規程制定・改定・廃止の理由（別添１）
【廃止する規程】
①庶務規程
今般、改組・廃止しようとする「庶務規程」については、１０年前の平成１９年４月
１日に改定・施行しており、現在健保連が提供するモデル規程のフレームと大きく異な
っている。
時代の経過やマイナンバーの取り扱い開始に伴い、内容がそぐわない事項も多々あり、
健保連のモデル規程に準じて、
「処務規程」と「文書管理規程」に改組し、内容を適合・
充実させようとするもの。
なお、改組の概要は、別添資料「庶務規程の改組の概要」のとおりである。
また、印章取扱いルールについては、現行「庶務規程」第４条『組合事務所には、組合
印および理事長印を備え、常務理事がこれを保管し、組合または理事長名をもって発送
する重要書類には、必ず捺印するものとする。』の一文のみとなっているが、内容を充実
するため、規程として独立させるもの。

【制定する規程】
①処務規程
「庶務規程」の廃止・改組に伴い、役割・職制事項、職務（事務）分掌事項、発信文
書管理事項、その他事項を見直し、この規程を新設するもの。

②文書保存規程
「庶務規程」の廃止・改組に伴い、文書保存事項を見直し、この規程を新設するもの。

③印章規程
「庶務規程」の廃止・改組に伴い、健保連のモデル規程を参考に印章管理全般につい
ての規程を新設するもの。

【改定する規程】
①健康診査等補助金支給規程
平成２９年度における保健事業の改廃に伴い、規程を改定するもの。
また同時に、重複字句の割愛、表現の統一などを行い、インセンティブについても具
体的金額を追加し、現金による償還の場合について消費税の内外区分を明確にした。
さらに年齢計算に関して「年齢計算ニ関スル法律」によらず、「高齢者の医療の確保に
関する法律（いわゆる高確法）
」の厚生労働省の解釈に準じて年齢計算を行うことを補則
に明記した。

②監査及び検査規程
健保連のモデル規程において、監査事項に“個人情報の保護についての遵守状況”が
追加されたので、当組合の規程もこれに倣うもの。
なお、別紙様式の監査報告（通知）書についても内容が古く一部現状と合致しない部
分があったので、同時に見直しを行った。

③情報セキュリティ基本方針
健保連の改定モデル規程が平成２８年６月３日に発出されたため、当組合の規程もこ
れに倣うもの。

④個人情報の利用目的の公表について
母体グループの人事系シェアードサービス会社が本年４月１日に商号変更を行う予定で
あることと、機密書類の処分委託業者を追加したことに伴い、文言を修正するもの。

⑤システム等運用管理規程
健保連の改定モデル規程が平成２８年６月３日に発出されたため、当組合の規程もこ
れに倣うもの。

⑥機密文書管理規程
同上。

新旧条文対照表（別添２）
①．健康診査等補助金支給規程
新
（健診等の範囲）
第２条 当組合が補助する健康診査等の範囲は次
のとおりとする。
１ 生活習慣病対策事業
(1)特定健康診査
(2)特定保健指導
２ 疾病予防事業
(1)人間ドック
(2)がん検診
(3)口腔歯科検診
(4)骨密度検診
(5)禁煙サポート制度
３ 運動促進事業
(1)チャレンジ！ヘルスアップウォーキン
グ
（削除）
(2)スポーツクラブ利用

旧
（健診等の範囲）
第２条 当組合が補助する健康診査等の範囲は次
のとおりとする。
１ 生活習慣病対策事業
(1)特定健康診査
(2)特定保健指導
２ 疾病予防事業
(1)人間ドック補助
(2)がん検診補助
(3)口腔歯科検診
(4)骨密度検診
(5)禁煙サポート制度
３ 運動促進事業
(1)チャレンジ！ヘルスアップウォーキン
グ
(2)歩いて走って健康ＧＥＴ！
(3)スポーツクラブ補助

