
個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 推進委員関係ファイル 

独立行政法人等の名称 独立行政法人北方領土問題対策協会 

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 

東京事務局総務担当 

個人情報ファイルの利用目的 
推進委員の委嘱手続、事務連絡、情報提供、活動費支給等のた

めに利用 

記録項目 

1 氏名 2 住所・勤務先 3 電話番号 4 ファクシミリ番号 5

生年月日 6 メールアドレス 7 振込口座名・番号  

 

記録範囲 都道府県推進委員 

記録情報の収集方法 都道府県知事からの推薦書、本人からの承諾 

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 

東京事務局 情報公開・個人情報保護窓口 

〒110-0014 東京都台東区北上野 1 丁目 9 番 12 号 

住友不動産上野ビル 

札幌事務所 情報公開・個人情報保護窓口 

〒060-0005 北海道札幌市中央区北 5条西 6 丁目 2番地 2 

札幌センタービル 

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 

個人情報ファイルの種別 

□法２条第４項第１号 

（電算処理ﾌｧｲﾙ） 
■法第２条第４項第２号 

（ﾏﾆｭｱﾙ処理ﾌｧｲﾙ） 令第４条第３号に該当するﾌｧｲﾙ 

□有   □無 

行政機関非識別加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

非該当 



行政機関非識別加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

在地 

－ 

個人情報ファイルが第２条第

９項第２号ロに該当する場合

には、意見書の提出機会が与え

られる旨 

－ 

行政機関非識別加工情報の概

要 

－ 

作成された行政機関非識別加

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非識別加

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 啓発事業関係ファイル 

独立行政法人等の名称 独立行政法人北方領土問題対策協会 

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 

業務グループ啓発担当 

個人情報ファイルの利用目的 啓発事業の参加にかかる事務手続、資料送付等のために利用 

記録項目 1氏名 2住所 3 電話番号 4所属先（学校名等） 5年齢 

記録範囲 啓発事業参加者 

記録情報の収集方法 都道府県民会議会長からの推薦書 

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 

東京事務局 情報公開・個人情報保護窓口 

〒110-0014 東京都台東区北上野 1 丁目 9 番 12 号 

住友不動産上野ビル 

札幌事務所 情報公開・個人情報保護窓口 

〒060-0005 北海道札幌市中央区北 5条西 6 丁目 2番地 2 

札幌センタービル 

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 

個人情報ファイルの種別 

□法２条第４項第１号 

（電算処理ﾌｧｲﾙ） 
■法第２条第４項第２号 

（ﾏﾆｭｱﾙ処理ﾌｧｲﾙ） 令第４条第３号に該当するﾌｧｲﾙ 

□有   □無 

行政機関非識別加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

非該当 

行政機関非識別加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

在地 

－ 



個人情報ファイルが第２条第

９項第２号ロに該当する場合

には、意見書の提出機会が与え

られる旨 

－ 

行政機関非識別加工情報の概

要 

－ 

作成された行政機関非識別加

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非識別加

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 四島交流事業関係ファイル 

独立行政法人等の名称 独立行政法人北方領土問題対策協会 

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 

業務グループ交流担当 

個人情報ファイルの利用目的 
訪問事業・受入事業の参加にかかる事務手続、資料送付等のた

めに利用 

記録項目 1氏名 2住所・勤務先 3電話番号 4生年月日 5所属団体 

記録範囲 訪問事業・受入事業参加者 

記録情報の収集方法 所属団体からの推薦書、本人からの参加申込 

記録情報の経常的提供先 内閣府、外務省 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

東京事務局 情報公開・個人情報保護窓口 

〒110-0014 東京都台東区北上野 1 丁目 9 番 12 号 

住友不動産上野ビル 

札幌事務所 情報公開・個人情報保護窓口 

〒060-0005 北海道札幌市中央区北 5条西 6 丁目 2番地 2 

札幌センタービル 

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 

個人情報ファイルの種別 

■法２条第４項第１号 

（電算処理ﾌｧｲﾙ） 
□法第２条第４項第２号 

（ﾏﾆｭｱﾙ処理ﾌｧｲﾙ） 令第４条第３号に該当するﾌｧｲﾙ 

■有   □無 

行政機関非識別加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

非該当 

