
個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 成績原簿 

ファイルを管理する部局等の組織の 

名称（部局名・課名・室名） 
教育人間科学域支援課 

ファイルを利用する事務を所掌する 

組織（課室等）の名称 
教育人間科学域支援課 

個人情報ファイルの利用目的 在学生、卒業生に成績証明書発行 

個人情報ファイルの記録項目 

１．所属学科・コース 

２．学籍番号 

３．氏名 

４．生年月日 

５．在学（在籍）期間 

６．取得科目・単位・成績（素点）・評価（優良可）・取得年          

個人情報ファィルに記録されている 

記録範囲 
卒業生 

記録されている個人情報の収集方法 教員からの成績入力 

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）国立大学法人山梨大学総務部総務課 

（所在地）山梨県甲府市武田4-4-37 

他の法律又はこれに基づく命令の規 

定による、訂正、利用停止等の特別

の手続等 

なし 

個人情報ファイルの種別 

（該当するものは■） 

□法第２条第４項第１号（電算処理ファイル） 

■法第２条第４項第２号（マニュアルファィル） 

施行令第４条第３号に該当するファ 

イルの有無 

（該当するものは■） 

    □ 有      ■ 無 

データ件数     15,479件 

備考  

 



 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 大村智記念基金寄付者データ 

ファイルを管理する部局等の組織 

の名称（部局名・課名・室名） 
財務管理部・財務管理課 

ファイルを利用する事務を 

所掌する組織（課室等）の名称 
渉外・基金室（財務管理部・財務管理課） 

個人情報ファイルの利用目的 寄附者への礼状等の送付 

個人情報ファイルの記録項目 

1.氏名 

2.寄附方法 

3.金融機関受付日 

4.入金日 

5.寄附金額 

6.手数料 

7.住所 

8.電話番号 

9.本学との関係 

10.公表の意思確認 

個人情報ファイルに 

記録されている記録範囲 
山梨大学大村智記念基金寄付者 

記録されている 

個人情報の収集方法 
寄附者からの振込票 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名称）国立大学法人山梨大学総務部総務課 

（所在地）山梨県甲府市武田４－４－３７ 

他の法律又はこれに基づく 

命令の規定による、訂正、 

利用停止等の特別の手続等 

 

個人情報ファイルの種別 

（該当するものは■） 

□法第２条第４項第１号（電算処理ファイル） 

■法第２条第４項第２号（マニュアルファィル） 

施行令第４条第３号に該当するファ

イルの有無（該当するものは■） 
□ 有      ■ 無 

データ件数 5,296件 

備考  

 



 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 教育研究支援基金受入一覧 

ファイルを管理する部局等の組織 

の名称（部局名・課名・室名） 
財務管理部・財務管理課 

ファイルを利用する事務を 

所掌する組織（課室等）の名称 
渉外・基金室（財務管理部・財務管理課） 

個人情報ファイルの利用目的 寄附者への礼状等の送付 

個人情報ファイルの記録項目 

1.氏名 

2.入金日 

3.寄附金額 

4.手数料 

5.住所 

6.公表の意思確認 

7.寄附目的 

8.本学との関係 

9.累計額 

個人情報ファイルに 

記録されている記録範囲 
山梨大学教育研究支援基金寄付者 

記録されている 

個人情報の収集方法 
寄附者からの振込票 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名称）国立大学法人山梨大学総務部総務課 

（所在地）山梨県甲府市武田４－４－３７ 

他の法律又はこれに基づく 

命令の規定による、訂正、 

利用停止等の特別の手続等 

 

個人情報ファイルの種別 

（該当するものは■） 

□法第２条第４項第１号（電算処理ファイル） 

■法第２条第４項第２号（マニュアルファィル） 

施行令第４条第３号に該当するファ

イルの有無（該当するものは■） 
□ 有      ■ 無 

データ件数 2,080件 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 財務会計システム債主マスタ 

ファイルを管理する部局等の組織の 

名称（部局名・課名・室名） 
財務管理部会計課 

ファイルを利用する事務を所掌する 

組織（課室等）の名称 
財務管理部会計課 

個人情報ファイルの利用目的 支払いに利用する。 

個人情報ファイルの記録項目 

１. 氏名 

２. 住所 

３. 電話番号 

４. 口座番号等 

個人情報ファィルに記録されている 

記録範囲 
常勤職員、非常勤職員、非常勤講師、学生、その他取引業者等 

記録されている個人情報の収集方法 債主登録票 

記録情報の経常的提供先 山梨中央銀行 

開示請求等を受理する組織の名称 

及び所在地 

（名称）国立大学法人山梨大学総務部総務課 

 

（所在地）山梨県甲府市武田4-4-37 

他の法律又はこれに基づく命令の規 

定による、訂正、利用停止等の特別

の手続等 

無 

個人情報ファイルの種別 

（該当するものは■） 

■法第２条第４項第１号（電算処理ファイル） 

□法第２条第４項第２号（マニュアルファィル） 

施行令第４条第３号に該当するファ 

イルの有無 

（該当するものは■） 

    □ 有      ■ 無 

データ件数        38,978件 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 教務ファイル 

ファイルを管理する部局等の組織の 

名称（部局名・課名・室名） 

教学支援部、教育人間科学部、医学部、工学部、生命環境学部、教育学研究

科、総合研究部、医学工学総合教育部 

ファイルを利用する事務を所掌する 

組織（課室等）の名称 

教学支援部教務課、教学支援部学生支援課、教学支援部進路支援室、教学支援

部教育国際室、教育人間科学域支援課、医学域学務課、工学域支援課、生命環

境学域支援課、財務管理部会計課出納グループ 

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、1.学籍記録 2.成績処理 3.履修登 

録 4.学生指導 5.修学指導 6.入学料・授業料免除処理 7.図書館関係の利

用 8.大学共同教育研究施設の入退室・利用 9.健康診断 10.統計調査 

11.各種証明書発行 12.教員免許状取得関係 13.教育実習関係 14.就職・進

路指導 15.進路調査 16.学生・保護者への連絡 17.債権管理・収納等を行

う。 

個人情報ファイルの記録項目 

1.学籍番号 2.氏名 3.生年月日 4.性別 5.所属学部 6.所属学科専攻① 

7.所属学科専攻② 8.所属クラス 9.入学日付 10.入学年度 11.カリキュラ

ム年度 12.卒業予定日 13.学生区分 14.年次  15.学籍現況区分 16.卒研

着手区分 17.出身地（都道府県） 18.現住所 19.郵便番号 20.本籍地 

21.国籍 22.電話番号 23.携帯電話番号 24.メールアドレス 25.父母等（

氏名、続柄、住所、郵便番号、電話番号） 26.保証人名（氏名、続柄、住

所、電話番号、郵便番号） 27.緊急連絡先（氏名、続柄、会社名等、電話番

号） 28.出身学校  29.学歴 30.履修科目  31.履修科目素点成績  32.履

修科目評価成績 

個人情報ファィルに記録されている 

記録範囲 

山梨大学生（研究生・科目等履修生・特別聴講学生含む）及び卒業生、修了 

生、退学者、除籍者、転学者 

記録されている個人情報の収集方法 
入試課からの入試結果の提供、学生本人からの学籍登録調書の提出、履修申

告、教員免許状の申請、入学金免除・授業料免除申請、教員からの成績提出 

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）国立大学法人山梨大学 総務部総務課 

（所在地）山梨県甲府市武田4-4-37 

他の法律又はこれに基づく命令の規 

定による、訂正、利用停止等の特別

の手続等 

 

