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1. 目的 

本細則は、『個人情報保護安全管理規程』において、安全管理に影響のある作業に従事する際に、

その作業における入退館（室）管理、コンピュータ本体等を含む物理的な対策方法で保護する手

順を規定するものである。 

 

2. 適用範囲 

本細則は、『個人情報保護安全管理規程』に基づき、当社で使用するコンピュータ本体、オフィス

機器及びコンピュータ媒体、紙の媒体などの取り扱い、及び設置・保管場所の入退館（室）を適用

範囲とする。 

 

3. 用語の定義 

本細則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) セキュリティ区画 

物理的セキュリティ境界により区切られた領域のこと。 

(2) 入退管理責任者 

入退管理の徹底と運営管理の責任者。 

(3) 入退管理担当者 

入退管理の運営を維持する受付け及び運用担当者のこと。 

(4) 訪問者 

来訪者、メンテナンス業者、工事業者、開発業者のこと。 

(5) 納入業者 

郵便、宅配の納入、及び物品の搬入・搬出する業者のこと。 

(6) 第三者 

外部、及び適用範囲外の組織の人のこと。 

(7) 利用者 

クライアント端末を利用する従業者のこと。 

(8) オフィス機器 

プリンタ、スキャナ、電話、ＦＡＸ、携帯電話、コピー機、デジタルカメラ、及びプロジェクタ等

の機器のこと。 

(9) コンピュータの付属媒体 

ＦＤ、ＵＳＢメモリ、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ－Ｒ、及びＳＤ等のリムーバブルメディア等のこと。 

(10) 供給者 

機器の供給者、メーカー、及びベンダーのこと。 
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4. 物理的安全管理の運用手順 

4.1 入退館（室）の運用 

4.1.1 セキュリティが保たれた領域 

当社の業務施設及び業務情報に対する認可されない物理的なアクセス、損傷及び妨害を防止す

るためにセキュリティが保たれた区間を設け、そこへの入退管理、施設のセキュリティ確保、そこで

の作業規定、業者荷物の搬入・搬出規定を設ける。 

 

4.1.2 セキュリティ区画の設定 

部門個人情報保護責任者は、建物及び施設のリスクアセスメントの結果、その情報資産の価値に

基づき、以下のとおり２つのセキュリティ区間に区分する。 

 

ｾｷｭﾘﾃｨ 

ﾚﾍﾞﾙ 

ｾｷｭﾘﾃｨ 

区画名 
適用区画 区画条件 

３ 特別区画 

個人情報を保管している機

器のある区間（サーバ設置

場所等） 

重要区画とは堅固な隔壁によって区切る。施錠ができ入

退室の管理を施す。従業者でも許可されている者だけに

入室可能とする。 

２ 重要区画 一般事務作業区間 
一般区画とは境界を明示する。従業者の監視により、第

３者が容易にアクセス不可能とする。 

１ 一般区画 
来客対応や打合せ場所 

荷物の受渡し場所 
従業員がいない時はアクセスが不可能とする。 

 

4.1.3 セキュリティ区画への入退管理 

(1) 入退管理に関する責任と権限 

入退管理に関する責任と権限を、下記に定義する。 

役割者 責任・権限及び役割 

入退管理責任者 
入退管理の徹底と運営管理を行なう。 

施設毎に部門個人情報保護責任者が任命する。 

入退管理担当者 
入退管理責任者の指示に従い、入退管理の運営を維持する。 

入退管理責任者が任命する。 

鍵の管理者 
鍵の貸し出し、保管管理を担当する。通常は入退管理担当者とするが、入

退管理責任者が必要に応じて別途任命することが出来る。 

(2) 入退管理に関するアクセス権限の決定 

部門個人情報保護責任者は、セキュリティ区画ごとに従業員へのアクセス権限の決定を行

なう。またアクセス権限は、定期的にレビューし、更新する。 
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部門個人情報保護責任者は、アクセス権限に従って、各物理アクセス権限グループに属す