行政機関非識別加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

在地 

－ 



個人情報ファイルが第２条第

９項第２号ロに該当する場合

には、意見書の提出機会が与え

られる旨 

－ 

行政機関非識別加工情報の概

要 

－ 

作成された行政機関非識別加

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非識別加

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 旧漁業権者名簿（資格者本人・死後承継・生前承継） 

独立行政法人等の名称 独立行政法人北方領土問題対策協会 

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 

札幌事務所 融資グループ 

個人情報ファイルの利用目的 旧漁業権者（死後・生前承継者含む）の資格管理 

記録項目 

1氏名 2住所 3 生年月日 4続柄 5電話番号  

6死亡年月日 7 承継年月日  

 

記録範囲 北方地域旧漁業権者（死後・生前承継者含む） 

記録情報の収集方法 
８漁協の会員名簿・千島連盟元居住者台帳・ 

道免許漁業原簿・択捉漁業者協議会等名簿参照 

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 

東京事務局 情報公開・個人情報保護窓口 

〒110-0014 東京都台東区北上野 1 丁目 9 番 12 号 

住友不動産上野ビル 

札幌事務所 情報公開・個人情報保護窓口 

〒060-0005 北海道札幌市中央区北 5条西 6 丁目 2番地 2 

札幌センタービル 

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 

個人情報ファイルの種別 

□法２条第４項第１号 

（電算処理ﾌｧｲﾙ） 
■法第２条第４項第２号 

（ﾏﾆｭｱﾙ処理ﾌｧｲﾙ） 令第４条第３号に該当するﾌｧｲﾙ 

□有   □無 

行政機関非識別加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

非該当 



行政機関非識別加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

在地 

－ 

個人情報ファイルが第２条第

９項第２号ロに該当する場合

には、意見書の提出機会が与え

られる旨 

－ 

行政機関非識別加工情報の概

要 

－ 

作成された行政機関非識別加

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非識別加

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 元居住者等名簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人北方領土問題対策協会 

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 

札幌事務所 融資グループ 

個人情報ファイルの利用目的 元居住者世帯の融資資格等の管理 

記録項目 

1 元居住者世帯番号 2 在島時世帯主氏名 3 島村名 4 地区名 

5渡島年月日 6 引揚年月日 7続柄 8氏名  9 世代 10 性別 

11生年月日 12 住所 13電話番号 14 職業 15 死亡年月日 

 

記録範囲 元居住者世帯 

記録情報の収集方法 千島連盟元居住者台帳・元居住者世帯 

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 千島連盟 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

東京事務局 情報公開・個人情報保護窓口 

〒110-0014 東京都台東区北上野 1 丁目 9 番 12 号 

住友不動産上野ビル 

札幌事務所 情報公開・個人情報保護窓口 

〒060-0005 北海道札幌市中央区北 5条西 6 丁目 2番地 2 

札幌センタービル 

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 

個人情報ファイルの種別 

■法２条第４項第１号 

（電算処理ﾌｧｲﾙ） 
□法第２条第４項第２号 

（ﾏﾆｭｱﾙ処理ﾌｧｲﾙ） 令第４条第３号に該当するﾌｧｲﾙ 

■有   □無 

行政機関非識別加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

非該当 



行政機関非識別加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

在地 

－ 

個人情報ファイルが第２条第

９項第２号ロに該当する場合

には、意見書の提出機会が与え

られる旨 

－ 

行政機関非識別加工情報の概

要 

－ 

作成された行政機関非識別加

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非識別加

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 北方領土島民及び後継者名簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人北方領土問題対策協会 

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 

札幌事務所 融資グループ 

個人情報ファイルの利用目的 元居住者世帯の融資資格等の管理 

記録項目 

1 元居住者世帯番号 2 在島時世帯主氏名 3 島村名 4 地区名 

5渡島年月日 6 引揚年月日 7続柄 8氏名 9 世代 10 性別 

11生年月日 12 住所 13電話番号 14 職業 15 死亡年月日 

 

