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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）の個人情報保護マネジメントシステムにお

ける、個人情報の取得、利用、提供に関する個人情報の本人への通知と同意の手順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に関わる個人情報の取得、利用、提供の手順に関して、

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. 個人情報取得・利用に関する手順 

4.1 個人情報の取得 

4.1.1 利用目的の特定 

個人情報の取得に際しては、その利用目的をできる限りに定め、適法かつ公平な手段で、その目的の

達成に必要な限度内で実施する。 

代表者は、従業者、委託先の従業者が不公正な手段により取得している場合、取得中止を命令し、取

得した個人情報を適正な手続きにより破棄する。 

取得にあたり、以下の事項を配慮する 

(1) 当該個人情報の本人から個人情報を取得する場合、部門個人情報保護責任者は、利用目的が

当該個人情報の本人との契約書などの文書で同意を得る。 

(2) 当該個人情報の本人以外のものから個人情報を取得する場合、部門個人情報保護責任者は、

利用目的を設定し、取得の相手方との契約書などの文書で示す。 

(3) 公開されている資料から個人情報を取得する場合、部門個人情報保護責任者は、利用目的を設

定する。 

(4) 利用目的を設定するに当たっては、利用及び提供によって、個人情報本人の受ける影響を予測

できるように、利用及び提供の範囲を可能な限り具体的に提示する。 

 

4.1.2 適正な取得 

当社では、個人情報の取得を、適法かつ、公正な手段にて行う。 

取得にあたり、利用目的を偽るなど不公正な手段によって取得することは許されない。 

代表者は、従業者、委託先の従業者が不公正で手段で取得している場合、取得中止を命令し、取得

した個人情報を適正な手続きで破棄を実施する。 

 

4.1.3 特定の機微な個人情報の取得、利用及び提供の制限 

(1) 取得の制限 

次に示す内容を含む個人情報の取得、利用または提供を行ってはならない。 

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(所在都遺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 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の行使に関する事項 

⑤ 保健医療及び性生活 

(2) 取得、利用及び提供の制限の適用除外 

以下の場合は、特定の機微な個人情報の取得、利用または提供を行っても良いものとする。その

場合は、部門個人情報取扱担当者は、特定の機微な個人情報の内容を、「特定機微な個人情報取

得・利用・提供申請書」へ記入し、個人情報保護管理責任者の承認を得る。承認を得た場合は、
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4.1.4（２）の手順に従い、個人情報本人からの同意を得る。 

① 明示的な当該個人情報の本人の同意がある場合 

② 法令に基づく場合 

③ 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、かつ、個人情報本人の同

意が得ることが困難である場合 

④ 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、かつ、

個人情報本人の同意が得ることが困難である場合 

⑤ 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行することに

対して協力する必要がある場合であって、かつ、個人情報本人の同意が得ることによって当該業

務の遂行に支障が及ぼすおそれがある場合 

 

4.1.4 本人から直接書面によって取得する場合の措置 

(1) 通知方法 

部門個人情報保護責任者は、当該個人情報の本人から、書面に記載された個人情報を直接に

取得する際、利用目的を記述した、「お客様への利用目的通知・同意書」、「従業者への利用目的

通知・同意書」、「採用応募者の利用目的通知・同意書」の通知文の下記の内容をわかりやすい場

所に、読みやすく明示するか手渡す 

① 当社の経営者の氏名、又は社名 

事業の代表者名、又は当社の正式な名称 

② 個人情報保護管理責任者の情報 

氏名または職名、所属、及び連絡先 

③ 取得後の利用目的 

個人情報を利用する目的 

④ 個人情報の提供について 

ア） 個人情報を提供する目的 

イ） 提供する個人情報の項目 

ウ） 提供する場合の手段、又は提供方法 

エ） 当該個人情報を提供する事業者名（事業者名が特定できない場合は、その種類及び属性） 

オ） 個人情報の提供について、個人情報本人との間に契約が存在する場合の契約内容 

⑤ 個人情報の委託の有無 

個人情報をグループ内の事業者、及び第三者に委託して管理する場合は、その旨 

⑥ 個人情報に関する問合せ先 

個人情報に関する苦情・相談窓口の連絡先 

⑦ 当該個人情報の本人の情報提供の任意性、及び提供しない場合の措置 

ア） 個人情報本人からの個人情報提供は任意である旨 

イ） 個人情報本人から十分な個人情報の提供がされなかった場合は、個人情報本人へのサー
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ビスや保証の範囲が制限される旨 

