
別紙様式（第 13 条関係） 

 

国立大学法人高知大学個人情報ファイル簿 

 

                              №72-1 

１ 個人情報ファイルの名称 授業料ファイル 

２ 法人の名称 国立大学法人高知大学 

３ 担当部課名又は担当部局等 財務部経理室 

４ 個人情報ファイルの利用目的 学生の授業料納付に関する情報を記録し、債権の

管理並びに収納済額一覧表及び未納者名簿等の作

成、学生等への周知等に利用する。 

５ 記録項目（個人情報ファイルに記

録される項目） 

１債権発生年度、２学籍番号、３学年、４氏名、５

住所、６連帯保証人氏名・住所、７債権発生年月日・

理由・金額、８第 1 第 2学期分授業料（金額･減少

額･債権発生異動年月日・債権異動理由・確定額・

納告督促記録・分納区分・収納年月日・収納額）、

９学生区分、１０入学年度 

６ 記録範囲（個人情報ファイルにお

ける個人の範囲） 

授業料債権発生者 

７ 記録情報（個人情報ファイルに記

録される個人情報）の収集方法 

本人からの申請、債権発生通知書 

８ 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

無 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 保有個人情報の開示、訂正、利用

停止等の請求先 

（名 称）国立大学法人高知大学総務課 

（所在地）高知県高知市曙町二丁目５番１号 

11 保有個人情報の訂正、利用停止等

に関して他の法律等により定めら

れた特別の手続（当該法令の名称

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） 
・ 令第７条第３号に該

当するマニュアル処理

ファイルの有無 

□有  □無 

13 国立大学法人高知大学非識別加

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 

14 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の提案を受ける組織の名称

高知大学総務部総務課 

〒780-8520 



及び所在地 高知県高知市曙町２－５－１ 

15 個人情報ファイルが法第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 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の概要 

 

17 作成された国立大学法人高知大

学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 作成された国立大学法人高知大

学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  

注１．法第２条第６項第１号：一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算

機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 

注２．法第２条第６項第２号：一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述

等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの 

注３．令第７条第３号：電算処理ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理

ファイル 

 

※ 保護管理者（作成・提出） 総務部総務課（受理・閲覧・公表） 



別紙様式（第 13 条関係） 

 

国立大学法人高知大学個人情報ファイル簿 

 

                              №72-2 

１ 個人情報ファイルの名称 保証書 

２ 法人の名称 国立大学法人高知大学 

３ 担当部課名又は担当部局等 財務部経理室 

４ 個人情報ファイルの利用目的 授業料及び寄宿舎に係る保証人確認に利用する。 

５ 記録項目（個人情報ファイルに記

録される項目） 

１学生氏名、２保証人氏名・住所・電話番号 

６ 記録範囲（個人情報ファイルにお

ける個人の範囲） 

入学手続き者 

７ 記録情報（個人情報ファイルに記

録される個人情報）の収集方法 

本人からの届出 

８ 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

無 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 保有個人情報の開示、訂正、利用

停止等の請求先 

（名 称）国立大学法人高知大学総務課 

（所在地）高知県高知市曙町二丁目５番１号 

11 保有個人情報の訂正、利用停止等

に関して他の法律等により定めら

れた特別の手続（当該法令の名称

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） 
・ 令第７条第３号に該

当するマニュアル処理

ファイルの有無 

□有  □無 

13 国立大学法人高知大学非識別加

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 

14 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の提案を受ける組織の名称

及び所在地 

高知大学総務部総務課 

〒780-8520 

高知県高知市曙町２－５－１ 

15 個人情報ファイルが法第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 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の概要 

 



17 作成された国立大学法人高知大

学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 作成された国立大学法人高知大

学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  

注１．法第２条第６項第１号：一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算

機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 

注２．法第２条第６項第２号：一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述

等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの 

注３．令第７条第３号：電算処理ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理

ファイル 

 

※ 保護管理者（作成・提出） 総務部総務課（受理・閲覧・公表） 



別紙様式（第 13 条関係） 

 

国立大学法人高知大学個人情報ファイル簿 

 

                              №72-3 

１ 個人情報ファイルの名称 授業料代行納付届出書 

２ 法人の名称 国立大学法人高知大学 

３ 担当部課名又は担当部局等 財務部経理室 

４ 個人情報ファイルの利用目的 授業料銀行引落手続きのために利用する。 

５ 記録項目（個人情報ファイルに記

録される項目） 

１氏名、２住所、３口座番号、４電話番号 

６ 記録範囲（個人情報ファイルにお

ける個人の範囲） 

学生 

７ 記録情報（個人情報ファイルに記

録される個人情報）の収集方法 

本人からの届出 

８ 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

無 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 保有個人情報の開示、訂正、利用

停止等の請求先 

（名 称）国立大学法人高知大学総務課 

（所在地）高知県高知市曙町二丁目５番１号 

11 保有個人情報の訂正、利用停止等

に関して他の法律等により定めら

れた特別の手続（当該法令の名称

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） 
・ 令第７条第３号に該

当するマニュアル処理

ファイルの有無 

□有  □無 

13 国立大学法人高知大学非識別加

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 

14 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の提案を受ける組織の名称

及び所在地 

高知大学総務部総務課 

〒780-8520 

高知県高知市曙町２－５－１ 

15 個人情報ファイルが法第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 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の概要 

 



17 作成された国立大学法人高知大

学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 作成された国立大学法人高知大

学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  

注１．法第２条第６項第１号：一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算

機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 

注２．法第２条第６項第２号：一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述

等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの 

注３．令第７条第３号：電算処理ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理

ファイル 

 

※ 保護管理者（作成・提出） 総務部総務課（受理・閲覧・公表） 



別紙様式（第 13 条関係） 

 

国立大学法人高知大学個人情報ファイル簿 

 

                              №72-4 

１ 個人情報ファイルの名称 債権管理簿 

２ 法人の名称 国立大学法人高知大学 

３ 担当部課名又は担当部局等 財務部経理室 

４ 個人情報ファイルの利用目的 高知大学債権者確認のために利用する。 

５ 記録項目（個人情報ファイルに記

録される項目） 

１債権発生年度、２氏名、３住所、４電話番号、５

債権発生年月日・理由・金額 

６ 記録範囲（個人情報ファイルにお

ける個人の範囲） 

債権者（学生除く） 

７ 記録情報（個人情報ファイルに記

録される個人情報）の収集方法 

本人からの届出 

８ 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

無 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 保有個人情報の開示、訂正、利用

停止等の請求先 

（名 称）国立大学法人高知大学総務課 

（所在地）高知県高知市曙町二丁目５番１号 

11 保有個人情報の訂正、利用停止等

に関して他の法律等により定めら

れた特別の手続（当該法令の名称

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） 
・ 令第７条第３号に該

当するマニュアル処理

ファイルの有無 

□有  □無 

13 国立大学法人高知大学非識別加

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 

14 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の提案を受ける組織の名称

及び所在地 

高知大学総務部総務課 

〒780-8520 

高知県高知市曙町２－５－１ 

15 個人情報ファイルが法第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 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の概要 

 



17 作成された国立大学法人高知大

学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 作成された国立大学法人高知大

学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  

注１．法第２条第６項第１号：一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算

機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 

注２．法第２条第６項第２号：一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述

等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの 

注３．令第７条第３号：電算処理ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理

ファイル 

 

※ 保護管理者（作成・提出） 総務部総務課（受理・閲覧・公表） 



別紙様式（第 13 条関係） 

 

国立大学法人高知大学個人情報ファイル簿 

 

                              №72-5 

１ 個人情報ファイルの名称 債主マスター 

２ 法人の名称 国立大学法人高知大学 

３ 担当部課名又は担当部局等 財務部経理室 

４ 個人情報ファイルの利用目的 本学より銀行等を通じ振込むために利用する。 

５ 記録項目（個人情報ファイルに記

録される項目） 

１氏名、２住所、３口座番号、４電話番号、５メー

ルアドレス 

６ 記録範囲（個人情報ファイルにお

ける個人の範囲） 

本学の債務引受者 

７ 記録情報（個人情報ファイルに記

録される個人情報）の収集方法 

本人からの届出 

８ 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

無 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 保有個人情報の開示、訂正、利用

停止等の請求先 

（名 称）国立大学法人高知大学総務課 

（所在地）高知県高知市曙町二丁目５番１号 

11 保有個人情報の訂正、利用停止等

に関して他の法律等により定めら

れた特別の手続（当該法令の名称

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） 
・ 令第７条第３号に該

当するマニュアル処理

ファイルの有無 

□有  □無 

13 国立大学法人高知大学非識別加

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 

14 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の提案を受ける組織の名称

及び所在地 

高知大学総務部総務課 

〒780-8520 

高知県高知市曙町２－５－１ 

15 個人情報ファイルが法第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 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の概要 

 



17 作成された国立大学法人高知大

学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 作成された国立大学法人高知大

学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  

注１．法第２条第６項第１号：一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算

機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 

注２．法第２条第６項第２号：一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述

等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの 

注３．令第７条第３号：電算処理ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理

ファイル 

 

※ 保護管理者（作成・提出） 総務部総務課（受理・閲覧・公表） 



別紙様式（第 13 条関係） 

 

国立大学法人高知大学個人情報ファイル簿 

 

                              №72-6 

１ 個人情報ファイルの名称 口座振込依頼書 

２ 法人の名称 国立大学法人高知大学 

３ 担当部課名又は担当部局等 財務部経理室 

４ 個人情報ファイルの利用目的 本学からの支払い方法の確認のために利用する。 

５ 記録項目（個人情報ファイルに記

録される項目） 

１氏名、２住所、３口座番号、４電話番号、５メー

ルアドレス 

６ 記録範囲（個人情報ファイルにお

ける個人の範囲） 

本学の債務引受者 

７ 記録情報（個人情報ファイルに記

録される個人情報）の収集方法 

本人からの届出 

８ 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

無 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 保有個人情報の開示、訂正、利用

停止等の請求先 

（名 称）国立大学法人高知大学総務課 

（所在地）高知県高知市曙町二丁目５番１号 

11 保有個人情報の訂正、利用停止等

に関して他の法律等により定めら

れた特別の手続（当該法令の名称

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） 
・ 令第７条第３号に該

当するマニュアル処理

ファイルの有無 

□有  □無 

13 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の提案の募集をする個人情

報ファイルである旨 

非該当 

14 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の提案を受ける組織の名称

及び所在地 

高知大学総務部総務課 

〒780-8520 

高知県高知市曙町２－５－１ 

15 個人情報ファイルが法第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 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の概要 

