個人情報保護管理規程

平成29年5月2６日
一般社団法人若者自立支援長崎ネットワ－ク

第１章

総

則

（目的）
第１条

この規 程は、一 般社団 法人若 者自立 支 援長崎ネ ットワ －ク（以 下「当法 人」とい う。 ）に

おけ る 個人 情報 の 正確 性 及び 安 全性 の確 保 、個 人情 報 の秘 密保 持 に関 す る従 事者 の 責務 並び
に個人情報を取り扱う受託処理に関する措置等個人情報の保護及び適正管理を継続的に維
持、向上 させる ことを 目的と する。
２

この規 程は、当法 人のす べての 従業者 に適用す る。また、当 法人が 個人情 報を第 三者 に委

託する場 合には 、委託 先の第 三者に も遵守 させ るものと する。
（定義）
第２条

この規 程にお いて、 各項目 の定義 は次 のとおり とする 。
（１）

個人 情報
当法人が運営するサポ－トステ－ション事業の支援を受けるために来所された

方及びそ のご家 族又は ご友人 にかか る、生 存す る個人に 関する 情報で あって 、パソ コ
ン、カメ ラ、携 帯電話 、各種 電子媒 体（ USB、CD、 Ｓ D、DVD、BD な ど）及 び紙媒体 な
どに含ま れる氏 名、生 年月日 その他 の記述 又は 個人別に 付され た番号 、記号 その他 の
符号、画 像若し くは音 声によ り当該 個人を 識別 できるも の（当 該情報 のみで は識別 で
きないが 、他の 情報と 容易に 照合す ること がで き、それ により 当該個 人を識 別でき る
ものを含 む。） をいう 。
（２）

個人 情報デ ータベ ース等
個人 情報を 含む情 報の集 合物 であって 、次に 掲げる ものを いう。
①

特定の個人情報をコンピュータ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
②

個人情 報を一 定の規 則に 従って整 理する ことに より、特定 の個人 情報を 容易

に検索す ること ができ るよう に体系 的に構 成し た情報の 集合物 であっ て、目 次、
索引その 他検索 を容易 にする ために 有する もの
（３）

本

人

個人 情報に よって 識別さ れる 特定の個 人をい う。
（４）

従業 者
当法人に直接又は間接に事業者の指揮監督を受けて事業者の業務に従事してい

る者をい い、雇 用関係 にある 従業員（正社 員、契約社員 、嘱託 社員、パート 社員、ア
ルバイト 社員等 ）のみ ならず 、当法 人の、 理事 、監査役 、派遣 社 員等 も含ま れる。
（プライ バシー ポリシ ーの制 定と公 表）
第３条
２

代表者 は、個 人情報 の保護 方針を 定め 、これを 実施す る。
代表者 は、個人情 報保護方 針をプ ライ バシーポ リシー として 、文 書等で従 業者に 周知 徹底

させると ともに 当法人 のウェ ブ上に 公表す る。
（規程の 改定）
第４条

個人情 報の保 護に関 する法 律の運 用、監督官庁 のガイ ドライ ン等の 変更及 びその 他必 要に

応じて、 本規程 を改定 するも のとす る。
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第２章

安全 管 理 体制

（安全管 理体制 の構築 ）
第５条

代表者 は、個人情 報の安 全管理 のため の組織体 制を定 める。その 権限及 び責任 は、本 規程

その他「 個人情 報保護 管理規 定運用 マニュ アル 」 に定め るもの とする 。
（個人情 報管理 責任者 ）
第６条

代表者 は、以 下の業 務を行 わせる ため に 、個人 情報の 安全管 理のた めの総 責任者 とし て、

サポステ 毎に個 人情報 管理責 任者を １名 置 く。
ま た、個人情 報管理 責任者 を補佐 する 任 にあたる ために、副 責任者 １名（長 崎サポ ステ にお
いては２ 名）置 く。
（１ ）

