
裔那須信用組合

個人情報保護宣言

当組合では、個人情報保護の重要性に鑑み、個人情報の保護に関する法律（平成15

年法律第57号）等の関係法令等（以下、法等という。）を遵守して以下の考え方に基づ

きお客様の情報を厳格に管理し、お客様のご希望に沿って取扱うとともに、その正確性・

機密保持に努めます。

また、本保護宣言等につきましては、内容を適宜見直し、改善してまいります。

当組合は、本保護宣言を当組合のインターネット上のホームページに常時掲載するほ

か、当組合の本支店窓口等に備付けることにより、公表します。

1．個人情報の利用日的

当組合は、個人情報の保護に関する法律に基づき、お客さまの個人情報を、別紙

3の業務内容ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用し、それ以外では利用い

たしません。

また、特定の個人情報の利用目的が法令等に基づき限定されている場合には、当

該利用日的以外で利用いたしません。

なお、個人情報の利用目的を変更した場合は直ちに公表いたします。

2．個人データの第三者提供

当組合は、上記利用目的の範囲内で当組合が別紙1に表示する第三者へ個人デー

タを提供しております。これ以外には、次の場合を除き、お客様の同意なしにお客

様の個人データを第三者へ提供いたしません。

（1）法令等により必要とされている場合

（2）お客様または公共の利益のために必要であると考えられる場合

なお、お客様の個人データについて第三者提供の停止をご希望の場合は、当組合

の本支店窓口までご連絡ください。

3．個人データの委託

当組合は、上記利用目的の範囲内で個人データに関する取扱いを外部に委託する

場合があります。その場合には、適正な取扱いを確保するための契約締結、実施状

況の点検などを行います。

4．個人データの共同利用

当組合は、上記利用目的の範囲内で個人データを当組合が別紙2に表示する特定

の者と共同利用しております。

5．個人データの安全管理措置に関する方針

当組合では、取扱う個人データの漏洩・滅失等の防止その他の個人データの安全管
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理のため、組織的安全管理措置、技術的安全管理措置を講じ、適正に管理します。
また、役職員には必要な教育と監督を、業務委託先に対しては、個人データの安全

