
番号 名　　　　　　　称 担　当　部 担　当　課 利　　　　　　　用　　　　　　　目　　　　　　　的

1 宮崎大学創立３３０記念事業寄附デ－タ 企画総務部 総務課 ・寄附管理

2 授業料ファイル 財務部 財務課 ・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付者名簿等の作成に利用する

3 旅費ファイル 財務部 経理調達課 ・職員等の旅費支給に関する情報を登録し、旅行命令簿等の作成及び旅費計算に利用する

4 履修情報ファイル 学生支援部 教育支援課 ・成績管理、在学生・卒業生学籍管理、各種証明書発行、進級卒業判定のために使用する

5 教員免許状更新講習管理ファイル 学生支援部 教育支援課 ・教員免許更新講習管理

6 卒業者ファイル（学籍簿・成績簿検索システム） 学生支援部 教育支援課 ・学籍簿・成績簿管理のために使用する

7 奨学金貸与者ファイル（日本学生支援機構） 学生支援部 学生生活支援課 ・奨学金貸与者管理

8 学生保険加入者ファイル 学生支援部 学生生活支援課 ・学生保険加入者管理

9 寄宿舎ファイル 学生支援部 学生生活支援課 ・学生寄宿舎入寮に関する選考及び入退去管理

10 授業料免除申請書関係綴 学生支援部 学生生活支援課 ・授業料免除者の選考

11 奨学金申請書関係（日本学生支援機構）綴 学生支援部 学生生活支援課 ・奨学金貸与者管理

12 宮崎大学構内駐車許可証交付台帳 学生支援部 学生生活支援課 ・構内駐車許可証申請者、許可番号等管理

13 就職情報ファイル 学生支援部 学生生活支援課 ・学生の就職情報

14 志願者デ－タ 学生支援部 入試課
・入学者選抜、合格発表、入学手続業務、成績開示業務、入試の検討資料作成、教務関係(学籍・修学指導等)、
学生支援関係(健康管理・就職支援・入学料免除・奨学金申請等)、授業料徴収業務

15 公開講座受付名簿 研究国際部 産学・地域連携課 ・受付管理

16 宮崎大学統一認証アカウント 情報基盤センタ－ ・統一認証

17 宮崎大学ＩＣカ－ド（職員）管理台帳 情報基盤センタ－ ・ＩＣ職員証の作成

18 事務職員用メ－ルアドレスアカウント 情報基盤センタ－ ・事務職員用メ－ルアドレス管理

19 図書館利用者ファイル 附属図書館 ・館内資料の貸出、複写依頼、購入依頼、リクエスト、各種問い合わせ等図書館業務で利用する

20 学籍簿 教育学部 ・教務・学生支援業務における学生の学籍情報確認のために利用する

21 卒業者及び修了者の台帳 教育学部 ・教務・学生支援業務における卒業生及び修了生の証書番号

22 学生調書 教育学部 ・学生情報を学務情報システムに登録するために利用する

23 教育実習関係 教育学部 ・教務・学生支援業務における学生の教育実習情報確認のために利用する

24 生徒指導要録（学籍に関する記録） 教育学部 附属中学校 ・生徒の学業及び生徒行動の記録と確認のために利用する

25 生徒指導要録（指導に関する記録） 教育学部 附属中学校 ・生徒の学業及び生徒行動の記録と確認のために利用する

26 卒業生台帳 教育学部 附属中学校 ・卒業の証として利用する

27 学級保健簿 教育学部 附属中学校 ・備え付け表簿であり、生徒の健康状態及び歯牙状況の確認として利用する

28 出席簿 教育学部 附属中学校 ・備え付け表簿であり、生徒の出席状況の確認として利用する

29 健康観察簿 教育学部 附属中学校 ・備え付け表簿であり、生徒の健康状態を把握するために利用する

30 児童指導要録（学籍に関する記録） 教育学部 附属小学校 ・児童への指導のために利用する

個人情報ファイル簿一覧
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個人情報ファイル簿一覧

31 児童指導要録（指導に関する記録） 教育学部 附属小学校 ・児童への指導のために利用する

32 学校保健簿 教育学部 附属小学校 ・児童の健康管理のために利用する

33 卒業生台帳 教育学部 附属小学校 ・卒業証書作成及び卒業生確認のために利用する

34 健康観察簿 教育学部 附属小学校 ・児童の出欠状況・健康状態確認のために利用する

35 出席簿 教育学部 附属小学校 ・児童の出席状況の確認のために利用する

36 幼稚園幼児指導要録 教育学部 附属学校係（幼稚園） ・１年間の指導の課程とその結果を要約し、次年度の適切な指導に資するための資料で、証明等の原簿としても利用する

37 修了証書台帳 教育学部 附属学校係（幼稚園） ・修了証書発行証明として利用する

38 入院誓約書 医学部 医事課 ・入院診療料金の支払いを担保するため

39 患者登録ファイル 医学部 医事課 ・総合医療情報システムで使用する患者基本情報を管理するため

40 診療録 医学部 附属病院 ・診療に利用するため

41 債権決定額 医学部 附属病院 ・診療費債権の管理に利用するため

42 学生名簿 医学部 学生支援課 ・学生管理

43 学生調書 医学部 学生支援課 ・学生管理

44 卒業判定資料 医学部 学生支援課 ・卒業成績管理

45 進級判定資料 医学部 学生支援課 ・進級成績管理

46 学籍簿 医学部 学生支援課 ・成績管理

47 卒業生台帳 医学部 学生支援課 ・証書管理

48 学籍簿 工学部 ・学籍管理

49 卒業者及び修了者の台帳 工学部 ・卒業者及び修了生管理

50 学籍簿（学部）（学生累加記録簿） 農学部 ・学生管理

51 学籍簿（大学院）（学生累加記録簿） 農学部 ・学生管理

52 卒業生名簿（学部） 農学部 ・学生管理

53 卒業生名簿（大学院） 農学部 ・学生管理

54 学生調書・誓書（学部） 農学部 ・学生管理

55 成績証明書（学部） 農学部 ・学生管理

56 家畜人工授精師関係綴 農学部 ・学生管理



 個人情報ファイル簿(No.1) 

