
 

国立研究開発法人海洋研究開発機構 

個人情報ファイル簿単票 

№1 

個人情報ファイルの名称 GODAC Data Site NUUNKUI ユーザー情報 

独立行政法人の名称 国立研究開発法人海洋研究開発機構 

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（所管部署） 

付加価値情報創生部門 国際海洋環境情報センター 管理課 

個人情報ファイルの利用目的 
「GODAC Data Site NUUNKUI」で公開している海洋観測情報サービ

スへのログイン、サービス機能向上、お知らせなどに利用する。 

記録項目 

ユーザ ID、パスワード、メールアドレス、使用言語、氏名、氏名（ロ

ーマ字）、所属機関、所属機関の国名、業種、専門分野、興味のある

キーワード、データ利用の主な目的。 

記録範囲 

当該サービスを利用するためのユーザー登録をした者のうち、情報セ

キュリティインシデントにより外部公開を停止した 2021 年 3 月 19

日までの一年以内にログイン実績のある者 

記録情報の収集方法 ユーザー本人によるウェブ画面入力 

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) 国立研究開発法人海洋研究開発機構総務部法務・コンプ

ライアンス課 

(所在地)〒237-0061 神奈川県横須賀市夏島町２番地１５ 

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 

なし 

個人情報ファイルの種別 法第 2 条第 4 項第 7 号（電算処理ファイル） 

令第20条第7項に該当するファイル なし 

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) 総務部法務・コンプライアンス課 

(所在地)〒237-0061 神奈川県横須賀市夏島町２番地１５ 

個人情報ファイルが第60条第3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 

なし 

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 ― 

 

 

 

  



 

国立研究開発法人海洋研究開発機構 

個人情報ファイル簿単票 

№2 

個人情報ファイルの名称 乗船申込書 

独立行政法人の名称 国立研究開発法人海洋研究開発機構 

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（所管部署） 

研究プラットフォーム運用開発部門 

個人情報ファイルの利用目的 

・研究船の保安管理および乗船者の安全管理 

・航海の実施要領書作成 

・シンポジウムの開催案内および発表募集案内送付 

・乗下船書類作成 

 

記録項目 

1.氏名、2.国籍、3.性別、4.生年月日、5.年齢、6.勤務先,、7.所属・役

職、8.勤務先住所、9.電話番号、10.Fax 番号、11.e-mail アドレス、12.

現住所、13.電話番号、14.緊急連絡先、15.食物アレルギー有無、16. 

外航の場合はパスポート番号 17.外航の場合はビザ種類 

記録範囲 
研究船（「よこすか」、「かいれい」、「みらい」、「かいめい」、

「白鳳丸」、「新青丸」）の乗船予定者 

記録情報の収集方法 本人より書面にて収集 

要配慮個人情報が含まれると

きはその旨 
含まれる 

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) 国立研究開発法人海洋研究開発機構総務部法務・コンプ

ライアンス課 

(所在地)〒237-0061 神奈川県横須賀市夏島町２番地１５ 

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 

なし 

個人情報ファイルの種別 法第 2 条第 4 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 なし 

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 
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 

(名称) 国立研究開発法人海洋研究開発機構総務部法務・コンプ

ライアンス課 

(所在地)〒237-0061 神奈川県横須賀市夏島町２番地１５ 

個人情報ファイルが第60条第3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 

なし 

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 ― 

 



 

国立研究開発法人海洋研究開発機構 

 

個人情報ファイル簿単票 

№3 

個人情報ファイルの名称 潜水技術研修修了者名簿 

独立行政法人の名称 国立研究開発法人海洋研究開発機構 

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（所管部署） 

研究プラットフォーム運用開発部門 

個人情報ファイルの利用目的 
潜水技術研修（管理研修、指揮官研修、修了日確認）受講者に対し修

了証を発行した記録を記すため 

記録項目 
1.区分、2.終了証番号、3.氏名、4.終了年月日、5.所属、6.研修日  

7.生年月日 8.階級 

記録範囲 
潜水技術研修の受講者 

 

