報を含む測量成果等の管理部署）での利用を妨げないように考慮す

る必要がある。 

庁内での共有を進めるために個人情報を分別整備・管理しても、担当部署が個人情報

とそれ以外の情報を一体で使用する際に余計な手間がかかってしまっては業務の円滑な

執行を妨げることになる。図 5-2 に示すように、レイヤを分離した個人情報とそれ以外

の情報を利用者 ID 等によりアクセス制御し、担当部署がストレスなく個人情報を含む

データを利用できるような仕組みが必要である。 
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図 5-2 個人情報保護を考慮したアクセス制限を想定した庁内共有イメージ 

 

③ 個人情報とその他の情報を分離できない場合は、加工処理や提供制限を行う必要があ

る。個人情報を含む場合の具体的な加工措置として、その内容を表 5-1 に示す。 

 

表 5-1 各データ種類における加工措置例 

種類 加工措置 内容 

紙地図 個人情報版の分離 個人情報は個人情報版にまとめる 

塗り潰し（マスキング） 印刷済み地図の個人情報を塗り潰す 

電子地図デー

タ 

表示レイヤの設定 個人情報レイヤを非表示にする 

個人情報レイヤの削除 提供時に個人情報レイヤを削除する 

ポリゴン構造破棄 

個人情報とそれ以外の情報がレイヤで分か

れていない場合、付与属性が一括で削除され

る 

代表点削除 同上 

単位地区の統合 
データを照合させる精度を低下させるため

の代表点の統合 

空中写真等 解像度の低減 低解像度での提供 

 

④ 個人情報を扱うに当たり、研修会等を実施して個人情報の保護に関する正しい知識を

習得させるなど、人材育成を進めていく必要がある。 
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5.3.2. 外部提供 

・個人情報を含む測量成果等は個人情報を別のレイヤに分離して電子化する。 

・外部公開サーバと庁内利用のためのサーバを分離する。 

・利用目的以外の利用・提供に関する例外規定に基づき個人情報を含んだ測量成果を

提供する場合、二次利用に関する個人情報の取扱いに注意する必要がある。 

・外部への提供・公開に当たっては、個人情報を含まないようにする。プライバシー保

護の観点からクレームが寄せられた場合は秘匿処理等を行う。 

 

① 個人情報を含む測量成果等は個人情報を分離して電子化する。 

法令に基づく場合や利用目的以外の目的で利用・提供が認められる場合を除き、個人

情報を含む測量成果等については、外部への提供は認められない。一方で、レイヤ処理

によって個人識別部分に該当するレイヤとそれ以外のレイヤが別個の行政文書としてみ

なせる前提であれば、それ以外のレイヤについては個人識別部分に該当するレイヤとは

別に利用・提供することが考えられる。そのため、個人情報を含む測量成果等は個人情

報を別のレイヤに分離して電子化しておくことが望ましい。 

 

② 外部公開サーバと庁内利用のためのサーバを分離しておく必要がある。 

インターネットを通じて測量成果等を一般に公開する場合には、不特定多数の者が閲

覧できるという特性に十分に留意した対応が必要と考えられる。これを踏まえ、外部公

開用サーバと庁内利用サーバを分離し、個人識別部分に該当しないレイヤのみ提供を行

うなどの措置が求められる。（図 5-3 外部サーバの分離 参照） 

 

Webサーバ
（外部公開）

データサーバ
（内部利用）

庁舎内部 インターネット

一般
ユーザー

一般
ユーザー

Ａ課

Ｂ課

Ｃ室 個人情報レイヤ

公開可能情報 公開可能情報

単独で個人情報となるものや
他の情報との照合により特定の
個人を識別可能な情報の削除

 

図 5-3 外部サーバの分離 

 

