
別添様式２ 【提案を検討される際は、各機関のホームページをご確認いただきますようお願いいたします。】

機関名：独立行政法人奄美群島振興開発基金

番号 提案募集となる個人情報ファイルの名称 個人情報ファイルの利用目的 記録項目
行政機関等非識別加工情報の提案を受ける

組織の名称、所在地及び問合せ先

1 顧客情報データ（保証）

データ分析、保証申込・保証条件変更の相談
及び受付、保証取引の継続的な管理、その他
保証業務及びこれに附帯する業務の適正な運
営に利用する。

氏名、住所、生年月日、電話番号、融資金融機関、保証番号、保証種別、業種、資金
使途、保証残高、保証料率、保証期間、担保

独立行政法人奄美群島振興開発基金　総務企画課
〒894-0026　鹿児島県奄美市名瀬港町１番５号

2 顧客情報データ（融資）

データ分析、借入申込・融資条件変更の相談
及び受付、融資取引の継続的な管理、その他
融資業務及びこれに附帯する業務の適正な運
営に利用する。

氏名、住所、生年月日、電話番号、貸付番号、資金名、業種、資金使途、貸付残高、利
率、貸付期間、担保

独立行政法人奄美群島振興開発基金　総務企画課
〒894-0026　鹿児島県奄美市名瀬港町１番５号

3 自己査定データ

引当金計上基準、データ分析、保証・融資取
引の継続的な管理、その他保証業務、融資業
務及びこれらに附帯する業務の適正な運営に
利用する。

顧客番号、氏名、住所、業種、延滞状況、形式基準、実態判断、債務者区分、債権の
種類、貸付番号等、貸付日等、最終期限、利率、当初与信額、残高、担保評価額、掛け
目差額、分類金額、保証人情報、延滞約定利息、資産負債状況、損益情報、判断内
容、債務者概況

独立行政法人奄美群島振興開発基金　総務企画課
〒894-0026　鹿児島県奄美市名瀬港町１番５号

提案募集の対象となる個人情報ファイル一覧表



別添様式２ 【提案を検討される際は、各機関のホームページをご確認いただきますようお願いいたします。】

機関名：国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所

番号 提案募集となる個人情報ファイルの名称 個人情報ファイルの利用目的 記録項目
行政機関等非識別加工情報の提案を受ける

組織の名称、所在地及び問合せ先

1 細胞分譲管理システム
１．分譲サービスの使用者の利便性向上
２．必要関係書類の作成の効率化
３．履歴や情報を基にした迅速な対応

１．細胞利用者
氏名・フリガナ（カタカナ）・フリガナ（ローマ字）・役職・Eメール・郵便番号・住所・所属機
関名・非営利OR営利区分・電話番号・FAX番号・研究責任者名・研究責任者役職・研究
責任者Eメール

２．細胞寄付者
氏名・フリガナ（カタカナ）・フリガナ（ローマ字）・役職・Eメール・郵便番号・住所・所属機
関名・所属部署名

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
 総務部総務課
〒562-0085 大阪府茨木市彩都あさぎ７－６－８
電話：０７２－６４１－９８１１

提案募集の対象となる個人情報ファイル一覧表



別添様式２ 【提案を検討される際は、各機関のホームページをご確認いただきますようお願いいたします。】

機関名：（独）海技教育機構

番号 提案募集となる個人情報ファイルの名称 個人情報ファイルの利用目的 記録項目
行政機関等非識別加工情報の提案を受ける

組織の名称、所在地及び問合せ先

1 入学者（応募者）関係報告 入学者及び応募者の記録 1氏名、2ふりがな、3生年月日、4性別、5出身地、6出身学校、7応募状況、8受験状況
独立行政法人海技教育機構本部
231-0003　神奈川県横浜市中区北仲通5-57

2 実習訓練情報システムデータベース 航海訓練に利用
1学籍番号、2氏名、3親との続柄、4生年月日、5学校、6入学年度、7学籍次数、8本籍、
9現住所、10保護者氏名、11保護者生年、12保護者職業、13家族連絡先、14正保証
人、15副保証人、16学歴、17乗船船名、18乗船日、19下船日、20乗船履歴

独立行政法人海技教育機構本部
231-0003　神奈川県横浜市中区北仲通5-57

3 訓練記録簿記載内容の記録 航海訓練に利用

1学籍番号、2氏名、3生年月日、4本籍地、5学校、6入学年月日、7船名、8乗船日、9乗
船場所、10下船日、11下船場所、12乗船期間、13通算乗船期間、14評価者、15習熟訓
練実施年月日、16操練記録、17運用レベル実施年月日、18運用レベル評価者名・評価
年月日、19管理レベル実施年月日、20管理レベル評価者名・評価年月日、21練習船要
目表

独立行政法人海技教育機構本部
231-0003　神奈川県横浜市中区北仲通5-57

提案募集の対象となる個人情報ファイル一覧表



別添様式２ 【提案を検討される際は、各機関のホームページをご確認いただきますようお願いいたします。】

機関名：国立研究開発法人海洋研究開発機構

番号 提案募集となる個人情報ファイルの名称 個人情報ファイルの利用目的 記録項目
行政機関等非識別加工情報の提案を受ける

組織の名称、所在地及び問合せ先

1 GODAC Data Site NUUNKUI ユーザー情報
「GODAC Data Site NUUNKUI」で公開している
海洋観測情報サービスへのログイン、サービ
ス機能向上、お知らせなどに利用する。

ユーザID、パスワード、メールアドレス、使用言語、氏名、氏名（ローマ字）、所属機関、
所属機関の国名、業種、専門分野、興味のあるキーワード、データ利用の主な目的

〒237-0061 神奈川県横須賀市夏島町2番地15
国立研究開発法人海洋研究開発機構
総務部　総務課

2 潜水技術研修修了者名簿
潜水技術研修（管理研修、指揮官研修、修了
日確認）受講者に対し修了証を発行した記録
を記すため

1.区分、2.終了証番号、3.氏名、4.終了年月日、5.所属、6.研修日、7.生年月日、8.階級
〒237-0061 神奈川県横須賀市夏島町2番地15
国立研究開発法人海洋研究開発機構
総務部　総務課

3 安全衛生教育受講者ファイル 安全衛生教育受講者管理 １.修了証.番号、２.研修日、３.氏名、４.生年月日、５.所属先、６.年齢、７発行日
〒237-0061 神奈川県横須賀市夏島町2番地15
国立研究開発法人海洋研究開発機構
総務部　総務課

4
「ハガキにかこう海洋の夢コンテスト」受賞者データ
ベース

ハガキにかこう海洋の夢絵画コンテスト入賞
作品の展示・ホームページへの掲載等

１学校名、２学年、３住所、４氏名、５電話番号、６応募作品、7.受賞名
〒237-0061 神奈川県横須賀市夏島町2番地15
国立研究開発法人海洋研究開発機構
総務部　総務課

5 画像・映像等提供管理
WEB申請による機構の素材（画像・映像）利用
の履歴管理

1.画像申請No、2.料金発生の有無（請求金額・減額の有無）、3.素材利用数、4.代表者
情報（組織名）、5.請求書宛先／送付先（宛名、住所、担当者、電話番号）、6.申請者情
報（所属／役職、担当者、住所、電話番号、FAX番号、mailアドレス）、7.媒体情報、8.使
用予定日、9.利用先（番組、雑誌、書籍名ほか）、10.利用目的、11.具体的目的、12.許
諾画像等

〒237-0061 神奈川県横須賀市夏島町2番地15
国立研究開発法人海洋研究開発機構
総務部　総務課

提案募集の対象となる個人情報ファイル一覧表



別添様式２ 【提案を検討される際は、各機関のホームページをご確認いただきますようお願いいたします。】

機関名：国立研究開発法人科学技術振興機構

番号 提案募集となる個人情報ファイルの名称 個人情報ファイルの利用目的 記録項目
行政機関等非識別加工情報の提案を受ける

組織の名称、所在地及び問合せ先

1
戦略的創造研究推進事業個人型研究（さきがけタイ
プ）特許データベース

個人型研究（さきがけタイプ）に係る特許出願内容の把握に利
用する

整理番号、領域名、出願先、出願の状態、手続日、 出願番号、出願日、公開番号、公
開日、登録番号、登録日、発明の名称、審査請求、 外国出願、産業活力再生特別措置
法第30条の適応と優先権、出願国、外国整理番号

所在地：〒332-0012　埼玉県川口市本町四丁目１番８号
問い合わせ先：国立研究開発法人科学技術振興機構総務部総
務課

2
産学官連携支援データベース（産学官連携従事者情
報）

大学、高専、独立行政法人、公益法人等の公的な機関で産
学官連携の推進を支援する専門家の人的ネットワーク支援を
行う

所属機関、所属部署、役職、（機関の）住所、機関ホームページＵＲＬ、電話番号、ＦＡＸ
番号、メールアドレス、業務内容、専門分野・大分類、専門分野、セミナー・研修受講履
歴・中分類、経歴、主要な産学官連携活動、自己ＰＲ等

所在地：〒332-0012　埼玉県川口市本町四丁目１番９号
問い合わせ先：国立研究開発法人科学技術振興機構総務部総
務課

3 知的財産管理システム JST保有の知的財産の管理業務に係る用に供する  JST保有の知的財産に関する情報
所在地：〒332-0012　埼玉県川口市本町四丁目１番１０号
問い合わせ先：国立研究開発法人科学技術振興機構総務部総
務課

4 researchmapデータベース 日本の研究者総覧サービスを行う

（研究者・機関担当者共通項目）
公開用メールアドレス、 eメールアドレス、携帯メールアドレス、その他のメールアドレ
ス、国籍、タイムゾーン、 表示言語、 所属、 部署、職名
（以下、研究者のみの記録項目）
 性別、 生年月日、 URL、称号、 所属区分、 職階、学位、 研究キーワード、 研究分
野、経歴、学歴、委員歴、 受賞、 論文、MISC、書籍等出版物、講演・口頭発表、担当経
験のある科目（授業）、所属学協会、Works（作品等）、共同研究・競争的資金等の研究
課題、産業財産権、学術貢献活動、社会貢献活動、メディア報道、その他

所在地：〒332-0012　埼玉県川口市本町四丁目１番１１号
問い合わせ先：国立研究開発法人科学技術振興機構総務部総
務課

5 JREC-IN Portalデータベース 教育・研究職へ就職を希望する研究者、および求人機関担当者

（JREC-IN Portalユーザ）
生年月、国 籍、現所属機関種別、現職種、取得学位、専門・研究 分野、メールアドレ
ス、申請日、登録日、マッチングメール利用有無、メール使用言語、マイページ言語、応
募者連絡先メールアドレス
（JREC-IN Portalユーザ履歴書）
履歴書タイトル、作成日、生年月日、性別、現住所、電話番号、e-mailアドレス、FAX番
号、学位、学歴、職歴、所属学協会、賞罰、その他（特記事項・自己PR等）
（JREC-IN Portalユーザ業績リスト）
業績リストタイトル、作成日、現住所、電話番号、e-mailアドレス、論文、Misc、講演・口
頭発表等、書籍等出版物、Works、受賞歴、競争的資金等の研究課題、産業財産権、
担当経験のある科目、委員歴、社会貢献活動、メディア報道、学術貢献活動、その他
（JREC-IN Portalユーザ求職者情報）
公開機関、公開開始日、年齢、現所属機関種別、現職種、取得学位、経験・実績、研究
分野(求職)、キーワード、研究テーマ、所属学協会、希望職種、希望勤務形態、希望勤
務地、その他自己PR、URL、掲載期限
（登録求人機関）機関名、部署名、機関種別、 担当者名、担当者役職、連絡先（住所、
電話、FAX、メー ルアドレス）、帝国データバンク企業コード、証券コード、 JGLOBAL ID
（求人公募情報）公開開始日、求人件名、機関名、機関または部署URL、部署名、機関
種別、公募のURL、求人内容、研究分野、職種、勤務形態、勤務地、応募資格、待遇、
募集期間、応募・選考・結果通知、添付書類、電子応募―JREC-IN Portal Web応募、電
子応募―電子メール応募、電子応募―求人機関 Web応募、応募上の配慮―海外など
遠方にお住いの方、応募上の配慮―障害のある方、応募上の配慮―その他、備考、連
携先サイトへの公募情報提供

所在地：〒332-0012　埼玉県川口市本町四丁目１番１２号
問い合わせ先：国立研究開発法人科学技術振興機構総務部総
務課

6 J-STAGEデータベース（論文情報） 論文情報（著者名等）のインターネット無料公開に供する 著者種別（一般著者、機関著者・グループ著者）、メールアドレス、 所属機関名
所在地：〒332-0012　埼玉県川口市本町四丁目１番１３号
問い合わせ先：国立研究開発法人科学技術振興機構総務部総
務課

7 JST事業新規参画者　eラーニング受講者登録リスト 研究倫理教材の履修の管理の用に供する
事業名、プログラム名、領域名、所属機関名、所属部署名、役職、電子メールアドレス、
所属機関におけるeラーニング履修実績

所在地：〒332-0012　埼玉県川口市本町四丁目１番１４号
問い合わせ先：国立研究開発法人科学技術振興機構総務部総
務課

8 ＤＭ発送簿 ライフサイエンスデータベース統合推進事業の各種連絡に利用 所属・職位、専門分野、電子メールアドレス、イベント参加歴
所在地：〒332-0012　埼玉県川口市本町四丁目１番１５号
問い合わせ先：国立研究開発法人科学技術振興機構総務部総
務課

9 研究倫理に関する確認書リスト 研究倫理に関する約束管理に利用する。 住所、 所属機関、役職、事業名、課題名
所在地：〒332-0012　埼玉県川口市本町四丁目１番１６号
問い合わせ先：国立研究開発法人科学技術振興機構総務部総
務課

提案募集の対象となる個人情報ファイル一覧表



別添様式２ 【提案を検討される際は、各機関のホームページをご確認いただきますようお願いいたします。】

機関名：国立研究開発法人科学技術振興機構

番号 提案募集となる個人情報ファイルの名称 個人情報ファイルの利用目的 記録項目
行政機関等非識別加工情報の提案を受ける

組織の名称、所在地及び問合せ先

提案募集の対象となる個人情報ファイル一覧表

10 さくらサイエンスプラン　高校生・特別招へい者リスト SSP直接招へいプログラムにおける招へい者情報を一元管理・
国（国籍）、グループ名、生年月日、年齢、性別、母国語、宗教、入国日、出国日、学校
名、学年、所属機関名、職名、勤務先情報、住所、電話番号、eメールアドレス、緊急連
絡先情報、受賞歴、英語能力、科学技術における興味、食事制限

所在地：〒332-0012　埼玉県川口市本町四丁目１番１７号
問い合わせ先：国立研究開発法人科学技術振興機構総務部総
務課



別添様式２ 【提案を検討される際は、各機関のホームページをご確認いただきますようお願いいたします。】

機関名：独立行政法人教職員支援機構

番号 提案募集となる個人情報ファイルの名称 個人情報ファイルの利用目的 記録項目
行政機関等非識別加工情報の提案を受ける

組織の名称、所在地及び問合せ先

1 受講者名簿ファイル 研修事業実施に伴う業務のため 氏名、年齢、性別、所属、職名、研修名称、研修期間
本部事務局総務企画課
 〒305-0802　茨城県つくば市立原3番地
 E-mail：soumu@ml.nits.go.jp

提案募集の対象となる個人情報ファイル一覧表



別添様式２ 【提案を検討される際は、各機関のホームページをご確認いただきますようお願いいたします。】

機関名：独立行政法人経済産業研究所

番号 提案募集となる個人情報ファイルの名称 個人情報ファイルの利用目的 記録項目
行政機関等非識別加工情報の提案を受ける

組織の名称、所在地及び問合せ先

1 研究調整情報管理システム 研究プロジェクトの進捗管理に利用
氏名、所属先、役職、メールアドレス、電話番号、研究プログラム、研究活動、支出、公
表物

独立行政法人経済産業研究所　総務グループ　個人情報保護担
当
〒100-8901　東京都千代田区霞が関１－３－１
経済産業省別館11階
03-3501-1369

提案募集の対象となる個人情報ファイル一覧表



別添様式２ 【提案を検討される際は、各機関のホームページをご確認いただきますようお願いいたします。】

機関名：高齢・障害・求職者雇用支援機構

番号 提案募集となる個人情報ファイルの名称 個人情報ファイルの利用目的 記録項目
行政機関等非識別加工情報の提案を受ける

組織の名称、所在地及び問合せ先

1
職業リハビリテーション実践セミナー
修了者名簿

職業リハビリテーション実践セミナー修了
証発行事務のため

1修了書番号、2受講番号、3名前、4県名、5施設名、6履修状況、7修了証書交付
日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
〒261-8558千葉県千葉市美浜区若葉３丁目１番２号
高度職業能力開発促進センター内　企画部情報公開広報課

2 職場適応援助者養成研修修了者名簿
職場適応援助者養成研修修了証の発行事務
のため

1修了証番号、2氏名、3フリガナ、4地域センター名、5所属、6生年月日、7研修
受講年度、8研修修了日、9研修受講申請者、10受講した本部研修、11研修修了
証明書発行日、12研修受講証明書発行日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
〒261-8558千葉県千葉市美浜区若葉３丁目１番２号
高度職業能力開発促進センター内　企画部情報公開広報課

3
障害者就業・生活支援センター就業支
援担当者研修修了者名簿

障害者就業・生活支援センター就業支援担
当者研修修了証の発行事務のため

1証書番号、2氏名、3生年月日、4県名、5施設名、6修了証書交付日、7履修状況
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
〒261-8558千葉県千葉市美浜区若葉３丁目１番２号
高度職業能力開発促進センター内　企画部情報公開広報課

4 障害者台帳

障害者に対して、公共職業安定所（ハロー
ワーク）と協力して、就職に向けての相
談、職業能力等の評価、就職前の支援か
ら、就職後の職場適応のための援助まで、
個々の障害者の状況に応じた継続的なサー
ビスを提供するため

1管轄都道府県、2管轄センター区分、3ケース番号、4氏名、5主訴、6受付年月
日、7担当カウンセラー、8来所情報、9管轄・登録安定所、10性別、11生年月
日、12現住所、13緊急連絡先、14障害種類、15診断・症状・疾患名、16障害
名、17身体障害者手帳、18療育手帳、19精神保健福祉手帳、20障害の部位等、
21障害に対する態度、22職業に対する考え方、23交通手段、24生活歴、25家族
状況、26学歴、27訓練等、28職歴、29関係機関の意見・連絡、30年金等社会保
険関係、31免許・資格・特技、32評価結果、対象者の周辺状況、33職業リハビ
リテーション計画、34障害者支援経過

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
〒261-8558千葉県千葉市美浜区若葉３丁目１番２号
高度職業能力開発促進センター内　企画部情報公開広報課

5
障害者雇用支援月間ポスター原画応募
者名簿

障害者雇用支援月間ポスター原画応募に係
る応募作品の管理、作品・記念品の返却・
発送、次回の応募勧奨

(1)個人での応募の場合
 １応募者都道府県、２作者名（応募者名）、３ふりがな、４年齢、５学年、６
応募点数、７タイトル、８備考（送付時の状態等）、９絵の縦横、10郵便番
号、11住所、12電話番号、13ファックス番号、14記念品配付状況、15応募方法
の別（個人応募、学校・施設・事業所等からの応募の別）

 (2)学校・施設・事業所等からの応募の場合
 １応募施設の都道府県、２作者名、３作者名のふりがな、４作者の年齢、５作
者の学年、６応募点数、７タイトル、８備考（送付時の状態等）、９絵の縦
横、10学校・施設・事業所等名、11担当者名、12学校・施設・事業所等の郵便
番号、13学校・施設・事業所等の住所、14学校・施設・事業所等の電話番号、
15学校・施設・事業所等のファックス番号、16記念品配付状況、17応募方法の
別（個人応募、学校・施設・事業所等からの応募の別）

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
〒261-8558千葉県千葉市美浜区若葉３丁目１番２号
高度職業能力開発促進センター内　企画部情報公開広報課

6 能力開発システムデータベース
訓練業務に係る事務処理（指導要録、履歴
証明、修了証の発行等）

1受講情報、2氏名（ふりがな）、3生年月日、4性別、5住所、6電話番号、7前職
の就退職日、8前職の産業分類・職種、9援護措置区分、10援護措置対象者区
分、11技能者育成資金、12障害程度、13障害種類、14障害理由

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
〒261-8558千葉県千葉市美浜区若葉３丁目１番２号
高度職業能力開発促進センター内　企画部情報公開広報課

7 セミナー支援システムデータベース
能力開発セミナー実施に係る受講案内の送
付等事務処理に利用

1受付番号、2コース番号、3会社コード、4コース名、5日程、6氏名（ふりが
な)、7生年月日、8住所、9受講区分、10会社名

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
〒261-8558千葉県千葉市美浜区若葉３丁目１番２号
高度職業能力開発促進センター内　企画部情報公開広報課

8 指導員研修情報システムデータベース
指導員研修業務に係る事務処理（受講者の
管理、修了証の発行等）

１氏名、２性別、３生年月日、４指導員経験年数、５勤務先又は所属先名、６
勤務先又は所属先の住所及び電話番号

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
〒261-8558千葉県千葉市美浜区若葉３丁目１番２号
高度職業能力開発促進センター内　企画部情報公開広報課

9 給与システムデータベース 謝金・賃金の支払の業務を行うため
1氏名（ふりがな）、2生年月日、3住所、4扶養親族、5預金口座、6支払額、7所
得税額

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
〒261-8558千葉県千葉市美浜区若葉３丁目１番２号
高度職業能力開発促進センター内　企画部情報公開広報課

10 経理システムデータベース
報酬料金・不動産使用料等の支払業務を行
うため

1氏名（ふりがな）、2住所、3預金口座、4支払額、5所得税額
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
〒261-8558千葉県千葉市美浜区若葉３丁目１番２号
高度職業能力開発促進センター内　企画部情報公開広報課

提案募集の対象となる個人情報ファイル一覧表



別添様式２ 【提案を検討される際は、各機関のホームページをご確認いただきますようお願いいたします。】

機関名：独立行政法人国際観光振興機構

番号 提案募集となる個人情報ファイルの名称 個人情報ファイルの利用目的 記録項目
行政機関等非識別加工情報の提案を受ける

組織の名称、所在地及び問合せ先

1 全国通訳案内士試験合格者台帳(2020年度現在）
再受験時および合格証書発行時の氏名照合、
本人の公開請求

①氏名、②メールアドレス、③パスワード、④職業タイプ、⑤企業名、⑥国名
独立行政法人国際観光振興機構（通称：日本政府観光局・JNTO）
総務部　総務グループ
東京都新宿区四谷1-6-4

2 Japan Online Media Center登録者リスト 登録者の確認
①氏名、②生年月日、③本籍（都道府県）または国籍、④合格外国語、⑤合格年度、
⑥合格番号（合格外国語別）

独立行政法人国際観光振興機構（通称：日本政府観光局・JNTO）
総務部　総務グループ
東京都新宿区四谷1-6-4

3 Japan Photo Library登録者リスト 登録者の確認
①氏名、②メールアドレス、③パスワード、④電話番号、⑤住所、⑥職業タイプ、⑦企業
名、⑧国名

独立行政法人国際観光振興機構（通称：日本政府観光局・JNTO）
総務部　総務グループ
東京都新宿区四谷1-6-4

4 JNTO認定外国人観光案内所運営主体担当者 各種印刷物・情報の提供及び研修の案内等 ①氏名、②団体・会社住所、③電話番号、④メールアドレス、⑤FAX番号
独立行政法人国際観光振興機構（通称：日本政府観光局・JNTO）
総務部　総務グループ
東京都新宿区四谷1-6-4

5 通訳案内士試験・試験委員データベース(H6-2021年度
試験問題作成、チェック、校正、採点、口述試
験依頼のための情報管理

①氏名、②生年月日、③担当科目、④職歴、⑤現住所、⑥電話番号、⑦FAX番号、
⑧メールアドレス、⑨勤務先名、⑩勤務先住所、⑪勤務先電話番号、⑫勤務先FAX番
号等

独立行政法人国際観光振興機構（通称：日本政府観光局・JNTO）
総務部　総務グループ
東京都新宿区四谷1-6-4

6 善意通訳登録者データ 登録者の管理
①氏名、②生年月日/年齢/性別、③住所、④電話番号、⑤メールアドレス、⑥使用外
国語、
⑦応募のきっかけ

独立行政法人国際観光振興機構（通称：日本政府観光局・JNTO）
総務部　総務グループ
東京都新宿区四谷1-6-4

7 賛助団体・会員・会員候補管理DBセールスフォースデー
賛助団体・会員・会員候補の情報管理、関連
案内、メルマガ（ニュースフラッシュ）発信

①団体名、②住所、③電話番号、④FAX番号、⑤代表者名、⑥担当部署、⑦担当者
名、
⑧メールアドレス

独立行政法人国際観光振興機構（通称：日本政府観光局・JNTO）
総務部　総務グループ
東京都新宿区四谷1-6-4

8 国際会議セールスデータベース
国際会議誘致に必要な会議や組織・団体情報
の蓄積およびコンベンション会員管理

①団体名、②氏名、③役職、④住所、⑤電話番号、⑥メールアドレス
独立行政法人国際観光振興機構（通称：日本政府観光局・JNTO）
総務部　総務グループ
東京都新宿区四谷1-6-4

9 2019年度　寄附者情報 事務局への情報提供 ①氏名、②住所、③寄附額
独立行政法人国際観光振興機構（通称：日本政府観光局・JNTO）
総務部　総務グループ
東京都新宿区四谷1-6-4

提案募集の対象となる個人情報ファイル一覧表



別添様式２ 【提案を検討される際は、各機関のホームページをご確認いただきますようお願いいたします。】

機関名：独立行政法人国際協力機構

番号 提案募集となる個人情報ファイルの名称 個人情報ファイルの利用目的 記録項目
行政機関等非識別加工情報の提案を受ける

組織の名称、所在地及び問合せ先

1 移住者台帳
戦後の中南米地域への移住者の人数実績把
握、および渡航証明書発行のための根拠照合
のため

1渡航年月、2船名、3移住者本人および同伴家族・親族の氏名・続柄・生年月日、4出身
県、5渡航前住所、6渡航先現住所、7現職、8国内連絡先住所・氏名・続柄

（名称）総務部総務課
（所在地）〒１０２－８０１２東京都千代田区二番町５－２５
二番町センタービル

2 研修事業総合システム
研修員受入手続き、研修員フォローアップ、研
修監理員配置、報酬支払

１氏名、２性別、３生年月日、４最終学歴、５メールアドレス、６自宅住所、７自宅電話番
号、８所属機関名

（名称）総務部総務課
（所在地）〒１０２－８０１２東京都千代田区二番町５－２５
二番町センタービル

3 PARTNERシステム
国際キャリアを志す人材と、グローバル人材の
活用をしたい団体・企業双方に有益な情報を
提供すること。

性別、年齢（生年月日に基づく自動計算結果）、現住所都道府県、登録分野/業務経
験、語学力、最終学歴、業務に関連する資格、海外での業務経験、論文・著作・講演実
績、希望業務と自己PR、国際協力業務経験の有無、業務従事可能な時期・期間等

（名称）総務部総務課
（所在地）〒１０２－８０１２東京都千代田区二番町５－２５
二番町センタービル

4 帰国専門家名簿 専門家等の人選の参考資料

EMAILアドレス,FAX,ジュニア専門員,フリガナ,帰国後現職,帰国専門家連絡会名称,旧姓,
現住所,現住所都道府県,最終学歴,所属先部署,姓,生年月日,電話番号,備考,名,郵便番
号,養成研修年度編集,プロジェクト名,帰国日,国際機関名,指導科目,出発日,担当部課,
任国勤務地,任国名

（名称）総務部総務課
（所在地）〒１０２－８０１２東京都千代田区二番町５－２５
二番町センタービル

5 国際協力人材研修管理システム
赴任前研修、能力強化研修の受講者、講師謝
金等の情報の管理

名前、性別、年齢、住所、連絡先、所属先、赴任案件情報
（名称）総務部総務課
（所在地）〒１０２－８０１２東京都千代田区二番町５－２５
二番町センタービル

6 人材データベースシステム 専門家等の派遣手続、派遣実績調査等
住所、氏名、生年月日、所属先、性別、電話番号、メールアドレス、渡航中連絡先、学
歴、学校名、卒業年月日、語学テスト点数

