
 

   

一般社団法人日本自動車工業会 

GDPRの適用を受ける個人情報の保護に関する方針 

GDPRの適用を受ける個人情報の保護に関する方針（以下、「本方針」といいます。）は、EU

の「一般データ保護規則 (2016/679)」（以下、「GDPR」といいます。）の適用を受ける個人

データの処理に関してのみ適用されます。本方針を注意深くお読み下さい。 

 

1. 当会の個人データ保護に関する声明 

ご本人の個人データの保護は、一般社団法人日本自動車工業会（以下、「当会」といいます。）

にとって非常に重要な問題です。本方針では、当会がデータ管理者として、ご本人から当会に

提供又は開示される個人データをどのように収集し、処理するかについてご説明します。また、

当会が第三者を通じて受領又は取得したご本人の個人データを処理する際にも、当会がデータ

管理者となります。当会では、適用される EU 及び加盟国のデータ保護に関する規制、特に

GDPRに従ってこの個人データを処理します。  

本方針における「個人データの処理」とは、以下のいずれかを言います。 

(i) EEA 域内の管理者又は処理者の事業所の活動に関連してなされる個人データの処理（その処

理が EEA 域内で行われるか域外で行われるかは問わない）。 

(ii) EEA 域内に拠点のない管理者又は処理者による EEAに所在するデータ主体の個人データの

処理。ただし、処理活動が次に掲げる項目に関連しているものに限られる。 

(a) EEA に所在するデータ主体に対する商品又はサービスの提供に関する処理（この場

合、データ主体に支払いが要求されるか否かについては問わない）。 

(b) EEA域内で行われるデータ主体の行動の監視に関する処理。 
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本方針を注意深くお読み下さい。当会が本方針の規定に従ってご本人の個人データを使用する

ことをご希望でない場合、当会にご自分の個人データを提供なさらないで下さい。そのような

場合、当会ではご本人に当会のサービスをご提供できないこと、ご本人は当会のウェブサイト

（以下、「本ウェブサイト」といいます。）の一部の機能にアクセスできず、あるいは一部の

機能をご利用いただけないこと、またご本人の満足度に影響を与える場合があることにご注意

下さい。 

本方針に関するご質問又はご意見については、GDPR@jama-e.be宛にご連絡下さい。 

 

2. ご本人の個人データの使用 

当会は常に、ご本人の個人データを GDPR（第 6 条及び第 7 条）に規定された法的根拠のいず

れかに基づいて処理します。さらに当会は、例えばご本人の労働組合加入状況、宗教に関する

見解、健康状態などのセンシティブな個人データの処理については、GDPR（第 9 条及び第 10

条）に規定された特別基準に従って行います。 

当会では、以下で詳述する目的のために、ご本人の個人データを収集し、処理することがあり

ます。これは、当会が正当な利益を追求し、ご本人に十分なサービスをご提供するために必要

です。 

 現地従業員の採用のため 

 海外駐在者及びその家族の労働許可及び自治体の IDの申請及び更新のため 

 当会欧州事務所の従業員（海外駐在者及び現地従業員）の月給及び手当の支払い、並び

に所得税の計算のため 

 レセプションの招待状、クリスマスカード及び冊子の送付のため 

 当会本部のクリスマスカード用のメーリングリストの確認のため 

 会合の招待状、関連する情報、資料及び議事録の送付のため 
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 当会本部への Eメール送付のため 

