
 

個人情報ファイルの名称 
産業保健関係者（産業医・事業主・衛生管理者・労務安全衛生担

当者・保健師・看護師）名簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

北海道産業保健総合支援センター業務課 

個人情報ファイルの利用目的 

産業保健関係者に対する各種研修会の開催案内(産業保健に関す

る専門的かつ実践的な研修)、産業保健に関する情報をとりまとめ

た情報誌の発行、産業保健に関する様々な相談(問題)の回答、講

師派遣の斡旋など産業保健活動を促進する役割を担っているセン

ターの活動内容等を周知する目的 

記録項目 

① 氏名、住所、電話番号、FAX 番号、Eメールアドレス 

② 事業場名(病院名)、事業内容（従業員数）、所属部署、職名 

③ 所属医師会、産業医認証番号 

記録範囲 
研修及び相談等センターを利用された方。またはセンター発行の

情報誌を送付希望する方（平成７年４月の開設以降) 

記録情報の収集方法 産業保健関係者本人からの書面等による提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

無し 



個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    ■有 □無 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

該当 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

個人情報ファイルが第２条第
９項第２号ロに該当する場合
には、意見書の提出機会が与え
られる旨 

無し 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

― 

備   考  

 



  

個人情報ファイルの名称 図書等教材の利用者名簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

北海道産業保健総合支援センター業務課 

個人情報ファイルの利用目的 
図書等教材の貸出管理及び情報提供（各種研修会の開催案内、情報

誌の発行、窓口相談の実施） 

記録項目 

① 氏名、住所、電話番号、FAX 番号、E メールアドレス 

② 事業場名(病院名)、事業内容（従業員数）、所属部署、職名 

③ 所属医師会、産業医認証番号 

記録範囲 図書等教材の利用者（平成７年４月の開設以降) 

記録情報の収集方法 図書等教材の利用者からの申込書 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    ■有 □無 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

該当 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

個人情報ファイルが第２条第
９項第２号ロに該当する場合
には、意見書の提出機会が与え
られる旨 

無し 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

― 

備   考  

 



 

個人情報ファイルの名称 
産業保健関係者（産業医・事業主・衛生管理者・労務安全衛生担当

者・保健師・看護師）名簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

青森産業保健総合支援センター 

個人情報ファイルの利用目的 

産業保健関係者に対する各種研修会の開催案内(産業保健に関する

専門的かつ実践的な研修)、産業保健に関する情報をとりまとめた情

報誌の発行、産業保健に関する様々な相談(問題)の回答、講師派遣

の斡旋など産業保健活動を促進する役割を担っているセンターの活動

内容等を周知する目的 

記録項目 

① 氏名、住所、電話番号、FAX 番号、E メールアドレス 

② 事業場名(病院名)、事業内容（従業員数）、所属部署、職名 

③ 所属医師会、産業医認証番号 

記録範囲 
研修及び相談等センターを利用された方。またはセンター発行の情報

誌を送付希望する方（平成１４年６月の開設以降) 

記録情報の収集方法 産業保健関係者本人からの書面等による提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    ■有 □無 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

該当 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

個人情報ファイルが第２条第
９項第２号ロに該当する場合
には、意見書の提出機会が与え
られる旨 

無し 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

― 

備   考  

 



 

 

 

個人情報ファイルの名称 
産業保健関係者（産業医・事業主・衛生管理者・労務安全衛生

担当者・保健師・看護師）名簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

岩手産業保健総合支援センター 

個人情報ファイルの利用目的 

産業保健関係者に対する各種研修会の開催案内（産業保健に関

する専門的かつ実践的な研修）、産業保健に関する情報をとり

まとめた情報誌の発行、産業保健に関する様々な相談（問題）

の回答、講師派遣の斡旋など産業保健活動を促進する役割を担

っているセンターの活動内容を周知する目的 

記録項目 

① 氏名、住所、電話番号、FAX番号、Eメールアドレス 

② 事業場名（病院名）、事業内容（従業員数）、所属部署、

職名 

③ 所属医師会 

記録範囲 
研修及び相談等センターを利用された方。またはセンター発行

の情報誌を送付希望する方（平成１０年４月６月の開設以降） 

記録情報の収集方法 産業保健関係者本人からの書面等による提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名  称)独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報

保護窓口 

(所在地)〒211-0021神奈川県川崎市中原区木月住吉町１－１ 

          事務管理棟 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    ■有 □無 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

該当 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情    

     報保護窓口 

（所在地）〒211-0021神奈川県川崎市中原区木月住吉町１－１ 

          事務管理棟 

 

個人情報ファイルが第２条第
９項第２号ロに該当する場合
には、意見書の提出機会が与え
られる旨 

無し 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

           ― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地 

           ― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

           ― 

備   考  

 



 

個人情報ファイルの名称 
産業保健関係者（産業医・事業主・衛生管理者・労務安全衛生担当

者・保健師・看護師）名簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

宮城産業保健総合支援センター 

個人情報ファイルの利用目的 

産業保健関係者に対する各種研修会の開催案内(産業保健に関する

専門的かつ実践的な研修)、産業保健に関する情報をとりまとめた情

報誌の発行、産業保健に関する様々な相談(問題)の回答、講師派遣

の斡旋など産業保健活動を促進する役割を担っているセンターの活動

内容等を周知する目的 

記録項目 

① 氏名、性別、住所、電話番号、FＡＸ番号、Ｅメールアドレス 

② 事業場名、所属部署、職名 

 

記録範囲 
研修及び相談を利用された方。またはセンター発行の情報誌を送付希

望する方（平成６年４月の開設以降) 

記録情報の収集方法 産業保健関係者本人からの書面等による提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    □有 ■無 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

該当 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

個人情報ファイルが第２条第
９項第２号ロに該当する場合
には、意見書の提出機会が与え
られる旨 

無し 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

― 

備   考  

 



  

個人情報ファイルの名称 図書等教材の利用者名簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

宮城産業保健総合支援センター 

個人情報ファイルの利用目的 
図書等教材の貸出管理及び情報提供（各種研修会の開催案内、情報

誌の発行、窓口相談の実施） 

記録項目 

① 氏名、住所、電話番号、FAX 番号、E メールアドレス 

② 事業場名、事業内容、所属部署、職名 

 

記録範囲 図書等教材の利用者（平成６年４月の開設以降) 

記録情報の収集方法 図書等教材の利用者からの申込書 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    ■有 □無 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

該当 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

個人情報ファイルが第２条第
９項第２号ロに該当する場合
には、意見書の提出機会が与え
られる旨 

無し 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

― 

備   考  

 



 

個人情報ファイルの名称 
産業保健関係者（産業医・事業主・衛生管理者・労務安全衛生管

理担当者・保健師・看護師）名簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

山形産業保健総合支援センター 

個人情報ファイルの利用目的 

産業保健関係者に対する各種研修会の開催案内（産業保健に関す

る専門的かつ実践的な研修）、産業保健に関する情報をとりまと

めた情報誌の広報、産業保健に関する様々な相談（問題）の回答、

講師派遣の斡旋など産業保健活動を促進する役割を担っているセ

ンターの活動内容等を周知する目的 

記録項目 

① 氏名、住所、電話番号、FAX 番号、Eメールアドレス 

② 事業場名（病院名）、所属部署（担当者名）職種 

③ 所属医師会 

記録範囲 
研修に参加希望または参加された方、また情報誌発送を希望され

た方（平成２２年４月以降） 

記録情報の収集方法 産業保健関係者本人からの書面等による提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    □有 ■無 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