（補助対象者及び支給要件）
（補助対象者及び支給要件）
第３条 補助金の支給対象者及び支給要件は次の 第３条 補助金の補助対象者及び支給要件は次の
とおりとする。
とおりとする。
１ 生活習慣病対策事業
１ 生活習慣病対策事業
(1)特定健康診査
(1)特定健康診査
40～74 歳の被保険者・被扶養者（実施
実施年度中に 40～74 歳となる被保険
年度中に 75 歳になる 75 歳未満の者も
者・被扶養者（実施年度中に 75 歳にな
含む）が特定健康診査を受診する場合。
る 75 歳未満の者も含む）が特定健康診
又は被扶養者であって勤務先で受診し
査を受診する場合。又は被扶養者であ
た健診結果・問診票を当組合に提出し
って勤務先で受診した健診結果を当組
た場合。
合に提出した場合。
(2)特定保健指導
(2)特定保健指導
特定健康診査の結果により健康の保持
特定健康診査の結果により健康の保持
に努める必要があり、保健指導を受け
に努める必要があり、保健指導を受診
る場合。
する者。
２ 疾病予防事業
２ 疾病予防事業
(1)人間ドック
(1)人間ドック補助
35 歳以上の被保険者又は被扶養者で、
受診年度中に 35 歳以上となる被保険者
特定健康診査の基本項目を全て含む人
又は被扶養者で、特定健康診査の基本
間ドックを受診し、健診結果を当組合
項目を全て含む人間ドックを受診し、
が健診機関より受領することに同意す
健診結果を当組合が健診機関より受領
る場合。
することに同意する者。
(2)がん検診
(2)がん検診補助
受診日に資格を有する被保険者・被扶
受診日に資格を有する被保険者・被扶
養者で、胃がん、大腸がん、子宮頸が
養者で、胃がん、大腸がん、子宮頸が
ん、乳がん、前立腺がん検診を受診す
ん、乳がん、前立腺がん検診を受診す
る場合。ただし、人間ドックのオプシ
る者。ただし、人間ドックのオプショ
ョンとして受けた「がん検診」、保険証
ンとして受けた「がん検診」、保険証を
を使用し診療として受けた「がん検査」
使用し診療として受けた「がん検査」
は対象外とする。胃がん・大腸がん検
は対象外とする。胃がん・大腸がん検
診は 40 歳以上の男女、子宮頸がん検診
診は 40 歳以上の男女、子宮頸がん検診

は 20 歳以上の女性、乳がん検診は 30
歳以上の女性、前立腺がん検診は 50 歳
以上の男性とする。
(3)口腔歯科検診
大規模事業所で巡回検診を実施する際
に受診する被保険者、又は被扶養者及
び前記以外の事業所に勤務する被保険
者で郵送式健診を希望する場合。
(4)骨密度検診
大規模事業所で巡回検診を実施する際
に受診する 20 歳以上の女性被保険者。
(5)禁煙サポート制度
20 歳以上の被保険者・被扶養者で、
「禁
煙外来コース」を利用して禁煙に挑戦
し成功した場合。なお、市販の医療用
ニコチンガムやニコチンパッチも対象
とし、電子タバコ等医療用でない禁煙
グッズは対象外とする。

３

運動促進事業
(1)チャレンジ！ヘルスアップウォーキ
ング
春・秋の各実施期間中の連続した 49 日
間に毎日歩いて 50 万歩を達成した被保
険者・被扶養配偶者・40 歳以上の被扶
養者。

(2)スポーツクラブ利用
利用日時点において 16 歳の誕生日当日
から 75 歳の誕生日前日までの被保険
者・被扶養者で、コナミスポーツクラ
ブを利用する場合。

は 20 歳以上の女性、乳がん検診は 40
歳以上の女性、前立腺がん検診は 50 歳
以上の男性とする。
(3)口腔歯科検診
大規模事業所で巡回検診を実施する際
に受診する被保険者。

(4)骨密度検診
大規模事業所で巡回検診を実施する際
に受診する 20 歳以上の女性被保険者。
(5)禁煙サポート制度
20 歳以上の被保険者・被扶養者で、①
「禁煙外来コース」又は②「らくらく
禁煙コンテストコース」での禁煙に挑
戦し成功した者。なお、市販の医療用
ニコチンガムやニコチンパッチは対象
とし、電子タバコ等医療用でない禁煙
グッズは対象外とする。コースは①と
②の併用可とする。
３ 運動促進事業
(1)チャレンジ！ヘルスアップウォーキ
ング
春・秋の各実施期間中の連続した 49 日
間に毎日歩いて 50 万歩を達成した被保
険者・被扶養配偶者・40 歳以上の被扶
養者。
(2)歩いて走って健康ＧＥＴ！
各地で開催されるウォーキングイベン
トに参加した被保険者・18 歳以上の被扶
養者。
(3)スポーツクラブ補助
利用日時点において 16 歳の誕生日当日
から 75 歳の誕生日前日までの被保険
者・被扶養者で、コナミスポーツクラ
ブを利用する者。

