
個人情報ファイル簿一覧
平成３０年２月２６日現在

個人情報ファイルの名称 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 個人情報ファイルの利用目的

1 図書館利用者ファイル 附属図書館，附属図書館医学部分館 図書館資料貸出及び連絡のために利用

2 全学認証システムユーザーデータファイル 情報統括センター 教育系及び業務系システムの認証情報管理

3 教務ファイル 総合学務課 学籍の管理，教養基礎教育の履修管理

4 卒業者・修了者名簿 総合学務課 卒業者・修了者の管理台帳として利用

5 教育文化学部学籍簿（学部学生・専攻科学生・大学院生）ファイル 総合学務課  教育文化担当 学生への修学指導や厚生補導及び諸連絡のために利用

6 教育文化学部成績単位修得表（学部学生・専攻科学生・大学院生）ファイル 総合学務課  教育文化担当 成績・単位修得証明のため

7 教育文化学部卒業・修了台帳ファイル 総合学務課  教育文化担当 卒業者・修了者の証明書発行のために利用

8 教育文化学部卒業判定ファイル 総合学務課  教育文化担当 教育文化学部学生の卒業判定会議時に利用

9 教育文化学部教員免許状関係ファイル 総合学務課  教育文化担当 教育委員会に学生の教員免許状取得の申請をするために利用

10 教育文化学部教務電算ファイル 総合学務課  教育文化担当 学生の教務関係データの管理に利用

11 理工学部学生カード（学部学生学籍）ファイル 総合学務課  理工担当 学生への修学指導や厚生補導及び諸連絡のために利用

12 工学資源学部卒業台帳（学部学生学籍）ファイル 総合学務課  理工担当 卒業者の証明書発行のために利用

13 工学資源学部卒業判定ファイル 総合学務課  理工担当 鉱山学部，工学資源学部学生の卒業判定会議時に利用

14 理工学部教務電算ファイル 総合学務課  理工担当 学生の教務関係データの管理に利用

15 理工学研究科/工学資源学研究科学生カード（大学院学籍）ファイル 総合学務課  理工担当 学生への修学指導や厚生補導及び諸連絡のために利用

16 工学資源学研究科修了台帳カード（大学院生学籍）ファイル 総合学務課  理工担当 修了者の証明書発行のために利用

17 教員免許状更新講習受講者ファイル 総合学務課教員免許状更新講習事務室 更新講習受講申込・履修認定のため

18 日本学生支援機構奨学金奨学生ファイル 学生支援・就職課 学生の奨学金管理のため

19 入学料及び授業料免除ファイル 学生支援・就職課 入学料及び授業料免除選考のため

20 学生教育研究災害傷害保険ファイル 学生支援・就職課 学生の保険加入状況管理のため

21 学生定期健康診断受診者ファイル 保健管理センター 学生の健康管理のため

22 教育文化学部就職状況ファイル 学生支援・就職課 就職状況の把握のため利用

23 内定者名簿 学生支援・就職課 就職状況の把握のため利用

24 就職相談指導記録 学生支援・就職課 就職活動状況の把握のため利用

25 入学試験ファイル 入試課 入学者選考のためのデータ処理

26 授業料ファイル 経理・調達課 授業料の債権管理・徴収に利用のため

27 医学部医学科学籍簿ファイル 医学系研究科・医学部学務課 学籍管理のため

28 医学部医学科学業成績簿ファイル 医学系研究科・医学部学務課 成績管理のため

29 医学部医学科卒業者・修了者名簿ファイル 医学系研究科・医学部学務課 卒業者・修了者の証明書発行のため

30 医学部保健学科学籍簿ファイル 医学系研究科・医学部学務課 学籍（入学・卒業等）の確認のため

31 医学部保健学科・医学系研究科保健学専攻成績単位修得表ファイル 医学系研究科・医学部学務課 成績・単位修得証明のため

32 保健学科卒業・保健学専攻修了台帳ファイル 医学系研究科・医学部学務課 卒業者・修了者の証明書発行のため

33 医学系研究科医科学専攻学籍簿ファイル 医学系研究科・医学部学務課 学籍管理のため

34 医学系研究科保健学専攻学籍簿ファイル 医学系研究科・医学部学務課 学籍管理のため

35 医学系研究科医学専攻学籍簿ファイル 医学系研究科・医学部学務課 学籍管理のため

36 患者登録ファイル 医学系研究科・医学部医事課 患者の診療・統計・研究・診療費請求・病院運営に必要なデータ処理に利用のため



＜標準様式第39号＞ 個人情報ファイル簿（単票） 

１ 

個人情報ファイルの名称 図書館利用者ファイル 

独立行政法人等の名称 国立大学法人秋田大学 

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 

附属図書館，附属図書館医学部分館 

個人情報ファイルの利用目的 図書館資料貸出及び連絡のために利用 

記録項目 

１．利用者番号 ２．所属 ３．身分 ４．氏名(カナ) 

５．氏名(漢字) ６．学籍番号・教職員番号 

７．メールアドレス ８．電話番号 ９．住所 

記録範囲 在学生，教職員，利用申請をした学外者 

記録情報の収集方法 教育推進総合センターの入学者データ及び本人の申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 国立大学法人秋田大学 

