共済組合の保有個人データ一覧
業
１

組合員等
資格調定業
務のため必
要な情報

務

資格業務関連

調定業務関連

短期給付
事業のため
必要な情報

名

保有個人データの内容

組合員台帳情報（氏名､性別､生年月日､組
合員証記号番号､給料記録番号､基礎年金
番号､住所､育休免除有無等）､異動記録情
報（異動年月日､異動事由､組合員種別､給
料月額､期末手当等月額）､被扶養者台帳
情報（氏名､生年月日､性別､認定事由､基
礎年金番号､障害等級・号､家族種別､別居
区分､扶養手当有無）､証交付情報､継続療
養者台帳情報（氏名､性別､生年月日､資格
取得事由､資格喪失事由）
育児休業掛金免除情報（氏名、性別、生
年月日、育休期間、掛金免除期間等）、任
継掛金収納情報（氏名、生年月日、退職
年月日、任継資格取得日、住所等）
レセプト情報（氏名、性別、生年月日、
初診年月日、診療日数、入院年月日、医
療費総額等）、現金給付情報、育児休業手
当金情報、送金情報

２

短期給付関連

３

基本項目（受給権者氏名、続柄、性別、
生年月日、住所、電話番号、年金証書記
号番号、基礎年金番号、雇用保険被保険
者番号、給料記録番号、異動年月日、金
融機関情報等）、支給実績情報、停止情報、
年金額情報、被扶養者等情報、組合員期
間等情報、併給調整等情報、受給権者情
報属性情報、扶養控除情報、既給一時金
等情報､給料情報
給料記録関連
基本項目（氏名、性別、生年月日、当初
資格取得年月日、最終退職年月日、組合
員証記号番号、年金証書記録番号、基礎
年金番号、遺族の生年月日、年金種別、
障害認定日、退職改定年月日、受給権発
生年月日等）、給料記録情報、組合員期間
等情報
基礎年金番号事務 現職者情報（氏名、性別、生年月日、住
処理関連
所、基礎年金番号、給料記録番号、現職
者記録番号、組合員期間等情報、被扶養
者情報）
年金受給権者情報（氏名、性別、生年月
日、住所、基礎年金番号、年金証書記号
番号、組合員期間等情報、元組合員情報、
年金種別情報、年金給付情報等）
所得制限事務処理 氏名、性別、生年月日、年金種別、基礎

長期給付
事業のため
必要な情報

年金給付関連

関連

４

福祉事業
のため必要
な情報

年金番号、年金証書記号番号、給与情報、
賞与情報
介護保険料特別徴 氏名、性別、生年月日、住所、基礎年金
収関連
番号、年金証書記号番号、徴収情報
住民基本台帳ネッ 氏名、性別、生年月日、住所、年金証書
トワーク利用関連
記号番号、住民票コード、年金種別、生
存状況
年金相談関連
退職共済年金基本情報（氏名、性別、生
年月日、退職事由、退職予定年月日、給
料情報等）
、障害共済年金基本情報（障害
初診日、障害認定日、障害等級、給料情
報等）、遺族共済年金基本情報（退職事由、
退職年月日、給料情報等）、組合員期間等
情報、みなし給料等情報、被扶養者情報
（氏名、性別、生年月日、続柄等）
氏名、性別、住所、生年月日、組合員証
保健事業関連
記号番号、所属所名、被扶養者情報（氏
名、性別、生年月日、続柄等）、各種健康
診断事業に関する情報（受診機関、受診
日、受診費用、受診結果等）、保健指導・
健康相談情報（指導・相談日、指導・相
談内容、経過記録等）
、契約保養所利用情
報（氏名、年齢、組合員証記号番号、利
用施設、利用日等）
、インフルエンザ予防
接種助成情報（氏名、組合員証記号番号、
接種日、接種金額、接種医療機関）
貸付事業関連
氏名、性別、生年月日、住所、所属所名、
組合員証記号番号、給料月額、貸付情報
（貸付金額等）、償還情報（貸付金未償
還残高、償還額（元金、利息）等）、取
得住宅関連情報、出産予定日、通院病院
名、傷病名・症状、育児休業情報、購入
自動車車種、就学学校名、結婚式場名、
金融機関からの借り入れ状況、貸付申込
に係る添付書類（印鑑証明書、登記簿謄
本、売買契約書等）
宿泊事業
予約番号、団体名、代表者氏名、宿泊者
名、性別、生年月日、電話番号、住所、
連絡先電話番号、連絡先住所、連絡先勤
務先名、予約人数、家族情報（氏名、性
別、誕生日、続柄）、利用情報（利用内
容、利用日、利用金額等）等

