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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）の取り扱う個人情報に関わる相談・

苦情及び開示に関して、当該個人情報の本人に適切に対応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に関わる相談・苦情及び開示

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) 開示対象個人情報 

電子計算機を用いて検索できるように体系的に構成した個人情報の集合物又は一定の規

則に従って整理、分類し、目次、索引、符号などを付することによって特定の個人情報を容易

に検索でき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、本人から

求められる開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停

止の求めに対し、応じる義務のある個人情報を言う。 

(2) 開示等 

利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への

提供の停止のことを言う。 

(3) 訂正等 

開示対象個人情報の訂正、追加又は削除のことを言う。 

(4) 利用停止等 

開示対象個人情報の利用の停止、消去又は第三者への提供の停止のことを言う。 

(5) 訂正 

個人情報の間違い内容を正しい内容に変更することを言う。 

(6) 削除 

個人情報の一部を削除することを言う。 

(7) 消去 

個人情報の氏名、誕生日等の最小限の識別情報を残し、その他情報を抹消することを言

う。 

(8) コールバック 

折り返し電話をかけることを言う。 
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4. 個人情報に関わる相談・苦情・開示の処理手順 

4.1 相談及び苦情、開示請求に関する対応体制 

顧客、従業者、及び業者等の個人情報に関わる相談及び苦情、開示請求に対する対応体制は、

『個人情報組織・人的管理規程』に基づく。 

 

4.2 開示対象個人情報の例外条件 

個人情報であっても、存否が明らかになることによって、以下に該当する場合は、開示対象個人

情報としない。その場合は、部門個人情報取扱担当者は、開示対象としない理由を「利用目的請

求回答書(否)」「開示請求回答書(否)」「訂正・追加・削除請求回答書(否)」又は「利用停止請求回

答書(否)」へ記入し、個人情報保護管理責任者の承認を得て、その写しを記録として保管する。 

(1) 個人情報本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがある場合 

(2) 違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある場合 

(3) 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は

他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがある場合 

(4) 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序維持に支障が及ぼすおそれがある

場合 

 

4.3 本人の権利要求への手続き 

開示対象個人情報に該当する当該個人情報の本人の権利要求に対して、以下の対処を実施

する。 

4.3.1 当該個人情報の本人からの開示等要求 

当該個人情報の本人から、以下の事項について要求された場合、個人情報相談窓口責任者は、

個人情報の管理の仕組みから合理的に考えられうる期間（原則２週間以内）に対処する。 

(1) 開示対象個人情報の利用目的の通知 

使用する請求書・・・「利用目的請求書」 

             「利用目的請求回答書（諾）」 

             「利用目的請求回答書（否）」 

(2) 開示対象個人情報の開示 

使用する請求書・・・「開示請求書」 

             「開示請求回答書（諾）」 

             「開示請求回答書（否）」 

(3) 開示対象個人情報の開示後の情報誤りによる、訂正、追加または削除 

使用する請求書・・・「訂正・追加・削除請求書」 

             「訂正・追加・削除請求回答書（諾）」 

「訂正・追加・削除請求回答書（否）」 



PMS０１５ 

3 

(4) 開示対象個人情報の利用または提供の拒否 

使用する請求書・・・「利用停止請求書」 

                「利用停止請求回答書（諾）」 

「利用停止請求回答書（否）」 

 

4.3.2 開示等要求の受付手順 

(1) 通話等による受付の場合 

当該個人情報の本人から、権利要求を受け付けた担当者は、当該個人情報の本人に上記

の各請求書の記載と、記載した請求書の持参又は郵送を依頼する。権利要求を受け付けた

担当者は、依頼内容に該当する請求書の用紙を郵送する。 

権利要求が代理人の場合は、各請求書の本人同意書欄に記載の上、来社してもらうように

依頼する。 

(2) e メール・システム等による受付の場合 

ｅメール・システム上に記録されている要求に関して、当該個人情報を扱っている担当者

が 、各請求書の記載と、記載した請求書の持参又は郵送を依頼する。権利要求を受け付け

た担当者は、依頼内容に該当する請求書の用紙を郵送する。権利要求が代理人の場合は、

当該個人情報の本人の同意書を持参の上、来社してもらうように依頼する。 

(3) 当該個人情報の本人、又は代理人（家族も含む）の来社による受付の場合 

当該個人情報の本人、又は代理人から権利要求を受けた担当者は、本人又は代理人に

依頼内容を記載した請求書を提出してもらう。 

 