(所在地) 秋田県秋田市手形学園町１－１ 

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 

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号に該当するフ

ァイル 

    ■有 □無 



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 

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 

国立大学法人 秋田大学 総務企画課 

秋田県秋田市手形学園町１－１ 

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 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

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 

― 

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 

― 

備   考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜標準様式第39号＞ 個人情報ファイル簿（単票） 

２ 

個人情報ファイルの名称 全学認証システム ユーザーデータ ファイル 

独立行政法人等の名称 国立大学法人秋田大学 

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 

情報統括センター 

個人情報ファイルの利用目的 教育系および業務系システムの認証情報管理 

記録項目 

１．AUアカウント（「身分＋学籍番号」または「教職員番号」）

２．氏名（漢字） 

３．氏名（ローマ字）※教職員は申請者のみ 

４．生年月日※学生のみ 

５．メールアドレス※教職員は申請者のみ 

記録範囲 在学生，教職員 

記録情報の収集方法 
教育推進総合センターの入学者データ，教職員人事データ 

および本人の申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 国立大学法人秋田大学 

(所在地) 秋田県秋田市手形学園町１－１ 

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 

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号に該当するフ

ァイル 

    □有 ■無 



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 

非該当 

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 

― 

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 

― 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

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 

― 

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 

― 

備   考  

 

 



＜標準様式第39号＞ 個人情報ファイル簿（単票） 

３ 

個人情報ファイルの名称 教務ファイル 

独立行政法人等の名称 国立大学法人秋田大学 

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 

総合学務課 

個人情報ファイルの利用目的 学籍の管理、教養基礎教育の履修管理 

記録項目 

1.所属学部(研究科) 2. 入学年度・入学年月日・入学手段  

3.学籍番号 4.氏名・性別・生年月日 5.本籍  

6.現住所・電話番号 7.保証人氏名・電話番号・現住所  8.

出身都道府県名 9.出身高校(大学) 10.学籍の履歴 11.教養

基礎教育科目の履修歴 

記録範囲 
秋田大学在籍者（1984年度以降は電算処理ファイル、それ以前

はマニュアル処理ファイル） 

記録情報の収集方法 入学時の提出書類，カリキュラムの履修 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 各学部学務担当部門 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称)  国立大学法人秋田大学 

(所在地)  秋田県秋田市手形学園町１－１ 

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 

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号に該当するフ

ァイル 

    ■有 □無 



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 

非該当 

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 

― 

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 

― 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

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 

― 

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 

― 

備   考  



＜標準様式第39号＞ 個人情報ファイル簿（単票） 

４ 

個人情報ファイルの名称 卒業者・修了者名簿 

独立行政法人等の名称 国立大学法人秋田大学 

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 

総合学務課 

個人情報ファイルの利用目的 卒業者・修了者の管理台帳として利用 

記録項目 
1．学位記番号 2.本籍地 3.所属学部・研究科 

4. 学籍番号 5.氏名 6.生年月日 7.ローマ字氏名 

記録範囲 秋田大学卒業者、修了者 

記録情報の収集方法 各学部・研究科からデータ収集 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称)  国立大学法人秋田大学 

(所在地)  秋田県秋田市手形学園町１－１ 

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 

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号に該当するフ

ァイル 

    □有 □無 



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 

非該当 

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 

― 

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 

― 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

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 

― 

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 

― 

備   考  

 



＜標準様式第39号＞ 個人情報ファイル簿（単票） 

５ 

個人情報ファイルの名称 
教育文化学部学籍簿（学部学生・専攻科学生・大学院生） 

ファイル 

独立行政法人等の名称 国立大学法人秋田大学 

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 

総合学務課 教育文化担当 

個人情報ファイルの利用目的 学生への修学指導や厚生補導及び諸連絡のために利用 

記録項目 

1.所属課程・学科・専攻 2.学籍番号 3.入学・卒業年月日  

4.氏名・性別・生年月日 5.本籍 6.住所・電話番号 7.出身

高校 8.顔写真 9.保証人氏名・続柄・電話番号・現住所 10.

家族構成 

記録範囲 

現在及び過去に秋田大学教育文化学部，秋田大学教育学部，秋

田大学大学院教育学研究科，秋田大学特殊教育特別専攻科に在

籍したことがある者（特殊教育特別専攻科については平成１９

年度入学者をもって廃止） 

記録情報の収集方法 入学時，本人に記入してもらう 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称)  国立大学法人秋田大学 

(所在地)  秋田県秋田市手形学園町１‐１ 

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 

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号に該当するフ

ァイル 

    □有 □無 



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 

非該当 

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 

― 

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 

― 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

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 

― 

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 

― 

備   考  

 



＜標準様式第39号＞ 個人情報ファイル簿（単票） 

６ 

個人情報ファイルの名称 
教育文化学部成績単位修得表（学部学生・専攻科学生・大学院

生）ファイル 

独立行政法人等の名称 国立大学法人秋田大学 

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 

総合学務課 教育文化担当 

個人情報ファイルの利用目的 成績・単位修得証明のため 

記録項目 
1.氏名 2.学籍番号 3.入学・卒業年月日 4.修得科目・評価・

単位 

記録範囲 成績証明書の交付を申請した者 

記録情報の収集方法 成績単位修得表ファイル 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称)  国立大学法人秋田大学 

