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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

システムの管理・運用に関わる文書及び記録（以下、文書類）の管理方法、手順について定める。 

 

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、な

らびに個人情報保護マネジメントシステムの推進、改善に関して作成される文書類の管理方法に

ついて、当社全体に適用する。 

 

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) 文書 

当社の個人情報保護マネジメントシステムにおける活動の拠り所となるマニュアル、規程、

手順書を言う。 

(2) 一般発行文書 

当社の個人情報保護マネジメントシステムにおける活動で作成される計画や要領、その他

発行した文書を言う。 

(3) 外部文書 

当社の個人情報保護マネジメントシステムに関わる組織外の第三者が発行した文書を言

う。 

(4) 記録 

当社の個人情報保護マネジメントシステムにおいて、一般発行文書を除く活動の結果もし

くは達成した実績を証明する客観的な証拠のことを言う。 

(5) 管理台帳 

文書、外部文書、記録を管理するための台帳を言う。 

(6) 発行責任者 

文書・一般文書・記録を発行する際の責任者を言う。 

(7) 管理責任者 

外部文書を採用可否判定する際の責任者を言う。 

(8) 保管責任者 

発行された文書・一般文書・記録、及び管理する外部文書の保管に関する責任者を言う。 

(9) センターファイル 

当社又は部門で共有する保管棚、共有するサーバを言う。 
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4. 文書・一般発行文書・記録に関する手順 

4.1 文書・一般発行文書・記録の発行責任者・保管責任者 

4.1.1 文書・一般発行文書の発行責任者・保管責任者 

個人情報保護マネジメントシステムに関わる文書・一般発行文書について、文書・一般発行文書

の発行及び保管に関する責任者は、別紙－1 「個人情報保護における管理対象文書」に定め

る。 

 

4.1.2 外部文書の管理責任者・保管責任者 

個人情報保護マネジメントシステムに関わる外部文書について、外部文書の採用可否及び保管

に関する責任者は、別紙－1 「個人情報保護における管理対象文書」に定める。 

 

4.1.3 記録の種類及び保管責任者 

個人情報保護マネジメントシステムに関わる記録は、記録の発行及び管理に関する責任者を、

別紙－2 「個人情報保護における管理対象記録」に定める。 

部門として独自に記録する必要がある場合、部門において記録の発行、及び管理に関する適切

な責任者を定めて管理する。 

 

4.2 文書・一般発行文書・記録の登録 

4.2.1 文書・一般発行文書の登録 

文書・一般発行文書の発行部門は、文書・一般発行文書の発行前に下記の番号体系に従う。

文書・一般発行文書の登録は、発行責任者が管理している管理台帳により行う。 

 

(1) 文書 

マニュアル： PMS001-(nn) 

規程：  PMSNNN -（nn） 

手順：     PMSNNN -01-（nn） 

部門要領：  PMSNNN-xx-01-（nn） 

 

  ※ ＮＮＮ⇒連番、ｘｘ⇒部門ＩＤ、（ｎｎ）⇒版数 
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(2) 一般発行文書 

ＰＭＳ－Ｂ － NNNN － nnn － nn － (nn) － 文書名 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 外部文書の登録 

外部文書の受取部門は、外部文書の受取時に管理責任者が適切性をチェックし、保管対象で

あれば、保管する前に識別できるように番号を付与する。外部文書の登録は、管理責任者が管理

している管理台帳により行う。 

 

4.2.3 記録の登録 

記録の発行部門は、記録の発行前に発行責任者が適切性をチェックし発行する。番号（従業員

番号）、記録名称及び発行日付等で完全に他の記録と識別できる場合は、記録番号は付与しなく

ても良い。識別不可能な場合は、下記の番号体系に従う。記録の登録は、発行責任者が管理して

いる管理台帳により行う。 

 

(1) 記録番号体系 

PMS－Ｋ  －    NNNN － nnn － nn － 文書名 

 

    

      

    

      

      

 