③ 利用目的以外の利用・提供に関する例外規定に基づき個人情報を含んだ測量成果を提供

する場合、二次利用に関する個人情報の取扱いに注意する必要がある。 

利用約款等に個人情報を含んだ情報であることを明示するとともに、個人情報が適切に

処理されるよう注意喚起を明示する。また、個人情報保護の観点から不当な二次利用が行

われることがないよう、協定等を結ぶことが必要である。 

 

④ 外部への提供データに個人情報を含まないようする。プライバシー保護の観点からクレ
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ームが寄せられた場合は秘匿処理等を行う。 

電子データで作製したものについては、整備・管理段階で個人情報とその他の情報を分

離しておけば、個人情報を除く公開可能な情報のみを外部提供することは技術的に容易で

ある。また、プライバシー保護の観点から、特にウェブ公開し、閲覧に供する地上写真、

空中写真において当該写真の関係する本人よりクレームが寄せられ、その理由が妥当であ

ると判断される場合は、迅速に当該部分を秘匿したり、提供を停止したりすることができ

るよう態勢を整備することが不可欠である。この際、空中写真、地上写真の提供の事実と

求めに応じて秘匿処理等を行うことについて、ウェブ公開などの手段により広く一般に周

知することが必要である。 

 

  



 44 

6. その他 

6.1. 参考となるガイドライン等 

測量成果等の活用における個人情報の取扱いに関して、参考になると考えられる外部のガイ

ドライン等を表 6-1 に示す。 

 

