
高石健幸リビング・ラボ 人材バンク 登録申込票① 

<非公開>と記載している箇所以外は、高石健幸リビング・ラボホームページにて公開となります。 

 

◆基本情報  

◆職務経歴など  

ふりがな 

<非公開> 
 

氏名 

<必須・非公開> 
 

性別 □男性   □女性 
生年月日 

<必須・年齢公開> 
(西暦)     年   月   日 

電話番号 

<必須・非公開> 
(         )        － 

FAX 

<非公開> 
(         )        － 

メールアドレス 

<非公開> 
                                 @ 

住所 

<非公開> 

〒   － 

大阪府高石市 

最終学歴 
※選択してください 

□中学 □高校 □専門学校 □高専 □短大 □大学 □大学院 □その他（   ） 

経験業種 

※選択してください（複数回答可） 

□建設業 □製造業 □電気・ガス・水道業 □情報通信業 □運輸業、郵便業  

□卸売業、小売業 □金融業、保険業 □不動産業、物品賃貸業 □学術研究、専門・

技術サービス業 □宿泊業、飲食サービス業 □生活関連サービス業、娯楽業 

□教育、学習支援業 □医療、福祉 □複合サービス事業 □農業、林業  

□サービス業(他に分類されないもの) □公務（他に分類されないもの） □漁業  

□鉱業、採石業、砂利採取業 

経験職種① 

職種記入 

 

 

約  年  ヶ月 

内容（会社名など個人を特定できる内容は記載しないようお願い致します。) 

経験職種② 

職種記入 

 

 

約  年  ヶ月 

内容（会社名など個人を特定できる内容は記載しないようお願い致します。) 

経験職種③ 

職種記入 

 

 

約  年  ヶ月 

内容（会社名など個人を特定できる内容は記載しないようお願い致します。) 

[職種一覧] ・営業  ・事務、管理  ・企画、マーケティング  ・経営、管理職  ・サービス、販売、外食 

・web、インターネット、ゲーム  ・クリエイティブ(メディア、アパレル、デザイン)  ・IT エンジニア 

・建築、土木技術職  ・技能工、設備、交通、運輸  ・医療、福祉、介護  ・教育、保育、公務員 



高石健幸リビング・ラボ 人材バンク 登録申込票② 

◆専門知識・技術・能力  

◆希望条件 

 

◆登録内容、利用規約について 

ご確認の上、同意いただける場合はチェックをお願いします。 

□記載内容はすべて事実です。 

□別紙の個人情報の取扱い、利用規約および取扱職種の範囲明示について、理解し同意します。 

 

  

 

高石健幸リビング・ラボ運営事務局 受付日   年  月  日 

管理運営者：BCC 株式会社 高石支店 担当： 

保有資格・免許  

専門知識・ 

技術・能力 

管理系 

※選択してください（複数回答可） 

□経営  □総務  □人事・労務  □経理・財務  □営業 

□貿易  □資材・購買  □企画・調査  □その他管理 

技術系 

※選択してください（複数回答可） 

□土木  □建設  □設備  □機械  □電気・電子  □生産 

□科学  □情報処理  □その他技術 

専門系 

※選択してください（複数回答可） 

□医師、薬剤師  □翻訳・通訳  □記者、編集  □広告、宣伝 

□デザイナー  □教育  □その他専門 

その他・自己 PR 

 

 

 

 

希望職種 
 

 

希望勤務地 
 

 

その他 

 

 

 

事 務 局 記 入 欄 



高石健幸リビング・ラボ 人材バンク 利用規約  

求職者の皆様へ 

１.定義  

高石健幸リビング・ラボ人材バンク（以下「本事業」という）とは、専門知識や経験を活かして幅広くご活躍いただくことを目的として、人材を

希望する企業（以下「求人者」という）からの依頼に対し人材情報とのマッチングを支援する事業です。  

 

2.利用対象 

過去の勤務経験などで得られた知見を有し、活動を希望する高石市在住の市民（以下「求職者」という）。 

 