4.3 文書・一般発行文書の記載事項・承認・保管・配布・廃棄の措置 

4.3.1 文書・一般発行文書の記載事項 

作成する文書・一般発行文書には、本文以外に以下の項目の記載を必須とする。 

版数 

中連番（例：０１） 

大連番（例：００１） 

期（例：２００９） 

文書種類（Ｂ：一般発行文書） 

中連番（例：０１） 

大連番（例：００１） 

期（例：２００９） 

 

文書種類（Ｋ：記録） 
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(1) 作成（発行）年月日 

(2) 作成部門名（発行部門） 

(3) 作成者名及び承認者名（記録は確認者ありの場合） 

(4) 改版履歴 

(5) 表題 

 

4.3.2 承認 

発行責任者は、文書・一般発行文書の発行前に内容を審査し、承認を与える。承認については、

発行者の署名か、電子データの場合は電子承認とし、記名・捺印を省略できる。 

 

4.3.3 文書・一般発行文書の保管 

保管責任者は、文書を管理台帳とともに発行部門のセンターファイルへ保管する。 

電子データの場合、管理台帳データと文書データ・一般発行文書データを同一フォルダ等に保

管する。 

保管する文書・一般発行文書は、原本とする。但し、原本を関係先に提出するなどして管理出来

ない場合は、その複写版を原本として管理する。 

(1) 管理台帳 

管理台帳の帳票形式は、以下の項目を明記する。電子データの場合、フォルダ等を台帳

に変えることが出来る。 

① 文書番号 

② 文書名 

③ 発行日 

④ 版 

⑤ 廃止日 

(2) 保管方法 

保管責任者は、以下に注意して文書・一般発行文書を保管する。 

① 保管用のファイルを作成し、文書・一般発行文書をファイリングする。 

② 文書・一般発行文書の保管は、管理台帳と容易に対応が付くようにする。 

③ 文書・一般発行文書は紛失、汚れ等のないように保管する。電子データの場合は、読

み出し不良、破損等が無いように保管する。 

(3) アクセス管理 

保管責任者は、文書・一般発行文書の重要性に応じて、適切なアクセス管理をする。 

詳細な保管方法については、『個人情報安全管理規程』に従うものとする。 

 

4.3.4 文書・一般発行文書の配布 

関係部門に配布が必要な場合は、発行責任者又は保管責任者の承認を得た上で、以下の項
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目に従う。また外部文書については、外部文書の発行責任者の指示に従う。 

(1) 配布物・配布先の管理 

文書・一般発行文書を配布する場合は、配布先一覧表の作成、文書管理台帳への記入

等により、以下の項目を管理する。 

① 文書番号 

② 文書名 

③ 配布日 

④ 配布先 

⑤ 版 

(2) 複写の可否・回収・廃棄の指示 

文書・一般発行文書を配布する場合は、複写の可否・回収・廃棄について、必要に応じて

指示する。 

 

4.3.5 文書・一般発行文書の改版の措置 

(1) 登録 

文書・一般発行文書を改版した場合は、文書・一般発行文書の版数をあげるか、または、

新たな文書番号を登録する。 

(2) 改版の記録 

改版履歴には、以下の内容を記述する。 

① 改版発行日 

② 改版内容 

③ 作成者名 

④ 承認者名 

(3) 旧版の無効／廃止 

文書・一般発行文書を改版した場合は、旧版を無効／廃止する。旧版を法律上あるいは

知識保存の目的で保持したい場合は、原紙に無効文書あるいは旧版または失効日を明記

する。 

 

4.3.6 文書・一般発行文書の廃棄 

発行責任者が廃棄するように指示した、改版後の旧版の文書・一般発行文書は、無効／廃止を

明確にする。 

(1) 管理台帳への記入 

管理台帳に無効／廃止したことを明記し、原本を廃棄する。 

(2) 無効／廃止した文書・一般発行文書の保持 

無効／廃止した文書・一般発行文書を法律上あるいは知識保存の目的で保持したい場

合は、原本に無効文書あるいは旧版と明記する。 
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4.4 外部文書の受け取り・保管・配布・廃棄の措置 

4.4.1 外部文書の受け取り・保管 

(1) 外部文書の受取時に、管理責任者が適切性をチェックし、保管対象であれば、原紙として

保管する。 

(2) 原紙を保管する際は、入手日及び保管責任者を明確にする。また、無効文書を保管する場

合は、適切に識別して上で保管し、保管責任者が維持する。但し、保管対象となる外部文書

を電子メールで受信した場合は、電子メールの機能を用いて文書の保管管理を行う。 

 

