
個人情報ファイル簿 

 

1.個人情報ファイルの名称 寄附金受入一覧 

2.独立行政法人等の名称 国立大学法人名古屋大学 

3.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 

研究協力部研究支援課 

4.個人情報ファイルの利用目
的 

本学で受け入れる寄附金のうち、個人からの寄附金について管

理する。 

5.記録項目 氏名、寄附目的 

6.記録される個人の範囲 寄附者（個人） 

7.記録情報の収集方法 寄附申込書 

8.要配慮個人情報 □含む  ■含まない 

9.記録情報の経常的提供先 なし 

10.開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地 

（名 称）名古屋大学事務局総務部総務課 

（所在地）愛知県名古屋市千種区不老町 

11.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 

なし 

12.個人情報ファイルの種別 

■法第２条第６項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第２条第６項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

電算処理ファイルについて，法

第４条第３号に該当するファ

イルの有無 

□有 ■無 

法施行令第７条第３号に該当

するファイルの有無 

 □有 ■無 

13.独立行政法人等非識別加工
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  □非該当 



14.独立行政法人等非識別加工
情報の提案を受ける組織の名
称及び所在地 

（名 称）名古屋大学事務局総務部総務課 

（所在地）愛知県名古屋市千種区不老町 

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 

無 

16.独立行政法人等非識別加工
情報の概要 

－ 

17.作成された独立行政法人等
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 

－ 

18.作成された独立行政法人等
非識別加工情報に関する提案
をすることができる期間 

－ 

19.備考  

 

 

 



個人情報ファイル簿 

 

1.個人情報ファイルの名称 名大ID名簿 

2.独立行政法人等の名称 国立大学法人名古屋大学 

3.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 

学術研究・産学官連携推進本部 安全保障輸出管理担当 

4.個人情報ファイルの利用目
的 

e-Learning研修実施のため 

5.記録項目 名古屋大学ID、職名、氏名 

6.記録される個人の範囲 全教職員 

7.記録情報の収集方法 情報基盤課に依頼 

8.要配慮個人情報 □含む  ■含まない 

9.記録情報の経常的提供先 なし 

10.開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地 

（名 称）名古屋大学事務局総務部総務課 

（所在地）愛知県名古屋市千種区不老町 

11.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 

なし 

12.個人情報ファイルの種別 

■法第２条第６項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第２条第６項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

電算処理ファイルについて，法

第４条第３号に該当するファ

イルの有無 

□有 ■無 

法施行令第７条第３号に該当

するファイルの有無 

 □有 ■無 

13.独立行政法人等非識別加工
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  □非該当 



個人情報ファイル簿 

 

1.個人情報ファイルの名称 名大ID名簿 

2.独立行政法人等の名称 国立大学法人名古屋大学 

3.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 

研究協力部研究支援課 

4.個人情報ファイルの利用目
的 

e-Learning研修実施のため 

5.記録項目 
名古屋大学ID、個人番号、氏名、職種、職名、所属 

学生は名古屋大学ID、個人番号、氏名、学年、所属 

6.記録される個人の範囲 全教職員、学生 

7.記録情報の収集方法 情報基盤課に依頼 

8.要配慮個人情報 □含む  ■含まない 

9.記録情報の経常的提供先 なし 

10.開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地 

（名 称）名古屋大学事務局総務部総務課 

（所在地）愛知県名古屋市千種区不老町 

11.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 

なし 

12.個人情報ファイルの種別 

■法第２条第６項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第２条第６項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

電算処理ファイルについて，法

第４条第３号に該当するファ

イルの有無 

□有 ■無 

法施行令第７条第３号に該当

するファイルの有無 

 □有 ■無 

13.独立行政法人等非識別加工
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  □非該当 



14.独立行政法人等非識別加工
情報の提案を受ける組織の名
称及び所在地 

（名 称）名古屋大学事務局総務部総務課 

（所在地）愛知県名古屋市千種区不老町 

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 

無 

16.独立行政法人等非識別加工
情報の概要 

－ 

17.作成された独立行政法人等
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 

－ 

18.作成された独立行政法人等
非識別加工情報に関する提案
をすることができる期間 

－ 

19.備考  

 

