個 人 情 報 保護 に 対 す る 基 本 姿 勢 (プ ラ イ バシ ーポ リシ ー)
与謝野町 商工会
（１）関 係法令 ・ガ イドラ イン 等 の遵守 について
本会は 、「個 人情 報の保 護に関 する法 律」（個人情 報保護 法） およ
び 関係法 令なら びに ガイド ライン 、「 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」（番号 法） および 関
係 法令 、 ならび に 番 号法に 基づき 特定個 人情報保 護委員 会が 公開す
る「特定 個人情 報の 適正な 取扱い に関す るガイド ライン （事 業者
編 ）」（ 番 号法 ガ イド ライン ） を遵 守し、 個人情報 および 特定 個人情
報 等の 適 正な取 扱い に努め ます。
以下に定 める個 人情 報の取 扱いに 係わら ず、特定 個人情 報等 に関
しては番 号法 （ 関係 法令を 含む 。） お よ び 番号法 ガイド ライ ンに従
って取扱 います 。
（ ２ ）個 人情報 の取 得につ いて
① 本会は 、適正 かつ 公正な 手段に よって 、個人情 報（氏 名、 性別、
生年月日 、住所 、電 話番号 、ＦＡ Ｘ、メ ールアド レス、 事業 所
名、業種 、従業 員数 、資本 金、売 上高、 相談指導 情報等 ）を 取得
いたしま す。
②本会は 、法令 に定 める場 合を除 き、あ らかじめ 本人の 同意 を得る
ことなく 、要配 慮個 人情報 （ 本人 の人種 、信条、 社会的 身分 、病
歴、犯罪 の経歴 、犯 罪によ り害を 被った 事実その 他本人 に対 する
不当な差 別、偏 見そ の他の 不利益 が生じ ないよう にその 取扱 いに
特に配慮 を要す ると して 個 人情報 保護法 で定めら れた個 人情 報 ）
を取得す ること はい たしま せん。
（ ３ ）個 人 情報 の管 理につ いて
①本会は 、個人 情報 の正確 性を保 ち、こ れを安全 に管理 する ととも
に、必要 がなく なっ たとき は遅滞 なく消 去 いたし ます。
②本会は 、個人 情報 の紛失 、破壊 、改ざ ん及び漏 洩など を防 止する
ため、適 正な情 報セ キュリ ティ対 策を講 じます。
③本会は 、個人 情報 を持ち 出し、 外部へ 送信する 等によ りこ れを漏
えいさせ ません 。

（ ４ ）個 人情報 の利 用につ いて
① 取得し た個人 情報 は、本 会が行 う経営 改善普及 事業及 び地 域振興
に係る次 の業務 にお ける必 要な範 囲に限 り、商工 会及び 広域 連携
する商工 会、都 道府 県商工 会連合 会、全 国商工会 連合会 で共 同利
用いたし ます。
1)小規模 事業者 等に 対する 、経営 革新、 経営一般 、情報 化、 金
融、税務 、労働 、取 引、環 境対策 、記帳 機械化等 の相談 ・指 導
ならびに 講習会 等を 実施す る上で の計画 、遂行、 連絡。
2)総会や 検定試 験等 の開催 案内等 。
3)産業祭 ・物産 展等 地域振 興に係 る事業 を実施す るうえ での 計
画、遂行 、連絡 。
4)国や 京 都府 、 与謝 野町 に 向けた 中小企 業政策 提 言資料 の作 成。
5)その他 、商工 会法 第１１ 条に定 める事 業に係る 業務。
上記以外 の目的 で利 用する 必要が ある場 合には、 あらか じめ ご本
人の承諾 を得る こと を前提 といた します 。
また、収 集した 個人 情報の 取扱い を外部 に委託す る場合 には 、委
託先につ いて厳 正な 調査を 行った うえ、 個人情報 の漏洩 等の 事故
が発生し ないよ う適 正な監 督を行 います 。
② 本会 は 、匿名 加工 情報（ 個人情 報保護 法で定め られた 、 特 定の個
人を識別 するこ とが できな いよう に個人 情報を加 工して 得ら れる
個人に関 する情 報） を作成 した 場 合は、 個人情報 保護法 およ び関
連法令な らびに ガイ ドライ ンに定 めると ころに従 って 取 扱い ま
す。
（ ５ ）個 人 情報 の第 三者提 供につ いて
① 本会は 、法令 に定 める場 合を除 き、事 前に本人 の同意 を得 ること
なく、 個 人情報 を 第 三者に 提供し ません 。
② 本会は 、あら かじ め外国 にある 第三者 への提供 を認め る旨 の本人
の同意を 得なけ れば 、個人 情報 を 外国に ある第三 者に提 供す るこ
とはいた しませ ん。
③本会は 、個人 情報 保護法 第２３ 条第２ 項に基づ く方法 （オ プトア
ウト）で 個人 情 報 を 第三者 に提供 するこ とはいた しませ ん。
（ ６ ）個 人 情報 の開 示・訂 正・利 用停止 ・消去等 につい て
本会は、 本人が 自己 の個人 情報に ついて 、開示・ 訂正・ 利用 停
止・消去 等を求 める 権利を 有して いるこ とを確認 し、こ れら の要求
を受けた とき は 、 法 令の定 めると ころに 従って 異 議なく 速や かに対
応いたし ます。
（ ７ ）組 織・体 制

①本会は 、個人 情報 保護管 理者を 任命し 、個人情 報の適 正な 管理を
実施いた します 。
②本会は 、職員 に対 し、個 人情報 の保護 及び適正 な管理 方法 につい
ての研修 を実施 し、 日常業 務及び 退職後 におけ る 個人情 報の 適正
な取扱い を徹底 いた します 。
（ ８ ）個 人情報 保護 に係る 仕組み の策定 ・実施・ 維持・ 改善
本会は、 個人情 報の 保護の ため、 法令を 遵守し 、『個 人情 報保護
規程』に 基づき 基準 を定め 、これ を本会 職員その 他関係 者に 周知徹
底させて 実施し 、維 持し、 継続的 に改善 いたしま す。
（９）安 全管理 措置 に関す る事項
本会は、 特定個 人情 報等に 関して は番号 法および 番号法 ガイ ドラ
インに沿 った安 全管 理措置 を取り ます。
（１０） 質問お よび お問い 合わせ 窓口
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