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      第１章 総則 

  （目的） 

第１条 この規程は、大阪市職員共済組合（以下「組合」という。）の電子計算機処理の適

正な運営及び個人情報の保護に関し、必要な事項を定めることにより、情報処理の適正な

運用及びデータの漏えい、滅失、き損及び改ざん等の防止を図ることを目的とする。 

  （定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

 (１) 個人情報 個人に関する情報で、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをい

う。 

 (２) 電子計算機処理 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修

正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。ただし、専ら文章を作成

し、又は文書若しくは図画の内容を記録するための処理その他のこれらに類する処理を

除く。  
(３) 記憶媒体 個人情報に係る電子計算機処理に使用される磁気テープ、磁気ディスク、

フロッピーディスク等データを記録する媒体をいう。 

 (４) 磁気記録  個人情報に係る記憶媒体に記録されているデータ及び集合体をいう。 

 (５) ドキュメント システム設計書、プログラム説明書、その他電子計算機処理をするた

めの取扱要領等をいう。 

（６）本人 個人情報から識別され、又は識別され得る当該個人をいう。 
 （組合等の責務） 

第３条 組合は、組合の業務の効率的運営を図るとともに、個人の基本的人権を尊重し、 

 個人情報が十分に保護されるように努めなければならない。 

２ 電子計算機により個人情報を記録処理する業務に携わる者又は携わっていた者は、その

業務に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 

      第２章 個人情報の適正な取扱いの確保 

  （収集の制限） 

第４条 組合は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う業務（以下「個人情報取



扱業務」という。）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

かつ公正な手段により収集するものとする。 

２ 組合は、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、次の各号

のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

 (１) 法令又は条例（以下「法令等」という。）に定めがあるとき 

 (２) 本人の同意があるとき 

 (３) 出版、報道等により公にされているとき 

 (４) 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 

 (５) 所在不明、心神喪失その他の事由により本人から収集することが困難なとき 

 (６) 争訟、選考、指導、相談、交渉等の事務事業を行う場合において、本人から収集した

のでは当該事務事業の目的を損ない、又は当該事務事業の公正若しくは円滑な執行に著

しい支障が生ずると認められるとき 

 (７) 前各号に掲げるもののほか、本人以外から収集することに相当の理由があり、本人の

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 

３ 組合は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれが

あると認められる事項に関する個人情報を収集しないものとする。ただし、次の各号のい

ずれかに該当するときは、この限りでない。 

 (１) 法令等に定めがあるとき 

 (２) 事務の目的を達成するために必要不可欠であると認められるとき 

  （適正管理） 

第５条 組合は、個人情報取扱業務の目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報を 

 正確かつ最新の状態に保つよう努めるものとする。 

２ 組合は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管

理のために必要な措置を講ずるものとする。 

３ 組合は、保有する必要がなくなった個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去する

ものとする。 

  （電子計算機処理管理者等） 

第６条 組合の理事長は、個人情報を適正に管理するため、電子計算機処理管理者（以下「管

理者」という。）を置き、組合の事務局長をもって充てる。 
２ 管理者は、個人情報を的確に管理するため、個人情報保護管理者を置き、組合の事務局

次長をもって充てる。 

３ 個人情報保護管理者は、管理者を補佐し、管理者が出張、休暇等により不在の場合又は

管理者の指示を受けた場合、その職務の全部又は一部を代行するものとする。 

  （利用及び提供の制限） 

第７条 組合は、個人情報取扱業務の目的の範囲を超えて、個人情報を利用し、又は提供し

ないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

 (１) 法令等に定めがあるとき 

