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1. 目的 

本規程は、株式会社新世紀システムズ（以下「当社」という）における個人情報保護マネジメント

システムを実施・推進するための組織構成、責任と権限、役割及び外部組織との連絡窓口を明確

にすることを目的とする。 

 

2. 適用範囲 

本規程は、個人情報保護マネジメントシステムの実施・推進するための組織構成、責任と権限、

及び役割について、全社に適用する。 

 

3. 用語の定義 

本規程で用いる用語は、JIS Q 15001で規定する定義、ならびに『個人情報保護管理マニュア

ル』に定められた定義を利用する。 
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4. 人事・運営組織の管理手順 

4.1 構成要員 

4.1.1 構成要員の役割と責任 

当社における個人情報保護の組織体制は、別紙－１ 「個人情報保護組織体制」に明示する。

なお、個人情報保護管理責任者と監査責任者は兼任できないものとする。 

また個人情報保護の構成要員の役割と責任は別紙－２ 「構成要員の役割と責任」に明示す

る。 

JIS Q １５００１：２００６規格との対応は、別紙－３ 「JIS Q １５００１：２００６規格の項目に関する

責任と権限表」を参照のこと。 

 

4.2 個人情報保護委員会（マネジメント・レビュー） 

4.2.1 個人情報保護委員会の役割 

代表者が招集し、年度計画を決定し、個人情報保護マネジメントシステムの改廃及び運用に関

する重要な事項を決議、又は報告する委員会とする。代表者を議長として、下記の審議・決議を行

う。 

(1) 個人情報保護方針ならびに個人情報保護マネジメントシステムの見直し 

個人情報保護方針ならびに個人情報保護マネジメントシステムについて、日々の運用状

況に基づき、必要な見直しを行う。 

(2) 苦情・相談に関する重大な問題の対処 

個人情報に関わる苦情・相談において、重大な問題が発生した場合は、個人情報保護マ

ネジメントシステムの見直しを審議・決議する。 

(3) 重大事故の対処 

個人情報の重大事故発生時に本委員会で対処し、収束後個人情報保護マネジメントシス

テムの見直しを審議・決議する。 

(4) 是正・予防処置の確認 

是正・予防処置結果報告の内容を確認し、必要に応じて個人情報保護マネジメントシステ

ムの見直しを審議・決議する。 

(5) 個人情報保護推進会議からの検討要求事項 

個人情報保護推進会議の議事として扱われた内容のうち、個人情報保護マネジメントシス

テムに関わる重要な問題に関する検討要求事項について、審議し、対応の方法を決議す

る。 

 

4.2.2 個人情報保護委員会の開催時期 

代表者は、個人情報保護委員会を定期的（原則７月実施・年 1 回以上）『個人情報推進計画策

定規程』の「個人情報保護計画書」に計画された実施時期に開催する。また、代表者は、以下の状
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況が発生した場合、個人情報保護委員会の開催を検討する。 

(1) 個人情報保護マネジメントシステムに関わる重大な事故・問題が発生した場合 

(2) 個人情報保護推進会議の議長（個人情報保護管理責任者）から委員会開催を要求された

場合 

 

4.2.3 個人情報保護委員会の構成要員 

構成員 委員会での役割 

代表者 委員会の招集、委員会の議長。委員会の議事内容に関する承認 

個人情報保護管理責任者 委員会の議事進行の補佐 

部門個人情報保護責任者 委員会の議事内容に関する審議 

個人情報相談窓口責任者 委員会の議事内容に関する審議 

教育責任者 議事内容の教育に関わる責務 

監査責任者 議事内容の監査に関わる責務 

 

4.2.4 個人情報保護委員会へのインプット情報 

個人情報保護推進事務局は、個人情報保護委員会へのインプット情報を、「個人情報保護活

動状況報告書（委員会用）」に取りまとめ、検討資料として委員会へ提出する。 

 

