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個人情報保護宣言 

 

基本的な考え方 

当社は、ＳＯＭＰＯホールディングスグループの一員として、「ＳＯＭＰＯホールディングス プラ

イバシー・ポリシー」のもと、個人の人格尊重の理念に従い、個人情報を適正に取り扱うことが社

会的責務であり重要であると認識し、「個人情報の保護に関する法律」、「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」その他の関係法令、「個人情報の保護に

関する法律についてのガイドライン」、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」、「医

療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」等を遵守して、お客

さま（当社施設の入居者・サービスの利用者、そのご家族等、その他当社と関係を有するすべて

のお客さまをいいます。以下同じ。）の個人情報の保護に努めてまいります。 

 

1. 当社は、業務上必要な範囲内で、かつ、適法で公正な手段によりお客さまの個人情報を取得

します。また、法令に定める場合を除き、お客さまの個人情報の利用目的を通知または公表し、

利用目的の範囲内で取り扱います。 

2. 個人情報は、以下のように特定の個人を識別することができる情報、他の情報との照合により

特定の個人を識別することができる情報および個人識別符号を含む情報をいいます。 

・名前・住所、電話番号、電子メールアドレス、生年月日・性別、その他の属性等の情報、顔

画像・音声情報等 

・ＤＮＡ配列、顔の部位の位置および形状、虹彩、声紋、指紋・掌紋等身体の特徴を符号化し

本人認証に使用できるようにしたもの 

・パスポート、免許証、年金番号、健康保険被保険者証、介護保険被保険者証の番号等  

3. 当社は、法令に定める場合を除き、お客さまご本人の同意なくお客さまの個人データ（個人番

号および特定個人情報は除きます。）を第三者に提供することはありません。個人番号および

特定個人情報については、法令に定める場合を除き、第三者へ提供することはありません。 

4. 当社は、ＳＯＭＰＯホールディングスグループの経営管理およびお客さまへの商品・サービス

の案内・提供等のため、お客さまの個人データを共同利用することがあります。 

5. 当社は、お客さまの個人データについて、漏えい、滅失またはき損の防止等に努め、適切な安

全管理措置を実施します。また、お客さまの個人データの取扱いを委託する場合は、委託先に

対する必要かつ適切な監督を行います。 

6. 当社は、お客さまの個人データの取扱いが適正に行われるように従業者への教育・指導を徹

底します。また、個人情報保護のための管理態勢を継続的に見直し、改善に努めてまいりま

す。 

7. 当社は、個人情報の取扱いに関する苦情・相談に対し適切かつ迅速に対応します。また、お

客さまからの個人情報の保護に関する法律に基づく保有個人データの開示、訂正等の請求に

適切に対応します。 

※個人情報の利用目的等の詳細については、「個人情報の取扱い」をご覧ください。 
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※個人番号および特定個人情報の取扱いについては、「特定個人情報の取扱い」をご覧くださ

い。 

※保有個人データにかかる開示等の手続きについては、「開示等請求の手続き」をご覧ください。 

 

≪お問い合わせ窓口≫ 

ＳＯＭＰＯケア株式会社 お客さま相談窓口 

住所   ：〒700-0953 岡山県岡山市南区西市 522-1 

電話番号：0120-65-1192（フリーダイヤル） 

受付時間：9：00～18：00(年中無休) 

ＦＡＸ   ：086-242-1577 

以上 
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個人情報の取扱い 

 当社における個人情報の取扱いは、以下のとおりです。 

＊本取扱いにおける「個人情報」および「個人データ」とは、個人番号および特定個人情報を

除くものをいいます。個人番号および特定個人情報の取扱いについては、「特定個人情報

の取扱い」が適用されます。 

 