個人情報ファイルの種別 

（該当するものは■） 

■法第２条第４項第１号（電算処理ファイル） 

□法第２条第４項第２号（マニュアルファィル） 

施行令第４条第３号に該当するファ 

イルの有無 

（該当するものは■） 

    □ 有      ■ 無 

データ件数  ３７，０４４ 件 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 学籍簿 

ファイルを管理する部局等の組織の 

名称（部局名・課名・室名） 
教学支援部教務課 

ファイルを利用する事務を所掌する 

組織（課室等）の名称 
教学支援部教務課 

個人情報ファイルの利用目的 山梨大学卒業・修了生等の学籍を管理する 

個人情報ファイルの記録項目 

１．所属  ２．学籍番号  ３．氏名  ４．生年月日   ５．性別   

６．本籍  ７．入学区分   ８．学歴および職歴   ９．資格 

１０．保護者氏名・住所   １１．学籍記録 

個人情報ファィルに記録されている 

記録範囲 
山梨大学に在籍した者 

記録されている個人情報の収集方法 教務システムから出力 

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）国立大学法人山梨大学 総務部総務課 

（所在地）山梨県甲府市武田4-4-37 

他の法律又はこれに基づく命令の規 

定による、訂正、利用停止等の特別

の手続等 

 

個人情報ファイルの種別 

（該当するものは■） 

□法第２条第４項第１号（電算処理ファイル） 

■法第２条第４項第２号（マニュアルファィル） 

施行令第４条第３号に該当するファ 

イルの有無 

（該当するものは■） 

    □ 有      ■ 無 

データ件数  ２２，９００ 件 

備考  

 

 



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 卒業生・修了者原簿 

ファイルを管理する部局等の組織の 

名称（部局名・課名・室名） 
教学支援部教務課 

ファイルを利用する事務を所掌する 

組織（課室等）の名称 
教学支援部教務課 

個人情報ファイルの利用目的 学生の卒業・修了状況及び学位記の記載番号を把握する 

個人情報ファイルの記録項目 
１．学位記番号 ２．学籍番号（Ｓ６０～ ） ３．氏名  ４．生年月日 

５．本籍 ６．入学年月日（Ｓ６０～ ） ７．卒業年月日  ８．学科等名 

個人情報ファィルに記録されている 

記録範囲 
山梨大学卒業・修了生 

記録されている個人情報の収集方法 
学部等から卒業・修了判定に基づき作成 

（１９８５年度から教務システムにて出力） 

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）国立大学法人山梨大学 総務部総務課 

（所在地）山梨県甲府市武田4-4-37 

他の法律又はこれに基づく命令の規 

定による、訂正、利用停止等の特別

の手続等 

 

個人情報ファイルの種別 

（該当するものは■） 

□法第２条第４項第１号（電算処理ファイル） 

■法第２条第４項第２号（マニュアルファィル） 

施行令第４条第３号に該当するファ 

イルの有無 

（該当するものは■） 

    □ 有      ■ 無 

データ件数  ４５，５０１ 件 

備考  

 

 



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 成績請求データ 

ファイルを管理する部局等の組織の 

名称（部局名・課名・室名） 
教学支援部入試課 

ファイルを利用する事務を所掌する 

組織（課室等）の名称 
教学支援部入試課 

個人情報ファイルの利用目的 大学入試センター試験の成績等を請求するために利用する 

個人情報ファイルの記録項目 

1.本学受験番号 

2.成績請求票種別 

3.大学入試センター試験場コード・受験番号 

4.発行回数 

個人情報ファィルに記録されている 

記録範囲 
山梨大学入学志願者（一般選抜及びセンター成績利用入試） 

記録されている個人情報の収集方法 志願者からの出願 

記録情報の経常的提供先 
大学入試センター 

（株）山梨ニューメディアセンター 

開示請求等を受理する組織の名称 

及び所在地 

（名称）国立大学法人山梨大学総務部総務課 

（所在地）山梨県甲府市武田４－４－３７ 

他の法律又はこれに基づく命令の規 

定による、訂正、利用停止等の特別

の手続等 

 

個人情報ファイルの種別 

（該当するものは■） 

■法第２条第４項第１号（電算処理ファイル） 

□法第２条第４項第２号（マニュアルファィル） 

施行令第４条第３号に該当するファ 

イルの有無 

（該当するものは■） 

    □ 有      ■ 無 

データ件数  19,219件 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 成績提供データ 

ファイルを管理する部局等の組織の 

名称（部局名・課名・室名） 
教学支援部入試課 

ファイルを利用する事務を所掌する 

組織（課室等）の名称 
教学支援部入試課 

個人情報ファイルの利用目的 入学者を選抜するために利用 

個人情報ファイルの記録項目 

1.本学受験番号  

2.大学入試センター試験場コード・受験番号  

3.発行回数  

4.高等学校コード  

5.提供区分  

6.得点合計   

7.各教科・科目得点   

8.大問別（国語）得点   

9.氏名   

10.性別   

11.生年月日   

12.出願資格   

13.連絡電話番号 

個人情報ファィルに記録されている 

記録範囲 
山梨大学入学志願者（一般選抜及びセンター成績利用入試） 

記録されている個人情報の収集方法 志願者からの出願書類 

記録情報の経常的提供先 大学入試センター 

開示請求等を受理する組織の名称 

及び所在地 

（名称）国立大学法人山梨大学総務部総務課 

（所在地）山梨県甲府市武田４－４－３７ 

他の法律又はこれに基づく命令の規 

定による、訂正、利用停止等の特別

の手続等 

 

個人情報ファイルの種別 

（該当するものは■） 

■法第２条第４項第１号（電算処理ファイル） 

□法第２条第４項第２号（マニュアルファィル） 

施行令第４条第３号に該当するファ 

イルの有無 

（該当するものは■） 

    □ 有      ■ 無 

データ件数 19,219件 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 入学出願書類 

ファイルを管理する部局等の組織の 

名称（部局名・課名・室名） 
教学支援部入試課 

ファイルを利用する事務を所掌する 

組織（課室等）の名称 
教学支援部入試課 

個人情報ファイルの利用目的 入学者を選抜するために利用 

個人情報ファイルの記録項目 

1.入学志願学部・学科名等 

2.氏名 

3.生年月日 

4.性別 

5.出願資格 

6.連絡先 

7.調査書（成績証明書） 

8.卒業（修了）証明書 

9.顔写真 

10.その他選抜ごとに必要な書類等（推薦書、志願理由書、研究計画書、研究

暦証明書、大学入試センター成績請求票等） 

個人情報ファィルに記録されている 

記録範囲 
山梨大学入学志願者 

記録されている個人情報の収集方法 志願者からの出願 

記録情報の経常的提供先 
大学入試センター 

日本通運（株） 山梨支店 

開示請求等を受理する組織の名称 

及び所在地 

（名称）国立大学法人山梨大学総務部総務課 

（所在地）山梨県甲府市武田４－４－３７ 

他の法律又はこれに基づく命令の規 

定による、訂正、利用停止等の特別

の手続等 

 