 

個人情報ファイルの名称  宮崎大学創立３３０記念事業寄附デ－タ 

独立行政法人の名称  国立大学法人宮崎大学 

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 

 企画総務部総務課 

個人情報ファイルの利用目的  寄附管理 

記録項目  １ 氏名、２ 身分、３ 住所、４ 電話番号、５ 寄附額 

記録範囲 
 本学に寄附をした教職員、退職者、在学生、卒業生、企業等 

 （平成24年度～平成26年度） 

記録情報の収集方法  本人からの届け出 

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 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 ☑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 

独立行政法人非識別加工情報
の提案を受ける組織の名称及
び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

 無 

独立行政法人非識別加工情報
の概要 

－ 

作成された独立行政法人非識
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   



 個人情報ファイル簿(No.2) 

 

個人情報ファイルの名称  授業料ファイル 

独立行政法人の名称  国立大学法人宮崎大学 

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 

 財務部財務課 

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付者名簿等の作成に利用する。 

記録項目 

１ 債権発生年度、２ 学籍番号、３ 学年、４ 氏名、５ 住所、 

６ 保護者氏名・住所、７ 債権発生年月日・理由・金額、 

８ 前後期授業料（金額・減少額・債権異動年月日・債権異動

理由・確定額・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 

記録範囲  授業料債権発生者 

記録情報の収集方法 
 入学試験ファイル・教務ファイル及び本人からの届出、 

債権発生通知 

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 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 ☑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 

独立行政法人非識別加工情報
の提案を受ける組織の名称及
び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

無 

独立行政法人非識別加工情報
の概要 

－ 

作成された独立行政法人非識
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   



 個人情報ファイル簿(No.3) 

 

個人情報ファイルの名称  旅費ファイル 

独立行政法人の名称  国立大学法人宮崎大学 

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 

 財務部経理調達課 

個人情報ファイルの利用目的 
 職員等の旅費支給に関する情報を登録し、旅行命令簿等の 

作成及び旅費計算に利用する 

記録項目 
 １ 所属部課名、２ 住所、３ 職名、４ 氏名、５ 職務の級、 

６ 用務、７ 用務先、８ 旅行期間 

記録範囲  旅行命令及び依頼を受けた者 

記録情報の収集方法  本人からの届出、旅行者への出張依頼 

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 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 ☑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 

独立行政法人非識別加工情報
の提案を受ける組織の名称及
び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

 無 

独立行政法人非識別加工情報
の概要 

－ 

作成された独立行政法人非識
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   



 個人情報ファイル簿(No.4) 

 

個人情報ファイルの名称  履修情報ファイル 

独立行政法人の名称  国立大学法人宮崎大学 

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 

 学生支援部教育支援課 

個人情報ファイルの利用目的 
 成績管理、在学生・卒業生学籍管理、各種証明書発行、 

進級卒業判定のために使用する。 

記録項目 

 １ 学生氏名、２ 所属、３ 生年月日、４ 住所、５ 本籍地、 

６ 電話番号、７ 学籍番号、８ 講義コ－ド、９ 得点、 

10 評価、11 履修年度、12 教職員氏名、13 教職員番号、 

14 教職員MID、15 教職員所属 

記録範囲  本学学生及び教職員 

記録情報の収集方法  学生、教員及び人事課 

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 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 ☑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 

独立行政法人非識別加工情報
の提案を受ける組織の名称及
び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

 無 

独立行政法人非識別加工情報
の概要 

－ 

作成された独立行政法人非識
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   

 



 個人情報ファイル簿(No.5) 

 

個人情報ファイルの名称  教員免許状更新講習管理ファイル 

独立行政法人の名称  国立大学法人宮崎大学 

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 

 学生支援部教育支援課 

個人情報ファイルの利用目的  教員免許更新講習管理 

記録項目 

１ 受講者氏名、２ 受講者生年月日、 

３ 受講者メ－ルアドレス、４ 受講者電話番号、 

５ 受講者住所、６ 受講者ＩＤ、７ 受講者職名、 

８ 受講者区分、９ 受講者勤務先、10 受講者勤務先電話番号、 

11 受講者現有免許状、12 得点、13 評価、14 出欠、 

15 講習情報、16 教職員氏名、17 教職員メ－ルアドレス、 

18 教職員電話番号、19教職員番号 

記録範囲  受講生及び教員 

記録情報の収集方法  受講生及び教員 

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 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 ☑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 

独立行政法人非識別加工情報
の提案を受ける組織の名称及
び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

 無 

独立行政法人非識別加工情報
の概要 

－ 

作成された独立行政法人非識
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   



 個人情報ファイル簿(No.6) 

 

個人情報ファイルの名称  卒業者ファイル（学籍簿・成績簿検索システム） 

独立行政法人の名称  国立大学法人宮崎大学 

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 

 学生支援部教育支援課 

個人情報ファイルの利用目的  学籍簿・成績簿管理のために使用する。 

記録項目 

 １ 受講者氏名、２ 受講者生年月日、 

３ 受講者メ－ルアドレス、４ 受講者電話番号、 

５ 受講者住所、６ 受講者ＩＤ、７ 受講者職名、 

８ 受講者区分、９ 受講者勤務先、10 受講者勤務先電話番号、 

11 受講者現有免許状、12 得点、13 評価、14 出欠、 

15 講習情報、16 教職員氏名、17 教職員メ－ルアドレス、 

18 教職員電話番号、19 教職員番号 

記録範囲  卒業生及び教員 

記録情報の収集方法  卒業生及び教員 

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 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 ☑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 

－ 

独立行政法人非識別加工情報
の概要 

－ 

作成された独立行政法人非識
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   

 



 個人情報ファイル簿(No.7) 

 

個人情報ファイルの名称  奨学金貸与者ファイル（日本学生支援機構） 

独立行政法人の名称  国立大学法人宮崎大学 

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 

 学生支援部学生生活支援課 

個人情報ファイルの利用目的  奨学金貸与者管理 

記録項目 

１ 氏名、２ 学籍番号、３ 電話番号、４ 金融機関口座、 

５ 奨学生番号、６ 奨学金月額、７ 貸与始期、貸与終期、 

８ 奨学金異動（継続、停止、廃止など）、９ 学籍状態 他 

 

