公益財団法人

福井県健康管理協会 個人情報保護取扱規程

（目 的）
第１ 条 この 要綱 は、公益 財団 法人

福 井県 健康 管理 協会（以 下「 当協 会」とい う。）に おけ

る個 人情 報の 取 扱い に関 する 基 本的 事項 を 定め るこ とに よ り、 当協 会の 事 務お よび 事業 の
適正 かつ 円滑 な運 営を 図る こと を目 的と する 。
（定 義）
第２ 条

この 規程 にお いて 「個 人情 報」 とは 、個 人に 関す る 情報 （事 業を 営む 個人 の当 該事

業に 関す る情 報お よび 法人 その 他の 団体 に関 する 情報 に含 ま れる 当該 法人 その 他の 団体 の
役員 に関 する 情報 を除 く。）で あっ て 、特 定の 個人 を識 別す るこ とが でき るも の（ 他 の情 報
と照 合す るこ とに より 、特 定の 個人 を識 別す るこ とが でき るこ とと なる もの を 含 む。）をい
う。
２

この 規程 にお いて「管 理 文書 」と は 、当 協会 の役 員ま たは 職員（ 以下「職 員 等」とい う。）
が職 務上 作成 し、 また は取 得し た文 書、 図画 およ び電 磁的 記 録（ 電子 的方 式、 磁気 的方 式
その他人の 知覚によ っては 認識する ことがで きない方 式で作 られた記 録をい う。以下 同
じ。）で あっ て 、当 協会 が管 理し てい るも のを いう 。ただ し、次 の各 号に 掲げ るも のを 除く 。
一

６か 月以 内に 消去 する こと とな る記 録情 報の みを 記録 す るも の

二

資料 その 他の 物品 もし くは 金銭 の送 付ま たは 業務 上必 要 な連 絡の ため に利 用す る記 録
情報 を記 録し たも ので あっ て、 送付 また は連 絡の 相手 方 の氏 名、 住所 その 他の 送付 また
は連 絡に 必要 な事 項の みを 記録 した もの

三

官報 、公 報、 白書 、新 聞、 雑誌 、書 籍そ の他 の不 特定 の もの に販 売す るこ とを 目的 と
して 発行 され るも の

３

この 規程 にお いて 「本 人」 とは 、個 人情 報か ら識 別さ れ 、ま たは 識別 され 得る 個人 をい
う。

４

この 規程 にお いて 「個 人情 報管 理責 任者 」と は、 事務 局 長の 職に ある 者で あっ て、 個人
情報 保護 のた めの 業務 につ いて 、統 括的 責任 と権 限を 有す る もの をい う。

５

この 規程 にお いて 「個 人情 報管 理者 」と は、 個人 情報 管 理責 任者 によ って 指定 され た者
であ って 、所 属の 個人 情報 保護 のた めの 業務 につ いて 、統 括 的責 任と 権限 を有 する もの を
いう 。

（収 集の 制限 ）
第３ 条

個人 情報 を収 集す ると きは 、あ らか じめ 個人 情報 を 取り 扱う 事務 また は事 業の 目的

を明 確に し、 当該 目的 を達 成す るた めに 必要 な範 囲内 で、 適 正な 方法 によ り収 集す るも の
とす る。
２

個人 情報 を収 集す ると きは 、本 人か ら収 集す るも のと す る。 ただ し、 次の いず れか に該
当す ると きは 、こ の限 りで ない 。
一

