○ 個人情 報保 護委 員会 規則 第一 号

堀部

政男

個人 情報 の保 護に 関する 法律 施行 規則 （平 成二 十八 年個 人情 報保護 委員 会規 則第 三号 ）の 一部 を改 正する
規 則を 次の よう に定 める 。
平 成三 十年五 月九 日

個人 情報 保護 委員 会委 員長
個 人情 報の 保護 に関 する 法律 施行 規則 の一部 を改 正す る規 則
個 人情 報の 保護に 関す る法 律施 行規 則の 一部 を次 のよ うに改 正す る。
第十 一条 を第 十一 条の 二と し、第 十条 の次 に次 の一 条を 加え る。

（個人 の権 利利 益を 保護 する 上で 我が 国と 同等の 水準 にあ ると 認め られ る個 人情 報の 保護に 関す る制 度

法 第二 十四 条の 規定 による 個人 情報 の保 護に 関す る制 度を 有し ている 外国 とし て個 人情 報保 護

を 有し てい る外 国）
第十 一条

委員 会規則 で定 める もの は、 次の 各号 のい ずれ にも該 当す る外 国と して 個人 情報 保護 委員 会が定 める も
の とす る。
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法に おけ る個 人情 報取 扱事 業者 に関 する 規定に 相当 する 法令 その 他の 定め があ り、そ の履 行が 当該
外国 内に おい て確 保され てい ると 認め るに 足り る状 況に ある こと

個 人情 報保 護委 員会 に相 当す る独立 した 外国 執行 当局 が存 在し てお り、 かつ、 当該 外国 執行 当局 に
お いて 必要か つ適 切な 監督 を行 うた めの 体制 が確 保され てい るこ と

我が 国と の間 にお いて、 個人 情報 の適 正か つ効 果的 な活 用と 個人の 権利 利益 の保 護に 関す る相 互理
解 に基 づく 連携 及び 協力 が可 能で ある と認め られ るも ので ある こと

個 人情 報の保 護の ため に必 要な 範囲 を超 えて 国際 的な個 人デ ータ の移 転を 制限 する こと なく、 かつ

、我 が国 との 間に おい て、 個人情 報の 保護 を図 りつ つ、 相互 に円 滑な 個人デ ータ の移 転を 図る こと が
可能で ある と認 めら れる もの であ るこ と

前 四号 に定 めるも のの ほか 、当 該外 国を 法第 二十 四条 の規定 によ る外 国と して 定め るこ とが 、我が

国に おけ る新 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 と認 めら れ
るも のであ るこ と

個 人情 報保 護委 員会は 、前 項の 規定 によ る外 国を 定め る場 合にお いて 、我 が国 にお ける 個人 の権 利利
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益 を保護 する ため に必 要が ある と認 める とき は、当 該外 国に ある 第三 者へ の提 供を 認める 旨の 本人 の同

意を 得る こと なく 提供で きる 個人 デー タの 範囲 を制 限す るこ とその 他の 必要 な条 件を 付す るこ とが でき
る。

個 人情報 保護 委員 会は 、第 一項 の規 定に よる 外国を 定め た場 合に おい て、 当該 外国 が第一 項各 号に 該

当し てい るこ と又 は当 該外国 につ いて 前項 の規 定に より 付さ れた 条件が 満た され てい るこ とを 確認 する

た め必 要が ある と認 める とき は、 当該 外国に おけ る個 人情 報の 保護 に関 する 制度 又は当 該条 件に 係る 対
応 の状 況に 関し必 要な 調査 を行 うも のと する 。

個人 情報 保護 委員 会は 、第一 項の 規定 によ る外 国を 定め た場 合に おいて 、前 項の 調査 の結 果そ の他 の

状況を 踏ま え、 当該 外国 が第 一項 各号 に該 当しな くな った と認 める とき 又は 当該 外国 につい て第 二項 の

規 定に より 付さ れた条 件が 満た され なく なっ たと 認め ると きは、 第一 項の 規定 によ る定 めを 取り 消すも

則

のと する 。
附

こ の規 則は 、公 布の 日から 施行 する 。
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