該当 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

個人情報ファイルが第２条第
９項第２号ロに該当する場合
には、意見書の提出機会が与え
られる旨 

無し 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

― 

備   考  

 

  



 

個人情報ファイルの名称 
産業保健関係者（産業医・事業主・衛生管理者・労務管理担当者・保

健師・看護師）名簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

福島産業保健総合支援センター 

個人情報ファイルの利用目的 

産業保健関係者に対する各種研修会の開催案内(産業保健に関する

専門的かつ実践的な研修)、産業保健に関する情報をとりまとめた情

報誌の発行、産業保健に関する様々な相談(問題)の回答、講師派遣

の斡旋など産業保健活動を促進する役割を担っているセンターの活動

内容等を周知する目的 

記録項目 

① 氏名、住所、電話番号、ＦＡＸ番号 

② 事業場名、所在地、電話番号、所属部署、職種 

③ 所属医師会、産業医認証番号 

記録範囲 研修及び相談を利用された方（平成１２年４月の開設以降) 

記録情報の収集方法 産業保健関係者本人からの書面等による提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    □有 ■無 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

該当 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

個人情報ファイルが第２条第
９項第２号ロに該当する場合
には、意見書の提出機会が与え
られる旨 

無し 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

― 

備   考  

 

  



 

個人情報ファイルの名称 
産業保健関係者（産業医・事業主・衛生管理者・労務安全衛生担

当者・保健師・看護師等）名簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

茨城産業保健総合支援センター 

個人情報ファイルの利用目的 

産業保健関係者に対する各種研修会の開催案内(産業保健に関す

る専門的かつ実践的な研修)、産業保健に関する情報をとりまとめ

た情報誌の発行、産業保健に関する様々な相談(問題)の回答、講

師派遣の斡旋など産業保健活動を促進する役割を担っているセン

ターの活動内容等を周知する目的 

記録項目 

① 氏名、住所、電話番号、FAX 番号、Eメールアドレス 

② 事業場名(病院名)、事業内容（従業員数）、所属部署、職名 

③ 所属医師会、産業医認証番号 

記録範囲 

研修及び相談等センターを利用された方。または労働者健康安全

機構発行の情報誌を送付希望する方、及びセンター発行のメール

マガジンを送信希望する方（平成９年４月の開設以降) 

記録情報の収集方法 産業保健関係者本人からの書面等による提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    □有 ■無 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

該当 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

個人情報ファイルが第２条第
９項第２号ロに該当する場合
には、意見書の提出機会が与え
られる旨 

無し 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

― 

備   考  

 



  

個人情報ファイルの名称 図書等教材の利用者名簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

茨城産業保健総合支援センター 

個人情報ファイルの利用目的 図書等教材の貸出管理 

記録項目 
① 氏名、住所、電話番号、FAX 番号 

② 事業場名(病院名)、所属部署、職名 

記録範囲 図書等教材の利用者（平成９年４月の開設以降) 

記録情報の収集方法 図書等教材の利用者からの申込書 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    ■有 □無 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

該当 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

個人情報ファイルが第２条第
９項第２号ロに該当する場合
には、意見書の提出機会が与え
られる旨 

無し 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

― 

備   考  

 



 
 

 

 

個人情報ファイルの名称 
産業保健関係者（産業医・事業主・衛生管理者・労務安全衛生担

当者・保健師・看護師）名簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

栃木産業保健総合支援センター 

個人情報ファイルの利用目的 

産業保健関係者に対する各種研修会の開催案内(産業保健に関す

る専門的かつ実践的な研修)、産業保健に関する情報をとりまとめ

た情報誌の発行、産業保健に関する様々な相談(問題)の回答、講

師派遣の斡旋など産業保健活動を促進する役割を担っているセン

ターの活動内容等を周知する目的 

記録項目 

① 氏名、住所、電話番号、FAX 番号、Eメールアドレス 

② 事業場名(病院名)、事業内容（従業員数）、所属部署、職名 

③ 所属医師会、産業医認証番号 

記録範囲 
研修及び相談等センターを利用された方。またはセンター発行の

情報誌を送付希望する方（平成○年○月の開設以降) 

記録情報の収集方法 産業保健関係者本人からの書面等による提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    ■有 □無 



 
 

 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

該当 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号

事務管理棟 

個人情報ファイルが第２条第
９項第２号ロに該当する場合
には、意見書の提出機会が与え
られる旨 

無し 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

― 

備   考  

 



 

個人情報ファイルの名称 
産業保健関係者（産業医・事業主・衛生管理者・労務安全衛生担当

者・保健師・看護師）名簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

群馬産業保健総合支援センター事務室 

個人情報ファイルの利用目的 

産業保健関係者に対する各種研修会の開催案内(産業保健に関する

専門的かつ実践的な研修)、産業保健に関する情報をとりまとめた情

報誌の発送、産業保健に関する様々な相談(問題)の回答、講師派遣

の斡旋など産業保健活動を促進する役割を担っているセンターの活動

内容等を周知する目的 

記録項目 

① 氏名、住所、電話番号、 

② 事業場名(病院名)、所属部署、職名 

③ 所属医師会 

記録範囲 情報誌等の提供を受けられた方（平成９年４月の開設以降) 

記録情報の収集方法 産業保健関係者本人からの書面等による提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    □有 ■無 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

該当 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

個人情報ファイルが第２条第
９項第２号ロに該当する場合
には、意見書の提出機会が与え
られる旨 

無し 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

― 

備   考  

 



  

個人情報ファイルの名称 図書等教材の利用者名簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

群馬産業保健総合支援センター事務室 

個人情報ファイルの利用目的 
図書等教材の貸出管理及び情報提供（各種研修会の開催案内、情報

誌の発送、窓口相談の実施） 

記録項目 

① 氏名、住所、電話番号、FAX 番号 

② 事業場名、所属部署、職名 

 

記録範囲 図書等教材の利用者（平成 9 年 4 月の開設以降) 

記録情報の収集方法 図書等教材の利用者からの申込書 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    ■有 □無 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

該当 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

個人情報ファイルが第２条第
９項第２号ロに該当する場合
には、意見書の提出機会が与え
られる旨 

無し 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

― 

備   考  

 



 

個人情報ファイルの名称 
産業保健関係者（産業医・事業主・衛生管理者・労務安全衛生担当

者・保健師・看護師）名簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

埼玉産業保健総合支援センター 

個人情報ファイルの利用目的 

産業保健関係者に対する各種研修会の開催案内（産業保健に関する

専門的かつ実践的な研修）、産業保健に関する情報をとりまとめた情

報誌の発送、産業保健に関する様々な相談（問題）の回答、講師派遣

の斡旋など産業保健活動を促進する役割を担っているセンターの活動

内容等を周知する目的。 

記録項目 

① 氏名、住所、電話番号、FAX 番号、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 

② 事業所名、所在地、事業内容、所属部署、職種 

③ 所属医師会、産業医認証番号 

記録範囲 
研修及び相談等でセンターを利用された方。 または情報誌等の送付

を希望された方。 

記録情報の収集方法 産業保健関係者本人からの書面等による提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    □有 ■無 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

該当 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

個人情報ファイルが第２条第
９項第２号ロに該当する場合
には、意見書の提出機会が与え
られる旨 

無し 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

― 

備   考  

 



  