 



17 作成された国立大学法人高知大

学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 作成された国立大学法人高知大

学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  

注１．法第２条第６項第１号：一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算

機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 

注２．法第２条第６項第２号：一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述

等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの 

注３．令第７条第３号：電算処理ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理

ファイル 

 

※ 保護管理者（作成・提出） 総務部総務課（受理・閲覧・公表） 



別紙様式（第 13 条関係） 

 

国立大学法人高知大学個人情報ファイル簿 

 

                              №72-7 

１ 個人情報ファイルの名称 現金領収書原符 

２ 法人の名称 国立大学法人高知大学 

３ 担当部課名又は担当部局等 財務部経理室 

４ 個人情報ファイルの利用目的 本学から支払い済みの根拠書類として利用する。 

５ 記録項目（個人情報ファイルに記

録される項目） 

１氏名、２住所 

６ 記録範囲（個人情報ファイルにお

ける個人の範囲） 

債務の現金入金者 

７ 記録情報（個人情報ファイルに記

録される個人情報）の収集方法 

本人からの届出 

８ 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

無 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 保有個人情報の開示、訂正、利用

停止等の請求先 

（名 称）国立大学法人高知大学総務課 

（所在地）高知県高知市曙町二丁目５番１号 

11 保有個人情報の訂正、利用停止等

に関して他の法律等により定めら

れた特別の手続（当該法令の名称

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） 
・ 令第７条第３号に該

当するマニュアル処理

ファイルの有無 

□有  □無 

13 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の提案の募集をする個人情

報ファイルである旨 

非該当 

14 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の提案を受ける組織の名称

及び所在地 

高知大学総務部総務課 

〒780-8520 

高知県高知市曙町２－５－１ 

15 個人情報ファイルが法第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 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の概要 

 



17 作成された国立大学法人高知大

学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 作成された国立大学法人高知大

学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  

注１．法第２条第６項第１号：一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算

機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 

注２．法第２条第６項第２号：一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述

等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの 

注３．令第７条第３号：電算処理ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理

ファイル 

 

※ 保護管理者（作成・提出） 総務部総務課（受理・閲覧・公表） 



別紙様式（第 13 条関係） 

 

国立大学法人高知大学個人情報ファイル簿 

 

                              №72-8 

１ 個人情報ファイルの名称 債権発生通知書・調査決定決議書 

２ 法人の名称 国立大学法人高知大学 

３ 担当部課名又は担当部局等 財務部経理室 

４ 個人情報ファイルの利用目的 債権処理手続きに利用する。 

５ 記録項目（個人情報ファイルに記

録される項目） 

１債権発生年度、２氏名、３住所、４電話番号、５

債権発生年月日・理由・金額 

６ 記録範囲（個人情報ファイルにお

ける個人の範囲） 

債務者 

７ 記録情報（個人情報ファイルに記

録される個人情報）の収集方法 

本人からの届出 

８ 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

無 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 保有個人情報の開示、訂正、利用

停止等の請求先 

（名 称）国立大学法人高知大学総務課 

（所在地）高知県高知市曙町二丁目５番１号 

11 保有個人情報の訂正、利用停止等

に関して他の法律等により定めら

れた特別の手続（当該法令の名称

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） 
・ 令第７条第３号に該

当するマニュアル処理

ファイルの有無 

□有  □無 

13 国立大学法人高知大学非識別加

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 

14 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の提案を受ける組織の名称

及び所在地 

高知大学総務部総務課 

〒780-8520 

高知県高知市曙町２－５－１ 

15 個人情報ファイルが法第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 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の概要 

 



17 作成された国立大学法人高知大

学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 作成された国立大学法人高知大

学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  

注１．法第２条第６項第１号：一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算

機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 

注２．法第２条第６項第２号：一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述

等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの 

注３．令第７条第３号：電算処理ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理

ファイル 

 

※ 保護管理者（作成・提出） 総務部総務課（受理・閲覧・公表） 



別紙様式（第 13 条関係） 

 

国立大学法人高知大学個人情報ファイル簿 

 

                              №72-9 

１ 個人情報ファイルの名称 収入決議書兼振替伝票（その他） 

２ 法人の名称 国立大学法人高知大学 

３ 担当部課名又は担当部局等 財務部経理室 

４ 個人情報ファイルの利用目的 入金時の手続きに利用する。 

５ 記録項目（個人情報ファイルに記

録される項目） 

１氏名、２住所 

６ 記録範囲（個人情報ファイルにお

ける個人の範囲） 

債務者 

７ 記録情報（個人情報ファイルに記

録される個人情報）の収集方法 

本人からの届出 

８ 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

無 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 保有個人情報の開示、訂正、利用

停止等の請求先 

（名 称）国立大学法人高知大学総務課 

（所在地）高知県高知市曙町二丁目５番１号 

11 保有個人情報の訂正、利用停止等

に関して他の法律等により定めら

れた特別の手続（当該法令の名称

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） 
・ 令第７条第３号に該

当するマニュアル処理

ファイルの有無 

□有  □無 

13 国立大学法人高知大学非識別加

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 

14 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の提案を受ける組織の名称

及び所在地 

高知大学総務部総務課 

〒780-8520 

高知県高知市曙町２－５－１ 

15 個人情報ファイルが法第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 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の概要 

 



17 作成された国立大学法人高知大

学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 作成された国立大学法人高知大

学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  

注１．法第２条第６項第１号：一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算

機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 

注２．法第２条第６項第２号：一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述

等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの 

注３．令第７条第３号：電算処理ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理

ファイル 

 

※ 保護管理者（作成・提出） 総務部総務課（受理・閲覧・公表） 



別紙様式（第 13 条関係） 

 

国立大学法人高知大学個人情報ファイル簿 

 

                              №72-10 

１ 個人情報ファイルの名称 収入契約決議書（その他） 

２ 法人の名称 国立大学法人高知大学 

３ 担当部課名又は担当部局等 財務部経理室 

４ 個人情報ファイルの利用目的 入金時の手続きに利用する。 

５ 記録項目（個人情報ファイルに記

録される項目） 

１氏名、２住所 

６ 記録範囲（個人情報ファイルにお

ける個人の範囲） 

債務者 

７ 記録情報（個人情報ファイルに記

録される個人情報）の収集方法 

本人からの届出 

８ 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

無 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 保有個人情報の開示、訂正、利用

停止等の請求先 

（名 称）国立大学法人高知大学総務課 

（所在地）高知県高知市曙町二丁目５番１号 

11 保有個人情報の訂正、利用停止等

に関して他の法律等により定めら

れた特別の手続（当該法令の名称

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） 
・ 令第７条第３号に該

当するマニュアル処理

ファイルの有無 

□有  □無 

13 国立大学法人高知大学非識別加

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 

14 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の提案を受ける組織の名称

及び所在地 

高知大学総務部総務課 

〒780-8520 

高知県高知市曙町２－５－１ 

15 個人情報ファイルが法第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 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の概要 

 



17 作成された国立大学法人高知大

学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 作成された国立大学法人高知大

学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  

注１．法第２条第６項第１号：一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算

機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 

注２．法第２条第６項第２号：一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述

等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの 

注３．令第７条第３号：電算処理ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理

ファイル 

 

※ 保護管理者（作成・提出） 総務部総務課（受理・閲覧・公表） 



別紙様式（第 13 条関係） 

 

国立大学法人高知大学個人情報ファイル簿 

 

                              №72-11 

１ 個人情報ファイルの名称 振替伝票（その他） 

２ 法人の名称 国立大学法人高知大学 

３ 担当部課名又は担当部局等 財務部経理室 

４ 個人情報ファイルの利用目的 経理処理手続きに利用する。 

５ 記録項目（個人情報ファイルに記

録される項目） 

１氏名、２住所 

６ 記録範囲（個人情報ファイルにお

ける個人の範囲） 

本学の債務引受者 

７ 記録情報（個人情報ファイルに記

録される個人情報）の収集方法 

本人からの届出 

８ 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

無 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 保有個人情報の開示、訂正、利用

停止等の請求先 

（名 称）国立大学法人高知大学総務課 

（所在地）高知県高知市曙町二丁目５番１号 

11 保有個人情報の訂正、利用停止等

に関して他の法律等により定めら

れた特別の手続（当該法令の名称

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） 
・ 令第７条第３号に該

当するマニュアル処理

ファイルの有無 

□有  □無 

13 国立大学法人高知大学非識別加

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 

14 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の提案を受ける組織の名称

及び所在地 

高知大学総務部総務課 

〒780-8520 

高知県高知市曙町２－５－１ 

15 個人情報ファイルが法第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 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の概要 

 



17 作成された国立大学法人高知大

学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 作成された国立大学法人高知大

学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  

注１．法第２条第６項第１号：一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算

機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 

注２．法第２条第６項第２号：一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述

等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの 

注３．令第７条第３号：電算処理ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理

ファイル 

 

※ 保護管理者（作成・提出） 総務部総務課（受理・閲覧・公表） 



別紙様式（第 13 条関係） 

 

国立大学法人高知大学個人情報ファイル簿 

 

                              №72-12 

１ 個人情報ファイルの名称 支出決議書兼振替伝票 

２ 法人の名称 国立大学法人高知大学 

３ 担当部課名又は担当部局等 財務部経理室 

４ 個人情報ファイルの利用目的 支払い処理手続きに利用する。 

５ 記録項目（個人情報ファイルに記

録される項目） 

１氏名、２住所 

６ 記録範囲（個人情報ファイルにお

ける個人の範囲） 

本学の債務引受者 

７ 記録情報（個人情報ファイルに記

録される個人情報）の収集方法 

本人からの届出 

８ 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

無 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 保有個人情報の開示、訂正、利用

停止等の請求先 

（名 称）国立大学法人高知大学総務課 

（所在地）高知県高知市曙町二丁目５番１号 

11 保有個人情報の訂正、利用停止等

に関して他の法律等により定めら

れた特別の手続（当該法令の名称

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） 
・ 令第７条第３号に該

当するマニュアル処理

ファイルの有無 

□有  □無 

13 国立大学法人高知大学非識別加

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 

14 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の提案を受ける組織の名称

及び所在地 

高知大学総務部総務課 

〒780-8520 

高知県高知市曙町２－５－１ 

15 個人情報ファイルが法第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 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の概要 

