一般 社団 法人 坂Ｆ 鶴ヶ 島Ｓ 師会

第１ 章
（目

第１ 条

総

特定 個人 情報 等ミ 扱規程

・

的）

この 規程 は、 一般社団 法人縦Ｆ鶴ヶ あＥ 師会 （ぶ 下「 本会 」と いう.）の 事業

遂行上な り扱 う個 人４ 号八 び特 定個 人情報（ ぷ下「4考定個人情報等」 という.）を適
QJに保護す るた めに必ＷなＸ本的事項 を定めた もの であ る。
（適 用範 回）

第２ 条

この規程は、 本会の役員八び職員にがし て適用す る。 また、９定個人情報等を

取り 扱う 業務 を夕1ヽ部 に委Ｅす る４合の 委Ｅ先（ 再委託ぷ 降を 含む.）Ａ び労働者Ｓ遣
まに 基づ く派 遣ぞ 傷者 にが して も適 用す る。

２

この 規を は、 特定個人情報等の 取扱 いに 関し 、そ の他 の内 部規程に優先 して 適用さ
れる。

（定

第３ 条

義）

この規程において 、各丿目 Ｓの 定義は、 「行政手続におけ る特定の個人 を識Sﾘす

るた めの番号の利丿目 等に 関す るま律（ぷ下 「番そ法」と いう.）」 、「個人情報の保護に
関す る法 律（ な下 「個 人情 報保 護ま 」と いう.）」。

第２ 章

基本 方針 の策11等

（基本方針）

第４ 条

本会の会長（ぷ下 「会長」 という.）は、4を定個人情報等の保護 ・管Ｊｌ に夕tす

る姿勢を示し 、役員Ｒび職員に■加 させ ると とも に、 一般にぬ回す るた めに、「特定
個人情報等の適iEな取扱い に関するJI本力Ｅ」 を策定す るも のと する。
２

会長 は、 本会 の策 定し た「 特定 個人 情報 等の 適工Eなな 扱い に関 する Ｘ本 力針 」をま
員及 び職 員に 周知 し、 ミ解 させ るも のと する。

３

「特定個人情報等の適iEな取扱い に関する Ｘ本力お」の一般へのぬ開 は、 本会ホー
ムページ等に よる もの とす る。

４

会長 は、 「特 定個 人情 報等 の適iEな取 扱い に関 する Ｘ本 方針 」を 必Ｗ にホじ,適ま、
見直 すも のと する。

(内部 規程)

第５ 条

本会 は、 番そま、 個人 情報保護 法、 これ らの 法律 に関 する 攻省 令Ａ びこ れらの

ま今に関 して所管官庁が策定するガイドライ ン等を遵守し,特定個人情報等を適Ｅに
取り 扱う ため 、こ の規 程を 定め る。

２

本会は,め定個人情報等の取扱いにかかる事務フ ローＲび各種安全管ミ措置等を■
確にする ため、「特定個人情報等取扱マニュ アル」その他の内部規程をSI」に定め るも
のと する。

３

本会は、 社会情勢や情報圭体の意ほの変化、 施行状Ｒ、Ｅをの結果等を考慮 し、こ
の規程そ の他 の内 部規程を 必要 に応 じ、 適宜 、見直す もの とす る。
（法令等 の遵 守）

第６ 条 すべ ての役員まび職員 は、 特定個人情報等の み扱いに 肖た って 、きぢ･法、 個人
情報ｇ護法,これ らの ま律 に関する 政省令八びこ れら の法令に 関し て所管官庁が 策定
する ガイ ドラ イン等並びに第４ 条第 １項に規定する「特定個人情報等の適ｍな取扱い
に関 する 基本方針」そ の他 に規 定するFﾒ9部規 程を 遵守 しな けれ ばな らな い。
第３ 章

特定個人情報等保護管1111体制

(祖織 体お)

第７ 条 会長は、 特定個人情報等の保護 ・管きを適切に実施するた めに、第 ８条から第
12条に規定するiiり、 特定個人情報等保護管ミ体Ｍをｔめ、役割、 責任八び権ほを
９確 にす るも のと する。

