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労働法Ⅰ（マッチング関連法令）

５
１

出入国管理及び難民認定法
法律の目的

本邦に入国し、又は本邦から出国するすべての人の出入国の公正な管理を図るとともに、難民の認定
手続を整備することを目的とする。

２

構成
入国
出入国の
公 正な管 理

在留資格制度
・別表第１の在留資格
外国人

在留

中長期在留者の在留管理制度
出国

退去強制等

難民の認定等
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・別表第２の在留資格

日本人の出国・帰国等

難民認定の手続き等

職業紹介従事者のための

３

講習テキスト＆実務ハンドブック

主な内容

（１）外国人の出入国手続き
日本国籍を有しない外国人が我が国に入国する場合、有効な旅券（パス
第１部

ポート）で、原則として海外にある日本国大使館等で取得した査証（ビザ）

職業紹介事業の基礎知識

を受けたものを所持した上で、出入国港において、入国審査官に対し上陸
の申請をして、上陸許可の証印を受けなければならない（法 3 条、6 ～
7 条）。
注１；領海又は領空に入ることを「入国」
、領土内に足を踏み入れることを「上陸」
という。したがって、出入国港において、いわゆる「入国審査」の結果、外国
人に与えられる入国・在留のための許可のことを入管法上は「上陸許可」という。
注 2；旅券
（パスポート）
は、
他国に移動するときに携行する身分証明書である。
また、
査証（ビザ）は、入国審査の手続に必要なものとして、外国にある日本の在
外公館（大使館等）が外国人が所持する旅券（パスポート）等をチェックし、
旅券が有効であり、入国目的から見て日本への入国に問題がないと判断した
場合に発給（押印等）するものである。日本の入管法では外国人が日本に上
陸するためには①有効な旅券の所持、②査証の発給（査証が免除される場合

第２部

を除く）が要件となっている。日本の出入国港においては、入国審査官が旅

労働法Ⅰ（マッチング関連法令）

券及び査証の有効性のほか、入国目的を確認した上で、在留資格及び在留期
間を決定し、外国人の入国を許可することになる。入国後は入国時に許可さ
れた「在留資格」が外国人の在留する根拠となる。
注 3；本来、「ビザ」とは査証のことを指し、在留資格とは別のものであるが、在
留資格を指してビザと呼ぶことがある（“ 就労を目的とする在留資格 ” を “ 就
労ビザ ” と呼ぶ等）。

また、出国する場合は、出国の確認を受けなければならない（法 25 条）。
（２）外国人の在留
ア

在留資格制度
我が国に在留する外国人は、原則として、上陸の許可等に際し決定さ
第３部 労働法Ⅱ（労働条件等関連法令）

れた在留資格をもって在留し、それぞれの在留資格に対応する活動を行
うことができる（法 2 条の 2）。この在留資格は、多岐にわたる外国人
の活動等をあらかじめ類型化し、明らかにしているものである。在留資
格は、次の 2 つに大別できる。
①

当該外国人が我が国で行う活動に着目して分類された在留資格



→入管法別表第 1 の在留資格
②

当該外国人の身分や地位に着目して分類された在留資格



→入管法別表第 2 の在留資格
在留資格は、入管法別表第 1、第 2 で、次ページの表のとおり区分さ
れている。
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在留資格の概略
別表第１
公用

教授

芸術

宗教

報道

＜就労資格＞

１

外交

２

高度専門職（1 号イ、1 号ロ、1 号ハ、2 号）
＜就労資格＞
経営・管理 法律・会計業務
医療
研究
教育
技術・人文知識・国際業務 企業内転勤 介護 興行 技能
技能実習（1 号イ、1 号ロ、2 号イ、2 号ロ、3 号イ、3 号ロ）

