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１ 目的 

本指針は、個人情報の保護に関する法律（以下、「個人情報保護法」という）及び個

人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン（以下、

「経済産業省ガイドライン」という）並びに関連する政令に基づき、一般社団法人日本

個人情報管理協会（以下「当法人」という）の正会員である認定個人情報保護団体の事

業の対象となる事業者（以下、「対象事業者」という）が、その規模に応じ、お客様、

従業者及び関係者等の個人情報を適正に取扱い、適切な安全管理を実施することによ

り、事業活動を行う上で本人の人格を尊重し、調和のとれた本人の権利利益の保護と個

人情報の利活用が達成できるようにすることを目的とします。当協会は対象事業者が、

本指針を遵守するよう、周知、徹底し、指導いたします。 
 

２ 適用範囲 
本指針は、個人情報を取り扱う当協会の全ての対象事業者に適用いたします。 

 
３ 対象事業者の責務 

対象事業者は、個人情報を取り扱うにあたり、本指針を遵守しなければなりません。 
１）個人情報法保護法及び関連する法令を遵守し、個人情報の適正な取扱いと、適切な

安全管理を行うこと 
２）個人情報保護方針を策定し、適切な方法で公表すること 
３）個人情報の適正な取扱いに関する本指針を遵守し、取扱いの規程等を定め、運用し、

点検し、改善を行うこと 
４）規程等には、個人情報の取扱いの各段階、すなわち、利用目的の特定、取得、保管、

利用、提供、廃棄の各段における手順、責任者、担当者等を含めること 
５）個人情報の適切な安全管理のための指針を遵守し、安全管理のための基準と実施

計画を整備し、運用し、点検し、改善を行うこと 
６）本人及び代理人からの苦情に対して、本指針に従い、体制と手順等を定め、可能な

限り迅速、かつ、適切に対処すること 
７）事故、外部からの攻撃、または、違反等により緊急事態が発生した場合には、本指

針に従い、速やかに適切な対応をとること 
８）個人情報に関する苦情処理の解決先として、当協会の窓口を法令に従い適切な方

法で公表すること 
９）上記事項を、従業者に周知徹底すること 
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４ 本指針で用いる用語の定義 

本指針における用語の定義は、以下のとおりとします。なお、具体例は別表１に記載

しましたので、必要に応じて参照してください。 
１）個人情報 

以下のいずれにも該当するもの 
① 個人に関する情報であること 

個人情報保護法では、生存する個人の情報としていますが、本指針ではより

安全に個人情報の取扱いが行えるよう、生死の区別を設けません 
② 特定の個人を識別することができること 

他の情報と容易に照合することで特定の個人を識別できるものを含む 
２）本人 

個人情報によって識別される当該個人 
３）個人情報データベース等 

以下の何れかに該当する個人情報を集めたもの（集合物） 
① 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 
② 特定の個人情報を容易に検索することができるように索引等を付加し体系的に

構成したもの 
４）個人データ 

個人情報データベース等を構成している個人情報 
５）保有個人データ 

以下の何れにも該当するもの 
① 個人データであること 
② 6 カ月以内に消去することのないもの 
③ 事業者が自らの権限で、個人データの内容を訂正、追加、削除、開示（内容を

本人に知らせること）ができること 
④ 事業者が自らの権限で、利用停止、消去（該当する一連の個人データを消すこ

と）、第三者提供の停止を行うことができること 
なお、上記に該当していても、以下に当てはまる個人データは、保有個人データに

はなりません。 
① その個人データの有無が分かると、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もの 
② その個人データの有無が分かると、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発す

るおそれがあるもの 
③ その個人データの有無が分かると、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
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渉上不利益を被るおそれがあるもの 
④ その個人データの有無が分かると、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の