(特定 個人 情報 等４ 護責任者)

第８ 条

本会 に、 特定個人情報等保護責任者 を置 き、 本会個人 情報ｇ護 管垣1体制 におけ

る個 人情 報保 護責 任者 をも って 、そ の任 に吏 てる。

２

特定個人情報等保護責任者は、 本会がほ有す る特定個人情報等の取扱い を総括し、
ぷ下 の事項を 定め る。

(1)特ｔ個人情報等の 適ｍなJR扱い を維持・ 推まする ため の施策
(2)役員 Ｒび職員 にがする 特定 個人 情報 等の 適切 な取扱い に関 する 継続 白り かつ 定期
的な 教育・mll練
(3)役員 及び 職員 への この 規程 の周 知、 一般 への を表

(4)第14条第 １４ に規定す る違反行為又 は漏 えい 事案 等発 生時 の対応策
(5)その 他こ の規をにJIづき 特定個人 情報等の 取扱 いを 管きする 上で 必Ｗ とさ れる
事項

(総括 特定 個人 情報 等管 き者)

第９ 条 本会に、 総括特定個人情報等管き者を置き、 本会個人情報加護管JI体制におけ
る総括個人情報管ミ者をも って 、そ の任に充てる。

２

総括特定個人 情報等管 き者は,本会 が保有す る特 定個 人情報等 のみ扱い に関 する事
務を Ｓｇし,搾定個人情報 等を 複な の部をで 取り 扱う ４合 の各 部署 の任務み担八 び責
任の ９徳 化等 を行 う。

(特定 個人 情報 等取 扱責 任者)

第10条 本会に、 特定個人情報等取扱責任者を置き、 本会個人情報ほ護管理1体制にお
ける 個人 情報 ａ扱 責任 者を もっ て、 その 任に 充て る。

２

特定個人 情報等取扱責任者 は、 特定個人情報等を なり 扱う 範囲 を定 めた 上で 、事務
ａ扱担肖 者を Ｓ任 し、 肖該Ｓ等 で保 有す る特定個 人情 報等 を適ｇ]に管 きす る。
(事務な扱き!肖者)

第11条
２

本会 に、 特定個人情報等を なり 扱う 者と して 、事務取扱担 肖者 を置 く。

本務な扱き!肖者 は、 特定個人情報等を 適リJに管 きし 、禾￨Jj目権 ほの ないｔに まＲ させ
ては なら ない。

(Ｅを 責任者)

第12条

本会 に、 まま責任者を 置き 、本会個 人情 報保護管 を体制に おけ るＥま責任者

をも って 、そ の任 に充 てる。

２

Ｅま責任者は 、本会が 保有する 特定個人 情報等の 運丿目に つい てＲをし 、法令等 の遵
守を 最良 の状態に 維持する よう 努め る。

３

Ｅま責任者は 、前項の まま結果 を、 会長Ｒび特定個人情報等保護責任者 に報告する
もの とす る。

(教育 ・ｔＷ)
第13条

本会は,事務取扱祖肖 者にがし て定期的 な研修の実施又は情報を供等を行い、

特定 個人 情報 等の適iEな取 扱い を回 る。

２

本会は、 事務取扱担肖 者が4を定個人情報等を取り 扱う に肖 たり 、必Ｓかつ適切なＥ
督を 行う。

（情 報漏 えい 事案 等へ のが 応）

第14条

すべてのＲｎＡび職員 は、 回やら、 個人情報保護ま、 これ らの法律 に関する政

省令八び これ らの法令 に関 して 所管官庁が策定す るガイド ライ ン等並び に第 ５条第
１項 八び 第２ 項に 規定 するFち部 規を への 違反 （な 下「違fi行為 」と いう.）若 しくは

その 兆候、又 は特定個人情報等の漏 えい、滅失若 しく は毀損に よる 事故 （心太下 「漏え
い事 案等 」と いう.）の ９生 若し くはJKRを把IRした ４合 は、 まや かに4な定 個人 情報等
保護 責任者に 報告する もの とす る。

