学校法人金沢工業大学個人情報の保護に関する規則

◯学校法人金沢工業大学個人情報の保護に
関する規則
（ 平 成 22 年 12 月 １ 日 施行 ）
改正

第１章

平 成 27 年 12 月 １ 日

総則

（目的）
第１条

この規則は、学校法人金沢工業大学（以下「本法人」という。）における個人情

報の取得 、利用 、保管 、その他 の 取扱 いにつ いて必要 な事項 を定め ることに より 、個
人情報の適切な保護に資することを目的とする。
（定義）
第２条

この規 則にお いて 「個 人情報 」とは 、生存す る個人 に関す る情報で あって 、 当

該情報に 含まれ る氏名 、生年月 日、住 所その 他により 特定の 個人を 識別する ことがで
きるもの 又はそ の情報 自体から は特定 の個人 を識別す ること はでき ないもの の、 他の
情報と容 易に照 合する ことがで き 、そ れによ り特定の 個人を 識別す ることが できるこ
ととなるものをいう。
２

この 規則に おい て 「個人情 報 デー タベ ー ス」とは 、個人 情報 を 含む情報 の集合 物で
あ っ て、 個 人情 報を 容易 に 検索 す るこ とが でき る よう に コン ピュ ータ 又 は帳 簿 等に よ
って体系的に構成したものをいう。

３

この 規則に おいて 「 個人デ ータ」 とは、 個人情報 データ ベース を構成す る 個人 情報
をいう。
（教職員等の責務）

第３条

本法人 の役員 、評議員 、教職 員及び その他本 法人に 勤務す る者 （以 下「教 職員

等」という。）は、この 規則及び関係法令 等を遵守し、保有する個人情報を保護する責
を負う。
２

教職 員等は 、職務 等により 知り得 た 個人 情報を故 意又は 過失に より漏 え いし、 又は
棄損し、 若しく は滅失 し、又は 不当な 目的に 利用して はなら ない。 その地位 を退いた
後においても同様とする。

３

本法 人は、 教職員 等に対し 、個人 情報を 適正に取 り扱う ための 適切な指 導及び 啓発
に努めるものとする。
（適用除外）

第４条

この規 則は、 学術研究 の用に 供する 目的で個 人情報 を取り 扱う場合 には適 用し

ない。た だし、 その場 合におい ても個 人情報 の適正な 取扱い を確保 するため に必要な
措置を講ずるよう努めなければならない。
２ 「行政手続き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）に基づく「個人番号」及び「特定個人情報」の取扱いに関しては、
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別に定める「学校法人金沢工業大学個人番号及び特定個人情報取扱規則」による。
第２章

個人情報の取得、利用及び提供

（取得）
第５条

個人情 報を取 得するに 当たっ ては、 その利用 目的を できる 限り特定 し 、利 用目

的の達成に必要な範囲を超えて取得してはならない。
２

前項 の利用 目的に ついては 、個人 情報を 取得する 前又は 取得し た後に速 やかに 本人
に通知し、又は公表しなければならない。

３

利用 目的を 変更す る場合に は、変 更前の 利用目的 と相当 の関連 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 。 利用目 的を変 更した ときは、 本人に通
知し、又は公表しなければならない。

４

第２項及び第３項後段の規定は、次に掲げる場合については適用しない。
(1) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、
財産そ の他 の権 利利 益 を害す るお それ があ る 場合及 び本 法人 の権 利 又は正 当な 利益
を害するおそれがある場合
(2) 国の 機関 又は 地方 公共団 体が 法令 の定 め る事務 を遂 行す るこ と に対し て協 力する
必要が ある 場合 であ っ て、利 用目 的を 本人 に 通知し 、又 は公 表す る ことに より 当該
事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合

５

思想 、信条 及び宗 教に関す る個人 情報並 びに社会 的差別 の原因 となるお それの ある
個人情報は、やむを得ない合理的理由がない限り、取得してはならない。

