
個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 1 特定個人情報管理台帳ファイル 

行政機関の名称 独立行政法人日本スポーツ振興センター 

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 2 

財務部 

個人情報ファイルの利用目的 3 法定調書作成 

記録項目 4 氏名・個人番号 

記録範囲 5 謝金支払者（源泉所得税ある場合のみ） 

記録情報の収集方法 6 本人からの提出書類 

要配慮個人情報が含まれるときは、
その旨 7 

含まない 

記録情報の経常的提供先 8 なし 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

(名 称)独立行政法人日本スポーツ振興センター総務部総務課 

(所在地)東京都港区北青山２－８－３５ 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 9 

 ■法第60条第2項第1号 

 （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 10 

非該当 

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 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 11 － 

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 12 

－ 

備   考 13  

 

1 



個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 1 源泉所得税個人台帳ファイル 

行政機関の名称 独立行政法人日本スポーツ振興センター 

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 2 

財務部 

個人情報ファイルの利用目的 3 法定調書作成 

記録項目 4 氏名・生年月日・住所・謝金支給額・源泉所得税額 

記録範囲 5 謝金支払者（源泉所得税ある場合のみ） 

記録情報の収集方法 6 謝金支給調書 

要配慮個人情報が含まれるときは、
その旨 7 

含まない 

記録情報の経常的提供先 8 なし 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

(名 称)独立行政法人日本スポーツ振興センター総務部総務課 

(所在地)東京都港区北青山２－８－３５ 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 9 

 ■法第60条第2項第1号 

 （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 10 

非該当 

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 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 11 － 

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 12 

－ 

備   考 13  

 

  

2 



個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 1 アスリートパスウェイシステム 

行政機関の名称 独立行政法人日本スポーツ振興センター 

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 2 

ハイパフォーマンススポーツセンター 

ハイパフォーマンス戦略部開発課 

個人情報ファイルの利用目的 3 
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 

記録項目 4 氏名、生年月日、障害の内容等 

記録範囲 5 アスリート登録をした者 

記録情報の収集方法 6 本人または地域タレント発掘・育成事業担当者等 

要配慮個人情報が含まれるときは、
その旨 7 

含む 

記録情報の経常的提供先 8 なし 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

(名 称)独立行政法人日本スポーツ振興センター総務部総務課 

(所在地)東京都港区北青山２－８－３５ 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 9 

 ■法第60条第2項第1号 

 （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 10 

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）独立行政法人日本スポーツ振興センター総務部総務課 

(所在地)東京都港区北青山２－８－３５ 

行政機関等匿名加工情報の概要 11 － 

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 

（名称）独立行政法人日本スポーツ振興センター総務部総務課 

(所在地)東京都港区北青山２－８－３５ 

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 12 

－ 

備   考 13  

 

  

3 



個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 1 
ジャパン・ライジング・スター・プロジェクト (J-STARプロジェ

クト)エントリーリストファイル 

行政機関の名称 独立行政法人日本スポーツ振興センター 

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 2 

ハイパフォーマンススポーツセンター 

ハイパフォーマンス戦略部 

個人情報ファイルの利用目的 3 J-STARプロジェクト実施のため 

記録項目 4 
氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、障が

いの内容等 

記録範囲 5 平成29年度以降にJ-STARプロジェクトに応募した者 

記録情報の収集方法 6 

J-STARプロジェクト応募者から取得 

応募者が専用システムに入力又は応募希望者が所属する団体か

ら取得 

要配慮個人情報が含まれるときは、
その旨 7 

含む 

記録情報の経常的提供先 8 なし 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

(名 称)独立行政法人日本スポーツ振興センター総務部総務課 

(所在地)東京都港区北青山２－８－３５ 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 9 

 ■法第60条第2項第1号 

 （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 10 

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）独立行政法人日本スポーツ振興センター総務部総務課 

(所在地)東京都港区北青山２－８－３５ 

行政機関等匿名加工情報の概要 11 － 

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 

（名称）独立行政法人日本スポーツ振興センター総務部総務課 

(所在地)東京都港区北青山２－８－３５ 

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 12 

－ 

備   考 13  

 

