
　

〇阪神水道企業団個人情報及び特定個人情報の
取扱いに関する規則

制　定　平成２７年１１月２４日　規則第３号

第１章　総則
（目的）
第１条　この規則は、個人情報の取扱いに関し、基本となる事項を定めるとともに、
個人番号その他の特定個人情報の取扱いが安全かつ適正に行われるために必要な事
項を定め、措置を講ずることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利
利益を保護することを目的とする。
（定義）
第２条　この規則において、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。
敢　個人情報　個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「個人情
報保護法」という。）第２条第１項に規定する個人情報をいう。
柑　個人番号　行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す
る法律（平成２５年法律第２７号。以下「番号法」という。）第２条第５項に規定す
る個人番号をいう。
桓　個人番号カード　番号法第２条第７項に規定する個人番号カードをいう。
棺　特定個人情報　番号法第２条第８項に規定する特定個人情報をいう。
款　特定個人情報ファイル　番号法第２条第９項に規定する特定個人情報ファイル
をいう。
歓　個人番号利用事務実施者　番号法第２条第１２項に規定する個人番号利用事務実
施者をいう。
汗　通知カード　番号法第７条第１項に規定する通知カードをいう。
漢　課所　阪神水道企業団分課規程（平成１８年管理規程第１号）第１条に規定する
課場センター所室をいう。
澗　職員　阪神水道企業団（以下「企業団」という。）の企業長、副企業長、事務
職員、技術職員、再任用職員（阪神水道企業団職員の再任用に関する条例（平成
１３年条例第３号）に定めるところにより再任用された職員をいう。）、嘱託及び臨
時職員をいう。
（個人情報に関する取扱い）
第３条　個人情報及び特定個人情報の取得、利用、保存及び廃棄に当たっては、個人
情報保護法、番号法その他の関係法令を遵守し、これを慎重に取り扱うとともに、
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当該関係法令により認められる場合を除き、利用目的の範囲を超えて利用し、又は
正当な理由なく外部へ提供してはならない。
２　企業団が有する個人情報について開示の請求があった場合は、当該請求が正当な
理由を有するものであることを確認の上、開示することとし、個人の権利利益が損
なわれないよう配慮しなければならない。

第２章　特定個人情報の取扱い
（特定個人情報統括責任者）
第４条　特定個人情報に関する一切の事項を掌理させるため、特定個人情報統括責任
者を置く。
２　特定個人情報統括責任者は、総務部長をもって充てる。
（特定個人情報利用等責任者等）
第５条　特定個人情報の利用、保存及び廃棄について管理させるため、特定個人情報
利用等責任者を置く。
２　特定個人情報利用等責任者は、総務部総務課長をもって充てる。
３　特定個人情報利用等責任者を補佐し、特定個人情報の利用、保存及び廃棄を行わ
せるとともに、第５項に規定する特定個人情報利用等担当者を指導させるため、特
定個人情報利用等担当主任を置く。
４　特定個人情報利用等担当主任は、総務部総務課職員係長をもって充てる。
５　特定個人情報の利用、保存及び廃棄の実務を行わせるため、特定個人情報利用等
担当者を置く。
６　特定個人情報利用等担当者は、総務部総務課所属職員（嘱託及び臨時職員を除
く。）のうちから総務部総務課長が指名する。
（個人番号取得責任者等）
第６条　個人番号の取得及び当該個人番号を含む特定個人情報の特定個人情報利用等
担当主任への報告について管理させるため、個人番号取得責任者を置く。
２　個人番号取得責任者は、第９条に規定する個人番号の取得を所管する課所の長
（以下「課所長」という。）をもって充てる。
３　個人番号を取得し、当該個人番号を含む特定個人情報を特定個人情報利用等担当
主任に報告させるため、個人番号取得担当主任を置く。
４　個人番号取得担当主任は、第９条に規定する個人番号の取得を所管する課所にお
いて当該個人番号取得対象者に係る事務を担当する係長又は主査をもって充てる。
（個人番号の取得の目的）
第７条　個人番号は、番号法第２条第１１項に規定する個人番号関係事務であって、次
の各号に掲げる事務（以下「個人番号関係事務」という。）を行うために利用する
ものとし、これ以外の事務に利用してはならない。
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敢　所得税に関する書類の作成及び所轄税務署への提出
柑　個人事業税及び個人住民税に関する書類の作成及び個人番号取得対象者が居住
する市町村への提出
桓　兵庫県市町村職員共済組合の事業等に関する書類の作成及び同組合への提出
棺　厚生年金に関する書類の作成及び日本年金機構への提出
款　健康保険に関する書類の作成及び日本年金機構への提出
歓　雇用保険に関する書類の作成及び所轄公共職業安定所への提出
汗　前号までに掲げる事務のほか、関係法令により個人番号を記載する必要がある
書類の作成及び所管官公署等への提出
（個人番号の取得対象者）
第８条　個人番号は、次の各号に掲げる者（以下「個人番号取得対象者」という。）
から取得するものとする。
敢　職員
柑　職員の控除対象配偶者（所得税法（昭和４０年法律第３３号。以下「所得税法」と
いう。）第２条第１項第３３号に規定する控除対象配偶者をいう。以下同じ。）及び
扶養親族（所得税法第２条第１項第３４号に規定する扶養親族をいう。以下同じ。）
桓　企業団から、報酬、委託料、使用料その他の対価であって、当該対価がその者
にとって所得税、個人事業税又は個人住民税の対象となるものの支払いを受ける
者
（個人番号の取得を所管する課所）
第９条　個人番号取得対象者からの個人番号の取得については、次の各号に掲げる課
所が所管するものとする。
敢　前条第１号及び第２号に規定する個人番号取得対象者　総務部総務課
柑　前条第３号に規定する個人番号取得対象者　当該個人番号取得対象者に係る事
務を所掌する課所
（個人番号を取得する時期）
第１０条　個人番号取得対象者からの個人番号の取得については、当該個人番号取得対
象者の就任又は選任、採用、契約等がなされた後、速やかに行うものとする。
（個人番号を取得する方法）
第１１条　第８条第１号及び第３号に規定する個人番号取得対象者から個人番号を取得
する場合は、個人番号取得担当主任は、当該個人番号取得対象者又はその代理人で
あって身元の確かな者から、次の各号に掲げるいずれかのものの写し（以下「個人
番号確認書類の写し」という。）の提出を受けなければならない。
敢　個人番号カード
柑　通知カード
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桓　住民基本台帳法第１２条第１項に規定する住民票又は住民票記載事項証明書で
あって、氏名、出生の年月日、男女の別、住所及び個人番号が記載されたもの

