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第一章  総則 

（目的） 
第一条 この規程は、個人情報の性格及びその重要性に鑑み、社会福祉法人厚生事業団（以

下「事業団」という。）が取得及び保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し、個人

情報の保護に関する事項、及び事業団が遵守すべき義務などを定めることにより、個人

の権利利益を保護することを目的とする。 
（定義） 
第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 
 一 個人情報 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述により特定の個人が識

別され、又は識別され得るものをいう。 
 二 文書 事業団情報公開規程第２条に規定する文書をいう。 
 三 本人 個人情報から識別され、又は識別され得る特定の個人をいう。 
  

第二章  個人情報の利用目的の特定等 
（利用目的の特定） 
第三条 事業団は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的（以下「利用目的」

という。）をできる限り特定するものとする。 
２ 前項の利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合

理的に認められる範囲を超えて行わないものとする。 



 
（利用目的による制限） 
第四条 事業団は、あらかじめ本人の同意を得ないで、利用目的を公表している場合を除

き、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取

り扱わないものとする。 
２ 他の福祉及び医療関係事業者等から個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同

意を得ないで、当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を

取り扱わないものとする。 
３ 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 
 一 法令に基づく場合 
 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得

ることが困難であるとき。 
 三 公衆衛生の向上のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困

難であるとき。 
 四 国、独立行政法人、県その他の地方公共団体等又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であって、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。 
（取得に際しての利用目的の通知等） 
第五条 事業団は、個人情報を取得した場合は、速やかに、あらかじめその利用目的を公

表している場合を除き、その利用目的を本人に通知し、又は公表するものとする。 
２ 事業団は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約

書その他の書面（電子的方式、磁気的方式その他の知覚によっては認識することができ

ない方式で作られる記録を含む。以下この項において同じ。）に記載された当該本人の個

人情報を取得する場合、その他本人から直接書面に記載された当該当該本人の個人情報

を取得する場合は、あらかじめ本人に対し、その利用目的を明示するものとする。ただ

し、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。 
３ 事業団は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、

又は公表するものとする。 
４ 前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 
 一 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、

財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 
 二 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより厚生事業団の権利又は正当な利

益を害するおそれがある場合 
 三 国、独立行政法人、県その他の地方公共団体等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であって、利用目的を本人に通知し、又は公表する

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。 



 四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合 
（個人情報に関する事項の公表等） 
第六条 事業団は、個人情報に関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態（本

人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。）に置いておくものとする。 
 一 すべての個人情報の利用目的（第五条第四項第一号から第三号までに該当する場合

を除く。） 
 二 次項、第十四第一項、第二十七条又は第三十三条の規定による求めに応じる手続き 
三 個人情報の取り扱いに関する苦情の申し出先 

２ 事業団は、本人から、当該本人が識別される個人情報の利用目的の通知を求められた

ときは、本人に対し、遅滞なくこれを通知するものとする。ただし、次の各号のいずれ

かに該当する場合は、この限りでない。 
 一 前項の規定により当該本人が識別される個人情報の利用目的が明らかな場合 
 二 第五条第四項第一号から第三号までに該当する場合 
３ 前項の規定に基づき求められた個人情報の利用目的を通知しない旨の決定をしたとき

は、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。 
 

第三章  事業団が取り扱う個人情報の保護 
（適正な取得） 
第七条 事業団は、個人情報を取得する場合には、第三条に規定する利用目的を達成するた

めに必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得するものとする。 
２ 事業団は、次に掲げる事項に関する個人情報は取得しないものとする。ただし、法令

（条例を含む。以下同じ。）に基づいて取得するとき等、特定された利用目的を達成する

ために取得する必要があると判断したときは、この限りではない。 
 一 思想、信条及び宗教 
 二 人種及び民族 
 三 犯罪歴 
 四 社会的差別の原因となる社会的身分 
３ 事業団は、個人情報を取得するときは、本人から取得するものとする。ただし、次の

各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。 
 一 法令に基づいて取得するとき 
 二 本人の同意があるとき 
 三 出版、報道等により公にされたものから取得するとき 
 四 他の福祉及び医療関係事業者等からの取得が、公益上必要であると認められるとき 
 五 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められると

