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Ⅰ 総則 

 

１．目的 

本細則は、「個人情報管理基本規程」を受け、当社としての個人情報保護実現のための実務

的ルールを規定することを目的とする。必要に応じて、本細則から他の細則・文書を参照し、

これらも個人情報保護マネジメントシステムを実現する文書の一部とする。 

 

 

 

 

２．適用範囲 

（１）対象組織 

全社（当社に勤務する役員、社員、準社員、契約社員、派遣社員、パート及びアルバイ

ト、嘱託を含む。） 

（２）対象業務 

全業務 

（３）対象となる個人情報 

自らの事業の用に供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

日その他の記述などによって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、それによって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。）。具

体的には、「個人情報管理台帳」に定めた個人情報とする。 

 

 

 

 

３．用語の定義 

（１）従業員 

当社に勤務する役員、社員、準社員、契約社員、派遣社員、パート及びアルバイト、嘱

託を含む。（以下、従業員とする） 



 

 4 

Ⅱ 体制及び責任 

 

１．体制  

「個人情報保護のための体制図」に定める。 

（１）最高責任者 

当社における個人情報保護に関する最高責任者は、代表取締役社長とする。 

 

（２）個人情報管理責任者と内部監査責任者 

代表取締役社長は、個人情報管理責任者及び内部監査責任者を任命する。 

個人情報管理責任者は、可能な限り取締役とし、内部監査責任者と兼務してはならない。 

 

（３）部門個人情報管理者 

個人情報管理責任者は、部門毎に個人情報保護マネジメントシステムの部門個人情報管

理者を指名する。 

 

２．責任及び権限 

（１）トップマネジメントの責任及び権限 

①個人情報保護方針を設定し従業員への周知徹底 

②個人情報の保護に関する個人情報保護マネジメントシステム事項を全従業員への周知徹

底 

③JIS Q 15001 の規格内容を理解し実践する能力を持つ管理者（個人情報管理責任者）を

社内から任命し、個人情報保護マネジメントシステムの実施及び運用に関する責任及び

権限を他の責任にかわりなく付与すること 

④内部監査責任者を社内から任命し、監査を実施する上で必要な責任及び権限を付与する

こと 

⑤個人情報保護マネジメントシステムの実施及び管理に不可欠な資源を提供すること 

⑥個人情報保護マネジメントシステム文書の最終承認 

⑦個人情報保護の状況及びマネジメントシステムの見直しを、本細則に基づき実施するこ

と 

 

（２）個人情報管理責任者の責任及び権限 

個人情報管理責任者は、以下の事項を実施する上で独立した責任及び権限をもつ。  

①個人情報保護マネジメントシステムの実施及び運用に関する事項 

②個人情報保護に関する文書の審査、発行、配付 

③トップマネジメントによる個人情報保護マネジメントシステムの見直しのために必要な、

情報の取得及び報告 
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④新規に個人情報を取得する際の承認 

⑤リスク分析結果の承認 

⑥安全対策の実行管理 

⑦教育計画の立案 

⑧教育の実施及び管理 

⑨教育の記録 

（３）内部監査責任者の責任及び権限 

内部監査責任者は、以下の事項を実施する責任及び権限をもつ。 

①内部監査の計画 

②内部監査の指揮・監督 

③監査報告書の作成 

④内部監査結果のトップマネジメントへの報告 

⑤改善実施状況の追跡及び確認 

（４）内部監査員の責任及び権限 

内部監査員は、内部監査責任者の指揮・監督のもと、以下の事項を実施する責任及び権

限をもつ。 

①内部監査の実施 

②内部監査結果の内部監査責任者への報告 

③監査報告書の作成の補助 

（５）部門個人情報管理者の責任及び権限 

①自部門における個人情報の適切な管理 

②自部門における個人情報に関する教育 

③自部門におけるリスク分析及び対策の実行管理 

（６）個人情報に関する苦情及び相談窓口（個人情報問合せ窓口）担当者の責任及び権限 

①苦情及び相談の受付 

②苦情及び相談への対応 

③苦情及び必要に応じて相談内容の記録 

（７）従業員共通の責任及び権限 

従業員は以下の事項に関する責任及び権限をもつ。 

①個人情報保護方針の理解 

②個人情報の取得・利用・管理等、個人情報の取り扱いに際し、個人情報保護マネジメン

トシステム及び準拠法令を遵守すること 

③個人情報管理責任者及び部門個人情報管理者の指示に基づいた業務の遂行 

④個人情報保護マネジメントシステムに関する教育の受講 
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Ⅲ 個人情報の特定及びリスク管理 

 

１．既存個人情報の特定とリスク管理 

（１）既存個人情報の特定 

①個人情報管理責任者は、トップマネジメント、各部門長へのインタビューにより、個人

情報を取扱う主要な業務を明確にする。 

 上記の個人情報管理責任者は代表者又は代表者から権限移譲され承認した者とする。 

②①で抽出された業務にかかわる部門個人情報管理者は、該当する業務プロセスを「プロ

セス分析兼リスク対策一覧」にまとめ、業務プロセスで生じる個人情報を洗い出す。 

③部門個人情報管理者は、「個人情報管理台帳」を用いて、②で把握した個人情報に加え、

業務プロセスでは把握されない個人情報も洗い出す。 

④部門個人情報管理者は、「プロセス分析兼リスク対策一覧」及び「個人情報管理台帳」で

洗い出された個人情報を特定する。 

 

（２）リスク分析と安全対策 

①個人情報管理責任者は、「プロセス分析兼リスク対策一覧」、「個人情報管理台帳」を用い

て、安全対策の現状を把握する。 

②部門個人情報管理者は、特定された個人情報のライフサイクルごとにリスクを分析し、

認識した結果を「個人情報管理台帳」、「プロセス分析兼リスク対策一覧」に記載する。

新たなリスクを認識した場合は、「個人情報リスク対策一覧表」に随時追加する。 

③各種対策を実施してもなおリスクが存在する場合、及び経済的・技術的に対策の導入が

困難であり、リスクが受容できると判断される場合は、「残存リスク」として認識し、「個

人情報管理台帳」、「プロセス分析兼リスク対策一覧」に記載する。 

④部門個人情報管理者は、記入した「個人情報管理台帳」、「プロセス分析兼リスク対策一

覧」を個人情報管理責任者に提出する。 

⑤個人情報管理責任者は、提出された書類の内容を精査し、承認する。内容に問題があっ

た場合は承認せず、申請者に適切な指導を行なう。 

⑥個人情報管理責任者は、承認されたリスク対策の内容を「本細則」及び「安全対策細則」

等に反映する。 
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２．新規個人情報の取扱い 

（１）新規個人情報の特定とリスク管理 

①「個人情報管理台帳」に記載されていない個人情報（以下、「新規個人情報」とする）を

取得する業務が明らかになった場合、担当者は、該当する業務プロセスを「プロセス分

析兼リスク対策一覧」にまとめ、業務プロセスで生じる個人情報を洗い出し、特定する。 

②担当者は、「プロセス分析兼リスク対策一覧」を参考にしながら、①で特定された個人情

報のライフサイクルごとにリスクを分析しにリスクを記載する。新たなリスクを認識し

た場合も、「プロセス分析兼リスク対策一覧」に随時追加する。 

③各種対策を実施してもなおリスクが存在する場合、及び経済的・技術的に対策の導入が

困難であり、リスクが受容できると判断される場合は、「残存リスク」として認識し、「プ

ロセス分析兼リスク対策一覧」に記載する。 

 

