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2013.05 投稿 

「個人情報保護マネジメントシステム実施ハンドブック」簡易版 第 1章 

会員番号：1792 柴田幸一（個人情報保護監査研究会） 

 2013年５月号の序章に続き、今回は第１章、第２章、第３章をご紹介します。   

 

第１章 プライバシーマーク取得計画 
１．1 事業者の特性に合わせたPMSの確立 

個人情報保護マネジメントシステム（ＰＭＳ）の構築は、まず自社の業務をよく認識することから始ま

ります。そのための効果的な取り組みとして、次のa)～c)の３要素が挙げられます。  

a) プライバシーマーク取得体制への組織的支援 

b) 計画やルールの明確化 

c) 確実な実施と点検 

 

1．2 プライバシーマーク取得計画 

プライバシーマーク認証申請は、一連のＰＤＣＡを一回以上実施した記録を提出します  

Ｐ Plan 計画、体制、方針の公表、基本規程の制定 

Ｄ Do 個人情報の特定、リスク分析、対策の規定化、委託先選定、教育実施 

Ｃ Check 点検、監査 

Ａ Act 是正処置、予防処置、代表者の見直し 

 

1．3 認証申請    

下記の指定書式を、指定審査機関のサイトからダウンロードして、書類を作成し提出します。 

   ご参考：JIPDEC http://privacymark.jp/application/new/index.html 

書類名 内容 

様式１ Ｐマーク付与適格性審査申請書（新規） 

様式２ 会社概要 

様式３ 個人情報を取り扱う業務の概要 (従業者数、顧客数、DBレコード数など） 

様式４ すべての事業所の所在地及び業務内容 

様式５ 個人情報保護体制 

様式６ PMS文書（内部規程・様式）一覧 

様式７ JISQ 15001 要求事項と、様式６に記載した規程、様式との対応表 

様式８ 教育実施サマリー （全従業者への教育100%実施結果） 

様式９ 監査実施サマリー （全部門の監査結果） 

様式10 代表者による見直し実施サマリー 

様式11 登記事項証明書 （監査役が個人情報保護体制の一部を占めていないこと） 

様式12 定款 

様式13 会社パンフレット 

事業者文書 PMS文書（様式６で記載した全文書のコピー。インデックスを忘れずに） 

記録 個人情報管理台帳、リスク分析表のコピー1ページずつ 

   認証申請が受理されると、指定機関から「申請料５万円」の請求があります。 

http://www.saaj.jp/saajpms6/600pmsMOKUJI.html
http://privacymark.jp/application/new/index.html


June 2013                              日本システム監査人協会 会報 

 

日本システム監査人協会 会報  13 

1．4 文書審査 

申請時に提出する「事業者文書」は、ＰＤＣＡの各段階で使用する規程や記録様式ですが、JIS Q 

15001:2006の要求事項の項番をもとに、4桁～6桁の番号を付けて策定します。 

   例：「3341個人情報保護体制図」（JIS規格3.3.4 資源、役割、責任及び権限） 

現地審査の１～2カ月前に、提出したＰＭＳ文書（規程類、様式）の審査結果が郵送で到着します。 

審査結果が「×」の項目について、現地審査までに規程を見直します。 

 

1．5 現地審査 

  現地審査の所要時間は、事業者の規模によって異なります。 

現地審査時間 5時間 6時間 8時間 

業種分類 規模 小規模 中規模 大規模 

製造業 

・その他 

資本金or出資総額 
２～20人 

3億円以下、又は 

従業者数 21人～300人 

3億円超 

かつ301人～ 従業者数 

卸売業 
資本金or出資総額 

２～5人 
１億円以下、又は 

従業者数 6人～100人 

１億円超 

かつ101人～ 従業者数 

小売業 
資本金or出資総額 

２～5人 
5000万円以下、又は 

従業者数6人～50人 

5000万円超 

かつ51人～ 従業者数 

サービス業 資本金or出資総額 ２～5人 
5000万円以下、又は 

従業者数 6人～100人 

5000万円超 

かつ101人～ 

現地審査後に、請求書が到着します。（2013年 4月現在） 

業種分類 小規模 中規模 大規模 

審査料（新規） 20万円 45万円 95万円 

審査料（更新） 12万円 30万円 65万円 

 

