官公庁等のプライバシーポリシーの比較（2021.1）
弁護士水町雅子
※あくまで参考用であり、当職の貼りつけミスや各ポリシーの更新等があるので、利用の際は原サイトに当たってくださいますようお願いします。
※頻出表現は個人情報保護委員会欄等に下線、独特のもの等は太字（筆者による適当な下線、太字）
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前文

経済産業省ウェブサイトの利用

改定日を記載

ページID、更新日、印刷ボタン

国税庁長官官房企画課法人番号

者のプライバシー保護に配慮

管理室の個人情報の保護につい

し、プライバシーポリシーを規

ては、国税庁ホームページの

定しています。

「個人情報の保護」をご参照く
ださい。

基本的な

個人情報保護委員会では、当

総務省では、総務省ホームペー 経済産業省では、meti.go.jpお 経済産業省では、ＧビズＩＤサービス 内閣府では、当ホームページ（※ドメイン マイナポータルでは、マイナポータル

考え方

ウェブサイトにおいて提供する ジ

よびそのサブドメインのウェブ （以下「本サービス」という。）にお が下記のもの）において提供するサービス （※ドメインが下記のもの）において提 ホームページ（https://www.mhlw.go.jp/及びその

サービス（各種の情報提供、御 （https://www.soumu.go.jp

サイト（以下、「当該サイト」 いて提供するサービスの円滑な運営に （各種の情報提供、御意見の受付 等）の円 供するサービス（各種の情報提供、御意 サブドメインのウェブサイト）（以下、「当サイト」 サービス（ホームページによる情報提供、各種ご意見の受付、ね スの円滑な運営及び厚生労働省職業安定局（以下「職業安 る事務を所掌する行政庁（以下 （https://www.nta.go.jp/）」、「財産評価基

意見の受付 等）の円滑な運営に 以下のディレクトリ。以下「当 という）の運営に際し、利用者 必要な範囲で、利用者の情報を取得し 滑な運営に必要な範囲で、当ホームページ 見の受付 等）の円滑な運営に必要な範
必要な範囲で、当ウェブサイト サイト」という。）において提 のプライバシーの保護に配慮を ています。取得した情報は、利用目的 を利用される皆様の情報を収集していま

厚生労働省（以下「当省」という）では、厚生労働省 (1)

日本年金機構（以下「当機構」という）では、日本年金機

構ホームページ（以下「当サイト」という）において提供する

ハローワークインターネットサービス（以下「当ホーム

厚生労働省及び食品衛生法、食

国税庁長官官房総務課広報広聴室（以下「当

ページ」）では、当ホームページにおいて提供するサービ 品表示法に規定される事業に係 室」という。）では、「国税庁ホームページ

という。）において提供するサービス（ホームページ んきんネットサービス等）の円滑な運営に必要な範囲で、当サイ 定局」）の所掌する業務の遂行に必要な範囲で当ホーム

囲で、マイナポータルを利用される皆様 による情報提供、新着情報／緊急情報配信サービス、 トを利用される皆様の情報を収集しています。収集した情報は利 ページを利用される皆様の情報を収集しております。

「利用行政庁」という。）で

国税庁課税部個人課税課及び資 国税庁長官官房企画課情報技術
産課税課（以下「当課」とい

室（以下「当室」という。）で

う。）では、国税庁ホームペー は、e-Taxホームページ（ドメ

準書（http://www.rosenka.nta.go.jp/）」及び ジにおいて提供する「確定申告 インがe-tax.nta.go.jp/；以下

は、食品衛生法及び食品表示法 「公売情報ホームページ

書等作成コーナー」

「当サイト」という。）におい

を利用される皆様の情報を収集 供するサービス（ホームページ しております。また利用者の皆 の範囲内で適切に取り扱います。

す。収集した情報は、利用目的の範囲内で の情報を収集しています。収集した情報 メールマガジン、各種ご意見の受付等）の円滑な運営 用目的の範囲内で適切に取扱います。

プライバシーポリシーは、当ホームページにおいて提供す の適正かつ円滑な運用及び同法 （https://www.koubai.nta.go.jp/）」（以下こ （https://www.keisan.nta.go.j て 提供するサービス（当サイト

しています。収集した情報は、 による情報提供、各種ご意見等 様が提供した個人情報は「行政

適切に取り扱います。

る求人者マイページ、求職者マイページ及び求人・求職情 に規定される事業を営む者の業 れらをまとめて「当サイト」といいます。）に p/ 及び

利用目的の範囲内で適切に取り の受付、メールニュースの配信 機関の保有する個人情報の保護
扱います。

は、利用目的の範囲内で適切に取り扱い に必要な範囲で、当サイトを利用される皆様の情報を
ます。

収集しています。収集した情報は利用目的の範囲内で (2)
適切に取り扱います。

当機構の「個人情報保護管理方針（プライバシーポリ

シー）」もご覧ください。

による情報提供、各種意見の受

報提供サービスを利用する場合にも適用されます。求人者 務の適正な運営を確保するため おいて提供するサービス（当サイトによる情報 https://www.sakukona.nta.go.j 付等）の円滑な運営に必要な範

等）の円滑な運営に必要な範囲 に関する法律」に基づき適正な

※ 「www.cao.go.jp」「www5.cao.go.jp」 ※ 「myna.go.jp」

で、当サイトを利用される皆様 管理を行っております。

「www8.cao.go.jp」

サービスを利用する場合には、それぞれが適用される利用 運用する食品衛生申請等システ によるメール配信、各種意見の受付等）の円滑 において提供するサービス（当 様の情報を収集しています。収

の情報を収集しています。収集

「www.esri.cao.go.jp」

マイページ、求職者マイページ及び求人・求職情報提供

規約及び本プライバシーポリシーに同意の上、ご利用くだ ム

に必要な範囲で、厚生労働省が 提供、新着情報・メールマガジン配信サービス p/ 以下「当サイト」という。） 囲で、当サイトを利用される皆
な運営に必要な範囲で、当サイトを利用される サイトによる確定申告書等の記 集した情報は利用目的の 範囲内