（補助金額及び回数）
（補助金額及び回数）
第４条 補助金の額、及び回数は健診等の種類ご 第４条 補助金の額、及び回数は健診等の種類ご
とに当該各号に定める。ただし、第１号の
とに当該各号に定める。ただし、第１号の
(1)の①及び第２号の(1)の補助金は受診
(1)の①及び第２号の(1)の補助金は受診
者１人当り１年度（４月～翌年３月）につ
者１人当り１年度（４月～翌年３月）につ
きいずれか１回とし、重複して支給しな
きどちらか１回とし、重複して支給しな
い。
い。
１ 生活習慣病対策事業
１ 生活習慣病対策事業
(1)特定健康診査
(1)特定健康診査
①特定健康診査受診料 … 8,000 円
①特定健康診査受診料 … 8,000 円
＋税までの実費
＋税までの実費
②被扶養者が勤務先で受診し、健診結
②被扶養者が勤務先で受診し、健診結
果を当組合に提出する場合 … 薄
果を当組合に提出する場合 … 薄
謝（2,000 円相当の商品券）を進呈
謝を進呈
(2)特定保健指導
(2)特定保健指導
特定保健指導料 … 全額（現物給付）
特定保健指導料 … 全額
２ 疾病予防事業
２ 疾病予防事業
(1)人間ドック
(1)人間ドック補助

オプション検査を含む検査料 … 年
度に 1 回 30,000 円（税込）までの実費
(2)がん検診
■被保険者
①胃がん検診 … 年度に 1 回
(ⅰ)市区町村が実施する検診か、最
寄りの医療機関で受診する検
診 … 5,000 円（税込）まで
の実費
(ⅱ)大規模事業所の敷地内で実施
する集団検診 … 全額（現物
給付）
②大腸がん検診 … 年度に１回
(ⅰ)市区町村が実施する検診か最
寄りの医療機関で受診する検
診 … 3,000 円（税込）まで
の実費
(ⅱ)大規模事業所の敷地内で実施
する集団検診 … 全額（現物
給付）
(ⅲ)小規模事業所を対象とする郵
送式検診 … 全額（現物給
付）
③子宮頸がん検診 … 年度に１回
③④合わせて 5,000 円（税込）まで
の実費
④乳がん検診 … 年度に１回
③④合わせて 5,000 円（税込）まで
の実費
⑤前立腺がん検診 … 年度に１回
郵送式検診 … 全額（現物給付）
■被扶養者
①胃がん検診 … 年度に１回
②大腸がん検診 … 年度に１回
③子宮頸がん検診 … 年度に１回
④乳がん検診 … 年度に１回
①～④合わせて 5,000 円（税込）ま
での実費
(3)口腔歯科検診
被保険者 … 年度に１回全額（現物
給付）
(4)骨密度検診
被保険者 … ３年度に１回全額（現
物給付）
(5)禁煙サポート制度
被保険者・被扶養者 … 年度に１回
25,000 円（税込）までの実費
結果報告後６ヶ月以上禁煙続行中の場
合 … 記念品（3,000 円相当の商品
券）を贈呈
３ 運動促進事業
(1)チャレンジ！ヘルスアップウォーキ
ング
年 2 回（春・秋） … 記念品（2,000

オプション検査を含む検査料 … 年
度に 1 回 30,000 円までの実費
(2)がん検診補助
被保険者
①胃がん検診 … 年度に 1 回
(ⅰ)市区町村及び医療機関が実施
する検診 … 5,000 円までの
実費
(ⅱ)大規模事業所の敷地内で実施
する集団検診 … 全額（現物
給付）
②大腸がん検診 … 年度に１回
(ⅰ)市区町村及び医療機関が実施
する検診 … 3,000 円までの
実費
(ⅱ)大規模事業所の敷地内で実施
する集団検診 … 全額（現物
給付）
(ⅲ)小規模事業所を対象とする郵
送式検診 … 全額（現物給
付）
③子宮頸がん検診 … ２年度に１回
市区町村が実施する検診 … ③
④合わせて 5,000 円（税込）までの
実費
④乳がん検診 … ２年度に１回
市区町村が実施する検診 … ③
④合わせて 5,000 円までの実費
⑤前立腺がん検診 … 年度に１回
郵送式検診 … 全額（現物給付）
被扶養者
①胃がん検診 … 年度に１回
②大腸がん検診 … 年度に１回
③子宮頸がん検診 … ２年度に１回
④乳がん検診 … ２年度に１回
①～④は市区町村が実施する検診
… ①～④合わせて 5,000 円までの
実費
(3)口腔歯科検診
被保険者 … 年度に１回全額（現物
給付）
(4)骨密度検診
被保険者 … ３年度に１回全額（現
物給付）
(5)禁煙サポート
被保険者・被扶養者 … 年度に１回
25,000 円までの実費
結果報告後１ヶ月以上禁煙続行中の場
合 … 記念品を贈呈
３