(所在地)  秋田県秋田市手形学園町１‐１ 

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 

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号に該当するフ

ァイル 

    □有 □無 



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 

非該当 

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 

― 

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 

― 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

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 

― 

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 

― 

備   考  



＜標準様式第39号＞ 個人情報ファイル簿（単票） 

７ 

個人情報ファイルの名称 教育文化学部卒業・修了台帳ファイル 

独立行政法人等の名称 国立大学法人秋田大学 

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 

総合学務課 教育文化担当 

個人情報ファイルの利用目的 卒業者・修了者の証明書発行のために利用 

記録項目 
1.本籍地 2.所属課程・専攻（選修，専修） 3. 学籍番号  

4.氏名 5.生年月日 6.ロ‐マ字氏名 

記録範囲 

秋田大学教育文化学部，秋田大学大学院教育学研究科，秋田大

学特殊教育特別専攻科，秋田大学教育学部及び秋田大学学芸学

部卒業(修了)者（特殊教育特別専攻科については平成１９年度

入学者をもって廃止） 

記録情報の収集方法 学部内 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称)  国立大学法人秋田大学 

(所在地)  秋田県秋田市手形学園町１‐１ 

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 

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号に該当するフ

ァイル 

    □有 □無 



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 

非該当 

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 

― 

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 

― 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

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 

― 

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 

― 

備   考  



＜標準様式第39号＞ 個人情報ファイル簿（単票） 

８ 

個人情報ファイルの名称 教育文化学部卒業判定ファイル 

独立行政法人等の名称 国立大学法人秋田大学 

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 

総合学務課 教育文化担当 

個人情報ファイルの利用目的 卒業者・修了者の証明書発行のために利用 

記録項目 
1.所属課程・専攻（選修・専修） 2.学籍番号 3.氏名  

4.取得単位数 

記録範囲 
教育文化学部卒業判定会議に諮られた人（判定会議後１０年間

保存） 

記録情報の収集方法 学部内 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称)  国立大学法人秋田大学 

(所在地)  秋田県秋田市手形学園町１‐１ 

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 

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号に該当するフ

ァイル 

    □有 □無 



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 

非該当 

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 

― 

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 

― 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

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 

― 

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 

― 

備   考  



＜標準様式第39号＞ 個人情報ファイル簿（単票） 

９ 

個人情報ファイルの名称 教育文化学部教員免許状関係ファイル 

独立行政法人等の名称 国立大学法人秋田大学 

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 

総合学務課 教育文化担当 

個人情報ファイルの利用目的 教育委員会に学生の教員免許状取得の申請をするために利用 

記録項目 
1.氏名 2.生年月日 3.本籍地 4.取得申請した教員免許状の

種別 

記録範囲 教育文化学部在籍時に教員免許状を申請した人 

記録情報の収集方法 学部内 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称)  国立大学法人秋田大学 

(所在地)  秋田県秋田市手形学園町１‐１ 

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 

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号に該当するフ

ァイル 

    □有 □無 



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 

非該当 

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 

― 

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 

― 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

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 

― 

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 

― 

備   考  



＜標準様式第39号＞ 個人情報ファイル簿（単票） 

10 

個人情報ファイルの名称 教育文化学部教務電算ファイル 

独立行政法人等の名称 国立大学法人秋田大学 

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 

総合学務課 教育文化担当 

個人情報ファイルの利用目的 学生の教務関係データの管理に利用 

記録項目 1.氏名 2.生年月日 3.性別 4.出身高校 5.修得単位 

記録範囲 教育文化学部学生及び卒業生 

記録情報の収集方法 学部内 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 各学部学務担当部門 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称)  国立大学法人秋田大学 

(所在地)  秋田県秋田市手形学園町１‐１ 

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 

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号に該当するフ

ァイル 

    □有 ■無 



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 

非該当 

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 

― 

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 

― 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

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 

― 

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 

― 

備   考  

 

 



＜標準様式第39号＞ 個人情報ファイル簿（単票） 

11 

個人情報ファイルの名称 理工学部学生カード（学部学生学籍）ファイル 

独立行政法人等の名称 国立大学法人秋田大学 

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 

総合学務課 理工学部担当 

個人情報ファイルの利用目的 
学生への修学指導や厚生補導及び諸連絡，教育に関する調査の

ために利用 

記録項目 

1.所属課程 2.学籍番号 3.入学・卒業年月日 

4.氏名・性別・生年月日 5.本籍 6.住所・電話番号  

7.出身高校 8.顔写真 9.保証人氏名・続柄・電話番号・現住

所 10.家族構成 

記録範囲 
現在及び過去に秋田大学鉱山学部，秋田大学工学資源学部，秋

田大学理工学部に在籍したことがある者 

記録情報の収集方法 入学時，本人から提出してもらう 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称)  国立大学法人秋田大学 

(所在地)  秋田県秋田市手形学園町１‐１ 

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 

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号に該当するフ

ァイル 

    □有 □無 



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 

非該当 

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 

― 

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 

― 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

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 

― 

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 

― 

備   考  

 