した情報は利用目的の範囲内で

さい。

（以下「当サイト」という。） 皆様の情報を収集しています。収集した情報は 載方法の提供、各種意見の受付 で適切に取り扱います。

適切に取り扱います。

利用者についての情報を必要最小限にとどめるとともに、 を利用される皆様の情報を取得 利用目的の範囲内で適切に取り扱います。
利用者個人に関わる情報の送受信に当たっては、セキュリ しています。

等）の円滑な運営に必要な範囲

また、当サイトで利用しているSNS等サービ で、当サイトを利用される皆様

ティ対策により第三者への漏洩を防ぐこととしています。 当サイトにおいて取得した情報 スのプライバシーポリシー等については、各事 の情報を収集しています。収集

（１）当ウェブサイトでは、イ 1.当サイトでは、インターネッ

1.当該サイトでは、インター

（１）本サービスでは、利用者のイン （１）

当ホームページでは、インター

（１）

ターネットドメイン名、ブラウザの種 ネットドメイン名、ＩＰアドレス、当ホー ネットドメイン名、ＩＰアドレス、当

ドレス、当ウェブサイトの閲覧 イト内検索のクエリ情報、その ス、サイト内検索のクエリ情

類・バージョン、オペレーティングシ ムページの閲覧等の情報を自動的に収集し ウェブサイトの閲覧等の情報を自動的に す。また、当サイトの提供するページには、一部クッ (1)

他当サイトの閲覧等に係る情報 報、その他当該サイト閲覧に係 ステムの種類・バージョン、使用言

した情報は利用目的の範囲内で

護されたアクセス制限のあるサーバ上で保管されます。

適切に取り扱います。

に取扱います。

マイナポータルでは、インター (1)当サイトでは、インターネットドメイン名、ＩＰア 当サイトにおいては、以下の事項を除き、氏名、生年月日その他 当ホームページで収集した、求職者、事業主及び求人・求 (1) 当サイトの利用にあたって

ンターネットドメイン名、IPア トドメイン名、IPアドレス、サ ネットドメイン名、IPアドレ
等の情報を自動的に収集しま

また、個人情報が含まれるデータは、パスワードにより保 は、本利用目的の範囲内で適切 業者のサイト等でご確認ください。

ます。なお、クッキー（サーバー側で利用 収集します。収集した情報は、マイナ

ドレス、当サイトの閲覧等の情報を自動的に収集しま 一般的に個人を識別できる情報を収集していません。
当サイトでは、インターネットドメイン名、IPアドレス、

(1)

当サイトでは、インターネットドメイン

いては、法令に従い、都道府県労働局及びハローワーク業 住所、電話番号、ファクシミリ 動的に収集します。

キー（サーバ側で利用者を識別するために、サーバか サイト内検索のクエリ情報、その他当サイトの閲覧等に係る情報 務の目的の達成に必要な範囲で収集し、その目的の範囲内 番号、生年月日、電子メールア

なお、当サイトの一部（サイト内検索の

す。このうち、クッキー（サー を自動的に収集します。なお、 る情報を自動的に取得します。 語、IPアドレス、当ウェブサイトの閲 者を識別するために、サーバーから利用者 ポータルが提供するサービスを安全かつ ら利用者のブラウザに送信され、利用者のコンピュー を自動的に収集します。なお、クッキー（サーバ側で利用者を識 でこれを保管し、職業安定局、都道府県労働局及びハロー ドレス等）の入力をお願いして Googleカスタム検索及び公売情報）において
バー側で利用者を識別するため クッキー（サーバ側で利用者を なお、クッキー（サーバ側で利 覧情報等の情報を自動的に収集しま

のブラウザに送信され、利用者のコン

に、サーバーから利用者のブラ 識別するために、サーバから利 用者を識別するために、サーバ す。

円滑に実施するための参考として利用し タに蓄積される情報）を使用して利用者の情報を収集 別するために、サーバから利用者のブラウザに送信され、利用者 ワーク自らが利用します。これらの情報については、法令 います。

ピュータに蓄積される情報）は利用してお ます。

ウザに送信され、利用者のコン 用者のブラウザに送信され、利 から利用者のブラウザに送信さ （２）本サービスでは、利用者がアカ りません。収集した情報は、当ホームペー （２）
ピュータに蓄積される情報）

は、当ウェブサイトが提供する る情報）は、使い勝手の向上を 積させる情報）は、ユーザビリ 報を取得します。

施するための参考として利用します。

サービスを円滑に実施するため 目的とする内容に限定するもの ティーの向上を目的とする内容 ただし、利用するアカウントの種別に （２）

格納された利用者証明用電子証明書のシ マガジン」のご利用に当たっては、メールアドレス及 こともできます。

ホームページ上の各コーナー等に リアル番号を自動的に収集します。収集 び希望するメールの形式の登録をお願いしています。 (2)

の限定的なものであり、個人情 であり、個人情報は一切含みま に限定するものであり、個人情 応じて、それぞれ任意又は必須で入力 おいて収集する情報の範囲及び利用目的に した情報は利用者フォルダの作成・管理 また、年齢、性別、職業・業種区分及び利用目的等
報は一切含みません。

収集する
情報の範
囲

る内容に限定するものであり、個人情報は一切含みません。ま

報は一切含みません。

を求める項目があります。

（２）（１）において収集した 2.ご意見等の受付を行うメール

せん。

2.「ご意見・お問合せ」等の

一

情報は、当ウェブサイトが提供 フォームのご利用にあたって

コーナーをご利用される場合

合には、法人番号、法人名（商号又は

するサービスを円滑に運営する は、お名前、ご住所、電話番
ための参考として利用します。 号、メールアドレス等（以下

ついては、各コーナー等において明記しま のためにのみ使用します。

事業形態を法人として登録する場 す。

「日本年金機構へのご意見・ご要望」の投稿フォームを利

用される場合は、日本年金機構や年金事務所等における「年金に

（以下「利用者属性」という）について、登録をお願 関する業務やサービスの改善・効率化など」につながるような

また、メールアドレス、ニックネームの いしています。

“ご意見・ご要望”の登録をお願いしています。また、在住都道府

しません。

イトの閲覧等の情報を自動的に 当サイトの閲覧等の情報を自動
収集します。

的に収集します。

なお、当サイトの一部におい

なお、当サイトの一部におい

は、クッキー（サーバ側で利用者を識別するた て、提供するサービスの向上を て、ユーザビリティの向上を目

しています。ただし、クッキーを使用して利用者個人 のコンピュータに蓄積させる情報）は、利便性の向上を目的とす に基づく場合を除き、本人の同意なしに第三者に提供いた (2) 当サイトでは、利用者の IP めに、サーバから利用者のブラウザに送信さ
マイナポータルでは、アカウン を識別できる情報は一切収集していません。