安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの 
６）個人情報取扱事業者 

個人情報データベース等を、事業を行うために使用している者 
個人情報保護法及び施行令では、取り扱う個人データの件数が 6 カ月以内に一

度も超えない事業者を除外する規定がありますが、当協会の対象事業者に関し

ては、個人情報取扱事業者とはならない事業者であっても、個人情報取扱事業者

に準じるものとして、同様に本指針を遵守しなければなりません。 
７）認定個人情報保護団体 

個人情報保護法第３７条の規定により、対象事業者による個人情報の適正な取扱

いの確保を目的として主務大臣の認定を受けたもの  
① 対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情の処理  
② 個人情報の適正な取扱いの確保に寄与する事項についての情報の提供  
③ 対象事業者の個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な業務 

 
５ 個人情報の適正な取扱い 

個人情報の規定する取扱方法に従い、対象事業者は以下の各項を遵守しなければな

りません。 
１）利用目的の特定 

個人情報の取扱いを行うに当たり、以下の事項に従い、利用目的を特定（具体的に

決めること）すること 
① 個人情報の持ち主である本人にとって分かり易いものであること 
② 各種法令や公序良俗に反するような利用目的でないこと 
③ 個人情報を取得する場合には、取得に先立ち利用目的の特定を行うこと 
④ 第三者に個人情報を提供することが想定される場合は、必ず利用目的に加え

ること 
⑤ 特定した利用目的は、個人情報の持ち主である本人が簡単に理解できる範囲

でのみ変更でき、限定的であること 
２）利用目的の公表、通知、明示 

個人情報の利用目的を、以下の事項に従い、適切な方法で通知、公表、あるいは、

明示すること 
① 顧客の情報、関係者の情報、従業者の情報に関しては、各々適切な方法で通知、

公表すること 
② 契約書、申込書、懸賞の応募葉書等の記入する、あるいは、WEB 上や専用の

申込画面等に入力した個人情報を直接取得する場合には、人の生命、身体又は

財産の保護のために緊急に必要がある場合を除き、確実に本人に利用目的が
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伝わるよう、あらかじめ、特定した利用目的を明示すること 
注 1）個人情報保護法では、個人情報取扱事業者に本人の同意を得ることまで

を義務事項とはしていませんが、対象事業者は可能な限り、本人の同意を得る

よう努めてください。 
注 2）あらかじめ明示する必要があることから、申し込み画面等で個人情報を

取得する場合は、入力した個人情報を確定し取り込む前に、利用目的の表示を

行い、本人が確実に確認できるようにしなければなりません。 
③ 利用目的の変更を行う場合には、速やかに、本人に通知または公表すること 
④ 前①～③については、以下 i)～iv)の場合は、適用を除外  

i） 利用目的を本人に通知又は公表することにより、本人又は第三者の生命、

身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合  
ii） 利用目的を本人に通知又は公表することにより、対象事業者の権利又は

正当な利益を害するおそれがある場合 
iii） 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して

協力する必要があり、利用目的を本人に通知または公表することにより

当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合 
iv） 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合 

３）個人情報の適正取得 
対象事業者は、個人情報を取得する場合には、適法かつ公正な手段に行い、以下①

～④に示す不正な取得を行わないこと 
① 取得時の状況が不適正であると容易に理解できる個人情報の取得 
② 取得時の状況が不明確である個人情報の取得 
③ 事実を偽り、他者を騙す、脅す等して取得 
④ 他者に不正な取得を強要して取得 

４）利用目的の遵守 
対象事業者は、以下の①～④の場合を除き、特定した利用目的以外で個人情報の利

用を行わないこと（合併、事業統合、事業買収等の事業承継で取得した個人情報は、

事業承継前の利用目的に従うこと） 
① 法令に基づく場合 
② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要があり、本人の同意を得ることが

困難である場合 
③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要があり、本人

の同意を得ることが困難である場合 
④ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務

を遂行することに対して協力する必要があり、本人の同意を得ることにより

当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれが場合 
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５）利用目的の変更 
対象事業者は、個人情報を利用目的の範囲を超えて利用する場合、及び、利用目的

を変更することが認められている範囲を超えて変更する場合には、あらかじめ、本

人の明確な同意を得ること 
注）明確な同意とは、本人が明確な同意することの意思表示を行うことを指し、み

なし同意は認められません（以降においても同じ） 
６）個人情報の第三者への提供 

個人情報を第三者に提供する場合は、以下の①～④の場合を除き、あらかじめ、本

人が判断することが可能な情報を通知あるいは明示し、本人の明確な同意を得る

こと 
① 法令に基づく場合 
② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要があり、本人の同意を得ることが