4.4.2 外部文書の配付と無効／廃棄 

(1) 配付 

関係部門に配付が必要な場合は、管理責任者が配付可否を判断した上で配付する。また

改版等により業務を遂行する上で影響を受ける場合は、配付先一覧表の作成、管理台帳へ

の記入、又は文書のヘッダーへの記入により配付先管理を行う。 

(2) 外部文書の無効／廃止 

外部文書の無効／廃止は、以下の場合に行う。また、外部文書の発行責任者から無効／

廃止等の依頼がある場合は、その指示に従う。 

① 文書発行者からの無効／廃止依頼があった場合 

② 改版され、旧版文書が保管対象でなくなった場合 

③ 外部文書の有効期限が切れた場合 

 

4.5 記録の記載事項・承認・保管・配布・廃棄の措置 

4.5.1 記録の記載事項 

法令で定められている記録の記載内容は、法令に従うものとする。 

記録の記載内容は、各種規程・細則等に従う。各種規程・細則等に定められていない場合は、

個人情報保護マネジメントシステムの活動の結果、もしくは達成した実績を証明するために必要な

客観的内容を記載する。 

 

4.5.2 記録の承認 

記録は原則として承認せずに発行できるが、承認欄がある重要な記録で発行前に内容の審査

が必要なものは、発行責任者が承認する。 

 

4.5.3 記録の保管 

記録の保管は、記録を管理台帳とともに発行部門のセンターファイルへ保管する。 

電子データの場合、管理台帳データと記録データを同一フォルダ等に保管する。 

記録を採取するシステムを利用している場合、システムの機能に従って保管する。 
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(1) 管理台帳 

管理台帳の帳票形式は、以下の項目を明記する。電子データの場合、フォルダ等を台帳

に変えることが出来る。 

① 記録番号 

② 記録名 

③ 発行日 

④ 版 

⑤ 廃止日 

(2) 保管方法 

保管責任者は、以下に注意して記録を保管する。 

① 保管用のファイルを作成し、記録をファイリングする。 

② 記録の保管は、管理台帳と容易に対応が付くようにする。 

③ 記録は紛失、汚れ等のないように保管する。電子データの場合は、読み出し不良、破

損等が無いように保管する。 

④ 記録の保管期間は、法令等ならびに契約に関わる根拠もしくは将来起こりうる訴訟等

の資料、証拠として必要である、又は必要になる可能性を含むと判断した場合は、法

令等で定められた期限を遵守して管理する。その他の記録は、おおむね 5年を期限と

して管理する。 

(3) アクセス管理 

保管責任者は、記録の重要性に応じて、適切なアクセス管理をしなければならない。詳細

な管理方法については、『個人情報安全管理規程』に従うものとする。 

 

4.5.4 記録の廃棄 

保管期間経過後の記録は、保管責任者、又は保管責任者から指示された実務の担当者が廃棄

する。保管期間中の情勢変化により、さらに長期にわたる保管が必要となった場合は、期限経過後

も保管対象とする。管理台帳に期間延長であることを明記し、原紙にも期間延長と明記する。 

 

5. 適用規程類 

(1) 『個人情報保護安全管理規程』（PMS013） 

 

6. 別紙 

(1) 別紙－1 『個人情報保護における管理対象文書』 

(2) 別紙－2 『個人情報保護における管理対象記録』 
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7. 設定様式 

(1) 様式－１ 『文書管理台帳（文書）』  

(2) 様式－２ 『文書管理台帳（一般発行文書）』 

(3) 様式－３ 『文書管理台帳（外部文書）』 

(4) 様式－４ 『記録管理台帳』 

(5) 様式－５ 『文書管理台帳（様式）』 
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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 2010/06/10 2頁／３頁 文書のファイル名（ナンバリング）の

命名規則の変更 

  

第 3版 2017/8/17 7項 制定様式の追加 

（様式－５  『文書管理台帳（様

式）』を追加） 

  

      

      

      

 


