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情報セキュリティ基本方針書 

1 目的 

ＩＴ技術の急速な社会経済への浸透により、情報とその活用が企業の競争力に大きな

影響を及ぼす要因となり、あらゆる産業において、情報の収集と活用が企業の生命線

といっても過言ではありません。 

昭和測量株式会社及び株式会社ＳＣＣ（以下、当社グループ）は、地理情報システム

（ＧＩＳ）開発及びＩＴソリューション業務を中心に事業展開しております。先に述

べたような理由により、特に当社が属しているＩＣＴ業界では、主要なお客様からの

「情報」の正確性や安全性、機密性を担保すること＝情報セキュリティを遵守するこ

とに対する要求は非常に強いものであり、また社会的責任という点においても、「情

報」をあらゆる脅威から保護し適切な安全管理を施すことは、企業としての必要条件

であり、義務でもあると考えます。また、情報セキュリティを遵守するためには、当

社社員のみならず、協力会社も含めた全体として情報セキュリティリテラシを高めて

いくことも必要不可欠であると考えます。 

そのため当社は、以下のような情報セキュリティに関する方針群を定め、統一した意

識のもと、事故及び事件の防止及び常に最善の状態での情報セキュリティ対策への取

組みに努めます。 

 

2 情報セキュリティの定義 

情報セキュリティとは、機密性、完全性及び可用性を確保し維持することをいう。 

(1) 機密性：許可されていない個人、エンティティ（団体等）又はプロセスに対して、

情報を漏えいや不正アクセスから保護すること。 

(2) 完全性：資産の正確さ及び完全さを維持するため、情報の改ざんや間違いから保護

すること。 

(3) 可用性：認可されたエンティティ（団体等）が要求したときに、アクセス及び使用

が可能であるため、情報の紛失・破損やシステムの停止などから保護すること。 

 

3 適用範囲 

【組織】： 

昭和測量株式会社 

株式会社 ＳＣＣ 

 

【事業】： 

①  地理情報システム（ＧＩＳ）の設計・開発・販売 

②  システム保守・運用サポート 

③  公共事業および民間からの受注業務 
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4 実施事項 

(1) 当社は、業務上取り扱うお客様及び当社の情報資産のセキュリティ確保に万全を

期すものとし、破壊、盗難、改ざん及び漏洩などのセキュリティ事故の未然防止

に常に最優先で取り組んでまいります。 

(2) 当社は、情報セキュリティに関する全社組織として、社内に「ＩＳＭＳ委員会」

を設置し、情報資産のセキュリティ対策を実施、運用してまいります。 

(3) 当社は、役員・従業員（協力会社社員、アルバイトも含む）に対して情報セキュ

リティに関する教育、啓蒙活動を継続的に実施し、情報セキュリティリテラシの

向上を常に図るとともに、情報セキュリティ方針群の周知徹底に努めます。 

(4) 当社は、技術の進歩や外部環境の変化等によって生ずる情報資産の新たなる脅威

に備えるため、情報資産に対するリスク分析・評価を継続的に実施し、それを情

報セキュリティ方針群及び各種施策に反映させることにより情報セキュリティ

の維持向上を図ってまいります。 

(5) 当社は、情報セキュリティに関する各種運用状況等について定期的に監査を実施

し、必要に応じて適切な是正措置及び予防措置を講じることにより情報セキュリ

ティの確保につとめてまいります。 

(6) 当社は、情報セキュリティ方針群及び情報セキュリティに関する法令、その他の

規程類を遵守し、そこに定められた義務と責任を果たします。 

 

5 責任と義務 

情報セキュリティの責任は、代表取締役が負います。そのために代表取締役は、情報セ

キュリティを維持するために必要とする資源を提供するものとします。 

 

6 定期的見直し 

情報セキュリティマネジメントシステムの見直しは、環境変化に合わせるため定期的

に実施いたします。 

 

 

平成２７年 ９月 １日 

 

昭 和 測 量 株 式 会 社 

代表取締役 小林 日登士 

 

株 式 会 社 Ｓ Ｃ Ｃ 

代表取締役 保坂 邦之  
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個人情報保護方針 

 

当社は、測量、建設コンサルタント、補償コンサルタント、地質調査、環境調査、文化財調査、 
 

地理情報事業および人事情報等で取り扱う個人情報の保護について、その重要性を認識し、適切 
 
な運用管理をすることを目的として個人情報保護方針を定めます。 
 
 
１．個人情報の取得、利用、提供 

 