インプット情報 対象資料 

ａ）監査及び個人情報保護マネジメントシステムの

運用状況に関する報告 

個人情報内部監査実施報告書（委員会用） 

外部審査の審査結果報告書 

個人情報推進会議議事録 

ｂ）苦情を含む外部からの意見 個人情報問題報告書 

ｃ）前回までの見直しの結果に対するフォロー  

アップ 

前回の個人情報保護委員会議事録 

ｄ）個人情報の取扱いに関する法令、国の定める

指針その他の規範の改正状況 

個人情報保護関連法規等管理表 

ｅ）社会情勢の変化、一般の認識の変化、技術の

進歩などの諸環境の変化 

個人情報保護活動状況報告書（委員会用） 

ｆ）事業者の事業領域の変化 個人情報保護活動状況報告書（委員会用） 

ｇ）改善の為の提案 個人情報保護活動状況報告書（委員会用） 

 

4.2.5 是正処置の可否の判定 

代表者は、個人情報保護委員会における審議の結果に対して、是正処置の必要性を検討する。

是正処置が必要と判断した場合は、『個人情報是正・予防処置規程』に基づき、是正処置を実施

する。 
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4.2.6 議事内容の記録 

個人情報保護推進事務局は、「個人情報保護委員会議事録」を作成し、個人情報保護管理責

任者の承認を得る。 

議事録には、以下の事項に関する決定及び処置の内容を記録する 

 

(1) 個人情報保護マネジメントシステム及びプロセスの改善。 

(2) 個人情報保護マネジメントシステムに影響を及ぼす可能性のある内部及び外部の事象に

対処するために、必要な個人情報保護活動を実現する手順の修正内容。この事象には次

の事項の変化を含む。 

① ビジネス上の要求事項 

② セキュリティ上の要求事項 

③ 現在のビジネス上の要求事項を実現するビジネスプロセス 

④ 規制又は法令等の社会環境 

⑤ 経営資源の過不足（要員、設備等） 

(3) 個人情報保護マネジメントシステムが適切で妥当、かつ効果的に運営されているかどうかの

評価。 

(4) 個人情報保護方針を含む個人情報保護マネジメントシステムの変更の必要性を評価。 

 

4.3 個人情報保護推進会議 

4.3.1 個人情報保護推進会議の役割 

個人情報保護管理責任者が招集・開催し、個人情報保護マネジメントシステムの運用状況の確

認および問題点の検討及び個人情報保護マネジメントシステムの変更を伴わない改善点の決議

を行う。 

本会議で決議できない内容は、個人情報保護委員会での審議・決議を上申する。また、必要に

応じて、個人情報保護マネジメントシステムの見直しを検討する。 

個人情報保護管理責任者を議長として、下記の事項の報告・確認等を行う。 

(1) 個人情報保護方針ならびに個人情報保護マネジメントシステムの運用状況の確認 

個人情報保護方針ならびに個人情報保護マネジメントシステムについて、部門における

日々の運用状況を確認し、運用を改善する。 

    運用状況の確認については、様式８ 運用確認チェックリストを使用して 

    各台帳に指定された頻度毎に確認を行うこと。 

(2) 日々の運用課題・苦情・相談に関する問題の対処 

個人情報に関わる日々の運用課題・苦情・相談に関して、問題点の対処方法を検討し、

改善する。 
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(3) 是正・予防処置 

是正・予防処置を検討・確認し、必要に応じて改善する。 

(4) 個人情報に関わる教育・訓練 

社会情勢や個人情報保護マネジメントシステムの見直し結果などを踏まえて、個人情報

保護に関わる教育・訓練の内容を確認し、個人情報保護にかかわる最新の教育・訓練内容

の維持・検討を行う。 

 

4.3.2 個人情報保護推進会議の開催時期 

個人情報保護管理責任者は、個人情報保護推進会議を定期的（半期に 1 回以上）に開催す

る。また、個人情報保護管理責任者は、以下の状況が発生した場合、個人情報保護推進会議の

開催を検討する。 

(1) 個人情報保護マネジメントシステムに関わる事故・問題が発生した場合 

(2) 個人情報保護マネジメントシステムに関わる運用の変更が、個人情報保護委員会で決議さ

れた場合 

(3) 部門個人情報保護責任者から開催を要求された場合 

 

