基本理念・
行動指針
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コンテンツ
ごあいさつ

個人情報保護
個人情報保護宣言

プロフィール

東京信用保証協会は信用保証協会法（昭和28.8.10法律第196号）
に基づく法人であり、中小企業者等の皆さま
（以下、
「お客さま」
といいます。）
が金融機関から貸付等を受けるについて、貸付金等の債務を保証することを主たる業務としており、
信用保証協会の制度の確立をもってお客さまに対する金融の円滑化を図ることを目的としております。
業務上、お客さまの個人情報を取得・利用等させていただくことになりますが、お客さまの個人情報の取り扱いについて以

経営方針
平成 年度
事業実績
26

下の方針で取り組み、適正な個人情報の保護に努めてまいります。
（1）個人情報に関する法令等の遵守
個人情報保護法などの法令・ガイドライン等（以下、
「法令等」
といいます。）
を遵守して、お客さまの個人情報を取り扱いま
す。
（2）個人情報の取得・利用・提供

当協会の
業務概要

・当協会では、信用保証業務の適切な運営の遂行のためにお客さまの個人情報を適正に取得し、利用します。なお、利用目
的の詳細につきましては当協会ホームページまたは備え付けのパンフレットの「個人情報保護法に基づく公表事項等に
関するご案内」の1.「当協会が取り扱う個人情報の利用目的」に公表しておりますのでご覧ください。

個人情報
保護

・取得したお客さまの個人情報は、法令等に定める一定の場合を除き、上記の利用目的以外には利用いたしません。
・取得したお客さまの個人情報は、法令等に定める一定の場合を除き、お客さまの同意を得ないで第三者には提供、開示
いたしません。
・お客さまの本籍地等の業務上知り得た公表されていない情報を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目

態勢

コンプライアンス

的以外には利用いたしません。
・個人信用情報機関から提供を受けた情報であってお客さまの返済能力に関するものを、
お客さまの返済能力の調査以外
の目的には使用いたしません。

定款

（3）個人データの安全管理に係る基本方針
当協会は、個人データの安全管理に係る基本方針として、次の事項を定めます。
・個人データについては、法令等を遵守して厳重管理します。

資料編

・当協会は、個人データの漏えい、滅失または毀損の防止を図るため適切な安全管理体制を構築します。
・当協会は、当協会の役職員として取るべき行動を具体的に示すものとして、別途、個人データの管理に関する内部規程を
制定します。

役員名簿・
組織機構図

・当協会は、役職員に個人データの安全管理を周知徹底させるため計画的に教育・研修などを行います。
・当協会は、本基本方針の遵守状況などを定期的に点検、評価して適宜安全管理対策を見直し、適正な安全管理に努めま
す。
・当協会は、本基本方針を必要に応じて継続的に改善することに努めます。

当協会の
あゆみ
事業所の
ご案内
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コンテンツ

（4）個人データの委託
あります。
・委託する場合には適正な取扱いを確保するため契約の締結、実施状況の点検などを行います。

・法令等に定める一定の場合を除き、お客さまは、当協会が保有するお客さまご自身の個人データの開示およびその利用

目的の通知を求めることができます。
すが、その際、書類にてご本人の確認をさせていただきます。なお、
「保有個人データ開示等申請書」は、当協会窓
口に設置してある他、当協会ホームページからもダウンロードすることができます。

（9）の窓口にご連絡ください。調査確認のうえ、法令等に定
・当協会が保有する個人データに誤りがある場合は以下
める一定の場合を除き、訂正または削除いたします。
調査確認のうえ、法令等に定める一定の場合を除き、保有個人データの利用を停止いたします。
・お客さまの個人情報を個人情報保護法第23条に違反して第三者に提供している場合には、
以下（9）の窓口にご