⑧ 当該個人情報の本人の権利行使方法 

ア） 当該個人情報の本人は、自己の個人情報に関わる開示、訂正、削除、利用・提供の拒否す

る権利がある旨 

イ） 個人情報本人が自己の個人情報の開示、訂正、削除、利用・提供の拒否をするための具体

的な方法。 

⑨ 個人情報本人が容易に認識できない方法によって個人情報を第三者から取得する場合はその

旨 

(2) 当該個人情報の本人からの同意を得る措置 

当該個人情報の本人から直接書面で個人情報を取得するに際し、部門個人情報取扱担当者は、 

「お客様への利用目的通知・同意書」、「従業者への利用目的通知・同意書」、「採用応募者の利用

目的通知・同意書」を使用し、同意を得る。 

① 書面による同意 

書面により同意を得る場合、同意に反対する場合の受付連絡先部門に関する情報を、本文の

わかりやすい箇所に明記する。 

② e メール等による同意 

e メール等により同意を得る場合、同意に反対する場合の受付連絡先部門に関する情報を、本

文のわかりやすい箇所に明記する。 

③ Webによる同意 

Web により同意を得る場合、同意を得た場合にのみ、当該個人情報の本人が個人情報を入力

できるようにする。 

(3) 「個人情報申請書」の記入 

新たな利用目的で個人情報を取得する場合、部門個人情報取扱担当者は、『個人情報特定規

程』に従って、「個人情報申請書」へ記入し、個人情報保護管理責任者の承認後、当該個人情報の

本人へ通知し、同意を得る。 

(4) 同意の適用除外 

本人から直接書面によって個人情報を取得する場合であっても、以下の場合は利用目的の同意

を行わなくても良いものとする。その場合は、部門個人情報取扱担当者は、利用目的の同意を行わ

なくても良い旨を、「同意適用除外申請書」へ記入し、個人情報保護管理責任者の承認を得る。 

① 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 

② 利用目的を本人に通知し、又は公表することによって、当該個人情報の本人、又は第三者への

生命、身体、財産その他権利利益を害するおそれがある場合 

③ 利用目的を本人に通知し、又は公表することによって、当社の権利、又は正当な利益に害する

おそれがある場合 

④ 国の機関、又は地方公共団体が法令で定める事務業務に対して協力する場合であって、かつ、

利用目的を本人に通知し、又は公表することによって、事務業務に支障を及ぼすおそれがある



PMS０１２ 

5 

場合 

⑤ 個人情報の取得状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合 

⑥ 法令に基づく場合 

⑦ 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、かつ、個人情報本人の同

意が得ることが困難である場合 

⑧ 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、かつ、

個人情報本人の同意が得ることが困難である場合 

⑨ 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行することに

対して協力する必要がある場合であって、かつ、個人情報本人の同意が得ることによって当該業

務の遂行に支障が及ぼすおそれがある場合 

 

