
個人情報ファイル簿一覧 

 

（知事部局） 

所属課室名 個人情報ファイル名称 

秘書課 

Ｓ３９～叙勲データ 

Ｓ３９～褒章データ 

知事表彰データ 

政策審議課 和歌山県人材データバンク 

広報課 
和歌山県総合情報誌「和-nagomi-」発送先リスト 

和歌山県メールマガジンメールアドレスリスト 

危機管理・消防課 

第一種電気工事士免状交付台帳ファイル 

第二種電気工事士免状交付台帳ファイル 

高圧ガス製造保安責任者免状（乙種化学責任者免状）交付台帳ファイル 

高圧ガス製造保安責任者免状（乙種機械責任者免状）交付台帳ファイル 

高圧ガス製造保安責任者免状（丙種化学（液化石油ガス）責任者免状）

交付台帳ファイル 

高圧ガス製造保安責任者免状（丙種化学（特別試験科目）責任者免状）

交付台帳ファイル 

高圧ガス製造保安責任者免状（第二種冷凍機械責任者免状）交付台帳フ

ァイル 

高圧ガス製造保安責任者免状（第三種冷凍機械責任者免状）交付台帳フ

ァイル 

第一種高圧ガス販売主任者免状交付台帳ファイル 

第二種高圧ガス販売主任者免状交付台帳ファイル 

液化石油ガス設備士免状交付台帳ファイル 

登録電気工事業者台帳ファイル 

みなし電気工事業者台帳ファイル 

防災企画課 
地域防災リーダー育成講座「紀の国防災人づくり塾」受講者ファイル 

無線従事者養成課程講習会ファイル 

総務課 和歌山県宗教法人名簿 

税務課 
県税トータルシステム関連ファイル 

ふるさと和歌山応援寄附 

市町村課 住民基本台帳ネットワークシステム 

文化学術課 高等学校等就学支援金受給資格認定状況 

調査統計課 統計調査員カード台帳 



情報政策課 連携用符号発行管理ファイル 

地域政策課 土地売買等届出台帳 

移住定住推進課 

移住希望者リスト 

空き家等の利活用に関する相談リスト 

地域おこし協力隊 県内状況 

循環型社会推進課 
産業廃棄物処理実態調査ファイル 

産廃収集運搬業データベース 

環境管理課 

公害防止条例に基づく特定施設設置の届出等に関する事務ファイル 

大気汚染防止法に基づく特定施設設置の届出に関する事務ファイル 

水質汚濁防止法に基づく特定施設設置の届出に関する事務ファイル 

瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく特定施設設置の許可に関する事務

ファイル 

土壌汚染対策法に基づく状況調査の報告等に関する事務ファイル 

地下水質調査事務ファイル 

環境法令届出情報管理台帳システム 

県民生活課 県民相談一覧ファイル 

消費生活センター 全国消費生活情報ネットワークシステム（地域データ） 

男女共同参画センター 図書貸出管理簿 

食品・生活衛生課 
食品営業許可一覧 

和歌山県旅館業法許可施設一覧 

動物愛護センター 動物（犬・猫）の譲渡申請書ファイル 

福祉保健総務課 

援護システムファイル 

福総関係の表彰 

兵籍簿等検索閲覧システム 

民生委員・児童委員名簿 

生活保護法指定医療機関申請書等受理簿ファイル 

生活保護法指定医療機関名簿ファイル 

生活保護法医療扶助診療報酬明細書ファイル 

和歌山県生活保護システムファイル 

和歌山県住家被害認定士登録名簿 

子ども未来課 

児童扶養手当受給者資格者名簿ファイル 

在宅育児支援対象者名簿 

保育士登録簿 

わかやま出会いの広場会員名簿 

子育て支援員研修修了者名簿 



保育士等キャリアアップ研修修了者名簿ファイル 

子ども・女性・障害者相談 

センター 

児童福祉法第５６条負担金決定ファイル 

診療台帳 

和歌山県児童相談所システムデータベース 

更生医療・補装具索引、受付簿 

障害者手帳交付等管理システム（身体障害者情報ファイル） 

障害者手帳交付等管理システム（知的障害者情報ファイル） 

相談者名簿台帳 

高次脳機能障害相談受理簿 

紀南児童相談所 

児童福祉施設入所台帳、入所に関する事務 

児童のケース記録 

知的障害児判定・療育手帳交付の事務 

児童通告受理に伴う事務 

長寿社会課 

介護保険指定事業者情報管理システム 

介護支援専門員資格登録簿 

特別養護老人ホーム入所申込者等調査票 

地域見守り協力員候補者一覧表 

認定特定行為業務従事者登録簿 

障害福祉課 

あいサポート運動ファイル 

たん吸引等に関する各種機関指定事務 

たん吸引等実施のための研修事務 

身体障害者手帳交付事務 

特別児童扶養手当認定事務 

相談支援従事者養成研修 

居宅介護従業者等養成研修 

全国障害者スポーツ大会 

社会福祉・医療事業団福祉貸付金の借入申込みに対する意見書の交付事

務 

社会福祉施設等施設整備費補助金事務 

障害者介護給付費等不服審査事務 

児童福祉施設入所に関する事務 

指定障害福祉サービス事業者等の指定事務 

知的障害者施設債権管理関係 

強度行動障害支援者養成研修及び強度行動障害支援施設・職員養成研修 

和歌山県障害者等用駐車区画利用証制度ファイル 



精神保健福祉センター 
自立支援医療（精神通院）交付台帳 

