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バー　㈱フォーバル　㈱ベンチャーアソシエイツ　㈱マイテック　㈱マーストーケンソリューション ㈱リロ･ホールディング他グループ各社　㈱ローソン　㈱角川アスキー総合研究所 ㈱中電シーティーアイ　㈱日立製作所　㈱日立ソリューションズ他グループ各
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全国８００社以上の優良企業の社員が団体で全情協の情報関連の検定を受験しています。

試験実施概要

本年より改正個人情報保護法が一部施行され、私たちは全面施行に向けて対策を講じなければなりません。

また、同時にマイナンバー制度が始まりましたが、個人情報保護法の特別法であるマイナンバー法は、個人情報保護法制のなかでも極めて重要な位置づけとなっています。

ますます個人情報保護士の役割が重要となってくる中、本試験は改正個人情報保護法とマイナンバー法に対応した試験へと一新いたしました。

申込期日：７月２８日（木） まで全国主要都市にて実施

※会場によっては期日前に申込み受付を締切る場合がございますのでご了承ください。

試験日時 ： 平成２８年９月１１日（日） １０：００～１２：４５

※試験を１０名以上同時に申し込まれますと割引価格がご利用いただけます。 ３１名以上同時にお申し込みをされる
　 場合は、当協会までお電話ください。

東京大学・関西大学など全国１９会場で実施
【北海道・東北】

札幌…北海道教育大学

仙台…東北大学（川内キャンパス）

【関東】

２３区内…東京大学（駒場Ⅰキャンパス）

　または 上智大学（四谷キャンパス）

町田…相模女子大学

横浜…神奈川大学（横浜キャンパス）

前橋…前橋工科大学

越谷…文教大学（越谷キャンパス）

千葉…敬愛大学（稲毛キャンパス）

松戸…松戸商工会議所

【中部】

名古屋…愛知大学（名古屋キャンパス）

津…サン・ワーク津

【関西】

大阪…関西大学（千里山キャンパス）

京都…立命館大学（衣笠キャンパス）

神戸…神戸芸術工科大学

【中国・四国】

岡山…専門学校ビーマックス

広島…県立広島大学（広島キャンパス）

【九州・沖縄】

福岡…九州大学（箱崎キャンパス）

沖縄…沖縄大学

※会場は今後変更となる場合がございます。必ずホームページをご確認ください。

お申込みは当協会ホームページまで

http://www.joho-gakushu.or.jp/

個人情報保護士もマイナンバー対応に

本試験の合格者は認定カード、

ロゴが従来のデザインから

マイナンバー対応に一新されます。

本試験と同時申込が可能

マイナンバー対応プラチナカード、ロゴのデザイン

東京・大阪で随時開催

個人情報保護士認定試験 実践対策講習会

ホームページにて申込受付中！

受 験 料 ： １０,０００円（税抜）

※各教室へは必ず試験開始１０分前までに入室してください。試験開始後の入室はできません。

２８年９月１１日（日）
平
成
東京・大阪・名古屋・札幌・福岡他 にて開催

※マイナンバー実務検定２級以上の取得者は免除科目があり、試験時間が異なります。裏面をご覧ください。

他検定試験との比較
個人情報保護実務検定は、 個人情報保護法の

理解および実務において適正な個人情報保護を

実践できる人材を目指す検定です。 マイナンバー

実務検定は、 個人情報保護法の特別法であるマ

イナンバー法について知識を深め、 適正な取り扱

いを行うための検定です。

個人情報保護士認定試験は上記２検定の上位試

験となっており、 個人情報保護法・マイナンバー

法、 情報セキュリティにおいてプロフェッショナル

を目指す試験となっております。

個人情報保護士認定試験

マイナンバー実務検定個人情報保護実務検定

※同日午後開催のマイナンバー実務検定２級と併願が可能です。

社内に一人、あらゆる個人情報保護のプロフェッショナルを
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第

