
「公益財団法人東京都公園協会が保有する個人情報」一覧

1 理事会・評議員会運営事務 理事会・評議員会の運営 理事・監事・評議員の名簿
氏名、住所、生年月日、年齢、
電話番号、職業・職歴、学歴・
学業、資格・賞罰

本人

2 法律相談関連書類
顧問弁護士への相談依頼及
び庶務担当者への経過報告

事故報告、法律相談申込書、経過報告書 氏名、住所、電話番号
各課
（協会内）

3 公益認定申請
公益法人認定申請時の提出
データの写し

令和3年8月1日時点の評議員・理事・監事の名簿 氏名、住所 本人

4 広報係
ご意見・ご要望・お問い合
わせ

お客様への回答 お問い合わせ者ご本人
氏名、住所、年代、住所、電話
番号、Eメールアドレス

本人

5 人事給与係 研修関係
外部への研修・講習受講申
込、外部講師への謝礼金等

外部研修・講習会の申込（写）、外部講師の承諾書
氏名、住所、生年月日、年齢、
電話番号、口座情報、資格情報

本人

6 会計（支払・請求等）業務 銀行口座振込 振替伝票、証憑類
氏名、口座情報（金融機関名・
支店名・口座番号）、一部は連
絡先住所、電話番号

本人、企業、官公庁

7 法定調書提出 法定調書作成 法定調書入力フォーム 氏名、住所 本人、企業、官公庁

8 会計（支払・請求等）事務 銀行口座振込 銀行システム振込明細
氏名、口座情報（金融機関名・
支店名・口座番号）

本人、企業、官公庁

9 経理係 契約事務
物品契約、委託契約等各種
契約事務

契約台帳、契約一覧、公園協会業者登録書類、工事等希
望票兼予定監理技術者等調書

氏名、住所、電話番号、FAX番
号、メールアドレス（住所及び
電話番号、FAX番号、メールアド
レスは会社の所在地及び連絡
先）

本人、企業、官公庁

庶務係

財務係

財務課

※収集先保管部署（係） 取扱事務の名称 使用目的 個人情報の対象者の範囲 記録項目NO 保管部署（部） 保管部署（課）

総務部

総務課
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※収集先保管部署（係） 取扱事務の名称 使用目的 個人情報の対象者の範囲 記録項目NO 保管部署（部） 保管部署（課）

10 定期駐車場運営 契約状況管理 使用契約者台帳 氏名、住所 本人

11 定期駐車場運営 使用契約 使用契約書 氏名、住所、電話番号、勤務先 本人

12 施設係 委託契約 事務連絡 委託業者担当者名簿
氏名、電話番号、メールアドレ
ス

本人

13 賑わいテラス 連絡用 町会・出演者代表者名簿 氏名、住所、電話番号、FAX番号 本人

14 河川ボランティア助成 助成金交付 ボランティア団体代表者名簿 氏名、住所、電話番号、FAX番号 本人

15 花守支援団体名簿 事務連絡 花守団体代表者名簿 氏名、住所、電話番号、FAX番号 本人

16 フォトコンテスト応募者情
報

連絡用 応募者名簿
氏名、住所、電話番号、性別、
メールアドレス

本人

17 フォトコンテスト外部審査
員

連絡・謝金支払い用 フォトコンテスト外部審査員略歴書
氏名、住所、電話番号、FAX番
号、メールアドレス、口座情報

本人

18
Twitterキャンペーン
ボックスティッシュプレゼ
ント

連絡・賞品送付用 応募者連絡・賞品送付用あて名
氏名、住所、Twitterアカウン
ト、ダイレクトメッセージ記録

本人

19 暫定係留管理所 暫定係留施設管理運営 使用契約
施設使用申込書
施設使用契約書
施設使用契約台帳

氏名、住所、電話番号、所有船
舶の名称、船舶番号

本人

20 各管理所、係 委託契約
受注者管理
請負業者管理

現場代理人、主任技術者等経歴書
氏名、住所、生年月日、電話番
号、性別、学歴、職歴、資格

本人

21 予約受付事務
貸切・団体・ゆらぶら便の
予約受付管理

貸切台帳
団体申込台帳
ゆらぶら便台帳

氏名、住所、電話番号、メール
アドレス

本人

22 リバーガイドボランティア
調整事務

連絡用 リバーガイド名簿
氏名、住所、生年月日、電話番
号、メールアドレス

本人

23 イベント企画運営事務
イベント参加者管理
イベント講師依頼

イベント参加者一覧
イベント講師関係書類

氏名、住所、電話番号、メール
アドレス

本人

24 撮影・取材対応事務 取材受付・調整 撮影申請書台帳
氏名、住所、電話番号、メール
アドレス

本人

25 イベント講師等関係者書類 連絡用 講師料関係書類
氏名、住所、電話番号、
メールアドレス、口座番号

本人

26 事故対応
事故対応及び当事者への連
絡

事故報告書 氏名、住所、電話番号 本人

27 水上バス運航管理 届出手続き
船舶運航事業者の役員に変更があった場合の変更報告書
に添付する役員名簿（写）

氏名、役職
本人、
総務課

28 水上バス運航管理 申請手続き
免税軽油使用者証記載事項変更申請書に添付する役員名
簿（写）

氏名、住所
本人、
総務課

29 水上バス運航管理 届出手続き 安全統括管理者選解任届出書（写） 氏名、生年月日
本人、
総務課

30 水上バス運航管理
貸切航路の計画、乗船人数
の把握

貸切予約受付書（写）
氏名、住所、電話番号、
メールアドレス

本人

31
越中島・明石町・桜橋・両
国・浜町・箱崎防災船着場
利用者登録

利用者使用登録確認 船舶登録書類
法人名、代表者名、住所、
電話番号、船検証

本人

32
越中島・明石町・桜橋・両
国・浜町・箱崎防災船着場
使用申請書

船着場使用申請内容確認 船着場使用申請・変更・取消書
法人名、代表者名、住所、電話
番号

本人

33 墨田区、台東区、
江東区

利用者使用登録確認 船舶登録書類
法人名、代表者名、住所、
電話番号、船検証

本人

34 墨田区、台東区、
江東区、大田区

船着場使用申請内容確認 船着場使用申請・変更・取消書
法人名、代表者名、住所、電話
番号

本人

35 庶務事務
事務所賃貸借契約
駐車場賃貸借契約

契約相手方 住所、氏名、電話番号 本人

36 説明会開催事務 説明会の通知 地区指定予定の範囲 氏名、住所及び登記情報 建設事務所

37 土砂法周知事務 質問内容の確認 地区指定の関係者 氏名、住所、電話番号 問合せ者（都民）

38 契約事務 資格の照合 代理人名簿 氏名、住所 受託者

39 工事監督係 工事監督補助事務 監督補助における資料
工事受注者代理人
・協力会社の責任者ほか

氏名、住所、電話番号 建設事務所

水辺ライン係

運航係

運航係
防災船着場担当

水辺ライン課

土砂災害係

調整課

調整係

水辺公益係

河川事業支援課

水辺事業部
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※収集先保管部署（係） 取扱事務の名称 使用目的 個人情報の対象者の範囲 記録項目NO 保管部署（部） 保管部署（課）

