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代理店における個人情報の取扱いに関する規程 
 

メットライフ生命保険株式会社 

 

本規程は、生命保険募集代理店（以下「甲」という）とメットライフ生命保険株式会社（以下「乙」

という）との間に締結した生命保険代理店委託契約（以下「基本契約」という）に基づき、乙が定め

た規程であり、甲は代理店業務遂行において本規程を遵守しなければならない。 

 

第１条（目的） 

本規程は、甲が基本契約に基づく代理店業務を遂行するにあたり、「個人情報の保護に関する法律」

（平成１５年法律第５７号）（以下「個人情報保護法」という）等を遵守し、個人情報等の適切な保護

を図ることを目的とする。 

 

第２条（定義） 

本規程で使用する「個人情報」、「本人」、「個人識別符号」および「第三者」の定義は、以下のとお

りとする。 

「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

その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（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も含む。）又は、「個人識別符号」が含まれるものをい

う。 

「本人」とは：    個人情報によって識別される特定の個人をいう。 

「個人識別符号」とは：当該情報単体から特定の個人を識別できるものとして個人情報の保護に関

する法律施行令（平成１５年政令第５０７号。以下「政令」という。）に定

められた文字、番号、記号その他の符号をいう。 

「第三者」とは：   甲、乙および本人以外の者をいう。 

 

第３条（本規程の適用対象となる個人情報の範囲） 

本規程の適用対象となる個人情報（以下、「対象個人情報」という）の範囲は、次の各号のとおりと

する。 

(1) 基本契約に基づく代理店業務を遂行する上で、顧客が乙に提供した個人情報、および顧客が乙に

提供するにあたり、その取扱いを甲に委託した個人情報 

（保険契約申込書その他保険引受に必要な各種帳票記載情報、告知書記載情報その他医療情報等） 

(2) 基本契約に基づく代理店業務を遂行する上で、乙に提供するために甲が取得した個人情報（取扱

者報告書記載情報等） 

(3) 基本契約に基づく代理店業務を遂行する上で、乙が甲に提供した個人情報 

（甲が取扱った保険契約に係る情報、その他乙が甲に取扱いを委託した保険契約に係る情報・顧客

情報等） 

(4) 基本契約に基づく代理店業務を遂行する上で、見込段階での顧客が甲に提供した個人情報 

（資料請求依頼情報、顧客の保険商品に係る意向や体況に係る情報等） 

(5) 甲が保有する個人情報のうち、基本契約に基づく代理店業務を遂行するために選別した個人情報 

（甲が保有する個人情報から、保険募集対象を選別したアプローチリスト等） 

 

第４条（代理店の責任） 

対象個人情報について、乙は個人情報保護法第２２条に基づき甲の指導・監督を行うこととし、甲

は次条乃至第１１条に従って取扱わなければならない。 

 

第５条（対象個人情報の取扱い） 

１．（目的外利用の禁止） 

甲は、対象個人情報（第３条第４号および第５号を除く）について、乙が本人に対し通知または公

表、明示している利用目的の範囲内で取扱うこととし、代理店業務遂行以外の目的で利用、加工、ま

たは複製してはならない。但し、甲が、本人から代理店業務遂行以外の目的に利用することについて

同意を得ている場合は、その同意の範囲内において利用することができる。 
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２．（情報処理・管理の外部委託とその報告） 

