
個人情報ファイル簿 

 

1.個人情報ファイルの名称 保証書 

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 

工学部・工学研究科経理課 

4.個人情報ファイルの利用目
的 

授業料未納者への督促に使用 

5.記録項目 
学生氏名、学生所属、住所、連絡先、保証人氏名、住所、連絡

先 

6.記録される個人の範囲  

7.記録情報の収集方法 紙媒体 

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  

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 

 

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 

－ 

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 

－ 

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 代行納付届出書 

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 

工学部・工学研究科経理課 

4.個人情報ファイルの利用目
的 

学生の授業料引落口座を記録し、毎月の授業料引落に利用する。 

5.記録項目 
学生氏名、学生所属、住所、連絡先、銀行口座 保証人氏名、

住所、連絡先 

6.記録される個人の範囲  

7.記録情報の収集方法 紙媒体 

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 授業料引き落とし提携金融機関 

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 

 

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 

－ 

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 

－ 

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 学位台帳（博士）ファイル 

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 

工学部・工学研究科教務課 

4.個人情報ファイルの利用目
的 

学位取得者の基本情報を記録し，学位証明書の発行に利用する

ため 

5.記録項目 
学位記番号，学位授与年月日，氏名，生年月日，性別，国籍・ 

本籍地，在学時の所属専攻等，論文題目，学位審査委員 

6.記録される個人の範囲 工学博士及び博士（工学）の学位取得者 

7.記録情報の収集方法 本人提出の論文審査申請書及び審査委員提出の合否判定資料 

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  

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 

－ 

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 

－ 

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 学位台帳（修士）ファイル 

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 

工学部・工学研究科教務課 

4.個人情報ファイルの利用目
的 

学位取得者の基本情報を記録し，学位証明書の発行に利用する

ため 

5.記録項目 
学位記番号，学位授与年月日，氏名，生年月日，性別，国籍・ 

本籍地，在学時の所属専攻等，論文題目，学位審査委員 

6.記録される個人の範囲 前期課程修了生 

7.記録情報の収集方法 本人提出の論文審査申請書及び審査委員提出の合否判定資料 

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  

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 

－ 

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 

－ 

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 学位台帳（学部） 

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 

工学部・工学研究科教務課 

4.個人情報ファイルの利用目
的 

学位取得者の基本情報を記録し，学位証明書の発行に利用する

ため 

5.記録項目 
学位記番号，氏名，在学時の所属学科等，卒業年月日，本籍地， 

性別，生年月日 

6.記録される個人の範囲 卒業生 

7.記録情報の収集方法 学籍簿の記録をもとに作成 

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  

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 

－ 

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 

－ 

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 学籍簿 

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 

工学部・工学研究科教務課 

4.個人情報ファイルの利用目
的 

学生指導及び各種証明書発行の際の基礎データとして利用する

ため 

5.記録項目 

学生番号，氏名，性別，所属専攻・学科等，住所，電話番号，

出身校，異動，奨学金，授業料免除，健康状態，就職先，成績

記録，指導教員氏名，保護者の氏名・生年月日・続柄・住所・

電話番号・職業・勤務先・勤務先電話番号 

6.記録される個人の範囲 入学者 

7.記録情報の収集方法 本人からの提出 

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  

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 

－ 

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 

－ 

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 学生個票 

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 

工学部・工学研究科教務課 

4.個人情報ファイルの利用目
的 

学生指導及び緊急連絡に利用するため 

5.記録項目 

学生番号，所属学科・専攻等，氏名，性別，生年月日，指導教

員，国籍・本籍地，住所，電話番号，メールアドレス，緊急連

絡先（氏名，続柄，住所，電話番号），顔写真  

6.記録される個人の範囲 在学生 

7.記録情報の収集方法 本人からの提出 

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  

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 

－ 

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 

－ 

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 進路調査ファイル 

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 

工学部・工学研究科教務課 

4.個人情報ファイルの利用目
的 

各種調査への回答の基礎資料とするため 

5.記録項目 学生番号，氏名，進路先 

6.記録される個人の範囲 学部及び大学院の卒業・修了者（３年分） 

7.記録情報の収集方法 学科・専攻からの報告 

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  

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 

－ 

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 

－ 

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 大学院成績ファイル（前期課程） 

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 

工学部・工学研究科教務課 

4.個人情報ファイルの利用目
的 

成績記録及び成績証明書発行のため 

5.記録項目 

学生番号，学位名，学位記番号，氏名，生年月日，学位授与年

月日，性別，所属専攻等，論文題目，入（進）学年月，成績評

価，取得単位数 

6.記録される個人の範囲 前期課程入学者 

7.記録情報の収集方法 大学院入学者台帳及び教員の採点に基づき作成 

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  

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 

－ 

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 

－ 

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 大学院博士課程成績台帳（後期課程） 

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 

工学部・工学研究科教務課 

4.個人情報ファイルの利用目
的 

成績記録及び成績証明書発行のため 

5.記録項目 
入（進）学年月，所属専攻等，氏名，成績評価，取得単位数，

研究指導合否，修了（満期退学）年月日，学位記番号 

6.記録される個人の範囲 後期課程入学者 

7.記録情報の収集方法 大学院入学者台帳及び教員の採点に基づき作成 

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  

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 

－ 

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 

－ 

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 大学院入学者台帳 

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 

工学部・工学研究科教務課 

4.個人情報ファイルの利用目
的 

専攻別入学者の年次記録のため 

5.記録項目 
専攻，学生番号，氏名，生年月日，性別，本籍地，出身大学（大

学院），卒業（修了）年月日 

6.記録される個人の範囲 大学院入学者 

7.記録情報の収集方法 入学試験志願票に基づき作成 

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  

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 

－ 

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 

－ 

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 大学院博士課程（前期課程）入学試験志願票 

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 

工学部・工学研究科教務課 

4.個人情報ファイルの利用目
的 

入学試験志願者情報収集のため 

5.記録項目 

志望専攻名，受験番号，志願者氏名，生年月日，性別，本籍地， 

現住所，電話番号，入学資格別，学歴，職歴，学生番号，顔写

真 

6.記録される個人の範囲 入学試験志願者（５年分） 

7.記録情報の収集方法 志願者より提出 

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  

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 

－ 

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 

－ 

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 大学院博士課程（前期課程）判定資料 

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 

工学部・工学研究科教務課 

4.個人情報ファイルの利用目
的 

入学試験の合否判定のため 

5.記録項目 
志望専攻名，受験番号，氏名，出身大学・学部・コース，各試

験科目の得点，口頭試問の評価，選考結果（合否） 

6.記録される個人の範囲 入学志願者（５年分） 

7.記録情報の収集方法 入学試験志願票及び入学試験結果に基づき作成 

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  

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 

－ 

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 

－ 

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 放射線業務従事者管理ファイル 

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 

工学部・工学研究科総務課 

4.個人情報ファイルの利用目
的 

放射線業務従事者の法定管理のため 

5.記録項目 
・氏名,生年月日,性別,放射線業務従事者特殊健康診断結果, 

 被ばく量調査 

6.記録される個人の範囲 ・放射線業務従事の登録がある者 

7.記録情報の収集方法 
・放射線障害予防内規等に合意の上で本人から提出された登録

申請書面により収集する 

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  

 

 

 

 

 

 

 


	【工学部経理課】05 個人情報ファイル簿（様式3）保証書　工学
	【工学部経理課】05 個人情報ファイル簿（様式3）代行納付届出書　工学
	05 【工教務】個人情報ファイル簿(様式3)
	【工・総】05 個人情報ファイル簿(記載要領, 記入例, 参考を含む。)(様式3)