4.3.3 開示等要求に対する本人確認 

個人情報相談窓口担当者は、依頼者の本人確認を実施する。 

(1) 通話等による受付の場合 

本人確認の方法はコールバックを原則とする。本人の住所と氏名、電話番号等で本人を確

認すること。 

(2) システム等による受付の場合 

本人確認の方法はコールバックを原則とする。以下の方法で本人確認をすること。 

① メールによる本人確認 

② ID とパスワードによる本人確認 

③ 上記の方法に準ずる方法による本人確認 

(3) 個人情報本人又は代理人（家族も含む）が来社による受付の場合 

本人確認の方法は、運転免許書、パスポート、社員証など、写真付の身分証明書で直接

確認する。代理人の場合は、代理人本人を運転免許書、パスポート、社員証など、写真付の

身分証明書で直接確認する。確認できたら、当該個人情報の本人からの同意書の提出を依

頼し、確認する。 
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4.3.4 開示対象個人情報に関する周知 

個人情報相談窓口責任者は、開示対象個人情報に関し、『個人情報取得・利用・提供規程』の

各種「利用目的通知書・同意書」に、次の事項をわかりやすい場所に読みやすく明示する。 

通知する内容として、以下の内容を提示する。 

(1) 当社の経営者氏名または、当社名 

(2) 当社の個人情報保護管理責任者の氏名又は職名、所属及び連絡先 

(3) 開示対象個人情報の利用目的 

個人情報を利用する目的 

(4) 開示対象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 

(5) 開示等の求めに応じる手続き 

開示等の求めの申し出先、開示等要求の受付手順、開示等要求に対する本人確認方法 

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、各種「利用

目的通知・同意書」に記述し、本人への通知又は「利用目的の公表について」をホームペー

ジなどに掲載する。 

 

 

4.4 開示対象個人情報の利用目的通知の運用 

4.4.1 開示対象個人情報の利用目的通知の実施 

「利用目的請求書」の内容について、個人情報相談窓口担当者は、利用目的の通知の対処作

業を実施する。 

(1) 対応の実施 

個人情報相談窓口担当者は、要求内容に応じて、開示対象個人情報の利用目的の通知

手続きを実施し、「利用目的請求回答書(諾)」を作成し、個人情報保護管理責任者の承認を

得る。 

(2) 当該個人情報の本人への連絡 

個人情報相談窓口担当者は、要求のあった当該個人情報の本人、又は代理人に対し、結

果を、「利用目的請求回答書(諾)」を使用して報告する。 

(3) 利用目的請求回答書(諾)の管理 

個人情報相談窓口担当者は、対処した旨を、「利用目的請求回答書(諾)」の写しを記録と

して管理する。 

 

4.4.2 開示対象個人情報の利用目的通知に対する拒否 

「利用目的請求書」の内容について、個人情報相談窓口担当者は、下記の理由の場合、開示

対象個人情報の利用目的の通知に対して拒否する事が出来る。その場合は、個人情報相談窓口

担当者は、拒否した理由を「利用目的請求回答書(否)」へ記入し、個人情報保護管理責任者の承
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認を得る。 

(1) 通知することによって、当該個人情報の本人、又は第三者の生命、身体、財産その他の権

利利益するおそれがある場合 

(2) 通知することによって、当社の権利、又は正当な利益に対して支障を及ぼすおそれがある

場合 

(3) 国の機関、又は地方公共団体が法令で定めた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、通知することによって、事務業務の遂行に支障を及ぼすおそれがある

場合 

(4) 4.3.4(3)項によって開示対象個人情報の利用目的が明らかな場合 

 