1.6 指摘対応 

現地審査後、約 1週間で指摘事項文書が到着します。 

指摘事項の項目ごとに、PMS 文書で規定した「3801是正・予防処置報告書」を作成し、不適合となっ

た真の原因を追究し、3か月以内に改善報告書と改善証憑（エビデンス）を提出します。 

 

1.7 審査会 

すべての指摘事項が改善された後、１～２カ月後の審査会で、プライバシーマーク認証の最終判定がな

されます。状況によっては、再度改善が必要と指示されることもあります。 

 

1.8 プライバシーマーク取得 

審査会で承認されると、１～２週間後に、事務局より付与認定通知、Ｐマークの使用注意などが到着

します。 

2年分の付与登録料は下記のとおりです。（2013年 4月現在） 

業種分類 小規模 中規模 大規模 

付与登録料 ５万円 10万円 20万円 

■ 
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2013.05 投稿 

「個人情報保護マネジメントシステム実施ハンドブック」簡易版 第２章 

会員番号：1792 柴田幸一（個人情報保護監査研究会） 

第２章 個人情報保護方針などの公表  
2.1 個人情報保護方針 

 代表者は個人情報保護の理念を明確にし、次の事項を含む「3200個人情報保護方針」を定め、従業

者に教育し、一般の人が入手できるようにホームページ等に掲載します。  

a) 事業の内容及び規模を考慮した適切な個人情報の取得、利用及び提供に関し、目的外利用を

行わないこと及びそのための措置を講じること。 

b) 個人情報の取扱いに関する法令、国が定める指針、その他の規範を遵守すること。 

c) 個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止及び是正に関すること。 

d) 苦情及び相談への対応に関すること。 

e) ＰＭＳの継続的改善に関すること。 

f) 代表者の氏名 

g) 制定日および最終改定日 

h) 方針に関する問合せ先 

 ホームページを持たない企業は、リーフレットを作成して提示できるようにしてください。 

 
２.２ 個人情報の取り扱いについて 

 「個人情報保護法」では、利用目的（法第 18条）、開示等の諸手続（法第 24条）、苦情の申出先

（法第 24条）を、本人の知り得る状態に置かなければならないと定めています。そのため公表事項

として「3210個人情報の取り扱いについて」を規定し、方針とは別にホームページ上で公表します。 

 
2.2.1 利用目的の公表 

 自社で取り扱うすべての個人情報について利用目的を公表します。受託、第三者提供にて取得、共

同利用で取得している個人情報についても、その利用目的を漏れなく公表します。 

 