個人情報ファイルの種別 

（該当するものは■） 

□法第２条第４項第１号（電算処理ファイル） 

■法第２条第４項第２号（マニュアルファィル） 

施行令第４条第３号に該当するファ 

イルの有無 

（該当するものは■） 

    □ 有      □ 無 

データ件数  22,643件 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 入学者選抜合否結果 

ファイルを管理する部局等の組織の 

名称（部局名・課名・室名） 
教学支援部入試課 

ファイルを利用する事務を所掌する 

組織（課室等）の名称 
教学支援部入試課 

個人情報ファイルの利用目的 合格者発表に利用 

個人情報ファイルの記録項目 

1.受験者氏名 

2.受験番号 

3.合否結果 

個人情報ファィルに記録されている 

記録範囲 
山梨大学入学志願者 

記録されている個人情報の収集方法 各学部からの合否決定通知書 

記録情報の経常的提供先 合格者（合格通知）、志願者等（本学ホームページ・掲示） 

開示請求等を受理する組織の名称 

及び所在地 

（名称）国立大学法人山梨大学総務部総務課 

（所在地）山梨県甲府市武田４－４－３７ 

他の法律又はこれに基づく命令の規 

定による、訂正、利用停止等の特別

の手続等 

 

個人情報ファイルの種別 

（該当するものは■） 

□法第２条第４項第１号（電算処理ファイル） 

■法第２条第４項第２号（マニュアルファィル） 

施行令第４条第３号に該当するファ 

イルの有無 

（該当するものは■） 

    □ 有      □ 無 

データ件数  22,898件 

備考  

 



個人情報ファイルの名称 図書館利用者ファイル

ファイルを管理する部局等の組織の
名称（部局名・課名・室名）

教学支援部図書・情報課

ファイルを利用する事務を所掌する
組織(課室等）の名称

教学支援部図書・情報課

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、図書の貸出・返却、文献複写、及び
現物貸借の各業務に利用する。

個人情報ファイルの記録項目

1.利用者コード  2.身分コード  3.所属コード  4.利用カード発行回数
5.学生証番号  6.利用者名  7.利用者名ヨミ  8.利用カード発行日
9.利用カード有効期限日  10.本人連絡先電話番号  11.予算コード
12.パスワード  13.利用者コメント  14.メールアドレス  15.本人郵便番号
16.本人住所  17.帰省先等の連絡先

個人情報ファイルに記録されている
記録範囲

教職員、学生、利用申込書提出の学外利用者

記録されている個人情報の収集方法
在学生については教務ファイルから収集、教職員については人事ファイルか
ら収集、学外利用者については本人からの利用申込書による。

記録情報の経常的提供先

(名称）国立大学法人山梨大学総務部総務課

（所在地）山梨県甲府市武田４－４－３７

他の法律又はこれに基づく命令の規
定による、訂正、利用停止等の特別
の手続等

個人情報ファイルの種別
（該当するものは■）

■法第２条第４項第１号（電算処理ファイル）
□法第２条第４項第２号（マニュアルファイル）

施行令第４条第３号に該当するファ
イルの有無
（該当するものは■）

　　　　　　□　有　　　　　　　■　無　

データ件数 　22,706件

備考

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地

個人情報ファイル簿



 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 職員・学生情報データベース 

ファイルを管理する部局等の組織 

の名称（部局名・課名・室名） 
総合情報戦略部 情報支援室 

ファイルを利用する事務を 

所掌する組織（課室等）の名称 
総合情報戦略部 情報支援室 

個人情報ファイルの利用目的 
・本学ネットワーク及び情報システムの利用 

・教職員名簿 

個人情報ファイルの記録項目 

1．利用者コード、2．常勤個人番号、3．非常勤個人番号、4．長

期組合員番号、5．検診番号、6．学籍番号、7．学年、8．漢字氏

名、9．カナ氏名、10．性別、11．生年月日、12．予算、13．在

職区分、14．現職移動日、15．現職任期、16．官名コード、17．

職種コード、18．所属コード、19．係講座コード、20．勤務場所

コード、21．俸給表コード、22．IDカード発行枚数、23．IDカー

ド発行区分、24．身分証明書発行日、25．退職区分、26．旧姓使

用者氏名、27．大学院係講座コード、28．本籍地、29．電話 

個人情報ファイルに 

記録されている記録範囲 

本学に在籍する役員，教職員（研究者を含む），非常勤

職員，非常勤講師，学生（研究生，科目等履修生及び留

学生を含む） 

記録されている 

個人情報の収集方法 

職員情報については人事給与システム、学生情報については学務

情報システムとのデータ連携による。 

記録情報の経常的提供先 無 

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名称）国立大学法人山梨大学総務部総務課 

（所在地）山梨県甲府市武田４－４－３７ 

他の法律又はこれに基づく 

命令の規定による、訂正、 

利用停止等の特別の手続等 

無 

個人情報ファイルの種別 

（該当するものは■） 

■法第２条第４項第１号（電算処理ファイル） 

□法第２条第４項第２号（マニュアルファィル） 

施行令第４条第３号に該当するファ

イルの有無（該当するものは■） 
□ 有      ■ 無 

データ件数 29,998件 

備考  

 



 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 献体登録管理簿 

ファイルを管理する部局等の組織 

の名称（部局名・課名・室名） 
医学域事務部医学域総務課総務グループ 

ファイルを利用する事務を 

所掌する組織（課室等）の名称 
医学域事務部医学域総務課総務グループ 

個人情報ファイルの利用目的 
献体登録管理簿の情報に基づき、遺体の引き取り、解剖、火

葬、遺骨返納等の管理を行う。 

個人情報ファイルの記録項目 

１氏名、２住所、３電話番号、４性別、５生年月日、６登録年月

日、７死亡年月日、８引取り年月日、９火葬年月日、１０遺骨返

納年月日、１１遺族氏名、１２遺族住所、１３遺族電話番号、１

４紹介者名、１５紹介者住所、１６紹介者電話番号 

個人情報ファイルに 

記録されている記録範囲 
献体希望者 

記録されている 

個人情報の収集方法 
１．献体登録申込書（書面）、２．同意書（書面） 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名称）国立大学法人山梨大学総務部総務課 

（所在地）山梨県甲府市武田４－４－３７ 

他の法律又はこれに基づく 

命令の規定による、訂正、 

利用停止等の特別の手続等 

 

個人情報ファイルの種別 

（該当するものは■） 

■法第２条第４項第１号（電算処理ファイル） 

■法第２条第４項第２号（マニュアルファィル） 

施行令第４条第３号に該当するファ

イルの有無（該当するものは■） 
■ 有      □ 無 

データ件数 ２，０３５件 

備考  

 



