お客様保護態勢

■ コンプライアンス態勢

お客様保護態勢

コンプライアンス態勢

コンプライアンス態勢

■ 個人情報保護宣言（プライバシーポリシー）
当金庫は、信用金庫業務を通じ、
「 愛と信と和を基に、あふるる活力により

コンプライアンスとは、法令やルールを厳格に遵守し、社会的規範を全うすることです。
当金庫では、高い企業倫理に従って透明で公正な事業活動を行うべく、
コンプライアンスを経営の最重要課題のひと
つとして位置づけ、
コンプライアンスへの積極的な取組みを行っております。
組織体制としては、
コンプライアンス委員会を設置し、
コンプライアンスに係る諸施策を具体的に検討・評価、指示する
とともに理事会等への報告・提議を行うなど、一連の事案を総合的に管理しております。
また、
コンプライアンス統括部署

金庫の発展をめざし、私たちの幸福とともに地域社会に価値ある存在となろ

制定日

平成17年 4月 1日

う」
という経営理念のもと、お客様の個人情報及び個人番号（以下「個人情

改定日

平成30年 1月 1日

報等」
といいます。）
について、下記の考え方、方針に基づき適正かつ厳格に

兵庫信用金庫

取扱うことを宣言いたします。

理事長

園田和彦

として、平成17年1月に
「法務課」
を新設し、
コンプライアンス態勢のさらなる強化を図っております。
啓発活動としては、
「コンプライアンス・ポリシー」
「コンプライアンス・マニュアル」等の規定を全職員に配付、
また、本
部研修、各部店での勉強会を定期的に実施し、
コンプライアンスの啓発・指導に努めております。
平成17年4月から
「個人情報保護法」、平成28年1月から
「マイナンバー法」
が施行され、当金庫におきましても、
「個人
情報保護宣言」にてお客様の個人情報の利用目的を公表する等、同法律に基づいた個人情報保護管理体制の整備を
行っております。
また、平成18年4月施行の「公益通報者保護法」
に対応する態勢も整えております。
これからも、
コンプライアンスを最優先させ、地域社会からより信頼される企業づくりに取り組んでまいります。

《 コンプライアンス組織体制図 》

個人情報保護方針
１．当金庫は、お客様の個人情報等の取扱いに関し、個人情報等の取扱いに関する法令、
国が定める指針その他の規範を遵守いたします。
２．当金庫は、個人情報等の取得、利用にあたっては、
その利用目的を特定することとし、特
定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報等の取扱い（目的外利用）
は
いたしません。
また、
目的外利用を行わないために、
適切な管理措置を講じます。
３．当金庫は、
ご本人の同意を得ている場合、法令に基づく場合を除き、取得した個人情報
を第三者に提供することはいたしません。

４．当金庫は、個人情報等の取扱いに関する苦情及び相談を受けた場合は、その内容につ
いて迅速に事実関係等を調査し、
合理的な期間内に誠意をもって対応いたします。
５．当金庫は、取得した個人情報等を適切に管理するため、組織的・人的・物理的・技術的な
安全対策措置を講じ、個人情報等の漏えい、滅失叉はき損の防止及び是正に取り組み
ます。
６．当金庫は、社会情勢・環境の変化を踏まえて、継続的に個人情報保護に関する個人情報
保護マネジメントシステムを見直し、
個人情報保護への取り組みを改善していきます。

個人情報等の取扱い
1. 個人情報とは

④金地金取引に関する法定書類作成・提供事務のため

本個人情報保護宣言における
「個人情報」
とは、
「住所・氏名・電話番号・生年月日」
等、
特定の個人

⑤国外送金等取引に関する法定書類作成・提供事務のため

を識別することができる情報をいいます。

⑥非課税貯蓄制度等の適用に関する事務のため
⑦預金口座付番に関する事務のため

理事会・常勤 理 事 会

2. 個人情報等の取得・利用について

上記の利用目的につきましては、
当金庫のホームページの他、
店頭掲示のポスター等でもご覧い

⑴ 個人情報等の取得

ただけます。

● 当金庫は、
あらかじめ利用の目的を明確にして個人情報等の取得をします。
また、
金庫業務の適切
な業務運営の必要から、
お客様の住所、
氏名、
電話番号、性別、
生年月日などの個人情報の取得に

