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1. はじめに 

「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が施行される
にあたり本規定は当社が個人番号を取扱う事業者として特定個人情報の適正な取扱いを確保す
るための具体的な規定を定めたものである 
 

2. 用語の定義 
この特定個人情報取り扱い規定（以下「本規定」という）で使用する主な用語の定義は、以下
の通りとする。 
（１） 個人情報 

① 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の
記述または個人別に付された番号、記号その他の符号、画像もしくは音声により当該
個人を識別できるもの（当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合す
ることができ、それにより当該個人を識別できるものを含む）をいう。（番号法第２
条第３項、個人情報保護法第２条第１項） 

（２） 個人番号 
① 番号法第７条第１項又は第２の項の規定により個人番号住民票コードを変換して得

られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するため
に指定されたもの（番号法２条第５項） 

（３） 特定個人情報 
① 個人番号を含む個人情報 

「生存する個人情報であって、個人番号に対応する符号をその内容に含む個人情報で、
当該情報にふくまれる氏名、生年月日その他の記述により特定の個人情報を識別する
ことができるもの（他の情報と容易に照合する事ができ、それにより特定の個人を識
別することができるものを含む）で且つ個人番号を含むもの 

② 個人番号のみでも特定個人情報である(番号法第２条第８項) 
（４） 個人情報データベース等 

① 個人情報を含む情報の集合物であって特定の個人情報を電子計算機を用いて検索す
ることができるように体系的に構成したものの他、特定の個人情報を容易に検索する
事が出来る様に体系的に構成したものとして政令で定めたもの（個人情報保護法第２
条第２項、個人情報保護法施行令第１条） 

（５） 個人情報ファイル 
① 個人情報データベース等であって、行政機関及び独立行政法人以外の者が保有するも

のをいう。（番号法第２条４項） 
（６） 特定個人情報ファイル 

① 個人番号をその内容に含む個人情報ファイル（番号法第２条９項） 
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（７） 個人データ 
① 個人情報データベースを構成する個人情報をいう。 (個人情報保護法第２条第４項) 

（８） 保有個人データ 
① 個人情報取り扱い事業者が開示、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を行う事の権限有する個人データであってその存否が明ら
かになることにより公益その他の利益が害されるものとして施行令で定めたもの又
は６ヶ月以内に消去することとなるものを除外する。（個人情報保護法第２条第５項、
個人情報保護法施行令第３条、４条） 

（９） 個人番号利用事務 
① 行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者が番号法９

条第１項又は第２項の規定によ保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を
効率的に検索し管理するために必要な限度で個人番号を利用して処理する事務（番号
法第２条１０項） 

（１０） 個人番号関係事務 
① 番号法第９条第３項の規定により個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番

号を必要な限度で利用して行う事務 
（番号法第２条１１項） 

（１１） 個人番号利用事務実施者 
① 個人番号利用事務を処理する者及び個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受け

た者 
（番号法第２条１２項） 

（１２） 個人番号関係事務実施者 
① 個人番号関係事務を処理する者及び個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受け

た者 
（番号法第２条１３項） 

（１３） 個人情報取扱事業者 
① 個人情報データベース等を事業の用に供している者(国の機関、地方公共団体、独立

行政法人を除く)であって個人データの合計（識別される特定の個人の数）が過去 6
ヶ月以内のいずれの日においても 5,000 を超えない者以外が対象 
(個人情報保護法第２条第３項個人情報施行令第２条)  

（１４） 従業者 
① （社員、パート社員、アルバイト 契約社員 嘱託社員 派遣社員 取締役 監査役

等）を含む 
（１５） 関連事務実施担当者 

① 当社内において、個人番号を取り扱う事務に従事する者 
（１６） 関連事務実施責任者 

① 特定個人情報等の管理に関する責任を担う者 
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（１７） 管理区域 
① 特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムを管理する区域 