る従業員を特定し、「物理アクセス権限グループ名簿」に記載し、部門個人情報保護責任者

の承認を得る。 

部門個人情報保護責任者は、アクセス権限の変更、及び従業員の異動時に、「物理アクセ

ス権限グループ名簿」を見直し、更新する。 

(3) 入退管理 

入退管理責任者は、各セキュリティ区画における入退の管理、及び運営を行う。 

なお、当社への最初に入室した従業員及び最後に退室した従業員は、「セキュリティーキー

（電子キー）」を有効にする。個人情報保護管理責任者は、翌月の初めにフロア毎の『機械

警備報告書』を入手し、入退室管理に問題ないか点検する。点検後、『機械警備報告書』を

データを１年間保管し、期間経過次第データ破棄をする 

① 特別区画の入退管理 

ア） 従業員の場合 

「物理アクセス権限グループ名簿」に記載されている入室権限がある従業員のみ入室

できる。入室許可されていない従業員は、入退管理責任者もしくは部門個人情報保

護責任者の許可を得て入室する。 

イ） 業者(固定契約の業者)、一時利用の人、見学者の場合 

入退管理責任者もしくは部門個人情報保護責任者の許可を得て入室する。入退管理

担当者は、入室者が入室してから退室するまで立会う。入室者は、「来社受付票」に

記入し、必ず身分が証明できる名札等を着用する。 

② 重要区画の入退管理 

ア） 従業員の場合 

名札を着用することにより、社員であることが判別できるようにする。 

イ） 業者(固定契約の業者)、一時利用の人、訪問者の場合 

来訪者が受付にて従業員を呼び、従業員が来訪者を帯同する。入室者は、「来社受

付票」に記入し、必ず会社配布の名札（入出許可証）を着用する。 

③ 一般区画(来客用応接室など)の入退管理 

入室者は、「来社受付票」に記入し、必ず会社配布の名札（入出許可証）を着用する。 

従業員が不在の場合は、入口を施錠し、第三者が入室できないようにする。 

(4) 鍵管理 

鍵の管理者は、鍵を決められた場所に保管し、管理する。また鍵を貸出す際は、「物理アク

セス権限グループ名簿」で入室予定者のアクセス権を確認し、「鍵貸出し管理一覧表」に記

入する。 

(5) 入退管理の評価 

入退管理責任者は、翌月の初旬に、入退室に問題はないかを確認するため、「機械警備報

告書」及び「来社受付票」の確認を実施する。 
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入退管理責任者は、問題が発見された場合は、個人情報保護管理責任者へ報告する。 

鍵の管理者は、翌月の初旬に、鍵の貸出管理に問題はないかを確認するため、「鍵貸出し

管理一覧表」の確認を実施する。 

鍵の管理者は、問題が発見された場合は、個人情報保護管理責任者へ報告する。 

 

4.1.4 セキュリティ区画の保護対策 

部門個人情報保護責任者は、セキュリティ区画の選択、及び設定においては、許可されない者か

らの不正な物理的アクセスや災害、事故等からの保護を考慮し、以下の対策を実施する。 

(1) 特別区画の保護対策 

① 特別区画室は、物理的に隔離されていること。 

ア） 従業員が不在の場合は、ドアや窓は施錠する。 

イ） サーバ室の間に仕切り(壁、ドア、窓など)を設ける。 

② 特別区画室の標識は、部屋の内外を問わずいっさい表示しない。 

特別区画室は目立たないものとし、その目的を示す表示は最小限にする。 

③ 特別区画室を含む施設の設置場所 

ア） 特別区画室を含む施設は、アクセス権を持たない従業員、及び許可を得てない第三

者の立入りを避けられる場所に設置する。 

イ） 特別区画室を含む施設は、第三者によって運営される施設とは物理的に分離してお

く。 

ウ） 危険物や可燃物は、サーバ室から十分に離れた場所で安全に保管する。 

(2) 重要区画の保護対策 

① アクセス権を持たない従業員、及び第三者が立入る事ができなくする。 

② 第三者によって運営される施設とは、物理的に分離する。 

③ 危険物、可燃物は十分に離れた場所に安全に保管する。 

④ 仕切りを設け、外部から容易に見えないようにする。 

(3) 一般区画の保護対策 

① 無人時には、セキュリティが確保できるようにする。 

 

