2022 年 4 月 1 日

広報紙ご担当者 様
「マイ広報紙」運営事務局
（株式会社 VOTE FOR）
担当：中澤 始

「マイ広報紙全国版」掲載許諾のご依頼
拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、
厚く御礼申し上げます。
一般社団法人オープン・コーポレーツ・ジャパン（中島洋 代表理事）が運営する web
サイト「マイ広報紙」は掲載自治体数が約 900 となり、おかげ様で多くの方にご覧い
ただいております。
そこで、貴自治体におかれましても、マイ広報紙への掲載許諾をお願いしたく、ご案
内させていただきました。全国版への掲載に費用は一切かからず、掲載ルールを確認す
る以外はお手間もかかりません。
当サービスでは、ご提供いただいた広報紙データをテキストデータ化して公開します。
テキストデータ化することで翻訳や読み上げも可能となり、検索対象となることで住民
が見つけやすく、また遠隔地に住む親族など関係者にも情報を届けることができます。
お問い合わせまたはお申し込みは、次ページの用紙にて、FAX かメールでお送りく
ださい。ご検討のほどよろしくお願いいたします。
敬具
──────── ▼申込みから掲載開始まで ───────
1）申込受領後、弊社にて申込み内容等を確認のうえ 3 営業日以内にご連絡差し上げます。
2）掲載開始号となる広報紙の発行日になりましたら弊社担当が貴自治体の HP 等で広報紙
データを確認し登録します。
3）登録完了後、メールにて公開した旨をお知らせいたします。

株式会社 VOTE FOR（ボートフォー）
〒107-0052

東京都港区赤坂 2-9-11
TEL／03-5549-1740

オリックス赤坂 2 丁目ビル 10 階

FAX／050-3737-2266

メールアドレス／mykoho@votefor.co.jp
マイ広報紙サイト（全国版）／https://mykoho.jp

マイ広報紙の掲載に関する

お問い合わせ・お申し込み
※いずれかに〇をお付けください。
年

依頼日

月

自治体名
自治体情報

部署・担当者名

※必須

メールアドレス

日
※都道府県よりご記入ください。

電話番号

ご質問

（内線

）

お問い合わせ等
※ご自由にご記入ください。

広報紙名
発行日
掲載開始号

※例：令和 4 年 5 月 1 日号（お申込状況によって遅れることがあります）

掲載 URL
いずれか一つを選択してください。
広報紙の

□ 広報紙面のロゴ画像を使用します

アイキャッチ画像

□ 別途画像を用意します（横 600px：縦 300px）

基本情報

※チェックがない場合、
「No Image」となります。

※申込時必須

□ オープンデータです（以下より種類を選択）
□ CC-BY2.1

広報紙ライセンス

□ CC-BY4.0

□ その他（

□ オープンデータではありません
（マイ広報紙への二次利用を許諾します）

他サービスへの

同データをより多くの方にご覧いただくため、
NTT ドコモの dmenu ニュースにも配信しています。

記事の再配信
その他確認事項
個人情報取扱
※申込時必須

次ページの個人情報の取り扱いについて

□ 同意します。

用紙部分（本ページ）を FAX かメールにてお送りください。
お預かりした情報は当サービス向上の目的以外に利用しません。

050-3737-2266
mykoho@votefor.co.jp

FAX
メール

）

個人情報保護方針

います。）をご請求いただいた場合、遅滞なく対応させていただきます。

■個人情報保護方針
株式会社 VOTE FOR（以下「当社」という。）は、選挙や投票など公共性の高い事業に取り
組んでおり、事業運営上多くの個人情報を取り扱うこととなる。そのため、改めて個人情
報保護の重要性を認識し、個人情報保護の方針を定めるとともに、スタッフ一同、特定個
人情報を含む個人情報（以下、「個人情報」という。）の適切な保護に努めます。

開示等をご希望のご本人様は、以下の手順に従いご請求くださいますようお願いいたしま
す。

個人情報の収集、利用、提供、管理方法については、実効性を持たせる手段として、教
育・訓練、監査等について以下のとおり規定し、実行して参ります。

1．開示等の対象となる個人情報の種類
開示等の対象となる個人情報は、当社が、ご本人様からの開示、内容の訂正・追加・削
除、利用の停止・消去・第三者への提供の停止のすべてのご請求に応じることができる権
限を有する個人情報をいいます。