用者のコンピュータに蓄積させ れ、利用者のコンピュータに蓄 ウントを登録するに当たり、以下の情 ジが提供するサービスを安全かつ円滑に実 ト開設に当たり、マイナンバ―カードに (2)「新着情報／緊急情報配信サービス」及び「メール た、利用者のブラウザの設定によりクッキーの機能を無効にする

当サイトでは、インターネット (1)当サイトでは、インターネッ

職提供サービスを利用する対象団体にかかる個人情報につ は、利用者の基本情報（氏名、 名、IPアドレス、当サイトの閲覧等の情報を自 ドメイン名、IPアドレス、当サ トドメイン名、ＩＰアドレス、

目的としてクッキー（サーバ側 的としてクッキー（サーバ側で

アドレス、閲覧情報等をアクセ れ、利用者のコンピュータに蓄積される情報） で利用者を識別するために、
スログとして取得します。

利用者を識別するために、サー

を使用していますが、個人情報の収集を行うこ サーバ側から利用者のブラウザ バから利用者の ブラウザに送信

(3) 当サイトでは、一部 Cookie とはありません。

に送信され、利用者のコン

を使用し、利用者の利便性を図

Googleカスタム検索の利用においては、

ピュータに蓄積される情報）を 蓄積される情報）を使用する場

され、利用者のコンピュータに

るとともに、利用環境等を把握 Googleが情報を収集する場合があります。

使用する場合がありますが、個 合がありますが、個人を特定す

するために利用しますが、

Googleが収集する情報の範囲及び情報の保護

人を特定する情報を取得するこ る情報を取得することはありま

Cookie を使用して利用者を特

などについては、「Googleプライバシーポリ

とはありません。

せん。

登録を任意でお願いしております。収集 (3)「ご意見・ご感想」のコーナーのご利用にあたって 県名、年齢階層、性別、職業について、任意に登録をお願いして

定するような情報は一切取得し シー（別ウィンドウで開きます） 」をご覧く

また、利用者から送信された個 (2)「ご意見・ご要望」コーナー

は、タイトル、ご意見等の記入 名称）、本店又は主たる事務所の所在

した情報は利用者へのメール通知及び利 は、メールアドレス、ご意見・ご要望・ご質問の種別 います。

ません。

をお願いしております。また、 地、代表者氏名（氏名については、フ

用者画面上の表示のためにのみ使用しま 及び内容の登録をお願いしています。また、氏名、住 (3)

（３）ウェブサイト上の各コー 「利用者属性」という。）の記 お名前、メールアドレス、電話 リガナを含む。以下同じ。）及び当該

す。

ナー等において収集する情報の 入をお願いすることがありま

（３）

人情報を使用して当サイトの

(2)

サーバにおいて計算又は編集し 前、ご住所、電話番号及びメー

力する以下の情報を取得しま

マガジン配信サービス」のご利用に当たって

は、メールアドレス、パスワード、年齢、職業 に送信した後直ちに当サイトの 入をお願いしています。

「法令等違反通報窓口」の通報フォームを利用される場合

「新着情報配信サービス」及び「メール

のご利用に当たっては、お名

た内容につきましては、利用者 ルアドレスについて、任意に記

のある事実」の登録をお願いしています。また、氏名、電話番

す。

二

事業形態を個人事業主として登録

証利用登録申請に当たり、マイナンバー

号、住所について、任意に登録をお願いしています。

○ 営業許可申請、営業届出、食 等の登録をお願いしています。

各コーナー等において明記しま クコメントや個別事案ごとのご 3.メールマガジンの配信サービ

する場合には、屋号、印鑑登録証明書

カードに格納された利用者証明用電子証

(4)

品等自主回収届出、衛生証明書 (3)

意見等の募集、各種問い合わせ スのご利用にあたっては、メー に記載されている住所、代表者（個人

明書のシリアル番号を自動的に収集しま

用される場合は、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、送付先

発番管理に係る情報（食品衛生 フォームのご利用に当たっては、お名前、ご住

所、電話番号、メールアドレス

の受付を行う場合は、差出人の ルアドレスの記入をお願いして 事業主）氏名及び当該者の生年月日

す。

住所の国名、送付先住所、国内最終住所地（または、最後にお勤

法第５５条から第５８条までに 所、電話番号及びメールアドレス等の入力をお

等の記入をお願いすることがあ

メールアドレスは受信者側に表 おります。また、任意でご職業 三

係る情報等）

ります。

海外居住者の「ねんきん定期便」のお申込みフォームを利

収集した情報は、健康保険証利用登録の

めされていた事業所名、就職年月日、退職年月日）の登録をお願

等の記入をお願いしておりま

生年月日、所属する部署等の名称及び

ためにのみ利用します。

いしています。また、漢字氏名（旧姓をお持ちの方は旧姓）、氏

(4)

3.広報イベント等の参加申込受

す。

連絡先情報（住所及び郵便番号並びに

（４）

名（ふりがな）について、任意に登録をお願いしています。

面」において、氏名、住所、電話番号、納付内

電話番号）

容等を入力していただきますが、入力いただい

マイナポータル上の各コーナー

「コンビニ納付用QRコード作成専用画

等において収集する情報の範囲及び利用

(5)