６

個人情報は、適法かつ相当な手段により取得しなければならない。
（利用）

第６条

個人情 報は、 利用目的 の達成 に必要 な範囲 を 超えて 取り扱 っては な らない 。た

だし、次に掲げる場合についてはこの限りでない。
(1) あらかじめ本人の同意を得た場合
(2) 法令に基づく場合
(3) 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 意を
得ることが困難であるとき。
(4) 公衆 衛生の 向上 又は在学 生の健 全な育 成の推進 のため に特に 必要があ る場合 であ
って、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(5) 国の 機関若 しく は地方公 共団体 又はそ の委託を 受けた 者が法 令の定め る事務 を執
行するこ とに対 して協 力する必 要があ る場合 であって 、本人 の同意 を得るこ とによ
り当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
（第三者提供の制限）
第７条

個人デ ータは 、第三者 に提供 して は ならない 。ただ し、次 に掲げる 場合に つい
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ては、この限りでない。
(1) あらかじめ本人の同意を得た場合
(2) 次に 掲げ る事 項に ついて 、あ らか じめ 本 人に通 知し 、又 は本 人 が容易 に知 り得る
状態に置いてある場合
ア 第三者への提供を利用目的とすること。
イ 第三者に提供される個人データの項目
ウ 第三者への提供の手段又は方法
エ 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止
すること。
２

個人 データ を第三 者に提供 する場 合は、 当該提供 先にお いて、 個人デー タの提 供す
る目的以 外での 利用、 他の 者へ の再提 供、複 写又は複 製、改 ざん、 漏えい、 盗用等が
なされな いよう に、個 人データ の安全 管理の ための適 切な措 置を講 じなけれ ばならな
い。
（委託、共同利用）

第８条

前条の規定は、次に掲げる場合については適用しない。

(1) 本法 人が外 部業 者等に対 し個人 データ の取扱い の全部 又は一 部を委託 する場 合。
この場合 には、 委託し た者に対 し委託 された 個人デー タの安 全管理 が図られ るよう
必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(2) 個人 デー タを 特定 の者と の間 で共 同し て 利用す る場 合。 この 場 合には 、次 に掲げ
る 事項 を、 あら かじ め本 人に 通知 し、 又は 本人 が容 易に 知り 得る 状態 に置 かな け れ
ばならない。エ及びオに掲げる事項を変更する場合も同様とする。
ア 個人データを共同利用すること。
イ 共同利用する個人データの項目
ウ 共同利用する者の範囲
エ 共同利用する者の利用目的
オ 共同利用する個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称
第３章

個人情報の管理

（管理責任者）
第９条

個人デ ータを 適正に管 理する ため、 個人デー タを取 り扱う それぞれ の部署 に個

人データ管理責任者（以下「管理者」という。）を置く。
２

管理者は、理事長が指名する。

３

管理 者は、 各部署 における 個人デ ータの 管理責任 を負う ととも に、所管 する部 署の
教職員等が個人データを適切に取り扱うよう指導し、監督しなければならない。
（委員会）

第10条

個人情報の保護を適切に行うため、本法人に個人情報保護検討委員会（以下「委
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員会」という。）を置く。
２

委員会は、前条に掲げる管理者により構成し、委員長は総務部長をもって充てる。

３

委員会は、個人情報に関する次の事項について検討、審議する。
ア 個人情報の保護に必要な知識等の周知及び啓発に関する事項
イ 個人情報の適正な取得のための方法及び措置に関する事項
ウ 個人データの安全管理のための方法及び措置に関する事項
エ 個人データの開示等の請求及び苦情申立に関する措置に関する事項
オ 個人データの第三者提供に関する事項
カ その他個人情報の保護のために必要な事項
（事務の所掌）

第11条

本法人の個人情報の保護に関する主管部署は、総務部総務課とする。

第４章

個人データの開示等

（開示）
第12条

本人（法定代理人を含む。以下同じ。）又は代理人は、当該本人に関する個人デ

ータの開示を請求することができる。
２

開示 の請求 は、本 人又は代 理人で あるこ とを明ら かにし 、本法 人の所定 の書類 に既
定の手数 料を添 えて 、 開示を求 める個 人デー タの管理 者 あて に提出 しなけれ ばならな
い。