26

当協会の
業務概要

・お客さまの個人情報を不適切に取得し、
または目的外に利用している場合には以下（9）の窓口にご連絡ください。

平成 年度
事業実績

（6）保有個人データの訂正・削除、利用停止、第三者提供の停止

経営方針

・請求の方法は、
所定事項を記載した「保有個人データ開示等申請書」を当協会窓口にご提出いただくことになりま

プロフィール

（5）保有個人データの開示・利用目的の通知

ごあいさつ

・当協会は、個人情報保護法第23条第4項第1号の規定に基づき個人データに関する取り扱いを外部に委託する場合が

連絡ください。調査確認のうえ、法令等に定める一定の場合を除き、保有個人データの第三者提供を停止いたしま
個人情報
保護

す。
（7）上記（5）
（6）の手続について

態勢

づく公表事項等に関するご案内」の8.（3）
「開示等の求めに応じる手続等に関する事項」をご覧ください。
（8）苦情について

定款

当協会は、
お客さまからの個人情報に関する苦情について適切かつ迅速に取り組みます。

コンプライアンス

（5）
（6）の具体的な手続につきましては当協会ホームページまたは備え付けのパンフレットの「個人情報保護法に基

（9）開示・利用目的の通知・訂正・利用停止・第三者提供の停止・安全管理措置・相談・苦情窓口

当協会における個人情報等に関する各種のお問い合わせの窓口は、当協会ホームページの事業所一覧または備え
資料編

付けのパンフレット
「個人情報保護法に基づく公表事項等に関するご案内」をご覧ください。

役員名簿・
組織機構図

当協会ホームページ http://www.cgc-tokyo.or.jp

当協会の
あゆみ
事業所の
ご案内
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個人情報保護法に基づく公表事項等に関するご案内
個人情報保護法（以下「法」
といいます。）
は、所定の事項を、公表、
もしくは本人が容易に知り得る状態に置くべきものと定めています。
以下では、
これらの事項を公表等のため掲載させていただきますので、
ご覧くださいますようお願い申し上げます。
東京信用保証協会 理事長 村山 寛司
（２００５年４月 １日制定）
（２００６年４月 １日改定）
（２０１０年4月 １日改定）
（２０１1年9月１3日改定）
（２０１3年7月１6日改定）
記

当協会の
業務概要

1.当協会が取り扱う個人情報の利用目的（法１８条１項関係）
当協会は、個人情報の利用に関し次の（１）
〜
（3）
に掲げる事項を遵守いたします。
（１）
法に基づき、
お客さまの個人情報を、
信用保証業務及びこれに付随する業務並びに次の①〜⑪の利用目的の達成に必要な範囲で利用すること
① 経営・金融・各種制度利用の相談の受付及び各種保証制度利用のご提案
② 保証申込・条件変更申込の受付、審査、決定
③ 保証利用資格の確認及び保証取引の継続的な管理
④ 法令等や契約上の権利の行使や義務の履行
⑤ 取引上必要な各種郵便物の送付
⑥ 信用保険・損失補償契約の相手方に提供する場合等適切な業務の遂行に必要な範囲での第三者提供
⑦ 市場調査及びデータ分析並びにアンケート等の実施
⑧ 保証料率・保険料率の算定及び保証料の返戻
⑨ 求償権の行使
⑩ 信用保証協会団体信用生命保険制度に関する事務手続
⑪ その他中小企業金融及び信用補完制度の適正な運営
（２）個人信用情報機関から提供を受けた情報であってお客さまの返済能力に関するものを、
お客さまの返済能力の調査以外の目的のために利用しな
いこと
（3）
お客さまの本籍地等の業務上知り得た公表されていない情報を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外には利用しないこと

個人情報
保護

2.各種アンケート等における利用目的の限定
当協会は、お客さまにとって利用目的が明確になるよう具体的に定めるとともに、例えば、各種アンケート等への回答に際しては、
アンケートの集計
のためのみに利用するなど、取得の場面に応じ、利用目的を限定するよう努めます。

