
回答様式４ 

個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 外国人来訪者票 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 

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 

経営企画部国際課 

個人情報ファイルの利用目的 
機構の所在地に来訪する外国人（非居住者の日本人を含む）に

対する安全保障輸出管理上の確認のため 

記録項目 

1. 訪問者氏名 

2. 国籍  

3. 訪問者の所属機関  

4. 職位  

5. 性別 

6. 訪問日又は受入期間 

7. 生年月日 

記録範囲 機構の所在地に来訪する外国人（非居住者の日本人を含む） 

記録情報の収集方法 外国人来訪者票の記載による 

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)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 

(所在地)千葉県千葉市稲毛区穴川４－９－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第６０条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 ■法第６０条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第２０条第７項に該当する

ファイル 

    □有 ■無 



行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

― 

行政機関等匿名加工情報の提
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６０条
第３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 

― 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

― 

備   考  

 



回答様式４ 

個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 研修生申込に関するデータベース 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 

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 

放射線医学総合研究所 人材育成センター 

個人情報ファイルの利用目的 研修申込者の管理の用に供するため 

記録項目 
氏名、生年月日、年齢、性別、現住所、勤務先、学歴、職歴、

職務内容、所属長職氏名機関所在地 

記録範囲 研修申込者 

記録情報の収集方法 申込書による方法 

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 選考会において教科主任に開示 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 

(所在地) 千葉県千葉市稲毛区穴川４－９－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

なし 

個人情報ファイルの種別 

 ☑法第６０条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 ☑法第６０条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第２０条第７項に該当する

ファイル 

    □有 ☑無 



行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提
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６０条
第３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 

―― 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

―― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

―― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

―― 

備   考 ―― 

 



回答様式４ 

個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 放射線業務従事者管理データベース 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 

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 

量子生命・医学部門 技術安全部放射線安全課 

個人情報ファイルの利用目的 
放射線業務従事者の登録、抹消、変更、個人被ばく線量管理等

のため 

記録項目 

 個人名、性別、生年月日、所属組織・部署、教育訓練の記録、

電離健康診断の結果、個人被ばく線量、従事する放射線管理区

域及びこれらに付随する項目 

記録範囲 

 個人につき終身。但し、個人被ばく線量については、法律に

基づき、公益財団法人放射線影響協会に引き渡した記録につい

ては、記録範囲から除外 

記録情報の収集方法  申請書、個人被ばく線量の測定結果、健康診断結果等より 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

 含む 

記録情報の経常的提供先  なし 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 

(所在地)千葉県千葉市稲毛区穴川四丁目９番１号 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

 なし 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第６０条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 ■法第６０条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第２０条第７項に該当する

ファイル 

    ■有 □無 



行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

以下の項目について、該当なし 

行政機関等匿名加工情報の提
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６０条
第３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 

 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

 

備   考  

 



回答様式４ 

個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 被ばく医療研修管理システムデータ 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 

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 

放射線医学研究所 被ばく医療部 被ばく医療研修課 

個人情報ファイルの利用目的 
全国で開催される原子力災害医療に関する研修、実施機関およ

び受講者等の情報を一元的に収集、保管管理するため 

記録項目 

受講者および各種管理者に関する氏名、性別、生年月日、メー

ルアドレス、所属機関、職種および原子力災害医療に関する過

去の研修受講歴等 

記録範囲 

原子力災害医療関係者たる受講者、高度被ばく医療支援センタ

ー、原子力災害医療・総合支援センター、原子力災害拠点病院、

原子力災害医療協力機関、地方自治体等の原子力災害医療研修

実施機関 

記録情報の収集方法 受講者および各種管理者におけるシステム入力による 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

該当なし 

記録情報の経常的提供先 上記記録範囲に同じ 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 

(所在地) 千葉県千葉市稲毛区穴川４－９－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

なし 

個人情報ファイルの種別 

 ☑法第６０条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第６０条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第２０条第７項に該当する

ファイル 

    □有 ☑無 



行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提
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６０条
第３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 

― 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

― 

備   考 ― 

 



回答様式４ 

個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 医療情報システム 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 

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 

ＱＳＴ病院 経営戦略部 病院事務課 

個人情報ファイルの利用目的 診療業務の管理、保管 

記録項目 氏名、生年月日、住所、受診日、診療内容 

記録範囲 患者の診療内容 

記録情報の収集方法 診療時 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 受診患者 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 

