ファイル番号
個人情報ファイルの名称

「中小企業全国懇話会全国交流大会」参加者リスト

独立行政法人等の名称

株式会社日本政策金融公庫

中顧総３

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ 中小企業事業本部：顧客支援室顧客支援総括グループ
どる組織の名称
個人情報ファイルの利用
目的
個人情報ファイルの記録
項目

「中小企業全国懇話会全国交流大会」の円滑な運営のため

別紙のとおり

記録範囲

「中小企業全国懇話会全国交流大会」の参加者

記録情報の収集方法

参加者からの提供

記録情報に要配慮個人情
報が含まれるときは、そ
の旨
記録情報の経常的提供先

□ 含む
■ 含まない

－
・ 株式会社日本政策金融公庫 本店 情報公開・個人情報保護窓口

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地

〒100-0004 東京都千代田区大手町１－９－４
・ 株式会社日本政策金融公庫 支店 情報公開・個人情報保護窓口
支店の所在地については、別添参照

他の法律又はこれに基づ
く命令の規定による訂正
及び利用停止に関する特

－

別の手続
個人情報ファイルの種別

■ 法第２条第６項第１号（電算処理ファイル）
□ 法第２条第６項第２号（マニュアル処理ファイル）

政令第５条第２号に該当 □ 有
するファイルの有無

■ 無

独立行政法人等非識別加
工情報の提案の募集をす ■ 該当
る個人情報ファイルであ □ 非該当
る旨

独立行政法人等非識別加
工情報の提案を受ける組
織の名称及び所在地

・ 株式会社日本政策金融公庫 本店 情報公開・個人情報保護窓口
〒100-0004 東京都千代田区大手町１－９－４
・ 株式会社日本政策金融公庫 支店 情報公開・個人情報保護窓口
支店の所在地については、別添参照

個人情報ファイルが法第
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

□ 有
■ 無

旨
独立行政法人等非識別加
工情報の概要

－

作成された独立行政法人
等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
作成された独立行政法人
等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

－

（別紙） 記録項目
【参加者情報】＜平成28年度以前＞
１ No、２ 懇話会、３ 支店、４ ブロック、５ フリガナ、６ 会社名、７ 郵便番号、８ 都道府
県、９ 住所、10 建物名・部屋番号等、11 TEL、12 FAX、13 メールアドレス、14 メールアドレ
ス（再入力）
、15 同伴者の方、16 会員（姓）
、17 会員（名）
、18 会員（姓）
、19 会員（名）
、20 同
伴（姓）
、21 同伴（名）
、22 部署／役職、23 部署／役職（同伴）
、24 性別、25 年齢、26 性別（同
伴）
、27 年齢（同伴）
、28 フリガナ（記入者）
、29 会社名／部署／役職（記入者）
、30 フリガナ
（姓）
（記入者）
、31 フリガナ（名）
（記入者）
、32 姓（記入者）
、33 名（記入者）
、34 TEL（記入
者）
、35 FAX（記入者）
、36 メールアドレス（記入者）
、37 メールアドレス（記入者再入力）
、38 総
会・講演会、39 総会・講演会（同伴）
、40 分科会、41 海外、42 海外（同伴）
、43 分科会（同伴）
、
44 女性、45 女性（同伴）
、46 懇親会、47 懇親会（同伴）
、48 レディースプラン（同伴）
、49 研
修会、50 研修会（同伴）
、51 コース、52 コース（同伴）
、53 業種、54 サービス内容、55 自社
PR、56 宿泊手配、57 部屋タイプ、58 たばこ、59 同室者、60 同室者名、61 フリガナ、62 お
客様番号、63 備考
【参加者情報】＜平成30年度以降＞
１ No、２ ブロック、３ 支店、４ 懇話会、５ フリガナ、６ 会社名、７ 郵便番号、８ 都道府県、
９ 住所、10 建物名・部屋番号等、11 TEL、12 FAX、13 メールアドレス、14 メールアドレス（再入力）
、
15 参加人数、16 同伴者の方、17 フリガナ（姓）
（会員）
、18 フリガナ（名）
（会員）
、19 姓（会員）
、
20 名（会員）
、21 フリガナ（姓）
（同伴）
、22 フリガナ（名）
（同伴）
、23 姓（同伴）
、24 名（同伴）
、
25 部署／役職（会員）
、26 部署／役職（同伴）
、27 性別（会員）
、28 年齢（会員）
、29 性別（同伴）
、
30 年齢（同伴）
、31 フリガナ（記入者）
、32 会社名／部署／役職（記入者）
、33 フリガナ（姓）
（記入者）
、
34 フリガナ（名）
（記入者）
、35 姓（記入者）
、36 名（記入者）
、37 TEL（記入者）
、38 FAX（記入者）
、
39 メールアドレス（記入者）
、40 メールアドレス（記入者再入力）
、41 総会・講演会（会員）
、42 総会・
講演会（同伴）
、43 分科会（会員）
、44 海外（会員）
、45 女性 （会員）46 分科会（同伴）
、47 海外（同伴）
、
48 女性（同伴）
、49 懇親会（会員）
、50 懇親会（同伴）
、51 同伴者プログラム、52 研修会（会員）
、
53 研修会（同伴）
、54 コース（会員）
、55 コース（同伴）
、56 業種、57 サービス内容、58 自社PR、
59 宿泊手配有無、60 手配有無（大会前日）
、61 部屋タイプ（大会前日）
、62 喫煙有無（大会前日）
、
63 同室者（大会前日）
、64 名前（大会前日）65 フリガナ（大会前日）
、66 手配有無（大会１日目）
、
67 部屋タイプ（大会１日目）
、68 喫煙有無（大会１日目）
、69 同室者（大会１日目）
、70 名前（大会１日目）
、
71 フリガナ（大会１日目）
、72 手配有無（大会２日目）
、73 部屋タイプ（大会２日目）
、74 喫煙有無
（大会２日目）
、75 同室者（大会２日目）
、76 名前（大会２日目）
、77 フリガナ（大会２日目）
、78 備考