1．個人情報の収集について
1.当社の業務内容及び規模を考慮した上で、適法かつ公正な手段により収集を行います。
2.収集にあたっては、利用目的を明確にし、その内容を本人に明示します。
3.個人の利益を侵害する可能性がある情報は、本人の明確な同意がある場合または法令等
の裏付けがある場合以外には収集しません。
2．個人情報の利用について
1.個人情報の処理を伴う業務を外部から受託、または外部へ委託する場合には、個人情報
に関する秘密の保持、再委託に関する事項、事故時の責任分担、契約終了時の個人情報の
返却および消去等について明確に定め、それに従います。
2.個人情報は、本人に明示した利用目的の範囲内での利用に止め、目的外の利用を行わな
いための措置を講じます。
3．個人情報の提供について
本人の同意なく第三者に個人情報の提供をいたしません。但し、法令に基づく場合や、人
の生命、身体、又は財産の保護のために必要であって、本人の同意を得ることが困難であ
るときは、やむを得ず提供する場合がございます。
4．個人情報の管理について
1.入手した個人情報は、正確な状態に保ち、不正アクセス、紛失・破壊・改ざんおよび漏
洩等を防止するための措置を講じます。
2.個人情報の処理を伴う業務を外部から受託する場合は、委託者が個人情報を入手した
際、本人の同意を得た上で、適法かつ公正な手段によって収集したものであることを確認
します。
3.当社は、個人情報を取り扱う業務の単位毎に管理責任者を置き、本方針を実践・遵守し
てまいります。
4.万一不正アクセス、個人情報の紛失・破壊・改ざんおよび漏洩や、個人情報の管理体制
に法令等への不適合が発生した場合は、原因を調査し、是正いたします。
5．本人からの苦情および相談への対応
本人からの個人情報の取扱いに関する苦情および相談には、妥当な範囲において、すみや
かな対応に努めます。
6．法令、国が定める指針およびその他の規範について
当社は、「個人情報の保護に関する法律」、「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」をはじめとする個人情報の保護に関係する日本の法令、国が
定める指針およびその他の規範を遵守し、当社個人情報保護マネジメントシステムに反映
いたします。
7．個人情報保護マネジメントシステムの継続的改
当社は、社会情勢の変化を踏まえ、個人情報保護マネジメントシステムを定期的に見直
し、継続的に改善いたします。
8．SOA の維持
当社は、JIS Q 15001 等各種認証の規格要求事項と当社管理策を記述した文書である適用
宣言書（SOA、Statement Of Applicability）を作成し、維持します。
以上
株式会社 VOTE FOR
代表取締役社長 市ノ澤 充
制定
改定

2017 年 03 月 01 日
2017 年 11 月 01 日

当社の個人情報保護方針に関するお問い合わせ先
株式会社 VOTEFOR 人事総務担当
FAX：050-3737-2266 / Email：privacy@votefor.co.jp

■個人情報の利用目的
当社は、個人情報保護方針に従って、以下の利用目的のとおり個人情報を取り扱います。
個人情報の種類
当社事業の営業活動を通じて入
手した名刺情報及び契約情報

利用目的
当社サービスのご案内等営業活動のために利
用いたします。

当社が運営するプラットフォー
ムの会員が、当プラットフォー
ム内に蓄積する個人情報

当社が会員管理、会員サービスのご提供、各
種お問い合わせの対応、当社サービスのご案
内のために利用いたします。また、プラット
フォームの利用者が当サービス内に蓄積する
個人情報を閲覧、編集、削除等を実施するた
めに利用されます。

(3)

当社の採用活動を通じて入手す
る就職希望者の個人情報

当社の採用業務を実施するために利用いたし
ます。

(4)

当社ホームページ上からの資料
請求、苦情等のお申込みまたは
お問い合わせを通じて入手した
個人情報

資料請求、苦情等のお申込みまたはお問い合
わせに対応するために利用いたします。

(5)

選挙管理委員会等が公表してい
る公職の候補者情報

当社サービスのご提供のために利用いたしま
す。

(1)
(2)