4.1.5 セキュリティ区画での作業 

部門個人情報保護責任者は、セキュリティ区画内での作業に対して、以下の対策を実施する。 

(1) 特別区画室での作業 

① 特別区画室では、安全上の理由と不正行為を避けるため、作業者が特定できるように入

退室記録を保持する。 

ア） 従業員の場合 

アクセス権を許可されている従業員であっても、特別区画室内で作業する場合は必要

最小限の作業しか行なわない。 
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イ） 業者(固定契約の業者)、一時利用の人、見学者の場合 

入退管理責任者より特別区画室への入室資格を事前に許可されている従業員は、入

室から退室するまで作業に立会い、その行為を監視する。 

② 特別区画室内において、全ての入室者は、定められた名札や来社受付票を、見える場所

に着用する。また着用していない人に対しては、声をかけて身分を問いただす。 

③ 特別区画室内では、記録装置(写真撮影、ビデオ撮影、オーディオ他)の使用を禁止する。

ただし、個人情報保護管理責任者の許可を得た場合はこの限りではない。 

④ 特別区画室内では、どんな理由でも飲食及び喫煙等を禁止する。 

(2) 重要区画での作業 

① 従業者以外の入室者を見かけた場合は、声をかけて身分を問いただす。 

② 記録装置(写真撮影、ビデオ撮影、オーディオ他)の使用を禁止する。ただし、個人情報

保護管理責任者の許可を得た場合はこの限りではない。 

③ 従業者以外の入室者については、長時間（３０分以上）監視しない状態にはしない。 

(3) 一般区画での作業 

① 従業員以外で従業員が帯同していない入室者を見かけた場合は、声をかけて身分を問

いただす。 

 

4.1.6 搬入・搬出区画の隔離 

部門個人情報保護責任者は、無許可アクセスを避けるため、物品の搬入・搬出区画を管理し、重

要区画レベル以上からは隔離する。 

(1) 納入業者及び納入者は、許可された業者及び納入者に限定する。 

(2) 納入業者が、建物の他のセキュリティ区画にアクセスしないで、物品を搬入・搬出することが

できるように、搬入・搬出区画の場所や位置を設定する。 

(3) 搬入物を受け取る従業員は、搬入物を、搬入・搬出区画から使用する区画に移動する前

に、潜在的な危険物がないことを点検する。 

(4) 納入業者がセキュリティ区画に立ち入る必要がある場合は、必ず従業員が立ち会う。 

 

4.1.7 入退館（室）の記録の保管 

部門個人情報保護責任者は、入退館（室）の運用に関する記録を、『個人情報文書・記録管理規

程』に基づき、管理する。 

 

4.2 装置のセキュリティ 

装置は、リスクアセスメントの結果に基づき、セキュリティに関する脅威及び環境上の危険から物理

的に保護する。 
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4.2.1 装置の設置及び保護 

部門個人情報保護責任者は、装置の設置、及び保護について、以下の対策を実施する。 

(1) 装置は、作業場所ヘの不必要なアクセスを最小限に抑えるために、個人情報管理レベルに

対応する重要区画レベル以上の場所に設置する。 

(2) 重要なデータを処理する情報処理設備や記憶装置は、使用中に盗み見されるリスクを軽減

するような配置を考慮した上で、設置する。 

(3) 特別な保護が必要な装置は、他の装置から分離して設置する。 

(4) 情報処理設備の近傍での喫煙については禁止する。 

(5) 窃盗、火災、爆発、煙、水、挨、振動、化学物質の作用、電源供給妨害、電磁波放射などが

情報設備の運用に悪影響を及ぼすかどうかを考慮する。 

 

