
個人情報ファイルの名称 無線従事者免許証情報ファイル 

独立行政法人の名称 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 

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 

周波数管理室 

個人情報ファイルの利用目的 
機構所属無線局の電波法第３９条第４項、第５１条に基づく総

務省への無線従事者免許証情報の届出 

記録項目 
１氏名、２資格、３免許証の番号、４無線局名称、５選任年月

日、６解任年月日、７業務経歴、８備考 

記録範囲 
役職員及び役職員と同様の形態で業務を実施している契約相手

方の社員等 

記録情報の収集方法 無線局管理部門等から提供される。 

記録情報の経常的提供先 総務省 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称)総務部総務課 

(所在地) )〒101-8008 

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 

御茶ノ水ソラシティ 地下1階 

訂正及び利用停止について、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が定
められている場合の当該法令
の名称等 

－ 

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３号に該当するファ

イル

□有 ■無

要配慮個人情報の有無 □有 ■無

提案募集 □対象 ■対象外

備 考 － 

宇宙航空研究開発機構 個人情報ファイル簿 



個人情報ファイルの名称 研究委員会名簿 

独立行政法人の名称 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 

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 

宇宙科学研究所科学推進部 

個人情報ファイルの利用目的 
宇宙理学委員会・宇宙工学委員会・宇宙環境利用専門委員会の

コミュニティメンバへの情報提供、連絡に利用する。 

記録項目 
1．氏名（ふりがな）、2．所属、3．職名、4．所属先所在地、

5．メールアドレス、6．電話番号、7．FAX番号、8.専門分野 

記録範囲 
宇宙理工学委員会および宇宙環境利用科学委員会のコミュニテ

ィメンバ 

記録情報の収集方法 メンバ登録申請 

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)総務部総務課 

(所在地) )〒101-8008 

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 

御茶ノ水ソラシティ 地下1階 

訂正及び利用停止について、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が定
められている場合の当該法令
の名称等 

－ 

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３号に該当するファ

イル 

    □有 ■無 

要配慮個人情報の有無  □有 ■無 

提案募集  □対象 ■対象外 

備   考 － 

 

 

宇宙航空研究開発機構 個人情報ファイル簿 



個人情報ファイルの名称 人材データベース用個人データ 

独立行政法人の名称 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 

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 

宇宙教育推進室 

個人情報ファイルの利用目的 地域の宇宙教育活動への協力依頼等で利用 

記録項目 

１氏名（フリガナ含む）、２住所（郵便番号含む） 

３電話番号（自宅・携帯）／FAX番号、４メールアドレス 

５本人写真（終了証用）６所属（区分・団体名称）、７性別 

８生年月日、９受講履歴（参加したセミナー会場など） 

１０活動履歴 

１１セミナー登録情報（修了日、修了番号、ほか） 

１２システム登録情報（登録年度・登録者・登録日・更新日ほ

か） 

記録範囲 宇宙教育指導者セミナー受講者 

記録情報の収集方法 郵送、電話、FAX、電子メール、ウェブサイト 

記録情報の経常的提供先 （株）ワンステップワークショップ 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称)総務部総務課 

(所在地) )〒101-8008 

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 

御茶ノ水ソラシティ 地下1階 
訂正及び利用停止について、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が定
められている場合の当該法令
の名称等 

― 

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３号に該当するファ

イル

□有 ■無

要配慮個人情報の有無 □有 ■無

提案募集 □対象 ■対象外

備 考 ― 

宇宙航空研究開発機構 個人情報ファイル簿 



宇宙航空研究開発機構 個人情報ファイル簿様式 

個人情報ファイルの名称 ロッジ宿泊者名簿

独立行政法人の名称 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 

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 

宇宙科学研究所科学推進部 

個人情報ファイルの利用目的 ロッジ運用のための宿泊者管理

記録項目 １氏名、2所属、３電話番号、４メールアドレス 

記録範囲 ロッジを予約した者

記録情報の収集方法 メールポータルサイトからの予約入力

記録情報の経常的提供先 （株）Xin 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称)総務部総務課 

(所在地) )〒101-8008 

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 

御茶ノ水ソラシティ 地下1階 

訂正及び利用停止について、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が定
められている場合の当該法令
の名称等 

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３号に該当するファ

イル

□有 ■無

要配慮個人情報の有無 □有 ■無

提案募集 □対象 ■対象外

備 考 ― 



宇宙航空研究開発機構 個人情報ファイル簿様式 

個人情報ファイルの名称 大学共同利用ユーザ名簿 

独立行政法人の名称 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 

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 

宇宙科学研究所科学推進部 

個人情報ファイルの利用目的 
共同利用ユーザの相模原キャンパス利用のための諸手続き等 

記録項目 
氏名、所属名、部局名、利用履歴、参画プロジェクト名等、メ

ールアドレス 

記録範囲 大学共同利用システム研究員、研究員補 

記録情報の収集方法 メール

記録情報の経常的提供先 (株)エスシーシー 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称)総務部総務課 