記録範囲 元居住者世帯 

記録情報の収集方法 千島連盟元居住者台帳 元居住者世帯 

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 千島連盟 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

東京事務局 情報公開・個人情報保護窓口 

〒110-0014 東京都台東区北上野 1 丁目 9 番 12 号 

住友不動産上野ビル 

札幌事務所 情報公開・個人情報保護窓口 

〒060-0005 北海道札幌市中央区北 5条西 6 丁目 2番地 2 

札幌センタービル 

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 

個人情報ファイルの種別 

□法２条第４項第１号 

（電算処理ﾌｧｲﾙ） 
■法第２条第４項第２号 

（ﾏﾆｭｱﾙ処理ﾌｧｲﾙ） 令第４条第３号に該当するﾌｧｲﾙ 

□有   □無 

行政機関非識別加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

非該当 



行政機関非識別加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

在地 

－ 

個人情報ファイルが第２条第

９項第２号ロに該当する場合

には、意見書の提出機会が与え

られる旨 

－ 

行政機関非識別加工情報の概

要 

－ 

作成された行政機関非識別加

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非識別加

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 北方地域居住証明書 

独立行政法人等の名称 独立行政法人北方領土問題対策協会 

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 

札幌事務所 融資グループ 

個人情報ファイルの利用目的 元居住者の確認 

記録項目 

1 氏名、2 生年月日、3 住所、4 電話番号、5 世帯主、 

6 続柄、7 北方地域元居住地、8 北方地域居住期間  

 

 

 

記録範囲 元居住者の融資申込者  

記録情報の収集方法 千島連盟からの居住証明書 

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 

東京事務局 情報公開・個人情報保護窓口 

〒110-0014 東京都台東区北上野 1 丁目 9 番 12 号 

住友不動産上野ビル 

札幌事務所 情報公開・個人情報保護窓口 

〒060-0005 北海道札幌市中央区北 5条西 6 丁目 2番地 2 

札幌センタービル 

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 

個人情報ファイルの種別 

□法第２条第４項第１号 

（電算処理ﾌｧｲﾙ） 

■法第２条第４項第２号 

（ﾏﾆｭｱﾙ処理ﾌｧｲﾙ） 
令第４条第３号に該当するﾌｧｲﾙ 

□有   □無 

行政機関非識別加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

非該当 

行政機関非識別加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

－ 



在地 

個人情報ファイルが第２条第

９項第２号ロに該当する場合

には、意見書の提出機会が与え

られる旨 

－ 

行政機関非識別加工情報の概

要 

－ 

作成された行政機関非識別加

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非識別加

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 旧漁業権者証明書 

独立行政法人等の名称 独立行政法人北方領土問題対策協会 

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 

札幌事務所 融資グループ 

個人情報ファイルの利用目的 旧漁業権者（死後承継者含む）の確認 

記録項目 

1 氏名、2 生年月日、3 終戦時世帯主、4 現世帯主、 

5 北方地域元居住地、6 現住所、7 資格、 

8 死亡年月日、9 承継年月日、11 承継者氏名、12 協議者氏名、 

13 住所、14 続柄 

 