３

文化活動

４

留学

５

特定活動

＜非就労資格＞

研修

短期滞在

＜非就労資格＞

家族滞在

別表第 2
永住者

日本人の配偶者等

永住者の配偶者等

定住者

注；在留資格の該当例は次のとおり（法務省 HP より抜粋）。
〔外交〕外国政府の大使、公使、総領事、 〔技能実習〕
代表団構成員等及びその家族
技能実習生
〔公用〕外 国政府の大使館・領事館の職 〔文化活動〕
員、国際機関から公の用務で派
日本文化の研究者等
遣される者及びその家族
〔短期滞在〕
〔教授〕大学教授等
観光客、会議参加者等
〔芸術〕作曲家、画家、著述家等
〔留学〕大学、短期大学、高等専門学校、
〔宗教〕外 国の宗教団体から派遣される
高等学校、中学校及び小学校等
宣教師等
の学生・生徒
〔報道〕外 国の報道機関の記者、カメラ 〔研修〕研修生
マン
〔家族滞在〕
〔高度専門職〕
在 留外国人が扶養する配偶者・
ポイント制による高度人材
子
〔経営・管理〕
〔特定活動〕
企業等の経営者・管理者
外 交官等の家事使用人、ワーキ
〔法律・会計業務〕
ング・ホリデー、経済連携協定
弁護士、公認会計士等
に基づく外国人看護師・介護福
〔医療〕医師、歯科医師、看護師
祉士候補者等
〔研究〕政府関係機関や私企業等の研究者 〔永住者〕
〔教育〕中学校・高等学校等の語学教師等
法 務大臣から永住の許可を受け
〔技術・人文知識・国際業務〕
た者（入管特例法の「特別永住者」
機 械工学等の技術者、通訳、デ
を除く。）
ザ イ ナ ー、 私 企 業 の 語 学 教 師、 〔日本人の配偶者等〕
マーケティング業務従事者等
日
 本人の配偶者・子・特別養子
〔企業内転勤〕
〔永住者の配偶者等〕
外国の事務所からの転勤者
永 住者・特別永住者の配偶者及
〔介護〕介護福祉士
び本邦で出生し引き続き在留し
〔興行〕俳優、
歌手、
ダンサー、
プロスポー
ている子
ツ選手等
〔定住者〕
〔技能〕外 国料理の調理師、スポーツ指
第 三国定住難民、日系３世、中
導者、航空機の操縦者、貴金属
国残留邦人等
等の加工職人等
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雇用する場合
外国人を雇用しようとする企業等は、当該外