＜標準様式第39号＞ 個人情報ファイル簿（単票） 

12 

個人情報ファイルの名称 工学資源学部卒業台帳（学部学生学籍）ファイル 

独立行政法人等の名称 国立大学法人秋田大学 

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 

総合学務課 理工学部担当 

個人情報ファイルの利用目的 卒業者の証明書発行のために利用 

記録項目 
1.本籍地 2.所属課程・専攻（選修，専修） 3.学績番号 

4.氏名 5.生年月日 6.ローマ字氏名 

記録範囲 秋田大学鉱山学部，工学資源学部卒業者 

記録情報の収集方法 学部内 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称)  国立大学法人秋田大学 

(所在地)  秋田県秋田市手形学園町１‐１ 

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 

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号に該当するフ

ァイル 

    □有 □無 



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 

非該当 

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 

― 

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 

― 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

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 

― 

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 

― 

備   考  



＜標準様式第39号＞ 個人情報ファイル簿（単票） 

13 

個人情報ファイルの名称 工学資源学部卒業判定ファイル 

独立行政法人等の名称 国立大学法人秋田大学 

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 

総合学務課 理工学部担当 

個人情報ファイルの利用目的 鉱山学部，工学資源学部学生の卒業判定会議時に利用 

記録項目 1.所属課程・選修 2.学績番号 3.氏名 4.取得単位数 

記録範囲 
工学資源学部卒業判定会議に諮られた人（判定会議後１０年間

保存） 

記録情報の収集方法 学部内 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称)  国立大学法人秋田大学 

(所在地)  秋田県秋田市手形学園町１‐１ 

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 

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号に該当するフ

ァイル 

    □有 □無 



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 

非該当 

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 

― 

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 

― 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

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 

― 

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 

― 

備   考  



＜標準様式第39号＞ 個人情報ファイル簿（単票） 

14 

個人情報ファイルの名称 理工学部教務電算ファイル 

独立行政法人等の名称 国立大学法人秋田大学 

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 

総合学務課 理工学部担当 

個人情報ファイルの利用目的 学生の教務関係データの管理に利用 

記録項目 
1.氏名 2.生年月日 3.性別 4.出身高校 5.修得単位 

6.保証人 7.入学後の異動 

記録範囲 鉱山学部・工学資源学部・理工学部学生及び卒業生 

記録情報の収集方法 学部内 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称)  国立大学法人秋田大学 

(所在地)  秋田県秋田市手形学園町１‐１ 

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 

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号に該当するフ

ァイル 

    □有 ■無 



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 

非該当 

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 

― 

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 

― 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

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 

― 

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 

― 

備   考  

 



＜標準様式第39号＞ 個人情報ファイル簿（単票） 

15 

個人情報ファイルの名称 
理工学研究科／工学資源学研究科学生カード（大学院学籍）フ

ァイル 

独立行政法人等の名称 国立大学法人秋田大学 

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 

総合学務課 理工（大学院）担当 

個人情報ファイルの利用目的 学生への修学指導や厚生補助及び諸連絡のために利用 

記録項目 

1.所属課程・専攻・コース 2.学籍番号 3.入学・卒業年月日 

4.氏名・性別・生年月日 5.顔写真 6.本籍 7.住所・電話番

号 8.保証人氏名・続柄・電話番号・現住所 9.家族構成 10.

履歴（学歴・職歴）  

記録範囲 

現在及び過去に秋田大学大学院理工学研究科，秋田大学大学院

工学資源学研究科，秋田大学大学院鉱山学研究科に在籍したこ

とがある者 

記録情報の収集方法 入学時，本人から提出してもらう 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称)  国立大学法人秋田大学 

(所在地)  秋田県秋田市手形学園町１‐１ 

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 

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号に該当するフ

ァイル 

    □有 □無 



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 

非該当 

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 

― 

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 

― 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

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 

― 

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 

― 

備   考  
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個人情報ファイルの名称 
理工学研究科／工学資源学研究科修了台帳カード（大学院学生

学籍）ファイル 

独立行政法人等の名称 国立大学法人秋田大学 

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 

総合学務課 理工（大学院）担当 

個人情報ファイルの利用目的 修了者の証明書発行のために利用 

記録項目 
1.本籍地 2.所属課程・専攻（選修，専修） 3.学績番号 

4.氏名 5.生年月日 6.ローマ字氏名 7.学位記番号 

記録範囲 
秋田大学大学院理工学研究科，秋田大学大学院工学資源学研究

科，鉱山学研究科修了者 

記録情報の収集方法 研究科内 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称)  国立大学法人秋田大学 

(所在地)  秋田県秋田市手形学園町１‐１ 

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 

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号に該当するフ

ァイル 

    □有 □無 



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 

非該当 

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 

― 

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 

― 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

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 

― 

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 

― 

備   考  

 



＜標準様式第39号＞ 個人情報ファイル簿（単票） 
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個人情報ファイルの名称 教員免許状更新講習受講者ファイル 

独立行政法人等の名称 国立大学法人秋田大学 

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 

総合学務課教員免許状更新講習事務室 

個人情報ファイルの利用目的 更新講習受講申込・履修認定のため 

記録項目 

１．氏名 ２．生年月日 ３．User ID ４．住所 ５．電話番

号 ６．勤務先 ７.職名 ８．勤務先電話番号 ９．現有教員

免許状 10．メールアドレス 11.認定番号 12.受講番号 13.