記録情報の収集方法 申込用紙および名簿提出による収集 

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) 国立研究開発法人海洋研究開発機構総務部法務・コンプ

ライアンス課 

(所在地)〒237-0061 神奈川県横須賀市夏島町２番地１５ 

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 

なし 

個人情報ファイルの種別 電算処理ファイル、マニュアル処理（紙） 

令第20条第7項に該当するファイル あり 

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) 国立研究開発法人海洋研究開発機構総務部法務・コンプ

ライアンス課 

(所在地)〒237-0061 神奈川県横須賀市夏島町２番地１５ 

個人情報ファイルが第60条第3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 

なし 

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 

昭和 47 年事業開始、平成 26 年 9 月 30 日事業終了。別途、紙のみの

記録あり（安全管理者研修（一部）・全国高校学校長水産部会（一

部）・混合ガス潜水技術研修・自給気潜水技術研修コース・深海潜

水技術コース 

 

 



 

国立研究開発法人海洋研究開発機構 

個人情報ファイル簿単票 

№4 

個人情報ファイルの名称 安全衛生教育受講者ファイル 

独立行政法人の名称 国立研究開発法人海洋研究開発機構 

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（所管部署） 

研究プラットフォーム運用開発部門 

個人情報ファイルの利用目的 安全衛生教育受講者管理 

記録項目 
１.修了証.番号、２.研修日、３.氏名、４.生年月日、５.所属先、６.年

齢、７発行日 

記録範囲 
研修参加者 

 

記録情報の収集方法 申込用紙・名簿による収集 

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) 国立研究開発法人海洋研究開発機構総務部法務・コンプ

ライアンス課 

(所在地)〒237-0061 神奈川県横須賀市夏島町２番地１５ 

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 

なし 

個人情報ファイルの種別 電子処理ファイル 

令第20条第7項に該当するファイル あり 

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) 国立研究開発法人海洋研究開発機構総務部法務・コンプ

ライアンス課 

(所在地)〒237-0061 神奈川県横須賀市夏島町２番地１５ 

個人情報ファイルが第60条第3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 

なし 

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 
平成 6 年度以前の記録は紙媒体で保管、平成 7 年度以降は電子ファイ

ルで保管。 

 

 

 

 

  



 

国立研究開発法人海洋研究開発機構 

個人情報ファイル簿単票 

№5  

個人情報ファイルの名称 図書資料管理システム 

独立行政法人の名称 国立研究開発法人海洋研究開発機構 

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（所管部署） 

研究推進部研究推進第１課 

個人情報ファイルの利用目的 図書資料の所蔵情報・利用者情報・貸出返却情報を管理するため 

記録項目 

（１）利用者情報（氏名、よみがな、所属、職員番号等、電話番号、

E-mail アドレス、利用者番号） 

（２）貸出返却情報 

記録範囲 図書館利用者（図書貸出申請書の提出を以て利用する者を除く） 

記録情報の収集方法 
・業務システムから内部ネットワークを通じて自動的に取得 

・図書館の管理担当者のシステム画面入力により収集 

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)国立研究開発法人海洋研究開発機構総務部法務・コンプライア

ンス課 

(所在地)〒237-0061 神奈川県横須賀市夏島町２番地１５ 

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 

なし 

個人情報ファイルの種別 法第 2 条第 4 項第 7 号（電算処理ファイル） 

令第20条第7条に該当するファイル なし 

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 
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 

― 

― 

個人情報ファイルが第60条第3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 

なし 

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 ― 



 

国立研究開発法人海洋研究開発機構 

個人情報ファイル簿単票 

№6  

個人情報ファイルの名称 JAMSTEC 機関リポジトリ 

独立行政法人の名称 国立研究開発法人海洋研究開発機構 

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（所管部署） 

研究推進部研究推進第１課 

個人情報ファイルの利用目的 JAMSTEC の研究成果の保存と公開のため 

記録項目 研究成果に関する書誌情報（論題、著者等） 

記録範囲 

研究業績データベース（JDB）の登録完了データの登録者（2004 年

以降）および研究業績の著者 

 

記録情報の収集方法 研究業績データベース（JDB）から CSV ファイルにてデータ取得 

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)国立研究開発法人海洋研究開発機構総務部法務・コンプライア