 (２) 本人の同意があるとき 

 (３) 出版、報道等により公にされているとき 

 (４) 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 

 (５) 前各号に掲げるもののほか、公益上の必要その他相当の理由があり、本人の権利利益

を不当に侵害するおそれがないと認められるとき 

２ 組合は、前項ただし書の規定により、個人情報を利用し、又は提供しようとするときは、

本人の利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。 

３ 組合は、第１項ただし書の規定により、組合以外の者へ個人情報を提供するときは、  

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、又は当該個 

人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。 

４ 管理者は、第１項ただし書の規定により、組合以外の者へ個人情報を提供したときは、

その実績を記録し、保管するものとする。 

      第３章 電子計算機処理 

  （電子計算機処理の制限） 

第８条 組合は、個人情報の電子計算機処理をするときは、個人情報取扱業務の目的を達成

するために必要かつ最小限の個人情報を電子計算機に記録するものとする。 

２ 個人情報の電子計算機処理を行う業務の範囲は、管理者が認めたものに限る。 

３ 組合は、第４条第３項に規定する個人情報の電子計算機処理をしないものとする。ただ

し、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

 (１) 法令等に定めがあるとき。 

 (２) 業務の目的を達成するために必要不可欠であり、かつ、本人の利益を不当に侵害する

  おそれがないと認められるとき。 

  （入出力帳票及び記憶媒体の管理） 

第９条 管理者は、次の各号の場合には、当該各号に掲げる措置を講じなければならない。 

 (１) 入力用原票及び記憶媒体を受け入れる場合 必要な確認を行い、これを記録するとと

もに、処理後は直ちに所定の場所へ格納又は廃棄する。 

 (２) 出力帳票及び記憶媒体を保管する場合 滅失等を生じないよう所定の場所に保管す

る。 

 (３) 出力帳票及び記憶媒体を引き渡す場合 相手方、種類、数量等を確認し、記録する。

 (４) 入出力帳票及び記憶媒体を搬送する場合 施錠できる容器の使用又は厳重な包装等

  によりデータの漏えい、滅失、き損及び改ざん等を防止する。 

 (５) 入出力帳票及び記憶媒体を廃棄する場合 データの漏えいを防止するため、データの

消去その他の措置を講じる。 

第１０条 管理者は、火災その他の災害及び盗難に備えて、個人情報保護管理者に記憶媒体

を所定の保管用具に収納し、又は、予備ファイルを作成して別の施設へ保管する等適切な

管理を行わなければならない。 

２ 記憶媒体を外部に持ち出すときは、管理者の許可を得るものとする。 

３ 記憶媒体は、みだりに複製しないものとする。また、複製するときは、管理者の許可を

得るものとする。 

４ 記憶媒体のデータの複製及び消去、磁気ファイルの廃棄、クリーニング等に際しては、

 データの滅失及び内容が第三者に漏えいすることのないよう十分注意するものとする。 

５ 記憶媒体の障害の有無等については、定期的に又は随時、点検等を行い、これを記録す

るものとする。 



  （磁気記録の管理） 

第１１条 管理者は、磁気記録についてその内容が第三者に漏えいすることのないよう適切

に管理しなければならない。 

２ 管理者は、磁気記録について受払い及び保管に関する必要な事項を記録しなければなら

ない。 
  （ドキュメントの管理） 

第１２条 ドキュメントは、管理者が管理するものとし、原則として所定の場所に保管する

ものとする。 

２ ドキュメントを複製し、又は外部に持ち出す場合には、管理者の許可を得るものとする。 

  （事故発生時の対策） 

第１３条 管理者は、事故が発生した場合には、速やかに事故の経緯、被害状況等を調査す

るとともに、復旧のための必要な措置を講じなければならない。 

      第４章 個人情報の開示、訂正及び削除の請求 

  （自己情報の開示請求） 

第１４条 組合は、その保有する個人情報（公文書又は記憶媒体に記録されているものに限

る。）について、開示の請求があつたときは、請求者が請求に係る個人情報の本人である

ことを確認したうえで、これに応ずるものとする。ただし、開示をしようとする個人情報

が次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報の全部又は一部の開示をしないこ

とができる。 

 (１) 法令等の定めにより、開示することができないとされている個人情報 

 (２) 個人の評価、診断、判定、相談、選考、試験等に関する個人情報であって、開示する

ことが適切でないと認められるもの 

 (３) 開示請求をした者以外の第三者に関する情報が含まれる個人情報であって、開示するこ

とにより、当該第三者の正当な権利利益を侵害するおそれがあると認められるもの 

 (４) 組合と国、地方公共団体その他法人等（以下「国等」という。）との間における協議、

協力、依頼等に基づいて組合が作成し、又は取得した個人情報であって、開示するこ 
とにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうと認められるもの 

