
個人情報ファイル簿  
 

個人情報ファイルの名称  恩給欠格者書状等贈呈ファイル  

組織の名称  独立行政法人平和祈念事業特別基金  

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  
事業部 書状等贈呈事業担当  

個人情報ファイルの利用目的  
恩給欠格者に対する書状等及び特別慰労品贈呈の請求に

係る審査、贈呈事務に利用する。  

個人情報ファイルの記録項目  

・恩給欠格者関係  
１受付年月日 ２受付番号 ３現住所 ４請求者氏名  
５生年月日 ６連絡先 ７退職当時氏名 ８代理人関係

９所属 10 階級 11 就職年月 12 退職年月  
・新規慰藉事業関係  
１受付年月日 ２受付番号 ３現住所 ４請求者氏名  
５生年月日 ６連絡先 ７退職当時本籍 ８代理人関係

９新規品番  

記録範囲  
恩給欠格者に対する書状等の贈呈を請求した者  
（恩給欠格者：平成元年度～、新規慰藉事業関係：平成

２年度）  

記録情報の収集方法  恩給欠格者書状等贈呈請求書  

（名 称）独立行政法人平和祈念事業特別基金  
      事業部 書状等贈呈事業担当  開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地  
（所在地）〒162-8672 東京都新宿区若松町１９－１  

他の法律又はこれに基づく命

令の規定による、訂正、利用

停止等の特別の手続等  
無  

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４条第３項に該当するフ

ァイルの有無  
有  

備 考   

 
 
 



個人情報ファイル簿  
 

個人情報ファイルの名称  戦後強制抑留者書状等贈呈ファイル  

組織の名称  独立行政法人平和祈念事業特別基金  

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  
事業部 書状等贈呈事業担当  

個人情報ファイルの利用目的  
戦後強制抑留者に対する書状等及び特別慰労品贈呈の請

求に係る審査、贈呈事務に利用する。  

個人情報ファイルの記録項目  

１受付年月日 ２受付番号 ３慰労金請求  
４請求年月日 ５抑留者氏名 ６生年月日 ７本籍地県

８上陸年月日 ９引揚船 10 出航地 11 上陸地  
12 請求者住所 13 請求者氏名  

記録範囲  
戦後強制抑留者に対する書状等の贈呈を請求した者  
（平成元年度～）  

記録情報の収集方法  戦後強制抑留者書状等贈呈請求書  

（名 称）独立行政法人平和祈念事業特別基金  
      事業部 書状等贈呈事業担当  開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地  
（所在地）〒162-8672 東京都新宿区若松町１９－１  

他の法律又はこれに基づく命

令の規定による、訂正、利用

停止等の特別の手続等  
無  

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４条第３項に該当するフ

ァイルの有無  
有  

備 考   

 
 
 
 
 
 



個人情報ファイル簿  
 

個人情報ファイルの名称  引揚者書状等贈呈ファイル  

組織の名称  独立行政法人平和祈念事業特別基金  

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  
事業部 書状等贈呈事業担当  

個人情報ファイルの利用目的  
引揚者に対する書状等及び特別慰労品贈呈の請求に係る

審査、贈呈事務に利用する。  

個人情報ファイルの記録項目  
１受付年月日 ２受付番号 ３請求年月日 ４現住所  
５請求者氏名 ６生年月日 ７連絡先 ８受給者氏名  
９受給時住所 10 終戦時本籍  

記録範囲  
引揚者に対する書状等の贈呈を請求した者  
（平成３年度～）  

記録情報の収集方法  戦後強制抑留者書状等贈呈請求書  

（名 称）独立行政法人平和祈念事業特別基金  
      事業部 書状等贈呈事業担当  開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地  
（所在地）〒162-8672 東京都新宿区若松町１９－１  

他の法律又はこれに基づく命

令の規定による、訂正、利用

停止等の特別の手続等  
無  

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４条第３項に該当するフ

ァイルの有無  
有  

備 考   

 
 
 
 
 
 



