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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）の保有する個人情報を洗い出し、個人情報

を特定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特定の手順に関して、全社に適用

する。 

 

3. 用語の定義 

本規程で用いる用語で以下の項目以外は、JIS Q １５００１：２００６で規定する定義、ならびに『個人情

報保護管理マニュアル』で定義された用語を用いる。 

(1) 個人情報の特定 

当社が保有する個人情報に対するリスクの存在、ならびに管理状況を確認する作業を言う。 
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4. 個人情報特定の手順 

4.1 個人情報特定の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開始 

4.2個人情報の洗い出し 

4.3「個人情報管理台帳」

への記入 

4.4「個人情報管理台帳」

の承認 

4.2.1業務プロセスの整理 

4.2.2個人情報の洗い出しの実施 

4.2.4個人情報判断基準 

4.2.4不要な個人情報の選別 

4.2.5不要と判断された個人情報の対処 

「個人情報管理台帳」へ記入する。 

 

4.4.1「個人情報管理台帳」の確認 

4.4.2「個人情報管理台帳」の承認 

4.4.3「個人情報管理台帳」の管理 

終了 

 

4.5 個人情報業務運用要

領の作成 

管理レベル３、又は重要と判断した個人情報は、個人情報業務

運用要領の作成し、重要管理を行う。 
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4.2 個人情報の洗い出し 

4.2.1 業務プロセスの整理 

個人情報保護管理責任者は、社内での業務について調査を指示する。 

部門個人情報保護責任者は、個人情報保護管理責任者の指示に従い、部門内の業務プロセスの整理

を実施する。 

個人情報の洗い出しは、以下のいずれかの時点で行う。 

(1) 新たに個人情報を取得した場合 

(2) 組織が変更された場合 

(3) 業務内容の変更された場合 

(4) 個人情報の委託・提供を受けた場合 

業務プロセスの整理状況は、「個人情報取扱業務整理シート」に記載する。 

 

表－１ 個人情報取扱業務整理シートの内容 

項目 内容 

業務名  個人情報を取扱う業務名を記入する。 

業務の概要 個人情報を取扱う業務の概要を記入する。 

主幹部門 個人情報の取得元の部門名。不特定多数の個人の場合は、個人情報を取得す

る業務の対象部門名とする。 

業務の責任者 主幹部門の業務の責任者の明記 

業務の詳細 1 個人情報を取り扱う業務の詳細を記入する。 

業務の詳細 2 個人情報を取り扱う業務の詳細の具体的プロセス（手順）を記入する。 

関連する情報システム 個人情報を取り扱う業務で個人情報を保管している情報システム名を記入する。 

個人情報 

【取得・利用】 

直接書面取得、直接書面以外取得、及び利用等インプットとして取り扱う代表的

な個人情報名を記入する。 

個人情報 

【保管・提供・廃棄】 

保管、提供、及び廃棄等アウトプットとして取り扱う代表的な個人情報名を記入す

る。 

入力（ＩＮＰＵＴ）  

 

 

 

  

直接書面取得 

(同意有） 

個人情報本人から直接書面で個人情報を入手する以下の手段を記述する。 

①システム・ネットワーク(メール以外） ③e メール ④手渡し ⑤郵送 

直接書面以外取

得(同意無） 

 

個人情報本人書面からのではなく、本人から書面以外、第三者又は公開情報等

から個人情報を入手する以下の手段を記述する  

①口頭 ②システム・ネットワーク(メール以外）、③e メール ④手渡し ⑤郵送 

利用 

 

業務を行う際、個人情報の以下の利用方法を記述する。 

①コピー（複写：伝票からシステムへ登録又は、別の文書へ書き写す等）②閲覧 

出力（ＯＵＴＰＵＴ）  
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保管 個人情報を保管する場合、何に保管するかを記述する。 

①ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞ ②ｸﾗｲｱﾝﾄ ③組織共有電子媒体 ④組織共有文書媒体 