き 
 六 国、独立行政法人、県その他の地方公共団体等から取得することが業務の遂行上や



むを得ないと認められるとき 
 七 前各号に掲げる場合のほか、本人から取得することにより個人情報を取り扱う業務

の目的に支障が生じ、又は円滑な実施を困難にする恐れがあると認めるとき  
（正確性及び安全性の確保） 
第八条 事業団は、個人情報を第三条に規定する利用目的の達成に必要な範囲内において、

正確かつ最新の内容に保つものとする。 
２ 事業団は、取り扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の安全

管理のための措置を講じるものとする。 
３ 事業団は、保有する必要のなくなった個人情報は、確実に、かつ速やかに廃棄し、又

は消去するものとする。 
（職員の義務） 
第九条 職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使

用してはならない。その職を退いた後も同様とする。 
（委託先の監督） 
第十条 事業団は、個人情報の取り扱いを伴う業務の全部又は一部を委託する場合は、そ

の取り扱いを委託された個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する

必要かつ適切な監督を行うものとする。 
２ 個人情報の取り扱いを伴う業務の全部又は一部の委託を受けた者は、当該業務の実施

に当たり、安全確保の措置を講じなければならない。 
３ 前項の委託を受けた業務に従事している者又は従事していた者は、当該業務に関して

知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 
（利用及び提供の制限） 
第十一条 事業団は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個

人情報を利用目的を超えて事業団内において利用し、又は第三者に提供しないものとす

る。                                     
 一 法令に基づく場合 
 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得

ることが困難であるとき。 
 三 公衆衛生の向上のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困

難であるとき。 
 四 本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき  
五 国の機関若しくは地方公共団体又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であって、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。 
２ 事業団は、第三者に提供される個人情報について、本人の求めに応じて当該本人が識

別される個人情報の第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げ



る事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態において

いるときは、前項の規定にかかわらず、当該個人情報を第三者に提供することができる。 
 一 第三者への提供を利用目的とすること。 
 二 第三者に提供される個人情報の項目 
 三 第三者への提供の手段又は方法 
 四 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人情報の第三者への提供を停止するこ

と。 
３ 事業団は、前項第二号又は第三号に掲げる事項を変更する場合は、変更する内容につ

いて、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いておくものと

する。 
４ 次に掲げる場合において、当該個人情報の提供を受ける者は、前三項の規定の適用に

ついては、第三者に該当しないものとする。 
 一 利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取り扱いの全部又は一部を委託

する場合 
 二 個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同し

て利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及

び当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、

本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。 
５ 事業団は、前項第二号に規定する利用する者の利用目的又は個人情報の管理について

責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は、変更する内容について、あらか

じめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いておくものとする。 
６ 事業団は、個人情報を第三者に提供する場合において、必要があると認められるとき

は、当該個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用目

的若しくは利用方法の制限その他必要な制限を付し、又は安全管理の措置を講ずること

を求めるものとする。 
 

第四章 開示、訂正及び利用停止等 
   第一節 開示 
（開示請求権） 
第十二条 何人も、事業団が保有する文書に記録されている自己の個人情報の開示を請求

することができる。 
２ 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による開示の

請求（以下「開示請求」という。）をすることができる。 
（開示請求の手続） 
第十三条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面（以下「開示請求書」という。）を

事業団に提出してしなければならない。 



 一 開示請求をする者の指名及び住所等 
 二 開示請求に係る個人情報が記録されている文書の名称その他の開示請求に係る個人

情報を特定するに足りる事項 
 三 事業団が定める事項 
２ 開示請求をしようとする者は、前項に規定する書面の受付の際に、自己が当該開示請 
求に係る個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類で 
事業団が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。 

３ 事業団は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者（以

下「開示請求者」という。）に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができ

る。この場合において、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するように努

めるものとする。 
（個人情報の開示義務） 
第十四条 事業団は、開示（本人が識別される個人情報が存在しないときにその旨を知ら

せることを含む。）請求があったときは、開示請求に係る個人情報に次の各号に掲げる情

報（以下「不開示情報」という。）のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に

対し、遅滞なく当該個人情報を開示するものとする。 
 一 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示することにより、当該個人の正