２　前項に規定する場合において、同項第２号又は第３号に規定する個人番号確認書
類の写しの提出を受けるときは、個人番号取得担当主任は、次の各号に掲げるいず
れかのものの写し（以下「本人確認書類の写し」という。）の提出を併せて受けな
ければならない。
敢　運転免許証
柑　旅券
桓　前２号に掲げるもののほか、官公署から発行された書類であって、通知カード
に記載された氏名及び出生の年月日又は住所が記載されているもの

第１２条　第８条第２号に規定する個人番号取得対象者から個人番号を取得する場合
は、個人番号確認書類の写しに代えて、第１４条の規定により職員から提出される個
人番号関係事務書類（個人番号関係事務において作成する書類をいう。以下同じ。）
をもって、これを行うことができる。この場合、本人確認書類の写しの提出を受け
ることを要しない。
（特定個人情報利用等担当主任への報告）
第１３条　個人番号取得担当主任は、第１１条の規定により提出を受けた個人番号確認書
類の写し及び本人確認書類の写し（以下「個人番号確認書類等の写し」という。）
を封入の上、速やかに特定個人情報利用等担当主任に提出しなければならない。こ
のとき、個人番号確認書類等の写しを複写し、並びに電磁的記録等により保存し、
又は複製してはならない。
（職員からの個人番号関係事務書類の提出等）
第１４条　個人番号関係事務において、職員から個人番号関係事務書類の提出を受ける
必要がある場合は、特定個人情報利用等担当主任は、各職員に当該個人番号関係事
務書類を封入させた上で、自ら提出させなければならない。
２　前項の規定にかかわらず、本庁に所在する課所（以下「本庁各課」という。）以
外の課所の所属職員から個人番号関係事務書類の提出を受ける場合は、当該職員が
所属する課所の庶務を担当する係長又は主査（庶務を担当する係長又は主査が置か
れていない課所にあっては、課所長が所属職員のうちから指定する者）は、当該職
員の個人番号関係事務書類を収集し、必要に応じ、当該課所に設置する特定個人情
報一時保管用保管庫に一時保管した上で、特定個人情報利用等担当主任に提出する
ものとする。
３　前項の規定は、本庁各課以外の課所の所属職員が、自ら個人番号関係事務書類を
特定個人情報利用等担当主任へ提出することを妨げない。
（個人番号の異動の確認等）
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第１５条　第８条第１号及び第３号に規定する個人番号取得対象者から取得した個人番
号に異動があったことを知った場合は、当該個人番号取得対象者に係る個人番号取
得担当主任は、速やかに第１２条の規定に準じて異動後の個人番号を取得し、第１３条
の規定に準じて個人番号確認書類の写しを特定個人情報利用等担当主任に提出しな
ければならない。
２　第８条第２号に規定する個人番号取得対象者から取得した個人番号については、
特定個人情報利用等担当主任は、その異動の有無を定期的に確認しなければならな
い。
（個人番号の取得等における安全管理措置）
第１６条　個人番号取得責任者は、個人番号取得担当主任に個人番号取得対象者から個
人番号を取得させるに当たっては、個人番号確認書類等の写しを机上に置いた状態
での離席その他の特定個人情報の不適切な取扱いをさせてはならない。
２　特定個人情報利用等責任者は、個人番号関係事務書類が安全に収集されるため
に、特定個人情報一時保管用保管庫の設置等の必要な安全管理措置を講じなければ
ならない。
（個人番号確認書類等の写しの保管）
第１７条　特定個人情報利用等担当主任は、第１３条の規定により提出を受けた個人番号