２

特定個人情報等保護責任者は、違fi行為若し くは漏えい事案等が発生したこ とを知
った 場合 又は その 万能性が 高い と判 断し た場合は 、次 の各 号に 定め る事項等 を行 い、
適切 に対応す るも のと する。
（1）事 実関 係の 調査 及び 原因 の究明

（2）会をへの報告八び対象と なっ た情報圭体への連絡
（3）き事会 への 報告
（4）肖 Ｒ防 止策 の検 討Ｒ び決定

（5）必・に応じた事実関係Ｘび再発防止策等のを表
第４ 章
第１ 節

特定個人情報等保護の措置
特定 個人 情報 等の ａ得

(特定個人情報等の適工EなＲ得)

第15条 特定個人情報等のみ得は、 きそ法第 ９条に規定さ れた範回Fjlで禾￨』用 目的をryl
確に 定め 、そ の目 的達成に 必Ｗ なほ度に おい ての み行 わな けれ ばな らな い。
２

本会 が特定個 人情報等 を取得す るに あた って は、 適法 かつむ工Eな手ａで行う
（個 人番 やの を供 の・ 求）

第16条 本会は、 第５ 条第2JJiに規定する「特定個人情報等取扱マ ニュ アル」に定め
る個 人番 号を なり 扱う 事務 （ぷ 下「個人番そ取扱事務 」と いう.）を処11する ために
必要があ る場合に限り 、役員、 職員 その他の者に対し個人番号の提供を求め る。

２

役員。職員その他の者が、 本会から の個人加号の提供のＷ求又は第17条に基づく
本人徳器 にホ じな い場合に は、 番台法に Ｓづ く制 度の 意義 につ いて 説■ をし 、個 人き
号の 提供 八び 本人 徳器 に応 ずる よう に求 める もの とす る。

(本人 徳器)

第17条 本会は、 本人又は代Ｓ人か ら個人番その提供を受 けた とき は、 ｔ号法第16条
に基づき 本人確認 を行 う。

２

役員 Ｒび職員 は、 本会 に個 人き 号を 提供する 際に は、 本会 が行 う本人徳器の 措置に
協力 しな けれ ばな らな い。

３

Ｓｉ された本人確認書類は,肖該個人きそ を利JIする事務が４了す るま での 間又は
法定保存期間 が終了す るま での 回、 これを適タJに保管す る。
第２ 節

特定 個人 情報 等のlajjll

(特定 個人 情報 等の 利丿目範 回等)

第18条

本会 が役員、 職員 その 他の 者か ら取得す る特ｔ個 人情報等 は、 個人番そJR扱

事務 をそ うた めに利JIする 。た だし 、生命、 身体 、財産の 保護 のた めに 必Ｗ な４合で

あって,情報 生体 の回 意が あり 、又 は情報生体の 同意 を得 るこ とが ｉ難であ ると きは、
この 限り では ない。

(特定 個人 情報 ファ イル の作 成の 制ほ)

第19条 本会 が特定個人情報フ ァイ ルを 作成する のは 、個 人番そな扱本務を行う ため
に必Ｗな 範囲 にほ り、 この 場合 を除 き特定個 人情報フ ァイ ルを 作成 しな い。
第３ 節

特定 個人 情報 等の適iE管Ｓ

(特定個人情報等のｍ徳性の確保)

第20条

事務取扱祖肖 者は 、禾「」用目 白り にホ じあＷな範回 内に おい て

特定個人情報等

を工E確か つ最 新のFﾒ9容に 保つ よう 努め る。

(特定 個人 情報 等の 保管 制・)

第21条 本会 は、 個人きそ取扱本務 を行 うた めに必Ｗ な範囲を超え て

特定個人情報

等を ｇ管 しな い。

（安 を管 Ｓ措 置）

第22条 本会は、 特定個人情報等のjll・性に鑑み、 特定個人情報等の漏えい、 Ｓ央又
は毀損の防止その他の適なJな管ミのために、 第５ 条第２ｷﾞ回に規定する 「特定個人情報
等な扱マニュ アル」に定め る・ り、 厳格な組織的安を管を措置、人的安を管ミ措置、
物き 的安 を管 ミ措 置、 まを術的 安を 管き 措Ｓ を講 じる。

