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財団の保有する個人情報の保護に関する規程
制

定

平成１ ２年

７月

１日

最近改 正

平成２ ９年

９月 ２９ 日

（目 的）
第１条

こ の規程 は、 個人情 報の 保護に 関す る法律 （平 成 15 年法 律第 57 号。以下 「個 人 情

報保護 法」 という 。）、 行政手 続に 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（平 成 25 年法 律第 27 号。以下「番 号法」とい う。）の趣 旨に則 り、公益財 団法 人木
原記念 横浜 生命科 学振 興財団（以 下「財 団」という 。）におい て財 団が保 有す る個人 情報 の
適正な 取扱 いに関 し必 要な事 項を 定める こと により 、個 人の権 利利 益を保 護す ること を 目
的とす る。
（定 義）
第２条

こ の規程 にお ける用 語の 定義は 、個 人情報 保護 法第２ 条各 項並び に番 号法第 ２ 条 第

５項及 び第 ８項に 定め るとこ ろに よる。
（財 団の 責務等 ）
第３条

財 団は、 この 規程の 目的 を達成 する ため、 個人 情報の 保護 につい て必 要な措 置 を 講

ずると とも に、あ らゆ る施策 を通 じて個 人情 報の保 護に 努めな けれ ばなら ない 。
（個 人情 報保護 統括 責任者 等）
第４条

個 人情報 保護 のため の業 務を統 括す る者と して 、個人 情報 保護統 括責 任者（ 以下「 統

括責任 者」 という 。） を置く もの とし、 常務 理事を もっ てその 任に 充てる 。
２

個 人情 報保護 統括 責任者 を補 佐し、 個人 情報の 取扱 事務を 管理 監督す る者 として 、 個 人
情報保 護事 務管理 者（ 以下「 事務 管理者 」と いう。）を 置くも のと し、事 務局 長をも って そ
の任に 充て る。
（秘 密保 持義務 ）

第５条

財 団の評 議員 、理事 、監 事及び 職員（非常 勤で ある者 を含 む。以 下同 じ。）は、職 務

上知り 得た 個人情 報及 び個人 の秘 密に関 する 事項を 漏ら しては なら ない。 その 職を退 い た
後も、 同様 とする 。
（利 用目 的の特 定）
第６条

財 団は、 個人 情報を 取り 扱うに 当た っては 、定 款に定 める 事務又 は法 令、条 例 、 規

則その 他の 規定の 定め る事務 を遂 行する ため 必要な 場合 に限り 、か つ、そ の利 用の目 的（ 以
下「利 用目 的」と いう ｡）をでき る限り 特定 しなけ れば ならな い。
２

財 団は 、保有 する 個人情 報（ 特定個 人情 報を除 く。以下本 条に おいて 同じ 。）の 利用 目 的
を変更 する 場合は 、変 更前の 利用 目的と 関連 性を有 する と合理 的に 認めら れる 範囲を 超 え
て行っ ては ならな い。

３

財 団は 、保有 する 個人情 報の 利用目 的を 変更し た場 合は、変更 された 利用 目的に つい て 、
本人に 通知 し、又 は公 表しな けれ ばなら ない 。
（利 用目 的によ る制 限）

第７条

財 団は、 あら かじめ 本人 の同意 を得 ること なく 、前条 の規 定によ り特 定され た 利 用
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目的の 達成 に必要 な範 囲を超 えて 、個人 情報 を取り 扱っ てはな らな い。
２

財 団は 、合併 その 他の事 由に より他 の個 人情報 取扱 事業者 から 事業を 承継 するこ と に 伴
い個人 情報 を取得 した 場合は 、あ らかじ め本 人の同 意を 得るこ とな く、承 継前 におけ る 当
該個人 情報 の利用 目的 の達成 に必 要な範 囲を 超えて 、当 該個人 情報 を取り 扱っ てはな ら な
い。