確認書類等の写し及び第１４条の規定により提出を受けた個人番号関係事務書類を総
務部総務課内に設置する特定個人情報用保管庫に保管しなければならない。このと
き、個人番号確認書類等の写しを複写し、並びに電磁的記録等により保存し、又は
複製してはならない。
（特定個人情報ファイルの作成及び保存）
第１８条　特定個人情報利用等担当主任は、前条の規定により保管された個人番号確認
書類の写し及び個人番号関係事務書類を用いて、人事給与システム内に特定個人情
報ファイルを作成し、及び保存しなければならない。
２　特定個人情報ファイルは、前項に規定するもののほか、これを作成し、保存し、
及び複製してはならない。
３　第１５条第１項の規定により異動後の個人番号確認書類の写しの提出を受けた場合
又は同条第２項の規定により個人番号に異動があったことを確認した場合は、特定
個人情報ファイルを修正しなければならない。
（個人番号関係事務の執行）
第１９条　特定個人情報利用等担当主任は、個人番号関係事務を行うに当たって、個人
番号を利用する必要がある場合は、前条第１項の規定により作成された特定個人情
報ファイルを用いるものとする。
（個人番号利用事務実施者への個人番号関係事務書類の提出）
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第２０条　個人番号関係事務において、個人番号利用事務実施者に対し個人番号関係事
務書類を提出する場合は、次の各号に規定する事項を遵守しなければならない。
敢　郵送により提出する場合　提出する個人番号関係事務書類を阪神水道企業団文
書規程（平成１６年訓令第１号。以下「文書規程」という。）第２０条に規定する手
続を経て、郵送するものとする。ただし、同規程同条第１項第１号の規定による
総務課への送付の際は、当該個人番号関係事務書類は封入するものとする。
柑　持参により提出する場合　提出する個人番号関係事務書類を封入の上、提出先
である個人番号利用事務実施者に持参するものとする。
（個人番号取得対象者への個人番号関係事務書類の送付）
第２１条　個人番号関係事務書類を個人番号取得対象者へ送付する場合は、特定個人情
報利用等担当主任は、これを封入の上、当該個人番号取得対象者又は当該個人番号
取得対象者に係る個人番号取得担当主任に送付しなければならない。
２　前項の規定により送付を受けた個人番号取得担当主任は、これを当該個人番号取
得対象者に送付しなければならない。
３　前２項の規定により個人番号関係事務書類を送付する場合において、これを郵送
により行うときは、前条第１号の規定を準用する。
４　第１項に規定する場合において、個人番号関係事務書類を送付する個人番号取得
対象者が職員であるときは、同項に規定する方法に代えて、庶務事務システムの機
能を利用し、各職員がパソコンにログイン名及びパスワードを入力することにより
当該個人番号関係事務書類を取得する方法を用いることができる。
（特定個人情報の利用における安全管理措置）
第２２条　特定個人情報利用等責任者は、特定個人情報が安全に利用されるために、次
の各号に掲げる安全管理措置を講じなければならない。
敢　特定個人情報利用等担当主任及び特定個人情報利用等担当者の座席位置の配慮
柑　総務部総務課への特定個人情報用保管庫の設置、設置場所、施錠開錠権限の設
定及び利用履歴の記録
桓　人事給与システム専用端末の設置、設置場所、パスワードの設定及び利用履歴
の記録
棺　人事給与システムに係るアクセス権限の設定、パスワードの設定及び利用履歴
の記録
款　人事給与システム内における特定個人情報ファイルの独立性の確保、同ファイ
ルへのアクセス権限の設定及び利用履歴の記録