(６託 のな 扱い)

第23条 本会が業務をを託 して4を定個人情報等をを託先になり 板わせる 場合には、番
そ法 にＸ づき 本会 自ら が果 たす べき 安を管き措置 と回 等ぶ 上の 措置 が肖 該委 託先に
おい て講 じら れ、 かつ 委だ先が 特定個人情報 等を適なJに取 り板 うよ う、 あＷ かつ適回J
なＲ 督を 行う。
２

本会 は、 前４ のＥ 督を 行う ため 、ま の各 その 措Ｘ を講 じる。
(1)委託 先の 適切 な選定

(２)６Ｅ先に おけ る特 ｔ個 人情報等 の適なJなな 扱い を確保す るた めに 必Ｓ な契約の
締結

(3)委Ｅ先におけ る特定個人情報等の敢板状Ｒのだ握
(肖を 託の み扱い)

第24条

委託先は 、あ らか じめ本会 の書 ・に よる1午諾 を得 た４合に ほり

委Ｅ を受け

た特 定個 人情報等 の取扱い を肖二委託す るこ とが でき るも のと する 。再委託先が ・に委

Ｅす る場 合も 同様 とす る。

２

本会 は、 再委託先 の適否の 判ほfのみ なら ず、 委を先が 再委託先 にが して も必 Ｗかつ
適なJなＲ督を行っ てい るかについて も、 Ｅ督する もの とす る。
第４ 節

特定個人情報の提供

(4考定 個人 情報 のを供)

第25条 本会 は、 番そ法第19条各号に 掲げ る場合を 除き 特定個人情報 を第三者 にを
供し ない。

第５ 節

特定個人情報等の肖ll除 廃棄

(個人 番号 の削 除・ 廃棄)

第26条 本会は、 個人き号取扱事務を行 うために必要がな くな った４合であ って、所
管ま令に おい て定 めら れて いる ｇ存期間 を経まし た特定個 人情報等 につ いては,その
お容 に含 まれ る個 人番そを 速や かに 削除又は廃棄する もの とす る。
第５ 章

特定個人情報の開示等

(情報圭体の開示、 れｍ請求等に 関す る権禾り)

第27条 情報圭体から 自ごの4を定個人情報について 回示を求められた場合、本会は、
合き 的な 期間 内に 速や かに 対応 する もの とす る。

２

情報圭体から 自ａの特定個人情報についてＦＥ又は肖り除を求められた４合,本会は、
合ミ的な期９内に速やかにが応 し、FiE又は削除を行った場合は、 肖該特定個人情報
の受領者に夕tしてａ加 を行 うも のと する。

３

情報 圭体 から 自己 の特定個 人情 報に つい て利 丿目 停止 等を 求め られ た場合で あっ て、
そのき日ﾖがあ るこ とがやjiした とき 、本会は、違反を是ｍする ため にあＷな ほ度で
合き 的な 期間FMに速 やか にガホす るも のと する。

第６ 章

その他

(苦情 八び 相談)

第28条

本会 は、 本会 にお ける 特定個人情報等の 取扱 いに 関す る苦情Ｒ び相 談窓 口を

Ｒ置 し、 苦情等の適工Eかつ5B速な夕ａａに努め る。
２

特定個人 情報等ｇ護責任者は,前項 の目 白り を達成す るた めに 必Ｗ な体制の 整備 をゼ
う

(制 裁)

第29条 本会は、 きそ法、 個人情報保護ま、 これ らの法律に関する 政省令Ｒびこれら
のを令に 関して}Ｗ管 官か が策 定ｔ るガ イド ライ ン等 並び に第 ４条 第１ ４に 規定する

「特定個人情報等の適工Eな取扱いに関する Ｘ本力針」その他第５ 条第 １項Ｘび第２４
に規定するF大1部規程に違反 した 職員 に対 して 就業規則 に基づき Ｍ分 を行い,その 他の
者に対しては、契約又 は法令に回ら して夕a分を決定する。
(改 廃)

第30条

この 規程 の改廃は 、き事会 の決議に より 行う。
附

則

(施行 期日)

この規程は、 平成27年12 j 20 日か ら施行す る。