 



17 作成された国立大学法人高知大

学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 作成された国立大学法人高知大

学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  

注１．法第２条第６項第１号：一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算

機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 

注２．法第２条第６項第２号：一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述

等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの 

注３．令第７条第３号：電算処理ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理

ファイル 

 

※ 保護管理者（作成・提出） 総務部総務課（受理・閲覧・公表） 



別紙様式（第 13 条関係） 

 

国立大学法人高知大学個人情報ファイル簿 

 

                              №72-13 

１ 個人情報ファイルの名称 図書館利用者ファイル 

２ 法人の名称 国立大学法人高知大学 

３ 担当部課名又は担当部局等 研究国際部学術情報課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 図書館利用者の氏名、所属等を記録し、図書貸出･

返却・現状確認のために利用する。 

５ 記録項目（個人情報ファイルに記

録される項目） 

１利用者 ID、２氏名、３所属、４利用者（教職員・

学生）区分、５利用票有効期限、６貸出冊数、７予

約冊数、８延滞、９貸出種別、１０紛失冊数、１１

再発行回数 

６ 記録範囲（個人情報ファイルにお

ける個人の範囲） 

在職者、在学生（大学院学生、研究生を含む） 

７ 記録情報（個人情報ファイルに記

録される個人情報）の収集方法 

在職者名簿、学生名簿 

８ 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

無 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 保有個人情報の開示、訂正、利用

停止等の請求先 

（名 称）国立大学法人高知大学総務課 

（所在地）高知県高知市曙町二丁目５番１号 

11 保有個人情報の訂正、利用停止等

に関して他の法律等により定めら

れた特別の手続（当該法令の名称

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） 
・ 令第７条第３号に該

当するマニュアル処理

ファイルの有無 

□有  □無 

13 国立大学法人高知大学非識別加

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 

14 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の提案を受ける組織の名称

及び所在地 

高知大学総務部総務課 

〒780-8520 

高知県高知市曙町２－５－１ 

15 個人情報ファイルが法第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 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の概要 

 

17 作成された国立大学法人高知大

学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 作成された国立大学法人高知大

学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  

注１．法第２条第６項第１号：一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算

機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 

注２．法第２条第６項第２号：一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述

等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの 

注３．令第７条第３号：電算処理ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理

ファイル 

 

※ 保護管理者（作成・提出） 総務部総務課（受理・閲覧・公表） 



別紙様式（第 13 条関係） 

 

国立大学法人高知大学個人情報ファイル簿 

 

                              №72-14 

１ 個人情報ファイルの名称 出前公開講座 

２ 法人の名称 国立大学法人高知大学 

３ 担当部課名又は担当部局等 地域連携課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 出前公開講座の参加者の確認・修了証発行のため 

５ 記録項目（個人情報ファイルに記

録される項目） 

１．氏名 

６ 記録範囲（個人情報ファイルにお

ける個人の範囲） 

出前公開講座の参加者 

７ 記録情報（個人情報ファイルに記

録される個人情報）の収集方法 

自治体からの提出 

８ 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

無 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 保有個人情報の開示、訂正、利用

停止等の請求先 

（名 称）国立大学法人高知大学総務課 

（所在地）高知県高知市曙町二丁目５番１号 

11 保有個人情報の訂正、利用停止等

に関して他の法律等により定めら

れた特別の手続（当該法令の名称

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） 
・ 令第７条第３号に該

当するマニュアル処理

ファイルの有無 

□有  □無 

13 国立大学法人高知大学非識別加

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 

14 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の提案を受ける組織の名称

及び所在地 

高知大学総務部総務課 

〒780-8520 

高知県高知市曙町２－５－１ 

15 個人情報ファイルが法第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 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の概要 

 



17 作成された国立大学法人高知大

学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 作成された国立大学法人高知大

学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  

注１．法第２条第６項第１号：一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算

機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 

注２．法第２条第６項第２号：一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述

等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの 

注３．令第７条第３号：電算処理ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理

ファイル 

 

※ 保護管理者（作成・提出） 総務部総務課（受理・閲覧・公表） 



別紙様式（第 13 条関係） 

 

国立大学法人高知大学個人情報ファイル簿 

 

                              №72-15 

１ 個人情報ファイルの名称 留学生名簿 

２ 法人の名称 国立大学法人高知大学 

３ 担当部課名又は担当部局等 研究国際部国際交流室 

４ 個人情報ファイルの利用目的 留学生の学籍等管理に利用する。 

５ 記録項目（個人情報ファイルに記

録される項目） 

１氏名、２住所、３生年月日、４国籍、５性別、６

所属、７奨学金、８在籍身分、９在籍期間、10 指

導教員、11 電話番号 

６ 記録範囲（個人情報ファイルにお

ける個人の範囲） 

平成２２年度から高知大学に在籍した（する）外国

人留学生 

７ 記録情報（個人情報ファイルに記

録される個人情報）の収集方法 

本人からの届出 

８ 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

無 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 保有個人情報の開示、訂正、利用

停止等の請求先 

（名 称）国立大学法人高知大学総務課 

（所在地）高知県高知市曙町二丁目５番１号 

11 保有個人情報の訂正、利用停止等

に関して他の法律等により定めら

れた特別の手続（当該法令の名称

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） 
・ 令第７条第３号に該

当するマニュアル処理

ファイルの有無 

□有  □無 

13 国立大学法人高知大学非識別加

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 

14 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の提案を受ける組織の名称

及び所在地 

高知大学総務部総務課 

〒780-8520 

高知県高知市曙町２－５－１ 

15 個人情報ファイルが法第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 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の概要 

 

17 作成された国立大学法人高知大

学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 作成された国立大学法人高知大

学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  

注１．法第２条第６項第１号：一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算

機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 

注２．法第２条第６項第２号：一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述

等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの 

注３．令第７条第３号：電算処理ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理

ファイル 

 

※ 保護管理者（作成・提出） 総務部総務課（受理・閲覧・公表） 



別紙様式（第 13 条関係） 

 

国立大学法人高知大学個人情報ファイル簿 

 

                              №72-16 

１ 個人情報ファイルの名称 教務ファイル（新・旧高知大学分） 

２ 法人の名称 国立大学法人高知大学 

３ 担当部課名又は担当部局等 学務部学務課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 学生の基本情報及び成績評価等を記録し、学籍記

録、履修登録、成績処理及び学生指導に利用する。 

５ 記録項目（個人情報ファイルに記

録される項目） 

１学籍番号、２氏名、３所属、４学年、５生年月日、

６入学年度、７授業科目、８授業担当教員、９受講

年度、１０成績評価、１１修得単位数 

６ 記録範囲（個人情報ファイルにお

ける個人の範囲） 

在学生、卒業生（平成 10 年度以降) 

７ 記録情報（個人情報ファイルに記

録される個人情報）の収集方法 

本人からの届け出、教員からの成績報告 

８ 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

無 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 保有個人情報の開示、訂正、利用

停止等の請求先 

（名 称）国立大学法人高知大学総務課 

（所在地）高知県高知市曙町二丁目５番１号 

11 保有個人情報の訂正、利用停止等

に関して他の法律等により定めら

れた特別の手続（当該法令の名称

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） 
・ 令第７条第３号に該

当するマニュアル処理

ファイルの有無 

□有  □無 

13 国立大学法人高知大学非識別加

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 

14 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の提案を受ける組織の名称

及び所在地 

高知大学総務部総務課 

〒780-8520 

高知県高知市曙町２－５－１ 

15 個人情報ファイルが法第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 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の概要 

 

17 作成された国立大学法人高知大

学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 作成された国立大学法人高知大

学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  

注１．法第２条第６項第１号：一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算

機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 

注２．法第２条第６項第２号：一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述

等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの 

注３．令第７条第３号：電算処理ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理

ファイル 

 

※ 保護管理者（作成・提出） 総務部総務課（受理・閲覧・公表） 



別紙様式（第 13 条関係） 

 

国立大学法人高知大学個人情報ファイル簿 

 

                              №72-17 

１ 個人情報ファイルの名称 授業料免除及び徴収猶予ファイル 

２ 法人の名称 国立大学法人高知大学 

３ 担当部課名又は担当部局等 学務部学生支援課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 授業料免除申請者の情報を記録し、授業料免除の

判定事務、学生からの確認事務に利用する。 

５ 記録項目（個人情報ファイルに記

録される項目） 

１学籍番号、２氏名、３所属、４年次、５性別、６

家族数、７通学区分、８奨学金受給状況、９収入金

額、１０特別控除、１１その他の控除額、１２級地

区分等、１３成績判定、１４判定結果、１５免除決

定額 

６ 記録範囲（個人情報ファイルにお

ける個人の範囲） 

授業料免除申請書提出の在学生（過去 5年間分） 

７ 記録情報（個人情報ファイルに記

録される個人情報）の収集方法 

本人からの授業料免除申請書、学籍簿 

８ 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

無 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 保有個人情報の開示、訂正、利用

停止等の請求先 

（名 称）国立大学法人高知大学総務課 

（所在地）高知県高知市曙町二丁目５番１号 

11 保有個人情報の訂正、利用停止等

に関して他の法律等により定めら

れた特別の手続（当該法令の名称

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） 
・ 令第７条第３号に該

当するマニュアル処理

ファイルの有無 

□有  □無 

13 国立大学法人高知大学非識別加

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 

14 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の提案を受ける組織の名称

及び所在地 

高知大学総務部総務課 

〒780-8520 

高知県高知市曙町２－５－１ 



15 個人情報ファイルが法第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 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の概要 

 

17 作成された国立大学法人高知大

学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 作成された国立大学法人高知大

学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  

注１．法第２条第６項第１号：一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算

機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 

注２．法第２条第６項第２号：一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述

等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの 

注３．令第７条第３号：電算処理ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理

ファイル 

 