4.2.2 装置の電源異常からの保護 

部門個人情報保護責任者は、装置の電源異常から保護するために、以下の対策を実施する。 

(1) 停電やその他の電源異常から装置を保護する。 

例えば、瞬断に対する対策としてＵＰＳの設置を考慮する。 

(2) 装置製造業者が指定した仕様に適合した、十分な電カを供給する。 

(3) 主電源が停電したときのために、非常用の照明を装備する。 

 

4.2.3 ケーブル配線の保護対策 

部門個人情報保護責任者は、情報処理施設に接続する通信回線は通路を横断するように敷設し

ないように配慮する。やむをえず横断する場合には、堅牢なケーブルカバー等で保護する。 

 

4.2.4 情報処理施設の誤用の防止 

情報処理施設の使用には、個人情報保護管理責任者の許可を要する。また、これらの施設の誤

用を防ぐために、以下のような対策を考慮する。 

(1) 業務以外、又は許可されていない目的のために、情報処理施設を使用しないこと。 

(2) 情報処理施設の不適切な使用が、監視又は他の手段で明らかになった場合、関係する個

々の管理者に通知し、適切な懲戒処分を行う手続きを取ること。 

(3) 情報処理施設の誤用の防止のために監視手続を実行する際は、法的な助言の必要性を検

討すること。例えば監視カメラ等の使用に関して（プライバシー保護）。 

(4) 全ての利用者に対して、許可されたアクセス範囲を認識できるようにしておくこと。 

 

4.3 主要機器（サーバ等）の管理 

部門個人情報保護責任者は、業務システムを稼動させる主要機器ついて以下の管理を実施す

る。 
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(1) 業務システムの記録媒体を含む主要機器は重要区画の入り口から遠くに設置する。 

(2) サーバ近くには、消火器を設置する 

(3) サーバラックを設置する場合は、転落・転倒防止のため、突っ張り棒等で固定する。サーバ

機器自体は、ワイヤー、固定バンドや耐震用用品で固定する。 

(4) 主要なサーバは、無停電電源装置等を備える。 

(5) 設置機器は定期的に漏水、転倒していないか等点検を実施する。 

 

4.4 コンピュータ本体（パソコン・サーバ）の運用 

4.4.1 コンピュータ本体（パソコン・サーバ）の設置／使用場所 

個人情報取扱担当者及び利用者は、安全にコンピュータを利用するために、以下の項目に従って、

コンピュータの設置を行なわなくてはならない。 

(1) 取扱いに慎重を要する処理を行なうコンピュータは、使用中容易に盗み見されないように設

置すること。 

(2) ノートＰＣは盗難防止のため、チェーンで固定するか、使用していない場合は施錠したキャ

ビネットに保管すること。 

(3) クライアントＰＣを使い遠隔作業を行なう場所には、適切な保護が整っていることを確認する

こと。 

(4) 設置後は、「情報設備導入・移動・廃棄管理台帳」に設置場所、管理者などを登録するこ

と。 

 

4.4.2 クリアスクリーンによるセキュリティの保護 

個人情報取扱担当者及び利用者は、情報の露呈や盗難を防止するため、クリアスクリーンを実施

する。 

(1) １時間以上離席する場合は、パスワードでのスクリーンロックを行うこと。 

(2) 未使用状態での放置を防止するため、パスワードを設定したスクリーンセーバを１０分以内

で起動するように設定すること。 

 

4.4.3 コンピュータ本体（パソコン・サーバ）の移動 

当該コンピュータの管理者は、コンピュータの設置場所の移動や管理者などの変更を行なう場合、

下記の項目を実施しなければならない。 

部門個人情報保護責任者は、定期的に認可されていない移動が行なわれていないことを確認す

る。また現場監査があることを各人に認識させる。 

(1) 部門個人情報保護責任者へ報告すること。 

(2) 「情報設備導入・移動・廃棄管理台帳」に設置場所、管理者などの移動登録を行なうこと。 
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4.4.4 コンピュータ本体（パソコン・サーバ）の廃棄 