メールアドレス

目的については、各コーナー等において

年金番号、氏名、生年月日、性別、住所、お客様設定パスワー

た情報や作成されたQRコードの画像について

することがあります。

問合せの受付を行う場合には、 五

パスワード

明記します。

ド、秘密の質問と答え、メールアドレス、電話番号、アクセス

は、「コンビニ納付用QRコード作成専用画

必要に応じてご住所、お名前、 六

SMS受信用電話番号

（５）

キーをお持ちの方は同アクセスキーの登録をお願いしています。

面」以外の画面に遷移した際に自動的に削除さ
れ、個人情報の収集を行うことはありません。

年齢、性別、ご職業、電話番

（３）アカウントの利用者が、ID対応

を提供するためにクッキー（サーバ側で

なお、「ねんきんネット」にある「私の履歴整理表作成」で

号、メールアドレス等の記入を 行政サービス（本サービスが提供する

利用者を識別するために、サーバから利

は、上記のほか、住所歴、学歴/勤め先の履歴、婚姻歴（配偶者

お願いする場合があります。ま アカウントを利用することによりログ

用者のブラウザに送信され、利用者のコ

の氏名、職種を含む）、年金加入履歴、氏名変更履歴について登

た、差出人の電子メールアドレ インすることができる行政サービス）

ンピュータに蓄積させる情報）を使用し

録をお願いしています。また、勤め先の上司、同僚の氏名や、配

スが受信者側に表示されます。 にログインするに当たり、ログインの

ます。クッキーに個人情報は一切含みま

偶者の生年月日、性別、学歴、職歴について、任意に登録をお願

5.広報イベントの参加申し込み

せん。

いしています。

成功又は失敗の別及びその日時を取得

受付の実施等事柄の性質上必要 します。

マイナポータルでは、以下のクッキーを

な場合には、ご住所、お名前、 （４）パスワードを忘れるなどした場

使用します。

は、利用者が入力した、検索対象となる年金記録の持ち主の氏

ご職業、電話番号等の記入をお 合、その再発行をするに当たり、メー

・

名、性別、生年月日、住所および住んでいた期間、勤務先および

願いする場合があります。

ルアドレスの入力をお願いしていま

マイナポータルが正常に機能するために

す。

必要なクッキーです。このクッキーに

は、必要に応じ、お名前、ご住

願いすることがあります。

は、利用者属性の記入をお願い 案ごとのご意見等の募集、各種 四

マイナポータルでは、サービス

「ねんきんネット」では、ユーザIDの発行に当たり、基礎

サーバ上から消去いたします。 (3)アンケート等を行う場合に

「ご意見・ご要望」コーナー等のメール

示されます。

付等事柄の性質上必要な場合に 4.パブリックコメントや個別事

アカウントを利用する者の氏名、

マイナポータルでは、健康保険 て、任意に登録をお願いしています。

ださい。

(4) 当サイトでは、利用者が入

は、「日本年金機構の役員及び職員の法令等違反またはその疑い

範囲及び利用目的については、 す。なお、メールにてパブリッ 願いしています。
す。

番号について、任意に登録をお 者の生年月日

所、電話番号及びＦＡＸ番号の利用者属性等につい

また、「ねんきんネット」にある「持ち主不明記録検索」で

サービス提供に必要なクッキー

勤務期間を検索条件として登録をお願いしています。

は、OneTrust 社が提供する GDPR 対策
支援サービスである Cookie Pro が使用
するクッキーを含みます。Cookie Pro
利用目的

1.2の1で収集した情報は、当サ 1.II.1. で収集した情報は、当該

２．の情報については、本サービスの

は、同意に基づいて他のクッキーを制御 (1)２.(1)において収集した情報は、当サイトが提供す (1)

2.（1）で収集した情報は、当サイトが提供するサービスを

(1)当サイトにおいて取得した情 (1)

2.(1)において収集した情報は、当サイト

２において収集した情報は、当 (1)2．(1)において収集した情報

イトが提供するサービスを円滑 サイトが提供するサービスを円 安全かつ円滑な提供のために必要な範

することを目的とします。このクッキー るサービスを円滑に運営するための参考として利用し 円滑に実施するための参考として利用します。

報は、以下の利用行政庁が食品 が提供するサービスを円滑に運営するための参 サイトが提供するサービスを円 は、当サイトが提供するサービ

に実施するための参考として利 滑に実施するための参考として 囲として、以下に掲げる目的のために

をブロックするようにブラウザを設定す ます。

衛生法及び食品表示法に基づく 考として利用します。

滑に運営するための参考として スを円滑に運営するための参考

用します。

ることはできますが、マイナポータルの (2)当サイトでは、サイトの利用状況を把握するために リティクスを利用しています。Googleアナリティクスは、クッ

事務の処理等のために、本利用 (2)