⑤個人持ち電子媒体 ⑥個人持ち文書媒体 

提供 個人情報本人又は、第三者（委託業者も含む）へ提供する場合の以下の手段を

記述する。 

①口頭 ②システム・ネットワーク(メール以外） ③e メール ④手渡し ⑤郵送 

 委託業者へ

の業者 

提供する場合、提供先が委託業者か否かを記載する。 

①有 ②無 

廃棄 

 

廃棄する場合の、廃棄対象物の以下の形態を記述する。 

①紙媒体  ②電子媒体  ③電子データ 

 

4.2.2 個人情報の洗い出しの実施 

部門個人情報保護責任者は、「個人情報取扱業務整理シート」より、個人情報保護管理責任者の指示

に従い、個人情報の調査、特定などの個人情報の洗い出しを行う。その際、過去に登録されている、「個

人情報管理台帳」についても見直しを行う。 

また、組織が変更された場合、個人情報全体の洗い出し、ならびに過去に取得した個人情報の必要性

の見直しを行う。 

 

4.2.3 個人情報判断基準 

下表の「個人情報判断基準」を基に、部門単位に個人情報の洗い出しを実施する。 

なお、「個人情報判断基準」の管理レベルとは、個人情報の保護対策としての管理の程度を表す。 

 

表－２ 個人情報判断基準 

 個人情報の分類 定義 例示 管 理 レ

ベル 

洗 

い 

出 

し 

対 

象 

     

特定機微の情報 

（原則として取得禁止） 

個人の信教や医療に関わる情報 宗教、人種、本籍地、犯罪

歴、保健医療、事故歴 

３ 

経済的な影響がある情

報 

金銭のやり取りに使用される情報 銀行等の口座番号、クレジ

ットカード情報 

経済的信用に関わる情報 負債、債務、資産、口座残

高、年収 

個人を整合的に特定するために

発行された識別子 

パスポート情報、運転免許

証情報、健康保健証情報 

個人の特性を示す情

報（特定機微の情報以

外） 

個体を客観的に説明する情報 体重、身長、年齢、性別、

学歴 

２ 

家族に関する情報 世帯主、家族構成、家族の

名前 
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個人に付属する情報 実社会における連絡先情報 個人の氏名、自宅住所、自

宅電話番号、emailアドレス 

上記以外で業務の主

たる目的で取得されて

いるもの 

企業に関する連絡先情報等 氏名、勤務先、所属部門、

役職、職場の住所、職場の

電話番号、職場の email ア

ドレス、座席表、購入履歴、

アクセス履歴 

１ 

 業務上の主たる目的で

取得されていない 

主に個人の利用を目的に取得さ

れているもの 

名刺、電子メール内に含ま

れる email アドレス、友人の

連絡先 

０ 

 

4.2.4 不要な個人情報の選別 

部門個人情報保護責任者は、部門内にある保有すべき個人情報と不要な個人情報の選別を、あわせ

て実施していくように部門個人情報取扱担当者に指示する。 

部門個人情報取扱担当者は、各部門にある保有すべき個人情報と不要な個人情報の選別を行う。 

不要な個人情報の選別は、以下の項目等を考慮して行う。 

(1) 当該個人情報を取り扱う業務が終了している 

(2) 利用目的が不明確もしくは利用する予定が今後もない 

 

4.2.5 不要と判断された個人情報の対処 

部門内で不要と判断された個人情報取扱いは、当該業務の責任者と相談の上、廃棄等の対処をする。 

 

4.3 「個人情報管理台帳」へ記入 

部門個人情報保護責任者は、部門内で洗い出された個人情報を管理するための情報を「個人情報管

理台帳」に記録する。 

 

4.4 「個人情報管理台帳」の承認 

4.4.1 「個人情報管理台帳」の確認 

個人情報保護管理責任者または事務局は、洗い出された個人情報を、「個人情報管理台帳」に確認す

る。個人情報管理台帳の内容を、下表に記す。 
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表－３ 「個人情報管理台帳」の内容 