 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 病院研修生情報ファイル 

ファイルを管理する部局等の組織 

の名称（部局名・課名・室名） 
医学域事務部医学域総務課人事グループ 

ファイルを利用する事務を 

所掌する組織（課室等）の名称 

医学域事務部医学域総務課人事グループ、管理課総務・予算・資

産グループ 

個人情報ファイルの利用目的 研修生の研修状況を把握し、研修生受入事務等に利用する。 

個人情報ファイルの記録項目 

１氏名、２生年月日、３性別、４年齢、５現有資格、６研修期

間、７資格免許証写、８本籍地、９現住所、１０研修部署、１１

研修目的 

個人情報ファイルに 

記録されている記録範囲 
病院研修生 

記録されている 

個人情報の収集方法 

１．本人からの受入申請書 ２．所属機関からの受入申請書及び

免許証写 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名称）国立大学法人山梨大学総務部総務課 

（所在地）山梨県甲府市武田４－４－３７ 

他の法律又はこれに基づく 

命令の規定による、訂正、 

利用停止等の特別の手続等 

 

個人情報ファイルの種別 

（該当するものは■） 

■法第２条第４項第１号（電算処理ファイル） 

■法第２条第４項第２号（マニュアルファィル） 

施行令第４条第３号に該当するファ

イルの有無（該当するものは■） 
■ 有      □ 無 

データ件数 １，４６２件 

備考  

 



 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 病院実習生情報ファイル 

ファイルを管理する部局等の組織 

の名称（部局名・課名・室名） 
医学域事務部医学域総務課人事グループ 

ファイルを利用する事務を 

所掌する組織（課室等）の名称 

医学域事務部医学域総務課人事グループ、管理課総務・予算・資

産グループ 

個人情報ファイルの利用目的 実習生の研修状況を把握し、実習生受け入れ事務に利用する。 

個人情報ファイルの記録項目 

１氏名、２生年月日、３性別、４年齢、５現有資格、６研修期

間、７資格免許証写、８本籍地、９現住所、１０実習部署、１１

実習目的 

個人情報ファイルに 

記録されている記録範囲 
病院実習生 

記録されている 

個人情報の収集方法 

１．本人からの受入申請書 ２．所属機関からの受入申請書及び

免許証写 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名称）国立大学法人山梨大学総務部総務課 

（所在地）山梨県甲府市武田４－４－３７ 

他の法律又はこれに基づく 

命令の規定による、訂正、 

利用停止等の特別の手続等 

 

個人情報ファイルの種別 

（該当するものは■） 

■法第２条第４項第１号（電算処理ファイル） 

■法第２条第４項第２号（マニュアルファィル） 

施行令第４条第３号に該当するファ

イルの有無（該当するものは■） 
■ 有      □ 無 

データ件数 ４，８９６件 

備考  

 



個人情報ファイルの名称 学籍簿

ファイルを管理する部局等の組織の
名称（部局名・課名・室名）

医学域事務部学務課

ファイルを利用する事務を所掌する
組織(課室等）の名称

医学域事務部学務課教務担当

個人情報ファイルの利用目的
医学部学生について在籍状況を把握し、本人の申請に基づき証明書発行に
利用

個人情報ファイルの記録項目

1.氏名　2.生年月日　3.性別　4.本籍地（都道府県名）　5.住所　6.入学年月日
7.出身高校　8.保証人氏名　9.保証人生年月日　10.保証人の続柄
11.保証人の職業　12.保証人の住所　13.学業成績　14.卒業証書番号
15.国家試験合格年月　16.進級年月日　17.卒業年月日

個人情報ファイルに記録されている
記録範囲

医学部学生（教務電算システムに入力されている者を除く）

記録されている個人情報の収集方法 1.入学時の提出書類　2.卒業・進級判定資料

記録情報の経常的提供先 1.本人

(名称）　国立大学法人山梨大学　総務部総務課

（所在地）山梨県甲府市武田４－４－３７

他の法律又はこれに基づく命令の規
定による、訂正、利用停止等の特別
の手続等

個人情報ファイルの種別
（該当するものは■）

■法第２条第４項第１号（電算処理ファイル）
□法第２条第４項第２号（マニュアルファイル）

施行令第４条第３号に該当するファイ
ルの有無
（該当するものは■）

　　　　　　■　有　　　　　　　□　無　

データ件数 　3,143件

備考

個人情報ファイル簿

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地



個人情報ファイルの名称 大学院入試関係綴

ファイルを管理する部局等の組織の
名称（部局名・課名・室名）

医学域事務部学務課

ファイルを利用する事務を所掌する
組織(課室等）の名称

医学域事務部学務課大学院担当

個人情報ファイルの利用目的 大学院生の入学時の成績を基に各種奨学金申請のための選考資料

個人情報ファイルの記録項目

1.専攻名
2.指導教員名
3.最終学歴
4.卒業年
5.入試の成績

個人情報ファイルに記録されている
記録範囲

大学院出願者

記録されている個人情報の収集方法 1.本人からの出願時の関係書類　2.教員からの入試デ－タ報告

記録情報の経常的提供先 1.他課又は他係

(名称）　国立大学法人山梨大学　総務部総務課

（所在地）山梨県甲府市武田４－４－３７

他の法律又はこれに基づく命令の規
定による、訂正、利用停止等の特別
の手続等

個人情報ファイルの種別
（該当するものは■）

■法第２条第４項第１号（電算処理ファイル）
□法第２条第４項第２号（マニュアルファイル）

施行令第４条第３号に該当するファ
イルの有無
（該当するものは■）

　　　　　　□　有　　　　　　　■　無　

データ件数 　1,544件

備考

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地

個人情報ファイル簿



個人情報ファイルの名称 大学院在籍者名簿

ファイルを管理する部局等の組織の
名称（部局名・課名・室名）

医学域事務部学務課

ファイルを利用する事務を所掌する
組織(課室等）の名称

医学域事務部学務課大学院担当

個人情報ファイルの利用目的 大学院生の在籍状況を把握し本人の申請に基づき各種証明書発行に利用

個人情報ファイルの記録項目
1.入学年度　2.専攻名　3.学籍番号　4.氏名　5.国籍・本籍　6.生年月日
7.性別　8.学位　9.所属講座　10.出願時の資格

個人情報ファイルに記録されている
記録範囲

山梨大学大学院生

記録されている個人情報の収集方法 1.本人からの出願時の関係書類

記録情報の経常的提供先 1.本人

(名称）　国立大学法人山梨大学　総務部総務課

（所在地）山梨県甲府市武田４－４－３７

他の法律又はこれに基づく命令の規
定による、訂正、利用停止等の特別
の手続等

個人情報ファイルの種別
（該当するものは■）

■法第２条第４項第１号（電算処理ファイル）
□法第２条第４項第２号（マニュアルファイル）

施行令第４条第３号に該当するファ
イルの有無
（該当するものは■）

　　　　　　□　有　　　　　　　■　無　

データ件数 　1,530件

備考

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地

個人情報ファイル簿



個人情報ファイルの名称 医学部学生名簿

ファイルを管理する部局等の組織の
名称（部局名・課名・室名）

医学域事務部学務課

ファイルを利用する事務を所掌する
組織(課室等）の名称

医学域事務部学務課教務担当

個人情報ファイルの利用目的

1.学生及び保護者等への連絡に利用
2.学年別名簿の作成（学籍番号,氏名のみ表記）に利用
3.顔写真付き名簿の作成（学籍番号,氏名,顔写真のみ表記）に利用
4.ロッカーラベル作成に利用
＊上記2及び3については、授業（実験、実習を含む）の出欠確認に利用す
る。