利用します。

2.2の2で収集したご意見等は、 2.II.2. で収集した 「ご意見・お 利用及び第三者への提供は行いませ

機能が一部利用できなくなります。

キーを使用してご利用状況を収集しますが、これには個人を特定

目的に従い利用、提供します。 報配信サービス」及び「メールマガジン配信

今後の施策立案の参考とさせて 問い合わせ」は、任意で記入い ん。

・

する情報は含まれておりません。また、本サービスの一機能であ

＜営業許可申請、営業届出、食 サービス」によるメール配信のために使用しま おいて収集したご意見・ご感想 したご意見・ご要望やご回答内

いただきます。また、お問い合 ただいた事項も含めて今後の施 （１）本サービスにおけるアカウント

キー

情報とインタレストカテゴリに関するレポートのため る「ユーザー属性とインタレストカテゴリに関するレポート」を

品等自主回収届出、衛生証明書 す。登録いただいた年齢、職業、その他所要事 等については、今後の税務行政 容等については、今後の税務行

わせ等の回答や確認の連絡及び 策立案の参考とさせていただき の登録、本人確認、当人認証その他本

ホームページのアクセス状況を把握し改 に情報を収集します。Google Analytics利用規約は、

参考にすることがあります。Googleアナリティクスによるデー

発番管理に係る情報＞

メールニュースの配信のために ます。また、お問合わの回答や サービスの提供、維持、保護、検証及

善することを目的としたクッキーです。 こちらをご覧ください。

タ収集を無効にしたい場合は、Googleアナリティクスオプトア

利用行政庁：都道府県、保健所 利便性向上のための参考として利用します。

ていただきます。このため、国 せていただきます。

利用者属性を利用します。な

このクッキーは、User local 社が提供す (3)クッキーについて

ウトをご使用ください。

を設置する市及び特別区

税庁内の関係部署に転送又は特 このため、いただいたご意見等

お、これらの情報はご意見等の メールアドレス、ご住所、お名 信を行うため

る User Insight が同意に基づいて使用し 当サイトでは、クッキーを使用しています。

新規ウインドウで開きます。Googleアナリティクス利用規約

a. 食品衛生法及び食品表示法に については、今後の税務行政の運営、施策立案 定の個人を識別することができ の内容を国税庁内の関係部署に

内容に応じ、総務省内の関係部 前、電話番号を利用します。な （２）ID対応行政サービスが本サービ

ます。なおアクセス状況は、個人が特定 クッキーは、利用者がサイトにアクセスした際に、サ （外部リンク）

基づく事務の処理のため。

局、関係府省等に転送すること お、これらの情報はご意見等の スを利用するに当たり、当該ID対応行

できない匿名情報として統計的な分析等 イトのサーバと利用者のブラウザとの間でやり取りさ 新規ウインドウで開きます。Googleアナリティクスオプトアウ

b. 食品等事業者に対する諸連絡 庁内の関係部署に転送又は特定の個人を識別す について本人の同意を得た場合 ことができないようにして（氏

があります。

に使用します。このクッキーはオプトア れ、利用者のコンピュータに保存されます。

のため。

利用します。

確認のご連絡をする場合は、

利用するものとし、目的以外のための

び改善並びに利用状況等の分析及び発

内容に応じ、経済産業省内の関 政サービスに提供するため

Google Analyticsを利用しています。Google

アクセス状況を把握するためのクッ Analyticsは、クッキーを利用して利用者のユーザー

当サイトでは、サイトの利用状況を把握するためにGoogleアナ

ト（外部リンク）

3.2の3で収集した情報は、当該 係部署、関係府省等に転送する （３）本サービスに関する各種通知、

ウト（機能停止）することができ、アク 利用者はブラウザ設定から、クッキーの無効化を選択 (2)

広報イベント等の円滑な実施の ことがあります。

連絡、案内及びお問合せ等への対応並

セス状況が送信されなくなります。

ため必要な場合等に限って利用 3.II.3. メールマガジンの配信

びに本サービスの利用に関する情報の

オプトアウトをご希望の場合は、以下か きます。

します。

提供の求めのため

ら実施いただけます。

サービスのご利用にあたって

2.（2）で収集した「ご意見・ご要望」は、今後の施策立案

することで、アクセスログの収集を拒否することがで の参考とさせていただきます。このため、ご提案の内容に応じ
て、当機構内の担当部署に転送することがあります。また、これ

2.(3)において収集したご意見・ご要望等

の参考とさせていただきます。このため、国税 ないようにして（氏名等の公表 転送又は特定の個人を識別する
ることができないようにして（氏名等を公表す を除く。）公表することがあり 名等を公表することがあらかじ
め示されていた場合 や氏名等の

のため。

認のためのご連絡のために、電 場合を除く。）公表することが

d. 今後の施策立案の参考とする
ため。

願いしております。また、ご職 に違反する行為に対処するため

ブラウザの設定方法は、各ブラウザのヘルプページ又 (3)

業等の登録をお願いすることが （５）（１）から（４）までに掲げる

は製造元へお問い合わせください。

あります。

等であり、対象となる情報でない場合は、当機構内の担当部署に

(3)

また、お問い合わせの回答や確 公表について本人の同意を得た

影響はありません。

ものに付随する行為を行うため

項については、当サイトが提供するサービスの の運営、施策立案の参考とさせ 政の運営、施策立案の参考とさ

の関係者からの問合せ等の対応 の公表について本人の同意を得た場合を除

なお、クッキーを無効化しても、当サイトの閲覧には らの情報はご意見等の内容に応じ、関係府省等に転送することが
2.（3）で収集した「通報」は、その内容が一般的なご意見

として利用します。

「ご意見・ご感想」コーナーに (2)2．(2)及び(3)において収集

c. 食品等事業者及び周辺住民等 ることがあらかじめ示されていた場合や氏名等 ます。

は、メールアドレスの記入をお （４）本サービスの利用規約又は法令

あります。

2.(2)において収集した情報は、「新着情

く。）公表することがあります。
また、お問い合わせの回答や確認のご連絡

話番号及びメールアドレスを利 あります。

のためにメールアドレス、電話番号を利用しま 用します。

また、お問い合わせの回答や確

e. 食品衛生法及び食品表示法の す。

なお、これらの情報はご意見・ 認のご連絡のためにメールアド

適正かつ円滑な運用を確保する

ご感想等の内容に応じ、関係府 レス、電話番号を利用します。

なお、これらの情報はご意見等の内容に応

また、ブラウザ用のGoogle Analytics用のクッキーを 転送することがあります。また、通報の確認のご連絡のために

目的の範囲内で、関係行政庁が じ、関係府省等に転送することがあります。

省等に転送することがありま

なお、これらの情報はご意見等

4.II.4. で収集したご意見等は、

無効にする場合は、オプトアウトアドオンをご利用く 「氏名、電話番号、住所」を利用させていただくことがありま

法令等に基づく所掌事務を処理

す。

の内容に応じ、関係府省等に転

任意で記入いただいた事項も含

ださい。

するために必要な情報提供のた

めて今後の施策の参考とさせて

(4)２.(2)で収集した「メールアドレス」及び「希望す (4)

いただきます。また、お問合せ

るメールの形式」は、新着情報／緊急情報配信サービ 送付に利用します。

＜営業許可申請、営業届出、食

の回答や確認の連絡をする場合

ス及びメールマガジンの配信のために使用します。

品等自主回収届出、衛生証明書

には、メールアドレス、ご住

登録いただいた利用者属性については、新着情報／緊 ける本人確認/認証に利用します。

発番管理に係る情報＞

所、お名前、電話番号を利用し

急情報配信サービス及びメールマガジンの制作に当

なお、「私の履歴整理表作成」利用時において、ご自身のこれ

利用行政庁：厚生労働省及び消

ます。なお、これらの情報はご

たっての参考として利用します。

までの勤務先、住所等を登録し、整理いただくことにより、年金

費者庁（食品等自主回収届出に

意見の内容に応じ、経済産業省

(5)２.(3)で収集した「ご意見・ご要望・ご質問の種

記録を見るだけでは気付かなかったことを思い出していただき、

限る。）

内の関係部署、関係府省等に転

別」及び「内容」は、今後の施策立案の参考とさせて スムーズかつ確実に年金記録確認を行うために利用します。な

a. 食品衛生法に基づく事務の処

送することがあります。

いただきます。また、「よくあるご質問」コーナーの お、日本年金機構からのお知らせ、アンケートのご協力依頼の連

理のため。

す。

(5)