40 レクリエーション障害保険 イベント参加者への便宜上 イベント参加者 氏名、住所、電話番号 本人

41 国内旅行傷害保険 イベント参加者への便宜上 イベント参加者 氏名、住所、電話番号 本人

42 企業賠償責任包括保険
管轄施設内で発生した対
人・対物損害賠償に対する
補償

保険対応の対象者
氏名、住所、電話番号、銀行口
座情報等

本人

43 事故報告資料
発生事由の経緯まとめ及び
参考事例としての保管

施設利用者及び職員 氏名、住所、電話番号 本人

44 事業講師等依頼事務
講師との連絡・
調整諸謝金等支払手続き業
務

講師等 氏名、住所、振込先 本人

45 バーベキュー予約システム
指定管理管轄公園バーベ
キュー予約受付のため

利用者
氏名、メールアドレス、電話番
号

本人

46 維持係
検収指導係

契約事務 契約管理
委託先現場代理人
委託先主任技術者

氏名、住所、資格、経歴 契約会社

47 企画設計係
委託・工事事務
（現場代理人及び主任技術
者等通知書）

委託・工事の監督
及び確認、検査等業務

委託者、請負者の現場代理人及び主任技術者等通知書
現場代理人及び主任技術者等の
住所、氏名、生年月日、学歴、
職歴、資格

請負業者

48 委託事務
委託の監督及び確認、検査
等業務

委託先
委託先担当者氏名、メールアド
レス

本人

49 キャンペーン抽選対象リス
ト

賞品発送 キャンペーン応募者
氏名、住所、電話番号、メール
アドレス

本人

50 フォトコンテスト入賞者リ
スト

入賞作品管理 都立公園・庭園フォトコンテスト1～8回入賞者
氏名、住所、電話番号、メール
アドレス、職業、年齢

本人

51 ボランティア・公園友の会
等受付事務

ボランティア・
公園友の会等受付・
助成金申請受付事務

ボランティア名簿 住所、氏名、電話番号 本人（団体代表者）

52 受付・連絡事務
スポーツ施設利用者
受付

スポーツ施設利用申込書
施設利用台帳

氏名、住所、生年月日、電話番
号

本人

53 公園管理事務 苦情・要望受付事務
事故報告書、お客様の声申出者連絡先、要望苦情対応
シート

氏名、住所、電話番号、メール
アドレス(特に必要な場合のみ記
載）

本人

54 公園管理事務 公園管理事務 遺失物・取得物届け 住所、氏名、電話番号 本人

55 公園管理事務 占用許可 占用許可申請書 住所、氏名、電話番号 本人

56 公園管理事務 行為許可 行為許可申請書
氏名（所属団体名）、住所、電
話番号、FAX番号、メールアドレ
ス

本人

57 団体利用管理事務 団体利用 団体利用申出票 住所、氏名、電話番号 本人（団体代表者）

58 公園維持管理事務 委託事務
委託業者の経歴書
（現場代理人・主任技術者）

住所、氏名、生年月日、電話番
号、職業・職歴、学歴・学業

本人

59 公園管理事務 公募イベント受付事務 イベント参加者名簿 氏名、電話番号 本人

60 巡回警備・運動施設受付管
理業務委託

従事者への緊急連絡 委託業務従事者名簿 氏名、電話番号 委託業者

61
林試の森公園
サービスセン
ター

公園管理事務 公園管理事務 デイキャンプ場利用予約申込書 住所、氏名、電話番号 本人

62 公園管理事務 ドッグラン利用 ドッグラン利用登録申込書
氏名、住所、電話番号、
犬名、性別、狂犬病予防注射済
番号

本人

63 有料予約制施設受付事務 公園管理事務
集会場
（梅花書屋・愛子夫人居宅）
受付ノート・申込書

住所、氏名、電話番号 本人

64
委託・工事事務
（現場代理人及び主任技術
者等通知書）

委託・工事の監督
及び確認、検査等業務

委託者、請負者の現場代理人及び主任技術者等通知書
現場代理人及び主任技術者等の
住所、氏名、生年月日、学歴、
職歴、資格

請負業者

65 公園管理事務 苦情・要望受付事務
事故報告書、お客様の声申出者連絡先、要望苦情対応
シート

氏名、住所、電話番号、メール
アドレス(特に必要な場合のみ記
載）

本人

66 公園管理事務 イベント受付事務 イベント参加者名簿 住所、氏名、年令、電話番号 申請者

67 公園管理事務 遺失物、拾得物管理
遺失物、取得物届
拾得物等保管票
遺失物受領書

住所、氏名、電話番号 本人

68 公園管理事務 占用許可 占用許可申請書 氏名、電話番号、住所 申請者

69 公園管理事務 苦情・要望受付事務
事故報告書、お客様の声申出者連絡先、要望苦情対応
シート

氏名、住所、電話番号、メール
アドレス(特に必要な場合のみ記
載）

本人

70 公園管理事務 車椅子貸出 車椅子貸出簿 氏名、電話番号 本人

公園事業部

事業開発課

パートナーシッ
プ係

南部エリア

各公園サービス
センター

蘆花恒春園サー
ビスセンター

北部エリア

管理・維持

各公園サービス
センター

事業管理課

管理係

事業企画係
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※収集先保管部署（係） 取扱事務の名称 使用目的 個人情報の対象者の範囲 記録項目NO 保管部署（部） 保管部署（課）