表 6-1 参考となるガイドライン等 

資料名 概要 発行者 発行年月 

地理空間情報の

活用における個

人情報の取扱い 

に関するガイド

ライン 

地理空間情報の活用の際の個人情報の取扱い

を示したガイドライン。本書測量成果等編ガイ

ドラインは、このガイドラインとの整合を図っ

ている。 

地理空間情

報活用推進

会議 

令和４年

６月改正 

カメラ画像利活

用ガイドブック

ver3.0 

カメラ画像の利活用に際して、個人情報保護法

制の適用下におけるプライバシー保護や適切

なコミュニケーション等への配慮事項が説明

されている。 

カメラ画像の利活用時の配慮事項（事前告知

時、取得時、取扱い時、管理時の各配慮事項）

の説明等が、主に地理空間情報の整備段階にお

いて参考になると考えられる。 

IoT 推進コ

ンソーシア

ム、総務省、

経済産業省 

令和４年

３月改定 

都市計画基礎調

査情報の利用・

提供ガイドライ

ン 

個人情報保護の観点を踏まえた都市計画基礎

調査情報の利用・提供の考え方が整理されてい

る。 

主に都市計画基礎調査の利用・提供の検討にお

いて参考になると考えられる。 

国土交通省

都市局 

平成31年 

３月 

政府機関等のサ

イバーセキュリ

ティ対策のため

の統一基準群 

行政機関等が遵守するべきサイバーセキュリ

ティ対策等について説明されている。 

主に地理空間情報の管理段階における情報セ

キュリティ対策の参考になると考えられる。 

内閣官房内

閣サイバー

セキュリテ

ィセンター 

令和３年 

７月 

避難行動要支援

者の避難行動支

援に関する取組

指針 

災害対策基本法の改正（令和３年５月）により、

避難行動要支援者ごとに「個別避難計画」の作

成を市町村の努力義務とするとともに、作成に

必要な個人情報の利用及び個別避難計画の活

用に関する平常時と災害発生時における避難

支援等関係者への情報提供について、個人情報

保護条例等との関係を整理の上、規定が新設さ

れたことにより改定された。 

主に避難行動要支援者の名簿等の具体的な運

用上の留意点等の参考になると考えられる。 

内閣府防災

担当 

令和３年

５月改定 
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個人情報の保護

に関する法律に

ついてのガイド

ライン（通則編） 

個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う

活動を支援すること、及び当該支援により事業

者が講ずる措置が適切かつ有効に実施される

ことを目的として定められたガイドラインで

ある。 

主に個人情報該当性の判断や利用・提供におけ

る必要な手順等の判断の参考になると考えら

れる。 

個人情報保

護委員会 

平成28年

11 月（令

和４年９

月一部改

正） 

個人情報の保護

に関する法律に

ついてのガイド

ライン（仮名加

工情報・匿名加

工情報編） 

仮名加工情報及び匿名加工情報の取扱いにつ

いて説明されている。 

主に仮名加工情報及び匿名加工情報の取扱い

を検討する際に参考になると考えられる。 

個人情報保

護委員会 

平成28年

11 月（令

和３年 

10 月一部

改正） 

個人情報の保護

に関する法律に

ついてのガイド

ライン（行政機

関等編） 

行政機関及び独立行政法人等における個人情

報の適正な取扱いを確保するために定められ

たガイドラインである。 

主に個人情報該当性の判断や利用・提供におけ

る必要な手順等の判断の参考になると考えら

れる。 

個人情報保

護委員会 

令和４年

１月（令

和４年９

月一部改

正：令和

５年４月

施行分） 

個人情報の保護

に関する法律に

ついての事務対

応ガイド（行政

機関等向け） 

行政機関等の職員による個人情報等の取扱い

に係る手順や参考となる法令の条項の考え方

等が説明されている。 

主に個人情報該当性の判断や利用・提供におけ

る必要な手順等の判断の参考になると考えら

れる。 

個人情報保

護委員会事

務局 

令和４年

２月（令

和４年 10

月一部改

正：令和

５年４月

施行分） 

 

6.2. ガイドラインの見直し 

個人情報の保護についての考え方は、社会情勢の変化、技術の進歩等に応じて変わり得るも

のであり、測量成果等を取り巻く状況等諸環境の変化に対応して本ガイドラインは必要に応じ、

随時検討を加え、その結果に基づいて見直し等の措置を講じるものとする。 
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■Ｑ＆Ａ集 

NO. Ｑ Ａ 

1.1.目的及び適用範囲 

1 ガイドライン（測量成果等編）

の対象となる地理空間情報と

はどのようなものですか。 

「測量成果等」とは、「測量法」第９条で規定する「測量成果」

及び「測量記録」であり、地形図をはじめとする図面や空中写真、

衛星画像等の測量に係る多様な情報が該当します。 

2 ガイドラインの対象となる

「活用」とはどのようなもの

を指すのでしょうか。 

行政機関等の内部における利用、行政機関等から他の行政機関

等への提供、行政機関等から行政機関等以外の者への提供を指し

ます。なお行政機関等から行政機関等以外の者への提供は、個々

の法令に基づく閲覧、縦覧、写しの交付等をはじめ行政機関等が

不特定多数の者に任意で提供し、自由な利用に供すること（ウェ

ブサイト上で公表することを含む。）まで含みます。 

1.2.本書の位置付け（性格） 

3 どのような場合でも、ガイド

ラインにのっとった対応をし

なければならないのでしょう

か。 

本ガイドラインは、個人情報保護法の規定に照らした地理空間

情報に係る個人情報該当性の判断やその取扱い、プライバシー配

慮に関する標準的な考え方を示したものであり、法的拘束力を有

するものではありません。したがって、各地方公共団体において

は、個人情報保護条例、規則等に照らした判断を行うに際して、

このガイドラインが示す考え方を参考にしてください。 

4 本ガイドラインは、地理空間

情報活用推進会議による「地

理空間情報の活用における個

人情報の取扱いに関するガイ

ドライン」（令和４年６月改

正）とどのような対応関係に

ありますか。 

本ガイドラインは、地理空間情報活用推進会議によるガイドラ

インを踏まえた上で、測量成果等を対象に、記述を詳細化したも

のです。 

2.1.用語の定義及び関係法令の概要 

5 個人情報とはどのようなもの

ですか。 

個人情報とは、個人情報保護法（第２条第１項）において、次

のとおり定義されています。 

 

