
ＥＶ充電設備設置『ＥＶ工事プロ』ご案内サイト プライバシーポリシー 
 

「全日本電気工事業工業組合連合会およびその会員である各都道府県電気工事(業)工業組

合」（以下「電気工事組合」といいます ※第 2 条で規定）は、「ＥＶ充電設備設置『ＥＶ

工事プロ』ご案内サイト」を運営し、その利用に付帯するサービスを行うにあたり、利用

者の個人情報について以下のとおりプライバシーポリシー（以下、「本ポリシー」という。）

を定めます。本ポリシーは、電気工事組合がどのような個人情報を取得し、どのように利

用・共有するかをご説明するものです。 

 

第 1条（定義） 

1. 「個人情報」とは、個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし、生存する個人

に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所、電話番号、連絡先

その他の記述等により特定の個人を識別できる情報及び容貌、指紋、声紋にかかるデー

タ、及び健康保険証の保険者番号などの当該情報単体から特定の個人を識別できる情報

（個人識別情報）を指します。 

2. 「ＥＶ充電設備設置『ＥＶ工事プロ』ご案内サイト」とは、電気工事組合がインターネ

ットのウェブサイト上で、利用者にＥＶ工事プロをご案内するための電気工事組合が管

理するシステム（ハードウェアおよびソフトウェアを含みます）です。 

3. 「ＥＶ工事プロ」とは、法人または個人事業主の電気工事業者であって、電気工事組合

が、利用者に対し充電設備施工等を実施することを認めた電気工事組合の組合員です。 

4. 「利用者」とは、ＥＶ充電設備設置『ＥＶ工事プロ』ご案内サイトを利用する者をいい

ます。  

5. 「充電設備施工等」とは、利用者が、ＥＶ充電設備設置『ＥＶ工事プロ』ご案内サイト

を利用して、ＥＶ工事プロに依頼し、この依頼を受諾したＥＶ工事プロが行うＥＶ充電

設備の施工を主たる内容とする電気工事・電気設備工事をいいます。 

6. 「充電設備施工等の契約」とは、利用者とＥＶ工事プロとの間の充電設備施工等に関す

る契約をいいます。 

7. 「施工希望情報」とは、利用者がＥＶ充電設備設置『ＥＶ工事プロ』ご案内サイトを利

用するために電気工事組合に提供する氏名その他の個人情報及び希望する充電設備施工

等の内容に関する情報をいいます。 

 

第 2条（運営者情報） ※法人名・住所は別掲 

1. 主管運営者は、全日本電気工事業工業組合連合会です。 

2. 共同運営者は、下記に掲げる者とします。 

（1）主管運営者の会員である 47の各都道府県電気工事(業)工業組合 

（2）静岡県東部電気工事協同組合 

3. ＥＶ工事プロは、それぞれが法の定めに従うべき法人、または個人であり責を負うため、

本ポリシーに定める運営者にはあたりません。電気工事組合が提供したＥＶ工事プロに

よる取引情報の取扱いについては、ＥＶ工事プロが個々に責を負います。 

 

第 3条（取得する個人情報およびその取得方法） 

1. 電気工事組合は、利用者がＥＶ充電設備設置『ＥＶ工事プロ』ご案内サイト（以下「ご

案内サイト」といいます。）を利用するとき、連絡フォームにより以下の個人を特定でき

る取引情報を取得いたします。ただし、本サイトでは長期にわたり情報をお預かりする

ことが前提の利用者の会員登録、アカウント登録等は求めておらず、ＥＶ工事プロへの

情報提供のみのため、本取引の完了が見込める期間を６か月以内と想定し、６カ月以上

経過後に個人情報にあたる情報は、すべて削除いたします。 

（1）氏名 

（2）電話番号 



（3）メールアドレス 

（4）住所 

（5）充電設備施工に関わる設置場所の状況等 

2. 利用者がご自身でＥＶ工事プロに直接の電話やメール等による問合せを希望した場合は、

利用者とＥＶ工事プロ間でのやりとりのみとなりますので、本ポリシーの対象外となり

ます。 

 

第 4条（個人情報の利用目的） 

1. 取得した個人情報を含む取引情報は、利用者とＥＶ工事プロが充電設備施工等の契約を

行うために利用します。 

2.ＥＶ工事プロへの情報提供については、利用者が選定したＥＶ工事プロにのみ行います。 

3. 取引情報は、運営者である電気工事組合内で共有いたします。 

 

第 5条（個人情報の利用目的の変更） 

1.  電気工事組合は、利用目的が変更前と関連性を有すると合理的に認められる場合に限り、

個人情報の利用目的を変更するものとします。 

2. 利用目的の変更を行った場合には、変更後の目的について、ご案内サイト上に公表する

ものとします。 

 

