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第１章 総 則 

 

（目 的） 

  第１条 本規程は、株式会社障碍社（以下「当社」という。）が取扱う個人情報の取

得、利用または提供方法などを定めることにより、個人情報を適切に保護する

ことを目的とする。 

 

（適用範囲） 

  第２条 本規程は、当社において、コンピュータシステムにより処理されているか否

か、及び書面に記録されているか否か等を問わず、当社において処理されるす

べての個人情報を対象とする。 

    ２ 当社の役員、職員の個人情報についても本規程の対象とする。 

 

（用語及び定義） 

  第３条 本規程において、次の各号に掲げる用語の定義は次のとおりとする。 

 （１）個人情報：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）。 

 （２）本人：個人情報によって識別される特定の個人。 

 （３）個人情報保護管理責任者：代表者によって当社の内部から指名された者

であって、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

任及び権限を持つ者。 

 （４）部門管理者：当社の各部門において、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持つ者。 

 （５）個人情報保護教育責任者：個人情報保護管理責任者が任命し、「個人情

報保護教育規程」に従い、全従業者に対する PMS 教育を計画、実行する責

任及び権限を持つ者。 

 （６）苦情相談窓口責任者：個人情報に関する開示、訂正、削除、利用または

提供の拒否、及び苦情相談への対応について責任と権限を持つ者。 

 （７）従業者：当社の役員、職員 

 （８）本人の同意：本人が、個人情報の取扱いに関する情報を与えられたうえ

で、自己に関する個人情報の取扱いについて承諾する意思表示。本人が 15 

歳以下の子供等の場合は、保護者の同意も得るものとする。 

 （９）個人情報保護マネジメントシステム（以下、「PMS」と略して使用するこ

ともある。）：当社が、自らの事業の用に供する個人情報について、その

有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するための方針、体制、計

画、実施、監査及び見直しを含むマネジメントシステム。 

（１０）不適合：要求事項を満たしていないこと。 

（１１）是正処置：検出された不適合の原因を除去するための処置。 

（１２）予防処置：検出されていない不適合を未然に防止すること。 

（１３）目的外利用：特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報

の取扱い。 

（１４）本人にアクセスする：個人情報の利用目的の達成にあたり、本人に対

し、郵便、電話またはメールなどで連絡するまたは接触すること。 

（１５）開示対象個人情報：電子計算機を用いて検索することができるように体

系的に構成した情報の集合物または一定の規則に従って整理、分類し、目

次、索引、符合などを付すことによって特定の個人情報を容易に検索でき
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るように体系的に構成した情報の集合物を構成する個人情報であって、当

社が、本人から求められる開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停

止、消去及び第三者への提供の停止の求めの全てに応じることができる権

限を有するもの。 

 

（個人情報保護方針） 

  第４条 代表者は、個人情報保護の理念を明確にした上で、次の事項を含む個人情報保

護方針を定めるとともに、これを実行し維持しなければならない。 

 （１）事業の内容及び規模を考慮した適切な個人情報の取得、利用及び提供に

関すること（目的外利用を行わないこと及びそのための措置を講じること

を含む。） 

 （２）個人情報の取扱いに関する法令、国が定める指針及びその他の規範を遵

守すること 

 （３）個人情報の漏えい、滅失またはき損の防止及び是正に関すること 

 （４）苦情及び相談への対応に関すること 

 （５）個人情報保護マネジメントシステムの継続的改善に関すること 

 （６）代表者の氏名 

    ２ 代表者は、この方針を文書化し、従業者に周知させるとともに、一般の人が入

手可能な措置を講じなければならない。 

 

第２章 計  画 

 

（個人情報の特定） 

  第５条 個人情報保護管理責任者は、当社が自らの事業の用に供する全ての個人情報を

特定するための手順を確立し、維持しなければならない。 

 

（法令、国が定める指針及びその他の規範） 

  第６条 個人情報保護管理責任者は、個人情報の取扱に関する法令、国が定める指針そ

の他の規範を特定して参照できる手順を確立し、維持しなければならない。 

 

（リスクなどの認識、分析及び対策） 

  第７条 個人情報保護管理責任者は、第５条において特定した個人情報について、目的

外利用を行わないため、必要な対策を講じる手順を確立し、維持しなければな

らない。 

 