71 公園管理事務 行為許可 行為許可申請書
氏名（所属団体名）、住所、電
話番号、FAX番号、メールアドレ
ス

申請者

72 団体利用管理事務 団体利用 団体利用申出票 住所、団体名、氏名、電話番号 申請者

73 公園管理事務 ボランティア関連業務
ボランティア名簿
助成金申請交付書
ボランティア活動届書

氏名、住所、電話番号、FAX番号 本人

74 公園維持管理事務 委託事務
委託業者の経歴書
（現場代理人・主任技術者）

住所、氏名、生年月日、電話番
号、職業・職歴、学歴・学業

委託業者

75 公園管理事務 花火利用許可 花火利用届出書 住所、氏名、電話番号 本人

76 受付・連絡事務
スポーツ施設利用者
受付

スポーツ施設利用申込書
施設利用台帳

氏名、住所、生年月日、電話番
号

本人

77 公園管理事務 フリーマ-ケット報告書 出店者一覧 住所、氏名、電話番号 申請者

78 戸山公園サービ
スセンター

公園維持管理事務 車両通行許可証 車両通行許可証発行記録 氏名、電話番号 委託業者、本人

79 団体利用受付事務 子供広場団体利用受付 子供広場使用団体名簿 住所、氏名、電話番号 申請者

80
サービスセンター内ギャラ
リー利用
受付事務

受付・連絡事務 ギャラリー利用申込者申込票 住所、氏名、電話番号 申請者

81 公園管理事務
インターンシップ等での学
生との連絡・調整事務

学生連絡先 住所、氏名、年齢、電話番号 学校、本人

82 公園管理事務 キャッチボール貸出 キャッチボール貸出カード 氏名、電話番号 本人

83 公園管理事務 公園友の会登録
公園友の会登録申込書
会員名簿

団体名、氏名、住所、電話番号 申請者

84 公園管理事務 ボランティア助成金申請
ボランティア助成金申請書
構成者一覧

団体名、氏名、住所、電話番号 申請者

85 公園管理事務 ボートの貸出し ボート借用者の個人情報 代表者の氏名、住所、電話 本人

86 赤塚公園サービ
スセンター

公園管理事務
バーベキュー利用者
受付事務

予約者名簿
バーベキュー広場利用予約
受付簿

氏名、電話番号、メールアドレ
ス

本人

87 石神井公園サー
ビスセンター

受付・連絡事務
スポーツ施設利用者
受付
有料施設利用者受付事務

スポーツ施設利用申込書
施設利用台帳

氏名、住所、生年月日、電話番
号

本人

88 講師依頼事務 イベント等講師依頼起案 依頼書・承諾書
氏名、住所、電話番号、口座番
号、職業、職歴、学歴・学業、
印影（認印）

本人

89 委託発注事務 委託発注起案
委託業者の経歴書・免許証
（現場代理人・主任技術者）

住所、氏名、生年月日、電話番
号、職業・職歴、学歴・学業

本人

90 公園管理事務 苦情・要望受付事務
事故報告書、お客様の声申出者連絡先、要望苦情対応
シート

氏名、住所、電話番号、メール
アドレス(特に必要な場合のみ記
載）

本人

91 委託・工事発注事務 委託・工事発注起案
委託・工事業者の経歴書・免許証
（現場代理人・主任技術者）

住所、氏名、生年月日、電話番
号、職業・職歴、学歴・学業

本人

92 公園管理事務
ボランティア団体・
友の会等連絡・調整

ボランティア名簿、友の会名簿、自然保護団体名簿
氏名、住所、電話番号、年齢、
メールアドレス

本人

93 受付・連絡事務
スポーツ施設利用者
受付

スポーツ施設利用申込書
施設利用台帳

氏名、住所、生年月日、電話番
号

本人

94 公園管理事務 公募イベント受付対応
公募イベント参加者名簿、
傷害保険加入者名簿

住所、氏名、年齢、電話番号、
メールアドレス、申込日、イベ
ント参加歴、イベントを知った
媒体

本人

95 公園管理事務 占用許可 占用許可申請書 住所、氏名、電話番号 本人

96 公園管理事務 車両通行許可 車両通行許可証発行記録
業者名または団体名、運転者氏
名、電話、車両ナンバー、行
先、鍵ナンバー、業務内容

本人

97 公園管理事務 遺失物・拾得物管理
遺失物届、拾得物届、
遺失物受領書

住所、氏名、電話番号 本人

98 公園管理事務 行為許可 行為許可申請書
氏名（所属団体名）、住所、電
話番号、FAX番号、メールアドレ
ス

本人

99 団体利用管理事務 団体利用 団体利用申出票、会議室利用 代表、住所、電話番号 本人

100 公園管理事務 委託・工事監督 委託・工事業者緊急連絡先
社名、担当者名、住所、電話番
号、FAX番号

本人

101 公園管理事務
バーベキュー利用者
受付事務

予約者名簿
バーベキュー広場利用予約
受付簿

氏名、電話番号、メールアドレ
ス

本人

公園事業部

北部エリア

各公園サービス
センター

善福寺公園サー
ビスセンター

浮間公園サービ
スセンター

多摩丘陵エリア

エリア担当

各公園サービス
センター



「公益財団法人東京都公園協会が保有する個人情報」一覧

※収集先保管部署（係） 取扱事務の名称 使用目的 個人情報の対象者の範囲 記録項目NO 保管部署（部） 保管部署（課）

102 公園管理事務 ドッグラン利用 ドッグラン利用登録申込書
氏名、住所、電話番号、
犬名、性別、狂犬病予防注射済
番号

本人

103 公園管理事務
鑓水口身障者用駐車場利用
管理

園内身障者用駐車場利用表
氏名、住所、電話番号、車両ナ
ンバー

本人

104 公園管理事務 傘・車椅子貸出 傘貸出簿、車椅子貸出簿 氏名、住所、電話番号 本人

105 公園管理事務 一部利用申請 一部利用申請書 氏名、住所、電話番号 本人

106 公園管理事務 双眼鏡・車椅子貸出 双眼鏡貸出簿、車椅子貸出簿 氏名、住所、電話番号 本人

107 公園管理事務 苦情・要望受付事務
事故報告書、お客様の声申出者連絡先、要望苦情対応
シート

氏名、住所、電話番号、メール
アドレス(特に必要な場合のみ記
載）

本人、社内

108 契約事務 委託作業等管理業務
現場代理人
主任技術者

氏名、住所、資格、経歴 委託先

109 公園管理事務 苦情・要望受付事務
事故報告書、お客様の声申出者連絡先、要望苦情対応
シート

氏名、住所、電話番号、メール
アドレス(特に必要な場合のみ記
載）

本人、社内

110 公園管理事務 遺失物・拾得物管理
遺失物・拾得物届
遺失物受領書

住所、氏名、電話番号、紛失物 本人

111 受付・連絡事務
スポーツ施設利用者
受付

スポーツ施設利用申込書
施設利用台帳

氏名、住所、生年月日、電話番
号

本人

112 公園管理事務
ボランティア・公園友の会
受付、連絡・助成金申請

ボランティア名簿 住所、氏名、電話番号 本人、団体

113 公園管理事務 車椅子・鍵貸出 車椅子・鍵貸出簿 住所、氏名、電話番号 本人、団体

114 公園管理事務 占用許可 占用許可申請書 住所、氏名、電話番号 本人、団体

115 公園管理事務 行為許可 行為許可申請書
氏名（所属団体名）、住所、電
話番号、FAX番号、メールアドレ
ス

本人、団体

116 団体利用管理事務

イベント利用者受付・連絡
事務
レクリエーション保険加入
公募イベント受付事務

イベント参加者名簿
レクリエーション損害保険行事参加者名簿

住所、氏名、年齢、電話番号 本人

117 団体利用受付事務
団体利用、小中学校等遠足
申請受付

団体利用申出票
氏名、住所、電話番号、
所属団体（学校名）

本人、団体

118 公園管理事務 車両通行許可 車両通行許可証発行記録
住所、氏名、電話番号、車両ナ
ンバー

本人、団体

119 公園管理事務
フリーマーケット
受付事務

団体・代表者名簿
団体名、住所、電話番号、FAX番
号、代表者氏名、担当者名、担
当者連絡先

本人、団体

120 公園管理事務 ドッグラン利用 ドッグラン利用登録申込書
氏名、住所、電話番号、
犬名、性別、狂犬病予防注射済
番号

本人

121 公園管理事務
陸上競技場利用受付・管理
公園有料施設使用申込書

競技場利用申込書 氏名、住所、電話番号 本人、団体

122 公園管理事務 車両通行許可 車両通行許可証発行記録 氏名、電話番号、目的 本人、団体

123
駒沢オリンピッ
ク公園サービス
センター

公園管理事務 一時使用受付 一時使用届 住所、氏名、電話番号 本人、団体

124 公園管理事務 公園管理事務
多目的広場利用受付・管理
多目的広場利用申込書

住所・氏名・電話番号 本人

125 公園管理事務 公園管理事務
園地利用受付・管理
園地利用受付カード

住所・氏名・電話番号・団体
名・利用目的

本人、団体

126 公園管理事務
バーベキュー利用者
受付事務

予約者名簿
バーベキュー広場利用予約
受付簿

氏名、電話番号、メールアドレ
ス

テーブルチェック
（バーベキュー予約
システム）

127 公園管理事務 公園管理事務
多目的広場（少年サッカー場、ゲートボール場）
利用登録（責任者）