例２ 外国人を海外から呼び寄せ自社で雇用
する場合
外国人が日本の大使館・総領事館（在外公館）

国人の現在の在留資格を確認し、在留資格の

に直接査証
（ビザ）
の発給を求める方法は多大の

変更が必要な場合には、外国人本人をサポート

時間を要するため、
以下のとおり
「在留資格認定

して、在留資格変更の手続をとる必要がある。

証明書」
による方法が一般的である。

在留資格の変更については、次に掲げるよう

具体的には、
①外国人を受け入れようとする企

に、いろいろな場合によって取扱が異なってく

業等が代理人となって、
勤務予定地を管轄する入

るので注意が必要である。

国管理局において在留資格認定証明書の交付を
受け、②同証明書を海外にいる外国人本人に送

Ⅱ 転職者を雇用する場合で現在

付し、③外国人本人が在外公館で査証（ビザ）の

※ただし、転職前の在留資格に
該当する活動であれば、在留

発給を受けたうえで来日する方法である。
これにより、入国審査の際

労働法Ⅰ（マッチング関連法令）

する場合

第２部

Ⅰ 留学生を新卒で雇用する場合
の在留資格と別の職種で雇用

職業紹介事業の基礎知識

例１ すでに日本国内に在留している外国人を

第１部

雇用の場面に現れる在留資格関係手続の例

に円滑・迅速に上陸許可を得
ることができるようになる。

資格変更は不要である。
例３ 雇用契約の更新等により、許可された期
間を超えて働こうとする場合

例４ 転職先企業が、
雇用しようとする外国人が
自社で働くことができるか確認する場合
就労できる在留資格を有する外国人が転職し

れた在留期間を超えて引き続き在留する場合

た場合、外国人自身が転職先での活動内容につ

には在留期間更新の手続をする必要がある。引

いての在留資格該当性の有無を確認したい場合

き続き働こうとする際には、次の2つの場合が

や、転職先企業が自社の仕事で合法的に働かせ

考えられる。

ることができるか不安な場合がある。

Ⅰ 現在の在留資格と勤務先や職種等申請内
Ⅱ 転職等により、現在の在留資格と勤務先等

このような場合、外国人の申請により、入国管
理局が交付する
「就労資格証明書」
により確認す

労働法Ⅱ（労働条件等関連法令）

容が同じ場合

第３部

すでに日本に在留している外国人が、許可さ

ることができる。

が異なるが、現在の在留資格に該当する活
動を引き続き行う場合
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また、我が国は、専門的な技術、技能又は知識を活かして職業に従事する
外国人の入国・在留は認めるが、それ以外の就労は原則として認めないこと
としている。なお、別表第 1 について、就労活動（収入を伴う事業を運営
する活動又は報酬を受ける活動）ができる就労資格と、原則として就労活動
が認められない非就労資格があり（法 19 条）、別表第 2 は就労を目的とす
る在留資格ではないが、その活動内容には制限がなく、就労活動に従事する
ことも可能である。
注；資格外活動の許可は、別表第 1 の資格の外国人が、許可された活動以外の就
労活動を希望する場合に一定の要件の下で認められるものであり、㋐就労が
認められる資格の者が本来の活動以外の就労活動を希望する場合と、㋑「留学」
「家族滞在」等の就労が認められない資格の者が就労活動を希望する場合があ
る（法 19 条 2 項）。
資格外活動の許可には、条件を付すことができ（同但し書き）、その場合、
次の 2 とおりがある（入管法施行規則 19 条 5 項）。
ⅰ）1 週 28 時間以内（「留学」の者については教育機関の長期休業期間中は
1 日 8 時間以内）の就労活動（いわゆる風俗関係業務を除く）を包括的
に許可する
ⅱ）地方入管局長が、活動する機関の名称、所在地、業務を定めて個別に許
可する

イ

中長期在留者の在留管理制度
中長期在留者の在留管理制度は、我が国に中長期間在留する外国人を
対象として、在留管理に必要な情報を正確かつ継続的に把握することを
目的とするもので、法務大臣は、中長期在留者に対し、新規の上陸許可
や在留に係る変更許可に伴って、在留カードを交付する（法 19 条の 3、
19 条の 6）。
新規上陸に伴い交付された在留カード又は「在留カードを後日交付する」
旨記載された旅券（以下、
「在留カード等」という。
）を所持する中長期在
留者は、住居地を定めた日から 14 日以内に、住居地の市区町村の長に在
留カード等を持参の上、当該市区町村の長を経由して、その住居地を法務
大臣に届け出る必要がある（法 19 条の 7）
。
注１；中長期在留者とは、本邦に在留資格をもって在留する外国人のうち、㋐「3
月」以下の在留期間が決定された者、㋑「短期滞在」の在留資格が決定さ
れた者、㋒「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者、及び㋓法務
省令で定めるもののいずれにも該当しない者をいう（法 19 条の 3）。
注 2；在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、居住地、在留資格、
在留期間、就労の可否等が記載される（法 19 条の 4）。
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注 3；本邦に在留する外国人は、常に旅券を携帯していなければならないとされ
ているが、中長期在留者が在留カードを携帯している場合はこの限りでな
いこととされている（法 23 条）。
第１部
職業紹介事業の基礎知識

コラム

在留カードとその記載事項

住居地

在留カード番号

変更があった場合には
裏面に記載されます。

この番号を使って
カードの有効性を
調べることができます

就労制限の有無

在留資格
在留資格のない方には
カードは
交付されません。

在留期間（満了日）

顔写真
在留カードの
有効期間の満了日が
16 歳の誕生日までと
なっているカードには
写真は表示されません。

第２部

有効期間
在留カードには有効期間があります。ご確認ください。

労働法Ⅰ（マッチング関連法令）

注；在留カード裏面の
「資格外活動許可欄」
も確認してください。
在留カード表面で
「就労不可」
の方であっても、裏面の
「資格外活動許可欄」
の欄に次のいずれかの記載がある方は、
就労することができます。ただし、就労時間や就労場所に制限がありますので注意が必要です。
〇
「許可
（原則28時間以内・風俗営業等の従事を除く）
」
〇
「許可
（資格外活動許可書に記載された範囲内の活動）
」

M E M O メモ
不法就労とは
不法就労となるのは、次の3つの場合である。
①不法滞在者が働くケース
②入国管理局から働く許可を得ていないのに働くケース

第３部 労働法Ⅱ（労働条件等関連法令）

③入国管理局から認められた範囲を超えて働くケース
不法就労させたり、
これをあっせんしたりした者は「不法就労助長罪」に問われることもある。
問題がある場合には入国管理局や専門家への相談が望まれる。

（３）外国人の退去強制等
その事由、手続が規定されており、これに基づき実施される（法 5 章）。
（４）日本人の出国・帰国等
入管法は、日本人の出帰国手続きも定めており、出入国港において、出帰
国の確認を受けなければならないこととなっている（法 7 章）。
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６
１