(所在地) 千葉県千葉市稲毛区穴川４－９－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

医療法 

個人情報ファイルの種別 

 ☑法第６０条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第６０条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第２０条第７項に該当する

ファイル 

    □有 ☑無 



行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提
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６０条
第３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 

―― 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

―― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

―― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

―― 

備   考 ―― 

 



回答様式４ 

個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 カルテ・Ｘ線フィルム 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 

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 

ＱＳＴ病院 経営戦略部 病院事務課 

個人情報ファイルの利用目的 診療業務の管理、保管 

記録項目 氏名、生年月日、住所、受診日、診療内容 

記録範囲 患者の診療内容 

記録情報の収集方法 診療時 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 受診患者 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 

(所在地) 千葉県千葉市稲毛区穴川４－９－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

医療法 

個人情報ファイルの種別 

 □法第６０条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 ☑法第６０条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第２０条第７項に該当する

ファイル 

    □有 ☑無 



行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提
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６０条
第３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 

―― 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

―― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

―― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

―― 

備   考 ―― 

 



回答様式４ 

個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 メディカルデータバンク用カタログデータファイル 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 

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 

ＱＳＴ病院 治療診断部 メディカルデータバンク室 

個人情報ファイルの利用目的 メディカルデータバンク登録症例カタログの作成 

記録項目 
氏名、病名、生年月日、死亡年月日、審査年月日、包括同意事

項、血液等試料保存事項 

記録範囲 放射線治療患者 

記録情報の収集方法 医療情報システムより定期的に抽出 

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 
個人情報を削除し、病名毎の登録人数を内部向けHPを通して研

究者に提供 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 

(所在地)千葉県千葉市稲毛区穴川４－９－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

 

個人情報ファイルの種別 

 ☑法第６０条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第６０条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第２０条第７項に該当する

ファイル 

    □有 ☑無 



行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提
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６０条
第３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 

―― 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

―― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

―― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

―― 

備   考 ―― 

 



回答様式４ 

個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 指定登録依頼書 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 

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 

高崎量子応用研究所 管理部 保安管理課 

個人情報ファイルの利用目的 放射線業務従事者の個人被ばく線量評価のため 

記録項目 

1.氏名      6.教育歴 

2.生年月日    7.健康診断歴 

3.性別      8.所属課室 

4.所属会社    9.作業場所 

5.被ばく歴    10.作業内容 

記録範囲 高崎量子応用研究所の放射線業務従事者に指定された者 

記録情報の収集方法 
放射線管理手帳及び被ばく歴証明書等に基づく指定登録依頼書

への記入 

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) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 

(所在地) 千葉県千葉市稲毛区穴川４－９－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

―― 

個人情報ファイルの種別 

 □法第６０条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 ☑法第６０条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第２０条第７項に該当する

ファイル 

    □有 □無 



行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提
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６０条
第３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 

―― 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

―― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

―― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

―― 

備   考 ―― 

 



回答様式４ 

個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 指定解除登録依頼書 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 

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 

高崎量子応用研究所 管理部 保安管理課 

個人情報ファイルの利用目的 放射線業務従事者の個人被ばく線量評価のため 

記録項目 

1.氏名      6.所属課室 

2.生年月日    7.作業場所 

3.性別      8.作業内容 

4.所属会社     

5.被ばく線量    

記録範囲 高崎量子応用研究所の放射線業務従事者を解除された者 

記録情報の収集方法 
放射線管理手帳及び被ばく歴証明書等に基づく指定登録依頼書

への記入 

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) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 

(所在地) 千葉県千葉市稲毛区穴川４－９－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

―― 

個人情報ファイルの種別 

 □法第６０条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 ☑法第６０条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第２０条第７項に該当する

ファイル 

    □有 ☑無 



行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提
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６０条
第３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 

―― 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

―― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

―― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

―― 

備   考 ―― 

 



回答様式４ 

個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 個人線量通知票 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 

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 

高崎量子応用研究所 管理部 保安管理課 

個人情報ファイルの利用目的 放射線業務従事者の個人被ばく線量評価のため 

記録項目 

1.氏名 

2.性別 

3.所属課室 

4.被ばく線量記録 

記録範囲 高崎量子応用研究所の放射線業務従事者として登録された者 

記録情報の収集方法 指定登録依頼書等 

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) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 

(所在地) 千葉県千葉市稲毛区穴川４－９－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

―― 

個人情報ファイルの種別 

 □法第６０条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 ☑法第６０条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第２０条第７項に該当する

ファイル 

    □有 ☑無 



行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提
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６０条
第３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 