1. 個人情報の適正な取得 

当社は、業務上必要な範囲内で、かつ、適法で公正な手段により、お客さまの個人情報を取得

します。 

当社は、介護サービス等の利用開始の検討、介護サービス等の提供にかかるアセスメント・モ

ニタリングおよびケアプラン等の各種計画の策定・変更、介護サービス等の提供およびその内容

等の記録、心身の状況、病状、事故状況等の記録等の機会に、当社が直接またはケアマネージ

ャー・その他提携先・業務委託先等を通じて、お客さまの個人情報を取得します。 

当社では、例えば、以下のような方法で個人情報を取得することがあります。 

（取得方法の例） 

・お客さまが当社の施設・事業所の見学、体験等にお越しになる場合の各種手続 

・お客さまの入居時、サービス利用開始時の各種手続 

・介護サービス等の提供にかかるアセスメント・モニタリングおよび各種計画の策定・変更手

続 

・お客さまからのお問い合わせへ対応するためにお電話・電子メール等の内容を記録または

録音する場合 

・ケアマネージャー・提携医療機関・その他提携先から、お客さまの同意に基づき、ご紹介を

受け、当社への情報が提供される場合 

・お客さまへの介護サービス等のサービスの提供とその記録 

・お客さまの心身の状況の変化とその記録 

・カメラ・防犯カメラ・録音機器等の画像・音声記録媒体、各種センサー等の利用 

 

2. 個人情報の利用目的 

当社は、取得した個人情報を以下（1）から（29）および 5．に掲げる目的に必要な範囲で利用し、

法令で定める場合を除き、お客さまの同意なく、目的外には利用しません。 

当社は、法令で定める場合を除き、お客さまにとって利用目的が明確になるようできる限り具体

的に定め、あらかじめ各施設内・事業所内に掲示して明示するか、個人情報の取得の際にご本

人に通知または当社公式Web サイト等により公表するものとします。 

当社は、法令で許容された範囲で利用目的を変更する場合には、法令で定める場合を除き、

各施設内・事業所内に掲示して明示するか、ご本人に通知または当社公式Webサイト等により

公表します。 
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(1) 各種介護サービス（特定施設入居者生活介護、通所介護、訪問介護、訪問看護、居宅介護

支援、地域密着型各種サービス等）の提供 

(2) 各種介護サービスにかかるケアプラン等の各種計画の策定 

(3) 各種サービス提供の記録、各種サービスの報告書の作成、その他の記録 

(4) 介護保険事務 

(5) 各施設・事業所の管理運営のための以下の業務 

・入退所、サービス利用開始・停止の管理（他施設・事業者との引継ぎ事務を含みます。） 

・会計、経理、利用料・介護保険報酬等の請求、債権管理 

・各種行政機関対応(介護事故等の報告、書類等の提出、指導・命令等への対応、実地指導・

立入検査等への対応、苦情調査への協力等) 

・介護サービスの維持・改善・向上 

・入居者・利用者等の安全面の確認・確保、防犯上の措置 

(6) 心身の状態、病状、事故状況の把握およびその記録・管理 

(7) サービス計画書（ケアプラン）に沿ったサービスを提供するために実施される他の居宅サービ

ス事業者や居宅介護支援事務所等との連携（サービス担当者会議）、照会への回答 

(8) 介護支援相談員とサービスの提供または相談援助等を担当する職員、主治医、入院等受け

入れ医療機関、市町村、都道府県および国民健康保険団体連合会等との連絡調整等におい

て必要な場合 

(9) 食事提供業者および介護用品納入業者（おむつ等）への発注連絡 

(10) その他の当社の業務遂行上必要な範囲内での外部専門家・アドバイザー、業務委託先等

への提供 

(11) 施設・事業所等で行われる学生・研修生等の実習等への協力 

(12) ご家族等への心身の状況等の説明 

(13) 介護保険事務の委託、審査支払機関へのレセプトの提出、審査支払機関または保険者か

らの照会への回答 

(14) 損害賠償責任保険等にかかる保険会社等への相談または届出等 

(15) その他の当社またはＳＯＭＰＯホールディングスグループ会社、提携先企業等の商品・サー

ビス等の案内・提供・管理 

(16) 各種イベント、キャンペーン等の案内、その他各種情報・資料の提供・送付 

(17) アンケートの実施・市場調査、データ分析の実施等 

(18) 保健・医療・福祉・介護、住まい、食事、その他高齢者に関する調査・研究 

(19) 特定の入居者・関係者の症状や事例の学会、研究会、学会誌等での報告（氏名、生年月日、

住所等を消去することで匿名化します。匿名化が困難な場合は、ご本人の同意を得るものとし

ます。） 

(20) 外部監査機関への情報提供 

(21) 倫理委員会等を設置する保健・医療・福祉・介護、住まい、食事、その他高齢者に関する調

査・研究機関への情報提供（特定の入居者・関係者の症状や事例の調査・研究機関への提供
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は、氏名、生年月日、住所等を消去することで匿名化します。匿名化が困難な場合は、本人の

