
 
 

<引率者説明会①> 

・日時：2018年 11月 2日（金）19：00～   

・会場：あいれふ(福岡市健康づくりサポートセンター)研修室 A 
（福岡市中央区舞鶴 2-5-1） 

 
<引率者説明会②> 

・日程：2018年 11月 10日（土）14：00～ 

・会場：あいれふ(福岡市健康づくりサポートセンター)研修室 A 
（福岡市中央区舞鶴 2-5-1） 

 
      

＜申込方法＞ ホームページよりWeb予約  

※説明会は約 1時間半程度を予定しています。 

※説明会には可能な限りご参加ください。選考の際に考慮させていただく場合がございます。 

 
 

 

 

 

 
 

海外でのホームステイを通して、その国の文化や暮らしを学んでみたい！海外の人たちと交流してみたい！という 

小学 4年生～高校 3年生までの団員約 15名をまとめる引率ボランティアを募集しています。 

事前研修から派遣中、派遣後の報告会まで子供たちをサポートし、一緒に事業を作りあげてみませんか？ 

                            
                          
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年 11月 16日（金）18：00 事務局必着 

 
引率者説明会 
【要予約】 

 

 

過去に団長・副団長として 

派遣された方の体験談や 

現地での様子を映像で 

ご覧いただけます。 

 

 

ブリッジ チャレンジトリップ 2019春 
―異文化＆海外ホームステイ体験プログラム【引率者募集要項】― 

<対象＞ 

・大学生～社会人 
   ※専門学生も可 
 

＜派遣予定期間＞ 

2019年 3月 23日（土） 

～3月 31日（日） 

※派遣先によって異なります。 

応募締切 

派遣先一覧（8 ヶ国予定） 

①②いずれかご希望の  

日程をお選びください。 

韓国   シンガポール     タイ 

スリランカ  トンガ  カンボジア 

マレーシア   アメリカ 

 

（ソウル）       （シンガポール）       （バンコク） 

（コロンボ）    （ヌクアロファ）    （プノンペン） 

（イポー）         （アトランタ） 



 

 

毎年夏にアジア太平洋の国と地域から 11 歳の子供たちを福岡に招聘し国際交流事業を行う APCC が主催する、海外ホームステイ

体験プログラムです。1994 年から始まり、2018 年 3 月までに 3,000 人以上の子供たちをアジア太平洋の国・地域に派遣しました。

参加者は派遣先別に団を結成し、約 3 ヶ月の研修を通して準備を行います。派遣先では異なる文化や風習をホームステイや現地の

子供たちとの交流により体験し、友情を育みながら見聞を広げます。このプロジェクトでは、子供たちが異文化体験にチャレンジし、

「OMOIYARI の心をもった地球市民」へと成長するきっかけを提供し、派遣先への引率は各団約 3 名の大人（大学生以上）のボラ

ンティアスタッフが行います。APCCでは派遣される団員（約 15名:小学 4年生～高校 3年生）の安全・健康管理、出発前後の研

修に携わっていただく引率ボランティア（団長、副団長）を募集しています。 

 

 

 

チャレンジトリップの引率者は例えるならば、ある時は学校の先生、ある時は旅行の添乗員、ある

時はお父さん・お母さんのように、子供たちの成長を助け、見守る人です。また、引率者自身も

現地の人たちとの交流を通し、たくさんの異文化体験の機会が得られます。子供から大人までが

参加する事業だからこそ広がる視野や、他国の文化や宗教を知ることで広がる視野など、その可

能性は無限大です。ぜひ、チャレンジトリップに引率ボランティアとして参加し、引率者・団のリーダ

ーとしての責務を全うしながら、ご自身の経験・成長へと繋げてみませんか？ 

 

 

 
 

(1)  安全を第一として団員を派遣先へ引率すると共に、子供たちのチャレンジを近い立場で支援する。 

(2)  APCC のボランティア登録をし、引率ボランティアとして実行委員会と協力しながら団員の研修や行事の運営に取り組む。 

派  

遣  

前  

後 

2018年12月23日（日） 引率者研修会① 

派  

遣  

期  

間  

中 

○各団 15 名程の子供たちの健康管理、団員の誘導・監督、

事務局預り金の管理、現地窓口とのスケジュール確認、出

国・入国時の諸業務（荷物数の確認、予約の確認、パスポ

ート・航空券の管理など）を引率者で協力して行なう。 

 

