
レファレンス事例   愛知県産業労働センターあいち労働総合支援フロア産業労働情報コーナー

質問 企業ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）規程が見たい。

該当資料

-図書-

・『Ｑ＆Ａ＋書式で解説 職場のトラブル防止１００―マイナンバー、ストレス
チェック、無期転換など最新の改正についても対応済み！― 労政時報選書』 /
山田亨著 ；労務行政 , 2015　※SNS私的利用ガイドライン書式例

・『詳解個人情報保護法と企業法務―収集・取得・利用から管理・開示までの
実践的対応策― 第６版』 / 菅原貴与志著 ；民事法研究会 , 2015　※個人情
報保護マニュアル(従業員用)の記載例

・『法務リスク・コンプライアンスリスク管理実務マニュアル―基礎から緊急
対応までの実務と書式―』 / 阿部・井窪・片山法律事務所編 ；民事法研究会
, 2015　※営業秘密管理規程

・『労務コンプライアンスのための就業規則Ｑ＆Ａ』 / 南波卓ほか著 ；新日
本法規出版 , 2009　※機密保持義務規程の文例に情報漏えいに関する記述あ
り。

・『判例にみる労務トラブル解決のための方法・文例 第２版』 / 岩出誠編著
；中央経済社 , 2011　※個人情報保護に関する誓約書の文例に情報漏えいに関
する記述あり。

-雑誌記事-

・「就業規則/従業員のSNS利用に関する規定の作り方(相談室) 」(下田直人)
ビジネスガイド 777号 2013.12 日本法令 p105

・「「SNS問題」に関する実務対策と規定・研修の見直し―実効性の乏しい対策
では意味がない!―」(高仲幸雄) ビジネスガイド 792号 2014.09 日本法令
p46-

・「社内規定/ソーシャルメディアサービス利用に関する規定(相談室) 」(上田
正裕) ビジネスガイド 758号 2012.12  日本法令 p97

・「（特集）解説 人事諸規程の改定・変更手順と法的留意点―図解で論点を整
理する!―7.別規程をつくりたいとき―SNS関連規程を例に―」(
高仲幸雄) 労務事情 1278号 2012.12 産労総合研究所 p5-

・「社員をソーシャルメディアのリスクから守る六つのポイント(特集 情報セ
キュリティとソーシャルメディアリスクマネジメント) 」(
岡村健右) 総務 618号 2013.08 ウィズワークス p22-

・「特集 1 企業のSNSトラブル対応の実務」(倉重公太朗) 労政時報 3863号
20140314  労務行政 p20-

・「「ソーシャルメディア」に関する社内規程を整備しよう―適切なルールが
必要― 」(佐佐木由美子) 企業実務 720号 201304 p75-

・「SNS対策/トラブル急増で求められるリスク対策とは!?―従業員のソーシャ
ルメディア不適切利用対策に役立つ社内規程例と企業の対応―」(田村裕一郎)
ビジネスガイド 760号 201302 日本法令 p56-

-----ＢＹＯＤ(個人デバイスを業務利用すること)関連----

-雑誌記事-

・「特集関連規程/柔軟な働き方を実現する在宅勤務規程・BYOD規程（特集 ICT
ツールを活用した働き方改革)」(毎熊典子) 人事実務 1143号
2014.12  産労総合研究所 p30-

・「最近増えている「BYOD」で企業が講じておくべき措置とは!? 従業員に私物
スマートフォン等を業務上利用させる場合の留意点と書式等の整備の仕方」
岩﨑仁弥  )  ビジネスガイド 769号 2013.07  日本法令 p52-

・「BYOD導入の際の社内ルール作成のポイント（総務マニュアル）」 総務 630
号 2014.08  ウィズワークス p64-

・「BYODのルールづくり、セキュリティ対策事例―先行事例から安全な導入・
運用のポイントを探る―(特集 2 企業におけるBYODの導入・運用のポイント)
」(鍋田周一) 労政時報 3849号 20130712   労務行政 p54-
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内容

 
 当コーナーOPAC（URL:http://sv2.opac.jp/paop/cgi-
bin/index.cgi?LibId=059td4q）で「ＳＮＳ」、「ソーシャル」のキーワードか
ら上記雑誌記事を提供した。また、提供した記事内容から、BYOD(個人デバイス
を業務利用すること)というキーワードを得て、BYOD関係の規程併せて提供し
た。

  図書では、就業規則、個人情報保護、企業コンプライアンスなどの分類か
ら、タイトルと目次をたよりに、上記図書を選んだ。

　