4.1.5 本人から直接書面による取得以外によって取得した場合の措置 

(1) 取得する場合の措置 

外部業者、又は公開情報の利用等、第三者から個人情報を取得する場合、及び、本人から直接

書面以外から個人情報を取得する場合、部門個人情報取扱担当者は、利用目的を個人情報保護

管理責任者の承認後、公表した上で取得する。利用目的を公表せずに取得した場合は、速やかに

利用目的を当該個人情報の本人へ各利用目的通知書を郵送にて通知または、各利用目的通知内

容を当社のホームページに掲載し公表する。なお、公表内容は、別紙－１の「利用目的の通知例」

を参考にする。 

外部業者へ取得を依頼する場合は、当社が当該個人情報を利用する旨を、通知内容に含めるこ

とを外部業者に依頼し、部門個人情報保護責任者へ外部業者に個人情報の取得を依頼した旨を

通知する。 

(2) 「個人情報申請書」の記入 

新たな利用目的で個人情報を取得する場合、部門個人情報取扱担当者は、『個人情報特定規

程』に従って、「個人情報申請書」へ記入し、個人情報保護管理責任者の承認後、当該個人情報の

本人へ各利用目的通知書を郵送にて通知及び各利用目的通知内容を当社のホームページに掲載

する。 

(3) 公表又は通知の適用除外 

本人から直接書面による取得以外によって個人情報を取得する場合であっても、以下の場合は

利用目的の通知、又は公表を行わなくても良いものとする。その場合は、部門個人情報取扱担当者

は、利用目的の通知、又は公表を行わなくても良い旨を「公表・通知適用除外申請書」へ記入し、個

人情報保護管理責任者の承認を得る。 
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① 利用目的を本人に通知し、又は公表することによって、当該個人情報の本人、又は第三者への

生命、身体、財産その他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、又は公表することによって、当社の権利、又は正当な利益に害する

おそれがある場合 

③ 国の機関、又は地方公共団体が法令で定める事務業務に対して協力する場合であって、かつ、

利用目的を本人に通知し、又は公表することによって、事務業務に支障を及ぼすおそれがある

場合 

④ 個人情報の取得状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合 

 

4.2 個人情報の利用 

4.2.1 個人情報の利用に関する措置 

部門個人情報取扱担当者は、取得した個人情報を利用する際、取得時の利用目的の範囲内であるこ

とを確認する。特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えた、個人情報の利用は、行ってはならない。

また代表者は、従業者、委託先の従業者が利用目的範囲以外で利用をしている場合、即座に利用中止

を命令する。 

 

4.2.2 個人情報の利用に関する適用除外 

特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の利用も以下の場合は、利用してもよい。な

お部門個人情報取扱担当者は、利用目的の範囲超えて個人情報を利用する場合、利用目的範囲を超

えて利用しても良い旨を「利用適用除外申請書」へ記入し、個人情報保護管理責任者の承認を得る。 

(1) 法令に基づく場合 

(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、かつ、個人情報本人の同意

が得ることが困難である場合 

(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て、かつ、個

人情報本人の同意が得ることが困難である場合 

(4) 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行することに

対して協力する必要がある場合であって、かつ、個人情報本人の同意が得ることによって当該業務

の遂行に支障が及ぼすおそれがある場合 

 

4.2.3 個人情報の利用目的の範囲外での利用措置 

(1) 利用目的の範囲内外の判断 

部門個人情報取扱担当者は、保有する個人情報を利用する場合、利用目的範囲内なのか、範

囲外なのか判断が迷う場合、利用目的を「利用目的の変更通知」へ記入し、個人情報保護管理責

任者に判断を仰ぐ。個人情報保護管理責任者は、利用目的範囲内の場合は、「利用目的の変更通

知書」に承認し、範囲外の場合は、申請を却下する。承認された場合、「利用目的の変更通知書」の

写しを記録として保管する。 
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(2) 当該個人情報の本人への通知及び同意 

部門情報取扱担当者は、保有する個人情報を利用目的範囲外で利用が必要となった場合は、

４.1.4（1）項の①～⑥に示す事項、又はそれと同等以上の内容を、「利用目的の変更通知書」に記

入し、個人情報保護管理責任者に承認を依頼する。個人情報保護管理責任者は、「利用目的の変

更通知書」に承認し、「利用目的の変更通知書」の写しを記録として保管する。部門情報取扱担当

者は、承認された「利用目的の変更通知書」にて個人情報の本人に通知する。また、「利用目的変

更の諾否通知書」を同封し、改めて当該個人情報の本人から同意を得る。 

(3) 「個人情報申請書」の変更、承認 

部門個人情報取扱担当者は、当該個人情報の本人から同意が得られた場合、『個人情報特定規

程』の「個人情報申請書」の変更を行い、個人情報保護管理責任者の承認を得る。 

 