（名称）総務部総務課
（所在地）〒１０２－８０１２東京都千代田区二番町５－２５
二番町センタービル

7 専門家派遣実績 専門家派遣の実績確認

プロジェクト名,リーダー区分名,確定フラグ名関係省庁名,帰路変更期間開始年月日,帰
路変更期間終了年月日,計画名,更新年月日,国際機関名,氏名,事業費コード,事項区分,
事項区分名,識別番号,実施年度,実施番号,新規継続区分,身分,専門家続柄名,担当者
名,担当内容,担当部課名,長短区分名,任期開始年月日,任期終了年月日,任国機関,派
遣案件番号,派遣案件名,派遣開始年月日,派遣月数,派遣国名,派遣終了年月日,派遣地
域名,派遣日数,分野分類名

（名称）総務部総務課
（所在地）〒１０２－８０１２東京都千代田区二番町５－２５
二番町センタービル

8 調査団派遣実績 調査団員派遣の実績確認

識別番号,氏名,派遣国名,派遣地域名,派遣開始年月日,派遣終了年月日,調査団派遣開
始日,調査団派遣終了日,身分,現職,派遣案件番号,派遣案件名,プロジェクトＩＤ,プロジェ
クト名,実施番号,実施年度,新規継続区分,任国機関,関係省庁名,分野分類名,担当内容,
調査種類名,費用出所名,担当部課名,担当者名,派遣日数

（名称）総務部総務課
（所在地）〒１０２－８０１２東京都千代田区二番町５－２５
二番町センタービル

9 派遣システム
専門家の人選、派遣前・中・後の手続にかか
る業務。 専門家情報の検索、統計。

住所、氏名、生年月日、所属先格付、性別、電話/FAX番号、メールアドレス、パスポー
ト情報、口座番号、健康状態、国籍、本籍、家族情報、渡航中連絡先、扶養人数、学
歴、学校名、卒業年月日、語学テスト点数、移動情報に係る住所・電話番号、旅程

（名称）総務部総務課
（所在地）〒１０２－８０１２東京都千代田区二番町５－２５
二番町センタービル

10 ボランティアシステム
ボランティアの募集・選考、派遣前・中・後の手
続にかかる業務。ボランティアにかかる情報検
索及び統計。

氏名、生年月日、住所、電話番号、アドレス、派遣国等
（名称）総務部総務課
（所在地）〒１０２－８０１２東京都千代田区二番町５－２５
二番町センタービル

提案募集の対象となる個人情報ファイル一覧表



別添様式２ 【提案を検討される際は、各機関のホームページをご確認いただきますようお願いいたします。】

機関名：独立行政法人国際交流基金

番号 提案募集となる個人情報ファイルの名称 個人情報ファイルの利用目的 記録項目
行政機関等非識別加工情報の提案を受ける

組織の名称、所在地及び問合せ先

1 図書館利用登録者ファイル（日本語国際センター） 登録者への連絡及び統計作成（登録者区分別）に利用

1.利用者ID、2.氏名（フリガナ）、3.利用者区分、4.現住所、5.電話番号、6.メールアドレ
ス、7.所属機関名／住所／電話番号、8.国・地域名（研修参加者のみ）、9.部屋番号（研
修参加者のみ）、10.性別、11.利用開始日、12.更新日、13.有効期限、14.貸出記録、15.
マイライブラリ（利用者専用ページ）のログイン初期パスワード（研修参加者、内部利用
者のみ）、16. マイライブラリの利用権限（研修参加者、内部利用者のみ、17. 研修期間
（研修参加者のみ）（※4.5.6.7.12.は研修参加者以外）

日本語国際センター教師研修チーム個人情報保護係
〒330-0074　埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-6-36

2
「みんなの教材サイト」・「みんなのＣａｎ－ｄｏサイ
ト」利用者データベース

・利用者からの問い合わせに対し基金からの回答の連絡
のため。
・統計資料の作成及び分析のため。
・ウェブサイト「みんなの教材サイト」及び「みんなのCan-
doサイト」に関わる情報および基金のほかの事業に関わ
る情報を連絡するため。
・ウェブサイト「みんなのCan-doサイト」及び「みんなの教
材サイト」の充実および改善のための、アンケート調査及
び分析のため。

1.ユーザーID、2.パスワード、3.名前、4.ハンドルネーム、5.メールアドレス、6.国・地域、7.
教育機関の種類、8.所属機関の名称

日本語国際センター教師研修チーム個人情報保護係
〒330-0074　埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-6-36

3
東南アジア初学者向け日本語テストアプリ利用者
情報システム

・利用者からの照会に対し基金から回答を行なうため。
・統計資料の作成及び分析のため。
・アプリに関わる情報を連絡するため。

1.メールアドレス（ユーザーID）2.パスワード3.ニックネーム4.年齢5.性別6.国・地域７.アプ
リ利用状況

日本語国際センター教師研修チーム個人情報保護係
〒330-0074　埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-6-36

4 図書館利用登録者ファイル（関西国際センター） 登録者への連絡及び統計作成（登録者区分別）に利用

1.利用者ID 2.氏名 3.氏名フリガナ 4.利用者区分 5.性別 6.学内連絡先(研修参加者の
み) 7.郵便番号(外部利用者のみ) 8.住所(研修参加者は国名) 9.電話番号(外部利用者
のみ) 10.メールアドレス(外部利用者のみ) 11.利用開始日 12.有効期限 13.マイライブラ
リ権限(研修参加者・内部利用者のみ) 14.マイライブラリ初期パスワード(研修参加者・
内部利用者のみ) 15.貸出記録

関西国際センター教育事業チーム個人情報保護係
〒598-0093大阪府泉南郡田尻町りんくうポート北3-14

5
「ＪＦにほんごeラーニング　みなと」登録ユーザー・
データベース

・日本語オンラインコース他当センターが提供するサービ
スの運営並びにこれらに関する各種の連絡を行うため
・日本語オンラインコースの合否通知を行うため
・問い合わせ等に対応するため
・各規約違反等に関する改善指示、警告等を行うため
・本サイト及び本サービスに関連したアンケートの実施や
統計データの作成、分析のため
・登録内容の開示、変更、追加、削除の際の本人確認の
ため

1.ユーザーＩＤ，２．パスワード、３．氏名、４．ニックネーム、５．メールアドレス、６．十分に
理解できる言語、７．日本語レベル、８．タイムゾーン、９．住んでいる国・地域、１０．性
別、１１．生年月日、１２．職業、１３．自動送信メールの言語設定

関西国際センター教育事業チーム個人情報保護係
〒598-0093大阪府泉南郡田尻町りんくうポート北3-14

6 “日本語パートナーズ”応募者データベース
“日本語パートナーズ”派遣事業の選考、応募者との連
絡、各種書類等の送付のため利用

1. 利用者ID、2. 応募者に関する情報（氏名／年齢／生年月日／所属／E-mailアドレス
／住所／派遣希望国／過去の応募歴）、3. 選考結果

国際交流基金総務部総務課情報公開室
〒160-0004　東京都新宿区四谷1-6-4

7 図書館利用登録者ファイル（本部） 登録者への連絡及び統計作成のために利用

1.利用者ID、2.氏名、3.利用者区分、4.入会月、5.国籍、6.利用開始日、7.性別、8.住所、
9.メールアドレス、10.郵便番号、11.電話番号、12.貸出記録、13.マイライブラリー閲覧用
ID、14.マイライブラリー閲覧用パスワード、15.マイライブラリ初期パスワード、16.貸出記
録

国際交流基金総務部総務課情報公開室
〒160-0004　東京都新宿区四谷1-6-4

8
「いろどり日本語オンラインコース」登録ユーザー・
データベース

・当該ウェブサイトその他当センターが提供するサービス
の運営並びにこれらに関する各種の連絡を行うため
・問い合わせ等に対応するため
・各規約違反等に関する改善指示、警告等を行うため
・当該ウェブサイトその他当センターが提供するサービス
に関連したアンケートの実施や統計データの作成、分析
のため
・登録内容の開示、変更、追加、削除の際の本人確認の
ため

1.ユーザーＩＤ、2.パスワード、3.氏名、4.メールアドレス、5.日本語レベル、6.国籍、7.性
別、8.生年月日、9.職業、10.表示言語、11．希望職種（特定技能1号）

関西国際センター教育事業チーム個人情報保護係
〒598-0093大阪府泉南郡田尻町りんくうポート北3-14

提案募集の対象となる個人情報ファイル一覧表



別添様式２ 【提案を検討される際は、各機関のホームページをご確認いただきますようお願いいたします。】

機関名：　独立行政法人国立印刷局

番号 提案募集となる個人情報ファイルの名称 個人情報ファイルの利用目的 記録項目
行政機関等非識別加工情報の提案を受ける

組織の名称、所在地及び問合せ先

1 競争参加資格者名簿
各種契約に参加する資格を有する者の記載さ
れた名簿を作成することにより、契約業務の円
滑化を図るため。

業者名、代表者名、所在地、業種、評点
（名称）総務部総務課法務係
（所在地及び問合せ先）
〒105-8445　東京都港区虎ノ門2-2-5  　  ℡03-3587-4201

提案募集の対象となる個人情報ファイル一覧表



別添様式２ 【提案を検討される際は、各機関のホームページをご確認いただきますようお願いいたします。】

機関名：国立研究開発法人国立環境研究所

番号 提案募集となる個人情報ファイルの名称 個人情報ファイルの利用目的 記録項目
行政機関等非識別加工情報の提案を受ける

組織の名称、所在地及び問合せ先

1
国立環境研究所公開シンポジウム参加申込登録者
ファイル

公開シンポジウム参加者の確認及び集計並び
に今後の研究所主催行事の案内

1 氏名、2 年齢、3 性別、4 勤務先又は自宅の住所、5 勤務先名、6 役職、7 電話番
号、8 FAX 番号、9 Email アドレス、10 職業（職種選択）、11 参加希望会場、12 開催を
知った方法（種類選択）、13 今後の研究所主催行事の案内の希望の有無、14 区分（過
去参加者/新規）、15 参加申込方法

国立研究開発法人国立環境研究所総務部総務課
〒305-8506 茨城県つくば市小野川16-2

提案募集の対象となる個人情報ファイル一覧表



別添様式２ 【提案を検討される際は、各機関のホームページをご確認いただきますようお願いいたします。】

機関名：国立青少年教育振興機構

番号 提案募集となる個人情報ファイルの名称 個人情報ファイルの利用目的 記録項目
行政機関等非識別加工情報の提案を受ける

組織の名称、所在地及び問合せ先

1 利用団体情報 利用団体の管理業務に利用する
１ 団体名、２ 代表者名、３ 電話番号、４ 郵便番号、
５ 住所、６ 引率者名、７ ＦＡＸ番号

国立青少年教育振興機構総務企画部総務企画課
〒151-0052　東京都渋谷区代々木神園町3-1
総務企画部総務企画課総務係
tel：03-6407-7622　　mail：honbu-soumukakari@niye.go.jp

2 債主登録情報 機構に係る支払の管理業務に利用する
１ 相手先名称、２ 郵便番号、３ 住所、４ 電話番号、
５ メールアドレス、６ 振込先銀行口座

国立青少年教育振興機構総務企画部総務企画課
〒151-0052　東京都渋谷区代々木神園町3-1
総務企画部総務企画課総務係
tel：03-6407-7622　　mail：honbu-soumukakari@niye.go.jp

3 子どもゆめ基金助成金交付決定
子どもゆめ基金助成金交付決定業務に利用
する

１ 提出年月日、２ 住所、３ 団体名、４ 代表者職・氏名、
５ 活動規模、６ 活動分野、７ 活動名、８ 活動期間、
９ 助成金交付申請額、１０ 連絡担当者名、
１１ 連絡担当者所属、１２ 連絡担当者電話番号、
１３ 連絡担当者ＦＡＸ番号、１４ 連絡担当者E-MAIL

国立青少年教育振興機構総務企画部総務企画課
〒151-0052　東京都渋谷区代々木神園町3-1
総務企画部総務企画課総務係
tel：03-6407-7622　　mail：honbu-soumukakari@niye.go.jp

4 子どもゆめ基金助成金実績報告書
子どもゆめ基金助成金交付確定業務に利用
する

１ 提出年月日、２ 住所、３ 団体名、４ 代表者職・氏名、
５ 活動名、６ 活動期間、７ 助成金確定額、８ 附帯事務費、
９ 連絡担当者名、１０ 連絡担当者電話番号、
１１ 連絡担当者夜間連絡先、１２ 連絡担当者ＦＡＸ番号、
１３ 連絡担当者E-MAIL

国立青少年教育振興機構総務企画部総務企画課
〒151-0052　東京都渋谷区代々木神園町3-1
総務企画部総務企画課総務係
tel：03-6407-7622　　mail：honbu-soumukakari@niye.go.jp

5 子どもゆめ基金助成金支払申請書
子どもゆめ基金助成金交付決定活動の助成
金支払い業務に利用する

１ 提出年月日、２ 住所、３ 団体名、４ 代表者職・氏名、５ 活動名、
６ 助成金交付確定額、７ 支払申請額

国立青少年教育振興機構総務企画部総務企画課
〒151-0052　東京都渋谷区代々木神園町3-1
総務企画部総務企画課総務係
tel：03-6407-7622　　mail：honbu-soumukakari@niye.go.jp

6 利用申込書 利用の承諾に使用する
１ 団体名等、２ 研修会名等、３ 利用期間、４ 代表者氏名、
５ 代表者住所、６ 代表者TEL、７ 代表者FAX、８ 引率責任者氏名、
９ 引率責任者住所、１０ 引率責任者TEL、１１ 引率責任者FAX

国立青少年教育振興機構総務企画部総務企画課
〒151-0052　東京都渋谷区代々木神園町3-1
総務企画部総務企画課総務係
tel：03-6407-7622　　mail：honbu-soumukakari@niye.go.jp

7 絵本専門士養成講座受講応募者情報 受講生選考審査業務に利用する
１　氏名、２　性別、３　生年月日、４　住所、５　電話番号、６　FAX番号、
７　所属団体、８　所属部署名、９　役職、1０　所属団体住所、
１１　メールアドレス、１２　.絵本に関する経歴等

国立青少年教育振興機構総務企画部総務企画課
〒151-0052　東京都渋谷区代々木神園町3-1
総務企画部総務企画課総務係
tel：03-6407-7622　　mail：honbu-soumukakari@niye.go.jp

提案募集の対象となる個人情報ファイル一覧表



別添様式２ 【提案を検討される際は、各機関のホームページをご確認いただきますようお願いいたします。】

機関名：東京国立博物館

番号 提案募集となる個人情報ファイルの名称 個人情報ファイルの利用目的 記録項目
行政機関等非識別加工情報の提案を受ける

組織の名称、所在地及び問合せ先

1 東京国立博物館 個人会員名簿
博物館ニュースの発送、更新案内、情報提供
等のため

賛助会、友の会、メンバーズプレミアムパス（一部）、国立博物館メンバーズパス（４館
共通）（一部）、博物館ニュース定期購読会員

本部事務局総務企画課
〒110-8712　東京都台東区上野公園13-9（03-3822-1577　直
通）

提案募集の対象となる個人情報ファイル一覧表



別添様式２ 【提案を検討される際は、各機関のホームページをご確認いただきますようお願いいたします。】

機関名：産業技術総合研究所

番号 提案募集となる個人情報ファイルの名称 個人情報ファイルの利用目的 記録項目
行政機関等非識別加工情報の提案を受ける

組織の名称、所在地及び問合せ先

1 見学対応データベース

外部機関等から申込みのあった見学につい
て、対応した職員の情報及び申込内容に関す
る所内データベースを作成し、見学対応状況
の把握、申込者と産総研職員との連絡調整、
職員の個人評価の実績データ、統計的データ
処理に用いる。

1. 見学に対応した職員（以下「対応者」）の職員ID、2.対応者の所属名、3.対応者の氏
名（日本語表記）、4.対応者の氏名（英語表記）、5.対応者の電話番号（内線）、6.対応者
のFAX番号、7.対応者のメールアドレス、8.対応者の勤務地、9.見学受付日、10.見学受
付者、11.見学日、12.見学時間、13.見学の申込者（以下「見学者」）の分類（企業、団
体、政府機関等の別）14.見学者の国内又は国外の別（国外の場合は国名）、15.見学者
の団体名、16.見学者の団体の所在地（国内）、17.見学者の団体の所在地（国外）、18.
見学者の代表者（日本語表記）、19.見学者の代表者氏名（英語表記）、20.見学者（代表
者）の電話番号、21.見学者（代表者）のFAX番号、22.見学者（代表者）のメールアドレ
ス、23.見学場所、24.見学の内容・研究テーマ、25.見学者の人数

国立研究開発法人産業技術総合研究所
総務本部 総務企画部 情報公開・個人情報保護推進室
〒305-8560 茨城県つくば市梅園１－１－１中央第一
電話：029-861-2177

2 受講決定通知

計量教習等受講の申請を受けた後、審査を経
て受講が決定した方に対して受講決定通知を
発出している。その際の計量教習等受講決定
通知書の交付記録を保存、管理している。

1.氏名、2.勤務先名称（特定教習の場合）

国立研究開発法人産業技術総合研究所
総務本部 総務企画部 情報公開・個人情報保護推進室
〒305-8560 茨城県つくば市梅園１－１－１中央第一
電話：029-861-2177

3 申請者ファイル

産総研は、産総研規程類に規定される計量法
に基づく検定、検査等及び特定標準器による
校正や依頼試験等を行っており、検定、検査
等及び特定標準器による校正や依頼試験等
の申請を受けた際の申請書交付記録を保存、
管理しているために用いる。

1.会社名、2.住所、3.役職、4.氏名、5.電話番号

国立研究開発法人産業技術総合研究所
総務本部 総務企画部 情報公開・個人情報保護推進室
〒305-8560 茨城県つくば市梅園１－１－１中央第一
電話：029-861-2177

提案募集の対象となる個人情報ファイル一覧表



別添様式２ 【提案を検討される際は、各機関のホームページをご確認いただきますようお願いいたします。】

機関名：自動車事故対策機構

番号 提案募集となる個人情報ファイルの名称 個人情報ファイルの利用目的 記録項目
行政機関等非識別加工情報の提案を受ける

組織の名称、所在地及び問合せ先

1 取引先マスターファイル 機構の会計処理（収入・支出）業務に使用 住所、会社名（個人の場合は氏名）、電話番号、取引銀行名、口座番号、名義
独立行政法人自動車事故対策機構　総務部総務グループ
　〒１３０-００１３
　東京都墨田区錦糸３－２－１ アルカイースト１９階

2 運転適性診断受診データ 適性診断予約情報の提供
氏名、生年月日、性別、業態、職種、免許の有無、免許の種類、普通免許取得後の年
数、所属事業者及び営業所

独立行政法人自動車事故対策機構　総務部総務グループ
　〒１３０-００１３
　東京都墨田区錦糸３－２－１ アルカイースト１９階

3 指導講習予約データ 指導講習予約情報の提供
氏名、生年月日、役職、事業者名、受講年月日、修了番号、運行管理者等指導講習手
帳番号

独立行政法人自動車事故対策機構　総務部総務グループ
　〒１３０-００１３
　東京都墨田区錦糸３－２－１ アルカイースト１９階

4 認定セミナー受講者データ 受講記録の管理
氏名、生年月日、事業の種類、電話番号、ＦＡＸ番号、職位、役職、所属事業者及び営
業所、所在地

独立行政法人自動車事故対策機構　総務部総務グループ
　〒１３０-００１３
　東京都墨田区錦糸３－２－１ アルカイースト１９階

5 運行管理者基礎講習受講者名簿　※札幌主管支所 受講記録の管理
氏名、生年月日、事業者名、受講年月日、修了番号、運行管理者等指導講習手帳番
号

独立行政法人自動車事故対策機構　総務部総務グループ
　〒１３０-００１３
　東京都墨田区錦糸３－２－１ アルカイースト１９階

6 一般講習受講者名簿　※札幌主管支所 受講記録の管理 氏名、生年月日、事業者名、受講年月日
独立行政法人自動車事故対策機構　総務部総務グループ
　〒１３０-００１３
　東京都墨田区錦糸３－２－１ アルカイースト１９階

7 運行管理者等台帳　※札幌主管支所 受講記録の管理 氏名・生年月日・受講時の所属事業者名・受講地・受講年月日
独立行政法人自動車事故対策機構　総務部総務グループ
　〒１３０-００１３
　東京都墨田区錦糸３－２－１ アルカイースト１９階

8 運行管理者等指導講習基礎受講者名簿　※函館支所 受講記録の管理
氏名、生年月日、事業者名、受講年月日、修了番号、運行管理者等指導講習手帳番
号

独立行政法人自動車事故対策機構　総務部総務グループ
　〒１３０-００１３
　東京都墨田区錦糸３－２－１ アルカイースト１９階

9 運行管理者等指導講習一般講習受講者名簿　※函館支受講記録の管理 会社名・受講者名・生年月日・受講歴
独立行政法人自動車事故対策機構　総務部総務グループ
　〒１３０-００１３
　東京都墨田区錦糸３－２－１ アルカイースト１９階

10 運行管理者等指導講習基礎受講者名簿　※釧路支所 講習受講歴等状況の把握 会社名・受講者名・生年月日・受講歴
独立行政法人自動車事故対策機構　総務部総務グループ
　〒１３０-００１３
　東京都墨田区錦糸３－２－１ アルカイースト１９階

11 運行管理者等指導講習一般講習受講者名簿　※釧路支講習受講歴等状況の把握 会社名・受講者名・生年月日・受講歴
独立行政法人自動車事故対策機構　総務部総務グループ
　〒１３０-００１３
　東京都墨田区錦糸３－２－１ アルカイースト１９階

12 運行管理者等台帳　※釧路支所 受講記録の管理 会社名・受講者名・生年月日・受講歴
独立行政法人自動車事故対策機構　総務部総務グループ
　〒１３０-００１３
　東京都墨田区錦糸３－２－１ アルカイースト１９階

13 一般講習受講者名簿　※旭川支所 講習受講歴等状況把握 会社名・受講者名・生年月日・受講歴
独立行政法人自動車事故対策機構　総務部総務グループ
　〒１３０-００１３
　東京都墨田区錦糸３－２－１ アルカイースト１９階

14 基礎受講者名簿　※旭川支所 講習受講歴等状況把握 会社名・受講者名・生年月日・受講歴
独立行政法人自動車事故対策機構　総務部総務グループ
　〒１３０-００１３
　東京都墨田区錦糸３－２－１ アルカイースト１９階

15 運行管理者等台帳　※旭川支所 受講記録の管理 氏名・生年月日・受講日・所属事業者
独立行政法人自動車事故対策機構　総務部総務グループ
　〒１３０-００１３
　東京都墨田区錦糸３－２－１ アルカイースト１９階

16 指導講習受講者台帳　※青森支所 受講日等の確認 氏名・生年月日・受講日
独立行政法人自動車事故対策機構　総務部総務グループ
　〒１３０-００１３
　東京都墨田区錦糸３－２－１ アルカイースト１９階

17 運行管理者指導講習受講者名簿　※秋田支所 受講日等の確認 事業者名、氏名、生年月日、修了番号・修了年月日、受講日
独立行政法人自動車事故対策機構　総務部総務グループ
　〒１３０-００１３
　東京都墨田区錦糸３－２－１ アルカイースト１９階

18 基礎講習受講者名簿　※岩手支所 受講日等の確認 修了番号、修了月日、業態、手帳番号、事業者名、氏名、生年月日、職種
独立行政法人自動車事故対策機構　総務部総務グループ
　〒１３０-００１３
　東京都墨田区錦糸３－２－１ アルカイースト１９階

提案募集の対象となる個人情報ファイル一覧表



別添様式２ 【提案を検討される際は、各機関のホームページをご確認いただきますようお願いいたします。】

機関名：自動車事故対策機構

番号 提案募集となる個人情報ファイルの名称 個人情報ファイルの利用目的 記録項目
行政機関等非識別加工情報の提案を受ける

組織の名称、所在地及び問合せ先

提案募集の対象となる個人情報ファイル一覧表

19 一般講習受講者名簿　※岩手支所 受講日等の確認 修了月日、事業者名、氏名、職種
独立行政法人自動車事故対策機構　総務部総務グループ
　〒１３０-００１３
　東京都墨田区錦糸３－２－１ アルカイースト１９階

20 講習受講総合システム　※新潟主管支所 受講者管理のため 氏名・生年月日・事業者名
独立行政法人自動車事故対策機構　総務部総務グループ
　〒１３０-００１３
　東京都墨田区錦糸３－２－１ アルカイースト１９階

21 一般講習等申込状況　※長野支所 一般講習等の申込の記録、整理に利用 氏名・生年月日・事業者名
独立行政法人自動車事故対策機構　総務部総務グループ
　〒１３０-００１３
　東京都墨田区錦糸３－２－１ アルカイースト１９階

22 一般・基礎講習受講申込状況　※石川支所 講習等の申込の記録・整理に利用 氏名・生年月日・事業者名
独立行政法人自動車事故対策機構　総務部総務グループ
　〒１３０-００１３
　東京都墨田区錦糸３－２－１ アルカイースト１９階

23 受講者台帳　※富山支所 受講者管理のため 氏名・生年月日・事業者名
独立行政法人自動車事故対策機構　総務部総務グループ
　〒１３０-００１３
　東京都墨田区錦糸３－２－１ アルカイースト１９階

24 受講履歴検索　※東京主管支所 受講履歴を検索するため 氏名・生年月日・事業者名
独立行政法人自動車事故対策機構　総務部総務グループ
　〒１３０-００１３
　東京都墨田区錦糸３－２－１ アルカイースト１９階

25 受講履歴検索　※埼玉支所 受講履歴を検索するため 氏名・生年月日・事業者名
独立行政法人自動車事故対策機構　総務部総務グループ
　〒１３０-００１３
　東京都墨田区錦糸３－２－１ アルカイースト１９階

26 受講履歴検索　※茨城支所 受講履歴を検索するため 氏名・生年月日・事業者名
独立行政法人自動車事故対策機構　総務部総務グループ
　〒１３０-００１３
　東京都墨田区錦糸３－２－１ アルカイースト１９階

27 運行管理者等指導講習受講者台帳　※静岡支所 運行管理者等指導講習開催案内及び受講実績氏名、生年月日、所属事業者名
独立行政法人自動車事故対策機構　総務部総務グループ
　〒１３０-００１３
　東京都墨田区錦糸３－２－１ アルカイースト１９階

28 運行管理者等指導講習受講者台帳　※岐阜支所 運行管理者等指導講習開催案内及び受講実績氏名、生年月日、所属事業者名
独立行政法人自動車事故対策機構　総務部総務グループ
　〒１３０-００１３
　東京都墨田区錦糸３－２－１ アルカイースト１９階

29 運行管理者等指導講習受講者台帳　※三重支所 運行管理者等指導講習開催案内及び受講実績氏名、生年月日、所属事業者名
独立行政法人自動車事故対策機構　総務部総務グループ
　〒１３０-００１３
　東京都墨田区錦糸３－２－１ アルカイースト１９階

30 運行管理者等指導講習受講者台帳　※福井支所 運行管理者等指導講習開催案内及び受講実績氏名、生年月日、所属事業者名
独立行政法人自動車事故対策機構　総務部総務グループ
　〒１３０-００１３
　東京都墨田区錦糸３－２－１ アルカイースト１９階

31 講_運管者台帳　※奈良支所 受講履歴の把握 氏名、生年月日、勤務先
独立行政法人自動車事故対策機構　総務部総務グループ
　〒１３０-００１３
　東京都墨田区錦糸３－２－１ アルカイースト１９階

32 運行管理者指導講習受講台帳　※鳥取支所 講習受講管理 会社名・営業所名・氏名・生年月日・職務・受講記録
独立行政法人自動車事故対策機構　総務部総務グループ
　〒１３０-００１３
　東京都墨田区錦糸３－２－１ アルカイースト１９階

33 運行管理者指導講習受講台帳　※島根支所 講習受講管理 会社名・営業所名・氏名・生年月日・職務・受講記録
独立行政法人自動車事故対策機構　総務部総務グループ
　〒１３０-００１３
　東京都墨田区錦糸３－２－１ アルカイースト１９階