※ 保護管理者（作成・提出） 総務部総務課（受理・閲覧・公表） 



別紙様式（第 13 条関係） 

 

国立大学法人高知大学個人情報ファイル簿 

 

                              №72-18 

１ 個人情報ファイルの名称 奨学金採用関係ファイル 

２ 法人の名称 国立大学法人高知大学 

３ 担当部課名又は担当部局等 学務部学生支援課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 日本学生支援機構奨学金を貸与している者に関す

る事項を記録し、適切な貸与及び学生からの確認

事務に利用する。 

５ 記録項目（個人情報ファイルに記

録される項目） 

１学籍番号、２氏名、３所属、４学年、５保証制度、

６申込区分、７収入金額、８家族数、９修得単位数、

１０奨学生番号、１１奨学金種別、１２手続開始終

了日付 

６ 記録範囲（個人情報ファイルにお

ける個人の範囲） 

日本学生支援機構奨学金貸与者（過去 5年間分） 

７ 記録情報（個人情報ファイルに記

録される個人情報）の収集方法 

本人からの届出 

８ 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

無 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 保有個人情報の開示、訂正、利用

停止等の請求先 

（名 称）国立大学法人高知大学総務課 

（所在地）高知県高知市曙町二丁目５番１号 

11 保有個人情報の訂正、利用停止等

に関して他の法律等により定めら

れた特別の手続（当該法令の名称

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） 
・ 令第７条第３号に該

当するマニュアル処理

ファイルの有無 

□有  □無 

13 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の提案の募集をする個人情

報ファイルである旨 

非該当 

14 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の提案を受ける組織の名称

及び所在地 

高知大学総務部総務課 

〒780-8520 

高知県高知市曙町２－５－１ 



15 個人情報ファイルが法第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 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の概要 

 

17 作成された国立大学法人高知大

学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 作成された国立大学法人高知大

学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  

注１．法第２条第６項第１号：一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算

機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 

注２．法第２条第６項第２号：一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述

等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの 

注３．令第７条第３号：電算処理ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理

ファイル 

 

※ 保護管理者（作成・提出） 総務部総務課（受理・閲覧・公表） 



別紙様式（第 13 条関係） 

 

国立大学法人高知大学個人情報ファイル簿 

 

                              №72-19 

１ 個人情報ファイルの名称 卒業・修了者名簿 

２ 法人の名称 国立大学法人高知大学 

３ 担当部課名又は担当部局等 学務部学生支援課就職室 

４ 個人情報ファイルの利用目的 学生の就職状況を把握し、就職先企業等の開拓、連

携、ＯＢ・ＯＧ訪問等の就職支援事務に利用する。

また学生の使用許可を得て「高知大学南溟会」にデ

ータを渡している。 

５ 記録項目（個人情報ファイルに記

録される項目） 

１．学科組織名称、２．学籍番号、３．学生氏名、

４．学生カタカナ氏名、５．性別、６．進路先、７．

決定先、８．進路番号、９．進路先所在地、１０．

進路先ＴＥＬ，１１．帰省先郵便番号、１２．帰省

先住所、１３．帰省先ＴＥＬ，１４．学生携帯電話

番号 

６ 記録範囲（個人情報ファイルにお

ける個人の範囲） 

高知大学人文・教育・理学部を卒業した（者過去 30

年間分） 

７ 記録情報（個人情報ファイルに記

録される個人情報）の収集方法 

本人からの進路申告票 

８ 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

無 

９ 記録情報の経常的提供先 高知大学南溟会（人文・理学部のみ） 

10 保有個人情報の開示、訂正、利用

停止等の請求先 

（名 称）国立大学法人高知大学総務課 

（所在地）高知県高知市曙町二丁目５番１号 

11 保有個人情報の訂正、利用停止等

に関して他の法律等により定めら

れた特別の手続（当該法令の名称

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） 
・ 令第７条第３号に該

当するマニュアル処理

ファイルの有無 

□有  □無 

13 国立大学法人高知大学非識別加

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 



14 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の提案を受ける組織の名称

及び所在地 

高知大学総務部総務課 

〒780-8520 

高知県高知市曙町２－５－１ 

15 個人情報ファイルが法第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 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の概要 

 

17 作成された国立大学法人高知大

学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 作成された国立大学法人高知大

学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  

注１．法第２条第６項第１号：一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算

機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 

注２．法第２条第６項第２号：一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述

等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの 

注３．令第７条第３号：電算処理ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理

ファイル 

 

※ 保護管理者（作成・提出） 総務部総務課（受理・閲覧・公表） 



別紙様式（第 13 条関係） 

 

国立大学法人高知大学個人情報ファイル簿 

 

                              №72-20 

１ 個人情報ファイルの名称 進路先希望調査ファイル 

２ 法人の名称 国立大学法人高知大学 

３ 担当部課名又は担当部局等 学務部学生支援課就職室 

４ 個人情報ファイルの利用目的 学生の進路について調査する。 

５ 記録項目（個人情報ファイルに記

録される項目） 

１．学科組織名称、２．学籍番号、３．学生氏名、

４．学生カタカナ氏名、５．性別、６．学生携帯電

話番号７．進路希望先 

６ 記録範囲（個人情報ファイルにお

ける個人の範囲） 

過去５年間分の卒業・終了生 

７ 記録情報（個人情報ファイルに記

録される個人情報）の収集方法 

本人からの提出（調査票） 

８ 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

無 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 保有個人情報の開示、訂正、利用

停止等の請求先 

（名 称）国立大学法人高知大学総務課 

（所在地）高知県高知市曙町二丁目５番１号 

11 保有個人情報の訂正、利用停止等

に関して他の法律等により定めら

れた特別の手続（当該法令の名称

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） 
・ 令第７条第３号に該

当するマニュアル処理

ファイルの有無 

□有  □無 

13 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の提案の募集をする個人情

報ファイルである旨 

非該当 

14 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の提案を受ける組織の名称

及び所在地 

高知大学総務部総務課 

〒780-8520 

高知県高知市曙町２－５－１ 

15 個人情報ファイルが法第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 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の概要 

 

17 作成された国立大学法人高知大

学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 作成された国立大学法人高知大

学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  

注１．法第２条第６項第１号：一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算

機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 

注２．法第２条第６項第２号：一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述

等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの 

注３．令第７条第３号：電算処理ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理

ファイル 

 

※ 保護管理者（作成・提出） 総務部総務課（受理・閲覧・公表） 



別紙様式（第 13 条関係） 

 

国立大学法人高知大学個人情報ファイル簿 

 

                              №72-21 

１ 個人情報ファイルの名称 進路申告ファイル 

２ 法人の名称 国立大学法人高知大学 

３ 担当部課名又は担当部局等 学務部学生支援課就職室 

４ 個人情報ファイルの利用目的 学生の進路について把握する。 

５ 記録項目（個人情報ファイルに記

録される項目） 

１．学科組織名称、２．学籍番号、３．学生氏名、

４．学生カタカナ氏名、５．性別、６．学生携帯電

話番号７．進路決定先 

６ 記録範囲（個人情報ファイルにお

ける個人の範囲） 

過去５年間分の卒業・終了生 

７ 記録情報（個人情報ファイルに記

録される個人情報）の収集方法 

本人からの提出（申告票） 

８ 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

無 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 保有個人情報の開示、訂正、利用

停止等の請求先 

（名 称）国立大学法人高知大学総務課 

（所在地）高知県高知市曙町二丁目５番１号 

11 保有個人情報の訂正、利用停止等

に関して他の法律等により定めら

れた特別の手続（当該法令の名称

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） 
・ 令第７条第３号に該

当するマニュアル処理

ファイルの有無 

□有  □無 

13 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の提案の募集をする個人情

報ファイルである旨 

非該当 

14 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の提案を受ける組織の名称

及び所在地 

高知大学総務部総務課 

〒780-8520 

高知県高知市曙町２－５－１ 

15 個人情報ファイルが法第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 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の概要 

 

17 作成された国立大学法人高知大

学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 作成された国立大学法人高知大

学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  

注１．法第２条第６項第１号：一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算

機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 

注２．法第２条第６項第２号：一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述

等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの 

注３．令第７条第３号：電算処理ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理

ファイル 

 

※ 保護管理者（作成・提出） 総務部総務課（受理・閲覧・公表） 



別紙様式（第 13 条関係） 

 

国立大学法人高知大学個人情報ファイル簿 

 

                              №72-22 

１ 個人情報ファイルの名称 出願関係ファイル（学部） 

２ 法人の名称 国立大学法人高知大学 

３ 担当部課名又は担当部局等 学務部入試課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 学部入学志願者に関する情報を記録し、合格判定

資料作成などの入学試験事務及び個別学力試験成

績の開示に利用する。また志願者が合格した際に

学生の使用許可を得て「高知大学学生協同組合」に

「通知先」情報を提供している。 

５ 記録項目（個人情報ファイルに記

録される項目） 

１受験番号、２氏名、３生年月日、４出身校、５志

望学科、６大学入試センター試験成績、７一般入試

個別学力試験成績、８ＡＯ入試・社会人入試及び推

薦入試学力試験成績、面接結果 

６ 記録範囲（個人情報ファイルにお

ける個人の範囲） 

過去５年間までの学部の入学志願者 

７ 記録情報（個人情報ファイルに記

録される個人情報）の収集方法 

本人からの志願票、大学入試センターから提供さ

れた試験結果、個別学力試験採点結果 

８ 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

無 

９ 記録情報の経常的提供先 高知大学生活協同組合 

10 保有個人情報の開示、訂正、利用

停止等の請求先 

（名 称）国立大学法人高知大学総務課 

（所在地）高知県高知市曙町二丁目５番１号 

11 保有個人情報の訂正、利用停止等

に関して他の法律等により定めら

れた特別の手続（当該法令の名称

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） 
・ 令第７条第３号に該

当するマニュアル処理

ファイルの有無 

□有  □無 

13 国立大学法人高知大学非識別加

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 

14 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の提案を受ける組織の名称

高知大学総務部総務課 

〒780-8520 



及び所在地 高知県高知市曙町２－５－１ 

15 個人情報ファイルが法第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 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の概要 

