
個人情報ファイル簿（単票） 
 

個人情報ファイルの名称 JASSOメールマガジン登録者情報 
特定個人情報ファイル 
 □該当 ■非該当 

行政機関等の名称 独立行政法人日本学生支援機構 

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 

政策企画部広報課 

個人情報ファイルの利用目的 
配信登録者へJASSOメールマガジンを月1回配信していたため。 
（令和元年度末の配信終了時まで利用。） 

記録項目 
1登録日時、2更新日時、3氏名、4メールアドレス、5都道府県、6国・地
域 

記録範囲 平成18年10月以降の登録者～令和2年3月31日迄 

記録情報の収集方法 本人からの登録 

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 - 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

(名 称) 独立行政法人日本学生支援機構 情報公開室 

(所在地) 〒162-8412 東京都新宿区市谷本村町10-7 

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 

 ■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 

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) 独立行政法人日本学生支援機構 情報公開室 
(所在地) 〒162-8412 東京都新宿区市谷本村町10-7 

個人情報ファイルが法第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 

無 

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 

(名 称) 独立行政法人日本学生支援機構 情報公開室 
(所在地) 〒162-8412 東京都新宿区市谷本村町10-7 

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  
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個人情報ファイル簿（単票） 
 

個人情報ファイルの名称 学生支援寄附金データ 
特定個人情報ファイル 
 □該当 ■非該当 

行政機関等の名称 独立行政法人日本学生支援機構 

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 

政策企画部広報課寄附金室 

個人情報ファイルの利用目的 
寄附金の記録。寄附者への連絡及び月報等の統計資料作成に利用するた
め。 

記録項目 

1旧ID、2カウント用、3支所、4金額、5支所コード、6氏名、7受付月日、
8匿名希望、9区分、10目的、11法人・個人、12特殊理由、13法人名、
14住所、15寄附の理由、16方法申請、17寄附理由（分類）、18郵便番号、
19継続入金、20電話番号、21属性、22累計回数、23累計、24累計初回
年月、25ID、26名前掲載希望、27金額掲載希望、28備考 

記録範囲 平成16年4月以降の寄附者 

記録情報の収集方法 本人からの届け出 

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 - 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

(名 称) 独立行政法人日本学生支援機構 情報公開室 

(所在地) 〒162-8412 東京都新宿区市谷本村町10-7 

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 

 ■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 

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法第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 

- 

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  
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個人情報ファイル簿（単票） 
 

個人情報ファイルの名称 JASSO災害支援金学生申請情報 
特定個人情報ファイル 
 □該当 ■非該当 

行政機関等の名称 独立行政法人日本学生支援機構 

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 

政策企画部広報課寄附金室 

個人情報ファイルの利用目的 
JASSO災害支援金申請者の記録。JASSO災害支援金の資格審査及び
JASSO災害支援金の振込に利用するため。 

記録項目 

1通番、2学校番号、3学校区分、4学校名、5罹災証明書、6罹災証明の申
請書類一式、7学部・学科・研究科名、8学籍番号、9学年、10漢字（アル
ファベット）氏名、11カナ氏名、12性別、13生年月日、14罹災住所、15
罹災日、16罹災事由、17罹災状況、18JASSO奨学金貸与の有無、19担当
者部署、20担当者名、21電話番号、22FAX番号、23Email、24ファイル
名、25書類受付年月日、26金融機関名（漢字）、27支店名（漢字）、28
口座番号、29口座名義（カナ）、30進捗、31決裁日、32決裁番号、33
採用番号、34振込予定日、35返送理由、36確定、37備考、38採用年度 

記録範囲 平成26年11月以降の申請者 

記録情報の収集方法 本人（学校）からの申請（推薦） 

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 - 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

(名 称) 独立行政法人日本学生支援機構 情報公開室 

(所在地) 〒162-8412 東京都新宿区市谷本村町10-7 

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 

 ■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 

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法第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 

- 

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  
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個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 
新型コロナウイルスに係るJASSO災害支援金
学生申請情報 

特定個人情報ファイル 
 □該当 ■非該当 

行政機関等の名称 独立行政法人日本学生支援機構 

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 

政策企画部広報課寄附金室 

個人情報ファイルの利用目的 
新型コロナウイルスに係るJASSO災害支援金申請者の記録。新型コロナウ
イルスに係るJASSO災害支援金の資格審査及び新型コロナウイルスに係
るJASSO災害支援金の振込に利用するため。 

記録項目 

1通番、2漢字氏名、3郵便番号、4住所、5奨学金の種類、6奨学金の番号、
7留学先、8帰国日、9帰国便名、10金融機関名（漢字）、11支店名（漢
字）、12口座番号、13口座名義（カナ）、14起案日、15備考、16申請不
可、17不備 

記録範囲 令和２年４月以降の申請者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

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 - 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

(名 称) 独立行政法人日本学生支援機構 情報公開室 

(所在地) 〒162-8412 東京都新宿区市谷本村町10-7 

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 

 ■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 

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法第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 

- 

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  
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