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保 護 1規 程
特定非営利活動法人エイジヨンサーン・ ジヤバン

的)

この規程は、特定非営利活動法人 エイジヨンサーン・ジヤバ ン (以 下「 ACu」
という。
)が 保有する個人情報 の適正な取扱いの確保に関 し必要な事項を定める こと

第 1条

によ り、個人の権利利益の保護 を図 り、も って基本的人権 の擁護 に資す る ことを目的
とする。
(定 義 )

第 2条 この規程において 、次の各号に掲げる用語 の意義は、当該各号に定めるところ
による。
(1)個 人情報 個人 に関する情報であ つて、特定 の個人が識別され、又は識別され得
るものをいう。

(2)本 人

個人情報 か ら識別され、又は識別 され 得 る個人をいう。

(3)事 業者 法人 (国 、独立行政法人等、地方公共団体 及び地方独立行政法人を除 く。)
そ の他の団体及び事業を営む個人をいう。

￨

(AC」 の責務 )
第 3条

AC」 は、個人情報の保護の重要性 を認識 し、個人情報 の取扱いに当た つては、

個人の権利利益 を侵害する ことのな いよ う必要な措置 を語ずるもの とする。
(個 人情報取扱事務事 業目録 )

第 4条

ACuFよ 、個人情報を取 り扱 う事務事業 (AC」 が定めるものを除 く。)に つ

いて、当該事務事業の名称、個人情報 を記録 した主な文書等の名称、個人情報 の対象
者の範囲、個人情報の記録項 目、作成時期等 を記 載 した個人情報取扱事務事業 目録を
作成 し、申出に応 じて閲覧 に供する。
(収 集の制限 )

第 5条

AC」

は、個人情報を収集する ときは、あらか じめ個人情報 を取 り扱 う目的を
具体的 に明 らかに し、当該 目的の達成のために必要な範囲内で収集 しなければならな
い

。

2 ACuは

、個人情報を収集す るときは、適法かつ公正な手段 により収集 しなければ

な らない。

3 AC」 は、個人情報 を収集する ときは、本人か らllR集 しなければならない。ただ し、
次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
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(1)本 人の同意 が あるとき。
(2)出 版、報道等 によ り公にされているものか ら収集する ことが正当であると認 め ら
れ るとき。

(3)前 各号 に掲 !ザ る場合のほか、本人か ら収集する ことによ り、個人情報 取扱事務事
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業の目的の達成に支障が生 じ、又はその円滑な実施 を困難 にするおそれ があること
その他本 人以外のものか ら収集する ことに相当の理 由がある と認められるとき。
AC」 は、本人か ら直接当該本人の個人情報 を収集する ときは、あらか じめ、本人

に対 し、当該個人情報を取 り扱 う目的を明示するよう 努めなければな らない。
5 ACUは 次に掲 げる個人情報 を収集 してはな らな い。

(1)思 想、信仰、信条その他 の心 身に関する基本的な個人情報
(2)社 会的差別の原因 となるおそれのある個人情報
(利 用及び提供の制限)

AC」 は、個人情報取扱事務事 業の目的以外 に個人情報を、ACu内 において
利用 し、又は ACU以 舛のもの に提供 してはならな い。ただ し、次の各号の いずれか

算 6条

に該当す るときは、 この限 りでない。

(1)本 人の同意がある とき又は本人に提供す るとき。
(2)出 版、報道等 により公にされて いるものを利用 し、又は提供する ことが正当であ
ると認め られるとき。

(3)個 人の生命、身体 又は財産の保護 のため、緊急かつやむを得な いと認め られると
き。
、ACU以 舛 のものに個人情報を提供する場 合において、必要が ある と認
めるときは、提供 を受けるものに対 して、当該個人情報 の使用目的若 しくは使用方法

2 ACUは

Wこ ついて必要な措置 を講ず
の制限その他の必要な制限を付 し、又はその道切 な取扱し

る ことを求めなければならな い。
(適 正管理 )

ACUは

、個人情報取扱事務事業の目的を達成す るため に必要な範囲 内で、そ
の保有する個人情報 を正確か つ最新の状態 に保 つよ う努めなければな らな い。

第 フ条

2 AC」 は、個人情報 の漏えい、滅失及び損傷の防止その他の個人情報の適切な管理
のために必要な措置 を講 じなければな らな い。
3 AC」 は、保有する必要 がな くな つた個人情報 を、確実 に、かつ、送やか に廃葉 し、
又は消去 しなければならな い。
(従 事者等 の義務 )

第 8条

ACUの

評価業務 の従事者、従事者 であつた者は、職務 上知 り得た個人情報 を
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みだ りに他人 に知 らせ、又は不 当な 目的 に使用 してはな らな い 。

(個 人情報の開示 )

第 9条

AC」

は、ACUが 現 に保有 している個人情報 について、本人か ら、当該本人

が 識別 され る個 人情報の開 示の申出が あつた ときは、本 人である こと を確認 の上、当
該個 人情報 を開示す るもの とす る。ただ し、次 の各号の いずれかに該 当す る ときは、
当該個人情報の全部又 は一部 に つい て開 示 を しない ことができる。未成年者又 は成年
被後見人 の法定代理人か ら、本人に代わ つて、当該本人が識別 され る個人情報 の開示
の申出が あつた ときも、同様 とす る。

(1)開 示の申出を した者以外 の者 に関す る個人情報 (事 業 を営む個人 の当該事業 に関
す る情報 を除 く。)で あ つて 、一 般 に他人に知 られた くないと望む ことが正当で あ
る と認め られ るもの

