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『別紙－1：JIS Q １５００１：２００６と規程類との対応表』 

JISQ15001 要求事項 

対応する PMS の規程の名称と項

番 

（上位規程から階層的に記述） 

使用する様式 

3.1 一般要求事項 個人情報保護管理マニュアル 

3.1 個人情報保護に関する一般 

要求事項 

－ 

3.2 個人情報保護方針 個人情報保護管理マニュアル 

3.2 個人情報保護方針 

・個人情報に関する基本方針 

－ 

3.3 計画 … …. 

3.3.1 個人情報の特定 個人情報保護管理マニュアル 

3.3.1 個人情報の特定 

・個人情報特定規程 

 

 

様式－１ 個人情報取扱業

務整理ｼｰﾄ 

様式－２ 個人情報管理台

帳 

様式－３ 個人情報申請書 

3.3.2 法令，国が定め

る指針その他の規範 

個人情報保護管理マニュアル 

3.3.2 法令およびその他の規範 

・個人情報コンプライアンス規程 

 

 

様式－１ 個人情報保護関

連法規等管理表 

3.3.3 リスクなどの認

識，分析及び対策 

個人情報保護管理マニュアル 

3.3.3 リスクなどの認識・分析 

および対策 

・個人情報リスクアセスメント規

程 

 

 

 

様式－１ リスク・対策マッ

プ 

様式－２ 個人情報リスク

アセスメント結果台帳 

3.3.4 資源，役割，責

任及び権限 

個人情報保護管理マニュアル 

3.3.4 資源、役割、責任および権限 

・個人情報組織・人的管理規程 

・個人情報推進計画策定規程  

 

 

 

様式－１ 個人情報保護推

進計画書 

様式－２ マスタースケジ

ュール 

3.3.5 内部規程 個人情報保護管理マニュアル 

3.3.5 内部規程 

・個人情報組織・人的管理規程 

－ 
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・個人情報文書・記録管理規程 

・個人情報特定規程 

・個人情報リスクアセスメント規

程 

・個人情報コンプライアンス規程 

・個人情報インシデント規程 

・個人情報教育・訓練規程 

・個人情報内部監査規程 

・個人情報是正処置・予防処置規

程 

・個人情報取得・利用・提供規程 

・個人情報安全管理規程 

・個人情報物理的安全対策細則 

・個人情報技術的安全管理細則 

・個人情報委託管理規程 

・個人情報相談・開示規程 

・就業規程 

3.3.6 計画書 個人情報保護管理マニュアル 

3.3.6 計画書 

・個人情報推進計画策定規程 

 

 

様式－１ 個人情報保護計

画書 

3.3.7 緊急事態への準

備 

個人情報保護管理マニュアル 

3.3.7 緊急事態への準備 

・個人情報インシデント規程 

 

 

様式－１ 個人情報問題報

告書 

様式－２ 障害のご報告及

びお詫び（事件・事故対応中

版） 

様式－３ 障害のご報告及

びお詫び（事件・事故対応完

了版） 

3.4 実施及び運用 …… …… 

3.4.1 運用手順 個人情報保護管理マニュアル 

3.4.1 運用管理 

・個人情報教育・訓練規程 

・個人情報取得・利用・提供規程 

・個人情報安全管理規程 

・個人情報物理的安全対策細則 

・個人情報技術的安全管理細則  

・個人情報委託管理規程 
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・個人情報相談・開示規程 

3.4.2 取得、利用及び提

供に関する原則 

…… …… 

3.4.2.1 利用目的の特

定 

個人情報保護管理マニュアル 

3.4.2 取得・利用および提供に 

関する原則(1)利用目的の特定 

・個人情報取得・利用・提供規程 

 

 

 

様式－１ お客様への利用

目的通知書・同意書 

様式－２ 従業員への利用

目的通知書・同意書 

様式－３ 採用応募者への

利用目的通知書・同意書 

様式－５ 利用目的の変更

通知書 

様式－６ 「利用目的変更の

諾否通知書」 

様式－７ 「個人情報授受記

録台帳」 

様式－８ 「個人情報の預託

に関する御依頼書兼承諾書」 

様式－９ 「特定機微な個人

情報取得・利用・提供申請書」 

様式－１０「同意適用除外申

請書」 

様式－１１「公表・通知適用

除外申請書」 

様式－１２「利用適用除外申

請書」 

様式－１３「本人へのアクセ

ス申請書」 

様式－１４「提供申請書」 

様式－１５ 「個人情報提供

に関する同意の確認書」 

様式－１６「個人情報受領

書」 

様式－１７「個人情報返還通

知書」 

様式－１８「個人情報廃棄通

知書」 

3.4.2.2 適正な取得 個人情報保護管理マニュアル  
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3.4.2 取得・利用および提供に 

