社会福祉法人大館感恩講

個人情報の保護に関する規程

第１章 総則
（目的 ）
第１条 本規程 は、 社会福 祉法 人大館 感恩 講（以 下「 本法人 」と いう。）内 の個人 情報 の取
り 扱 い に 関 す る 体 制 、 基 本 ル ー ル を 策 定 し 、 当 法 人 が 保 有 す る 情 報 の 紛 失 、 漏 洩 、改ざ
ん等を 防ぎ 、情報 管理 に関す る当 法人と して の社会 的責 任を果 たす ことを 目的 とする 。
（用語 の定 義）
第２条 本規程 で使 用する 用語 は以下 のと おりと する 。
１

個人 情報

個 人に関 する 情報で 、当 該情報 に含 まれる 氏名 、生年 月日 等の記 述 に

より、 特定 の個人 を識 別でき るも のをい う。 他の情 報と 容易に 照合 でき、 それ に よ り
特定の 個人 が識別 でき るもの を含 む。
２

機密 情報

「 部外秘 」等 、外部 に公 開する こと を禁止 され ている 情報 、及び 当 法

人のサ ービ スに関 する 固有の 情報 を指す 。
３

本

人

４

役職 員

当 法人が 保有 する個 人情 報で識 別さ れる個 人を いう。
当 法人の 役員 、評議 員、 非常勤 嘱託 、正職 員、 アルバ イト 、パー ト 、

派遣労 働者 をいう 。
（対象 とな る情報 ）
第３条 本規程 の対 象とな る情 報は、 当法 人で保 管す るすべ ての 個人情 報で あり、 電子 デ
ータ、 印字 データ の別 を問わ ない 。
（適用 範囲 ）
第４条

本 規程は 、当 法人の 役職 員に対 して 適用す る。 ボラン ティ ア、実 習生 等、当 法人

に所属 しな いスタ ッフ に対し ても 本規程 の趣 旨を踏 まえ た適切 な取 扱いを 求め るもの と
する。 又、 個人情 報を 取り扱 う業 務を外 部に 委託す る場 合、必 要か つ適切 な監 督をし 、
この規 程に 従って 個人 情報の 適切 な保護 を図 るもの とす る。
第２章 個人情 報管 理体制
（個 人情 報管理 責任 者）
第５ 条
２

当法人 にお ける個 人情 報管理 責任 者は事 務局 長とす る。

個 人情 報管理 責任 者は、 個人 情報管 理委 員会を 主宰 し、当 法人 におけ る個 人情報 管
理に関 する 取り組 みの 推進に 関す る責任 を負 う。

３

個 人情 報管理 責任 者は、上記 責任を 果た す上で 必要 な事項 に関 する決 定権 を有す る 。

（ 個人 情報管 理委 員会）
第 ６条

当法 人に おける 個人 情報管 理に 関する 意思 決定機 関と して個 人情 報管理 委 員 会
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を設置 する 。
２

委 員長は 個人 情報管 理責 任者と し、 委員は 大館 乳児保 育園 長、大 館看 護師・ 家 政 婦
紹介所 長及 び個人 情報 管理責 任者 が委託 した 者とす る。

３

個 人情報 管理 委員会 は、 個人情 報に 関する 当法 人取り 組み の計画 立案 、指示 、 取 扱
規則の 制定 、セキ ュリ ティ対 策の 実践等 、必 要な取 り組 みを行 う。

（個 人情 報管理 者）
第７条 施設長 を各 施設に おけ る個人 情報 管理者 とす る。
２

個 人情 報管理 者は 、個人 情報 管理委 員会 の定め た取 り組み 計画 に従っ て、 所属施 設
におけ る個 人情報 管理 に関す る取 り組み を推 進する 責務 を負う 。
第３章 個人情 報管 理にお ける 安全措 置の 概要

（個 人情 報管理 に関 する基 本方 針）
第８ 条

個人情 報管 理委員 会は 、個人 情報 保護に 関す る当法 人と しての 基本 方針を 定 め 、

これを 公表 する。
（職 員の 個人情 報の 取扱い ）
第９条

職 員は、 採用 時に本 規程 及びそ の他 個人情 報に 関する 規則 を遵守 する 旨の誓 約

書を法 人に 提出す ると 同時に 、こ れらを 遵守 しなけ れば ならな い。退職後 にお いても 、
在職中 に得 た個人 情報 を漏洩 しな い旨の 誓約 書を提 出し なけれ ばな らない 。
（個人 情報 の収集 ）
第 10 条

収集す る個 人情報 の利 用目的 を明 文化し 、施 設内の 掲示 やホー ムペ ージ等 適

切な方 法に より外 部に 好評す る。
２

個 人情 報の収 集は 利用目 的の 達成に 必要 な限度 にお いて行 う。

３

収集済みの個人情報の利用目的の変更を要する場合は、予め個人情報管理委員会の
承認を 得た 上で、 変更 後の利 用目 的を公 表す る。

４

前 項の 規定に かか わらず 、契 約書等 の書 面やホ ーム ページ への 入力結 果等 、本人 か
ら個人 情報 を直接 取得 する場 合、 書面上 の明 記等の 手法 により 本人 に対し て利 用 目 的
を明示 する ものと する 。

（個人 情報 の保管 ）
第 11 条
２

当法人 で保 管する 個人 情報は 、台 帳等に より 一元管 理す るもの とす る。

当 法人 で保管 する 個人情 報は 、施錠 管理 、アク セス 権の制 限等 、必要 かつ 合理的 な
安全管 理対 策を行 う。

３

職 員は 自らが 所属 する施 設の 長又は 施設 長が指 名す る代行 権限 者の承 認な く、個 人
情報を 法人 外に持 ち出 し、あ るい は、第 三者 に提供 して はなら ない 。