(所在地) )〒101-8008 

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 

御茶ノ水ソラシティ 地下1階 

訂正及び利用停止について、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が定
められている場合の当該法令
の名称等 

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３号に該当するファ

イル

□有 ■無

要配慮個人情報の有無 □有 ■無

提案募集 □対象 ■対象外

備 考 ― 



個人情報ファイルの名称 JAXAデジタルアーカイブス 素材利用許諾申請情報 

独立行政法人の名称 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 

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 

広報部 企画・普及課 

個人情報ファイルの利用目的 画像映像素材貸出の履歴管理 

記録項目 

１申請者名、２住所、３連絡先電話番号、４メールアドレス、

５勤務先＜所属、電話番号、メールアドレス等＞、６役職等、

７申請内容（使用目的・意図、申請素材、企画書、使用期間） 

記録範囲 JAXAデジタルアーカイブスへの申請（平成22年2月以降） 

記録情報の収集方法 申請者からの提供（オンライン申請または書面） 

記録情報の経常的提供先 一般財団法人 日本宇宙フォーラム（許諾業務の委託先） 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称)総務部総務課 

(所在地) )〒101-8008 

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 

御茶ノ水ソラシティ 地下1階 

訂正及び利用停止について、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が定
められている場合の当該法令
の名称等 

― 

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３号に該当するファ

イル 

    ■有 □無 

要配慮個人情報の有無  □有 ■無 

提案募集  □対象 ■対象外 

備   考 ― 

  

宇宙航空研究開発機構 個人情報ファイル簿 



 

個人情報ファイルの名称 一般問い合わせ窓口対応履歴 

独立行政法人の名称 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 

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 

広報部 企画・普及課 

個人情報ファイルの利用目的 
国民のご意見を属性別に分析し、よりよい機構広報の参考にさ

せて頂くため 

記録項目 

１氏名、２住所、３電話番号、４メールアドレス、 

５ファックス番号、６勤務先＜所属、電話番号、メールアドレ

ス等＞、７役職等、８問い合わせ内容 

記録範囲 一般問い合わせ窓口への問い合わせ者 

記録情報の収集方法 一般問い合わせ者ご本人からの提供 

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)総務部総務課 

(所在地) )〒101-8008 

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 

御茶ノ水ソラシティ 地下1階 
訂正及び利用停止について、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が定
められている場合の当該法令
の名称等 

― 

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３号に該当するファ

イル 

    ■有 □無 

要配慮個人情報の有無  □有 ■無 

提案募集  □対象 ■対象外 

備   考 ― 

  

宇宙航空研究開発機構 個人情報ファイル簿 



個人情報ファイルの名称 報道関係記者情報（名刺等）  

独立行政法人の名称 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 

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 

広報部 報道・メディア課 

個人情報ファイルの利用目的 記者への連絡用 

記録項目 
１記者氏名、２メールアドレス、３勤務先＜所属、電話、メー

ルアドレス等＞、４役職 

記録範囲 取材依頼、問い合わせなどのあった国内外の報道関係者 

記録情報の収集方法 登録者からの電話、メールでの連絡および名刺交換 

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)総務部総務課 

(所在地) )〒101-8008 

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 

御茶ノ水ソラシティ 地下1階 

訂正及び利用停止について、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が定
められている場合の当該法令
の名称等 

― 

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３号に該当するファ

イル 

    ■有 □無 

要配慮個人情報の有無  □有 ■無 

提案募集  □対象 ■対象外 

備   考 ― 

 

  

宇宙航空研究開発機構 個人情報ファイル簿 



 

個人情報ファイルの名称 見学ツアー予約申し込み者情報ファイル 

独立行政法人の名称 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 

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 

広報部（筑波） 

個人情報ファイルの利用目的 見学ツアー申込受付管理のため 

記録項目 

① 住所 

② 氏名 

③ 電話番号 

④ メールアドレス 

⑤ 国籍 

記録範囲 見学ツアー参加者 

記録情報の収集方法 
① ＪＡＸＡ ＨＰからの入力 

② 電話による受付 

記録情報の経常的提供先 ㈱スペースサービス（見学業務委託契約先） 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称)総務部総務課 

(所在地) )〒101-8008 

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 

御茶ノ水ソラシティ 地下1階 

訂正及び利用停止について、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が定
められている場合の当該法令
の名称等 

― 

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３号に該当するファ

イル 

    ■有 □無 

要配慮個人情報の有無  □有 ■無 

提案募集  □対象 ■対象外 

備   考 ― 

 