○現地にて、APCC窓口やブリッジクラブ（APCC の招聘事業

に参加した過去のこども大使達による同窓会組織）と親睦

を深め、APCC事業への理解と協力をお願いする。 

2019年 1月 13日（日） 引率者研修会② 

2019年 1月 27日（日）      全体研修会 

2019年 2月 10日（日） 国別研修会① 

2019年 2月 16日（土） 
宿泊研修（１泊２日） 

2019年 2月 17日（日） 

2019年 3月 3日（日） 引率者研修会③ 

2019年 3月 10日（日） 結団式 

2019年 4月 7日（日） 国別研修会② 

2019年 4月 14日（日） 報告会 

※その他、研修会前後などに開催されるチャレンジトリップ部会（ミーティング）に参加し、研修や情報の共有を行う。 

 

 
 
 
（1） 事業目的に賛同し、実行委員会と協力して指定された派遣先に渡航し、団員の安全・健康管理や交流の支援を行うと共に、 

国内研修に最後まで責任をもって携わっていただける方 
 
（2） 引率者として、現地の文化や交流に興味を持ち、積極的に参加する意欲のある方 

 
（3） 団員の自主性を引き出し、様々な活動をサポートしてくださる方 

 
（4） 心身ともに健康な満 18歳以上、満 65 歳以下の大学・専門学生以上の方（高校生を除く）団長は満 21 歳以上の社会

人の方 
 

（5） 当団体が行う派遣事前事後のすべての研修に必ず参加できる方（日程は上記参照） 
 

（6） 上記研修以外に適宜開催されるチャレンジトリップ部会に参加できる方（月 1回程度） 
 

（7） 国別研修会などの事前準備（資料作成など）、事後報告集作成に協力できる方 
 

（8） 海外旅行保険にご自身で加入できる方  
 

（9） 英語で日常会話ができる方が望ましい 
 

（10）帰国後、引率者レポートの提出ができる方 
 
（11）その他、当団体の定める規定等を遵守していただける方 
 

ブリッジ チャレンジトリップとは？ 

引率者とは？ 

引率者の主な仕事 

応募条件・応募資格 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
※ホ…団員（子供たち）とホテル滞在、機…機内泊、帰…帰国日 

 
（1） APCC の主旨、事業目的に賛同し、派遣先に関係なく引率していただけるよう、プログラム参加料を設定しております。  
（2） 参加者負担金は事前に一括納入するものとし、原則として返金しません。  
（3） 以下に挙げる経費については個人負担となります。  

・旅券（パスポート）取得に係る費用        ・渡航に際して必要な査証（ビザ）代金（スリランカ・カンボジア・アメリカのみ） 
・海外旅行傷害保険料                   ・APCC ポロシャツ（ユニフォーム 1,500円/1枚） 
・その他 APCC主催の各種研修会場までの交通費等、現地滞在中の個人的な経費  

（4） スリランカ、カンボジア、アメリカに関しては、下記のビザ取得手数料を別途請求させていただきます。     
・スリランカ  ：￥8,345   ・カンボジア：￥6,360   ・アメリカ ： \3,770  

（5） 上記の日程についてはフライトスケジュール、今後の窓口との調整で変更になる場合があります。  
（6） 引率者は基本的に全泊ホテル滞在となります。  
（7） 各国 15名程度の団員（小・中学生、高校生）を派遣する予定です。（最少催行人数 10名）  
（8） 派遣期間中の詳しい日程については参加決定後お知らせします。  
（9） 緊急時の対応などで、早期帰国、または滞在を延期していただく場合がございます。  
（10）当事業(事前・事後研修期間を含む)実施中の災害、病気、事故等、主催者の責に帰さない理由によって生じる参加者の損害等について 

は、主催者(APCC)は責任を負いません。 

 
 
 
 