（２）新規個人情報の申請 

①担当者は、個人情報の概要、取扱いの内容及び（１）②で認識したリスクとその対策を

「個人情報取扱申請書」に記載し、個人情報管理責任者に申請する。 

上記の個人情報管理責任者は代表者又は代表者から権限移譲され承認した者とする。 

②個人情報管理責任者は、「個人情報取扱申請書」の内容を精査した上で、承認する。 

③担当者は承認を受け、個人情報管理責任者に「個人情報管理台帳」への新規個人情報の

記載を依頼し、「個人情報管理台帳」、「プロセス分析兼リスク対策一覧」を個人情報管理

責任者に提出する。 

④個人情報管理責任者は、提出された書類の内容を精査し、承認する。内容に問題があっ

た場合は、申請者に適切な指導を行なう。 

⑤個人情報管理責任者は、必要に応じて、リスク対策を「本細則」又は「安全対策細則」

等に反映する。 
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３．既存個人情報の取扱内容の変更 

（１）既存個人情報の取扱内容の変更に関する申請条件 

既存の個人情報の取扱いにおいて以下に示す変更が生じる場合、部門個人情報管理者は、

事前に個人情報の概要及び変更する取扱いの内容を「個人情報取扱申請書」により申請し、

個人情報管理責任者の承認を得なければならない。 

①個人情報の取得方法を変更する場合（追加を含む） 

②個人情報の利用目的を変更する場合 

③個人情報の第三者提供が発生する場合 

（提供先及び委託先の追加・変更を含む） 

④本人へのアクセスが発生する場合 

（アクセス方法の追加・変更を含む） 

⑤その他、業務プロセスを大幅に変更する場合 

 

（２）取扱内容の変更申請とリスク管理 

①個人情報の取扱い内容を変更することが明らかになった場合、部門個人情報管理者は、

変更内容に応じてⅣ．に定める管理策を準備する。 

②部門個人情報管理者は、個人情報の概要、変更の内容、及び新たな管理策の内容を「個

人情報取扱申請書」に記載し、個人情報管理責任者に申請する。その際、必要に応じて

２．（１）の手順により、リスク対策を行なう。 

③個人情報管理責任者は、「個人情報取扱申請書」の内容を精査した上で承認する。 

④承認を受け、部門個人情報管理者は、変更内容に応じて「個人情報管理台帳」、「個人情

報リスク対策一覧表」、「プロセス分析兼リスク対策一覧」を更新し、「個人情報取扱申請

書」、変更箇所を示す書類とともに個人情報管理責任者に提出する。 

⑤個人情報管理責任者は、提出された書類の内容を精査し、承認する。内容に問題があっ

た場合は、申請者に適切な指導を行なう。 
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４．個人情報管理台帳等の管理 

（１）内容の適切性の定期的確認 

個人情報管理責任者は、毎年 8 月に、書類内容の適切性を以下の視点から確認し、書類

の内容が実態と異なる場合には、関連文書を修正する。 

①適切性確認の視点 

ａ）漏れの有無 

ｂ）組織変更や業務プロセスの変更等に基づくリスクの変化 

ｃ）新種のウィルス等、新たな脅威に対するリスク対策の強化 

ｄ）新技術の開発に伴うリスク対策の見直し 

②確認が必要な書類 

ａ）「個人情報管理台帳」 

ｂ）「個人情報リスク対策一覧表」 

ｃ）「プロセス分析兼リスク対策一覧」 
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Ⅳ．個人情報の取得・利用・提供及び管理 

 

１．原則 

（１）取得の原則 

当社において個人情報を取得する場合には以下の原則を遵守すること。 

①個人情報を取得する場合は、利用目的を「個人情報管理台帳」にて明確化し、その目的

に必要な範囲で個人情報を取得すること。 

②個人情報を取得する場合(受託を含む)は,偽りなどで取得を行わず、適法公正な手段で個

人情報を取得し、提供元又は委託先が個人情報を適正に取り扱っていることを確認し「預

かり証兼受渡しチェックリスト」に個人情報管理責任者が確認印を捺印する。 

③同意を得る際には以下のことを書面又は Web 上にて明確に提示すること。書面の場合は

｢預かり証兼受渡チェックリスト｣・｢個人情報取得・変更申請書｣・｢採用選考時にお預か

りする個人情報について｣・｢従業員の皆様からお預かりする個人情報について｣・｢在宅

の皆様からお預かりする個人情報について｣のいずれかの様式を用いて個人情報責任者

の承認を得ること。Web の場合は同意チェックボックスにチェックがなされたものを同

意とする。なお、当社 Web ページの取得フォームを用いて個人情報を取得する場合には、

必要最低限の情報とすること。 

ａ）会社名 

ｂ）個人情報管理責任者名とその連絡先 

ｃ）取得するときの個人情報の利用目的 

ｄ）第三者に提供することが予定される場合の追加事項 

－第三者に提供する目的 

－提供する個人情報の項目 

－提供の手段又は方法 

－提供先の業種及び当社との関係 

－個人情報の取扱いに関する契約がある場合その旨 

ｅ）委託が予定されている場合の追加事項 

－その旨 

ｆ）開示個人情報に該当する場合の追加事項 

－個人情報問い合わせ窓口と電話番号 

ｇ）個人情報を与えることが任意であること 

ｈ）個人情報を与えなかった場合の本人への影響 

ｉ）Cookie など本人が容易に識別できない方法による取得の場合の追加事項 

－その旨 

④同意の例外“「個人情報管理基本規程」3.4.2.4 のただし書き”に該当する場合は個人情

報管理責任者に｢個人情報取得・変更申請書｣を用いて承認を得た上で取得すること。た
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だし，人の生命，身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は事後承認でもか

まわないものとする。 

⑤利用目的を通知又は公表するための方法を検討し、個人情報管理責任者の承認を得て確

実に実施する。公表内容に変更がある場合、個人情報管理責任者の承認を得て、すみや

かに訂正を行う。もし万が一サーバダウンなどで公表されて無い場合、個人情報管理責

任者は本人へ速やかに利用目的を記した書面にて通知する。 

⑥利用目的の通知又は公表の例外“「個人情報管理基本規程」3.4.2.5 のただし書き”に該

当する場合は個人情報管理責任者に｢個人情報取得・変更申請書｣を用いて承認を得た上

で取得すること。 

⑦原則として、下記に示す要配慮個人情報の取得を行ってはならない。 

ａ）人種 

ｂ）信条 

ｃ）社会的身分 

ｄ）病歴 

ｅ）犯罪の経歴 

ｆ）犯罪により害を被った事実 

ｇ）身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む）その他の個人情報保護委員会規

則で定める心身の機能の障害があること 

ｈ）本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者により行われた疾病の予

防および早期発見のための健康診断その他の検査の結果 

ｉ）本人を被疑者または被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他

の刑事事件に関する手続が行われたこと（犯罪の経歴を除く） 

ｊ）本人を少年法 3 条 1 項に規定する少年またはその疑いのある者として、調査、観護

の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと 

ｋ）遺伝子検査結果等のゲノム情報 

⑧要配慮個人情報が業務の遂行にあたり必須の場合で、以下の条件ａ)又はｂ）を満たす場

合にのみ、個人情報管理責任者に｢個人情報取得・変更申請書｣を用いて承認を得たうえ

で取得を行うことが許される。 

ａ）書面による明示的な本人からの同意がある場合 

ｂ）以下のいずれかを満たす場合 

・法令に基づく場合 

・人の生命、身体、財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得る

ことが困難である場合 

・公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、

本人の同意を得ることが困難であるとき 

・ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂
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行することに対して、協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ること

によって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき 

・ その他、個人情報取扱事業者の義務などの適用除外とされている者及び個人情報

保護委員会規則で定められた者によって公開された要配慮情報、又は政令で定め

られた要配慮個人情報であるとき 

⑨明示的な本人の同意を得て、要配慮個人情報を取得する場合は、「個人情報に関する同意

書」によって本人からの明示的な同意を得る。 
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（２）利用の原則 

①利用目的の範囲を超えて個人情報を利用する場合(目的外利用)、その個人情報を利用する

前に、担当者はⅢ．３．に定める手順により、個人情報管理責任者の承認を得る。承認

された場合、本人に“Ⅳ．１．（１）取得の原則③ a)～ｆ)” の事項又は同等以上の

内容の事項を記した通知文書に「同意回答書」を同封して送付し、「同意回答書」の返信

にて同意を得ること。 

②目的外利用の通知の例外“「個人情報管理基本規程」3.4.2.6 のただし書き”に該当する

場合は個人情報管理責任者の承認を得た上で利用すること。目的外利用に該当するかど

うか判断に迷う場合は個人情報管理責任者に確認すること。 

③ＤＭの発送、本人への連絡など、個人情報を利用して本人に連絡又は接触する場合、そ

の本人へ連絡又は接触する前に、担当者はⅢ.３．に定める手順により、個人情報管理責

任者の承認を得る。承認された場合、本人に“Ⅳ．１．（１）取得の原則③ a)～ｆ)” 