34 運行管理者指導講習台帳　※山口支所 講習受講管理 会社名・営業所名・氏名・生年月日・職務・受講記録
独立行政法人自動車事故対策機構　総務部総務グループ
　〒１３０-００１３
　東京都墨田区錦糸３－２－１ アルカイースト１９階

35 運行管理者等指導講習受講者台帳　※徳島支所 受講状況の把握 氏名、生年月日、勤務先
独立行政法人自動車事故対策機構　総務部総務グループ
　〒１３０-００１３
　東京都墨田区錦糸３－２－１ アルカイースト１９階

36 運行管理者等指導講習受講者台帳　※愛媛支所 受講状況の把握 氏名、生年月日、勤務先
独立行政法人自動車事故対策機構　総務部総務グループ
　〒１３０-００１３
　東京都墨田区錦糸３－２－１ アルカイースト１９階



別添様式２ 【提案を検討される際は、各機関のホームページをご確認いただきますようお願いいたします。】
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37 講習受講者名簿　※福岡主管支所 受講者管理

①氏名　②生年月日　③会社名
④会社住所　⑤受講状況
⑥運行管理者・その他の別
⑦修了年月日　⑧手帳番号

独立行政法人自動車事故対策機構　総務部総務グループ
　〒１３０-００１３
　東京都墨田区錦糸３－２－１ アルカイースト１９階

38 受講台帳　※福岡主管支所 受講者管理
①氏名　②生年月日　③会社名　④会社住所　⑤受講状況
⑥運行管理者・その他の別　⑦修了年月日　⑧手帳番号

独立行政法人自動車事故対策機構　総務部総務グループ
　〒１３０-００１３
　東京都墨田区錦糸３－２－１ アルカイースト１９階

39 講習受講総合システム　※熊本支所 受講者管理
①氏名　②生年月日　③会社名　④会社住所　⑤受講状況
⑥運行管理者・その他の別　⑦修了年月日　⑧手帳番号

独立行政法人自動車事故対策機構　総務部総務グループ
　〒１３０-００１３
　東京都墨田区錦糸３－２－１ アルカイースト１９階

40 講習管理（基礎・一般・特別）　※宮崎支所 受講者管理
①氏名　②生年月日　③会社名　④会社住所　⑤受講状況
⑥運行管理者・その他の別　⑦修了年月日　⑧手帳番号

独立行政法人自動車事故対策機構　総務部総務グループ
　〒１３０-００１３
　東京都墨田区錦糸３－２－１ アルカイースト１９階



別添様式２ 【提案を検討される際は、各機関のホームページをご確認いただきますようお願いいたします。】

機関名：住宅金融支援機構

番号 提案募集となる個人情報ファイルの名称 個人情報ファイルの利用目的 記録項目
行政機関等非識別加工情報の提案を受ける

組織の名称、所在地及び問合せ先

1 個人融資マスターデータファイル

(１)お客さまの本人確認のため
(２)機構が行う金融機関の住宅の建設等に必要な資金の融資に係る貸付債権の譲
受け（以下「債権譲受け」といいます。）に当たっての与信判断のため
(３)金融機関が行う住宅の建設等に必要な資金の融資に対する機構の行う住宅融
資保険の付保に当たっての付保判断又は当該融資に係る貸付債権を担保とする債
券等の債務保証に当たっての与信判断のため
(４)機構が行う住宅の建設等に必要な資金の融資（以下「機構融資」といいます。）
に当たっての与信判断のため
(５)債権譲受け、機構融資等の条件を満たしていることの確認のため
(６)機構融資等の対象となる住宅等の審査のため
(７)団体信用生命保険・共済の加入、継続、保険金請求、弁済金支払手続等の事務
のため
(８)住宅ローンの債務保証の事務のため
(９)期日管理等継続的な取引における管理のため
(10)お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
(11)債券発行のため
(12)住宅ローンや住宅関連の情報提供のため
(13)市場調査や分析・統計の実施のため
(14)アンケートの実施等による機構の業務に関連する商品やサービスの研究・開発
のため
(15)ダイレクトメールの送付等による機構の業務に関連する商品やサービスのご案
内・ご提案のため
(16)その他お客さまとの取引の円滑かつ適切な履行のため

敷地権利、地目、土地取得原因、通勤時間、物件構造、工法、敷地面積、建物新築年月日、物件住宅面積、物件非住宅面積、物件敷地面積、新築・専有・住宅面積、住宅残存面積、合計面積、改良床増減面積、共有予定、地上階数、地下階数、工事期
間、入居予定年月、基準金利適用住宅タイプ、基準金利希望、物件建て方、規模等の特例、建物竣工日、用途地域、バルコニー面積、合計面積、間取り、一棟住宅戸数、延べ面積、売買契約日、建築確認・検査済証、建築確認・検査済日、設計審査タイ
プ、中古新築年月日、建築士登録番号、建築士氏名、建物区分、事務所名、事務所電話番号、耐震劣化、購入時住宅性能、改良後住宅性能、建築確認要否、借家戸数、新築非住宅面積、り災面積、り災非住宅面積、敷地抵当権設定、家屋所有関係、り
災日、完了予定日、調査員登録番号、改良：申込時工事種類、改良：設現時工事種類、土地取得年月、申込人本人残証希望、連帯債務者残高証明発行希望、残証郵送有無、残証郵送預り金、特別資格者区分、親孝行ローン、業者名、業者電話番号、
買戻権設定有無、買戻主体コード、郵貯加算有無、債券積立区分、債券積立コース、債券積立累計額、積立手帳番号、現在住宅床面積、融資額区分、高額所得者、定期借地権、定借権種類、セキュ工事内容、勤務先年利率、勤務先返済期間、建築購
入工事費８割、公的資金限度、残証発行対象、現在住宅種類、申込時建築費８割、購入価額区分、高額住宅取得、住宅債券積立、持参者関係、持参者名、持参者電話番号、予定建物性能、都市居住再生、定借権保証金、海外勤務特例、住宅番号、特
定街区種類、融資区分、地域優分住宅種類、仲介業者有無、仲介業者名、仲介業者電話番号、申込区分、災害り災者受付、団地名、機構事業者番号、マンション整理番号、売主名、販売代理業者名漢字、販売代理業者電話番号、調査技術者登録番
号、売主電話番号、中古・改良申込書種類、大規模修繕有無、中間資金受取予定年月、激甚災害有無、激甚災害地域、公共保証有無、認定書発行日、り災証発行日、既融資金消年月日、財形貯蓄開始年月、財形貯蓄残高、負担軽減措置、適格認定
有無、公社建設資金有無、改良：工事箇所、現地支店コード、金融機関、金融機関支店コード、金融機関相違、受理年度、顧客番号、申込番号、特約火災証番、書式番号、書式番号種類、融資種別、債権番号、債権分類、回次、団地整理番号、マンショ
ン識番、借入申込日、申込人氏名、申込人国籍、申込人生年月日、申込人年齢、申込人自宅電話番号、申込人携帯電話番号、申込人現住所、申込人現住所郵便番号、申込本人職業、申込人業種、申込人勤務先名、申込人勤務先電話番号、申込人勤
務先事業内容、申込人勤務先所属、申込人物件通勤時間、申込人既融資有無、申込人性別、就職年月日、申込本人年収、申込本人前年年収、申込本人前年年収内ボーナス、申込人前々年年収、申込人ボーナス、メールアドレス、物件住所、物件住所
郵便番号、連帯債務者氏名、連帯債務者国籍、連帯債務者生年月日、連帯債務者年齢、連帯債務者郵便番号、連帯債務者自宅電話番号、連帯債務者現住所、連帯債務者職業、連帯債務者業種、連帯債務者勤務先名、連帯債務者勤務先電話番号、
連帯債務者勤務先事業内容、連帯債務者勤務先所属、連帯債務者既融資有無、連帯債務者年収、連帯債務者ボーナス、連帯債務者前々年年収、連帯債務者前年年収、連帯債務者理由、連帯債務者続柄、連帯債務者物件通勤時間、超長期入居予定
者数、二世帯入居予定者数、連帯債務者申込人との同居、連帯債務者人数、連帯保証人氏名漢字、連帯保証人生年月日、所要資金（建設・購入費等）、所要資金（土地費等）、所要資金（建物費）、所要資金合計、リフォーム工事費、リフォーム種別、入
居予定者数、希望融資額、住宅取得以外借入金額、住宅取得以外借入件数、その他借入、手持金小計、資金計画計、返済方法、ゆとり返済希望、返済期間、住宅返済期間、非住宅返済期間、ボーナス払希望、ボーナス払月、毎月払以外有無、据置希
望有無、据置期間、基本融資毎月払分、基本融資ボーナス分、特別加算毎月払分、特別加算ボーナス分、債券加算毎月払分、債券加算ボーナス分、郵貯加算毎月払分、郵貯加算ボーナス分、毎月返済額、収入合算年収、収入合算者前年年収、収入
合算者前年年収内ボーナス、収入合算者前々年年収、年収合計、合計月収、収入種類、所得選別、返済負担率、資金受取方法、土地取得費、土地取得費希望、１０割融資資格、金利見直し型希望、敷地時価、土地売買契約締結年、非住宅残存部分面
積、敷地内既存建物、取り壊す建物、取り壊す建物建築後年数、分譲：共同分譲有無、施設：自ら居住以外専有面積、施設：自ら居住以外使用形態、施設：非住外所数、施設：非住宅使用形態、施設：非住宅区画数、施設：従前住宅面積、マン：団地規
模、中古：一戸建敷地面積、田園：バルコニー面積、物優権利予備、災害：家屋使用形態、災害：物件既融資、災害：表示登記日、地滑：物地売買契約締結日、地滑：既存住宅面積、地滑：既存非住宅面積、地滑：融資対象面積、地滑：所有関係、地滑：工
事内容、宅防：勧告命令日、宅防：法律区分、宅防：勧告命令区分、宅防：土地第三権有無、宅防：土地第三権区分、宅防：建物有無、宅防：建築予定年月、宅防：建物所有者、宅防：建物居住者、宅防：建物第三権有無、宅防：建物第三権区分、宅防：抵
当所有者、宅防：抵当第三権有無、宅防：抵当第三権区分、宅防：抵当土地面積、宅防：抵当建物面積、宅防：抵当地目、宅防：抵当構造、改良：現在住宅面積、改良：現在非住宅面積、改良：増改築住宅面積、改良：増改築非住宅面積、改良：工事後住
宅面積、改良：工事後非住宅面積、改良：合計面積、改良：建物既融資有無、改良：建物保険付保、改良：建物所有者、改良：工事種類、改良：工事後所有者、改良：Ｔインテリア、改良：住宅の他権利有無、改良：他権利住宅区分、改良：敷地の他権利有
無、改良：他権利敷地区分、改良：他借入残高、改良：着工日、改良：修繕模様替工事、改良：建築後経過年、改良：申込時工事種類、改良：事務所名、改良：所属名、財形：クイック判定、財田：財形住宅残高、申込受理日、協会利用有無、団信加入有
無、住宅必要理由、現在住宅建て方、入居家族構成、設計検査機関、現場検査機関、複合個人区分、過疎地域、建築費限度額、工事請負業者名称、工事請負業者電話番号、個人：請負契約予定年月、個人：請負業者名漢字、都市再生分類、分譲：事
業主体、分譲：優遇譲渡、分譲：譲渡承認年度、分譲：事前協議年度、分譲：価額別金利区分、分譲：地域優分選定通知、分譲：地特分選定通知、分譲：審査融資区分、分譲：関係権利者、施設：自ら居住申込区分、施設：自ら居住以外申込区分、施設：
非住宅申込区分、施設：公社保証、田園：土地融資限度、災害：資金交付方法、災害：災害回次コード、地滑：勧告日、地滑：関連事業公表日、改良：リフォーム種別、改良：既融資、改良：申込時工事費８割、改良：調査員所属電話番号、改良：住宅用途、
財形：機構申込理由、財形：敷地登記区分、財形：敷地登記日、財形：事業主規模、財形：災害回次、財形：財形災害、財形：機構基準金利、融資可能金額、決定額、決定額ボーナス分、融資実行予定年月日、優遇金利期間、金利優遇、当初金利、当初
金利（団信）、当初金利適用年数、中間金利、最終金利、最終金利（団信）、金消契約証番、段階金利区分、段階金利区分債券、返済条件区分、申込書登録日、設計審査合格日、融資承認日、融資予約日、現場審査合格日、着工年月日、中間資金交付
日、保証実行日、金消契約日、初回払込日、最終払込日、最終回資金交付日、抵当設定日、設計審査申請日、建築確認申請日、申込書設計合格日、申込書現場合格日、屋根完了日、進捗期限年月日、中間資金交付金額、最終回資金交付金額、同時
決済、融資手数料、融資承認額、中間協会保証料、最終融資手数料、最終協会保証料、最終団信特約料、最終残証郵送料、最終手貸利息、手形貸付日数、資金交付振替銀行、資金交付口座番号、資金交付預金種目、資金交付本人外名義人名、保証
料、抵当権設定建物、抵当権設定土地、抵当権設定期限特例適用、割増融資希望、特別加算割増、はじめてマイホーム加算、政策誘導型リフォーム工事、インテリア工事、居住区分、居住性能加算、公共団体加算額、生活空間倍増加算、住宅瑕疵保
険、連帯債務者性別、団信種別、団信者性別、団信者氏名、団信者生年月日、団信加入者区分、新団信、連帯債務者就職年月日、竣工時現場審査合格日、住宅性能表示利用、協調融資、協調民間融資額、協調民間返済期間、付保承認番号、付保承
認日、顧客番号、土地貸付金額、現在金利、毎月分返済日付、ボーナス分返済日付、毎月分最終回返済日付、ボーナス分最終回返済日付、約定日、併用償還有無、ゆとり償還有無、ステップ年数、償還方法、毎月分償還残回数、ボーナス分償還残回
数、毎月分貸付金額、毎月分貸付金残高、ボーナス分貸付金額、ボーナス分貸付金残高、毎月分現在割賦金、ボーナス分現在割賦金、金消契約年度、申込受理年度、延滞月数、割賦延滞元金、割賦延滞利息、償還条件変更契約日、新特例区分、繰
上償還区分、毎月分繰上請求期限、ボーナス分繰上請求期限、リバースモーゲージ区分、完済区分、借換区分、借換金利種類、借換当初借入年月日、借換当初取得価額、借換借入金額、つなぎ保険利用、つなぎ融資希望額、つなぎ融資金融機関コー
ド、つなぎ融資実行回数、口座金融機関コード、口座支店コード、口座種類、口座番号、口座名義人、事業番号、住替支援、初回返済特例、中古住宅特例、情報利用、前払賃料、前払賃料融資額、担保提供者建物・土地コード、担保提供者氏名、担保提
供者住所、担保提供者住所郵便番号、担保提供者生年月日、担保提供者人数、長期優良住宅、適合証明業務システム番号、適合証明検査機関コード、物件入居遅延サイン、併せ融資、併せ融資合計額、保留地物件、優良住宅パターン、優良住宅支援

独立行政法人住宅金融支援機構
所在地　東京都文京区後楽１丁目４番10号
問合せ先  ＣＳ・事務管理部事務企画グループ

提案募集の対象となる個人情報ファイル一覧表



別添様式２ 【提案を検討される際は、各機関のホームページをご確認いただきますようお願いいたします。】

機関名：住宅金融支援機構

番号 提案募集となる個人情報ファイルの名称 個人情報ファイルの利用目的 記録項目
行政機関等非識別加工情報の提案を受ける

組織の名称、所在地及び問合せ先

提案募集の対象となる個人情報ファイル一覧表

2 団体融資マスターデータファイル

(１)お客さまの本人確認や融資条件等を満たしていることの確認のため
(２)機構が行う住宅の建設等に必要な資金の融資（以下「機構融資」とい
います。）に当たっての与信判断のため
(３)機構融資等の対象となる住宅等の審査のため
(４)期日管理等継続的な取引における管理のため
(５)お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
(６)債券発行のため
(７)住宅ローンや住宅関連の情報提供のため
(８)市場調査や分析・統計の実施のため
(９)アンケートの実施等による機構の業務に関連する商品やサービスの
研究・開発のため
(10)ダイレクトメールの送付等による機構の業務に関連する商品やサー
ビスのご案内・ご提案のため
(11)その他お客さまとの取引の円滑かつ適切な履行のため

顧客番号、募集回数、整理番号、融資住宅の募集に関する事項、完了年度、建物の概要等に関する事項、建築敷地の概要等に関する事項、融資限度額に関する事項、融資住宅の進捗管理に関する事項、資金交付に
関する事項、資金計画に関する事項、設立年月日、申込者名称、郵便番号、申込者住所都道府県名、申込者住所市区郡町村名、申込者住所町村番地名、事業主体、業種、職種、国籍、資本金、年収、申込者電話番号、
金融機関、融資種別、分譲賃貸区分、債権分類、保証区分、金融機関支店、性別、建設区分、受理年月日、事業承認年月日、設計審査合格年月日、融資予約年月日、融資予約約定書差入年月日、融資予約抵当権設定
年月日、着工年月日、現審合格年月日、資金交付年月日、金消契約締結年月日、金消契約抵当権設定年月日、金消契約初回返済年月日、総額決定年月日、譲渡承認年月日、家賃設定年月日、希望住宅戸数、希望住
宅金額、希望非住宅面積、希望非住宅金額、事業承認住宅戸数、事業承認住宅建物金額、事業承認住宅土地金額、事業承認非住宅面積、事業承認非住宅建物金額、事業承認非住宅土地金額、融資予約住宅戸数、融
資予約住宅建物金額、融資予約住宅土地金額、融資予約非住宅面積、融資予約非住宅建物金額、融資予約非住宅土地金額、総額決定住宅戸数、総額決定住宅建物金額、総額決定住宅土地金額、総額決定非住宅面
積、総額決定非住宅建物金額、総額決定非住宅土地金額、資金累計額住宅建物、資金累計額住宅前払金、資金累計額住宅土地費、資金累計額非住宅建物、資金累計額非住宅前払金、資金累計額非住宅土地費、特
別加算額算定結果、特別加算額希望、特別加算額事業承認、特別加算額融資予約、特別加算額総額決定、特別加算割増限度額、特別加算戸数限度額、関公系施設の種類、関公系事業規模、団地名、都道府県名、市
区郡（町村）名、町村番地名 、地域区分 、申込者名 、新住所漢字 、郵便番号 、融資種別名 、工事・施工予定業者名 、償還方法 、着工予定年月 、竣工予定年月 、既存建物 、限度家賃に関する事項 、毎月分返済日
付、毎月分最終回返済日付、約定日 、ゆとり償還有無、ステップ年数、貸付総額、土地貸付金額、適用金利、毎月分償還残回数、毎月分貸付金額、毎月分貸付金残高、金消契約年度、延滞月数、割賦延滞元金、割賦延
滞利息、現在金利、償還条件変更契約日、毎月分現在割賦金、完済区分、繰上償還区分、毎月分繰上請求期限、連帯保証人氏名漢字、連帯保証人生年月日

3 住宅宅地債券マスターデータファイル

(１)お客さまの本人確認のため
(２)機構が行う住宅の建設等に必要な資金の融資（以下「機構融資」とい
います。）に当たっての与信判断のため
(３)機構融資等の条件を満たしていることの確認のため
(４)機構融資等の対象となる住宅等の審査のため
(５)期日管理等継続的な取引における管理のため
(６)お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
(７)債券発行のため
(８)住宅ローンや住宅関連の情報提供のため
(９)市場調査や分析・統計の実施のため
(10)アンケートの実施等による機構の業務に関連する商品やサービスの
研究・開発のため
(11)ダイレクトメールの送付等による機構の業務に関連する商品やサー
ビスのご案内・ご提案のため
(12)その他お客さまとの取引の円滑かつ適切な履行のため

１住宅コース
募集年度、募集回次、積立コース、債券取扱店、積立者氏名、性別、生年月日、年齢、住所、電話番号、勤務先、収入の種類、昨年の年収、職業区分、払込金額、割引率、額面額、積立手帳番号、保管区分、債券発行
日、振込先金融機関名、個人融資顧客番号、個人融資辞退日、個人融資実行区分、個人融資申込日、情報誌送付対象区分、振込票送付対象区分、積立状況区分、買入区分
２マンション修繕コース
積立組合番号、マンション管理組合の名称、法人登記の有無、マンションの所在地、代表者氏名、任期（期間）、集会（定期総会）の開催時期、代表者の住所、代表者の電話番号、１回当たりの積立希望口数、残高証明書
の送付希望時期、積立手帳番号、募集年度、積立金額、債券発行日、振込先金融機関名、預金種目、口座番号、預金口座名義、積立状況区分、振込済回数、現在積立回数、取引停止情報、積立回数別情報、新規増額
区分、書類送付先等情報



別添様式２ 【提案を検討される際は、各機関のホームページをご確認いただきますようお願いいたします。】

機関名：住宅金融支援機構

番号 提案募集となる個人情報ファイルの名称 個人情報ファイルの利用目的 記録項目
行政機関等非識別加工情報の提案を受ける

組織の名称、所在地及び問合せ先

提案募集の対象となる個人情報ファイル一覧表

4 住宅融資保険マスターデータファイル

(１)保険引受のための資格確認、与信取引上の付保判断及び保険引受
後の継続的な管理のため
(２)保険金の支払の判断のため
(３)保険代位により生ずる権利の行使及び義務の履行のため
(４)お客さまに対する貸付債権を、機構が金融機関から譲り受けるに当
たって行う与信判断のため
(５)その他お客さまとの取引の円滑かつ適切な履行のため

保険契約番号、機構支店コード、最新金融機関コード、最新漁協コード、金融機関支店コード、付保年度、種別コード、融資総額、年利率、融資実行日、融資終期、返済方法、保険料払込方法、受理年月日、適用保険料
率、変更発生日、完済・消滅通知書_完済・消滅区分、完済・消滅通知書_完済・消滅年月日、完済・消滅通知書_受理年月日、融資先カナ、融資先漢字、職業、月収、住所（市区町村以下）、都道府県、建物区分、土地区
分、使用目的、保証人、担保、融資物件担保、その他担保、融資対象戸数、融資対象居住部分面積、融資対象非居住部分面積、融資対象土地面積、制度融資、金利形態、請求状況、保険開始年月日、保険終了年月
日、完済・消滅・事故区分、生年月日、返済負担率、返済負担率（金融機関基準）、担保掛目（建物）、担保掛目（土地）、担保余力（建物）、担保余力（土地）、担保掛目（金融機関基準）（建物）、担保掛目（金融機関基準）
（土地）、填補率、付保承認番号、審査金利、勤続年数（年）、勤続年数（月）、郵便番号、収入合算の有無、収入合算者の続柄、担保保全順位（建物）、担保保全順位（土地）、物件評価額（建物）、物件評価額（土地）、担保
評価額（建物）、担保評価額（土地）、資金所要額、自己資金、ボーナス払い月、融資先特定番号、つなぎ計算区分、優先債権額（建物）、優先債権額（土地）、借換融資、借換融資の種類、補正申請番号、年収、申込受付
日、融資率、適用年月日、作成者、作成日時、更新者、更新日時、性別、勤務先電話番号、連帯債務者有無、連帯債務者カナ、連帯債務者漢字、連帯債務者　性別、連帯債務者　生年月日、連帯債務者　住所カナ１、連
帯債務者　住所漢字１、連帯債務者　郵便番号、連帯債務者　電話番号１、連帯債務者　勤務先名カナ、連帯債務者　勤務先名漢字、連帯債務者　勤務先電話番号１、連債者性別、連債者年齢、連債者年収、連債者職
業、連債者業種、連債者勤続年数、融資予定先との関係、前年年収　融資予定先、前年年収　収入合算者、前々年年収　融資予定先、前々年年収　収入合算者、収入種類、連帯債務者年収、建設地、建物構造、住宅建
て方、敷地の権利、土地取得・購入時期、住宅必要理由、竣工・改修時期、共有予定の有無（建物）、共有予定の持分、共有予定者の続柄、個人信用情報照会（融資先）、個人信用情報照会（連帯債務者）、担保評価方法
（建物）、担保評価方法（土地）、資金使途、本体顧客番号、本体融資承認年月日、本体申込者との関係、民間借入金、本件借入金、公的借入金、その他借入金、住宅ローン以外の借入金、手持金、合計　借入金等、合計
毎月返済額、完成保証機関コード、実行回数、協調区分、証券区分（買取・保証）、審査結果、付保仮承認（不承認）年月日、付保仮承認変更年月日、付保承認（不承認）年月日、付保承認変更年月日、付保承認取消年月
日、辞退取消区分、辞退取消関連日付、融資予定年月日、併せ融資、併せ融資合計額、併せ相手顧客番号、つなぎ利用、民間協調融資、全ての付保承認金額合計の最大値、借入申込年月日、買取仮承認年月日、買取
仮承認変更年月日、買取承認年月日、買取承認変更年月日、Ｆ３５（借入申込書融資決定額）（合計額）、Ｆ３５（借入申込書融資決定額）（建設費・購入価額）、Ｆ３５（借入申込書融資決定額）（土地取得費）、請負業者・売
主カナ、請負業者・売主漢字、請負業者・売主電話番号、請負業者・売主建設業免許番号、請負業者・売主宅建業免許番号、販売・改修業者カナ、販売・改修業者漢字、販売・改修業者電話番号、販売・改修業者建設業
免許番号、販売・改修業者宅建業免許番号、融資予定先　資本金、融資予定先　従業員数、販売代金（予定）、実行金利、土地所有形態、延滞開始年月日、６ヶ月遅滞年月日、期限の利益喪失年月日、一部免責額、一部
免責の理由、全部免責の理由、担保残存評価額、代理人_氏名、代理人_郵便番号_１、代理人_住所、代理人_電話番号_１、現況・職業等（自由記入欄）、最終入金年月日、法的措置区分、支払督促発付年月日、仮払金出
金額（共益費用）、機関入札開始年月日、売却基準額、配当年月日、売出売却協議年月日、任意売却決済予定年月日、任意売却協議年月日、査定方法区分、査定方法（その他）、査定価格、任意売却予定価額、機構応
諾年月日、売却による当債権の回収額、応諾売出価格、成約価格、債権届出書届出年月日、破産事件が係属する主債務者・連帯保証人又は保証人名、破産開始決定年月日、破産廃止年月日、免責年月日、分割弁済
開始年月、返済の間隔、入金日、１回当たりの返済額、サービサー名、減免後の金融機関分の利息、減免後の金融機関分の延滞損害金、金融機関_延滞損害金、金融機関_元金、金融機関_利息、金融機関_共益費用、
金融機関_その他費用、機構_元金、機構_延滞損害金、機構_共益費用、機構_その他費用、融資金額、融資期間、融資物件_処分日、融資物件以外の所有物件_処分年月日、融資物件_担保の有無区分、融資物件_処分方
法区分、融資物件_回収金の受領の有無区分、融資物件_処分方法の詳細、融資物件_未処分理由、融資物件_物件評価額、融資物件_計算根拠、融資物件以外の所有物件の担保_有無区分、融資物件以外の所有物件_
処分方法区分、融資物件以外の所有物件_処分方法の詳細または未処分理由、融資物件以外の所有物件_物件評価額、融資物件以外の所有物件_計算根拠、融資物件以外の所有物件の優先債権_債権者１、融資物件
以外の所有物件の優先債権_債権額１、融資物件所在地、融資時建物担保順位、融資時土地担保順位、所有地借地区分、借地の場合地代の滞納有無区分、（つなぎ）保全措置有無区分、担保処分見込金額、事故発生
前回収元金、事故発生時残元金、事故発生年月日、事故発生理由、事故発生後回収元金、事故進捗情報区分、延滞損害金利率、延滞損害金完済年月日_機構、交渉年月日、交渉の相手方区分、交渉の手段区分、交渉
場所区分、交渉結果（相手方の反応）区分、交渉内容（詳細）、主債務者_償却同様の取扱い申請事由区分、主債務者_現況、主債務者_資産状況区分、主債務者_資産状況の詳細、主債務者認定基準区分、債務者等区
分、当該回次の延滞損害金、優先債権、債権額_金融機関、債権額_機構、債権残高、回収種類、回収年月日、回収未収額、前回回収年月日の翌日、前回までの未回収額、回収額、抵当権の一部移転登記受付年月、質
権移転請求承認請求年月日、質権移転承認年月日、競売事件の上申年月日、破産事件等の上申年月日、金消契約年月日、