住所、氏名、電話番号 本人、団体

128 キャンプ場利用
受付事務

受付・連絡事務 申請書 住所、氏名、電話番号 本人、団体

129 陸上競技場貸切利用
受付事務

受付・連絡事務 申請書 住所、氏名、電話番号 本人、団体

130 弓道場貸切利用
受付事務

受付・連絡事務 申請書 住所、氏名、電話番号 本人、団体

131 弓道場施設利用者受付事務 弓道場施設利用者受付事務 弓道場施設利用者受付書 氏名、住所、電話番号 本人、団体

132 特約店緊急連絡先一覧 災害・緊急工事の連絡 特約店緊急連絡先一覧表
会社名、住所、電話、FAX番号
、代理人名、電話番号

本人、団体

公園事業部

多摩丘陵エリア

防災区部西エリ
ア

管理運営係・維
持係

各公園サービス
センター

各公園サービス
センター

城北中央公園
サービスセン
ター

光が丘公園サー
ビスセンター



「公益財団法人東京都公園協会が保有する個人情報」一覧

※収集先保管部署（係） 取扱事務の名称 使用目的 個人情報の対象者の範囲 記録項目NO 保管部署（部） 保管部署（課）

133 講師依頼事務 イベント等講師依頼起案 依頼書・承諾書
氏名、住所、電話番号、口座番
号、職業・職歴、学歴・学業、
印影（認印）

本人

134 委託発注事務 委託発注起案
委託業者の経歴書・免許証
（現場代理人・主任技術者）

住所、氏名、生年月日、電話番
号、職業・職歴、学歴・学業

本人

135 公園管理事務 苦情・要望受付事務
事故報告書、お客様の声申出者連絡先、要望苦情対応
シート

氏名、住所、電話番号、メール
アドレス(特に必要な場合のみ記
載）

本人

136 公園管理事務 苦情・要望受付事務
事故報告書、お客様の声申出者連絡先、要望苦情対応
シート

氏名、住所、電話番号、メール
アドレス(特に必要な場合のみ記
載）

本人

137 公園管理事務

ボランティア・公園友の会
入会、助成金申請受付事務
花壇ボランティア活動
清掃ボランティア活動

都立公園ボランティア登録申込書、友の会登録、会員名
簿

氏名、電話番号、住所、生年月
日、職業

本人

138 受付・連絡事務
スポーツ施設利用者
受付

スポーツ施設利用申込書
施設利用台帳

氏名、住所、生年月日、電話番
号

本人

139 鍵、通行証使用に関する受
付・連絡事務

鍵・通行証に関する受付
・連絡事務

鍵・通行証貸出し簿

氏名、電話番号、車両番号、企
業名（業者名または団体名、運
転者氏名、電話、車両ナン
バー、行先、鍵ナンバー、業務
内容）

本人

140
イベント参加受付・レクリ
エーション保険に関する事
務

レクリエーション保険請求
参加者受付事務

イベント参加申込書 氏名、住所、電話番号、年齢 本人

141 公園管理事務 車椅子・ベビーカー貸出 車椅子・ベビーカー貸出簿 氏名、電話番号 本人

142 公園管理事務 行為許可 行為許可申請書
氏名（所属団体名）、住所、電
話番号、FAX番号、メールアドレ
ス

本人

143 公園管理事務
団体利用
花火利用許可

団体利用申出票
花火利用届出書

団体名、氏名、電話番号、住
所、目的

本人

144 公園管理事務 占用許可 占用許可申請書 氏名、電話番号、住所 本人

145 ドッグラン利用者受付事務 ドッグラン利用 ドッグラン利用登録申込書
氏名、住所、電話番号、
犬名、性別、狂犬病予防注射済
番号

本人

146 公園管理事務
フリーマーケット
受付事務

団体・代表者名簿
団体名、住所、電話番号、FAX番
号、代表者氏名、担当者名、担
当者連絡先

本人

147 公園管理事務
バーベキュー利用者
受付事務

予約者名簿
バーベキュー広場利用予約
受付簿

氏名、電話番号、メールアドレ
ス

本人

148 キャンプ場利用登録事務 受付・連絡事務 キャンプ広場占用許可申請書 住所、氏名、電話番号 本人

149 公園管理事務 遺失物・拾得物管理
遺失物届、拾得物届、
遺失物受領書

氏名、電話番号、住所 本人

150 公園管理事務 占用許可 占用許可申請書 氏名、住所、電話番号 本人

151 白鬚東連合自治会 地域連携 連合自治会名簿 氏名、電話番号、FAX番号、住所 本人

152 舎人公園サービ
スセンター

陸上競技場貸切利用受付事
務

受付・連絡事務 申請書 住所、氏名、電話番号 本人

153 野外ステージ受付事務 受付・連絡事務 野外ステージ利用受付簿 氏名、電話番号、FAX番号 本人

154 涼亭利用者受付事務 受付・連絡事務 公園有料施設使用申込書 住所、氏名、電話番号 本人

155 工事・委託の監督業務 指導・監督事務
業者の経歴者等
（現場代理人・主任技術者）

住所、氏名、電話番号、生年月
日
、職歴、学歴等

本人

156 グリーンプラザ講習室等使
用受付事務

受付・連絡事務 講習室･その他の使用申請書 住所、氏名、電話番号 本人

157 サービスセンター敷地内駐
車の受付事務

受付・連絡事務 駐車申込書 氏名、車輛番号、電話番号 本人

158
グリーンプラザ友の会会員
のサービスセンター敷地内
駐車の受付事務

受付・連絡事務 グリーンプラザ友の会会員駐車申込書 氏名、車輛番号、電話番号 本人

159 車両通行許可証発行事務 受付・連絡事務
水元公園内通行許可証発行願および車両通行許可証発行
記録簿

団体名、氏名、電話番号、車両
番号

本人

160 エリア技術担当 委託・工事発注事務 委託・工事発注起案
委託・工事業者の経歴書・免許証
（現場代理人・主任技術者）

住所、氏名、生年月日、電話番
号、職業・職歴、学歴・学業

本人

161 委託・工事発注事務 委託・工事発注起案
委託・工事業者の経歴書・免許証
（現場代理人・主任技術者）

住所、氏名、生年月日、電話番
号、職業・職歴、学歴・学業

本人

162 公園管理事務 苦情・要望受付事務
事故報告書、お客様の声申出者連絡先、要望苦情対応
シート

氏名、住所、電話番号、メール
アドレス(特に必要な場合のみ記
載）

本人

公園事業部

防災区部東エリ
ア

エリア担当

各公園サービス
センター

東白鬚公園サー
ビスセンター

水元公園サービ
スセンター

防災多摩部エリ
ア

管理・維持係



「公益財団法人東京都公園協会が保有する個人情報」一覧

※収集先保管部署（係） 取扱事務の名称 使用目的 個人情報の対象者の範囲 記録項目NO 保管部署（部） 保管部署（課）

163 管理係 講師依頼事務 イベント等講師依頼起案 依頼書・承諾書
氏名、住所、電話番号、口座番
号、職業・職歴、学歴・学業、
印影（認印）

本人

164 公園管理事務 苦情・要望受付事務
事故報告書、お客様の声申出者連絡先、要望苦情対応
シート

氏名、住所、電話番号、メール
アドレス(特に必要な場合のみ記
載）

本人

165 受付・連絡事務
スポーツ施設利用者
受付

スポーツ施設利用申込書
施設利用台帳

氏名、住所、生年月日、電話番
号

本人

166 公園管理事務
バーベキュー利用者
受付事務

予約者名簿
バーベキュー広場利用予約
受付簿

氏名、電話番号、メールアドレ
ス

本人

167 公園管理事務 遺失物・拾得物管理
遺失物届、拾得物届、
遺失物受領書

住所、氏名、電話番号 本人

168 公園管理事務 占用許可 占用許可申請書 氏名、住所、電話番号 本人

169 公園管理事務 行為許可 行為許可申請書
氏名（所属団体名）、住所、電
話番号、FAX番号、メールアドレ
ス

本人

170 公園管理事務
ボランティア団体等連絡・
調整

ボランティア名簿
氏名、住所、電話番号、メール
アドレス

本人

171 公園管理事務
車椅子・鍵・車両通行許可
証貸出

車椅子・鍵・車両通行許可証貸出簿 利用者氏名、携帯電話番号 本人

172 公園管理事務 特約店緊急連絡先一覧 災害・緊急工事の連絡
会社名、住所、電話、FAX番号、
代理人名

本人

173 公園管理事務 イベント参加受付事務
イベント参加受付、
レクリエーション保険加入

イベント参加者名簿 本人

174 公園管理事務
フリーマーケット
受付事務

団体・代表者名簿
団体名、住所、電話番号、FAX番
号、代表者氏名、担当者名、担
当者連絡先

本人

175 公園管理事務
事件・事故など
記録事務

連絡事務 事故報告（当事者氏名）など 本人

176 団体利用受付事務 団体利用
団体利用申出票、
小中学校等遠足申請受付

住所、氏名、電話番号、所属団
体（学校名）

本人

177 公園管理事務 特約店緊急連絡先一覧 災害・緊急工事の連絡
会社名、住所、電話、FAX番号、
代理人名

本人

178 イベント開催事務 イベント開催事務 イベント講師依頼 氏名、住所、電話番号 本人

179 公園管理事務 公園連絡協議会等連絡事務 協議会開催通知送付等連絡
所属機関等名、住所、氏名、電
話番号

本人

180
