
別表１　共済組合が保有する個人情報　（経理担当分）
個人情報の内容

組合員情報
記号・番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、当初取得日、資格喪失日、給料・期末
手当等の額、給料実績、被扶養者の有無と続柄、給料表及び等級号給、勤務態様

任意継続組合員情報
記号・番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日、資格取得及び喪失時の給
料額、振込・引落用銀行口座

別表１　共済組合が保有する個人情報（貸付担当分）
個人情報の内容
所属所コード、組合員証番号、貸付種別、貸付金額、償還方法、償還回数、定期償還額、
給料月額、既貸付種別・定期償還額、申込事由、対象者氏名・続柄、就学校名、団信加入
有無、送金先口座、所属所名・電話番号、資格取得日、職名、氏名、生年月日、年齢、現
住所、電話番号、所属所長名、同時貸付申込者氏名・金額・所属所名・組合員証番号・続
柄、物件引渡日、貸付限度額、現在の住宅状況、対象物件所在地、建物の構造、敷地の状
況、資金計画（他の金融機関等の借り入れ）、同居家族氏名・年齢・続柄・職業、対象物
件所在地の見取り図、所属所所在地、履歴書・給与支給明細書記載事項、受診医療機関
名・所在地・電話番号、出産予定日、胎児の数（下線部は該当種別のみ）

【上記に加え、貸付種別ごとに下記書類記載事項】
（一般）必要金額の確認できる書類
（教育）在学証明書又は合格通知書
　　　　必要金額の確認できる書類
　　　　団体信用生命保険申込書
（災害）罹災証明書
（医療）医師診断書
（結婚）挙式申込受理書又は婚姻届受理証明書
　　　　必要金額の確認できる書類
（葬祭）戸籍謄本
　　　　必要金額の確認できる書類
（特別）任用辞令
　　　　必要金額の確認できる書類
（住宅）売買契約書、重要事項説明書、工事請負契約書、賃貸借契約書、確認済
　　　　証、確認申請書、家屋登記簿謄本、平面図、土地登記簿謄本、罹災証明書
　　　　、補修箇所図面・写真、団体信用生命保険申込書
（高額医療）診療費請求明細書又は診療費領収明細書、給与支給明細書、組合員証
（出産）母子健康手帳（表紙部分）、給与支給明細書、組合員証、医療機関から
　　　　の請求書又は領収書

貸付決定通知情報 所属所コード、所属所名、組合員証番号、氏名、貸付年月日、貸付種別、貸付番号、貸付
金額、定期償還額、既貸付残高、送金額、送金先口座、償還方法、共済区分、償還回数、
最終回までの償還額の元利内訳・元金残
所属所コード、組合員証番号、同時申込者の組合員証番号、所属所名・電話番号、電話番
号、職名、氏名、対象物件の所在地・構造・面積、工事完了年月日、貸付年月、貸付金
額、申込事由

【上記に加え、申込事由別に下記書類記載事項】
土地登記簿謄本、家屋登記簿謄本、家屋登記簿抄本、工事費領収書

貸付金償還情報 共済区分、府市コード、支出機関コード、所属所コード、所属所名、組合員証番号、氏
名、貸付年月日、貸付種別、貸付金額、償還回数、定期償還額、未償還回数、元金残、償
還金累計、当月請求額・元利振分、所属所電話番号、職名、一繰償還額、給料月額、振込
金額、一繰後の償還回数・定期償還額、給与支給明細書記載事項、所属所長名、現住所・
電話番号、猶予期間、猶予事由、定償額変更事由、新償還額、最終償還額、貸付金額、償
還回数、旧所属所名・電話番号、未償還元金、資格喪失日、貸付番号、貸付償還金明細書
記載事項、退職手当からの控除額、退職後の連絡先、退職事由、死亡年月日、退職手当受
給遺族氏名・続柄・住所・電話番号

貸付保険事故情報 代理人名・住所・電話番号、組合員名・住所・生年月日、自己破産・民事再生発生事実、
係属裁判所、事件番号、申立日、債権者数、債権額、債権届出の期間・提出先、管財人
名・住所・電話番号、貸付種別、貸付金額、貸付年月日、債務不履行額、所属所名、資格
取得日、職名、貸付償還金明細書・貸付申込書・貸付借用証書記載事項、最終弁済日、貸
付履歴、請求金額、弁済期限日、事故日、未償還元金、経過利息、延滞利息、入金額、入
金日、債権額・元利内訳