当該コンピュータの管理者は、コンピュータを廃棄する際に、下記の項目を実施しなければならな

い。 

(1) 部門個人情報保護責任者へ廃棄の報告を行なうこと。 

(2) 「情報設備導入・移動・廃棄管理台帳」に廃棄登録を行なうこと。 

 

4.4.5 廃棄の留意事項 

安全、確実に廃棄する為に、下記の項目を実施しなければならない。また外部業者に廃棄

を依頼する際は、適切な廃棄契約を締結した上で依頼する。 

(1) 固定ハードディスクなどの記憶媒体を内蔵している装置は、上書きソフトウェア、全消去ソフ

トウェア等を使用して、その内容を全て確実に消去する。または、記憶媒体装置を取り出し、

穴を開けるなど使用不可状態にする。 

(2) 取扱いに慎重を要するデータ、及びライセンス供与されたソフトウェアが、消去、又は上書き

されているかを確認すること。 

 

4.4.6 ソフトウェアのアンインストール、情報の抹消 

コンピュータやその他装置にインストール済みのソフトウェアや情報が不要になった場合は、

確実にアンインストール、又は抹消しなければならない。 

 

4.4.7 コンピュータ本体（パソコン・サーバ）の再使用 

利用者は、コンピュータを社外、又は他部門での再使用するために搬出する際は、下記の項目を

実施しなければならない。 

(1) 部門個人情報保護責任者へ、社外、又は他部門での再使用の理由で搬出することを報告

すること。 

(2) 「情報設備導入・移動・廃棄管理台帳」に設置場所、管理者、搬出先などを登録すること。 

 

4.4.8 再使用搬出時の留意事項 

装置を安全、確実に搬出する為に、下記の項目を実施しなければならない。 

(1) 固定ハードディスクなどの記憶媒体を内蔵している装置は、その内容を全て確実に消去す

ること。 

(2) 取扱いに慎重を要するデータ及びライセンス供与されたソフトウェアが、消去または上書きさ

れているかを確認すること。 

(3) 必要に応じて、固定ハードディスクの内容を消去した旨を搬出先に通知すること。 

 

4.4.9 コンピュータ本体（パソコン・サーバ）の損傷 

情報設備が損傷した際、下記の項目を実施しなければならない。 
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(1) 部門個人情報保護責任者へ、損傷の報告を行なうこと。 

(2) 損傷の報告を受けた部門個人情報保護責任者は、「情報設備導入・移動・廃棄管理台帳」

に損傷登録を行なうこと。 

(3) 部門個人情報保護責任者は、損傷したコンピュータ内に取り扱いに慎重を要するデータを

保存している場合、「破壊」、「修理」、又は「廃棄処分」を判定する。 

(4) 「破壊」又は「廃棄処分」と判定した場合は、4.4.4項に基づいて廃棄処分を実施すること。 

(5) 「修理」と判定した場合は、下記の項目を実施すること。 

① 固定ハードディスクなどの記憶媒体を内蔵している装置であり、またバックアップが可能で

あれば、バックアップを実施する。 

② 当社内で修理が可能と判断された場合は、当該コンピュータの管理者の管理の下、修理

業者に修理を行なわせること。 

③ 当社外で修理が必要と判断された場合は、機密データを消去、又は読み出し不可の状

態にして、修理業者へ搬出すること。 

 

4.4.10 コンピュータ本体（パソコン・サーバ）の記録の保管 

部門個人情報保護責任者は、コンピュータ本体（パソコン・サーバ）の運用に関する記録を、『個人

情報文書・記録管理規程』に基づき、管理する。 

 

4.5 オフィス機器の運用 

4.5.1 オフィス機器の移動 

部門に設置されているオフィス機器を移動する際は、部門個人情報保護責任者の許可を得なけ

ればならない。 

 

4.5.2 オフィス機器の持ち出し 

オフィス機器を持ち出す際は、「オフィス機器持ち出し管理台帳」に記入し、部門個人情報保護責

任者の許可を得なければならない。 

 