4.4.3 開示対象個人情報の利用目的通知に対する拒否の手順 

(1) 当該個人情報の本人及び代理人への連絡 

対処要求を求められた開示対象個人情報の全部又は一部について、対処しない旨を決定

した場合、個人情報相談窓口担当者は、本人に対し、遅滞なく、対処しない旨を、「利用目的

請求回答書(否)」を使用して通知する。また対処しない理由については、苦情対応窓口先を

併せて説明する。 

(2) 利用目的請求回答書(否)の管理 

個人情報相談窓口担当者は、拒否した旨を、「利用目的請求回答書(否)」の写しを記録と

して管理する。 

 

4.5 開示対象個人情報の開示の運用 

4.5.1 開示対象個人情報の開示の実施 

「開示請求書」の内容について、個人情報相談窓口担当者は、開示の対処作業を実施する。 

(1) 対応の実施 

個人情報相談窓口担当者は、要求内容に応じて、開示対象個人情報の開示の手続きを実

施し、「開示請求回答書(諾)」を作成し、個人情報保護管理責任者の承認を得る。この場合、

個人情報本人の開示対象個人情報が存在しない場合、その旨を知らせることも同様な手続き

で実施する。開示対象個人情報の開示は、個人情報本人に対し、遅滞なく（原則２週間以

内）、書面にて行う。なお、法令の規定により特別な手続きが定義している場合、又は開示請

求を行った者と同意した開示方法がある場合は、それに従う。 

(2) 個人情報本人への連絡 

個人情報相談窓口担当者は、要求のあった個人情報本人、又は代理人に対し、「開示請

求回答書(諾)」を使用して報告する。 

(3) 開示請求回答書(諾)の管理 

個人情報相談窓口担当者は、対処した旨を、「開示請求回答書(諾)」の写しを記録として管

理する。 
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4.5.2 開示対象個人情報の開示要求に対する拒否 

「開示請求書」の内容について、個人情報相談窓口担当者は、下記の理由の場合、開示の対

処要求に対する拒否をする事が出来る。その場合は、個人情報相談窓口担当者は、拒否した理

由を「開示請求回答書(否)」へ記入し、個人情報保護管理責任者の承認を得る。 

(1) 個人情報本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益するおそれがある場合 

(2) 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 

(3) 法令に違反することとなる場合 

 

4.5.3 開示対象個人情報の開示要求に対する拒否の手順 

(1) 個人情報本人及び代理人への連絡 

対処要求を求められた個人情報の全部又は一部について開示しない旨を決定した場合、

個人情報相談窓口担当者は、本人に対し、遅滞なく（原則決定から１週間以内）、開示しない

旨を、「開示請求回答書(否)」を使用して通知する。また、対処しない理由に対しての苦情対

応窓口先を併せて説明する。 

(2) 開示請求回答書(否)の管理 

個人情報相談窓口担当者は、開示を拒否した旨を、「開示請求回答書(否)」の写しを記

録として管理する。 

 

4.6 開示対象個人情報の訂正等の運用 

4.6.1 開示対象個人情報の訂正等の実施 

「訂正・追加・削除請求書」の内容について、個人情報相談窓口担当者は、訂正等の対処作業

を実施する。 

(1) 対応の実施 

個人情報相談窓口担当者は、開示対象個人情報の内容が事実でないという理由によって

訂正等の要求内容に応じて、利用目的の達成に必要な範囲において開示対象個人情報の

調査を行い、その結果に基づいて訂正等の手続きを実施し、「訂正・追加・削除請求回答書

(諾)」を作成し、個人情報保護管理責任者の承認を得る。 

(2) 個人情報本人への通知 

個人情報相談窓口担当者は、要求のあった個人情報本人又は代理人に対し、遅滞なく

（原則２週間以内）訂正等の実施結果及びその内容を、「訂正・追加・削除請求回答書(諾)」を

使用して報告する。 

(3) 訂正・追加・削除請求回答書(諾)の管理 

個人情報相談窓口担当者は、対処した旨を、「訂正・追加・削除請求回答書(諾)」の写し

を記録として管理する。 
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4.6.2 開示対象個人情報の訂正等の実施に対する拒否 