団体信用生命保険等
情報

支部名、支部コード、貸付コード、組合員証番号、所属所名、氏名、所属所コード、現住
所、電話番号、引落先口座、申込日、貸付年月日、貸付金額、償還回数、償還開始年月
日、定期償還額、債務返済加入有無、告知日、性別、生年月日、貸付種別、退職日、団信
請求区分、団信弁済予定日、保険事故発生日、債務残高、償還金不足金、利息期間、延滞
利息金額、債務残高証明金額、貸付償還金明細書記載事項、死亡診断書・在籍証明書・住
民票・戸（除）籍抄本・障害診断書・障害程度認定書・診断書記載事項、証券番号、加入
日、被保険者番号、死亡日、請求区

個人情報の種類

組合員

個人情報の種類
組合員 貸付申込情報

完了報告書情報



別表１　共済組合が保有する個人情報の例（福祉担当分）
個人情報の内容
【対象者】組合員・被扶養者

・所属所に関する情報（所属所名・所属所コード・住所・所属所長名）、
・資格に関する情報（組合員種別・組合員証番号・カナ漢字氏名・生年月日・年齢・性
別・続柄・資格取得・喪失年月日）

特定健診・特定保健
指導
（「特定健診等」と
いう）事業

【対象者】40歳以上の組合員及び被扶養者

・対象者の自宅住所、受診券番号、利用券番号、特定健診等の結果に関する情報

健診事業 【対象者】組合員・40歳以上の被扶養配偶者

・対象者の健診にかかる受診歴、特定健診の結果に関する情報
・40歳未満の組合員にかかる特定健診の結果に関する情報（同意者のみ）

データヘルス計画 【対象者】組合員・被扶養者

・対象者の特定健診等の結果に関する情報 、 診療報酬明細書等
健康づくり事業 【対象者】組合員・家族

・組合員の職名
・対象となる家族に関する情報（氏名・生年月日・年齢・性別・続柄）

メンタルヘルス総合
対策事業

【対象者】組合員・被扶養者

厚生施設利用補助事
業

【対象者】組合員・被扶養者

・対象者の利用施設名、利用年月日、利用回数

会食利用補助事業 【対象者】組合員・３親等内の家族

・対象者の利用施設名、利用年月日
・対象者の３親等内の家族の氏名

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設利用補
助事業

【対象者】組合員・被扶養者

・対象者の利用施設名、利用年月日
退職準備教育事業 【対象者】組合員

・対象者の退職予定情報
結婚25周年記念事業 【対象者】組合員

・配偶者の組合員証番号（当支部の組合員である場合のみ）、「施設利用券」送付先住
所・受領者（氏名・印）、提出書類に記載する情報

※提出書類
　・戸籍謄（抄）本
　・記載事項証明
　・住民票等

永年勤続（単身者）
記念事業

【対象者】組合員

・「施設利用券」送付先住所・受領者（氏名・印）、提出書類に記載する情報

※提出書類
　・戸籍謄（抄）本
　・記載事項証明
　・住民票等

ベビー用品配付事業 【対象者】組合員

・対象者の出産費附加金・家族出産費附加金請求書に記載する情報

※　出産費附加金、家族出産費附加金請求書に記載する情報を医療担当から受領

結婚式利用補助事業 【対象者】組合員・組合員の子

保健事業全般

事
業
ご
と
に
保
有
す
る
情
報

個人情報の種類



無料法律相談事業 【対象者】組合員

・対象者の相談日時、法律相談決定通知書送付先、申込年月日、相談回数
長期療養者見舞品配
付事業

【対象者】組合員

福祉保険制度（ファ
ミリー年金）

【対象者】組合員・家族

・対象者の加入に関する情報（加入・脱退年月日、加入内容、保険料、保険金受取人氏
名、金融機関、自宅電話番号、配当金受領方法）
・保険金受取人に関する情報(加入者の死亡年月日、加入者との続柄、連絡先）