4.5.3 オフィス機器の持ち込み 

個人所有の機器などの持ち込みは原則禁止とする。また、持ち込みが必要な場合は以下の項目

を遵守すること。 

(1) 持ち込む際には、事前に部門個人情報保護責任者の許可を得ること。 

(2) 持ち込んだ機器を社内のネットワークや利用者端末に接続しないこと。 

(3) 持ち込んだ機器に、社内データをコピーしないこと。 
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4.5.4  オフィス機器の保守 

(1) 供給者の推奨する整備間隔、及び仕様書に従って、保守を実施すること。 

(2) 認可された保守担当者だけが、装置の修理、及び手入れを実施すること。 

(3) 保守の記録を採り、保管すること。 

(4) 装置を保守するために搬出する場合、装置内の情報をバックアップし、装置内の情報を削

除もしくは初期化すること。 

 

4.5.5 オフィス機器の廃棄 

オフィス機器の廃棄について、以下の項目を実施しなくてはならない。 

(1) メモリの消去 

ＦＡＸ、プリンタ、ディジタルカメラなどのオフィス機器のメモリに記憶されている情報は、ベン

ダーが提供しているマニュアルに従い、完全に消去すること。 

(2) 業者による情報消去 

オフィス機器を廃棄する際に、業者側で情報を消去する場合は、『個人情報委託管理規

程』に従い、業者との契約を締結する。廃棄依頼したものについては処理後、廃棄証明など

を発行させ保管すること。 

 

4.5.6 オフィス機器の記録の保管 

部門個人情報保護責任者は、オフィス機器の運用に関する記録を、『個人情報文書・記録

管理規程』に基づき、管理する。 

 

4.6 コンピュータの付属媒体の運用 

コンピュータの付属媒体の運用に関して、以下の項目に従わなければならない。 

 

4.6.1 個人情報を含む媒体の保管 

(1) コンピュータ媒体は劣化防止のため、定められたキャビネットに保管すること。 

(2) 個人情報を保管してある媒体(バックアップ媒体を含む)は、部門個人情報保護責任者が管

理する施錠されたキャビネットに保管すること。 

 

4.6.2 個人情報を含む媒体の管理 

(1) 個人情報を含む媒体は、記録された情報が保護されるよう、別の媒体にも補助的に記録す

ること。 

(2) 品質の劣化が予想される媒体は、あらかじめ別の媒体に複写すること。 

 

4.6.3 個人情報を含む媒体の持ち出し 

個人情報を含む媒体を持ち出す際には、媒体の適切な保護と、情報の暗号化等を実施した上で、
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「媒体持ち出し管理台帳」に記入し、部門個人情報保護責任者に報告する。部門個人情報保護責

任者は、保護対策状況を確認し、承認する。 

 

4.6.4 社外からの媒体の持ち込み 

社外からの媒体の持ち込みは、原則禁止とする。社外から媒体を持ち込む際には、以下の項目に

従わなくてはならない。但し、（３）については部門個人情報保護責任者の判断により、必要に応じ

て許可する。 

(1) 事前に部門個人情報保護責任者の許可を得ること。 

(2) 使用する前にウイルスの検査を行う。 

(3) データのコピーは禁止する。 

 

4.6.5 個人情報を含む媒体の配送 

個人情報を含む媒体を配送する際には、以下の項目に従わなくてはならない。但し、（４）～（５）に

ついては、部門個人情報保護責任者の判断により、必要性を決定する。 

(1) 登録された配送業者に委託する、又は配送業者とセキュリティ要求事項を明記した契約を

交わすこと。 

(2) 物理的な破損の可能性に、十分耐えるように梱包すること。 

(3) 書留等、受領確認のとれる方法にて配送すること。 

(4) 配送中の開封を防止するため、開封防止包装すること。 

(5) 媒体内の情報を暗号化などを行うこと。 

 