個人情報ファイルの名称 図書等教材の利用者名簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

埼玉産業保健総合支援センター 

個人情報ファイルの利用目的 図書等教材の貸出及び閲覧利用者管理 

記録項目 
① 氏名、性別、住所、電話番号、FAX 番号、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 

② 事業所名、所在地、事業内容、所属部署、職種 

記録範囲 図書等教材の利用者（平成７年８月の開所以降） 

記録情報の収集方法 図書等教材の利用者からの申込書 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    □有 ■無 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

該当 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

個人情報ファイルが第２条第
９項第２号ロに該当する場合
には、意見書の提出機会が与え
られる旨 

無し 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

― 

備   考  

 



 

個人情報ファイルの名称 
産業保健関係者（産業医・事業主・衛生管理者・労務安全衛生担

当者・保健師・看護師）名簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

千葉産業保健総合支援センター 

個人情報ファイルの利用目的 

産業保健関係者に対する各種研修会の開催案内(産業保健に関す

る専門的かつ実践的な研修)、産業保健に関する情報をとりまとめ

た情報誌の発行など産業保健活動を促進する役割を担っているセ

ンターの活動内容等を周知する目的 

記録項目 

① 氏名、住所、電話番号、Eメールアドレス 

② 事業場名(病院名)、所属部署 

③ 所属医師会、産業医認証番号 

記録範囲 
研修及び相談等センターを利用された方。またはセンター発行の

情報誌を送付希望する方 

記録情報の収集方法 
ホームページ各種お問い合わせフォームから申込 

産業保健関係者本人からの書面等による提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    ■有 □無 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

該当 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号

事務管理棟 

個人情報ファイルが第２条第
９項第２号ロに該当する場合
には、意見書の提出機会が与え
られる旨 

無し 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

― 

備   考  

 



  

個人情報ファイルの名称 図書等教材の利用者名簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

千葉産業保健総合支援センター 

個人情報ファイルの利用目的 図書等教材の貸出管理 

記録項目 

① 氏名、住所、電話番号、FAX 番号、Eメールアドレス 

② 事業場名(病院名)、所属部署 

 

記録範囲 図書等教材の利用者 

記録情報の収集方法 図書等教材の利用者からの申込書 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    ■有 □無 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

該当 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号

事務管理棟 

個人情報ファイルが第２条第
９項第２号ロに該当する場合
には、意見書の提出機会が与え
られる旨 

無し 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

― 

備   考  

 



 

個人情報ファイルの名称 
産業保健関係者（産業医・事業主・衛生管理者・労務安全衛生担当

者・保健師・看護師）名簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

東京産業保健総合支援センター業務課 

個人情報ファイルの利用目的 

産業保健関係者に対する各種研修会の開催案内(産業保健に関する

専門的かつ実践的な研修)、産業保健に関する情報をとりまとめた情

報の発信、産業保健に関する様々な相談(問題)の回答など産業保健

活動を促進する役割を担っているセンターの活動内容等の周知、図

書・機器の貸出管理、研修申込管理 

記録項目 

① 氏名、住所、電話番号、FAX 番号、E メールアドレス 

② 事業場名(病院名)、事業内容（従業員数）、所属部署、職名 

③ 所属医師会、産業医認証番号 

記録範囲 研修及び相談を利用された方（平成１０年４月の開設以降) 

記録情報の収集方法 産業保健関係者本人からの書面等による提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    ■有 □無 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

該当 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号

事務管理棟 

個人情報ファイルが第２条第
９項第２号ロに該当する場合
には、意見書の提出機会が与え
られる旨 

無し 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

― 

備   考  

 

 



 

個人情報ファイルの名称 
産業保健関係者（産業医・事業主・衛生管理者・労務管理担当者・

保健師・看護師）名簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

神奈川産業保健総合支援センター 

個人情報ファイルの利用目的 

産業保健関係者に対する各種研修会の開催案内（産業保健に関す

る専門的かつ実践的な研修）、産業保健に関する情報をとりまと

めた情報誌の発行、産業保健に関する様々な相談（問題）の回答、

講師の派遣及び斡旋など産業保健活動を促進する役割を担ってい

るセンターの活動内容等を周知する目的 

記録項目 

① 氏名、住所、電話番号、FAX 番号、Eメールアドレス 

② 事業場名、事業内容（従業員数）、所属部署、職名 

③ 産業医認証番号 

記録範囲 
研修及び相談等センターを利用された方。またはセンター発行の

情報誌を送付希望する方（平成８年５月の開設以降） 

記録情報の収集方法 産業保健関係者本人からの書面等による提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    ■有 □無 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

該当 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号

事務管理棟 

個人情報ファイルが第２条第
９項第２号ロに該当する場合
には、意見書の提出機会が与え
られる旨 

無し 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

― 

備   考  

 



  

個人情報ファイルの名称 図書等教材の利用者名簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

神奈川産業保健総合支援センター 

個人情報ファイルの利用目的 
図書等教材の貸出管理及び情報提供（各種研修会の開催案内、情

報誌の発行、窓口相談の実施） 

記録項目 
④ 氏名、住所、電話番号、FAX 番号、Eメールアドレス 

⑤ 事業場名、事業内容（従業員数）、所属部署、職名 

記録範囲 図書等教材の利用者（平成８年９月以降） 

記録情報の収集方法 図書等教材の利用者からの申込書 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    ■有 □無 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

該当 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号

事務管理棟 

個人情報ファイルが第２条第
９項第２号ロに該当する場合
には、意見書の提出機会が与え
られる旨 

無し 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

― 

備   考  

 



 

 

個人情報ファイルの名称 
産業保健関係者（産業医・衛生管理者・労務安全衛生担当者・

看護師等）名簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

富山産業保健総合支援センター業務課 

個人情報ファイルの利用目的 

産業保健関係者に対する各種研修会の開催案内（産業保健に関

する専門的かつ実践的な研修）、産業保健に関する情報をとり

まとめたメールマガジンの送付、産業保健に関する様々な相談

（問題）の回答など産業保健活動を促進する役割を担っている

センターの活動内容を周知する目的 

記録項目 

① 氏名、住所、電話番号、FAX番号、Eメールアドレス 

② 事業場名（病院名）、事業内容（従業員数）、所属部署、

職名 

③ 所属医師会 

記録範囲 
研修及び相談を利用された方、または、メールマガジンの配信

を希望された方。（平成６年６月の開設以降） 

記録情報の収集方法 産業保健関係者本人からの書面等による提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称)独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報

保護窓口 

(所在地)〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町１番  

１号 事務管理棟 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    ■有 □無 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

該当 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構・個人情報    

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町１番 

１号  

個人情報ファイルが第２条第
９項第２号ロに該当する場合
には、意見書の提出機会が与え
られる旨 

無し 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

          ― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地 

          ― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

          ― 

備   考  

 



 

 

個人情報ファイルの名称 図書等教材の利用者名簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

富山産業保健総合支援センター業務課 

個人情報ファイルの利用目的 図書等教材の貸出管理 

記録項目 

① 氏名、住所、生年月日、性別、電話番号、FAX番号 

② 事業場名（病院名）、職種 

③ 図書等教材の貸出履歴 

記録範囲 図書等教材の利用者（平成６年６月の開設以降） 

記録情報の収集方法 図書等機材の利用者からの申込書 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称)独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報

保護窓口 

(所在地)〒211-0211 神奈川県川崎市中原区木月住吉町１番１

号 事務管理棟 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    ■有 □無 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

