
                             2020 年 7 月 11 日 

会員および関係各位     

            工業会 日本万引防止システム協会（JEAS）  

              副会長 カメラ画像安全利用推進委員長  

三宅 正光 

 拝啓 皆様には益々ご隆昌のこととお慶び申し上げます。日頃、当工業会の活動にご理

解とご協力をいただき、誠に有難うございます。 

 

聴いて納得！改正個人情報保護法セミナーのご案内 
・・・メイン会場変更のご連絡・・・ 

さて、6 月 5 日（金）本国会にて「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法

律案」が可決成立し、12 日（金）に公布されました。本改正法の施行は一部を除き、公

布後２年以内としており、それに向け円滑な施行へ向け、今後、政省令、ガイドライン

等の整備が行われます。 

JEAS は電子商品監視機器、防犯カメラ（赤外線サーモカメラ含む）の主に運用面を担

当する工業会として、個人情報保護法の正しい理解に努めるために、関連のセミナーを

継続して開催してきました。今回の改正においても、個人情報保護委員会※ご指導をい

ただき、聴いて納得！改正個人情報保護法セミナーを 7 月 17 日（金）に開催します。 

具体的には①改正個人情報保護法の説明、②認定個人情報保護団体の説明についての

セミナーとなります。防犯カメラや顔認証システムや不審動検知の利用にあたっては、

個人情報保護法の理解、プライバシーへの配慮が必須となっております。会員各位には

於かれましては、コンプライアンスやデューディリジェンスの視点からも、ご参加をお

願いするものであります。 

当日はセミナーに先立ち、JEAS で定めた基準に適合するシステム機器及び個人情報の

保護に関する法律等関係法令を遵守し、安心で安全にシステムが運用できる「推奨顔認

証システム」審査に合格したシステムへの認定証の授与を行います。 

ご多忙の中とは存じますが、万障お繰り合わせの上、多数ご参加くださいますよう何

卒宜しくお願い申し上げます。 

敬具 

 尚、参加お申し込みを別添の申込書の FAX またはメール添付にて 7 月 14 日（火）まで

にご連絡くださいますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

                 

 

 
 
 
※ 個人情報保護委員会とは、2016 年に個人情報の有用性に配慮しつつ、その適正な取扱いを 
確保するために、内閣府の外局として設置された内閣総理大臣の所轄に属する合議制の機関で 
す。 
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【全国のサテライト会場に分散して開催】 
新型コロナウイルスの感染拡大への防止のために、メイン会場を東京の神田駿河台の書店会館と

して、大阪府立労働センター、NEC 九州システムセンターをサテライト会場にして、より多くの

会員、関係の皆様が安全に、しかも、各地域で意見交換ができる環境づくりに尽力するつもりで

す。なお、首都圏等の会員は TV 会議 TEAMS での参加となります（7 月 10 日理事会決定）。 
結びに、セミナー開催にご協力いただく万防機構事務局、大阪府防犯設備士協会、関西万引対策

連合会、NEC ソリューションイノベータ九州支社の皆様には、心中より御礼申し上げます。  
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聴いて納得！改正個人情報保護法セミナー概要（7 月 10 日修正） 

 日時 2020 年 7 月 17 日（金）13：30（受付開始 13：00）～16：00 

 会場 諸事情にて、メイン会場を四谷から書店会館に移しました。ご来賓、登壇者

や推奨顔認証システム関係者・報道機関の皆様は書店会館からの参加をお願いしま

す。それ以外の皆様(関東圏)は TV 会議 TEAMS での参加に切り替えていただくようお

願します。 

【TV 会議 TEAMS 参加の各位（主に JEAS 会員）】 

7 月 17 日（金）9:00 頃、四谷会場申込者と全会員向けに TV 会議 TEAMS の最終招待

メールをお送りします。TV 会議 TEAMS 参加の皆様は画像とマイクを切ってご参加く

ださい。 

※会議の運営上、音声や画像を切っていない場合、こちらより接続を切断する場合があります。 

 