（１８） 取扱区域 
① 特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域 

 
3. 総論  

（１） 目的 
① 本規定は当社が行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等にか

んする法律（以下「番号法」という）「個人情報保護に関する法律以下「個人情報保
護法」という及び特定個人情報の適切取扱いに関するガイドライン（事業者編）に基
つき当社の取り扱う特定個人情報の適切な取扱いを行う為に定める。 

② 番号法においては、一般法に定められる措置の特例として、個人番号をその内容に含
む個人情報（以下「特定個人情報」という）の利用範囲を限定し厳格な保護措置をさ
だめており本規定は、特定個人情報の保護に関わる安全管理措置についてさだめる。 
JN2-01[特定個人情報取扱い規定] 

（２） 本規定の適用範囲 
① 当社が番号法の規定の適用をうけて発生する個人番号を取り扱う主な事務の範囲は

次の通りである 
1. 従業者（扶養家族を含む）に係る個人番号関係 

(ア) 給料所得・退職所得の源泉徴収票作成事務 
(イ) 健康保険・厚生年金保険届出事務 
(ウ) 雇用保険届出事務 

2. 従業者の配偶者に係る個人番号関係事務 
(ア) 国民年金の第三号被保険者の届出事務 
(イ) 従業者以外の個人に係る個人番号関係事務 

3. 報酬・料金等の支払い調書作成事務 
4. 労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務 
5. 配当、余剰金の分配及び基金利子の支払い調書作成事務 
6. 不動産の使用料等の支払い調書作成事務 
7. 不動産等の譲受けの対価の支払い調書作成事務  

② 当社が番号法の適用を受けて取り扱う特定個人情報等の範囲は次の通りである 
1. 従業者等及び従業者以外から本人確認の為提示を受けた書類及びこれの写し 
2. 税務署長、市区町村長、日本年金機構等に提出する法定書類及びこれらの控え 
3. 従業者等及び従業者以外の個人から受領する個人番号が記載された申請書類等 
4. その他個人番号と関連づけて保存される情報 

（３） 本規定の位置付け等 
① 番号法と個人情報保護法との関係 
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1. 番号法は個人情報保護法の特別法であり、当社は個人情報取扱事業者の有無にかか
わらず個人情報保護法及び番号法を遵守する 

② 本規定の位置付け 
1. 本規定は特定個人情報の適切な取扱いについて具体的な規定をさだめる。また特定

個人情報に関し番号法に規定がなく個人情報保護法が適用される部分を遵守す
る 

（４） 番号法の特定個人情報に関する保護措置 
① 保護措置の概要 

1. 番号法においては特定個人情報について、個人情報保護法より厳格な保護措置を設
けており 当社は下記の３つに大別し保護措置を設ける 
(ア) 「特定個人情報の安全管理措置」 
(イ) 「特定個人情報の利用制限」 
(ウ) 「特定個人情報の提供制限」 

② 特定個人情報保護委員会（以下「委員会」という。）による監視・監督 
1. 委員会は、特定個人情報の取扱いに関する監視・監督をおこなう 
2. 個人番号の取扱いを含め個人情報の取扱いに関しても指導及び助言をおこなう 
3. 特定個人情報の取扱いに関し法令違反行為が行われた場合は勧告を与える 
4. 勧告を受けたものが正当な理由なく勧告に従わなかった場合は勧告に係る措置を

取るよう命ずる 
5. 命令にもかかわらず特定個人情報の取扱いに関し法令違反行為を行った場合は個

人の重大な権利利益を害するものとして当該違反行為の中止その他違反の是正
をするための必要な処置をとるべき旨を命令できる 

③ 罰則の強化 
1. 従来の同種法律比較表(別紙) 

（５） 特定個人情報保護のための主体的取組当社は特定個人情報の適切な取扱いを確保する
ため経営者自ら特定個人情報の重要性を十分認識し経営管理をおこない、番号法等の関
連法令及び各種ガイドラインに従い特定個人情報の適正な取扱いをおこなう他の具体
策を検討し実践するとともに、業務の実態、技術の進歩を踏まえ点検・見直しを継続的
におこなう。又国及び地方公共団体が個人番号の利用に関し実施する協力するものとす
る。 
JN3-11-K03「監査実施計画書」 
JN3-11-K04「特定個人情報監査報告書」 