運動促進事業
(1)チャレンジ！ヘルスアップウォーキ
ング
年 2 回（春・秋） … 記念品を進呈

円相当の商品券）を進呈

(2)スポーツクラブ利用
全国のコナミスポーツクラブの都度利
用料金 … 利用者負担 500 円＋税と
し、超過分を負担
（回数…制限無し）

(2)歩いて走って健康ＧＥＴ！
イベント参加 … 1,000 円/回（年度
に 3 イベントまで）
さらにイベントに 5 回参加 … 記念
品を年度に 1 個進呈
(3)スポーツクラブ補助
全国のコナミスポーツクラブの都度利
用料金 … 利用者負担 500 円＋税と
し、超過分を負担
回数…制限無し

（補助金の支給申請手続き）
第５条 健診等の種類ごとに当該各号に定める。
１ 生活習慣病対策事業
特定健康診査
「特定健診申込書」（様式１）を受診前
に提出。
２ 疾病予防事業
(1)人間ドック
「人間ドック利用申込書兼健診結果提
供同意書」
（様式２）を受診前に提出。
(2)がん検診
「がん検診補助金申請書」
（様式３）に
領収書の原本を添付し提出。
(3)禁煙サポート制度
「禁煙サポート制度利用申込書」（様式
４-１）と「禁煙チャレンジ宣誓書」
（様
式４-２）を受診前に提出。
「禁煙サポー
ト制度 結果報告兼補助金申請書」
（様式
５-１）に医療機関や薬局で発行される
受診者･購入者氏名、医療機関や薬局の
印、禁煙サポート制度に該当する費用と
分かる領収書や明細書の原本と「禁煙成
功宣言書」
（様式５-２）を添付し、終了
後１ヶ月以内に提出。
３ 運動促進事業
チャレンジ！ヘルスアップウォーキン
グ
「ウォーキング 50 万歩達成報告書」
（様
式６）に毎日の歩数を記録し提出。

（補助金の支給申請手続き）
第５条 健診等の種類ごとに当該各号に定める。
１ 生活習慣病対策事業
特定健康診査
「特定健診申込書」（様式１）を受診前
に提出。
２ 疾病予防事業
(1)人間ドック補助
「人間ドック利用申込書兼健診結果提
供同意書」
（様式２）を受診前に提出。
(2)がん検診
「がん検診補助金申請書」
（様式３）に
領収書の原本を添付し提出。
(3)禁煙サポート
「禁煙サポート制度利用申込書」（様式
４-１）と「禁煙チャレンジ宣誓書」
（様
式４-２）を受診前に提出。
「禁煙サポー
ト制度 結果報告兼補助金申請書」
（様式
５-１）に医療機関や薬局で発行される
受診者･購入者氏名、医療機関や薬局の
印、禁煙サポート制度に該当する費用と
分かる領収書や明細書の原本と「禁煙成
功宣言書」
（様式５-２）を添付し、終了
後１ヶ月以内に提出。
３ 運動促進事業
(1)チャレンジ！ヘルスアップウォーキン
グ
「ウォーキング 50 万歩達成報告書」
（様
式６）に毎日の歩数を記録し提出。
(2)歩いて走って健康ＧＥＴ！
イベント参加後、
「歩いて走って健康Ｇ
ＥＴ！補助金申請書兼報告書」
（様式７）
と、イベントの参加料・実施内容が分か
るチラシやホームページを印刷したも
のを添付の上、提出。
補助金申請の場合は領収書（原本）も要
添付。

（補助金の支給）
第６条 毎月、期限までに受領した申請に係る補
助金は、当月の金融機関の最終営業日に支
給する。

（補助金の支給）
第６条 毎月、期限までに受領した申請に係る補
助金は、当月の最終営業日に支給する。

附 則
附 則
（年齢計算）
この規程に規定する年齢は、特段の定めがあ
る場合を除いて、当該年度（４月１日～３月
３１日）に到達する満年齢である。なお、
「年
齢計算ニ関スル法律（明治三十五年十二月二
日法律第五十号）
」によらず、誕生日当日を
もって年齢加算とする。
（施行期日）
（施行期日）
（中略）
（後略）
・この規程の改定は、平成２９年４月１日より
施行する（第１条～第６条、附則（年齢計算））。

②．監査及び検査規程
新

旧

（監査事項）
第４条 監査は、組合業務の適正かつ効率的な実
施の観点等から組合の事業全般について
厳正に行い、特に次の事項を重点として
実施するものとする。
(1)保険料の徴収状況
(2)支払基金その他に対する支払状況
(3)収支帳簿と証拠書類の照合確認
(4)現金の出納、保管状況及び積立金等重
要財産の管理状況
(5)個人情報保護についての遵守状況

（監査事項）
第４条 監査は、組合業務の適正かつ効率的な実
施の観点等から組合の事業全般について
厳正に行い、特に次の事項を重点として
実施するものとする。
(1)保険料の徴収状況
(2)支払基金その他に対する支払状況
(3)収支帳簿と証拠書類の照合確認
(4)現金の出納、保管状況及び積立金等重
要財産の管理状況