共済組合における個人情報の利用目的
組合の内部利用に係る事例
組合員等資格
調定業務

他の個人情報取扱事業者等への
情報提供を伴う事例

資格・調定業務関連
・組合員の資格の得喪・異動管 ・再就職時の組合員原票に関する
理、被扶養者の認定・取消管
情報の再就職先への提供
理及び組合員証の発行、調定 ・国民年金第３号被保険者に関す
計算及び月例報告書・納付書
る情報の日本年金機構への提供
等の作成等
・後期高齢者医療該当者に関する
被扶養者情報の社会保険診療報
酬支払基金への提供
短期給付（附加給付を含
短期給付事業
・高額療養費及び一部負担金払戻
む）関連
金等の自動払いに係るパンチ入
・レセプト、療養費、各種現金
力のために必要な情報の委託先
給付の審査・給付金計算
への提供
・支払及び医療統計等
・条例による医療費公費助成と ・第三者行為に係る求償のために
必要な情報の損保会社等への提
の調整
供
・送金の通知
・育児・介護休業手当金交付金、
災害給付資金交付金及び高額医
療交付金等の共同事業のために
必要な情報の全国市町村職員共
済組合連合会への提供
・給付金の送金事務のために必要
な情報の送金委託金融機関への
提供
診療報酬の審査・支払関連
・診療報酬明細書（レセプト） ・レセプトデータの内容点検・審
査のために必要な情報の委託先
等の資格及び内容の点検
への提供
・レセプトデータの電算処理に係
るパンチ入力のために必要な情
報の委託先への提供
・社会保険診療報酬支払基金へレ
セプトの返戻
短期給付財政安定化関連
・医療費分析のために必要な情報
・医療費分析、疾病分析
の委託先への提供
・医療費通知（被扶養者分を含 ・医療費通知作成のために必要な
めて組合員に通知）
情報の委託先への提供
・ジェネリック医薬品利用促進 ・ジェネリック医薬品利用促進通
通知
知作成のために必要な情報の委
託先への提供
長期給付事業
年金給付関連
・年金の決定、年金の改定、年 ・年金の決定･改定･支給等に必要
金からの各種控除、年金の支
な年金に関する情報の電算処理

給、年金の停止、年金の失権、 委託先への提供
年金相談、各種帳票の作成、 ・年金送金のために必要な情報の
送金委託金融機関への提供
諸統計・集計表の作成
・年金決定等に必要な基礎年金番
号情報の地方公務員共済組合
連合会を経由し日本年金機構
への提供
・基礎年金給付事務に関する情報
の地方公務員共済組合連合会
を経由し日本年金機構への提
供
・年金の給与・賞与との調整に必
要な情報の地方公務員共済組
合連合会を経由し日本年金機
構への提供
・年金からの介護保険料特別徴収
に関する情報の地方公務員共
済組合連合会を経由し市町村
への提供
・年金受給権者の生存確認に必要
な情報の地方自治情報センター
を経由し市町村への提供
・年金の併給調整に関する情報の
対象保険者への提供
・年金からの源泉徴収等に関する
情報の市町村及び税務署への提
供
・担保権設定者に関する情報の日
本政策金融公庫（沖縄振興開発
金融公庫）への提供
・退職者医療に関する情報の国民
健康保険中央会への提供
・組合員であった者の再就職時の
組合員原票に関する情報の再就
職先への提供
・年金相談に必要な年金の決定等
に関する情報の所属所への提供
給料記録関連
・年金額を計算するための給料 ・年金計算等に必要な給料に関す
等の記録、年金額を計算する
る情報の電算処理委託先への提
ために必要な平均給料月額
供
等の算出、年金相談、各種帳 ・年金相談に必要な給料に関する
票の作成、諸統計・集計表の
情報の所属所への提供
作成
年金相談関連
・年金相談に必要な年金額の試 ・年金決定に必要な年金に関する
算、年金相談に必要な年金額
情報の電算処理委託先への提供
等の検索、年金決定に必要な ・年金相談に必要な年金の試算結
情報の作成
果等に関する情報の所属所へ