（1） 派遣先は実行委員会が決定します。個別の希望は伺えませんのでご了承ください。 

ただし、日程の都合上参加が難しい派遣先がある場合は、参加申込用紙にご記入ください。 

（2） 当事業における旅行手配は、株式会社日本旅行、株式会社 JTB、西鉄旅行株式会社、株式会社エイチ・アイ・エス、が行います。 

（渡航先により旅行会社が異なります。）この事業に旅行会社の添乗員は同行いたしません。 

（3） 事業実施の可否は、外務省の危険情報や現地情勢を基に参加者の安全を最優先に実行委員会が決定します。なお、外務省の危険情報

が「レベル 2：不要不急の渡航は止めてください」 以上になった場合は派遣を中止いたします。詳しくは外務省の海外安全ホームページをご

覧下さい。（http://www.anzen.mofa.go.jp/） 

但し、外務省の危険情報が「レベル 1：十分注意してください」以下であっても、下記の場合には、各大使館や現地からの情報を総合的 

に判断し、派遣の実施・中止・継続、及び途中帰国、並びに一部プログラムの変更を決定します。 

・治安の急速な悪化や災害、騒乱、テロ等の緊急事態が発生又は予測される場合 

・「戒厳令」、「非常事態宣言」に類する対策が講じられている場合、及び感染症危険情報が発令されている場合  

・その他、上記に類する参加者の生命・身体・財産に著しい損害を与える可能性がある場合 

※いかなる理由においても派遣中止となった場合、プログラムの延期・振替は実施致しません。 

（4） 感染症の情報は、厚生労働省 検疫所のホームページをご覧下さい。（http://www.forth.go.jp/）ご心配な方は各種予防接種を受

けてから出発されることをお勧めいたします。 
 

（5） 決定後、参加者の都合（怪我、病気を含む）でキャンセルをされる場合はキャンセル料が発生します。 
 

 キャンセル料 

①引率者研修会① （12月 23日） ～全体研修会（1月 27日）の前日まで ￥5,000 

②全体研修会（1月 27日） ～ 宿泊研修（2 月 16 日）の前日まで  プログラム参加料の 50％ 

③宿泊研修（2月 16 日）～ 結団式（3 月 10 日）の前日まで プログラム参加料の 80％ 

④結団式（3 月 10 日）～当日、無連絡不参加 プログラム参加料の 100％ 

派遣予定先・日程 および プログラム参加料（参加者負担金） 

参加にあたっての注意事項 

23 24 25 26 27 28 29 30

土 日 月 火 水 木 金 土

韓国 ● ● ● ● ●
（ソウル） 帰

シンガポール ● ● ● ● ● ●
（シンガポール） 機 帰

タイ ● ● ● ● ● ●
（バンコク） 機 帰

スリランカ ● ● ● ● ● ● ●
（コロンボ） ホ 機 帰

トンガ ● ● ● ● ● ● ●
（ヌクアロファ） 機 ホ 帰

カンボジア ● ● ● ● ● ● ●
（プノンペン） ホ 機 帰

マレーシア ● ● ● ● ● ● ●
（イポー） ホ 機 帰

アメリカ ● ● ● ● ● ● ●
（アトランタ） ホ 機 帰

¥90,000

¥90,000

¥90,000

¥90,000

¥90,000

※ビザ要　/　入国時6ヶ月以上

ビザ不要　/　入国時6ヶ月以上

※ビザ要　/　入国時90日以上

※ビザ要　/　入国時6ヶ月以上

ビザ不要　/　入国時6ヶ月以上

国名
（都市名） ビザ要・不要／必要な旅券残存期間　

ビザ不要　/　入国時6ヶ月以上

ビザ不要　/　帰国時6か月以上

ビザ不要　/　入国時3か月以上

3月
プログラム参加料（ビザ代別途）

¥50,000

¥90,000

¥90,000

http://www.anzen.mofa.go.jp/
http://www.forth.go.jp/）ご心配な方は


（6） 団員・引率者の家族や友人など、引率者・団員以外が派遣国へ同行すること、または現地での合流することは禁止します。 

（7） 研修の中で実行委員会が引率者として現地への派遣が困難だと判断した場合 (例：引率者としての責任感が感じられない、団員・保護者

との信頼関係が築けていない、研修を欠席するなど） は、決定後であっても参加をお断りする場合があります。この場合、既に APCC が負担

した経費の一部または全部を取り消された参加者に負担していただく場合があります。 

 

 
 

 

■締切：2018年 11月 16日（金）18:00 APCC事務局 必着 
※オンライン（又は郵送）にてお申し込みください。メール・FAX等での申し込みは受け付けておりません。 

 
 
 
 
・ APCC ホームページ（http://www.apcc.gr.jp/）より、オンライン申込をしてください（パソコン・スマートフォン）。 

・ オンライン申し込みができない場合に限り、下記設置場所にて申込用紙を入手、必要書類にご記入の上、郵送にて 

お申し込みください。全て記入された必要書類が APCC事務局へ届いた時点で、申込受付とさせていただきます。 

（メール・FAX不可） 

 