附 則
（施行期日）
（中略）
・この規程の改定は、平成２９年４月１日から
施行する（第４条、別紙様式）。

附 則
（施行期日）
（後略）

【別紙様式…新】
（別紙様式）

伊藤ハム健康保険組合

監査報告（通知）書
平成

伊藤ハム健康保険組合会
伊藤ハム健康保険組合理事長

年

月

日

殿
監事 選定議員氏名
〃 互選議員氏名

㊞
㊞

平成
年
月
日当組合の監査を実施したところ、その結果は、下記のとおりで
あったので、報告（通知）する。
項目

評価

１．全般に関する事項
(1) 組合運営状況

適・否

(2) 事務執行状況

適・否

(3) 個人情報保護遵守状況

適・否

(4) 診療報酬明細書保存システム状況

適・否

２．組合会に関する事項
(1) 議員の選定及び選挙の手続

適・否

(2) 組合会の招集手続

適・否

(3) 組合会議決事項の執行状況

適・否

(4) 会議録の整理

適・否

(5) その他

適・否

３．理事会に関する事項
(1) 理事及び理事長の選任手続

適・否

(2) 理事会の招集手続

適・否

(3) 理事会議決事項の執行状況

適・否

(4) 会議録の整理

適・否

(5) 理事長専決の処理

適・否

(6) その他

適・否

４．庶務に関する事項
(1) 組合原簿及び規約台帳の整備

適・否

(2) 諸規程の制定及び整備

適・否

(3) 公告事項の処理状況

適・否

(4) 常務理事の選任手続

適・否

(5) 事務職員の任免及び研修状況

適・否

(6) 監査における指摘事項等の履行状況

適・否

(7) 監督庁の監査における指摘事項等の履行状況

適・否

(8) その他

適・否

５．財務に関する事項
(1) 組合財政の状況

適・否

(2) 収入支出の決定状況

適・否

(3) 会計諸帳簿の整理

適・否

(4) 支払余裕金と現金出納簿との突合

適・否

摘要

(5) 収支証拠書類の整理保管と会計帳簿との突合

適・否

(6) 準備金､その他の財産の管理状況

適・否

(7) 決算（見込）の状況

適・否

(8) 今後の収支の見通し

適・否

(9) 保険料の徴収状況

適・否

(10) 支払基金その他に対する支払状況

適・否

(11) 現金の出納、保管状況

適・否

(12) その他

適・否

６．適用に関する事項
(1) 被保険者資格の得喪処理

適・否

(2) 被保険者証の検認・更新、回収状況

適・否

(3) 標準報酬の決定及び決定の処理

適・否

(4) 被扶養者の認定

適・否

(5) その他

適・否

７．保険給付に関する事項
(1) 法定給付の決定状況

適・否

(2) 診療報酬明細書の事後審査状況

適・否

(3) 長期疾病にかかる給付記録の整理

適・否

(4) その他

適・否

８．保健事業に関する事項
(1) 特定健康診査の実施状況

適・否

(2) 特定保健指導の実施状況

適・否

(3) 保健指導宣伝の実施状況

適・否

(4) 疾病予防の実施状況

適・否

(5) 体育奨励の実施状況

適・否

(6) その他の保健・福祉事業の実施状況

適・否

(7) 固定施設の管理運営状況

適・否

(8) その他

適・否

９．統計に関する事項
(1) 統計資料の作成整理状況

適・否

(2) 統計資料の活用状況

適・否

(3) その他

適・否

１０．監査概評
１．概評

２．意見

【別紙様式…旧】
（別紙様式）

伊藤ハム健康保険組合監査報告（通知）書
平成
伊藤ハム健康保険組合会
伊藤ハム健康保険組合理事長

年

月

日

殿
監事 選定議員氏名
〃 互選議員氏名

㊞
㊞

平成
年
月
日当組合の監査を実施したところ、その結果は、下記のとおりで
あったので、報告（通知）する。
項目

評価

１．全般に関する事項
(1) 組合運営状況…
(2) 事務執行状況…

２．組合会に関する事項
(1) 議員の選定及び選挙の手続

適・否

(2) 組合会の招集手続

適・否

(3) 組合会議決事項の執行状況

適・否

(4) 会議録の整理

適・否

(5) その他

適・否

３．理事会に関する事項
(1) 理事及び理事長の選任手続

適・否

(2) 理事会の招集手続

適・否

(3) 理事会議決事項の執行状況

適・否

(4) 会議録の整理

適・否

(5) 理事長専決の処理

適・否

(6) その他

適・否

４．庶務に関する事項
(1) 組合原簿及び規約台帳の整備

適・否

(2) 諸規程の制定及び整備

適・否

(3) 公告事項の処理状況

適・否

(4) 常務理事の選任手続

適・否