該当 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情

報保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町１番 

１号 事務管理棟 

個人情報ファイルが第２条第
９項第２号ロに該当する場合
には、意見書の提出機会が与え
られる旨 

無し 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

― 

備   考  

 



 

個人情報ファイルの名称 
産業保健関係者（産業医・衛生管理者・労務安全衛生担当者・看護師

等）名簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

石川産業保健総合支援センター業務課 

個人情報ファイルの利用目的 

産業保健関係者に対する各種研修会の開催案内(産業保健に関する

専門的かつ実践的な研修)、産業保健に関する情報をとりまとめたメー

ルマガジンの送付、産業保健に関する様々な相談(問題)の回答、講師

派遣の斡旋など産業保健活動を促進する役割を担っているセンターの

活動内容等を周知する目的 

記録項目 

① 氏名、住所、電話番号、FAX 番号、Ｅメールアドレス 

② 事業場名(病院名)、事業内容（従業員数）、所属部署、職名 

③ 所属医師会 

記録範囲 
研修及び相談等センターを利用された方、または、センター発行のメー

ルマガジンの配信を希望された方。（平成６年６月の開設以降) 

記録情報の収集方法 産業保健関係者本人からの書面等による提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    □有 ■無 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

該当 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号

事務管理棟 

個人情報ファイルが第２条第
９項第２号ロに該当する場合
には、意見書の提出機会が与え
られる旨 

無し 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

― 

備   考  

 

 



 

個人情報ファイルの名称 
産業保健関係者（産業医・事業主・衛生管理者・労務安全衛生担当

者・保健師・看護師）名簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

山梨産業保健総合支援センター 

個人情報ファイルの利用目的 

産業保健関係者に対する各種研修会の開催案内(産業保健に関する

専門的かつ実践的な研修)、産業保健に関する情報をとりまとめた情

報誌の発行、講師派遣の斡旋など産業保健活動を促進する役割を担

っている事務所の活動内容等を周知する目的 

記録項目 

① 氏名、性別、住所、電話番号 

② 事業場名(病院名)、所属部署 

③ 所属医師会 

記録範囲 研修及び相談を利用された方（平成１４年４月の開設以降) 

記録情報の収集方法 
産業保健関係者本人からの書面等による提出 

医師会からの書面等による提出（産業医） 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    □有 ■無 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

該当 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号

事務管理棟 

個人情報ファイルが第２条第
９項第２号ロに該当する場合
には、意見書の提出機会が与え
られる旨 

無し 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

― 

備   考  

 

  



 

個人情報ファイルの名称 
産業保健関係者（産業医・事業主・衛生管理者・労務安全衛生担

当者・保健師・看護師）名簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

長野産業保健総合支援センター 

個人情報ファイルの利用目的 

産業保健関係者に対する各種研修会の開催案内(産業保健に関す

る専門的かつ実践的な研修)、産業保健に関する情報をとりまとめ

た情報誌の発行、産業保健に関する様々な相談(問題)の回答、講

師派遣の斡旋など産業保健活動を促進する役割を担っているセン

ターの活動内容等を周知する目的 

記録項目 

① 氏名、性別、住所、電話番号、FAX 番号、Eメールアドレス 

② 事業場名(病院名)、所属部署、職名 

③ 所属医師会、産業医認証番号 

記録範囲 研修及び相談を利用された方（平成７年４月の開設以降) 

記録情報の収集方法 産業保健関係者本人からの書面等による提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    ■有 □無 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

該当 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号

事務管理棟 

個人情報ファイルが第２条第
９項第２号ロに該当する場合
には、意見書の提出機会が与え
られる旨 

無し 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

― 

備   考  

 



 

 

 

個人情報ファイルの名称 
産業保健関係者（産業医・事業主・衛生管理者・労務安全衛生担当

者・保健師・看護師）名簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

岐阜産業保健総合支援センター 

個人情報ファイルの利用目的 

産業保健関係者に対する各種研修会の開催案内(産業保健に関する

専門的かつ実践的な研修)、産業保健に関する情報をとりまとめた情

報誌の発行、産業保健に関する様々な相談(問題)の回答、講師派遣

の斡旋など産業保健活動を促進する役割を担っている事務所の活動

内容等を周知する目的 

記録項目 

① 氏名、住所、電話番号、 

② 事業場名、所属部署 

③ 所属医師会、産業医認証番号 

記録範囲 
研修及び相談を利用された方。または事務所発行の情報誌を送付希

望する方（平成８年４月の開設以降)。 

記録情報の収集方法 産業保健関係者及び本人からの書面等による提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 独立行政法人労働者健康安全機構 

情報公開・個人情報保護窓口 

(所在地) 〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1 番 1 号 

                事務管理棟 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

なし 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    ■有 □無 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

該当 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

(名 称)独立行政法人労働者健康安全機構 

情報公開・個人情報保護窓口 

(所在地)〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1 番 1 号 

              事務管理棟 

個人情報ファイルが第２条第
９項第２号ロに該当する場合
には、意見書の提出機会が与え
られる旨 

なし 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

- 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地 

- 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

- 

備   考  

 



 

個人情報ファイルの名称 
産業保健関係者（産業医・事業主・衛生管理者・労務安全衛生担

当者・保健師・看護師）名簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

静岡産業保健総合支援センター 

個人情報ファイルの利用目的 

産業保健関係者に対する各種研修会の開催案内(産業保健に関す

る専門的かつ実践的な研修)、産業保健に関する情報をとりまとめ

た情報誌の発行、産業保健に関する様々な相談(問題)の回答、講

師派遣の斡旋など産業保健活動を促進する役割を担っているセン

ターの活動内容等を周知する目的 

記録項目 

① 氏名、住所、電話番号、FAX 番号、Eメールアドレス 

② 事業場名(病院名)、事業内容（従業員数）、所属部署、職名 

 

記録範囲 
研修及び相談等センターを利用された方。またはセンター発行の

情報誌を送付希望する方（平成 11 年４月の開設以降) 

記録情報の収集方法 産業保健関係者本人からの書面等による提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    ■有 □無 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

該当 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号

事務管理棟 

個人情報ファイルが第２条第
９項第２号ロに該当する場合
には、意見書の提出機会が与え
られる旨 

無し 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

― 

備   考  

 



 

個人情報ファイルの名称 利用登録者名簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

愛知産業保健総合支援センター 

個人情報ファイルの利用目的 

・ 産業保健分野の図書、研修用の作業環境測定機器及び企業内

衛生教育用研修機器の貸出対象者情報管理。 

・ 産業保健関係者に対する各種研修会の開催案内、及び産業保

健に関する情報をとりまとめた情報誌の送付先管理。 

記録項目 

① 氏名、住所、電話番号 

② 事業場名(病院名)、所属部署、職名 

③ 事業所規模、情報提供事業で使用する職種区分（産業医等医

師及び労働衛生コンサルタント、保健師又は看護師、事業主、

衛生管理者又は担当者、労務管理者、行政機関を含む産業保健

関係機関、一般労働者、その他） 

記録範囲 
利用登録票の提出者（平成６年度事業開始以降。申出・送付物返

送の場合、逐次削除） 

記録情報の収集方法 産業保健関係者本人からの利用登録票提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    ■有 □無 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

該当 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

個人情報ファイルが第２条第
９項第２号ロに該当する場合
には、意見書の提出機会が与え
られる旨 

無し 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

― 

備   考 
令第４条第３号に該当するファイルにあっては、「記録範囲」に

注記した逐次削除を行っていない。 

 