5 メールマガジン登録者ファイル 住宅ローンや住宅関連の情報提供のため メールアドレス、氏名、都道府県名、性別、年代



別添様式２ 【提案を検討される際は、各機関のホームページをご確認いただきますようお願いいたします。】

機関名：住宅金融支援機構

番号 提案募集となる個人情報ファイルの名称 個人情報ファイルの利用目的 記録項目
行政機関等非識別加工情報の提案を受ける

組織の名称、所在地及び問合せ先

提案募集の対象となる個人情報ファイル一覧表

6 お客さま相談記録データファイル お客さまからの相談対応のため 氏名、相談及び対応の記録、連絡先、属性、顧客番号、債券手帳番号、積立組合番号、契約証書番号

7 団信マスターデータファイル

(１)お客さまの本人確認のため
(２)団体信用生命保険・共済の加入、継続、保険金請求、弁済金充当手
続等の事務のため
(３)お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
(４)住宅ローンや住宅関連の情報提供のため
(５)市場調査や分析・統計の実施のため
(６)アンケートの実施等による機構の業務に関連する商品やサービスの
研究・開発のため
(７)ダイレクトメールの送付等による機構の業務に関連する商品やサー
ビスのご案内・ご提供のため
(８)その他お客さまとの取引の円滑かつ適切な履行のため

告知書記入日、告知事項、告知書束番号、診断書有無、承諾謝絶サイン、承諾謝絶日、保険引受区分、特約料引落口座金融機関名、特約料引落口座金融機関コード、特約料引落口座金融機関支店名、特約料引落口
座金融機関支店コード、特約料引落口座預金種目、特約料引落口座番号、特約料引落口座名義人、特約料請求額、特約料収納額、特約料収納結果、特約料払込方法、特約料収納日、脱退日、脱退理由、任意脱退届
提出日、団信弁済届出者名、団信弁済届出者電話番号、団信弁済届出者続柄、保険事故日、保険金請求日、保険事故原因、身障者手帳区分、判定結果、支払区分、死傷病コード、依頼番号、事前判定確定日、事前判
定依頼日、支払弁済金額、支払保険金額、債務弁済日、保険金支払通知日

8 団信・保証マスターデータファイル（沖縄）

(１)お客さまの本人確認のため
(２)団体信用生命保険・共済の加入、継続、保険金請求、弁済金充当手
続等の事務のため
(３)住宅ローンの債務保証の事務のため
(４)期日管理等継続的な取引における管理のため
(５)お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
(６)住宅ローンや住宅関連の情報提供のため
(７)市場調査や分析・統計の実施のため
(８)アンケートの実施等による機構の業務に関連する商品やサービスの
研究・開発のため
(９)ダイレクトメールの送付等による機構の業務に関連する商品やサー
ビスのご案内・ご提供のため
(10)その他お客さまとの取引の円滑かつ適切な履行のため

金融機関名、金融機関コード、業務取扱店名、債権者区分、借入申込日、借入予定額、保証額、団信保障額、返済期間、保証期間、保障期間、保証委託者氏名、保証委託者住所、融資種別、保証実行日、中間資金交付
日、最終回資金交付日、第一回払込日、最終回払込日、中間保証料、保証料、相続届出日、免責的債務引受契約日、償還方法、償還特例、据置期間、団信加入者名、告知書記入日、団信加入者生年月日、団信加入者
年齢、団信加入者性別、団信加入者現住所、団信加入者郵便番号、団信加入者電話番号、告知事項、既加入の有無、既加入の保険金額、物件所在地、連生区分、顧客番号、担当地域、告知書受付日、告知書束番号、
承諾謝絶サイン、承諾謝絶日、保険引受区分、加入年月、償還金口座金融機関名、償還金口座金融機関コード、償還金口座金融機関支店名、償還金口座金融機関支店コード、償還金口座預金種目、償還金口座番号、
償還金口座名義人、特約料引落口座金融機関名、特約料引落口座金融機関コード、特約料引落口座金融機関支店名、特約料引落口座金融機関支店コード、特約料引落口座預金種目、特約料引落口座番号、特約料引
落口座名義人、特約料請求額、特約料収納額、特約料収納結果、特約料払込方法、特約料収納日、完済日、完済理由、保証終了日、保証終了理由、保証全額繰上請求期限、返還保証料、脱退日、脱退理由、任意脱退
届提出日、返金口座金融機関名、返金口座金融機関コード、返金口座金融機関支店名、返金口座金融機関支店コード、返金口座預金種類、返金口座番号、返金口座名義人、返金日、返金額、返金理由、返金結果、返
金不能理由、返金停止理由、毎月分最終回返済日付、ボーナス分最終回返済日付、毎月分金利区分、ボーナス分金利区分、毎月分貸付金額、毎月分貸付金残高、ボーナス分貸付金額、ボーナス分貸付金残高、団信
弁済届出者名、団信弁済届出者住所、団信弁済届出者郵便番号、団信弁済届出者電話番号、団信弁済届出者続柄、保険事故日、弁済金請求日、保険金請求日、保険事故原因、他融資番号、身障者手帳区分、判定結
果、支払区分、死傷病コード、依頼番号、事前判定確定日、事前判定依頼日、支払弁済金額、支払保険金額、弁済金支払年月日、保険金支払年月日

9 住・My Note ＩＤ発行管理ファイル 住・My Note 利用希望者の情報管理 申請日、受付番号、顧客番号、氏名、生年月日、口座番号、承認処理日、ID、発送日、失効日

10 住・My Note 帳票発行管理ファイル 住・My Note 利用希望者の情報管理 申請日、受付番号、顧客番号、氏名、生年月日、口座番号、発行帳票名、発行日、発送日

11 債権管理関係データファイル 債権管理のため

（債務者に関する事項）
債務者名、生年月日、住所、勤務先（就業状況）、債務者の現況等、顧客番号、受託金融機関名、受託金融機関コード、受託金融機関営業店コード、受託金融機関口座店コード、債権分類、融資種別、融資種別コード、貸付年度、貸付金額、残元金額、
毎月払残高、ボーナス払残高、最終返済期限、約定返済日、連帯債務者数、保証区分
【以下該当項目固有事項】
（延滞状況に関する事項）
延滞状況、回収措置方針、回収措置状況、回収措置方針協議結果等、債務者との交渉状況、債務者からの書類徴求状況等、承認案件の進捗状況、機構担当グループ間の書類授受状況
（返済方法変更に関する事項）
返済方法変更申請日（受付日）、返済方法変更承認日、返済方法変更の内容等
（災害の被災者に関する事項）
災害特例申請日、災害特例承認日、り災割合等、被災状況、貸付金残高
（全額繰上償還請求に関する事項）
全額繰上償還請求申請日、全額繰上償還請求日（受付日）、機構担当グループ間の書類授受状況、回収委託予定日、回収委託成立日、回収委託先への書類発送日
（民事再生事件に関する事項）
債務者代理人名、事件進捗情報等
（任意売却に関する事項）
登録日、同意取付日、仲介業者名、決済日、機構担当グループ間の書類授受状況
（無担保債権に関する事項）
仮受金、立替金、仮払金、認定基準、働きかけ日、委託可能先、委託登録状況、償却判定状況、物件処分状況、明細書、管理事務
（償却債権に関する事項）
償却年度
（抵当権抹消書類発行に関する事項）
申請者名、事前通知回答日等
（公務所からの照会に関する事項）
照会元（公務所等）、照会種別（税金、破産等）、根拠法令、事件番号、回答日、回答内容
（その他の事項）
機構担当グループ名、機構担当者名

12 住・My Note 変更届管理台帳ファイル 住・My Note利用者の情報管理のため 申請日、受付番号、ID、顧客番号、氏名、生年月日、債務者区分、金融機関コード、申請状況、承認処理日



別添様式２ 【提案を検討される際は、各機関のホームページをご確認いただきますようお願いいたします。】

機関名：住宅金融支援機構

番号 提案募集となる個人情報ファイルの名称 個人情報ファイルの利用目的 記録項目
行政機関等非識別加工情報の提案を受ける

組織の名称、所在地及び問合せ先

提案募集の対象となる個人情報ファイル一覧表

13 営業先事業者リストファイル 営業先事業者の管理 事業者名、所在地、担当者名、部署名、役職名、電話番号、内線番号、FAX番号、携帯電話番号、メールアドレス、営業内容

14 メールマガジンリストファイル 住宅ローンや住宅関連の情報提供のため メールアドレス、氏名、会社名、都道府県名

15 適合証明業務システムデータファイル

(１)検査機関等が行う適合証明業務の実施のため（同一建築物内の他
の住宅について適合証明業務を実施する場合において、個人情報のう
ち当該建築物全体に関する検査の結果を利用することを含みます。)
(２)お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
(３)その他お客さまとの取引の円滑かつ適切な履行のため

適合証明申込：物件番号、適合証明申込：ステータス、適合証明申込：事務所コード、適合証明申込：適合証明技術者番号、適合証明申込：引受承諾日、適合証明申込：適合証明書作成費、適合証明申込：適合証明書発行予定日、適合証明申込：現地
調査日、適合証明申込：立会者(氏名)、適合証明申込：適合証明業務システム番号、適合証明申込：適合証明合格日、適合証明申込：適合証明発行日、適合証明申込：適合証明書有効期限、適合証明申込：住宅性能評価書の有無、適合証明申込：住
宅性能評価書交付日、適合証明申込：住宅性能評価書交付番号、適合証明申込：評価機関名、適合証明申込：耐久性基準、適合証明申込：耐久性基準判定、適合証明申込：特記事項、適合証明申込：適合証明書（備考）、適合証明申込：帳簿（備考）、
適合証明物件：申請日、適合証明物件：適合証明番号、適合証明物件：申請者住所郵便番号、適合証明物件：申請者住所、適合証明物件：申請者電話番号、適合証明物件：申請者名称、適合証明物件：申請者担当者氏名、適合証明物件：融資種別、適
合証明物件：物件地名・地番、適合証明物件：物件住所郵便番号、適合証明物件：物件住所、適合証明物件：表示登記日付、適合証明物件：売主又は仲介業者名称、適合証明物件：売主又は仲介業者担当者氏名、適合証明物件：売主又は仲介業者電
話番号、適合証明物件：住宅の種類、適合証明物件：戸建型式、適合証明物件：併用住宅区分、適合証明物件：フラット３５Ｓ適用、適合証明物件：フラット３５Ｓ適用基準、適合証明物件：確認済証、適合証明物件：増・改築、適合証明物件：修繕 、適合証
明物件：適合証明発行希望日１、適合証明物件：現地調査希望日、適合証明物件：備考 、適合証明物件：預かり書類、住宅概要：接道状況 、住宅概要：接道長さ 、住宅概要：接道状況判定、住宅概要：敷地面積区分、住宅概要：敷地面積 、住宅概要：
敷地面積（書類）、住宅概要：延べ床面積、住宅概要：延べ床面積（書類）、住宅概要：床面積 、住宅概要：床面積（書類）、住宅概要：住宅専有面積、住宅概要：住宅専有面積（書類）、住宅概要：構造 、住宅概要：構造（書類）、住宅概要：構造（その他）、
住宅概要：構造判定 、住宅概要：戸建形式 、住宅概要：地上階数 、住宅概要：地下階数、 住宅概要：用途 、住宅概要：住宅面積、 住宅概要：非住宅面積、住宅概要：用途判定 、住宅概要：居住室数 、住宅概要：炊事場数 、住宅概要：便所数 、住宅概
要：浴室数 、住宅概要：住宅の規格判定、耐震評価：確認日区分、耐震評価：建築確認日、耐震評価：耐震評価（書類）、耐震評価：耐震評価（その他）、耐震評価：耐震評価判定、劣化状況：基礎（仕上種類）、劣化状況：基礎１（ひび割れ）、劣化状況：基
礎１（欠損)、劣化状況：基礎１判定 、劣化状況：基礎２（ひび割れ）、劣化状況：基礎２（欠損)、劣化状況：基礎２（仕上げ)、劣化状況：基礎２判定 、劣化状況：基礎３（劣化）、劣化状況：基礎３判定 、劣化状況：基礎（腐朽)、劣化状況：基礎（腐朽）判定、劣
化状況：屋外（仕上種類）、劣化状況：屋外１（ひび割れ）、劣化状況：屋外１（欠損)、劣化状況：屋外１（破断、穴）、劣化状況：屋外１（剥がれ）、劣化状況：屋外１判定 、劣化状況：屋外２（ひび割れ）、劣化状況：屋外２（欠損)、劣化状況：屋外２（せり上が
り）、劣化状況：屋外２（露出）、劣化状況：屋外２（破断、穴）、劣化状況：屋外２（剥がれ）、劣化状況：屋外２判定、劣化状況：屋外３（割れ）、劣化状況：屋外３（欠損)、劣化状況：屋外３（錆) 、劣化状況：屋外３（破断、穴）、劣化状況：屋外３（剥がれ）、劣化
状況：屋外３判定、劣化状況：屋外４（ひび割れ）、劣化状況：屋外４（欠損)、劣化状況：屋外４（せり上がり）、劣化状況：屋外４（露出）、劣化状況：屋外４（破断、穴）、劣化状況：屋外４（剥がれ）、劣化状況：屋外４判定 、劣化状況：屋外５（劣化）、劣化状
況：屋外５判定 、劣化状況：屋外（腐朽)、劣化状況：屋外（鉄筋露出)、劣化状況：屋外（腐朽)判定、劣化状況：屋外バルコニー、劣化状況：屋外バルコニー（防水）、劣化状況：屋外バルコニー判定、劣化状況：屋外バルコニー（腐朽）、劣化状況：屋外バル
コニー（鉄筋露出）、劣化状況：屋外バルコニー（腐朽）判定、劣化状況：屋外排水設備（浄化槽）、劣化状況：屋外排水設備（錆）、劣化状況：屋外排水設備判定、劣化状況：屋外排水設備（腐朽）、劣化状況：屋外排水設備（鉄筋露出）、劣化状況：屋外排
水設備（腐朽）判定、劣化状況：屋内壁（工法）、劣化状況：屋内壁（傾斜箇所）、劣化状況：屋内壁（傾斜分子）、劣化状況：屋内壁（傾斜分母）、劣化状況：屋内壁判定、劣化状況：屋内壁（腐朽)、劣化状況：屋内壁（鉄筋露出)、劣化状況：屋内壁（腐朽）判
定、劣化状況：屋内床（工法）、劣化状況：屋内床（傾斜箇所）、劣化状況：屋内床（傾斜分子）、劣化状況：屋内床（傾斜分母）、劣化状況：屋内床（沈み込み)、劣化状況：屋内床判定、劣化状況：屋内床（腐朽)、劣化状況：屋内床（鉄筋露出)、劣化状況：屋
内床（腐朽）判定、劣化状況：屋内土台（工法)、劣化状況：屋内土台（木造割裂)、劣化状況：屋内土台（鉄筋錆)、劣化状況：屋内土台判定、劣化状況：屋内土台（腐朽)、劣化状況：屋内土台（鉄筋露出)、劣化状況：屋内土台（腐朽）判定、劣化状況：屋内
小屋組（工法)、劣化状況：屋内小屋組（木造雨漏り）、劣化状況：屋内小屋組（木造割裂）、劣化状況：屋内小屋組（木造腐食）、劣化状況：屋内小屋組（鉄筋雨漏り）、劣化状況：屋内小屋組（鉄筋錆）、劣化状況：屋内小屋組判定、劣化状況：屋内小屋組
（腐朽)、劣化状況：屋内小屋組（腐朽)箇所、劣化状況：屋内小屋組（鉄筋露出)、劣化状況：屋内小屋組（腐朽)判定、劣化状況：屋内給水設備（開栓）、劣化状況：屋内給水設備（浴室漏水）、劣化状況：屋内給水設備（浴室赤水）、劣化状況：屋内給水設
備（洗濯赤水）、劣化状況：屋内給水設備（洗面漏水）、劣化状況：屋内給水設備（洗面赤水）、劣化状況：屋内給水設備（台所漏水）、劣化状況：屋内給水設備（台所赤水）、劣化状況：屋内給水設備（台所流量）、劣化状況：屋内給水設備（便所漏水）、劣
化状況：屋内給水設備（便所赤水）、劣化状況：屋内給水設備判定、劣化状況：屋内給水設備（腐朽）、劣化状況：屋内給水設備（鉄筋露出)、劣化状況：屋内給水設備（腐朽)判定、劣化状況：屋内排水設備（開栓）、劣化状況：屋内排水設備（洗面漏水）、
劣化状況：屋内排水設備（台所漏水）、劣化状況：屋内排水設備（浴室漏水）、劣化状況：屋内排水設備（洗濯漏水）、劣化状況：屋内排水設備（便所）、劣化状況：屋内排水設備（滞留）、劣化状況：屋内排水設備判定、劣化状況：屋内排水設備（腐朽）、劣
化状況：屋内排水設備（鉄筋露出)、劣化状況：屋内排水設備（腐朽)判定、劣化状況：屋内機械換気設備、劣化状況：屋内機械換気設備（通電）、劣化状況：屋内機械換気設備（不良）、劣化状況：屋内機械換気設備判定、劣化状況：屋内機械換気設備
（腐朽）、劣化状況：屋内機械換気設備（鉄筋露出）、劣化状況：屋内機械換気設備（腐朽）判定、劣化状況：共用鉄筋（露出）、劣化状況：共用鉄筋判定、劣化状況：共用給水設備、劣化状況：共用給水設備（赤水）、劣化状況：共用給水設備判定、劣化状
況：共用排水設備、劣化状況：共用排水設備判定、劣化状況：共用機械換気設備、劣化状況：共用機械換気設備判定、フラット３５Ｓ：開口部断熱区分、フラット３５Ｓ：開口部断熱評価判定、フラット３５Ｓ：外壁等断熱、フラット３５Ｓ：外壁等断熱（書類）、フ
ラット３５Ｓ：外壁等断熱評価判定、フラット３５Ｓ：床段差（確認箇所）、フラット３５Ｓ：床段差評価判定、フラット３５Ｓ：手すり 、フラット３５Ｓ：手すり評価判定、管理規約：管理規約（対象物件）区分、管理規約：管理規約（対象物件）、管理規約：管理規約（対
象物件）判定、管理規約：管理規約（共用部分）区分、管理規約：管理規約（共用部分）、管理規約：管理規約（共用部分）判定、管理規約：管理規約（管理費等）区分、管理規約：管理規約（管理費等）、管理規約：管理規約（管理費等）判定、管理規約：管
理規約（積立金使途）区分、管理規約：管理規約（積立金使途）、管理規約：管理規約（積立金使途）判定、管理規約：管理規約（積立金区分）区分、管理規約：管理規約（積立金区分）、管理規約：管理規約（積立金区分）判定、管理規約：管理規約（組合
業務）区分、管理規約：管理規約（組合業務）、管理規約：管理規約（組合業務）判定、管理規約：管理規約（議決事項）区分、管理規約：管理規約（議決事項）、管理規約：管理規約（議決事項）判定、管理規約：長期修繕（作成時期）、管理規約：長期修繕
（期間）、管理規約：長期修繕判定、照合：適合証明技術者番号、照合：適合証明技術者カナ氏名、照合：適合証明技術者漢字氏名、照合：建築士種別 、照合：建築士登録年月日、照合：建築士登録番号、照合：事務所名、照合：事務所郵便番号、照合：
事務所住所 、照合：事務所電話番号、照合：事務所FAX番号、 照合：事務所開設者名、照合：事務所登録年月日、照合：事務所登録番号、照合：事務所種別 、照合：メールアドレス、事務所：事務所コード、事務所：事務所名、事務所：事務所郵便番号、
事務所：事務所住所 、事務所：事務所電話番号、事務所：事務所FAX番号、事務所：事務所開設者名、事務所：事務所登録年月日、事務所：事務所登録番号、事務所：事務所種別 、事務所：メールアドレス、事務所：ステータス、事務所：分類 、適合証明
技術者：適合証明技術者番号、適合証明技術者：更新通番、適合証明技術者：事務所コード、適合証明技術者：適合証明技術者カナ氏名、適合証明技術者：適合証明技術者漢字氏名、適合証明技術者：建築士種別、適合証明技術者：建築士登録年月
日、適合証明技術者：建築士登録番号、適合証明技術者：更新区分、適合証明技術者：ステータス、適合証明技術者：分類

16 住宅融資保険償還関係データファイル
（１）住宅融資保険におけるリスク計量を行うため
（２）住宅融資保険における保険料計算のため

金融機関コード、保険契約番号、融資先特定番号、報告データの時点、融資種別、当初融資額、当初金利、融資実行年月日、融資期間終了年月日、返済方法、担保区分、金利形態、適用率、報告時点の適用金利、報告
時点の毎月分貸付金残高、報告時点の毎月分貸付金残回数、次回返済分の毎月分割賦金、報告時点のボーナス分貸付金残高、報告時点のボーナス分貸付金残回数、次回返済分のボーナス分割金、報告時点のボー
ナス払い月(第1回)、報告時点のボーナス払い月(第2回)、報告時点の延滞月数、延滞割賦元金、全額期限前返済額、全額期限前返済日、一部期限前返済額、一部期限前返済の種類、毎月分最終回返済日、ボーナス分
最終回返済日、事故発生受理年月日、事故発生年月日、完済消滅区分、完済受理年月日、完消年月日、融資終期、実通融資期間終期年月日、変通増額期間終期年月日

17 住宅融資保険債権管理ファイル 保険事故が発生した債権の管理のため
Ｎｏ．、金融機関コード、漁協コード、エリア、 金融機関名、融資先名、 入力者、 受信日、文書受領者、文書受領日、種別コード、保険価額、事故発生時残元金、事故発生日、事故発生・受理日、契約年度、請求終期、保険
金支払日、解決日、解決事由、サービサー売却承認日等、管理停止時残元金等、ケア内容、ＩＣタグ連番、代位・非代位区分

18 特定住宅融資保険マスターデータファイル

(１)期日管理等、お客さまとの継続的な取引における管理のため
(２)市場調査や分析・統計の実施のため
(３)その他お客さまとの取引を適切かつ円滑に履行するため

（債権明細）
顧客番号、ＭＢＳ通番、債権番号、機構支店コード、金融機関コード、金融機関支店コード、信託金融機関コード、受理年度、融資区分、融資種別コード、債権分類コード、保険契約番号、信託プール番号、申込人氏名カ
ナ、申込人氏名漢字、申込人生年月日、申込人性別、申込人前年年収、申込人郵便番号、申込人現住所カナ、申込人現住所漢字、申込人現住所電話番号、申込人勤務先名称漢字、申込人勤務先電話番号、申込人職
業コード、申込人業種コード、連帯債務者氏名カナ、連帯債務者氏名漢字、連帯債務者生年月日、連帯債務者性別、連債者郵便番号、連債者住所漢字、連債者住所カナ、連債者自宅電話番号、連債者勤務先名漢字、
連債者勤務先電話番号、連帯債務者職業コード、連帯債務者業種コード、連債者理由、連債者続柄、連帯保証人氏名カナ、連帯保証人氏名漢字、連帯保証人生年月日、連帯保証人職業コード、連帯保証人業種コード、
連帯保証人性別、償還金払込方法、償還金融機関、償還金融機関取扱店、償還金口座種目、償還口座番号、償還口座名義人、建設地コード、物件住所郵便番号、物件住所都道府県カナ、物件住所市町村名カナ、物件
住所丁目以下カナ、物件住所都道府県漢字、物件住所市町村名漢字、物件住所丁目以下漢字、物件権利、物件地目、物件構造、物件建て方、敷地面積、延べ面積（住宅）、延べ面積（非住宅）、抵当権設定建物、抵当権
設定土地、抵当権設定日、物件入居予定者数、物件入居家族構成、物件共有予定建物、物件共有予定土地、敷地内の既存建物有無、所要資金合計、その他借入公的、その他借入民間、その他借入勤務先、その他借
入親等、その他借入手持金、その他借入うち贈与、その他借入新築後返済土地、住宅所得以外借入件数、住宅所得以外借入金額、信託設定日、信託解除日、ＭＢＳ発行日、当初利率、最終利率、段金適用区分、最終
利率開始年月日、毎月返済日、返済方法、ボーナス併用償還の有無、ボーナス返済月、返済終了年月日、現在金利、延滞月数、返済終了区分、決定額計、収入合算者前年年収、連債者前年年収、合計月収、収入基準
額、申込人収入種類、返済負担率、定期借地権、団信加入、審査用金利、申込書登録日、金消契約年月日、融資実行予定年月日、辞退取消日、承認年月日最新、承認番号最新、貸付金額（毎月分）、譲渡時残高（毎月
分）、第１回返済年月日（毎月分）、最終回返済年月日（毎月分）、最終回予定返済年月日（毎月分）、返済終了年月日（毎月分）、当初償還回数（毎月分）、譲渡時償還残回数（毎月分）、償還残回数（毎月分）、延滞損害金
累計（毎月分）、累積延滞元金（毎月分）、累積延滞利息（毎月分）、月末債権残高（毎月分）、貸付金額（ボーナス分）、譲渡時残高（ボーナス分）、第１回返済年月日（ボーナス分）、最終回返済年月日（ボーナス分）、最終
回予定返済年月日（ボーナス分）、返済終了年月日（ボーナス分）、当初償還回数（ボーナス分）、譲渡時償還残回数（ボーナス分）、償還残回数（ボーナス分）、延滞損害金累計（ボーナス分）、累積延滞元金（ボーナス
分）、累積延滞利息（ボーナス分）、月末債権残高（ボーナス分）、費用、変更契約日、償還条件変更適用事由、保険料率、保険事故発生通知書支店受理日、保険関係消滅日、処理年月、申込人本人残証希望、申込人勤
務先資本金コード、連債者残証希望、優良住宅支援、優遇当初金利、優遇当初金利適用年数、優遇毎月返済額、優遇ボーナス返済額、借換区分、借換金利種類、借換当初借入年月日、借換当初取得価額、借換当初借
入金額、前払賃料、優良住宅支援適用、優遇金利期間、当初付保仮承認年月日、最新付保仮承認年月日、当初付保承認年月日、最新付保承認年月日、付保承認取消年月日、自動辞退年月日、自動辞退取消日、新仮
承認番号当初、新仮承認番号最新、新承認番号当初、新承認番号最新、新自動辞退番号、代位終了日、代位区分、申込受理日、長期優良住宅、被災区分、優良住宅パターン、優遇金利２、優遇金利２毎月返済額、優遇
金利２ボーナス返済額、リフォーム種別、優遇金利２適用年数、優遇金利３、優遇金利３適用年数、優遇金利３毎月返済額、優遇金利３ボーナス返済額、金利優遇
（回収明細）
顧客番号、入金日、債権番号、金融機関コード、返済状況、回収前残高（毎月）、回収後残高（毎月）、当月回収予定元金（毎月）、当月回収予定利息（毎月）、約定回収元金（毎月）、約定回収利息（毎月）、期限前返済額
（毎月）、経過利息（毎月）、延滞回収元金（毎月）、延滞回収利息（毎月）、延滞損害金（毎月）、回収前残高（ボーナス）、回収後残高（ボーナス）、回収予定元金（ボーナス）、回収予定利息（ボーナス）、約定回収元金（ボー
ナス）、約定回収利息（ボーナス）、期限前返済額（ボーナス）、経過利息（ボーナス）、延滞回収元金（ボーナス）、延滞回収利息（ボーナス）、延滞損害金（ボーナス）、期限前返済手数料、償還条件変更手数料、処理年月
（保険料請求明細）
保険料請求年月、支店ＣＤ、支店名、金融機関ＣＤ、金融機関名、金融機関支店ＣＤ、ＭＢＳ通番、融資実行年月日、顧客番号、顧客カナ氏名、顧客漢字氏名、残元金、保険料率、計算期間、保険料、優良住宅支援適用
中、優遇金利期間、信託設定日、信託解除日、被災区分、優良住宅パターン、融資率、借換区分、申込本人前年年収、収入合算者前年年収、返済負担率、リフォーム種別、金利優遇