アイリスプラン 【対象者】組合員

・対象者の加入内容

宿泊施設特別利用者
証発行業務

【元対象者】組合員

・対象者の氏名、電話番号、最終所属所名又は年金証書番号、退職年月日、送付先住所

事
業
ご
と
に
保
有
す
る
情
報



別表１　共済組合が保有する個人情報（医療担当分）
　　　　　　　　　　　　　　　　個人情報の内容

組合員レセプト情報 本人家族区分、診療区分、保険種別（医科、歯科、調剤、訪問看護）、保険者番号、記
号・番号、給付割合、診療年月、府県コード、医療機関コード、氏名、性別、生年月日、
特記事項、職務上の事由、医療機関の所在地及び名称、診療科、傷病名、診療開始日、転
帰、診療実日数、請求点数、決定点数、公費点数、一部負担金額、患者負担金額、外来負
担金額、入院負担金額、患者負担金額公費分、薬剤負担金額、薬剤負担金額公費分、高額
療養費、食事療養日数、食事療養日数公費分、食事療養決定額、食事療養決定額公費分、
食事療養標準負担額、食事療養標準負担額公費分、診療内容、公費負担者番号､公費負担医
療の受給者番号､住民税非課税等､保険医氏名、受付回数、処方内容、処方箋記載内容、調
剤報酬点数、訪問看護ステーションコード、訪問看護ステーションの所在地及び名称、心
身の状態、主たる傷病名、指示期間、訪問開始年月日、訪問終了年月日時刻、、訪問終了
の状況、死亡時刻、主治医の属する医療機関の名称、主治医の氏名、訪問日、主治医への
直近報告年月日、
提供した情報の概況、情報提供先の市（区）町村等の名称、特記事項、訪問看護の内容

組合員現金給付情報

組合員証記号番号、職名、氏名、住所、電話番号、婚姻届出年月日、銀行振込口座、組合
員旧氏名、配偶者氏名、請求金額、所属所名、所属所コード、所属所電話番号、所属所住
所、所属所長職名･氏名、出産年月日、給料等、給料発令日、資格取得年月日、資格喪失年
月日、出産者氏名及び続柄、出産者の認定年月日、出産児氏名及び続柄、出産児数、出産
者の認定前の健康保険、医師又は助産師の証明、証明願申出書記載内容、死亡者名、死亡
者の生年月日、性別、続柄、死亡年月日、埋火葬年月日、埋葬に要した費用、埋火葬許可
書記載内容、死亡の原因、市区町村長又は警察署長の証明内容、罹災年月日、罹災の場
所、災害の種別、罹災物件の区分、罹災の程度、罹災証明書記載内容、育児休業の期間、
請求期間、休業日数、当該子の氏名・生年月日、育児休業承認請求書記載内容、傷病手当
金決定額･傷病手当金附加金決定額、勤務（労務）できなくなった最初の日、傷病の原因、
退職共済年金又は障害共済年金支給開始年月・年金額、障害基礎年金支給開始年月・年金
額、障害一時金支給開始年月・年金額、老齢厚生年金支給開始年月・年金額、医師の証明
記載内容、医師氏名、病休期間、休職期間、復職年月日、請求月の給料支払証明、給与事
務担当者氏名、出産予定日、多胎妊娠の有無、出産予定日に関する医師又は助産師の意見
書、介護休暇申請期間、介護休暇変更期間、要介護者氏名・続柄、要介護者住所、要勤務
日数・支給対象日数、請求月に支払うべき給料、支給日数、欠勤した期間、療養者氏名、
療養期間、医療機関又は薬局名及びその住所、保険医療機関・保険薬局･その他、入院時食
事療養費、組合員証を使用できなかった理由、診療報酬領収済明細書（はり･きゅう、あん
ま･マッサージ）施術内容、施術証明欄、はり師・きゅう師・あんまマッサージ師住所・氏
名、移送に係る申請理由、移送を必要とする医師の意見書・証明書記載内容

組合員柔道整復施
術、鍼灸療養情報 施術年月、柔整師会員番号、保険種別、組合員証記号番号、生年月日、組合員住所･氏名、

療養を受けた者の氏名・生年月日、負傷の原因、施術の内容、合計金額、一部負担金、請
求金額、施術証明年月日、施術所所在地･名称･電話、柔道整復師氏名、委任日、委任者氏
名、支払金融機関名･支店名･口座番号･口座名義人氏名、本人家族別
傷病名、発病又は負傷の原因及びその経過、施術を受けた施術所の名称･所在地･施術者氏
名、施術月、支払決定金額、附加給付金額、施術者名