（資源、役割、責任及び権限） 

  第８条 代表者は、個人情報保護マネジメントシステムを確立し、実施し、維持し、改

善するために不可欠な資源を用意しなければならない。 

    ２ 個人情報保護管理責任者は個人情報保護マネジメントシステムの見直し及び改

善の基礎として、代表者に個人情報保護マネジメントシステムの運用状況を報

告しなければならない。 

 

（内部規程） 

  第９条 代表者は、必要な内部規程を文書化し、維持するとともに、個人情報保護マネ

ジメントシステムが確実に適用されるように内部規程を改訂しなければならな

い。 

 

 



-3- 

（計画書） 

 第１０条 個人情報保護管理責任者は、個人情報保護マネジメントシステムを確実に実施

するために必要な教育計画を立案し、かつ、維持しなければならない。 

    ２ 教育計画についての詳細は「個人情報保護教育規程」に定める。 

 

（緊急事態への準備） 

 第１１条 個人情報保護管理責任者は、緊急事態を特定するための手順、また、それらに

どのように対応するのかの手順を確立し、実施し、維持しなければならない。 

 

第３章 個人情報の取得に関する措置 

 

（取得範囲の制限） 

 第１２条 個人情報の取得は、当社の正当な事業の範囲内で、利用目的を明確に定め、そ

の目的の達成に必要な限度においてこれを行うものとする。 

 

（取得方法の制限） 

 第１３条 個人情報の取得は、適法かつ公正な手段によって行うものとする。 

 

（特定の機微な個人情報の取得の禁止） 

 第１４条 次に掲げる種類の内容を含む個人情報については、これを取得、利用または提

供してはならない。ただし、当該情報の取得、利用または提供について、明示

的な本人の同意、法令に特段の規定がある場合、または司法手続上必要不可欠

である場合については、この限りではない。 

 （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（所在都道府県に関する情報を除く。）、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）労働者の団結権、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の行使に

関する事項 

 （５）保健医療及び性生活に関する事項 

 

（本人から直接取得する場合の措置） 

 第１５条 本人から直接に個人情報を取得する際は、本人に対して、少なくとも、次に掲

げる事項またはそれと同等以上の内容の事項を書面もしくはこれに代わる方法

により通知し、当該個人情報の取得、利用または提供に関する同意を得るもの

とする。 

 （１）当社の各称 

 （２）個人情報保護管理責任者の氏名または職名、所属及び連絡先 

 （３）利用目的 

 （４）個人情報の提供を行うことが予定される場合には、その目的、当該情報

の個人情報受領者または個人情報受領者の組織の種類、属性及び個人情報

の取扱いに関する契約の有無 

 （５）個人情報の委託を行うことが予定される場合には、その旨 

 （６）開示対象個人情報に該当する場合、本人からの開示、訂正、追加または

削除、利用または提供の拒否の求めに応じる旨及び問合せ窓口 

 （７）本人が個人情報を与えることの任意性及び当該情報を与えなかった場合

に生じる結果 
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 （８）本人が容易に認識できない方法によって個人情報を取得する場合にはそ

の旨 

 

（第15条以外の方法によって取得する場合の措置） 

 第１６条 個人情報を第15条以外の方法によって取得する場合は、あらかじめその利用目

的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知し、または

公表しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、通知また

は公表を必要としない。 

 （１）利用目的を本人に通知し、または公表することによって本人または第三

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 

 （２）利用目的を本人に通知し、または公表することによって当社の権利また

は正当な利益を害するおそれがある場合 

 （３）国の機関また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、または公

表す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 

 （４）取得の状況から見て、利用目的が明らかであると認められる場合 

 

第４章 個人情報の利用に関する措置 

 

（利用範囲の制限） 

 第１７条 個人情報の利用は、本人が同意を与えた利用目的の範囲内で行うものとする。 

 

（目的内利用の場合の措置） 

 第１８条 次に示すいずれかに該当する場合は、前条に定める本人の同意を必要としない

ものとする。 

 （１）法令の規定による場合 

 （２）本人または公衆の生命、健康、財産等の重大な利益を保護するために必

要な場合 

 

（目的外利用の場合の措置） 

 第１９条 本人が同意を与えた利用目的の範囲を超えて個人情報の利用を行う場合または

前条（１）と（２）に掲げるいずれの場合にも当たらない個人情報の利用を行

う場合においては、少なくとも、第15条（１）から（６）に掲げる事項を書面

またはこれに代わる方法によって本人に通知し、事前の本人の同意を得、また

は利用より前の時点で本人に拒絶の機会を与える等、本人による事前の了解の

下に行うものとする。 

 

