
特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針 

 
社会福祉法人 知多学園 

理事長 磯部 栄 
   

 社会福祉法人 知多学園（以下「当法人」といいます。）は、個人番号及び特

定個人情報（以下「特定個人情報等」といいます。）の適正な取扱いの確保につ

いて、組織として取り組むために、本基本方針を定めます。 
 
１ 関係法令及びガイドライン等の遵守 
 当法人は、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

関する法律、個人情報の保護に関する法律、その他の法令及び特定個人情報

保護委員会が策定するガイドラインを遵守して、特定個人情報等の適正な取

扱いを行います。 
 
２ 特定個人情報等の適切な取扱い 
 当法人の取引先及び従業員等（当法人にあって、直接又は間接に当法人の

指揮監督を受けて、当法人の業務に従事している者をいいます。以下同じ。）

の特定個人情報等を取得、保管、利用、提供又は廃棄するに当たって、当法

人が定めた取扱規程に従い適切に取り扱います。 
 
３ 利用目的 

当法人は、特定個人情報等を以下の利用目的の範囲内で取り扱います。 

（１）従業員等に係る源泉徴収事務、社会保険関係事務及び労働保険関係事務 

（２）（１）に付随して行う事務 

 

４ 安全管理措置に関する事項 

（１）当法人は、特定個人情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止等、特定個人

情報等の管理のために取扱規程を定め、必要かつ適切な安全管理措置を講

じます。また、従業者に特定個人情報等を取り扱わせるに当たっては、特

定個人情報等の安全管理措置が適切に講じられるよう、当該従業員等に対

する必要かつ適切な監督を行います。 
（２）特定個人情報等の取扱いについて、お客様、取引先及び従業員等の許諾

を得て第三者に委託する場合には、十分な特定個人情報保護の水準を備え

る者を選定するとともに、契約等により安全管理措置を講じるよう定めた

上で、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。 
 

５ 継続的改善 

当法人は、特定個人情報等の保護が適正に実施されるよう、本基本方針及



び関係規程類を継続して改善します。 

 
６ お問合せへの対応 
 当法人は、特定個人情報等の取扱いに関するお問合せに対し、適切に対応

いたします。 
     

平成 27 年 10 月 5 日 
 

 
当法人における特定個人情報等の取扱いに関するお問合せ先 
 
所在地   〒479-0806 常滑市大谷字鴨 80 番 18 

 事業所名 本部事務所 
 担当者  井上 幸彦 
電話番号 0569-36-7772 
E-MAIL chita-gakuen-roumu@chita-gakuen.or.jp 

  
所在地   〒479-0846 常滑市末広町二丁目１番地 

 事業所名 児童養護施設 八波寮 
 担当者  平岡 雅至 
電話番号 0569-35-2646 

 E-MAIL  yatunamiryou@chita-gakuen.or.jp 
 
所在地   〒479-0836 常滑市栄町六丁目 220 

 事業所名 瀬木児童ホームゆう愛 
担当者  平岡 雅至 
電話番号 0569-34-3740 

 E-MAIL segi-you-i@chita-gakuen.or.jp 
 
所在地   〒479-0843 常滑市多屋字南釜谷 5－1 

 事業所名 児童養護施設 松籟荘 
担当者  佐々木 仁美 
電話番号 0569-34-5400 

 E-MAIL syouraisou@chita-gakuen.or.jp 
 
所在地   〒479-0003 常滑市金山新田 12−1 

 事業所名 前山児童ホームゆう愛 
担当者  佐々木 仁美 
電話番号 0569-89-7222 

 E-MAIL mae-you-i@chita-gakuen.or.jp 



 
所在地   〒479-0813 常滑市塩田町 1 丁目 155 番地 

 事業所名 波の音こども園・子育て支援センター 
担当者  永井 恵子 
電話番号 0569-89-2525 

 E-MAIL naminone-kodomoen@chita-gakuen.or.jp 
 
所在地   〒444-1336 高浜市呉竹町三丁目 8 番地 20 

 事業所名 吉浜保育園 
担当者  中村 友美 
電話番号 0566-53-1720 

 E-MAIL yoshihama-hoikuen@chita-gakuen.or.jp 
 
所在地   〒444-1336 高浜市呉竹町三丁目 8 番地 20 

 事業所名 吉浜児童センター・吉浜児童クラブ 
担当者  西田 洋朗 
電話番号 0566-52-1019 

 E-MAIL yoshihama-jidou-c@chita-gakuen.or.jp 
 
所在地   〒444-1332 高浜市湯山町四丁目 7-13 

 事業所名 よしいけ保育園・子育て支援センター 
担当者  山田 哲也 
電話番号 0566-53-2100 

 E-MAIL yoshiikehoikuen@chita-gakuen.or.jp 
 
所在地   〒444-1332 高浜市湯山町 8-12-1 湯山住宅「集会所」内 

 事業所名 からんこえ 
担当者  高取 麻里 
電話番号 0566-87-2295 

 E-MAIL karankoe@chita-gakuen.or.jp 
 
所在地   〒479-0843 常滑市多屋字南釜谷 10－1 

 事業所名 さっぽ 
担当者  時吉 綾乃 
電話番号 0569-89-0330 

 E-MAIL sappo@chita-gakuen.or.jp 
 
 
 
