個 人情報保護方針

当法人は、個人情報保護 の重 要性 を認識 し、以下の方針 に基づ き個 人情報 の保護 に努 め ます。

l

法令遵守 につ いて
当法人は、個 人情報 の保護 に関す る法令 、条例等 を遵守 し、個 人情報 を適切 に取扱 います。

2

個人情報 の利用 につ いて
当法 人が取得 した個 人情報 は、以下の 目的に利用 します。
(1)当

法人が実施す る事業等 に関す る ご案 内を行 うこと。

(2)当

法人が実施す る事業 のサー ビス改善 を検討す るためのア ンケー ト調査等 を実施す る こと。

(3)そ の他個 人情報取得時 に明示 した利用 目的に沿 った活用 をす る こと。
(4)法 令 の定 めまたは行政 当局 の通達 。指導等 に基づ く対応 を行 うこと。

3

個人情報 の取得 につ いて
当法 人は、適正か つ 公 正な手段 によって、個 人情報 を取得 します。

4

個人情報 の管理 につ いて
(1)当

法 人は、個 人情報 の正 確性 を保 ち、 これ を安全 に管理 します。

(2)当

法人は、個 人情報 の紛失、破壊、改 ざん及び漏洩等 を防止す るため、不正 アクセス、

コ ンピュー ター ウィルス等 に対す る適正な情報セキ ュ リテ ィ対策 を講 じます。
(3)当

法人は、個 人情報 を適正な管理の下以外では持 ち出さず、外部 へ 送信す る こと等 によ り

漏洩 させ ませ ん。
(4)当

法人は、個 人情報 を共 同利用 し、 または、個 人情報 の取扱 いを委託す る場合 には、そ の

個 人情報 を取 り扱 う者が、前記 (1)、 (2)及 び (3)の 事項 を遵守す るよ う、適正な監督 を
行 います。

5

個人情報 の第 三 者 へ の提供 につ いて
当法 人は、法令 に定め る場合 を除き、個 人情報 を事前 に本人 の 同意 を得 る ことな く、第二者 に
提供 しません。

6

7

個人情報 の 開示 ・ 訂正・ 利用停止・ 消去 につ いて
当法 人は、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 らの要求が あった場合 には、異議な く速や か に対応 します。
個人情報保護方針 の実施 。維持 。改善
当法人は、 この方針 を当法 人職員そ 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 します。

当法人 の個人情報 の取 り扱 いにつ きま して ご意見 。ご質問 が ございま した ら、以下 の事務局 まで
ご連絡下 さいます よ うお願 い致 します。

公益財団法人 社 の 邦育英会 事務 局
住所 :宮 城県仙台市青葉 区一 番 町 4‑6‑1仙 台第 一生命タ ワー ビル
メール ア ドレス :morinokuni.a@moritani.co.jp
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