府中の森公園
サービスセン
ター

公園管理事務 防災訓練 防災訓練参加者名簿 団体、代表者名簿 本人

181 更衣室利用受付事務 更衣室利用受付事務 男子・女子更衣室利用簿
団体名、学年、人数、
使用時間、責任者名

本人

182 公園管理事務 競技場利用受付事務 競技場利用簿
団体名、学年、人数、
使用時間、責任者名

本人

183 公園管理事務 占用許可 占用許可申請書 氏名、住所、電話番号 本人

184 公園管理事務 行為許可 行為許可申請書
氏名（所属団体名）、住所、電
話番号、FAX番号、メールアドレ
ス

本人

185 受付・連絡事務 スポーツ施設利用者受付
スポーツ施設利用申込書
施設利用台帳

氏名、住所、生年月日、電話番
号

本人・東京都

186 公園管理事務 スポーツ施設利用登録 スポーツ施設利用者登録カード
氏名、電話番号、生年月日、住
所

本人

187 公園管理事務 車両通行許可 車両通行許可証発行記録
氏名、電話番号、自動車登録番
号

本人

188 公園管理事務 遺失物・拾得物管理
遺失物届、拾得物届、
遺失物受領書

氏名、住所、電話番号 本人

189 公園管理事務 車椅子貸出 車椅子貸出簿 氏名、住所、電話番号 本人

190 団体利用管理事務 団体利用（遠足等） 団体利用申出票 団体名、担当者名、電話番号 団体

191 公園管理事務 イベント運営
イベント参加申込受付、
レクリエーション保険

氏名、電話番号 個人

192 公園管理事務 苦情・要望受付事務
事故報告書、お客様の声申出者連絡先、要望苦情対応
シート

氏名、住所、電話番号、メール
アドレス(特に必要な場合のみ記
載）

個人

193 公園管理事務
都民協働、ボランティア団
体助成金申請事務

ボランティア名簿 氏名、住所、電話番号 各団体

各公園サービス
センター

秋留台公園サー
ビスセンター

日比谷公園
サービスセン
ター

公園事業部

防災多摩部エリ
ア



「公益財団法人東京都公園協会が保有する個人情報」一覧

※収集先保管部署（係） 取扱事務の名称 使用目的 個人情報の対象者の範囲 記録項目NO 保管部署（部） 保管部署（課）

194 公園管理事務 工事・修繕の緊急発注業務 特約店緊急連絡先一覧
会社名、代理人名、住所、電話
番号、FAX番号

本社

195 公園管理事務
有料施設（小音楽堂・陳列
場）利用

有料施設使用申請書
団体名（担当者氏名）、住所、
電話番号

団体・個人

196 受付・連絡事務
スポーツ施設利用者
受付

スポーツ施設利用申込書
施設利用台帳

氏名、住所、生年月日、電話番
号

本人、東京都

197 公園管理事務
フリーマーケット
受付事務

団体・代表者名簿
団体名、住所、電話番号、FAX番
号、代表者氏名、担当者名、担
当者連絡先

本人、東京都

198 公園管理事務 苦情・要望受付事務
事故報告書、お客様の声申出者連絡先、要望苦情対応
シート

氏名、住所、電話番号、メール
アドレス(特に必要な場合のみ記
載）

本人、東京都

199 公園管理事務 公園管理事務 イベント一覧表 住所、氏名、電話番号 本人、東京都

200 公園管理事務 公園管理事務 野外ステージ使用申請書 住所、氏名、電話番号 本人

201 公園管理事務 ドッグラン利用 ドッグラン利用登録申込書
氏名、住所、電話番号、
犬名、性別、狂犬病予防注射済
番号

本人

202 公園管理事務 占用許可 占用許可申請書 氏名、住所、電話番号 本人

203 公園管理事務 行為許可 行為許可申請書
氏名（所属団体名）、住所、電
話番号、FAX番号、メールアドレ
ス

本人

204 公園管理事務 遺失物・拾得物管理
遺失物届、拾得物届、
遺失物受領書

氏名、住所、電話番号 本人

205 公園管理事務 迷子対応
保護児童記録
迷子探し記録

迷子氏名、年齢
保護者氏名、住所、電話番号

本人

206 公園管理事務 車椅子貸出 車椅子貸出簿 氏名、住所、電話番号 本人

207 公園管理事務
ボランティア、公園友の会
入会事務

ボランティア名簿 氏名、電話番号、住所 本人

208 団体利用管理事務 団体利用 団体利用申出票 住所、氏名、電話番号 本人

209 公園管理事務 車両通行許可 車両通行許可証発行記録 氏名、電話番号、目的 本人

210 鍵貸出事務 鍵貸出業務 貸出簿 氏名、電話番号、目的 本人

211 公園管理事務 公募イベント受付事務 イベント参加者名簿 氏名、電話番号 本人

212 公園管理事務 工事・修繕の緊急発注業務 特約店緊急連絡先一覧
会社名、代理人名、住所、電話
番号、FAX番号

本社

213 公園管理事務
剪定、清掃等の委託発注業
務

委託業者（現場代理人・主任技術者）の経歴書
氏名、生年月日、住所、電話番
号、職歴、学歴、資格

委託先

214 ボランティア活動における
動力機械使用者登録事務

機械作業の安全管理 動力機械使用者登録書・同意書・運転免許証（コピー）
氏名、年齢、住所、電話番号、
本人以外の緊急連絡先

本人

215 公園連絡協議会運営事務 連絡・招集事務 参加団体一覧表

団体名称、住所、電話番号、代
表者氏名、担当者名、担当者連
絡先（電話番号、メールアドレ
ス）

本人

216 工事・委託の監督業務
公園の管理・運営・維持事
務

現場代理人及び主任技術者通知書
住所、氏名、電話番号、生年月
日
、職歴、経歴等

本人

217 公園ボランティア受付事務
ボランティア受付・連絡事
務

受付簿 氏名、電話番号 本人

218 公園管理事務 花火利用許可 花火利用届出書 氏名、電話番号、住所 本人

219 レクチャールーム使用許可
申請書

受付・事務連絡 レクチャールーム使用許可申請書
氏名、電話番号、住所、使用目
的

本人

220 受付・連絡事務
スポーツ施設利用者
受付

スポーツ施設利用申込書
施設利用台帳

氏名、住所、生年月日、電話番
号

本人・東京都

221 公園管理事務 テニスコート大会利用受付 テニスコート大会利用申請書 団体名、担当者名、電話番号 本人

222 弓道場 公園管理事務 弓道場利用者登録 弓道場個人使用認定（更新）申請書
氏名、住所、電話番号、生年月
日、技量（段位）

本人

223 公園管理事務 占用許可 占用許可申請書 氏名、住所、電話番号 本人

224 公園管理事務 行為許可 行為許可申請書
氏名（所属団体名）、住所、電
話番号、FAX番号、メールアドレ
ス

本人

木場公園
サービスセン
ター

葛西臨海公園
サービスセン
ター

小金井公園

スポーツ施設管
理センター

サービスセン
ター

日比谷公園
サービスセン
ター

代々木公園
サービスセン
ター

公園事業部



「公益財団法人東京都公園協会が保有する個人情報」一覧

※収集先保管部署（係） 取扱事務の名称 使用目的 個人情報の対象者の範囲 記録項目NO 保管部署（部） 保管部署（課）

225 公園管理事務
フリーマーケット
受付事務

団体・代表者名簿
団体名、住所、電話番号、FAX番
号、代表者氏名、担当者名、担
当者連絡先

本人

226 公園管理事務 ドッグラン利用 ドッグラン利用登録書
氏名、住所、電話番号、
犬名、性別、狂犬病予防注射済
番号

本人

227 公園管理事務 弓道場大会利用受付 公園施設利用申請書
氏名、住所、電話番号、生年月
日、技量（段位）

本人

228 公園管理事務 弓道場初心者指導 弓道場初心者指導員名簿
氏名、住所、電話番号、資格
（段位）

本人

229 団体利用管理事務
多目的運動広場団体利用
（少年野球・少年サッ
カー）

多目的運動広場利用登録申込書
団体構成員氏名、責任者住所、
代表者電話番号、代表者メール
アドレス

本人

230 公園管理事務 車両通行許可 車両通行許可証発行記録
氏名、電話番号、自動車登録番
号

本人

231 公園管理事務 遺失物・拾得物管理
遺失物届、拾得物届、
遺失物受領書

氏名、住所、電話番号 本人

232 公園管理事務 迷子対応
保護児童記録
迷子探し記録

迷子氏名、年齢
保護者氏名、住所、電話番号

本人

233 公園管理事務 車椅子貸出 車椅子貸出簿 氏名、住所、電話番号 本人

234 団体利用管理事務 団体利用（遠足等） 団体利用申出票 団体名、担当者名、電話番号 団体

235 公園管理事務 イベント運営
イベント参加申込受付、
レクリエーション保険

氏名、電話番号 個人

236 公園管理事務 苦情・要望受付事務
事故報告書、お客様の声申出者連絡先、要望苦情対応
シート

氏名、住所、電話番号、メール
アドレス(特に必要な場合のみ記
載）

個人

237 公園管理事務 工事・修繕の緊急発注業務 特約店緊急連絡先一覧
会社名、代理人名、住所、電話
番号、FAX番号

本社

238 公園管理事務
剪定、清掃等の委託発注業
務

委託業者（現場代理人・主任技術者）の経歴書