関する原則(2)適正な取得 

・個人情報取得・利用・提供規程 

 

 

様式－１ お客様への利用

目的通知書・同意書 

様式－２ 従業員への利用

目的通知書・同意書 

様式－３ 採用応募者への

利用目的通知書・同意書 

様式－５ 利用目的の変更

通知書 

様式－６ 「利用目的変更の

諾否通知書」 

様式－７ 「個人情報授受記

録台帳」 

様式－８ 「個人情報の預託

に関する御依頼書兼承諾書」 

様式－９ 「特定機微な個人

情報取得・利用・提供申請書」 

様式－１０「同意適用除外申

請書」 

様式－１１「公表・通知適用

除外申請書」 

様式－１２「利用適用除外申

請書」 

様式－１３「本人へのアクセ

ス申請書」 

様式－１４「提供申請書」 

様式－１５ 「個人情報提供

に関する同意の確認書」 

様式－１６「個人情報受領

書」 

様式－１７「個人情報返還通

知書」 

様式－１８「個人情報廃棄通

知書」 

3.4.2.3 特定の機微な

個人情報の取得、利用

及び提供の制限 

個人情報保護管理マニュアル 

3.4.2 取得・利用および提供に関す

る原則(3)特定機微な個人情報の

取得の制限 

・個人情報取得・利用・提供規程 

 

 

 

 

様式－１ お客様への利用
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 目的通知書・同意書 

様式－２ 従業員への利用

目的通知書・同意書 

様式－３ 採用応募者への

利用目的通知書・同意書 

様式－５ 利用目的の変更

通知書 

様式－６ 「利用目的変更の

諾否通知書」 

様式－７ 「個人情報授受記

録台帳」 

様式－８ 「個人情報の預託

に関する御依頼書兼承諾書」 

様式－９ 「特定機微な個人

情報取得・利用・提供申請書」 

様式－１０「同意適用除外申

請書」 

様式－１１「公表・通知適用

除外申請書」 

様式－１２「利用適用除外申

請書」 

様式－１３「本人へのアクセ

ス申請書」 

様式－１４「提供申請書」 

様式－１５ 「個人情報提供

に関する同意の確認書」 

様式－１６「個人情報受領

書」 

様式－１７「個人情報返還通

知書」 

様式－１８「個人情報廃棄通

知書」 

3.4.2.4 本人から直接

書面によって取得する

場合の措置 

個人情報保護管理マニュアル 

3.4.2 取得・利用および提供に関す

る原則(4)本人から直接書面によ

って取得する場合の措置 

・個人情報・取得・利用・提供規

程 

 

 

 

 

様式－１ お客様への利用

目的通知書・同意書 

様式－２ 従業員への利用

目的通知書・同意書 



制定日：2009/08/19 

更新日：2017/08/17 

様式－３ 採用応募者への

利用目的通知書・同意書 

様式－５ 利用目的の変更

通知書 

様式－６ 「利用目的変更の

諾否通知書」 

様式－７ 「個人情報授受記

録台帳」 

様式－８ 「個人情報の預託

に関する御依頼書兼承諾書」 

様式－９ 「特定機微な個人

情報取得・利用・提供申請書」 

様式－１０「同意適用除外申

請書」 

様式－１１「公表・通知適用

除外申請書」 

様式－１２「利用適用除外申

請書」 

様式－１３「本人へのアクセ

ス申請書」 

様式－１４「提供申請書」 

様式－１５ 「個人情報提供

に関する同意の確認書」 

様式－１６「個人情報受領

書」 

様式－１７「個人情報返還通

知書」 

様式－１８「個人情報廃棄通

知書」 

3.4.2.5 個 人 情 報 を

3.4.2.4 以外の方法に

よって取得した場合の

措置 

個人情報保護管理マニュアル 

3.4.2 取得・利用および提供に関す

る原則(5)個人情報を「本人から直

接取得する場合」以外の方法によ

って取得した場合の措置 

・個人情報・取得・利用・提供規

程 

 