同意を得るものとします。） 

(22) 新たなサービスの開発・研究、サービスの改善 

(23) お問い合わせ、ご意見等への対応、確認および記録 

(24) 苦情への対応、確認および記録 

(25) ご本人かどうかの確認 

(26) 他の事業者等から個人情報（データ）の取扱を受託した場合等における当該受託業務の適

切な遂行 

(27) 法令に従った個人データの特定の者との間での共同利用 

(28) 当社職員の採用および労務管理 

(29) その他上記に付随する業務ならびにお客さまとの取引および当社の業務運営を適切かつ

円滑に履行するために行う業務 

※(6)-(8)における個人情報の提供にあたっては、必要最小限のものとし、関係者以外の者に情

報が漏れることのないよう、細心の注意を払います。 

※(7)、(8)における個人情報の提供にあたっては、あらかじめ入居者・利用者またはご家族等の

書面による同意を得るものとします。 

※個人情報を使用する会議においては、会議の日時、相手方・出席者、内容等その経過を記録し

ます。 

 

3. 第三者への提供・第三者からの取得 

3-1. 当社は、法令に定める場合を除き、お客さまご本人の同意なくお客さまの情報を第三者に

提供することはありません。 

  当社では、例えば、以下のような場合に、ご本人の同意なく第三者に提供することがあります。 

・法令に基づく場合 

・人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合 

・公衆衛生の向上のために特に必要がある場合 

・国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令に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 

・法令に定めるオプトアウト手続き（個人情報の保護に関する法律第 23 条第 2 項の手続きを

いいます。）をとった場合（要配慮個人情報は除きます。） 

・当社の業務遂行上必要な範囲内での個人データの取扱いを委託する場合 

・合併等による承継の場合 

・ＳＯＭＰＯホールディングスグループ各社・提携先企業との間で個人データの共同利用を行う

場合 

3-2. 当社は、法令で定める場合を除き、個人データを第三者に提供した場合には当該提供に関

する事項（いつ、どのような提供先に、どのような個人データを提供したか等）について記録し、

個人データを第三者から取得する場合には当該取得に関する事項（いつ、どのような提供元か
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ら、どのような個人データを取得したか、提供元の第三者がどのように当該データを取得したか

等）について確認・記録します。 

 

4. 個人データの取扱いの委託 

当社は利用目的の達成に必要な範囲において、お客さまの個人データの取扱いを国内外の他

の事業者に委託することがあります。その場合は、委託先の選定基準を定め、あらかじめ委託先

の情報管理体制を確認するなど、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。 

当社では、例えば、以下のような場合に、個人データの取扱いを委託しています。 

・食事サービス、介護用品等の物品購入、清掃・クリーニング、レクリエーション、ご利用料金等

の請求・集金、介護保険事務・介護保険報酬請求関連事項、サービスに係る事故発生時の調

査・対応、お客さまからのご相談・苦情等への対応、アンケート調査、業務・経営分析、職員の

給与計算・社会保険関連事項、内部監査等の各種業務および事務 等 

 

5. 個人データの共同利用（グループ会社との間の共同利用） 

  当社では、以下の共同利用を行うことがあります。 

(1) ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社によるグループ会社の経営管理のために、ＳＯＭＰＯホ