 (５) 開示することにより、組合の業務の公正若しくは円滑な運営に著しい支障を生ずると

認められる個人情報 
（６）開示することにより、個人の生命、身体、財産等の保護その他公共の安全と秩序の維

持に支障が生ずると認められる個人情報 

  （開示請求に対する決定等） 

第１５条 組合は、開示請求があったときは、当該開示請求があった日の翌日から起算して

１４日以内に、当該開示請求に係る個人情報を開示し、又は開示しない旨（当該開示請求

に係る公文書を保有していない旨を含む。）を決定し、当該決定の内容を通知するものと

する。ただし、やむを得ない理由により当該期間内に決定し、通知することができないと

きは、その理由がやんだ後、速やかに決定、通知するものとする。 

２ 組合は、開示する旨の決定をしたときは、速やかに当該個人情報を開示するものとする。 

  （自己情報の訂正又は削除） 

第１６条 開示を受けた個人情報に事実の誤りがあると認める者は、組合に対し、当該個人

情報の訂正又は削除（以下「訂正等」という。）の請求をすることができる。この場合、



当該訂正等の請求の内容が事実に合致することを証する資料を提出しなければならない。 
２ 組合は、前項に規定する請求があった場合において、当該個人情報が国等から提供を受

けたものであるときは、当該国等へその内容を通知するものとする。 
 （訂正等の請求に対する決定等） 
第１７条 組合は、訂正等の請求があったときは、当該訂正等の請求があった日の翌日から

起算して３０日以内に、当該訂正等の請求に係る個人情報の訂正等を行い、又は行わない

旨を決定し、当該訂正等の請求をした者に通知するものとする。ただし、やむを得ない理

由により当該期間内に決定、通知することができないときは、その理由がやんだ後、速や

かに決定、通知するものとする。 
２ 第１５条第２項及び前条第２項の規定は、前項の通知について準用する。 
   第５章 業務の委託 

 （委託） 

第１８条 組合は、個人情報取扱業務を外部に委託する場合は、次の各号に掲げる事項を規定し

た委託契約書を委託の相手方（以下「受託者」という。）と締結するものとする。 

（１） データの秘密保持に関する事項 

（２） 再委託の禁止又は制限に関する事項 

（３） データの複写及び複製の禁止に係る事項 

（４） 事故発生時における報告義務に関する事項 

（５） データの保護管理のために必要な措置及びデータの処理状況の監督等に関する事項 

（６） 前各号の定めに違反した場合における契約解除、大阪市個人情報保護条例第１５条第２ 

項に規定する事実の公表等の措置及び損害賠償に関する事項 

２ 管理者は、前項の場合において、必要と認められるときは、記憶媒体の授受の手続、搬送の

方法及びその経路、保管方法その他の滅失等を防止するため必要な事項につき、受託者と覚書

を締結する等個人情報の保護のために必要な措置を講ずるものとする。 

３ 受託者は、この規程に基づく組合の施策に留意しつつ、受託業務に係る個人情報が保護され

るように努めるものとする。 

   第６章 雑則 

 （補則） 

第１９条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。 

   附 則 

１ この規程は、平成１４年９月１２日から施行する。 

２ 大阪市職員共済組合基礎年金支払代行業務機械処理に関する電子計算機処理データ保護管

理規程（平成３年４月１日大阪市職員共済組合規程）は、廃止する。 