（６） 特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応 
① 特定個人情報の漏えい事案が発生した場合は委員会、関連省庁と連携をはかるとし、

別途定める   
JN3-02-F03「緊急連絡網」   
JN3-02-K02「事故又は違反報告書」 
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（７） 個人情報取扱事業者でない個人番号取扱事業者における特定個人情報の取扱い 

① 当社は個人情報取扱事業者でないが番号法、関連法令及び各種ガイドラインを遵守す
る。 
JN2-01-F01「番号法に関する法令一覧 

（８） 本規定の見直し 
① 本規定は社会情勢の変化、国民の意識の変化、技術の動向の変化等環境の変化に対応

し必要に応じて見直しをおこなう。  
JN3-11-K03「監査実施計画書」 
 

4. 各論    
（１） 特定個人情報の利用制限 

① 個人番号の利用制限    
1. 当社が番号法の規定の適用をうけて発生する個人番号を取り扱う主な事務の範囲

内（本規定３（２））のみに利用するものとする 
2. 当社は人の生命、身体、又は財産の保護の為に必要がある場合を除き本人の同意が

あったとしても利用目的を超えて特定個人情報を利用しないものとする 
② 特定個人情報ファイルの作成制限 

1. 本規定３－２に定めた事務に必要な範囲以外に特定個人情報ファイルは作成しな
いものとする。 

（２） 特定個人情報の安全管理措置等 
① 委託の取扱い 

1. 当社は個人番号関係事務の全部又は一部の委託する場合、委託先において番号法に
基づき当社が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ
適切な監督を行うものとする 
(ア) 委託先の必要かつ適切な監督 

① 委託先の適切な選定  
② 委託先において安全管理措置を遵守するために必要な契約 
③ 委託先における特定個人情報の取扱い状況の把握 

(イ) 再委託 
① 当社は委託先からの再委託先として許諾申請を受け許諾した者以外

再委託を認めない又当社が委託受けている業務に関して再委託を望
む場合は必ず委託元に許諾を受けた場合に限り再委託をおこなう 

(ウ) 再委託先の監督 
① 当社は本規定４－２－（１）と同等の監督を行う 

JN3-07-K01「特定個人情報委託先チェックリスト」 
JN3-07-K02「特定個人情報委託先一覧」 
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② 安全管理措置 
1. 特定個人情報に関する安全管理措置に記載 

（３） 特定個人情報の提供制限等 
① 個人番号の提供の要求 

1. 当社は本規定３－２に掲げる事務を処理するために必要な場合に限り本人又は他
の個人番号関係事務実務者に対し個人番号の提供を求める事ができる 

2. 個人番号を求める時期 
(ア) 当社は本規定３－２に掲げる事務を処理するために必要があるときに個人

番号の提供を求めることができる 
(イ) 本人との法律関係等に基づき個人番号事務の発生が予想できた時点で個人

番号の提供をもとめる場合がある 
② 特定個人情報の提供の求めの制限 

1. 特定個人情報の提供とは法的な人格を超えない特定個人情報の移動を意味し当社
においては特定個人情報の移動は「提供」ではなく「利用」に該当し本規定３
－２に従うものとする。  

2. 本人との法律関係等に基づき個人番号関係事務の発生が予想できた時点で個人番
号の提供をもとめることができる。 

③ 特定個人情報の収集・保管制限 
1. 個人番号関係事務実施者は本規定３－２の範囲において正確かつ最新で管理する

よう努めるものとし下記の収集・保管制限をおこなう 
(ア) 個人番号関係事務に用いる以外は個人番号を収集や保管してはならない 
(イ) 当社は所管法令において定めている保管期間を経過した時点で速やかに特