当な権利利益を害するおそれがあると認められるもの 
 二 事業団の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 
 三 他の法令に違反することとなる場合 
 四 診療、支援、相談その他の個人の評価又は判断を伴う業務に関する個人情報であっ

て、開示することにより、当該業務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあると認め

られるもの 
 五 未成年者又は成年被後見人の法定代理人から開示請求がなされた場合であって、開

示することにより、当該未成年者又は当該被後見人の正当な利益を害するおそれがあ

る情報 
２ 事業団は、開示請求に係る個人情報に、不開示情報が含まれている場合において、不

開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、

当該部分を除いた部分につき開示するものとする。 
（個人情報の存否に関する情報） 
第十五条 事業団は、開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否

かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該個人情報の存否を明

らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。 
（裁量的開示） 
第十六条 事業団は、開示請求に不開示情報（第十四条第一項第三号に掲げる情報を除く。）

が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認め



るときは、開示請求者に対し、当該個人情報を開示することができる。 
（開示請求に対する決定及び通知） 
第十七条 事業団は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨

を決定し、開示請求者に対し、その旨並びに開示を実施する日時及び場所を書面により

通知するものとする。 
２ 事業団は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき（第十五条の規定により

開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。）

は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知するものと

する。 
（開示決定等の期限） 
第十八条 前条各項の決定（以下「開示決定等」という。）は、開示請求があった日から十

五日以内にするものとする。ただし、第十三条第三項の規定により補正を求めた場合に

あっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 
２ 前項の規定にかかわらず、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に

規定する期間を十五日以内に限り延長することができる。この場合において、開示請求

者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならな

い。 
（開示決定等の期限の特例） 
第十九条 開示請求に係る個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から三

十日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が

生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、開示請求に係る個人情報のう

ち相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの個人情報については相当の期

間内に開示すれば足りる。この場合において、事業団は、同条第一条に規定する期間内

に開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面による通知するものとする。 
 一 この条を適用する旨及びその理由 
 二 残りの個人情報について開示決定等をする期限 
（第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 
第二十条 事業団は、開示請求に係る個人情報に、県、国、独立行政法人及び他の地方公

共団体等並びに開示請求者以外の者（以下この条において「第三者」という。）に関する

情報が含まれているときは、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対

し、当該第三者に関する情報の内容その他事業団が定める事項を通知して、意見書の提

出を求めるものとする。 
２ 事業団は、第三者に関する情報が含まれている個人情報を第十六条の規定により開示

しようとするときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三

者に関する情報の内容その他事業団が別に定める事項を書面により通知して、意見書を

求めるものとする。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りではない。 



３ 事業団は、前二項の規定により意見書の提出を求められた第三者が当該第三者に関す

る情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をする

ときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置くものとする。

この場合において、開示決定後直ちに、当該意見書を提出した第三者に対し、開示決定

をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知するものとする。 
（開示の実施及び方法） 
第二十一条 事業団は、開示決定をしたときは、開示請求者に対し、速やかに当該決定に

係る個人情報について開示するものとする。 
２ 個人情報の開示は、文書、図画、写真又はフイルムについては、閲覧若しくは視聴又

は写しの交付により、電磁的記録については、その種別、情報化の進展状況などを勘案

して事業団が定める方法により行う。 
３ 前項の閲覧又は視聴の方法による個人情報の開示にあっては、当該個人情報が記録さ

れている文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由がある

ときは、その写しによりこれを行うことができる。 
４ 開示決定を受けた者は、第十七条第一項による通知があった日から九十日以内に開示

を受けなければならない。ただし、当該期間内に当該開示を受けることができないこと

につき、正当な理由があるときは、この限りでない。 
５ 第十三条第二項の規定は、個人情報の開示を受ける者について準用する。 
（開示請求及び開示の特例） 
第二十二条 事業団があらかじめ定めた個人情報については、第十三条第一項の規定にか

かわらず、開示請求は口頭により行うことができる。 
２ 事業団は、前項の規定により口頭による開示請求があったときは、第十七条第一項の

規定による開示をするかどうかの決定を行わず、直ちに開示するものとする。この場合

において、開示の方法は事業団が別に定めるところによるものとし、第二十一条第二項

及び第三項の規定は、適用しない。 
（他の法令による開示の実施との調整） 
第二十三条 事業団は、他の法令の規定により、開示請求者に対し、開示請求に係る個人

情報が第二十一条第二項に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合

（開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。）には、同項の規定

にかかわらず、当該個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただ

し、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限

りでない。 
２ 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧である時は、当該縦覧を第二十一条第二項