【募集要項・申込用紙設置場所】  
APCC事務局、福岡市役所 1F情報プラザ、アクロス福岡 3F こくさいひろば 

 
【郵送の場合】 下記 3点の書類に、必要事項を記入し、APCC事務局へご連絡ください。 

(1）引率者 参加申込用紙     (2）個人情報保護規定同意書     (3）ブリッジチャレンジトリップ 2019 引率者課題 

 
 【注意事項】 
・ 応募フォーム及び書類には、入力漏れや記入漏れなどの不備がないよう、十分ご注意ください。不備があっても APCC から連絡は致しません。 

・ 応募時にいただいた個人情報は、個人情報保護、関連法令及び、APCC 個人情報保護方針、規定に基づき適正に管理・保護し、目的以

外の利用や第三者への情報提供は行いません。 

・ ご応募の際は、NPO法人アジア太平洋こども会議・イン福岡 個人情報保護規定を必ずご確認いただき、同意の上でお申し込みください。 

 
 
 
 
  《主催者》  

〒810-0001 福岡市中央区天神 1-10-1 福岡市役所北別館 5F 

NPO法人アジア太平洋こども会議・イン福岡 
『ブリッジ チャレンジトリップ 2019春 引率者募集』係 
TEL：092-734-7700  E-mail：info@apcc.gr.jp 

 

 

 

選考方法 

○ 書類審査および面接により選考します。 

※書類による一次選考を行います。 

書類選考を通過された方には面接の日程をメールにてご案内いたします。 
 

○ 面接は 12月 8日（土）・12月 9日（日）のいずれかで行います。 
※ブリッジチャレンジトリップ 2019 のWeb申し込みフォーム、もしくは課題用紙に参加可能日をご記入ください。  

○ 面接会場・日時などの詳細は、後日メールにて連絡します。 

○ 選考の際に APCC 参加経験を考慮させていただく場合もあります。 

○ 選考結果に関するお問い合わせには、一切お答えできません。予めご了承ください。 

決定通知 

■2018年 12月中旬 郵送予定 
選考結果(お申込みいただいた方全員)・派遣先(参加決定者のみ)を通知します。 

参加が決まった方には、まずは 12月 23日（日）の引率者研修会に参加していただきます。 

※派遣先、団長・副団長の決定は実行委員会で行いますのでご了承ください。 

 

選考方法・決定 

応募締切 

申し込み方法 

お申し込み（郵送の場合のみ）・お問い合わせ先 

＜申込専用ページ＞ 

mailto:info@apcc.gr.jp


　宿泊研修       

応募にあたり、趣旨・諸規則手続きを遵守し、申込者が本事業に応募することに同意します。

チラシ（銀行） ）その他（

ホームページ チラシ（学校）

）

欠席予定（ ）

チラシ（駅）新聞

　報告会        4/14（日）

4/7（日）

出席

日

FAX

携帯電話

出席

出席

パスポートをお持ちでない方、有効期限が足りない方は、

決定後に各自で 取得・更新をお願いします

職種

1 2 3

1 2 3

 緊急連絡先（応募者が未成年の場合は、保護者の連絡先をご記入ください）

氏名

ない

   1…挨拶程度

   2…日常会話

   3…流暢

出席

出席

         APCC ブリッジ チャレンジトリップ　2019春　【参加申込書】

 参加者情報

フリガナ 性別（どちらかに〇）

氏名

ローマ字
※パスポート表記と同

じ

写真貼付

顔写真 貼付

※上半身・脱帽

サイズ：約4cm×3cm

証明写真でなくても可

現住所 年齢

学校名

勤務先名

生年月日 （西暦） 年 月

〒

2/16(土)～17(日)