記録範囲  本学学生  

記録情報の収集方法  本人からの申請  

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  独立行政法人日本学生支援機構  

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 ☑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 

独立行政法人非識別加工情報
の提案を受ける組織の名称及
び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

 無 

独立行政法人非識別加工情報
の概要 

－ 

作成された独立行政法人非識
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   



 個人情報ファイル簿(No.8) 

 

個人情報ファイルの名称  学生保険加入者ファイル 

独立行政法人の名称  国立大学法人宮崎大学 

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 

 学生支援部学生生活支援課 

個人情報ファイルの利用目的  学生保険加入者管理 

記録項目 
 １ 学籍番号、２ 保険適用区分、３ 払い込み保険料、 

４ 氏名、５ 保険期間 

記録範囲  本学学生 

記録情報の収集方法  本人の手続 

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  財団法人日本国際教育支援協会 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 ☑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 

独立行政法人非識別加工情報
の提案を受ける組織の名称及
び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

 無 

独立行政法人非識別加工情報
の概要 

－ 

作成された独立行政法人非識
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   



 個人情報ファイル簿(No.9) 

 

個人情報ファイルの名称  寄宿舎ファイル 

独立行政法人の名称  国立大学法人宮崎大学 

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 

 学生支援部学生生活支援課 

個人情報ファイルの利用目的  学生寄宿舎入寮に関する選考及び入退去管理 

記録項目 

 １ 寄宿舎名、２ 部屋番号、３ 受験番号、４ 学籍番号、 

 ５ 氏名、６ 所属、７ 性別、８ 入居期間、９ 債権起案月数、 

10 電話番号 

記録範囲  本学学生 

記録情報の収集方法  本人からの申請 

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 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 ☑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 

独立行政法人非識別加工情報
の提案を受ける組織の名称及
び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

 無 

独立行政法人非識別加工情報
の概要 

－ 

作成された独立行政法人非識
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   



 個人情報ファイル簿(No.10) 

 

個人情報ファイルの名称  授業料免除申請書関係綴 

独立行政法人の名称  国立大学法人宮崎大学 

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 

 学生支援部学生生活支援課 

個人情報ファイルの利用目的  授業料免除者の選考 

記録項目 
 １ 氏名、２ 住所、３ 性別、４ 年齢、５ 家族状況、 

 ６ 家計収入、７ 学籍番号、８ 所属 

記録範囲  本学学生  

記録情報の収集方法  本人からの申請  

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  独立行政法人日本学生支援機構  

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 □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 

－ 

独立行政法人非識別加工情報
の概要 

－ 

作成された独立行政法人非識
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   



 個人情報ファイル簿(No.11) 

 

個人情報ファイルの名称  奨学金申請書関係（日本学生支援機構）綴 

独立行政法人の名称  国立大学法人宮崎大学 

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 

 学生支援部学生生活支援課 

個人情報ファイルの利用目的  奨学金貸与者管理 

記録項目 
 １ 氏名、２ 住所、３ 性別、４ 年齢、５ 家族状況、 

 ６ 家計収入、７ 学籍番号、８ 所属 

記録範囲  本学学生  

記録情報の収集方法  本人からの申請  

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  独立行政法人日本学生支援機構  

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 □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 

－ 

独立行政法人非識別加工情報
の概要 

－ 

作成された独立行政法人非識
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   



 個人情報ファイル簿(No.12) 

 

個人情報ファイルの名称  宮崎大学構内駐車許可証交付台帳 

独立行政法人の名称  国立大学法人宮崎大学 

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 

 学生支援部学生生活支援課 

個人情報ファイルの利用目的  構内駐車許可証申請者、許可番号等管理 

記録項目 
 １ 許可番号、２ 学籍番号、３ 入学年度、４ 氏名、 

 ５ 所属、６ 性別、７ 車両番号、８ 車名 

記録範囲  本学学生 

記録情報の収集方法  本人からの申請 

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 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 ☑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 

独立行政法人非識別加工情報
の提案を受ける組織の名称及
び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

 無 

独立行政法人非識別加工情報
の概要 

－ 

作成された独立行政法人非識
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   



 個人情報ファイル簿(No.13) 

 

個人情報ファイルの名称  就職情報ファイル 

独立行政法人の名称  国立大学法人宮崎大学 

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 

 学生支援部学生生活支援課 

個人情報ファイルの利用目的  学生の就職情報 

記録項目 

 

 １ 所属（学科）名、２ 学籍番号、３ 氏名、４ 性別、 

 ５ 就職・進学先、６ 産業分類、７ 職業分類、 

 ８ 国籍本籍名、９ 入学年月日 

記録範囲  本学学生及び本学卒業生 

記録情報の収集方法  各学部より報告 

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 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 ☑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 

独立行政法人非識別加工情報
の提案を受ける組織の名称及
び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

 無 

独立行政法人非識別加工情報
の概要 

－ 

作成された独立行政法人非識
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   



 個人情報ファイル簿(No.14) 

 

個人情報ファイルの名称  志願者デ－タ 

独立行政法人の名称  国立大学法人宮崎大学 

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 

 学生支援部入試課 

個人情報ファイルの利用目的 

 入学者選抜、合格発表、入学手続業務、成績開示業務、 

入試の検討資料作成、教務関係(学籍・修学指導等)、 

学生支援関係(健康管理・就職支援・入学料免除・奨学金 

申請等)、授業料徴収業務 

記録項目 

 １ 受験番号、２ 志望学部、３ 志望学科等、４ 選抜区分、 

５ 氏名、６ 性別、７ 生年月日、８ 高等学校・学科、 

９ 高校卒業年、10 出身都道府県、11 調査書、12 電話番号、 

13 合否、14 合格決定学科、15 受験の有無、 

16 入学手続きの有無、17 総得点順位、18 総得点、 

19 科目別得点、20 併願大学、21 併願大学合否、22 備考 

記録範囲  志願者 

記録情報の収集方法  志願者からの志願票の提出、入学試験実施情報の取り込み 

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 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 ☑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 