4.3 当該個人情報の本人にアクセス 

4.3.1 本人にアクセスする場合の措置 

(1) 当該個人情報の本人への通知、及び同意 

部門個人情報取扱担当者は、取得した個人情報を利用して、個人情報本人に面会する等のアク

セスする場合は、本人にアクセスする旨を「本人へのアクセス申請書」へ記入し、個人情報保護管理

責任者の承認を得る。承認が得られた場合は、4.1.4(1)項の①～⑥と同等な内容の事項、及び個人

情報取得方法を当該個人情報の本人に通知し、同意を得る。同意を得るための手順は、4.1.4(2)項

の手順に基づき、実施する。 

 

4.3.2 本人にアクセスする場合の措置の適用除外 

本人にアクセスする場合であっても、以下の場合は、本人の同意を得なくても良いものとする。その場

合は、部門個人情報取扱担当者は、本人にアクセスする場合の措置の適用除外の旨を「本人へのアクセ

ス申請書」へ記入し、個人情報保護管理責任者の承認を得る。 

(1) 個人情報の取得時にアクセスすることを 4.14(1)項の①～⑥に示す事項、又は同等の内容の事項

を明示又は通知し、本人から同意を得ている場合 

(2) 個人情報の取扱いを委託された場合であって、個人情報を利用目的の達成に必要な範囲で取り

扱う場合。なお、委託元が、「個人情報保護法」及び「個人情報保護法についての経済産業分野を

対照とするガイドライン」に沿って適切に個人情報を取り扱っているかは、「個人情報の預託に関す

る御依頼書兼承諾書」を締結する前に、管理状況を確認し、問題がなければ締結する。 

(3) 合併その他の事由により業務を承継するために個人情報を提供され、提供した事業者が、既に

4.1.4(1)項の①～⑥と同等な内容の事項を、公表又は通知し、当該個人情報の本人から同意を得

ている場合であって、承継前の利用目的の範囲内で取り扱う場合 

(4) 共同利用するために、共同利用相手の事業者が、既に 4.1.4(1)項の①～⑥と同等な内容の事項

を、公表又は通知し、当該個人情報の本人から同意を得ている場合であって、下記に示す事項を

あらかじめ、当社から本人へ通知、又は個人情報本人がわかりやすい場所に掲示、公開している
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場合 

 

① 共同して利用すること 

② 共同して利用する個人情報の項目 

③ 共同して利用する者の範囲 

④ 共同して利用する者の利用目的 

⑤ 共同して利用する個人情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称 

⑥ 個人情報の取得方法 

なお、本人への通知又はそれに代わる措置として、①項から⑤項の内容を、「利用目的通知

書」に記述し、ホームページなどに掲載する。また、大量の個人情報のため、個別に本人へ通知

は困難なので、取得元の組織に通知事項を依頼し、取得元から本人に通知してもらうなどの措置

を行う。 

(5) 本人から直接書面による取得以外によって取得し、また取得状況からみて利用目的が明らかであ

ると認められる場合 

(6) 法令に基づく場合 

(7) 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、かつ、個人情報本人の同意

が得ることが困難である場合 

(8) 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、かつ、個

人情報本人の同意が得ることが困難である場合 

(9) 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行することに

対して協力する必要がある場合であって、かつ、個人情報本人の同意が得ることによって当該業務

の遂行に支障が及ぼすおそれがある場合 

 

4.4 個人情報の提供 

4.4.1 個人情報の提供に関する措置 

(1) 当該個人情報の本人への通知 

部門個人情報取扱担当者は、保有する個人情報を第三者へ提供をする場合は、『個人情報特定

規程』に従って、第三者へ提供する旨を「提供申請書」へ記入し、個人情報保護管理責任者の承認

を得る。承認が得られた場合は、あらかじめ当該個人情報の本人に対して、取得方法、及び 4.1.4(1)

項の①～⑥の事項、又は同等の内容の事項を通知し、同意を得る。同意を得るための手順は、

4.1.4(2)項の手順に基づき、実施する。また代表者は、従業者、委託先の従業者が利用目的外の提

供をしている場合、即座に提供中止を命令する。 

 