別添様式２ 【提案を検討される際は、各機関のホームページをご確認いただきますようお願いいたします。】

機関名：住宅金融支援機構

番号 提案募集となる個人情報ファイルの名称 個人情報ファイルの利用目的 記録項目
行政機関等非識別加工情報の提案を受ける

組織の名称、所在地及び問合せ先

提案募集の対象となる個人情報ファイル一覧表

19 団信特約料クレジットカード払いリストファイル 団信特約料クレジットカード払いのお客さま管理のため 氏名、カナ氏名、生年月日、郵便番号、住所、電話番号、電子メールアドレス、クレジットカード払い可否判定コード、団信加入年月日、金融機関コード

20 登録司法書士リストファイル 移転登記を行うため 登録の状況、司法書士番号、書士会コード、書士会名、氏名、郵便番号、住所、電話番号

21 災害融資郵送受付管理台帳ファイル 郵送受付案件の進捗管理のため 氏名、災害区分、申込区分、処理状況、受理日、融資承認日、団信加入の有無、加入団信種類、借入希望額、返済期間、り災物件所在地、融資物件所在地、取扱金融機関等



別添様式２ 【提案を検討される際は、各機関のホームページをご確認いただきますようお願いいたします。】

機関名：国立研究開発法人水産研究・教育機構

番号 提案募集となる個人情報ファイルの名称 個人情報ファイルの利用目的 記録項目
行政機関等非識別加工情報の提案を受ける

組織の名称、所在地及び問合せ先

1 学籍簿管理ファイル
学生の個人情報を把握することにより、学生と
の連絡、成績証明書、卒業証明書等必要書類
の発行に利用する。

１．学生・保証人の氏名　２．学生・保証人の住所　３．生年月日
４．学歴　５．学業成績

国立研究開発法人水産研究・教育機構
神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25　総務部総務課

2 入試事務処理ファイル
水産大学校の入学試験における受験生の情
報を把握し、志願・合格者の分析に利用する。

１．学生・保証人の氏名　２．学生・保証人の住所　３．生年月日  ４．学歴　５．入学試
験に係る成績及び入学判定記録

国立研究開発法人水産研究・教育機構
神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25　総務部総務課

3 学生情報ファイル 学生の学籍情報の記録及び整理に利用する。
１．学生基本情報　２．保護者情報　３．入学情報　４．通学情報  ５．奨学生情報　６．
免許資格情報　７．クラブ情報

国立研究開発法人水産研究・教育機構
神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25　総務部総務課

提案募集の対象となる個人情報ファイル一覧表



別添様式２ 【提案を検討される際は、各機関のホームページをご確認いただきますようお願いいたします。】

機関名：独立行政法人製品評価技術基盤機構

番号 提案募集となる個人情報ファイルの名称 個人情報ファイルの利用目的 記録項目
行政機関等非識別加工情報の提案を受ける

組織の名称、所在地及び問合せ先

1 登録・認定事業者の申請、登録等に係る連絡先情報

計量法校正事業者登録制度、計量法特定計
量証明事業者 認定制度、産業標準化法試験
事業者登録制度及び製品評 価技術基盤機構
認定制度の登録 ・ 認定審査、 立入検査及 び
国際MRA対応認定事業者の再認定審査 ・ 認
定維持審 査のため

①氏名、②所属・役職、③電話・FAX番号、④E-mailメールアドレス

2 審査員、技術専門家、委員会委員等に関する情報
認定センターが行う認定審査に係る審査員、
技術専門家の管理及び認定業務に係る委員
会委員管理のため

①氏名、②所属・役職、③住所、④電話・FAX番号、⑤E-mailアドレス、⑥生年月日、⑦
略歴、⑧自宅最寄駅又はバス停

3 財務会計システム（旧） 過年度データとしての保有のみ
１．氏名　２．住所　３．銀行情報（銀行名・支店名・預金種別・口座番号・各識別コード）
４．メールアドレス

4 財務会計システム（新） 謝金・給与等の支払事務
１．氏名　２．住所　３．銀行情報（銀行名・支店名・預金種別・口座番号・各識別コード）
４．メールアドレス

5 特許微生物寄託関連データ（ＩＰＯＤ） 特許微生物の寄託審査、受付
１氏名、２住所、３申請年月日、４寄託微生物の名称、５寄託微生物の性質、培養条件
等、６請求先

6 ＰＲＴＲ届出管理システムデータ

特定化学物質の環境への排出量の把握等及
び管理の改善の促進に関する法律第５条第２
項に基づく第一種指定化学物質の排出量及
び移動量の届出及びその事務処理のため

届出事業者名称、住所、代表者役職、代表者氏名、届出代理人役職、届出代理人氏
名、事業所名称、事業所所在地、事業所において常時使用される従業員の数、事業所
において行われる事業が属する業種、担当者部署、担当者氏名、問い合わせ先電話
番号、電子メールアドレス、第一種指定化学物質の排出量及び移動量

7 ３省共同化学物質データベースシステム

化学物質の審査及び製造等の規制に関する
法律（化審法）第３条第１項、第７条第１項、第
５条第１項、第５条第７項、第３条第１項第４
号、第３条第１項第６号の事務を計画的かつ
効率的に進めると共に化学物質の安全性情
報を一元的に管理

事業者名称、住所、代表者役職、代表者氏名、担当者部署、担当者氏名、問い合わせ
先電話番号、電子メールアドレス、化学物資の安全性に関する情報

8
バイオテクノロジーセンター業務情報基盤システムにお
ける特定のデータベース

生物遺伝資源の分譲業務、寄託業務に係る
手続きに利用

１．依頼者情報
1-1.依頼者氏名 1-2.安全責任者、1-3.所属機関及び部署名 1-4.住所、1-5.ＴＥＬ 1-
6.FAX 1-7.E-mail
２．請求書情報
2-1.NBRC 番号 2-2.生物遺伝資源の名称
2-3.請求金額　2-4.請求番号　2-5.請求書宛名
2-6.請求送付先住所　2-7.請求先TEL　2-8.請求先FAX
３．寄託者情報
3-1.寄託者氏名 3-2.所属機関及び部署名 3-3.住所
3-4.ＴＥＬ 　3-5.FAX 　3-6.E-mail
４．寄託生物遺伝資源に関する情報
4-1.NBRC 番号 4-2.生物遺伝資源の名称

9 特許微生物寄託関連データ（ＮＰＭＤ） 特許微生物の寄託審査、受付
１氏名、２住所、３申請年月日、４寄託微生物の名称、５寄託微生物の性質、培養条件
等、６請求先

10
独立行政法人製品評価技術基盤機構の保有する名
刺情報

独立行政法人製品評価技術基盤機構の役職
員が外部機関等と交換した名刺を共有し、
適切な連絡に役立てる。

１氏名、２役職、３住所、４連絡先（電話番号・E-mailアドレス等）、５名刺
交換日、６打ち合わせ等の記録

11 ＮＩＴＥ化審法連絡システム
化学物質の審査及び製造等の規制に関する
法律に関する質問及び申請に対する回答

担当者者氏名、担当者の所属機関名、連絡先電話番号・ＦＡＸ番号、担当者の
連絡先メールアドレス、化学物質の安全性に関する情報

提案募集の対象となる個人情報ファイル一覧表

独立行政法人製品評価技術基盤機構
企画管理部 情報公開・個人情報保護相談室
東京都渋谷区西原２－４９－１０



別添様式２ 【提案を検討される際は、各機関のホームページをご確認いただきますようお願いいたします。】

機関名：独立行政法人大学入試センター

番号 提案募集となる個人情報ファイルの名称 個人情報ファイルの利用目的 記録項目
行政機関等非識別加工情報の提案を受ける

組織の名称、所在地及び問合せ先

1 令和３年度大学入学共通テスト志願者ファイル
大学入学共通テスト志願者の基本情報及び成
績を記録し，共通テストの実施並びに共通テ
スト利用大学への成績提供

１年度，２高等学校等コード，３氏名，４性別，５生年月日，
６住所，７電話番号，８受験教科数，９出願資格，１０登録教科，
１１別冊子希望，１２払込通知書情報，１３身障者特別措置の有無，
１４受験番号，１５試験地区コード，１６追再情報，１７学力試験結果（得点）

(名 称)独立行政法人大学入試センター総務部総務課
(所在地)〒153-8501 東京都目黒区駒場2丁目19番23号
（問合せ先）総務課　ＴＥＬ：03-5478-1213

2 令和２年度大学入試センター試験志願者ファイル
大学入試センター試験志願者の基本情報及
び成績を記録し，センター試験の実施並びに
センター試験利用大学への成績提供

１年度，２高等学校等コード，３氏名，４性別，５生年月日，
６住所，７電話番号，８受験教科数，９出願資格，１０登録教科，
１１別冊子希望，１２払込通知書情報，１３身障者特別措置の有無，
１４受験番号，１５試験地区コード，１６追再情報，１７学力試験結果（得点）

(名 称)独立行政法人大学入試センター総務部総務課
(所在地)〒153-8501 東京都目黒区駒場2丁目19番23号
（問合せ先）総務課　ＴＥＬ：03-5478-1213

3 平成３１年度大学入試センター試験志願者ファイル
大学入試センター試験志願者の基本情報及
び成績を記録し，センター試験の実施並びに
センター試験利用大学への成績提供

１年度，２高等学校等コード，３氏名，４性別，５生年月日，
６住所，７電話番号，８受験教科数，９出願資格，１０登録教科，
１１別冊子希望，１２払込通知書情報，１３身障者特別措置の有無，
１４受験番号，１５試験地区コード，１６追再情報，１７学力試験結果（得点）

(名 称)独立行政法人大学入試センター総務部総務課
(所在地)〒153-8501 東京都目黒区駒場2丁目19番23号
（問合せ先）総務課　ＴＥＬ：03-5478-1213

提案募集の対象となる個人情報ファイル一覧表



別添様式２ 【提案を検討される際は、各機関のホームページをご確認いただきますようお願いいたします。】

機関名：大学改革支援・学位授与機構

番号 提案募集となる個人情報ファイルの名称 個人情報ファイルの利用目的 記録項目
行政機関等非識別加工情報の提案を受ける

組織の名称、所在地及び問合せ先

1 出張旅費システム職員マスタ 旅費計算業務のため 1.職員コード、2.職員区分、3.出張者氏名、4.所属組織、5.適用俸給、6.住所
名称：独立行政法人大学改革支援・学位授与機構
所在地：東京都小平市学園西町１－２９－１
問合せ先：管理部総務課　０４２－３０７－１５１２

提案募集の対象となる個人情報ファイル一覧表



別添様式２ 【提案を検討される際は、各機関のホームページをご確認いただきますようお願いいたします。】

機関名：中小企業基盤整備機構

番号
提案募集となる個人情報ファイルの

名称
個人情報ファイルの利用目的 記録項目

行政機関等非識別加工情報の提案を受け
る

組織の名称、所在地及び問合せ先

1
持続化補助金（コロナ特別対応型）申請者一
覧

小規模事業者持続化補助金（コロナ特別対応
型）申請者の情報管理

1.申請者番号,2.申請者名（屋号）,3.代表者名,4.特例事業者有無,5.共同申請有無,6.共同申請者数,7.所在地,8.従業員数,9.業
種,10.補助事業の事業名称,11.商工会議所・商工会名（コード）,12.支援機関確認書有無,13.事業費合計,14.採用補助率,15.補
助金申請額,16.コロナ投資額,17.コロナ投資割合,18.事業再開枠事業費合計額,19.事業再開枠補助金申請額,20.補助金申請
合計額,21.概算払希望有無,22.概算払金額,23.審査員採点評価,24.要件不備有無

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

2 小規模事業者統合データベース
中小機構の顧客記録を一元管理し、円滑かつ
効率的な営業活動に資するために利用する。

１．企業コード、２．法人番号、３．調査年月日、４．更新年月日、５．法人格コード、６．漢字商号、７．郵便番号、８．住所、９．
住所地域コード、１０．住所地域名、１１．住所都道府県コード、１２．住所都道府県名、１３．住所市区郡コード、１４．住所コー
ド、１５．住所バーコード番号、１６．電話番号、１７．資本金（千円）、１８．従業員数、１９．創業年月、２０．設立年月、２１．事
業所数、２２．工場・支店・営業所、２３．概況、２４．営業品目、２５．産業大分類コード、２６．産業大分類名、２７．産業中分類
コード、２８．産業中分類名、２９．産業小分類コード、３０．産業小分類名、３１．産業細分類コード、３２．産業細分類名、３３．
扱い品コード、３４．扱い品名、３５．前々期決算期、３６．前々期売上高（百万円）、３７．前々期利益未詳フラグ、３８．前々期
税引後利益（千円）、３９．前々期自己資本比率、４０．前々期決算書フラグ、４１．前期決算期、４２．前期売上高（百万円）、４
３．前期利益未詳フラグ、４４．前期税引後利益（千円）、４５．前期自己資本比率、４６．前期決算書フラグ、４７．前期売上伸
長率、４８．前期売上伸長額（千円）、４９．前期利益伸長率、５０．前期利益伸長額（千円）、５１．今期決算期、５２．今期売上
高（百万円）、５３．今期利益未詳フラグ、５４．今期税引後利益（千円）、５５．今期自己資本比率、５６．今期決算書フラグ、５
７．今期売上伸長率、５８．今期売上伸長額（千円）、５９．今期利益伸長率、６０．今期利益伸長額（千円）、６１．一人当り月
間売上金額（千円）、６２．一人当り月間利益金額（千円）、６３．評点、６４．全国社数、６５．全国ランキング、６６．都道府県別
社数、６７．都道府県別ランキング、６８．代表者役職名、６９．代表者カナ氏名、７０．代表者漢字氏名、７１．代表者性別フラ
グ、７２．役員役職名、７３．役員漢字氏名、７４．外資企業フラグ、７５．親企業、７６．株式公開フラグ、７７．額面株価フラグ、
７８．証券コード、７９．edinetコード、８０．有報提出企業名、８１．有報提出企業との関係コード、８２．有報提出企業との関係
名称、８３．主要株主名、８４．主要株主持株数、８５．株主企業名、８６．主要仕入先、８７．仕入先企業名、８８．主要販売
先、８９．販売先企業名、９０．取引銀行名、９１．従業員数フラグ、９２．資本金フラグ、９３．創業年フラグ、９４．設立年フラ
グ、９５．業種フラグ、９６．規模フラグ、９７．代表者年齢フラグ、９８．評点フラグ、９９．前々期売上高フラグ、１００．前期売上
高フラグ、１０１．今期売上高フラグ、１０２．前々期税引後利益フラグ、１０３．前期税引後利益フラグ、１０４．今期税引後利益
フラグ、１０５．dm管理区分

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

3
経営支援アドバイザー及び経営実務支援アド
バイザーに係る専門家登録データベース

各種事業で活用する経営支援アドバイザーの
選定のために利用する。

１．住所、２．氏名、３．電話・FAX番号、４．生年月日、５．年齢、６．勤務（所属）先、７．役職、８．勤務先住所、９．勤務先電
話・FAX番号、１０．携帯電話番号、１１．メールアドレス、１２．学歴、１３．職歴、１４．支援実績、１５．資格、１６．専門分野

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

4 経営相談・出張相談・電子相談カルテ
経営相談・出張相談・電子相談の案件管理のた
めに利用する。

１．相談日、２．相談形態、３．相談回数、４．会社名、５．本社住所、６．電話・FAX番号、７．HPアドレス、８．資本金、９．売上
高、１０．設立年、１１．従業員数、１２．業種、１３．代表者氏名、１４．事業内容、１５．相談者氏名、１６．年齢、１７．性別、１
８．役職名、１９．メールアドレス、２０．相談内容、２１．アドバイス内容

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

5 よろず支援拠点利用者満足度調査送付リスト
よろず支援拠点利用者への満足度調査を実施
するため。

１．相談日、２．都道府県名、３．相談企業名、４．主相談対応者名、５．相談者名、６．代理相談機関名、７．代理相談者名、
８．メールアドレス、９．郵便番号、１０．住所

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

6 代理申請協力店(軽減税率対策補助金） 軽減税率対策補助金の各種申請情報の管理
1.協力店番号,2.協力店事業者名（カナ）,3.法人番号,4.事業者名(屋号),5.事業者名(屋号)フリガナ,6.代表者氏名,7.代表者氏名
フリガナ,8.都道府県,9.担当者所属,10.担当者氏名,11.担当者氏名カナ,12.担当者固定,13.担当者携帯,14.メールアドレス,15.事
務局備考

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

7 B型指定事業者(軽減税率対策補助金） 軽減税率対策補助金の各種申請情報の管理

1.指定事業者番号,2.指定事業者名（カナ）,3.法人番号,4.事業者名(屋号),5.事業者名(屋号)フリガナ,6.代表者肩書,7.代表者
氏,8.代表者名,9.代表者氏フリガナ,10.代表者名フリガナ,11.郵便番号,12.都道府県,13.市区町村,14.番地等,15.建物名,16.部屋
番号,17.住所カナ,18.担当者所属,19.担当者氏,20.担当者名,21.担当者氏カナ,22.担当者名カナ,23.担当者固定,24.担当者携
帯,25.ＦＡＸ,26.メールアドレス,27.事務局備考,28.要注意フラグ,29.B指定事業者向け_質問01,30.B指定事業者向け_質問02

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

8 C型指定事業者(軽減税率対策補助金） 軽減税率対策補助金の各種申請情報の管理

1.指定事業者番号,2.指定事業者名（カナ）,3.法人番号,4.事業者名(屋号),5.事業者名(屋号)フリガナ,6.代表者肩書,7.代表者
氏,8.代表者名,9.代表者氏フリガナ,10.代表者名フリガナ,11.郵便番号,12.都道府県,13.市区町村,14.番地等,15.建物名,16.部屋
番号,17.住所カナ,18.担当者所属,19.担当者氏,20.担当者名,21.担当者氏カナ,22.担当者名カナ,23.担当者固定,24.担当者携
帯,25.ＦＡＸ,26.メールアドレス,27.事務局備考,28.要注意フラグ

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

提案募集の対象となる個人情報ファイル一覧表



別添様式２ 【提案を検討される際は、各機関のホームページをご確認いただきますようお願いいたします。】

機関名：中小企業基盤整備機構

番号
提案募集となる個人情報ファイルの

名称
個人情報ファイルの利用目的 記録項目

行政機関等非識別加工情報の提案を受け
る

組織の名称、所在地及び問合せ先

提案募集の対象となる個人情報ファイル一覧表

1.申請番号,2.申請タイプ,3.申請工程,4.承認ステータス(詳細),5.親 申請書,6.まとめて申請区分,7.申請番号 (組合),8.組合員通
し番号,9.重複申請グループ,10.口座,11.リース併用時申請者口座,12.概算請求ステータス,13.概算請求回,14.相殺 概算年月-
回数,15.相殺完了日,16.スナップショットバージョン,17.バージョン,18.退避データ,19.計画変更フラグ,20.事業遅延承認フラグ,21.
中古申請有無,22.レジ導入改修区分,23.リース併用フラグ,24.受付日,25.（完了報告）受付日,26.補助率3/4フラグ,27.B1交付申
請電通承認日,28.申請者区分,29.申請者法人番号,30.複数回申請,31.申請者事業者名(屋号),32.申請者事業者名(屋号)フリガ
ナ,33.申請者代表者肩書,34.申請者代表者肩書フリガナ,35.申請者代表者氏,36.申請者代表者名,37.申請者代表者氏フリガ
ナ,38.申請者代表者名フリガナ,39.申請者代表者生年月日,40.申請者郵便番号,41.申請者都道府県,42.申請者市区町村,43.申
請者番地等,44.申請者建物名,45.申請者部屋番号,46.申請者住所カナ,47.総務省JIS,48.申請者担当者所属,49.申請者担当者
役職,50.申請者担当者氏,51.申請者担当者名,52.申請者担当者氏フリガナ,53.申請者担当者名フリガナ,54.申請者担当者電
話番号(固定),55.申請者担当者電話番号(携帯),56.申請者担当者ＦＡＸ番号,57.申請者担当者メールアドレス,58.資本金（出資
金）,59.従業員数,60.主たる業種,61.主たる業種：その他テキスト,62.主たる事業内容,63.売上高の確認,64.売上高の確認 補入
力あり,65.現在利用している受発注システムが複数税率に対応していない,66.みなし大企業に該当しない,67.軽減税率の対象
品目を取り扱う,68.申請時においてEDI/EOS等の電子的受発注システムを利用している,69.風営適正化法に規定する「風俗
営業」「性風俗関連特殊営業」「接客業務受託営業」の許可又は届出をしていません,70.反社会的勢力に該当せず、今後にお
いても、反社会的勢力との関係を持つ意思はありません,71.B1型申請を合わせて行っており、機能の重複はありません,72.B
型申請番号,73.B1型申請はしていません。,74.代理種別：代理,75.指定事業者番号,76.代理事業者名(屋号),77.代理事業者名
(屋号)フリガナ,78.代理代表者肩書,79.代理代表者肩書フリガナ,80.代理代表者氏,81.代理代表者名,82.代理代表者氏フリガ
ナ,83.代理代表者名フリガナ,84.代理郵便番号,85.代理都道府県,86.代理市区町村,87.代理番地等,88.代理建物名,89.代理部
屋番号,90.代理住所カナ,91.代理担当者所属,92.代理担当者氏,93.代理担当者名,94.代理担当者氏フリガナ,95.代理担当者名
フリガナ,96.代理担当者電話番号(固定),97.代理担当者電話番号(携帯),98.代理担当者FAX番号,99.代理担当者メールアドレ
ス,100.代理種別：共同,101.リース事業者番号,102.共同事業者名(屋号),103.共同事業者名(屋号)フリガナ,104.共同代表者肩
書,105.共同代表者肩書フリガナ,106.共同代表者氏,107.共同代表者名,108.共同代表者氏フリガナ,109.共同代表者名フリガ
ナ,110.共同郵便番号,111.共同都道府県,112.共同市区町村,113.共同番地等,114.共同建物名,115.共同部屋番号,116.共同住
所カナ,117.共同担当者所属,118.共同担当者氏,119.共同担当者名,

120.共同担当者氏フリガナ,121.共同担当者名フリガナ,122.共同担当者電話番号(固定),123.共同担当者電話番号(携帯),124.
共同担当者FAX番号,125.共同担当者メールアドレス,126.システム分類ごとの人件費適正チェック,127.FP法による工数適正
チェック,128.特別審査員による工数適正チェック,129.外部審査（仕入請求書）,130.外部審査（仕入請求書）更新日,131.外部審
査（適正価格 機器）,132.外部審査（適正価格 経費）,133.外部審査（適正価格 再確認）,134.外部審査ステータス,135.外部審
査ステータス更新日,136.補助事業の概要,137.改修・導入完了予定日,138.事業完了予定日,139.契約日（完了報告）,140.支払
完了日（完了報告）,141.事業実施期間開始日（完了報告）,142.事業実施期間終了日（完了報告）,143.レジ6台以上チェッ
ク,144.ポイント値引きありチェック,145.2/3補助率チェック,146.中古事業者の一致チェック,147.理由書有無のチェック,148.3軸
審査最終チェック有無,149.3軸審査最終チェック,150.交付申請額合計 (調整前),151.事業者上限調整額,152.重複上限調整
額,153.交付申請額（申請時）,154.交付申請額（交付決定時）,155.交付決定金額,156.調整前交付申請額,157.調整額,158.交付
申請額合計,159.交付申請額合計(申請者),160.交付申請額合計(共同申請者),161.免除金額,162.電通承認日,163.振込日,164.
導入＋改修混在型　,165.転リース,166.ｍPOS申告書要案件,167.被災見込み,168.被災確定,169.レンタル申請,170.計画変更
付する条件フラグ,171.計画変更　付する条件欄01,172.計画変更　付する条件欄02,173.最終承認日,174.誤申請日,175.申請
取下げ日,176.全返却日,177.（計画変更）受付日,178.（計画変更）承認日,179.（完了報告）最終承認日,180.その他重要確認情
報　質問①所属団体　商工会議所,181.その他重要確認情報　質問①所属団体　商工会,182.その他重要確認情報　質問①
所属団体　組合,183.その他重要確認情報　質問①所属団体　その他団体,184.その他重要確認情報　質問①所属団体　所
属していない,185.その他重要確認情報　質問①所属団体　その他団体（テキスト）,186.その他重要確認情報　質問②認知方
法　商工会議所,187.その他重要確認情報　質問②認知方法　商工会,188.その他重要確認情報　質問②認知方法　組
合,189.その他重要確認情報　質問②認知方法　取引先の民間金融機関（銀行や信金、信組など）,190.その他重要確認情報
質問②認知方法　取引先の公的金融機関,191.その他重要確認情報　質問②認知方法　税理士,192.その他重要確認情報
質問②認知方法　自治体,193.その他重要確認情報　質問②認知方法　レジメーカー・システムベンダー,194.その他重要確認
情報　質問②認知方法　販売店（レジ販売店、家電量販店など）,195.その他重要確認情報　質問②認知方法　中小機構,196.
その他重要確認情報　質問②認知方法　税務署,197.その他重要確認情報　質問②認知方法　テレビ,198.その他重要確認
情報　質問②認知方法　ラジオ,199.その他重要確認情報　質問②認知方法　新聞,200.その他重要確認情報　質問②認知方
法　広報誌・機関誌・チラシ,201.その他重要確認情報　質問②認知方法　インターネットサイト(Youtube),202.その他重要確認
情報　質問②認知方法　インターネットサイト(NewsPicks),203.その他重要確認情報　質問②認知方法　その他のインター
ネットサイト(Yahoo!、Google等),204.その他重要確認情報　質問②認知方法　SNS,205.その他重要確認情報　質問②認知方
法　展示会・説明会,206.その他重要確認情報　質問②認知方法　その他,207.その他重要確認情報　質問②認知方法　その
他（テキスト）

9 申請書（共通）_(軽減税率対策補助金） 軽減税率対策補助金の各種申請情報の管理
〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル

総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）



別添様式２ 【提案を検討される際は、各機関のホームページをご確認いただきますようお願いいたします。】

機関名：中小企業基盤整備機構

番号
提案募集となる個人情報ファイルの

名称
個人情報ファイルの利用目的 記録項目

行政機関等非識別加工情報の提案を受け
る

組織の名称、所在地及び問合せ先

提案募集の対象となる個人情報ファイル一覧表

10
【申込者データ】1013第1回中小企業「強靭
化」シンポジウム

強靱化シンポジウムへの参加希望者への連絡及

1．メールアドレス、2．受付番号、3．敬称、4．氏名、5．氏名（姓）、6．氏名（名）、7．氏名カナ、8．氏名カナ（姓）、9．氏名カナ
（名）、10．連絡先区分、11．郵便番号、12．住所、13．電話番号、14．FAX番号、15．勤務先名、16．部署名、17．役職名、
18．勤務先郵便番号、19．勤務先住所、20．勤務先電話番号、21．勤務先FAX番号、22．職業、23．業種、24．職種、25．役
職、26．お勤め先従業員規模、27．所属部門、28．IT立場、29．第三者提供フラグ、30．協賛企業名、31．登録日時、32．展示
会出欠、33．受講者単位Webセミナー用視聴URL、34．受講者単位Webセミナー用ID、35．受講者単位Webセミナー用パス
ワード、36．受講者単位Webセミナー用備考、37．チケット名、38．チケット単位Webセミナー用視聴URL、39．チケット単位Web
セミナー用ID、40．チケット単位Webセミナー用パスワード、41．チケット単位Webセミナー用備考、42．セッションコード1、43．
セッション名1、44．出欠1、45．セッション単位Webセミナー用視聴URL1、46．セッション単位Webセミナー用ID1、47．セッション
単位Webセミナー用パスワード1、48．セッション単位Webセミナー用備考1、49．読者番号、50．今回の登壇者にお聞きになり
たいことがあれば、記載ください。（自由記述）、貴社は事業継続力強化計画を策定していますか？、52．Q2で「いいえ」と答
えた方に質問です。理由を以下より選択してください。、53．その他フリーアンサー、54．事業継続力強化計画の策定などに
ついて質問があれば、記載ください（自由記述）

