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個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 顧客情報データ（保証） 

行政機関等の名称 独立行政法人奄美群島振興開発基金 

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 

総務企画課 

業務課 

管理課 

個人情報ファイルの利用目的 

データ分析、保証申込・保証条件変更の相談及び受付、保証取引の継

続的な管理、その他保証業務及びこれに附帯する業務の適正な運営に

利用する。 

記録項目 
氏名、住所、生年月日、電話番号、融資金融機関、保証番号、保証種

別、業種、資金使途、保証残高、保証料率、保証期間、担保 

記録範囲 保証先、連帯保証人、担保提供者 

記録情報の収集方法 保証先、本人、金融機関からの提供 

記録情報に要配慮個人情報が含ま

れているときは、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）独立行政法人奄美群島振興開発基金総務企画課 

（所在地）鹿児島県奄美市名瀬港町１番５号 

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）独立行政法人奄美群島振興開発基金総務企画課 

（所在地）鹿児島県奄美市名瀬港町１番５号 

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 

有 

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 

 

個人情報ファイルの名称 顧客情報データ（融資） 

行政機関等の名称 独立行政法人奄美群島振興開発基金 

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 

総務企画課 

業務課 

管理課 

個人情報ファイルの利用目的 

データ分析、借入申込・融資条件変更の相談及び受付、融資取引の継

続的な管理、その他融資業務及びこれに附帯する業務の適正な運営に

利用する。 

記録項目 
氏名、住所、生年月日、電話番号、貸付番号、資金名、業種、資金使

途、貸付残高、利率、貸付期間、貸付金残高、担保 

記録範囲 貸付先、連帯保証人、担保提供者 

記録情報の収集方法 貸付先、本人からの提供 

記録情報に要配慮個人情報が含ま

れているときは、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）独立行政法人奄美群島振興開発基金総務企画課 

（所在地）鹿児島県奄美市名瀬港町１番５号 

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）独立行政法人奄美群島振興開発基金総務企画課 

（所在地）鹿児島県奄美市名瀬港町１番５号 

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 

有 

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 

 

個人情報ファイルの名称 自己査定データ 

行政機関等の名称 独立行政法人奄美群島振興開発基金 

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 

総務企画課 

業務課 

管理課 

個人情報ファイルの利用目的 

引当金計上基準、データ分析、保証・融資取引の継続的な管理、その

他保証業務、融資業務及びこれらに附帯する業務の適正な運営に利用

する。 

記録項目 

顧客番号、氏名、住所、業種、延滞状況、形式基準、実態判断、債務

者区分、債権の種類、貸付番号等、貸付日等、最終期限、利率、当初

与信額、残高、担保評価額、掛け目差額、分類金額、保証人情報、延

滞約定利息、資産負債状況、損益情報、判断内容、債務者概況 

記録範囲 保証・貸付先、連帯保証人、担保提供者 

記録情報の収集方法 保証・貸付先、本人、金融機関からの提供 

記録情報に要配慮個人情報が含ま

れているときは、その旨 
含む 

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）独立行政法人奄美群島振興開発基金総務企画課 

（所在地）鹿児島県奄美市名瀬港町１番５号 

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）独立行政法人奄美群島振興開発基金総務企画課 

（所在地）鹿児島県奄美市名瀬港町１番５号 

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 

有 

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 

 

個人情報ファイルの名称 信用調査書（保証） 

行政機関等の名称 独立行政法人奄美群島振興開発基金 

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 

総務企画課 

業務課 

管理課 

個人情報ファイルの利用目的 

保証取引の継続的な管理、保証料補助・損失補償契約の相手方に提供

する場合等適切な業務の遂行に必要な範囲での第三者提供、その他保

証業務及びこれに附帯する業務の適正な運営に利用する。 

記録項目 
申込人の概要、申込計画の概要、申込計画に係る収支見込及び償還計

画、保証条件、保証人の状況、承諾の理由 

記録範囲 保証先、連帯保証人、担保提供者 

記録情報の収集方法 保証先、本人、金融機関からの提供 

記録情報に要配慮個人情報が含ま

れているときは、その旨 
含む 

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）独立行政法人奄美群島振興開発基金総務企画課 

（所在地）鹿児島県奄美市名瀬港町１番５号 

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 

 