 当会が締結する全ての契約書の履行のため 

 会合の議事録及び資料の送付のため 

 健康診断費用（海外駐在者及び現地従業員）、健康保険費用（海外駐在者）並びにグ

ループ保険費用（現地従業員）の支払いのため 

 現地従業員の給料及びボーナスの支払いのため 

また、ご本人のご同意を事前にいただいた場合、当会は以下の目的でもご本人の個人データを

収集し処理することがあります。 

 現地従業員の採用のため 

当会は、ご本人の明示的なご同意を事前に取得した上で、以下の目的との関係で取得した特別

カテゴリーの個人データについて、処理行為を行うことがあります。 

 海外駐在者及びその家族の労働許可及び自治体の IDの申請及び更新のため 

ご本人には、ご同意をいつでも撤回する権利があります。ただし、ご同意に基づき撤回前にな

された処理の適法性は撤回により影響されません。  

当会では、ご本人の個人データを上記の通り特定された、明確かつ正当な目的のために処理し、

個人データをこれらの目的に適合しない方法でさらに処理することはありません。当会で、当

初ある目的のために収集した個人データをその他の目的の達成のために処理しようとする場合、

当該処理について必ずご本人にお知らせします。当会は、当会の法的義務の遵守、十分なサー

ビスの確実な提供、及び当会の事業活動の維持のために必要な期間、ご本人の個人データを保

存します（GDPR第 5条及び第 25条第 2項）。 

 

3. 使用する個人データの種類 
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当会は、上記目的およびデータ取得時により詳細に説明される目的のために必要な種類の個人

データの処理を行います。 

 現地従業員の採用のため 

– 氏名、住所、生年月日、E メールアドレス（個人用／業務用）、電話番号（個人用

／業務用）、国籍、既婚・未婚の別、子供の人数、基礎的計算能力、運転免許の有

無、所有自動車の有無、喫煙者・非喫煙者の別、言語テストの結果、コンピュータ

スキルテストの結果、学歴、職歴、現在の給与・希望給与 

 海外駐在者及びその家族の労働許可及び自治体の IDの申請及び更新のため 

– パスポート写し（パスポート番号、氏名、国籍、生年月日、性別、本籍地、署名、

住所、旅行歴）、写真（駐在員）、健康診断書（健康データを含む）、卒業証明書、

履歴書、経歴、給料、住宅手当（ベルギー）、社会保障番号 

 当会欧州事務所の従業員（海外駐在者及び現地従業員）の月給及び手当の支払い、並び

に所得税の計算のため 

– 氏名、住所、従業員番号、社会保障番号、既婚・未婚の別、国内番号、扶養者、給

与、所得税額、銀行口座番号 

 レセプションの招待状、クリスマスカード及び冊子の送付のため 

– 役職、氏名、職務、組織名、会社名、部署、住所、Eメールアドレス 

 当会本部のクリスマスカード用のメーリングリストの確認のため 

– 役職、氏名、職務、組織名、会社名、部署、住所、Eメールアドレス 

 会合の招待状、関連する情報、資料及び議事録の送付のため 

– 会社名、氏名、役職（職務）、Eメールアドレス 

 当会本部への Eメール送付のため 

– 氏名、部署、役職（職務）、Eメールアドレス 

 当会が締結する全ての契約書の履行のため 

– 氏名、部署、役職（職務） 
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 会合の議事録及び資料の送付のため 

– 氏名、会社名 

 健康診断費用（海外駐在者及び現地従業員）、健康保険費用（海外駐在者）並びにグ

ループ保険費用（現地従業員）の支払いのため 

– 氏名、健康診断費用、健康保険料、グループ保険料 

 現地従業員の給料及びボーナスの支払いのため 

– 氏名、給与、給与のインデクセーション（物価上昇に合わせた変動）、賞与、社会

保障料、健康保険料 

当会では、ご本人が個人データを当会と共有される場合（ご本人が当該個人データを当会に提

供される際、又は本ウェブサイトに表示されるフォームにご記入の際）には直接的に、又はこ

のような個人データがご本人の電子通信端末装置若しくはインターネットブラウザを通じて当

会に提供される場合は間接的に、ご本人の個人データを取得することができます。当会は、処

理対象の個人データが処理の目的との関係において、関連性を有し必要最小限となるよう徹底

します。 

 