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

11
【申込者データ】第2回中小企業「強靱化」シン
ポジウム

強靱化シンポジウムへの参加希望者への連絡及

1．漢字姓、2．漢字名、3．E-Mailアドレス、4．カナ姓、5．カナ名、6．連絡先区分（K会社/J自宅）、7．郵便番号、8．住所、9．
勤務先、10．部署名、11．役職名、12．電話番号、13．FAX番号、14．今回の登壇者にお聞きになりたいことがあれば、記載く
ださい。（自由記述）、15．貴社は事業継続力強化計画を
策定していますか？、16．Q2で「いいえ」と答えた方に質問です。
理由を以下より選択してください。、17．その他フリーアンサー、18．事業継続力強化計画の策定などについて質問があれ
ば、記載ください（自由記述）

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

12
中小企業デジタル化応援隊登録IT専門家一
覧

IT専門家登録情報の管理
1.ID、2.氏名、3.登録種別、4.紹介者、5.認定支援機関名、6.業種、7.支援可能領域、8.法人番号、9.年齢、10.都道府県、11.
メールアドレス

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

13
中小企業デジタル化応援隊登録中小企業一
覧

中小企業情報の管理 1.ID、2.企業名、3.代表者名、4.紹介者、5.業種、6.都道府県、7.従業員数
〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

14 創業補助金に係る報告 創業補助金採択者の管理 １．採択番号、２．企業名、３．氏名、４．性別、５．年齢、６．採択者連絡先（市区町村名のみ）、７．事業テーマ
〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

15 TIP*Sメルマガ配信リスト 受講者管理・募集促進のために利用する。 １．氏名、２．年齢、３．性別、４．住所、５．電話番号、６．メールアドレス、７．勤務先、８．業種、９．資本金、１０．従業員数
〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

16 TIP*S名刺情報 TIP*S広報誌の郵送先選定のため。
１．勤務先、２．部署、３．役職、４．氏名、５．電話番号、６．メールアドレス、７．携帯電話、８．FAX、９．会社URL、１０．名刺
交換日

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

17 中小企業大学校研修受講企業データベース
中小企業大学校研修受講者像及び受講履歴等
の把握のために利用する。

１．企業名、２．代表者名、３．性別、４．年齢、５．住所、　６．電話番号、７.受講者名
〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

18 中小企業大学校講師データベース
受講実績把握及び講師選定等のために利用す
る。

１．氏名、２．生年月日（年齢）、３．性別、４．勤務先、５．役職、６．勤務先住所、７．勤務先電話、８．自宅住所、９．自宅電話
番号、１０．専門分野、１１．資格、１２．職業、１３．著書、１４．略歴

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

19 虎ノ門セミナー参加者リスト 受講者像及び受講者募集のために利用する。 １．受講者氏名、２．所属企業名、３．業種 ４．メールアドレス
〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

20 ビジログ登録者リスト
人材支援事業に関連する情報提供のために利
用する。

１．氏名、２．メールアドレス、３．ID、４．所属企業名、５．郵便番号、６．所在企業住所、７．年齢、８．性別、９．地域、１０．役
職、１１．勤続年数、１２．資本金、１３．従業員数、１４．業種

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

21 ＵxＵ登録企業DB
販路開拓事業に関連する各種連絡・情報提供
のために利用する。

１．企業名、２．代表者名、３．担当者名・役職、４．所在地、５．電話番号、６．メールアドレス
〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

22 ジェグテック登録会員リスト
マッチング事業に関連する各種連絡・情報提供
のために利用する。

１．企業名、２．代表者名、３．担当者名・役職、４．所在地、５．電話番号、６．メールアドレス
〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

23 国際化支援アドバイス等案件管理システム 相談実績の把握のために利用する。 １．企業名、２．代表者名、３．利用者名・役職、４．所在地、５．電話番号、６．ＦＡＸ番号、７．メールアドレス
〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）



別添様式２ 【提案を検討される際は、各機関のホームページをご確認いただきますようお願いいたします。】

機関名：中小企業基盤整備機構

番号
提案募集となる個人情報ファイルの

名称
個人情報ファイルの利用目的 記録項目

行政機関等非識別加工情報の提案を受け
る

組織の名称、所在地及び問合せ先

提案募集の対象となる個人情報ファイル一覧表

24 中小企業総合展来場者データベース
過年度来場者の把握、DM等の送付のために利
用する。

１．来場年度、２．来場フェア名、３．氏名、４．会社名、５．部署、６．役職、７．住所、８．電話番号、９．FAX番号、１０．メール
アドレス

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

25
新価値創造PORTAL会員（旧「新価値創造
NAVI（来場者）」

ウェブ展示会出展者への各種連絡、情報提供
のため利用する。

１．企業名、２．代表者名、３．担当者名・役職、４．所在地、５．電話番号、６．メールアドレス
〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

26 過去商談会参加日本企業一覧 海外CEO商談会への参加実績の把握および開催
１．企業名、２．代表者名、３．担当者名・役職、４．所在地、５．電話番号、６．メールアドレス、７．売上高、８．資本金、９．従
業員数

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

27
新型コロナ特別利子補給助成金　基本フレー
ムリスト元データ

新型コロナ特別利子補給助成金交付対象者の情
１.取引番号、２.名寄せ番号、３.支店名、４.事業者名、５.助成対象貸付額、６.運用利率、７.貸付日、８.初回返済日、９.初回利
払い日、１０.最終返済日、１１.元金均等返済額、１２.総貸付額、１３.イレギュラー
フラグ、１４.利子補給概算計算額、１５.計算結果

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

28
新型コロナ特別利子補給助成金　交付対象
者一覧

新型コロナ特別利子補給助成金交付対象者の情１.事業者名、２.代表者名、３.助成金額、４.取引番号、５.名寄番号、６.交付申請日、７.貸付日、８.貸付額、９.申請者数
〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

29
新型コロナ特別利子補給助成金　交付決定
通知書元データ

新型コロナ特別利子補給助成金交付対象者の情
１.事業者名、２.代表者名、３.助成金額、４.取引番号、５.名寄番号、６.交付申請日、７.貸付日、８.貸付額、９.郵便番号、１０.住
所、１１.郵便データ

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

30 高度化融資システム
高度化事業に係る貸付金の管理のために利用
する。

1.貸付方式　2.都道府県コード　3.貸付先コード　4.貸付先名　5.貸付番号　6.員ＮＯ 　7.員名　8.県負担額　9.中小企業者等へ
の貸付額　10交付年月日　11.商工中金支店コード　12.商工中金支店名称　13.業種１コード　14.業種１名称　15.業種２コード
16.業種２名称　17.高度化形態１コード　18.高度化形態１名称　19.高度化形態２コード　20.高度化形態２名称　21.資金種類
コード　22.資金種類名称　23.債管業種コード　24.債管業種名称　25.事業団出資割合　26.事業団財投割合　27.都道府県割
合　28.Ａ方式最終金利　29.Ｂ方式県借入金利　30.最長償還期間　31.最長措置期間　32.適用法コード　33.適用法名称　34.
予算種類１コード　35.予算種類１名称　36.予算種類２コード　37.予算種類２名称　38.当年度回収額　39.貸付区分　40.貸付
区分名

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

31 個人番号マスター（小規模企業共済）

所得税法第225条の規定に基づく支払調書の作
成、所得税法第226条の規定に基づく源泉徴収
票の作成、相続税法第59条の規定に基づく受
給者別調書の作成、地方税法第317条の6の規
定に基づく公的年金等支払報告書の作成、地
方税法第50条の5及び第328条の5の規定に基
づく納入申告書の作成のために利用する。

１．個人情報番号、２．キー、３．共済契約者番号、４．契約者番号、５．チェックデジット、６．枝番、7．契約者生存有無、8．等
分支給有無、9．支払完了日、10．使用者、11．更新日付、12．更新年、13．更新月、14．更新日、15．予備

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

32 小規模企業共済契約者ファイル

加入申込審査、掛金口座振替データ作成、共済
金請求審査、共済金等支払通知文書作成、契
約者貸付審査、加入者管理用資料作成、相談、
加入促進等のために利用する。

１．氏名、２．生年月日、３．年齢、４．性別、５．本人の自宅住所、６．電話番号、７．業種、８．事業上の地位、９．事業所等の
所在地、１０．事業所等の電話番号、１１．掛金月額、１２．掛金払込総額、１３．預金口座振替先金融機関名、１４．口座番号

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

33 分割支給マスタ（小規模企業共済）

分割支給マスター、分割ファイル作成、分割証
書作成、送金先口座振替送金データ作成、分割
共済金等支払通知文書作成、支払者一覧表作
成、届出変更等一覧作成、届出変更完了通知
作成、税務ファイル作成、税金支払者一覧、支
給明細表作成、繰上げファイル、繰上げ者一覧
作成、繰上げ審査書、計算書作成、相談等のた
めに利用する。

１．分割支給マスタ（基本情報）、２．共済契約者番号、３．契約者番号、４．チェックデジット、５．整理番号、６．共済契約者氏
名、７．共済契約者生年月日、８．共済契約者生年月日（元号）、９．共済契約者生年月日（年月日）、１０．契約設立年月日、
１１．名寄せ情報、１２．親番、１３．子番、１４．請求者情報、１５．請求者氏名、１６．請求者生年月日、１７．請求者生年月日
（元号）、１８．請求者生年月日（年月日）、１９．続柄、２０．郵便番号、２１．都道府県コード、２２．住所コード、２３．住所、２
４．電話番号、２５．設立年月、２６．設立年月（元号）、２７．設立年月（年月）、２８．給付金受取方法、２９．分割支給期間、３
０．分割希望金額、３１．委託機関コード、３２．委託機関名称、３３．金融機関情報、３４．業態コード、３５．金融機関コード、３
６．金融機関名称、３７．預金種目、３８．口座番号、３９．口座名義人、４０．受取方法、４１．共済金等情報、４２．決済日、４
３．送金取組日、４４．掛金月額、４５．最終収納年月、４６．納付すべき掛金、４７．納付済掛金、４８．義務月数、４９．払込済
月数、５０．算定情報数、５１．返還金情報、返還情報、５２．過年度申込金、５３．過年度掛金、５４．当年度申込金、５５．当
年度掛金、５６．前納減額金、５７．貸付控除額、５８．差引返還金額、５９．受領年月日、６０．受付日、６１．事由発生日、６
２．事由コード、６３．分割共済金算定情報、６４．共済金等金額、６５．共済金等内訳、６６．基本共済金額、６７．付加共済金
額、６８．施工時調整額、６９．脱退時調整額、７０．脱退時差額1、７１．脱退時差額2、７２．脱退時差額3、７３．過納掛金、７
４．前納減額金、７５．返還金、７６．減額付加金、７７．未納掛金、７８．後納割増金、７９．貸付関係控除分、８０．分割対象
額、８１．分割共済金、８２．分割支給率、８３．脱変情報、８４．脱変支払フラグ、８５．脱変支払済数、８６．次回調整額、８７．
決済日2、８８．予備1、８９．初回支払期月、９０．最終支払期月、９１．支払予定回数、９２．支払回数、９３．支払済回数、９
４．扶養親族申告書有無、９５．異動有無、９６．差押え有無、９７．繰上支給有無、９８．支払処理中フラグ、９９．完了有無、１
００．支払履歴数、１０１．支払情報、１０２．支払履歴情報、１０３．支払期日、１０４．差引支給額、１０５．決裁日、１０６．送金
取組日、１０７．支払期限日、１０８．名寄せフラグ、１０９．基礎控除額、１１０．人的控除額、１１１．所得控除額、１１２．所得
税、１１３．初回情報、１１４．共済金等金額、１１５．未納掛金、１１６．後納割増金、１１７．貸付関係控除分、１１８．過納掛
金、１１９．返還金、１２０．未払前納減額金、１２１．分割対象額、１２２．分割共済金、１２３．脱事変区分、１２４．中断情報、１
２５．中断テーブル、１２６．中断処理日、１２７．解除年月日、１２８．中断事由、１２９．中断メッセージ、１３０．担当者、１３１．
海外居住非課税情報、１３２．海外居住非課税フラグ、１３３．海外居住非課税受付日、１３４．海外居住非課税処理日、１３
５．海外居住非課税登録担当者、１３６．予備

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）
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機関名：中小企業基盤整備機構

番号
提案募集となる個人情報ファイルの

名称
個人情報ファイルの利用目的 記録項目

行政機関等非識別加工情報の提案を受け
る

組織の名称、所在地及び問合せ先

提案募集の対象となる個人情報ファイル一覧表

34 中小企業倒産防止共済契約者ファイル

加入申込審査、掛金口座振替データ作成、共済
金請求審査、共済金等支払通知文書作成、一
時貸付審査、加入者管理用資料作成、相談、加
入促進等のために利用する。

１．事業所等の所在地、２．登記上の住所、３．事業所の名称、４．事業所の電話番号、５．代表者氏名、６．代表者の生年月
日、７．企業形態、８．事業上の地位、９．資本金、１０．業種、１１．掛金月額、１２．掛金払込総額、１３．預金口座振替先金
融機関名、１４．口座番号、１５．その他記録項目

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

35 特別管理債権者ファイル（倒産防止共済）
掛金口座振替データ作成、加入者管理用資料
作成、相談、加入促進等のために利用する。

１．事業所等の所在地、２．登記上の住所、３．事業所の名称、４．事業所の電話番号、５．代表者氏名、６．代表者の生年月
日、７．企業形態、８．資本金、９．業種、１０．掛金月額、１１．掛金払込総額、１２．預金口座振替先金融機関名、１３．口座
番号

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

36 共済加入者等関係管理ファイル
小規模企業共済および中小企業倒産防止共済
にかかる電話応答業務、データ分析業務のため
に利用する。

１．顧客ID、２．契約区分、３．共済契約者番号、４．顧客名、５．顧客名（カナ）、６．電話番号、７．メールアドレス、８．郵便番
号、９．住所、１０．住所カナ、１１．資料送付先郵便番号、１２．資料送付先住所、１３．資料送付先住所（カナ）、１４．資料送
付先宛名ラベル、１５．メモ、１６．顧客区分、１７．関連顧客、１８．コンタクト可能チャネル、１９．コンタクト可能時間、２０．アン
ケート判定、２１．性別、２２．年齢、２３．生年月日、２４．契約年月日、２５．業種コード、２６．地位コード、２７．給付請求受付
日、２８．脱退事由発生日、２９．脱退事由、３０．老齢給付日、３１．代表者名、３２．代表者名カナ、３３．契約締結日、３４．解
約日、３５．解約事由

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

37 共済Webフォーム投稿データファイル
小規模企業共済および中小企業倒産防止共済
にかかる電話応答業務、資料発送業務のため
に利用する。

１．共済契約者番号、２．氏名、３．自宅住所、４．電話番号、５．メールアドレス、６．事業所等の所在地、７．事業所等の電話
番号、８．事業所の名称

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

38 ファンド出資事業管理システム
ファンドの運営状況の把握のために、ファンド投
資先企業、ファンド運営者、ファンドへの出資者
に係る次の情報を利用する。

１．ファンド投資先企業（法人代表者、個人事業主）
【法人代表者の場合】
氏名
【個人事業主の場合（※産業復興機構の債権買取先の中に一部含まれる）】
1.氏名、2.住所、3.電話番号、4.従業員数、5.事業概要、6.取引額
２．ファンド運営者（法人代表者、個人）
【法人代表者の場合】
1.氏名、2.経歴
【個人の場合】
1.氏名、2.経歴、3.住所、4.電話番号、5.FAX番号
３．ファンドへの出資者（個人）
1.氏名（名称）、2.連絡先、3.口数、4.出資金額、5.出資比率

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

39
平成28年度事業承継セミナー申込者データ
ベース

セミナー申込者分析のために利用する。
１．氏名・フリガナ、２．企業名・団体名、３．参加日、４．セミナー名、５．属性、６．従業員数、７．所在地、８．電話番号、９．
FAX番号、１０．メールアドレス、１１．セミナー開催で何を知ったか、１２．申込日、１３．入力日、１４．申込み方法、１５．個別
相談会、１６．参加・不参加、１７．当日参加、１８．備考、１９．メールの送付、２０．紹介

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

40 令和2年度事業承継フォーラム参加者名簿 セミナー申込者分析のために利用する。
１．氏名、２．E-Mailアドレス、３．フリガナ、４．連絡先区分（K会社/J自宅）、５．郵便番号、６．住所、７．勤務先、８．部署名、
９．役職名、１０．電話番号、１１．FAX番号、１２．登壇者に聞きたいこと（自由記述）、１３．職業、１４．勤め先の従業員規模に
ついて、１５．本フォーラムを知ったキッカケ（複数選択可）

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

41 ジェグテック登録者（関東本部） 申込企業の管理のために利用する。 １．企業名、２．代表社名、３．業種、４．担当者（部署、担当者名、E-mail、電話番号）、５．住所
〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

42
海外ビジネス戦略推進支援事業申請企業リ
スト（関東本部）

事業申込者の管理のために利用する。 １．企業名、２．代表者役職・代表者名、３．所在地、４．担当者役職・担当者名、５、担当者メールアドレス
〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

43 メールマガジン購読者リスト（三条校） メールマガジンの発信のために利用する。
１．企業区分、２．メールアドレス、３．氏名、４．役職、５．会社名、６．電話番号、７．住所、８．業種、９．資本金、１０．従業員
数、１１．登録日時

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

44
メールマガジン購読者リスト（東工大横浜ベン
チャープラザ）

メールマガジンの発信のために利用する。 １．メールアドレス　２．氏名　３．企業名　４．種別　５パスワード　６登録日時
〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

45 企業支援課メルマガ送信先リスト（北陸本部） 北陸本部からの施策情報提供のためのメールマ1.所在県、2.企業名、3.氏名、4.メールアドレス、5.電話番号、6.企業区分
〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

46 新連携案件管理（近畿本部）
適切な支援に視するための企業情報管理のた
めに利用する。

１．企業名、２．郵便番号、３．住所、４．代表者役職、５．代表者氏名、６．業種、７．テーマ、８．URL、９．担当者役職名、１０．
担当社名、１１、電話番号、１２．FAX番号、１３．携帯番号、１４．E-mail、１５．決算月、１６．現フォロー担当、１７．局担当、１
８．当初フォロー担当、１９．初回相談日、２０．事業化・市場化、２１．フェーズ、２２．フェーズ昇格日、２３．認定回、２４．認定
日、２５．終了日

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

47 企業支援課メルマガ送信先リスト（九州本部）
九州本部からの施策情報提供のためのメール
マガジンの送信に利用

1.所在県、2.企業名、3.氏名、4.メールアドレス、5.電話番号、6.企業区分
〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）



別添様式２ 【提案を検討される際は、各機関のホームページをご確認いただきますようお願いいたします。】

機関名：(独)鉄道・運輸機構

番号 提案募集となる個人情報ファイルの名称 個人情報ファイルの利用目的 記録項目
行政機関等非識別加工情報の提案を受ける

組織の名称、所在地及び問合せ先

1 土地管理ファイル 土地売買契約書の整理に利用する。 1．売却土地件名　2．面積　3．金額　4．処分方式　5．売却相手先　6．契約年月日
総務部総務課
神奈川県横浜市中区本町6-50-1横浜アイランドタワー

2 用地台帳ファイル 取得した財産の管理に利用する。
1．土地の所在　2．地番　3．地目　4．地積　5．価額　6．取得原因・年月日　7．登記原
因・年月日　8．原所有者の住所・氏名

総務部総務課
神奈川県横浜市中区本町6-50-1横浜アイランドタワー

3 用地台帳ファイル 取得した財産の管理に利用する。
1．土地の所在　2．地番　3．地目　4．地積　5．価額　6．取得原因・年月日　7．登記原
因・年月日　8．原所有者の住所・氏名

総務部総務課
神奈川県横浜市中区本町6-50-1横浜アイランドタワー

4 用地台帳ファイル 取得した財産の管理に利用する。
1．土地の所在　2．地番　3．地目　4．地積　5．価額　6．取得原因・年月日　7．登記原
因・年月日　8．原所有者の住所・氏名

総務部総務課
神奈川県横浜市中区本町6-50-1横浜アイランドタワー

5 用地台帳ファイル 取得した財産の管理に利用する。
1．土地の所在　2．地番　3．地目　4．地積　5．価額　6．取得原因・年月日　7．登記原
因・年月日　8．原所有者の住所・氏名

総務部総務課
神奈川県横浜市中区本町6-50-1横浜アイランドタワー

提案募集の対象となる個人情報ファイル一覧表



別添様式２ 【提案を検討される際は、各機関のホームページをご確認いただきますようお願いいたします。】

機関名：独立行政法人都市再生機構

番号 提案募集となる個人情報ファイルの名称 個人情報ファイルの利用目的 記録項目
行政機関等非識別加工情報の提案を受ける

組織の名称、所在地及び問合せ先

1 賃貸住宅管理入退去者ﾌｧｲﾙ
賃貸住宅の入居状況及び退去状況を把握す
る

住戸番号、氏名、性別、生年月日、入居日、契約日　等
本社　情報公開・個人情報保護室　〒２３１-８３１５　神奈川県横
浜市中区本町６-５０-１

2 賃貸住宅ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ申込ﾕｰｻﾞｰﾌｧｲﾙ 賃貸住宅ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ申込の受付処理のため 氏名、生年月日、電話番号、Ｅ-ｍａｉｌアドレス
本社　情報公開・個人情報保護室　〒２３１-８３１５　神奈川県横
浜市中区本町６-５０-１

3 賃貸住宅入居者名簿ﾌｧｲﾙ 賃貸住宅入居者の管理に供する
住戸番号、入居日、国籍、続柄、入居者名、性別、生年月日、勤務先(名称･住所･電話
番号)　等

本社　情報公開・個人情報保護室　〒２３１-８３１５　神奈川県横
浜市中区本町６-５０-１

4 分譲宅地管理同居人ﾌｧｲﾙ 分譲宅地譲受人の同居人管理に供する 整理番号、同居者名、共有者名、性別、生年月日、持分比
本社　情報公開・個人情報保護室　〒２３１-８３１５　神奈川県横
浜市中区本町６-５０-１

5 公租公課管理台帳 賃貸宅地の契約の有無､公租公課の集計 氏名･賃貸宅地の所在･評価額・公租公課
本社　情報公開・個人情報保護室　〒２３１-８３１５　神奈川県横
浜市中区本町６-５０-１

6 集合住宅歴史館施設見学申込書 施設見学来場者の属性の把握
見学団体名・団体業種・見学日時・参加人数・見学回数・申込者氏名・所属組織名・申
込者職種・申込者業種・住所・電話番号・FAX番号・e-mailアドレス・公開を知った理由・
希望見学施設・見学主旨・来場者氏名・来場者職種・来場者業種

本社　情報公開・個人情報保護室　〒２３１-８３１５　神奈川県横
浜市中区本町６-５０-１

7 集合住宅歴史館施設見学アンケート 施設見学来場者の属性の把握
見学日時・年齢・性別・業種・見学施設評価（各施設・総合評価）・自由意見（以下無記
入可としてます）氏名・住所

本社　情報公開・個人情報保護室　〒２３１-８３１５　神奈川県横
浜市中区本町６-５０-１

8 高齢者向け優良賃貸住宅契約者リスト
高齢者向け優良賃貸住宅契約者の入居者負
担額算定のため

氏名、住所、年齢、生年月日、月額世帯所得額、家賃、世帯人員数
本社　情報公開・個人情報保護室　〒２３１-８３１５　神奈川県横
浜市中区本町６-５０-１

9 高齢者向け優良賃貸住宅契約者リスト
高齢者向け優良賃貸住宅契約者の入居者負
担額算定のため

居住者氏名等の基本項目・居住者の所得金額及び所得控除金額等
本社　情報公開・個人情報保護室　〒２３１-８３１５　神奈川県横
浜市中区本町６-５０-１

10 定期借地契約賃料改定リスト 定期借地契約保証金賃料の把握 氏名、賃貸宅地の所在、保証金、月額賃料、公租公課等
本社　情報公開・個人情報保護室　〒２３１-８３１５　神奈川県横
浜市中区本町６-５０-１

11 抵当権・質権設定者一覧 抵当権・質権設定者管理 契約者名　住宅ローン情報
本社　情報公開・個人情報保護室　〒２３１-８３１５　神奈川県横
浜市中区本町６-５０-１

12 割賦債権証券化対象リスト 割賦債権管理のため 氏名、住所、元本残高等
本社　情報公開・個人情報保護室　〒２３１-８３１５　神奈川県横
浜市中区本町６-５０-１

13 高齢者向け優良賃貸住宅契約者リスト
高齢者向け優良賃貸住宅契約者の入居者負
担額算定のため

氏名、住所、年齢、生年月日、月額世帯所得額、家賃、世帯人員数
本社　情報公開・個人情報保護室　〒２３１-８３１５　神奈川県横
浜市中区本町６-５０-１

14 ポイントサービス申込者ファイル ポイントサービス申込者の把握のため 受付番号、申込者氏名、住戸番号、Ponta会員ＩＤ、メールアドレス
本社　情報公開・個人情報保護室　〒２３１-８３１５　神奈川県横
浜市中区本町６-５０-１

15 個人向宅地契約条項履行状況調査業務 契約条項履行状況調査業務 契約者名･賃貸宅地の所在･建設状況等
本社　情報公開・個人情報保護室　〒２３１-８３１５　神奈川県横
浜市中区本町６-５０-１

16 個人向定期借地賃料改定業務 定期借地契約に基づく賃料改定業務 契約者名･賃貸宅地の所在･新旧賃料等
本社　情報公開・個人情報保護室　〒２３１-８３１５　神奈川県横
浜市中区本町６-５０-１

17 住宅用定期借地の譲渡促進業務
住宅用定期借地の底地買取意向の把握並び
に譲渡促進等に係るＤＭ等の送付

契約者氏名・住所・賃貸宅地の所在・譲渡価額等
本社　情報公開・個人情報保護室　〒２３１-８３１５　神奈川県横
浜市中区本町６-５０-１

提案募集の対象となる個人情報ファイル一覧表



別添様式２ 【提案を検討される際は、各機関のホームページをご確認いただきますようお願いいたします。】

機関名：国立研究開発法人土木研究所

番号 提案募集となる個人情報ファイルの名称 個人情報ファイルの利用目的 記録項目
行政機関等非識別加工情報の提案を受ける

組織の名称、所在地及び問合せ先

1 技術普及イベント申込みデータベース

土木研究所が実施した研究成果や開発技術
の普及イベントにおいて、参加者名簿の作成
や参加者を取りまとめた上で、希望者に対し、
イベント情報の提供を行う際に活用するため。

①個人氏名　②勤務先（組織の種別、法人名、部署名、連絡先）　③メールアドレス
④イベント情報の配信の希望

国立研究開発法人土木研究所　総務部総務課
〒305-8516　茨城県つくば市南原1番地6
TEL：０２９-８７９-６７００

2 非破壊講習会全合格者リスト（地域別） 非破壊講習会全合格者の把握
①都道府県　②会社名　③支店名　④氏名　⑤所在地　⑥部署　⑦TEL　⑧FAX
⑨E-mail　⑩講習の種類　⑪HP掲載の有無　⑫合格の年、回

国立研究開発法人土木研究所　総務部総務課
〒305-8516　茨城県つくば市南原1番地6
TEL：０２９-８７９-６７００

提案募集の対象となる個人情報ファイル一覧表



別添様式２ 【提案を検討される際は、各機関のホームページをご確認いただきますようお願いいたします。】

機関名：独立行政法人日本学術振興会

番号 提案募集となる個人情報ファイルの名称 個人情報ファイルの利用目的 記録項目
行政機関等非識別加工情報の提案を受ける

組織の名称、所在地及び問合せ先

1 財務会計システム相手先マスタ 指定口座への振込及び法定調書作成のため
1.相手先コード、2.相手先名称・カナ、3.所属・役職名、4.郵便番号・住所・電話番号・メー
ルアドレス、5.研究者番号、6.銀行コード・支店コード・口座番号・預金種別・口座名義、
7.相手先区分・入金区分・支払区分・消費税課税区分・官公需企業区分

独立行政法人日本学術振興会個人情報保護室
〒102-0083 東京都千代田区麹町5-3-1

2 マイナンバー運用支援サービス 法定調書作成のため 1.業務利用番号、2.氏名、3.住所、4.生年月日
独立行政法人日本学術振興会個人情報保護室
〒102-0083 東京都千代田区麹町5-3-1