組合員標準負担額等
減額認定申請情報

組合員証記号番号、組合員氏名、生年月日、電話番号、所属機関の名称及び所在地、減額
対象者氏名、生年月日、住所、性別、続柄、長期入院該当・非該当、入院期間、入院をし
た医療機関等、年度中の所得の状況、所得に関する証明書記載内容

組合員医療費公費助
成制度の適用・適用
停止情報

組合員証記号番号、対象者氏名･住所･生年月日･性別･続柄、適用の別、適用の市町村名、
受給資格取得年月日、受給資格喪失年月日、医療証の記載内容、

組合員特定疾病療養
受療証申請情報

公費負担者番号、受給者番号、組合員証記号番号、氏名、所属所名、受診者氏名、生年月日、性
別、受診者住所、疾病名、初診年月日、所見、特定疾病認定年月日、医療機関名等

組合員療養費・療養
給付金等給付決定・
振込通知書情報

所属所名、所属所コード、組合員証番号、組合員氏名、療養者氏名、診療年月、入院外来等の
別、診療日数、診療点数、入院時食事療養費、食事療養患者負担額、一部負担金、公費負担額、
療養費、高額療養費、療養費附加金、入院附加金、振込金額合計、振込先銀行名

被扶養者レセプト情報 組合員レセプト情報と同じ
被扶養者現金給付情
報

組合員現金給付情報と同じ

被扶養者柔道整復施
術、鍼灸療養情報

組合員柔道整復施術、鍼灸療養情報と同じ

被扶養者標準負担額
等減額認定申請情報

組合員標準負担額等減額認定申請情報と同じ

被扶養者医療費公費
助成制度の適用・適
用停止情報

組合員医療費公費助成制度の適用・適用停止情報と同じ

被扶養者特定疾病療
養受療証申請情報

組合員特定疾病療養受療証申請情報と同じ

被扶養者療養費・療
養給付金等給付決
定・振込通知書情報

組合員療養費・療養給付金等給付決定・振込通知書情報と同じ

　　　　　個人情報の種類
組合員

組合員

被扶養者



別表１　共済組合が保有する個人情報（損賠担当分）
個人情報の内容

被保険者損害賠償申告情報

記号・番号、所属所名、組合員氏名、被害者氏名、組合員との続柄、加害者の氏名・住所・電話番
号、事故発生年月日、事故発生状況、被害の状況及び見積額、加害者から受けた損害賠償額、
事故発生場所、事故発生日時、傷病名、療養経過、療養見込期間、医療機関名及び所在地、初
診年月日、入院・通院、加害者の自賠責保険の契約先名・証明書番号・契約者名・加害者との関
係、加害者の任意保険の契約先名・証明書番号・契約者名・加害者との関係、任意保険会社の担
当者名、加害者の保証人名

被扶養者損害賠償申告情報 被保険者の損害賠償申告情報と同じ

別表１　共済組合が保有する個人情報（資格担当分）
個人情報の内容

組合員適用情報
所属所コード、職員番号、氏名、性別、生年月日、資格取得日、資格喪失日、給付口座情報（銀行
コード、銀行名、支店コード、支店名、預金種目、口座番号）、郵便番号、住所（漢字、カナ）、公費
（公費負担コード、公費認定日、公費期限日）、市町村コード、基礎年金番号

任意継続組合員適用
情報

所属所コード、職員番号、氏名、性別、生年月日、資格取得日、資格喪失日、給付口座情報（銀行
コード、銀行名、支店コード、支店名、預金種目、口座番号）、郵便番号、住所（漢字、カナ）、公費
（公費負担コード、公費認定日、公費期限日）、市町村コード、基礎年金番号

被扶養
者

被扶養者適用情報
氏名、性別、組合員との続柄、生年月日、認定年月日、認定期限日、認定コード、遠隔地コード、
所属所コード、公費（公費負担コード、公費認定日、公費期限日）、市町村コード、基礎年金番号