項目 内容 

№ 個人情報ごとに連番を記入する。 

部門名 個人情報を管理している主管部門名を記入する。 

管理番号 個人情報ごとに採番した番号を記入する 

個人情報名 個人情報の名称を記入する。その際、できれば、個人情報の集まり（シ

ステムデータ名やファイル名等、管理集合の単位）で記入する。 

業務名 個人情報を取扱う業務名を記入する。 

個人情報属性 個人情報属性を個人情報判断基準（機微な情報、金銭情報、信用情報

等）に基づき対象か否かを記入する。（ＹＥＳ：■ ＮＯ：□又は空欄） 

属性の選択以外に特記事項があれば、詳細に記入する。 

（具体的にどのような個人情報を取扱っているかを確認するため） 

社員情報か否かを記入する。（ＹＥＳ：■ ＮＯ：□又は空欄） 

情 報 の 形

態 

形態 個人情報の形態を選択する。 

「文書」・・・紙の文書 

「内部装置」・・・サーバー等の内部記憶装置に格納されている情報 

「外部媒体」・・・CD、USB等の外部記録媒体に格納されている情報 

「システム内情報」・・・システム内に格納されている情報 

関連情報シス

テム 

システム内情報を選択した場合、情報を格納しているシステム名を記入

する。 

情報の利用目的 個人情報の利用目的を記入する。 

記入する場合は、「利用目的通知」の記載、掲載内容を記載する。 

【取得】 

情報の入手 

取得元 取得元の情報を記入する。 

「個人情報取扱業務整理シート」の直接書面取得、直接書面以外取得

を参照して記載する。 

取得方法 取得方法を選択する。 

「個人情報取扱業務整理シート」の直接書面取得、直接書面以外取得

を参照して選定する。 

「同意有・電子データ」、「同意有・ネットワーク経由」、「同意有・紙文書」 

「同意無・電子データ」、「同意無・ネットワーク経由」、「同意無・紙文書」 
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【保管】 

情報の保管 

 

保管場所 個人情報の保管場所を記入する。 

「個人情報取扱業務整理シート」の保管を参照して記載する。 

紙文書、電子記録媒体の場合、個人情報の保管場所（キャビネット等）

を記入する。 

個人情報がシステム内情報であり、部門システムで管理している場合

は、部門のシステム名を記入する。 

管理責任者 個人情報を保管している責任者の役職名、職位名を記入する。 

管理担当者 個人情報の主管の実務担当者の役職・職位名を記入する。 

個人情報の

保有期限 

個人情報の保有期間が明確に定まっている場合は記入する。保有期間

が定まっていない場合は業務終了時廃棄と記入する 

【利用】 

情報のアクセ

ス範囲 

アクセス範囲 どの範囲までアクセス可能なのか、「個人情報取扱業務整理シート」の

利用を参照してアクセス管理レベルを選択する。 

「公開なし」：公開なし 

「外部（不特定）」：不特定の外部からアクセス可能（一般公開） 

「外部（特定）」：特定の外部からのみアクセス可能（会員や契約している

会社等） 

「グループ」：グループ会社内からアクセス可能 

「全社」：当社内からアクセス可能 

「自部門」：自部門内のみアクセス可能 

「管理者」：社内の限られた管理者のみアクセス可能 

「その他」：どれにも当てはまらない場合 

【委託】 

情報の委託 

委託先 「個人情報取扱業務整理シート」の業者への委託を参照して記載する。

個人情報を外部に委託を行っている場合、委託先を明記する。委託して

いない場合は「なし」とする。 

委託方法 個人情報を委託している場合、委託方法を選択する。 

委託先の選定基準の有無と「電子データ（媒体で手渡し）、ネットワーク

経由（電子データ）、紙文書」を選択。委託していない場合は「なし」を選

択する。 

 ・なし 

 ・委託先基準あり：電子データ／ネットワーク経由／紙文書 

 ・委託先基準なし：電子データ／ネットワーク経由／紙文書 

返却日 委託／委託業務終了後の返却日を記述する。委託していない場合は

「なし」を記述する。 
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返却方法 個人情報の委託を行っている場合、返却方法を選択する。 