個人情報ファイルの記録項目

1.学籍番号　2.氏名　3.顔写真　4.生年月日　5.性別　6.出身校　7.入学年月日
8.卒業年月日　9.退学年月日　10.除籍年月日　11.退学（除籍）理由
12.図書コード　13.ロッカー番号　14.ロッカー番号枝番　15.E-Mailアドレス
16.郵便番号　17.住所　18.連絡先
19.父母等(氏名，続柄，郵便番号．住所，連絡先）
20.保証人（氏名，続柄，郵便番号，住所，連絡先）
21.緊急時の連絡先（氏名，名称，連絡先）

個人情報ファイルに記録されている
記録範囲

医学部学生

記録されている個人情報の収集方法 1.入学時の提出書類　2.変更届

記録情報の経常的提供先 1.授業担当教員

(名称）　国立大学法人山梨大学　総務部総務課

（所在地）山梨県甲府市武田４－４－３７

他の法律又はこれに基づく命令の規
定による、訂正、利用停止等の特別
の手続等

個人情報ファイルの種別
（該当するものは■）

■法第２条第４項第１号（電算処理ファイル）
□法第２条第４項第２号（マニュアルファイル）

施行令第４条第３号に該当するファイ
ルの有無
（該当するものは■）

　　　　　　■　有　　　　　　　□　無　

データ件数 　5,225件

備考

個人情報ファイル簿

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地



個人情報ファイルの名称 入試処理ファイル

ファイルを管理する部局等の組織の
名称（部局名・課名・室名）

医学域事務部学務課

ファイルを利用する事務を所掌する
組織(課室等）の名称

医学域事務部学務課

個人情報ファイルの利用目的 入試合否判定

個人情報ファイルの記録項目

1.受験番号
2.氏名
3.生年月日
4.性別
5.電話番号
6.出身高等学校
7.大学入試センター試験成績
8.個別学力検査成績

個人情報ファイルに記録されている
記録範囲

医学部受験生

記録されている個人情報の収集方法 1.大学入試センターからの提供　2.本人からの提出　3.本学試験結果

記録情報の経常的提供先 1.合格者選考会議　2.教授会

(名称）国立大学法人山梨大学　総務部総務課

（所在地）山梨県甲府市武田４－４－３７

他の法律又はこれに基づく命令の規
定による、訂正、利用停止等の特別
の手続等

個人情報ファイルの種別
（該当するものは■）

■法第２条第４項第１号（電算処理ファイル）
□法第２条第４項第２号（マニュアルファイル）

施行令第４条第３号に該当するファイ
ルの有無
（該当するものは■）

　　　　　　□　有　　　　　　　■　無　

データ件数 31,835件

備考

個人情報ファイル簿

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地



 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 診療申込書綴 

ファイルを管理する部局等の組織 

の名称（部局名・課名・室名） 
医学域医事課 

ファイルを利用する事務を 

所掌する組織（課室等）の名称 
医学域医事課 

個人情報ファイルの利用目的 

診療を受けた患者の基本情報を紙媒体で保存し、診療報酬明細

書（レセプト）返戻の際または電子媒体入力情報の精査を要する

場合等に利用する。 

個人情報ファイルの記録項目 

1.氏名（漢字・カタカナ）  

2.生年月日  

3.性別    

4.現住所    

5.電話番号   

6.緊急連絡先 

（旧書式：保険証番号） 

（新書式：職業） 

個人情報ファイルに 

記録されている記録範囲 

国立大学法人山梨大学医学部附属病院受診患者        

（旧山梨医科大学医学部附属病院受診患者含む） 

記録されている 

個人情報の収集方法 
受診患者本人（または保護者・付添人）による記載 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する 

組織の名称及び所在地 

（名称）国立大学法人山梨大学総務部総務課 

（所在地）山梨県甲府市武田４－４－３７ 

他の法律又はこれに基づく 

命令の規定による、訂正、 

利用停止等の特別の手続等 

 

個人情報ファイルの種別 

（該当するものは■） 

□法第２条第４項第１号（電算処理ファイル） 

■法第２条第４項第２号（マニュアルファィル） 

施行令第４条第３号に該当するファ

イルの有無（該当するものは■） 
□ 有      ■ 無 

データ件数 367,610件 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 患者医事情報ファイル 

ファイルを管理する部局等の組織の 

名称（部局名・課名・室名） 
医学域医療情報室 

ファイルを利用する事務を所掌する 

組織（課室等）の名称 
医学域医療情報室 

個人情報ファイルの利用目的 
医師等の診療及び医療従事者による医療行為を受けた患者の診療費の計算，保 

険請求，債務管理業務に利用する 

個人情報ファイルの記録項目 

1.氏名（漢字氏名，カナ氏名） 

2.性別 

3.生年月日 

4.住所 

5.電話番号 

6.その他診療費の計算及び保険請求に必要な項目 

個人情報ファィルに記録されている 

記録範囲 

国立大学法人 山梨大学 医学部附属病院 受診患者 

（旧山梨医科大学医学部附属病院受診患者及び山梨大学医学部附属病院受診 

患者を含む） 

記録されている個人情報の収集方法 患者が記載した診療申込書，患者が持参した保険証，医師の診療記録 

記録情報の経常的提供先  

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 山梨大学 総務課 

（所在地）山梨県甲府市武田四丁目４番３７号 

他の法律又はこれに基づく命令の規 

定による、訂正、利用停止等の特別

の手続等 

 

個人情報ファイルの種別 

（該当するものは■） 

■法第２条第４項第１号（電算処理ファイル） 

□法第２条第４項第２号（マニュアルファィル） 

施行令第４条第３号に該当するファ 

イルの有無 

（該当するものは■） 

    ■ 有      □ 無 

データ件数        ３６６，７００件 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 患者診療情報ファイル 

ファイルを管理する部局等の組織の 

名称（部局名・課名・室名） 
医学部医療情報室 

ファイルを利用する事務を所掌する 

組織（課室等）の名称 
医学部医療情報室 

個人情報ファイルの利用目的 
医師等の診療及び医療従事者による医療行為を受けた患者の診療内容を電子的 

に保存して，診療及び研究に利用する 

個人情報ファイルの記録項目 

1.氏名（漢字氏名，カナ氏名） 

2.性別 

3.生年月日 

4.住所 

5.電話番号 

6.その他診療に必要な項目 

個人 

個人情報ファィルに記録されている 

記録範囲 

国立大学法人 山梨大学 医学部附属病院 受診患者 

（旧山梨医科大学医学部附属病院受診患者及び山梨大学医学部附属病院受診 

患者を含む） 

記録されている個人情報の収集方法 医師等の病院職員の病院情報管理システムへの電算入力 

記録情報の経常的提供先  

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 山梨大学 総務課 

（所在地）山梨県甲府市武田四丁目４番３７号 

他の法律又はこれに基づく命令の規 

定による、訂正、利用停止等の特別

の手続等 

 