３

本法 人は、 開示の 請求を受 けたと きは、 遅滞なく これを 開示し なければ ならな い。
ただし、 開示の 請求に 係る個人 データ が次の 各号のい ずれか に該当 する場合 は、 その
全部又は一部を開示しないことができる。
(1) 本人 又は第 三者 の生命、 身体、 財産そ の他の権 利又は 正当な 利益を害 するお それ
がある場合
(2) 本法人の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3) 他の法令に違反することとなる場合

４

開示 は、当 該個人 データの 記載さ れてい る文書の 写しを 交付す る方法に より行 う。
当該個人 データ が電磁 的記録に よるも のであ るときは 、印字 装置に よって出 力した帳
票の交付 をもっ て行う 。ただし 、本人 が同意 した とき は、そ の他の 方法によ ることが
できる。

５

本法 人は、 第３項 の規定に 基づき 求めら れた 個人 データ の全部 又は一部 につい て開
示しない 旨を決 定した 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。
（訂正等）

第13条

本人又 は代理 人は、当 該本人 の個人 データの 内容が 事実で ない場合 は、そ 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
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２

請求 の方法 は、前 条第２項 に定め る手続 きを 準用 する。 ただし 、手数料 は必要 とし
ない。

３

本法 人は、 第１項 の請求を 受けた 場合は 、利用目 的の達 成に必 要な範囲 におい て遅
滞なく必 要な調 査を行 い、その 結果に 基づき 、当該個 人 デー タの内 容の訂正 等を行わ
なければならない。

４

本法 人は、 前項の 規定に基 づき個 人デー タの内容 の全部 若しく は一部に ついて 訂正
等を行っ たとき 、又は 訂正等を 行わな い旨の 決定をし たとき は、 本 人に対し 、遅滞な
く、その旨（訂正等を行ったときは、その内容を含む。）を通 知 し な け れ ば な ら な い 。
（利用停止等）

第14条

本人又 は代理 人は、当 該本人 に関す る個人 デ ータが 、利用 目的に反 して取 得さ

れ、又は 利用さ れてい る場合、 その利 用 を停 止し、又 は消去 するこ と（以下 「利用停
止等」という。）を請求することができる。
２

請求の方法は、前条第２項に定める手続きを準用する。

３

本法 人は、 第１項 の請求を 受けた 場合は 、遅滞な く必要 な調査 を行い、 その結 果に
基づき、 利用停 止 等又 は適切な 措置を 講じな ければ な らない 。ただ し、利用 停止等に
多額の費 用を要 する場 合 、その 他利用 停止等 が困難な 場合で あって 、本人の 権利利益
を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

４

本法 人は、 前項に より個人 データ の全部 若しくは 一部に ついて 利用停止 等を行 った
とき、又 は利用 停止等 を行わな い旨の 決定を したとき は、利 用停止 等を請求 した者に
対し、その旨を通知しなければならない。
（苦情の申立）

第15条

本人又 は代理 人は、当 該本人 に関す る個人デ ータ の 取扱い について 苦情の 申立

をすることができる。
２

本法 人は、 苦情の 申立を受 けた場 合は、 申立事項 につい て遅滞 なく必要 な調査 を行
い、その結果と講ずる措置を本人に対し文書で通知しなければならない。
第５章

雑則

（補則）
第16条

この規 則に定 めのない 事項及 びこの 規則の解 釈の適 用は、 個人情報 保護に 関す

る法律（平成15年法律第57号）その他の関係法令に従う。
附
１

則

この規則は、平成22年12月１日から施行し、金沢工業大学個人情報適正管理規程（平
成13年４月１日施行）及び金沢工業高等専門学校個人情報適正管理規程（平成14年４
月１日施行）は廃止する。

２

この規則は、平成27年12月１日から改正施行する。
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