  

4 



個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 1 入館及び入退室管理システムファイル 

行政機関の名称 独立行政法人日本スポーツ振興センター 

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 2 

ハイパフォーマンススポーツセンター 

運営部施設管理課 

個人情報ファイルの利用目的 3 HPSC入館及び入退室管理 

記録項目 4 氏名、性別、生年月日、競技名、競技種目等 

記録範囲 5 HPSC入館及び入退室情報 

記録情報の収集方法 6 センサーによるICカードの読み取り等 

要配慮個人情報が含まれるときは、
その旨 7 

含まない 

記録情報の経常的提供先 8 なし 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

(名 称)独立行政法人日本スポーツ振興センター総務部総務課 

(所在地)東京都港区北青山２－８－３５ 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 9 

 ■法第60条第2項第1号 

 （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 10 

非該当 

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 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 11 － 

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 12 

－ 

備   考 13  

 

  

5 



個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 1 屋外テニスコート年間利用申込者ファイル 

行政機関の名称 独立行政法人日本スポーツ振興センター 

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 2 

ハイパフォーマンススポーツセンター 

運営部施設管理課 

個人情報ファイルの利用目的 3 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 

記録項目 4 住所、氏名、年齢、電話番号等 

記録範囲 5 テニスコート申込者 

記録情報の収集方法 6 申込書による 

要配慮個人情報が含まれるときは、
その旨 7 

含まない 

記録情報の経常的提供先 8 なし 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

(名 称)独立行政法人日本スポーツ振興センター総務部総務課 

(所在地)東京都港区北青山２－８－３５ 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 9 

 ■法第60条第2項第1号 

 （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 10 

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）独立行政法人日本スポーツ振興センター総務部総務課 

(所在地)東京都港区北青山２－８－３５ 

行政機関等匿名加工情報の概要 11 － 

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 

（名称）独立行政法人日本スポーツ振興センター総務部総務課 

(所在地)東京都港区北青山２－８－３５ 

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 12 

－ 

備   考 13  

 

  

6 



個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 1 アスリートチェックシステムファイル 

行政機関の名称 独立行政法人日本スポーツ振興センター 

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 2 

ハイパフォーマンススポーツセンター 

スポーツ科学部スポーツ科学課 

個人情報ファイルの利用目的 3 国際競技力向上のための研究・支援等 

記録項目 4 氏名、性別、生年月日、競技名、競技種目、測定データ 

記録範囲 5 

「国立スポーツ科学センター フィットネス・心理チェック申

込書」名簿に記載があり、かつ、フィットネスチェックを受診し

たもの 

記録情報の収集方法 6 
競技団体より取得 

対象者あるいは管理者がシステムへ入力 

要配慮個人情報が含まれるときは、
その旨 7 

含む 

記録情報の経常的提供先 8 なし 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

(名 称)独立行政法人日本スポーツ振興センター総務部総務課 

(所在地)東京都港区北青山２－８－３５ 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 9 

 ■法第60条第2項第1号 

 （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 10 

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）独立行政法人日本スポーツ振興センター総務部総務課 

(所在地)東京都港区北青山２－８－３５ 

行政機関等匿名加工情報の概要 11 － 

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 

（名称）独立行政法人日本スポーツ振興センター総務部総務課 

(所在地)東京都港区北青山２－８－３５ 

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 12 

－ 

備   考 13  

 

  

7 



個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 1 筋形態計測支援システムファイル 

行政機関の名称 独立行政法人日本スポーツ振興センター 

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 2 

ハイパフォーマンススポーツセンター 

スポーツ科学部スポーツ科学課 

個人情報ファイルの利用目的 3 国際競技力向上のための研究・支援等 

記録項目 4 
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 

記録範囲 5 研究・支援等の対象者の筋形状をMRIで計測 

記録情報の収集方法 6 MRI撮影された画像に対し研究員が計測処理を行う 

要配慮個人情報が含まれるときは、
その旨 7 

含まない 

記録情報の経常的提供先 8 なし 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

(名 称)独立行政法人日本スポーツ振興センター総務部総務課 

(所在地)東京都港区北青山２－８－３５ 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 9 

 ■法第60条第2項第1号 

 （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 10 

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）独立行政法人日本スポーツ振興センター総務部総務課 

(所在地)東京都港区北青山２－８－３５ 

行政機関等匿名加工情報の概要 11 － 

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 

（名称）独立行政法人日本スポーツ振興センター総務部総務課 

(所在地)東京都港区北青山２－８－３５ 

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 12 

－ 

備   考 13  

 