回 個人情報保護士認定試験

個人情報保護法とマイナンバー法に
精通した人材を目指します



個人情報保護士認定試験  ≪概要≫ 過去問題にチャレンジ

合　格　点
試　験　時　間
受　験　料

課題Ⅰ、課題Ⅱ　各課題 80％以上

１０,０００円（税抜）
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第４２回個人情報保護士認定試験　課題Ⅰより抜粋

問題１．「個人情報取扱事業者」に関する以下のアからエまでの記述のうち、誤っているものを１つ選び
なさい。

ア．「個人情報取扱事業者」に当たるためには、個人情報データベース等を事業の用に供しているこ

とが必要である。

イ．地方公共団体は、「個人情報取扱事業者」に当たることがある。

ウ．個人事業主は、「個人情報取扱事業者」に当たることがある。

エ．簡易裁判所は、「個人情報取扱事業者」には当たらない。

第４２回個人情報保護士認定試験　課題Ⅱより抜粋

問題２．以下の従業者の監督に関する文章を読み、誤っているものを１つ選びなさい。

ア．従業者の監督にあたり、情報セキュリティの脅威やそれに付随するさまざまな問題、責任及
び義務に対する従業者の認識を確実なものとなるようにし、通常の業務の中での従業者によ
る誤りのリスクを低減できるようにする。

イ．従業者の監督を怠った結果として個人情報の漏えい事故が起きた場合は、従業者の監督を適
切に実施していたがそれでも事故が起きた場合に比べて、事業者に課せられる罰則や社会的
制裁が重くなる可能性がある。

ウ．個人情報を保護するためには、個人情報を直接取り扱う従業者を監督するだけでは不十分で
あり、個人情報を取り扱う可能性のある従業者も監督対象とすべきである。

エ．従業者の監督に際しては、個人情報が漏えい、紛失、棄損した場合の被害の大小に関わるこ
となく平均的に考慮し、事業の性質及び個人情報の取扱い状況に起因するリスクを鑑みるこ
となく、必要かつ適切な措置を講じる。

解答 【 １－イ ２－エ 】

　弊社の主力商品がオフィス内のネットワーク機器となるため、お客様の規範となるべく、社
員全員が最低限のセキュリティ知識を持ち、お客様にご提案できるようにと考え社内教育を開
始しました。
　当初は社内勉強会やマニュアルの配布などを中心に行っておりましたが、中には研修後に
習ったばかりの内容を質問する社員がいたりと、成果がなかなか見えませんでした。
　その中、資格試験であれば客観的に理解度を判断できると考え、弊社では個人情報保護士な
らびに情報セキュリティ管理士の２つの資格を導入するに至りました。 現在では社員の約半分
がどちらかの資格を取得済みとなり、昨年からは内定者を対象とした入社前受験の推奨もはじ
めました。お客様からは、弊社の社員はよく勉強もしており、安心して任せられるとお褒めい
ただくことも度々あり、反応に満足しております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　情報機器販売　営業

　マイナンバー制度がスタートするということで、今年に入って当社でも総務、人事、経理
部はあれこれミーティングや勉強会などを重ねているようです。私の部署はマイナンバーを
直接扱う部署ではないのですが、この機会に「個人情報全般について見直しをしろ」という
ことで、「個人情報の取扱い」に関する再度の通達が出ました。
　私も入社した頃、7、8 年前に個人情報の扱いについて研修を受けたりはしていましたが、
本当のところ、個人情報保護法という法律を読んだことも有りませんでした。ただ、今後は
マイナンバー制度の運用で、個人情報の取扱いを軽んじることはできないと思い、個人情報
保護士を受けることにしました。勉強のために、酒をちょっと控えましたが、そのお陰で合
格しました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金融関係　営業（３０歳）