 

17 作成された国立大学法人高知大

学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 作成された国立大学法人高知大

学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  

注１．法第２条第６項第１号：一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算

機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 

注２．法第２条第６項第２号：一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述

等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの 

注３．令第７条第３号：電算処理ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理

ファイル 

 

※ 保護管理者（作成・提出） 総務部総務課（受理・閲覧・公表） 



別紙様式（第 13 条関係） 

 

国立大学法人高知大学個人情報ファイル簿 

 

                              №72-23 

１ 個人情報ファイルの名称 出願関係書類（学部） 

２ 法人の名称 国立大学法人高知大学 

３ 担当部課名又は担当部局等 学務部入試課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 学部入学志願者に関する情報を把握し、出願関係

ファイルの作成、教員による入学者選抜の参考資

料として利用する。 

５ 記録項目（個人情報ファイルに記

録される項目） 

１受験番号、２氏名、３生年月日、４出身校、５志

望学科 

６ 記録範囲（個人情報ファイルにお

ける個人の範囲） 

過去５年間までの学部の入学志願者 

７ 記録情報（個人情報ファイルに記

録される個人情報）の収集方法 

本人からの志願票 

８ 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

有 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 保有個人情報の開示、訂正、利用

停止等の請求先 

（名 称）国立大学法人高知大学総務課 

（所在地）高知県高知市曙町二丁目５番１号 

11 保有個人情報の訂正、利用停止等

に関して他の法律等により定めら

れた特別の手続（当該法令の名称

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） 
・ 令第７条第３号に該

当するマニュアル処理

ファイルの有無 

□有  □無 

13 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の提案の募集をする個人情

報ファイルである旨 

非該当 

14 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の提案を受ける組織の名称

及び所在地 

高知大学総務部総務課 

〒780-8520 

高知県高知市曙町２－５－１ 

15 個人情報ファイルが法第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 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の概要 

 

17 作成された国立大学法人高知大

学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 作成された国立大学法人高知大

学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  

注１．法第２条第６項第１号：一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算

機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 

注２．法第２条第６項第２号：一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述

等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの 

注３．令第７条第３号：電算処理ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理

ファイル 

 

※ 保護管理者（作成・提出） 総務部総務課（受理・閲覧・公表） 



別紙様式（第 13 条関係） 

 

国立大学法人高知大学個人情報ファイル簿 

 

                              №72-24 

１ 個人情報ファイルの名称 出願関係ファイル（大学院） 

２ 法人の名称 国立大学法人高知大学 

３ 担当部課名又は担当部局等 学務部入試課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 大学院入学志願者に関する情報を記録し、合格判

定資料作成などの入学試験事務に利用する。 

５ 記録項目（個人情報ファイルに記

録される項目） 

１受験番号、２氏名、３生年月日、４出身校、５志

望専攻、６ 学力試験成績、面接結果 

６ 記録範囲（個人情報ファイルにお

ける個人の範囲） 

過去５年間までの大学院の入学志願者 

７ 記録情報（個人情報ファイルに記

録される個人情報）の収集方法 

本人からの志願票、学力試験採点結果、面接（口述

試験）等採点結果 

８ 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

無 

９ 記録情報の経常的提供先 高知大学生活協同組合 

10 保有個人情報の開示、訂正、利用

停止等の請求先 

（名 称）国立大学法人高知大学総務課 

（所在地）高知県高知市曙町二丁目５番１号 

11 保有個人情報の訂正、利用停止等

に関して他の法律等により定めら

れた特別の手続（当該法令の名称

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） 
・ 令第７条第３号に該

当するマニュアル処理

ファイルの有無 

□有  □無 

13 国立大学法人高知大学非識別加

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 

14 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の提案を受ける組織の名称

及び所在地 

高知大学総務部総務課 

〒780-8520 

高知県高知市曙町２－５－１ 

15 個人情報ファイルが法第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 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の概要 

 

17 作成された国立大学法人高知大

学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 作成された国立大学法人高知大

学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  

注１．法第２条第６項第１号：一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算

機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 

注２．法第２条第６項第２号：一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述

等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの 

注３．令第７条第３号：電算処理ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理

ファイル 

 

※ 保護管理者（作成・提出） 総務部総務課（受理・閲覧・公表） 



別紙様式（第 13 条関係） 

 

国立大学法人高知大学個人情報ファイル簿 

 

                              №72-25 

１ 個人情報ファイルの名称 出願関係書類（大学院） 

２ 法人の名称 国立大学法人高知大学 

３ 担当部課名又は担当部局等 学務部入試課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 大学院入学志願者に関する情報を把握し、出願関

係ファイルの作成、教員による入学者選抜の参考

資料として利用する。 

５ 記録項目（個人情報ファイルに記

録される項目） 

１受験番号、２氏名、３生年月日、４出身校、５志

望専攻 

６ 記録範囲（個人情報ファイルにお

ける個人の範囲） 

過去５年間までの大学院の入学志願者 

７ 記録情報（個人情報ファイルに記

録される個人情報）の収集方法 

本人からの志願票 

８ 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

有 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 保有個人情報の開示、訂正、利用

停止等の請求先 

（名 称）国立大学法人高知大学総務課 

（所在地）高知県高知市曙町二丁目５番１号 

11 保有個人情報の訂正、利用停止等

に関して他の法律等により定めら

れた特別の手続（当該法令の名称

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） 
・ 令第７条第３号に該

当するマニュアル処理

ファイルの有無 

□有  □無 

13 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の提案の募集をする個人情

報ファイルである旨 

非該当 

14 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の提案を受ける組織の名称

及び所在地 

高知大学総務部総務課 

〒780-8520 

高知県高知市曙町２－５－１ 

15 個人情報ファイルが法第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 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の概要 

 

17 作成された国立大学法人高知大

学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 作成された国立大学法人高知大

学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  

注１．法第２条第６項第１号：一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算

機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 

注２．法第２条第６項第２号：一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述

等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの 

注３．令第７条第３号：電算処理ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理

ファイル 

 

※ 保護管理者（作成・提出） 総務部総務課（受理・閲覧・公表） 



別紙様式（第 13 条関係） 

 

国立大学法人高知大学個人情報ファイル簿 

 

                              №72-26 

１ 個人情報ファイルの名称 出願関係ファイル（編入学） 

２ 法人の名称 国立大学法人高知大学 

３ 担当部課名又は担当部局等 学務部入試課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 編入学の志願者に関する情報を記録し、合格判定

資料作成などの入学試験事務に利用する。 

５ 記録項目（個人情報ファイルに記

録される項目） 

１受験番号、２氏名、３生年月日、４出身校、５志

望学科、６ 学力試験成績、面接結果 

６ 記録範囲（個人情報ファイルにお

ける個人の範囲） 

過去５年間までの編入学の入学志願者 

７ 記録情報（個人情報ファイルに記

録される個人情報）の収集方法 

本人からの志願票、学力試験採点結果、面接（口述

試験）等採点結果 

８ 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

無 

９ 記録情報の経常的提供先 高知大学生活協同組合 

10 保有個人情報の開示、訂正、利用

停止等の請求先 

（名 称）国立大学法人高知大学総務課 

（所在地）高知県高知市曙町二丁目５番１号 

11 保有個人情報の訂正、利用停止等

に関して他の法律等により定めら

れた特別の手続（当該法令の名称

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） 
・ 令第７条第３号に該

当するマニュアル処理

ファイルの有無 

□有  □無 

13 国立大学法人高知大学非識別加

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 

14 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の提案を受ける組織の名称

及び所在地 

高知大学総務部総務課 

〒780-8520 

高知県高知市曙町２－５－１ 

15 個人情報ファイルが法第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 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の概要 

 

17 作成された国立大学法人高知大

学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 作成された国立大学法人高知大

学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  

注１．法第２条第６項第１号：一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算

機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 

注２．法第２条第６項第２号：一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述

等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの 

注３．令第７条第３号：電算処理ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理

ファイル 

 

※ 保護管理者（作成・提出） 総務部総務課（受理・閲覧・公表） 



別紙様式（第 13 条関係） 

 

国立大学法人高知大学個人情報ファイル簿 

 

                              №72-27 

１ 個人情報ファイルの名称 出願関係書類（編入学） 

２ 法人の名称 国立大学法人高知大学 

３ 担当部課名又は担当部局等 学務部入試課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 編入学の志願者に関する情報を把握し、出願関係

ファイルの作成、教員による入学者選抜の参考資

料として利用する。 

５ 記録項目（個人情報ファイルに記

録される項目） 

１受験番号、２氏名、３生年月日、４出身校、５志

望学科、６ 学力試験成績、面接結果 

６ 記録範囲（個人情報ファイルにお

ける個人の範囲） 

過去５年間までの編入学の入学志願者 

７ 記録情報（個人情報ファイルに記

録される個人情報）の収集方法 

本人からの志願票 

８ 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

有 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 保有個人情報の開示、訂正、利用

停止等の請求先 

（名 称）国立大学法人高知大学総務課 

（所在地）高知県高知市曙町二丁目５番１号 

11 保有個人情報の訂正、利用停止等

に関して他の法律等により定めら

れた特別の手続（当該法令の名称

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） 
・ 令第７条第３号に該

当するマニュアル処理

ファイルの有無 

□有  □無 

13 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の提案の募集をする個人情

報ファイルである旨 

非該当 

14 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の提案を受ける組織の名称

及び所在地 

高知大学総務部総務課 

〒780-8520 

高知県高知市曙町２－５－１ 

15 個人情報ファイルが法第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 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の概要 

 

17 作成された国立大学法人高知大

学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 作成された国立大学法人高知大

学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  

注１．法第２条第６項第１号：一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算

機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 

注２．法第２条第６項第２号：一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述

等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの 

注３．令第７条第３号：電算処理ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理

ファイル 

 

※ 保護管理者（作成・提出） 総務部総務課（受理・閲覧・公表） 



別紙様式（第 13 条関係） 

 

国立大学法人高知大学個人情報ファイル簿 

 