「個人情報に関する依頼票」の内容について個人情報相談窓口担当者は、下記の理由の場合、

訂正等の対処要求に対する拒否をする事が出来る。その場合は、個人情報相談窓口担当者は、

拒否した理由を「訂正・追加・削除請求回答書(否)」へ記入し、個人情報保護管理責任者の承認を

得る。 

(1) 訂正の場合、誤りである指摘が正しくない場合 

(2) 訂正・削除の場合、訂正等の対象が事実ではなく評価に関する情報である場合 

 

4.6.3 開示対象個人情報の訂正等の実施に対する拒否の手順 

(1) 個人情報本人及び代理人への連絡 

訂正等の要求を求められた開示対象個人情報について、対処しない旨を決定した場合、

個人情報相談窓口担当者は、本人に対し、遅滞なく（原則、決定から１週間以内）、対処しな

い旨を、「訂正・追加・削除請求回答書(否)」を使用して通知する。また、対処しない理由に対

しての苦情対応窓口先を併せて説明する。 

(2) 訂正・追加・削除請求回答書(否)の管理 

個人情報相談窓口担当者は、拒否した旨を、「訂正・追加・削除請求回答書(否)」の写しを

記録として管理する。 

 

4.7 開示対象個人情報の利用停止等の運用 

4.7.1 開示対象個人情報の利用停止等の実施 

「利用停止請求書」の内容について、個人情報相談窓口担当者は、利用停止等の対処作業を

実施する。 

(1) 対応の実施 

個人情報相談窓口担当者は、利用停止等の要求内容に応じて、個人情報の利用停止等

の手続きを実施し、「利用停止請求回答書(諾)」を作成し、個人情報保護管理責任者の承認

を得る。ただし、個人情報を消去する場合は、別のルートで消去した個人情報が再度登録し

利用される恐れがあるため、消去対象の個人情報の氏名・誕生日等の最低限個人が識別で

きる情報は残し、完全な消去は行わないことを、「利用停止請求回答書(諾)」に記述する。 

(2) 当該個人情報の本人への連絡 

個人情報相談窓口担当者は、要求のあった個人情報本人又は代理人に対し、遅滞なく

（原則２週間以内）利用停止等の実施結果を、「利用停止請求回答書(諾)」を使用して報告す

る。 

(3) 利用停止請求回答書(諾)の管理 

個人情報相談窓口担当者は、利用停止等を対処した旨を、「利用停止請求回答書(諾)」の

写しを記録として管理する。 
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4.7.2 開示対象個人情報の利用停止等の実施に対する拒否 

「利用停止請求書」の内容について、個人情報相談窓口担当者は、下記の理由の場合、利用

停止等の対処要求に対する拒否をする事が出来る。その場合は、個人情報相談窓口担当者は、

拒否した理由を「利用停止請求回答書(否)」へ記入し、個人情報保護管理責任者の承認を得る。 

(1) 個人情報本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益するおそれがある場合 

(2) 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 

(3) 法令に違反することとなる場合 

 

4.7.3 開示対象個人情報の利用停止等の実施に対する拒否の手順 

(1) 個人情報本人及び代理人への連絡 

利用停止等の要求を求められた開示対象個人情報について対処しない旨を決定した場合、

個人情報相談窓口担当者は、本人に対し、遅滞なく（原則、決定から１週間以内）、対処しな

い旨を、「利用停止請求回答書(否)」を使用して通知する。また、対処しない理由に対しての

苦情対応窓口先を併せて説明する。 

(2) 利用停止請求回答書(否)の管理 

個人情報相談窓口担当者は、拒否した旨を、「利用停止請求回答書(否)」の写しを記録と

して管理する。 

 

4.8 個人情報の開示等に関する記録の管理 

個人情報相談窓口責任者は、各種「請求書」、各種「回答書（諾）」の写し及び各種「回答書

（否）」の写しを、『個人情報文書・記録管理規程』に基づき、部門において適切に管理する。 

 