の事項又は同等以上の内容の事項及び取得方法を記した通知文書に「同意回答書」を同

封して送付し、「同意回答書」の返信にて同意を得ること。 

④本人に連絡又は接触する措置の例外“「個人情報管理基本規程」3.4.2.７のただし書きｂ)

～ｆ)”に該当する場合は個人情報管理責任者の承認を得た上で連絡又は接触すること。 

⑤個人情報の取扱いの全部又は一部を委託された業務において当該個人情報をその利用目

的の達成に必要な範囲内で取り扱い、本人に連絡又は接触する場合、担当者は業務を引

き受ける際に委託元が個人情報保護及びガイドライン等に沿って適切に個人情報を取り

扱っていることを確認すること。 

⑥匿名加工情報の利用は行わない。 

 

（３）共同利用の原則 

①個人情報を第三者と共同利用する場合には、下記のａ）～ｆ）に示す事項又はそれと同

等以上の内容の事項を、あらかじめ、本人に取得方法を併せて通知又は表示することで、

本人が知ろうと思えば知ることができる状態に置くことを、個人情報管理責任者の承認

を得て実施する。通知又は表示する項目に変更がある場合、個人情報管理責任者の承認

を得て、すみやかに訂正を行う。 

ａ）個人情報を共同利用する旨 

ｂ）共同利用する個人情報の項目 

ｃ）共同利用する会社又は個人の範囲 

ｄ）共同利用する者の利用目的 

ｅ）共同利用する個人情報の管理責任を有する者の氏名又は名称 

ｆ）取得方法 

②本人が知ろうと思えば知ることができる状態に置く方法は以下のいずれかとする。 

ａ）ホームページにて公表 
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ｂ）会社受付に掲示 

ｃ）会社案内に記載 

 

（４）提供の原則 

①原則的に第三者に対する個人情報の提供は本人の所属する団体（同窓会等）からに依頼

による名簿販売以外は行わない。個人情報を第三者に提供する場合は、担当者はⅢ.３．

に定める手順により、個人情報管理責任者の承認を得る。承認された場合、あらかじめ、

本人に対して、“Ⅳ．１．（１）取得の原則③ a)～ｄ)” の事項又は同等以上の内容の

事項を記した通知文書に「同意回答書」を同封して送付し、「同意回答書」の返信にて同

意を得ること。 

②提供の例外“「個人情報管理基本規程」3.4.2.８のただし書きｂ)～ｇ)”に該当する場合

は個人情報管理責任者の承認を得た上で提供すること。 

③名簿販売、ＨＰ上での提供など、大量の個人情報を広く一般に個人情報を提供するため、

本人の同意を得ることが困難な場合は、個人情報管理責任者の承認を得る。この条件に

該当するかどうかは社会通念による客観的判断のもとで極力限定的な判断とすること。

承認された場合、あらかじめ、本人に対して、下記の a)～ｅ)の事項又はそれと同等以上

の内容の事項を記した通知文書を本人に通知すること。又は通知に代わる同等の措置を

担当者と個人情報管理責任者は検討し実施すること。その措置の例として取得元の担当

者から本人へ通知するなど、通知と同等といえるだけのできる限りの措置を講じること

を検討する。 

ａ) 第三者への提供を利用目的とすること  

ｂ) 第三者に提供される個人情報の項目 

ｃ) 第三者への提供の手段又は方法 

ｄ) 本人の求めに応じて当該本人の個人情報の第三者提供を停止すること 

ｅ) 個人情報の取得方法 

④株主情報を提供する場合は、個人情報管理責任者の承認を得る。承認された場合、③の

a)～ｅ)の事項又はそれと同等以上の内容の事項を記した通知文書を本人に通知する。又

は表示することで、本人が知ろうと思えば知ることができる状態に置くことを担当者と

個人情報管理責任者は検討し実施すること。 

※株主情報とは法人その他の団体（以下法人）に関する情報に含まれる、その法人の役

員及び株主に関する情報で、かつ、法令に基づくか又は本人若しくはその法人自らによ

って公開又は公表された情報を指す。 

⑤④の本人が知ろうと思えば知ることができる状態に置く方法は以下のいずれかとする。 

ａ）ホームページにて公表 

ｂ）個人情報問い合わせ窓口にて対応 

⑥原則として名簿販売以外の目的で第三者に個人情報の提供を行わない。何らかの事情に 
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より名簿販売以外での第三者に個人情報を提供する場合以下の事項を記録し５年間保管

する。 

   ・提供年月日 

   ・第三者の氏名等 

   ・本人の氏名 

   ・個人データの項目 

    ・本人の同意 

  ※但し、当社は、海外にある第三者には、提供を行わない。 

（５）保管の原則 

  ①個人データの保管については、安全対策細則に基づき、漏洩・棄損の無い様保管する。 

  ②保管された個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲内で、正確で最新の状態で管理す 

   する。 

  ③利用する必要の無くなった個人データについては、遅滞無く消去するよう努める。 
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２．各個人情報の取扱い手順 

個人情報を取扱う業務の流れ、個人情報取扱上の注意事項、リスク対策等は、「プロセス分

析兼リスク対策一覧」に定める。 

なお、各業務で共通となる個人情報取扱上の注意事項は、Ⅳ．３．～６．に定める。 

 

３．営業業務における個人情報の取扱い 

（１）適用部門 

 営業部門 

 

（２）引き合い入手時に行う作業 

①引き合いがあった場合、営業担当者は顧客へのインタビュー等を通じて個人情報の取扱

いを含む案件か否かを確認する。 

②受託業務の場合、営業担当者は、当該案件が個人情報を含む案件の場合は、「個人情報取

扱申請書（受託業務）」により取得の適切性を確認する。問題があった場合は、個人情報

管理責任者に相談の上、委託元と協議する。明らかな違反があり、違反が解決されない

場合は受託してはならない。 

③ 営業担当者は、個人情報の取得前に、Ⅲ.２．（１）の手順に従い、リスク分析とリスク

対策を行う。ただし、取得する個人情報が「個人情報管理台帳」に既に登録された個人

情報の場合は、Ⅲ.２．（１）の手順の適用は不要とする。 

④営業担当者は、当該案件が個人情報を含む案件である旨を「プロセス分析兼リスク対策

一覧」により関連部門（製作部門、情報処理部門）へ伝達する。 

 

（３）個人情報を本人から直接書面にて取得する場合 

アンケート等のマーケティング活動において新規の方法で個人情報を本人から直接書面

にて取得する場合は、営業担当者は「個人情報取扱申請書」を個人情報管理責任者に提出

し承認を得た上で“Ⅳ．１．（１）取得の原則”に基づき“Ⅳ．１．（１）取得の原則③ a)

～i)”の事項について書面により明示し本人から同意を得ること。 

 

（４）個人情報を（３）以外の方法によって取得する場合 

インターネット上など、公開された個人情報の取得や、調査会社等に委託して個人情報

を取得や受託業務での取得など（３）以外の方法によって取得する場合には、営業担当者

は「個人情報取扱申請書」又は「個人情報取扱申請書（受託業務）」を個人情報管理責任者

に提出し承認を得た上で“Ⅳ．１．（１）取得の原則”に基づき、あらかじめ Web等にて利

用目的を公表し取得する。 
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（５）受注後に行う作業 

営業担当者は、個人情報を取り扱う案件の受注後、必要に応じて以下の内容を含む「契

約書」（基本契約書又は案件毎の覚書等）を締結する。 

①個人情報に関する秘密保持 

②再委託に関する事項 

③事故時の責任分担 

④契約終了時の個人情報の返却及び消去に関する事項 

 

（６）個人情報を含む書類・媒体等の受取 

①営業担当者が直接、個人情報を受取る場合には、「預り証兼受渡しチェックリスト」をお

客様に提出し、控えを当社で保管し、コピーを関連部門へ回覧するとともに、確実に個

人情報を渡すこと。 

②メールにて受取る場合、事前に「預り証兼受渡しチェックリスト」の事項を確認し記入

した上、ファイルを暗号化して行う。 

③郵送の場合、事前に「預り証兼受渡しチェックリスト」の事項を確認し記入した上、宅

配便などの配達記録の残る方法（メール便は不可）にて行い、配達伝票の控えを保管す

る。 

 