－ 

独立行政法人非識別加工情報
の概要 

－ 

作成された独立行政法人非識
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   



 個人情報ファイル簿(No.15) 

 

個人情報ファイルの名称  公開講座受付名簿 

独立行政法人の名称  国立大学法人宮崎大学 

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 

 研究国際部産学・地域連携課 

個人情報ファイルの利用目的  受付管理 

記録項目  １ 氏名、２ 所属、３ 住所、４ 電話番号 

記録範囲  公開講座申込者 

記録情報の収集方法  本人からの申請 

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 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 ☑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 

－ 

独立行政法人非識別加工情報
の概要 

－ 

作成された独立行政法人非識
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  



 個人情報ファイル簿(No.16) 

 

個人情報ファイルの名称  宮崎大学統一認証アカウント 

独立行政法人の名称  国立大学法人宮崎大学 

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 

 情報基盤センタ－ 

個人情報ファイルの利用目的  統一認証 

記録項目 
 １ ＭＩＤ、２ 氏名、３ 所属、４ 身分、５ 職員・学籍番号、 

 ６ 生年月日 

記録範囲  教職員・本学学生 

記録情報の収集方法  人事課及び教育支援課 

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 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 ☑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 

－ 

独立行政法人非識別加工情報
の概要 

－ 

作成された独立行政法人非識
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   



 個人情報ファイル簿(No.17) 

 

個人情報ファイルの名称  宮崎大学ＩＣカ－ド（職員）管理台帳 

独立行政法人の名称  国立大学法人宮崎大学 

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 

 情報基盤センタ－ 

個人情報ファイルの利用目的  ＩＣ職員証の作成 

記録項目 
 １ 氏名、２ 所属、３ 個人番号、４ 性別、５ 身分、 

６ 生年月日、７ ＭＩＤ 

記録範囲  教職員 

記録情報の収集方法  人事課、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  大学生協 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 ☑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 

－ 

独立行政法人非識別加工情報
の概要 

－ 

作成された独立行政法人非識
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   



 個人情報ファイル簿(No.18) 

 

個人情報ファイルの名称  事務職員用メ－ルアドレスアカウント 

独立行政法人の名称  国立大学法人宮崎大学 

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 

 情報基盤センタ－ 

個人情報ファイルの利用目的  事務職員用メ－ルアドレス管理 

記録項目 
 １ 氏名、２ 所属、３ 内線、４ E－mailアドレス、 

５ パスワ－ド 

記録範囲  本人 

記録情報の収集方法  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 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 ☑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 

－ 

独立行政法人非識別加工情報
の概要 

－ 

作成された独立行政法人非識
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   



 個人情報ファイル簿(No.19) 

 

個人情報ファイルの名称  図書館利用者ファイル 

独立行政法人の名称  国立大学法人宮崎大学 

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 

個人情報ファイルの利用目的 
 館内資料の貸出、複写依頼、購入依頼、リクエスト、 

各種問い合わせ等図書館業務で利用する。 

記録項目 

 １ 利用者ID、２ 氏名、３ 氏名ヨミ、４ 所属館、 

５ 所属部署、６ 利用者区分、７ 有効期限日、 

８ 登録日、９ 連絡先TEL(任意)、10 連絡先FAX(任意)、 

11 住所(任意)、12 メ－ル(任意) 

記録範囲  本学教職員、学生及び附属図書館長の許可を受けた者 

記録情報の収集方法 

 学生支援部からの学生（学部・大学院・研究生・科目等 

履修生・留学生）デ－タ、情報基盤センタ－からの職員 

デ－タ、本人からの届け出（利用申込書） 

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 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 ☑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 

独立行政法人非識別加工情報
の提案を受ける組織の名称及
び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

 無 

独立行政法人非識別加工情報
の概要 

－ 

作成された独立行政法人非識
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   



 個人情報ファイル簿(No.20) 

 

個人情報ファイルの名称  学籍簿 

独立行政法人の名称  国立大学法人宮崎大学 

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 

 教育学部 

個人情報ファイルの利用目的 
 教務・学生支援業務における学生の学籍情報確認のために 

利用する。 

記録項目 

 １ 学籍番号、２ 氏名、３ 性別、４ 生年月日、５ 本籍、 

６ 入試情報、７ 住所、８ 電話番号、９ 学籍異動情報、 

10 賞罰、11 卒業（修了）証書番号、12 保護者氏名、 

13 保護者住所、14 保護者電話番号、15 取得教員免許、 

16 教育実習期間 

記録範囲  在学生・卒業生 

記録情報の収集方法  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 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 □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 

－ 

独立行政法人非識別加工情報
の概要 

－ 

作成された独立行政法人非識
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   

 



 個人情報ファイル簿(No.21) 

 

個人情報ファイルの名称  卒業者及び修了者の台帳 

独立行政法人の名称  国立大学法人宮崎大学 

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 

 教育学部 

個人情報ファイルの利用目的 
 教務・学生支援業務における卒業生及び修了生の証書番号 

確認のために利用する。 

記録項目  １ 学籍番号、２ 氏名、３ 所属、４ 証書番号 

記録範囲  卒業生及び修了生 

記録情報の収集方法  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 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 □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 

－ 

独立行政法人非識別加工情報
の概要 

－ 

作成された独立行政法人非識
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   

 



 個人情報ファイル簿(No.22) 

 

個人情報ファイルの名称  学生調書 

独立行政法人の名称  国立大学法人宮崎大学 

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 

 教育学部 

個人情報ファイルの利用目的  学生情報を学務情報システムに登録するために利用する。 

記録項目 

 １ 学籍番号、２ 氏名、３ 生年月日、４ 性別、５ 所属、 

６ 最終学歴、７ 住所、８ 電話番号、９ メ－ルアドレス、 

10 本籍、11 保護者氏名、12 保護者住所、 

13 保護者電話番号、14 職歴 

記録範囲  在学生・卒業生 

記録情報の収集方法  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 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 □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 