―― 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

―― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

―― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

―― 

備   考 ―― 

 



回答様式４ 

個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 個人線量通知票 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 

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 

関西光科学研究所 管理部 保安管理課 

個人情報ファイルの利用目的 放射線業務従事者の個人被ばく線量評価のため 

記録項目 

1.氏名 

2.性別 

3.中央登録番号 

4.所属課室 

5.所属会社 

6.被ばく線量記録 

記録範囲 関西光科学研究所の放射線業務従事者として登録された者 

記録情報の収集方法 指定登録依頼書等 

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) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 

(所在地) 千葉県千葉市稲毛区穴川４－９－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

―― 

個人情報ファイルの種別 

 □法第６０条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 ☑法第６０条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第２０条第７項に該当する

ファイル 

    □有 ☑無 



行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提
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６０条
第３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 

―― 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

―― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

―― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

―― 

備   考 ―― 

 



回答様式４ 

個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 指定登録依頼書 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 

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 

那珂研究所 管理部 保安管理課 

個人情報ファイルの利用目的 放射線業務従事者の個人被ばく線量評価のため 

記録項目 

1.氏名      6.教育歴 

2.生年月日    7.健康診断歴 

3.性別      8.所属課室 

4.所属会社    9.作業場所 

5.被ばく歴    10.作業内容 

記録範囲 那珂研究所の放射線業務従事者に指定された者 

記録情報の収集方法 
放射線管理手帳及び被ばく歴証明書等に基づく指定登録依頼書

への記入 

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) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 

(所在地) 千葉県千葉市稲毛区穴川４－９－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

―― 

個人情報ファイルの種別 

 □法第６０条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 ☑法第６０条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第２０条第７項に該当する

ファイル 

    □有 ☑無 



行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提
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６０条
第３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 

―― 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

―― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

―― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

―― 

備   考 ―― 

 



回答様式４ 

個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 指定解除登録依頼書 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 

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 

那珂研究所 管理部 保安管理課 

個人情報ファイルの利用目的 放射線業務従事者の個人被ばく線量評価のため 

記録項目 

1.氏名      6.教育歴 

2.生年月日    7.健康診断歴 

3.性別      8.所属課室 

4.所属会社    9.作業場所 

5.被ばく歴    10.作業内容 

記録範囲 那珂研究所の放射線業務従事者を解除された者 

記録情報の収集方法 
放射線管理手帳及び被ばく歴証明書等に基づく指定登録依頼書

への記入 

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) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 

(所在地) 千葉県千葉市稲毛区穴川４－９－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

―― 

個人情報ファイルの種別 

 □法第６０条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 ☑法第６０条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第２０条第７項に該当する

ファイル 

    □有 ☑無 



行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提
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６０条
第３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 

―― 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

―― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

―― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

―― 

備   考 ―― 

 



回答様式４ 

個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 個人線量通知票 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 

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 

那珂研究所 管理部 保安管理課 

個人情報ファイルの利用目的 放射線業務従事者の個人被ばく線量評価のため 

記録項目 

1.氏名 

2.性別 

3.中央登録番号 

4.所属課室 

5.所属会社 

6.被ばく線量記録 

記録範囲 那珂研究所の放射線業務従事者として登録された者 

記録情報の収集方法 指定登録依頼書等 

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) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 

(所在地) 千葉県千葉市稲毛区穴川４－９－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

―― 

個人情報ファイルの種別 

 □法第６０条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 ☑法第６０条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第２０条第７項に該当する

ファイル 

    □有 ☑無 



行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提
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６０条
第３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 

―― 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

―― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

―― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

―― 

備   考 ―― 

 



回答様式４ 

個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 IO応募会員登録名簿 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 

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 

那珂研究所 ITERプロジェクト部 

ITER人材・広報戦略グループ 

個人情報ファイルの利用目的 ITER職員応募者支援のため 

記録項目 

１． 氏名 

２． メールアドレス 

３． 性別 

４． 年代 

５． 住まい（都道府県） 

６． 最終学歴・専攻 

７． 現所属先 

８． 雇用期間 

９． 職務内容 

１０． 英語能力 

１１． 職歴 

１２． 所有資格 

記録範囲 ITER職員公募会員登録を希望する者 

記録情報の収集方法 ITER職員公募会員登録フォームへの記入 

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)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 

(所在地)千葉県千葉市稲毛区穴川４－９－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 ☑法第６０条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第６０条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第２０条第７項に該当する

ファイル 

    □有 ☑無 



行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提
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６０条
第３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 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

－ 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加
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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