3 HOPEミーティング参加者名簿 ＨＯＰＥミーティング事業に係る参加者の記録 １参加者氏名、２Ｅｍａｉｌ、３住所、４所属機関、５所属部局、６職位
独立行政法人日本学術振興会個人情報保護室
〒102-0083 東京都千代田区麹町5-3-2

4 先端科学（FoS）シンポジウム日本側参加者名簿
先端科学（ＦｏＳ）シンポジウム事業に係る日本
側参加者の記録

１領域、２参加者氏名、３ＬＡＳＴ Ｎａｍｅ、４ＦＩＲＳＴ Ｎ
ａｍｅ、５Ｅｍａｉｌ、６所属機関（当時）、７所属部局（当時）、８職位（当時）、９所属機関（変
更があった方のみ）、１０所属部局（変更があった方のみ）、１１現職（変更があった方の
み）、１２シンポジウムにおける参加者の役割

独立行政法人日本学術振興会個人情報保護室
〒102-0083 東京都千代田区麹町5-3-3

5 二国間交流事業日常管理システム
二国間交流事業の課題管理及び記録のため
に利用

１事業名、２対応機関、３国名、４共セ区分、５申請年度、６期間、７課題名、８領域・分
科細目、９日本側代表者（氏名、所属機関、部局、職、Email）、１０日本側参加者、１１
事務局担当者（氏名、部課、職、住所、電話番号、FAX番号、Email）、１２相手国代表者
（氏名、所属機関、部局、職）、１３新規／継続、１４生年月日、１５e-Rad研究者番号、１
６申請額、１７配分額、１８計画変更額、１９使用額、２０実施計画書記載の派遣・受入
人数、２１当該年度の派遣・受入人数、２２論文発表件数、２３口頭発表件数、２４出版
件数、２５ポスター発表件数、２６課題番号、２７コロナ延長の有無

独立行政法人日本学術振興会個人情報保護室
〒102-0083 東京都千代田区麹町5-3-4

6 特別研究員名簿
特別研究員在籍者の管理及び記録のために
利用する。

１採用年度、２申請時資格、３採用時資格、４現資格、５系・領域※１　書面合議・面接
審査区分※２、６受付番号、７分科細目※１　小区分※２、８専門分野、９氏名、１０戸籍
名、１１ローマ字氏名、１２性別、１３国籍、１４生年月日、１５採用期間、１６住民登録住
所、１７連絡先（住所、電話、ファックス、Ｅ－ｍａｉｌアドレス）、１８緊急連絡先（氏名、住
所、電話、ファックス、Ｅ－ｍａｉｌアドレス）、１９出身機関・部局、２０出身指導者、２１研究
課題名、２２採用歴、２３採用中断・インターンシップ期間、２４再開支援期間、２５受入
研究機関・部局、２６受入研究者、２７渡航先国名・機関、２８海外渡航期間、２９派遣先
受入研究者、３０派遣先受入機関・部局、３１研究奨励金支給額、３２銀行口座、３３特
別研究員奨励費決定額（内約額）、３４報告論文数、３５就職先・職名
※１平成３０年度採用分以前に該当する記録項目
※２平成３１年度採用分以降に該当する記録項目

独立行政法人日本学術振興会個人情報保護室
〒102-0083 東京都千代田区麹町5-3-5

7 海外特別研究員名簿
海外特別研究員在籍者の管理及び記録のた
めに利用する。

１採用年度、２採用状況、３採用経緯、４受付番号、５海特一般ＲＲＡ区分、６整理コー
ド、７採用・辞退、８派遣期間開始日、９派遣期間終了日、１０派遣者氏名和文、１１派
遣者氏名英文、１２派遣者氏名カナ、１３派遣者戸籍氏名和文、１４派遣者戸籍氏名英
文、１５派遣者戸籍氏名カナ、１６派遣者性別、１７国籍、１８派遣者生年月日、１９研究
課題名和文、２０研究課題名英文、２１現在所属先（研究機関名・所属部局名・職名・資
格）、２２派遣者連絡先（住所・電話番号・ＦＡＸ番号・携帯電話番号・ＥＭＡＩＬ１・ＥＭＡＩＬ
２）、２３書面審査領域※１、２４合議面接審査領域※１／書面合議・面接審査区分※
２、２５分科名※１／書面審査区分※２、２６細目名※１／小区分※２、２７海外受入先
（派遣先国名・研究者名英文・研究者名和文・研究者職名英文・研究者職名和文・研究
機関名英文・研究機関名和文・研究機関部局名英文・研究機関部局名和文・研究機関
住所・研究機関電話番号・研究機関ＦＡＸ番号・研究機関ＥＭＡＩＬ・受入身分）、２８学位
取得年月日
※１平成３０年度採用分以前に該当する記録項目
※２平成３１年度採用分以降に該当する記録項目

独立行政法人日本学術振興会個人情報保護室
〒102-0083 東京都千代田区麹町5-3-6

提案募集の対象となる個人情報ファイル一覧表



別添様式２ 【提案を検討される際は、各機関のホームページをご確認いただきますようお願いいたします。】

機関名：独立行政法人日本学術振興会

番号 提案募集となる個人情報ファイルの名称 個人情報ファイルの利用目的 記録項目
行政機関等非識別加工情報の提案を受ける

組織の名称、所在地及び問合せ先

提案募集の対象となる個人情報ファイル一覧表

8 交付申請書（科学研究費：奨励研究以外）
科学研究費（科学研究費：奨励研究以外）の
交付決定に当たっての申請書

１所属研究機関の本部の所在地及び名称、２所属研究機関の長の職名・氏名、３研究
代表者の部局・職、４研究代表者の氏名、５研究課題名、６補助（助成）金額、７研究組
織（研究代表者及び研究分担者）、８キーワード、９機関番号、１０研究種目、１１研究
期間、１２領域番号・区分、１４課題番号、１５経費担当者・部局・職・氏名、１６研究の概
要、１７研究の目的、１８本年度研究実施計画、１９主要な物品の内訳（１品又は１組若
しくは１式の価格が５０万円以上のもの）

独立行政法人日本学術振興会個人情報保護室
〒102-0083 東京都千代田区麹町5-3-7

9 実績報告書（科学研究費：奨励研究以外） 科研費の使用実績についての報告書

１研究代表者（所属研究機関の本部の所在地、所属研究機関・部局・職名、氏名）、２
研究課題名、３交付を受けた補助（助成）金、４費目別収支決算表、５備考欄、６主要な
物品明細書（一品又は一組若しくは一式の価格が５０万円以上のもの）、７課題番号、８
機関番号、９研究組織（研究代表者及び研究分担者、直接経費、間接経費の譲渡額、
備考）、１０機関番号、１１機関名、１２研究種目名、１３補助事業期間、１４課題番号、１
５研究課題名、１６研究代表者、１７研究分担者、１８研究実績の概要、１９キーワード、
２０研究発表、２１研究成果による産業財産権の出願・取得状況、２２備考

独立行政法人日本学術振興会個人情報保護室
〒102-0083 東京都千代田区麹町5-3-8

10 JSPS-Net Member Registration
研究者を対象としたSNSの中で、研究者同士
の情報を交換し、お互いがコミュニケーション
を行うため

１氏名、２性別、３タイトル、４所属機関、５メールアドレス、６住居国、７研究分野、８公
的なサイトで本人が掲載している研究者情報のURL、９JSPSでのプログラム/プロジェ
クト名等

独立行政法人日本学術振興会個人情報保護室
〒102-0083 東京都千代田区麹町5-3-9



別添様式２ 【提案を検討される際は、各機関のホームページをご確認いただきますようお願いいたします。】

機関名：日本学生支援機構

番号 提案募集となる個人情報ファイルの名称 個人情報ファイルの利用目的 記録項目
行政機関等非識別加工情報の提案を受ける

組織の名称、所在地及び問合せ先

1 JASSOメールマガジン登録者情報
配信登録者へJASSOメールマガジンを月1
回配信していたため（令和元年度末の配信
終了時まで利用）。

登録日時,更新日時,氏名,メールアドレス,都道府県,国・地域 (名　称) 独立行政法人日本学生支援機構　情報公開室
(所在地) 〒162-8412　東京都新宿区市谷本村町10-7

2 日本留学ネット ニュースレターの送付に利用するため。 氏名,E-メールアドレス,出身国・地域,区分 (名　称) 独立行政法人日本学生支援機構　情報公開室
(所在地) 〒162-8412　東京都新宿区市谷本村町10-7

提案募集の対象となる個人情報ファイル一覧表



別添様式２ 【提案を検討される際は、各機関のホームページをご確認いただきますようお願いいたします。】

機関名：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

番号 提案募集となる個人情報ファイルの名称 個人情報ファイルの利用目的 記録項目
行政機関等非識別加工情報の提案を受ける

組織の名称、所在地及び問合せ先

1 外国人招へい・受入台帳
招へい・受入れを行う外国人に係る事務手続
の情報管理のため

1.氏名　2.生年月日　3.派遣元機関名及び職位  4.国籍　5.性別　6.年齢　7.Ｅメールアド
レス 8.研究テーマ

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構　総務部法務・文書
課
茨城県那珂郡東海村大字舟石川７６５番地１

2 機構プログラム等の利用申込書情報
利用申込者に対する連絡及び機構プログラム
（CD）の送付のため

1.利用希望するプログラムの略称 2.所属機関名 3.所属部課室　4.利用者氏名 5.電話
番号 6.FAX番号 7.電子メールアドレス 8.利用希望理由及び利用目的 9.利用者の計算
機システム及びOS 10.利用者の計算機の設置場所 11.特記事項（利用申込者が外国
人の場合、外為法上の非居住者に該当するかどうかが記載される）

同上

3 講習受講者情報データベースシステム
研修受講申込者の基礎資料として保管するた
め

1.コース名　2.講座開始日　3.フリガナ　4.氏名　5.生年月日　6.性別　7.最終学歴　8.原
子力関係の業務　9.勤務先及び所属　10.自宅住所　11.メールアドレス

同上

4 学生受入データベース
選考審査、受入手続、施設等立入りに係る業
務連絡、研究業績等の情報管理、人員管理、
派遣元大学・本人との連絡等のため

1.種別 2.年度 3.氏名 4.生年月日 5.性別 6.国籍 7.住所 8.メールアドレス 9.電話番号
10.学歴/学年 11.派遣元 12.指導教授 13.大学住所 14.大学電話番号 15.受入期間 16.
受入部課室 17. 受入担当者 18. 研究テーマ 　等

同上

5 ISCNトレーニング参加者情報 参加者のトレーニング実績を管理するため 1.トレーニングコース名 2.国情報 3.氏名 4.所属組織 5.メールアドレス 6.生年月日 同上

6 J-PARCセンター入退出管理システム 放射線業務従事者の管理区域入退出管理のた1.氏名　2.所属  3.作業内容　4.入退記録  5.インターロック区域等立入期間線量 同上

7 J-PARCメールシステム申請書ファイル
大強度陽子加速器施設の運営・利用に使用す
るJ-PARCメールシステム利用者を管理するた
め

1.利用者氏名  2.利用者所属  3.利用者電話番号  4.利用者J-PARC外メールアドレス
5.利用者KEKメールアドレス  6.交付J-PARC一般メールアドレス  7.交付J-PARC統一
メールアドレス  8.申請者氏名  9.申請者所属  10.申請者電話番号  11.申請者メールア
ドレス  12.情報システム担当責任者氏名

同上

8 課題審査システム
J-PARCで公募した実験課題の審査及び採択
通知書発送のため。

1.氏名(日本語・英語)  2.E-mailアドレス  3.専門分野  4.所属情報(機関区分、機関名、
部局、住所、職位、電話番号、Fax)  5.課題申請情報・審査内容及び審査結果

同上

9 研究成果管理システム
J-PARCで行った実験に関する実験報告書及
び論文等の成果情報を収集及び管理するた
め。

1.氏名  2. E-mailアドレス  3.所属部署名称  4.成果公開型課題に関する成果情報 同上

10 利用者支援システム
J-PARCで実施する実験、研究会、会議及び
委員会等の用務に関する、入構申請、宿泊予
約等、各種手続きを行うため。

1.氏名  2.E-mailアドレス  3.国籍  4.性別  5.生年月日  6.本人連絡先情報(現住所、電
話番号、緊急時連絡先)  7.所属情報（所属機関、部局、住所、職名、所属先電話番号）
8.口座情報（口座名義、振込先）

同上

11 出入許可証発行システム 入構管理のため
1.現住所　2.電話番号  3.氏名  4.生年月日  5.性別  6.本籍（都道府県）  7.所属会社名
8.連絡先

同上

提案募集の対象となる個人情報ファイル一覧表



別添様式２ 【提案を検討される際は、各機関のホームページをご確認いただきますようお願いいたします。】

機関名：独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構

番号 提案募集となる個人情報ファイルの名称 個人情報ファイルの利用目的 記録項目
行政機関等非識別加工情報の提案を受ける

組織の名称、所在地及び問合せ先

1 道路占用許可一覧
道路占用許可を受けている者を記録し、許可
書の発行及び占用料徴収事務に利用する。

１占用者氏名、２占用者住所、３路線名、４占用の目的、５占用場所、６占用物件名、７
占用物件の数量、８占用許可番号、９許可年月日、１０占用期間、１１占用料

（名 称）
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構総務部総務課
（所在地）
神奈川県横浜市西区高島一丁目１番２号
横浜三井ビルディング５階

2 原因者負担督促一覧
機構が督促した原因者負担金が未納の者を
記録し、その徴収事務に利用する。

１氏名、２住所、３督促金額、４納入期限、５督促状文書番号

（名 称）
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構総務部総務課
（所在地）
神奈川県横浜市西区高島一丁目１番２号
横浜三井ビルディング５階

3 措置命令書管理簿
機構が車両制限令違反車両に対して措置命
令書を交付した者を記録し、道路の管理事務
に利用する。

１氏名、２電話番号、３違反車両番号、４違反内容

（名 称）
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構総務部総務課
（所在地）
神奈川県横浜市西区高島一丁目１番２号
横浜三井ビルディング５階

4 意見募集結果
高速道路事業に対する国民の皆様からの意
見の集計に利用する。

１氏名、２住所、３所属、４連絡先、５意見

（名 称）
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構総務部総務課
（所在地）
神奈川県横浜市西区高島一丁目１番２号
横浜三井ビルディング５階

5 道路占用許可一覧（関西業務部）
道路占用許可を受けている者を記録し、許可
書の発行及び占用料徴収事務に利用する。

１占用者氏名、２占用者住所、３路線名、４占用の目的、５占用場所、６占用物件名、７
占用物件の数量、８占用許可番号、９許可年月日、１０占用期間、１１占用料

（名 称）
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構総務部総務課
（所在地）
神奈川県横浜市西区高島一丁目１番２号
横浜三井ビルディング５階

提案募集の対象となる個人情報ファイル一覧表



別添様式２ 【提案を検討される際は、各機関のホームページをご確認いただきますようお願いいたします。】

機関名：独立行政法人日本スポーツ振興センター

番号 提案募集となる個人情報ファイルの名称 個人情報ファイルの利用目的 記録項目
行政機関等非識別加工情報の提案を受ける

組織の名称、所在地及び問合せ先

1 源泉所得税個人台帳ファイル 法定調書作成 氏名・生年月日・住所・謝金支給額・源泉所得税額
（独）日本スポーツ振興センター
総務部総務課
〒107-0061東京都港区北青山2-8-35

2 アスリートパスウェイシステム
アスリート育成パスウェイ関連のデータや情報
を一元化するため

氏名、生年月日、障害の内容等
（独）日本スポーツ振興センター
総務部総務課
〒107-0061東京都港区北青山2-8-35

3 入館及び入退室管理システムファイル HPSC入館及び入退室管理 氏名、性別、生年月日、競技名、競技種目等
（独）日本スポーツ振興センター
総務部総務課
〒107-0061東京都港区北青山2-8-35

4 屋外テニスコート年間利用申込者ファイル
屋外テニスコート年間利用者募集した応募者
への連絡のため

住所、氏名、年齢、電話番号等
（独）日本スポーツ振興センター
総務部総務課
〒107-0061東京都港区北青山2-8-35

5 アスリートチェックシステムファイル 国際競技力向上のための研究・支援等 氏名、性別、生年月日、競技名、競技種目、測定データ
（独）日本スポーツ振興センター
総務部総務課
〒107-0061東京都港区北青山2-8-35

6 筋形態計測支援システムファイル 国際競技力向上のための研究・支援等 氏名、性別、生年月日、競技名、競技種目、撮影画像、計測データ等
（独）日本スポーツ振興センター
総務部総務課
〒107-0061東京都港区北青山2-8-35

7 スポーツ映像データベースシステムファイル 国際競技力向上のための研究・支援等 氏名、競技名、映像データ
（独）日本スポーツ振興センター
総務部総務課
〒107-0061東京都港区北青山2-8-35

8 トップアスリートサポートシステムファイル 国際競技力向上のための研究・支援等 氏名、性別、生年月日、競技名、競技種目、測定データ等
（独）日本スポーツ振興センター
総務部総務課
〒107-0061東京都港区北青山2-8-35

9
ハイパフォーマンスジムトレーニング管理システムファ
イル

国際競技力向上のための研究・支援等 氏名、性別、生年月日、競技名、競技種目、測定データ、トレーニング映像等
（独）日本スポーツ振興センター
総務部総務課
〒107-0061東京都港区北青山2-8-35

10 トレーニング体育館システムファイル 国際競技力向上のための研究・支援等 氏名、性別、生年月日、競技名、競技種目、測定データ、サポートデータ
（独）日本スポーツ振興センター
総務部総務課
〒107-0061東京都港区北青山2-8-35

11 競技者栄養評価システムファイル 国際競技力向上のための研究・支援等 氏名、性別、生年月日、競技名、栄養支援の内容等
（独）日本スポーツ振興センター
総務部総務課
〒107-0061東京都港区北青山2-8-35

12 医療情報システムファイル アスリートの診療
氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、競技名、競技種目、所属先情報、診療データ
等

（独）日本スポーツ振興センター
総務部総務課
〒107-0061東京都港区北青山2-8-35

13 スポーツインテリジェンスデータベース利用者ファイル
ハイパフォーマンススポーツ関連情報を提供
するデータベースの利用者登録

氏名、所属、メールアドレス
（独）日本スポーツ振興センター
総務部総務課
〒107-0061東京都港区北青山2-8-35

14 toto販売、払戻システム会員情報ファイル 会員サービス提供 住所、氏名、年齢、電話番号、メールアドレス
（独）日本スポーツ振興センター
総務部総務課
〒107-0061東京都港区北青山2-8-35

提案募集の対象となる個人情報ファイル一覧表



別添様式２ 【提案を検討される際は、各機関のホームページをご確認いただきますようお願いいたします。】

機関名：独立行政法人日本スポーツ振興センター

番号 提案募集となる個人情報ファイルの名称 個人情報ファイルの利用目的 記録項目
行政機関等非識別加工情報の提案を受ける

組織の名称、所在地及び問合せ先

提案募集の対象となる個人情報ファイル一覧表

15 災害共済給付オンライン請求システムファイル
医療費、障害見舞金、死亡見舞金の支給業務
に利用する。

1被災児童生徒等氏名、2性別、3学年、4保護者等氏名、5災害発生場所・場合、6災害
発生の日時、7災害発生の状況、8学校名、9校長氏名、10生年月日、11傷病名、12初
診月日、13請求点数、14医療機関名、15医師名、16治癒年月日、17傷病から障害まで
の経過、18死亡年月日、19死亡した場所、20傷病から死亡までの経過、21災害の種
類、22災害共済給付金額、23災害共済給付の期間

（独）日本スポーツ振興センター
総務部総務課
〒107-0061東京都港区北青山2-8-35



別添様式２ 【提案を検討される際は、各機関のホームページをご確認いただきますようお願いいたします。】

機関名：（独）農業者年金基金

番号 提案募集となる個人情報ファイルの名称 個人情報ファイルの利用目的 記録項目
行政機関等非識別加工情報の提案を受ける

組織の名称、所在地及び問合せ先

1 債権管理一覧表ファイル
・債権額及び債務者の管理、受給者、遺族へ納付
通知書の発送等に利用

１ 年金証書番号、２ 生年月日、３ 発生処理年月、４ 受給者氏名、５ 受給者住所、６ 団体コード、７ 農委コード、８ 該当期間、９
債務者氏名、10 債権発生年月日、11 入金記録、12 原因区分、13 催告回数、14 催告年月日、15 分納表示、16 分納申出年月
日

独立行政法人農業者年金基金　総務部　総務課
〒105-8010　東京都港区西新橋1-6-21 NBF虎ノ門ビル5階

2 被保険者ファイル
・旧農業者年金の被保険者記録の管理、年金・一
時金の裁定等に利用

１ 被保険者証の記号番号、２ 生年月日、３ 氏名、４ 家族協定による配偶者の被保険者証の記号番号または特定配偶者の配
偶者の被保険者証の記号番号、５ 家族協定による配偶者の生年月日または特定配偶者の配偶者の生年月日、６ 配偶者の死
亡一時金の受給状況（特定配偶者のみ）、７保険料の自動振替口座、８ 性別、９ 加入の種別、10 保険料の納付方法、11 一時
金が裁定された年月、12 一時金の種類、13 最終資格喪失記録の記録数、14 最後に資格を喪失した年月日、15 特定配偶者
の配偶者の死亡日、16 還付回数、17 自分名義の農地等の経営面積、18 三大都市圏の特定市の市街化区域内の農地等の面
積、19 夫婦の農地等の合計面積、20 年金受給要件（20年要件）を満たさない被保険者の収納拒否等の対応年月、21 昭和53
年、昭和54年法改正による保険料納付の最新の年月日、22 加入種別変更年月日、23 農業者年金の被保険者期間の月数、24
短期被用者年金期間の月数、25 特定期間の月数、26 特定短期被用者年金期間の月数、27 後継者加入救済措置により加入
した者の納付対象期間の月数、28 特例短期被用者年金期間の月数、29 農林漁業団体役員期間の月数、30 特例事業所期間
の月数、31 任意継続被保険者期間の月数、32 農業生産法人構成員期間の月数、33 特定被用者年金期間の月数、34 特定配
偶者期間の月数、35 加算対象の特定配偶者期間の月数、36 特例配偶者期間の月数、37 農業者年金の被保険者期間のうち
保険料納付済月数、38 農業者年金の被保険者期間のうち保険料未納月数、39 後継者加入救済措置により加入した者の納付
対象期間のうち保険料納付済月数、40 後継者加入救済措置により加入した者の納付対象期間のうち保険料未納月数、41 任
意継続被保険者期間のうち保険料納付済月数、42 任意継続被保険者期間のうち保険料未納月数、43 沖縄特例措置にかかる
該当期間の月数、44 沖縄特例措置にかかる保険料納付済月数、45 特定保険料による納付済月数、46 特定保険料による未
納月数、47 年金証書の記号番号、48 ６０歳到達年月日、49 経営移譲をして任意継続被保険者となった者の経営移譲終了年
月日、50 住所、51 配偶者加入年月日、52 資格を取得した年月日・理由・種別、53 資格を喪失した年月日・理由、54 保険料の
月別納付状況（収納・未納（カラ期間））、55 国民年金資格記録との不整合の有無、56 保険料総額

独立行政法人農業者年金基金　総務部　総務課
〒105-8010　東京都港区西新橋1-6-21 NBF虎ノ門ビル5階

3 新被保険者ファイル

・新農業者年金の被保険者記録の管理、年金・一
時金の裁定等
・農業者年金事業の適正かつ効率的な運営のため
被保険者の意見を聴くことに利用

1 被保険者証の記号番号、２ 生年月日、３ 氏名、４ 住所、５ 性別、６ 死亡年月日、７ 死亡一時金が裁定された年月、８ 認定
農業者の認定年月日、９ 認定就農者の認定年月日、10 経営管理の合理化を図る認定農業者になる約束達成の有無、11 保
険料の自動振替口座、12 保険料の納付方法（毎月・前納）、13 国民年金保険料の免除申請期間、14 年金証書の記号番号、
15 還付回数表示（有無）、16 ６０歳到達年月日、17 農業者年金の被保険者期間の月数、18短期被用者年金期間の月数、19
農林漁業団体役員期間の月数、20特例事業所期間の月数、21 農業生産法人構成員期間の月数、22 特定被用者年金期間の
月数、23 国民年金保険料免除期間の月数、24保険料の納付済月数、25 保険料の未納月数、26 資格の遡及変更に伴う保険
料の差額追納中の月数（未納扱い）、27 通常保険料（毎月納付）の額の変更予約情報、28 保険料の額・納付方法の変更予約
情報、29 資格を取得した年月日・原因、30 加入区分、31 保険料月額、32 資格取得申込書のＪＡ受付年月日、33 資格喪失年
月日・理由、34 保険料の月別納付状況（収納・未納（カラ期間））及び保険料額、35 保険料の時効完成年月、36 国民年金資格
記録との不整合の有無、37 保険料総額、38 ３５歳到達年月日(但し加入時に35歳未満かつ政策支援加入記録のある者のみ)

独立行政法人農業者年金基金　総務部　総務課
〒105-8010　東京都港区西新橋1-6-21 NBF虎ノ門ビル5階

4 還付ファイル ・還付金支払いのため利用
１ 被保険者証の記号番号、２ 生年月日、３ 通知年月、４ 支払年月日、５ 還付回数、６ 死亡した年月日、７ 請求者の氏名、８
請求者の住所、９ 還付対象期間、10 還付事由、11 還付月数、12 還付金額、13 氏名、14 住所、15 支払い金融機関

独立行政法人農業者年金基金　総務部　総務課
〒105-8010　東京都港区西新橋1-6-21 NBF虎ノ門ビル5階

5 付利ファイル ・付利額の算出のため利用

１ 被保険者証の記号番号、２ 特例脱退一時金裁定に伴う国庫補助取消日、３ 死亡に伴う国庫取消日、４ 生年月日、５ 自己拠
出付利年度数、６ 国庫補助付利年度数、７ 付利年度（自己拠出）、８農業者老齢年金個人積立額に対する付利額、９ 農業者
老齢年金個人積立額、10 付利年度（国庫補助）、11 特例付加年金個人積立額に対する付利額、12 特例付加年金個人積立
額、13 氏名