－ 

独立行政法人非識別加工情報
の概要 

－ 

作成された独立行政法人非識
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   

 



 個人情報ファイル簿(No.23) 

 

個人情報ファイルの名称  教育実習関係 

独立行政法人の名称  国立大学法人宮崎大学 

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 

 教育学部 

個人情報ファイルの利用目的 
 教務・学生支援業務における学生の教育実習情報確認の 

ために利用する。 

記録項目 

 １ 学籍番号、２ 氏名、３ 性別、４ 生年月日、５ 住所、 

６ 出身校、７ 保護者住所、８ 保護者電話番号、 

９ 教育実習期間、10 病歴、11 アルバイト歴 

記録範囲  在学生・卒業生 

記録情報の収集方法  本人 

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  実習先小中学校 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 □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 

－ 

独立行政法人非識別加工情報
の概要 

－ 

作成された独立行政法人非識
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   

 

  



 

 個人情報ファイル簿(No.24) 

 

個人情報ファイルの名称  生徒指導要録（学籍に関する記録） 

独立行政法人の名称  国立大学法人宮崎大学 

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 

 教育学部附属中学校 

個人情報ファイルの利用目的  生徒の学業及び生徒行動の記録と確認のために利用する。 

記録項目 

 １ 学年学級、２ 生徒氏名、３ 生徒氏名ふりがな、 

４ 生年月日、５ 性別、６ 住所、７ 保護者氏名、 

８ 保護者氏名ふりがな、９ 保護者住所、10 入学前の経歴、 

11 入学・編入学等、12 転入学、13 転学・退学等、14 卒業、 

15 進学または就職先等の名称及び所在地、16 校長氏名、 

17 学級担任氏名 

※ １年～３年まで学年毎の記録 

記録範囲  在学生・卒業生 

記録情報の収集方法  保護者からの届出・指導教員からの提出 

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 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 □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 

－ 

独立行政法人非識別加工情報
の概要 

－ 

作成された独立行政法人非識
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   

 



 

 個人情報ファイル簿(No.25) 

 

個人情報ファイルの名称  生徒指導要録（指導に関する記録） 

独立行政法人の名称  国立大学法人宮崎大学 

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 

 教育学部附属中学校 

個人情報ファイルの利用目的  生徒の学業及び生徒行動の記録と確認のために利用する。 

記録項目 

１ 生徒氏名、２ 学年学級、３ 各教科の学習の記録、 

４ 総合的な学習の時間の記録、５ 特別活動の記録、 

６ 行動の記録、７ 総合所見及び指導上参考となる諸事項、 

８ 出欠の記録 

※ １年～３年まで学年毎の記録 

記録範囲  在学生・卒業生 

記録情報の収集方法  保護者からの届出・指導教員からの提出 

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 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 □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 

－ 

独立行政法人非識別加工情報
の概要 

－ 

作成された独立行政法人非識
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   

 



 

 個人情報ファイル簿(No.26) 

 

個人情報ファイルの名称  卒業生台帳 

独立行政法人の名称  国立大学法人宮崎大学 

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 

 教育学部附属中学校 

個人情報ファイルの利用目的  卒業の証として利用する。 

記録項目 
１ 生徒氏名、２ 生年月日、３ 性別、４ 住所、５ 保護者名、 

６ 卒業年度、７ 学級 

記録範囲  卒業生 

記録情報の収集方法  指導教員の記録 

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 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 □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 

－ 

独立行政法人非識別加工情報
の概要 

－ 

作成された独立行政法人非識
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   

 

 



 

 個人情報ファイル簿(No.27) 

 

個人情報ファイルの名称  学級保健簿 

独立行政法人の名称  国立大学法人宮崎大学 

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 

 教育学部附属中学校 

個人情報ファイルの利用目的 
 備え付け表簿であり、生徒の健康状態及び歯牙状況の 

確認として利用する。 

記録項目 
１ 年度、２ 学年学級、３ 生徒氏名、４ 性別、５ 生年月日、 

６ 定期健康診断結果( 発育・内科・歯科・眼科・耳鼻科・他 ) 

記録範囲  在学生・卒業生 

記録情報の収集方法  保護者からの届出・検診結果 

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 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 □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 

－ 

独立行政法人非識別加工情報
の概要 

－ 

作成された独立行政法人非識
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   

 

 



 

 個人情報ファイル簿(No.28) 

 

個人情報ファイルの名称  出席簿 

独立行政法人の名称  国立大学法人宮崎大学 

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 

 教育学部附属中学校 

個人情報ファイルの利用目的  備え付け表簿であり、生徒の出席状況の確認として利用する。 

記録項目 

１ 年度、２ 学期、３ 学年学級、４ 学年主任氏名、 

５ 学級担任氏名、６ 生徒氏名、７ 週、８ 月日、９ 曜日、 

10 校時、11 教科、12 教科担任、13 出席日数、 

14 出席日数(病気)、15 出席日数(事故)、16 欠課時数、 

17 早引度数、16 遅刻度数、17 忌引日数、18 出停 

記録範囲  在学生・卒業生 

記録情報の収集方法  指導教員の記録 

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 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 □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 

－ 

独立行政法人非識別加工情報
の概要 

－ 

作成された独立行政法人非識
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   

 

 



 

 個人情報ファイル簿(No.29) 

 

個人情報ファイルの名称  健康観察簿 

独立行政法人の名称  国立大学法人宮崎大学 

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 

 教育学部附属中学校 

個人情報ファイルの利用目的 
 備え付け表簿であり、生徒の健康状態を把握するために 

利用する。 

記録項目 

１ 年度、２ 学年学級、３ 学級担任氏名、４ 生徒氏名、 

５ 月日、６ 欠席日数(病気・事故)、７ 忌引日数、 

８ 出席停止、９ 健康状態 

記録範囲  在学生・卒業生 

記録情報の収集方法  指導教員・養護教諭の記録 

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 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 □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 

－ 

独立行政法人非識別加工情報
の概要 

－ 

作成された独立行政法人非識
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   

 