態勢

コンプライアンス

3.個人情報の取得元またはその取得方法について
当協会では、例えば、以下のような情報源から個人情報を取得することがあります。
（取得する情報源の例）
（１）信用保証委託申込書など、
お客さまにご記入・ご提出いただく書類等により直接提供される場合
（２）
お客さまが信用保証協会保証付融資を受けられた金融機関から、個人情報が提供される場合
（３）債権回収会社等の委託先から、個人情報が提供される場合
（4）個人信用情報機関等の第三者から、個人情報が提供される場合

定款

４．
ダイレクト・メールの中止について
当協会は、お客さまからダイレクト・メ−ルの中止のお申し出があった場合には、遅滞なくそれ以降の当該目的での利用・提供を中止する措置をとりま
す。
中止を希望されるお客さまは、最寄りの当協会本・支店保証課までお申し出ください。

資料編

５．
個人データの取り扱いの委託について
当協会がお客さまの個人情報の取り扱いを委託する場合は、
お客さまの個人情報の安全管理が図られるよう適切に監督いたします。
当協会では、例えば、以下のような場合に、個人データの取り扱いの委託を行っております。
（委託する事務の例）
（１）行方不明先等の調査業務
（２）債権管理回収業務

役員名簿・
組織機構図

６．
個人情報の第三者提供について（法２３条１項関係）
当協会は、お客さまより取得させていただいた個人情報を適切に管理し、法令等に定められた一定の場合を除き、あらかじめお客さまの同意を得る
ことなく第三者に提供することはありません※。
なお、お客さまの個人情報を第三者に提供すること、及び個人情報の取得にあたっての利用目的については、書面によりお客さまの同意を得ること
としております。

当協会の
あゆみ

※本取り扱い開始前の信用保証により取得させていただいた個人情報は、信用保証の制度をご利用いただく上で一般的に推定が及ぶと思われる範囲でお取り扱いさせて
いただきます。

事業所の
ご案内

７．
共同利用に関する事項（法２３条４項３号関係）
法２３条４項３号は、第三者提供の例外として、個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨及び一定の事項を本人が容
易に知り得る状態に置いているときは、第三者提供にいう
「第三者」に該当せず、あらかじめお客さまの同意を得ないで、その共同利用者に個人データ
を提供できることを定めています。
（１）共同利用される個人データの項目
① 創業年月・従業員数等、保証委託申込書・条件変更申込書並びに申込時及び申込後提出する書類に記載された情報
② 財務評価に関する情報等、保証審査に関する情報
③ 保証承諾金額・保証期間等、保証承諾の内容に関する情報
④ 条件変更内容・条件変更回次等、条件変更の内容に関する情報
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個人情報保護

コンテンツ
ごあいさつ

⑤ 事故発生事由・期限の利益喪失年月日等、事故発生の内容に関する情報
⑥ 代位弁済金額・代位弁済原因等、代位弁済の内容に関する情報
⑦ 求償権金額・法的措置の内容等、求償権回収に関する情報
⑧ その他信用保証協会業務に関する統計資料作成のために必要な情報
（２）共同利用者の範囲
① 信用保証協会法（昭和２８年法律第１９６号）
に基づく信用保証協会
具体的な名称についてはこちらをご覧ください。
http://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html
② 一般社団法人全国信用保証協会連合会
（３）利用目的
信用保証協会業務に関する統計資料の作成・分析
（４）個人データの管理について責任を有する者の名称
一般社団法人全国信用保証協会連合会

プロフィール
経営方針
平成 年度
事業実績
26

当協会の
業務概要
個人情報
保護
態勢

※未成年者または成年被後見人の法定代理人本人であることを確認するため、法定代理人の運転免許証、
パスポート等を確認させていただきます。

（Ｂ）委任による代理人の場合
・当協会所定の代理人選任届 １通
・本人の印鑑証明書 １通

当協会の
あゆみ

９．
苦情の受付窓口に関する事項（法２４条１項４号、施行令５条、法３１条関係）
（１）個人情報の取扱いに関する苦情の申出先
当協会の個人情報の取扱いに関する苦情の申し出先は、以下に掲げる窓口となります。
① お電話による場合
最寄りの当協会本・支店までお願いします。
② お手紙による場合
当協会総務部総務課までお願いします。
〒１０４-８４７０ 東京都中央区八重洲２丁目６番１７号
東京信用保証協会 総務部総務課
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事業所の
ご案内