指示

相談・助言

報告

人 事 部
報告・相談・通報

報告

相談・助言

指示

総 務 部

報告

指示・通知

顧問弁護士等

報告・相談・通報

指示・通知

監査部︵内部監査︶

コンプライアンス委員 会
（事務局 総務部）

報告

監事︵監査・意見︶

報告

加えて、
融資のお申込の際には、
資産、
年収、
勤務先、
勤続年数、
ご家族情報、
金融機関でのお借入

利用することについて、
お客様から中止のお申出があった場合は、
当該目的での個人情報の利用

認させていただくことがあります。

を中止いたします。
中止を希望されるお客様は、
お取引のある営業店もしくは下記のお問合せ先ま

● お客様の個人情報は、
①預金口座のご新規申込書等、
お客様にご記入・ご提出いただく書類等に記載されている事項
②営業店窓口係や得意先係等が口頭でお客様から取得した事項
③当金庫ホームページ等の
「お問い合わせ」
、
等の入力事項
④各地手形交換所等の共同利用者や個人信用情報機関等の第三者から提供される事項
⑤その他一般に公開されている情報
等から取得しています。

⑵ 個人情報等の利用目的
● 当金庫は、
次の利用目的のために個人情報等を利用し、
それ以外の目的には利用しません。
個人
明確になるよう具体的に定めるとともに、
取得の場面に応じ、
利用目的を限定するよう努めます。

相談・通報

● お客様本人の同意がある場合、
もしくは法令等により開示が求められた場合等を除いて、
個人情
報を第三者に開示及び提供することはございません。

Ａ．
個人情報
（個人番号を含む場合を除きます）
の利用目的
（利用目的）

■ 当金庫の企業行動綱領

● 当金庫は、
ダイレクトメールの送付や電話等での勧誘等のダイレクト・マーケティングで個人情報を

れ状況など、金融商品をお勧めする際には、
投資に関する知識・ご経験、
資産状況、
年収などを確

番号については、
法令等で定められた範囲内でのみ利用します。
また、
お客様にとって利用目的が

コンプライアンス担 当 者・職 員

⑶ ダイレクト・マーケティングの中止

①各種金融商品の口座開設等、
金融商品やサービスの申込の受付のため

でお申出下さい。

3. 個人情報等の正確性の確保について
当金庫は、
お客様の個人情報等について、
利用目的の達成のために個人データを正確かつ最新の
内容に保つようにいたします。

4. 個人情報等の開示・訂正等、
利用停止等について
● お客様本人から、
当金庫が保有している情報について開示等のご請求があった場合には、
請求者
がご本人
（叉は正当な代理人）
であること等を確認させていただいたうえで、
遅滞なくお答えしま
す。
● お客様本人から、
利用目的の通知、
当金庫が保有する個人情報等の内容が事実でないという理由
によって当該個人情報等の訂正、
追加、
削除または利用停止、
消去及び第三者への提供の停止の
ご要望があった場合には、
必要な調査を行ったうえで遅滞なく応じます。
なお、
調査の結果、
訂正等
を行わない場合には、
その根拠をご説明させていただきます。
● お客様からの個人情報等の開示等のご請求については、
所定の手数料をお支払いいただきます。
● 以上のとおり、
お客様に関する情報の開示・訂正等、
利用停止等が必要な場合は、
下記のお問い合
わせ先までお申出下さい。
手続に必要な書面の様式、
ご本人叉は代理人であることの確認方法等
についてご案内させていただきます。

②法令等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

責任ある健全な業務運営の遂行に努める。
1. 信用金庫のもつ社会的使命と公共性を常に自覚し、
お客さま本位の業務運営を通じて、
お客さまのニーズ
2. 経済活動を支えるインフラとしての機能はもとより、創意と工夫を活かし、
に応えるとともに、市民生活や企業活動に脅威を与えるテロ、
サイバー攻撃、
自然災害等に備え、
セキュリティレベルの向上や災
害時の業務継続確保などお客さまの利益の適切な保護にも十分配慮した質の高い金融および非金融サービスの提供等を通じ
て、地域経済・地域社会の発展に貢献する。

