
 

 

 

個人情報ファイルの名称 学籍簿（旧美唄労災看護専門学校分） 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

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 

釧路労災看護専門学校事務室 

個人情報ファイルの利用目的 卒業証明書、成績証明書の発行 

記録項目 

①氏名、性別、生年月日、本籍地、住所 

②家族、保証人 

③経歴 

④入学・卒業年次 

⑤履修状況及び成績 

記録範囲 
美唄労災看護専門学校の卒業生及び在学生（昭和５８年以降） 

  ※美唄労災看護専門学校閉校に伴い平成19年3月移管 

記録情報の収集方法 本人からの入学申込書、在学時の学習記録 

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 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報保

護窓口 

(所在地) 〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番１号

事務管理棟 

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 

無し 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

個人情報ファイルの名称 学籍簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

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 

釧路労災看護専門学校事務室 

個人情報ファイルの利用目的 卒業証明書、成績証明書の発行 

記録項目 

①氏名、性別、生年月日、本籍地、住所 

②家族、保証人 

③経歴 

④入学・卒業年次 

⑤履修状況及び成績 

記録範囲 釧路労災看護専門学校の卒業生及び在学生（昭和５８年以降） 

記録情報の収集方法 本人からの入学申込書、在学時の学習記録 

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 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報保

護窓口 

(所在地) 〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番１号

事務管理棟 

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 

無し 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

個人情報ファイルの名称 学籍簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

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 

東北労災看護専門学校事務室 

個人情報ファイルの利用目的 卒業証明書、成績証明書の発行 

記録項目 

①氏名、性別、生年月日、本籍地、住所 

②奨学先病院 

③家族、保証人 

④経歴 

⑤入学・卒業年次 

⑥履修状況及び成績 

記録範囲 

東北労災病院附属准看護学院の卒業生（昭和32年 4月～35年 3月) 

東北労災看護専門学校の卒業生及び在学生（昭和 35 年 4月の開校

以降） 

記録情報の収集方法 本人からの入学申込書、在学時の学習記録 

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 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

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 

無し 

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  

 



  

個人情報ファイルの名称 学籍簿（旧青森労災看護専門学校分） 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

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 

東北労災看護専門学校事務室 

個人情報ファイルの利用目的 卒業証明書、成績証明書の発行 

記録項目 

①氏名、性別、生年月日、本籍地、住所 

②奨学先病院 

③家族、保証人 

④経歴 

⑤入学・卒業年次 

⑥履修状況及び成績 

記録範囲 

青森労災看護専門学校の卒業生（昭和 50 年 4 月～平成 16 年 3月

閉校） 

 ※青森労災看護専門学校閉校に伴い平成 16 年 3月移管 

記録情報の収集方法 本人からの入学申込書、在学時の学習記録 

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 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

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 

無し 

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  

 



 

 

 

個人情報ファイルの名称 学籍簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

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 

千葉労災看護専門学校事務室 

個人情報ファイルの利用目的 卒業証明書、成績証明書の発行 

記録項目 

①氏名、性別、生年月日、本籍地、住所 

②奨学先病院 

③家族、保証人 

④経歴 

⑤入学・卒業年次 

⑥履修状況及び成績 

記録範囲 
千葉労災看護専門学校の卒業生及び在学生（昭和４９年４月の

開校以降） 

記録情報の収集方法 本人からの入学願書、在学時の学習記録 

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 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称)独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

    保護窓口 

(所在地)〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町１番 

          １号 事務管理等 

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 

無し 

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             ― 

 



 

個人情報ファイルの名称 学籍簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

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 

横浜労災看護専門学校事務室 

個人情報ファイルの利用目的 卒業証明書、成績証明書の発行 

記録項目 

①氏名、性別、生年月日、住所 

②奨学先病院 

③保証人 

④経歴 

⑤入学・卒業年次 

⑥履修状況及び成績 

記録範囲 
横浜労災看護専門学校の卒業生及び在学生（平成７年４月の開校

以降） 

記録情報の収集方法 本人からの入学申込書、在学時の学習記録 

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 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

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 

無し 

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  

 



  

個人情報ファイルの名称 学籍簿（旧関東労災看護専門学校分） 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

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 

横浜労災看護専門学校事務室 

個人情報ファイルの利用目的 卒業証明書、成績証明書の発行 

記録項目 

①氏名、性別、生年月日、住所 

②奨学先病院 

③保証人 

④経歴 

⑤入学・卒業年次 

⑥履修状況及び成績 

記録範囲 
関東労災看護専門学校の卒業生（昭和 36 年 4 月の開校以降） 

※関東労災看護専門学校閉校に伴い平成 16 年 3月移管 

記録情報の収集方法 本人からの入学申込書、在学時の学習記録 

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 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