  

個人情報ファイルの名称 メールマガジン配信先名簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

愛知産業保健総合支援センター 

個人情報ファイルの利用目的 
産業保健関係者に対する産業保健研修会の案内、産業保健に関す

る情報等を掲載したメールマガジンを配信するために使用する。 

記録項目 

① 氏名、勤務先（部署）、勤務先住所 

② 電話番号、FAX 番号、職種 

③ Ｅメールアドレス 

記録範囲 メールマガジンの配信希望者 

記録情報の収集方法 メールマガジンの配信希望者からの書面等による提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    ■有 □無 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

該当 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

個人情報ファイルが第２条第
９項第２号ロに該当する場合
には、意見書の提出機会が与え
られる旨 

無し 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

― 

備   考  

 



 

個人情報ファイルの名称 
産業保健関係者（産業医・事業主・衛生管理者・労務安全衛生担

当者・保健師・看護師）名簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

京都産業保健総合支援センター 

個人情報ファイルの利用目的 

産業保健関係者に対する各種研修会の開催案内(産業保健に関す

る専門的かつ実践的な研修)、産業保健に関する情報をとりまとめ

た情報誌の発行、産業保健に関する様々な相談(問題)の回答、講

師派遣の斡旋など産業保健活動を促進する役割を担っているセン

ターの活動内容等を周知する目的 

記録項目 
① 氏名、住所、電話番号 

② 事業場名(病院名)、所属部署、職名 

記録範囲 研修及び相談を利用された方（平成７年４月の開設以降) 

記録情報の収集方法 産業保健関係者本人からの書面等による提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    □有 ■無 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

該当 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号

事務管理棟 

個人情報ファイルが第２条第
９項第２号ロに該当する場合
には、意見書の提出機会が与え
られる旨 

無し 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

― 

備   考  

 



  

個人情報ファイルの名称 図書等教材の利用者名簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

京都産業保健総合支援センター 

個人情報ファイルの利用目的 
図書等教材の貸出管理及び情報提供（各種研修会の開催案内、情

報誌の発行、窓口相談の実施） 

記録項目 
① 氏名、性別、住所 

② 事業場名(病院名)、所属部署、職名 

記録範囲 図書等教材の利用者（平成７年４月の開設以降) 

記録情報の収集方法 図書等教材の利用者からの申込書 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    □有 ■無 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

該当 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号

事務管理棟 

個人情報ファイルが第２条第
９項第２号ロに該当する場合
には、意見書の提出機会が与え
られる旨 

無し 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

― 

備   考  

 



 

 

 

個人情報ファイルの名称 
産業保健関係者（産業医・事業主・衛生管理者・労務安全衛生担

当者・保健師・看護師）名簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

大阪産業保健総合支援センター 業務課 

個人情報ファイルの利用目的 

産業保健関係者に対する各種研修会の開催案内(産業保健に関す

る専門的かつ実践的な研修)、産業保健に関する情報をとりまとめ

た情報誌の発行、産業保健に関する様々な相談(問題)の回答、講

師派遣の斡旋など産業保健活動を促進する役割を担っているセン

ターの活動内容等を周知する目的 

記録項目 

①  氏名、性別、住所、電話番号、生年月日及び年齢 

②  事業場名(病院名)、所属部署、職名 

③  所属医師会、産業医認証番号 

記録範囲 研修及び相談を利用された方（平成６年４月の開設以降) 

記録情報の収集方法 産業保健関係者本人からの書面等による提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 

 独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報保護窓口 

(所在地) 〒211-0021  

神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1 番 1号事務管理棟 

                 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    ■有 □無 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

該当 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構 

情報公開・個人情報保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号 

事務管理棟 

個人情報ファイルが第２条第
９項第２号ロに該当する場合
には、意見書の提出機会が与え
られる旨 

無し 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

         ― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地 

         ― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

―        

備   考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

個人情報ファイルの名称 図書等教材の利用者名簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

大阪産業保健総合支援センター 業務課 

個人情報ファイルの利用目的 
図書等教材の貸出管理及び情報提供（各種研修会の開催案内、情

報誌の発行、窓口相談の実施） 

記録項目 

① 氏名、性別、住所、電話番号、生年月日及び年齢 

② 事業場名(病院名)、所属部署、職名 

③ 所属医師会、産業医認証番号 

記録範囲 図書等教材の利用者（平成６年４月の開設以降) 

記録情報の収集方法 図書等教材の利用者からの申込書 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

(所在地) 〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1 号 

                     事務管理棟 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    ■有 □無 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

該当 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構 

情報公開・個人情報保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号 

事務管理棟 

個人情報ファイルが第２条第
９項第２号ロに該当する場合
には、意見書の提出機会が与え
られる旨 

無し 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

― 

備   考  

 

 



 

 

個人情報ファイルの名称 情報誌「産業保健 21」発送用名簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

兵庫産業保健総合支援センター 

個人情報ファイルの利用目的 情報誌「産業保健 21」発送のため 

記録項目 ①氏名 ②事業場名(病院名) ③郵便番号 ④住所 

記録範囲 平成２６年１月 

記録情報の収集方法 本人から(アンケートによる送付有無の再確認)  

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称)独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報

保護窓口 

(所在地)〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号 

          事務管理等 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    ■有 □無 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

該当 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

(名 称)独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

(所在地)〒211-0021神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号 

                   事務管理棟 

個人情報ファイルが第２条第
９項第２号ロに該当する場合
には、意見書の提出機会が与え
られる旨 

無し 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

           － 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地 

           － 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

           － 

備   考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

個人情報ファイルの名称 
産業保健関係者（産業医・事業主・衛生管理者・労務管理担当

者・保健師・看護師）名簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

兵庫産業保健総合支援センター 

個人情報ファイルの利用目的 

産業保健関係者に対する各種研修会の開催案内（産業保健に関

する専門的かつ実践的な研修）、産業保健に関する様々な相談

の回答、講師派遣の斡旋など産業保健活動を促進する役割を担

っているセンターの活動内容等を周知する目的。 

記録項目 

①氏名、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス 

②事業場名、所在地、事業内容、所属部署、職種 

③産業医認証番号 

記録範囲 研修及び相談等でセンターを利用された方。 

記録情報の収集方法 本人によるPC上のデータ入力または書面による提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称)独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報

保護窓口 

(所在地)〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号 

          事務管理等 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    ■有 □無 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

該当 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

(名 称)独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報

保護窓口 

(所在地)〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号 

          事務管理等 

個人情報ファイルが第２条第
９項第２号ロに該当する場合
には、意見書の提出機会が与え
られる旨 

無し 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

            － 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地 

            － 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

            － 

備   考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

個人情報ファイルの名称 
産業保健関係者（産業医・事業主・衛生管理者・労務安全衛生担

当者・保健師・看護師）名簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

鳥取産業保健総合支援センター事務室 

個人情報ファイルの利用目的 

産業保健関係者に対する各種研修会の開催案内(産業保健に関す

る専門的かつ実践的な研修)、産業保健に関する情報をとりまとめ

た情報誌の発行、産業保健に関する様々な相談(問題)の回答、講

師派遣の斡旋など産業保健活動を促進する役割を担っているセン

ターの活動内容等を周知する目的 

記録項目 

①  氏名、住所、電話番号、ファックス番号、メールアドレス 

②  事業場名(病院名)、所属部署、職名 

③  センター利用履歴 

記録範囲 
研修及び相談を利用された方（平成１５年４月の開設以降)又はセ

ンター発行の情報誌を送付希望する方（平成 26 年 4月以降） 

記録情報の収集方法 産業保健関係者本人からの書面等による提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    ■有 □無 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