記録範囲 北方地域旧漁業権者、死後承継者の融資申込者 

記録情報の収集方法 
漁業協同組合、択捉漁業者協議会等からの資格証明書 死後承

継者及び協議指定者からの協議指定書 

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 

東京事務局 情報公開・個人情報保護窓口 

〒110-0014 東京都台東区北上野 1 丁目 9 番 12 号 

住友不動産上野ビル 

札幌事務所 情報公開・個人情報保護窓口 

〒060-0005 北海道札幌市中央区北 5条西 6 丁目 2番地 2 

札幌センタービル 

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 

個人情報ファイルの種別 

□法第２条第４項第１号 

（電算処理ﾌｧｲﾙ） 

■法第２条第４項第２号 

（ﾏﾆｭｱﾙ処理ﾌｧｲﾙ） 
令第４条第３号に該当するﾌｧｲﾙ 

□有   □無 

行政機関非識別加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

非該当 

行政機関非識別加工情報の提 － 



案を受ける組織の名称及び所

在地 

個人情報ファイルが第２条第

９項第２号ロに該当する場合

には、意見書の提出機会が与え

られる旨 

－ 

行政機関非識別加工情報の概

要 

－ 

作成された行政機関非識別加

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非識別加

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 生前指定書 

独立行政法人等の名称 独立行政法人北方領土問題対策協会 

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 

札幌事務所 融資グループ 

個人情報ファイルの利用目的 生前承継の指定者及び被指定者の確認 

記録項目 

1 指定日、2 該当条項号、3 氏名、4 生年月日、5 住所、 

6 電話番号 

 

 

 

記録範囲 生前承継の指定者及び被指定者 

記録情報の収集方法 本人からの生前指定書 

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 

東京事務局 情報公開・個人情報保護窓口 

〒110-0014 東京都台東区北上野 1 丁目 9 番 12 号 

住友不動産上野ビル 

札幌事務所 情報公開・個人情報保護窓口 

〒060-0005 北海道札幌市中央区北 5条西 6 丁目 2番地 2 

札幌センタービル 

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 

個人情報ファイルの種別 

□法第２条第４項第１号 

（電算処理ﾌｧｲﾙ） 

■法第２条第４項第２号 

（ﾏﾆｭｱﾙ処理ﾌｧｲﾙ） 
令第４条第３号に該当するﾌｧｲﾙ 

□有   □無 

行政機関非識別加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

非該当 

行政機関非識別加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

－ 



在地 

個人情報ファイルが第２条第

９項第２号ロに該当する場合

には、意見書の提出機会が与え

られる旨 

－ 

行政機関非識別加工情報の概

要 

－ 

作成された行政機関非識別加

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非識別加

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 個人融資借入申込書類 

独立行政法人等の名称 独立行政法人北方領土問題対策協会 

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 

札幌事務所 融資グループ  

個人情報ファイルの利用目的 北方地域旧漁業権者等に対する融資審査 

記録項目 

1 申込資金名、2 申込（契約）金額、3 返済方法、4 氏名、 

5 生年月日、6 現住所、7 電話番号、8 居住年数、 

9 出身島村名、10 元借入資格者名、11 勤務先名、 

12 勤務先所在地、13 勤務先電話番号、14 業種、15 職種、 

16 勤続年数、17 世帯状況の内容、18 他からの借入金状況、 

19 住居の状況、20 主な資産状況、21 所属組合、22 組合員名、

23 連帯債務者の状況、24 連帯保証人の状況、25 資金使途、 

26 借入金送金先、27 その他 

記録範囲 債務者世帯及び連帯保証人 

記録情報の収集方法 融資対象者本人からの借入申込書及び関係書類 

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 

東京事務局 情報公開・個人情報保護窓口 

〒110-0014 東京都台東区北上野 1 丁目 9 番 12 号 

住友不動産上野ビル 

札幌事務所 情報公開・個人情報保護窓口 

〒060-0005 北海道札幌市中央区北 5条西 6 丁目 2番地 2 

札幌センタービル 

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 

個人情報ファイルの種別 

□法第２条第４項第１号 

（電算処理ﾌｧｲﾙ） 

■法第２条第４項第２号 

（ﾏﾆｭｱﾙ処理ﾌｧｲﾙ） 
令第４条第３号に該当するﾌｧｲﾙ 

□有   □無 

行政機関非識別加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

非該当 



イルである旨 

行政機関非識別加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

在地 

－ 

個人情報ファイルが第２条第

９項第２号ロに該当する場合

には、意見書の提出機会が与え

られる旨 

－ 

行政機関非識別加工情報の概

要 

－ 

作成された行政機関非識別加

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非識別加

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 貸付金元帳 

独立行政法人等の名称 独立行政法人北方領土問題対策協会 

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 

札幌事務所 融資グループ 

個人情報ファイルの利用目的 北方地域旧漁業権者等に対する融資管理 

記録項目 

１.貸付先（氏名） ２．貸付番号 ３．貸付資金  

４．貸付金額 ５．現在残高 ６.住所 ７．電話番号 

８．生年月日 ９．利率 １０.貸付期間 １１．入金日  

１２．入金額 １３．資金使途 １４．返済状況 

 