（７）部門内での取扱い 

①データの保管 

データはパスワードを設定し、保管パソコンを定めて保管し、作業に必要な者のみア

クセス可能とする。詳細は、「安全対策細則」に規定する。 

②紙媒体及び電子媒体の保管 

紙媒体及び電子媒体は、施錠可能なキャビネット／ロッカーを保管場所として定め、

作業時以外には指定場所に収納し、施錠する。詳細は、「安全対策細則」に規定する。 

③データ入力の正確性の確保 

データ入力を伴う業務の場合、個人情報の入力を伴う業務の場合には、誤入力チェッ

クを実施する。 

 

（８）個人情報を含む書類・媒体等の返却 

書類・媒体等を返却する必要がある場合には、受取りと同様の方法で返却し、他の方

法を用いる場合には、部門個人情報管理者に承諾を得る。返却確認の記録として、「預り

証兼受渡しチェックリスト」に記録する。 
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（９）個人情報を含む書類・媒体等の廃棄 

「個人情報管理台帳」に定められた保管期間を超えた個人情報は、各部門部担当者が

速やかに廃棄する。 

①紙等の媒体は、シュレッダー又は所定の文書廃棄箱を利用する。 

②電子媒体は、物理的に破壊し、内部の情報が読み出しできないようにする。ＰＣやサー

バ内のデータも完全削除する。お客様から特に要請がない限り、バックアップデータも

保存しない。 

 

（１０）個人情報を含んだ業務の委託 

「預り証兼受渡しチェックリスト」において、委託可となっていない個人情報は、委

託を行ってはならない。委託を行う場合には、 “Ⅵ．５．個人情報の委託時の確認”に

定める手順に従う。 



 

 19 

４．システム開発業務における個人情報の取扱い 

（１）適用部門 

 情報処理部門 

 

（２）引き合い入手時に行う作業 

①ソフトウェア開発業務に関する引き合いがあった場合、情報処理部門の担当者は、顧客

企業へのインタビュー等を通じて個人情報の取扱いを含む案件か否かを確認する。 

② 個人情報を含む物件であった場合、営業担当者にその旨を伝え、見積書・仕様書等に反

映するよう依頼する。 

③情報処理担当者は個人情報の取得前に、Ⅲ.２．（１）の手順に従い、リスク分析とリス

ク対策を行う。ただし、取得する個人情報が「個人情報管理台帳」に既に登録された個

人情報の場合は、Ⅲ.２．（１）の手順の適用は不要とする。 

 

（３）個人情報を顧客企業から取得する場合 

個人情報を顧客企業から取得する場合、情報処理担当者は「個人情報取扱申請書」又は

「個人情報取扱申請書（受託業務）」を個人情報管理責任者に提出し承認を得た上で“Ⅳ．

１．（１）取得の原則”に基づき、あらかじめ Web等にて利用目的を公表し取得する。 

 

（４）受注後に行う作業 

営業担当者は、個人情報を取り扱う案件の受注後、必要に応じて以下の内容を含む「契

約書」（基本契約書又は案件毎の覚書等）を締結する。 

①個人情報に関する秘密保持 

②再委託に関する事項 

③事故時の責任分担 

④契約終了時の個人情報の返却及び消去に関する事項 

 

 

（５）個人情報を含む書類・媒体等の受取 

①担当者が直接、個人情報を受取る場合には、「預り証兼受渡しチェックリスト」をお客様

に提出し、控えを当社で保管し、コピーを関連部門へ回覧するとともに、確実に個人情

報を渡すこと。 

②メールにて受取る場合、事前に「預り証兼受渡しチェックリスト」の事項を確認し記入

した上、ファイルを暗号化して行う。 

③郵送の場合、事前に「預り証兼受渡しチェックリスト」の事項を確認し記入した上、宅

配便などの配達記録の残る方法（メール便は不可）にて行い、配達伝票の控えを保管す

る。 
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（６） 部門内での取扱い 

①データの保管 

データはパスワードを設定し、保管パソコンを定めて保管し、作業に必要な者のみア

クセス可能とする。詳細は、「安全対策細則」に規定する。 

②紙媒体及び電子媒体の保管 

紙媒体及び電子媒体は、施錠可能なキャビネット／ロッカーを保管場所として定め、

作業時以外には指定場所に収納し、施錠する。詳細は、「安全対策細則」に規定する。 

③データ入力の正確性の確保 

データ入力を伴う業務の場合、個人情報の入力を伴う業務の場合には、誤入力チェッ

クを実施する。 

④開発環境へのアクセス制限 

社内において、個人情報を使用するシステム開発等を行う場合、各種システムのアク

セスを必要最低限にとどめなければならない。詳細は、「安全対策細則」に規定する。 

⑤お客様先での開発 

お客様先で作業を行う場合には、以下のことを徹底する。 

・不要な情報は入手しないこと 

・離席する場合は、ＰＣの画面を閉じる、資料は机上からしまう等、情報漏えいに留

意すること。 

 

（７）個人情報を含む書類・媒体等の返却 

書類・媒体等を返却する必要がある場合には、受取りと同様の方法で返却し、他の方法

を用いる場合には、部門個人情報管理者に承諾を得る。返却確認の記録として、「預り証兼

受渡しチェックリスト」に記録する。 

 

（８）個人情報を含む書類・媒体等の廃棄 

「個人情報管理台帳」に定められた保管期間を超えた個人情報は、各部門部担当者が速

やかに廃棄する。 

①紙等の媒体は、シュレッダー又は所定の廃棄箱を利用する。 

②電子媒体は、物理的に破壊し、内部の情報が読み出しできないようにする。ＰＣやサー

バ内のデータも完全削除する。お客様から特に要請がない限り、バックアップデータも

保存しない。 

 

（９）個人情報を含んだ業務の委託 

「預り証兼受渡しチェックリスト」において、委託可となっていない個人情報は、委託

を行ってはならない。委託を行う場合には、 “Ⅵ．５．個人情報の委託時の確認”に定め

る手順に従う。 
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５．従業員の個人情報の取扱い 

（１）適用部門 

総務部門 

 

（２）従業員の個人情報の取得 

業務に必要な範囲内であることを確認する。 

 

（３）従業員の個人情報の利用 

①従業員情報の利用は、業務に必要な範囲内とし、外部への提供に関しても必要最小限と

する。 

②業務に必要な範囲内であっても本人に与える影響を考慮し、必要な場合には同意を得る

こと。 

③従業員情報の利用者は、作業中、利用を認められていない者に露呈しないよう、注意を

払う。また、作業終了後は、ただちに所定の保管場所に返却する。 

 

（４）従業員の個人情報の更新 

各部門担当者は、従業員情報及び従業員データベースを、その利用目的の必要な範囲内

で、最新のものにする。 

 

（５）個人情報を含む書類・媒体等の廃棄 

「個人情報管理台帳」に定められた保管期間を超えた従業員情報は、各部門個人情報管

理者が速やかに廃棄する。 

①紙等の媒体は、シュレッダー又は所定の文書廃棄箱を利用する。 

②電子媒体は、物理的に破壊し、内部の情報が読み出しできないようにする。ＰＣやサー

バ内のデータも完全削除する。お客様から特に要請がない限り、バックアップデータも

保存しない。 

 

（６）従業員の監督 

個人情報管理責任者は従業員に対し必要かつ適切な監督を行う。従業員を雇用する時の

手続は以下に定める。 

 

（７）従業員情報の開示請求への対応 

①従業員から、自らの情報について、開示及び訂正の求めがあった場合、各部門個人情報

管理者は、「個人情報問合せ対応マニュアル １．開示対象個人情報に関する求めへの対

応手順」に従う。 

②以下の情報は本人からの求めがあっても、原則、開示は不可とする。 
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ａ) 業績評価 

ｂ) 人事考課 

 

（８）従業員からの苦情対応 

従業員から、本人の情報について、苦情及び相談があった場合、各部門個人情報管理者

は、「個人情報問合せ対応マニュアル ２．苦情及び相談」に従う。 

 

 （９）ビデオ及びオンラインによる従業者モニタリング 

    原則的にビデオ及びオンラインによる従業者モニタリングは行わない。 
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６．採用応募者の個人情報の取扱い 