定個人情報を削除・廃棄する 
(ウ) 番号法上の本人確認の措置を実施するに当たり本人確認の記録を残すため

のコピーの保管をする 
(エ) 廃棄までの期間については、安全性及び事務の効率性等を勘案して当社で

判断し毎年○○に廃棄する。 
 JN3-01-F01「特定個人情報管理台帳」 
JN3-01-F03「特定個人情報リスク分析表」 

④ 本人確認 
当社は番号法１６条に定める下記方法により本人確認を行う 
1. 本人から提供を受ける場合 

(ア) 個人番号カードの提示又は通知カードの提示と身元確認書類(運転免許証
等の提示また雇用関係にある等により人違いでない事が明らかな場合には
省略する 

(イ) 代理人からの提供の場合 
① 委任状（代理権の確認）、代理人の身元確認書類運転免許証等、本人
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の個人番号カード、通知カードと身元確認書類(運転免許証等の写し
の３点セットにて提出 

(ウ) 従業者の配偶者の番号を取得の場合は配偶者等の本人確認を行う若しくは
本人の代理人からの提供となる。従業者から扶養親族の個人番号を扶養控
除等申請書に記載して提出を受けた場合は従業者事務実施者として扶養親
族から個人番号の提供を受けているので当社としては本人確認を行わない。 
従業者等から第３号被保険者に関する届け出を受けた場合には第２号被保
険者である従業者等は第３号被保険者の代理人としての提出となるので配
偶者の本人確認を行う。  

(エ) 書面の郵送場合は写しでよい  
(オ) オンライン 

① 個人番号カード使用し以下の全て（署名検証者等が個人番号の提供を
受ける場合に限る） 
電子署名が行われた当該提供を行う者の個人番号の送信を受ける 
署名用電子証明書等の送信を受ける 

（４） 第三者提供の停止に関する取扱い 
① 特定個人情報を提供することができるのは、番号法第１９条各号に当てはまる場合に

限定される。その場合第三者への提供を直ちに停止する。 
 

5. 特定個人情報に関する安全管理措置 
（１） 事業代表者は、特定個人情報の適正な取扱いに関する基本方針を明確にした上で、次の

事項実行し、かつ維持する 
① 安全管理措置特定個人情報の適正な取扱いのため「特定個人情報取り扱い規定」を定

める。 
② 個人情報の取扱いに関する法令、国が定める指針その他の規範を遵守する。 
③ 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインを遵守する。 
④ 個人情報の漏洩、滅失又き損紛の防止及び是正に関すること。 
⑤ 苦情及び相談への対応に関すること。 
⑥ 事業者の名称 
⑦ 行政手続きにおける特定の個人情報を識別するための番号の利用に関する法律遵守

する。 
 
上記の JＮ01-01「特定個人情報の適正な取扱いに関する基本方針」示す。 
 

6. 組織的安全管理措置  
当社は特定個人情報等の適切な取扱いの為に下記に揚げる組織的安全管理措置を講じ
る  
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① 当社は○○部を特定個人情報等を管理する責任部署とする 
② 当社は○○部部長を関連事務実施責任者とする    
③ 個人番号関連事務実施者は○○部長以外の者を個人番号関連事務実施者とする 

（個人番号が記載された書類等受領する者） 
④ 当社は代表取締役が個人番号関連事務実施者を指名する 
⑤ 個人番号関連事務実施者が複数いる場合はそのうちの１人を責任者とする 
⑥ 個人番号関連事務実施者が変更になる場合は代表取締役は新たに個人番号関連事務

実施者を指名する 
（１） 個人番号関連時無実施責任者の責務 

① 事業代表者は社内の管理者から関連事務実施責任者を「特定個人情報取り扱い責任者
任命書」により任命するなお関連事務実施責任者の主要な責務は以下の項目とする 
1. 関連事務実施責任者は個人番号関連事務実施者に本規定を理解し遵守させる為に

教育・訓練、安全管理の実施並びに周知徹底 
2. 委託先の選定基準策定及び取扱い状況の監督   
3. 特定個人情報の安全管理に関する教育を計画し実施 
4. 特定個人情報の利用申請の承認及び記録の管理 
5. 管理区域及び取扱い区域の設定 
6. 特定個人情報の取扱い区分及び権限についての管理 
7. 特定個人情報の取扱い状況の把握 