３

前 ２項 の規定 は、 個人情 報保 護法第 16 条第３ 項各 号に掲 げる 場合は 、適 用しな い。

４

前 ３項 の規定 にか かわら ず、 財団は 、保 有する 特定 個人情 報を 利用目 的以 外のた め に 当
該財団 の内 部にお いて 利用し ては ならな い。 ただし 、人 の生命 、身 体又は 財産 の保護 の た
めに必 要が ある場 合で あって 、本 人の同 意が あり、 又は 本人の 同意 を得る こと が困難 で あ
るとき は、 この限 りで ない。
（適 正な 取得）

第８条
２

財 団は、 偽り その他 不正 の手段 によ り個人 情報 を取得 して はなら ない 。

財 団は 、あら かじ め本人 の同 意を得 るこ となく 、要 配慮個 人情 報を取 得し てはな らな い 。
ただし 、個 人情報 保護 法第 17 条第２項 各号 に掲げ る場 合は、 この 限りで ない 。
（利 用目 的の通 知又 は公表 ）

第９条
２

財 団は、 個人 情報の 利用 目的に つい て、ホ ーム ページ で公 開する もの とする 。

財 団は 、個人 情報 を取得 した 場合は 、前 項の規 定又 はその 他の 方法に より 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 、本人 に通 知し、 又 は
公表し なけ ればな らな い。

３

前 項の 規定に かか わらず 、財 団は、本人 から直 接書 面（電 磁的 記録を 含む ｡）に記載 さ れ
た当該 本人 の個人 情報 を取得 する 場合は 、あ らかじ め、 本人に 対し 、その 利用 目的を 明 示
しなけ れば ならな い。 ただし 、人 の生命 、身 体又は 財産 を保護 する ために 緊急 に必要 が あ
る場合 は、 この限 りで ない。

４

財 団は 、利用 目的 を変更 した 場合は 、変 更され た利 用目的 につ いて、 本人 に通知 し 、 又
は公表 しな ければ なら ない。

５

前 ３項 の規定 は、個人情 報保 護法第 18 条第４ 項各 号に掲 げる 場合に つい ては、適用 し な
い。
（デ ータ 内容の 正確 性の確 保等 ）

第 10 条

財団は 、利 用目的 の達 成に必 要な 範囲内 にお いて、保有 する個 人デ ータを 正確 か つ

最新の 内容 に保つ よう 努めな けれ ばなら ない 。
２

財 団は 、利用 する 必要が なく なった 個人 情報及 び個 人デー タを 確実か つ速 やかに 廃棄 し 、
又は消 去し なけれ ばな らない 。
（安 全管 理措置 ）

第 11 条

財団は 、取 り扱う 個人 情報及 び個 人デー タの 漏えい 、滅 失、き 損又 は改ざ ん（ 以下 、

「漏え い等 」とい う。）の防止 その 他の個 人情 報の安 全管 理のた めに 、組織 的、人的、物理
的及び 技術 的安全 管理 措置を 含む 必要か つ適 切な措 置を 講じな けれ ばなら ない 。
（職 員の 監督）
第 12 条

財団は 、そ の職員 に個 人デー タを 取り扱 わせ るに当 たっ ては、当該 個人デ ータ の 安

全管理 が図 られる よう 、当該 職員 に対す る必 要かつ 適切 な監督 を行 わなけ れば ならな い。
（委 託先 の監督 ）
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第 13 条

財団は 、個 人デー タの 取扱い の全 部又は 一部 を財団 以外 のもの に委 託する 場合 は 、

その取 扱い を委託 され た個人 デー タの安 全管 理が図 られ るよう 、委 託先が 安全 管理措 置 を
講じて いる ことを 確認 すると とも に、委 託契 約に安 全管 理措置 を定 める等 個人 データ を 保
護する ため の必要 な措 置を講 じ、 必要か つ適 切な監 督を 行わな けれ ばなら ない 。
（第 三者 提供の 制限 ）
第 14 条

財団は 、あ らかじ め本 人の同 意を 得るこ とな く、保 有す る個人 情報 及び個 人デ ー タ

を財団 以外 のもの（以 下「第 三者 」とい う。）に提 供し てはな らな い。た だし 、個人 情報 保
護法第 23 条第１ 項各 号に掲 げる 場合は 、こ の限り でな い。ま た、同条第 ５項 各号に 掲げ る
場合に おい て、当 該個 人デー タの 提供を 受け るもの は、 第三者 に該 当しな いも のとす る。
２