3.利用規約への同意について 

 本規約は、有害情報その他利用目的に反する行為などから、求職者を守るとともに、本事業の健全な運営を図り、安心してご活用いただくための

ルールを定めたものです。 

 したがって、本規約に同意及び遵守が出来ない求職者はご利用できません。 

 

４.登録について 

 本事業のご登録は無料です。 

 登録期間は、個々に登録完了の通知をおこなった日から 1 年間とし、登録期間満了日までに登録者から継続を希望しない旨の意思表示がない場

合、更に登録期間満了日の翌日から１年間継続し、以後も同様とします。 

 

５．登録情報の加工と情報公開について 

 求職者の個人情報のうち、求職者個人を特定できる情報以外の情報を加工し、高石健幸リビング・ラボのホームページにて利用できるものとしま

す。 

 

６.注意事項 

求職者が反社会的勢力に関係すると認められた場合、ご登録の申込み受付はいたしません。また、ご登録の申込み後に反社会的勢力に関係する、

あるいは記載された内容が事実でないと判明した場合は、ご利用をお断りさせていただきます。 

 

７.個人情報の取扱い 

 BCC 株式会社(以下「管理運営者」という)の個人情報保護マネジメントシステム(本方針、｢個人情報保護マニュアル｣及びその他の規程、規則を

含む)に準じます。（https://www.e-bcc.jp/privacy.html） 

 本事業にお申込みいただいた個人情報は、 

・求職者からのお問い合わせに対するご回答 

・求職者の承諾に基づく、求人者への個人情報の開示 

・本事業、その他これに関するご案内、ご連絡 

に利用するものとします。 

 お申込みいただいた個人情報の利用目的の通知、開示、訂正、追加、削除、利用停止、消去及び第三者提供の停止を希望される場合は、管理運営

者までご連絡ください。 

 

８.個人情報及び機密情報の目的外利用の禁止 

求職者は、求人者が提供した企業情報やその他の情報を、求職活動の遂行にのみ使用するものとし、その他の目的（商業目的であるか否かを問わ

ない）に一切使用しないものとします。 

求職者は、求人者が提供した企業情報やその他の情報を機密として厳重かつ適正に取り扱うものとし、第三者に開示または漏洩しないものとし

ます。 

求職者は、本サービスの利用を通じて知りうる管理運営者の一般に公開していない情報（本事業に関する情報・仕組み・ノウハウ等を含みます）

の一切を第三者へ開示・漏洩もしくは求職者自らのために利用してはならないものとします。 

 

９.免責 

 求人者の情報について十分な注意を払って提供しておりますが、情報の内容の正確性・妥当性・違法性・安全性・目的適合性・有用性・その他一



切の事項について保証せず、求職者がこれらの情報に起因または関連して生じた一切の損害（間接的であるか直接的であるかは問わない）につい

て、管理運営者は責任を負わないものとします。 

 求人者の情報について最終的な内容の確認は、求職者がその責任において面談などで直接行うこととします。 

その他、求職者が本事業をご利用いただいたことに起因または関連して生じた一切の損害（間接的であるか直接的であるかは問わない）につい

て、管理運営者は責任を追わないものとします。 

 

１０.禁止事項 

・公序良俗に反するかもしくはその恐れのある行為 

・意図的に虚偽の情報を登録する行為 

・政治的活動及び宗教的活動またはこれらに類する行為 

・著作権、商標権、プライバシー権など他人の権利を侵害する行為 

・個人や企業(団体)を誹謗中傷する行為 

・本事業を利用しての営利を目的とした情報提供などの行為 

・本事業を利用した個人情報の収集や蓄積する行為 

・本事業の運営を妨げる行為 

・求人者から不採用の通知を受け取ったにも関わらず連絡を取ろうとするなどの迷惑行為 

・求人者との面接の約束を正当な理由なく破るなど不誠実な行為 

・反社会勢力に関係すると認められる場合 

・本規約に違反する行為 

・その他、法令に違反し、または違反する恐れのある行為 

 