(5) 事務職員の任免及び研修状況

適・否

(6) 監査における指摘事項等の履行状況

適・否

(7) 監督庁の監査における指摘事項等の履行状況

適・否

(8) その他

適・否

５．財務に関する事項
(1) 組合財政の状況

適・否

(2) 収入支出の決定状況

適・否

(3) 会計諸帳簿の整理

適・否

(4) 支払余裕金と現金出納簿との突合

適・否

(5) 収支証拠書類の整理保管と会計帳簿との突合

適・否

(6) 準備金､その他の財産の管理状況

適・否

摘要

(7) 決算（見込）の状況

適・否

(8) 今後の収支の見通し

適・否

(9) 保険料の徴収状況

適・否

(10) 支払基金その他に対する支払状況

適・否

(11) 現金の出納、保管状況

適・否

(12) その他

適・否

６．適用に関する事項
(1) 被保険者資格の得喪処理

適・否

(2) 被保険者証の検認・更新、回収状況

適・否

(3) 標準報酬の決定及び決定の処理

適・否

(4) 被扶養者の認定

適・否

(5) その他

適・否

７．保険給付に関する事項
(1) 法定給付の決定状況

適・否

(2) 付加給付の決定状況

適・否

(3) 診療報酬明細書の事後審査状況

適・否

(4) 長期疾病にかかる給付記録の整理

適・否

(5) その他

適・否

８．保健事業に関する事項
(1) 保健指導宣伝の実施状況

適・否

(2) 疾病予防の実施状況

適・否

(3) 体育奨励の実施状況

適・否

(4) その他の保健・福祉事業の実施状況

適・否

(5) 固定施設の管理運営状況

適・否

(6) その他

適・否

９．統計に関する事項
(1) 統計資料の作成整理状況

適・否

(2) 統計資料の活用状況

適・否

(3) その他

適・否

１０．監査概評

③．情報セキュリティ基本方針
新

旧

（目的）
（目的）
第１条 情報セキュリティ基本方針（以下「基本 第１条 情報セキュリティ基本方針（以下「基本
方針」という）は、伊藤ハム健康保険組合（以
方針」という）は、伊藤ハム健康保険組合（以
下、
「組合」という）の取り扱う個人情報を、
下、
「組合」という）の取り扱う個人情報を、
故意、過失、偶然の区別に関係なく、改ざん、
故意、過失、偶然の区別に関係なく、改ざん、
破壊、漏えいから保護すると共に、個人情報
破壊、漏えいから保護すると共に、個人情報
を利用する役員、職員、契約社員、嘱託社員、
を利用する役職員に対して、個人情報に関す
出向社員、派遣社員、パートタイマー、ボラ
る安全管理の重要性、及び個人情報の適切な
ンティア及び実習生等（以下、
「役職員」とい
取り扱いと保護についての認識を高め、医療
う）に対して、個人情報に関する安全管理の
保険者としての信頼感と安心感の向上を図る
重要性、及び個人情報の適切な取り扱いと保
事を目的として制定する基本姿勢である。
護についての認識を高め、医療保険者として
の信頼感と安心感の向上を図る事を目的とし
て制定する基本姿勢である。

（適用範囲）
第２条 基本方針は、役職員の雇用形態、職位、
資格、勤務地を問わず、全役職員に対して適
用する。

（適用範囲）
第２条 基本方針は、役員、職員、契約社員、嘱
託社員、出向社員、派遣社員、パート、ボラ
ンティア及び実習生等（以下、
「役職員」とい
う）の雇用形態、職位、資格、勤務地を問わ
ず、全役職員に対して適用する。

（個人情報）
（個人情報）
第３条 個人情報とは、
「個人情報の保護に関する 第３条 個人情報とは、
「個人情報の保護に関する
法律」（平成１５年５月３０日・法律第５７
法律」
（平成１５年５月３０日・法律第５７号。
号。
）第２条第１項に定める特定の個人を識別
以下「法」という。）第２条第１項に定める特
することができるものをいい、紙に記載され
定の個人を識別することができるものをい
たものであるか、写真・映像や音声であるか、
い、紙に記載されたものであるか、写真・映
電子計算機・光学式情報処理装置等のシステ
像や音声であるか、電子計算機・光学式情報
ムにより処理されているかは問わない。
処理装置等のシステムにより処理されている
かは問わない。
２ 特定個人情報とは、
「行政手続における特定の ２ 特定個人情報とは、
「行政手続における特定の
個人を識別するための番号の利用等に関する
個人を識別するための番号の利用等に関する
法律」
（平成２５年５月３１日・法律第２７号）
法律」
（平成２５年５月３１日・法律第２７号。
第２条第８項に定める個人番号をその内容に
以下「番号法」という。）第２条第８項に定め
含む個人情報をいう。
る個人番号をその内容に含む個人情報をい
う。