ない ある

持っている 持っていない

ある

欠席予定（

  引率者研修会② 1/13（日）

出席　全体研修会   

）

欠席予定（ ）

欠席予定（ ）

出席

1/27（日）

  国別研修会①  2/10（日）

続柄 TEL

PCアドレス

フリガナ

語学レベル

12/23(日・祝）

〒

携帯電話

現住所
上記と異なる場合

【持っている資格など】

【持っている資格など】

英語

　その他

欠席予定（

  引率者研修会③ 3/3（日） 出席

本事業を知ったきっかけを教えてください。

（チェックをつけてください）

応募条件に記載している各種研修の

全日程に参加することが出来ますか？

※欠席予定、もしくは遅刻・

早退の可能性があれば、

その日程と理由を記入してください。

欠席予定（ ）

欠席予定（ ）

欠席予定（ ）

欠席予定（ ）

【保護者同意欄】
※未成年者のみ

最終確認

（チェックをつけてください）

3/10（日）

　国別研修会②     

　結団式         

【参加ができない国名、その理由】
日程の都合上、参加ができない国が

あれば、その国名と理由を記入してくださ

い。

有効なパスポートをお持ちですか？

　引率者研修会① 

男

女

記入漏れ・書類の不備は

ありませんか？

個人情報保護規定同意書に

署名していますか？
課題は書いていますか？

歳　　　　　　　

携帯アドレス

学年

TEL

事業名

出席

APCCの他事業に参加された

経験はありますか？

引率者



応募者氏名

【ブリッジ チャレンジトリップ 2019春】　引率者課題
※注意※1枚目(設問1～5)は全員提出(Web申込の場合は専用ページより画像添付またはPDFにて提出)、

2枚目(設問6～10)はWeb申込時の質問項目と同じ内容となります。郵送申込の方のみご記入してご提出ください。

（設問1）応募動機を教えてください

フリガナ

名姓

（設問4）団員や保護者、また引率者同士で良い関係を築くために、どのような努力をしようと思いますか？

（設問5）自分の強みとそれを引率者としてどのように活かせるかご記入ください。

（設問2）子どもがホームシックにかかったり、上手くコミュニケーションをとれなかった時、どのようなサポートができると思いますか？

（設問3）本プログラムは、子どもたちが現地で様々な事にチャレンジし、事前事後の研修、現地での体験や報告会が子どもたちにとって

「OMOIYARIの心をもった地球市民」となるきっかけとなることを目的としています。その目的を達成する為に、あなたは担当する団をどの

ような団にしたいと考えますか？



参加できない

参加できる 参加できない

12/9（日）午前

12/9（日）午後

参加できる

参加できる

参加できる

（1）応募に関して、何か不安な点・心配なことがあればご記入ください。

（設問10）面接日程について

下記の日程で選考面接を実施します。面接に参加できる・できない、いずれかにチェックをつけてください。

12/8（土）午前

12/8（土）午後

参加できない

参加できない

（設問9）その他、確認事項について

（3）健康状態について、気になることがありますか？（例：アレルギーがある、乗り物酔いしやすい、など）

はい いいえ

はい いいえ

（2-4）症状について、何か不安な点があればご記入ください。

はい いいえ

（2-3）引率者として参加するにあたり、医師の許可を取っていますか？

（2-2）現在、治療中ですか？

（2-1）病名、服用薬を教えてください（例：ぜんそく、テオドール錠50㎎、1日2回/1錠、朝・晩）

（7-1）具体的な内容を記入してください

（設問8）健康状態等について

活動中、万が一の事態に備えてAPCCが適切に対処する為にお伺いするものです。あてはまるものに記入をお願いします。

※健康面等で不安のある方は、必ず、APCC事務局に直接ご相談ください。

（2）海外滞在の経験がありますか？ 

はい（2-1～2-4へ） いいえ（3）

（6-1）具体的な内容を記入してください

（設問7）海外滞在の経験がありますか？ 

はい（設問6-1へ） いいえ（設問7へ）

（設問6）日常的に小学生・中学生・高校生と接する機会はありますか？ 

はい（設問6-1へ） いいえ（設問7へ）



NPO アジア太平洋こども会議・イン福岡 

個人情報保護方針・規定 
 

個人情報保護方針（プライバシーポリシー） 
 
NPO アジア太平洋こども会議・イン福岡は、グローバルかつ高度にデジタル化された情報社会における個人情報の保護と活用の重要性を認識し、業務上取り扱うすべての個人情報について、関係法令
およびその他の規範を遵守いたします。その上で、個人情報保護に関して自主規定の策定ならびに運用・管理を行い、全職員および関係者に周知徹底し、継続的に維持改善してまいります。 
 
１ 弊団体は個人情報を適切な方法で取得し、不正な収集は行いません。 
２ 弊団体は個人情報の利用目的を明確にし、その目的の達成に必要な範囲内でこれを取り扱います。 
３ 弊団体は保有する個人情報を利用目的に必要な範囲内で正確かつ最新の内容に保つよう努めます。 
４ 弊団体は個人情報の取り扱いに際して、情報主体(本人)が適切に関与し得るよう配慮します。 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 