本人 の同 意が ある とき 。

二

出版 、報 道そ の他 これ らに 類す る行 為に より 公に され て いる とき 。

三

国ま たは 地方 公共 団体 から 収集 する 場合 で、 業務 上や む を得 ない と認 めら れる とき 。

四

前各 号に 掲げ る場 合の ほか 、本 人以 外の 者か ら収 集す る 場合 で、 業務 上や むを 得な い
と認 めら れる とき 。

（利 用お よび 提供 の制 限）
第４ 条

当協 会は 、個 人情 報を 取り 扱う 事務 また は事 業の 目 的以 外の 目的 のた めに 個人 情報

を自 ら利 用し 、ま たは 当協 会以 外の もの に提 供し ない もの と する 。
２

前項 の規 定に かか わら ず、 当協 会は 、次 の各 号の いず れ かに 該当 する と認 める とき は、
個人 情報 を取 り扱 う事 務ま た は 事業 の目 的以 外の 目的 のた め に個 人情 報を 自ら 利用 し、 ま
たは 当協 会以 外の もの に提 供す るこ とが でき るも のと する 。
一

本人 の同 意が ある とき 、ま たは 本人 に提 供す ると き。

二

法令 等に 基づ くと き。

三

出版 、報 道そ の他 これ らに 類す る行 為に より 公に され て いる とき 。

四

当協 会内 で利 用す る場 合ま たは 地方 公共 団体 に提 供す る 場合 で、 業務 上必 要な 限度 に
おい て使 用し 、か つ、 使用 する こと に正 当な 理由 があ ると 認 めら れる とき 。

３

五

学術 研究 の目 的の ため に提 供す ると き。

六

前各 号に 掲げ る場 合の ほか 、公 益上 の必 要そ の他 正当 な理 由が ある と認 めら れる とき。
当協 会は 、前 項の 規定 によ り個 人情 報を 自ら 利用 し、 ま たは 当協 会以 外の もの に提 供す

ると きは 、個 人の 権利 利益 を不 当に 侵害 する こと のな いよ う 努め るも のと する 。
４

当協 会は 、当 協会 以外 のも のに 個人 情報 を提 供す る場 合 にお いて 、必 要が ある と認 める
とき は、 提供 を受 ける もの に対 して 、当 該個 人情 報の 使用 目 的も しく は使 用方 法の 制限 そ
の他 必要 な制 限を 付し 、ま たは 個人 情報 の保 護の ため に必 要 な措 置を 講ず るこ とを 求め る
もの とす る。

（電 子計 算機 等の 結合 によ る提 供の 制限 ）
第５ 条 当 協会 は 、 通信 回 線 を用 い た 電 子計 算 機 その 他 の 情報 機 器 の 結合 （ 当 協会 以 外 のも
のが 当協 会の 保有 する 個人 情報 を随 時入 手し 得る 状態 にす る もの に限 る。）によ り、個 人情
報を 当 協会 以 外の も のに 提 供し な いも の とす る 。た だ し、 法 令 等に 基 づく と き 、ま た は公
益上 の 必要 が あり 、 かつ 、 個人 の 権利 利 益を 不 当に 侵 害す る お それ が ない と 認 めら れ ると
きは 、こ の限 りで ない 。
２

前項 ただ し書 の場 合に おい て使 用す る電 子計 算機 その 他 の情 報機 器は 、 当 協会 内に 設置
する 情報 通信 網に 接続 され てい る電 子計 算機 その 他の 情報 機 器以 外の もの であ って 、個 人
情報 管理 責任 者が 適当 と認 めた もの に限 るも のと する 。

（適 正管 理）
第６ 条 当 協会 は 、 その 保 有 する 個 人 情 報の 漏 え い、 滅 失 およ び 毀 損 の防 止 そ の他 の 個 人情
報の 適切 な管 理の ため に必 要な 措置 を講 ずる よう 努め るも の とす る。
２

当協 会は、個人 情報 を取 り 扱う 事務 また は事 業の 目的 を達 成す るた めに 必要 な範 囲内 で、
その 保有 する 個人 情報 を正 確か つ最 新な もの に保 つよ う努 め るも のと する 。

