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広島文化学園個人情報保護規程
第１章

総則

（目的）
第１条 この規程は，学校法人広島文化学園並びにその設置各学校及びその付属施設(以下｢本学
園｣という。）が個人情報を取得，利用，保管，その他の取扱いを行うについて必要な事項を定
め，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 個人情報とは，生存する個人に関する情報であって，その情報の中に含まれる氏名，生
年月日，住所，電話番号等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ができなくても，他の情報と容易に照合することができ，そ
れによって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 前項の個人情報は，生存する個人に関する情報を全て含むものであり，理事，監事，評議
員，職員又は学生等に関する情報に限られるものではなく，また，過去に本学園の職員だった
者や，学生だった者等に関する情報も含まれるものであることに留意しなければならない。
３ 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，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などによって体系的に構成・整理したものをいう。
４ 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。
（理事等の責務）
第３条 理事，監事，評議員及び全ての職員(以下｢理事等｣という。）は，本規程その他の本学園
の諸規程及び個人情報保護委員会の決定する施策を遵守し，個人情報を保護する責務を負う。
２

理事等は，職務等により知り得た個人情報を，故意又は過失により，他に漏えい，滅失若し
くは毀損，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 学生に対して個人情報の適正な取扱いにつき適切に指導及び啓蒙活動を行うことに努めるも
のとする。
（個人情報保護の適用除外）
第４条 本規程は，個人情報を取扱う目的が学術研究の用に供する目的である場合には適用しな
い。ただし，その場合にも，できる限り本規程に準じて個人情報を取扱うようにするなど，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じるように努めなければならない。
第２章

個人情報の取得，利用及び提供

（個人情報の取得）
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具体的に特定し，利用目
的の達成に必要な範囲で取得しなければならない。
２ 前項の利用目的は，個人情報を取得する前又は取得後速やかに，本人（当該個人情報から識
別される特定の個人のこと。以下同じ。）に通知又は公表しなければならない。ただし，本人

から直接に，書面（電子媒体を含む。）に記載された当該本人の個人情報を取得する場合に
は，利用目的は，公表することでは足りず，緊急の事態を除き，あらかじめ本人に通知しなけ
ればならない。
３ 第１項の利用目的を変更する場合には，変更前の利用目的と変更後の利用目的とが相当の関
連性を有すると合理的に認められるものでなければならず，かつ変更された利用目的を本人に
通知又は公表しなければならない。
４

第２項及び前項後段の規定は次に掲げる場合には，適用しない。
(１) 利用目的を本人に通知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，及び本学園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) 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 個人情報を取得するに当たっては，適法かつ相当な手段により取得しなければならない。
（個人情報の利用）
第６条 個人情報の利用は，その利用目的の達成に必要な範囲で利用しなければならない。ただ
し，次に掲げる場合は目的外利用をすることができる。
(１)
(２)
(３)

本人からあらかじめ同意を得た場合。
法令に基づく場合。
人の生命，身体，財産の保護のために必要がある場合であって，本人の同意を得るのが
困難であるとき。
(４) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために必要がある場合であって，本人の
同意を得るのが困難であるとき。
(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を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，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。
（個人データの第三者提供）
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，次に掲げる場合は除く。
(１) 本人からあらかじめ同意を得た場合
(２) 次に掲げる事項をあらかじめ本人に通知するか，又は本人が容易に知りうる状態におい
ている場合
ア）個人データを第三者へ提供すること
イ）第三者へ提供す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）本人の求めがあれば，その本人に関する個人データを第三者へ提供することを停止する
こと
(３) 第６条第２号から第５号までのいずれかの場合
２ 個人データを第三者へ提供する場合には，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，複写複製，改ざん，漏えい，盗用等がされないように，個