「電子データ（媒体で手渡し）、ネットワーク経由（電子データ）、紙文書、

廃棄」を選択。委託していない場合は「なし」を選択する。 

 ・なし 

 ・電子データ／ネットワーク経由／紙文書／委託先廃棄 

本人へのアク

セス 

同意の有無 個人情報を利用して本人へのアクセスすることの同意を得ているか否か

を選択する。わからない場合は不明を選択する。 

【提供】 

情報の提供 
提供先 

個人情報の提供先を「個人情報取扱業務整理シート」の提供を参照し

て記載する。記載する際、組織の場合は組織名を記述する。本人の場合

は、「本人」、家族の場合は「家族」とする。提供していない場合、「なし」と

する。 

提供方法 

 

個人情報の提供方法を「個人情報取扱業務整理シート」の提供を参照

して選択する。 

提供方法を「電子データ（媒体で手渡し）、ネットワーク経由（電子デー

タ）、紙文書」から選択する。また、契約書または個人情報取り扱い覚書

の有無を記入する。 

【廃棄】 

情報の廃棄 

廃棄予定日 個人情報を廃棄する場合の予定日を記入する。 

廃棄したら廃棄日を記入する。 

廃棄方法 個人情報の廃棄方法を「個人情報取扱業務整理シート」の廃棄を参照

して選択する。 

・そのまま／シュレッダー／焼却／売却／溶解／復元不可能／再利用 

件数 個人情報の概算件数を記述する 

備考 その他、特記事項がある場合は、記入する。 

管理レベル 個人情報属性から導き出される管理のレベル（自動設定） 

 

管理レベルは自動的に表示されるが、以下のような場合は、必要に応じて部門の実務の担当者が管理

レベルを見直し、修正する。 

(1) 管理レベル 1であるが、データ量が多量であるため、漏洩時の影響が大きいと判断した場合 

(2) 管理レベル 1 又は 2 であるが、業務上重要と判断されたため、高い管理レベルであると判断した場

合 

 

4.4.2 「個人情報管理台帳」の承認 

個人情報保護管理責任者、又は権利を委譲された者は、「個人情報管理台帳」を確認の上、承認する。 

 

4.4.3 「個人情報管理台帳」の管理 

個人情報保護管理責任者は、『個人情報文書・記録管理規程』に基づき、「個人情報管理台帳」へ新た



ＰＭＳ００５ 

9 

な記録として管理する。また、「個人情報管理台帳」を更新した際は、「個人情報管理台帳」の写しを、部

門個人情報保護責任者へ配布する。なお、「個人情報管理台帳」に対して、定期的（年１回、内部監査実

施 1 ヶ月前）に個人情報の特定及びリスクアセスメントを行い、見直しを実施する。 

 

4.5 個人情報業務運用要領の作成 

以下のような場合に、個人情報保護管理責任者は、必要に応じて個人情報を取り扱う業務における『個

人情報業務運用手順』を作成する。 

(1) 管理レベル 3の個人情報を取り扱う業務の場合 

(2) 管理レベル 1又は 2であるが、データ量が多量であり、漏洩時の影響が大きい業務の場合 

(3) 管理レベル 1又は 2であるが、業務の内容上、高い管理レベルでの管理が必要な業務の場合 

 

4.6 「個人情報申請書」の作成 

新たに個人情報を取得・利用する場合、部門個人情報保護責任者は、「個人情報申請書」を作成する。 

 

4.7 「個人情報申請書」の記入と承認 

4.7.1 「個人情報申請書」への記入 

部門個人情報保護責任者は、新たに個人情報を取得する、又は個人情報台帳に登録してある個人情

報の内容を変更する場合は、「個人情報申請書」に記入する。 

個人情報申請書の内容を下表に記す。 

 