                              №72-28 

１ 個人情報ファイルの名称 入試関係答案・採点（学部） 

２ 法人の名称 国立大学法人高知大学 

３ 担当部課名又は担当部局等 学務部入試課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 学部の入試受験者の答案・採点を把握し、合否判定

資料作成のために用いる。 

５ 記録項目（個人情報ファイルに記

録される項目） 

１受験番号、２個別学力試験成績 

６ 記録範囲（個人情報ファイルにお

ける個人の範囲） 

過去５年間までの学部の入学志願者 

７ 記録情報（個人情報ファイルに記

録される個人情報）の収集方法 

採点者からの提出 

８ 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

無 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 保有個人情報の開示、訂正、利用

停止等の請求先 

（名 称）国立大学法人高知大学総務課 

（所在地）高知県高知市曙町二丁目５番１号 

11 保有個人情報の訂正、利用停止等

に関して他の法律等により定めら

れた特別の手続（当該法令の名称

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） 
・ 令第７条第３号に該

当するマニュアル処理

ファイルの有無 

□有  □無 

13 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の提案の募集をする個人情

報ファイルである旨 

非該当 

14 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の提案を受ける組織の名称

及び所在地 

高知大学総務部総務課 

〒780-8520 

高知県高知市曙町２－５－１ 

15 個人情報ファイルが法第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 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の概要 

 

17 作成された国立大学法人高知大

学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 作成された国立大学法人高知大

学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  

注１．法第２条第６項第１号：一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算

機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 

注２．法第２条第６項第２号：一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述

等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの 

注３．令第７条第３号：電算処理ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理

ファイル 

 

※ 保護管理者（作成・提出） 総務部総務課（受理・閲覧・公表） 



別紙様式（第 13 条関係） 

 

国立大学法人高知大学個人情報ファイル簿 

 

                              №72-29 

１ 個人情報ファイルの名称 入試関係答案・採点（大学院） 

２ 法人の名称 国立大学法人高知大学 

３ 担当部課名又は担当部局等 学務部入試課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 大学院の入試受験者の答案・採点を把握し、合否判

定資料作成のために用いる。 

５ 記録項目（個人情報ファイルに記

録される項目） 

１受験番号、２学力試験成績 

６ 記録範囲（個人情報ファイルにお

ける個人の範囲） 

過去５年間までの大学院の入学志願者 

７ 記録情報（個人情報ファイルに記

録される個人情報）の収集方法 

採点者からの提出 

８ 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

無 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 保有個人情報の開示、訂正、利用

停止等の請求先 

（名 称）国立大学法人高知大学総務課 

（所在地）高知県高知市曙町二丁目５番１号 

11 保有個人情報の訂正、利用停止等

に関して他の法律等により定めら

れた特別の手続（当該法令の名称

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） 
・ 令第７条第３号に該

当するマニュアル処理

ファイルの有無 

□有  □無 

13 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の提案の募集をする個人情

報ファイルである旨 

非該当 

14 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の提案を受ける組織の名称

及び所在地 

高知大学総務部総務課 

〒780-8520 

高知県高知市曙町２－５－１ 

15 個人情報ファイルが法第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 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の概要 

 

17 作成された国立大学法人高知大

学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 作成された国立大学法人高知大

学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  

注１．法第２条第６項第１号：一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算

機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 

注２．法第２条第６項第２号：一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述

等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの 

注３．令第７条第３号：電算処理ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理

ファイル 

 

※ 保護管理者（作成・提出） 総務部総務課（受理・閲覧・公表） 



別紙様式（第 13 条関係） 

 

国立大学法人高知大学個人情報ファイル簿 

 

                              №72-30 

１ 個人情報ファイルの名称 入試関係答案・採点（編入学） 

２ 法人の名称 国立大学法人高知大学 

３ 担当部課名又は担当部局等 学務部入試課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 編入学の入試受験者の答案・採点を把握し、合否判

定資料作成のために用いる。 

５ 記録項目（個人情報ファイルに記

録される項目） 

１受験番号、２学力試験成績 

６ 記録範囲（個人情報ファイルにお

ける個人の範囲） 

過去５年間までの学部の受験者 

７ 記録情報（個人情報ファイルに記

録される個人情報）の収集方法 

採点者からの提出 

８ 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

無 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 保有個人情報の開示、訂正、利用

停止等の請求先 

（名 称）国立大学法人高知大学総務課 

（所在地）高知県高知市曙町二丁目５番１号 

11 保有個人情報の訂正、利用停止等

に関して他の法律等により定めら

れた特別の手続（当該法令の名称

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） 
・ 令第７条第３号に該

当するマニュアル処理

ファイルの有無 

□有  □無 

13 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の提案の募集をする個人情

報ファイルである旨 

非該当 

14 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の提案を受ける組織の名称

及び所在地 

高知大学総務部総務課 

〒780-8520 

高知県高知市曙町２－５－１ 

15 個人情報ファイルが法第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 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の概要 

 

17 作成された国立大学法人高知大

学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 作成された国立大学法人高知大

学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  

注１．法第２条第６項第１号：一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算

機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 

注２．法第２条第６項第２号：一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述

等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの 

注３．令第７条第３号：電算処理ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理

ファイル 

 

※ 保護管理者（作成・提出） 総務部総務課（受理・閲覧・公表） 



別紙様式（第 13 条関係） 

 

国立大学法人高知大学個人情報ファイル簿 

 

                              №72-31 

１ 個人情報ファイルの名称 情報開示関係 

２ 法人の名称 国立大学法人高知大学 

３ 担当部課名又は担当部局等 学務部入試課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 学部の受験者からの個人成績の開示請求を記録

し、適正な成績開示のために利用する。 

５ 記録項目（個人情報ファイルに記

録される項目） 

１受験番号、２氏名、３生年月日、４志望学科、５ 

個別学力試験成績、面接結果 

６ 記録範囲（個人情報ファイルにお

ける個人の範囲） 

過去５年間までの学部の受験者 

７ 記録情報（個人情報ファイルに記

録される個人情報）の収集方法 

本人からの請求書類 

８ 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

無 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 保有個人情報の開示、訂正、利用

停止等の請求先 

（名 称）国立大学法人高知大学総務課 

（所在地）高知県高知市曙町二丁目５番１号 

11 保有個人情報の訂正、利用停止等

に関して他の法律等により定めら

れた特別の手続（当該法令の名称

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） 
・ 令第７条第３号に該

当するマニュアル処理

ファイルの有無 

□有  □無 

13 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の提案の募集をする個人情

報ファイルである旨 

非該当 

14 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の提案を受ける組織の名称

及び所在地 

高知大学総務部総務課 

〒780-8520 

高知県高知市曙町２－５－１ 

15 個人情報ファイルが法第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 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の概要 

 

17 作成された国立大学法人高知大

学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 作成された国立大学法人高知大

学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  

注１．法第２条第６項第１号：一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算

機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 

注２．法第２条第６項第２号：一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述

等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの 

注３．令第７条第３号：電算処理ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理

ファイル 

 

※ 保護管理者（作成・提出） 総務部総務課（受理・閲覧・公表） 



別紙様式（第 13 条関係） 

 

国立大学法人高知大学個人情報ファイル簿 

 

                              №72-32 

１ 個人情報ファイルの名称 教務ファイル（旧高知医科大学分） 

２ 法人の名称 国立大学法人高知大学 

３ 担当部課名又は担当部局等 医学部・病院事務部学生課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 学生の基本情報及び成績評価等を記録し、学籍記

録、履修登録、成績処理及び学生指導に利用する。 

５ 記録項目（個人情報ファイルに記

録される項目） 

１学籍番号、２氏名、３所属、４学年、５生年月日、

６入学年度、７授業科目、８授業担当教員、９受講

年度、１０成績評価、１１修得単位数 

６ 記録範囲（個人情報ファイルにお

ける個人の範囲） 

在学生、卒業生（統合前の高知医科大学分、昭和 53

年から平成 15 年入学生まで） 

７ 記録情報（個人情報ファイルに記

録される個人情報）の収集方法 

本人からの届け出、教員からの成績報告 

８ 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

有 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 保有個人情報の開示、訂正、利用

停止等の請求先 

（名 称）国立大学法人高知大学総務課 

（所在地）高知県高知市曙町二丁目５番１号 

11 保有個人情報の訂正、利用停止等

に関して他の法律等により定めら

れた特別の手続（当該法令の名称

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） 
・ 令第７条第３号に該

当するマニュアル処理

ファイルの有無 

□有  □無 

13 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の提案の募集をする個人情

報ファイルである旨 

非該当 

14 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の提案を受ける組織の名称

及び所在地 

高知大学総務部総務課 

〒780-8520 

高知県高知市曙町２－５－１ 

15 個人情報ファイルが法第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 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の概要 

 

17 作成された国立大学法人高知大

学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 作成された国立大学法人高知大

学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  

注１．法第２条第６項第１号：一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算

機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 

注２．法第２条第６項第２号：一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述

等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの 

注３．令第７条第３号：電算処理ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理

ファイル 

 

※ 保護管理者（作成・提出） 総務部総務課（受理・閲覧・公表） 



別紙様式（第 13 条関係） 

 

国立大学法人高知大学個人情報ファイル簿 

 

                              №72-33 

１ 個人情報ファイルの名称 入学者選抜ファイル（医学部分） 

２ 法人の名称 国立大学法人高知大学 

３ 担当部課名又は担当部局等 医学部・病院事務部学生課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 入学志願者に関する情報を記録し、合格判定資料

作成などの入学試験事務及び個別学力試験成績の

開示に利用する。 

５ 記録項目（個人情報ファイルに記

録される項目） 

１受験番号、２氏名、３生年月日、４出身校、５志

望学科、６大学入試センター試験成績、７一般選抜

個別学力試験成績、８特別選抜、推薦入学学力試験

成績、面接結果、９評価試験結果、１０AO 学力試

験成績 

６ 記録範囲（個人情報ファイルにお

ける個人の範囲） 

過去５年間までの入学志願者 

７ 記録情報（個人情報ファイルに記

録される個人情報）の収集方法 

本人からの志願票、大学入試センターから提供さ

れた試験結果、個別学力試験採点結果 

８ 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

有 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 保有個人情報の開示、訂正、利用

停止等の請求先 

（名 称）国立大学法人高知大学総務課 

（所在地）高知県高知市曙町二丁目５番１号 

11 保有個人情報の訂正、利用停止等

に関して他の法律等により定めら

れた特別の手続（当該法令の名称

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） 
・ 令第７条第３号に該

当するマニュアル処理

ファイルの有無 

□有  □無 

13 国立大学法人高知大学非識別加

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 

14 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の提案を受ける組織の名称

及び所在地 

高知大学総務部総務課 

〒780-8520 

高知県高知市曙町２－５－１ 



15 個人情報ファイルが法第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 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の概要 