履修結果 14.履修認定日 15.事前アンケート 

記録範囲 教員免許状更新講習受講者 

記録情報の収集方法 本人がWEB上で入力 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 国立大学法人秋田大学 

(所在地) 秋田県秋田市手形学園町１－１ 

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 

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号に該当するフ

ァイル 

    □有 ■無 



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 

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 

国立大学法人 秋田大学 総務企画課 

〒010-8502 秋田県秋田市手形学園町1-1 

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 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

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 

― 

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 

― 

備   考 

記録項目のうち，９,１０については，システムの仕様上，電子

的な出力が不可能であるため，独立行政法人等非識別加工情報

へ加工して提供することはできません。 
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個人情報ファイルの名称 日本学生支援機構奨学金奨学生ファイル 

独立行政法人等の名称 国立大学法人秋田大学 

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 

学生支援・就職課 

個人情報ファイルの利用目的 学生の奨学金管理のため 

記録項目 

１．学籍番号 ２．学部 ３．学年 ４．学生氏名 ５．学生カナ氏名 

６．成績 ７．学生電話番号 ８．保証人氏名 ９．保証人電話番号 

１０．家族数 １１.主たる家計者の所得 １２．奨学生番号 

１３．貸与月額 １４．奨学生振込口座番号 １５.卒業（修了）年月 

１６．その他日本学生支援機構が指定する項目 

記録範囲 日本学生支援機構奨学金貸与者 

記録情報の収集方法 学生本人からの届出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 国立大学法人秋田大学 

(所在地) 秋田県秋田市手形学園町１－１ 

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 

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号に該当するフ

ァイル 

    □有 ■無 



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 

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 

国立大学法人 秋田大学 総務企画課 

〒010-8502 秋田県秋田市手形学園町1-1 

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 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

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 

― 

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 

― 

備   考  
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個人情報ファイルの名称 入学料及び授業料免除ファイル 

独立行政法人等の名称 国立大学法人秋田大学 

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 

学生支援・就職課 

個人情報ファイルの利用目的 入学料及び授業料免除選考のため 

記録項目 

１．学籍番号 ２．学部 ３．学年 ４．入学年度 ５．学生氏名 

６．学生カナ氏名 ７．学生住所 ８．学生電話番号 ９．保証人氏名 

１０．保証人住所 １１．保証人電話番号 １２．家族氏名 

１３．家族の職業 １４.家族の所得 １５．学生の収入状況 

１６．家族の心身障害・要介護状況 １７．判定結果 １８.免除金額 

記録範囲 入学料及び授業料免除申請者 

記録情報の収集方法 学生本人からの届出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 国立大学法人秋田大学 

(所在地) 秋田県秋田市手形学園町１－１ 

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 

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号に該当するフ

ァイル 

    □有 ■無 



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 

非該当 

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 

― 

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 

― 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

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 

― 

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 

― 

備   考  
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個人情報ファイルの名称 学生教育研究災害傷害保険ファイル 

独立行政法人等の名称 国立大学法人秋田大学 

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 

学生支援・就職課 

個人情報ファイルの利用目的 学生の保険加入状況管理のため 

記録項目 
１．学籍番号 ２．学部 ３．学生氏名 ４．学生カナ氏名 

５．学生住所 ６．保険加入状況 ７．保険料納入日 

記録範囲 学生教育研究災害傷害保険加入学生 

記録情報の収集方法 保険会社からの情報 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 国立大学法人秋田大学 

(所在地) 秋田県秋田市手形学園町１－１ 

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 

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号に該当するフ

ァイル 

    ■有 □無 



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 

非該当 

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 

― 

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 

― 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

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 

― 

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 

― 

備   考  
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個人情報ファイルの名称 学生定期健康診断受診者ファイル 

独立行政法人等の名称 国立大学法人秋田大学 

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 

保健管理センター 

個人情報ファイルの利用目的 学生の健康管理のため 

記録項目 
１．学年 ２．学籍番号 ３．氏名 ４．性別 

５．生年月日 ６．住所 ７．電話番号 ８．健康診断結果 

記録範囲 学生定期健康診断を受診した者 

記録情報の収集方法 学生本人からの届出及び検査結果 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 受診者本人 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 国立大学法人秋田大学 

(所在地) 秋田県秋田市手形学園町１－１ 

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 

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号に該当するフ

ァイル 

    ■有 □無 



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 

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 

国立大学法人 秋田大学 総務企画課 

〒010-8502 秋田県秋田市手形学園町1-1 

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 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

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 

― 

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 

― 

備   考  
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個人情報ファイルの名称 教育文化学部就職状況ファイル 

