
 

個人情報ファイルの名称 実施体制データベース 

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 

勤労者医療・産業保健部 産業保健業務指導課 

個人情報ファイルの利用目的 
専門スタッフに関する情報を記録し、事業実績の入力、データ検

索及びデータ抽出等に利用する。 

記録項目 

①氏名、生年月日 

②委嘱種別、所属地域窓口、委嘱（新規・継続）、初回委嘱年月

日、専門分野、資格等 

記録範囲 産業保健総合支援センターが委嘱している専門スタッフ 

記録情報の収集方法 専門スタッフ本人から書面等による提出 

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 未払賃金立替払請求者データベース 

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 

本部賃金援護部 審査課 

個人情報ファイルの利用目的 未払賃金立替払事務（審査、支給決定、点検等） 

記録項目 

①氏名、性別、住所、電話番号、生年月日及び年齢、本人名義

銀行口座 

②事業場名、勤務期間、退職事由、未払賃金の額、賃金の支給

形態、退職金制度加入の有無、源泉徴収税額 

③破産管財人の住所、氏名、電話番号 

記録範囲 未払賃金立替払請求者（平成６年以降） 

記録情報の収集方法 本人からの未払賃金立替払請求書 

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 未払賃金立替払事業場データベース 

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 

本部賃金援護部 援護・債権管理課 

個人情報ファイルの利用目的 事業主に対する求償業務に使用 

記録項目 

（事業場代表者） 

① 氏名、住所、電話番号 

② 事業場名称 

③ 所在の有無 

④ 財産状況 

記録範囲 認定事業場通知書に記載の代表者 

記録情報の収集方法 労働基準監督署から送付される認定事業場通知書による 

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 産業殉職者調書 

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 

本部賃金援護部 援護・債権管理課 

個人情報ファイルの利用目的 

・ 労働災害により殉職された方の御霊簿を作成し、高尾みころ

も霊堂に奉納 

・ ご遺族に対する高尾みころも霊堂への納骨の御案内と産業殉

職者合祀慰霊式開催の御案内 

記録項目 

①年金証書番号 ②支給決定年月日 ③所属事業所名 ④殉職者

氏名 

⑤死亡年月日 ⑥遺族氏名 ⑦電話番号 ⑧郵便番号 ⑨住所 

記録範囲 産業殉職者及びその遺族（過去５年間分） 

記録情報の収集方法 
厚生労働省労働基準局労災補償部労災保険業務室からの電子デー

タによる情報提供 

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 納骨者名簿 

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 

本部賃金援護部 援護・債権管理課 

個人情報ファイルの利用目的 

・ご遺族に対する産業殉職者合祀慰霊式開催の御案内（産業殉職

者） 

・遺族から本部への問い合わせ対応 

・霊堂から報告される利用状況の確認 

記録項目 

（産業殉職者） 

①遺族氏名 ②電話番号 ③郵便番号 ④住所 ⑤殉職者氏名  

⑥所属事業所名 ⑦死亡年月日 

（一般利用者） 

①利用権利者氏名 ②電話番号 ③郵便番号 ④住所 

⑤被収蔵者氏名 ⑥死亡年月日 

記録範囲 
①産業殉職者及びその遺族（前月末時点） 

②一般利用者（前月末時点） 

記録情報の収集方法 高尾みころも霊堂からの書面（申込書写し）による情報提供 

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  

 