ンス課 

(所在地)〒237-0061 神奈川県横須賀市夏島町２番地１５ 

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 

なし 

個人情報ファイルの種別 法第 2 条第 4 項第 7 号（電算処理ファイル） 

令第20条第7条に該当するファイル なし 

行政機関等匿名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 

行政機関等匿名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60条第3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 

なし 

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 ― 

  



 

国立研究開発法人海洋研究開発機構 

個人情報ファイル簿単票 

№7  

個人情報ファイルの名称 地球シミュレータ研究成果データ 

独立行政法人の名称 国立研究開発法人海洋研究開発機構 

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（所管部署） 

研究推進部研究推進第２課 

個人情報ファイルの利用目的 

地球シミュレータを利用して得られた研究プロジェクトの成果のう

ち、論文・紀要・出版・学会発表等の形で外部発表したものについ

て、機関リポジトリとして公開するため。 

記録項目 

1.区分（発表形態）、2.タイトル、3.著者／発表者、4.発表先（掲載誌

名／会議名）、5.巻号ページ、6.出版／発表日、7.DOI（論文の識別

番号）、8.キーワード、9.抄録・概要、10.使用言語、11.研究年度、

12.研究分野名、13.課題名、14.課題責任者名、15.課題責任者所属、

16.備考、17.一次データ（論文）、18.出版／発表状態、19.登録日、

20.更新日、21.登録者名、22.更新者名（管理者名）、23.管理番号、

24.ステータス、25.Rights、26.Orgdata（管理者用備考欄）、

27.Comment、28.論文番号、29.JDB 番号、30.JDB 登録日、31.JDB

更新日 

記録範囲 
地球シミュレータ利用者 

 

記録情報の収集方法 利用者本人からのＷＥＢフォーマット申請による 

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) 国立研究開発法人海洋研究開発機構総務部法務・コンプライ

アンス課 

(所在地)〒237-0061 神奈川県横須賀市夏島町２番地１５ 

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 

なし 

個人情報ファイルの種別 法第 2 条第 4 項第 7 号（電算処理ファイル） 

令第20条第7条に該当するファイル なし 

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 
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 

― 

― 

個人情報ファイルが第60条第3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 

なし 

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 ― 

 



 

国立研究開発法人海洋研究開発機構 

個人情報ファイル簿単票 

№8  

個人情報ファイルの名称 クルーズレポート 

独立行政法人の名称 国立研究開発法人海洋研究開発機構 

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（所管部署） 

研究推進部研究推進第２課 

個人情報ファイルの利用目的 各航海報告内容の確認や観測データに関する問い合わせ等のため 

記録項目 

 

1.航海情報、2.調査内容、3.乗船者・研究者情報（1.氏名、2.所属、3.

所属機関所在地、4.所属機関電話番号、5.メールアドレス、6.住所）

等 

記録範囲 
乗船者、乗組員 

 

記録情報の収集方法 主席／首席研究者により提出された航海毎の報告書から収集 

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 
JAMSTEC 航海・潜航データ・サンプル探索システム（地球情報科学

技術センター所管） 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

(名称) 国立研究開発法人海洋研究開発機構総務部法務・コンプライ

アンス課 

(所在地)〒237-0061 神奈川県横須賀市夏島町２番地１５ 

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 

なし 

個人情報ファイルの種別 法第 2 条第 4 項第 7 号（電算処理ファイル） 

令第20条第7条に該当するファイル あり 

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 
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 

― 

― 

個人情報ファイルが第60条第3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 

なし 

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 ― 

 



 

国立研究開発法人海洋研究開発機構 

個人情報ファイル簿単票 

№9  

個人情報ファイルの名称 各調査航海に係るデータ・サンプルのインベントリーシート 

独立行政法人の名称 国立研究開発法人海洋研究開発機構 

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（所管部署） 

研究推進部研究推進第２課 

個人情報ファイルの利用目的 各航海で取得されたデータをサンプルの採取状況の特定と管理のため 

記録項目 
データ取得者名、データ取得者メールアドレス、使用機器名、取得デ

ータ名、稼働期間等 

記録範囲 

 

平成 10 年から平成 19 年度までに実施された各調査航海において乗船

した者（乗組員を除く） 

記録情報の収集方法 首席研究者・観測研究責任者からの届出により収集 

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 
JAMSTEC 航海・潜航データ・サンプル探索システム（地球情報科学