個 人情報 保護管 理規定 および 個人情報 保護管 理規定 運用マ ニュア ルに定 める 事項

（２）

個人 情報保 護管理 措置に 関す る事項

（３）

個人 情報副 管理責 任者へ の助 言及び指 導、個人情 報 副管 理責任 者から の報告 徴収

に関する 事項
（４）

従業 者の監 督に関 する事 項

（５）

危機 管理に 関する 事項

（６）

その 他個人 情報 保 護管理 に関 する事項 全般

（実施体 制）
第７条

個人情 報管理 責任者 及び個 人情報 管理 副責任者 は、以 下の業 務を行 うもの とする 。
（１）

個人 情報保 護管理 取扱担 当者 の選定、 権限の 設定、 管理に 関する 事項

（ ２）

個 人情報 保護管理 取扱規 程、 個人情報 保護管 理取扱 手順書、 個人デ ータ取扱 台帳

の作成に 関する 事項
（３）

個人 情報の 保管、 施錠、 管理 、破棄等 に関す る事項

（４）

個人 情報の パスワ ード、 識別 コード等 の安全 管理に 関する 事項

（５）

個人 情報の 教育、 研修に 関す る事項

（６）

個人 情報の 取扱い に関す る業 務状況の 報告

（７）

個人 情報に かかる 事案発 生時 の 危機管 理対応

（８）

その 他担当 部署の 個人情 報の 安全管理 に関す る事項 全般

（個人情 報安全 管理委 員会）
第８条
２

代表者 は、個 人情報 安全管 理委員 会を サポステ 毎に設 置する 。
個人情 報安全 管理委 員会の 議長は 、個 人情報管 理責任 者が務 めるも のとし 、それ 以外 の構

成員は、 代表者 がこれ を指名 する。
３

個人情 報安全 管理委 員会は 、以下 の職 務を実施 する。
（１）

個人 情報の 安全管 理に関 する 代表者へ の助言

（ ２）

個 人情報 保護管理 規定、個 人 情報保護 管理規 定運用 マニュ アル、そ の他の 個 人情

報保護取 扱手順 書、個 人デー タ取扱 台帳等 の内 部規程の 遵守状 況の監 査
（３）

個人 情報保 護管理 にかか る安 全管理対 策の企 画、立 案、評 価及び 見直し

（４）

個人 情報保 護管理 に関す る苦 情窓口の 設置及 び苦情 対応
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（５）