JN2-01-K02「特定個人情報関連事務実施責任者任命書」 
JN2-01-K02「特定個人情報関連事務実施担当任命書」 
JN2-01-K03「特定個人情報保護指名簿」 

（２） 個人番号関連事務実施者の責務 
① 個人番号関連事務実施者の責務は以下の項目とする 

1. 特定個人情報の「取得」、「保管」「利用」「提供」「開示」「訂正」「利用停止」「廃棄」
又は委託先処理等、特定個人情報を取り扱う際、当社の特定個人情報の適正な
取扱いに関する基本方針並びに関連事務実施責任者の指示に従い業務をおこな
う 

2. 特定個人情報の漏えい等当社の特定個人情報の適正な取扱いに関する基本方針に
違反している事案の発生またはその兆候を把握した場合速やかに関連事務実施
責任者に報告する 

3. 各部署において個人番号の記載された書類等の受領をする関連事務実施担当者は
速やかに事務終了し個人番号を手元に残してはならない 
JN3-01-F01「特定個人情報管理台帳」 
JN3-01-F03「特定個人情報リスク分析表」 
JN3-04-K01「特定個人情報廃棄報告書」 

（３） 本規定３（２）で掲げる事務に係る法定調書等作成の事務フロー  
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JN3-01-F04「法定調書作成フロー」 
（４） 本規定に基づく運用 (特定個人記録等の取扱い状況の解る記録を保存）  

① 関連事務実施担当者は、本規定に基づき運用状況を確認するため、以下の項目のシス
テムログ及び利用実績を記録する 
1. 特定個人情報の取得及び特定個人情報ファイルへの入力状況  
2. 特定個人情報ファイルの利用・出力状況の記録   
3. 書類等の持ち出し記録 
4. 特定個人情報ファイルの削除・廃棄記録 委託の場合は削除・廃棄を証明する記録  
5. 特定個人情報ファイルを情報システムで扱う場合は関連事務実施担当者の利用状

況の記録(ログイン実績・アクアセスログ等  
（５） 特定個人情報ファイルの取扱状況を確認する手段の整備 

① 関連事務実施担当者は特定個人情報ファイルの取扱状況を確認するため特定個人情
報台帳に以下の事項を記録する  
1. 特定個人情報ファイルの種類、名称 
2. 責任者、取扱部署  
3. 利用目的 
4. 削除・廃棄状況   
5. アクセス権を有する者 
6. 特定個人情報ファイルを取り扱う「管理区域」の特定 
7. 特定個人情報等を取り扱う事務を実施する「取扱区域」の特定 

（６） 情報漏えい等事案に対応する体制の整備（情報漏えい等の発生等に備え、従業者から責
任ある立場の者に対する報告体制の確立） 

① 関連事務実施責任者は情報漏えいの発生又は兆候を把握した場合は本規定に基づき
適切に対応する   

② 関連事務実施責任者は、代表取締役及び○○と連携して漏えい事案等に対応する  
③ 関連事務実施責任者は、漏えい事案等が発生した場合は代表取締役に報告し影響を受

ける可能性のある本人に対し事実関係の通知するとともに必要に応じて公表する 
④ 関連事務実施責任者は、漏えい事案が発生した場合は特定個人情報保護委員会(以下

「委員会」という)及び○○大臣に速やかに報告する 
⑤ 関連事務実施責任者は、漏えい事案が発生した場合は原因を分析し再発防止に向けた

対策を講じる 
⑥ 関連事務実施責任者は、特定個人情報等の取扱状況について定期的に監査を実施する 

監査結果を踏まえて是正、改善等をおこなう（毎年に○○月） 
⑦ 関連事務実施責任者は、他社の漏えい事案を踏まえ、類似事例の再発防止のために必

要な措置の検討を行う 
JN3-05-K01[管理区域及び取扱い区域入退室管理表] 
JN3-05-F03[管理区域及び取扱い区域オフィスレイアウト図] 
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JN3-06-K01[管理区域及び取扱い区域情報機器申請書] 
JN3-06-K02[特定個人情報アクセスログ権限管理表] 
JN3-06-K03[アクセスログ点検記録] 
JN3-06-F04[ネットワーク図 