  

8 



個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 1 スポーツ映像データベースシステムファイル 

行政機関の名称 独立行政法人日本スポーツ振興センター 

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 2 

ハイパフォーマンススポーツセンター 

スポーツ科学部スポーツ科学課 

個人情報ファイルの利用目的 3 国際競技力向上のための研究・支援等 

記録項目 4 氏名、競技名、映像データ 

記録範囲 5 研究・支援等の対象者の競技映像 

記録情報の収集方法 6 対象者あるいは管理者がシステムへ入力（アップロード） 

要配慮個人情報が含まれるときは、
その旨 7 

含まない 

記録情報の経常的提供先 8 なし 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

(名 称)独立行政法人日本スポーツ振興センター総務部総務課 

(所在地)東京都港区北青山２－８－３５ 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 9 

 ■法第60条第2項第1号 

 （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 10 

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）独立行政法人日本スポーツ振興センター総務部総務課 

(所在地)東京都港区北青山２－８－３５ 

行政機関等匿名加工情報の概要 11 － 

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 

（名称）独立行政法人日本スポーツ振興センター総務部総務課 

(所在地)東京都港区北青山２－８－３５ 

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 12 

－ 

備   考 13  

 

  

9 



個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 1 トップアスリートサポートシステムファイル 

行政機関の名称 独立行政法人日本スポーツ振興センター 

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 2 

ハイパフォーマンススポーツセンター 

スポーツ科学部スポーツ科学課 

個人情報ファイルの利用目的 3 国際競技力向上のための研究・支援等 

記録項目 4 氏名、性別、生年月日、競技名、競技種目、測定データ等 

記録範囲 5 研究・支援等の対象者の情報 

記録情報の収集方法 6 対象者あるいは管理者がシステムへ入力 

要配慮個人情報が含まれるときは、
その旨 7 

含まない 

記録情報の経常的提供先 8 なし 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

(名 称)独立行政法人日本スポーツ振興センター総務部総務課 

(所在地)東京都港区北青山２－８－３５ 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 9 

 ■法第60条第2項第1号 

 （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 10 

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）独立行政法人日本スポーツ振興センター総務部総務課 

(所在地)東京都港区北青山２－８－３５ 

行政機関等匿名加工情報の概要 11 － 

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 

（名称）独立行政法人日本スポーツ振興センター総務部総務課 

(所在地)東京都港区北青山２－８－３５ 

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 12 

－ 

備   考 13  

 

  

10 



個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 1 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 

行政機関の名称 独立行政法人日本スポーツ振興センター 

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 2 

ハイパフォーマンススポーツセンター 

スポーツメディカルセンターコンディショニング課 

個人情報ファイルの利用目的 3 国際競技力向上のための研究・支援等 

記録項目 4 
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 

記録範囲 5 研究・支援等の対象者のトレーニング情報 

記録情報の収集方法 6 対象者あるいは管理者がシステムへ入力 

要配慮個人情報が含まれるときは、
その旨 7 

含む 

記録情報の経常的提供先 8 なし 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

(名 称)独立行政法人日本スポーツ振興センター総務部総務課 

(所在地)東京都港区北青山２－８－３５ 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 9 

 ■法第60条第2項第1号 

 （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 10 

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）独立行政法人日本スポーツ振興センター総務部総務課 

(所在地)東京都港区北青山２－８－３５ 

行政機関等匿名加工情報の概要 11 － 

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 

（名称）独立行政法人日本スポーツ振興センター総務部総務課 

(所在地)東京都港区北青山２－８－３５ 

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 12 

－ 

備   考 13  

 

  