困難である場合 
③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要があり、本人

の同意を得ることが困難である場合 
④ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務

を遂行することに対して協力する必要があり、本人の同意を得ることにより

当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合 
注１）個人情報保護法では、本人の同意を得ない第三者提供の禁止、オプトアウト

による個人情報の第三者提供、委託に伴う提供、事業承継による提供及び共同利用

は、個人データに関する規定ですが、本指針では、個人情報に拡大して適用します。 
注２）同様に、以降、正確性の確保、安全管理措置及び従業者の監督、委託先の監

督においても、個人データに関する規定を、個人情報に拡大して適用します。 
注３）但し、注１）、注２）に関しては、以下の①～③の全て条件を満たす個人デ

ータに関しては対象外とします。 
① 正しい方法で取得された個人データであること 
② 誰でも簡単に入手できる、市販の名簿（広く書店等で販売されているのも）、電

話帳、カーナビゲーションシステム内等の個人データ 
③ 上記②が原形のまま保たれており、何も加工したり、追記したりしていないも

の 
個人情報の一部を抜き出し、新たな個人情報のリスト等を作成した場合は、そのリ

ストは原形のままではないため、対象に含まれますので注意してください。 
７）オプトアウトによる個人情報の第三者提供 

本人の求めにより個人情報の第三者提供を停止することを条件とすることにより、

オプトアプトによる個人情報の第三者提供が可能ですが、この場合は、あらかじめ、

以下の①～④の事項を、本人に通知するか本人が容易に知り得る状態に置くこと 
① 第三者への提供を利用目的とすること 
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② 第三者に提供される個人情報の項目 
③ 第三者への提供の手段・方法 
④ 本人の求めに応じて、第三者への提供を停止すること 
注）本人が容易に知り得る状態とは、以下の条件を満たす公表方法です。 
（以降においても同じ） 
① ホームページのトップページ（最上位のページ）から、1 回のクリックを行う

ことで閲覧できる場所に、継続的に必要事項を掲載し、本人が簡単に参照し、

確認できるようにすること 
② 広く発行されている新聞、雑誌等に、継続的に必要事項を掲載し、本人が簡単

に確認できるようにすること 
③ 事業者の作成、発刊している、パンフレット、カタログ、定期的発行物に、継

続的に必要事項を掲載し、本人が簡単に確認できるようにすること 
④ 事業者の事務所棟に、継続的に必要事項を掲示し、本人が簡単に確認できるよ

うにすること（但し、本方法は、対象となる全ての本人が必ず当該事業所を往

訪し確認できる場合に限定し、全ての対象者が確認できない場合は、認められ

ません。） 
８）委託に伴う個人情報の提供 

委託する事項を実施するために必要な範囲内で、個人情報を提供する場合は第三

者提供には該当しません 
注）委託した事項を実施するために必要がない個人情報を提供すると、個人情報の

第三者提供に該当します。 
９）事業承継に伴う個人情報の提供 

合併、事業統合、事業買収等の事業承継に伴う場合は、第三者提供に該当しません 
（但し、事業承継前に特定した個人情報の利用目的に従わなければなりません。） 

１０）共同利用 
個人情報を特定の者との間で共同利用する場合は、第三者提供に該当しませんが、

以下の①～⑤に示す事項を、あらかじめ、本人に通知するか、あるいは、本人が知

り得る状態に置おくこと 
① 特定の者との間で共同利用すること 
② 個人情報の項目 
③ 共同して利用する者の範囲 
④ 利用する者の利用目的 
⑤ 個人情報の管理責任者の氏名あるいは名称 
 
個人情報の共同利用を行う場合は、法律で定められた上記の事項に加え、以下の⑥

～⑪に関して、あらかじめ明確にしておくこと 
⑥ 共同利用者として認められる者の範囲 
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i） グループ会社（団体） 
ii） 特定のキャンペーン事業の一員 
iii） 特定の製品の販売等を共同して行う者（フランチャイズ等） 
iv） その他、特定の事業を共同して行う者として、明確に範囲を定めること 