 



所在地   〒479-0834 常滑市千代ケ丘二丁目 15 
 事業所名 ちよがおか(児童発達支援センター) 
担当者  竹田 誠 
電話番号 0569-34-7211 

 E-MAIL  chiyogaoka@chita-gakuen.or.jp 
 
所在地   〒479-0834 常滑市千代ケ丘二丁目 15 

 事業所名 ちよがおか相談支援事業所 
担当者  大高 健 
電話番号 0569-47-8844 

 E-MAIL  chiyogaoka@chita-gakuen.or.jp 
 
所在地   〒479-0023 常滑市字長峰一ノ切 17 

 事業所名 特別養護老人ホーム むらさき野苑 
担当者  平野 勝志 
電話番号 0569-35-6681 

 E-MAIL  mu-ra-sa-ki-no-e-n@chita-gakuen.or.jp 
 
所在地   〒478-0042 知多市長浦１丁目１１１番地 

 事業所名 特別養護老人ホーム ヴィラ桜坂 
担当者  青木 里恵 
電話番号 0562-56-8200 

 E-MAIL  villa_sakurazaka@chita-gakuen.or.jp 
 
所在地   〒479-0805 常滑市苅屋字六本松 127-3 

 事業所名 特別養護老人ホーム ヴィラ南陵 
担当者  鈴木 良尚 
電話番号 0569-35-0050 

 E-MAIL  villa_nanryou@chita-gakuen.or.jp 
 
所在地   〒444-1314 高浜市論地町三丁目 7 番地 117 

 事業所名 特別養護老人ホーム 論地がるてん 
担当者  野中 一則 
電話番号 0566-53-3300 

 E-MAIL  ronchi-garuten@chita-gakuen.or.jp 
 
 
 
 
 



所在地   〒479-0023 常滑市字長峰一ノ切 21 番地 10 
 事業所名 むらさき野苑 居宅介護支援事業所 
担当者  廣瀬 貴史 
電話番号 0569-35-0007 

 E-MAIL  murasaki_kyotaku@chita-gakuen.or.jp 
 
所在地   〒479-0805 常滑市苅屋字六本松 127-3 

 事業所名 ケアプランセンター南陵 
担当者  細田 尚己 
電話番号 0569-47-5533 

 E-MAIL  cp-center-nanryou@chita-gakuen.or.jp 
  
所在地   〒479-8610 常滑市新開町四丁目１番地 常滑市役所 1 階 

 事業所名 南部地域包括支援センター 
担当者  廣瀬 渉 
電話番号 0569-34-7128 

 E-MAIL toko-s-houkatsu@chita-gakuen.or.jp 
 
所在地   〒479-0023 常滑市字長峰一ノ切 17 

 事業所名 短期入所生活介護事業所 むらさき野苑 
担当者  平野 勝志 
電話番号 0569-35-6681 

 E-MAIL  murasaki_tankinyusho@chita-gakuen.or.jp 
  
所在地   〒479-0805 常滑市苅屋字六本松 127-1 

 事業所名 むらさき野苑南陵デイサービスセンター 
担当者  伊藤 陽祐 
電話番号 0569-35-6998 

 E-MAIL  nanryou-day@chita-gakuen.or.jp 
 
所在地   〒444-1332 愛知県高浜市湯山町四丁目 7-13 

 事業所名 葭池デイサービスセンター 
担当者  鯉江 伸悟 
電話番号 0566-54-4822 

 E-MAIL yoshiike_day@chita-gakuen.or.jp 
 
 
 
 
 



所在地   〒479-0023 常滑市字長峰一ノ切 21 番地 10 
 事業所名 むらさき野苑ホームヘルプステーション 
担当者  田中 信子 
電話番号 0569-35-6374 

 E-MAIL  murasaki_helper@chita-gakuen.or.jp 
 
所在地   〒479-0003 常滑市金山字前田 129 

 事業所名 前山ホームらく楽 
担当者  齋田 裕一郎 
電話番号 0569-43-1466 

 E-MAIL  maeyama_rakuraku@chita-gakuen.or.jp 
 
所在地   〒475-0934 半田市椎ノ木町 4-13-2 

 事業所名 板山ホームらく楽 
担当者  下鳥 友和 
電話番号 0569-27-8120 

 E-MAIL  itayama_rakuraku@chita-gakuen.or.jp 
 
所在地   〒479- 0818 常滑市古場町 2 丁目 28 番地 

 事業所名 古場デイサービスセンター 
担当者  磯部 泰久 
電話番号 0569-35- 7098 

 E-MAIL  koba_day@chita-gakuen.or.jp 
 
所在地   〒475-0937 半田市神田町 2-30-2 

 事業所名 板山デイサービスセンター・ふれあいサロン板山 
担当者  石黒 貴博 
電話番号 0569- 27-8998 

 E-MAIL  itayama-day@chita-gakuen.or.jp 
 
所在地   〒479-0834 常滑市千代ヶ丘五丁目 67-7 

ジョーワビル内３階・４階 
 事業所名 小規模多機能型居宅介護事業所 Joy スペース 
担当者  大谷 望 
電話番号 0569-35-5115 

 E-MAIL  joy_space@chita-gakuen.or.jp 
 

 