人データの安全管理のために講ずべき措置について提供先と別記様式１「個人情報保護に係る
業務委託契約書」等の合意書を締結するなど，適切な措置を講じなければならない。
（個人データの取扱委託・共同利用）
第８条 前条の規定は，次に掲げる場合には，適用しない。
(１) 本学園が外部業者等に対し個人データの全部又は一部の取扱いを委託する場合。ただ
し，この場合には，当該外部業者等において，委託目的以外での利用，他の者への再提
供，複写複製，改ざん，漏えい，盗用等がされないように，個人データの安全管理のため
に講ずべき措置について定めた別記様式１「個人情報保護に係る業務委託契約書」等委託
契約書の中に明記するなど，適切な措置を講じなければならない。
(２) 本学園が特定の者との間で個人データを共同利用する場合。ただし，この場合には，次
に掲げる事項を，あらかじめ本人に通知するか，又は本人の容易に知りうる状態におかな
ければならない。次に掲げる事項を変更した場合も，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）共同利用する共通の目的
オ）共同利用する個人データの管理責任者の氏名，名称
第３章

個人データの保管・管理

（個人データ管理責任者）
第９条 大学に関する個人データにあっては大学副学長を，短期大学に関する個人データにあっ
ては短期大学副学長を，法人に関する個人データにあっては法人事務局長を個人データ統括管
理責任者とする。
２ 学部長(学科長)，学生部長，図書館長，大学・短期大学事務局長，大学事務部長，法人事務
局長補佐，その他理事長が指名する者を個人データ管理責任者とする。
３

個人データ管理責任者は，各学部(各学科)，学生部，図書館，法人事務局，入学支援センタ
ー，大学事務局事務部等の各部における個人データを総括的に管理するとともに，個人データ
の取扱いにつき各部署に所属する職員を監督する。
４ 個人データ管理責任者は，個人情報データベースに関し次に掲げる事項を記載したものを一
つの簿冊に綴って備え置き，閲覧に供しなければならない。ただし，第５条第４項第１号及び
２号に掲げる場合，個人情報データベースが取得後６か月以内に消去することになる情報のみ
からなる場合，個人情報データベースが専らコンピュータの試験的操作のために利用する場
合，その他合理的理由がある場合は除く。
(１) 個人情報データベースの名称
(２)
(３)

個人データの利用目的
個人情報データベースを取り扱う部(科)の名称

(４)

個人情報データベースに記録されている項目

(５)
(６)

個人データの取扱期間
その他必要な事項

（個人情報保護委員会）
第10条 本学園の個人情報の保護を適正に行うため，個人情報保護委員会を置く。
２

個人情報保護委員会は，次に掲げる事項について審議する。

(１)

個人情報の保護に関する基本的な施策に関する事項

(２)

個人データを含むコンピュータシステムの整備，個人データを含む帳簿等の管理など，
個人データの適正な管理のための方法・措置に関する事項

(３)

個人データの開示，訂正若しくは抹消，利用停止，利用目的の通知の各請求，又は苦情

申立がなされたときに，理事長から付議された事項
(４) その他個人情報の保護のために必要な事項
３

個人情報保護委員会は，理事長，副理事長，学長，学部長(学科長)，学生部長，図書館長，
大学・短期大学事務局長，大学事務部長，法人事務局長，法人事務局長補佐，その他本学園の

委嘱した者により構成する。
４ 個人情報保護委員会の委員長は理事長をもって充て，委員長が招集及び議事を行う。委員長
は，必要に応じ関係者を出席させ，意見を聴くことができる。
５ 個人情報保護委員会において，コンピュータを用いて管理する個人情報の取扱いについて審
議するときは，必要に応じて，各学校に設けられた広島文化学園大学・短期大学システム委員
会等の意見を聴くものとする。
６ 個人情報保護委員会に関する事務は，法人事務局総務課が行う。
第４章

個人データの開示等

（個人データの開示）
第11条 本人は，自己に関する個人データの開示を請求することができる。
２

前項による請求は，本学園の定める様式の別記様式２「個人データ開示請求書」を，事務部
総務課に提出して行うものとする。なお，この請求は郵送によっても行うことができる。