4.3.3 個人情報保護推進会議の構成要員 

構成員 個人情報保護推進会議での役割 

個人情報保護管理責任者 議事進行、各部門の個人情報保護マネジメントシステムの運用と管理の確認 

部門個人情報保護責任者 部門における個人情報保護マネジメントシステムの運用についての報告と改善の審議 

 

4.3.4 個人情報保護推進会議へのインプット情報 

個人情報保護推進会議へのインプット情報は、「個人情報保護活動状況報告書（推進会議用）」

として、部門毎に取りまとめ、検討資料として推進会議へ提出する。 

インプット情報 対象資料 

ａ）個人情報保護マネジメントシステムの運用活動状況

に関する報告 

個人情報保護活動状況報告書（推進会議用） 

ｂ）苦情を含む外部からの意見／事件・事故発生状況 個人情報問題報告書 

c）是正・予防処置の状況 内部監査実施報告書 

個人情報不適合管理票／是正計画書 

予防処置計画／実施確認票 

ｅ）個人情報に関わる教育・訓練の実施状況 個人情報保護活動状況報告書（推進会議用） 

 

4.3.5 是正処置の可否の判定 

個人情報保護管理責任者は、審議結果に対して是正処置の必要性を検討する。 

是正処置が必要と判断した場合は、『個人情報是正・予防処置規程』に基づいて、是正処置を



ＰＭＳ００２ 

6 

実施する。 

 

4.3.6 議事内容の記録 

個人情報保護推進事務局は、「個人情報保護推進会議議事録」を作成し、個人情報保護管理

責任者の承認を得る。 

議事録には、以下の事項に関する決定及び処置の内容を記録する。 

(1) 推進会議での決定事項。 

(2) 個人情報保護管理責任者からの指示事項。 

(3) 個人情報委員会への報告事項。 

 

4.4 監査部門 

個人情報保護マネジメントシステムの内部監査、また日常での監視活動を通して、助言・勧告及

びフォローアップを行うことを目的とする。詳細は、『個人情報内部監査規程』を参照すること。 

 

4.5 外部組織との連絡体制 

4.5.1 法人内の組織間連絡会議 

個人情報保護方針ならびに個人情報保護マネジメントシステムの運用に関して、当社が所属す

る法人内で調整するための会議とする。 

代表者又は個人情報保護管理責任者が、必要に応じて法人内の個人情報保護に関わる責任

者を招集し、開催する。 

 

4.5.2 法人以外の外部組織との連絡 

個人情報を保護する上で、重要な役割を担う組織や監督官庁、規制当局への連絡窓口を以下

に示す。 

外部組織 連絡窓口 電話番号 

財団法人 くまもとテクノ産業財団 九州プライバシーマーク審査センター [KPJC] 096-289-5522 

経済産業省 情報処理振興課 

 

03-3501-2646 
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4.6 従業者の管理 

4.6.1 従業者の監督 

従業者は、個人情報保護に関する各種規程・細則が適切に実施されることを確実にするために、

以下の措置を実施する。 

(1) 従業者を採用するにあたっては、雇用及び契約時に「従業者の守秘義務に関する誓約書

【従業員】」及び「従業者の守秘義務に関する誓約書【構内請負・派遣】」を締結する。なお、

退職後の非開示条項に関する誓約内容も雇用及び契約時に「従業者の守秘義務に関する

誓約書【従業員】」及び従業者の守秘義務に関する誓約書【構内請負・派遣】で締結する。 

(2) 『個人情報教育・訓練規程』に基づき、教育・訓練を実施する。 

(3) 誓約書の内容に違反した場合は、『就業規則』に基づき、対処する。 

 

4.6.2 異動・昇格に際して 

異動・昇格に際して、人事担当者は、個人情報保護管理責任者に異動・昇格予定者を報告す

る。個人情報保護管理責任者は、アクセス権を管理している部門個人情報保護責任者にアクセス

権変更の指示を行う。 

 

