
個人情報ファイル簿 
 

個人情報ファイルの名称  利用団体情報 

行政機関等の名称  独立行政法人国立青少年教育振興機構 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 
教育事業部企画課 

個人情報ファイルの利用目的  利用団体の管理業務に利用する 

記録項目 
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、8.メールアドレス 

記録範囲  利用申込をした団体の代表者及び引率者 

記録情報の収集方法  利用団体管理システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先  なし 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名 称)独立行政法人国立青少年教育振興機構 

(所在地)東京都渋谷区代々木神園町３番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法律

又はこれに基づく命令の規定による

特別の手続等 

なし 

 ☑法第 60 条第２項第１号  

個人情報ファイルの種別 （電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 
令第 20 条第７項に該当するファ

イル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地 

（名 称）独立行政法人国立青少年教育振興機構総務企画課 

（所在地）東京都渋谷区代々木神園町３－１ 

行政機関等匿名加工情報の概要  － 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期間 － 

備   考  － 



個人情報ファイル簿 
 

個人情報ファイルの名称  債主登録情報 

行政機関等の名称  独立行政法人国立青少年教育振興機構 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
財務部財務課 

個人情報ファイルの利用目的  機構に係る支払の管理業務に利用する 

記録項目 
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 

記録範囲  債主として登録の依頼があった法人や団体、個人 

記録情報の収集方法  財務会計システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 含まない 

記録情報の経常的提供先  なし 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名 称) 独立行政法人国立青少年教育振興機構 

(所在地) 東京都渋谷区代々木神園町３番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法律

又はこれに基づく命令の規定による特

別の手続等 

なし 

 ☑法第 60 条第２項第１号  

個人情報ファイルの種別 （電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 
令第 20 条第７項に該当するファイ

ル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨 該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地 

(名 称) 独立行政法人国立青少年教育振興機構総務企画課 

(所在地) 東京都渋谷区代々木神園町３番１号 

行政機関等匿名加工情報の概要  － 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期間 － 

備   考 
 

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称  絵本専門士養成講座受講応募者情報 

行政機関等の名称  独立行政法人国立青少年教育振興機構 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 
教育事業部企画課 

個人情報ファイルの利用目的  受講生選考審査業務に利用する 

記録項目 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 

記録範囲  絵本専門士養成講座に応募してきた者 

記録情報の収集方法  エントリーシート（受講申込書） 

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先  なし 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名 称) 独立行政法人国立青少年教育振興機構 

(所在地) 東京都渋谷区代々木神園町３－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法律

又はこれに基づく命令の規定による

特別の手続等 

なし 

 ☑法第 60 条第２項第１号  

個人情報ファイルの種別 （電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 
令第 20 条第７項に該当するファイ

ル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルである旨 該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地 

（名 称）独立行政法人国立青少年教育振興機構総務企画課 

（所在地）東京都渋谷区代々木神園町３－１ 

行政機関等匿名加工情報の概要  － 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期間 － 

備   考  － 

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称  子どもゆめ基金助成金交付決定ファイル 

行政機関等の名称  独立行政法人国立青少年教育振興機構 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 
子どもゆめ基金部助成課 

個人情報ファイルの利用目的 子どもゆめ基金助成金交付決定業務に利用する 

記録項目 

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 

記録範囲 交付申請した団体の代表者及び連絡担当者 

記録情報の収集方法 子どもゆめ基金助成金交付申請書 

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名 称) 独立行政法人国立青少年教育振興機構本部 

(所在地) 〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町３－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法律

又はこれに基づく命令の規定による

特別の手続等 

なし 

 ☑法第 60 条第２項第１号  

個人情報ファイルの種別 （電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号（マ

ニュアル処理ファイル） 
令第 20 条第７項に該当するファ

イル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルである旨 該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地 

（名 称）独立行政法人国立青少年教育振興機構総務企画課 

（所在地）東京都渋谷区代々木神園町３－１ 

行政機関等匿名加工情報の概要  － 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期間 － 

備   考  変更申請書等含む 

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称  子どもゆめ基金助成金実績報告書ファイル 

行政機関等の名称  独立行政法人国立青少年教育振興機構 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
子どもゆめ基金部助成課 

個人情報ファイルの利用目的  子どもゆめ基金助成金交付確定業務に利用する 

 

記録項目 

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 

記録範囲  実績報告書を提出した団体の代表者及び連絡担当者 

記録情報の収集方法  子どもゆめ基金助成金実績報告書 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先  なし 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名 称)独立行政法人国立青少年教育振興機構本部 

(所在地)〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町３－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法律

又はこれに基づく命令の規定による特

別の手続等 

なし 

 ☑法第 60 条第２項第１号  

個人情報ファイルの種別 （電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 
令第 20 条第７項に該当するファイ

ル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地 

（名 称）独立行政法人国立青少年教育振興機構総務企画課 

（所在地）東京都渋谷区代々木神園町３－１ 

行政機関等匿名加工情報の概要  － 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期間 － 

備   考  － 

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称  子どもゆめ基金助成金支払申請書ファイル 

行政機関等の名称  独立行政法人国立青少年教育振興機構 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
子どもゆめ基金部助成課 

個人情報ファイルの利用目的 
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 

記録項目 
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 

記録範囲  助成金の支払いを申請した団体の代表者 

記録情報の収集方法  子どもゆめ基金助成金支払申請書 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先  なし 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名 称)独立行政法人国立青少年教育振興機構本部 

(所在地)〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町３－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法律

又はこれに基づく命令の規定による特

別の手続等 

なし 

 ☑法第 60 条第２項第１号  

個人情報ファイルの種別 （電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 
令第 20 条第７項に該当するファイ

ル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨 該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地 

（名 称）独立行政法人国立青少年教育振興機構総務企画課 

（所在地）東京都渋谷区代々木神園町３－１ 

行政機関等匿名加工情報の概要  － 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期間 － 

備   考  － 

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称  利用申込ファイル 

行政機関等の名称  独立行政法人国立青少年教育振興機構 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
オリンピックセンター運営部業務課 

個人情報ファイルの利用目的  施設利用の承諾に使用するため 

記録項目 

1.申込番号、2.受付スタッフ名、3.申込日、4.団体区分、 

5.目的区分、6.団体番号、7.地域コード、8.支払方法、9.団体名、 

10.研修会名、11.利用期間、12.代表者の氏名・住所・連絡先、 

13.申込者名又は引率責任者の氏名・住所・連絡先、 

14.活動内容、15.使用希望施設･教具等、16.利用人数 

記録範囲 
１.利用申込をした団体の責任者 

２.利用申込をした団体の申込者又は引率責任者 

記録情報の収集方法  利用申込書 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先  なし 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名 称)独立行政法人国立青少年教育振興機構 

    オリンピックセンター運営部業務課 

(所在地)東京都渋谷区代々木神園町３－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法律

又はこれに基づく命令の規定による特

別の手続等 

なし 

 ☑法第 60 条第２項第１号  

個人情報ファイルの種別 （電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 
令第 20 条第７項に該当するファイ

ル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地 

(名 称) 独立行政法人国立青少年教育振興機構総務企画課 

(所在地) 東京都渋谷区代々木神園町３番１号 

行政機関等匿名加工情報の概要  － 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期間 

－ 

備   考  

 


