
適切かつ迅速なお客さま対応
当社は、個人情報の取扱いに関するお客さまからのご照会、

ご意見・ご要望には適切かつ迅速に対応いたします。

当社は、お客さまの個人情報は、当社が業務上必要な範囲でお預かりしたお客さまの大切な財産であると認識しており、「個
人情報の保護に関する法律」等を遵守して、適正に取り扱っています。

個人情報保護に関する基本方針

当社は、個人情報の保護が個人の生命・身体・財産の安全に関わる重要な問題であることを深く認識し、個人の
権利・利益の保護およびお客さまの信頼を第一に考え、「個人情報の保護に関する法律（以下、『個人情報保護
法』）」、「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（以下『番号法』）」、その他の
法令・ガイドラインや一般社団法人生命保険協会の指針を遵守して、機密性・正確性を保持する等、個人情報を
適正に取り扱ってまいります。

1．個人情報の利用目的
　a．　当社は、個人情報を以下の目的を達成するために

必要な範囲にのみ利用させていただき、それ以外の
目的には利用いたしません。
・各種保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、
 保険金・給付金等のお支払い
・関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスの
 ご案内・提供（※）、ご契約の維持管理
・当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
・その他保険に関連・付随する業務

　ただし、マイナンバー（個人番号）につきましては、以下
の目的の範囲内で利用させていただきます。
・保険取引に関する支払調書作成事務
・報酬、料金等の支払調書作成事務
・不動産の使用料等の支払調書作成事務
・その他、当社が法令に基づいて行う個人番号関係事務等

当社は、各種法令や社会のルールなどを遵守し、反社会的勢力への対応や未成年者を対象とする保険加入の適
切性確保など、モラルリスクの排除に留意しつつ、次の方針に基づき、適正な勧誘を行います。

スミセイの勧誘方針

＜勧誘方針＞
「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、お客さまへ商品をお勧めするに際して配慮すべき事項をまとめた「勧誘方針」

を策定し、全国の支社・支部等に掲示しているほか、当社ホームページにも掲載しています。
http://www.sumitomolife.co.jp/promise/

１. 重要事項の説明とコンサルティング
お客さまに商品内容を正しくご理解いただくた

めに「契約概要」、「注意喚起情報」、「ご契約のしおり
－定款・約款」などにより、重要事項について正確で
分かりやすい説明を行い、「意向確認書面」などを
用いて、お客さまのご意向に沿った商品をお客さま
と一緒に考え、ご提案いたします。

特に、市場リスクのある商品のご提案に際しては、
お客さまの年齢・知識・投資経験・財産の状況および
契約締結目的などに十分配慮して、各種リスク、
手数料などを説明いたします。

２. 訪問などでの心がけ
お客さまへの訪問・連絡などに際しては、時間帯・

場所・方法などに関し、お客さまのご都合に十分に
配慮いたします。

３. 教育・研鑽
お客さまからの様々なご要望・ご相談に適切に

お応えできるよう、専門知識はもとより、法令に
関する知識やマナーなどを向上させていきます。

４. お客さま情報の保護
お客さまに関する情報につきましては、法令や

社内規定などに則り、安全・適切に管理するための
措置を講じます。｠

５. お客さまの声への対応
お客さまからのお問合せなどには、迅速・適切・

丁寧に対応いたします。また、お客さまからお寄せ
いただいたご意見・ご要望は真摯に受け止め、お客
さまの声を大切にする会社を目指してまいります。

反社会的勢力への対応

個人情報保護に関する考え方

反社会的勢力に対する基本方針
当社では、「住友生命グループ行動憲章」、「内部統制基本

方針」および「反社会的勢力対応方針」において、「市民社会
の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して断固た
る態度で組織的に対応し、同勢力との関係を遮断し排除する

こと」を反社会的勢力対応の基本方針として定めています。
また、その細目として「反社会的勢力対策規程」を制定して
います。

反社会的勢力への対応
当社では、「反社会的勢力対応方針」において、総務部を

反社会的勢力対応の全社的な統括部門と定め、具体策の
策定・実行、役職員への教育・啓発等を行っています。また、
総務部が反社会的勢力に関する情報を一元的に管理し、
その情報を活用して、警察・暴力追放運動推進センター・
弁護士等の外部専門機関と連携のうえ、同勢力との関係遮断

および排除に取り組んでいます。
反社会的勢力から不当要求など何らかの接触があった

場合には、統括部門である総務部に迅速かつ適切に報告・
相談が行われ、また、経営陣の適切な指示・関与のもと対応
を行っています。

個人情報保護に関する基本方針
当社では、まず、「住友生命グループ行動憲章」において

お客さま情報を厳正に管理することをすべての役職員の
行動指針とし、その上で、個人情報の管理体制や適切な取扱
いについて「顧客情報等管理方針」「セキュリティポリシー」等
に明確に定めています。