 

 



14.独立行政法人等非識別加工
情報の提案を受ける組織の名
称及び所在地 

（名 称）名古屋大学事務局総務部総務課 

（所在地）愛知県名古屋市千種区不老町 

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 

無 

16.独立行政法人等非識別加工
情報の概要 

－ 

17.作成された独立行政法人等
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 

－ 

18.作成された独立行政法人等
非識別加工情報に関する提案
をすることができる期間 

－ 

19.備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



個人情報ファイル簿 

 

1.個人情報ファイルの名称 名大ID名簿（研究倫理教育e-learning研修） 

2.独立行政法人等の名称 国立大学法人名古屋大学 

3.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 

研究協力部研究支援課 

4.個人情報ファイルの利用目
的 

e-Learning研修実施のため 

5.記録項目 
名古屋大学ID、個人番号（学籍番号）、氏名、職種、所属、メー

ルアドレス、内線番号 

6.記録される個人の範囲 
全教員及び研究員、その他e-Learning研修を受講することが必

要な学生等、過去に受講登録された者 

7.記録情報の収集方法 受講登録申請書、情報基盤課に依頼 

8.要配慮個人情報 □含む  ■含まない 

9.記録情報の経常的提供先 なし 

10.開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地 

（名 称）名古屋大学事務局総務部総務課 

（所在地）愛知県名古屋市千種区不老町 

11.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 

なし 

12.個人情報ファイルの種別 

■法第２条第６項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第２条第６項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

電算処理ファイルについて，法

第４条第３号に該当するファ

イルの有無 

□有 ■無 

法施行令第７条第３号に該当

するファイルの有無 

 □有 ■無 

13.独立行政法人等非識別加工
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  □非該当 



14.独立行政法人等非識別加工
情報の提案を受ける組織の名
称及び所在地 

（名 称）名古屋大学事務局総務部総務課 

（所在地）愛知県名古屋市千種区不老町 

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 

無 

16.独立行政法人等非識別加工
情報の概要 

－ 

17.作成された独立行政法人等
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 

－ 

18.作成された独立行政法人等
非識別加工情報に関する提案
をすることができる期間 

－ 

19.備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



個人情報ファイル簿 

 

1.個人情報ファイルの名称 論文剽窃 

2.独立行政法人等の名称 国立大学法人名古屋大学 

3.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 

研究協力部研究支援課研究総務係 

4.個人情報ファイルの利用目
的 

iThenticate新規登録用リスト作成のため 

5.記録項目 所属、職名、氏名、名大メールアドレス 

6.記録される個人の範囲 学内常勤・非常勤教員 

7.記録情報の収集方法 総務部人事課 及び 各部局担当者 

8.要配慮個人情報 □含む  ■含まない 

9.記録情報の経常的提供先 
名古屋大学 学術研究・産学官連携推進本部 企画・プロジェク

ト推進グループ 担当者 

10.開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地 

（名 称）名古屋大学事務局総務部総務課 

（所在地）愛知県名古屋市千種区不老町 

11.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 

なし 

12.個人情報ファイルの種別 

■法第２条第６項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第２条第６項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

電算処理ファイルについて，法

第４条第３号に該当するファ

イルの有無 

□有 ■無 

法施行令第７条第３号に該当

するファイルの有無 

 □有 ■無 

13.独立行政法人等非識別加工
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  □非該当 



14.独立行政法人等非識別加工
情報の提案を受ける組織の名
称及び所在地 

（名 称）名古屋大学事務局総務部総務課  

（所在地）愛知県名古屋市千種区不老町 

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 

無 

16.独立行政法人等非識別加工
情報の概要 

－ 

17.作成された独立行政法人等
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 

－ 

18.作成された独立行政法人等
非識別加工情報に関する提案
をすることができる期間 

－ 

19.備考  
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