３

前項により請求書を提出する場合には，本人確認等のため，次の各号の区別に従い，各号に
定める書面を提示又は提出しなければならない。
(１)

前項の請求書を本人が事務部総務課に持参して提出する場合・・・学生証，職員証，運

転免許証等の身分証明書の提示
(２) 前項の請求書を郵送により提出する場合・・・運転免許証の写し及び住民票の提出，又
４

は本学園の認める書面の提出
開示請求に係る個人データは，次の各号の一に該当する場合を除き，開示しなければならな
い。
(１)

開示することにより，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

(２)

開示することにより，本学園の業務の適正な実施に支障を及ぼすおそれがある場合，又
は本学園と国の機関，地方公共団体，その他の団体等との信頼関係を害するおそれがある

場合
(３) 開示することにより法令に違反することとなる場合
５

本学園理事長は，必要に応じ，開示請求に係る個人データを開示するかどうか等につき，個
人情報保護委員会に付議し，又は個人データ管理責任者等から意見を聴くことができる。

６

個人データの開示は，当該個人データの記載されている文書の写しの交付によって行う。個
人データがコンピュータ処理用の個人情報データファイルを構成するものである場合は，コン
ピュータによって出力した帳票の交付をもって行う。ただし，本人の同意があれば，その他の

適宜な方法をもって開示することができる。
７ 個人データの開示をする場合，別に定める手数料を徴収する。

８

個人データの全部又は一部を開示しない場合は，開示しないことを遅滞なく本人に通知しな
ければならない。

９

個人データの開示の可否は，請求者に対し，別記様式３「個人データ開示等可否決定通知
書」により行う。

（個人データの訂正又は削除）
第12条 本人は，自己に関する個人データの内容が事実でない場合，その内容の訂正又は削除を
請求することができる。この請求は，代理人によってもすることができる。
２
３

前項の請求は，前条第２項及び第３項に定める手続に準じて行うものとする。
第１項の請求を受けた場合，遅滞なく調査を行い，必要な措置を講じ，結果を本人に対し文

書で通知しなければならない。この場合，前条第５項を準用する。
（個人データの利用停止）
第13条 本人は，自己に関する個人データが法令若しくは本規程その他の本学園の諸規程に違反
して取得又は利用されている場合，その利用を停止し，又は適切な措置をとるよう請求するこ
とができる。
２
３

前項の請求については，第11条第２項及び第３項に定める手続に準じて行うものとする。
第１項の請求を受けた場合，遅滞なく調査を行い，必要な措置を講じ，結果を本人に対し文

書で通知しなければならない。この場合，第11条第５項を準用する。
（個人データの利用目的）
第14条 本人は，自己に関する個人データの利用目的の通知を請求することができる。この請求
は，代理人によってもすることができる。
２
３

前項の請求は，第11条第２項及び第３項に定める手続に準じて行うものとする。
第１項の請求を受けた場合，第５条第４項第１号又は第２号に掲げる場合を除き，請求に係
る個人データの利用目的を通知しなければならない。開示しない場合には，そのことを遅滞な

く本人に通知しなければならない。
４ 第１項の請求を受けた場合，第11条第５項を準用する。
（個人データの取扱いに関する苦情申立）
第15条 本人は，自己に関する個人データの取扱いについて苦情申立をすることができる。
２

個人データ管理責任者は第１項の請求を受けた場合，遅滞なく調査を行い，適切に対応し，
結果を本人に対し通知するものとする。この場合，第11条第５項を準用する。
第５章

雑則

（補則）
第16条 本規程に定めのない事項又は本規程の解釈適用は，個人情報の保護に関する法律（平成
15年法律第57号），その他の関係法令に従う。
（改廃）
第17条 本規程の改廃は，個人情報保護委員会が行う。
附