 

記録範囲 債務者 

記録情報の収集方法 融資対象者本人からの借入申込書及び関係書類 

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 

東京事務局 情報公開・個人情報保護窓口 

〒110-0014 東京都台東区北上野 1 丁目 9 番 12 号 

住友不動産上野ビル 

札幌事務所 情報公開・個人情報保護窓口 

〒060-0005 北海道札幌市中央区北 5条西 6 丁目 2番地 2 

札幌センタービル 

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 

個人情報ファイルの種別 

■法２条第４項第１号 

（電算処理ﾌｧｲﾙ） 
□法第２条第４項第２号 

（ﾏﾆｭｱﾙ処理ﾌｧｲﾙ） 令第４条第３号に該当するﾌｧｲﾙ 

■有   □無 

行政機関非識別加工情報の提 非該当 



案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

行政機関非識別加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

在地 

－ 

個人情報ファイルが第２条第

９項第２号ロに該当する場合

には、意見書の提出機会が与え

られる旨 

－ 

行政機関非識別加工情報の概

要 

－ 

作成された行政機関非識別加

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非識別加

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 月報綴 

独立行政法人等の名称 独立行政法人北方領土問題対策協会 

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 

札幌事務所 融資グループ 

個人情報ファイルの利用目的 北方地域旧漁業権者等に対する融資管理 

記録項目 

１．貸付先（氏名） ２．貸付番号 ３．地区 

４．貸付年月日 ５．貸付期限 ６．貸付金額 

７. 延滞額 ８．入金額 ９．貸付残高 １０．電話番号 

 

 

 

記録範囲 債務者（うち延滞者） 

記録情報の収集方法 融資対象者本人からの借入申込書及び関係書類 

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 

東京事務局 情報公開・個人情報保護窓口 

〒110-0014 東京都台東区北上野 1 丁目 9 番 12 号 

住友不動産上野ビル 

札幌事務所 情報公開・個人情報保護窓口 

〒060-0005 北海道札幌市中央区北 5条西 6 丁目 2番地 2 

札幌センタービル 

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 

個人情報ファイルの種別 

□法２条第４項第１号 

（電算処理ﾌｧｲﾙ） 
■法第２条第４項第２号 

（ﾏﾆｭｱﾙ処理ﾌｧｲﾙ） 令第４条第３号に該当するﾌｧｲﾙ 

□有   □無 

行政機関非識別加工情報の提 非該当 



案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

行政機関非識別加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

在地 

－ 

個人情報ファイルが第２条第

９項第２号ロに該当する場合

には、意見書の提出機会が与え

られる旨 

－ 

行政機関非識別加工情報の概

要 

－ 

作成された行政機関非識別加

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非識別加

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 貸付債権自己査定一覧表 

独立行政法人等の名称 独立行政法人北方領土問題対策協会 

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 

札幌事務所 融資グループ 

個人情報ファイルの利用目的 北方地域旧漁業権者等に対する融資管理 

記録項目 

１. 貸付区分 ２．貸付番号 ３．貸付先（氏名） 

４．地区 ５．貸付年月日 ６．最終期限 ７．貸付金額  

８．貸付残高 ９．延滞状況 １０．延滞区分と債務者区分 

１１. 前年度末の内容 １２．今後の回収見込額（5 年間） 

１３．担保、保証 １４．債権の分類 

 