（１）適用部門 

人事部 

 

（２）応募者情報を本人から直接書面にて取得する場合 

①新規の方法で履歴書等の応募者情報を本人から直接書面にて取得する場合は、部門個人

情報管理者は「個人情報取扱申請書」を個人情報管理責任者に提出し承認を得る。 

②“Ⅳ．１．（１）取得の原則”に基づき“Ⅳ．１．（１）取得の原則③ a)～i)”の事項

について部門個人情報管理者は「個人情報に関する同意書」により明示し本人から同意

を得ること。 

 

（３）応募者情報を（２）以外の方法によって取得する場合 

人材サービス会社等から、応募者情報等を（２）以外の方法によって取得する場合は、

あらかじめ Web 等にて利用目的を公表しておき、部門個人情報管理者は「個人情報取扱申

請書」を個人情報管理責任者に提出し承認を得た上で“Ⅳ．１．（１）取得の原則”に基づ

き取得しなければならない。 

 

（４）応募者情報の取扱い 

①送付された履歴書等の応募書類については、鍵付きのキャビネットに保存するなどして、

不正に持ち出されないようにする。 

②面接などにおいて履歴書等を複写し利用する際には、終了時に部門個人情報管理者は必

ず回収し確実に廃棄する。 

③採用者はそのまま保存し、不採用者については、シュレッダーを用いるなどして確実に

廃棄する。 

 

（５）入社手続き 

①従業員を採用した場合、部門個人情報管理者は入社手続において「秘密保持に関する誓

約書」などの提出を求める。ただし、派遣社員の場合は会社間でも可とする。 

「秘密保持に関する誓約書」の内容は以下の項目を含むこと。 

 ・非開示条項 

 ・一定期間有効であること 

②業務に必要な範囲内において従業員情報を取得し、利用することを“Ⅳ．１．（１）取得

の原則”に基づき“Ⅳ．１．（１）取得の原則③ a)～i)”の事項について部門個人情報

管理者は「個人情報に関する同意書」により明示し本人から同意を得ること。 

③入社手続に関して、個人情報の取得方法、取得項目及び取得目的の変更がある場合、部

門個人情報管理者は「個人情報取扱申請書」を起票し、個人情報管理責任者へ提出し、
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承認を得る。 

④部門個人情報管理者は、入社時教育において、当社個人情報保護マネジメントシステム

についての説明を行う。その際、個人情報保護マネジメントシステムに反したものは、

懲戒の対象になることを説明する。 
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Ⅴ 個人情報の適正管理 

 

１．正確性の確保 

（１）入力・修正 

誤入力・誤修正の防止のため入力・修正後、当該部分を原本と比較し、正しく入力・修

正されていることを複数回チェックすること。 

 

（２）電子ファイルのバックアップ 

誤修正が後日発見された場合、正しいデータを速やかに復旧させるため、サーバのバッ

クアップを行う（「安全対策細則」参照） 

 

（３）最新状態の確保 

①担当者は会員情報、従業員情報等、本人からの申請がなければ最新に保て得ない情報に

ついては、当該情報の入手時に、変更時の申請方法を説明し、協力を依頼する。 

②組織変更等により個人情報の修正が必要な場合は、部門個人情報管理者は速やかに修正

を行う。 

③個人情報が最新の状態であることを確実にするため、部門個人情報管理者は毎年８月末

（８月末でない場合は、「個人情報管理台帳」備考欄参照）に個人情報の内容を点検する。 

 （４）個人データの消去 

   ①担当者は、利用の必要が無くなった個人データについて２．安全管理に従った方法にて 

    遅滞無く消去するように努める。 

 

２．安全管理 

（１）媒体等の社内での管理 

①個人情報を含む紙媒体及び記録媒体を社内で長期間（プロジェクト終了期間以上）にわ

たって保管する場合、「個人情報保管一覧」に記載し、部門個人情報管理者が管理する。 

②社内で長期間保管している媒体等を他部門に渡す場合、「個人情報保管一覧」に日付、受

渡し者及び提供部門名を記録する。 

③キャビネット等に保管されている個人情報を廃棄・返却する場合には、「個人情報保管一

覧」に、処理日、処理担当者及び廃棄方法等を記録する。 

 

（２）倉庫内での管理 

①部門個人情報管理者は、倉庫に個人情報を含む物品を保管する場合、「個人情報保管一

覧」に、保管している物品記載し、管理する。 

②倉庫内に保管されている個人情報を廃棄・返却する場合、「個人情報保管一覧」に、処理

日、処理担当者及び廃棄方法等を記録する。 
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（３）ＦＡＸの利用 

ＦＡＸを利用して個人情報を送信する場合、送信者は送信先の受取人に、事前に連絡の

上で送信し、事後直ちに受取人本人が受領したことを確認する。 

 

（４）社内便の利用 

社内便は「業務委託に関する秘密情報等保持契約書」を結んだ指定業者によって運営す

る 

 

（５）個人情報を含む物品の廃棄 

①個人情報を含む紙媒体を廃棄する場合、シュレッダー又は所定の文書廃棄箱を利用する。 

②個人情報を含む電子媒体を廃棄する場合、物理的に破壊し、内部の情報が読み出しでき

ないようにする。 

③ 個人情報を含むＰＣ、サーバ等を廃棄する場合、必要に応じて外部者の委託業者等を活

用し、データを完全に削除すること。 

 

（６）その他留意事項 

①個人情報を含む紙媒体及び記録媒体を用いて作業を行った場合、帰宅時には机の上に放

置せず、指定のキャビネットに収納し、鍵をかけること。 

②作業中、離席する際は、ファイルは閉じ、個人情報が露呈しないようにする。 

③コピー、ＦＡＸ等で個人情報が含まれる作業の場合には、極力、作業完了まで一貫して

行う。（仕掛中に、他の作業のために放置しない） 
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Ⅵ 個人情報の委託管理 

 

１．委託先選定基準の選定及び見直し 

（１）委託先リスト作成 

個人情報管理責任者は個人情報の処理など、業務の一部又は全てを外部に委託している

業者又は出入り業者を特定し、「委託先評価一覧表」に記載する。 

 

（２）委託先選定基準の作成 

個人情報管理責任者は、個人情報の処理など、業務の一部又は全てを外部に委託するに

当たり十分な個人情報の保護水準を満たしている者を選定するため、委託先選定基準を定

める。この基準は業務毎に当社の個人情報保護水準が同等以上とし、委託業務「委託先評

価チェックリスト」に定める。 

 

（３）委託先選定基準の見直し 

個人情報管理責任者は、十分な個人情報の保護水準を維持するため、毎年８月に「委託

先評価チェックリスト」を見直す。 

 

２．外部委託先の選定及び契約 

（１）委託先の評価・選定 

①個人情報の処理など、業務の一部又は全てを外部委託するために、新規に委託先を選定

する場合には、当該部門の個人情報管理者は、「委託先評価チェックリスト」で評価する。 

 評価の基準は、委託業務の個人情報保護水準が当社と同等以上であると客観的に認めら

れること。 

②当該部門の個人情報管理者は評価結果・評価実施日を個人情報管理責任者に報告し、個

人情報管理責任者は「委託先評価一覧表」に記載する。 

 ※詳細は「委託先評価チェックリスト」参照。 

 

（２）契約の締結する具体的な手順 

評価終了後、取引可と判断された場合には、当該個人情報の取扱いに関して、必要かつ、

適切な安全管理措置として、担当者は以下の内容を含んだ「業務委託に関する秘密情報等

保持契約書」（基本契約書又は案件毎の覚書等）を当社と受託者双方が同意し、締結する。 

締結後、「委託先評価一覧表」に締結日を記載する。 

①委託者及び受託者の責任の明確化 

②個人情報の安全管理に関する事項 

③再委託に関する事項 

④個人情報の取扱状況に関する委託者への報告の内容及び頻度 
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⑤契約内容が遵守されていることを委託者が定期的及び適宜確認できる事項 

⑥契約内容が遵守されなかった場合の措置 

⑦事件・事故が発生した場合の報告・連絡に関する事項 

⑧契約終了後の措置 

 