   メイン会場・書店会館  

書店会館（万防機構事務所所在地） 

定員 30 名：来賓、登壇者、推奨顔認証関係、報道の皆様  

〒101-0062 東京都千代田区駿河台 1-2 書店会館 3 階 

 

大阪会場 大阪府立労働センター「エル・おおさか」 

      定員 25 名：JEAS 会員、ユーザー様、関係団体の皆様 

〒540-0031 大阪市中央区北浜東 3-14「エル・おおさか」南 101 号室 

 

福岡会場 福岡会場 NEC 九州システムセンター 

      定員 10 名：JEAS 会員、ユーザー様、関係団体の皆様 

〒814-8567 福岡県福岡市早良区百道浜 2-4-1 NEC 九州システムセン 

ター3 階 310 大会議室 

 参加費 無料   

 当日スケジュール 

13:00 各セミナー会場開場 / TEAMS 接続開始 

13:29 会議の注意事項確認（司会 摺田政策・研究委員長） 

13:30 主催者挨拶 カメラ画像安全利用推進委員長 三宅副会長 

13:33 推奨顔認証システム認定証授与式（近江副会長） 

13:35 審査員総評（井上委員）及び認定機器企業コメント（山本理事） 

13:40 ①改正個人情報保護法の説明 （80 分）  

講師：個人情報保護委員会事務局参事官 片岡 秀実 様 

15:00 休憩 

15:15 ②認定個人情報保護団体の説明（30 分） 

         講師：個人情報保護委員会事務局企画官 矢田 晴之 様 

15:45 質疑応答 

15:57 閉会の挨拶（関口カメラ画像安全利用推進委員会 WG 長） 

16:00  終了 アンケート回収 
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聴いて納得！改正個人情報保護法セミナー参加申込書（7 月 10 日変更版）      
◆お申し込み方法 

  7 月 14 日（火）迄に、｢参加申込書｣に必要事項をご記入のうえ、事務局宛メー

ル（infonew@jeas.gr.jp）にて、お申し込み下さい。なお、3 密を避けるために、

書店会館 3 階会場の参加は、ご来賓、万防機構関係者、登壇者、推奨顔認証シス

テム制度関係者、スタッフ、報道関係者だけになります。その他の首都圏の在住

などの会員は TV 会議 TEAMS 参加でお願いします。なお、参加の最終調整は事

務局が行い、7 月 15 日（水）迄に皆様にご連絡いたします。 

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 
会社名又は 

団体名 

 

部 署 名   
 
 
 
 
以下の参加希望の会場

に〇をお願いします。 
 
↓ ↓ 

 
住   所 

〒 

TEL  

FAX  

担当者 E メール  

 
1 
 

役職  書店会館会場 
大阪会場 

福岡会場 
TEAMS 参加 

ﾌﾘｶﾞﾅ  
氏名 

 

 
2 

役職  書店会館会場 
大阪会場 
福岡会場 

TEAMS 参加 

ﾌﾘｶﾞﾅ  

氏名 
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 役職  書店会館会場 
大阪会場 
福岡会場 

TEAMS 参加 

ﾌﾘｶﾞﾅ 
氏名 
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役職  書店会館会場 
大阪会場 

福岡会場 
TEAMS 参加 

ﾌﾘｶﾞﾅ 
氏名 

 

工業会 日本万引防止システム協会事務局行き 

（Email:infonew@jeas.gr.jp） 

【当日、会場参加の皆様へのお願い】 

１．原則、マスク着用でお願いします。 

２．衛生面の配慮より、水・お茶等の飲料は各自ご持参ください 

３．体調不良や寝不足での無理な参加はご遠慮ください。 

４．質問については、7 月 14 日（火）迄に事務局宛メールにてお願いします。 

【TV 会議 TEAMS 参加の皆様へのお願い】 

 7 月 17 日（金）9:00 頃、全会員向けに最終の TV 会議 TEAMS の招待メールをお送し

ます。TV 会議 TEAMS 参加の皆様は画像とマイクを切ってご参加ください。会議の運

営上、音声や画像を切っていない場合、こちらより接続を切断する場合があります。 

以上 