独立行政法人等の名称 国立大学法人秋田大学 

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 

学生支援・就職課 

個人情報ファイルの利用目的 就職状況の把握のため利用 

記録項目 

１． 学籍番号 ２．学部 ３．学年 ４．学生氏名 ５．学生カナ氏名  

６．学生電話番号７．学生住所 ８．保護者電話番号 ９．保護者住

所 １０．希望進路 １１．確定進路１２．就職・進学先 １３．就職先

都道府県（住所） １４．就職先業種分類 １５．就職先職種分類 １

６．指導教員 １７．取得免許 １８．性別 １９．卒業（修了）年月 ２

０．応募形態（自由・推薦） ２１．正規・非正規雇用の別 

記録範囲 

教育文化学部，教育学研究科及び特殊教育特別専攻科卒業 

（修了）後５年間（特殊教育特別専攻科については平成１９年度入

学者をもって廃止） 

記録情報の収集方法 学生本人 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称)国立大学法人秋田大学 

(所在地)秋田県秋田市手形学園町１－１ 

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 

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号に該当するフ

ァイル 

    □有 □無 



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 

非該当 

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 

― 

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 

― 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

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 

― 

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 

― 

備   考  
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個人情報ファイルの名称 内定者名簿 

独立行政法人等の名称 国立大学法人秋田大学 

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 

学生支援・就職課 

個人情報ファイルの利用目的 就職状況の把握のため利用 

記録項目 

１．学籍番号 ２．氏名 ３．性別 ４．学生及び父母等住所

（教育文化学部のみ） ５．学生及び父母等電話番号（教育文

化学部のみ）６．取得見込教員免許状（教育文化学部のみ） 

７．就職内定・決定先及び所在地都道府県 

８．職種別・産業別区分 ９．指導教員（教育文化学部のみ） 

記録範囲 

国際資源学部、教育文化学部、医学部、理工学部、工学資源学

部、及び、国際資源学研究科、教育学研究科、医学系研究科、

理工学研究科、工学資源学研究科の卒業（修了）者（平成２１

年度以降） 

記録情報の収集方法 
記録項目１～６及び９については各学部学務担当者、７・８に

ついては学生本人または就職担当教員 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称)国立大学法人秋田大学 

(所在地)秋田県秋田市手形学園町１－１ 

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 

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号に該当するフ

ァイル 

    □有 ■無 



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 

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 

国立大学法人 秋田大学 総務企画課 

〒010-8502 秋田県秋田市手形学園町1-1 

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 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

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 

― 

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 

― 

備   考  

 



＜標準様式第39号＞ 個人情報ファイル簿（単票） 
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個人情報ファイルの名称 就職相談指導記録 

独立行政法人等の名称 国立大学法人秋田大学 

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 

学生支援・就職課 

個人情報ファイルの利用目的 就職活動状況の把握のため利用 

記録項目 

１.対応月日 ２．対応者・対応時間 ３．所属 ４．学籍番号 

５．学年 ６．氏名 ７．性別 ８．学生電話番号 ９．応募

先 10．相談種別 11．指導内容 

記録範囲 

国際資源学部、教育文化学部、医学部、理工学部、工学資源学

部の３年生及び４年生、国際資源学研究科、教育学研究科、医

学系研究科、理工学研究科、工学資源学研究科の修士１年生及

び２年生、卒業（修了）後３年以内の未就職者で当課での指導

を希望した者 

記録情報の収集方法 学生及び卒業（修了）生本人 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称)国立大学法人秋田大学 

(所在地)秋田県秋田市手形学園町１－１ 

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 

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号に該当するフ

ァイル 

    □有 ■無 



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 

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 

国立大学法人 秋田大学 総務企画課 

〒010-8502 秋田県秋田市手形学園町1-1 

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 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

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 

― 

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 

― 

備   考  

 



＜標準様式第39号＞ 個人情報ファイル簿（単票） 
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個人情報ファイルの名称 入学試験ファイル 

独立行政法人等の名称 国立大学法人秋田大学 

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 

入試課 

個人情報ファイルの利用目的 
入学者選考のためのデータ処理，入学後の学籍管理，学習指導，

学生支援関係業務，授業料徴収業務 

記録項目 

１．氏名 ２．性別 ３．生年月日 ４．住所 

５．出身高校名 ６．高校課程 ７．高校学科 

８．高校卒業年 ９．高校調査書成績 

１０．大学入試センター成績 １１．個別試験成績 

記録範囲 秋田大学入学試験に出願した者 

記録情報の収集方法 
大学入試センター試験からの提供データ及び志願者提出の志願

票 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 
経理・調達課，総合学務課，学生支援課，国際課，国際資源学

部，教育文化学部，医学部，理工学部 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 国立大学法人秋田大学 

(所在地) 秋田 県秋田市手形学園町１‐１ 

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 

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号に該当するフ

ァイル 

    □有 ■無 



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 

非該当 

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 

― 

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 

― 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

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 

― 

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 

― 

備   考  

 

 

 



＜標準様式第39号＞ 個人情報ファイル簿（単票） 
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個人情報ファイルの名称 授業料ファイル 

独立行政法人等の名称 国立大学法人秋田大学 

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 

経理・調達課 

個人情報ファイルの利用目的 授業料の債権管理・徴収に利用のため 

記録項目 

１．学生番号 ２．学部等 ３．学年 ４．学生氏名 ５．学

生カナ氏名 ６．学生住所 ７．学生電話番号 ８．保証人氏

名 ９．保証人住所 １０．保証人電話番号 １１．授業料引

落口座名義 １２．授業料引落口座番号 １３．授業料徴収金

額 １４．授業料収納年月日 

記録範囲 授業料徴収対象者（平成１６年度在籍者以降） 

記録情報の収集方法 入試課及び各学部から提供のデータ 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 金融機関 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称)  国立大学法人秋田大学 