宇宙航空研究開発機構 個人情報ファイル簿 



個人情報ファイルの名称 ID管理システム ユーザ情報 

独立行政法人の名称 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 

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 

セキュリティ・情報化推進部 情報化基盤課

個人情報ファイルの利用目的 
ドメインコントローラおよびLDAPディレクトリシステムへのア

カウント情報への同期とパスワード変更機能を提供するため

記録項目 

職員：１共通ユーザID、２職員番号、３氏名（フリガナ）、４

所属、５役職、６身分、７出向先、８休職・退職情報、９兼務、

１０職級、１１資格、１２勤務地、１３発令日、１４メール、

１５電話番号 

パートナー：１．申請者氏名（フリガナ）、２．申請者所属部

署、３．申請者電話番号、４．申請者メールアドレス、５．共

通ユーザID、６．利用者氏名、７．利用者氏名カナ、８．利用

者メールアドレス、９．利用者会社（組織・学校）名、１０．

JAXA所属部署名、１１．契約（協定等）期間、１２．学生区分 

記録範囲 役職員及び派遣等 

記録情報の収集方法 人事部からの提供及びシステム利用者からの利用申請 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称)総務部総務課 

(所在地) )〒101-8008 

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 

御茶ノ水ソラシティ 地下1階 

訂正及び利用停止について、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が定
められている場合の当該法令
の名称等 

― 

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３号に該当するファ

イル

□有 ■無

要配慮個人情報の有無 □有 ■無

提案募集 □対象 ■対象外

備 考 ― 

宇宙航空研究開発機構 個人情報ファイル簿 



 

個人情報ファイルの名称 JAXAスーパーコンピュータシステムユーザ登録簿 

独立行政法人の名称 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 

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 

セキュリティ・情報化推進部スーパーコンピュータ活用課 

個人情報ファイルの利用目的 
JAXAスーパーコンピュータシステムユーザへのサービス提供の

ため 

記録項目 
１ユーザID、２氏名、３所属部署（所属組織）、４在勤場所 

５メールアドレス、６電話番号 

記録範囲 JAXAスーパーコンピュータシステムユーザ 

記録情報の収集方法 ユーザからの利用申請 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称)総務部総務課 

(所在地) )〒101-8008 

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 

御茶ノ水ソラシティ 地下1階 
訂正及び利用停止について、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が定
められている場合の当該法令
の名称等 

― 

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３号に該当するファ

イル 

    □有 ■無 

要配慮個人情報の有無  □有 ■無 

提案募集  □対象 ■対象外 

備   考 ― 

 

  

宇宙航空研究開発機構 個人情報ファイル簿 



. 

個人情報ファイルの名称 電子申請システム 利用者名簿 

独立行政法人の名称 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 

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 

セキュリティ・情報化推進部 情報化基盤課 

個人情報ファイルの利用目的 電子申請システムの利用 

記録項目 

職員：１共通ユーザID、２職員番号、３氏名（フリガナ）、４

所属、５役職、６ＩＤ、７メール、８電話番号 

パートナー：１共通ユーザID、２氏名（フリガナ）、３電話番

号、４メール、５所属会社、６契約期間、７所属 

記録範囲 役職員及び派遣等 

記録情報の収集方法 人事部からの提供及びシステム利用者からの利用申請 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称)総務部総務課 

(所在地) )〒101-8008 

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 

御茶ノ水ソラシティ 地下1階 

訂正及び利用停止について、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が定
められている場合の当該法令
の名称等 

― 

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３号に該当するファ

イル 

    □有 ■無 

要配慮個人情報の有無   □有 ■無 

提案募集  □対象 ■対象外 

備   考  

  

宇宙航空研究開発機構 個人情報ファイル簿 



個人情報ファイルの名称 JAXAユーザプロファイル管理システム ユーザ情報 

独立行政法人の名称 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 

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 

セキュリティ・情報化推進部 情報化基盤課

個人情報ファイルの利用目的 機構内各システムに人に紐づく情報を提供するため 

記録項目 

職員：１共通ユーザID、２職員番号、３氏名（フリガナ）、４

所属、５役職、６身分、７出向先、８休職・退職情報、９兼務、

１０職級、１１資格、１２勤務地、１３発令日、１４メール、

１５電話番号 

パートナー（情報システム利用者）：１．申請者氏名（フリガ

ナ）、２．申請者所属部署、３．申請者電話番号、４．申請者

メールアドレス、５．共通ユーザID、６．利用者氏名、７．利

用者氏名カナ、８．利用者メールアドレス、９．利用者会社（組

織・学校）名、１０．JAXA所属部署名、１１．契約（協定等）

期間、１２．学生区分

パートナー（情報システム非利用者）：１ID番号、２氏名（フ

リガナ）、３所属、４受入身分、５所属会社/機関名/学校名、

５電話番号、６メール、７作業場所、８契約件名、９仕様書番

号/起案番号、１０契約期間

記録範囲 役職員及び派遣等 

記録情報の収集方法 人事部からの提供及びシステム利用者からの利用申請 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称)総務部総務課 