氏名、生年月日、住所、電話番
号、職歴、学歴、資格

委託先

239 公園管理事務
都民協働、ボランティア団
体助成金申請事務

ボランティア名簿 氏名、住所、電話番号 各団体

240 公園管理事務 ドッグラン利用 ドッグラン利用登録申込書
氏名、住所、電話番号、
犬名、性別、狂犬病予防注射済
番号

本人

241 園内拾得物遺失物取扱い
遺失物台帳・拾得物件一覧
簿

遺失物届、遺失物整理表、拾得物引渡者連絡先 氏名、住所、電話番号 本人

242 公園管理事務
占用許可
集会室利用名簿

申請書 氏名、住所、電話番号
本人
団体

243 公園管理事務 車椅子貸出 車椅子貸出簿 氏名、電話番号 本人

244 公園管理事務 苦情・要望受付事務
事故報告書、お客様の声申出者連絡先、要望苦情対応
シート

氏名、住所、電話番号、メール
アドレス(特に必要な場合のみ記
載）

本人

245 公園管理事務 行為許可 行為許可申請書
氏名（所属団体名）、住所、電
話番号、FAX番号、メールアドレ
ス

本人

246 公園管理事務 鍵貸出業務 鍵貸出簿 氏名（会社名） 本人

247 公園管理事務 車両通行許可 車両通行許可証発行記録
氏名、電話番号、自動車登録番
号

本人

248 講演会等講師依頼事務 講師との連絡・調整事務 講師連絡先
氏名、住所、電話番号、
メールアドレス、口座番号

本人

249 園内展示業務 展示団体との連絡調整 出展者連絡先 氏名、住所、電話番号、FAX番号 団体

250 講演会等講師依頼事務
講師との連絡・調整諸謝金
等支払手続き業務

講師連絡先 氏名、住所、振込先住所 本人

251 情報連絡会開催事務
植物保全事務

情報連絡会議開催、保全に
関する協力要請等

各地域の保全活動関係団体名簿
氏名、団体名、住所、電話番
号、
メールアドレス、FAX番号

団体

252
管理係（広報普
及担当含）・園
芸係

催事申し込み受付・
抽選事務

催事申し込み受付・抽選 イベント申込者の申し込み葉書・名簿等 氏名、住所、電話番号
本人
他家族等関係者

253

管理係（広報普
及担当含）・園
芸係
植物多様性セン
ター

イベント運営事務・催事申
込受付・抽選事務・講演会
等講師依頼事務

事前申込受付・イベント出
演者との連絡・調整事務

参加申込書
氏名、住所、年齢、電話番号、
メールアドレス、口座番号

本人

254
管理係
植物多様性セン
ター

公園管理事務
ボランティア団体等連絡、
登録および調整事務

ボランティア名簿
氏名、住所、電話番号、生年月
日

団体

管理係

園芸係
神代植物公園

小金井公園

サービスセン
ター

公園事業部

植物多様性セン
ター



「公益財団法人東京都公園協会が保有する個人情報」一覧

※収集先保管部署（係） 取扱事務の名称 使用目的 個人情報の対象者の範囲 記録項目NO 保管部署（部） 保管部署（課）

255
委託・工事事務
（現場代理人及び主任技術
者等通知書）

委託・工事の監督
及び確認、検査等業務

委託者、請負者の現場代理人及び主任技術者等通知書
現場代理人及び主任技術者等の
住所、氏名、生年月日、学歴、
職歴、資格

請負業者

256 公園管理業務 工事・修繕の緊急発注業務 特約店緊急連絡先一覧
会社名、代理人名、住所、電話
番号、FAX番号

本社

257 計画係 自転車貸出業務 自転車貸出 貸自転車使用申込書 氏名、住所、電話番号 本人

258 都市緑化基金管理運用事務 都市緑化基金管理運用事務 寄付申込書、寄付金台帳
識別番号、氏名、住所、
電話番号、寄付金の額

本人

259 都市緑化基金運用委員会
運営事務

運用委員会の運営 委員の名簿
氏名、住所、生年月日・年齢、
電話番号、職業・職歴、
学歴・学業、資格・賞罰

本人

260 緑化基金助成事業
助成審査会
助成事業とりまとめ

助成申請者、代理人情報
氏名、住所、電話番号、助成
額、
助成年度

本人

261 緑化普及事業
（花の種子配布事業）

事業の募集案内送付、
決定した花の種子配布先に
送付

申込者名簿 氏名、住所、電話番号 本人

262 緑化助成審査会
運営事務

助成審査会の運営 委員の名簿
氏名、住所、生年月日・年齢、
電話番号、職業・職歴

本人

263 都立公園サポーター基金管
理・運営業務

都立公園サポーター基金
管理業務

寄付申込書、寄付金台帳
識別番号、氏名、住所、電話番
号、
寄付金の額

本人

264

都立公園サポーター基金運
営委員会・都立公園サポー
ター基金事業審査会・運営
業務

運営委員会の運営 委員の名簿
氏名、住所、電話番号、職業・
職歴

本人

265 都立公園サポーター基金管
理・運営業務

都立公園サポーター基金事
業の実施

助成申請書
氏名、住所、電話番号、助成
額、
助成年度

本人

266 まちなか緑化業務
まちなか緑化人材育成講座
とまちなか緑化資格認定
事業の運営

人材育成講座受講者名簿

氏名、自宅住所または会社住
所、電話番号、会社名、所属
名、人材育成講座受講暦、まち
なか緑化関係資格認定状況

本人

267 まちなみつなぐ緑マップ マップの作成 掲載先一覧
氏名、住所、電話番号、助成
額、
助成年度

本人

268 公園友の会運営事務
（公園友の会登録台帳）

公園友の会登録団体・
個人への連絡

公園友の会登録団体名簿
団体名称、代表者名、住所、
電話番号、団体人数

本人

269 都民交流事業
都立公園ボランティア団体
等への連絡・助成金交付

助成金交付を申請する団体・
個人の名簿

代表者氏名、住所、電話番号、
口座番号

本人

270
公園友の会ボランティア
スキルアップ研修
活動報告会

参加者への連絡
公園友の会ボランティア
スキルアップ研修参加者名簿
交流会参加者名簿

氏名、住所、電話番号 本人

271 公園友の会ボランティア
スキルアップ研修

講師の承諾、諸謝金振込 講師承諾書
氏名、住所、電話番号、口座番
号

本人

272
日比谷公園
ガーデニングショー
実行委員会

委員への連絡 実行委員会委員就任承諾書、実行委員会名簿
氏名、住所、電話番号、
メールアドレス

本人

273
日比谷公園
ガーデニングショー
ガーデンコンテスト出品

ガーデンコンテスト出品
の受付、出品者への連絡

ガーデンコンテスト応募用紙、出席者名簿
氏名、住所、電話番号、
メールアドレス

本人

274
日比谷公園ガーデニング
ショー　ガーデンコンテス
ト審査

ガーデンコンテストの審査
員への連絡

ガーデンコンテスト審査員名簿 氏名、住所、電話番号 本人

275
日比谷公園
ガーデニングショー
協賛

ガーデニングショー
への開催協賛申込受付、
協賛者への連絡

協賛申込書、協賛申込者名簿 氏名、住所、電話番号 本人

276
日比谷公園
ガーデニングショー
出展（店）

ガーデニングショーへの
出展（店）申込受付、
出展（店）者への連絡

出展・出店申込書、出展・出店者名簿 氏名、住所、電話番号 本人

277 都立公園都民協働団体調査 都民協働団体の調査 都立公園における都民協働団体連絡票
代表者氏名、電話番号、住所
（町名まで）

本人

278 公園友の会ボランティア
活動報告会

講師の承諾、諸謝金振込 講師承諾書
氏名、住所、電話番号、口座番
号

本人

279 講座関連事務 講座の企画調整・開催等 講座講師名簿
氏名、住所、電話番号、メール
アドレス、職業（肩書き）、銀
行口座

本人

280 講座関連事務 講座の企画調整・開催等 各講座受講者名簿等
氏名、住所、電話番号、メール
アドレス

本人

281 公園協会賞関連事務 公園協会賞表彰等事務
公園協会賞表彰者・応募者名簿
選考委員名簿

氏名、住所、電話番号、メール
アドレス、職業・職歴、学歴・
学業

本人

282 公園協会賞関連事務 公園協会賞募集要項配布 公園協会賞募集要項配布先リスト 氏名、住所 本人

283 公園協会友の会事業
（パークフレンド）

会員証発行事務、催し案内
送付等事務

友の会会員名簿
識別番号､氏名、住所、生年月
日、年齢、電話番号、性別、
メールアドレス

本人

284
みどりの図書館東京グリー
ンアーカイブス
・HIBIYA　PARK　BIZ連絡票

図書館またはパークビズ利
用者確認及びコロナ感染が
発覚した際の、緊急連絡先
確認のため

図書館またはパークビズの一般利用者（コロナ期間中の
臨時対応）

氏名、住所（市区町村まで）、
電話、メールアドレス

本人

緑と水の市民カ
レッジ事務局

教育調査係

神代植物公園

公益事業推進課

緑の基金担当

都民協働係

公園事業部

技術係･園芸係
植物多様性セン
ター

広報普及係
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285
みどりの図書館東京グリー
ンアーカイブス
複写申請事務