技能実習法
法律の目的

この法律は、技能実習に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、技能実習計画
の認定及び監理団体の許可の制度を設けること等により、出入国に関する法令及び労働に関する法令
と相まって、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた開発途上
地域等への技能、技術又は知識の移転による国際協力を推進することを目的とする。

２

構成
基本理念

関係者の責務

技能実習の適正な実施、技能実習生の保護

技能実習計画

認定制

実習実施者

届出制

技能実習生を
職場に受け入
れる企業・個人

技能実習制度

監理団体

許可制

商工会など技
能実習生受入
の窓口となる
非営利団体

技能実習生の保護

人権侵害行為等に
ついて禁止規定

事業協議会、地域協議会
外国人技能実習機構
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主な内容

（１）基本理念

H28.11.28

技能実習は、技能等の修得等のために整備され、技能実習生の保護を図る

施行
第１部

体制が確立された環境で行われなければならず、労働力の需給調整の手段と

（２）技能実習計画の認定
技能実習を行わせようとする者は、技能実習生ごとに、技能実習計画を作
成し、これを主務大臣に提出して、その認定を受ける仕組みが設けられた（法

職業紹介事業の基礎知識

して行われてはならないとされている（法 3 条）。
H29.11.1
施行
（2）～
（6）

8 条）。そして、この認定事務の全部又は一部を外国人技能実習機構（以下「機
構」という。）が行うこととされている。
（３）実習実施者（技能実習生を職場に受け入れる企業・個人）の届出制
実習実施者は、技能実習を開始したときは、遅滞なく主務大臣に届け出な
ければならない（法 17 条）。（届出受理事務は機構が行う。）

第２部
労働法Ⅰ（マッチング関連法令）

（４）監理団体（商工会など受入れの窓口となる非営利団体）の許可制
監理団体は、次の区分により、主務大臣の許可を受けなければならない（法
23 条）。（この場合事実関係の調査の全部又は一部を機構が行う。）
①

一般監理事業；監理事業のうち、次の②以外の事業。

②

特定監理事業；第 1 号・第 2 号団体監理型技能実習のみを行う実習
実施者について実習監理を行う事業

（５）技能実習生の保護
適正な技能実習が行われるために、実習監理者等による技能実習生及びそ
の関係者に対する禁止行為（技能実習の強制、賠償予定、強制貯蓄、在留カー
ドの保管、外出制限等）を定める（法 46 ～ 48 条）とともに、技能実習生は、
第３部 労働法Ⅱ（労働条件等関連法令）

法違反等について主務大臣に申告ができることとされた（法 49 条）。
（６）事業協議会
事業所管大臣は、当該事業所管大臣及びその所管する特定の業種に属する
事業に係る実習実施者又は監理団体を構成員とする団体その他の関係者によ
り構成される協議会を組織することができることとされた（法 54 条）。
（７）地域協議会
地域において技能実習に関する事務を所掌する国の機関は、関係機関（関

H28.11.28
施行

係省庁の出先機関、都道府県等）により構成される協議会を組織できること
とされた（法 56 条）
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（８）外国人技能実習機構
技能実習の適正な実施・実習生の保護等のため、機構が新設された（3 章）。

４

その他の内容

〇技能実習の区分
技能実習は、受入機関の種

①

企業単独型
送出し国

類により次の①企業単独型、
②団体監理型に区分される。

海外現地法人、
合弁企業、
取引先企業等

そして、各区分とも第 1 号、
第 2 号、第 3 号に分けられ、
それぞれの技能実習の目的

日
雇用契約
入国

本

申請
入国許可 入管
受入
企業

申請
計画認定 機構

職員

は、第 1 号においては技能
の習得、第 2 号においては
その習熟、第 3 号において
はその熟達におかれている。

②

団体監理型
送出し国

（法 2 条）
送出し機関

〇職業安定法の特例
職業紹介事業を行う場合
は、職業安定法上の許可を得

決定
労働者

ることが必要であるが、技能
実習法に特例が規定され、監

日
契約

入国

雇用

契約

本
申請
入国許可 入管

監理
団体

申請
計画認定 機構
申込・実習・指導・支援

受入
企業
実習実施機関

理団体は職業紹介事業の許可
が無くとも「技能実習職業紹介事業（団体監理型技能実習における技能実
習生と実習実施機関の間の雇用関係のあっせん）」を行うことができるこ
ととされた（法 27 条）。
〇監理費の徴収
監理団体は、団体監理型技能実習における技能実習生と実習実施者等か
ら、原則としていかなる名義でも手数料・報酬を受けてはならないが、省
令で定める適正な種類・額の監理費をあらかじめ用途及び金額を明示した
上で徴収することは可能とされている（法 28 条）。
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第１部