当社は、ＩＳＭＳ管理責任者を置き、個人情報の取り扱いに関し、その利用目的をあらかじめ 

特定し、公表、通知します。また、利用目的を逸脱した目的外利用が行なわれないための措 

置を講じます。 

 

２．法令・規範の順守 

    

当社は、個人情報の取扱いに関する法令、国が定める指針その他の規範を遵守いたします。 

 

３．個人情報の管理と保護 

 

当社は、収集した個人情報は適切に管理し、個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、改 

ざん、滅失又はき損等のリスクに対して合理的な安全対策を講じ、是正と予防のための改 

善を行います。 

 

４．苦情・相談への対応 

 

当社は、保有する個人情報に対する苦情及び相談に対して、受付、対応の体制と手順を整 

備し、迅速に対応します。 

 

５．個人情報保護マネジメントシステムの継続的改善 

 

本方針は当社の全従事者に周知、徹底させ、適切な教育を実施し、個人情報保護意識の高 

揚を図りまた、個人情報保護マネジメントシステムの継続的改善をおこないます。 

 

                    制定 2008 年 10 月 10 日 

                    改訂 2015 年 9 月 1 日 

                    昭 和 測 量 株 式 会 社  

                             代表取締役 小林 日登士 

                                株 式 会 社    Ｓ Ｃ Ｃ 

                                            代表取締役 保坂 邦之 

 

個人情報の取扱いに関する開示等要望や苦情、相談の問い合わせ窓口 

ＩＳＭＳ管理担当 〒400-0032 山梨県甲府市中央三丁目 11 番 27 号 

    tel:055-235-4448   fax:055-235-5665    E,mail : privacy@survey.co.jp 

 

※1 個人情報利用目的は、「個人情報の取扱について」をご参照ください。 

※2 開示等の求めについての手続きは、「個人情報の開示等の手続き」をご参照ください。 

                                                              以 上 
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個人情報の取り扱いについて 
 
１．個人情報の利用目的 
 
 個人情報は、次の目的にのみ取得し、それ以外には利用しません。 
 

(1)営業関連業務の測量、調査、設計業務において入手した個人情報 
・受注業務を遂行するため、測量業務での権利者の確認、補償業務での補償費の算定、地理 
情報システム開発等に利用いたします。 
尚、営業関連業務の個人情報は開示対象でありません。 

 
(2)顧客情報、取引先情報等の個人情報 

・業務の契約、業務上の連絡、契約の履行、購買、営業活動のために利用いたします。 
  

(3)当社に関連する全役職員の個人情報(アルバイト、パート、採用応募者、スタッフ登録者、退職 
者を含む)・採用、雇用等の人事労務管理および経理等の業務管理。顧客要求に伴う書類の提 
出に利用いたします。 
・監督官庁への提出義務による医療機関、又は健康保険組合からの健康情報の取得、及び人
事労務管理業務のために利用いたします。 

  ・その他、当社社員にとって有益と判断した業務を行う場合。 
 
  (4) 当社ホームページの問い合わせ、求人情報、スタッフ登録に対する個人情報 
   ・ホームページ上から直接入力頂いた個人情報は、ご本人に事前にお知らせし、ご同意いただ

いた目的以外での利用は行いません。 
 
２．個人情報の第三者への提供 
 
 取得した個人情報の第三者への提供については、本人の同意がない限り行いません。 
 個人情報を第三者に提供するのは、以下の通りです 
 

(1)賃金振込みのため、本人の氏名、口座番号等を銀行に提供。 
(2)社会保険関連の手続きのため、本人の氏名、勤務先等を社会保険関連機関に提供。 
(3)健康管理のため、本人の氏名、健康保険証番号等を医療機関、又は医師に提供。 
(4)客先（業務委託元）が入退室の管理を行うため、氏名、顔写真を客先に提供。 

 
ただし、以下の場合は、関係法令に反しない範囲で、本人の同意なく、本人の個人情報を開示・
提供する場合があります。 
 
(a)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遂行するこ 

とに対して協力する必要がある場合で、本人の同意を得ることにより、その事務遂行に支障を及 
ぼす恐れのある場合。 

(b)裁判所、検察庁、警察、又はこれらに準じた権限を有する機関から、法令に基づき個人情報に 
ついての開示を求められた場合。 

(c)当社業務遂行上における必要性により、取引を現に行っているかこれから取引を行おうとして 
  いる第三者に対して、契約、又は商談を円滑に進めるために、社会通念上認められる最小限の 
  個人情報の開示。 
 