4.6.6 個人情報を含む媒体の廃棄 

(1) 個人情報が記録されている媒体は、穴を開ける、シュレッダー等破壊する方法で、安全、か

つ、確実に処分すること。 

(2) 媒体の処分を業者に依頼する場合は、『個人情報委託管理規程』に従い、業者との契約を

締結する。廃棄依頼したものについては処理後、廃棄証明などを発行させ保管すること。 

 

4.6.7 コンピュータの付属媒体の記録の保管 

部門個人情報保護責任者は、コンピュータの付属媒体の運用に関する記録を、『個人情報文書・

記録管理規程』に基づき、管理する。 

 

4.7 文書媒体の運用 

文書媒体の取り扱いは、以下の項目に従わなくてはならない。 

 

4.7.1 クリアデスク 

各部門に設置されているオフィス機器、及び机上等に文書を放置してはならない。 
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(1) プリンタから印字した文書は直ちに取りに行くこと。 

(2) コピー機へ文書を置き忘れないこと。放置されている場合は、シュレッダーにかけること。 

(3) スキャナで投影した元文書は、直ちに取りに行くこと。 

(4) ＦＡＸで送信した元文書、ＦＡＸで受信した文書は放置しないこと。 

(5) 離席時は、机上に文書や媒体を放置しないこと。 

 

4.7.2 個人情報を含む文書の利用(閲覧) 

(1) 文書へのアクセスは許可されているものに限定すること。 

(2) 文書の閲覧は、他の社員から容易に覗き見られる場所では閲覧しないこと。 

(3) 許可無く改ざん、修正、コピー（複写）を行なわないこと。 

(4) 使用後は直ちに所定の場所に返却すること。 

(5) 使用中であっても離席等、監視できない状況になる場合は、一旦所定の場所に返却するか

施錠したキャビネットに保管すること。 

 

4.7.3 個人情報を含む文書の保管 

(1) 文書は劣化防止のため、適切に保管すること。 

(2) 文書は、部門個人情報保護責任者が管理する常時施錠されたキャビネットに保管すること。 

(3) 帰宅時は文書や媒体を所定のキャビネットに戻し、施錠して保管すること。 

 

4.7.4 個人情報を含む文書の持ち出し 

原則、個人情報を含む文書の持ち出しは不可とする。持ち出す際には、「文書持ち出し管理台帳」

に記入し、部門個人情報保護責任者の承認を得なければならない。持ち出す場合は、外から見え

ないようにカバン、封筒等に入れて運び、盗難、紛失予防のため、たえず身に付けておき、公共機

関などには置かないこと。 

 

4.7.5 文書の持ち込み 

社内文書と同等の扱いとし、『個人情報文書・記録管理規程』に従い、管理すること。 

 

4.7.6 文書の配布管理 

『個人情報文書・記録管理規程』に従い、管理すること。 

 

4.7.7 個人情報を含む文書の廃棄 

(1) 文書を廃棄する場合にはシュレッダー、焼却など、安全、かつ、確実に処分すること。 

(2) 集積場所に一般の廃棄物と一緒に放置しないこと。 

(3) 裏紙として使用しないこと。 

(4) 外部の業者に依頼する場合は、『個人情報委託管理規程』に従い、業者との間で適切な契
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約を締結すること。 

 

4.8 電話、ＦＡＸ、会話におけるセキュリティ 

4.8.1 電話におけるセキュリティ 

電話を利用の際、以下の項目を考慮しなければならない。 

(1) 重要な情報に関する会話 

個人情報に関する会話をする際には、周囲に会話が漏れるリスクを考慮し、隔離された領

域で行なうこと。 

(2) 通信相手の確認 

電話で会話をする際は、通信相手を十分確認すること。 

(3) 不審な電話への対応 

名前を名乗らない、又は知らない企業の人物に対して、必要以上の情報を与えないこと。 

(4) 留守番電話 

認可されていない者による再生を禁止する。 

(5) 私用電話 

業務以外の目的で使用しないこと。 

(6) アドレス帳 

業務で使用するため会社の固定電話機へ、従業員の電話番号を登録し 

最新の状態を維持すること。 

 