 

 

 

 

様式－１ お客様への利用

目的通知書・同意書 

様式－２ 従業員への利用

目的通知書・同意書 

様式－３ 採用応募者への

利用目的通知書・同意書 
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様式－５ 利用目的の変更

通知書 

様式－６ 「利用目的変更の

諾否通知書」 

様式－７ 「個人情報授受記

録台帳」 

様式－８ 「個人情報の預託

に関する御依頼書兼承諾書」 

様式－９ 「特定機微な個人

情報取得・利用・提供申請書」 

様式－１０「同意適用除外申

請書」 

様式－１１「公表・通知適用

除外申請書」 

様式－１２「利用適用除外申

請書」 

様式－１３「本人へのアクセ

ス申請書」 

様式－１４「提供申請書」 

様式－１５ 「個人情報提供

に関する同意の確認書」 

様式－１６「個人情報受領

書」 

様式－１７「個人情報返還通

知書」 

様式－１８「個人情報廃棄通

知書」 

3.4.2.6 利用に関する

措置 

個人情報保護管理マニュアル 

3.4.2 取得・利用および提供に関す

る原則(6)利用に関する措置 

・個人情報・取得・利用・提供規

程 

 

 

 

様式－１ お客様への利用

目的通知書・同意書 

様式－２ 従業員への利用

目的通知書・同意書 

様式－３ 採用応募者への

利用目的通知書・同意書 

様式－５ 利用目的の変更

通知書 

様式－６ 「利用目的変更の

諾否通知書」 
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様式－７ 「個人情報授受記

録台帳」 

様式－８ 「個人情報の預託

に関する御依頼書兼承諾書」 

様式－９ 「特定機微な個人

情報取得・利用・提供申請書」 

様式－１０「同意適用除外申

請書」 

様式－１１「公表・通知適用

除外申請書」 

様式－１２「利用適用除外申

請書」 

様式－１３「本人へのアクセ

ス申請書」 

様式－１４「提供申請書」 

様式－１５ 「個人情報提供

に関する同意の確認書」 

様式－１６「個人情報受領

書」 

様式－１７「個人情報返還通

知書」 

様式－１８「個人情報廃棄通

知書」 

3.4.2.7 本人にアクセ

スする場合の措置 

個人情報保護管理マニュアル 

3.4.2 取得・利用および提供に関す

る原則(7)本人にアクセスする場

合の措置 

・個人情報・取得・利用・提供規

程 

 

 

 

 

様式－１ お客様への利用

目的通知書・同意書 

様式－２ 従業員への利用

目的通知書・同意書 

様式－３ 採用応募者への

利用目的通知書・同意書 

様式－５ 利用目的の変更

通知書 

様式－６ 「利用目的変更の

諾否通知書」 

様式－７ 「個人情報授受記

録台帳」 

様式－８ 「個人情報の預託
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に関する御依頼書兼承諾書」 

様式－９ 「特定機微な個人

情報取得・利用・提供申請書」 

様式－１０「同意適用除外申

請書」 

様式－１１「公表・通知適用

除外申請書」 

様式－１２「利用適用除外申

請書」 

様式－１３「本人へのアクセ

ス申請書」 

様式－１４「提供申請書」 

様式－１５ 「個人情報提供

に関する同意の確認書」 

様式－１６「個人情報受領

書」 

様式－１７「個人情報返還通

知書」 

様式－１８「個人情報廃棄通

知書」 

3.4.2.8 提供に関する

措置 

個人情報保護管理マニュアル 

3.4.2 取得・利用および提供に関す

る原則(8)提供に関する措置 

・個人情報・取得・利用・提供規

程 

 

 

 