３

当協 会は 、保 有す る必 要が なく なっ た個 人情 報を 含む 管 理文 書に つい ては 、確 実に かつ

すみ やか に廃 棄し 、ま たは 消去 する もの とす る。
（職 員等 の義 務）
第７ 条

当協 会の 職員 等ま たは 職員 等で あっ た者 は、 職務 上 知り 得た 個人 情報 をみ だり に他

人に 知ら せ、ま たは 不当 な目 的に 使用 して はな らな い。そ の 職を 退い た後 も、同 様と する 。
（委 託に 伴う 措置 等）
第８ 条

個人 情報 を取 り扱 う事 務ま たは 事業 の全 部ま たは 一 部を 当協 会以 外の もの に委 託す

ると きは 、職 員は 、個 人情 報管 理者 と協 議し 、許 可を 受け な けれ ばな らな い。
２

職員 は、 前項 の規 定に より 委託 する とき は、 当該 委託 に 係る 契約 にお いて 、委 託を 受け
たも のが 個人 情報 の保 護の ため に講 ずる べき 措置 を明 記す る もの とす る。

（個 人情 報の 開示 ）
第９ 条

当協 会 は 、本 人 か ら、 当 協 会 の個 人 情 報を 取 り 扱う 事 務 ま た は 事 業 （当 協 会 の職

員等 また は職 員等 であ った 者に 係る 人事 、給 与、福利 厚生 等 に関 する 事務 を除 く 。）に 係る
管理 文書 に記 載 され てい る自 己 を本 人と す る個 人情 報の 開 示申 出が あっ た とき は、 本人 に
対し 、個 人情 報を 開示 する もの とす る。
２

未成 年者 また は成 年被 後見 人の 法定 代理 人は 、当 該未 成 年者 また は成 年被 後見 人に 代わ
って 開示 申出 をす るこ とが でき るも のと する 。た だし 、本 人 が反 対の 意思 を表 示し たと き
は、 この 限り でな い。

３

本人 が開 示申 出す るこ とが でき ない やむ を得 ない 理由 が ある と認 めら れる 場合 には、 法
定代 理人 また は法 定代 理人 以外 の代 理人 に よっ て開 示申 出を する こと がで きる もの とす る。

（開 示申 出の 方法 ）
第１ ０条

開 示申 出は 、当 協会 に対 して 、次 に掲 げる 事項 を 記載 した 書面 （以 下「 個人 情報

開示 申出 書」 とい う。） を提 出 する もの とす る。
一

開示 申出 をす る者 の氏 名お よび 住所 また は居 所（ 法人 に あっ ては 、名 称お よび 代表 者
の氏 名な らび に主 たる 事務 所の 所在 地）

二

代理人 が開示申 出をす る場合に あっては 、本人の 氏名お よび住所 ならび に本人が 開
示申 出を する こと がで きな いや むを 得な い理 由

三
２

管理 文書 の名 称そ の他 の開 示申 出に 係る 個人 情報 を特 定 する ため に必 要な 事項
当協 会は 、開 示申 出を しよ うと する 者に 対し て、 自己 が 当該 開示 申出 に係 る個 人情 報の

本人 また はそ の代 理人 であ るこ とを 証明 する ため に必 要な 書 類を 提出 し、 また は提 示を 求
める もの とす る。
（開 示申 出に 対す る決 定等 ）
第１ １条

当 協会 は、 開示 申出 に係 る個 人情 報の 全部 また は 一部 を開 示す ると きは 、そ の旨

の決 定を し、 開示 申出 者に 対し 、そ の旨 およ び必 要な 事項 を 書面 によ り通 知す るも のと す
る。
（開 示の 実施 ）
第１ ２条

個 人情 報の 開示 は、 前条 の規 定に よる 通知 によ り 当協 会が 指定 する 日時 およ び場

所に おい て行 うも のと する 。
２

個人 情報 の開 示は 、当 該個 人情 報が 、文 書ま たは 図面 に 記録 され てい ると きは 閲覧 （当
該文 書ま たは 図面 の保 存に 支障 を生 ずる おそ れの ある もの を 除く。）ま たは 写し の交 付に よ
り、 電磁 的記 録に 記録 され てい ると きは 別に 定め る方 法に よ り行 うも のと する 。