4.6.3 退職に際して 

人事担当者は、退職する従業員から社員証を回収する。 

人事担当者は、退職者の情報を個人情報保護管理責任者へ報告を行う。 

個人情報保護管理責任者は、アクセス権を管理している部門個人情報保護責任者にアクセス

権削除の指示を行う。 

 

4.6.4 懲戒について 

人事担当者は、違反した従業員及び退職者に対して、『就業規則』ならびに代表者の指示に従

い、懲戒処罰の手続きを実施する。 

 

4.6.5 職務レベルに基づく監視 

代表者は、個人情報管理レベルの高い情報を取扱う従業員について、随時監視を行う。未遂を

含めた違反や事件・事故は、『個人情報インシデント規程』に基づき、対応する。 

 

4.6.6 記録の保管 

人事担当者は、契約書を含む書類を、『個人情報文書・記録管理規程』に基づき、管理する。 

 

4.7 外部委託業者の管理 

外部委託業者を使用する際は、『個人情報委託管理規程』に基づき、委託業者の監督及び守
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秘義務契約を締結する。 

 

5. 適用規程類 

(1) 『個人情報教育・訓練規程』(ＰＭＳ００９) 

(2) 『個人情報内部監査規程』（ＰＭＳ０１０） 

(3) 『個人情報是正・予防処置規程』（ＰＭＳ０１１） 

(4) 『個人情報委託管理規程』(ＰＭＳ０１４)  

(5) 『就業規則』 

 

6. 別紙 

(1) 別紙－1：個人情報保護組織体制 

(2) 別紙－2：個人情報保護マネジメントシステム構成要員の役割と責任 

(3) 別紙－3：規格の項目に関する責任と権限表 

 

7. 制定様式 

(1) 様式－１ 「個人情報保護活動状況報告書（委員会用）」 

(2) 様式－２ 「個人情報内部監査実施報告書（委員会用）」 

(3) 様式－３ 「個人情報保護委員会議事録」 

(4) 様式－４ 「個人情報保護活動状況報告書（推進会議用）」 

(5) 様式－５ 「個人情報保護推進会議議事録」 

(6) 様式－６ 「従業者の守秘義務に関する誓約書【従業員】」 

(7) 様式－７ 「従業者の守秘義務に関する誓約書【構内請負・派遣】」 

(8) 様式－８ 「運用確認チェックリスト」 

 



ＰＭＳ００２ 

 

■改版履歴 

版数 制定/改訂日 
該当頁/ 

該当項目 
制定理由/改訂の要点 承認 作成 

第１版 2009/08/19 全頁 新規作成   

第２版 2009/12/02 7 頁/ 

4.6.1.1 項 

本規程に退職後の非開示条項に関する内容

を追加 

  

第３版 2011/08/25 7 頁/ 

4.6.1(3)項、 

4.6.4 項、 

8 頁/5(5)項 

「従業員就業規則」を「就業規則」へ変更   

第４版 2012/01/08 4.3.1(1)項 

4.5.4 項 

運用確認チェックリストについて追記 

個人情報問題発生時の連絡表を更新 

  

第 5 版 2012/03/16 4.2.4 項 

4.3.4 項 

文言の訂正   

第 6 版 2013/05/16 4.3.1(1)項 

6．別紙 

7.制定様式 

別紙４運用確認チェックリストを削除し、様式８

運用確認チェックリストに変更 

  

第 7 版 2013/08/22 2 頁/ 

4.1.1 項 

個人情報保護管理責任者と個人情報 

保護監査責任者は兼任できないことを追記 

  

第 8 版 2015/08/14 全頁 

 

 

 

 

 

・「個人情報保護活動状況報告書（委員会

用）」に名称統一 

・「個人情報保護活動状況報告書（推進会議

用）」に名称統一 

・「個人情報保護管理責任者」に名称統一 

・「部門個人情報保護責任者」に名称統一 

  

4.1.1 「監査責任者」に訂正 

4.2.4 a) 対象資料を「個人情報内部監査実施報告書

（委員会用）」に訂正 

7.制定様式 

 

表記を「様式－数値」に統一 （例：様式－１） 

 

 