複写申込対応のため 図書館利用者
氏名、住所、電話、メールアド
レス

本人

286
みどりの図書館東京グリー
ンアーカイブス
撮影・掲載許可申請事務

撮影もしくは所蔵資料デー
タの利用申請のため

図書館利用者
氏名、住所、所属団体名、電
話、メールアドレス

本人

287
みどりの図書館東京グリー
ンアーカイブス
資料調査会運営

資料調査会委員へ資料送
付、謝礼金支払い事務のた
め

資料調査会委員
氏名、住所、電話、メールアド
レス、銀行口座

本人

288
みどりの図書館東京グリー
ンアーカイブス
レファレンス対応

レファレンス回答のため 図書館利用者（任意（回答希望者のみ））
氏名、電話またはメールアドレ
ス

本人

289
みどりの図書館東京グリー
ンアーカイブス
寄贈事務

寄贈者確認・お礼状送付の
ため

図書館利用者・関係団体
氏名、住所、電話、メールアド
レス

本人

290 ｢都市公園」等出版物
発行事務

編集委員会運営事務
執筆者へ原稿料支払事務

編集委員
執筆者

氏名、住所、電話、メールアド
レス、銀行口座

本人

291 ｢都市公園」年間購読の受
付、発送事務

年間購読の受付、発送 年間購読申込者
氏名、住所、電話、メールアド
レス

本人

292 公益刊行物販売事務 購入書籍の送付 公益刊行物購入者
氏名、住所、電話、（メールア
ドレス）、銀行口座

本人

293 Amazonを用いた公益刊行物
販売事務

購入書籍の送付 Amazonからの公益刊行物購入者 氏名、住所、電話 本人

294 東京パークスギャラリー運
営事務

東京パークスギャラリー利
用申込者への資料発送・連
絡

東京パークスギャラリー利用申込者
氏名、住所、電話、メールアド
レス、所属団体名

本人

295
花のカレンダー図案使用に
伴う著作物利用許諾契約の
締結、原画使用料の支払い

花のカレンダーでの図案使
用

花のカレンダーへの図案提供者 氏名、住所、電話、銀行口座 本人

296 iプラザ情報提供業務 ボランティア情報等の公開 情報公開ボランティア団体の連絡先名簿 氏名、住所、電話、所属団体名 本人

297 研修交流室貸し出し業務 研修交流室の利用 利用登録申込表・予約表/利用承認書 氏名、住所、電話、所属団体名 本人

298
技術支援係
研究開発係
受託事業係

委託・工事事務
（現場代理人及び主任技術
者等通知書）

委託・工事の監督
及び確認、検査等業務

委託者、請負者の現場代理人及び主任技術者等通知書
現場代理人及び主任技術者等の
住所、氏名、生年月日、学歴、
職歴、資格

請負業者

299 研究開発係
生物多様性第三者委員検討
会

諸謝金の支払い 諸謝金支払の承諾書
外部有識者委員の住所、氏名、
口座番号

本人

300 かいぼり事業の
ボランティア募集

受付・事務連絡 参加者名簿
参加者の氏名、電話番号、
メールアドレス

本人

301 生物多様性事業のボラン
ティア連絡会案内

事務連絡
ボランティア個人の名刺
連絡用のメールアドレス

ボランティアの氏名、電話番
号、
メールアドレス

本人

302 売掛金事務 売掛金管理（請求） 請求書発行申請書
氏名（会社名）、住所、電話番
号、利用内容

委託先

303 BBQ予約業務 BBQの予約管理 予約表 氏名、住所、電話番号 本人

304 集会施設（配膳）の予約業
務

集会施設（配膳）の予約管
理

予約表 氏名、住所、電話番号 本人

305 返金・請求書発行業務
返金処理管理および請求書
発行

返金者および請求者 氏名、住所、電話番号 委託先

306 GP・低公害車カード申請 月極、割引カード GP・低公害車カード申請者
氏名、住所、電話番号
メールアドレス、車検証

本人

307 車椅子貸出業務 車椅子貸出 車椅子貸出簿 氏名、電話番号 本人

308 事故対応 損害賠償請求用 事故者 氏名、住所、電話番号 本人

309 イベント実施事務
イベント出演者との連絡・
調整事務

出演者連絡先、支払い先
氏名、住所、電話番号、銀行口
座

本人

310 契約事務 委託作業等管理業務
現場代理人
主任技術者

氏名、住所、資格、経歴 本人

311 庭園管理事務
ボランティアへの連絡・調
整・登録(更新等)事務

ボランティア名簿、
ガイドボランティア登録申込書

氏名、住所、電話番号、メール
アドレス、生年月日、FAX番号

本人

312 イベント実施事務
事前申込受付・調整事務・
レクリエーション傷害保険
事務

参加申込書、
レク保険参加者名簿

氏名、住所、電話番号 本人、本人家族

313 イベント実施事務 イベント出演者との連絡 出演者連絡先
氏名、住所、電話番号、メール
アドレス

本人

314 庭園管理事務
ボランティア団体等連絡・
調整事務

ボランティア名簿、
申請申込書

住所、氏名、電話番号 団体代表者

315 庭園ガイド受付事務
ボランティアへの連絡・調
整事務

団体ガイド申込書
氏名、電話番号、団体名、メー
ルアドレス、FAX番号

申込代表者

緑と水の市民カ
レッジ事務局

文化財庭園係

各庭園サービス
センター

文化財庭園課

駐車場担当

営業課

公園事業部

広報普及係

受託事業係

技術管理課

営業推進係
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316 庭園ガイド受付事務
ボランティアへの連絡・調
整事務