4. 個人データの共有 

当会は、GDPR に従い、ご本人の個人データを当会所属の各社及び第三者と共有することがあ

ります。ご本人のデータをデータ処理者と共有する場合、当会はデータの移転及び処理を対象

とする適切な法的枠組を適切に設けます（第 26条、第 28条及び第 29条）。さらに、ご本人の

データを EEA外の事業体と共有する場合、当会はその移転に適用される適切な法的枠組、特に、

欧州委員会により承認された管理者・管理者間  (2004/915/EC) 及び管理者・処理者間 

(2010/87/EU) の標準契約条項を適切に締結します（GDPR第 44条以下）。 

サービスプロバイダー 

当会では、雇用関連業務サポートサービス、IT関連サポートサービス、デジタルマーケティン

グサービス、広報サービスなど、当会のために各種サービスを提供する企業との間でご本人の

個人データを共有することがあります。 
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法令遵守とセキュリティ 

法律、法的手続、訴訟、ご本人の居住国内外の公的機関・政府当局の要請により、当会がご本

人の個人データを開示する必要が生じる場合があります。また、当会は、国家の安全保障、法

執行その他社会上重要な問題により、開示が必要又は適切であると判断した場合にもご本人の

個人データを開示することがあります。 

当会はこのほか、当会の権利の保護、利用可能な救済措置の実行、当会の取引条件の執行、不

正調査、又は当会の事業やユーザーの保護のために、開示が合理的に必要であると誠実に判断

した場合にも、ご本人の個人データを開示することがあります。 

データの移転 

上記のような開示には、ご本人の個人データを EU 外の次の国に移転することが必要となる場

合があります。 

日本、アメリカ合衆国、台湾、シンガポール 

そのような移転は、IT サポート、ストレージサービス及びデジタルエージェンシー（広告代理

業務）のために行われることがあります。このような移転を実行する場合、当会では移転対象

データを適切なレベルで確実に保護します。特に、欧州委員会決定 2001/497/EC、2004/915/EC

及び 2010/87/EUの定義に従って標準契約条項を締結することにより移転対象データの保護を徹

底します。  

 

5. 当会のデータ処理に関する記録 

当会が管理者又は処理者として行動する場合、いずれも、個人データのすべての処理に関する

記録を GDPRに規定された義務に従って取り扱います（GDPR第 30条）。当会は、GDPRを遵

守し、かつ、GDPR に基づき監督当局に協力するために必要なすべての情報をこの記録に反映

します（GDPR第 31条）。  
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6. セキュリティ対策 

当会がご本人の個人情報を処理する際、無許可・不法な処理、偶発的な喪失や破棄破損に対す

る保護を含む適切なセキュリティを確保します。当会は、上記保護の水準を達成するため、適

切な技術的かつ組織的な対策を講じます（GDPR第 25条第 1項及び第 32条）。 

当会は、法律によってより長期の保存期間が求められ、又は認められる場合を除き、本指針に

定める目的を達成するために必要な期間、ご本人の個人データを保存します。 

 

7. 所管監督当局に対するデータ侵害の通知 

移転、保存その他の処理の対象となる個人データの偶発的・不法な破棄、喪失、改変、無許可

の開示・アクセスにつながるセキュリティ侵害が発生した場合に備え、当会は侵害内容を速や

かに検出し、評価するための制度及び方策を整備しています。評価の結果に応じ、所管のデー

タ保護監督当局に必要な通知を行い、影響を受けるデータ主体（ご本人も含まれる可能性があ

ります。）に連絡します（GDPR第 33条及び第 34条）。 

 

8. ご本人の権利及び自由に高度なリスクをもたらす可能性のある処理 

当会は、ご本人の権利及び自由に高度なリスクをもたらす可能性のあるデータ処理行為を検出

するための制度及び方策を整備しています（GDPR第 35条）。そのようなデータ処理行為が検

出された場合、当会内でそれを評価した上で、当該処理行為を停止し、又はその処理行為が

GDPR に準拠するよう確保するか、当該処理行為を続行するための適切な技術的かつ組織的な

保護措置を整備するよう徹底します。 

疑義がある場合には、当会は所管のデータ保護監督当局に連絡し、その助言及び提案を受けま

す（GDPR第 36条）。 

 