精神障害者保健福祉手帳交付台帳 

医務課 医療法人台帳 

高等看護学院 
卒業者台帳 

学籍簿（調査書） 

こころの医療センター 

診療記録（診療録、医事会計システム、看護支援システム） 

患者不在者投票一覧 

診療報酬明細書 

薬局内調剤支援システム患者マスター 

給食システム（栄養管理システム） 

作業療法指示書 

作業療法実施計画表 

作業療法実施記録 

作業療法出席表 

作業療法月報 

患者番号控え簿 

入院、退院簿 

障害者福祉年金診断書 日付検索簿 

新患名簿 

障害者福祉年金診断書コピー綴り 

健康推進課 

県民健康・栄養調査 

栄養士台帳 

小児慢性特定疾病受給者ファイル 

特定不妊治療費助成一覧 

被爆者台帳 

肝炎治療受給者情報 

がん登録情報 

特定医療費（指定難病）受給者ファイル 

難病指定医・協力難病指定医台帳 

難病指定医療機関台帳 

緩和ケア研修会修了者名簿 

みんなで実践!健康づくり運動ポイント事業 

肝がん・重度肝硬変医療費助成受給者情報 

国民健康保険課 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの承諾施術所一覧表 

薬務課 麻薬免許事務処理 



薬事管理システム 

商工観光労働総務課 
和歌山県知事登録貸金業者データファイル 

特定計量器定期検査に係る受検計量器調査書 

商工振興課 和歌山県中小企業融資制度実績 

労働政策課 

企業における研修責任者リスト 

名簿(高卒進学者） 

技能士台帳 

職業訓練指導員名簿（昭和４４年１２月以降 

工業技術センター 

受託試験ファイル 

設備機器貸付ファイル 

技術相談ファイル 

観光振興課 わかやまサイクリングフェスタ申込者情報 

観光交流課 通訳案内士登録簿ファイル 

果樹園芸課 

狩猟登録者名簿 

狩猟免許更新申請者名簿 

狩猟免許試験受験者名簿 

経営支援課 農地中間管理事業による農地借受者名簿 

農林大学校 学籍簿 

農林大学校就農支援センター 就農相談ファイル 

林業振興課 

森林簿 

伐採情報 

保安林台帳 

造林履歴 

治山森林整備履歴 

林地台帳 

紀州材住宅補助事業実績ファイル 

暴力団排除措置条例対象者の該当性にかかる照会ファイル 

森林整備課 種苗生産業者登録簿 

資源管理課 漁船登録フォルダ 

県土整備総務課 不当要求マニュアル講習会ファイル 

技術調査課 

入札参加資格審査 

浄化槽工事業登録業者 

住宅瑕疵担保履行法に係る届出 

建設業許可 



経営事項審査 

解体工事業登録業者 

建設発生土の処分場指定 

建設リサイクル法 

測量業者の登録簿 

工事事故報告 

和歌山県県土整備部優良工事表彰 

建設工事に係る委託業務の実績認定 

和歌山県建設業界技術力向上支援補助事業における実績 

都市政策課 屋外広告業登録 

建築住宅課 

建築確認台帳 

建築士事務所登録簿 

二級・木造建築士名簿 

建設リサイクル法の届出・通知台帳 

耐震マネージャー派遣台帳 

住宅管理システム内蔵データ 

宅地建物取引業許可申請書 

宅地建物取引士資格登録申請書 

会計課 債権債務者 DB 

総務事務集中課 
物品電子調達システム（資格申請システム） 

役務調達事務 入札参加資格者名簿 

 
 

（振興局） 

所属部名 個人情報ファイル名称 

海草振興局健康福祉部 

結核患者登録台帳（結核患者登録票） 

結核接触者健康診断台帳 

精神保健福祉相談記録 

食品営業許可台帳 

食品衛生責任者名簿 

那賀振興局農林水産振興部 農地転用許可（４条、５条） 

那賀振興局健康福祉部 

結核患者登録台帳（結核患者登録票） 

介護保険台帳システム 

食品営業許可台帳 

精神保健ケースファイル 



伊都振興局健康福祉部 

精神保健福祉相談記録 

結核患者登録台帳（結核患者登録票） 

結核接触者健康診断台帳 

食品営業許可台帳 

有田振興局健康福祉部 

生活保護被保護者世帯名簿 

湯浅 結核登録台帳 

食品営業許可台帳 

日高振興局健康福祉部 

結核患者登録台帳（結核患者登録票） 

食品営業許可台帳 

結核接触者健康診断台帳 

西牟婁振興局健康福祉部 

食品営業許可台帳 

結核接触者健康診断台帳 

結核患者登録台帳（結核患者登録票） 

東牟婁振興局健康福祉部 

生活保護受給者台帳 

精神保健福祉相談記録 

食品営業許可台帳 

食品衛生責任者台帳 

 
（その他実施機関） 

実施機関名 個人情報ファイル名称 

教育委員会 

県立学校児童生徒情報ファイル（総務課） 

高等学校等就学支援金管理システム（総務課） 

特別支援教育就学奨励費管理システム（総務課） 

奨学金貸与者等管理ファイル（生涯学習課） 

高校生等奨学給付金（生涯学習課） 

進学奨学金等管理ファイル（生涯学習課） 

銃砲刀剣類登録原票（文化遺産課） 

特別支援学校児童生徒名簿（特別支援教育室） 

和歌山県立図書館利用券登録情報ファイル（和歌山県立図書館） 

 