様式－１ お客様への利用

目的通知書・同意書 

様式－２ 従業員への利用

目的通知書・同意書 

様式－３ 採用応募者への

利用目的通知書・同意書 

様式－５ 利用目的の変更

通知書 

様式－６ 「利用目的変更の

諾否通知書」 

様式－７ 「個人情報授受記

録台帳」 

様式－８ 「個人情報の預託

に関する御依頼書兼承諾書」 

様式－９ 「特定機微な個人

情報取得・利用・提供申請書」 

様式－１０「同意適用除外申
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請書」 

様式－１１「公表・通知適用

除外申請書」 

様式－１２「利用適用除外申

請書」 

様式－１３「本人へのアクセ

ス申請書」 

様式－１４「提供申請書」 

様式－１５ 「個人情報提供

に関する同意の確認書」 

様式－１６「個人情報受領

書」 

様式－１７「個人情報返還通

知書」 

様式－１８「個人情報廃棄通

知書」 

3.4.3 適正管理 …… …… 

3.4.3.1 正確性の確保 個人情報保護管理マニュアル 

3.4.3 適正管理(1)正確性の確保 

・個人情報安全管理規程 

・個人情報物理的安全対策細則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式－１ 「物理アクセス権限

グループ名簿」 

様式－２ 「来社受付票」 

様式－３ 「鍵貸出し管理一覧

表」 

様式－４ 「情報設備導入・移

動・廃棄管理台帳」 

様式－５ 「オフィス機器持ち

出し管理台帳」 

様式－６ 「媒体持ち出し管理

台帳」 

様式－７ 「文書持ち出し管理

台帳」 

様式－９ 「社内ソフト持ち出

し管理台帳」 

様式－１０ 「最終戸締りチ

ェックシート」 

様式－１１ 「社内書籍持ち

出し管理台帳」 
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・個人情報技術的安全管理細則 

  

様式－1『アカウント作成依

頼書』 

様式－2『MＬ申請依頼書』 

様式－3『使用許可アプリ一

覧』 

様式－4『バックアップ履歴

台帳』 

様式－5『運用記録台帳』 

様式－6『基幹サーバアクセ

ス権限表』 

様式－7『定期点検簿』 

様式－8『ファイル交換ソフ

ト禁止に関する誓約書』  

3.4.3.2 安全管理措置 個人情報保護管理マニュアル 

3.4.3 適正管理(2)安全管理措置 

・個人情報安全管理規程  

・個人情報物理的安全対策細則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・個人情報技術的安全管理細則 

  

 

 

 

様式－１ 「物理アクセス権限

グループ名簿」 

様式－２ 「来社受付票」 

様式－３ 「鍵貸出し管理一覧

表」 

様式－４ 「情報設備導入・移

動・廃棄管理台帳」 

様式－５ 「オフィス機器持ち

出し管理台帳」 

様式－６ 「媒体持ち出し管理

台帳」 

様式－７ 「文書持ち出し管理

台帳」 

様式－９ 「社内ソフト持ち出

し管理台帳」 

様式－１０ 「最終戸締りチェッ

クシート」 

様式－１１ 「社内書籍持ち

出し管理台帳」 

 

様式－1『アカウント作成依

頼書』 

様式－2『MＬ申請依頼書』 

様式－3『使用許可アプリ一
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覧』 

様式－4『バックアップ履歴

台帳』 

様式－5『運用記録台帳』 

様式－6『基幹サーバアクセ

ス権限表』 

様式－7『定期点検簿』 

様式－8『ファイル交換ソフ

ト禁止に関する誓約書』 

3.4.3.3 従業者の監督 個人情報保護管理マニュアル 

3.4.3 適正管理(3)従業員の監督 

・個人情報安全管理規程  

・個人情報物理的安全対策細則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・個人情報技術的安全管理細則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式－１ 「物理アクセス権限

グループ名簿」 

様式－２ 「来社受付票」 

様式－３ 「鍵貸出し管理一覧

表」 

様式－４ 「情報設備導入・移

動・廃棄管理台帳」 

様式－５ 「オフィス機器持ち

出し管理台帳」 

様式－６ 「媒体持ち出し管理

台帳」 

様式－７ 「文書持ち出し管理

台帳」 

様式－９ 「社内ソフト持ち出

し管理台帳」 

様式－１０ 「最終戸締りチ

ェックシート」 

様式－１１ 「社内書籍持ち

出し管理台帳」 

 

様式－1『アカウント作成依

頼書』 

様式－2『MＬ申請依頼書』 

様式－3『使用許可アプリ一

覧』 

様式－4『バックアップ履歴

台帳』 

様式－5『運用記録台帳』 
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・個人情報教育・訓練規程 

 

様式－6『基幹サーバアクセ

ス権限表』 

様式－7『定期点検簿』 

様式－8『ファイル交換ソフ

ト禁止に関する誓約書』 

 

様式－１ 個人情報教育・訓

練計画書 

様式－２ 個人情報教育・訓

練実施報告書 

様式－３ 教育・訓練受講者

名簿 

様式－４ 教育・訓練理解度

アンケート 

 