(所在地)  秋田県秋田市手形学園町１‐１ 

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 

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号に該当するフ

ァイル 

    ■有 □無 



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 

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 

秋田大学総務企画課 

010‐8502 秋田県秋田市手形学園町1‐1 

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 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

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 

― 

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 

― 

備   考  

 



＜標準様式第39号＞ 個人情報ファイル簿（単票） 
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個人情報ファイルの名称 医学部医学科学籍簿ファイル 

独立行政法人等の名称 国立大学法人秋田大学 

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 

医学系研究科・医学部学務課 

個人情報ファイルの利用目的 学籍管理のため 

記録項目 

1.学籍番号 2.氏名 3.生年月日 4.性別 5.住所 6.本籍 

7.メールアドレス 8.電話番号 9.保証人 10.履歴  

11.家族構成 12.入学年月日 13.卒業年月日  

14.入学後の異動 

記録範囲 医学科入学者 

記録情報の収集方法 入学時に提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称)国立大学法人秋田大学 

(所在地)秋田県秋田市手形学園町１‐１ 

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 

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号に該当するフ

ァイル 

    □有 □無 

 



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 

非該当 

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 

― 

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 

― 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

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 

― 

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 

― 

備   考  

 

 



＜標準様式第39号＞ 個人情報ファイル簿（単票） 
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個人情報ファイルの名称 医学部医学科学業成績簿ファイル 

独立行政法人等の名称 国立大学法人秋田大学 

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 

医学系研究科・医学部学務課 

個人情報ファイルの利用目的 成績管理のため 

記録項目 

1.学籍番号 2.氏名 3.性別 4.生年月日 5.入学年度 

6.卒業年度 7.履修科目 8.成績 9.学位  

10.年度別学位取得年度 11.学歴 12.入学種別 

記録範囲 医学科在学者 

記録情報の収集方法 授業科目担当教員より成績の提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称)国立大学法人秋田大学 

(所在地)秋田県秋田市手形学園町１‐１ 

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 

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号に該当するフ

ァイル 

    □有 ■無 

 



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 

非該当 

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 

― 

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 

― 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

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 

― 

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 

― 

備   考  

 



＜標準様式第39号＞ 個人情報ファイル簿（単票） 
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個人情報ファイルの名称 医学部医学科卒業者・修了者名簿ファイル 

独立行政法人等の名称 国立大学法人秋田大学 

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 

医学系研究科・医学部学務課 

個人情報ファイルの利用目的 卒業者の証明書発行のため 

記録項目 
1.学位記番号 2.学籍番号 3.氏名 4.ロ‐マ字氏名 

5.生年月日 6.本籍  

記録範囲 医学科卒業者 

記録情報の収集方法 学部内 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称)国立大学法人秋田大学 

(所在地)秋田県秋田市手形学園町１‐１ 

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 

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号に該当するフ

ァイル 

    □有 □無 

 



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 

非該当 

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 

― 

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 

― 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

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 

― 

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 

― 

備   考  

 

 



＜標準様式第39号＞ 個人情報ファイル簿（単票） 
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個人情報ファイルの名称 医学部保健学科学籍簿ファイル 

独立行政法人等の名称 国立大学法人秋田大学 

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 

医学系研究科・医学部学務課 

個人情報ファイルの利用目的 学籍（入学・卒業等）の確認のため 

記録項目 

１．氏名 ２．生年月日 ３．性別 ４．入学・卒業年月日  

５．本籍 ６．住所 ７．最終出身校 ８．保証人  

９．家族構成 １０．入学後の異動 

記録範囲 
現在及び過去に秋田大学医療技術短期大学部，秋田大学医学部

保健学科に在籍したことがある者 

記録情報の収集方法 入学時に提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 国立大学法人秋田大学 

(所在地) 秋田県秋田市手形学園町１‐１ 

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 

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号に該当するフ

ァイル 

    □有 □無 



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 

非該当 

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 

― 

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 

― 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

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 

― 

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 

― 

備   考  

 



＜標準様式第39号＞ 個人情報ファイル簿（単票） 

31 

個人情報ファイルの名称 
医学部保健学科・医学系研究科保健学専攻成績単位修得表ファ

イル 

独立行政法人等の名称 国立大学法人秋田大学 

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 

医学系研究科・医学部学務課 

個人情報ファイルの利用目的 成績・単位修得証明のため 

記録項目 

１．氏名 ２．学籍番号 ３．入学・卒業・終了年月日  

４．修得科目・評価・単位  

 

記録範囲 
秋田大学医療技術短期大学部及び秋田大学医学部保健学科 

秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻 

記録情報の収集方法 教員より成績の提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 国立大学法人秋田大学 

(所在地) 秋田県秋田市手形学園町１‐１ 

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 

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号に該当するフ

ァイル 

    □有 ■無 



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 

非該当 

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 

― 

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 

― 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

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 

― 

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 

― 

備   考  

 