  



 

 個人情報ファイル簿(No.30) 

 

個人情報ファイルの名称  児童指導要録（学籍に関する記録） 

独立行政法人の名称  国立大学法人宮崎大学 

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 

 教育学部附属小学校 

個人情報ファイルの利用目的  児童への指導のために利用する。 

記録項目 

１ 学年学級、２ 児童氏名、３ 児童氏名ふりがな、 

４ 生年月日、５ 性別、６ 住所、７ 保護者氏名、 

８ 保護者氏名ふりがな、９ 保護者住所、10 入学前の経歴、 

11 入学・編入学等、12 転入学、13 転学・退学等、14 卒業、 

15 進学先の名称及び所在地、16 校長氏名、17 学級担任氏名 

※ １年～６年まで学年毎の記録 

記録範囲  在学生・卒業生 

記録情報の収集方法  保護者からの届出・指導教員からの提出 

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 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 □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 

－ 

独立行政法人非識別加工情報
の概要 

－ 

作成された独立行政法人非識
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   

 

 



 

 個人情報ファイル簿(No.31) 

 

個人情報ファイルの名称  児童指導要録（指導に関する記録） 

独立行政法人の名称  国立大学法人宮崎大学 

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 

 教育学部附属小学校 

個人情報ファイルの利用目的  児童への指導のために利用する。 

記録項目 

１ 児童氏名、２ 学年学級、３ 各教科の学習の記録、 

４ 総合的な学習の時間の記録、５ 特別活動の記録、 

６ 行動の記録、７ 総合所見及び指導上参考となる諸事項、 

８ 出欠の記録 

※ １年～６年まで学年毎の記録 

記録範囲  在学生・卒業生 

記録情報の収集方法  保護者からの届出・指導教員からの提出 

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 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 □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 

－ 

独立行政法人非識別加工情報
の概要 

－ 

作成された独立行政法人非識
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   

 

 



 

 個人情報ファイル簿(No.32) 

 

個人情報ファイルの名称  学校保健簿 

独立行政法人の名称  国立大学法人宮崎大学 

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 

 教育学部附属小学校 

個人情報ファイルの利用目的  児童の健康管理のために利用する。 

記録項目 

 

 

１ 年度、２ 学年学級、３ 学級担任氏名、４ 学校名、 

５ 児童氏名、６ 保健調査及び結果、７ 定期検査、 

８ 尿検査、９ 歯の状態、10 定期検診4月、11 第2学期検診、 

12 結核・心電図検診、13 好適な机とイス 

 

 

記録範囲  在学生・卒業生 

記録情報の収集方法  保護者からの届出・検診結果 

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 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 □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 

－ 

独立行政法人非識別加工情報
の概要 

－ 

作成された独立行政法人非識
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   

 

 



 

 個人情報ファイル簿(No.33) 

 

個人情報ファイルの名称  卒業生台帳 

独立行政法人の名称  国立大学法人宮崎大学 

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 

 教育学部附属小学校 

個人情報ファイルの利用目的  卒業証書作成及び卒業生確認のために利用する。 

記録項目 

１ 卒業年度、２ 学年学級、３ 卒業証書の番号、 

４ 児童氏名、５ 生年月日、６ 保護者氏名、７ 住所、 

８ 学級担任者氏名、９ 卒業者数 

記録範囲  卒業生 

記録情報の収集方法  指導教員からの提出 

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 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 □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 

－ 

独立行政法人非識別加工情報
の概要 

－ 

作成された独立行政法人非識
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   

 

 



 

 個人情報ファイル簿(No.34) 

 

個人情報ファイルの名称  健康観察簿 

独立行政法人の名称  国立大学法人宮崎大学 

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 

 教育学部附属小学校 

個人情報ファイルの利用目的  児童の出欠状況・健康状態確認のために利用する。 

記録項目 
１ 年度、２ 学年学級、３ 学級担任氏名、４ 出席番号、 

５ 児童氏名、６ 病欠、７ 事故欠、８ 忌引、９ 出席停止 

記録範囲  在学生・卒業生 

記録情報の収集方法  指導教員・養護教諭の記録 

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 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 □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 

－ 

独立行政法人非識別加工情報
の概要 

－ 

作成された独立行政法人非識
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   

 

 



 

 個人情報ファイル簿(No.35) 

 

個人情報ファイルの名称  出席簿 

独立行政法人の名称  国立大学法人宮崎大学 

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 

 教育学部附属小学校 

個人情報ファイルの利用目的  児童の出席状況の確認のために利用する。 

記録項目 

１ 年度、２ 学期、３ 学年学級、４ 学級担任氏名、 

５ 児童氏名、６ 出席日数、７ 欠席日数(病気)、 

８ 欠席日数(事故)、９ 忌引、10 出停、11 遅刻、12 早引 

記録範囲  在学生・卒業生 

記録情報の収集方法  指導教員・養護教諭の記録 

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 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 □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 

－ 

独立行政法人非識別加工情報
の概要 

－ 

作成された独立行政法人非識
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   

 



 

 個人情報ファイル簿(No.36) 

 

個人情報ファイルの名称  幼稚園幼児指導要録 

独立行政法人の名称  国立大学法人宮崎大学 

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 

 教育学部附属学校係（幼稚園） 

個人情報ファイルの利用目的 
 １年間の指導の課程とその結果を要約し、次年度の適切な 

指導に資するための資料で、証明等の原簿としても利用する。 

記録項目 

 １ 園児氏名、２ 園児氏名ふりがな、３ 性別、４ 生年月日、 

５ 住所、６ 保護者氏名、７ 保護者氏名ふりがな、 

８ 保護者住所、９ 学籍の記録、10 入園前の状況、 

11 進学先、12 指導に関する記録(発達状況・指導の重点・出

欠状況)、15 園長氏名、16 学級担任氏名 

※ １年毎の記録 

記録範囲  在園児とその保護者・卒園児 

記録情報の収集方法  保護者からの届出・指導教員からの提出 

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 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 □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 

－ 

独立行政法人非識別加工情報
の概要 

－ 

作成された独立行政法人非識
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   

 