4.8.2 ＦＡＸにおけるセキュリティ 

ＦＡＸを利用の際は、以下の項目に従わなくてはならない。 

(1) ＦＡＸ発信時の注意 

誤った相手への送信を避けるため、あて先の確認を確実に行なうこと。また個人情報の送信

にＦＡＸを使用してはならない。緊急時等の場合においては、双方の立会いの下で慎重に

確認の上、送信し、受信確認をすること。 

(2) ＦＡＸへの情報の放置 

送信、又は受信した文書をＦＡＸに放置しないこと。 

 

4.8.3 携帯電話におけるセキュリティ 

会社保有の携帯電話及び個人所有の携帯電話の利用について、以下の項目を考慮しな

ければならない。 

(1) データの保持 

会社保有の携帯電話へ、業務に不要な個人情報や客先の情報を保持してはならない。 

（アドレス帳や画像等の電子データ） 
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業務で使用する個人情報を他の記録媒体へ無断で複製してはならない。 

（HDD、USB フラッシュメモリ、SDカード等） 

(2) 本体の保護 

紛失、盗難、破損を考慮しパスワードロックを行うこと。 

パスワードは定期的に変更することを心がけること。 

また、機種変更の際には必ず破壊すること。 

 

4.8.4 会話におけるセキュリティ 

社内外における会話について、以下の項目を考慮しなければならない。 

(1) 会議 

壁が薄い等セキュリティを維持できない場所(会議室)で個人情報に関わる、重要な会議を

行なわないこと。 

(2) 社員の会話 

社外、エレベーターなど一般の場所、又は出入り自由のオフィスで、個人情報に関わる会

話をしないこと。 

 

4.9 廃棄物の回収について 

オフィス機器、コンピュータ媒体、紙文書を廃棄の際、回収業者を利用する場合、以下の項目に従

わなければならない。 

(1) 指定業者 

廃棄物は、指定された回収業者と契約を締結すること。 

(2) 機密保持契約 

回収業者との契約は、『個人情報委託管理規程』に従い、機密保持契約を締結すること。 

(3) 廃棄証明 

回収業者に廃棄を依頼した場合には、必要な廃棄証明などを発行させ保管すること。 
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5. 適用規程類 

(1) 『個人情報文書・記録管理規程』（PMS００４) 

(2) 『個人情報委託管理規程』(PＭＳ０１４) 

 

6. 別紙 

(1) 特になし 

 

7. 制定様式 

(1) 様式－１ 「物理アクセス権限グループ名簿」 

(2) 様式－２ 「来社受付票」 

(3) 様式－３ 「鍵貸出し管理一覧表」 

(4) 様式－４ 「情報設備導入・移動・廃棄管理台帳」 

(5) 様式－５ 「オフィス機器持ち出し管理台帳」 

(6) 様式－６ 「媒体持ち出し管理台帳」 

(7) 様式－７ 「文書持ち出し管理台帳」 

(8) 様式－９ 「社内ソフト持ち出し管理台帳」 

(9) 様式－１０ 「最終戸締りチェックシート」 

(10) 様式－１1 「社内書籍持ち出し管理台帳」 

 

 

 



PMS０13-０１ 

 

■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 2012/01/08 ４．８項 ４．８．１（６）アドレス帳を追加 

４．８．３携帯電話におけるセキュリティ

を追加 

  

第３版 2012/04/20 7項 制定様式の変更 

（様式－８ 「オフィス入退室管理一覧

表」を削除、様式－９ 「社内ソフト持ち

出し管理台帳」を追加） 

  

第４版 2013/08/23 8項 制定様式の追加 

（様式－１０ 「最終戸締りチェックシー

ト」を追加） 

  

第 5版 2017/8/17 8項 制定様式の追加 

（様式－１1 「社内書籍持ち出し管理

台帳」を追加） 

  

第 6版 2017/8/30 2 項から

15項 

目次に合わせて段落番号の訂正   

 

 