④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
⑤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
⑥与信事業に際して当金庫が加盟する個人信用情報機関に個人情報を提供する場合等、
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
⑦他の事業者等に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

社会的規範に決してもとることのない、
誠実かつ公正な業務運営を遂行する。
3. あらゆる法令やルールを厳格に遵守し、
また、信用金庫を取り巻
4. 経営等の情報の積極的、効果的かつ公正に開示し、広く地域社会とのコミュニケーションの充実を図る。
く幅広いステークホルダーとの建設的な対話を通して、社会からの理解と信頼を確保し、
自らの価値向上を図る。

7. 資源の効率的な利用や廃棄物の削減を実践するとともに、環境保全に寄与する金融サービスを提供するなど、環境問題に積極
的に取り組む。
に社会に参画し、
その発展に貢献する。
脅威に直面している中で、
マネー・ローンダリング対策およびテロ資金供与対策の高度化に努める。

当金庫は、
例えば、
次のような場合に、
個人データの取扱いの委託を行っています。
また、
委託に際
しましては、
お客様の個人情報等の安全管理が図られるよう委託先を適切に監督いたします。
■ キャッシュカード発行・発送に関わる事務
■ 情報システムの運用・保守に関わる業務

のため
⑩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
⑪提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため

（法令等による利用目的の限定）

7. 加盟する認定個人情報保護団体について
当金庫は、
金融庁の認定を受けた認定個人情報保護団体である日本証券業協会の協会員です。
同協会の個人情報相談室では、
協会員の個人情報等の取扱いについての苦情・相談をお受けし
ております。
（苦情・相談窓口） 日本証券業協会 個人情報相談室

入金返済能力に関する情報は、
資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供
いたしません。
ついての情報等の特別の非公開情報は、
適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外

ＴＥＬ：03−6665−6784

ホームページ：http://www.jsda.or.jp/

①信用金庫法施行規則第１１０条等により、
個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借

8. 個人情報保護に関する質問・苦情・異議の申し立てについて
当金庫は、
個人情報等の取扱いに係るお客様からの苦情処理に適切に取組みます。
なお、
当金庫
の個人情報等の取扱いに関するご質問・苦情の申し立てにつきましては、
下記のお問合せ先まで
ご連絡下さい。

の目的に利用・第三者提供いたしません。

Ｂ．
個人番号の利用目的

これを断固として排除し、関係遮断を徹底する。
また、国際社会がテロ等の
9. 社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力は、

管理のために必要な措置を講じます。

6. 委託について

⑨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

②信用金庫法施行規則第１１１条等により、
人種、
信条、
門地、
本籍地、
保健医療または犯罪経歴に

「良き企業市民」
として、積極的
8. 信用金庫が社会の中においてこそ存続・発展し得る存在であることを自覚し、社会とともに歩む

当金庫は、
お客様の個人情報等の漏えい、
滅失、
または毀損の防止その他の個人情報等の適切な

■ ダイレクトメールの発送に関わる事務

⑬その他、
お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため

また、健康と安全に配慮した働きやすい職場環境を確保する。
6. 従業員の多様性、人格、個性を尊重する働き方を実現する。

5. 個人情報等の安全管理について

⑧お客様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

⑫各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため

5. すべての人々の人権を尊重する。
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ため
③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

①出資配当金の支払に関する法定書類作成・提供事務のため
②金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務のため
③金融商品取引に関する法定書類作成・提供事務のため

【個 人 情 報 保 護 管 理 責 任 者 】 兵庫信用金庫 総務部担当理事
【個人情報等に関する相談窓口】 兵庫信用金庫 総務部
フリーアクセス：0120-685-123（受付時間 平日 8:45〜17:00）
E メー ル： houmubu@hyoshin.jp

（「コンプライアンス・ポリシー」
より）
兵庫信用金庫 ディスクロージャー 2021
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