また、個人情報を適正に収集させていただくことや、当社
における個人情報の利用目的を特定し、この利用目的を

達成するために必要な範囲に限って個人情報を取り扱う
ことを徹底するなど、「個人情報の保護に関する法律」等にも
確実に対応しています。

これらの個人情報保護に関する方針や取組みは、「個人
情報保護に関する基本方針」としてまとめ、当社ホームページ
等で公表しています。

個人情報のセキュリティの徹底
当社は、コンプライアンス統括部を顧客情報等管理部門

と定め、社内規定において役職員の守秘義務を明確にした
うえで、定期的に教育する等により周知・徹底しています。

また、個人情報にアクセスできる者を業務上必要最小限
の範囲に限定し、個人情報の漏えい等を防止するために
各種のセキュリティ対策を講じています。

例えば、営業職員が使用する営業用携帯端末「SumiseiLief」
や個人情報を管理するオンラインシステム等について、ID・

パスワード等による本人識別・認証を確実に実施するととも
に、アクセスできる個人情報の範囲についても、業務に応じ
て適切なコントロールを実施する等、アクセスの厳正管理を
実施しています。

また、外部からの不正アクセス等を防止するための各種の
安全管理措置も講じています。

このように、個人情報を安全に管理するため、必要かつ
適正なセキュリティ対策を講じています。
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＜認定個人情報保護団体のお問い合わせ先＞
一般社団法人生命保険協会　生命保険相談所
〒100-0005　
東京都千代田区丸の内3-4-1　新国際ビル3階
電話番号 03-3286-2648
受付時間 午前9時～午後5時

（土・日・祝日などの生命保険協会休業日を除く）
ホームページアドレス http://www.seiho.or.jp

＜お問い合わせ先＞
スミセイコールセンター
電話番号 0120ｰ307506
受付時間 月～金曜日　午前9時～午後6時　
 土曜日　午前9時～午後5時
 〔日・祝日・年末年始（12/31～1/3）を除く〕
金融機関等代理店・保険ショップを通じてご加入の
お客さまは、下記の番号をご利用ください。
電話番号 0120ｰ506154
郵便局、ゆうちょ銀行、かんぽ生命を通じてご加入の
お客さまは、下記の番号をご利用ください。
電話番号 0120ｰ506873

b．　利用目的が法令により限定されている場合について
個人信用情報機関より提供を受けた個人信用情報

については、保険業法施行規則に基づき、返済能力の
調査に利用目的が限定されています。　　　　　　　
　また、保健医療等の「機微（センシティブ）情報」につ
いては、保険業法施行規則に基づき、業務の適切な運
営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限
定されています。

2．個人情報の収集方法
　当社は、上記の利用目的を達成するために必要な範囲
で、お客さまの住所・氏名・生年月日・性別・職業・健康状
態等の個人情報を、申込書・請求書・アンケート等の適正
な手段で収集させていただきます。

3．個人データの提供
　当社は、個人データを機密情報として厳正に管理し、次の
場合を除き、直接・間接を問わず、第三者に提供いたしません。
a．　あらかじめ本人の同意を得た場合
b．　個人情報保護法、番号法、その他の法令に基づく場合
c．　個人情報保護法に従ってお客さまの個人情報の共

同利用を行う場合
　・生命保険協会等との個人データの共同利用のお取扱

いについて
　 当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金およ

び入院給付金等のお支払が正しく確実に行なわれる
よう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」、「医
療保障保険契約内容登録制度」および「支払査定時
照会制度」に基づき、当社の保険契約等に関する所定
の情報を特定の者と共同して利用しております。

　 当社は、業務の健全かつ適切な運営および保険募集の
公正を確保し、保険契約者等の利益の保護および生
命保険事業の健全な発達に資するよう、「募集人登録
情報照会制度」、「合格情報照会制度」、「廃業等募集人
情報登録制度及び代理店廃止等情報制度」、「変額保
険販売資格者登録制度」に基づき、募集人等に関する
所定の情報を特定の者と共同して利用しております。