⑧ 苦情処理 
1. 関連事務実施担当者は、従業者及び社外の情報主体等から本規定及び番号法等苦情

相談を受けた場合は関連事務実施責任者に報告し関連事務実施責任者は適切に
対応する 
JN2-01-K05[特定個人情報苦情相談状況報告書] 

7. 人的安全管理措置 
当社は特定個人情報等の適切な取扱いの為に下記に揚げる人的安全管理措置を講じる  

① 個人番号関連事務実施者の監督 
1. 関連事務実施責任者は個人番号関連事務実施者に本規定が適正に取り扱われるよ

う個人番号関連事務実施者に必要かつ適切な監督をおこなう。 
② 教育・訓練 

1. 関連事務実施担当者の本規定を遵守するための教育訓練スケジュールを関連事務
実施責任者は定める 

2. 当社は特定個人情報等についての事項を就業規則に明記する 
JN3-09-K01[特定個人情報教育訓練実施計画] 
JN3-09-F01[教育終了時の確認テスト] 
JN3-09-K03[特定個人情報教育訓練実施記録 

8. 物理的安全管理措置 
当社は特定個人情報等の適切な取扱いの為に下記に揚げる物理的安全管理措置を講じる  

① 特定個人情報を取り扱う区域の管理 
1. 当社は「管理区域」特定個人情報ファイルを扱う情報システムを管理する区域及び

「特定個人情報を取り扱う事務を実施する区域「取扱区域」を明確にし、下記
の措置を講じる 
(ア) 管理区域 

入退室管理及び持ち込み機器の制限をおこなう 
(イ) 取扱区域 

可能な限り壁又は間仕切り等を設置し個人番号関連事務実施者以外の往来
の少ない場所に（のぞき見されにくい場所等）に席を配置する   

② 機器及び電子媒体等の盗難等防止 
1. 当社は「管理区域」及び「取扱区域」における特定個人情報等を取り扱う機器、電

子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するために下記の措置を講じる 
(ア) 特定個人情報を取り扱う機器、電子媒体又は書類等を、施錠できるキャビ

ネット・書庫等に保管  
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(イ) 特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムが機器のみの場合はセキュ
リテーワイヤー等で保管 

③ 電子媒体等を持ち出す場合の漏えい等の防止 
1. 特定個人情報等が記録された電子媒体又は書類等を持ち出す場合、個人番号が判明

しない下記の措置の実施する 
2. 特定個人情報等が記録された電子媒体又は書類等を持ち出す場合は下記の措置を

実施する。    
(ア) 持ち出しデータの暗号化   
(イ) 持ち出しデータのパスワードによる保護 
(ウ) 施錠できる搬送容器の使用 
(エ) 追跡可能な移送手段（配達記録、書類郵便等 本人確認郵便で送付）によ

る。 
3. 下記場合以外は持ち出し禁止とする 

(ア) 個人番号関係事務に係る外部委託先に、委託事務を実施する上で必要と認
められる範囲内でデータを提供する場合 

(イ) 行政機関等に法定調書等をデータ又は書類で行政機関等が指定する提出方
法に従い提出する場合 

④ 個人番号の削除・機器及び電子媒体の廃棄 
特定個人情報等の削除・廃棄は下記の措置を講じる 
1. 個人番号関連事務実施者は特定個人情報等が記録された書類等を廃棄する場合は