甲は、文書等の作成、データ処理、保管、廃棄等、対象個人情報の取扱いを外部に委託する場合（契

約の形態や種類は問わない）は、委託する事業の規模および性質ならびに個人情報の取扱い状況等に

起因するリスクに応じた委託先に関する調査を行い、安全管理の適格性（委託中における安全管理だ

けではなく、委託終了時の対象個人情報の廃棄も含む）を確認した上で、当該委託先と秘密保持義務

や複製禁止等を取り決めた契約書を締結しなければならない。また、対象個人情報の内、顧客の重要

情報の取扱いを外部に委託する場合、甲は乙が別途定める報告書を当該委託の開始時（開始時には、

既に顧客の個人情報の取扱いを委託しているが、顧客の重要情報の委託を開始する場合を含む）、当該

委託の終了時、ならびに乙の求める時に提出しなければならない。 

なお、ここでいう「顧客の重要情報」とは、住所、電話番号、機微情報、個人識別符号、クレジッ

トカード情報等、顧客に二次被害が発生する可能性のある情報をいう。 

３．（情報処理・管理の再委託の制限） 

甲は、対象個人情報の取扱いを再委託した場合でも、本規程に基づく甲の責務は免れない。甲は、

甲の委託先が対象個人情報の取扱いを再委託する等、再委託が繰り返された場合も、再委託先から続

く全ての委託先に関して、同様の責任を負うものとする。 

なお、乙が甲の委託先（再委託先以降も含む）に対して直接の調査が必要と判断した場合は、甲に

対して直接の調査に協力することを要請することができ、甲はこれに従うものとする。 

４．（第三者提供の禁止） 

甲は、対象個人情報（第３条第４号および第５号を除く）について、乙の許可なく第三者に提供し

てはならない。但し、前２項の規定に基づき外部委託した場合はこの限りではない。 

５．（第三者からの提供） 

甲は、第三者から個人情報の提供（個人情報保護法第２３条第１項各号に掲げる場合ならびに個人

情報の取扱いの委託、事業の承継および共同利用に伴い、個人情報を提供する場合を除く。）を受ける

場合には、個人情報を適切に管理している者（個人情報保護法等、法令を遵守している者）を提供元

として選定するとともに、実際に個人情報を取得する際には、取得の経緯を示す契約書等の書面の点

検、またはこれに代わる合理的な方法により、当該個人情報が適法に取得されたものであることを確

認しなければならない。 

６．（不正な手段での取得の禁止） 

甲は、基本契約に基づく代理店業務遂行のために、個人情報を不正な手段で取得（二次取得を含む）

してはならない。 

７．（秘密の保持） 

甲は、対象個人情報（第３条第４号および第５号を除く）について、基本契約の継続中および当該

契約終了後も、適用ある法令に基づき開示する場合を除き、第三者に開示してはならない。また、適

用ある法令に基づき開示する場合には、あらかじめ乙にその旨を報告することとする。 

８．（機微情報・個人識別符号･クレジットカード情報等の保有等の禁止） 

甲は、乙の保険募集を行う上で、顧客が乙に顧客等の個人情報を提供するにあたり、その取扱いを

甲に委託した個人情報のうち、告知書記載情報その他医療情報、クレジットカード番号・クレジット

カード有効期限（自社のカード会員に係るものを除く）、個人識別符号および保険料払込方法等の個人

情報を、代理店業務遂行（申込書類等の乙への送達および不備処理等、保険契約の締結までの業務）

以外の目的で、保有、利用、加工、または複製してはならず、複製した場合は、利用目的を達成した

時点で当該個人情報の複製を情報漏えいを防止できる方法により速やかに廃棄しなければならない。 

 

第６条（安全管理措置） 

甲は、対象個人情報を取扱うに際しては、乙が別途定める「代理店における個人情報保護に関する

安全管理措置」に従うものとする。 

 

第７条（個人情報の開示・訂正・利用停止等の取扱い） 

対象個人情報（第３条第４号および第５号を除く）に関し、本人から個人情報保護法第２８条、第

２９条および第３０条に基づく、開示・訂正・利用停止等（以下「開示等」という）の求めがあった

場合、甲は開示等の求めに応じる権限を有していないこと、および乙が当該権限を有していることを

遅滞なく本人に伝えなければならない。 
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第８条（個人情報の漏えい事故等の対応） 

甲は、対象個人情報について、漏えい・紛失・盗難等の事案が生じたか、または生じる恐れが高い

場合には、直ちに乙へ報告し、乙の指示に従わなければならない。 

 

第９条（苦情処理） 

甲は、対象個人情報の取扱いに関する苦情について、甲の責任において適切かつ迅速な処理に努め

るとともに、速やかに乙に報告し、乙の指示に従わなければならない。 

 

第１０条（代理店検査） 

乙は、甲および甲の委託先（再委託先以降も含む）に対して、対象個人情報の取扱状況について、

定期的に検査を行うことができる。 

２．前項にかかわらず、乙が必要と認めた場合には、乙は対象個人情報の取扱状況の検査を実施でき

るものとする。 

３．甲は、前２項の検査において、乙の検査に協力し、乙または乙が認めた者の請求により、対象個

人情報の取扱状況の報告、および帳票その他資料を提出しなければならない。 

４．乙が認める場合には、甲は、本規程の遵守状況等について、乙が別途定める報告書の提出を行い、

検査に替えることができるものとする。 

 