 

 8  

9. ご本人の権利 

ご本人には、当会が収集し処理する個人データについて以下の権利があります。 

– ご本人のデータの処理に関する情報：ご本人には、ご本人に関係する当会のデータ処理

行為に関するすべての重要情報を当会から取得する権利があります（GDPR第 13条及び

第 14条）。 

– 個人データへのアクセス：ご本人には、ご本人に関係する個人データが処理されている

か否かについて当会から確認を受ける権利があり、処理されている場合はその個人デー

タ及び関連する一定の情報にアクセスする権利があります（GDPR第 15条）。 

– 個人データの訂正又は削除：ご本人には、ご本人に関係する不正確な個人データを不当

な遅滞なく訂正させる権利、また不完全な個人データがあればそれを完全なものにする

権利があります（GDPR第 15条）。また、一定の要件を満たす場合は、ご本人に関係す

る個人データを不当な遅滞なく削除させる権利もあります（GDPR第 17条）。 

– 個人データの処理の制限：一定の要件を満たす場合は、ご本人には、個人データの処理

に対する制限を当会から得る権利がある場合があります（GDPR第 18条）。 

– 個人データの処理に対する異議：一定の要件を満たす場合は、ご本人には、ご本人特有

の事情を理由にいつでも、ご本人に関係する個人情報の処理に反対する権利があります

（GDPR第 21条）。 

– 個人データのデータ可搬性：一定の要件を満たす場合は、ご本人には、構造化され、機

械で読み取り可能な一般に利用される形式でご本人の個人データを受領する権利、また

そのデータを当会の妨害なく別の管理者に転送する権利があります（GDPR第 20条）。 

– 自動化された意思決定の対象とならない：一定の要件を満たす場合は、ご本人には、ご

本人の個人データの処理に基づく自動化された意思決定（プロファイリングを含みま

す。）（それがご本人に対し法的又は同様の効力を生じる範囲内で）の対象から除外さ

れる権利があります（GDPR第 22条）。 
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上記の権利をご本人が行使しようとする場合、下記の連絡先をご覧下さい。  

ご本人からのご要請に対する当会の対応にご不満がある場合、又は当会がご本人の個人データ

を処理する方法ついて苦情がある場合、データ保護監督当局に苦情を申し立てることができま

す。 

 

10. お子様について 

当会の事業活動は、成人のご本人を対象としています。したがって当会では、16 歳未満のお子

様の情報をそれと知りながら収集し処理することはありません。当会が 16歳未満又は該当する

法域における同等の最低年令に達しないお子様の情報を収集し処理したことが判明した場合、

その情報を可能な限り早期に消去する対策をとります。16 歳未満のお子様から当会に個人デー

タが提供されたことにお気付きの場合、本方針の末尾に記載する連絡先まで直ちにご連絡下さ

い。 

 

11. 他のサイトへのリンク 

本ウェブサイトは、第三者のウェブサイト又はインターネット上の情報源へのハイパーテキス

トリンクを提示することがあります。当会は、第三者の個人データ保護に関する対策及び内容

を管理しておらず、それらに関して責任を負うことはできません。当該第三者の個人データ保

護に関する方針を注意深くお読みいただき、ご本人の個人データがどのように収集され、処理

されるかをご確認下さい。 

 

12. 本方針の更新 

当会では、本方針を随時改定又は更新することがあります。本方針のあらゆる変更は、本方針

の改訂版を本ウェブサイト経由で掲示すると同時に有効となります。当会が重大と考える変更
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を行う場合、ご本人に対して本ウェブサイトを通じて可能な範囲でお知らせし、場合によって

はご本人のご同意をお願いすることがあります。 

 

連絡先 

本方針に関するご質問又はご請求については、E メール（GDPR@jama-e.be）又はお電話（+32-

2-639-1430）でご連絡下さい。 

 