(2)ACu以

外の法人 (国 等 を除 く。)そ の他の団体 (以 下「法人等 Jと い う。)に 関

す る情報又仕事 業を営む個人 の当該事業に関す る情報 を含む個 人情報 であつて、開
示する ことにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位 その他正当な利益を害

すると認 め られるもの (人 の生命、身体着 しくは健康に対 し危害を及ぼすおそれ の
ある事業活動 又は人の財産若 しくは生活に対 し重大な影響 を及ぼす違法な若 しく
)
は著 しく不当な事業活動 に関する情報 を除 く。

(3)開 示する ことによ り、個人の生命、身体、財産等の保護その他の公共の安全 と秩
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序の維持 に支 障を及 fま す と認 め られる個人情報
開示の申出に対 し、当該申出に係る個人情報 が存在 しているか否かを答 えるだけで、

前項各号 に掲げる個人情報 を開示する こととなるときは、ACUは 、当該個人情報 の
存否を明 らんWこ しないで、当該申出を拒否す ることができる。

(開 示の申出 に対する通知 )

ACUは

、開示 の申出があつたときは、当該 申はがあつた日か ら起算 して 3
0日 以内に、開示の申山に係る個人情報 の開示をす るか どうかを開示の申出を した者
に通知するものとする。ただ し、やむを得な い理 由によ り当該期間内 に通知する こと

第 10条

ができないときは、 この限 りでない。
2 ACUは 、開示の申出 に係る個 人情報の全部又は一部を開示す る音の通知 をした と
きは、遠やかに、開示の申出をした者 に当該個人情報 を開示するもの とする。
(個 人情報の訂正)

、 ACuが 現に保有 している個人情報 について、本人か ら、当該本
人が識別される個 人情報 の訂正の申出があつた場合は、本 人であることを確認の上 、

第 11条

ACUは
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当該個人情報 に事実に関する誤 りがある と認め られるときは、訂正につき法令等に特
別の定めがあるとき、AC」 に訂正の権限がな いときその他訂正 しない ことにつき正
当な理由があるときを除き、当該誤 りを訂正するものとする。未成年者 又は成年被後
見人の法定代理人か ら、本人 に代わ つて 、当該本 人が識男1さ れるlE人 情報 の訂正の申
出があ つた ときも、同様 とする。
2 訂正の申出 に対 し、当該申出 に係る個 人情報が存在 しているか否かを答 えるだけで、
第 9条 第 1項 各号 に掲げる個人情報を開示する こととなると言は、ACUは 、当該個
人情報 の存否を明 らかに しないで、当該申出を拒否する ことができる。
(訂 正の申出に対する通知 )

、前条第 1項 に規定する訂 正の申出があ つた ときは、速や かに、必
要な調査を行 い、当該申出があ つた日か ら起算 して 30日 以内に、訂正するか どうか

第 12条

ACuは

を訂 正の申出をした者に通知するものとする。ただ し、やむを得 ない理由によ り当該
期間 内に通知する ことができないときは、 この限 りでない。
(個 人情報の利用停止)

第 13条

ACUは

、 ACuが 現 に保有 して いる個人情報 について、本人か ら、次の各

号のいずれかに該当するとして、当該本人が識別される個人情報の利用の停止、消去
又は提供の停 止 (以 下「利用停 止 Jと い う。)の 申出 が あ つた場合は、本 人で ある こ
とを確認の 上、当該利用停 上 の申出に理 由があると認 めるときは、ACUに おける個
人情報 の適正な取扱 いを確保す るた めに必要な限 度 で、当該個人情報 の利用停止 をす

るもの とす る。た だ し、当該個人情報 の 利用停 止 をす る ことによ り、当該個人情報 の
利用 目的 に係る事務 の性質上、当該事務 の適正な遂行に著 しい支障を及 rま すおそれが

あると認 められるときは、この限 りでな い。未成年者 又は成年被後見 人の法定代理人
か ら、本人 に代わ つて、当該本人が識別され る個人情報 の利用停止の 申出があつたと
きも、同様 とする。

(1)第 5条 第 1項 か ら第 3項 まで若 しくは第 5項 の規定 に違反 して収集された とき、
第 6条 第

1項 の規定に違反 して利用 されて いるとき又は これ らのおそれが著 しい

とき

(2)第 6条 第 1項 の規定に違反 して提供 され ているとき又は これ らのおそれが著 しい
とき

(3)第 7条 第 3項 の規定に違反 して保有 されているとき又はそのおそれが著 しいとき
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利用停止 の 申出に対 し、当該申出 に係る個 人情報が存在 してtヽ るか否かを答えるだ
けで、第 9条 第 1項 各号に掲げる個 人情報を開示する こととなるときは、 ACurよ 、
当該個人情報 の存否 を明 らかに しないで、当該申出を拒 否する ことができる。
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(利 用停 止の申出 に対す る通知 )

第

14条

第

12条 の 規 定 は 、利 用停 止 の 申 出 に対 す る浮 知 につ い て 幸 用す る 。

(者 情 の処理 )

、現に保有 している個人情報 の取キ ↓Hこ ついてき憶 の申出があ つた
ときは、適切 か つ迅速 にこれ を処理するよう努 める:

第 15条

ACUは

(費 用負担)

第 16条
(委 任 )

第 17条

第 10条 第 2項 の開示に要する費用 は、 AC」 が別 t子 定めるもの とする。

この規程に定めるもののほか、 この規程 の移行 に関 し必要な事項 は、 ACU

の長 が 別 に 定 め る 。

附

Rl

この規程 は、平成 17年 4月 1日 か ら施行す る。
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