技能実習の流れ

職業紹介事業の基礎知識

従来の制度

在留資格：
「技能実習１号イ、ロ」

実習
実習実施機関で実施
※団体監理型：監理団体による訪問指導・監査

○在留資格の変更

雇用関係の下での実習

在留資格：
「技能実習２号イ、ロ」

※対象職種
送出国のニーズがあり、公的な技能評価制度が整備されて
いる職種
（現在74職種133作業）
※対象者
所定の技能評価試験
（技能検定基礎２級相当）
に合格した者

第２部

実習

実習実施機関で実施
※団体監理型：監理団体による訪問指導・監査

労働法Ⅰ（マッチング関連法令）

３年目

技能実習２号

２年目
基礎１級

○入国

講習
（座学）
実習実施機関
（企業単独型のみ）
又は監理団体で
原則２ヶ月間実施
（雇用関係なし）

雇用関係の下での実習

技能実習１号

１年目
基礎２級

講習

技能実習の流れ

※到達目標
技能検定３級相当

３級

○帰国

新たな技能実習制度 （H29.11.1施行）
技能実習の流れ
実習

講習

技能実習１号

１年目

基礎級

実習

実習
実習実施機関で実施
（雇用関係あり）
※団体監理型：監理団体による訪問指導・監査

○在留資格の変更又は取得

在留資格：
「技能実習２号イ、ロ」

○一旦帰国
（１か月以上）
在留期間の更新
※

実習

５年目

技能実習３号

４年目

２級

（実技試験の
受験が必須）

労働法Ⅱ（労働条件等関連法令）

①対象職種：送出国のニーズがあり、公的な技能評価制度が整備
されている職種
（現在75職種135作業）
②対象者：所定の技能評価試験
（技能検定基礎級相当）
の学科試験
及び実技試験に合格した者

３級

（実技試験の
受験が必須）

在留資格：
「技能実習１号イ、ロ」

第３部

３年目

技能実習２号

２年目

（実技試験及び
学科試験の
受験が必須）

○入国

講習
（座学）
実習実施機関
（企業単独型のみ）
又は監理団体で
原則２ヶ月間実施
（雇用関係なし）

○在留資格の変更又は取得

在留資格：
「技能実習3号イ、ロ」

①対象職種：技能実習2号移行対象職種と同一
②対象者：所定の技能評価試験
（技能検定3級相当）
の実技試験に
合格した者
③監理団体及び実習実施者：一定の明確な条件を充たし、優良で
あることが認められるもの

○帰国

厚生労働省ホームページ及び法務省・厚生労働省パンフレット
「新たな外国人技能実習制度について」より）
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７
１

個人情報保護法
法律の目的

この法律は、高度情報通信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するとともに、個人情報を
取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、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する。

２

構成
総則
（目的、定義、理念）
官民双方に適用され
る基本的部分

国及び地方公共団体の責務等
個人情報の保護に関する施策等
個人情報取扱事業者の義務

民間事業者を対象と
する部分

匿名加工情報取扱事業者等の義務
監督
民間団体による個人情報の保護の推進

個人情報保護委員会
その他

雑則
罰則
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主な内容

〔個人情報等の定義等〕

意味は次の図のとおりである。（法 2 条）

H29.5.30

職業紹介事業の基礎知識

ア 「個人情報」「個人データ」「保有個人データ」が定義されており、その

第１部

（１）情報に関する 3 つの用語
施行

個人情報等の定義

個人情報
生存する個人の情報であって、次のいずれか
①氏名、生年月日その他の記述
（文書、図画、電磁的記録、音声等）
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（例えば、購買履歴、移動履歴等）