（開 示申 出等 の特 例）
第１ ３条

個 人情 報に つい て、 本人 が開 示申 出を しよ うと す ると きは 、第 ９条 の規 定に かか

わら ず、 口頭 によ りす るこ とが でき るも のと する 。
２

当協 会は 、前 項の 規定 によ り口 頭に よる 開示 申出 をし よ う と する 者に 対し 、自 己が 当該
開示 申出 に係 る個 人情 報の 本人 であ るこ とを 証明 する ため の 必要 な書 類（ 運転 免許 証、 旅
券等 ）の 提示 を求 める もの とす る。

３

当協 会は 、第 １項 の規 定に より 口頭 によ る開 示申 出が あ った とき は、 直ち に開 示す るも
のと する 。

（手 数料 ）
第１ ４条

個 人情 報の 開示 を受 けた 者は 、１ 枚（ Ａ４ 版片 面 ）に つき ５０ 円を 納付 しな けれ

ばな らな い。
（個 人情 報の 訂正 の申 出が でき る者 ）
第１ ５条

何 人も 、個 人情 報の 開示 を受 けた 自己 を本 人と す る個 人情 報に 事実 の誤 りが ある

と認 める きは 、そ の訂 正（ 追加 およ び削 除を 含む 。以 下同 じ。）の 申出 （以 下「 訂正 申出」
とい う。） をす るこ とが でき る 。
２

第８ 条第 ２項 およ び第 ３項 の規 定は 、訂 正申 出に つい て 準用 する 。

（個 人情 報の 訂正 申出 の方 法）
第１ ６条

訂 正申 出は 、申 出人 の氏 名、 住所 、訂 正を 求め る 内容 、訂 正を 求め る内 容が 合致

する こと を証 明す る書 類そ の他 必要 事項 を記 載し た書 面を 提 出す るも のと する 。
２

第９ 条第 ２項 の規 定は 、訂 正申 出に つい て準 用す る。

（個 人情 報の 訂正 等）
第１ ７条

当 協会 は、 訂正 申出 があ った とき は、 訂正 申出 に 係る 個人 情報 につ いて 当協 会に

訂正 の権 限が ない とき その 他訂 正を しな いこ とに つき 正当 な 理由 があ ると きを 除き 、当 該
個人 情報 の訂 正を する もの とす る。
２

前項 の規 定に より 、訂 正申 出に 係る 個人 情報 の全 部ま た は一 部の 訂正 をす ると きは 、そ
の旨 の決 定を し、 当該 個人 情報 の全 部ま たは 一部 の訂 正を し た上 、訂 正申 出を した 者に 対
し、 その 旨を 書面 によ り通 知す るも のと する 。

３

第１ 項の 規定 によ り、 訂正 申出 にか かる 個人 情報 の全 部 の訂 正を しな いと きは 、訂 正を
しな い旨 の決 定を し、訂 正申 出 をし た者 に対 し、そ の旨 を書 面 によ り通 知す るも のと する 。

（是 正の 申出 がで きる 者）
第１ ８条

何 人も 、当 協会 が行 う自 己を 本人 とす る個 人情 報 の取 扱い が第 ３条 から 第６ 条ま

でお よび 第８ 条の 規定 に違 反し てい ると 認め ると きは 、 当 協 会に 対し 、そ の取 扱い の是 正
の申 出（ 以下 「是 正申 出」 とい う。）を する こと がで きる 。