別表１　共済組合が保有する個人情報（年金担当分）
個人情報の内容

1
年金請求（退職共済
年金）

氏名・生年月日・性別・所属機関名・職名・年金証書記号番号・退共等待機者番号・雇用
保険被保険者番号・受給権発生時の給料・障害状態・病名・金融機関名・口座番号・住
所・電話・退職年月日・退職事由・退職後の公務員の予定・公的年金受給権の有無・所属
機関の長の氏名・戸籍･住民票･所得証明書

2
年金請求（障害共済
年金）

氏名・生年月日・性別・所属機関名・職名・年金証書記号番号・退共等待機者番号・受給
権発生時の給料・給付事由発生の原因・初診日・障害認定日・金融機関名・口座番号・住
所・電話・退職年月日・公的年金受給権の有無・所属機関の長の氏名・戸籍・住民票

3
年金請求（遺族共済
年金）

氏名・生年月日・性別・元組合員との続柄・死亡事由・死亡年月日・金融機関名・口座番
号・住所・電話・公的年金の受給権の有無・所属機関の長の氏名・戸籍・住民票・所得証
明書･大学在学証明書

4 障害認定請求
氏名・住所・電話・退職年月日・病状の経過・日常生活に対する申立・生活能力の程度・
受診状況等の証明・医療機関名・医師の氏名

5 診断書
氏名・性別・生年月日・住所・初診年月日・原因・傷病名・病歴・現症・予後・医療機関
名・医師氏名

6 退職届
氏名・旧氏名・生年月日・性別・共済組合員証番号・所属所名・職名・退職年月日・退共
等待機者番号・年金証書記号番号・住所・電話・配偶者の有無・配偶者の生年月日・被扶
養者の人数・一時金の受給額・所属機関の長の氏名

7 前歴報告書
共済組合員証番号・氏名・旧氏名・改姓年月日・生年月日・所属所名・前歴の勤務先・就
職年月日・退職年月日・職名・年金待機者番号

8 履歴書
職員番号・氏名・旧氏名・生年月日・性別・改姓年月日・任免・転任・昇格・昇給・休
職・停職・退職等の年月日及び発令庁・任命権者氏名

9
年金加入期間確認請
求

氏名・旧姓・生年月日・勤務期間、最終所属所・住所・電話・請求理由

10 給与記録管理情報 氏名・生年月日・共済組合員証番号・所属コード・給料月額・期末手当額等・給料表

11 組合員長期原票
氏名・生年月日・性別・共済組合員証番号・所属所名・取得年月日・喪失年月日・組合員
期間

12 年金試算依頼書
氏名・生年月日・共済組合員証番号(年金待機者番号）・所属所名・現住所・電話・退職年
月日・依頼内容

13
退職（予定）者カー
ド

氏名・性別・生年月日・共済組合員証番号・所属所名・退職予定日・送付希望先・電話

14
再任用フルタイム
(40ｈ)勤務者

氏名・生年月日・職名・共済組合員証番号・所属所名

15 年金受給者情報

証書番号・氏名・性別・生年月日・基礎年金番号・決定年月日・退職事由・退職年月日・
待機者番号・障害状況基礎年金情報・組合員期間・他の公的期間等・所得停止情報・年金
額・支給年額情報・源泉徴収情報・一時金返還状況・給与記録簿情報・生計関係情報・介
護情報・通産年金情報・年金改定履歴・住所・電話・金融機関名・店舗名・口座番号

16 退職届情報
待機者番号・氏名・性別・生年月日・住所・基礎年金番号・退職年月日・組合員期間年月
日・支給開始到着年月

17 障害認定情報
氏名・生年月日・退職年月日・初診日・障害認定日・事後重症認定日・傷病名・障害の程
度・所見・審査医師名・次回再認定年・相談受付日・共済組合員証番号・基礎年金番号・
住所・電話

18 基礎年金番号情報
キー番号・共済組合員証番号・氏名・性別・生年月日・住所・資格取得年月日・基礎年金
番号・資格喪失年月日

19 組合員長期原票
氏名・生年月日・性別・共済組合員証番号・所属所名・取得年月日・喪失年月日・組合員
期間

20 一時金受給者情報
氏名・性別・生年月日・所属機関名・職名・退職年月日・組合員期間・受付年月日・支給
年月日・控除額・退職一時金

個人情報の種類

個人情報の種類

個人情報の種類

組合員