の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。 
   第二節 訂正 
（訂正請求権） 



第二十四条 何人も、自己の個人情報（次に掲げるものに限る。第三十一条第一項におい

て同じ。）の内容が事実でないと思料するときは、事業団に対し、当該個人情報の訂正（追

加又は削除を含む。）を請求することができる。ただし、当該個人情報の訂正に関して他

の法令の規定により特別の手続きが定められているときは、この限りでない。 
 一 開示決定に基づき開示を受けた個人情報 
 二 開示決定に係る個人情報であって、前条第一項の他の法令の規定により開示を受け

たもの 
２ 第十二条第二項の規定は、前項の訂正請求（以下「訂正請求」という。）について準用

する。 
３ 訂正請求は、個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。 
（訂正請求の手続き） 
第二十五条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面（以下「訂正請求」という。）を

事業団に提出しなければならない。 
 一 訂正請求をする者の氏名及び住所等 
 二 訂正請求に係る個人情報の開示を受けた日その他当該個人情報を特定するに足りる

事項 
 三 訂正請求の趣旨及び理由 
 四 その他事業団が定める事項 
２ 訂正請求をしようとする者は、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明す

る資料を提出し、又は提示しなければならない。 
３ 第十三条第二項の規定は、訂正請求について準用する。 
４ 事業団は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者（以

下「訂正請求者」という。）に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができ

る。 
（個人情報の訂正義務） 
第二十六条 事業団は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認

めるときは、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続きが定められ

ている場合を除き、個人情報を取り扱う業務の目的を達成するために必要な範囲内で、

遅滞なく調査を行い、その結果に基づき、当該個人情報の訂正をするものとする。 
（訂正請求に対する決定及び通知） 
第二十七条 事業団は、訂正請求に係る個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、

訂正請求者に対し、その旨を書面により通知するものとする。 
２ 事業団は、訂正請求に係る個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正

請求者に対し、その旨を書面により通知するものとする。 
 
（訂正決定等の期限） 



第二十八条 事業団は、前条各項の決定（以下「訂正決定等」という。）は、訂正請求があ

った日から三十日以内にするものとする。ただし、第二十五条第四項の規定により補正

を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 
２ 前項の規定にかかわらず、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に

規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、事業団は、

訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知するもの

とする。 
（訂正決定等の期間の特例） 
第二十九条 訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、

相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、事業団は、同条第一項

に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知するものと

する。 
 一 この条の規定を適用する旨及びその理由 
 二 訂正決定等をする期限 
（個人情報の提供先への通知） 
第三十条 事業団は、訂正決定に基づく個人情報の訂正の実施をした場合において、必要

があると認めるときは、当該個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により

通知するものとする。 
   第三節 利用停止 
（利用停止請求権） 
第三十一条 何人も、自己の個人情報が次ぎの各号のいずれかに該当すると思料するとき

は、事業団に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該個人

情報の利用の停止、消去又は提供の停止（以下「利用停止」という。）に関して他の法令

の規定により特別の手続きが定められているときは、この限りでない。 
 一 第六条の規定に違反して取得されたとき又は第十条の規定に違反して利用されてい

るとき 当該個人情報の利用の停止又は消去 
 二 第十条の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停止 
２ 第十二条第二項の規定は、前項の利用停止の請求（以下「利用停止請求」という。）に

ついて準用する。 
３ 利用停止請求は、個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。 
（利用停止請求の手続） 
第三十二条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面（以下「利用停止請求書」

という。）を事業団に提出してしなければならない。 
 一 利用停止請求をする者の氏名及び住所等 
 二 利用停止請求に係る個人情報の開示を受けた日その他当該個人情報を特定するに足

りる事項 



 三 利用停止請求の趣旨及び理由 
 四 その他事業団が定める事項 
２ 第十三条第二項の規定は、利用停止請求について準用する。 
３ 事業団は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用請求をした者

（以下「利用停止請求者」という。）に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めるこ

とができる。 
（個人情報の利用停止義務） 
第三十三条 事業団は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由が