則

１
２

この規程は，平成19年1月16日から施行する。
この規程は，平成19年4月1日から施行する。（教職員を職員に変更）

３
４

この規程は，平成25年4月1日から施行する。（一部改正）
この規程は，平成27年4月1日から施行する。（一部改正）

５

この規程は，令和2年4月1日から施行する。（委員会構成の改正）
広島文化学園

個人情報保護基本方針

（プライバシーポリシー）
２００５年４月１日より「個人情報の保護に関する法律」が全面施行されたことにともない，
学校法人広島文化学園（以下｢本学園」という。）は個人情報の保護の重要性について深く認識
し，次のとおり個人情報保護基本方針を策定し，教育機関として適切に個人情報の保護に努めま
す。
Ⅰ

個人情報の定義
「個人情報」とは，学籍番号，氏名，年齢，生年月日，住所，電話番号，電子メールアドレ
ス，出身校，就職・勤務先，成績，履修状況，顔写真，試験合否等の情報で，この中の１つ又
は複数の組み合わせにより，特定の個人(在学生・卒業生・受験生)を識別することができる情
報をいいます。

Ⅱ

個人情報の収集と利用
本学園は，本学園が質の高い教育サービスを提供するために，利用目的をできる限り明確に
したうえで，その利用目的を達成するために必要な範囲で，適正な手段により個人情報を取得
します。その利用目的は，法令の定めによる場合を除き，本人（個人情報から識別される特定
の個人）に通知又は公表します。

Ⅲ

第三者への提供
本学園は，いかなる場合においても次の場合を除き，個人情報を第三者へ開示，提供するこ
とはいたしません。
学生本人の同意を得ている場合。

(２)

法令に基づき，公的機関から開示，提供を求められた場合。

(３)

学生本人の生命，身体や財産等を保護するために必要な場合。

Ⅳ

(１)

個人情報の管理と保護
本学園は，個人情報に関するリスク（漏えい，紛失，破壊，改ざん，不正アクセス等）を認
識し，これらを防止するための必要かつ適切な安全管理措置を講じます。
教職員等に対しても，また個人情報の取扱いを委ねる外部委託先等に対しても，必要かつ適
切な監督を行ってまいります。

Ⅴ

個人情報の開示，訂正，削除等
本学園は，所定の手続により，学生本人から情報の開示，照会，訂正，修正，削除，利用停
止等の請求がなされた場合には，法令の定めに従い，速やかに対応します。
また取り扱う個人情報につき，本人からの苦情に対し迅速かつ適切に取り組み，そのための
学内体制の整備に努めます。

Ⅵ

遵守すべき法令・規範

本学園は，本学園が保有する個人情報の取扱いに関し，個人情報に関して適用される各種法
令，規範及び「広島文化学園個人情報保護規程｣を遵守いたします。
Ⅶ

個人情報保護管理体制と仕組み，及び取り組みの継続的改善
本学園では，個人情報保護に関する管理体制と仕組み及び上記各項における取り組みを適宜
見直し，改善していきます。また，個人情報についての問合せは下記キャンパスまでご連絡く
ださい。
【問合せ先】
・広島文化学園大学大学院社会情報研究科，広島文化学園大学社会情報学部，広島文化学園
大学人間健康学部，広島文化学園大学留学生別科に関しては広島 坂キャンパス（０８２－
８８４－１００１），呉 郷原キャンパス（０８２３－７０－３３００）
・広島文化学園大学大学院看護学研究科，広島文化学園大学看護学部に関しては呉 阿賀キャ
ンパス（０８２３－７４－６０００）
・広島文化学園大学大学院教育学研究科，広島文化学園大学学芸学部，広島文化学園短期大
学に関しては広島 長束キャンパス（０８２－２３９－５１７１）

Ⅷ

個人情報保護基本方針の公開
本基本方針は，全教職員に対し周知徹底させるとともに，本学園のホームページ上に公表い
たします。

別記様式１ 個人情報保護に係る業務委託契約書