ールディングス株式会社とＳＯＭＰＯホールディングスグループ各社との間で、以下のとおり、個

人データを共同して利用することがあります。 

A. 個人データの項目 

<A> ＳＯＭＰＯホールディングスグループ各社の株主の皆さまの個人データ：氏名、住所、株

式数等に関する情報 

<B> ＳＯＭＰＯホールディングスグループ各社が保有する個人データ： 

氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、性別、生年月日、その他申込書・契約書等

に記載された契約内容など、お取引に関連して取得した情報 

B. 共同利用するグループ会社の範囲 

共同して利用するグループ会社の範囲は以下のリンクをご参照ください。 

https://www.sompo-hd.com/group/group_list/ 

C. 個人データ管理責任者 

ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 

(2) ＳＯＭＰＯホールディングスグループとしての経営管理業務の遂行ならびに当社またはＳＯＭ

ＰＯホールディングスグループ各社が取り扱う商品・サービス等のお客さまへのご案内・ご提供

およびその判断のために、当社とＳＯＭＰＯホールディングスグループ各社間で、以下のとおり、

個人データを共同して利用することがあります。 

A. 個人データの項目 

ＳＯＭＰＯホールディングスグループ各社が保有する個人データ： 

氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、性別、生年月日、その他申込書・契約書等に

記載された契約内容など、お取引に関連して取得した情報 

https://www.sompo-hd.com/group/group_list/
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B. 共同利用するグループ会社の範囲 

共同して利用するグループ会社の範囲は以下のリンクをご参照ください。 

https://www.sompo-hd.com/group/group_list/ 

C. 個人データ管理責任者 

ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 

(3)ＳＯＭＰＯホールディングスグループにおける介護関連サービスに関し、当社と以下に掲げるＳ

ＯＭＰＯホールディングスグループ各社間で以下のとおり、個人データを共同して利用すること

があります。 

※共同利用の目的 

ご利用データの研究・分析（症例・事故事例を含みます。）、各種商品・サービス等の研究・開

発、各種商品・サービスのお客さまへのご案内・ご提供およびその判断、ご利用料金等の請

求・集金、介護保険事務・介護保険報酬請求関連事項、サービスに係る事故発生時の調査・

対応、お客さまからのご相談・苦情等への対応、アンケート調査、業務・経営分析、職員の給

与計算・社会保険関連事項、内部監査等の各種業務および事務 

人材教育・人材開発その他人事・労務に関する業務 

A. 個人データの項目 

お客さま（入居者・利用者、ご家族、保証人・身元引受人等）の氏名、住所、電話番号、電子

メールアドレス、性別、生年月日、その他申込書・契約書等に記載された契約内容、ご利用

サービスの内容・履歴など、介護関連サービスのご提供・ご請求に関連して取得した情報 

職員の採用・労務管理に関する情報 

B. 共同利用するグループ会社の範囲 

ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社、当社（ＳＯＭＰＯケア株式会社）およびＳＯＭＰＯケアグ

ループ各社（グループ会社の範囲は以下のリンクをご参照ください。 

https://www.sompocare.com/company/group/） 

C. 個人データ管理責任者 

各個人データを原取得した会社 

 

6. 要配慮個人情報の取扱い 

当社は、お客さまの人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害の事実、身体障害

等の心身の障害、医師等による健康診断等の結果、医師等による指導・診療・調剤の事実等の

要配慮個人情報につき、法令に定める場合を除き、ご本人の同意を得て取得するものとします。

また、要配慮個人情報については、オプトアウト方式による第三者提供は行いません。 

当社では、以下のような場合に、ご本人の同意なく要配慮個人情報を取得することがあります。 

・法令に基づく場合 

・人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合 

・公衆衛生の向上のために特に必要がある場合 

・国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令に定める事務を遂行するこ

https://www.sompo-hd.com/group/group_list/
https://www.sompocare.com/company/group/
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とに対して協力する必要がある場合 

・ご本人、国・地方公共団体、報道機関等により公開されている場合 

・目視・撮影により外形上明らかな場合 

・個人データの取扱いの受託、合併等による承継、個人データの共同利用により提供を受けた

場合、第三者提供を受ける場合で提供元が提供の同意を得ている場合 

 

7. 匿名加工情報の取扱い 

7-1. 匿名加工情報の作成 

  当社は、匿名加工情報（法令に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないよう

に個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することがで

きないようにしたもの）を作成する場合には、以下の対応を行います。 

・法令で定める基準に従って、適正な加工を施すこと 

・法令で定める基準に従って、削除した情報や加工の方法に関する情報の漏えいを防止す

るために安全管理措置を講じること 

・作成した匿名加工情報に含まれる情報の項目を公表すること 

・作成の元となった個人情報の本人を識別するための行為をしないこと 

7-2. 匿名加工情報の提供 

  当社は、匿名加工情報を第三者に提供する場合には、提供しようとする匿名加工情報に含ま

れる個人に関する情報の項目と提供の方法を公表するとともに、提供先となる第三者に対して、

提供する情報が匿名加工情報であることを明示します。 

 