独立行政法人農業者年金基金　総務部　総務課
〒105-8010　東京都港区西新橋1-6-21 NBF虎ノ門ビル5階

提案募集の対象となる個人情報ファイル一覧表



別添様式２ 【提案を検討される際は、各機関のホームページをご確認いただきますようお願いいたします。】

機関名：（独）農業者年金基金

番号 提案募集となる個人情報ファイルの名称 個人情報ファイルの利用目的 記録項目
行政機関等非識別加工情報の提案を受ける

組織の名称、所在地及び問合せ先

提案募集の対象となる個人情報ファイル一覧表

6 旧農業者年金年金受給権者ファイル
・旧農業者年金（経営移譲年金及び農業者老齢年
金）の受給権者の記録の管理及び給付事務に利用

１ 年金の種別、２ 年金証書の記号番号、３ 生年月日、４ 被保険者証の記号番号、５ 氏名、６性別、７ 扶養親族申告内容、８ 配偶者の被保険
者の記号番号、９ 配偶者の年金証書の記号番号、10 配偶者の生年月日、11 障害の状態、12 若齢停止至年月日、13 再裁定届出年月日、14
死亡年月日、15 脱退一時金支給の有無、16 農業者年金の被保険者期間の月数、17 短期被用者年金期間の月数、18 特定期間の月数、19
特定短期被用者年金期間の月数、20 農林漁業団体役員期間の月数、21 特例事業所期間の月数、22 農業生産法人構成員期間の月数、23
特定被用者年金期間の月数、24 特定配偶者期間の月数、25 加算対象特定配偶者期間の月数、26 特例配偶者期間の月数、27 特例配偶者
期間を有する者に係る年金額加算月数、28 保険料納付済期間の月数、29 保険料未納期間の月数、30 沖縄特例措置に係る該当期間の月
数、31 沖縄特例措置に係る保険料納付済期間、32 後継者加入特例措置に係る保険料納付済月数、33 後継者加入特例措置に係る保険料未
納月数、34 特例短期被用者年金期間の月数、35 阪神・淡路大震災特例措置に係る保険料免除期間の月数、36 住所、37 経営移譲年金裁定
請求年月日、38 経営移譲年金裁定年月日、39 繰下希望の有無、40 繰下指定年月、41 繰下撤回年月日、42 経営移譲年金受給権取得年月
日、43 支給基準年月、44 特例支給の老齢年金受給権取得年月日、45 根拠条文、46 第三者譲受者数、47 第３者該当者の新規参入者数、48
経営移譲終了年月日、49 再処分年月日、50 差止年月日、51 債権返還年月、52 債権額、53 未支給対象期間、54 未支給額、55 未支給請求
者氏名・死亡届出者氏名、56 経営移譲年金の支払機関、57 処分対象農地（分家住宅）、58 基準日現在の農地等の面積、59 基準日現在の自
作地の面積、60 基準日現在の小作地の面積、61 基準日現在の農業生産法人の持分の面積、62 基準日から経営移譲終了日までに取得した
自作地の面積、63 基準日から経営移譲終了日までに取得した小作地の面積、64 基準日から経営移譲終了日までに取得した農業生産法人の
持分の有無、65 基準日から経営移譲終了日までに取得した農業生産法人持分の処分の相手方、66 使用収益権の配偶者返還の有無、67 農
業生産法人の持分を保有している者の農地等の処分の相手方、68 自留地面積、69 土地収用された農地等の面積、70 後継者に所有権を移
転した処分対象農地等の面積、71 後継者に使用収益権を移転した処分対象農地等の面積、72 後継者に使用収益権を設定した処分対象農地
等の面積（自作地）、73 後継者に使用収益権を設定した処分対象農地等の面積（小作地）、74 後継者移譲の場合で、使用収益権が消滅した処
分対象農地等（小作地）、75 第３者に所有権を移転した処分対象農地等の面積（自作地）、76 第３者に使用収益権を移転した処分対象農地等
の面積（小作地）、77 第３者に使用収益権を設定した処分対象農地等の面積（自作地）、78 第３者に使用収益権を設定した処分対象農地等の
面積（小作地）、79 使用収益権が消滅した処分対象農地等の面積、80 三大都市圏の特定市の市街化区域内の農地等の面積、81 夫婦合意の
経営移譲をした場合の請求者名義に基づく農地等の面積、82 後継者の生年月日、83 後継者の性別、84 後継者と受給権者との続柄、85 後継
者の農業者年金加入の有無、86 後継者の国民年金被保険者種別、87 後継者の農業従事期間、88 後継者名義の農地等の面積、89 後継者
の被保険者証の記号番号、90 経営移譲年金額改定年月日、91 経営移譲年金の基本額、92 経営移譲年金の加算額、93 経営移譲年金の年
金額、94 経営移譲年金支給停止額、95 特例老齢年金の年金額、96 経営移譲年金の各期支払額、97 支給停止事由、98 支給停止期間、99
農業を再開した農地等の面積、100 農業者老齢年金の請求年月日、101 農業者老齢年金の裁定年月日、102 農業者老齢年金受給権取得年
月日、103 振込不能年月、104 差止年月日、105 支払保留年月日、106 調整額、107 農業者老齢年金の支払機関、108 農業者老齢年金額の
改定年月日、109 農業者老齢年金額、110 農業者老齢年金の各期支払額、111 被保険者記録、112 保険料納付記録

独立行政法人農業者年金基金　総務部　総務課
〒105-8010　東京都港区西新橋1-6-21 NBF虎ノ門ビル5階

7 旧農業者年金一時金受給権者ファイル
・旧農業者年金一時金の請求者の記録の管理及
び一時金の支払等に利用

１ 被保険者証の記号番号、２ 生年月日、３ 一時金種別、４ 一時金・加算選択表示、５ 性別、６ 死亡年月日、７ 受給権発生年
月日、８ 裁定請求年月日、９ 裁定年月日、10 支払年月日、11 被保険者氏名、12 受給権者氏名（又は請求者氏名）、13 住所、
14 支払機関、15 脱退一時金給付額、16 所得税額、17 市町村民税額、18 都道府県民税額、19 脱退一時金支払額、20 受給
していた年金の種類、21 年金証書の記号番号、22 死亡一時金給付額、23 経営移譲年金既支払額、24 老齢年金既支払額、
25 特例老齢年金既支払額、26 総年金既支払額、27 既支払額差引後死亡一時金給付額、28 経営移譲年金過払額、29 老齢
年金過払額、30 特例老齢年金過払額、31 総年金過払額、32 差引支払額、33 差引過払額、34 被保険者期間、35 保険料納付
済期間、36 法改別納付状況

独立行政法人農業者年金基金　総務部　総務課
〒105-8010　東京都港区西新橋1-6-21 NBF虎ノ門ビル5階

8 新農業者年金年金受給権者ファイル
・新農業者年金（農業者老齢年金及び特例付加年
金）の受給権者の記録の管理及び給付事務に利用

１ 年金の種別、２ 年金証書の記号番号、３ 被保険者証の記号番号、４ 氏名、５ 生年月日、６ 性別、７ 住所、８ 死亡年月日、９
農業者年金納付保険料、10 納付期間、11 裁定請求年月日、12 裁定決定年月日、13 受給権発生年月日、14 年金額、15 受給
権者支払機関、16 支払保留年月、17 差止年月、18 死亡届出者の氏名、19 死亡届出者の住所、20 未支給期間、21 未支給
額、22 請求者の氏名、23 請求者の住所、24 農業者年金納付期間、25 納付保険料、26 平均残高、27 付利額、28 個人積立
額、29 予定付利利率、30 予定付利準備金繰入率、31 予定調整準備金繰入率、32付利準備金繰入額、33 調整準備金繰入
額、34 支給停止事由、35 支給停止該当年月日、36 支給停止消滅事由、37 支給停止消滅年月日、38 支給停止に該当した農
地等の面積、39 支給停止に該当した農業用施設の種別及び面積、40 分家住宅転用面積合計、41 特定処分対象農地等の返
還年月日、42 保全管理面積、43 保全管理終了年月日、44 農業廃止届出年月日、45 農業廃止年月日、46 農業再開届出年月
日、47 農業再開年月日、48 継承方法の区分、49 基準日の処分対象農地等の面積（自作地・小作地）、50 基準日後の農地等
の面積（自作地・小作地）、51 基準日の処分対象特定農業用施設等の面積（所有権・賃貸借等）、52 基準日後取得の特定農
業用施設等の面積（所有権・賃貸借等）、53 後継者に所有権を移転した処分対象農地等の面積（自作地）、54 後継者に使用収
益権を移転した処分対象農地等の面積（小作地）、55 後継者に使用収益権を設定した処分対象農地等の面積（自作地）、56 後
継者に使用収益権を設定した処分対象農地等の面積（小作地）、57 第３者に所有権を移転した処分対象農地等の面積（自作
地）、58 第３者に使用収益権を移転した処分対象農地等の面積（小作地）、59 第３者に使用収益権を設定した処分対象農地等
の面積（自作地）、60 第３者に使用収益権を設定した処分対象農地等の面積（小作地）、61 使用収益権が消滅した処分対象農
地等の面積、62 後継者に所有権を移転した特定農業用施設の面積（自己所有）、63 後継者に使用収益権を移転した特定農業
用施設の面積（借用）、64 後継者に使用収益権を設定した特定農業施設の面積（自己所有）、65 後継者に使用収益権を設定
した特定農業施設の面積（借用）、66 第３者に所有権を移転した特定農業用施設の面積（自己所有）、67 第３者に使用収益権
を移転した特定農業用施設の面積（借用）、68 第３者に使用収益権を設定した特定農業施設の面積（自己所有）、69 第３者に
使用収益権を設定した特定農業施設の面積（借用）、70 使用収益権が消滅した特定農業用施設の面積、71 農業生産法人の
常時従事者たる構成員の確認（有無）、72 土地収用に係る農地等・特定農業用施設の有無、全部・一部及び面積、73 一般農
業用施設の有無及び総床面積、74 家族経営協定破棄の有無、75 農地等・特定農業用施設の配偶者返還の有無、76 自留地
の面積、77 後継者（相手方）の区分、続柄、生年月日、通算・継続表示及び農業従事年数・月数

独立行政法人農業者年金基金　総務部　総務課
〒105-8010　東京都港区西新橋1-6-21 NBF虎ノ門ビル5階

9 新農業者年金一時金受給権者ファイル
・新農業者年金一時金の請求者の記録の管理及
び一時金の支払等に利用

１ 被保険者証の記号番号、２ 年金証書の記号番号、３ 被保険者氏名、４ 性別、５ 生年月日、６ 死亡年月日、７ 支払年月日、
８ 一時金種別、９ 請求者氏名、10 請求者住所、11 裁定請求年月日、12 裁定決定年月日、13 一時金給付額、14 支払機関、
15 農業者年金納付期間、16 納付保険料、17 平均残高、18 付利額、19 個人積立額、20 予定付利利率、21 予定付利準備金
繰入率、22 予定調整準備金繰入率、23 付利準備金繰入額、24 調整準備金繰入額

独立行政法人農業者年金基金　総務部　総務課
〒105-8010　東京都港区西新橋1-6-21 NBF虎ノ門ビル5階



別添様式２ 【提案を検討される際は、各機関のホームページをご確認いただきますようお願いいたします。】

機関名：（独）農業者年金基金

番号 提案募集となる個人情報ファイルの名称 個人情報ファイルの利用目的 記録項目
行政機関等非識別加工情報の提案を受ける

組織の名称、所在地及び問合せ先

提案募集の対象となる個人情報ファイル一覧表

10 農業者年金年金支払ファイル ・年金の支払状況管理等に利用

１ 年金の種別、２ 年金証書の記号番号、３ 生年月日、４ 氏名、経営移譲年金（５ 支払年月日、６ 支払期間、７ 支払機関、８
支払額、９ 税額、10 差引支払額）、農業者老齢年金（11 支払年月日、12 支払期間、13 支払機関、14 支払額、15 税額、16 差
引支払額）、新農業者老齢年金（17 支払年月日、18 支払期間、19 支払機関、20 支払額、21 税額、22 差引支払額）、特例付
加年金（23 支払年月日、24 支払期間、25 支払機関、26 支払額、27 税額、28 差引支払額）

独立行政法人農業者年金基金　総務部　総務課
〒105-8010　東京都港区西新橋1-6-21 NBF虎ノ門ビル5階



別添様式２ 【提案を検討される際は、各機関のホームページをご確認いただきますようお願いいたします。】

機関名：独立行政法人農林漁業信用基金

番号 提案募集となる個人情報ファイルの名称 個人情報ファイルの利用目的 記録項目
行政機関等非識別加工情報の提案を受ける

組織の名称、所在地及び問合せ先

1 保険マスタ
農業信用保険業務における保険引受案件の
管理、保険料計算事務、保険金支払審査事
務及び統計資料作成に利用する

１氏名、２協会名、３融資機関名、４資金名、５保証番号、６償還条件、７保証人・担保
の状況

独立行政法人農林漁業信用基金
個人情報保護窓口（総務経理部総務課）
〒１０５－６２２８　東京都港区愛宕二丁目５番１号
愛宕グリーンヒルズＭＯＲＩタワー２８階

2 求償権マスタ
農業信用保険業務における保険引受案件の
保険金支払審査事務、保険金支払後の回収
納付及び統計資料作成に利用する

１氏名、２協会名、３資金名、４管理番号、５代位弁済額、６保険金支払額、７回収納付
額、８回収見通し、９保証人・担保の状況

独立行政法人農林漁業信用基金
個人情報保護窓口（総務経理部総務課）
〒１０５－６２２８　東京都港区愛宕二丁目５番１号
愛宕グリーンヒルズＭＯＲＩタワー２８階

3 出資者ファイル１
林業信用保証業務における出資者及び出資
金の管理に利用する

１出資者番号、２氏名、３住所、４出資金額、５出資金の移動年月日、６譲受け・譲渡し
の内容

独立行政法人農林漁業信用基金
個人情報保護窓口（総務経理部総務課）
〒１０５－６２２８　東京都港区愛宕二丁目５番１号
愛宕グリーンヒルズＭＯＲＩタワー２８階

4 債務保証ファイル
林業信用保証業務における債務保証審査及
び債務保証契約に利用する

１氏名、２住所、３年齢、４職業、５資産・負債、６保証額、７担保の状況、

独立行政法人農林漁業信用基金
個人情報保護窓口（総務経理部総務課）
〒１０５－６２２８　東京都港区愛宕二丁目５番１号
愛宕グリーンヒルズＭＯＲＩタワー２８階

5 債権管理ファイル
林業信用保証業務における代位弁済事務及
び代位弁済後の債権管理に利用する

１氏名、２住所、３年齢、４職業、５家族構成、６現況、７資産・負債、８融資機関名、９債
権額、10状況、11保証人・担保の状況

独立行政法人農林漁業信用基金
個人情報保護窓口（総務経理部総務課）
〒１０５－６２２８　東京都港区愛宕二丁目５番１号
愛宕グリーンヒルズＭＯＲＩタワー２８階

6 保険管理マスタ
漁業信用保険業務における保険引受案件の
管理、保険料計算事務、保険金支払審査事務
及び統計資料作成に利用する

１氏名、２協会名、３融資機関名、４資金種類、５漁業種類、６保険通知書番号、７償還
条件

独立行政法人農林漁業信用基金
個人情報保護窓口（総務経理部総務課）
〒１０５－６２２８　東京都港区愛宕二丁目５番１号
愛宕グリーンヒルズＭＯＲＩタワー２８階

7 保険金管理マスタ
漁業信用保険業務における保険引受案件の
保険金支払審査事務、保険金支払後の回収
納付及び統計資料作成に利用する

１氏名、２協会名、３資金種類、４漁業種類、５保険金請求年度、６保険金請求番号、７
代位弁済額、８保険金支払額、９回収納付額

独立行政法人農林漁業信用基金
個人情報保護窓口（総務経理部総務課）
〒１０５－６２２８　東京都港区愛宕二丁目５番１号
愛宕グリーンヒルズＭＯＲＩタワー２８階

提案募集の対象となる個人情報ファイル一覧表



別添様式２ 【提案を検討される際は、各機関のホームページをご確認いただきますようお願いいたします。】

機関名：独立行政法人水資源機構

番号 提案募集となる個人情報ファイルの名称 個人情報ファイルの利用目的 記録項目
行政機関等非識別加工情報の提案を受ける

組織の名称、所在地及び問合せ先

1 土地登記簿調査表（所有権・地上権・隣接地）
水資源開発施設等管理台帳を作成するため
の基礎となるデータを収集することを目的とす
る。

１所在地　２地目　３地積　４登記名義人氏名（名称）・住所　５共有持分氏名
（名称）・住所　６所有権以外の権利設定氏名（名称）・住所・権利の種類・順
位・内容・始期・存続期間　７仮登記、予告登記の内容

独立行政法人水資源機構総務部総務課
〒330-6008　埼玉県さいたま市中央区新都心１１－２
電話：048-600-6511　ＦＡＸ：048-600-6510

2 水資源開発施設等管理台帳調書（敷地関係）
水資源機構の管理対象物を正確に把握し、適
正な管理を行うことを目的とする。

１権利の種類　２所在地　３地目（公簿、現況）　４取得年月日　５取得価格　６台帳面積
７実績面積　８登記年月日　９氏名　１０住所

同上

3 水資源開発施設等管理台帳調書（敷地関係）
水資源機構の管理対象物を正確に把握し、適
正な管理を行うことを目的とする。

１権利の種類　２所在地　３地目（公簿、現況）　４取得年月日　５取得価格　６台帳面積
７実績面積　８登記年月日　９氏名　１０住所

同上

4 用地関係人・地番検索システム
愛知用水一期事業における土地取得等の補
償契約書、補償金支払関係の文書を検索する
ため。

１所在　２氏名　３住所　４金額　５年月日 同上

5 水資源開発施設等管理台帳調書（敷地関係）
水資源機構の管理対象物を正確に把握し、適
正な管理を行うことを目的とする。

１権利の種類　２所在地　３地目（公簿、現況）　４取得年月日　５取得価格　６台帳面積
７実測面積　８登記年月日　９氏名　１０住所

同上

6 用地関係情報検索システム
豊川用水一期事業における土地取得等の補
償契約書、補償金支払い関係の文書を検索す
るため。

１所在　２氏名　３住所　４金額　５年月日 同上

7 補償内容等検索システム 補償内容、金額等を把握するため。
契約の相手方の氏名、住所、取得（または権利設定）する土地の内訳（地目、等級、面
積）、単価、補償額、権利の種類、物件の内訳（種類、形状寸法、数量）、その他通損内
訳、契約額、協議・契約・支払・登記年月日、地区、所有形態、工種

同上

8 水資源開発施設等管理台帳調書（敷地関係）
水資源機構の管理対象物を正確に把握し、適
正な管理を行うことを目的とする。

１権利の種類　２所在地　３地目（公簿、現況）　４取得年月日　５取得価格　６台帳面積
７実測面積　８登記年月日　９氏名　１０住所

同上

9 水資源開発施設引継図書（用地調書）
水資源機構の管理施設に係る土地の所有権
及び地上権を正確に把握し、適正な管理を行
うことを目的とする。

１.所在地　２.地目（公簿、現況）　３.取得年月日　４.取得価格　５.台帳面積　６.実測面
積　７.登記年月日　８.氏名　９.住所

同上

10 三重用水地図情報システム（用地情報）
水資源機構の管理施設に係る土地の所有権
及び地上権を正確に把握し、適正な管理を行
うことを目的とする。

１.所在地　２.地目（公簿、現況）　３.取得年月日　４.取得価格　５.台帳面積　６.実測面
積　７.登記年月日　８.氏名　９.住所

同上

11 水資源開発施設等管理台帳調書（敷地関係）
水資源機構の管理対象物を正確に把握し、適
正な管理を行うことを目的とする。

１.所在地　２.地目（公簿、現況）　３.取得年月日　４.取得価格　５.台帳面積　６.実測面
積　７.登記年月日　８.氏名　１０.住所

同上

提案募集の対象となる個人情報ファイル一覧表



別添様式２ 【提案を検討される際は、各機関のホームページをご確認いただきますようお願いいたします。】

機関名：国立研究開発法人理化学研究所

番号 提案募集となる個人情報ファイルの名称 個人情報ファイルの利用目的 記録項目
行政機関等非識別加工情報の提案を受ける

組織の名称、所在地及び問合せ先

1 安全管理WEB申請システム 安全管理関係実験計画及び従事者管理 実験従事者の氏名、理研ID、メールアドレス
国立研究開発法人理化学研究所総務部総務課
〒351-0198　埼玉県和光市広沢２－１
hogo@riken.jp 050-3500-5292

2 化学物質管理・検索システム 試薬管理及び検索 実験従事者の氏名、理研ID、メールアドレス
国立研究開発法人理化学研究所総務部総務課
〒351-0198　埼玉県和光市広沢２－１
hogo@riken.jp 050-3500-5292

3
放射線初期教育訓練記録、放射線再教育訓練記録、
放射線管理区域教育訓練記録

放射線業務従事者の登録、管理区域立ち入り
可否の確認

放射線業務従事者の所属、氏名、生年月日、性別、受講年月日
国立研究開発法人理化学研究所総務部総務課
〒351-0198　埼玉県和光市広沢２－１
hogo@riken.jp 050-3500-5292

4 安全管理室講習会システム
全事業所における安全管理業務関係の講習
受講記録の一元管理

氏名、所属、理研ID、メールアドレス、内線番号、区分（受講項目）、受講日
国立研究開発法人理化学研究所総務部総務課
〒351-0198　埼玉県和光市広沢２－１
hogo@riken.jp 050-3500-5292

5 図書管理システム利用者情報
神戸地区（旧第一地区）及び大阪地区の利用
者へのサービス提供のため

利用者の氏名、所属、身分、理研ID番号、理研IDカードIDM番号、メールアドレス、貸出
履歴、複写（貸借）依頼履歴

国立研究開発法人理化学研究所総務部総務課
〒351-0198　埼玉県和光市広沢２－１
hogo@riken.jp 050-3500-5292

6 GeNAS得意先台帳
当チームにメール、電話等で解析の問合せを
してきた人並びに当施設を利用した依頼者の
氏名、連絡先等の管理

当施設に問合せをしてきた人並びに当施設利用者の氏名、所属、所属先住所、電話番
号、メールアドレス

国立研究開発法人理化学研究所総務部総務課
〒351-0198　埼玉県和光市広沢２－１
hogo@riken.jp 050-3500-5292

7 リソースの収集・保存・提供事業にかかるデータベース

理研バイオリソースセンターにおいて、バイオ
リソースの収集及び提供を行う際に、ユー
ザー情報（連絡、リソースの発送等を行う際に
必要とされる）を管理する。

BRCユーザー番号、氏名、肩書き、誕生日、役職名、機関名、機関コード、前機関コー
ド、部署、部室課講座名、郵送先選択、国名、国名コード、郵便番号、住所、TEL、
FAX、E-MAIL、アンケート、特記事項、学術区分、登録年月日、退職フラグ、BRC重複
ユーザー番号、仮登録ID

国立研究開発法人理化学研究所総務部総務課
〒351-0198　埼玉県和光市広沢２－１
hogo@riken.jp 050-3500-5292

8 従事者管理システム
放射線業務従事者（年齢確認）及び動物実験
従事者の登録並びに健康管理室への情報供
与（血清保存に係る個人識別）

従事者の氏名、性別、生年月日、被ばくの有無、被ばく歴、作業歴
国立研究開発法人理化学研究所総務部総務課
〒351-0198　埼玉県和光市広沢２－１
hogo@riken.jp 050-3500-5292

9 WEB マーケティング用顧客管理システム「クライゼル」
イベントの告知情報の配信、オンラインフォー
ムの作成・申込の管理

参加者の氏名、メールアドレス、年齢区分、職業区分、居住地区分、電話番号、企業名
国立研究開発法人理化学研究所総務部総務課
〒351-0198　埼玉県和光市広沢２－１
hogo@riken.jp 050-3500-5292

10 従事者管理システム 放射線業務従事者ほか実験従事者等の管理
実験従事者等の所属、氏名、生年月日、性別、身分、緊急連絡時TEL、理研ID、現住
所、RI作業歴（RI作業事業所、RI作業内容・期間、被曝の有無）

国立研究開発法人理化学研究所総務部総務課
〒351-0198　埼玉県和光市広沢２－１
hogo@riken.jp 050-3500-5292

11 放射線管理支援システム 放射線業務従事者の管理

従事者の氏名、生年月日、性別、内線、e-mail、理研ID、所属、身分、作業歴の有無
（登録期間・管理機関・作業場所・作業内容）、免状の有無（種類)、本務先機関名称・所
属・身分・住所、理研内担当職員所属・氏名、承諾者職・氏名・住所、放射線取扱主任
者職・氏名・住所・電話・e-mail、健康診断異常の有無、被ばく線量、受入担当者所属・
氏名、従事者承認者

国立研究開発法人理化学研究所総務部総務課
〒351-0198　埼玉県和光市広沢２－１
hogo@riken.jp 050-3500-5292

12 工作機械の取扱講習会修了証発行情報
工作機械の取扱講習会修了者に修了証を発
行するため

修了証NO.　受講日、氏名、フリガナ、所属、メールアドレス、内線番号
国立研究開発法人理化学研究所総務部総務課
〒351-0198　埼玉県和光市広沢２－１
hogo@riken.jp 050-3500-5292

提案募集の対象となる個人情報ファイル一覧表



別添様式２ 【提案を検討される際は、各機関のホームページをご確認いただきますようお願いいたします。】

機関名：労働者健康安全機構

番号 提案募集となる個人情報ファイルの名称 個人情報ファイルの利用目的 記録項目
行政機関等非識別加工情報の提案を受ける

組織の名称、所在地及び問合せ先

１～36
産業保健関係者（産業医・事業主・衛生管理者・労務
安全衛生担当者・保健師・看護師）名簿【36施設】

産業保健関係者に対する各種研修会の催案
内(産業保健に関する専門的かつ実践的な研
修)、産業保健に関する情報をとりまとめた情
報誌の発行、産業保健に関する様々な相談
(問題)の回答、講師派遣の斡旋など産業保健
活動を促進する役割を担っているセンターの
活動内容等を周知する目的

①　氏名、住所、電話番号、FAX番号、Eメールアドレス
②　事業場名(病院名)、事業内容（従業員数）、所属部署、職名
③　所属医師会、産業医認証番号

独立行政法人労働者健康安全機構
情報公開・個人情報保護窓口
〒211-0021
神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号事務管理棟

37～50 図書等教材の利用者名簿【14施設】
図書等教材の貸出管理及び情報提供（各種
研修会の開催案内、情報誌の発行、窓口相談
の実施）

① 氏名、住所、電話番号、FAX番号、Eメールアドレス
② 事業場名、事業内容（従業員数）、所属部署、職名

独立行政法人労働者健康安全機構
情報公開・個人情報保護窓口
〒211-0021
神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号事務管理棟

51～52 メールマガジン配信先名簿【2施設】
産業保健関係者に対する産業保健研修会の
案内、産業保健に関する情報等を掲載した
メールマガジンを配信するために使用する。

①　氏名、勤務先（部署）、勤務先住所
② 電話番号、FAX番号、職種
③　Ｅメールアドレス

独立行政法人労働者健康安全機構
情報公開・個人情報保護窓口
〒211-0021
神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号事務管理棟

53 情報誌「産業保健21」発送用名簿【1施設】 情報誌「産業保健21」発送のため。

①　氏名
②　事業場名(病院名)
③　郵便番号
④　住所

独立行政法人労働者健康安全機構
情報公開・個人情報保護窓口
〒211-0021
神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号事務管理棟

54
産業保健総合支援センター研修会利用者名簿【1施
設】

研修会の申込受付管理及び各種連絡（各種
研修会の開催案内、日程等変更の連絡）

①　氏名、住所、電話番号
②　事業場名(病院名)
③　職名

独立行政法人労働者健康安全機構
情報公開・個人情報保護窓口
〒211-0021
神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号事務管理棟

55 未払賃金立替払データベース
未払賃金立替払事務（審査、支給決定、点
検、求償等）

①氏名、性別、住所、電話番号、生年月日及び年齢、本人名義銀行口座
②事業場名、勤務期間、退職事由、未払賃金の額、賃金の支給形態、退職金制度加
入の有無、源泉徴収税額
③破産管財人の住所、氏名、電話番号
④事業場代表者氏名、住所、電話番号、所在の有無、財産状況

独立行政法人労働者健康安全機構
情報公開・個人情報保護窓口
〒211-0021
神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号事務管理棟

56 産業殉職者調書

・　労働災害により殉職された方の御霊簿を作
成し、高尾みころも霊堂に奉納
・　ご遺族に対する高尾みころも霊堂への納骨
の御案内と産業殉職者合祀慰霊式開催の御
案内

①　年金証書番号
②　支給決定年月日
③　所属事業所名
④　殉職者氏名
⑤　死亡年月日
⑥　遺族氏名
⑦　電話番号
⑧　郵便番号
⑨　住所

独立行政法人労働者健康安全機構
情報公開・個人情報保護窓口
〒211-0021
神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号事務管理棟

57 納骨者名簿

・ご遺族に対する産業殉職者合祀慰霊式開催
の御案内（産業殉職者）
・遺族から本部への問い合わせ対応
・霊堂から報告される利用状況の確認

（産業殉職者）
①　遺族氏名　②　電話番号　③　郵便番号　④　住所　⑤　殉職者氏名
⑥　所属事業所名　⑦　死亡年月日
（一般利用者）
①　利用権利者氏名　②　電話番号　③　郵便番号　④　住所
⑤　被収蔵者氏名　⑥　死亡年月日

独立行政法人労働者健康安全機構
情報公開・個人情報保護窓口
〒211-0021
神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号事務管理棟

58 実施体制データベース
専門スタッフに関する情報を記録し、事業実績
の入力、データ検索及びデータ抽出等に利用
する。

①　氏名、生年月日
②　委嘱種別、所属地域窓口、委嘱（新規・継続）、初回委嘱年月日、専門分野、資格
等

独立行政法人労働者健康安全機構
情報公開・個人情報保護窓口
〒211-0021
神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号事務管理棟

提案募集の対象となる個人情報ファイル一覧表
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