 

17 作成された国立大学法人高知大

学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 作成された国立大学法人高知大

学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  

注１．法第２条第６項第１号：一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算

機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 

注２．法第２条第６項第２号：一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述

等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの 

注３．令第７条第３号：電算処理ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理

ファイル 

 

※ 保護管理者（作成・提出） 総務部総務課（受理・閲覧・公表） 



別紙様式（第 13 条関係） 

 

国立大学法人高知大学個人情報ファイル簿 

 

                              №72-34 

１ 個人情報ファイルの名称 身上調書（医学部） 

２ 法人の名称 国立大学法人高知大学 

３ 担当部課名又は担当部局等 医学部・病院事務部学生課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 新入生の学籍等管理に利用する。 

５ 記録項目（個人情報ファイルに記

録される項目） 

１氏名、２住所、３生年月日、４電話番号 

６ 記録範囲（個人情報ファイルにお

ける個人の範囲） 

新入生 

７ 記録情報（個人情報ファイルに記

録される個人情報）の収集方法 

本人からの届出 

８ 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

無 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 保有個人情報の開示、訂正、利用

停止等の請求先 

（名 称）国立大学法人高知大学総務課 

（所在地）高知県高知市曙町二丁目５番１号 

11 保有個人情報の訂正、利用停止等

に関して他の法律等により定めら

れた特別の手続（当該法令の名称

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） 
・ 令第７条第３号に該

当するマニュアル処理

ファイルの有無 

□有  □無 

13 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の提案の募集をする個人情

報ファイルである旨 

非該当 

14 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の提案を受ける組織の名称

及び所在地 

高知大学総務部総務課 

〒780-8520 

高知県高知市曙町２－５－１ 

15 個人情報ファイルが法第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 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の概要 

 



17 作成された国立大学法人高知大

学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 作成された国立大学法人高知大

学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  

注１．法第２条第６項第１号：一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算

機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 

注２．法第２条第６項第２号：一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述

等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの 

注３．令第７条第３号：電算処理ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理

ファイル 

 

※ 保護管理者（作成・提出） 総務部総務課（受理・閲覧・公表） 



別紙様式（第 13 条関係） 

 

国立大学法人高知大学個人情報ファイル簿 

 

                              №72-35 

１ 個人情報ファイルの名称 課外活動団体部員名簿 

２ 法人の名称 国立大学法人高知大学 

３ 担当部課名又は担当部局等 医学部・病院事務部学生課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 課外活動団体所属学生の氏名、学籍番号を記録し、

課外活動支援業務に利用する。 

５ 記録項目（個人情報ファイルに記

録される項目） 

１氏名、２学籍番号、３電話番号（代表者のみ）、

４メールアドレス（代表者のみ） 

６ 記録範囲（個人情報ファイルにお

ける個人の範囲） 

在学生 

７ 記録情報（個人情報ファイルに記

録される個人情報）の収集方法 

課外活動団体代表者からの届出 

８ 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

無 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 保有個人情報の開示、訂正、利用

停止等の請求先 

（名 称）国立大学法人高知大学総務課 

（所在地）高知県高知市曙町二丁目５番１号 

11 保有個人情報の訂正、利用停止等

に関して他の法律等により定めら

れた特別の手続（当該法令の名称

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） 
・ 令第７条第３号に該

当するマニュアル処理

ファイルの有無 

□有  □無 

13 国立大学法人高知大学非識別加

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 

14 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の提案を受ける組織の名称

及び所在地 

高知大学総務部総務課 

〒780-8520 

高知県高知市曙町２－５－１ 

15 個人情報ファイルが法第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 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の概要 

 

17 作成された国立大学法人高知大

学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 作成された国立大学法人高知大

学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  

注１．法第２条第６項第１号：一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算

機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 

注２．法第２条第６項第２号：一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述

等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの 

注３．令第７条第３号：電算処理ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理

ファイル 

 

※ 保護管理者（作成・提出） 総務部総務課（受理・閲覧・公表）



別紙様式（第 13 条関係） 

 

国立大学法人高知大学個人情報ファイル簿 

 

                              №72-36 

１ 個人情報ファイルの名称 患者登録ファイル 

２ 法人の名称 国立大学法人高知大学 

３ 担当部課名又は担当部局等 医学部・病院事務部医事課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 診療を受けた患者に係る診療費の計算、診療報酬

請求事務及び診療に利用するとともに経営分析、

学術研究に利用する。 

５ 記録項目（個人情報ファイルに記

録される項目） 

１患者番号、２患者氏名、３性別、４生年月日、５

住所、６電話番号、７適用保険、８診療科、９診療

期間、１０病室番号、１１食歴、１２検査項目、１

３検査結果、１４基本料、１５投薬料、１６処置料、

１７手術料、１８輸血料、１９麻酔料、２０検査料、

２１画像診断料、２２諸収、２３債権金額、２４病

名 

６ 記録範囲（個人情報ファイルにお

ける個人の範囲） 

受診患者（昭和５６年１０月以降） 

７ 記録情報（個人情報ファイルに記

録される個人情報）の収集方法 

診療申込書、保険証、カルテ 

８ 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

有 

９ 記録情報の経常的提供先 社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連

合会 

10 保有個人情報の開示、訂正、利用

停止等の請求先 

（名 称）国立大学法人高知大学総務課 

（所在地）高知県高知市曙町二丁目５番１号 

11 保有個人情報の訂正、利用停止等

に関して他の法律等により定めら

れた特別の手続（当該法令の名称

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） 
・ 令第７条第３号に該

当するマニュアル処理

ファイルの有無 

□有  □無 

13 国立大学法人高知大学非識別加

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 



14 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の提案を受ける組織の名称

及び所在地 

高知大学総務部総務課 

〒780-8520 

高知県高知市曙町２－５－１ 

15 個人情報ファイルが法第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 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の概要 

 

17 作成された国立大学法人高知大

学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 作成された国立大学法人高知大

学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  

注１．法第２条第６項第１号：一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算

機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 

注２．法第２条第６項第２号：一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述

等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの 

注３．令第７条第３号：電算処理ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理

ファイル 

 

※ 保護管理者（作成・提出） 総務部総務課（受理・閲覧・公表） 



別紙様式（第 13 条関係） 

 

国立大学法人高知大学個人情報ファイル簿 

 

                              №72-37 

１ 個人情報ファイルの名称 検査ファイル 

２ 法人の名称 国立大学法人高知大学 

３ 担当部課名又は担当部局等 医学部附属病院検査部 

４ 個人情報ファイルの利用目的 患者の検査結果を記録し、検査報告書の作成に利

用するとともに学術研究に利用する。 

５ 記録項目（個人情報ファイルに記

録される項目） 

１患者番号、２患者氏名、３検査項目、４検査結果、

５検体、６診療科 

６ 記録範囲（個人情報ファイルにお

ける個人の範囲） 

検査を受けた患者（昭和５６年１０月以降） 

７ 記録情報（個人情報ファイルに記

録される個人情報）の収集方法 

検査伝票 

８ 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

有 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 保有個人情報の開示、訂正、利用

停止等の請求先 

（名 称）国立大学法人高知大学総務課 

（所在地）高知県高知市曙町二丁目５番１号 

11 保有個人情報の訂正、利用停止等

に関して他の法律等により定めら

れた特別の手続（当該法令の名称

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） 
・ 令第７条第３号に該

当するマニュアル処理

ファイルの有無 

□有  □無 

13 国立大学法人高知大学非識別加

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 

14 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の提案を受ける組織の名称

及び所在地 

高知大学総務部総務課 

〒780-8520 

高知県高知市曙町２－５－１ 

15 個人情報ファイルが法第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 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の概要 

 

17 作成された国立大学法人高知大

学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 作成された国立大学法人高知大

学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  

注１．法第２条第６項第１号：一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算

機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 

注２．法第２条第６項第２号：一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述

等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの 

注３．令第７条第３号：電算処理ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理

ファイル 

 

※ 保護管理者（作成・提出） 総務部総務課（受理・閲覧・公表） 



別紙様式（第 13 条関係） 

 

国立大学法人高知大学個人情報ファイル簿 

 

                              №72-38 

１ 個人情報ファイルの名称 健康診断ファイル 

２ 法人の名称 国立大学法人高知大学 

３ 担当部課名又は担当部局等 保健管理センター 

４ 個人情報ファイルの利用目的 健康診断に関する診断結果を記録し、学生の健康

管理、健康診断証明等に利用する。 

５ 記録項目（個人情報ファイルに記

録される項目） 

１氏名、２所属、３学年、４生年月日、５身長、６

体重、７視力、８胸部Ｘ線撮影結果、９既往症、１

０現在の疾患、１１尿検査、１２血圧、１３心電図 

６ 記録範囲（個人情報ファイルにお

ける個人の範囲） 

健康診断を受診した学生 

７ 記録情報（個人情報ファイルに記

録される個人情報）の収集方法 

健康診断 

８ 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

有 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 保有個人情報の開示、訂正、利用

停止等の請求先 

（名 称）国立大学法人高知大学総務課 

（所在地）高知県高知市曙町二丁目５番１号 

11 保有個人情報の訂正、利用停止等

に関して他の法律等により定めら

れた特別の手続（当該法令の名称

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） 
・ 令第７条第３号に該

当するマニュアル処理

ファイルの有無 

□有  □無 

13 国立大学法人高知大学非識別加

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 

14 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の提案を受ける組織の名称

及び所在地 

高知大学総務部総務課 

〒780-8520 

高知県高知市曙町２－５－１ 

15 個人情報ファイルが法第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 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の概要 

 