⑦ 各共同利用者の責任者の明確化と情報の管理 
i） 各共同利用者は、各々個人情報取扱責任者を決めること 
ii） 共同利用の責任者は、各個人情報取扱責任者の氏名、部署、連絡先を管理

すること 
iii） 共同利用の責任者は、各共同利用者が問い合わせ担当者を設けている場

合は、その氏名、部署、連絡先を管理すること 
⑧ 共同利用する個人情報の取扱い 

i） 個人情報の漏えい等防止 
各共同利用者は、本指針と同様の安全管理措置を実施することが必要で、

安全管理措置の実施が不十分な場合は、①に含まれる者であっても共同

利用者にしないこと 
注）共同利用は、特定の者（具体的に明確になっている者）との間でのみ

可能で、共同利用する者が著しく増加するなど、特定の者との間という条

件を満みたすと判断できない場合には、第三者提供となります。 
ii） 目的外の加工、利用、複写、複製等の禁止 

各共同利用者は、共同利用の利用目的の範囲内でのみ加工、複写、複製等

を行うことができ、それ以外での実施は禁止とすること 
iii） 共同利用終了後の個人情報の返還、消去、廃棄 

共同利用が終了した場合は、当該共同利用者は速やかに共同利用してい

た個人情報を、共同利用の責任者に返還するか、速やかに安全な方法で消

去あるいは廃棄することとし、共同利用の責任者は、消去あるいは廃棄し

たことを、書面をもって確認すること 
⑨ 共同利用する個人情報の取扱いに関する取決が遵守されなかった場合 

i） 何れかの共同利用者が、共同利用の利用目的以外に使用した場合は、違反

状態が解消されるまで共同利用を中止させること 
ii） 何れかの利用者が、不正な第三者への提供を行った場合は、直ちに共同利

用を中止させること 
iii） 重大な違反があった場合には、直ちに共同利用者から除外し、速やかに共

同利用された個人情報を消去し、共同利用の責任者は確認をとること 
⑩ 共同利用する個人情報に関する事件・事故への対応 

i） 共同利用者間での報告連絡体制の整備 
ii） 主務大臣への報告連絡の責任者 
iii） 原因の究明、影響範囲の把握、本人への連絡方法に関する取り決め 
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iv） 再発防止策の公表等に関する取り決め 
⑪ 共同利用を終了する際の手続 