第 6条（個人情報の第三者提供について） 

1. 電気工事組合は、次に掲げる場合を除いて、あらかじめ利用者の同意を得ることなく、

第三者に個人情報を提供することはありません。ただし、個人情報保護法その他の法令

で認められる場合を除きます。 

（1）人の生命、身体また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 

（2）公衆衛生の向上また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 

（3）国の機関もしくは地方公共団体また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 

（4）予め次の事項を告知あるいは公表し、かつ電気工事組合が個人情報保護委員会に届出

をしたとき 

① 利用目的に第三者への提供を含むこと 

② 第三者に提供されるデータの項目 

③ 第三者への提供の手段または方法 

④ 本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること 

⑤ 本人の求めを受け付ける方法 

2. 前項の定めにかかわらず、次に掲げる場合には、当該情報の提供先は第三者に該当しな

いものとします。 

（1）利用目的の達成のために必要なＥＶ工事プロ 

（2）電気工事組合が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の全部また

は一部を委託する場合 

（3）個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して

利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的およ

び当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について、あらかじ

め本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置いた場合 

 

第 7条（個人情報の開示） 

1. 電気工事組合は、本人から個人情報の開示を求められたときは、本人に対し、遅滞なく



これを開示します。ただし、開示することにより次のいずれかに該当する場合は、その

全部または一部を開示しないこともあり、開示しない決定をした場合には、その旨を遅

滞なく通知します。なお、個人情報の開示に際しては、1 件あたり 1、000 円の手数料を

申し受けます。 

（1）本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 

（2）電気工事組合の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 

（3）その他法令に違反することとなる場合 

2. 前項の定めにかかわらず、履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報について

は、原則として開示いたしません。 

 

第 8条（個人情報の訂正および削除） 

1. 利用者は、電気工事組合の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には、電気

工事組合に対して個人情報の訂正、追加または削除（以下、「訂正等」といいます。）を

請求することができます。 

2. 電気工事組合は、利用者から前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断し

た場合には、遅滞なく、当該個人情報の訂正等を行うものとします。 

3. 電気工事組合は、前項の規定に基づき訂正等を行った場合、または訂正等を行わない旨

の決定をしたときは遅滞なく、これを利用者に通知します。 

 

第 9条（個人情報の利用停止等） 

1. 電気工事組合は、本人から、個人情報が、利用目的の範囲を超えて取り扱われていると

いう理由、または不正の手段により取得されたものであるという理由により、その利用

の停止または消去（以下、「利用停止等」といいます。）を求められた場合には、遅滞な

く必要な調査を行います。 

2. 前項の調査結果に基づき、その請求に応じる必要があると判断した場合には、遅滞なく、

当該個人情報の利用停止等を行います。 

3. 電気工事組合は、前項の規定に基づき利用停止等を行った場合、または利用停止等を行

わない旨の決定をしたときは、遅滞なく、これを利用者に通知します。 

4. 前 2項にかかわらず、利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うこ

とが困難な場合であって、利用者の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき

措置をとれる場合は、この代替策を講じるものとします。 

 

第 10条（プライバシーポリシーの変更） 

1. 本ポリシーの内容は、法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて、利用者

に通知することなく、変更することができるものとします。 

2. 電気工事組合が別途定める場合を除いて、変更後のプライバシーポリシーは、本サイト

に掲載したときから効力を生じるものとします。 

 

第 11条（お問い合わせ窓口） 

本ポリシーに関するお問い合わせは、下記の窓口までお願いいたします。 

主管運営者：全日本電気工事業工業組合連合会 

住所：東京都港区芝 2-9-11 電話：03-5232-5861 

 