この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情

報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 

 

１ 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、

図画若しくは電磁的記録（電磁的方式（電子的方式、磁気的

方式その他人の知覚によっては認識することができない方

式をいう。次項第二号において同じ。）で作られる記録をい

う。以下同じ。）に記載され、若しくは記録され、又は音声、

動作その他の方法を用いて表された一切の事項（個人識別符

号を除く。）をいう。以下同じ。）により特定の個人を識別す

ることができるもの（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
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NO. Ｑ Ａ 

るものを含む。） 

２ 個人識別符号が含まれるもの 

 

なお、個人情報保護法では、「他の情報と容易に照合することが

でき」と定められていますが、個人情報保護条例においては、こ

の「容易」がないものがあります。 

6 個人情報保護法制にはどのよ

うなものがありますか。 

・個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法） 

・個人情報保護条例 

なお、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（行政

機関個人情報保護法）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（独立行政法人等個人情報保護法）は、個人情

報保護法に統合される形で、令和４年４月１日に廃止されていま

す。 

7 個人情報の保護に関する法律

（個人情報保護法）は、どの

ような法律ですか。 

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して定

めたものです。 

8 個人情報保護条例は、どのよ

うな条例ですか。 

各地方公共団体が定める個人情報の取扱いに関する条例です。 

9 個人情報の保護に関する法令

は、どこで確認すればよいで

すか。 

以下のサイトで、公開されています。（令和４年 11 月現在） 

個人情報保護委員会「法令・ガイドライン等」 

https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/ 

10 個人情報保護制度における

「個人情報」と、情報公開制

度における「個人に関する情

報」との違いは何ですか。 

個人情報保護制度における「個人情報」とは、特定の個人を識

別することのできる情報のことを指しています。一方、情報公開

制度における「個人に関する情報」とは、上記の個人情報に加え

て、プライバシーなどをはじめとする個人の権利権益に関する情

報を含むより広い情報のことを指しています。 

3.1.地理空間情報における個人情報保護の考え方 

11 測量成果等に個人情報が含ま

れている場合がありますか。 

一般的な測量成果等に個人情報が含まれることはありません。

例外的な事例としては、測量記録の「点の記」には個人情報が含

まれています。 

また、住所の表記を地番まで表示した地図については、その情



 48 

NO. Ｑ Ａ 

報を用いて容易に照合することによってその土地の所有者等が

判明する情報を保有する主体においては、個人情報に該当すると

考えられます。なお、その地図を利用する事業者等において、こ

のように他の情報と容易に照合することによって特定の個人を

識別することができない場合には、当該事業者等においては、そ

の地図を保有する行政機関等における個人情報該当性の判断に

かかわらず、地図に含まれる情報は個人情報に該当しないと考え

られます。 

12 「点の記」や「地番まで表記

された住所の表記」は提供で

きませんか。 

「点の記」は測量法に基づき閲覧、騰抄本交付を行っています。

「地番まで表記された住所の表記」は、公開される公益性の優越

により提供できる可能性があります。ただし、住所の表記と一緒

に提供される情報が個人情報を含む場合には注意が必要です。 

13 住居番号と地番は何が違うの

ですか。 

住居番号は建物に付けられた番号であり、住居表示に関する法

律で定められています。一方、地番は不動産登記法により土地の

区画ごとに定められています。 

（都市域では）集合住宅のように、一筆の土地に多数の住宅（世

帯）が存在することもありますので、地番と住居番号は共に必要

です。 

都市化に伴い従来、地番表示されていた住所表記が住居番号方

式に変更になることがありますが、この場合でも地番が消滅した

わけではありません。また、土地の売買などで分筆・合筆が発生

しても住居番号が変わることはありません。 

14 建物外周線は、特定の個人を

識別できる情報に該当するの

でしょうか。 