10．
備 考
当協会が、お客さまへの通知、同意書等のご承認の方法により、別途、利用目的等を個別に示させていただいた場合等には、その個別の利用目的等
の内容が、以上の記載に優先いたします。ご了承ください。
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役員名簿・
組織機構図

次に定める場合等は、非開示とさせていただきます。非開示を決定した場合は、その旨、
ご通知申し上げます。
・申請書に記載されている住所または本人確認のための書類に記載されている住所と当協会の登録住所が一致しないときなど、本人確認ができ
ない場合
・代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合
・所定の申請書類に不備があった場合
・開示の求めの対象が「保有個人データ」に該当しない場合
・本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
・保証審査内容等、当協会の業務の適正な実施に著しい支障を及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

資料編

※「保有個人データ」の非開示事由について

定款

※代理人本人であることを確認するため、代理人の運転免許証、
パスポート等を確認させていただきます。

④ 「開示等の求め」に対する回答方法
「開示等」のうち、
「保有個人データの開示」の求めについては郵送または当協会窓口にてご回答いたします。郵送先は、
ご本人が申請した場合
は申請者欄にご記入いただいた住所宛、代理人が申請した場合はご本人さまの住所宛となります。
⑤ 「開示等の求め」に関して取得した個人情報の「利用目的」
「開示等の求め」に伴い取得した個人情報は、
「開示等の求め」に応じるために必要な範囲内で取り扱うものとします。

コンプライアンス

８．
当協会が取り扱う保有個人データに関する事項（法２４条１項関係）
次のとおりです。
（１）当該個人情報取扱事業者（当協会）の名称
東京信用保証協会
（２）
すべての保有個人データの利用目的
１．
をご参照ください。
（３）
「開示等の求め」に応じる手続等に関する事項（法２９条関係）
当協会では、法令等に定められた一定の場合を除き、本人またはその代理人からの保有個人データの利用目的の通知、保有個人データの開
示、訂正、利用停止、第三者提供の停止等（以下「開示等」
といいます。）の求めに対応させていただいております。
なお、
「開示等の求め」を行う場合は、開示を求める
「保有個人データ」を具体的に特定されるようお願いいたします。
① 「開示等の求め」のお申出先
「開示等の求め」は、最寄りの当協会本・支店までお越しいただくようお願い申し上げます。
なお、遠方のお客さまなどで窓口にお越しいただけない場合は、事前にご相談ください。
② 「開示等の求め」に際してご提出いただく書面（様式）等
「開示等の求め」を行う場合は、当協会ホームページより次の申請書（Ａ）
をダウンロードし、所定の事項を全てご記入のうえ、当協会窓口にご提
出ください。その際、書類（Ｂ）
でご本人の確認をさせていただきます。
（Ａ）当協会所定の申請書
・保有個人データ開示等申請書
（Ｂ）本人確認のための書類
（例）運転免許証、
パスポート等
③ 代理人による
「開示等の求め」
「開示等の求め」を行う方が、本人または未成年者等の法定代理人である場合、
もしくは、
「開示等の求め」を行うことにつき本人が委任した代理
人である場合は、前項の書類に加えて、以下の書類（（Ａ）
または
（Ｂ））
を添付してください。当協会所定の書式は、
ホームページよりダウンロード
いただけます。
（Ａ）法定代理人の場合
・成年後見人の場合は当協会所定の届出書 １通
・法定代理権があることを確認するための書類（（例）戸籍謄本） １通