１１. 本事業の利用の終了事由 

本規約に違反すると判明した求職者については、管理運営者において登録情報を一方的に削除します。 

これ以外にも、求職者が法令などの違反により、刑罰や行政処分などの措置を受けたことが判明した場合も管理運営者側において一方的に削除

する場合があります。また、明らかに法令に違反する行為があった場合には、警察などの所管官庁へ通報します。 

 その他、求職者と管理運営者との信頼関係が維持できないと管理運営者が判断した場合も、登録情報の削除と本事業の利用をお断りします。 

 

１２.第三者への情報開示について 

 求職者の同意を得ずに第三者に情報を開示することは、正当な理由がない限り行わないものとします。 

 ただし、以下の場合に限り、第三者に開示することがあります。 

 ・求職者が第三者に不利益を及ぼすと判断した場合 

 ・裁判所、検察庁、警察、その他これらに準じた権限を有する機関から、情報の開示を求められた場合 

 

１３.規約の変更 

管理運営者は、求職者の承諾を得ることなく、本規約を随時変更することができ、変更内容の承認は、本規約に掲載することにより全ての求職

者が承認したものとみなします。 

 

１４.本事業の中断、停止、廃止について 

管理運営者は、以下の何れかの事由が生じたと判断した場合には、求職者に対し事前に通知することなく、本事業の全部又は一部を中断、停

止、廃止等をすることがあります。 

・本事業の設備等の保守、メンテナンスを定期的又は緊急に行う場合 

・火災、停電その他不慮の事故等により本事業の継続ができなくなった場合 

・地震、噴火、洪水、津波等の天災により本事業の継続ができなくなった場合 

・戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議、通商停止、ストライキ、政府当局による介入等により本事業の提供ができなくなった場合 

・その他、運用上又は技術上本事業の中断等が必要と管理運営者が判断した場合 

 

本規約に関する問い合わせは、下記までご連絡ください。 

高石健幸リビング・ラボ運営事務局 （管理運営者：BCC 株式会社） 

〒５９２－０００２ 大阪府高石市羽衣４丁目４－２６ 高石市立総合保健センター １階 電話：０７２－２６５－１３４５  



取扱職種の範囲の明示について 

 

職業安定法第 32 条の 13、職業安定法施行規則第 24 条の 5 に則り、下記の項目を明示します。  

BCC 株式会社 許可番号（27-ユ-302045） 

求職者の皆さまへ 

 

取り扱うべき職種の範囲その他業務の範囲 

当社の全事業所で取り扱う職種の範囲：全職種 

取扱い地域の範囲：大阪府 

 

手数料、返戻金制度に関する事項 

求職者から、手数料は一切頂きません。 

その為、返戻金制度（紹介により就職した求職者が早期に離職したら場合に手数料の一部を払戻する制度）は設けておりません。 

 

苦情等お問い合わせ先に関して 

求職者からの苦情の申出があった場合は、職業安定機関と連携を図りつつ誠意をもって対応いたします。 

苦情申出先：職業紹介責任者 江原邦義 連絡先(072-265-1345) 

 

求職者の個人情報の取扱いに関する事項 

当事業所は、求職者から知り得た個人的な情報は、「個人情報適正管理規定」に基づき、適正に取扱います。 

当事業所の「個人情報適正管理規定」は以下のとおりです。 

 

1.  個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲は、ＢＣＣ株式会社ヘルスケア事業の職員とする。個人情報取扱責任者は職業

紹介責任者とする。 

2.  職業紹介責任者は、個人情報を取り扱う１に記載する事業所内の職員に対し、個人情報取扱いに関する教育・指導を年１

回実施することとする。また、職業紹介責任者は、少なくとも５年に１回は職業紹介責任者講習会を受講するものとする。 

3.  取扱者は、個人の情報に関して、当該情報に係る本人から情報の開示請求があった場合は、その請求に基づき本人が有す

る資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行うものとする。さらに、これに基づき訂正（削除を含む。