個人情報保護規定 ＜具体的な取り扱い方針＞ 
 
１. 基本的な考え方： 
 NPO アジア太平洋こども会議・イン福岡（以下、APCC）では、ホストファミリー、ボランティア等、事業参加者・関係者の属性把握や連絡先把握等のため、必要な範囲の個人情報を収集させてい

ただきます。個人情報は弊団体にとって最も重要なものであり、個人情報を保護するために、以下の規定を掲げ、細心の注意を払ってまいります。 
 
２. 個人情報の定義： 
 個人情報とは、氏名、生年月日、住所等、特定の個人を識別することができる情報、個人と結びついて使用される電話番号、メールアドレス等の情報、および個人の嗜好、家族構成等、個人に関す

る属性情報であると考えます。 
 APCC では主に以下のような方法で個人情報を収集します。 
   ・事業参加者または関係者 が所定フォーム（紙またはオンライン上の申込書、登録フォーム等）に記載あるいは入力し APCC に提供するもの                                              
   ・APCC に送られてきた手紙、ファックス、電子メール等の情報 
   ・APCC による取材、撮影、記録等の活動 
 
３. 個人情報収集の目的： 
 APCC では以下の目的のために個人情報を収集します。  
   ・ホームステイ、キャンプ、学校登校等の招聘事業、海外への派遣事業、ウィングキッズプログラム等の育成事業、ブリッジ事業、チャリティゴルフ会等寄付・支援金等を募る事業等の APCC 事業

において各事業を実施するため 
   ・ホームステイ、キャンプ等の招聘事業、派遣事業、育成事業、ブリッジ事業、寄付・支援金収集事業等 APCC 事業への事業参加者の属性を把握し、APCC からの連絡を行うため、あるいは所属す

るグループ間で連絡を取り合うため 
   ・招聘事業、派遣事業、育成事業、ブリッジ事業等の APCC 事業のホストファミリー/海外参加者については、呼応する海外参加者/ホストファミリーおよびホストスクールに受け入れ先の情報とし

て提供するため 
   ・招聘事業、派遣事業、育成事業、ブリッジ事業の事業参加者については、旅行手配や保険加入手続き等を行うため 
   ・招聘事業、派遣事業、育成事業、ブリッジ事業、寄付・支援金収集事業等の APCC 事業に運営スタッフとして関わるボランティアの属性を把握し、APCC からの連絡を行うため、あるいは所属す

るグループ間で連絡を取り合うため 
   ・招聘事業、派遣事業、育成事業、ブリッジ事業、寄付・支援金収集事業等の APCC 事業を広く対外に周知・発信するための紙媒体あるいはウェブ媒体等を制作するため、ならびにそれらを通じた

広報活動に使用するため 
   ・APCC 役員会等の運営や、各役員に対する APCC からの連絡を行うため 
   ・情報登録者の興味、関心等にあわせて、APCC または事業協力者その他支援者等から、行事案内、人材公募情報等の情報提供を行うため 
   ・情報登録者の属性、嗜好等、個人が特定できない情報をマーケティングデータとして調査・分析・統計化し資料作成や公開を行うため                  
 
４. 収集する個人情報の範囲： 
 APCC では個人情報を取り扱うにあたって、その利用目的を上記のとおり特定するとともに、必要に応じてさらに特定し、収集する情報の範囲も必要のあるものだけに限定します。APCC では、適

正に個人情報を取得し、偽りその他不正の手段により取得することはありません。 
 
５. 個人情報利用の制限について： 
 APCC では、事前にご本人の同意を得ず、利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱うことはありません。ただし、次の場合はこの限りではありません。 
   ・ 法令に基づく場合。国の機関もしくは地方公共団体また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。ただし、ご本人の同意を得ることにより当該

事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるときのみ。  
   ・ 身体・財産・権利の保護のために必要であり、かつ、緊急を要し、期限までにご本人の同意を得ることが困難であると判断した場合。  
   ・ 親権者または法定代理人が存在し、親権者または法定代理人が同意している場合、または同意を得る必要がない場合。  
   ・ ご本人を確認する手段が存在しないと判断した場合。  
 