焼却・粉砕 ・シュレッター裁断・溶解等復元できない手段でおこなう 
2. 個人番号関連事務実施者は特定個人情報等が記録された機器及び電子媒体を廃棄

する場合は ハードディスクの内容を完全に消去するかハードディスクを粉砕
する等復元できない手段でおこなう。  

3. 個人番号関連事務実施者は特定個人情報ファイル中の個人番号、又は一部の特定個
人情報等を廃棄、削除するさいも復元できない手段でおこなう 

4. 特定個人情報等を取り扱う情報システムにおいては法定調書の法定保存期間経過
後個人番号を削除するよう情報システムを構築する 

5. 個人番号が記載された書類等については、法定調書の法定保存期間経過後個人番号
を廃棄する 

6. 個人番号関連事務実施者は個人番号及び特定個人情報ファイルを削除し又電子媒
体等を廃棄した場合は記録を保存する。記録としては、特定個人情報ファイル
の種類、名称、責任者、取扱い部署、削除・廃棄記録、委託の場合は削除・廃
棄を証明する記録を保存する個人番号は含めない 

7. 特定個人情報等を削除、廃棄した事を責任ある立場の者が確認する 
JN3-05-K01[管理区域及び取扱い区域入退室管理表] 
JN3-05-F03[管理区域及び取扱い区域オフィスレイアウト図] 
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9. 技術的安全管理措置 
当社は特定個人情報等の適切な取扱いの為に下記に揚げる技術的全管理措置を講じる。 

① アクセス制御 
当社が個人番号関係事務を行うにあたり特定個人情報へのアクセスの範囲を限定す
るために下記のアクセス制御を行う 
1. 個人番号と紐付けてアクセスできる情報の範囲をアクセス制御により限定する 
2. 特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムをアクセス制御により限定する。   
3. ユーザーＩＤに付与するアクセス権により、特定個人情報ファイルを取り扱う情報

システムを使用出来る者を個人番号関連事務実施者に限定する 
② アクセス者の識別と認証 

当社は特定個人情報等を取扱う情報システムは下記の方法にて個人番号関連事務実
施者が正当なアクセス権を有する者である事を認証する 
1. ユーザーＩＤ 
2. パスワード 
3. 磁気ＩＣカード 

③ 外部からの不正アクセス等の防止 
当社は情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する
ため下記方法を講じる    
1. 情報システムと外部ネットワークとの接続箇所にファイアウォール等設置し不正

アクセスを遮断する方法  
2. 情報システム及び機器にセキュリテー対策ソフトウェア等（ウイルス対策ソフトウ

ェア等）を導入する方法 
3. 導入したセキュリテー対策ソフトウェア等により入出力データにおける不正ソフ

トウェアの有無を確認する方法 
4. 機器やソフトウェア等に標準装備されている自動更新機能等を活用してソフトウ

ェア等を最新の状態にする方法  
5. ログの分析を定期的に行い、不正アクセスを検知する方法 

④ 情報漏えい等の防止 
当社は特定個人情報等をインターネット等により外部に送信する場合通信経路にお
ける情報漏えい等防止するため下記の措置を講じる 
1. 通信経路における情報漏えいの防止策として通信経路の暗号化 
2. 情報システム内に保存されている特定個人情報等の情報漏えい等の防止策として

データの暗号化又はパスワードによる保護 
JN3-06-K01[管理区域及び取扱い区域情報機器申請書] 
JN3-06-K02[特定個人情報アクセスログ権限管理表] 
JN3-06-K03[アクセスログ点検記録] 
JN3-06-F04[ネットワーク図] 
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10. 特定個人情報等の取得 
当社は特定個人情報等の取得を適法かつ公正な手段によりおこなう。 

① 特定個人情報の取得時の利用目的の通知 
1. 当社は特定個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場

合を除き速やかにその利用目的を情報主体に通知し又は公表する。 
2. 通知方法は、書面等による事とし、公表については社内掲示板 営業所窓口頭又は

インターネット上のホームページ等での公表でおこなう。 
3. 当社従業者から特定個人情報を取得する場合は、社内ＬＡＮによる通知、利用目的

を記載した書類の提示、就業規則へ明記等により通知する。 
4. 当社従業者は、利用目的の変更を要する場合は当初の利用目的と相当な関連性があ

ると認められる範囲内で利用目的を変更して本人への通知、公表又は明示を行
う事で、変更後の利用目的の範囲内で特定個人情報を利用する事ができること
とする。 

  