前 項の 規定に かか わらず 、財 団は、番号 法第 19 条各号の いず れかに 該当 する場 合を 除き 、
特定個 人情 報を第 三者 に提供 して はなら ない 。
（第 三者 提供に 係る 記録の 作成 ）

第 15 条

財団は 、個 人デー タを 第三者 に提 供した 場合 には、個人 データ の第 三者提 供記 録 票

（第１ 号様 式）を 作成 しなけ れば ならな い。
２

財 団は 、第三 者か ら個人 デー タの提 供を 受けた 場合 には、 個人 データ の受 領記録 票 （ 第
２号様 式）を作成 する ほか、個人 情報保 護法 第 26 条第 １項に 定め る確認 を行 わなけ れば な
らない 。

３

前 ２項 の規定 によ り作成 した 記録票 は、 事務管 理者 が３年 間保 管しな けれ ばなら ない 。
（保 有個 人デー タに 関する 事項 の公表 等）

第 16 条

財団は 、保 有個人 デー タに関 する 次に掲 げる 事項に つい て、本 人の 知り得 る状 態 に

置き、 又は 本人の 求め に応じ て遅 滞なく 回答 しなけ れば ならな い。
(1) 当財団 の名称
(2) 個人デ ータを 取り 扱う事 務の 目的
(3) 保有個 人デー タの 開示等 に必 要な手 続及 び手数 料の 額
(4) 保有個 人デー タの 取扱い に関 する苦 情の 申出先
２

財 団は 、本人 から 、当該 本人 が識別 され る保有 個人 データ の利 用目的 の通 知を求 め ら れ
たとき は、 本人に 対し 、遅滞 なく 、これ を通 知しな けれ ばなら ない 。ただ し、 次の各 号 の
いずれ かに 該当す る場 合は、 この 限りで ない 。
(1) 前項の 規定に より 利用目 的が 明らか な場 合
(2) 個人情 報保護 法第 18 条第 4 項第 1 号から 第 3 号まで に該当 する 場合

３

財 団は 、前項 の規 定に基 づき 求めら れた 保有個 人デ ータの 利用 目的を 通知 しない 旨 の 決
定をし たと きは、 本人 に対し 、遅 滞なく 、そ の旨を 通知 しなけ れば ならな い。
（本 人開 示、訂 正、 利用停 止等 ）

第 17 条

本人は 、財 団に対 し、当該本 人が 識別さ れる 保有個 人デ ータの 開示 を請求 する こ と

ができ る。
２

本 人は 、財団 に対 し、当 該本 人が識 別さ れる保 有個 人デー タの 内容が 事実 でない とき は 、
当該保 有個 人デー タの 内容の 訂正 、追加 又は 削除（ 以下「訂正 等」という 。）を請求 する こ
とがで きる 。

３

本 人は 、財団 に対 し、当 該本 人が識 別さ れる保 有個 人デー タ（ 特定個 人情 報を除 く 。 以
下次項 にお いて同 じ。）が第７ 条の 規定に 違反 して取 り扱 われて いる とき又 は第 ８条の 規 定
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に違反 して 取得さ れた もので ある ときは 、当 該保有 個人 データ の利 用の停 止又 は消去 （ 以
下「利 用停 止等」 とい う。） を請 求する こと ができ る。
４

本 人は 、財団 に対 し、当 該本 人が識 別さ れる保 有個 人デー タが 第 14 条第 １項又 は 第 15
条の規 定に 違反し て第 三者に 提供 されて いる ときは 、当 該保有 個人 データ の第 三者へ の 提
供の停 止を 請求す るこ とがで きる 。

