
№ 答申番号 答申日付
個人情報取扱事務の名称

（答申当時）
事務担当課
（答申当時）

収集する相手 収集する個人情報
本人以外から収集する理由

又は必要性
備考

43 268 R1.10.30 兵籍簿管理事務 地域福祉政策課

氏名、性別、年齢、生年月
日、住所、本籍、職業、職
歴、賞罰、家族状況、学業、
学歴

軍人及び軍属の親族（６親等内の血族、
配偶者、３親等内の姻族）、都道府県

① 遺族が家系図を作成した
り、息子が父親の足跡を知
りたいという際に使用する
ため。
② 恩給関係の支給要件に該
当しているか等の職歴及び
在職年の確認のため。
③ 兵籍簿により事実関係を
確認する必要があるため。

県が保有している兵籍簿
は、主に陸軍から移管され
たもので、海軍は国（厚生
労働省）に移管されてい
る。遺族に範囲について、
県では「軍人・軍属の３親
等内親族」としてきたが、
国では、民法に準じて「６
親等内の血族、配偶者、３
親等内の姻族」としている
ことから、整合性を図るた
めに国の基準と同様に変更
する。（現行の「３親等内
の親族」とする基準では、
戦没者について供養のため
に祭祀を行う兄弟からの提
供希望があっても対応でき
ない。）

答申番号3の
変更

高知県個人情報保護制度委員会答申一覧表（個人情報の本人収集の原則の例外に関する事項）



№ 承認日付 事務の名称 事務担当課 システム等の名称 提供先 備考

81 R1.8.19
県キャラクター「くろしおくん」
を活用した情報発信事務

広報広聴課 Twitter、Instagram 不特定多数

82 R1.8.19
県広報広聴課SNS（Twitter、
Facebook）を活用した情報発信事
務

広報広聴課 Twitter、Facebook 不特定多数

83 R1.8.19 関東高知県応援団SNS情報発信業務 東京事務所 Facebook、LINE 不特定多数

84 R1.8.19
高知県文化芸術振興ビジョン推進
に関する事務（人材育成）

文化振興課 ホームページ、Facebook、Twitter 不特定多数

85 R1.8.19
高知県消費生活関連講座に関する
事務

消費生活センター Facebook 不特定多数
ホームページ
はH21.12.24
答申済

86 R1.8.19
「高知家の○○」による情報発信
に関する事務

地産地消・外商課 ホームページ、Facebook、Twitter 不特定多数

87 R1.8.19
「高知うまいもの情報室」の情報
発信に関する事務

地産地消・外商課 Facebook 不特定多数

88 R1.8.19
高知県産学官民連携センターの人
材育成事業等に関する事務

産学官民連携センター Facebook、Twitter 不特定多数

89 R1.8.19
高知県産学官民連携センターの交
流事業等（相談事業含む）に関す
る事務

産学官民連携センター Facebook、Twitter 不特定多数

90 R1.8.19
高知県大阪事務所Facebook、HPに
よる広報に関する事務

大阪事務所 ホームページ、Facebook 不特定多数

91 R1.8.19 イベントなどの広報に関する事務 産業創造課 ホームページ、Facebook、Twitter 不特定多数

92 R1.8.19
おもてなしイメージデザイン「ま
ち・ゆうき君」を活用した情報発
信事務

おもてなし課 Instagram 不特定多数

93 R1.8.19
こうち農業ネットFacebookでの情
報公開に関する事務

環境農業推進課 Facebook 不特定多数
ホームページ
はH16.8.27答
申済

94 R1.8.19 畜産振興課Facebookでの情報発信 畜産振興課 Facebook 不特定多数
ホームページ
はH21.2.4答
申済

95 R1.8.19 研究成果等の公開に関する事務 農業技術センター Facebook 不特定多数

96 R1.8.19
Facebookでの情報公開に関する事
務

農業担い手育成センター Facebook 不特定多数

97 R1.8.19
高知県立林業大学校WEB広報ページ
の運用に関する事務

林業大学校 ホームページ、Facebook、Instagram 不特定多数

氏名、性別、職業・職歴、学業・学歴、所属
団体

氏名、居住市町村、栽培作物名、顔写真

氏名、職業・職歴、所属団体、顔写真

文書情報課協議一覧表（個人情報のオンライン結合による提供の制限の例外の関する事項）
提供する個人情報

顔写真、氏名、音声等

顔写真、氏名、音声等

氏名、所在市町村、所有家畜

個人の写真、名前等

講座のアドバイザー・講師の情報：氏名、顔
写真、職業・職歴、学業・学歴等

特定の個人が写っている写真データ

氏名、性別、職業、所属団体、写真、音声
等

氏名、性別、職業、所属団体、写真、音声
等

講師・受講者・参加者・面談者（企業・団
体・個人等）・コーディネーター・大学職員
講師・受講者・参加者・面談者（企業・団
体・個人等）・コーディネーター・大学職員
等の顔写真、映像、感想、講師・コーディ

氏名、性別、職業、所属団体、写真、音声
等

氏名、所属、職業、顔写真

顔写真、氏名、職業・職歴、学業・学歴、所
属団体、音声等

写真



№ 承認日付 事務の名称 事務担当課 システム等の名称 提供先 備考

文書情報課協議一覧表（個人情報のオンライン結合による提供の制限の例外の関する事項）
提供する個人情報

98 R1.8.19
オーテピア高知図書館（県立図書
館）の広報に関する事務

県立図書館 ホームページ、Facebook 不特定多数

99 R1.8.19
高知県議会高校生フォトコンテス
トの運営に関する事務

議会事務局議事課 Facebook、Twitter 不特定多数
ホームページ
はH28.9.30答
申済

100 R1.8.19
高知県議会ホームページ内の「議
長、副議長の動き」に関する事務

議会事務局総務課秘書室 ホームページ 不特定多数

101 R1.8.19
広報制作物（大学発行・代理店発
行・Web等を含む）への広報原稿・
写真・動画掲載に関する事務

高知工科大学 Facebook、Instagram 不特定多数
ホームページ
はH21.8.27答
申済

102 R1.8.19
大学院看護学研究科のホームペー
ジの管理に関する事務

高知県立大学 ホームページ、Facebook 不特定多数

103 R1.8.19
高知県立大学看護学部の活動PRに
関する事務

高知県立大学
ホームページ、Facebook、Twitter、

Instagram
不特定多数

104 R1.8.19
警察官・警察職員の採用募集に関
する事務

県警本部組織基盤強化セ
ンター警務課

ホームページ、Facebook、LINE 不特定多数

105 R1.8.19 高知県警察広報活動に関する事務 県警本部総務課 Twitter、YouTube 不特定多数
ホームページ
はH18.2.3答
申済

106 R1.8.19 犯罪捜査等に関する事務 県警本部各所属 Twitter 不特定多数
ホームページ
はH29.2.21答
申済

重要事件の被疑者及び被害者等（被害者及び
犯罪被害に遭ったか否か不明な者）に関する
情報（画像、写真、音声、映像、氏名、身体
特徴等）

オーテピア100万人目の来館者の氏名（名字の
み）、住所（市町村名まで）及び顔写真

入賞者の氏名、学校名、学年及び入賞作品の
画像

議長、副議長が出席した会議や催し等の画像

個人の写真、氏名、所属（学科・研究室）、
学年、出身校ほか、制作物に応じて個人情報
取扱事務登録簿に記載の項目を提供

写真、所属、氏名等

写真、所属、氏名等

採用募集活動用に作成した映像、チラシ等に
含まれている個人の用紙、声紋等

個人の氏名、性別、容姿、声紋、職業、学
業、所属団体等