管理が図られるよう必要かつ適切な監督に努めます。

6．お客様からの開示、訂正、利用停止等のご請求
（1）開示のご請求

お客様から当組合が保有するご自身に関する個人データの開示のご依頼が

あった場合には、原則として開示いたします。
（2）訂正等のご請求

お客様から当組合が保有するご自身に関する個人データの訂正等（訂正・

追加・削除）のご依頼があった場合には、原則として訂正等いたします。

（3）利用停止等のご請求

お客様から当組合が保有するご自身に関する個人データの利用停止等（利

用停止・消去）のご依頼があった場合（法等に基づく正当な理由による）に

は、原則として利用停止等いたします。

なお、これらのご請求に当たっては、個人データの重要性に鑑み、ご請求者（代理人

を含む）の本人確認をさせていただきます。ご請求手続の詳細およびご請求用紙が必要

な場合は当組合本支店窓口までお申出ください。

7．ご質問・相談・苦情窓口

当組合では、お客様からのご質問等に適切に取組んで参りますので、個人情報の

取扱い等に関するご質問等につきましては、以下の窓口にお申出ください。

本 部 業 務 部　 T E L ：0 2 8 7 － 3 6 － 1 2 3 0

F A X ：0 2 8 7 － 3 6 － 5 6 5 8

E メール ：n aSuSh in2 12 5㊥Seagr een．OCn．ne．Jp

以　上



（別紙1）
個人データの第三者提供先

くその1）

当組合では、お客様の個人データについて、以下の第三者へ個人データを提供をいた

しております（お客様の個人データについて第三者提供の停止をご希望の場合は、当

組合本支店窓口にご連絡ください）。

【個人データを提供する第三者】

第三者の名称 利用日的 捷供情報の内容 捷供手段

○全国しんくみ保証株式会社 カード■ローン、マイカ 氏名、住所、生年月日、電 ローン申込霊 と同

○株式会社オリエントコーポ ーローン、カーライフ 話手号、居住年数、職兼 時に複写で作成さ

レーション 口トーン、フリーローン、 （勤務先）、申込金額、年 れる保証委託申込

（h仕p：／／w w ．ori60．¢Ojp） 奨学ローン、リフォー 収、勤続年数、金融機関制 嘉 、または借入残

0 三洋信販株式会社 ム ローン等消費者ロ 用状況、返済用口座、借入 高等の報告嘉によ

（h叫 ：／／w w ．poGb 也an k－e．¢0

m ／）

－ンの保証業務。 残高、返済状況。 る。

○栃木県借用保証協会 事業者ローンの保証 氏名・商号、住所・所在地、 借入申込霊および

（http：／／ww w ．cgcl ochigLorjp） 業務。 生年月 日・設立年月日、電

話番号 、業種 ・職業 （勤務

先）、申込金額、収入状況、

家族状況 、現在の住居状

況、借入残高、返済状況。

申込嘉に添付され

る借 用 保 証 依 頼

書、申込人 （企業）

概要、または借入

残高等の報告書に

よる。

0 全国保証株式会社 住宅 ローン、リフォー 氏名、年齢、生年月日、性 借入申込雷と同時

に複写で作成され

る保証委託申込義

による。

（http：／／ww w．zen koku．cojp／） ムローン、借換ローン 別、住所、電話番号、勤務

の保証業務。 先電話番号、勤務先情報、

聴歴、資産、負債、収入、

支出、家族構成、住居情

報、資金使途、融資対象物

件情報、資金計画、金融機

関取引状況。

0 株式会社イツコー 事業者ローンの保証 氏名 ・商号、住所・所在地、 借入申込嘉兼保証

（htu ：／／Ⅵ刑W jは〇一¢0叩．GOjp／） 業務。 生年月 日・設立年月 日、t

話番号、業種 ・職業 （勤務

先）、申込金額、収入状況、

家族状況 、現在の住居状

況、借入残高、返済状況。

依 頼 霊 、申 込 人

（企業）概要、また

は借入残高等の報

告嘉による。
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（別紙1）
個人データの第三者提供先

くその2）

【個人データを提供する第三者】

第三者の名称 利用眉的 捷供情報の内容 提供手段

○全国銀行個人借用情報セ 与信判断、契約後の 氏名、年齢、生年月日、性 借入申込霊・契約

霊、ローン実行後

の返済状況等の取

引状況報告によ

ンター 取引管理等の与信兼 別、住所、電話番号、勤務

（http：／／ww w．zengin kyo．orjp 務。 先電話番号、借入日、借入

／pd Gパndox．htm I） （極度）額、資金使途、担保

の有無、借入残高、最終返

済 日、毎月の返済の有無な

どのお取引の内容とご返済

の状況

る。

0 口座振替の収納企業 口座振替結果情報の 店舗番号、口座番号、振替 口座振替M T 、F D

または帳票等での

振替結果報告によ

る。

提供。 金額、振替結果、振替不能

理由。

○振込受取人 振込依頼情報の通知

のため。

振込依頼人名、振込金額。 振込受取人口座へ

の 入 金 記 録 によ

る。

○融資の連帯保証人 主債務者に関する情 主債務者 の借入残高、返 連帯保証人からの

報の捷供。 済状況、担保情報。 照会に対する回答

による。

○国・地方公共団体 与信判断等または利 氏名、年齢、生年月日、性 借入申込暮・契約

雷、制度融資申込

暮または代理貸付

申込暮あるいは借

入残高等の報告霊

による。

○全国借用協同組合連合会 子補給ローンの与信 別、住所、t 話番号、勤務

（h憤P：／／ww w．zonShinkum i帽njp／） 業務。 先電話番号、勤務先情報、

職歴、資産、負債、収入、

支出、家族構成、住居情

報、資金使途、融資対象物

件情報、資金計画、金融機

関取引状況、借入残高、返

済状況。

○損害保険の引受保険会社 保険契約申込等の情 損害保険契約者の氏名、 損害保険加入時に

作成する火災保険

契約申込雷兼質権

設定承認請求雷に

よる。

報捷供。 住所、生年月日、t 話手

号、保険対象物件情報。

○団体借用生命保険の引受 保険 契約 申込 ・告 知 団体借用生命保険契約者 団体借用生命保険

加入時に作成する

団体借用生命保険

申込書兼告知書に

よる。

保険会社 等の情報捷供。 の氏名、住所、生年月日、