第２部

②個人識別符号が含まれるもの
（例えば、指紋・顔認証データ、旅券・運転免許証番号、個人番号等）

個人情報データベース等
個人情報を検索できるよう
に体系的に構成したもの
個人データ
個人情報データベース等を
構成する個人情報

保管

労働法Ⅰ（マッチング関連法令）

体系的に構成

保有個人データ
個人データのうち、管理権
限＊を有し、6月以内に消去
することとなるものを除く

＊開示、訂正等及び利用の停止
等を行うことのできる権限

イ 上記の 3 者の関係は、「個人情報」のうち、一定の条件に当てはまる
ものが「個人データ」で、さらに「個人データ」のうち、一定の条件に
当てはまるものが「保有個人データ」という関係となる。したがって、
第３部 労働法Ⅱ（労働条件等関連法令）

「個人情報」＞「個人データ」＞「保有個人データ」
という関係になる。
（２）個人情報取扱事業者
「個人情報取扱事業者」は、「個人情報データベース等」を事業の用に供し
ている者をいう（営利・非営利、法人・個人の別を問わない）。（法 2 条）
注；平成 27 年の改正前の法律では、事業の用に供する「個人データ」によって識別
される特定の個人の数の合計が過去 6 ヶ月以内のいずれの日においても 5,000
を超えない者は、個人情報取扱事業者に該当しないとされていたが、現在では、

H29.5.30
施行

この規模要件は撤廃されている。
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コラム

個人情報に該当するもの

◆個人情報に該当する事例
「個人情報保護法についてのガイドライン」
（個人情報保護委員会）
には、個人情報に該当
する事例として次のものが挙げられている。
事例１）本人の氏名
事例２）生年月日、連絡先（住所・居所・電話番号・メー

＜例＞本人の氏名

ルアドレス）、会社における職位又は所属に関
する情報について、それらと本人の氏名を組

ASA COMPANY

み合わせた情報
事例３）防犯カメラに記録された情報等本人が判別で
きる映像情報
事例４）本人の氏名が含まれる等の理由により、特定
の個人を識別できる音声録音記録情報

事例５）特定の個人を識別できるメールアドレス（kojin_ichirou@example.com 等のよう
にメールアドレスだけの情報の場合であっても、example 社に所属するコジンイチ
ロウのメールアドレスであることがわかるような場合等）
事例６）個人情報を取得後に当該情報に付加された個人に関する情報（取得時に生存する特
定の個人を識別することができなかったとしても、取得後、新たな情報が付加され、
又は照合された結果、生存する特定の個人を識別できる場合は、その時点で個人
情報に該当する）
事例７）官報、電話帳、職員録、法定開示書類（有価証券報告書等）、新聞、ホームページ、
SNS（ソーシャル・ネットワーク・サービス）等で公にされている特定の個人を識
別できる情報
◆個人識別符号
政令及び省令で、概略、次のように定められている。
①特定の個人の身体の一部の特徴を電子計

②役務の利用、商品の購入又は書類に付さ

算機のために変換した符号（政令1条一ほ

れる符号
（政令1条二～八ほか）

か）

＜例＞旅券番号、
免許証番号、

＜例＞指紋認証データ、顔認証データ等

個人番号
（マイナンバー）
等
国
日本 券
旅

日本
旅 国
券

JA
PA PA
AN TSSPO N
P
A
J
RT
POR
S
PAS
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〔個人情報取扱事業者が守るべきルール〕
（３）個人情報取扱事業者の義務
ア

概要
第１部

上記（１）の「個人情報」「個人データ」「保有個人データ」という保

職業紹介事業の基礎知識

護の客体ごとに、「利用」及びその「取得」「管理」「第三者提供」「本人
への対応」の場面で、概略、以下のとおり定められている。

個人情報取扱事業者の義務の概観図

利用の場面；利用目的の特定
（法15条）
、利用目的による取扱範囲の制限
〔＝目的外利用の禁止〕
（法16条）
取得の場面；不正取得の禁止
〔＝適正な取得〕
（法17条）
、取得時の利用
目的の通知等
（法18条）

第２部

管理の場面；正確性の確保（法19条）、安全管理措置〔規律整備・組
織・人・物理・技術〕
（法20条）
、従業者の監督
（法21条）
、委託先の監督
（法22条）

労働法Ⅰ（マッチング関連法令）

第三者提供；第三者提供の制限（法23条）、外国にある第三者提
供の制限
（法24条）
、
トレーサビリティの確保
（法25・26条）
本人への対応；公表等〔＝利用目的等を本人の知りうる状態に
置く等〕
（ 法27条）
、開示
（法28条）
、訂正等
（法29条）
、利用停止
等（法30条）、説明・手続・手数料・事前請求・苦情処理（法31～
35条）