（基本方針）
第４条 役職員は、個人情報に関し守秘義務を負
うものとし、関連法令、通知及び関連規程を
遵守するものとする。
２ 組合は、個人情報保護に関する管理体制・管
理運用方法・保存期間・役職員への教育・苦
情・質問窓口設置等の安全管理措置を講ずる
ものとする。
（後略）

（基本方針）
第４条 役職員は、個人情報に関し守秘義務を負
うものとし、関連法令、通知及び関連規程を
遵守するものとする。
２ 組合は、個人情報保護に関する管理体制・管
理運用方法・保存期間・役職員への教育・苦
情・相談窓口設置等の安全管理措置を講ずる
ものとする。
（後略）

附 則
（施行期日）
（中略）
・この方針の改定は、平成２９年４月１日より
施行する（第１条～第４条）。

附 則
（施行期日）
（後略）

④．個人情報の利用目的の公表について
新

旧

１

適用関係の各種届出などについては、以下の １ 適用関係の各種届出などについては、以下の
ように組合業務に利用します。
ように組合業務に利用します。
（中略）
（中略）
●レセプトデータを基に、
「伊藤ハム米久ヒュ
●レセプトデータを基に、
「伊藤ハムヒューマ
ーマンサービス（株）
」及び健康保険業務シ
ンサービス（株）
」及び健康保険業務システ
ステム業者「（株）ケーシップ」に委託し、
ム業者「
（株）ケーシップ」に委託し、医療
医療費通知を加入者に配付します。
費通知を加入者に配付します。
（後略）
（後略）

７ 特定個人情報について
７ 特定個人情報について
（中略）
（中略）
また、当組合の個人情報について、次のように
また、当組合の個人情報について、次のように
保存管理、廃棄・消去などを行います。
保存管理、廃棄・消去などを行います。
(1)各種届出、申請書類、レセプト等の紙に
(1)各種届出、申請書類、レセプト等の紙に
記載された個人情報については、入力処
記載された個人情報については、入力処
理が終わった際、当組合の庶務規程（文
理が終わった際、当組合の庶務規程（文
書管理に関する事項を規定）に則り、規
書管理に関する事項を規定）に則り、規
定保存年数までロッカー又は倉庫に保
定保存年数までロッカー又は倉庫に保
存し、確認等の必要がある時以外は保管
存し、確認等の必要がある時以外は保管
場所から持ち出さないこととします。
場所から持ち出さないこととします。
また、紙以外の媒体による個人情報につ
また、紙以外の媒体による個人情報につ
いては、システム等運用管理規程の規定
いては、システム等運用管理規程の規定
に則り、適正に保存管理を行います。
に則り、適正に保存管理を行います。
(2)規定の保存年数を経過した個人データ
(2)規定の保存年数を経過した個人データ
や処理が終わり不要となった個人デー
や処理が終わり不要となった個人デー
タについては、紙の書類は読みとれない
タについては、紙の書類は読みとれない
大きさに裁断し、大量個人データの廃棄
大きさに裁断し、大量個人データの廃棄
については、委託業者「神戸環境クリエ
については、委託業者「神戸環境クリエ
イト（株）」
、
「大本紙料（株）
」等に委託
イト（株）」等に委託し、溶解処理を行
し、溶解処理を行います。
います。
また、パソコンや磁気媒体の廃棄につい
また、パソコンや磁気媒体の廃棄につい
ても、データ消去ソフトによってデータ
ても、データ消去ソフトによってデータ
が読みとれないようにして、廃棄又はリ
が読みとれないようにして、廃棄又はリ
ース返却します。
ース返却します。
なお、当組合が保有する個人情報については、
なお、当組合が保有する個人情報については、
当組合が実施する健康保険事業以外には用い
当組合が実施する健康保険事業以外には用い
ません。
ません。
（後略）
（後略）
附 則
（施行期日）
（中略）
・この規則の改定は、平成２９年４月１日より
施行する（第３項、第７項）。

附 則
（施行期日）
（後略）

⑤．システム等運用管理規程
新

旧

（業務委託契約）
第１２条 組合業務を外部委託する場合において
は、以下の処置を実施するものとする。
２ 守秘事項を含む業務委託契約を結ぶものとす
る。なお、別途守秘契約を結ぶ場合、契約の
署名者は理事長又はデータ保護管理者とし、
委託先の署名者はその団体の代表者に相当す
る者とする。
（後略）