（３）契約書の保管 

「業務委託に関する秘密情報等保持契約書」は、個人情報の保有期間にわたって保存する。 

 

３．委託先の定期評価 

個人情報の委託を行う部門の個人情報管理者は、年１回、「委託先評価一覧表」を基に「委

託先評価チェックリスト」を用いて、委託先を評価する。評価基準を満たしていない場合、

個人情報管理責任者と協議の上、取引継続の可否を決定する。 

 

４．委託先の監督 

個人情報の委託を行う部門の個人情報管理者は、少なくとも６ヶ月に一度、委託先から個

人情報の保護に関するルールの遵守状況についての報告をさせる。但し、採用時の適性試験

評価等、委託業務が継続的でない場合はこの限りではない。 

 

５．個人情報の委託時の確認 

（１）個人情報授受の記録 

２．の手順によって契約を取りかわした委託先と個人情報の受渡しを行なう場合は、「預

り証兼受渡しチェックリスト」を用いて内容を確認の上、授受の記録を保管する。 

 

（２）個人情報の廃棄の記録 

２．の手順によって契約を取りかわした廃棄業者において、個人情報を含む媒体を廃棄

させる場合は、「預り証兼受渡しチェックリスト」を用いて廃棄した記録をとる。 

（３）定型の個人情報の委託 

委託先に定型の個人情報を委託する場合、メールにて以下の事項を確認の上、個人情報

を委託する。 

①個人情報の件数（概数） 

②委託期間 

③授受方法及び返却又は廃棄の指定 

④特記すべき安全対策 

⑤その他取扱い上の注意事項 

 ④⑤については、必要な場合のみ確認 

委託先にてメールを受信する場合には、必ずメールにて受領確認の返信をすること。 



 

 29 

Ⅶ 個人情報の開示等の請求に応じる手続き 

 

１．開示対象個人情報 

（１） 開示対象個人情報 

当社は、開示対象個人情報は、特定の個人を容易に検索できるように、目次や索引、符

号等をつけ体系的に構成した個々の個人情報のうち、当社が本人から求められる開示、内

容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止（以下、“開示等”

という。）の求めのすべてに応じることができる個人情報である。 

 

（２）開示対象とならない個人情報 

①当該個人情報の存否が明らかになることによって，本人又は第三者の生命，身体又は財

産に危害が及ぶおそれのあるもの 

②当該個人情報の存否が明らかになることによって，違法又は不当な行為を助長し，又は

誘発するおそれのあるもの 

例）不審者、クレーマー、総会屋等を本人とする個人情報 

③当該個人情報の存否が明らかになることによって，国の安全が害されるおそれ，他国若

しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上

不利益を被るおそれのあるもの 

例）防衛機密や要人行動などに関わる者を本人とする個人情報 

④当該個人情報の存否が明らかになることによって，犯罪の予防，鎮圧又は捜査その他の

公共の安全と秩序維持に支障が及ぶおそれのあるもの 

例）警察などから捜査対象者又は被疑者を本人とする個人情報 

 

（３）開示対象とならない個人情報と開示等の求めに応じない個人情報の特定 

①（１）、（２）の定義に従い、開示対象とならない個人情報を特定し、「個人情報管理台帳」

の開示対象個人情報欄に明記する。 

②開示対象個人情報ではあるが当社として開示等の求めに応じない個人情報を適切となる

よう特定し、「個人情報管理台帳」の開示対象個人情報欄に明記する。 

③個人情報管理責任者は「個人情報管理台帳」の承認する際に、①、②の承認も同時に行

う。 

 

（４）開示等の求めに応じない個人情報 

①入社時選考結果 

②業務評価 

③人事考課 

④お客様より委託されている個人情報 
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２．開示対象個人情報に関する周知等 

（１）周知手順 

１．（３）にて特定された開示対象個人情報がある場合、当該開示対象個人情報に関して

以下の事項を通知又は表示することで、本人が知ろうと思えば知ることができる状態に置

くことを、個人情報管理責任者の承認を得て実施する。通知又は表示する項目に変更があ

る場合、個人情報管理責任者の承認を得て、すみやかに訂正を行う。 

①当社名 

②個人情報管理責任者（若しくはその代理人）の氏名又は職名、所属及び連絡先 

③すべての開示対象個人情報の利用目的 ただし、“「個人情報管理基本規程」4.4.2.4 a）

～c）”の事項に該当する場合を除く 

④開示対象個人情報の取扱いに関する苦情の申し出先 

⑤当社が個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）第 37 条第 1 項の認定を

受けた者（以下、“認定個人情報保護団体”という。）の対象事業者である場合にあって

は、当該認定個人情報保護団体の名称及び苦情の解決の申し出先を明示する。 

⑥開示等の求めに応じる具体的な手続き 

 

（２）周知方法 

①ホームページにて公表  

 

３．開示等の求めに応じる対応手順 

本人からの開示等の求めに応じる手順、本人確認方法及び各求めへの対応は「個人情報問

合せ対応マニュアル １．開示対象個人情報に関する求めへの対応手順」に従う。 

 

４．苦情及び相談 

苦情及び相談に応じる手順及び対応は「個人情報問合せ対応マニュアル ２．苦情及び相

談」に従う。 
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Ⅷ 是正処置及び予防処置 

 

１．不適合 

（１）不適合の定義 

当社でいう不適合とは、要求事項を満たしておらず、個人情報の保護に大きく影響を与

えるものをいう。 

 

（２）不適合の対象 

①当社の個人情報保護マネジメントシステムの不備、不具合及びルール違反 

②個人情報保護に関わる社内トラブル 

③苦情・相談窓口にて受け付けた苦情 

④情報システムに及び個人情報に関わる事件・事故（詳細は「緊急対策細則」に定める） 

⑤内部監査で発見された不適合（詳細は「内部監査細則」に定める） 

⑥外部機関より指摘を受けた不適合 

⑦ 運用の確認で発見された不適合 

（３）不適合の対象となった事項及び不適合が予測される場合には是正処置（再発防止）もし

くは予防措置を以下の手順で講じる。 

２．是正処置（再発防止） 

  （１）是正処置（再発防止）の手順 

①不適合を発見した者は、個人情報管理責任者に報告する。 

②個人情報管理責任者は不適合の内容を確認したうえで、「再発防止・予防処置報告書」に

記録し代表者に報告と承認を得る。 

③個人情報管理責任者は関係者を召集し、不適合の原因を特定したうえで、「再発防止・予

防処置報告書」に記録し代表者に報告と承認を得る。 

④個人情報管理責任者は関係者と協議のうえ、再発防止策を「再発防止・予防処置報告書」

に記録し代表者に報告と承認を得る。 

 この時、他所で類似の不整合が発生する可能性等を考慮する。但し、急を要する場合は、

優先的に現事象に対処する。 また、是正が規格要求に適合していることも確認する。 

⑤個人情報管理責任者は実施された再発防止策の効果をしたうえで、「再発防止・予防処置

報告書」に記録し代表者に報告と承認を得る。 

⑥代表者が効果なし又は不十分と判断した場合は、個人情報管理責任者へ③の原因の特定

からやり直しを指示する。 

 

３．予防処置 

（１）予防処置の手順 

①従業員は、「放置することで不適合の発生を引き起こす」可能性のある状態を発見した場
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合・気づいた場合、適宜、個人情報管理責任者に提案する。 

②個人情報管理責任者は、内容を精査したうえで、不適合が予想されると判断した場合は

「再発防止・予防処置報告書」に記録し代表者に報告と承認を得る。 

③個人情報管理責任者は、関係者を召集し、予測される不適合の原因を特定したうえで、

「再発防止・予防処置報告書」に記録し代表者に報告と承認を得る 

④個人情報管理責任者は関係者と協議のうえ、予防措置を再発防止策として「再発防止・

予防処置報告書」に記録する。但し、予防措置が規格要求に適合していることも確認す

る。 

⑤個人情報管理責任者は実施された再発防止策の有効性を確認したうえで、「再発防止・予

防処置報告書」に記録し代表者に報告と承認を得る。 

⑥代表者が効果なし又は不十分と判断した場合は、個人情報管理責任者へ③の原因の特定

からやり直しを指示する。 
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Ⅸ 法令及びその他の規範の遵守 

 