２　特定個人情報利用等責任者は、前項第２号から第５号までの各号に掲げる利用履
歴の記録を定期的に監視し、これらの安全管理措置が適切に運用されていることを
確認しなければならない。
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３　特定個人情報利用等責任者は、特定個人情報利用等担当主任及び特定個人情報利
用等担当者に個人番号関係事務を行わせるに当たっては、個人番号確認書類等の写
し及び個人番号関係事務書類を机上に置いた状態、特定個人情報をパソコン画面上
に表示させた状態又は特定個人情報ファイルへアクセスした状態での離席その他の
特定個人情報の不適切な取扱いをさせてはならない。
４　情報処理システム（企業団内における情報の処理及び共有等を図るための職員共
通のシステムをいう。以下同じ。）を管理する責任者は、特定個人情報ファイルを
漏えい等から保護するため、阪神水道企業団情報セキュリティポリシー（以下「情
報セキュリティポリシー」という。）に基づき、必要な安全管理措置を講じなけれ
ばならない。
（個人番号確認書類等の写し等の保存及び廃棄）
第２３条　特定個人情報用保管庫に保管している個人番号確認書類等の写し及び個人番
号関係事務書類については、個人番号関係事務が完了した後、速やかに本庁舎書庫
内に設置する特定個人情報用保管庫に移動し、文書規程及び関係法令に基づき保存
し、又は廃棄しなければならない。
２　個人番号確認書類等の写し及び個人番号関係事務書類の廃棄に当たっては、裁断
機を用い、判読、復元等が不可能な状態にしなければならない。
（特定個人情報ファイルに含まれる個人番号の廃棄）
第２４条　特定個人情報ファイルに含まれる個人番号については、個人番号取得対象者
の辞職、辞任、退職又は契約期間の満了等により個人番号関係事務に利用されなく
なった場合は、速やかに削除しなければならない。
（個人番号確認書類等の写し等の保存及び廃棄における安全管理措置）
第２５条　特定個人情報利用等責任者は、個人番号確認書類等の写し、個人情報関係書
類及び特定個人情報ファイルが安全に保存及び廃棄されるために、次の各号に掲げ
る安全管理措置を講じなければならない。
敢　本庁舎書庫の入退室管理システムの設置、入退室権限の設定及び入退室履歴の
記録
柑　本庁舎書庫への特定個人情報用保管庫の設置、同保管庫の施錠開錠権限の設定
及び利用履歴の記録
桓　第２２条第１項第３号から第５号までの各号に掲げる措置
棺　裁断機の設置
２　特定個人情報利用等責任者は、前項第１号から第３号までの各号に掲げる利用履
歴の記録を定期的に監視し、これらの安全管理措置が適切に運用されていることを
確認しなければならない。
３　特定個人情報利用等責任者は、特定個人情報利用等担当主任及び特定個人情報利
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用等担当者に個人番号確認書類等の写し、個人番号関係事務書類及び特定個人情報
ファイルを保存し、及び廃棄させるに当たって、特定個人情報の不適切な取扱いを
させてはならない。
（業務システム等の保守を委託する場合の措置）
第２６条　人事給与システム及び庶務事務システム等の特定個人情報その他の個人情報
を取り扱う業務システム並びに情報処理システム等の更新及び修繕を委託により行
う場合は、情報セキュリティポリシーの定めるところにより、当該更新及び修繕の
受託者に対し、受託した業務において知り得た事項について守秘義務を遵守させる
とともに、特定個人情報その他の個人情報の漏えい等を防止する措置を講じさせな
ければならない。
（特定個人情報の漏えいが生じた場合）
第２７条　特定個人情報が漏えいした場合又はそのおそれのある場合は、特定個人情報
統括責任者は、直ちに被害拡大を防止する措置を講じるとともに、特定個人情報利
用等責任者、特定個人情報利用等担当主任、特定個人情報利用等担当者、漏えいし
た特定個人情報に係る個人番号取得対象者の個人番号取得責任者及び個人番号取得
担当主任その他の関係者から事情聴取する等の調査を実施し、その結果を企業長に
報告しなければならない。この場合において、特定個人情報保護委員会（番号法第
３６条に規定するものをいう。）その他の機関に、必要な報告及び資料の提供等を併
せて行わなければならない。
（その他）
第２８条　この規則に定めるもののほか、個人情報及び特定個人情報の取扱いについて
必要な事項は、企業長が別に定める。

附　則
（施行期日）
１　この規則は、公布の日から施行する。
（経過措置）
２　第１０条から第１３条までの規定は、この規則の施行の日（以下「施行日」という。）
において、現に就任又は選任、採用、契約等がなされている個人番号取得対象者に
ついては適用しない。
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