該当 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号

事務管理棟 

個人情報ファイルが第２条第
９項第２号ロに該当する場合
には、意見書の提出機会が与え
られる旨 

無し 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

― 

備   考  

 



 

個人情報ファイルの名称 
産業保健関係者（産業医・事業主・衛生管理者・労務安全衛生担

当者・保健師・看護師）名簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

岡山産業保健総合支援センター 

個人情報ファイルの利用目的 

産業保健関係者に対する各種研修会の開催案内(産業保健に関

する専門的かつ実践的な研修)、産業保健に関する情報をとりまと

めたメールマガジンの発行、産業保健に関する様々な相談(問題)

の回答、講師の斡旋等産業保健活動を促進する役割を担っている

センターの活動内容等を周知する目的 

記録項目 
①氏名②事業場名③住所④電話番号⑤ＦＡＸ番号 

⑥所属部署⑦職名⑧業種 

記録範囲 
研修会受講、相談、図書等貸出、資料送付、メールマガジン購読

等センターを利用された方 

記録情報の収集方法 本人からの書面・メール等による提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    ■有 □無 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

該当 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号

事務管理棟 

個人情報ファイルが第２条第
９項第２号ロに該当する場合
には、意見書の提出機会が与え
られる旨 

無し 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

― 

備   考  

 



  

個人情報ファイルの名称 図書等教材の利用者名簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

岡山産業保健総合支援センター 

個人情報ファイルの利用目的 図書等教材の貸出管理 

記録項目 
①利用者コード②氏名③事業場名④住所⑤電話番号⑥ＦＡＸ番号 

⑦所属部署⑧職名⑨業種 

記録範囲 図書等教材の利用者（平成９年４月の開設以降) 

記録情報の収集方法 図書等教材の利用者からの申込書 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    ■有 □無 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

該当 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号

事務管理棟 

個人情報ファイルが第２条第
９項第２号ロに該当する場合
には、意見書の提出機会が与え
られる旨 

無し 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

― 

備   考  

 



 

個人情報ファイルの名称 
産業保健関係者（産業医・事業主・衛生管理者・労務安全衛生担

当者・保健師・看護師）名簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

広島産業保健総合支援センター 

個人情報ファイルの利用目的 

産業保健関係者に対する各種研修会の開催案内（産業保健に関す

る専門的かつ実践的な研修）、産業保健に関する情報をとりまと

めた情報誌・メールマガジンの発行、産業保健に関する様々な相

談（問題）の回答、講師派遣の斡旋・派遣等産業保健活動を促進

する役割を担っているセンターの活動内容等を周知する目的 

記録項目 

① 氏名、住所、電話番号、所属事業場、研修会参加履歴 

② 事業場名(病院名)、所属部署、所属監督署 

③ 産業医認証番号、ＴＨＰ指導者登録番号、衛生管理者登録番

号 

記録範囲 
研修及び相談等センターを利用された方。またはセンター発行の

情報誌を送付希望するかた。（平成５年４月の開設以降) 

記録情報の収集方法 産業保健関係者本人からの書面、メール等による提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    ■有 □無 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

該当 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号

事務管理棟 

個人情報ファイルが第２条第
９項第２号ロに該当する場合
には、意見書の提出機会が与え
られる旨 

無し 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

― 

備   考  

 



  

個人情報ファイルの名称 図書等教材の利用者名簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

広島産業保健総合支援センター 

個人情報ファイルの利用目的 図書等教材の貸出管理、貸出し状況の統計について利用 

記録項目 

① 氏名、性別、住所、電話番号、生年月日 

② 事業場名(病院名)、所属部署、職名 

③ 図書、機器の貸出し履歴 

記録範囲 図書等教材の利用者（平成５年４月の開設以降) 

記録情報の収集方法 図書等教材の利用者からのＦＡＸ、メールでの申込書による 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    □有 ■無 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

該当 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

個人情報ファイルが第２条第
９項第２号ロに該当する場合
には、意見書の提出機会が与え
られる旨 

無し 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

― 

備   考  

 



 

個人情報ファイルの名称 
産業保健関係者名簿（産業医・事業主・衛生管理者・労務安全衛

生担当者・保健師・看護師等） 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

山口産業保健総合支援センター 

個人情報ファイルの利用目的 

産業保健関係者に対する各種研修会の開催案内(産業保健に関す

る専門的かつ実践的な研修)、産業保健に関する情報をとりまとめ

た情報誌及びメールマガジンの発行、産業保健に関する様々な相

談(問題)の回答、講師派遣の斡旋等の産業保健活動を促進する役

割を担っているセンターの活動内容等を周知する目的 

記録項目 
① 氏名、性別、住所、電話番号、FAX 番号、Ｅメールアドレス 

② 事業場名(病院名)、所属部署、職名 

記録範囲 
研修、相談を利用された方及びメールマガジンの送付を希望する

方（平成１２年６月の開設（山口産業保健推進センター）以降) 

記録情報の収集方法 産業保健関係者本人からの書面等による提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    ■有 □無 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

該当 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号

事務管理棟 

個人情報ファイルが第２条第
９項第２号ロに該当する場合
には、意見書の提出機会が与え
られる旨 

無し 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

― 

備   考  

 



  

個人情報ファイルの名称 図書等教材の利用者名簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

山口産業保健総合支援センター 

個人情報ファイルの利用目的 
図書等教材の貸出管理及び情報提供（各種研修会の開催案内、情

報誌の発行、窓口相談の実施等） 

記録項目 
② 氏名、性別、住所、電話番号、ＦＡＸ番号 

②事業場名(病院名)、所属部署、職名（利用者種別） 

記録範囲 
図書等教材の利用者（平成１２年６月の開設（山口産業保健推進センター）

以降) 

記録情報の収集方法 
図書等教材の利用者からの申込書及びホームページの図書等教材

貸出申込の画面からの登録 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    □有 ■無 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

該当 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号

事務管理棟 

個人情報ファイルが第２条第
９項第２号ロに該当する場合
には、意見書の提出機会が与え
られる旨 

無し 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

― 

備   考  

 



 

個人情報ファイルの名称 
産業保健関係者（産業医・事業主・衛生管理者・労務安全衛生担

当者・保健師・看護師）名簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

徳島産業保健総合支援センター 

個人情報ファイルの利用目的 

産業保健関係者に対する各種研修会の開催案内(産業保健に関す

る専門的かつ実践的な研修)、産業保健に関する情報をとりまとめ

た情報誌の発行、産業保健に関する様々な相談(問題)の回答、講

師派遣の斡旋など産業保健活動を促進する役割を担っているセン

ターの活動内容等を周知する目的 

記録項目 

① 氏名、住所、電話番号、FAX 番号、Eメールアドレス 

② 事業場名(病院名)、事業内容（従業員数）、所属部署、職名 

 

記録範囲 
研修及び相談等センターを利用された方。またはセンター発行の

情報誌を送付希望する方（平成８年６月の開設以降) 

記録情報の収集方法 産業保健関係者本人からの書面等による提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    □有 ■無 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