個人情報ファイル簿  
 

個人情報ファイルの名称  特別慰労品贈呈ファイル  

組織の名称  独立行政法人平和祈念事業特別基金  

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  
事業部 書状等贈呈事業担当  

個人情報ファイルの利用目的  
恩給欠格者、戦後強制抑留者及び引揚者に対する特別慰

労品の請求に係る審査、贈呈事務に利用する。  

個人情報ファイルの記録項目  

・恩給欠格者関係  
１受付年月日 ２受付番号 ３請求年月日 ４現住所  
４請求者氏名 ５連絡先 ６生年月日 ７代理人関係  
８退職当時本籍 ９退職当時氏名 10 所属 11 階級  
11 就職年月 12 退職年月 13 外地経験有無  
14 一時恩給等受給有無 15 公務員等就職経験 16 品番

・戦後強制抑留者関係  
１受付年月日 ２受付番号 ３請求年月日 ４現住所  
５請求者氏名 ５連絡先 ６生年月日 ７代理人関係  
８書状等贈呈有無 ９引揚当時本籍 10 引揚当時氏名  
11 身分 12 所属 13 引揚船 14 出港地  
15 上陸年月日 16 上陸地 17 品番  
・引揚者関係  
１受付年月日 ２受付番号 ３請求年月日 ４現住所  
５請求者氏名 ６連絡先 ７生年月日 ８代理人関係  
９書状等贈呈有無 10 受給者氏名 11 受給者住所  
12 終戦時本籍 13 終戦時家族構成  
・簡易請求者関係  
１受付年月日 ２受付番号 ３請求年月日 ４現住所  
５請求者氏名 ６連絡先 ７生年月日 ８代理人関係  
９贈呈品 10 書状宛名 12 贈呈年月日  
13 強制抑留有無 14 退職時等本籍 15 退職時等氏名  
16 品番  

記録範囲  
特別慰労品の贈呈を請求した者  
（平成 19 年度～）  

記録情報の収集方法  特別慰労品請求書  



（名 称）独立行政法人平和祈念事業特別基金  
      事業部 書状等贈呈事業担当  開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地  
（所在地）〒162-8672 東京都新宿区若松町１９－１  

他の法律又はこれに基づく命

令の規定による、訂正、利用

停止等の特別の手続等  
無  

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４条第３項に該当するフ

ァイルの有無  
有  

備 考   

 
 



個人情報ファイル簿  
 

個人情報ファイルの名称  戦後強制抑留者特別給付金支給ファイル  

組織の名称  独立行政法人平和祈念事業特別基金  

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  
事業部 特別給付金認定担当  

個人情報ファイルの利用目的  
戦後強制抑留者に対する特別給付金支給の請求に係る事

務に利用する。  

個人情報ファイルの記録項目  

・強制抑留者本人による請求の場合の項目  
１特別給付金受付年月日 ２受付番号 ３現住所  
４請求者氏名 ５連絡先 ６生年月日 ７帰還年月日

８支給金額 ９金融機関名 10 支店名 11 口座番号
12 口座名義人 13 上陸地 14 帰還当時の氏名  
15 帰還当時の本籍地 16 帰還当時の身分 17 引揚船名
18 出港地  
・相続人による請求の場合の項目  
１特別給付金受付年月日 ２受付番号 ３現住所  
４請求者氏名 ５連絡先 ６生年月日 ７抑留者氏名

８抑留者生年月日 ９抑留者死亡年月日  
10 抑留者との続柄 11 抑留者の帰還当時の本籍地  
12 抑留者の出港地 13 抑留者の上陸地  
14 抑留者の帰還年月日 15 抑留者の帰還当時の身分
16金融機関名 17支店名 18口座番号 19口座名義人

記録範囲  

・戦後強制抑留者に対する特別慰労品を請求した者  
（平成 19 年度～平成 21 年度）  
・戦後強制抑留者に対する特別給付金請求書の送付を希

望した者（平成 22 年度～）  
・ 戦後強制抑留者に対する特別給付金の請求をした者  
（平成 22 年度～）  

記録情報の収集方法  
戦後強制抑留者特別給付金に係る請求書、請求者本人、

厚生労働省、都道府県  
（名 称）独立行政法人平和祈念事業特別基金  
      事業部 特別給付金認定担当  開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地  
（所在地）〒162-8672 東京都新宿区若松町１９番１号

他の法律又はこれに基づく命

令の規定による、訂正、利用

停止等の特別の手続等  
無  



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４条第３項に該当するフ

ァイルの有無  
有  

備 考   

 