11 



個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 1 トレーニング体育館システムファイル 

行政機関の名称 独立行政法人日本スポーツ振興センター 

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 2 

ハイパフォーマンススポーツセンター 

スポーツメディカルセンターコンディショニング課 

個人情報ファイルの利用目的 3 国際競技力向上のための研究・支援等 

記録項目 4 
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 

記録範囲 5 研究・支援等の対象者のトレーニング情報 

記録情報の収集方法 6 管理者がシステムへ入力 

要配慮個人情報が含まれるときは、
その旨 7 

含む 

記録情報の経常的提供先 8 なし 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

(名 称)独立行政法人日本スポーツ振興センター総務部総務課 

(所在地)東京都港区北青山２－８－３５ 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 9 

 ■法第60条第2項第1号 

 （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 10 

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）独立行政法人日本スポーツ振興センター総務部総務課 

(所在地)東京都港区北青山２－８－３５ 

行政機関等匿名加工情報の概要 11 － 

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 

（名称）独立行政法人日本スポーツ振興センター総務部総務課 

(所在地)東京都港区北青山２－８－３５ 

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 12 

－ 

備   考 13  

 

  

12 



個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 1 競技者栄養評価システムファイル 

行政機関の名称 独立行政法人日本スポーツ振興センター 

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 2 

ハイパフォーマンススポーツセンター 

スポーツメディカルセンターコンディショニング課 

個人情報ファイルの利用目的 3 国際競技力向上のための研究・支援等 

記録項目 4 氏名、性別、生年月日、競技名、栄養支援の内容等 

記録範囲 5 研究・支援等の対象者の栄養指導等 

記録情報の収集方法 6 対象者あるいは管理者がシステムへ入力 

要配慮個人情報が含まれるときは、
その旨 7 

含む 

記録情報の経常的提供先 8 なし 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

(名 称)独立行政法人日本スポーツ振興センター総務部総務課 

(所在地)東京都港区北青山２－８－３５ 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 9 

 ■法第60条第2項第1号 

 （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 10 

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）独立行政法人日本スポーツ振興センター総務部総務課 

(所在地)東京都港区北青山２－８－３５ 

行政機関等匿名加工情報の概要 11 － 

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 

（名称）独立行政法人日本スポーツ振興センター総務部総務課 

(所在地)東京都港区北青山２－８－３５ 

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 12 

－ 

備   考 13  

 

  

13 



個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 1 医療情報システムファイル 

行政機関の名称 独立行政法人日本スポーツ振興センター 

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 2 

ハイパフォーマンススポーツセンター 

スポーツメディカルセンタースポーツクリニック 

個人情報ファイルの利用目的 3 アスリートの診療 

記録項目 4 
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 

記録範囲 5 アスリートの診療情報 

記録情報の収集方法 6 ドクターあるいは看護師等がシステムへ入力 

要配慮個人情報が含まれるときは、
その旨 7 

含む 

記録情報の経常的提供先 8 なし 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

(名 称)独立行政法人日本スポーツ振興センター総務部総務課 

(所在地)東京都港区北青山２－８－３５ 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 9 

 ■法第60条第2項第1号 

 （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 10 

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）独立行政法人日本スポーツ振興センター総務部総務課 

(所在地)東京都港区北青山２－８－３５ 

行政機関等匿名加工情報の概要 11 － 

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 

（名称）独立行政法人日本スポーツ振興センター総務部総務課 

(所在地)東京都港区北青山２－８－３５ 

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 12 

－ 

備   考 13  

 

  