個人情報ファイルの種別 

（該当するものは■） 

■法第２条第４項第１号（電算処理ファイル） 

□法第２条第４項第２号（マニュアルファィル） 

施行令第４条第３号に該当するファ 

イルの有無 

（該当するものは■） 

    ■ 有      □ 無 

データ件数        ３６６，７００件 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 診療録（カルテ） 

ファイルを管理する部局等の組織の 

名称（部局名・課名・室名） 
医学部医療情報室 

ファイルを利用する事務を所掌する 

組織（課室等）の名称 
医学部医療情報室 

個人情報ファイルの利用目的 診療を受けた患者の診療内容を保存して診療及び研究に利用する 

個人情報ファイルの記録項目 

1.氏名（漢字氏名，カナ氏名） 

2.性別 

3.生年月日 

4.住所 

5.電話番号 

6.その他診療に必要な項目 

個人情報ファィルに記録されている 

記録範囲 

国立大学法人 山梨大学 医学部附属病院 受診患者 

（旧山梨医科大学医学部附属病院受診患者及び山梨大学医学部附属病院受診 

患者を含む） 

記録されている個人情報の収集方法 医師等の病院職員による診療録への記載 

記録情報の経常的提供先  

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 山梨大学 総務課 

（所在地）山梨県甲府市武田四丁目４番３７号 

他の法律又はこれに基づく命令の規 

定による、訂正、利用停止等の特別

の手続等 

 

個人情報ファイルの種別 

（該当するものは■） 

■法第２条第４項第１号（電算処理ファイル） 

□法第２条第４項第２号（マニュアルファィル） 

施行令第４条第３号に該当するファ 

イルの有無 

（該当するものは■） 

    ■ 有      □ 無 

データ件数        ３６６，７００件 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 卒業生名簿 

ファイルを管理する部局等の組織の 

名称（部局名・課名・室名） 
山梨大学教育人間科学部附属小学校 

ファイルを利用する事務を所掌する 

組織（課室等）の名称 
山梨大学教育人間科学部附属小学校 

個人情報ファイルの利用目的 卒業生確認のため 

個人情報ファイルの記録項目 

１．卒業番号 

２．住所 

３．生年月日 

４．卒業生氏名 

個人情報ファィルに記録されている 

記録範囲 
明治１４年度～平成２６年度の卒業生 

記録されている個人情報の収集方法 学級担任の記載 

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）国立大学法人山梨大学総務部総務課 

（所在地）山梨県甲府市武田4-4-37 

他の法律又はこれに基づく命令の規 

定による、訂正、利用停止等の特別

の手続等 

なし 

個人情報ファイルの種別 

（該当するものは■） 

□法第２条第４項第１号（電算処理ファイル） 

■法第２条第４項第２号（マニュアルファィル） 

施行令第４条第３号に該当するファ 

イルの有無 

（該当するものは■） 

    □ 有      ■ 無 

データ件数     7,602件 

備考  

 



個人情報ファイルの名称 出席簿

ファイルを管理する部局等の組織の
名称（部局名・課名・室名）

山梨大学教育人間科学部附属小学校

ファイルを利用する事務を所掌する
組織(課室等）の名称

山梨大学教育人間科学部附属小学校

個人情報ファイルの利用目的 出席の記録

個人情報ファイルの記録項目 １．児童氏名　２．出席の記録

個人情報ファイルに記録されている
記録範囲

在学生

記録されている個人情報の収集方法 学級担任の記載

記録情報の経常的提供先 なし

(名称）　国立大学法人山梨大学総務部総務課

（所在地）　山梨県甲府市武田４－４－３７

他の法律又はこれに基づく命令の規
定による、訂正、利用停止等の特別
の手続等

なし

個人情報ファイルの種別
（該当するものは■）

□法第２条第４項第１号（電算処理ファイル）
■法第２条第４項第２号（マニュアルファイル）

施行令第４条第３号に該当するファイ
ルの有無
（該当するものは■）

　　　　　　□　有　　　　　　　■　無　

データ件数 　２９３０件

備考

個人情報ファイル簿

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地



個人情報ファイルの名称 学籍に関する記録

ファイルを管理する部局等の組織の
名称（部局名・課名・室名）

山梨大学教育人間科学部附属小学校

ファイルを利用する事務を所掌する
組織(課室等）の名称

山梨大学教育人間科学部附属小学校

個人情報ファイルの利用目的 指導に役立てる

個人情報ファイルの記録項目

１．児童氏名　２．観点別学習状況　３．総合的な学習の時間の記録
４．特別活動の記録　５．行動の記録　６．総合所見及び指導上参考となる諸
事項　７．出欠の記録

個人情報ファイルに記録されている
記録範囲

在学生

記録されている個人情報の収集方法 学級担任の記載

記録情報の経常的提供先 なし

(名称）　国立大学法人山梨大学　総務部総務課

（所在地）　山梨県甲府市武田４－４－３７

他の法律又はこれに基づく命令の規
定による、訂正、利用停止等の特別
の手続等

なし

個人情報ファイルの種別
（該当するものは■）

□法第２条第４項第１号（電算処理ファイル）
■法第２条第４項第２号（マニュアルファイル）

施行令第４条第３号に該当するファイ
ルの有無
（該当するものは■）

　　　　　　□　有　　　　　　　■　無　

データ件数 　　２４４０件

備考

個人情報ファイル簿

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地



個人情報ファイルの名称 指導に関する記録

ファイルを管理する部局等の組織の
名称（部局名・課名・室名）

山梨大学教育人間科学部附属小学校

ファイルを利用する事務を所掌する
組織(課室等）の名称

山梨大学教育人間科学部附属小学校

個人情報ファイルの利用目的 学習指導に役立てる

個人情報ファイルの記録項目

１．観点別学習状況　２．評定　３．総合的な学習の時間の記録
４．特別活動の記録　５．行動の記録　６．総合所見及び指導上参考となる諸
事項　７．出欠の記録

個人情報ファイルに記録されている
記録範囲

在学生

記録されている個人情報の収集方法 学級担任の記載

記録情報の経常的提供先 なし

(名称）　国立大学法人山梨大学　総務部総務課

（所在地）　山梨県甲府市武田４－４－３７

他の法律又はこれに基づく命令の規
定による、訂正、利用停止等の特別
の手続等

なし

個人情報ファイルの種別
（該当するものは■）

□法第２条第４項第１号（電算処理ファイル）
■法第２条第４項第２号（マニュアルファイル）

施行令第４条第３号に該当するファイ
ルの有無
（該当するものは■）

　　　　　　□　有　　　　　　　■　無　

データ件数 　２４４０件

備考

個人情報ファイル簿

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 生徒指導要録 

ファイルを管理する部局等の組織の 

名称（部局名・課名・室名） 
教育人間科学部附属中学校 

ファイルを利用する事務を所掌する 

組織（課室等）の名称 
教育人間科学部附属中学校 

個人情報ファイルの利用目的 

生徒の学籍並びに指導の過程および結果の要録を記録し、指導および外

部に対する証明などに役立たせる。  

「学校教育法施行規則第12条3による」 

個人情報ファイルの記録項目 

様式1：学籍の記録（生徒氏名、生年月日、現住所、保護者氏名、現住

所、入学前の経歴、入学・編入学等、転入学、転学・退学等、卒業年月

日、進学先・就職先等）                                                       

様式2：指導に関する記録（各教科の学習の記録、必修科目（国語、社

会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術家庭、外国語）選択科目（国

語、数学）評定) 