第１１条（個人情報の返却破棄または削除） 

甲および甲の使用人は、生命保険募集人登録を取り消され、もしくはその効力を失いまたは登録を

抹消された場合、または乙からの要求があった場合、対象個人情報を遅滞なく乙に返却、破棄または

削除を行わなければならない。 

２．甲において以下に掲げる情報の返却、破棄または削除ができない正当な理由がある場合、甲は、

乙に対してその旨および当該理由を報告の上、前項の対象から除外することを要求できる。 

(1) 第５条第１項但し書きの同意を得た個人情報 

(2) 第３条第４号のうち、甲が本人に対して自己の利用目的を公表または明示して取得した個人情報 

(3) 第３条第５号の個人情報 

３．基本契約が終了した後であっても、第１項に定める義務を免れない。 

 

第１２条（甲から乙への個人情報の取扱いの委託） 

甲は、基本契約に基づく代理店業務遂行にあたり、乙の支援を受けるため、次の各号の条件に該当

する場合、甲が有する個人情報等の取扱いを乙に委託することができるものとする。 

(1) 個人情報等の取扱いを委託する目的が、甲が本人に通知または公表、明示した利用目的の範囲内

であること。 

(2) 甲が、乙の個人情報等の取扱いに係る安全管理措置について必要かつ十分であると認めること。 

２．前項に基づく甲から乙への個人情報等の委託について、乙は当該個人情報等について次の各号の

取扱いをする。 

(1) 目的外利用を行わないこと。 

(2) 第三者提供を行わないこと。 

(3) 甲の事前の許可なく第三者への再委託を行わないこと。 

(4) 漏えい、盗用等の不適切な事象が発生した場合に甲へ報告すること。 

(5) 取扱いを委託する目的が終了した場合、甲が委託した個人情報等を返却、破棄または削除を行う

こと。 

 

第１３条（規程の改廃） 

乙は、本規程を改定することができる。 

２．将来、本規程に関わる法令等の改正により、本規程の一部が当該改正内容と齟齬し、または効力

を有しなくなる場合においても、当該無効部分を除き引き続き有効なものとする。 
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附則 

本規程は平成 24 年 4 月 2 日より発効する。 

平成 24 年 6 月 29 日付一部改定、同年 12 月 1 日付実施 

平成 26 年 4 月 11 日付一部改定、同年 7 月 1 日付実施（会社名変更） 

平成 26 年 4 月 21 日付一部改定、同日付実施 

平成 27 年 9 月 1 日付一部改定、平成 28 年 1 月 1 日付実施 

（但し、第 5 条第 2 項のまた書きについては、平成 28 年 5 月 29 日付実施） 

平成 29 年 4 月 1 日付一部改定、平成 29 年 5 月 30 日付実施 
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代理店における個人情報保護に関する安全管理措置 
 

メットライフ生命保険株式会社 

 

メットライフ生命保険株式会社（以下｢当社｣という）が定める「代理店における個人情報の取扱いに

関する規程」に基づき、当社と生命保険募集代理店委託契約を締結している代理店（以下「代理店」

という）が、当社が委託した個人情報を取扱うに際して遵守すべき安全管理措置を以下の通り定める。 

 

（１）用語の定義 

① 本安全管理措置において「個人顧客情報」とは当社の保険契約に係わる情報（契約者、被保険者、

受取人、申込者（成立の有無を問わず））、ならびに見込み客1等の情報を指す。 

② 「個人情報」、「個人データ」および「個人情報データベース」とは、「個人情報の保護に関する法

律についてのガイドライン（通則編）」の２.定義に定めるものを指し、前項の個人顧客情報、ク

レジットカード番号、クレジットカード有効期限、および金融機関口座番号を含む。 

 