５

本 人は 、財団 に対 し、財 団が 保有す る当 該本人 の特 定個人 情報 （以下 「保 有特定 個 人 情
報」と いう 。）が 次の 各号の いず れかに 該当 すると きは 、財団 に対 し、当 該各 号に定 める 措
置を請 求す ること がで きる。 ただ し、当 該保 有特定 個人 情報の 利用 停止に 関し て他の 法 令
等の規 定に より特 別の 手続が 定め られて いる ときは 、こ の限り でな い。
(1) 当該保 有特定 個人 情報が 第７ 条の規 定に 違反し て取 り扱わ れて いると き又 は第８ 条 の
規定に 違反 して取 得さ れたも ので あると き、 番号法 第 20 条の規定 に違反 して 収集さ れ 、
若しく は保 管され てい るとき 、又 は番号 法第 28 条の規定 に違反 して 作成さ れた 特定個 人
情報フ ァイ ル（番 号法 第２条 第９ 項に規 定す る特定 個人 情報フ ァイ ルをい う。）に記録 さ
れてい ると き

当 該保 有特定 個人 情報の 利用 の停止 又は 消去

(2) 番号法 第 19 条の 規定に 違反 して提 供さ れてい ると き

当 該保 有特定 個人 情報の 提 供

の停止
６

前 各項 の請求 に係 る手続 、申 請に対 する 判断基 準そ の他の 運用 につい ては 、別に 「 財 団
の保有 する 保有個 人デ ータの 開示 等の請 求に 関する 規程 」によ り定 める。
（苦 情の 処理）

第 18 条

財団は 、個 人情報 の取 扱いに 関す る苦情 の適 切かつ 迅速 な処理 に努 めなけ れば な ら

ない。
２

財 団は 、前項 の目 的を達 成す るため に必 要な体 制の 整備に 努め なけれ ばな らない 。
（委 任）

第 19 条

この規 程に 定める もの のほか 、こ の規程 の施 行に関 し必 要な事 項は 、理事 長が 定 め

る。
（制 改定 ）
第 20 条
附

この規 程は 理事会 の承 認をも って 制改定 され るもの とす る。
則

この規 程は 、平成22年８月１ 日か ら施行 する 。
附

則

この 規程 は、名称 を 財団法 人木 原記念 横浜 生命科 学振 興財団 の保 有する 個人 情報の 保 護 に
関する 規程 から財 団の 保有す る個 人情報 の保 護に関 する 規程に 変更 すると とも に、平 成 ２ ５
年６月 １５ 日から 施行 する。
附

則

この規 程は 、平成27年６月９ 日か ら施行 する 。
附
１

則

こ の規 程は、 平成 27年１２月 １８日 から 施行す る。
（経 過措 置）

２

こ の規 程によ る改 正後の 財団 の保有 する 個人情 報の 保護に 関す る規程 は、 施行日 以 降 の
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本人開 示申 出に係 る保 有個人 情報 の開示 及び 利用停 止申 出に係 る保 有個人 情報 の利用 停 止 に
ついて 適用 し、施 行日 前の本 人開 示申出 に係 る保有 個人 情報の 開示 及び利 用停 止申出 に 係 る
保有個 人情 報の利 用停 止につ いて は、な お、 従前の 例に よる。
附

則

（施 行期 日）
１

こ の規 程は、 平成 28 年６月９ 日から 施行 する。
（経 過措 置）

２

こ の規 程によ る改 正後の 財団 の保有 する 個人情 報の 保護に 関す る規程 は、 施行日 以 降 の
本人開 示申 出に係 る保 有個人 情報 の開示 及び 利用停 止申 出に係 る保 有個人 情報 の利用 停 止
につい て適 用し、 施行 日前の 本人 開示申 出に 係る保 有個 人情報 の開 示及び 利用 停止申 出 に
係る保 有個 人情報 の利 用停止 につ いては 、な お、従 前の 例によ る。
附

１

則

こ の規 定は、 平成 29年９月29日から 施行 する。
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第１号 様式 （第 15 条第１項 ）
個人デ ータ の第三 者提 供記録 票
提供日
提供す る
相手方
（申請 者）

提供理 由

情報提 供す る
対象者

提供し た情 報

本人の 同意

平成
氏名
所属
住所
電話番 号

年

月

日
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第２号 様式 （第 15 条第２項 ）
個人デ ータ の受領 記録 票
提供日

平成
氏名

提供者

所属
住所
電話番 号

提供者 が情 報
を取得 した
経緯
個人情 報の
対象者

提供さ れた
情報

本人の 同意

年

月

日