14 



個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 1 HPSC利用時検査名簿 

行政機関の名称 独立行政法人日本スポーツ振興センター 

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 2 

ハイパフォーマンススポーツセンター 

スポーツメディカルセンタースポーツクリニック 

個人情報ファイルの利用目的 3 HPSC利用時検査受検者の記録 

記録項目 4 氏名、性別、競技名、競技種目、所属先情報、検査結果等 

記録範囲 5 HPSC利用時検査を受検した者 

記録情報の収集方法 6 NF担当者からメールにより提出 

要配慮個人情報が含まれるときは、
その旨 7 

含む 

記録情報の経常的提供先 8 なし 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

(名 称)独立行政法人日本スポーツ振興センター総務部総務課 

(所在地)東京都港区北青山２－８－３５ 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 9 

 ■法第60条第2項第1号 

 （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 10 

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）独立行政法人日本スポーツ振興センター総務部総務課 

(所在地)東京都港区北青山２－８－３５ 

行政機関等匿名加工情報の概要 11 － 

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 

（名称）独立行政法人日本スポーツ振興センター総務部総務課 

(所在地)東京都港区北青山２－８－３５ 

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 12 

－ 

備   考 13  

 

  

15 



個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 1 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 

行政機関の名称 独立行政法人日本スポーツ振興センター 

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 2 

ハイパフォーマンススポーツセンター 

機能強化ユニット事業推進課 

個人情報ファイルの利用目的 3 
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 

記録項目 4 氏名、所属、メールアドレス 

記録範囲 5 データベース利用登録者 

記録情報の収集方法 6 メール等の申込を受けて管理者がシステムへ入力 

要配慮個人情報が含まれるときは、
その旨 7 

含まない 

記録情報の経常的提供先 8 なし 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

(名 称)独立行政法人日本スポーツ振興センター総務部総務課 

(所在地)東京都港区北青山２－８－３５ 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 9 

 ■法第60条第2項第1号 

 （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 10 

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）独立行政法人日本スポーツ振興センター総務部総務課 

(所在地)東京都港区北青山２－８－３５ 

行政機関等匿名加工情報の概要 11 － 

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 

（名称）独立行政法人日本スポーツ振興センター総務部総務課 

(所在地)東京都港区北青山２－８－３５ 

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 12 

－ 

備   考 13  

 

  

16 



個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 1 toto販売、払戻システム会員情報ファイル 

行政機関の名称 独立行政法人日本スポーツ振興センター 

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 2 

スポーツ振興事業部 

個人情報ファイルの利用目的 3 会員サービス提供 

記録項目 4 
住所、氏名、年齢、電話番号、メールアドレス、クレジットカー

ド情報 

記録範囲 5 Club toto会員 

記録情報の収集方法 6 ご本人によるWeb申請、入会申込書郵送 

要配慮個人情報が含まれるときは、
その旨 7 

含まない 

記録情報の経常的提供先 8 なし 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

(名 称)独立行政法人日本スポーツ振興センター総務部総務課 

(所在地)東京都港区北青山２－８－３５ 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 9 

 ■法第60条第2項第1号 

 （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 10 

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）独立行政法人日本スポーツ振興センター総務部総務課 

(所在地)東京都港区北青山２－８－３５ 

行政機関等匿名加工情報の概要 11 － 

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 

（名称）独立行政法人日本スポーツ振興センター総務部総務課 

(所在地)東京都港区北青山２－８－３５ 

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 12 

－ 

備   考 13  

 

  

17 



個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 1 災害共済給付オンライン請求システムファイル 

行政機関の名称 独立行政法人日本スポーツ振興センター 

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 2 

学校安全部 

個人情報ファイルの利用目的 3 医療費、障害見舞金、死亡見舞金の支給業務に利用する。 

記録項目 4 

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 

記録範囲 5 学校の管理下での被災児童生徒等（平成17年度以降） 

記録情報の収集方法 6 
学校の設置者及び学校による災害共済給付オンライン請求シス

テムへの入力 

要配慮個人情報が含まれるときは、
その旨 7 

含む 

記録情報の経常的提供先 8 なし 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

(名 称)独立行政法人日本スポーツ振興センター総務部総務課 

(所在地)東京都港区北青山２－８－３５ 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 9 

 ■法第60条第2項第1号 

 （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 10 

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）独立行政法人日本スポーツ振興センター総務部総務課 

(所在地)東京都港区北青山２－８－３５ 

行政機関等匿名加工情報の概要 11 － 

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 

（名称）独立行政法人日本スポーツ振興センター総務部総務課 

(所在地)東京都港区北青山２－８－３５ 

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 12 

－ 

備   考 13  
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