表－４ 個人情報申請書の内容 

項目 内容 

文書管理番号 個人情報ごとに個人情報管理台帳から採番した番号を記入する 

登録区分 新規登録、変更、目的終了、削除の区分を記入する。 

変更と削除は、理由を記述する 

所属 申請者の所属を記入する 

業務責任者 個人情報を取扱う業務の責任者名を記入する 

記入者 記入者を記述する 

部門名 個人情報の取得元の業者名、又は部門名。不特定多数の個人の場合は、個

人情報を取得する業務の対象業者名または部門名とする。 

個人情報名 個人情報の名称を記入する。その際、個人情報の集まり（DB 名や管理集合

の単位）で記入する。 

業務名 個人情報を取扱う業務名を記入する。 

個人情報属性 個人情報属性を個人情報判断基準（機微な情報、金銭情報、信用情報等）

に基づいて記入する。 

管理レベル 個人情報属性から導き出される管理のレベル（自動設定） 
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詳細 個人情報の属性に関して、詳細を記入する。（詳細を全て記入する。） 

情報の形態 個人情報の形態を選択する。（排他的に選択）システム内情報を選択した場

合、情報を格納しているシステム名を記入する。 

個人情報利用目

的 

個人情報の利用目的を記入する。受託業務の場合、その旨を記入する 

【取得】情報の入

手 

取得元の情報と取得方法（直接、間接、同意の有無）を記入する 

【保管】情報の保

管 

情報の形態に応じた保管場所、保管の責任者の役職名・職位名、実際に保

管管理している、役職・職位名及び個人情報の保有期間が明確に定まってい

る場合は記入する 

【利用】情報のアク

セス範囲 

どの範囲までアクセス可能なのか、アクセス管理レベルを記入する 

【委
託
】委
託 

委託 個人情報の委託の有無を記入する。有の場合は、委託先名を記入する 

再委託 個人情報の再委託の有無を記入する。有の場合は、再委託先名を記入する 

覚書/契約 契約書または個人情報取り扱い覚書の有無を記入する。有の場合は、契約

書又は覚書の名称と契約締結日を記入する 

業務終了時の

措置 

業務終了時の措置を記入する。廃棄する場合は、返却するのか、委託先で

廃棄するのか、廃棄方法を記入する 

【利用】本人への

アクセス 

個人情報を元に、本人へのアクセスすることの同意の有無を記入する 

【提供】情報の提

供 

個人情報の提供の有無を記入する。有の場合、提供先名を記入する 

また、契約書または個人情報取り扱い覚書の有無を記入する。有の場合は、

契約書又は覚書の名称と契約締結日を記入する 

【廃棄】廃棄の情

報 

個人情報を廃棄する場合の予定日を記入する。廃棄したら廃棄日を記入す

る。また、個人情報の廃棄方法を記述する。 

個人情報件数 個人情報の件数を記入する。件数は、登録時の件数を記入する。件数の見

直しは、適宜見直して入力する。（目安：半期に 1回） 

 

4.7.2 「個人情報申請書」の承認 

個人情報保護管理責任者、又は権利を委譲された者は、「個人情報申請書」の内容を確認の上、個人

情報保護管理責任者が承認する。 

 

4.8 「個人情報申請書」の管理 

個人情報保護管理責任者は、『個人情報文書・記録管理規程』に基づき、「個人情報申請書」を記録と

して管理する。 
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5. 適用規程類 

(1) 『個人情報文書・記録管理規程』（ＰＭＳ004） 

 

6. 別紙 

(1) 特になし 

 

7. 制定様式 

(1) 様式－１「個人情報取扱業務整理シート」 

(2) 様式－２「個人情報管理台帳」 

(3) 様式－３「個人情報申請書」 
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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 2013/04/16 6頁/ 

4.4.1項 

表－３ 「個人情報管理台帳」の内容 

情報の形態の見直し 

  

      

 

  