（２）個人情報の安全管理措置に係わる基本方針および取扱規程等の遵守の徹底について 

① 代理店契約に基づき当社より取扱いを委託する個人情報の安全管理にかかる基本方針（プライバ

シーポリシー、情報セキュリティポリシーをいう）を整備し、当該基本方針を公表する（例：ホ

ームページへの掲載、店舗・窓口への掲示・備付け、パンフレット等への記載等）とともに、適

切性を適宜見直し、必要な改定を行う。なお、当該基本方針には、事業者の名称、安全管理措置

に関する質問および苦情処理の窓口、個人データの安全管理に関する宣言、基本方針の継続的改

善の宣言、関係法令遵守の宣言を含む。 

② 個人情報の安全管理にかかる取扱規程を、「取得・入力」「利用・加工」「保管・保存」「移送・送

信」「消去・廃棄」の各段階で整備し、取扱者および必要な手続きを明確にするとともに規程の遵

守及び従業者への周知を徹底する。また、これらの規程についてはその適切性を適宜見直し、必

要な改定を行う。 

なお、全ての管理段階を同一人が取扱う小規模代理店等においては、管理段階ごとに取扱規程を

定めることに代えて、全管理段階を通じた安全管理にかかる取扱規程において、取扱者の役割・

責任、取扱者の限定、各管理段階において個人情報の安全管理上必要とされる手続きを定めるこ

とも可とする。 

③ 個人情報の取扱状況に関する点検および監査に関する規程を整備し、遵守を徹底する。 

 

（３）組織的安全管理措置について 

① 個人情報の安全管理ならびに情報セキュリティの業務執行の総責任者である管理責任者を任命し、

所管する業務と責任の所在を明確にする。当該管理責任者は、個人情報の安全管理に関する規程

                                                        
1
 当社の代理店業務遂行にあたり、顧客が代理店に対して提供した個人情報、および代理店が保有する

個人情報のうち当社保険募集のために選別した個人情報を指す。具体的には、顧客が資料請求や店頭・

対面販売でのコンサルティング等相談に際して代理店に提供した個人情報、および代理店が保有する

情報を基にして保険募集アプローチリストを生成した場合等の個人情報が該当する。 
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の承認・周知、教育・研修の企画等を行う。 

② 個人情報の安全管理および情報セキュリティの各部署における管理者を任命し、所管する業務と

責任の所在を明確にする。当該管理者は、個人情報の取扱者の指定・変更等の管理、利用申請の

承認および記録等の保管、保管媒体の指定・変更、管理区分および権限の設定・変更の管理、取

扱状況の把握、安全管理に関する教育・研修の実施、報告等を行う。 

③ 漏えい事案等が発生した場合の対応措置を定めた規程類を整備し、具体的な対応手順を明確にし、

その手順に従った運営を行う。また、対応部署、漏えい事案等の影響・原因等についての調査体

制、再発防止策・事後対応策の策定・検討体制、代理店内外に対する報告体制等を構築し、代理

店業務にかかる漏えい事案等の発生時における所属保険会社である当社に対する迅速な報告を実

施できる体制を構築する。 

④ 個人情報を取扱う業務においては、個人情報を管理する台帳を作成し、取扱う個人情報を網羅的

に記載する。また、台帳の項目には個人情報の取得項目、利用目的、保管場所、保管方法、保管

期限、管理部署、アクセス制限の状況を含め管理状況を明確にする。なお、台帳の記載内容は定

期的な見直しを実施する。 

⑤ 保管期限を迎えた、もしくは利用目的を達成した個人情報は、裁断・溶解・破壊、専用ソフトウ

ェアでの消去等、情報漏えいを防止できる方法により速やかに廃棄を行う。また、当該作業を外

部に委託する場合、廃棄証明書等事後検証が可能なものを取得のうえ保管する。 

⑥ 個人情報を取扱う部署は、自ら点検を行う体制を構築し、点検を実施する。その具体的内容は、

取扱部署の点検責任者・担当者の選任、点検計画の策定、定期的および臨時の点検の実施、点検

により規程違反等を発見した場合の改善策の策定・実施等を含む。また、当該部署以外の者によ

る監査体制を構築し、監査を実施する。 

なお、個人情報取扱部署が単一である代理店においては、点検もしくは監査のいずれかを実施す

ることで可とする。 

⑦ 顧客から個人情報や契約内容等についての照会等を受けた場合の対応手続きを規定し、その手続

きに従い請求者が正当な請求権者であることを複数の観点で確認する手続きを徹底する。 

⑧ 個人情報の取扱いを外部に委託する場合における、委託先の選定基準および委託終了時の情報の

廃棄を含む委託先管理に関する規程等を整備し、委託を終了した場合は、委託先からの情報の回

収、廃棄を実施する。 

委託先の選定および定期的な評価にあたっては、必要に応じて個人情報を取扱う場所に赴くまた

は委託先から個人情報の安全管理に関する報告書を受領する等、リスクに応じた方法により行い、

当該結果の記録を保管する。なお、委託先の選定および評価は（３）①にて定義した管理責任者

等が行う。 

また、委託先を管理する台帳を作成し、委託先、委託する業務、代理店内における委託先の管理

者、委託する個人情報の項目、委託先評価日を含む管理状況を明確にする。 

委託先の選定基準ならびに監督方法については、その適切性を定期的に見直し、必要な改定を行

う。なお、「委託」には、サービス利用契約等、その形態や種類を問わず、代理店が他の者に個人

情報の取扱いの全部または一部を行わせる契約の一切を含む。 

 