*    * 
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COOKIEについて  

 cookieとは 

cookie とは、ご本人がウェブサイトを訪問する際にご本人のコンピュータ又は携帯電話に配置

される小さなテキストファイルのことです。cookie は、ウェブサイトが動作するよう、又はよ

り効率的に動作するよう、幅広く使用されています。cookie は、ご本人のデバイスを認識し、

ご本人のサイト訪問に関する情報を記憶するために利用されます（例：ご希望の言語、フォン

トサイズその他の設定）。 

 当会による cookieの使用 

当会では、cookie を使用してご本人個人を追跡したり、特定したりすることはありません。当

会は、ご本人のご要望に従って本ウェブサイトを運営し、本ウェブサイト上のナビゲーション

や機能のご利用を円滑化し、ご本人にシームレスなウェブ体験をご提供するために cookie を使

用します。 

当会では、来訪者が本ウェブサイトにどのようにアクセスし、どのように利用しているかを把

握するため、Googleアナリティクスツールを使用し、トラフィックや使用状況の測定に役立て

ています。cookieを通じて収集した情報は、本ウェブサイトの向上に役立て、本ウェブサイト

を来訪者がどのように利用しているかに関する総合統計をまとめるために使用します。この場

合、Google社がご本人の個人データを本ウェブサイト上の Googleアナリティクスを通じて収集

することにご注意下さい。Google社がどのように Googleアナリティクスを使用するか、またど

のようにしてデータの収集及び処理を行うかについてさらに詳しくは、Googleアナリティクス

のウェブサイトをご覧下さい。  
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 ご本人の cookie設定の管理方法 

多くのブラウザでは、ご本人の cookie 設定をブラウザ設定の変更により管理することが可能で

す。これにより、ご本人のブラウザを次のいずれかに設定することができます。(i) 自動的にす

べての cookieを受け入れる、又は拒否する。(ii) 自動的に当事者（サービス提供者）の cookie及

び／若しくは第三者の cookieを受け入れる、又は拒否する。 (iii) cookieがご本人の端末機器に

配置される前に通知し、ご本人がその cookie を受け入れるか拒否する機会を得られるようにす

る。 

このため、ご本人が当会による cookie の使用に同意され、その後オプトアウトをご希望の場合、

ご本人はいつでもブラウザの設定を通じて、配置された cookie を削除し、ブラウザの設定を変

更してその後の cookie の全部又は一部をブロックすることができます。設定の変更方法につい

ては、お使いのブラウザの「ヘルプ」機能をご覧下さい。又は、以下のリンクから、一般に使

用されるブラウザの cookie設定の管理に関する説明をご覧下さい。 

Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en) 

Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies) 

Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-

preferences?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies) 

Safari (https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=fr_FR) 

さらに、Google アナリティクスがご本人のブラウザ上で使用されることをご希望でない場合は、

次の選択肢があります。 

Google アナリティクスのブラウザアドオンを https://tools.google.com/dlpage/gaoptout からダウン

ロードする 

ネットワーク広告イニシアチブ (Network Advertising Initiative) の消費者オプトアウトシステム 

(http://optout.networkadvertising.org/#!/) を通じてオプトアウトする 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=fr_FR
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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このほか、各種ブラウザ上で上記を行う方法については、包括的な情報を記載する 

www.aboutcookies.org を参考にして下さい。 

さらに、ご本人のデバイス上に配置される広告用 cookie をご本人が管理できるようにするオン

ラインサービスもあります。http://www.youronlinechoices.com/ 

ただし、ご本人が cookie をブロックされると、当会からご本人に本ウェブサイト上のすべての

機能やコンテンツへの完全なアクセスをご提供できなくなるため、ご本人の本ウェブサイト上

の体験がこれにより影響される可能性があります。 

cookieの保存期間は？ 

当会では、cookieに対するご本人のご同意は最長 13ヵ月間有効と考えています。この期間の経

過後、ご本人に再度ご同意いただくようお願いすることになります。 

 

http://www.youronlinechoices.com/