第５章 個人情報の提供に関する措置 

 

（提供範囲の制限） 

 第２０条 個人情報の提供は、本人が同意を与えた利用目的の範囲内で行うものとする。 

 

（目的内提供の場合の措置） 

 第２１条 利用目的の範囲内で行う個人情報の提供は、少なくとも、第15条（１）から

（６）に掲げる事項を書面またはこれに代わる方法によって本人に通知し、事

前の本人の同意を得、または提供より前の時点で本人に拒絶の機会を与える

等、本人による事前の了解の下に行うものとする。ただし、次に掲げるいずれ

かの場合においてはこの限りではない。 
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 （１）本人からの個人情報の取得時に、あらかじめ当該情報の提供を予定して

いる旨、第15条（４）に従い本人の同意を得ている個人情報受領者に対し

て提供を行う場合 

 （２）第18条（１）または（２）に該当する場合 

 

（目的外提供の場合の措置） 

 第２２条 利用目的の範囲を超えて個人情報の提供を行う場合または第18条（１）及び

（２）に掲げるいずれの場合にも当たらない個人情報の提供を行う場合におい

ては、少なくとも、個人情報の個人情報受領者に関する次の（１）から（６）

までに相当する事項を書面またはこれに代わる方法によって本人に通知し、事

前の本人の同意を得るものとする。ただし、既に本人が、当該事項の通知を受

け包括的な同意を与えていることが明白な場合は、この限りではない。 

 （１）個人情報受領者の個人情報に関する管理者またはその代理人の氏名また

は職名、所属及び連絡先 

 （２）利用目的 

 （３）個人情報の再提供を行うことが予定される場合には、その目的、当該情

報の個人情報受領者または個人情報受領者の組織の種類、属性及び個人情

報の取扱いに関する契約の有無 

 （４）個人情報の委託を行うことが予定される場合には、その旨 

 （５）個人情報を提供することの任意性及び当該情報を提供しなかった場合に

本人に生じる結果 

 （６）個人情報の開示を求める権利及び開示の結果、当該情報が誤っている場

合に訂正または削除を要求する権利の存在ならびに当該権利を行使するた

めの具体的方法 

 

第６章 個人情報の適正管理義務 

 

（個人情報の正確性の確保） 

 第２３条 個人情報は、利用目的に応じ必要な範囲内において、正確、かつ最新の状態で

管理するものとする。 

 

（個人情報の利用の安全性の確保） 

 第２４条 個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えいなど個

人情報に関するリスクに対して、技術面及び組織面において合理的な安全対策

を講ずるものとする。 

 

（個人情報の秘密保持に関する従事者の責務） 

 第２５条 当社において個人情報の取得、利用及び提供に従事する者は、法令の規定また

は本規程もしくは個人情報保護管理責任者及び部門管理者の指示に従い、個人

情報の秘密の保持に十分な注意を払いつつその業務を行うものとする。 

 

（個人情報を委託する場合の措置） 

 第２６条 情報処理を委託するなどのために個人情報を委託する場合は、別途定める基準

を満たしている者を選定するとともに、契約によって、次に掲げる内容を規定

し、その保護水準を担保するものとする。 

 （１）個人情報に関する秘密保持に関する事項 

 （２）再委託に関する事項 

 （３）事故時の責任分担に関する事項 
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 （４）契約終了時の個人情報の返却及び消去に関する事項 

    ２ 前項の契約などの書面またはこれに代わる記録は、個人情報の保有期間にわた

って保存しなければならないものとする。 

 

第７章 自己情報に関する本人の権利 

 

（自己情報に関する権利） 

 第２７条 本人から自己の情報について開示を求められた場合は、原則として合理的な期

間内にこれに応じるものとする。また開示の結果、誤った情報があり、訂正ま

たは削除を求められた場合は、原則として合理的な期間内にこれに応ずるとと

もに、訂正または削除を行った場合は、可能な範囲内で当該個人情報の受領者

に対して通知を行うものとする。 

 

（個人情報の利用または提供の拒否権） 

 第２８条 当社が既に保有している個人情報について、本人から自己の情報についての利

用または第三者への提供を拒まれた場合は、これに応ずるものとする。ただ

し、次に掲げるいずれかに該当する場合は、この限りではない。 

 （１）法令の規定による場合 

 （２）本人または公衆の生命、健康、財産などの重大な利益を保護するために

必要な場合 

 