注；

は個人情報を、

は個人データを対象とする。

は保有個人データを対象とするが、苦情処理（法35条）は個人情報を対象とする

イ

個人情報の利用について
第３部 労働法Ⅱ（労働条件等関連法令）

• 個人情報の利用目的をできる限り特定しなければならない。
（法 15 条）
• 特 定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り
扱ってはならない。（利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱う
場合、あらかじめ本人の同意を得る必要がある。）（法 16 条）
ウ

個人情報の取得について
• 不正な手段を用いて、個人情報を取得してはならない（法 17 条①）。
また、法令に定める場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ること
なく要配慮個人情報を取得してはならない（同②）。
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注２；要配慮個人情報とは、「本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯
罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益
が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述

H29.5.30
施行

等が含まれる個人情報」（法 2 条③）とされ、原則として、取得の際の本人の
同意が必要であることのほか、必要最小限度の手続をとることを条件にあらか
じめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供できる特例（オプトアウ
トによる第三者提供）の対象から除くこととされている。

• 個人情報を取得した場合は、速やかにその利用目的を本人に通知し又
は公表しなければならない（あらかじめその利用目的を公表している場
合を除く。）。（法 18 条①）
• 本人から直接、契約書などの書面でその人の個人情報を取得する場合
には、あらかじめ、本人に対しその利用目的を明示しなければならない
（緊急の場合を除く。）。（法 18 条②）
エ

個人データの管理について

• 個人データを正確・最新に保つよう努めなければならない。また、利
用する必要がなくなったときは遅滞なく個人データを消去するよう努め
なければならない。（法 19 条）
• 個人データの漏えい等に対する安全管理のため、必要かつ適切な措置
を講じなければならない。（法 20 条）
• 従業者（雇用関係にある従業員のみならず、取締役、執行役、理事、監事、
派遣社員等も含まれる。）に個人データを取り扱わせる場合、その従業
者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。（法 21 条）
• 個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、委託先の業者
にも必要かつ適切な監督を行わなければならない。（法 22 条）
オ

個人データの第三者への提供の制限について

• 一定の例外的な場合を除き、あらかじめ本人の同意がない限り、個人
データを第三者に提供してはならない。（法 23 条①）
• 個人データを第三者に提供できる特例（オプトアウトによる第三者提
供）が認められる場合もあるが、その場合一定の事項を個人情報保護委

H29.5.30
施行

員会に届け出るなどのルールに従う必要がある。（法 23 条②）
カ

トレーサビリティの確保について

• 第三者に個人データを提供した場合は一定の事項を記録する必要があ
る。（法 25 条）
• 第三者から個人データの提供を受ける場合は相手方の確認を行うとと
もに一定の事項を記録する必要がある。（法 26 条）
キ

保有個人データに関する事項の公表について

• 保有個人データに関して、その利用目的などの一定の事項については、
本人の知り得る状態（本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含
118
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む。）に置かなければならない。（法 27 条①）
• 本人から、その本人に関する保有個人データの利用目的の通知を求め
られたときは、利用目的を通知しなければならない。（法 27 条②）
保有個人データの開示・訂正等・利用停止等の請求について

施行

職業紹介事業の基礎知識

• 本人から、保有個人データの開示の請求を受けたときは、一定の方法

H29.5.30

第１部

ク

により、その保有個人データを開示しなければならない（法 28 条）。
• 保有個人データの内容が事実でないという理由で、その本人からその
訂正等の請求を受けた場合は、一定の範囲で必要な調査を行い、その結
果に基づき、保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。
（法 29 条）
• 本人から、その本人に関する保有個人データが利用目的の達成に必要な
範囲を超えて取り扱われているという理由又は不正に取得されたもので
あるという理由で、その保有個人データの利用の停止等の請求を受けた
場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、違反を是
正するために必要な限度で、遅滞なくその保有個人データの利用停止等

第２部

を行わなければならない。また、本人から、その本人に関する保有個人

労働法Ⅰ（マッチング関連法令）

データが第三者提供の制限（法 23・24 条）に違反して第三者に提供
されているという理由で、その保有個人データの第三者提供の停止の請
求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、
遅滞なくその保有個人データの第三者提供を停止しなければならない。
（いずれも例外あり）
（法 30 条）

第３部 労働法Ⅱ（労働条件等関連法令）
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