危機 管理に 関する 対応

（６）

その 他個人 情報 保 護管理 にか かる安全 管理に 関する 事項

（従業者 の教育 研修）
第９条

個人情 報管理 責任者 は、従業 者に対し 、継続的、か つ、定期的 に個人 情報 保 護に関 す る教

育研修を 実施す る。
２

従業者 は、前 項の教 育研修 に参加 しな ければな らない 。

（従業者 の責務 ）
第 10 条

従 業者は 、当法 人の事 業に従 事する にあたり 、個人 情報保 護法、 本規程 、 個人 情報 保護

管理規定 運用マ ニュア ル、 そ の他の 規程を 遵守 しなけれ ばなら ない。

第３章

個 人 情 報の 取 得

（個人情 報の取 得原則 ）
第 11 条

個 人情報 の取得 は、当 法人が 行う事 業の範囲 内に限 り、か つ、あ らかじ め利用 目的 を明

確に定め 、その 目的の 達成に 必要な 限度内 にお いて行う ものと する。
（不正な 手段に よる取 得の禁 止）
第 12 条

個 人情報 の取得 は適正 な手段 により 行うもの とし、 窃取、 脅迫、 偽りそ の他不 正な 手段

により取 得して はなら ない。
（センシ ティブ 情報等 の原則 的禁止 ）
第 13 条

次の各 号に掲 げる内 容を含 む個人 情 報は、取 得して はなら ない。
（１）

思想 、信条 及び宗 教に関 する 事項

（ ２）

人種、民 族、門 地、本籍 地、 身体、精神 障害、 犯罪歴、 その他 社会的 差別の 原因

となる事 項
（３）

勤労 者の団 結権、 団体交 渉及 びその他 団体行 動の行 為に関 する事 項

（４）

集団 示威行 為への 参加、請願 権の行使 及びそ の他の 政治的 権利行 使に関 する 事項

（５）

保健 医療及 び性生 活に関 する 事項

第４章

個 人 情 報の 利 用 及び 第 三 者 提供

（利用範 囲）
第 14 条

当 法人は 、あら かじめ 本人の 同意を 得ないで 、当法 人が特 定した 利用目 的の達 成に 必要

な範囲を 超えて 個人情 報を利 用して はなら ない 。ただし 、以下 の場合 を除く 。
（1）

法令に 基づい て個人 情報を 取 り扱う場 合

（ 2）

人の 生 命 、 身 体 又は 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 とき
（ 3）

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
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て本人の 同意を 得るこ とが困 難であ るとき
（ 4）

国の 機 関 又 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 行 す

ることに 対して 協力す る必要 があっ て、本 人の 同意を得 ること により 当該事 務の遂 行
に支障を 及ぼす おそれ がある とき
（利用目 的の変 更）
第 15 条

利 用目的 の変更 は、当 法人に あって は、従前 の目的 と比較 して相 当な関 連性を 有す ると

合理 的 に認 めら れ る範 囲 とし て 変更 を行 う 場合 に限 っ て、 本人 に 通知 し 、本 人の 了 解を 得た
場合にの み行う ことが できる 。

第５章

個 人 デ ータ の 管 理

（適正管 理）
第 16 条

当法人 は、個 人デー タを正 確、か つ 、最新の 内容で 管理す るよう 努める ものと する 。

（保有個 人デー タの開 示）
第 17 条

当 法人は 、本人 から当 該個人 が識別 される保 有個人 データ の開示 を求め られた とき は、

所定の本人確認手続を経たうえで書面により当該保有個人データを開示しなければならな
い。 た だし 、本 人 又は 第 三者 の 生命 、身 体 、財 産そ の 他の 権利 や 利益 を 害す るお そ れが ある
場合、他 の法令 に違反 する場 合はこ の限り では ない。ま た、通 知しな い旨を 決定し たとき は、
遅滞なく その旨 を通知 しなけ ればな らない 。
（保有個 人デー タの利 用目 的 の通知 ）
第 18 条

当 法人は 、本人 から当 該個人 が識別 される保 有個人 データ の利用 目的の 通知を 求め られ

たと き は、 その 利 用目 的 を本 人 に通 知し な けれ ばな ら ない 。た だ し、 保 有個 人デ ー タを 本人
の知 り 得る 状態 に 置い て いる こ とに より 保 有個 人デ ー タの 利用 目 的が 明 らか な場 合 、本 人又
は第 三 者の 生命 、 身体 、 財産 そ の他 の権 利 や利 益を 害 する おそ れ があ る 場合 、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 ると きに 協 力す る必 要 があ る 場合 であ っ て、 当該
事務 の 遂行 に支 障 を及 ぼ すお そ れが ある 場 合は この 限 りで ない 。 また 、 通知 しな い 旨を 決定
したとき は、遅 滞なく その旨 を通知 しなけ れば ならない 。
（保有個 人デー タの訂 正、追 加、削 除）
第 19 条

当 法人は 、本人 から当 該本人 が識別 される保 有個人 データ の内容 が事実 と異な ると いう

理由 で 、訂 正、 追 加、 削 除（ 以 下「 訂正 等 」と いう 。 ）を 求め ら れた と きは 、本 人 確認 を経
たうえで 遅滞な く調査 を行い 、その 結果に 基づ いて訂正 等を行 わなけ ればな らない 。
２

調査の 結果 、保有 個人デー タの訂 正等 を行った とき又 は行わ ない旨 を決定 したと きは 、本

人に対し 、遅滞 なくそ の旨を 通知し なけれ ばな らない。
（保有個 人デー タの利 用停止 、消去 、第三 者提 供の停止 ）
第 20 条

当 法人は 、本人 から、 当該本 人が識 別される 保有個 人デー タが利 用目的 の制限 に違 反す

るという 理由、又は不 正の手 段によ り取得し た ものであ るとい う理由 で利用 停止又 は消去（ 以
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下「 利 用停 止等 」 とい う 。） を 求め られ た とき は、 本 人確 認手 続 を経 た うえ で、 遅 滞な く調
査を行い 、その 結果に 基づい てデー タの利 用停 止等を行 わなけ ればな らない 。
２