２

第９ 条第 ２項 およ び第 ３項 の規 定は 、是 正申 出に つい て 準用 する 。

（是 正申 出の 方法 ）
第１ ９条

是 正申 出は 、申 出人 の氏 名、 住所 、是 正を 求め る 理由 およ び内 容そ の他 必要 事項

を記 載し た書 面を 提出 する もの とす る。
２

第９ 条第 ２項 の規 定は 、是 正申 出に つい て準 用す る。

（是 正申 出に 対す る措 置）
第２ ０条

当 協会 は、 是正 申出 があ った とき は、 すみ やか に 必要 な調 査を 行い 、当 該是 正申

出に 対す る処 理を 行い 、そ の内 容を 是正 申出 をし た者 に対 し 、書 面に より 通知 する もの と
する 。
（そ の他 ）
第２ １条

附

こ の規 程に 定め るも のの ほか 、必 要な 事項 は、 理 事長 が別 に定 める もの とす る。

則

（施 行期 日）
こ の規 程は 、平 成１ ７年 ４月 １日 から 施行 する 。

個 人 情 報 開 示 申 出 書
年

公益 財団 法人 福井 県健 康管 理協 会理 事長

月

日

殿

郵 便 番 号
住所 （居 所）
氏

名

電 話 番 号

公益 財団 法人 福井 県健 康管 理協 会個 人情 報取 扱規 程第 ９条 第 １項 の規 定に より 、次 のと お
り個 人情 報の 開示 を申 出し ます 。
開示 申出 に係 る個 人情 報の 内容
開示 申出 に係 る管 理文 書の 名称
開

示

の

実

施

方

法

（ 希 望す る開 示方 法の □ 内に レ印 を記

□

閲覧 ・聴 取・ 視聴

□

写し 等の 交付

入してください。）

（代 理人 記入 欄） 代理 人が 申出 する 場合 は、 次の 欄に も記 入 して くだ さい 。
本

人

の

氏

名
（郵 便番 号

―

）

本人 の住 所お よび 電話 番号
（電 話番 号
本

人

の

区

分

□未 成年 者

）
□成 年被 後見 人

□そ の他

本 人 が 開 示 申出 で き な い や む を得
ない 理由
（ 法定代理人以外の代理人のみ記入）
記入上の注意
１

本人が申出する場合には、運転免許証、旅券その他本人であることを証明するために必要な書類を提
出し、または提示してください。

２

法定代理人その他の代理人が申出する場合には、上記１の書類および代理人の資格を証明するために
必要な書類を提出し、または提示してください。

※ 印の欄には、記入しないでください。
※

本人 また は代 理人 の確 認

□運 転免 許証

※

代理 人の 資格 確認

□戸 籍謄 本

※

担

当

課・ 備

考

□ 旅券
□そ の他 （

□ その 他（

）
）

個 人 情 報 開 示 決 定 通 知 書

第

号
年

月

日

殿

公益 財団 法人 福井 県健 康管 理協 会
理事 長

年

月

印

日付 けで 申出 のあ った 個人 情報 の開 示に つい て、 公益 財 団法 人福 井県

健康 管理 協会 個人 情報 取扱 規程 第１ ０条 の規 定に より 、次 の とお り個 人情 報の 全部 （一 部）
を開 示す るこ とを 決定 した ので 通知 しま す。
開示 申出 に係 る個
人情 報の 内容
一部 を開 示を しな
い部 分
一部 を開 示し ない
理由

開示 の実 施の 方法

□閲 覧

□ 写し の交 付

□そ の他 （

）

午前
開 示 の 日 時

年

月

日

時

分 から

午後
開 示 の 場 所
担

当

備

課

（ 電話 番号

）

考

注意 事項
１

本人 が開 示申 出を 受け る際 には 、こ の通 知を 職員 に提 示 する とと もに 、運 転免 許証 、旅
券そ の他 本人 であ るこ とを 証明 する ため に必 要な 書類 を提 出 し、ま たは 提示 して くだ さい。

２

代理 人が 開示 を受 ける 際に は、 代理 人に 係る 上記 １の 書 類お よび 代理 人の 資格 を証 明す
るた めに 必要 な書 類を 提出 し、 また は提 示し てく ださ い。

３

指定 され た日 時が 都合 の悪 い場 合に は、 あら かじ め担 当 課へ 連絡 して くだ さい 。