i） 共同利用を終了する場合は、共同利用の責任者がそのことを本人に通知

するか本人が容易に知り得る状態に置くこと 
ii） 各共同利用者が、共同利用されていた個人情報を継続して利用する場合

は、第三者提供に該当するため、あらかじめ本人の同意を得ること 
iii） 共同利用されていた個人情報を委託による提供に、移行する場合は、必要

な契約を前もって結び、適法に対応すること 
 

６ 正確性の確保と保管及び廃棄 
個人情報は、利用目的に照らして必要となる正確性を確保し、必要がなくなった場合

は、速やかに安全な方法で廃棄するように努めなければなりません。 
１）内容の正確性は、利用目的に対して適切な内容であることが重要であり、必ずしも

最新である必要はない 
２）誤入力、取違により、本人の権利利益や適正な利活用に悪影響を与えないようにす

ること 
３）不要となった個人情報を削除することは、事故、漏えいの防止のためにも重要 

 
７ 安全管理措置 

個人情報に対する不正アクセス、漏えいや紛失、破壊等を防止するために、個人情報

保護法及び関連するガイドラインに従い適切に組織的、人的、物理的、技術的安全管理

措置を実施し、定期的かつ計画的に点検、見直しを行い、改善しなければなりません。 
１）組織的安全管理措置 

① 個人情報の安全管理措置を講じるための組織体制の整備 
i） 代表者は、個人情報保護の責任者を任命すること 

注）個人情報保護の責任者は、役員あるいは同様レベルの者で、かつ、個

人情報保護（法令等）及び情報セキュリティ等、個人情報保護に必要な知

識を持つ者を任命してください。 
ii） 個人情報保護の責任者は、教育、情報システム、相談及び苦情処責任者、

必要な場合は部門責任者等を任命すること（兼務可能） 
iii） 各々について役割、権限及び責任を明確にし、必要な資源を与えること 

② 個人情報の安全管理措置に関する規程等の整備とその運用 
i） 事業者は、個人情報の適正な取扱いと適切な安全管理のため、個人情報の

取扱規程等を定め、運用し、点検し、改善をおこなうこと 
ii） 規程等には、個人情報の取扱いの各段階、すなわち、利用目的の特定、取

得、保管、利用、提供、廃棄の各段における手順、責任者、担当者等を含

めること 
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iii） 規程等には、人的、物理的、技術的安全管理措置において実施する事項を

含めること 
③ 個人データの取扱状況を一覧できる手段（仕組み）の整備 

i） 個人情報の取扱い状況を把握するための、事業を行うために使用している

個人情報を洗出し、個人情報一覧を作成すること 
ii） 洗い出した各々の個人情報について、適正な取扱いと適切な安全管理を行

う上でのリスクを検討し、適切な対策を実施し、規程等に反映させること 
iii） 個人情報の取扱い記録の取得と確認を行うこと 

④ 個人データの安全管理措置に関する評価、見直し改善 
i） 代表者は、個人情報保護の点検に関する責任者を任命すること 
ii） 点検に関する責任者は、公平、公正な立場から、個人情報の取扱状況の点

検を行うことが可能で、必要となる知識を持っている者 
iii） 個人情報保護の他の職責にあるものは兼務できない 
iv） 個人情報保護の実施状況の点検は、計画的、定期的（原則 1年に 1 回以上）、

継続的に実施し、記録を残すこと 
⑤ 事故または違反への対処 

事故違反に関しては、以下ⅰ)～ⅵ)の内容を含む手順を決め運用すること 
i） 事実調査、原因の究明 
ii） 影響範囲の特定 
iii） 再発防止策の検討・実施 
iv） 影響を受ける可能性のある本人への連絡 

本人への連絡は可能な限り速やかに行わなければなりませんが、その方法

に関しては、便乗詐欺等他の被害が発生しないように配慮し、適切な方法

で実施すること 
v） 主務大臣等への報告 

対象事業者は、本人の権利利益に大きな影響を与える可能性のある個人情

報、または、大量の個人情報に問題が発生した場合（漏えいした場合、盗

まれた場合、紛失した場合、壊れた場合等）は、主務大臣に直接詳細な状

況を報告すると共に、当協会に報告すること 
vi） 事実関係、再発防止策等の公表 

２）人的安全管理措置 
① 従業者との雇用契約、派遣契約等の締結時に非開示契約を実施すること 
② 委託先、再委託先等の非開示契約の実施を確認すること 
③ 全従業者に対する個人情報保護（規程等、安全管理措置の内容等）に関する教

育・研修の実施と周知・徹底を行うこと 
i） 従業者への教育は計画的、定期的（原則 1 年に 1 回以上）、継続的に実施

し、記録を残すこと 



 個人情報保護指針  

 一般社団法人日本個人情報管理協会 10 

３）物理的安全管理措置 
① 入退館（室）管理：人の出入りの管理を徹底すること 
② 個人情報の盗難等の防止のため施錠等を徹底すること 
③ 個人情報を取り扱う情報機器・装置、その他に対する物理的保護の実施 