個人情報ファイルの名称 信用調査書（融資） 

行政機関等の名称 独立行政法人奄美群島振興開発基金 

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 

総務企画課 

業務課 

管理課 

個人情報ファイルの利用目的 

融資取引の継続的な管理、利子補給契約の相手方に提供する場合等適

切な業務の遂行に必要な範囲での第三者提供、その他融資業務及びこ

れに附帯する業務の適正な運営に利用する。 

記録項目 
申込人の概要、申込計画の概要、申込計画に係る収支見込及び償還計

画、融資条件、保証人の状況、承諾の理由 

記録範囲 貸付先、連帯保証人、担保提供者 

記録情報の収集方法 貸付先、本人からの提供 

記録情報に要配慮個人情報が含ま

れているときは、その旨 
含む 

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）独立行政法人奄美群島振興開発基金総務企画課 

（所在地）鹿児島県奄美市名瀬港町１番５号 

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 

 

個人情報ファイルの名称 索引簿（保証） 

行政機関等の名称 独立行政法人奄美群島振興開発基金 

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 

業務課 

管理課 

個人情報ファイルの利用目的 
保証申込・保証条件変更の相談及び受付、保証取引の継続的な管理、

その他保証業務及びこれに附帯する業務の適正な運営に利用する。 

記録項目 
氏名、住所、保証番号、保証種別、金融機関、保証金額、保証期間、

完済年月日 

記録範囲 保証先 

記録情報の収集方法 保証先、金融機関からの提供 

記録情報に要配慮個人情報が含ま

れているときは、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）独立行政法人奄美群島振興開発基金総務企画課 

（所在地）鹿児島県奄美市名瀬港町１番５号 

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 

 

個人情報ファイルの名称 索引簿（求償債権） 

行政機関等の名称 独立行政法人奄美群島振興開発基金 

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 

業務課 

管理課 

個人情報ファイルの利用目的 
保証利用資格の確認、保証取引の継続的な管理、その他保証業務及び

これに附帯する業務の適正な運営に利用する。 

記録項目 
氏名、住所、種別（求償権、償却求償権）、発生年月日、金額、保証

人氏名、保証番号 

記録範囲 代位弁済先、連帯保証人 

記録情報の収集方法 代位弁済先、本人、金融機関からの提供 

記録情報に要配慮個人情報が含ま

れているときは、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）独立行政法人奄美群島振興開発基金総務企画課 

（所在地）鹿児島県奄美市名瀬港町１番５号 

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 

 

個人情報ファイルの名称 索引簿（融資） 

行政機関等の名称 独立行政法人奄美群島振興開発基金 

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 

業務課 

管理課 

個人情報ファイルの利用目的 
融資申込・融資条件変更の相談及び受付、融資取引の継続的な管理、

その他融資業務及びこれに附帯する業務の適正な運営に利用する。 

記録項目 氏名、住所、貸付番号、貸付金額、資金使途、貸付期間、完済年月日 

記録範囲 貸付先 

記録情報の収集方法 貸付先からの提供 

記録情報に要配慮個人情報が含ま

れているときは、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）独立行政法人奄美群島振興開発基金総務企画課 

（所在地）鹿児島県奄美市名瀬港町１番５号 

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 

－ 

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 

 

個人情報ファイルの名称 求償債権元帳 

行政機関等の名称 独立行政法人奄美群島振興開発基金 

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 

業務課 

管理課 

個人情報ファイルの利用目的 
求償権の行使、その他保証業務及びこれに附帯する業務の適正な運営

に利用する。 

記録項目 

債務者及び連帯保証人の氏名・住所・生年月日、職業、電話番号、代

位弁済理由、金融機関、保証番号、保証種別、業種、貸付利率、保証

金額、代位弁済実行日、代位弁済元利合計、償却日、償却合計、入金

状況票 

記録範囲 代位弁済先、連帯保証人、担保提供者 

記録情報の収集方法 代位弁済先、本人、金融機関からの提供 

記録情報に要配慮個人情報が含ま

れているときは、その旨 
含む 

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）独立行政法人奄美群島振興開発基金総務企画課 

（所在地）鹿児島県奄美市名瀬港町１番５号 

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 

 

個人情報ファイルの名称 貸付金元帳 

行政機関等の名称 独立行政法人奄美群島振興開発基金 

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 

業務課 

管理課 

個人情報ファイルの利用目的 

 

融資申込・融資条件変更の相談及び受付、融資取引の継続的な管理、

その他融資業務及びこれに附帯する業務の適正な運営に利用する。 

記録項目 
借入者氏名・住所、保証人氏名・住所、貸付番号、資金使途、貸付年

月日、最終期限、償還期日カード 

記録範囲 貸付先、連帯保証人、担保提供者 

記録情報の収集方法 貸付先、本人からの提供 

記録情報に要配慮個人情報が含ま

れているときは、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）独立行政法人奄美群島振興開発基金総務企画課 

（所在地）鹿児島県奄美市名瀬港町１番５号 

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 － 

 