2.（4）で収集した情報は、本人確認及びねんきん定期便の
2.（5）で収集した情報は、「ねんきんネット」利用時にお

め。

送することがあります。

3.2の3で収集した情報は、当該 係部署、関係府省等に転送する （３）本サービスに関する各種通知、

ウト（機能停止）することができ、アク 利用者はブラウザ設定から、クッキーの無効化を選択 (2)

広報イベント等の円滑な実施の ことがあります。

連絡、案内及びお問合せ等への対応並

セス状況が送信されなくなります。

ため必要な場合等に限って利用 3.II.3. メールマガジンの配信

びに本サービスの利用に関する情報の

オプトアウトをご希望の場合は、以下か きます。

します。

提供の求めのため

ら実施いただけます。

サービスのご利用にあたって

2.（2）で収集した「ご意見・ご要望」は、今後の施策立案

c. 食品等事業者及び周辺住民等 ることがあらかじめ示されていた場合や氏名等 ます。

することで、アクセスログの収集を拒否することがで の参考とさせていただきます。このため、ご提案の内容に応じ
て、当機構内の担当部署に転送することがあります。また、これ

また、お問い合わせの回答や確 公表について本人の同意を得た

のため。

認のためのご連絡のために、電 場合を除く。）公表することが

なお、クッキーを無効化しても、当サイトの閲覧には らの情報はご意見等の内容に応じ、関係府省等に転送することが

d. 今後の施策立案の参考とする

は、メールアドレスの記入をお （４）本サービスの利用規約又は法令

影響はありません。

ため。

願いしております。また、ご職 に違反する行為に対処するため

ブラウザの設定方法は、各ブラウザのヘルプページ又 (3)

業等の登録をお願いすることが （５）（１）から（４）までに掲げる

は製造元へお問い合わせください。

あります。

ものに付随する行為を行うため

あります。
2.（3）で収集した「通報」は、その内容が一般的なご意見

等であり、対象となる情報でない場合は、当機構内の担当部署に

め示されていた場合 や氏名等の

の関係者からの問合せ等の対応 の公表について本人の同意を得た場合を除
く。）公表することがあります。
また、お問い合わせの回答や確認のご連絡

話番号及びメールアドレスを利 あります。

のためにメールアドレス、電話番号を利用しま 用します。

また、お問い合わせの回答や確

e. 食品衛生法及び食品表示法の す。

なお、これらの情報はご意見・ 認のご連絡のためにメールアド

適正かつ円滑な運用を確保する

ご感想等の内容に応じ、関係府 レス、電話番号を利用します。

なお、これらの情報はご意見等の内容に応

また、ブラウザ用のGoogle Analytics用のクッキーを 転送することがあります。また、通報の確認のご連絡のために

目的の範囲内で、関係行政庁が じ、関係府省等に転送することがあります。

省等に転送することがありま

なお、これらの情報はご意見等

4.II.4. で収集したご意見等は、

無効にする場合は、オプトアウトアドオンをご利用く 「氏名、電話番号、住所」を利用させていただくことがありま

法令等に基づく所掌事務を処理

す。

の内容に応じ、関係府省等に転

任意で記入いただいた事項も含

ださい。

するために必要な情報提供のた

めて今後の施策の参考とさせて

(4)２.(2)で収集した「メールアドレス」及び「希望す (4)

いただきます。また、お問合せ

るメールの形式」は、新着情報／緊急情報配信サービ 送付に利用します。

＜営業許可申請、営業届出、食

の回答や確認の連絡をする場合

ス及びメールマガジンの配信のために使用します。

品等自主回収届出、衛生証明書

には、メールアドレス、ご住

登録いただいた利用者属性については、新着情報／緊 ける本人確認/認証に利用します。

発番管理に係る情報＞

所、お名前、電話番号を利用し

急情報配信サービス及びメールマガジンの制作に当

なお、「私の履歴整理表作成」利用時において、ご自身のこれ

利用行政庁：厚生労働省及び消

ます。なお、これらの情報はご

たっての参考として利用します。

までの勤務先、住所等を登録し、整理いただくことにより、年金

費者庁（食品等自主回収届出に

意見の内容に応じ、経済産業省

(5)２.(3)で収集した「ご意見・ご要望・ご質問の種

記録を見るだけでは気付かなかったことを思い出していただき、

限る。）

内の関係部署、関係府省等に転

別」及び「内容」は、今後の施策立案の参考とさせて スムーズかつ確実に年金記録確認を行うために利用します。な

a. 食品衛生法に基づく事務の処

送することがあります。

いただきます。また、「よくあるご質問」コーナーの お、日本年金機構からのお知らせ、アンケートのご協力依頼の連

理のため。

5.II.5. で収集した情報について

コンテンツ制作の参考資料として利用する場合もあり 絡のために「メールアドレス」を利用します。

b. 食品等自主回収情報の公表の

は、当該広報イベント等を円滑

ます。「メールアドレス」については、返信用の宛先

ため。

に実施するためには公表するこ

として利用します。

とがあります。

任意に登録いただいた利用者属性等については、「ご るため、および年金事務所等で記録審査を実施する際に審査申込

のため。

意見・ご要望・ご質問」の参考情報として利用しま

d. 食品等事業者及び関係者から

す。

(5)