４）技術的安全管理措置 
① 個人情報へのアクセスにおける識別と認証ルールの整備 

i） 事業者の規模、取り扱う個人情報の内容に応じて適切に対応すること 
② 個人情報へのアクセス制御 

i） 対象事業者内部と外部のネットネットワークとの間に、ファイアウォール

ないしは UTM 等、外部からの不正アクセスを防止する装置を設置するこ

と 
ii） 個人情報を取り扱うサーバー、PC 等の IT 機器等については事業者の状況

に応じたアクセス制御をおこなうこと 
③ 個人情報へのアクセス管理 

i） 退職、組織変更、職務の変更に応じたアクセス権の変更管理を速やかに行

うこと 
④ 個人情報へのアクセス記録  

i） 対象事業者の状況に応じて、個人情報の取扱い状況が分かるよう適切な方

法でアクセスログの収集を行い確認すること 
⑤ 個人情報を取り扱う全ての IT 機器への不正ソフトウエア対策 

i） マルウエア対策の導入し、各種ソフトウエアを最新状態にすること 
ii） 使用するソフトウエア等を最新の状態に保ち情報セキュリティの脆弱性対

策をおこなうこと 
⑥ 個人データへの移送・送信時の対策 

i） 外部ネットワークを経由する場合は、VPN 等を導入する等の安全性を向上

させる対策を実施すること 
ii） 個人情報を含む文書等の暗号化とパスワードを可能な限り必ず設定するこ

と 
⑦ 個人データを取り扱う情報システムの動作確認時の対策 

i） テストデータとして個人情報を利用することを禁止すること 
ii） システム設定等の確認を徹底すること 

⑧ 個人データを扱う情報システムの監視 
i） 適切な監視を実施し、問題の早期把握等に努めること 

 
８ 従業者の監督 

従業者に対して適切な監督を計画的、定期的、継続的に実施し、記録を残さなければ

なりません。 
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９ 委託先の監督 

個人情報の取扱いを含む業務の一部又は全部を委託する場合は、以下の事項に従い

適切な監督を計画的、定期的、継続的に実施し、記録を残さなければなりません。 
１）個人情報保のための安全管理措置の実施状況を確認し、適切な委託先を選定する

こと 
２）個人情報が適正に取り扱われるよう必要事項を契約内容に含めること 
３）委託先における個人情報の取扱いに関して、定期的に確認し、必要があれば改善を

もとめること 
４）再委託先等に関しても委託先と協調し、上記①～③の事項が守られるようにする

こと 
 
１０ 保有個人データの開示、訂正、削除、消去、利用停止等 

 対象事業者は、本人から個人情報の利用目的の通知、個人情報の開示、訂正、追加、

削除、利用停止、消去、第三者への提供の停止（以下、「開示等」といいます）の請求

があった場合は、確実に本人確認を行い、法令該当するガイドラインの定めるところに

従って、速やかに対応しなければなりません。 
１）必用事項の公表等 

保有個人データは、以下の①～⑤の事項を本人の知り得る状態（本人の求めに応じ

て遅滞なく回答する場合を含む。）に置くこと 
① 対象事業者の氏名・名称 
② すべての保有個人データの利用目的 
③ 求めに応じる手続き 
④ 手数料 
⑤ 政令で定めるもの 

i） 保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先 
ii） 当協会の苦情の解決の申出先 

２）利用目的の通知 
本人から、保有個人データの利用目的について問い合わせを受けた場合、以下の①

～④の場合を除き、本人に対し遅れることなく通知すること 
① 保有個人データの利用目的が明らかな場合 
② 人の生命・身体・財産その他の権利利益が侵害されるおそれがある場合 
③ 当該対象事業者の権利・正当な利益が侵害されるおそれがある場合 
④ 国の機関・地方公共団体が法令の定める事務遂行への協力に支障を及ぼすお

それがある場合 
３）開示 

本人から、保有個人データの開示（存在しないときにはその旨を知らせることを含
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む。）を求められた場合は、以下の①～③の場合を除き、本人に対し書面の交付に

よる方法（求めを行った者が同意した方法）により開示すること 
① 人の生命・身体・財産その他の権利利益が侵害されるおそれがある場合 
② 当該対象事業者の権利・正当な利益が侵害されるおそれがある場合 
③ 他の法令に違反することとなる場合 
注）開示とは保有個人データに含まれる個人情報の内容を本人に対して明らかに