(所在地) )〒101-8008 

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 

御茶ノ水ソラシティ 地下1階 
訂正及び利用停止について、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が定
められている場合の当該法令
の名称等 

― 

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３号に該当するファイル 

□有 ■無

要配慮個人情報の有無 □有 ■無

提案募集 □対象 ■対象外

備 考 

宇宙航空研究開発機構 個人情報ファイル簿 



個人情報ファイルの名称 地球観測衛星データ提供システム ユーザリスト 

独立行政法人の名称 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 

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 

第一宇宙技術部門 衛星利用運用センター 

個人情報ファイルの利用目的 
地球観測衛星データ提供システムユーザへの周知、利用状況把

握のため 

記録項目 
１氏名、２メールアドレス、３パスワード、４所属機関、５所

属部署、６国または地域、７メール使用言語、８利用目的 

記録範囲 ユーザ登録を依頼した者

記録情報の収集方法 ユーザ登録依頼者によるホームページ上での記入

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)総務部総務課 

(所在地) )〒101-8008 

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 

御茶ノ水ソラシティ 地下1階 

訂正及び利用停止について、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が定
められている場合の当該法令
の名称等 

― 

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３号に該当するファ

イル

□有 □無

要配慮個人情報の有無 □有 ■無

提案募集 □対象 ■対象外

備 考 ― 

宇宙航空研究開発機構 個人情報ファイル簿 



宇宙航空研究開発機構 個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 世界の雨分布速報（GSMaP）登録者リスト 

独立行政法人の名称 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 

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 

第一宇宙技術部門 地球観測研究センター 

個人情報ファイルの利用目的 

・世界の雨分布速報（GSMaP）サービス利用状況の把握 

・GSMaPの向上を目的とするユーザ意向調査、GSMaPの新サービ

スの周知、運用に関する連絡の実施 

・ユーザからの問い合わせ対応 

記録項目 
１氏名、２メールアドレス、３所属機関、４国または地域、５

利用分類、６利用分野、７利用目的 

記録範囲 ユーザ登録を依頼した者 

記録情報の収集方法 ユーザ登録依頼者によるホームページ上での記入 

記録情報の経常的提供先 
一般財団法人リモート・センシング技術センター（窓口業務の

委託先）  

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称)総務部総務課 

(所在地) )〒101-8008 

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 

御茶ノ水ソラシティ 地下1階 

訂正及び利用停止について、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が定
められている場合の当該法令
の名称等 

 

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 

要配慮個人情報の有無  □有 ■無 

提案募集  □対象 ■対象外 

備   考  

 



宇宙航空研究開発機構 個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 
不具合情報システム及びあんしん情報ホームページ(関連メー

カ用)の外部ユーザリスト 

独立行政法人の名称 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 

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 

安全・信頼性推進部 技術開発グループ 

個人情報ファイルの利用目的 
不具合情報システム及びあんしん情報ホームページ(関連メー

カ用)を利用する外部ユーザの管理を行う。 

記録項目 
1.会社名、2.部署、3.氏名、4.メールアドレス、5.ユーザアカ

ウント 

記録範囲 ユーザ登録依頼があった者 

記録情報の収集方法 利用者申請窓口から電子メールによる申請 

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)総務部総務課 

(所在地) 〒101-8008 

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 

御茶ノ水ソラシティ 地下1階 

訂正及び利用停止について、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が定
められている場合の当該法令
の名称等 

― 

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３号に該当するファ

イル 

    □有 ■無 

要配慮個人情報の有無  □有 ■無 

提案募集  □対象■対象外 

備   考  

 



宇宙航空研究開発機構 個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 名刺管理システムに収蔵している名刺データ 

独立行政法人の名称 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 

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 

複数の部署で共有し、利用中。 

個人情報ファイルの利用目的 
業務遂行における、相手方のEメールの送信や電話などの連絡先

確認のため 

記録項目 

名刺に記載されている情報 

１会社名、２所属部署、３役職、４氏名、５所在地、６電話番

号、７メールアドレス 

記録範囲 JAXAの職員（複数部署）と名刺交換した者 

記録情報の収集方法 名刺交換 

記録情報の経常的提供先 特になし 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称)総務部総務課 

(所在地) 〒101-8008 

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 

御茶ノ水ソラシティ 地下1階 

訂正及び利用停止について、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が定
められている場合の当該法令
の名称等 

－ 

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３号に該当するファ

イル 

    □有 ■無 

要配慮個人情報の有無  □有 ■無 

提案募集  □対象 ■対象外 

備   考  
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