17 作成された国立大学法人高知大

学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 作成された国立大学法人高知大

学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  

注１．法第２条第６項第１号：一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算

機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 

注２．法第２条第６項第２号：一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述

等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの 

注３．令第７条第３号：電算処理ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理

ファイル 

 

※ 保護管理者（作成・提出） 総務部総務課（受理・閲覧・公表） 



別紙様式（第 13 条関係） 

 

国立大学法人高知大学個人情報ファイル簿 

 

                              №72-39 

１ 個人情報ファイルの名称 メンタルアンケートファイル 

２ 法人の名称 国立大学法人高知大学 

３ 担当部課名又は担当部局等 保健管理センター 

４ 個人情報ファイルの利用目的 健康診断に関する診断結果を記録し、学生の健康

管理等に利用する。 

５ 記録項目（個人情報ファイルに記

録される項目） 

１氏名、２所属、３学年、４生年月日、５アンケー

ト回答、６状態（または診断） 

６ 記録範囲（個人情報ファイルにお

ける個人の範囲） 

新入生 

７ 記録情報（個人情報ファイルに記

録される個人情報）の収集方法 

健康診断 

８ 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

有 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 保有個人情報の開示、訂正、利用

停止等の請求先 

（名 称）国立大学法人高知大学総務課 

（所在地）高知県高知市曙町二丁目５番１号 

11 保有個人情報の訂正、利用停止等

に関して他の法律等により定めら

れた特別の手続（当該法令の名称

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） 
・ 令第７条第３号に該

当するマニュアル処理

ファイルの有無 

□有  □無 

13 国立大学法人高知大学非識別加

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 

14 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の提案を受ける組織の名称

及び所在地 

高知大学総務部総務課 

〒780-8520 

高知県高知市曙町２－５－１ 

15 個人情報ファイルが法第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 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の概要 

 

17 作成された国立大学法人高知大

学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 作成された国立大学法人高知大

学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  

注１．法第２条第６項第１号：一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算

機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 

注２．法第２条第６項第２号：一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述

等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの 

注３．令第７条第３号：電算処理ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理

ファイル 

 

※ 保護管理者（作成・提出） 総務部総務課（受理・閲覧・公表） 



別紙様式（第 13 条関係） 

 

国立大学法人高知大学個人情報ファイル簿 

 

                              №72-40 

１ 個人情報ファイルの名称 感染症ファイル 

２ 法人の名称 国立大学法人高知大学 

３ 担当部課名又は担当部局等 保健管理センター 

４ 個人情報ファイルの利用目的 麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎に関する情報を

記録し、学生の健康管理、健康診断証明等に利用す

る。 

５ 記録項目（個人情報ファイルに記

録される項目） 

１氏名、２性別、３学籍番号、４生年月日、５麻疹・

風疹・水痘・流行性耳下腺炎の罹患情報・予防接種

情報・抗体検査情報または未提出情報 

６ 記録範囲（個人情報ファイルにお

ける個人の範囲） 

新入生 

７ 記録情報（個人情報ファイルに記

録される個人情報）の収集方法 

本人からの提出（健康診断時） 

８ 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

有 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 保有個人情報の開示、訂正、利用

停止等の請求先 

（名 称）国立大学法人高知大学総務課 

（所在地）高知県高知市曙町二丁目５番１号 

11 保有個人情報の訂正、利用停止等

に関して他の法律等により定めら

れた特別の手続（当該法令の名称

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） 
・ 令第７条第３号に該

当するマニュアル処理

ファイルの有無 

□有  □無 

13 国立大学法人高知大学非識別加

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 

14 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の提案を受ける組織の名称

及び所在地 

高知大学総務部総務課 

〒780-8520 

高知県高知市曙町２－５－１ 

15 個人情報ファイルが法第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 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の概要 

 

17 作成された国立大学法人高知大

学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 作成された国立大学法人高知大

学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  

注１．法第２条第６項第１号：一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算

機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 

注２．法第２条第６項第２号：一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述

等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの 

注３．令第７条第３号：電算処理ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理

ファイル 

 

※ 保護管理者（作成・提出） 総務部総務課（受理・閲覧・公表） 



別紙様式（第 13 条関係） 

 

国立大学法人高知大学個人情報ファイル簿 

 

                              №72-41 

１ 個人情報ファイルの名称 受診者記録 

２ 法人の名称 国立大学法人高知大学 

３ 担当部課名又は担当部局等 保健管理センター 

４ 個人情報ファイルの利用目的 受診者の管理をするとともに、調査報告等に利用

する。 

５ 記録項目（個人情報ファイルに記

録される項目） 

１氏名、２所属、３学年、４生年月日、５受診日、

６診断名（状態） 

６ 記録範囲（個人情報ファイルにお

ける個人の範囲） 

受診者 

７ 記録情報（個人情報ファイルに記

録される個人情報）の収集方法 

カルテ 

８ 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

有 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 保有個人情報の開示、訂正、利用

停止等の請求先 

（名 称）国立大学法人高知大学総務課 

（所在地）高知県高知市曙町二丁目５番１号 

11 保有個人情報の訂正、利用停止等

に関して他の法律等により定めら

れた特別の手続（当該法令の名称

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） 
・ 令第７条第３号に該

当するマニュアル処理

ファイルの有無 

□有  □無 

13 国立大学法人高知大学非識別加

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 

14 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の提案を受ける組織の名称

及び所在地 

高知大学総務部総務課 

〒780-8520 

高知県高知市曙町２－５－１ 

15 個人情報ファイルが法第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 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の概要 

 

17 作成された国立大学法人高知大

学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 作成された国立大学法人高知大

学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  

注１．法第２条第６項第１号：一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算

機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 

注２．法第２条第６項第２号：一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述

等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの 

注３．令第７条第３号：電算処理ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理

ファイル 

 

※ 保護管理者（作成・提出） 総務部総務課（受理・閲覧・公表） 



別紙様式（第 13 条関係） 

 

国立大学法人高知大学個人情報ファイル簿 

 

                              №72-42 

１ 個人情報ファイルの名称 健康管理ファイル（岡豊） 

２ 法人の名称 国立大学法人高知大学 

３ 担当部課名又は担当部局等 保健管理センター 

４ 個人情報ファイルの利用目的 健康診断の結果、メンタルアンケート結果、感染症

に関する情報を記録し、学生の健康管理、健康診断

証明等に利用する。 

５ 記録項目（個人情報ファイルに記

録される項目） 

１氏名、２所属、３学年、４生年月日、５身長、６

体重、７視力、８胸部Ｘ線撮影結果、９既往症、１

０現在の疾患、１１尿検査、１２血圧、１３心電図、

１４血液検査結果、１５アンケート回答、１６状態

（または診断）、１７麻疹・風疹・水痘・流行性耳

下腺炎の罹患情報・予防接種情報・抗体検査情報 

６ 記録範囲（個人情報ファイルにお

ける個人の範囲） 

過去５年間までの卒業者 

７ 記録情報（個人情報ファイルに記

録される個人情報）の収集方法 

健康診断の受検および本人からの提出 

８ 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

有 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 保有個人情報の開示、訂正、利用

停止等の請求先 

（名 称）国立大学法人高知大学総務課 

（所在地）高知県高知市曙町二丁目５番１号 

11 保有個人情報の訂正、利用停止等

に関して他の法律等により定めら

れた特別の手続（当該法令の名称

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） 
・ 令第７条第３号に該

当するマニュアル処理

ファイルの有無 

□有  □無 

13 国立大学法人高知大学非識別加

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 

14 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の提案を受ける組織の名称

高知大学総務部総務課 

〒780-8520 



及び所在地 高知県高知市曙町２－５－１ 

15 個人情報ファイルが法第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 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の概要 

 

17 作成された国立大学法人高知大

学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 作成された国立大学法人高知大

学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  

注１．法第２条第６項第１号：一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算

機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 

注２．法第２条第６項第２号：一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述

等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの 

注３．令第７条第３号：電算処理ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理

ファイル 

 

※ 保護管理者（作成・提出） 総務部総務課（受理・閲覧・公表） 



別紙様式（第 13 条関係） 

 

国立大学法人高知大学個人情報ファイル簿 

 

                              №72-43 

１ 個人情報ファイルの名称 受診者カルテ 

２ 法人の名称 国立大学法人高知大学 

３ 担当部課名又は担当部局等 保健管理センター 

４ 個人情報ファイルの利用目的 受診内容・投薬内容・カウンセリング内容・相談内

容・利用の状況等を記録し、健康管理および指導に

利用する。 

５ 記録項目（個人情報ファイルに記

録される項目） 

１氏名、２性別、３生年月日、４学籍番号（学生の

場合）、５住所、６電話番号、７病歴、８アレルギ

ーの有無、９診療記録、１０投薬記録、１１面談記

録、１２カウンセリング記録、１３情報提供書およ

び紹介状、１４情報提供書または紹介状の返事 

６ 記録範囲（個人情報ファイルにお

ける個人の範囲） 

受診した学生および教職員 

７ 記録情報（個人情報ファイルに記

録される個人情報）の収集方法 

本人による受診 

８ 要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

有 

９ 記録情報の経常的提供先 － 

10 保有個人情報の開示、訂正、利用

停止等の請求先 

（名 称）国立大学法人高知大学総務課 

（所在地）高知県高知市曙町二丁目５番１号 

11 保有個人情報の訂正、利用停止等

に関して他の法律等により定めら

れた特別の手続（当該法令の名称

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） 
・ 令第７条第３号に該

当するマニュアル処理

ファイルの有無 

□有  □無 

13 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の提案の募集をする個人情

報ファイルである旨 

非該当 

14 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の提案を受ける組織の名称

及び所在地 

高知大学総務部総務課 

〒780-8520 

高知県高知市曙町２－５－１ 



15 個人情報ファイルが法第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 国立大学法人高知大学非識別加

工情報の概要 

 

17 作成された国立大学法人高知大

学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 作成された国立大学法人高知大

学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  

注１．法第２条第６項第１号：一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算

機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 

注２．法第２条第６項第２号：一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述

等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの 

注３．令第７条第３号：電算処理ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるマニュアル処理

ファイル 

 

※ 保護管理者（作成・提出） 総務部総務課（受理・閲覧・公表） 