 



 

 個人情報ファイル簿(No.37) 

 

個人情報ファイルの名称  修了証書台帳 

独立行政法人の名称  国立大学法人宮崎大学 

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 

 教育学部附属学校係（幼稚園） 

個人情報ファイルの利用目的  修了証書発行証明として利用する。 

記録項目 
 １ 証書番号、２ 修了年月日、３ 園児氏名、４ 生年月日、 

５ 保護者氏名、６ 住所 

記録範囲  卒園児とその保護者 

記録情報の収集方法  保護者からの届出・指導教員からの提出 

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 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 □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 

－ 

独立行政法人非識別加工情報
の概要 

－ 

作成された独立行政法人非識
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   

 



 

 個人情報ファイル簿(No.38) 

 

個人情報ファイルの名称  入院誓約書 

独立行政法人の名称  国立大学法人宮崎大学 

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 

 医学部医事課 

個人情報ファイルの利用目的  入院診療料金の支払いを担保するため 

記録項目  １ 患者の住所氏名、２ 連帯保証人の住所氏名等 

記録範囲  入院患者 

記録情報の収集方法  本人からの申告 

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 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 □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 

－ 

独立行政法人非識別加工情報
の概要 

－ 

作成された独立行政法人非識
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   

 

 



 

 個人情報ファイル簿(No.39) 

 

個人情報ファイルの名称  患者登録ファイル 

独立行政法人の名称  国立大学法人宮崎大学 

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 

 医学部医事課 

個人情報ファイルの利用目的 
総合医療情報システムで使用する患者基本情報を管理 

するため。 

記録項目 
１ 氏名、２ 患者ID、３ 生年月日、４ 保険情報、５ 住所、 

６ 受診履歴 

記録範囲  本院受診患者の全て 

記録情報の収集方法  本人からの申告 

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 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 □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 

－ 

独立行政法人非識別加工情報
の概要 

－ 

作成された独立行政法人非識
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   

 

 

 



 

 個人情報ファイル簿(No.40) 

 

個人情報ファイルの名称  診療録 

独立行政法人の名称  国立大学法人宮崎大学 

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 

 医学部附属病院 

個人情報ファイルの利用目的  診療に利用するため 

記録項目 
 １ 患者ＩＤ、２ 患者氏名、３ 生年月日、４ 性別、 

５ 医療記録 

記録範囲  本院受診患者の全て 

記録情報の収集方法 
 本人が申し出た氏名、生年月日、住所等と診療の過程で 

収集した診療デ－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 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 ☑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 

－ 

独立行政法人非識別加工情報
の概要 

－ 

作成された独立行政法人非識
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   

 

 

 

 



 

 個人情報ファイル簿(No.41) 

 

個人情報ファイルの名称  債権決定額 

独立行政法人の名称  国立大学法人宮崎大学 

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 

 医学部附属病院 

個人情報ファイルの利用目的  診療費債権の管理に利用するため 

記録項目  １ 氏名、２ 保険情報、３ 診療科、４ 日数、５ 請求点数等 

記録範囲  各月の外来・入院患者 

記録情報の収集方法 
 毎月診療報酬請求書を提出した後、医事会計システムに 

デ－タとして保存。 

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 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 ☑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 

－ 

独立行政法人非識別加工情報
の概要 

－ 

作成された独立行政法人非識
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   

 

 

 

 

 



 

 個人情報ファイル簿(No.42) 

 

個人情報ファイルの名称  学生名簿 

独立行政法人の名称  国立大学法人宮崎大学 

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 

 医学部学生支援課 

個人情報ファイルの利用目的  学生管理 

記録項目 
１ 氏名、２ 住所、３ 電話番号、４ 保護者氏名、 

５ 保護者住所 

記録範囲  本学学生 

記録情報の収集方法  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 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 □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 

－ 

独立行政法人非識別加工情報
の概要 

－ 

作成された独立行政法人非識
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   



 

 個人情報ファイル簿(No.43) 

 

個人情報ファイルの名称  学生調書 

独立行政法人の名称  国立大学法人宮崎大学 

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 

 医学部学生支援課 

個人情報ファイルの利用目的  学生管理 

記録項目 
１ 氏名、２ 住所、３ 電話番号、４ 保護者氏名、 

５ 保護者住所 

記録範囲  本学学生 

記録情報の収集方法  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 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 □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 

－ 

独立行政法人非識別加工情報
の概要 

－ 

作成された独立行政法人非識
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   



 

 個人情報ファイル簿(No.44) 

 

個人情報ファイルの名称  卒業判定資料 

独立行政法人の名称  国立大学法人宮崎大学 

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 

 医学部学生支援課 

個人情報ファイルの利用目的  卒業成績管理 

記録項目  １ 氏名、２ 学籍番号、３ 卒業成績 

記録範囲  本学学生 

記録情報の収集方法  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 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 □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 

－ 

独立行政法人非識別加工情報
の概要 

－ 

作成された独立行政法人非識
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   



 

 個人情報ファイル簿(No.45) 

 

個人情報ファイルの名称  進級判定資料 

独立行政法人の名称  国立大学法人宮崎大学 

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 

 医学部学生支援課 

個人情報ファイルの利用目的  進級成績管理 

記録項目  １ 氏名、２ 学籍番号、３ 進級成績 

記録範囲  本学学生 

記録情報の収集方法  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 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 □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 

－ 

独立行政法人非識別加工情報
の概要 

－ 

作成された独立行政法人非識
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   



 

 個人情報ファイル簿(No.46) 

 

個人情報ファイルの名称  学籍簿 

独立行政法人の名称  国立大学法人宮崎大学 

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 

 医学部学生支援課 

個人情報ファイルの利用目的  成績管理 

記録項目  １ 氏名、２ 学籍番号、３ 学業成績 

記録範囲  本学学生 

記録情報の収集方法  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 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 □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 

－ 

独立行政法人非識別加工情報
の概要 

－ 

作成された独立行政法人非識
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   



 

 個人情報ファイル簿(No.47) 

 