６. 管理について 
 APCC は、個人情報の漏洩、滅失、破損等の防止のために管理のルールを定め、適切な管理を行うとともに保有する個人情報の保護に努めます。また、職員に対しても個人情報の適切な取り扱い等

について教育を行い、その保護に万全を期するように努めます。 
 
７. 第三者への提供について 
 APCC は、以下の場合を除き、個人情報を第三者に提供しません。 

（１）あらかじめご本人の同意をいただいている場合 
（２）利用目的達成のため、APCC が適切な監督を行う業務委託先等に提供する場合 
（３）第三者への提供を目的として個人情報を取得しており、かつその目的、提供されるデータ項目、提供手段、停止要求の申し出先を通知あるいは容易に知りえる状態においてある場合 
（４）人の生命、身体または財産の保護に必要な場合でご本人の同意を得ることが困難な場合 
（５）司法機関、行政機関等から法令に基づき提供を命じられた場合 
（６）親権者または法定代理人が存在し、親権者または法定代理人が同意している場合、または同意を得る必要がない場合。  

 
８. 外国への第三者提供  

APCC は、招聘事業、派遣事業、育成事業、ブリッジ事業の事業参加者についての個人情報を外国へ第三者提供する場合には、次の場合の除き、ご本人に同意をいただきます。 
（１）利用目的達成のため、APCC が適切な監督を行う業務委託先等に提供する場合 
（２）人の生命、身体または財産の保護に必要な場合でご本人の同意を得ることが困難な場合 
（３）司法機関、行政機関等から法令に基づき提供を命じられた場合 
（４）親権者または法定代理人が存在し、親権者または法定代理人が同意している場合、または同意を得る必要がない場合。  

 
９. 要配慮個人情報  

APCC は、招聘事業、派遣事業、育成事業、ブリッジ事業の事業参加者についての個人情報のうち、ご本人の人種、信条、病歴を取得し、または第三者提供する場合には、次の場合の除き、ご本人
に同意をいただきます。 
（１）利用目的達成のため、APCC が適切な監督を行う業務委託先等に提供する場合 
（２）人の生命、身体または財産の保護に必要な場合でご本人の同意を得ることが困難な場合 
（３）司法機関、行政機関等から法令に基づき提供を命じられた場合 
（４）親権者または法定代理人が存在し、親権者または法定代理人が同意している場合、または同意を得る必要がない場合。 

 
１０. 個人情報の開示等のお問い合わせと手続きについて 

（１）ご本人または代理人の方が個人情報の照会、変更、利用停止等を希望される場合の手続きおよび連絡は、APCC 事務局までお願いします。 
（２）お問い合わせの際に、ご本人またはご本人の正当な代理人であるか確認を求める場合がございますのでご協力をお願いします。 
（３）個人情報の開示等の手続をご希望される場合には、１件あたり 1,080 円の手数料が必要となりますので、予めご了承ください。 
（４）以下の事項に該当する場合、ご要望に応じられない場合がありますのであらかじめご了承下さい。 

① ご本人または正当な代理人との確認ができない場合 
② 弊団体が保有する個人データを開示することによって、ご本人または第三者の生命・財産・身体その他の権利利益を害する恐れがある場合 
③ APCC が保有する個人データを開示することによって、弊団体の業務の適切な実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合 
④ APCC が保有する個人データを開示することによって、他の法令に違反することになる場合 
⑤ APCC の保有個人データに関して利用停止等のご請求をされた場合に、利用停止等を行うことが困難な場合であって、かつ代替手段によりご本人の権利利益を保護しうる場合 

 
連絡先： NPO アジア太平洋こども会議・イン福岡 
      住所： 〒810-0001 福岡市中央区天神 1-10-1 福岡市役所北別館 5 階  TEL: 092-734-7700  FAX: 092-734-7711 E-mail: office@apcc.gr.jp 

 
１１. 改訂について： 

APCC は、利用目的の変更、安全性の向上、また関連法令および規範の改訂に応じて、本「個人情報保護規定」を改訂する場合がございます。関係される皆様におかれましては、弊団体ウェブサイ
ト等にて定期的にご確認いただきますようお願い致します。 

                                                                              （2017年5月現在） 

 

本規定の内容に同意の上、アジア太平洋こども会議・イン福岡（APCC）ブリッジ チャレンジトリップ 2019に応募いたします。 

 

 西暦   年    月   日   

      

 参加者氏名(自筆)：               保護者氏名（自筆/参加者が未成年の場合のみ）：              ○印  