■個人情報開示等のご請求手続きについて
当社では、当社が取扱う個人情報について、そのご本人様から利用目的の通知、開示、内
容の訂正・追加・削除、利用の停止・消去・第三者への提供の停止（以下「開示等」とい

なお、利用目的の通知をご希望の方は、当社が取扱う個人情報の利用目的については上記
「個人情報の利用目的」に記載しておりますので、まずはこちらをご確認ください。

2．開示等のご請求先
開示等のご請求は、所定の書類を下記宛先に書留でご送付ください。
〒107-0052
東京都港区赤坂 2 丁目 9 番 11 号 オリックス赤坂 2 丁目ビル 10 階
株式会社 VOTE FOR 個人情報保護管理者
3．開示等のご請求に際し、ご提出いただく書類
1.当社所定の申請書
「個人情報の開示等に関する申請書」（VOTE FOR コーポレートサイト参照）を印刷の上、
ご記入ください。
2.ご本人確認のための書類
運転免許証、旅券、健康保険証、年金手帳など公的に本人を証明する書類のコピー
4．利用目的の通知および開示のご請求に必要な手数料およびその徴収方法
個人情報の利用目的の通知および開示につきましては、1 回のご請求ごとに 500 円の手数
料を徴収いたします。500 円分の郵便為替を上記書類に同封してください。
5．開示等を行わない場合について
次の場合には、開示等を行うことができません。
この場合、理由をご連絡させていただきますが、手数料が発生した場合の返金はいたしか
ねますので、予めご了承ください。
1.ご本人確認ができない場合
2.ご請求のあった個人情報の種類が、開示等の対象でない場合
3.所定の書類に不備がある場合
4.手数料のお支払いがない場合
5.ご本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
6.当社の業務の適性な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
7.法令違反になる場合
8.その他、当社が法令上開示等の請求を拒むことができる場合
6．開示等のご請求で取得した個人情報の取扱い
1.当利用目的
開示等のご請求に伴ってご提出いただく個人情報は、当該ご請求への対応にのみ使用し、
その他の目的では使用いたしません。
2.個人情報の管理
ご提出いただく個人情報は、当社にて正確な状態に保ち、不正アクセス、紛失・破壊・改
ざんおよび漏洩等を防止するための措置を講じます。
3.個人情報の第三者提供について
ご提出いただく個人情報を、貴方の同意なく第三者に提供することはございません。但
し、法令に基づく場合や、人の生命、身体、又は財産の保護のために必要がある場合であ
って本人の同意を得ることが困難であるときは、やむを得ず提供する場合がございます。
4.個人情報の外部委託について
利用目的の範囲内でご提出いただく個人情報の取扱いを一部、または全部を委託する場
合、十分な個人情報の保護水準を満たしている者を選定する基準を確立、選定し、管理監
督いたします。
5.個人情報提出の任意性及び当該情報を与えなかった場合にご本人様に生じる結果
当社は、開示等のご請求への対応を行なうにあたり、ご本人様の同意を得た場合に限り個
人情報の収集を行います。但し、ご本人様の同意がいただけない場合は、開示等の対象と
ならないことをご了承ください。
■個人情報の取り扱いに関する相談窓口
当社の個人情報の取り扱いについてのご意見・ご相談を受け付ける窓口を設置いたしま
す。ご意見・ご相談等ございましたら、個人情報の取扱い責任者である個人情報保護管理
者宛にお問合せ下さい。
個人情報保護管理者 市ノ澤 充
連絡先 FAX：050-3737-2266 / Email：privacy@votefor.co.jp
※個人情報保護管理者とは、日本工業標準 JIS Q 15001 に準じた実践遵守計画（個人情報
保護マネジメントシステム）の実施及び運用に関する責任と権限を持つ者です。
■認証：プライバシーマーク〔10824555(02)〕
個人情報の取り扱いについては、プライバシーマーク制度による個人情報保護マネジメン
トシステムに準じた方針を規定して運用しております。
※プライバシーマーク制度は、一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）が、日
本工業規格「JIS Q 15001 個人情報保護マネジメントシステム-要求事項」に基づき、個人
情報について適切な保護措置を整備し運用している事業者を認証して、プライバシーマー
クの使用を認める制度です。