個人情報ファィルに記録されている 

記録範囲 
教育人間科学部附属中学校 在学生徒 

記録されている個人情報の収集方法 担任、教科担当より評価の報告あり 

記録情報の経常的提供先 進学先等 

開示請求等を受理する組織の名称 

及び所在地 

（名称）国立大学法人山梨大学総務部総務課 

（所在地）山梨県甲府市武田4-4-37 

他の法律又はこれに基づく命令の規 

定による、訂正、利用停止等の特別

の手続等 

なし 

個人情報ファイルの種別 

（該当するものは■） 

□法第２条第４項第１号（電算処理ファイル） 

■法第２条第４項第２号（マニュアルファィル） 

施行令第４条第３号に該当するファ 

イルの有無 

（該当するものは■） 

    □ 有      ■ 無 

データ件数       4,317件 

備考  

  



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 生徒出席簿 

ファイルを管理する部局等の組織の 

名称（部局名・課名・室名） 
教育人間科学部附属中学校 

ファイルを利用する事務を所掌する 

組織（課室等）の名称 
教育人間科学部附属中学校 

個人情報ファイルの利用目的 
生徒の出席状況の把握                                              

学校教育法施行規則第12条の4による 

個人情報ファイルの記録項目 

生徒氏名、月日（1日～31日）、出席日数、欠席日数（病気、事故）、忌引日

数、出停日数、遅刻度数、早退度数、月末合計（授業日数、在学生徒数、全

月欠席生徒数、出席生徒数） 

個人情報ファィルに記録されている 

記録範囲 
教育人間科学部附属中学校 在学生徒 

記録されている個人情報の収集方法 担任より報告あり 

記録情報の経常的提供先 進学先等 

開示請求等を受理する組織の名称 

及び所在地 

（名称）国立大学法人山梨大学総務部総務課 

（所在地）山梨県甲府市武田4-4-37 

他の法律又はこれに基づく命令の規 

定による、訂正、利用停止等の特別

の手続等 

なし 

個人情報ファイルの種別 

（該当するものは■） 

□法第２条第４項第１号（電算処理ファイル） 

■法第２条第４項第２号（マニュアルファィル） 

施行令第４条第３号に該当するファ 

イルの有無 

（該当するものは■） 

    □ 有      ■ 無 

データ件数       1,917件 

備考 各クラス、月ごとに男女ごと作成する｡ 

 



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 卒業証書授与台帳 

ファイルを管理する部局等の組織の 

名称（部局名・課名・室名） 
教育人間科学部附属中学校 

ファイルを利用する事務を所掌する 

組織（課室等）の名称 
教育人間科学部附属中学校 

個人情報ファイルの利用目的 生徒の卒業を記録し、外部に対する証明などに役立てる。 

個人情報ファイルの記録項目 証書番号、生徒氏名、住所、生年月日 

個人情報ファィルに記録されている 

記録範囲 
教育人間科学部 附属中学校 卒業生徒 

記録されている個人情報の収集方法 ３学年教員より 

記録情報の経常的提供先 進学先 

開示請求等を受理する組織の名称 

及び所在地 

（名称）国立大学法人山梨大学総務部総務課 

（所在地）山梨県甲府市武田4-4-37 

他の法律又はこれに基づく命令の規 

定による、訂正、利用停止等の特別

の手続等 

なし 

個人情報ファイルの種別 

（該当するものは■） 

□法第２条第４項第１号（電算処理ファイル） 

■法第２条第４項第２号（マニュアルファィル） 

施行令第４条第３号に該当するファ 

イルの有無 

（該当するものは■） 

    □ 有      ■ 無 

データ件数 10,984件 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 卒園児名簿 

ファイルを管理する部局等の組織の 

名称（部局名・課名・室名） 
教育人間科学部附属幼稚園 

ファイルを利用する事務を所掌する 

組織（課室等）の名称 
附属幼稚園教員 

個人情報ファイルの利用目的 連絡進学に利用する 

個人情報ファイルの記録項目 

１．園児名 

２．性別 

３．生年月日 

４．連絡先 

５．保護者名 

個人情報ファィルに記録されている 

記録範囲 
卒園児 

記録されている個人情報の収集方法 入園志願書 

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）国立大学法人山梨大学総務部総務課 

（所在地）山梨県甲府市武田4-4-37 

他の法律又はこれに基づく命令の規 

定による、訂正、利用停止等の特別

の手続等 

なし 

個人情報ファイルの種別 

（該当するものは■） 

□法第２条第４項第１号（電算処理ファイル） 

■法第２条第４項第２号（マニュアルファィル） 

施行令第４条第３号に該当するファ 

イルの有無 

（該当するものは■） 

    □ 有      ■ 無 

データ件数    3,044件 

備考  

  



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 出席簿 

ファイルを管理する部局等の組織の 

名称（部局名・課名・室名） 
教育人間科学部附属幼稚園 

ファイルを利用する事務を所掌する 

組織（課室等）の名称 
附属幼稚園教員 

個人情報ファイルの利用目的 出席・欠席の日々の記録 

個人情報ファイルの記録項目 

１．園児名 

２．性別 

３．生年月日   

個人情報ファィルに記録されている 

記録範囲 
在園児 

記録されている個人情報の収集方法 家庭からの連絡 

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）国立大学法人山梨大学総務部総務課 

（所在地）山梨県甲府市武田4-4-37 

他の法律又はこれに基づく命令の規 

定による、訂正、利用停止等の特別

の手続等 

なし 

個人情報ファイルの種別 

（該当するものは■） 

□法第２条第４項第１号（電算処理ファイル） 

■法第２条第４項第２号（マニュアルファィル） 

施行令第４条第３号に該当するファ 

イルの有無 

（該当するものは■） 

    □ 有      ■ 無 

データ件数     3,044件 

備考  

  



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 卒園証書授与台帳 

ファイルを管理する部局等の組織の 

名称（部局名・課名・室名） 
教育人間科学部附属幼稚園 

ファイルを利用する事務を所掌する 

組織（課室等）の名称 
附属幼稚園教員 

個人情報ファイルの利用目的 卒園者の人数確認に利用する 

個人情報ファイルの記録項目 

１．園児名 

２．性別 

３．生年月日 

４．連絡先 

５．保護者名 

個人情報ファィルに記録されている 

記録範囲 
卒園児 

記録されている個人情報の収集方法 入園志願書 

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）国立大学法人山梨大学総務部総務課 

（所在地）山梨県甲府市武田4-4-37 

他の法律又はこれに基づく命令の規 

定による、訂正、利用停止等の特別

の手続等 

なし 

個人情報ファイルの種別 

（該当するものは■） 

□法第２条第４項第１号（電算処理ファイル） 

■法第２条第４項第２号（マニュアルファィル） 

施行令第４条第３号に該当するファ 

イルの有無 

（該当するものは■） 

    □ 有      ■ 無 

データ件数     3,044件 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 学生健康相談票（在学生） 