4.4.2 個人情報の提供に関する措置の適用除外 

個人情報を提供する場合であっても、以下の事項の場合は、通知、及び同意を行わなくても良いもの

とする。その場合は、部門個人情報取扱担当者は、個人情報の提供に関する措置の適用除外の旨を



PMS０１２ 

9 

「提供申請書」へ記入し、個人情報保護管理責任者の承認を得る。 

(1) 当該個人情報の本人から直接書面によって取得する、又は当該個人情報の本人にアクセスする

場合の規定によって、既に 4.1.4(1)項の①～⑥の事項、又は同等の内容の事項を、明示又は通知

し、本人から同意を得ている場合 

(2) 大量の個人情報を広く一般に提供するため、個々の当該個人情報の本人に対して同意を得るこ

とが困難な場合であり、かつ下記の事項をあらかじめ、当該個人情報の本人に通知またはそれに

代わる措置を行なっている場合 

① 第三者への提供を利用目的とすること 

② 第三者へ提供される個人情報の項目 

③ 第三者への提供の手段又は提供方法 

④ 個人情報本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること 

⑤ 取得方法 

なお、本人への通知又はそれに代わる措置として、①項から⑤項の内容を、「利用目的通知

書」に記述し、本人への通知又はホームページなどに掲載する。 

また、大量の個人情報のため、個別に本人へ通知は困難な場合は、取得元の組織に通知事項

を依頼し、取得元から本人に通知してもらうなどの措置を行う。 

(3) 当社に関する情報に含まれる役員及び株主に関する個人情報であって、かつ、法令、又は当社

自らによって公開又は公表された個人情報を提供する場合、(2)項の①～⑤をあらかじめ個人情報

本人に通知し、又は個人情報本人がわかりやすい場所に掲示、公開している場合 

この場合は、本人への通知、又は個人情報本人がわかりやすい場所に掲示、公開として、「利用

目的通知書」に記述し、本人への通知又はホームページなどに掲載する。 

(4) 特定した利用目的の達成に必要な範囲において、個人情報の取扱いを委託する場合 

なお、委託先が、「個人情報保護法」及び「個人情報保護法についての経済産業分野を対照とす

るガイドライン」に沿って適切に個人情報を取り扱っているかは、『個人情報委託管理規程』に定めた

契約書又は覚書に基づいて、確認を実施する。 

(5) 合併その他の事由により業務を承継に伴って個人情報を提供する場合であって、承継前の利用

目的の範囲内で取り扱う場合 

(6) 共同利用するために、当社が、下記に示す事項をあらかじめ、当該個人情報の本人へ通知し、又

は当該個人情報の本人にわかりやすい場所に掲示、公開している場合 

① 共同して利用すること 

② 共同して利用する個人情報の項目 

③ 共同して利用する者の範囲 

④ 共同して利用する者の利用目的 

⑤ 共同して利用する個人情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称 

⑥ 個人情報の取得方法 

なお、本人への通知又はそれに代わる措置として、①項から⑥項の内容を、「利用目的通知
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書」に記述し、本人への通知又はホームページなどに掲載する。 

(7) 法令に基づく場合 

(8) 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、かつ、個人情報本人の同意

が得ることが困難である場合 

(9) 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、かつ、個

人情報本人の同意が得ることが困難である場合 

(10) 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行することに

対して協力する必要がある場合であって、かつ、個人情報本人の同意が得ることによって当該業務

の遂行に支障が及ぼすおそれがある場合 

 

4.4.3 個人情報の第三者への提供 

個人情報を提供する場合、部門個人情報取扱担当者は、第三者への提供について当該個人情報の

本人から同意を得ていることを確認した上で、利用目的適用範囲内の事業者や組織に提供する。 

その際に、個人情報の提供した事実を明確にするため、個人情報の提供に関する受領書を提供先か

ら入手する。 

提供先から受領書を入手できない場合、「個人情報授受記録台帳」等の受領に関する内容を記入する。

「個人情報授受記録台帳」等は、『個人情報文書・記録管理規程』に基づき、記録として保存する。 

 