＜標準様式第39号＞ 個人情報ファイル簿（単票） 

32 

個人情報ファイルの名称 保健学科卒業・保健学専攻修了台帳ファイル 

独立行政法人等の名称 国立大学法人秋田大学 

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 

医学系研究科・医学部学務課 

個人情報ファイルの利用目的 卒業者・修了者の証明書発行のため 

記録項目 
１．学位 ２．学籍番号 ３．専攻 ４．卒業・修了年月日  

５．氏名 ６．生年月日 ７．本籍 ８．ロ‐マ字氏名 

記録範囲 保健学科卒業者・保健学専攻修了者 

記録情報の収集方法 学部内 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 国立大学法人秋田大学 

(所在地) 秋田県秋田市手形学園町１‐１ 

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 

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号に該当するフ

ァイル 

    □有 ■無 



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 

非該当 

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 

― 

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 

― 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

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 

― 

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 

― 

備   考  

 



＜標準様式第39号＞ 個人情報ファイル簿（単票） 

33 

個人情報ファイルの名称 医学系研究科医科学専攻学籍簿ファイル 

独立行政法人等の名称 国立大学法人秋田大学 

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 

医学系研究科・医学部学務課 

個人情報ファイルの利用目的 学籍管理のため 

記録項目 

1.氏名 2.生年月日 3.性別 4.住所・本籍  

5.入学・終了年月日 6.履修科目・単位 7.専攻・学籍番号 

8.保証人 9.家族構成 10.学歴 11.移動状況 12.学位論文 

13.特記事項 

記録範囲 医学系研究科医科学専攻入学者 

記録情報の収集方法 
医学系研究科医科学専攻入学時に学籍簿提出 

授業担当教員より成績の提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称)国立大学法人秋田大学 

(所在地)秋田県秋田市手形学園町１‐１ 

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 

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号に該当するフ

ァイル 

    □有 ■無 

 

 



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 

非該当 

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 

― 

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 

― 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

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 

― 

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 

― 

備   考  

 



＜標準様式第39号＞ 個人情報ファイル簿（単票） 

34 

個人情報ファイルの名称 医学系研究科保健学専攻学籍簿ファイル 

独立行政法人等の名称 国立大学法人秋田大学 

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 

医学系研究科・医学部学務課 

個人情報ファイルの利用目的 学籍管理のため 

記録項目 

１．氏名 ２．生年月日 ３．性別 ４．住所・本籍  

５．現職 ６．略歴・免許 ７．家族構成 ８．保証人  

９．異動 

記録範囲 医学系研究科保健学専攻入学者 

記録情報の収集方法 入学時に提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 国立大学法人秋田大学 

(所在地) 秋田県秋田市手形学園町１‐１ 

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 

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号に該当するフ

ァイル 

    □有 □無 



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 

非該当 

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 

― 

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 

― 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

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 

― 

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 

― 

備   考  

 



＜標準様式第39号＞ 個人情報ファイル簿（単票） 

35 

個人情報ファイルの名称 医学系研究科医学専攻学籍簿ファイル 

独立行政法人等の名称 国立大学法人秋田大学 

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 

医学系研究科・医学部学務課 

個人情報ファイルの利用目的 学籍管理のため 

記録項目 

1.氏名 2.生年月日 3.性別 4.住所・本籍  

5.入学・終了年月日 6.履修科目・単位 7.専攻・学籍番号 

8.保証人 9.家族構成 10.学歴 11.移動状況 12.学位論文 

13.特記事項 

記録範囲 医学系研究科医学専攻入学者 

記録情報の収集方法 
医学系研究科医学専攻入学時に学籍簿提出 

授業担当教員より成績の提出 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称)国立大学法人秋田大学 

(所在地)秋田県秋田市手形学園町１‐１ 

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 

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６条第３号に該当するフ

ァイル 

    □有 ■無 

 

 



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 

非該当 

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 

― 

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 

― 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

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 

― 

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 

― 

備   考  

 



＜標準様式第39号＞ 個人情報ファイル簿（単票） 

36 

個人情報ファイルの名称 患者登録ファイル 

独立行政法人等の名称 国立大学法人秋田大学 

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 

医学系研究科・医学部医事課 

個人情報ファイルの利用目的 
患者の診療・統計・研究・診療費請求・病院運営に必要なデー

タ処理に利用のため 

記録項目 

1.患者氏名 2.性別 3.生年月日 4.住所 5.電話番号 6.健

康保険証の内容 7.身体的情報 8.アレルギー 9.幼児期情報 

10.生活情報 11.家族構成 12.治療情報 13.受診歴 14.入

退院情報 15.病名 16.各種指示 17.実施記録 18.検査結果 

19.画像情報 20.状態記録 21.診療会計情報 

記録範囲 医学部附属病院を受診した者 

記録情報の収集方法 
診療申込書・健康保険証・病院スタッフの入力・検査機器から

のデータ 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 秋田県診療報酬支払基金、秋田県国民健康保険団体連合会 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 国立大学法人秋田大学 

(所在地) 秋田県秋田市手形学園町１-１ 

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 

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号に該当するフ

ァイル 

    ■有 □無 



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 

非該当 

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 

― 

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 

― 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

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 

― 

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 

― 

備   考  

 

 