 

3.4.3.4 委託先の監督 個人情報保護管理マニュアル 

3.4.3 適正管理(4)委託先の監督 

・個人情報委託管理規程 

 

 

様式－１ 業務委託先にお

ける個人情報の適正管理チ

ェックシート【協力会社用】 

様式－２ 業務委託先にお

ける個人情報の適正管理チ

ェックシート【自営用】 

様式－３ 業務委託先にお

ける個人情報の適正管理チ

ェックシート【派遣会社用】 

様式－４ 個人情報の取扱

いに関する覚書 

様式－５ 業務委託に伴う

個人情報の授受管理確認書 

様式－６ 業務委託に伴う

ON-LINE 授受管理確認書 

3.4.4 個人情報に関す

る本人の権利 

…… …… 

3.4.4.1 個人情報に関

する権利 

個人情報保護管理マニュアル 

3.4.4 個人情報に関する本人の権

利(1)個人情報に関する権利 

・個人情報相談・開示規程 

 

 

 

 

様式－１ 利用目的請求書 

様式－２ 利用目的請求回
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答書（諾） 

様式－３ 利用目的請求回

答書（否） 

様式－４ 開示請求書 

様式－５ 開示請求回答書

（諾） 

様式－６ 開示請求回答書

（否） 

様式－７ 訂正・追加・削除

請求書 

様式－８ 訂正・追加・削除

回答書（諾） 

様式－９ 訂正・追加・削除

回答書（否） 

様式－１０利用停止請求書 

様式－１１利用停止請求回

答書（諾） 

様式－１２利用停止請求回

答書（否） 

様式－１３個人情報相談対

応票 

3.4.4.2 開示等の求め

に応じる手続 

個人情報保護管理マニュアル 

3.4.4 個人情報に関する本人の権

利(2)開示などの求めに応じる手

続き 

・個人情報相談・開示規程 

 

 

 

様式－１ 利用目的請求書 

様式－２ 利用目的請求回

答書（諾） 

様式－３ 利用目的請求回

答書（否） 

様式－４ 開示請求書 

様式－５ 開示請求回答書

（諾） 

様式－６ 開示請求回答書

（否） 

様式－７ 訂正・追加・削除

請求書 

様式－８ 訂正・追加・削除

回答書（諾） 

様式－９ 訂正・追加・削除

回答書（否） 
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様式－１０利用停止請求書 

様式－１１利用停止請求回

答書（諾） 

様式－１２利用停止請求回

答書（否） 

様式－１３個人情報相談対

応票 

3.4.4.3 開示対象個人

情報に関する周知など 

個人情報保護管理マニュアル 

3.4.4 個人情報に関する本人の権

利(3)開示対象個人情報に関する

周知など 

・個人情報相談・開示規程 

 

 

 

 

様式－１ 利用目的請求書 

様式－２ 利用目的請求回

答書（諾） 

様式－３ 利用目的請求回

答書（否） 

様式－４ 開示請求書 

様式－５ 開示請求回答書

（諾） 

様式－６ 開示請求回答書

（否） 

様式－７ 訂正・追加・削除

請求書 

様式－８ 訂正・追加・削除

回答書（諾） 

様式－９ 訂正・追加・削除

回答書（否） 

様式－１０利用停止請求書 

様式－１１利用停止請求回

答書（諾） 

様式－１２利用停止請求回

答書（否） 

様式－１３個人情報相談対

応票 

3.4.4.4 開示対象個人

情報の利用目的の通知 

個人情報保護管理マニュアル 

3.4.4 個人情報に関する本人の権

利(4)開示対象個人情報の利用目

的の通知 

・個人情報相談・開示規程 

 

 

 

 

様式－１ 利用目的請求書 

様式－２ 利用目的請求回
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答書（諾） 

様式－３ 利用目的請求回

答書（否） 

3.4.4.5 開示対象個人

情報の開示 

個人情報保護管理マニュアル 

3.4.4 個人情報に関する本人の権

利(5)開示対象個人情報の開示 

・個人情報相談・開示規程 

 

 

 

様式－４ 開示請求書 

様式－５ 開示請求回答書

（諾） 

様式－６ 開示請求回答書

（否） 

3.4.4.6 開示対象個人

情報の訂正，追加又は

削除 

個人情報保護管理マニュアル 

3.4.4 個人情報に関する本人の権

利(6)開示対象個人情報の訂正、追

加または削除 

・個人情報相談・開示規程 

 