本人か ら当該 本人が 識別さ れる保 有個 人データ が第三 者提供 違反で あると の理由 で、第三

者へ の 提供 の停 止 を求 め られ た とき は、 本 人確 認 手 続 を経 たう え で遅 滞 なく 調査 を 行い 、そ
の結果に 基づい てこれ を停止 しなけ ればな らな い。
３

保有個 人デー タの利 用停止 等の措 置を 行ったと き又は 行わな い旨を 決定し たとき は、本人

に対し遅 滞なく その旨 の通知 をしな ければ なら ない。

第６章

監 査 、 危機 管 理 、そ の 他

（監査の 実施）
第 21 条

当 法人の 代表者 は、個 人情報 の安全 管理に関 する監 査を行 うため 、 随時 、個人 情報 管理

責任 者 、個 人情 報 管理 副 責任 者 、そ の他 の 従業 者に 対 して 、個 人 情報 の 安全 管理 状 況等 につ
いて報告 徴収を 求める ことが でき、 これに 協力 しなけれ ばなら ない。
２

個人情 報管理 責任者 は、代 表者及 び個 人情報安 全管理 委員会 に対し て、定 期的に 書面 によ

る個人情 報の安 全管理 に関す る監査 報告を 行う ものとす る。
（報告義 務）
第 22 条

従 業者が 個人情 報保護 法、本 規程、 その他個 人情報 保護管 理マニ ュアル 等の 規 程に 違反

する お それ 又は 違 反す る 事実 を 知っ た場 合 、そ の旨 を 個人 情報 管 理責 任 者又 は個 人 情報 管理
副責任者 に報告 しなけ ればな らない 。
（危機管 理対応 ）
第 23 条

代 表者及 び個人 情報管 理責任 者は、 個人情報 にかか る事故 が発生 した場 合 又は 個人 情報

保護 法 、本 規程 、 個人 情 報保 護 管理 マニ ュ アル 等の 規 程そ の他 の 規程 に 違反 する 事 実が 生じ
た場合は 、速や かに対 応する ものと する。
２

また、 個人情 報の漏 洩等 安 全確保 の上 で問題と なる事 案が発 生した 場合に は、速 やか に
事案の発 生した 経緯 、被害 状況等 につい て、委 託要項様 式 18 号「個 人情報 漏洩等 事案発 生
報告書」 により 、速や かに長 崎労働 局に報 告す るととも に、長 崎労働 局の指 示に基 づき、
被害の拡 大防止 又は復 旧等の ために 必要な 措置 を講じな ければ ならな い。

３

個 人情 報管 理責 任者は 、事 案の 発生 した 原 因を分 析し 、再 発防 止のた めに 必要 な措 置を講
じるもの とする 。

４

個人情 報管理 責任者 は、事 実関係 を調 査し、対象と なった 本人に 対する対 応を行 うと とも

に、被害 拡大防 止のた めの措 置を講 ずるも のと する。
（苦情・ 相談窓 口）
第 24 条

個 人情報 管理責 任者は 、個人 情報の 保護に関 して苦 情や相 談を受 け付け 、対応 する 相談

窓口を常 設する ものと する。
２

前項の 相談窓 口の運 営責任 者は、 個人 情報管理 副責任 者とす る。

（罰則・ 損害賠 償）
第 25 条

当 法人は 、故意 又は過 失によ り本規 程 及び個 人情報 保護管 理マニ ュアル 等の規 程 に 違反
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した 従 業者 に対 し ては 、 就業 規 則又 は労 働 契約 書等 に より 処分 を 行う と とも に、 当 法人 に損
害を与え た場合 には、 損害賠 償を請 求する もの とする。

附

則

この規 程は、 平成２ ９年５ 月２６ 日から 施行 する。
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