の提供
福 祉 事 業

保健事業関連
・各種健康診断事業の実施(又 ・各種健康診断事業の委託のため
必要な情報の提供
は利用助成)に係る業務
・各種健康診断事業の受診結果等
の所属所への提供
・再検査・精密検査の他院受診に
際しての、健康診断結果の他医
療機関への提供
・各種健康診断事業に関する各 ・各種健康診断事業に関する各種
帳票・諸統計・集計表の作成の
種帳票・諸統計・集計表の作
ために必要な情報の提供
成
・保健指導、健康相談に係る業 ・保健指導、健康相談に係る産業
医等への必要な情報の提供
務
・宿泊施設等の利用助成に係る
業務
・インフルエンザ予防接種助成 ・インフルエンザ予防接種助成金
の交付に伴う給与等支給機関へ
に係る業務
の情報提供
・インフルエンザ予防接種助成金
の送金のために必要な情報の送
金委託金融機関への提供
貸付事業関連
・貸付の審査・決定、償還額算 ・貸付償還金の給与等からの控
除・償還等に伴う所属及び給与
定、残高管理及び貸付金償還
等支給機関への情報提供
予定表等各種帳票の作成
・貸付金の送金のために必要な情
報の送金委託金融機関への提供
・団体信用生命保険事業及び貸付
保険に係る加入・適用申込み、
保険金請求及び脱退等に伴う全
国市町村職員共済組合連合会並
びに生命保険会社及び損害保険
会社への情報提供
・団体信用生命保険事業に係る保
険料等の給与等からの控除に伴
う所属及び給与等支給機関への
情報提供
・貸付債権の保全に係る全国市町
村職員共済組合連合会への保全
交付金の請求及び債権譲渡等
・貸付債権に係る裁判所又は弁護
士等への債権届出等
・貸付システムのデータ更新のた
め業務委託会社への情報提供
宿泊事業関連
・宿泊・休憩・宴会・会議等の
サービスの提供及び向上のた
め、各種プランの案内等

第三者提供されている個人情報の取り扱い
札幌市職員共済組合において保有する個人情報のうち、第三者に提供されている個人
情報については、個人情報の本人からの求めに応じて、第三者への提供を停止すること
ができます。停止を希望される方は、下記問い合わせ先までお申し出ください。

個人情報の開示等の申し出について
個人情報の開示、訂正、追加又は削除については、下記問い合わせ先までお申し出く
ださい。

個人情報の写しの交付を受ける場合の手数料
札幌市職員共済組合から個人情報の写しの交付を受ける場合は、所定の乾式複写機に
より日本工業規格Ａ列３番までの大きさの用紙を用いて写しを作成する場合には、当該
写し１枚につき 10 円とし、その他の方法により写しを作成する場合には、当該写しを作
成するために実際に要した費用の額に相当する額になります。

問い合わせ先
申出等の窓口
区

分
担当部署

年金に関すること

共済課年金係

年金以外に関すること

共済課管理係

苦情

電話番号
011-211-2432