ファイルを管理する部局等の組織の 

名称（部局名・課名・室名） 
保健管理センター(甲府・医学部） 

ファイルを利用する事務を所掌する 

組織（課室等）の名称 
保健管理センター(甲府・医学部） 

個人情報ファイルの利用目的 学校保健安全法に基づき健康管理目的で利用する。 

個人情報ファイルの記録項目 
1.学籍番号 2.氏名 3.生年月日 4.性別 5.現住所 6.連絡先 7.既往歴 

8.症状 9.処置・処方 

個人情報ファィルに記録されている 

記録範囲 
山梨大学在学生 

記録されている個人情報の収集方法 学生健康相談時、学生本人より情報収集 

記録情報の経常的提供先 
学生本人 

 

開示請求等を受理する組織の名称 

及び所在地 

（名称）国立大学法人山梨大学 総務課 

（所在地）山梨県甲府市武田4-4-37 

他の法律又はこれに基づく命令の規 

定による、訂正、利用停止等の特別

の手続等 

 

個人情報ファイルの種別 

（該当するものは■） 

■法第２条第４項第１号（電算処理ファイル） 

■法第２条第４項第２号（マニュアルファィル） 

施行令第４条第３号に該当するファ 

イルの有無 

（該当するものは■） 

    ■ 有      □ 無 

データ件数    2,004件 

備考  

 

 

 

 



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 学生定期健康診断票（卒業生） 

ファイルを管理する部局等の組織の 

名称（部局名・課名・室名） 
保健管理センター(甲府・医学部） 

ファイルを利用する事務を所掌する 

組織（課室等）の名称 
保健管理センター(甲府・医学部） 

個人情報ファイルの利用目的 学校保健安全法に基づき健康管理目的で利用する。 

個人情報ファイルの記録項目 

1.学籍番号 2.氏名 3.生年月日 4.性別 5.現住所 6.帰省先 7.連絡先 

8.既往歴 9.身長・体重 10.内科 11.血圧 12.胸部X線 13.尿検査  

14.視力 15.再検査項目 

個人情報ファィルに記録されている 

記録範囲 
山梨大学卒業生（卒業後5年間） 

記録されている個人情報の収集方法 学生定期健康診断時、学生本人より情報収集 

記録情報の経常的提供先 

学生本人 

JOHC山梨病院（抗体検査、内科診察、視力検査）（甲府） 

甲府市医師会（胸部X線、尿検査、血圧）（甲府）                           

山梨県厚生連（胸部X線）（医学部） 

開示請求等を受理する組織の名称 

及び所在地 

（名称）国立大学法人山梨大学 総務課 

（所在地）山梨県甲府市武田4-4-37 

他の法律又はこれに基づく命令の規 

定による、訂正、利用停止等の特別

の手続等 

 

個人情報ファイルの種別 

（該当するものは■） 

■法第２条第４項第１号（電算処理ファイル） 

■法第２条第４項第２号（マニュアルファィル） 

施行令第４条第３号に該当するファ 

イルの有無 

（該当するものは■） 

    ■ 有      □ 無 

データ件数    5,645件 

備考  

 

 

 

 

 



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 学生定期健康診断票（在学生） 

ファイルを管理する部局等の組織の 

名称（部局名・課名・室名） 
保健管理センター(甲府・医学部） 

ファイルを利用する事務を所掌する 

組織（課室等）の名称 
保健管理センター(甲府・医学部） 

個人情報ファイルの利用目的 学校保健安全法に基づき健康管理目的で利用する。 

個人情報ファイルの記録項目 

1.学籍番号 2.氏名 3.生年月日 4.性別 5.現住所 6.帰省先 7.連絡先 

8.既往歴 9.身長・体重 10.内科 11.血圧 12.胸部X線 13.尿検査  

14.視力 15.再検査項目 

個人情報ファィルに記録されている 

記録範囲 
山梨大学在学生 

記録されている個人情報の収集方法 学生定期健康診断時、学生本人より情報収集 

記録情報の経常的提供先 

学生本人 

JOHC山梨病院（抗体検査、内科診察、視力検査）（甲府）                                    

甲府市医師会（尿検査、血圧、胸部X線）（甲府）                           

山梨県厚生連（胸部X線（医学部）） 

開示請求等を受理する組織の名称 

及び所在地 

（名称）国立大学法人山梨大学 総務課 

（所在地）山梨県甲府市武田4-4-37 

他の法律又はこれに基づく命令の規 

定による、訂正、利用停止等の特別

の手続等 

 

個人情報ファイルの種別 

（該当するものは■） 

■法第２条第４項第１号（電算処理ファイル） 

■法第２条第４項第２号（マニュアルファィル） 

施行令第４条第３号に該当するファ 

イルの有無 

（該当するものは■） 

    ■ 有      □ 無 

データ件数    4,796件 

備考  

 

 

 

 

 



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 職員定期健康診断票（在職者） 

ファイルを管理する部局等の組織の 

名称（部局名・課名・室名） 
保健管理センター(甲府・医学部） 

ファイルを利用する事務を所掌する 

組織（課室等）の名称 
保健管理センター(甲府・医学部） 

個人情報ファイルの利用目的 職員の健康状態を把握し、健康管理目的で利用する。 

個人情報ファイルの記録項目 

1.所属 2.氏名 3.年齢 4.性別 5.身長・体重 6.尿検査 7.胸部X線 

8.心電図 9.便潜血反応検査 10.血液検査 11.視力 12.聴力 13.血圧 

14.胃所見 15.既往歴 16.現病歴 

個人情報ファィルに記録されている 

記録範囲 
山梨大学在職者 

記録されている個人情報の収集方法 職員定期健康診断時、職員本人より情報収集 

記録情報の経常的提供先 

職員本人 

JOHC山梨病院（身長、体重、尿検査、便潜血反応検査、血液検査、腹囲、 

聴力、視力、胸部X線、心電図）（甲府） 

山梨県健康管理事業団（胃所見）（甲府） 

甲府城南病院（視力、聴力、胸部X線、心電図）（医学部） 

開示請求等を受理する組織の名称 

及び所在地 

（名称）国立大学法人山梨大学 総務課 

（所在地）山梨県甲府市武田4-4-37 

他の法律又はこれに基づく命令の規 

定による、訂正、利用停止等の特別

の手続等 

 

個人情報ファイルの種別 

（該当するものは■） 

■法第２条第４項第１号（電算処理ファイル） 

■法第２条第４項第２号（マニュアルファィル） 

施行令第４条第３号に該当するファ 

イルの有無 

（該当するものは■） 

    ■ 有      □ 無 

データ件数    2,482件 

備考  

 

 

 