※匿名加工情報の提供方法、匿名加工情報に含まれる個人情報の項目はこちらをご参照くださ

い。 

 

8. 個人情報保護法に基づく保有個人データに関する事項の通知、開示・訂正等・利用停止等 

個人情報保護法に基づく保有個人データに関する事項の通知、開示・訂正等・利用停止等に

関するご請求については、「開示等請求の手続き」に記載のお問い合わせ先までお問い合わせく

ださい。 

当社は、ご請求者がご本人または代理人であることを確認させていただき、当社所定の書式に

ご記入いただいたうえで手続きを行い、後日、原則として書面で回答いたします。開示等請求へ

の回答については、所定の手数料をいただく場合があります。 

当社が必要な調査を行った結果、ご本人に関する情報が不正確である場合は、その結果に基

づいて正確なものに変更させていただきます。 

※開示、訂正等の手続きの詳細については、「開示等請求の手続き」をご覧ください。 

 

9. 安全管理の取組み 

当社は、個人データの漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人データの安全管理のため、

https://www.sompocare.com/assets/document/privacy/anonymize_personal_data.pdf
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取扱規程および安全管理措置に係る実施体制の整備等、必要かつ適切なセキュリティ対策を講

じます。また、利用目的の達成に必要とされる正確性・最新性を確保するとともに、利用する必要

がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めます。 

 

10. 入居者・利用者ご本人の意思の確認等について 

入居者・利用者ご本人のご病状・意識の程度等により、ご本人の意思が明確に確認できない場

合には、回復に合わせて、速やかにご本人への説明を行うものとし、可能な限り、ご本人に通知し、

またはご本人の同意を得るよう努めるものとします。 

 

11. 入居者・利用者のご家族等へのご説明について 

ご家族に対しては、ご本人へのサービスの提供に必要な範囲でご本人の心身の状況その他の

状況をご説明いたします。ご説明にあたっては、あらかじめご本人に対象となるご家族の範囲を

確認させていただく等、ご本人のご意思・ご意向を踏まえて対応させていただきます。 

また、ご本人の心身の状況・意識の程度により、ご本人の同意の取得が困難な場合には、ご家

族であることを確認させていただいたうえで、必要な範囲で、情報の提供を行うとともに、ご本人の

過去の病歴・治療歴等の情報を取得させていただくことがあります。 

 

12. ご遺族への介護関係記録のご提供について 

ご遺族に対する介護関係記録のご提供につきましては、ご利用者様の生前の意思、名誉等を

十分に尊重し、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」

等を踏まえて行うものとします。 

 

13. お問い合わせ窓口 

当社の個人情報および匿名加工情報の取扱いに関するご質問、ご照会、苦情等は、下記連絡

先にお問い合わせください。 

また、当社からのダイレクトメールの送付やお電話等でのご案内を希望されない場合は、下記

のお問い合わせ先までご連絡ください。 

なお、関係法令に基づき保有しております情報については、利用停止または消去のお申し出に

は応じられない場合があります。 

 

ＳＯＭＰＯケア株式会社 お客さま相談窓口 

住所   ：〒700-0953 岡山県岡山市南区西市 522-1 

電話番号：0120-65-1192（フリーダイヤル） 

受付時間：9：00～18：00(年中無休) 

ＦＡＸ   ：086-242-1577 
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特定個人情報の取扱い 

 当社における個人番号および特定個人情報の取扱いは、以下のとおりです。 

 

1.個人番号および特定個人情報の適正な取得 

当社は、適法かつ公正な手段によりお客さまの個人番号および特定個人情報を取得します。ま

た、法令で定められた場合を除き、個人番号および特定個人情報の提供を求めることはありませ

ん。 

（取得の方法の例） 

・書面にご記入いただく方法または個人番号もしくは特定個人情報が記載された書面をご提出

いただく方法 など 

 