（４）人的安全管理措置について 

① 守秘義務 
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ア． アルバイト・契約社員を含む全従業者（以下「従業者等」という）に対し、雇用契約等の締

結時において業務上知り得た個人情報の守秘義務にかかる契約を取り交わす。なお、当該守

秘義務の期間は退職後も含めて無期限とする。 

イ． 就業規則等において、上述の守秘義務に違反した場合の措置に関する規程類を整備する。当

該規程類には個人情報の取扱いに関する従業者等の役割と責任、守秘義務違反時の懲戒処分

等を定め、その規程類に従った運用を徹底する。 

ウ．従業者等の退職時において、業務上知り得た個人情報の返却、破棄または削除を徹底・確認

する。 

② 従業者への安全管理措置の周知、教育および研修 

ア． 個人情報の安全管理に関する従業者等の役割および責任を定めた内部規程等について、従業

者等への教育・研修を採用時および定期的（1年に 1回以上）に実施することにより、従業者

等への周知徹底を行う。 

 

（５）技術的安全管理措置2について 

① 本人であることの識別と認証 

ア．個人情報へ従業者等のアクセスを認める場合には、アクセス権限を有する従業者等本人であ

ることを確認するため、IDとパスワード等による識別と認証を行う仕組みを構築する。 

イ．識別と認証は個人別に行うこととし、IDを他人に貸与したり、他人の IDを使用したり、ID

を共有したりすることは禁止する。 

ウ．本人確認に関する情報は、他人に知られないように管理することとし、PCにパスワードを書

いた付箋を貼付すること等は禁止する。 

エ．パスワードは、使用する最小文字数、有効期間等を定め、規則性のない文字の羅列で生成す

る等、他人が容易に類推できない強固なものとする。また、パスワードは定期的（3ヵ月に 1

回以上）に変更する。（生体認証にて代替することも可） 

オ．IDおよびパスワードの申請にあたっては本人確認を実施する。 

② アクセスの制御 

ア．個人情報へのアクセス権限を従業者等に付与する場合は、定められた手続きに従い、当該従

業者等の担当する業務の実施に必要な最小限の権限のみを付与する。 

③ アクセス権限の管理 

ア．個人情報へのアクセス権限は、その付与の方法について定め、従業者等の異動・退職等に応

じて適切に変更・削除を行うとともに、定期的に ID付与の適切性および必要性の見直しを実

施する。 

④ 当社のアプリケーション等の利用 

ア．当社エクストラネット等を利用する場合、または当社募集人 ID等を使用するシステムを利用

する場合、当該 IDの利用および当該 IDを利用する従業者等の管理に関しては、前各項に準

じた取扱いを行うこととする。 

⑤ 外部からの不正アクセスの防止 

ア．外部とネットワークを接続している場合には、許可された処理のみを通過させる機能（ファ

                                                        
2
 本安全管理措置は、個人情報を紙媒体のみで取扱っている場合は対象外とする。 
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イアーウォール等）および不正なアクセス等を検知する機能（不正侵入検知システム、不正