４

個 人情 報を取 引先 ・委託 先等 、外部 に開 示・提 供す る場合 は、 事前に 個人 情報管 理
者の承 認を 得た上 で、 秘密保 持契 約を締 結し てこれ を行 うもの とす る。
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（個人 情報 の利用 ）
第 12 条

個人情 報の 利用は 、予 め開示 した 利用目 的他 範囲内 で行 い、そ の範 囲を超 え

て利用 を行 っては なら ない。 ただ し、法 令の 定めに 基づ く場合 を除 く。
２

デ ータ 入力等 のた め、個 人情 報の取 扱い を外部 業者 に委託 する 場合、 委託 先の個 人
情報取 扱い が適切 かど うか確 認し た上、 業務 委託契 約に 、業務 遂行 以外の 目的 で の 利
用の禁 止、 業務終 了後 の情報 の返 還又は 廃棄 、機密 保持 、違反 時の 損害賠 償等 の 条 項
を設け るも のとす る。 長期間 継続 して業 務を 委託す る場 合には 、委 託先の 個人 情 報 取
扱い状 況に ついて 確認 を行い 、必 要に応 じて 指導・契約 の見直 し等 を行う もの とする 。

（個人 情報 の廃棄 ）
第 13 条

保管期 限を 経過し た個 人情報 、又 は当初 の目 的を達 成し て不要 とな った個 人

情報は 速や かに廃 棄す るもの とす る。
２

個 人情 報の廃 棄に あたっ ては 、外部 漏洩 しない よう 、印字 デー タにつ いて はシュ レ
ッダー 処理 、電子 デー タにつ いて はデー タ消 去を行 わな ければ なら ない。 なお 、 廃 棄
を外部 業者 に委託 する 場合は 、外 部業者 が確 実に廃 棄し たこと を確 認する もの とする 。

（第三 者提 供）
第 14 条

業務の 遂行 にあた り、 個人情 報を 第三者 に提 供する 必要 がある 場合 は、本 人

の同意 を得 ると共 に、 予め個 人情 報管理 委員 会に報 告し 、その 指示 に従っ て必 要 な 対
応を行 う。
（本人 から の照会 対応 等）
第 15 条

個人情 報に 関する 本人 からの 問い 合わせ 、情 報開示 ・訂 正・利 用停 止等の 請

求等、 苦情 及び照 会の 窓口は 「利 用者の 個人 情報保 護に 関する 基本 方針」 に掲 げる。
２

受 付窓 口部門 は対 応に関 する 手続き を定 め、こ れに 従い必 要な 対応を 行う 。

（教育 ）
第 16 条

各施設 の個 人情報 管理 者は、 定期 的に管 下の 職員を 対象 とした 個人 情報管 理

に関す る教 育を行 う。 また、 ボラ ンティ ア、 実習生 等に 対して も個 人情報 管理 の 必 要
性につ いて の意識 喚起 を図り 、適 切な取 扱い を行う よう 指導・ 監督 する。
（監査 ）
第 17 条
２

監事は 、当 法人内 にお ける個 人情 報管理 の適 切性に つい て、適 宜監 査を行 う 。

監 査を 行った 場合 、監事 は監 査結果 を監 査対象 施設 及び個 人情 報管理 委員 会に伝 達
する。

３

監 査対 象施設 は、 監査結 果に 基づき 、速 やかに 改善 措置を 実施 し、結 果を 監事及 び
個人情 報管 理委員 会に 報告す る。
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第４章 雑

則

（本規 程へ の違反 ）
第 18 条

本規程 への 違反が 明ら かにな った 場合、 当法 人は就 業規 則の定 めに 従い、 違 反

を行っ た職 員を懲 戒処 分の対 象と する。
（改正 ）
第 19 条
附則

本規程 の改 正は個 人情 報管理 委員 会の発 議に よるも のと する。

本規 程は平 成 18 年 4 月 1 日より 施行 する。
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個人情報保護に関する基本方針

１．基本方針
社会福祉法人大館感恩講は、当法人の扱う個人情報の重要性を認識し、その適正な
保護のために、自主的なルール及び体制を確立し、個人情報保護に関する法令その他
の関係法令及び厚生労働省のガイドラインを遵守し、利用者の個人情報の保護を図る
ことを宣言します。
２．個人情報の適切な収集、利用、提供の実施
（１）

個人情報の取得に際して、利用目的を特定して通知又は公表し、利用目的
に従って、適切に個人情報の収集、利用、提供を行います。

（２）

個人情報の収集、利用、提供に当たっては、本人の同意を得るようにしま
す。

（３）

個人情報の紛失、漏洩、改ざん及び不正なアクセス等のリスクに対して、
必要な安全対策、予防措置を講じて適切な管理を行います。

３．安全性確保の実践
（１）

当法人は、個人情報保護の取り組みを前役職員に周知徹底させるために、

個人情報保護に関する規程類を明確にし、必要な教育を行います。
（２）

個人情報の保護の取り組みが適切に実施されるよう、必要に応じ評価・見
直しを行い、継続的な改善に努めます。

４．個人情報保護に関するお問い合わせ窓口
当法人が保有する個人情報についてのご質問やお問い合わせ、或いは開示、訂正、
削除、利用停止等の依頼について、下記の窓口でお受け致します。
法人関連の個人情報

法人

事務局長

白百合ホーム関連の個人情報

白百合ホーム

大館乳児保育園関連の個人情報

大館乳児保育園

釈迦内保育園関連の個人情報

釈迦内保育園

園長

十二所保育園関連の個人情報

十二所保育園

園長

東館保育園

東館保育園

園長

西館保育園

西館保育園

園長

施設長
園長

社会福祉法人大館感恩講
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理事長