３．個人情報提供の任意性と生じる結果について 
 
 当社が要求する個人情報の提供は任意ですが、提供をいただけない個人情報がある場合、利用 
 目的に掲げてある業務に支障が生じる恐れがあります。 
 （給与･賞与･各種手当等の支給、税務･社会保険事務等、当社が雇用主として当然に義務を負う  
 業務に必要な個人情報については、就業規則等に従い提供しなければなりません。） 
 
４．個人情報の開示について 
 
 提供していただいた個人情報に関しては、その開示を求めることが出来ます。 
 また、開示した個人情報に内容の誤りがあれば、訂正、又は削除を要求することが出来ます。 
 開示、訂正、削除を要求する場合、「個人情報の開示等の手続き」を参照してください。 
 
５．個人情報の取扱いに関する開示等要望や苦情、相談の問い合わせ代表窓口 
 
 昭和測量株式会社 ＩＳＭＳ管理担当 〒400-0032 山梨県甲府市中央三丁目 11-27 
 tel:055-235-4448   fax:055-235-5665    E,mail : privacy@survey.co.jp 
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個人情報の開示等の手続き 
 

個人情報に関して本人は次の「求め」ができます。 

「利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去および第三者への提供の 

停止」。当社では、次の手順で個人情報の開示等の求めに対応いたします 

所定の用紙をお送りいただく前に、当社の「個人情報の取扱いについて」をご確認いただき、同意の 

場合は所定の場所にお名前をご記入のうえでお送りください 

 

１．開示等の求めの受付 

1) 所定の用紙にご記入のうえ、ご郵送またはご持参をお願いします。 

 

〒400-0032 山梨県甲府市中央三丁目 11 番 27 号 昭和測量株式会社 総務部 ＩＳＭＳ管理担当 

検討結果返信用に８０円分の切手を同封してください 

 

2) 本人確認のため、次の書類を(1)とともにご郵送いただくか、ご持参をお願いします。 

 

・運転免許証、パスポート等の写真で本人確認ができるものの写し（開示等の求めをする本人の名前 

および住所が記載されているもの） 

・住民票の写し（開示等の求めをする日前３０日以内に作成されたもの） 

 

3) 代理人の方が手続きをされる場合は、1),2)に加え次の書類もご郵送いただくか、ご持参をお願いします。 

・代理人を証明する書類、代理人の運転免許証、パスポート等の写真で代理人確認ができるものの写 

し（開示等の求めをする代理人の名前および住所が記載されているもの） 

・代理人の住民票の写し（開示等の求めをする日前３０日以内に作成されたもの） 

・代理人が弁護士の場合は、登録番号のわかる書類 

・代理を示す旨の委任状 

 

２．対応の検討 

1) 所定の用紙により受け付け、本人確認、代理人確認ができたときは、当社内で検討します。 

 

次の場合は開示等の求めに応じられない場合があります 

 

・本人または第三者の生命、身体または財産に危害が及ぶおそれのある場合 

・違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれのある場合 

・国の安全が害されるおそれ、他国もしくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ、または他国 

もしくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれのある場合 

・犯罪の予防、鎮圧、または捜査その他の公共の安全と秩序維持に支障が及ぶ恐れのある場合 

・当社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 

・法令に違反することとなる場合 

・国の機関また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、または公表することによって当該事務の遂行に支障を及ぼす 

恐れがある場合 

 

３．検討結果連絡 

当社内で検討した結果は遅滞なく書面により連絡します。 

書面の送付先は、所定の用紙にご記入いただいた本人または代理人の住所とします。 

 

※1 本人または代理人を証明する書類の本籍地の明示は、消去していただいて結構です。 

※2 本人または代理人を証明する書類は、入手してから６か月以内に責任を持って廃棄します。 

 

問い合わせ代表窓口 

  昭和測量株式会社 ＩＳＭＳ管理担当 〒400-0032 山梨県甲府市中央三丁目 11-27 

 tel:055-235-4448   fax:055-235-5665    E,mail : privacy@survey.co.jp 

 

https://survey.co.jp/srvy/wp-content/uploads/2015/10/IS-310-04.doc
https://survey.co.jp/srvy/wp-content/uploads/2015/10/IS-310-04.doc
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