建物外周線は、建築物の屋根の外周線を表すものであり、その

情報単体では特定の個人を識別できる情報ではありません。 

3.2.個人情報保護法制に基づく地理空間情報の提供可否の判断基準フロー 

15 測量成果等は、必ずこのフロ

ーに基づいて提供可否を判断

する必要がありますか。 

国及び独立行政法人等は、本ガイドラインに提示するフローに

基づいて判断することが妥当です。地方公共団体は、本ガイドラ

インで提示したフローを参考にしつつ、最終的には地方公共団体

ごとの個人情報保護条例、規則等に照らして判断することとなり

ます。 

また、個別の法令等に閲覧、縦覧、写しの交付等に係る規定が

ある場合は、本フローにかかわらず各法令等に基づく取扱いを行

ってください。 

16 個人情報保護法や個人情報保

護条例において、利用目的以

外の目的のための利用や提供

に関する例外規定としては、

どのようなものがあります

か。 

個人情報保護法では、次の事項を利用目的以外の目的のための

利用や提供に関する例外規定として定めています。 

・法令に基づく場合 

・本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。 

・行政機関等が法令の定める所掌事務又は業務の遂行に必要な限

度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個

人情報を利用することについて相当の理由があるとき。 
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・他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行

政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報

の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要

な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を

利用することについて相当の理由があるとき。 

・専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提

供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利

益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特

別の理由があるとき。 

また、地方公共団体の「個人情報保護条例」では、地方公共団

体によって異なりますが、上記に加え典型的な例外規定として、

次の事項を定めていることがあります。 

・出版、報道等により公にされている場合 

・人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急の必要があるとき 

・個人情報保護に関する審議会に諮問し、了解が得られた場合「そ

の他○○の場合」など、条例に列記した事項の不足を補うための

包括規定がある場合 

17 個人情報保護法や個人情報保

護条例において、利用目的以

外の目的のための利用や提供

に関する例外規定は、各法令

のどこに規定されています

か。 

「利用及び提供の制限」に関する規定として、個人情報保護法

の第 69 条第２項で規定されています。 

地方公共団体の「個人情報保護条例」では、それぞれ規定箇所

は異なりますが、「利用及び提供の制限」に該当する規定を確認し

てください。 

18 「法令による定めがある場

合」として、測量成果等の提

供が可能と判断されるのは、

どのようなケースですか。 

測量法に基づく公共測量における測量成果及び測量記録は、測

量法第 42 条（測量成果の写しの保管及び閲覧）により一般への

閲覧及び謄本交付が規定されています。 

19 個人情報保護法の第 69 条第

２項第２号、第３号にいう相

当の理由には、どのような例

がありますか。 

「事務対応ガイド」では以下のように考え方が示されていま

す。 

「「相当の理由があるとき」とは、行政機関等の恣意的な判断を

許容するものではなく、少なくとも、社会通念上、客観的にみて

合理的な理由があることが求められる。相当の理由があるかどう

かは、保有個人情報の内容や当該保有個人情報の利用目的等を勘

案して、行政機関の長等が個別に判断することとなるが、例外的

に利用目的以外の目的のための利用及び提供が許容される場合

について規定した趣旨から、例外としてふさわしい理由であるこ

とが求められる。」 

20 個人情報保護法の第 69 条２

項４号に言う特別の理由に

は、どのような例があります

か。 

「事務対応ガイド」では以下のように考え方が示されていま

す。） 

「「その他保有個人情報を提供することについて特別の理由が

あるとき」とは、本来行政機関等において厳格に管理すべき個人
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情報について、行政機関等以外の者に例外として提供（※）する