特別ガイド依頼書
氏名(団体名）、担当者名、
住所、電話番号

本人

317 庭園管理事務 苦情・要望受付事務
事故報告書、お客様の声申出者連絡先、要望苦情対応
シート

氏名、住所、電話番号、メール
アドレス(特に必要な場合のみ記
載）

本人

318 領収証発行事務 庭園運営業務 領収証 氏名、所属団体名 本人

319 問い合わせ事務
お客様からの問い合せに対
する回答

ご意見箱投書紙等
氏名、電話番号、メールアドレ
ス（場合によっては住所）

本人

320 庭園管理事務 遺失物・拾得物管理
遺失物届、拾得物届、
遺失物受領書

氏名、住所、電話番号 本人

321 庭園管理事務 占用許可 占用許可申請書 氏名、住所、電話番号 申請者

322 庭園管理事務 行為許可 行為許可申請書
氏名（所属団体名）、住所、電
話番号、FAX番号、メールアドレ
ス

申請者

323 団体利用管理事務
団体利用、小中学校等減免
申請受付

減免申請書、団体利用申出票
氏名、所属団体名、住所、電話
番号、FAX番号

本人

324 庭園管理事務 集会施設管理事務 集会施設使用申込書、集会施設使用申込受付台帳
氏名、住所、電話番号、FAX番
号、メールアドレス、所属団体
名

申請者

325 庭園管理事務 集会施設管理事務 集会施設使用申込書、有料施設使用申請書
氏名、住所、電話番号、FAX番
号、メールアドレス、所属団体
名

本人

326 庭園管理事務 集会施設管理事務 本予約申請書、仮予約受付表、キャンセル受付簿
氏名、住所、電話番号、（場合
によってはメールアドレス）

本人

327 契約事務 委託作業等管理業務 委託・工事関連書類
会社名、氏名、住所、電話番
号、生年月日、所有資格証、FAX
番号、保険証

会社

328 庭園管理事務 車両通行許可 車両通行許可証発行記録
会社名、氏名、電話番号、車ナ
ンバー

本人

329 庭園管理事務 都工事出入業者 鍵貸出簿 会社名、氏名、電話番号 本人

330 庭園管理事務 都工事出入業者 緊急連絡 会社名、氏名、住所、電話番号 本人

331 特約店緊急連絡事務 特約店への緊急時連絡 緊急連絡先簿 会社名、氏名、電話番号 本社

332 庭園管理事務
委託作業等管理業務（鍵貸
し出し簿）

鍵貸出簿 会社名、氏名、電話番号 本人

333 庭園管理事務 集会施設管理事務
集会施設使用申込書、集会施設使用申込受付台帳、収入
金処理票

氏名、住所、電話番号、FAX番
号、メールアドレス、所属団体
名

申請者

334 庭園管理事務 観光タクシー駐車受付事務 観光タクシー使用申込書
社名、会社メールアドレス、会
社緊急連絡先、運転手氏名、運
転手緊急連絡先、車両ナンバー

本人

335
旧芝離宮恩賜庭
園サービスセン
ター

庭園管理事務 弓道施設管理業務 弓道利用者情報記入用紙
氏名、電話番号、体調、渡航歴
等

本人

336
小石川後楽園
サービスセン
ター

庭園管理事務 集会施設管理事務
集会施設使用申込書、有料施設使用申請書、収入金処理
票

氏名、住所、電話番号、FAX番
号、メールアドレス、所属団体
名

申請者

337 六義園サービス
センター

庭園管理事務 集会施設管理事務
集会施設使用申込書、有料施設使用申請書、、収入金処
理票、本予約申請書、仮予約受付表、キャンセル受付簿

氏名、住所、電話番号、FAX番
号、メールアドレス、所属団体
名

申請者

338 向島百花園サー
ビスセンター

庭園管理事務 集会施設管理事務
集会施設使用申込書、集会施設使用申込受付台帳、収入
金処理票、本予約申請書、仮予約受付表、キャンセル受
付簿

氏名、住所、電話番号、FAX番
号、メールアドレス、所属団体
名

申請者

339 庭園管理事務 集会施設管理事務
有料施設使用申請書、仮予約表、受付台帳、収入金処理
票、減免申請書、キャンセル受付簿等

氏名、住所、電話番号、FAX番
号、メールアドレス、所属団体
名

申請者

340 庭園管理事務 公園管理事務 花火利用届出書 氏名、住所、電話番号 利用者本人

341
殿ヶ谷戸庭園
サービスセン
ター

庭園管理事務 集会施設管理事務
集会施設使用申込書、集会施設使用申込受付台帳、、収
入金処理票、本予約申請書、仮予約受付表、キャンセル
受付簿

氏名、住所、電話番号、FAX番
号、メールアドレス、所属団体
名

申請者

342 管理係
委託・工事事務
（現場代理人及び主任技術
者等通知書）

委託・工事の監督
及び確認、検査等業務

委託者、請負者の現場代理人及び主任技術者等通知書
現場代理人及び主任技術者等の
住所、氏名、生年月日、学歴、
職歴、資格	

請負業者

343
委託・工事事務
（現場代理人及び主任技術
者等通知書）

委託・工事の監督
及び確認、検査等業務

委託者、請負者の現場代理人及び主任技術者等通知書
現場代理人及び主任技術者等の
住所、氏名、生年月日、学歴、
職歴、資格

請負業者

344 工事・修繕の緊急発注業務
工事・修繕の緊急発注の連
絡

特約店緊急連絡先一覧
会社名、代理人名、住所、電話
番号、FAX番号

本社

霊園課

技術係

各庭園サービス
センター

浜離宮恩賜庭園
サービスセン
ター

清澄庭園サービ
スセンター

文化財庭園課

公園事業部



「公益財団法人東京都公園協会が保有する個人情報」一覧

※収集先保管部署（係） 取扱事務の名称 使用目的 個人情報の対象者の範囲 記録項目NO 保管部署（部） 保管部署（課）

345 霊園管理事務

承継、再交付、返還、使用
許可変更事項、住所変更、
口座登録・変更、公用請求
に係る事務

使用者ＤＢ、霊園条例関係申請書、墓地埋葬法関係申請
書、印鑑登録、戸籍謄本、住民票、埋蔵施設使用者名
簿、承継・再交付受付台帳、住所変更届、登記事項証明
証、口座振替依頼書公用請求に伴う依頼簿、返戻データ

霊園名、使用施設、使用者管理
番号、氏名、本籍・国籍、住
所、性別、電話番号、病歴、家
族状況、親族関係、婚姻、登録
口座情報

本人、東京都、官公
庁

346 令和4年度管理料請求事務
（当初、督促、催告）

管理料請求事務
使用者名簿、使用者情報（Excel、CSV、OWF）、引抜対象
者一覧

霊園名、使用施設、使用者管理
番号、氏名、住所、ペイジー対
応番号、登録口座情報

本人、東京都、官公
庁

347
生活保護受給・中国残留邦
人支援給付受給に伴う霊園
管理料減免申請事務

減免申請者名簿作成、霊園
システム入力、都への申請
書類提出

管理料減額、免除申請書、生活保護受給証明書、中国残
留邦人支援給付受給証明書、減免申請者一覧

霊園名、使用施設、使用者管理
番号、氏名、住所、住所（保護
受給住所）、電話番号、生活保
護・支援給付受給状況、管理料
面積、当初歳入調定額、減免後
歳入調定額、納入方法

本人、東京都、官公
庁

348 霊園管理料滞納者への納付
指導事務

滞納者への架電・臨戸・督
促文書、都への納付指導報
告

霊園管理料滞納者一覧、霊園管理システム交渉記録、滞
納者個票、公用請求による滞納者戸籍謄本・住民票

霊園名、使用施設、使用者管理
番号、氏名、住所、住所、電話
番号、管理料滞納状況（債権合
計・年度毎債権）、除外日付・
理由、架電交渉結果・臨戸結果
記録、本籍・国籍、性別、家族
状況、親族関係、婚姻

本人、東京都、官公
庁

349 無縁墳墓調査整理事務
無縁墳墓調査対象墓所の使
用者の存否確認及び縁故者
の調査

墓籍簿コピー、埋葬簿コピー、切図コピー、使用者Ｄ
Ｂ、戸籍謄本類、親族図、調査整理簿、縁故者対応記録

霊園名、使用施設、使用者管理
番号、氏名、住所、本籍・国
籍、住所、性別、電話番号、家
族状況、親族関係、婚姻

本人、東京都、官公
庁

350 新規貸付事務
霊園の新規貸付業務に係る
事務手続き

都立霊園使用申込書、戸籍謄本、印鑑登録証明書、住民
票、埋蔵証明書、火葬許可証コピー、法要証明書、会葬
礼状、葬儀領収証コピー、使用許可申請書、分納申請
書、辞退届

氏名、本籍・国籍、印鑑登録、
住所、性別、電話番号、家族状
況、
親族関係、婚姻

本人、官公庁

351 各霊園管理事務
所

管理係
業務係

霊園管理事務

墓所承継・埋葬・改葬・
墓所返還・無縁・使用料徴
収手続き事務等霊園管理事
務

墓籍簿（除帳含む）、埋葬許可証、埋葬簿、墓籍簿訂正
願、墓籍簿記載願、切図、使用者ＤＢ、改葬許可証、改
葬許可申請に伴う埋蔵証明願、焼骨埋蔵証明証書、埋蔵
施設設備工事施工届及び簡易工事届、返還工事終了届、
誓約書、施設変更予約受付簿、承継・再交付・返還・施
設変更・返還収受簿、埋蔵施設使用者名簿、埋・改葬受
付台帳、使用者納骨済リスト（未承継手続きによる使用
者納骨リスト）、戸籍謄本、住民票、印鑑証明、使用者
本人納骨届、苦情・要望等処理調書、荒れ墓所管理シー
ト、ご意見・ご要望（苦情）等管理シート、遺失物・拾
得物整理簿、取材・撮影許可申請書、親族外埋葬願、台
帳閲覧申請書、管理料支払計画書、霊園内土地使用届、
団体利用連絡票、使用証明願、承諾書（改葬・分骨）、
承継申請書、本籍・住所変更届、再交付申請書、施設変
更申請書、使用終了届、内訳書

遺骨共同埋蔵承諾書
合葬刻字受付簿
※上記2つは、小平霊園、多磨霊園、八柱霊園のみ

識別番号、氏名、本籍・国籍、
住所、性別、電話番号、病歴、
家族状況、親族関係、婚姻、生
年月日

本人、東京都、官公
庁

352 霊園管理事務
一時収蔵施設使用に関わる
業務

戸籍謄本、住民票、生活保護受給証明書、課税非課税証
明、印鑑登録証明書、身分証（運転免許証写し等）、支
援給付受給証明書（中国残留邦人の支援給付が支給決定
されていることの証明）一時収蔵施設予約簿、一時収蔵
施設使用申請書、一時収蔵施設使用者名簿、埋（火）葬
許可証、切図、使用者DB、階下保管者名簿、遺骨引取申
請書

氏名、住所、連絡先、電話番
号、使用者管理番号、本籍、国
籍、性別、家族状況、親族関
係、婚姻、生年月日

本人、東京都、官公
庁

353 霊園管理事務 検査班業務に関わる業務
使用者DB、切図、使用許可証、墓所工事完了同意書、返
還工事終了届、誓約書、苦情・要望等処理調書、埋蔵施
設設備工事施工届、墓所工事完了同意書

識別番号、氏名、本籍、住所、
電話番号、家族状況、親族関係

本人、東京都

354 霊園管理事務
墓所清掃道具貸出
車椅子・スロープ貸出

墓所清掃道具貸出簿
車椅子・スロープ貸出簿

氏名、住所、電話番号 本人

355 窓口予約 窓口予約 窓口予約システム 氏名 本人

356 遺失物・拾得物管理 遺失物・拾得物管理
遺失物届、拾得物届、
遺失物受領書

氏名、住所、電話番号 本人

357 瑞江葬儀所管理
事務所

瑞江葬儀所管理
事務所

葬儀所管理・運営事務 火葬等事務
火葬証明、分骨証明、火葬減額証明、行旅死亡人火葬依
頼書、火葬許可証、死亡届、火葬台帳、使用申込書、収
入金処理票、火葬状況報告、利用連絡票

氏名、本籍、住所、親族関係、
生年月日、性別、死亡日、死亡
地

本人、官公庁、その
他

貸付係

霊園課

徴収係

公園事業部


