
＜様式第３７号＞ 個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 授業料債権管理ファイル 

国立大学法人の名称 国立大学法人小樽商科大学 

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 

会計課経理係 

個人情報ファイルの利用目的 
授業料債権の管理，口座引落のための口座データ管理，授業料通

知用の連絡先管理に利用する 

記録項目 

１学生番号，２氏名，３氏名カナ，４所属，５現況区分，６年次，

７留学区分，８授業料請求額，９授業料異動額，１０授業料入金

額，１１入金日，１２納入期限，１３納入状態，１４請求番号，

１５免除区分，１６金融機関コード，１７支店コード，１８預金

種目，１９口座番号，２０口座名義人，２１口座名義人カナ，２

２振替区分，２３振替停止理由，２４取引金融機関，２５学生郵

便番号，２６学生住所，２７学生電話番号，２８連絡先区分，２

９連絡先氏名，３０連絡先氏名カナ，３１連絡先郵便番号，３２

連絡先住所，３３連絡先電話番号，３４異動区分，３５異動事由，

３６受付日，３７決済日，３８予定開始日，３９実績開始日，４

０実績終了日，４１異動月数，４２備考 

記録範囲 本学学生（２００６年度以降） 

記録情報の収集方法 

授業料情報については，納付事実による 

連絡先情報については，本学教務課からの情報及び本人からの変

更連絡による 

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) 国立大学法人小樽商科大学総務課 

(所在地) 〒047-8501 北海道小樽市緑３－５－２１ 

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３項に該当するファ

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 

 

【理由】 

 

 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

(名 称)国立大学法人小樽商科大学総務課 

(所在地)〒047-8501 北海道小樽市緑３－５－２１ 

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 

非該当 

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  

 



＜様式第３７号＞ 個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 学生記録簿ファイル 

国立大学法人の名称 国立大学法人小樽商科大学 

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 

教務課教務企画係 

個人情報ファイルの利用目的 学籍管理に利用する 

記録項目 

１入学区分（昼夜別），２受験番号，３学生番号，４氏名（ふり

がな，英語標記含む），５住所連絡先，６生年月日，７本籍地，

８所属学科，９入学年月日，１０卒業年月日，１１出身学校，１

２大学入学資格検定合格年，１３休学情報，１４退学情報，１５

除籍情報，１６高校卒業以後の履歴・職歴，１７賞罰，１８社会

人特別選抜入学者勤務先住所等，１９保証人氏名（ふりがな含む），

２０本人との関係，２１保証人住所連絡先，２２緊急連絡先，２

３家族状況，２４健康状況，２５顔写真，２６性別 

記録範囲 本学に在籍していた者及び本学在籍中の者 

記録情報の収集方法 本人からの書類の提出による 

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) 国立大学法人小樽商科大学総務課 

(所在地) 〒047-8501 北海道小樽市緑３－５－２１ 

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３項に該当するファ

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 

（名 称）国立大学法人小樽商科大学総務課 

（所在地）〒047-8501 北海道小樽市緑３－５－２１ 

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  



＜様式第３７号＞ 個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 成績原簿ファイル 

国立大学法人の名称 国立大学法人小樽商科大学 

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 

教務課学部教務係 

個人情報ファイルの利用目的 学業成績管理に利用する 

記録項目 

１学生番号，２氏名，３氏名カナ，４実質年次，５性別，６生年

月日，７入学年月日，８卒業年月日，９所属学科･課程，１０研究

指導教員，１１卒業論文題目，１２備考，１３科目名，１４単位，

１５評価，１６評点，１７修得年度，１８年度別修得単位数 

記録範囲 本学に在籍していた者及び本学在籍中の者 

記録情報の収集方法 教員からの成績提出及び本人からの届出による 

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) 国立大学法人小樽商科大学総務課 

(所在地) 〒047-8501 北海道小樽市緑３－５－２１ 

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３項に該当するファ

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 

(名 称) 国立大学法人小樽商科大学総務課 

(所在地) 〒047-8501 北海道小樽市緑３－５－２１ 

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  



＜様式第３７号＞ 個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 入学試験ファイル                                    

国立大学法人の名称 国立大学法人小樽商科大学 

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 

教務課入試室入学試験係 

個人情報ファイルの利用目的 
入学志願者に関する情報を記録し，合格判定資料作成などの 

入学試験事務に利用する 

記録項目 

１受験番号，２氏名，３性別，４生年月日，５高等学校名，６大

学入学共通テスト（大学入試センター試験）受験番号，７大学入

学共通テスト（大学入試センター試験）成績，８本学学力試験成

績，９本学学力試験順位，１０調査書評点平均値等 

記録範囲 入学志願者 

記録情報の収集方法 
本人からの志願票，大学入学共通テスト（大学入試センター試験），

個別学力試験，調査票による 

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)国立大学法人小樽商科大学総務課 

(所在地)〒047-8501 北海道小樽市緑３－５－２１ 

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項に該当するフ

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 

（名 称）国立大学法人小樽商科大学総務課 

（所在地）〒047-8501 北海道小樽市緑３－５－２１ 

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  

 



＜様式第３７号＞ 個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 図書館利用者ファイル 

国立大学法人の名称 国立大学法人小樽商科大学 

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 

学術情報課 

個人情報ファイルの利用目的 図書館利用者の図書の貸出・返却に利用する 

記録項目 

１氏名 

２住所 

３電話番号 

４保証人氏名（学生のみ） 

５保証人住所（学生のみ） 

６保証人電話番号 

記録範囲 本学学生，本学教職員，図書館の利用を申し出た学外者 

記録情報の収集方法 ＩＤカード発行申込書，本学教務課の学籍情報ファイルによる 

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) 国立大学法人小樽商科大学総務課 

(所在地) 〒047-8501 北海道小樽市緑３－５－２１ 

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３項に該当するファ

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 

（名称）国立大学法人小樽商科大学総務課総務課総務課総務課 

（所在地）〒047-8501 北海道小樽市緑３－５－２１ 

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  



＜様式第３７号＞ 個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 進路状況ファイル 

国立大学法人の名称 国立大学法人小樽商科大学 

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 

学生支援課キャリア支援室 

個人情報ファイルの利用目的 本学学生の卒業後の進路状況を把握し，就職支援に利用する 

記録項目 

１氏名 

２決定進路区分 

３決定先企業（進学においては大学） 

４内定日 

５就職（進学）予定年月 

６職種 

７雇用形態 

記録範囲 本学卒業生（平成１６年度以降） 

記録情報の収集方法 ４年次以降，進路決定後に提出させる「進路報告書」による 

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) 国立大学法人小樽商科大学総務課 

(所在地) 〒047-8501 北海道小樽市緑３－５－２１ 

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３項に該当するファ

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 

(名 称)国立大学法人小樽商科大学総務課 

(所在地)〒047-8501 北海道小樽市緑３－５－２１ 

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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