2.2. 2 開示等への対応 

開示等の諸手続きについて公表します。 

a) 開示等の求めの申出先 

b) 開示等の求めの方式（提出すべき書面の様式等） 

c) 開示等の求めをする者が，本人又は代理人であることの確認の方法 

d) 利用目的の通知、情報開示の場合に手数料を定めた場合の手数料及び徴収方法  

 
2.2.3 苦情・相談対応 

苦情・相談対応については「個人情報保護法」だけでなく、政令においても強調されています。  

a) 苦情の申出先 

b) 「認定個人情報保護団体」の名称及び苦情の解決の申出先（団体所属事業者の場合のみ） 

「認定個人情報保護団体」（JIPDEC など）には、P マーク取得後申し込みをすることができます。 

■ 
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2013.05 投稿 

「個人情報保護マネジメントシステム実施ハンドブック」簡易版 第３章 

会員番号：1792 柴田幸一（個人情報保護監査研究会） 

 「実施ハンドブック」原本では、「3301個人情報取扱規程」と「3430安全管理規程」の２つの規程によ

ってＰＭＳを構築し、PMSで使用するすべての様式を規定しています。先頭の4～6文字は、JIS 規格の項番

とできるかぎり一致させています。 

 
第３章 計画 

JIS 規格の 3.3を反映し、「3301個人情報取扱規程」1.1 には以下を規定しています。これにより、

教育および監査の対象についても全従業者、全ての組織、すべての個人情報が対象となります。 

適用範囲 ＰＭＳは、当社の全従業者（役員、社員、嘱託、パートタイマー、アルバイト、

派遣社員）、及び全ての組織に適用する。 

適用対象 ＰＭＳは、当社の事業の用に供しているすべての個人情報を適用対象とする。 

 
3.1 体制 

代表者以下の、標準的な体制を「3341個人情報保護体制権限表」によって明確にします。 
役割 権限(抜粋） 

代表取締役 

社長 

「3200個人情報保護方針」「3305個人情報保護体制」の承認  
「3301個人情報取扱規程」「3430安全管理対策規程」の承認  
「3303PMS 年間計画書」「3451教育計画書」「3721PMS 監査計画書」の承認 
「個人情報保護管理者」「監査責任者」を会社内部より任命。 3721監査報告書」の受理  
「緊急事態発生」時に対策委員長として指揮を執る。  
「苦情」は緊急事態と認識し報告を受け必要な処置をとる。 
「3801是正・予防処置報告書」による不適合承認、立案承認、効果の確認  
「代表者による見直し」実施   

個人情報保護 

 管理者 兼 

教育責任者 

安全管理責任者 

「3200個人情報保護方針」の策定、公表  
「3210個人情報の取り扱いについて（開示手続きを含む）」の承認および公表  
「3301個人情報取扱規程」「3430安全管理対策規程」3341個人情報保護体制」の周知  
「3303PMS 年間計画書」「3451教育計画書」の策定   
「3801是正・予防処置報告書」のうち、軽微な不適合の確認、立案承認  
「監査の結果を含めたＰＭＳの運用状況」を代表者に報告する。 

監査責任者 「3303PMS 年間計画書」に基づく「3303監査計画書」の策定  
「監査担当者」の任命、「監査の実施」「3303監査報告書」の作成  
「フォローアップ監査」の実施 

ＰＭＳ事務局 

（開示・問い合せ 

・苦情・相談窓口） 

個人情報保護管理者の業務について、その指示に従う。  
規程、様式、記録の管理 、各部門との連絡・調整  
「3303PMS 年間計画書」に基づく 「3456教育テキスト」の策定 
「教育」の実施、「教育」の評価 、「開示請求」初期対応、「苦情」初期対応 
｢日常点検」「次年度年間計画の立案」 

システム管理 

責任者 

情報システムの安全管理について適切なレベル維持を行う。  
「3432-010システム機器・ＩＤ管理台帳」のアクセス権限設定、更新、点検  
情報システムの運用監視(アクセスログ監視、バックアップ管理等） 

部門管理者 「3311業務フロー」「3312個人情報管理台帳」「3313リスク分析表」の策定 
「3319個人情報取得・返却・廃棄・消去管理表」による個人情報の適正管理  
「3434-02委託先選定基準」による、業務委託先の選定・評価  
業務委託先との契約締結 、委託先の監督 
「是正・予防処置」の立案、処置の実施 

担当者 部門における個人情報の適正管理  
部門における業務委託先の日常監視 
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3.２ 年間計画 

初年度は、「3302PMARK取得計画表（初年度）」を策定することになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「3301個人情報取扱規程」3.3 ＰＭＳ年間計画  

  

次年度のＰＭＳ年間計画は、個人情報保護管理者が策定し、代表者の見直し時に承認を受けます。 

ＰＭＳ年間計画は、事業年度と必ずしも合わせる必要はありません。事業の多忙な時期を避けるため

に、暦年（1月～12月）とすることも可能です。サンプルの「3303ＰＭＳ年間計画書」では、 

予定日を上段に、実施日を下段に手書きで記入し、ＰＭＳ運用の点検表を兼ねています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ 

次回は、「第４章 個人情報の特定」 

    「第５章 法令、国が定める指針その他の規範」をご紹介する予定です。 

           個人情報保護監査研究会 http://www.saaj.or.jp/shibu/kojin.html  以上 

http://www.saaj.or.jp/shibu/kojin.html