4.4.4 個人情報の利用及び提供の拒否権 

当社が保有している個人情報について、当該個人情報の本人から、利用及び提供が拒まれた場合は、

『個人情報相談・開示処理規程』に基づき、利用停止及び提供停止の可否判断を行う。 

 

4.5 第三者から委託された個人情報の管理 

4.5.1 個人情報の委託元条件の合意 

個人情報の委託を受ける場合に関して、委託元と委託に関する条件を協議の上、「個人情報の預託に

関する御依頼書兼承諾書」にて契約を締結する。作成した依頼書の写し、及び委託元から入手した受諾

書は、『個人情報文書・記録管理規程』に基づき、記録として保存する。 

 

4.5.2 「個人情報受領書」の発行 

委託元から個人情報を入手した場合、「個人情報受領書」を発行する。また、「個人情報授受記録台

帳」等に個人情報を受領したことを記入する。作成した「個人情報授受記録台帳」等は、『個人情報文書・

記録管理規程』に基づき、記録として保存する。 

 

4.5.3 個人情報の登録 

委託元から個人情報を入手した場合は、取り扱う個人情報の特定、及び管理のため、『個人情報特定

規程』の「個人情報申請書」に記入する。 



PMS０１２ 

11 

 

4.5.4 委託された個人情報の返却・廃棄 

委託された個人情報は、「個人情報の預託に関する御依頼書兼承諾書」の契約に従い、返却は「個人

情報返還通知書」を使用し委託元へ提出する。破棄は「個人情報廃棄通知書」を使用し委託元へ提出す

る。 
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5. 適用規定 

① 『個人情報文書・記録管理規程』(PMS００４) 

② 『個人情報特定規程』（PMS００５） 

③ 『個人情報相談・開示処理規程』(PCP０１５) 

 

6. 別紙 

① 別紙－１ 利用目的の通知例 

 

7. 制定様式 

① 様式－１ 「お客様への利用目的通知書・同意書」 

② 様式－２ 「従業員への利用目的通知書・同意書」 

③ 様式－３ 「採用応募者への利用目的通知書・同意書」 

④ 様式－５ 「利用目的の変更通知書」 

⑤ 様式－６ 「利用目的変更の諾否通知書」 

⑥ 様式－７ 「個人情報授受記録台帳」 

⑦ 様式－８ 「個人情報の預託に関する御依頼書兼承諾書」 

⑧ 様式－９ 「特定機微な個人情報取得・利用・提供申請書」 

⑨ 様式－１０「同意適用除外申請書」 

⑩ 様式－１１「公表・通知適用除外申請書」 

⑪ 様式－１２「利用適用除外申請書」 

⑫ 様式－１３「本人へのアクセス申請書」 

⑬ 様式－１４「提供申請書」 

⑭ 様式－１５「個人情報提供に関する同意の確認書」 

⑮ 様式－１６「個人情報受領書」 

⑯ 様式－１７「個人情報返還通知書」 

⑰ 様式－１８「個人情報廃棄通知書」 
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■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 2012/05/23 12頁/ 

7項 

様式－15「個人情報提供に関する同意

の確認書」を追加 

  

第３版 2012/05/29 3 頁 /4

項 

4 頁 /4

項 

12頁/7

項 

「個人事業者への利用目的通知書・同意

書」の文言を削除 

様式－４「個人事業者への利用目的通

知書・同意書」を削除 

  

 

第４版 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014/07/30 4.5.2 

 

 

 

4.5.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.制定

様式 

「個人情報受領書」の発行 

委託元から個人情報を入手した場合、→

「個人情報受領書」を発行するを追記し

た。 

委託された個人情報の返却・破棄 

文章の訂正 

「委託された個人情報は、委託元との契

約に従って廃棄、返却する。」→ 

「委託された個人情報は、「個人情報の

預託に関する御依頼書兼承諾書」の契

約に従い、返却は「個人情報返還通知

書」を使用し委託元へ提出する。破棄は

「個人情報廃棄通知書」を使用し委託元

へ提出する。」 

 

下記様式を追加 

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」 

 

 

  

 

 