（業務委託契約）
第１２条 組合業務を外部委託する場合において
は、以下の処置を実施するものとする。
２ 守秘事項を含む業務委託契約を結ぶものとす
る。なお、契約の署名者は理事長とし、委託
先の署名者はその団体の代表者に相当する者
とする。
（後略）

（データ等の消去及び電子媒体の廃棄）
第２５条 情報システム等で保有するデータ及び
電子媒体に収録されたデータについては、法
令の定めた保存期間、法令に定められている
ものの他は別に定めた保存期間の間保存・管
理するものとする。ただし、法令の定めがな
い場合については、以下の期間、保存・管理
するものとする。
(1)情報システム等で保有するデータについて
は１０年
(2)電子媒体に収録されたデータについては文
書保存規程を準用する
(3)(1)のバックアップを目的としたデータにつ
いては１年
２ 保存期間が経過したデータ及び電子媒体にお
いて、引き続き保存する必要があるものにつ
いては、改めて保存期間を定めて保存・管理
するものとする。
３ 保存期間経過後の消去及び廃棄方法につい
て、破砕処理又は溶融処理する等復元不可能
な状態にしなければならない。なお、消去及
び廃棄した場合、その経過を記録・管理する
ものとする。
４ 行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律（平成２５年５
月３１日・法律第２７号。）第２条第８項に
定める個人番号データ（情報システム等で保
有するものに限る）については、第１項に定
める期間を資格喪失又は扶養削除の日から３
年間とする。

（データ等の消去及び電子媒体の廃棄）
第２５条 データ及びデータが収録された電子媒
体については、法令の定めた保存期間、法令
に定められているものの他は別に定めた保存
期間の間保存・管理するものとする。

(サーバー等記録機器の管理）
第２７条 データ保護管理者は、サーバーへのア
クセス状況・稼動状況を定期的（月１回以上）
に確認し、問題がある場合は、速やかに必要
な処置を講ずるものとする。
（中略）
５ リスク対応（障害対策）について、第８条に
定める措置により発生時の対応等を定めると
ともに、担当ＳＥ等と連携の上、復旧作業に

(サーバー等記録機器の管理）
第２７条 データ保護管理者は、サーバーへのア
クセス状況・稼動状況を定期的（月１回以上）
に確認し、問題がある場合は、速やかに必要
な処置を講ずるものとする。
（中略）
５ リスク対応（障害対策）について、第９条に
定める措置により発生時の対応等を定めると
ともに、担当ＳＥ等と連携の上、復旧作業に

２

３

保存期間が経過したデータ及び電子媒体にお
いて、引き続き保存する必要があるものにつ
いては、改めて保存期間を定めて保存・管理
するものとする。
保存期間経過後の消去及び廃棄方法につい
て、破砕処理又は溶融処理する等復元不可能
な状態にしなければならない。なお、消去及
び廃棄した場合、その経過を記録・管理する
ものとする。

努めるものとする。

努めるものとする。

附 則
附 則
（施行期日）
（施行期日）
（中略）
（後略）
・この規程の改定は、平成２９年４月１日より
施行する（第１２条、第２５条、第２７条）
。

⑥．機密文書管理規程
新

旧

（個人情報の取扱い）
第５条 個人情報は、以下のような機密区分の指
定に基づいて取扱うこととする。
(1)特定個人情報が記入又は記載された文書は、
機密区分として「極秘」を指定する。
(2)個人情報（特定個人情報を除く）が記入又は
記載された文書は、機密区分として「秘密」
以上を指定する。
２ 前項(1) (2)において、個人情報、又は特定個
人情報が記載された文書を「指定文書」とい
う。
なお、指定文書のうち、個人情報、又は特定
個人情報の記入欄がある帳票（以下、
「指定帳
票」という。）については、前項の指定を省略
できるものとする。

（個人情報の取扱い）
第５条 個人情報は、以下のような機密区分の指
定に基づいて取扱うこととする。
(1)特定個人情報が記入又は記載された文書は、
機密区分として「極秘」を指定する。
(2)個人情報（特定個人情報を除く）が記入又は
記載された文書は、機密区分として「秘密」
以上を指定する。
２ 個人情報、又は特定個人情報の記入欄のある
帳票、又は文書（以下、指定帳票という）におい
て、個人情報、又は特定個人情報が記入されたも
のは、機密文書管理責任者の指定を得ずに前項の
（１）
（２）文書（「指定文書」という。以下同じ。
）
に準じて取り扱う。

附 則
（施行期日）
（中略）
・この規程の改定は、平成２９年４月１日より
施行する（第５条）。

附 則
（施行期日）
（後略）