　・当社子会社との共同利用について
　 当社は、メディケア生命保険株式会社、その他事業報

告書等に記載されている当社の子会社との間で、個人
データを共同利用します。

d．　適切な安全管理に基づいて、上記の利用目的を達成
するために必要な範囲で、生命保険に関わる確認業務、
情報システムの保守、運送、印刷等の各種業務におい
て、個人情報の取扱いの一部または全部を外部委託する
場合があります。外部委託を行う場合、外部委託先に
おける個人情報の安全管理について適切に監督します。

e．　その他個人情報保護法に基づきお客さまの個人情
報を提供することが認められている場合

　　お客さまの個人番号については、番号法で認められた
　場合を除き、第三者に提供いたしません。
4．個人データの安全管理措置

a．　当社は、漏えい・滅失・き損・不正アクセスの防止その
他の個人データの安全管理のために、適正な情報セキュリ
ティを確立し、必要かつ適切な措置を講じてまいります。

b．　当社は、個人データの安全管理に関し、取得・利用・
保管・送付・廃棄等、管理段階ごとに社内規定を整備の
うえ、定期的に教育する等により、従業者に周知徹底

いたします。
c．　当社は、個人データの取扱いを委託する場合には、適

切な委託先を選定するとともに、委託先の義務と責任
を契約により明確にする等、委託先において個人情報
が安全に管理されるよう適切に監督いたします。

d．　個人データの安全管理措置は、定期的に見直し、
改善してまいります。

5．個人情報の取扱いに関するご照会およびご意見・ご要望
の窓口
　当社は、個人情報の取扱いに関するご照会およびご意見・
ご要望に適切かつ迅速に対応いたします。
下記の＜お問い合わせ先＞までお申し出ください。

6．個人情報保護法に基づく保有個人データの開示等に関
するご請求
　個人情報保護法に基づく保有個人データの利用目的
の通知、開示、訂正または利用停止等に関するご請求につい
ては、下記の＜お問い合わせ先＞までお申し出ください。
なお、利用目的の通知、開示請求については別途ご案内
する所定の手数料をいただきます。

7．当社が対象事業者となっている認定個人情報保護団体に
ついて
　当社は、認定個人情報保護団体である一般社団法人生
命保険協会の対象事業者です。同協会では、対象事業者の
個人情報の取扱いに関する苦情・相談を受け付けております。

　本方針は個人情報保護法、その他関係法令、ガイドライン
等に基づき当社ホームページで継続して公表しております。
　本方針は今後の安全管理上の技術向上などを反映し適
宜変更する場合があります。変更内容はホームページ上で公
表いたします。
※「関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供」、「お客

さま種類ごとの利用目的の例示」、「従業員等の個人情報の利用目的」、
「再保険を行う場合の個人データのお取扱い」ならびに「当社の企業保険
商品にご加入のお客さまへのご案内」等、本方針の詳細は当社ホーム
ページをご覧ください。
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【リスク管理体制図】

当社では、健全な財務基盤を確保し、ご契約いただいたお客
さまに保険金等を確実かつ適切にお支払いするため、経営を
取り巻くさまざまなリスクを把握・分析し、適切なリスクコント
ロールを行っています。具体的には、「保険引受リスク」「流動
性リスク」「資産運用リスク」「オペレーショナル・リスク」等、そ

れぞれのリスク特性に応じたリスクコントロールを行ってお
り、リスク管理態勢の整備・高度化にも取り組んでいます。

また、通常のリスク管理では対応困難な大規模災害等の危
機については、危機管理規程を定め、危機予防および危機発
生時の対応体制の整備に取り組んでいます。

基本認識

取締役会にて決議した「統合的リスク管理方針」におい
て、統合的なリスク管理態勢や経営の基盤となる普遍的な
リスクに対する姿勢等を定めています。さらに、「統合的リス
ク管理方針」に基づいて定めた「保険引受リスク管理方針」
等の各リスク・カテゴリーの管理方針の中で、それぞれの管
理態勢を定めています。また、これらの方針に基づく「統合

的リスク管理規程」および各リスク管理規程において具体
的なリスク管理の手法について定めるとともに、定量的なリ
スク管理の前提となるリスク計測モデルの重要性に鑑み、
これを適切に管理するために「リスク計測モデル管理規程」
を定めています。

リスク管理に関する方針、規程等

取締役会、経営政策会議は、統合的リスク管理方針等に基
づき、リスク状況について報告を受け、統合的リスク管理態
勢の実効性の評価、問題点等の検証を行っています。

リスク管理統括部と各リスク管理部門は、統合的リスク管
理方針等に基づき、適切に連携し、本社、支社、子会社等およ
び外部委託先の各リスクを管理する態勢としています。

また、ERM*委員会は、リスク状況を適切にモニタリング
し、リスク管理に関する部門横断的な課題対応やERMの経
営への活用等について審議を行っています。

さらに、リスク管理について内部監査や外部監査による検証
を受けることで一層の適切性・有効性の確保を図っております。

リスク管理体制

＊Enterprise Risk Managementの略
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