第８章 組織及び実施責任 

 

（個人情報保護管理責任者の選任） 

 第２９条 代表者は、本規程の内容を理解し実践する能力のある者を、個人情報保護管理

責任者として１名指名するものとする。 

 

（個人情報保護管理責任者の責務） 

 第３０条 個人情報保護管理責任者は、本規程に定められた事項を理解し、及び遵守する

とともに、個人情報の取得、利用、または提供に従事する者にこれを理解さ

せ、及び遵守させるための教育訓練、安全対策の実施ならびに周知徹底等の措

置を実施する責任を負うものとする。 

 

（個人情報保護管理責任者による部門管理者の選任） 

 第３１条 個人情報保護管理責任者は、支店ごとに部門管理者を1名ずつ指名するものと

する。 

    ２ 個人情報保護管理責任者は、教育研修責任者を１名及び苦情・相談窓口責任者

を１名指名するものとする。 

 

（部門管理者の責務） 

 第３２条 部門管理者は、個人情報保護管理責任者から指定された組織単位で取扱う個人

情報の管理に関して責任を負うものとする。 

 

（教育研修責任者の責務） 

 第３３条 教育研修責任者は、本規程に定められた事項を理解し、及び遵守するととも

に、役員、職員に本規程を遵守させるための教育訓練を企画・運営する責任を

負うものとする。 
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（苦情・相談窓口責任者の責務） 

 第３４条 苦情・相談窓口責任者は、本規程に定められた事項を理解し、及び遵守すると

ともに、本人からの個人情報に係る問い合わせ・苦情等を受け付けて対応する

とともに、相談内容を分析し、再発防止等を検討して本規程の運営に反映させ

る責任を負うものとする。 

 

第９章 教  育 

 

（教育の実施） 

 第３５条 役員及び職員は、教育研修責任者が主催する本規程を遵守させるための教育を

可能な限り受けなければならない。教育の内容及びスケジュール等は、事業年

度毎に教育研修責任者が定める。 

 

第１０章 点  検 

 

（運用の確認） 

 第３６条 個人情報保護管理責任者は、個人情報保護マネジメントシステムが適切に運用

されていることが当社の各部門及び階層において定期的に確認されるための手

順を確立し、実施し、かつ、維持しなければならない。 

 

第１１章 是正処置及び予防処置 

 

（是正処置及び予防処置） 

 第３７条 個人情報保護管理責任者は、不適合に対する是正処置及び予防処置を確実に実

施するための責任及び権限を定める手順を確立し、実施し、維持するものと

し、その手順には、以下の事項を含めるものとする。 

ａ）不適合の内容を確認する。 

ｂ）不適合の原因を特定し、是正処置及び予防処置を立案する。 

ｃ）期限を定め、立案された適切な処置を実施する。 

ｄ）実施された是正処置及び予防処置の結果を記録する。 

ｅ）実施された是正処置及び予防処置の有効性をレビューする。 

    ２ 是正処置及び予防処置の詳細については「是正・予防に関する規則」に定め

る。 

 

第１２章 代表者による見直し 

 

（個人情報保護マネジメントシステムの見直し） 

 第３８条 代表者は、経営環境になどに照らして、適切な個人情報の保護を推進するため

に、少なくとも年１回（原則として毎年４月とし、その他必要に応じて随時）

個人情報保護マネジメントシステムの見直しを行うものとする。 

    ２ 個人情報保護管理責任者は、代表者の指示に基づき個人情報保護マネジメント

システムの見直し案を作成して代表者の承認を得るほか、当該見直し案の中に

規程・規則の制定・改廃が含まれる場合は、各規定に基づく制定・改廃手続を

行うものとする。 

    ３ 個人情報保護管理責任者は、前項の手続により見直された部分につき社内への

周知徹底を図るとともに、個人情報の取扱い方法等に変更が生じる場合は関係

部門に対し書面によりこれを指示するものとする。また、関係部門の対応につ

きフォローアップを行うとともに、対応状況を代表者に報告する。 
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第１３章 罰 則 

 

（本規程に違反した場合の措置） 

 第３９条 個人情報の取扱いにつき本規程に違反した場合は、当社の就業規則に基づき懲

戒に処す。 

 

第１４章 雑 則 

 

（規則及び細則） 

 第４０条 本規程の運用に必要な規則及び細則は別途定める。 

 

附則 

本規程は、平成27年6月1日から施行する。 