性別、職業（勤務先）、t 話

番号、告知事項



（別紙1）

個人データの第三者提供先

（その3）

【個人データを提供する第三者】

第三者の名称 利用日的 提供情報の内容 捷供手段

○個人年金保険の引受保険 保 険契約 申込 ・告知 個人年金保険契約者の氏 個人年金保険加入

時に作成する個人

年金保険申込暮、

告知霊による。

会社 等の情報捷供。 名、住所、生年月日、性

別、職業（勤務先）、電話番

号、告知事項

○債権譲渡先く結果的に債権 債権譲渡の可否判断 氏名または名称、住所また 借用組合取引約定

書、金銭消費貸借

契約書、印鑑証

明、商業登記簿謄

本、訴訟関係嘉類
等の融資関連暮類

の捷供による。

譲渡 が行われなかった場 のため。 は所在地、生年月日または

合も含む） 設立年月日、職業（勤務

先）または業種、電話番

号、勤務先t 話手号、勤務

先情報、借入残高、返済状

況等の融資情報、保証人

情報、担保情報、不動産競

売等の法的措置状況。
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（別紙2）

個人データの共同利用先

当組合では、お客様の個人データについて、以下の特定の者と個人データを共同利用

いたしております。

【個人データの共同利用先】

共同利用先の名称 利用日的 提供情報の内容
個人データ

管理責任者

○各地手形交換所 当座取引先の借用状況 不渡 となった手形 りト 別途公表する「不渡

○各地手形交換所の参加金 の把握および当座預金 切手の振出人の氏名 情報の共同利用に

融機関 口座開設の判断のた または名称、屋号、住 あたっての公表文」

○全国銀行個人借用情報セ め。 所または所在地、生年 に讐己載する。

ンター（全国銀行協会が設 月日または設立年月

置 ・運営） 日、電話番号、職業ま

○全国銀行協会の特別会員 たは業種、勤務先、資

である各地銀行協会 （各地 本金、当該手形 ・小切

銀行協会の取引停止処分 手の種類および額面

看照会センターを含む） 金額、不渡報告または

取引停止報告、交換

日、支払銀行、持出銀

行、不渡事由、取引停

止処分を受けた年月

日、不渡 りとなった手

形 ・小切手の支払銀行

（店舗）が参加 してい

る手形交換所および

当該手形交換所が属

する銀行協会
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（別紙3）

［個人情報保護に係る業務内容ならびに利用日的］

【業務内容】

○　預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随す

る業務

○　投信販売業務、保険販売業務、証券仲介業務等、法律により信用組合が営むこと

ができる業務およびこれらに付随する業務

○　その他信用組合が営むことができる業務およびこれらに付随する業務（今後取扱

いが認められる業務を含む）

【利用日的】

○　各種金融商品のロ座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため

○　本人確認法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただ

く資格等の確認のため

○　預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため

○　融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため

○　適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の

判断のため

○　与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切

な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため

○　他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等に

おいて、委託された当該業務を適切に遂行するため

○　お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため

○　市場調査ならびに、データ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービス

の研究や開発のため

○　ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため

○　提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため

○　各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため

○　組合員資格の確認および管理のため

○　その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
○　お客さまの安全及び財産を守るため、または防犯上の必要から、防犯カメラの映
像を利用すること

【機微情報に関わる利用日的】

機微情報（政治的見解、信教（宗教、思想及び信条をいう）、労働組合への加盟、人種及び

民族、門地及び本籍地、保健医療及び性生活、並びに犯罪歴に関する情報）は、金融分野に

おける個人情報保護に関するガイドライン（平成16年金融庁告示第67号）に掲げる場合を

除き、取得、利用又は第三者提供をいたしません。また、機微情報は、協同組合による金融

事業に関する法律施行規則に基づき利用目的が限定されておりますので、同規則が定める利

用日的以外で利用いたしません。

【個人借用情報に関わる利用日的】

個人信用情報機関から提供を受けた個人信用情報は、協同組合による金融事業に関する法律
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施行規則等に基づき限定されている目的以外では利用いたしません。
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以　上