制定：2022（令和 4）年 10月 28日 

【別掲】運営者情報 
 法人名 住所 

主管運営者 全日本電気工事業工業組合連合会 東京都港区芝２－９－１１ 

共同運営者 北海道電気工事業工業組合 北海道札幌市中央区大通東３丁目２ 北海道電気会館 

共同運営者 青森県電気工事業工業組合 青森県青森市本町２－９－１７ 青森県中小企業会館３Ｆ 

共同運営者 岩手県電気工事業工業組合 岩手県盛岡市下太田榊４８－４４ 岩手電気工事会館内 



共同運営者 秋田県電気工事工業組合 秋田県秋田市泉南１－１－１８ 

共同運営者 宮城県電気工事工業組合 宮城県仙台市若林区東七番丁１５７－１ 

共同運営者 山形県電気工事工業組合 山形県山形市あこや町１－５－８ 

共同運営者 福島県電気工事工業組合 福島県福島市御山字稲荷田３１－２ 

共同運営者 新潟県電気工事工業組合 新潟県新潟市中央区上大川前通六番町１２０３ 

共同運営者 富山県電気工事工業組合 富山県富山市上冨居１－７－１２ 

共同運営者 石川県電気工事工業組合 石川県金沢市新保本４－６５－２２ 

共同運営者 福井県電気工事工業組合 福井県福井市西方１－１４－８ 

共同運営者 茨城県電気工事業工業組合 茨城県水戸市新原１－２－７ 

共同運営者 栃木県電気工事業工業組合 栃木県宇都宮市戸祭４－１４－３１ 

共同運営者 群馬県電気工事工業組合 群馬県前橋市問屋町１－８－４ 

共同運営者 埼玉県電気工事工業組合 埼玉県さいたま市北区植竹町１－８２０－６ 

共同運営者 千葉県電気工事工業組合 千葉県千葉市中央区道場南１－９－１５ 

共同運営者 東京都電気工事工業組合 東京都中央区築地３－４－１３ 電気工事会館２Ｆ 

共同運営者 神奈川県電気工事工業組合 神奈川県横浜市中区三吉町４－１ 

共同運営者 山梨県電気工事工業組合 山梨県甲府市住吉１－１－１１ 

共同運営者 静岡県東部電気工事協同組合 静岡県沼津市花園町１５－１ 

共同運営者 静岡県電気工事工業組合 静岡県静岡市駿河区津島町１２－２７ 

共同運営者 愛知県電気工事業工業組合 愛知県名古屋市東区東桜１－２－１４ 愛知電気会館２Ｆ 

共同運営者 長野県電気工事業工業組合 長野県長野市大字鶴賀田町２０８８ 

共同運営者 岐阜県電気工事業工業組合 岐阜県岐阜市茜部寺屋敷２丁目 72 番地 1  1F 

共同運営者 三重県電気工事業工業組合 三重県津市垂水字焼尾２６１２－９３ 

共同運営者 滋賀県電気工事工業組合 滋賀県草津市青地町２９９－１ 

共同運営者 京都府電気工事工業組合 京都府京都市南区東九条字賀辺町８ 

共同運営者 奈良県電気工事工業組合 奈良県奈良市三条桧町２９－３ 

共同運営者 大阪府電気工事工業組合 大阪府大阪市北区本庄東２－３－３８ 大阪府電気工事技術会館３Ｆ 

共同運営者 和歌山県電気工事工業組合 和歌山県和歌山市岡山丁３６ 

共同運営者 兵庫県電気工事工業組合 兵庫県神戸市兵庫区御崎本町２－９－７ 

共同運営者 岡山県電気工事工業組合 岡山県岡山市南区豊成１－９－９－３ 

共同運営者 広島県電気工事工業組合 広島県広島市中区大手町５－１５－５ 

共同運営者 鳥取県電気工事業工業組合 鳥取県鳥取市田島 648 番地 タナカビル 1Ｆ 

共同運営者 島根県電気工事工業組合 島根県松江市南田町１２５－４５ 

共同運営者 山口県電気工事工業組合 山口県山口市中央２－４－５ 山口中企ビル３Ｆ 

共同運営者 香川県電気工事業工業組合 香川県高松市三名町字東原３０－７ 

共同運営者 愛媛県電気工事工業組合 愛媛県松山市三番町４－７－７ 愛媛汽船松山ビル５Ｆ 

共同運営者 徳島県電気工事業工業組合 徳島県徳島市昭和町３－３５－２ 徳島県労働福祉会館 別館３Ｆ 

共同運営者 高知県電気工事業工業組合 高知県高知市大原町８７－８ 

共同運営者 福岡県電気工事業工業組合 福岡県福岡市中央区高砂１－１８－１４ 電気工事会館１Ｆ 

共同運営者 佐賀県電気工事業工業組合 佐賀県佐賀市八丁畷町１１－８ 

共同運営者 長崎県電気工事業工業組合 長崎県長崎市宝栄町２３－２３ 

共同運営者 大分県電気工事業工業組合 大分県大分市大字片島４４０－２ 大分電気工事会館２F 

共同運営者 宮崎県電気工事業工業組合 宮崎県宮崎市下原町２５６番地 

共同運営者 熊本県電気工事業工業組合 熊本県熊本市中央区上水前寺２－１６－１６  

共同運営者 鹿児島県電気工事業工業組合 鹿児島県鹿児島市与次郎１－３－１１ 鹿児島電設会館内 

共同運営者 沖縄県電気工事業工業組合 沖縄県那覇市字大道 27-1 光マンション 1 階 

 

 