ことが認められるためにふさわしい要件として、個人情報の性

質、利用目的等に則して、「相当の理由」よりも更に厳格な理由が

必要であるとする趣旨である。具体的には、①行政機関等に提供

する場合と同程度の公益性があること、②提供を受ける側が自ら

当該保有個人情報に相当する個人情報を取得することが著しく

困難であること、③提供を受ける側の事務が緊急を要すること、

④当該保有個人情報の提供を受けなければ提供を受ける側の事

務の目的を達成することが困難であること等の、特別の理由が必

要である。」 

21 「法令（又は条例）による例

外規定に該当する場合」とし

て、測量成果等の提供が可能

と判断されるのは、どのよう

なケースですか。 

内部において避難行動要支援者の氏名等の個人情報を測量成

果等に重ね合わせて利用している場合に、大規模災害時に「生命、

身体、財産保護のため、緊急かつやむを得ないとき」として、例

外規定を適用することが考えられます。 

22 窓口に来た一般市民に対して

対応する場合、紙媒体に印刷

された資料を見せながら説明

を行う場合でも個人情報の第

三者提供になるのでしょう

か。 

個人情報を提供するという行為は書面等の提供に限定される

ものではなく、個人情報を見せるだけの場合、口頭での説明の場

合にも個人情報の提供に該当します。 

3.3.プライバシー保護に関する考え方 

23 プライバシーとはどのような

ものですか。 

プライバシーについて、明確に定義した法律はありませんが、

過去の裁判例より次のとおり考えるのが一般的です。 

・私生活上の事実又は事実らしく受け取られるおそれのある事柄

であること、 

・一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合、公

開を欲しないであろうと認められる事柄であること、 

・一般の人々にいまだ知られていない事柄であること、その公表

によって被害者が不快・不安の念を覚えるものであること 

また、個人に関する情報を他人にみだりに開示又は公表されな

い自由に注目した判断がなされた判例があります。 

（最高裁判所第一小法廷平成 20 年３月６日判決「損害賠償請求

事件(住基ネット合憲判決 平成 19(オ)403 号)」） 

上記の例のように個人情報に当たらなくても、個人の権利利益

の侵害に当たる可能性があります。 

24 個人情報保護法上の「個人情

報」とプライバシーとはどう

違うのですか。 

「個人情報保護法上の「個人情報」とは、生きている個人に関

する情報で、特定の個人であると分かるもの及び他の情報と紐づ

けることにより容易に特定の個人であると分かるものをいい（法

第２条第１項）、個人情報保護法によって保護の対象となります。

個人情報保護法上、プライバシーの保護や取扱いに関する規定は
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ありませんが、個人情報保護法は、「個人情報」の適正な取扱いに