2.（4）で収集した情報は、本人確認及びねんきん定期便の

送することがあります。

め。

2.（5）で収集した情報は、「ねんきんネット」利用時にお

また、「持ち主不明記録検索」利用時において、利用者がログ
インした「ねんきんネット」の画面上で過去の検索履歴を確認す

c. 食品等事業者に対する諸連絡

者の検索条件を確認するために利用します。

す。

の問合せ等の対応のため。
e. 今後の施策立案の参考とする

利用及び

（１）個人情報保護委員会で

総務省では、法令に基づく開示 経済産業省では、法令に基づく 法令に基づく開示要請があった場合、 （１）

提供の制

は、法令に基づく開示要請が

要請があった場合、不正アクセ 開示請求があった場合、不正ア 不正アクセス、脅迫等の違法行為が

限

あった場合、不正アクセス、脅 ス、脅迫等の違法行為があった クセス、脅迫等の違法行為が

内閣府では、法令に基づく開示要 （１）

ため。
(1) 取得した情報を前記３の利

法令に基づく開示要請があった 当省では、当サイトで収集した情報について、法令に 当機構では、法令に基づく開示要請があった場合、不正アクセ

請があった場合、不正アクセス、脅迫等の 場合、不正アクセス、脅迫等の違法行為 基づく開示請求があった場合、本人の同意が得られた ス、脅迫等の違法行為があった場合その他特別の理由のある場合

当室では、法令に基づく開示要請があった場

当課では、法令に基づく開示請 当室では、法令に基づく開示要

用目的以外には利用いたしませ 合、不正アクセス、脅迫等の違法行為があった 求があった場合、不正アクセ

あった場合その他特別の理由のある場 違法行為があった場合その他特別の理由の があった場合その他特別の理由のある場 場合、その他特別な理由のある場合を除き、３の利用 を除き、収集した情報を3の利用目的以外の目的のために自ら利

請があった場合、不正アクセ

ん。

場合、その他特別の理由のある場合を除き、収 ス、脅迫等の違法行為があった ス、脅迫等の違法行為があった

迫等の違法行為があった場合そ 場合その他特別の理由のある場 あった場合その他特別な理由を 合を除き、取得した情報を目的以外の ある場合を除き、収集した情報を2．(２)に 合を除き、収集した情報を目的以外のた 目的以外の目的のために自ら利用し、又は第三者に提 用し、または第三者に提供いたしません。ただし、当サイトのア

(2) 法令に基づく場合、不正ア

集した情報を「3.利用目的」以外の目的のため 場合、その他特別の理由のある 場合、 その他特別の理由のある

の他特別の理由のある場合を除 合を除き、収集した情報を3の

クセス情報、当機構へのご提案・ご意見及びこれらに関係する個

クセス、脅迫等の違法行為が

に自ら利用し、又は第三者に提供いたしませ

人属性について、統計的に処理したデータまたはご意見等の公表

あった場合及びその他の法令

ん。ただし、統計的に処理された当サイトのア 以外の目的のために自ら利用

除き、収集した情報をIII. の利用 ために自ら利用し、又は第三者に提供 規定する目的以外のために自ら利用し、又 めに自ら利用し、又は第三者に提供いた 供いたしません。

き、収集した情報を目的以外の 利用目的以外の目的のために自 目的以外の目的のために自ら利 いたしません。ただし、統計的に処理 は第三者に提供いたしません。
ために自ら利用し、又は第三者 ら利用し、又は第三者に提供い 用し、又は第三者に提供いたし された本サービスのアクセス情報、利 （２）
に提供いたしません。
（２）個人情報を利用する場

たしません。

しません。

個人情報を利用する場合、個人情 （２）

個人情報を利用する場合、個人 ただし、統計的に処理を施した当サイトのアクセス情 をすることがあります。

報の利用目的の範囲内でこれを行います。 人情報の利用目的の範囲内でこれを行い ります。
また、内閣府が保有する個人情報の全部 ます。

的のために自ら利用し、又は第 表することがあります。

せん。ただし、統計的に処理さ に 提供いたしません。ただし、

三者に提供することが認められ

れた当サイトのアクセス情報、 統計的に処理された当サイトの

る特別な理由のある場合はこの

利用者属性等の情報については アクセス情報、利用者属性等の
公表することがあります。

く認識し、当該個人情報の利用 者属性情報については公表する ては公表することがあります。

又は一部を第三者に処理等を委託する場合 また、マイナポータルが保有する個人情

限りではありません。

目的の範囲内でこれを行いま

ことがあります。

「３．利用目的」以外の目的の

上、前記３の利用目的以外の目 クセス情報、利用者属性等の情報については公 し、又は第三者に提供いたしま ために自ら利用し、又は第三者

ません。ただし、統計的に処理 用者属性等の情報については、公表す 報保護の重要性を強く認識し、当該個人情 情報保護の重要性を強く認識し、当該個 報、利用者属性等の情報については公表することがあ

ただし、統計的に処理された された当該サイトのアクセス情 ることがあります。

合、個人情報保護の重要性を強 当サイトのアクセス情報、利用 報、利用者属性等の情報につい

場合を除き、収集した情報を３ 場合を除き、収集した情報を

には、委託先の選定に配慮するとともに、 報の全部又は一部の処理等を第三者に委

(3) ただし、当サイトへのアク

す。

内閣府同様適正な管理を行うよう、必要な 託する場合には、委託先の選定に配慮す

セス情報、利用者属性などの情

また、個人情報保護委員会が保

監督等に努めます。

るとともに、内閣府番号制度担当室同様

報については統計的に処理した

有する個人情報の全部又は一部

適正な管理を行うよう、必要な監督等に

上で公表することがあります。

の処理等を第三者に委託する場

努めます。

情報については公表することが
あります。

合には、委託先の選定に配慮す
るとともに、個人情報保護委員
会同様適正な管理を行うよう、
必要な監督等に努めます。

安全確保

個人情報保護委員会は、情報収 総務省は、収集した情報の漏え 経済産業省は、収集した情報の 済産業省は、取得した情報の漏えい、 内閣府は、情報収集に際しては、収集した 情報収集に際しては、収集した情報を適 (1)当省は、収集した情報の漏えい、滅失又はき損の防 当機構は、収集した情報の漏えい、滅失またはき損の防止その他

取得した情報の漏洩、滅失又は 当室は、収集した情報の漏えい、滅失又はき損 当課は、収集した情報の漏え

の措置

集に際しては、収集した情報を い、滅失又はき損の防止その他 漏えい、滅失又はき損の防止そ 滅失又は毀損の防止その他取得した情 情報を適切に管理し、漏えいや滅失又はき 切に管理し、漏えいや滅失又はき損のな 止その他収集した情報の適切な管理のために必要な措 収集した情報の適切な管理のために必要な措置を講じます。