受験体験談

一般財団法人

０３－５２７６－００３０

法改正により全ての企業が個人情報取扱事業者となります

※本リーフレットは、当協会ホームページよりPDFにてダウンロード頂くことができます。社内回覧などにご利用下さい。

平成２８年１月より改正個人情報保護法及びマイナンバー法が施行され、情報化社会におけるビジネスの中で必ず押さえておかなければならない
ものとなりました。
改正法では、企業が個人情報を個人が特定できないように加工することで、本人の同意なくビッグデータとして活用することが可能となり、今後は
多くの事業創造が期待されます。
また、適用対象が個人情報の保有数5,000件超の事業者に限定されていたのに対し、改正案施行後は全事業者が個人情報保護法の対象となりまし
た。すべての企業が新たな義務規定や罰則規定が設けられた点や、マイナンバーを含んだ特定個人情報を取扱うなど、より注意が必要となります。
企業として個人情報保護法を正しく理解した人材の確保は、大変重要なものとなります。企業の情報資産を護るために、改正個人情報保護法及び
マイナンバー法を理解した個人情報保護士は極めて重要性が高まったといえます。

参考書籍・アプリ

組織体制の整備

技術的管理の実務知識

物理的管理の実務知識

脅威と脆弱性に対する理解

人的管理の実務知識

個人情報に関連する事件・事故

条文に対する知識と理解

個人情報保護法の歴史

個人情報の定義と分類

各種認定制度

個人情報取扱事業者

★ 条文に対する知識と理解

★ 番号法の背景・概要

免除あり … 120 分通　常 … 150 分

・課題Ⅰ「マイナンバー法の理解」が免除の場合は、120分経過後に終了となります。

・出題項目が変更となる場合がありますので、受験申込時にホームページにてご確認ください。

・出題される条文番号は個人情報保護法、マイナンバー法ともに「平成28年１月1日施行版」のものです。

免　除　科　目 マイナンバー実務検定1級または２級の合格者は★印の科目が
免除されます。

マイナンバー法に関するサンプル問題

問題１．番号法１条には、番号法の目的が規定されている。この番号法の１条に関する以下のアからエま
での記述のうち、誤っているものを１つ選びなさい。

ア．国民が、手続の簡素化による負担の軽減、本人確認の簡易な手段その他の利便性の向上を得ら
れるようにすることが規定されている。

イ．行政分野におけるより公正な給付と負担の確保を図ることが規定されている。

ウ．行政運営における危険性の排除を図ることが規定されている。

エ．個人番号その他の特定個人情報の取扱いが安全かつ適正に行われるよう行政機関個人情報保護
法、独立行政法人等個人情報保護法及び個人情報保護法の特例を定めることが規定されている。

解答 【 ウ 】

マイナンバー実務検定

過去問題 解答 ・ 解説集

Vol.3-1　１級

Vol.3-2　２級

　各 ￥1,800 （税抜）

Vol.3-3　３級

　　　￥1,200 （税抜）

書籍・ビデオ講座の購入に関する

お問い合せはこちらから ０３－５２７６－８８８５
アット・インダス株式会社（情報学習新聞社）

個人情報
保護法の
理解

マイナンバー法の
理解

［改訂５版］

個人情報保護士

認定試験

公式テキスト

￥2,500 （税抜）

個人情報保護士認定試験

対策ビデオ講座

\8,000 （税抜）

理解度テスト付き
\18,000 （税抜）

［新版］

個人情報保護士

認定試験

公式問題集
マイナンバー対応

￥1,800 （税抜）

［ポケットサイズ問題集］

個人情報保護士

認定試験

速攻マスター

￥1,500 （税抜）

上記の書籍 ・ ビデオ講座で個人情報保護法、 マイナンバー法を十分に学習いただけま

すが、 下記の書籍をご覧いただきますとマイナンバー法を中心に学んでいただけます。

速習

マイナンバー法の

理解と対策

￥1,200 （税抜）

速 習

全日本情報学習振興協会主催

マイナンバー法の
理解と対策
水町　雅子 著
弁護士

□　マイナンバー法の条文をわかりやすく解説
□　マイナンバー制度と用語を詳しく解説
□　理解度が確認できる精選問題付き

✓
✓
✓

個人情報保護士のマイナンバー法分野と

マイナンバー実務検定２・３級に対応！

一般財団法人　全日本情報学習振興協会