以下同じ。）の請求があったときは、当該請求が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行うものとする。 

 また、個人情報の開示又は訂正に係る取扱いについて、職業紹介責任者は求職者等への周知に努めることとする。 

4.  求職者等の個人情報に関して、当該情報に係る本人からの苦情の申出があった場合については、苦情処理担当者は誠意を持

って適切な処理をすることとする。 

   なお、個人情報の取扱いに係る苦情処理の担当者は、職業紹介責任者とする 

 

 

         2019 年 1 月 15 日 

 

 

【お問合せ先】高石健幸リビング・ラボ運営事務局 （管理運営者：BCC 株式会社） 

〒５９２－０００２ 大阪府高石市羽衣４丁目４－２６ 高石市立総合保健センター １階  

電話：０７２－２６５－１３４５ 

 

  



個人情報の取扱いについて 

本サイトにて収集いたしましたお客様の個人情報(以下、「個人情報」)については、高石健幸リビング・ラボ運営事務局の管理運営者である BCC 株

式会社では、JIS Q 15001:2006「個人情報マネジメントシステムの要求事項」に基づき、下記の通り取り扱わせていただきます。 

 

BCC 株式会社  代表取締役社長 伊藤一彦 

 

1.個人情報の利用目的 

 個人情報は、以下の目的に必要な範囲で利用させていただき、それ以外の目的での利用はいたしません。 

(１)高石健幸リビング・ラボ 人材バンク事業（以下、「本事業」という）上の連絡 

(２)利用者からのお問い合わせまたはご依頼等への対応 

(３)その他、利用者に事前にお知らせしご同意いただいた目的 

 

2.個人情報の第三者提供 

 個人情報は、本人の同意を得ずに第三者への提供は行いません。 

 但し、以下に該当する場合は、本人の同意を得ずに第三者提供することがありえます。 

 (１) 法令に基づく場合 

 (２) 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。 

 (３) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特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。 

 (４) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本

人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

 

3.個人情報の委託 

 利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報の取扱いを他の事業者に委託する場合があります。 

他の事業者へ個人情報を委託する場合は、個人情報保護体制が整備された委託先を選定するとともに、個人情報保護に関する契約を締結いたしま

す。 

 

4.個人情報の安全管理 

 外部への個人情報の漏えい、滅失又はき損等がなされないよう、適切な安全対策を講じ、その個人情報の保管・管理を適正に行います。 

 

5.記入の任意性 

 本事業へはお客様の個人情報は任意で（自分で記入する項目を選択して）記入いただいて結構です。但し、必須項目に関しての記入が無い場合

は、ご利用する事が出来ません。また、記入が少なかった場合、連絡が遅れることなどが生じる場合もあります。なお、本サイトでは Cookie など

を使って利用者の個人情報を収集することはありません。 

 

6.個人情報の安全管理 

 個人情報の漏洩等がなされないよう、適切に安全管理対策を実施します。 

 

7.開示等の受付・問合せ窓口 

お申込みいただいた個人情報の開示等（利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止） 

を希望される場合には、お申込みいただいた方がご本人或いはその代理人であることを確認した上で、合理的な期間及び範囲で回答、情報の訂

正、追加又は削除、利用停止、消去をします。 

お申し出は、以下の窓口にて受付けます。 なお、この方法によらない求めには応じられない場合がありますのでご了承ください。 

 

【個人情報保護相談窓口】 

高石健幸リビング・ラボ運営事務局 （管理運営者：BCC 株式会社） 

〒５９２－０００２ 大阪府高石市羽衣４丁目４－２６ 高石市立総合保健センター １階  

電話：０７２－２６５－１３４５  電子メールアドレス privacy@e-bcc.co.jp 

※お問合せや個人情報の開示や訂正等でかかるお問合せ者の費用またそれに応じるための当社の経費などは相互に請求できないこととします。 