あると認めるときは、個人情報の適正な取り扱いを確保するために必要な限度で、当該

利用停止請求に係る個人情報の利用停止をするものとする。ただし、当該個人情報の利

用停止をすることにより、当該個人情報を取り扱う事務の性質上、当該事務の適正な遂

行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。 
（利用停止請求に対する決定及び通知） 
第三十四条 事業団は、利用停止請求に係る個人情報の利用停止をするときは、その旨の

決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知するものとする。 
２ 事業団は、利用停止請求に係る個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定を

し、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知するものとする。 
（利用決定等の期限） 
第三十五条 事業団は、前条各項の決定（以下「利用停止決定等」という。）は、利用停止

請求があった日から三十日以内にするものとする。ただし、第三十二条第三項の規定に

より補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 
２ 前項の規定にかかわらず、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に

規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、事業団は、

利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知する

ものとする。 
（利用停止決定等の期限の特例） 
第三十六条 事業団は、利用停止決定等に特に長期間を要するときは、前条の規定にかか

わらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、同条第一

項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知する

ものとする。 
 一 この条の規定を適用する旨及びその理由 
 二 利用停止決定等をする期限 
   第四節 苦情処理 
（苦情の処理） 
第三十七条 個人情報の取り扱いに関して苦情の申し出をする者は、事業団に対し、次に掲

げる事項を記載した書面により苦情の申し出をしなければならない。 



 一 苦情の申し出をする者の氏名及び住所等 
 二 苦情申し出の対象となった開示等の決定を知った日及びその内容  
三 苦情申し出の対象となった個人情報及びその取り扱いの内容 

 四 苦情申し出の趣旨及びその理由 
２ 事業団は、前項の規定による苦情申し出があったときは、当該苦情申し出について検

討を行い、その結果を速やかに当該苦情申し出をした者に対し、書面により通知するも

のとする。 
３ 第十三条第二項の規定は本条について準用する。 
 

第五章 理由の説明及び費用負担 
（理由の説明） 
第三十八条 事業団は、第十一条第三項、第十七条第二項、第二十七条第二項又は第三十

四条第二項の規定により、本人から求められた措置の全部又は一部について、その措置を

とらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、本人又

は開示、訂正及び利用停止等の請求者に対し、書面により、その理由を説明するものとす

る。 
（費用負担） 
第三十九条 第十一条第二項の規定による利用目的の通知又は第十二条第一項の規定によ

る開示の求めをする者は、当該措置の実施に関し、当該交付に要する費用を負担しなけ

ればならない。 
 
第六章 個人情報保護体制及び啓発等 

（個人情報管理責任者） 
第四十条 事業団は個人情報の適正な管理を行うため、個人情報管理責任者を設置し、次

に掲げる措置を講じさせるものとする。 
  一 委託先の監督等個人情報の取り扱いに関する適正な管理   

二 事業団における個人情報管理に関する取り組みの推進 
  三 個人情報の適正な管理に関する定期的な評価とその見直し又は改善策の構築 
２ 事業団は、個人情報管理責任者の行う措置について補助を行わせるため、個人情報管

理者を置くことができる。 
（苦情処理体制） 
第四十条 事業団は、個人情報の取り扱いに関して苦情の申し出があった場合に、迅速か

つ適切にこれを処理するため、事業団事務局、福岡県身体障害者リハビリセンター及び

福岡県身体障害者授産指導所に窓口を設置する等の体制の整備を行うものとする。 
 
（意識啓発等） 



第四十一条 事業団は、個人情報の取り扱いが適正に行われるよう、個人情報管理責任者

をして、職員に対し、意識啓発並びに指導及び助言を行わせるものとする。 
２ 事業団は、前項の指導及び助言を行わせるにあたっては、あらかじめ、個人情報の適

正な取り扱いに関する指導方針を作成し、これに基づいて行わせるものとする。 
（指導、助言等） 
第四十二条 事業団は、この規程の実施に関し必要があるときは、福岡県知事に対し、指

導、助言等を求めることができる。 
 

第七章  補則 
（その他） 
第四十三条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に必要な事項は、事業団が別

に定める。 
 

附則 
（施行期日） 
１ この規程は、平成 年 月 日から施行する。 