該当 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号

事務管理棟 

個人情報ファイルが第２条第
９項第２号ロに該当する場合
には、意見書の提出機会が与え
られる旨 

無し 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

― 

備   考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

個人情報ファイルの名称 機構本部提供事業周知用企業データ（徳島県版） 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

徳島産業保健総合支援センター 

個人情報ファイルの利用目的 
企業の産業保健活動を促進する役割を担っているセンターのサー

ビス等を周知する目的 

記録項目 

① 法人代表者氏名、役職 

② 企業名、事業内容（従業員数、設立年月、業績、産業分類） 

住所、電話番号 

 

記録範囲 機構本部から提供された 2019 年 3 月時点のもの 

記録情報の収集方法 機構本部からの提供 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    ■有 □無 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

該当 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号

事務管理棟 

個人情報ファイルが第２条第
９項第２号ロに該当する場合
には、意見書の提出機会が与え
られる旨 

無し 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

― 

備   考  

 



 

 

個人情報ファイルの名称 
産業保健関係者（産業医・事業主・衛生管理者・労務安全衛生担

当者・保健師・看護師）名簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

香川産業保健総合支援センター業務課 

個人情報ファイルの利用目的 

産業保健関係者に対する各種研修会の開催案内（産業保健に関す

る専門的かつ実践的な研修）、産業保健に関する情報をとりまと

めた情報誌・メールマガジンの発行、産業保健に関する様々な相

談（問題）の回答、講師派遣の斡旋・派遣等産業保健活動を促進

する役割を担っているセンターの活動内容等を周知する目的 

記録項目 
氏名、住所、電話番号、ＦＡＸ番号、Ｅメールアドレス、事業場

名（病院名）、所属部署、職名 

記録範囲 
研修・相談等センターを利用された方、センター発行のメールマ

ガジンを送付希望する方。 

記録情報の収集方法 産業保健関係者本人からの書面等による提出。 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

     保護窓口 

(所在地) 〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号 

                    事務管理棟 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    ■有 □無 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

該当 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

     保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号 

           事務管理棟 

個人情報ファイルが第２条第
９項第２号ロに該当する場合
には、意見書の提出機会が与え
られる旨 

無し 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

― 

備   考  

 



 

個人情報ファイルの名称 
産業保健関係者（産業医・事業主・衛生管理者・労務安全衛生担

当者・保健師・看護師）名簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

愛媛産業保健総合支援センター 

個人情報ファイルの利用目的 

産業保健関係者に対する各種研修会の開催案内(産業保健に関す

る専門的かつ実践的な研修)、産業保健に関する情報をとりまとめ

た情報誌の発行、メールマガジンの配信など産業保健活動を促進

する役割を担っている産業保健総合支援センターの活動内容等を

周知する目的 

記録項目 
① 氏名、住所、電話番号、FAX 番号、Eメールアドレス 

② 事業場名、所属部課、職種 

記録範囲 
産業保健総合支援センター発行の情報誌等の送付を希望する方

（平成１０年４月の開設以降) 

記録情報の収集方法 産業保健関係者本人からの書面等による提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    □有 ■無 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

該当 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号

事務管理棟 

個人情報ファイルが第２条第
９項第２号ロに該当する場合
には、意見書の提出機会が与え
られる旨 

無し 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

― 

備   考  

 



 

個人情報ファイルの名称 
産業保健関係者（産業医・事業主・衛生管理者・労務安全衛生担

当者・保健師・看護師）名簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

高知産業保健総合支援センター 

個人情報ファイルの利用目的 

産業保健関係者に対する各種研修会の開催案内（産業保健に関す

る専門的かつ実践的な研修）、産業保健に関する情報をとりまと

めた情報誌の発行、産業保健に関する様々な相談（問題）の回答、

講師派遣の斡旋など産業保健活動を促進する役割を担っているセ

ンターの活動内容等を周知する目的 

記録項目 

① 氏名、住所、電話番号、ＦＡＸ番号、Ｅメールアドレス 

② 事業場名（病院名）、事業内容（従業員数）、所属部署、職名 

③ 所属医師会、産業医認証番号 

記録範囲 
研修及び相談等センターを利用された方。及び情報誌「産業保健

21」の送付を希望する方。（平成 19 年度以降） 

記録情報の収集方法 産業保健関係者本人からの書面等による提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構高知支部 高知障害者職業

センター 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    □有 ■無 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

該当 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号

事務管理棟 

個人情報ファイルが第２条第
９項第２号ロに該当する場合
には、意見書の提出機会が与え
られる旨 

無し 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

― 

備   考  

 



 

 

個人情報ファイルの名称 
産業保健関係者（産業医･事業主･衛生管理者･人事労務担当者･ 

保健師･看護師）名簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

福岡産業保健総合支援センター業務課 

個人情報ファイルの利用目的 

産業保健関係者に対する各種研修会の開催案内（産業保健に関

する専門的かつ実践的な研修）、産業保健に関する情報をとり

まとめた情報誌の発行、産業保健に関する様々な相談（問題）

の回答、講師派遣の斡旋など産業保健活動を促進する役割を担

っているセンターの活動内容等を周知する目的 

記録項目 

① 氏名、住所、電話番号、FAX番号、Ｅメールアドレス 

② 事業場名（病院名等） 

③ 所属医師会 

記録範囲 研修及び相談を利用された方（平成５年４月の開催以降） 

記録情報の収集方法 産業保健関係者本人からの書面等による提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称)独立行政法人労働者健康安全機構情報公開･個人情報 

    保護窓口 

(所在地)〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号 

          事務管理棟 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

 ■第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    □有 ■無 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

該当 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

(名 称) 独立行政法人労働者健康安全機構情報公開･個人情報 

     保護窓口 

(所在地) 〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号 

          事務管理棟    

個人情報ファイルが第２条第
９項第２号ロに該当する場合
には、意見書の提出機会が与え
られる旨 

無し 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

― 

備   考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

個人情報ファイルの名称 図書等教材の利用者名簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

福岡産業保健総合支援センター業務課 

個人情報ファイルの利用目的 
図書等教材の貸出管理及び情報提供（各種研修会開催案内、情

報誌の発行、窓口相談の実施） 

記録項目 
① 氏名、性別、住所、電話番号、FAX番号、Ｅメールアドレス 

② 事業場名（病院名等）、所属部署 

記録範囲 図書等教材の利用者（平成５年４月の開設以降） 

記録情報の収集方法 図書等教材の利用者からの申込書 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称)独立行政法人労働者健康安全機構情報公開･個人情報 

    保護窓口 

(所在地)〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号 

          事務管理棟 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    □有 ■無 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

 

該当 

 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

(名 称) 独立行政法人労働者健康安全機構情報公開･個人情報 

保護窓口 

(所在地) 〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号 

          事務管理棟 

個人情報ファイルが第２条第
９項第２号ロに該当する場合
には、意見書の提出機会が与え
られる旨 

無し 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

― 

備   考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

個人情報ファイルの名称 
産業保健関係者（産業医・事業主・衛生管理者・労務安全衛生担

当者・保健師・看護師）名簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

佐賀産業保健総合支援センター 

個人情報ファイルの利用目的 

産業保健関係者に対する各種研修会の開催案内(産業保健に関す

る専門的かつ実践的な研修)、産業保健に関する情報をとりまとめ

た情報誌の発行、産業保健に関する様々な相談(問題)の回答、講

師派遣の斡旋など産業保健活動を促進する役割を担っているセン

ターの活動内容等を周知する目的 

記録項目 

① 氏名、住所、電話番号、FAX 番号、Eメールアドレス 

② 事業場名(病院名)、事業内容（従業員数）、所属部署、職名 

③ 所属医師会 

記録範囲 
研修及び相談等センターを利用された方。またはセンター発行の

情報誌を送付希望する方（平成１４年４月の開設以降) 