 

 

 

様式－７ 訂正・追加・削除

請求書 

様式－８ 訂正・追加・削除

回答書（諾） 

様式－９ 訂正・追加・削除

回答書（否） 

3.4.4.7 開示対象個人

情報の利用又は提供の

拒否権 

個人情報保護管理マニュアル 

3.4.4 個人情報に関する本人の権

利(7)開示対象個人情報の利用ま

たは提供の拒否権 

・個人情報相談・開示規程 

 

 

 

 

様式－１０利用停止請求書 

様式－１１利用停止請求回

答書（諾） 

様式－１２利用停止請求回

答書（否） 

3.4.5 教育 個人情報保護管理マニュアル 

3.4.5 教育 

・個人情報教育・訓練規程 

 

 

様式－１ 個人情報教育・訓

練計画書 

様式－２ 個人情報教育・訓

練実施報告書 

様式－３ 教育・訓練受講者

名簿 

様式－４ 教育・訓練理解度

アンケート 
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3.5 個人情報保護マネ

ジメントシステム文書 

…… …… 

3.5.1 文書の範囲 個人情報保護管理マニュアル 

3.5.1 文書の範囲 

・個人情報推進計画策定規程 

 

・個人情報文書・記録管理規程 

 

 

様式－１ 個人情報保護推

進計画書 

様式－１ 文書管理台帳（文

書） 

様式－２ 文書管理台帳（一

般発行文書） 

様式－３ 文書管理台帳（外

部文書） 

様式－４ 記録管理台帳 

様式－５ 文書管理台帳（様

式） 

3.5.2 文書管理 個人情報保護管理マニュアル 

3.5.2 文書管理 

・個人情報文書・記録管理規程 

 

 

様式－１ 文書管理台帳（文

書） 

様式－２ 文書管理台帳（一

般発行文書） 

様式－３ 文書管理台帳（外

部文書） 

様式－４ 記録管理台帳 

様式－５ 文書管理台帳（様

式） 

3.5.3 記録の管理 個人情報保護管理マニュアル 

3.5.3 記録の管理 

・個人情報文書・記録管理規程 

様式－１ 文書管理台帳（文

書） 

様式－２ 文書管理台帳（一

般発行文書） 

様式－３ 文書管理台帳（外

部文書） 

様式－４ 記録管理台帳 

様式－５ 文書管理台帳（様

式） 

3.6 苦情及び相談への

対応 

個人情報保護管理マニュアル 

3.6 苦情および相談 

・個人情報相談・開示規程 

 

 

様式－１３個人情報相談対

応票 

3.7 点検 …… …… 
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3.7.1 運用の確認 個人情報保護管理マニュアル 

3.7.1 運用の確認 

・個人情報組織・人的管理規程 

 

 

様式－４ 個人情報保護活

動状況報告書（推進会議用） 

様式－５ 個人情報保護推

進会議議事録 

3.7.2 監査 個人情報保護管理マニュアル 

3.7.2 監査 

・個人情報内部監査規程 

 

 

様式－１ 個人情報内部監

査有資格者リスト 

様式－２ 個人情報内部監

査年度計画書 

様式－３ 個人情報内部監

査実施指示書 

様式－４ 個人情報内部監

査実施計画書 

様式－５ 個人情報内部監

査チェック項目一覧 

様式－６ 個人情報不適合

管理票／是正計画書【内部監

査用】 

様式－７ 個人情報内部監

査実施報告書 

様式－８ 個人情報内部監

査チェックリスト 

3.8 是正処置及び予防

処置 

個人情報保護管理マニュアル 

3.8 是正処置および予防処置 

・個人情報是正処置・予防処置規

程 

 

 

様式－１ 個人情報不適合

管理票／是正計画書【是正処

置用】 

様式－２ 個人情報予防処

置計画／実施確認票 

3.9 事業者の代表者に

よる見直し 

個人情報保護管理マニュアル 

3.9 事業者の代表者による見直し 

・個人情報組織・人的管理規程 

 

 

様式－１ 個人情報保護活動

状況報告書（委員会用） 

様式－２ 個人情報保護内部

監査実施報告書（委員会用） 

様式－3 個人情報保護委員

会議事録 
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