4.9 個人情報保護マネジメントシステム等への相談及び苦情の対応 

4.9.1 受付 

(1) 通話等による受付の場合 

個人情報に関わる相談及び苦情を受け付けた個人情報相談窓口担当者は、個人情報本

人からの苦情または相談内容及び本人の住所、氏名、電話番号を、「個人情報相談対応票」

へ記入する。 

(2) システム等による受付の場合 

当該個人情報を扱っている個人情報相談窓口担当者が、「個人情報相談対応票」へ記入

する。 

 

4.9.2 相談及び苦情内容の重要度の判定 

個人情報相談窓口担当者は、相談及び苦情内容についての重要度の判定を行う。相談及び苦

情内容が重要と判断される場合は、当該個人情報の個人情報相談窓口責任者へ報告する。重要

と判断される相談及び苦情内容の判断基準として、以下のとおりである。 
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(1) 個人情報保護マネジメントシステムに欠陥が存在する場合 

(2) 係争、訴訟や法律の問題に関わる場合 

(3) 『個人情報問題処理規程』の「個人情報問題管理レベル表」の問題レベル 1、問題レベル 2

に相当する場合 

 

4.9.3 対処方法の検討 

相談及び苦情を受け付けた個人情報相談窓口担当者は、相談内容及び苦情内容の対応方法

を検討する。なお、個人情報に関する相談及び苦情内容が、個人情報相談窓口責任者によって

重要と判断された場合、個人情報保護管理責任者へ対処方法を相談する。個人情報保護管理責

任者は、相談内容及び苦情内容を代表者へ報告する。 

相談及び苦情内容の対応方法は、「個人情報相談対応票」に記入する。また、原因が、漏洩の

事実もしくは漏洩の兆候、または保護管理上の重大な欠陥であった場合は、『個人情報問題処理

規程』に従うものとする。 

 

4.9.4 苦情元・相談元への連絡 

相談及び苦情を受け付けた個人情報相談窓口担当者は、「個人情報相談対応票」の内容につ

いて、個人情報保護管理責任者の承認を得る。承認後、苦情元・相談元へ連絡する。ただし、当

該個人情報の相談及び苦情によって重要と判断された場合は、個人情報相談窓口責任者及び個

人情報保護管理責任者に相談の上、他の適切な対応方法を行う。個人情報保護管理責任者は、

対応方法及びその結果について、代表者へ報告する。 

 

4.9.5 是正処置の可否の判定 

個人情報相談窓口責任者は、苦情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。 

 

4.10 個人情報相談対応票の管理 

個人情報相談窓口担当者は、作成した「個人情報相談対応票」を、『個人情報文書・記録管理

規程』に基づき、記録として管理する。 
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5. 適用規程類 

(1) 『個人情報組織管理規程』(PMS００２) 

(2) 『個人情報文書・記録管理規程』（PMS００４） 

(3) 『個人情報問題処理規程』(PCP００８) 

(4) 『個人情報是正・予防処置規程』（PMS０１１） 

(5) 『個人情報取得・利用・提供規程』(PMS０１２) 

 

6. 別紙 

(1) 特になし 

 

7. 設定様式 

(1) 様式－１ 『利用目的請求書』 

(2) 様式－２ 『利用目的請求回答書（諾）』 

(3) 様式－３ 『利用目的請求回答書（否）』 

(4) 様式－４ 『開示請求書』 

(5) 様式－５ 『開示請求回答書（諾）』 

(6) 様式－６ 『開示請求回答書（否）』 

(7) 様式－７ 『訂正・追加・削除請求書』 

(8) 様式－８ 『訂正・追加・削除回答書（諾）』 

(9) 様式－９ 『訂正・追加・削除回答書（否）』 

(10) 様式－１０ 『利用停止請求書』 

(11) 様式－１１ 『利用停止請求回答書（諾）』 

(12) 様式－１２ 『利用停止請求回答書（否）』 

(13) 様式－１３ 『個人情報相談対応票』 
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