技術センター所管） 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

(名称) 国立研究開発法人海洋研究開発機構総務部法務・コンプライ

アンス課 

(所在地)〒237-0061 神奈川県横須賀市夏島町２番地１５ 

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 

なし 

個人情報ファイルの種別 法第 2 条第 4 項第 7 号（電算処理ファイル） 

令第20条第7条に該当するファイル あり 

行政機関等匿名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 

行政機関等匿名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60条第3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 

なし 

行政機関等匿名工情報の概要 ― 

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 ― 

  



 

国立研究開発法人海洋研究開発機構 

個人情報ファイル簿単票 

№10  

個人情報ファイルの名称 各調査航海に係るデータ・サンプルのメタデータシート 

独立行政法人の名称 国立研究開発法人海洋研究開発機構 

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（所管部署） 

研究推進部研究推進第２課 

個人情報ファイルの利用目的 
各航海で取得されたデータとサンプルの特定、および各種問い合わせ

への対応 

記録項目 
課題採択研究者氏名、課題採択研究者所属、課題採択研究者メールア

ドレス、研究者から提出された使用機器名・取得データ名等 

記録範囲 

平成 20 年度以降に各調査航海において乗船した者（乗組員を除

く）、各乗船課題に関連する研究者 

 

記録情報の収集方法 主席／首席研究者がとりまとめて提出 

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 
JAMSTEC 航海・潜航データ・サンプル探索システム（地球情報科学

技術センター所管） 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

(名称) 国立研究開発法人海洋研究開発機構総務部法務・コンプライ

アンス課 

(所在地)〒237-0061 神奈川県横須賀市夏島町２番地１５ 

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 

なし 

個人情報ファイルの種別 法第 2 条第 4 項第 7 号（電算処理ファイル） 

令第20条第7条に該当するファイル あり 

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 
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 

― 

― 

個人情報ファイルが第２60条第3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 

なし 

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 ― 

 



 

国立研究開発法人海洋研究開発機構 

個人情報ファイル簿単票 

№11  

個人情報ファイルの名称 「JAMSTEC 海洋の夢コンテスト」受賞者データベース 

独立行政法人の名称 国立研究開発法人海洋研究開発機構 

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（所管部署） 

海洋科学技術戦略部広報課 

個人情報ファイルの利用目的 
JAMSTEC 海洋の夢コンテスト入賞作品の展示・ホームページへの掲

載等 

記録項目 
１学校名、２学年、３住所、４氏名、５電話番号、６応募作品、7.受

賞名 

記録範囲 
JAMSTEC 海洋の夢コンテスト入賞者 

 

記録情報の収集方法 
JAMSTEC 海洋の夢コンテスト作品の応募書類（はがき）及び HP の

応募フォームによる 

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) 国立研究開発法人海洋研究開発機構総務部法務・コンプライ

アンス課 

(所在地)〒237-0061 神奈川県横須賀市夏島町２番地１５ 

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 

なし 

個人情報ファイルの種別 法第 2 条第 4 項第 7 号（電算処理ファイル） 

令第20条第7条に該当するファイル あり 

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) 国立研究開発法人海洋研究開発機構総務部法務・コンプライ

アンス課 

(所在地)〒237-0061 神奈川県横須賀市夏島町２番地１５ 

個人情報ファイルが第60条第3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 

なし 

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 ― 

 

 

  



 

国立研究開発法人海洋研究開発機構 

個人情報ファイル簿単票 

№12  

個人情報ファイルの名称 画像・映像等提供管理 

独立行政法人の名称 国立研究開発法人海洋研究開発機構 

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（所管部署） 

海洋科学技術戦略部 研究資源マネジメント課 

個人情報ファイルの利用目的 WEB 申請による機構の素材（画像・映像）利用の履歴管理 

記録項目 

1.画像申請 No、2.料金発生の有無（請求金額・減額の有無）、3.素材

利用数、4.代表者情報（組織名）、5.請求書宛先／送付先（宛名、住

所、担当者、電話番号）、6.申請者情報（所属／役職、担当者、住

所、電話番号、FAX 番号、mail アドレス）、7.媒体情報、8.使用予定

日、9.利用先（番組、雑誌、書籍名ほか）、10.利用目的、11.具体的

目的、12.許諾画像等 

記録範囲 WEB による機構の素材（画像・映像）利用申請者 

記録情報の収集方法 

申請フォーマットの記載（入力）情報および申請内の添付資料、 

申請者からのメール等による提供資料 

 

