個人情報取扱特記事項

（基 本的事項）
第１条

受託者は，個 人情報の保護の 重要性を認 識し，この 契約による 事務を処理する ために委託者 か

ら貸与 され，又は受 託者が収集 し，若し くは作成した 個人情報（以下 「この契約 による個人 情報」と
いう。 ）の取扱いに 当たっては ，個人情 報の保護に関 する法律，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， 津山市個人情 報保護条例その 他個人情報 の保護に関 する法令
等を遵 守し，個人の 権利利益を 侵害する ことのないよ う，個人情報を 適正に取り 扱わなけれ ばならな
い。
（収集の制限）
第２条

受託者は，こ の契約による事 務を処理す るために個 人情報を収 集するときは， 当該事務を処 理

するために必要な範囲内で，適正かつ公正な 手段によ り収集しな ければなら ない。
（目的外利用の禁止及び秘密の保 持）
第３条

受託者は，委 託者の指示又は 承諾がある ときを除き ，この契約 による個人情報 を当該事務を 処

理する目的以外に利用し，又は第三者に提供 してはな らない。
（適正な管理）
第４条

受託者は，こ の契約による個 人情報の漏 えい，滅失 ，改ざん及 び毀損の防止そ の他の個人情 報

の適正な管理のために必要な措置を講じなけ ればなら ない。
２

受託 者は，この契 約による個人情 報の適正な 管理を実施 するための 責任者（以下「 管理責任者」 と
いう。）を置かなければならない。

３

受託 者は，この契 約による個人情 報を取り扱 う場所及び 当該個人情 報を取り扱う情 報システムを 管
理する 場所（以下「 取扱場所等 」という 。）において ，入退室の規制 ，防災及び 防犯の対策 その他必
要な安全対策を講じなければならない。
（従事者の監督）

第５条

受託者は，こ の契約による事 務に従事す る者（以下 「従事者」 という。）を特 定し，この契 約

による 個人情報をみ だりに他人 に知らせ ，又は不当な 目的に使用しな いよう，従 事者に対し て必要か
つ適切 な監督を行わ なければな らない。 この契約が終 了し，又は解除 された後に おいても， 同様とす
る。
（教育の実施）
第６条

受託者は，管 理責任者及び従 事者に対し ，個人情報 を取り扱う 場合に遵守すべ き事項，関係 法

令に基 づく罰則の内 容，民事上 の責任そ の他の個人情 報の取扱いにつ いて必要な 事項に関す る教育を
実施しなければならない。
（複写等の禁止）
第７条

受託者は，委 託者の指示又は 承諾がある ときを除き ，この契約 による事務を処 理するために 委

託者から貸与された個人情報が記録された資 料等を複 写し，又は 複製しては ならない。
（持出しの禁止）
第８条

受託者は，委 託者の指示又は 承諾がある ときを除き ，この契約 による個人情報 を，取扱場所 等

以外へ持ち出してはならない。
（再委託の禁止等）
第９条

受託者は，こ の契約による個 人情報を自 ら取り扱う ものとし， 第三者に取り扱 わせてはなら な

い。ただし，委託者の指示又は承諾がある場 合は，こ の限りでな い。
２

受託 者は，前項た だし書の規定に よりこの契 約による事 務を第三者 に委託（請負そ の他これに類 す
るもの を含む。以下 「再委託」 という。 ）し，この契 約による個人情 報を当該第 三者（以下 「再受託
者」と いう。）に取 り扱わせる 場合は， 委託者の指示 又は承諾がある ときを除き ，当該個人 情報を委
託者，受託者及び再受託者以外のものに取り 扱わせて はならない 。

３

受託者は，再委託する場合においては，受託者と 再受託者 との契約（以下「 再委託契約」という。）
におい て，この特記 事項の規定 を遵守す るために必要 な事項その他委 託者が指示 する事項に ついて定
めなければならない。

４

受託 者は，再委託 契約に基づいて 再受託者が 行う行為に ついて，委 託者に対する一 切の責任を負 う
ものとする。
（資 料等の返還等）

第１０条

受託者は， この契約による 個人情報が 記録された 資料等を， この契約が終了 し，又は解除 さ

れた後 直ちに委託者 に返還し， 又は引き 渡すものとす る。ただし，委 託者が別に 指示したと きは，当
該方法によるものとする。
（報告及び検査）
第１１条

委託者は， 必要があると認 めるときは ，受託者に 対しこの契 約による個人情 報の管理状況 及

びこの 契約の履行状 況について 報告を求 め，及び検査 （取扱場所等へ の立入検査 を含む。） をするこ
とができる。
（事故発生時における報告）
第１２条

受託者は， この特記事項に 違反する事 態が生じ， 又は生じる おそれがあるこ とを知ったと き

は，速 やかに委託者 に報告し， 委託者の 指示に従い， 被害の拡大の防 止，事実関 係の調査， 原因の究
明その 他必要な措置 を講じるも のとする 。この契約が 終了し，又は解 除された後 においても 同様とす
る。
（契約の解除及び損害賠償）
第１３条

委託者は， 受託者又は再受 託者の責に 帰すべき理 由によって ，この契約によ る個人情報に つ

いての漏えい，滅失，改 ざん及び毀 損があった とき及び 受託者又は再受託者がこの特記事項に違反し，
この契 約の目的を達 成すること ができな いと認めると きは，この契約 の解除及び 損害賠償の 請求をす
ることができる。

（注）１
２

委託者は津山市を，受託 者は（受託 者名）を いう。
個人 情報を取 り扱う事務 の委託の実 態に即し て，適宜，必要な事項を追加し，又は不要な
事項を省略するものとする 。