１．法令等の特定 

個人情報管理責任者は、関連部門と協議の上、遵守すべき個人情報に関する法令及びその

他の規範を特定し、「法規制登録簿」に登録する。 

 

２．法規制登録簿の維持 

（１）維持手順 

①個人情報管理責任者は、個人情報保護マネジメントシステムの事項に継続的に注意を払

い、「法規制登録簿」に従って、法令等の改正の有無を毎月運用チェック時に確認する。 

②毎年８月に包括的な確認を行う。 

③改正があった場合、改正内容を確認の上、「法規制登録簿」の各法令・規範の最新版（最

終改正日）を更新する。 

 

３．法令等の参照 

各部署では、「法規制登録簿」に示されるＵＲＬを利用して、端末を用いて法令及びその他

の規範を参照する。 
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Ⅹ 認識 

 

１．JISQ15001:2017 規格で規定された認識をもつための年間教育計画の策定 

（１）年間教育計画の策定 

個人情報管理責任者は以下の内容を教育するため、教育計画を策定し、「教育計画書」を

作成した上、トップマネジメントの承認を受ける。 

   ①個人情報保護方針（内部向け個人情報保護方針及び外部向け個人情報保護方針） 

②当社の個人情報保護マネジメントシステムに従うことの重要性と利点 

③当社の個人情報保護マネジメントシステムに従うことの役割及び責任 

④当社の個人情報保護マネジメントシステムに違反した際に予想される結果 

 

なお、これらの講習には教育テキストを用い、それを保管すること。 

 

（２）受講回数 

全従業員が最低年１回は教育を受講するよう計画する。 

 

２．教育の実施と効果確認 

（１）従業員への教育の実施 

①従業員の教育は、個人情報管理責任者又は、部門個人情報管理者が実施する。 

②教育は外部の専門家に委託することもできる。 

③教育実施時に参加できなかった社員については、別途、個人情報管理責任者又は、部門

個人情報管理者が同等の教育を行う。 

 

（２）新規従業員への教育 

新入社員等に対しては、入社の都度、個人情報管理責任者又は部門個人情報管理者が教

育を実施する。これには、契約社員、派遣社員、パート、アルバイトの非常勤者も含むこ

ととする。 

 

（３）教育の記録 

教育の実績は、その実施者が、以下の項目を「教育実施記録」に記録する。 

①名称 

②日時 

③講師 

④受講対象 

⑤使用テキスト 

⑥教育の概要 
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（４）理解度の確認 

教育の効果については、理解度テスト又は内部監査等によって確認する。 

 

３．報告 

個人情報管理責任者は、実施後「教育実施記録」にて結果をトップマネジメントに報告す

る。 

４．教育結果のレビュー及び計画の見直し 

個人情報管理責任者は、教育の効果に関する確認結果を踏まえ、次年度の教育計画におい

て、教育内容、実施方法等を見直す。 

 

５．在宅者の教育 

   在宅者で上記１．２．３．４の運用が困難な場合は、以下に定める教育を受ける。 

  （１）教育時期、回数は年１回とし採用時又は発注時に随時行う。 

  （２）教育内容は在宅業務を中心とした教育内容とし、個人情報管理責任者が内容を精査す

る。 

  （３）教育の記録及び理解度の確認として、発注責任者が理解度を確認したうえで受講者よ

り教育資料等に自署したものを受理し、個人情報管理責任者が保管及びトップマネジ

メントに報告する。 
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ⅩⅠ 運用の確認 

 

１．各部門内での確認 

部門個人情報管理者は社内で個人情報保護マネジメントシステムが適切に運用されている

か否かについて、“Ⅳ．個人情報の取得・利用・提供及び管理”及び「安全対策細則」（例 ア

クセスログ、入退室の記録確認など）に定める内容に基づき毎月確認する。 

 

２．運用の確認手順 

（１）運用確認項目の洗い出し 

部門個人情報管理者は個人情報保護マネジメントシステムが適切に運用されていること

を確認するための項目を洗い出し、「運用確認チェックリスト」に記載する。 

 

（２）確認項目の選択及び追加 

部門個人情報管理者は「運用確認チェックリスト」から、該当する項目を選択する。ま

た、必要に応じて「確認項目」を追加する。 

 

（３）運用確認チェックリストの承認 

個人情報管理責任者は部門個人情報管理者で作成された「運用確認チェックリスト」を

承認する。 

 

（４）運用確認の実施 

部門個人情報管理者は個人情報保護マネジメントシステムの運用状況を確認し、その結

果を「運用確認チェックリスト」に記録する。 

※ただし、運用確認の結果、不備が発見された場合には、“Ⅶ．是正処置及び予防処置”

の手順に従う。 

 

（５）部門 階層 実施日 

   運用確認の対象は、全部門・全階層とし、｢運用確認チェックリスト｣の各項目に記した

確認方法で毎月全社で開催する定例会議（勉強会）時に実施する。 

 

（６）運用確認の結果報告 

部門個人情報管理者は「運用確認チェックリスト」をもとに運用確認の結果を個人情報

管理責任者に報告する。個人情報管理責任者は、トップマネジメントに報告する。 

 

個人情報の取扱いの各局面（個人情報管理台帳に示された）におけるリスクの顕著化を

防ぐべく運用中に発生したインシデント・アクシデント等の課題を継続的に改善すること
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によりマネジメントレベルの向を上図る。 

 

ⅩⅡ マネジメントレビュー  

 

１．見直しの手順 

トップマネジメントは個人情報を適切に保護しつづけるために、根本に立ち返り、個人情

報管理責任者、内部監査責任者などから現状の個人情報保護マネジメントシステムに対する

情報や個人情報に関する事故事例、参考となる他社の事例、法令などの改正などの情報も考

慮し、個人情報保護マネジメントシステムの見直しを実施する。 

（１）参照情報 

①監査（「内部監査報告書」） 

②運用情報（個人情報保護マネジメントシステムの運用状況） 

③苦情 

④前回見直し結果に対するフォローアップ 

⑤個人情報の取扱いに関する法令その他の規範の改正状況 

⑥社会情勢の変化 

⑦事業領域の変化 

⑧改善のための提案 

⑨再発防止・予防処置報告書 

⑩その他 

 

（２）実施時期 

毎年内部監査終了１ヶ月以内に実施する。 

ただし、トップマネジメントの判断により、追加で臨時実施しても良い。 

 

（３）結果の記録 

①見直しの結果については、「マネジメントレビュー」に記録する。 

 記録には、継続的改善の機会、個人情報保護マネジメントシステムのあらゆる変更 

の必要性に関する決定を含める。 

②指示内容は、個人情報管理責任者及び部門個人情報管理者を通じて、関連従業員に徹

底する。 
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ⅩⅢ 文書・記録の管理 

 

１．文書化した情報（記録を除く。）の文書管理の手順 

個人情報保護に関する文書化した情報（記録を除く。）の管理を以下のとおり行う。 

①必要な文書化した情報（記録を除く。）、並びにこれらの作成及び承認の責任及び権限を、

｢管理文書・様式・記録一覧表｣に規定する。なお、当該権者が不在の場合、審査、承認

は上位者又は権限を委譲された者が行うことができる。 

②文書化した情報（記録を除く。）の最新版の状態を、｢管理文書・様式・記録一覧表｣で明

確にする。 

③文書化した情報（記録を除く。）の最新版は個人情報管理責任者が管理し、電子掲示板を

利用して全社で閲覧可能にする。 

④文書化した情報（記録を除く。）の改訂にあたっては個人情報保護マネジメントシステム

を運用するにあたって、文書・様式の内容について適切か否か確認し、個人情報管理責

任者が承認及び発行する 

⑤文書化した情報（記録を除く。）の最新版の発行に際しサーバの旧版のデータを削除する。 

⑥電子データにて旧版の文書化した情報（記録を除く。）を保管する場合には、ファイル名

に作成年月日を付けて識別する。旧版を別の媒体に保存するなど、間違って使用しない

ように管理する。 

⑦文書化した情報（記録を除く。）の世代管理は｢管理文書・様式・記録一覧表｣に定め、旧

版が利用されないように適切に管理する。また、世代管理しないものについては適切に

廃棄する。 

 