2.個人番号および特定個人情報の取扱い、利用・第三者提供の範囲 

当社では、取得した個人番号および特定個人情報を法令で限定された範囲内でのみ取り扱い

ます。当社における利用、第三者提供の範囲は以下のとおりであり、その範囲外で、利用または

第三者提供を行うことはありません。 

（１） 法令に定められた以下の個人番号関係事務を行う場合 

①報酬・料金等の支払調書の作成事務  

②不動産使用料、不動産等の譲受け対価の支払調書作成事務 

③その他法令に定められた個人番号関係事務 

（２）法令に基づき、以下の場合に利用を行うことがあります。 

①人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、

または本人の同意を得ることが困難である場合 

 

3.安全管理措置に関する事項 

当社は、個人番号および特定個人情報の漏えい、滅失またはき損の防止その他、個人番号お

よび特定個人情報の安全管理のため、取扱規程および安全管理措置に係る実施体制の整備等、

十分なセキュリティ対策を講じます。 

 

4.個人番号および特定個人情報取扱いの委託 

当社は、個人番号関係事務の一部を他の事業者に委託することがあります。個人番号および

特定個人情報の取扱いを委託する場合は、委託先の選定基準を定め、あらかじめ委託先の情報

管理体制を確認するなど、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。 

※ 個人情報保護法に基づく保有個人データ、個人番号および特定個人情報に関する事項の通

知、開示・訂正等・利用停止等に関するご請求については、「開示等請求の手続き」をご覧く

ださい。 
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5.お問い合わせ窓口 

当社の個人番号および特定個人情報の取扱いに関するご質問、ご照会、苦情等は、下記連絡

先にお問い合わせください。 

ＳＯＭＰＯケア株式会社 お客さま相談窓口 

住所   ：〒700-0953 岡山県岡山市南区西市 522-1 

電話番号：0120-65-1192（フリーダイヤル） 

受付時間：9：00～18：00(年中無休) 

ＦＡＸ   ：086-242-1577 
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開示請求の手続き 

当社はお客さまからの個人情報保護法に基づく保有個人データの利用目的の通知、開示、訂

正等または利用停止等のご請求（以下「開示等請求」といいます）に適切に対応いたします。 

 

1. ご請求の方法 

開示等請求を希望される場合は、下記窓口までご請求ください。当社所定の書面をご送付いた

しますので、必要事項をご記入の上、以下のご請求者がご本人または代理人であることの確認資

料とともに、指定の窓口にご提出ください。 

(1) ご請求者がご本人の場合 

運転免許証・写真付住民基本台帳カード・パスポート・健康保険証、年金手帳など公的機関

が発行した書面の写し 

(2) ご請求者が代理人の場合 

   代理人ご本人の確認ができる資料（上記（１））に同じ。）に加え、以下の書類をご提出くださ

い。 

   法定代理人の場合：戸籍謄本、成年後見登記事項証明書の写し等、法定代理権のあること

が確認できる資料 

任意代理人の場合：委任状および委任状に押印された印鑑の印鑑登録証明書の確認 

 

2. 手数料 

保有個人データの「利用目的の通知」および「開示の請求」については、手数料として 700 円

（税込み）をご負担いただきますので、当社指定の口座へお振込みください。 

なお、お客さまから当社に開示等請求書をご送付いただく際の郵送費用、および手数料をお振

込みいただく際の振込手数料に関しましても、お客さまにご負担いただきますのであらかじめご了

承ください。 

 

3. 回答方法 

お受けした開示等請求については、当社にてご請求内容の確認・調査等を行い、手数料が必

要な場合には、ご入金を確認させていただいたうえで、ご本人に対しご回答いたします。代理人か

らのご請求の場合は当該代理人に対しご回答いたします。 

なお、開示等請求に応じることによりご本人または第三者の生命、身体、財産その他権利利益

を害するおそれがある場合、当社の業務の適正な実施に著しい支障をおよぼすおそれがある場

合、他の法令に違反することとなる場合等、ご請求に応じることができない場合があります。その

場合にはその理由をご連絡いたします。 

 

4. お問い合わせ窓口 

ご利用いただいている施設・事業所 