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) 国立研究開発法人海洋研究開発機構総務部法務・コンプライ

アンス課 

(所在地)〒237-0061 神奈川県横須賀市夏島町２番地１５ 

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 

なし 

個人情報ファイルの種別 法第 2 条第 4 項第 7 号（電算処理ファイル） 

令第7条第３号に該当するファイル あり 

独立行政法人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 
該当 

独立行政法人非識別加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 

(名称) 国立研究開発法人海洋研究開発機構総務部法務・コンプライ

アンス課 

(所在地)〒237-0061 神奈川県横須賀市夏島町２番地１５ 

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 

なし 

独立行政法人非識別加工情報の概要 ― 

作成された独立行政法人非識別加工情報に

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 ― 

  



 

国立研究開発法人海洋研究開発機構 

個人情報ファイル簿単票 

№13  

個人情報ファイルの名称 JAMSTEC 研究者総覧データ 

独立行政法人の名称 国立研究開発法人海洋研究開発機構 

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（所管部署） 

海洋科学技術戦略部 研究資源マネジメント課 

個人情報ファイルの利用目的 当機構の研究者情報公開・管理のため 

記録項目 

プロフィール（氏名、所属、キャリア、専門、連絡先、FAX、メー

ル、顔写真、生年月、外部所属機関、所属学会、HP、外部参照、自

己紹介、備考・その他）、受賞歴、研究成果、外部資金獲得、知的財

産、兼業兼職、共同研究、共同利用（公募）、機構内外貢献、研究指

導、JSPS、報道取材 

記録範囲 
研究業績に携わった JAMSTEC 役職員及び外部の研究者等 

 

記録情報の収集方法 

研究業績に携わった当機構の研究者その代理者、業績について管理し

ている部署の担当者及び代理者などによる内部ネットワーク上のウ

ェブフォーマットでの登録 

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) 国立研究開発法人海洋研究開発機構総務部法務・コンプライ

アンス課 

(所在地)〒237-0061 神奈川県横須賀市夏島町２番地１５ 

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 

なし 

個人情報ファイルの種別 法第 2 条第 4 項第 7 号（電算処理ファイル） 

令第20条第7条に該当するファイル なし 

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 
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 

― 

― 

個人情報ファイルが第60条第3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 

なし 

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工情報に関する

提案をすることができる期間 
― 

備考 ― 

 

  



 

国立研究開発法人海洋研究開発機構 

個人情報ファイル簿単票 

№14  

個人情報ファイルの名称 外部資金システム 

独立行政法人の名称 国立研究開発法人海洋研究開発機構 

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（所管部署） 

経理部外部資金課 

個人情報ファイルの利用目的 
外部資金（科研費、受託・補助金、助成金等）による研究課題に係る

契約情報及び予算情報等の管理及び応募に係る手続 

記録項目 

・研究者に関わる情報（氏名、所属機関、部署名、役職、府省共通研

究開発管理システム（e-Rad）の研究者番号等） 

・研究者が登録された研究課題に関わる情報（研究制度名、研究課題

名、課題番号、配分機関、交付額、契約年度、実施期間等） 

記録範囲 
外部資金による研究課題に携わっている JAMSTEC 研究者、外部の

研究者、契約事務担当者等（平成 25 年度実施課題分以降） 

記録情報の収集方法 
外部資金応募に際し応募者から提出された研究計画調書、実施計画

書、契約書等からの収集 

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) 国立研究開発法人海洋研究開発機構総務部法務・コンプ

ライアンス課 

(所在地)〒237-0061 神奈川県横須賀市夏島町２番地１５ 

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 

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） 

令第20条第7条に該当するファイル なし 

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 
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 

(名称) 国立研究開発法人海洋研究開発機構総務部法務・コンプ

ライアンス課 

(所在地)〒237-0061 神奈川県横須賀市夏島町２番地１５ 

個人情報ファイルが第60条第3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 

なし 

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 ― 

 