することです。 
４）訂正、追加、削除 

本人から、保有個人データの内容に誤りがあり、事実でないという理由によって、

訂正、追加又は削除（以下、「訂正等」といいます）を求められた場合は、以下の

①～④に従い対応すること 
① 「原則」訂正等を求めに対しては、利用目的の範囲内で遅れることなく調査し、

対応すること 
② 訂正等をする必要がない場合や誤りがある旨の指摘が正しくない場合には、

訂正等は行わなくてよい 
③ 他の法律等で取り決めがある場合は、そちらを優先すること 
④ 訂正等を行った場合も、行わなかった場合も本人に対し遅れることなく通知

すること 
注）訂正、追加、削除とは、以下のおりです。 
訂正：保有個人データに含まれる個人情報の項目内容を訂正すること 
追加：保有個人データに含まれる個人情報を追加すること 
削除：保有個人データに含まれる個人情報のある項目を消すこと 

５）利用停止、消去 
本人から、保有個人データが以下の違反があったとの理由によって、利用の停止、

消去（以下、「利用停止等」といいます）を求められた場合は、その求めが妥当で

あり、かつ、事実である場合には、遅れることなく、利用停止等を行うこと 
① 「利用目的の制限」に違反して取り扱われている場合（目的外利用） 
② 「適正取得」に違反している場合（不正の手段による取得） 
ただし、以下の①～②の場合には、他の方法により対応することが可能 
① 利用停止等が困難あり、他の方法で本人の権利利益を保護することができる

場合 
② 利用停止等に多額の費用が掛かるため、他の方法で本人の権利利益を保護す

ることができる場合 
６）第三者提供の停止 

本人から、同意していないのに保有個人データが第三者に提供されているという

理由によって第三者への提供の停止を求められた場合は、その求めが妥当であり、

かつ、事実である場合には、遅れることなく、第三者への提供の停止を行うこと 
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ただし、以下の①～②の場合には、他の方法により対応することが可能 
① 第三者提供の停止が困難あるため、他の方法で本人の権利利益を保護するこ

とができる場合 
② 第三者提供の停止に多額の費用が掛かるため、他の方法で本人の権利利益を

保護することができる場合 
７）利用の停止等（利用停止、消去、第三者への提供の停止）の通知 

保有個人データの全部又は一部について利用の停止等を行った場合、利用の停止

等を行わないことを決めた場合の何れの場合においても、本人に対し遅れること

なく実施した内容等あるいは求めに応じないことを通知すること 
８）理由の説明 

保有個人データの開示等において、求めへの対応を通知する場合、あるいは求めと

異なる対応を行うことを通知する場合は、その理由を本人に説明するよう努める

こと 
９）開示等の求めに応じる手続き 

開示等の求めを受け付ける方法として、以下の①～④の事項を定めることができ

ますが、定めた場合には、その内容を本人の知り得る状態（本人の求めに応じて遅

れることなく回答する場合を含む。）に置くこと 
① 開示等の求めの受付先 
② 開示等の求めに際して提出すべき書面の様式、その他の受付方法 
③ 開示等の求めをするものが本人またはその代理人であることの確認方法 
④ 手数料の徴収方法 
注）手続きを決める場合は、求めを行う本人の利便性を考慮し、過度な負担になら

ないよう注意してください。 
１０）手数料 

開示等を求められたときは、実費を基に妥当性のある手数料を設定することがで

きますが、その場合、設定した手数料を本人の知り得る状態（本人の求めに応じて

遅れることなく回答する場合を含む。）に置くこと 
 

１１ 苦情への対応 
個人情報に苦情相談がなされた場合は、可能な限り迅速に対処しなければなりませ

ん。そのために、対象事業者の責務及び組織的安全管理措置において示した、以下の①

～③の事項を実施しなければなりません。 
① 苦情相談の責任者の任命と、窓口の設置とその公表 
② 苦情相談に対応するための手順の整備 
③ 当協会の苦情解決窓口の公表等を行うこと 
 

１２ 本指針が遵守されない場合 
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本指針が遵守されない事実が判明した場合は、対象事業者は遵守されていない事項

に関して、改善策を実施しなければなりません。 
改善策が実施されない場合、当協会は対象事業者に対して助言、指導及び勧告を行い、

当該事業者はその内容を尊重し、適切に対応するよう努めなければなりません。 
 

 
以上 