より、プライバシーを含む個人の権利利益の保護を図るもので

す。一方、プライバシーは「個人情報」の取扱いとの関連に留ま

らず、幅広い内容を含むと考えられます。そのようなプライバシ

ーの侵害が発生した場合には、民法上の不法行為等として侵害に

対する救済が図られることとなります。」という回答がなされて

います。（出典：個人情報保護委員会 HP「よくある質問（個人向

け）」より抜粋） 

4.1.地図 

25 独自に作成した地図をインタ

ーネットで公開予定です。個

人情報の観点で注意すること

はありますか。 

個人名が記載されている場合や、地番が記載されていて、容易

に照合することによって土地の所有者等が判明する情報を含む

場合は、その地図については、個人情報に該当することになりま

す。そのため、公開しない、又は個人名や地番が記載されている

箇所を加工処理してから公開する必要があります。ただし、当該

行政機関等で引き続き個人名等を記載した地図を保有している

場合等は、その地図と容易に照合することで処理後の地図からも

特定の個人が識別できることから、処理後の地図についても当該

行政機関等においては引き続き個人情報として取り扱う必要が

ありますので、注意が必要です。 

なお、一般にインターネットを通じて公開する場合、不特定多

数の者が閲覧できるという特性に十分に留意した対応が必要と

考えられます。地図、空中写真等の場合は、個人情報該当性の他

にもプライバシーの観点に配慮して公開することが必要です。 

26 加工処理とはどのようなこと

をしますか。 

紙地図の場合は、個人情報版の分離やマスキングがあります。

また、電子データの場合、表示レイヤ設定、個人情報レイヤの削

除、個人情報の属性を持つポリゴン構造の破棄などがあります。 

27 都市計画図又は都市計画基本

図を利用・提供する際に、個

人情報保護の観点で注意する

ことはありますか。 

本編 4.1.1.を御確認ください。 

28 ハザードマップを利用・提供

する際に、個人情報保護の観

点で注意することはあります

か。 

本編 4.1.2.を御確認ください。 

29 森林計画図・森林簿を利用・

提供する際に、個人情報保護

の観点で注意することはあり

ますか。 

本編 4.1.3.を御確認ください。 

30 地番現況図を利用・提供する

際に、個人情報保護の観点で

注意することはありますか。 

本編 4.1.4.を御確認ください。 
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31 公共下水道施設平面図を利

用・提供する際に、個人情報

保護の観点で注意することは

ありますか。 

本編 4.1.5.を御確認ください。 

4.2.空中写真・衛星画像・地上写真 

32 空中写真をインターネットで

公開する予定です。個人情報

保護の観点で注意することは

ありますか。 

本編 4.2.1.を御確認ください。 

33 空中写真でのプライバシー配

慮としてはどのようなことが

考えられますか。 

本編 4.2.1.を御確認ください。 

34 空中写真を、インターネット

等を通じて一般に提供する場

合、プライバシーの観点から

適切な地上解像度はどの程度

ですか。 

現在の社会環境では、地上解像度 40 cm 程度が適切と考えられ

ます。 

詳細は本編 4.2.1.を御確認ください。 

35 地上写真を利用・提供する際

に、個人情報保護の観点で注

意することはありますか。 

本編 4.2.3.を御確認ください。 

36 地上写真を、インターネット

等を通じて一般に提供する場

合、プライバシーの観点で注

意することはありますか 

地上写真は、被写体の大きさや鮮明度、撮影状況によって、プ

ライバシー保護の観点から問題の生じる可能性があります。利

用・提供する場合は、その目的と効果を明確にし、広く一般に周

知した上で、懸念される被写体の塗り潰しやぼかし等の編集・加

工することが必要です。 

詳細は本編 4.2.3.を御確認ください。 

5.1.整備段階における方策 

37 測量成果等を作成する際に、

個人情報保護の観点で注意し

ておくことはありますか。 

測量成果等の作成に利用する個別の資料に記載されている内

容では問題がない場合でも、複数の資料を照合することで特定の

個人を識別できてしまうことがあります。よって、それぞれの個

別資料の記載内容について注意を払うことが必要となります。 

5.2.管理段階における方策 

38 測量成果等を日常、管理する

際に、個人情報保護の観点で

注意することはありますか。 

測量成果等へのアクセス権を持たない担当者が許可なく勝手

に測量成果等にアクセスすることがないよう、あらかじめアクセ

ス制御を行う等の安全管理措置を講じることが必要です。 

5.3.利用・提供段階における方策 

39 測量成果等を提供する際に、

個人情報保護の観点で注意し

ておくことはありますか。 

測量成果には一般的には個人情報は含まれていませんが、点の

記には所有者や作業者の氏名が記載されているため特定の個人

を識別できる可能性があります。さらに地番については他の情報

と組み合わせることで個人が識別できる可能性があります。 
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40 アクセスログを取ると、どん

な効果が期待できますか。 

個人情報を含む測量成果等について、いつ、誰が操作したのか

管理することができ、不正アクセス等の回避につながります。ま

た、情報システムのセキュリティの面からも信頼性の向上につな

がることが期待されます。 

6.その他 

41 ガイドラインは毎年見直すの

でしょうか 

個人情報保護の考え方は、社会情勢の変化、技術の進歩等に応

じて変わり得るものです。本ガイドラインは、測量成果等を取り

巻く状況等諸環境の変化に対応して、必要に応じ見直しを行いま

す。 

42 政府が保有する測量成果等の

うち、インターネットで公開

されている情報には、どのよ

うなものがありますか。 

代表的なものに、 

「基盤地図情報」（https://www.gsi.go.jp/kiban/） 

「地理院地図」（https://maps.gsi.go.jp/） 

「地図・空中写真閲覧サービス」（https://mapps.gsi.go.jp/） 

があります。 
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■ガイドライン逆引き 

ガイドラインの逆引きでは、知りたい事項に対し参照する本編を紹介する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．測量作業計画時の留意点 