侵入防止システムの導入、通信ログ・イベントログ等の取得と分析、不適切な通信の検知・

遮断等）を構築することにより、個人情報が外部からの不正アクセスを受けない対策を講じ

る。 

⑥ 情報漏えい・き損の防止 

ア．個人情報の漏えい・き損防止のため、コンピュータウィルス等不正プログラムへのシステム

的防御策、ソフトウェアに対する脆弱性対策、暗号化ソフトの導入、機器やソフトウェア等

に標準装備されている自動更新機能等の活用によるソフトウェア等の最新化、ファイル共有

ソフトやファイル転送ソフトの使用禁止等を含む必要な対策を講じる。 

イ．インターネット上の Webメール、ファイルをアップロードできるストレージサイトなど情報

漏えいに繋がる恐れのあるサイトの利用を禁止する等の必要な対策を講じる。やむを得ずこ

れらのサービスを利用する場合、（３）⑧に従い、十分なセキュリティ対策が講じられている

ことを確認する。 

ウ．社外宛てメールについては、発信時の上席者による確認等、メールを使用した情報漏えいに

繋がる行為が行われないよう、適切な監視、牽制の施策を実施する。 

エ．個人情報を含む電子ファイル等を送信する場合は、宛先の確認と受領確認を行う。 

オ．PC、サーバーについては、USBメモリ等の持ち運び可能な外部記憶装置の使用を禁止する等の

必要な対策を講じる。外部記憶装置の使用を認める場合でも、業務上必要最小限とする。 

カ．予め許可されたものを除き、従業者等が所有する PC等の電子機器類（以下「私用 PC等」と

いう）で代理店業務の実施、および代理店内ネットワークへの接続を禁止する。なお、私用

PC等での代理店業務の実施等を許可するに際しては、事前に必要なセキュリティ対策を講じ

させ、その対策状況を定期的に確認する。また、私用 PC等での代理店業務を終了する場合は、

当該私用 PC等に保存されていた個人情報の削除を徹底・確認する。 

キ．個人情報を取扱う業務に従事する者に対し、リモートアクセスによるファイルサーバーアク

セスや社外からの社内のメールを利用することは制限する。なお、業務上の必要性からやむ

を得ずこれらの機能を利用する場合は、利用者およびアクセス可能な情報を必要最小限に限

定する。 

ク．個人情報を電子的に外部に送信する場合には、暗号化を行う。 

⑦ アクセスの記録および分析 

ア．個人情報への不正なアクセス等の発見・追跡を確実とするために、必要なログを取得し、定

期的な分析を実施する。 

イ．上記ログおよび分析等は、原則として１年以上保管する。なお、アプリケーションサービス

提供会社（ASP）等を利用している場合は、そのサービスの基準に準拠する。 

⑧ 情報システムの監視、監査 

ア．個人情報を取扱う情報システムの稼働状況について、システムログやエラーログ等の確認等

によるシステムの安定稼動の監視を行う。 

⑨ 障害発生時の対応･復旧手続 

ア．不正アクセスの発生に備えた対応･復旧手続を整備する。 

イ．コンピューターウイルス等不正プログラムによる被害を受けた場合に、被害を受けた PC、サ

ーバー等を正常な状態に戻すための復旧手続を整備する。 
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ウ．障害発生時に業務継続が可能となるよう、システム、データ等のバックアップを行う。 

 

（６）物理的安全管理措置の徹底 

① 個人情報を取扱う機器・装置・媒体等は火災・盗難・紛失・散逸等が起こらないよう、善良なる

管理者の注意をもって保管・管理に十分注意する。 

② 個人情報を含む紙媒体および電子媒体を保管する際は、金庫、キャビネット、ロッカー等に施錠

保管する。また、保管媒体を管理する台帳を作成する等、管理状況を明確にする。 

③ 個人情報を含む紙媒体・電子媒体・FAX等を移送・送信する場合は、宛先の確認と受領確認を行う。 

④ 離席時には、個人情報を記した書類、これを含む媒体または携帯可能なコンピュータ等の机上等

への放置を禁止するとともに、PC等については、パスワード付スクリーンセーバー等で保護する。 

⑤ 個人情報を保管するサーバーに対しては、データの盗難および破壊行為等防止のため、入退室制

限実施済みのサーバー室や施錠管理済みサーバーラックに設置する等、アクセスできる者が必要

最小限となるよう、必要な対策を講じる。 

 

代理店は、本安全管理措置の遵守を証明するための記録、資料等を作成・保管し、当社の求めに応じ

て記録を提示または提出しなければならない。 

 

当社は本安全管理措置を改定することができる。なお、将来、本安全管理措置に関わる法令等の改正

により、本安全管理措置の一部が当該改正内容と齟齬し、または効力を有しなくなる場合においても、

当該無効部分を除き引き続き有効なものとする。 

 

附則 

本安全管理措置は、平成 24 年 4 月 2 日より発効する。 

平成 24年 6月 29日付一部改定、同年 12月 1日付実施 

平成 26年 4月 11日付一部改定、同年 7月 1日付実施（会社名変更） 

平成 27年 9月 1日付一部改定、平成 28年 1月 1日付実施 

平成 29年 4月 1日付一部改定、平成 29年 5月 30日付実施 

 

以上 

 

 