記録情報の収集方法 産業保健関係者本人からの書面等による提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    ■有 □無 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

該当 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号

事務管理棟 

個人情報ファイルが第２条第
９項第２号ロに該当する場合
には、意見書の提出機会が与え
られる旨 

無し 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

― 

備   考  

 



 

個人情報ファイルの名称 
産業保健関係者（産業医・事業主・衛生管理者・労務安全衛生担

当者・保健師・看護師）名簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

大分産業保健総合支援センター 

個人情報ファイルの利用目的 

産業保健関係者に対する各種研修会の開催案内(産業保健に関す

る専門的かつ実践的な研修)、産業保健に関する情報をとりまとめ

た情報誌の発行、産業保健に関する様々な相談(問題)の回答、講

師派遣の斡旋など産業保健活動を促進する役割を担っているセン

ターの活動内容等を周知する目的 

記録項目 

① 氏名、住所、電話番号、FAX 番号、Eメールアドレス 

② 事業場名(病院名)、事業内容（従業員数）、所属部署、職名 

③ 所属医師会、産業医認証番号 

記録範囲 
研修及び相談等センターを利用された方。またはセンター発行の

情報誌を送付希望する方（平成１１年４月の開設以降) 

記録情報の収集方法 産業保健関係者本人からの書面等による提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    ■有 □無 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

該当 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号

事務管理棟 

個人情報ファイルが第２条第
９項第２号ロに該当する場合
には、意見書の提出機会が与え
られる旨 

無し 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

― 

備   考  

 



 

 

 

個人情報ファイルの名称 
産業保健関係者（産業医・事業主・衛生管理者・労務安全衛生

担当者・保健師・看護師）名簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

宮崎産業保健総合支援センター 

個人情報ファイルの利用目的 

産業保健者に対する各種研修会の開催案内（産業保健に関する

専門的かつ実践的な研修）、産業保健に関する情報をとりまと

めた情報誌の発行、産業保健に関する様々な相談（問題）の回

答、講師派遣の斡旋など産業保健活動を促進する役割を担って

いるセンターの活動内容等を周知する目的 

記録項目 

① 氏名、性別、住所、電話番号、メールアドレス 

② 事業場名（病院名）、所属部署、職名、事業内容（従業員

数） 

記録範囲 研修及び相談を利用された方（平成13年6月の開設以降） 

記録情報の収集方法 産業保健関係者本人からの書面等による提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称)独立行政法人労働者安全機構情報公開・個人情報保護

窓口 

(所在地)〒211－0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1

号事務管理棟 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    ■有 □無 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

該当 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

(名 称)独立行政法人労働者安全機構情報公開・個人情報保護

窓口 

(所在地)〒211－0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1

号事務管理棟 

個人情報ファイルが第２条第
９項第２号ロに該当する場合
には、意見書の提出機会が与え
られる旨 

無し 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

             － 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地 

             － 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

             － 

備   考  

 



 

個人情報ファイルの名称 
産業保健関係者（産業医・事業主・衛生管理者・労務安全衛生担

当者・保健師・看護師）名簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

鹿児島産業保健総合支援センター 

個人情報ファイルの利用目的 

産業保健関係者に対する各種研修会の開催案内(産業保健に関す

る専門的かつ実践的な研修)、産業保健に関する情報をとりまとめ

た情報誌の発行、産業保健に関する様々な相談(問題)の回答、講

師派遣の斡旋など産業保健活動を促進する役割を担っているセン

ターの活動内容等を周知する目的 

記録項目 

① 氏名、住所、電話番号、FAX 番号、Eメールアドレス 

② 事業場名(病院名)、事業内容（従業員数）、所属部署、職名 

③ 所属医師会 

記録範囲 
研修及び相談等センターを利用された方。またはセンター発行の

情報誌を送付希望する方（平成８年５月の開設以降) 

記録情報の収集方法 産業保健関係者本人からの書面等による提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    ■有 □無 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

該当 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号

事務管理棟 

個人情報ファイルが第２条第
９項第２号ロに該当する場合
には、意見書の提出機会が与え
られる旨 

無し 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

― 

備   考  

 



  

個人情報ファイルの名称 図書等教材の利用者名簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

鹿児島産業保健総合支援センター 

個人情報ファイルの利用目的 
図書等教材の貸出管理及び情報提供（各種研修会の開催案内、情

報誌の発行、窓口相談の実施） 

記録項目 
① 氏名、住所、電話番号、FAX 番号、Eメールアドレス 

② 事業場名(病院名)、事業内容（従業員数）、所属部署、職名 

記録範囲 図書等教材の利用者（平成８年５月の開設以降) 

記録情報の収集方法 図書等教材の利用者からの申込書 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    ■有 □無 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

該当 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号

事務管理棟 

個人情報ファイルが第２条第
９項第２号ロに該当する場合
には、意見書の提出機会が与え
られる旨 

無し 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地 

― 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

― 

備   考  

 



 

個人情報ファイルの名称 産業保健総合支援センター研修会利用者名簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

沖縄産業保健総合支援センター 

個人情報ファイルの利用目的 
沖縄産業保健総合支援センター研修会の申込受付管理及び各種

連絡（各種研修会の開催案内、日程等変更の連絡） 

記録項目 

① 氏名、住所、電話番号 

② 事業場名(病院名) 

③ 職名 

記録範囲 研修会の利用者（平成１４年４月以降) 

記録情報の収集方法 研修会の利用者からの申込書 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

(所在地) 〒211-0021神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号 

事務管理棟 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    ■有 □無 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

該当 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

(名 称)独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

(所在地)〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号 

事務管理棟 

個人情報ファイルが第２条第
９項第２号ロに該当する場合
には、意見書の提出機会が与え
られる旨 

無し 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

－ 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地 

－ 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

－ 

備   考  

 



 

個人情報ファイルの名称 
産業保健関係者（産業医・事業主・衛生管理者・労務安全衛生担

当者・保健師・看護師）名簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

沖縄産業保健総合支援センター 

個人情報ファイルの利用目的 

産業保健関係者に対する各種研修会の開催案内(産業保健に関す

る専門的かつ実践的な研修)、産業保健に関する情報をとりまと

めた情報誌の発行、産業保健に関する様々な相談(問題)の回答、

講師派遣の斡旋など産業保健活動を促進する役割を担っている

センターの活動内容等を周知する目的 

記録項目 

① 氏名、住所、電話番号、FAX番号、Eメールアドレス 

② 事業場名(病院名)、事業内容（従業員数）、所属部署、職名 

③ 所属医師会、産業医認証番号 

記録範囲 
研修及び相談等センターを利用された方。またはセンター発行の

情報誌を送付希望する方（平成１３年４月の開設以降) 

記録情報の収集方法 産業保健関係者本人からの書面等による提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

(所在地) 〒211-0021神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号 

事務管理棟 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    ■有 □無 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

該当 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

(名 称)独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

(所在地)〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号 

事務管理棟 

個人情報ファイルが第２条第
９項第２号ロに該当する場合
には、意見書の提出機会が与え
られる旨 

無し 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

－ 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地 

－ 

作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間 

－ 

備   考  

 