記録範囲 債務者 

記録情報の収集方法 融資対象者本人からの借入申込書及び関係書類 

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 

東京事務局 情報公開・個人情報保護窓口 

〒110-0014 東京都台東区北上野 1 丁目 9 番 12 号 

住友不動産上野ビル 

札幌事務所 情報公開・個人情報保護窓口 

〒060-0005 北海道札幌市中央区北 5条西 6 丁目 2番地 2 

札幌センタービル 

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 

個人情報ファイルの種別 

□法２条第４項第１号 

（電算処理ﾌｧｲﾙ） 
■法第２条第４項第２号 

（ﾏﾆｭｱﾙ処理ﾌｧｲﾙ） 令第４条第３号に該当するﾌｧｲﾙ 

□有   □無 

行政機関非識別加工情報の提 非該当 



案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

行政機関非識別加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

在地 

－ 

個人情報ファイルが第２条第

９項第２号ロに該当する場合

には、意見書の提出機会が与え

られる旨 

－ 

行政機関非識別加工情報の概

要 

－ 

作成された行政機関非識別加

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非識別加

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 時効中断簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人北方領土問題対策協会 

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 

札幌事務所 融資グループ 

個人情報ファイルの利用目的 北方地域旧漁業権者等に対する融資管理 

記録項目 

１. 貸付区分 ２．貸付番号 ３．貸付先 ４．地区 

５．貸付年月日 ６．最終期限 ７．貸付金額 

８．貸付残高 ９．延滞状況 １０．延滞区分と債務者区分 

１１. 時効中断の状況 

 

 

記録範囲 債務者（うち延滞者） 

記録情報の収集方法 融資対象者本人からの借入申込書及び関係書類 

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 

東京事務局 情報公開・個人情報保護窓口 

〒110-0014 東京都台東区北上野 1 丁目 9 番 12 号 

住友不動産上野ビル 

札幌事務所 情報公開・個人情報保護窓口 

〒060-0005 北海道札幌市中央区北 5条西 6 丁目 2番地 2 

札幌センタービル 

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 

個人情報ファイルの種別 

□法２条第４項第１号 

（電算処理ﾌｧｲﾙ） 
■法第２条第４項第２号 

（ﾏﾆｭｱﾙ処理ﾌｧｲﾙ） 令第４条第３号に該当するﾌｧｲﾙ 

□有   □無 

行政機関非識別加工情報の提 非該当 



案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

行政機関非識別加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

在地 

－ 

個人情報ファイルが第２条第

９項第２号ロに該当する場合

には、意見書の提出機会が与え

られる旨 

－ 

行政機関非識別加工情報の概

要 

－ 

作成された行政機関非識別加

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非識別加

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 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」交付名簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人北方領土問題対策協会 

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 

札幌事務所 融資グループ 

個人情報ファイルの利用目的 住宅取得特別控除の為 

記録項目 

１．貸付番号 ２．貸付先（氏名）３．住所 ４．貸付金 

５．貸付年月日 ６．貸付期間 ７．貸付残 

 

 

 

 

記録範囲 債務者（うち住宅資金利用者） 

記録情報の収集方法 融資対象者本人からの借入申込書及び関係書類 

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 

東京事務局 情報公開・個人情報保護窓口 

〒110-0014 東京都台東区北上野 1 丁目 9 番 12 号 

住友不動産上野ビル 

札幌事務所 情報公開・個人情報保護窓口 

〒060-0005 北海道札幌市中央区北 5条西 6 丁目 2番地 2 

札幌センタービル 

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 

個人情報ファイルの種別 

□法２条第４項第１号 

（電算処理ﾌｧｲﾙ） 
■法第２条第４項第２号 

（ﾏﾆｭｱﾙ処理ﾌｧｲﾙ） 令第４条第３号に該当するﾌｧｲﾙ 

□有   □無 

行政機関非識別加工情報の提 非該当 



案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

行政機関非識別加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

在地 

－ 

個人情報ファイルが第２条第

９項第２号ロに該当する場合

には、意見書の提出機会が与え

られる旨 

－ 

行政機関非識別加工情報の概

要 

－ 

作成された行政機関非識別加

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非識別加

工情報に関する提案をするこ

とができる期間 

－ 

備 考 
－ 

 

 