２．典型的な地図の個人情報
保護に関する考え方 

３．空中写真等の個人情報保
護に関する考え方 

４．空中写真等のプライバシ
ー 

測量作業全般 

【本編】4.1.地図 

【本編】5.1.整備段階における方策 

【本編】4.2.空中写真・衛星画像・地上写真 

１．管理する際の留意点 

２．個人情報を含むものがあ
るか確認する際の個人識
別性の考え方 

測量成果等の管理 

【本編】3.1.3.測量成果等における個人識別の可
能性 

【本編】5.2.管理段階における方策 

１．内部利用する際の留意点 

２．加工措置の例 

３．外部提供する際の留意点 

４．特にインターネット提供の
際の留意点 

５．利用・提供できるかどうか
の判断 

測量成果等の利用・提供 

【本編】3.2.個人情報保護法制に基づく地理空間情
報の提供可否の判断基準フロー 

【本編】5.3.1.内部利用 

【本編】5.3.2.外部提供 

【本編】5.3.1.内部利用③ 

【本編】5.3.2.外部提供② 

【本編】3.3.1.個人情報とプライバシーについて 

１．関連する法令 

２．個人情報の取扱い 

 

３．個人情報とプライバシー 

個人情報の取扱い 

【本編】3.1.1.個人情報の取扱いに関する考え方 
3.1.2.個人情報への該当性 

【本編】2.1.用語の定義及び関連法令の概要 

【本編】3.3.1.個人情報とプライバシーについて 

知りたい事項 参照する本編 
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■参考図集 

＜参考図１：点の記＞ 

本編「3.1.3. 測量成果等における個人識別の可能性」 

個人を識別できる情報を含む測量成果等の事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作業者の氏名 

所有者の住所・氏名 
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＜参考図２：公共下水道施設平面図＞ 

本編「3.1.3. 測量成果等における個人識別の可能性」 

地図に個人名が記載されている例 

 

 

 

  

●●●●に個人名が記載 
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＜参考図３：ハッチバック車両のナンバープレートの写り方＞ 

本編「3.3.3. 測量成果等を公開・閲覧に供する際のプライバシー保護の留意点」 

空中写真におけるプライバシー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（左：地上画素寸法 5 cm、右：地上画素寸法 20 cm 

図内スケール：pixel 単位、長さは 2 m相当） 

 

＜参考図４：都市計画基本図（縮小図）＞ 

本編「4. 主な地理空間情報の利用・提供推進の考え方」 

都市計画基本図の事例 

 

 

 

（出典 測量成果等の円滑な提供・流通に関する調査検討業務報告書、図は縮小） 

 

  

40 pixel 10 pixel 
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＜参考図５：空中写真＞ 

本編「4. 主な地理空間情報の利用・提供推進の考え方」 

地上画素寸法 5 cm のデジタル空中写真の事例 

 

 

 

（図内スケール：40 pixel = 2 m） 
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＜参考図６：空中写真＞ 

本編「4. 主な地理空間情報の利用・提供推進の考え方」 

地上画素寸法 5 cm のデジタル空中写真の事例 

 

 

 

参考図５の赤枠部分を縮尺 1/150 相当まで拡大したもの 

 

＜参考図７：空中写真＞ 

本編「4. 主な地理空間情報の利用・提供推進の考え方」 

人物の写り方の事例（地上画素寸法 5 cmと 20 cm） 
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