個人情報ファイルの名称  卒業生台帳 

独立行政法人の名称  国立大学法人宮崎大学 

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 

 医学部学生支援課 

個人情報ファイルの利用目的  証書管理 

記録項目  １ 証書番号、２ 氏名、３ 生年月日、４ 本籍 

記録範囲  本学学生 

記録情報の収集方法 大学  

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 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 □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 

－ 

独立行政法人非識別加工情報
の概要 

－ 

作成された独立行政法人非識
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   



 

 個人情報ファイル簿(No.48) 

 

個人情報ファイルの名称  学籍簿 

独立行政法人の名称  国立大学法人宮崎大学 

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 

 工学部 

個人情報ファイルの利用目的  学籍管理 

記録項目 
 １ 氏名、２ 住所、３ 電話番号、４ 学籍異動歴、 

５ 卒論テ－マ等 

記録範囲  本学学生、卒業生 

記録情報の収集方法  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 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 □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 

－ 

独立行政法人非識別加工情報
の概要 

－ 

作成された独立行政法人非識
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   



 

 個人情報ファイル簿(No.49) 

 

個人情報ファイルの名称  卒業者及び修了者の台帳 

独立行政法人の名称  国立大学法人宮崎大学 

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 

 工学部 

個人情報ファイルの利用目的  卒業者及び修了生管理 

記録項目  １ 氏名、２ 所属、３ 証書番号 

記録範囲  卒業生 

記録情報の収集方法  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 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 □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 

－ 

独立行政法人非識別加工情報
の概要 

－ 

作成された独立行政法人非識
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   



 

 個人情報ファイル簿(No.50) 

 

個人情報ファイルの名称  学籍簿（学部）（学生累加記録簿） 

独立行政法人の名称  国立大学法人宮崎大学 

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 

農学部 

個人情報ファイルの利用目的 学生管理 

記録項目 
１ 入学年月日、２ 卒業年月日、３ 氏名、４ 生年月日、 

５ 卒業高校、６ 本籍地 

記録範囲 本学学生、卒業生（昭和３年以降） 

記録情報の収集方法 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 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 □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 

－ 

独立行政法人非識別加工情報
の概要 

－ 

作成された独立行政法人非識
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   

 



 

 個人情報ファイル簿(No.51) 

 

個人情報ファイルの名称  学籍簿（大学院）（学生累加記録簿） 

独立行政法人の名称  国立大学法人宮崎大学 

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 

農学部 

個人情報ファイルの利用目的 学生管理 

記録項目 
１ 入学年月日、２ 卒業年月日、３ 氏名、４ 生年月日、 

５ 卒業高校、６ 本籍地 

記録範囲 本学学生、卒業生（４４年修了生） 

記録情報の収集方法 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 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 □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 

－ 

独立行政法人非識別加工情報
の概要 

－ 

作成された独立行政法人非識
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   

 



 

 個人情報ファイル簿(No.52) 

 

個人情報ファイルの名称  卒業生名簿（学部） 

独立行政法人の名称  国立大学法人宮崎大学 

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 

農学部 

個人情報ファイルの利用目的 学生管理 

記録項目 
１ 学位記番号、２ 学籍番号、３ 氏名、４ 生年月日、 

５ 性別、６ 本籍地（都道府県） 

記録範囲 卒業生（大正１４年入学生以降） 

記録情報の収集方法 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 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 □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 

－ 

独立行政法人非識別加工情報
の概要 

－ 

作成された独立行政法人非識
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   

 

 



 

 個人情報ファイル簿(No.53) 

 

個人情報ファイルの名称  卒業生名簿（大学院） 

独立行政法人の名称  国立大学法人宮崎大学 

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 

農学部 

個人情報ファイルの利用目的 学生管理 

記録項目 
１ 学位記番号、２．学籍番号、３．氏名、４ 生年月日、 

５ 性別、６本籍地（都道府県） 

記録範囲 卒業生（昭和４２年入学生～） 

記録情報の収集方法 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 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 □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 

－ 

独立行政法人非識別加工情報
の概要 

－ 

作成された独立行政法人非識
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   

 

 



 

 個人情報ファイル簿(No.54) 

 

個人情報ファイルの名称  学生調書・誓書（学部） 

独立行政法人の名称  国立大学法人宮崎大学 

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 

農学部 

個人情報ファイルの利用目的 学生管理 

記録項目 

１ 氏名、２ 学籍番号、３ 生年月日、 

４ 学部学科課程、５ 最終学校、６ 現住所 

７ 本籍地（都道府県）、８ 保護者氏名・住所・連絡先 

記録範囲 本学学生（在学生） 

記録情報の収集方法 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 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 □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 

－ 

独立行政法人非識別加工情報
の概要 

－ 

作成された独立行政法人非識
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   

 

 



 

 個人情報ファイル簿(No.55) 

 

個人情報ファイルの名称  成績証明書（学部） 

独立行政法人の名称  国立大学法人宮崎大学 

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 

農学部 

個人情報ファイルの利用目的 学生管理 

記録項目 
１ 氏名、２ 学部学科、３ 生年月日、 

４ 卒業年月日、５ 成績 

記録範囲 
発行申請があった本学学生、卒業生 

（昭和 39年卒業生～平成 6年入学生） 

記録情報の収集方法 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 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 □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 

－ 

独立行政法人非識別加工情報
の概要 

－ 

作成された独立行政法人非識
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   

 

 



 

 個人情報ファイル簿(No.56) 

 

個人情報ファイルの名称  家畜人工授精師関係綴 

独立行政法人の名称  国立大学法人宮崎大学 

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 

農学部 

個人情報ファイルの利用目的 学生管理 

記録項目 
１ 氏名、２ 生年月日、３ 現住所 

５ 本籍、６ 修了年度 

記録範囲 家畜人工授精講習会を修了した者 

記録情報の収集方法 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 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 宮崎大学企画総務部総務課 

法務・コンプライアンス係 

(所在地) 〒889－2192 宮崎市学園木花台西１丁目１番地 

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 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 □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 

－ 

独立行政法人非識別加工情報
の概要 

－ 

作成された独立行政法人非識
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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