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 

無し 

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  

 

 



 

 

個人情報ファイルの名称 学籍簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

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 

中部労災看護専門学校事務室 

個人情報ファイルの利用目的 卒業証明書、成績証明書の発行 

記録項目 

①氏名、性別、生年月日、本籍地、住所 

②奨学先病院 

③家族、保証人 

④経歴 

⑤入学・卒業年次 

⑥履修状況及び成績 

記録範囲 
中部労災看護専門学校の卒業生及び在学生（昭和４６年４月の開

校以降） 

記録情報の収集方法 本人からの入学申込書、在学時の学習記録 

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 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

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 

無し 

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  

 



 

個人情報ファイルの名称 学籍簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

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 

大阪労災看護専門学校事務室 

個人情報ファイルの利用目的 卒業証明書、成績証明書の発行 

記録項目 

①氏名、性別、生年月日、住所 

②奨学先病院 

③経歴 

④入学・卒業年次 

⑤履修状況及び成績 

記録範囲 
大阪労災看護専門学校の卒業生及び在学生 

（昭和３５年１２月の開校以降） 

記録情報の収集方法 本人からの入学申込書、在学時の学習記録 

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 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構大阪労災看護専門学

校情報公開・個人情報保護窓口 

（所在地）〒591-8025 大阪府堺市北区長曽根町 1180 番地 15 

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 

無し 

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  

 



  

個人情報ファイルの名称 学籍簿（旧和歌山労災看護専門学校分） 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

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 

大阪労災看護専門学校事務室 

個人情報ファイルの利用目的 卒業証明書、成績証明書の発行 

記録項目 

①氏名、性別、生年月日、寮・通学、住所、電話番号 

②奨学先病院 

③経歴 

④入学・卒業年次 

⑤履修状況及び成績 

記録範囲 

和歌山労災看護専門学校の卒業生及び在学生（昭和 48 年 4 月の開

校以降） 

  ※和歌山労災看護専門学校閉校に伴い平成 19 年 3 月移管 

記録情報の収集方法 本人からの入学申込書、在学時の学習記録 

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 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構大阪労災看護専門学

校情報公開・個人情報保護窓口 

（所在地）〒591-8025 大阪府堺市北区長曽根町 1180 番地 15 

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 

無し 

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  

 



 

 

 

個人情報ファイルの名称 学籍簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

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 

関西労災看護専門学校事務室 

個人情報ファイルの利用目的 卒業証明書、成績証明書の発行 

記録項目 

①氏名、性別、生年月日、本籍地、住所 

②奨学先病院 

③保護者、保証人 

④履歴 

⑤入学・卒業年次 

⑥履修状況及び成績 

記録範囲 
関西労災看護専門学校の卒業生及び在学生（昭和４８年４月の

開校以降） 

記録情報の収集方法 本人からの入学申込書、在学時の学習記録 

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 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

(所在地) 〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号 

                     事務管理棟 

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 

無し 

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  

 



 

個人情報ファイルの名称 学籍簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

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 

岡山労災看護専門学校事務室 

個人情報ファイルの利用目的 卒業証明書、成績証明書の発行 

記録項目 

①氏名、性別、生年月日、本籍地、住所 

②奨学先病院 

③家族、保証人 

④経歴 

⑤入学・卒業年次 

⑥履修状況及び成績 

記録範囲 
岡山労災看護専門学校の卒業生及び在学生（昭和４８年４月の開

校以降） 

記録情報の収集方法 本人からの入学申込書、在学時の学習記録 

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 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

                     事務管理棟 

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 

無し 

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  

 



 

 

個人情報ファイルの名称 学籍簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

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 

熊本労災看護専門学校事務室 

個人情報ファイルの利用目的 卒業証明書、成績証明書の発行 

記録項目 

①氏名、性別、生年月日、本籍地、住所 

②奨学先病院 

③入学・卒業年次 

④履修状況及び成績 

記録範囲 
熊本労災看護専門学校の卒業生及び在学生（昭和４４年４月の開校

以降） 

記録情報の収集方法 本人からの入学申込書、在学時の学習記録 

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 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 独立行政法人労働者健康安全機構公開・個人情報保

護窓口 

(所在地) 〒211-0021  神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1

号事務管理棟 

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 

無し 

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  

 