き損の防止、その他取得した情 の防止その他収集した情報の適切な管理のため い、滅失又は毀損の防止その他 い、滅失又はき損の防止その他

適切に管理し、漏えいや滅失又 収集した情報の適切な管理のた の他収集した情報の適切な管理 報の適切な管理のために必要な措置を 損のないよう、必要な措置を講じます。

いよう、必要な措置を講じます。

当室は、収集した情報の漏え

置を講じます。

報の適正な管理のために必要な に必要な措置を講じます。

はき損のないよう、必要な措置 めに必要な措置を講じます。

のために必要な措置を講じま

講じます。また、情報の取得に当たっ

(2)Google Analyticsにより収集された利用者の情報

措置を講じます。

を講じます。

す。

ては、ブラウザとウェブサーバとの間

は、Google社のプライバシーポリシーに基づいて管

することがありますが、委託先においても収集 なお、当サイトの運用について なお、当サイトの運用について

収集した情報の適切な管理のた 収集した情報の適切な管理のた

の通信について、TLS（Transport

理されます。Google社のプライバシーポリシーは、こ

した情報の適切な管理のための必要な措置を講 は外部に委託することがありま は外部に委託することがありま

Layer Security.1.2以上のバージョン

ちら別ウィンドウで開く（新しいウィンドウで開きま

じます。

に限る。）又はこれと同等の技術を用

す）をご覧下さい。なお、Google Analyticsのサービ

た情報の適切な管理のために必 た情報の適切な管理のための必

いて入力された情報を暗号化し、セ

ス利用による損害については、厚生労働省は責任を負

要な措置を講じます。

キュリティを確保します。

わないものとします。

なお、当サイトの運用については外部に委託 めに必要な措置を講じます。

すが、委託先においても収集し すが、委託先においても収集し
要な措置を講じます。

自己に関

当ウェブサイトでは、氏名、生

当ホームページでは、氏名、生年月日その マイナポータルでは、氏名、生年月日そ 当サイトにおいては、「新着情報／緊急情報配信サー

(1)

する情報

年月日その他一般的に個人を識

他一般的に個人を識別できる情報は、御意 の他一般的に個人を識別できる情報は、 ビス」、「メールマガジン」及び「ご意見・ご要望・

の開示

別できる情報は、各種照会及び

見フォーム等に記載していただいた情報以 収集しておりません。

申請フォーム等に記載していた

外については収集しておりません。

利用者が登録した情報（ニックネーム、 会の傍聴等の申し込み等で記入していただいた利用者

ジン配信サービス」において収集した情報について おいて収集した情報の中に、氏 はアンケート等において収集し 続の詳細は、国税庁ホームペー
は、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する 名、電話番号など特定の個人を た情報は、その中に、住所・氏 ジ「個人情報の保護」の「開示
法律」（平成15年法律第58号）（以下「行政機関

だいた情報のほか収集しており

自己に関する情報の開示の請求について

電子メールアドレス等）は情報提供に係 属性を除き、氏名、生年月日その他一般的に特定の個

ません。

は、該当する情報・ホームページを管理す る事務においてのみ使用します。
る担当部署へご連絡ください。

ご質問」のコーナー並びに広報イベントの参加、審議

は、該当する情報を管理する担当部署へ

については、該当する情報・

ご連絡ください。

「ご意見・ご感想」コーナーに 「ご意見・ご要望」コーナー又 保有個人情報の開示請求等の手

識別できる情報が含まれている 名など特定の個人を識別できる 請求等の手続」をご参照くださ

個人情報保護法」といいます。）の規定により開示
請求することができる「保有個人情報」から除かれ

人を識別することができる情報を収集しておりませ

ます。このため、サービスの登録をされた方からの

自己に関する情報の開示の請求について ん。

自己に関する情報の開示の請求

「新着情報配信サービス」及び「メールマガ

めに必要な措置を講じます。

自己に関する情報の開示請求については、応じられ
ません。

また、「新着情報／緊急情報配信サービス」及び

場合には、「行政機関の保有す 情報が 含まれている場合には、 い。
る個人情報の保護に関する法

「行政機関の保有する個人情報

律」（平成15年法律第58号）に の保護に関する法律」（平成15 なお、開示請求書等の用紙は、
規定する「保有個人情報」にな 年法律第58号）に規定する「保 国税庁ホームページ内で提供し

ウェブサイトを管理する担当部

「メールマガジン」の登録は、登録者ご本人の意思で

なお、「新着情報配信サービス」及び「メールマ ります。このため、氏名及び電 有個人情報」となります。 この ていますので、ご利用くださ
ガジン配信サービス」は、登録者ご本人の意思で何 話番号などの個人情報とともに ため、住所・氏名など個人識別 い。

署へご連絡ください。

何時でも解除が可能です。また、古い情報を解除し新

時でも配信の解除や、メールアドレス等の情報の変 「ご意見・ご感想」を寄せられ 情報とともに、「ご意見・ご要

しい情報を登録することにより情報の変更・訂正が可

更が可能です。

た方は、自己に関する情報の開 望」を寄せられた方やアンケー

能です。

(2)

示請求ができます。

「ご意見・ご要望」コーナー等において収集

トに回答された方などは、自己

した情報の中に、住所・氏名など特定の個人を識別

に関する情報の開示請求ができ

できる情報が含まれている場合には、「行政機関個

ます。

人情報保護法」に規定する「保有個人情報」となり
ます。このため、住所・氏名など個人識別情報とと
もに、「ご意見・ご要望」を寄せられた方は、自己

適用範囲

本保護方針は、当ウェブサイト 本プライバシーポリシーは、当 本プライバシーポリシーは、当 本ポリシーは、本サービスにおいての 本保護方針は、当ホームページにおいての 本保護方針は、マイナポータルにおいて 本プライバシーポリシーは、当サイトにおいてのみ適 本「個人情報の保護について」は、当サイトにおいてのみ適用さ

に関する情報の開示請求ができます。
本方針は、当サイトにおいてのみ適用され、当
本方針は、当サイトにおいての 本方針は、当サイトにおいての
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