２．記録管理の手順 

   記録管理を以下の記録に対して行う。 

a) 個人情報の特定に関する記録。 

b) 法令、国が定める指針及びその他の規範の特定に関する記録。 

c) 個人情報保護リスクの認識、分析及び対策に関する記録。 

d) 計画書 

e) 利用目的の特定に関する記録。 

f) 保有個人データに関する開示等（利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、

利用停止又は消去、第三者提供の停止）の請求等への対応記録。 

g) 教育の実施記録。 

h) 運用の確認の記録。 

i) 内部監査報告書。 

j) 是正処置の記録。 

k) マネジメントレビューの記録。 
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当社は、個人情報保護に関する記録の管理について以下手順を確立し、実施し、かつ、い

じする。 

①個人情報保護の管理に必要な記録は｢管理文書・様式・記録一覧表｣に明確にする。 

②記録は、見出しなどで識別する。 

③担当者は、記録が必要な所で、入手可能かつ利用に適した状態を維持し、また、記録が

十分に保護されている（例えば、機密性の喪失、不適切な使用及び完全性の喪失からの

保護）ように保管する。 

④電子媒体で保管する場合には、権限者以外は削除・訂正が不可能な状態で保管し、バッ

クアップを取る。 

⑤保管期限を過ぎたものについては、各部門個人情報管理者が、廃棄等適切に処理をする。 
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個人情報問合せ対応マニュアル 

 

 

１．開示対象個人情報に関する請求等への対応手順 

 

（１）受付窓口 

開示などの求めには、個人情報問い合わせ窓口がこれに応じる。個人情報問い合わせ

窓口は、人事総務部門お客さま窓口担当者とする。（「個人情報保護のための体制図」

に定める。） 

 

（２）開示などの求めに応じる手順 

開示等の求めには、「個人情報に関する開示等申請書」を記入していただき、面談又は

郵送により受け付ける。 

① 開示等の請求等があった場合は、以下の事項を伝える。 

・申し出先 

・「個人情報に関する開示等申請書」の提出 

・本人確認の方法 

・手数料の料金と徴収方法 

② 「個人情報に関する開示等申請書」を受け付けた場合、個人情報管理責任者へ報告

をする。 

③ 開示請求対応者は当該本人または当該本人に委託された代理人であるかを確認の上

で対応する。 

④ 一致した場合には、入金確認を行った上で「個人情報に関する開示等申請書」の内

容に従い開示を行う。 

⑤ 対応が終了したら「個人情報苦情・問合せ記録表」に記載し、個人情報管理責任者

へ報告をする。 
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（３）本人確認方法 

① 面談による場合 

ａ）従業員の場合は Staff Pass 等の提示にて確認を取る。 

ｂ）お客様及び採用応募者の場合は運転免許証、各種健康保険証、年金手帳等、旅

券（パスポート）、住民票の写しのいずれかの提示にて本人の属性（生年月日等）

を複数質問し確認を取る。 

ｃ）代理人の場合は代理人であることの証明として、当該本人からの委任状と当該

本人の住民票の写しがあることを確認する。さらに代理人自身の本人確認を運

転免許証、各種健康保険証、年金手帳等、旅券（パスポート）、住民票の写しの

いずれかの提示にて、本人の属性（生年月日等）を複数質問することによって

確認を取る。 

② 郵送による場合 

ａ）運転免許証、各種健康保険証、年金手帳等、旅券（パスポート）、住民票の写し

のいずれかのコピーの送付を受け、こちらから電話し、本人の属性（生年月日

等）を複数質問することによって確認をとる。 

ｂ）代理人の場合は代理人であることの証明として、当該本人からの委任状と当該

本人の住民票の写しがあることを確認する。さらに代理人自身の本人確認を運

転免許証、各種健康保険証、年金手帳等、旅券（パスポート）、住民票の写しの

いずれかのコピーの送付を受け、こちらから電話し、本人の属性（生年月日等）

を複数質問することによって確認を取る。 

③不審者への対応 

 本人確認ができないなど、不審な問い合わせ、開示請求を受け付けた場合には、

速やかに個人情報管理責任者へ連絡し、指示を仰ぐ。 

 

（４）手数料及びその徴収方法 

① 開示、利用目的の通知の請求にあたり１件につき５００円(為替発行料金等は本人負

担)とする。 

② この手数料には当社から本人への郵送の際の簡易書留料金を含む。 

③ その他、実費を要した場合は、別途、請求とする。 

④ 内容の訂正・追加・削除・および利用停止の場合は、手数料は徴収しない。 

⑤ 手数料の徴収方法は、定額小為替とする。 
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（５）各請求への対応方法 

開示方法は、原則、書面によるものとするが、開示請求を行った者が同意している場合

には、同意された方法でも可とする。 

① 利用目的の通知 

すみやかに個人情報管理責任者に｢個人情報開示請求書｣を用いて承認を得て、郵便

書留など配達記録の残る方法にて利用目的を通知する。以下ａ）～ｄ）の理由によ

り応じない場合、個人情報管理責任者に承認を得て、書留郵便にてその旨を通知し

説明する。 

ａ）利用目的を本人に通知し、又は公表することによって本人又は第三者の生命、

身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。 

ｂ）利用目的を通知し、又は公表することによって当社の権利又は正当な利益を害

するおそれがある場合。 

ｃ）国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力す

る必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することによ

って、事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合。 

ｄ）すべての開示対象個人情報の利用目的が本人の知り得る状態に置かれているこ

とによって明らかな場合。 

② 開示 

すみやかに個人情報管理責任者に｢個人情報開示請求書｣を用いて承認を得て、郵便

書留など配達記録の残る方法にて開示する。以下④ａ）～ｃ）の理由により応じな

い場合、個人情報管理責任者に承認を得て、書留郵便にてその旨を通知し説明する。 

③ 訂正、追加、削除 

すみやかに調査を行い、その結果に基づき個人情報管理責任者に｢個人情報開示請求

書｣を用いて承認を得て、訂正を行なう。訂正後、郵便書留など配達記録の残る方法

にてその旨（訂正などの内容を含む）を通知する。応じない場合、個人情報管理責

任者に承認を得て、郵便書留など配達記録の残る方法にて応じない旨を通知し説明

する。 

④ 利用の停止、消去、第三者への提供の停止 

すみやかに個人情報管理責任者に｢個人情報開示請求書｣を用いて承認を得て措置を

講じる。措置後、郵便書留など配達記録の残る方法にてその旨を通知する。以下ａ）

～ｃ）の理由により応じない場合、個人情報管理責任者に承認を得て、郵便書留な

ど配達記録の残る方法にて応じない旨を通知し説明する。 

ａ）本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場

合。 

ｂ）当社の適正な業務の実施に著しく支障を及ぼす恐れがある場合。 

ｃ）法令に違反することとなる場合。 
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２．苦情及び相談 

 

（１）受付窓口 

個人情報の取扱いや当社個人情報保護マネジメントシステムに関する苦情及び相談には、個

人情報に関する苦情・相談窓口がこれに応じる。なお、個人情報に関する苦情・相談窓口は、

人事総務部門お客さま窓口担当者とする。（「個人情報保護のための体制図」に定める。） 

 

（２）対応手順 

① 電話／ＦＡＸ／メールのいずれかの方法で個人情報に関する苦情及び相談の申出が

あった場合は，対応者は速やかに「個人情報の問合せ窓口」に取り次ぐ。 

② 対応者は「個人情報苦情・問合せ記録表」に記載し、個人情報管理責任者または部

門個人情報管理者に報告する。 

③ 窓口担当は対応する。なお、必要に応じて個人情報管理責任者または部門個人情報

管理者に連絡し、対応内容に関する承認を得た上で対応を行う。 

④ 対応が終了したら「個人情報苦情・問合せ記録表」に記載し、個人情報管理責任者

へ報告をする。 

⑤ 個人情報管理責任者はその内容を踏まえ、再発防止が必要と判断した場合は“Ⅶ ２．

是正処置（再発防止）”に従いこれに応じる。苦情や相談内容及び対応結果をトップ

マネジメントに報告すること。 

⑥ 個人情報漏えい事故などの個人情報に直接関係する緊急事態もしくはウィルスの侵

入によるシステムダウンなどの情報システムに関する緊急事態の場合「緊急対策細

則」に従う。 

 

 


